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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】情報端末との接続時の操作コマンドの使用可否
確認作業がされない場合であっても、操作コマンドが使
用できるか否かを的確にユーザーに提示できる電子装置
および電子システムを提供する。
【解決手段】電子装置（車載装置）は、１つまたは複数
のアプリケーションを保有し、かつ、１つまたは複数の
アプリケーションを実行可能な情報端末との接続を可能
にする接続手段と、複数の操作コマンドを含んだ画像を
表示する表示手段と、ユーザーの選択入力を受け付ける
入力手段と、前記選択入力された操作コマンドの操作指
示を前記接続手段を介して情報端末へ送信する操作指示
送信手段と、前記情報端末からの前記操作指示に対する
応答状況に応じて、前記画像上の前記操作指示を要求し
た操作コマンドの表示態様を変更する表示制御手段とを
備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のアプリケーションを保有し、かつ、１つまたは複数のアプリケーショ
ンを実行可能な情報端末との接続を可能にする接続手段と、
　複数の操作コマンドを含んだ画像を表示する表示手段と、
　ユーザーからの指示を受け取る入力手段と、
　前記入力手段により入力された操作コマンドの操作指示を前記接続手段を介して情報端
末へ送信する操作指示送信手段と、
　前記操作指示に対する前記情報端末からの応答状況に応じて、前記画像上の前記操作指
示を要求した操作コマンドの表示態様を変更する表示制御手段と、を備える電子装置。
【請求項２】
　電子装置はさらに、前記操作指示に対する情報端末からの応答結果を取得する取得手段
を含み、
　前記表示制御手段は、前記取得手段により前記操作指示に対する応答結果を取得できな
かった場合に、前記要求を出した操作コマンドの表示態様を変更する、請求項１に記載の
電子装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、所定時間内に前記操作指示に対する前記情報端末からの応答が無
かった場合には、当該操作指示に対する応答結果を取得できなかったものとみなし、前記
要求を出した操作コマンドの表示態様を変更する、請求項１または２に記載の電子装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記取得手段により情報端末から前記操作指示による操作が実行
できない旨の応答結果を取得した場合に、前記操作指示を要求した操作コマンドの表示態
様を変更する、請求項１に記載の電子装置。
【請求項５】
　電子装置はさらに、情報を通知する通知手段を含み、
　前記通知手段は、前記表示制御手段により前記操作コマンドの表示態様が変更されたこ
とに応答して、当該操作コマンドの利用ができないことを示す情報を通知する、請求項１
ないし４いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、実行しているアプリケーションが他のアプリケーションに変更さ
れたことに応答して、前記操作コマンドの表示態様を元の表示態様に戻す、請求項１に記
載の電子装置。
【請求項７】
　電子装置はさらに、アプリケーションごとに変更した表示態様を記憶する記憶手段を含
み、
　前記接続手段により前記記憶手段に記憶されているアプリケーションが起動されたこと
が検出された場合に、前記表示制御手段は、記憶されている前記操作コマンドの表示態様
に変更する、請求項１ないし６いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７いずれか１つに記載の電子装置と、
　前記電子装置に接続された情報端末とを有し、
　情報端末は、前記電子装置が接続されたとき、実行しているアプリケーション情報を前
記電子装置に転送する、電子システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末から取得したコンテンツデータを出力可能な電子装置に関し、特に
、電子装置側から情報端末を制御するものに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、スマートフォンなどに代表される多機能型の情報端末の利用が増加している。こ
のような情報端末が車内に持ち込まれたとき、情報端末を車両に搭載された電子装置（以
下、車載装置）と接続して連携することで、車載装置において情報端末の有する機能を利
用することが可能となっている。例えば、情報端末にて音楽再生用のアプリケーションを
起動した場合に、車載装置は、接続を介してアプリケーションの情報や再生されている音
楽等のコンテンツデータを取得し、取得したデータに基づいて車載装置側で再生を行うこ
とができる。また、ユーザーは、車載装置の画面に表示された操作コマンドをタッチ操作
等することで、情報端末で再生されているコンテンツの動作を制御することができる。
【０００３】
　車載装置と情報端末の連携に関する技術として、外部機器が接続されたことに応じて、
デフォルトの外部機器用画面を表示させることで、外部機器が切り替わっても操作性を低
下させないようにするものがある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２６９４８２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　次に、本発明にかかる課題について説明する。図１は、車載装置の表示部１６０に表示
された、車載装置に予め記憶されているデフォルトの操作画面である。１６１から１６８
は操作コマンドであり、ユーザーによるタッチ操作等に連動して、選択された操作コマン
ドに対応した操作指示が情報端末へ送信され、情報端末は受信した操作指示に基づいて実
行しているコンテンツを制御する。しかし、情報端末側で起動しているアプリケーション
によっては、操作コマンド１６１から１６８のうち、使用できない操作コマンドが存在す
る場合がある。例えば、アプリケーションAでは操作コマンド１６１を使用できるが、ア
プリケーションBでは操作コマンド１６１が使用できないような場合などである。本来、
接続時に操作コマンドの機能の使用可否を確認し、使用できる操作コマンドのみ表示する
ことが可能であるが、アプリケーションによってはこの確認作業が上手くいかず、使用可
否応答ができない場合がある。しかし、電子装置側では、この使用可否の確認時に応答し
なかった操作コマンドは、使用できるものとして処理してしまうため、使用できない操作
コマンドが使用できるものとして操作画面に表示されてしまうのである。また、上記の操
作コマンドの使用可否確認作業が行われない車載装置の場合は、使用可否にかかわらず全
ての操作コマンドが表示されてしまう。
【０００６】
　このような使用できない操作コマンドが操作画面に表示されてしまうと、その事実を知
らないユーザーは、表示されている操作コマンドは使用できるものと認識しているため、
使用できない操作コマンドを選択した際に該当する機能が実行されないと、ユーザーはな
ぜ機能が実行されないのかわからず困惑してしまう。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、情報端末との接続時
の操作コマンドの使用可否確認作業がされない場合であっても、操作コマンドが使用でき
るか否かを的確にユーザーに提示できる電子装置および電子システムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る電子装置は、１つまたは複数のアプリケーションを保有し、かつ、１つま
たは複数のアプリケーションを実行可能な情報端末との接続を可能にする接続手段と、複
数の操作コマンドを含んだ画像を表示する表示手段と、ユーザーからの指示を受け取る入
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力手段と、前記入力手段により入力された操作コマンドの操作指示を前記接続手段を介し
て情報端末へ送信する操作指示送信手段と、前記操作指示に対する前記情報端末からの応
答状況に応じて、前記画像上の前記操作指示を要求した操作コマンドの表示態様を変更す
る表示制御手段とを備える。
【０００９】
　ある実施態様では、電子装置はさらに、前記操作指示に対する情報端末からの応答結果
を取得する取得手段を含み、前記表示制御手段は、前記取得手段により前記操作指示に対
する応答結果を取得できなかった場合に、前記要求を出した操作コマンドの表示態様を変
更する。ある実施態様では、前記表示制御手段は、所定時間内に前記操作指示に対する前
記情報端末からの応答が無かった場合、当該操作指示に対する応答結果を取得できなかっ
たものとみなし、前記要求を出した操作コマンドの表示態様を変更する。ある実施態様で
は、前記表示制御手段は、前記取得手段により情報端末から前記操作指示による操作が実
行できない旨の応答結果を取得した場合に、前記操作指示を要求した操作コマンドの表示
態様を変更する。ある実施態様では、電子装置はさらに、情報を通知する通知手段を含み
、前記通知手段は、前記表示制御手段により前記操作コマンドの表示態様が変更されたこ
とに応答して、当該操作コマンドの利用ができないことを示す情報を通知する。ある実施
態様では、前記表示制御手段は、実行しているアプリケーションが他のアプリケーション
に変更されたことに応答して、前記操作コマンドの表示態様を元の表示態様に戻す。ある
実施態様では、電子装置はさらに、アプリケーションごとに変更した表示態様を記憶する
記憶手段を含み、前記接続手段により前記記憶手段に記憶されているアプリケーションが
起動されたことが検出された場合に、前記表示制御手段は、記憶されている前記操作コマ
ンドの表示態様に変更する。
【００１０】
　本発明に係るシステムは、前記電子装置に接続された情報端末とを有し、情報端末は、
前記電子装置が接続されたとき、実行しているアプリケーション情報を前記電子装置に転
送する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、操作指示に対する応答状況から表示態様を変更するようにしたので、
情報端末との接続時の操作コマンドの使用可否確認作業がされない場合であっても、ユー
ザーは操作コマンドが使用できるか否かを的確に把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】電子装置にて表示される外部機器用の操作画面である。
【図２】本発明の実施例に係る通信システムの構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る車載装置の典型的な構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例に係る表示制御プログラムの機能的な構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明の実施例に係る情報端末の典型的な構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施例に係る表示制御プログラムの動作を説明する車載装置と情報端末
のシーケンス図である。
【図７】表示制御プログラムの実行による操作画面の遷移を示す図である。
【図８】表示態様の変更の例図１である。
【図９】表示態様の変更の例図２である。
【図１０】表示態様変更時の通知手段を示す例図である。
【図１１】アプリケーションの切り替え時の車載装置と情報端末のシーケンス図である。
【図１２】アプリケーションの切り替え時の操作画面を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る電子装置について具体化した一実施例に基づき図面を参照しつつ詳
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細に説明する。本発明の好ましい実施形態は、電子装置は、移動体等の車両に搭載される
。また、電子装置は、コンピュータ装置であり、例えば、ナビゲーション機能、オーディ
オ・ビデオデータを再生する機能、テレビ・ラジオ放送を受信する機能、アプリケーショ
ンソフトウェア（以下、アプリケーションと称す）を実行する機能などを統合的に備える
ことができる。また、情報端末は、好ましくは、情報を処理することができるポータブル
な装置であり、通話機能、ナビゲーション機能、オーディオ・ビデオデータを再生する機
能、テレビ・ラジオ放送を受信する機能、アプリケーションを実行する機能などを統合的
に備える多機能型の端末であることができ、例えば、携帯電話機、スマートフォン、パー
ムトップ型パーソナルコンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、ノート型コンピュー
タ、タブレット型端末などである。また、情報端末は、外部ネットワーク接続したり、音
声データや画像データを記憶したり、搭載したアプリケーションにより種々の機能を実行
することができる。以下の実施例では、車載装置と情報端末とが接続されたシステムを例
示する。
【００１４】
　車載装置は、情報端末に包含される通信機能を利用し、情報端末が有するオーディオデ
ータやビデオデータなどの情報端末の機能を利用するための各種コンテンツデータを取得
し、車載装置から出力することができる。これは、情報端末側のアプリケーションに基づ
くアイコン画像を車載装置の画面に表示させ、車載装置の操作部（タッチパネル）によっ
て選択されたアプリケーションを実行するものや、接続時に情報端末が保有するアプリケ
ーションの中で車載装置に対応したアプリケーションのみを読み出し、車載装置側で選択
および実行するものなどであってよい。また、本実施例では、情報端末側で実行している
アプリケーションを車載装置側で操作をするためのデフォルトの操作画面を予め保有する
。例えば、情報端末で音楽再生用のアプリケーションが実行された場合には、車載装置で
は、保有している操作画面の中から音楽再生用の操作画面に設定されている画面を表示す
る。
【実施例】
【００１５】
　図２は、本発明の実施例に係る通信システムの構成例を示す図である。通信システム１
は、車載装置１０と情報端末３０とを含む。車載装置１０は、接続手段５０を介して情報
端末３０との間で双方向のデータ通信を可能にする。接続手段５０は、例えば、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ（登録商標）等の無線接続や、ＵＳＢ等の有線接続
などである。通信されるデータには、オーディオデータ、ビデオデータ、制御データ等が
包含される。情報端末３０が車載装置１０に接続されると、それぞれ連携した動作が可能
になる。例えば、情報端末３０のリソースを車載装置１０が備える音響システムにより出
力され得る。情報端末３０のリソースは、情報端末自身が備えるデータやアプリケーショ
ンのみならず、情報端末３０が外部のネットワークＮＷと通信することにより取得された
データ等も含まれる。
【００１６】
　典型的な情報端末３０は、スマートフォンであり、情報端末３０は、３Ｇ、４Ｇ、ＬＴ
Ｅ等の公衆無線回線を介して音声通話またはパケット通信する機能を備えている。さらに
車載装置１０やヘッドフォンセットなどを介して音声通話などを行うハンズフリー機能な
どを備えることが可能である。
【００１７】
　次に、図３は、本発明の実施例に係る車載装置の典型的な構成を示すブロック図である
。本発明に係る車載装置１０は、入力部１００、コンテンツ再生部１１０、ナビゲーショ
ン部１２０、通信部１３０、接続部１４０、音声出力部１５０、表示部１６０、記憶部１
７０、制御部１８０を含んで構成される。入力部１００は、ユーザーからの指示を入力す
る。入力部１００は、タッチパネルや入力キーデバイス、音声入力等によりユーザーから
の入力を受け付け、入力された指示を制御部１８０へ提供する。例えば、図１のような操
作画面において、操作コマンド１６１から１６８にて選択された操作コマンドの操作指示
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を、接続部１４０を介して送信することが可能である。なお、本実施例における操作コマ
ンドとは、「再生」「停止」「一時停止」「早送り」「巻戻し」「リピート」「シャッフ
ル」のような、コンテンツの動作を制御するものである。
【００１８】
　コンテンツ再生部１１０は、ＣＤ，ＤＶＤ，ブルーレイディスク、メモリ媒体などに記
録されたオーディオデータやビデオデータ、およびテレビ放送やラジオ放送を受信して、
音声出力部１５０や表示部１６０を介して再生する。また、コンテンツ再生部１１０は、
接続された情報端末３０にコンテンツの再生要求を行い、情報端末３０により再生された
コンテンツデータを受信し、音声出力部１５０や表示部１６０を介して再生する。ナビゲ
ーション部１２０は、ＧＰＳ衛星から送信される位置情報や、車両に搭載されたジャイロ
センサや加速度センサ等の種々のセンサから得られる位置情報に基づき、自車位置周辺の
道路地図を表示させたり、目的地までの経路の探索や案内を行う。通信部１３０は、外部
のネットワーク等とのデータ通信を行うことを可能にする。
【００１９】
　接続部１４０は、情報端末３０との接続を可能にする。接続部１４０は、有線接続また
は無線接続により、車載装置１０と情報端末３０間のデータ送受を可能にする。また、接
続部１４０は、図２の車載装置１０と情報端末３０を接続する接続手段５０に対応する。
音声出力部１５０は、コンテンツ再生部１１０やナビゲーション部１２０のような、各種
コンテンツの再生情報やナビゲーション情報などに係るオーディオデータをスピーカー等
の音響システムから出力する。表示部１６０は、コンテンツ再生部１１０やナビゲーショ
ン部１２０のような、各種コンテンツの再生情報やナビゲーション情報などに係るビデオ
データをディスプレイに表示する。さらに表示部１６０は、操作コマンドなどのような、
コンテンツの動作を制御するための操作画面を表示する。
【００２０】
　記憶部１７０は、車載装置１０が実行するアプリケーションやプログラム、道路地図デ
ータ、楽曲や映像等のコンテンツデータなどを記憶することができる。ある実施形態では
、記憶部１７０には、情報端末３０で実行されているアプリケーションやコンテンツデー
タを車載装置１０で操作するための操作画面が記憶されている。これにより、例えば、情
報端末３０で実行されている音楽再生用のアプリケーションやコンテンツデータを車載装
置１０で操作するための音楽再生用の操作画面や、情報端末３０で実行されている動画再
生用のアプリケーションやコンテンツデータを車載装置１０で操作するための動画再生用
の操作画面などを記憶している。どの操作画面を表示するかは適宜設定可能であり、予め
設定されているものや、ユーザーにより変更できるようなものであってもよい。
【００２１】
　また、ある実施形態では、記憶部１７０は、車載装置１０が保有するアプリケーション
を識別するためのＩＤ等の識別情報を記憶していてもよく、この識別情報を情報端末３０
へ送信することで所望のアプリケーションを情報端末側で起動させることが可能となる。
また、車載装置１０に情報端末３０を接続した際に、情報端末３０が保有するアプリケー
ションの中で、車載装置１０で実行可能なアプリケーションのみ選出して車載装置側で選
択できるようなものの場合は、情報端末３０から送られてきたアプリケーション情報を車
載装置側で接続の度に読み出して表示するため、記憶部１７０に常に識別情報を保存して
おかなくてもよい。
【００２２】
　制御部１８０は、マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ等を含み、ＲＯＭ／
ＲＡＭあるいは記憶部１７０に記憶されたプログラムを実行することで各部の制御を行う
。好ましい態様では、車載装置１０に情報端末３０が接続されたとき、制御部１８０は、
車載装置１０と情報端末３０との連携動作を可能にする。これにより、車載装置１０は、
あたかも情報端末３０の入出力デバイスとして機能することができ、情報端末３０により
生成されたオーディオデータやビデオデータが車載装置１０から出力される。
【００２３】
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　図４は、本発明の実施例に係る車載装置側に搭載される表示制御プログラムの機能的な
構成を示すブロック図である。表示制御プログラム２００は、接続検知部２１０、データ
取得部２２０、操作画面表示部２３０、操作指示送信部２４０、応答検出部２５０、表示
態様変更部２６０を含んで構成される。
【００２４】
　接続検知部２１０は、情報端末３０が接続部１４０を介して車載装置１０に接続された
か否かを検知する。接続手段は、有線接続でも無線接続でもよく、実施態様によって変形
可能である。データ取得部２２０は、情報端末３０にて実行されたコンテンツに関わる種
々のデータの取得を行う。例えば、アプリケーションが起動された際に、アプリケーショ
ンの識別情報、再生されるオーディオデータやビデオデータ等の取得を行う。
【００２５】
　操作画面表示部２３０は、実行しているコンテンツに基づいて、記憶部１７０より対応
する操作画面を取得し、表示部１６０に表示する。操作画面には、コンテンツを操作する
ための種々の操作コマンドが含まれている。好ましい態様では、再生するコンテンツに応
じて異なる操作画面を表示する。例えば、音楽再生に適応した場合は、動画再生用の操作
画面と異なり、「シャッフル」「リピート」「次のトラック」「前のトラック」などの音
楽再生特有の操作コマンドを設けてもよい。また、操作画面における操作コマンド等が含
まれるメニュー画面は、常に表示しているものでなくてもよく、操作画面の表示の仕方は
変形可能である。操作指示送信部２４０は、選択された操作コマンドにおける操作指示を
情報端末３０へ接続部１４０を介して送信する。操作指示は操作コマンドと連動しており
、例えば、操作コマンドで「再生」が選択された場合には、操作指示として「再生」が情
報端末３０へ送信されることになる。
【００２６】
　応答検出部２５０は、操作指示送信部２４０により送信された、操作指示に対する情報
端末３０からの応答を検出する。好ましくは、応答検出部２５０は、情報端末３０へ操作
指示を送信してから所定時間内の情報端末３０からの応答を検出する。これにより、応答
することができない機能や、応答に時間がかかってしまう機能を使用不可とみなすことが
できるようになる。所定時間の時間間隔は実施形態により適宜変更されるものであってよ
い。そして、応答検出部２５０により応答が検出された場合には、車載装置１０は検出さ
れた応答結果に基づいてコンテンツの出力を行う。また、応答検出部２５０は、検出され
た応答結果が、操作指示を実行できないことを示すものであるかの検出ができるものであ
ってもよい。
【００２７】
　表示態様変更部２６０は、応答検出部２５０により検出された応答結果に基づいて、操
作画面における操作コマンドの表示態様を変更する。例えば、画像処理により該当する操
作コマンドの表示色を変更したり、操作コマンドに斜線を重畳させたりする。また、ある
実施態様では、予め記憶部１６０に操作画面の操作コマンドの表示態様が異なっている画
像を複数記憶させておき、応答検出部２５０による応答結果に基づいて操作画面を切り替
えることにより、操作コマンドの表示態様を変更させるものであってもよい。
【００２８】
　次に、図５は、本発明の実施例に係る情報端末の典型的な構成を示すブロック図である
。本発明に係る情報端末３０は、ユーザーからの入力を受け付ける入力部３００、公衆電
話回線網やネットワーク通信を介して通信を可能にする通信部３１０、ディスプレイの表
示を制御する表示制御部３２０、スピーカーからの音声出力を制御する音声出力部３３０
、車載装置１０等の電子装置との間で接続手段５０の接続を確立する接続部３４０、マイ
クロコントローラやマイクロプロセッサ等を含みプログラムを実行することで各部を制御
する制御部３５０、オーディオ再生、ラジオ再生、ナビゲーションなど各種機能を実行す
るアプリケーションソフトウェア、車載装置１０との連携に対応するためのプログラムな
どを格納するプログラムメモリ３６０、および種々のデータを格納するデータメモリ３７
０を備えている。
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【００２９】
　次に、本発明の実施例に係る表示制御プログラム２００の制御動作について、図６の車
載装置と情報端末のシーケンス図を参照して説明する。まず、車載装置１０が情報端末３
０と接続部１４０を介した接続状態にあるかを接続検知部２１０より検知し、接続を確立
させる（S５００）。車載装置１０と情報端末３０とが接続状態である場合に、車載装置
１０から情報端末３０に対して、コンテンツの再生要求を出力する（S５０２）。好まし
くは、表示部１６０にアイコン等で表示されているアプリケーションの中から、ユーザー
により選択されたアプリケーションの再生要求を情報端末３０へ出力する。再生要求には
、起動させたいアプリケーションのID等の識別情報を共に出力する。
【００３０】
　情報端末３０は、再生要求に基づいてアプリケーションを起動し、そのアプリケーショ
ンの実行に伴うオーディオデータやビデオデータ等のコンテンツデータを車載装置１０へ
送信する（S５０４）。ここで、例えば、音楽再生用のアプリケーションが実行された場
合には、オーディオデータのみ車載装置１０へ送信され、動画再生用アプリケーションが
実行された場合には、オーディオデータおよびビデオデータを車載装置１０へ送信する。
車載装置１０は、情報端末３０より送信されたコンテンツデータをデータ取得部２２０よ
り取得する（S５０６）。
【００３１】
　次に、操作画面表示部２３０より、再生するコンテンツを操作するための操作コマンド
を含んだ操作画面を表示部１６０へ表示する（S５０８）。ある実施態様では、アプリケ
ーションの起動に応答して、記憶部１７０に予め記憶されている操作画面を自動的に選択
して表示を行う。ユーザーは、画面に表示されている操作コマンドの中から所望の操作内
容（再生や停止など）を選択し、操作指示送信部２４０により、情報端末３０へ操作指示
として送信する（S５１０）。
【００３２】
　情報端末３０では、送信された操作指示に基づいてコンテンツの動作を制御する（S５
１２）。例えば、車載装置１０から「停止」の操作指示が要求された場合には、情報端末
３０では再生しているコンテンツを停止させるよう制御する。そして、操作指示に対する
実行結果を車載装置１０へ送信する。このとき、対象の操作指示が現在実行しているアプ
リケーションに対応していない場合には、情報端末３０は操作指示を実行できないため応
答しない。または、このような場合に、操作指示を実行できない事を示した実行結果を車
載装置１０へ送信するようなものであってもよい。
【００３３】
　次に、応答検出部２５０により、情報端末３０からの操作指示に対する応答の有無を検
出する（S５１４）。情報端末３０からの応答が検出された場合はS５１６へ移行し、応答
が検出されなかった場合はS５１８へ移行する。ここで、S５１４において、情報端末３０
からの応答が検出された場合は、当該応答結果が、要求されている操作指示の実行ができ
ない事を示すものであるか否かの検出を行う（S５１６）。S５１４において、情報端末３
０からの応答が検出されなかった場合、または、S５１６において、検出された応答結果
が、要求されている操作指示の実行ができない事を示すものであった場合には、表示態様
変更部２６０により操作コマンドの表示態様を変更する（Ｓ５１８）。
【００３４】
　ここで、表示態様の変更について、図７を用いて詳細に説明する。図７は、情報端末３
０で音楽再生用のアプリケーションを起動した際に、車載装置１０の表示部１６０に表示
される操作画面である。まず、図７（ａ）に示すように、操作コマンド１６７の「シャッ
フル」を選択した場合、操作指示「シャッフル」を情報端末３０へ送信する。ここで、実
行しているアプリケーションは操作指示「シャッフル」に対応していないため、操作コマ
ンド１６７の表示態様をグレーアウトさせる。次に、表示状態を維持したまま、（ｂ）に
示すように、操作コマンド１６１の「前のトラック」を選択した場合、操作指示「前のト
ラック」を情報端末３０へ送信する。ここで、実行しているアプリケーションは操作指示
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「前のトラック」に対応していないため、操作コマンド１６１の表示態様を「シャッフル
」と同様にグレーアウトさせる。
【００３５】
　次に、表示状態を維持したまま、（ｃ）に示すように、操作コマンド１６８の「リピー
ト」を選択した場合、操作指示「リピート」を情報端末３０へ送信する。ここで、実行し
ているアプリケーションは操作指示「リピート」に対応しているため、「リピート」を実
行して表示態様は変更しない。そして、表示状態を維持したまま、（ｄ）に示すように、
操作コマンド１６６の「次のトラック」を選択した場合、操作指示「次のトラック」を情
報端末３０へ送信する。ここで、実行しているアプリケーションは操作指示「次のトラッ
ク」に対応していないため、操作コマンド１６６の表示態様を「シャッフル」、「前のト
ラック」と同様にグレーアウトさせる。以上のように他の操作コマンドと表示態様を異な
らせることで、ユーザーに対して、利用できない操作コマンドを示すことができるように
なる。
【００３６】
　表示態様の変更形態は、対象の操作コマンドをグレーアウトするものだけでなく、例え
ば、図８に示すように対象の操作コマンドに斜線を重ねて表示するようなものであっても
よく、または、図９に示すように対象の操作コマンドを非表示にするようにしてもよい。
また、組み合わせてもよく、例えば、対象の操作コマンドに斜線を引き、かつ、グレーア
ウトさせるようにしてもよい。上記に示した例の他にも、通常の表示態様と異なる表示態
様に変更するものであれば、変更後の表示態様は実施形態に合わせて適宜変更可能である
。
【００３７】
　また、使用できない操作コマンドを表示態様変更部２６０により表示態様を変更すると
同時に、表示画面上ないし音声にて、表示態様を変更した理由をユーザーに通知するよう
にしてもよい。例えば、図１０に示すように、操作コマンド１６７の「シャッフル」が使
用できなかった場合に、操作コマンド１６７をグレーアウトすると同時に「このコマンド
は使用できません」のようなコメント１６９を表示部１６０上に表示する。これにより、
ユーザーは表示態様が変更された理由を認識することができるようになるため、表示態様
が突然変更されることによる不安感を解消できる。また、当該通知は表示態様が変更され
る度に行ってもよいし、最初の１回のみ通知するようにするものであってもよい。
【００３８】
　Ｓ５１４に戻り、応答検出部２５０により、情報端末３０からの応答結果が検出され、
かつ、検出された応答結果が情報端末３０において操作指示が実行できない事を示すもの
ではなかった場合には、情報端末３０の実行結果を出力して処理を継続し、再度操作コマ
ンドによる操作指示があった場合には、S５１０からS５１８の処理を行う。
【００３９】
　以上に説明した実施例によれば、情報端末側で実行することができない操作コマンドが
操作画面に表示されている場合に、操作指示に対する応答結果の有無、または、実行でき
なかったことを示す応答結果が検出されたことに基づいて対象の操作コマンドの表示態様
を変更するようにしたので、ユーザーは対象の操作コマンドが使用できない事を明確に把
握することが可能となる。
【００４０】
　次に、実行しているアプリケーションを切り替えて、別のアプリケーションを実行した
場合の操作画面の制御について、アプリケーション切り替え時の車載装置と情報端末のシ
ーケンス図である図１１と、アプリケーション切り替え時の操作画面の変動を示す図１２
を用いて説明する。まず、車載装置１０と情報端末３０とは接続手段５０を介した接続状
態にあり、情報端末側で音楽再生用のアプリケーションAが実行されており、車載装置側
でアプリケーションAのコンテンツデータを取得して出力している（S６００）。また、こ
の時の操作画面は、図１２（ａ）に示すように、表示態様変更部２６０により、既に表示
態様が変更されているものとする。ここで、ユーザー操作により、アプリケーションＡを
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では、車載装置側からアプリケーションの切り替えを行っているが、情報端末側を操作し
てアプリケーションを切り替えるものにも適応可能である。
【００４１】
　情報端末３０は、起動要求に伴い、アプリケーションＡを停止して、新たに音楽再生用
のアプリケーションＢを起動する（Ｓ６０４）。そして、起動したアプリケーションＢの
起動情報やコンテンツデータ等を車載装置１０へ送信する。車載装置１０では、コンテン
ツデータ取得部２２０によりアプリケーションＢに関する情報を取得する（Ｓ６０６）。
車載装置１０では、新たなアプリケーションが実行されたことに応答して、図１２（ｂ）
に示すように、操作画面における今まで変形した操作コマンドの表示態様を元の状態に戻
す（Ｓ６０８）。そして、操作コマンドによる入力操作が行われると、上述の図６におけ
るＳ５１０からＳ５１８の処理を実行する。
【００４２】
　以上のように、アプリケーションを切り替えるごとに操作画面を元の状態に戻すことで
、アプリケーションＡでは使用できなかったが、アプリケーションＢでは使用できる操作
コマンドがあった場合に有効となる。また逆に、アプリケーションＡでは使用できたが、
アプリケーションＢでは使用できない操作コマンドがある場合にも有効となる。
【００４３】
　また、ある実施態様では、車載装置１０は、表示態様変更部２６０により変形された操
作画面の情報をアプリケーションごとに記憶部１７０に記憶しておき、アプリケーション
を起動した際に記憶されている操作画面に自動的に変更するようにしてもよい。これによ
り、使用できない操作コマンドは最初から表示態様が変更されているため、毎回操作指示
による応答結果を検出する必要がなくなる。さらに、ユーザーは操作画面が表示された時
点でどの操作コマンドが使用できないかを把握することが可能となる。
【００４４】
　本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の要旨の範囲において、種々の変形
、変更が可能である。
【符号の説明】
【００４５】
１　　通信システム
１０　車載装置
３０　情報端末
５０　接続手段
ＮＷ　ネットワーク
１６０　表示部
１６１～１６８　操作コマンド
１６９　コメント
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【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】 【図６】
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