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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置（８，３８）に映像信号を伝送する映像線路を介して接続され、かつ前記映像
信号に基づく映像を表示する表示機能と共に、前記表示機能とは異なる少なくとも一つの
機能である非表示機能を実現する制御装置（１２，４２）を少なくとも２つ以上備えた車
載表示システム（１）であって、
　前記制御装置の各々は、
　時間軸に沿って順次表示する画像群を含み、かつ前記画像群を映像として出力するコマ
ンドとして予め用意された映像出力コマンドを実行することで、前記表示機能を実現し、
　当該制御装置自身の動作状況である第一動作状況を取得する第一状況取得手段（２６，
５６）と、
　信号を伝送する伝送線路である車載線路を介して当該制御装置に接続され、かつ当該制
御装置とは別体に設けられた制御装置を他装置とし、前記第一状況取得手段で取得した第
一動作状況を、前記車載線路を介して前記他装置に出力する第一状況出力手段（２８，５
８）と、
　前記他装置の動作状況である第二動作状況を取得する第二状況取得手段（３０，６０）
と、
　前記第一状況取得手段で取得した第一動作状況、及び前記第二状況取得手段で取得した
第二動作状況の少なくとも一方が、前記非表示機能の実現よりも前記表示機能の実現を優
先すべき状況下である表示優先状況であるか否かを判定する判定手段（３２，６２）と、



(2) JP 5971138 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　前記判定手段での判定の結果、前記表示優先状況であれば、前記表示装置に表示する前
記映像を構成する画像を時間軸に沿って更新し、前記表示機能の実現よりも前記非表示機
能の実現を優先すべき状況下である非表示優先状況であれば、前記表示装置に表示する前
記映像を構成する画像の更新を保留する画像更新制御を実行する画像更新手段（３４，６
４）と
を備えることを特徴とする車載表示システム。
【請求項２】
　前記判定手段は、
　予め規定された時間間隔で、前記表示優先状況であるか否かを判定し、
　前記画像更新手段は、
　前記判定手段にて前記表示優先状況であるか否かが判定されるごとに、前記画像更新制
御を実行する
　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】
　現時点での時刻である現時刻を取得する時刻取得手段（９０，９２）を備え、
　前記判定手段は、
　前記時刻取得手段で取得した現時刻が、予め規定された時刻に達するごとに、前記表示
優先状況であるか否かを判定し、
　前記画像更新手段は、
　前記判定手段にて前記表示優先状況であるか否かが判定されるごとに、前記画像更新制
御を実行する
　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４】
　表示装置（８，３８）に映像信号を伝送する映像線路を介して接続され、前記映像信号
に基づく映像を表示する表示機能を実現すると共に、前記表示機能とは異なる少なくとも
一つの機能である非表示機能を実現する制御装置（１２，４２）を少なくとも２つ以上備
え、信号を伝送する伝送線路である車載線路を介して前記制御装置が接続された車載表示
システム（３）であって、
　前記制御装置それぞれは、
　時間軸に沿って順次表示すべき画像群及び前記非表示機能の実現に対して各画像の表示
を優先する度合いを表す表示優先度を含み、かつ前記画像群を映像として出力するコマン
ドとして予め用意された映像出力コマンドを実行し、規定された時刻に達するごとに前記
画像を更新することで前記表示機能を実現し、
　さらに、
　前記非表示機能の実現よりも前記表示機能の実現を優先すべき状況下を表示優先状況と
し、前記映像出力コマンドを取得して解析した結果に基づいて、前記表示優先状況である
ことを表しているか否かを判定する解釈手段（７２，８２）と、
　前記解釈手段での判定の結果、前記表示優先状況であれば、前記表示機能が優先的に実
現されるように、前記非表示機能の実現を抑制すると共に、前記表示機能の実現に必要な
リソースを確保する表示優先制御を実行する機能制御手段（７４，８４）と
　を備えることを特徴とする車載表示システム。
【請求項５】
　前記解釈手段は、
　前記映像出力コマンド全体を単位として、前記表示優先状況であることを表しているか
否かを判定する
　ことを特徴とする請求項４に記載の車載表示システム。
【請求項６】
　前記解釈手段は、
　前記画像のそれぞれを単位として、前記表示優先状況であることを表しているか否かを
判定する
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　ことを特徴とする請求項４に記載の車載表示システム。
【請求項７】
　複数の制御装置は、
　マスタースレーブの関係を有し、
　前記制御装置のうち、マスターとして動作する前記制御装置を主制御装置とし、スレー
ブとして動作する前記制御装置を従制御装置とし、
　前記主制御装置は、
　前記解釈手段での判定の結果、前記表示優先状況であれば、前記従制御装置に対して、
前記表示優先制御の開始を表す始期信号を出力する始期出力手段（７６，８６）
　を備え、
　前記従制御装置は、
　前記始期出力手段からの始期信号を取得すると、前記機能制御手段が前記表示優先制御
の実行を開始し、
　前記表示優先状況が終了すると、前記主制御装置に対して、前記表示優先制御の終了を
表す完了信号を出力する終期出力手段（７６，８６）
　を備え、
　前記主制御装置の前記機能制御手段は、
　前記終期出力手段からの完了信号を取得すると、前記表示優先制御の実行を終了する
ことを特徴とする請求項６に記載の車載表示システム。
【請求項８】
　前記表示優先度は、
　前記非表示機能の実現よりも画像の表示を優先すべき度合いを段階的に表す指標であり
、
　前記始期出力手段は、
　前記映像出力コマンドにおいて、前記表示優先度が予め定められた規定閾値以上となる
最初のタイミングを、前記始期信号の出力タイミングとし、
　前記終期出力手段は、
　前記映像出力コマンドにおいて、前記表示優先度が前記規定閾値未満となる最後のタイ
ミングを、前記完了信号の出力タイミングとする
　ことを特徴とする請求項７に記載の車載表示システム。
【請求項９】
　前記解釈手段は、
　前記映像出力コマンドにおいて、前記表示優先度が前記規定閾値以上であり、かつ互い
に異なるものとして、時間軸に沿って連続する複数の画像に対応付けられている場合、当
該複数の画像に対応付けられた前記表示優先度の中で最も低い表示優先度に基づいて前記
表示優先状況であることを表しているか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項８に記載の車載表示システム。
【請求項１０】
　前記表示優先度は、
　前記非表示機能の実現よりも画像の表示を優先すべき度合いを段階的に表す指標であり
、
　前記始期出力手段は、
　前記表示優先度が予め定められた規定閾値以上となるタイミングそれぞれを、前記始期
信号の出力タイミングとし、
　前記終期出力手段は、
　前記表示優先度が前記規定閾値未満となるタイミングそれぞれを、前記完了信号の出力
タイミングとする
　ことを特徴とする請求項７に記載の車載表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、車両に搭載される車載表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載される車載表示システムとして、互いに異なる位置に配置された複数
の表示装置と、当該表示装置に映像信号を出力する少なくとも一つの電子制御装置とを備
えたシステムが知られている。
【０００３】
　このような車載表示システムにおいては、映像を構成する画像のうち、システム起動時
のアニメーションや各種警告の動画などを構成する画像のように、表示装置それぞれで互
いに連動して表示されるべき画像を、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミング
で表示することが求められている。
【０００４】
　この要求を実現することを目的として、電子制御装置から表示装置の各々までを映像信
号専用の伝送線路で接続し、一つの電子制御装置にて作成した一つの映像信号を、複数の
表示装置それぞれにて表示する集中描画方式の車載表示システムが提案されている（特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１３４４７９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、一般的な車両には、多くの電子制御装置やセンサが搭載されており、新たな
電子制御装置を搭載する場合、当該電子制御装置の制御対象の近傍に当該電子制御装置の
配置場所を確保することは難しい。したがって、上述した集中描画方式の車載表示システ
ムにおける制御装置の配置場所は、表示装置から離れた場所となる可能性がある。
【０００７】
　この場合、上述した集中描画方式の車載表示システムにおいては、電子制御装置から表
示装置それぞれまでの映像信号の伝送線路を長くする必要がある。しかも、集中描画方式
の車載表示システムを構成する電子制御装置にて生成される映像信号は、データ量が大き
いため、その映像信号を伝送する伝送線路（配線）を太くする必要がある。これらのこと
から、従来の集中描画方式の車載表示システムにおいては、電子制御装置から表示装置そ
れぞれまでの配線に必要な車両内のスペースを確保する必要がある。
【０００８】
　しかしながら、車両に搭載される電子制御装置それぞれは、情報を通信する伝送線路で
接続されており、車両内に新たな伝送線路を配置するスペースは、ほとんど存在しない。
　すなわち、特許文献１に記載されているような集中描画方式の車載表示システムでは、
車両上における伝送線路を設けるスペースが存在しないことから実現が困難であるという
課題がある。
【０００９】
　この課題を解決する方法として、複数の表示装置と当該表示装置の各々を制御する電子
制御装置とを備え、電子制御装置それぞれにて同一の映像を生成して、各電子制御装置の
制御対象である表示装置に出力する分散描画方式の車載表示システムが考えられる。
【００１０】
　この分散描画方式の車載表示システムでは、表示装置の各々と電子制御装置の各々とが
伝送線路で予め接続されているため、新たに伝送線路を設ける必要がなく、車両上におけ
る伝送線路を設けるスペースを考慮する必要がない。
【００１１】
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　しかしながら、分散描画方式の車載表示システムでは、電子制御装置それぞれにて映像
信号を生成しなければならず、当該映像信号を構成する画像であって、互いに連動した画
像を、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで表示装置の各々に表示するこ
とが困難になる。
【００１２】
　換言すれば、従来の技術では、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在しない状況下
において、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで互いに連動した画像を表
示装置の各々に表示することが困難であるという問題がある。
【００１３】
　そこで、本発明は、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在しない状況下において、
互いに連動した画像を表示装置の各々に適切なタイミングで表示する技術を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するためになされた第一発明は、表示装置に映像信号を伝送する映像線
路を介して接続され、かつ映像信号に基づく映像を表示する表示機能と共に、表示機能と
は異なる少なくとも一つの機能（以下、「非表示機能」と称す）を実現する制御装置を少
なくとも２つ備えた車載表示システムに関する。
【００１５】
　この第一発明における制御装置の各々は、時間軸に沿って順次表示する画像群を含み、
かつ画像群を映像として出力するコマンドとして予め用意された映像出力コマンドを実行
することで、表示機能を実現する。
【００１６】
　これと共に、第一発明における制御装置の各々は、第一状況取得手段と、第一状況出力
手段と、第二状況取得手段と、判定手段と、画像更新手段とを備える。
　第一発明における第一状況取得手段は、当該制御装置自身の動作状況である第一動作状
況を取得する。そして、信号を伝送する伝送線路である車載線路を介して当該制御装置に
接続され、かつ当該制御装置とは別体に設けられた制御装置を他装置とし、第一状況出力
手段は、第一状況取得手段で取得した第一動作状況を、車載線路を介して他装置に出力す
る。
【００１７】
　さらに、第二状況取得手段は、他装置の動作状況である第二動作状況を取得する。そし
て、判定手段は、第一状況取得手段で取得した第一動作状況、及び第二状況取得手段で取
得した第二動作状況の少なくとも一方が、非表示機能の実現よりも表示機能の実現を優先
すべき状況下である表示優先状況であるか否かを判定する。
【００１８】
　また、画像更新手段は、判定手段での判定の結果、表示優先状況であれば、表示装置に
表示する映像を構成する画像を時間軸に沿って更新し、表示機能の実現よりも非表示機能
の実現を優先すべき状況下である非表示優先状況であれば、表示装置に表示する映像を構
成する画像の更新を保留する画像更新制御を実行する。
【００１９】
　このような車載表示システムによれば、表示優先状況である場合に映像を構成する画像
が更新されるため、当該映像の表示開始タイミングを統一すれば、互いに連動して表示さ
れるべき画像であっても、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで表示装置
の各々に表示することができる。
【００２０】
　なお、ここでいう「互いに連動して表示されるべき画像（互いに連動した画像）」とは
、一方の表示装置から他の表示装置へと情報の表示が切り替わるような画像や、複数の表
示装置で表示タイミングを統一すべき（即ち、表示タイミングを同期させるべき）画像を
含むものである。「互いに連動して表示されるべき画像（互いに連動した画像）」の具体
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例としては、システム起動時のアニメーションや各種警告の動画などを構成する画像が考
えられる。
【００２１】
　特に、本発明の車載表示システムにおいては、互いに連動して表示する画像を乗員に違
和感を与えることのない適切なタイミングで表示装置の各々に表示するために制御装置同
士で新たに通信しなければならない情報を、第一動作状況及び第二動作状況という少ない
データ量の情報とすることができる。
【００２２】
　したがって、第一発明の車載表示システムによれば、当該制御装置間の情報通信に従来
利用している伝送線路を車載線路として用いれば良く、新たな伝送線路を設ける必要がな
い。仮に、制御装置同士を接続する新たな伝送線路を設けるとしても、径の細いケーブル
を用いれば良いため、伝送線路の配置に必要な車両上のスペースは限りなく狭くて良い。
【００２３】
　換言すれば、第一発明によれば、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在しない状況
下において、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで互いに連動した画像を
表示装置の各々に表示する技術を提供することができる。
【００２４】
　なお、第一発明における判定手段は、予め規定された時間間隔で、表示優先状況である
か否かを判定しても良い。この場合、第一発明における画像更新手段は、判定手段にて表
示優先状況であるか否かが判定されるごとに、画像更新制御を実行しても良い。
【００２５】
　このような第一発明の車載表示システムによれば、表示優先状況であるか否かを、予め
規定された時間間隔で判定することができ、さらに、判定ごとに画像更新制御を実行でき
る。
【００２６】
　このため、第一発明の車載表示システムによれば、互いに連動した画像の表示装置の各
々への表示タイミングを、乗員に違和感を与えることのないより適切なタイミングとする
ことができる。
【００２７】
　また、第一発明の車載表示システムは、時刻取得手段が、現時点での時刻である現時刻
を取得しても良い。この場合、第一発明における判定手段は、時刻取得手段で取得した現
時刻が、予め規定された時刻に達するごとに、表示優先状況であるか否かを判定し、画像
更新手段は、判定手段にて表示優先状況であるか否かが判定されるごとに、画像更新制御
を実行しても良い。
【００２８】
　このような第一発明の車載表示システムによれば、表示優先状況であるか否かを、予め
規定された時刻ごとに判定することができ、さらに、判定ごとに画像更新制御を実行でき
る。
【００２９】
　このため、第一発明の車載表示システムによれば、互いに連動した画像の表示装置の各
々への表示タイミングを、乗員に違和感を与えることのないより適切なタイミングとする
ことができる。
【００３０】
　ところで、上記目的を達成するためになされた第二発明は、表示装置に映像信号を伝送
する映像線路を介して接続され、映像信号に基づく映像を表示する表示機能を実現すると
共に、表示機能とは異なる少なくとも一つの機能である非表示機能を実現する制御装置を
少なくとも２つ以上備え、信号を伝送する伝送線路である車載線路を介して制御装置が接
続された車載表示システムに関するものでも良い。
【００３１】
　この第二発明における制御装置の各々は、時間軸に沿って順次表示すべき画像群及び非
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表示機能の実現に対して各画像の表示を優先する度合いを表す表示優先度を含み、かつ画
像群を映像として出力するコマンドとして予め用意された映像出力コマンドを実行し、規
定された時刻に達するごとに画像を更新することで表示機能を実現する。
【００３２】
　第二発明における制御装置それぞれは、さらに、解釈手段と、機能制御手段とを備える
。
　非表示機能の実現よりも表示機能の実現を優先すべき状況下を表示優先状況とし、第二
発明における解釈手段は、映像出力コマンドを取得して解析した結果に基づいて、表示優
先状況であることを表しているか否かを判定する。
【００３３】
　また、第二発明における機能制御手段は、解釈手段での判定の結果、表示優先状況であ
れば、表示機能が優先的に実現されるように、非表示機能の実現を抑制すると共に、表示
機能の実現に必要なリソースを確保する表示優先制御を実行する。
【００３４】
　このような第二発明の車載表示システムによれば、リソースが確保された制御装置によ
って表示機能が実現されるため、当該映像の表示開始タイミングを統一すれば、互いに連
動して表示されるべき画像であっても、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミン
グで表示装置の各々に表示することができる。
【００３５】
　特に、第二発明の車載表示システムにおいては、互いに連動して表示する画像を乗員に
違和感を与えることのない適切なタイミングで表示装置の各々に表示するために制御装置
同士で新たに通信しなければならない情報を、表示装置に表示する映像出力コマンドを識
別する識別情報という少ないデータ量の情報とすることができる。
【００３６】
　したがって、本発明の車載表示システムによれば、当該制御装置間の情報通信に従来利
用している伝送線路を車載線路として用いれば良く、新たな伝送線路を設ける必要がない
。仮に、制御装置同士を接続する新たな伝送線路を設けるとしても、径の細いケーブルを
用いれば良いため、伝送線路の配置に必要な車両上のスペースは限りなく狭くて良い。
【００３７】
　換言すれば、第二発明によれば、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在しない状況
下において、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで互いに連動した画像を
表示装置の各々に表示する技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明が適用された第一実施形態の車載表示システムの概略構成を示すブロック
図である。
【図２】第一実施形態における映像出力コマンドを説明する説明図である。
【図３】第一実施形態における制御装置の機能ブロック図である。
【図４】第一実施形態における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャートである
。
【図５】第一実施形態の変形例における車載表示システムの概略構成を示すブロック図で
ある。
【図６】第一実施形態の変形例における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャー
トである。
【図７】本発明が適用された第二実施形態の車載表示システムの概略構成を示すブロック
図である。
【図８】第二実施形態における映像出力コマンドを説明する説明図である。
【図９】第二実施形態における制御装置の機能ブロック図である。
【図１０】第二実施形態における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャートであ
る。
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【図１１】第二実施形態の変形例における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャ
ートである。
【図１２】第二実施形態の変形例における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャ
ートである。
【図１３】第二実施形態の変形例における制御装置間の通信状態を示したタイミングチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
［第一実施形態］
〈車載表示システム〉
　図１に示す車載表示システム１は、自動車に搭載されるシステムであり、各種情報を表
示して乗員に提示する少なくとも２つの表示系５，３５を備えている。
【００４０】
　実施形態における表示系５は、自車両のインストルメントパネルを介して各種情報を自
車両の乗員に提示するメータシステムの表示系である。この表示系５は、表示装置８と、
入力受付部１０と、計時部９０と、制御装置１２とを少なくとも備えている。
【００４１】
　実施形態における表示系３５は、自車両の現在位置及び進行方向の方位に基づいて、外
部からの入力に従って設定された目的地までの経路案内を行う周知のナビゲーションシス
テムにおける表示系である。この表示系３５は、表示装置３８と、入力受付部４０と、計
時部９２と、電子制御装置４２とを少なくとも備えている。
【００４２】
　本実施形態においては、制御装置１２と制御装置４２とは、各種データを伝送する伝送
線路（車載線路）としての通信バスＬｓを介して接続されている。なお、通信バスＬｓを
介して行うデータ通信としては、車載ネットワークで一般的に行われているＣＡＮ（Ｒｏ
ｂｅｒｔ　Ｂｏｓｃｈ社が提案した「Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
」）プロトコルが考えられる。
【００４３】
　表示系５における表示装置８は、制御装置１２からの映像信号に従って映像（画像）を
表示する周知の表示装置であり、例えば、自車両のインストルメントパネルに設けられた
液晶ディスプレイである。なお、表示装置８は、映像信号が伝送される伝送線路（以下、
「映像線路」とも称す）Ｌi1を介して制御装置１２に接続されている。
【００４４】
　入力受付部１０は、それぞれ、利用者からの指示や情報を受け付ける周知の入力端末で
ある。
　計時部９０は、現時点での時刻を表す現時刻を取得する。実施形態における計時部９０
は、具体的には、ＧＰＳ受信機にて受信した時報を現時刻として取得しても良いし、車載
ネットワークに用いられる基準時刻を現時刻として取得しても良い。
【００４５】
　制御装置１２は、通信コントローラ１４と、グラフィックスプロセッシングユニット（
以下、「ＧＰＵ」と称す）１６と、マイクロコンピュータ（以下、「マイコン」と称す）
１８とを備えた周知の電子制御装置（いわゆる「ＥＣＵ」）である。
【００４６】
　通信コントローラ１４は、通信バスＬｓを介して各種情報を通信する。ＧＰＵ１６は、
画像を描画する周知のプロセッサである。
　マイコン１８は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、フラッシュメモリを少なくとも有した周知
のコンピュータである。
【００４７】
　マイコン１８のＲＯＭまたはフラッシュメモリには、車両に搭載された各種センサの検
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知結果を取得し、その取得した検知結果に基づいて自車両の状態を表す情報や走行状況を
表す情報（以下、「自車状態情報」と称す）を生成し、各種メータや表示装置８から出力
する情報提示処理をマイコン１８が実行するための処理プログラムが格納されている。な
お、情報提示処理によって生成される自車状態情報とは、自車両の車速や、エンジン回転
数、ラジエータの水温などの自車両の状態を表す情報、または路面の凍結やスリップの危
険性など自車両周辺の状況に応じた各種警告を含むものである。
【００４８】
　マイコン１８のＲＯＭまたはフラッシュメモリには、予め用意された映像出力コマンド
に基づいて映像信号を生成して表示装置８に出力する情報表示処理を実行するための処理
プログラムが格納されている。
【００４９】
　すなわち、制御装置１２は、情報提示処理を実行することで、制御装置１２自身に割り
当てられた非表示機能の一つとして、自車状態情報を導出して各種メータや表示装置８か
ら出力することを実現する。これと共に、制御装置１２は、情報表示処理を実行すること
で、映像出力コマンドに基づく映像を表示装置３８に出力することを表示機能として実現
する。
【００５０】
　次に、表示系３５を構成する表示装置３８は、制御装置４２からの映像信号に従って映
像（画像）を表示する周知の表示装置であり、例えば、周知のナビゲーション装置を構成
する液晶ディスプレイである。表示装置３８は、映像信号が伝送される伝送線路（即ち、
映像線路）Ｌi2を介して制御装置４２に接続されている。
【００５１】
　入力受付部４０は、利用者からの指示や情報を受け付ける周知の入力端末である。実施
形態では、入力受付部４０として、表示装置３８と一体に形成されたタッチパネルを想定
する。
【００５２】
　計時部９２は、現時点での時刻を表す現時刻を取得する。実施形態における計時部９２
は、具体的には、ＧＰＳ受信機にて受信した時報を現時刻として取得しても良いし、車載
ネットワークに用いられる基準時刻を現時刻として取得しても良い。すなわち、計時部９
０及び計時部９２は、基準となる時刻であって統一された時刻をそれぞれが取得できれば
、どのように構成されていても良い。
【００５３】
　制御装置４２は、通信コントローラ４４と、ＧＰＵ４６と、マイコン４８とを備えた周
知の電子制御装置（いわゆる「ＥＣＵ」）である。
　この制御装置４２には、位置検出器（図示せず）や記憶装置（図示せず）が接続されて
いる。位置検出器は、自車両の現在位置及び進行方向の方位を検出する周知の構成であり
、周知のＧＰＳ受信機、ジャイロセンサ、及び地磁気センサを少なくとも備えている。
【００５４】
　記憶装置は、書き換え可能な不揮発性の記憶装置（例えば、ハードディスクドライブや
、フラッシュメモリ等）であり、記憶装置には、地図データが予め記憶されている。地図
データは、道路上の特定の地点（例えば、交差点や、分岐点など）それぞれを表すノード
に関するノードデータ、ノード間を接続する道路それぞれを表すリンクに関するリンクデ
ータ、各リンクに予め割り当てられた単位コストに関するコストデータを含んでいる。さ
らに、地図データには、道路データ、地形データ、マークデータ、交差点データ、施設の
データ、案内用の音声データ、音声認識データなどの経路案内処理の実行に必要となる各
種データが含まれている。
【００５５】
　通信コントローラ４４は、通信バスＬｓを介して各種情報を通信する。ＧＰＵ４６は、
画像を描画する周知のプロセッサである。
　マイコン４８は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、フラッシュメモリを少なくとも有した周知
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のコンピュータである。
【００５６】
　マイコン４８のＲＯＭまたはフラッシュメモリには、位置検出器からの情報に基づいて
特定した現在位置を地図データに照合し、外部からの入力に従って設定された目的地まで
の経路案内を行う経路案内処理を、マイコン４８が実行するための処理プログラムが格納
されている。
【００５７】
　つまり、制御装置４２は、自車両の現在位置に基づいて特定した現在位置周辺の地図を
表示装置３８に表示すると共に、外部からの入力に従って設定された目的地までの経路案
内を行う経路案内処理を実行する周知のナビゲーション電子制御装置である。
【００５８】
　また、マイコン４８のＲＯＭまたはフラッシュメモリには、予め用意された映像出力コ
マンドに基づいて映像信号を生成して表示装置８に出力する情報表示処理を、マイコン４
８が実行するための処理プログラムが格納されている。
【００５９】
　映像出力コマンドは、時間軸に沿って順次表示する画像（画像コマ）群を含み、かつ画
像群を映像（動画）として出力する指令コマンドとして、映像の内容ごとに予め用意され
たものである。映像出力コマンドは、図２に示すように、指令コマンドにおける指令の内
容を表すヘッダと、当該指令コマンドによって表示される動画を構成する画像（画像コマ
）群とを有している。
【００６０】
　ヘッダは、映像出力コマンドを区別する識別ＩＤと、表示（出力）すべき画像の内容を
表す表示内容とを少なくとも含む。また、画像コマ群は、時間軸に沿って順次表示するＮ
枚（例えば、１００枚（Ｎ＝１００））の画像と、各画像を表示すべき表示タイミングと
を含む。この表示タイミングは、例えば、各画像の出力を開始するタイミングを、当該映
像の出力を開始してから経過時間によって規定すれば良い。
【００６１】
　なお、映像出力コマンドによって構成される映像は、表示装置のそれぞれに互いに連動
して表示されるべき画像（互いに連動した画像）を含むものであり、例えば、一方の表示
装置から他の表示装置へと情報の表示が切り替わるような画像や、複数の表示装置で表示
タイミングを統一すべき（即ち、表示タイミングを同期させるべき）画像を含むものであ
る。「映像出力コマンドによって構成される映像」の具体例としては、システム起動時の
アニメーションや各種警告の動画などを構成する画像が考えられる。
【００６２】
　つまり、制御装置４２は、経路案内処理を実行することで、制御装置１２自身に割り当
てられた非表示機能として、目的地までの経路を案内する経路案内機能を実現する。これ
と共に、制御装置４２は、情報表示処理を実行することで、各種情報を表示装置に表示す
る表示機能を実現する。
〈制御装置の詳細〉
　この表示機能を実現するために、制御装置１２，４２は、それぞれ、図３に示すように
、状態取得部２６，５６と、状態出力部２８，５８と、他状態取得部３０，６０と、状態
判定部３２，６２と、画像更新部３４，６４とを備えている。これらの各部２６（５６）
，２８（５８），３０（６０），３２（６２），３４（６４）は、制御装置１２，４２そ
れぞれが情報表示処理を実行することで実現される。
【００６３】
　本実施形態における情報表示処理は、入力受付部１０または入力受付部４０を介して起
動指令が入力されると、制御装置１２，４２それぞれにて起動される。
　なお、制御装置１２における各部２６，２８，３０，３２，３４は、制御装置４２にお
ける各部５６，５８，６０，６２，６４と同様であるため、以下では、主として、制御装
置１２及び制御装置４２のうち、制御装置４２が備える構成について説明し、制御装置１
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２が備える構成については、括弧内に参照符号を付して説明を省略する。
【００６４】
　状態取得部５６（２６）は、当該制御装置４２（１２）自身の動作状況である第一動作
状況を繰り返し取得する。ここでいう第一動作状況とは、当該制御装置４２（１２）自身
が表示処理を直ちに実行することが可能であるか否かを表す情報である。具体的には、当
該制御装置４２（１２）自身が経路案内処理を実行していない場合のように情報表示処理
を直ちに実行することが可能であれば、第一動作状況を、情報表示処理を直ちに実行する
ことが可能な状況（以下、「レディ状態」と称す）とする。一方、当該制御装置４２自身
が経路案内処理を実行中である場合のように情報表示処理を直ちに実行することが困難で
あれば、第一動作状況を、表示処理を直ちに実行することが不可能である状況（以下、「
ビジー状態」と称す）とする。
【００６５】
　状態出力部５８（２８）は、状態取得部５６（２６）で取得した第一動作状態がビジー
状態であれば、第一動作状態がビジー状態である旨を表す信号を制御装置１２（４２）へ
と出力する。なお、第一動作状態がビジー状態である旨を表す信号は、専用の伝送線路で
ある車載線路Ｌｃを介して伝送される。車載線路Ｌｃは、通信バスＬｓとは別体に設けら
れており、制御装置１２と制御装置４２とを接続する。
【００６６】
　他状態取得部６０（３０）は、制御装置１２（４２）の動作状況（即ち、第一動作状況
）である第二動作状況を取得する。具体的に、他状態取得部６０（３０）は、制御装置１
２（４２）の状態出力部２８（４８）が出力した信号によって表されるビジー状態である
旨の動作状態を第二動作状態として取得する。
【００６７】
　さらに、状態判定部６２（３２）は、状態取得部５６（２６）からの第一動作状態、及
び他状態取得部６０（３０）からの第二動作状態の少なくとも一方が、表示機能とは異な
る非表示機能（即ち、非表示機能）の実現よりも表示機能の実現を優先すべき状況下（以
下、「表示優先状況」と称す）である旨を表しているか否かを判定する。具体的に、状態
判定部６２（３２）は、状態取得部５６（２６）及び他状態取得部６０（３０）の両方か
らの動作状態がビジー状態でなければ（すなわち、レディ状態であれば）、表示優先状況
であるものと判定する。また、状態判定部６２（３２）は、状態取得部５６（２６）及び
他状態取得部６０（３０）の少なくとも一方からの動作状態がビジー状態であれば、非表
示優先状況であるものと判定する。
【００６８】
　なお、本実施形態における状態判定部６２（３２）は、表示優先状況であるか非表示優
先状況であるかの判定を、予め規定された規定時刻に達するごとに実行する。本実施形態
において、規定時刻に達したものと判定する条件は、計時部９２（９０）での現時刻が、
規定時刻に一致した場合とする。
【００６９】
　さらに、画像更新部６４（３４）は、状態判定部６２（３２）での判定の結果が表示優
先状況であれば、表示装置３８（８）に表示する映像を構成する画像を時間軸に沿って更
新し、非表示優先状況であれば、表示装置３８（８）に表示する映像を構成する画像の更
新を保留する画像更新制御を実行する。
〈制御装置の動作〉
　制御装置４２及び制御装置１２は、図４に示すように、情報表示処理が起動されると、
状態取得部５６，状態取得部２６が第一動作状況を取得し、他状態取得部６０，他状態取
得部３０が第二動作状況を取得する。
【００７０】
　そして、制御装置４２における状態判定部６２、および制御装置１２における状態判定
部３２は、時間軸に沿って規定時刻ｔに達するごとに、第一動作状況及び第二動作状況に
基づいて、表示優先状況であるか非表示優先状況であるかを判定する。これらの判定の結
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果、両制御装置１２，４２が表示優先状況であれば、制御装置４２における画像更新部６
４及び制御装置１２における画像更新部３４は、画像コマを時間軸に沿って一つ更新する
。
【００７１】
　一方、状態取得部５６が取得した第一動作状況または状態取得部２６が取得した第一動
作状態がビジー状態であれば、その旨を表す信号（図４中：「Ｂ」）を制御装置１２，４
２へと出力する。なお、制御装置４２，１２における状態取得部５６，２６が取得した動
作状況がビジー状態であれば、制御装置１２，４２は、他状態取得部３０，５０にてビジ
ー状態である旨を表す信号（図４中：「Ｂ」）を取得する。
【００７２】
　このように、制御装置１２及び制御装置４２の少なくともいずれか一方の動作状況がビ
ジー状態であれば、状態判定部６２及び状態判定部３２は、非表示優先状況であるものと
判定する。さらに、画像更新部３４，画像更新部６４は、画像コマを時間軸に沿って一つ
更新することを保留し、先に表示装置８，表示装置３８に表示した画像コマの表示を維持
する。
【００７３】
　そして、制御装置１２及び制御装置４２は、この一連の処理を映像出力コマンドに含ま
れる全画像コマが表示装置８，３８に表示されるまで繰り返す。
［第一実施形態の効果］
　以上説明したように、本実施形態の制御装置１２及び制御装置４２によれば、表示優先
状況である場合に映像を構成する画像が更新するため、当該映像の表示開始タイミングを
統一すれば、互いに連動して表示されるべき画像であっても、乗員に違和感を与えること
のない適切なタイミングで表示装置の各々に表示することができる。なお、映像の表示開
始タイミングを統一する方法としては、例えば、入力受付部４０にて指定された識別ＩＤ
に対応する映像出力コマンドを、制御装置１２及び制御装置４２のそれぞれにて取得して
、基準時刻に応じて開始することが考えられる。
【００７４】
　特に、車載表示システム１においては、制御装置１２，４２の間で新たに通信しなけれ
ばならない情報を、第一動作状況及び第二動作状況という少ないデータ量の情報とするこ
とができる。
【００７５】
　したがって、車載表示システム１によれば、制御装置１２，４２同士を接続する新たな
車載線路Ｌｃとして、径の細いケーブルを用いれば良いため、伝送線路の配置に必要な車
両上のスペースは限りなく狭くて良い。
【００７６】
　換言すれば、車載表示システム１によれば、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在
しない状況下において、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで互いに連動
した画像を表示装置の各々に表示する技術を提供することができる。
【００７７】
　また、車載表示システム１によれば、表示優先状況であるか否かを、予め規定された時
刻ごとに判定することができ、さらに、判定ごとに画像更新制御を実行できる。このため
、車載表示システム１によれば、互いに連動した画像の表示装置の各々への表示タイミン
グを、乗員に違和感を与えることのないより適切なタイミングとすることができる。
［第一実施形態の変形例］
　以上、本発明の第一実施形態について説明したが、本発明は上記第一実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施するこ
とが可能である。
【００７８】
　例えば、上記実施形態においては、制御装置１２と制御装置４２とを接続する伝送線路
として車載線路Ｌｃが設けられ、当該車載線路Ｌｃを介して、動作状態がビジー状態であ
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る旨を表す信号を通信していたが、この車載線路Ｌｃは省略されていても良い。この場合
、動作状態がビジー状態である旨を表す信号は、通信バスＬｓを介して通信されれば良い
。
【００７９】
　また、上記実施形態の車載表示システム１は、計時部９０，計時部９２を備えていたが
、車載表示システム１の構成はこれに限るものではない。例えば、図５に示すように、車
載表示システム２は、車載表示システム１を構成する各部から、計時部９０，計時部９２
が省略されていても良い。
【００８０】
　この場合、制御装置１２，４２における状態判定部３２，６２は、図６に示すように、
予め規定された時間間隔ｔｐごとに、第一動作状況及び第二動作状況に基づいて、表示優
先状況であるか非表示優先状況であるかを判定すれば良い。そして、画像更新部３４，６
４は、状態判定部３２，６２での判定の結果が表示優先状況であれば、表示装置８，３８
に表示する映像を構成する画像を時間軸に沿って更新し、非表示優先状況であれば、表示
装置８，３８に表示する映像を構成する画像の更新を保留して先に表示装置８，３８に表
示した画像コマを維持すれば良い。
【００８１】
　さらに、上記変形例における状態出力部５８（２８）は、図６に示すように、状態取得
部５６（２６）で取得した第一動作状態を表す信号を制御装置４２（１２）へと出力して
も良い。すなわち、状態出力部５８（２８）は、第一動作状態がビジー状態であるかレデ
ィ状態であるかにかかわらず、状態取得部５６（２６）で取得した第一動作状態を表す信
号を制御装置４２（１２）へと出力しても良い。
【００８２】
　このような車載表示システム２であっても、上記実施形態における車載表示システム１
と同様の効果を得ることができる。
［第二実施形態］
　第二実施形態の車載表示システム３は、第一実施形態の車載表示システム１とは、主と
して、映像出力コマンドの構造、及び情報表示処理の内容が異なる。このため、本実施形
態においては、第一実施形態と同様の構成及び処理には、同一の符号を付して説明を省略
し、第一実施形態とは異なる映像出力コマンドの構造、及び情報表示処理を中心に説明す
る。
〈車載表示システム〉
　本実施形態の車載表示システム３は、図７に示すように、自動車に搭載されるシステム
であり、各種情報を表示して乗員に提示する少なくとも２つの表示系５，３５を備えてい
る。これらの２つの表示系５，３５の構成は、第一実施形態における表示系と同様である
。
【００８３】
　映像出力コマンドは、時間軸に沿って順次表示する画像（画像コマ）群を含み、かつ画
像群を映像（動画）として出力する指令コマンドとして、映像の内容ごとに予め用意され
たものである。映像出力コマンドは、具体的には、図８に示すように、指令コマンドにお
ける指令の内容を表すヘッダと、当該指令コマンドによって表示される動画を構成する画
像（画像コマ）群とを有している。
【００８４】
　ヘッダは、映像出力コマンドを区別する識別ＩＤと、表示（出力）すべき画像の内容を
表す表示内容とを少なくとも含む。また、画像コマ群は、時間軸に沿って順次表示するＮ
枚（例えば、１００枚（Ｎ＝１００））の画像と、各画像を表示すべき表示タイミングと
、各画像の表示を優先する度合いを表す表示優先度とを含む。
【００８５】
　ここでいう表示タイミングとは、例えば、出力開始からの経過時間などである。また、
表示優先度とは、非表示機能の実現に対して画像それぞれの表示を優先すべき度合いであ
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り、図８中では、「優先度Ａ」が最も優先度合いが高く、「優先度…」が最も優先度合い
が低いものとしている。
【００８６】
　なお、映像出力コマンドによって構成される映像は、表示装置８，３８のそれぞれに互
いに連動して表示されるべき画像（互いに連動した画像）を含むものであり、例えば、一
方の表示装置から他の表示装置へと情報の表示が切り替わるような画像や、複数の表示装
置で表示タイミングを統一すべき（即ち、表示タイミングを同期させるべき）画像を含む
ものである。「映像出力コマンドによって構成される映像」の具体例としては、システム
起動時のアニメーションや各種警告の動画などを構成する画像が考えられる。
〈制御装置の詳細〉
　本実施形態の車載表示システム３における制御装置１２と制御装置４２とは、制御装置
４２をマスター（主制御装置）とし、制御装置１２をスレーブ（従制御装置）としたマス
タースレーブの関係を有している。
【００８７】
　制御装置１２，４２は、表示機能を実現するために、図９に示すように、映像解釈部７
２，８２と、画像出力部７４，８４と、情報出力部７６，８６と、他情報取得部７８，８
８とを備えている。これらの各部７２（８２），７４（８４），７６（８６），７８（８
８）は、制御装置４２が情報表示処理を実行することで実現される。
【００８８】
　本実施形態における情報表示処理は、入力受付部４０を介して起動指令が入力されると
、制御装置１２及び制御装置４２のそれぞれにて起動される。
　まず、制御装置４２における映像解釈部８２と、画像出力部８４と、情報出力部８６と
、他情報取得部８８とについて説明する。
【００８９】
　映像解釈部８２は、映像出力コマンドを取得して解析する。そして、映像解釈部８２は
、解析により、少なくとも、映像出力コマンドを実行することで、表示優先状況が生じる
か否かを判定する。映像解釈部８２では、具体的には、映像出力コマンドに含まれる画像
の中に、非表示機能の実現よりも表示機能の実現を優先すべき画像が存在する場合に、表
示優先状況であるものと判定し、その表示機能の実現を優先すべき画像（以下、「優先表
示画像」と称す）を識別する。
【００９０】
　なお、映像解釈部８２は、映像出力コマンドに含まれる画像それぞれと対応付けられた
表示優先度が、予め規定された規定閾値以上である場合に、当該画像を表示優先画像であ
るものとすれば良い。
【００９１】
　画像出力部８４は、規定時刻に達するごとに、映像出力コマンドに基づき映像を構成す
る画像を時間軸に沿って更新する。これと共に、画像出力部８４は、映像解釈部８２での
解析の結果として特定した優先表示画像を表示装置８に表示するタイミングとなると、当
該制御装置４２において、表示機能が優先的に実現されるように、非表示機能の実現を抑
制すると共に、表示機能の実現に必要なリソースを確保する表示優先制御を実行する。
【００９２】
　この表示優先制御としては、例えば、周知の割り込み処理が考えられる。
　また、情報出力部８６は、表示優先画像を表示するタイミングとなると、当該タイミン
グにて表示する画像が表示優先画像である旨を表す優先信号を出力する。なお、優先信号
は、専用の伝送線路である車載線路Ｌｃを介して伝送される。車載線路Ｌｃは、通信バス
Ｌｓとは別体に設けられており、制御装置１２と制御装置４２とを接続する。
【００９３】
　他情報取得部８８は、制御装置１２における情報出力部７６から出力された優先信号を
取得する。
　次に、制御装置１２における映像解釈部７２と、画像出力部７４と、情報出力部７６と
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、他情報取得部７８とについて説明する。
【００９４】
　映像解釈部７２と、情報出力部７６と、他情報取得部７８とは、それぞれ、映像解釈部
８２、情報出力部８６、他情報取得部８８と同様に構成されているため、ここでの詳しい
説明は省略する。
【００９５】
　画像出力部７４は、規定時刻に達するごとに、映像出力コマンドに基づき映像を構成す
る画像を時間軸に沿って更新する。これと共に、画像出力部７４は、他情報取得部７８に
て制御装置４２における情報出力部８６から出力された優先信号を取得した場合、当該制
御装置１２において、表示機能が優先的に実現されるように、非表示機能の実現を抑制す
ると共に、表示機能の実現に必要なリソースを確保する表示優先制御を実行する。
【００９６】
　この表示優先制御としては、例えば、周知の割り込み処理が考えられる。
〈制御装置の動作〉
　制御装置４２（１２）では、情報表示処理が起動されると、映像解釈部８２（７２）が
、指定された映像出力コマンドを解析する。そして、制御装置４２（１２）における画像
出力部８４（７４）では、図１０に示すように、時間軸に沿って規定時刻ｔに達するごと
に、画像コマを一つ更新する。
【００９７】
　さらに、画像出力部８４は、映像解釈部８２での解析の結果として特定された優先表示
画像（図１０中：ハッチングが施された画像）を表示装置８に表示するタイミングとなる
と、当該制御装置４２において、表示優先制御を実行する。これと共に、優先表示画像を
表示装置８に表示するタイミングの前に、情報出力部８６は、優先信号を制御装置１２に
出力する。
【００９８】
　一方、制御装置１２の画像出力部７４は、他情報取得部７８にて制御装置４２における
情報出力部８６から出力された優先信号を取得した場合、当該制御装置１２において、表
示優先制御を実行する。
【００９９】
　このように、優先制御が実行された制御装置１２及び制御装置４２の両制御装置によれ
ば、表示機能が優先的に実現されるように、非表示機能の実現を抑制すると共に、表示機
能の実現に必要なリソースを確保する。
【０１００】
　そして、制御装置１２及び制御装置４２は、映像出力コマンドに含まれる全画像コマが
表示装置８，３８に表示されるまで、一連の処理を繰り返す。
［第二実施形態の効果］
　以上説明したように、車載表示システム３によれば、リソースが確保された制御装置１
２，４２によって表示機能が実現されるため、当該映像の表示開始タイミングを統一すれ
ば、互いに連動して表示されるべき画像であっても、乗員に違和感を与えることのない適
切なタイミングで表示装置８，３８の各々に表示することができる。
【０１０１】
　特に、車載表示システム３においては、制御装置１２，４２同士で新たに通信する情報
を、優先信号という少ないデータ量の情報とすることができる。
　したがって、車載表示システム３によれば、制御装置１２，４２同士を接続する新たな
車載線路Ｌｃを、径の細いケーブルとすれば良いため、車載線路Ｌｃの配置に必要な車両
上のスペースは限りなく狭くて良い。
【０１０２】
　換言すれば、車載表示システム３によれば、伝送線路を設ける車両上のスペースが存在
しない状況下において、乗員に違和感を与えることのない適切なタイミングで互いに連動
した画像を表示装置の各々に表示する技術を提供することができる。
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［第二実施形態の変形例］
　以上、本発明の第二実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが
可能である。
【０１０３】
　例えば、上記第二実施形態においては、制御装置１２と制御装置４２とを接続する伝送
線路として車載線路Ｌｃが設けられ、当該車載線路Ｌｃを介して、優先信号を通信してい
たが、この車載線路Ｌｃは省略されていても良い。この場合、優先信号は、通信バスＬｓ
を介して通信されていれば良い。
【０１０４】
　また、上記第二実施形態の映像解釈部７２，８２では、画像のそれぞれを単位として、
表示優先状況であるか否かを判定していたが、表示優先状況であるか否かを判定する単位
は、これに限るものではなく、一つの映像出力コマンド全体であっても良いし、時間軸に
沿って連続する複数の画像であっても良い。
【０１０５】
　前者の場合、一つの映像出力コマンドに基づく映像の表示開始から表示終了までの期間
中は、画像出力部７４，８４が表示優先制御を実行すれば良い。
　後者の場合、表示優先制御の実行期間を、制御装置１２，４２が、優先信号によって特
定しても良い。
【０１０６】
　つまり、制御装置４２にて表示優先制御の実行を開始するタイミングの前に、優先信号
の一種として、制御装置４２から制御装置１２へと表示優先制御の開始を表す始期信号を
出力し、制御装置１２にて表示優先制御の実行を終了した後に、優先信号の一種として、
制御装置１２から制御装置４２へと表示優先制御の完了を表す完了信号を出力しても良い
。
【０１０７】
　なお、このように、始期信号及び終期信号によって表示優先制御の実行期間を特定する
場合、その表示優先制御に対する制御装置１２，４２のリソースは、表示優先度に応じて
決定しても良い。
【０１０８】
　この表示優先度によって確保する制御装置１２，４２のリソースの決定は、例えば、映
像出力コマンドに含まれる画像の中に、第一基準条件を満たす画像が含まれていれば、当
該画像に対して表示機能の実現を最優先で実行することとすれば良い。
【０１０９】
　「第一基準条件を満たす画像」としては、多くの条件を満たす画像が考えられ、例えば
、「第一基準条件を満たす画像」の一つとして、時間軸に沿って連続する複数の画像全て
が規定閾値以上である表示優先度と対応付けられている場合の当該画像の集合とすること
が考えられる。
【０１１０】
　このような「第一基準条件を満たす画像」の場合、当該当該第一基準条件を満たす画像
の中で時間軸に沿って最初に表示する画像（以下、「最先画像」と称す）の出力開始タイ
ミングの前に、始期信号を出力することが好ましい。また、始期信号を出力することで表
示優先制御が開始された場合、当該表示優先制御が完了した後に、完了信号を出力するこ
とが好ましい。
【０１１１】
　この場合、始期信号及び完了信号には、制御装置１２，４２におけるリソースを確保す
る際の優先順位を含ませても良い。すなわち、制御装置１２，４２のリソースは、画像と
対応付けられた表示優先度によって確保すれば良い。
【０１１２】
　この場合のリソースの確保の方法としては、例えば、画像の集合に含まれる表示優先度
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の中で最も低いものに合わせて、表示機能の実現度合いを設定しても良いし、当該画像の
集合を構成する画像に対応付けられた表示優先度を集計した結果、最も数が多い表示優先
度が表す優先度合いに応じた表示機能の実現度合いを設定しても良い。
【０１１３】
　具体的には、図１１に示すように、画像の集合に含まれる表示優先度として、「優先度
Ａ」と「優先度Ｂ」とが混在し、「優先度Ｂ」と対応付けられた画像の枚数の方が、「優
先度Ａ」と対応付けられた画像の枚数よりも多い場合を想定する。
【０１１４】
　このような想定の基では、表示機能の実現を最優先よりも一段階低い優先度としその旨
を表す中位優先信号ＳＢｓを始期信号として、最先画像の出力開始タイミングの前に出力
することが好ましい。また、中位優先信号ＳＢｓを始期信号として出力することで表示優
先制御が開始された場合、当該表示優先制御が完了した後に、当該表示優先制御が完了し
た旨を表す中位優先終了信号ＳＢｅを完了信号として出力することが好ましい。
【０１１５】
　さらに、「第一基準条件を満たす画像」の条件には、上記の条件を満たす画像の集合の
中に、最も優先度合いが高い「優先度Ａ」と対応付けられた画像が存在することが考えら
れる。
【０１１６】
　このような「第一基準条件を満たす画像」の場合、図１２に示すように、表示機能の実
現を最優先で実行することを表す高優先信号ＳＡｓを始期信号として、最先画像の出力開
始タイミングの前に出力することが好ましい。また、高優先信号ＳＡｓを始期信号として
出力することで表示優先制御が開始された場合、当該表示優先制御が完了した後に、当該
表示優先制御が完了した旨を表す高優先終了信号ＳＡｅを完了信号として出力することが
好ましい。
【０１１７】
　ところで、始期信号及び終期信号によって表示優先制御の実行期間を特定する場合、表
示優先制御の実行を開始するタイミング、及び終了するタイミングは、上記に限るもので
はない。例えば、図１３に示すように、規定閾値以上である表示優先度と対応付けられた
画像ごとに、始期信号を出力して表示優先制御を実行し、当該表示優先制御が完了するご
とに完了信号を出力しても良い。
［その他の実施形態］
　なお、上記実施形態の構成の一部を、課題を解決できる限りにおいて省略した態様も本
発明の実施形態である。また、上記実施形態と変形例とを適宜組み合わせて構成される態
様も本発明の実施形態である。また、特許請求の範囲に記載した文言によって特定される
発明の本質を逸脱しない限度において考え得るあらゆる態様も本発明の実施形態である。
【０１１８】
　例えば、上記実施形態における表示系５，３５は、それぞれ、メータシステムの表示系
ナビゲーションシステムにおける表示系であったが、表示系５，３５は、これに限るもの
ではない。すなわち、表示系は、各種情報を表示して人物に提示する表示系であれば、ど
のようなものであっても良い。
【０１１９】
　このため、表示装置８は、周知のナビゲーション装置の液晶ディスプレイであっても良
いし、周知のヘッドアップディスプレイであっても良い。また、表示装置３８は、周知の
ヘッドアップディスプレイであっても良いし、インストルメントパネル内に設けられたモ
ニタであっても良い。
【０１２０】
　また、上記実施形態では、制御装置１２と制御装置４２とを接続する車載線路Ｌｃが設
けられていたが、この車載線路Ｌｃは省略されていても良い。この場合、第一動作状況や
第二動作状況、優先信号などは、通信バスＬｓを介して通信されれば良い。
【０１２１】
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　上記実施形態の説明で用いる符号を特許請求の範囲にも適宜使用しているが、各請求項
に係る発明の理解を容易にする目的で使用しており、各請求項に係る発明の技術的範囲を
限定する意図ではない。
【符号の説明】
【０１２２】
　１，２，３…車載表示システム　５，３５…表示系　８，３８…表示装置　１０，４０
…入力受付部　１２，４２…制御装置　１４，４４…通信コントローラ　１８，４８…マ
イコン　２６，５６…状態取得部　２８，５８…状態出力部　３０，６０…他状態取得部
　３２，６２…状態判定部　３４，６４…画像更新部　７２，８２…映像解釈部　７４，
８４…画像出力部　７６，８６…情報出力部　７８，８８…他情報取得部　９０，９２…
計時部

【図１】

【図２】

【図３】
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