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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定されるエ
リアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリアに対し前記コンテントを割
り当てるコンテント割当手段（１５ｂ）と、
　を備え、
　少なくとも一部の前記配置指示には、前記重要度に加え、前記重要度とは別の挿入重要
度が付されており、
　前記調停手段は、前記今回指示に前記挿入重要度が付されている場合、前記今回指示に
付された前記挿入重要度と前記有効指示に付された前記重要度とに基づき前記調停を行う
こと（Ｓ３００）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定される複
数のエリアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
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いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複
しない配置指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てるコンテント割
当手段（１５ｂ）と、
　を備え、
　少なくとも一部の前記配置指示には、前記重要度に加え、前記重要度とは別の挿入重要
度が付されており、
　前記調停手段は、前記今回指示に前記挿入重要度が付されている場合、前記今回指示に
付された前記挿入重要度と前記有効指示に付された前記重要度とに基づき前記調停を行う
こと（Ｓ３００）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示制御装置において、
　前記調停手段は、前記今回指示に前記有効指示に対する優劣情報が付されている場合、
前記重要度と共に前記優劣情報を用いて前記調停を行うこと（Ｓ３００）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項４】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定される複
数のエリアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複
しない配置指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てるコンテント割
当手段（１５ｂ）と、
　を備え、
　前記調停手段は、前記今回指示に前記有効指示に対する優劣情報が付されている場合で
あって前記今回指示に付された重要度と前記有効指示に付された重要度とが同一である場
合には、前記優劣情報に基づいて前記調停を行うこと（Ｓ３００）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の表示制御装置において、
　前記今回指示が選択されなかった場合、当該今回指示を待機指示（１４ｃ）として配置
指示管理部（１４）に記憶する記憶制御手段（１５ｃ）をさらに備えており、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記待機指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い待機指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の表示制御装置において、
　前記配置指示は、待機有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記今回指示が待機有りの情報を有している場合に、前記待機指
示として前記配置指示管理部に記憶すること（Ｓ３５０：ＹＥＳ、Ｓ３６０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項７】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定されるエ
リアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
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１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリアに対し前記コンテントを割
り当てるコンテント割当手段（１５ｂ）と、
　前記今回指示が選択されなかった場合、当該今回指示を待機指示（１４ｃ）として配置
指示管理部（１４）に記憶する記憶制御手段（１５ｃ）と、
　を備え、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記待機指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い待機指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当て、
　前記配置指示は、待機有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記今回指示が待機有りの情報を有している場合に、前記待機指
示として前記配置指示管理部に記憶し（Ｓ３５０：ＹＥＳ、Ｓ３６０）、前記今回指示が
待機無しの情報を有している場合に、前記待機指示として前記配置指示管理部に記憶しな
いこと（Ｓ３５０：ＮＯ、Ｓ３７０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項８】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定される複
数のエリアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複
しない配置指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てるコンテント割
当手段（１５ｂ）と、
　前記今回指示が選択されなかった場合、当該今回指示を待機指示（１４ｃ）として配置
指示管理部（１４）に記憶する記憶制御手段（１５ｃ）と、
　を備え、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記待機指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い待機指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当て、
　前記配置指示は、待機有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記今回指示が待機有りの情報を有している場合に、前記待機指
示として前記配置指示管理部に記憶し（Ｓ３５０：ＹＥＳ、Ｓ３６０）、前記今回指示が
待機無しの情報を有している場合に、前記待機指示として前記配置指示管理部に記憶しな
いこと（Ｓ３５０：ＮＯ、Ｓ３７０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項９】
　請求項５～８の何れか一項に記載の表示制御装置において、
　前記記憶制御手段は、前記今回指示の時間的前後関係を維持するように前記待機指示を
前記配置指示管理部に記憶すること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１０】
　請求項５～９の何れか一項に記載の表示制御装置において、
　前記記憶制御手段は、前記有効指示が選択されなかった場合、当該有効指示を復帰指示
（１４ｄ）として配置指示管理部に記憶するよう構成されており、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記復帰指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い復帰指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載の表示制御装置において、
　前記配置指示は、復帰有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記有効指示が復帰有りの情報を有している場合に、前記復帰指
示として前記配置指示管理部に記憶すること（Ｓ３３０：ＹＥＳ、Ｓ３４０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１２】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定されるエ
リアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリアに対し前記コンテントを割
り当てるコンテント割当手段（１５ｂ）と、
　前記有効指示が選択されなかった場合、当該有効指示を復帰指示（１４ｄ）として配置
指示管理部に記憶する記憶制御手段と、
　を備え、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記復帰指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い復帰指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当て、
　前記配置指示は、復帰有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記有効指示が復帰有りの情報を有している場合に、前記復帰指
示として前記配置指示管理部に記憶し（Ｓ３３０：ＹＥＳ、Ｓ３４０）、前記有効指示が
復帰無しの情報を有している場合に、前記復帰指示として前記配置指示管理部に記憶しな
いこと（Ｓ３３０：ＮＯ、Ｓ３５０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１３】
　車両に搭載される表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定される複
数のエリアに対し、コンテントを割り当てて表示する表示制御装置（１）であって、
　前記コンテントの前記エリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されて
いる配置指示である有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段（
１５ａ）と、
　前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複
しない配置指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てるコンテント割
当手段（１５ｂ）と、
　前記有効指示が選択されなかった場合、当該有効指示を復帰指示（１４ｄ）として配置
指示管理部に記憶する記憶制御手段と、
　を備え、
　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記復帰指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い復帰指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当て、
　前記配置指示は、復帰有無を示す情報を有しており、
　前記記憶制御手段は、前記有効指示が復帰有りの情報を有している場合に、前記復帰指
示として前記配置指示管理部に記憶し（Ｓ３３０：ＹＥＳ、Ｓ３４０）、前記有効指示が
復帰無しの情報を有している場合に、前記復帰指示として前記配置指示管理部に記憶しな
いこと（Ｓ３３０：ＮＯ、Ｓ３５０）
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の表示制御装置において、
　前記今回指示が選択されなかった場合、当該今回指示を待機指示（１４ｃ）として配置
指示管理部（１４）に記憶する記憶制御手段（１５ｃ）をさらに備えており、
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　前記コンテント割当手段は、前記選択した配置指示に基づく割り当ての後、前記配置指
示管理部に記憶された前記待機指示に基づき、前記エリア又は前記コンテントが重複しな
い待機指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテントを割り当てること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の表示制御装置において、
　前記記憶制御手段は、前記今回指示の時間的前後関係を維持するように前記待機指示を
前記配置指示管理部に記憶すること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１６】
　請求項１０～１５の何れか一項に記載の表示制御装置において、
　前記記憶制御手段は、前記有効指示の時間的前後関係を維持するように前記復帰指示を
前記配置指示管理部に記憶すること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１７】
　請求項１０～１６の何れか一項に記載の表示制御装置において、
　前記調停手段は、前記待機指示と前記復帰指示とを、前記重要度に基づき調停し（Ｓ４
００、Ｓ４１０）、
　前記コンテント割当手段は、前記調停手段にて調停された配置指示に基づき、前記エリ
ア又は前記コンテントが重複しない配置指示を選択して、前記エリアに対し前記コンテン
トを割り当てること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の表示制御装置において、
　前記調停手段は、前記配置指示に前記重要度とは別の挿入重要度が付されている場合、
前記挿入重要度を用いて前記調停を行うこと
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の表示制御装置において、
　前記調停手段は、前記挿入重要度が付された前記配置指示の時間的前後関係を維持する
ように前記調停を行うこと
　を特徴とする表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両情報などを車室内に用意された表示装置に表示する際、ユーザが把握し
易いように表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の室内で提供される情報は、多岐にわたっている。例えば、車両の状態を示す車速
、エンジン回転数、シフトポジション、燃料、水温などが挙げられる。また例えば、ナビ
ゲーションのための地図、エアコンの設定情報、オーディオ情報などが挙げられる。近年
では、運転支援のためのナイトビューや、車両内に持ち込んだ携帯端末の情報なども提供
されるようになってきた。
【０００３】
　これらの情報を提供するための表示装置も、種々のものが搭載されるようになっており
、ヘッドアップディスプレイや、ナビゲーションのための地図などが表示される液晶ディ
スプレイが挙げられる。また、車速などが表示されるメータパネルも液晶などの採用によ
って種々の情報を提供可能なものがあり、一種の表示装置と言える。
【０００４】
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　下記特許文献１では、ユーザの指示に基づいてディスプレイの各エリアにどのコンテン
トを割り当てるのか決定している。具体的には、あるコンテントは所定のエリアに固定で
割り当てる。この所定のエリア以外のエリアには優先度を割り当てておく。そして、新た
なコンテントが例えばユーザのドラッグ操作などによって優先度の割り当てられたエリア
に割り当てられた場合、そのエリアに当初割り当てられていたコンテントは残りのエリア
の中で優先度が最も高い別のエリアに割り当てられる。同様に、その別のエリアに当初割
り当てられていたコンテントは、残りのエリアの中で優先度が最も高いエリアに割り当て
られる。したがって、優先度が最も低いエリアに割り当てられていたコンテントは削除さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１４０４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、車両用の表示装置においては、カーナビの地図を表示した状態から、オーデ
ィオの情報表示に切り替えたり、バックモニタの撮影画像に切り替えたり、ハンズフリー
電話の着信画面に切り替えたりといった状況があり得る。
【０００７】
　つまり、ナビゲーションのための「地図」のコンテントが表示装置に表示されていると
きに、「オーディオ情報」、「バックモニタ」、「電話着信情報」などの別のコンテント
の表示が要求されることがある。
【０００８】
　この場合、どちらのコンテントを表示するかは「後勝ち」（後からの表示要求を優先し
て表示）の場合が好適であったり、「先勝ち」（先に表示されている表示要求を優先する
）の場合が好適であったり、状況によって様々である。
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１では、基本的にユーザ指示に基づく「後勝ち」を採用し
ており、状況に応じた好適な表示とならない虞がある。
　この点、状況に応じた画面遷移をマトリクス化しておく手法が考えられる。例えば、「
地図」のコンテントが表示されている状態で「バックモニタ」のコンテントの表示要求が
あった場合には「バックモニタ」のコンテントを優先するといった管理表を予め持つとい
う具合である。このような管理表によって「後勝ち」、「先勝ち」を決定することも可能
である。
【００１０】
　ところが、コンテント（表示画面）の数が多くなると、管理表が複雑になり、その情報
量が膨大となるという課題が生じる。
　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、上記画面
遷移のマトリクス化を行わず、状況に応じた「後勝ち」、「先勝ち」を実現することが可
能な表示制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　上記目的を達成するためになされた本発明の表示制御装置（１）は、車両に搭載され
る表示装置（２１，２２，２３）の画面に表示領域として設定されるエリアに対し、コン
テントを割り当てて表示する。
【００１２】
　ここで特に、調停手段（１５ａ）が、エリアに前記コンテントが表示されている状態で
、当該現コンテントとは異なる新コンテントの同エリアへの新たな表示指示があった場合
、現コンテントと新コンテントに付与されている各重要度に基づき、エリアに対する表示
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対象として新コンテントか又は現コンテントのどちらかを選択する。
【００１３】
　また、コンテント割当手段（１５ｂ）が、調停手段にて選択された結果に基づき、エリ
アに対し表示対象として新コンテントもしくは現コンテントを割り当てる。
　このようにすれば、上記画面遷移のマトリクス化を行わず、状況に応じた「後勝ち」、
「先勝ち」を実現することができる。
【００１４】
　なお、上記特許文献１ではユーザの指示に基づいて割り当てを決定しているが、本発明
では、新たな表示指示が、ユーザによる表示指示に依存することなく発生するものであっ
てもよい。例えば、「電話着信情報」や「バックモニタ」のコンテントのシステムによる
新たな表示指示がそれである。このようにすれば、状況に応じた好適な表示を実現するこ
とができる。
【００１５】
　また、本発明は、次のように実現することもできる。すなわち、調停手段（１５ａ）が
、コンテントのエリアへの新たな配置指示である今回指示（１４ａ）と現時点で採用され
ている配置指示である有効指示（１４ｂ）とを、両指示に付される重要度に基づき調停す
る。また、コンテント割当手段（１５ｂ）は、調停手段にて調停された配置指示に基づき
、エリア又はコンテントが重複しない配置指示を選択して、エリアに対しコンテントを割
り当てる。
【００１６】
　つまり、新たに生じた配置指示である今回指示と、現時点で採用されている配置指示で
ある有効指示との重要度に基づく調停を行って、コンテントを割り当てるのである。この
ようにすれば、特定エリアへの特定コンテントの配置指示が新たに生じた場合、現時点で
採用されている配置指示との整合を取ってコンテントを配置することができる。
【００１７】
　なお、今回指示や有効指示には複数の配置指示であることが考えられる。この点、下記
実施形態では、今回指示集合１４ａ、有効指示集合１４ｂとして、配置指示を操作してい
る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】表示制御装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】コンテント及びエリアに対応付けられる属性を示す説明図である。
【図３】エリア管理部におけるエリアの階層データ構造を示す説明図である。
【図４】表示制御処理を示すフローチャートである。
【図５】今回指示処理を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は今回指示集合を例示する説明図であり、（ｂ）は有効指示集合を例示す
る説明図であり、（ｃ）は今回指示集合と有効指示集合とのマージ及び割当を示す説明図
である。
【図７】割当可否と割当後の所属集合を示す説明図である。
【図８】待機復帰処理を示すフローチャートである。
【図９】復帰集合のマージ集合への挿入を例示する説明図である。
【図１０】復帰集合のマージ集合への挿入を例示する説明図である。
【図１１】割当可否と割当後の所属集合を示す説明図である。
【図１２】（ａ）は「先勝ち」、「後勝ち」の調停の各種ケースを場合分けして示す説明
図であり、（ｂ）は各コンテントの配置指示を示す説明図である。
【図１３】各コンテントの表示例を示す説明図である。
【図１４】現コンテント「バックモニタ」に対し新コンテント「電話着信情報」の表示要
求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
【図１５】現コンテント「バックモニタ」に対し新コンテント「オーディオ情報」の表示
要求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
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【図１６】現コンテント「電話着信情報」に対し新コンテント「バックモニタ」の表示要
求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
【図１７】現コンテント「電話着信情報」に対し新コンテント「オーディオ情報」の表示
要求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
【図１８】現コンテント「オーディオ情報」に対し新コンテント「バックモニタ」の表示
要求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
【図１９】現コンテント「オーディオ情報」に対し新コンテント「電話着信情報」の表示
要求があった場合の具体的な調停を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、実施形態の表示制御装置１の概略構成を示すブロック図である。
　表示制御装置１は、制御部１０を中心に構成されている。制御部１０には、３台の表示
装置２１，２２，２３、及び、入出力ＩＦ３０が接続されている。なお、以下では、３台
の表示装置２１～２３を区別するため、必要に応じて「ア表示装置２１」、「イ表示装置
２２」、「ウ表示装置２３」と記述する。
【００２０】
　３台のア～ウの表示装置２１～２３はそれぞれ、例えばヘッドアップディスプレイ、メ
ータパネル、ナビゲーションのための地図などを表示するカラー液晶表示装置などとして
具現化される。ただし、これに限られるものではない。
【００２１】
　入出力ＩＦ３０は、車両内のネットワーク（例えばＣＡＮ）に接続するための構成であ
り、入出力ＩＦ３０を介し、表示制御装置１は、マルチメディアＥＣＵ４１、車速ＥＣＵ
４２、エンジン回転数センサ４３、各種ＥＣＵ４４、及び、各種センサ４５に接続されて
いる。各種ＥＣＵ４４には、例えばナビゲーションＥＣＵなどが含まれる。また、各種セ
ンサ４５には、車室外の気温を検知する外気温センサやエンジン冷却水の温度を検知する
水温センサなどが含まれる。
【００２２】
　このような構成により、表示制御装置１は、ネットワークを介して各種のコンテントを
取得可能となっている。コンテントは、マルチメディアＥＣＵ４１から取得される「オー
ディオ情報」、車速ＥＣＵ４２から取得される「車速」、エンジン回転数センサ４３から
取得される「エンジン回転数」、各種ＥＣＵ４４に含まれるナビゲーションＥＣＵから取
得される「地図」、各種センサ４５に含まれる外気温センサから取得される「外気温」な
ど様々である。
【００２３】
　制御部１０は、コンテント管理部１１、エリア管理部１２、割当管理部１３、配置指示
管理部１４、制御部１５、及び表示レイアウト制御部１６を有している。
　コンテント管理部１１は、上述した種々のコンテントを管理するための機能を有し、カ
テゴリーの異なるコンテントも同様に管理している。コンテント管理部１１は、コンテン
トに対し、図２に示すように、「情報価値」、「コンテントサイズ」及び「表示状態」の
３つの属性を対応付けて管理する。
【００２４】
　ここで情報価値とは、表示対象者毎のコンテントの価値を示すものである。本実施形態
では、表示対象者は、運転者、助手席同乗者、後席同乗者である。つまり、コンテントの
価値は、表示対象者によって異なる。例えば「車速」や「エンジン回転数」といったコン
テントは、運転者にとって価値の高い情報となる。そのため、情報価値［運転者］、情報
価値［助手席同乗者］、及び、情報価値［後席同乗者］という３つの価値を各コンテント
が有している。なお、本実施形態では、情報価値が「０」以上の数値として記憶されてい
るものとする。
【００２５】
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　またコンテントサイズは、コンテントの表示に要する領域の大きさであり、例えば縦及
び横のピクセル数で表される。
　さらにまた表示状態は、そのコンテントが表示対象であるか否かを示す情報であり、表
示対象であることを示す「アクティブ状態」又は表示対象でないことを示す「非アクティ
ブ状態」のいずれかが設定される。
【００２６】
　具体的には、車両状況やユーザ操作に応じて「アクティブ状態」と「非アクティブ状態
」とが切り替えられる。例えば、シフトレンジがＲの時は「バックモニタ」のコンテント
が「アクティブ状態」となり、シフトレンジがＲ以外の時は「バックモニタ」のコンテン
トが「非アクティブ状態」になるという具合である。また例えば、ユーザがオーディオス
イッチをオンにすると「オーディオ情報」のコンテントが「アクティブ状態」となり、オ
ーディオスイッチをオフにすると「オーディオ情報」のコンテントが「非アクティブ状態
」になるという具合である。
【００２７】
　図１の説明に戻り、エリア管理部１２は、表示領域としての複数のエリアを管理するた
めの機能を有する。エリアは、ア～ウの３台の表示装置２１～２３の画面に対して設定さ
れる。エリア管理部１２は、ア～ウの３台の表示装置２１～２３のエリアを同様に管理し
ている。すなわち、ア表示装置２１のエリアもイ表示装置２２のエリアも区別なく管理し
ている。ただし、エリア管理部１２は、エリアに対し、図２に示すように、「エリア適性
度」及び「エリアサイズ」の２つの属性を対応付けて管理する。
【００２８】
　ここでエリア適性度とは、表示対象者毎のエリアの場所的な適正度を示すものである。
表示対象者は、上述したように、運転者、助手席同乗者、後席同乗者である。つまり、エ
リア適性度は、表示対象者によって異なる。例えばメータパネルのエリアは運転者にとっ
てエリア適性度が大きくなり、また例えばナビゲーションのための地図などを表示する液
晶表示装置のエリアは、運転者及び助手席同乗者にとってエリア適性度が大きくなる。そ
のため、エリア適性度［運転者］、エリア適性度［助手席同乗者］、及び、エリア適性度
［後席同乗者］という３つの適性度を各エリアが有している。なお、本実施形態では、エ
リア適性度を「１」～「１０」の１０段階で示すものとする。ただし、これには限定され
ない。
【００２９】
　またエリアサイズは、エリアの大きさであり、コンテントサイズと同様、例えば縦及び
横のピクセル数で示される。
　また、エリア管理部１２は、ア～ウの表示装置２１～２３のエリアを階層データ構造で
管理する。例えばア表示装置２１のエリアを例に挙げて説明すると、図３に示す如くであ
る。
【００３０】
　ア表示装置２１の表示領域は、図３（ａ）に示すように、画面全体を使用する１エリア
、この１エリアを左右２つに分割した２エリア及び３エリア、さらに、３エリアを左右２
つに分割した４エリア及び５エリア、３エリアを上下２つに分割した６エリア及び７エリ
アとして設定されているものとする。
【００３１】
　このとき、図３（ｂ）に示すように、１エリアを最上位の階層のエリアとして管理する
。１エリアの直下の階層に２及び３のエリアを管理し、２及び３のエリアの直下の階層に
それぞれ、４及び５のエリアと６及び７のエリアとを管理する。
【００３２】
　これにより、図３（ｃ）に示すように、例えば２エリアにコンテントが割り当てられる
と、それよりも下の階層である４及び５のエリアは使用不能と判断する。なお、１エリア
の直下にある２及び３のエリアのうち一方の２エリアのみにコンテントが割り当てられる
ときは（３，６，７のエリアが使用されていないときは）、１エリアの内部にコンテント
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が表示されればよく、例えばコンテントが２及び３のエリアに跨るようにセンタリングな
どを施すようにしてもよい。
【００３３】
　図１に戻り、割当管理部１３は、所定エリアに対する所定コンテントの割当情報を記憶
している。所定エリアに対する所定コンテントの割当情報は、予め定められたエリアと予
め定められたコンテントとの対応関係を示すものである。
【００３４】
　配置指示管理部１４は、システムによる配置指示やユーザの操作に基づく配置指示を管
理するものである。これは、割当管理部１３に記憶される割当情報と異なり、動的な配置
指示を管理するものである。
【００３５】
　例えば、シフトレンジがＲになった場合「バックモニタ」のコンテントをナビの地図が
表示されているエリアに配置するというシステムによる配置指示が考えられる。また例え
ば、ユーザがオーディオスイッチをオンにすると「オーディオ情報」のコンテントをナビ
の地図が表示されているエリアに配置するというユーザ操作に基づく配置指示が考えられ
る。なお、ユーザ操作に基づく配置指示には、表示されているコンテントをドラッグ操作
などにより別のエリアへ移動させるような配置指示も含まれる。
【００３６】
　すなわち、ここでいう配置指示は、特定コンテントを特定エリアへ配置するものであり
、その特定エリアにもともと表示されているコンテントとの調停を行う。このとき、もと
もと表示されているコンテントがそのまま残る場合が「先勝ち」となり、もともと表示さ
れているコンテントに代え新たなコンテントが配置される場合が「後勝ち」となる。
【００３７】
　配置指示管理部１４では、配置指示が４つの集合１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄに分
けられて管理される。４つの集合は、今回指示集合１４ａ、有効指示集合１４ｂ、待機集
合１４ｃ、及び、復帰集合１４ｄとなっている。
【００３８】
　今回指示集合１４ａは、新たな配置指示が含まれる集合であり、上述したように、シス
テムによる配置指示やユーザ操作に基づく配置指示が追加される。この配置指示には、エ
リア、コンテント、挿入重要度、重要度、復帰有無、及び、待機有無が含まれる。また、
今回指示集合１４ａの配置指示には、同一重要度後勝ち情報が付されている。図６（ａ）
に示す如くである。
【００３９】
　エリア及びコンテントはそれぞれ、割当対象となるエリアと当該エリアへ割り当てられ
るコンテントである。エリアは数字で、コンテントは大文字のアルファベットで示した。
なお、エリア及びコンテントを直接的に記載する必要はなく、エリア及びコンテントへの
紐付けがなされる情報であればよい。また、ここでのエリアの数字は、図３で説明したエ
リアの数字とは無関係である。
【００４０】
　挿入重要度は、新たな配置指示を採用するか否かの重要度であり、主として、今回指示
集合１４ａと有効指示集合１４ｂとのマージに用いられる。また、今回指示集合１４ａへ
の配置指示の追加にも、挿入重要度が用いられる。例えば、ユーザ操作に基づく配置指示
は挿入重要度が大きくなる。なお、挿入重要度が設定されない場合があり、このときは、
後述する重要度に基づく処理が行われる。
【００４１】
　重要度は、配置指示の重要度を示すものである。挿入重要度が主として今回指示集合へ
の配置指示の追加及び有効指示集合１４ｂとのマージに用いられるのに対し、この重要度
は、各集合をマージする際などに用いられる。また、挿入重要度が設定されていない場合
には、挿入重要度に代えて用いられる。
【００４２】
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　なお、挿入重要度及び重要度は、「１」～「１０」の数値となっており、数値が大きく
なるほど、重要度が大きくなる。もちろん、これに限定されるものではない。
　有効指示集合１４ｂは、現時点で採用されている配置指示が含まれる集合であり、図６
（ｂ）に示す如くである。上記今回指示集合１４ａに含まれる新たな配置指示と有効指示
集合１４ｂに含まれる現時点での配置指示との調停が行われることにより、有効指示集合
１４ｂが更新される。この調停は、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとを重要度
に基づいてマージすることで行われる。
【００４３】
　待機集合１４ｃは、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとの調停の結果、有効指
示集合１４ｂの配置指示が採用され（上記「先勝ち」）、有効指示集合１４ｂに格納され
なかった配置指示、つまり、新たな配置指示があったにもかかわらず表示されなかったコ
ンテントの情報が追加される集合である。待機集合１４ｃに格納されることにより、有効
指示集合１４ｂとの関係で、エリア又はコンテントの重複がなければ、当該配置指示が採
用される。なお、待機集合１４ｃに追加すべき配置指示には、待機有無の情報として「待
機有り」が付される。また、「待機無し」の情報が付された配置指示は、待機集合１４ｃ
には追加されず、削除される。
【００４４】
　復帰集合１４ｄは、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとの調停の結果、今回指
示集合１４ａの配置指示が採用され（上記「後勝ち」）、有効指示集合１４ｂから除かれ
た配置指示、つまり、新たな配置指示によって表示されなくなったコンテントの情報が格
納される集合である。復帰集合１４ｄに格納されることにより、有効指示集合との関係で
、エリア又はコンテントの重複がなければ、当該配置指示が採用される。なお、復帰集合
１４ｄに追加すべき配置指示には、復帰有無の情報として「復帰有り」が付される。また
、「復帰無し」の情報が付された配置指示は、復帰集合１４ｄには追加されず、削除され
る。
【００４５】
　同一重要度後勝ち情報は重要度が同一である場合に「後勝ち」をするか否かのフラグで
あり、同一重要度後勝ち情報が「する」の場合、重要度が同じ場合に、新たな配置指示が
調停勝ちする。
【００４６】
　本実施形態では、以上のようなコンテント管理部１１、エリア管理部１２、割当管理部
１３及び配置指示管理部１４に記憶される情報に基づき、制御部１５が、まずは配置指示
管理部１４の情報に基づきコンテントをエリアへ割り当て、配置指示にないコンテントに
対してはその後、コンテントのエリアに対する評価値を算出し、コンテントのエリアへの
割り当てを行う。また、制御部１５によるコンテントのエリアへの割り当てに基づき、コ
ンテントを表示するのが、表示レイアウト制御部１６である。
【００４７】
　次に、図４に基づき、表示制御処理について説明する。なお、以下では適宜、情報価値
及びエリア適性度をまとめて「価値」といい、コンテントサイズ及びエリアサイズをまと
めて「サイズ」という。
【００４８】
　最初のＳ１００では、今回指示処理を実行する。ここで今回指示処理について説明する
。今回指示処理は、図５に示すごとくである。
　Ｓ３００では、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとをマージする。今回指示集
合１４ａには新たな配置指示が含まれており、有効指示集合１４ｂには、現時点で採用さ
れている配置指示が含まれている。そこでここでは、これらの配置指示を重要度に従って
マージする。
【００４９】
　図６（ａ）に今回指示集合１４ａを例示する。ここでは、エリア－コンテントの対応，
（挿入重要度，重要度），待機有無，復帰有無が配置指示となっている。この配置指示に
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は、同一重要度後勝ち情報が付されている。なお、待機有無は、図中で「待機有り」が「
待有」、「待機無し」が「待無」となっており、復帰有無は、図中で「復帰有り」が「復
有」、「復帰無し」が「復無」となっている。これらは、以下でも同様である。
【００５０】
　したがって、先頭の配置指示ａは、２エリアにＢコンテントを割り当てるものであり、
挿入重要度が「８」、重要度が「５」、待機有り、復帰有り、同一重要度の後勝ちが「す
る」となっている。同様に、２番目の配置指示ｂは、１エリアにＡコンテントを割り当て
るものであり、挿入重要度が「－－」、重要度が「６」、待機無し、復帰無し、同一重要
度の後勝ちが「する」となっている。３番目の配置指示ｃは、４エリアにＣコンテントを
割り当てるものであり、挿入重要度が「－－」、重要度が「４」、待機有り、復帰有り、
同一重要度の後勝ちが「しない」となっている。挿入重要度「－－」は、挿入重要度が設
定されていないことを示しており、この場合は、重要度で代用される。
【００５１】
　今回指示集合１４ａには、挿入重要度の順に配置指示が追加される。また、挿入重要度
が設定されていないときは、重要度の順に追加される。これにより、より重要度の大きな
配置指示が今回指示集合１４ａの先頭側へ追加される。
【００５２】
　図６（ｂ）に示すように、有効指示集合１４ｂにも、同様の情報を有する配置指示ｄ，
ｅ，ｆ，ｇが格納されている。具体的に、先頭の配置指示ｄは、１エリアにＸコンテント
を割り当てるものであり、挿入重要度が「９」、重要度が「８」、待機有り、復帰有りと
なっている。２番目の配置指示ｅは、２エリアにＹコンテントを割り当てるものであり、
挿入重要度が「９」、重要度が「５」、待機無し、復帰有りとなっている。３番目の配置
指示ｆは、４エリアにＺコンテントを割り当てるものであり、挿入重要度が「８」、重要
度が「４」、待機無し、復帰有りとなっている。４番目の配置指示ｇは、３エリアにＢコ
ンテントを割り当てるものであり、挿入重要度が「－－」、重要度が「３」、待機無し、
復帰無しとなっている。
【００５３】
　このとき、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとをマージすると、図６（ｃ）に
示すごとくとなる。配置指示ａ～ｃは、今回指示集合１４ａに属するものであるため、挿
入重要度を用いて並べ替えを行う。なお、配置指示ｂ，ｃには、挿入重要度が設定されて
いないため、重要度を用いて並べ替えを行う。配置指示ｄ～ｇは、有効指示集合１４ｂに
属するものであるため、重要度を用いて並べ替えを行う。このとき、配置指示ａの挿入重
要度「８」、配置指示ｄの重要度「８」で同一となるため、同一重要度後勝ち情報に基づ
き、配置指示ａが先頭側へ並べられる。また、配置指示ｆ及び配置指示ｃはともに重要度
「４」で同一となるため、同一重要度後勝ち情報に基づき、配置指示ｆが先頭側へ並べら
れる。なお、重要度に付された下線は、マージで用いられたことを示すものである。以下
でも同様とする。
【００５４】
　図５に戻りＳ３１０では、マージされた配置指示の一つを取得する。この処理は、例え
ば図６（ｃ）に示したマージ後の集合の先頭側から配置指示を順に取得していくものであ
る。
【００５５】
　Ｓ３２０では、割当可であるか否かが判断される。図６（ｃ）では、エリア又はコンテ
ントが重複しない太枠で示した配置指示ａ，ｄ，ｆが割当可であると判断される。ここで
割当可であると判断された場合（Ｓ３２０：ＹＥＳ）、エリアとコンテントとの対応関係
を記憶し、Ｓ３８０にて配置指示を有効指示集合１４ｂへ移動させ、その後、Ｓ３９０へ
移行する。一方、割当不可であると判断された場合（Ｓ３２０：ＮＯ）、Ｓ３３０へ移行
する。
【００５６】
　Ｓ３３０では、「有効指示」かつ「復帰有り」であるか否かが判断される。この処理は
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、もともと有効指示集合１４ｂに含まれていた配置指示であって、かつ、復帰有りの情報
を有する配置指示であるか否かを判断するものである。図６（ｃ）では、配置指示ｅがこ
れに該当する。「有効指示」かつ「復帰有り」であると判断された場合（Ｓ３３０：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ３４０にて復帰集合１４ｄへ配置指示を移動し、その後、Ｓ３５０へ移行する。
一方、「有効指示でない」又は「復帰無し」であると判断された場合（Ｓ３３０：ＮＯ）
、Ｓ３４０の処理を実行せず、Ｓ３５０へ移行する。
【００５７】
　Ｓ３５０では、「今回指示」かつ「待機有り」であるか否かが判断される。この処理は
、もともと今回指示集合１４ａに含まれていた配置指示であって、かつ、待機有りの情報
を有する配置指示であるか否かを判断するものである。図６（ｃ）では、配置指示ｃがこ
れに該当する。「今回指示」かつ「待機有り」であると判断された場合（Ｓ３５０：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ３６０にて待機集合１４ｃへ配置指示を移動し、その後、Ｓ３７０へ移行する。
一方、「今回指示でない」又は「待機無し」であると判断された場合（Ｓ３５０：ＮＯ）
、Ｓ３６０の処理を実行せず、Ｓ３７０へ移行する。
【００５８】
　Ｓ３７０では、割当不可となった配置指示を削除する。この処理は、復帰集合１４ｄへ
も待機集合１４ｃへも移動しなかった配置指示を削除するものである。
　Ｓ３７０又はＳ３８０から移行するＳ３９０では、未処理の配置指示があるか否かを判
断する。ここで未処理の配置指示があると判断された場合（Ｓ３９０：ＹＥＳ）、Ｓ３１
０からの処理を繰り返す。一方、すべての配置指示について処理している場合には（Ｓ３
９０：ＮＯ）、今回指示処理を終了する。
【００５９】
　この今回指示処理によって、重要度（新たな配置指示では挿入重要度）の大きい順に割
当が実行される（図５中のＳ３００，Ｓ３１０）。このとき、配置指示の中には削除され
るものもあれば、別の集合へ移動させられるものもある。
【００６０】
　図７に示すように、割当可であれば、配置指示は有効指示集合１４ｂへ移動させられる
（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ，Ｓ３８０）。一方、割当不可であれば、次のようになる。
マージ前の所属集合が今回指示集合１４ａで待機有無が「待機有り」の場合には（Ｓ３５
０：ＹＥＳ）、配置指示が待機集合１４ｃへ移動させられる（Ｓ３６０）。また、マージ
前の所属集合が今回指示集合１４ａで待機有無が「待機無し」の場合には、配置指示が削
除される（Ｓ３７０）。さらにまた、マージ前の所属集合が有効指示集合１４ｂで復帰有
無が「復帰有り」の場合には（Ｓ３３０：ＹＥＳ）、配置指示が復帰集合１４ｄへ移動さ
せられる（Ｓ３４０）。また、マージ前の所属集合が有効指示集合１４ｂで復帰有無が「
復帰無し」の場合には、配置指示が削除される（Ｓ３７０）。なお、待機集合１４ｃには
、先頭から古い順に配置指示が並べられて追加され、復帰集合１４ｄには、先頭から新し
い順に配置指示が並べられて追加される。
【００６１】
　図４に戻り、Ｓ１１０では、待機復帰処理を実行する。ここで待機復帰処理について説
明する。待機復帰処理は、図８に示すごとくである。
　Ｓ４００では、復帰集合１４ｄの配置指示をマージ集合へ挿入する。続くＳ４１０では
、待機集合１４ｃの配置指示をマージ集合へ挿入する。これらの処理は、復帰集合１４ｄ
及び待機集合１４ｃの配置指示を重要度順に並べ替えるものである。このとき、挿入重要
度が設定された配置指示の前後関係は変わらないようになっている。
【００６２】
　復帰集合１４ｄの配置指示のマージ集合への挿入について具体的に説明する。
　図９（ａ）に示すように、復帰集合１４ｄの末尾の配置指示「２－Ｅ」をマージ集合の
末尾へ挿入する。上述したように復帰集合１４ｄでは、先頭から新しい順に配置指示が並
べられているため、もっとも古い配置指示がマージ集合の末尾へ挿入される。
【００６３】
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　さらに、図９（ｂ）に示すように、復帰集合１４ｄの配置指示「１－Ｅ」をマージ集合
へ挿入する。配置指示「１－Ｅ」には挿入重要度が設定されているため、挿入時には、こ
の挿入重要度を用いる。配置指示「１－Ｅ」の挿入重要度「９」であるため、マージ集合
の先頭側へ挿入される。また、配置指示「１－Ｅ」には挿入重要度「９」が付されている
ため、図９（ｃ）に示すように、１エリアの区切り線ｋ１を設定する。
【００６４】
　次に、図１０（ａ）に示すように、配置指示「３－Ａ」をマージ集合へ挿入する。３エ
リアに対する区切り線はないため、マージ集合の末尾から挿入位置を探索する。重要度を
比較して、配置指示「１－Ｅ」よりも末尾側に挿入する。また、配置指示「２－Ｅ」と同
一の重要度「２」であるため、より新しい配置指示である「３－Ａ」が配置指示「２－Ｅ
」よりも先頭側に挿入される。すなわち、同一重要度の場合には、より新しい配置指示が
マージ集合の先頭側へ挿入される。
【００６５】
　続いて、図１０（ｂ）に示すように、復帰集合１４ｄの配置指示「３－Ｃ」をマージ集
合へ挿入する。配置指示「３－Ｃ」には挿入重要度が設定されているため、挿入時には、
この挿入重要度を用いる。配置指示「３－Ｃ」の挿入重要度「９」であるため、マージ集
合の最も先頭側へ挿入される。また、配置指示「３－Ｃ」には挿入重要度が付されている
ため、３エリアの区切り線ｋ３を設定する。
【００６６】
　最後に、図１０（ｃ）に示すように、復帰集合１４ｄの配置指示「３－Ｂ」をマージ集
合へ挿入する。このとき、３エリアに対する区切り線ｋ３が設定されているため、区切り
線ｋ３よりも先頭側で挿入位置を探索する。ここでは、配置指示「３－Ｃ」と同一の重要
度「１」となっているため、より新しい配置指示「３－Ｂ」がマージ集合の先頭側へ挿入
される。
【００６７】
　以上が復帰集合１４ｄからマージ集合への配置指示挿入の具体例である。これと同様に
、待機集合１４ｃからも同じマージ集合へ配置指示を挿入する。上述したように待機集合
１４ｃでは、先頭から古い順に配置指示が並べられているため、末尾のもっとも新しい配
置指示から順にマージ集合へ挿入される。待機集合１４ｃからの配置指示の挿入では、重
要度が同一になっている場合、より古い配置指示がマージ集合の先頭側へ挿入される。ま
た、復帰集合１４ｄの配置指示と重要度が同一になっている場合、待機集合１４ｃからの
配置指示が優先されてマージ集合の先頭側へ来るように、待機集合１４ｃの配置指示が挿
入される。
【００６８】
　図８の説明に戻り、Ｓ４２０では、マージ集合の配置指示を一つ取得する。この処理は
、マージ集合の先頭側から順に配置指示を取り出すものである。
　続くＳ４３０では、割当可であるか否かを判断する。この処理は、Ｓ４２０で取り出し
た配置指示が有効指示集合１４ｂに含まれる配置指示と重複しないか否かを判断するもの
である。ここで割当可であると判断された場合（Ｓ４３０：ＹＥＳ）、エリアとコンテン
トとの対応関係を記憶し、Ｓ４４０へ移行する。一方、割当不可であると判断された場合
（Ｓ４３０：ＮＯ）、Ｓ４６０へ移行する。
【００６９】
　Ｓ４４０では、Ｓ４２０で選択された配置指示が待機集合１４ｃにあった配置指示であ
るか否かを判断する。ここで待機集合１４ｃにあった配置指示であると判断された場合（
Ｓ４４０：ＹＥＳ）、Ｓ４５０にて当該配置指示を有効指示集合１４ｂへ移動し、その後
、Ｓ４６０へ移行する。一方、待機集合１４ｃにあった配置指示でないと判断された場合
（Ｓ４４０：ＮＯ）、Ｓ４５０の処理を実行せず、Ｓ４６０へ移行する。
【００７０】
　Ｓ４６０では、未処理の配置指示がマージ集合にあるか否かを判断する。ここで未処理
の配置指示があると判断された場合（Ｓ４６０：ＹＥＳ）、Ｓ４２０からの処理を繰り返
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す。一方、マージ集合にある全ての配置指示を処理している場合には（Ｓ４６０：ＮＯ）
、待機復帰処理を終了する。
【００７１】
　待機復帰処理では、マージ集合を生成した後（図８中のＳ４００，Ｓ４１０）、割当可
であると判断された配置指示に基づくエリアとコンテントとの対応関係が記憶されるので
あるが、このときの配置指示がもともと待機集合１４ｃに含まれていた配置指示である場
合に（Ｓ４４０：ＹＥＳ）当該配置指示が有効指示集合１４ｂへ追加される（Ｓ４５０）
。その他の場合には、配置指示の移動が行われることはない。図１１に示す如くである。
【００７２】
　図４に戻り、Ｓ１２０では、コンテントリストを作成する。この処理は、Ｓ１００及び
Ｓ１１０の処理でエリアに割り当てられていないコンテントのリストを作成するものであ
る。具体的には、コンテントの属性である表示状態が「アクティブ状態」となっているコ
ンテントを抽出して情報価値が大きいものから順に並べ替える。例えば、コンテントＸ，
Ｙ，Ｚ，Ｗがあり、情報価値がＸ＞Ｙ＞Ｚ＞Ｗのとき、「アクティブ状態」となっている
コンテントが「Ｘ，Ｚ，Ｗ」であれば、コンテントリストは、「Ｘ→Ｚ→Ｗ」となる。な
お、ここでは、Ｎ個のコンテントが並べ替えられたものとする。
【００７３】
　次のＳ１３０では、コンテントを示す変数ｎを「１」として初期化する。この変数ｎが
インクリメントされる毎に、１番目のコンテント→２番目のコンテント→３番目のコンテ
ント→・・・という具合に処理されることになる。
【００７４】
　続くＳ１４０では、エリアを探索する。この処理は、未だコンテントが割り当てられて
いない全てのエリアを探索するものである。
　次のＳ１５０では、階層データ構造に基づきエリアを除外する。この処理は、コンテン
トが割り当てられていないエリアであっても、階層データ構造で上位に位置するエリアに
対しコンテントが割り当てられている場合に、そのエリアを除外するものである。例えば
図３（ｃ）に示したように、２エリアにコンテントが割り当てられている場合、４及び５
のエリアが除外されるという具合である。
【００７５】
　続くＳ１６０では、コンテントサイズ及びエリアサイズに基づきエリアを除外する。こ
の処理は、割り当てられるコンテントのコンテントサイズよりも小さなエリアサイズのエ
リアを除外するものである。
【００７６】
　次のＳ１７０では、割当管理に基づきエリアを除外する。具体的には、割当管理部１３
に記憶された対応関係に基づき、コンテントとエリアとの対応関係にないエリアを除外す
る。
【００７７】
　続くＳ１８０では、評価値を算出し、評価値が最も大きなエリアを選択する。この処理
は、予め定められた算出式でコンテント及びエリアの情報から評価値を算出し、当該評価
値が最も大きくなるエリアを選択するものである。
【００７８】
　具体的に、本実施形態では、評価値には、運転者評価値（ＤＥ）、助手席同乗者評価値
（ＡＥ）、及び、後席同乗者評価値（ＲＥ）がある。なお、式を煩雑にしないために、運
転者を「Ｄ」、助手席同乗者を「Ａ」、後席同乗者を「Ｒ」で表すと、本実施形態では、
それぞれ、

　ＤＥ＝Ｋ［Ｄ］×情報価値［Ｄ］×エリア適性度［Ｄ］
　ＡＥ＝Ｋ［Ａ］×情報価値［Ａ］×エリア適性度［Ａ］
　ＲＥ＝Ｋ［Ｒ］×情報価値［Ｒ］×エリア適性度［Ｒ］
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　となる。
【００７９】
　ここでＫ［Ｄ］，Ｋ［Ａ］，Ｋ［Ｒ］は、運転者、助手席同乗者、及び、後席同乗者の
存在を示すものであり、乗車時に「１」となり、非乗車時に「０」となる。
　そして、求める評価値は、

　評価値　＝　ＤＥ＋ＡＥ＋ＲＥ

　となる。
【００８０】
　Ｓ１９０では、Ｓ１８０における評価値が最も大きくなるコンテントのエリアへの割り
当てを記憶する。
　続くＳ２００では、変数ｎがコンテントの個数Ｎに等しいか否かを判断する。この処理
は、全てのコンテントを処理したか否かを判断するものである。ここでｎ＝Ｎである場合
（Ｓ２００：ＹＥＳ）、Ｓ２２０へ移行する。一方、ｎ≠Ｎである場合（Ｓ２００：ＮＯ
）、すなわち処理していないコンテントがあるうちは、Ｓ２１０にて変数ｎをインクリメ
ントし、Ｓ１４０からの処理を繰り返す。
【００８１】
　Ｓ２２０では、Ｓ１００、Ｓ１１０、及びＳ１９０で記憶したエリアとコンテントとの
割当に基づき、コンテントを表示する。その後、表示制御処理を終了する。
　以上、表示制御処理について説明したが、ここで具体例を挙げ、図５の今回指示処理を
イメージし易くし、「先勝ち」、「後勝ち」についての理解を深める。
【００８２】
　図１２（ａ）に示すように、ここではコンテントとして「バックモニタ」、「電話着信
情報」及び「オーディオ情報」を挙げ、これらコンテント間の調停について説明する。図
１２（ａ）では、左側に縦に並ぶコンテントが現在表示されている「現コンテント」であ
り、上段に横に並ぶコンテントが新たな表示要求があった「新コンテント」である。すな
わち、図１２（ａ）中の（１）は、現コンテント「バックモニタ」の表示中に新コンテン
ト「電話着信情報」の表示要求があった場合を示している。同様に、図１２（ａ）中の（
２）は現コンテント「バックモニタ」の表示中に新コンテント「オーディオ情報」の表示
要求があった場合を示し、図１２（ａ）中の（３）は現コンテント「電話着信情報」の表
示中に新コンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合を示し、図１２（ａ）中の
（４）は現コンテント「電話着信情報」の表示中に新コンテント「オーディオ情報」の表
示要求があった場合を示し、図１２（ａ）中の（５）は現コンテント「オーディオ情報」
の表示中に新コンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合を示し、図１２（ａ）
中の（６）は現コンテント「オーディオ情報」の表示中に新コンテント「電話着信情報」
の表示要求があった場合を示している。
【００８３】
　このとき、図１２（ｂ）に示すように、割り当て対象のエリアは、図３中の「１エリア
」（最上位階層のエリア）となっている。そして、「バックモニタ」は、その重要度が「
７」、待機有無が「待機無し」、復帰有無が「復帰無し」、同一重要度の場合の後勝ちが
「する」となっている。同様に、「電話着信情報」は、その重要度が「５」、待機有無が
「待機有り」、復帰有無が「復帰有り」、同一重要度の場合の後勝ちが「する」となって
おり、「オーディオ情報」は、その重要度が「３」、待機有無が「待機無し」、復帰有無
が「復帰無し」、同一重要度の場合の後勝ちが「する」となっている。なお、「オーディ
オ情報」には、挿入重要度が設定されており「８」となっている。
【００８４】
　図１３（ａ）～（ｃ）は、図１２（ａ）及び（ｂ）に挙げたそれぞれのコンテントの表
示例を示している。図１３（ａ）は「バックモニタ」の表示例であり、図１３（ｂ）は「
電話着信情報」の表示例であり、図１３（ｃ）は「オーディオ情報」の表示例である。
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【００８５】
　以下で、図１２（ａ）中の（１）～（６）のケースについて、それぞれ説明していく。
　図１４（ａ）は、ケース（１）を示す。ケース（１）は、現コンテント「バックモニタ
」の表示中に新コンテント「電話着信情報」の表示要求があった場合である。
【００８６】
　図１４（ａ）に示すように、現コンテント「バックモニタ」の表示中であるため、有効
指示集合１４ｂに「バックモニタ」の配置指示が含まれる（記号ａ１参照）。また、新コ
ンテント「電話着信情報」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「電話着信情報」の配
置指示の追加となる（記号ｂ１参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４
ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【００８７】
　このとき、「バックモニタ」に関する重要度が「７」であり「電話着信情報」に関する
重要度が「５」であるため、「バックモニタ」の配置指示がマージ集合の先頭へ並べられ
る（記号ｃ１参照）。
【００８８】
　次に、「バックモニタ」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ）
、「バックモニタ」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動（この場合は維持）される
（Ｓ３８０）。記号ｄ１で示す如くである。一方、「電話着信情報」の配置指示は割当不
可と判断される（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「電話着信情報」の配置指示は、今回指示
で「待機有り」であるため（Ｓ３５０：ＹＥＳ）、待機集合１４ｃへ移動させられる（Ｓ
３６０）。記号ｅ１で示す如くである。
【００８９】
　以上から、図１４（ｂ）に示すように、現コンテント「バックモニタ」の表示中に新コ
ンテント「電話着信情報」の表示要求があった場合、「バックモニタ」のコンテントが「
先勝ち」することになる。
【００９０】
　図１５（ａ）は、ケース（２）を示す。ケース（２）は、現コンテント「バックモニタ
」の表示中に新コンテント「オーディオ情報」の表示要求があった場合である。
　図１５（ａ）に示すように、現コンテント「バックモニタ」の表示中であるため、有効
指示集合１４ｂに「バックモニタ」の配置指示が含まれる（記号ａ２参照）。また、新コ
ンテント「オーディオ情報」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「オーディオ情報」
の配置指示の追加となる（記号ｂ２参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合
１４ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【００９１】
　ここで、「バックモニタ」に関する重要度が「７」でありオーディオ情報に関する挿入
重要度が「８」であるため、「オーディオ情報」の配置指示がマージ集合の先頭へ並べら
れる（記号ｃ２参照）。
【００９２】
　次に、「オーディオ情報」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ
）、「オーディオ情報」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動させられる（Ｓ３８０
）。記号ｄ２で示す如くである。一方、「バックモニタ」の配置指示は割当不可と判断さ
れる（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「バックモニタ」の配置指示は、有効指示で「待機無
し」であるため（Ｓ３３０：ＮＯ）、復帰集合１４ｄへ移動させられることなく削除され
る（Ｓ３７０）。
【００９３】
　以上から、図１５（ｂ）に示すように、現コンテント「バックモニタ」の表示中に新コ
ンテント「オーディオ情報」の表示要求があった場合、「オーディオ情報」のコンテント
が「後勝ち」することになる。
【００９４】
　図１６（ａ）は、ケース（３）を示す。ケース（３）は、現コンテント「電話着信情報
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」の表示中に新コンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合である。
　図１６（ａ）に示すように、現コンテント「電話着信情報」の表示中であるため、有効
指示集合１４ｂに「電話着信情報」の配置指示が含まれる（記号ａ３参照）。また、新コ
ンテント「バックモニタ」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「バックモニタ」の配
置指示の追加となる（記号ｂ３参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４
ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【００９５】
　ここで、「電話着信情報」に関する重要度が「５」であり「バックモニタ」に関する重
要度が「７」であるため、「バックモニタ」の配置指示がマージ集合の先頭へ並べられる
（記号ｃ３参照）。
【００９６】
　次に、「バックモニタ」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ）
、「バックモニタ」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動させられる（Ｓ３８０）。
記号ｄ３で示す如くである。一方、「電話着信情報」の配置指示は割当不可と判断される
（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「電話着信情報」の配置指示は、有効指示で「復帰有り」
であるため（Ｓ３３０：ＹＥＳ）、復帰集合１４ｄへ移動させられる（Ｓ３４０）。記号
ｅ３で示す如くである。
【００９７】
　以上から、図１６（ｂ）に示すように、現コンテント「電話着信情報」の表示中に新コ
ンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合、「バックモニタ」のコンテントが「
後勝ち」することになる。
【００９８】
　図１７（ａ）は、ケース（４）を示す。ケース（４）は、現コンテント「電話着信情報
」の表示中に新コンテント「オーディオ情報」の表示要求があった場合である。
　図１７（ａ）に示すように、現コンテント「電話着信情報」の表示中であるため、有効
指示集合１４ｂに「電話着信情報」の配置指示が含まれる（記号ａ４参照）。また、新コ
ンテント「オーディオ情報」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「オーディオ情報」
の配置指示の追加となる（記号ｂ４参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合
１４ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【００９９】
　ここで、「電話着信情報」に関する重要度が「５」であり「オーディオ情報」に関する
挿入重要度が「８」であるため、「オーディオ情報」の配置指示がマージ集合の先頭へ並
べられる（記号ｃ４参照）。
【０１００】
　次に、「オーディオ情報」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ
）、「オーディオ情報」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動させられる（Ｓ３８０
）。記号ｄ４で示す如くである。一方、「電話着信情報」の配置指示は割当不可と判断さ
れる（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「電話着信情報」の配置指示は、有効指示で「復帰有
り」であるため（Ｓ３３０：ＹＥＳ）、復帰集合１４ｄへ移動させられる（Ｓ３４０）。
記号ｅ４で示す如くである。
【０１０１】
　以上から、図１７（ｂ）に示すように、現コンテント「電話着信情報」の表示中に新コ
ンテント「オーディオ情報」の表示要求があった場合、「オーディオ情報」のコンテント
が「後勝ち」することになる。
【０１０２】
　図１８（ａ）は、ケース（５）を示す。ケース（５）は、現コンテント「オーディオ情
報」の表示中に新コンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合である。
　図１８（ａ）に示すように、現コンテント「オーディオ情報」の表示中であるため、有
効指示集合１４ｂに「オーディオ情報」の配置指示が含まれる（記号ａ５参照）。また、
新コンテント「バックモニタ」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「バックモニタ」
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の配置指示の追加となる（記号ｂ５参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合
１４ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【０１０３】
　ここで、「バックモニタ」に関する重要度が「７」であり「オーディオ情報」に関する
重要度が「３」であるため、「バックモニタ」の配置指示がマージ集合の先頭へ並べられ
る（記号ｃ５参照）。この場合「オーディオ情報」については「重要度」が用いられる。
【０１０４】
　次に、「バックモニタ」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ）
、「バックモニタ」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動させられる（Ｓ３８０）。
記号ｄ５で示す如くである。一方、「オーディオ情報」の配置指示は割当不可と判断され
る（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「オーディオ情報」の配置指示は、有効指示で「復帰無
し」であるため（Ｓ３３０：ＮＯ）、復帰集合１４ｄへ移動させられることなく削除され
る（Ｓ３７０）。
【０１０５】
　以上から、図１８（ｂ）に示すように、現コンテント「オーディオ情報」の表示中に新
コンテント「バックモニタ」の表示要求があった場合、「バックモニタ」のコンテントが
「後勝ち」することになる。
【０１０６】
　図１９（ａ）は、ケース（６）を示す。ケース（６）は、現コンテント「オーディオ情
報」の表示中に新コンテント「電話着信情報」の表示要求があった場合である。
　図１９（ａ）に示すように、現コンテント「オーディオ情報」の表示中であるため、有
効指示集合１４ｂに「オーディオ情報」の配置指示が含まれる（記号ａ６参照）。また、
新コンテント「電話着信情報」の表示要求は、今回指示集合１４ａへの「電話着信情報」
の配置指示の追加となる（記号ｂ６参照）。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合
１４ｂとがマージされる（図５中のＳ３００）。
【０１０７】
　ここで、「電話着信情報」に関する重要度が「５」であり「オーディオ情報」に関する
重要度が「３」であるため、「電話着信情報」の配置指示がマージ集合の先頭へ並べられ
る（記号ｃ６参照）。この場合「オーディオ情報」については「重要度」が用いられる。
【０１０８】
　次に、「電話着信情報」の配置指示は割当可と判断され（図５中のＳ３２０：ＹＥＳ）
、「電話着信情報」の配置指示は、有効指示集合１４ｂへ移動させられる（Ｓ３８０）。
記号ｄ６で示す如くである。一方、「オーディオ情報」の配置指示は割当不可と判断され
る（Ｓ３２０：ＮＯ）。このとき「オーディオ情報」の配置指示は、有効指示で「復帰無
し」であるため（Ｓ３３０：ＮＯ）、復帰集合１４ｄへ移動させられることなく削除され
る（Ｓ３７０）。
【０１０９】
　以上から、図１９（ｂ）に示すように、現コンテント「オーディオ情報」の表示中に新
コンテント「電話着信情報」の表示要求があった場合、「電話着信情報」のコンテントが
「後勝ち」することになる。
【０１１０】
　なお、「電話着信情報」などのコンテントで電話の着信が途中でなくなり表示要求がな
くなることが考えられる。この場合、すべての集合１４ａ～１４ｄを検索し、表示要求が
なくなったコンテントについては、その配置指示を削除する。
【０１１１】
　次に本実施形態の表示制御装置１が発揮する効果を説明する。
　本実施形態では、エリアにコンテントが表示されている状態で、当該現コンテントとは
異なる新コンテントの同エリアへの新たな表示指示があった場合、現コンテントと新コン
テントに付与されている各重要度に基づき、エリアに対する表示対象として新コンテント
か又は現コンテントのどちらかを選択する調停手段（１５ａ）と、調停手段にて選択され
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た結果に基づき、エリアに対し表示対象として新コンテントもしくは現コンテントを割り
当てるコンテント割当手段（１５ｂ）と、を備えている。これにより、上記画面遷移のマ
トリクス化を行わず、状況に応じた「後勝ち」、「先勝ち」を実現することができる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、新たな表示要求として「電話着信情報」や「バックモニタ」の
コンテントのように、システムによる新たな表示要求にも対応している。すなわち、新た
な表示指示に、ユーザによる表示指示に依存することなく発生するものが含まれる。これ
により、状況に応じた好適な表示を実現することができる。
【０１１３】
　さらにまた、本実施形態では、「オーディオ情報」のコンテントなど、ユーザの表示指
示に基づいて表示要求がなされるものについては、「重要度」とは別に「挿入重要度」が
設定されており、この「挿入重要度」に基づいて調停が行われる（図５中のＳ３００）。
すなわち、新たな表示指示がユーザによる表示指示に基づくものである場合、当該表示指
示に基づく新コンテントの重要度が、ユーザによる表示指示とは無関係な表示指示に基づ
く新コンテントの重要度に比べて高く設定されている。これにより、ユーザ指示を優先し
た好適な表示を実現することができる。
【０１１４】
　また、本実施形態では、調停の結果で現コンテントが選択された場合（「先勝ち」の場
合）、調停負けしたコンテントについて待機有りか否かを判断し（図５中のＳ３５０）、
「待機有り」となっている場合には（Ｓ３５０：ＹＥＳ）、当該コンテントを待機集合１
４ｃへ移動する（Ｓ３６０，図１４（ａ）参照）。そして、割当可となると（図８中のＳ
４３０：ＹＥＳ）待機集合１４ｃにある配置指示を有効指示集合１４ｂへ移動する（Ｓ４
４０：ＹＥＳ，Ｓ４５０）。すなわち、調停手段により現コンテントが選択された場合、
新コンテントを待機状態として管理し、現コンテントが非表示状態となると、調停手段は
、待機状態である新コンテントを選択する。これにより、表示されなかった新コンテント
を、後から表示することができる。
【０１１５】
　なお、本実施形態では、現コンテントと新コンテントとの調停を行い、エリアへのコン
テントの配置を決定した後、待機状態にあるコンテントの配置が可能か否かを判断してい
る（図８中のＳ４３０）。これに対し、新コンテントの表示要求があったときに、現コン
テント、新コンテントに加え、待機状態にあるコンテントを含め、各コンテントの重要度
に基づいて調停を行うようにすることも考えられる。すなわち、調停手段により現コンテ
ントが選択された場合、新コンテントを待機状態として管理し、次回の表示指示があると
、調停手段は、新コンテントと表示されている現コンテントと待機状態であるコンテント
との各重要度に基づいていずれかのコンテントを選択することとしてもよい。このように
しても、状況に応じた好適な表示を実現することができる。
【０１１６】
　一部繰り返しになるが、本実施形態では、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂと
を重要度に基づいてマージする（図５中のＳ３００，図６（ａ）～（ｃ）参照）。そして
、マージ後の配置指示を先頭側から一つずつ取得し（Ｓ３１０）、割当可であるか否かを
判断する（Ｓ３２０）。ここで割当可である場合には、エリアとコンテントとの対応関係
を記憶し、有効指示集合１４ｂへ当該配置指示を移動する（Ｓ３８０）。すなわち、コン
テントのエリアへの新たな配置指示である今回指示と現時点で採用されている配置指示で
ある有効指示とを、両指示に付される重要度に基づき調停する調停手段１５ａと、調停手
段にて調停された配置指示に基づき、エリア又はコンテントが重複しない配置指示を選択
して、エリアに対しコンテントを割り当てるコンテント割当手段１５ｂとを備えている。
これにより、特定エリアへの特定コンテントの配置指示が新たに生じた場合、現時点で採
用されている配置指示との整合を取ってコンテントを配置することができる。
【０１１７】
　また、本実施形態では、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとをマージする際、
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今回指示集合１４ａに関しては「挿入重要度」を用いて有効指示集合１４ｂとの調停を行
う（図５中のＳ３００）。すなわち、調停手段１５ａは、配置指示に重要度とは別の挿入
重要度が付されている場合、今回指示に付された挿入重要度と有効指示に付された重要度
とに基づき調停を行う。これにより、例えばユーザ操作に基づく配置指示などに比較的大
きな挿入重要度を設定することで、当該配置指示が優先的に選択されることになる。
【０１１８】
　さらにまた、本実施形態では、今回指示集合１４ａの配置指示に、同一重要度後勝ち情
報が付されている。そして、今回指示集合１４ａと有効指示集合１４ｂとをマージする際
、重要度（挿入重要度）が同一であると、同一重要度後勝ち情報に基づき、今回指示集合
１４ａの配置指示と有効指示集合１４ｂの配置指示との優先関係を決定する。すなわち、
調停手段１５ａは、今回指示に有効指示に対する優劣情報が付されている場合、重要度と
共に優劣情報を用いて調停を行う。これにより、配置指示の優劣を容易に判断することが
できる。
【０１１９】
　また、本実施形態では、割当不可である場合、当該配置指示が今回指示集合１４ａに含
まれるものであれば（図５中のＳ３５０：ＹＥＳ）、当該配置指示を待機集合１４ｃへ移
動する（Ｓ３６０）。そして、その後、待機集合１４ｃに基づく、割り当てが行われる（
図８中のＳ４２０，Ｓ４３０）。すなわち、今回指示が選択されなかった場合、当該今回
指示を待機指示として配置指示管理部１４に記憶する記憶制御手段１５ｃをさらに備えて
おり、コンテント割当手段１５ｂは、選択した配置指示に基づく割り当ての後、配置指示
管理部１４に記憶された待機指示に基づき、エリア又はコンテントが重複しない待機指示
を選択して、エリアに対しコンテントを割り当てる。これにより、現時点で採用されてい
る配置指示が新たな配置指示に優先する場合でも（「先勝ち」）、その後、新たな配置指
示に基づくコンテントの割り当てが可能となる。
【０１２０】
　このとき、配置指示の待機有無の情報に基づき、待機有りとされている配置指示が待機
集合１４ｃへ移動される（図５中のＳ３５０，Ｓ３６０）。すなわち、配置指示は、待機
有無を示す情報を有していることを前提に、記憶制御手段１５ｃは、今回指示が待機有り
の情報を有している場合に、待機指示として配置指示管理部１４に記憶する。これにより
、所定の配置指示を待機させることができる。
【０１２１】
　なお、待機集合１４ｃは、配置指示の古いものから順に並べられる。すなわち、記憶制
御手段１５ｃは、今回指示の時間的前後関係を維持するように待機指示を配置指示管理部
１４に記憶する。これにより、待機指示に基づくコンテントの割り当てを適切な順序で行
うことができる。
【０１２２】
　さらにまた、本実施形態では、割当不可である場合、当該配置指示が有効指示集合１４
ｂに含まれるものであれば（図５中のＳ３３０：ＹＥＳ）、当該配置指示を復帰集合１４
ｄへ移動する（Ｓ３４０）。そして、その後、復帰集合１４ｄに基づく、割り当てが行わ
れる（図８中のＳ４２０，Ｓ４３０）。すなわち、記憶制御手段１５ｃは、有効指示が選
択されなかった場合、当該有効指示を復帰指示として配置指示管理部１４に記憶するよう
構成されており、コンテント割当手段１５ｂは、選択した配置指示に基づく割り当ての後
、配置指示管理部１４に記憶された復帰指示に基づき、エリア又はコンテントが重複しな
い復帰指示を選択して、エリアに対しコンテントを割り当てる。これにより、新たな配置
指示が現時点で採用されている配置指示に優先する場合でも（「後勝ち」）、その後、一
度採用された配置指示に基づくコンテントの割り当てが可能となる。
【０１２３】
　このとき、配置指示の復帰有無の情報に基づき、復帰有りとされている配置指示が復帰
集合１４ｄへ移動される（図５中のＳ３３０，Ｓ３４０）。すなわち、配置指示は、復帰
有無を示す情報を有していることを前提に、記憶制御手段１５ｃは、有効指示が復帰有り
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の情報を有している場合に、復帰指示として配置指示管理部１４に記憶する。これにより
、所定の配置指示を復帰させることができる。
【０１２４】
　なお、復帰集合１４ｄは、配置指示の新しいものから順に並べられる。すなわち、記憶
制御手段１５ｃは、有効指示の時間的前後関係を維持するように復帰指示を配置指示管理
部１４に記憶する。これにより、復帰指示に基づくコンテントの割り当てを適切な順序で
行うことができる。
【０１２５】
　また、本実施形態では、復帰集合１４ｄの配置指示をマージ集合へ挿入し、また、待機
集合１４ｃの配置指示を同じマージ集合へ挿入して、重要度の順に並べ替える（Ｓ４００
，Ｓ４１０）。すなわち、調停手段１５ａは、待機指示と復帰指示とを、重要度に基づき
調停する。この場合、コンテント割当手段１５ｂは、調停手段にて調停された配置指示に
基づき、エリア又はコンテントが重複しない配置指示を選択して、エリアに対しコンテン
トを割り当てる。これにより、待機指示及び復帰指示が両方存在する場合、これら両指示
に基づくコンテントの割り当てを適切な順序で行うことができる。
【０１２６】
　このとき、マージ集合への挿入に際して、挿入される配置指示については、挿入重要度
が用いられる。すなわち、調停手段１５ａは、配置指示に重要度とは別の挿入重要度が付
されている場合、挿入重要度を用いて調停を行う。これにより、例えばユーザ操作に基づ
く配置指示などに比較的大きな挿入重要度を設定することで、当該配置指示が優先的に選
択されることになる。
【０１２７】
　また、挿入重要度を有する配置指示をマージ集合へ挿入する際、エリア毎の区切り線を
設定して、挿入位置を探索する。すなわち、調停手段１５ａは、挿入重要度が付された配
置指示の時間的前後関係を維持するように調停を行う。これにより、待機指示及び復帰指
示に基づくコンテントの割り当てを適切な順序で行うことができる。
【０１２８】
　なお、配置指示にないコンテントについては、コンテントの情報価値及びエリアのエリ
ア適性度に基づいて、エリアに対するコンテントの割り当てを行う。具体的には、コンテ
ント管理部１１が表示対象者毎の情報の価値である情報価値を対応付けてコンテントを管
理すると共に、エリア管理部１２がエリアの場所的な適正度であるエリア適性度を対応付
けてエリアを管理する。そして、制御部１５は、情報価値及びエリア適性度に基づく評価
値を用い、コンテントのエリアへの割り当てを決定する。すなわち、情報の価値を示す情
報価値を対応付けて、コンテントを管理するコンテント管理部１１と、場所的な適正度を
示すエリア適性度を対応付けて、エリアを管理するエリア管理部１２と、を備え、コンテ
ント割当手段１５ｂは、情報価値及びエリア適性度に基づいて、配置指示にないコンテン
トをエリアへ割り当てる。これにより、配置指示にないコンテントについては、情報価値
とエリア適性度とによってコンテントがエリアに割り当てられるため、ユーザにとって把
握し易い情報表示を行うことができる。
【０１２９】
　さらにまた、本実施形態では、車両内のネットワークを介して、種々のコンテントが取
得される（図１参照）。すなわち、コンテント管理部１１は、コンテントを車両内のネッ
トワークによって取得する。また、コンテント管理部１１は、新たに接続された外部機器
からコンテントを取得するようにしてもよい。このとき、コンテント管理部１１は、種々
のコンテントに対し「情報価値」、「コンテントサイズ」及び「表示状態」を対応付けて
同様に管理する（図２参照）。これにより、コンテントの種類によらず、同一のアルゴリ
ズムでコンテントをエリアに割り当てることができる。
【０１３０】
　同様に、本実施形態では、ア～ウの表示装置２１～２３の複数のエリアに対し「エリア
適性度」及び「エリアサイズ」を対応付けて当該エリアを管理する（図２参照）。すなわ
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る。これにより、表示装置２１～２３が異なっていても、同一のアルゴリズムでコンテン
トを割り当てるべきエリアを判断することができる。
【０１３１】
　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）コンテント及びエリアをその属性のみで管理することによって、コンテントの種
類によらず、また、表示装置２１～２３の区別によらず、コンテントのエリアへの割り当
てが同一のアルゴリズムで可能となることは既に述べた。したがって、上記実施形態の表
示制御装置１では、例えば、ア～ウの表示装置２１～２３のいずれかが故障した場合など
、エリア管理部１２が管理情報を更新することで、アルゴリズムを変更することなく、コ
ンテントのエリアへの割り当てが可能となる。同様に、図１に示すように、エ表示装置５
０を追加して接続することも容易である。この場合も、エリア管理部１２がエ表示装置５
０に合わせて管理情報を更新するようにすればよい。エ表示装置５０は、例えばスマート
フォンなどの携帯電話機や、ＰＤＡと呼ばれる情報端末などであることが例示される。こ
のときは、エ表示装置５０自体からエリアに関する情報を取得することが考えられる。す
なわち、エリア管理部１２は、表示装置２１，２２，２３，５０の一部が着脱されると、
管理するエリアを更新することとしてもよい。
【０１３２】
　（ロ）上記実施形態では、コンテントの情報価値及びエリアのエリア適性度に基づいて
評価値を算出しているが、コンテントの情報特性及びエリアのエリア特性として視線特性
、表現力特性、操作特性などを採用することも考えられる。
【符号の説明】
【０１３３】
　　　　　　　　　　１…表示制御装置
　　　　　　　　　１０…制御部
　　　　　　　　　１１…コンテント管理部
　　　　　　　　　１２…エリア管理部
　　　　　　　　　１３…割当管理部
　　　　　　　　　１４…配置指示管理部
　　　　　　　　１４ａ…今回指示集合
　　　　　　　　１４ｂ…有効指示集合
　　　　　　　　１４ｃ…待機集合
　　　　　　　　１４ｄ…復帰集合
　　　　　　　　　１５…制御部
　　　　　　　　１５ａ…調停手段
　　　　　　　　１５ｂ…コンテント割当手段
　　　　　　　　１５ｃ…記憶制御手段
　　　　　　　　　１６…表示レイアウト制御部
２１，２２，２３，５０…表示装置
　　　　　　　　　３０…入出力ＩＦ
　　　　　　　　　４１…マルチメディアＥＣＵ
　　　　　　　　　４２…車速ＥＣＵ
　　　　　　　　　４３…エンジン回転数センサ
　　　　　　　　　４４…各種ＥＣＵ
　　　　　　　　　４５…各種センサ
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