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1. はじめに

スマートフォンによるドライブログの常時記
録アーカイブと映像サービスシステム（Vider）
の構想
嶋田茂†

井上重信†

小関博†

芝田弘之†

自動車の運行・運転履歴を記録するものとして記録型タコメータが業務車両を中心
に普及していたが，従来のエンジン回転数，アクセル・ブレーキングの履歴の他に，
最近では GPS 位置情報と車載カメラによる時空間データを履歴として蓄積するドラ
イブレコーダーが定着し始めている．このドライブレコーダー装備の効果として，運
転操作の診断に加え，交通事故の分析や判定等に威力を発揮し始めており，特に交通
事故を映像により明確に確認できる効果が注目されつつある．事故の瞬間だけでなく，
その前後の映像の履歴を使って，交差点信号の変化や事故を誘発した車両の状況など
が確認できるために，事故原因の推定には極めて効果的であると言える．
このような特長を持ったドライブレコーダーではあるが，その普及に関しては，タ
クシーやバス・トラック等の業務車両への装着率が 49%に到達しているのに対して，
事故発生率の多い一般ユーザ車両への装着率は 0.1%程度であると言われており[1]，
どのようにしてその装着率を上げるかが問われている．本研究の目的は，このような
一般ユーザ車両へのドライブレコーダーの装着率を向上するための施策を検討するこ
とにあり，特に一般ユーザ車両での装着メリットを向上させる新たな情報サービスを
提案することを目標としている．
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ドライブレコーダーの一般ユーザ車両への装着率を高めるためには，事故時だけ
でなく，日常時での装着メリットがなければならない．これに呼応して，常時記
録型でセンターサーバにアーカイブする方式のドライブレコーダーシステムを
スマートフォンを用いて実現させ，事故時には複数視点からの映像が提供される
外，日常時には指定した地点の最新映像が提供されるような新しい映像サービス
システムの構想を提案する．

System Proposal of Always-archived Drive
Recorder by using Smart Phone and "Vider"
New Video Services

1.1 カーナビゲーションシステムとの比較

ドライブレコーダーの普及が業務用ニーズから立ちあがっているのに対して，カー
ナビゲーションシステムは，一般ユーザのニーズから立ちあがっていることに注目す
る必要がある．カーナビゲーションシステムは，日本のベンダーから発祥しており，
初期のシステムでは位置情報を地図上に点として表示するだけのものであったのが，
移動軌跡の表示から経路予測及び最短経路案内表示，交通渋滞予測経路案内にまでに
至っている．またシステムの構成も CD-ROM・DVD・HDD といった高密度ストレー
ジ応用への変遷に加えて，スタンドアロン型からネットワーク型へと進化を遂げてお
り，カーナビゲーションシステムの構成方法もかなり変わりつつある[2]．特に最近の
SSD に代表されるソリッドステートストレージディバイスの進展により，車載搭載機
器の選択肢が広がり，従来の車両設置型専用機の発想から可搬型のポータブル機，小
型で窓にも貼り付けられるような PND (Personal Navigation Devices)，更には iPhone に
代表されるスマートフォン活用の APP(Application Program Products) へと変遷しつつ
ある．
このようなカーナビゲーションシステムの日本国内での普及率は 47%，特に新車へ
の装着率は 70%と言われている[3]．又 PND が急速に普及し始めた欧州での普及率は
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In order to rise up of attach rate of drive recorders to the ordinal users’ car, there should
be an installation advantage not only at the accident time but also at the usual time. To
cope with this, we propose the new type of the drive recorder system of which video logs
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new type of video services which is supplied video streams from multiple views at the
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20%程度であると言われている[3]．特に最近の欧州における PND の展開には目を見張
るものがあり，従来型のカーナビゲーションシステムの３倍以上の設置台数の規模と
なりつつあり，世界的なディファクトスタンダードになりつつあると言ってよい[4]．

2. Vider サービスの構想
2.1 サービス要件

スマートフォンによるドライブレコーダー機能の実現の方針として，次のような観
点からの新たな情報サービスとして Vider (Video & Image Services using Drive Recorder)
サービスシステムの実現方式を検討した．
x 現行のスタンドアロン型ドライブレコーダーのような事故発生時前後の数十秒間
の記録ではなく，車両動作時には常時記録する映像アーカイブが自動的に蓄積さ
れる形態とする
⇒ドライブレコーダーの動作設定は，ディバイスを車載ホルダーに装着して起動
ボタンを押すだけのできる限りシンプルなものにして，操作の煩雑さによる普及
の阻害要因を取り除く
x 場所と時刻を指定すると，その付近を航行していた車両のドライブレコード映像
が全て検索できるようにし，多視点からの映像が入手できるようにする
⇒往々にして事故を発生した車両からの映像では，事故の状況が把握しづらいこ
とが多く，事故を目撃していたような第 3 者の視点からの映像が事故原因を究明
する場合に有効となることがある
x ドライブレコーダーからの映像アーカイブされたデータは，公的な認証機構を設
定して，事故解析に用いることができるようにする．
⇒一般ユーザによる改竄が行われないような情報セキュリティ機能を設定して，
証拠資料としての正当性が保たれるようにする
x 一般ユーザの利用形態として，緊急時だけでなく日常時にも有益な情報サービス
が受けられるようにする
⇒日常的に有用なサービスが受けられなければ，一般ユーザからの投資は期待す
ることができないために，システム運用のビジネスモデルが成立しない
x 有益な情報サービス例としてユーザ指定位置の関連映像の提供（コンテキストア
ウェアネス）を考え，その場合のプライバシー保護策を整備する
⇒車両からの映像とはいえ，車番や車両の特徴や運転者の肖像等のプライバシー
情報が含まれるので，それらがむやみに公開されないような制御ができるように
する
2.2 サービスモード
以上のような基本的なシステム要件とその背後にある用件理由を記述したが，これ
らのシステムを実現する構成要素としては，スマートフォンの映像記録データをホッ
トスポット無線通信網経由でセンターサーバにアーカイブして，それらを Web 配信す
るような，図２に示すようなサービスシステムの構成を前提とする．次にこれら一連
の要件を具体的な Vider サービスとしてまとめるために，次のようなサービスモード

1.2 スマートフォンの活用

このような PND の急峻な展開を遂げている理由について考えると，PND のベンダ
ーの 1 つである TomTom が欧州での車載情報提供装置のシェアを伸ばした要因として，
ターンバイターンナビゲーション情報（経路誘導情報）の他に，公開されているスピ
ード違反取締機位置の情報を地図上に表示する機能が評価されたと言われている[5]．
当初このようなドライバー向け情報は，PC 等の固定したインターネットを介してダウ
ンロードされる形態であったのが，リアルタイム情報提供の要求に応じて，携帯網や
ホットスポット等のモバイルワイヤレスサービスが要求されるようになって来た．こ
の動向に対し，新たなディバイスとして，スマートフォンを PND ハードウエアの代替
えとして考えられるようになりつつあり，iPhone に代表されるスマートフォンの
APP(Application Program Prducts)として提供される準備が進みつつある[4]．特にワイヤ
レス通信機能を従来の PND 専用装置に付加するためには，OS の見直しから専用のド
ライバーを整備するような大規模なものとなるため，それが既に装備されているスマ
ートフォンを活用した方がより速く完成させることができるとの判断によるものと想
定される．このようなスマートフォンによるカーナビゲーションシステム実用化によ
り，カーナビゲーションシステムの世界標準化が期待でき，車載情報提供装置の普及
拡大への期待が更に高くなることが予想される．
我々は，このような動向を背景に，ドライブレコーダー機能をこのスマートフォン
によるカーナビゲーションシステムに同梱させることを考え，その実現方法について
検討を行ったので報告する．
TomTom International B.V. .http://iphone.tomtom.com/

(a) TomTom PND 専用機
図 1

(b) iPhone3G を用いた構成

PND とスマートフォンによるカーナビゲーションシステム
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図 2

(2) 事故調査モード
x 事故関連映像検索：場所と時刻を指定すると，その条件の範囲内で撮影された映
像ストリームがデータベースの条件検索機能により複数個検索され，それらの映
像に関連付けられている軌跡データを地図上にシンボル表示して，ユーザからの
選択が自由にできるようにする
x 異なる視点からの映像比較：ユーザからは，その地図上のシンボルを複数選択可
能となるようにし，選択されたシンボルに関係付けられた映像が同時に複数並べ
て表示できるようにする．これによって，事故発生時の複数視点からの映像を比
較検証できるようになる． この場合の主な表示端末としては，大型のディスプレ
ーを備えた PC とし，複数映像の比較表示の確認が容易にできるようにする
x 事故シミュレーション：必要に応じて，時間推移を備えた映像と事故をシミュレ
ートするアニメーションとを同期させて表示できるようにする
(3) CAS (Context Awareness Services)モード
x リコメンドシンボルの自動生成：データセンターへ転送・記録管理されている映
像アーカイブを対象に，種々の条件を用いたマイニング前処理を行い，その位置
情報をリコメンドシンボル（ランドマーク）として DB に追加蓄積しておく（例え
ば，景観風光が良い地点，多数の車両が密集している地点，等）．これらのシンボ
ルを目安に映像検索のリコメンドができようにする．
x ユーザ/エキスパートによるタグ付け：前者と異なり，人間（一般ユーザ又はエキ
スパート）によりアーカイブ映像の任意位置及び任意の区間にランドマークタグ
を付与（タギング）することができるようにする．その場合，ある設定されたタ
グに対するタグといったような階層的なタギングが可能となるようにする．
x リコメンド映像検索：上記の自動生成及び人間による手動生成されたタグを集計
して集合知を得，リコメンドランドマークとして集約管理し，CAS サービス時に
リコメンドシンボルの検索結果と関連付けられた映像として提供する．（例えば，
都心部繁華街に車両で人をピックアップする場合の一時停止場所を知りたい場合
には，まずその一時停止できそうな場所の候補示すリコメンドシンボルを検索し
て，その場所に関連付けられた最新の映像を見ることによって，実際にその場所
へのアプローチが可能かどうか判断できる）

Vider システム構成

を設定して，その機能の使い分けが把握しやすいようにする．
(1) ドライブレコードモード
x 自動アーカイブ：車載の映像撮影端末としてスマートフォンを用い，常時撮影で
しかもその映像が自動的にデータセンターへ転送・アーカイブ・DB 管理されるよ
うにする
x マッシュアップ：機能追加や変更がソフトウエアで簡単に行えるようにするほか，
既存のナビゲーションサービス（例えば TomTom のナビ機能）とのマッシュアッ
プにより，ターンバイターンナビゲーション等の既存のサービスとの融合を図り，
アーカイブされる映像の経路情報が把握し易くする．
x シークレット設定：撮影された映像の配信要求に対してプライバシー保護を求め
る場合に対応するため，指定された車両や肖像が写されている映像が配信されな
いようにシークレット設定機構を備えるようにする．これによってアーカイブさ
れた映像の中で，個人指定のプライバシー映像はフィルタリングされる．但し，
事故解析における証拠映像を求められた場合には，シークレット設定は外され，
認定された調査員への映像提供は行われるようにする．

2.3 サービス実現上の技術課題
今までは，システム要件の立場からの機能抽出を中心に説明を行ってきたが，ここ
でこれらのシステム機能を具体的に実現するための技術課題についての纏めを行い，
本研究開発のコア技術の位付けについて考えてみたいと思う．表１は，各サービスモ
ード別に具体的な技術課題をまとめたもので，前節のシステム要件で挙げた機能上の
分類には必ずしも対応しておらず，1 対１の対応関係が必ずしもあるわけではない．
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表 2
モード

ドライブ
レコード
モード

事故調査
モード

CAS
モード

Vider サービス実現のための技術課題

項目

課題内容

プライバシー保護

他のドライブレコーダーにより撮影される映像から，被写体
としての自分自身の車両特徴に基づく画像解析から，公開配
信をフィルタリングする映像シーンの抽出方式

映像ストリームア
ーカイブ方式

スマートフォンにキャッシングされる映像ストリームをホッ
トスポット経由でアーカイブサーバーへ転送し，静止画像系
列に分解してからファイルポインタを付けてアーカイブ化

映像データベース
構築方式

上記の静止画像系列から位置と時刻情報を抽出して，画像系
列のファイルポインタとの関係付けを行うことによりメタデ
ータベースを構成．

多視点映像ストリ
ームの検索と同期
再生方式

指定された位置と時刻に一定量の範囲を設定し，その拡張条
件のもとにデータベースを時空間検索して，近隣の映像スト
リームを抽出，それらを時間同期させて同期再生する方式

事故映像シミュレ
ーション

複数映像を用いた中間位置の予測画像生成技術と，時間推移
を持つ映像と事故をシミュレートするアニメーション（ベク
トル図形）との合成表示技術（AR 技術）

改竄のない映像デ
ータの認証方式

映像ストリームの周波数帯域別に複数の信号系列に分け，粗
い帯域映像を一般配信用に用い，高周波数成分を認証センタ
ーに登録封印する．事故解析時にはこれら複数の映像信号を
時間同期マッチングさせて再生．改竄を防止する．

映像ストリームラ
ンキング

リコメンドシンボルに関係付けられる映像ストリームの候補
が多数存在するようになるので，その中から最もその状況を
提示している映像が最初となるように順序付けるための映像
解析によるランキング方式

リコメンドシンボ
ルの自動生成方式

一時停止可能位置や渋滞開始位置等のリコメンドシナリオに
基づく位置のタグを自動生成するため，各シナリオに基づく
画像特徴の参照を行い，それに基づく画像解析から，候補位
置へのタグ付けを行う．

ユーザ指定のタグ
の入力 I/F と集約
方式

アーカイブ映像の任意位置及び任意の区間にランドマークタ
グを付与（タグギング）することができる I/F の開発と，ある
設定されたタグに対するタグといったような階層的なタグ付
方式，及びその多重タグの集約方式

3.1 プライバシー保護

Vider サービスの場合，情報サービスの対象とするのは，各車両のドライブレコー
ダーから撮影された映像ストリームであり，それらのデータの中にはプライバシー保
護のためのフィルタリングを必要とする対象として 2 種類考えられる．まずその映像
ストリーム全てに含まれる個人同定可能な建物や車両及び個人の肖像等のフィルタリ
ングである．一方，ドライブレコードモードにおいてシークレット要請を行ったユー
ザに対する特定個人の映像をフィルタリングする要請である．
前者に対するプライバシー保護策としては，建物表札や車番等の文字情報や個人
同定可能な肖像等が解読できなくなるようにぼかしをかける方式が一般的である．こ
の技術に関しては，既に StreetView [6] や監視カメラ映像配信等の既存サービスにお
いて既に実施されている内容であるので，今回の研究対象としない．一方，後者の特
定個人に対するプライバシー保護策としては，要求のシチュエーションがかなり限定
的であるために，まだ十分な検討が行われていない分野であり，今回の研究対象とし
ている．
後者のプライバシー保護の対象となるのは，保護を求めるユーザ自身の車両や肖
像であり，それを他のユーザのドライブレコーダー映像に映っている部分をフィルタ
リングするのが目標となる．フィルタリング方式としては，保護を求めるユーザの車
両や肖像に関する画像特徴をあらかじめ宣言しておき，シークレット指定を行った位
置と時刻に隣接する条件の映像ストリームを対象に，画像の特徴マッチングをかけ，
候補となる映像ストリームに CAS モードでの配信を停止するフラグを付ける方式を
検討中である．
シチュエーション：シークレット設定を
した車両を映している可能性ある車両の
ドライブレコーダー映像を CAS モード
配信からフィルタリングする
⇒シークレット設定した車両に隣接する
位置にあった車両群のドライブレコーダー
映像を対象にして，シークレット設定車両
の特徴との画像マッチングを行い，それ
に該当した映像ストリームはフィルタリ
ングする

3. 各要素技術の検討状況
上記の表でまとめた Vider システムを実現するのに必要な技術課題の中で現在検討
を行っているものに関しては，その取組方針と中間結果について以下概要を説明する．
本稿で触れなかった課題については，今後の研究開発の進展状況に応じて報告を行う
予定であるが，開発技術課題自体は今後変化する可能性がある．

図２
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3.2 映像ストリームアーカイブと DB 構築方式
スマートフォンの映像データには，GPS 信号と時間情報が埋め込まれて出力される
ため，単にそのままアーカイブ化するのではなく，映像データベース化を行うのに効
率のよいアーカイブを行う必要がある．即ち，時空間属性を映像データから抽出して，
特に時空間属性が明示的に検索に使うことができるようにする必要がある．このよう
な時空間属性をキーにした関係型データベースへの映像データの格納方式として，次
のような 2 つの方式が考えられる[7]．
①映像の格納場所を示すファイルポインタを用いた関係テーブル化
②映像データ自体を用いた関係テーブル化
この中で②の方式は，関係テーブル内に映像データ自体が管理できるため，DBMS ト
ランザクション処理によるデータ管理特性は向上する．本研究では，映像ストリーム
そのものとしての配信だけでなく，画像解析によるリコメンドシンボルの自動タグ付
け処理を各映像フレーム単位に行う必要がある．そのため，特定の長さを持った映像
ストリームではなく，それぞれ独立した映像フレームとして静止画像の時系列ファイ
ルとしてアーカイブしておき，条件検索で得られた映像フレーム列を合成して映像ス
トリーム化する方が効率が良い．又 CAS モードにおけるユーザ指定のタグ入力を効率
化させるためにも，映像フレーム実体（実際には画像実体）と，時空間属性実体及び
タグ情報実体とを関係付けるような永続化スキーマの正規化設計が推奨されている
[8]．これらの方針に基づき，実際の DBMS（ORACLE 10g）による永続化スキーマ設
計は図３のようになった．

図３

3.3 多視点映像ストリームの同期再生方式
事故調査モードでの活用を想定して，事故が発生した位置と時刻を指定するとその
付近に居合わせた他の車両で記録されたドライブレコーダーの映像ストリームが検索
され，それらを時間同期で再生することにより，多視点からの状況判断ができるよう
なインタフェースを開発している．サービス要件の章で既に記述したように，事故調
査で重要なのは，事故を発生した車両そのものからの映像よりは，事故を目撃した第
3 者の視点からの映像であることが多い．従って，複数の車両で記録されたドライブ
レコーダーの映像ストリームが同時に検索できるようなインタフェースを開発する．
この機能を実現するためには，DB サーバ内のメタデータ DB に対して必要な範囲を
持った時空間条件の検索を行う必要がある．即ち，事故が発生した位置と時刻を厳密
に指定しても，それに合致するものはその瞬間の映像フレームだけであり，事故の原
因究明には十分ではないため，指定された位置と時刻を中心にしたある範囲を持った
条件を指定する必要がある．事故の現象自体は短時間で発生するものであり，従来の

(a) 事故発生地点付近の地図と軌跡表示
(b) 事故発生地点付近の多視点映像
（軌跡シンボルを選択すると映像表示）
図４ 事故調査モードにおける多視点映像ストリームの同期表示

映像データベースのスキーマ
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スタンドアロン型ドライブレコーダーでの経験値から，事故発生位置を中心に前後約
30 秒間程度で十分である．ところが，その事故に居合わせた車両の中で，この事故を
目撃できる車両がどの範囲にまで及ぶのかの判定は難しく，基本的なカメラアングル
の他に道路幅や建造物等の環境状況に依存する．従って，本研究では事故発生地点か
ら一定の範囲内に居合わせた車両の移動軌跡を地図上にマーク表示して，それを必要
に応じて選択クリックすることにより，関係付けられた映像ストリームが再生される
ようなインタフェースとした．更にその映像ストリームの再生が，隣接する車両同士
で比較できるように，ストリーム表示領域の順序も入れ替えることができるようにし
ている．
3.4 映像ストリームランキング
CAS モードで配信対象となる映像ストリームは，ユーザ車両のドライブレコーダー
からアップされたデータを用いることになるため，サービス範囲を均等になるような
ユーザ車両の配置制御やアップされたアーカイブの編集等を行うことはできない．従
って，同一の場所・経路を撮影した映像ストリームが多数存在することになり，サー
ビス利用者にとっては冗長な情報サービスを受けた印象を持ち，コンテキストアウェ
アネスのレベルが劣化する問題となる．そこで本研究では，このような冗長さをなく
するために，位置や時間等の条件指定から検索された映像ストリームに対してコンテ
キストの表現力の観点からのランク指標を計算する技術を研究する．そしてこのラン
ク指標を，同一地点を多重に撮影した映像ストリーム群に適用して，そのランキング
順序が実用を想定したシナリオに基づく検索要求に適合するものであるかを評価する．
次にこの映像ストリームランキング方式に関し，具体例を用いて詳細に説明する．
ユーザによりアップされ配信対象となる映像ストリームは，同一の場所・経路を撮影
した冗長なものになる可能性が高く，特に駅前など車両が多く集まる場所での数は異
常な数になる可能性がある．例えば図 5 のように，あるホテル駐車場入り口付近を撮
影する車両は A,B,C と３台考えられるとする．ところが，場所指定から映像ストリー
ムを検索するユーザの立場からは，これら複数の映像ストリームから，その場所のコ
ンテキストを最もよく表すもの１つを選択できればよい．そこで，そのコンテキスト
表現力に基づくランキングを行うことにより最適な映像ストリームを自動選択する技
術を開発する．具体的には，左図の３台の車両の場合では，画像特徴量と撮影知識等
を用いて，B>A>C の順に駐車場のコンテキスト表現力が大きいと判定するようなラン
キング指標を開発する．この場合，画像特徴量による画像の評価方式に関しては既に
多数の研究事例がある[9][10]．これらのうち多次元特徴空間での距離定義から SVM に
よるパターンクラスタリングを行う方式が比較的安定していることが報告されている．
しかしこれらの方式では，駐車場探索などといった比較的限定されたランキング評価
には粒度が適合しないため，クラスタリング後に更に画像構造解析を加えて詳細な評
価を行う方式を考えている．

図5

駐車場入口付近を映す映像ストリームのランキング

4. おわりに
ドライブレコーダーの一般ユーザ車両への普及率を向上させるため，常時記録型ア
ーカイブ映像ストリームを用いた新しい映像サービスシステムの構想と，そのコアと
なる技術の一部を概説した．まだ本システムの実装は開発途上にあり，今回挙げた技
術課題も変更される可能性があるが，Web3.0+スマートフォンといった新しい IT 環境
に適合した必需的なサービスとなるよう，これらの技術課題を極めて行く予定である．
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