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あ ら ま し

商業車両向けの運行管理は，デジタルタコグラフをベースとした機器を使用するサー

ビスが，業界の標準となっている。デジタルタコグラフとは，車両の走行速度や走行距

離などを随時記録するもので，国土交通省の認定を受けた機器を指す。このデジタルタ

コグラフ装置で記録した運行速度などのデジタルデータは，従来，専用のカードに記録し，

それを車両の所属する事務所で読み込み，解析することで運行内容を可視化し，運行管

理者がその内容から業務内容を指導することを目的としている。

本稿で紹介する商業車両向けテレマティクスサービスは，上記のデジタルタコグラ

フを更に発展させたものである。記録データの移動媒体である専用カードを廃止し，

FENICS無線通信網を使用することでリアルタイムに運行情報をクラウドセンターへ送
信し，分析できる。クラウドセンターでは，膨大な量のセンサー情報を基に，独自の分

析ミドルウェアで車両の運行情報，乗務員の運転状況を分析する。これらの先進的なICT
により，従来にはないリアルタイムな運転内容の指導や，危険予測ができる。

Abstract

As operation management for commercial vehicles, services that use digital 
tachograph-based devices are an industry standard.  Here a digital tachograph refers 
to a device approved by the Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and 
Tourism that records travel speeds and distances of a vehicle as needed.  Digital data 
including travel speeds recorded with a digital tachograph system have conventionally 
been intended for visualizing the details of vehicle operation by recording data on 
a dedicated card and reading and analyzing them at the office to which the vehicle 
belongs, and for allowing the operation manager to use the result to give guidance on 
the operations.  The telematics service for commercial vehicles presented in this paper 
further develops the digital tachograph described above.  The service does not require a 
dedicated card, which is a mobile medium for the recorded data, and uses the FENICS 
wireless communication network to send the operation data to the cloud center in real 
time for analysis.  At the cloud center, proprietary analysis middleware is used for 
analyzing the vehicle diagnosis information and driving operations of the driver based 
on the enormous amount of sensor data.  These advanced forms of information and 
communications technology (ICT) allow unprecedented real-time provision of guidance 
on driving and hazard prediction.
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機能を実現することが課題とされる。
・車両状況のリアルタイム分析による危険兆候の
通知

・乗務員の安全運転状況のリアルタイム把握
・乗務員の健康状態を含めた労務状況の分析，指導
内容の助言

システム構成

従来販売していた商業車両向けの運行管理パッ
ケージ製品は，デジタルタコグラフ車載装置，専
用線，サーバ，記録カードリーダライタ，記録カー
ド読込み用パソコンなど購入する機器が多く，導
入時のコスト，システム構築の手間など，輸送事
業者には大きな導入障害となっていた。
このような導入障害を軽減するため，トランス
トロンでは，富士通の通信型デジタルタコグラフ
車載端末DTS-C1シリーズ，クラウドインフラで
あ る FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5，（3）

FENICS無線通信網（4）を利用した商業車両向けク
ラウドサービスITP-WebServiceを提供している
（図-1）。

DTS-C1シリーズでは，従来型のデジタルタコグ
ラフ機能に加え，以下の豊富なセンサー情報を取
得し，FENICS無線通信網を経由しクラウドセン
ターへ送信する。
（1） 車両運行情報
運行速度，エンジン回転，位置情報，庫内温度，

3軸ジャイロ，加速度センサー，タイヤ空気圧など
（2） ドライブレコーダ情報
カメラによる画像情報，マイクによる音声情報

（3） 乗務員運行情報
本体操作ボタンにより入力された，作業，休憩，
休息などの乗務員の運行情報
（4） 乗務員生体情報
アルコールチェッカーなど
クラウドセンターに送信された各種センサー情
報は，独自の分析ミドルウェアにより，車両運行
情報，乗務員運行情報を分析し，その情報から集
計ミドルウェアが運行日報の作成，乗務員の労務
状況を可視化する。輸送事業者は，インターネッ
トに接続されたパソコンでWebサーバを経由し，
運行情報画面や各種帳票を管理できる。
本クラウドサービスを提供するに当たり，車両

システム構成

ま　え　が　き

近年のAmazon.comによる当日配送サービスな
どを支える，流通業界におけるトラック輸送や，
各地を結ぶ高速バスや地方路線バスは，社会のイ
ンフラを支える重要な産業である。その一方で，
2012年に発生した関越自動車道の高速バス居眠り
運転事故のように，商業車両による重大事故は社
会的な問題となっている。
国土交通省の資料（1）によると，2012年の商業車
両による重大事故の件数は減少傾向にあるが，距
離あたりの事故件数は増加している。その中でも
乗務員の過失，特に健康状態に起因する事故の発
生率は，10年前に比べ，3倍近い数字となっている。
これを受け国土交通省では，ICTを活用した高度運
行管理の普及を目指している。高度運行管理とは，
通信機器を装備した運行記録計のデータをクラウ
ドで管理し，リアルタイムでの運行管理や，生体
信号などから運転者の状態を捉え，警告すること
を指している。これにより事故を未然に防止でき
ると考えている。
本稿では，富士通のICTを活用し，商業車両によ
る重大事故を防ぎ，より安全な交通社会を実現す
るための商業車両向けテレマティクスサービスに
ついて紹介する。

解決すべき課題

商業車両による重大事故をなくすためには，車
両の故障をなくすほか，乗務員過失による事故を
なくすことが重要である。
車両依存の事故を防ぐためには，日々運行前に
行われる運行車両の日常点検の実施は当然のこと
ながら，運行中の車両状況から危険をいち早く検
知することで事故を未然に防ぐことが必要である。
増加傾向にある乗務員過失による事故をなくす
ためには，乗務員の安全運転の指導，過労運転の
防止が必要である。
厚生労働省東京労働局が2010年に発表した資料（2）

によると，都内の道路貨物運送業を営む83社に対
して行った監督指導の結果，47％の事業者で労働
基準の不適合が認められた。
以上のことから，安全な交通社会を実現する商
業車両向けテレマティクスサービスでは，以下の

ま　え　が　き

解決すべき課題
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ることで対応した。また，富士通のクラウドイン
フラを使用することで，突発的な負荷増大にも柔
軟にサーバを増強し，対応できる。負荷の予測が
しづらいWebからのアクセスの増加に対応するた

3万台以上から逐次送信されてくる膨大なデータ
を遅延なく処理する必要があった。そのために，
図-2のように車両数千台規模ごとのユニットを構
成し，車両台数の増加に伴いユニットを増加させ

図-1　ITP-WebService構成

図-2　ITP-WebServiceユニット構成
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作業を軽減できるとともに，運行中の急激な空気
圧の低下や，タイヤ温度の異常を検知し警告する
ため，事故を未然に防ぐことができる。
（2） 乗務員の観点
乗務員の観点では以下の管理が必要となる。

・点呼などによる指導
・アルコールチェック
・労務管理
・過労状態のチェック
・運転状態のチェック
業務終了時の点呼指導では，デジタルタコグラ
フ車載装置の情報を基に自動で作成された運行日
報のほか，速度，エンジン回転，3軸ジャイロ，加
速度センサーなどの情報も合わせてサーバ上で解
析できる。特に重要度の高い指導ポイントを画面
や帳票に出力することで，容易に的確で要点を絞っ
た指導ができる。クラウド上に保管されている過
去データから乗務員の傾向を分析し，危険運転や
疲労の兆候を示唆できる。
近年，特に重要な飲酒運転のチェックは，事務
所に備え付けられたアルコールチェッカーのほか，
可搬型のアルコールチェッカーと連携することで，
宿泊を伴う出先での測定時，乗務員の表情を車内
カメラで撮影できる。このように，リアルタイム
に確認することで，飲酒チェックのほか，疲労状
態を確認できるようになった。
また，労働時間については，1日，1週間，1か月
の拘束時間，休息時間などをリアルタイムに確認
できるため，当日，後何時間働けるか，休息をい
つまでにとるべきかを把握し，乗務員の労働条件
に照らし合わせたシフトを調整できる。

む　　す　　び

富士通における商業車両向け運行管理システム
は，走り続ける商業車両の様々なデータを分析す
る車載コンピュータを中核に，輸送事業者の安全
で経済的な運転につながる指導や，業務負荷の軽
減を目的として開発が始まった。クラウド方式を
採用した本サービスは，2010年に開始し，現在で
は1500社，35 000台の輸送事業者に導入いただい
ている。サービス開始後も，年に2回のシステムバー
ジョンアップを続けており，ユーザーニーズの吸
上げや，行政動向から新たな機能を実装し，提供

む　　す　　び

めに，ロードバランサを配置し，Webサーバを増
加させることで，自由に負荷分散を行える構成と
した。サーバ内で動作する通信ミドルウェア，分
析ミドルウェア，集計ミドルウェアなどの各種ミ
ドルウェアは，機能ごとに分割することができる。
それにより，ユニット単位のスケールアウトだけ
でなく，各サーバのスケールアップでも，性能上
の問題に柔軟に対応できるとともに，容易にメン
テナンス，カスタマイズができる。
これらのハードウェア，ソフトウェア，クラウ
ドインフラの全てをオール富士通で展開しており，
関連部署の密な連携による障害時の迅速な対応と，
業界の常識を破る低価格のサービスを実現できた。

運行管理者向けコンシェルジュ機能の提供

輸送事業者における運行管理者の業務は，点呼，
配車，安全指導，労務管理など多岐にわたり，乗
務員に合わせた緻密な指導を行うことは困難と
なっている。運行管理システムでは，運行管理者
の負荷を軽減しつつ，効率的な指導が必要となっ
ている。本サービスでは，車両と乗務員の観点に
分けて，運行管理者をサポートする以下の運行管
理者向けコンシェルジュ機能を提供している。
（1） 車両の観点
車両の観点では以下の管理が必要である。

・日常点検
・タイヤ空気圧管理
・オイル交換
・定期点検
オイル交換，定期点検は，走行距離と期間によっ
て行う必要がある。通信で取得したリアルタイム
の車両の積算走行距離と設定された距離を比較，
現在日時と前回実施日を比較し，自動的に運行管
理者に実施時期を通知することで，運行管理業務
の軽減のほか，整備不良による事故を防ぐことが
できる。
一般的なトラックで10輪あるタイヤの空気圧
は，日々管理することが義務付けられている。管
理を怠ると，タイヤのバーストによる重大事故の
危険性があるほか，空気圧低下により燃費が悪く
なる。タイヤに専用のセンサーを装着し，空気圧，
温度を計測するTPMS（Tire Pressure Monitoring 
System）と連携させることで，日々の点検業務の

運行管理者向けコンシェルジュ機能の提供
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している。
今後も，より多くの商業車両，運転者へのアフ
ターサービス製品の開発を進め，より安全な交通
社会の実現に貢献したい。
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