ドライブレコーダー
ナビ連動タイプ

●トヨタ純正型番
●

DRD-C68

取扱書

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容
に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。
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安全に正しくお使いいただくために
この取扱書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。表示と内容をよく
理解してから本文をお読みください。
記載事項を守らないと、重大な傷害や事故・車両火災におよぶか、
最悪の場合死亡につながるおそれがあること。
記載事項を守らないと、傷害につながるおそれがあること。
記載事項を守らないと、車両や装備品の故障や破損につながるおそれ
があること。

●●本機は DC12V/24V ⊖アース車以外で使用しない
火災や故障の原因になります。DC12V/24V ⊖アース車以外で使用しないでください。

●●機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電
の原因となります。飲み物などが機器にかからないようにご注意ください。

●●故障や異常な状態のままで使用しない

映像が録画できない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭が
する場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

●●運転者は走行中に操作したり、表示を注視したりしない

必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の
原因となります。

●●雷が鳴り出したら、本機やカメラに触れない
落雷による感電の原因となります。

●●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取付と配線をしない
エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してくださ
い。エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因になります。

●●前方視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付け
をしない
交通事故やケガの原因になります。

●●取り付けには保安部品のボルトやナットは絶対に使用しない
交通事故やケガの原因となります。

●●ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は必ずお買い上げの販売店に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

●●異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する
そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

●●分解・修理および改造はしない

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。
火災、感電、故障の原因となります。

●●機器の通風口や放熱板をふさがない

機器の内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
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安全に正しくお使いいただくために

●●本機を車載用以外で使用しない
発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。

●●microSD カード挿入口に手や指を入れない
ケガの原因となります。

●●microSD カードは、お子様に触れさせない
誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な障害につながります。また最悪の場合死亡に
つながるおそれがあります。

●●危険な運転はしない

本機が衝撃を検知するかを確かめるため故意に危険な運転をすることなどは、絶対にしない
でください。

●●コードの扱いに注意する

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、
熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因
となることがあります。

●●車検証シールを貼り替えの際は、カメラの撮影範囲内に車検証シールを貼らないよう
にしてください。撮影した映像や画像が欠けるなどの原因になります。
●●本機は、危険運転の際の状況を録画することが目的です。
イタズラその他の目的では、使用しないでください。
●●本機に、強い力やショックを与える、落とす、上に重いものをのせることはしない
でください。火災、故障のおそれがあります。
●●カメラは直射日光が当たると、高温になり、火傷をする可能性があります。
●●フロントガラスのお手入れの際は、カメラの固定具およびカメラのコードを強く
引っ張らないでください。カメラの固定具がはずれた場合は、お買い上げの販売店
へご相談ください。
●●クリーナーなどのスプレーや水分等を本機にかけないでください。
●●取付・配線・取付場所の変更は、安全のため必ず販売店に依頼してください。
取付・配線や取り外しには、専門技術と経験が必要です。誤った取り付けや配線、
取り外しをした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。また、お客様ご自
身による取付配線は、ケガの原因となります。
●●作業前はバッテリーの⊖端子を外してください。
⊕と⊖経路のショートにより、感電やケガの原因となります。
●●車両部品に穴を開けて車内装着されている他部品などに干渉、接触しないように注
意してください。また加工部のサビ止めや 防水、防滴、防塵の処理を行ってくだ
さい。
●●必ず付属の部品を使用し、確実に固定してください。
付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定でき
ずに外れて運転の妨げとなり、事故やケガの原因になります。

4

626DRD-C68-B5A-2655-00.indd 4

2018/06/26 17:49

使用上のご注意〔必ずお読みください〕
本機について
●●本機は、エンジンキーを ACC またはオンからエンジンキーをオフにするまで常時
映像を録画する装置ですが、全ての状況において映像を録画することを保証したも
のではありません。
以下の場合などは、映像が録画されない、または映像が残っていないことがあります。
① ドライブレコーダーに microSD カードを挿入していない場合
② ドライブレコーダーから microSD カードを抜いた場合
③ ドライブレコーダーに付属または純正の microSD カード以外を使用した場合
④ 録画した古い映像が、新しい録画によって消されて（上書きされて）しまった場合
⑤ 大きな事故や水没などでドライブレコーダーおよび microSD カードが損傷を受け
た場合
⑥ 大きな事故の場合などでバッテリーとドライブレコーダー間の電源コードが断線
した場合、または、バッテリーが損傷を受けた場合
⑦ フロントガラスのくもりや雪などで カメラの視界がふさがれた場合
●●映像が録画されなかった場合や録画されたファイルが破損していた場合による損
害、ドライブレコーダーの故障やドライブレコーダーを使用することによって生じ
た損害については、弊社は一切責任を負いません。
●●ドライブレコーダーは、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、
証拠としての効力を保証するものではありません。
●●ドライブレコーダーで録画した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写
体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、
ドライブレコーダーをイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場
合については弊社は一切責任を負いません。
●●ドライブレコーダーは映像を録画する装置ですが､ 必ずしも信号が確認できること
を保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合は、前後の
映像や周辺の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については､ 弊
社は一切責任を負いません。
●●ドライブレコーダーが起動中（LED が点灯もしくは点滅中）に microSD カードを
抜かないでください。microSD カードが破損し、映像を録画できなくなるおそれ
があります。microSD カードの破損による映像が録画できない件について、弊社
は一切責任を負いません。
●●microSD カードの抜き挿しは、ドライブレコーダーの電源が切れていること（LED
が消灯）を確認して行ってください。ドライブレコーダーが動作中に microSD カー
ドの抜き挿しを行うと、microSD カードが破損するおそれがあります。
●●microSD カードのデータへのアクセス中（LED が点灯中、点滅中）は、絶対に
microSD カードを抜かないでください。microSD カードが破損するだけでなく、
ドライブレコーダーが故障するおそれがあります。
●●ドライブレコーダーは常時録画型の映像録画装置です。microSD カードの録画が
いっぱいになると古い映像から消して新しい映像を録画（上書き）します。事故な
どでデータが必要な場合は、速やかに車両のアクセサリー電源（以降 ACC）をオ
フにし、microSD カードを抜いてパソコンに保存するなどの対応をお願いします。
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使用上のご注意〔必ずお読みください〕

●●microSD カードを挿入口から挿入してお使いください。
microSD カードを挿入しない場合、ドライブレコーダーは動作しません。
●●microSD カードをドライブレコーダーに挿入する場合、向きに注意して挿入してく
ださい。
●●録画した映像を残しておきたい場合は、パソコンのハードディスクにコピーしてお
くなどの対応をお願いします。
●●LED 式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、ドライブレコーダーで撮影
すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映
像や周辺の車両の状況から判断願います。LED 式信号機が映らない件については弊
社は一切責任を負いません。
●●車両のバッテリーを外すと、GPS の情報を受信した次回起動時から正しい時刻に
なりますので、バッテリーから外した後は、録画されている映像のファイル名や位
置情報で GPS 情報が受信できたかどうかを確認してください。
●●車両バッテリーの低下などによって、駐車時録画が作動しない場合があります。
●●ドアを閉めた時や開けたときなど、本体が振動を検知した場合、駐車時録画が作動す
ることがあります。状況に応じて、駐車時録画機能の「開始時間（降車時）」、「終了
時間（乗車時）」が設定されていることを確認してください。
●●振動の多い場所など、お客様のお車の駐車する環境によっては、駐車時録画が頻繁
に作動する場合があります。その場合は、駐車時録画機能の「検知感度」設定を変
更してください。
●●高温、低温でのご使用は、誤動作や故障の原因になります。夏期については車内が
高温になることがありますので窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用くだ
さい。
●●カメラレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なっ
て見えることがあります。
●●カメラレンズの近くに反射物を置かないでください。
●●自動車のフロントガラスにコーティング剤が使用されている場合は、録画品質に影
響が出る可能性があります。
●●カメラコードにキズをつけないでください。キズ部分からカメラ内部に湿気や水が
吸い込まれ故障や火災、感電の原因になります。
●●フロントガラスに水滴がついているとき、汚れているときなどは、撮影した映像が
見づらくなる場合があります。
●●太陽光やヘッドライトなど高輝度の被写体がカメラに映ると、映像素子特有のブ
ルーミング現象（※）が発生したり、その光源中心部分が黒く映ることがありますが、
カメラの異常ではありません。
（※）ブルーミング現象：高輝度の被写体（太陽やヘッ
ドライトなど）がカメラに 映ると、光周辺に白飽和が
発生する
●●ドライブレコーダーの日時や位置情報を定期的に確認してください。日時がずれて
いるときや、位置情報が変わらないときはお買い上げの販売店にご相談ください。
●●撮影ができなくなるため、カメラの前には撮影を遮るものを設置しないでください。
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本機で使用する SD カードについて
●●本機で使用する SD カードは、本機に付属または純正の microSD カードを使用し
てください。付属または純正品（品番：086A4-00250）以外では正しく動作し
ません。
●●本機で使用する microSD カードは本機、パソコン、本機対応純正ナビゲーション
以外では使用しないでください。他の機器で使用すると本機で正しく動作できなく
なる可能性があります。
●●microSD カードには、本機で録画されるデータ以外を保存しないでください。映
像や画像が正しく録画されないことがあります。
●●microSD カードのフォーマットは 45 ページの「microSD カードをフォーマッ
トする」の操作にしたがってフォーマットを行ってください。他の方法でフォーマッ
トを行うと本機で使用できない、または、映像や画像が正しく録画されないことが
あります。

ドライブレコーダーのお手入れ
●●ドライブレコーダーが汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でから拭きして
ください。
固い布やシンナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が付いたり変形や
変質、破損の原因になります。
●●レンズ部が汚れている場合には、水を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
乾いた布で強くこすると傷の原因になります。

ドライブレコーダーの異常にお気づきのときは
ドライブレコーダーの異常にお気づきのときは、まず 46 ページの「よくある質問」
を参照して解決方法がないかお調べください。
解決方法が見つからないときは、お買い上げの販売店にてご確認ください。

検査標章貼り付け時の注意事項
検査標章をドライブレコーダーのカメラ視野範囲内に貼り付けると、カメラ映像内に
検査標章が映り込み、必要な情報が映らないおそれがあります。
検査標章を貼り付ける際は、カメラ視野範囲外およびミラーベース右側や検査標章貼
付範囲（傾斜部）に貼り付けを行ってください。
※運転の妨げとなる位置への貼り付けは行わないでください。
検査標章貼付範囲【例】
ミラーベース
検査標章貼付範囲

検査標章貼付範囲

カメラ

×カメラ視野範囲
検査標章を貼り付けない
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ドライブレコーダー機能ガイド

ドライブレコーダー機能ガイド
車両の ACC をオン、またはエンジンをかけると、ドライブレコーダーの電源がオンに
なり、車両前方または車内後部の映像を microSD カードに録画します。

本機の録画機能について
■■常時録画（➜ P.15）
電源オンから電源オフまで常に録画しています。録画ファイルは古い順番に上書
きされます。

電源オフ

電源オン

常時録画
■■衝撃検知録画（➜ P.16）
ドライブレコーダーの衝撃を検知すると常時録画から衝撃検知録画に切り替わり、
常時録画とは別で衝撃前の約 12 秒と衝撃後の約 8 秒を録画します。

衝撃検知録画
電源オン

衝撃

常時録画

常時録画
衝撃検知前
約12秒間

衝撃検知後
約8秒間

■■手動録画（➜ P.17）
ドライブレコーダーの［PHOTO］ボタンを１秒以上押すと手動録画を開始し、約
20 秒録画します。

１秒以上押す
■■静止画記録（➜ P.16）
ドライブレコーダーの［PHOTO］ボタンを押すと静止画が記録されます。

8
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■■常時駐車録画（➜ P.18）
駐車場などに車を停めてエンジンキーをオフにすると駐車中の映像を録画します。
録画時間は 30 分または 1 時間を選択できます。（➜ P.41）

常時駐車録画
電源オフ

■■駐車時衝撃検知録画（➜ P.19）
駐車中に衝撃を検知すると、ドライブレコーダーの電源がオンになり、衝撃検知
後の約 20 秒を録画します。

駐車時衝撃検知録画
衝撃

電源オン

録画ファイルの再生について
■■ドライブレコーダーで録画した映像、静止画はパソコンの専用ビューアーソフトで
見ることができます。（➜ P.23）
●●ナビゲーションとドライブレコーダーを接続している場合は、録画した映像をナビ
ゲーションで見ることができます。
ナビゲーションの操作方法についてはナビゲーションの取扱書をご覧ください。

カメラについて
●●フロントカメラと周辺録画カメラの 2 台の映像を録画できます。
「フロントカメラ」は車両前方の映像を、「周辺録画カメラ」は車両周辺の方の映像
を録画します。
「周辺録画カメラ」はお買い上げ時は「オン」に設定されています。

お知らせ

●●周辺録画カメラで録画できる映像の範囲は車種により異なります。

9
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各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらき

⑨
⑧
⑦

①
② ③

④

⑤

⑥

① SOUND ボタン

録画時の音声録音をオン／オフします。

② ERROR LED

ドライブレコーダーの動作に異常がある場合に点灯（アンバー）または、点滅（ア
ンバー）します。

③ 音声記録 LED（音声録音状態通知インジケーター）
音声録音時に点灯（緑）します。

④ microSD カード挿入口

録画したデータを保存するための microSD カードを挿入します。

⑤ ナビゲーション接続確認 LED

ナビゲーションと接続中に点灯（緑）します。

⑥ REC LED（録画状態通知インジケーター）

録画中に点滅（緑）します。音声記録が「あり」に設定されているときは点灯（緑）
します。

⑦ PHOTO ボタン

静止画を記録します。１秒以上押すと手動録画を開始します。

⑧ マイク

録画中の音声を収録します。マイクはドライブレコーダーに内蔵されています。

⑨ スピーカー

音声ガイドやブザーを出力します。

10
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インジケーター（LED）/ ブザー / 音声に
よる通知
インジケーター（LED）、ブザーまたは音声でドライブレコーダーの状態をお知らせし
ます。

REC LED（緑）
ナビゲーション接続確認 LED（緑）

ERROR LED
（アンバー）

音声記録 LED（緑）

■■通常通知 / 駐車時録画
状態
電源オン時

REC LED

音声記録 LED

ナビゲーション
接続確認 LED

早い点滅

消灯

ー

電源オフ時

消灯

消灯

ー

映像 / 音声記録中

点灯

点灯

ー

遅い点滅

消灯

ー

ナビゲーション接続中

ー

ー

点灯

ナビゲーション未接続

ー

ー

消灯

映像のみ録画中

■■ブザー
動作

ブザー音

電源オン時

ピッ

衝撃検知時

ピピッ

ボタンの操作音

ピッ

11

626DRD-C68-B5A-2655-00.indd 11

2018/06/26 17:49

インジケーター（L E D ）/ ブザー / 音声による通知

■■異常通知
通知内容
microSD カード寿命警告

ブザー

ERROR
LED

REC
LED

音声

ー

点灯

ー

※本機で音声通知は行いません。
ナビゲーションに表示されます。

ドライブレコーダー異常
（映像録画は正常）
ドライブレコーダー初期設定
未実施 / ドライブレコーダー
初期化後の設置位置変更時

本体異常です。
ー
本体初期設定が未実施です。

ピー
3回

microSD カード異常時

SD カードを読み込みできません。

点滅

ドライブレコーダー異常（異
常温度上昇検出 / カメラ接続
異常）
microSD カード未挿入時

駐車時録画モードに
切り替わらない

本体異常により録画ができません。

ー

ー

ー

※本機で音声通知は行いません。
ナビゲーションに表示されます。
バッテリー保護のため、駐車時録画
をキャンセルします。

ー

microSD カードが抜かれたとき：
駐車時録画をキャンセルします。

駐車時録画中断

ー

ー

ー

バッテリー電圧が低下した後の電
源オン時：
バッテリー保護のため、駐車時録画
をキャンセルしました。

12
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基本操作
ドライブレコーダーは走行中の映像、音声、ナビゲーションから取得する情報などを、
microSD カードに録画します。

microSD カードを入れる / 取り出す
microSD カードを入れる
ドライブレコーダーの電源をオフにしてから、付属の microSD カードを端子面を下
にしてカチッと音がするまで挿入口に挿入します。
microSD カードの向きに注意してください。

端子面を下にして挿入してください。
斜めに挿入しない
端子面を下に
して挿入する

端子面を上に
しない

向きを間違えない

microSD カードを取り出す
取り出すときは、ドライブレコーダーの電源をオフにしてから microSD カードを押
して、microSD カードが少し飛び出たら引き抜きます。

お知らせ

●●microSD カードを取り出すときは、ドライブレコーダーの電源がオフ（LED が
消灯）していることを確認してください。
●●microSD カードにはドライブレコーダーで録画されるデータ以外保存しないでく
ださい。
●●microSD カードを入れるときは、必ず端子面を下にして挿入してください。
●●microSD カードへアクセス中（REC LED が点灯または点滅）は microSD カー
ドを取り出さないでください。
●●駐車時録画機能を設定しているときは駐車時録画機能をオフにしてから microSD
カードを取り出してください。駐車時録画機能をオフにするには 20 ページをご
覧ください。

13
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基本操作

電源をオン / オフする
電源をオンにする
車両の ACC をオン、またはエンジンをかけるとドライブレコーダーの電源がオンにな
ります。電源がオンになると、REC LED（録画状態通知インジケーター）が点滅後、
点灯します。
その後、常時録画が始まります。

電源をオフにする
車両の ACC をオフにするとドライブレコーダーの電源がオフになります。
駐車時録画機能を有効（記録時間を時間設定している場合）にしているときは、駐車
時録画機能を開始します。

お知らせ

●●microSD カードのデータへのアクセス中（REC LED が点灯中・点滅中）は、絶
対に microSD カードを抜かないでください。microSD カードが破損するだけで
なく、ドライブレコーダーが故障するおそれがあります。
●●microSD カードを抜く場合、ドライブレコーダーの電源が切れていること（LED
が消灯）を確認して、microSD カードを取り出してください。
●●駐車時録画機能を設定しているときは駐車時録画機能をオフにしてから
microSD カードを取り出してください。
駐車時録画機能をオフにするには 20 ページをご覧ください。
●●microSD カードを挿入しないと、ドライブレコーダーは動作しません。
microSD カードを取り出したときは、入れ忘れにご注意ください。

ドライブレコーダーのバックアップ電源について

ドライブレコーダーは、事故の衝撃で電源が遮断される場合を想定し、バックアップ
電源を内蔵しています。バックアップ電源は充電式のため、電源オン直後や低温下では、
バックアップ時間が短くなる場合があります。バックアップ電源により、電源遮断前の
映像を録画しますが、必ず録画することを保証するものではありません。

14
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録画する
本機の録画モードは、電源オン時は、
「常時録画」、
「衝撃検知録画」、
「静止画記録」、
「手
動録画」です。電源オフ時は、「常時駐車録画」と「駐車時衝撃検知録画」です。
• 保管しておきたい録画データは、必要に応じてパソコン等にバックアップしてください。

電源オン時の録画と記録
常時録画
ドライブレコーダーの電源がオンになると、常時録画を開始します。
録画中は REC LED が緑に点灯します。
常時録画の録画時間は、動画画質の設定によります。
* お買い上げ時の設定です。
カメラの種類

画質

常時駐車録画 / 駐車時衝
撃検知録画すべてオフ *

フ ロ ン ト カ メ ラ / 標準画質 *
周辺録画カメラ *
フロントカメラのみ 標準画質
高画質

約 70 分 *

常時駐車録画 / 駐車時衝
撃検知録画すべて有効（記
録時間を時間設定してい
る場合）
約 50 分

約 145 分
約 75 分

約 110 分
約 50 分

動画画質の設定を変更したいときは 42 ページをご覧ください。
●●動画ファイルは 1 ファイル約 1 分で保存されます。
電源オン
１分間
常時録画→

１分間
常時録画→

１分間
常時録画→

お知らせ

●●音声記録を「なし」に設定しているときは REC LED が点滅します。設定につい
ては 20 ページまたは 42 ページをご覧ください。
●●microSD カードの録画領域がなくなると古い日時のファイルから順に消して録画
を続けます。
■■録画ファイルの保存場所
microSD カード内の「NORMAL」フォルダー、
「SURROUND」-「NORMAL」フォルダー
に保存されます。（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。

15
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録画する

衝撃検知録画
常時録画中に突発的な衝撃などを検知すると、常時録画を中断して衝撃検知録画を開
始します。衝撃検知録画の録画時間は、衝撃検知前の約 12 秒、衝撃検知後の約 8 秒
で約 20 秒となります。録画が終了すると常時録画に戻ります。
電源オン

衝撃検知
衝撃検知前 約12秒

常時録画→

衝撃検知後 約8秒

衝撃検知録画

常時録画→

お知らせ

●●衝撃検知録画は 10 ファイルまで保存されます。10 ファイルを超えると古いファ
イルから順に消して録画を続けます。
■■録画ファイルの保存場所
microSD カード内の「EVENT」フォルダー、「SURROUND」-「EVENT」フォルダーに保
存にされます。（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。

静止画記録
ドライブレコーダーの［PHOTO］ボタンを押すと、静止画が記録されます。

静止画は最大 500 枚まで保存されます。
保存される画像サイズは動画画質の設定によります。お買い上げ時は標準画質（1280
ｘ 720) に設定されています。
●●動画画質の設定を変更したいときは 42 ページをご覧ください。

お知らせ

●●500 枚を超えると古い日時のファイルから順に消します。
■■静止画ファイルの保存場所
microSD カード内の「PICTURE」フォルダー、
「SURROUND」-「PICTURE」フォルダー
に保存されます。（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。
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手動録画
ドライブレコーダーの［PHOTO］ボタンを 1 秒以上押すと、約 20 秒間録画されます。

１秒以上押す
電源オン

［PHOTO］ボタンを1秒以上押し続ける

常時録画→

手動録画

常時録画→

お知らせ

●●手動録画では 5 ファイルまで保存されます。5 ファイルを超えると古いファイル
から順に消して録画を続けます。
●●衝撃検知録画中は、手動録画は使用できません。
■■録画ファイルの保存場所
microSD カード内の「MANUAL」フォルダー、
「SURROUND」-「MANUAL」フォルダー
に保存されます。（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。
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録画する

電源オフ時の録画機能
ドライブレコーダーの電源をオフにすると、駐車時録画機能が開始されます。
駐車時録画機能は、「常時駐車録画」と「駐車時衝撃検知録画」です。
お買い上げ時の「常時駐車録画」と「駐車時衝撃検知録画」の設定は録画を行わない（オ
フ）設定になっています。
設定はドライブレコーダーまたはパソコン用の専用ビューアーソフトで変更すること
ができます。
ドライブレコーダーで変更する場合は 20 ページ、ビューアーソフトで変更する場
合は、41 ページをご覧ください。

お知らせ

●●車両のバッテリーの劣化などにより、電源電圧が低い場合には駐車時録画は機能
しません。

常時駐車録画
常時駐車録画は電源オフでも毎秒 1 コマで常時録画します。
●●常時駐車録画の録画時間は、「30 分」または「1 時間」を選択できます。
●●動画ファイルは 1 ファイル約 1 分で時間分保存されます。常時駐車録画の録画時間
を変更したいときは 41 ページをご覧ください。
電源オフ
１分間

１分間

１分間

常時駐車録画→ 常時駐車録画→ 常時駐車録画→

お知らせ

●●録画時間が 1 時間を超えると、日時の古いファイルから順に消して録画を続けます。
●●駐車時録画機能がオフの場合、常時録画で上書きされます。
■■録画ファイルの保存場所
microSD カード内の「PARKING_NORMAL」フォルダー、「SURROUND」-「PARKING_
NORMAL」フォルダーに保存されます。
（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。
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駐車時衝撃検知録画
駐車時衝撃検知録画は駐車時に車両に衝撃を受けると、ドライブレコーダーの電源が
オンになり電源オンから約 3 秒後に録画が開始されます。録画が終了するとドライブ
レコーダーの電源がオフになり、待機状態に戻ります。「常時駐車録画」も設定してい
る場合は「常時駐車録画」に戻ります。
駐車時衝撃検知録画あの録画時間は約 20 秒です。
電源オフ

衝撃検知
電源オン

待機状態→

電源オフ

駐車時衝撃
検知録画

待機状態→

電源オフ

衝撃検知
電源オン

駐車時衝撃
常時駐車録画→
検知録画

常時駐車録画→

衝撃検知後 約20秒

電源オフ

衝撃検知後 約20秒

＜常時駐車録画も設定している場合＞
衝撃検知
電源オン

状態→

電源オフ

駐車時衝撃
検知録画

待機状態→

電源オフ

衝撃検知
電源オン

常時駐車録画→

衝撃検知後 約20秒

電源オフ

駐車時衝撃
常時駐車録画→
検知録画
衝撃検知後 約20秒

お知らせ

●●駐車時衝撃検知録画は 10 ファイルまで保存されます。10 ファイルを超えると
日時の古いファイルから順に消して録画します。
●●駐車時録画機能がオフの場合、常時録画で上書きされます。
●●ドアを閉めたときの振動を検出して、駐車時衝撃検知録画が動作することがあり
ます。
■■乗車 / 降車時の衝撃検知録画を削除する
駐車時衝撃検知録画は乗車 / 降車時のドアを閉めたときの振動を検知して、駐車時衝
撃検知録画を開始することがあります。この録画を行わないようにするため、駐車時
衝撃検知録画を乗車 / 降車時に一定時間無効にすることができます。
●●お買い上げ時は乗車 / 降車時ともに無効時間は 30 秒に設定されています。設定を
変更したいときは 41 ページをご覧ください。
■■録画ファイルの保存場所
microSD カード内の「PARKING_EVENT」フォルダー、「SURROUND」-「PARKING_
EVENT」フォルダーに保存されます。
（➜ P.21）
周辺録画カメラオン時のみ「SURROUND」フォルダーにも保存されます。
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録画する

駐車時録画機能の設定をドライブレコーダーで切り替える

1

ACC をオン中に［SOUND］ボタンと［PHOTO］ボタンを同時に１秒以上押す

１秒以上押す
「駐車時録画モードを変更します。」と音声案内が開始されます。

2

3

［SOUND］ボタンで設定したい項目を選ぶ
［SOUND］ボタンを押すたびにそれぞれ音声案内されます。

音声
駐車時録画モードを変更します。

状態
駐車時録画機能の設定を変更します。

常時駐車録画モードに設定しました。

電源をオフにすると常時駐車録画を開始
します。

衝撃検知モードに設定しました。

電源オフ時に車体への衝撃を検知すると録
画を開始します。

常時駐車録画モードと、衝撃検知モード
に設定しました。

常時駐車録画と駐車時衝撃検知録画を有効
にします。

駐車時録画モードをオフにしました。

常時駐車録画と駐車時衝撃検知録画を無効
にします。

［PHOTO］ボタンを押す
「モード切替を終了します。」と音声案内され設定を終了します。

お知らせ

●●操作の途中で５秒間操作が無かった場合は設定を終了します。途中まで操作して
いた場合はその時点の項目が設定されます。

音声録音のオン / オフ切り替え
ドライブレコーダーの SOUND ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、音声記録
設定で音声記録する / 記録しないを設定できます。
音声記録が「あり」の場合：
音声記録 LED（緑）が点灯します。
音声記録が「なし」の場合：
音声記録 LED（緑）が消灯します。
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フォルダー / ファイル構成
microSD カードに録画または記録したファイルは、項目ごとのフォルダーに保存され
ます。ファイル名は年月日と時間が自動的に付けられます。
ルート
フォルダー

EVENT 衝撃検知録画
（➜ P.16）
MANUAL 手動録画
（➜ P.17）
NORMAL 常時録画
（➜ P.15）
PARKING_EVENT 駐車時衝撃検知録画
（➜ P.19）
PARKING_NORMAL 常時駐車録画
（➜ P.18）

ファイル名の表記について
動画ファイル

YYMMDDhhmmss.MP4
年  月  日  時  分  秒
静止画ファイル

YYMMDDhhmmss.JPG
年   月  日  時  分  秒

PICTURE 静止画記録
（➜ P.16）
SURROUND 周辺録画映像

SYSTEM

EVENT 衝撃検知録画
（➜ P.16）
MANUAL 手動録画
（➜ P.17）
NORMAL 常時録画
（➜ P.15）
PARKING_EVENT 駐車時衝撃検知録画
（➜ P.19）
PARKING_NORMAL 常時駐車録画
（➜ P.18）
PICTURE 静止画記録
（➜ P.16）

お知らせ

●「SURROUND」フォルダーは周辺録画カメラで録画したファイルが録画の種類
ごとに保存されています。
●●SYSTEM フォルダーはファイルの位置情報などが含まれています。
SYSTEM フォルダーのみを削除するとファイルの位置情報が使用できなくなり
ます。
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ナビゲーションから操作できるドライブレコーダーの機能

ナビゲーションから操作できるドライブレ
コーダーの機能
ドライブレコーダーの機能の一部は、接続したナビゲーションから操作することがで
きます。
■■ドライブレコーダーに録画したファイルの再生
●●リストからファイルを再生
ナビゲーションの画面にドライブレコーダーの録画ファイルの再生リストを表
示して、ファイルを選んで再生することができます。
●●地図画面からファイルを再生
ナビゲーションの地図画面からドライブレコーダーの録画ファイルを再生する
ことができます。
■■手動録画
■■ドライブレコーダーの設定変更
■■ドライブレコーダーに関する通知
ナビゲーションでドライブレコーダーに関する以下の通知を行います。
●●ドライブレコーダーの microSD カードの交換推奨時期が近くなったとき
●●駐車時録画が行われたとき

お知らせ

●●各機能の操作方法や通知方法についてはナビゲーションの取扱書を参照ください。

22
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ビューアーソフトを使う
DRD-68 Viewer は、ドライブレコーダーで録画した映像と音声を再生するためのパ
ソコン用の専用ビューアーソフトです。また、ドライブレコーダーの設定やデータの
バックアップなどができます。

DRD-68 Viewer をインストールする
microSD カードに DRD-68 Viewer のインストーラーが保存されています。
microSD カードをドライブレコーダーから取り出してパソコンに挿入してインストー
ルしてください。
microSD カードをフォーマットするとインストーラーも削除されます。
その場合はホームページからダウンロードすることができます。
44 ページをご覧ください。

DRD-68 Viewer の動作環境
OS
CPU
メモリ

Windows 7 Service Pack 1 (32Bit/64Bit)
Windows 8.1/8.1Pro (32Bit/64Bit)
Windows 10 (32Bit/64Bit) ※ Windows 10 Mobile は除く
Intel Core i3 2GHz 以上
2GB 以上

ディスプレイ 1280x800 以上
サウンド
その他

Windows で使用可能な PCM サウンド再生機能
インターネット接続環境が必要です。

インストールする

1
2

microSD カードをドライブレコーダーから取り出す
取り出し方については 13 ページをご覧ください。

microSD カードをカードリーダーに挿入してパソコンに接続する

お知らせ

●●SD カードスロットが搭載されているパソコンでは、形状に合わせてそのまま、
または付属のアダプターを使用して挿入することができます。
●●スロットが搭載されていないパソコンの場合はカードリーダーをご準備ください。
●●お使いのパソコンによっては、microSD カードスロット／ SD カードスロット
のドライブ名が異なる場合があります。

3

「スタート」ー「コンピューター」をクリックして、エクスプローラーを起動する

23
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ビューアーソフトを使う

4

DRD-68 Viewer のインストーラー「DRD-68_Viewer_XXX.msi」をパソコン
内の任意の場所（デスクトップなど）にコピーする

5

コピーした「DRD-68_Viewer_XXX.msi」をダブルクリックする

6

セットアップウィザード画面の指示に従ってインストールをする

ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は、［はい］をクリックしてくだ
さい。

7

「完了」をクリックする

インストールが完了します。

DRD-68 Viewer を使う
ビューアーソフトを起動する

1

「スタート」－「すべてのプログラム」－「DRD-68_VIEWER」－「DRD-68
Viewer」をクリックして起動する

24
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画面の操作
@
①
②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑪

⑩

①メニュー
ファイル
SD カードを選択する
開く

終了

microSD カードのデータを 直接読み込
みます。

バックアップフォルダー バックアップフォルダーから 読み込みま
す。
を選択する
動画ファイルを読み込みます。
ファイルを選択する
ビューアーソフトを終了します。

設定
本体設定
バックアップフォルダー設定

microSD カードに設定ファイルを
書き込みます。
バックアップする保存先を選択します。

バックアップ
データをバックアップするウィンドウを
開きます。
microSD カード内の動画、静止画を削除し
SD カードを選択する
ます。
クリーンアップ
バックアップフォルダー バックアップフォルダーの動画、静止画を
削除します。
を選択する
バックアップ

25
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ビューアーソフトを使う

ヘルプ
ビューアーソフトをホームページから
ダウンロードする場合に使用します。
ビューアーソフトのバージョン確認に
使用します。

ダウンロードページ
バージョン

②メニューアイコン
ファイル
SD カードを選択する

microSD カードのデータを読み込みます。

バックアップフォルダーを選択する バックアップフォルダーから読み込みます。
動画ファイルを読み込みます。
ファイルを選択する
本体設定
microSD カードに設定ファイルを書き込みます。（➜ P.39）
動画切り出し
再生している動画の切り出し開始と終了時点を設定し、切り出して保存します。
（➜ P.31）
静止画切り出し（キャプチャー）
再生中の動画から静止画として保存します。（➜ P.32）
拡大表示
再生している映像を別ウィンドウで開き、5 倍まで拡大表示（ズーム）できます。
バックアップ
データをバックアップします。（➜ P.34）
KMZ/KML ファイルを出力
Google Earth で利用可能な位置情報データを出力します。（➜ P.33）
全画面表示
再生している映像を全面表示します。
映像を読み込んでいないときと再生を停止しているときは動作しません。
全面表示中にクリックすると通常表示に戻ります。

③映像再生画面
映像を再生または表示する画面です。

④トラックバー / 再生日時
動画情報の再生位置を示します。再生位置に応じて、地図およびグラフの現在位
置を更新します。

動画ファイルの録画情報（年月日、時間）を表示します。

26
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⑤再生ファイル選択ボタン
選択されているボタンの映像が表示され、ボタンを押して切り替えます。
ボタン

説明
⑫種類別一覧にフロントカメラの動画ファイルを表示しています。
に切り替わります。
ボタンを押すと
⑫種類別一覧に周辺録画カメラの動画ファイルを表示しています。
ボタンを押すと
に切り替わります。

お知らせ

●●フロントカメラのみで録画したファイルは⑫種類別一覧の「フロント」、
「周辺」の
両方に表示されます。

⑥再生操作ボタン
ボタン

説明
前 / 次のファイルを表示します。
前 / 次のコマを表示します。
前のトリップを表示します。
再生を停止します。
再生します。
一時停止します。
次のトリップを表示します。
再生状態（未読み込み / 停止 / 一時停止 / 再生）を表示します。
クリックするたびに x1・x2・x4・x8・x1/2 と
再生速度が切り替わります。
音量を調整（0 〜 100）します。

お知らせ

●●トリップとは ACC オンから ACC オフ（ACC オフ後の、駐車時録画機能を含む）
までに録画されたデータのことです。
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ビューアーソフトを使う

⑦グラフ
現在再生している動画ファイルの加速度の大きさと速度を折れ線グラフで
表示します。
灰色：速度

水色：加速度（G 値）

お知らせ

●●左縦軸：加速度 ,

右縦軸：速度 , 横軸 : 時間

⑧ GPS 受信状態表示
データの GPS の受信状態を表示します。
受信できていないとき：

（灰色）

受信できているとき

（水色）

：

お知らせ

●●起動直後やトンネル、ビル街などの受信環境が悪い場合、GPS 衛星の位置によっ
ては、GPS の信号を正しく取得できずに、地図上での自車位置ずれが起こること
があります。

⑨ G 値表示

現在再生している動画ファイルの G 値（衝撃）の大きさと方向を表示します。

お知らせ

●●Ｇ値の大きさは、値が大きいほど中心から離れます。運転の状況によるＧ値の方
向は、以下のようになります。
減速時
右折時

左折時

加速時
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⑩スピードメーター

現在再生している動画ファイルの速度を表示します。

お知らせ

● スピードメーターに表示される速度表示は目安です。

! 地図表示
選択した動画ファイルの位置情報が地図（Google マップ ) 上にアイコンで表示
されます。
1

3 4 5

2

6

7

 9

8

1 市街地図を表示する場合にクリックします。その際、チェックボックスが表示され
ます。「地形」の " レ " 点の有無により、地形状態表示の有無を切り替えます。
2 航空写真を表示する場合にクリックします。その際、チェックボックスが表示され
ます。「ラベル」の " レ " 点の有無により、地図上の情報表示の有無を切り替えます。
3 地図を再読み込みします。
4 地図を別ウィンドウで開きます。
5 地図を非表示にします。 MAP ▲

をクリックすると地図を表示します。

6 地図を拡大 / 縮小します。
7 選択中のファイルの自車位置を表示します。自車マークは GPS 受信中は赤、GPS
を受信していないときはグレーで表示されます。
8 衝撃検知録画（電源オン時）の録画地点
9 駐車時衝撃検知録画の録画地点
 各ファイルの先頭位置
 手動録画の録画地点
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お知らせ

ビューアーソフトを使う

●●録画地点のアイコン上にマウスカーソルを合わせるとサムネイルが表示されます。
クリックすると該当ファイルを再生します。
● 同じ地点に複数の録画ファイルがある場合は、最新の録画ファイルのサムネイル
が表示されます。
●●microSD カードの容量によりファイルが自動で消去されます。消去された部分に
ついては地図上に表示されません。

@ 種類別一覧
表示をクリックすると③映像再生画面に表示され、再生が開始されます。
1

2

3

4

5

6

7

8

録画開始
日時

サムネイルプレビュー

1 トリップ
ACC オンから ACC オフまで（ACC オフ後の、駐車時録画機能も含む）に録画さ
れたデータを 1 つの単位にまとめて録画されたデータの録画日時とサムネイルを
一覧表示します。

2 ファイル
すべての動画ファイルの録画日時とサムネイルを一覧表示します。

3 手動
手動録画で録画された動画ファイルの録画日時とサムネイルを一覧表示します。

4 衝撃検知
電源オン時の衝撃検知録画で録画された動画ファイルの録画日時とサムネイルを
一覧表示します。

5 駐車録画（衝撃）
駐車時録画機能の駐車時衝撃検知録画で録画された動画ファイルの録画日時とサ
ムネイルを一覧表示します。

6 駐車録画（常時）
駐車時録画機能の常時駐車録画で録画された動画ファイルの録画日時とサムネイ
ルを一覧表示します。

7 PHOTO
静止画ファイルの録画日時とサムネイルを一覧表示します。

8 フロントカメラ / 周辺録画カメラ
再生中の動画がフロントカメラと周辺録画カメラの両方で録画された場合に、録
画したカメラの種類（フロントまたは周辺）が表示されます。フロントカメラの
みで録画した場合は何も表示されません。
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動画 / 静止画ファイルを切り出す
録画した動画ファイルから、動画または静止画を切り出して保存します。

お知らせ

●●切り出した動画ファイルは、MP4 ファイルが再生できるソフトウェアで再生す
ることができます。静止画ファイルは JPG または PNG ファイルが表示できるパ
ソコンで確認できます。
●●パソコンの環境によっては再生または表示できない場合もあります。

動画を切り出す

1
2
3

ビューアーソフトを起動する
切り出す動画ファイルを選択し、再生する
「

」（動画切り出し）をクリックする

動画切り出しウィンドが表示します。

4

切り出す部分の開始点で「設定」をクリックする

5

切り出す部分の終了点で「設定」をクリックする

6

切り出すデータの走行情報を選択する
ファイルに埋め込む情報は 5 種類（日時、速度、加速度、緯度経度、方角）から選択できます。
初期設定はすべてに " レ " 点が入り、選択された状態になっています。選択を解除するには "
レ " 点をクリックすれば解除できます。
選択した情報は、切り出したファイルの再生画面の下部に表示されます。
ただし、情報が無い項目は " − " で表示されます。
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ビューアーソフトを使う

7

8

「出力」をクリックする

保存先と保存するファイル名を入力して、「保存」をクリックする
xxxxxxxxxx

9

「保存しました」と表示されたら「OK」をクリックする

静止画を切り出す

1
2
3

ビューアーソフトを起動する

4

ファイルに埋め込む情報（日時、速度、加速度、緯度経度、方角）を選択する

5

6

静止画を切り出す動画ファイルを選択し、再生する
静止画を切り出したい位置で「

動画が一時停止し、静止画切り出しウィンドが表示します。
ファイルに埋め込む情報は 5 種類（日時、速度、加速度、緯度経度、方角）から選択できます。
初期設定はすべてに " レ " 点が入り、選択された状態になっています。選択を解除するには "
レ " 点をクリックすれば解除できます。
選択した情報は、切り出したファイルを表示したときの画面下部に表示されます。
ただし、情報が無い項目は " − " で表示されます。

「出力」をクリックする

保存先と保存するファイル名を入力して、「保存」をクリックする
xxxxxxxxxx

32
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Google Earth プロで使用するデータを出力して読み込む
お知らせ

●●データを出力する前に、お使いのパソコンに Google Earth プロ（パソコン向け）
をインストールしてください。Google Earth プロは、Google のサイトからダ
ウンロードできます。

1

microSD カードをドライブレコーダーから取り出し、カードリーダーに挿入して
パソコンに接続する

2
3
4

ビューアーソフトを起動する

5

出力したい動画ファイルを選択し、再生する
「

」（KMZ/KML ファイルを出力）をクリックする

保存先と保存するファイル名を入力して、「保存」をクリックする
xxxxxxxxxx

ファイル名

お知らせ

●●KMZ は KML ファイルを zip 圧縮したものです。どちらのファイルでも
Google Earth プロに読み込むことができます。

6
7
8

「出力が完了しました」と表示されたら「OK」をクリックする
「Google Earth を起動しますか？」と表示されたら「はい」をクリックする
Google Earth プロ（Google Earth Pro）が起動します。

見たいファイルを選択する
画面左側に保留フォルダーと保存したデータのファイル名が表示されます。
ファイル名をクリックすると保存したデータが表示されます。
KMZ または KML 出力時（手順 5）のファイル名

フォルダーの " レ " 点を外すと外したデータの表示を地図から消します。
「衝撃検知」
（電源オン時の衝撃検知録画）または「駐車時録画 ( 衝撃 )」（電源オフ時の駐車
時衝撃検知録画）のフォルダーを開き、年月日をクリックすると、地図上に録画時の情報 ( 発
生日時、録画の種類、緯度、経度、その時の速度、方角）が表示されます。

33
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ビューアーソフトを使う

microSD カードのデータをパソコンにバックアップする
microSD カードは容量の関係から、保存しておける映像の数が限られています。
microSD カードの容量がいっぱいになると、古いファイルから上書きするため、古い
映像を見ることができなくなります。microSD カード内の必要な映像データは、パソ
コンのハードディスクなどにバックアップしてください。ビューアーソフトを使って
microSD カードの録画データをバックアップすると、位置情報などのシステムファイ
ルと関連付いたまま保存することができます。

バックアップフォルダーを設定する

1
2

3

4

ビューアーソフトを起動する
メニューの「設定」をクリックする

「バックアップフォルダー設定」をクリックする

バックアップする保存先を選択して、「OK」をクリックする

お知らせ

●●バックアップの保存先を設定していない場合は、「マイ ビデオ」または「ビデオ」
（ご使用の Windows のバージョンによって異なります）に設定されています。

microSD カードのデータをバックアップする

1

microSD カードをドライブレコーダーから取り出し、カードリーダーに挿入して
パソコンに接続する

2

メニューの「ファイル」をクリックする

3

「開く」をクリックする

34
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4

5

6

7

8

9

「SD カードを選択する」をクリックする

microSD カードを接続しているドライブを指定する

「OK」をクリックする

メニューの「バックアップ」をクリックする

「バックアップ」をクリックする

バックアップするデータにチェックを付ける

トリップ

ファイル

最初はすべて（トリップ / ファイル）に " レ " 点が入っています。
バックアップしないデータは " レ " 点をクリックして消してください。

35
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お知らせ

ビューアーソフトを使う

●「全解除」をクリックするとすべての
●
" レ " 点が解除されます。
●「全選択」をクリックするとすべての
●
" レ " 点が付きます。
●●バックアップデータのフォルダー名は手順８でバックアップをクリックしたとき
の日時になります。変更したい場合は「作成するフォルダー」を書き替えること
ができます。

10「実行」をクリックする

11 メッセージが表示されたら「はい」をクリックする

12「バックアップが完了しました」と表示されたら「OK」をクリックする
バックアップした映像を見る

1

メニューの「ファイル」をクリックする

2

「開く」をクリックする

3

「バックアップフォルダーを選択する」をクリックする

4

見たい映像ファイルのフォルダーを選択する
再生画面が表示され、動画ファイルが再生されます。

36
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データをクリーンアップ（消去）する
パソコンに保存したバックアップデータまたは microSD カードに録画されたデータ
をクリーンアップ（消去）することができます。

1
2

ビューアーソフトを起動する
メニューの「バックアップ」をクリックする

3

「クリーンアップ」をクリックする

4

「SD カードを選択する」または、「バックアップフォルダーを選択する」を
クリックする

5

クリーンアップするデータを選択する

トリップ

ファイル

最初はすべて（トリップ / ファイル）に " レ " 点が入っています。
クリーンアップしないデータは " レ " 点をクリックして消してください。

お知らせ

●「全解除」をクリックするとすべての
●
" レ " 点が解除されます。
●「全選択」をクリックするとすべての
●
" レ " 点が付きます。

37
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ビューアーソフトを使う

6

7

8

「実行」をクリックする

メッセージが表示されたら「はい」をクリックする

「クリーンアップが完了しました」と表示されたら「OK」をクリックする

38
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ドライブレコーダーの設定を変更する
ビューアーソフトとナビゲーションでドライブレコーダーの設定を変更することがで
きます。ビューアーソフトでの設定変更は、設定情報を microSD カードに保存します。
microSD カードをドライブレコーダーに挿入し、電源をオンにすると、自動的にドラ
イブレコーダーの設定が変更されます。

1
2

3

4

5

ビューアーソフトを起動する
メニューの「設定」をクリックする

「本体設定」をクリックする

microSD カードを接続しているドライブを指定する

「OK」をクリックする

「設定」画面が表示されます。

お知らせ

●●microSD カードに動作記録がない場合、またははじめてご使用になる場合は、
「設
定ファイルが読み込めません」とメッセージが表示されます。「OK」をクリックし
てください。
●●microSD カードに以前の設定が保存されている場合は、以前の設定がビューアー
ソフトの設定画面に表示されます。

6
7

各設定を変更する（40 ページ〜 42 ページ）
「OK」をクリックする
設定を microSD カードに保存します。
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ドライブレコーダーの設定を変更する

■■センサー感度を設定する
「センサー感度」をクリックする

* お買い上げ時の設定です。

項目

設定

説明

感度設定

標準 （
* 0.60G)/ 高感度（0.45G)/ 「標準」、「高感度」をクリックしてセン
ユーザー設定 ( 任意）
サー感度を設定します。
「ユーザー設定値」をクリックしてスラ
スライドバー (0.01G 刻み）：
イドバーを動かすか、S/R をクリック
3.50G 〜 0.30G
して値を設定することもできます。
( 感度：低 )
( 感度：高 )
感度を高くするほど衝撃を検知しやすく
なります。

横軸補正

設定値：0.10G*

スライドバーを動かして、左右方向（横
軸）のセンサー感度補正を設定します。
値を高くするほど左右方向の衝撃を検知
しにくくなります。

スライドバー（0.01G 刻み）：
0.00G( 低 ) 〜 0.50G( 高 )

進行方向補 自動学習する */
チェックあり（オン）に設定している
正
手動で補正角度を設定（1 度刻み）
： と、進行方向補正の自動学習を実施し
ます。自動学習しない場合はチェック
− 45 度〜 45 度
を外し、S/R をクリックして、ドラ
イブレコーダーの進行方向に対する補
正角度を手動で設定します。

お知らせ

●●走行を続けることでドライブレコーダーが車両の直進方向を学習します。
●●進行方向補正角度について
進行方向のずれは、映像を再生して確認してください。直進中のグラフが進行方
向に対して右にずれている場合＋方向に補正してください。また、進行方向に対
して左にずれている場合−方向に補正してください。
前 ＋方向
左

右
後

−方向 前
左

右
後

40
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■■駐車時録画の設定をする
「駐車時録画」をクリックする

* お買い上げ時の設定です。

項目

設定

説明

常時駐車録画設定
駐車時録画の開始 チェックあり（オン）*/
チェックなし（オフ）
を通知する

記録時間

チェックあり（オン）に設定している
と、「記録時間」を時間設定している
ときと「衝撃検知」をオンに設定して
いるとき、またはどちらかをオンに設
定しているときは、ACC をオフにし
たときに「駐車時録画機能を開始しま
す。」と通知します。

オフ */30 分 /1 時間

常時駐車録画の録画時間を設定しま
す。（➜ P.18）
「オフ」に設定すると常時駐車録画をオ
フにします。

衝撃検知

オフ */ オン

「オン」に設定していると衝撃を検知した
ときに駐車時衝撃検知録画を開始します。

衝撃検知を
通知する

チェックあり（オン）*/
チェックなし（オフ）

検知感度

標準 *（0.90G)/
高感度（0.50G)/
ユーザー設定（任意）

衝撃検知設定

チェックあり（オン）に設定している
と、ACC をオンにしたときに、衝撃
を検知し録画されたときは、ナビゲー
ションで通知されます。通知の方法は
についてはナビゲーションの取扱書を
ご覧ください。

「標準」、「高感度」をクリックして衝
撃検知の感度を設定します。
「ユーザー
設定値」をクリックしてスライドバー
を動かすか、S/R をクリックして値
スライドバー（0.01G 刻み）
：
を設定することもできます。
3.50G( 感度：低 ) 〜
0.30G( 感度：高 ) 感度を高くするほど衝撃を検知しやす
くなります。

開始時間
（降車時）

30 秒後 */1 分後 /3 分後

終了時間
（乗車時）

30 秒前 */1 分前 /3 分前

626DRD-C68-B5A-2655-00.indd 41

降車 / 乗車時の衝撃検知録画を、一定
時間無効にする時間を設定します。
（➜ P.19）
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ドライブレコーダーの設定を変更する

■■映像・音声の設定をする
「映像・音声設定」をクリックする

* お買い上げ時の設定です。

項目

設定

周辺録画カメラ オフ / オン *
設定

説明
「オン」に設定していると周辺録画カメ
ラが有効になります。

動画画質

高 画 質 (1920x1080)/ 録画する動画の画質を設定します。
標準画質 *(1280x720)
周辺録画カメラ設定を「オン」に設定し
ていると「動画画質」は「高画質」は選
択できません。

音声記録

あり */ なし

動画の音声あり・なしを設定します。

操作ブザー

音量：消音〜 4
（お買い上げ時の設定：2）

操作ブザーの音量を設定します。

音声ガイダンス

音量：消音〜 4
（お買い上げ時の設定：2）

音声ガイダンスの音量を設定します。

お知らせ

●●音声エラーメッセージと駐車時録画機能の設定をするときの音声（➜ P.20）
は、音量を０に設定しても音声出力します。
■■Wi-Fi
このタブは使用しません。本機は Wi-Fi 機能には対応しておりません。
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設定した内容を初期化する
ビューアーソフトで変更した設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

1
2

3

4

5

6

ビューアーソフトを起動する
メニューの「設定」をクリックする

「本体設定」をクリックする

microSD カードを接続しているドライブを指定する

「OK」をクリックする

設定画面が表示されます。

「設定の初期化」をクリックする

「センサー感度」、「駐車時録画」、「映像・音声設定」の設定がすべてお買い上げ時の設定に戻
ります。
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ドライブレコーダーの設定を変更する

バージョン情報を表示する
ビューアーソフトのバージョン情報を表示します。

1
2

3

ビューアーソフトを起動する
メニューの「ヘルプ」をクリックする

「バージョン」をクリックする

バージョン情報を表示します。

DRD-68 Viewer と取扱書をダウンロードする
最新の DRD-68 Viewer のインストーラーと取扱書がダウンロードできます。

1
2

ビューアーソフトを起動する
メニューの「ヘルプ」をクリックする

3

「ダウンロードページ」をクリックする

ダウンロードサイトが表示されます。

お知らせ

●●ダウンロードするには、インターネット接続の環境が必要です。

ビューアーソフトを消してしまった場合
ビューアーソフトを消してしまった場合は、専用サイトから DRD-68 Viewer のイン
ストーラーをダウンロードしてください。

1
2
3
4
5

Internet Explorer などのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスする
https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/driverecorder/toyota/my18/index.html
「ビューアーソフトはこちら」の DOWNLOAD を選択してください。

使用許諾契約をよく読み、「同意します」にチェックを入れる
「DOWNLOAD」をクリックする
DRD-68 Viewer のインストーラーをダウンロードし、パソコンに保存する
「DRD-68 Viewer をインストールする」（➜ P.23）の手順 3 からインストールを行う
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microSD カードをフォーマットする
映像を再生したり、ファイルをバックアップしたりする際にエラーが表示される時は、
microSD カードのデータが破損している可能性があります。
以下の手順で microSD カードをフォーマットしてください。

お知らせ

●●基本的に microSD カードのフォーマットは必要ありません。microSD カードで
書き込み・読み込みエラーが発生する場合、またはドライブレコーダーが起動し
ない場合のみフォーマットしてください。
●●フォーマットすると、microSD カードの DRD-68_Viewer のインストーラーお
よびファイルは削除されます。
インストーラーが必要な場合は 44 ページをご覧ください。
●●DRD-68_Viewer をパソコンにインストールしていない場合は、先に DRD-68_
Viewer をパソコンにインストールしてください。また、必要なデータはパソコ
ンへ保存してください。

1

microSD カードフォーマットソフトウェアを準備する

2

microSD カードフォーマットソフトウェアを起動する
［スタート］→［すべてのプログラム］→［SDFormatter］→［SDFormatter］
を選択します。

3

4
5

microSD カードフォーマットソフトウェアをお使いのパソコンへインストールします。
インストール手順は、専用サイトを参照ください。
(1) Internet Explorer などのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスします。
https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/driverecorder/toyota/my18/index.html
(2)「microSD カードフォーマットソフトウェアはこちら」の DOWNLOAD を選択してく
ださい。
(3) 記述されている手順に従って、microSD カードフォーマットソフトウェアをインストー
ルしてください。

［フォーマット］ボタンをクリックする
ドライブが microSD カードを挿入したドライブになっていることを必ず確認してから
フォーマットしてください。
異なるドライブが選択されている場合は、［更新］ボタンをクリックし、microSD カードを
挿入したドライブを選択してください。

フォーマットが終わると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンを
クリックする
［終了］ボタンをクリックする
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よくある質問

よくある質問
次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。解決方法が見つからない場
合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
■■ドライブレコーダー
質問事項
記録した音声が小さい。

回答
ドライブレコーダーの録音機能は音声を録音する目的ではなく、映
像の補助として周囲の音を記録する目的のため、記録音量は低めに
設定されています。もし、録音された音が極端に小さいようであれ
ば、ドライブレコーダーのマイク周辺が覆われているようなことが
ないか、ご確認ください。

車両の電源を入れても LED が ドライブレコーダーに電源が供給されていない可能性があります。
点灯しない。または電源が入 お買い上げの販売店にご相談ください。
らない。
microSD カードのデータを自分 ビューアーソフトを使ってデータを削除してください。「データを
で消すことはできますか？
クリーンアップ（消去）する」（➜ P.37）をご覧ください。ビュー
アーソフトを使用せずにファイルを削除すると、ビューアーソフト
での再生に支障が出ることがあります。
専用の microSD カードが壊
れた。

microSD カードのフォーマットを行ってください（➜ P.45）。
それでも正常に録画できないときは、お買い上げの販売店にご相談
ください。

ブラインドコーナーモニター、 ブラインドコーナーモニター、バックガイドモニターの映像を残す
バックガイドモニターの映像 ことはできません。ドライブレコーダーで撮影した映像のみ録画で
きます。
を残すことはできますか？
ブザーの音量が小さくて聞こ ビューアーソフトで音量を変更できます（➜ P.42）。
えないのですが、音量を大き
くすることはできますか？
事故の衝撃でバッテリーが外 事故の衝撃でバッテリーが外れることを想定し、バックアップ電源
れても録画できますか？
を内蔵しています（➜ P.14）。
事故で壊れた場合、修理はで 事故などで強い衝撃を受けて故障した場合は、ドライブレコーダー
きますか？
内部の精密部品が損傷を受け劣化してしまうことがあります。修理
後の品質保証ができかねますので、修理をお受けすることはできま
せん。
録画時間を変更できますか？

各録画モードごとに録画時間は決まっているため変更はできません。

録画できる最大時間（フロン
トカメラと周辺録画カメラの
録画で約 70 分、フロントカ
メラ録画の標準画質で約 145
分、高画質で約 75 分）より
短く録画されます。

駐車時録画の映像が録画されていると、常時録画の時間は短くなり
ます。また、microSD カードにドライブレコーダーとは関係ない
ファイルが入っている場合も録画領域が少なくなるため、録画時間
が短くなります。

録画したはずの映像がありませ ドライブレコーダーは常時録画型の映像録画装置です。
ん。
microSD カードの録画可能時間や録画件数の上限を超えると、古
い記録から上書き保存していきます。必要に応じて、microSD カー
ドのデータをパソコンのハードディスクなどにバックアップしてく
ださい。
走行中、頻繁に衝撃検知録画 ビューアーソフトでセンサー感度を調整する（➜ P.40）ことが
が実施されます。
できます。解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談くださ
い。
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信号の色が録画されないこと 映像の録画周期と LED 方式の信号機の点滅周期によっては、一瞬
がありますが故障ですか？
信号が消えて見える場合があります。また、逆光等の環境によって
は信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や
周囲の車両の状況から判断してください。信号が確認できない件に
ついては 、弊社は一切責任を負いません。
エンジンを切っても電源が切 エンジンを切り、ACC がオフになっても電源がオフにならない場
れません。
合は、駐車時録画機能が動作しています。駐車時録画機能をオフに
したいときは、20 ページを参照してオフにしてください。設定を
オフにしても電源がオフにならない場合は、お買い上げの販売店に
ご相談ください。
ドライブレコーダーが起動し お買い上げの販売店にご相談ください。
ません。
microSD カードに、映像が録 次の理由により正常に動作していない可能性がありますので
画できません。
ご確認ください。
• microSD カードは正しく挿入されていますか？
• microSD カードに異常はありませんか？異常がある場合は、
microSD カードのフォーマットを行ってください
（➜ P.45）。
• ドライブレコーダーに付属または純正の microSD カードを使用
してください。市販の microSD カードでの動作は保証できませ
ん。
• ドライブレコーダーの温度が高温になっている場合は、車内の温
度を下げてください。保護機能が解除され録画ができるようにな
ります。
録画開始までの起動時間が長 フォーマット直後の microSD カードを挿入した場合、フォルダー
い。
を再構成するため録画開始までの時間が長くなることがあります。
音声ガイダンスやブザー音を
オフにすることはできます
か？

ビューアーソフトで音声ガイダンスや操作ブザーの音量を０に設定
することで、オフにできます。ドライブレコーダーの動作に異常が
発生したり、設定操作など音声が必要な場合は、オフにしても音声
やブザーが鳴る事があります。

常 時 駐 車 録 画 の 再 生 動 画 は、 常時駐車録画の映像は１秒間に１枚の更新頻度のため、他の録画と
映像の動きが滑らかではあり 比べると、動きの滑らかではない映像に見えます。
ません。
動画画質の標準画質と高画質 標準画質 (HD) に比べ、高画質 (FHD) はより細かい部分まで撮影で
の違いはなんですか？
きますが、microSD カードに保存しておける録画時間が減ります。

ビューアーソフト
質問事項

回答

パソコンを持っていませんが ナビゲーションで再生する場合は、microSD カードの
見ることができますか？
MP4 再生機能があるものに限られます。
ご使用のナビゲーションの仕様をご確認ください。
ナビゲーションの仕様によっては、再生できない場合もあります。
駐車時衝撃検知録画で録画さ 電源をオンにした後すぐに衝撃を検知した場合や、衝撃検知した後
れ た 動 画 を 再 生 し た 場 合 に、 すぐに電源をオフした場合には、20 秒未満の映像になります。
再生時間が 20 秒未満のもの
がありますが、これは故障で
すか？
録画できた映像は、事故の証拠 ドライブレコーダーは事故の検証に役立つことも目的の一つとした
として認められるのですか？
製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。
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よくある質問

質問事項

回答

パソコンの OS が Windows 対 応 OS は Windows 7、Windows 8.1/8.1Pro、Windows
98、ME、Windows 2000、 10 です。それ以外の OS では、ビューアーソフトは起動しても再
XP、Vista ですが映像は見る 生が正しく行われないことがあります。
ことができますか？
古いパソコンを使っています Windows 7、Windows 8.1/8.1Pro、Windows 10 の OS が
が、新しいパソコンは必要で 快適に動作するパソコンであれば、新しいパソコンは必ずしも必要
すか？
ではありません。
録画した映像は、Windows
Media Player 等の汎用ソフ
トで見ることはできますか？

再生ソフトによっては再生できない場合があります。また、速度や
位置などの情報は確認できません。

ビューアーソフトを消してし ビューアーソフトのインストーラーは microSD カードの中に入って
まった。
います。microSD カードからインストールしてください。また、専
用サイトからもダウンロードが可能です。（➜ P.44）
パソコンに microSD カードを
挿入しても認識しません。

microSD カードが正しく挿入されていない可能性があります。再
度 microSD カードを挿入しなおしてください。また、カードリー
ダーを使用している場合、カードリーダー自体が正しくパソコンで
認識できていない可能性もあります。カードリーダーに付属の説明
書を確認してください。

ビューアーソフトが起動しな お使いのパソコンの OS は Windows 7、Windows 8.1/8.1Pro、
い。
Windows 10 ですか？ビューアーソフトは、Windows 7 より古
い OS や、Mac や Linux など他の OS では起動しません。もし、
OS が正しいにも関わらず起動しない場合は、ビューアーソフトの
ファイルが壊れている可能性がありますので、再インストールして
ください。（➜ P.44）
再生ボタンを押しても映像の 再度ファイルを開いて再生を行ってください。それでも再生されな
再生が始まらない。
い場合は、映像ファイルが壊れている可能性があります。ファイル
が壊れた場合、再生はできませんので再生できないファイルごとの
クリーンアップ（消去）を行ってください。クリーンアップについ
ては 37 ページをご覧ください。ファイルを消去できない場合は、
microSD カードの必要なファイルをパソコンにバックアップ（➜
P.34）した後に、microSD カードのフォーマットを行ってくだ
さい。（➜ P.45）
再生ボタンを押しても映像は 音声記録「なし」の設定、あるいは、ドライブレコーダーのボタンで「な
再生されるが、音が出ない。 し」設定（➜ P.20）になっている可能性があります。また、ビュー
アーソフトの音量設定が最小になっていませんか？設定をご確認くだ
さい。（➜ P.27）またはパソコン側の音量設定が最小になってい
ないか、ご確認ください。
また設定を変更しても音声が出ない場合、ドライブレコーダー内蔵の
マイク（集音部）が覆われていないかご確認ください。
ドライブレコーダー設定画面
を開くと「設定ファイルを読
み込めません」との警告が表
示される。

ドライブレコーダー設定を開くときは、以前の設定を microSD カー
ドから読み込みます。
ご購入直後や microSD カードをフォーマットした後は「設定ファ
イルを読み込めません。」の警告が表示されますが問題ありません。

ドライブレコーダー設定画面 設定変更をした後、microSD カードをドライブレコーダーに挿入
でセンサー感度を変更して書 して起動させることで、設定内容はドライブレコーダーへ反映され
き込みをしましたが、値が変 ます。
更されない。
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質問事項

回答

再生時に映像が乱れたり音声 ご使用中のパソコンの動作環境が推奨する動作環境を満たしている
かご確認ください（➜ P.23）。
が途切れたりする。
パソコンのスペックが低かったり、他のアプリケーションが起動して
いると再生や音声が途切れることがあります。
地図の自車位置が実際とずれ ドライブレコーダーはナビゲーションの GPS 情報を使用しており、
ている。
ビル街など走行する場所や、GPS 衛星の状態によっては、GPS の
情報が正常に受信できず、位置がずれることがあります。
動画画質の標準画質と
標準画質(HD)に比べ、高画質(FHD)はより細かい部分まで撮影
高画質の違いはなんですか？ できますが、録画できる時間が短くなります。

■■エラーメッセージ
エラーメッセージ

対処方法

SD カードの交換推奨時期です。※ 1

microSD カードの寿命が近づいています。お買い上
げの販売店にご相談ください。

本体異常です。

ドライブレコーダーの異常が発生しました。お買い
上げの販売店にご相談ください。

本体初期設定が未実施です。

ドライブレコーダー初期設定を実施する必要があり
ます。お買い上げの販売店にご相談ください。

SD カードを読み込みできません。※ 2

microSD カードをフォーマットしてください。

SD カードが挿入されていません。※ 1

microSD カードを挿入してください。

本体異常により録画ができません。※ 2

ドライブレコーダーの温度が上がって保護機能が働
いています。車内の温度を下げてください。

バッテリー保護のため、駐車時録画をキャン バッテリー電圧が下がっているため駐車時録画を開始
セルします。
できません。車両のバッテリーをメンテナンスしてく
ださい。
駐車時録画をキャンセルします。

駐車時録画機能が有効なときに、microSD カード
を挿入せずに電源をオフしたり、駐車時録画中に
microSD カードを抜いたりすると、駐車時録画モー
ドがキャンセルされます。
駐車時録画機能を再開するには、microSD カードを
挿入して電源を入れ直した後、再度、電源をオフし
てください。

バッテリー保護のため、駐車時録画をキャン 駐車時録画機能使用中にバッテリー電圧が低下した
セルしました。
ため、録画を中断しました。車両のバッテリーをメ
ンテナンスしてください。
※ 1：ナビゲーションに表示されるメッセージです。
※ 2：エラーメッセージは [SOUND] ボタンを押すと再度音声を通知します。ただし、他の音声と発話
のタイミングが重複する場合は、タイミングがずれる場合があります。また、車速が約 5km/h 以
上になったときも再度音声を通知します。ただし、この場合の再通知は一回のみです。
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仕様

仕様
■■ドライブレコーダー
動作温度範囲

− 20 ～＋ 65℃
※湿度 20 ～ 90％ RH、結露なきこと

保存温度範囲

− 30 ～＋ 85℃
※湿度 20 ～ 90％ RH、結露なきこと

電源電圧

12V / 24V (10 Ｖ～ 32 Ｖ )

消費電流

0.6A 以下 /12V
0.3A 以下 /24V

外形寸法 ( 幅 ) x ( 高さ ) x ( 奥行） 68mm × 22.5mm × 111mm（突起部を除く）
質量

121 ｇ

動画録画時間

フロントカメラ録画 ： 約 145 分（標準画質）/ 75 分（高画質）
フロントカメラ / 周辺録画カメラ録画時 ： 約 70 分（標準画質）

動画フレーム数

・電源オン時：常時録画 / 衝撃検知 27fps
・駐車時：常時録画 1fps / 衝撃検知 27fps

時計

ナビゲーションの GPS 情報を使用

■■フロントカメラ
動作温度範囲

− 20 ～＋ 65℃
※湿度 20 ～ 90％

RH、結露なきこと

保存温度範囲

− 30 ～＋ 85℃
※湿度 20 ～ 90％

RH、結露なきこと

外形寸法 ( 幅 ) x ( 高さ ) x ( 奥行） 36mm × 48mm × 56mm
撮影素子

1/2.8 型カラー CMOS

有効画素数

約 200 万画素

画角

水平 112°×垂直 65°

■■周辺録画カメラ
動作温度範囲

− 20 ～＋ 65℃
※湿度 20 ～ 90％

RH、結露なきこと

保存温度範囲

− 30 ～＋ 85℃
※湿度 20 ～ 90％

RH、結露なきこと

外形寸法

( 幅 ) x ( 高さ ) x ( 奥行） 40mm × 38mm × 59mm

撮影素子

1/2.8 型カラー CMOS

有効画素数

約 200 万画素

画角

水平 122°×垂直 65°

これらの仕様およびデザインは、お客様に予告なく変更になる場合があります。
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免責事項について

• お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの
製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当
社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

著作権について

• 録画・撮影・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で
きません。
• 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、
ご注意ください。
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ソフトウェア / 商標について

ソフトウェア / 商標について
CRC utility

COPYRIGHT (C) 1986 Gary S. Brown. You may
use this program, or code or tables extracted
from it, as desired without restriction.
First, the polynomial itself and its table of
feedback terms. The polynomial is X^32+X^26+
X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+
X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+X^0
Note that we take it "backwards" and put the
highest-order term in the lowest-order bit. The
X^32 term is "implied"; the LSB is the X^31
term, etc. The X^0 term (usually shown as "+1")
results in the MSB being 1
Note that the usual hardware shift register
implementation, which is what we're using (we're
merely optimizing it by doing eight-bit chunks at
a time) shifts bits into the lowest-order term. In
our implementation, that means shifting towards
the right. Why do we do it this way? Because the
calculated CRC must be transmitted in order from
highest-order term to lowest-order term. UARTs
transmit characters in order from LSB to MSB. By
storing the CRC this way we hand it to the UART
in the order low-byte to high-byte; the UART
sends each low-bit to hight-bit; and the result is
transmission bit by bit from highest- to lowestorder term without requiring any bit shuffling on
our part. Reception works similarly
The feedback terms table consists of 256, 32bit entries. Notes
The table can be generated at runtime if desired;
code to do so is shown later. It might not be
obvious, but the feedback terms simply represent
the results of eight shift/xor operations for all
combinations of data and CRC register values
The values must be right-shifted by eight bits
by the "updcrc logic; the shift must be unsigned
(bring in zeroes). On some hardware you could
probably optimize the shift in assembler by using
byte-swap instructions polynomial $edb88320
CRC32 code derived from work by Gary S. Brown.
--------------------------------------------------------------------------------GPSD
BSD LICENSE
The GPSD code is Copyright (c) 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002 by Remco Treffkorn.
Portions of it are also Copyright (c) 2005 by Eric
S. Raymond. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are
met:<P>
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.<P>

Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the
distribution.<P>
Neither name of the GPSD project nor the names
of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---------------------------------------------------------------------------------

libjpeg-turbo
1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
us know!)
2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.
In legalese:
The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the
entire risk as to its quality and accuracy.
This software is copyright (C) 1991-2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
All Rights Reserved except as specified below.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:
(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation.
(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".
(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY

52

626DRD-C68-B5A-2655-00.indd 52

2018/06/26 17:49

for damages of any kind.

オープンソースソフトウェアについて

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

ビューアーソフトには、GNU General
Public License, version 3 その他の
ソースコードの配布を要求しているオー
プンソースソフトウェアライセンスのも
とでライセンスされているソフトウェア
が含まれています。これらのソフトウェ
アのソースコードは、以下の専用サイト
からダウンロードいただけます。

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of
commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by
the product vendor.
The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It
is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The
same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltmain.sh).
Another support script, install-sh, is copyright by X Consortium but is also freely
distributable.
The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger
than usual, but are readable by all standard GIF decoders.
We are required to state that
"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."
--------------------------------------------------------------------------------Most of libjpeg-turbo inherits the non-restrictive, BSD-style license used by libjpeg
(see README.) The TurboJPEG wrapper (both C and Java versions) and associated
test programs bear a similar license, which is reproduced below:
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

https://www.denso.com/jp/ja/productsand-services/automotive-service-partsand-accessories/driverecorder/toyota/
my18/index.html

About Open Source Software
included in the viewer
software
This viewer software includes certain
open source or other software originating
from third parties that is subject to the
GNU General Public License version 3
(GPLv3) and different copyright licensees,
disclaimers and notices. The source code
of software licensed under GPLv3 and
different copyright licenses, disclaimers
and notices are distributed at the website
below,

https://www.denso.com/jp/ja/productsand-services/automotive-service-partsand-accessories/driverecorder/toyota/
my18/index.html

●●Windows は米国 Microsoft
Corporation の米国およびその他の
国における登録商標です。
●●Intel Core は、Intel Corp. の登録商
標または商標です。
●●Google Maps、Google Earth は
Google LLC. の商標または登録商標
です。
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保証について

保証について
保証の内容
・トヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場でトヨタ車にお取り付けした
トヨタ純正商品に材料、又は製造上の不具合が発生した場合、下記に示す期間と条件
に従ってこれを無償修理いたします。
（以下、この無償修理を保証修理といいます。）
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取りはずした不具合部品
はトヨタの所有となります。

保証の期間、受け方
（１）保証期間
保証修理を受けられる期間は、商品をトヨタ車にお取り付けした日を
ご使用開始日として起算し 3 か年間とします。ただし、その期間内でも走行距離
が 60,000 ｋｍまでとします。
（２）保証修理の受け方
保証修理をお受けになる場合はトヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場へ
自動車に取り付けた状態でお持ちいただき、保証修理をお申しつけください。

保証しない事項
（１）保証期間内でも、下記に起因する不具合は保証修理いたしません。
①トヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場以外での取り付け、修理及び
トヨタが認めていない改造等。
②取付場所の変更、車両付替えを行ったドライブレコーダー、カメラ、各ハーネス、
及び同梱品。
③取扱書に示す取扱い方法と異なる使用及び不適切な保管等および地震、台風、
水害等の天災並びに事故、火災。
（２）次に示すものの費用は負担いたしません。
①消耗部品及び油脂類等。（ヒューズ、各種電球等。）
②商品を使用できなかったことによる不便さ及び損失等。

保証の適用
・日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。

その他
・保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。
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ドライブレコーダー

取付け記録簿

取付け販売店名および取付け店名
取付け車台番号
取付け日
取付け時走行キロ

備考
（修理メモ・保証継承情報等）

保証期間を判定する記録簿です。必ず記載し大切に保管してください。
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