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(57)【要約】
　風景眺望効果と情報伝達効果とを両立でき、風景と関
連のある情報を最適なタイミングで提供できる車内情報
提供サービスシステムおよび旅客車用情報表示装置を得
ること。旅客列車に適用され、画像情報を提供する車内
情報提供サービスシステムにおいて、前記旅客列車の窓
部の一部、または窓部の周辺領域を表示領域とする旅客
車用情報表示装置１８と、前記窓部から眺望される風景
に応じて、該風景と関連のある表示情報を出力する表示
情報処理部４と、を備える。



(2) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　旅客列車に適用され、画像情報を提供する車内情報提供サービスシステムにおいて、
　前記旅客列車の窓部の一部、または窓部の周辺領域を表示領域とする旅客車用情報表示
装置と、
　前記窓部から眺望される風景に応じて、該風景と関連のある表示情報を出力する表示情
報処理部と、
を備えることを特徴とする車内情報提供サービスシステム。
【請求項２】
　前記表示情報処理部は、
　列車の現在走行位置を検出して列車現在位置情報を出力する車両情報観測装置と、
　運転制御台から出力される先頭車識別信号に基づいて山側／海側識別信号を出力する山
側／海側識別信号生成部と、
　列車運行区間の複数の風景解説案内画像情報および該風景解説案内画像情報に対応した
地点情報を蓄積し、前記列車現在位置情報と前記地点情報とを比較し、前記列車現在位置
情報と前記地点情報とが一致したときに、前記山側／海側識別信号に基づいて、山側およ
び海側に対応した前記風景解説案内画像情報を出力する画像情報蓄積／再生部と、
　入力された前記風景解説案内画像情報に基づいて、前記表示情報を生成する映像／画像
出力処理部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の車内情報提供サービスシステム。
【請求項３】
　前記表示情報処理部は、複数の映像情報および該映像情報の表示順序情報を蓄積し、前
記表示順序情報に基づいて前記映像情報を前記映像／画像出力処理部に出力する映像情報
蓄積／再生部をさらに備え、
　前記映像／画像出力処理部は、前記画像情報が入力されているときには、該画像情報に
基づいて優先的に前記表示情報を生成し、前記映像情報のみが入力されているときには、
該映像情報に基づいて該表示情報を生成することを特徴とする請求項２に記載の車内情報
提供サービスシステム。
【請求項４】
　前記表示情報処理部は、前記映像／画像出力処理部の制御を行う表示制御信号を出力す
る表示制御部をさらに備え、
　前記映像／画像出力処理部は、前記表示制御信号に基づいて、前記表示情報を生成する
ことを特徴とする請求項２または３に記載の車内情報提供サービスシステム。
【請求項５】
　請求項１～４に記載の車内情報提供サービスシステムに適用される旅客車用情報表示装
置は、前記旅客列車の窓部の一部、または窓部の周辺領域を表示領域として利用すること
を特徴とする旅客車用情報表示装置。
【請求項６】
　請求項１～４に記載の車内情報提供サービスシステムに適用される旅客車用情報表示装
置は、前記旅客列車の窓部に設けられた日よけを表示領域として利用することを特徴とす
る旅客車用情報表示装置。
【請求項７】
　旅客列車の窓部の一部、または窓部の周辺領域を表示領域とする表示装置が具備され、
前記窓部から眺望される風景に応じて、該風景と関連のある表示情報を前記表示装置に出
力する表示情報処理ステップを含むことを特徴とする車内情報提供方法。
【請求項８】
　前記表示情報処理ステップは、
　列車の現在走行位置を検出して列車現在位置情報を出力する車両情報観測ステップと、
　運転制御台から出力される先頭車識別信号に基づいて山側／海側識別信号を出力する山
側／海側識別信号生成ステップと、
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　列車運行区間における複数の風景解説案内画像情報および該風景解説案内画像情報に対
応した地点情報を蓄積する画像情報蓄積ステップと、
　前記列車現在位置情報と前記地点情報とを比較し、前記列車現在位置情報と前記地点情
報とが一致したときに、前記山側／海側識別信号に基づいて、山側および海側に対応した
前記風景解説案内画像情報を再生する画像情報再生ステップと、
　前記風景解説案内画像情報に基づいて、前記表示情報を生成する表示情報生成ステップ
と、
　を有することを特徴とする請求項７に記載の車内情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車内情報提供サービスシステム、車内情報提供方法および旅客車用情報表示
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、広告や沿線情報、あるいはニュースや運行状況等の情報を旅客に伝達する手段と
して、車内に表示装置を設置して画像や映像を提供する情報提供サービスが拡大している
。従来の情報提供サービスでは、表示装置は前席シートの背面や車両前後の出入り口の上
部、あるいは車両の天井から吊り下げられた状態で設置されている。下記特許文献１に示
される乗り物用情報表示装置では、窓部全体に透過型の液晶表示パネルを配置している。
この発明では、従来窓部に占有されていた壁面に表示装置を配置できるため、座席の向き
にかかわらず表示された情報を見ることができ、より大きな表示装置を配置することがで
きる。
【０００３】
【特許文献１】特開平５－５８２８７号公報の図１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１の乗り物用情報表示装置では、窓部全体を表示装置として使用
しているため、表示装置に情報を表示しているときには、旅客は外の風景を楽しむことが
できなくなるという問題があった。
【０００５】
　また、従来の旅客列車内の広告では、予め広告代理店と契約した内容の情報を、契約し
た時間帯に放映または掲示しているが、提供される文字情報や画像／映像情報は、窓から
見える風景との関連がないため、窓の外の風景を楽しんでいる旅客の関心を引くことは困
難である。また、沿線情報や運行状況などの情報を広告情報の合間に提供している場合、
旅客は必要な情報を得るために意識して表示装置を見ていなければならず、旅客は必要な
情報が得られるまでの間、ゆっくりと風景を楽しむことができない。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、風景と関連のある情報を最適なタイミ
ングで提供でき、風景眺望効果と情報伝達効果とを両立できる車内情報提供サービスシス
テム、車内情報提供方法および旅客車用情報表示装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる車内情報提供サービスシ
ステムは、旅客列車に適用され、画像情報を提供する車内情報提供サービスシステムにお
いて、前記旅客列車の窓部の一部、または窓部の周辺領域を表示領域とする旅客車用情報
表示装置と、前記窓部から眺望される風景に応じて、該風景と関連のある表示情報を出力
する表示情報処理部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明の車内情報提供サービスシステムによれば、旅客列車の座席に面する窓部の一部
を表示領域とし、窓部から眺望される風景に応じた画面表示を行うこととしているので、
風景眺望効果と情報伝達効果とを両立することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明にかかる車内情報提供サービスシステムの構成例を示す図である
。
【図２】図２は、広告伝送情報の構成例を示す図である。
【図３】図３は、風景解説案内伝送情報の構成例を示す図である。
【図４】図４は、本実施の形態１にかかる情報提供システムの構成の一例を示すブロック
図である。
【図５】図５は、表示器を窓部に適用する場合の一例を示す図である。
【図６】図６は、広告映像と風景解説案内画像とを切り替えるタイミングを説明するため
のタイミングチャートである。
【図７】図７は、表示器を窓部に設置された日よけに適用した一例を示す図である。
【図８】図８は、本実施の形態３にかかる情報提供システムの構成の一例を示すブロック
図である。
【符号の説明】
【００１０】
　１　車内情報提供サービスシステム
　２，８　情報提供システム
　３　外部作成装置
　４，９　表示情報処理部
　５　窓部
　６　表示領域
　７　日よけ
　１０，１１　広告映像蓄積／再生部
　１２，１３　風景解説案内画像蓄積／再生部
　１４　車両情報観測装置
　１６ａ，１６ｂ，１７ａ，１７ｂ　映像／画像出力処理部
　１８，１８ａ，１８ｂ　旅客車用情報表示装置（表示器）
　１９　運転制御台
　２０　山側／海側識別信号生成部
　２２　表示制御部
　４２　広告伝送情報
　４４　風景解説案内伝送情報
　５０　割込み信号
　５２　列車現在位置情報
　５４　広告映像情報
　５６、５７　風景解説案内画像情報
　５８　表示情報
　６０　先頭車識別信号
　６２　山側／海側識別信号
　６４、６５　表示切替信号
　６６　表示制御信号
　７０　広告映像フォルダ
　７１　表示順序情報
　７２　風景解説案内画像フォルダ
　７３　割込み区間情報
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　７４　風景解説案内表示開始地点情報
　７５　風景解説案内表示終了地点情報
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に本発明にかかる車内情報提供サービスシステム、車内情報提供方法および旅客車
用情報表示装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施の形態
により本発明が限定されるものではない。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、本発明にかかる車内情報提供サービスシステム１の構成例を示す図である。図
１に示すように、実施の形態１における車内情報提供サービスシステム１は、外部作成装
置３および情報提供システム２を備えている。
【００１３】
　外部作成装置３は、列車外に設置される映像編集システムである。外部作成装置３は、
広告伝送情報４２および風景解説案内伝送情報４４を作成し、所定の伝送方式で出力する
。
【００１４】
　なお、広告伝送情報４２および風景解説案内伝送情報４４の伝送方式は、衛星波や地上
波等の電波を用いた無線伝送方式、あるいは同軸ケーブル、ツイストペアケーブル、光ケ
ーブル等の有線を用いた有線伝送方式の何れであってもよい。
【００１５】
　情報提供システム２は、列車内に設置され、表示情報処理部４および旅客車用情報表示
装置１８を備えている。表示情報処理部４は、表示情報を処理するＣＰＵを有し、外部作
成装置３から出力された広告伝送情報４２および風景解説案内伝送情報４４を予め入力し
て記憶しておき、列車運行中に旅客に提供する表示情報５８を出力する。旅客車用情報表
示装置１８は、表示情報５８を入力し、旅客に画像情報を提供する。
【００１６】
　図２は、広告伝送情報４２の構成例を示す図である。広告伝送情報４２は、広告映像フ
ォルダ７０および表示順序情報７１を含み構成される。広告映像フォルダ７０には、複数
の広告映像ファイルと、各広告映像ファイルのファイル名とが含まれている。また、表示
順序情報７１には、各広告映像ファイルを表示する順序を予め指定した表示順序番号と、
各広告映像ファイルのファイル名とが関連付けられている。なお、広告伝送情報４２の内
容は、定期的に一部分が変更または更新される。
【００１７】
　広告映像フォルダ７０に含まれる各広告映像ファイルの画像情報は、表示順序情報７１
に基づいて、情報提供システム２によって定期的な画像表示を行うことで旅客に提供され
る。ここで、定期的な画像表示とは、指定した月日の所定の時間帯に、予め決められた表
示順序にしたがって順に表示することを言う。
【００１８】
　図３は、風景解説案内伝送情報４４の構成例を示す図である。風景解説案内伝送情報４
４は、風景解説案内画像フォルダ７２および割込み区間情報７３を含み構成される。風景
解説案内画像フォルダ７２には、複数の風景解説案内画像ファイルと、各風景解説案内画
像ファイルに割り当てられた風景解説案内ＩＤとが含まれている。また、割込み区間情報
７３には、各風景解説案内ＩＤと、各風景解説案内ＩＤに対応した風景解説案内画像ファ
イルを表示する区間を予め指定された表示開始地点情報（以下「風景解説案内表示開始地
点情報７４」という）および表示終了地点情報（以下「風景解説案内表示終了地点情報７
５」という）が関連付けられている。
【００１９】
　風景解説案内画像フォルダ７２に含まれる風景解説案内画像ファイルの画像情報は、そ
れぞれに対応した風景解説案内ＩＤが割り当てられた割込み区間情報７３に基づいて、情
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報提供システム２によって非定期的な画像表示を行うことで旅客に提供される。ここで、
非定期的な画像表示とは、定期的な画像表示の番組に割り込ませて表示することを言う。
【００２０】
　つぎに、情報提供システム２の構成および各構成部の入出力信号を図４を用いて説明す
る。図４は、本実施の形態１にかかる情報提供システム２の構成の一例を示すブロック図
である。
【００２１】
　情報提供システム２は、広告映像蓄積／再生部１０、風景解説案内画像蓄積／再生部１
２と、車両情報観測装置１４、山側／海側識別信号生成部２０および映像／画像出力処理
部１６ａ，１６ｂを備える表示情報処理部４と、旅客車用情報表示装置１８である複数の
表示器１８ａ，１８ｂとを備えている。
【００２２】
　山側／海側識別信号生成部２０は、運転制御台１９からの先頭車識別信号６０に基づい
て、山側／海側識別信号６２を生成し出力する。なお、山側および海側とは、車両の側面
から見える風景を指しており、例えば進行方向に対して右側の窓から見える風景が山の風
景であれば山側、左側の窓から見える風景が海の風景であれば海側となる。また、進行方
向が逆になった場合は、進行方向右側が海側、左側が山側となる。なお、山側／海側とい
う表現は、上述した車両の側面を便宜的に示すものであり、例えば山中の路線であっても
山側／海側と表現する。
【００２３】
　車両情報観測装置１４は、始発駅等からのキロ程を示す列車位置情報等に基づいて、列
車が現在走行している位置を常時観測し、列車の現在走行位置の地点情報を示す情報であ
る列車現在位置情報５２を生成し出力する。なお、車両情報観測装置１４は、ＧＰＳ等に
より構成されてもよい。
【００２４】
　風景解説案内画像蓄積／再生部１２は、風景解説案内伝送情報４４に含まれる割込み区
間情報７３と列車現在位置情報５２との比較を行い、その比較結果および山側／海側識別
信号６２に基づいて、風景解説案内画像フォルダ７２から該当する風景解説案内画像ファ
イルを再生し、風景解説案内画像情報５６を出力するとともに、風景解説案内開始地点お
よび風景解説案内終了地点であることを示す割込み信号５０を出力する。なお、割込み信
号５０の出力タイミングおよび風景解説案内画像ファイルの再生を開始するタイミングに
ついては後述する。
【００２５】
　広告映像蓄積／再生部１０は、広告伝送情報４２に含まれる表示順序情報７１に基づい
て、広告映像フォルダ７０から該当する広告映像ファイルを再生し、広告映像情報５４を
出力するとともに、割込み信号５０に基づいて、風景解説案内の開始および終了を指示す
る表示切替信号６４を出力する。なお、表示切替信号６４の出力タイミングについては後
述する。
【００２６】
　映像／画像出力処理部１６ａ，１６ｂは、表示切替信号６４に基づいて、入力される広
告映像情報５４と風景解説案内画像情報５６との切り替えを行い、選択された情報に基づ
いて表示情報５８を生成する。映像／画像出力処理部１６ａおよび映像／画像出力処理部
１６ｂは、それぞれ車両の山側および海側の座席に対応しており、図４では、一例として
映像／画像出力処理部１６ａを山側、映像／画像出力処理部１６ｂを海側として示してい
る。
【００２７】
　表示器１８ａ，１８ｂは、表示情報５８が入力され、映像／画像の表示を行う。本発明
にかかる実施の形態１では、表示器１８ａ，１８ｂは車両の窓に設置される。より具体的
には、表示器１８ａおよび表示器１８ｂは、車両の山側の側面の窓および車両の海側の側
面の窓に対応して、それぞれ複数個設置される。図４では、一例として表示器１８ａを山
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側、表示器１８ｂを海側として示している。
【００２８】
　図５は、旅客車用情報表示装置１８である表示器１８ａ，１８ｂを窓部５に適用する場
合の一例を示す図である。図５に示す例では、窓部５の下半分は通常の窓として機能する
ように、上半分を表示領域６として利用している。なお、表示領域６に適用する表示器１
８ａおよび１８ｂの構成は、液晶パネルや有機ＥＬパネル等の何れであってもよい。また
、窓部５の一部を表示領域６とせず、窓周辺の領域たとえば窓上方の車両本体の壁面に、
ＬＣＤや有機ＥＬパネル、もしくは、いわゆる電子ペーパー（壁面が湾曲している場合に
好適）等を設置して、表示領域６として利用してもよい。なお、表示器１８ａ，１８ｂへ
表示情報５８を出力する映像／画像出力処理部１６ａ，１６ｂ等の表示情報処理部４は、
窓部と離れた列車の所定場所、例えば、通路の隅、シート下、床下等に設置され、ケーブ
ルで表示器１８ａ，１８ｂと接続されている。
【００２９】
　つぎに、情報提供システム２が風景と同期した画像情報を旅客に提供するための仕組み
を、図３、図４および図６を用いて説明する。
【００３０】
　図６は、広告映像と風景解説案内画像とを切り替えるタイミングを説明するためのタイ
ミングチャートである。図６（ａ）は、広告伝送情報４２に含まれる表示順序情報７１を
示す表示順序番号であり、各表示順序番号には表示される広告映像ファイルのファイル名
が対応している。図６（ｂ）は、広告映像蓄積／再生部１０から表示順序番号に対応して
出力される広告映像情報５４を示す。図６（ｃ）は、割込み信号５０の出力タイミングを
示しており、図６（ｄ）は、風景解説案内画像蓄積／再生部１２から出力される風景解説
案内画像情報５６を示している。図６（ｅ）は、表示切替信号６４の出力タイミングを示
しており、図６（ｆ）は、映像／画像出力処理部１６ａ，１６ｂから出力される表示情報
５８の切り替えタイミングを示している。
【００３１】
　風景解説案内画像蓄積／再生部１２は、割込み区間情報７３に含まれる風景解説案内表
示開始地点情報７４と、列車現在位置情報５２とが一致した時、風景解説案内ＩＤに対応
した風景解説案内画像ファイルのデコード処理を開始するとともに、風景解説案内開始地
点であることを示す割込み信号５０を出力する。図６に示す例では、割込み信号５０がロ
ーレベルからハイレベルに制御されている。
【００３２】
　広告映像蓄積／再生部１０は、風景解説案内開始地点であることを示す割込み信号５０
が入力されると、風景解説案内画像蓄積／再生部１２が風景解説案内画像ファイルのデコ
ード処理に要する時間ｔが経過した後に、自身が再生している広告映像ファイルが切り替
わるタイミングで、風景解説案内の開始を指示する表示切替信号６４を出力する。図６に
示す例では、表示切替信号６４がローレベルからハイレベルに制御されている。なお、図
６中のＴ１は、風景解説案内画像蓄積／再生部１２が風景解説案内開始地点であることを
示す割込み信号５０を出力してから、広告映像蓄積／再生部１０が風景解説案内の開始を
指示する表示切替信号６４を出力するまでの時間を示している。
【００３３】
　映像／画像出力処理部１６ａ，１６ｂは、風景解説案内の開始を指示する表示切替信号
６４が入力されると、選択する情報を広告映像情報５４から風景解説案内画像情報５６に
切り替える。
【００３４】
　そして、風景解説案内画像蓄積／再生部１２は、割込み区間情報７３に含まれる風景解
説案内表示終了地点情報７５と、列車現在位置情報５２とが一致した時、風景解説案内終
了地点であることを示す割込み信号５０を広告映像蓄積／再生部１０に出力する。図６に
示す例では、割込み信号５０がハイレベルからローレベルに制御されている。
【００３５】
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　広告映像蓄積／再生部１０は、風景解説案内終了地点であることを示す割込み信号５０
が入力されると、自身が再生している広告映像ファイルが切り替わるタイミングで、風景
解説案内の終了を指示する表示切替信号６４を出力する。図６に示す例では、表示切替信
号６４がハイレベルからローレベルに制御されている。なお、図６中のＴ３は、風景解説
案内画像蓄積／再生部１２が風景解説案内終了地点であることを示す割込み信号５０を出
力してから、広告映像蓄積／再生部１０が風景解説案内の終了を指示する表示切替信号６
４を出力するまでの時間を示している。
【００３６】
　なお、風景解説案内画像蓄積／再生部１２が風景解説案内画像情報５６の出力を停止す
るタイミングは、Ｔ３の時間経過後であればよい。
【００３７】
　映像／画像出力処理部１６ａ，１６ｂは、風景解説案内の終了を指示する表示切替信号
６４が入力されると、選択する情報を風景解説案内画像情報５６から広告映像情報５４に
切り替える。
【００３８】
　すなわち、図中のＴ２の期間が風景解説案内画像情報５６の割込み期間となる。より具
体的には、風景解説案内表示開始地点情報７４と列車現在位置情報５２とが一致した時、
風景解説案内ＩＤに対応した風景解説案内画像ファイルのデコード処理が開始され、風景
解説案内画像ファイルのデコード処理に要する時間ｔが経過した後に、広告映像蓄積／再
生部１０が再生している広告映像ファイルが切り替わるタイミングで、表示情報５８の内
容が広告映像から風景解説案内画像に切り替わる。そして、風景解説案内表示終了地点情
報７５と列車現在位置情報５２とが一致した時、広告映像蓄積／再生部１０が再生してい
る広告映像ファイルが切り替わるタイミングで、表示情報５８の内容が風景解説案内画像
から広告映像に切り替わる。このような処理を行うことによって、列車が走行している区
間の風景と同期した風景解説案内画像を表示することが可能となる。
【００３９】
　なお、風景解説案内画像ファイルの再生時間が決まっている場合は、風景解説案内表示
開始地点を列車が通過後に何らかのトラブル等で列車が減速あるいは停止したときに、風
景解説案内表示終了地点に到達する前に風景解説案内画像ファイルの再生が終了してしま
うことがある。この場合は、風景解説案内画像蓄積／再生部１２において風景解説案内画
像ファイルをリピート再生するか、あるいは風景解説案内画像ファイルの再生終了の前に
割込み信号５０を制御して、表示器１８ａ，１８ｂから出力される表示情報５８の内容を
風景解説案内画像から広告映像に切り替えるのが好ましい。
【００４０】
　上記のように、本発明の実施の形態１の車内情報提供サービスシステムによれば、列車
が現在走行している位置を常時観測して、風景解説案内画像ファイルを表示する区間を予
め指定された割込み区間情報７３と比較し、その比較結果に基づいて風景解説案内画像の
表示を行うので、列車が走行している区間の風景と同期した画像情報を表示することがで
き、風景と関連のある情報を最適なタイミングで提供することが可能となる。
【００４１】
　また、本実施の形態の車内情報提供方法によれば、窓部から眺望される風景に応じて、
該風景と関連のある表示情報を旅客車用情報表示装置１に出力する表示情報処理を行う場
合に、列車の現在走行位置を検出して列車現在位置情報を出力し、運転制御台から出力さ
れる先頭車識別信号に基づいて山側／海側識別信号を出力し、列車運行区間における複数
の風景解説案内画像情報および風景解説案内画像情報に対応した地点情報を蓄積し、列車
現在位置情報と地点情報とを比較し、列車現在位置情報と地点情報とが一致したときに、
山側／海側識別信号に基づいて、山側および海側に対応した風景解説案内画像情報を再生
し、風景解説案内画像情報に基づいて表示情報を生成するようにしているので、列車が走
行している区間の風景と同期した画像情報（風景解説案内情報）を表示することができ、
風景と関連のある情報を最適なタイミングで提供することが可能となる。
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【００４２】
　また、窓部５の一部を表示領域６として利用することによって、旅客は風景と表示情報
を同時に視野に入れることができるので、風景眺望効果と情報伝達効果とを両立すること
ができる。また、座席が対面したボックス席や、車両の座席を反転させた場合においても
、車内情報提供サービスシステムの利用が可能である。
【００４３】
　なお、表示領域６は、情報伝達効果を阻害しないように、すなわち、例えば窓部５が可
動式である場合でも、情報が欠落しないように配慮して構成されるのが好ましい。
【００４４】
　また、表示器１８ａ，１８ｂを構成する表示デバイスの種類については限定していない
が、例えば透過型の表示デバイスを窓部５に適用すれば、情報を表示していない場合には
より高い風景眺望効果を得ることが可能となる。
【００４５】
実施の形態２．
　図７は、実施の形態１における旅客車用情報表示装置１８である表示器１８ａ，１８ｂ
を窓部５に設置された日よけ７に適用した一例を示す図である。本実施の形態２において
も、実施の形態１と同様に、表示領域６に適用する表示器１８ａ，１８ｂは、液晶パネル
や有機ＥＬパネル等の何れであってもよい。
【００４６】
　本実施の形態２によれば、車内情報提供サービスシステムを利用しながら風景を楽しみ
たいときは表示領域６が露出するまで日よけ７を下げ、風景あるいは太陽光を遮断して車
内情報提供サービスシステムを利用する場合は完全に日よけ７を下げるといった選択が可
能となる。
【００４７】
　また、画面表示をオフとすることで、通常の日よけとして機能させることが可能である
。この場合は、旅客が画面表示のオンオフ切り替えを行える構成としてもよい。
【００４８】
　なお、図７に示す一例では、日よけ７の引き出し方向を上から下として示しているが、
下から上あるいは左右に引き出せる構成であってもよい。
【００４９】
実施の形態３．
　図８は、本実施の形態３にかかる情報提供システム８の構成の一例を示すブロック図で
ある。実施の形態３における情報提供システム８は、図８に示すように、広告映像蓄積／
再生部１１、風景解説案内画像蓄積／再生部１３、車両情報観測装置１４、山側／海側識
別信号生成部２０および映像／画像出力処理部１７ａ，１７ｂに加えて映像／画像出力処
理部１７ａ，１７ｂにおける画像処理の制御を行う表示制御部２２を備える表示情報処理
部９と、旅客車用情報表示装置１８である表示器１８ａ，１８ｂとを備えている。なお、
実施の形態１と同一または同等の構成部には同一符号を付して、その詳細な説明は省略す
る。
【００５０】
　風景解説案内画像蓄積／再生部１３は、割込み区間情報に基づく割込み信号５１を出力
するとともに、山側／海側識別信号６２に基づいて、風景解説案内ＩＤに対応した風景解
説案内画像ファイルの再生を開始して、山側／海側にそれぞれ対応した風景解説案内画像
情報５７を出力する。割込み信号５１は、風景解説案内開始地点および風景解説案内終了
地点であることを示すことに加えて、風景解説案内画像情報５７が山側あるいは海側の何
れに存在しているかを示す情報を含んでいる。
【００５１】
　広告映像蓄積／再生部１１は、広告映像ファイルを再生して広告映像情報５４を出力し
ている。また、割込み信号５１が入力され、割込み信号５１に基づいて表示切替信号６５
が出力される。表示切替信号６５は、実施の形態１と同様に広告映像ファイルの切り替え
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タイミングで出力されるが、割込み信号５１に基づいて、風景解説案内画像情報５７が山
側あるいは海側の何れに存在しているかを示す情報も含んでいる。
【００５２】
　表示制御部２２には表示切替信号６５が入力されている。そして、表示制御部２２は、
表示切替信号６５に基づいて表示制御信号６６を出力し、映像／画像出力処理部１７ａお
よび１７ｂの制御を行う。
【００５３】
　映像／画像出力処理部１７ａ，１７ｂには、広告映像情報５４および表示制御信号６６
と、風景解説案内画像情報５７とが入力され、表示情報５８を生成する。
【００５４】
　映像／画像出力処理部１７ａ，１７ｂの機能の例として、入力された広告映像情報５４
と風景解説案内画像情報５７との切り替えに加えて、広告映像と風景解説案内画像との２
画面表示、広告映像情報５４および風景解説案内画像情報５７に含まれる文字情報の抽出
等を可能としている。
【００５５】
　表示制御部２２の機能の例として、広告映像と風景解説案内画像との２画面表示制御、
広告映像情報５４および風景解説案内画像情報５７に含まれる文字情報をテロップ表示さ
せる制御、風景解説案内画像情報５７が山側あるいは海側何れか一方のみに対応している
場合に、対応している側のみ風景解説案内画像を表示させる制御等を可能としている。
【００５６】
　上記のように構成された本実施の形態３の情報提供システムによれば、例えば風景解説
案内表示区間である場合、広告映像と風景解説案内画像とを２画面表示させたり、広告映
像情報５４の内容を風景解説案内画像の上下あるいは左右にテロップ表示させたり、風景
解説案内画像情報５７が山側あるいは海側何れか一方のみに対応している場合に、対応し
ている側のみ風景解説案内画像を表示させたりすることが可能である。
【００５７】
　なお、表示領域６に適用する表示器１８ａ，１８ｂは、実施の形態１と同様に、液晶パ
ネルや有機ＥＬパネル等の何れであってもよいが、例えば窓部５に適用した表示器１８ａ
，１８ｂに透過型の表示デバイスを用いた場合、風景解説案内表示区間以外の区間におい
て、広告映像情報５４から抽出した文字情報を窓部５の辺に位置する画面の上下あるいは
左右にテロップ表示させるように映像／画像出力処理部１７ａ，１７ｂを制御することに
より、さらに広い視野を確保することができる。
【００５８】
　さらに、図示しないが、表示制御部２２に客席からの操作信号を入力して、旅客が画像
／映像情報の表示方法を選択あるいは変更できる構成としてもよい。
【００５９】
　上記のように、本発明の実施の形態３の車内情報提供サービスシステムによれば、映像
／画像出力処理部１７ａ，１７ｂの制御を行う表示制御部２２を備えたことによって、表
示器１８ａ，１８ｂに表示する画像／映像情報の表示方法に多様性を持たせることが可能
となる。
【００６０】
実施の形態４．
　実施の形態１～３では、表示情報処理部４，９を、表示器１８ａ，１８ｂとは別に設け
、ケーブルで各表示器１８ａ，１８ｂと接続するようにした。このようにすれば、複数の
山側表示器１８ａ－ｍおよび複数の海側表示器１８ｂ－ｍに対して一括して、それぞれ山
側の映像／画像出力処理部１６ａ，１７ａ、海側の映像／画像出力処理部１６ｂ，１７ｂ
から表示情報５８を送信することができるので、システム全体が簡素化できる等の効果が
ある。
【００６１】
　また、例えば、ＣＰＵを有する山側の映像／画像出力処理部１６ａ，１７ａおよび海側
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の映像／画像出力処理部１６ｂ，１７ｂを各表示器１８ａ－ｍ，１８ｂ－ｍの１台ずつに
個別に設けることも可能である。この場合は、山側の映像／画像出力処理部１６ａ，１７
ａおよび海側の映像／画像出力処理部１６ｂ，１７ｂを各表示器１８ａ－ｍ，１８ｂ－ｍ
の近傍に設けるか、または各表示器１８ａ－ｍ，１８ｂ－ｍと一体化する構成（表示情報
処理ＣＰＵ搭載表示器）にしてもよい。このようにすれば、例えば、各表示器１８ａ－ｍ
，１８ｂ－ｍの１台ずつのそれぞれに対して異なる表示情報５８を送信することにより、
１台ずつ異なる映像または画像を表示させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明にかかる車内情報提供サービスシステム、車内情報提供方法およ
び旅客車用情報表示装置は、風景と関連のある情報を最適なタイミングで提供でき、風景
眺望効果と情報伝達効果とを両立できる発明として有用である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】



(13) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

【図８】



(14) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

20

30

40



(16) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

20

30

40



(17) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

20

30

40



(18) JP WO2009/147880 A1 2009.12.10

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

