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１．提案するにあたっての背景

一般車両向けドライブレコーダ（通称ドラレコ）は価格の低下も後押しとなり、普及し

ている。バス向けのドラレコの普及度は2012年4月現在20数％である。大手バス

会社への導入（第一フェーズ）は数年前に終了したので、リプレースの時期が到来しよ

うとしている。第一フェーズの製品は、タクシーなどに導入されている普及型ドラレコを

ベースとした製品のためにネットワーク機能の面が弱く、特にこの面での強化が期待さ

れている。

第二次フェーズの製品に期待される機能は以下の通りである：

1) 第一フェーズの録画解像度はCIF（320x240ピクセル）であり、高解像度が求
められる

2) WIFI無線LANをサポートしていないので、無線利用による高機能化が求めら
れる

3) トップメーカーの製品によるカメラ2台構成の場合、販売価格は50万円程度と
高価である

4) ビデオデータの格納はSDカードまたはハードディスクに行われており、ビデオの
検証はこれらの媒体からの取り出しで行わなければならない。交通事故または
車内での転倒事故発生時、その原因を調査するために必要な処置であるがバ
ス会社の負担は大きい。

2



2．都バス向け新ドラレコの選考基準（推定）

 ①販売目標を4,000台と定め、システム構成を検討する

 ②システムの耐久年数を５年とする（修理可能な年数）

 ③5年間に亘って製品の保守・サポートを円滑に行う体制を確立すること

 ④GPS用データ取得のためのアンテナは、外部接続可能なものにする

 ⑤搭載しているカメラで取得したビデオ画像を営業所または本部でリアルタイムタ
イムで監視できる構成であること。リアルタイムに監視する画像解像度は、高解像
度である必要はない

 ⑥カメラ及び本体は、なるべく小型、軽量及び静音な機器であること

 ⑦カメラは5台・6台・8台を自由に選択できる柔軟な構成を実現すること

 ⑧前方を走る車両のナンバープレートの数字を認識できる高解像度に対応するこ
と。但しナンバープレートの自動認識機能を備える必要はない。

 ⑨ディスク容量=2TBを搭載し、1280x720ピクセルでビデオを録画した時、3ｹ月
間の録画が可能であること。（バスの運行時間は15時間/日と仮定する）

3



3. 提案のシステムの基本構成

運行本部または営業所での
リアルタイム監視

同時監視可能なカメラ台数は、
ネットワーク環境条件により
変わる

バス車内

WIFI
ルータ
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4. ビデオ再生 解析
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ブラウザーによるドライブレコーダの設定例

* 録画用の高解像度とリアルタイム監視用の低解像度の指定がそれぞれ可能である
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5.中央監視システム(オプション）

• 中央監視レイアウト画面が標準で用意されているが、顧客要望のレイアウトがある場合には別途設計・ソフト開発の
費用が発生する
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6. システム全体の構成
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7．システムとしての機能（ドラレコ）①

i. ドライブレコーダー情報の取得

ii. バス専用レーン違反者情報の取得

iii. 内蔵GPS（Dead Reckoning=推定航法付き）ユニットで録画映像と緯度・経
度を取得

注： 高速道路の橋桁下とかトンネルの中をバスが通過しても、位置をシミ

ュレート（① GPSユニット内蔵の加速度センサーを利用して位置を推定する
方法と、②車速パルスを供給して推定する2方法があります。後者は高価です
が、推定精度は高いです）

例えば、新橋→渋谷間の路線のように高速道路下を走行する時間が長い場合
には、後者②を適用するのがベターでしょう

iv. 車両事故や犯罪（バスジャック）が発生した際には、営業所から無線LANでDVR

にリアルタイムにアクセスしてデータ取得可能

但しWake-up-LANあるいはWake-down-LANのような機能は備えていない

ので、バスのエンジンがかかっていることが前提となります
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最大8CH ハイビジョンドライブレコーダ

GPS対応

WiFi対応

ビデオ解像度 1920 x 1080,1280x720,…… 320x176 選択可能

H.264エンコード

電源電圧範囲 8V ～32V

コンパクトサイズ

多様な記録モード 自動、イベントトリガー、スケジュール

オーバースピードアラーム

センサーによるイベント記録

汎用のAVIフォーマットを採用

FAT32ファイルシステムにより、より自由度のあるシステム構築が可能

7．システムとしての機能（ドラレコ）②
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7．システムとしての機能（営業所PC）③

バスの営業所に戻ってきた際に、必要に応じて無線LAN経由で高解像度のビ
デオ画像を営業所内のPCにダウンロードが可能。
i. ダウンロードした画像を分析することで、急発進・急ブレーキなど運転技術

の分析が可能
ii. 営業所内に設置する無線LAN用アクセスポイントと営業所PCの間の距離

は、30m程度を想定している
アクセスポイントの設置台数は、

1) 無線電波の干渉
2) データダウンロードの頻度及びダウンロードタイミングの重なり状況

を考慮し決定する
i. 設置する際には営業毎の環境調査が必要

注： ドラレコで取得したデータに基づく運転状況情報の提供サービス（バスカメラシステ
ムのような）が必要であれば、それに対応する体制を構築する必要がある
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8. ドライブレコーダ 仕様

ビデオ入力 最大 8 チャネル

ビデオ圧縮 H.264

ビデオ解像度 1920 x 1080 , 1280 X 720 ……  可変

フレームレート 最大120fps 8CH 合計

ビットレート 0.5Mbps～4Mbps

カメラ 1/2.7 CMOS ,S/N 50dB以上（AGC OFF)

オーディオ入力

オーディオ圧縮 AAC

保存メディア 4CH DVR:SDXC128GBまで 8CH DVR:HDD 1TB , 2TB選択

ファイルフォーマット AVI

センサー スピード、イグニッション、ブレーキ 他

シリアルインターフェイス RS232C,RS485

ネットワーク RJ45 10M/100M LAN

無線 WiFi 802.11 b/g/n

動作電圧 8VDC～32VDC

動作温度 -10℃～+60℃

本体サイズ

12



ドライブレコーダ外観

本体キーロック
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主な付属品

HDカメラ マイク付き
（室内専用）

HDカメラ IR付き
防水

HDカメラ IR付き
防水

GPSアンテナ
（防水・防滴）

WiFi アンテナ
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HDカメラ IR付き
防水（小型）



取付例

フロントカメラ WiFi アンテナ

GPSアンテナ 本体
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9．ドライブレコーダ導入費用（推定）①

8

項目 備考

1 8CH ドライブレコーダ  (1TB SSD含む） ¥345,000

2 4CHドライブレコーダ  (128GB SDXC含む） ¥192,000

3
ドラレコの取付費用（取付金具
を含め）

約150,000 約150,000 調査によっては取り付け費用は前後します

貴局所属のバス約1.600台設置に要する期
間は3～4ｹ月を予定
取付金具は数種類で標準化を予定

合計 ¥495,000 ¥342,000
4 年間保守料金 \50,000/年 \50,000/年 消耗品を除く機器が対象
5 WIFIサービス利用料金 約\3,000/月・台 約\3,000/月・台

6 営業所のPC・APの設置費用 現地調査により決定

提供価格

注： * 上記金額は現時点での想定金額であり、為替レートの変動・技術検討結果などにより変動することをご了承く
ださい
1. 19営業所の環境を調査し決定
2. 中央監視システムについては、運用形態により決定

1)PC一式
2)ストレージ

3. SSD容量は最終仕様により決定： SSD(1TB)はHDDに比べて¥50,000高いので、上記価格はそれを反映させてい
ます。
4. アクセスポイント・平面パッチアンテナの数量： 最終仕様により決定
5. システムインテグレーション費用(ケーブル、備品含む）： 最終仕様により決定
6. センターモニターシステム（オプション）： 開発要
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10. 納入体制①

項目

輸入先 Easy Storage（中国） 弊社は日本国内総代理店

製品の受け入れチェック
日本人技術者が常駐する協力会社（香港・深セン）の支援を受け

て、製造・品質管理体制をチェック

品質管理体制 *抜き打ち品質チェック
MIL-STD-105E(AQL)に基づき品質チェック

製品の設置体制
*車両整備士の資格を持ち且つドラレコの設置に精通した業者に技

術者を中心とする体制による
*設置作業の監視は弊社が担当

サポート体制 サポート窓口の設置

*コールを受けてから24時間以内にサポートスタッフが現地の到

着。トラブル内容を事前に理解できるならば、補修部品を持参し対
応。

*サポートの基本はドラレコの交換

*営業所の規模により数量は異なるが、基本的にバックアップ用とし
て4台/営業所を常時準備する

保証 1年間の無償保証

*故意の損傷による故障は対象とならない

年間保守契約 無償保証期間が終了した時点で、年間保守契約を締結
年間保守契約料金：　\50,000/年・台を想定

*保守契約作業の中には半年に1回のカメラ清掃を含む

保守部品の確保 最終設置後5年間は保守部品を確保。

SSD
消耗品として保証対象から外す。3年を目途に新品と実費交換。交

換費用は年間保守契約量の範囲内で処理。

交換したSSDのビデオ再生はPCに接続して可能
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MIL-STD-105E

例：
ロットの数量： 1,000
完成品（成品）なので、一般水準(II)から係数を選択=J

下の表で読み取った係数からサンプル数を決定=80
ロットから80個の抜き取り検査を行い、
• 重欠点=2台ならばaccept
• 重欠点=3台ならばreject
し、1,000台を全数検査確認。
重欠点を1.0%以下に抑える。



カメラ
3年を超すと画像が劣化するので、3年で新品と交換。条件は
SSDと同じ。

交換したSSD 交換したSSDのビデオ再生はPCに接続して可能
営業所の無線LAN環境の構築 *営業所毎で構成が異なるので、システム設計が必要
中央監視システム仕様の検討 *中央監視を必要とする環境の調査の後、仕様設計が必要

教育 操作マニュアルの準備
*弊社にて日本語の操作マニュアル・簡易保守マニュアルを作
成

操作方法の教育 *営業所でサポート支援する要因に対して、教育
*教育完了の時点で納入完了と見做す

10. 納入体制②
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11. サポート体制（予定）： 都バス営業所の分布

① 品川自動車営業所

② 品川自動車営業所

港南支所

③ 渋谷自動車営業所

④ 渋谷自動車営業所

新宿支所

⑤ 小滝橋自動車営業所

⑥ 小滝橋自動車営業所
杉並支所

⑦ 早稲田自動車営業所

⑧ 早稲田自動車営業所

青梅支所

⑨ 巣鴨自動車営業所

⑩ 巣鴨自動車営業所

大塚支所

⑪ 北自動車営業所

⑫ 北自動車営業所

練馬支所

⑬ 千住自動車営業所

⑭ 南千住自動車営業所

⑮ 南千住自動車営業所

青戸支所

⑯ 江東自動車営業所

⑰ 江戸川自動車営業所

⑱ 江戸川自動車営業所

臨海支所

⑲ 深川自動車営業所
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台数 台数小計

1 品川⾃動⾞営業所 品川区北品川1-5-12 158

2 品川⾃動⾞営業所港南⽀所 港区港南4-7-1

3 渋谷⾃動⾞営業所 渋谷区東2-25-36 108

4 渋谷⾃動⾞営業所新宿⽀所 新宿区⻄新宿3-19-1 266

5 ⼩滝橋⾃動⾞営業所 中野区東中野5-30-2 63

6 ⼩滝橋⾃動⾞営業所杉並⽀所 杉並区梅⾥1-14-22

7 早稲田⾃動⾞営業所 新宿区⻄早稲田1-9-23 48

8 早稲田⾃動⾞営業所⻘梅⽀所 ⻘梅市森下町554

9 巣鴨⾃動⾞営業所 豊島区巣鴨2-9-8 75

10 巣鴨⾃動⾞営業所大塚⽀所 文京区大塚1-4-2

11 北⾃動⾞営業所 北区神谷3-10-6 136 322

12 北⾃動⾞営業所練馬⽀所 練馬区豊玉上2-7

13 千住⾃動⾞営業所 ⾜⽴区梅田2-3-11

14 南千住⾃動⾞営業所 荒川区南千住2-33-1 86

15 南千住⾃動⾞営業所⻘⼾⽀所 葛飾区白鳥1-8-1 

16 江東⾃動⾞営業所 墨田区江東橋4-30-10 134

17 江⼾川⾃動⾞営業所 江⼾川区中葛⻄4-9-11 152

18 江⼾川⾃動⾞営業所臨海⽀所 江⼾川区臨海町4-1-1

19 深川⾃動⾞営業所 江東区東雲2-7-41 180 552

合計 1140

サポート窓口は1ｹ所に限定。
サポート受付時間： 9:00～18:00
サポート要員は常時3名待機

午前中受付の場合には、当日対応。午後
受付の場合には、翌日対応を基本とする
。但し、対象バスの運行状況によっては作
業スケジュールは変更となる可能性あり

11. サポート体制（予定）： サポート
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付属資料
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A-1 普及型ドラレコと貴社納入予定の製品の比較

他社製品・弊社汎用製品と貴局へ納入予定の製品の機能仕様を以下にて比較。

本機器の特徴 他社製品 本機器汎用仕様 都バス殿向け特別仕様
無線転送　WiFi , LTE（データルータ必要）の両方対応 ○ ○ ○
ショックアブソーバー対応の高信頼性 × ○ ○
目的、用途に合わせた詳細な設定が可能 × ○ ○
カメラ毎に独立した設定が可能 △ ○ ○
WifiとLTEが独立した転送レートが可能 × ○ ○

データ転送レート最適化（カスタマイズ） × × ○
リアルタイムモニターシステム対応 × 限定 フルオプション
専用サーバ構築 × × ○
データベース容量カスタマイズ（ご要求に応じて） × × ○
DEAD ROCKING対応 × × ○

コンパクトな本体 × ○ ○
4種類のカメラに対応 × ○ ○

専用カメラ開発（ご相談） × × ○
FAT32フォーマット拡張により，2TBまで対応可能 ○ ○ ○

8CHカメラ対応 △ × ○
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A-2 納入実績（納入先と台数）

機種
納入台数

（2014.11現在）
納入先 サポートの状況 備考

北米 約　1,000台 バス会社

ロシア 200台 トラック

DF-CRS204M 20台 東京都交通局・東急バス
都バス：年間保守契約
東急バス：　パーコール

BVR-01 Pro GPS内蔵ｺﾝﾊﾟｸﾄDVR 約2,000台 全国の警察と郵便局

HD-2U 2CH　HD　DVR 約200台
ﾎﾝﾀﾞ　ﾊﾟﾘﾀﾞｶﾘﾜｰｸｽﾁｰﾑ・鉄道会
社・道路管理会社・ﾘﾗｲｸﾙ会社
など

ST-04 4CF　DVR 約500台 トラック・教習所
BDV-360HI 4CH　ﾊﾞｰﾄﾞﾋﾞｭｰDVR 約100台 トラック
BVR-03HD 2CH　HD　DVR 約500台 警察・重機・除雪車 2015年3月までに納入
Viewi-HD 2CH　一体型DVR 約3,000台 教習所・タクシー会社

50台 インフラ整備事業者

400台 ごみ収集、リサイクル業者

ブラジル 100台 トラック

チリ 100台 トラック

日本
パーコール
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Resolution FPS
Bitrate

(Kbps)

GByte/Hour

Each Cam

GByte/Hour

for 4 Cams

Gbyte/Day

(15 Hours)

Hours for 128GB

SD Card
(4ch)

Hours for 1TB

Hard Drive
(4ch)

Hours for 1TB

Hard Drive
(8ch)

1920x1080 30 3000 0.945 3.78 56.7 33.9 264.6 132.3
1920x1080 10 1000 0.315 1.26 18.9 101.6 793.7 396.8

1280x720 30 1200 0.378 1.512 22.68 84.7 661.4 330.7
1280x720 10 600 0.189 0.756 11.34 169.3 1322.8 661.4

A-3 ディスク容量と録画時間

注： SSDのディスク容量は、
• フレームレート/秒（FPS)
• 解像度
により決定する。例えば、
解像度=1280x720
FPS=10
の場合には、一日の稼働時間=15Hと仮定すると録画期間は44日となる。この計算の前提条件は、一般のオフィ
ス・スーパーマーケットのような環境での値に基づくものですので、バス走行時のディスク容量は変わる可能性が
あります。


