
VIAスマート運輸 –

車載ソリューション

すぐれた利便性と快適性を得るといった乗客の期待は、すべての運輸環境に急速な変化をもたらし、魅力的
で新しいサービスや経験を提供することで、顧客満足度を向上させ、ロイヤリティーを獲得し、また競争を優
位に進めるなど、新たな課題と機会を作り出しています。

VIAは、堅牢で拡張性の高いIoTシステムとIoTアクセラレーションプラットフォームにより、スマート車載イノベ
ーションを構築するための最短ルートを提供します。これらは、運行効率の向上、乗客のロイヤリティー獲得、
新しい収益をもたらすための、車隊管理、インフォテイメント、およびセキュリティアプリケーション向けに迅速
にカスタマイズすることができます。道路状況にあわせた特定の電力と信頼性の要件に最適化された堅牢な
設計と、シームレスなI/Oと無線接続を組み合わせており、VIAスマート運輸車載ソリューションは、さまざまな
要求の厳しい商用アプリケーション向けに迅速にカスタマイズできる、汎用性に優れ、拡張性の高いシステム
とプラットフォームを提供します。



VIA車載ソリューションは、次のコアアプリケーションを通じて、乗客の利便性と安全性を向上させるとともに、車隊
効率を向上させ、またコストを削減することもできます。

データ収集 :
豊富なI/O接続オプションにより、車両からのルート追跡、燃料消
費量、交通情報、および事故データを取得、通信します。

データ分析 :
リアルタイムデータ処理と分析により、ルートプランニングとナビ
ゲーションを最適化し、移動時間と燃料コストを最小限に抑えま
す。

監視と制御 :
リモートの常時監視と制御により、車両利用率を最適化し、投資
対効果(ROI)を向上させます。
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360° ビデオ監視と記録 :
最大8つの個別HDカメラストリームのリアルタイム車両監視と記
録により、運転者の所作を追跡し、車両の安全性を高めます。

インフォテイメント :
高度なマルチメディア機能を通じて、ニュースやエンターテインメ
ントサービスを提供することにより、乗客の満足度を高め、追加の
収益を生み出します。

コアアプリケーション



VIAは、タクシー、トラック、バス、および列車などの商業用車隊と車両向けのアクセラレーションプラットフォームを幅広く
開発し、安全管理、運転者の監視、車両のメンテナンスと診断、および車両の追跡を確保します。豊富かつ柔軟なハードウ
ェアとソフトウェアのカスタマイズオプションにより、顧客の導入要件を精確に満たすことができます。

VIA IoTアクセラレーション
プラットフォーム

VIA Mobile360 サラウンドビューIoT アクセラレーションプラットフォームは、最大8つの独立した HD カメラストリームに対
応するリアルタイム車載360°ビデオ監視と記録を実現し、運転者の監視、安全、および車両追跡にもっとも効果的なソリュ
ーションとなります。

本システムは、VIAマルチステッチテクノロジーを利用し、カメラ入力をシームレスに統合することで、ローカルまたはリモ
ートから見ることができる、車両周辺のリアルタイム球形ビューを作り上げることができます。洗練された3D画像処理アル
ゴリズムにより、鮮明でクリアなパノラマ画像を実現するだけではなく、鳥瞰、正面、後方、および側面など、あらゆる視点か
ら車両周辺の動的なマルチ方向監視をサポートします。VIA Mobile360サラウンドビューアクセラレーションプラットフォー
ムは下記の主要コンポーネントを含んでいます：

VIA Mobile360サラウンドビュー
IoTアクセラレーションプラットフォーム

VIA Mobile360サラウンドビューシステム
堅牢な筐体、拡張温度対応、および柔軟な入力電圧をサポートし
た VIA Mobile360 サラウンドビューシステムは、厳しい道路環境
にも耐え得るように設計されております。このシステムは、最大8つ
のCSIカメラ対応と、遠隔モニターリング向けビデオエンコードを
含む優れたビデオ処理機能を組みあわせることによって、もっとも
要求の厳しい環境からも、リアルタイム360°球形画像を記録・配
信するために必要な性能と拡張性を実現します。

VIAマルチステッチテクノロジー
VIAマルチステッチテクノロジーは、ソース補正、カリング、魚眼補
正、視点変換、方向付け、再位置付け、側面ジオメトリ補正を含む

、優 れたグラフィックスとビデオ処理機能をサポートし、最高品質
のリアルタイム360°ビデオストリームを確保します。
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VIA Mobile360電子ログ
■  ルート追跡
■  イベントデータ記録
■  イベントの360°ビデオ記録
■  イベント通知に対応したリアルタイム監視

VIA Mobile360 電子ログ (Electronic Logbook) は、エンジンと運転者のデータを収集・整理することで、車隊所有
者にリアルタイムの車両追跡、運転者監視、および資産管理をもたらします。カスタマイズ可能なイベントトリガーに
より、管理者は重要な状況を即座に把握、そして迅速に対応できるようになります。わかりやすいグラフィカルインタ
ーフェースによって、運行レポートの分析も簡単にできます。

VIA Mobile360 先進運転支援システム（ADAS）は、運転支援を新たなレベルに引き上げる直感的な HMI ( マン・マ
シン・インターフェース) を備えた道路安全性向上ソリューションです。 VIA Mobile360 ADAS は、洗練された独自の
画像処理アルゴリズムにより、さまざまな条件下で絶えず変化する道路状況を、運転者にいち早く警告し、安全かつ
効率的な運行を最大限に確保します。

VIA Mobile360
先進運転支援システム
■  運転者監視
■  車線逸脱警報
■  前方衝突警報
■  死角検出
■  歩行者検知
■  車両検知と分類
■  制限速度検知
■  後方衝突回避



AndroidベースのVIA BLISS（Bus Line In-Seat System、バス座席システム）IoTアクセラレーションプラットフォームは、
乗客が旅行の間で連絡が取れる、情報に通じる、楽しめる状態を確保するためのシームレスなエンド・ツー・エンドソリュー
ションを提供します。このプラットフォームは、拡張性の高い設計と柔軟な開発環境により、運営者が主要なホテルや、レス
トラン、博物館、娯楽施設と提携して目的地の体験プログラムなどの新しいアプリケーションやサービスを打ち出すことで、
競争力をさらに高めながら、追加の収益も生み出すことができます。VIA BLISS IoTアクセラレーションプラットフォームは

、下記の主要なコンポーネントで構成されています：

VIA BLISS IoTアクセラレーションプラットフォーム

ビデオ・オンデマンド・サーバー
■  9V～36Vの幅広い電源入力範囲 
■  -20°C～65°Cの幅広い動作温度範囲 
■  ギガビットイーサネット、3G、Wi-Fi、およびBluetooth LE
■  完全防振保護

VIA ビデオ・オンデマンド・サーバーは、単一のプラットフォームにより、バスエンターテインメントシステム全体にわたって、
H.264などのもっとも普及したフォーマットで、高解像度ビデオやメディアコンテンツの格納、管理、および送出をサポート
します。

ネットワークシステム
ネットワークシステムの中心には、オンボードVODサーバとバ
ス電源システムに接続する9ポートのメインハブ（1入力、8出力
）を備え、単一のCAT 6ケーブルを通じて、インターネットアクセ
ス、メディアコンテンツ、および電源を座席デバイスに送出する
ことができます。バスネットワークは拡張時、最大8つの8ポート
側ハブ（1入力、7出力）経由で、最大56つの座席デバイスまで
サポートできます。

座席Androidシステムスターターキット
座席Androidシステムスターターキットは、シートバックとシー
ト側用のタッチスクリーンシステムの開発や導入に向け、柔軟
で信頼性の高いソリューションを提供します。優れたHDビデオ
再生とマルチメディア機能を伴った、高性能のデュアルARM 
Cortex-A9駆動プラットフォームに基づき、このシステムは7”ま
たは10.1”といったディスプレイの形態が利用可能で、要求に
応じて適切な取付部品を組み込むこともできます。

10.1” Display 7” Seat-Back Display



VIA AMOS-825 システムとLCDモニターを組み合わせたVIA
スマートタクシーIoTアクセラレーションプラットフォームは、柔
軟で堅牢なシステムで、ナビゲーション、ルート追跡、運転者へ
の通 知、乗 客ピックアップ、および電 子 決 済 などのスマートタ
クシーアプリケーションとサービスを実 現することにより、顧
客満足度を向上させ、運転者の効率と安全も高 めることがで
きます。すでに日 本の大 手タクシー会 社に採 用された実 績を
持っているこのプラットフォームは、世界中の運営者が要求す
る信頼性と拡張性を提供し、市場への新規参入者に対する競
争力を強化します。

VIAスマートタクシー
IoTアクセラレーションプラットフォーム

VIA列車向け Wi-Fi サーバー
IoTアクセラレーションプラットフォーム

VIA 列車向けWi-FiサーバーIoTアクセラレーションプラットフォームは、レール走行の厳しい動作条件に耐え、また最
適な信頼性と性能を提供する、ファンレスで堅牢なソリューションを提供するように特別に設計されています。 主な特
長は次のとおりです。

■  多様な電源条件
■  広い動作温度範囲
■  極端な振動環境に耐える性能
■  柔軟な拡張オプション
■  車両あたり最大120名の接続性



■  1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC
■  インテリジェントな車両電源管理：ACC/IGNのON/OFF遅延と
     電源保護
■  内蔵のWi-Fi、Bluetooth、GPS
■  ビデオ、オーディオ、および周辺ケーブルをSCSI 50-pin D-sub
     コネクタに集約
■  デュアルCANバス、COM、およびGPIOを含むレガシーI/Oサポート

VIA AMOS-825
この堅牢なファンレス超小型システムは、幅広い入力電圧範囲、広い動
作温度範囲、洗練された電源管理、およびイグニッションで制御された
クイックブートをサポートし、要求の厳しい車載アプリケーション向け
に設計されています。

■  1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC
■  オプ ションの パワー・オーバー・イーサネット（PoE）
■  -20°C～65°Cの幅広い動作温度範囲
■  デュアルCANバス、デュアルCOM、およびGPIOを含むレガシー
     I/Oに対応
■  VIA Smart ETKとLinux とAndroid BSP対応

VIA AMOS-820
堅牢な超小型ファンレスシステムで、さまざまな車載車隊管理アプリケ
ーションに最適な高度に統合されたソリューションとなり、幅広いハー
ドウェアおよびソフトウェアのカスタマイズオプションも備えています。

道路状況にあわせた電力、温度、および振動要件に最適化されたVIAスマート運輸車載システムは、日本の大手
タクシー会社をはじめ、世界中の交通機関や物流業者に数多く採用された実績を持っています。これには、多様
のカスタマイズオプションを備えた幅広い堅牢かつ拡張性の高いシステムが含まれています。

VIAシステム

VIA AMOS-3005 
高性能ファンレス堅牢なシステムで、データ集約型の車載監視および
制御シナリオ、またマルチメディア・インフォテイメント・アプリケーショ
ン向け超高信頼性と高性能を備えたソリューションです。

■  VIA PadLock®セキュリティエンジン搭載1.2GHz VIA Eden® X4
    プロセッサ
■  9V~36V の幅広い入力電圧対応
■  -40°C~60°Cの幅広い動作温度範囲
■  デュアルギガビットイーサネット、オプションのWi-Fi、および3G/4G
     モジュール
■  ロック可能なUSB、COMおよびGPIOを含む豊富なI/O機能セット



ソフトウェアのカスタマイズ :
豊富なAndroid、LinuxおよびWindowsソフトウェア開発
の専門知識、そしてVIA Smart ETKを含む、使いやすいBSP
とSDKなど、完全なソフトウェアカスタマイズサービスを提
供します。数多くのプラットフォームにわたって、VIA車載ソ
リューションの互換性、性能、I/O接続、および周辺統合を最
適化します。

周辺機器との統合 :
VIA 車載ソリューションは、RS-232、USB、GPIO、HDMIポート、
およびCANバスサポートの幅広い選択により、さまざまなレガシ
ーと最先端の車載システムやデバイスに柔軟な接続性を提供し
ます。GLAN、Wi-Fi、4G、およびのGPSのオプションは、リアルタ
イムナビゲーションおよび車両監視と制御アプリケーション向け
の高速なネットワーク接続を確保します。

運用環境の最適化 :

VIA 車載ソリューションは、堅牢なフォームファクター、低消費電
力、幅広い動作温度範囲、9-36V入力電圧のオプション、および
70Gの耐衝撃と7Grmsの耐振動機能を備えており、もっとも苛
酷な車載環境でも動作できるように最適化することができます。

VIA 車載ソリューションは、要求の厳しい産業アプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェアの最適
化とカスタマイズを迅速に行なうモジュールを使用して設計されています。 主なカスタマイズオプションは次
のとおりです：

迅速なカスタマイズ

Website :
www.viatech.com/ja

Email : 
embedded@viatech.co.jp

Tel : 
+81- 3 - 5466 -1637


