
2014 年 10 月 24 日

社内で適性診断（一般診断）と危険予知トレーニング(KYT)が出来る！

卓上型ドライビングシミュレータ『ACM300』の販売について

飲酒運転ゼロにむけて取り組みをする東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表：杉本 一成）は、

この度、適性診断（一般診断）と市街地走行や夜間走行、飲酒運転体験等の危険予知トレーニングが可能

となる卓上型のドライビングシミュレータ（日立ケーイーシステムズ社製*1）の取扱販売を開始致します。

記

１．背景

平成 25年度、トラック、バス、タクシーなどの事業用自動車による人身事故は約 4万 2千件でした。

平成20年度の5万6千件から比較すると着実に減ってきているものの、走行距離あたりの事故件数では、

近年、ハイタク及びトラックにおいて減少数が鈍化傾向にあるとされています。（別紙①資料『平成 24
年中の事業用自動車の事故の主な特徴』参照）

事業者の皆様におかれましては、日々、「事故ゼロ」を目指し、社内の安全活動を熱心に取り組まれて

いらっしゃるかと思います。昨今、安全教育については、ドライブレコーダーの映像を活用したヒヤリハ

ット教育、危険予知トレーニング、デジタルタコグラフの運行管理ソフトによる安全運転ランキングを活

用した安全指導等が、多く行われています。

２．卓上型ドライビングシミュレータ ACM300の概要

ドライビングシミュレータとは、一般的に、コンピュータグラフィックやモニタを用いて運転席からの

風景を映したり、音声ガイダンス、擬似的なアクセルやペダルを用いて、実際の運転に近い臨場感を操作

者に体験・体感させるための機器（システム）です。身近なところでは、自動車教習所や警察による運転

適性診断の時に使われています。

この度、事業者の皆様にご提案するのは、社内でわずかなスペースで使える『卓上型ドライビングシミ

ュレータ』です。



本機器は、Ｇマークを取得予定のトラック事業者、Ｓａｆｅｔｙ Ｂｕｓ認定を検討している貸切バス

事業者のほかにも、安全運転教育ツールを探している一般企業でもお使いいただけるオールインワンの

ドライビングシミュレータです。

  本システムは、広範囲の事業者にお使いいただけるよう、以下の特長を備えています。

特長 イメージ等 説明

1 卓上型 事務所内に設置が可能

2

オールインワ

ン

タイプ

持ち運び可能

PC/ハンドル/アクセルのほか

適性診断結果表を印刷する

プリンターもセット

専用ケースあり（オプション）

3
教材シナリオ

４点セット

適性検査/市街地/夜間走行/飲酒運転 ①住宅街での子供の飛び出し

②交差点右折のサンキュー事故

③狭路での自転車/歩行者

④店舗付近の駐車車両

ほか、10 種類以上

4 その場で印刷

診断結果の記録票が

残っていないと

未実施となります。

5
G マークの

評価点

２点

特定の運転者以外にも適性診断

（一般診断）を計画的に受診させている

過去 1 年で特定の運転者以外の運

転者のうち「適性診断（一般診断）」

の受診者数が、全ての選任運転者

数の 3 割以上であること

（過去 3 年の場合全ての選任運転

者）

6
Safety Bus の

評価点

１点

特定の運転者以外の全員に

適性診断（一般診断）を受診させている

過去３年間に

適性診断を受診させていることを

証する書類が必要

7

≪参考≫

車両据付け

事例

１事業者で１台

営業所パトロールカーに

据え付けて巡回診断



３．一般診断と法定診断について

貨物自動車運送事業法及び旅客自動車運送事業法によって、事業者は適性診断が義務付けられています。

本シミュレータで実施できるのは『一般診断』となります。法令で義務付けられている 3種類の診断は、

国土交通省に認められた機関のみが実施できますが、一般診断はシミュレータを用いて自社内で実施する

ことが可能です。

例えば、Ｇマークの申請を予定している事業所で、特定運転者以外の選任運転者の診断を検討している場

合、評点という観点ではなく、人数によっては、自社で実施するほうが、利便性が高い場合があります。

対象

ドライバー

移動時間例

（交通費）

診断実施

時間

トータル

拘束時間

社外で一般診断 ５０人 往復２時間 １時間２０分
３時間２０分

勤務時間の約半分

社内で一般診断

（シミュレータ）
５０人 ナシ ２０分 ２０分

４．定期的な安全運転教育（自主活動）について

本システムの特長は、「認定制度の評点のため」というより、夜間や市街地など、豊富な走行シミュレ

ーション教材にあります。特定運転者向けではなく、当社は、以下のような活用方法をご提案致します。

ケース
根拠法令

（輸送安全規則）
実施内容

アルコール検知者

への指導監督
運転者に関する指導監督

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 10 条

旅客自動車運送事業

運輸規則第 38 条）

飲酒運転シミュレータを使い

かつ、飲酒教育を行う

ドライブレコーダー

でのヒヤリハットを

頻発させる乗務員

夜間、市街地等、ヒヤリハットを

シミュレーターで体験、体感させる

デジタルタコグラフ

の運転ランキング

下位の乗務員

夜間、市街地等、ヒヤリハットを

シミュレーターで体験、体感させる

A
法令で定められた

診断
適性診断

初任診断 社外（ＮＡＳＶＡ等）

適齢診断 社外（ＮＡＳＶＡ等）

特定診断Ⅰ・Ⅱ
社外（ＮＡＳＶＡ等）

B 任意の診断 一般診断

G マーク評価点

社内でも社外でもOK
Safety BUS 評価点



５．価格構成について（2015年 3 月までの特別価格）

製品名 Type 定価（税抜） 内容

卓上型ドライビングシミュレータ

ＡＣＭ３００
ケース有 900,000 円(*2)

PC/教材（市街地走行）

ﾊﾝﾄﾞﾙ/ﾍﾟﾀﾞﾙ/ﾌﾟﾘﾝﾀ/ｹｰｽ

他ケーブル等

卓上型ドライビングシミュレータ

ＡＣＭ３００
ケース無 830,000 円(*3)

PC/教材（市街地走行）

ﾊﾝﾄﾞﾙ/ﾍﾟﾀﾞﾙ/ﾌﾟﾘﾝﾀ/

他ケーブル等

1 年間は無償保証期間です（ケースを除く）

ＡＣＭ３００年間保守契約 代替機なし 75,000 円 任意

ＡＣＭ３００年間保守契約 代替機あり 90,000 円 任意

６．ＡＣＭ２００について

*1 株式会社日立ケー・イーシステムズ メーカーサイト

http://www.hke.jp/products/tasknet/index.htm

（運転操作検査のみご希望のお客様にはＡＣＭ２００-Ｓもございます）

*2 参考価格（定価） 1,140,000 円（税抜）

*3 参考価格（定価） 1,070,000 円（税抜）

★★本件に関するお問い合わせ先、資料請求先★★

東海電子株式会社

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第 3 ビル 203 号室

TEL：042-526-0905 /FAX：042-526-0906

ｅ-mail：info@tokai-denshi.co.jp

URL：http://www.tokai-denshi.co.jp



平成24年中の事業用自動車の事故の主な特徴

バス ハイタク トラック

◆ 車内事故が最も多く全体の27.9％
（特に乗合バス）

・約40％が発進時の事故となる

バス ハイタク トラック

◆ 出会い頭が最も多く全体の23.0％

・交差点内での出会い頭事故が多く、
全体の19.6％を占める

◆ 追突事故が最も多く全体の48.2％

・6～18時の昼の時間での事故が多く、
全体の約3／4を占める。ピークは

・第一通行帯走行時の事故が多い

・過半数以上が高齢者（65歳以上）

・負傷者数は女性が男性の約4倍

◆ 次に追突事故が多く全体の15 1％

交
通
事
故

◆ 次に追突事故が多く全体の20.4％

・第一通行帯走行時の追突事故が多く、
全体の9.5％を占める

10～12時。

・30km/h台での事故が最も多く、次
いで10km/h以下の低速での事故が
多い傾向にある

第 通行帯での追突事故が多い◆ 次に追突事故が多く全体の15.1％
（特に貸切バス）

・第一通行帯走行時の事故が多い

・4月,10月,11月の時期に事故が多い

故 ◆ 空車時における事故が、全体の約
3／4となる

◆ 市街地での事故が多く、9割以上を

・第一通行帯での追突事故が多い

◆ 交差点内での出会い頭も多く発生
しており、全体の11.0％

・8～10時、14～18時の時間帯に事
故が多い

◆ 人との接触事故では、発生地点と
しては交差点内が最も多く 3件発

◆ 歩行者等が横断中に発生した事故
が最も多く14件発生（全体の35 0％）

◆ 歩行者等が横断中に発生した事故
が最も多く全体の26 5％

占める

死

しては交差点内が最も多く、3件発
生（全体の20.0％）

◆ 行動別で見ると右左折時の事故が
多く、7件発生

が最も多く14件発生（全体の35.0％）

◆ 次に路上横臥による事故が多く、10
件発生（全体の25.0％）

が最も多く全体の26.5％

・直進（等速）、右折時の事故が多い

・低速及び中速での事故が多い

◆ 次に追突事故が多く全体の20.1％死
亡
事
故

多く、7件発生
◆ 人との接触事故では、発生地点とし

ては第一通行帯が最も多く14件とな
り、次に交差点内での事故が7件と
なる

◆ 次に追突事故が多く全体の20. ％

・0～6時の時間帯での事故が多く、全
体の過半数以上を占める

・中速及び高速での事故が多い

◆ 人との接触事故では 発生地点と◆ 人との接触事故では、発生地点と
しては交差点内が最も多く61件と
なり、次に第一通行帯での事故が
53件となる







（積極性書式－６） 
６．特定の運転者以外にも適性診断（一般診断）を 

計画的に受診させている。 

自認事項に係るチェックリスト 
添付する資料について、申請案内 38 ページを確認の上、次の(1)～(3)の各項目に該当す

る内容であるかを確認し（確認欄に「レ」を付ける）、会社名及び事業所名を記入して、当

該添付資料の一番上に添付して提出して下さい。 

 なお、(1)～(3)の確認欄に「レ」が付けてある場合においても、その内容が添付資料で

確認できない場合は、加点の対象となりません。 

 

(1)対象外の内容ではないか確認して下さい。（確認欄に「レ」を付ける） 

確認 対象外の内容 

 
対象外の内容（自己診断や自己チェックのみで結果の出る簡易診断（○×記入式

やインターネットによるもの））ではない。 

 

(2)受診状況が①、②のいずれかであるか確認して下さい。（該当する確認欄に「レ」を

付ける） 

確認 受診状況 

 

①過去 1年間（平成 25 年 7 月 2日～平成 26 年 7 月 1日）において、特定の運転

者以外の運転者のうち、「適性診断（一般診断）」の受診者数が、全ての選任運

転者数の３割以上であること。 

※（一般診断の受診者数）÷（全ての選任運転者数）＝３０％以上となること

 

②過去 3年間（平成 23 年 7 月 2日～平成 26 年 7 月 1日）において、全ての選任

運転者が「適性診断（一般診断）」又は「適性診断（特定診断）」のいずれかを

もれなく受診していること。 

※（適性診断の受診者数）÷（全ての選任運転者数）＝１００％となること 

 

(3)添付資料における取組内容を確認して下さい。（確認欄に「レ」を付ける） 

確認 取組内容 

 受診年月日が明記されている。（年の記載もれに注意） 

 受診機関が明記されている。 

 「役職員名簿（第 2号の 2様式）」に記載のある選任運転者が受診している。 

 当該事業所の受診者が明記されている。 

 当該事業所の受診者をカラーのマーカー等により判別可能としている。 

 

 

会社名  

事業所(営業所)名  



シミュレータ機能搭載可搬型検査器

ACM300 ｓｅｒｉｅｓ

既存の様々な什器に

設置可能

適性検査と危険予測が

体験可能(一部オプション)

コンパクトに収納でき

持ち運びも容易

ハンドルはテーブルに固定可能。

どこでも検査や体験を行うことが

可能です。
※テーブルの形状によっては取付けできない場合があ

ります。

運転適性検査4項目に加えて、

市街地走行や夜間走行・飲酒運

転の体験が可能です。

Gマーク、SAFTY BUSの認定に

も利用できます。

必要な機器が1個にまとまり、輸

送・保管が容易です。収納ボック

スには台車が内蔵されていて、

移動も楽々。

収納ボックスは2段まで重ねるこ

とができます。

Portability & Compact

550

605

580

業界初！これ一台で
運転適性検査もKYTも実現
しかも可搬型で簡単設置！



教材

仕様

# 項目 仕様 備考
1 容姿 1個口で収納可能な専用ケース キャスター付 (台車内蔵)
2 モニタ 15.6インチ液晶ディスプレイ 解像度：1360×768
3 ステアリング 回転角度900
4 ペダル 2ペダル(アクセル、ブレーキ) ケーブル長約200cm
5 音声 ステレオスピーカ内蔵 ヘッドフォン装着可能
6 帳票 A4モノクロレーザ
7 印字速度 約21頁/分
8 最大給紙容量 約250枚
9 コンセント形状 3P
10 電源 AC100V±10% 50/60Hz兼用
11 最大消費電力 約10A PC:約100W、プリンタ: 約820W、

ハンドル：約20W
12 外形寸法

(W×D×H mm）
約800×700 標準的な設置時の目安

13 約300×400 ペダル設置面積の目安
14 約550×580×605 収納時
15 重量 約15kg(約29kg) カッコは専用ケースを含んだ重量
16 動作環境（動作時） 10～30℃、30～80％ 結露しないこと

# 区分 項目 講習時間 備考
1 適性

検査

1,2,3,4 約25分 4項目適性検査、教材解説付き
2 2,4 約14分 2項目適性検査（高齢者対応）、教材解説付き
3 市街地 1,10 約7分 住宅街での子供の飛び出し、交差点右折のサンキュー事故
4 3,8 約6分 交差点での先行左折車の急停止、交差点左折時の横断者
5 2,9 約6分 先行大型車死角からの右折二輪車、交差点左折時の原動機

付自転車の進入
6 夜間

※1
1,6 約6分 狭路での自転車、歩行者とのすれ違い、店舗付近の駐車車両

の陰から横断者
7 4,15 約7分 対向車ヘッドライト、車道を走る自転車
8 7,12 約6分 前照灯の照射範囲、右折時のヘッドライト死角に横断者
9 飲酒

※1
追従反応 約7分 教材解説付き

10 ハンドル操作 約5分 教材解説付き
11 追従反応+ハンドル操作 約13分 教材解説付き

●運転適性検査では同年代の比較評価と標準比較（30～59歳の平均）等の

データが印刷されます。(A4)

●運転シミュレータでは走行危険ポイントに対する評価及び事故ポイントが印

刷されます。(A4)

●用紙はコピー用紙が利用可能です。

診断票

※1 オプション(その他教材については別途ご相談ください。)

本社
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野7-1-1
ホームページURL http://www.hke.jp
E-mail : webmaster@hke.jp

東京オフィス営業本部
〒136-0071 東京都江東区亀戸2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL : 03-5627-7191 FAX : 03-3683-9565
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＜お問い合わせ、ご用命は＞
東海電子株式会社 東京事業所

〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-13
オリンピック第3ビル203 Tel:042-526-0905
http://www.tokai-denshi.co.jp


