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(57)【要約】
【課題】アプリケーションを搭載する携帯端末を車両の
状態との関係でより有効に利用することのできる「車載
機器システム」を提供することである。
【解決手段】アプリケーションを備える携帯端末２０と
車載機器１００とが通信可能に接続されてなる車載機器
システムであって、車載機器１００は、車両が所定の状
態であるか否かを判定する判定手段（Ｓ２１）と、前記
判定手段によって車両が所定の状態であると判定された
ときに、所定情報を前記携帯端末に送る所定情報送信手
段（２）とを有し、前記携帯端末２０は、前記所定情報
を受けたときに、当該所定情報を受けたときに行うべき
処理として予め定められたアプリケーションに係るアプ
リ関連処理を実行するアプリ関連処理実行手段（Ｓ３３
）を有する構成となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションを備える携帯端末と車載機器とが通信可能に接続されてなる車載機器
システムであって、
　前記車載機器は、車両が所定の状態であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって車両が所定の状態であると判定されたときに、所定情報を前記携
帯端末に送る所定情報送信手段とを有し、
　前記携帯端末は、前記所定情報を受けたときに、当該所定情報を受けたときに行うべき
処理として予め定められたアプリケーションに係るアプリ関連処理を実行するアプリ関連
処理実行手段を有する車載機器システム。
【請求項２】
　前記アプリ関連処理実行手段は、前記所定情報を受けたときに、予め定められたアプリ
ケーションを実行させる処理を前記アプリ関連処理として行う請求項１記載の車載機器シ
ステム。
【請求項３】
　前記アプリ関連処理実行手段は、前記所定情報を受けたときに、実行可能なアプリケー
ションの識別情報の一覧表示画面において予め定められたアプリケーションの識別情報を
予め定められた特別な表示態様で表示させる処理を前記アプリ関連処理として行う請求項
１記載の車載機器システム。
【請求項４】
　前記アプリ関連処理実行手段は、前記携帯端末と前記車載機器との接続が切断されたと
きに、前記アプリ関連処理を実行する請求項２記載の車載機器システム。
【請求項５】
　前記判定手段は、車両が所定の施設にある状態であるか否かを判定する施設判定手段を
有し、
　前記所定情報送信手段は、前記施設判定手段により前記車両が所定の施設にある状態で
あると判定されたときに、前記所定情報を前記携帯端末に送る請求項１乃至４のいずれか
に記載の車載機器。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記アプリ関連処理に係る前記アプリケーションが実行された後に、
該アプリケーションの実行により得られた情報をアプリ取得情報として前記車載機器に送
るアプリ取得情報送信手段を有し、
　前記車載機器は、前記携帯端末から送られる前記アプリ取得情報を記憶する記憶手段を
有する請求項１乃至５のいずれかに記載の車載機器システム。
【請求項７】
　アプリケーションを備える携帯端末が通信可能に接続される車載機器であって、
　車両が所定の状態であるか否かを判定する判定手段と、
　該判定手段によって前記車両が所定の状態であると判定されたときに、所定情報を前記
携帯端末に送る所定情報送信手段とを有する車載機器。
【請求項８】
　前記所定情報を前記車載機器に送った後に、前記携帯端末での上記所定情報に起因した
アプリケーションの実行により得られた情報を当該携帯端末から受けたときに、その受け
た情報をアプリ取得情報として記憶する記憶手段を有する請求項７記載の車載機器。
【請求項９】
　アプリケーションを備え、車載機器に通信可能に接続される携帯端末であって、
　車載機器から所定情報を受けたときに、当該所定情報を受けたときに行うべき処理とし
て予め定められたアプリケーションに係るアプリ関連処理を実行するアプリ関連処理実行
手段を有する携帯端末。
【請求項１０】
　前記アプリ関連処理に係る前記アプリケーションが実行された後に、該アプリケーショ
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ンの実行により得られた情報をアプリ取得情報として前記車載機器に送るアプリ取得情報
送信手段を有する請求項９記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション機器等の車載機器とスマートフォン等の携帯端末とが接続さ
れてなる車載機器システムと、その車載機器システムを構成する当該車載機器及び携帯端
末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載される車両のメンテナンス情報を処理するシステムが知られて
いる。このシステムは、車両のメンテナンスを実施する場所に設置された車両のメンテナ
ンスに関する車両メンテナンス情報を管理する車両メンテナンス情報管理装置と、携帯端
末と、車載装置（例えば、ナビゲーション装置）との間において車両メンテナンス情報の
送受信ができるようになっている。例えば、車両のメンテナンスを実施する場所（ガソリ
ンスタンド等）にてメンテナンス結果を車両メンテナンス情報管理装置に登録した後に、
その車両メンテナンス情報管理装置に登録されているメンテナンス結果が携帯端末を介し
て車載装置に登録（転送）することができる。更に、車載装置は、メンテナンス結果を登
録した後からの走行距離や経過時間が部品を交換するに適切な規定距離や規定時間に到達
すると、車両をメンテナンスする必要がある旨を報知するようになっている。このような
システムでは、車両のメンテナンス作業を行う作業者が車両メンテナンス情報管理装置に
メンテナンス結果を入力すれば、携帯端末を介して車載装置にそのメンテナンス結果を取
り込むことができるので、車両の運転者等の利用者自らが特に操作を行わなくても、その
メンテナンス結果を車載装置側にて利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３３６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、種々のアプリケーションの実行により多くの情報を得ることのできる
スマートフォン等の携帯端末が利用されている。このような携帯端末を前述したようなシ
ステムで利用することが考えられる。しかしながら、前述した従来のシステムでは、携帯
端末は単に車両メンテナンス情報管理装置と車載装置との間でメンテナンス結果の送受の
中継を行うものにすぎず、必ずしも種々のアプリケーションを搭載可能な携帯端末を有効
に利用するものとはいえない。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、アプリケーションを搭載する携帯
端末を車両の状態との関係でより有効に利用することのできる車載機器システムを提供す
るものである。
【０００６】
　また、本発明は、上記車載機器システムを構成する車載機器及び携帯端末を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る車載機器システムは、アプリケーションを備える携帯端末と車載機器とが
通信可能に接続されてなる車載機器システムであって、前記車載機器は、車両が所定の状
態であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって車両が所定の状態であると
判定されたときに、所定情報を前記携帯端末に送る所定情報送信手段とを有し、前記携帯
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端末は、前記所定情報を受けたときに、当該所定情報を受けたときに行うべき処理として
予め定められたアプリケーションに係るアプリ関連処理を実行するアプリ関連処理実行手
段を有する構成となる。
【０００８】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに車載機器から携帯端末に所定情
報が送られ、その所定情報を受けた携帯端末においてアプリケーションに係るアプリ関連
処理が実行されるようになるので、前記アプリ関連処理の実行によって、車両が所定の状
態であることに関連して情報を得ることのできるアプリケーションを携帯端末にて実行さ
せ易くすることができるようになる。
【０００９】
　本発明に係る車載機器システムにおいて、前記アプリ関連処理実行手段は、前記所定情
報を受けたときに、予め定められたアプリケーションを実行させる処理を前記アプリ関連
処理として行う構成とすることができる。
【００１０】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに、携帯端末において予め定めら
れたアプリケーションが実行されるようになるので、車両が所定の状態であることに関連
して情報を得ることのできるアプリケーションを携帯端末において自動的に実行させるこ
とができるようになる。
【００１１】
　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記アプリ関連処理実行手段は、前記
所定情報を受けたときに、実行可能なアプリケーションの識別情報の一覧表示画面におい
て予め定められたアプリケーションの識別情報を予め定められた特別な表示態様で表示さ
せる処理を前記アプリ関連処理として行う構成とすることができる。
【００１２】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに、携帯端末の実行可能なアプリ
ケーションの識別情報の一覧表示画面において予め定められたアプリケーションの識別情
報が予め定められた特別な表示態様で表示されるので、携帯端末におけるアプリケーショ
ンの識別情報の一覧表示画面において、車両が所定の状態にあることに関連して情報を得
ることのできるアプリケーションを実行すべきアプリケーションとして選択し易くなる。
【００１３】
　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記アプリ関連処理実行手段は、前記
携帯端末と前記車載機器との接続が切断されたときに、前記アプリ関連処理を実行する構
成とすることができる。
【００１４】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに、携帯端末を車載機器から切り
離すと、当該携帯端末においてアプリ関連処理が実行されるので、車両が所定の状態であ
るときに、利用者は自分の携帯端末を車載機器から切り離して手元においてアプリ関連処
理の実行に伴う情報の確認や操作を行うことができるようになる。
【００１５】
　更に、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記判定手段は、車両が所定の施設に
ある状態であるか否かを判定する施設判定手段を有し、前記所定情報送信手段は、前記施
設判定手段により前記車両が所定の施設にある状態であると判定されたときに、前記所定
情報を前記携帯端末に送る構成とすることができる。
【００１６】
　このような構成により、車両が所定の施設に有る状態であるときに、車載機器から携帯
端末に所定情報が送られ、その所定情報を受けた携帯端末においてアプリケーションに係
るアプリ関連処理が実行されるようになるので、前記アプリ関連処理の実行によって、車
両が所定の施設にあることに関連して情報を得ることのできるアプリケーションを携帯端
末にて実行させ易くすることができる。
【００１７】
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　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記携帯端末は、前記アプリ関連処理
に係る前記アプリケーションが実行された後に、該アプリケーションの実行により得られ
た情報をアプリ取得情報として前記車載機器に送るアプリ取得情報送信手段を有し、前記
車載機器は、前記携帯端末から送られる前記アプリ取得情報を記憶する記憶手段を有する
構成とすることができる。
【００１８】
　このような構成により、車両が所定の状態にあるときに携帯端末で実行されたアプリ関
連処理に係るアプリケーションが実行された後に、そのアプリケーションの実行により得
られた情報を車載機器において保存して、利用することができるようになる。
【００１９】
　本発明に係る車載機器は、アプリケーションを備える携帯端末が通信可能に接続される
車載機器であって、車両が所定の状態であるか否かを判定する判定手段と、該判定手段に
よって前記車両が所定の状態であると判定されたときに、所定情報を前記携帯端末に送る
所定情報送信手段とを有する構成となる。
【００２０】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに所定情報を携帯端末に送るので
、前記所定情報により携帯端末に車両が所定の状態であることを通知することができる。
その結果、携帯端末において車両が所定の状態であるときに利用価値の高い情報を得るこ
とのできるアプリケーションを実行させ易くすることができるようになる。
【００２１】
　本発明に係る車載機器において、前記所定情報を前記車載機器に送った後に、前記携帯
端末での上記所定情報に起因したアプリケーションの実行により得られた情報を当該携帯
端末から受けたときに、その受けた情報をアプリ取得情報として記憶する記憶手段を有す
る構成とすることができる。
【００２２】
　このような構成により、車両が所定の状態となるときに、携帯端末でのそのことに起因
したアプリケーションの実行により得られた情報（アプリ取得情報）を車載機器において
保存、利用することができるようになる。
【００２３】
　本発明に係る携帯端末は、アプリケーションを備え、車載機器に通信可能に接続される
携帯端末であって、車載機器から所定情報を受けたときに、当該所定情報を受けたときに
行うべき処理として予め定められたアプリケーションに係るアプリ関連処理を実行するア
プリ関連処理実行手段を有する構成となる。
【００２４】
　このような構成により、車両が所定の状態であるときに所定情報が携帯端末に送られる
ように車載機器を構成すれば、車両が所定の状態であるときに車載機器から送られた所定
情報によってアプリケーションに係るアプリ関連処理が実行されるようになる。
【００２５】
　本発明に係る携帯端末において、前記アプリ関連処理に係る前記アプリケーションが実
行された後に、該アプリケーションの実行により得られた情報をアプリ取得情報として前
記車載機器に送るアプリ取得情報送信手段を有する構成とすることができる。
【００２６】
　このような構成により、携帯端末でのアプリケーションの実行により得られた情報（ア
プリ取得情報）を車載機器において保存、利用することができるようになる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る車載機器システムによれば、車両が所定の状態であるときに、車載機器か
らの所定情報に起因した携帯端末でのアプリ関連処理の実行によって、車両が所定の状態
であるときに利用価値の高い情報を得ることのできるアプリケーションを携帯端末にて実
行させ易くすることができるようになるので、アプリケーションを搭載する携帯端末を車
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両の状態との関係でより有効に利用することができるようになる。
【００２８】
　また、本発明に係る車載機器及び携帯端末によれば、前記車載機器システムを構成する
ことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態に係る車載機器システム及びその車載機器システムを構成す
る車載機器及び携帯端末（スマートフォン）を示すブロック図である。
【図２】図１に示す車載機器システム及びスマートフォンでの処理手順の一例を示すシー
ケンス図である。
【図３】スマートフォンにおいて実行可能なアプリケーションの一覧を表わすホーム画面
の一例を示す図である。
【図４】スマートフォンにおいて実行可能なアプリケーションの一覧を表わすホーム画面
の他の例を示す図である。
【図５】車両メンテナンスに係るアプリケーションの実行によりスマートフォンに表示さ
れる画面の一例を示す図である。
【図６】車両メンテナンスに係るアプリケーションの実行によりスマートフォンに表示さ
れる画面の他の一例を示す図である。
【図７】車両メンテナンスに係るアプリケーションの実行によりスマートフォンに表示さ
れる画面の更に他の一例を示す図である。
【図８】図1に示す車載機器システムでの処理手順の他の一例を示すシーケンス図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３１】
　本発明の実施の形態に係る車載機器システムは、図１に示すように構成される。
【００３２】
　図１において、この車載機器システムは、車載機器１００及び携帯端末２０にて構成さ
れる。車載機器１００は、外部機器接続用のコネクタ１９を有し、コネクタ１９にはケー
ブルによってスマートフォン２０（携帯端末）が接続可能になっている。車載機器１００
は、コンピュータユニット（ＣＰＵを含む）にて構成される処理ユニット１１を有してい
る。この処理ユニット１１には、ＣＤ・ＤＶＤ等のディスク媒体から音楽及び映像の再生
が可能なＡＶユニット１７及び車両のナビゲーション処理を行うナビゲーションユニット
１８が接続されている。さらに、処理ユニット１１には、ＡＶユニット１７及びナビゲー
ションユニット１８等によって利用される各種情報（例えば、地図情報、施設情報及び、
後に後述する処理情報等）が記憶される記憶部１４（例えば、ＨＤＤ）、車室内に設けら
れる映像等の表示が可能な表示部１３、操作ボタンや表示部１３内に構成されるタッチパ
ネル等からなる操作部１２、及び車室内に設けられたスピーカ１６に音声信号を供給する
出力回路１５が接続されている。
【００３３】
　スマートフォン２０がケーブルにて接続されるコネクタ１９は、処理ユニット１１に接
続され、処理ユニット１１は、ケーブル及びコネクタ１９を介してスマートフォン２０と
通信可能となっている。スマートフォン２０は、ナビゲーションアプリケーション、情報
検索アプリケーション、ゲームアプリケーション、また、車両のメンテナンスに係るアプ
リケーション（燃費アプリケーション、ガレージアプリケーション）等の種々のアプリケ
ーションを搭載している。そして、スマートフォン２０では、搭載するアプリケーション
の識別情報となるアイコンを一覧表示させるホーム画面が表示され、そのホーム画面上で
選択されたアイコンに対応するアプリケーションが起動されるようになっている。
【００３４】
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　この車載機器１００とスマートフォン２０とが通信可能に接続された車載機器システム
では、例えば、図２に示す手順に従って処理がなされる。
【００３５】
　図２において、車載機器１００の処理ユニット１１は、操作部１２での操作に基づいて
ナビゲーションユニット１８を起動させる（Ｓ１１）。起動したナビゲーションユニット
１８は、処理ユニット１１の制御のもと車両ナビゲーション処理を実行し、表示部１３に
道路地図とともにその道路地図上の車両の現在位置に対応した位置に車両マークが表示さ
れ、運転誘導のガイダンスがスピーカ１６から出力される。このような車両ナビゲーショ
ン処理の過程で、処理ユニット１１は、ナビゲーションユニット１８から車両の状態を表
す情報（例えば、車両の走行距離、車両の走行時間、車両の施設への立ち寄りに関する情
報等）を含むナビ情報を取得している（１）。
【００３６】
　処理ユニット１１は、ナビゲーションユニット１８から取得する前記ナビ情報に含まれ
る車両の状態を表す情報に基づいて車両がガソリンスタンド等の車両メンテナンスの可能
な施設にある状態（所定の状態）であるか否かを判定している（Ｓ２１：判定手段・施設
判定手段）。そして、処理ユニット１１は、車両が車両メンテナンスの可能な施設にある
状態であると判定すると、更に、スマートフォン２０との接続を確認して（Ｓ２２）、メ
ンテナンス優先要求をスマートフォン２０に送る（２：所定情報送信手段）。
【００３７】
　一方、スマートフォン２０は、搭載しているアプリケーションの識別情報としてのアイ
コンを一覧表示させる、例えば、図３に示すようなホーム画面を表示している（Ｓ３１）
。このホーム画面上のアイコンの選択操作によってそのアイコンに対応するアプリケーシ
ョンが起動される。このホーム画面には優先エリアＭが形成されており、優先エリアＭに
は使用頻度のより高いアプリケーションのアイコンが位置している。これにより、ホーム
画面上の多くのアイコンの中から使用頻度の高いアプリケーションのアイコンを選択し易
くなる。
【００３８】
　上述したようなホーム画面を表示するスマートフォン２０が車載機器１００（処理ユニ
ット１１）からのメンテナンス優先要求を受けると、スマートフォン２０は、その要求確
認応答を車載機器１００に送る（３）。車載機器１００の処理ユニット１１は、メンテナ
ンス優先要求をスマートフォン２０に送った後にスマートフォン２０から要求確認応答を
受けると、スマートフォン２０に対してメンテナンス優先要求を送ったことを表す情報（
例えば、フラグ）を不揮発性の内部メモリに記憶させる。
【００３９】
　車両メンテナンスの可能な施設（ガソリンスタンド、車両メンテナンス工場を併設する
カー用品店等）で車両の給油やメンテナンスがなされている間、車外でスマートフォン２
０を利用するために、利用者（運転者）が、スマートフォン２０を車載機器１００のコネ
クタ１９から外すと、スマートフォン２０は、車載機器１００との接続が切断されたこと
を確認する（Ｓ３２）。メンテナンス作業等を受けるために車両のイグニッションキーが
オフされると車載機器１００はオフ状態となる（Ｓ１２）。このとき、スマートフォン２
０は、コネクタ１９から外されていなくても車載機器１００との接続が切断されたことを
確認することができる。
【００４０】
　このように車載機器１００との接続が切断されたことを確認したスマートフォン２０は
、前記メンテナンス優先要求を受けたときに行うべき処理として予め定められた車両メン
テナンスに係るアプリケーションのアイコンを特別な表示態様で表示させるための処理（
アプリ関連処理）、即ち、図３に示す通常のホーム画面を図４に示すメンテナンス優先の
ホーム画面に切換えるための処理を行う（Ｓ３３：アプリ関連処理実行手段）。このメン
テナンス優先のホーム画面では、優先エリアＭの外にあった車両メンテナンスに係るアプ
リケーションのアイコン、例えば、燃費を管理するための燃費アプリケーションのアイコ
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ンＮや車両の修理やメンテナンスを管理するためのガレージアプリケーションのアイコン
Ｇが優先エリアＭに入れられる（特別な表示態様での表示）。
【００４１】
　車両が給油やメンテナンス作業を受けている間、車外でスマートフォン２０を利用する
ユーザは、その給油や車両のメンテナンスに係る情報を取得するために、車両メンテナン
スに係るアプリケーションを起動させることができる。このとき、スマートフォン２０は
図４に示すようなメンテナンス優先のホーム画面を表示しており、多くのアイコンの中か
ら優先エリアＭに表示された車両メンテナンスに係るアプリケーションである燃費アプリ
ケーションのアイコンＮやガレージアプリケーションのアイコンＧの選択操作を容易に行
うことができる。
【００４２】
　スマートフォン２０のメンテナンス優先のホーム画面において、車両メンテナンスに係
るアプリケーションに対応するアイコンの選択操作（アプリケーションの起動操作）がな
されると（４）、その選択操作されたアイコンに対応した車両メンテナンスに係るアプリ
ケーションが起動する（Ｓ４１）。例えば、ガレージアプリケーションが起動されると、
図５及び図６に示すような画面表示にて、また、燃費アプリケーションが起動されると、
図７に示すような画面表示にて、給油やメンテナンス作業についての情報入力や処理結果
情報の表示がなされる。
【００４３】
　車両の給油やメンテナンス作業が終了して、利用者がスマートフォン２０において前記
車両メンテナンスに係るアプリケーションの終了操作を行うと、スマートフォン２０はそ
の車両メンテナンスに係るアプリケーションを立ち下げる（Ｓ４２）。その後、スマート
フォン２０では、前記車両メンテナンスに係るアプリケーションの実行により取得された
メンテナンス情報（入力情報、処理結果情報等）が不揮発性メモリ等の記憶部に保存され
る（（５）、Ｓ３４）。そして、スマートフォン２０は、通常のホーム画面（図３参照）
を表示する（Ｓ３５）。給油やメンテナンス作業の完了した車両に乗り込んだ利用者はス
マートフォン２０を車載機器１００のコネクタ１９に接続することができる。
【００４４】
　一方、車両に乗り込んだ利用者がイグニッションスイッチのオン操作によって車両のエ
ンジンを動作させると、車載機器１００が起動される（Ｓ１３）。起動された車載機器１
００の処理ユニット１１は、スマートフォン２０に対してメンテナンス優先要求を送った
ことを表す情報が不揮発性の内部メモリに記憶されていることを確認すると、更に、スマ
ートフォン２０との接続を確認し（Ｓ２３）、スマートフォン２０にメンテナンス情報の
要求を送る（６）。その要求を受けたスマートフォン２０は、不揮発性メモリに保存した
前記メンテナンス情報（アプリ取得情報）を車載機器１００に送る（７：アプリ取得情報
送信手段）。そして、スマートフォン２０からメンテナンス情報を受けた車載機器１００
の処理ユニット１１は、そのメンテナンス情報を記憶部１４に記憶させる（Ｓ２４）。こ
れにより、車載機器１００において、車両の給油やメンテナンス作業に係る情報（メンテ
ナンス情報）を利用することができるようになる。
【００４５】
　前述したような車載機器システムでは、車両が車両メンテナンスの可能な施設にある状
態であるときに、車載機器１００（処理ユニット１１）からスマートフォン２０にメンテ
ナンス優先要求が送られ、そのメンテナンス優先要求を受けたスマートフォン２０におい
て、通常のホーム画面（図３参照）から、車両メンテナンスに係るアプリケーションのア
イコンが優先エリアＭに表示されたメンテナンス優先のホーム画面（図４参照）に切換え
る処理（アプリ関連処理）がなされる。このため、そのホーム画面（図４参照）において
、車両が車両メンテナンスの可能な施設に関連して情報を得ることのできる車両メンテナ
ンスに係るアプリケーションの選択が容易になり、スマートフォン２０にて当該アプリケ
ーションを実行させ易くなる。従って、車両メンテナンスに係るアプリケーションを搭載
するスマートフォン２０を車両の状態（車両が車両メンテナンスの可能な施設にある状態
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）との関係でより有効に利用することができるようになる。
【００４６】
　また、スマートフォン２０を車載機器１００のコネクタ１９から外すと、スマートフォ
ン２０において通常のホーム画面（図３参照）からメンテナンス優先のホーム画面（図４
参照９に切換えられるので、車両がガソリンスタンド等でメンテナンス作業を受ける際に
、利用者は、自分のスマートフォン２０を車外でそのメンテナンス優先のホーム画面を確
認しつつ、情報の確認や操作を行うことができるようになる。
【００４７】
　図１に示すように車載機器１００とスマートフォン２０とが通信可能に接続された車載
機器システムでは、図２に示す手順に代えて図８に示す手順に従った処理を行うことがで
きる。この場合の処理は、スマートフォン２０が車載機器１００のコネクタ１９から外さ
れなくてもアプリ関連処理を実行すること、また、そのアプリ関連処理が通常のホーム画
面をメンテナンス優先のホーム画面に切換える処理ではなく、アプリケーションを直接起
動させる処理であること、の点で図２に示す手順に従った処理と異なる。
【００４８】
　図８において、図２に示す手順の場合と同様に、車載機器１００では、処理ユニット１
１が、ナビゲーションユニット１８から車両の状態を表す情報を含むナビ情報を取得して
いる（Ｓ１１、（１））。そして、処理ユニット１１が、その車両の状態を表す情報に基
づいて、車両が車両メンテナンスの可能な施設にある状態であると判定すると（Ｓ２１：
判定手段・施設判定手段）、更に、スマートフォン２０との接続を確認して（Ｓ２２）、
メンテナンスアプリ起動要求をスマートフォン２０に送る（８：所定情報送信手段）。
【００４９】
　ホーム画面（図３参照）を表示するスマートフォン２０は、車載機器１００からの前記
メンテナンスアプリ起動要求を受けると、前記メンテナンスアプリ起動要求を受けたとき
に行うべき処理として予め定められた車両メンテナンスに係るアプリケーション、例えば
、前述した燃費アプリケーションやガレージアプリケーションを起動させる処理を行う（
Ｓ４１：アプリ関連処理実行手段）。そして、スマートフォン２０は、起動応答を車載機
器１００に送る（９）。車載機器１００の処理ユニット１１は、メンテナンスアプリ起動
要求をスマートフォン２０に送った後にスマートフォン２０から起動応答を受けると、ス
マートフォン２０に対してメンテナンスアプリ起動要求を送ったことを表す情報（例えば
、フラグ）を不揮発性の内部メモリに記憶させる。
【００５０】
　メンテナンス作業等を受けるために車両のイグニッションキーがオフされて車載機器１
００がオフ状態（Ｓ１２）になっても、スマートフォン２０では、車両メンテナンスに係
るアプリケーションが起動された状態となっている。そして、利用者（運転者）は、スマ
ートフォン２０を車載機器１００のコネクタ１９を利用することができる。
【００５１】
　車両が給油やメンテナンス作業を受けている間、スマートフォン２０において、起動さ
れた車両メンテナンスに係るアプリケーションの実行により、前述した例（図２参照）と
同様に、図５、図６（ガレージアプリケーションの例）や、図７（燃費アプリケーション
の例）に示すような画面表示にて給油やメンテナンス作業についての情報入力や処理結果
情報の表示がなされる。
【００５２】
　その後、車両の給油やメンテナンス作業が終了して、利用者の終了操作によってスマー
トフォン２０において車両メンテナンスに係るアプリケーションが立ち下げられると（Ｓ
４２）、前述した例と同様の手順に従って、当該アプリケーションの実行により得られた
メンテナンス情報（入力情報、処理結果情報）がスマートフォン２０に保存される（（５
）、Ｓ３４、Ｓ３５）。そして、車両のイグニッションキーのオン操作によって起動され
た車載機器１００の処理ユニット１１は、スマートフォン２０に対して既にメンテナンス
アプリ起動要求を送ったことを表す情報を確認すると、前記メンテナンス情報をスマート
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フォン２０から取得して記憶部１４に保存する（（６）、（７）、Ｓ２３）。
【００５３】
　図８に示す手順にて処理を実行する車載機器システムでは、車両が車両メンテナンスの
可能な施設に有る状態であるときに、スマートフォン２０において予め定められた車両メ
ンテナンスに係るアプリケーションが実行されるようになるので、車両メンテナンスの可
能な施設に関連して情報を得ることのできる車両メンテナンスに係るアプリケーションを
自動的に実行させることができるようになる。従って、車両メンテナンスに係るアプリケ
ーションを搭載するスマートフォン２０を車両の状態（車両が車両メンテナンスの可能な
施設にある状態）との関係でより有効に利用することができるようになる。
【００５４】
　なお、図２に示す手順での処理において、スマートフォン２０では、車載機器１００と
の接続の切断を確認することなく、通常のホーム画面（図３参照）をメンテナンス優先の
ホーム画面（図４参照）に切換える処理（アプリ関連処理）を実行するようにしてもよい
。また、図８に示す手順での処理において、スマートフォン２０では、車載機器１００と
の接続の切断を確認した後に、車両メンテナンスに係るアプリケーションを起動させる処
理（アプリ関連処理）を実行させるようにしてもよい。
【００５５】
　前述した各例（図２、図８参照）では、車両が車両メンテナンスの可能な施設にある状
態になった際に、スマートフォン２０においてその車両メンテナンスのアプリケーション
に係る処理（ホーム画面の切換え処理、アプリケーションの起動処理）がなされたが、こ
れに限られず、例えば、所定走行距離や所定走行時間毎（車両の走行距離や走行時間が所
定値に達した状態になる毎）に、スマートフォン２０において車両メンテナンスのアプリ
ケーションに係る処理がなされるようにしても、また、車両がファミリーレストランにあ
る状態になった際に、スマートフォン２０においてカロリー計算のアプリケーションに係
る処理がなされるようにしても、更に、車両が他の状態となる際に、スマートフォン２０
において予め定められたアプリケーションに係る処理（アプリ関連処理）がなされるよう
にしてもよい。
【００５６】
　なお、スマートフォン２０が有線ではなく、無線にて車載機器１００に接続される構成
とすることもできる。
【００５７】
　また、載機器１００に通信可能に接続される携帯端末は、スマートフォン２０に限られ
ず、情報処理機能を備えた携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ハンディ
パソコン等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　以上、説明したように、本発明に係る車載機器システムは、アプリケーションを搭載す
る携帯端末を車両の状態との関係でより有効に利用することができるという効果を有し、
ナビゲーション機器等の車載機器とスマートフォン等の携帯端末とが接続されてなる車載
機器システムとして有用である。
【符号の説明】
【００５９】
　１１　処理ユニット
　１２　操作部
　１３　表示部
　１４　記憶部
　１５　出力回路
　１６　スピーカ
　１７　ＡＶユニット
　１８　ナビゲーションユニット
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　１９　コネクタ
　２０　スマートフォン（携帯端末）
　１００　車載機器

【図１】 【図２】
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