別紙2
過労運転防止認定機器一覧
◆運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
機器名称（型式）

機器の概要

メーカー（問合先）

見本

車載機本体
DriveKarte
1 (3P5GW-10)
(3P5GW-11)

ドライバーの眠気やわき見などの危険状態を検知し、①ドライ
バーへの警告、②車外・車内の映像記録（ドライブレコーダー機
能）、③管理者への警告通知、④蓄積データをもとにした運転総
合評価レポート出力、が可能。
（ https://www.oss.omron.co.jp/drivekarte/ ）

2 ドライバーモニターⅡ

走行中にドライバーの運転姿勢や顔向き、眼の状態を赤外線カメ
ラで常時撮像し、脇見や前方への注意力低下などの運転状態を
検出した場合、警報音とメーターディスプレイの警報表示で警告
する。警告が頻繁に発報されると、登録されているメールアドレス 日野自動車株式会社
にメール通知される。また、「HINO CONNECT」で過去の作動記 (0120-106-558)
録を確認することができる。
（https://www.hino.co.jp/products.html）
（https://www.hino.co.jp/products/hinoconnect/）

運転手画像解析カメラ
（DROP-020）
3
＋
ドライブレコーダー
（DN-PROⅣ)

＜画像解析カメラ: DROP-020＞
・カメラ画像解析により、ドライバーの『わき見』『閉眼』『あくび』『携
帯電話』等の危険運転や『タバコ』『単調運転』の検知→警告が可 株式会社デンソーソ
能
リューション
＜ドライブレコーダー:DN-PROⅣ＞
(0120-933-125)
・GPS搭載
・車速パルス、ブレーキ情報、ウィンカー情報の取得が可能

セーフティモニター
（OP-EWS2）
4
＋
ドライブレコーダー
（BU-DR HD630T）

ドライバーの顔を認識し、顔の向き角度とまぶたの開閉を検知す
るセーフティモニターOKITE(OP-EWS2)と、ドライブレコーダーBUDR HD630Tを連動させることで、ドライバーの居眠りや、わき見 株式会社ユピテル
を音声警告により注意し、またその時の様子をイベント記録として (03-3769-4027)
記録することが可能。
（https://www.yupiteru.co.jp/products/biz_dr/bu-drhd630t/）

オムロン ソーシアル
ソリューションズ株式
会社
（0120-123-785）

ドラレコ（車外） ドラレコ（車内）

ドライバーモニター

通信型ドライブレコーダー
（GC-DRT1）

車内外のカメラの映像を画像認識技術でリアルタイムに分析。さ
らにGPSや加速度センサーのデータに加え地図情報などを組み
合わせることで、一時不停止、脇見、車間距離不足、制限速度超
過などが検出され、より潜在的な危険を把握し事故予防の指導
株式会社Mobility
に貢献。
Technologies
運転内容はスコアや危険シーンの動画で振り返ることができま
（050-3177-2309）
す。さらにドライバーへ発する警報を備えるため、日々の安全管
理と危機回避を組み合わせて事故削減に取り組むことができま
す。
（https://drive-chart.com/）

ミューレン・スリープバスター
（0068F0000）

センサーパッドを運転席側に装着し、非拘束状態で体幹内の振
動情報から心臓の圧力のゆらぎを解析し、独自のアルゴリズムに
株式会社デルタツー
よりドライバーの状態を10段階で推定するシステム。
リング
集中力の低下、体調の急変を検知した場合は画面と音声で警
（082-884-3426）
告。
（http://www.mu-len.jp/kenkyu/index.html）

ミューレン・スリープバスター ド
7 ライブリズムマスター
（0068H0000）

センサーパッドを運転席側に装着し、非拘束状態で体幹内の振
動情報から心臓の圧力のゆらぎを解析し、独自のアルゴリズムに
株式会社デルタツー
よりドライバーの状態を12段階で推定するシステム。
リング
集中力の低下、体調の急変、短時間でのキブン判定、運転前の
（082-884-3426）
疲労を推定し画面と音声で警告。
（ http://www.mu-len.jp/kenkyu/index.html ）

5

6

警告表示

運転手画像解析カメラ

ドラレコ

BU-DR HD630T
OP-EWS2
車両前方
車室内用

センサー

センサー

コントローラー

コントローラー

機器名称（型式）

機器の概要

メーカー（問合先）

ミューレン・スリープバスター ド
8 ライブリズムマスター
（0068G0000）

センサーパッドを運転席側に装着し、非拘束状態で体幹内の振
動情報から心臓の圧力のゆらぎを解析し、独自のアルゴリズムに
よりドライバーの状態を12段階で推定するシステム。
株式会社デルタツー
集中力の低下、体調の急変、短時間でのキブン判定、運転前の リング
疲労を推定し画面と音声で警告。
（082-884-3426）
また、外部機器（一部デジタコ）と接続し通信を行うことが可能。
（ http://www.mu-len.jp/kenkyu/index.html ）

ミューレン・スリープバスター
9 HM-1休息トリアージュ
（0068J0000）

センサーパッドを運転席側に装着し、非拘束状態で体幹内の振
動情報から心臓の圧力のゆらぎを解析し、独自のアルゴリズムに
よりドライバーの状態を6段階で推定するシステム。
株式会社デルタツー
集中力の低下、体調の急変、運転前の疲労を推定し画面と音声
リング
で警告。
（082-884-3426）
また、計測開始後34分から、ドライバーに休息を必要とするタイミ
ングを3段階でお知らせ。
（ http://www.mu-len.jp/kenkyu/index.html ）
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11

スリープバスター用
運行管理ソフト
「ヒュータコ」
（0069C0000）

スリープバスターのデータを一括管理するソフト。
株式会社デルタツー
運行時間内の運転手の緊張・集中度合、覚醒水準の低下度合お
リング
よび疲労度合を表示可能。
（082-884-3426）
（ http://www.mu-len.jp/kenkyu/index.html ）

ドライバーステータスモニター
（DN-DSM）

夜間でも撮影可能な赤外線カメラによって撮影される運転者の顔
の映像より、脇見、眠気、居眠りおよび不適切な運転姿勢を検
知。音声メッセージにより,音声警報された脇見、眠気、居眠り、運
転姿勢の各警報情報は、日時、速度とともに 内蔵のSDメモリー 株式会社デンソーソ
カードへ記録され、事務所のパソコンで警報が出たときの状況を リューション
確認できるため、運行管理者から運転者への安全運転指導にも （0120-300082）
活用することが可能。
（https://www.denso.com/jp/ja/products-andservices/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/）

見本

センサー

センサー

コントローラー

コントローラー

本体（スピーカー等）

カメ

ドライバーモニター

ドライバーモニターシステム
（TX129－001TH）
（アイシン社）
12
＋
ドライブレコーダー
（THD-501X）
（テクノホライゾン社）

カメラでドライバーの閉眼状態や視線、顔の向きを検出し、リアル
タイムで脇見や居眠りを警報。
ドライバモニタの画像や警報情報が記録・表示できるため、事業
者にとっては、傾向分析と運転者教育が可能。
（https://www.aisin.com/jp/news/2019/000750.html）

デジタルタコグラフ７
13
（DTG７）

車両の動態管理機能に加え、送信された運行データの収集と分
析、更に、車載器にカメラを追加することで車間距離や車線逸脱 矢崎エナジーシステ
に関する乗務員への警報を行うことができ、オプションの車内カメ ム株式会社
ラで車内の撮影等も可能。
（0120-839-020）
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg7.html ）

ドライブレコーダー
（YAZAC-eye3LDW）
14
（YAZAC-eye3TLDW）
（YAZAC-eye3LiteLDW）

車線を自動検知して、ウィンカーを作動せずに車線を越えた時
に、「車線逸脱警告」をドライバーへ発し、且つ、その際の映像を
記録する装置。
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/yazac_eye3.html ）
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/yazac_eye3t.html ）
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/yazac_eye3lite.html ）

Interactive Visual
Communication Service for
15
Mobility
（SL-N4370-1255）

本製品は、車室内用カメラにより脇見、眠気等をドライバーへリア
ルタイムに通知する「安全運転支援」機能や、事故が起きる前の
予兆や危険な運転(衝撃、急加減速、急ハンドル、車間距離不
株式会社日立製作所
足、速度超過、一時停止違反）を記録する。また、現在位置の把 （070-4109-9503）
握や走行を振り返り安全意識を高める「安全運行管理」により、
日々の安全管理や事故削減に活用することが可能。

居眠り運転防止装置
FirstView Driver Monitoring
16
System
(FDMS-1)

居眠り運転防止装置(FDMS-1)は高度な顔認識と瞳孔検出技術
によりドライバーの睡眠不足、疲労による交通事故を未然に防ぐ
安全運転支援装置です。居眠り運転防止装置(FDMS-1)がドライ ビューテック株式会社
バーの瞳を監視し、居眠りやわき見による危険をアラームでお知 （03-6452-2592）
らせ。
（https://viewtec.co.jp）

株式会社アイシン
／株式会社テクノホラ
イゾン
(03-3798-3881)
(052-824-7377)

ドライブ
レコーダー

矢崎エナジーシステ
ム株式会社
（054-283-1155）

車両前方

車室内用

機器名称（型式）

17 DS-5012J

18

ナウト車載機
（ＮＡＵＴＯ）

機器の概要

メーカー（問合先）

車線逸脱警報と前方衝突警報、ドライブレコーダ機能を搭載した
安全運転支援機器です。警報音/通知音/表示で運転者に危険
東海クラリオン株式
等をお知らせ。車線逸脱や前方衝突警報が作動した回数で、運
会社
転者の疲労状態が分析できます。DS-5012Aは英語でアナウンス
（052-331-4461）
することが可能。
(https://www.tokai-clarion.co.jp/product/)

見本

カメラ本体
インジケータ

最先端の人工知能を備えた車内外の2カメラ一体型の車載器。映
像をリアルタイムで分析し、車間距離不保持、わき見など様々な
リスクを可視化。またドラレコでは世界初となる喫煙・シートベルト
未装着の検出を実装。各種センサーを搭載しており急ブレーキや Nauto Japan合同会
急加速時の映像も保存。それらのリスクを総合的に判断ができる 社
運転レポートを作成し、安全運転指導を可能とする。ドライバーに (050-1746-4866)
対してもわき見や車間距離不保持に警告するため、危機管理と
安全指導を効率的に行うことが可能。
（ https://nauto.co.jp/）

SY-SAMLYⅡはドライブカメラ社製ドライブレコーダ。
MobileyeとSY-SAMLYを直接接続することで、Mobileyeが検知し
Mobileye 570（Mobileeye社）
19
た危険なイベントをSY-SAMLYのメモリカードに記録し、さらに通
SY-SAMLYⅡ（ドライブ・カメラ社）
信モジュールを使ってクラウドのサーバに送信し、車両の挙動を
ベースとした疲労状態の管理・分析が可能。

ジャパン・トゥエンティ
ワン株式会社
（03-6775-7450）
Mobileye 570

BU DR HD635Tはユピテル社製ドライブレコーダ。
ジャパン・トゥエンティ
Mobileye 570（Mobileye社）
MobileyeとBU DR HD635Tを接続することで、Mobileyeが検知した
20
ワン株式会社
BU-DR HD635T（ユピテル社製） 危険なイベントをBU DR HD635Tのメモリカードに記録し、車両の
（03-6775-7450）
挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。
Mobileye 570

21

Mobileye 570（Mobileye社）
TX-2000（D-TEG社）
TX-2000-SA（ 〃 ）
CL-8CMⅡ（ 〃 ）

Mobileye 570（Mobileye社）
DTS-C1A(FV710C1A)
22 （トランストロン社）
DTS-C1DA(FV710C1DA)
（ 〃 ）

Mobileyeのアウトプットと、TX-2000のアラーム入力を接続。
Mobileyeがイベント検知すると、アウトプット→アラーム入力という
経路で信号が送られ、ドライブレコーダーの記録媒体
(HDD,SDD,SDカード)に記録。各イベントの記録は、ドライブレコー
ジャパン・トゥエンティ
ダーが取得した速度・時刻・場所(住所)と紐付けられ、車両の挙
ワン株式会社
動をベースに疲労状態の管理・分析が可能。イベント発生時の前
（03-6775-7450）
方、運転手の状態をドライブレコーダーに記録・解析ができ、ヒヤ
リハットに役立つ。
ドライブレコーダーでメモリーカードに記録し、専用画面、事務所
のPCで確認することが可能。

DTS-C1はトランストロン社製デジタル式運行記録計。
ジャパン・トゥエンティ
MobileyeとDTS-C1を接続することで、Mobileyeが検知した危険な
ワン株式会社
イベントをメモリーカードに記録し、車両の挙動をベースとした疲
（03-6775-7450）
労状態の管理・分析が可能。

Mobileye 570

DTS-C1A

Mobileye 570

Mobileye 570（Mobileye社）
DTS-D1A(FV710D1A)
（トランストロン社）
DTS-D2A(FV710D2A)（ 〃 ）
23
DTS-D1D（FV710D1D）（ 〃 ）
DTS-D2D（FV710D2D）（ 〃 ）
DTS-D2X（FV710D2X）（ 〃 ）
モービルアイD1/D2連携化キット

DTS-D1Aはトランストロン社製ドライブレコーダ一体型デジタル式
運行記録計。MobileyeとDTS-D1AをD1拡張ハーネス1
（FV7309HB1）を使って接続することで、Mobileye が検知した危険
なイベントをデジタルタコグラフの通信モジュール経由でクラウド ジャパン・トゥエンティ
サーバに送信・記録することが可能。
ワン株式会社
各イベントの記録は、デジタルタコグラフが車両から取得した自車 （03-6775-7450）
速度やGPSから取得した時刻・位置（緯度・経度）と紐付けられ、
車両の挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。

DTS-D1D

Mobileye

Mobileye 570（Mobileye社）
24 DTS-F1A(FV710F1A)
（トランストロン社）

DTS-F1Aはトランストロン社製デジタル式運行記録計。
Mobileye と上記デジタルタコグラフをF1拡張ハーネス
（FV7509HB1）を使って接続することで、Mobileye が検知した危険
ジャパン・トゥエンティ
なイベントをデジタルタコグラフの通信モジュール経由でクラウド
ワン株式会社
サーバに送信・記録することが可能。
（03-6775-7450）
各イベントの記録は、デジタルタコグラフが車両から取得した自車
速度やGPSから取得した時刻・位置（緯度・経度）と紐付けられ、
車両の挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。

DTS-F1A
Mobileye 570

機器名称（型式）

Mobileye 570（Mobileye社）
25 DTS-G1D(FV710G1D)
（トランストロン社）

機器の概要

メーカー（問合先）

DTS-G1D（ドラレコ付）はトランストロン社製デジタル式運行記録
計。
Mobileye と上記デジタルタコグラフを連携キットのG1拡張ハーネ
ス1（FV7609HB1）、モービルアイ連携ケーブル（FV7209H）等を
使って接続することで、Mobileye が検知した危険なイベントをデジ
タルタコグラフの通信モジュール経由でクラウドサーバに送信・記 ジャパン・トゥエンティ
録することが可能。
ワン株式会社
各イベントの記録は、デジタルタコグラフが車両から取得した自車 （03-6775-7450）
速度やGPSから取得した時刻・位置（緯度・経度）と紐付けられ、
車両の挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。
また、危険なイベント発生時の前方または運転手の状態を一体
型のドライブレコーダに記録されているビデオ画像から解析が可
能となり、ヒヤリハットの共有などに役立つ。

見本

DTS-G1D

Mobileye 570

トランストロン社製デジタルタコグラフ DTS-D1A/D2A（ドラレコ無）
またはDTS-D1D/D2D/D2X（ドラレコ付）の既設使用者が新たに
Mobileye 570（Mobileye社）
モービルアイと連携キットを使用し接続することで、過労危険運転 ジャパン・トゥエンティ
モービルアイ D1/D2連携化キッ
26
時の「運転挙動の警報」を運行管理側に通知すると同時に、
ワン株式会社
ト
D1D/D2D/D2Xでは警報をトリガーとして動画撮影をしてクラウド （03-6775-7450）
（トランストロン社用 ）
経由で運行管理側に送信、記録が可能。
（https://www.japan21.co.jp/201)
R9-6は二葉計器社製タッチパネル端末。
Mobileye とR9-6を専用アダプターOP-im270/OP-im500con、又
はモービルアイ変換アダプターを使って接続することで、Mobileye
Mobileye 570（Mobileye社）
が検知した危険なイベントをR9-6のメモリカードに記録することが ジャパン・トゥエンティ
27 データロガーキットR9-6・I/Fキッ 可能。
ワン株式会社
ト（二葉計器社用）
各イベントの記録は、R9-6から取得した時刻と紐付けられ、車両 （03-6775-7450）
の挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。
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Mobileye 570（Mobileye社）
FirstView V2HD（ビューテック社）
FirstView NV2HD（ 〃 ）
FirstView VRHD（ 〃 ）

FirstView V2HDはビューテック株式会社製のドライブレコーダー。
ジャパン・トゥエンティ
Mobileye とFirstView V2HDをデータケーブルで接続して、
ワン株式会社
Mobileye が検知した危険なイベントの映像をFirstView V2HDのメ
（03-6775-7450）
モリカードに記録することが可能。

Mobileye とレゾナントシステム DRHV-5100を接続することで、
Mobileye が検知した危険なイベントをビューワで記録し、把握す
ることが可能。
各イベントの記録は、GPSから取得した時刻・位置（緯度・経度）と
Mobileye 570（Mobileye社）
紐付けられ、車両の挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が ジャパン・トゥエンティ
29 DRHV-5100（レゾナントシステム 可能。
ワン株式会社
ズ社）
また、条件に一致したイベント（例、車線逸脱警報や衝突警報）は （03-6775-7450）
リアルタイムに顧客ごとの管理画面上に表示したり、SMS、Eメー
ルにて管理者に送信したりすることが可能。
ドライバーに居眠りの予兆をある場合には、緊急に連絡を取り休
憩を促すといった使い方が可能。

30

Mobileye 570（Mobileye社）
YAZAC-eye3LDW（矢崎）
YAZAC-eye3TLDW（ 〃 ）
YAZAC-eye3LiteLDW（ 〃 ）

Mobileye
570
Mobileye

YAZAC-eye3、YAZAC-eye3T又はYAZAC-eye3Liteとモービルア
ジャパン・トゥエンティ
イを接続することで、過労危険運転時の「運転挙動の警報」を運
ワン株式会社
行管理側に通知すると同時に、警報をトリガーとして動画撮影を
（03-6775-7450）
してカードで記録が可能。

Mobileye

DRHV-5100
Mobileye 570

YAZAC-eye3
Mobileye 570

Mobileye と上記矢崎エナジーシステム社のドライブレコーダー
（DTG-7/YAZAC-eye3/YAZAC-eye3T/YAZAC-eye3Lite）を接続
することで、Mobileye が検知した危険なイベントを矢崎ドライブレ
Mobileye 570（Mobileye社）
コーダーのイベント情報として画像記録し、各イベントの記録は、
既設矢崎ドライブレコーダー連携 GPSから取得した時刻・位置（緯度・経度）と紐付けられ、車両の
キット及び設定
挙動をベースとした疲労状態の管理・分析が可能。
ジャパン・トゥエンティ
31 DTG-7（矢崎）
また、車線逸脱警報や衝突警報のテータを利用した独自トリガー ワン株式会社
YAZAC-eye3（ 〃 ）
の部分や、Mobileye が検知した危険なイベントが発生した時点の （03-6775-7450）
YAZAC-eye3T（ 〃 ）
動画(前方・後方)と音声を記録し過労防止の支援が可能。
YAZAC-eye3Lite（ 〃 ）
また、ドラレコ側が通信機能ユニットを持つ場合(DTG-7通信型)に
はクラウドから管理者に通知することで過労状況を検知。
ドライバーに居眠りの予兆をある場合には、緊急に連絡を取り休
憩を促すといった使い方が可能。

Mobileye 570（Mobileye社）
デジタルタコグラフ５（DTG5）（矢
32 崎）
デジタルタコグラフ７（DTG7）（ 〃
）

DTG5又はDTG7をモービルアイと接続することで、過労危険運転
ジャパン・トゥエンティ
時の「運転挙動の警報」を運行管理側に通知すると同時に、警報
ワン株式会社
をトリガーとして動画撮影をしてカード若しくはクラウド経由で運行
（03-6775-7450）
管理側に送信、記録が可能。

DTG5

Mobileye 570

機器名称（型式）
FUJITSU IoT Solution
UBQUITOUSWARE FEELythm
スマホ版センサー
33 ・センサー本体（VE31A100)
・レシーバー（VE31B100)
・シリアル通信ケーブル
（FV7209HK72）

機器の概要

メーカー（問合先）

イヤークリップセンサーにて耳たぶから脈派を取得、ドライバー自
身も気づかない眠気の予兆と眠気を検知し、振動や音声にて通
知します。またデジタルタコグラフを経由して運行管理システムと
富士通株式会社
も連携し、管理者はリアルタイムにドライバーの状態を確認できる
（050-3174-1100）
とともに運行管理にも反映が可能。
(https://www.fujitsu.com/jp/solutions/businesstechnology/future-mobility-accelerator/feelythm/)

見本

