初級講座

鉄 道 車両 用 車 内 表 示 器
1. はじめに

の表示器について説明をする。

昨今の車両は出入口上部に停車駅や行先を

表示器の一般的な構成は表示ディバイスで

固定またはスクロール表示する車内表示器が

ある LED ユニット、上位装置との通信やそ

取りついており、最近の表示素子としては

の受信データを表示するためのデータに変換

LED や LCD が使われている。

を行なう制御基板、車両側からの電源を内部

本稿については、車内表示器の変遷も含め
た内容を紹介する。

で使用する電圧に変換する電源装置の 3 点で
構成されている。

2. 車内表示器の変遷
車内の表示器は 1984 年に国鉄最後の新幹
線(100系)に国鉄では初めて採用されてから、
絶えず最新の表示ディバイスを使用した表示
器となってきている。
それまで乗客への各種案内は車内放送に委
ねていたが、音ではなく表示での情報伝達に

図1

より、車内の静かさを取り戻す目的で計画さ

車内表示器ブロック図

れ、長時間乗車している車両においてもタイ

3. 表示ディバイス

ムリーな情報が得られるようにニュース等も

(1)LED ユニット概要

流されるようになった。以後は、通勤電車の

表示画面を構成する LED ユニットは一般

出入口に表示と音 ( チャイム ) による表示器と

的に表示面側に縦横のマトリックス状に LED

な り、 そ の 表 示 デ ィ バ イ ス も PDP(Plasma

を並べ、裏面に点灯制御回路を実装している。

Display Panel)、VFD(Vacuum Fluorescent

LED ユニットに使用する LED については、

Display)、LED(Light Emittinng Diode)、

点灯時の輝度差や色のばらつき等がないよう

LCD(Liquid Crystal Display) といったもの

に性能が揃った物を使用している。

が、時代の流れとともに採用されてきている。

(2)LED ユニットの表示サイズ

表示内容も行先駅名や停車駅情報だけでな

LED ユニットサイズとその並べ方により

く、タイムリーに各種情報を流すために、専

表示画面サイズを決めていく。一般的には

用の指令器式からモニタ装置との連携による

96mm 角、64mm 角、40mm 角があり、こ

案内表示に変わってきている。

れを使うことで、表示文字サイズも決まって
くる。

3.LED 式表示器

車内表示器は客室内の至近距離からでも

首都圏の通勤電車は LCD 式が増えている

見やすくするため、64mm 角や 40mm 角の

が、見る距離が離れている特急以上の電車で

LED ユニットを組み合わせて使用している。

は LED 式がほとんどであり、以下は LED 式

またドット数としては 16 ドットおよび 24
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ドットで構成されている。
(3)LED ユニットの表示色について
20 年以上前は単色 LED から始まり、以後
3 色 LED が使用され、近年はフルカラー LED
やマルチカラー LED も使用されてきている。
3 色 LED は１ドットが赤と緑のチップで構

スクロール表示は長い停車駅案内や CM、
お知らせ等の文章を表示する場合に使われる。
点滅表示はドアの開方向の表示などの注意
喚起をする場合に使用されることが多い。
文字表示は JIS コードで決められた、通称
「漢字 ROM」と言われる LSI を使用するが、

成、何れかもしくは同時点灯により 3 色表示

画面幅よりも長い駅名等は特殊文字登録した

を可能としている。

ものを使う場合もある。

フルカラーおよびマルチカラー LED は１
ドットが赤・青・緑の３チップで構成された

5. 制御基板

もので、マルチは単純にその点灯の組み合わ

(1) 表示内容

せで多色表示とし、フルカラーは各チップに

車内案内表示器は一般的にはシリアル通信

流す電流を制御することで、1667 万色の表

により上位装置から送信される情報を元に表

示色を可能としている。

示を行なう端末装置となる。
上位装置から送信される情報は主に表示

4. 表示について

モードや表示内容の文字コードデータや画面

(1) 一般的な表示

データになり、送信される情報については事

次の停車駅や行先、列車種別を表示するこ
とにより、誤乗車等を少なくし慣れない人で
も安心して乗車出来るようにしている。また、

前に上位装置との取り決めが必要になる。
(2)LED ユニットの制御
制御基板は、上位装置からの表示指令を判

乗り換え案内や、他路線での事故情報等の運

断し、内部の必要なデータを決められた周期

行情報を伝える事もある。

で LED ユニットに送信する。スクロール表

LED ユニット 1 列構成の場合、複数の情報

示は１ドットずつずれたデータを送ること

を表示するには、スクロールや切り替表示が

で、LED 画面上では文字が流れているように

必要となる。

制御する。

LED ユニットを上下 2 段にし、上段で次駅
名等を表示し、下段で事故情報等を同時に表

印刷物が流れていくように、綺麗なスクロー
ル表示をさせるのもこの基板機能となる。

示している物もある。
特急以上の優等車両では駅間が長い事か

6. 電源装置

ら、ニュースや CM、PR 文章を表示している。

車両から給電される電圧を LED ユニットや

また、最大で約 20m の距離からの視認性も

制御基板で使用する電圧に変換しているが、

確保するため、LED ユニットを 2 段構成とし

LED ユニットは非表示から点灯の多い表示に

て、通常の倍の文字サイズ表示を可能とし、

急に切り替わる事があるため消費電流が大き

駅到着時には上下での表示にて到着駅とドア

く変動する。

の開方向を表示する物もある。
(2) 表示モード
表示の方法としては、固定表示、スクロー
ル表示、点滅表示がある。

使用する電源装置については一般の鉄道向
け機器と同様振動対策等も必要だが、負荷の
変動に対しても出力電圧の変動が少ない負荷
応答性の良いものが必要となる。

固定表示は駅名をはじめとする、駅到着時
の情報をひと目で伝えたい場合に使われる。

( 森尾電機株式会社
鉄道車両工業

技術部
469 号

安井 克己 )
2014.1
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液晶式車内案内表示装置について
1. はじめに

細やかに提供するため、17 インチワイド液

列車内に設置した液晶表示器に運行情報や
広告等を表示する「車内案内表示装置」では、

晶表示器を 3 画面搭載したトレインビジョン
を実現した。以下にその特長を述べる。

®

当社はいち早く「トレインビジョン 」として
開発し、2002 年以来首都圏を中心に、札幌
地区、仙台地区、中部圏、関西圏等、全国の
鉄道事業者へ広く導入されてきた。

(1) 画面構成
2 画面一体型表示器では 2 台の表示器を一
組として、一方に企業広告を表示し、もう一

本稿では、トレインビジョンの変遷と最近

方に乗客サービスの一環として行先案内を表

の 3 画面トレインビジョン表示器の特長につ

示してきたが、3 画面トレインビジョン表示

いて紹介する。

器では、2 画面一体型表示器に 1 画面表示器
を加えて下記の画面割り当てとすることで、

2. 液晶式車内案内表示装置の変遷

より多くの情報を効率的に提供することを可

当社のトレインビジョンは、現在までに第
1 世代から第 4 世代へと発展してきた。第 1
世代はアナログ映像システム、第 2 世代では
®

車両間のメタル線にイーサネット を使用す
ることでデジタル映像システムを実現した。

能にしている。（図 1）
(a) 1 画面型表示器を左側に設置し、広告表示
画面として使用。
(b) 2 画面一体型表示器を右側に設置し、2 画
面一体を案内表示画面として使用。

第 3 世代は広告表示が地上デジタル放送に合

(c) 2 画面一体型表示器における 2 つの表示器

わせてハイビジョン対応になった。そして現

の内、左側画面を案内表示専用として割り

行の第 4 世代では、行先案内の 2 画面一体表

当て、右側画面をお客さまサービス向上の

示、広告の多画面一体表示など多様な液晶表

ための「プラスメリット画面」として、行先

示器の構成が可能となっている。

案内の拡張表示や沿線 PR 等幅広い用途で

近年の訪日外国人の急増や国内・海外観光
客を考慮した、より細やかで多様な情報提供

使用。
1 画面型表示器

2 画面一体型表示器

が求められており、第 4 世代では 3 画面の表
示システムを実現した。

広告表示画面

案内表示画面(左)

案内表示画面(右)
( プラスメリット画面 )

3. 3 画面式車内案内表示装置の特長の特長
鉄道車両では、乗客の利便性・快適性の向

図 1 3 画面構成

画面デザインでは、従来からのシステムと

上のために、様々な取り組みが行われている。

同様にユニバーサルデザインの技術を適用

特に車内案内表示装置に関しては、海外から

し、多言語表示、判別しやすいフォントの開

の旅行者向けに乗り換え案内や駅設備案内の

発・適用、識別しやすい配色により「見た目

多言語表示に対応するとともに、ニュースや

に美しく・読みやすく・分かりやすい」案内

天気予報等のより多くの情報を見やすくきめ

コンテンツを表示している。
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(2)2 画面一体型表示器での工夫

図 2「②多言語表示画面例」のように、プ

図 2 の「①路線案内画面例」のように、2

ラスメリット画面を使用して、「多言語」表

画面を合わせて広範囲の路線案内を表示する

示により訪日外国人に対する行先案内表示の

場合等、可能な限り左右の画面が 1 つの表示

充実を図ることもできる。また、行先案内と

画面であるように表現することが望ましい。

連動して走行位置に応じた制御を行うこと

そこで 2 画面の一体感を高めるため、以下の

で、駅周辺や沿線の見所や、駅ナカ・街ナカ

工夫を施している。

広告、企業のPRも実現する(図2 ③)。さらに、
最新のニュースや天気予報等、随時更新され

(a)2 画面の間隔

る Web 情報を、地上・車上間の通信にて取

図 1 のように、2 画面一体型表示器の画面
間を最小限とし、画面間を感じさせないよう

得し、行先案内と合わせて表示することも可
能とした ( 図 2 ④ )。

なコンテンツデザインを採用することで、2

他にも、駅構内図を 2 画面に渡り拡大表示

画面を効果的に使用した行先案内画面を表示

することや、運行情報に合わせた地図表示に

する。

より遅延状況を視覚的に表現する等、より多

(b) 前面保護カバーの一枚ガラス化

くの情報を分かりやすくお客様に提供してい

表示器の前面保護パネルとして、17 インチ

る。

ワイド画面 2 枚分に相当する大型の一枚ガラ
4. おわりに

スを採用する。
(c) 画面の切り替えタイミング

車体の制約や既存の LED 表示器の置換え

左右画面の連動制御を行い、表示切り替え

など多様なニーズに対応可能とするため、17

タイミングを合わせることで、2 画面が一体

インチワイド画面以外にもサイズの異なる表

となった表現を行う。

示器をバリエーション豊かに用意している。
液晶式車内案内表示装置は、乗客の利便性・

(3) プラスメリット画面の活用例
画面数が増加したことで、これまでの 2 画
面一体型表示器では実現できなかった情報を
表示することが可能となる。

快適性向上に役立つシステムとして、更なる
開発を進め、進化させていく。
【三菱電機株式会社 伊丹製作所 新沼 大樹】

①路線案内画面例

②多言語表示画面例

③企業 PR 画面例

④ニュース／天気予報等の Web 系情報画面例

図 2 3 画面式車内案内表示装置の表示例
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