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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の映像情報を列車内の表示装置に広告映像として表示する列車搭載映像情報配信表
示システムであって、
　前記複数の映像情報と、前記表示装置に表示させる表示番組の決定に必要な参照テーブ
ルと、を保持する映像情報等蓄積部と、
　前記参照テーブルに基づいて前記複数の映像情報から１以上の映像情報を抽出して前記
表示番組を決定する表示番組決定部と、
　前記表示番組決定部によって決定された表示番組を前記映像情報等蓄積部から受領して
保持する表示番組格納部と、
　前記表示番組格納部に格納された表示番組を逐次読み出して前記表示装置に配信する配
信制御部と、
　を備え、
　前記表示番組には、前記列車の走行区間内の所定の区間を指定するための区分け情報に
基づいて決定された１以上の映像情報が含まれ、
　前記配信制御部は、前記所定の区間において、前記決定された１以上の映像情報を繰り
返し表示させる
　ことを特徴とする列車搭載映像情報配信表示システム。
【請求項２】
　前記参照テーブルには、前記所定の区間を識別するためのエリア番号に１対１で対応す
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るエリア判別コードと、該エリア番号で識別される区間内において表示する映像情報と、
該映像情報の表示順序と、の対応関係が規定されていることを特徴とする請求項１に記載
の列車搭載映像情報配信表示システム。
【請求項３】
　前記エリア番号が、キロ程の情報に基づいて定められることを特徴とする請求項２に記
載の列車搭載映像情報配信表示システム。
【請求項４】
　前記エリア番号が、停車駅の情報に基づいて定められることを特徴とする請求項２に記
載の列車搭載映像情報配信表示システム。
【請求項５】
　前記所定の区間にて繰り返し表示される映像情報の放映時間内における空き時間を利用
して、前記エリア判別コードで指定する前記複数の映像情報とは異なる種別の映像情報を
表示することを特徴とする請求項２～４の何れか一つに記載の列車搭載映像情報配信表示
システム。
【請求項６】
　前記空き時間を利用して放映する映像情報は、乗客人数の情報に基づいて前記エリア判
別コードが付与されることを特徴とする請求項５に記載の列車搭載映像情報配信表示シス
テム。
【請求項７】
　前記空き時間を利用して放映する映像情報は、気温の情報に基づいて前記エリア判別コ
ードが付与されることを特徴とする請求項５に記載の列車搭載映像情報配信表示システム
。
【請求項８】
　前記映像情報等蓄積部に蓄積される複数の映像情報は、外部の装置から伝送された情報
であることを特徴とする請求項１～７の何れか一つに記載の列車搭載映像情報配信表示シ
ステム。
【請求項９】
　前記映像情報等蓄積部に蓄積される参照テーブルは、外部の装置から伝送されたテーブ
ルであることを特徴とする請求項１～８の何れか一つに記載の列車搭載映像情報配信表示
システム。
【請求項１０】
　前記参照テーブルは、外部の装置を通じて変更処理されることを特徴とする請求項９に
記載の列車搭載映像情報配信表示システム。
【請求項１１】
　所定の映像情報を表示する表示装置と、
　前記表示装置に広告映像として表示する複数の映像情報および該複数の映像情報から抽
出された１以上の映像情報を含む表示番組の決定に必要な参照テーブルを保持する映像情
報等蓄積部と、
　を備えた列車搭載映像情報配信表示システムの表示切替方法であって、
　前記参照テーブルには、前記列車の走行区間内の所定の区間を指定するための区分け情
報が含まれており、
　前記区分け情報に基づいて前記複数の映像情報から１以上の映像情報を抽出して前記表
示装置に表示させる表示番組を決定する表示番組決定ステップと、
　前記表示番組決定ステップによって決定された表示番組を前記表示装置に配信する配信
制御ステップと、
　前記配信制御ステップにより配信された表示番組を前記所定の区間において繰り返し表
示する表示ステップと、
　を含むことを特徴とする列車搭載映像情報配信表示システムの表示切替方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、列車客室内の乗客に映像情報を提供する列車搭載映像情報配信表示システム
およびその表示切替方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人々の生活パターンや行動パターンの多様化により、マスメディア等による広告
は、これらの多様化した人々に対して多大な影響を与えている。また、近時においては、
インターネットの普及により、人々は新たな情報を得ることに渇望しているため、例えば
、列車内に掲示または表示される広告映像は、広告としての効果が大いに期待されている
。特に、列車内は閉鎖された空間であり、乗客の行動が制約されるため、広告としての効
果が特に大きいと考えられており、その需要が急速に拡大している。
【０００３】
　従来より、列車内に表示する広告映像を取り扱った種々の公報が存在している。例えば
、下記特許文献１には、列車客室内の乗客に対する多種多様な映像情報の提供を、操作員
等の人的な作業に頼ることなく、簡便な構成で確実に行うことができる列車搭載映像情報
配信表示システムを提供するため、キロ程表示、ドア開／ドア閉表示、緊急メッセージ表
示、リアルタイム情報表示などの割込み表示情報の有無および優先度に応じて、新しい割
込みに係る情報を表示するか否かの表示制御を行う技術が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１２７９０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１を含む従来技術では、リアルタイムに変更される情報は
広告としての効果が期待されていない割込み情報であるのに対し、広告としての効果が期
待される映像情報に関して言えば、予め記憶装置に記憶された映像情報が繰り返し表示さ
れるだけであり、列車内の乗客に対する注目度が時間の経過とともに低下し、広告として
の効果が薄れるという課題があった。
【０００６】
　一方、広告の効果を高めるため、映像情報を数多く準備して放映するといった手法も考
えられるが、映像情報を追加するごとに、当該映像情報と割込み情報との間の優先度の設
定／再設定を行わなければならないため、映像情報の追加や更新が頻繁に行われる場合に
は、映像情報の準備等に要する労力（コスト）が増大し、保守性およびサービス性が低下
するという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、列車内に放映する広告映像の広告とし
ての効果を充分に高めることができ、保守性およびサービス性の低下を抑制することがで
きる列車搭載映像情報配信表示システムおよびその表示切替方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる列車搭載映像情報配信表
示システムは、複数の映像情報を列車内の表示装置に広告映像として表示する列車搭載映
像情報配信表示システムであって、前記複数の映像情報から１以上の映像情報を抽出して
前記表示装置に表示させる表示番組を決定する表示番組決定部と、前記映像情報と、前記
表示番組の決定に必要な参照情報と、を保持する映像情報等蓄積部と、前記表示番組決定
部によって決定された表示番組を前記映像情報等蓄積部から受領して保持する表示番組格
納部と、前記表示番組格納部に格納された表示番組を逐次読み出して前記表示装置に配信
する配信制御部と、を備え、前記表示番組には、前記列車の走行区間内の所定の区間を指
定するための区分け情報に基づいて決定された１以上の映像情報が含まれ、前記所定の区
間において、当該決定された１以上の映像情報が繰り返し表示されることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明にかかる列車搭載映像情報配信表示システムによれば、列車の走行区間内の所定
の区間を指定するための区分け情報に基づいて決定された１以上の映像情報が含まれる表
示番組が逐次読み出されて表示装置に配信されることにより、当該所定の区間において、
当該決定された１以上の映像情報が繰り返し表示されるようになるので、列車内に放映す
る広告映像の広告としての効果を充分に高めることができ、保守性およびサービス性の低
下を抑制することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に、本発明の好適な実施の形態にかかる列車搭載映像情報配信表示システムおよび
その表示切替方法を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に示す実施の形態により
本発明が限定されるものではない。
【００１１】
実施の形態１．
（システムの構成）
　まず、本発明の実施の形態１にかかる列車搭載映像情報配信表示システムの構成につい
て、図１および図２を参照して説明する。ここで、図１は、本発明の実施の形態１にかか
る列車搭載映像情報配信表示システムの概略イメージを示す説明図であり、図２は、本発
明の実施の形態１にかかる列車搭載映像情報配信表示システム全体のシステム構成を示す
図である。
【００１２】
　本実施の形態にかかる列車搭載映像情報配信表示システムは、複数の車両（１号車～ｎ
号車）で構成される列車を対象としており、列車側には、列車情報装置１０、映像情報配
信装置２０、表示装置４０、および送受信装置５０等を備え、地上側には、地上局５１を
構成する情報処理装置５３および送受信装置５５を備えて構成される。
【００１３】
　列車情報装置１０は、列車を識別するための列車番号を含む列車識別情報１０ａ、始発
駅からのキロ程、列車の走行エリアを示すエリア番号を含む列車位置情報１０ｂ、停車駅
情報や到着予想時刻を含む列車運行情報１０ｃ、到着時刻、乗客人数を含む列車現況情報
１０ｄ、ドア開閉指令、停止指令等を含む列車指令情報１０ｅ、および温度情報、気圧情
報、天候情報を含む気象情報１０ｆの処理を行う。先頭車の列車情報装置１０は、主幹制
御器（マスコン）等の各種制御操作装置（図示省略）と接続され、上記各種情報の入出力
処理を行うとともに、各車両に搭載された列車情報装置１０は、各車両間に設けられた伝
送路２８を介して相互に接続され、互いに同一動作をするなどして列車情報を共有してい
る。なお、上記列車識別情報１０ａ、列車位置情報１０ｂ、列車運行情報１０ｃ、列車現
況情報１０ｄ、列車指令情報１０ｅ、および気象情報１０ｆを含む列車関連の各情報を総
称して呼ぶ際には、「列車情報」と称する。
【００１４】
　映像情報配信装置２０は、例えば先頭車両（１号車）に搭載されており、同車両の列車
情報装置１０（１０Ａ）と接続して列車情報を入力し、必要な映像情報を出力する。なお
、映像情報配信装置２０の詳細については、後述する。映像情報配信装置２０と各車両に
設けられた表示装置４０との間には、分岐装置３１および増幅装置３３が設けられ、また
、後尾車両の後端部には終端装置３２が設けられており、これらの各装置は伝送路３０を
介して接続されている。伝送路３０は、映像情報Ｇを含む映像情報配信装置２０からの出
力信号（以下「映像情報等配信信号」という）を各車両へ伝送する。分岐装置３１は、伝
送路３０に流れる信号を各車両に設けられた表示装置４０に分岐させる。終端装置３２は
、伝送路３０に流れる映像情報等配信信号が伝送路３０の終端で反射するのを防止する。
増幅装置３３は、伝送路３０に流れる映像情報等配信信号の減衰を防止する。なお、表示
装置４０は、図示のように各車両ごとにそれぞれ複数台設けられている。送受信装置５０
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は、列車情報装置１０（１０Ａ）に接続され、地上局５１側からの情報を無線で入力し、
映像情報配信装置２０に出力する。なお、送受信装置５０は、直接、映像情報配信装置２
０に接続されていてもよい。この場合、列車情報装置１０側で必要となる情報は、映像情
報配信装置２０を介して伝達される。
【００１５】
（映像情報配信装置２０の構成）
　図３は、図２に示す映像情報配信装置２０の構成を中心として示したブロック図である
。図３において、映像情報配信装置２０は、表示番組を自動的に決定する表示番組決定部
２１、表示番組のソースとなる映像情報や、表示番組の決定に必要な参照情報（参照テー
ブル）、列車の走行位置、走行区間の把握に必要な路線情報等が格納される映像情報等蓄
積部２４、表示番組決定部２１によって決定された表示番組が格納される表示番組格納部
２５、および表示番組格納部２５に格納された表示番組の各車両内に設けられた表示装置
４０への配信を制御する配信制御部２２を備えている。
【００１６】
　なお、以下の説明では、表示番組決定部２１が表示番組を決定する際に必要な映像情報
および参照情報は、映像情報等蓄積部２４に格納される一方で、表示番組を決定する際に
必要な列車情報は、列車情報装置１０から取得するものとして説明するが、無論、これら
の実施態様に限定されるものではない。例えば、列車情報を映像情報等蓄積部２４に随時
格納するようにしてもよい。これとは逆に、表示番組となる映像情報を送受信装置５０を
介して地上局５１から受信するようにしてもよい。なお、このような実施態様の場合には
、地上局５１から受信した映像情報を一時的に格納するための表示番組格納部２５とは異
なる記憶部（メモリ）を有していることが好ましい。また、映像情報としては、アナログ
データを前提に説明するが、ディジタルデータの場合も本発明を適用できることは言うま
でもない。
【００１７】
（システムの動作）
　つぎに、実施の形態１にかかる列車搭載映像情報配信表示システムの動作について、図
２～図６の各図面を参照して説明する。なお、図４は、本実施の形態の列車搭載映像情報
配信表示システムにおける表示番組決定フローおよび放映映像表示フローを示すフローチ
ャートであり、図５は、上述した参照情報の一つである番組表の一例を示す図であり、図
６は、図５に示す番組表に基づいて行われるエリア判別の概念を説明するための図である
。
【００１８】
　例えば、図５の番組表のように、表示順番（Ｘ）と広告映像名とは予め対応づけられ、
また広告映像名は、エリア判別コードにも対応付けされている。つまり、ある広告映像は
、他の広告映像との間で表示順番が設定されるとともに、エリア判別コードで指定された
走行区間において、当該映像が繰り返し表示されることになる。また、エリア判別コード
で規定されるエリアの概念は、例えば図６に示すとおりである。図６の例では、「○○駅
」と「△△駅」との間が「エリア番号０１」として設定されている。
【００１９】
　図４に戻り、同図の表示番組決定フローでは、まず、表示番組決定部２１は、表示の順
番を示す変数Ｘ（図５参照）を初期値（図４の例ではＸ＝１）に設定し（ステップＳ１０
１）、列車が走行している現在の走行エリアを確認する（ステップＳ１０２）。つぎに、
表示番組決定部２１は、表示順番（Ｎｏ．Ｘ）に対応する該当映像とエリア判別コードと
を比較し、これらの一致・不一致を判定する（ステップＳ１０３）。表示順番とエリア判
別コードとが一致している場合には（ステップＳ１０３、Ｙｅｓ）、該当映像が表示対象
広告であるとして、表示番組格納部２５に格納する（ステップＳ２０１）。一方、表示順
番とエリア判別コードとが不一致の場合には（ステップＳ１０３、Ｎｏ）、Ｘの値をイン
クリメントし（Ｘ＝ＭＡＸの場合にはＸ＝１）（ステップＳ１０４）、ステップＳ１０２
～ステップＳ１０４の処理を繰り返す。



(6) JP 5068112 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【００２０】
　一方、配信制御部２２は、表示番組決定部２１に対して広告映像が表示番組格納部２５
に格納されているかを確認し、広告映像が格納されている場合には、これを取得して（ス
テップＳ３０１）、当該映像を表示する（ステップＳ３０２）とともに、これらステップ
Ｓ３０１およびステップＳ３０２の処理を繰り返して実行する。なお、図４のフローでは
、配信制御部２２は、広告映像が表示番組格納部２５に格納されているか否かについて、
表示番組決定部２１に確認するようにしているが、表示番組決定部２１に確認することな
く、表示番組格納部２５に格納されている映像を常時取得して繰り返し表示するようにし
てもよい。このような制御処理の場合、放送映像表示フローの処理は、表示番組決定フロ
ーとは独立に実行される。
【００２１】
　上述した図４の処理フローが実行されるとき、一例として示した図５の番組表では、以
下の処理が実行される。まず、「○○駅」と「△△駅」との間である「エリア０１」内で
は、「Ａ社」→「Ｂ社」→「Ａ社」→「Ｂ社」・・・のように、Ａ社とＢ社の広告映像が
繰り返し実行される。また、「△△駅」と「□○駅」との間である「エリア０２」内では
、「Ｃ社」→「Ｃ社」→「Ｃ社」→・・・のように、Ｃ社の広告映像が繰り返し実行され
る。以下、同様に、「□○駅」と「○●駅」との間である「エリア０３」内では、「Ｄ社
」の広告映像が繰り返し実行され、「○●駅」と「●×駅」との間である「エリア０４」
内では、Ｅ社とＦ社の広告映像が繰り返し実行される。
【００２２】
　なお、図５の番組表におけるエリア判別コードについては、各社の広告映像の内容に何
ら影響を及ぼすことなく任意に設定することができ、また、地上局側から列車側に遠隔伝
送することにより任意に変更することができるので、システムの保守性およびサービス性
を向上させることが可能となる。さらに、例えばスポンサー側から、広告映像の表示区間
の変更要望があった場合でも、該当する広告映像に対応して付されているエリア判別コー
ドを変更するだけでよいので、スポンサー側のニーズに迅速に対応することも可能となる
。
【００２３】
　また、図４の表示番組決定フローの処理にも示されているように、表示番組格納部２５
に格納される映像情報は、表示エリアが変更された時点で、新たな表示エリアに対応する
映像情報が自動的に格納されることになるので、複雑な制御処理を行うことなく、新たな
番組表を簡易に作成することができる。
【００２４】
　また、図４の表示番組決定フローの処理にも示されているように、配信制御部２２は、
表示番組決定部２１の処理とは関係なく、表示番組格納部２５に格納されている映像情報
（放映映像）を取得して放映することができる。このため、配信制御部２２は、表示番組
格納部２５に出力されている出力中の映像、すなわち全出力が完了していない出力途中の
映像情報を取得して放映することが可能となる。その結果、列車が走行してエリアが変化
した場合でも、表示番組決定部２１は、新たなエリア判別コードに対応する広告映像を表
示番組格納部２５に出力しつつ、配信制御部２２は、表示番組格納部２５に記憶されてい
る情報を取り出して映像表示を行うように動作するので、エリアの切り替わりにおいても
、映像が不自然に途切れることなく、広告映像の表示を継続的に行わせることができる。
【００２５】
　ところで、上記の手法では、例えば「エリア０１」として設定された「○○駅」と「△
△駅」との区間では、Ａ社とＢ社の広告映像が繰り返し実行されることになるが、駅間の
距離と両社の広告映像の放映時間との関係によって、多少の空き時間が生ずることになる
。図７は、この空き時間を利用して他の広告映像を放映する場合の一例を示す図である。
【００２６】
　図７において、エリア０１内の空き時間は、列車情報装置１０を通じて取得した列車の
到着予想時刻を用いて算出することができる。表示番組決定部２１は、この空き時間を利
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用し、例えば「エリア０１」という地域に関連のある広告映像を放映することができる。
なお、この手法は、上記特許文献１のような割り込み処理や優先処理を行うという考え方
ではなく、表示番組を予め作成するという考え方に基づいている。したがって、表示させ
る時間位置は、放映時間の最後である必要はなく、繰り返し放映されるＡ社およびＢ社の
放映時間中における各社映像の放映終了後に組み入れるようにしてもよい。なお、放映時
間の空き時間は、エリア区間の距離や各社広告映像の放映時間によって変化するので、組
み入れる広告映像については、例えば放映時間の短いもの、中程度のもの、長いもの等な
どの幾つかのものを用意しておくことにより、放映時間を有効に活用した表示番組の作成
が可能となる。
【００２７】
　また、この実施の形態では、エリア番号に１対１に対応するエリア判別コードに基づい
て表示番組を決定するようにしている。ここで、走行エリアを指定するエリア番号につい
ては、種々の決め方が考えられ、その詳細については、以下の実施の形態において説明す
る。なお、エリア番号を設定するのは、多数ある「広告映像」をどの走行区間で表示させ
るのかの「区分け」を決定するためである。以後、この区分けに必要な情報（「区分け情
報」）を「ステータス」として呼称する。
【００２８】
　以上説明したように、この実施の形態の列車搭載映像情報配信表示システムによれば、
配信制御部２２は、列車の走行区間内の所定の区間を指定するための区分け情報に基づい
て決定された１以上の映像情報が含まれる表示番組を逐次読み出して表示装置４０に配信
するようにしているので、当該所定の区間において、当該決定された１以上の映像情報が
繰り返し表示されるようになり、列車内に放映する広告映像の広告としての効果を充分に
高めることができ、保守性およびサービス性の低下を抑制することができる。
【００２９】
実施の形態２．
　実施の形態２では、広告映像の切替を「キロ程」の情報に基づいて行う実施態様につい
て説明する。すなわち、この実施の形態では、上記「ステータス」として「キロ程」を用
いる実施態様を示すものである。
【００３０】
　図８は、エリア番号をキロ程のみを用いて判別する場合の判別表の一例を示す図である
。この判別表も、上述した参照情報の一つである。図８によれば、例えば「０～１０ｋｍ
」のキロ程の区間がエリア番号「０１」に設定されており、以下「１０～１４ｋｍ」のキ
ロ程の区間がエリア番号「０２」に設定され、「１４～２４ｋｍ」のキロ程の区間がエリ
ア番号「０３」に設定され、「２４～３１ｋｍ」のキロ程の区間がエリア番号「０４」に
設定されている。
【００３１】
　エリア番号をキロ程のみを用いて判別する場合の利点は、例えば新幹線のような長距離
列車に対して有効である。長距離列車の場合には、停車駅も少ないので、キロ程を用いて
判別することにより、処理を簡素化することができる。なお、図８に示す例では、駅間の
キロ程を単位とする判別表を使用しているが、駅間のキロ程である必要はなく、例えば全
営業キロを２０ｋｍ単位に区分した判別表に基づいて、判別するようにしてもよい。
【００３２】
実施の形態３．
　実施の形態２の列車搭載映像情報配信表示システムでは、広告映像の切替を行うための
「ステータス」として、「キロ程」を用いる実施態様について示したが、実施の形態３で
は、「ステータス」として、「後方駅（直前の停車駅）」および「次駅（次の停車駅）」
の情報を用いる実施態様を示すものである。なお、本実施の形態が、実施の形態１，２の
各実施態様と併用可能であることは言うまでもない。
【００３３】
　図９は、エリア番号を後方駅、次駅の情報を用いて判別する場合の判別表の一例を示す
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図である。この判別表も、上述した参照情報の一つである。図９によれば、例えば「○○
駅」と「△△」駅との間がエリア番号「０１」に設定されており、以下「△△駅」と「□
○」駅との間がエリア番号「０２」に設定され、「□○駅」と「○◆」駅との間がエリア
番号「０３」に設定され、「○◆駅」と「●×」駅との間がエリア番号「０４」に設定さ
れている。
【００３４】
　エリア番号を後方駅、次駅の情報を用いて判別する場合の利点は、例えば特急、急行、
快速列車（以下「特急等列車」という）のように停車しない駅がある場合に有効である。
【００３５】
　本実施の形態のような判別表を持つことにより、例えば非停車駅のみに関係のある広告
映像がある場合に、この広告映像をスキップさせることができる。このような停車駅には
関係のない広告映像をスキップさせることにより、限られた時間および空間の中で、手持
ちの広告映像を有効に活用することができる。また、このような判別表を一律に持つとと
もに、特急等列車や各駅停車の列車ごとに、それぞれの判別表を用いるようにすれば、広
告映像自体、ひいてはシステムの形態を特急等列車や各駅停車の列車とで区別する必要が
なくなるので、システムの保守性およびサービス性を向上させることができる。
【００３６】
実施の形態４．
　実施の形態３の列車搭載映像情報配信表示システムでは、広告映像の切替を行うための
「ステータス」として、「後方駅（直前の停車駅）」および「次駅（次の停車駅）」の情
報を用いる実施態様について示したが、実施の形態４では、「ステータス」として、乗客
人数を用いる実施態様を示すものである。なお、本実施の形態が、実施の形態１～３の各
実施態様と併用可能であることは言うまでもない。
【００３７】
　また、図１０は、「乗客人数」の情報をステータスとして用いた判別表の一例を示す図
である。この判別表も、上述した参照情報の一つである。なお、乗客人数の情報は、列車
情報装置１０を通じて取得することができる。図１０によれば、例えば乗客人数が「２０
人以下」の場合には区分番号が「０１」に設定されており、以下「２０～５０人」の場合
には区分番号が「０２」に設定され、「５０～８０人」の場合には区分番号が「０３」に
設定され、「８０～１００人」の場合には区分番号が「０４」に設定され、「１００～１
２０人」の場合には区分番号が「０５」に設定され、「１２０人以上」の場合には区分番
号が「０６」に設定されている。
【００３８】
　乗客人数の情報を用いて判別した区分情報は、例えば空き時間に挿入する広告映像を選
択するための情報として使用することができる。例えば乗客人数が一定以上、一定以下の
人数の場合には広告を見る人の数が適度な数字であり、広告の見やすさとも相まって、広
告として効果が期待できる。このため、空き時間に挿入する広告映像の中でも、広告料の
高いものを優先的に表示（広告料の高いものを優先的に表示させるための番組表を作成）
するといった運用を行うことができる。
【００３９】
　本実施の形態のような判別表を持つことにより、多様化するユーザのニーズに的確に対
応することができ、広告映像の持つ固有の効果を、なお一層高めることが可能となる。
【００４０】
実施の形態５．
　実施の形態４の列車搭載映像情報配信表示システムでは、「ステータス」として、乗客
人数を用いる実施態様について示したが、実施の形態５では、「ステータス」として、「
気温」の情報を用いる実施態様を示すものである。なお、本実施の形態が、実施の形態１
～４の各実施態様と併用可能であることは言うまでもない。
【００４１】
　図１１は、「気温」の情報ステータスとして用いた判別表の一例を示す図である。この
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判別表も、上述した参照情報の一つである。なお、気温の情報は、列車情報装置１０を通
じて取得することができる。図１１によれば、例えば気温が「－１０℃以下」の場合には
区分番号が「０１」に設定されており、以下「－１０～０℃」の場合には区分番号が「０
２」に設定され、「０～１０℃」の場合には区分番号が「０３」に設定され、「１０～２
０℃」の場合には区分番号が「０４」に設定され、「２０～３０℃」の場合には区分番号
が「０５」に設定され、「３０℃以上」の場合には区分番号が「０６」に設定されている
。
【００４２】
　気温の情報を用いて判別した区分情報は、例えば空き時間に挿入する広告映像を選択す
るための情報として、使用することができる。例えば気温が高い場合には、空き時間を利
用する広告映像として冷房機器や冷菓子に関する広告を挿入することができる。逆に、気
温が低い場合には、暖房機器や麺類などの食品情報に関する広告を挿入することができる
。
【００４３】
　本実施の形態のような判別表を持つことにより、限られた時間および空間の中で、手持
ちの広告映像を有効に活用することができる。また、映像情報等蓄積部２４の記憶容量の
範囲内であれば、季節の切り替わりごとに映像情報を組み替えるといった保守サービスを
行う必要がなくなるので、システムの保守性およびサービス性の向上が可能となる。
【００４４】
　なお、この実施の形態では、「ステータス」として「気温」の情報を用いる実施態様に
ついて示したが、「気温」以外にも、例えば「湿度（高／中／低）」、「天候（雨天／晴
天）」、「乗車率（大／中／小）」、「時刻（朝／昼／夕）」、「号車（女性専用車／そ
れ以外、弱冷車／それ以外、禁煙車／喫煙車、複数号車単位（例えば１～５号車／６～１
０号車／１０～１５号車）、「曜日（平日／土休日）」、「列車種別（特急／普通）」、
「行先（都市部／郊外）」等の情報を「ステータス」として用いるようにしてもよい。こ
のような情報を、上記実施の形態と併用することにより、多様化するユーザニーズに対す
る的確な対応が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明にかかる列車搭載映像情報配信表示システムおよびその表示切替
方法は、列車内に放映する広告映像の広告としての効果を充分に高めることができる発明
として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる列車搭載映像情報配信表示システムの概略イメー
ジを示す説明図である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかる列車搭載映像情報配信表示システム全体のシステ
ム構成を示す図である。
【図３】図２に示す映像情報配信装置の構成を中心として示したブロック図である。
【図４】本実施の形態の列車搭載映像情報配信表示システムにおける表示番組決定フロー
および放映映像表示フローを示すフローチャートである。
【図５】上述した参照情報の一つである番組表の一例を示す図である。
【図６】図５に示す番組表に基づいて行われるエリア判別の概念を説明するための図であ
る。
【図７】空き時間を利用して他の広告映像を放映する場合の一例を示す図である。
【図８】エリア番号をキロ程のみを用いて判別する場合の判別表の一例を示す図である。
【図９】エリア番号を後方駅、次駅の情報を用いて判別する場合の判別表の一例を示す図
である。
【図１０】「乗客人数」の情報をステータスとして用いた判別表の一例を示す図である。
【図１１】「気温」の情報ステータスとして用いた判別表の一例を示す図である。
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【符号の説明】
【００４７】
　１０　列車情報装置
　１０ａ　列車識別情報
　１０ｂ　列車位置情報
　１０ｃ　列車運行情報
　１０ｄ　列車現況情報
　１０ｅ　列車指令情報
　１０ｆ　気象情報
　２０　映像情報配信装置
　２１　表示番組決定部
　２２　配信制御部
　２４　映像情報等蓄積部
　２５　表示番組格納部
　２８，３０　伝送路
　３１　分岐装置
　３２　終端装置
　３３　増幅装置
　４０　表示装置
　５０，５５　送受信装置
　５１　地上局
　５３　情報処理装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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