
JP 6058907 B2 2017.1.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載された車載記録装置であって、
　前記車両の外部または内部を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段が撮影した画像を記録する記録手段と、
　前記車両が位置する場所の勾配に関する情報であってその勾配の大きさ及び長さを含む
情報、及び、前記車両が位置する場所の高度に関する情報を取得する取得手段と、
　前記記録手段が記録する画像に、前記取得手段によって取得された勾配に関する情報、
及び、高度に関する情報を重畳して記録する記録制御手段と、
　を備え、
　前記勾配に関する情報、及び、前記高度に関する情報が重畳して記録された画像を表示
する表示手段をさらに備え、
　前記表示手段は、前記画像中の道路を表す部分に前記勾配に関する情報を表示すること
を特徴とする車載記録装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記車両が位置する場所の気圧を検出する気圧検出手段を備え、前記
気圧検出手段によって検出された気圧から前記高度を算出し、前記高度を走行距離に従っ
て記録しておき、前記走行距離に対応する前記高度の変化から前記勾配を算出することを
特徴とする請求項１記載の車載記録装置。
【請求項３】
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　前記車両に加わる衝撃を感知する衝撃感知手段をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記衝撃感知手段が衝撃を感知した時点より所定時間前に撮影さ
れ記録された所定時間分の画像に、撮影時刻と同じ時刻に取得された前記勾配に関する情
報及び前記高度に関する情報を重畳して記録することを特徴とする請求項１記載の車載記
録装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記車両のピッチ角を検出するピッチ角検出手段を備え、前記ピッチ
角から前記勾配に関する情報を取得することを特徴とする請求項１記載の車載記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載された車載記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の車載記録装置であるドライブレコーダとして、イグニッションＯＮで起
動し、車両運行時に常時録画するタイプのものと、ＧセンサからのＧ値が設定値を超えた
場合、Ｇ値が発生した前後の時間分を録画するタイプのものが存在する。
【０００３】
　ドライブレコーダが録画する画像は、車両の前方、後方、車室内等、カメラの設定位置
によって異なる。また、ドライブレコーダで録画された画像は、事故原因の解析・分析に
役立てられる。
【０００４】
　この種の先行技術として、運転中に得られる運転状況情報を時系列に保存し、危険運転
状態と判定される時にトリガー信号を出力し、その時点の運転状況情報にフラグを付して
記録するデジタルタコグラフがある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１９９３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の車載記録装置には、つぎのような問題があった。事故原因を解析
・分析する際、事故現場が坂道の途中にある場合、車両は道路と平行に傾いていると想定
されるが、録画された映像を見ても、道路の坂道状況（例えば坂道の勾配や長さ）を正確
に把握することができなかった。
【０００７】
　このように、ドライブレコーダに録画された映像からは、車両が走行している路面の勾
配を判別することができなかった。
【０００８】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両が位置する場
所の状況を正確に把握することができる車載記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る車載記録装置は、下記（１）～（４）を
特徴としている。
（１）　車両に搭載された車載記録装置であって、
　前記車両の外部または内部を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段が撮影した画像を記録する記録手段と、
　前記車両が位置する場所の勾配に関する情報であってその勾配の大きさ及び長さを含む
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情報、及び、前記車両が位置する場所の高度に関する情報を取得する取得手段と、
　前記記録手段が記録する画像に、前記取得手段によって取得された勾配に関する情報、
及び、高度に関する情報を重畳して記録する記録制御手段と、
　を備え、
　前記勾配に関する情報、及び、前記高度に関する情報が重畳して記録された画像を表示
する表示手段をさらに備え、
　前記表示手段は、前記画像中の道路を表す部分に前記勾配に関する情報を表示すること
。
（２）　上記（１）の構成の車載記録装置であって、
　前記取得手段は、前記車両が位置する場所の気圧を検出する気圧検出手段を備え、前記
気圧検出手段によって検出された気圧から前記高度を算出し、前記高度を走行距離に従っ
て記録しておき、前記走行距離に対応する前記高度の変化から前記勾配を算出すること。
（３）　上記（１）の構成の車載記録装置であって、
　前記取得手段は、前記車両のピッチ角を検出するピッチ角検出手段を備え、前記ピッチ
角から前記勾配に関する情報を取得すること。
（４）　上記（１）の構成の車載記録装置であって、
　前記車両に加わる衝撃を感知する衝撃感知手段をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記衝撃感知手段が衝撃を感知した時点より所定時間前に撮影さ
れ記録された所定時間分の画像に、撮影時刻と同じ時刻に取得された前記勾配に関する情
報及び前記高度に関する情報を重畳して記録すること。
【００１０】
　上記（１）～（３）の車載記録装置によれば、撮影した画像に勾配に関する情報及び高
度に関する情報を重畳して記録するので、車両が位置する場所の状況の正確な把握を可能
とする。
　上記（４）の車載記録装置によれば、坂道で事故が発生した場合、事故現場の原因を解
析・分析することに役立たせることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、撮影した画像に勾配に関する情報を重畳して記録するので、車両が位
置する場所の状況を正確に把握することができる。従って、坂道で事故が発生した場合、
事故現場の原因を解析・分析することに役立たせることができる。
【００１２】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本発
明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施の形態におけるドライブレコーダシステム１の構成を示す図である
。
【図２】図２は、坂道検出ユニット５０の構成を示す図である。
【図３】図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、高度と気圧の関係（図３（Ａ））、及び坂道の状
況（図３（Ｂ））を示すグラフである。
【図４】図４は、勾配等の情報が重畳された画像の例を示す図である。
【図５】図５は、ドライブレコーダ１０の記録動作手順を示すフローチャートである。
【図６】図６は、ドライブレコーダ１０から出力された映像を表示する表示装置６０の画
面を示す図である。
【図７】図７（Ａ）及び図７（Ｂ）は、カメラ２０ａによって撮影された映像を表示する
ウインドウ６１の他の画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明の実施の形態における車載記録装置について図面を用いて説明する。本実施形態
の車載記録装置はドライブレコーダに適用される。
【００１５】
　図１は実施の形態におけるドライブレコーダシステム１の構成を示す図である。ドライ
ブレコーダシステム１は、ドライブレコーダ１０、カメラ２０、速度センサ３０、Ｇセン
サ４０、坂道検出ユニット５０、及び表示装置６０から構成される。
【００１６】
　ドライブレコーダ１０は、映像や速度等のデータを記録しておくものであり、ＣＰＵ１
１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、画像メモリ１４、各種インタフェース（Ｉ／Ｆ）１５、１
６、１７、１８、１９を有する。
【００１７】
　画像メモリ１４には、カメラ２０によって撮影された映像の画像データが記録される他
、速度センサ３０によって検出された車両の速度データ等が記録される。ＲＯＭ１２には
、後述する制御プログラムの他、気圧と高度の関係を示すテーブル等が記憶されている。
ＳＤＲＡＭ（ＲＡＭ）１３はワークメモリとして使用される。
【００１８】
　インタフェース１６には、車両の外部および内部を撮影する５台のカメラ２０が接続さ
れる。５台のカメラ２０は、それぞれ車両の前方を撮影するカメラ２０ａ、車両の左側及
び右側をそれぞれ撮影するカメラ２０ｂ、２０ｃ、車両の後方を撮影するカメラ２０ｄ、
及び車室内を撮影するカメラ２０ｅからなる。なお、車両前方を撮影するカメラ２０ａ及
び車室内を撮影するカメラ２０ｅはドライブレコーダ１０の筐体に取り付けられたもので
もよい。
【００１９】
　インタフェース１７には、車両の加速度を検知し、車両に加わる衝撃を感知するＧセン
サ４０（衝撃感知手段）が接続される。インタフェース１８には、車両の速度を検出する
速度センサ３０が接続される。また、インタフェース１８には、図示しないエンジン回転
数センサ、ハンドル角度センサ、ウインカスイッチ、ブレーキスイッチ等の各種センサが
接続されてもよい。
【００２０】
　インタフェース１９には、カメラ２０によって撮影された映像や各種データを表示する
表示装置６０が接続される。なお、表示装置６０はドライブレコーダ１０に搭載されても
よい。
【００２１】
　インタフェース１５には、坂道の状況を検出する坂道検出ユニット５０が接続される。
図２は坂道検出ユニット５０の構成を示す図である。坂道検出ユニット５０は、ＣＰＵ５
１、ＥＥＰＲＯＭ５２、気圧センサ５３、端子５６、インタフェース（Ｉ／Ｆ）回路５５
、５７、５８、５９等を有する。気圧センサ５３（気圧検出手段）として、例えば、シリ
コン等の半導体を用い、気圧値を表す電気信号を出力する静電容量式あるいは振動式のセ
ンサが挙げられる。
【００２２】
　ＣＰＵ５１は、端子５６及びＩ／Ｆ回路５５、５７を通じてドライブレコーダ１０とシ
リアル通信を行い、また、気圧センサ５３によって検出された信号値をもとに、気圧デー
タ７５を算出して出力する。また、ＣＰＵ５１は、登り信号７０あるいは下り信号７１を
出力する。
【００２３】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は高度と気圧の関係（図３（Ａ））、及び坂道の状況（図３
（Ｂ））を示すグラフである。図３（Ａ）には、ＲＯＭ１２に格納された気圧と高度の関
係を示すテーブルをもとに、気圧データに対応する高度データのグラフが示されている。
縦軸は気圧、横軸は高度を表す。このグラフから、高度が上がるにつれて気圧は低くなっ
ていることが分かる。
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【００２４】
　また、図３（Ｂ）のグラフには、事故直前の５０ｍ毎の坂道の状況が示されている。縦
軸は高度を表し、横軸は走行距離を表す。このグラフから、例えば、上り坂ａでは、長さ
１２００ｍ、勾配５．２％であることが分かる。下り坂ｂでは、長さ８００ｍ、勾配５％
であることが分かる。
【００２５】
　ここで、車両が位置する道路（場所）の勾配は、走行距離に対する高度の変化から、数
式（１）に従って算出する。高度の変化が正（プラス）である場合、登り坂、負（マイナ
ス）である場合、下り坂となる。
　勾配［％］ ＝ １００ ＊ 高度の変化［ｍ］／走行距離［ｍ］　……（１）
【００２６】
　このように、道路の高度から路面の勾配を実測値として正確に算出することができる。
なお、坂道の状況を表すデータ（長さ、勾配等）は、事故発生前の数十秒の映像と一致さ
せる必要はなく、任意の設定時間分だけ、坂道の状況を表すデータを映像（画像データ）
に付加すればよい。また、道路の標高（高度）データは、通常、事故前の数十秒では短く
、もっと長い任意の時間に設定可能である。
【００２７】
　図４は勾配等の情報が重畳された画像の例を示す図である。一定時間（例えば、１秒）
ごとに、カメラ２０で撮影された映像（画像データ）には、図４に示すように、坂道検出
ユニット５０から出力される気圧データに対応する高度データ及び勾配データ（長さを含
む）が重畳される。つまり、撮影画像に高度、勾配及び長さのテキスト情報８５を埋め込
んだ画像８１が得られる。
【００２８】
　画像データは、この重畳処理とは別の処理ルーチンで、所定時間分、繰り返し画像メモ
リ１４に記録される。なお、画像データに重畳して記録されるデータには、高度データや
勾配データ（長さを含む）の他、速度データ等が含まれてもよい。
【００２９】
　上記構成を有するドライブレコーダシステム１の動作を示す。図５はドライブレコーダ
１０の記録動作手順を示すフローチャートである。この動作プログラムは、ＲＯＭ１２に
格納されており、イグニッションＯＮ後、ＣＰＵ１１によって所定時間（例えば１秒）ご
とに実行される。また、前述したように、本処理ルーチンとは別の処理ルーチンで、カメ
ラ２０によって撮影される映像（画像データ）は、常に所定時間分繰り返し画像メモリ１
４に記録されている。
【００３０】
　まず、ＣＰＵ１１は、速度センサ３０によって検出される速度データ、Ｇセンサ４０に
よって検出されるＧ値（加速度値）、及び坂道検出ユニット５０によって検出される気圧
データに対応する高度データを取得し、画像メモリ１４に記録する（ステップＳ１）。こ
のとき、ＣＰＵ１１は、図３（Ａ）のグラフを参照し、気圧データに対応する高度データ
を求める。ここで求められた高度データを、速度データから得られる走行距離に対応付け
ることで、前述した図３（Ｂ）の坂道の状況を表すグラフが得られる。
【００３１】
　ＣＰＵ１１は、ステップＳ１で求めたＧ値が、事故発生が起きたか否かを判断する際の
しきい値を超えたか否かを判定する（ステップＳ２）。判定の結果、Ｇ値がしきい値以下
である場合、ＣＰＵ１１はそのまま本動作を終了する。
【００３２】
　一方、判定の結果、Ｇ値がしきい値を超えた場合、ＣＰＵ１１は、別の処理ルーチンで
取得され、画像メモリ１４に記録された画像データに、ステップＳ１の高度データ及び勾
配データを重畳させて画像メモリ１４に記録する映像記録処理を行う（ステップＳ３）。
【００３３】
　この映像記録処理（記録制御手段に相当）では、ＣＰＵ１１は、図４に示すように、事
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故発生前に撮影され、記録された所定時間分の映像（画像データ）に、撮影時刻と同じ時
刻に取得された高度データ及び勾配データを重畳して記録する。つまり、事故発生時点よ
り所定時間前からの映像に勾配データ等が重畳される。この後、ＣＰＵ１１は本動作を終
了する。
【００３４】
　これにより、Ｇ値がしきい値を超えるような衝撃が車両に加わる前に撮影された画像デ
ータには、勾配データ等が付加される。なお、事故発生後も、ＣＰＵ１１は、事故発生後
に撮影された画像データに、時刻が同じ勾配データを重畳させて記録してもよい。
【００３５】
　図６はドライブレコーダ１０から出力された映像を表示する表示装置６０の画面を示す
図である。表示装置６０の画面は、４つのウインドウ６１、６２、６３、６４に分割され
ている。ウインドウ６１には、カメラ２０ａによって撮影された車両前方の映像が表示さ
れる。このウインドウ６１には、車両前方の映像の他に、高度、勾配、長さ（高度６００
ｍ，勾配３％，長さ５００ｍ）及びその他のデータが表示される。これにより、事故原因
を究明する際、視覚的に勾配の大きさを意識することができる。
【００３６】
　また、ウインドウ６２には、４分割された各子画面に、カメラ２０ｄ、２０ｂ、２０ｃ
、２０ｅによってそれぞれ撮影された車両の後方、左側、右側、車室内の映像が表示され
る。ウインドウ６３には、事故発生前後における車両の速度、エンジン回転数、左右及び
前後のＧ値の変化を示すグラフが表示される。ウインドウ６４には、各種の車両情報が表
示される。
【００３７】
　本実施形態のドライブレコーダシステムによれば、ドライブレコーダ１０の映像から事
故状況を解析する際、事故前の坂道状況を入手することができる。従って、道路の勾配情
報を加味して事故原因を究明することが可能となり、事故現場である坂道の状況を正確に
把握することができる。このように、坂道で事故が発生した場合、勾配情報（データ）を
用いることで、事故現場の原因を解析・分析することに役立たせることができる。
【００３８】
　また、坂道検出ユニット５０によって検出される気圧データをもとに、高度データを取
得することができ、地図の標高データにない部分、例えば高架橋、専用道路から一般道路
への下り部分等においても、実測値として高度データを取得することができる。
【００３９】
　なお、本発明は、上記実施形態の構成に限られるものではなく、本実施形態の構成が持
つ機能を達成できる構成であればどのようなものであっても適用可能である。
【００４０】
　例えば、図７（Ａ）及び図７（８）はカメラ２０ａによって撮影された映像を表示する
ウインドウ６１の他の画面例を示す図である。図７（Ａ）では、ウインドウ６１の画面に
は、勾配を表す目盛り６７が指示マーク６７ａとともに表示される。図７（Ｂ）では、ウ
インドウ６１の画面には、拡張現実（ＡＲ：Augmented Reality）の技術を用いて、映像
中の道路を表す部分に勾配等のテキスト情報６８が表示される。これにより、道路と勾配
との対応が明瞭になる。
【００４１】
　また、上記実施形態では、気圧センサによって検出された気圧データから得られる高度
の変化をもとに、道路の勾配を算出して取得したが、その他の方法で取得してもよい。例
えば、ドライブレコーダには、ＧＰＳ衛星からの電波を検出した車両の現在位置を検出す
るＧＰＳ受信器や、車両のピッチ角等を検知するジャイロセンサが搭載されてもよい。
【００４２】
　ジャイロセンサが搭載された場合、これを用いて、車両のピッチ角を検出し、この検出
されたピッチ角の平均値等から、道路の勾配を取得してもよい（ピッチ角検出手段）。こ
れにより、車両が位置する場所の高度を求めることなく、道路の勾配を簡単に求めること
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ができる。
【００４３】
　また、ＧＰＳ受信器から得られるＧＰＳデータに含まれる高度の情報をもとに、その変
化から道路の勾配を算出してもよい。
【００４４】
　さらには、予め高度データが登録された地図データを保持しておいてもよく、ＧＰＳデ
ータの現在位置から高度データを得るようにしてもよい。また、ＧＰＳデータの現在位置
に対応する勾配情報が登録されたマップを参照し、現在位置から即座に勾配の情報を取得
してもよい。
【００４５】
　本発明は、車両に搭載された車載記録装置において、車両が位置する場所の状況を正確
に把握することができ、有用である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　ドライブレコーダシステム
　１０　ドライブレコーダ
　１１、５１　ＣＰＵ
　１２、５２　ＲＯＭ
　１３　ＲＡＭ
　１４　画像メモリ
　１５、１６、１７、１８、１９　インタフェース（Ｉ／Ｆ）
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２０ｅ　カメラ
　３０　速度センサ
　４０　Ｇセンサ
　５０　坂道検出ユニット
　５３　気圧センサ
　５５、５７、５８、５９　インタフェース回路
　５６　端子
　６０　表示装置
　６１、６２、６３、６４　ウインドウ
　６７　目盛り
　６７ａ　指示マーク
　６８、８５　テキスト情報
　７０　登り信号
　７１　下り信号
　７５　気圧データ
　８１、９１　画像
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