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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載装置、および前記車載装置と接続される情報端末を備える車載情報システムであっ
て、
　前記車載装置は、
　タッチパネル式の車載装置用表示モニタと、
　操作情報を送信する車載装置用インタフェース部と、
　前記情報端末から送信された映像信号を受信する映像信号入力部と、を有し、
　前記情報端末は、
　タッチパネル式の情報端末用表示モニタと、
　操作情報を受信する情報端末用インタフェース部と、
　前記車載装置で表示するための映像信号を前記車載装置へ送信する映像信号出力部と、
　前記車載装置用表示モニタを介して起動可能な車載情報システム用アプリケーション、
および前記車載装置用表示モニタで表示するためのメニュー画面情報を生成し前記車載装
置によって選択された車載情報システム用アプリケーションを認識するためのアプリケー
ションマネージャを記憶するメモリ部と、を有し、
　前記車載装置用インタフェース部と情報端末用インタフェース部、および前記映像信号
入力部と前記映像信号出力部とが互いに接続されているとき、前記車載装置は前記情報端
末に対して前記アプリケーションマネージャを起動するための起動指令信号を送信可能と
し、
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　前記情報端末は、前記車載装置から前記起動指令信号を受信し、かつ前記情報端末によ
って前記アプリケーションマネージャが起動された場合、前記メニュー画面情報を送信し
、
　前記車載装置は、前記メニュー画面情報に基づいて前記車載装置用表示モニタにメニュ
ー画面を表示することを特徴とする車載情報システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載情報システムにおいて、
　前記アプリケーションマネージャには、前記メニュー画面の対象とする前記車載情報シ
ステム用アプリケーションが登録され、
　前記アプリケーションマネージャは、前記登録された前記車載情報システム用アプリケ
ーションを表す情報を含む前記メニュー画面情報を生成することを特徴とする車載情報シ
ステム。
【請求項３】
　請求項２に記載の車載情報システムにおいて、
　前記アプリケーションマネージャには、前記車載装置の種類ごとに前記メニュー画面の
対象とする前記車載情報システム用アプリケーションが設定され、
　前記アプリケーションマネージャは、接続される前記車載装置の種類に応じて前記メニ
ュー画面情報を生成することを特徴とする車載情報システム。
【請求項４】
　情報端末、および前記情報端末と接続される車載装置を備える車載情報システムにおけ
るメニュー画面表示方法であって、
　車載装置用インタフェース部と車載装置用映像信号入力部が前記情報端末と接続してい
るとき、前記情報端末内に記憶されるアプリケーションを起動するための起動指令信号を
送信可能とするステップと、
　前記情報端末から車載装置用表示モニタで表示するためのメニュー画面情報を受信する
ステップと、
　前記メニュー画面情報に基づいて前記車載装置用表示モニタにメニュー画面を表示する
ステップと、を有し、
　前記アプリケーションは、前記メニュー画面情報を生成し前記車載装置用表示モニタを
介して起動可能な車載情報システム用アプリケーションを認識するためのアプリケーショ
ンマネージャであることを特徴とするメニュー画面表示方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のメニュー画面表示方法において、
　前記アプリケーションには、前記メニュー画面の対象とする前記車載情報システム用ア
プリケーションが登録され、
　前記アプリケーションは、前記登録された前記車載情報システム用アプリケーションを
表す情報を含む前記メニュー画面情報を生成することを特徴とするメニュー画面表示方法
。
【請求項６】
　請求項５に記載のメニュー画面表示方法において、
　前記アプリケーションには、前記車載装置の種類ごとに前記メニュー画面の対象とする
前記車載情報システム用アプリケーションが設定され、
　前記アプリケーションは、接続される前記車載装置の種類に応じて前記メニュー画面情
報を生成することを特徴とするメニュー画面表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載されて使用される車載情報システムと、その車載情報システムに
おいて用いられる車載装置と、その車載情報システムにおいて用いられるメニュー画面表
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示方法とに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話のような情報端末の画面に表示された情報を車載装置に送信し、その情
報を車載装置のディスプレイに表示する技術が知られている（特許文献１参照）。さらに
特許文献１には、車載装置から情報端末を操作可能とするために、情報端末の操作ボタン
や操作内容に応じたタッチスイッチを車載装置のタッチパネル上に表示し、いずれかのス
イッチがタッチ操作されると、そのスイッチに対応する操作コマンドを情報端末の操作コ
マンドに変換して情報端末に送信することが記載されている。また、タッチスイッチを表
示せずに、車載装置に設けられた操作ボタンを用いてもよいことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２４４３４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された従来技術では、車載装置により操作コマンドの変換を行うため
に、車載装置の各タッチスイッチまたは各操作ボタンがそれぞれ情報端末のどの操作コマ
ンドに対応するかを表す情報を情報端末から車載装置へ送信する必要がある。しかし、車
載装置には様々な種類のものが存在しており、タッチパネルの有無や操作ボタンの配置は
車載装置によって異なることから、これらの車載装置で共通に情報端末を操作可能とする
ためには、車載装置の種類ごとに上記のような情報を情報端末において予め用意しておき
、車載装置との接続時にいずれかを選択する必要がある。これは、情報端末側のソフトウ
ェア開発者等にとって負荷が大きいばかりでなく、新しい種類の車載装置が登場したとき
には適用できないという問題を生じる。また、車載装置の操作コマンドを変換せずにその
まま情報端末へ送信し、情報端末において変換を行った場合にも、同様の問題を生じるこ
ととなる。
【０００５】
　なお、新しい種類の車載装置においても適用可能とするために、車載装置での操作内容
と情報端末での動作内容との対応付け設定をユーザに行わせることも考えられるが、これ
はユーザにとって非常に煩わしいという別の問題を生じる。
【０００６】
　また、近年の携帯電話などの情報端末には、様々な機能が搭載されており、ユーザが所
望の機能をメニュー画面等で選択すると、その機能を情報端末において実行することがで
きるようになっている。そのため、上記のような技術も情報端末に搭載されている様々な
機能のうちの一つとして実現されることが考えられる。しかし、特許文献１には、情報端
末に搭載されている様々な機能の中から、上記のような技術を実現するための機能を車載
装置の操作により選択して実行させる具体的な手順や方法について、何ら記載されていな
い。なお、予めユーザが情報端末を操作して当該機能を実行させることも考えられるが、
これはユーザにとって不便である。
【０００７】
　上記のような状況に鑑みて、様々な種類の車載装置と情報端末とが接続される車載情報
システムにおいて、車載装置における操作内容と情報端末における動作内容との対応付け
を容易に行うことが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様による車載情報システムは、車載装置、および前記車載装置と接続
される情報端末を備える車載情報システムであって、前記車載装置は、タッチパネル式の
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車載装置用表示モニタと、操作情報を送信する車載装置用インタフェース部と、前記情報
端末から送信された映像信号を受信する映像信号入力部と、を有し、前記情報端末は、タ
ッチパネル式の情報端末用表示モニタと、操作情報を受信する情報端末用インタフェース
部と、前記車載装置で表示するための映像信号を前記車載装置へ送信する映像信号出力部
と、前記車載装置用表示モニタを介して起動可能な車載情報システム用アプリケーション
、および前記車載装置用表示モニタで表示するためのメニュー画面情報を生成し前記車載
装置によって選択された車載情報システム用アプリケーションを認識するためのアプリケ
ーションマネージャを記憶するメモリ部と、を有し、前記車載装置用インタフェース部と
情報端末用インタフェース部、および前記映像信号入力部と前記映像信号出力部とが互い
に接続されているとき、前記車載装置は前記情報端末に対して前記アプリケーションマネ
ージャを起動するための起動指令信号を送信可能とし、前記情報端末は、前記車載装置か
ら前記起動指令信号を受信し、かつ前記情報端末によって前記アプリケーションマネージ
ャが起動された場合、前記メニュー画面情報を送信し、前記車載装置は、前記メニュー画
面情報に基づいて前記車載装置用表示モニタにメニュー画面を表示することを特徴とする
。
　本発明の第２の態様による車載情報システムは、第１の態様の車載情報システムにおい
て、前記アプリケーションマネージャには、前記メニュー画面の対象とする前記車載情報
システム用アプリケーションが登録され、前記アプリケーションマネージャは、前記登録
された前記車載情報システム用アプリケーションを表す情報を含む前記メニュー画面情報
を生成する。
　本発明の第３の態様による車載情報システムは、第２の態様の車載情報システムにおい
て、前記アプリケーションマネージャには、前記車載装置の種類ごとに前記メニュー画面
の対象とする前記車載情報システム用アプリケーションが設定され、前記アプリケーショ
ンマネージャは、接続される前記車載装置の種類に応じて前記メニュー画面情報を生成す
る。
　本発明の第４の態様によるメニュー画面表示方法は、情報端末、および前記情報端末と
接続される車載装置を備える車載情報システムにおけるメニュー画面表示方法であって、
車載装置用インタフェース部と車載装置用映像信号入力部が前記情報端末と接続している
とき、前記情報端末内に記憶されるアプリケーションを起動するための起動指令信号を送
信可能とするステップと、前記情報端末から車載装置用表示モニタで表示するためのメニ
ュー画面情報を受信するステップと、前記メニュー画面情報に基づいて前記車載装置用表
示モニタにメニュー画面を表示するステップと、を有し、前記アプリケーションは、前記
メニュー画面情報の生成および前記車載装置用表示モニタを介して起動可能な車載情報シ
ステム用アプリケーションの認識を行うためのアプリケーションマネージャであることを
特徴とする。
　本発明の第５の態様によるメニュー画面表示方法は、第４の態様のメニュー画面表示方
法において、前記アプリケーションには、前記メニュー画面の対象とする前記車載情報シ
ステム用アプリケーションが登録され、前記アプリケーションは、前記登録された前記車
載情報システム用アプリケーションを表す情報を含む前記メニュー画面情報を生成する。
　本発明の第６の態様によるメニュー画面表示方法は、第５の態様のメニュー画面表示方
法において、前記アプリケーションには、前記車載装置の種類ごとに前記メニュー画面の
対象とする前記車載情報システム用アプリケーションが設定され、前記アプリケーション
は、接続される前記車載装置の種類に応じて前記メニュー画面情報を生成する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、車載装置における操作内容と情報端末における動作内容との対応付け
を容易に行うことができる。また、車載装置の操作により情報端末に搭載されている様々
な機能の中から所望の機能を選択して実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本発明の一実施形態による車載情報システムの構成を示す図である。
【図２】車載装置および携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図で
ある。
【図４】操作キー情報の例を示す図である。
【図５】動作割当情報の例を示す図である。
【図６】操作キー対応情報の例を示す図である。
【図７】割当処理を説明するための図である。
【図８】割当処理を説明するための図である。
【図９】割当処理を説明するための図である。
【図１０】割当処理を説明するための図である。
【図１１】車両停止中の表示画面例を示す図である。
【図１２】車両走行中の表示画面例を示す図である。
【図１３】第１の実施の形態による車載装置における処理のフローチャートである。
【図１４】第１の実施の形態による携帯端末における処理のフローチャートである。
【図１５】第２の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図
である。
【図１６】第２の実施の形態による車載装置における処理のフローチャートである。
【図１７】第２の実施の形態による携帯端末における処理のフローチャートである。
【図１８】第３の実施の形態による車載装置および携帯端末における画面遷移の様子を示
す図である。
【図１９】第３の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図
である。
【図２０】車両停止中および車両走行中の表示画面例を示す図である。
【図２１】第３の実施の形態による車載装置における処理のフローチャートである。
【図２２】第３の実施の形態による携帯端末における処理のフローチャートである。
【図２３】第４の実施の形態による車載情報システムの構成を示す図である。
【図２４】第４の実施の形態による車載装置および携帯端末の構成を示すブロック図であ
る。
【図２５】第４の実施の形態による車載装置および携帯端末における画面遷移の様子を示
す図である。
【図２６】第４の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図
である。
【図２７】第４の実施の形態による車載装置における処理のフローチャートである。
【図２８】第４の実施の形態による携帯端末における処理のフローチャートである。
【図２９】第５の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図
である。
【図３０】画面構成要素を決定する際に参照されるテーブルの例を示す図である。
【図３１】第６の実施の形態による車載装置および携帯端末における情報の流れを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
－第１の実施の形態－
　図１は、本発明の一実施の形態による車載情報システムの構成を示す図である。図１に
示す車載情報システムは、車両に搭載されて使用されるものであり、車載装置１と携帯端
末２がＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブル３を介して互いに接続されることによっ
て実現される。車載装置１は、車両内に固定されており、たとえば車両のインストルメン
トパネル内などに設置されている。携帯端末２は、ユーザが持ち運び可能な携帯型の情報
端末であり、たとえば携帯電話やスマートフォンなどである。
【００１２】
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　車載装置１には、表示部１１と、操作キー（操作スイッチ）１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、
１２ｄおよび１２ｅとが設けられている。表示部１１は、各種の画像を表示可能な表示モ
ニタであり、たとえば液晶ディスプレイによって構成される。操作キー１２ａ～１２ｅは
、ユーザの入力操作を検出するための操作スイッチ類であり、車載装置１が実行中の処理
に応じて様々な機能が割り当てられる。ユーザは、操作キー１２ａ～１２ｅのうち任意の
操作キーを操作することで、所望の機能や動作を車載装置１に実行させることができる。
なお、図１では操作キー１２ａ～１２ｄを押圧可能なボタン式のスイッチとし、操作キー
１２ｅを左右に回転可能なダイヤル式のスイッチとした例を示しているが、各操作キーの
配置、構造、数などはこの例に限定されない。また、表示部１１をタッチパネル式の表示
モニタとし、操作キーの一部または全部を省略してもよい。
【００１３】
　携帯端末２には、表示部２１が設けられている。表示部２１は、各種の画像を表示可能
なタッチパネル式の表示モニタであり、たとえばタッチ位置を検出するタッチセンサと液
晶ディスプレイとを組み合わせて構成される。ユーザは、表示部２１に表示される画像の
内容に応じて、表示部２１上で任意の位置を指等でタッチすることで、所望の機能や動作
を携帯端末２に実行させることができる。なお、ここでは表示部２１をタッチパネル式の
表示モニタとした例を説明したが、タッチパネル式ではない通常の表示モニタとしてもよ
い。その場合、携帯端末２が実行する処理の内容に応じた各種の操作スイッチを携帯端末
２に設けることが好ましい。あるいは、表示部２１をタッチパネル式の表示モニタとし、
さらに所定の操作に対応する操作スイッチを携帯端末２に設けてもよい。
【００１４】
　図２は、車載装置１および携帯端末２の構成を示すブロック図である。図２に示すよう
に車載装置１は、制御部１０、表示部１１、操作部１２、音声出力部１３、メモリ部１４
およびインタフェース部１５を有する。一方、携帯端末２は、制御部２０、表示部２１、
操作部２２、音声出力部２３、メモリ部２４、インタフェース部２５、無線通信部２６お
よびＧＰＳ（Global Positioning System）受信部２７を有する。
【００１５】
　車載装置１において、制御部１０は、マイクロプロセッサや各種周辺回路、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ等によって構成されており、メモリ部１４に記録されている制御プログラムに基づい
て各種の処理を実行する。この制御部１０が行う処理により、各種の画像表示処理や音声
出力処理などが実行される。
【００１６】
　さらに制御部１０は、車両から出力される車速情報を取得し、この車速情報に基づいて
車両が走行中であるか否かを判断する。その結果、車両が走行中であると判断したときに
は、車両走行中に禁止されている操作に対応する操作キーを無効化して操作制限を行う。
こうした車両走行中の操作制限については、後で詳しく説明する。なお、車両から制御部
１０への車速情報の出力は、たとえば、車両内に設けられた通信ネットワークである不図
示のＣＡＮ（Controller Area Network）を経由して、車両に搭載された車速センサから
車速パルスが出力されることにより行われる。
【００１７】
　表示部１１は、図１を用いて前述したように、液晶ディスプレイ等によって構成される
表示モニタである。操作部１２は、ユーザの入力操作を検出するためのスイッチであり、
たとえば図１に示した操作キー１２ａ～１２ｅによって実現される。なお、前述のように
表示部１１をタッチパネル式の表示モニタとすることで、表示部１１と操作部１２を一体
化された構成としてもよい。操作部１２に対して行われたユーザの入力操作内容は制御部
１０へ出力され、制御部１０が行う処理に反映される。
【００１８】
　音声出力部１３は、アンプ、スピーカ等を有しており、制御部１０の制御によって各種
の音声を出力することができる。たとえば、携帯端末２または不図示の記録媒体から読み
出された音楽データを再生した音楽や、車両を目的地まで誘導するための誘導音声などが
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音声出力部１３から出力される。
【００１９】
　メモリ部１４は、不揮発性のデータ格納装置であり、たとえばＨＤＤ（ハードディスク
ドライブ）やフラッシュメモリ等によって実現される。メモリ部１４には、たとえば制御
部１０において用いられる前述の制御プログラムなど、各種のデータが記憶されている。
メモリ部１４におけるデータの読み出しおよび書き込みは、制御部１０の制御により必要
に応じて行われる。
【００２０】
　インタフェース部１５は、制御部１０の制御により、ＵＳＢケーブル３を介して携帯端
末２との間で情報の送受信を行う際に必要なインタフェース処理を行う。たとえば、制御
部１０から出力された情報を所定の信号形式に変換して携帯端末２へ送信したり、携帯端
末２から所定の信号形式で出力された情報を受信して制御部１０へ出力したりする。イン
タフェース部１５によるインタフェース処理は、ＵＳＢで規定された通信規格に従って行
われる。
【００２１】
　一方、携帯端末２において、制御部２０は、車載装置１の制御部１０と同様にマイクロ
プロセッサや各種周辺回路、ＲＡＭ、ＲＯＭ等によって構成されており、メモリ部２４に
記録されている制御プログラムに基づいて各種の処理を実行する。
【００２２】
　表示部２１は、前述したようなタッチパネル式の表示モニタである。操作部２２は、ユ
ーザの入力操作を検出するための部分である。なお、図２では表示部２１と操作部２２を
別々の構成として示しているが、実際には、操作部２２はタッチパネル式の表示部２１と
一体化された構造を有している。あるいは、前述のように操作スイッチを携帯端末２に設
けた場合は、その操作スイッチが操作部２２に対応する。操作部２２に対して行われたユ
ーザの入力操作内容は制御部２０へ出力され、制御部２０が行う処理に反映される。
【００２３】
　音声出力部２３は、アンプ、スピーカ等を有しており、制御部２０の制御によって各種
の音声を出力することができる。たとえば、携帯端末２を用いて通話を行ったときには、
通話相手の音声が音声出力部２３から出力される。
【００２４】
　メモリ部２４は、車載装置１のメモリ部１４と同様の不揮発性のデータ格納装置であり
、制御部２０の処理において利用するための各種のデータが記憶されている。このメモリ
部２４には、ユーザが予め入手した様々なアプリケーションプログラム（以下、単にアプ
リケーションと称する）が記憶されている。ユーザは、メモリ部２４に記憶された各種ア
プリケーションの中からいずれかを選択して制御部２０に実行させることにより、様々な
機能を携帯端末２において実現することができる。
【００２５】
　インタフェース部２５は、車載装置１のインタフェース部１５と同様に、ＵＳＢで規定
された通信規格に基づいたインタフェース処理を行う。すなわち、車載装置１と携帯端末
２との間の通信は、インタフェース部１５とインタフェース部２５とがＵＳＢケーブル３
を介して互いに接続された状態で行われる。
【００２６】
　無線通信部２６は、不図示の無線通信回線網を介して携帯端末２を他の携帯端末やサー
バに接続するための無線通信を行う。携帯端末２は、無線通信部２６が行う無線通信によ
り、他の携帯端末との間で通話を行ったり、サーバから任意のアプリケーションをダウン
ロードしたりすることができる。なお、無線通信部２６が行う無線通信では、たとえば携
帯電話回線網や、無線ＬＡＮを介したインターネット回線網などを無線通信回線網として
利用することができる。
【００２７】
　ＧＰＳ受信部２７は、ＧＰＳ衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信して制御部２０へ出
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力する。ＧＰＳ信号には、携帯端末２の現在位置と現在時刻を求めるための情報として、
そのＧＰＳ信号を送信したＧＰＳ衛星の位置と送信時刻に関する情報が含まれている。し
たがって、所定数以上のＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信することにより、これらの情報
に基づいて現在位置と現在時刻を制御部２０において算出することができる。
【００２８】
　次に、本車載情報システムにおいて行われるナビゲーション処理について説明する。本
車載情報システムは、車載装置１と携帯端末２とが接続された状態で、携帯端末２におい
てナビゲーション用のアプリケーションを実行することにより、車両を目的地まで誘導す
るためのナビゲーション処理を行うことができる。このナビゲーション処理では、携帯端
末２において現在位置付近の地図を描画した地図画像を作成し、その地図画像を携帯端末
２から車載装置１へ送信する。これにより、車載装置１の表示部１１において現在位置付
近の地図画像を表示できるようにする。また、出発地から目的地までの推奨経路を携帯端
末２において予め探索しておき、車両が推奨経路上の誘導地点に近づくと、その誘導地点
における車両の進行方向に応じた誘導音声を出力するための情報を携帯端末２から車載装
置１へ送信する。これにより、車載装置１の音声出力部１３から誘導音声を出力できるよ
うにする。なお、このとき携帯端末２から車載装置１に対して、誘導音声出力の開始と終
了のタイミングに応じてそれぞれ所定の信号を出力してもよい。このようにすれば、車載
装置１においてラジオ放送や再生中のＣＤ等による音声が出力されている場合であっても
、その音声のボリュームを誘導音声の出力中には低下させ、ユーザが誘導音声を聞き取り
やすくすることができる。以上説明したように、表示部１１に地図画像を表示したり、音
声出力部１３から誘導音声を出力したりすることで、車載装置１は、ユーザが迷わずに車
両を目的地まで運転できるようにするための報知をユーザに対して行う。
【００２９】
　なお、携帯端末２がナビゲーション用のアプリケーションを実行するために必要な地図
データ等の各種データは、携帯端末２のメモリ部２４において予め記憶されたものを使用
してもよい。あるいは、メモリ部２４には必要最小限のデータのみを記憶しておき、携帯
端末２がナビゲーション用のアプリケーションを実行したときには、無線通信部２６を用
いて所定のサーバに接続し、必要なデータをその都度取得するようにしてもよい。
【００３０】
　上記のナビゲーション処理を行う際には、車載装置１から操作部１２を用いて携帯端末
２を操作できるようにするため、車載装置１の操作部１２によりユーザが入力可能な各操
作と携帯端末２における各動作との対応付けが携帯端末２において行われる。以下では、
車載装置１に設置されている図１の各操作キー１２ａ～１２ｅを用いてユーザが入力操作
を行う場合を例として説明する。なお、本発明は操作キー１２ａ～１２ｅのように車載装
置１に設置された操作キーを用いて行われる入力操作に限定されるものではない。たとえ
ばタッチパネル操作やリモコン操作など、様々な種類の入力操作についても適用可能であ
る。
【００３１】
　操作キー１２ａ～１２ｅを用いてユーザが入力操作を行う場合、これらの操作キーが携
帯端末２の各動作とそれぞれ対応付けされる。この車載装置１の各操作キーと携帯端末２
の各動作との対応付けにより、携帯端末２の制御部２０は、操作キー１２ａ～１２ｅにつ
いて車載装置１からそれぞれ出力される操作信号（キー信号）を携帯端末２の動作コマン
ドに変換することができるようになる。その結果、ユーザが車載装置１に対して行った操
作内容が携帯端末２において認識され、その操作内容に応じた動作が携帯端末２において
行われる。この車載装置１の各操作キーと携帯端末２の各動作の対応付けは、携帯端末２
が有する各アプリケーション毎に実施してもよい。
【００３２】
　図３は、以上説明したような車載装置１の操作キーと携帯端末２の動作との対応付けを
行う際の車載装置１および携帯端末２における情報の流れを示す図である。
【００３３】
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　図３において（１）に示すように、車載装置１と携帯端末２とが互いに接続されると、
携帯端末２は（２）に示すように、車載装置１に対して操作情報（操作キー情報）の要求
を行う。この操作キー情報の要求を受けた車載装置１は、（３）に示すように、携帯端末
２の操作に用いる各操作キーに関する操作キー情報を携帯端末２へ送信する。
【００３４】
　図４は、操作キー情報の一例として、図１に示した操作キー１２ａ～１２ｅを表すため
の操作キー情報を示している。図４において、「操作キー」の列の各欄に示された事項は
操作キー１２ａ～１２ｅをそれぞれ表しており、複数の操作方法が可能な操作キー１２ｅ
については操作方法ごとに設定されている。すなわち、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」
は操作キー１２ａ～１２ｄをそれぞれ表しており、「Ｅ右」および「Ｅ左」は操作キー１
２ｅを表している。また、「種別」の列の各欄に示された事項は、操作キー１２ａ～１２
ｅの種別をそれぞれ表している。すなわち、「プリセット」はボタン式の操作キーである
ことを表しており、「ダイヤル」はダイヤル式の操作キーであることを表している。図４
の操作キー情報により、ボタン式の各操作キー１２ａ～１２ｄに対して押下操作がそれぞ
れ可能であり、ダイヤル式の操作キー１２ｅに対して右方向および左方向にそれぞれ回転
操作が可能であることが分かる。
【００３５】
　上記のような操作キー情報を車載装置１から受信すると、携帯端末２は、図３の（４）
に示すように割当処理を行う。この割当処理において、携帯端末２は、車載装置１から受
信した操作キー情報と、メモリ部２４に予め記憶された動作割当情報とに基づいて、車載
装置１の各操作キーによる操作に対して携帯端末２の動作をそれぞれ割り当てるための割
当処理を行う。
【００３６】
　図５は、動作割当情報の一例を示している。図５において、「動作」の列の各欄に示さ
れた事項は、操作キーに対する割当対象の各動作、すなわちナビゲーション処理において
車載装置１から操作可能な携帯端末２の各動作を表している。「推奨種別」の列の各欄に
示された事項は、その各動作について推奨される操作キーの種別を表している。すなわち
、「ダイヤル」はダイヤル式の操作キーを、「プリセット」はボタン式の操作キーをそれ
ぞれ表している。また、「カーソル上」、「カーソル下」、「カーソル右」および「カー
ソル左」は、カーソル状の操作キーの各操作方向をそれぞれ表している。「優先度」の列
の各欄に示された事項は、各動作に対する割当の優先度を表している。この優先度の数値
が小さい動作ほど、車載装置１の操作キーに対する割当が優先的に行われる。
【００３７】
　「表示」の列の各欄に示された事項は、各動作を表すためのアイコンの表示形態を表し
ている。なお、アイコンの具体例については、後で説明する図１１、１２において示す。
「走行中可否」の列の各欄に示された事項は、各動作の車両走行中における可否を表して
いる。すなわち、「可」と記載された動作は車両走行中において許可され、「不可」と記
載された動作は車両走行中において禁止される。各動作に対して可否のいずれを設定する
かは、運転中の安全性や操作性などを考慮して決定される。なお、可否いずれの設定もさ
れていない場合は「－」と記載される。
【００３８】
　以上説明した動作割当情報の各事項のうち、「操作」、「推奨種別」および「優先度」
の各列の事項は、割当処理において車載装置１の各操作キーに対して携帯端末２の動作を
それぞれ割り当てるために利用される。一方、「表示」および「走行中可否」の各列の事
項は、こうした操作キーに対する動作の割当には利用されず、後で説明するような操作キ
ー割当表示および車両走行中の操作制限を車載装置１において行うために利用される。す
なわち、これらの制御のいずれか一方または両方を車載装置１において行わない場合は、
動作割当情報において「表示」または「走行中可否」の各列のうちいずれか一方または両
方を省略してもよい。
【００３９】
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　図４に例示したような操作キー情報と図５に例示したような動作割当情報とに基づいて
、携帯端末２が割当処理を行うことにより、車載装置１の各操作キーに対して携帯端末２
の動作がそれぞれ割り当てられる。この割当処理の具体例を、図７～１０を参照して以下
に説明する。
【００４０】
　割当処理において、はじめに携帯端末２は図７に示すような空欄の割当表を用意する。
図７の例では、「操作キー」、「動作」、「種別」、「表示」および「走行中可否」の各
列について、符号６１～６９の各行に示すように九つの欄が設定された割当表を示してい
る。なお、ここで用意される割当表の行数は、図５に示した動作割当情報の行数、すなわ
ち携帯端末２において割当対象とする動作の数以上とすることが好ましい。このようにす
ることで、車載装置１に設置されている操作キーの数が割当対象とする動作の数以上であ
る場合に、全ての動作を各操作キーに対して割り当てることができる。
【００４１】
　次に携帯端末２は、図４の操作キー情報に基づいて、割当表における「操作キー」およ
び「種別」の各列の内容を決定する。ここでは、操作キー情報において示された各事項を
そのまま割当表の「操作キー」および「種別」の各列に対して設定することにより、これ
らの内容を決定する。その結果、図８に示すように「操作キー」および「種別」の各列の
内容が決定される。このとき、図４の操作キー情報において示された操作キーの数が割当
表の行数よりも少ないため、図８に示すように、余分となる行６７～６９の各欄に対して
は、設定対象外であることを示す「－」をそれぞれ設定する。なお、これとは反対に、操
作キー情報において示された操作キーの数が割当表の行数よりも多い場合は、余分となる
操作キー情報を削除して、割当表における「操作キー」および「種別」の各列の内容を決
定すればよい。
【００４２】
　続いて携帯端末２は、割当表において設定対象とされた行の数に応じた情報を図５の動
作割当情報から抜粋する。ここでは、図８の割当表において設定対象である行６１～６６
の数に合わせて、図５の動作割当情報において「優先度」の列に設定された値が小さいも
のから順に、六つの行に示された情報を抜粋する。その結果、図５の「拡大」、「縮小」
、「上へ移動」、「下へ移動」、「右へ移動」および「左へ移動」の各動作に対応する各
行の情報が抜粋される。なお、ここで抜粋されなかった「目的地設定」、「施設検索」お
よび「設定変更」の各動作に対応する各行の情報は、割当処理においてこれ以降使用され
ることはない。
【００４３】
　上記のようにして図５の動作割当情報の一部を抜粋したら、次に携帯端末２は、割当表
の「種別」の列に対して設定された各事項と、抜粋された動作割当情報において「推奨種
別」の列に示された各事項とを比較する。その結果、双方において同じ操作キーの種別が
設定されているものがある場合は、抜粋された動作割当情報において該当する行の内容を
抽出し、その内容を割当表の対応する行の各欄に対して設定する。ここでは、図８の割当
表において「種別」の列に設定された「ダイヤル」と、図５の動作割当情報において「推
奨種別」の列に示された「ダイヤル」とが同じであるため、これに該当する図５の「拡大
」および「縮小」の各操作に対応する各行の内容が抽出され、その内容が図８の行６５お
よび６６の各欄に対してそれぞれ設定される。その結果、図９に示すように、行６５およ
び６６の各欄の内容が決定される。このようにして、携帯端末２は、車載装置１の各操作
キーに対して、動作割当情報において当該操作キーの種別が推奨種別として設定されてい
る動作を優先的に割り当てる。
【００４４】
　その後、携帯端末２は、割当表における残りの各欄に対して、抜粋された動作割当情報
のうち上記のようにして抽出されたもの以外の各行の内容を設定する。その結果、図１０
に示すように、行６１～６４の各欄の内容が決定される。こうして割当表の全ての欄を設
定することで、携帯端末２において割当処理が行われる。
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【００４５】
　なお、上記の説明では、割当表の「種別」の列と抜粋された動作割当情報の「推奨種別
」の列とを比較し、一致する項目があれば、動作割当情報の該当する部分を抽出して割当
表に設定することで、その動作を優先的に割り当てる例を説明した。しかし、こうした推
奨種別に応じた優先的な動作の割り当てを複数に段階分けして行ってもよい。たとえば、
図５に例示した動作割当情報において「推奨種別」の列を二つ設け、その一方を「第一推
奨種別」、他方を「第二推奨種別」とする。抜粋された動作割当情報を割当表と比較する
際には、最初に「第一推奨種別」の列を用いて比較を行い、これと一致する項目が割当表
の「種別」の列にあれば、その部分を抽出して割当表に設定することで優先的に動作を割
り当てる。次に「第二推奨種別」の列を用いて同様の比較を行い、一致する項目が割当表
の「種別」の列にあれば、その部分を抽出して割当表に設定し、動作を割り当てる。その
後、割当表で空欄となっている部分に対して残りの動作割当情報をそれぞれ設定すること
で、それまでに割り当てられなかった動作をそれぞれ割り当てる。このようにして、動作
割当情報において複数種類の推奨種別を設定しておくことで、その種類数に応じて優先的
な動作の割り当てを複数に段階分けして行うことができる。なお、動作割当情報において
三種類以上の推奨種別を設定しておけば、上記と同様にして、優先的な動作の割り当てを
三段階以上に分けて行うことも可能である。
【００４６】
　携帯端末２は、以上説明したようにして割当処理を実行することにより、車載装置１に
設置されている複数の操作キーのうちいずれか少なくとも１以上の操作キーの各々に対し
て、携帯端末２における複数の動作のうちいずれかの動作を、動作割当情報において示さ
れた優先度に応じてそれぞれ割り当てることができる。すなわち、車載装置１に設けられ
た操作部１２により入力可能な複数種類の操作のうちずれか少なくとも１以上の操作の各
々に対して、携帯端末２における複数の動作のうちいずれかの動作を、動作割当情報にお
いて示された優先度に応じてそれぞれ割り当てることができる。
【００４７】
　なお、前述したように操作キー割当表示および車両走行中の操作制限のいずれか一方ま
たは両方を車載装置１が行わず、そのため動作割当情報において「表示」および「走行中
可否」のいずれか一方または両方が省略されている場合は、図７～１０に示した割当表に
おいてもこれらが同様に省略される。
【００４８】
　以上説明したような割当処理が終わると、その結果に基づいて携帯端末２は操作対応情
報（操作キー対応情報）を作成する。そして、操作キー対応情報を図３において（５）に
示すように車載装置１へ送信すると共に、車載装置１と対応付けてメモリ部２４に保存す
る。この操作キー対応情報の保存は、車載装置１の種類ごとに行われる。すなわち、これ
以降に車載装置１と同じ機種の車載装置が携帯端末２と接続された場合は、携帯端末２に
おいて操作キー対応情報を新たに作成せずに、メモリ部２４に保存された操作キー対応情
報を使用するようにする。
【００４９】
　図６は、操作キー対応情報の一例を示している。図６において、「操作キー」の列の各
欄には、図４の操作キー情報と同様に、車載装置１の操作キー１２ａ～１２ｅをそれぞれ
表す事項が示されている。「動作」の列の各欄に示された事項は、操作キー１２ａ～１２
ｅに対してそれぞれ割り当てられた動作を示している。「表示」の列の各欄に示された事
項は、操作キー１２ａ～１２ｅに対して割り当てられた各動作を表すアイコンの表示形態
を表しており、「走行中可否」の列の各欄に示された事項は、操作キー１２ａ～１２ｅに
対して割り当てられた各動作の車両走行中における可否を表している。この操作キー対応
情報は、図１０に示した割当表に基づいて、設定対象外とされた行６７～６９および「種
別」の列を不要な部分として削除することにより作成される。
【００５０】
　以上説明したような操作キー対応情報を車載装置１へ送信することにより、携帯端末２
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は、割当処理による割当結果を車載装置１に対して通知する。なお、前述したように操作
キー割当表示および車両走行中の操作制限のいずれか一方または両方を車載装置１が行わ
ず、そのため動作割当情報において「表示」および「走行中可否」のいずれか一方または
両方が省略されている場合は、操作キー対応情報においても同様に省略される。
【００５１】
　操作キー対応情報を携帯端末２から受信すると、車載装置１は、図３の（６）に示すよ
うに操作キー割当表示を行う。ここでは、図６の操作キー対応情報のうち「表示」の列に
おいて示された内容に基づいて、各操作キーに対して割り当てられた動作を表すアイコン
を表示部１１に表示する。
【００５２】
　図１１および１２は、車載装置１の表示部１１における表示画面例を示す図である。図
１１は車両停止中の表示画面例を示しており、図１２は車両走行中の表示画面例を示して
いる。図１１において、表示部１１には車両の現在位置を中心とした地図が表示されると
共に、符号７０ａ～７０ｆに示すアイコンが表示されている。アイコン７０ａは操作キー
１２ａに割り当てられた動作、すなわち「上へ移動」の動作を表しており、アイコン７０
ｂは操作キー１２ｂに割り当てられた動作、すなわち「下へ移動」の動作を表している。
同様に、アイコン７０ｃは操作キー１２ｃに割り当てられた動作、すなわち「右へ移動」
の動作を表しており、アイコン７０ｄは操作キー１２ｄに割り当てられた動作、すなわち
「左へ移動」の動作を表している。また、アイコン７０ｅ、７０ｆは、操作キー１２ｅの
左方向への回転と右方向への回転に対して割り当てられた動作をそれぞれ表している。す
なわち、アイコン７０ｅは「縮小」の動作を表し、アイコン７０ｆは「拡大」の動作を表
している。
【００５３】
　なお、上記のアイコン７０ａ～７０ｆが表示部１１において表示される領域は、操作キ
ー１２ａ～１２ｅに対して予め定められている。このように車載措置１は、携帯端末２か
ら受信した操作キー対応情報に基づいて、操作キー１２ａ～１２ｅに対して予め定められ
た表示部１１の各表示領域に、操作キー１２ａ～１２ｅに対して割り当てられた動作を表
すアイコン７０ａ～７０ｆをそれぞれ表示する。
【００５４】
　車両が走行を開始すると、車載装置１は、車両走行中に禁止されている動作に対応する
操作キーを無効化するための操作制限を行う。具体的には、図６の操作キー対応情報にお
いて「走行中可否」の欄に「可」と示されている動作、すなわち「拡大」および「縮小」
の動作が割り当てられた操作キー１２ｅのみを有効とし、「不可」と示されている他の各
動作が割り当てられた操作キー１２ａ～１２ｄを無効化する。そして、図１２に示すよう
に、無効化した操作キー１２ａ～１２ｄに対応するアイコン７０ａ～７０ｄの表示態様を
図１１に示した車両停止中のものから変化させることにより、その操作キーによる動作が
車両走行中には禁止されていることをユーザに対して知らせるようにする。このときに走
行中の可否いずれも設定されていない動作が割り当てられている操作キーがある場合は、
その操作キーについても走行中に無効化することが好ましい。
【００５５】
　なお、以上説明したような操作キー割当表示は、前述したように省略してもよい。また
、車両走行中の操作制限を行わない場合は、上記のような車両の走行に応じたアイコンの
表示態様の変化をしなくてよい。
【００５６】
　その後、車載装置１においていずれかの操作キーがユーザにより操作されると、車載装
置１は、図３の（７）に示すように、その操作キーに対応する操作信号（キー信号）を携
帯端末２へ送信する。車載装置１からキー信号を受信すると、携帯端末２は、（８）に示
すように、そのキー信号に対応する動作に応じた処理を実行する。このとき携帯端末２は
、（４）で行った割当処理の結果に基づいて、車載装置１からのキー信号を動作コマンド
に変換し、その動作コマンドが表す動作に応じた処理を実行する。すなわち、ユーザが操
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作を行った操作キーをキー信号に基づいて特定し、図６に示したような操作キー対応情報
を参照することにより、その操作キーに対して割り当てられた動作を判断する。この判断
結果に基づいて、キー信号から動作コマンドへの変換を行う。車載装置１からキー信号が
出力される度にこれを繰り返すことにより、車載装置１においてユーザが行った操作に応
じた動作が携帯端末２において実行される。
【００５７】
　車載装置１および携帯端末２における上記のような処理のフローチャートを図１３およ
び１４に示す。図１３は、車載装置１における処理のフローチャートを示しており、図１
４は、携帯端末２における処理のフローチャートを示している。
【００５８】
　最初に図１３のフローチャートについて説明する。図１３のフローチャートに示す処理
は、車載装置１において制御部１０により実行されるものである。
【００５９】
　ステップＳ１０において、制御部１０は、携帯端末２が接続されているか否かを判定す
る。図１に示したように、車載装置１と携帯端末２がＵＳＢケーブル３を介して接続され
ている場合は、次のステップＳ２０へ進む。
【００６０】
　ステップＳ２０において、制御部１０は、ステップＳ１０で接続されていると判定され
た携帯端末２から操作キー情報の要求があったか否かを判定する。携帯端末２から操作キ
ー情報の要求があった場合はステップＳ３０へ進み、ない場合はステップＳ１０へ戻る。
【００６１】
　ステップＳ３０において、制御部１０は、図４に示したような操作キー情報を携帯端末
２へ送信する。この操作キー情報の送信は、インタフェース部１５およびＵＳＢケーブル
３を介して行われる。
【００６２】
　ステップＳ４０において、制御部１０は、ステップＳ３０で送信した操作キー情報に応
じて携帯端末２から送信される操作キー対応情報を受信する。ここでは、携帯端末２にお
いて後で説明する図１４のステップＳ２８０が実行されることにより、図６に示したよう
な操作キー対応情報が携帯端末２からＵＳＢケーブル３を介して送信され、インタフェー
ス部１５を用いて受信される。
【００６３】
　ステップＳ５０において、制御部１０は、ステップＳ４０で受信した操作キー対応情報
に基づいて、各操作キーに対して割り当てられた動作を表示するための操作キー割当表示
を行う。ここでは、図１１に示したようなアイコン７０ａ～７０ｆを表示部１１において
所定の表示領域にそれぞれ表示することにより、操作キー割当表示を実行する。
【００６４】
　ステップＳ６０において、制御部１０は、いずれかの操作キーに対するユーザからの操
作入力があったか否かを判定する。操作キー１２ａ～１２ｅのいずれかに対してユーザか
らの操作入力が行われた場合はステップＳ７０へ進み、操作入力がない場合はステップＳ
８０へ進む。
【００６５】
　ステップＳ７０において、制御部１０は、ユーザにより操作された操作キーに対応する
キー信号を携帯端末２へ出力する。なお、ダイヤル式の操作キー１２ｅが操作された場合
は、右方向の回転操作の場合と左方向の回転操作の場合とで互いに異なるキー信号をそれ
ぞれ出力する。ステップＳ７０を実行したらステップＳ８０へ進む。
【００６６】
　ステップＳ８０において、制御部１０は、車両から出力される前述のような車速情報を
収集する。
【００６７】
　ステップＳ９０において、制御部１０は、ステップＳ８０で収集した車速情報に基づい
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て、車両が走行中であるか否かを判定する。車両が走行中であると判定した場合はステッ
プＳ１００へ進み、停止中であると判定した場合はステップＳ１１０へ進む。
【００６８】
　ステップＳ１００において、制御部１０は、車両走行中に禁止されている動作に対応す
る操作キーを無効化するために、前述のような操作制限を行う。このとき制御部１０は、
ステップＳ４０で受信した操作キー対応情報に基づいて車両走行中に禁止されている動作
を判断し、その動作が割り当てられた操作キー１２ａ～１２ｄの操作を無効化する。さら
に、図１１および１２で説明したように、当該動作を表すアイコン７０ａ～７０ｄの表示
態様を車両停止時とは異なる態様に変化させる。こうして操作制限を行ったら、ステップ
Ｓ１１０へ進む。
【００６９】
　ステップＳ１１０において、制御部１０は、処理を終了するか否かを判定する。車載装
置１と携帯端末２との接続が解除された場合や、携帯端末２においてナビゲーション用の
アプリケーションが実行されなくなった場合などは、処理を終了すると判定して図１３の
フローチャートを終える。一方、こうした状況に該当しない場合は処理を終了しないと判
定し、ステップＳ６０へ戻って前述のような処理を繰り返す。
【００７０】
　次に図１４のフローチャートについて説明する。図１４のフローチャートに示す処理は
、携帯端末２においてナビゲーション用のアプリケーションを実行したときに、制御部２
０により実行される。
【００７１】
　ステップＳ２１０において、制御部２０は、車載装置１が接続されているか否かを判定
する。図１に示したように、車載装置１と携帯端末２がＵＳＢケーブル３を介して接続さ
れている場合は、次のステップＳ２２０へ進む。
【００７２】
　ステップＳ２２０において、制御部２０は、ステップＳ１０で接続されていると判定さ
れた車載装置１に対して、操作キー情報を要求する。ここでは、たとえばインタフェース
部２５を用いて所定のデータを車載装置１に対して送信することにより、操作キー情報の
要求を行う。
【００７３】
　ステップＳ２３０において、制御部２０は、ステップＳ２２０の要求に応じて車載装置
１から送信される操作キー情報を受信する。ここでは、車載装置１において図１３のステ
ップＳ３０が前述のように実行されることにより、図４に示したような操作キー情報が車
載装置１からＵＳＢケーブル３を介して送信され、インタフェース部２５を用いて受信さ
れる。
【００７４】
　ステップＳ２４０において、制御部２０は、ステップＳ２３０で受信した操作キー情報
に基づいて、車載装置１についての操作キー対応情報がメモリ部２４において保存されて
いるか否かを判定する。ここで、ある車載装置を対象として携帯端末２において一度作成
された操作キー対応情報は、後で説明するステップＳ２６０により、当該車載装置と対応
付けてメモリ部２４に保存される。したがって、過去に車載装置１と同じ種類の車載装置
について操作キー対応情報を既に作成済みである場合は、その操作キー対応情報がメモリ
部２４において保存されている。このような場合は、ステップＳ２４０からステップＳ２
７０へ進む。一方、車載装置１に対応する操作キー対応情報がメモリ部２４に保存されて
おらず、その操作キー対応情報を作成するのが今回初めてである場合は、ステップＳ２４
０からステップＳ２５０へ進む。
【００７５】
　なお、ステップＳ２４０の判定は、たとえば、ステップＳ２３０で受信した操作キー情
報と、メモリ部２４に保存されている操作キー対応情報とを照合し、これらの情報におい
て「操作キー」の列の内容が一致しているか否かを判断することにより行われる。その結
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果、メモリ部２４に保存されている操作キー対応情報の中に、「操作キー」の列の内容が
操作キー情報と一致するものが含まれていればステップＳ２７０へ進み、なければステッ
プＳ２５０へ進む。あるいは、ステップＳ２４０の判定を行うために、メモリ部２４にお
いて操作キー対応情報と共に車載装置の機種を示す情報を保存しておき、ステップＳ２３
０において車載装置１から操作キー情報を受信するときには、車載装置１の機種を表す情
報を操作キー情報と共に受信してもよい。
【００７６】
　ステップＳ２５０において、制御部２０は、ステップＳ２３０で受信した操作キー情報
と、メモリ部２４に予め記憶された図５に示したような動作割当情報とに基づいて、前述
のような割当処理を行う。ここでは、操作キー情報および動作割当情報の内容に基づいて
、図７～１０で説明したようにして割当表の内容を設定することにより、車載装置１の操
作キー１２ａ～１２ｅの各操作に対して、携帯端末２の各動作をその優先度に応じてそれ
ぞれ割り当てる。
【００７７】
　ステップＳ２６０において、制御部２０は、ステップＳ２５０の割当処理による割当結
果に基づいて、図６に示したような操作キー対応情報を作成する。そして、作成した操作
キー対応情報を車載装置１と対応付けてメモリ部２４に記憶し、保存する。ステップＳ２
６０を実行したらステップＳ２８０へ進む。
【００７８】
　ステップＳ２７０において、制御部２０は、ステップＳ２４０でメモリ部２４に保存さ
れていると判定された車載装置１についての操作キー対応情報をメモリ部２４から読み出
す。ステップＳ２７０を実行したらステップＳ２８０へ進む。
【００７９】
　ステップＳ２８０において、制御部２０は、ステップＳ２６０で作成した操作キー対応
情報、またはステップＳ２７０で読み出した操作キー対応情報を、車載装置１へ送信する
。この操作キー対応情報の送信は、インタフェース部２５およびＵＳＢケーブル３を介し
て行われる。
【００８０】
　ステップＳ２９０において、制御部２０は、車載装置１からのキー信号を受信したか否
かを判定する。図１３のステップＳ７０が実行されることによって車載装置１から出力さ
れたキー信号を受信した場合は、続くステップＳ３００へ進む。
【００８１】
　ステップＳ３００において、制御部２０は、ステップＳ２９０で車載装置１から受信し
たキー信号を動作コマンドに変換する。ここでは、ステップＳ２６０で作成した操作キー
対応情報、またはステップＳ２７０で読み出した操作キー対応情報に基づいて、受信した
キー信号に対応する動作が何であるかを判断し、その動作に応じた動作コマンドへと変換
する。これにより、今回または以前にステップＳ２５０で行った割当処理による割当結果
に基づいて、車載装置１から受信したキー信号を携帯端末２における動作のいずれかに対
応する動作コマンドに変換する。
【００８２】
　ステップＳ３１０において、制御部２０は、ステップＳ３００でキー信号から変換され
た動作コマンドに応じた処理を行う。これにより、たとえば操作キー１２ｅに対応するキ
ー信号を車載装置１から受信したときには、地図の拡大または縮小を行う。また、たとえ
ば操作キー１２ａ～１２ｄに対応するキー信号のうちいずれかを車載装置１から受信した
ときには、当該操作キーに対応する方向へと地図範囲が移動するように地図をスクロール
させる。
【００８３】
　ステップＳ３２０において、制御部２０は、処理を終了するか否かを判定する。ここで
は図１３のステップＳ１１０と同様に、車載装置１と携帯端末２との接続が解除された場
合や、ナビゲーション用のアプリケーションを終了するための所定の操作がユーザによっ
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て行われた場合などに、処理を終了すると判定して図１４のフローチャートを終える。一
方、こうした状況に該当しない場合は処理を終了しないと判定してステップＳ２９０へ戻
り、前述のような処理を繰り返す。
【００８４】
　以上説明した第１の実施の形態によれば、次の（１）～（６）に述べるような作用効果
を奏する。
【００８５】
（１）携帯端末２は、メモリ部２４により、携帯端末２における複数の動作について、「
優先度」の列に示すような各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む、図５のよう
な動作割当情報を記憶する。また、制御部２０の処理により、車載装置１に設けられた操
作部１２の操作キー１２ａ～１２ｅにより入力可能な複数種類の操作に関する図４のよう
な操作情報（操作キー情報）を車載装置１から受信する（ステップＳ２３０）。これらの
動作割当情報および操作情報に基づいて、制御部２０は、操作キー１２ａ～１２ｅによる
複数種類の操作の各々に対して、携帯端末２における複数の動作のうちいずれかの動作を
優先度に応じてそれぞれ割り当てる（ステップＳ２５０）。そして、車載装置１から出力
される操作キー１２ａ～１２ｅの操作信号（キー信号）を受信し（ステップＳ２９０）、
ステップＳ２５０の割当結果に基づいて、受信した操作信号を携帯端末２における複数の
動作のうちいずれかに対応する動作コマンドに変換する（ステップＳ３００）。一方、車
載装置１は、制御部１０の処理により、図４のような操作情報（操作キー情報）を携帯端
末２へ送信し（ステップＳ３０）、操作部１２の操作キー１２ａ～１２ｅに対するユーザ
の操作に応じて操作信号（キー信号）を携帯端末２へ出力する（ステップＳ７０）。この
ようにしたので、車載装置１における操作内容と携帯端末２における動作内容との対応付
けを容易に行うことができる。
【００８６】
（２）携帯端末２のメモリ部２４により記憶される動作割当情報は、図５において「推奨
種別」の列に示すように、各動作について推奨される操作の種別を表す推奨種別に関する
情報をさらに含んでいる。また、ステップＳ３０で車載装置１から携帯端末２へ送信され
、ステップＳ２３０で携帯端末２により受信される操作情報は、図４において「種別」の
列に示すように、操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作の種別に関する情報を含んでいる
。制御部２０はステップＳ２５０において、こうした動作割当情報および操作情報に基づ
いて、操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作に対して当該操作の種別が推奨種別として設
定されている携帯端末２の動作を優先的に割り当てるようにした。これにより、携帯端末
２における動作の内容に応じた適切な操作キーが車載装置１に設置されている場合は、そ
の操作キーによる操作に対して当該動作を優先的に割り当てられるため、ユーザの操作性
を向上させることができる。
【００８７】
（３）携帯端末２は、制御部２０の処理により、ステップＳ２５０の割当処理による割当
結果に関する図６のような操作対応情報（操作キー対応情報）を車載装置１へ送信する（
ステップＳ２８０）。車載装置１は、制御部１０の処理により、この操作対応情報を携帯
端末２から受信する（ステップＳ４０）。このようにしたので、操作キー１２ａ～１２ｅ
による各操作に対する動作の割当結果を携帯端末２から車載装置１へ知らせ、車載装置１
において様々な処理に利用することができる。
【００８８】
（４）上記の操作対応情報は、図６において「操作キー」および「表示」の各列に示すよ
うに、ステップＳ２５０の割当処理により操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作に対して
割り当てられた動作の情報と、その各動作を表すアイコンの情報とを含んでいる。車載装
置１は、制御部１０の処理により、この操作対応情報に基づいて、図１１に示すように、
操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作に対して予め定められた表示部１１の各表示領域に
、操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作に対して割り当てられた動作を表すアイコン７０
ａ～７０ｆをそれぞれ表示する（ステップＳ５０）。このようにしたので、操作キー１２
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ａ～１２ｅによる各操作に対して割り当てられた動作の内容をユーザに分かりやすく提示
することができる。
【００８９】
（５）また操作対応情報は、図６において「操作キー」および「走行中可否」の列に示す
ように、ステップＳ２５０の割当処理により操作キー１２ａ～１２ｅによる各操作に対し
て割り当てられた動作の情報と、その各動作の車両走行中における可否の情報とを含んで
いる。車載装置１は、制御部１０の処理により、この操作対応情報に基づいて車両走行中
に禁止されている動作を判断し、車両が走行しているときには当該動作が割り当てられた
操作キー１２ａ～１２ｄによる操作を無効化する（ステップＳ１００）。このようにした
ので、運転中に行うと安全性を損なうおそれのある操作や、運転中には入力が難しい操作
などが車載装置１から携帯端末２に対して行われるのを防止し、車両走行中の安全性や操
作性を確保することができる。
【００９０】
（６）さらに車載装置１は、制御部１０の処理により、車両が走行しているときには上記
のように操作キー１２ａ～１２ｄによる操作を無効化すると共に、図１２に示すように、
当該動作を表すアイコン７０ａ～７０ｄの表示態様を、図１１に示す車両停止時のものと
は異なる態様に変化させるようにした。これにより、操作キー１２ａ～１２ｄによる操作
が車両走行中には禁止されていることをユーザに対して分かりやすく知らせることができ
る。
【００９１】
－第２の実施の形態－
　以上説明した第１の実施の形態では、携帯端末２において割当処理を行い、その割当結
果に基づいてキー信号から動作コマンドへの変換を行う車載情報システムの例について説
明した。これに対して、以下に説明する第２の実施の形態では、車載装置１において割当
処理を行い、その割当結果に基づいてキー信号から動作コマンドへの変換を行う車載情報
システムの例について説明する。
【００９２】
　なお、本実施形態による車載情報システムの構成は、図１に示したものと同一である。
また、本実施形態による車載情報システムにおいて、車載装置１および携帯端末２の構成
は図２に示したものと同一である。
【００９３】
　図１５は、本実施形態において車載装置１の操作キーと携帯端末２の動作との対応付け
を行う際の車載装置１および携帯端末２における情報の流れを示す図である。
【００９４】
　図１５において（１）に示すように、車載装置１と携帯端末２とが互いに接続されると
、携帯端末２は（２）に示すように、車載装置１に対して動作割当情報を送信する。ここ
で送信される動作割当情報は、第１の実施の形態と同様に、携帯端末２においてメモリ部
２４に予め記憶されたものであり、図５に示したような各事項を表している。
【００９５】
　携帯端末２から動作割当情報を受信すると、車載装置１は、図１５において（３）に示
すように、操作キー１２ａ～１２ｅの各操作に対して携帯端末２の動作をそれぞれ割り当
てるための割当処理を行う。この割当処理において、車載装置１は、自身が保有している
操作キー１２ａ～１２ｅおよびその種別の情報と、携帯端末２から受信した動作割当情報
とに基づいて、第１の実施の形態において図７～１０で説明したようにして割当処理を行
う。なお、車載装置１における操作キー１２ａ～１２ｅの情報は、たとえばメモリ部１４
に記憶されており、図４に示した操作キー情報と同様の内容を有している。そして、割当
処理による割当結果に基づいて図６のような操作キー対応情報を作成し、メモリ部１４に
おいて保存する。
【００９６】
　その後、車載装置１は図１５の（４）に示すように、操作キー対応情報に基づいて操作
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キー割当表示を行う。ここでは、図１１および１２に示したような画面を表示部１１にお
いて表示することにより、操作キー１２ａ～１２ｅに対して割り当てられた動作を表すア
イコン７０ａ～７０ｆを表示する。
【００９７】
　車載装置１においていずれかの操作キーがユーザにより操作されると、車載装置１は、
（３）で行った割当処理の結果に基づいて、その操作キーに対応する操作信号（キー信号
）を動作コマンドに変換し、（５）に示すように携帯端末２へ送信する。このとき車載装
置１は、第１の実施の形態において携帯端末２が行ったのと同様に、操作キー対応情報を
参照することにより当該操作キーに対して割り当てられた動作を判断し、その判断結果に
基づいてキー信号から動作コマンドへの変換を行う。車載装置１から動作コマンドを受信
すると、携帯端末２は（６）に示すように、その動作コマンドが表す動作に応じた処理を
実行する。ユーザにより操作キーが操作される度にこれを繰り返すことにより、車載装置
１においてユーザが行った操作に応じた動作が携帯端末２において実行される。
【００９８】
　本実施形態による車載情報システムにおいて車載装置１および携帯端末２によりそれぞ
れ実行される処理のフローチャートを図１６および１７に示す。図１６は、車載装置１に
おける処理のフローチャートを示しており、図１７は、携帯端末２における処理のフロー
チャートを示している。なお、図１６、１７において、図１３、１４の各フローチャート
とそれぞれ同一の処理を実行する処理ステップについては、共通のステップ番号を付して
いる。以下の説明では、図１３、１４と共通のステップ番号が付された処理ステップの内
容については、特に必要が無い限りその説明を省略する。
【００９９】
　最初に図１６のフローチャートについて説明する。図１６のフローチャートに示す処理
は、車載装置１において制御部１０により実行されるものである。
【０１００】
　ステップＳ４１において、制御部１０は、携帯端末２から送信される動作割当情報を受
信する。ここでは、携帯端末２において後で説明する図１７のステップＳ２８１が実行さ
れることにより、図５に示したような動作割当情報が携帯端末２からＵＳＢケーブル３を
介して送信され、インタフェース部１５を用いて受信される。
【０１０１】
　ステップＳ４２において、制御部１０は、ステップＳ４１で受信した動作割当情報に基
づいて、携帯端末２についての操作キー対応情報がメモリ部１４において保存されている
か否かを判定する。ここで、ある携帯端末を対象として車載装置１において一度作成され
た操作キー対応情報は、後で説明するステップＳ４４により、当該携帯端末と対応付けて
メモリ部１４に保存される。したがって、過去に携帯端末２と同じ種類の携帯端末につい
て操作キー対応情報を既に作成済みである場合は、その操作キー対応情報がメモリ部１４
において保存されている。このような場合は、ステップＳ４２からステップＳ４５へ進む
。一方、携帯端末２に対応する操作キー対応情報がメモリ部１４に保存されておらず、そ
の操作キー対応情報を作成するのが今回初めてである場合は、ステップＳ４２からステッ
プＳ４３へ進む。
【０１０２】
　なお、ステップＳ４２の判定は、たとえば、ステップＳ４１で受信した動作割当情報と
、メモリ部１４に保存されている操作キー対応情報とを照合し、これらの情報において「
動作」の列の内容が一致しているか否かを判断することにより行われる。その結果、メモ
リ部１４に保存されている操作キー対応情報の中に、「動作」の列の内容が動作割当情報
と一致するものが含まれていればステップＳ４５へ進み、なければステップＳ４３へ進む
。このとき、「表示」の列や「走行中可否」の列の内容を適宜参照してもよい。あるいは
、ステップＳ４２の判定を行うために、メモリ部１４において操作キー対応情報と共に携
帯端末の機種を示す情報を保存しておき、ステップＳ４１において携帯端末２から動作割
当情報を受信するときには、車載装置１の機種を表す情報を動作割当情報と共に受信して
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もよい。
【０１０３】
　ステップＳ４３において、制御部１０は、自身が保有している操作キー１２ａ～１２ｅ
およびその種別の情報と、ステップＳ４１で受信した動作割当情報とに基づいて、第１の
実施の形態で説明したのと同様の割当処理を行う。
【０１０４】
　ステップＳ４４において、制御部１０は、ステップＳ４３の割当処理による割当結果に
基づいて、図６に示したような操作キー対応情報を作成する。そして、作成した操作キー
対応情報を携帯端末２と対応付けてメモリ部１４に記憶し、保存する。ステップＳ４４を
実行したらステップＳ５０へ進む。
【０１０５】
　ステップＳ４５において、制御部１０は、ステップＳ４２でメモリ部１４に保存されて
いると判定された携帯端末２についての操作キー対応情報をメモリ部１４から読み出す。
ステップＳ４５を実行したらステップＳ５０へ進む。
【０１０６】
　なお、本実施形態において、制御部１０は、ステップＳ５０の操作キー割当表示を、ス
テップＳ４４で作成した操作キー対応情報、またはステップＳ４５で読み出した操作キー
対応情報に基づいて行う。すなわち、今回または以前にステップＳ４３で行った割当処理
による割当結果に基づいて、アイコン７０ａ～７０ｆを表示部１１において所定の表示領
域にそれぞれ表示する。
【０１０７】
　ステップＳ７１において、制御部１０は、ユーザにより操作された操作キーのキー信号
を動作コマンドに変換する。ここでは、ステップＳ４４で作成した操作キー対応情報、ま
たはステップＳ４５で読み出した操作キー対応情報に基づいて、ユーザにより操作された
操作キーのキー信号に対応する動作が何であるかを判断し、その動作に応じた動作コマン
ドへと変換する。これにより、今回または以前にステップＳ４３で行った割当処理による
割当結果に基づいて、操作キー１２ａ～１２ｅに対するユーザの操作に応じたキー信号を
携帯端末２における動作のいずれかに対応する動作コマンドに変換する。
【０１０８】
　ステップＳ７２において、制御部１０は、ステップＳ７１でキー信号から変換された動
作コマンドを携帯端末２へ出力する。なお、ダイヤル式の操作キー１２ｅが操作された場
合は、右方向の回転操作の場合と左方向の回転操作の場合とで互いに異なる動作コマンド
をそれぞれ出力する。ステップＳ７２を実行したらステップＳ８０へ進む。
【０１０９】
　なお、本実施形態において、制御部１０は、ステップＳ１００の操作制限を、ステップ
Ｓ４４で作成した操作キー対応情報、またはステップＳ４５で読み出した操作キー対応情
報に基づいて行う。すなわち、今回または以前にステップＳ４３で行った割当処理による
割当結果に基づいて、車両走行中に禁止されている動作を判断し、その動作が割り当てら
れた操作キー１２ａ～１２ｄの操作を無効化する。さらに、当該動作を表すアイコン７０
ａ～７０ｄの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化させる。
【０１１０】
　次に図１７のフローチャートについて説明する。図１７のフローチャートに示す処理は
、携帯端末２においてナビゲーション用のアプリケーションを実行したときに、制御部２
０により実行される。
【０１１１】
　ステップＳ２８１において、制御部２０は、メモリ部２４に記憶されている動作割当情
報を車載装置１へ送信する。この動作割当情報の送信は、インタフェース部２５およびＵ
ＳＢケーブル３を介して行われる。
【０１１２】
　ステップＳ２９１において、制御部２０は、車載装置１からの動作コマンドを受信した
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か否かを判定する。図１６のステップＳ７２が実行されることによって車載装置１から出
力された動作コマンドを受信した場合はステップＳ３１０へ進み、その動作コマンドに応
じた処理をステップＳ３１０において行う。
【０１１３】
　ステップＳ３２０において、制御部２０は、図１４と同様に処理を終了するか否かを判
定する。処理を終了すると判定した場合は図１７のフローチャートを終え、終了しないと
判定した場合はステップＳ２９１へ戻って前述のような処理を繰り返す。
【０１１４】
　以上説明した第２の実施の形態によれば、次の（７）～（１１）に述べるような作用効
果を奏する。
【０１１５】
（７）携帯端末２は、制御部２０の処理により、携帯端末２における複数の動作について
、「優先度」の列に示すような各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む、図５の
ような動作割当情報を車載装置１へ送信する（ステップＳ２８１）。また、車載装置１か
ら出力される動作コマンドを受信する（ステップＳ２９１）。一方、車載装置１は、制御
部１０の処理により、図５のような動作割当情報を携帯端末２から受信し（ステップＳ４
１）、その動作割当情報に基づいて、車載装置１に設けられた操作部１２の操作キー１２
ａ～１２ｅにより入力可能な複数種類の操作の各々に対して、携帯端末２における複数の
動作のうちいずれかの動作を優先度に応じてそれぞれ割り当てる（ステップＳ４３）。こ
の割当結果に基づいて、操作部１２の操作キー１２ａ～１２ｅに対するユーザの操作に応
じた操作信号（キー信号）を携帯端末２における複数の動作のうちいずれかに対応する動
作コマンドに変換し（ステップＳ７１）、これを携帯端末２へ出力する（ステップＳ７２
）。このようにしたので、第１の実施の形態と同様に、車載装置１における操作内容と携
帯端末２における動作内容との対応付けを容易に行うことができる。
【０１１６】
（８）ステップＳ２８１で携帯端末２から車載装置１へ送信され、ステップＳ４１で車載
装置１により受信される動作割当情報は、図５において「推奨種別」の列に示すように、
各動作について推奨される操作の種別を表す推奨種別に関する情報をさらに含んでいる。
制御部１０はステップＳ４３において、こうした動作割当情報に基づいて、操作キー１２
ａ～１２ｅによる各操作に対して当該操作の種別が推奨種別として設定されている携帯端
末２の動作を優先的に割り当てるようにした。これにより、第１の実施の形態と同様に、
携帯端末２における動作の内容に応じた適切な操作キーが車載装置１に設置されている場
合は、その操作キーによる操作に対して当該動作を優先的に割り当てられるため、ユーザ
の操作性を向上させることができる。
【０１１７】
（９）上記の動作割当情報は、図５において「表示」の列に示すように、各動作を表すア
イコンの情報をさらに含んでいる。制御部１０は、この動作割当情報を用いたステップＳ
４３の割当処理による割当結果に基づいて、図１１に示すように、操作キー１２ａ～１２
ｅによる各操作に対して予め定められた表示部１１の各表示領域に、操作キー１２ａ～１
２ｅによる各操作に対して割り当てられた動作を表すアイコン７０ａ～７０ｆをそれぞれ
表示する（ステップＳ５０）。このようにしたので、第１の実施の形態と同様に、操作キ
ー１２ａ～１２ｅによる各操作に対して割り当てられた動作の内容をユーザに分かりやす
く提示することができる。
【０１１８】
（１０）また動作割当情報は、図５において「走行中可否」の列に示すように、各動作の
車両走行中における可否の情報をさらに含んでいる。制御部１０は、この動作割当情報を
用いたステップＳ４３の割当処理による割当結果に基づいて、車両走行中に禁止されてい
る動作を判断し、車両が走行しているときには当該動作が割り当てられた操作キー１２ａ
～１２ｄによる操作を無効化する（ステップＳ１００）。このようにしたので、第１の実
施の形態と同様に、運転中に行うと安全性を損なうおそれのある操作や、運転中には入力
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が難しい操作などが車載装置１から携帯端末２に対して行われるのを防止し、車両走行中
の安全性や操作性を確保することができる。
【０１１９】
（１１）さらに車載装置１は、制御部１０の処理により、車両が走行しているときには上
記のように操作キー１２ａ～１２ｄによる操作を無効化すると共に、図１２に示すように
、当該動作を表すアイコン７０ａ～７０ｄの表示態様を、図１１に示す車両停止時のもの
とは異なる態様に変化させるようにした。これにより、第１の実施の形態と同様に、操作
キー１２ａ～１２ｄによる操作が車両走行中には禁止されていることをユーザに対して分
かりやすく知らせることができる。
【０１２０】
　なお、上記の各実施の形態では、車載装置１に設けられた操作キー１２ａ～１２ｅに対
して携帯端末２の各動作を割り当てる例をそれぞれ説明したが、タッチパネルを用いて車
載装置１の操作を行う場合において本発明を適用してもよい。その場合、第１の実施の形
態では、車載装置１から携帯端末２へ前述のような操作キー情報を送信するかわりに、タ
ッチパネルで入力可能な各操作に関する情報、たとえばタッチパネルに表示する操作ボタ
ンの配置や形状を示すテンプレート情報を送信することが好ましい。これにより、携帯端
末２において割当処理を行う際に、タッチパネルの各操作ボタンに対して携帯端末２の各
動作をそれぞれ割り当てることができる。さらに、車載装置１から携帯端末２へキー信号
を送信するかわりに、タッチパネル操作に応じた信号、たとえばタッチパネルの座標位置
を示す座標信号を送信してもよい。
【０１２１】
　また、車載装置１において、いわゆるマルチタッチ操作を検出可能なタッチパネルを用
いることもできる。この場合、マルチタッチ操作で実現される様々な種類の操作（ジェス
チャー）を携帯端末２の各動作にそれぞれ割り当てることができる。たとえば、タッチパ
ネル上で２本の指の間隔を狭めたり広げたりするピンチイン、ピンチアウトと呼ばれる操
作や、タッチパネル上を指で弾くように素早く移動させるフリックと呼ばれる操作などを
、操作キー１２ａ～１２ｅの代わりに、携帯端末２の各動作にそれぞれ割り当てることが
できる。なお、携帯端末２でも車載装置１と同様のマルチタッチ操作が可能であれば、携
帯端末２が行う各動作に対して車載装置１と携帯端末２において同じマルチタッチ操作を
割り当てることが好ましい。
【０１２２】
　上記のようなマルチタッチ操作を採用する場合、第１の実施の形態では、前述したキー
信号のかわりに、マルチタッチ操作の内容に応じた操作信号を車載装置１から携帯端末２
へ送信することができる。すなわち、ユーザがタッチパネルに対してマルチタッチ操作を
行うと、車載装置１は、そのマルチタッチ操作が表すジェスチャーの意味や種類を判別し
、判別結果に応じた操作信号を携帯端末２へ送信する。携帯端末２は、車載装置１から送
信された操作信号を受信し、その操作信号に対応する動作が何であるかを割当処理の結果
に基づいて判断することにより、操作信号から動作コマンドへの変換を行う。このように
することで、ユーザが車載装置１に対して入力したタッチパネル操作に応じた動作を携帯
端末２において行うことができる。
【０１２３】
　あるいは、単にタッチパネルの座標位置を示す座標信号を操作信号として車載装置１か
ら携帯端末２へ送信してもよい。この場合、携帯端末２は、車載装置１から送信された座
標信号が示す座標位置の数や変化などに基づいて、ユーザが車載装置１において行ったマ
ルチタッチ操作が表すジェスチャーの意味や種類を判別し、その判別結果に応じた動作コ
マンドへと変換することができる。
【０１２４】
　一方、第２の実施の形態では、ユーザがタッチパネルに対してマルチタッチ操作を行う
と、車載装置１は、そのマルチタッチ操作が表すジェスチャーの意味や種類を判別し、割
当処理の結果に基づいて対応する動作コマンドへと変換する。これにより、ユーザが車載
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装置１に対して入力したタッチパネル操作に応じた動作を携帯端末２において行うことが
できる。
【０１２５】
　なお、以上説明したようなマルチタッチ操作を含むタッチパネル操作と、図１の操作キ
ー１２ａ～１２ｅのように車載装置１に設置された操作キーによる操作とを混在させて用
いてもよい。この場合、タッチパネル操作により入力される各操作と、操作キーによる各
操作とに対して、前述の各実施形態で説明したような方法により、携帯端末２の各動作を
それぞれ割り当てることができる。
【０１２６】
　また、上記の各実施の形態において、携帯端末２または車載装置１により割当処理を行
ったら、操作キー対応情報を作成する前に、その割当結果を表示してユーザに確認させて
もよい。さらにこのとき、ユーザが任意で割当結果を調整できるようにしてもよい。加え
て、操作キー対応情報を作成して保存した後にも、携帯端末２または車載装置１において
所定の確認画面に切り替えることで、操作キー対応情報に基づく割当結果を表示してユー
ザに確認させると共に、ユーザがその内容を任意に変更できるようにしてもよい。
【０１２７】
　以上説明した各実施の形態では、車両から出力される車速情報を車載装置１において収
集し、これに基づいて車両が走行中であるか否かを判定するようにしたが、携帯端末２に
おいて検出された現在位置に基づいて車両が走行中であるか否かを判定してもよい。その
場合、携帯端末２において車両が走行中であると判定したら、その判定結果を携帯端末２
から車載装置１へ送信することにより、車載装置１において前述のように車両走行中の操
作制限を行うことができる。あるいは、携帯端末２において制限対象とする動作を動作割
当情報に基づいて判断し、その動作が割り当てられた操作キーによる操作を無効化するよ
うに携帯端末２から車載装置１を制御してもよい。さらに、車載装置１において収集した
車速情報を車載装置１から携帯端末２へ送信し、その車速情報に基づいて携帯端末２によ
り車両が走行中であるか否かを判定してもよい。
【０１２８】
－第３の実施の形態－
　次に本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施形態では、携帯端末２におい
て実行されるアプリケーションをユーザが車載装置１の操作により選択するときの処理方
法について説明する。なお、本実施形態による車載情報システムの構成や、車載装置１お
よび携帯端末２の構成は、図１、２にそれぞれ示したものと同じである。したがって、以
下ではこれらの図についての説明を省略する。
【０１２９】
　本実施形態において、携帯端末２では、前述のようなナビゲーション用のアプリケーシ
ョンを含む複数のアプリケーションのうち、ユーザに選択されたアプリケーションを実行
する。このときユーザは、携帯端末２の表示部２１に表示されるメニュー画面において、
操作部２２を操作して所望のアプリケーションを選択することにより、携帯端末２に実行
させるアプリケーションの選択を行うことができる。
【０１３０】
　さらに携帯端末２は、車載装置１においてメニュー画面を表示するための情報であるメ
ニュー画面情報を車載装置１へ送信する。車載装置１は、携帯端末２から送信されたメニ
ュー画面情報に基づいて、表示部１１にメニュー画面を表示する。このメニュー画面にお
いて、ユーザが操作部１２を操作して所望のアプリケーションを選択すると、その操作内
容が車載装置１から携帯端末２へ送信され、選択されたアプリケーションが携帯端末２に
おいて認識される。これによりユーザは、携帯端末２の表示部２１に表示されるメニュー
画面を用いた場合と同様に、携帯端末２に実行させるアプリケーションの選択を行うこと
ができる。なお、携帯端末２において表示部２１に表示されるメニュー画面と、車載装置
１において表示部１１に表示されるメニュー画面とは、同一の内容であってもよいし、互
いに異なる内容としてもよい。
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【０１３１】
　上記のような車載装置１におけるメニュー画面の表示および車載装置１において選択さ
れたアプリケーションの認識を行うために、携帯端末２には、スマートフォンアプリケー
ションマネージャと呼ばれるアプリケーションがインストールされている。以下では、こ
のスマートフォンアプリケーションマネージャを「ＳＰＭａｎ」と称する。
【０１３２】
　ユーザは、携帯端末２においてメモリ部２４に記憶されている様々なアプリケーション
の中で、車載装置１からも選択できるようにしたいアプリケーションがある場合は、その
アプリケーションをＳＰＭａｎにおいて事前に登録する。ＳＰＭａｎにおいてアプリケー
ションが登録されると、そのアプリケーションを表すアイコンのデザイン（図柄）が決定
される。たとえば、各アプリケーションに対するアイコンのデザインを携帯端末２におい
て予め設定しておくことで、ＳＰＭａｎに登録されたアプリケーションに対するアイコン
のデザインを自動的に決定することができる。または、複数種類のデザインの中から任意
のデザインをユーザに選択させることでアイコンのデザインを決定してもよいし、外部か
ら取り込んだデータに基づいてアイコンのデザインを決定してもよい。ＳＰＭａｎに登録
されているアプリケーションの情報と、そのアプリケーションに対するアイコンのデザイ
ンとは、互いに関連付けてメモリ部２４により記憶される。
【０１３３】
　図１８は、本実施形態の車載装置１においてメニュー画面を表示し、ユーザに選択され
たアプリケーションを携帯端末２において実行する際の車載装置１および携帯端末２にお
ける画面遷移の様子を示す図である。
【０１３４】
　携帯端末２においてＳＰＭａｎが起動されると、図１８に示すように、表示部２１にメ
ニュー画面が表示される。ここでは、ＳＰＭａｎにおいて「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ
」、「Ｅ」、「Ｆ」、「Ｇ」、「Ｈ」および「Ｉ」の各アプリケーションが登録されてお
り、これらのアプリケーションにそれぞれ対応する九つのアイコンが表示されているメニ
ュー画面の例を示している。
【０１３５】
　携帯端末２はさらに、図１８において（１）に示すように、車載装置１に対してメニュ
ー画面を表示させる。このとき携帯端末２は、前述のメニュー画面情報として、ＳＰＭａ
ｎに登録されている各アプリケーションに対応する各アイコンを車載装置１において表示
するための情報を車載装置１へ送信する。たとえば、各アイコンの画像情報と、各アイコ
ンに対応するアプリケーションを表すための情報（当該アプリケーションに割り当てられ
たＩＤ番号等）とが、メニュー画面情報として携帯端末２から車載装置１へ送信される。
【０１３６】
　車載装置１は、携帯端末２から送信されたメニュー画面情報に基づいて、携帯端末２に
おいてＳＰＭａｎに登録されている「Ａ」～「Ｉ」の各アプリケーションに対応する各ア
イコンを表示部１１に表示する。このとき、たとえばメニュー画面用のボタン配置パター
ンを車載装置１において予め定めておき、このボタン配置パターンが示す各ボタンの位置
に重ねてメニュー画面情報に含まれる各アイコンの画像情報を貼り付けることにより、「
Ａ」～「Ｉ」の各アプリケーションに対応する各アイコンの表示位置が決定される。なお
、メニュー画面用のボタン配置パターンをメニュー画面情報に含めて携帯端末２から車載
装置１へ送信してもよい。あるいは、各アイコンの表示位置を示す情報をメニュー画面情
報に含めて携帯端末２から車載装置１へ送信し、この情報に基づいて各アイコンの表示位
置を決定したり、メニュー画面の内容をそのままメニュー画面情報として携帯端末２から
車載装置１へ送信したりしてもよい。これにより、図１８に示すようなメニュー画面が表
示部１１において表示される。なお、図１８では携帯端末２の表示部２１に表示されてい
るのと同じ内容のメニュー画面を車載装置１の表示部１１でも表示している例を示してい
るが、前述のようにこれらのメニュー画面を異なる内容としてもよい。
【０１３７】
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　なお、表示部１１に表示するメニュー画面の態様は、図１８に示すものに限定されない
。たとえば、各アプリケーションに対応するボックスを一列に並べたリストボックス状の
メニュー画面としてもよいし、あるいは、各アプリケーションの名称を一覧表示したメニ
ュー画面としてもよい。携帯端末２に実行させるアプリケーションをユーザが選択可能な
ものであれば、メニュー画面の表示にどのような表示方法を用いてもよい。
【０１３８】
　車載装置１において、ユーザが操作部１２を用いたボタン操作またはタッチパネル操作
によりいずれかのアイコンを選択すると、車載装置１は（２）に示すように、当該アプリ
ケーションを携帯端末２に起動（実行）させる。このとき車載装置１は、たとえば携帯端
末２から送信されたメニュー画面情報に基づいて、ユーザに選択されたアイコンに対応す
るアプリケーションを特定し、そのアプリケーションに対応するアプリケーション起動指
令（アプリケーション実行指令）を携帯端末２へ出力する。なお、各アイコンが表すアプ
リケーションを特定するための情報がメニュー画面情報に含まれていない場合は、選択さ
れたアイコンの情報をアプリケーション起動指令（アプリケーション実行指令）として携
帯端末２へ出力してもよい。
【０１３９】
　車載装置１からのアプリケーション起動指令（アプリケーション実行指令）を受けた携
帯端末２は、ＳＰＭａｎを一旦停止する。その後、車載装置１から受信したアプリケーシ
ョン起動指令に基づいて起動（実行）すべきアプリケーションを判断し、その判断結果に
応じたアプリケーションを起動（実行）する。たとえば、ナビゲーション用のアプリケー
ションを起動し、図１８に示すような現在位置付近の地図画像を表示部２１において表示
する。これにより、ユーザが車載装置１のメニュー画面上で選択したアプリケーションが
携帯端末２において実行される。
【０１４０】
　さらに携帯端末２は、起動したアプリケーションによって作成された画像を車載装置１
へ送信して、（３）に示すように、アプリケーションに応じた画面を車載装置１に対して
表示させる。これにより、車載装置１において図１８に示すような地図画像が表示部１１
に表示される。なお、図１８では携帯端末２の表示部２１に表示されているのと同じ内容
の地図画像を車載装置１の表示部１１でも表示している例を示しているが、これらの地図
画像もメニュー画面と同様に、互いに異なる内容としてもよい。
【０１４１】
　その後、車載装置１において、ユーザが操作部１２を用いたボタン操作またはタッチパ
ネル操作により符号３０に示す終了アイコンを選択すると、車載装置１は（４）に示すよ
うに、実行中のアプリケーションを携帯端末２に停止させる。このとき車載装置１は、た
とえば（２）で出力したアプリケーション起動指令に対応するアプリケーション停止指令
を携帯端末２へ出力する。これにより、実行中のアプリケーションに応じたアプリケーシ
ョン停止指令を携帯端末２へ出力する。なお、前述のように各アイコンが表すアプリケー
ションを特定するための情報がメニュー画面情報に含まれていない場合は、アプリケーシ
ョンの種類を特定せずに、実行中のアプリケーションの停止を携帯端末２に対して指示す
るための情報をアプリケーション停止指令として出力してもよい。
【０１４２】
　実行中のアプリケーションを停止したら、携帯端末２は（５）に示すように、車載装置
１に対してメニュー画面を再表示させる。このとき携帯端末２は、アプリケーションの起
動時に停止したＳＰＭａｎを再起動してメニュー画面を再び表示した後、（１）の場合と
同様に、メニュー画面情報を車載装置１へ送信する。このメニュー画面情報に基づいて、
車載装置１においてメニュー画面が再表示される。
【０１４３】
　図１９は、上記のようにして車載装置１においてメニュー画面を表示し、ユーザに選択
されたアプリケーションを携帯端末２において実行する際の本実施形態の車載装置１およ
び携帯端末２における情報の流れを示す図である。なお、図１９では、車載装置１におい
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てナビゲーション用のアプリケーションがユーザに選択された場合の例を示している。
【０１４４】
　図１９において符号４１に示すように、車載装置１と携帯端末２とが互いに接続される
と、車載装置１は符号４２に示すように、携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出
力する。この起動指令を受けた携帯端末２は、符号４３に示すようにＳＰＭａｎを起動す
る。これにより、図１８に示したようなメニュー画面が携帯端末２の表示部２１において
表示される。
【０１４５】
　ＳＰＭａｎを起動したら、携帯端末２は符号４４に示すように、ＳＰＭａｎセッション
の開始を車載装置１に対して指示する。ＳＰＭａｎセッションでは、車載装置１において
メニュー画面を表示するために車載装置１と携帯端末２との間で行われる一連の通信手順
が定められている。携帯端末２からＳＰＭａｎセッションの開始指示を受けた車載装置１
は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号４５に示すように携帯端末２へ出力し、携帯端末２
からメニュー画面情報が送信されるまで待機する。
【０１４６】
　車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号４６に示すように、メニュー
画面情報を車載装置１へ送信する。このメニュー画面情報は、たとえば前述のように、携
帯端末２において予めＳＰＭａｎに登録された各アプリケーションに対応する各アイコン
の画像情報と、各アプリケーションと各アイコンとの対応関係を表すための情報とを含ん
でいる。なお、携帯端末２から車載装置１へのメニュー画面情報の送信は、たとえばＵＳ
Ｂのインタラプト通信により行われる。こうして携帯端末２から受信したメニュー画面情
報に基づいて、図１８に示したようなメニュー画面が車載装置１の表示部１１において表
示される。
【０１４７】
　なお、携帯端末２においてＳＰＭａｎに登録されていないアプリケーションは、メニュ
ー画面の対象外とされる。すなわち、そのアプリケーションに関する情報を除外して、携
帯端末２から車載装置１へメニュー画面情報が送信される。車載装置１では、この対象外
とされたアプリケーションに対応するアイコンを含まないメニュー画面が表示部１１に表
示される。
【０１４８】
　さらに、ＳＰＭａｎに登録されているアプリケーションのうちいずれかをメニュー画面
の対象外としてもよい。たとえば、機能や性能などが互いに異なる様々なものが車載装置
１として存在しており、こうした各種の車載装置１が携帯端末２とそれぞれ接続可能であ
るとする。このような場合は、携帯端末２において、ＳＰＭａｎに登録されている各アプ
リケーションについて車載装置１の種類ごとにメニュー画面の対象とするか否かを予め設
定しておく。そして、携帯端末２が接続された車載装置１の種類に応じて、対象外に設定
されたアプリケーションに関する情報を除外して、携帯端末２から車載装置１へメニュー
画面情報を送信する。これにより、車載装置１では、対象外のアプリケーションに対応す
るアイコンを含まないメニュー画面が表示部１１において表示される。このようにすれば
、携帯端末２でＳＰＭａｎにおけるアプリケーションの登録内容を変更することなく、車
載装置１の種類に応じて様々なメニュー画面を表示することができる。
【０１４９】
　表示部１１に表示されたメニュー画面において、ナビゲーション用のアプリケーション
に対応するアイコンがユーザに選択されると、車載装置１は符号４７に示すように、ナビ
ゲーション用のアプリケーション（図１９ではＮａｖＡｐと記載している）の起動指令を
出力する。たとえば前述のように、当該アイコンに対応するアプリケーションがナビゲー
ション用のアプリケーションであることを車載装置１がメニュー画面情報に基づいて判断
し、その判断結果に従って、ナビゲーション用のアプリケーションに対応するアプリケー
ション起動指令を車載装置１から携帯端末２へ出力する。なお、車載装置１から携帯端末
２へのアプリケーション起動指令の出力は、たとえばＵＳＢのコントロール通信により行
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われる。
【０１５０】
　車載装置１からナビゲーション用のアプリケーションの起動指令を受けると、携帯端末
２は、符号４８に示すようにＳＰＭａｎを停止する。その後、続いて符号４９に示すよう
に、ＳＰＭａｎセッションの終了を車載装置１に対して指示する。このように、ナビゲー
ション用のアプリケーションを起動するのに先立ってＳＰＭａｎを停止することにより、
携帯端末２において、次にＳＰＭａｎが再起動されるまでの間、車載装置１へのメニュー
画面情報の送信と車載装置１からのアプリケーション起動指令の受付とが停止される。携
帯端末２からＳＰＭａｎセッションの終了指示を受けた車載装置１は、正常受信を表す「
ＡＣＫ」を符号５０に示すように携帯端末２へ出力する。
【０１５１】
　車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号５１に示すように、ナビゲー
ション用のアプリケーションを起動してその実行を開始する。これにより、図１８に示し
たような地図画像が携帯端末２の表示部２１において表示される。
【０１５２】
　ナビゲーション用のアプリケーションを起動したら、携帯端末２は符号５２に示すよう
に、ナビゲーションアプリケーションセッションの開始を車載装置１に対して指示する。
ナビゲーションアプリケーションセッションでは、ナビゲーション用のアプリケーション
に関して車載装置１と携帯端末２との間で行われる一連の通信手順が定められている。携
帯端末２からナビゲーションアプリケーションセッションの開始指示を受けた車載装置１
は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号５３に示すように携帯端末２へ出力し、携帯端末２
から情報が送信されるまで待機する。
【０１５３】
　車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号５４に示すように、表示部２
１において表示されている現在位置付近の地図画像を車載装置１へ送信する。なお、携帯
端末２から車載装置１へ地図画像の送信は、たとえばＵＳＢのインタラプト通信により行
われる。こうして携帯端末２から受信した地図画像は、図１８に示したように車載装置１
の表示部１１において表示される。携帯端末２から地図画像を正常に受信すると、車載装
置１は「ＡＣＫ」を符号５５に示すように携帯端末２へ出力する。なお、地図画像以外の
情報、たとえば誘導音声を出力するための情報などを受信した場合も同様である。
【０１５４】
　その後、ナビゲーション用のアプリケーションを終了するための前述のような操作が車
載装置１においてユーザにより行われると、その操作に応じて、車載装置１は符号５６に
示すように、ナビゲーション用のアプリケーションの停止指令を出力する。このアプリケ
ーション停止指令は、たとえば前述のように、符号４７で出力したアプリケーション起動
指令に対応するアプリケーション停止指令を車載装置１から携帯端末２へ出力することに
より行われる。なお、車載装置１から携帯端末２へのアプリケーション停止指令の出力は
、たとえばＵＳＢのコントロール通信により行われる。
【０１５５】
　車載装置１からナビゲーション用のアプリケーションの停止指令を受けると、携帯端末
２は、符号５７に示すようにナビゲーション用のアプリケーションを停止する。その後、
続いて符号５８に示すように、ナビゲーションアプリケーションセッションの終了を車載
装置１に対して指示する。
【０１５６】
　携帯端末２からナビゲーションアプリケーションセッションの終了指示を受けた車載装
置１は、符号５９に示すように、携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出力する。
この起動指令を受けた携帯端末２は、符号６０に示すようにＳＰＭａｎを再起動し、図１
８に示したようなメニュー画面を表示部２１に再表示する。これにより、携帯端末２にお
いて一旦停止された車載装置１へのメニュー画面情報の送信と車載装置１からのアプリケ
ーション起動指令の受付とが再開される。
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【０１５７】
　携帯端末２においてＳＰＭａｎを再起動した後、車載装置１と携帯端末２は前述のよう
な動作をそれぞれ繰り返す。すなわち、携帯端末２は符号７１に示すように、ＳＰＭａｎ
セッションの開始を車載装置１に対して指示する。携帯端末２からＳＰＭａｎセッション
の開始指示を受けた車載装置１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号７２に示すように携
帯端末２へ出力する。車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号７３に示
すように、メニュー画面情報を車載装置１へ送信する。こうして携帯端末２から受信した
メニュー画面情報に基づいて、車載装置１は図１８に示したようなメニュー画面を表示部
１１に再表示する。
【０１５８】
　なお、表示部１１に表示されたメニュー画面においていずれかのアイコンがユーザに選
択されると、ナビゲーション用のアプリケーションについて上記で説明したのと同様の動
作が車載装置１と携帯端末２においてそれぞれ行われる。すなわち、車載装置１は当該ア
イコンに対応するアプリケーション起動指令を携帯端末２へ出力する。このアプリケーシ
ョン起動指令を受けると、携帯端末２はＳＰＭａｎを停止し、ＳＰＭａｎセッションの終
了を車載装置１に対して指示する。その後、起動指令を受けたアプリケーションを起動し
、そのアプリケーションに応じたセッションを開始する。
【０１５９】
　また、実行中のアプリケーションを終了するための操作が車載装置１においてユーザに
より行われると、その操作に応じて、車載装置１は当該アプリケーションの停止指令を携
帯端末２へ出力する。これを受けた携帯端末２は実行中のアプリケーションを停止し、そ
のアプリケーションに応じたセッションを終了する。セッション終了後、車載装置１は携
帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出力し、ＳＰＭａｎを再起動させる。
【０１６０】
　なお、携帯端末２においていずれかのアプリケーションが実行されているときに車載装
置１と携帯端末２との間で行われる通信の制御は、実行中のアプリケーションが直接行っ
てもよい。あるいは、実行中のアプリケーションに応じた通信制御をＳＰＭａｎに代行さ
せ、実行中のアプリケーションはＳＰＭａｎを経由して車載装置１と通信を行うようにし
てもよい。
【０１６１】
　次に、本実施形態における車両走行中のアプリケーションの実行制限について説明する
。携帯端末２においてＳＰＭａｎにアプリケーションを登録する際、ユーザは各アプリケ
ーションについて、車両走行中の実行を許可するか否かを予め設定しておくことができる
。この設定内容に応じて、車両が走行中であると判断したときに携帯端末２は、車両走行
中の実行が許可されていないアプリケーションの実行を禁止し、車両走行中の実行が許可
されているアプリケーションのみを実行できるように制限する。アプリケーションの実行
を禁止する方法としては、たとえば、車載装置１において表示部１１に表示されているメ
ニュー画面上で当該アプリケーションに対応するアイコンを無効化する。または、アイコ
ンを無効化せずに有効な状態のままでアプリケーションの実行を禁止してもよい。この場
合、たとえば、車載装置１において当該アプリケーションのアイコンがユーザによって選
択されてもアプリケーション起動指令を出力しないようにしたり、車載装置１から出力さ
れた当該アプリケーションの起動指令を携帯端末２において無視したりすることで、当該
アプリケーションの実行を禁止することができる。以上のいずれの方法を用いてもよい。
なお、各アプリケーションに対する車両走行中の実行を許可するか否かの設定をＳＰＭａ
ｎへの登録時にユーザが行うのではなく、アプリケーションごとに予め定めておいてもよ
い。
【０１６２】
　図２０（ａ）、２０（ｂ）および２０（ｃ）は、車両走行中のアプリケーションの実行
制限を行ったときの車両停止中および車両走行中の表示画面例を示している。図２０（ａ
）は、車両停止中に車載装置１において表示部１１に表示されるメニュー画面の例を示し
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ている。このメニュー画面は図１８に例示したものと同じであり、ＳＰＭａｎに登録され
ている「Ａ」～「Ｉ」の各アプリケーションに対応する各アイコンが示されている。
【０１６３】
　図２０（ｂ）は、車両走行中に車載装置１において表示部１１に表示されるメニュー画
面の例を示している。このメニュー画面では、「Ｄ」および「Ｉ」のアプリケーションを
それぞれ表す各アイコンに対して、その実行が禁止されていることを表すための「×」マ
ークが表示されている。なお、これらのアイコンがメニュー画面上でユーザに選択されて
も、携帯端末２は対応するアプリケーションを実行せず、メニュー画面の表示を続ける。
このとき、車両走行中には当該アプリケーションの実行が禁止されている旨の注意表示な
どを行ってもよい。このようにして、メニュー画面において車両走行中の実行を禁止され
たアプリケーションに対応するアイコンの表示態様が車両停止時とは異なる態様に変化さ
れる。
【０１６４】
　また図２０（ｃ）は、車両停止時に携帯端末２において「Ｄ」または「Ｉ」のアプリケ
ーションが実行されており、そのアプリケーションに応じた画面が車載装置１において表
示部１１に表示されていた場合に、その後車両が走行を開始したときの車両走行中の表示
画面例を示している。この画面では、車両走行中には当該アプリケーションの実行が禁止
されていることを表す「走行中」の文字が表示されていると共に、当該アプリケーション
による画面が非表示とされている。なお、このような画面を表示するかわりに、携帯端末
２において実行中のアプリケーションを強制終了し、図２０（ｂ）のようなメニュー画面
を表示してもよい。
【０１６５】
　なお、車両が走行中であるか否かの判断は、車載装置１から携帯端末２へ所定時間ごと
に出力される車速情報に基づいて、携帯端末２により行うことができる。すなわち、車載
装置１の制御部１０は、車両から出力される車速情報を前述の第１の実施の形態で説明し
たようにして取得すると、その車速情報をインタフェース部１５およびＵＳＢケーブル３
を介して携帯端末２へ所定時間ごとに出力する。携帯端末２は、車載装置１から出力され
た車速情報に基づいて車両が走行中であるか否かを判断し、車両が走行中であると判定さ
れた場合、車両走行中の実行が禁止されているアプリケーションに対応するアイコンの表
示態様を変化させるように車載装置１に対して指示する。この指示を受けた車載装置１は
、当該アイコンの表示態様を図２０（ｂ）に示すように変化させる。
【０１６６】
　本実施形態の車載装置１および携帯端末２における処理のフローチャートを図２１およ
び２２に示す。図２１は、車載装置１における処理のフローチャートを示しており、図２
２、携帯端末２における処理のフローチャートを示している。
【０１６７】
　最初に図２１のフローチャートについて説明する。図２１のフローチャートに示す処理
は、車載装置１において制御部１０により実行されるものである。
【０１６８】
　ステップＳ４１０において、制御部１０は、携帯端末２が接続されているか否かを判定
する。前述の第１の実施の形態において図１に示したように、車載装置１と携帯端末２が
ＵＳＢケーブル３を介して接続されている場合は、次のステップＳ４２０へ進む。
【０１６９】
　ステップＳ４２０において、制御部１０は、携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令
を出力する。このＳＰＭａｎの起動指令の出力は、インタフェース部１５およびＵＳＢケ
ーブル３を介して行われる。
【０１７０】
　ステップＳ４３０において、制御部１０は、ステップＳ４２０で出力したＳＰＭａｎの
起動指令に応じて携帯端末２がＳＰＭａｎを起動することによって携帯端末２から送信さ
れるメニュー画面情報を受信する。ここでは、携帯端末２において後で説明する図２２の
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ステップＳ６４０が実行されることにより、携帯端末２からメニュー画面情報がＵＳＢケ
ーブル３を介して送信され、インタフェース部１５を用いて受信される。
【０１７１】
　ステップＳ４４０において、制御部１０は、ステップＳ４３０で受信したメニュー画面
情報に基づいて、図１５に示したようなメニュー画面を表示部１１に表示する。
【０１７２】
　ステップＳ４５０において、制御部１０は、ステップＳ４４０で表示したメニュー画面
上でいずれかのアイコンがユーザに選択されることにより、いずれかのアプリケーション
がユーザによって選択されたか否かを判定する。ユーザがメニュー画面上でいずれかのア
イコンを選択してアプリケーションの選択を行った場合は、次のステップＳ４６０へ進む
。
【０１７３】
　ステップＳ４６０において、制御部１０は、ステップＳ４５０でユーザに選択されたア
プリケーションに対応するアプリケーション起動指令を携帯端末２に対して出力する。こ
のアプリケーション起動指令の出力は、インタフェース部１５およびＵＳＢケーブル３を
介して行われる。
【０１７４】
　ステップＳ４７０において、制御部１０は、ステップＳ４６０で出力したアプリケーシ
ョン起動指令に応じて携帯端末２が起動したアプリケーションによる情報送信の有無を判
定する。携帯端末２から車載装置１に対して何らかの情報送信が行われた場合はステップ
Ｓ４８０へ進み、何の情報も送信されない場合はステップＳ５００へ進む。
【０１７５】
　ステップＳ４８０において、制御部１０は、携帯端末２からの情報を受信する。ここで
は、後で説明する図２２のステップＳ６８０において実行中のアプリケーションに応じた
処理が行なわれることにより、その処理結果に関する情報が携帯端末２からＵＳＢケーブ
ル３を介して送信され、インタフェース部１５を用いて受信される。これにより、たとえ
ばナビゲーション用のアプリケーションが実行されているときには、携帯端末２から送信
される地図画像情報を受信する。
【０１７６】
　ステップＳ４９０において、制御部１０は、ステップＳ４８０で携帯端末２から受信し
た情報に応じた処理を行う。たとえば、ナビゲーション用のアプリケーションによる地図
画像情報を携帯端末２から受信したときには、その地図画像情報に基づいて図１５に示し
たような地図画像を表示部１１に表示する。
【０１７７】
　ステップＳ５００において、制御部１０は、携帯端末２において実行中のアプリケーシ
ョンを停止するか否かを判定する。たとえば前述のようなアプリケーションの終了操作が
ユーザから行われたときには、実行中のアプリケーションを停止すると判定してステップ
Ｓ５１０へ進む。一方、アプリケーションの終了操作がユーザから行われていなければ、
実行中のアプリケーションを停止しないと判定してステップＳ４７０へ戻る。
【０１７８】
　ステップＳ５１０において、制御部１０は、携帯端末２において実行中であるアプリケ
ーションの停止指令を携帯端末２に対して出力する。ここでは前述のように、たとえばス
テップＳ４６０で出力したアプリケーション起動指令に対応するアプリケーション停止指
令をインタフェース部１５およびＵＳＢケーブル３を介して携帯端末２へ出力することに
より、アプリケーション停止指令の出力を行う。
【０１７９】
　ステップＳ５１０を実行したら、制御部１０はステップＳ４２０へ戻り、携帯端末２に
対してＳＰＭａｎの起動指令を再び出力する。これにより、携帯端末２においてＳＰＭａ
ｎを再起動させ、メニュー画面情報の送信やユーザに選択されたアプリケーションの実行
を携帯端末２に再開させる。
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【０１８０】
　次に図２２のフローチャートについて説明する。図２２のフローチャートに示す処理は
、携帯端末２において制御部２０により実行されるものである。
【０１８１】
　ステップＳ６１０において、制御部２０は、車載装置１が接続されているか否かを判定
する。前述の第１の実施の形態において図１に示したように、車載装置１と携帯端末２が
ＵＳＢケーブル３を介して接続されている場合は、次のステップＳ６２０へ進む。
【０１８２】
　ステップＳ６２０において、制御部２０は、車載装置１からＳＰＭａｎ起動指令を受信
したか否かを判定する。車載装置１において図２１のステップＳ４２０が実行されること
により車載装置１から出力されたＳＰＭａｎ起動指令を受信した場合、制御部２０は次の
ステップＳ６３０へ進む。一方、車載装置１からＳＰＭａｎ起動指令を受信していない場
合は、ステップＳ６１０へ戻る。
【０１８３】
　ステップＳ６３０において、制御部２０は、ＳＰＭａｎを起動する。これにより、車載
装置１からＳＰＭａｎ起動指令があると、それに応じて携帯端末２においてＳＰＭａｎが
起動され、図１５に示したようなメニュー画面が表示部２１に表示される。
【０１８４】
　ステップＳ６４０において、制御部２０は、車載装置１へメニュー画面情報を送信する
。ここでは前述のように、ステップＳ６３０で起動したＳＰＭａｎに登録されている各ア
プリケーションに対応する各アイコンの画像情報や、各アプリケーションと各アイコンと
の対応関係を表すための情報などをメニュー画面情報として送信する。このメニュー画面
情報の送信は、インタフェース部２５およびＵＳＢケーブル３を介して行われる。
【０１８５】
　ステップＳ６５０において、制御部２０は、車載装置１からアプリケーション起動指令
を受信したか否かを判定する。車載装置１において図２１のステップＳ４６０が実行され
ることにより、いずれかのアプリケーションに対して車載装置１から出力されたアプリケ
ーション起動指令を受信した場合、制御部２０はステップＳ６６０へ進む。一方、車載装
置１からアプリケーション起動指令を受信していない場合は、ステップＳ７２０へ進む。
【０１８６】
　ステップＳ６６０において、制御部２０は、ステップＳ６３０で起動したＳＰＭａｎを
停止する。続くステップＳ６７０において、制御部２０は、ステップＳ６５０で車載装置
１から受信したアプリケーション起動指令に対応するアプリケーションを起動する。これ
により、いずれかのアプリケーションについて車載装置１から起動指令があると、それに
応じて携帯端末２においてＳＰＭａｎが停止された後、当該アプリケーションが起動され
る。
【０１８７】
　ステップＳ６８０において、制御部２０は、ステップＳ６７０で起動したアプリケーシ
ョンに応じた処理を行う。このとき、実行中のアプリケーションによる処理結果に関する
情報が必要に応じて携帯端末２から車載装置１へ送信される。こうした情報の送信は、イ
ンタフェース部２５およびＵＳＢケーブル３を介して行われる。これにより、たとえばナ
ビゲーション用のアプリケーションが実行されているときには、現在位置付近の地図画像
を表す地図画像情報が送信される。
【０１８８】
　ステップＳ６９０において、制御部２０は、ステップＳ６７０で起動したアプリケーシ
ョンを停止するか否かを判定する。車載装置１において図２１のステップＳ５１０が実行
されることにより車載装置１から出力されたアプリケーション停止指令を受信した場合、
制御部２０は実行中のアプリケーションを停止すると判定してステップＳ７００へ進む。
一方、車載装置１からアプリケーション停止指令を受信していない場合、制御部２０はア
プリケーションを停止しないと判定してステップＳ６８０へ戻り、実行中のアプリケーシ
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ョンに応じた処理を続行する。なお、携帯端末２においてユーザが所定の終了操作を行っ
たときにアプリケーションを停止すると判定してもよい。
【０１８９】
　ステップＳ７００において、制御部２０は、ステップＳ６７０で起動したアプリケーシ
ョンを停止する。続くステップＳ７１０において、制御部２０は、ステップＳ６２０と同
様に、車載装置１からＳＰＭａｎ起動指令を受信したか否かを判定する。車載装置１にお
いて図２１のステップＳ４２０が実行されることにより車載装置１から出力されたＳＰＭ
ａｎ起動指令を受信した場合、制御部２０はステップＳ６３０へ戻ってＳＰＭａｎを再起
動する。その後は、前述のような処理を繰り返す。
【０１９０】
　ステップＳ７２０において、制御部２０は、車両が走行中であるか否かを判定する。こ
こでは前述のように、車載装置１から携帯端末２へ所定時間ごとに出力される車速情報に
基づいて、車両が走行中であるか否かを判定する。車両が走行中であると判定した場合は
ステップＳ７３０へ進み、停止中であると判定した場合はステップＳ６５０へ戻る。
【０１９１】
　ステップＳ７３０において、制御部２０は、車両走行中の実行が禁止されているアプリ
ケーションに対する実行制限を行う。このとき制御部２０は、ＳＰＭａｎに登録されてい
る各アプリケーションについて、車両走行中の実行が許可されているか否かを前述のよう
にして判断する。そして、車両走行中の実行が許可されていないアプリケーションの実行
を禁止すると共に、図２０で説明したように、メニュー画面においてそのアプリケーショ
ンに対応するアイコンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化させる。こうしてア
プリケーションの実行制限を行ったら、ステップＳ６５０へ戻る。
【０１９２】
　以上説明した第３の実施の形態によれば、次のような作用効果を奏する。
【０１９３】
（１２）携帯端末２は、制御部２０の処理により、ＳＰＭａｎを実行して車載装置１との
間で行う通信を制御すると共に、予め記憶されたソフトウェアを実行する。一方、車載装
置１は、ユーザによる操作を操作部１２により入力し、その操作に応じた情報を、情報端
末２の制御部２０が行う通信制御により情報端末２へ送信する。さらに、情報端末２の制
御部２０が行う通信制御により情報端末２から送信された情報に基づいて、ユーザに対す
る報知を行う。具体的には、携帯端末２は、制御部２０の処理により、携帯端末２におい
て実行可能な複数のアプリケーションの各々にそれぞれ対応する複数のアイコンを含むメ
ニュー画面を車載装置１において表示するためのメニュー画面情報を車載装置１へ送信す
る（ステップＳ６４０）。そして、車載装置１においてユーザが操作部１２を操作してメ
ニュー画面上で複数のアイコンのいずれかを選択することで車載装置１から送信されるア
プリケーション起動指令（アプリケーション実行指令）を受信し（ステップＳ６５０）、
そのアプリケーション起動指令（アプリケーション実行指令）に応じて複数のアプリケー
ションのいずれかを実行状態とする（ステップＳ６７０）。一方、車載装置１は、制御部
１０の処理により、メニュー画面情報を携帯端末２から受信し（ステップＳ４３０）、そ
のメニュー画面情報に基づいてメニュー画面を表示部１１に表示する（ステップＳ４４０
）ことにより、ユーザへの報知を行う。こうして表示したメニュー画面上でユーザが操作
部１２を操作していずれかのアイコンを選択すると、そのアイコンに対応するアプリケー
ションを起動（実行）するためのアプリケーション起動指令（アプリケーション実行指令
）を携帯端末２へ送信する（ステップＳ４６０）。このようにしたので、車載装置１の操
作により携帯端末２に搭載されている様々な機能の中から所望の機能を選択して実行させ
ることができる。そのため、車載装置１における操作内容と携帯端末２における動作内容
との対応付けを容易に行うことができる。
【０１９４】
（１３）また携帯端末２は、制御部２０の処理により、ステップＳ６５０で車載装置１か
らのアプリケーション起動指令を受信すると、ＳＰＭａｎを停止状態とする（ステップＳ
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６６０）。これにより、ステップＳ６７０で複数のアプリケーションのいずれかを実行状
態とするのに先立って、ステップＳ６４０によるメニュー画面情報の送信およびステップ
Ｓ６５０によるアプリケーション起動指令の受信を停止する。このようにしたので、携帯
端末２において複数のアプリケーションを同時に実行できない場合に、ＳＰＭａｎからユ
ーザに選択されたアプリケーションへの切り替えを行うことができる。
【０１９５】
（１４）さらに携帯端末２は、制御部２０の処理により、ステップＳ６７０で実行状態と
したアプリケーションがステップＳ７００において停止状態とされると、ステップＳ７１
０において車載装置１からＳＰＭａｎ起動指令を受信した後、ステップＳ６３０へ戻って
ＳＰＭａｎを再起動する。これにより、ステップＳ６４０によるメニュー画面情報の送信
およびステップＳ６５０によるアプリケーション起動指令の受信を再開する。このように
したので、携帯端末２において複数のアプリケーションを同時に実行できない場合に、実
行停止されたアプリケーションからＳＰＭａｎへの切り替えを行うことができる。
【０１９６】
（１５）車載装置１は、制御部１０の処理により、携帯端末２において実行中のアプリケ
ーションを停止状態とするためのアプリケーション停止指令を、操作部１２により入力さ
れたユーザの操作に応じて携帯端末２へ送信する（ステップＳ５１０）。その後に、携帯
端末２においてステップＳ６４０によるメニュー画面情報の送信およびステップＳ６５０
によるアプリケーション起動指令の受信を再開させるための再開指令として、ＳＰＭａｎ
起動指令を携帯端末２へ送信する（ステップＳ４２０）。すると携帯端末２は、アプリケ
ーション停止指令に応じてステップＳ７００を実行することで、ステップＳ６７０で実行
状態としたアプリケーションを停止状態とし、その後、ＳＰＭａｎ起動指令に応じて、ス
テップＳ６４０によるメニュー画面情報の送信およびステップＳ６５０によるアプリケー
ション起動指令の受信を再開する。このようにしたので、ユーザが車載装置１を操作して
実行中のアプリケーションの停止を指示したときに、携帯端末２において実行中のアプリ
ケーションを確実に停止状態とすると共に、そのアプリケーションからＳＰＭａｎへの切
り替えを自動的に行い、次にユーザが行う操作に備えることができる。
【０１９７】
（１６）ステップＳ６４０において携帯端末２から車載装置１へ送信されるメニュー画面
情報は、携帯端末２において実行可能な複数のアプリケーションと複数のアイコンとの対
応関係を表すための情報を含むことができる。車載装置１は、ステップＳ４６０において
、ユーザが操作部１２を操作してメニュー画面上で選択したアイコンに対応するアプリケ
ーションをこうしたメニュー画面情報に基づいて判断し、当該アプリケーションに応じた
アプリケーション起動指令を携帯端末２へ送信することができる。このようにすれば、ユ
ーザの選択結果を正しく反映したアプリケーション起動指令を車載装置１から携帯端末２
へ出力することができるため、携帯端末２において所望のアプリケーションを確実に実行
できる。
【０１９８】
（１７）携帯端末２は、制御部２０の処理により、車両が走行中であるか否かを判定し（
ステップＳ７２０）、車両が走行中であると判定した場合に、携帯端末２において実行可
能な複数のアプリケーションのうち所定のアプリケーションの実行を禁止する（ステップ
Ｓ７３０）。このようにしたので、安全上や操作上の観点から運転中には適さないアプリ
ケーションが携帯端末２において実行されるのを防止し、車両走行中の安全性や操作性を
確保することができる。
【０１９９】
（１８）また携帯端末２は、制御部２０の処理により、メニュー画面において、ステップ
Ｓ７３０で実行を禁止されたアプリケーションに対応するアイコンの表示態様を車両停止
時とは異なる態様に変化させるようにした。これにより、当該アイコンが表すアプリケー
ションの実行が車両走行中には禁止されていることをユーザに対して分かりやすく知らせ
ることができる。
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【０２００】
　なお、以上説明した第３の実施の形態では、車載装置１と携帯端末２とが互いに接続さ
れると、車載装置１から携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出力することにより
、携帯端末２においてＳＰＭａｎが起動されるようにしたが、車載装置１との接続を携帯
端末２が検知してＳＰＭａｎを起動してもよい。また、実行中のアプリケーションを停止
した場合も同様に、車載装置１から携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出力する
のではなく、携帯端末２において実行中のアプリケーションを停止したらＳＰＭａｎを再
起動してもよい。
【０２０１】
　以上説明した第３の実施の形態において、携帯端末２は、ユーザに選択されたアプリケ
ーションを起動するときには、先にＳＰＭａｎを停止し、その後にアプリケーションの起
動を行う。また、実行中のアプリケーションを停止すると、停止していたＳＰＭａｎを再
起動する。このようにして、ＳＰＭａｎと実行アプリケーションとの切り替えを行うよう
にしていた。しかし、携帯端末２において複数のアプリケーションを同時に実行できる場
合は、こうしたアプリケーションの切り替えは不要である。すなわち、アプリケーション
が実行中であるか否かに関わらず、携帯端末２において常にＳＰＭａｎを起動させておく
ことができる。この場合、ユーザに選択されたアプリケーションを実行するときにはＳＰ
Ｍａｎをバックグラウンドで動作またはスリープ状態とし、そのアプリケーションが停止
されたらＳＰＭａｎをバックグラウンドからフォアグランドに移してアクティブにしても
よい。あるいは、携帯端末２において実行中のアプリケーションが停止されると、ＳＰＭ
ａｎをバックグラウンドで動作させたままで車載装置１との通信を行うようにしてもよい
。こうした動作は、車載装置１の操作によりユーザに選択されて実行されるナビゲーショ
ン用アプリケーションなどの各種アプリケーションについても同様である。すなわち、本
実施形態において説明したＳＰＭａｎや各種アプリケーションの「起動」とは、これらの
アプリケーションを実行状態として、車載装置１と携帯端末２の間で当該アプリケーショ
ンによる情報のやり取りが行われるようにすることを意味している。反対に、ＳＰＭａｎ
や各種アプリケーションの「停止」とは、これらのアプリケーションを停止状態として、
車載装置１と携帯端末２の間で当該アプリケーションによる情報のやり取りが行われない
ようにすることを意味している。
【０２０２】
　上述したように、車載装置１と接続されている携帯端末２が複数のアプリケーションを
同時に実行可能なものである場合は、ナビゲーション用のアプリケーションを実行すると
きであってもＳＰＭａｎを停止せずに、そのまま車載装置１へのメニュー画面情報の送信
と車載装置１からのアプリケーション起動指令の受付とを継続することが好ましい。この
ようにすることで、アプリケーション起動時の処理を簡略化できる。さらに、携帯端末２
においてナビゲーション用のアプリケーションを実行中のときに、車載装置１をユーザが
操作して他のアプリケーションを起動させることもできる。一方、車載装置１と接続され
ている携帯端末２が一度にアプリケーションを一つしか実行できないものである場合は、
実施の形態において説明したように、ナビゲーション用のアプリケーションを実行すると
きにＳＰＭａｎを停止して、車載装置１へのメニュー画面情報の送信と車載装置１からの
アプリケーション起動指令の受付とを停止する必要がある。これにより、携帯端末２にお
いて実行するアプリケーションをＳＰＭａｎからナビゲーション用のアプリケーションに
切り替えることができる。
【０２０３】
　以上説明した第３の実施の形態において、複数のアプリケーションで共通に利用される
処理がある場合は、その処理をＳＰＭａｎが代行することで、当該処理結果を複数のアプ
リケーション間で共有できるようにしてもよい。こうした処理には、たとえばユーザ認証
処理などのように、最初に一度実施しておけば携帯端末２を交換しない限り必要のない処
理などが該当する。このようにすれば、ＳＰＭａｎによる処理結果を各アプリケーション
が取得するだけで済み、違うアプリケーションを実行する度に同じ処理を逐一行う必要が
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なくなる。そのため、携帯端末２において処理の効率化および高速化を図ることができる
。
【０２０４】
　以上説明した第３の実施の形態では、車両から出力される車速情報を車載装置１におい
て取得し、その車速情報を車載装置１から携帯端末２へ出力することにより、携帯端末２
において車両が走行中であるか否かを判定するようにした。しかし、車載装置１において
車両が走行中であるか否かを判定するようにしてもよい。その場合、車載装置１から携帯
端末２へ車速情報を出力する必要はなく、図２２のステップＳ７２０およびＳ７３０の処
理は、車載装置１において制御部１０により実行される。あるいは、携帯端末２において
検出された現在位置に基づいて車両が走行中であるか否かを判定してもよい。この場合に
も車載装置１から携帯端末２へ車速情報を出力する必要はない。
【０２０５】
　また、車速情報以外にも車両から出力される様々な車両情報を車載装置１において取得
するようにしてもよい。このとき取得された車両情報は、車載装置１が実行する処理にお
いて利用してもよいし、あるいは、車載装置１から携帯端末２へ出力し、携帯端末２が実
行する処理において利用してもよい。一例として、車両情報に応じた起動条件をアプリケ
ーションごとに予め設定しておき、その起動条件を満たす車両情報が車両から出力された
ときに、当該アプリケーションを携帯端末２において自動的に起動するようにすることが
できる。この場合、各アプリケーションの起動条件を示す情報をメニュー画面情報の一部
として携帯端末２から車載装置１へ送信し、車載装置１において起動条件を満たすか否か
を車両情報に基づいて判定してもよい。あるいは、車載装置１から携帯端末２へ車両情報
を送信し、その車両情報に基づいて起動条件を満たすか否かを携帯端末２において判定し
てもよい。これにより、たとえば、燃料残量が所定値未満まで減ってきたという車両情報
が車両から出力されたときに、現在位置周辺のガソリンスタンドを検索するためのアプリ
ケーションを携帯端末２において自動的に起動することができる。
【０２０６】
－第４の実施の形態－
　次に本発明の第４の実施の形態について説明する。本実施形態では、携帯端末２におい
て実行されるアプリケーションをユーザが車載装置１の操作により選択するときの処理方
法について、前述の第３の実施の形態とは別の例を用いて説明する。
【０２０７】
　図２３は、本発明の第４の実施の形態による車載情報システムの構成を示す図である。
図２３に示す車載情報システムは、前述の第１の実施の形態で説明した図１の車載情報シ
ステムと比べて、車載装置１と携帯端末２がＵＳＢケーブル３に加えて、さらに映像ケー
ブル４を介して互いに接続されている点が異なっている。
【０２０８】
　図２４は、本実施形態による車載情報システムにおける車載装置１および携帯端末２の
構成を示すブロック図である。図２４に示すように、本実施形態による車載装置１は、図
２と同様の制御部１０、表示部１１、操作部１２、音声出力部１３、メモリ部１４および
インタフェース部１５に加えて、さらに映像信号入力部１６を有する。一方、携帯端末２
は、図２と同様の制御部２０、表示部２１、操作部２２、音声出力部２３、メモリ部２４
、インタフェース部２５、無線通信部２６およびＧＰＳ受信部２７に加えて、さらに映像
信号出力部２８を有する。
【０２０９】
　映像信号入力部１６は、映像ケーブル４を介して携帯端末２から入力される映像信号を
画面表示用の映像データに変換し、制御部１０へ出力する。映像信号入力部１６から制御
部１０へ映像データが出力されると、制御部１０は表示部１１を制御して、その映像デー
タに基づく画面を表示部１１に表示させる。
【０２１０】
　一方、携帯端末２において、映像信号出力部２８は、車載装置１で表示するために制御
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部２０により生成された画面をコンポジット信号等の映像信号に変換し、映像ケーブル４
を介して車載装置１へ出力する。この映像信号が車載装置１において映像信号入力部１６
に入力されることで、携帯端末２からの画面を車載装置１の表示部１１に表示することが
できる。
【０２１１】
　本実施形態において、携帯端末２は、映像信号出力部２８からの映像信号により、前述
の第３の実施の形態で説明したようなメニュー画面を車載装置１へ送信する。車載装置１
は、携帯端末２から送信された映像信号に基づいて、表示部１１にメニュー画面を表示す
る。
【０２１２】
　図２５は、本実施形態の車載装置１においてメニュー画面を表示し、ユーザに選択され
たアプリケーションを携帯端末２において実行する際の車載装置１および携帯端末２にお
ける画面遷移の様子を示す図である。
【０２１３】
　携帯端末２においてＳＰＭａｎが起動されると、図２５に示すように、前述の第３の実
施の形態で説明した図１８と同様のメニュー画面が表示部２１に表示される。
【０２１４】
　携帯端末２はさらに、図２５において（１）に示すように、車載装置１に対してメニュ
ー画面を表示させる。このとき携帯端末２は、車載装置１において表示するためのメニュ
ー画面を映像信号に変換し、映像信号出力部２８から映像ケーブル４を介して車載装置１
へ送信する。
【０２１５】
　車載装置１は、携帯端末２から送信された映像信号に基づいて、前述の第３の実施の形
態で説明した図１８と同様の、図２５に示すようなメニュー画面を表示部１１に表示する
。なお、第３の実施の形態で説明したように本実施形態でも、携帯端末２の表示部２１と
車載装置１の表示部１１でそれぞれ表示されるメニュー画面を異なる内容としてもよい。
その場合、携帯端末２では、車載装置１において表示するためのメニュー画面を表示部２
１に表示するメニュー画面とは別に生成し、映像信号により車載装置１へ送信する。
【０２１６】
　車載装置１において、ユーザが操作部１２を用いたボタン操作またはタッチパネル操作
によりいずれかのアイコンを選択する操作を行うと、車載装置１は（２）に示すように、
その操作内容に関する操作情報を携帯端末２へ送信する。このとき車載装置１は、操作情
報として、たとえばユーザのボタン操作の内容を表すボタン情報、またはタッチパネル操
作により指定された表示部１１の画面上の位置を表す座標情報を携帯端末２へ出力する。
【０２１７】
　車載装置１からの操作情報を受けた携帯端末２は、車載装置１から受信した操作情報に
基づいて起動すべきアプリケーションを判断し、その判断結果に応じたアプリケーション
を起動（実行）する。たとえば、ナビゲーション用のアプリケーションを起動し、図２５
に示すような現在位置付近の地図画像を表示部２１において表示する。これにより、ユー
ザが車載装置１のメニュー画面上で選択したアプリケーションが携帯端末２において実行
される。このとき携帯端末２は、ＳＰＭａｎを一旦停止する。
【０２１８】
　さらに携帯端末２は、起動したアプリケーションによって作成された画面の映像信号を
車載装置１へ送信して、（３）に示すように、アプリケーションに応じた画面を車載装置
１に対して表示させる。これにより、車載装置１において図２５に示すような地図画面が
表示部１１に表示される。なお、第３の実施の形態で説明したように本実施形態でも、携
帯端末２の表示部２１と車載装置１の表示部１１でそれぞれ表示される地図画面もメニュ
ー画面と同様に、互いに異なる内容としてもよい。その場合、携帯端末２では、車載装置
１において表示するための地図画面を表示部２１に表示する地図画面とは別に生成し、映
像信号により車載装置１へ送信する。
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【０２１９】
　その後、車載装置１において、ユーザが操作部１２を用いたボタン操作またはタッチパ
ネル操作により符号３０に示す終了アイコンを選択すると、車載装置１は（４）に示すよ
うに、その操作内容に応じた操作情報を携帯端末２へ送信する。すると携帯端末２は、車
載装置１から受信した操作情報に基づいてアプリケーションの終了を判断し、これに応じ
て実行中のアプリケーションを停止する。
【０２２０】
　実行中のアプリケーションを停止したら、携帯端末２は（５）に示すように、車載装置
１に対してメニュー画面を再表示させる。このとき携帯端末２は、アプリケーションの起
動時に停止したＳＰＭａｎを再起動してメニュー画面を再び表示した後、（１）の場合と
同様に、メニュー画面を映像信号に変換し、映像信号出力部２８から映像ケーブル４を介
して車載装置１へ送信する。この映像信号に基づいて、車載装置１においてメニュー画面
が再表示される。
【０２２１】
　図２６は、上記のようにして車載装置１においてメニュー画面を表示し、ユーザに選択
されたアプリケーションを携帯端末２において実行する際の本実施形態の車載装置１およ
び携帯端末２における情報の流れを示す図である。なお、図２６では、車載装置１におい
てナビゲーション用のアプリケーションがユーザに選択された場合の例を示している。
【０２２２】
　図２６において符号１４１に示すように、車載装置１と携帯端末２とが互いに接続され
ると、車載装置１は符号１４２に示すように、携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令
を出力する。この起動指令を受けた携帯端末２は、符号１４３に示すようにＳＰＭａｎを
起動する。これにより、図２５に示したようなメニュー画面が携帯端末２の表示部２１に
おいて表示される。
【０２２３】
　ＳＰＭａｎを起動したら、携帯端末２は符号１４４に示すように、ＳＰＭａｎセッショ
ンの開始を車載装置１に対して指示する。ＳＰＭａｎセッションでは、車載装置１におい
てメニュー画面を表示するために車載装置１と携帯端末２との間で行われる一連の通信手
順が定められている。携帯端末２からＳＰＭａｎセッションの開始指示を受けた車載装置
１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号１４５に示すように携帯端末２へ出力する。
【０２２４】
　車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号１４６に示すように、メニュ
ー画面を車載装置１へ送信する。このメニュー画面の送信は、前述のように、メニュー画
面を映像信号に変換して映像信号出力部２８から映像ケーブル４を介して出力することに
より行われる。こうして携帯端末２から受信した映像信号に基づいて、図２５に示したよ
うなメニュー画面が車載装置１の表示部１１において表示される。
【０２２５】
　なお、携帯端末２においてＳＰＭａｎに登録されていないアプリケーションは、メニュ
ー画面の対象外とされる。すなわち、そのアプリケーションに対応するアイコンを除外し
てメニュー画面が作成され、携帯端末２から車載装置１へメニュー画面の映像信号が送信
される。車載装置１では、この対象外とされたアプリケーションに対応するアイコンを含
まないメニュー画面が表示部１１に表示される。
【０２２６】
　さらに、ＳＰＭａｎに登録されているアプリケーションのうちいずれかをメニュー画面
の対象外としてもよい。たとえば、機能や性能などが互いに異なる様々なものが車載装置
１として存在しており、こうした各種の車載装置１が携帯端末２とそれぞれ接続可能であ
るとする。このような場合は、携帯端末２において、ＳＰＭａｎに登録されている各アプ
リケーションについて車載装置１の種類ごとにメニュー画面の対象とするか否かを予め設
定しておく。そして、携帯端末２が接続された車載装置１の種類に応じて、対象外に設定
されたアプリケーションに対応するアイコンを除外してメニュー画面を作成し、そのメニ



(37) JP 6054500 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

ュー画面の映像信号を携帯端末２から車載装置１へ送信する。これにより、車載装置１で
は、対象外のアプリケーションに対応するアイコンを含まないメニュー画面が表示部１１
において表示される。このようにすれば、携帯端末２でＳＰＭａｎにおけるアプリケーシ
ョンの登録内容を変更することなく、車載装置１の種類に応じて様々なメニュー画面を表
示することができる。
【０２２７】
　表示部１１に表示されたメニュー画面において、ユーザのボタン操作またはタッチパネ
ル操作により画面上のいずれかの位置が指定されると、車載装置１は符号１４７に示すよ
うに、その操作内容を表すボタン情報または座標情報を操作情報として出力する。なお、
車載装置１から携帯端末２への操作情報の出力は、たとえばＵＳＢのコントロール通信に
より行われる。
【０２２８】
　車載装置１から操作情報を受けると、携帯端末２は、その操作情報に基づいてユーザが
メニュー画面上でどのアイコンを選択したかを判断する。その結果、ナビゲーション用の
アプリケーションに対応するアイコンが選択されたと判断すると、符号１４８に示すよう
にＳＰＭａｎを停止する。このとき携帯端末２は、ＳＰＭａｎからナビゲーション用のア
プリケーション（図２６ではＮａｖＡｐと記載している）を呼び出すことで、符合１５１
に示すようにナビゲーション用のアプリケーションを起動する。さらに符号１４９に示す
ように、ＳＰＭａｎセッションの終了を車載装置１に対して指示する。このように、ナビ
ゲーション用のアプリケーションを起動する際にＳＰＭａｎを停止することにより、携帯
端末２において、次にＳＰＭａｎが再起動されるまでの間、車載装置１へのメニュー画面
の送信が停止される。携帯端末２からＳＰＭａｎセッションの終了指示を受けた車載装置
１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号１５０に示すように携帯端末２へ出力する。
【０２２９】
　携帯端末２がナビゲーション用のアプリケーションを起動してその実行を開始すると、
図２５に示したような地図画面が携帯端末２の表示部２１において表示される。
【０２３０】
　ナビゲーション用のアプリケーションを起動したら、携帯端末２は符号１５２に示すよ
うに、ナビゲーションアプリケーションセッションの開始を車載装置１に対して指示する
。ナビゲーションアプリケーションセッションでは、ナビゲーション用のアプリケーショ
ンに関して車載装置１と携帯端末２との間で行われる一連の通信手順が定められている。
携帯端末２からナビゲーションアプリケーションセッションの開始指示を受けた車載装置
１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号１５３に示すように携帯端末２へ出力する。
【０２３１】
　車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号１５４に示すように、現在位
置付近の地図画面を車載装置１へ送信する。なお、携帯端末２から車載装置１へ地図画面
の送信は、メニュー画面の送信と同様に、地図画面を映像信号に変換して映像信号出力部
２８から映像ケーブル４を介して出力することにより行われる。こうして携帯端末２から
受信した映像信号に基づいて、図２５に示したような地図画面が車載装置１の表示部１１
において表示される。このとき、たとえば誘導音声を出力するための情報などをＵＳＢの
インタラプト通信等により必要に応じて携帯端末２から車載装置１へ送信してもよい。
【０２３２】
　その後、ナビゲーション用のアプリケーションを終了するための前述のような操作が車
載装置１においてユーザにより行われると、その操作に応じて、車載装置１は符号１５５
に示すように、操作情報としてのボタン情報または座標情報を出力する。なお、車載装置
１から携帯端末２への操作情報の出力は、たとえばＵＳＢのコントロール通信により行わ
れる。
【０２３３】
　車載装置１から操作情報を受けると、携帯端末２は、その操作情報に基づいてユーザが
ナビゲーション用のアプリケーションの終了を指示したことを判断し、符号１５６に示す
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ようにナビゲーション用のアプリケーションを停止する。このとき携帯端末２は、ナビゲ
ーション用のアプリケーションからＳＰＭａｎを呼び出すことで、符合１５９に示すよう
にＳＰＭａｎを再起動する。これにより、携帯端末２において一旦停止された車載装置１
へのメニュー画面の送信が再開される。さらに符号１５７に示すように、ナビゲーション
アプリケーションセッションの終了を車載装置１に対して指示する。
【０２３４】
　携帯端末２からナビゲーションアプリケーションセッションの終了指示を受けた車載装
置１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号１５８に示すように携帯端末２へ出力する。
【０２３５】
　携帯端末２においてＳＰＭａｎを再起動した後、車載装置１と携帯端末２は前述のよう
な動作をそれぞれ繰り返す。すなわち、携帯端末２は符号１６０に示すように、ＳＰＭａ
ｎセッションの開始を車載装置１に対して指示する。携帯端末２からＳＰＭａｎセッショ
ンの開始指示を受けた車載装置１は、正常受信を表す「ＡＣＫ」を符号１６１に示すよう
に携帯端末２へ出力する。車載装置１から「ＡＣＫ」を受けると、携帯端末２は符号１６
２に示すように、メニュー画面の映像信号を車載装置１へ送信する。こうして携帯端末２
から受信した映像信号に基づいて、車載装置１は図２５に示したようなメニュー画面を表
示部１１に再表示する。
【０２３６】
　なお、表示部１１に表示されたメニュー画面においていずれかのアイコンがユーザに選
択されると、ナビゲーション用のアプリケーションについて上記で説明したのと同様の動
作が車載装置１と携帯端末２においてそれぞれ行われる。すなわち、車載装置１から出力
される操作情報に基づいて、携帯端末２はユーザに選択されたアイコンを判断し、そのア
イコンに対応するアプリケーションを起動する。このとき、携帯端末２はＳＰＭａｎを停
止し、ＳＰＭａｎセッションの終了を車載装置１に対して指示する。その後、起動したア
プリケーションに応じたセッションを開始する。
【０２３７】
　また、実行中のアプリケーションを終了するための操作が車載装置１においてユーザに
より行われると、その操作に応じて、車載装置１は操作情報を携帯端末２へ出力する。こ
れを受けた携帯端末２は、ユーザがアプリケーションの終了を指示したことを判断し、実
行中のアプリケーションを停止し、そのアプリケーションに応じたセッションを終了する
と共に、ＳＰＭａｎを再起動させる。
【０２３８】
　本実施形態の車載装置１および携帯端末２における処理のフローチャートを図２７およ
び２８に示す。図２７は、車載装置１における処理のフローチャートを示しており、図２
８は、携帯端末２における処理のフローチャートを示している。
【０２３９】
　最初に図２７のフローチャートについて説明する。図２７のフローチャートに示す処理
は、車載装置１において制御部１０により実行されるものである。
【０２４０】
　ステップＳ８１０において、制御部１０は、携帯端末２が接続されているか否かを判定
する。図２３に示したように、車載装置１と携帯端末２がＵＳＢケーブル３および映像ケ
ーブル４を介して接続されている場合は、次のステップＳ８２０へ進む。
【０２４１】
　ステップＳ８２０において、制御部１０は、携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令
を出力する。このＳＰＭａｎの起動指令の出力は、インタフェース部１５およびＵＳＢケ
ーブル３を介して行われる。なお、携帯端末２において既にＳＰＭａｎが起動している場
合は、改めてＳＰＭａｎの起動指令を出力する必要はない。
【０２４２】
　ステップＳ８３０において、制御部１０は、ステップＳ８２０で出力したＳＰＭａｎの
起動指令に応じて携帯端末２がＳＰＭａｎを起動することによって携帯端末２から送信さ
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れるメニュー画面を受信する。ここでは、携帯端末２において後で説明する図２８のステ
ップＳ１０４０が実行されることにより、携帯端末２からメニュー画面の映像信号が映像
ケーブル４を介して送信され、映像信号入力部１６に入力される。映像信号入力部１６は
、入力された映像信号を画面表示用の映像データに変換してから制御部１０へ出力する。
これにより、制御部１０においてメニュー画面が受信される。
【０２４３】
　ステップＳ８４０において、制御部１０は、ステップＳ８３０で受信したメニュー画面
の映像信号に基づいて、図２５に示したようなメニュー画面を表示部１１に表示する。
【０２４４】
　ステップＳ８５０において、制御部１０は、ユーザからの操作入力が行われたか否かを
判定する。ユーザがメニュー画面上でいずれかのアイコンを選択するためのボタン操作ま
たはタッチパネル操作を行った場合は、次のステップＳ８６０へ進む。
【０２４５】
　ステップＳ８６０において、制御部１０は、ステップＳ８５０で行われたユーザからの
操作入力に対して、その操作により指定されたボタンを表すボタン情報または画面上の位
置を表す座標情報を操作情報として携帯端末２に対して出力する。この操作情報の出力は
、インタフェース部１５およびＵＳＢケーブル３を介して行われる。
【０２４６】
　ステップＳ８７０において、制御部１０は、携帯端末２においていずれかのアプリケー
ションが起動されたか否かを判定する。ステップＳ８６０で出力した操作情報により携帯
端末２においてアプリケーションが起動されると、前述のように携帯端末２から車載装置
１に対してＳＰＭａｎセッションの終了指示および起動されたアプリケーションのセッシ
ョン開始指示が行われる。この場合、制御部１０はアプリケーションが起動されたと判定
してステップＳ８８０へ進む。一方、携帯端末２からＳＰＭａｎセッションの終了指示お
よびアプリケーションセッションの開始指示が行われない場合、制御部１０はアプリケー
ションが起動されていないと判定してステップＳ８５０へ戻る。
【０２４７】
　ステップＳ８８０において、制御部１０は、携帯端末２から送信されるアプリケーショ
ン画面を受信する。ここでは、携帯端末２において後で説明する図２８のステップＳ１０
８０が実行されることにより、携帯端末２が実行中のアプリケーションに応じたアプリケ
ーション画面の映像信号が携帯端末２から映像ケーブル４を介して送信され、映像信号入
力部１６に入力される。映像信号入力部１６は、入力された映像信号を画面表示用の映像
データに変換してから制御部１０へ出力する。これにより、制御部１０においてアプリケ
ーション画面が受信される。
【０２４８】
　ステップＳ８９０において、制御部１０は、ステップＳ８８０で受信したアプリケーシ
ョン画面の映像信号に基づいて、携帯端末２が実行中のアプリケーションに応じたアプリ
ケーション画面を表示部１１に表示する。これにより、たとえばナビゲーション用のアプ
リケーションが実行されているときには、図２５に示したような地図画面が表示部１１に
おいて表示される。
【０２４９】
　ステップＳ９００において、制御部１０は、携帯端末２が実行中のアプリケーションに
よる情報送信の有無を判定する。携帯端末２から車載装置１に対して何らかの情報送信が
行われた場合はステップＳ９１０へ進み、何の情報も送信されない場合はステップＳ９３
０へ進む。
【０２５０】
　ステップＳ９１０において、制御部１０は、携帯端末２からの情報を受信する。ここで
は、後で説明する図２８のステップＳ１０９０において実行中のアプリケーションに応じ
た処理が行なわれることにより、その処理結果に関する情報が携帯端末２からＵＳＢケー
ブル３を介して送信され、インタフェース部１５を用いて受信される。これにより、たと
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えばナビゲーション用のアプリケーションが実行されているときには、携帯端末２から送
信される誘導音声の情報などを受信する。
【０２５１】
　ステップＳ９２０において、制御部１０は、ステップＳ９１０で携帯端末２から受信し
た情報に応じた処理を行う。たとえば、ナビゲーション用のアプリケーションによる誘導
音声の情報を携帯端末２から受信したときには、その情報に基づいて音声出力部１３から
誘導音声を出力する。
【０２５２】
　ステップＳ９３０において、制御部１０は、ユーザからの操作入力が行われたか否かを
判定する。携帯端末２が実行中のアプリケーションによってステップＳ８９０で表示され
たアプリケーション画面上でユーザがいずれかのアイコンを選択するためのボタン操作ま
たはタッチパネル操作を行った場合や、前述のようなアプリケーションの終了操作を行っ
た場合は、次のステップＳ９４０へ進む。
【０２５３】
　ステップＳ９４０において、制御部１０は、ステップＳ９３０で行われたユーザからの
操作入力に対して、ステップＳ８６０と同様に、その操作内容を表す操作情報を携帯端末
２に対して出力する。これにより、たとえばナビゲーション用のアプリケーション画面上
でユーザが地図の縮尺率を変更する操作を行ったときには、その操作内容を表す操作情報
が携帯端末２へ送信される。この操作情報を受信すると、携帯端末２は図２８のステップ
Ｓ１０９０において地図の縮尺率を変更した後、変更後の縮尺率に応じた地図画面を車載
装置１へ送信する。
【０２５４】
　ステップＳ９５０において、制御部１０は、携帯端末２において実行中のアプリケーシ
ョンが停止されたか否かを判定する。たとえば前述のようなアプリケーションの終了操作
がユーザから行われ、その操作に応じた操作情報がステップＳ９４０において携帯端末２
へ送信されると、携帯端末２において実行中のアプリケーションが停止され、ＳＰＭａｎ
が再起動される。すると、前述のように携帯端末２から車載装置１に対して、実行中のア
プリケーションのセッション終了指示およびＳＰＭａｎセッションの開始指示が行われる
。この場合、制御部１０は、実行中のアプリケーションが停止されたと判定してステップ
Ｓ８３０へ戻り、携帯端末２から送信されるメニュー画面を再び受信する。一方、アプリ
ケーションの終了操作がユーザから行われておらず、携帯端末２から実行中のアプリケー
ションのセッション終了指示およびＳＰＭａｎセッションの開始指示がなければ、実行中
のアプリケーションを停止しないと判定してステップＳ８８０へ戻る。
【０２５５】
　なお、以上説明した図２７のフローチャートにおいて、携帯端末２で実行中のアプリケ
ーションが車載装置１との連携機能を有しておらず、車載装置１からの操作情報を解読で
きないものである場合、ステップＳ９４０を実行せずに車載装置１から携帯端末２へ操作
情報を出力しないこととしてもよい。この場合に車載装置１においてアプリケーションの
終了操作がユーザから行われたときには、ステップＳ８２０へ戻ることにより、車載装置
１から携帯端末２へＳＰＭａｎ起動指令を出力してＳＰＭａｎを再起動させるようにする
ことが好ましい。また、携帯端末２においてＳＰＭａｎを含めて何もアプリケーションが
実行されていない場合も同様に、車載装置１から携帯端末２へ操作情報を出力しないこと
としてよい。この場合、車載装置１において所定の操作が行われると、車載装置１から携
帯端末２へＳＰＭａｎ起動指令を出力してＳＰＭａｎを起動させてもよい。
【０２５６】
　次に図２８のフローチャートについて説明する。図２８のフローチャートに示す処理は
、携帯端末２において制御部２０により実行されるものである。
【０２５７】
　ステップＳ１０１０において、制御部２０は、車載装置１が接続されているか否かを判
定する。図２３に示したように、車載装置１と携帯端末２がＵＳＢケーブル３および映像
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ケーブル４を介して接続されている場合は、次のステップＳ１０２０へ進む。
【０２５８】
　ステップＳ１０２０において、制御部２０は、車載装置１からＳＰＭａｎ起動指令を受
信したか否かを判定する。車載装置１において図２７のステップＳ８２０が実行されるこ
とにより車載装置１から出力されたＳＰＭａｎ起動指令を受信した場合、制御部２０は次
のステップＳ１０３０へ進む。なお、既にＳＰＭａｎを起動済みの場合は、次のステップ
Ｓ１０３０の処理を省略してステップＳ１０４０へ進むようにする。一方、車載装置１か
らＳＰＭａｎ起動指令を受信していない場合は、ステップＳ１０１０へ戻る。
【０２５９】
　ステップＳ１０３０において、制御部２０は、ＳＰＭａｎを起動する。これにより、車
載装置１からＳＰＭａｎ起動指令があると、それに応じて携帯端末２においてＳＰＭａｎ
が起動され、図２５に示したようなメニュー画面が表示部２１に表示される。
【０２６０】
　ステップＳ１０４０において、制御部２０は、車載装置１へメニュー画面を送信する。
ここでは前述のように、ステップＳ１０３０で起動したＳＰＭａｎに登録されている各ア
プリケーションに対応する各アイコンが配置されたメニュー画面を生成し、映像信号出力
部２８へ出力する。映像信号出力部２８は、制御部２０から出力されたメニュー画面を映
像信号に変換し、その映像信号を映像ケーブル４を介して車載装置１へ送信する。
【０２６１】
　ステップＳ１０５０において、制御部２０は、車載装置１においてユーザからの入力操
作によりメニュー画面上でいずれかのアイコンが選択されたか否かを判定する。車載装置
１において図２７のステップＳ８６０が実行されることにより操作情報が出力され、その
操作情報がメニュー画面上でいずれかのアイコンが選択されたことを表すボタン情報やい
ずれかのアイコンに対応する位置を表す座標情報であった場合、制御部２０はステップＳ
１０６０へ進む。一方、車載装置１から操作情報を受信していない場合や、受信した操作
情報がアイコン選択以外の操作内容を表すボタン情報やメニュー画面上でどのアイコンに
も対応していない位置を表す座標情報であった場合は、いずれのアイコンも選択されてい
ないと判定してステップＳ１１２０へ進む。
【０２６２】
　ステップＳ１０６０において、制御部２０は、ステップＳ１０５０で選択されたアイコ
ンに対応するアプリケーションを実行中のＳＰＭａｎから呼び出すと共に、ＳＰＭａｎを
停止する。続くステップＳ１０７０において、制御部２０は、ステップＳ１０６０で呼び
出したアプリケーションを起動する。これにより、いずれかのアプリケーションに対応す
るアイコンが車載装置１においてユーザからの入力操作により選択されると、それに応じ
て携帯端末２においてＳＰＭａｎが停止された後、当該アプリケーションが起動される。
【０２６３】
　ステップＳ１０８０において、制御部２０は、ステップＳ１０７０で起動したアプリケ
ーションが実行されることにより生成されたアプリケーション画面を車載装置１へ送信す
る。ここでは前述のように、生成されたアプリケーション画面を制御部２０から映像信号
出力部２８へ出力し、映像信号出力部２８により映像信号に変換して映像ケーブル４を介
して車載装置１へ送信することで、アプリケーション画面の送信を行う。これにより、た
とえばナビゲーション用のアプリケーションが実行されているときには、現在位置付近の
地図画面が車載装置１へ送信される。
【０２６４】
　ステップＳ１０９０において、制御部２０は、ステップＳ１０７０で起動したアプリケ
ーションに応じた処理を行う。このとき、実行中のアプリケーションによる処理結果に関
する情報が必要に応じて携帯端末２から車載装置１へ送信される。こうした情報の送信は
、インタフェース部２５およびＵＳＢケーブル３を介して行われる。これにより、たとえ
ばナビゲーション用のアプリケーションが実行されているときには、車両の誘導タイミン
グに応じて誘導音声の情報が車載装置１へ送信される。また、ユーザが地図の縮尺率を変
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更する操作を行ったときには、その操作に応じて地図の縮尺率を変更する処理がステップ
Ｓ１０９０において行われる。この場合、続くステップＳ１１００からステップＳ１０８
０へ戻ることで、変更後の縮尺率に応じた地図画面が車載装置１へ送信される。
【０２６５】
　ステップＳ１１００において、制御部２０は、実行中のアプリケーションに対する停止
指示が車載装置１から行われたか否かを判定する。車載装置１において図２７のステップ
Ｓ９４０が実行されることにより操作情報が出力され、その操作情報がアプリケーション
の終了操作を表すものであった場合、制御部２０は実行中のアプリケーションに対する停
止指示ありと判定してステップＳ１１１０へ進む。一方、車載装置１からアプリケーショ
ンの終了操作を表す操作情報を受信していない場合、制御部２０はステップＳ１０８０へ
戻り、実行中のアプリケーションに応じたアプリケーション画面の送信と処理を続行する
。
【０２６６】
　ステップＳ１１１０において、制御部２０は、ステップＳ１０７０で起動したアプリケ
ーションからＳＰＭａｎを呼び出すと共に、そのアプリケーションを停止する。ステップ
Ｓ１１１０を実行したら、制御部２０はステップＳ１０３０へ戻ってＳＰＭａｎを再起動
する。その後は、前述のような処理を繰り返す。なお、車載装置１からアプリケーション
の停止指示が行われたとステップＳ１１００で判断された場合以外にも、ステップＳ１１
１０の処理を実行することで実行中のアプリケーションを停止し、ＳＰＭａｎを再起動す
るようにしてもよい。たとえば、携帯端末２においてユーザが所定のアプリケーション終
了操作を行ったときなどに、ステップＳ１１１０を実行して実行中のアプリケーションを
停止し、ＳＰＭａｎを再起動することができる。
【０２６７】
　ステップＳ１１２０において、制御部２０は、車両が走行中であるか否かを判定する。
ここでは前述のように、車載装置１から携帯端末２へ所定時間ごとに出力される車速情報
に基づいて、車両が走行中であるか否かを判定する。車両が走行中であると判定した場合
はステップＳ１１３０へ進み、停止中であると判定した場合はステップＳ１０５０へ戻る
。
【０２６８】
　ステップＳ１１３０において、制御部２０は、車両走行中の実行が禁止されているアプ
リケーションに対する実行制限を行う。このとき制御部２０は、ＳＰＭａｎに登録されて
いる各アプリケーションについて、車両走行中の実行が許可されているか否かを前述のよ
うにして判断する。そして、車両走行中の実行が許可されていないアプリケーションの実
行を禁止すると共に、前述の第３の実施の形態で説明したように、メニュー画面において
そのアプリケーションに対応するアイコンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化
させる。こうしてアプリケーションの実行制限を行ったら、ステップＳ１０５０へ戻る。
【０２６９】
　以上説明した第４の実施の形態によれば、次のような作用効果を奏する。
【０２７０】
（１９）携帯端末２は、制御部２０の処理により、予め記憶されたソフトウェアを実行す
る。一方、車載装置１は、ユーザによる操作を操作部１２により入力し、その操作に応じ
た情報を携帯端末２へ送信する。さらに、表示部１１によりユーザに対する報知を行う。
具体的には、携帯端末２は、制御部２０の処理により、携帯端末２において実行可能な複
数のアプリケーションの各々にそれぞれ対応する複数のアイコンを含むメニュー画面を車
載装置１へ送信する（ステップＳ１０４０）。そして、ステップＳ８６０で車載装置１か
ら送信される座標情報に基づいて、車載装置１においてユーザが操作部１２を操作してメ
ニュー画面上で選択したアイコンを判断し（ステップＳ１０５０）、そのアイコンに対応
するアプリケーションを実行状態とする（ステップＳ１０７０）。一方、車載装置１は、
制御部１０の処理により、メニュー画面を携帯端末２から受信し（ステップＳ８３０）、
そのメニュー画面を表示部１１に表示する（ステップＳ８４０）ことにより、ユーザへの
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報知を行う。このようにしたので、車載装置１の操作により携帯端末２に搭載されている
様々な機能の中から所望の機能を選択して実行させることができる。そのため、車載装置
１における操作内容と携帯端末２における動作内容との対応付けを容易に行うことができ
る。
【０２７１】
（２０）また携帯端末２は、制御部２０の処理により、ステップＳ１０５０でユーザによ
りいずれかのアイコンが選択されたと判定すると、ＳＰＭａｎを停止状態とする（ステッ
プＳ１０６０）。これにより、ステップＳ１０７０でアプリケーションを実行状態とする
のに先立って、ステップＳ１０４０によるメニュー画面の出力を停止する。このようにし
たので、携帯端末２において複数のアプリケーションを同時に実行できない場合に、ＳＰ
Ｍａｎからユーザに選択されたアイコンに対応するアプリケーションへの切り替えを行う
ことができる。
【０２７２】
（２１）さらに携帯端末２は、制御部２０の処理により、ステップＳ１０７０で実行状態
としたアプリケーションがステップＳ１１１０において停止されると、ステップＳ１０３
０へ戻ってＳＰＭａｎを再起動する。これにより、ステップＳ１０４０によるメニュー画
面の出力を再開する。このようにしたので、携帯端末２において複数のアプリケーション
を同時に実行できない場合に、実行停止されたアプリケーションからＳＰＭａｎへの切り
替えを行うことができる。
【０２７３】
（２２）車載装置１は、制御部１０の処理により、ユーザからアプリケーションの終了操
作が行われた場合、携帯端末２においてステップＳ１０４０によるメニュー画面の出力を
再開させるための再開指令として、その操作に応じた操作情報を携帯端末２へ送信する（
ステップＳ９４０）。すると携帯端末２は、受信した操作情報に基づいて、ユーザが実行
中のアプリケーションの終了を指示したことを判断し（ステップＳ１１００）、ＳＰＭａ
ｎを再起動して（ステップＳ１０３０）、ステップＳ１０４０によるメニュー画面の出力
を再開する。このようにしたので、ユーザが車載装置１を操作して実行中のアプリケーシ
ョンの停止を指示したときに、携帯端末２において実行中のアプリケーションを確実に停
止状態とすると共に、そのアプリケーションからＳＰＭａｎへの切り替えを自動的に行い
、次にユーザが行う操作に備えることができる。
【０２７４】
（２３）携帯端末２は、制御部２０の処理により、車両が走行中であるか否かを判定し（
ステップＳ１１２０）、車両が走行中であると判定した場合に、携帯端末２において実行
可能な複数のアプリケーションのうち所定のアプリケーションの実行を禁止する（ステッ
プＳ１１３０）。このようにしたので、安全上や操作上の観点から運転中には適さないア
プリケーションが携帯端末２において実行されるのを防止し、車両走行中の安全性や操作
性を確保することができる。
【０２７５】
（２４）また携帯端末２は、制御部２０の処理により、メニュー画面において、ステップ
Ｓ１１３０で実行を禁止されたアプリケーションに対応するアイコンの表示態様を車両停
止時とは異なる態様に変化させるようにした。これにより、当該アイコンが表すアプリケ
ーションの実行が車両走行中には禁止されていることをユーザに対して分かりやすく知ら
せることができる。
【０２７６】
－第５の実施の形態－
　次に本発明の第５の実施の形態について説明する。この第５の実施の形態では、車載装
置１が有する表示部１１の解像度に応じて、携帯端末２から車載装置１に出力する画面内
容を決定する車載情報システムの例を説明する。なお、本実施形態による車載情報システ
ムの構成は、図２３に示した第４の実施の形態による構成と同じであり、車載装置１と携
帯端末２がＵＳＢケーブル３および映像ケーブル４を介して互いに接続されているものと
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する。また、車載装置１と携帯端末２の構成は、図２４に示した第４の実施の形態による
構成とそれぞれ同じものであるとする。
【０２７７】
　図２９は、本実施形態による車載情報システムにおいて、車載装置１にメニュー画面を
表示して携帯端末２によりアプリケーションを実行する際の車載装置１および携帯端末２
における情報の流れを示す図である。なお、図２９では、図２６に示した第４の実施の形
態による車載情報システムにおける情報の流れと同一の内容を表す部分については、それ
ぞれ同一の符合を付している。この図２６と同一符合が付された部分については、特に必
要のない限り、以下においてその説明を省略する。
【０２７８】
　携帯端末２から車載装置１へＳＰＭａｎセッションの開始を指示し（符合１４４）、そ
れに対する「ＡＣＫ」が車載装置１から携帯端末２へ送信されると（符合１４５）、携帯
端末２は符合１８１に示すように、車載装置１が有する表示部１１の解像度についての解
像度要求を車載装置１に対して出力する。なお、携帯端末２における解像度要求の出力は
、制御部２０の処理によりインタフェース部２５およびＵＳＢケーブル３を介して行われ
る。車載装置１では、インタフェース部１５により携帯端末２からの解像度要求が受信さ
れ、その内容が制御部１０において判断される。
【０２７９】
　携帯端末２からの解像度要求を受けると、車載装置１は符合１８２に示すように、表示
部１１の解像度に関する解像度情報を携帯端末２へ送信する。このとき車載装置１は、た
とえば表示部１１の画面サイズおよび縦横の画素数の情報などを解像度情報として送信す
る。なお、車載装置１における解像度情報の送信は、制御部１０の処理によりインタフェ
ース部１５およびＵＳＢケーブル３を介して行われる。携帯端末２では、インタフェース
部２５により車載装置１からの解像度情報が受信され、その内容が制御部２０において判
断される。
【０２８０】
　車載装置１からの解像度情報を受信すると、携帯端末２は制御部２０の処理により、符
号１８３に示すように、車載装置１に対する映像信号出力の開始を通知する。この通知を
受けると、車載装置１は、映像信号に基づく表示部１１への映像出力を開始する。なお、
それまでの間は、車載装置１において映像信号に基づく表示部１１への映像出力は行われ
ない。
【０２８１】
　上記のようにして車載装置１へ映像信号出力の開始を通知した後に、携帯端末２はメニ
ュー画面の送信を開始する（符号１４６）。このとき携帯端末２は、車載装置１から受信
した解像度情報に基づいて、送信するメニュー画面の内容を決定する。たとえば、メニュ
ー画面において用いる文字、線、アイコン等の各画面構成要素について、文字の大きさや
フォント、線の太さや色合い、アイコンの大きさや隣接するアイコン同士の間隔などを解
像度情報に応じて変化させることで、メニュー画面の内容を決定する。なお、文字、線、
アイコン以外の画面構成要素についても、その画面構成要素に応じた内容で使用するもの
を決定することができる。
【０２８２】
　図３０は、携帯端末２においてメニュー画面の画面構成要素を決定する際に参照される
テーブルの例を示している。この例では、７インチ、６インチ、５インチおよび４．３イ
ンチの各画面サイズと、８００×４８０および４００×２４０の各画素数とに応じて、画
面表示に用いる文字の大きさをポイント数で表している。携帯端末２では、このようなテ
ーブルがメモリ部２４などに予め記憶されている。車載装置１から解像度情報を受信する
と、携帯端末２は制御部２０の処理により、その解像度情報に含まれる表示部１１の画面
サイズと画素数の情報に基づいてテーブルの該当部分を参照することで、使用する文字の
大きさを決定する。たとえばこのようにして、解像度情報に基づいて画面構成要素を決定
することができる。なお、図３０に示したテーブルは一例であり、この内容に限定される



(45) JP 6054500 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

ものではない。
【０２８３】
　上記の例では文字の大きさを決定する場合について説明したが、これ以外の画面構成要
素についても同様の方法で決定することができる。あるいは、テーブルを参照せずに他の
方法を用いてもよい。たとえば、所定の計算式を用いて文字の大きさや線の太さを決定し
てもよい。
【０２８４】
　また、上記の例では解像度情報を表示部１１の画面サイズと縦横の画素数で表した例を
説明したが、これ以外の内容としてもよい。たとえば、画素の密度、画素サイズ、縦横の
アスペクト比などを用いて解像度情報を表してもよい。あるいは、携帯端末２と接続され
る車載装置１の種類が予め決まっている場合は、携帯端末２において車載装置１の種類ご
とに解像度を予め記憶しておき、接続された車載装置１がどの種類のものであるかを表す
情報を解像度情報として車載装置１から送信するようにしてもよい。
【０２８５】
　車載装置１から送信される操作情報（符号１４７）により、ナビゲーション用のアプリ
ケーションに対応するアイコンが選択されたと判断すると、携帯端末２は制御部２０の処
理により、符号１８４に示すように、車載装置１に対する映像信号出力の終了を通知する
。この通知を受けると、車載装置１は制御部１０の処理により、映像信号に基づく表示部
１１への映像出力を停止し、所定の画面切り替え表示を開始する。ここでは、たとえば画
面を切り替え中である旨のメッセージや、画面切り替え中であることを示す表示効果のア
ニメーションなどを表示部１１に表示することで、画面切り替え表示を開始する。
【０２８６】
　一方携帯端末２は、車載装置１に対して映像信号出力の終了を通知したら、ＳＰＭａｎ
からナビゲーション用のアプリケーションを呼び出してＳＰＭａｎを停止する（符号１４
８）。その後、ナビゲーション用のアプリケーションが起動されたら、ナビゲーションア
プリケーションセッションの開始を車載装置１に対して指示する（符合１５２）。これに
対する「ＡＣＫ」を車載装置１から受けると（符合１５３）、携帯端末２は符号１８３の
ときと同様に、車載装置１に対する映像信号出力の開始を通知する（符合１８５）。この
通知を受けると、車載装置１は、前述のような画面切り替え表示を終了し、映像信号に基
づく表示部１１への映像出力を再び開始する。
【０２８７】
　上記のように車載装置１へ映像信号出力の開始を通知したら、携帯端末２は地図画面の
送信を開始する（符号１５４）。このとき携帯端末２はメニュー画面の場合と同様に、先
に符合１８２で車載装置１から受信した解像度情報に基づいて、送信する地図画面の内容
を決定する。すなわち、地図画面において用いる文字、線、アイコン等の各画面構成要素
について、たとえば文字の大きさやフォント、線の太さや色合い、アイコンの大きさや隣
接するアイコン同士の間隔などを解像度情報に応じて変化させることで、地図画面の内容
を決定することができる。
【０２８８】
　車載装置１からナビゲーション用のアプリケーションの終了を指示する操作情報が送信
されると（符号１５５）、携帯端末２は符号１８４のときと同様に、車載装置１に対する
映像信号出力の終了を通知する（符合１８６）。この通知を受けた車載装置１は、前述の
ように映像信号に基づく表示部１１への映像出力を停止し、所定の画面切り替え表示を開
始する。一方携帯端末２は、ナビゲーション用のアプリケーションからＳＰＭａｎを呼び
出してナビゲーション用のアプリケーションを停止し（符号１５６）、ＳＰＭａｎの再起
動後にＳＰＭａｎセッションの開始指示を車載装置１に対して行う（符合１６０）。
【０２８９】
　その後、車載装置１と携帯端末２は前述のような動作をそれぞれ繰り返す。すなわち、
携帯端末２は、ＳＰＭａｎセッションの開始指示に対する「ＡＣＫ」を車載装置１から受
けると（符合１６１）、符号１８３、１８５のときと同様に、車載装置１に対する映像信
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号出力の開始を通知する（符合１８７）。この通知を受けた車載装置１は、画面切り替え
表示を終了し、映像信号に基づく表示部１１への映像出力を再び開始する。一方携帯端末
２は、車載装置１へメニュー画面を送信し（符合１６２）、車載装置１において表示部１
１にメニュー画面が再表示されるようにする。
【０２９０】
　以上説明した第５の実施の形態によれば、次のような作用効果を奏する。
【０２９１】
（２５）携帯端末２は、制御部２０の処理により、車載装置１から送信される表示部１１
の解像度に関する解像度情報を受信し、これに基づいて、車載装置１へ送信するメニュー
画面や地図画面の内容を変化させる。このようにしたので、表示部１１の解像度に応じた
画面を車載装置１において表示することができる。さらに、表示部１１の解像度が互いに
異なる様々な種類の車載装置１が存在しており、そのいずれかが携帯端末２と接続される
場合であっても、各車載装置１にとって最適な地図画面を表示部１１において表示するこ
とができる。
【０２９２】
（２６）携帯端末２は、制御部２０の処理により、メニュー画面や地図画面などの画面を
他の画面に切り替えるときに、映像信号出力の開始や終了の通知を車載装置１へ送信する
。この通知に応じて、車載装置１は制御部１０の処理により、所定の画面切り替え表示を
行うようにした。これにより、画面切り替え時に発生するチラツキ等を防止したり、画面
が消えることでユーザが不安感を抱いたりしないようにすることができる。
【０２９３】
　なお、以上説明した第５の実施の形態では、ＳＰＭａｎセッションを開始した後、携帯
端末２から車載装置１へメニュー画面を送信するのに先立って、携帯端末２から車載装置
１へ解像度要求を出力し、これに応じて車載装置１から携帯端末２へ解像度情報を送信す
る。この解像度情報を用いて、携帯端末２においてメニュー画面や地図画面の内容を決定
するようにした。しかし、携帯端末２からの解像度要求の出力および車載装置１からの解
像度情報の送信を行うタイミングはこの例に限定されない。たとえば、表示部１１の解像
度に応じて地図画面の内容のみを変化させ、メニュー画面は共通の内容とする場合を考え
る。この場合、ＳＰＭａｎセッションの開始時には携帯端末２から車載装置１へ解像度要
求の出力を行わず、ナビゲーション用のアプリケーションが起動されてナビゲーションア
プリケーションセッションが開始されたときに、携帯端末２から解像度要求を出力し、そ
れに応じて携帯端末２から解像度情報を送信すればよい。このように、携帯端末２におい
て表示部１１の解像度に応じた内容の画面を作成する必要が生じたときにのみ、携帯端末
２からの解像度要求の出力および車載装置１からの解像度情報の送信を行うこととしても
よい。
【０２９４】
－第６の実施の形態－
　次に本発明の第６の実施の形態について説明する。本実施形態では、車載装置１として
外部からの映像信号入力に対応しているものと対応していないものがある場合に、車載装
置１への画面出力方法を携帯端末２において判断し、その判断結果に応じて画面を出力す
る例について説明する。なお、本実施形態による車載情報システムの構成は、図１に示し
た第１の実施の形態、または図２３に示した第４の実施の形態による構成と同じであると
する。すなわち、車載装置１と携帯端末２はＵＳＢケーブル３を介して互いに接続されて
おり、車載装置１が映像信号入力に対応しているものである場合は、さらに映像ケーブル
４を介して互いに接続されているものとする。また、車載装置１の構成は、映像信号入力
に対応していない場合は図２に示した第１の実施の形態による構成と同じであり、映像信
号入力に対応している場合は図２４に示した第４の実施の形態による構成と同じであると
する。一方、携帯端末２の構成は、図２４に示した第４の実施の形態による構成と同じで
あるとする。
【０２９５】
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　図３１は、本実施形態による車載情報システムにおいて、車載装置１にメニュー画面を
表示して携帯端末２によりアプリケーションを実行する際の車載装置１および携帯端末２
における情報の流れを示す図である。なお、図３１では、図２６に示した第４の実施の形
態による車載情報システムにおける情報の流れと同一の内容を表す部分については、それ
ぞれ同一の符合を付している。この図２６と同一符合が付された部分については、特に必
要のない限り、以下においてその説明を省略する。
【０２９６】
　携帯端末２から車載装置１へＳＰＭａｎセッションの開始を指示し（符合１４４）、そ
れに対する「ＡＣＫ」が車載装置１から携帯端末２へ送信されると（符合１４５）、携帯
端末２は符合１７０に示す画面出力判断を実行中のＳＰＭａｎに対して行う。このとき携
帯端末２は、制御部２０が実行する処理により、車載装置１が映像信号入力に対応してい
るか否かを判断する。たとえば、映像信号入力に対応しているか否かを示す情報を車載装
置１において予め記憶しておき、車載装置１と携帯端末２が接続されるとその情報を車載
装置１から携帯端末２へ送信することで、これに基づいて携帯端末２が画面出力判断を行
うことができる。なお、車載装置１は、上記の情報を符号１４２に示すＳＰＭａｎ起動指
令や符号１４５に示す「ＡＣＫ」に付加して携帯端末２へ送信してもよい。あるいは、車
載装置１と携帯端末２を接続する際に、車載装置１が映像信号入力に対応しているもので
あるか否かをユーザに問い合わせ、その応答に基づいて携帯端末２が画面出力判断を行う
こととしてもよい。
【０２９７】
　以上説明したような画面出力判断を行った後、携帯端末２は、その判断結果に応じた方
法で符号１４６に示すメニュー画面の送信を行う。すなわち、車載装置１が映像信号入力
に対応していない場合は、第３の実施の形態において図１９で説明したように、メニュー
画面の内容を表すメニュー画面情報をインタフェース部２５からＵＳＢケーブル３を介し
て車載装置１へ送信する。このメニュー画面情報は、前述のように、携帯端末２において
予めＳＰＭａｎに登録された各アプリケーションに対応する各アイコンの画像情報や、各
アプリケーションと各アイコンとの対応関係を表すための情報などを含んでいる。一方、
車載装置１が映像信号入力に対応している場合は、第４の実施の形態において図２６で説
明したように、メニュー画面を映像信号に変換し、映像信号出力部２８から映像ケーブル
４を介して車載装置１へ出力する。
【０２９８】
　車載装置１においてユーザの操作によりナビゲーション用のアプリケーションに対応す
るアイコンがメニュー画面上で選択されると、それに応じて携帯端末２は、図２６で説明
したように、車載装置１へナビゲーションアプリケーションセッションの開始を指示する
（符合１５２）。これに対する「ＡＣＫ」が車載装置１から携帯端末２へ送信されると（
符合１５３）、携帯端末２は符合１７１に示す画面出力判断を実行中のアプリケーション
に対して行う。この画面出力判断では、前述の符号１７０に示したＳＰＭａｎに対する画
面出力判断と同様の方法により、車載装置１が映像信号入力に対応しているか否かを判断
することができる。このとき、ＳＰＭａｎに対する画面出力判断の結果を引き継いで利用
してもよい。
【０２９９】
　さらに、車載装置１が映像信号入力に対応しているか否かを判断するかわりに、携帯端
末２において実行中のアプリケーションが画面表示機能を有しているか否かにより画面出
力判断を行ってもよい。たとえば、実行中のアプリケーション（ここではナビゲーション
用のアプリケーション）が携帯端末２において元々画面表示を行うものであり、その画面
をそのまま車載装置１へ出力することができる場合は、画面表示機能を有していると判断
する。一方、実行中のアプリケーションが携帯端末２において元々画面表示を行うもので
はなく、車載装置１に接続されると画面情報を送信して表示させるものである場合は、画
面表示機能を有していないと判断する。このようにして符号１７１の画面出力判断を行う
ことができる。
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【０３００】
　以上説明したような画面出力判断を行った後、携帯端末２は、その判断結果に応じた方
法で符号１５４に示す地図画面の送信を行う。すなわち、車載装置１が映像信号入力に対
応していない場合や、実行中のアプリケーションが画面表示機能を有していない場合は、
第３の実施の形態において図１９で説明したように、実行中のアプリケーションに応じた
地図画像などの情報をインタフェース部２５からＵＳＢケーブル３を介して車載装置１へ
送信する。一方、車載装置１が映像信号入力に対応している場合や、実行中のアプリケー
ションが画面表示機能を有している場合は、第４の実施の形態において図２６で説明した
ように、実行中のアプリケーションに応じた地図画面などの画面を映像信号に変換し、映
像信号出力部２８から映像ケーブル４を介して車載装置１へ出力する。
【０３０１】
　その後、実行中のアプリケーションが停止されてＳＰＭａｎが再起動されたときにも、
携帯端末２は画面出力判断を実行中のＳＰＭａｎに対して行い（符合１７２）、その判断
結果に応じた方法でメニュー画面を車載装置１へ送信する（符号１６２）。このとき、符
号１７０に示したＳＰＭａｎに対する最初の画面出力判断の結果を引き継いで利用しても
よい。
【０３０２】
　以上説明した第６の実施の形態によれば、次のような作用効果を奏する。
【０３０３】
（２７）携帯端末２は、制御部２０の処理により、車載装置１が外部からの映像信号入力
に対応するものであるか否かを判断し、その判断結果に応じた方法でメニュー画面の出力
を行う。すなわち、車載装置１が外部からの映像信号入力に対応するものであり、映像信
号入力部１６を有している場合は、メニュー画面を映像信号に変換し、映像信号出力部２
８から映像ケーブル４を介して車載装置１の映像信号入力部１６へ出力する。一方、車載
装置１が外部からの映像信号入力に対応するものではなく、映像信号入力部１６を有して
いない場合は、メニュー画面の内容を表すメニュー画面情報をインタフェース部２５から
ＵＳＢケーブル３を介して車載装置１のインタフェース部１５へ出力する。このようにし
たので、車載装置１の形態に応じて最適な方法でメニュー画面を車載装置１へ出力し、こ
れを車載装置１において表示することができる。
【０３０４】
（２８）携帯端末２は、制御部２０の処理により、実行状態とされたアプリケーションが
画面表示機能を有するか否かを判断し、その判断結果に応じた方法で当該アプリケーショ
ンによる画面の出力を行う。すなわち、実行状態とされたアプリケーションが画面表示機
能を有しており、当該アプリケーションに応じた画面をそのまま車載装置１へ出力するこ
とができる場合は、その画面を映像信号に変換し、映像信号出力部２８から映像ケーブル
４を介して車載装置１の映像信号入力部１６へ出力する。一方、実行状態とされたアプリ
ケーションが画面表示機能を有していない場合は、当該アプリケーションに応じた画像情
報をインタフェース部２５からＵＳＢケーブル３を介して車載装置１のインタフェース部
１５へ出力する。このようにしたので、実行中のアプリケーションの画面表示機能の有無
に応じて最適な方法で当該アプリケーションによる画面を車載装置１へ出力し、これを車
載装置１において表示することができる。
【０３０５】
　なお、以上説明した第６の実施の形態において、第５の実施の形態で説明したような方
法により、表示部１１の解像度に応じた画面を車載装置１において表示したり、メニュー
画面や地図画面などの画面を他の画面に切り替えるときの画面切り替え表示を行ったりし
てもよい。
【０３０６】
　また、以上説明した第４乃至第６の各実施の形態では、車載装置１と携帯端末２とが互
いに接続されると、車載装置１から携帯端末２に対してＳＰＭａｎの起動指令を出力する
ことにより、携帯端末２においてＳＰＭａｎが起動されるようにしたが、前述の第３の実
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施の形態で説明したように、車載装置１との接続を携帯端末２が検知してＳＰＭａｎを起
動してもよい。
【０３０７】
　以上説明した第４乃至第６の各実施の形態においても、前述の第３の実施の形態と同様
に、携帯端末２において複数のアプリケーションを同時に実行できる場合は、他のアプリ
ケーションが実行中であるか否かに関わらず、携帯端末２において常にＳＰＭａｎを起動
させておくことができる。車載装置１の操作によりユーザに選択されて実行されるナビゲ
ーション用アプリケーションなどの各種アプリケーションについても同様である。すなわ
ち、第３の実施の形態と同様に、上記の第４乃至第６の各実施形態の説明において、ＳＰ
Ｍａｎや各種アプリケーションの「起動」とは、これらのアプリケーションを実行状態と
して、車載装置１と携帯端末２の間で当該アプリケーションによる情報のやり取りが行わ
れるようにすることを意味している。反対に、ＳＰＭａｎや各種アプリケーションの「停
止」とは、これらのアプリケーションを停止状態として、車載装置１と携帯端末２の間で
当該アプリケーションによる情報のやり取りが行われないようにすることを意味している
。
【０３０８】
　上述したように、車載装置１と接続されている携帯端末２が複数のアプリケーションを
同時に実行可能なものである場合は、アプリケーション起動時の処理を簡略化できる。さ
らに、携帯端末２においてナビゲーション用のアプリケーションを実行中のときに、車載
装置１をユーザが操作して他のアプリケーションを起動させることもできる。一方、車載
装置１と接続されている携帯端末２が一度にアプリケーションを一つしか実行できないも
のである場合は、実施の形態において説明したように、ナビゲーション用のアプリケーシ
ョンを実行するときにＳＰＭａｎを停止する必要がある。これにより、携帯端末２におい
て実行するアプリケーションをＳＰＭａｎからナビゲーション用のアプリケーションに切
り替えることができる。
【０３０９】
　以上説明した第４乃至第６の各実施の形態において、複数のアプリケーションで共通に
利用される処理がある場合は、その処理をＳＰＭａｎが代行することで、当該処理結果を
複数のアプリケーション間で共有できるようにしてもよい。こうした処理には、たとえば
ユーザ認証処理などのように、最初に一度実施しておけば携帯端末２を交換しない限り必
要のない処理などが該当する。このようにすれば、ＳＰＭａｎによる処理結果を各アプリ
ケーションが取得するだけで済み、違うアプリケーションを実行する度に同じ処理を逐一
行う必要がなくなる。そのため、携帯端末２において処理の効率化および高速化を図るこ
とができる。
【０３１０】
　以上説明した第４乃至第６の各実施の形態では、車両から出力される車速情報を車載装
置１において取得し、その車速情報を車載装置１から携帯端末２へ出力することにより、
携帯端末２において車両が走行中であるか否かを判定するようにした。しかし、車載装置
１において車両が走行中であるか否かを判定するようにしてもよい。その場合、車載装置
１から携帯端末２へ車速情報を出力する必要はなく、図２８のステップＳ１１２０および
Ｓ１１３０の処理は、車載装置１において制御部１０により実行される。または、車載装
置１において車両が走行中であるか否かの判定を行い、その判定結果を車載装置１から携
帯端末２へ出力してもよい。この場合、携帯端末２は、車載装置１から出力される判定結
果に基づいてステップＳ１１２０の判定を行うことができる。あるいは、携帯端末２にお
いて検出された現在位置に基づいて車両が走行中であるか否かを判定してもよい。この場
合にも車載装置１から携帯端末２へ車速情報を出力する必要はない。
【０３１１】
　また、車速情報以外にも車両から出力される様々な車両情報を車載装置１において取得
するようにしてもよい。このとき取得された車両情報は、車載装置１が実行する処理にお
いて利用してもよいし、あるいは、車載装置１から携帯端末２へ出力し、携帯端末２が実
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行する処理において利用してもよい。一例として、車両情報に応じた起動条件をアプリケ
ーションごとに予め設定しておき、その起動条件を満たす車両情報が車両から出力された
ときに、当該アプリケーションを携帯端末２において自動的に起動するようにすることが
できる。この場合、各アプリケーションの起動条件を示す情報を携帯端末２から車載装置
１へ送信し、車載装置１において起動条件を満たすか否かを車両情報に基づいて判定して
もよい。あるいは、車載装置１から携帯端末２へ車両情報を送信し、その車両情報に基づ
いて起動条件を満たすか否かを携帯端末２において判定してもよい。これにより、たとえ
ば、燃料残量が所定値未満まで減ってきたという車両情報が車両から出力されたときに、
現在位置周辺のガソリンスタンドを検索するためのアプリケーションを携帯端末２におい
て自動的に起動することができる。
【０３１２】
　以上説明した第１乃至第６の各実施の形態では、ＵＳＢケーブル３および映像ケーブル
４を介して車載装置１と携帯端末２を互いに接続し、ＵＳＢ通信により車載装置１と携帯
端末２との間で通信を行う例を説明したが、他の通信方式や信号伝送方式を用いても本発
明は実現可能である。たとえば、映像信号をデジタルデータ化してＵＳＢ通信で送信して
もよい。また、ブルートゥース（登録商標）、ワイヤレスＵＳＢ等の無線通信や、ＵＳＢ
以外の有線通信などを用いることができる。車載装置１と携帯端末２との間で必要な情報
を送受信可能なものである限り、どのような通信方式を採用してもよい。
【０３１３】
　以上説明した第４乃至第６の各実施の形態では、ユーザのボタン操作の内容を表すボタ
ン情報やタッチパネル操作で指定された画面上の位置を表す座標情報を操作情報として車
載装置１から携帯端末２へ送信し、その操作情報に基づいてユーザの操作内容を携帯端末
２が判断する例を説明した。しかし、このようにはせず、ユーザの操作内容を車載装置１
において判断し、その判断結果に応じて車載装置１から携帯端末２へアプリケーションの
起動指令や停止指令などを送信してもよい。
【０３１４】
　以上説明した各実施の形態や各種の変形例はあくまで一例であり、発明の特徴が損なわ
れない限り、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。また、上記各実施の形態
と変形例とを任意に組み合わせて用いてもよい。
【０３１５】
　次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
　日本国特許出願２０１０年第２０９３３３号（２０１０年９月１７日出願）
　日本国特許出願２０１０年第２５１６６４号（２０１０年１１月１０日出願）
　日本国特許出願２０１１年第０９０４１１号（２０１１年４月１４日出願）
【０３１６】
　本実施例の第１の態様による車載情報システムは、携帯型の情報端末と車載装置とを有
する。この車載情報システムにおいて、情報端末は、情報端末における複数の動作につい
て、各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む動作割当情報を記憶する動作割当情
報記憶部と、車載装置に設けられた操作部により入力可能な複数種類の操作に関する操作
情報を車載装置から受信する操作情報受信部と、動作割当情報および操作情報に基づいて
、複数種類の操作のうちいずれか１以上の操作の各々に対して、複数の動作のうちいずれ
かの動作を優先度に応じてそれぞれ割り当てる割当部と、車載装置から出力される操作信
号を受信する操作信号受信部と、割当部による割当結果に基づいて、操作信号を複数の動
作のうちいずれかに対応する動作コマンドに変換する変換部とを備える。車載装置は、操
作情報を情報端末へ送信する操作情報送信部と、操作部に対するユーザの操作に応じて操
作信号を情報端末へ出力する操作信号出力部とを備える。
　本実施例の第２の態様によると、第１の態様の車載情報システムにおいて、動作割当情
報は、各動作について推奨される操作の種別を表す推奨種別に関する情報をさらに含み、
操作情報は、各操作の種別に関する情報を含み、割当部は、動作割当情報および操作情報
に基づいて、各操作に対して当該操作の種別が推奨種別として設定されている動作を優先
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的に割り当てることができる。
　本実施例の第３の態様によると、第１または第２の態様の車載情報システムにおいて、
情報端末は、割当部による割当結果に関する操作対応情報を車載装置へ送信する操作対応
情報送信部をさらに備え、車載装置は、操作対応情報を情報端末から受信する操作対応情
報受信部をさらに備えることが好ましい。
　本実施例の第４の態様によると、第３の態様の車載情報システムにおいて、操作対応情
報は、割当部により各操作に対して割り当てられた動作の情報と、その各動作を表すアイ
コンの情報とを含み、車載装置は、操作対応情報に基づいて、各操作に対して予め定めら
れた表示モニタの各表示領域に、各操作に対して割り当てられた動作を表すアイコンをそ
れぞれ表示することが好ましい。
　本実施例の第５の態様によると、第３または第４の態様の車載情報システムにおいて、
操作対応情報は、割当部により各操作に対して割り当てられた動作の情報と、その各動作
の車両走行中における可否の情報とを含み、車載装置は、操作対応情報に基づいて車両走
行中に禁止されている動作を判断し、車両が走行しているときには当該動作が割り当てら
れた操作を無効化することが好ましい。
　本実施例の第６の態様によると、第４の態様の車載情報システムにおいて、操作対応情
報は、割当部により各操作に対して割り当てられた動作の情報と、その各動作の車両走行
中における可否の情報とを含み、車載装置は、操作対応情報に基づいて車両走行中に禁止
されている動作を判断し、車両が走行しているときには、当該動作が割り当てられた操作
を無効化すると共に、当該動作を表すアイコンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に
変化させてもよい。
　本実施例の第７の態様による車載情報システムは、携帯型の情報端末と車載装置とを有
する。この車載情報システムにおいて、情報端末は、情報端末における複数の動作につい
て、各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む動作割当情報を車載装置へ送信する
動作割当情報送信部と、車載装置から出力される動作コマンドを受信する動作コマンド受
信部とを備える。車載装置は、動作割当情報を携帯端末から受信する動作割当情報受信部
と、動作割当情報に基づいて、車載装置に設けられた操作部により入力可能な複数種類の
操作のうちいずれか１以上の操作の各々に対して、複数の動作のうちいずれかの動作を優
先度に応じてそれぞれ割り当てる割当部と、割当部による割当結果に基づいて、操作部に
対するユーザの操作に応じた操作信号を複数の動作のうちいずれかに対応する動作コマン
ドに変換する変換部と、変換部により操作信号から変換された動作コマンドを情報端末へ
出力する動作コマンド出力部とを備える。
　本実施例の第８の態様によると、第７の態様の車載情報システムにおいて、動作割当情
報は、各動作について推奨される操作の種別を表す推奨種別に関する情報をさらに含み、
割当部は、動作割当情報に基づいて、各操作に対して当該操作の種別が推奨種別として設
定されている動作を優先的に割り当てることが好ましい。
　本実施例の第９の態様によると、第７または第８の態様の車載情報システムにおいて、
動作割当情報は、各動作を表すアイコンの情報をさらに含み、車載装置は、動作割当情報
による割当結果に基づいて、各操作に対して予め定められた表示モニタの各表示領域に、
各操作に対して割り当てられた動作を表すアイコンをそれぞれ表示することもできる。
　本実施例の第１０の態様によると、第７乃至第９のいずれかの態様の車載情報システム
において、動作割当情報は、各動作の車両走行中における可否の情報をさらに含み、車載
装置は、動作割当情報による割当結果に基づいて車両走行中に禁止されている動作を判断
し、車両が走行しているときには当該動作が割り当てられた操作を無効化することが好ま
しい。
　本実施例の第１１の態様によると、第９の態様の車載情報システムにおいて、動作割当
情報は、各動作の車両走行中における可否の情報をさらに含み、車載装置は、動作割当情
報による割当結果に基づいて車両走行中に禁止されている動作を判断し、車両が走行して
いるときには、当該動作が割り当てられた操作を無効化すると共に、当該動作を表すアイ
コンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化させてもよい。
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　本実施例の第１２の態様による車載装置は、携帯型の情報端末と接続され、複数種類の
操作を入力可能な操作部が設けられており、複数種類の操作に関する操作情報を情報端末
へ送信する操作情報送信部と、操作部に対するユーザの操作に応じた操作信号を情報端末
へ出力する操作信号出力部とを備える。
　本実施例の第１３の態様による車載装置は、携帯型の情報端末と接続され、複数種類の
操作を入力可能な操作部が設けられており、情報端末における複数の動作について、各動
作に対する割当の優先度に関する情報を含む動作割当情報を携帯端末から受信する動作割
当情報受信部と、動作割当情報に基づいて、複数種類の操作のうちいずれか１以上の操作
の各々に対して、複数の動作のうちいずれかの動作を優先度に応じてそれぞれ割り当てる
割当部と、割当部による割当結果に基づいて、操作部に対するユーザの操作に応じた操作
信号を複数の動作のうちいずれかに対応する動作コマンドに変換する変換部と、変換部に
より操作信号から変換された動作コマンドを情報端末へ出力する動作コマンド出力部とを
備える。
　本実施例の第１４の態様による携帯型の情報端末は、車載装置と接続され、複数の動作
について、各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む動作割当情報を記憶する動作
割当情報記憶部と、車載装置に設けられた操作部により入力可能な複数種類の操作に関す
る操作情報を車載装置から受信する操作情報受信部と、動作割当情報および操作情報に基
づいて、複数種類の操作のうちいずれか１以上の操作の各々に対して、複数の動作のうち
いずれかの動作を優先度に応じてそれぞれ割り当てる割当部と、車載装置から出力される
操作信号を受信する操作信号受信部と、割当部による割当結果に基づいて、操作信号を複
数の動作のうちいずれかに対応する動作コマンドに変換する変換部とを備える。
　本実施例の第１５の態様による携帯型の情報端末は、車載装置と接続され、複数の動作
について、各動作に対する割当の優先度に関する情報を含む動作割当情報を車載装置へ送
信する動作割当情報送信部と、車載装置から出力される動作コマンドを受信する動作コマ
ンド受信部とを備える。
　本実施例の第１６の態様による車載情報システムは、携帯型の情報端末と車載装置とを
有する。この車載情報システムにおいて、情報端末は、車載装置との間で行う通信を制御
するための通信制御部と、予め記憶されたソフトウェアを実行するためのソフトウェア実
行部とを備える。車載装置は、ユーザによる操作を入力するための操作入力部と、操作入
力部により入力された操作に応じた情報を、通信制御部の制御により情報端末へ送信する
情報送信部と、通信制御部の制御により情報端末から送信された情報に基づいて、ユーザ
に対する報知を行う報知部とを備える。
　本実施例の第１７の態様によると、第１６の態様の車載情報システムにおいて、ソフト
ウェアは、情報端末において実行可能なアプリケーションを含み、通信制御部は、アプリ
ケーションに対応するアイコンを含むメニュー画面を車載装置において表示するためのメ
ニュー画面情報を車載装置へ送信すると共に、車載装置においてユーザが操作入力部を操
作してメニュー画面上でアイコンを選択することで情報送信部から送信されるアプリケー
ション実行指令を受信し、ソフトウェア実行部は、通信制御部により受信されたアプリケ
ーション実行指令に応じてアプリケーションを実行状態とし、報知部は、通信制御部によ
り送信されたメニュー画面情報に基づいてメニュー画面を表示モニタに表示することによ
り、報知を行い、情報送信部は、ユーザが操作入力部を操作してメニュー画面上で選択し
たアイコンに対応するアプリケーションを実行状態とするためのアプリケーション実行指
令を情報端末へ送信することができる。
　本実施例の第１８の態様によると、第１７の態様の車載情報システムにおいて、情報端
末は、ソフトウェア実行部によりアプリケーションを実行状態とするのに先立って、通信
制御部によるメニュー画面情報の送信およびアプリケーション実行指令の受信を停止させ
ることが好ましい。
　本実施例の第１９の態様によると、第１８の態様の車載情報システムにおいて、情報端
末は、ソフトウェア実行部がアプリケーションを１つずつのみ実行可能な第一の情報端末
と、ソフトウェア実行部が複数のアプリケーションを同時に実行可能な第二の情報端末と
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のいずれかであり、情報端末が第一の情報端末である場合は、ソフトウェア実行部により
アプリケーションを実行状態とするのに先立って、通信制御部によるメニュー画面情報の
送信およびアプリケーション実行指令の受信を停止させ、情報端末が第二の情報端末であ
る場合は、ソフトウェア実行部によりアプリケーションを実行状態とするときであっても
、通信制御部によるメニュー画面情報の送信およびアプリケーション実行指令の受信を停
止させないことが好ましい。
　本実施例の第２０の態様によると、第１８または第１９の態様の車載情報システムにお
いて、情報端末は、ソフトウェア実行部により実行状態とされたアプリケーションが停止
状態とされると、通信制御部によるメニュー画面情報の送信およびアプリケーション実行
指令の受信を再開させることが好ましい。
　本実施例の第２１の態様によると、第２０の態様の車載情報システムにおいて、情報送
信部は、情報端末において実行中のアプリケーションを停止状態とするためのアプリケー
ション停止指令を、操作入力部により入力された操作に応じて情報端末へ送信すると共に
、アプリケーション停止指令を送信した後に、情報端末において通信制御部によるメニュ
ー画面情報の送信およびアプリケーション実行指令の受信を再開させるための再開指令を
情報端末へ送信し、情報端末は、アプリケーション停止指令に応じてソフトウェア実行部
により実行状態とされたアプリケーションを停止状態とし、その後、再開指令に応じて通
信制御部の動作を再開させることが好ましい。
　本実施例の第２２の態様によると、第１７乃至第２１のいずれの態様の車載情報システ
ムにおいて、メニュー画面情報は、アプリケーションとアイコンとの対応関係を表すため
の情報を含み、情報送信部は、ユーザが操作入力部を操作してメニュー画面上で選択した
アイコンに対応するアプリケーションをメニュー画面情報に基づいて判断し、当該アプリ
ケーションに応じたアプリケーション実行指令を情報端末へ送信することができる。
　本実施例の第２３の態様によると、第１７乃至第２２のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、情報端末または車載装置は、車両が走行中であるか否かを判定する走行判
定部と、走行判定部により車両が走行中であると判定された場合に、アプリケーションの
実行を禁止する実行禁止部とを備えることが好ましい。
　本実施例の第２４の態様によると、第２３の態様の車載情報システムにおいて、車載装
置は、メニュー画面において実行禁止部により実行を禁止されたアプリケーションに対応
するアイコンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化させることができる。
　本実施例の第２５の態様による車載情報システムは、第１７乃至第２２のいずれかの態
様の車載情報システムにおいて、情報端末または車載装置は、車両が走行中であるか否か
を判定する走行判定部と、走行判定部により車両が走行中であると判定された場合に、ソ
フトウェア実行部により実行中のアプリケーションを終了する強制終了部とを備えてもよ
い。
　本実施例の第２６の態様による車載情報システムは、第１７乃至第２５のいずれかの態
様の車載情報システムにおいて、通信制御部は、携帯端末において予め記憶された複数の
アプリケーションのうちいずれか１以上のアプリケーションを対象外アプリケーションと
して、その対象外アプリケーションに関する情報を除外してメニュー画面情報を車載装置
へ送信し、報知部は、メニュー画面情報に基づいて、対象外アプリケーションに対応する
アイコンを含まないメニュー画面を表示モニタに表示することもできる。
　本実施例の第２７の態様による車載情報システムは、第１７乃至第２６のいずれかの態
様の車載情報システムにおいて、携帯端末には複数のアプリケーションが予め記憶されて
おり、ソフトウェア実行部は、複数のアプリケーションにおいて共通に利用される処理が
ある場合、その処理結果を複数のアプリケーション間で共有することが好ましい。
　本実施例の第２８の態様による車載装置は、アプリケーションを実行可能な携帯型の情
報端末と接続され、ユーザによる操作を入力するための操作入力部と、情報端末から送信
される、アプリケーションに対応するアイコンを含むメニュー画面を表示するためのメニ
ュー画面情報に基づいて、メニュー画面を表示モニタに表示してユーザに対する報知を行
う報知部と、ユーザが操作入力部を操作してメニュー画面上で選択したアイコンに対応す
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るアプリケーションを実行状態とするためのアプリケーション実行指令を情報端末へ送信
する情報送信部とを備える。
　本実施例の第２９の態様によると、第２８の態様の車載装置において、情報送信部は、
情報端末において実行中のアプリケーションを停止状態とするためのアプリケーション停
止指令を、操作入力部により入力された操作に応じて情報端末へ送信すると共に、アプリ
ケーション停止指令を送信した後に、情報端末においてメニュー画面情報の送信およびア
プリケーション実行指令の受信を再開させるための再開指令を情報端末へ送信することが
好ましい。
　本実施例の第３０の態様による携帯型の情報端末は、車載装置と接続され、車載装置と
の間で行う通信を制御するための通信制御部と、予め記憶されたソフトウェアを実行する
ためのソフトウェア実行部とを備える。この情報端末において、ソフトウェアは、情報端
末において実行可能なアプリケーションを含み、通信制御部は、アプリケーションに対応
するアイコンを含むメニュー画面を車載装置において表示するためのメニュー画面情報を
車載装置へ送信すると共に、車載装置においてユーザがメニュー画面上でアイコンを選択
することで車載装置から送信されるアプリケーション実行指令を受信し、ソフトウェア実
行部は、通信制御部により受信されたアプリケーション実行指令に応じてアプリケーショ
ンを実行状態とする。
　本実施例の第３１の態様によると、第３０の態様の情報端末において、ソフトウェア実
行部によりアプリケーションを実行状態とするのに先立って、通信制御部によるメニュー
画面情報の送信およびアプリケーション実行指令の受信を停止させ、ソフトウェア実行部
により実行状態とされたアプリケーションが停止状態とされると、通信制御部によるメニ
ュー画面情報の送信およびアプリケーション実行指令の受信を再開させることが好ましい
。
　本実施例の第３２の態様による車載情報システムは、携帯型の情報端末と車載装置とを
有する。この車載情報システムにおいて、情報端末は、予め記憶されたソフトウェアを実
行するためのソフトウェア実行部を備える。車載装置は、ユーザによる操作を入力するた
めの操作入力部と、操作入力部により入力された操作に応じた情報を情報端末へ送信する
情報送信部と、ユーザに対する報知を行う報知部とを備える。
　本実施例の第３３の態様によると、第３２の態様の車載情報システムにおいて、ソフト
ウェアは、情報端末において実行可能なアプリケーションを含み、情報端末は、アプリケ
ーションに対応するアイコンを含むメニュー画面を車載装置へ出力する画面出力部をさら
に備え、ソフトウェア実行部は、情報送信部から送信される情報に基づいて、車載装置に
おいてユーザが操作入力部を操作してメニュー画面上で選択したアイコンに対応するアプ
リケーションを実行状態とし、報知部は、画面出力部により出力されたメニュー画面を表
示することにより、報知を行うことが好ましい。
　本実施例の第３４の態様によると、第３３の態様の車載情報システムにおいて、情報端
末は、ソフトウェア実行部によりアプリケーションを実行状態とするのに先立って、画面
出力部によるメニュー画面の出力を停止させることが好ましい。
　本実施例の第３５の態様によると、第３４の態様の車載情報システムにおいて、情報端
末は、ソフトウェア実行部により実行状態とされたアプリケーションが停止状態とされる
と、画面出力部によるメニュー画面の出力を再開させることが好ましい。
　本実施例の第３６の態様によると、第３５の態様の車載情報システムにおいて、情報送
信部は、情報端末において画面出力部によるメニュー画面の出力を再開させるための再開
指令を情報端末へ送信し、情報端末は、再開指令に応じて画面出力部の動作を再開させる
ことが好ましい。
　本実施例の第３７の態様によると、第３３乃至第３６のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、情報端末または車載装置は、車両が走行中であるか否かを判定する走行判
定部と、走行判定部により車両が走行中であると判定された場合に、アプリケーションの
実行を禁止する実行禁止部とを備えることが好ましい。
　本実施例の第３８の態様によると、第３７の態様の車載情報システムにおいて、車載装
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置は、メニュー画面において実行禁止部により実行を禁止されたアプリケーションに対応
するアイコンの表示態様を車両停止時とは異なる態様に変化させることができる。
　本実施例の第３９の態様によると、第３３乃至第３６のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、情報端末または車載装置は、車両が走行中であるか否かを判定する走行判
定部と、走行判定部により車両が走行中であると判定された場合に、ソフトウェア実行部
により実行中のアプリケーションを終了する強制終了部とを備えてもよい。
　本実施例の第４０の態様によると、第３３乃至第３９のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、画面出力部は、携帯端末において予め記憶された複数のアプリケーション
のうちいずれか１以上のアプリケーションを対象外アプリケーションとして、その対象外
アプリケーションに対応するアイコンを除外してメニュー画面を車載装置へ出力すること
が好ましい。
　本実施例の第４１の態様によると、第３３乃至第４０のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、携帯端末には複数のアプリケーションが予め記憶されており、ソフトウェ
ア実行部は、複数のアプリケーションにおいて共通に利用される処理がある場合、その処
理結果を複数のアプリケーション間で共有することが好ましい。
　本実施例の第４２の態様によると、第３３乃至第４１のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、車載装置は、外部から映像信号を入力するための映像信号入力部を有する
第一の車載装置と、映像信号入力部を有しない第二の車載装置とのいずれかであり、情報
端末は、車載装置が第一の車載装置と第二の車載装置のいずれであるかを判断する第一の
判断部をさらに備えてもよい。この車載情報システムにおいて、第一の判断部により車載
装置が第一の車載装置であると判断された場合、画面出力部は、メニュー画面を映像信号
に変換して映像信号入力部へ出力し、第一の判断部により車載装置が第二の車載装置であ
ると判断された場合、画面出力部は、メニュー画面の内容を表す情報を車載装置へ出力す
ることが好ましい。
　本実施例の第４３の態様によると、第３３乃至第４２のいずれかの態様の車載情報シス
テムにおいて、携帯端末は、ソフトウェア実行部により実行状態とされたアプリケーショ
ンが画面表示機能を有するか否かを判断する第二の判断部をさらに備えてもよい。この車
載情報システムにおいて、第二の判断部によりアプリケーションが画面表示機能を有する
と判断された場合、画面出力部は、アプリケーションに応じた画面を映像信号に変換して
車載装置へ出力し、第二の判断部によりアプリケーションが画面表示機能を有しないと判
断された場合、画面出力部は、アプリケーションに応じた画像情報を車載装置へ出力する
ことが好ましい。
　本実施例の第４４の態様による車載装置は、アプリケーションを実行可能な携帯型の情
報端末と接続され、ユーザによる操作を入力するための操作入力部と、情報端末から送信
される、アプリケーションに対応するアイコンを含むメニュー画面を表示モニタに表示し
てユーザに対する報知を行う報知部と、操作入力部に対するユーザの操作に応じた情報を
情報端末へ送信する情報送信部とを備える。
　本実施例の第４５の態様によると、第４４の態様の車載装置において、情報送信部は、
情報端末においてメニュー画面の送信を再開させるための再開指令を情報端末へ送信する
ことが好ましい。
　本実施例の第４６の態様による携帯型の情報端末は、車載装置と接続され、予め記憶さ
れたソフトウェアを実行するためのソフトウェア実行部と、車載装置において表示するた
めの画面を車載装置へ出力する画面出力部とを備える。この情報端末において、ソフトウ
ェアは、情報端末において実行可能なアプリケーションを含み、画面出力部は、アプリケ
ーションに対応するアイコンを含むメニュー画面を車載装置へ出力し、ソフトウェア実行
部は、車載装置から送信される情報に基づいて、車載装置においてユーザがメニュー画面
上で選択したアイコンに対応するアプリケーションを実行状態とする。
　本実施例の第４７の態様によると、第４６の態様の情報端末において、ソフトウェア実
行部によりアプリケーションを実行状態とするのに先立って、画面出力部によるメニュー
画面の出力を停止させ、ソフトウェア実行部により実行状態とされたアプリケーションが
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停止状態とされると、画面出力部によるメニュー画面の出力を再開させることが好ましい
。
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