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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】設置作業の作業効率を向上させたドライブレコ
ーダを提供する。
【解決手段】このドライブレコーダのように、カメラ１
４６で撮影している画像を、その背面に配置された液晶
モニタ１４２に表示すれば、ドライブレコーダの設置作
業の際、カメラ１４６で撮影している画像をモニタで確
認しながら、使用者が意図する方向をカメラ１４６が撮
影しているか確認することができるので、ドライブレコ
ーダの設置作業効率を飛躍的に向上することができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カメラと、
　車両の運行状態を検出する検出手段と、
　前記カメラで撮影した画像を記憶する画像記憶手段と、
　前記検出手段での検出結果に基づいて前記カメラで撮影した画像を前記画像記憶手段に
記憶する第１画像記憶処理手段と、
　前記車両の車内に前記カメラを外に向けて設置したとき、前記車内側に画面を向けて設
置可能なモニタと、
　前記カメラで撮影している画像を前記モニタに表示する第１表示処理手段と
　を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項２】
請求項１に記載のドライブレコーダにおいて、
　前記検出手段は、前記車両が事故の発生する運行状態か否かを検出し、
　前記第１画像記憶処理手段は、前記車両が事故の発生する運行状態であることを示す前
記検出結果に基づいて、前記検出が行われた時の前後の間に前記カメラで撮影した画像を
前記画像記憶手段に記憶することを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項３】
請求項１，２のいずれかに記載のドライブレコーダにおいて、
　前記検出手段は、前記運行状態として前記車両に衝撃が加わったか否かを検出し、
　前記第１画像記憶処理手段は、前記衝撃が加わったことを示す前記検出結果に基づいて
、前記衝撃が検出された時の前後の間に前記カメラで撮影した画像を前記画像記憶手段に
記憶することを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載のドライブレコーダにおいて、
　前記検出手段による前記運行状態の検出を禁止し、あるいは、前記第１画像記憶処理手
段による画像の記憶を禁止する禁止処理を実行する記憶禁止処理手段
　を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項５】
請求項４に記載のドライブレコーダにおいて、
　前記禁止処理の実行を指示する禁止操作を受け付ける禁止操作受付手段を備え、
　前記記憶禁止処理手段は、前記禁止操作受付手段が前記禁止操作を受け付けたら、前記
禁止処理を実行することを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載のドライブレコーダにおいて、
　前記画像記憶手段に記憶されている前記画像の記憶量が許容量になったか否かを判定す
る記憶量判定手段と、
　この記憶量判定手段の判定結果を前記モニタに表示する第２表示処理手段と
を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載のドライブレコーダにおいて、
　前記画像記憶手段に記憶されている複数の前記画像の一覧を前記モニタに表示する第３
表示処理手段と、
　前記モニタに表示された前記各画像を選択する操作を受け付ける選択操作受付手段と、
　この選択操作受付手段で選択された前記各画像について前記画像記憶手段から消去され
ることを禁止し、あるいは、許可する画像消去許否手段と
を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項８】
請求項７に記載のドライブレコーダにおいて、
　前記第１画像記憶処理手段は、
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　　前記画像消去許否手段により前記画像記憶手段から消去されることが許可された前記
画像記憶手段の記憶領域に、前記カメラで撮影した画像を記憶することを特徴とするドラ
イブレコーダ。
【請求項９】
請求項１～８のいずれかに記載されたドライブレコーダにおいて、
　前記検出手段で検出された前記運行状態を示す運行状態画像、前記画像記憶手段に記憶
されている記憶画像、前記カメラで撮影している撮影画像のいずれかを選択する操作を受
け付ける画像選択操作受付手段と、
　この画像選択操作受付手段で選択された画像を少なくとも1つ前記モニタに表示する選
択画像表示処理手段と、
　を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれかに記載のドライブレコーダにおいて、
　前記カメラで撮影している画像を前記画像記憶手段に記憶させる操作を、当該ドライブ
レコーダに対し遠隔位置で受け付ける画像記憶操作受付手段と、
　当該ドライブレコーダと前記画像記憶操作受付手段との間で、前記操作を受け付けたこ
とを示す信号が当該ドライブレコーダとの間で通信可能か検出する通信検出手段と、
　この通信検出手段により、前記通信が不能である場合、警報を実行する警報実行手段と
を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項１１】
請求項１０記載のドライブレコーダにおいて、
　前記警報実行手段は、
　　前記画像記憶操作受付手段に取り付けられた警告ランプを点灯または点滅させて前記
警報を実行することを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項１２】
請求項１０記載のドライブレコーダにおいて、
　前記警報実行手段は、
　　前記画像記憶操作受付手段に取り付けられた警告ランプの点灯色を変化させて前記警
報を実行することを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれかに記載されたドライブレコーダにおいて、
　前記車両の車速を測定するため、前記車両の外部から前記車両に向かって照射されたレ
ーダーを検出するレーダー探知手段と、
　このレーダー探知手段により前記レーダーが検出された場合、前記モニタに前記レーダ
ーが検出されたことを報知する画像を表示する検出結果表示手段と
　を備えることを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項１４】
請求項１～１３のいずれかに記載されたドライブレコーダにおいて、
　当該ドライブレコーダの筐体の一方の側面に前記カメラが設置され、このカメラが設置
された前記側面とは反対側の前記筐体の側面に前記モニタが設置されていることを特徴と
するドライブレコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライブレコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両事故の様子を監視する目的で、走行中の車両の前方の景色を撮影可能なドラ
イブレコーダが、車両に設置されることが多くなっている。
　このドライブレコーダは、事故などにより車両に加わる衝撃を検出するセンサを備えて
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おり、このセンサが衝撃を検出すると、走行中の車両の前方の景色の映像について、その
衝撃が検出された前後数秒間の映像を記憶するよう構成されている。
【０００３】
　そのため、このドライブレコーダを備えた車両が事故を起し、この事故の様子が映像と
して記録されていると、事故原因を特定することが容易になるので、このドライブレコー
ダは交通事故の事故原因の特定に大きな威力を発揮している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のドライブレコーダは、メモリーカード等の記憶媒体が着脱可能に構成
されており、この記憶媒体に上述した映像の画像データを記録している。そして、この画
像データを見る方法としては、記憶媒体をドライブレコーダから取り外して車外に持ち出
し、自宅等にあるコンピュータにその記憶媒体に記憶された画像データを読み込ませて、
このコンピュータのモニタで見る方法が一般的である。
【０００５】
　しかし、このような方法では、ドライブレコーダを設置する際、使用者が意図する方向
をカメラが向いているか確認するために、確認用に撮影した画像の画像データを記憶した
記憶媒体をドライブレコーダから何度も取り外して、ノートパソコン等でその画像データ
を読み込ませて確認する必要があり、ドライブレコーダの設置するための作業効率が悪か
った。
【０００６】
　そこで本発明では、上述した問題点を解決し、ドライブレコーダを設置するための作業
効率を向上させたドライブレコーダを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した問題を解決するためになされた発明である請求項１に記載のドライブレコーダ
は、カメラと、車両の運行状態を検出する検出手段と、前記カメラで撮影した画像を記憶
する画像記憶手段と、この検出手段での検出結果に基づいて前記カメラで撮影した画像を
前記画像記憶手段に記憶する第１画像記憶処理手段と、前記車両の車内に前記カメラを外
に向けて設置したとき、前記車内側に画面を向けて設置可能なモニタと、前記カメラで撮
影している画像を前記モニタに表示する第１表示処理手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　このドライブレコーダのようにモニタを備え、そしてそのモニタにカメラで撮影してい
る画像を表示すれば、ドライブレコーダの設置作業の際、カメラで撮影している画像をモ
ニタで確認しながら、使用者が意図する方向をカメラが向いているか確認することができ
るので、ドライブレコーダの設置作業効率を飛躍的に向上することができる。
【０００９】
　次に、請求項２に記載したように、ドライブレコーダとしては、検出手段は、車両が事
故の発生する運行状態か否かを検出し、第１画像記憶処理手段は、車両が事故の発生する
運行状態であることを示す検出結果に基づいて、検出が行われた時の前後の間にカメラで
撮影した画像を画像記憶手段に記憶するものであることが好ましい。
【００１０】
　検出手段が検出する運行状態としては、急加速や急ブレーキ、急旋回などが行われたか
否かを検出することが好ましい。
　また、請求項３に記載したように、検出手段は、運行状態として車両に衝撃が加わった
か否かを検出し、第１画像記憶処理手段は、衝撃が加わったことを示す検出結果に基づい
て、衝撃が検出された時の前後の間にカメラで撮影した画像を画像記憶手段に記憶するも
のであることが好ましい。
【００１１】
　ところで、ドライブレコーダでは、検出手段が所定の運行状態を検出すると、画像記憶
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手段にカメラで撮影された画像が記憶されてしまうので、ドライブレコーダの取り付け作
業を行っている際、その作業に伴う振動等を検出手段が検出してしまい、不要な画像が複
数記憶されてしまう恐れがある。そして、最悪の場合、画像記憶手段の記憶容量いっぱい
に画像が記憶されてしまい、検出手段が運行状態を検出しても、第１画像記憶処理手段に
より画像が記憶されない可能性がある。
【００１２】
　そこで、請求項４に記載したように、検出手段による運行状態の検出を禁止し、あるい
は、第１画像記憶処理手段による画像の記憶を禁止する禁止処理を実行する記憶禁止処理
手段を備えることが好ましい。
【００１３】
　このようにすると、ドライブレコーダの取り付け作業の際、その作業に伴う振動等を検
出手段が検出して、不要な画像が画像記憶手段に記憶され、画像記憶手段の記憶容量いっ
ぱいに画像が記憶されてしまい、検出手段が運行状態を検出しても、第１画像記憶処理手
段により画像が記憶されないといった事故を防止することができる。
【００１４】
　尚、この記憶禁止処理手段が実行されるタイミングであるが、取り付け作業の際、ドラ
イブレコーダが何度も動かされるので、検出手段が予め定められた期間内に予め定められ
た回数、運行状態を検出したら実行されるようにしてもよい。
【００１５】
　また、請求項５に記載したように、禁止処理の実行を指示する禁止操作を受け付ける禁
止操作受付手段を備え、記憶禁止手段は、禁止操作受付手段が禁止操作を受け付けたら、
禁止処理を実行するようにしてもよい。
【００１６】
　次に、画像記憶手段の記憶容量一杯に画像が記憶されると、検出手段が運行状態を検出
しても画像が記憶されなくなってしまう恐れがある。
　そこで、請求項６に記載したように、画像記憶手段に記憶されている画像の記憶量が許
容量になったか否かを判定する記憶量判定手段と、この記憶量判定手段の判定結果をモニ
タに表示する第２表示処理手段とを備えることが好ましい。
【００１７】
　このようにすると、画像記憶手段に記憶されている画像の記憶量が許容量になると、そ
の旨がモニタに表示されるので、このモニタの表示を使用者に確認させることにより、使
用者に検出手段による検出が可能な状態か否かを報知することができる。
【００１８】
　そして、この報知をすることにより、使用者により画像記憶手段に記憶された不要な画
像が消去されれば、検出手段の検出によって画像が記憶可能となる。
　ところで、画像記憶手段に記憶された画像の中には、保存が必要なものと不要なものと
がある。
【００１９】
　そこで請求項７に記載したように、画像記憶手段に記憶されている複数の画像の一覧を
モニタに表示する第３表示処理手段と、モニタに表示された各画像を選択する操作を受け
付ける選択操作受付手段と、この選択操作受付手段で選択された各画像について画像記憶
手段から消去されることを禁止し、あるいは、許可する画像消去許否手段とを備えること
が好ましい。
【００２０】
　このようにすると、必要な画像を残しつつ、検出手段により運行状態が検出されたとき
の画像を記憶することができる。
　そして、この際、請求項８に記載したように、第１画像記憶処理手段は、画像消去許否
手段により画像記憶手段から消去されることが許可された画像記憶手段の記憶領域に、カ
メラで撮影した画像を記憶することが好ましい。
【００２１】
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　次に、請求項９に記載したように、本発明のドライブレコーダは、検出手段で検出され
た運行状態を示す運行状態画像、画像記憶手段に記憶されている記憶画像、カメラで撮影
している撮影画像のいずれかを選択する操作を受け付ける画像選択操作受付手段と、この
画像選択操作受付手段で選択された画像を少なくとも1つモニタに表示する選択画像表示
処理手段と、を備えることが好ましい。
【００２２】
　このようにすると、画像選択操作受付手段によって受け付けられた操作に応じて、運行
状態画像、記憶画像、撮影画像のいずれかが表示されるので、これらの画像を使用者の好
みに応じてモニタに表示することができる。
【００２３】
　ところで、ドライブレコーダでは、請求項１０に記載したように、カメラで撮影してい
る画像を画像記憶手段に記憶させる操作を、ドライブレコーダに対し遠隔位置で受け付け
る画像記憶操作受付手段を備えることがある。
【００２４】
　この画像記憶操作受付手段を、例えばハンドル等に取り付けておくと、この画像記憶操
作受付手段を操作すると、その操作が受け付けられたときの画像が記憶されるので、運転
中に必要があった場合、運転者の操作に応じて、その必要な画像を記憶させることができ
る。
【００２５】
　しかし、ドライブレコーダと画像記憶操作受付手段との間で通信が行われない状態であ
ると、このような画像を取り込むことが不可能となる。そのため、この通信が行われない
状態であるにもかかわらず運転者が画像記憶操作受付手段を操作して画像を記憶した気持
ちになっていても、画像が記憶されていないことがある。
【００２６】
　そのため請求項１０に記載したように、ドライブレコーダと画像記憶操作受付手段との
間で、操作を受け付けたことを示す信号がドライブレコーダとの間で通信可能か検出する
通信検出手段と、この通信検出手段により、通信が不能である場合、警報を実行する警報
実行手段とを備えることが好ましい。
【００２７】
　このようにすると、運転者が画像記憶操作受付手段を操作して画像を記憶した気持ちに
なっていても、画像が記憶されていないということを防止することができる。
　尚、警報についてはどのように行ってもよく、例えば、請求項１１に記載したように、
警報実行手段は、画像記憶操作受付手段に取り付けられた警告ランプを点滅させて警報を
実行するようにしてもよい。また、請求項１２に記載したように、警報実行手段は、画像
記憶操作受付手段に取り付けられた警告ランプの点灯色を変化させて警報を実行してもよ
い。具体的には、通信が可能なときには、警告ランプを青色で点灯等させ、通信が不能で
警報が必要なときには、赤色で点灯等させるなどしてもよい。さらに、モニタに警報画像
を表示してもよい。
【００２８】
　ところで、車両には現在、車両のインテリジェント化に伴い、様々な装置が取り付けら
れるようになっているが、あまり多くの装置を取り付けると美感上好ましくない。
　そこで、例えば、請求項１３に記載したように、車両の車速を測定するため、車両の外
部から車両に向かって照射されたレーダーを検出するレーダー探知手段と、このレーダー
探知手段によりレーダーが検出された場合、モニタにレーダーが検出されたことを報知す
る画像を表示する検出結果表示手段とを備えるようにしてもよい。
【００２９】
　このドライブレコーダは、レーダー探知機能を備えているので、このドライブレコーダ
を用いれば別途レーダー探知機能を有する装置を取り付ける必要がない。そのため、この
ドライブレコーダを用いれば、車両の美観を向上することができる。
【００３０】
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　ところで、ドライブレコーダの形状としてはどのように構成されていてもよいが、例え
ば、請求項１４に記載したように、当該ドライブレコーダの筐体の一方の側面にカメラが
設置され、このカメラが設置された側面とは反対側の筐体の側面にモニタが設置されてい
てもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明が適用された実施形態について図面を用いて説明する。
　ここで図１は、ドライブレコーダの斜視図である。図２は、ドライブレコーダの説明図
で、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）はドライブレコーダを
左斜め上方から見た斜視図である。図３は、ドライブレコーダの周辺機器を説明するため
の説明図で、（ａ）は配線方法を説明するための模式図、（ｂ）は配線図である。図４は
、リモコンの平面図である。図５は、ドライブレコーダを車両に取り付ける様子を説明す
るための模式図であり、（ａ）は、ドライブレコーダを前後方向に傾斜させる様子を説明
する右側面図、（ｂ）は、ドライブレコーダを左右方向に傾斜させる様子を説明する正面
図、（ｃ）は、ドライブレコーダの背面を右斜め下方から見た斜視図である。
１．ドライブレコーダの外部構成
　本実施形態のドライブレコーダ１は、図１に示すように、上下方向に沿った断面で切断
した断面形状がＬ字を時計方向に９０°回転させた形状に形成された筐体１０を備えてい
る。
【００３２】
　そして、この筐体１０の断面のＬ字に沿った側面であって、上面１０ａとでこのＬ字を
なす正面１０ｂには、図１及び図２（ａ）に示すように、後述する液晶モニタ１４２の表
示画面１２ａとリモコン受信部１２ｂとが形成されている。
【００３３】
　尚、以下、図２に示すように、筐体１０を構成する各面であって、正面１０ｂとは筐体
１０を挟んだ反対側の側面を背面１０ｃ、正面１０ｂと対向する位置から正面１０ｂを見
たとき、右側に位置する側面を右側側面１０ｄ、左側に位置する側面を左側側面１０ｅ、
上面１０ａとは筐体１０を挟んだ反対側の側面を下面１０ｆと呼び、以下説明する。
【００３４】
　次に、本実施形態のドライブレコーダ１の左側側面１０ｅには、図２（ｂ）（ｄ）に示
すように、カード状に形成されたＩＣメモリ１３を挿入するための挿入孔１２ｃが形成さ
れている。
【００３５】
　また、本実施形態のドライブレコーダ１の背面１０ｃには、図２（ｃ）に示すように、
カメラレンズ１２ｄが配置されている。
　さらに、本実施形態のドライブレコーダ１の下面１０ｆには、そのカメラレンズ１２ｄ
を向ける方向を調整するための調整ツマミ１２ｅが設けられている。またこの下面１０ｆ
には、後述する脚立具５を取り付ける取り付け口１２ｆが設けられている。
２．周辺機器の構成
　次に、本実施形態のドライブレコーダ１の周辺機器について説明する。
【００３６】
　本実施形態のドライブレコーダ１は、図３（ａ）に示すように、周辺機器として、メイ
ンユニット６と、アンテナユニット７と、外部スイッチ８を備えている。
　メインユニット６は、内部に充電電池を備えており、車両から電力を取り込んで、その
電力で充電電池を充電するとともに、その取り込んだ電力をドライブレコーダ１、メイン
ユニット６、外部スイッチ８に供給するものである。またこのメインユニット６は、ドラ
イブレコーダ１とメインユニット６及び外部スイッチ８との通信を中継する。そのため、
図３（ａ）に示すように、ドライブレコーダ１、メインユニット６及び外部スイッチ８は
、通信及び電力共用の連絡線αを介して、全てこのメインユニット６に接続されている。
【００３７】
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　アンテナユニット７は、ＧＰＳ衛星から位置を測定するための測定用信号を受信するア
ンテナを備えるものである。このアンテナユニット７が測定用信号を受信すると、測定用
信号に基づいて生成された、この測定用信号を受信したときの現在位置情報が、メインユ
ニット６を介してドライブレコーダ１の後述する中央制御装置１４０に送信される。
【００３８】
　外部スイッチ８は、押下スイッチ８０を備えており、この押下スイッチ８０の内部にＬ
ＥＤランプを備え、このＬＥＤランプの明かりで押下スイッチ８０を内部から照らす構造
となっている。また押下スイッチ８０は、透明な材料で構成されており、ＬＥＤランプが
点灯すると、その明かりにより、押下スイッチ８０が発光しているように見える。また、
この外部スイッチ８は、押下スイッチ８０が押下されると、押下スイッチ８０が操作され
たことを示す情報が、メインユニット６を介してドライブレコーダ１の中央制御装置１４
０に送信される。
【００３９】
　次に、これらドライブレコーダ１、メインユニット６、アンテナユニット７、及び、外
部スイッチ８が車内に配置される様子を、図３（ｂ）を用いて説明する。
　ドライブレコーダ１は、インパネ１００の上面の略中央部分に設置され、アンテナユニ
ット７は、インパネ１００の上面の左端部分に設置される。また、メインユニット６は、
運転席側のインパネ１００の下面であって、運転席から見て右端の部分に設置される。さ
らに、外部スイッチ８は、運転席と助手席の間のインパネのカーステレオが設置される側
面であってカーステレオの運転席側に設置される。
【００４０】
　そして、メインユニット６から延設された電力線の端部に取り付けられたプラグ６ａが
車両のシガーライトソケットに差し込まれ、ドライブレコーダ１から、インパネ１００の
上面から右側側面を通ってメインユニット６まで連絡線αが配線され、また、メインユニ
ット６からインパネ１００の下方を通って外部スイッチ８まで連絡線αが配線される。さ
らに、メインユニット６からインパネ１００の下方を通ってインパネ１００の左側側面と
通ってアンテナユニット７まで連絡線αが配線される。
【００４１】
　次に、実施形態のドライブレコーダ１の周辺機器の一つであるリモコン９について説明
する。
　このリモコン９は、図４に示すように、複数のスイッチを備えており、このスイッチの
一つとして、中央と、中央から見て図４の上下左右部分とで押下可能なメインスイッチ９
０を備えている。また、このリモコン９は、４つのスイッチ９１～９４を備えている。
【００４２】
　このリモコン９では、各スイッチ９０～９４が押下されると、それぞれのスイッチに応
じた赤外線信号が無線で送信される。
　このうちスイッチ９１は、後述する処理で戻るボタンとして機能する。
３．ドライブレコーダの設置
　次に、ドライブレコーダ１の設置方法について説明する。
【００４３】
　本実施形態では、ドライブレコーダ１は、図５（ａ）（ｂ）に示すように、インパネ１
００上に取り付けられた脚立具５を介して取り付けられる。
　この脚立具５は、ドライブレコーダ１が、図５（ａ）（ｂ）中に点線で示したように、
前後方向に揺動可能、かつ、左右方向に揺動可能に支持するとともに、各揺動の揺動中心
（図中に「＋」印を付けたところ）に設けられた図示しないネジを締めることで、揺動後
のその位置で固定可能に構成されている。
【００４４】
　本実施形態のドライブレコーダ１は、この脚立具５を用い、カメラレンズ１２ｄが配置
された背面１０ｃをフロントガラス側に向け、表示画面１２ａが配置された正面１０ｂを
車内側に向けた状態で、大体の方向を定めてインパネ１００上に取り付けられる。
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【００４５】
　その後、カメラレンズ１２ｄで撮影している画像を表示画面１２ａに表示させる後述す
る画像表示処理を実行させて、表示画面１２ａに表示された画像を見ながらドライブレコ
ーダ１を前後左右に揺動してカメラレンズ１２ｄを備えている後述するカメラ１４６が撮
影する方向を定め、この方向が定まったら、その位置でネジを締めてドライブレコーダ１
を固定する。
【００４６】
　また、このとき、図５（ｃ）に示すように、本実施形態のドライブレコーダ１は、ツマ
ミ１２ｅを右側側面１０ｄ方向及び左側側面１０ｅ方向に向かって移動することでカメラ
レンズ１２ｄを左右方向に向けることができるように構成されているので、このツマミ１
２ｅを左右に移動させて、カメラ１４６が撮影する方向が定められる。
４．ドライブレコーダの内部構成。
【００４７】
　次に、本実施形態のドライブレコーダの機能について説明する。
　ここで図６は、本実施形態のドライブレコーダ１について機能毎に各構成（内部構成）
をブロックで示したブロック図である。
【００４８】
　本実施形態のドライブレコーダ１は、図６に示すように、後述する各種処理を実行する
中央制御装置１４０を備えている。
　この中央制御装置１４０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたコンピュータ装置であ
り、これらコンピュータ機能を発揮するための構成の他に、後述する各種処理を実行する
際に用いられる画像の画像データや、その他のデータを記憶するメモリ１４０ａを備えて
いる。
【００４９】
　そして、この中央制御装置１４では、以下に説明する他の装置と共同して各種処理が実
行される。
　次に、本実施形態のドライブレコーダ１は、この中央制御装置１４０の他に、液晶モニ
タ１４２と、リモコン受信装置１４４と、カメラ１４６、加速度センサ１４８、方位セン
サ１５０、画像記憶部１５２、レーダー探知アンテナ１５４を備えている。
【００５０】
　液晶モニタ１４２は、ドライブレコーダ１の筐体１０の正面１０ｂに配置された表示画
面１２ａに画像を表示する装置である。この液晶モニタ１４２では、中央制御装置１４０
で行われる処理に基づいて、各種画像が表示される。
【００５１】
　リモコン受信装置１４４は、リモコン９から無線で発信された赤外線信号を受信する装
置であり、筐体１０内に配置されている。筐体１０のリモコン受信部１２ｂには、外部か
ら発信された赤外線信号を筐体１０内に取り込む図示しない取込孔が形成され、そして、
この取込孔を塞ぐようにして、リモコン９から発信された赤外線信号を透過可能な透明板
（可視的には不透明）が、正面１０ｂの面に沿って設置されている。リモコン受信装置１
４４は、このように形成されたリモコン受信部１２ｂを介して外部から筐体１０ｂ内に取
り込まれた赤外線信号を、筐体１０ｂ内で受信する。そして、このリモコン受信装置１４
４でリモコン９からの赤外線信号が受信されると、この赤外線信号を受信したことを示す
情報が、中央制御装置１４０に出力される。
【００５２】
　カメラ１４６は、撮影した画像をデータ化して中央制御装置１４０に出力する装置であ
り、このカメラ１４６が備えるカメラレンズ１２ｄが筐体１０の背面１０ｃに配置される
ように（図２（ｃ）参照）筐体１０内に配置される。このカメラ１４６で画像が撮影され
ると、その撮影された画像の画像データが、中央制御装置１４０に出力される。
【００５３】
　加速度センサ１４８は、車両に衝撃が加わったか否かを検出するための装置である。車
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両に衝撃が加わり、その衝撃による加速度をこの加速度センサ１４８が検出すると、その
検出を示す情報が、中央制御装置１４０に出力される。
【００５４】
　方位センサ１５０は、地磁気を検出して、方位を検知するためのセンサである。この方
位センサ１５０が地磁気を検出すると、方位を示す情報が中央制御装置１４０に出力され
る。
【００５５】
　画像記憶部１５２は、カメラ１４６で撮影された画像を、ＩＣメモリ１３（図２（ｄ）
参照）に記憶する装置である。本実施形態では、ドライブレコーダ１の筐体１０に設けら
れた挿入孔１２ｃ（図２（ｄ）参照）から筐体１０内にＩＣメモリ１３が挿入されると、
この画像記憶部１５２にＩＣメモリ１３が接続され、画像記憶部１５２によりＩＣメモリ
１３に画像を記憶することが可能となるよう構成されている。本実施形態では、中央制御
装置１４０で行われている処理により、中央制御装置１４０から送られてきた画像がＩＣ
メモリ１３に記憶される。
【００５６】
　レーダー探知アンテナ１５４は、車両の車速を測定するため、車両の外部から車両に向
かって照射されたレーダーを検出するためのもので、このレーダー探知アンテナ１５４が
レーダーを検出すると、中央制御装置１４０にレーダー波を検出したことを示す信号が出
力される。
【００５７】
　次に、ドライブレコーダ１の周辺機器について機能毎に説明する。
　このドライブレコーダ１は、前述したアンテナユニット７、外部スイッチ８、リモコン
９の他に、ブレーキセンサ１６０、車速センサ１６２を備えている。
【００５８】
　ブレーキセンサ１６０は、ブレーキの操作状態を検出して、急ブレーキがかけられたか
否かを調べるためのもので、このブレーキセンサ１６０がブレーキの操作状態を検出する
と、その検出結果は中央制御装置１４０に出力される。
【００５９】
　車速センサ１６２は、車速を検出して、急加速・急減速が行われていないかを知るため
のもので、車速を検出すると、その検出結果が中央制御装置１４０に出力される。
５．各種処理
　以上のように構成されたドライブレコーダ１の中央制御装置１４０では、通常、カメラ
１４６で撮影されている動画画像がＲＡＭ１４０ｂに順次記憶される処理が実行されると
ともに、所定時間経過したものからＲＡＭ１４０ｂに記憶された動画画像を順次消去する
処理が実行されている。
【００６０】
　そして、例えば、車両が衝突して、車両に衝撃が加わり、衝突に伴う加速度を加速度セ
ンサ１４８が検出すると、中央制御装置１４０では、カメラ１４６で撮影し、ＲＡＭ１４
０ｂ記憶されている画像のうち、その衝突を検出する１２秒前から８秒後までの動画画像
が、画像記憶部１５２に出力する処理が実行され、画像記憶部１５２において、この動画
画像の画像情報と、その画像情報がいつ記録されたものなのかを示すインデックス情報と
がＩＣメモリ１３に記憶され（本発明の第１画像記憶手段に相当する）、消去されないよ
うにロックされる。
【００６１】
　また、例えば、外部スイッチ８の押下スイッチ８０が押下されると、中央制御装置１４
０では、カメラ１４６で撮影し、ＲＡＭ１４０ｂ記憶されている画像のうち、押下スイッ
チ８０の押下が検出された１２秒前から８秒後までの動画画像が、画像記憶部１５２に出
力する処理が実行され、画像記憶部１５２において、この動画画像の画像情報と、その画
像情報がいつ記録されたものなのかを示すインデックス情報とがＩＣメモリ１３に記憶さ
れる。このとき、ロックはなされない。
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【００６２】
　また、この中央制御装置１４０では、アンテナユニット７から現在位置情報を入力する
と、この現在位置情報と、図示しない記憶部に記憶された自動速度取締機の位置情報とが
比較され、現在位置が自動速度取締機に近いと判定されたとき、警報音を出力したり、液
晶モニタ１４２から警告画像を表示する処理が実行される。
【００６３】
　また、この中央制御装置１４０では、レーダー探知アンテナ１５４が自動速度取締機か
ら車両の速度を検出するために発信されたレーダーを検出すると、警報音を出力したり、
液晶モニタ１４２を用いて警告画像を表示する処理（本発明の検出結果表示処理に相当）
が実行される。
また、この中央制御装置１４０では、以下のような各種処理が実行される。
５－１．カメラ位置設定処理
　次に、本実施形態のドライブレコーダ１の中央制御装置１４０で実行されるカメラ位置
設定処理について説明する。このカメラ位置設定処理は、本実施形態のドライブレコーダ
１を車両に取り付けるときに、ドライブレコーダ１のカメラ１４６を向ける方向を定めて
固定する作業（以下「設置作業」という）が必要であるが、この設置作業が行われるとき
に実行される処理である。
【００６４】
　ここで、図７は、中央制御装置１４０で実行されるカメラ位置設定処理のフローチャー
トである。また、この図７では、説明容易のため、液晶モニタ１４２に表示される画像を
共に示している。
【００６５】
　尚、以下の説明では、特に説明がない限り、ステップ番号の小さいものから大きいもの
を実行するものとする。
　このカメラ位置設定処理では、図７に示すように、まず、標準画像Ｇ１を表示画面１２
ａ（図１参照）に表示する処理が実行される（Ｓ１０）。この標準画像Ｇ１には、方位や
スピード、現在時刻などが表示される。この標準画像Ｇ１に表示される方位やスピードは
、方位センサ１５０及び車速センサ１６２で検出された方位や車速に関する情報に基づい
たものが表示される。また、ブレーキセンサ１６０の結果に基づいて、ブレーキがかけら
れたか否か、そして、その強さも表示される。
【００６６】
　Ｓ１２では、リモコン９のメインスイッチ９０の中央部分９０ａ（以下「ＳＥＴスイッ
チ９０ａ」という）が３秒間以上、続けて押されたか否かが判定される。この判定で３秒
以上続けて押されていないと判定されたら（Ｓ１２：ＮＯ）、引き続き標準画像Ｇ１が液
晶モニタ１４２に表示され、３秒以上続けて押されたと判定されたら（Ｓ１２：ＹＥＳ）
、Ｓ１４の処理が実行される。
【００６７】
　Ｓ１４では、メニュー画面Ｇ２が表示される。このメニュー画面Ｇ２は、画像記憶部１
５２から読み出されて表示画面１２ａに表示される。このメニュー画面Ｇ２内には、基本
設定、レーダー機能設定、録画設定、安全運転機能その他の項目が表示され、これらの項
目のうち、選択可能な項目については、他の項目とは背景画を変えて表示される。
【００６８】
　選択可能な項目は、リモコン９のメインスイッチ９０の上方部分９０ｂ（以下「アップ
スイッチ９０ｂ」という）や下方部分９０ｃ（以下「ダウンスイッチ９０ｃ」という）を
押下するごとに変更することができる。
【００６９】
　Ｓ１６では、メニュー画面Ｇ２の基本設定の項目が選択されたか否かが判定される。具
体的には、基本設定の項目が選択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイッチ９０ａが
押されたか否かが判定される。この判定でいずれの項目も選択されていないと判定された
ら（Ｓ１６：ＮＯ）、引き続きメニュー画像Ｇ２が液晶モニタ１４２に表示され、基本設
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定の項目が選択されたと判定されたら（Ｓ１６：ＹＥＳ）、Ｓ１８の処理が実行される。
【００７０】
　Ｓ１８では、基本設定画面Ｇ３が表示される。この基本設定画面Ｇ３は、画像記憶部１
５２から読み出されて表示画面１２ａに表示される。この基本設定画面Ｇ３内には、画面
表示、コントラスト、スピードパルス、取付方向確認その他の項目が表示され、これらの
項目のうち、選択可能な項目については、他の項目とは背景画を変えて表示される。
【００７１】
　Ｓ２０では、基本設定画面Ｇ３の取付方向確認の項目が選択されたか否かが判定される
。具体的には、取付方向確認の項目が選択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイッチ
９０ａが押されたか否かが判定される。この判定でいずれの項目も選択されていないと判
定されたら（Ｓ２０：ＮＯ）、引き続き基本設定Ｇ３が液晶モニタ１４２に表示され、基
本設定の項目が選択されたと判定されたら（Ｓ２０：ＹＥＳ）、Ｓ２２の処理が実行され
る。
【００７２】
　Ｓ２２では、加速度センサ１４８による衝突の検出が禁止される。本実施形態のドライ
ブレコーダ１では、加速度センサ１４８が振動を検出すると、事故により車両に衝撃が加
わったと判断され、カメラ１４６で撮影している画像を記録する処理が実行されるが、設
置作業を行うため、ドライブレコーダ１を動かしたときも、その動かしたことを加速度セ
ンサ１４８が検出してしまい、ＩＣメモリ１３に余分な画像が記録されてしまうことが考
えられる。しかし、本実施形態では、設置作業を行う際、加速度センサ１４８がドライブ
レコーダ１を動かしても、このＳ２２の処理が実行されることにより、振動が検出されな
いので、ＩＣメモリ１３に余分な画像が記録されることが防止される。
【００７３】
　そしてＳ２４では、カメラ１４６で撮影した画像を液晶モニタ１４２に表示する処理が
実行される。そのため、本実施形態のドライブレコーダ１は、液晶モニタ１４２に表示さ
れたカメラ１４６が撮影している画像を見ながら設置作業を行うことができる。
【００７４】
　Ｓ２６では、リモコン９のスイッチ９１の一つである戻るスイッチ９１が押下されたか
否かが判定される。この判定（Ｓ２６）で、戻るスイッチ９１以外のスイッチ９２～９４
が押下されたと判定されたらＳ２４の処理が継続され（Ｓ２６：ＮＯ）、戻るスイッチ９
１が押下されたと判定されたら、加速度センサ１４８で衝突を検出可能な状態に戻すなど
リセットをして、再びＳ１０の処理が実行される。
５－２．画像ロック処理
　次に、ＩＣメモリ１３に記録された画像をロックあるいはそのロックを解除する画像ロ
ック処理について説明する。
【００７５】
　ここで、図８は、中央制御装置１４０で実行される画像ロック処理のフローチャートで
ある。また、この図８では、説明容易のため、液晶モニタ１４２に表示される画像を共に
示している。
【００７６】
　この画像ロック処理では、図８に示すように、Ｓ１０～Ｓ１４の処理が実行される。こ
の処理は、カメラ位置設定処理で行われた処理と同様であるので説明を省略する。
　Ｓ３０では、メニュー画面Ｇ２の録画設定の項目が選択されたか否かが判定される。具
体的には、録画設定の項目が選択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイッチ９０ａが
押されたか否かが判定される。この判定でいずれの項目も選択されていないと判定された
ら（Ｓ３０：ＮＯ）、引き続きメニュー画像Ｇ２が液晶モニタ１４２に表示され（Ｓ１４
）、録画設定の項目が選択されたと判定されたら（Ｓ３０：ＹＥＳ）、Ｓ３２の処理が実
行される。
【００７７】
　Ｓ３２では、録画設定画面Ｇ５が表示される。この録画設定画面Ｇ５は、画像記憶部１
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５２から読み出されて表示画面１２ａに表示される。この録画設定画面Ｇ５内には、録画
データ確認、ショックレベル、フレームレート、画質その他の項目が表示され、これらの
項目のうち、選択可能な項目については、他の項目とは背景画を変えて表示されている。
【００７８】
　Ｓ３４では、録画設定画面Ｇ５の録画データ確認の項目が選択されたか否かが判定され
る。具体的には、録画データ確認の項目が選択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイ
ッチ９０ａが押されたか否かが判定される。この判定でいずれの項目も選択されていない
と判定されたら（Ｓ３４：ＮＯ）、引き続き録画設定Ｇ５が液晶モニタ１４２に表示され
（Ｓ３２）、録画データ確認の項目が選択されたと判定されたら（Ｓ３４：ＹＥＳ）、Ｓ
３６の処理が実行される。
【００７９】
　Ｓ３６では、録画データ確認画面Ｇ６が表示される。この録画データ確認画面Ｇ６では
、ＩＣメモリ１３に記憶された画像のインデックスの一覧が表示される。本実施形態では
、インデックスは、０７１２２６＿１３：３０、０７１０３０＿１８：４０、０７０７１
２＿２１：３０、０７０２１３＿０８１５という画像を録画した年月日及び時間を表す数
字が表示されている。
【００８０】
　Ｓ３８では、録画データ確認画面Ｇ６には、ロックを行うモードの画面Ｇ６－１と、ロ
ックを解除するモードの画面Ｇ６－２とがあるので、いずれかのモードが選択される。こ
のモードは、リモコン９のメインスイッチ９０の左方部分９０ｄ（以下「左方スイッチ９
０ｄ」という）や右方部分９０ｅ（以下「右方スイッチ９０ｅ」という）を押下するごと
に変更され、いずれのモードであるかは、録画データ確認画面Ｇ６中の上部部分に表示さ
れる。
【００８１】
　Ｓ４０では、ロックをするあるいはロックを解除する画像が選択される。具体的には、
アップスイッチ９０ｂやダウンスイッチ９０ｃが操作され、選択される画像を変更する操
作が行われる。この操作が行われると、操作に応じて、選択可能な表示がなされるインデ
ックスが順次変更される。
【００８２】
　Ｓ４２では、ロックをするあるいはロックを解除する操作がなされたか否かを判定する
処理が実行される。具体的には、ロックを解除するときは、ロックを解除するモードのと
きに、ロックがされている画像（キーの画像が表示されているもの）のインデックスが選
択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイッチ９０ａが押されたか否かを判定する処理
が実行される。一方、ロックをするときは、ロックを行うモードのときに、ロックがされ
ていない画像（キーの画像が表示されていないもの）のインデックスが選択可能に表示さ
れているときに、ＳＥＴスイッチ９０ａが押されたか否かを判定する処理が実行される。
この処理（Ｓ４２）で押下操作がなされていないと判定された場合は（Ｓ４２：ＮＯ）、
再びＳ４０の処理が実行され、押下されたと判定された場合は（Ｓ４２：ＹＥＳ）、Ｓ４
４の処理が実行される。
【００８３】
　Ｓ４４では、ロックがされた場合、あるいはロックが解除された場合、画面Ｇ６－１－
１に示すように、ロックされていなかった画像についてはロックの表示とともにロックさ
れ、画面Ｇ６－２－１に示すように、ロックされていた画像についてはロックの表示を消
去するとともにロックを解除する処理が実行される。
【００８４】
　Ｓ４６では、戻るスイッチ９１が押下されたか否かが判定される。この判定（Ｓ４６）
で、戻るスイッチ９１以外のボタン９２～９４が押下されたと判定されたら再びＳ３８の
処理が実行され（Ｓ４６：ＮＯ）、戻るスイッチ９１が押下されたと判定されたら、再び
Ｓ１０の処理が実行される。
５－３．記憶容量監視処理
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　次に、本実施形態のドライブレコーダ１の中央制御装置１４０で実行される記憶容量監
視処理について説明する。本実施形態のドライブレコーダ１では、ＩＣメモリ１３に画像
が記録されるが、新しい画像が記憶される際、ＩＣメモリ１３のうちロックが係った画像
以外の画像が記憶されている部分や画像が記憶されていない部分に記憶される。
【００８５】
　ロックされる画像は、加速度センサで衝突等が検出されたときに記憶された画像や、上
記画像ロック処理によりロックされた画像があるが、このロックされた画像が多くなりす
ぎると、加速度センサ１４８が衝突を検出しても、その検出に伴う画像をＩＣメモリ１３
に記憶できないという障害が起こる可能性がある。
【００８６】
　そのため、本実施形態ではこの記憶要用監視処理を実行して、ＩＣメモリ１３に画像が
記憶可能な否か、その記憶可能な記憶容量を監視している。
　ここで、図９は、中央制御装置１４０で実行される記憶容量監視処理のフローチャート
である。
【００８７】
　この記憶容量監視処理は、ドライブレコーダ１が動作しているときには常時実行されて
いる処理である。
　この記憶容量監視処理が開始されると、Ｓ５０ではまず、画像を記憶することができる
記憶容量（ロックが係っていない画像が記憶されている部分の記憶容量と、何も記憶され
ていない記憶容量との合計）が一定量より少なくなったか否かが判定される。この判定（
Ｓ５０）で、一定量より少なくなっていないと判定されたら（Ｓ５０：ＮＯ）、待機する
処理が実行され、一方、一定量より少なくなっていると判定されたらＳ５２の処理が実行
される。
【００８８】
　Ｓ５２では、記憶容量が少なくなっている旨を示す画像を液晶モニタに表示する処理が
実行される。
　Ｓ５４では、リモコンのいずれかのスイッチが操作されたか否かが判定され、この判定
で、操作されていないと判定されると、Ｓ５２の処理が継続して実行される。一方、この
判定（Ｓ５４）で、操作されていると判定されると、Ｓ５６の処理が実行される。
【００８９】
　Ｓ５６では、一定時間経過しているか否かが判定される。この判定で、一定時間経過し
ていないと判定されると（Ｓ５６：ＮＯ）、待機され、一定時間経過していると判定され
ると（Ｓ５６：ＹＥＳ）、再びＳ５０の処理が実行される。
【００９０】
　このＳ５６で、一定時間が経過する間に、ＩＣメモリ１３が交換され、あるいは、画像
ロック処理の実行などによりＩＣメモリ１３に記憶されたロックされた画像が減り、画像
を記憶可能な記憶容量が一定量より多くなると、Ｓ５０の処理がされ、この時点ではＳ５
０では否定判定（Ｓ５０：ＮＯ）がされるので、記憶容量が少ない旨の表示（Ｓ５２）は
なされなくなる。一方、以前として、画像を記憶することができる記憶容量が一定量より
少なかったら、再びＳ５２の処理が実行され、記憶容量が少なくなっている旨を示す画像
が液晶モニタ１４２の表示画面１２ａに表示される。
５－４．画像表示処理
　次に、ＩＣメモリ１３に記録された画像を表示する画像表示処理について説明する。
【００９１】
　ここで、図１０は、中央制御装置１４０で実行される画像表示処理のフローチャートで
ある。また、この図１０では、説明容易のため、液晶モニタ１４２に表示される画像を共
に示している。
【００９２】
　この画像ロック処理では、図１０に示すように、Ｓ１０～Ｓ１４及びＳ３０～Ｓ３６の
処理が実行される。この処理は、図８に示す画像ロック処理で行われた処理と同様である
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ので説明を省略する。
【００９３】
　Ｓ６０では、録画データ確認画面Ｇ６には、前述したＧ６－１及びＧ６－２の画面の他
に、録画した画像を再生するモードの画面Ｇ６－３があるので、このモードが選択される
。このモードは、左方スイッチ９０ｄや右方スイッチ９０ｅを押下するごとに変更され、
いずれのモードであるかは、録画データ確認画面Ｇ６－３中の上部部分に表示される（Ｇ
６－３中では「再生」が表示されている）。
【００９４】
　Ｓ６２では、表示する画像が選択される。具体的には、アップスイッチ９０ｂやダウン
スイッチ９０ｃが操作され、選択が可能であること示す表示を、表示したい画像のインデ
ックスに変更する操作が行われる。この操作が行われると、操作に応じて、選択が可能で
あることを示す表示が順次変更される。
【００９５】
　Ｓ６４では、画像を表示する指示がなされたか否かが判定される。具体的には、Ｓ６２
で表示したい画像のインデックスが選択可能に表示されているときに、ＳＥＴスイッチ９
０ａが押されたか否かを判定する処理が実行される。この処理（Ｓ６４）で押下操作がな
されていないと判定された場合は（Ｓ６４：ＮＯ）、再びＳ６０の処理が実行され、押下
されたと判定された場合は（Ｓ６４：ＹＥＳ）、Ｓ６６の処理が実行される。
【００９６】
　Ｓ６６では、選択された画像を表示する処理が実行される（画像Ｇ７）。
　Ｓ６８では、戻るスイッチ９１が押下されたか否かが判定される。この判定（Ｓ６８）
で、戻るスイッチ９１以外のボタンが押下されたと判定されたら再びＳ６０の処理が実行
され（Ｓ６８：ＮＯ）、戻るスイッチ９１が押下されたと判定されたら、再びＳ１０の処
理が実行される。
５－５．断線検出処理
　次に、本実施形態のドライブレコーダ１の中央制御装置１４０で実行される断線検出処
理について説明する。本実施形態のドライブレコーダ１では、外部スイッチ８を操作する
と画像がＩＣメモリ１３に記録される。しかし、外部スイッチ８とドライブレコーダ１と
をつなぐ連絡線αが断線していると、必要な画像を表示できない場合がある。
【００９７】
　そのため、本実施形態ではこの断線検出処理を実行して、外部スイッチ８とドライブレ
コーダ１とをつなぐ連絡線αが断線していないか否かを監視している。
　ここで、図１１は、中央制御装置１４０で実行される断線検出処理のフローチャートで
ある。
【００９８】
　この断線検出処理は、ドライブレコーダ１が動作しているときには常時実行されている
処理である。
　この断線検出処理が開始されると、Ｓ７０ではまず、断線がなされているか否かが判定
される。この判定（Ｓ７０）で、断線されていないと判定されたら（Ｓ７０：ＮＯ）、待
機する処理が実行され、一方、断線されていると判定されたらＳ７２の処理が実行される
。
【００９９】
　Ｓ７２では、断線されている旨を示す画像を液晶モニタ１４２の表示画面１２ａに表示
するとともに、外部スイッチ８の押下スイッチ８０内部に設置されたＬＥＤランプ（本発
明の警告ランプに相当する）を点滅させる（あるいは点灯させる）処理が実行される。
【０１００】
　Ｓ７４では、リモコン９のいずれかのスイッチ９１～９４が操作されたか否かが判定さ
れ、この判定で、操作されていないと判定されると、Ｓ７２の処理が継続して実行される
。一方、この判定（Ｓ７４）で、操作されていると判定されると、Ｓ７６の処理が実行さ
れる。
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【０１０１】
　Ｓ７６では、一定時間経過しているか否かが判定される。この判定で、一定時間経過し
ていないと判定されると（Ｓ７６：ＮＯ）、待機され、一定時間経過していると判定され
ると（Ｓ７６：ＹＥＳ）、再びＳ７０の処理が実行される。
【０１０２】
　このＳ７６で、一定時間が経過する間に、断線が解消されると、Ｓ７２に移行すること
なく、Ｓ７０の処理が繰り返し実行されて、断線がなされている旨の表示はなされなくな
る。一方、以前として、断線されている場合は、再びＳ７２の処理が実行され、断線され
ていることを示す画像が液晶モニタ１４２の表示画面１２ａに表示される。
６．実施形態に係るドライブレコーダ１の特徴
　本実施形態のドライブレコーダ１のように、液晶モニタ１４２を備え、カメラ１４６で
撮影している画像を液晶モニタ１４２に表示すれば、ドライブレコーダ１の設置作業の際
、カメラ１４６で撮影している画像を液晶モニタ１４２で確認しながら、使用者が意図す
る方向をカメラ１４６が撮影しているか確認することができるので、ドライブレコーダ１
の設置作業の効率を飛躍的に向上することができる。
【０１０３】
　また、本実施形態のドライブレコーダ１のように、ＩＣメモリ１３が一杯になっても、
その旨が表示されるので、この表示に従って不要な画像を消去すれば、事故など必要なと
きに画像が記憶されないことを防止することができる。その一方で、保存が必要な画像に
ついてはロックをかけることで消去されないので、必要な画像が消去されるということを
防止することができる。
【０１０４】
　また、本実施形態のドライブレコーダ１のように、外部スイッチ８とドライブレコーダ
１とをつなぐ連絡線αが断線したら報知されるので、断線に気づかずに画像を記録できな
いということを防止することができる。
７．実施形態と発明特定事項との対応関係
　本実施形態の加速度センサ１４８が本発明の検出手段に相当し、ＩＣメモリ１３が画像
記憶手段、Ｓ２４が第１表示処理手段に相当し、Ｓ２０を実行するときのＳＥＴスイッチ
９０ａが禁止操作受付手段に相当し、Ｓ２２が記憶禁止手段に相当する。
【０１０５】
　また、Ｓ５０が記憶量判定手段に相当し、Ｓ５２が第２表示処理手段に相当し、Ｓ３６
が第３表示処理手段に相当し、Ｓ４０を実行するときのＳＥＴスイッチ９０ａが選択操作
受付手段に相当し、Ｓ４２～Ｓ４４の処理が画像消去許否手段に相当する。
【０１０６】
　また、ＳＥＴスイッチ９０ａが選択画像操作受付手段に相当し、Ｓ１０，Ｓ２０，Ｓ６
６が選択画像表示手段に相当し、外部スイッチ８が画像記憶操作受付手段に相当し、Ｓ７
０が通信検出手段に相当し、Ｓ７２が警報実行手段に相当する。
（その他の実施形態）
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、外部スイッチ８は、運転席と助手席の間のイ
ンパネのカーステレオが設置される側面近傍に設置されたが、この場所に限るものではな
く、図１２に示すように、各車体への設置しやすさや、設置運転席周りでもどこでもよい
。ドライブレコーダ１もその他の機器も同様である。
【０１０７】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、外部スイッチ８とドライブレコーダ１とは連
絡線αで通信可能に接続されているが、これらは無線で通信可能に接続されていてもよい
。そして、断線検出処理では、この無線での通信が行われなくなったか否かを監視するよ
うにしてもよい。
【０１０８】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、加速度センサ１４８での結果に基づいてのみ
、衝突を検出しているが、急ブレーキや急加速が行われたときに画像を検出するようにし
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てもよい。
【０１０９】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、Ｓ２２の処理において、加速度センサ１４８
での検出が行われないようにしているが、ＩＣメモリ１３への画像の記憶が行われないよ
うにしてもよい。
【０１１０】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、カメラ１４６と液晶モニタ１４２とが筐体１
０に固定されているが、例えば、液晶モニタ１４２を筐体１０に対して首振り可能に固定
してもよい。具体的には、上記実施形態で液晶モニタ１４２の表示画面１２ａが向いてい
る方向を基準に、その方向に対して斜め上方や斜め下方、斜め右方や左方を向くように固
定してもよい。カメラ１４６の場合も同様である。
【０１１１】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、電源を車両から取り込んでいるが、太陽電池
を備え、晴天のときなどは、この太陽電池から供給された電力で動作するようにしてもよ
い。
【０１１２】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、Ｓ７２の処理において、外部スイッチ８の押
下スイッチ８０内部に設置されたＬＥＤランプ（本発明の警告ランプに相当する）を点滅
させる（あるいは点灯させる）処理を実行しているが、外部スイッチ８に取り付けられた
警報ランプであるＬＥＤランプの点灯色を変化させて警報を実行してもよい。具体的には
、通信が可能なときには、警告ランプを青色で点灯等させ、通信が不能で警報が必要なと
きには、赤色で点灯等させるなどしてもよい。
【０１１３】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、衝撃を検出するための手段として加速度セン
サ１４８を用いたが、この他に、衝突音を検出するセンサや、車両からの信号（エアバッ
ク等の事故情報）を検出する装置を用いて衝突を検出してもよい。
【０１１４】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、加速度センサ１４８が衝撃を検出する時に音
声によるアナウンスを行ってもよい
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、液晶モニタ１４２とカメラ１４６を別体に構
成してもよい
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、運行状態か否かを車両からの情報（シフトレ
バーの位置、シートベルトの着用、サイドブレーキの状態、鍵の回転位置）判断してもよ
い。
【０１１５】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、カメラ１４６で撮影された画像の他に、加速
度センサや方位センサでの検出結果、ブレーキのかかり具合、車速についての情報を、画
像と共に記録するようにしてもよい。また、これらの他に、運転者の情報（例えば、音声
、視点、体温、心拍数などの情報）を記録してもよい。さらに、アクセル踏み量、ウイン
カーの可動状況、ヘッドライトの点灯状況、ハンドルの操作量や操作角などについての情
報を記録してもよい。
【０１１６】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、画像を記録するための手段としてＩＣメモリ
１３を用いているが、このＩＣメモリ１３のような半導体を用いた記録媒体以外にも、Ｈ
ＤＤやＤＶＤ、ＣＤその他の記録媒体を用いてもよい。
【０１１７】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、画像表示処理Ｓ６８からＳ１０に戻っている
が、Ｓ６６の終了後、所定時間経過したらＳ１０に戻るようにしてもよい。
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、記憶容量監視処理において、判定閾値を複数
用意して、予備的な警告から使えなくなるまでの、警告をすべき緊急度などに応じて、段
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階的に警告を行っても良い。
【０１１８】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、Ｓ５２の警告時に、音声アナウンスを行って
もよい。
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、記憶容量監視処理において警告を行ってもな
おも改善されない場合には、さらに別の警告を行い、動作を停止してもよい。
【０１１９】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、画像消去許否選択において、「許可」、「禁
止」の他に「消去」があってもよい。
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、液晶モニタ１４２に表示する内容は操作によ
る選択以外に、時間経過または本体の状態（例えば、普段は運行状態画像を表示し、衝撃
を検出してから保存が終了するまでの間、自動で撮影画像に切り替わり、保存終了後は自
動にて一定時間再生を行う。）に応じて液晶モニタ１４２に表示する内容が切り変わって
もよい。
【０１２０】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、外部スイッチ８を操作するとカメラ１４６で
撮影している画像が記録されるが、この他に、運転者の状態を検出して（例えば、居眠り
などをしていないか等）、居眠りをしていると判定した場合に、画像を記録するようにし
てもよいし、急ブレーキが踏まれたときや急ハンドルが切られたときに画像を記録するよ
うにしてもよい。
【０１２１】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、主に車両の衝突を検出するため加速度センサ
１４８を備えているが、衝突以外にも、もっと軽い衝突を検出するセンサ等を備え、車両
の衝突よりも衝撃が小さい衝突（停車している車両に自転車当たる、車道に落ちていた小
さな物に乗り上げるなど）を検出したときも画像を記録したり、あるいは、そのような衝
突があったことを液晶モニタ１４２に表示する処理を行っても良い。
【０１２２】
　上記実施形態のドライブレコーダ１では、Ｓ５６で、一定時間経過しているか否かを判
定しているが、この判定では、ＩＣメモリ１３に対し画像を記憶可能な容量が大きくなる
ように変化したか否かを判定してもよい。そして、この判定で変化していないと判定され
たら（Ｓ５６：ＮＯ）、待機し、変化したと判定されたら（Ｓ５６：ＹＥＳ）、Ｓ５０の
処理に戻るようにしてもよい。
【０１２３】
　本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく、上述
の実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本実施形態のドライブレコーダ１の斜視図である。
【図２】ドライブレコーダ１の説明図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は
背面図、（ｄ）はドライブレコーダを左斜め上方から見た斜視図である。
【図３】ドライブレコーダ１の周辺機器を説明するための説明図で、（ａ）は配線方法を
説明するための模式図、（ｂ）は配線図である。
【図４】リモコンの平面図である。
【図５】ドライブレコーダを車両に取り付ける様子を説明するための模式図であり、（ａ
）は、ドライブレコーダを前後方向に傾斜させる様子を説明する右側面図、（ｂ）は、ド
ライブレコーダを左右方向に傾斜させる様子を説明する正面図、（ｃ）は、ドライブレコ
ーダの背面を右斜め下方から見た斜視図である。
【図６】ドライブレコーダ１について機能毎に各構成（内部構成）をブロックで示したブ
ロック図である。
【図７】中央制御装置１４０で実行されるカメラ位置設定処理のフローチャートである。
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【図８】中央制御装置１４０で実行される画像ロック処理のフローチャートである。
【図９】中央制御装置１４０で実行される記憶容量監視処理のフローチャートである。
【図１０】中央制御装置１４０で実行される画像表示処理のフローチャートである。
【図１１】中央制御装置１４０で実行される断線検出処理のフローチャートである。
【図１２】外部スイッチ８の取り付け位置の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２５】
１…ドライブレコーダ、５…脚立具、６…メインユニット、６ａ…プラグ、７…アンテナ
ユニット、８…外部スイッチ、９…リモコン、１０…筐体、１０ａ…上面、１０ｂ…正面
、１０ｃ…背面、１０ｄ…右側側面、１０ｅ…左側側面、１０ｆ…下面、１２ａ…表示画
面、１２ｂ…リモコン受信部、１２ｃ…挿入孔、１２ｄ…カメラレンズ、１２ｅ…調整ツ
マミ、１２ｆ…取り付け口、１３…ＩＣメモリ、１４…中央制御装置、８０…押下スイッ
チ、９０…メインスイッチ、９０ａ…ＳＥＴスイッチ（中央部分）、９０ｂ…アップスイ
ッチ（上方部分）、９０ｃ…ダウンスイッチ（下方部分）、９０ｄ…左方スイッチ（左方
部分）、９０ｅ…右方スイッチ（右方部分）、９１…戻るスイッチ、９２～９４…スイッ
チ、１００…インパネ、１４０…中央制御装置、１４０ａ…メモリ、１４２…液晶モニタ
、１４４…リモコン受信装置、１４６…カメラ、１４８…加速度センサ、１５０…方位セ
ンサ、１５２…画像記憶部、１５４…レーダー探知アンテナ、１６０…ブレーキセンサ、
１６２…車速センサ

【図１】 【図４】
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【図９】

【図１１】

【図１２】
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