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(57)【要約】
【課題】車両に搭載され映像データを記録するドライブ
レコーダ及びドライブレコーダシステムを提供する。
【解決手段】カメラ（１２）と、画像処理部（１４０）
と、記録制御部（１５０）と、表示制御部（１２０）と
、制御部（１６０）と、を備えるドライブレコーダ（１
０）であって、制御部（１６０）は、当該ドライブレコ
ーダ（１０）の外部に接続された外部表示装置（２００
）から当該外部表示装置（２００）に対してなされた操
作に関する情報である操作情報を受信した場合は、受信
した操作情報に基づいた映像データを外部表示装置（２
００）に出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され映像データを取得するカメラと、
　前記映像データのエンコードを行う画像処理部と、
　前記画像処理部によりエンコードされた前記映像データを記録させる記録制御部と、
　前記映像データの記録及び表示を制御する制御部と、
を備えるドライブレコーダであって、
　前記制御部は、当該ドライブレコーダの外部に接続された外部表示装置から、当該外部
表示装置に対してなされた操作に関する情報である操作情報を受信した場合は、前記受信
した操作情報に基づいた前記映像データを前記外部表示装置に出力することを特徴とする
ドライブレコーダ。
【請求項２】
　前記記録制御部に記録された前記映像データを前記外部表示装置に出力させる前記表示
制御部を備え、
　前記制御部は、前記外部表示装置から前記操作情報を受信した場合は、受信した前記操
作情報に対応する操作を、前記表示制御部に指示し、
　前記表示制御部は、前記制御部による指示を前記映像データに反映させて、当該映像デ
ータを前記外部表示装置に出力することを特徴とする請求項１に記載のドライブレコーダ
。
【請求項３】
　前記制御部は、前記外部表示装置になされた操作の操作位置に対応する座標情報を受信
した場合は、受信した前記座標情報に対応する処理操作を、前記表示制御部に指示するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載のドライブレコーダ。
【請求項４】
　前記制御部は、前記記録制御装置により前記映像データを記録させるときに、映像デー
タの暗号化を行い、前記記録制御装置により記録された前記映像データを読み出すときに
、前記映像データの復号化を行うことを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載
のドライブレコーダ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され映像データを記録するドライブレコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の走行データを映像データと共に記録するドライブレコーダを車両に搭載すること
が行われている。ドライブレコーダは、例えば車両に衝撃が発生した場合に、その衝撃が
発生した時刻を含む前後の所定時間の映像データを取得し、メモリカードに記録するよう
に構成されている。
【０００３】
　このようなドライブレコーダにおいて、メモリカードに記録された映像データの内容を
確認する場合には、映像データ再生機能を備えるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に、映
像データを記録したメモリカードを移動させる。
【０００４】
　また、ドライブレコーダが液晶モニタを備えたり、車載のカーナビゲーション装置のモ
ニタ機能を利用して、ドライブレコーダ本体で、記録した映像データを再生することも可
能である。
【０００５】
　特許文献１には、カメラにより取得された映像データを表示するモニタとして、車両の
制御内容を表示するためのモニタ又はカーナビゲーション装置のモニタとしたドライブレ
コーダが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１９３２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述のように、メモリカードに映像データを記録する場合は、メモリカードを移動させ
るための手間が発生する。また、カーナビゲーションの表示装置でドライブレコーダに記
録された映像データを直接再生する場合は、映像データを一旦アナログ信号に変換して、
アナログ信号を伝送するケーブルによりモニタに表示させていた。
【０００８】
　この場合、デジタル信号をアナログ信号に変換することによる画質の低下が発生する。
また、ドライブレコーダは、ドライブレコーダと外部の表示装置とで映像信号を伝送する
のみであり、映像データに対する操作情報（映像データの選択、再生、停止、早送り、巻
戻し等）を出力して表示装置（タッチパネル）で操作することができない。特に、汎用の
カーナビゲーション装置にそのような機能を持たせるためには、ハードウェアやソフトウ
ェアの改修が必要となり、コストが増加する。また、ドライブレコーダから映像データに
対する操作（映像データの選択、再生、停止、早送り、巻戻し等）を行うためには、表示
装置とドライブレコーダとを近接して配置するなど、レイアウトに制約が発生する。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、コストを増加することなく
、ドライブレコーダの外部に接続された表示装置に映像データ表示した場合にも、操作性
を向上できる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】
【００１０】
　本発明は、車両に搭載され映像データを取得するカメラと、映像データのエンコードを
行う画像処理部と、画像処理部によりエンコードされた映像データを記録させる記録制御
部と、映像データの記録及び表示を制御する制御部と、を備えるドライブレコーダであっ
て、制御部は、当該ドライブレコーダの外部に接続された外部表示装置から、当該外部表
示装置に対してなされた操作に関する情報である操作情報を受信した場合は、受信した操
作情報に基づいた映像データを外部表示装置に出力する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ドライブレコーダは、当該ドライブレコーダの外部に接続される外部
表示装置から操作情報を受信した場合に、この操作情報に基づいた映像データを出力する
。このような制御により、外部表示装置から映像データに対してなされた操作を映像デー
タに反映させることをドライブレコーダのみの制御で行うことができる。これにより、従
来一般的に利用されているカーナビゲーションの外部表示装置の制御を行うためにハード
ウェアやソフトウェア等の変更を行うことなく、ドライブレコーダの映像データの表示及
び映像データの表示に対する操作に用いることができ、映像データの表示のためにコスト
を増加させることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態の本発明のドライブレコーダを含むドライブレコーダシステム
の説明図である。
【図２】本発明の実施形態のドライブレコーダの機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態の映像データの表示処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態の制御部の処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態の表示装置における映像データの表示例を示す説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態のドライブレコーダ１０を含むドライブレコーダシステム１
の説明図である。
【００１５】
　ドライブレコーダシステム１は、車両１１に搭載されるドライブレコーダ１０と、事業
所等に設置されるパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）２０と、ドライブレコーダ１０
が取得するデータを記録するメモリカード３０とから構成される。
【００１６】
　ドライブレコーダ１０は、車両１１から走行データ（例えば車速、エンジン回転数、緯
度、経度等）を取得して、これらを日時情報と共に所定の時間間隔で記録する。また、ド
ライブレコーダ１０は、カメラ１２により取得された映像データを記録する。走行データ
及び映像データは、記録制御部１５０を介してドライブレコーダ１０に挿入されるメモリ
カード３０に記録される。
【００１７】
　ドライブレコーダ１０は、メモリカード３０が挿入された状態でメモリカード３０との
間でデータの書き込み及び読み出しを行う記録制御部１５０と、メモリカード３０に人為
的に画像データを記録させる記録ボタン１８０と、点灯状態（色、点滅等）によりドライ
ブレコーダ１０の状態を表示するＬＥＤ１９３とが設けられている。
【００１８】
　また、車両１１には表示装置２００が備えられる。表示装置２００は、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）からなる表示部２１０を備える。また、表示装置２００は、後述するように
ＵＳＢインタフェース２２０を備え、ＵＳＢケーブル２５０を介して、ドライブレコーダ
１０に記録された映像データを表示することができるように構成されている。
【００１９】
　なお、表示装置２００は、車両１１に搭載されるカーナビゲーションシステム、ＰＮＤ
（Portable Navigation Device）、メディア再生装置等により構成される。
【００２０】
　ＰＣ２０は、メモリカード３０が挿入された状態でメモリカード３０との間でデータの
書き込み及び読み出しを行うメモリカードインタフェース２１と、画像データ等を表示可
能な液晶ディスプレイ等からなる表示部２２と、ユーザからの指示が入力可能なキーボー
ド及びマウス等からなる入力部２３とから構成される。
【００２１】
　メモリカード３０は、記録制御部１５０及びメモリカードインタフェース２１により読
み書き可能に構成されており、例えばＳＤ（Secure Digital）やＣＦ（Compact Flash(登
録商標）)等のフラッシュメモリカードが用いられる。
【００２２】
　図２は、本発明の実施形態のドライブレコーダ１０の機能ブロック図である。
【００２３】
　ドライブレコーダ１０は、カメラ１２から受信した映像信号に対して所定のエンコード
方式に基づいて画像処理を行う画像処理部１４０と、画像処理部１４０によりエンコード
された映像データを一時的に記録する内部メモリ１３０と、映像データをメモリカード３
０に記録する記録制御部１５０と、所定のエンコード方式で記録された映像データをデコ
ードして映像データを表示可能に再生する表示制御部１２０と、を備える。画像処理部１
４０によるエンコード方法は、例えばＪＰＥＧ方式やＭＰＥＧ方式が用いられる。
【００２４】
　また、ドライブレコーダ１０は、制御部１６０を備える。制御部１６０は、内部メモリ
１３０に接続し、内部メモリ１３０とでデータの読み書きを制御する。また、制御部１６
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０は、画像処理部１４０に接続し、画像処理部１４０からの信号が入力されると共に、画
像処理部１４０に制御信号を送る。また、制御部１６０は、記録制御部１５０に接続し、
記録制御部１５０との間でメモリカード３０へのデータの読み書きを制御する。また、制
御部１６０は、加速度センサ１７０及び記録ボタン１８０に接続し、加速度センサ１７０
及び記録ボタン１８０からの信号が入力される。また、制御部１６０は、音声制御部１９
０に接続し、音声制御部１９０に接続されるスピーカ１９１からの音声の出力及び音声制
御部１９０に接続されるマイク１９２からの音声の取得を制御する。また、制御部１６０
はＬＥＤ１９３に接続し、ＬＥＤ１９３の点灯状態を制御する信号を出力する。
【００２５】
　また、制御部１６０は、ＵＳＢインタフェース１１０に接続し、ＵＳＢインタフェース
１１０を介してＵＳＢケーブル２５０により後述する表示装置２００とでデータの送受信
を制御する。また、制御部１６０は、表示制御部１２０に接続し、表示装置２００に表示
させる表示内容を制御する。表示制御部１２０は、ＵＳＢインタフェース１１０に接続し
、表示内容をＵＳＢインタフェース１１０に出力する。
【００２６】
　内部メモリ１３０は、例えばフラッシュＲＯＭ等の不揮発性メモリからなる不揮発性領
域を備え、ドライブレコーダ１０に供給される電源が断たれてドライブレコーダ１０の動
作が停止した後も、記録されたデータを保持できるように構成されている。また、内部メ
モリ１３０はＳＤＲＡＭ等の揮発性メモリからなるバッファ領域を備え、メモリカード３
０に映像データを記録するとき一次的に映像データを記録するバッファとし用いることが
できる。
【００２７】
　加速度センサ１７０は、車両１１に加わる加速度を検出して、検出した加速度が所定の
閾値を超えた場合に、その旨を制御部１６０に通知する。記録ボタン１８０は、加速度セ
ンサ１７０によるイベントの発生の検出にかかわらず、ユーザの操作により走行データ及
び映像データをメモリカード３０に記録させる。制御部１６０は、加速度センサ１７０か
らの通知を受けた場合は、車両１１に衝撃等のイベントが発生したと判断して、内部メモ
リ１３０のバッファ領域から衝撃発生時刻を含む前後の所定時間の映像データを抽出する
。抽出した映像データは、記録制御部１５０によりメモリカード３０に記録される。
【００２８】
　音声制御部１９０は、音声をマイク１９２により取得し、取得した音声データを内部メ
モリ１３０又はメモリカード３０に記録する。また、音声制御部１９０は、記録された音
声データを再生し、スピーカ１９１を介して音声を出力させる。また、ドライブレコーダ
１０は、その点灯状態によりドライブレコーダ１０の状態を表示するＬＥＤ１９３を備え
る。
【００２９】
　ＵＳＢインタフェース１１０は、後述するように、ＵＳＢケーブル２５０を介して、ド
ライブレコーダ１０の外部に接続される外部表示装置としての表示装置２００のＵＳＢイ
ンタフェース２２０と接続される。これにより、ドライブレコーダ１０に記録された映像
データを表示装置２００に表示させることができる。
【００３０】
　また、制御部１６０は、画像処理部１４０によりエンコードされた映像データを、まず
内部メモリ１３０に記録する。制御部１６０は、内部メモリ１３０に記録した映像データ
を、記録制御部１５０を介してメモリカード３０に記録する。なお、制御部１６０が、メ
モリカード３０に映像データを記録するときに、この映像データに暗号化処理を行っても
よい。映像データを暗号化処理することによりメモリカード３０に記録されている映像デ
ータが第三者により読み取りや改ざんされる慮がなくなる。
【００３１】
　また、制御部１６０は、ドライブレコーダ１０の操作の確認音や警報音等を発する場合
は、音声制御部１９０を制御して、対応する音声を再生し、スピーカ１９１から出力させ
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る。
【００３２】
　また、制御部１６０は、車両１１との図示しないインタフェースを備えて、走行データ
（車速、加速度等）を取得して、映像データと共にメモリカード３０に記録する。
【００３３】
　また、制御部１６０は、メモリカード３０の状態やドライブレコーダ１０の状態をＬＥ
Ｄ１９３の点灯状態により表示する。
【００３４】
　表示装置２００は、表示部２１０、ＵＳＢインタフェース２２０及び制御部２３０を備
える。
【００３５】
　表示部２１０は、ＬＣＤから構成され、ドライブレコーダ１０に記録された映像データ
を表示する。また、表示部２１０は、タッチパネル機能を備える。具体的には、表示部２
１０の表示面をマトリクス状にＸ－Ｙ座標を設定しておき、表示部２１０に操作（ユーザ
が表示面を触れる操作）があった場合に、制御部２３０が、その座標情報を取得し、ＵＳ
Ｂインタフェース２２０を介して、座標情報をドライブレコーダ１０に送る。
【００３６】
　制御部２３０は、表示部２１０及びＵＳＢインタフェース２２０を制御する。
【００３７】
　次に、ドライブレコーダ１０と表示装置２００による映像データの表示について説明す
る。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態のドライブレコーダ１０及び表示装置２００において行われ
る表示処理のフローチャートである。図３において、ドライブレコーダ１０の制御部１６
０の処理を左側に、表示装置２００の制御部２３０の処理を右側に示し、制御部１６０と
制御部２３０とが、それぞれ並列に処理が実行される状態を説明する。
【００３９】
　ドライブレコーダ１０において、制御部１６０は、図３の左側に示すフローチャートの
処理を周期的に実行している。
【００４０】
　まず、ドライブレコーダ１０において、制御部１６０は、ユーザの操作により再生モー
ドが選択されたか否かを判定する（ステップＳ１０１）。
【００４１】
　再生モードが選択されていないと判定した場合は、録画モードに移行し、前述のように
、制御部１６０は、カメラ１２から受信した映像信号に対して画像処理部１４０により所
定のエンコード方式に基づいて画像処理を行い、エンコードされた映像データを内部メモ
リ１３０に一時的に記録する。その後、制御部１６０は、記録された映像データを記録制
御部１５０によりメモリカード３０に記録する。
【００４２】
　なお、再生モードであるか否かの判定は、例えば、ドライブレコーダ１０のＵＳＢイン
タフェース１１０にＵＳＢケーブル２５０が接続されたことを契機として、再生モードと
なったと判定してもよいし、ドライブレコーダ１０にユーザの入力を受付けるボタン等の
インタフェースを設け、このボタンから再生モードを示す信号が入力されたことにより再
生モードであると判定してもよい。
【００４３】
　再生モードが選択されたと判定した場合は、制御部１６０は、ＵＳＢケーブル２５０に
よりドライブレコーダ１０と表示装置２００とが接続されているか否かを確認する（ステ
ップＳ１０２）。具体的には、制御部１６０は、ＵＳＢケーブル２５０によりドライブレ
コーダ１０と表示装置２００とが接続されているかを確認するための信号をＵＳＢインタ
フェース１１０、ＵＳＢインタフェース２２０を介して制御部２３０に送信し、表示装置
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２００からこの信号に対する応答を受信する。
【００４４】
　一方、表示装置２００においても、制御部２３０は、図３の右側に示すフローチャート
の処理を周期的に実行している。
【００４５】
　表示装置２００において、制御部２３０は、ＵＳＢインタフェース２２０にＵＳＢケー
ブルが接続されたかを検出して、ＵＳＢ接続が開始されたか否かを判定する（ステップＳ
２０１）。
【００４６】
　ＵＳＢインタフェース２２０にＵＳＢケーブル２５０が接続されていない場合は、制御
部２３０は、内部処理モードに移行する。この場合、例えば表示装置２００がカーナビゲ
ーションシステムである場合は、制御部２３０は、ＧＰＳや車速信号に基づいた地図にお
ける現在位置を表示するなどの処理を実行する。また、表示装置２００がメディア再生装
置である場合は、挿入されているＤＶＤやメモリカード等に記録されている映像データや
音声データの再生を行う。
【００４７】
　ＵＳＢインタフェース２２０にＵＳＢケーブル２５０が接続され、ＵＳＢ接続確認の信
号が送られた場合は、ＵＳＢインタフェース２２０が、信号の送信元であるＵＳＢインタ
フェース１１０に対してＵＳＢ接続確認に対する応答を送信するとともに、制御部２３０
は、外部入力モードに移行し、表示部２１０に外部入力モードであることを示すための表
示を行う（ステップＳ２０２）。
【００４８】
　ドライブレコーダ１０が、ステップＳ１０２において表示装置２００からＵＳＢ接続確
認に対する応答を受信した場合に、制御部１６０は、メモリカード３０に記録されている
映像データを表示装置２００に再生させるための処理を行う（ステップＳ１０３）。
【００４９】
　ステップＳ１０３において、制御部１６０は、メモリカード３０に記録されている映像
データを読み出し、表示制御部１２０によりデコードされた後、このデコードされた映像
データを、ＵＳＢインタフェース１１０を介して表示装置２００に送信する。
【００５０】
　具体的には、制御部１６０は、記録制御部１５０を介してメモリカード３０に記録され
ている映像データを一旦内部メモリ１３０に読み出す。そして、制御部１６０は、内部メ
モリ１３０に記録された映像データから表示制御部１２０の処理により、表示装置２００
の表示部２１０に表示させる表示画面を作成する。表示制御部１２０は、メモリカード３
０に複数の映像データが記録されている場合は、表示装置２００に複数の映像データをサ
ムネイル表示させるための表示画面を作成する。制御部１６０は、作成された表示画面を
、ＵＳＢ規格に準じたデータサイズに分割して、ＵＳＢ規格に準じた所定のタイミングで
、表示制御部１２０からＵＳＢインタフェース１１０に表示画面を送る。ＵＳＢインタフ
ェース１１０は、分割されたデータを、所定のタイミングで、ＵＳＢケーブル２５０を介
して、表示装置２００に送信する。なお、制御部１６０は、メモリカード３０に記録され
ている映像データが暗号化処理されている場合は、映像データの復号化処理を行った後、
内部メモリ１３０に読み出す。
【００５１】
　表示装置２００は、ＵＳＢインタフェース２２０を介して送られた表示画面を、表示部
２１０に表示する（ステップＳ２０３）。
【００５２】
　表示装置２００において、表示部２１０に表示画面を表示しているとき、制御部２３０
は、表示部２１０のタッチパネル機能によりユーザの操作指示があるまで待機している（
ステップＳ２０４）。ユーザからの操作指示を検出した場合、制御部２３０は、表示部２
１０における座標情報を取得する（ステップＳ２０５）。制御部２３０は、取得した座標
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情報を、当該表示装置２００に対してなされた操作に関する情報である操作指示としてＵ
ＳＢインタフェース２２０を介してドライブレコーダ１０に送信する。
【００５３】
　ドライブレコーダ１０において、映像データを表示した後は、制御部１６０は、ＵＳＢ
インタフェース１１０を介して表示装置２００からの操作指示があるまで待機している（
ステップＳ１０４）。表示装置２００から送られた操作指示を検出した場合、制御部１６
０は、検出した操作指示から座標情報を取得する（ステップＳ１０５）。制御部１６０は
、取得した座標情報に対応した処理を実行し、実行された処理に対応する表示画面を表示
装置２００に出力する（ステップＳ１０６）。このステップＳ１０６の処理は、図４で後
述する。表示装置２００は、ＵＳＢインタフェース２２０を介して送られた表示画面を、
表示部２１０に表示する（ステップＳ２０７）。
【００５４】
　このステップＳ１０６及びＳ２０５からＳ２０７の処理により、表示装置２００の表示
部２１０に表示された映像データに対するユーザの操作があった場合に、ドライブレコー
ダ１０の制御部１６０が、その操作に対応した映像データが表示されるように表示画面を
変更する。この映像データが、表示装置２００の表示部２１０に反映されて表示される。
【００５５】
　例えば、表示制御部１２０により表示部２１０に複数の映像データをサムネイル表示さ
せ、ユーザがこの表示画面のサムネイル画像のいずれかをタッチした場合は、その座標情
報が表示装置２００からドライブレコーダ１０に送られる。制御部１６０は、受信した座
標情報から、サムネイル画像のいずれかが選択されたかを判断して、選択されたサムネイ
ル画像に対応する映像データを再生して、表示装置２００に送信する。
【００５６】
　その後、ドライブレコーダ１０において、制御部１６０は、ユーザによる操作等により
映像データの再生の終了が指示されたか否かを判定する（ステップＳ１０７）。映像デー
タの再生の終了が指示されたと判定した場合は、制御部１６０は再生モードを終了して、
録画モードに移行する。映像データの再生の終了が指示されていない場合は、ステップＳ
１０４に戻り、制御部１６０は、処理を繰り返す。なお、映像データの再生の終了は、例
えばユーザによる表示部２１０へのタッチ操作や、ＵＳＢケーブル２５０の取り外しが行
われたときに、判定される。
【００５７】
　一方で、表示装置２００において、制御部２３０は、ＵＳＢケーブル２５０が取り外さ
れたり、ドライブレコーダからのＵＳＢ接続の指示が送られる等により、ＵＳＢ接続が終
了したか否かを判定している（ステップＳ２０８）。ＵＳＢ接続が終了したと判定した場
合は、映像データの再生処理を終了して、内部処理モードに移行する。ＵＳＢ接続が継続
されていると判定した場合は、ステップＳ２０４に戻り、制御部２３０は、処理を繰り返
す。
【００５８】
　図４は、本発明の実施形態の制御部１６０における、図３のステップＳ１０６の処理を
示すフローチャートである。
【００５９】
　前述の図３のフローチャートのように、制御部１６０の処理により、表示画面が、表示
制御部１２０からＵＳＢインタフェース１１０を介して表示装置２００に送られる（図３
のステップＳ１０３）。表示装置２００において、送られた表示画面が表示部２１０に表
示される（図３のステップＳ２０３）。なお、この表示画面には、図５で後述するように
、表示制御部１２０の処理により、映像データに対する指示を受付けるための操作ボタン
等が表示されている。
【００６０】
　ユーザがこの操作ボタンに対するタッチ操作を行った場合は、制御部２３０は、タッチ
操作された位置の表示部２１０における座標情報を取得して（図３のステップＳ２０５）
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、取得した座標情報を操作指示としてＵＳＢインタフェース２２０を介してドライブレコ
ーダ１０に送信する（図３のステップＳ２０６）。
【００６１】
　このとき、ドライブレコーダ１０において図４に示すフローチャートの処理が行われる
。まず、制御部１６０は、送られた操作指示に含まれる座標情報から、表示画面における
操作ボタンのうち、いずれのボタンが選択されたかを判定する（ステップＳ３０１）。そ
して、制御部１６０は、選択されたボタンに対応する処理を、表示中の映像データに対し
て実行する（ステップＳ３０２）。
【００６２】
　例えば、表示画面に映像データのサムネイルが表示されている場合において、ユーザが
サムネイルのうちの一つを選択した場合、制御部１６０は、表示制御部１２０に、サムネ
イル表示から選択された映像データを再生する表示を行わせる。
【００６３】
　このとき表示制御部１２０は、映像データを再生する再生画面に適した操作ボタンを表
示画面に表示させる。例えば、映像データの再生を開始する再生ボタン、映像データの再
生を停止する停止ボタン、映像データの早送りを行う早送りボタン及び映像データの巻き
戻しを行う巻き戻しボタンを表示させる。
【００６４】
　また、表示画面において映像データが再生されている場合に停止ボタンが選択された場
合、制御部１６０は、表示制御部１２０に、再生中の映像データを停止した表示画面に変
更させる。
【００６５】
　また、表示画面において映像データが再生されている場合に早送りボタンが選択された
場合、制御部１６０は、表示制御部１２０に、再生中の映像データを早送り表示する表示
画面に変更させる。
【００６６】
　また、表示画面において映像データが停止された後にサムネイルに戻るボタンが選択さ
れた場合、制御部１６０は、表示制御部１２０に、映像データからサムネイルに表示画面
に変更させる。
【００６７】
　このように変更された表示画面は、図３のステップＳ１０３と同様に、制御部１６０に
より、表示制御部１２０からＵＳＢインタフェース１１０を介して表示装置２００に送ら
れる（ステップＳ３０３）。
【００６８】
　表示装置２００において、制御部２３０は、ＵＳＢインタフェース２２０を介して送ら
れた表示画面を、表示部２１０に表示する。
【００６９】
　このように、図４のフローチャートに示す処理により、表示装置２００の表示部２１０
がタッチ操作された位置（座標情報）に基づいて、ドライブレコーダ１０の制御部１６０
の制御により表示画面が変更され、変更された表示画面が表示部２１０に表示される。
【００７０】
　図５は、本発明の実施形態の表示装置２００の表示部２１０に表示される映像データの
表示の一例の説明図である。
【００７１】
　図５（ａ）は、表示部２１０に複数の映像データ２１０ａをサムネイル表示したときの
例を示す。
【００７２】
　前述のようにメモリカード３０に複数の映像データ２１０ａが記録されている場合は、
前述の図３のステップＳ１０３の処理により、表示制御部１２０が複数の映像データ２１
０ａをサムネイル表示する表示画面を作成して、作成された表示画面を表示装置２００に
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送る。表示装置２００は、ドライブレコーダ１０から送られたこの表示画面を表示部２１
０に表示させる。この結果、表示部２１０に複数の映像データ２１０ａがサムネイル表示
される。
【００７３】
　このとき、ユーザによりサムネイル表示された映像データ２１０ａの一つがタッチパネ
ルに対するタッチ操作により選択された場合、表示装置２００は、タッチ操作された位置
の座標情報を検出し、操作指示としてドライブレコーダ１０に送信する。
【００７４】
　ドライブレコーダ１０の制御部１６０は、送られた操作指示に含まれる座標情報を抽出
し、表示部２１０にサムネイル表示されている映像データのうち、いずれの映像データ２
１０ａが選択されたかを判定する。そして、制御部１６０は、選択された映像データ２１
０ａを表示部２１０に動画として再生する。
【００７５】
　図５（ｂ）は、表示部２１０に映像データ２１０ｂを再生するときの例を示す。
【００７６】
　表示部２１０において、映像データ２１０ｂが再生表示されている。このとき、前述の
図３のステップＳ１０６の処理において、表示制御部１２０が、映像データ２１０ｂに対
する指示を受付けるための操作ボタン２１０ｃを表示する。操作ボタン２１０ｃは、映像
データの再生を開始する再生ボタン、映像データの再生を停止する停止ボタン、映像デー
タの早送りを行う早送りボタン及び映像データの巻き戻しを行う巻き戻しボタンを備える
。
【００７７】
　ここで、ユーザが、操作ボタン２１０ｃの一つをタッチ操作により選択した場合、表示
装置２００は、タッチ操作された位置の座標情報を操作指示としてドライブレコーダ１０
に送信する。
【００７８】
　ドライブレコーダ１０の制御部１６０は、送られた操作指示に含まれる座標情報から、
表示部２１０に表示されている操作ボタン２１０ｃのうち、いずれのボタンが選択された
かを判定する。そして、制御部１６０は、選択されたボタンに対応する処理を、表示中の
映像データ２１０ｂに対して実行する。例えば停止ボタンが選択された場合は、再生中の
映像データ２１０ｂを停止表示する。また、早送りボタンが選択された場合は、再生中の
映像データ２１０ｂを早送り表示する。
【００７９】
　なお、表示部２１０に表示される操作ボタン２１０ｃは、この図５（ｂ）のような表示
に限られず、例えば、映像データを再生中にサムネイル表示に戻すためのボタン、ＵＳＢ
接続を終了して映像データの再生を終了するボタン等を表示してもよい。
【００８０】
　以上のように、本発明の実施の形態のドライブレコーダ１０は、メモリカード３０に記
録された映像データを再生するときに、表示制御部１２０がドライブレコーダ１０の外部
に接続された表示装置２００に映像データを出力することで映像データを表示装置に再生
させる。また、制御部１６０は、表示装置２００から送信された座標情報等の操作情報を
受信した場合は、受信した操作情報に対応する操作を表示制御部１２０により映像データ
に反映させるように構成した。
【００８１】
　このように構成することにより、ドライブレコーダ１０の外部に接続された表示装置２
００に映像データを再生することができる。また、ドライブレコーダ１０が、表示装置２
００から、例えばタッチパネル等の表示装置２００に対する操作に関する情報である操作
情報を受信した場合は、受信した操作情報に対応する処理をドライブレコーダ１０側で実
行することができる。
【００８２】



(11) JP 2013-137668 A 2013.7.11

10

20

30

40

　従って、表示装置２００での操作だけで映像データの再生に関する制御を行うことがで
きるので、ユーザの映像データに関する操作の操作性が向上する。さらに、ドライブレコ
ーダ１０と表示装置２００との間が、例えばＵＳＢケーブル２５０により通信可能に接続
されていればよく、ドライブレコーダ１０と表示装置２００との設置に制約がなくなるの
で、レイアウトの自由度が向上する。
【００８３】
　また、表示装置２００は、タッチパネル機能を備え、ユーザの操作をタッチパネルの座
標情報としてドライブレコーダ１０側に送信する。タッチパネル機能は一般的な表示装置
２００に予め備わっている機能であるため、表示装置２００に特別な構成やソフトウェア
を追加する必要がない。このためドライブレコーダ１０及び表示装置２００における処理
の負担の増加やコストの増加を抑えることができる。
【００８４】
　また、ドライブレコーダ１０と表示装置２００とはＵＳＢインタフェース１１０及びＵ
ＳＢインタフェース２２０により信号を送受信するので、映像データをデジタル信号のま
ま送信して、表示部２１０に表示させることが可能となる。従って、映像データの劣化の
原因となるアナログ信号への変換が発生しない。また、既存のＵＳＢインタフェース２２
０をそのまま用いることができるので、新たの構成の追加が必要なく、ドライブレコーダ
１０及び表示装置２００における処理の負担の増加やコストの増加を抑えることができる
。
【００８５】
　本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内でなし
うるさまざまな変更、改良が含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００８６】
　１　　ドライブレコーダシステム
　１０　ドライブレコーダ
　１１　車両
　１２　カメラ
　２０　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
　３０　メモリカード
　１１０　ＵＳＢインタフェース
　１２０　表示制御部
　１３０　内部メモリ
　１４０　画像処理部
　１５０　記録制御部
　１６０　制御部
　１７０　加速度センサ
　１８０　記録ボタン
　１９０　音声制御部
　２００　表示装置
　２１０　表示部
　２２０　ＵＳＢインタフェース
　２３０　制御部
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