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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されるとともに携帯電話が接続可能とされ、
　接続された前記携帯電話が表示するコンテンツを前記携帯電話から取得する取得装置と
、
　この取得装置によって取得された前記コンテンツを表示部に表示する表示処理装置とを
備えたコンテンツ表示装置であって、
　前記取得装置によって取得された前記コンテンツが、このコンテンツの前記携帯電話か
らの取得が中断される場合であっても前記表示部への表示を継続すべき所定のコンテンツ
の場合に、当該取得されたコンテンツを記憶部に保存する保存処理装置を備え、
　前記表示処理装置は、前記所定のコンテンツの表示中に、当該コンテンツの前記携帯電
話からの取得が中断される所定のイベントが前記携帯電話側で発生した場合には、前記記
憶部に保存されている当該コンテンツを、当該イベントの発生時から所定の条件が満足さ
れるまでの期間継続的に表示し、
　前記所定のコンテンツとして、ナビゲーション画面を含むこと
　を特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項２】
 　記所定のイベントは、前記携帯電話への着信を含み、
　前記表示処理装置は、前記所定のコンテンツの表示中に前記着信があった場合には、当
該着信にともなって前記取得装置によって取得された前記携帯電話の着信画面の表示に代
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えて、当該所定のコンテンツの継続的な表示を行うこと
　を特徴とする請求項１に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項３】
　前記表示処理装置は、前記継続的な表示を行う前記所定のコンテンツの画面上に、前記
着信を通知するための簡易情報を重ねて表示すること
　を特徴とする請求項２に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項４】
　前記所定のイベントは、前記携帯電話のコンテンツ表示装置本体との接続を切断するこ
とを含むこと
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項５】
　前記所定の条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した地点から前記車両
が所定距離移動したことを含むこと
　を特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項６】
　前記所定の条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した時点から所定時間
が経過したことを含むこと
　を特徴とする請求項５に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項７】
　前記表示処理装置は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した後に前記所定の
条件が満足された場合には、前記所定のコンテンツの継続的な表示を終了して、前記所定
の条件が満足された時点以後に前記取得装置によって取得されたコンテンツを表示するこ
と
　を特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項８】
　前記表示処理装置は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を終了した後に、前記所定
のコンテンツが無効になった旨を通知するための情報を表示すること
　を特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項９】
　前記保存処理装置は、前記所定のコンテンツの最新画面のみを保存すること
　を特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１０】
　車両に搭載されたコンテンツ表示装置に携帯電話を接続した状態で、当該コンテンツ表
示装置において、当該携帯電話が表示するコンテンツを当該携帯電話から取得して当該コ
ンテンツ表示装置の表示部に表示するためのコンテンツ表示方法であって、
　前記携帯電話から取得したコンテンツが、このコンテンツの前記携帯電話からの取得が
中断される場合であっても前記表示部への表示を継続すべき所定のコンテンツであるか否
の第１の判定を行うステップと、
　前記第１の判定において肯定的な判定結果が得られた場合に、前記取得したコンテンツ
を前記コンテンツ表示装置の記憶部に保存するステップと、
　前記所定のコンテンツの表示中に、当該コンテンツの前記携帯電話からの取得が中断さ
れる所定のイベントが前記携帯電話側で発生したか否かの第２の判定を行うステップと、
　前記第２の判定において肯定的な判定結果が得られた場合に、前記記憶部に保存されて
いる前記所定のコンテンツを読み出して、当該コンテンツの継続的な表示を開始するステ
ップと、
　前記所定のコンテンツの継続的な表示の開始後に、当該継続的な表示を終了すべき所定
の条件が満足されたか否かの第３の判定を行うステップと、
　前記第３の判定において肯定的な判定結果が得られた場合に、前記所定のコンテンツの
継続的な表示を終了するステップと
　を含むとともに、
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　前記所定のコンテンツとして、ナビゲーション画面を含む
　ことを特徴とするコンテンツ表示方法。
【請求項１１】
　前記所定のイベントは、前記携帯電話への着信を含み、
　前記所定のコンテンツの表示中に前記着信があった場合には、当該着信にともなって前
記携帯電話から取得した当該携帯電話の着信画面の表示に代えて、当該所定のコンテンツ
の継続的な表示を行うこと
　を特徴とする請求項１０に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１２】
　前記継続的な表示を行う前記所定のコンテンツの画面上に、前記着信を通知するための
簡易情報を重ねて表示するステップを加えたこと
　を特徴とする請求項１１に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１３】
　前記所定のイベントは、前記携帯電話の前記コンテンツ表示装置との接続を切断するこ
とを含むこと
　を特徴とする請求項１０乃至請求項１２のいずれか１項に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１４】
　前記所定の条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した地点から前記車両
が所定距離移動したことを含むこと
　を特徴とする請求項１０乃至請求項１３のいずれか１項に記載のコンテンツ表示処方法
。
【請求項１５】
　前記所定の条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した時点から所定時間
が経過したことを含むこと
　を特徴とする請求項１４に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１６】
　前記所定のコンテンツの継続的な表示を終了した後に、前記所定の条件が満足された時
点以後に前記携帯電話から取得したコンテンツを表示するステップを加えたこと
　を特徴とする請求項１０乃至請求項１５のいずれか１項に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１７】
　前記所定のコンテンツの継続的な表示の終了後に、前記所定のコンテンツが無効になっ
た旨を通知するための情報を表示するステップを加えたこと
　を特徴とする請求項１０乃至請求項１６のいずれか１項に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項１８】
　前記所定のコンテンツの最新画面のみを前記記憶部に保存すること
　を特徴とする請求項１０乃至請求項１７のいずれか１項に記載のコンテンツ表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ表示装置およびコンテンツ表示方法に係り、特に、携帯電話を接
続した状態で、当該携帯電話が表示するコンテンツを車載の表示部にも表示するのに好適
なコンテンツ表示装置およびコンテンツ表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車載機に対するユーザのニーズの多様化等を背景として、車載機の外部機器との
連携を強化することによって車載機のユーザビリティを向上させるための種々の技術が提
案されるようになった。
【０００３】
　その一例として、スマートフォン（登録商標）等の通常の電話機能とともに種々のコン
テンツの再生機能を備えた携帯電話（外部機器）を、ＵＳＢ接続等の接続方法を用いて車
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載機に接続した上で、当該携帯電話において再生されるコンテンツを車載機側で出力させ
る技術が知られている。
【０００４】
　このような技術においては、コンテンツが映像の場合には、携帯電話の表示部に表示さ
れるコンテンツが、車載機の表示部にもそのまま表示されるようになっていた。
【０００５】
　そして、この種の技術に適用される携帯電話では、コンテンツとしてナビゲーションに
おける地図画面や案内画面等のナビゲーション画面を表示することもできるので（例えば
、特許文献１参照）、このようなナビゲーション画面を車載機側でも表示させれば、元々
車載機ならではのコンテンツを車載機を用いた本来の利用態様で利用することが可能であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００９－５１０５６５号公報
【特許文献２】特開２００２－２３７８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前述のように、携帯電話によって再生されるコンテンツを車載機側で出力さ
せる際には、携帯電話から車載機にコンテンツの映像データまたは音声データがストリー
ム転送されるため、携帯電話によって再生されたコンテンツが車載機側においてリアルタ
イムに出力（表示または音声出力）されていた。
【０００８】
　このため、例えば、次の第１の場面および第２の場面においては、車載機側でのナビゲ
ーション画面の表示を中断せざるを得なくなっていた。
【０００９】
　まず、第１の場面は、図５（ａ）に示すように、車載機１によるナビゲーション画面２
（図中では案内画面）の表示中に、携帯電話３に着信があった場面である。この場合には
、携帯電話３において電話機能が優先されるため、図５（ｂ）に示すように、携帯電話３
の表示部３ａには、着信画面４が割り込み表示されることになる。そして、これにともな
って、図５（ｂ）に示すように、車載機１の表示部１ａにも着信画面４がリアルタイムに
表示されるので、ナビゲーション画面２を表示することができなくなる。
【００１０】
　また、第２の場面は、車載機によるナビゲーション画面の表示中に一時的に携帯電話を
車載機から取り外して他の用途に使用する場面である。この場合にも、携帯電話から車載
機への一切の映像／音声データのストリーム転送が途切れるため、ナビゲーション画面を
表示することができなくなる。
【００１１】
　このように、従来は、携帯電話が表示するコンテンツを車載機側で表示する場合に、車
載機側での表示内容が携帯電話の動作状況に依存（従属）していたため、たとえ車載機側
でナビゲーション画面のような運転時における利用に特化した車載機側での利用価値が高
いコンテンツを表示している場合であっても、携帯電話の動作状況の如何によっては、そ
のような重要なコンテンツの表示でさえも直ちに中断しなければならなかった。
【００１２】
　そこで、本発明は、このような点に鑑みなされたものであり、携帯電話から取得した車
載機側での利用価値が高いコンテンツを、携帯電話の動作状況にかかわらず車載機側にお
いて可及的に長時間表示することができ、ひいては車載機の利便性を向上させることがで
きるコンテンツ表示装置およびコンテンツ表示方法を提供することを目的とするものであ
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した目的を達成するため、本発明に係るコンテンツ表示装置は、車両に搭載される
とともに携帯電話が接続可能とされ、接続された前記携帯電話が表示するコンテンツを前
記携帯電話から取得する取得装置と、この取得装置によって取得された前記コンテンツを
表示部に表示する表示処理装置とを備えたコンテンツ表示装置であって、前記取得装置に
よって取得された前記コンテンツが、このコンテンツの前記携帯電話からの取得が中断さ
れる場合であっても前記表示部への表示を継続すべき所定のコンテンツの場合に、当該取
得されたコンテンツを記憶部に保存する保存処理装置を備え、前記表示処理装置は、前記
所定のコンテンツの表示中に、当該コンテンツの前記携帯電話からの取得が中断される所
定のイベントが前記携帯電話側で発生した場合には、前記記憶部に保存されている当該コ
ンテンツを、当該イベントの発生時から所定の条件が満足されるまでの期間継続的に表示
し、前記所定のコンテンツとして、ナビゲーション画面を含むことを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明に係るコンテンツ表示方法は、車両に搭載されたコンテンツ表示装置に携
帯電話を接続した状態で、当該コンテンツ表示装置において、当該携帯電話が表示するコ
ンテンツを当該携帯電話から取得して当該コンテンツ表示装置の表示部に表示するための
コンテンツ表示方法であって、前記携帯電話から取得したコンテンツが、このコンテンツ
の前記携帯電話からの取得が中断される場合であっても前記表示部への表示を継続すべき
所定のコンテンツであるか否の第１の判定を行うステップと、前記第１の判定において肯
定的な判定結果が得られた場合に、前記取得したコンテンツを前記コンテンツ表示装置の
記憶部に保存するステップと、前記所定のコンテンツの表示中に、当該コンテンツの前記
携帯電話からの取得が中断される所定のイベントが前記携帯電話側で発生したか否かの第
２の判定を行うステップと、前記第２の判定において肯定的な判定結果が得られた場合に
、前記記憶部に保存されている前記所定のコンテンツを読み出して、当該コンテンツの継
続的な表示を開始するステップと、前記所定のコンテンツの継続的な表示の開始後に、当
該継続的な表示を終了すべき所定の条件が満足されたか否かの第３の判定を行うステップ
と、前記第３の判定において肯定的な判定結果が得られた場合に、前記所定のコンテンツ
の継続的な表示を終了するステップとを含むとともに、前記所定のコンテンツとして、ナ
ビゲーション画面を含むことを特徴としている。
【００１５】
　本発明によれば、ナビゲーション画面を含むことを特徴とする所定のコンテンツの表示
中に、当該コンテンツの携帯電話からの取得が中断されるイベントが発生した場合であっ
ても、記憶部に保存されている当該コンテンツを所定の期間継続的に表示することができ
るので、携帯電話側から取得された車載機側での利用価値が高いコンテンツを、携帯電話
の動作状況にかかわらず車載機側において可及的に長時間表示することができ、ひいては
車載機の利便性を向上させることができる。さらに、前記所定のコンテンツにナビゲーシ
ョン画面を含んでいるので、車載機側での利用価値が高い代表的なコンテンツを可及的に
長時間表示することができるので、利便性を確実に向上させることができる。
【００１６】
　ここで、前記所定のイベントは、前記携帯電話への着信を含み、前記所定のコンテンツ
の表示中に前記着信があった場合には、当該着信にともなって前記携帯電話から取得した
当該携帯電話の着信画面の表示に代えて、当該所定のコンテンツの継続的な表示を行って
もよい。この場合には、携帯電話側では着信画面の表示が優先される場合であっても、車
載機側では所定のコンテンツの表示を保持することができる。
【００１７】
　また、前記所定のイベントに前記携帯電話に着信があったことを含ませる場合には、前
記継続的な表示を行う前記所定のコンテンツの画面上に、前記着信を通知するための簡易
情報を重ねて表示してもよい。この場合には、所定のコンテンツの表示を保持しつつ着信
があったことをユーザに通知することができるので、利便性をさらに向上させることがで
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きる。
【００１８】
　さらに、前記所定のイベントは、前記携帯電話の前記コンテンツ表示装置（本体）との
接続を切断することを含んでもよい。この場合には、一時的に携帯電話側から一切のコン
テンツを取得できなくなった場合であっても、車載機側において所定のコンテンツの表示
を保持することができる。
【００２０】
　また、前記所定のコンテンツにナビゲーション画面を含ませる場合における前記所定の
条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した地点から前記車両が所定距離移
動したことを含んでもよい。この場合には、継続的に表示されているナビゲーション画面
（例えば、地図画面）が車両の移動にともなって車両の現在地に著しく適合しない画面と
なった場合には、そのようなナビゲーション画面の継続表示を終了することによってユー
ザの混乱を未然に回避することができる。
【００２１】
　さらに、前記所定のコンテンツにナビゲーション画面を含ませる場合における前記所定
の条件は、前記所定のコンテンツの継続的な表示を開始した時点から所定時間が経過した
ことを含んでもよい。この場合には、継続的に表示されているナビゲーション画面（例え
ば、案内画面）が時間経過にともなって現在採るべき走行方法に適合しない画面となった
場合には、そのようなナビゲーション画面の継続表示を終了することによってユーザの混
乱を未然に回避することができる。
【００２２】
　さらにまた、前記所定のコンテンツの継続的な表示を終了した後に、前記所定の条件が
満足された時点以後に前記携帯電話から取得したコンテンツを表示してもよい。この場合
には、車載機側において所定のコンテンツの表示を所定期間保持した後は、通常の表示方
法にしたがって携帯電話から取得されるコンテンツの表示を再開することができる。
【００２３】
　また、前記所定のコンテンツの継続的な表示の終了後に、前記所定のコンテンツが無効
になった旨を通知するための情報を表示してもよい。この場合には、ユーザが所定のコン
テンツが無効になったことを確実に把握することができるので、ユーザの混乱を緩和する
ことができる。
【００２４】
　さらに、前記所定のコンテンツの最新画面のみを前記記憶部に保存してもよい。この場
合には、前記所定のイベントが発生した時点で車載機側で表示されていた画面をそのまま
表示し続けることができるので、ユーザに与える違和感を軽減することができるとともに
、記憶部の容量を抑えることができるので、コストを削減することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、携帯電話から取得した車載機側での利用価値が高いコンテンツを、携
帯電話の動作状況にかかわらず車載機側において可及的に長時間表示することができ、ひ
いては車載機の利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係るコンテンツ表示装置の実施形態において、コンテンツ表示装置とし
ての車載機を含むシステムの概要を示す構成図
【図２】図１の車載機のブロック図
【図３】図１のシステムによるコンテンツの表示状態を示す模式図
【図４】本発明に係るコンテンツ表示方法の実施形態を示すフローチャート
【図５】従来の問題点を説明するための説明図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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　以下、本発明に係るコンテンツ表示装置の実施形態について、図１乃至図３を参照して
説明する。なお、従来と基本的構成が同一もしくはこれに類する箇所については、同一の
符号を用いて説明する。
【００２８】
　図１は、本実施形態におけるコンテンツ表示装置としての車載機（ヘッドユニット）７
を含むコンテンツ再生システム８の概要を示したものである。
【００２９】
　図１に示すように、コンテンツ再生システム８は、車両（自車）に搭載された車載機７
と、この車載機７にそれぞれ接続された携帯電話３およびＧＰＳアンテナ１０とによって
構成されている。
【００３０】
　なお、携帯電話３としては、前述したスマートフォン等の携帯電話側で再生・出力され
るコンテンツを車載機７側でも出力可能な携帯電話を用いることができる。また、携帯電
話３と車載機７との接続方法としては、ＵＳＢ接続やblue tooth接続等の種々の接続方法
を用いることができる。さらに、図示はしないが、車載機７は、携帯電話３との通信イン
ターフェース、ＣＰＵ、メモリ、バス、タッチパネルやリモコン等の入力手段、ディスプ
レイおよびスピーカ等の各種のハードウェアと、ＣＰＵが実行するプログラム（ソフトウ
ェア）とによって構成することができる。
【００３１】
　このようなコンテンツ再生システム８において、携帯電話３は、通常の電話機能以外の
コンテンツを再生するためのアプリケーションによって、自らの記憶部に記憶されている
コンテンツあるいは通信を介してコンテンツの配信サーバから取得したコンテンツを再生
するようになっている。このとき再生されるコンテンツとしては、楽曲コンテンツやナビ
ゲーションコンテンツ等の種々のコンテンツを挙げることができる。ただし、ナビゲーシ
ョンコンテンツとは、地図表示に用いる地図画面や、経路誘導に用いる案内画面または案
内音声等のナビゲーションの機能の実行に用いる映像コンテンツおよび音声コンテンツを
総括した概念である。
【００３２】
　この携帯電話３によるコンテンツの再生は、この再生を指示するための携帯電話３自体
に対するユーザの入力操作にともなって行われるものであってもよいし、この携帯電話３
に接続された車載機７に対するユーザの入力操作にともなって行われるものであってもよ
い。なお、当該車載機７に対する入力操作は、携帯電話３が保有するコンテンツの車載機
７側での出力の要求というかたちで行われてもよい。
【００３３】
　そして、このようにして携帯電話３によるコンテンツの再生が行われる際に、携帯電話
３は、図１に示すように、当該コンテンツを構成する映像データおよび／または音声デー
タを車載機７に送信するようになっている。このとき、当該映像／音声データは、携帯電
話３側での当該コンテンツの再生の進捗状況に合わせてストリーム転送されるようになっ
ている。
【００３４】
　また、このとき、携帯電話３は、図１に示すように、コンテンツを構成する映像／音声
データ以外にも、付加情報を当該映像／音声データに付加して車載機７に送信するように
なっている。この付加情報は、例えば、携帯電話３が接続状態であることを示す情報、送
信されるコンテンツの種別（例えば、地図画面、案内画面、着信画面等）を示す情報およ
び携帯電話３に着信があったことを示す情報等の種々の情報を適宜含むものであってもよ
い。
【００３５】
　また、ＧＰＳアンテナ１０には、不図示のＧＰＳ衛星から、軌道および時刻に関する情
報（以下、ＧＰＳ情報と称する）が定期的（例えば、数秒おき）に配信されるようになっ
ており、この配信されたＧＰＳ情報は、車載機７に入力された上で車載機７によって携帯
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電話３に逐次送信されるようになっている。
【００３６】
　携帯電話３に送信されたＧＰＳ情報は、携帯電話３がナビゲーションコンテンツを配信
サーバから取得するために必要な情報として、携帯電話３によって配信サーバに送信され
るようにしてもよい。なお、携帯電話３自体がＧＰＳ情報の受信機能を備えていてもよい
。
【００３７】
　また、このような車載機７側からのＧＰＳ情報の送信は、車載機７側において携帯電話
３にナビゲーションコンテンツを要求する際に、携帯電話３へのナビゲーションコンテン
ツの要求信号の送信とともに開始するようにしてもよい。
【００３８】
　次に、図２は、車載機７のコンテンツ表示装置としての機能を示すブロック図である。
【００３９】
　図２に示すように、車載機７は、取得装置としてのコンテンツ取得部１１を有している
。このコンテンツ取得部１１は、車載機７に接続された携帯電話３が表示するコンテンツ
（映像コンテンツ）を、図１に示したような携帯電話３からの当該コンテンツの映像デー
タの送信が行われることによって携帯電話３から取得するようになっている。
【００４０】
　また、図２に示すように、車載機７は、表示処理装置としてのコンテンツ表示処理部１
２を有している。このコンテンツ表示処理部１２は、コンテンツ取得部１１によって取得
されたコンテンツを表示部１ａに表示するようになっている。
【００４１】
　さらに、図２に示すように、車載機７は、保存処理装置としてのコンテンツ保存処理部
１４を有している。このコンテンツ保存処理部１４は、コンテンツ取得部１１によって取
得されたコンテンツが、このコンテンツの携帯電話３からの取得が中断される場合であっ
ても表示部１ａへの表示を継続すべき所定のコンテンツ（以下、継続表示対象コンテンツ
と称する）の場合には、当該継続表示対象コンテンツをコンテンツ記憶部１５に保存する
ようになっている。なお、コンテンツ取得部１１によって取得されたコンテンツが継続表
示対象コンテンツであるか否かは、コンテンツの映像データとともに取得された当該映像
データに対応付けられた付加情報に基づいて判定してもよい。
【００４２】
　そして、コンテンツ表示処理部１２は、継続表示対象コンテンツの表示中に、当該コン
テンツの携帯電話３からの取得が中断（停止）される所定のイベントが携帯電話３側で発
生した場合には、コンテンツ記憶部１５に保存されている当該コンテンツを、当該イベン
トの発生時から所定の条件が満足されるまでの期間継続的に表示するようになっている。
これにより、携帯電話３側から取得された車載機７側での利用価値が高い継続表示対象コ
ンテンツを、携帯電話３の動作状況にかかわらず車載機７側において可及的に長時間表示
することができるので、車載機７の利便性を向上させることができる。
【００４３】
　ここで、前記所定のイベントは、携帯電話３への着信を含んでもよい。この着信があっ
たことについては、例えば、コンテンツ取得部１１によって携帯電話の着信画面が取得さ
れたことや着信を示す付加情報が取得されたこと等によって検知してもよい。そして、コ
ンテンツ表示処理部１２は、継続表示対象コンテンツの表示中に着信があった場合には、
この着信にともなってコンテンツ取得部１１によって取得された着信画面の表示に代えて
、コンテンツ記憶部１５から読み出した継続表示対象コンテンツの継続的な表示を行えば
よい。これにより、所定のイベントの１つとして相応しいイベントを選択することができ
るので、利便性を確実に向上させることができる。
【００４４】
　また、このような継続表示対象コンテンツの継続的な表示の際に、コンテンツ表示処理
部１２は、継続表示対象コンテンツの画面上に、着信を通知するための簡易情報を重ねて
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表示してもよい。これにより、継続表示対象コンテンツの表示を保持しつつ着信があった
ことをユーザに通知することができるので、利便性をさらに向上させることができる。な
お、簡易情報は、例えば、”Incoming Call”等の文字情報であってもよい（図３参照）
。
【００４５】
　さらに、前記所定のイベントは、携帯電話３の車載機７との接続（換言すれば、通信状
態）を切断することを含んでもよい。これにより、所定のイベントの１つとして相応しい
イベントを選択することができるので、利便性を確実に向上させることができる。
【００４６】
　さらにまた、継続表示対象コンテンツは、地図画面や案内画面等のナビゲーション画面
を含むことが望ましい。これにより、車載機７側での利用価値が高い代表的なコンテンツ
を可及的に長時間表示することができるので、利便性をさらに確実に向上させることがで
きる。
【００４７】
　ところで、ナビゲーション画面は、ユーザに現在地や現在採るべき走行方法を指示すべ
き画面であるので、車両の現在位置の変化や時間経過によって現在の車両の走行状態と著
しく懸け離れたナビゲーション画面である場合には、これを表示させ続けることで却って
ユーザに混乱を招く虞がある。
【００４８】
　このような観点から、継続表示対象コンテンツをナビゲーション画面とした場合に、前
記所定の条件は、継続表示対象コンテンツの継続的な表示を開始した地点から車両が所定
距離（例えば、１００ｍ）移動したことを含んでもよい。このような条件が満足されたか
否かは、例えば、ＧＰＳアンテナ１０を介して取得されたＧＰＳ情報から車両の絶対位置
を逐次測位し、絶対位置の変化が所定距離に達したか否かに基づいて判定してもよい。
【００４９】
　同様の観点から、継続表示対象コンテンツをナビゲーション画面とした場合に、前記所
定の条件は、継続表示対象コンテンツの継続的な表示を開始した時点から所定時間が経過
したことを含んでもよい。このような条件が満足されたか否かは、例えば、ＧＰＳアンテ
ナ１０を介して取得されたＧＰＳ情報における時刻情報に基づいて判定してもよい。
【００５０】
　また、コンテンツ表示処理部１２は、継続表示対象コンテンツの継続的な表示を開始し
た後に前記所定の条件が満足された場合には、継続表示対象コンテンツの継続的な表示を
終了して、前記所定の条件が満足された時点以後にコンテンツ取得部１１によって取得さ
れたコンテンツを表示すればよい。
【００５１】
　また、このような継続表示対象コンテンツの継続的な表示を終了した後には、コンテン
ツ表示処理部１２は、継続表示対象コンテンツが無効になった旨を通知するための情報（
例えば、文字情報）を表示部１ａに表示してもよい。当該情報は、継続表示対象コンテン
ツの継続的な表示の終了直後に表示部１ａに表示される他のコンテンツの画面上に重ねて
表示してもよい。これにより、ユーザが継続表示コンテンツが無効になったことを確実に
把握することができるので、当該コンテンツの表示が終了したことによるユーザの混乱を
緩和することができる。
【００５２】
　さらに、コンテンツ保存処理部１４は、継続表示対象コンテンツの最新画面のみをコン
テンツ記憶部１５に保存してもよい。ここで、継続表示対象コンテンツの最新画面は、携
帯電話３からの当該画面の映像データのストリーム転送にともなって逐次変化することに
なる。したがって、コンテンツ保存処理部１４は、継続表示対象コンテンツの最新画面の
みをコンテンツ記憶部１５に保存するために、現在の最新画面をコンテンツ記憶部１５に
保存する際に、直前にコンテンツ記憶部１５に保存されていた過去の最新画面をコンテン
ツ記憶部１５から削除すればよい。ただし、この削除には、上書き保存も含まれるものと
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する。これにより、前記所定のイベントが発生した時点で車載機７側で表示されていた画
面をそのまま表示し続けることができるので、ユーザに与える違和感を軽減することがで
きるとともに、コンテンツ記憶部１５の容量を抑えることができるので、コストを削減す
ることができる。
【００５３】
　本実施形態によれば、例えば、図３（ａ）に示すように、車載機７の表示部１ａおよび
車載機７に接続された携帯電話３の表示部３ａに同一のナビゲーション画面２が表示され
ている状態で、携帯電話３に着信があった場合には、図３（ｂ）に示すように、携帯電話
３側では着信画面４が優先されるが、車載機７側では、着信時に表示されていたナビゲー
ション画面２を保持することができる。なお、図３（ｂ）においては、着信を通知する簡
易情報がオーバーレイ表示されているが、このような簡易情報の表示はナビゲーション画
面２の保持を妨げないものとして扱う。
【００５４】
　次に、本発明に係るコンテンツ表示方法の一例として、前述したコンテンツ表示システ
ム８を適用したコンテンツ表示方法の実施形態について、図４を新たに参照して説明する
。
【００５５】
　なお、便宜上、本実施形態においては、前述した継続表示対象コンテンツをナビゲーシ
ョン画面に限定して説明するが、本発明はこのような方法に限定されるものではない。
【００５６】
　本実施形態におけるコンテンツ表示方法は、例えば、図４に示すステップ１（ＳＴ１）
からステップ１４（ＳＴ１４）までの処理によって実現することができる。
【００５７】
　ここで、まず、ステップ１（ＳＴ１）からステップ４（ＳＴ４）までの処理について先
に説明する。
【００５８】
　すなわち、ステップ１（ＳＴ１）においては、コンテンツ表示処理部１２により、コン
テンツの最新画面が取得されたか否かをコンテンツ取得部１１の取得結果に基づいて判定
する。そして、ステップ１（ＳＴ１）において肯定的な判定結果が得られた場合には、ス
テップ２（ＳＴ２）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ６（ＳＴ６
）に進む。
【００５９】
　次いで、ステップ２（ＳＴ２）において、コンテンツ保存処理部１４により、ステップ
１（ＳＴ１）において取得された最新画面がナビゲーション画面（図４におけるナビ画面
）であるか否かを、前述した付加情報等に基づいて判定する。このステップ２（ＳＴ２）
における判定は、第１の判定に相当する。そして、ステップ２（ＳＴ２）において肯定的
な判定結果が得られた場合には、ステップ３（ＳＴ３）に進み、否定的な判定結果が得ら
れた場合には、ステップ５（ＳＴ５）に進む。
【００６０】
　次いで、ステップ３（ＳＴ３）において、コンテンツ保存処理部１４により、ステップ
１（ＳＴ１）において取得された最新のナビゲーション画面をコンテンツ記憶部１５に保
存する。このとき、当該ナビゲーション画面に対応付けられた付加情報を当該ナビゲーシ
ョン画面とともに保存してもよい。
【００６１】
　次いで、ステップ４（ＳＴ４）において、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ
１（ＳＴ１）において取得された最新のナビゲーション画面を表示部１ａに表示してステ
ップ１（ＳＴ１）に戻る。ここで、ステップ４（ＳＴ４）からステップ１（ＳＴ１）に戻
った場合におけるステップ１（ＳＴ１）での判定は、第２の判定に相当する。すなわち、
ステップ４（ＳＴ４）の後におけるステップ１（ＳＴ１）での判定は、ナビゲーション画
面の表示中に、当該画面における最新画面の取得が中断されるイベント（例えば、携帯電



(11) JP 5586331 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

話３の接続の切断）が携帯電話３側で発生したか否かの判定に相当する。
【００６２】
　次に、ステップ５（ＳＴ５）からステップ１１（ＳＴ１１）までの処理について説明す
る。
【００６３】
　すなわち、ステップ５（ＳＴ５）においては、コンテンツ表示処理部１２により、ステ
ップ１（ＳＴ１）において取得された最新画面が着信画面であるか否かを、前述した付加
情報等に基づいて判定する。そして、ステップ５（ＳＴ５）において肯定的な判定結果が
得られた場合には、ステップ６（ＳＴ６）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には
、ステップ１４（ＳＴ１４）に進む。なお、ステップ４（ＳＴ４）を経た後におけるステ
ップ５（ＳＴ５）での判定は、第２の判定に相当する。すなわち、ステップ４（ＳＴ４）
の後におけるステップ５（ＳＴ５）での判定は、ナビゲーション画面の表示中に着信があ
ったか否かの判定に相当する。
【００６４】
　次いで、ステップ６（ＳＴ６）において、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ
４（ＳＴ４）を経たか否かを判定する。そして、ステップ６（ＳＴ６）において肯定的な
判定結果が得られた場合には、ステップ７（ＳＴ７）に進み、否定的な判定結果が得られ
た場合には、ステップ１２（ＳＴ１２）に進む。なお、ステップ１（ＳＴ１）から直接ス
テップ６（ＳＴ６）に進んだ場合のステップ６（ＳＴ６）における判定結果が肯定的な場
合には、直前に表示されていたナビゲーション画面が、コンテンツ保存処理部１４によっ
てコンテンツ記憶部１５に保存されていることが前提となる。
【００６５】
　次いで、ステップ７（ＳＴ７）において、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ
３（ＳＴ３）において保存されたナビゲーション画面を、継続表示のためにコンテンツ記
憶部１５から読み出す。
【００６６】
　次いで、ステップ８（ＳＴ８）において、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ
７（ＳＴ７）において読み出されたナビゲーション画面を表示部１ａに表示することによ
り、ナビゲーション画面の継続表示を開始する。
【００６７】
　次いで、ステップ９（ＳＴ９）により、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ８
（ＳＴ８）以後、車両が所定距離移動したか否かを判定する（第３の判定）。そして、ス
テップ９（ＳＴ９）において肯定的な判定結果が得られた場合には、ステップ１０（ＳＴ
１０）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ１１（ＳＴ１１）に進む
。
【００６８】
　ここで、ステップ１０（ＳＴ１０）に進んだ場合には、このステップ１０（ＳＴ１０）
において、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ８（ＳＴ８）において開始したナ
ビゲーション画面の継続的な表示を終了してステップ１（ＳＴ１）に戻る。
【００６９】
　一方、ステップ１１（ＳＴ１１）に進んだ場合には、このステップ１１（ＳＴ１１）に
おいて、コンテンツ表示処理部１２により、ステップ８（ＳＴ８）以後、所定時間が経過
したか否かを判定する（第３の判定）。そして、ステップ１１（ＳＴ１１）において肯定
的な判定結果が得られた場合には、ステップ１０（ＳＴ１０）に進み、否定的な判定結果
が得られた場合には、ステップ９（ＳＴ９）に戻る。
【００７０】
　次に、ステップ１２（ＳＴ１２）においては、コンテンツ表示処理部１２により、ステ
ップ５（ＳＴ５）を経たか否かを判定する。そして、ステップ１２（ＳＴ１２）において
肯定的な判定結果が得られた場合には、ステップ１３（ＳＴ１３）に進み、否定的な判定
結果が得られた場合には、処理を終了する。
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【００７１】
　次いで、ステップ１３（ＳＴ１３）において、コンテンツ表示処理部１２により、ステ
ップ１（ＳＴ１）において取得された着信画面を表示部１ａに表示してステップ１（ＳＴ
１）に戻る。
【００７２】
　また、ステップ１４（ＳＴ１４）においては、コンテンツ表示処理部１２により、ステ
ップ１（ＳＴ１）において取得された最新画面を表示部１ａに表示してステップ１（ＳＴ
１）に戻る。なお、ステップ１０（ＳＴ１０）の後にステップ１３（ＳＴ１３）またはス
テップ１４（ＳＴ１４）に進んだ場合には、各ステップで表示される画面上に、ナビゲー
ション画面が無効になった旨の文字情報を表示してもよい。
【００７３】
　以上述べたように、本発明によれば、継続表示対象コンテンツの表示中に、当該コンテ
ンツの携帯電話３からの取得が中断されるイベントが発生した場合であっても、コンテン
ツ記憶部１５に保存した当該コンテンツを所定の期間継続的に表示することができるので
、携帯電話３側から取得された車載機７側での利用価値が高いコンテンツを、携帯電話３
の動作状況にかかわらず車載機７側において可及的に長時間表示することができ、ひいて
は車載機７の利便性を向上させることができる。
【００７４】
　なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の特徴を損な
わない限度において種々変更することができる。
【００７５】
　例えば、前述した構成に加えて、車載機７がハンズフリー通話装置の用途で使用されて
もよいことは勿論である。
【００７６】
　また、車載機７は、独自の地図データベースや経路探索機能を有しない通信ナビゲーシ
ョン装置であってもよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００７７】
　１ａ　表示部
　３　携帯電話
　７　車載機
　１１　コンテンツ取得部
　１２　コンテンツ表示処理部
　１４　コンテンツ保存処理部
　１５　コンテンツ記憶部
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