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アクセル・ブレーキ操作

視線・頭部運動
脳波

車内温度
振動・音声

身体挙動 CAN信号

ECU

■使用用途

●ドライバーモデルの生成に関する研究・評価
●新システムがドライバーへ与える影響の研究・評価
●HMIに関する研究・評価
●ドライバーモニタリングシステムの開発・評価
●自動運転に関する研究・開発

■機能

●視線・頭部運動計測機能
ドライバーの視線・頭部運動を数値化します。これにより、ドライバーがど
のタイミングでどこを見ていたのかを計測することが可能です。

●動画撮影機能
前景映像を撮影することで、ドライバーの注視位置をその映像上に重
ね描きすることができます。また、ドライバーの動きを撮影することもでき
ます。

●動画解析機能(後解析)
撮影した動画を解析することで、ドライバーの動き(変位)を計測すること
が可能です。ドライバーの手や脚がどのように動いているのかを数値化
し、他のデータと合わせて確認することができます。

●CAN計測機能
車両のCAN情報を計測することで、車速やエンジン回転数、アクセル/
ブレーキ操作などの様々なデータを取得することができます。

●アナログデータ計測機能
車両の加速度や角速度、温度、ひずみなどの様々なアナログ信号を計
測することができます。

●LED発光、音声再生機能
ドライバーの運転状況に合わせて、LEDの発光や音声の再生を行うこ
とが可能です。これにより、ドライバーへの警告方法やHMIなどの評価
を行うことができます。

ドライバー運転行動・挙動計測システム

■システム概要

ドライバー運転行動・挙動計測システムは、ドライバーの運転行動・挙動を計測することを目的としたシステムです。
当システムでは、車両信号(CAN信号)やアナログ信号、視線、頭部運動、身体挙動を同時に計測することが可能になります。
これらの項目を同時に計測することで、新規システムがドライバーに与える影響の確認やドライバーモデルの生成に関する研究に応用することができます。

非接触式視線計測システム



が五感から得ている全情報の80％以上は視覚情報

と言われています。この数値は、行動に対する視覚情

報の影響の大きさを物語ります。更に、『目は心の鏡』という言葉

があるように、目の動きには心理や思考状況が顕著に表れます。

つまり、視線の動きを計測することにより、視覚情報が行動に与え

る影響や、人の心理や思考が眼球運動に現れる過程の研究が可能

になります。

Smart Eye社製のアイトラッキングシステムは、赤外線カメラで撮影

した人の顔の映像をリアルタイムに解析し、視線方向やまぶたの開き、

瞳孔径、頭部運動を定量化し、数値として計測することができます。

Smart Eye社は、被験者に非接触で視線方向やまぶた、頭部運動を計測するアイトラッキングシステムの

メーカーとして1999年に設立されました。Smart Eye社のアイトラッキングシステムの特長は、被験者に対し

て非接触であり、リアルタイムで解析を行えるため、さまざまな用途で使用が可能です。

自動車分野では、被験者に非接触での計測であり、実車でも安定した計測が行えるということから、欧州の自動車メーカーにて多く採

用されています。この実績から欧州の巨大なプロジェクトである“euroFOT”でも採用されました。航空関連では、NASAのフライトシ

ミュレータにも採用されています。

人

用 途
自動車関連

●人間工学の研究 

●予防安全装置の研究・開発 

●運転者の疲労・ストレスに関する研究 

●HMIの評価 

●ディストラクションに関する研究 

●ヒューマンファクターに関する研究 

●交通工学の研究 など

その他

●フライトシミュレータでの研究 

●デザイン工学の研究 

●心理学の研究 

●広告やテレビCMの調査 

●ユーザビリティの評価 

●プラント（発電所など）の監視員の視線モニター 

Smart Eye社　視線計測システムの特長視線の動きを、リアルタイムで計測する。
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■非接触での計測

計測はカメラで撮影した被験者の映像をソフトウェアで画像解析すること
によって行われます。被験者が計測を行うために身につけるハードウェア
はありません。そのため、被験者に物理的な負荷を与えることなく、被験者
の視線方向や頭部位置/角度などを計測することが可能です。

■外部光の影響に強い

計測には専用の近赤外LED光を用います。フィルターを用いてこの近赤
外LED光以外の外部光の影響を取り除きます。そのため、様々な環境で
安定した計測を行うことができます。例えば、自動車走行時のトンネルの出
入口のように光量の変化が大きな場所でも安定した計測が可能です。

■顔の特徴点の自動認識機能

計測を行うために必要な被験者の顔の特徴点をシステムが自動で認識
することができます。特徴点の認識は数秒で完了するため、被験者を交代
してもすぐに計測を開始することが可能です。

■自由度の高いカメラ配置

様々な計測環境に対応できるように、カメラの配置自由度が非常に高い設
計となっています。机上はもちろんのこと、自動車の実車計測においても
様々な車種への設置実績があります。

■多様な計測項目

100種類以上の計測項目があります。用途に合わせて出力/保存を行う
データを選択することが可能です。計測前に基準座標の設定を行い、設定
した基準座標に対する相対位置/角度が数値データとして出力されます。

■World Modelによる仮想空間構築

被験者が視線を送るルームミラーやナビ、メーターなどの物体を仮想空間
内にオブジェクトとして定義することが可能です。被験者の視線がそのオ
ブジェクトと交差するとオブジェクト名が出力されます。この機能を用いるこ
とで、被験者が見ているオブジェクトを簡単に特定することができます。また、
オブジェクト名だけでなく、視線とオブジェクトの交差点の座標を出力する
ことも可能です。

1. 被験者データ
 頭部位置/角度、視線原点位置※1、視線角度※1、まぶたの開き※1、　　
 瞳孔径※1、サッケード、固視、まばたき　など
2. システムデータ
 フレームナンバー、フレームレート、タイムスタンプ、
 タイムクロック、キーボード入力文字/数値　など
3. World Model関連データ
 オブジェクト名、交差点座標※2

赤外線LED IEC62471準拠

顔の特徴点の自動認識

自動車での設置例

右ハンドルの自動車のWorld Modelの例

水平方向参考計測範囲

2カメラ 90度

3カメラ 130度

4カメラ 160度

5カメラ 200度

※1　片目ずつのデータと両目平均のデータがあります。
※2　視線とオブジェクトが交差した位置のデータです。



特長

特長

特長

■ Audi
■ Autoliv
■ BMW
■ Continental
■ DaimlerChrysler
■ Delphi Automotive

海外でのユーザーリスト
AUTOMOTIVE INDUSTRY OTHER

■ EuroFOT
■ Fiat
■ GM
■ Volvo
■ Volkswagen

■ Korean Electric Power Research Institute
■ Shenzhen Nuclear Power Plant
■ Lawrence Livemore National Laboratory

■ Microsoft
■ NASA
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※精度はシステム構成や使用環境によって異なります。
　上記はメーカー保証されたものではありません。

視線方向ベクトル ±0.5度

頭部方向ベクトル ±0.5度

頭部3次元位置 ±1.0mm

カメラタイプ VGA

カメラとPCの接続形式 Gig Ethernet

カメラ最大使用可能台数＠60fps 8台

カメラ最大使用可能台数＠120fps 4台

水平方向画角 約25度

垂直方向画角 約20度

ノートPCで計測可能なカメラ台数＠60fps 3台

メガピクセル

Gig Ethernet

5台

-

約40度

約30度

1台

メガピクセル

USB3.0

4台

3台

約40度

約30度

4台

眼球位置 ±1.0mm

まぶたの開き ±1.0mm

瞳孔径 ±0.5mm

非接触式広範囲視線計測システム Smart Eye Pro System

■特長

●サンプリング周波数60Hz(一部120Hz対応)
●メガピクセル/VGAカメラの選択が可能

1.VGAカメラ

●水平方向画角約25度、垂直方向画角約20度
●カメラとPCの接続インターフェースはGig Ethernet
●最大8台までカメラの拡張が可能
●ノートPCで計測が可能(カメラは最大3台)
●サンプリング周波数120Hz対応(カメラは最大４台)

■データ表示・出力

●リアルタイム映像表示
●リアルタイム数値/グラフ表示
●リアルタイム3次元/2次元簡易表示
●テキスト（タブ区切り）ファイル出力
●リアルタイムTCP（UDP）/IP出力
●リアルタイムCAN出力（オプション）

■計測範囲

カメラ映像の撮影範囲によって計測範囲が定まります。お客様のご要求
に合わせてカメラの台数の選択が可能です。また、システムを購入後、必
要に応じてカメラを増設することも可能です。

■主な構成ハードウェア

●制御用PC
 Smart Eyeのソフトウェアの制御を行います。
●カメラ
 画像解析に用いる被験者映像の撮影を行います。
●IRフラッシュ
 波長850nmで発光します。
●Exponator
 カメラのシャッタータイミングを同期します。
 IRフラッシュへの電源を供給します。

■オプション機能

●Smart Recorder
●MAPPS
●CAN出力オプション
●レーザーチェスボード

■ライセンス形態

ライセンスは1台のPC固有のものとなります。ご購入のシステムのカメラタ
イプとカメラ台数などに合わせてライセンスが発行されます。

■主な計測項目と精度

※VGAカメラはGig Ethernetタイプのみとなります。
※5カメラ以上を使用する場合にはExponatorが2台必要になります。

2.メガピクセルカメラ（Gig Ethernetタイプ）

●水平方向画角約40度、垂直方向画角約30度
●カメラとPCの接続インターフェースはGig Ethernet
●最大5台までカメラの拡張が可能

※5カメラ以上を使用する場合にはExponatorが2台必要になります。

3.メガピクセルカメラ（USB3.0タイプ）

●水平方向画角約40度、垂直方向画角約30度
●カメラとPCの接続インターフェースはUSB3.0
●最大4台までカメラの拡張が可能
●ノートPCで計測が可能（カメラは最大4台）
●サンプリング周波数120Hz対応（カメラは最大3台）

Smart Eye Pro Systemのカメラタイプまとめ

システム構成図[3カメラシステム標準構成 + Scene Camera + CAN Output]

システム構成図[3カメラシステム標準構成 + Scene Camera + CAN Output]

システム構成図[3カメラシステム標準構成 + Scene Camera + CAN Output]

Smart Eye Pro 2cameras Smart Eye Pro 3cameras

2カメラシステムでの解析結果のリアルタイム表示
IR-Flash

IR-Flash

IR-Flash
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※精度はシステム構成や使用環境によって異なります。
　上記はメーカー保証されたものではありません。

※眼鏡によっては計測ができない場合があります。

視線方向ベクトル ±1.5度

頭部方向ベクトル ±3.0度

頭部3次元位置 ±10mm

まぶたの開き ±1.5mm

非接触式視線計測システム AntiSleep System

■特長

●サンプリング周波数60Hz
●メガピクセル/VGAカメラの選択が可能
●ノートPCで計測が可能
●眼鏡をかけた状態で計測が可能

オプション機能

① Smart Recorder（前景映像への視線重ね描きソフトウェア）

Smart Eye Pro Systemなどの視線計測システムと同時に使用することで、被験者の視線を前景
映像に重ね描きするソフトウェアです。カメラで撮影する前景映像に視線計測システムで計測する
視線の上下左右方向を対応させます。前景映像に被験者の視線を重ね描きした動画を保存するこ
とができます。

■データ表示・出力

●リアルタイム映像表示
●リアルタイム数値/グラフ表示
●リアルタイム3次元/2次元簡易表示
●テキスト(タブ区切り)ファイル出力
●リアルタイムTCP(UDP)/IP出力
●リアルタイムCAN出力(オプション)

■主な計測項目と精度

※精度はシステム構成や使用環境によって異なります。
　上記はメーカー保証されたものではありません。

※眼鏡によっては計測ができない場合があります。

視線方向ベクトル ±1.5度

頭部方向ベクトル ±3.0度

頭部3次元位置 ±10mm

まぶたの開き ±1.5mm

BLACKBIRD3 AntiSleep System

■特長

●サンプリング周波数60Hz
●カメラの大きさ(2.0cm×3.0cm×3.0cm)
●カメラの画素数1280×752
●ノートPCで計測が可能
●眼鏡をかけた状態で計測が可能

■システム概要

BLACKBIRD3 AntiSleep Systemは、自動車の実車でドライバーの状
態を計測するために開発された単眼式視線計測システムです。小型フロ
ントエンド内に搭載されたカメラで被験者の顔を撮影し、その動画を解析
することで被験者の視線方向や頭部位置/角度、まぶたの開きなどを数
値化し、出力します。フロントエンドが小型化されたことで、ドライバーモニタ
リング機器の開発などに最適なシステムとなっています。

■データ表示・出力

●リアルタイム映像表示
●リアルタイム数値/グラフ表示
●リアルタイム3次元/2次元簡易表示
●テキスト(タブ区切り)ファイル出力
●リアルタイムTCP(UDP)/IP出力
●リアルタイムCAN出力(オプション)

■主な計測項目と精度

システム構成図[標準構成 + Scene Camera + CAN Output]

Smart Recorder利用時のPC画面

システム構成図[標準構成 + Scene Camera + CAN Output]

② MAPPS（解析ソフトウェア）

Smart Recorderで取得したデータを解析するため
のソフトウェアです。動画上に任意の範囲(ROI)を
設定することが可能であり、被験者がどの範囲をど
れだけ見ていたのかを解析することができます。
また、複数の被験者のデータを同時に表示すること
が可能であり、被験者のデータ比較を簡易的に行う
ことができます。

【表示形式】
●Color heatmap
●Shadow heatmap
●Blur heatmap
●Gaze trail
●Fixations

【出力データ項目】
●複数被験者の
　視線比較
●注視時間出力
●ROI視認時間出力
●GPS同期機能

MAPPS利用時のPC画面

レーザーチェスボード

③ CAN出力オプション

計測した視線方向や頭部運動のデータをCAN形
式で出力する機能です。この機能を用いると、汎用
的なCANロガーでロギングすることが可能になりま
す。そのため、実車のCAN情報(アクセル、ブレーキ、
速度等)と視線情報を同期して計測することができ
ます。

【付属ハードウェア】
●CAN出力ケーブル
(USBインターフェイス)

【出力データ項目】
●タイムスタンプ
●視線方向
●頭部位置/回転
●瞳孔径

④ レーザーチェスボード

レーザーチェスボードは複雑なWorld Modelを構築する際に使用するツールです。
レーザー距離計とチェスボードが一体となっており、レーザー光を照射した点の3次元座標を求めることができます。
レーザーは「クラス2」であり、一般的なプレゼンテーション用のレーザーポインターの強度と同等になります。

CANによるデータ出力例

レーザーチェスボードによる位置測定結果

※WCS：現在のレーザー照射点の 3次元座標
※Distance：現在のレーザー照射点までの距離

※Diff：現在のレーザー照射点と 1つ前のレーザー照射点の 3次元座標差
※Length：現在のレーザー照射点と 1つ前のレーザー照射点の距離

IR-Flash

IR-Flash

IR-Flash

IR-Flash


