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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定機能を実現するためのアプリケーションプログラムを実行可能な携帯端末と、当該
携帯端末との間でデータ通信を行い、前記アプリケーションプログラムに基づき前記携帯
端末から送信される携帯端末情報を車載ディスプレイに表示する車載装置と、を備える連
携システムであって、
　前記車載装置は、
　前記アプリケーションプログラムの実行にあたり設定される設定情報を前記携帯端末か
ら取得する設定情報取得処理、
　前記設定情報取得処理にて取得した前記設定情報を記憶する設定情報記憶処理、
　及び、前記アプリケーションプログラムの強制終了が判断されると、その後、前記アプ
リケーションプログラムの再起動を待って、前記設定情報記憶処理にて記憶した前記設定
情報を前記携帯端末へ送信する再起動時送信処理、を実行可能であり、
　前記携帯端末は、
　既に設定された前記設定情報を前記車載装置へ送信する設定情報送信処理、
　及び、前記再起動時送信処理に対し、前記強制終了した前記アプリケーションプログラ
ムの復帰後に、前記車載装置から送信される前記設定情報を再設定して前記アプリケーシ
ョンプログラムを実行する再設定処理、を実行可能であること
　を特徴とする連携システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載の連携システムにおいて、
　前記設定情報送信処理では、前記設定情報の設定がなされると、所定のタイミングで当
該設定情報を前記車載装置へ送信すること
　を特徴とする連携システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の連携システムにおいて、
　前記車載装置は、前記設定情報を前記携帯端末へ要求する設定情報要求処理を実行可能
であり、
　前記設定情報送信処理は、前記設定情報要求処理による要求に対し、前記設定情報を前
記車載装置へ送信し、
　前記設定情報取得処理は、前記設定情報要求処理に基づき前記携帯端末から送信されて
くる前記設定情報を取得すること
　を特徴とする連携システム。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の連携システムにおいて、
　前記車載装置は、前記アプリケーションプログラムの強制終了を判断する強制終了判断
処理を実行可能であること
　を特徴とする連携システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の連携システムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記アプリケーションプログラムに基づく前記携帯端末か
らの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とする連携システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の連携システムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記携帯端末とのデータ通信が遮断されていないにもかか
わらず前記携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とする連携システム。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の連携システムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記携帯端末のバッテリ切れが生じていないにもかかわら
ず前記携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とする連携システム。
【請求項８】
　請求項１～３の何れか一項に記載の連携システムにおいて、
　前記携帯端末は、前記アプリケーションプログラムの強制終了を判断する強制終了判断
処理を実行可能であること
　を特徴とする連携システム。
【請求項９】
　ナビゲーション機能を実現するためのアプリケーションプログラムを実行可能な携帯端
末と、当該携帯端末との間でデータ通信を行い、前記アプリケーションプログラムに基づ
き前記携帯端末から送信される地図画像及び現在位置情報を車載ディスプレイに表示する
車載装置と、を備えるナビゲーションシステムであって、
　前記車載装置は、
　前記アプリケーションプログラムの実行にあたり設定される設定情報を前記携帯端末か
ら取得する設定情報取得処理、
　前記設定情報取得処理にて取得した前記設定情報を記憶する設定情報記憶処理、
　及び、前記アプリケーションプログラムの強制終了が判断されると、その後、前記アプ
リケーションプログラムの再起動を待って、前記設定情報記憶処理にて記憶した前記設定
情報を前記携帯端末へ送信する再起動時送信処理、を実行可能であり、
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　前記携帯端末は、
　既に設定された前記設定情報を前記車載装置へ送信する設定情報送信処理、
　及び、前記再起動時送信処理に対し、前記強制終了した前記アプリケーションプログラ
ムの復帰後に、前記車載装置から送信される前記設定情報を再設定して前記アプリケーシ
ョンプログラムを実行する再設定処理、を実行可能であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記設定情報送信処理では、前記設定情報の設定がなされると、所定のタイミングで当
該設定情報を前記車載装置へ送信すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１１】
　請求項９に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記車載装置は、前記設定情報を前記携帯端末へ要求する設定情報要求処理を実行可能
であり、
　前記設定情報送信処理では、前記設定情報要求処理による要求に対し、前記既に設定さ
れた設定情報を前記車載装置へ送信し、
　前記設定情報取得処理では、前記設定情報要求処理に基づき前記携帯端末から送信され
てくる前記設定情報を取得すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１２】
　請求項９～１１の何れか一項に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記車載装置は、前記携帯端末から送信されてくる地図画像を表示する地図画像表示処
理を実行すると共に、表示対象となる前記現在位置情報の示す現在位置を含む範囲の地図
画像だけでなく、送信されてくる地図画像の範囲において未来の時点で表示対象になり得
る地図画像を予め記憶しておき、前記強制終了した前記アプリケーションプログラムが復
帰するまで、予め記憶した地図画像を読み出して表示する先取り地図画像表示処理を実行
可能であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記先取り地図画像表示処理では、予め記憶した地図画像であることが分かるように、
前記地図画像の記憶時及び読み出し時のうち少なくとも一方で前記地図画像を加工するこ
と
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１４】
　請求項９～１３の何れか一項に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記先取り地図画像表示処理では、予め記憶した地図画像を表示するにあたり、仮の現
在位置を算出し、当該現在位置を前記地図画像に表示すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記仮の現在位置は、前記アプリケーションプログラムが強制終了する前に前記携帯端
末から送信された現在位置であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記仮の現在位置は、前記アプリケーションプログラムが強制終了する前に前記携帯端
末から送信された現在位置を、推測航法によって修正した現在位置であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
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【請求項１７】
　請求項１４～１６の何れか一項に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記仮の現在位置は、通常時の現在位置の表示態様とは異なる表示態様で表示されるこ
と
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１８】
　請求項９～１７の何れか一項に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記車載装置は、前記アプリケーションプログラムの強制終了を判断する強制終了判断
処理を実行可能であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記アプリケーションプログラムに基づく前記携帯端末か
らの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記携帯端末とのデータ通信が遮断されていないにもかか
わらず前記携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記強制終了判断処理では、前記携帯端末のバッテリ切れが生じていないにもかかわら
ず前記携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２２】
　請求項９～１７の何れか一項に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　前記携帯端末は、前記アプリケーションプログラムの強制終了を判断する強制終了判断
処理を実行可能であること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２３】
　請求項１～８の何れか一項に記載の連携システム又は請求項９～２２の何れか一項に記
載のナビゲーションシステムを構成する車載装置。
【請求項２４】
　請求項１～８の何れか一項に記載の連携システム又は請求項９～２２の何れか一項に記
載のナビゲーションシステムを構成する携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体に搭載される車載装置、及び、当該車載装置との間でデータ通信を行
うことが可能な携帯端末で構成される連携システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末の高機能化が進んでいる。例えば、ＧＰＳが搭載されているスマートフ
ォンなどの携帯電話機では、車載ナビゲーション装置と同様の経路案内などが可能となっ
ている。そこで、携帯端末を車両の内部で利用することを考えた場合、車載ディスプレイ
を用いて携帯端末を利用することが考えられる。例えば、携帯端末と車両側のＥＣＵとを
接続し、携帯端末の地図画面を車載ディスプレイに映し出すという具合である（例えば、
特許文献１参照）。この場合、車載装置側にナビゲーション機能がなくても、スマートフ
ォンを車内に持ち込むことで、経路案内が実現される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１１－５０７０７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、携帯端末の機能を車両内部で利用する場合、携帯端末の機能は、上述したよ
うなナビゲーション機能に限定されない。例えば、携帯端末のオーディオ機能などを利用
することも考えられる。いずれにしても車載ＥＣＵが車載ディスプレイを介して実現する
機能は、携帯端末の機能に依存することになる。
【０００５】
　しかしながら、上述のように携帯端末の機能に依存する場合、当該携帯端末の機能を実
現するためのアプリケーションが予期せず終了してしまうことがある。
　このような事態になると、携帯端末のアプリケーションが復帰した後、携帯端末に対し
各種情報（たとえば目的地や経由地などの情報）を再度入力してアプリケーション実行の
ための条件を設定し直す（たとえば経路を設定し直す）必要があり、アプリケーションの
予期しない終了により中断した機能が再開するまでに要する時間が長くなる虞がある。ま
た、その操作は、運転中のユーザにとっては特に、煩わしいものとなる虞がある。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、携帯端末
の機能に車載装置が依存する連携システムにおいて、携帯端末の所定機能を実現するため
のアプリケーションプログラムが強制終了した場合の設定情報の再入力操作をなくし、そ
の機能が再開するまでに要する時間を短縮してユーザの手間を省くことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するためになされた請求項１に記載の連携システムは、携帯端末と
、車載装置とを備える。
　携帯端末は、所定機能を実現するためのアプリケーションプログラムを実行可能である
。一方、車載装置は、携帯端末との間でデータ通信を行い、アプリケーションプログラム
に基づき携帯端末から送信される携帯端末情報を車載ディスプレイに表示する。これによ
り、定期的に携帯端末から送信される携帯端末情報に基づき、車載装置側にはない所定機
能が実現される。
【０００８】
　ここで特に、携帯端末は、設定情報送信処理により、アプリケーションプログラムの実
行にあたり設定される設定情報を車載装置へ送信する。これに対し、車載装置は、設定情
報取得処理により、送信された設定情報を携帯端末から取得し、設定情報記憶処理によっ
て設定情報を記憶する。
【０００９】
　そして、車載装置は、アプリケーションプログラムの強制終了が判断されると、その後
、再起動時送信処理を実行することで、アプリケーションプログラムの再起動を待って、
設定情報記憶処理にて記憶した設定情報を携帯端末へ送信する。これに対し、携帯端末で
は、再設定処理が実行され、強制終了したアプリケーションプログラムの復帰後に、車載
装置から送信される設定情報が再設定されてアプリケーションプログラムが実行される。
【００１０】
　従来、携帯端末情報などの設定情報が携帯端末で管理されていたためアプリケーション
プログラムの強制終了が起きると、アプリケーションプログラムの復帰後に、携帯端末に
対し設定情報を再度入力する必要があり、携帯端末の機能が再開するまでに要する時間が
長くなる虞があった。また、その設定情報の再入力操作は、運転中のユーザにとっては特
に、煩わしいものとなる虞があった。
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【００１１】
　これに対し、本発明では、携帯端末に設定された設定情報を予め車載装置へ記憶してお
く。そして、強制終了を判断すると、アプリケーションプログラムの再起動を待って、記
憶した設定情報を携帯端末へ送信する。
【００１２】
　このようにすれば、強制終了したアプリケーションプログラムの復帰後に、携帯端末に
対し設定情報を再度入力する必要がなくなり、携帯端末の機能が再開するまでに要する時
間を短縮でき、また、ユーザにとっての煩わしい再入力操作を省くことができる。
【００１３】
　ところで、携帯端末が実行する設定情報送信処理では、請求項２に示すように、設定情
報の設定がなされると、所定のタイミングで当該設定情報を車載装置へ送信することが考
えられる。この場合、所定のタイミングで送信される設定情報を、車載装置側で取得する
ことになる。このようにすれば、特に車載装置側から設定情報を要求しなくても設定情報
を取得することができる。
【００１４】
　ただし、携帯端末の送信タイミングに合わせて車載装置側で設定情報を受信する必要が
生じる。そこで、請求項３に示すように、車載装置が、設定情報を携帯端末へ要求する設
定情報要求処理を実行するものとしてもよい。この場合、携帯端末の設定情報送信処理で
は、設定情報要求処理による要求に対し、設定情報を車載装置へ送信し、車載装置の設定
情報取得処理では、設定情報要求処理に基づき携帯端末から送信されてくる設定情報を取
得する。このようにすれば、車載装置側で設定情報の取得タイミングを制御できる。
【００１５】
　なお、アプリケーションプログラムの強制終了の判断は、例えば車載装置で行うことが
考えられる。すなわち、請求項４に示すように、車載装置が、アプリケーションプログラ
ムの強制終了を判断する強制終了判断処理を実行することとしてもよい。
【００１６】
　例えば請求項５に示すように、強制終了判断処理では、アプリケーションプログラムに
基づく携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断することが考えられる。
詳しくは、請求項６に示すように、携帯端末とのデータ通信が遮断されていないにもかか
わらず携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断することが考えられる。
また、請求項７に示すように、携帯端末のバッテリ切れが生じていないにもかかわらず携
帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断することが考えられる。これらの
構成を採用すれば、アプリケーションプログラムの強制終了を適切に判断することができ
る。
【００１７】
　また、アプリケーションプログラムの強制終了の判断は、例えば携帯端末で行うことが
考えられる。すなわち、請求項８に示すように、携帯端末が、アプリケーションプログラ
ムの強制終了を判断する強制終了判断処理を実行することとしてもよい。この場合、アプ
リケーションプログラムの強制終了する直前に、強制終了したことを示す通知を車載装置
へ送信するという具合である。このようにしても、アプリケーションプログラムの強制終
了を適切に判断することができる。
【００１８】
　以上は、携帯端末を連携させることにより所定機能を車載装置で実現する連携システム
について説明してきたが、当該所定機能としてナビゲーション機能を実現するナビゲーシ
ョンシステムとして実現することもできる。
【００１９】
　すなわち、請求項９に示すように、ナビゲーション機能を実現するためのアプリケーシ
ョンプログラムを実行可能な携帯端末と、当該携帯端末との間でデータ通信を行い、アプ
リケーションプログラムに基づき携帯端末から送信される地図画像及び現在位置情報を車
載ディスプレイに表示する車載装置と、を備えるナビゲーションシステムである。このよ
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うにすれば、上述の連携システムと同様、強制終了したアプリケーションプログラムの復
帰後に、携帯端末に対し目的地や経由地などの設定情報を再度入力する必要がなくなり、
経路案内再開までに要する時間を短縮でき、また、ユーザにとっての煩わしい再入力操作
を省くことができる。
【００２０】
　また、連携システムと同様、請求項１０に示すように、携帯端末の設定情報送信処理で
は、設定情報の設定がなされると、所定のタイミングで当該設定情報を車載装置へ送信す
ることとしてもよい。このようにすれば、特に車載装置側から設定情報を要求しなくても
設定情報を取得することができる。これに対し、請求項１１に示すように、車載装置が、
設定情報を携帯端末へ要求する設定情報要求処理を実行することとし、携帯端末の設定情
報送信処理では、設定情報要求処理による要求に対し、設定情報を車載装置へ送信し、車
載装置の設定情報取得処理では、設定情報要求処理に基づき携帯端末から送信されてくる
設定情報を取得することとしてもよい。このようにすれば、車載装置側で設定情報の取得
タイミングを制御できる。
【００２１】
　さらにまた、連携システムと同様、アプリケーションプログラムの強制終了の判断は、
例えば車載装置で行うことが考えられる。すなわち、請求項１８に示すように、車載装置
が、アプリケーションプログラムの強制終了を判断する強制終了判断処理を実行すること
としてもよい。このとき、例えば請求項１９に示すように、強制終了判断処理では、アプ
リケーションプログラムに基づく携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判
断することが考えられる。詳しくは、請求項２０に示すように、携帯端末とのデータ通信
が遮断されていないにもかかわらず携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると
判断することが考えられる。また、請求項２１に示すように、携帯端末のバッテリ切れが
生じていないにもかかわらず携帯端末からの応答がないときに、強制終了であると判断す
ることが考えられる。これらの構成を採用すれば、アプリケーションプログラムの強制終
了を適切に判断することができる。
【００２２】
　また、アプリケーションプログラムの強制終了の判断は、例えば携帯端末で行うことが
考えられる。すなわち、請求項２２に示すように、携帯端末が、アプリケーションプログ
ラムの強制終了を判断する強制終了判断処理を実行することとしてもよい。この場合、ア
プリケーションプログラムの強制終了する直前に、強制終了したことを示す通知を車載装
置へ送信するという具合である。このようにしても、アプリケーションプログラムの強制
終了を適切に判断することができる。
【００２３】
　ところで、車載装置は、請求項１２に示すように、地図画像表示処理を実行することで
、携帯端末から送信されてくる地図画像を表示することが考えられる。この場合、さらに
、先取り地図画像表示処理を実行する。先取り地図画像表示処理では、表示対象となる現
在位置情報の示す現在位置を含む範囲の地図画像だけでなく、定期的に送信される地図画
像の範囲で未来の時点で表示対象になり得る地図画像を予め記憶しておき、強制終了した
アプリケーションプログラムが復帰するまで、予め記憶した地図画像を読み出して表示す
る。このようにすれば、アプリケーションプログラムが復帰するまでの間も地図画像を表
示でき、強制終了による案内中断という不具合を払拭することができる。
【００２４】
　なお、先取り地図画像表示処理では、請求項１３に示すように、予め記憶した地図画像
であることが分かるように、地図画像の記憶時及び読み出し時のうち少なくとも一方で地
図画像を加工することが考えられる。例えば、地図画像の色を変えたり、地図画像の一部
に、「アプリケーションの強制終了により、予め記憶した地図を表示しています」などの
メッセージを表示したりするという具合である。このようにすれば、強制終了に伴う補完
処理としての地図表示であることをユーザが把握できるため、便利である。
【００２５】
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　ところで、アプリケーションプログラムが復帰するまでの間、現在位置については、表
示しないことが考えられる。
　ただし、おおよその現在位置が分かったほうが便利であるという観点からは、請求項１
４に示すように、先取り地図画像表示処理で、予め記憶した地図画像を表示するにあたり
、仮の現在位置を算出し、当該現在位置を前記地図画像に表示することが考えられる。こ
のようにすれば、アプリケーションの強制終了時にも仮の現在位置が表示されるため、お
およその自車位置が把握でき便利である。また、現在位置が表示されないという不安を感
じることがない。
【００２６】
　具体的には、請求項１５に示すように、仮の現在位置は、アプリケーションプログラム
が強制終了する前に携帯端末から送信された現在位置を用いることが考えられる。また、
請求項１６に示すように、アプリケーションプログラムが強制終了する前に携帯端末から
送信された現在位置を、推測航法によって修正した現在位置を用いるようにしてもよい。
推測航法とは、車速情報およびジャイロ情報によって、自車位置を特定するものである。
【００２７】
　そして、このような仮の現在位置は、請求項１７に示すように、通常時の現在位置の表
示態様とは異なる表示態様で表示することが好ましい。たとえば携帯端末が通常通り動作
している場合（通常状態）とは色を異ならせる、大きさを異ならせる、通常状態では点滅
しているものを点滅させない、逆に点滅していないものを点滅させる、などの例が考えら
れる。このようにすれば、仮の現在位置が実際の現在位置とは完全には一致しない可能性
があることをユーザに知らせることができる。その結果、ユーザが混乱することを抑制で
き、携帯端末が再起動するまでの間の安全面に寄与する。また、携帯端末の再起動後に実
際の現在位置に差し替えた場合であっても、ユーザが戸惑いを覚えることを抑制でき、こ
の点でも、安全面に寄与する。
【００２８】
　以上は、ナビゲーションシステムの発明として説明してきたが、請求項２３に示すよう
な車載装置の発明として、あるいは、請求項２４に示すような携帯端末の発明として実現
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】ナビゲーションシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】車載ＥＣＵの接続時処理を示すフローチャートである。
【図３】車載ＥＣＵの地図表示処理を示すフローチャートである。
【図４】車載ＥＣＵの強制終了判断処理を示すフローチャートである。
【図５】車載ＥＣＵの復帰処理を示すフローチャートである。
【図６】スマートフォンの案内処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明をナビゲーションシステムに対して適用した実施形態を説明する。
　図１は、ナビゲーションシステムの全体構成を示すブロック図である。
　ナビゲーションシステムは、車載ＥＣＵ１０と、車載ＥＣＵ１０に接続された車載ディ
スプレイ２０と、スマートフォン３０とを備えている。
【００３１】
　車載ＥＣＵ１０は、ＥＣＵ制御部１１を中心に構成されている。ＥＣＵ制御部１１は、
いわゆるコンピュータであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ、及びこれらを接続する
バスラインを含む。ＥＣＵ制御部１１には、ブルートゥースインターフェース（以下「Ｂ
Ｔ－ＩＦ」という）１２、ＵＳＢインターフェース（以下「ＵＳＢ－ＩＦ」という）１３
、車速インターフェース（以下「車速ＩＦ」という）１４、ジャイロインターフェース（
以下「ジャイロＩＦ」という）１５、記憶部１６、及び、ＧＰＳインターフェース（以下
「ＧＰＳ－ＩＦ」という）１７が電気的に接続されている。
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【００３２】
　一方、スマートフォン３０は、スマートフォン制御部（以下「ＳＰ制御部」という）３
１を中心に構成されている。ＳＰ制御部３１は、ＥＣＵ制御部１１と同様、いわゆるコン
ピュータであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ、及びこれらを接続するバスラインを
含む。ＳＰ制御部３１には、ＧＰＳ受信機３２、メモリ３３、ブルートゥースインターフ
ェース（以下「ＢＴ－ＩＦ」という）３４、及び、ディスプレイ３５が電気的に接続され
ている。
【００３３】
　かかる構成により、本実施形態では、車載ＥＣＵ１０とスマートフォン３０とがそれぞ
れのＢＴ－ＩＦ１２，３４によるデータ通信を行うようになっている。具体的には、スマ
ートフォン３０のメモリ３３にナビアプリ３３ａがインストールされており、このナビア
プリ３３ａを実行することにより、スマートフォン３０から地図画像及び現在位置が、車
載ＥＣＵ１０へ送信される。これにより、車載ＥＣＵ１０では、車載ディスプレイ２０を
用いた経路案内を行う。
【００３４】
　以下、各ブロックの機能について説明を加える。ここでは、最初に車載ＥＣＵ１０の各
ブロックの機能を説明し、次に、スマートフォン３０の各ブロックの機能を説明する。
　車載ＥＣＵ１０のＢＴ－ＩＦ１２は、スマートフォン３０とのデータ通信を実現するた
めの構成である。また、ＵＳＢ－ＩＦ１３も同様であり、ＢＴ－ＩＦ１２を介した無線に
よるデータ通信だけでなく、ＵＳＢ１３を介した有線によるデータ通信も可能となってい
る。
【００３５】
　車速ＩＦ１４は、他のＥＣＵ（不図示）から、車速情報を入力するための構成である。
また、ジャイロＩＦ１５は、他のＥＣＵ（不図示）から、車両の回転及び向きの変化の情
報であるジャイロ情報を入力するための構成である。
【００３６】
　記憶部１６は、例えばメモリ装置やハードディスク装置として具現化される。記憶部１
６には、後述するように、スマートフォン３０側のナビアプリ３３ａにおける設定情報や
地図画像が記憶される。
【００３７】
　ＧＰＳ－ＩＦ１７は、ＧＰＳ（Global Positioning System ）情報を入力するための構
成である。なお、本実施形態では、スマートフォン３０のＧＰＳ受信機３２を利用する。
したがって、ＧＰＳ－ＩＦ１７は使用されない。
【００３８】
　車載ディスプレイ２０は、車載ＥＣＵ１０からの情報を運転者などのユーザに提供する
ための液晶ディスプレイ装置である。この車載ディスプレイ２０を介し、地図画像及び案
内経路、車両の現在位置などが表示される。なお、車両ディスプレイ２０は、本実施形態
では車載ＥＣＵ１０に接続されるものとしたが、車載ＥＣＵ１０内に設けられるようにし
てもよい。
【００３９】
　スマートフォン３０のＧＰＳ受信機３２は、いわゆるＧＰＳ衛星からの電波を受信し、
スマートフォン３０の位置を取得するための構成である。本実施形態では、スマートフォ
ン３０が車両に搭載されることにより、車両の現在位置が分かる。
【００４０】
　メモリ３３は、例えば不揮発性のメモリ装置として具現化される。メモリ３３には、ナ
ビアプリ３３ａで使用する各種情報が記憶される。なお、ナビアプリ３３ａにて利用され
る地図画像もメモリ３３に記憶されている。
【００４１】
　ＢＴ－ＩＦ３４は、車載ＥＣＵ１０とのデータ通信を実現するための構成であり、車載
ＥＣＵ１０のＢＴ－ＩＦ１２を介してデータ通信を実現する。
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　ディスプレイ３５は、スマートフォン３０における情報を提供するための液晶ディスプ
レイである。なお、タッチパネルと一体になっており、タッチパネルによるスマートフォ
ン３０の操作が可能となっている。ナビアプリ３３ａの最初の起動時には、タッチパネル
を介した設定情報の入力が行われる。
【００４２】
　以上のようなナビゲーションシステムでは、スマートフォン３０を車両内に持ち込み、
ナビアプリ３３ａを起動することで、車載ＥＣＵ１０とのデータ通信が行われる。そこで
、次に、車載ＥＣＵ１０にて実行される接続時処理を説明する。
【００４３】
　図２は、接続時処理を示すフローチャートである。この接続時処理は、ナビアプリ３３
ａを起動後、スマートフォン３０とのデータ通信が確立すると、車載ＥＣＵ１０のＥＣＵ
制御部１１にて実行される。
【００４４】
　最初のＳ１００では、ナビアプリ３３ａが起動中か否かを判断する。この処理は、スマ
ートフォン３０とのデータ通信により、ナビアプリ３３ａからの応答があるか否かを判断
するものである。ここでナビアプリ３３ａが起動中であると判断された場合（Ｓ１００：
ＹＥＳ）、Ｓ１１０へ移行する。一方、ナビアプリ３３ａが起動中でないと判断された場
合（Ｓ１００：ＮＯ）、以降の処理を実行せず、接続時処理を終了する。
【００４５】
　Ｓ１１０では、設定情報を要求する。この処理は、経路案内を行うにあたりスマートフ
ォン３０側で設定される情報を要求するものである。具体的には、目的地、経由地、設定
された経路の情報などを要求する。
【００４６】
　続くＳ１２０では、設定情報を受信したか否かを判断する。この処理は、Ｓ１１０での
要求に対しスマートフォン３０から送信されてくる設定情報を受信したか否かを判断する
ものである。ここで設定情報を受信したと判断した場合（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、Ｓ１３０
へ移行する。一方、設定情報を受信していないうちは（Ｓ１２０：ＮＯ）、Ｓ１１０から
の処理を繰り返す。
【００４７】
　Ｓ１３０では、設定情報を記憶する。この処理は、スマートフォン３０から送信された
設定情報を、記憶部１６に記憶するものである。Ｓ１３０の処理終了後、接続時処理を終
了する。
【００４８】
　次に、車載ＥＣＵ１０にて実行される地図表示処理を説明する。図３は、地図表示処理
を示すフローチャートである。スマートフォン３０でナビアプリ３３ａが起動し経路案内
が行われると、スマートフォン３０からは、定期的に地図画像（現在位置の情報を含む）
が送信されてくる。そこで、地図画像に基づく表示を行うのが、地図表示処理である。
【００４９】
　最初のＳ２００では、地図画像を受信したか否かを判断する。ここで地図画像を受信し
たと判断した場合（Ｓ２００：ＹＥＳ）、Ｓ２１０へ移行する。一方、地図画像を受信し
ていないと判断した場合（Ｓ２００：ＮＯ）、Ｓ２３０へ移行する。
【００５０】
　Ｓ２１０では、地図を表示する。この処理は、受信した地図画像の範囲で表示対象とな
る地図画像を、車載ディスプレイ２０に表示するものである。このとき、地図画像には、
現在位置の情報も表示される。つまり、表示対象となる地図画像とはたとえば現在位置を
含む範囲の地図画像である。
【００５１】
　続くＳ２２０では、次に表示する地図を記憶する。スマートフォン３０から送信されて
くる地図画像は、表示対象となる範囲よりも大きな範囲で送信されてくる。そこで、未来
の時点で表示対象となり得る地図画像を、記憶部１６に記憶しておく。これにより、地図
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画像が送信されない事態となっても、記憶部１６に記憶した地図画像によって一定期間の
地図表示が可能となる。Ｓ２２０の処理終了後、Ｓ２３０へ移行する。
【００５２】
　Ｓ２２０から移行するあるいはＳ２００にて否定判断された場合に移行するＳ２３０で
は、強制終了判断処理を実行する。図４は、強制終了判断処理を示すフローチャートであ
る。ここで強制終了判断処理を説明しておく。
【００５３】
　最初のＳ２３１では、ナビアプリ３３ａに基づくスマートフォン３０からの応答がある
か否かを判断する。ナビアプリ３３ａの起動中には、ＢＴ－ＩＦ１２，３４を介したデー
タ通信が定期的に行われている。ここでナビアプリ３３ａに基づく応答があると判断され
た場合（Ｓ２３１：ＹＥＳ）、Ｓ２３５にて強制終了でないと判断し、強制終了判断処理
を終了する。一方、ナビアプリ３３ａに基づく応答がないと判断された場合（Ｓ２３１：
ＮＯ）、Ｓ２３２へ移行する。
【００５４】
　Ｓ２３２では、通信が遮断されたか否かを判断する。ＢＴ－ＩＦ１２，３４を介したデ
ータ通信は、電波状況などによって遮断されることがある。そこで、ＢＴ－ＩＦ１２から
の信号を基に、通信が遮断されたか否かを判断する。通信の遮断はナビアプリ３３ａの強
制終了ではない。ここで通信が遮断されたと判断された場合（Ｓ２３２：ＹＥＳ）、Ｓ２
３５にて強制終了ではないと判断し、強制終了判断処理を終了する。一方、通信が遮断さ
れていないと判断された場合（Ｓ２３２：ＮＯ）、Ｓ２３３へ移行する。
【００５５】
　Ｓ２３３では、バッテリが切れたか否かを判断する。スマートフォン３０のＳＰ制御部
３１は、バッテリの電圧が低くなると、ローバッテリを示す信号を送信する。ローバッテ
リはナビアプリ３３ａの強制終了ではない。ここでバッテリが切れたと判断された場合（
Ｓ２３３：ＹＥＳ）、Ｓ２３５にて強制終了ではないと判断し、強制終了判断処理を終了
する。一方、バッテリが切れていないと判断された場合（Ｓ２３３：ＮＯ）、Ｓ２３４に
て強制終了であると判断し、その後、強制終了判断処理を終了する。
【００５６】
　つまり、ナビアプリ３３ａに基づく応答がなく（Ｓ２３１：ＮＯ）、通信が遮断された
わけでもなく（Ｓ２３２：ＮＯ）、バッテリが切れたわけでもない場合（Ｓ２３３：ＮＯ
）、ナビアプリ３３ａの強制終了であると判断するのである。
【００５７】
　図３に戻りＳ２４０では、強制終了か否かを判断する。ここでは、図４中のＳ２３４に
て強制終了であるとされた場合に、肯定判断される。ここで強制終了であると判断された
場合（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、Ｓ２５０にて復帰処理を実行し、その後、地図表示処理を終
了する。一方、強制終了でないと判断された場合（Ｓ２４０：ＮＯ）、Ｓ２５０の処理を
実行せず、地図表示処理を終了する。
【００５８】
　図５は、Ｓ２５０の復帰処理の一例を示すフローチャートである。
　最初のＳ２５１では、ナビアプリ３３ａが再起動したか否かを判断する。強制終了した
ナビアプリ３３ａが再起動すると、スマートフォン３０のＳＰ制御部３１から、その旨の
信号が送信されてくる。ここでナビアプリ３３ａが再起動したと判断された場合（Ｓ２５
１：ＹＥＳ）、Ｓ２５２へ移行する。一方、ナビアプリ３３ａが再起動していないと判断
された場合（Ｓ２５１：ＮＯ）、Ｓ２５４へ移行する。
【００５９】
　ナビアプリ３３ａが再起動した場合に移行するＳ２５２では、設定情報を読み出す。こ
の処理は、図２に示した接続時処理のＳ１３０で記憶した設定情報を読み出すものである
。上述したように設定情報には、目的地、経由地、案内経路などが含まれる。
【００６０】
　続くＳ２５３では、設定情報を送信する。この処理は、Ｓ２５２にて読み出した設定情
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報をスマートフォン３０へ送信するものである。これにより、スマートフォン３０では、
ナビアプリ３３ａが強制終了する前の設定情報を取得することができる。Ｓ２５３の処理
終了後、復帰処理を終了する。
【００６１】
　一方、ナビアプリ３３ａが再起動していない場合に移行するＳ２５４では、地図画像を
読み出す。この処理は、図３に示した地図表示処理のＳ２２０で予め記憶した地図画像を
読み出すものである。
【００６２】
　続くＳ２５５では、読み出した地図画像を加工する。例えば、地図画像の色を変えたり
、地図画像にメッセージを重ねた新たな地図画像を作成したりするという具合である。す
なわち、ナビアプリ３３ａが強制終了した場合、定期的に送信されてくる地図画像が送信
されないため、Ｓ２５４で予め記憶した地図画像を読み出すのであるが、当該地図画像が
暫定的なものであることを示すように、地図画像を加工する。したがって、ナビアプリ３
３ａが使えないことを示す注意を喚起するように、ここで地図画像の色を変えたり、地図
画像に重ねて「アプリケーションが強制終了したため、実際の状況とは異なります。しば
らくお待ちください」といったメッセージを挿入したりする。
【００６３】
　続くＳ２５６では、地図画像を表示する。この処理は、Ｓ２５５にて加工した地図画像
を車載ディスプレイ２０に表示するものである。
　次のＳ２５７では、現在位置を算出する。この処理は、ナビアプリ３３ａが強制終了す
る前の現在位置を基に、車速ＩＦ１４を介して入力される車速情報、及び、ジャイロＩＦ
１５を介して入力されるジャイロ情報から、推測航法によって車両の現在位置を算出する
ものである。
【００６４】
　続くＳ２５８では、Ｓ２５７にて算出した現在位置を地図上に重ねて表示する。この現
在位置表示はあくまで仮のもの、暫定的なものであるため、それをユーザに示すために、
通常とは異なる表示様態にする。たとえばスマートフォン３０が通常通り動作している場
合（通常状態）とは色を異ならせる、大きさを異ならせる、通常状態では点滅しているも
のを点滅させない、逆に点滅していないものを点滅させる、などの例が考えられる。
【００６５】
　Ｓ２５８の処理終了後、Ｓ２５１からの処理を繰り返す。
　次に、スマートフォン３０で実行される案内処理を説明する。図６は、案内処理を示す
フローチャートである。この案内処理は、ナビアプリ３３ａに基づきＳＰ制御部３１にて
実行されるものである。
【００６６】
　最初のＳ３００では、設定情報を受信したか否かを判断する。この処理は、図５中のＳ
２５３に対応するものである。ナビアプリ３３ａが強制終了した場合には、目的地などの
設定情報が車載ＥＣＵ１０から送信される。ここで設定情報を受信したと判断された場合
（Ｓ３００：ＹＥＳ）、Ｓ３３０にて設定情報の自動設定処理を行い、その後、Ｓ３４０
へ移行する。一方、設定情報を受信していないと判断された場合（Ｓ３００：ＮＯ）、Ｓ
３１０にて設定情報の手動設定処理を行い、Ｓ３２０へ移行する。
【００６７】
　Ｓ３２０では、案内開始指示があったか否かを判断する。ここで案内開始指示があった
と判断された場合（Ｓ３２０：ＹＥＳ）、Ｓ３４０へ移行する。一方、案内開始指示がな
いうちは（Ｓ３２０：ＮＯ）、Ｓ３１０からの処理を繰り返す。
【００６８】
　Ｓ３４０では、案内情報を送信する。この処理は、案内音声などの案内情報を車載ＥＣ
Ｕ１０へ送信するものである。
　続くＳ３５０では、設定情報の送信要求があったか否かを判断する。この処理は、図２
中のＳ１１０に対応するものである。ここで設定情報の送信要求があったと判断された場
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合（Ｓ３５０：ＹＥＳ）、Ｓ３６０にて設定情報を車載ＥＣＵ１０へ送信し、その後、Ｓ
３７０へ移行する。一方、設定情報の送信要求がないと判断された場合（Ｓ３５０：ＮＯ
）、Ｓ３６０の処理を実行せず、Ｓ３７０へ移行する。
【００６９】
　Ｓ３７０では、スマートフォン３０がローバッテリとなっているか否かを判断する。こ
こでローバッテリであると判断された場合（Ｓ３７０：ＹＥＳ）、Ｓ３８０にてローバッ
テリであることを車載ＥＣＵ１０へ通知し、その後、Ｓ３９０へ移行する。一方、ローバ
ッテリでないと判断された場合（Ｓ３７０：ＮＯ）、Ｓ３８０の処理を実行せず、Ｓ３９
０へ移行する。
【００７０】
　Ｓ３９０では、地図画像を送信する。この処理は、車両の現在位置を含む地図画像を送
信するものである。この処理により、定期的に、地図画像及び現在位置が車載ＥＣＵ１０
へ送信されることになり、図３中のＳ２００にて肯定判断されることになる。このときス
マートフォン３０では表示対象となる範囲よりも大きな範囲で地図画像を車両側へ送信す
るにあたり、取得した現在位置および自身の進行方面に基づいて、予めその方面の地図画
像を車両に送信するようにしてもよい。進行方面については現在位置の変遷から算出する
ことができる。これにより車両側では未来の時点で表示対象となり得る地図画像をより精
度良く、また多く蓄えておくことができようになる。
【００７１】
　Ｓ３９０の処理が終了すると、Ｓ３４０からの処理を繰り返す。
　次に、本実施形態のナビゲーションシステムが発揮する効果を説明する。
　本実施形態では、車載ＥＣＵ１０のＥＣＵ制御部１１が設定情報をスマートフォンへ要
求し（図２中のＳ１１０）、これに対し、スマートフォン３０のＳＰ制御部３１が設定情
報を車載ＥＣＵ１０へ送信する（図６中のＳ３５０：ＹＥＳ，Ｓ３６０）。ＥＣＵ制御部
１１は、スマートフォン３０からの設定情報を受信すると（図２中のＳ１２０：ＹＥＳ）
、当該設定情報を記憶する（Ｓ１３０）。
【００７２】
　そして、ＥＣＵ制御部１１は、強制終了判断処理を実行することでナビアプリ３３ａの
強制終了を判断すると（図３中のＳ２３０，Ｓ２４０：ＹＥＳ）、復帰処理を実行する（
Ｓ２５０）。この復帰処理では、ナビアプリ３３ａが再起動した後（図５中のＳ２５１：
ＹＥＳ）、記憶部１６に記憶した設定情報が読み出されて（Ｓ２５２）、当該設定情報が
スマートフォン３０へ送信される（Ｓ２５３）。これにより、ＳＰ制御部３１は、車載Ｅ
ＣＵ１０からの設定情報を受信すると（図６中のＳ３００：ＹＥＳ）設定情報の自動設定
処理を行う（Ｓ３３０）。
【００７３】
　つまり、本実施形態では、予め設定情報をスマートフォン３０へ要求し（図２中のＳ１
１０）、スマートフォン３０から送信されてくる設定情報を、予め車載ＥＣＵ１０に記憶
しておく（Ｓ１３０）。そして、強制終了を判断すると（図３中のＳ２４０：ＹＥＳ）、
ナビアプリ３３ａの再起動を待って（図５中のＳ２５１）、記憶した設定情報をスマート
フォン３０へ送信する（Ｓ２５２，Ｓ２５３）。
【００７４】
　これにより、強制終了したナビアプリ３３ａの復帰後に、スマートフォン３０に対し設
定情報を再度入力する必要がなくなり、案内再開までに要する時間を短縮でき、また、ユ
ーザにとっての煩わしい再入力操作を省くことができる。
【００７５】
　また、本実施形態では、車載ＥＣＵ１０のＥＣＵ制御部１１が、車載ディスプレイ２０
に、スマートフォン３０から定期的に送信されてくる地図画像を表示する（図３中のＳ２
００：ＹＥＳ，Ｓ２１０）。さらに、未来の時点で表示対象となり得る地図画像を予め記
憶部１６に記憶しておき（Ｓ２２０）、強制終了したナビアプリ３３ａが復帰するまでの
間（図５中のＳ２５１：ＮＯ）、予め記憶した地図画像を読み出して（Ｓ２５４）表示す
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る（Ｓ２５６）。これにより、ナビアプリ３３ａが復帰するまでの間も地図画像を表示で
き、強制終了による案内中断という不具合を払拭することができる。
【００７６】
　このとき、本実施形態では、予め記憶した地図画像を読み出す際（Ｓ２５４）、地図画
像を加工する（Ｓ２５５）。具体的には、地図画像の色を変えたり、地図画像にメッセー
ジを重ねた新たな地図画像を作成したりする。これにより、強制終了に伴う補完処理とし
ての地図表示であることをユーザが把握できるため、便利である。
【００７７】
　さらにまた、本実施形態では、強制終了したナビアプリ３３ａが復帰するまでの間（図
５中のＳ２５１：ＮＯ）、現在位置を算出して（Ｓ２５７）地図画像と共に表示する（Ｓ
２５８）。具体的には、ナビアプリ３３ａが強制終了する前の現在位置を基に、車速ＩＦ
１４を介して入力される車速情報、及び、ジャイロＩＦ１５を介して入力されるジャイロ
情報から、推測航法によって車両の現在位置を算出する（図５中のＳ２５７）。これによ
り、ナビアプリ３３ａの強制終了時にも仮の現在位置が表示されるため、おおよその自車
位置が把握でき便利である。
【００７８】
　このとき、仮の現在位置の表示は、あくまで仮のもの、暫定的なものであるため、それ
をユーザに示すために、通常とは異なる表示様態にする。たとえばスマートフォン３０が
通常通り動作している場合（通常状態）とは色を異ならせる、大きさを異ならせる、通常
状態では点滅しているものを点滅させない、逆に点滅していないものを点滅させる。これ
により、仮の現在位置が実際の現在位置とは完全には一致しない可能性があることをユー
ザに知らせることができる。その結果、ユーザが混乱することを抑制でき、スマートフォ
ン３０が再起動するまでの間の安全面に寄与する。また、スマートフォン３０の再起動後
に実際の現在位置に差し替えた場合であっても、ユーザが戸惑いを覚えることを抑制でき
、この点でも、安全面に寄与する。
【００７９】
　また、本実施形態では、ナビアプリ３３ａに基づく応答がなく（Ｓ２３１：ＮＯ）、通
信が遮断されたわけでもなく（Ｓ２３２：ＮＯ）、バッテリが切れたわけでもない場合（
Ｓ２３３：ＮＯ）、ナビアプリ３３ａの強制終了であると判断する。これにより、アプリ
ケーションプログラムの強制終了を適切に判断することができる。
【００８０】
　なお、本実施形態におけるスマートフォン３０が「携帯端末」を構成し、ナビアプリ３
３ａが「アプリケーションプログラム」を構成し、車載ディスプレイ２０が「車載ディス
プレイ」を構成し、車載ＥＣＵ１０が「車載装置」を構成し、車載ＥＣＵ１０及びスマー
トフォン３０が「ナビゲーションシステム」及び「連携システム」を構成する。ここで車
載ＥＣＵ１０及びスマートフォン３０にて実現されるナビゲーション機能が連携システム
における「所定機能」に相当する。
【００８１】
　また、本実施形態の図２中のＳ１１０の処理が「設定情報要求処理」に相当し、Ｓ１２
０及びＳ１３０の処理が「設定情報記憶処理」に相当し、図４中のＳ２３１～Ｓ２３５の
処理が「強制終了判断処理」に相当し、図５中のＳ２５１～Ｓ２５３の処理が「再起動時
送信処理」に相当する。また、図６中のＳ３５０及びＳ３６０の処理が「情報送信処理」
に相当し、Ｓ３００及びＳ３３０の処理が「再設定処理」に相当する。さらにまた、図２
中のＳ２００及びＳ２１０の処理が「地図画像表示処理」に相当し、図２中のＳ２２０並
びに図５中のＳ２５１及びＳ２５５～Ｓ２５８の処理が「先取り地図画像表示処理」に相
当する。
【００８２】
　以上、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲において種々なる形態で実施することができる。
　（イ）例えば上記実施形態では、強制終了したナビアプリ３３ａが復帰するまでの間（



(15) JP 5304853 B2 2013.10.2

10

20

30

図５中のＳ２５１：ＮＯ）、ナビアプリ３３ａが強制終了する前の現在位置を基に、車速
ＩＦ１４を介して入力される車速情報、及び、ジャイロＩＦ１５を介して入力されるジャ
イロ情報から、推測航法によって車両の現在位置を算出するようにしている（図５中のＳ
２５７）。これに対し、ナビアプリ３３ａが強制終了する直前に送信してきた現在位置を
仮の現在位置として用いるようにしてもよい。このようにしても、おおよその自車位置が
把握でき便利である。あるいは、強制終了したナビアプリ３３ａが復帰するまでの間（図
５中のＳ２５１：ＮＯ）、現在位置を表示しない構成を採用することも考えられる。
【００８３】
　（ロ）上記実施形態では、車載ＥＣＵ１０がスマートフォン３０に設定情報を要求し（
図２中のＳ１１０）、スマートフォン３０が設定情報を送信する構成であった（図６中の
Ｓ３５０：ＹＥＳ，Ｓ３６０）。これに対し、スマートフォン３０が所定のタイミングで
設定情報を車載ＥＣＵ１０へ送信する構成としてもよい。例えば、図６のＳ３２０の案内
開始指示があったと判断されたときに（Ｓ３２０：ＹＥＳ）、設定情報を送信することが
考えられる。このようにすれば、特に車載ＥＣＵ１０から設定情報を要求しなくても車載
ＥＣＵ１０にて設定情報を取得することができる。
【００８４】
　（ハ）上記実施形態では、車載ＥＣＵ１０が地図表示処理（図３参照）の中で強制終了
判断処理を実行している（Ｓ２３０）。これに対し、スマートフォン３０がナビアプリ３
３ａの強制終了を判断するようにしてもよい。例えば、ナビアプリ３３ａが強制終了する
直前に当該ナビアプリ３３ａの強制終了を車載ＥＣＵ１０へ通知するという具合である。
【００８５】
　（ニ）上記実施形態はスマートフォン３０のナビゲーション機能を車載ＥＣＵ１０にお
いて実現する構成であったが、スマートフォン３０における各種アプリケーションを車載
ＥＣＵ１０で実現する構成とすることができる。例えば、オーディオ機能を実現する場合
には、再生対象となる曲名リストなどを設定情報として車載ＥＣＵ１０が予め記憶してお
くという具合である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０：車載ＥＣＵ、１１：ＥＣＵ制御部、１２：ＢＴ－ＩＦ、１３：ＵＳＢ－ＩＦ、１
４：車速ＩＦ、１５：ジャイロＩＦ、１６：記憶部、１７：ＧＰＳ－ＩＦ、２０：車載デ
ィスプレイ、３０：スマートフォン、３１：ＳＰ制御部、３２：ＧＰＳ受信機、３３：メ
モリ、３３ａ：ナビアプリ、３４：ＢＴ－ＩＦ、３５：ディスプレイ
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