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状態判定装置、状態判定方、法及び状態判定プログラム

技術分野

０００1 本発明は、運転者の状態を判定する状態判定装置、状態判定方法及び状態判定

プログラムに関する。

背景技術

０００2 近年、使用者の精神状態を判別する装置や方法として様々な技術が案出されてい
る。従来の精神状態の判別装置は、例えばセンサ、心拍数測定手段及び判別手段

を備えている。センサは、被験者の心筋の動きに対応した心筋パルス信号を検出す

る。心拍数測定手段は、その心筋パルス信号に基づいて使用者の心拍数を測定す

る。判別手段は、その心拍数の変動傾向に基づいて使用者の精神状態を判別し、そ

の判別結果を示す信号を生成している。

０００3 具体的には、この判別手段は、その使用者の心拍数の大きさが所定値 (判断閾値 )

ょりも 、さく、かつ、その心拍数が低下傾向にある場合には、その使用者が弛緩状態

にあると判別する。一方、この判別手段は、その使用者の心拍数の大きさが所定値 (

判断閾値 ) ょりも大きい場合には、その使用者が緊張状態にあると判別する。従来の

精神状態の判別装置においては、この判別手段にょる判別基準とする判定閾値が

固定値となっている ( 特許文献 1 参照 ) 。なお、この固定された判定閾値としては、初

期心拍数にオフセットを加えた値となっている。

０００4 特許文献 1 特開2 ００4 344269号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかしながら、従来の精神状態の判定装置においては、例えば使用者が運転者で

あると仮定すると、運転者が運転中に心拍数が上昇して無意識のぅちに緊張状態と

なっているにもかかわらず、その緊張状態への慣れから弛緩状態となっていることが

あるため、次のょぅな不都合を生じるおそれがある。すなわち、その判定手段が、この

ょぅな状況の下、固定値である判定閾値を用いて、運転中の運転者の精神状態を判



定すると、その運転者の精神状態を正確に判定することができない問題点があった。

０００6 本発明が解決しよぅとする課題には、上記した問題が一例として挙げられる。

課題を解決するための手段

０００7 上記課題を解決するために、請求項 記載の発明は、移動体を運転する運転者の

状態を表す状態測定値と、前記運転者の状態を判定する際の基準値としての判定

閾値とを比較して、その比較結果に応じて前記運転者の状態を判断する状態判定

手段と、前記判定閾値を、前記移動体の走行状態の変化又は前記移動体内外の環

境の変化に基づいて更新する閾値更新手段とを有する。

０００8 上記課題を解決するために、請求項9記載の発明は、状態判定手段によって、移

動体を運転する運転者の状態を示す状態測定値と、前記運転者の状態を判定する

際の基準値としての判定閾値とを比較して、その比較結果に応じて前記運転者の状

態を判断する状態判定ステップと、閾値更新手段によって、前記判定閾値を、前記

移動体の走行状態の変ィヒ又は前記移動体内外の環境の変ィビに基づいて更新する

閾値更新ステップとを有する。

０００9 上記課題を解決するために、請求項 ０記載の発明は、状態判定手段によって、移

動体を運転する運転者の状態を示す状態測定値と、前記運転者の状態を判定する

際の基準値としての判定閾値とを比較して、その比較結果に応じて前記運転者の状

態を判断させる状態判定ステップと、閾値更新手段によって、前記判定閾値を、前記

移動体の走行状態の変ィヒ又は前記移動体内外の環境の変ィビに基づいて更新させ
る閾値更新ステップとを状態判定装置に実行させる。

発明を実施するための最良の形態

００1０ 以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。

く第 実施形態ノ

図 は、第 実施形態としての状態判定システム ００の構成例を示すシステム構成

図である。

この状態判定システム ００は、被験者使用者の一例としての運転者が運転する車

両に搭載されている。この状態判定システム ００は状態判定装置 を備えている。こ

の状態判定システム 、さらに状態モニタ3、スピーカ5及び表示部7を備えてい



てもよい。

００11 この状態判定装置 は、その移動体の一例としての車両 (車)の外部又は内部にお

ける状況に応じて、運転者の状態を判定する機能を有する。ここでレづ運転者の状態

とは、例えば、精神状態及び心理状態のいずれか又はこれらいずれかの組み合わ

せを表している。

００12 この状態判定装置 には、これら気候情報2、周囲環境情報4、音情報6、画像情報

8、地図情報 ０、車両挙動情報 2及び生体情報 6のいずれか又はこれらいずれか

の組み合わせが、図示しな ( a o o a )変換部によって 変

換された上、入力されている。これら車両挙動情報 2及び生体情報 6としては、各

々、車速測定情報 4及び心拍数測定情報 8が入力される。これら気候情報2など

は、運転者の状態を判定するにあたって適宜必要なものを選択して人力されるよぅに

してもよい。

００13 上記気候情報2は、車両の周囲における天気などの気候に関する情報のぅち所定

の配信元から目引言されたものを受信した情報を表している。周囲環境情報4は、例え

ば、温度センサーなどによって計測された気温、湿度及び気圧などの周囲の環境に

関する情報を表している。音情報6は、例えば車内に設置されたマイク(音入力手段 )

によって収集された車内の運転者及び同乗者の声などを表している。

００14 画像情報8は、車内及び車外のいずれか一方又は両方に設置されたヵメラ (撮像

手段 ) によって撮影された映像に関する画像データを表している。このヵメラは、設置

された場所に応じて、例えば車内の映像を撮像したり、車外、車両前方、車両側方或

いは車両後方の映像を撮像する機能を有する。

００15 地図情報 ０は、この車両が搭載するモバイルヵ一ナビゲーションシステムの地図

情報を表している。本実施形態では、このモバイルヵ一ナビゲーションシステムによる

誘導機能を「ナビゲーション機能」と呼ぶ。この地図情報 ０は、車両が走行可能な道

などに関する情報を表しており、例えば道路種別、渋滞情報、位置情報を表している

。車速測定情報 4は、上述のよぅに車両挙動情報 2の一種であり、図示しない車速

センサによって測定された車速に関する情報を表している。この車両挙動情報 2と

しては、その他の車両に関する情報をも含めてもよい。



００16 心拍数測定情報 8は、上述のよぅに生体情報 6の一種であり、例えば、車両を運

転する運転者の生体の状態を表す情報の一種として、例えば心拍数に関する情報

を表している。この生体情報 6としては、車両の運転者の心拍数を表す情報 (ｱ記

心拍数測定情報 8)の他にも、運転者に関するその他の情報を含んでいてもよい。

この生体情報 6は、例えば車両のハンドルに取り付けられたセンサーが付いている

００17 この状態判定装置 は、入力された気候情報2などのいずれか又はこれらいずれか

に基づいて、運転者の精神状態及び心理状態の少なくとも一方 (以下、単に「運転

者の状態」とレづ)を判定する機能を有する。この運転者の状態に関する判定機能の

詳細については後述する。なお、この状態判定装置 は、上記状態判定装置 による

判定結果を状態モニタ3に出カするよぅにしてもよい。この状態モニタ3は、上記判定

結果に基づく運転者の状態を表示部7に表示させたり、この運転者の状態を音情報

としてスピーヵ5に出力させるよぅ制御を〒ぅ。

００18 図2は、図 に示す状態判定装置 の機能構成の一例を示すブロック図である。

この状態判定装置 は、状態判定部3 3、閾値更新部39及び判定閾値格納部38を

備えている。

００19 この判定閾値格納部38は、例えば、フラッシュメモりなどの記憶手段であり、判定閾

値37を記憶している。この判定閾値37は、運転者などの状態を判定する際の閾値

に関する情報である。この判定閾値37は、例えば初期心拍数にオフセット値を加え

たものとなっている。なお、本実施形態では、後述するよぅに、この判定閾値37が更

新された場合、新たな判定閾値37a と表現している。

００2０ 上記状態判定部33は、運転者の状態が数値ィビされた状態測定値4 と、その運転

者の状態を判定する際の基準値としての判定閾値37とを比較して、その比較結果に

応じて上記運転者の状態を判定する機能を有する。この状態測定値4 は、図 にお

ける気候情報2、周囲環境情報4、音情報6、画像情報8、地図情報 ０、車両挙動情

報 2及び生体情報 6のいずれか又はこれらいずれかの組み合わせを表している。

この情報測定値4 は、これ以外にも様々な情報を採用してもよい。

００2 1 図2に示す閾値更新部39は、上記状態判定部33 (状態判定手段 ) によって運転者



に関して同一の状態が予め設定した時間にわたり継続したと検出された場合、この

判定閾値37を、その車両 (移動体)の走行状態の変ィロ又は移動体内外の環境の変

化に基づいて更新する機能を有する (閾値更新手段 )。なお本実施形態では、閾値

更新部39は、この判定閾値37を新たな判定閾値37a に更新するものとする。

００22 このよぅな状態判定装置 を含む状態判定システム ００は以上のよぅな構成であり、

次に図 及び図2を用いつつ、この状態判定装置 を有する状態判定システム ００の

動作例について説明する。

図3は、状態判定装置 によって実行される状態判定方法の一例を示すフローチャ
ートである。

００23 まず、運転者は車両を運転しており、この車両は、図 に示す状態判定システム ０

を搭載している。この状態判定システム ００は、上述のよぅに状態判定装置 を備え

ている。この車内においては状態モニタ3が配置されており、スピーカ5及び表示装

置7が、運転者及び同乗者によって各々視認及び視聴可能な位置に搭載されている

００24 ここで、この運転者は、運転者の外部の環境、内部の環境、走行情報が変ィビし、心

体は無意識に緊張していても、その状況に慣れると、精神的には平常の状態 (以下、

「平常状態」とレづ)であると感じる。例えば、車両の運転中においては、運転者は、運

転していない場合に比べて心拍数が ０回 分前後高くなっていることが知られてい
る。

００25 また高速道路においては、一般道路よりも、さらに運転者の心拍数が高くなってい
るのにもかかわらず、緊張感は高速道路に入ってまもなく消失してしまぅ傾向がある。

ここで、運転者が、運転中に、とっさの危険 (飛び出しや前方の車両の挙動など) に

対して特別に腹立たしく感じるのは、無意識のぅちにも心身が相当な緊張状態となっ
ているためであるといわれている。また一般道路においても、幹線道路であるか否か

に応じて運転者の状態が異なると考えられる。

００26 このよぅに運転者による運転状況に応じて平常状態と感じるときの生体反応が異な

るため、本実地形態では、状態判定装置 に関して、運転者の状態を判定する際に

以下に示す工夫がなされている。



００27 まずステップ では、状態判定部33が、状態測定値4 として、生体情報 6のぅち

一例として心拍数情報 8を取得する。次にステップS 2では、この状態判定部33が、

判定閾値格納部38から心拍数に関する判定閾値37を取得する。この判定閾値37

は、各状態測定値4 に応じて判定閾値格納部38に用意されている。なお、この判

定閾 37は、運転者ごとに判定閾値格納部38に用意されていても良い。

００28 次にステップ 3では、この状態判定部33によって、車両 (移動体)を運転する運転

者の状態を表す状態測定 4 と、その運転者の状態を判定する際の基準値として

の判定閾値37とを比較して、その比較結果に応じて運転者の状態を判断する (状態

判定ステップ)。この状態判定部33は、状態測定値4 が判定閾値37以上となってい
る場合、状態判定部33が運転者が特定状態であると判定する (ステップ 4)。このス

テップ 4では、状態判定部33は、この特定状態として、例えば運転者が緊張状態に

あると判定している。一方、この状態判定部33は、状態測定値4 がこの判定閾値37

未満である場合には、例えば運転者が弛緩状態であると判断し、上記ステップ か

ら再度実行される。

００29 次にステップ 5では、状態判定部33によって、運転者に対して同一の状態が予め

設定された期間にわたり継続したか否かを検出する。この状態判定部33によって運

転者に関して同一の状態が予め設定された時間にわたり継続していないと判断され

た場合には、上述したステップ が実行される。一方、この状態判定部33によって

運転者に関して同一の状態が予め設定された時間にわたり継続したと判断された場

合には、次のステップS 6が実行される。

００3０ このステップ 6では、閾値更新部39が一定時間が経過するまで待ち、一定時間が

経過すると、上記状態判定部3 3に対してステップ 7を実行させる。このステップ 7

では、この状態判定部33が上述したステップ と同様の処理を実行する。つまり状

態判定部33は、運転者の状態を示す状態測定値4 と、その運転者の状態を判定

する際の基準値としての判定閾値37とを比較して、その比較結果に応じて運転者の

状態を判断する。

００3 次にステップ 8では、上述したステ、ソプ 3と同様に、状態判定部33によって、その

状態測定値4 が判定閾1 37以上となっているか否かが判断される。この状態判定



部33が、この状態測定値4 が判定閾値37未満であると判断した場合には、上記ス

テップ から実行される。一方、状態判定部3 3が、状態測定値4 が判定閾値37以

上となっている場合、次に示すステップS 9を実行する。このステップS 9では、状態判

定部33が運転者の状態を平常状態と判定する。つまり、このステップ 9では、状態

判定部33が運転者の状態が緊張状態にあるが、この緊張状態がある程度継続して

いるため、この運転者が緊張状態である状態が平常状態とものとみなしている。

００32 く判定閾値の具体的な更新内容 (判定閾値更新処理) ノ

次にステップ ０では、閾値更新部39が、判定閾値格納部38に格納している判

定閾値37を新たな判定閾値37a に更新する。つまり、このステップ では、閾値更

新部39が、この判定閾値格納部38の判定閾値37を、車両 (移動体)の走行状態の

変ィロ又はその車両 (移動体) 内外の環境の変ィビに基づいて新たな判定閾値37a に

更新する。

００33 ここで、元々の判定閾値37は、例えば心拍数を挙げると、初期心拍数にオフセット

を加えた値となっている。これに対して、この閾値更新部39は、この新たな判定閾値

37a として、例えば初期心拍数に上記オフセットを加えた値 (元々の判定閾値37) に

対して、更新オフセット値を補正した値としている。

００34 これ以降、状態判定装置 においては、状態判定部33が、新たな判定閾値37a を

用いて、この運転者の平常状態 (運転者が 自覚していない緊張状態)を基準として運

転者の状態を判定するようになる。このようにすると、運転者が、運転中に無意識のう

ちに心拍数が上昇していた場合においても、この状態判定部33が、この上昇した心

拍数分を「更新オフセット値」として、上記判定閾値37に加えて補正した新たな判定

閾値37a を用いるようになる。この場合、この新たな判定閾値37a は、例えば初期心

拍数にオフセット値を加えてあった数値に、さらにこの更新オフセット値を加えたもの

となる。この状態判定部33は、この新たな判定閾値37a を用いて、その後の運転者

の心拍数 (状態測定値4 ) とこの新たな判定閾値37a とを比較し、その比較結果に

応じて正確に運転者の状態を判断することができる。

００35 図4は、一般道路を運転している運転者の心拍数 が変動する様子の一例を示

す図である。なお図4では、後述する図5や図6と同様に、横軸は時間 を示しており



、縦軸は心拍数 を示している。また図4では、後述する図5及び図6と同様に、判

定閾値37の具体例として判定閾値 を挙げる。

００36 運転者は、例えば一般道路を走行している場合、前半部分がやや心拍数 の上

昇傾向が見られ、一且心拍数 がピークを迎え、その後、中盤で心拍数 が一且

下降する。さらにこの運転者は、その心拍数 が、その後、後半において再度上昇

し、再度ピークを迎えた後に下降し、最後に多少増加するれづ傾向がある。

００37 この場合、状態判定部33は、判定閾値 (判定閾値37) を用いて、例えばこの

心拍数 を表す状態測定値4 と、この判定閾値 とを比較し、その比較結果に

よって運転者の状態を判定する。この例においては、状態判定部33が、この判定閾

値 を用いて、例えば範囲S において運転者が緊張状態であると判定している

００38 図5は、高速道路を運転している運転者の心拍数 が変動する様子の一例を示

す図である。

運転者は、例えば高速道路を走行している場合、例えば図5とほぼ同様の心拍数

の変動がみられるが、無意識のぅちに心拍数 がやや高くなっている。この場

合、状態判定部33は、判定閾値 (判定閾値37) を用いてしまぅと、図示のよぅに

かなりの範囲S において緊張状態であると判定してしまぅ。しかしながら実際には、

運転者は、高速道路において安定走行をしており、このよぅな緊張状態を自覚してお

らず、ほぼ平常状態である。そこで本実施形態では、状態判定装置 が、その状態判

定方法について次のよぅに工夫している。

００39 図6は、緊張状態において判定閾値37を更新した場合における運転者の心拍数

が変動する様子の一例を示す図である。

この状態判定装置 は、閾値更新部3 9が、その判定閾値 を、車両 (移動体)

の走行状態の変ィロ又は車両 (移動体) 内外の環境の変ィビに基づいて、新たな判定

閾値 2に更新している。

００4０ 具体的には、この閾値更新部39は、例えば初期心拍数にオフセット値を加えて設

定してあった元々の判定閾値 に、さらに更新オフセット値 を加えて新たな

判定閾値 2を用いている。このよぅにすると、状態判定部33は、この新たな判定閾



値 2を用いて、その後の運転者の状態を表す状態測定値4 と、この新たな判定

閾値 2とを比較し、この比較結果によって運転者の状態を正確に判断することが

できる。この場合、状態判定部33は、範囲S において緊張状態であると判定するこ

とができ、この判定結果は上述した図4に示した判定結果と一致することから、正確に

運転者の状態を判定することができる。

００41 上記実施形態における状態判定装置 は、移動体を運転する運転者の状態を表

す状態判定値4 と、上記運転者の状態を判定する際の基準値としての判定閾値37

とを比較して、その比較結果に応じて上記運転者の状態を判断する状態判定手段3

(状態判定部) と、上記判定閾値37を、上記移動体の走行状態又は上記移動体内

外の環境の変ィビに基づいて更新する閾値更新手段39 (閾値更新部) とを有する。

００42 上記実施形態における状態判定方法は、状態判定手段33によって、移動体を運

転する運転者の状態を示す状態測定値4 と、上記運転者の状態を判定する際の基

準値としての判定閾値37とを比較して、その比較結果に応じて上記運転者の状態を

判断する状態判定ステップと、閾値更新手段39によって、上記判定閾値3 7を、上記

移動体の走行状態又は上記移動体内外の環境の変ィビに基づいて更新する閾値更

新ステップとを有する。

００43 ここで、運転者が運転を継続していると無意識のぅちに緊張状態になりがちであり、

一見すると、状態判定手段3 3が、この緊張状態において更新前の判定閾値37を用

いると、運転者の状態を正確に判断することができないことも考えられる。しかしなが

ら本実施形態では、状態判定手段33 (状態判定部) が、その後、運転者の状態を表

す状態判定値4 と、この新たな判定閾値37a とを比較してこの運転者の状態を判断

するよぅになる。このため状態判定手段33は、仮に運転環境が変わったとしても、更

新後の新たな判定閾値37a を用いることから、この緊張状態においても運転者の状

態を精度良く判断することができるよぅになる。本実施形態では、このよぅに判定閾値

37を新たな判定閾値37a で更新する処理を「判定閾値更新処理」とも呼んでいる。

００44 く判定閾値を更新する要因ごとの適用例ノ

上記実施形態における状態判定装置 は、上記構成に加えてさらに、上記閾値更

新手段39 (閾値更新部) が、上記運転者が上記移動体 (車)の走行後予め設定した



時間にわたり運転を継続した場合、上記判定閾値37を上記新たな判定閾値37a に

更新している。

００45 このよぅにすると、運転者が運転を開始して環境が変わったとしても、状態判定手段

33 (状態判定部) が、この運転者の状態に応じて更新された新たな判定閾値37a を

用いて、この運転者の状態を正確に判断することができる。

００46 ( )車両外の要因に基づいて判定閾値を更新

上記実施形態における状態判定装置 は、上記構成に加えてさらに、上記閾値更

新手段39 (閾値更新部) は、上記移動体 (車)外の状況が変ィビしたと判断された後に

、上記運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続している場合、上記判定閾値

37を上記新たな判定閾値37a に更新している。

００47 このよぅにすると、車 (移動体)外の状況が変ィビした後は運転者の状態が不安定に

なってしまぅが、状態判定手段33 (状態判定部) は、更新後の新たな判定閾値37a を

用いて、その後、この運転者の状態を正確に判断することができる。

００48 く第 適用例ノ

第 適用例では、例えば走行している道路種別の変ィビに応じて判定閾値37を更新

している。具体的には、この第 適用例では、閾値更新部39が、状態測定値4 とし

て、例えば図 に示す地図情報 ０に基づいて、自らの車両が走行している道路の道

路種別が変わった場合、予め設定された時間が経過すると、上記判定閾値更新処

理を実行するよぅにしている。なお、自らの車両の位置は、上述したナビゲーション機

能によって測位されている。ここで、このよぅな第 適用例が適用されるのは、例えば

高速道路に入った場合、一般道路において走行車線が減った場合、交差点に近づ

いた場合を各々挙げることができる。

００49 図7は、道路種別が変ィビしたときにおける運転者の心拍数 の一例を示す図であ

る。なお、横軸は時間 X 秒 を示しており、縦軸は心拍数 b を示してい
る。なお、心拍数の単位 b は、単位時間 (例えば 分)あたりの心拍数を表して

いる。

００5０ 図示の例では、範囲 は、例えば一般道路を走行していることを示している。範囲

は、国道357 号線などの幹線道路を走行していることを示している。範囲Cは、例え



ば千鳥町インターチェンジから川 ロジ ノソ ノコノまでの首都高速を走行していること

を示している。範囲 は、例えば川 ロジヤンクションから練馬インターチェンジまでの

外環 自動車道を走行していることを示している。範囲 は、例えば練馬インターチェ
ンジから鶴ケ島インターチェンジまでの関越 自動車道を走行していることを示している

。範囲 は、一般道路を走行していることを示している。

００5 1 運転者は、例えば範囲 のよぅに一般道路を走行している場合には、さほど単位時

間あたりの心拍数 (以下、単に「心拍数 」とレづ) が高くない。しかしながら運転

者は、例えば範囲 のよぅに走行速度が高い幹線道路においては少々心拍数 が

高くなる。また運転者は、例えば範囲Cのよぅに車線幅の狭い高速道路を走行する場

合には運転に注意を要することから、心拍数 が最も高くなっている。

００52 また運転者は、例えば範囲 及び範囲 のよぅに各々車線幅の広い高速道路を走

行する場合には運転に多少注意を必要とする程度であるので、範囲Cほどは高くな

いがある程度高い心拍数 を維持している。また運転者は、例えば範囲 のよぅに

一般道路を走行する場合にはさほど速度が高くないことから心拍数 が下がる傾

向がある。

００53 上記実施形態では、これら範囲 などのよぅに道路種別が変ィビした場合に、閾値更

新部39が、予め設定された時間を経過したことを契機として、判定閾値37を新たな

判定閾値37a で更新している。

００54 上記第 適用例における状態判定装置 は、上記実施形態の構成に加えてさらに

、判定更新手段39 W判定更新部) が、走行している道路種別が変ィビした後に、上記

運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続した場合、上記判定閾値37を更新

する。

００55 このよぅな構成とすると、状態判定手段33 (状態判定部) は、走行していた道路種別

が変ィビして運転者の状態が不安定になったとしても、その後、運転者の状態が落ち

着いた後の状態を基準として更新された新たな判定閾値37a を用いてこの運転者の

状態を正確に判断することができるよぅになる。

００56 く第2適用例ノ

第2適用例では、例えば前方を走行している車両の状況が変ィビした後に一定期間



経過したときに判定閾値37を更新している。具体的には、この第2適用例では、閾値

更新部39が、状態測定値4 として、例えば前方を走行している車両を撮影した画像

データ (図 に示す画像情報8) に基づいて、前方を走行している車両の状況が変化

した後に、予め設定された時間を経過したことを契機として、上記判定閾値更新処理

を実行するよぅにしている。

００57 上記第2適用例における状態判定装置 は、上記実施形態の構成に加えて、さら

に、判定更新手段39 (閾値更新部) が、前方を走行している車両 (移動体)の状況が

変ィビした後に、上記運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続した場合、上記

判定閾値37を更新する。

００58 このよぅな構成とすると状態判定手段33 (状態判定部) は、前方を走行している車

両 (移動体)の状況が変ィビして運転者の状態が不安定になったとしても、運転者の状

態が落ち着いた後の状態を基準として更新された新たな判定閾値37a を用いて、そ

の後、その運転者の状態を正確に判断することができる。

００59 く第3適用例ノ

第3適用例では、例えば気候など (又は周囲の明るぎの変化後に一定期間経過し

たときに判定閾値37を更新している。具体的には、この第3適用例では、閾値更新

部39が、状態測定値4 として、例えば図 に示す気候情報2に基づいて、気候など

の変ィロ後に、予め設定された時間が経過すると、上記判定閾値更新処理を実行する

よぅにしている。

００6０ 上記第3適用例における状態判定装置 は、上記実施形態の構成に加えて、上記

閾値更新手段39 (閾値更新部) が、気候または周囲の明るさが変ィビした後に、上記

運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続した場合、上記判定閾値を更新する

００6 1 このよぅな構成とすると、状態判定手段33 (状態判定部) は、気候または周囲の明る

さが変ィビして運転者の状態が不安定になったとしても、その後、運転者の状態が落

ち着いた後の状態を基準として更新された新たな判定閾値37a を用いて、この運転

者の状態を正確に判断することができるよぅになる。

００62 (2)車内の要因により判定閾値を更新する場合



上記実施形態における状態判定装置 は、上記構成に加えて、閾値更新手段39 (

閾値更新部) が、移動体 (車) 内の要因で状況が変ィビした後に、この運転者が予め設

定された時間にわたり運転を継続した場合、上記判定閾値37を上記新たな判定閾

値37a に更新するよぅにしてもよい。

００63 このよぅな構成とすると、状態判定手段33 (状態判定部) は、移動体 (車) 内の要因

で状況が変化して運転者の状態が不安定になったとしても、その後、運転者の状態

が落ち着いた後の状態を基準として更新された新たな判定閾値37a を用いて、この

運転者の状態を正確に判断することができるよぅになる。

００64 く第4適用例ノ

第4適用例では、例えば車内での会話後に一定期間経過したときに判定閾値37を

更新している。具体的には、この第4適用例では、閾値更新部39が、状態測定値4

として、例えば車内における運転者及び同乗者の少なくとも一方の録音した音声デ

ータ (図 に示す音情報8) に基づいて、前方を走行している車両の状況が変ィヒした

後に、予め設定された時間を経過したことを契機として、上記判定閾値更新処理を実

行するよぅにしている。

００65 上記状態判定装置 は、上記構成に加えてさらに、閾値更新手段3 9 (閾値更新部

) は、上記運転者が同乗者と又は電話でこの同乗者以外の者と会話した後に、その

運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続していると判断された場合、上記判

定閾値37を更新する。なお、この状態判定装置 は、図示しないマイクを備え、さら

に音声認識機能を備えている。この音声認識機能は、車内における運転者や同乗

者などの声を採取し、これを音声認識することで車内において運転者などによって会

話が行われているか否かを判断することができる。

００66 このよぅな構成とすると、状態判定手段33 (状態判定部) は、運転者が同乗者と又

はその同乗者以外の者と電話で会話して運転者の状態が不安定になったとしても、

その後、運転者の状態が落ち着いた後の状態を基準として更新された新たな判定閾

値37a を用いて、この運転者の状態を正確に判断することができるよぅになる。

００67 なお、本実施形態は、上記に限られず、種々の変形が可能である。以下、そのよぅ

な変形例を順を追って説明する。



上記実施形態では、状態判定部33が、主として運転者の状態として緊張状態であ

るか弛緩状態或いは平常状態であるかを判定しているが、これに限られない。すなわ

ち上記各実施形態では、この状態判定部33が、運転者の状態として眠気を感じてい
る眠気状態であるか、或いは、眠気を感じていない覚醒状態であるかを判定するよぅ

にしてもよい。また上記実施形態は、運転者が移動する移動体の一例として車両を

例示したが、これに限られず、様々な種類の移動体に適用しても良い。

００68 ここで、状態判定部33 (眠気判断手段) は、運転者に関する状態に断続的な下降

傾向があり、かつ、その状態測定値4 が上記判定閾値37を下回った場合、上記運

転者が眠気状態であると判断する (以下「新判定条件」とレづ)。

００69 このよぅに状態判定部33が、例えば運転者の心拍数などの状態測定値4 が上記

判定閾値37を下回ったことのみを契機として (以下「旧判定条件」とレづ) 、この運転

者が眠気を感じていると判断しないのには理由がある。まず、例えば運転中に突然

何か車両の前方に飛び出して来た場合には、運転者の心拍数が急激に上がり、状

態判定部33は、この心拍数に基づく生体情報 (状態測定値4 ) と、判定閾値37

とを比較して緊張状態であると判断する。

００7０ しかしながら、その直後には運転者の心拍数が急激に下がることから、状態判定部

33は、そのまま上記旧判定条件を適用して運転者の状態を判定すると、この急激に

下がった心拍数に基づく生体情報 (状態測定値4 ) と判定閾値37とを比較して、

運転者が眠気状態にあると判定してしまぅことになる。運転者としては、実際には心拍

数が急激に上昇した直後に、心拍数が急激に下がった場合には覚醒されており、こ

の運転者が眠気状態にあるとは考えにくい。そこで本変形例では、状態判定部33が

、上記新判定条件を用いることとしている。

００7 1 また、上記実施形態における状態判定装置 は、上記実施形態における構成に加

えてさらに、上記状態判定手段33は、上記状態測定値4 が上記判定閾値37となっ
た場合、上記運転者の状態が眠気状態から平常状態に戻ったと判断している。

００72 また上記実施形態は、判定閾値更新処理が、主としてハードウェアによって構成し

ているかのよぅに表現しているが、これに限られず、状態判定装置 において動作す

るソフトウェア (状態判定プログラム) としてもよい。



００73 すなわち、上記状態判定プログラムは、状態判定手段3 3 (状態判定部) によって、

移動体を運転する運転者の状態を示す状態測定値4 と、上記運転者の状態を判定

する際の基準値としての判定閾値37とを比較して、その比較結果に応じて上記運転

者の状態を判断させる状態判定ステップと、閾値更新手段3 9 (閾値更新部) によって

、上記判定閾値37を、上記移動体 (車)の走行状態の変ィロ又は上記移動体内外の

環境の変ィビに基づく新たな判定閾値37a に更新させる閾値更新ステップとを状態判

定装置 に実行させる。このよぅな構成とすると、上述した状態判定装置 及び状態判

定方法と各々ほぼ同様の効果を発揮することができる。さらに、この状態判定プログ

ラムは、この機能のみならず、上記実施形態及び上記適用例で示した状態判定装置

の各機能を発揮させることができる。

００74 図 本発明の第 実施形態における状態判定装置を含む状態判定システムの構成

例を示すシステム構成図。

図2 図 に示す状態判定装置の詳細な構成を示す機能ブロック図である。

図3 第 実施形態における状態判定処理の手順の一例を示すフローチヤートである

図4 一般道路を運転している運転者の心拍数が変動する様子の一例を示す図であ

る。

図5 高速道路を運転している運転者の心拍数が変動する様子の一例を示す図であ

る。

図6 緊張状態において判定閾値を更新した場合における運転者の心拍数が変動

する様子の一例を示す図である。

図7 道路種別が変ィビしたときにおける運転者の心拍数の一例を示す図である。

符号の説明

００75 状態判定装置

33 状態判定部 (状態判定手段 )

定閾値

定閾値格納部



39 閾値更新部 (判定閾値更新手段 )

4 状態測定値

００ 状態判定システム



請求の範囲

移動体を運転する運転者の状態を表す状態測定値と、前記運転者の状態を判定

する際の基準値としての判定閾値とを比較して、その比較結果に応じて前記運転者

の状態を判断する状態判定手段と、

前記判定閾値を、前記移動体の走行状態の変ィロ又は前記移動体内外の環境の変

化に基づいて更新する閾値更新手段と

を有することを特徴とする状態判定装置。

2 請求項 記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

前記運転者が前記移動体の走行後予め設定した時間にわたり運転を継続した場

合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装置。

3 請求項 又は請求項2記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

移動体外の状況が変ィビしたと判断された後に、前記運転者が予め設定した時間に

わたり運転を継続した場合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装

置。

4 請求項3記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

走行している道路種別が変ィビした後に、前記運転者が予め設定した時間にわたり

運転を継続した場合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装置。

5 請求項3記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

前方を走行している移動体の状況が変ィヒした後に、前記運転者が予め設定した時

間にわたり運転を継続した場合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判

定装置。

6 請求項3記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

気候又は周囲の明るさが変化した後に、前記運転者が予め設定した時間にわたり



運転を継続した場合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装置。

7 請求項 又は請求項2記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

移動体内の要因で状況が変ィビした後に、前記運転者が予め設定した時間にわたり

運転を継続した場合、前記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装置。

8 請求項7記載の状態判定装置において、

前記閾値更新手段は、

前記運転者が同乗者と又は電話で前記同乗者以外の者と電話で会話した後に、

前記運転者が予め設定した時間にわたり運転を継続していると判断された場合、前

記判定閾値を更新することを特徴とする状態判定装置。

9 状態判定手段によって、移動体を運転する運転者の状態を示す状態測定値と、前

記運転者の状態を判定する際の基準値としての判定閾値とを比較して、その比較結

果に応じて前記運転者の状態を判断する状態判定ステップと、

閾値更新手段によって前記判定閾値を、前記移動体の走行状態の変ィロ又は前記

移動体内外の環境の変ィヒに基づいて更新する閾値更新ステップと

を有することを特徴とする状態判定方法。

０ 状態判定手段によって、移動体を運転する運転者の状態を示す状態測定値と、前

記運転者の状態を判定する際の基準値としての判定閾値とを比較して、その比較結

果に応じて前記運転者の状態を判断させる状態判定ステップと、

閾値更新手段によって前記判定閾値を、前記移動体の走行状態の変ィロ又は前記

移動体内外の環境の変ィヒに基づいて更新させる閾値更新ステップと

を状態判定装置に実行させることを特徴とする状態判定プログラム。
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