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(57)【要約】
【課題】異常事態の検証負荷を軽減すること等を可能な
らしめるシステムおよびプログラム等を提供する。
【解決手段】所定以上の加速度の発生に加えて他の条件
が成立すること、所定以上の加速度の発生以外の複数の
条件が成立すること、所定以上の加速度の発生とは異な
る単独の条件が成立することにより、所定以上の加速度
が発生したときよりも低い頻度で画像を記録する機能を
有する制御手段を備える。記録された画像は、外部に送
信されて、事故等の異常事態の検証に役立てる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定以上の加速度が発生したときよりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したこ
とを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段
　を備えることを特徴とする、車両に搭載可能なシステム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記特定の条件として複数の条件が成立することにより前記所定以上
の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録する機能を
有する
　ことを特徴とする、請求項１に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記特定の条件として、前記所定以上の加速度の発生に加えて他の条
件が成立することにより前記所定以上の加速度が発生したときに画像が記録される場合よ
りも低い頻度で画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記特定の条件として、ユーザから特定の情報を得ること、および、
ユーザから特定の情報を得ることとは異なる他の条件が成立することにより前記所定以上
の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録する機能を
有する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項５】
　前記制御手段は、ユーザに特定の行為を促す機能を有し、
　前記制御手段は、前記特定の条件として、前記特定の行為が行われたこと、および、前
記特定の行為が行われたこととは異なる他の条件が成立したことを契機として前記所定の
記録領域に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項６】
　前記制御手段は、ユーザの身体の特定の変化を検知する機能を有し、
　前記制御手段は、前記特定の条件として、前記ユーザの身体の特定の変化が検知された
こと、および、前記ユーザの身体の特定の変化が検知されたこととは異なる他の条件が成
立したことを契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項７】
　前記制御手段は、ユーザが所有するユーザ所有物と通信可能な通信機能を有し、
　前記制御手段は、前記特定の条件として、前記ユーザ所有物が特定の装置と通信するこ
と、および、前記ユーザ所有物が前記特定の装置と通信することとは異なる他の条件が成
立したことを契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記特定の条件として、前記所定以上の加速度の発生とは異なる単独
の条件が成立することにより前記所定以上の加速度が発生したときに画像が記録される場
合よりも低い頻度で画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項９】
　前記制御手段は、安全手段の作動を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機
能を有する
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、ユーザの身体を保護する手段の作動を契機として前記所定の記録領域
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に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、当該システムが搭載された車両の電位の変化を契機として前記所定の
記録領域に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、特定の音の発生を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機
能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１３】
　ユーザによる操作を受け付ける操作部材を備え、
　前記制御手段は、ユーザによる前記操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に
画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１４】
　ユーザによる操作を受け付け可能な操作部材として、特定の大きさを有する操作部材を
備え、
　前記制御手段は、前記操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録す
る機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１５】
　ユーザによる操作を受け付け可能な操作部材として、特定の位置に設けられる操作部材
を備え、
　前記制御手段は、前記操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録す
る機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１６】
　ユーザによる操作を受け付け可能な操作部材として、単一の操作部材を備え、
　前記制御手段は、前記単一の操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を
記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１７】
　ユーザによる操作を受け付け可能な操作部材として、制御手段により誤操作を判別する
ことが可能な操作部材を備える
　ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記特定の条件として、外部から特定の情報を受けたことを契機とし
て前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１７のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項１９】
　前記所定の記録領域に記録された画像を、外部へ送信する送信手段を備える
　ことを特徴とする請求項１～１８のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２０】
　前記制御手段は、前記所定の記録領域に記録された画像を異常事態が映っている可能性
でランク付けする機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２１】
　前記制御手段は、異常事態が生じている可能性のある車両の情報を画像に記載する機能
を有する
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　ことを特徴とする請求項１～２０のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２２】
　前記制御手段は、前記画像に異常事態が映っている確率を示す確率情報を前記画像に記
載する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～２１のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２３】
　前記制御手段は、前記画像を静止画像の状態で記録する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～２２のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２４】
　前記制御手段は、前記システムの性能を複数のレベルで切り替える機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～２３のいずれか１項に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２５】
　前記制御手段は、レベルを業種別に設定する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１～２４に記載の車両に搭載可能なシステム。
【請求項２６】
　コンピュータに、請求項１～２５のいずれか１項に記載のシステムとしての機能を実現
させることを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システムおよびプログラム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば車両等に搭載可能なドライブレコーダ等のシステムは、事故等の異常事態の検証
に有益な情報（例えば、映像）を提供することを可能とするものであり、その一例である
ドライブレコーダが特許文献１に開示されている。このようなシステムは、運送用の車両
（例えば、トラックやフォークリフト等）、営業用の車両（例えば、タクシーやバス等）
および一般の車両等の車両全般のみならず、さらなる多用途への展開が期待されている。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載のドライブレコーダは、撮像部、記憶部、および加速度センサ
を備えている。車両で急ブレーキが掛けられたり衝突等が発生して所定以上の加速度が生
じると、ドライブレコーダは、その加速度の発生を契機とし、加速度の発生前後所定時間
にわたり撮影された画像を記憶部に格納する。撮像された映像は、保険会社等により、事
故の状況を把握するために活用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－３４０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載されたドライブレコーダのように所定以上の加速度の発生を
契機として画像を格納するようにした場合、事故等の異常事態が実際には発生していない
にもかかわらず画像が格納されるケースが多く、異常事態の検証負荷（例えば保険会社に
よる検証負荷）を大きくする一因となっていた。すなわち、例えば、急ブレーキ、急加速
、急ハンドル、道路の段差等によっても大きな加速度が発生してしまい、異常事態とは無
関係の大量の画像のなかから有益な画像を探し出す必要があった。
【０００６】
　そこで、本願発明では、例えば、異常事態の検証負荷を軽減すること等を可能ならしめ



(5) JP 2019-128744 A 2019.8.1

10

20

30

40

50

るシステムおよびプログラム等を提供することを目的とする。
【０００７】
　本願の発明の目的はこれに限定されず、本明細書および図面等に開示される構成の部分
から奏する効果を得ることを目的とする構成についても分割出願・補正等により権利取得
する意思を有する。例えば本明細書において「～できる」「～可能である」などと記載し
た箇所を「～が課題である」と読み替えた課題が本明細書には開示されている。課題はそ
れぞれ独立したものとして記載しているものであり、この課題を解決するための構成につ
いても単独で分割出願・補正等により権利取得する意思を有する。課題が明細書の記載か
ら黙示的に把握されるものであっても、本出願人は本明細書に記載の構成の一部を補正ま
たは分割出願にて特許請求の範囲とする意思を有する。またこれら独立の課題を組み合わ
せた課題も開示されている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）所定以上の加速度が発生したときよりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立し
たことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段
を備えることを特徴とする、車両に搭載可能なシステムとするとよい。
【０００９】
　これによれば、所定以上の加速度が発生したときと比べて記録される画像が少なくなる
ので、異常事態の検証負荷を軽減すること等が可能となる。
【００１０】
　なお、「所定以上の加速度が発生したとき」とは、例えば、車両等が通常に走行してい
るときに発生する加速度の範囲を超えたときとするとよい。例えば車両等が通常に走行し
ているときの加速度は、多少の上下幅があるものの正常の範囲内で上下していることが多
い。しかし、例えば車両等が段差に乗り上げた時や急ブレーキ時には、加速度が一時的に
（例えば一瞬）上昇することがある。このような場合に、所定以上の加速度が発生したと
判断されうる。
【００１１】
　特に、所定以上の加速度が発生した時に撮像された画像を記録する機能（ここでは加速
度イベント記録機能という）を備えるとよく、「所定以上の加速度が発生したときよりも
低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の
記録領域に記録する機能」は、この加速度イベント記録機能における記録条件である「所
定以上の加速度」よりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮
像された画像を所定の記録領域に記録する機能とすると特によい。また、加速度イベント
記録機能によっての記録条件である「所定以上の加速度」は、ユーザ等の指示に基いて設
定可能な構成とするとよく、特にこの場合、設定の中のデフォルトの設定である加速度よ
りも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮像された画像を所定
の記録領域に記録する機能とすると特によい。より望ましくは、設定可能な最も大きい加
速度よりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮像された画像
を所定の記録領域に記録する機能とするとよい。
【００１２】
　「システム」は、車両以外の物体に搭載されるシステムであってもよい。車両以外の物
体の例では、例えば、船舶や飛行機などに搭載されるシステムであってもよいが、特に車
両に搭載されるシステムとするとよい。また、「システム」は、交通事故の瞬間などの画
像を記録する、いわゆるドライブレコーダとするとよい。
【００１３】
　「画像」は、静止画像であってもよいが、動画像とするとよい。動画像としては、例え
ば、一定時間間隔で撮影された一連の画像を、短い間隔で連続表示することによって得ら
れる動きのある映像であってもよいし、完全に連続した映像であってもよい。
【００１４】
　「加速度」は、例えば、加速度センサによって検知するものとするとよい。「加速度が



(6) JP 2019-128744 A 2019.8.1

10

20

30

40

50

発生したとき」としては、特に加速度が予め定められた値を超えたときとするとよい。こ
の予め定められた値は設定することが可能なものとするとよく、正の値であってもよいし
、負の値であってもよい。ただし、例えば車両等の物体が外部から衝撃を受けた場合に生
じる加速度に設定されることが好ましく特に事故が起きたときに発生しうる加速度のレベ
ルとするとよく、特に車両が他の物体に衝突したときに発生しうる加速度のレベルとする
とよい。
【００１５】
　「所定の記録領域」は、例えば、ＲＡＭ等の記憶素子であってもよいし、メモリカード
等の記憶媒体であってもよいが、記録速度が要求される場合には、ＲＡＭ等の記憶素子で
あることが好ましい。また、これらの記憶領域は、システムに設けられていてもよいし、
システムではない外部に設けられていてもよい。
【００１６】
　所定の記録領域に対する記録は、例えば、連続的に画像を記録する常時記録であっても
よいし、特定の条件が成立した時点の前後の所定の時間に画像を記録するイベント記録で
あってもよい。常時記録とイベント記録の双方を行う機能を備えるようにするとよく、例
えば常時記録とイベント記録は異なる記録領域に記録するとよい。
【００１７】
　所定の記録領域に記録される画像としては、例えば、車両等の物体どうしの接触事故、
車両等の物体と人や動物との接触事故、車両等の物体と構造物との接触事故、などの例え
ば交通事故の他、隕石落下、洪水、地震等の天災に伴う事故、などの異常事態が映ってい
る可能性のある画像を挙げることができる。
【００１８】
　「特定の条件」としては、例えば、システムを搭載する例えば車両等の物体に異常事態
が発生した可能性が高いことを示す条件、システムを搭載する例えば車両等の物体とは別
の物体に異常事態が発生した可能性が高いことを示す条件などを挙げることができる。
【００１９】
　「異常事態」としては、例えば、車両等の物体の例えば交通事故、水害・地震・隕石の
落下等の天災に伴う事故、等を挙げることができる。また、「異常事態」における交通事
故は、例えば、車両等の物体どうしの衝突事故、車両等の物体が構造物に激突する等の自
損事故、車両等の物体が人などに衝突する人身事故等とするとよい。
【００２０】
（２）上記（１）のシステムにおいて、前記制御手段は、前記特定の条件として複数の条
件が成立することにより前記所定以上の加速度が発生したときに画像が記録される場合よ
りも低い頻度で画像を記録し得るものとするとよい。
【００２１】
　このようにすれば、例えば、複数の条件が成立することにより所定以上の加速度が発生
したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検
証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから画
像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負
荷を低減すること等ができる。また、例えば、異常事態の検証負荷を単独では必ずしも軽
減できるとは言えない条件であっても、そのような条件が複数成立した場合には、加速度
が発生したときに画像が記録される場合と比べて、異常事態の検証負荷を軽減することが
可能な場合もある。なお、複数の条件のうち個々の条件が成立するタイミングは、或る程
度近しいタイミング（所定時間以内）でなされていることが好ましい。
【００２２】
　「複数の条件が成立」する例としては、例えば、所定以上の加速度が発生したことに加
えて他の条件が成立したことや、所定以上の加速度が発生したときとは異なる複数の他の
条件が成立したこと、などを挙げることができる。
【００２３】
　複数の条件を構成する個々の条件は、例えば、特定の加速度が発生したこと（例えば、
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特定の大きさの衝撃を受けたときに発生する加速度が発生したこと）、システムを搭載す
る車両等の物体に事故を発生させ得る重量物が接近すること、異常な音（大きな衝突音、
人の悲鳴など）が発生したこと、特定の加速度が発生した後に特定の時間内に車両等の物
体が特定の時間以上停車したこと、特定の加速度が発生した後に特定の時間内に車両等の
物体が減速（例えば微速まで減速）したこと、ユーザの身体の状態が通常の運転時とは異
なる状態になったこと（ユーザの心拍数が所定値以上の心拍数となったこと、ユーザの呼
吸数が所定値以上の呼吸数になったこと、ユーザの頭の位置が所定の領域から逸脱してい
ること、など）、システムの作動中に当該システムのカメラの視界の所定割合以上の部分
が何等かの物体で覆われたこと、事故への対応をサポートするサービスを行う事故サポー
トセンターへの連絡がなされたこと、車両の周囲に特定の車両等の物体（例えば、救急車
、パトカーなどの緊急自動車）が停車すること、システムを搭載する車両等の物体が事故
発生の可能性が高い場所を通過していること、システムを搭載する車両等の物体が事故発
生の可能性が高い時間帯に運転されていること、などとするとよい。
【００２４】
　ユーザは、例えば、車両の運転者でもよいし、運転者とは異なる者、例えば同乗者であ
ってもよい。
【００２５】
　ここで、上記の「車両等の物体に事故を発生させ得る重量物が接近すること」は、例え
ば、システムの撮像装置で撮像した画像を画像処理することで検知するとよい。また、マ
イクロ波センサ等の各種センサで検知することもできる。特に複数のカメラ等の映像に基
づき生成されたアラウンドビュー画像のように、自車を上から見た画像を用いて車両位置
と周辺の重量物との距離が所定の距離となったことを検出するとよい。上記の「車両等の
物体に事故を発生させ得る重量物が接近すること」の「接近」は、特に車両と重量物との
距離がゼロになったこととするとよい。「車両等の物体に事故を発生させ得る重量物」か
は、特に車両周辺の物体の高さが所定以上であるか等によって判定するとよい。車両周辺
の物体の高さが所定以上であるかはマイクロ波センサまたはカメラの少なくとも一方の映
像に基いて検出するとよい。また、車両周辺の物体の高さの「所定」は、特に車高より高
いこととするとよい。車高より低い物体は車の下を通過できるからである。
【００２６】
　「異常な音が発生したこと」は、例えば、短くて大きな声が発生したこととすると特に
よい。
【００２７】
　「短くて大きな声が発生したこと」は、例えば、車両等の物体に搭載したマイクで収集
した音を解析することで検知することができる。大きくて短い声は、例えば、「ワッ」、
「アッ」、「キャー」などの驚嘆や悲鳴の音声とするとよい。
【００２８】
　また、上記の「特定の加速度が検知された後に特定の時間内に車両が停車したこと」や
、上記の「特定の加速度が検知された後に特定の時間内に車両が減速したこと」を条件の
１つとすることは、異常事態の検証負荷を軽減する上で有効である。事故発生直後には、
現車確認や事故を起こした相手との交渉等のために減速して停車する場合が多いことに着
目したものであり、これを検出するとよい。
【００２９】
　「特定の時間内に車両が特定の時間以上停車」は、例えば、特定の平均速度以上の状態
から３～５分以内に停車し、停車状態を５分以上継続することであるとよい。
【００３０】
　「特定の時間内に車両が減速」は、例えば３～５分以内に車両が微速（例えば時速８ｋ
ｍ／ｈ以下）まで減速することであるとよい。
　車速は、例えば車速パルスを取得して算出するようにしてもよいが、ＧＰＳから取得す
るとよい。
【００３１】
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　また、上記の「ユーザの所定値以上の心拍数」、「ユーザの所定値以上の呼吸数」を条
件の１つとすることは、異常事態の検証負荷を軽減する上で有効である。事故が発生すれ
ば、ユーザは動揺して心拍数や呼吸数が上がることが多いことに着目したものであり、こ
れを検出すると良い。
【００３２】
　また、上記の「ユーザの頭の位置が所定の領域から逸脱していること」を条件の１つと
することは、異常事態の検証負荷を軽減する上で有効である。重大事故となれば、事故の
衝撃によって体ごと大きく揺れたり意識を失ったりして、通常の運転中とは頭の位置が大
きくずれたり、頭の位置を認識できなかったりすることが多いことに着目したものであり
、これを検出すると良い。
【００３３】
（３）上記（１）または（２）のシステムにおいて、前記制御手段は、前記特定の条件と
して、前記所定以上の加速度の発生に加えて他の条件が成立することにより前記所定以上
の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るもの
とするとよい。
【００３４】
　このようにすれば、例えば、従来のセンサ（加速度センサ）を活用しつつ、異常事態の
検証負荷を軽減すること等ができる。
【００３５】
　「他の条件」としては、例えば、システムを搭載する車両に事故を発生させ得る重量物
が接近すること、異常な音（大きな衝突音、人の悲鳴など）が発生したこと、特定の加速
度が発生した後に特定の時間内に車両が停車したこと、特定の加速度が発生した後に特定
の時間内に車両が減速（例えば微速まで減速）したこと、ユーザの身体の状態が通常の運
転時とは異なる状態になったこと（ユーザの所定値以上の心拍数になったこと、ユーザの
頭の位置が所定の領域から逸脱していること、など）、システムの作動中にこのシステム
のカメラの視界の所定割合以上の部分が何等かの物体（例えば、展開したエアバッグ、事
故の衝撃によって事故前の位置から移動した車内の物体、など）で覆われたこと、事故へ
の対応をサポートするサービスを行う事故サポートセンターへの連絡がなされたこと、車
両の周囲に特定の車両（例えば、救急車、パトカーなどの緊急自動車）が停車すること、
システムを搭載する車両等の物体が事故発生の可能性が高い場所を通過していること、シ
ステムを搭載する車両等の物体が事故発生の可能性が高い時間帯に運転されていること、
などとするとよい。
【００３６】
（４）上記（１）～（３）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前記特
定の条件として、ユーザから特定の情報を得ること、および、ユーザから特定の情報を得
ることとは異なる他の条件が成立することにより前記所定以上の加速度が発生したときに
画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るものとするとよい。
【００３７】
　このようにすれば、例えば、ユーザから得た情報によって、異常事態の検証負荷をより
確実に軽減すること等ができる。
【００３８】
　「特定の情報」は、例えば、ユーザの特定の行為、ユーザの身体の特定の変化、などと
するとよい。
【００３９】
（５）上記（１）～（４）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、ユーザ
に特定の行為を促す機能を有し、前記制御手段は、前記特定の条件として、前記特定の行
為が行われたこと、および、前記特定の行為が行われたこととは異なる他の条件が成立し
たことを契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００４０】
　これによれば、例えば、ユーザに対して特定の行為が促され、ユーザが特定の行為を実
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行すると、画像が記録される。よって、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態
の検証負荷をより確実に軽減すること等ができる。
【００４１】
　「特定の行為」としては、例えば、ユーザによる操作を受け付ける操作部材を操作する
ことなどを挙げることができる。
【００４２】
　「特定の行為を促す機能」としては、例えば、上記（２）～（４）のいずれか１つのシ
ステムにおいて、複数の条件のうち１つの条件が成立した際に、ユーザに対して、操作部
材の操作を、例えば、視覚的または聴覚的に促すことを挙げることができる。視覚的に促
す機能としては、例えば、操作部材を光らせたり（例えば点滅するように光らせる等）、
車両に設けられた表示装置に操作部材の操作を促す文言（例えば、「操作ボタンを押して
下さい」、「操作ボタンを押しますか？」等の文言）を表示すること等を挙げることがで
きる。聴覚的に促す機能としては、例えば、車両に設けられたスピーカを介して音声（例
えば、「操作ボタンを押して下さい」、「操作ボタンを押しますか？」等の音声）で操作
部材の操作を促すこと等を挙げることができる。その際、例えば、「○色（例えば赤色、
黄色など）の操作ボタンを押して下さい」、「○色（例えば赤色、黄色など）のマルで囲
まれているボタンを押して下さい」などの音声で操作部材の操作を促すとさらによい。
【００４３】
（６）上記（１）～（５）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、ユーザ
の身体の特定の変化を検知する機能を有し、前記制御手段は、前記特定の条件として、前
記ユーザの身体の特定の変化が検知されたこと、および、前記ユーザの身体の特定の変化
が検知されたこととは異なる他の条件が成立したことを契機として前記所定の記録領域に
画像を記録する機能を有するとよい。
【００４４】
　このようにすれば、例えば、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負
荷をより確実に軽減すること等ができる。事故等の異常事態が発生した際には、ユーザの
身体の特定の変化が生じる可能性が高いことに着目したものであり、これを検出するとよ
い。
【００４５】
（７）上記（１）～（６）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、ユーザ
が所有するユーザ所有物と通信可能な通信機能を有し、前記制御手段は、前記特定の条件
として、前記ユーザ所有物が特定の装置と通信すること、および、前記ユーザ所有物が前
記特定の装置と通信することとは異なる他の条件が成立したことを契機として前記所定の
記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００４６】
　このようにすれば、例えば、ユーザが携帯端末（例えばスマートフォン）等のユーザ所
有物から特定の装置（例えば保険会社の電話機）に電話をした場合に、自動的に、画像（
例えば異常事態の画像）を記録することができる。また、無駄な画像の記録がより一層抑
制され、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等ができる。
【００４７】
　「ユーザ所有物」としては、例えば、ユーザ所有のスマートフォンや携帯電話、タブレ
ット端末などを挙げることができる。そして、システムとユーザ所有物とは、例えば、Bl
uetooth（登録商標）によって予めペアリング等しておくことにより相互に通信可能な状
態とすることができる。ユーザ所有物には、例えば、予め保険会社、警察署等の連絡先の
電話番号（事故等の異常事態が発生した際に連絡する電話番号）を登録しておくとよい。
システムは、ユーザ所有物の発信履歴を随時記録しておくとよい。
【００４８】
（８）上記（１）～（７）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前記特
定の条件として、前記所定以上の加速度の発生とは異なる単独の条件が成立することによ
り前記所定以上の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を
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記録し得るものとするとよい。
【００４９】
　これによれば、単独の条件の成立を契機として画像を記録することで、例えば、システ
ムの部品点数を抑えつつ、異常事態の検証負荷を軽減することができる。
【００５０】
　「単独の条件」は、例えば、車両に設けられた安全装置（例えばエアバッグ、アンチロ
ック・ブレーキシステム、シートベルトのプリテンショナ装置など）の作動、車両に設け
られた身体を保護する装置（例えばエアバッグ、シートベルトのプリテンショナ装置など
）の作動、車両衝突時の車両の変化（例えば、車両の電位変化、車両の変形など）、ユー
ザの身体の特定の変化（例えば、ユーザの身体の異常、ユーザの姿勢の特定の変化）、運
転ハンドルに取り付けられた所定のセンサが前記運転ハンドルから外れたこと、などを挙
げることができる。ユーザの身体の異常としては、例えば、心拍の停止などとするとよい
。
【００５１】
　エアバッグの状態は、例えば、車両に搭載されたＣＡＮ（Controller Area Network）
の通信内容を監視することで検知可能である。なお、ＣＡＮの通信内容に基づき、例えば
、エアバッグ展開、後突、エアバッグ系統異常、セーフィング、前突、側突などを検知可
能である。また、エアバッグの状態は、エアバッグＥＣＵにアクセスすることにより検出
してもよい。また、エアバッグの状態は、エアバッグの作動音の監視（例えば、１００ｍ
ｓ以下で１５０ｄｂ～１７０ｄｂといった大きな爆発音の監視）、エアバッグ作動に伴う
空気圧の変化の監視、または、車両に搭載されたＯＢＤ（故障診断装置）、等によって検
知するとよい。
【００５２】
　上記「車両の電位変化」は、例えば、金属の車体は絶縁体であるタイヤの上にあるため
常に帯電しており、何かの障害物に接触した際に車体の電位が変化することに着目したも
のであり、これを検出すると良い。
【００５３】
　上記の「ユーザの心拍数が測定不能になったこと」は、事故が発生すれば心拍数を測定
不能になることがある（死亡の場合等）ことに着目したものであり、これを検出すると良
い。
【００５４】
（９）上記（１）～（８）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、安全手
段の作動を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００５５】
　このようにすれば、例えば、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負
荷をさらに軽減することができる。
【００５６】
　「安全手段」としては、例えば、エアバッグ、ＡＢＳ（アンチロック・ブレーキシステ
ム）、シートベルトのプリテンショナ装置等の安全装置や、ソフトウェアによって機能的
に車両や身体の安全性を担保するものであってもよい。特に安全手段の作動は、安全手段
そのものに（例えば上記エアバッグの）作動を検出する手段のいずれをも取り付けること
なく行うようにするとよい。例えば、安全手段の作動を示す信号が出力される信号線に接
続すること、または、画像を撮像する撮像手段によって撮像された映像を認識し、安全手
段の動作を検出することで行うようにするとよい。
【００５７】
（１０）上記（１）～（９）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、ユー
ザの身体を保護する手段の作動を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を
有するとよい。
【００５８】
　このようにすれば、例えば、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負



(11) JP 2019-128744 A 2019.8.1

10

20

30

40

50

荷をさらに軽減することができる。異常事態が発生した際には、車両等の物体に設けられ
た身体を保護する手段が作動する可能性が高いことに着目したものであり、これを検出す
ると良い。
【００５９】
　「身体を保護する手段」としては、例えば、エアバッグ、シートベルトのプリテンショ
ナ装置や、ソフトウェアによって機能的に車両や身体の安全性を担保するものとするとよ
い。
【００６０】
（１１）上記（１）～（１０）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、当
該システムが搭載された車両の電位の変化を契機として前記所定の記録領域に画像を記録
する機能を有するとよい。
【００６１】
　このようにすれば、例えば、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負
荷をさらに軽減することができる。異常事態が発生した際には、車両（例えば車体の金属
部分）の電位変化が生じる可能性が高いからである。
【００６２】
（１２）上記（１）～（１１）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、特
定の音の発生を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００６３】
　このようにすれば、例えば、無駄な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負
荷をさらに軽減することができる。異常事態が発生した際には、特定の音が生じる可能性
が高いからである。
【００６４】
　「特定の音」としては、例えば、車両の衝突音、人の悲鳴、緊急自動車のサイレン音、
急ブレーキの音、などを挙げることができる。
【００６５】
（１３）上記（１）～（１２）のいずれか１つのシステムにおいて、ユーザによる操作を
受け付ける操作部材を備え、前記制御手段は、前記特定の条件としてユーザによる前記操
作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００６６】
　このようにすれば、例えば、比較的簡単な構成で、異常事態の検証負荷をさらに軽減す
ることができる。ユーザによる操作部材の操作を契機として画像を記録することで、ユー
ザの意思が反映されるからである。
【００６７】
　「操作部材」としては、例えば、押しボタン、スイッチ、操作レバーなどを挙げること
ができる。
【００６８】
（１４）上記（１）～（１３）のいずれか１つのシステムにおいて、ユーザによる操作を
受け付け可能な操作部材として、特定の大きさを有する操作部材を備え、前記制御手段は
、前記操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有すると
よい。
【００６９】
　このようにすれば、操作部材の操作が容易となる。例えば、異常事態発生時に焦ってい
るときでも容易に操作することが可能となる。
【００７０】
　「操作部材」の特定の大きさとしては、例えば、とっさに手を伸ばしたときに的確に操
作を行える大きさとするとよい。
【００７１】
（１５）上記（１）～（１４）のいずれか１つのシステムにおいて、ユーザによる操作を
受け付け可能な操作部材として、特定の位置に設けられる操作部材を備え、前記制御手段
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は、前記操作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有する
とよい。
【００７２】
　このようにすれば、操作部材の操作が容易となる。例えば、異常事態発生時に焦ってい
るときでも容易に操作することが可能となる。
【００７３】
　「操作部材」の特定の位置としては、例えば、とっさに手を伸ばしたときに的確に操作
を行える位置とすることができる。
【００７４】
（１６）上記（１）～（１５）のいずれか１つのシステムにおいて、ユーザによる操作を
受け付け可能な操作部材として、単一の操作部材を備え、前記制御手段は、前記単一の操
作部材の操作を契機として前記所定の記録領域に画像を記録する機能を有するとよい。
【００７５】
　このようにすれば、操作部材の操作が容易となる。例えば、異常事態発生時に焦ってい
るときでも容易に操作することが可能となる。操作可能な部材が複数個設けられている場
合には、ユーザはとっさのときにいずれの操作部材を操作すればよいか迷う可能性がある
が、操作部材が、ユーザが操作可能な操作部材として単一の操作部材として設けられるこ
とで、迷うことなく操作部材を操作することができる。
【００７６】
（１７）上記（１）～（１６）のいずれか１つのシステムにおいて、ユーザによる操作を
受け付け可能な操作部材として、制御手段により誤操作を判別することが可能な操作部材
を備えるとよい。
【００７７】
　このようにすれば、操作部材の誤操作がなされた場合に、例えば操作をキャンセルする
ことが可能となる。この場合、例えば、誤操作と判定された場合に、制御手段が自動的に
操作をキャンセルするようにしてもよいし、制御手段がユーザに誤操作であったのかどう
かを確認するようにしてもよい。
【００７８】
　「誤操作」としては、例えば、誤った操作、いたずらによる操作を挙げることができる
。
【００７９】
（１８）上記（１）～（１７）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前
記特定の条件として、外部から特定の情報を受けたことを契機として前記所定の記録領域
に画像を記録する機能を有するとよい。
【００８０】
　これによれば、例えば、外部から受けた特定の情報を契機として記録した画像が事故等
の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷をさらに軽減することができる。また、他の
車両の事故を記録して、当該他の車両の事故の検証に役立てることができる。
【００８１】
　「特定の情報」としては、例えば、他の車両等の物体の異常状態（例えば事故）の情報
、パトカーや救急車などの緊急自動車が近くで停車したこと、などを挙げることができる
。他の車両等の物体の異常事態の情報としては、例えば、他の車両等の物体の事故の発生
場所や発生時刻などの情報を挙げることができる。他の車両等の物体の事故の情報は、例
えば車両等の物体の外部のサーバ（例えば、保険会社や警察署のサーバ等）から送信され
たものである。また、パトカーや救急車などの緊急自動車が近くで停車したことは、例え
ば、本システムを搭載する車両等の物体に設けられたマイクでパトカー等のサイレンの音
を集音してその音を分析することにより認識するとよい。
【００８２】
　また、「特定の情報」としては、例えば、本システムが搭載された車両とは異なる他の
車両についての外部装置（例えばサーバ）からの問合せ情報を挙げることができる。「問
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い合わせ情報」としては、例えば、保険会社や警察署からの上記他の車両についての事故
の情報（例えば、位置情報、時間情報など）を挙げることができる。この場合、例えば、
制御手段は、所定の記録領域に既に常時録画されている画像の中から、問い合わせされた
事故の情報に対応する事故の映像を検索し、検索によって発見された事故の映像を記録（
イベント記録）してもよい。また、記録した情報を外部装置へ送信するとよい。
【００８３】
（１９）上記（１）～（１８）のいずれか１つのシステムにおいて、前記所定の記録領域
に記録された画像を外部へ送信する送信手段を備えるとよい。
【００８４】
　このようにすれば、画像を外部に送信することで、例えばメモリカードを持ち運ぶなど
の手間が軽減される。
【００８５】
（２０）上記（１）～（１９）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前
記所定の記録領域に記録された画像を異常事態が映っている可能性でランク付けする機能
を有するとよい。
【００８６】
　このようにすれば、画像を異常事態が映っている可能性でランク付けすることで、無駄
な画像の記録がより一層抑制され、異常事態の検証負荷をさらに軽減することができる。
【００８７】
　例えば、異常事態が映っている可能性に関する画像のランクが所定のランクより高い場
合に、その画像を保険会社のサーバ等に送信するようにしてもよい。このような、異常事
態の検証負荷をさらに軽減することができるランクを、対応する画像とともに、または、
対応する画像に埋め込んで、記録するようにするとよい。
【００８８】
（２１）上記（１）～（２０）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、異
常事態が生じている可能性のある車両の情報を画像に記載する機能を有するとよい。
【００８９】
　このようにすれば、異常事態の画像を容易に確認し、異常事態が生じた車両を容易に特
定することができる。
【００９０】
　「異常事態が生じている可能性のある車両」としては、例えば、本システムが搭載され
ている車両、本システムが搭載されている車両とは異なる他の車両を挙げることができる
。
【００９１】
　「異常事態が生じている可能性のある車両の情報」としては、例えば、車両ナンバー、
車検証番号、車両の所有者の氏名等を挙げることができる。
【００９２】
　「異常事態が生じている可能性のある車両の情報」は、例えばテロップのように画像に
記載するとよい。
【００９３】
（２２）上記（１）～（２１）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前
記画像に異常事態が映っている確率を示す確率情報を前記画像に記載する機能を有すると
よい。
【００９４】
　このようにすれば、画像に異常事態が映っている確率を示す確率情報を参考にして、異
常事態の画像か否かを容易に判定することができ、これにより、異常事態の検証負荷をさ
らに軽減することができる。
【００９５】
　「異常事態が映っている確率を示す確率情報」は、例えばテロップのように画像に記載
するとよい。
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【００９６】
（２３）上記（１）～（２２）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前
記画像を静止画像の状態で記録する機能を有するとよい。
【００９７】
　このようにすれば、異常事態の検証負荷をさらに軽減することができる。例えば、動画
像であれば、早送りしたとしても比較的確認作業に時間がかかってしまうかもしれないが
、静止画像であれば、複数の静止画像を同時に確認することが可能であるため、効率よく
確認作業を行うことが可能となる。
【００９８】
（２４）上記（１）～（２３）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、前
記システムの性能を複数のレベルで切り替える機能を有するとよい。
【００９９】
　このようにすれば、例えば、個人向けの性能設定が可能な個人用モードと、業務用の性
能設定が可能な業務用モードとの間で、システムの性能を切り替えることができる。した
がって、システムのユーザが誰なのかに応じて、システムの性能を任意に設定することが
できる。例えば、個人向けの性能としては、平均的な（ミディアムな）性能に設定しても
よい。また、法人向けの性能としては、映像の画質などを高画質に設定したり、外部への
画像送信をＬＴＥ（Long Term Evolution）（登録商標）で行うようにしてもよい。
【０１００】
（２５）上記（１）～（２４）のいずれか１つのシステムにおいて、前記制御手段は、レ
ベルを業種別に設定する機能を有するとよい。
【０１０１】
　このようにすれば、例えば、ユーザが警備会社である場合には、例えば映像の画質など
を最高画質に設定（最高設定）したり、外部への画像送信をＬＴＥ（Long Term Evolutio
n）（登録商標）で行うことができる。
【０１０２】
（２６）コンピュータに、（１）～（２５）のいずれか１つのシステムとしての機能を実
現させることを特徴とするプログラムとするとよい。
【０１０３】
　このようにすれば、プログラムを格納したコンピュータをシステムに搭載することで、
上記のシステムを実現することができる。
【０１０４】
　上述した（１）から（２６）に示した発明は、任意に組み合わせることができる。例え
ば、（１）に示した発明の全てまたは一部の構成に、（２）以降の少なくとも１つの発明
の少なくとも一部の構成を加える構成としてもよい。特に、（１）に示した発明に、（２
）以降の少なくとも１つの発明の少なくとも一部の構成を加えた発明とするとよい。また
、（１）から（２６）に示した発明から任意の構成を抽出し、抽出された構成を組み合わ
せてもよい。本願の出願人は、これらの構成を含む発明について権利を取得する意思を有
する。また「～の場合」「～のとき」という記載があったとしてもその場合やそのときに
限られる構成として記載はしているものではない。これらの場合やときでない構成につい
ても開示しているものであり、権利取得する意思を有する。また順番を伴った記載になっ
ている箇所もこの順番に限らない。一部の箇所を削除したり、順番を入れ替えた構成につ
いても開示しているものであり、権利取得する意思を有する。
【発明の効果】
【０１０５】
　本発明によれば、例えば、異常事態の検証負荷を軽減すること等を可能ならしめるシス
テム等を提供することができる。
【０１０６】
　本願の発明の効果はこれに限定されず、本明細書および図面等に開示される構成の部分
から奏する効果についても開示されており、当該効果を奏する構成についても分割出願・



(15) JP 2019-128744 A 2019.8.1

10

20

30

40

50

補正等により権利取得する意思を有する。例えば本明細書において「～できる」「～可能
である」などと記載した箇所などは奏する効果を明示する記載であり、また「～できる」
「～可能である」などといった記載がなくとも効果を示す部分が存在する。またこのよう
な記載がなくとも当該構成よって把握される効果が存在する。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】（Ａ）は、システムを斜め後方から見た斜視図の一例であり、（Ｂ）は、車両に
搭載された状態のシステム、フロントガラス、ダッシュボード等の一例を示す図である。
【図２】システムのブロック図の一例である。
【図３】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例を説明するためのフローチャー
トである。
【図４】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例の変形例１を説明するためのフ
ローチャートである。
【図５】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例の変形例２を説明するためのフ
ローチャートである。
【図６】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例の変形例３を説明するためのフ
ローチャートである。
【図７】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例の変形例４を説明するためのフ
ローチャートである。
【図８】コントローラが実行する制御処理の第１の実施例の変形例５を説明するためのフ
ローチャートである。
【図９】コントローラが実行する制御処理の第２の実施例を説明するためのフローチャー
トである。
【図１０】コントローラが実行する制御処理の第２の実施例の変形例１を説明するための
フローチャートである。
【図１１】コントローラが実行する制御処理の第２の実施例の変形例２を説明するための
フローチャートである。
【図１２】コントローラが実行する制御処理の第２の実施例の変形例３を説明するための
フローチャートである。
【図１３】コントローラが実行する制御処理の第３の実施例を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１４】コントローラが実行する制御処理の第３の実施例の変形例を説明するためのフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０１０８】
　［システムの構成］
　図１および図２を参照して、システムの構成の一例について説明する。「システム」は
、車両以外の物体に搭載されるシステムであってもよい。車両以外の物体の例では、例え
ば、船舶や飛行機などに搭載されるシステムであってもよいが、特に車両に搭載されるシ
ステムとするとよい。また、「システム」は、交通事故の瞬間などの画像を記録する、い
わゆるドライブレコーダとするとよい。車両としては、例えば、運送用の車両（例えば、
トラックやフォークリフト等）、営業用の車両（例えば、タクシーやバス等）および一般
の車両等の車両全般のみならず、さらなる多用途に展開してもよい。本実施の形態では、
車両に搭載可能なドライブレコーダについて説明する。
【０１０９】
　図１Ａは、システム（ドライブレコーダ）を斜め後方から見た斜視図の一例である。図
１Ａに示すように、システム１００の筐体の１つの側面に、ＳＤカード挿入口１１４が設
けられている。筐体の背面に、ディスプレイ１１３、および複数の操作部材（図１Ａに示
される例では、複数の操作ボタン１１２，１１５）が設けられている。筐体の上面にジョ
イントレール１１１が設けられている。図１Ａには現れていないが、筐体の前面に撮像手
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段であるカメラのレンズが設けられている。図１Ａに現れていない方の側面にＤＣジャッ
クが設けられており、底面にスピーカおよびＨＤ出力端子が設けられている。
【０１１０】
　レンズを含むカメラ（撮像手段）は、例えば車両の前方の画像を撮像する。ＤＣジャッ
クは、電源ケーブルを介してＤＣ電源に接続するためのジャックである。ＳＤカード挿入
口１１４はＳＤカードを挿入するための挿入口である。スピーカは、音声等の音を出力す
る。ＨＤ出力端子は、ケーブルを介して他の情報機器に接続するための端子である。ジョ
イントレール１１１は、システム１００を車両に搭載するためのジョイント部材を取り付
けるためのものである。ディスプレイ１１３は種々の画像を表示する。操作ボタン１１２
，１１５は、ユーザが操作することによってシステム１００に種々の指令を入力するため
のものである。
【０１１１】
　なお、この明細書において、ユーザとは、例えばシステムが搭載された車両等の運転者
でもよいし、運転者とは異なる者、例えば同乗者であってもよい。
【０１１２】
　図１Ｂは、車両に搭載された状態のシステム１００、フロントガラス１２２、ダッシュ
ボード１２６等の一例を示す図である。図１Ａに示される例では、システム１００は、車
両のフロントガラス１２２の上部であって左右方向中央付近のルームミラー１２１に隣接
する助手席側の位置に配置されている。システム１００は、両面テープ等の取り付け部材
によりフロントガラス１２２に貼りつけて固定されている。システム１００のＤＣジャッ
クが電源ケーブル１２０を介してシガーソケット１２３に接続されている。車両等のアク
セサリ電源がＯＮにされると、例えばシガーソケット１２３からシステム１００に電力が
供給される。したがって、車両等のエンジンが切れているとき、シガーソケット１２３か
らはシステム１００に電力が供給されない。
【０１１３】
　なお、図１Ａに示されるように、システム１００の一部の部材が、この部材の用途に応
じて、フロントガラス１２２とは異なる位置に設けられていてもよい。図１Ａに示される
例では、例えば、操作部材の一つである操作ボタン１２４等がダッシュボード１２６に設
けられている。
【０１１４】
　図２は、システム１００のブロック図の一例である。システム１００は、コントローラ
１３０（制御手段の一例である）、カメラ１４１（撮像装置の一例である）、データベー
ス１４５、ＧＰＳ受信機１４０、ＳＤカードリーダ１４２（記録手段の一例である）、加
速度センサ１４４、加速度センサ１４４とは異なる種類の各種センサ１５０、スピーカ１
４６、ディスプレイ１１３、操作ボタン１１２，１１５，１２４（図１Ｂ参照）、および
通信回路１４９を備えている。なお、ＳＤカードリーダ１４２は、読み書き機能を備える
ものであり、厳密には「ＳＤカードリーダライタ」と称するべきであるが、本明細書にお
いて、単に「ＳＤカードリーダ」と称する。
【０１１５】
　スピーカ１４６およびディスプレイ１１３は、ユーザに種々の情報を知らせるための通
知手段として機能する。スピーカ１４６は、コントローラ１３０の制御に基づいて、警報
や種々の情報を音で出力する。ディスプレイ１１３は、コントローラ１３０の制御に基づ
いて、種々の情報を画像表示で出力する。操作ボタン１１２，１１５，１２４は、ユーザ
がシステム１００（より具体的にはコントローラ１３０）に対して種々の指令を与える入
力手段として機能する。
【０１１６】
　カメラ１４１は、画角内（視野内）の動画を撮像する撮像装置として機能する。カメラ
１４１で撮像された動画は、画像データとしてコントローラ１３０に取り込まれる。カメ
ラ１４１は、少なくとも車両前方を撮像できるものである。カメラ１４１は、全方位３６
０°を撮像できる３６０°カメラであるとよく、全天球カメラ、半球カメラのいずれであ
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ってもよい。３６０°カメラであれば車両の周囲全方向を撮像できるとともに、車内の様
子も撮像することができる。なお、カメラ１４１の数は１台であってもよいし、２台以上
であってもよい。カメラ１４１は、車両の周囲の状況の他、車内のユーザ（運転者、同乗
者）の様子も撮像できるとよい。
【０１１７】
　データベース１４５は、例えばコントローラ１３０に外付けした不揮発性メモリ（例え
ばＥＥＰＲＯＭ）に格納されている。データベース１４５には、例えば地図データが含ま
れる。
【０１１８】
　ＧＰＳ受信機１４０は、コントローラ１３０の指示に基づいて現在時刻における自車の
位置情報を検出する。位置情報は、ＧＰＳ衛星からの信号に基づいて求められた時刻、自
車の速度、経度、緯度、高度等を含む。コントローラ１３０は、これらの位置情報の履歴
を記録する処理を行う。
【０１１９】
　ＳＤカードリーダ１４２は、ＳＤカード１４３を保持する媒体収容部として機能する。
ＳＤカード１４３は、着脱可能な記憶媒体として機能する。ユーザは、ＳＤカード挿入口
１１４（図１Ａ参照）を通して、ＳＤカードリーダ１４２にＳＤカード１４３を装着する
ことができる。ＳＤカードリーダ１４２は、コントローラ１３０からの制御に基づいて、
ＳＤカードリーダ１４２に保持されているＳＤカード１４３のデータを読み取り、または
ＳＤカード１４３にデータを記憶させる。
【０１２０】
　加速度センサ１４４は、３軸（ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸）それぞれの方向の加速度および傾き
を検出する３軸タイプのセンサが用いられる。加速度センサ１４４による計測値は、常時
、コントローラ１３０に取り込まれる。コントローラ１３０は、例えば１０ｍｓごとに３
軸の加速度情報を取得する。
【０１２１】
　コントローラ１３０は、周知のＣＰＵ１３１、ＲＯＭ１３２およびＲＡＭ１３３等のメ
モリ、タイマ１３４、その他の周辺回路等を有する。コントローラ１３０のＲＯＭ１３２
内に各種プログラムが記憶されている。コントローラ１３０はこれらのプログラムを実行
することにより各種の機能を実現する。各種プログラムには、オペレーティングシステム
（ＯＳ）、ＧＰＳ情報処理プログラム、映像処理プログラム（例えば図３～図１４に示さ
れるフローチャート等）、通信処理プログラム等が含まれる。
【０１２２】
　コントローラ１３０はＧＰＳ情報処理プログラムを実行することにより、ＧＰＳ受信機
１４０で受信されたＧＰＳ情報を、ＳＤカードリーダ１４２に保持されたＳＤカード１４
３に保存することができる。コントローラ１３０は映像処理プログラムを実行することに
より、カメラ１４１が撮像した映像を時刻と関連付けてＳＤカード１４３の所定の記録領
域に記録することができる。コントローラ１３０は、ＳＤカードリーダ１４２に保持され
たＳＤカード１４３にアクセスする機能を持ち、ＳＤカードリーダ１４２に保持されたＳ
Ｄカード１４３に、カメラ１４１で撮像された映像を記録する機能を持つ制御手段として
機能する。
【０１２３】
　ディスプレイ１１３は、コントローラ１３０がアクセスするＳＤカード１４３の担う役
割をユーザに知らせる通知手段として機能する。
【０１２４】
　通信回路１４９は、外部機器、例えばサーバ（例えば保険会社等のサーバ）、パソコン
、スマートフォン、タブレット端末等と無線通信を行うための通信手段として機能する。
コントローラ１３０は、通信処理プログラムを実行することにより、通信回路１４９を介
して、外部機器に映像等の画像データを送信する機能を有する。通信回路１４９として、
例えばＷｉＦｉ規格、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の近距離無線通信の規格、ＬＴＥ（Long Ter
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m Evolution）（いずれも登録商標）、４Ｇ等の移動通信システムの規格等に準拠した通
信回路を用いるとよい。近距離無線通信の規格は、例えば構内で稼働する作業車両（フォ
ークリフト等）と外部機器との通信に適用することができる。移動通信システムの規格は
、例えば、より広範囲の領域内で移動する車両と外部機器との通信に適用することができ
る。
【０１２５】
　コントローラ１３０は、カメラ１４１から入力された画像データに基づいてＳＤカード
リーダ１４２に保持されたＳＤカード１４３に画像の記録を行うことにより、上述した映
像処理プログラムを実行する。より詳しくは、ＳＤカード１４３は少なくとも２つの記録
領域（第１の記録領域および第２の記録領域）に分けられており、第１の記録領域には、
車両から給電を受けている限り常時記録される画像データ（以下「常時記録画像データ」
と称する）が圧縮して記録される。また、第２の記録領域には、車両から給電を受けてい
る時に特定の条件が成立したことを契機として記録される画像データ（以下「イベント記
録画像データ」と称する）が記録される。なお、詳細は後述するが、コントローラ１３０
は、常時記録画像データを記録する処理（後述の常時記録処理）と、イベント記録画像デ
ータを記録する処理（後述のイベント記録処理）とをマルチタスク処理として実行する。
【０１２６】
　なお、上述したとおり、このシステム１００は、車両等のアクセサリ電源（以下「外部
電源」と称する）がＯＮにされると例えばシガーソケット１２３から電力が供給されない
。そのため、このシステム１００は、外部電源がＯＮのときには充電され、外部電源がＯ
ＦＦのときにはコントローラ１３０および加速度センサ１４４にのみ電力を供給する機能
を有する内蔵バッテリーを備える盗難防止付きのシステムとするとよい。この場合、コン
トローラ１３０は、盗難記録モードにおいて、加速度センサ１４４によって強い衝撃を検
知すると、コントローラ１３０および加速度センサ１４４以外の他の部材（例えば、カメ
ラ１４１、ＳＤカードリーダ１４２、ディスプレイ１１３等）にも内蔵バッテリーから電
力を供給し、例えば１分程度といった盗難等の不正行為を撮像するために必要な時間にわ
たって撮像し、この撮像データを記録する処理を実行する。そして、外部電源がＯＮにな
ると盗難防止モードを終了し、後述の図３～図１４に示される処理を実行する。
【０１２７】
　なお、例えば常時記録画像データやイベント記録画像データの画像は、静止画像が連続
する画像であってもよいし、動画像であってもよい。静止画像の場合、複数の静止画像を
同時に確認することが可能であるため、効率よく確認作業を行うことが可能である。また
、動画像は、例えば、一定時間間隔で撮影された一連の画像を、短い間隔で連続表示する
ことによって得られる動きのある映像であってもよいし、完全に連続した映像であっても
よい。
【０１２８】
　また、静止画像および動画像には、車両のデータ（例えば車検証番号、車台番号、所有
者の氏名等）を付しておくとよい。また、操作ボタン１２４は単一のボタンとし、操作ボ
タン１２４以外のボタンを設けないようにするとよい。ユーザが操作可能な操作ボタンと
して単一の操作ボタン１２４が設けられることで、交通事故等の緊急時に迷うことなく操
作ボタン１２４を操作することができる。
【０１２９】
　次に、システムが備えるコントローラ１３０の制御処理について説明する。このコント
ローラ１３０により実行される制御処理については、第１の実施例、第２の実施例および
第３の実施例に分けて説明する。なお、図１および図２に示されるシステムの構成につい
ては、第１の実施例、第２の実施例および第３の実施例で共通するため、以下では、コン
トローラ１３０により実行される制御処理についてのみ説明する。
【０１３０】
　第１の実施例は、例えば事故等の異常事態が自車両（システムが搭載された車両）等に
発生した可能性があるときにイベント記録画像データを記録するイベント記録処理を、複
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数の条件が成立したときに行う場合の例であって、所定値以上の加速度の発生といった単
独の条件が成立したときにイベント記録処理を行う場合と比べて、イベント記録処理を行
う頻度が低くなりうる例である。
【０１３１】
　なお、この明細書（第１の実施例のみならず後述する第２の実施例および第３の実施例
も含む）において、「所定値以上の加速度の発生」とは、例えば、車両等が通常に走行し
ているときに発生する加速度の範囲を超えたときが相当する。例えば車両等が通常に走行
しているときの加速度は、多少の上下幅があるものの正常の範囲内で上下していることが
多い。しかし、例えば車両等が段差に乗り上げた時や急ブレーキ時には、加速度が一時的
に（例えば一瞬）上昇することがある。このような場合に、所定値以上の加速度が発生し
たと判断されうる。
【０１３２】
　第２の実施例は、例えば事故等の異常事態が自車両（システムが搭載された車両）等に
発生した可能性があるときにイベント記録画像データを記録するイベント記録処理を、所
定値以上の加速度の発生とは異なる単独の条件が成立したときに行う場合の例であって、
所定値以上の加速度の発生といった単独の条件が成立したときにイベント記録処理を行う
場合と比べて、イベント記録処理を行う頻度が低くなりうる例である。
【０１３３】
　第３の実施例は、例えば事故等の異常事態が他車両（システムが搭載された車両とは別
の車両）等に発生した可能性があるときにイベント記録画像データを記録するイベント記
録処理を行う場合の例である。
【０１３４】
　［第１の実施例］
　先ず、図３を参照して、コントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例につい
て説明する。図３は、システム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の
実施例を説明するためのフローチャートである。
【０１３５】
　コントローラ１３０は、外部電源がＯＮであるか否かを判断し（ステップＳ１０１）、
外部電源がＯＮである場合（ステップＳ１０１のＹＥＳ）に、ステップＳ１０３～ステッ
プＳ１０９の処理を行う。なお、図３では示さないが、システム１００に電力が供給され
て外部電源がＯＮになると、コントローラ１３０は、カメラ１４１から入力された画像デ
ータ（常時記録画像データ）をＳＤカード１４３の第１の記録領域に常に記録する常時記
録処理を行う。この常時記録処理は、システム１００に電力が供給されている限り記録し
続ける処理であり、例えばステップＳ１０３～ステップＳ１０９等の処理と併行して行わ
れる。
【０１３６】
　ステップＳ１０１において、システム１００への電力の供給が開始されて外部電源がＯ
Ｎになると（ＹＥＳの場合）、コントローラ１３０は、加速度センサ１４４の検出値に基
づいて、車両に所定値以上の加速度が発生したか否かを判断する（ステップＳ１０３）。
【０１３７】
　具体的には、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１
０３のＹＥＳ）、所定時間が経過するまで（ステップＳ１０５）、ユーザが特定の行為を
行ったか否かを監視している（ステップＳ１０７）。ユーザが特定の行為を行ったか否か
の監視は、例えば、ユーザが操作ボタン１２４を操作したか否かの監視とするとよい。操
作ボタン１２４を操作するとシステムが画像データを記録することをユーザに周知してお
けば、ユーザが操作ボタン１２４を操作したときにイベントが発生していることの信頼性
が高くなる。
【０１３８】
　コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後の所定時間内（ステップＳ１
０５のＹＥＳ）に、ユーザが特定の行為として例えばユーザが操作ボタン１２４を操作し
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たと判断すると（ステップＳ１０７のＹＥＳ）、イベント記録処理を行う（ステップＳ１
０９）。このイベント記録処理は、例えば、ＳＤカード１４３の第１の記録領域に記録さ
れる常時記録画像データを読み出して、所定値以上の加速度が発生したと判断された時点
前後それぞれ所定時間（例えば前後２０秒ずつ）の画像データを切り出して、イベント記
録画像データとしてＳＤカード１４３の第２の記録領域に記録する処理等である。この場
合、ステップＳ１０５で判断される所定時間（ユーザが操作ボタン１２４を操作したか否
かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば２０分以内
といった、ユーザが操作ボタン１２４を操作するまである程度の時間を確保できる程度と
するとよい。事故等の異常状態が発生したとき、ユーザは動揺すると考えられ、精神的に
落ちつかなければ操作ボタン１２４を操作することに気付かない可能性があると考えられ
るからである。
【０１３９】
　また、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生していないとき（ステップＳ
１０３のＮＯ）は、ステップＳ１０１に戻る。また、コントローラ１３０は、所定値以上
の加速度が発生したとしても、ユーザが特定の行為を行ったことを検知することなく、所
定値以上の加速度の発生から所定時間を経過すると（ステップＳ１０５のＮＯ）、ステッ
プＳ１０１に戻る。
【０１４０】
　このようにすれば、所定値以上の加速度の発生の検知、および、ユーザが特定の行為を
行ったことの検知、といった複数の条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発
生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の
検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから
画像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証
負荷を低減すること等ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立するタイミン
グが、或る程度近しいタイミング（上述のステップＳ１０５で説明した所定時間以内）で
なされているので、複数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異常事態の検
証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１４１】
　なお、ステップＳ１０７の処理を、例えばユーザが操作ボタン１２４を操作したことを
検知する処理とした場合、操作ボタン１２４の操作を促す機能がシステムに設けられてい
ることが好ましい。例えば、所定値以上の加速度の発生が検知された際に、「緊急時には
操作ボタンを押してください。」等の音声によるアナウンスをスピーカから出力したり、
表示装置にその旨の表示を行ったり、操作ボタン２４を点灯や点滅させたり、またはこれ
らを組み合わせて行うようにするとよい。また、操作ボタン２４は、目立つ態様でシステ
ムに設けられていることが好ましい。例えば、操作ボタン２４をダッシュボードの上に配
置したり、操作ボタン２４を運転席や助手席に座っている人から見やすい位置に配置した
りするとよい。また、操作ボタン２４を目立つ色（例えば、赤色、黄色、青色など）の操
作ボタンとするとよい。また、操作ボタン２４は、目立つように大きめの大きさ（非常ボ
タンのイメージで、例えば手の甲の大きさ程度）とするとよい。さらに、操作ボタンの数
が多いと、ユーザが操作するときにいずれの操作ボタンを操作すればよいかユーザが迷う
可能性があるため、操作ボタン２４は、１つだけ設けられるようにするとよい。
【０１４２】
　また、操作ボタン２４は、自車両や他車両に事故等の異常事態が発生したときの他、運
転者、同乗者の身体に不具合が生じたときや、火災、冠水、隕石落下など、何らかの異常
事態が発生したときに操作すると、システムから外部の特定の機関（例えば、警察署、消
防署、日本自動車連盟、保険会社、事故サポートセンターなど）や外部の特定の車両（例
えば救急車やパトカー等）に対して通信が行われ、この通信によって相手側に異常事態の
発生を報知する機能を有するとよい。
【０１４３】
　また、ステップＳ１０７の処理は、ユーザが操作ボタン１２４を操作したことを検知す
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る処理に限られず、例えば、ユーザが所有する特定の装置（例えばスマートフォンやタブ
レットなど）から外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会
社、事故サポートセンターなど）に通信をしたことを検知する処理としてもよい。この場
合、ステップＳ１０５で判断される所定時間（ユーザが所有する特定の装置から外部の特
定の機関に通信を行ったか否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検
知してから例えば６０分以内といった、ユーザが操作ボタン１２４を操作するまである程
度の時間を確保できる程度とするとよい。事故等の異常状態が発生したとき、ユーザが事
故の相手方と交渉する場合があることに鑑みると、相手方との交渉が落ち着いた後に外部
の特定の機関と通信する可能性があると考えられるからである。
【０１４４】
　また、システムは、上記特定の機関への通信を行うことをユーザに促したり、或いは、
上記特定の機関への通信を行うか否かをユーザに確認するようにしてもよい。例えば、事
故への対応をサポートするサービスを行う事故サポートセンターへの通信（連絡）を行う
か否かを、対話型ＵＩ（ユーザインターフェイス）によってシステムがユーザに確認して
もよい。
【０１４５】
　具体的には、例えば、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１０３のＹＥＳ）
、所定時間が経過するまで（ステップＳ１０５）の間に、システムがユーザに対して、「
事故サポートセンターへ通知しますか？」等の音声で確認を行ってもよい。この場合、シ
ステムは、ユーザによる「する／しない」等の返答を音声によって認識し、「する」とい
う返答があった場合に、システムが事故サポートセンターへ連絡を行うようにするとよい
。この連絡を行う際、念のために、システムは、ユーザとの音声会話を録音して、上記の
連絡を行うとともに録音内容をボイスメッセージとして事故サポートセンターに送るよう
にするとよい。
【０１４６】
　また、例えば、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１０３のＹＥＳ）、所定
時間が経過するまで（ステップＳ１０５）の間に、システムがユーザに対して、「事故サ
ポートセンターへ通知しますか？通知する場合は本体の通知ボタンを押してください。」
等の音声で確認を行ってもよい。この場合、システムは、ユーザによる通知ボタンの操作
があった場合に、システムが事故サポートセンターへ連絡を行うようにするとよい。
【０１４７】
　対話型ＵＩによるシステムの音声ボリュームを調整する機能や、音声をオン、オフする
機能を設けるとよい。これらの機能を設けることで、所定値以上の加速度が発生する（ス
テップＳ１０３のＹＥＳ）度に音声が流れることを抑制したり、音声ボリュームを抑える
ことができる。
【０１４８】
　ステップＳ１０７の処理を、ユーザが所有する特定の装置（例えばスマートフォンやタ
ブレットなど）から外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険
会社など）に通信をしたことを検知する処理とした場合、特定の機関の電話番号等をシス
テムに登録しておくとよい。また、システムとユーザが所有する特定の装置とは、例えば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）によって予めペアリング等しておくことにより相互に
通信可能な状態としておくとよい。また、ユーザが所有する特定の装置から外部の特定の
機関に通信を行ったときの履歴（例えば日時や通信したときの会話の内容）を記録するよ
うにするとなおよい。また、ユーザが所有する特定の装置の発信履歴を随時読み込んでお
いて、特定の機関（保険会社等）へ連絡した時点に対して直近の加速度発生イベント（ス
テップＳ１０３のＹＥＳ）について、イベント記録処理を行う（ステップＳ１０９）とよ
い。
【０１４９】
　［第１の実施例の効果等］
　第１の実施例によれば、複数の条件（所定値以上の加速度の発生の検知およびユーザの
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特定の行為が行われたことの検知）が成立することにより、所定値以上の加速度が発生し
たときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのため、イベント
記録処理（ステップＳ１０９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データを、外
部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に提供する
ことで、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１５０】
　［第１の実施例の変形例１～変形例５］
　次に、図４～図８を参照して、第１の実施例の変形例１～変形例５について説明する。
第１の実施例の変形例１～変形例５が第１の実施例と異なる点は、図３に示されるシステ
ム１００のコントローラ１３０が実行する処理のうちの一部の処理である。
【０１５１】
　［第１の実施例の変形例１］
　先ず、図４を参照して、第１の実施例の変形例１について説明する。図４は、システム
１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例の変形例１を説明するた
めのフローチャートである。
【０１５２】
　第１の実施例の変形例１では、第１の実施例におけるＳ１０７の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて又は加えて、所定値以上の加速度が発生した後の所
定時間以内（ステップＳ１１５のＹＥＳ）に、ユーザから特定の情報を検知したか否かを
判断する（ステップＳ１１７）。すなわち、所定値以上の加速度が発生したこと（ステッ
プＳ１１３のＹＥＳ）および所定値以上の加速度が発生した後の所定の時間内（ステップ
Ｓ１１５のＹＥＳ）にユーザから特定の情報を検知した（ステップＳ１１７のＹＥＳ）と
いった複数の条件を満たすと、イベント記録処理を行う（ステップＳ１１９）。なお、他
の処理であるステップＳ１１１、Ｓ１１３およびＳ１１９の処理は、それぞれ、第１の実
施例におけるステップＳ１０１、Ｓ１０３およびＳ１０９の処理と同様である。
【０１５３】
　具体的には、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１
１３のＹＥＳ）、所定時間が経過するまで（ステップＳ１１５）、ユーザから特定の情報
を検知したか否かを監視している（ステップＳ１１７）。ユーザから特定の情報を検知し
たか否かの監視は、例えば、ユーザが大きな声（例えば所定のデシベル値以上の声）を発
したか否かの監視とするとよい。これは事故等の異常状態が発生したとき、ユーザが大き
な声を発する可能性が高いことに着目したものであり、通常時には検知される可能性が低
いデジベル値の範囲を超えたとき（例えば通常時に検知される可能性がある最大デシベル
値の例えば２倍以上のデシベル値が検知されたとき）、ユーザが大きな声を発したと判断
される。この場合、ステップＳ１１５で判断される所定時間（ユーザが大きな声を発した
か否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば３秒以
内といった比較的短い時間とするとよい。事故等の異常状態が発生したとき、比較的短い
時間内にユーザが大きな声を発すると考えられるからである。
【０１５４】
　コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後の所定時間内（ステップＳ１
１５のＹＥＳ）に、ユーザからの特定の情報として例えばユーザが大きな声を発したと判
断すると（ステップＳ１１７のＹＥＳ）、イベント記録処理を行う（ステップＳ１１９）
。
【０１５５】
　また、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生していないとき（ステップＳ
１１３のＮＯ）は、ステップＳ１１１に戻る。また、コントローラ１３０は、所定値以上
の加速度が発生したとしても、ユーザから特定の情報を検知することなく、所定値以上の
加速度の発生から所定時間を経過すると（ステップＳ１１５のＮＯ）は、ステップＳ１１
１に戻る。
【０１５６】
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　このようにすれば、所定値以上の加速度の発生の検知、および、ユーザからの特定の情
報の検知、といった複数の条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したと
きに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷
をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから画像を受
け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低
減すること等ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立するタイミングが、或
る程度近しいタイミング（上述のステップＳ１１５で説明した所定時間以内）でなされて
いるので、複数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異常事態の検証負荷を
より確実に軽減すること等が可能となる。
【０１５７】
　なお、ステップＳ１１７の処理は、ユーザが大きな声（例えば所定のデシベル値以上の
声）を発したか否かを監視する処理に限られず、例えば、ユーザの身体に変化が生じたか
否かを監視するようにしてもよい。ユーザの身体に変化が生じたか否かの監視は、システ
ムが搭載される車両等の例えばハンドルにユーザの血流を測定できるセンサを設けてユー
ザの心拍数を検出し、検出された心拍数が所定の範囲外（例えば心拍数１００以上、或い
は測定不能）といった、例えば通常時に検出される心拍数の範囲を超えたことを検知した
ときに、ユーザの身体に変化が生じたと判断する処理としてもよい。この場合、通常時か
らユーザの心拍数を検知し、この検知結果にもとづいて例えば通常時に検出される心拍数
の範囲を設定するようにするとよい。また、システムが搭載される例えば車両の車内等を
撮像するカメラを備えて、このカメラが撮像するユーザの身体の状態が通常の運転時とは
異なる状態になったこと（例えば、ユーザの頭の位置が所定の領域から所定時間（例えば
５分以上といった、異常事態が発生していなければユーザの頭の位置が所定の領域に戻る
と考えられる時間）以上にわたって逸脱していることなど）を検知する処理としてもよい
。この場合、ステップＳ１１５で判断される所定時間（ユーザの身体に変化が生じたか否
かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば電源がＯＦ
Ｆになるまで（ステップＳ１１１においてＮＯと判断されるまで）の時間とするとよい。
事故等の異常事態の発生直後は身体に影響がなかったとしても、ある程度の時間が経過し
た後に身体に影響が出てくる場合があるからである。
【０１５８】
　さらに、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例
えば電源がＯＦＦになるまでユーザの身体に変化が生じたか否かを監視するようにした場
合、ユーザの身体異常を検知すると外部機関（例えば保険会社のサーバや警察署等）に自
動送信するようにすると、事故を未然に防ぐことができる可能性もあり、なおよい。
【０１５９】
　［第１の実施例の変形例１の効果等］
　第１の実施例の変形例１によれば、複数の条件（所定値以上の加速度の発生の検知およ
びユーザから特定の情報を取得したことの検知）が成立することにより、所定値以上の加
速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのた
め、イベント記録処理（ステップＳ１１９）においてＳＤカード１４３に記録された画像
データを、外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など
）に提供することで、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１６０】
　［第１の実施例の変形例２］
　次に、図５を参照して、第１の実施例の変形例２について説明する。図５は、システム
１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例の変形例２を説明するた
めのフローチャートである。
【０１６１】
　第１の実施例の変形例２では、第１の実施例におけるＳ１０７の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて又は加えて、所定値以上の加速度が発生した後の所
定の時間内（ステップＳ１２５のＹＥＳ）に、車両外部から特定の情報を検知したか否か
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を判断する（ステップＳ１２７）。すなわち、所定値以上の加速度が発生したこと（ステ
ップＳ１２３のＹＥＳ）および所定値以上の加速度が発生した後の所定の時間内に車両外
部から特定の情報を検知したことといった複数の条件を満たすと、イベント記録処理を行
う（ステップＳ１２９）。なお、他の処理であるステップＳ１２１、Ｓ１２３およびＳ１
２９の処理は、それぞれ、第１の実施例におけるステップＳ１０１、Ｓ１０３およびＳ１
０９の処理と同様である。
【０１６２】
　具体的には、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１
２３のＹＥＳ）、所定時間が経過するまで、車両外部からの特定の情報として、特定の音
（例えば、特定の車両（例えば救急車やパトカー等の緊急自動車）のサイレンの音、通行
人の大きな声、車両の衝突音など）を検知したか否かを監視しており（ステップＳ１２５
、ステップＳ１２７）、所定値以上の加速度が発生した後の所定時間内（ステップＳ１２
５のＹＥＳ）に特定の音が検知されたと判断すると（ステップＳ１２７のＹＥＳ）、イベ
ント記録処理を行う（ステップＳ１２９）。この場合、ステップＳ１２５で判断される所
定時間（特定の音を検知したか否かの監視時間）は、特定の音が例えば特定の車両のサイ
レンの音等であれば、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば４０分以
内といった、事故等の異常状態が発生してから特定の車両が到着するまでの時間を考慮し
た時間とするとよい。また、特定の音が例えば通行人の大きな声や車両の衝突音等であれ
ば、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば３秒以内といった比較的短
い時間とするとよい。
【０１６３】
　また、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生していないとき（ステップＳ
１２３のＮＯ）は、ステップＳ１２１に戻る。また、コントローラ１３０は、所定値以上
の加速度が発生したとしてもその後の所定時間内に特定の音が検知されないとき（ステッ
プＳ１２７のＮＯ）は、ステップＳ１２１に戻る。
【０１６４】
　このようにすれば、所定値以上の加速度の発生の検知、および、例えば緊急自動車のサ
イレン音等の特定の音の検知、といった複数の条件が成立することにより、所定値以上の
加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、
異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、シ
ステムから画像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか
否かの検証負荷を低減すること等ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立す
るタイミングが、或る程度近しいタイミング（上述のステップＳ１２５で説明した所定時
間以内）でなされているので、複数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異
常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１６５】
　なお、ステップＳ１２７の処理は、車両外部からの特定の情報として、特定の音を検知
したか否かを監視する処理に限られず、例えば、車両に障害物が接近したか否かを監視す
るようにしてもよい。車両に接近している障害物は、例えば風船等のようなものではなく
、例えば重量物（人、車両など）のように事故等の異常事態となる物とすると良い。重量
物であるか否かの判断は、システム１００の撮像装置（例えばカメラ１４１等）で撮像さ
れた画像を画像処理することで検知すると良い。この場合、ステップＳ１２５で判断され
る所定時間（車両に障害物が接近したか否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生
したことを検知してから例えば３秒以内といった比較的短い時間とするとよい。
【０１６６】
　［第１の実施例の変形例２の効果］
　第１の実施例の変形例２によれば、複数の条件（所定値以上の加速度の発生の検知およ
び車両外部からの特定の情報の検知）が成立することにより、所定値以上の加速度が発生
したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのため、イベン
ト記録処理（ステップＳ１２９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データを、
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外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に提供す
ることで、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１６７】
　［第１の実施例の変形例３］
　次に、図６を参照して、第１の実施例の変形例３について説明する。図６は、システム
１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例の変形例３を説明するた
めのフローチャートである。
【０１６８】
　第１の実施例の変形例３では、第１の実施例におけるＳ１０７の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて又は加えて、所定値以上の加速度が発生した後の所
定の時間内（ステップＳ１３５のＹＥＳ）に、車両の変化を検知したか否かを判断する（
ステップＳ１３７）。すなわち、所定値以上の加速度が発生したこと（ステップＳ１３３
のＹＥＳ）および所定値以上の加速度が発生した後の所定の時間内（ステップＳ１３５の
ＹＥＳ）に車両の変化を検知したこと（ステップＳ１３７のＹＥＳ）といった複数の条件
を満たすと、イベント記録処理を行う（ステップＳ１３９）。なお、他の処理であるステ
ップＳ１３１、Ｓ１３３およびＳ１３９の処理は、それぞれ、第１の実施例におけるステ
ップＳ１０１、Ｓ１０３およびＳ１０９の処理と同様である。
【０１６９】
　具体的には、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１
３３のＹＥＳ）、所定時間が経過するまで（ステップＳ１３５）、車両の変化を検知した
か否かを監視している（ステップＳ１３７）。車両の変化を検知したか否かの監視は、例
えば、車両の電位変化を検知したか否かの監視とするとよい。これは、システムが搭載さ
れた例えば車両等が他の物体と接触するといったような異常事態が発生したとき、他の物
体との接触により車両等の電位が変化している可能性が高いことに着目したものである。
この場合、ステップＳ１３５で判断される所定時間（車両の変化を検知したか否かの監視
時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば１秒以内といった比
較的短い時間とするとよい。他の物体接触したとき、車両等の電位がただちに変化すると
考えられるからである。
【０１７０】
　コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後の所定時間内（ステップＳ１
３５のＹＥＳ）に、車両の変化として例えば車両の電位変化を検知したと判断すると（ス
テップＳ１３７のＹＥＳ）、イベント記録処理を行う（ステップＳ１３９）。
【０１７１】
　また、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生していないとき（ステップＳ
１３３のＮＯ）は、ステップＳ１３１に戻る。また、コントローラ１３０は、所定値以上
の加速度が発生したとしても、車両の変化を検知することなく、所定値以上の加速度の発
生から所定時間を経過すると（ステップＳ１３５のＮＯ）は、ステップＳ１３１に戻る。
【０１７２】
　このようにすれば、所定値以上の加速度の発生の検知、および、車両の変化の検知、と
いった複数の条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記
録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより確実に
軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから画像を受け取った保険
会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低減すること等
ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立するタイミングが、或る程度近しい
タイミング（上述のステップＳ１３５で説明した所定時間以内）でなされているので、複
数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異常事態の検証負荷をより確実に軽
減すること等が可能となる。
【０１７３】
　なお、ステップＳ１３７の処理は、車両の変化を検知したか否かを監視する処理に限ら
れず、例えば、車両の安全装置が作動したか否かを監視するようにしてもよい。車両の安
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全装置としては、例えば、エアバッグ装置、アンチロック・ブレーキシステム、シートベ
ルトのプリテンショナ装置等を挙げることができる。この場合、ステップＳ１３５で判断
される所定時間（車両の変化を検知したか否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発
生したことを検知してから例えば３秒以内といった比較的短い時間とするとよい。
【０１７４】
　さらに、ステップＳ１３７の処理を、例えば、車両の走行速度が所定の平均走行速度（
例えば４０ｋｍ／ｈ以上）の状態から所定速度（例えば８ｋｍ／ｈ）以下になったか否か
（移動速度の変化）を監視するようにしてもよい。また、ステップＳ１３７の処理を、例
えば、車両の走行速度が特定の平均速度以上の状態から停車状態に遷移し、停車状態を所
定時間以上（例えば５分以上）継続したか否かを監視するようにしてもよい。これは、事
故等の異常事態が発生したとき、ユーザが車両等を停止させる可能性が高いことに鑑みた
ものである。この場合、ステップＳ１３５で判断される所定時間（車両の走行速度が所定
速度以下またはゼロになったか否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したこと
を検知してから例えば１０分以内、より好ましくは３～５分以内といった時間とするとよ
い。移動速度の変化は、例えば、ＧＰＳから得た情報や、車速センサから得た情報、ブレ
ーキの検出結果などに基づいて監視するとよい。なお、上記の所定速度以下になったか否
かの監視は、事故等の異常事態が発生したときにユーザが車両等を停止させる可能性が高
いことに鑑みれば、走行速度がゼロになったか否かを監視するようにすることが好ましい
が、速度センサの誤差を考慮し、所定速度（例えば８ｋｍ／ｈ）以下になったか否かを監
視するようにするとよい。
【０１７５】
　また、ステップＳ１３７の処理を、車両の走行速度が特定の平均速度以上の状態から停
車状態に遷移し、停車状態を所定時間以上（例えば３～５分以上）継続したか否かを監視
するようにしてもよい。３～５分以上であれば、信号待ちの可能性を排除することが可能
となる。
【０１７６】
　［第１の実施例の変形例３の効果］
　第１の実施例の変形例３によれば、複数の条件（所定値以上の加速度の発生の検知およ
び車両の変化の検知）が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像
が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのため、イベント記録処理（ス
テップＳ１３９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データを、外部の特定の機
関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に提供することで、異常
事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１７７】
　［第１の実施例の変形例４］
　次に、図７を参照して、第１の実施例の変形例４について説明する。図７は、システム
１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例の変形例４を説明するた
めのフローチャートである。
【０１７８】
　第１の実施例の変形例４では、第１の実施例におけるＳ１０７の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて又は加えて、所定値以上の加速度が発生した後の所
定の時間内（ステップＳ１４５のＹＥＳ）に、車両から特定の走行情報を検知したか否か
を判断する（ステップＳ１４７）。すなわち、所定値以上の加速度が発生したこと（ステ
ップＳ１４３のＹＥＳ）および所定値以上の加速度が発生した後の所定の時間内（ステッ
プＳ１４５のＹＥＳ）に車両から特定の走行情報を検知したこと（ステップＳ１４７のＹ
ＥＳ）といった複数の条件を満たすと、イベント記録処理を行う（ステップＳ１４９）。
なお、他の処理であるステップＳ１４１、Ｓ１４３およびＳ１４９の処理は、それぞれ、
第１の実施例におけるステップＳ１０１、Ｓ１０３およびＳ１０９の処理と同様である。
【０１７９】
　具体的には、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１
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４３のＹＥＳ）、所定時間が経過するまで（ステップＳ１４５）、車両からの特定の走行
情報を検知したか否かを監視している（ステップＳ１４７）。車両からの特定の走行情報
を検知したか否かの監視は、例えば、車両が事故多発エリアを走行していることが検知さ
れたか否かの監視とするとよい。コントローラ１３０は、車両等が事故多発エリアを走行
しているか否かを、例えばＧＰＳ受信機１４０によって取得できる車両等の走行エリアか
ら検知することができる。事故多発エリアの情報は、例えば、あらかじめシステムに記憶
させるようにしてもよいし、コントローラ１３０が外部（例えば保険会社や警察署等の外
部機関のサーバ）から取得するようにしてもよい。
【０１８０】
　また、ステップＳ１４５で判断される所定時間（例えば車両からの特定の走行情報を検
知したか否かの監視時間）は、所定値以上の加速度が発生したことを検知してから例えば
１０秒以内といった、例えばＧＰＳ受信機１４０によって取得できる車両等の走行エリア
の検知に要する程度の時間とするとよい。
【０１８１】
　なお、上記では、所定値以上の加速度が発生した後（ステップＳ１４３のＹＥＳ）、所
定時間が経過するまで（ステップＳ１４５）、車両からの特定の走行情報を検知したか否
かを監視している（ステップＳ１４７）が、これに代えて、車両からの特定の走行情報を
検知している間、常に、所定値以上の加速度が発生したか否かを監視するようにしてもよ
い。
【０１８２】
　コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生したこと（ステップＳ１４３のＹＥ
Ｓ）、および、車両から特定の走行情報を検知したこと（ステップＳ１４７のＹＥＳ）、
の両方の条件を満たすと、イベント記録処理を行う（ステップＳ１４９）。
【０１８３】
　また、コントローラ１３０は、所定値以上の加速度が発生していないとき（ステップＳ
１４３のＮＯ）は、ステップＳ１４１に戻る。また、コントローラ１３０は、所定値以上
の加速度が発生したとしても車両からの特定の走行情報を検知しなかったときや、車両か
らの特定の走行情報を検知したとしても所定値以上の加速度の発生を検知しなかったとき
、ステップＳ１４１に戻る。
【０１８４】
　このようにすれば、所定値以上の加速度の発生の検知、および、車両が事故多発エリア
を走行していることの検知、といった複数の条件が成立することにより、所定値以上の加
速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異
常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、シス
テムから画像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否
かの検証負荷を低減すること等ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立する
タイミングが、或る程度近しいタイミング（上述のステップＳ１４５で説明した所定時間
以内）でなされているので、複数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異常
事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１８５】
　なお、ステップＳ１４７の処理は、車両が事故多発エリアを走行しているか否かを監視
する処理に限られず、例えば、車両が事故多発時間帯（例えば１６～１８時頃）に走行し
ているか否かを監視するようにしてもよい。
【０１８６】
　［第１の実施例の変形例４の効果］
　第１の実施例の変形例４によれば、複数の条件（所定値以上の加速度の発生の検知およ
び車両の走行情報の検知）が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに
画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのため、イベント記録処理
（ステップＳ１４９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データを、外部の特定
の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に提供することで、
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異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１８７】
　［第１の実施例の変形例５］
　次に、図８を参照して、第１の実施例の変形例５について説明する。図８は、システム
１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第１の実施例の変形例５を説明するた
めのフローチャートである。
【０１８８】
　第１の実施例の変形例５は、所定値以上の加速度の発生の検知という条件以外の複数の
条件の成立を、イベント記録処理を行うための条件としたものである。すなわち、単独の
条件が成立しただけでは、所定値以上の加速度が発生したときにイベント記録処理を行う
従来と比べてイベント記録処理を行う頻度を低くすることができなかったとしても、複数
の条件の成立をイベント記録処理の条件とすることで、従来よりもイベント記録処理を行
う頻度を低くすることが可能となる点に着目したものである。なお、ステップＳ１５１、
Ｓ１５９の処理は、それぞれ、第１の実施例におけるステップＳ１０１およびＳ１０９の
処理と同様である。
【０１８９】
　例えば、コントローラ１３０は、電源がオンになった後（ステップＳ１５１のＹＥＳ）
、１つ目の条件としてユーザが特定の行為を行ったか否かを判断し（ステップＳ１５３）
、ユーザが特定の行為を行ったと判断した後（ステップＳ１５３のＹＥＳ）、所定時間が
経過するまで（ステップＳ１５５）、２つ目の条件の成立すなわちユーザから特定の情報
が検知されたか否かを監視している（ステップＳ１５７）。１つ目の条件であるユーザが
特定の行為を行ったことおよび２つ目の条件であるユーザから特定の情報が検知されたこ
との両方の条件を所定時間以内に満たすと（ステップＳ１５３のＹＥＳ且つステップＳ１
５５のＹＥＳ且つステップＳ１５７のＹＥＳ）、イベント記録処理を行う（ステップＳ１
５９）。
【０１９０】
　なお、ユーザが特定の行為を行ったか否かの判断（ステップＳ１５３）およびユーザか
ら特定の情報が検知されたか否かの判断（ステップＳ１５７）の順序は、上述した順に限
られず、例えば、ユーザから特定の情報が検知されたと判断した後、所定時間が経過する
まで（ステップＳ１５５のＹＥＳ）、ユーザから特定の情報が検知されたか否かを監視す
るようにしてもよい。
【０１９１】
　また、コントローラ１３０は、ユーザが特定の行為を行ったことおよびユーザから特定
の情報が検知されたことの両方の条件を所定時間以内に満たさなければ（ステップ１５３
のＮＯ、ステップＳ１５５のＮＯ）、ステップＳ１５１に戻る。また、ユーザが特定の行
為を行ったことおよびユーザから特定の情報が検知されたことのうちいずれかの条件を満
たし、且つこの条件を満たしてから所定時間が経過していなければ（ステップＳ１５５の
ＮＯ）、ステップＳ１５３に戻る。
【０１９２】
　なお、ステップＳ１５５で判断される所定時間（２つ目の条件を満たしたか否かの監視
時間）は、２つ目の条件によって異なる。例えば、２つ目の条件が例えばユーザが操作ボ
タン１２４を操作したことの検知である場合には、１つ目の条件が成立してから例えば２
０分以内といった、ユーザが操作ボタン１２４を操作するまである程度の時間を確保でき
る程度とするとよい。また、２つ目の条件が例えばユーザの心拍数が所定の範囲外（例え
ば心拍数１００以上、或いは測定不能）となったことの検知である場合には、１つ目の条
件が成立してから例えば外部電源がＯＦＦになるまでの時間といった、ユーザの身体に影
響が出てくる可能性があることを想定した時間とするとよい。また、２つ目の条件が例え
ば特定の音（例えば、特定の車両（例えば救急車やパトカー等の緊急自動車）のサイレン
の音、通行人の大きな声、車両の衝突音など）の検知である場合には、１つ目の条件が成
立してから例えば４０分以内といった、事故等の異常状態が発生してから特定の車両が到
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着するまでの時間を考慮した時間とするとよい。また、２つ目の条件が例えば車両の電位
変化を検知である場合には、他の物体接触したときは車両等の電位がただちに変化すると
考えられることから、１つ目の条件が成立してから例えば１秒以内といった比較的短い時
間とするとよい。また、２つ目の条件が例えば車両が事故多発エリアを走行していること
の検知である場合には、１つ目の条件が成立してから例えば１０秒以内といった、例えば
ＧＰＳ受信機１４０によって取得できる車両等の走行エリアの検知に要する程度の時間と
するとよい。このように、ステップＳ１５５で判断される所定時間（２つ目の条件を満た
したか否かの監視時間）は、２つ目の条件が成立しうる時間にするとよい。
【０１９３】
　このようにすれば、ユーザが特定の行為を行ったことの検知、および、ユーザから特定
の情報を取得したことの検知、といった複数の条件が成立することにより、所定値以上の
加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、
異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、シ
ステムから画像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか
否かの検証負荷を低減すること等ができる。また、複数の条件のうち個々の条件が成立す
るタイミングが、或る程度近しいタイミング（２つ目の条件によって異なる所定時間以内
）でなされているので、複数の条件の関連性の高さが確保される。したがって、異常事態
の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０１９４】
　また、ステップＳ１５３で行われる処理およびステップＳ１５７で行われる処理の組み
合わせは、ユーザが特定の行為を行ったことの検知およびユーザからの特定の情報の検知
の組み合わせに限定されるものではない。例えば、上記の組み合わせとしては、ユーザが
特定の行為を行ったことの検知および車両外部からの特定の情報の検知、ユーザが特定の
行為を行ったことの検知および車両の変化の検知、ユーザが特定の行為を行ったことの検
知および車両外部からの特定の情報の検知、ユーザから特定の情報を取得したことの検知
および車両外部からの特定の情報の検知、ユーザからの特定の情報の検知および車両の変
化の検知、ユーザからの特定の情報の検知および車両外部からの特定の情報の検知、車両
外部からの特定の情報の検知および車両の変化の検知、車両外部からの特定の情報の検知
および車両外部からの特定の情報の検知、ならびに、車両の変化の検知および車両外部か
らの特定の情報の検知等といったバリエーションを挙げることができる。
【０１９５】
　さらには、この第１の実施例の変形例５では、所定値以上の加速度の発生の検知という
条件以外の複数の条件の成立を、イベント記録処理を行うための条件としているが、複数
の条件は、２つの条件の成立に限られない。例えば、ユーザが特定の行為を行ったことの
検知、ユーザからの特定の情報の検知、および、車両外部からの特定の情報の検知等とい
った３つ以上の条件が成立した場合であっても、所定値以上の加速度が発生したときに画
像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより
確実に軽減すること等が可能となる。この３つ以上の条件の組み合わせは、例えば、上述
したユーザが特定の行為を行ったことの検知、ユーザからの特定の情報の検知、車両外部
からの特定の情報の検知、車両の変化の検知、および、車両外部からの特定の情報の検知
等の複数の条件のなかから任意の３つ以上の条件の組み合わせとするとよい。
【０１９６】
　［第１の実施例の変形例５の効果］
　第１の実施例の変形例５によれば、所定値以上の加速度の発生の検知という条件以外の
複数の条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記録され
る場合よりも低い頻度で画像を記録し得る。そのため、イベント記録処理（ステップＳ１
５９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データを、外部の特定の機関（例えば
、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に提供することで、異常事態の検証
負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。とくに、単独の条件が成立しただけでは
、所定値以上の加速度が発生したときにイベント記録処理を行う従来と比べてイベント記
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録処理を行う頻度を低くすることができなかったとしても、複数の条件の成立をイベント
記録処理の条件とすることで、従来よりもイベント記録処理を行う頻度を低くすることが
可能となる。ただし、単独の条件が成立しただけで従来よりもイベント記録処理を行う頻
度が低くなる条件を、上記の複数の条件の一つとすることを排除するものではない。
【０１９７】
　［第１の実施例および第１の実施例の変形例１～５の効果等］
　第１の実施例および第１の実施例の変形例１～５によれば、所定値以上の加速度が発生
したときにイベント記録処理を行う従来と比べて、イベント記録処理を行う頻度を低くす
ることが可能となる。なお、複数の条件のうちの一つを所定値以上の加速度の発生とした
場合には、従来から用いられている加速度センサを流用することができ、イベント記録画
像データを記録するイベント記録処理を行う頻度を、低コストで低くすることが可能とな
る。
【０１９８】
　また、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５のイベント記録処理（ス
テップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステップＳ１３９、ステップＳ
１４９、ステップＳ１５９）においてＳＤカード１４３に記録された画像データは、ＳＤ
カード１４３を郵送等で外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、
保険会社など）に送るようにしてもよい。ただし、上記のイベント記録処理において記録
された画像データを、外部の特定の機関に送信する処理をコントローラ１３０が行うよう
にすると、手間を煩わせることなくタイムリーに画像データを提供することが可能となる
。
【０１９９】
　イベント記録処理において記録された画像データを、外部の特定の機関に送信する処理
をコントローラ１３０が行うようにする場合、送信処理を行ってもよいか否かをシステム
がユーザに確認してもよい。例えば、システムは、対話型ＵＩにより、「記録した画像を
送信しますか？」等の音声により確認を行うようにするとよい。システムは、ユーザによ
る「する／しない」等の返答を音声によって認識し、「する」という返答があった場合に
、システムが保険会社や警察署等に画像を送信するとよい。
【０２００】
　また、イベント記録処理において記録された画像データを、外部の特定の機関に送信す
る処理をコントローラ１３０が行うようにする場合、送信操作を行うようユーザに促すよ
うにするとよい。例えば、システムは、対話型ＵＩにより、「データ送信機能付きのドラ
イブレコーダーを装着されていたら、操作ボタンを押して画像を送信してください」等の
音声により送信操作を促すとよい。システムは、ユーザが送信ボタンを押した場合に、保
険会社や警察署等に画像を送信するとよい。
【０２０１】
　また、イベント記録処理において記録された画像データを外部の特定の機関に送信する
処理をコントローラ１３０が行うようにする場合、イベント記録を行う場合に適用される
加速度センサ１４４の感度（所定値）と、イベント記録された画像を外部の特定の機関に
送信する際に適用される加速度センサ１４４の感度（所定値）とを異なる値に設定すると
よい。具体的には、例えば、画像を送信する際に適用される感度（所定値）を、イベント
記録を行う際に適用される加速度センサ１４４の感度（所定値）よりも高く設定するとよ
い。さらには、画像を送信する際に適用される感度（所定値）を例えば１．５Ｇ程度、よ
り好ましくは例えば３．０Ｇ以上（明らかな事故発生に相当する加速度）とし、イベント
記録を行う際に適用される加速度センサ１４４の感度（所定値）を例えば１Ｇ程度に設定
するとよい。このような設定とすることにより、画像がイベント記録される頻度よりも画
像が送信される頻度を低くして、保険会社等における異常事態の検証負荷をより確実に軽
減すること等が可能となる。
【０２０２】
　なお、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５のイベント記録処理（ス
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テップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステップＳ１３９、ステップＳ
１４９、ステップＳ１５９）は、それぞれ、例えば、ＳＤカード１４３の第１の記録領域
に記録される常時記録画像データを読み出して、最初のイベント発生時点（ステップＳ１
０３，Ｓ１１３，Ｓ１２３，Ｓ１３３，Ｓ１４３，Ｓ１５３）前後それぞれ所定時間（例
えば前後２０秒ずつ）の画像データを切り出して、イベント記録画像データとしてＳＤカ
ード１４３の第２の記録領域に記録する処理等である。
【０２０３】
　また、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５のイベント記録処理（ス
テップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステップＳ１３９、ステップＳ
１４９、ステップＳ１５９）では、画像データをＳＤカード１４３に記録するようにして
いるが、これに限られず、システムのＲＡＭ１３３に記録してもよいし、ＳＤカード１４
３およびシステムのＲＡＭ１３３の両方に記録してもよい。さらには、システム外の記録
領域に記録するようにしてもよい。
【０２０４】
　また、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５のイベント記録処理（ス
テップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステップＳ１３９、ステップＳ
１４９、ステップＳ１５９）において画像データを記録する際に、記録するデータに異常
事態が写っている可能性をランク付けするようにするとよい。
【０２０５】
　また、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５において、システムは、
個人向けの性能設定が可能な個人用モードと、業務用の性能設定が可能な業務用モードと
の間で、システムの性能を切り替えることができる機能を備えているとよい。これにより
、システムのユーザに応じてシステムの性能を任意に設定することができる。例えば、個
人用モードに設定されると、映像の画質等を平均的な（ミディアムな）画質に設定したり
、外部への画像送信を通常の回線等で行うようにし、業務用モードに設定されると、映像
の画質等を高画質に設定したり、外部への画像送信をＬＴＥ（Long Term Evolution）（
登録商標）等の高速回線で行うようにしてもよい。
【０２０６】
　また、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～変形例５において、システムは、
画像に異常事態が映っている確率を示す確率情報を画像に記載する機能を備えるようにす
るとよい。「異常事態が映っている確率を示す確率情報」は、例えばテロップのように画
像に記載するとよい。また、車両が停車中で、且つ、所定値以上の加速度が発生した後に
、ユーザが所定時間以上動かないことが検知されたときは、イベント記録を行い、記録し
た画像を外部に自動的に送信するとよい。また、イベント記録処理を行う条件がそろった
後に、常時記録画像を事故後の状況（自分や相手方の態度、警察等の状況）の画像として
外部（例えば警察署や保険会社等のサーバ）に送信するようにするとよい。
【０２０７】
　［第２の実施例］
　次に、図９を参照して、コントローラ１３０が実行する制御処理の第２の実施例につい
て説明する。図９は、システム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第２の
実施例を説明するためのフローチャートである。
【０２０８】
　コントローラ１３０は、外部電源がＯＮであるか否かを判断し（ステップＳ２０１）、
外部電源がＯＮである場合（ステップＳ２０１のＹＥＳ）に、ステップＳ２０３～ステッ
プＳ２０５の処理を行う。なお、図９では示さないが、システム１００に電力が供給され
て外部電源がＯＮになると、コントローラ１３０は、カメラ１４１から入力された画像デ
ータ（常時記録画像データ）をＳＤカード１４３の第１の記録領域に常に記録する常時記
録処理を行う。この常時記録処理は、システム１００に電力が供給されている限り記録し
続ける処理であるため、例えば後述するステップＳ２０３～ステップＳ２０５等の処理と
併行して行われる。
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【０２０９】
　ステップＳ２０１において、システム１００への電力の供給が開始されて外部電源がＯ
Ｎになると（ＹＥＳの場合）、コントローラ１３０は、ユーザが特定の行為を行ったか否
かを判断する（ステップＳ２０３）。
【０２１０】
　具体的には、コントローラ１３０は、ユーザによる特定の行為として、操作ボタン２４
（図１参照）の操作が検知されたか否かを、電源がＯＮである限り常に監視する。コント
ローラ１３０は、操作ボタン２４が操作されたと判断すると、（ステップＳ２０３のＹＥ
Ｓ）、イベント記録処理を行う（ステップＳ２０５）。これは、ユーザが、事故等の異常
事態が発生したときに操作ボタン２４を操作すべきであると認識していれば、自らの意思
で操作ボタン２４が操作された場合には、異常事態が発生している可能性が高いことに鑑
みたものである。
【０２１１】
　このようにすれば、操作ボタン２４の操作の検知といった単独で信頼性の高い条件が成
立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低
い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能
となる。具体的には、例えば、システムから画像を受け取った保険会社等でその画像が事
故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低減すること等ができる。また、単独
の条件の成立を契機として画像を記録することで、例えば、システムの部品点数を抑えつ
つ、異常事態の検証負荷を軽減することができる。
【０２１２】
　なお、事故等の異常事態が発生したときに操作ボタン２４の操作を促す機能をシステム
に設けるようにするとよい。
【０２１３】
　また、操作ボタン２４の誤操作が発生しうることに鑑みれば、操作ボタン２４を操作し
たことをユーザがキャンセルすることができるようにするとよい。ユーザが操作ボタン２
４を操作した後にキャンセルした場合、イベント記録処理を行わないようにしてもよいし
、イベント記録処理が行われた後に、記録された画像データを消去するようにしてもよい
。
【０２１４】
　また、操作ボタン２４の誤操作を判別する機能をシステムに設けるとよい。例えば、異
常事態が発生したときはユーザが操作ボタン２４を連打する可能性が高いことに鑑みて、
所定時間以内に所定回数以上（例えば５秒以内に３回以上）操作ボタン２４を連打したか
否かで誤操作か否かを判別するようにするとよい。この場合、例えば、所定時間以内に所
定回数以上操作ボタン２４を連打すれば、その操作を正しい操作として認識し、所定時間
以内に所定回数以上連打しなかった場合には、誤操作であると認識するようにするとよい
。また、操作ボタン２４を１回操作するとシステムが「事故等の異常事態が発生している
場合には操作ボタンをもう一度押してください」等のアナウンスを流すようにするとよい
。この場合、ユーザが所定時間以内（例えば１０秒以内）に操作ボタン２４をもう一度操
作すればシステムが先の１回の操作を正しい操作として認識し、ユーザが所定時間以内に
操作ボタン２４を操作しなければシステムが先の１回の操作を誤操作として認識するよう
にするとよい。
【０２１５】
　また、ユーザによる特定の行為が行われたか否かを判断するステップＳ２０３の処理は
、操作ボタン２４（図１参照）の操作が検知されたか否かを判断する処理に限られず、例
えば、ユーザが所有する特定の装置（例えばスマートフォンやタブレットなど）から外部
の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に通信をした
ことを検知する処理としてもよい。特定の機関の電話番号等をシステムに登録しておくと
よい。また、ユーザが所有する特定の装置から外部の特定の機関に通信を行ったときの履
歴（例えば日時や通信したときの会話の内容）を記録するようにするとなおよい。
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【０２１６】
　［第２の実施例の効果等］
　第２の実施例によれば、ユーザによる特定の行為といった単独の条件の成立を契機とし
て画像を記録することで、例えば、システムの部品点数を抑えつつ、異常事態の検証負荷
を軽減することが可能となる。
【０２１７】
　［第２の実施例の変形例１～変形例３］
　次に、図１０～図１２を参照して、第２の実施例の変形例１～変形例３について説明す
る。第２の実施例の変形例１～変形例３が第２の実施例と異なる点は、図９に示されるシ
ステムのコントローラが実行する処理のうちの一部の処理である。
【０２１８】
　［第２の実施例の変形例１］
　先ず、図１０を参照して、第２の実施例の変形例１について説明する。図１０は、シス
テム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第２の実施例の変形例１を説明す
るためのフローチャートである。
【０２１９】
　第２の実施例の変形例１では、第２の実施例におけるＳ２０３の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて、ユーザからの特定の情報を検知したか否かを判断
する（ステップＳ２１３）。ユーザからの特定の情報を検知したという条件を満たすと、
イベント記録処理を行う（ステップＳ２１５）。なお、他の処理であるステップＳ２１１
およびＳ２１５の処理は、それぞれ、第２の実施例におけるステップＳ２０１およびＳ２
０５の処理と同様である。
【０２２０】
　具体的には、コントローラ１３０は、電源がＯＮになった後（ステップＳ２１１のＹＥ
Ｓ）、ユーザからの特定の情報として、例えば、ユーザの身体に所定値以上の変化が生じ
たか否かを、電源がＯＮである限り常に監視し（ステップＳ２１３）、ユーザの身体に所
定値以上の変化が生じたと判断すると（ステップＳ２１３のＹＥＳ）、イベント記録処理
を行う（ステップＳ２１５）。
【０２２１】
　ユーザの身体に所定値以上の変化が生じたか否かの監視は、システムが搭載される車両
等の例えばハンドルにユーザの血流を測定できるセンサを設けてユーザの心拍数を検出し
、検出された心拍数が所定の範囲外（例えば心拍数１００以上、或いは測定不能）となっ
たことを検知する処理としてもよい。また、システムが搭載される例えば車両の車内等を
撮像するカメラを備えて、当該カメラが撮像するユーザの身体の状態が通常の運転時とは
異なる状態になったこと（例えば、ユーザの頭の位置が所定の領域から所定時間以上にわ
たって逸脱していることなど）を検知する処理としてもよい。
【０２２２】
　［第２の実施例の変形例１の効果等］
　第２の実施例の変形例１によれば、ユーザからの特定の情報を検知といった単独で信頼
性の高い条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記録さ
れる場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより確実に軽減
すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから画像を受け取った保険会社
等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低減すること等がで
きる。また、単独の条件の成立を契機として画像を記録することで、例えば、システムの
部品点数を抑えつつ、異常事態の検証負荷を軽減することができる。さらには、ユーザの
心拍数など、ユーザからの特定の情報を検知することをイベント記録処理の条件とするこ
とで、ユーザの意識がない場合であっても、確実に画像を記録することが可能となる。
【０２２３】
　［第２の実施例の変形例２］
　次に、図１１を参照して、第２の実施例の変形例２について説明する。図１１は、シス
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テム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第２の実施例の変形例２を説明す
るためのフローチャートである。
【０２２４】
　第２の実施例の変形例２では、第２の実施例におけるＳ２０３の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて、車両外部からの情報を検知したか否かを判断する
（ステップＳ２２３）。車両外部からの情報を検知したという条件を満たすと、イベント
記録処理を行う（ステップＳ２２５）。なお、他の処理であるステップＳ２２１およびＳ
２２５の処理は、それぞれ、第２の実施例におけるステップＳ２０１およびＳ２０５の処
理と同様である。
【０２２５】
　具体的には、コントローラ１３０は、電源がＯＮになった後（ステップＳ２２１のＹＥ
Ｓ）、車両外部からの情報として、例えば、車両に障害物が接近したか否かを、電源がＯ
Ｎである限り常に監視し（ステップＳ２２３）、車両に接近してきた障害物との距離がゼ
ロになった（すなわち衝突した）と判断すると（ステップＳ２２３のＹＥＳ）、イベント
記録処理を行う（ステップＳ２２５）。
【０２２６】
　車両に障害物が接近したか否かの監視は、例えば測距センサを車両に設け、当該測距セ
ンサにより何らかの物体が接近したか否かを判断する処理とするとよい。また、例えば、
車両の周囲を撮像するカメラを車両に搭載しておき、そのカメラの撮像画像を解析する処
理としてもよい。ただし、車両に接近している障害物は、例えば風船等のようなものでは
なく、例えば重量物であるか否かを判断するようにするとなおよい。重量物であるか否か
の判断は、システム１００の撮像装置（例えばカメラ１４１等）で撮像された画像を画像
処理することで検知すると良い。また、例えば複数のカメラ等の映像に基づき生成された
アラウンドビュー画像のように、自車を上から見た画像を用いて車両位置と周辺の重量物
との距離が所定の距離となったことを検出する構成としてもよい。「車両等の物体に事故
を発生させ得る重量物」かは、特に車両周辺の物体の高さが所定以上であるかの条件も用
いて判定するとよい。車両周辺の物体の高さが所定以上であるかはマイクロ波センサまた
はカメラの少なくとも一方の映像に基いて検出するとよい。また、この車両周辺の物体の
高さの「所定」は、特に車高より高いこととするとよい。車高より低い物体は車の下を通
過できるからである。
【０２２７】
　［第２の実施例の変形例２の効果等］
　第２の実施例の変形例２によれば、車両外部からの情報を検知したことといった単独で
信頼性の高い条件が成立することにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記
録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより確実に
軽減すること等が可能となる。具体的には、例えば、システムから画像を受け取った保険
会社等でその画像が事故等の異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低減すること等
ができる。また、単独の条件の成立を契機として画像を記録することで、例えば、システ
ムの部品点数を抑えつつ、異常事態の検証負荷を軽減することができる。
【０２２８】
　［第２の実施例の変形例３］
　次に、図１２を参照して、第２の実施例の変形例３について説明する。図１２は、シス
テム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第２の実施例の変形例３を説明す
るためのフローチャートである。
【０２２９】
　第２の実施例の変形例３では、第２の実施例におけるＳ２０３の判断（ユーザが特定の
行為を行ったか否かの判断）に代えて、車両の変化を検知したか否かを判断する（ステッ
プＳ２３３）。車両の変化を検知したという条件を満たすと、イベント記録処理を行う（
ステップＳ２３５）。なお、他の処理であるステップＳ２３１およびＳ２３５の処理は、
それぞれ、第２の実施例におけるステップＳ２０１およびＳ２０５の処理と同様である。
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【０２３０】
　具体的には、コントローラ１３０は、電源がＯＮになった後（ステップＳ２３１のＹＥ
Ｓ）、車両の変化として、例えば、車両（例えば車体）の電位が所定値以上変化したか否
かを、電源がＯＮである限り常に監視し（ステップＳ２３３）、車両の電位が所定値以上
変化したと判断すると（ステップＳ２３３のＹＥＳ）、イベント記録処理を行う（ステッ
プＳ２３５）。
【０２３１】
　車両の電位が変化したか否かの監視は、例えば、車体（例えば車両のボンネットやバン
パー等）に電圧計を接続して、車体（例えばボンネットやバンパー等）の電位を測定する
ようにするとよい。
【０２３２】
　このようにすれば、車両の電位が変化するといった単独で信頼性の高い条件が成立する
ことにより、所定値以上の加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度
で画像を記録し得るので、異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる
。具体的には、例えば、システムから画像を受け取った保険会社等でその画像が事故等の
異常事態の画像であるのか否かの検証負荷を低減すること等ができる。また、単独の条件
の成立を契機として画像を記録することで、例えば、システムの部品点数を抑えつつ、異
常事態の検証負荷を軽減することができる。
【０２３３】
　なお、ステップＳ２３３の処理は、車両の電位が所定値以上変化したか否かを検知する
処理に限られず、例えば、車両の変形を検知する処置としてもよい。また、ステアリング
ハンドルに所定のセンサを取り付けておき、そのセンサがステアリングハンドルから外れ
た（脱落した）ことを検知する処理としてもよい。さらには、車両の安全装置が作動した
か否かを検知する処理としてもよい。車両の安全装置としては、例えば、エアバッグ、ア
ンチロック・ブレーキシステム、シートベルトのプリテンショナ装置などを挙げることが
できる。また、システムの作動中にこのシステムのカメラ（車内を撮像するカメラ）の視
界の所定割合以上の部分が何等かの物体（例えば、展開したエアバッグ、事故の衝撃によ
って事故前の位置から移動した車内の物体、など）で覆われたことを検知する処理として
もよい。この処理において視界が急激に白で覆われた場合には、カメラの視界が展開した
エアバッグで覆われている可能性が高いため、視界が急激に白で覆われたか否かを判断す
るようにしてもよい。
【０２３４】
　エアバッグの状態は、例えば、車両に搭載されたＣＡＮの通信内容に監視することで検
知可能である。なお、ＣＡＮ（Controller Area Network）の通信内容に基づき、例えば
、エアバッグ展開、後突、エアバッグ系統異常、セーフィング、前突、側突などを検知可
能である。また、エアバッグの状態は、エアバッグＥＣＵにアクセスすることにより検出
してもよい。また、エアバッグの状態は、エアバッグの作動音の監視（例えば、１００ｍ
ｓ以下で１５０ｄｂ～１７０ｄｂといった大きな爆発音の監視）、エアバッグ作動に伴う
空気圧の変化の監視、または、車両に搭載されたＯＢＤ（故障診断装置）、等によって検
知するとよい。
【０２３５】
　［第２の実施例の変形例３の効果等］
　第２の実施例の変形例３によれば、車両の変化を検知したことを契機として画像を記録
することで、例えば、システムの部品点数を抑えつつ、異常事態の検証負荷を軽減するこ
とが可能となる。
【０２３６】
　［第２の実施例および第２の実施例の変形例１～３の効果等］
　第２の実施例および第２の実施例の変形例１～３によれば、所定値以上の加速度が発生
したときにイベント記録処理を行う従来と比べて、イベント記録処理を行う頻度を低くす
ることが可能となる。
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【０２３７】
　また、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～変形例３のイベント記録処理（ス
テップＳ２０５、ステップＳ２１５、ステップＳ２２５、ステップＳ２３５）においてＳ
Ｄカード１４３に記録された画像データは、ＳＤカード１４３を郵送等で外部の特定の機
関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社など）に送るようにしてもよい
。ただし、上記のイベント記録処理において記録された画像データを、外部の特定の機関
に送信する処理をコントローラ１３０が行うようにすると、手間を煩わせることなくタイ
ムリーに画像データを提供することが可能となる。
【０２３８】
　なお、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～変形例３のイベント記録処理（ス
テップＳ２０５、ステップＳ２１５、ステップＳ２２５、ステップＳ２３５）は、それぞ
れ、例えば、ＳＤカード１４３の第１の記録領域に記録される常時記録画像データを読み
出して、イベント発生時点（ステップＳ２０３，Ｓ２１３，Ｓ２２３，Ｓ２３３）前後そ
れぞれ所定時間（例えば前後２０秒ずつ）の画像データを切り出して、イベント記録画像
データとしてＳＤカード１４３の第２の記録領域に記録する処理等である。
【０２３９】
　また、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～変形例３のイベント記録処理（ス
テップＳ２０５、ステップＳ２１５、ステップＳ２２５、ステップＳ２３５）では、画像
データをＳＤカード１４３に記録するようにしているが、これに限られず、システムのＲ
ＡＭ１３３に記録してもよいし、ＳＤカード１４３およびシステムのＲＡＭ１３３の両方
に記録してもよい。さらには、システム外の記録領域に記録するようにしてもよい。
【０２４０】
　また、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～変形例３のイベント記録処理（ス
テップＳ２０５、ステップＳ２１５、ステップＳ２２５、ステップＳ２３５）において画
像データを記録する際に、記録するデータに異常事態が写っている可能性をランク付けす
るようにするとよい。
【０２４１】
　また、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～変形例３において、システムは、
個人向けの性能設定が可能な個人用モードと、業務用の性能設定が可能な業務用モードと
の間で、システムの性能を切り替えることができる機能を備えているとよい。これにより
、システムのユーザに応じてシステムの性能を任意に設定することができる。例えば、個
人用モードに設定されると、映像の画質等を平均的な（ミディアムな）画質に設定したり
、外部への画像送信を通常の回線等で行うようにし、業務用モードに設定されると、映像
の画質等を高画質に設定したり、外部への画像送信をＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）（登録商標）等の高速回線で行うようにしてもよい。
【０２４２】
　［第３の実施例］
　次に、図１３を参照して、コントローラ１３０が実行する制御処理の第３の実施例につ
いて説明する。図１３は、システム１００のコントローラ１３０が実行する制御処理の第
３の実施例を説明するためのフローチャートである。第３の実施例は、他の車両の事故の
可能性を検知した場合に、外部（例えば保険会社や警察署等の特定機関のサーバ等）にデ
ータを提供するようにしたものである。
【０２４３】
　コントローラ１３０は、外部電源がＯＮであるか否かを判断し（ステップＳ３０１）、
外部電源がＯＮである場合（ステップＳ３０１のＹＥＳ）に、ステップＳ３０３～ステッ
プＳ３０７の処理を行う。なお、図１４では示さないが、システム１００に電力が供給さ
れて外部電源がＯＮになると、コントローラ１３０は、カメラ１４１から入力された画像
データ（常時記録画像データ）をＳＤカード１４３の第１の記録領域に常に記録する常時
記録処理を行う。この常時記録処理は、システム１００に電力が供給されている限り記録
し続ける処理であるため、例えば後述するステップＳ３０３～ステップＳ３０７等の処理
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と併行して行われる。
【０２４４】
　ステップＳ３０１において、システム１００への電力の供給が開始されて外部電源がＯ
Ｎになると（ＹＥＳの場合）、コントローラ１３０は、他の車両の事故発生の可能性があ
ることを検知したか否かを判断する（ステップＳ３０３）。
【０２４５】
　具体的には、コントローラ１３０は、電源がＯＮになった後（ステップＳ３０１のＹＥ
Ｓ）、他の車両の事故の可能性を検知したか否かの判断として、例えば、操作ボタン２４
（図１参照）が操作されたか否かを、電源がＯＮである限り常に監視し（ステップＳ３０
３）、操作ボタン２４が操作されたと判断すると（ステップＳ３０３のＹＥＳ）、イベン
ト記録処理を行う（ステップＳ３０５）。これは、ユーザが、事故等の異常事態が他車両
に発生していることを見たときに操作ボタン２４を操作すべきであると認識していれば、
自らの意思で操作ボタン２４が操作された場合には、他車両に異常事態が発生している可
能性が高いことに鑑みたものである。
【０２４６】
　コントローラ１３０は、イベント記録処理（ステップＳ３０５）を行うと、その後、ス
テップＳ３０５で記録した情報（画像等）を外部の所定のサーバに送信する（ステップＳ
３０７）。所定のサーバとしては、例えば、保険会社のサーバ、警察署のサーバなどを挙
げることができる。
【０２４７】
　なお、ステップＳ３０３の処理は、操作ボタン２４の操作がなされたか否かを検知する
処理に限られず、例えば、ユーザが所有する特定の装置（例えばスマートフォンやタブレ
ットなど）から外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、日本自動車連盟、保険会社
など）に通信をしたことを検知する処理としてもよい。この場合、特定の機関の電話番号
等をシステムに登録しておくとよい。また、ユーザが所有する特定の装置から外部の特定
の機関に通信を行ったときの履歴（例えば日時や通信したときの会話の内容）を記録する
ようにするとなおよい。
【０２４８】
　また、ステップＳ３０３の処理を、特定の音（例えば、所定値以上の大きな音や、自動
車の衝突音など）が検知されたか否かを検知する処理としてもよい。さらには、車両が事
故多発エリアを走行しているときや、車両が事故多発時間帯に走行しているときには、イ
ベント記録として常時記録するようにしてもよい。
【０２４９】
　なお、ステップＳ３０５で行われるイベント記録処理では、撮像の日時や場所の情報を
、画像にラベリングするようにするとよい。このようなラベリングを行うことで画像の検
索を行いやすくなる。
【０２５０】
　［第３の実施例の効果等］
　第３の実施例によれば、他の車両に事故等の異常事態が発生した可能性があることを検
知した場合に、外部（例えば保険会社や警察署等の特定機関のサーバ等）にデータを提供
することにより、外部において、他の車両の事故（異常事態）の検証に貢献できるととも
に、異常事態の検証負荷を軽減することが可能となる。また、第３実施例に係るシステム
を搭載する車両が増加すれば、他の車両の事故の検証に寄与する有効なデータが多くなり
、他の車両の事故の検証の正確性をより一層高めることができる。
【０２５１】
　また、第３の実施例のイベント記録処理（ステップＳ３０５）では、画像データをＳＤ
カード１４３に記録するようにしているが、これに限られず、システムのＲＡＭ１３３に
記録してもよいし、ＳＤカード１４３およびシステムのＲＡＭ１３３の両方に記録しても
よい。さらには、システム外（例えば外部の特定の機関）の記録領域に記録するようにし
てもよい。
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【０２５２】
　なお、第３の実施例のイベント記録処理（ステップＳ３０５）は、例えば、ＳＤカード
１４３の第１の記録領域に記録される常時記録画像データを読み出して、イベント発生時
点（ステップＳ３０３）前後それぞれ所定時間（例えば前後２０秒ずつ）の画像データを
切り出して、イベント記録画像データとしてＳＤカード１４３の第２の記録領域に記録す
る処理等である。
【０２５３】
　また、第３の実施例のイベント記録処理（ステップＳ３０５）において画像データを記
録する際に、記録するデータに異常事態が写っている可能性をランク付けするようにする
とよい。
【０２５４】
　［第３の実施例の変形例］
　次に、図１４を参照して、コントローラ１３０が実行する制御処理の第３の実施例の変
形例について説明する。図１４は、システム１００のコントローラ１３０が実行する制御
処理の第３の実施例の変形例を説明するためのフローチャートである。第３の実施例の変
形例は、外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、保険会社など）のサーバ等から例
えば日時と場所とを指定したデータの要求があったときに、該当するデータを上記外部の
特定の機関に送信するようにしたものである。
【０２５５】
　具体的には、コントローラ１３０は、外部電源がＯＮであるか否かを判断し（ステップ
Ｓ３１１）、外部電源がＯＮである場合（ステップＳ３１１のＹＥＳ）に、ステップＳ３
１３～ステップＳ３１７の処理を行う。なお、図１４では示さないが、システム１００に
電力が供給されると、コントローラ１３０は、カメラ１４１から入力された画像データ（
常時記録画像データ）をＳＤカード１４３の第１の記録領域に常に記録する常時記録処理
を行う。この常時記録処理は、システム１００に電力が供給されている限り記録し続ける
処理であるため、例えば後述するステップＳ３１３～ステップＳ３１７等の処理と併行し
て行われる。なお、コントローラ１３０は、常時記録処理において、撮像の日時および場
所の情報を、画像にラベリングして記録するようにするとよい。このようなラベリングを
行うことで画像の検索を行いやすくなる。
【０２５６】
　ステップＳ３１１において、システム１００への電力の供給が開始されて外部電源がＯ
Ｎになると（ＹＥＳの場合）、コントローラ１３０は、例えば外部の特定の機関（例えば
、警察署、消防署、保険会社など）のサーバ等から問い合わせがあったか否かを判断する
（ステップＳ３１３）。
【０２５７】
　コントローラ１３０は、例えば外部の特定の機関（例えば、警察署、消防署、保険会社
など）のサーバ等から問い合わせがあったことを判断すると（ステップＳ３１３のＹＥＳ
）、該当するデータがＳＤカード１４３の第１の記録領域に記録されているか否かを判断
する（ステップＳ３１５）。例えば、ステップＳ３１３の問い合わせが例えば日時と場所
とを指定したデータの要求であった場合、コントローラ１３０は、指定された日時と場所
に該当するラベリングされたデータがＳＤカード１４３の第１の記録領域に記録されてい
るか否かを検索する。「指定された日時と場所に該当する」とは、指定された日時および
場所に一致している場合の他、時間は走行時間にして例えば４～５分の違い、場所は例え
ば１～２ｋｍの違いがあってもよい。そして、例えば外部の特定の機関（例えば、警察署
、消防署、保険会社等）のサーバ等からの問い合わせに該当するデータがＳＤカード１４
３の第１の記録領域に記録されていれば（ステップＳ３１５のＹＥＳ）、該当するデータ
を切り取って、問い合わせ元（例えば、警察署、消防署、保険会社等）のサーバ等に送信
する。問い合わせに該当するデータがＳＤカード１４３の第１の記録領域に記録されてい
ない場合には、上記の問い合わせを無視してもよいし、該当するデータが記録されていな
いことを示す情報を問い合わせ元に送信するようにしてもよい。
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【０２５８】
　なお、コントローラ１３０は、常時記録処理において、撮像の日時および場所の情報に
代えてまたは加えて、例えば他の車両の特徴的な形状や他の車両の色等の情報を画像にラ
ベリングして記録するようにしてもよい。画像にラベリングされる情報量が多くなること
で画像の検索が容易となる。他の車両の特徴的な形状や他の車両の色等の情報は、カメラ
１４１で撮像された画像を解析することによって得ることが可能である。
【０２５９】
　［第３の実施例の変形例の効果等］
　第３の実施例の変形例によれば、他の車両に事故等の異常事態が発生した可能性がある
画像を読み出して外部の特定の機関に送信することで、他の車両の事故の検証に役立てる
ことができる。問い合わせされた信頼性の高い条件が成立することにより、所定値以上の
加速度が発生したときに画像が記録される場合よりも低い頻度で画像を記録し得るので、
異常事態の検証負荷をより確実に軽減すること等が可能となる。
【０２６０】
　［第３の実施例および第３の実施例の変形例の効果等］
　第３の実施例および第３の実施例の変形例によれば、他の車両に事故等の異常事態が発
生した可能性があることを検知した場合に、外部（例えば保険会社や警察署等の特定機関
のサーバ等）にデータを提供したり送信したりすることにより、外部において、他の車両
の事故（異常事態）の検証に貢献できるとともに、異常事態の検証負荷を軽減することが
可能となる。とくに、システムが搭載された自車両等において所定値以上の加速度が発生
したときにイベント記録処理を行い、他社から画像等が提供されることなくイベント記録
処理により記録された画像を用いて異常事態の検証を行う従来と比べて、異常事態の検証
負荷を軽減することが可能となる。また、第３実施例または第３の実施例の変形例に係る
システムを搭載する車両が増加すれば、他の車両の事故の検証に寄与する有効なデータが
多くなり、他の車両の事故の検証の正確性をより一層高めることができる。
【０２６１】
　また、第３の実施例および第３の実施例の変形例において、システムは、個人向けの性
能設定が可能な個人用モードと、業務用の性能設定が可能な業務用モードとの間で、シス
テムの性能を切り替えることができる機能を備えているとよい。これにより、システムの
ユーザに応じてシステムの性能を任意に設定することができる。例えば、個人用モードに
設定されると、映像の画質等を平均的な（ミディアムな）画質に設定したり、外部への画
像送信を通常の回線等で行うようにし、業務用モードに設定されると、映像の画質等を高
画質に設定したり、外部への画像送信をＬＴＥ（Long Term Evolution）（登録商標）等
の高速回線で行うようにしてもよい。
【０２６２】
［その他の実施例］
　各実施例の少なくともいずれか１つに記載のイベント記録に加え、従来と同様の所定以
上の加速度が発生した時に撮像された画像を記録する機能（ここでは加速度イベント記録
機能という）を備えるとよく、「所定以上の加速度が発生したときよりも低い頻度で成立
しうる特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録
する機能」は、この加速度イベント記録機能における記録条件である「所定以上の加速度
」よりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮像された画像を
所定の記録領域に記録する機能とすると特によい。また、加速度イベント記録機能によっ
ての記録条件である「所定以上の加速度」は、ユーザ等の指示に基いて設定可能な構成と
するとよく、特にこの場合、設定の中のデフォルトの設定である加速度よりも低い頻度で
成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮像された画像を所定の記録領域に記
録する機能とすると特によい。より望ましくは、設定可能な最も大きい加速度よりも低い
頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として撮像された画像を所定の記録領
域に記録する機能とするとよい。
【０２６３】
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　また、上述の各実施例および各変形例は例示であり、各実施例および各変形例で示した
構成の部分的な置換または組み合わせが可能であることは言うまでもなく、また、各実施
例および各変形例に記載の各構成要素は、任意に組み合わせるとよい。例えば、コントロ
ーラ１３０は、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～５のうちのいずれかの処理
と、第２の実施例および第２の実施例の変形例１～３のうちのいずれかの処理とを並行し
て（例えばマルチタスク等で）実行するようにしてもよい。例えば、コントローラ１３０
は、複数の条件が成立したときのイベント記録処理（図３，図４，図５，図６，図７，図
８）と、単独の条件が成立したときのイベント記録処理（図９，図１０，図１１，図１２
）とをマルチタスクで実行するようにしてもよい。この場合、複数の条件が成立したとき
のイベント記録処理（ステップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステッ
プＳ１３９、ステップＳ１４９、ステップＳ１５９）や、単独の条件が成立したときのイ
ベント記録処理（ステップＳ２０５、ステップＳ２１５、ステップＳ２２５、ステップＳ
２３５）において、事故の発生場所や発生時刻などの情報を画像データにラベリングして
記録するようにするとよい。
【０２６４】
　また、そのイベントの種別を画像データに関連づけて記録するようにするとよい。イベ
ントの種別は各図のイベント記録処理のステップ（ステップＳｘｘ９（ｘｘは各図に記載
の数値、以下同様））を行なうための条件のステップの内容を特定する情報とするとよい
。例えば、各図のステップＳｘｘ３，図３から８のステップＳｘｘ５，ステップＳｘｘ７
の条件を特定する情報（例えば条件の名称）とするとよい。例えば、図３であれば、イベ
ント記録処理のステップＳ１０９を行なうための条件のステップであるＳ１０３，ステッ
プＳ１０５，ステップＳ１０７の条件を特定する情報を記録するとよく、例えば種別を「
所定値以上の加速度」かつ「所定時間以内」かつ「ユーザが特定の行為を行ったことを検
知」という情報を画像データに関連付けて記録するようにするとよい。他の図のフローに
ついても同様とするとよい。
【０２６５】
　なお、複数の条件が成立したときとは、例えば、単独の条件が成立しただけでは、所定
値以上の加速度が発生したときにイベント記録処理を行う従来と比べてイベント記録処理
を行う頻度を低くすることができなかったとしても、複数の条件の成立をイベント記録処
理の条件とすることで、従来よりもイベント記録処理を行う頻度を低くすることが可能と
なる条件が成立したとき等とするとよい。また、上記の単独の条件が成立したときとは、
例えば、所定値以上の加速度の発生とは異なる単独の条件であり、所定値以上の加速度が
発生したときにイベント記録処理を行う従来と比べて、イベント記録処理を行う頻度を低
くすることが可能となる条件が成立したとき等とするとよい。また、同様に、コントロー
ラ１３０は、第１の実施例および第１の実施例の変形例１～５のうちのいずれかの処理と
、第３の実施例または第３の実施例の変形例の処理とをマルチタスクで実行するようにし
てもよい。これについて詳述すると、コントローラ１３０は、複数の条件が成立したとき
のイベント記録処理（ステップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステッ
プＳ１３９、ステップＳ１４９、ステップＳ１５９）と、例えば事故等の異常事態が他車
両（システムが搭載された車両とは別の車両）等に発生した可能性があるときに外部のサ
ーバに情報を送信する処理（ステップＳ３０７、ステップＳ３１７）とをマルチタスクで
実行するようにしてもよい。この場合、複数の条件が成立したときのイベント記録処理（
ステップＳ１０９、ステップＳ１１９、ステップＳ１２９、ステップＳ１３９、ステップ
Ｓ１４９、ステップＳ１５９）において、事故の発生場所や発生時刻などの情報を画像デ
ータにラベリングして記録したり、外部のサーバに情報を送信する処理（ステップＳ３０
７、ステップＳ３１７）において、事故の発生場所や発生時刻などの情報を画像データに
ラベリングして送信したりするようにするとよい。さらに、同様に、第２の実施例および
第２の実施例の変形例１～３のうちのいずれかの処理と、第３の実施例または第３の実施
例の変形例の処理とをマルチタスクで実行するようにしてもよいし、第１の実施例および
第１の実施例の変形例１～５うちのいずれかの処理と、第２の実施例および第２の実施例
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の変形例１～３のうちのいずれかの処理と、第３の実施例または第３の実施例の変形例の
処理とをマルチタスクで実行するようにしてもよい。
【０２６６】
　また、課題を解決する手段に記載の発明や各構成要素を、各実施例および各変形例の各
構成要素の組み合わせにさらに適用してもよい。複数の実施例および複数の変形例の同様
の構成による同様の作用効果については実施例および変形例ごとには逐次言及しない。さ
らに、本発明は上述の実施例に制限されるものではない。例えば、種々の変更、改良、組
み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【符号の説明】
【０２６７】
１００　ドライブレコーダ
１２４　操作ボタン
１３０　コントローラ
１４１　カメラ
１４２　ＳＤカードリーダ
１４３　ＳＤカード
１４４　加速度センサ
１４９　通信回路
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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