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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯型情報端末から提供される画面情報を表示可能な電子装置であって、
　携帯型情報端末との間で接続を確立する接続手段と、
　前記接続手段を介して前記画面情報を受信する受信手段と、
　前記画面情報または電子装置が保有するアプリケーションに関する画面を表示可能な表
示手段と、
　画面変更に関する事象を検出する事象検出手段と、
　前記事象検出手段により画面変更に関する事象が検出された場合に、前記受信手段を介
して受信された画面情報に含まれる識別コードを抽出し、当該識別コードが前記画面変更
に関する事象に対応する事象画面情報に一致するか否かを識別する識別手段と、
　前記画面変更に関する事象に対応する事象画面情報が前記受信手段で受信されたか否か
を前記識別手段の識別結果に基づき判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記事象画面情報が受信されたと判定された場合に、アプリケーシ
ョンに関する画面から前記事象画面情報に表示が切替わるように前記表示手段を制御する
表示制御手段と、
を有する電子装置。
【請求項２】
前記識別手段は、画面情報の複数のカテゴリーと各カテゴリーに対応する識別コードとの
関係を規定したテーブルを含み、前記識別手段は、前記テーブルを参照し、識別コードが
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前記画面変更に関する事象に対応する事象画面情報に一致するか否かを識別する、請求項
１に記載の電子装置。
【請求項３】
前記画面変更に関する事象は、割込み発生である、請求項１に記載の電子装置。
【請求項４】
前記割込み発生は、前記接続手段の制御ラインを介して携帯型情報端末から通知される、
請求項３に記載の電子装置。
【請求項５】
前記画面変更に関する事象は、携帯型情報端末が保有するアプリケーションを起動するた
めの電子装置からの入力である、請求項１に記載の電子装置。
【請求項６】
前記表示制御手段は、前記判定手段により前記事象画面情報が受信されたと判定されるま
で、前記表示手段に前記アプリケーションに関する画面の表示を継続させる、請求項１な
いし５いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項７】
前記表示制御手段は、前記判定手段により前記事象画面情報が受信されたと判定されるま
で、前記表示手段に黒画面を表示させる、請求項１ないし６いずれか１つに記載の電子装
置。
【請求項８】
請求項１ないし７いずれか１つに記載の電子装置と、当該電子装置に接続された携帯型情
報端末とを有するメディアシステムであって、
　携帯型情報端末は、前記事象画面情報を送信する送信手段と、
　前記画面変更に関する事象を制御ラインを介して電子装置に通知する通知手段とを含む
、メディアシステム。
【請求項９】
前記通知手段は、前記画面変更に関する事象として割込み発生信号を通知し、前記送信手
段は、データラインを介して割込み画面情報を送信する、請求項８に記載のメディアシス
テム。
【請求項１０】
前記送信手段は、電子装置からの入力に応じて選択されたアプリケーションに関する画面
情報を送信する、請求項８に記載のメディアシステム。
【請求項１１】
携帯型情報端末から提供される画面情報を表示可能な電子装置が実行する表示制御プログ
ラムであって、
　携帯型情報端末との間で接続を確立するステップと、
　携帯型情報端末から前記画面情報を受信するステップと、
　画面変更に関する事象を検出するステップと、
　前記画面変更に関する事象が検出された場合に、携帯型情報端末から受信された画面情
報に含まれる識別コードを抽出し、当該識別コードが前記画面変更に関する事象に対応す
る事象画面情報に一致するか否かを識別するステップと、
　前記識別するステップの識別結果に基づき前記画面変更に関する事象に対応する事象画
面情報が受信されたか否かを判定するステップと、
　前記判定するステップにより事象画面情報が受信されたと判定された場合に、アプリケ
ーションに関する画面から前記事象画面情報に表示を切替えるステップと、
を有する表示制御プログラム。
【請求項１２】
前記画面変更に関する事象は、割込み発生である、請求項１１に記載の表示制御プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯型情報端末が接続されたとき携帯型情報端末のアプリケーションを遠隔
操作することができる電子装置に関し、特に、携帯型端末装置から転送される映像データ
を表示するときの表示制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンなどに代表される高機能なポータブル装置の利用が増加している
。このようなポータブル装置が車内に持ち込まれたとき、ポータブル装置を車載用電子装
置に接続し、車載用電子装置においてポータブル装置のメディアデータなどを利用するこ
とが可能になっている。特許文献１は、携帯端末を用いて所定の機器を遠隔操作する際に
、より容易に操作できるようにすると共に所定の機器の操作に関する支援情報を適切にユ
ーザに提供する遠隔操作システムを開示する。また、特許文献２は、同一のコンテンツを
複数の端末で同一シーンを同時刻に再生する再生方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２３４３８号公報
【特許文献２】特開２００５－３２３２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車載用電子装置は、ＵＳＢケーブル等を介してスマートフォンなどの携帯型情報端末が
接続されると、携帯型情報端末のアプリケーションを遠隔操作することが可能なターミナ
ルモードに移行する。ターミナルモード中、携帯型情報端末への直接的な入力操作が制限
（ロック）され、車載用電子装置からのみ入力操作が可能となる。例えば、携帯型情報端
末が保有するナビゲーションやオーディオ再生などのアプリケーションプログラムを車載
用電子装置側から起動させることができ、起動されたアプリケーションに関する映像デー
タおよび音声データを携帯型情報端末から車載用電子装置に転送させ、これを車載用電子
装置において表示している。
【０００５】
　一方、車載用電子装置は、多くのメディアのソースを管理しており、iPod、ＨＤＤ（ハ
ードディスクドライブ）、ＤＶＤなどによるメディアデータの再生など、携帯型情報端末
のアプリケーション以外のメディアソースのアプリケーションを実行することも可能であ
る。ターミナルモード時に、車載用電子装置が実行するアプリケーションに関する画面（
以下、ソース画面という）を表示中に、携帯型情報端末で実行されているアプリケーショ
ンの割込み（例えば、ナビゲーションにおける交差点案内情報など）を検出した場合、車
載用電子装置は、ソース画面から携帯型情報端末の画面に切替える。この場合、割込み発
生を知らせる信号は、制御ラインを介して車載用電子装置に通知され、他方、割込みの映
像データは、データラインを介して転送され、両者は通信プロトコルが異なり、同期して
いない。そのため、車載用電子装置において、割込み発生を知らせる信号に同期してソー
ス画面から携帯型情報端末の画面に切替えると、携帯型情報端末の画面が未だ割込み画面
に切替わっていないことがあり、これが車載用電子装置において一時的または瞬間的に表
示されると、割込み画面が表示されるまでの間に、画面にチラツキが生じるおそれがある
。
【０００６】
　また、従来の車載用電子装置において、割込み映像をアナログ信号で得るものもあるが
、この場合には、割込み検出から割込み映像を表示するまでの遅延時間（タイムラグ）を
予想し、その予想された遅延時間後に割込み映像を表示させている。この遅延時間は、必
ずしも割込み映像の表示に同期するとは限らず、やはり画面にチラツキが生じるおそれが
ある。
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【０００７】
　本発明は、上記従来の課題を解決し、携帯型情報端末からの画面情報を表示させる際に
チラツキの発生を防止した電子装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る電子装置は、携帯型情報端末から提供される画面情報を表示可能なもので
あって、携帯型情報端末との間で接続を確立する接続手段と、前記接続手段を介して前記
画面情報を受信する受信手段と、前記画面情報または電子装置が保有するアプリケーショ
ンに関する画面を表示可能な表示手段と、画面変更に関する事象を検出する事象検出手段
と、前記事象検出手段により画面変更に関する事象が検出された場合に、前記画面変更に
関する事象に対応する事象画面情報が受信されたか否かを判定する判定手段と、前記判定
手段により前記事象画面情報が受信されたと判定された場合に、アプリケーションに関す
る画面から前記事象画面情報に表示が切替わるように前記表示手段を制御する表示制御手
段とを有する。
【０００９】
　好ましくは前記画面変更に関する事象は、割込み発生であり、割込み発生は、前記接続
手段の制御ラインを介して携帯型情報端末から通知される。好ましくは前記画面変更に関
する事象は、携帯型情報端末が保有するアプリケーションを起動するための電子装置から
の入力である。好ましくは前記判定手段は、前記画面情報に含まれる識別情報に基づき事
象画面情報を識別する。好ましくは前記表示制御手段は、前記判定手段により前記事象画
面情報が受信されたと判定されるまで、前記表示手段に前記アプリケーションに関する画
面の表示を継続させる。さらに前記表示制御手段は、前記判定手段により前記事象画面情
報が受信されたと判定されるまで、前記表示手段に黒画面を表示させるようにしてもよい
。
【００１０】
　本発明に係るメディアシステムは、上記の特徴を備えた電子装置と、当該電子装置に接
続された携帯型情報端末とを有するものであって、携帯型情報端末は、前記事象画面情報
を送信する送信手段を有する。好ましくは携帯型情報端末はさらに、前記画面変更に関す
る事象を制御ラインを介して電子装置に通知する通知手段を含む。好ましくは前記通知手
段は、前記画面変更に関する事象として割込み発生信号を通知し、前記送信手段は、デー
タラインを介して割込み画面情報を送信する。好ましくは前記送信手段は、電子装置から
の入力に応じて選択されたアプリケーションに関する画面情報を送信する。
【００１１】
　本発明に係る表示制御プログラムは、携帯型情報端末から提供される画面情報を表示可
能な電子装置が実行するものであって、携帯型情報端末との間で接続を確立するステップ
と、携帯型情報端末から前記画面情報を受信するステップと、画面変更に関する事象を検
出するステップと、前記画面変更に関する事象が検出された場合に、前記画面変更に関す
る事象に対応する事象画面情報が受信されたか否かを判定するステップと、前記判定する
ステップにより事象画面情報が受信されたと判定された場合に、アプリケーションに関す
る画面から前記事象画面情報に表示を切替えるステップとを有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、画面変更に関する事象に対応する事象画面情報が受信されたと判定さ
れた場合に、事象画面情報に表示が切替わるようにしたので、事象画面情報の受信に同期
して事象画面情報が表示され、その結果、事象画面情報への表示の切替えの際に、画面に
チラツキが発生するのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るメディアシステムの構成を示す図である。
【図２】図１に示す車載用電子装置の典型的な構成を示すブロック図である。
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【図３】図１に示す携帯型情報端末の典型的な構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例に係るターミナルモードの基本動作を説明するフローチャートで
ある。
【図５】本発明の第１の実施例に係る割込み表示動作を説明するフローチャートである。
【図６】画面情報を識別するためのテーブルの例を示す図である。
【図７】第１の実施例による表示画面の推移例を説明する図である。
【図８】本発明の第２の実施例に係る携帯端末からの画面情報の表示動作を説明するフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。好ましい実施態様
では、移動体として自動車を例示し、自動車に電子装置が搭載されそこに携帯型情報端末
が接続された例を説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例に係るメディアシステムの構成を示す図である。本実施例のメ
ディアシステム１０は、携帯型情報端末２０（以下、携帯端末と略す）と、携帯端末２０
が接続手段３０を介して接続された車載用電子装置４０（以下、電子装置と略す）とを含
んで構成される。ここで、携帯端末２０は、ユーザ入力に応答して種々の情報処理を行う
情報処理装置、コンピュータ装置などであることができ、その機能が特に制限されるもの
ではなく、例えば、携帯電話機、スマートフォン、携帯型音声再生装置、携帯型映像再生
装置、ポータブルの情報処理端末などであることができる。電子装置４０は、ユーザ入力
に応答して種々の情報処理を行う情報処理装置、コンピュータ装置などであることができ
、その機能が特に制限されるものではなく、例えば、ナビゲーション機能、オーディオ機
能、ビデオ機能、テレビ機能、ラジオ機能などを含むことができる。電子装置４０と携帯
端末２０とを接続する接続手段３０は、有線ケーブルまたは無線信号のいずれであっても
よい。例えば、ＵＳＢケーブル、無線ＬＡＮ、ブルーツースなどを用いて両機器を接続す
ることができる。
【００１６】
　本実施例のメディアシステム１０では、電子装置４０に携帯端末２０が接続されたとき
、両機器はターミナルモードで動作する。ターミナルモードでは、映像データ、音声デー
タ、制御データ等が機器間で転送され、携帯端末２０に表示される画面情報が電子装置４
０に表示される。また、ターミナルモードでは、携帯端末２０への直接的な入力操作が制
限され（ロック）され、電子装置４０からのみユーザ入力が可能になる。つまり、ユーザ
は、電子装置４０の画面を操作することで、携帯端末２０が保有するアプリケーションを
遠隔操作することができる。
【００１７】
　ターミナルモードにおいて、携帯端末２０のアプリケーションが起動されたとき、携帯
端末２０から電子装置４０へ転送される画面情報は、ディジタル映像データおよびディジ
タル音声データを含み、これらはデータラインを介して送信される。映像データは、好ま
しくは、ＲＦＢ（Remote Frame buffer）プロトコルを用いて通信制御され、音声データ
は、ＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）を用いて通信制御される。また、電子装置
４０から携帯端末２０へ送信される操作情報（タッチパネルの座標情報やキー入力情報）
、割り込み発生信号、その他の両機器間での制御信号は、制御ラインを介して送受される
。
【００１８】
　図２（ａ）は、電子装置４０の典型的な構成を示すブロック図である。同図に示すよう
に、電子装置４０は、ユーザからの入力を受け取る入力部１００、携帯端末２０との接続
を確立する接続部１１０、携帯端末２０から転送される画面情報等をＤＲＡＭ等のバッフ
ァメモリに受信等する受信部１２０、携帯端末２０から転送された画面情報等をディスプ
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レイに表示する表示部１３０、音声を出力する音声出力部１４０、電子装置４０が保有ま
たは管理するメディアソース１５０、各部を制御する制御部１６０、アプリケーションソ
フトウエア等を実行するためのプログラムを格納するプログラムメモリ１７０、音楽、映
像、地図などの種々のデータを記憶可能なデータメモリ１８０、各部を接続するバス１９
０とを備えている。
【００１９】
　好ましくは、入力部１００は、リモコンやカーソルによる入力に加え、ディスプレイへ
のタッチパネル入力、ハンズフリー通話時のマイクロフォン４４を含む。なお、携帯端末
イ２０を介してのハンズフリー通話時には、車内のスピーカ４２から音声が出力される。
メディアソース１５０は、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤＤなどの記録媒体に記録されたメ
ディアデータの再生、テレビ放送やラジオ放送で受信したメディアデータの出力等を行う
もので、所望のメディアソース１５０の選択は、ユーザ入力により行われる。プログラム
メモリ１７０は、携帯端末２０との接続を制御するプログラム、ターミナルモードを制御
するプログラム、メニュー操作やメディアソース１５０を実行するためのアプリケーショ
ンなどを含む。制御部１６０は、中央処理装置（ＣＰＵ）またはマイクロコントローラな
どの処理装置を含んで構成され、プログラムメモリ１７０のプログラムまたはアプリケー
ションを実行することで各部の制御を行う。また、ここには図示しないが、制御部１６０
は、車両の走行に関する情報、例えば、パーキングオンのオフ／オフ情報、車速情報、自
車位置情報などを受け取り、この情報に応じた制御を行うことができる。
【００２０】
　図２（ｂ）は、プログラムメモリ１７０に含まれるターミナルモード時の表示制御プロ
グラムの機能ブロック図である。表示制御プログラムは、ターミナルモードにおいて、電
子装置４０の表示部１３０に表示される画面の表示制御を行うが、第1の実施例では、携
帯端末２０から割込みが発生したときの割込み画面の表示制御について説明する。
【００２１】
　表示制御プログラムは、携帯端末２０の割込み発生を検出する割込み検出部１６２と、
ターミナルモード時に携帯端末２０から転送される画面情報（ディジタル映像データ）を
識別する画面情報識別部１６４と、画面情報識別部１６４の識別結果に基づき携帯端末２
０から割込み画面情報が受信されたか否かを判定する割込み画面判定部１６６と、割込み
画面情報が受信されたと判定されたとき割込み画面情報に表示を切替える表示切替部１６
８とを有する。これらの詳細は後述する。
【００２２】
　図３は、携帯端末の典型的な構成を示すブロック図である。携帯端末２０は、ユーザか
らの入力を受け取る入力部２００、電子装置４０との接続を確立する接続部２１０、ディ
スプレイに種々の画像を表示する表示部２２０、音声を出力する音声出力部２３０、外部
のサーバとデータ通信をしたり他の携帯電話機との通話を可能にする通信部２４０、制御
部２５０、携帯端末２０が保有するアプリケーション等のプログラムを格納するプログラ
ムメモリ２６０、音楽、映像、地図などのデータを記憶するデータメモリ２７０、各部を
接続するバス２８０とを備えている。
【００２３】
　好ましくはプログラムメモリ２６０は、電子装置４０に接続されときに実行されるター
ミナルモードを制御するプログラムを含む。ターミナルモードでは、携帯端末２０は、表
示部２２０に表示する画面情報を電子装置４０に転送し、また、入力部２００への入力操
作をロックする。さらに、プログラムメモリ２６０は、動作中のアプリケーションにおい
て、割込みが生じた場合には、割込み発生信号を制御ラインを介して電子装置４０へ通知
する。例えば、携帯端末２０のナビゲーションのアプリケーションが実施されている場合
に、自車が交差点近傍に接近すると、交差点案内情報を提示するための割込みが発生する
。あるいは、携帯端末２０に電話の着信があったとき、当該着信を知らせるための割込み
が発生する。
【００２４】
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　図４は、本実施例のターミナルモードの基本的な動作を説明するフローチャートである
。電子装置４０および携帯端末２０は、接続部１１０および２１０を介して相互に接続さ
れたか否かを確認し（Ｓ１０１）、接続が確認されると、電子装置４０および携帯端末２
０はターミナルモードで動作する（Ｓ１０２）。ターミナルモードへの移行は、画面情報
／操作情報の送受が可能となる接続が確認されれば十分であり、本例で言えば、ターミナ
ルモードへの移行には、両機器がＵＳＢケーブルまたは無線ＬＡＮにより接続されている
ことが確認されればよい。
【００２５】
　ターミナルモードに移行すると、電子装置４０は、メニュー画面に関するアプリケーシ
ョンを起動し、表示部１３０にメニュー画面を表示させ（Ｓ１０３）、メニュー画面には
、電子装置４０から遠隔操作が可能な携帯端末２０のアプリケーションに関するアイコン
や電子装置４０が管理するアプリケーションに関するアイコンなどが表示される。また、
車両走行中には、遠隔操作が可能なアイコンの表示を制限するようにしてもよい。電子装
置４０は、入力部１００を介してメニュー画面への入力操作（例えば、タッチ入力）が行
われたか否かを監視し（Ｓ１０４）、携帯端末２０のアイコンについての入力が行われた
場合には、入力座標またはキー情報等の操作情報が制御ラインを介して携帯端末２０へ送
信される（Ｓ１０５）。携帯端末２０は、受信した操作情報に基づき該当するアプリケー
ションを起動する（Ｓ１０６）。アプリケーションが起動されると、携帯端末２０は、表
示部２２０に表示する画面情報と同一の画面情報を電子装置４０に転送し（Ｓ１０７）、
転送された画面情報が電子装置４０の表示部１２０に表示され、音声がスピーカから出力
される（Ｓ１０８）。
【００２６】
　次に、本発明の第１の実施例に係るターミナルモード時の割込み画面の表示動作につい
て図５のフローを参照して説明する。第１の実施例では、画面変更に関する事象として割
込み発生の例を説明する。携帯端末２０および電子装置４０がＵＳＢケーブル等により接
続されると、両機器の接続部１１０、２１０が接続を認識し、その認識結果を受けて制御
部１６０、２５０は、両機器をターミナルモードに移行させる（Ｓ２０１）。
【００２７】
　ターミナルモードにおいて、メニュー画面に表示された携帯端末２０が保有するアプリ
ケーションを選択するユーザ操作が行われると（Ｓ２０２）、その操作情報が制御ライン
を介して携帯端末２０へ送信され、携帯端末２０は、選択されたアプリケーションを起動
する（Ｓ２０３）。携帯端末２０は、アプリケーションを起動すると、電子装置４０に対
してアプリケーションに関する画面情報を転送する。電子装置４０は、転送された画面情
報を表示部１３０に表示する（Ｓ２０４）。画面情報は、ディジタル映像データおよび／
または音声データを含み、これらのデータは、例えば、パケット化されて送信され、受信
部１２０のバッファメモリに蓄積される。制御部１６０は、受信した映像データや音声デ
ータに必要な処理を施し、映像データは表示部１３０に表示され、音声データはスピーカ
４２から出力される。携帯端末２０からの画面情報の更新は、好ましくは、制御部１６０
からの画面更新命令に応答して行われる。例えば、制御部１６０は、１秒間に５回の周期
で画面更新命令を送信し、これに応じて、携帯端末２０は、１秒間に５つの映像フレーム
データを転送する。
【００２８】
　ターミナルモードが継続されている間に、ユーザは、電子装置４０が管理するメディア
ソース１５０を選択することができる（Ｓ２０５）。例えば、携帯端末２０のナビゲーシ
ョンを動作させている間に、メニュー操作、音楽データの再生、映像データの再生、テレ
ビ放送の受信などを行うアプリケーションを起動させることができる。ターミナルモード
において、電子装置４０が管理するアプリケーションが起動された場合、制御部１６０は
、携帯端末２０からの画面情報の表示から、電子装置４０が管理するアプリケーションの
ためのソース画面に表示を切替える（Ｓ２０６）。但し、携帯端末２０からの画面情報は
転送され続け、画面情報は受信部１３０で受信されるが、アプリケーションデータとして
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提供されないため、表示部１３０には表示されない。
【００２９】
　そうした最中、携帯端末２０により動作されているアプリケーションにおいて割込みが
発生すると（Ｓ２０７）、携帯端末２０は、割込み発生信号を制御ラインを介して電子装
置４０へ通知する。すると、電子装置４０の割込み検出部１６２は、受信部１２０を介し
て受信された割込み発生信号を検出し（Ｓ２０８）、その検出結果を画面情報識別部１６
４に伝える。
【００３０】
　画面情報識別部１６４は、この検出結果を受けて、携帯端末２０から転送された画面情
報がどのような画面かを映像データから識別する（Ｓ２１０）。携帯端末２０から転送さ
れる映像データは、ディジタルデータであり、映像データがどのような種類の映像である
かを識別するための識別コードを含んでいる。画面情報識別部１６４は、当該識別コード
を抽出し、識別コードから画面情報を識別する。好ましい例では、画面情報識別部１６４
は、予め用意された複数のカテゴリーのいずれかに画面情報が該当するかを識別する。そ
のため、画面情報識別部１６４は、図６に示すように、識別コードと複数のカテゴリーと
の関係を規定したテーブルを含むことができる。複数のカテゴリーは、電子装置４０が実
施することができるアプリケーションの画面および割込み画面を含み、例えば、メニュー
画面、ナビゲーション画面、ナビの割込み画面、音楽プレーヤ画面、着信割込み画面、ゲ
ーム画面、テレビ受信画面等である。
【００３１】
　一方、携帯端末２０は、割込み発生から一定の遅延時間後に、割込み画面が生成され、
これが表示部２２０に表示される（Ｓ２０９）。電子装置４０からの画面更新命令が携帯
端末２０へ送信されると、携帯端末２０は、当該命令に応答して割込み画面情報を電子装
置４０へ転送する。割込み画面情報が受信部１２０で受信されると、上記したように、画
面情報識別部１６４によって画面情報が割込み画面であることが識別され、この識別結果
が割込み画面判定部１６６へ伝えられる。
【００３２】
　割込み画面判定部１６６は、画面情報識別部１６４の識別結果に基づき割込み画面情報
が受信部１２０に受信されたか否かを判定し（Ｓ２１１）、割込み画面が受信されたと判
定すると、その判定結果を受けて、表示切替部１６８は、表示部１３０の表示をソース画
面から割込み画面に切替える（Ｓ２１２）。これにより、表示部１３０に割込み画面が表
示される（Ｓ２１３）。他方、割込み画面判定部１６６により割込み画面が受信されたと
判定されない場合には、表示部１３０の表示切替は行われず、ソース画面の表示が継続さ
れる。
【００３３】
　次に、図７を参照して、電子装置４０の表示部１３０に表示される画面の遷移を説明す
る。図７（ａ）において、携帯端末２０のアプリケーションとしてナビゲーションが動作
され、電子装置４０のアプリケーションとしてメニュー画面が動作され、電子装置４０の
表示部１３０には、ソース画面としてメニュー画面が表示され、時刻Ｔ１で、ナビゲーシ
ョンの割込みが発生したとする。表示切替部１６８は、割込み発生信号が携帯端末２０か
ら通知されても、表示部１３０の画面をソース画面から携帯端末２０の画面情報に変更せ
ず、メニュー画面の表示を継続する。そして、時刻Ｔ２で割込み画面判定部１６６により
割込み画面の受信が判定されると、表示切替部１６８は、これに同期してメニュー画面を
ナビゲーションの割込み画面に切替える。時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの間、表示部１３０
には、メニュー画面が表示され続け、割込み画面が表示可能になった時点で割込み画面に
表示が切替えられるため、割り込み発生から割込み画面の表示までに遅延（タイムラグ）
が生じたとしても、その影響により表示部１３０に画面のチラツキが発生されることはな
い。仮に、割込み発生の時刻Ｔ１に同期して表示部１３０のソース画面を携帯端末２０か
らの画面情報に切替えると、割込み画面に切り換る前の画面情報が、割込み画面を表示す
るまでの間に一時的または瞬間的に表示されてしまい、画面にチラツキが生じてしまう。
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【００３４】
　図７（ｂ）は、他の変形例である。この変形例は、割込みが発生した時刻Ｔ１から割込
み画面が受信される時刻Ｔ２までの間、表示部１３０に黒画面を表示させるものである。
ソース画面から割込み画面の間に一定の黒画面を表示させることで、画面のチラツキを抑
制する効果がある。
【００３５】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。第１の実施例では、画面変更に関する
事象として割込み発生の例を示したが、第２の実施例では、画面変更に関する事象として
携帯端末から転送される画面情報を変更させるユーザ入力の例を説明する。図８は、第２
の実施例に係るターミナルモード時の画面情報の表示動作を示すフローである。
【００３６】
　同図に示すように、両機器がターミナルモードに移行し（Ｓ３０１）、電子装置４０の
表示部１３０にメニュー画面が表示され（Ｓ３０２）、メニュー画面には、携帯端末２０
のアプリケーションに関連付けされたアイコン、および電子装置４０が管理するアプリケ
ーションに関連付けされたアイコンが表示される。
【００３７】
　ユーザが、携帯端末２０のアイコンを選択すると（Ｓ３０３）、その座標位置等を示す
入力情報が制御ラインを介して携帯端末２０へ送信される。携帯端末２０は、この入力情
報を受け取ると、選択されたアプリケーションを起動し（Ｓ３０４）、アプリケーション
に関する画面情報を表示部２２０に表示する（Ｓ３０５）。さらに携帯端末２０は、電子
装置４０からの画面更新命令に応じて、表示部２２０に表示される画面情報と同一の画面
情報をデータラインを介して電子装置４０に転送する。
【００３８】
　画面情報識別部１６４は、携帯端末２０のアプリケーションを選択するユーザ入力に応
答して、受信部１２０で受信された画面情報を識別する（Ｓ３０６）。制御部１６０は、
画面情報識別部１６４の識別結果に基づき、選択されたアプリケーションに関する画面情
報が受信されたか否かを判定する（Ｓ３０７）。例えば、図６に示すような識別テーブル
を参照し、画面情報から識別されたカテゴリーと、ユーザが選択した携帯端末２０のアプ
リケーションのカテゴリーが一致するとき、画面情報が受信されたと判定することができ
る。
【００３９】
　表示切替部１６８は、選択されたアプリケーションの画面情報が未だ受信されていない
と判定された場合には、メニュー画面の表示を継続させ、表示の切替えをおこなわない。
画面情報が受信されたと判定された場合には、表示切替部１６８は、表示部１３０の画面
をメニュー画面から携帯端末２０のアプリケーションに関する画面情報に切替え（Ｓ３０
８）、表示部１３０に携帯端末２０からの画面情報を表示させる（Ｓ３０９）。
【００４０】
　携帯端末２０は、アプリケーションを選択するユーザ入力を受け取ってからアプリケー
ションを起動してその画面情報を転送するまでに一定の時間を要する。そのため、電子装
置４０において、アプリケーションを選択するユーザ入力に同期して表示部１３０の表示
を切替えてしまうと、選択されたアプリケーションに関する画面と異なる映像が表示部１
３０に一時的または瞬間的に表示されてしまい、画面のチラツキの原因となってしまう。
第２の実施例では、携帯端末２０から選択されたアプリケーションに関する画面情報の受
信が確認されたことに同期して表示部１３０の表示を切替えるようにしたので、画面のチ
ラツキの発生を防止し、表示画面の切替えを円滑にすることができる。
【００４１】
　また、第２の実施例では、メニュー画面から携帯端末２０のアプリケーションに関する
画面へ切替えるときの例を示したが、これ以外にも、表示部１３０にソース画面を表示し
ているときに、携帯端末２０のアプリケーションをユーザが選択してその画面に切替えを
する場合でも、アプリケーションに関する画面情報の受信に同期して表示を切替えるよう
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にすることができる。さらに、表示部１３０に携帯端末２０のアプリケーションに関する
画面情報を表示しているときに、ユーザが携帯端末２０の他のアプリケーションを選択し
てアプリケーションを変更する場合であっても、他のアプリケーションに関する画面情報
の受信に同期して表示部１３０の表示を切替えることができる。
【００４２】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。上記実施例では、画面変更に関する事象として、割込み
発生やユーザ入力を例にしたが、これ以外の事象であってもよい。さらに割込みは、交差
点案内や着信通知を例示したが、これ以外の割込みであってもよい。さらに上記実施例で
示した電子装置４０および携帯端末２０が備える機能は一例であって、本発明は、これに
限定されるものではない。
【符号の説明】
【００４３】
１０：メディアシステム　　　　　　　　　２０：携帯型情報端末
３０：接続手段　　　　　　　　　　　　　４０：車載用電子装置
１６２：割込み検出部　　　　　　　　　１６４：画面情報識別部
１６６：割込み画面判定部　　　　　　　１６８：表示切替部
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