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(57)【要約】
　無線データ収集および記録（DAR）システムは、収集
装置（acquisition circuitry）を備えている。この収
集装置は、操作者によって持ち運ばれ、操作者が見るか
、聞くかする映像および音声イベントを捉えるためのビ
デオカメラまたはマイクロホンもしくはその両方を備え
ている。無線トランスミッタは、ビデオカメラによって
捉えられた映像イベントおよびマイクロホンによって検
出された音声イベントを含むデジタル信号を無線で転送
する。データ表示およびレポート提出（data display a
nd report submission）（DD）デバイスは、収集装置に
よって捉えられ、無線で転送されたデジタルデータを受
信し、かつそのデータをメディアファイルとして格納す
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者によって持ち運ばれるようになっており、前記操作者が見るか、聞くかする映像
および音声イベントを記録するためのビデオカメラまたはマイクロホンもしくはその両方
を備えている収集装置と、
　前記収集装置によって捉えられた前記映像および音声イベントを受信しかつ該捉えられ
た映像および音声イベントをメディアファイルとして格納するためのデータ表示およびレ
ポート提出（DD）デバイスと、
　前記DDデバイスから受信された前記メディアファイルを基地局へ自動的に中継するため
のトランシーバと、
　を有する無線データ収集および記録（DAR）システム。
【請求項２】
　前記基地局が前記メディアファイルを自動的に中央コンピュータへ中継するようになっ
ている請求項１に記載のDARシステム。
【請求項３】
　前記DDデバイスが、前に転送されたメディアファイルに応じて、前記基地局または前記
中央コンピュータから送り返されたデジタル情報を無線で受信するためのレシーバ回路と
、前記収集装置から無線で受信した前記デジタルデータあるいは前記中央コンピュータま
たは該基地局から送り返され、無線で受信したデジタル情報を表示するためのディスプレ
イと、を有している請求項１に記載のDARシステム。
【請求項４】
　前記収集装置および前記DDデバイスが、ともに同一の携帯端末（PDA）に組み込まれて
いる請求項１に記載のDARシステム。
【請求項５】
　前記DDデバイスが、格納されている様々なメディアファイルに電子レポートを付加する
レポート用ソフトウェアを稼動するためのプロセッサを有している請求項１に記載のDAR
システム。
【請求項６】
　前記電子レポートが、前記メディアファイルを様々なファイルとインデックス付けを行
う調査報告書である請求項５に記載のDARシステム。
【請求項７】
　前記DDデバイスが、前記収集装置によって捉えられ、転送された前記様々なメディアフ
ァイルに、日付・時刻スタンプを付加するための日付・時刻エンコーダを有している請求
項１に記載のDARシステム。
【請求項８】
　前記基地局も同様に、前記DDデバイスから受信された前記メディアファイルに日付・時
刻スタンプを付加するようになっている請求項7に記載のDARシステム。
【請求項９】
　前記DDデバイスが、前記メディアファイルに、該メディアファイルが前記DARシステム
によって生成されたものであることを証明する暗号鍵を挿入するようになっている請求項
１記載のDARシステム。
【請求項１０】
　前記収集装置または前記DDデバイスが、前記捉えられたイベントの音声および映像信号
をエンコードもしくはデコードするためのエンコーダもしくはデコーダを有している請求
項１に記載のDARシステム。
【請求項１１】
　前記収集装置が、前記DDデバイスの前面に設けられている請求項１に記載のDARシステ
ム。
【請求項１２】
　イベントを記録し、格納するための方法であって、
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　操作者が監視したイベントの映像を捉えかつ該捉えられた映像をデジタルデータへと変
換するビデオカメラを前記操作者に取り付けステップと、
　前記捉えられた映像に関する前記デジタルデータをメディアファイルとして無線携帯記
憶装置に格納するステップと、
　前記様々な捉えられた映像に関する前記格納されたメディアファイルに電子レポートを
付加するステップと、を含むことを特徴とする前記方法。
【請求項１３】
　前記ビデオカメラから受信された前記デジタルデータを圧縮しかつ該圧縮されたデータ
を基地局へ転送するステップを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記電子レポートを前記携帯記憶装置上に表示するステップと、
　前記関連付けされたデジタルデータが中央コンピュータに転送されてもよい状態になる
までに、前記操作者が前記電子レポートの記入事項を埋めるように要求するステップと、
　前記レポートおよび前記関連付けされたデジタルデータを前記中央コンピュータに転送
するステップと、
　前記レポート内の前記記入事項を使用して、前記中央コンピュータ内および前記携帯記
憶装置内の関連付けされているデジタルデータにインデックス付けを行うステップと、を
含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記携帯記憶装置から前記デジタルデータを基地局へ転送するために、短距離のIEEE80
2.11無線通信システムを使用し、かつ該デジタルデータを前記基地局から前記中央コンピ
ュータへ転送するために、長距離ラジオ通信システムまたは長距離セルラー通信システム
を使用するステップを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記携帯記憶装置が基地局の通信範囲に入るたびに、該携帯記憶装置から車内に設けら
れた基地局にメディアファイルを自動的にダウンロードするステップと、
　前記基地局から中央コンピュータへ前記メディアファイルを中継するステップと、を含
む請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記中継されたメディアファイルに応じて前記中央コンピュータから送り返された情報
を前記基地局で受信し、それに続いて、前記受信した情報を前記携帯記憶装置に送るステ
ップを含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ビデオカメラで映像イメージを捉えるステップと、
　前記映像イメージを特定する音声信号を捉えるステップと、
　前記捉えられた映像イメージおよび捉えられた音声信号を前記携帯記憶装置から前記中
央コンピュータに転送するステップと、
　前記捉えられた映像イメージまたは捉えられた音声信号を使用して、該中央コンピュー
タ内のデータベースを検索するステップと、
　前記検索の結果を前記携帯記憶装置に転送するステップと、を含む請求項１７に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記映像がいつ捉えられたのかを特定する日付・時刻スタンプを前記メディアファイル
に付加しかつ時刻・日付スタンプを生成するタイマーを調整するための制御部にアクセス
することを制限するステップを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　グローバル・ポジショニング・システムからの位置と前記タイマーを自動的にアップデ
ートするステップを含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記映像に、前記メディアファイルが前記ビデオカメラから生成されたものであること
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を証明する暗号鍵を付加するステップを含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記無線携帯記憶装置から前記デジタルデータが転送される前に、該デジタルデータに
スクランブルをかけるステップを含む請求項19に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、2005年4月20日に出願されたアメリカ特許出願No.11/111,300の一部継続出願
であり、2005年1月24日に出願されたアメリカ仮特許出願No.60/646,712の優先権を主張す
る。
【０００２】
　本出願は、大まかには、音声および映像記録装置に関し、より詳しくは、操作者が見た
物（object）および出来事（イベント）を自動的に追跡し、記録する携帯用無線映像およ
び音声記録システムに関する。
【０００３】
　警察の捜査や、事件現場や、保険請求の調査や、救急医療や、仕事中や他の営みの間に
起こるかもしれないその他の日々の出来事（イベント）を記録する必要がある。例えば、
警察官にとって、車を停止させた後の出来事を記録したり、犯罪活動に関係している建物
を調べている間の出来事を記録することは好ましいことであろう。これらの記録された事
件は、後に、将来の訴訟や訴訟手続（procedual matters）において証拠として用いるこ
とができるかもしれない。
【０００４】
　例えば、記録された、犯罪容疑者のリアルタイムでの逮捕場面は、裁判において、この
容疑者は、ミランダ権利(Miranda rights)を適切に通告されているという証拠として用い
ることができる。保険調査の例では、保険会社の代理人は、保険請求された部分の物的損
害の程度を調査している間の観察結果（observation）を記録することができる。
【０００５】
　出来事を記録することに関連する問題は、それが、警察官や、保険の支払額査定人や、
他の操作者に、彼らの通常の職務を行うことに加えて、記録装置を操作することを要求す
るということである。例えば、警察官にとって、犯罪容疑者の身体検査をすると同時にビ
デオカメラを操作することは困難であろう。保険調査の例では、保険支払い額査定人にと
って、ビデオカメラを操作するのと同時にメモをとることは困難であろう。
【０００６】
　操作者の頭にカメラを取り付け、他の記録装置と電源を操作者にひもでぶら下げさせる
携帯用の映像および音声記録システムが、これまでに提案されている。これらのシステム
に関連する問題は、カメラと、映像および音声記録装置と、携帯電源を接続するために、
相当量のワイヤーを必要とするということである。これらのシステムは、操作者が、彼ら
の通常の業務中に自由に動くのを困難にする。
【０００７】
　記録される一つまたは複数の出来事の間に生成されるかなりの量の記録された情報を、
効率的に保存し、トランスポートし、管理するのに利用できるシステムは現在のところ存
在しない。例えば、記録された映像および音声情報を効率的に追跡し（track）、整理す
るシステムは現在のところ存在しない。認証とセキュリティもまた問題である。例えば、
あるケースでは、記録された資料は、記録の時刻と場所が認証されるまで利用されないか
もしれない。また、別のケースでは、不正使用を防ぐための手段が必要とされるかもしれ
ない。
【０００８】
　本発明は、この問題と、従来例と関連するその他の問題を解決するためのものである。
【発明の開示】
【０００９】
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　無線データ収集および記録（Wireless data acquisition and recording）(DAR）シス
テムは、収集装置（acquisition circuitry）を備えている。この収集装置は、操作者に
よって持ち運ばれ、操作者が見るか聞くかする映像および音声イベントを捉えるためのビ
デオカメラあるいはマイクロホンもしくはその両方を備えている。無線トランスミッタ（
送信機）は、ビデオカメラによって捉えられた映像イベントおよびマイクロホンによって
検出された音声イベントを含むデジタル信号を無線で転送する。データ表示およびレポー
ト提出（data display and report submission）（DD）デバイスは、収集装置によって捉
えられ、無線で転送されたデジタルデータを受信し、かつそのデータをメディアファイル
として格納する。
【００１０】
　本発明の前述した目的、特徴、利点およびそれら以外の特徴、目的、利点は、添付図面
と関連して記載された本発明の好ましい実施例の以下の詳細な説明から明らかとなるであ
ろう。
【発明の詳細な説明】
【００１１】
　無線データ収集および記録（DAR）システムは、小型センサー（MS）から小型個人用コ
ンピュータ（miniaturized personal computer）（MPC）装置へデータを送るために、本
来は無線ウェブ通信用に新しく開発された無線転送システムを利用している。DARシステ
ムは、捉えられた（キャプチャーされた）映像および音声信号(captured video and audi
o signals)を同時に記録（保存）することができる。さらに、記録されたデータと関連す
る操作者のレポートを付け加えることもできる。これにより、操作者の仕事（task）は非
常に簡単となり、時間が節約できる。
【００１２】
　DARシステムは、操作者が録画を行った日付と時刻を記録することができるので、それ
によって記録した出来事の日付と、時刻と、順序の改ざんが行われる可能性を減らす。記
録されたデータの安全性とインテグリティ（integrity）を向上させるためにパスワード
と認証鍵を用いてもよい。
【００１３】
　DARシステムは、中央本部（HQ）へ再転送を行うための特別な中継基地局へリアルタイ
ムでデータを転送してもよい。これにより、本部のサポート職員は、操作者に対してほぼ
リアルタイムのサポートを提供することができる。また、この中継基地局は、記録された
データを操作者の小型個人用コンピュータから自動的にダウンロードし、一方で以前に記
録されたデータを保存するのと同時に、新しい事件を記録するためにメモリを開放するこ
ともできる。
【００１４】
　図１は、操作者14によって持ち運ばれる無線データ収集および記録（DAR）システム12
を示している。DARシステム12は、捉えた映像および音声データをデータ表示およびレポ
ート提出（data display and report submission）（DD）デバイス26へ無線で送る収集装
置(acquisition circuitry)13を備えている。収集装置13は、自動露出機能を有するとと
もにデジタル出力が可能な小型ビデオカメラ18を備えている。カメラ18のレンズ19は、操
作者の要求に従って選択される。しかし、一般的な目的での使用のためには、通常は広角
レンズ19が用いられる。小型マイクロホン20は、自動音量調節機能を有しており、かつデ
ジタル出力を有する。小型ビデオカメラ18およびマイクロホン20は、ムービング・ピクチ
ャー・エクスパーツ・グループ（MPEG）エンコーダは備えていてもいなくてもよいが、送
受信機（トランシーバ）は必ず備えており、無線遠隔操作ができるようになっている。収
集装置13は、通常はバッテリー（図示せず）を用いた電源内蔵タイプである。
【００１５】
　マイクロホン20からの音声出力とビデオカメラ18からの映像出力は、ともにデジタル化
され、無線でDDデバイス26へ送られる。この例では、DDデバイスは、操作者のポケット28
内に入れられて持ち運ばれるようになっているが、操作者に都合のよいところに入れて持
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ち運んでもよい。DDデバイス26は、ある実施例では、市販の小型コンピュータユニットで
あるが、操作者の必要に応じてカスタマイズされてもよい。例えば、DDデバイス26は、多
少カスタマイズされた携帯端末(PDA)またはポケットPCでもよい。
【００１６】
　DDデバイス26が無線で受信する映像および音声信号は、フラッシュメモリなどのメモリ
デバイスにデジタル記録される。フラッシュメモリスティックなどのリムーバブル記憶装
置を用いれば、現在装着されているメモリスティックが一杯になり次第新しいものと交換
することができる。DDデバイス26は、通常、アルカリ電池または充電池を用いて動作する
。
【００１７】
　DARシステム12を手動で起動するのにDDデバイス28上のスイッチ30を用いてもよい。他
のやり方では、DARシステム12は、操作者14が、音声認証システムを起動させるキーワー
ドを発するか、DDデバイス26内の物音認証システムを起動させるある種のノイズを発生さ
せると、音声起動または物音起動するものであってもよい。DDデバイス28は、手動の起動
信号または音声起動信号を検出したら、収集装置13を起動させる無線起動信号を送る。こ
の起動システムは、収集装置13内に設けられてもよい。
【００１８】
　図１に示されている実施例では、収集装置13は、ビデオカメラ18が操作者14の視野内の
映像を捉えるように、帽子16に取り付けられる。例えば、操作者14が頭の向きを変えると
、ビデオカメラ18は、同一の方向を向き、自動的に操作者14の視野内の出来事を記録する
。さらに、収集装置13は、帽子16の操作者14の耳の近くに設けられているので、操作者14
に聞こえる音も同様に、マイクロホン20によって記録（録音）される。従って、操作者14
が、音を聞こうと近づくと（例えば、誰かがささやくのを聞こうとして前かがみになると
）、マイクロホン20も同様に音源に近づき、操作者に聞こえる音と同一の音声信号がはっ
きりと記録（録音）される可能性を高くする。収集装置13は、同様に、ヘルメットや、ヘ
ッドバンドや、なんらかの別のヘッドギアにも取り付けることもできる。
【００１９】
　DARシステム12が起動しているときは、発光ダイオード(LED)などの起動インジケータ（
図示せず）が収集装置13上で点灯するようにしてもよい。このLEDは、人々に、自分たち
は現在映像および音声記録されていると知らせるのに用いられてもよい。このLEDは、異
なる状況で点灯するように制御可能なスイッチとともに用いられてもよい。用途によって
は、自分たちの行動と発言が記録されていることをその者に知らせることが好都合な場合
もあるかもしれない。例えば、DARシステム12が警察官によって使用されている場合、容
疑者は、記録が行われる前に身分を告知することを要求するかもしれない。このLEDを起
動することで、容疑者に記録が行われているということを告知することができる。
【００２０】
　収集装置13とDDデバイス26間での無線信号転送によって、操作者14は、より自由に行動
することができる。例えば、操作者14は、彼らの頭をどんな角度にも動かすことができる
が、そのようにしても映像および音声データを捉えて収集装置13からDDデバイス26へその
データをダウンロードすることが中断されることはない。また、無線DARシステム12によ
って、操作者14は、捕捉および記録オペレーションを中断することなく、持ち上げたろ、
着席したり、走ったりするなどの、あらゆる行動をとることができる。
【００２１】
　DARシステム12の様々な構成要素は、操作者の衣類の別の部分に対して簡単に取り付け
または取り外しを行うことができる。例えば、ビデオカメラ18およびマイクロホン20は、
ジャケットまたはジャケットやワイシャツの肩章にマジックテープ（「マジックテープ」
は登録商標です）もしくは別の取り付け手段（例えば、ストラップやクリップなど）で取
り付けることができる。DDデバイス26は、別のやり方では、ベルトに取り付けたり、操作
者14の別のポケットに入れて持ち運んだりできる。
【００２２】
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　図２は、図１のDARシステム12が警察官または警備員14によって持ち運ばれる様子を示
している。この例では、DDデバイス26は、操作者14のベルト32に取り付けられている。警
察官14は、パトロール中、DARシステム12を起動し、それによってビデオの感知領域34に
入ってくる人を自動的にすべて記録する。カメラ18は、広角レンズ19（図１）を有する。
この広角レンズ19は、容疑者36の全体ではないにしろほとんどの部分を検出する。例えば
、警察官14は、飲酒運転の取締まり地点付近の出来事を記録するためにDARシステム12を
起動してもよい。
【００２３】
　カメラ18は、操作者の帽子16の前方を向いているので、このビデオカメラ18は、容疑者
が警察官14と直面している間、自動的に容疑者36を追跡記録する。例えば、容疑者36は、
警察官14の片側を通る可能性がある。視認し続けるために、警察官14は、自然に容疑者36
の方向に彼の頭を動かす。それに従って、カメラ18は、警察官14の頭の動きを追跡し、容
疑者36を監視し続ける。このように、DARシステム12は、容疑者36の行動を記録する。こ
の間、警察官14の両手は自由であり、他の作業（ホルスターから銃を引き抜くなど）を行
うことができる。
【００２４】
　帽子やヘルメットをかぶるのが好ましくない場合、収集装置13は、他のやり方としては
、肩や、襟や、他のどこか（例えば、操作者14から離れた物体など）に取り付けてもよい
。いずれの場合でも、収集装置13は、通常、ビデオの水平線を適切に維持し続け、かつ適
切なアンテナ方向を提供するように、垂直に取り付けられる。
【００２５】
　DDデバイス26は、ワイシャツのポケット28または操作者14のズボンのポケット内に入れ
て持ち運んでもよいし、操作者14にとって都合のよいところならどこに入れて持ち運んで
もよい（例えば、チョッキや他の運搬装置に入れて持ち運んでもよい）。操作者14の近く
にありさえすれば、DDデバイス26は、操作者14の身に付けるもの以外のものに取り付けら
れてもよい。その場合でも受信範囲を最大にするために、DDデバイス26は、垂直に取り付
けなくてはならない。
【００２６】
　DARシステム12内の構成要素は軽量であり、無線で通信できるので、バラバラに、警察
官14のどこに取り付けられてもよく、勤務時間中、大して疲れることなく持ち運ぶことが
できる。同様に、DARシステム12の別々の構成要素は、ベルト32またはジャケットの前面
に取り付けることができるので、警察官14は、DARシステム12を装備していて、それらが
稼動している間であっても、パトロールカーを運転することができる。救急医療スタッフ
などの操作者は、緊急車両に座っている間であっても、継続してDARシステム12を稼動さ
せることができる。
【００２７】
　無線DARシステム12には、他の有線ビデオシステムより優れた別の利点がある。例えば
、有線ビデオ記録システムが警察官に取り付けられた場合、カメラからレコーダーへのワ
イヤーを犯罪者が利用して、操作者を絞め殺す可能性がある。DARシステム12は、ワイヤ
ーを必要としないので、このシステムは、一部の用途(例えば、取り締まり活動など)に関
しては、安全性が高い。
【００２８】
　もちろん、DARシステム12は、どのような他の用途にも用いることができる。例えば、D
ARシステム12は、家庭または車の事故を記録する必要のある保険の支払額査定人が身に着
けてもよい。別の用途では、DARシステム12は、適切な医療処置がなされているかを確認
するために緊急看護の成り行き（emergency care event）を記録しなければならない緊急
医療スタッフが、身に着けてもよい。危篤状態の患者がDARシステム12によって記録され
、そのデータを病院に送ることができる。病院にいる医師は、DDデバイス26を身に着けた
操作者14に医学的なアドバイスを伝えることができる。
【００２９】
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　中継コンテンツ
  図３に関して、DARシステム12は、さらなる解析および保存のために、他のデータ記録
基地局へ情報を送ってもよい。例えば、収集装置13によって捉えられ、DDデバイス26に保
存された映像および音声データは、無線で、基地局または中継基地局44へ中継されてもよ
い。この例では、基地局または中継基地局44は、操作者の車42内に設けられている。操作
者14は、通常、車42の比較的近くで働くか、もしくは、通常の勤務時間中、一定時間ごと
に車42の近くにやって来るであろう。これにより、DDデバイス26は、無線で、映像および
音声情報40を基地局44にダウンロードすることができる。車のバッテリーのような大きな
電源を利用することで、基地局44は、本部（headquarter location）56にある中央コンピ
ュータ52に、映像および音声情報40を中継するためのリピータ（中継局）または送受信機
として動作することができる。
【００３０】
　また、DDデバイス26は、それが無線転送可能範囲に入るたびに、保存されている情報を
基地局44にダウンロードするようにプログラムされてもよい。これは、DDデバイス26がデ
ータでオーバーロードするのを防ぐとともに、基地局44がDARシステム12によって得られ
たすべての音声および映像情報を自動的に保存することを可能にする。基地局44の無線転
送可能範囲に入ってくる複数の（different）DARシステム12はすべて、保存されている情
報を自動的に基地局にダウンロードしてもよい。基地局44は、操作者14が車42を運転中に
、DDデバイス26のバッテリー充電とデータダウンロードを行うためのドッキングステーシ
ョンを備えていてもよい。
【００３１】
　本部56で稼動している中央コンピュータ52は、基地局44から中継された映像または音声
信号40を受信するか、直接DDデバイス26から映像または音声信号40を受信する送受信機を
備えている。本部56は、操作者14の職場または本拠地でよい。この職場または本拠地には
、警察本部や、保険会社のビルや、病院や、家などが含まれる。中央コンピュータ52は、
一つまたは複数のDARシステム12によって得られた情報のすべてに対するリポジトリ（rep
ository）として機能してもよい。
【００３２】
　ある例では、車42が、本部56のガレージまたは駐車場に駐車しているときに、基地局44
は、DARシステム12から以前に受信された何らかの情報を自動的に本部にダウンロードし
てもよい。各DARシステム12に関するすべてのコンテンツは、関連付けされた識別子を有
していてもよい。この識別子の例としては、操作者14の従業員番号、レポート識別番号、
日付・時刻スタンプなどがある。中央コンピュータ52によって受信された情報40は、格納
され、上記関連付けされた識別子によってインデックス付けされる。これと同一のインデ
ックス付けは、基地局44や、DDデバイス26の中で行われてもよい。
【００３３】
　中央コンピュータ52は、情報を、ほぼリアルタイムで操作者14へ送り返すこともできる
。例えば、違法行為者36の顔が、収集装置13によって、名前や、免許証や、社会保障番号
などを特定する音声情報と一緒に得られるかもしれない。この場合、DDデバイス26は、中
央コンピュータ52に中継を返すために、得られた顔画像および音声情報を基地局44に中継
することができる。中央コンピュータ52は、受信された映像データ40中の顔を、中央コン
ピュータのデータベース内に含まれているかもしれない免許証の写真や、矯正施設の写真
などと比較することによって、身元確認を行い、容疑者36の身元（identify）および前科
を確認することができる。
【００３４】
　収集装置
  図４は、収集装置13を詳細に示している。カメラ18およびマイクロホン20は、それぞれ
、オプションのMPEGエンコーダ80を介して送受信機（トランシーバ）82に接続されている
。このエンコーダ80は、権限のないものの受け入れや権限のないユーザーを防ぐためのス
クランブリング回路を有していてもよい。トランシーバは、アンテナ84に接続されている
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。オプションのMPEGエンコーダ80内のソフトウェアとハードウェアは、カメラ18およびマ
イクロホン20によって得られた映像データおよび音声データをそれぞれ圧縮する業界標準
の映像/音声圧縮システムである。どのMPEG標準を使用するかの選択は、操作者14および
特定のアプリケーションの要求に応じて決定される。オプションとして、ブロック80は、
リダンダントなデータ記録装置を持つことが望ましい場合、映像および音声を記録するた
めのメモリを有していてもよい。
【００３５】
　DARシステム12は、DDデバイス26内でMPEGデータ圧縮を行ってもよい。収集装置13から
の未圧縮のデータストリームは、無線で、DDデバイス26へ転送するのに長い時間がかかる
であろう。しかし、DDデバイス26内で圧縮が実行される場合、どの程度の、どんな種類の
圧縮を使用するかの選択において、よりフレキシビリティが高まる。
【００３６】
　トランシーバ82は、映像および音声データを受信し、送信するのに加え、干渉を生じさ
せる可能性のある信号がある場合、どの周波数を利用するべきかを探知する。ある実施例
では、トランシーバは、IEEE標準802.11bに準拠して動作する。2.4メガヘルツ帯はこの種
の用途にとって標準的な帯域の一つであるので、現在好ましい帯域は、2.4メガヘルツ帯
である。また、この帯域は、干渉の問題を低減させている。音声および映像信号は、内蔵
アンテナ84を介して送受信される。他のやり方としては、赤外線（IR）や、ラジオ周波数
（RF）や、超音波などを用いる別タイプの無線通信システムを用いてもよい。
【００３７】
　データ表示およびレポート提出（data display and report submission）（DD）
  図５は、DDデバイス26をより詳細に示している。ある実施例では、DDデバイス26は、い
くらかカスタマイズされた携帯端末（PDA）またはポケットPCである。しかし、どのタイ
プの小型コンピュータ・デバイスも同様に使用可能である。内蔵アンテナ104は、トラン
シーバ96に接続される。このアンテナ104およびトランシーバ96は、収集装置13のアンテ
ナ84およびトランシーバ82と互換性がある。また、ある実施例では、アンテナ104および
トランシーバ96も、IEEE標準802.11bプロトコルを使用する。
【００３８】
　DDデバイス26は、収集装置13からトランシーバ96を介してデータを受信する。データは
さらなる処理のためにコンピュータ94に送られる。受信前に、受信されるデータが圧縮さ
れているかどうか次第で、DDデバイス26は、操作者14の必要に応じ、さらに圧縮を行うか
、圧縮を行わないか、あるいは一回目の圧縮を行うかを命令する。コンピュータ94は、デ
ータを保存する際の準備か、場合によっては、データを図３に示す基地局44または中央コ
ンピュータ52に送信もしくはダウンロードする際の準備をするのに必要となる様々なオペ
レーションを実行する。収集装置13によってエンコードが完了されていない場合、コンピ
ュータ94がMPEGエンコーダ86を使用して収集装置13から受信したデータをエンコードして
もよい。
【００３９】
　日付・時刻のエンコードオペレーションを行う日付・時刻のエンコーダ88は、収集装置
13から受信されたデータに付加することができる日付・時刻スタンプを、コンピュータ94
に提供するクロックを有する。日付・時刻エンコーダ88は、設けても設けなくてもよい。
加えて、以下でより詳しく説明する特別な認証鍵が、エンコーダ88によって映像および音
声信号に付加されるようにしてもよい。
【００４０】
　インターフェイス98により、操作者はオペレーションのモードを選択することができる
。ここで言う選択には、いつ、どんな種類の映像/音声記録を行うかの選択と、どうやっ
てレポートに入力するかと、どうやって以前に記録されたデータにアクセスするかの選択
が含まれる。操作者の必要次第では、インターフェイス98は、キーボードやタッチセンサ
ー式のスクリーンでもよい。
【００４１】
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　記憶装置16は、多数存在する市販のメモリシステムのいずれでもよい。ここで言うメモ
リシステムには、フラッシュメモリや、メモリスティックや、便利な不揮発性のデータ記
憶装置を提供するためのその他の手段が含まれる。ある実施例では、メモリ記憶装置90は
、DDデバイス26から取り外し可能である。これにより、操作者14は、一連の出来事を記録
したら、リポジトリの記憶装置90を交換し、新しい記憶装置90を挿入して、また別の一連
の出来事を記録することができる。操作者14は、長時間記録される出来事が、一つの記憶
装置90の容量を一杯にしてしまう場合に備えて、予備の記憶装置90を持ち運んでもよい。
【００４２】
　ディスプレイ92によって、操作者14は、何が記録されているかをリアルタイムで監視し
たり、以前に記憶装置90内に保存された出来事を後で再生することができる。MPEGソフト
ウェア102によって、コンピュータ94は、ディスプレイ92に出力するためにMPEGデータス
トリームをデコードすることができる。また、ディスプレイ92は、中央コンピュータ52ま
たは基地局44（図３）から送り返された映像または他のテキスト情報を受信するのに用い
ることもできる。例えば、中央コンピュータ52は、以前にDDデバイス26から中央コンピュ
ータ52に転送された情報に基づいた経歴調査（background search）の結果を送り返して
もよい。
【００４３】
　レポート用ソフトウェア100は、操作者の必要に応じてカスタマイズされる。例えば、
警察や、保険会社や、病院などで保管されるレポートにおいて要求される特定の書式（fo
rmat）があるかもしれない。予め格納されている書式が操作者14によって選択される。そ
れを、操作者が表示させ、続いて書き込みを行う。
【００４４】
　図６に関して、音声または映像の出来事が捉えられる毎に、ディスプレイ92上に第一の
画面104がポップアップする。第一の画面104は、フォーム108を有する。このフォーム108
は、ユーザーID (USER ID)、レポート番号(REPORT NO.)、時刻 (TIME)、日付 (DATE)、コ
メント(COMMNENT)および映像または音声の再生時間（DURATION）を特定するためのフィー
ルドを有する。時刻、日付および再生時間のフィールドは、図５の日付・時刻エンコーダ
88によって自動的に埋められ、操作者には修正できない場合もある。コンピュータ94は、
収集装置13から受信した音声および映像データから生成されたメディアファイル110をレ
ポート用ソフトウェア100（図５）によって提供されるレポートフォーム108にリンクさせ
る。例えば、コンピュータ94は、収集装置13から受信した新しいメディアファイル110各
々にフォーム108を付加する。音声および映像データ110は、この付加されたレポート108
を用いて、コンピュータ94によってインデックス付けされる。
【００４５】
　例えば、操作者14は、捉えられたメモリ90内に保存されているすべてのメディアファイ
ルのリストを、インターフェイス98（図５）を介して、要求してもよい。コンピュータ94
は、保存されているすべてのメディアファイル112のリストを画面106に表示する。これら
のメディアファイル112は、関連付けされている複数のフォーム108に含まれる複数のフィ
ールドのいずれかにしたがってリストアップされてもよい。例えば、レポート番号などに
基づいてリストアップされてもよい。また、画面106内にリストアップされるメディアフ
ァイルは、記録されている出来事のうちで必要なものを検索する際に、操作者14をさらに
アシストするために、操作者14によって加えられたコメント114を表示したり、メディア
ファイル110から抽出したサンプル画像116を表示したりすることもできる。
【００４６】
　表示されているフォーム108のうちの一部が埋まっていない場合、操作者14は、関連し
たメディアファイル110を本部56（図３）にある中央コンピュータ52にダウンロードする
ことができないかもしれない。例えば、各ファイル110は、操作者14に、少なくともレポ
ート番号を入力することを要求するかもしれない。同様に、中央コンピュータ52は、フォ
ーム108に含まれるレポート番号、ユーザーID番号、日付、時刻などを使用して、基地局4
4またはDDデバイス26から受信したメディアデータ110を電子的に保管してもよい。
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【００４７】
　これらのメディアファイル110および関連しているレポート108のすべては、操作者の仕
事で用いられる際に受け入れられるフォーマットで生成され、保存される。例えば、警察
の用途では、レポート108は、操作者14に、まず、警察の捜査に関連する特定の情報（例
えば、事件番号や、容疑者番号や、免許証など）を入力するように指示する。また、コン
ピュータによって生成されたレポート108と関連付けされているメディアファイル110も、
警察のレポートと同一のディレクトリに、自動的に名前を付けて保存される（例えば、事
件番号で名前を付けて保存される）。他の操作者の用途に対しては、別のソフトウェアプ
ログラム100が提供されてもよい。例えば、他の自動化されたレポート生成ソフトウェア1
00は、保険の支払い額査定人の用途や医学的な用途に合うようにカスタマイズされてもよ
い。
【００４８】
　認証
  コンピュータ94（図５）によって操作される別のソフトウェアプログラムは、メモリ90
内に保存されているメディアファイル110を自己認証(self authenticate)することができ
る。例えば、デジタル識別タグは、収集装置13内のMPEGエンコーダ80またはDDデバイス26
内のコンピュータ94によって、自動的にメディアデータ110へ挿入され、メディアファイ
ル110が実際にDARシステムによって生成されたことを証明する。また、デバイス特有のデ
ジタル識別タグには、日付・時刻エンコーダ88によって生成される時刻および日付が含ま
れてもよい。
【００４９】
　収集装置13によって得られた音声および映像信号は、多重チャンネルで格納されてもよ
い。別のやり方では、一連の目印をメディアファイル110に挿入するのにこれらのチャン
ネルの一つを用いてもよい。これらの目印は、記録されている出来事は、もとはDARシス
テム12によって記録されたものであるということを証明するものである。同様に、日付・
時刻エンコーダ88によって生成される時刻および日付は、記録された出来事の時刻を証明
する（verify）ために映像上に直接記録される。DDデバイス26内の時刻・日付エンコーダ
88が改ざんされていないということを確実にするために、インターフェイス98を介して日
付・時刻エンコーダ88によって提供される時計の設定を変更するために入力を行うのに、
内部パスワードが要求されるようにしてもよい。
【００５０】
　別の用途では、グローバル・ポジショニング・システム（GPS）レシーバ89が、DDデバ
イス26内に設けられていてもよい。このグローバル・ポジショニング・システム（GPS）
レシーバ89は、日付・時刻エンコーダ88を定期的にアップデートし、またGPS衛星から地
理的な位置を取得してもよい。GPSの日付や、時刻や、位置情報は、得られた映像（image
）の認証のために音声データに挿入される。また、DDデバイス26は、オプションとして、
自動的にディスプレイ92の拡声器を起動し、操作者に時刻および日付を確認するように求
める音声指示（audio prompt）を生成してもよい。この際、操作者の音声は記録され、メ
ディアファイル110に保存される。この音声指示は、DDデバイス26内のバッテリーが交換
されるか、DDデバイス26内のデータがダウンロードされるたびに、操作者に時刻および日
付を自動的に指示するか、もしくは定期的に行われるようにすることができる。
【００５１】
　別の認証プロセスでは、収集装置13によって得られた音声および映像データは、図３に
示されている車42へ無線で中継されてもよい。エンコーダ88によって生成される日付・時
刻スタンプは、DDデバイス26によってメディアファイル110に付加される。基地局44また
は中央コンピュータ52はその後、さらなる認証のために、同一のデータ110に別の日付・
時刻スタンプを付け加えてもよい。
【００５２】
　別の認証技術では、本部56または車42内にドッキングステーションが設けられてもよい
。このドッキングステーションは、DDデバイス26のバッテリーを充電したり、記憶装置90
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からメディアファイル110をダウンロードしたりするために用いられる。このドッキング
システムは、DDデバイス26内の日付・時刻エンコーダ88内の時計の何らかの設定を確認す
るのに用いられてもよい。
【００５３】
　図７は、マイクロホン20およびビデオカメラ18が、データ表示およびレポート提出（DD
）デバイス26に組み込まれている統合型（一体型）DARシステム120の別の実施例を示して
いる。この例では、統合型DARシステム120は、携帯端末（PDA）でもよい。この実施例で
は、図１－６について、DARシステム12と関連して前述したものと全く同一の機能は、同
様に実行される。一方で、図１－４と関連して前述した収集装置13は、ここでは、DDデバ
イス26に組み込まれている。
【００５４】
　小型ビデオカメラ18および小型マイクロホン20はともに、PDA 121の前方から突出して
いる。この統合型DARシステム120は、操作者14の首周りに巻かれたストラップ122で持ち
運ばれる。別のやり方では、統合型DARシステム120を稼動させているPDA 121は、操作者1
4の手の中か、ビニール製で表面が透明な操作者のポケットの中に入れて持ち運ばれても
よい。この実施例では、このポケットは、マイクロホン20によって音波の検出がされやす
くなる小さな穴を有していてもよい。
【００５５】
　この統合型DARシステム120は、同一のレシーバと、トランスミッタ（送受信機）96と、
アンテナ104を有しており、これにより基地局44（図３）または中央コンピュータ52との
無線での通信を可能にしている。統合型DARシステム120によって得られた映像および音声
信号は、上述したように、基地局44または中央コンピュータ52へ暗号化された無線転送40
（図３）を行うか、もしくは保存を行うために暗号化される。また、統合型DARシステム1
20は、図１－６と関連して説明したものと同一の認証オペレーションも提供する。ビデオ
カメラ18とマイクロホン20をDDデバイス26に組み込むことにより、映像および音声信号を
ビデオカメラ18およびマイクロホン20からDDデバイス26に無線で転送する必要がなくなる
。
【００５６】
　上述したシステムは、前記オペレーションのすべてあるいはいくつかを行う専用のプロ
セッサシステムや、マイクロコントローラや、プログラマブル論理装置を使用することが
できる。また、上述したオペレーションのいくつかは、ソフトウェアで実行してもよく、
またその他のオペレーションはハードウェアで実行してもよい。
【００５７】
　便宜上、オペレーションは、相互接続された（連動する）機能ブロックまたは区別でき
るソフトウェアモジュールとして説明されている。しかし、これは必ずしもこうでなけれ
ばならないというわけではなく、これらの機能ブロックまたはモジュールが、一つの論理
装置やプログラムやオペレーションへ、境界があいまいな形で等価性を有したまま統合さ
れるというケースがあってもよい。どのような場合においても、前述した機能ブロックお
よびソフトウェアモジュールや、フレキシブルなインターフェイスの特徴は、それらだけ
で実施（実行）しても、他のオペレーションと組み合わせて、ハードウェアもしくはソフ
トウェアで実施（実行）してもよい。
【００５８】
　本発明の好ましい実施例で、本発明の本質について記載しかつ説明したので、本発明は
、その本質から逸脱することなくその構成と詳細において変更してもよいということを理
解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】無線データ収集および記録（DAR）システムを示している。
【図２】逮捕中に用いられるDARシステムを示している。
【図３】DARシステムとともに用いられる基地局および中央コンピュータを示している。
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【図４】DARシステム内で用いられる収集装置のブロック図である。
【図５】DARシステム内で用いられるデータ表示およびレポート提出（data display and 
report submission）（DD）デバイスのブロック図を示している。
【図６】DDデバイス内でメディアファイルに付加されるレポート形式を示している。
【図７】携帯端末(PDA)にカメラおよびマイクロホンを組み込んでいるDARシステムの別の
実施例を示している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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