
JP 5230380 B2 2013.7.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　辞書機能と文字変換機能とを備えた携帯端末装置と、前記携帯端末装置の表示部に表示
される画像を表示する車載装置とを有する車載表示システムであって、
　前記車載装置は、
　仮名入力領域と文字表示領域とが規定された所定の文字変換画面を表示可能なタッチパ
ネル機能を備えた表示操作手段と、
　前記仮名入力領域の操作位置に対応した操作情報を前記携帯端末装置へ送信する操作情
報送信手段と、
　前記携帯端末装置から前記操作情報に対応する文字の画像情報を受信する画像情報受信
手段と、
　前記画像情報受信手段により受信した画像情報を前記文字表示領域に表示する表示制御
手段と
を有し、
　前記携帯端末装置は、
　前記車載装置から前記操作情報を受信する操作情報受信手段と、
　前記操作情報受信手段により受信した前記操作情報に対応する文字を判別する判別手段
と、
　前記判別手段により判別した文字の画像情報を前記表示部に表示する画像情報から抽出
する画像情報抽出手段と、
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　前記画像情報抽出手段により抽出された画像情報を前記車載装置へ送信する画像情報送
信手段と
を有することを特徴とする車載表示システム。
【請求項２】
　前記操作情報は、前記仮名入力領域における操作位置に対応する座標情報または前記携
帯端末装置に記憶されている各文字に割当てられた文字コードであることを特徴とする請
求項１に記載の車載表示システム。
【請求項３】
　前記操作情報送信手段は、連続操作された仮名入力領域の操作位置に対応した操作情報
列を前記携帯端末装置へ送信し、
　前記判別手段は、辞書機能により前記操作情報列に対応する単語を判別し、
　前記画像情報抽出手段は、前記判別手段により判別した単語の画像情報を前記表示部に
表示する画像情報から抽出することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載表
示システム。
【請求項４】
　前記車載装置は、
　画像情報受信手段により受信した画像情報に対応する文字の文字変換要求を前記携帯端
末装置へ送信する変換要求送信手段を有し、
　前記携帯端末装置は、
　前記文字変換要求を受信した場合に、前記文字変換要求に対応する文字を文字変換する
変換手段を有し、
　前記画像情報抽出手段は、前記変換手段により変換された文字の画像情報を前記表示部
に表示する画像情報から抽出することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の
車載表示システム。
【請求項５】
　辞書機能と文字変換機能とを備えた携帯端末装置の表示部に表示される画像を表示する
車載装置であって、
　前記車載装置は、
　仮名入力領域と文字表示領域とが規定された所定の文字変換画面を表示可能なタッチパ
ネル機能を備えた表示操作手段と、
　前記仮名入力領域の操作位置に対応した操作情報を前記携帯端末装置へ送信する操作情
報送信手段と、
　前記携帯端末装置から前記操作情報に対応する文字の画像情報を受信する画像情報受信
手段と、
　前記画像情報受信手段により受信した画像情報を前記文字表示領域に表示する表示制御
手段と
を有することを特徴とする車載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載装置および車載表示システムに関するものであり、特に、辞書機能と文
字変換機能とを備えた携帯端末装置の表示部に表示される画像を表示する車載装置および
同装置を有する車載表示システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＰＳ（Global　Positioning　System）を利用したカーナビゲーションシステムの普
及に伴い、車両には、ナビゲーション機能を有する車載装置が搭載される場合が多くなっ
てきた。また、車載装置の多機能化を求めるユーザニーズに応えるために、車載装置の多
機能化も顕著となってきている。
【０００３】
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　たとえば、車載装置には、ナビゲーション機能に加えて、テレビ受信機能、ＣＤ（Comp
act　Disc）再生機能、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）再生機能などの多くの機能
が盛り込まれることも多い。しかし、車載装置の多機能化は車載装置の高価格化を招くた
め、ユーザにとって好ましいものではない。
【０００４】
　一方、携帯電話などの携帯端末装置は、低価格でありながら、ナビゲーション機能や音
楽再生機能を有するものも普及してきている。また、ブルートゥース（登録商標）などの
近距離無線通信機能を搭載する携帯端末装置も普及してきたことから、かかる近距離無線
通信機能で携帯端末装置と車載装置とを連携させ、携帯端末装置側の機能を車載装置側で
利用する取り組みもなされている。これにより、車載装置の低価格化を図ることが可能と
なる。
【０００５】
　たとえば、特許文献１には、携帯端末装置の画面に表示される表示画面を車載装置へ送
信し、携帯端末装置の画面よりもサイズの大きい車載装置のディスプレイに対して携帯端
末装置で生成された表示画面を表示する技術が開示されている。
【０００６】
　この技術によれば、ユーザは、携帯端末装置の画面に表示される表示画面と同じ画面を
携帯端末装置の画面よりもサイズの大きい車載装置のディスプレイで見ることができるの
で、走行中に車体の揺れが発生した場合であっても、携帯端末装置の画面に表示される情
報を車載装置のディスプレイによって容易に視認することができる。
【０００７】
　また、この特許文献１には、車載装置のディスプレイ上に携帯端末装置の英数字キーな
どのタッチスイッチを表示し、車載装置側から携帯端末装置を操作可能とする技術が開示
されている。
【０００８】
　この技術によれば、車載装置のディスプレイに表示したタッチスイッチを操作すること
によって、携帯端末装置の英数字キーなどを操作することなく携帯端末装置の機能を車載
装置側で利用することができる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２４４３４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の技術では、車載装置のディスプレイ上に携帯端末装置のタ
ッチスイッチを表示していたため、車載装置と連携させる携帯端末装置の機種が変わった
場合に、車載装置のユーザにとって操作しにくい状況が発生するおそれがあった。
【００１１】
　すなわち、車載装置は、基本的に運転席または助手席の搭乗者が操作するものであるが
、車載装置と連携させる携帯端末装置は、それ以外の人が所有する装置が使用される場合
がある。
【００１２】
　この場合、車載装置のディスプレイには、操作者が使い慣れていない携帯端末装置のタ
ッチキースイッチが表示されることとなり、タッチキースイッチのキー配置や各キーの機
能を熟知しなければ思うように操作し難いという問題が発生する。特に、ナビゲーション
機能の利用中に目的地を手入力する場合には、思うように文字入力をし難いという問題が
発生する。
【００１３】
　また、特許文献１の技術では、携帯端末装置の表示画面をそのまま車載装置のディスプ
レイに表示させていたため、入力した文字の表示位置についても、車載装置と連携させる
携帯端末装置の機種によって様々であるため、文字の入力結果を確認し難いという問題も



(4) JP 5230380 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

生じるおそれがある。
【００１４】
　そこで、本発明では、辞書機能と文字変換機能とを備えた携帯端末装置の表示部に表示
される画像を表示する車載装置および同装置を有する車載表示システムにおいて、車載装
置と連携する携帯端末装置が変わった場合であっても、車載装置のユーザにとって、文字
入力を行う際の操作性および表示画面の視認性に優れた車載装置及び車載表示システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明では、辞書機能と文字変換機能とを備えた携帯端末装置と、前記携帯端末装置の
表示部に表示される画像を表示する車載装置とを有する車載表示システムであって、前記
車載装置は、仮名入力領域と文字表示領域とが規定された所定の文字変換画面を表示可能
なタッチパネル機能を備えた表示操作手段と、前記仮名入力領域の操作位置に対応した操
作情報を前記携帯端末装置へ送信する操作情報送信手段と、前記携帯端末装置から前記操
作情報に対応する画像情報を受信する画像情報受信手段と、前記画像情報受信手段により
受信した画像情報を前記文字表示領域に表示する表示制御手段とを有し、前記携帯端末装
置は、前記車載装置から前記操作情報を受信する操作情報受信手段と、前記操作情報受信
手段により受信した前記操作情報に対応する文字を判別する判別手段と、前記判別手段に
より判別した文字の画像情報を前記表示部に表示する画像情報から抽出する画像情報抽出
手段と、前記画像情報抽出手段により抽出された画像情報を前記車載装置へ送信する画像
情報送信手段とを有する車載表示システムを提供することとした。
【００１６】
　また、本発明では、辞書機能と文字変換機能とを備えた携帯端末装置の表示部に表示さ
れる画像を表示する車載装置であって、前記車載装置は、仮名入力領域と文字表示領域と
が規定された所定の文字変換画面を表示可能なタッチパネル機能を備えた表示操作手段と
、前記仮名入力領域の操作位置に対応した操作情報を前記携帯端末装置へ送信する操作情
報送信手段と、前記携帯端末装置から前記操作情報に対応する画像情報を受信する画像情
報受信手段と、前記画像情報受信手段により受信した画像情報を前記文字表示領域に表示
する表示制御手段とを有する車載装置を提供することとした。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、車載装置と連携する携帯端末装置が変わった場合であっても、車載装
置から文字入力を行う場合、ユーザは所定の仮名入力領域を操作することによって文字入
力を行うことができ、入力した文字は、所定の文字表示領域に表示されるので、車載装置
と連携する携帯端末装置が変わった場合であっても、車載装置のユーザにとって、文字入
力を行う際の操作性および表示画面の視認性に優れた車載装置及び車載表示システムを提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して具体的に説明する。本実施形態では
、自動車に搭載されるＤＡ（display　Audio）と呼ばれる車載装置と、辞書機能、文字変
換機能、ＧＰＳ（Global Positioning System）によるナビゲーション（以下、「ナビ」
という。）機能、インターネット接続機能、音楽データ再生機能等の多様な機能を備えた
携帯端末装置としての携帯電話とが、近距離無線通信機能で連携する車載表示システムに
対して、本発明を適用した場合を例に挙げて説明する。
【００１９】
　ここで、ＤＡとは、表示機能や音楽データ再生機能、携帯電話との通信機能といった基
礎的な機能のみを実装し、携帯電話と連携することで多機能化する車載装置のことを指す
。
【００２０】
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　図１は、本実施形態に係る車載表示システムＳの概要を示す説明図である。図１に示す
ように、本実施形態に係る車載表示システムＳは、車載装置１と携帯電話２とを備えてい
る。
【００２１】
　この車載表示システムＳでは、車載装置１および携帯電話２に双方間での各種情報通信
を可能とする連携アプリ（アプリケーションプログラム）を記憶させており、車載装置１
と携帯電話２とが、この連携アプリを実行することによって、車載装置１側で携帯電話２
の機能を利用することができるように構成している。
【００２２】
　たとえば、車載装置１側で携帯電話２のナビ機能を利用する場合、図１に示すように、
携帯電話２の表示部２０１に表示する地図画面Ｍの画像情報を携帯電話２から車載装置１
へ送信して、車載装置１の表示操作部１０１で携帯電話２に表示するものと同じ地図画面
Ｍを表示させる。
【００２３】
　また、車載装置１の表示操作部１０１は、タッチパネル機能を備えており、ユーザが画
面中の「メニュー」に触れることにより、携帯電話２の表示をメニュー画面に切り替える
ことができ、その画像を車載装置１の表示操作部１０１に表示させた上で、ユーザがメニ
ュー画面中の所望する項目に触れることにより、車載装置１側から携帯電話２を操作する
ことができるように構成している。
【００２４】
　このように、本実施形態の車載表示システムＳでは、車載装置１の表示操作部１０１に
携帯電話２の表示部２０１と同じ画面を表示させ、ユーザが車載装置１の表示操作部１０
１をタッチ操作することによって、車載装置１側で携帯電話２の機能を利用できるように
構成している。
【００２５】
　特に、この車載表示システムＳでは、ナビ機能の利用中に目的地を入力する場合等、仮
名文字入力を行う必要がある場合、車載装置１と連携する携帯電話２の機種に関係なく、
車載装置１の表示操作部１０１に所定の文字変換画面１０２（図２参照）を表示させる。
【００２６】
　ここで、図２を参照して、仮名文字入力を行う必要がある場合に、車載装置１の表示操
作部１０１に表示させる所定の文字変換画面１０２について説明する。図２は、本実施形
態における所定の文字変換画面１０２を示す説明図である。
【００２７】
　図２に示す文字変換画面１０２は、携帯電話２が備えるナビ機能の利用中に目的地を仮
名入力する場合や、インターネット接続機能の利用中にテキストを仮名入力する場合等、
手入力により文字情報を入力する際に表示される画面である。
【００２８】
　この文字変換画面１０２は、車載装置１が備える後述の記憶部１１２（図５参照）内に
、文字変換画面情報１１３として記憶されている。なお、本実施形態では、この文字変換
画面情報１１３を予め車載装置１側に記憶させているが、必ずしも車載装置１側に記憶さ
せておく必要はなく、携帯電話２側に記憶させておいてもよい。
【００２９】
　文字変換画面情報１１３を携帯電話２側に記憶させる場合には、本実施形態の車載装置
１と連携させるための連携アプリ内に文字変換画面情報１１３を格納しておき、この連携
アプリを携帯電話２へインストールする際に、携帯電話２に文字変換画面情報１１３を記
憶させる。
【００３０】
　そして、携帯電話２が各アプリの実行中に、手入力による文字情報の入力が必要となっ
た場合に、この文字変換画面情報１１３を車載装置１へ送信して車載装置１の表示操作部
１０１に表示させる。
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【００３１】
　図２に示すように、文字変換画面１０２は、その上部領域に、入力された文字を表示す
る文字表示領域１０４が規定され、この文字表示領域１０４の下方領域に仮名入力領域１
０３が規定されている。
【００３２】
　仮名入力領域１０３には、「検索」キー、「変換」キー、「削除」キー、「文字切替」
キー、５０音を含む「入力」キー、左右の「方向」キー等のタッチキー画像が表示される
。
【００３３】
　「検索」キーは、入力した文字をキーワードとしてナビ機能における目的地検索や、イ
ンターネット機能におけるキーワード検索等を携帯電話２に実行させるためのタッチキー
である。
【００３４】
　また、「変換」キーは、入力した仮名文字を携帯電話２に漢字やカタカナ等へ文字変換
させるためのタッチキーであり、「削除」キーは、入力した文字を一文字ずつ削除するた
めのタッチキーであり、「文字切替」キーは、入力する文字を仮名から英字や数字等に切
り替えるためのタッチキーである。
【００３５】
　左右の「方向」キーは、文字入力の際にカーソルを移動させるためのタッチキーである
。また、この左右の方向キーのうち、右向きの「方向」キーは、入力した文字を決定（確
定）させるためにも用いる。
【００３６】
　「入力」キーは、５０音の各仮名キー、濁点キー、半濁点キー、小文字切替キー等から
構成されており、文字情報を入力するためのタッチキーである。そして、本実施形態では
、ユーザがこの「入力」キーに触れることにより、触れられた「入力」キーに対応する文
字画像が文字表示領域１０４に表示されるように構成している。
【００３７】
　特に、本実施形態では、文字表示領域１０４に表示する文字の画像情報を車載装置１側
に記憶させておくのではなく、携帯電話２に予め記憶されている文字の画像情報を用いて
車載装置１の表示操作部１０１に表示させる。
【００３８】
　ここで、図３および図４を参照し、文字変換画面１０２を用いて文字入力を行う際の車
載装置１と携帯電話２との連携動作について説明する。図３および図４は、車載装置１と
携帯電話２との連携動作を示すシーケンス図である。
【００３９】
　ここでは、ユーザがナビ機能の利用中に、「兵庫」という単語をキーワードとして目的
地検索を行う場合を例に挙げて説明する。
【００４０】
　図３に示すように、ユーザが車載装置１または携帯電話２を操作して、携帯電話２の表
示部２０１に文字入力画面が表示されると（１）、携帯電話２は、車載装置１へ文字変換
画面表示要求を送信する（２）。この文字変換画面表示要求を受信すると、車載装置１は
、表示操作部１０１に文字変換画面１０２を表示する（３）。
【００４１】
　このように、本実施形態では、携帯電話２の表示部２０１に文字入力画面が表示される
と、車載装置１と連携する携帯電話２の機種とは無関係に所定の文字変換画面１０２を表
示させるため、ユーザは、車載装置１と連携する携帯電話２の操作を熟知していなくても
、文字変換画面１０２を用いて容易に文字入力を行うことができる。
【００４２】
　その後、「兵庫」を入力するために、仮名入力領域１０３における「ひ」の部分に触れ
て仮名入力領域操作を行う（４）。この仮名入力領域操作を検知すると、車載装置１は、
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操作情報として仮名入力領域１０３における「ひ」の部分に対応した座標情報を携帯電話
２へ送信する（５）。
【００４３】
　携帯電話２は、受信した座標情報に基づいて、その座標に対応する仮名文字が「ひ」で
あることを判別し、表示部２０１に「ひ」の文字を表示すると共に（６）、表示部２０１
に表示中の画像から「ひ」の文字が表示されている部分の画像情報だけを選択的に抽出す
る（７）。その後、携帯電話２は、抽出した「ひ」の文字に対応する画像情報を車載装置
１へ送信する（８）。
【００４４】
　そして、車載装置１は、携帯電話２から受信した「ひ」の文字に対応する画像情報に基
づいて、文字表示領域１０４に入力文字表示として「ひ」の画像を表示する（９）。
【００４５】
　このように、本実施形態では、携帯電話２が車載装置１から受信した座標情報に対応す
る文字を判別して、その文字の画像情報を車載装置１へ送信し、車載装置１が携帯電話２
から受信した画像情報に基づいて文字を表示する。
【００４６】
　そのため、車載装置１側は、文字に対応する画像情報を記憶していないにも関わらず、
ユーザにとっては、あたかも車載装置１が辞書機能や文字変換機能を備えているかのごと
く感じられる。しかも、車載装置１に文字の画像情報を記憶させておく必要がなく、辞書
機能や文字変換機能等を設ける必要もないため、車載装置１の低価格化を図ることができ
る。
【００４７】
　また、携帯電話２は、表示部２０１に表示している全画像の画像情報を車載装置１へ送
信するのではなく、ユーザが所望する文字の部分画像に対応した画像情報を選択的に送信
するため、車載装置１へ送信する情報量を小さく抑えることができる。これにより、全画
像の画像情報を送信する場合に比べて、携帯電話２の電池使用量を抑えることができるの
で、携帯電話２の連続使用時間を長時間化させることもできる。
【００４８】
　その後、ユーザは、上記（４）～（９）の手順と同様に「入力」キーを順次操作して、
「ょ」、「う」、「こ」、「゛」という文字を入力し、「ひょうご」という単語の単語入
力を完了する（１０）。車載装置１は、その後、「検索」キーが操作されたこと（変換操
作）を検知すると（１１）、携帯電話２に対して文字変換要求を送信する（１２）。
【００４９】
　携帯電話２は、車載装置１から文字変換要求を受信すると、「ひょうご」という単語の
文字変換を行い（１３）、その変換結果を表示部２０１に表示する。ここでは、「標語」
、「兵庫」、「ヒョウゴ」という３つの候補が検索されたとする。
【００５０】
　そして、携帯電話２は、表示部２０１に表示させた３つの候補のうち、第一候補である
「標語」の文字が表示されている部分の画像情報だけを選択的に抽出し（１４）、その画
像情報を車載装置１へ送信する（１５）。
【００５１】
　車載装置１は、携帯電話２から受信した画像情報に基づいて、文字表示領域１０４に変
換文字である「標語」の文字を表示させる（１６）。
【００５２】
　本実施形態では、上記のように、仮名が一文字入力される度に、車載装置１から携帯電
話２へ操作情報としての座標情報を送信し、携帯電話２から車載装置１へ各操作情報に対
応する文字の画像情報を順次返信するように構成しているが、ユーザが仮名入力領域１０
３を連続操作して文字列を入力し、その後、「変換」キーによる変換操作を行ったときに
、連続操作された仮名入力領域１０３の操作位置に対応した操作情報列（座標情報列）を
携帯電話２へ送信するように構成してもよい。
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【００５３】
　かかる構成とした場合、携帯電話２は、車載装置１から受信した座標情報列に基づいて
、その座標情報列に対応する単語を判別する。そして、携帯電話２は、判別した単語の画
像情報を表示部２０１に表示する画像情報から抽出して車載装置１へ送信する。
【００５４】
　かかる構成とすれば、仮名の入力から変換後の単語の表示までに車載装置１と携帯電話
２との間で送受信する通信回数を低減することができるため、携帯電話２の電池使用量を
さらに低く抑えることができる。これにより、携帯電話２の連続使用時間をより一層長時
間化させることができる。
【００５５】
　そして、文字表示領域１０４に「兵庫」の文字が表示されると、ユーザは、表示された
文字が所望する「兵庫」ではないため、再度「変換」キーを変換操作する（１７）。
【００５６】
　車載装置１は、「変換」キーが再度変換操作されたことを検知すると、携帯電話２へ再
び文字変換要求を送信する（１８）。この文字変換要求を受信すると、携帯電話２は、表
示部２０１に表示させた３つの候補のうち、第二候補である「標語」の文字が表示されて
いる部分の画像情報だけを選択的に抽出し（１９）、その画像情報を車載装置１へ送信す
る（２０）。
【００５７】
　車載装置１は、受信した画像情報に基づいて、文字表示領域１０４に「兵庫」の文字を
表示する。ここで、ユーザは、文字表示領域１０４に所望する「兵庫」の文字が表示され
たため、右向きの「方向」キーにより決定操作を行う（２１）。この決定操作（２１）を
検知すると、車載装置１は、携帯電話２に対して決定要求を送信する（２２）。
【００５８】
　携帯電話２は、車載装置１からの決定要求を受信すると、表示部２０１に「兵庫」の文
字を決定表示すると共に、その画面から「兵庫」の文字が表示されている部分の画像情報
だけを選択的に抽出し（２３）、その画像情報を車載装置１へ送信する（２４）。
【００５９】
　車載装置１は、携帯電話２から受信した画像情報に基づいて、文字表示領域１０４に「
兵庫」の文字を表示する（２５）。その後、車載装置１は、ユーザによる「検索」キーの
操作を検知すると、携帯電話２に対して検索要求を送信する（２６）。携帯電話２は、車
載装置１から検索要求を受信すると、「兵庫」という文字をキーワードに目的地検索を行
う（２７）。
【００６０】
　このように、本実施形態の車載表示システムＳでは、文字入力が必要となった場合に、
車載装置１の表示操作部１０１に、車載装置１と連携する携帯電話２の機種と関係なく所
定の文字変換画面１０２を表示させるため、ユーザは、車載装置１と連携する携帯電話２
がどのような機種であっても、常に同じ文字変換画面１０２を用いて容易に文字入力を行
うことができる。しかも、入力した文字は、常に文字変換画面１０２の上部領域に表示さ
れるため、ユーザにとって、文字の視認性が向上する。
【００６１】
　また、本実施形態の車載装置１は、辞書機能、文字変換機能等を備えていないにもかか
わらず、連携する携帯電話２の辞書機能や文字変換機能を利用して、ユーザにより入力さ
れた文字の検索や変換を行うことができるため、車載装置１自体を高機能化せずに価格を
低く抑えつつも、ユーザの高機能化へのニーズに良好に対応することができる。
【００６２】
　さらに、この車載表示システムＳでは、携帯電話２から車載装置１へ画像情報を送信す
る際に、単に携帯電話２の表示画面全体の画像情報を送信するのではなく、ユーザにより
入力された文字に対応する部分画像の画像情報のみを抽出して送信するため、携帯電話２
から車載装置１へ送信する情報量を低く抑えることができる。これにより、携帯電話２の
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画像情報送信による電池使用量を低減することができる。
【００６３】
　次に、本実施形態に係る車載装置１および携帯電話２の構成について、図５を参照して
説明する。図５は、本実施形態に係る車載装置１および携帯電話２の構成を示す機能ブロ
ック図である。なお、図５では、車載表示システムＳの文字入力機能に関する構成要件だ
けを図示しており、他の構成要件、たとえば、車載装置１と携帯電話２との連携によるオ
ーディオ再生機能等に関する構成要件については図示を省略している。
【００６４】
　図５に示すように、車載装置１は、表示操作部１０１と、制御部１１０と、通信部１２
０とを備えている。
【００６５】
　表示操作部１０１は、タッチパネル機能を備えた液晶表示装置により構成しており、後
述の表示制御部１１１の制御に従って、文字変換画面１０２や携帯電話２から受信した画
像情報をはじめとする各種情報を表示すると共に、ユーザによるタッチ操作に応じた操作
情報を通信部１２０へ出力する。
【００６６】
　制御部１１０は、車載装置１全体の動作を統括制御する機能を備えており、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）とＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random Access Memor
y）とからなる情報処理装置により構成している。
【００６７】
　そして、この制御部１１０は、ＣＰＵが所定の連携アプリを実行することによって機能
する表示制御部１１１と、文字変換画面情報１１３を記憶した記憶部１１２とを備えてい
る。
【００６８】
　表示制御部１１１は、通信部１２０が携帯電話２から文字変換画面表示要求を受信した
場合に、記憶部１１２から文字変換画面情報１１３を読出して、表示操作部１０１に表示
させる他、通信部１２０が携帯電話２から画像情報を受信した場合に、その画像情報を画
像に変換した表示操作部１０１に表示させる処理部である。
【００６９】
　通信部１２０は、携帯電話２との間で各種情報の送受信を行う処理部であり、操作情報
送信部１２１、変換要求送信部１２２、画像情報受信部１２３等を備えている。ここでは
図示を省略しているが、この通信部１２０は、携帯電話２から文字変換画面表示要求を受
信する受信部等も備えている。
【００７０】
　操作情報送信部１２１は、ユーザによる表示操作部１０１の操作位置に対応する操作情
報が表示操作部１０１から入力された場合に、その操作情報から、仮名入力領域１０３に
おける操作位置に対応した座標情報を判定し、その座標情報を携帯電話２へ送信する処理
部である。
【００７１】
　変換要求送信部１２２は、ユーザによる表示操作部１０１の操作位置に対応する操作情
報が表示操作部１０１から入力され、その操作情報が「変換」キーによる変換操作である
と判定した場合に、携帯電話２へ文字変換要求を送信する処理部である。
【００７２】
　また、この変換要求送信部１２２は、表示操作部１０１から入力された操作情報が右向
きの「方向」キーによる決定操作であると判定した場合に、携帯電話２へ決定要求を送信
する決定要求送信手段として機能し、表示操作部１０１から入力された操作情報が「検索
」キーによる検索操作であると判定した場合には、携帯電話２へ検索要求を送信する検索
要求送信手段として機能する。
【００７３】
　画像情報受信部１２３は、携帯電話２から画像情報を受信し、その画像情報を表示制御
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部１１１へ出力する処理部である。表示制御部１１１は、画像情報受信部１２３から入力
された画像情報を画像として表示操作部１０１に表示させる。
【００７４】
　携帯電話２は、表示部２０１と、制御部２１０と、通信部２２０とを備えている。表示
部２０１は、液晶表示装置により構成しており、後述の表示制御部２１１の制御に従って
各種情報を表示する。
【００７５】
　制御部２１０は、携帯電話２全体の動作を統括制御する機能を備えており、ＣＰＵとＲ
ＯＭとＲＡＭ（Random Access Memory）とからなる情報処理装置により構成している。
【００７６】
　そして、この制御部２１０は、ＣＰＵが所定の連携アプリを実行することによって機能
する表示制御部２１１、判別部２１２、画像情報抽出部２１３、変換部２１４と、各種文
字（仮名や漢字等）の画像情報を含む辞書データ２１６を記憶した記憶部２１５とを備え
ている。
【００７７】
　表示制御部２１１は、判別部２１２の判別結果に応じた文字の画像情報や、変換部２１
４により仮名漢字変換された単語の画像情報を含む画像を表示部２０１に表示させる処理
部である。
【００７８】
　判別部２１２は、通信部２２０から入力される座標時情報に基づいて、ユーザによる仮
名入力領域１０３の操作に対応した文字を判別し、その判別結果を表示制御部２１１およ
び画像情報抽出部２１３へ出力する処理部である。
【００７９】
　この判別結果が入力されると、表示制御部２１１は、判別部２１２の判別結果に対応し
た文字の画像情報を辞書データ２１６から検索して読み出し、その文字を含む画像を表示
部２０１に表示させる。
【００８０】
　また、この判別部２１２は、通信部２２０から座標情報と共に文字変換要求または決定
要求が入力された場合、その旨を示す判別結果を表示制御部２１１および画像情報抽出部
２１３へ出力する。
【００８１】
　表示制御部２１１は、文字変換要求が入力された場合、表示部２１０に表示中の文字（
単語）を示す情報を変換部２１４へ出力する。この情報が入力された場合に変換部２１４
は、文字変換を行う。
【００８２】
　画像情報抽出部２１３は、表示部２０１に表示中の画面から所定領域の部分画像を抽出
し、その画像に対応する画像情報を通信部２２０へ出力する処理部である。
【００８３】
　この画像情報抽出部２１３は、判別部２１２から入力された判別結果に対応した文字を
含む部分画像を表示部２０１の表示画面から選択的に切り出した部分画像の画像情報を通
信部２２０の画像情報送信部２２２へ出力する。
【００８４】
　また、画像情報抽出部２１３は、判別部２１２から入力された判別結果に、文字変換要
求または決定要求が含まれていた場合、その文字変換要求または決定要求に対応する文字
を含む部分画像を表示部２０１の表示画面から選択的に切り出した部分画像の画像情報を
通信部２２０の画像情報送信部２２２へ出力する。
【００８５】
　変換部２１４は、表示制御部２１１から表示部２０１に表示中の文字（単語）を示す情
報が入力されると、その文字と同音の単語を辞書データ２１６から検索し、該当した文字
の画像情報を文字変換結果の候補として表示制御部２１１へ出力する。表示制御部２１１
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は、変換部２１４から文字変換結果の候補として入力された画像情報に基づいて、各候補
の文字を表示部２０１に表示させる。
【００８６】
　通信部２２０は、車載装置１との間で各種情報の送受信を行う処理部であり、操作情報
受信部２２１と画像情報送信部２２２とを備えている。
【００８７】
　操作情報受信部２２１は、携帯電話２から受信した座標情報、文字変換要求、決定要求
、検索要求等の情報を判別部２１２へ出力する処理部である。また、画像情報送信部２２
２は、画像情報抽出部２１３によって抽出された部分画像の画像情報を携帯電話２へ送信
する処理部である。
【００８８】
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る車載装置１の制御部１１０が実行する処理に
ついて説明する。図６は、本実施形態に係る車載装置１の制御部１１０が実行する処理を
示すフローチャートである。ここでは、車載装置１が携帯電話２から文字変換画面表示要
求を受信した場合に制御部１１０が実行する処理について説明する。
【００８９】
　制御部１１０は、文字変換画面表示要求を受信すると、図６に示すように、表示操作部
１０１に文字変換画面１０２を表示させ（ステップＳ１０１）、その後、ユーザによる仮
名入力操作があったか否かの判定を行う（ステップＳ１０２）。
【００９０】
　そして、制御部１１０は、仮名入力操作がないと判定した場合（ステップＳ１０２：Ｎ
ｏ）、仮名入力操作があるまでステップＳ１０２の判定処理を繰り返し、仮名入力操作が
あったと判定した場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、通信部１２０から携帯電話２へ向
けて、仮名入力領域１０３における仮名入力操作に対応した位置の座標情報を送信させる
（ステップＳ１０３）。
【００９１】
　続いて、制御部１１０は、携帯電話２から画像情報を受信したか否かを判定し（ステッ
プＳ１０４）、画像情報を受信していないと判定した場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、
画像情報を受信するまでステップＳ１０４の判定処理を繰り返す。
【００９２】
　一方、制御部１１０は、画像情報を受信したと判定した場合（ステップＳ１０４：Ｙｅ
ｓ）、受信した画像情報に基づく文字を文字表示領域１０４に表示させる入力文字表示を
行い（ステップＳ１０５）、その後、ユーザによる「変換」キーの変換操作があったか否
かの判定を行う（ステップＳ１０６）。
【００９３】
　そして、制御部１１０は、変換操作があったと判定した場合（ステップＳ１０６：Ｙｅ
ｓ）、通信部１２０から携帯電話２へ向けて文字変換要求を送信させ（ステップＳ１０７
）、その後、処理をステップＳ１０４へ移す。
【００９４】
　一方、制御部１１０は、変換操作がなかったと判定した場合（ステップＳ１０６：Ｎｏ
）、ユーザによる「方向」キーの決定操作があったか否かの判定を行い（ステップＳ１０
８）、決定操作がなかったと判定した場合（ステップＳ１０８：Ｎｏ）、処理をステップ
Ｓ１０６へ移す。
【００９５】
　また、制御部１１０は、決定操作があったと判定した場合（ステップＳ１０８：Ｙｅｓ
）、通信部１２０から携帯電話２へ向けて決定要求を送信させ（ステップＳ１０９）、そ
の後、ユーザによる「検索」キーの検索操作があったか否かの判定を行う（ステップＳ１
１０）。
【００９６】
　そして、制御部１１０は、検索操作がなかったと判定した場合（ステップＳ１１０：Ｎ
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ｏ）、処理をステップＳ１０２へ移す一方、検索操作があったと判定した場合（ステップ
Ｓ１１０：Ｙｅｓ）、通信部１２０から携帯電話２へ向けて検索要求を送信させ（ステッ
プＳ１１１）、その後、処理を終了する。
【００９７】
　次に、図７を参照して、本実施形態に係る携帯電話２の制御部２１０が実行する処理に
ついて説明する。図７は、本実施形態に係る携帯電話２の制御部２１０が実行する処理を
示すフローチャートである。ここでは、携帯電話２においてユーザに文字入力を行わせる
画面が表示された場合に制御部２１０が実行する処理について説明する。
【００９８】
　制御部２１０は、表示部２０１に、ユーザに文字入力を行わせる画面が表示されると、
図７に示すように、通信部２２０から車載装置１へ向けて文字変換画面表示要求を送信さ
せ（ステップＳ２０１）、その後、通信部２２０が車載装置１から座標情報を受信したか
否かの判定を行う（ステップＳ２０２）。
【００９９】
　そして、制御部２１０は、座標情報を受信していないと判定した場合（ステップＳ２０
２：Ｎｏ）、座標情報を受信するまでステップＳ２０２の判定処理を繰り返し、座標情報
を受信したと判定した場合（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、受信した座標情報に対応する
文字を判別する（ステップＳ２０３）。
【０１００】
　続いて、制御部２１０は、ステップＳ２０３で判別した文字を含む画面を表示部２０１
に表示させ、その画面からステップＳ２０３で判別した文字部分の画像の画像情報を抽出
する（ステップＳ２０４）。
【０１０１】
　その後、制御部２１０は、通信部２２０から車載装置１へ向けて、ステップＳ２０４で
抽出した画像情報を送信させ（ステップＳ２０５）、処理をステップＳ２０６へ移す。
【０１０２】
　ステップＳ２０６において、制御部２１０は、車載装置１から文字変換要求を受信した
か否かを判定し、文字変換要求を受信したと判定した場合（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）
、処理をステップＳ２０７へ移す一方、文字変換要求を受信していないと判定した場合（
ステップＳ２０６：Ｎｏ）、処理をステップＳ２０２へ移す。
【０１０３】
　ステップＳ２０７において、制御部２１０は、表示部２０１に表示している文字を文字
変換し、その結果得られた文字の候補を表示部２０１に表示させると共に、文字変換の結
果得られた候補のうち、車載装置１へ送信する候補の番号を示す変数Ｎに「１」を代入し
（ステップＳ２０７）、その後、処理をステップＳ２０８へ移す。
【０１０４】
　ステップＳ２０８において、制御部２１０は、表示部２０１に表示中の候補のうち第Ｎ
候補の文字の画像情報を抽出する。その後、制御部２１０は、通信部２２０から車載装置
１へ向けて、ステップＳ２０８で抽出した第Ｎ候補の文字の画像情報を送信させる（ステ
ップＳ２０９）。
【０１０５】
　続いて、制御部２１０は、車載装置１から決定要求を受信したか否かの判定を行い（ス
テップＳ２１０）、決定要求を受信したと判定した場合（ステップＳ２１０：Ｙｅｓ）、
処理をステップＳ２１１へ移す。一方、制御部２１０は、決定要求を受信していないと判
定した場合（ステップＳ２１０：Ｎｏ）、処理をステップＳ２１５へ移す。
【０１０６】
　ステップＳ２１５において、制御部２１０は、車載装置１から再度文字変換要求を受信
したか否かの判定を行い、文字変換要求を受信していないと判定した場合（ステップＳ２
１５：Ｎｏ）、処理をステップＳ２１０へ移す。
【０１０７】
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　一方、制御部２１０は、文字変換要求を受信したと判定した場合（ステップＳ２１５：
Ｙｅｓ）、車載装置１へ送信する候補の番号を示す変数Ｎに「１」を加算した後（ステッ
プＳ２１６）、処理をステップＳ２１０へ移す。
【０１０８】
　また、ステップＳ２１１において、制御部２１０は、決定要求に対応した文字（決定文
字）の画像情報を抽出し、その後、通信部２２０から車載装置１へ向けて、ステップＳ２
１１で抽出した画像情報を送信させる（ステップＳ２１２）。
【０１０９】
　続いて、制御部２１０は、車載装置１から検索要求を受信したか否かの判定を行い（ス
テップＳ２１３）、検索要求を受信したと判定した場合（ステップＳ２１３：Ｙｅｓ）、
処理をステップＳ２１４へ移す。一方、検索要求を受信していないと判定した場合（ステ
ップＳ２１３：Ｎｏ）、処理をステップＳ２０２へ移す。
【０１１０】
　そして、ステップＳ２１４において、制御部２１０は、検索要求に対応する文字をキー
ワードとした検索処理を行う。このとき、制御部２１０は、ナビ機能を実行中であれば、
所定のアプリを実行してナビ機能による目的地検索を行い、インターネット接続機能を実
行中であれば、所定のアプリを実行してキーワード検索を行う。
【０１１１】
　上記した車載表示システムＳでは、ユーザが車載装置１の表示操作部１０１を操作して
文字入力を行った場合に、仮名入力領域１０３における操作位置に対応した座標情報を車
載装置１から携帯電話２へ送信するように構成したが、座標情報に代えて、携帯電話２に
記憶されている各文字に割当てられた文字コードを送信するように構成してもよい。また
、ユーザが車載装置１の表示操作部１０１を操作して文字入力を行った場合に、仮名入力
領域１０３における操作位置に対応した座標情報または携帯電話２に記憶されている各文
字に割当てられた文字コードのいずれか一方を携帯電話２へ送信するように構成してもよ
い。
【０１１２】
　携帯電話２に記憶されている各文字に割当てられた文字コードを携帯電話２へ送信する
構成とする場合、携帯電話２の判別部２１２に予め辞書データに記憶されている各文字と
対応付けた文字コードを記憶させておくと共に、車載装置１側に、携帯電話２の判別部２
１２に記憶させるものと同じ文字コードを記憶させておく。
【０１１３】
　そして、ユーザが車載装置１の表示操作部１０１を操作して文字入力を行った場合に、
仮名入力領域１０３における操作位置に対応した文字コードを車載装置１から携帯電話２
へ向けて送信する。
【０１１４】
　携帯電話２の判別部２１２は、車載装置１から受信した文字コードと予め記憶しておい
た文字コードとを照合することによって、ユーザにより入力された文字を判別する。
【０１１５】
　その後、携帯電話２は、上記した車載表示システムＳと同様に、判別部２１２により判
別された文字に対応する画像情報を車載装置１へ送信することによって、車載装置１の表
示操作部１０１における所定の文字表示領域１０４に文字を表示させる。
【０１１６】
　かかる構成とすれば、携帯電話２の判別部２１２は、座標情報に基づいて文字を判別す
る場合に比べて、精度良くユーザにより入力された文字を判別することができる。
【０１１７】
　次に、図８を参照して、車載表示システムＳの変形例について説明する。図８は、変形
例における車載装置および携帯電話の構成を示す機能ブロック図である。
【０１１８】
　図８に示すように、変形例に係る車載装置１ａは、図５に示した車載装置１と同様に、
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表示操作部１０１ａ、制御部１１０ａ、通信部１２０ａを備えているが、制御部１１０ａ
内の記憶部１１２ａに記憶している情報と、通信部１２０ａが携帯電話２ａとの間で送受
信する情報の内容が車載装置１とは異なる。
【０１１９】
　ここでは、本変形例に係る車載装置１ａに関して、図５に示した車載装置１と異なる構
成要件およびその動作について説明することとし、図５に示した車載装置１と同様の構成
要件および動作については、その説明を省略する。
【０１２０】
　本変形例に係る車載装置１ａの制御部１１０ａは、表示制御部１１１ａと記憶部１１２
ａとを備えている。この記憶部１１２ａには、文字変換画面１０２を表示するための画面
情報（文字変換画面情報１１３ａ）に加え、仮名辞書データ１１４ａが記憶されている。
仮名辞書データ１１４ａには、文字変換画面１０２に表示される各文字の画像情報が記憶
されている。
【０１２１】
　そして、ユーザが仮名入力領域１０３を操作して文字列を入力すると、表示制御部１１
１ａは、その操作に対応した文字列の画像情報を仮名辞書データ１１４ａから読出して表
示操作部１０１ａに表示させる。
【０１２２】
　また、通信制御部１２０ａは、操作情報送信部１２１ａ、変換要求送信部１２２ａ、画
像情報受信部１２３ａを備えている。
【０１２３】
　操作情報送信部１２１ａは、ユーザにより文字列が入力された後、「変換」キーが操作
された場合に、入力された文字列の画像情報を携帯電話２ａへ送信する。携帯電話２ａで
は、この文字列に基づいて、ユーザにより入力された文字を判別する。
【０１２４】
　変換要求送信部１２２ａは、ユーザによる「変換」キーの操作に基づき文字変換要求を
携帯電話２ａへ送信する。また、画像情報受信部１２３ａは、携帯電話２ａから送信され
る画像情報を受信して、表示制御部１１１ａへ出力する。表示制御部１１１ａは、画像情
報受信部１２３ａから入力された画像情報を表示操作部１０１ａに表示させる。
【０１２５】
　このように、本変形例に係る車載装置１ａは、ユーザが文字入力操作を行った場合に、
仮名辞書データ１１４ａから読出した文字の画像情報を表示操作部１０１ａに表示させ、
ユーザがその文字を確認した上で「変換」キーを操作したときに、文字の画像情報を携帯
電話２ａへ送信する。
【０１２６】
　そのため、ユーザは、誤った文字を入力してしまった場合、携帯電話２ａへ文字の画像
情報を送信する前に、文字の訂正を行うことができるので、車載装置１ａと携帯電話２ａ
との間で無駄な情報の送受信が行われることを防止することができる。
【０１２７】
　また、本変形例に係る携帯電話２ａは、図５に示した携帯電話２と同様に、表示部２０
１ａ、制御部２１０ａ、通信部２２０ａを備えている。また、制御部２１０ａも同様に、
表示制御部２１１ａ、判別部２１２ａ、画像情報抽出部２１３ａ、変換部２１４ａ、記憶
部２１５ａを備えている。なお、記憶部２１５ａ内には、辞書データ２１６ａが記憶され
ている。また、通信部２２０ａは、操作情報受信部２２１ａと画像情報送信部２２２ａと
を備えている。
【０１２８】
　このように、本変形例に係る携帯電話２ａは、その構成要件に関して、図５に示した携
帯電話２と同様の構成要件を備えているが、車載装置１ａからは、一文字ずつではなく、
所定の文字列（例えば単語）単位で画像情報を受信するため、車載装置１ａから画像情報
を受信する回数を低く抑えることができ、それに伴って、判別部２１２ａによる文字の判
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別処理回数も低く抑えることができる。
【０１２９】
　本変形例では、車載装置１ａに仮名辞書データ１１４ａを記憶させる構成としたが、仮
名辞書データ１１４ａに代えて、携帯電話２１５ａと同様に漢字等の仮名以外の文字に関
する画像情報を備えた辞書データを記憶させると共に、仮名漢字変換を行う変換部を設け
る構成としてもよい。
【０１３０】
　車載装置１ａをかかる構成とした場合、車載装置１ａは、ユーザにより仮名入力された
文字を仮名漢字変換して表示操作部１０１ａの文字表示領域１０４へ表示させ、ユーザに
仮名漢字変換後の文字列（単語）を確認させた後、「決定」キーが操作された場合に、漢
字の画像情報を携帯電話２ａへ送信する。
【０１３１】
　そして、携帯電話２ａは、車載装置１ａから受信した画像情報に基づいて、ユーザによ
り入力された漢字を判別し、その漢字をキーワードとして各種検索を実行する。
【０１３２】
　かかる構成とすれば、仮名入力した文字列を複数回変換する必要がある場合であっても
、文字変換の度に車載装置１ａと携帯電話２ａとの間で画像情報を送受信する必要がない
ため、画像情報の送受信に関する処理負荷を軽減することができる。
【０１３３】
　また、本実施形態に係る車載表示システムＳによれば、車載装置１側で携帯電話２のナ
ビ機能やインターネット接続機能以外に、Ｅメール機能や電話帳機能を利用することもで
き、車載装置１の表示操作部１０１を操作することによって、Ｅメールの作成、電話帳の
編集等を行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本実施形態に係る車載表示システムの概要を示す説明図である。
【図２】本実施形態における所定の文字変換画面を示す説明図である。
【図３】車載装置と携帯電話との連携動作を示すシーケンス図である。
【図４】車載装置と携帯電話との連携動作を示すシーケンス図である。
【図５】本実施形態に係る車載装置１および携帯電話２の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図６】本実施形態に係る車載装置の制御部が実行する処理を示すフローチャートである
。
【図７】本実施形態に係る携帯電話の制御部が実行する処理を示すフローチャートである
。
【図８】変形例における車載装置および携帯電話の構成を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０１３５】
１　車載装置
１０１　表示操作部
１０２　文字変換画面
１０３　仮名入力領域
１０４　文字表示領域
１１０　制御部
１１１　表示制御部
１１２　記憶部
１１３　文字変換画面情報
１２０　通信部
１２１　操作情報送信部
１２２　変換要求送信部
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１２３　画像情報受信部
２　携帯電話
２０１　表示部
２１０　制御部
２１１　表示制御部
２１２　判別部
２１３　画像情報抽出部
２１４　変換部
２１５　記憶部
２１６　辞書データ
２２０　通信部
２２１　操作情報受信部
２２２　画像情報送信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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