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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に関する運転情報を記録媒体から読出して運転実績を解析する運転支援装置におい
て、
　予め定める車両にかかるイベントの発生に従って記録媒体に記録された運転情報を読出
す読出手段によって読出された運転情報に基づき、車両の位置情報を示す車両マーク、お
よび前記イベントが発生したときの位置情報に対応して、当該イベントの内容を地図上に
表示させる制御手段を備え、
　前記制御手段は、１つの表示部に主画面と当該主画面より小さい副画面とを同時に表示
させるものであって、前記主画面に地図を表示させる場合は、前記車両マークおよび前記
イベント内容を当該地図上に表示し、前記副画面に地図を表示させる場合は、前記車両マ
ークを当該地図上に表示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記主画面に地図を表示させ、前記副画面に前記車両の位置情報に対
応して車両の周辺画像を表示させることを特徴とする請求項１記載の運転支援装置。
【請求項３】
　車両に関する運転情報を記録媒体から読出して運転実績を解析する運転情報算出システ
ムにおいて、
　入力手段、演算手段および出力手段を含むコンピュータを、
　予め定める車両にかかるイベントの発生に従って記録媒体に記録された運転情報を読出
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す読出手段によって読出された運転情報に基づき、車両の位置情報を示す車両マークおよ
び前記イベントが発生したときの位置情報に対応して、当該イベントの内容を地図上に表
示させるとともに、当該位置情報に対応する車両の周辺画像を当該マークと同時に表示部
に表示させ、１つの表示部に主画面と当該主画面より小さい副画面とを同時に表示させる
ものであって、前記主画面に前記地図を表示させ、前記副画面に前記周辺画像を表示させ
る第１の表示形態と、前記主画面に前記周辺画像を表示させ、前記副画面に前記地図を表
示させる第２の表示形態とを選択可能に表示し、前記主画面に地図を表示させる場合は、
前記車両マークおよび前記イベント内容を当該地図上に表示し、前記副画面に地図を表示
させる場合は、前記車両マークを当該地図上に表示する手段として機能させるための運転
情報算出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転支援装置および運転情報算出システムに関し、たとえば運転者の運転指
導、運転支援を実施しうる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、たとえば４００ＭＨｚ帯域のデジタル無線機を採用し、データ通信量を拡大して
、車両位置情報および動態情報の収集精度を高めたタクシー配車システムが実用に供され
ている。このタクシー配車システムによれば、車両位置情報などの収集精度を高めたので
、タクシー利用者の利便性を図り、配車担当者および乗務員の業務効率の向上を図ること
ができる。
【０００３】
　ところで管理者は、乗務員の運転を指導したり、タクシー利用者へのサービス向上を図
る必要がある（たとえば特許文献１～３参照）。特許文献１には、歪み補正画像に基づい
て、車両の移動量情報を高精度に解析しうる交通事故記録映像解析システムが開示されて
いる。特許文献２には、解析するデータの始点と終点とを設定し、記録されている時系列
速度データから、始点から終点に至る距離を算出し、算出した距離に対応する速度をグラ
フ表示する車両運行記録解析装置が開示されている。特許文献３には、走行中の車両の現
在位置に対応して、過去に撮像した画像を再生するナビゲーション装置が開示されている
。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２４２６号公報
【特許文献２】特開平７－３３３０１１号公報
【特許文献３】特許第３２８５５９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１、２のものでは、イベント前後の状況が特定されないうえ、そのイベント前
後の撮影画像と位置情報との関係が不明である。それ故、解析する必要性の低い情報の記
録量が膨大になり、記録容量の空きを確保することができなくなる。特許文献３のもので
は、車両の現在位置に対応して画像を再生表示しうるが、イベント発生時の解析を実施で
きないなどの問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、分析結果を容易に確認でき、もって運転者の安全運転に寄与できる運
転支援装置および運転情報算出システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明（１）は、車両に関する運転情報を記録媒体から読出して運転実績を解析する運
転支援装置において、
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　予め定める車両にかかるイベントの発生に従って記録媒体に記録された運転情報を読出
す読出手段によって読出された運転情報に基づき、車両の位置情報を示す車両マーク、お
よび前記イベントが発生したときの位置情報に対応して、当該イベントの内容を地図上に
表示させる制御手段を備え、
　前記制御手段は、１つの表示部に主画面と当該主画面より小さい副画面とを同時に表示
させるものであって、前記主画面に地図を表示させる場合は、前記車両マークおよび前記
イベント内容を当該地図上に表示し、前記副画面に地図を表示させる場合は、前記車両マ
ークを当該地図上に表示することを特徴とする運転支援装置である。
【０００８】
　また本発明（２）は、前記制御手段は、前記主画面に地図を表示させ、前記副画面に前
記車両の位置情報に対応して車両の周辺画像を表示させることを特徴とする。
【０００９】
　また本発明（３）は、車両に関する運転情報を記録媒体から読出して運転実績を解析す
る運転情報算出システムにおいて、
　入力手段、演算手段および出力手段を含むコンピュータを、
　予め定める車両にかかるイベントの発生に従って記録媒体に記録された運転情報を読出
す読出手段によって読出された運転情報に基づき、車両の位置情報を示す車両マークおよ
び前記イベントが発生したときの位置情報に対応して、当該イベントの内容を地図上に表
示させるとともに、当該位置情報に対応する車両の周辺画像を当該マークと同時に表示部
に表示させ、１つの表示部に主画面と当該主画面より小さい副画面とを同時に表示させる
ものであって、前記主画面に前記地図を表示させ、前記副画面に前記周辺画像を表示させ
る第１の表示形態と、前記主画面に前記周辺画像を表示させ、前記副画面に前記地図を表
示させる第２の表示形態とを選択可能に表示し、前記主画面に地図を表示させる場合は、
前記車両マークおよび前記イベント内容を当該地図上に表示し、前記副画面に地図を表示
させる場合は、前記車両マークを当該地図上に表示する手段として機能させるための運転
情報算出システムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明（１）によれば、読出手段によって読出された運転情報に基づき、イベントの発
生に対応した車両の位置情報を示す車両マークを地図上に表示させるとともに、当該位置
情報に対応する車両の周辺画像を当該マークと同時に表示部に表示させるので、どこでど
のような状況になったのか解析しやすい。したがって分析結果を容易に確認でき、もって
運転者の安全運転に寄与できる。また、イベントが発生したときの位置情報に対応して、
当該イベントの内容を地図上に表示させるので、どこでどのような状況になったのか把握
し易くなり、一層解析しやすくなる。
【００１８】
　また本発明（２）によれば、主画面に地図を表示させ、副画面に前記車両の位置情報に
対応して車両の周辺画像を表示させることができる。
【００１９】
　また本発明（３）によれば、読出手段によって読出された運転情報に基づき、イベント
の発生に対応した車両の位置情報を示す車両マークを地図上に表示させるとともに、当該
位置情報に対応する車両の周辺画像を当該マークと同時に表示部に表示させるので、どこ
でどのような状況になったのか解析しやすい。したがって分析結果を容易に確認でき、も
って運転者の安全運転に寄与できる運転情報算出システムをコンピュータを用いて実現で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態に係る運転支援システムの概略構成を表す図であり、図１（
ａ）はセンタ側の運転支援装置の概略構成を表す図、図１（ｂ）は移動局側の概略構成を
表す図である。図２は、ドライブレコーダ１、制御装置２およびセンタ機器４の電気的構
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成を表すブロック図である。本実施形態に係る運転支援システム（乗務員支援システムと
もいう）は、事務所側（センタ側）の運転支援装置と、移動局側のドライブレコーダ１と
を有する。
【００２８】
　本実施形態では、車両３に搭載される運行管理の制御装置２（ＡＶＭ－ＥＣＵ２という
場合がある）に、ドライブレコーダ１が電気的に接続されて設けられる。たとえば４００
ＭＨｚ帯域のデジタル式無線周波数を用いて、制御装置２から車両３の位置、時間および
動態情報を、運転支援装置としてのセンタ機器４へ送信可能であり、センタ機器４は、こ
れらの情報に基づいて、複数の車両３のうち特定車両に配車指示を行うようになっている
。またセンタ機器４は、前記無線周波数などを用いて、制御装置２を介してドライブレコ
ーダ１に画像撮影要求を実施する。ただし適用する無線周波数は４００ＭＨｚ帯域に必ず
しも限定されるものではない。たとえば携帯電話機用に割り当てられた周波数帯域を適用
する場合もある。デジタル式無線周波数ではなく、アナログ式無線周波数を適用する場合
もあり得る。
【００２９】
　ドライブレコーダ１（ドラレコ１と称す）は、制御装置２からの車両３の位置、時間お
よび動態情報を記録するとともに、予め定める条件が成立した場合に、前記情報等と関連
付けて画像および音声情報を記録するように構成されている。センタ機器は、ドラレコ１
に記録されたこれらの情報を読出して運転実績を解析可能かつ出力可能に構成されている
。
【００３０】
　ドラレコ１は、ドライブレコーダ本体５（ドラレコ本体５と称す）、撮像手段であるカ
メラ６、車室内の音声情報を取得する音声情報取得手段であるマイク７および警告情報を
発する情報出力手段であるブザー８を有する。カメラ６およびマイク７は、ドラレコ本体
５に電気的に接続されて別体に設けられ、ブザー８はドラレコ本体５に一体に設けられる
。当該車両３には少なくとも一台のカメラ６が設けられる。カメラ６はＣＣＤカメラ（Ｃ
ＣＤ：Charge Coupled Device）によって実現される。このカメラ６は、車両前方方向を
撮影すべくたとえばルームミラー裏のフロントガラスに貼り付けられる。つまりこのカメ
ラ６は車両前方に向けて固定される。ドラレコ１では、オプションとして、当該車両３に
二台目または三台目のカメラ６を設けることが可能であり、具体的には車室３内の撮影用
カメラ６Ａ、または車両後方の撮影用カメラ６Ｂを設けることも可能である。ドラレコ本
体５には、これらのカメラ６を撮像するための撮影スイッチ９が電気的に接続されて別体
に設けられる場合もある。ドラレコ本体５に、ＧＰＳ（ＧＰＳ：Global Positioning
 System）アンテナおよび図示外のＧＰＳレシーバなどが付加されたドライブレコーダを
車両３に適用することも可能である。
【００３１】
　ドラレコ本体５には、記録媒体であるＣＦカード１１（ＣＦ：Compact Flash）が挿抜
可能に構成されている。このＣＦカード１１は、通電しなくても記憶が消えないフラッシ
ュメモリと、外部との入出力を受け持つコントローラ回路とを一枚のカードにまとめた構
造になっている。ドラレコ本体５のうち後述する第１ＲＡＭ１２（ＲＡＭ：Random
 Access Memory）に、車両周辺画像、車室内のマイク７からの音声情報、位置、個人、時
間および実空車情報を含む運転情報がエンドレスで順次記録される。予め定める条件が成
立した場合に前記ＣＦカード１１に、これらの情報の少なくとも一部が記録される。
【００３２】
　本実施形態では、制御装置２にＧＰＳレシーバおよびＧＰＳアンテナ１３が設けられる
構成になっているが、ドラレコ本体５にＧＰＳレシーバおよびＧＰＳアンテナが設けられ
る構成にすることも可能である。位置情報、時間情報はＧＰＳアンテナ１３およびＧＰＳ
レシーバを用いて取得され、乗務員データはＬＣＤ操作器から入力可能になっている。実
空車情報は、運転者で操作がなされる実空車操作手段としての実車／空車メータ１４から
取得される。実車／空車メータ１４には、運転者操作によって作動するスイッチが設けら
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れている。乗客が車内に入り、行き先を確認した時点で運転者により実車側にスイッチの
スイッチング状態が操作される。目的地に到着すると、運転者により空車側にスイッチの
スイッチング状態が操作され、精算がなされる。
【００３３】
　これら位置情報や時間情報、乗務員データおよび実空車情報は、一旦制御装置の第２Ｒ
ＡＭに記憶される。センタ機器４からデジタル無線機を介して情報送信の要求があると、
前記第２ＲＡＭに記憶されたこれらの情報を、デジタル無線機を介してセンタ機器４へ送
信する。また定期的に制御装置２が自発的にセンタ機器４へ送信してもよい。さらに制御
装置２はセンタ機器４からデジタル無線機を介して配車要求があると、その旨をスピーカ
ＳＰを介して運転手に伝える。制御装置２は、得られた位置情報や時間情報、乗務員デー
タおよび実空車情報をドライバを介してドライブレコーダ１へシリアル通信ラインＳＬで
送信する。ドライブレコーダ１は、それらの情報を第１通信用ドライバを介して受信し、
第１ＲＡＭ１２のうちの第２のＳＤ－ＲＡＭに記憶する。
【００３４】
　記録条件などについて説明する。記録条件としてＧセンサ出力値が閾値Ｇｍａｘ．また
はＧｍｉｎ．を超過すると、閾値超過時点を基準として最大３０秒間の記録範囲にわたっ
て、第２のＳＤ－ＲＡＭにエンドレスで記録されたＪＰＥＧ変換画像、そのＧセンサ出力
値、位置、時間、実空車および車速情報と、マイク７からの音声情報とをＣＦカード１１
に記録する。閾値超過時点をトリガ発生時という場合がある。トリガ発生前の記録時間Ｔ

ｂｅｆ秒に、トリガ発生後の記録時間Ｔａｆｔ秒を加えた時間が、１イベントにおける記
録範囲の合計時間に相当する。たとえばトリガ発生前５秒以上２５秒以下、トリガ発生後
５秒以上２５秒以下の範囲で最大３０秒間を設定可能になっている。
【００３５】
　記録条件として、センタ機器４から制御装置２に無線周波数による画像撮影要求がある
と、ドラレコ本体５の第１ＣＰＵ１５はその信号をコマンド受信する。そうすると、コマ
ンド受信時ＴＲ２（トリガ発生時と称す）を基準として最大３０秒間の記録範囲にわたっ
て、第２のＳＤ－ＲＡＭにエンドレスで記録されたＪＰＥＧ変換画像、そのコマンド受信
時のＧセンサ出力値、位置、時間、実空車および車速情報と、マイク７からの音声情報と
をＣＦカード１１に記録する。トリガ発生前の記録時間Ｔｂｅｆ秒に、トリガ発生後の記
録時間Ｔａｆｔ秒を加えた時間（Ｔｂｅｆ＋Ｔａｆｔ秒）が、１イベントにおける記録範
囲の合計時間に相当する。たとえば運行データの一つである車速パルスに基づいて求めら
れる当該車両３の速度が、予め定める規定速度よりも大となることをセンタ機器４が判断
すると、センタ機器４からの画像記録要求が実施される。なお前記トリガ発生に起因する
パラメータは、車速パルスだけに限定されるものではない。たとえば定周期記録、急加速
、急減速および急ハンドルの少なくともいずれか一方の運行データに基づいて、センタ機
器４から画像記録要求が実施される場合もあり得る。これら複数の運行データを用いるこ
とで、センタ機器４において、乗務員個人の詳細な運転指導を実施することが可能となる
。
【００３６】
　図３は、センタ機器４の電気的構成を表すブロック図である。図４は、運転支援システ
ムのメイン画面を表す図である。センタ機器４は、センタ用通信部１６、センタ用アンテ
ナ１７、センタ用制御部１８、センタ用記憶部１９（データベース：略称ＤＢ）、表示部
２０、センタ用音声出力部２１、操作部２２、読出手段としてのＣＦカードリーダ２３、
および出力手段としてのプリンタ２４を含む。前記センタ用制御部１８は、パーソナルコ
ンピュータによって実現される。
【００３７】
　センタ用通信部１６は、センタ用アンテナ１７を介して、制御装置２から送信される車
両３の位置情報、時刻情報、車両情報、画像情報および音声情報を受信する。センタ用制
御部１８は、センタ用通信部１６によって受信した前記情報を、センタ用記憶部１９に記
憶させる。制御手段に相当するセンタ用制御部１８は、センタ用記憶部１９に記憶される
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画像情報および地図情報を、表示部２０およびプリンタ２４の少なくともいずれか一方に
表示させるとともに、スピーカによって実現されるセンタ用音声出力部２１に、センタ用
記憶部１９に記憶される音声情報が表す音声を出力させる。センタ用制御部１８は、操作
部２２によって入力された情報をセンタ用通信部１６によって、センタ用アンテナ１７を
介して制御装置２に送信する。センタ用制御部１８は、分析ソフトのプログラムの内容に
沿って動作するものであり、たとえばパーソナルコンピュータ（ＰＣという場合がある）
のＣＰＵに相当する。
【００３８】
　ＣＦカードリーダ２３は、車両３にかかるイベントの発生に従って、ＣＦカード１１に
記録された運転情報を読出し可能に構成されている。読出された運転情報は一旦センタ用
記憶部１９に記憶され、集約される。センタ用制御部１８は、ＣＦカードリーダ２３によ
って読出され、センタ用記憶部１９に記憶された運転情報に基づき、車両マークを表示部
２０の地図上に表示させるとともに、この車両３の位置データに対応する車両の周辺画像
を当該マークと同時に表示部２０に表示させるようになっている。車両マークとは、前記
イベントが発生したときの車両３の位置データを示すものである。
【００３９】
　図５は、ＣＦカード１１からＰＣのデータ読み込み処理を表すフローチャートである。
センタ機器４が電源オンの条件で本処理が開始する。開始後ステップａ１に移行して、セ
ンタ用制御部１８は、ＣＦカード１１がＣＦカードリーダ２３に挿入されたか否かを判断
する。「否」との判断でステップａ１に戻る。挿入されたとの判断でステップａ２に移行
して、センタ用制御部１８は、乗務員データ（運転者名）、画像データ、Ｇセンサ出力値
、位置データ、時間（時刻）、実空車、車速および音声情報を読み出す。次にステップａ
３において、センタ用制御部１８は、読み出したデータをセンタ用記憶部１９に登録し、
運転者毎にデータベース化する。次にステップａ４に移行し、センタ用制御部１８は、Ｃ
Ｆカード１１内のデータを削除する。ステップａ５で完了通知させた後、本処理を終了す
る。
【００４０】
　図６Ａは、センタ用制御部１８の分析処理を表すフローチャートであり、図６Ｂは、再
生順のデータの内容を表す図である。センタ機器４が電源オンの条件で本処理が開始する
。開始後ステップｂ１に移行して、センタ用制御部１８は、操作部つまり図４に示す分析
メニューからの操作読み込みを行う。次にステップｂ２に移行して、センタ用制御部１８
は、画像再生処理か否かを判断する。「否」との判断でステップｂ１１に移行する。画像
再生処理であるとの判断でステップｂ３に移行して、センタ用制御部１８は、センタ用記
憶部１９から乗務員データ（運転者名）、画像データ、Ｇセンサ出力値、位置データ、時
間（時刻）、実空車、車速および音声情報を読み出す。
【００４１】
　次にステップｂ４において、センタ用制御部１８は、位置データに基づき、図７（ｂ）
に示すように車両マークＭＫを地図上におく。センタ用制御部１８は、位置データとリン
クした画像データを読み出し、表示部２０に表示させる。次にステップｂ５に移行して、
センタ用制御部１８は、Ｇセンサ出力値や車速に基づき、どのようなイベントであったか
を認識し、イベントがあった位置にイベント内容を示すマーク（図７（ｂ）参照）を地図
上に表示させる。ただしこのイベント内容を示すマークの表示は、地図が主画面２５で指
定された場合のみである。
【００４２】
　次にステップｂ６に移行し、センタ用制御部１８は、再生ボタンＰｂ（図７（ａ）参照
）の操作があったか否かを判断する。「否」との判断でステップｂ３に戻る。操作ありと
の判断で、ステップｂ７に移行する。ここで、センタ用制御部１８は、位置データと時刻
とに基づき、イベント発生前から車両マークＭＫを地図上で時刻順に移動させて再生表示
させる。またセンタ用制御部１８は、その車両マークＭＫと同期して画像データを再生さ
せる。次にステップｂ８において、センタ用制御部１８は、図７に示すように車両マーク
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ＭＫの移動と同期してＧセンサの出力値、車速ＳＰＤ、音声を再生表示させる。
【００４３】
　次にステップｂ９において、センタ用制御部１８はイベント数秒前か否かを判断する。
「否」との判断でステップｂ７に戻る。イベント数秒前との判断でステップｂ１０に移行
し、センタ用制御部１８は、イベント前の時刻に対応させてカウントダウン値（図７（ｂ
）における表示２７）を個人情報表示エリア上に重畳させて表示させる。イベント時刻に
達すると、それを示すマークを表示させる。
【００４４】
　次にステップｂ１１に移行して、センタ用制御部１８は、危険度ランキング（図８、図
９参照）か否かを判断する。「否」との判断でステップｂ１３に移行する。危険度ランキ
ングとの判断でステップｂ１２に移行し、センタ用制御部１８は、図９に示すように運転
者毎の危険度をランキング表示する。次にステップｂ１３に移行し、センタ用制御部１８
は、図１１に示すように実績分析か否かを判断する。「否」との判断でステップｂ１５に
移行する。実績分析であるとの判断で、ステップｂ１４に移行する。ここでセンタ用制御
部１８は、イベント（実車データなど）に基づき、実車時の位置を地図上に表示させる（
図１１参照）。
【００４５】
　次にステップｂ１５に移行し、センタ用制御部１８は、違反分析か否かを判断する。「
否」との判断でステップｂ１７に移行する。違反分析であるとの判断でステップｂ１６に
移行し、センタ用制御部１８は、図１０、図１１に示すように、イベント（Ｇセンサ、車
速センサなど）に基づき、イベント発生時の位置を地図上に表示させる。その後、ステッ
プｂ１７に移行して、操作読み込み処理へ戻る。
【００４６】
　ここでデータが重複していた場合の処理について説明する。
　センタ用制御部１８は、センタ用記憶部１９に既に登録されているＣＦカード１１のデ
ータを読込んだ場合、センタ用記憶部１９に新たに登録しないようになっている。具体的
に、センタ用制御部１８は、ＣＦカード読込時に各データ（画像データ、音声データ、運
行データ（実車実績、違反実績））の「車両番号」と「日時」をキーワード（※違反実績
は違反項目もキーワードに追加）として検索を行ない、登録されていた場合はセンタ用記
憶部１９に登録せず、登録されていなければセンタ用記憶部１９に登録する。
【００４７】
　図７は、画像データ再生画面を表す図であり、図７（ａ）は主画面２５と副画面２６と
を同時に表示させた図、図７（ｂ）は、イベントが発生したときの位置情報に対応して、
当該イベントの内容を地図上に表示させるとともに、カウントダウンを示す表示２７など
を表す図である。センタ用制御部１８は、一つの表示部２０に、主画面２５と副画面２６
とを同時に表示させるものである。副画面２６は、主画面２５よりも表示領域が小さくな
っている。このセンタ用制御部１８は、主画面２５に車両マークＭＫを表示させ、副画面
２６に車両３の周辺画像を表示させる際に、イベントが発生したときの前記位置情報に対
応したイベント内容を地図上に表示させるようになっている。地図が副画面２６で指定さ
れた場合は、地図が小さくなるため、イベント内容の表示はせず、主画面２５で地図が指
定された場合のみイベント内容を表示させる。
【００４８】
　センタ用制御部１８は、イベント発生前からカウントダウンを示す表示２７を、表示部
２０に表示させる機能を備えている。図７（ｂ）に示すように、表示部２０のうち副画面
２６付近部には、たとえばイベント発生５秒前を表す「５」が表記され、その後この表示
２７は順次「４」、「３」、「２」、「１」と秒単位で切替え表示される。これとともに
位置情報に対応したイベント内容が地図上に表示される。
【００４９】
　図８は、危険度ランキングの対象期間の設定画面を表す図である。危険度ランキングと
は、運転者を評価点であるポイントの高い順に（悪い順に）並べることと同義である。図
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９は、危険度ランキング画面を表す図である。表示手段２０は、運転情報のうち前記イベ
ントの一つである危険運転情報を、運転者毎にＣＦカード１１から読出すとともに、各運
転者において頻度の高い危険運転情報の内容を表示させる。危険度ランキングの抽出条件
は、先ず、対象日、指定期間（開始時、終了日）、月度のいずれか一つの条件で設定され
る。図８においては、抽出条件として指定期間が選択されている。抽出条件は操作部２２
によって切替え操作可能になっている。
【００５０】
　違反項目としては、速度超過、急加速、急ブレーキ、急ハンドルおよび衝突レベルに相
当するＧ検知を含む。抽出条件として、違反項目毎の評価点（たとえば１～１０ポイント
（Ｇ検知のみ１～１００ポイント））の重み付けが設定される。画面起動時は、前回選択
されていたポイントで表示され、初期起動時は「Ｇ検知」のみ「３０」ポイント、その他
の項目は「５」ポイントで表示される。
【００５１】
　危険ポイントは、違反項目の違反回数に違反項目のポイントを乗じ、さらに時間帯毎の
係数を乗じて算出した値を表示する。たとえば、速度超過の重みポイント「５」、早朝深
夜（係数「２．００」）に５回の速度超過、繁忙時（係数「０．５０」）に１０回の速度
超過を起こした場合の危険ポイントは（（５×５）×２．００）＋（（５×１０）×０．
５０＝７５ポイントと算出した値を表示する。ここで小数点第１位の数値は四捨五入する
。違反を起こした時間が複数の時間帯に該当する場合、該当する時間帯の係数が最も高い
値で算出する。違反を起こした時間がどの時間帯にも該当しなかった場合の係数は「１．
００」で算出するように定められている。
【００５２】
　実行回数の項目には、違反回数の合計が表示される。運転傾向の項目には、「最も違反
が多かった項目」と「Ｇ検知回数」とが表示される。ただしＧ検知回数は検知した場合の
み表示するようになっている。最も多い違反項目が二件以上存在した場合は、「Ｇ検知」
、「急ハンドル」、「急ブレーキ」、「急加速」、「速度超過」順に表示する項目を決定
する。
【００５３】
　図１０は、違反頻発エリア分析画面を表す図である。図１１は、実績エリア分析画面を
表す図である。エリア分析の処理は下記の処理方法でエリアを分析する。下記は違反頻発
エリアを例にとっているが実績エリアも同様の処理である。簡易モードでの分析処理につ
いて説明する。先ず、違反データが良く発生しているメッシュエリア（５００ｍ×５００
ｍ）をデータベースから抽出する。次に、違反データが良く発生しているメッシュエリア
の上位５０件であって、各メッシュエリアの周辺のメッシュエリアに該当する違反データ
を、エリア抽出対象データとしてセンタ用記憶部１９から抽出する。エリア抽出対象デー
タを１件ずつ次ページの処理フローに基づき候補エリア＊１を抽出する。前記候補エリア
＊１とは、エリア抽出対象データの位置から、分析エリアの半径ほど、北に移動した位置
を中心とした円のエリアを意味している。次に、候補エリア内に該当する件数が多い上位
２０位までの候補エリアを違反頻発エリアと判断し分析画面に表示、展開する。これらの
違反分析と実績分析はエリア表示あるいはポイント表示のいずれかが選択可能になってい
る。
【００５４】
　図１２は、時間帯設定画面を表す図である。表示手段２０は、危険運転情報または実車
情報を、予め定める時間帯に絞って表示する機能を有する。設定項目として、時間帯の名
称「たとえば、早朝深夜など」を入力可能であり、時間帯の違反原因「たとえば、早朝深
夜時に襲う眠気が原因」を入力可能になっている。設定項目として、時間帯の対象となる
時間「０～２３時」を選択可能となっている。この時間帯の開始時刻は、環境設定の開始
時刻で設定している時刻から表示する。設定項目として、危険度ランキング画面の危険ポ
イントを算出時の係数として入力可能になっている。設定範囲はたとえば「０．０１」～
「９．９９」で、デフォルト値は「１．００」となっている。
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【００５５】
　図１３は、混雑時の実績エリア帳票を表す図である。センタ用制御部１８は、違反頻発
エリア（黒色、中抜き円）であって、違反ポイントの地図をプリンタ２４に出力させる制
御を行う。記録紙には、対象期間として分析した日付期間が表示され、分析した乗務員情
報が表示される。また違反頻発エリアの順位と、違反件数とが表示されるようになってい
る。違反項目分布として、違反頻発エリアの違反項目分布グラフが表示される。分析項目
は速度超過、急加速、急ブレーキ、急ハンドルおよびＧ検知などを含む。違反項目分布と
して、違反頻発エリア内で最も発生した違反項目と発生率とが表示され、最も発生した違
反項目が２件以上存在した場合は、「Ｇ検知」、「急ハンドル」、「急ブレーキ」、「急
加速」、「速度超過」の順に表示する項目を決定する。また違反頻発時刻として、違反頻
発エリア内で最も危険であった時刻が表示される。
【００５６】
　図１４は、危険運転指導書を表す図である。センタ用制御部１８は、危険運転指導書を
プリンタ２４に出力させる制御を行う。記録紙には、発生時刻としてＧ検知した日時が表
示され、運転していた乗務員名などが表示される。また画像記録時間の運行情報がグラフ
で表示される。ここでＧ検知位置は丸印で表示され、速度超過速度以上で走行していた場
合は横線が強調表示される。急加速の違反が発生していた場合は上矢印が表示され、急減
速の違反が発生していた場合は下矢印が表示され、そして急ハンドルの違反が発生してい
た場合は四角が表示される。
【００５７】
　画像データ再生画面で表示していた画像データが表示され、画像データ再生画面でオプ
ションカメラ６Ａ，６Ｂの画像も表示されていた場合も表示していた画像データが表示さ
れるようになっている。Ｇセンサーデータとして、たとえばＧ検知前４秒、Ｇ検知後２秒
のＸ値、Ｙ値がグラフ表示される。走行軌跡として、画像記録時の走行軌跡と違反情報と
が地図上に表示される。違反項目の例として速度超過、急加速、急ブレーキ、急ハンドル
およびＧ検知と、違反回数とが表示される。走行軌跡は３０秒間走行した全軌跡が表示さ
れるようになっている。
【００５８】
　以上説明した運転支援装置によれば、ＣＦカードリーダ２３によって読出された運転情
報に基づき、イベントが発生したときの、車両３の位置情報を示す車両マークを地図上に
表示させるとともに、当該位置情報に対応する車両３の周辺画像を当該マークと同期して
表示部２０ａに表示させるので、どこでどのような状況になったのか解析しやすい。した
がって分析結果を容易に確認でき、もって運転者の安全運転に寄与できる。
【００５９】
　センタ用制御部１８が、イベントが発生したときの位置情報に対応して、当該イベント
の内容を地図上に表示させるので、どこでどのような状況になったのか把握し易くなり、
一層解析しやすくなる。主画面２５に前記車両マークＭＫを表示させ、前記副画面２６に
前記車両３の周辺画像を表示させる際に、前記位置情報に対応したイベント内容を地図上
に表示させる。したがって主画面２５に地図を大きく表示出力することができるうえ、イ
ベント内容毎に分けて表示した部分が見やすくなり、描画処理の効率も高めることができ
る。
【００６０】
　イベント発生前からカウントダウンを示す表示２７を前記表示部２０ａに表示させるの
で、所定時間前からイベントが発生する旨認識することができる。イベントが発生する所
定時間前で通常画面から切替わりカウントダウン表示されるので、そのカウントダウン表
示の表示スペースを常に確保することなく、見やすく解析できる。イベントの１つである
危険運転情報を運転者毎にＣＦカード１１から読出すとともに、各運転者において頻度の
高い危険運転情報の内容を表示させるので、運転者に対し個々に頻度の高い危険運転を解
消するように指導ができ、安全運転に寄与できる。
【００６１】
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　運転情報のうちイベントの１つである運転者の実車情報を、その位置情報に対応させて
地図上に表示させるので、管理者は配車を効率よく行うことができる。ある地域を運転し
た実績のある運転者を優先的に配車することで、その運転者の運転に余裕が生まれ、危険
運転を解消できる。よって安全運転に寄与できる。運転情報のうち前記イベントの１つで
ある危険運転情報の内容を、その位置情報に対応させて地図上に表示させるので、その位
置を回避するか注意して運転、または運転指導できる。危険運転情報をまたは実車情報を
、予め定める時間帯に絞って表示できるので、その時間帯でどのくらいの頻度の危険運転
情報があるか理解しやすくなる。
【００６２】
　本実施形態では、センタ側での記録再生になるが、センタだけでなく、車両にあるモニ
タ（ナビゲーションシステム）で記録再生も可能である。ＣＦカード１１に記録された画
像やそれに対応した位置を読み出し、自車両にあるナビゲーションシステムの地図を利用
して、その地図上に過去の位置をマーク表示するとともに、その位置に対応する周辺画像
をマークの移動と同期して、モニタに表示させることも可能である。ただし安全上、自車
両が停止しているときのみ、このような再生表示を行うようにする。
【００６３】
　したがってタクシー向けだけでなく、一般ユーザでも適用可能である。これによって、
思い出のある映像を車両で再生できる。ＣＦカードを他のユーザの車両に渡して再生する
ことで、わかり難い道を教えたり、危険な場所を伝えたりすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施形態に係る運転支援システムの概略構成を表す図であり、図１（ａ
）はセンタ側の運転支援装置の概略構成を表す図、図１（ｂ）は移動局側の概略構成を表
す図である。
【図２】ドライブレコーダ１、制御装置２およびセンタ機器４の電気的構成を表すブロッ
ク図である。
【図３】センタ機器４の電気的構成を表すブロック図である。
【図４】運転支援システムのメイン画面を表す図である。
【図５】ＣＦカード１１からＰＣのデータ読み込み処理を表すフローチャートである。
【図６Ａ】センタ用制御部１８の分析処理を表すフローチャートである。
【図６Ｂ】再生順のデータの内容を表す図である。
【図７】画像データ再生画面を表す図であり、図７（ａ）は主画面２５と副画面２６とを
同時に表示させた図、図７（ｂ）はイベントが発生したときの位置情報に対応して、当該
イベントの内容を地図上に表示させるとともに、カウントダウンを示す表示２７などを表
す図である。
【図８】危険度ランキングの対象期間の設定画面を表す図である。
【図９】危険度ランキング画面を表す図である。
【図１０】違反頻発エリア分析画面を表す図である。
【図１１】実績エリア分析画面を表す図である。
【図１２】時間帯設定画面を表す図である。
【図１３】混雑時の実績エリア帳票を表す図である。
【図１４】危険運転指導書を表す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１８　センタ用制御部
　１９　センタ用記憶部
　２０　表示手段
　２０ａ　表示部
　２３　ＣＦカードリーダ
　２５　主画面
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　２６　副画面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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