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(57)【要約】
【課題】映像信号の伝送経路について認証を行い、認証
ができた伝送経路に映像信号を伝送する送信機１０と、
その送信機１０からの映像信号を受信してその映像信号
が表す画像をディスプレイ２８に表示すると共に映像信
号を後段の受信機３０に中継可能に構成された受信／中
継機２０とを備えるシステム１において、伝送経路が変
化して認証が必要となったために映像信号の伝送が中断
した場合でも、ディスプレイ２８における画像の表示が
途切れてしまわないようにする。
【解決手段】受信／中継機２０は、受信した映像信号の
うち、認証に要する時間よりも長い間に渡り画像の表示
ができるようにする分の映像信号をキャッシュメモリ２
２ａに蓄積し、その蓄積した映像信号を読み出して、デ
ィスプレイ２８にその読み出した映像信号が表す画像を
表示させるようになっている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号の伝送経路について伝送を許可する旨の認証をする認証手段と、前記認証手段
により前記認証がなされた前記伝送経路に前記映像信号を伝送する伝送手段と、を備えた
送信機と、
　前記送信機からの前記映像信号を受信する受信手段と、その受信手段により受信された
前記映像信号が表す画像を表示装置に表示する表示制御手段と、を備えると共に、前記受
信手段により受信された前記映像信号を、前記伝送経路上にて後段に接続された装置に中
継可能に構成されたその伝送経路上の受信機と、
　を備え、車両に搭載される車両用画像表示システムにおいて、
　前記受信機は、前記受信手段により受信された前記映像信号のうち、前記認証手段が前
記認証をするのに要する時間よりも長い間に渡り画像の表示ができるようにする分の映像
信号を、逐一更新記憶する記憶手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された映像信号を読み出して、その読み出し
た映像信号が表す画像を前記表示装置に表示するようになっていることを特徴とする車両
用画像表示システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用画像表示システムにおいて、
　前記伝送経路上において前記受信機の後段に、その受信機から中継される前記映像信号
を受信する後段側受信手段と、前記後段側受信手段により受信された映像信号が表す画像
を後段側表示装置に表示する後段側表示制御手段と、を備える後段側受信機が設けられて
いることを特徴とする車両用画像表示システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の車両用画像表示システムにおいて、
　前記認証は、著作権を保護するための認証であることを特徴とする車両用画像表示シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され、その車両における表示装置に画像を表示する車両用画像表
示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両においては、デジタル映像を扱うＡＶ機器が搭載されている。
　デジタル映像を扱う場合（例えばディスプレイに表示する場合）には、著作権保護を図
る必要があり、そのための規格として、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）などがある。
【０００３】
　これは、デジタルデータの伝送路の著作権保護規格であり、この規格によれば、伝送路
が切り換わる毎（伝送路が変化する毎）に認証を行う必要がある。
　ＨＤＣＰのような著作権保護規格に沿った伝送であれば著作権保護が図れるものの、一
方で、次のような問題も指摘されている。例えば、認証がなされる間デジタルデータの伝
送が中断（遮断）されることとなるため、画像の表示が途切れてしまうという問題である
。
【０００４】
　この点について、図７を用いて説明する。図７は、従来の車両用画像表示システムの構
成及び作用を表す図である。この車両用画像表示システムでは、映像信号の伝送経路につ
いて、著作権保護を図るための認証がなされることを前提としている。
【０００５】
　図７の車両用画像表示システム１は、車両に搭載されるものであり、送信機１０と、受
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信／中継機２０と、受信機３０と、を備えている。具体的に、送信機１０と受信／中継機
２０とが、その送信機１０から受信／中継機２０に映像信号を伝送可能なように接続され
、さらに、受信／中継機２０の後段に受信機３０が接続されている。
【０００６】
　送信機１０は、電子制御装置（以下ＥＣＵと記載する）１２と、送信モジュール１４と
、読取装置１６とを備えている。
　ＥＣＵ１２は、図示しないマイコンを備え、所定のプログラムに従って動作し、送信機
１０の動作を統括制御する。
【０００７】
　読取装置１６は、ＤＶＤ等の記憶媒体に記憶された、画像（音声を含む）を表す映像信
号を読み込む装置である。
　送信モジュール１４は、読取装置１６を介して記憶媒体より読み込まれた映像信号を、
受信／中継機２０に伝送するためのものである。
【０００８】
　受信／中継機２０は、ＥＣＵ２２と、送信モジュール２４と、受信モジュール２６と、
ディスプレイ２８とを備えている。
　ＥＣＵ２２は、この受信／中継機２０の動作を統括制御する。
【０００９】
　受信モジュール２６は、送信機１０からの映像信号を受信するためのものである。
　送信モジュール２４は、受信モジュール２６を介して送信機１０から受信された映像信
号を、受信機３０に伝送（中継）するためのものである。
【００１０】
　ディスプレイ２８は、例えば液晶ディスプレイであり、受信モジュール２６を介して送
信機１０から受信された映像信号が表す画像を表示するためのものである。具体的に、Ｅ
ＣＵ２２が、その受信された映像信号に基づき表示用の信号を生成して、その生成した表
示用の信号をディスプレイ２８に出力することで、そのディスプレイ２８に画像が表示さ
れる。尚、このディスプレイ２８は、例えば車両における前席用（運転席用、或いは助手
席用）として、車両のフロントパネル等に設置されることを想定している。
【００１１】
　受信機３０は、ＥＣＵ３２と、受信モジュール３６と、ディスプレイ３８とを備えてい
る。
　ＥＣＵ３２は、この受信機３０の動作を統括制御する。
【００１２】
　受信モジュール３６は、受信／中継機２０からの映像信号を受信するためのものである
。
　ディスプレイ３８は、例えば液晶ディスプレイであり、受信モジュール３６を介して受
信／中継機２０から受信された映像信号が表す画像を表示するためのものである。具体的
に、ＥＣＵ３２が、その受信された映像信号に基づき表示用の信号を生成して、その生成
した表示用の信号をディスプレイ３８に出力することで、そのディスプレイ３８に画像が
表示される。尚、このディスプレイ３８は、例えば車両における後席用として、前席シー
トの背部等に設置されることを想定している。
【００１３】
　尚、ＥＣＵ１２，２２，３２は、車載ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）により通信可能に接続される。
　このような図７の車両用画像表示システム１において、例えば前席用のディスプレイ２
８においてのみ画像を表示させる場合を考える。例えば、運転手がディスプレイ２８の電
源をオンすると、送信機１０と受信／中継機２０との間の伝送経路の認証がなされる。尚
、この認証のための認証処理は、送信機１０において実行される。つまり、送信機１０が
、受信／中継機２０に映像信号を伝送して良いか否かを判断する。
【００１４】
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　そして、図７（ａ）に示すように、送信機１０と受信／中継機２０との間の認証が完了
すると（認証済み）、送信機１０から受信／中継機２０に映像信号が伝送され、ディスプ
レイ２８にその映像信号が表す画像が表示される。尚、この場合、受信／中継機２０と受
信機３０との間の伝送経路の認証はなされておらず、また、ディスプレイ３８には映像信
号が表す画像は表示されていない（ディスプレイ３８の電源はオフされている）状態であ
る。
【００１５】
　ここで、ディスプレイ２８にのみ画像が表示されている図７（ａ）の状態で、ディスプ
レイ３８にも画像を表示させる場合を考える。この場合、受信／中継機２０と受信機３０
との間の伝送経路については認証がなされていないため、送信機１０と受信／中継機２０
との間の伝送経路を含め、送信機１０と受信機３０との間の伝送経路について認証を行う
必要がある。
【００１６】
　例えば、運転手、或いは後席に座る同乗者等がディスプレイ３８の電源をオンすると、
送信機１０と受信機３０との間の伝送経路（送信機１０と受信／中継機２０との間の伝送
経路、及び受信／中継機２０と受信機３０との間の伝送経路）の認証がなされる。尚、前
述のように、この認証のための認証処理は送信機１０において実行される。つまり、送信
機１０が、受信／中継機２０に映像信号を伝送して良いか否か（受信機３０に映像信号を
伝送して良いか否か）を判断する。
【００１７】
　そして、図７（ｂ）に示すように、送信機１０と受信機３０との間の認証が完了するま
での間（認証実行中である間）は、送信機１０から受信／中継機２０への映像信号の伝送
は中断される。この場合、ディスプレイ２８における画像の表示は途切れてしまうことと
なる。また、勿論、受信機３０に映像信号が中継されず、ディスプレイ３８には画像が表
示されない。尚、一方、送信機１０と受信機３０との間の認証が完了すると、送信機１０
から受信／中継機２０に映像信号が伝送されると共に、その受信／中継機２０から受信機
３０にその映像信号が中継され、ディスプレイ２８及びディスプレイ３８に映像信号が表
す画像が表示される。
【００１８】
　このように、図７の例において、ディスプレイ２８に画像が表示されている状態で、後
段のディスプレイ３８にも画像を表示させようとする場合、送信機１０と受信機３０との
間の認証を図る必要があり、認証実行中の間は、ディスプレイ２８における画像の表示が
途切れてしまうこととなる。
【００１９】
　これに対し、画像の表示が途切れないようにするための技術が例えば特許文献１に記載
されている。
　特許文献１のＡＶ機器では、著作権保護されない（著作権保護の必要がない）画像（例
えば操作画面）を表示する場合には、著作権保護のための認証を行わないようにし、これ
により、その認証のために映像信号の伝送が中断されること、つまり画像の表示が途切れ
てしまうことを防止するようにしている。
【特許文献１】特開２００７－８９０１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら、特許文献１において、著作権保護すべき画像を表示する場合には著作権
保護のための認証を行う必要があり、この場合、その認証のために、画像の表示が途切れ
ることがある。
【００２１】
　具体的には、図７の例で説明した通りである。
　例えば、図７の、送信機１０と、受信／中継機２０と、受信機３０とからなる車両用画
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像表示システム１において、送信機１０と受信／中継機２０との間の伝送経路の認証がと
られてその受信／中継機２０において画像を表示している場合に、受信機３０にて著作権
保護の必要のある画像を表示させようとすると、送信機１０と受信機３０との間の伝送経
路での認証が必要となる。つまり、送信機１０と受信／中継機２０との間の伝送経路につ
いては、認証済であるにもかかわらず、再度の認証が必要となる。
【００２２】
　そして、この認証の間は、送信機１０から受信／中継機２０に映像信号は伝送されなく
なる。このため、受信機３０において新たに著作権保護の必要のある画像を表示させよう
とする場合、受信／中継機２０における画像の表示が途切れてしまうこととなる。
【００２３】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたもので、映像信号の伝送経路について認証を行
い、認証ができた伝送経路に映像信号を伝送する送信機と、その送信機からの映像信号を
受信してその映像信号が表す画像を表示装置に表示すると共に映像信号を後段の装置に中
継可能に構成された受信機とからなる車両用画像表示システムにおいて、伝送経路が変化
して認証が必要となったために映像信号の伝送が中断した場合でも、表示装置における画
像の表示が途切れてしまわないようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の発明は、
　映像信号の伝送経路について伝送を許可する旨の認証をする認証手段と、認証手段によ
り認証がなされた伝送経路に映像信号を伝送する伝送手段と、を備えた送信機と、
　送信機からの映像信号を受信する受信手段と、その受信手段により受信された映像信号
が表す画像を表示装置に表示する表示制御手段と、を備えると共に、受信手段により受信
された映像信号を、伝送経路上にて後段に接続された装置に中継可能に構成されたその伝
送経路上の受信機と、
　を備え、車両に搭載される車両用画像表示システムにおいて、
　受信機は、受信手段により受信された映像信号のうち、認証手段が認証をするのに要す
る時間よりも長い間に渡り画像の表示ができるようにする分の映像信号を、逐一更新記憶
する記憶手段を備え、表示制御手段は、記憶手段に記憶された映像信号を読み出して、そ
の読み出した映像信号が表す画像を表示装置に表示するようになっていることを特徴とし
ている。
【００２５】
　このような車両用画像表示システムによれば、例えば受信機の後段の装置に映像信号を
伝送する必要が生じ、送信機とその後段の装置との間の伝送経路についての認証が必要と
なって映像信号の伝送が中断したとしても、受信機側において、表示装置への画像の表示
が途切れないようにすることができる。なぜなら、受信機では、認証に要する時間よりも
長い間に渡り画像の表示ができるようにする分の映像信号が、記憶手段に逐一更新記憶さ
れ、その記憶手段に記憶された映像信号が読み出されるようになっているためである。
【００２６】
　つまり、認証のために映像信号の伝送が中断される間でも、受信機は、記憶手段から映
像信号を読み出してその映像信号が表す画像を表示装置に表示し、映像信号の伝送が再開
されれば、その伝送される映像信号が表す画像を表示装置に表示するようにすることがで
きるため、画像の表示が途切れないようにすることができる。
【００２７】
　次に、請求項１の車両用画像表示システムでは、具体的に、請求項２のように構成する
ことができる。
　請求項２のシステムは、請求項１のシステムにおいて、伝送経路上において受信機の後
段に、その受信機から中継される映像信号を受信する後段側受信手段と、後段側受信手段
により受信された映像信号が表す画像を後段側表示装置に表示する後段側表示制御手段と
、を備える後段側受信機が設けられていることを特徴としている。
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【００２８】
　近年、車両においては、搭乗者にとっての快適性や利便性を向上させるため、画像を表
示する表示装置が、例えば、前席用、後席用といったように複数設けられることがある。
請求項２のシステムは、いわばそのような例に対応したものである。そして、請求項２の
システムによれば、例えば前席用の表示装置に画像を表示しており、新たに後席用の表示
装置に画像を表示させようとする場合（新たに認証が必要な場合）でも、前席用の表示装
置における画像の表示が途切れないようにすることができる。
【００２９】
　次に、請求項３のシステムは、請求項１，２のシステムにおいて、認証は、著作権を保
護するための認証であることを特徴としている。
　著作権の保護を図る規格としてＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）などがあり、この規格に
よれば、データの伝送路が切り換わる毎（伝送路が変化する毎）に認証を行う必要がある
が、請求項３のシステムによれば、著作権を有効に保護できると共に、認証のたびに画像
の表示が途切れてしまう、といったような問題を解決することができ、車両用画像表示シ
ステムの使い勝手をより向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
［第１実施形態］
　まず、第１実施形態について説明する。
【００３１】
　図１は、本発明が適用された第１実施形態の車両用画像表示システム１の構成図である
。
　この図１の車両用画像表示システム１は、［背景技術］の欄で説明した図７の車両用画
像表示システム１と基本的に同じであるためここでは詳しい説明を省略するが、特に、図
１の車両用画像表示システム１では、受信／中継機２０のＥＣＵ２２は、映像信号を蓄積
するキャッシュメモリ２２ａを備えている点が図７と異なっている。このキャッシュメモ
リ２２ａは、著作権保護のための認証に要する時間よりも長い間に渡り画像の表示ができ
るようにする分の映像信号を記憶できるように構成されている。
【００３２】
　図２は、送信機１０のＥＣＵ１２において実行される（具体的に、図示しないマイコン
のＣＰＵが実行する）データ送信処理を表すフローチャートである。ここで言うデータと
は、映像信号のことである。また、少なくとも送信機１０と受信／中継機２０との間にお
ける伝送経路については、著作権保護のための認証がなされているものとする。
【００３３】
　図２のデータ送信処理では、映像信号を伝送すべき旨の所定の指令が入力されると、ま
ずＳ１１０で映像信号を伝送する。より具体的には、読取装置１６を介して例えばＤＶＤ
等の記憶媒体から読み込んだ映像信号を、受信／中継機２０に伝送する。
【００３４】
　次にＳ１２０に移行し、映像信号の伝送経路が変化したか否かに基づき、著作権保護の
ための認証が必要か否かを判定する。具体的に、映像信号の伝送経路が変化したと判断す
ると、著作権保護のための認証が必要であると判定する。逆に、映像信号の伝送経路が変
化していないと判断すると、著作権保護のための認証は不要であると判定する。
【００３５】
　映像信号の伝送経路が変化したか否かは、車載ＬＡＮを介した受信／中継機２０との通
信により判断する。例えば、受信／中継機２０との通信により、その受信／中継機２０が
新たに後段の受信機３０に映像信号を伝送すると判断すると、伝送経路が変化したと判断
する。
【００３６】
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　Ｓ１２０において、認証が必要でないと判定すると（Ｓ１２０：ＮＯ）、再びＳ１１０
に戻る。つまり、映像信号の伝送を継続する。
　一方、Ｓ１２０で認証が必要であると判定すると（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、Ｓ１３０に移
行し、著作権保護のための所定の認証処理を実行する。具体的に、映像信号が送受信され
る経路を暗号化する。これにより、コンテンツが不正にコピーされることを防止する。そ
してその後、Ｓ１１０に戻って映像信号を伝送する。尚、認証処理の実行中は、映像信号
の伝送は中断される。
【００３７】
　次に、図３は、受信／中継機２０のＥＣＵ２２において実行される（具体的に、図示し
ないマイコンのＣＰＵが実行する）画像表示処理を表すフローチャートである。
　図３の処理では、まず、Ｓ２１０で、送信機１０から映像信号を受信したか否かを判定
し、受信していないと判定すると（Ｓ２１０：ＮＯ）、Ｓ２３０に移行する。
【００３８】
　一方、Ｓ２１０で映像信号を受信したと判定すると（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、Ｓ２２０に
移行し、その受信した映像信号をキャッシュメモリ２２ａ（図１参照）に蓄積する。より
具体的には、キャッシュメモリ２２ａに、受信できた映像信号を逐一更新記憶させる。
【００３９】
　次に、Ｓ２３０に進み、受信機３０に映像信号を伝送するか否か（中継するか否か）を
判断する。具体的には、受信機３０との通信により、ディスプレイ３８の電源がオンされ
たか否か（オンされているか否か）に基づき判定する。
【００４０】
　ディスプレイ３８の電源がオンされたと判断すると、受信機３０に映像信号を伝送する
と判定し（Ｓ２３０：ＹＥＳ）、Ｓ２４０に移行し、受信機３０に映像信号を伝送する。
そして次に、Ｓ２５０に進み、キャッシュメモリ２２ａに蓄積した映像信号を読み出して
、その読み出した映像信号が表す画像をディスプレイ２８に表示する。尚、ディスプレイ
３８の電源が新たにオンされた場合（つまり、受信機３０に新たに映像信号を伝送する場
合）、伝送経路が変化することとなり、送信機１０において、認証が必要であると判定さ
れ（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、認証処理が実行される（Ｓ１３０）。そして、認証処理の実行
中は、送信機１０から映像信号が伝送されないため、この場合は、結果的に、受信機３０
に映像信号は伝送されないこととなる。
【００４１】
　次に、Ｓ２３０で、ディスプレイ３８の電源がオンされていないと判定すると（Ｓ２３
０：ＮＯ）、Ｓ２５０に移行する。Ｓ２５０では、前述のように、キャッシュメモリ２２
ａに蓄積した映像信号を読み出して、その読み出した映像信号が表す画像をディスプレイ
２８に表示する。そしてその後、再びＳ２１０に戻る。
【００４２】
　尚、受信機３０において実行される画像表示処理は、図３の画像表示処理と比較すると
、Ｓ２３０及びＳ２４０の処理が実行されない点が異なっている。
　具体的に、受信／中継機２０から映像信号を受信したか否かを判定し、受信していない
と判定すると（Ｓ２１０：ＮＯ）、再びＳ２１０に戻る。逆に、受信したと判定すると（
Ｓ２１０：ＹＥＳ）、Ｓ２２０に進む。
【００４３】
　Ｓ２２０で、受信／中継機２０から受信した映像信号をキャッシュメモリに蓄積し、そ
の後、Ｓ２５０に進み、キャッシュメモリに蓄積した映像信号を読み出して、その読み出
した映像信号が表す画像をディスプレイ３８に表示させる。そしてその後、Ｓ２１０に戻
る。
【００４４】
　次に、図４は、本実施形態の作用を表す図面である。
　図４（ａ）は、図７（ａ）と同じ状態を表す。つまり、送信機１０と受信／中継機２０
との間の伝送経路において認証がなされ、送信機１０から受信／中継機２０に映像信号が
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伝送され、ディスプレイ２８に、映像信号が表す画像が表示されている例である。また、
受信／中継機２０と受信機３０との間における伝送経路については認証はされていない。
【００４５】
　そして、図４（ａ）の状態で、ディスプレイ３８の電源がオンされたとする。つまり、
受信／中継機２０から、受信機３０に映像信号を伝送するとする（Ｓ２３０：ＹＥＳ）。
　この場合、送信機１０と受信機３０との間の伝送経路についての認証が必要であり（Ｓ
１２０：ＹＥＳ）、送信機１０において認証処理が実行される（Ｓ１３０）。そして、認
証処理が実行される間は、送信機１０から受信／中継機２０に映像信号は伝送されない。
【００４６】
　しかし、本実施形態においては、図４（ｂ）に示すように、ＥＣＵ２２はキャッシュメ
モリ２２ａを備えており、送信機１０から受信した映像信号をそのキャッシュメモリに蓄
積する（Ｓ２２０）。そして、キャッシュメモリ２２ａに蓄積した映像信号を読み出して
、その読み出した映像信号が表す画像をディスプレイ２８に表示する（Ｓ２５０）。しか
も、キャッシュメモリ２２ａは、認証に要する時間よりも長い間に渡り画像の表示ができ
るようにする分の映像信号を記憶できるようになっている。
【００４７】
　このため、送信機１０から受信／中継機２０に映像信号を伝送してその受信／中継機２
０のディスプレイ２８において画像が表示されている際に、受信機３０にも映像信号を伝
送するために送信機１０と受信機３０との間の認証が必要となり、送信機１０から受信／
中継機２０への映像信号の伝送が中断した場合でも、受信／中継機２０においては、キャ
ッシュメモリ２２ａに蓄積された映像信号を読み出すようにすることで、ディスプレイ２
８に画像を途切れることなく表示することができるようになる。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態の車両用画像表示システム１によれば、映像信号の伝
送経路が変化して新たに認証が必要となって、その認証の間映像信号の伝送が中断したと
しても、ディスプレイ２８における画像の表示が途切れない快適な環境を提供することが
できるようになる。
【００４９】
　尚、本実施形態において、送信機１０が送信機に相当し、受信／中継機２０が受信機に
相当し、受信機３０が後段の装置に相当し、Ｓ１３０の処理が認証手段に相当し、送信モ
ジュール１４及びＳ１１０の処理が伝送手段に相当し、受信モジュール２６が受信手段に
相当し、ディスプレイ２８が表示装置に相当し、ＥＣＵ２２及びＳ２５０の処理が表示制
御手段に相当し、キャッシュメモリ２２ａ及びＳ２２０の処理が記憶手段に相当し、受信
モジュール３６が後段側受信手段に相当し、ディスプレイ３８が後段側表示装置に相当し
、ＥＣＵ３２が後段側表示制御手段に相当している。
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。
【００５０】
　第２実施形態の車両用画像表示システム１の構成は、第１実施形態の車両用画像表示シ
ステム１の構成と同じである。以下、異なる点のみ説明する。
　第２実施形態の車両用画像表示システム１では、送信機１０において、図２のデータ送
信処理に代えて図５のデータ送信処理が実行される点が異なっている。また、受信／中継
機２０において、図３の画像表示処理に代えて図６の画像表示処理が実行される点が異な
っている。尚、図５の処理において、図２の処理と同じステップについては同じ符号を付
している。また、図６の処理において、図３の処理と同じステップについては同じ符号を
付している。
【００５１】
　図５のデータ送信処理では、まず、Ｓ３１０において、通常よりも高速で映像信号を伝
送するか否かを判定する。具体的に、伝送速度について、通常速度及び高速の別は、使用
者の選択（操作）により設定される。高速の場合、記憶媒体からの読み込み速度も高速に
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設定され、読取装置１６を介して記憶媒体からデータが高速で読み込まれると共に、読み
込まれたデータ（映像信号）が高速で受信／中継機２０に伝送されることとなる。
【００５２】
　Ｓ３１０で高速で映像信号を伝送しないと判定すると（Ｓ３１０：ＮＯ）、Ｓ１１０に
移行し、通常の速度で映像信号を伝送する。
　一方、Ｓ３１０で高速で映像信号を伝送すると判定すると（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、Ｓ３
２０に移行し、高速で映像信号を伝送する。そして次に、Ｓ１２０に進む。Ｓ１２０及び
Ｓ１３０の処理については、図２と同じであり、ここでは説明を省略する。
【００５３】
　次に、受信／中継機２０は、図６の処理で、まずＳ４１０で認証が必要か否かを判定し
、認証が必要であると判定すると（Ｓ４１０：ＹＥＳ）、Ｓ４２０に移行し、送信機１０
に、高速での映像信号の送信を要求する。そして次に、Ｓ２１０に進む。尚、認証が必要
か否かは、伝送経路が変化したか否か（受信機３０に映像信号を伝送する必要が生じたか
否か）に基づき判定する。つまり、伝送経路が変化した（受信機３０に映像信号を伝送す
る必要が生じた）と判断すると、認証が必要と判定し、逆に、伝送経路が変化していない
（受信機３０に映像信号を伝送する必要が生じていない）と判断すると、認証が不要と判
定する。
【００５４】
　一方、Ｓ４１０で認証が必要でないと判定すると（Ｓ４１０：ＮＯ）、Ｓ２１０に移行
する。
　Ｓ２１０では映像信号を受信したか否かを判定し、通常速度で受信したと判定すると（
Ｓ２１０：受信）、Ｓ２３０に移行する。
【００５５】
　また、高速で受信したと判定した場合には（Ｓ２１０：高速データ受信）、Ｓ４２０に
移行し、送信機１０からの高速データを高速でキャッシュメモリ２２ａに蓄積する。そし
て次に、Ｓ２３０に進む。Ｓ２３０～Ｓ２５０については、図３の場合と同じであり、こ
こでは説明を省略する。
【００５６】
　Ｓ２１０で映像信号を受信していないと判定すると（Ｓ２１０：未受信）、Ｓ４４０に
移行し、キャッシュメモリ２２ａに蓄積されている映像信号（映像信号が受信できていた
際に、キャッシュメモリ２２ａに蓄積された映像信号）が表す画像をディスプレイ２８に
表示する。そしてその後、Ｓ４１０に戻る。
【００５７】
　この第２実施形態では、認証を行う前に、高速で映像信号が送受信され、受信／中継機
２０において、高速で受信された映像信号が高速でキャッシュメモリ２２ａに蓄積される
ため、短時間に十分なデータ量の映像信号（具体的に、認証に要する時間よりも長い間に
渡り画像の表示ができるようにする分の映像信号）を確保することができる。よって、デ
ィスプレイ２８においてより確実に画像の表示が途切れないようにすることができる。
【００５８】
　以上、本発明の一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、本発明の技術範囲内において種々の形態をとることができる。
　例えば、上記実施形態において、受信機３０の後段に他の受信機が設けられていても良
い。この場合、受信機３０が、受信／中継機２０と同じように、図２及び図５の処理（或
いは、図３及び図６の処理）を実行するように構成すれば、上記実施形態と同様の効果を
得ることができる。
【００５９】
　また、受信／中継機２０の後段に、受信機３０とは別に、他の受信機が設けられていて
も良い。
　また、上記実施形態にて、受信機３０においては映像信号を蓄積するためのキャッシュ
メモリを備えていない構成でも良い。
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【００６０】
　また、上記実施形態において、ディスプレイ２８は、受信／中継機２０の構成要素とし
て捉えても良いし、受信／中継機２０の構成要素ではなく受信／中継機２０とは別の装置
として捉えても良い。同様に、ディスプレイ３８は、受信機３０の構成要素として捉えて
も良いし、受信機３０の構成要素ではなく受信機３０とは別の装置として捉えても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施形態の車両用画像表示システム１の構成図である。
【図２】送信機１０のＥＣＵ１２において実行されるデータ送信処理を表すフローチャー
トである。
【図３】受信／中継機２０のＥＣＵ２２において実行される画像表示処理を表すフローチ
ャートである。
【図４】本実施形態の作用を表す図面である。
【図５】第２実施形態のデータ送信処理を表すフローチャートである。
【図６】第２実施形態の画像表示処理を表すフローチャートである。
【図７】従来の車両用画像表示システム１の構成、及び作用を説明する図面である。
【符号の説明】
【００６２】
１…車両用画像表示システム
１０…送信機
１４…送信モジュール
１６…読取装置
２０…受信／中継機
２２ａ…キャッシュメモリ
２４…送信モジュール
２６…受信モジュール
２８…ディスプレイ
３０…受信機
３６…受信モジュール
３８…ディスプレイ
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