
ドライバーステータスモニター

型番：DN－DSM
DN－DSMマネージャー取扱説明書

D r i v e r  S t a t u s  M o n i t o r

ドライバー ステータス モニター

本書には、使用上の注意事項を記載しております。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。クイックガイド(保証書付き)
および、ドライバーステータスモニター取扱説明書と合わせてご確認ください。

　注意
本製品を過信せずに、道路状況に注意し安全運転を心がけてください。
本製品は、運転者の顔の向きやまぶたの開閉を検知し運転者に音声や通知音で警報することで、
危険回避を促すことを目的とした、運転の補助装置です。あらゆる状況において動作を保証す
るものではありません。

The English DN-DSM Manager owner’s manual is provided at the back of the Japanese 
manual.
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DN−DSMマネージャーは、ドライバーステータスモニターで保存した運行記録を表示したり、ドライバー
ステータスモニターの設定ファイルを作成したりするための専用ソフトウェアです。以下の内容を行うこと
ができます。

DN−DSMマネージャーのインストーラーは、同梱されている SDメモリーカードに保存されています。ド
ライバーステータスモニター本体から SDメモリーカードを取り出しパソコンに挿入して、DN−DSMマ
ネージャーをインストールしてください。

・運転者情報(氏名・グループ)を管理(新規登録・修正・削除)する
・ドライバーステータスモニターで SDメモリーカードに保存した運行記録をパソコンに保存する
・パソコンに保存した運行記録やその他の情報を表示する
・…本体の設定に必要な設定ファイルを作成する

DN−DSM マネージャーについて

DN−DSM マネージャーをインストールする

SD
メモリー
カード

動作設定ファイル
時計設定ファイル

運行記録

ドライバーステータスモニター 本体パソコン
（DN－DSMマネージャーインストール済み）

・�DN-DSM マネージャーを使用するには、DN-DSM マネージャーをインストールする前に .NET�
Framework をインストールする必要があります。
・�SD�メモリーカードをフォーマットすると、インストーラーも削除されます。インストーラーを削除した
場合は、当社ホームページからダウンロードしてください。
�https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/
・DN-DSM�マネージャーの動作環境については、(P.�41) を参照してください。

お知らせ

❶ SD メモリーカードをドライバーステータスモニター本体から取り出す
取り出すときは、SD…メモリーカードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。

ドライバーステータスモニター本体

SDメモリーカード
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❷ SD メモリーカードをパソコンに挿入する

・動作環境を満たしているパソコンを使用してください。
・�SDメモリーカードスロットが搭載されていないパソコンを使用される場合は、お客様で SDメモリーカー
ドリーダーを準備してください。

お知らせ

❸ ［スタート］−［コンピューター］または［スタート］−［エクスプ
ローラー］をクリックし、エクスプローラーを起動する

❹ SD メモリーカードのフォルダーを開き、インストーラー「Dn
DsmMngSetup.exe」 と「NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-
ENU.exe」を任意の場所に保存する

・�すでに .NET�Framework4.6.2�以上をインストールされている場合、手順❺❻は行う必要がありません。
手順❼から行ってください。

お知らせ

❺ 保存したインストーラー「NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-
ENU.exe」をダブルクリックし、起動させる

パソコンパソコン

SDメモリーカードSDメモリーカード ライトプロテクトを解除

端子面

●…SDメモリーカードのライトプロテクトが解除さ
れていることを確認してください。
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❻ 「Microsoft.NET Framework」画面に従って、インストールする

・ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合は、［はい］をクリックしてください。
お知らせ

❼ 保存したインストーラー「DnDsmMngSetup.exe」をダブルクリッ
クし、起動させる

インストール中 インストール中

1. ［同意する (A)］にチェックを入れ、
　［インストール (I)］をクリックする

2.［はい (Y)］をクリックする

3.［完了 (F)］をクリックする
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❽ インストール言語を選択する

❾ ［開始］をクリックする



7

➓ 「DN-DSM マネージャーセットアップ」画面に従って、インストー
ルする

・�ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合は、［はい］をクリックしてください。
お知らせ

インストールが完了すると、デスクトッ
プにショートカットが作成されます。

1.［次へ (N)］をクリックする 5.［次へ (N)］をクリックする

3.［次へ (N)］をクリックする

6.［インストール (I)］をクリックする

7.［完了 (F)］をクリックする4.［OK］をクリックする

インストール中

2.［次へ (N)］をクリックする
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DN−DSM…マネージャーを起動させると、「運行記録取り込み」画面が表示されます。

　　　　　　　
　　：ホームボタン�

画面右上にあり、クリックすると「運行記録取り込み」画面 (上図)を表示します。「運行記録取り込み」画面には表示
されません。

 画面表示について 

DN−DSM マネージャーを起動させる

DN−DSM マネージャーの操作方法

❶ DN−DSM マネージャーのショートカットをダブルクリックする

または、［スタート］−［DN−DSM マネージャー］をクリックする

DN−DSM…マネージャーが起動します。

SDメモリーカード情報
SDメモリーカードに保存さ
れている運行記録に関する
情報を表示します。
SDメモリーカードが挿入さ
れていない場合は、メッセー
ジが表示されます。

SDメモリーカード選択
SD メモリーカードをパソコンに 2つ以上接続している
場合、操作する SDメモリーカードを選択できます。

画面No.

運転者情報
ユーザーDBに登録されている運転者に関する
情報を表示します。
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 DN-DSM マネージャーの表示言語の設定について 
DN-DSMマネージャーの表示言語を変更することができます。

表示言語を変更する場合、アプリケーションを再起動する必要があります。

注意

❶ ［設定(S)］−［表示言語設定］をクリックする

❷ ［表示言語］ドロップダウンリストから、言語を選択し［OK］をクリッ
クする

❸ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❹ 「情報」画面の［OK］をクリックする

表示言語の設定が変更され、再起動後、アプリケーションは選択した言語で表示されます。
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運転者の情報を管理(新規登録・修正・削除)することができます。

表示する

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバー登録］をクリックする

「ドライバー登録」画面が表示されます。

 ドライバー情報
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新規登録する

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバー登録］をクリックする

❷ 「ドライバー登録」画面の［新規登録］をクリックする

❸ 「ドライバー情報 新規登録」画面の［グループ］、［ドライバー氏名］
を入力する

ドロップダウン
リスト表示

・�［グループ］、［ドライバー氏名］は、20文字まで入力できます。
・�［グループ］は、任意で設定ができます。
・�一度設定した［グループ］は、ドロップダウンリスト［� �］で選択することができます。

お知らせ

❹ 「ドライバー情報 新規登録」画面の［OK］をクリックする
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❺ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❻ 「情報」画面の［OK］をクリックする

…ドライバー情報の登録が完了し、「ドライバー登録」画面が表示されます。
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修正する

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバー登録］をクリックする

❷ 「ドライバー登録」画面から、修正する対象のドライバーをクリック
する

❸ 「ドライバー登録」画面の［修正］をクリックする
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❹ 「ドライバー情報 修正」画面の［グループ］、［ドライバー氏名］を修
正する

・�ドライバー IDは変更できません。
お知らせ

❺ 「ドライバー情報 修正」画面の［OK］をクリックする
❻ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❼ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　 ドライバー情報の修正が完了し、「ドライバー登録」画面が表示されます。
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削除する

・�一度削除したドライバーの情報は、元に戻すことができません。運行記録などを閲覧できなくなりますの
で、削除する前に、よくご確認ください。

注意

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバー登録］をクリックする

❷ 「ドライバー登録」画面から削除する対象のドライバーをクリックす
る

❸ 「ドライバー登録」画面の［削除］をクリックする



16

❹ 「警告」画面の［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　 ドライバー情報の削除が完了し、「ドライバー登録」画面が表示されます。
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 運行記録

SDメモリーカードから取り込む

・�運行記録を取り込むには、事前にドライバー情報を登録する必要があります。
お知らせ

❶ ［メニュー(M)］−［運行記録取り込み・表示］をクリックする

・�他画面に表示されている画面右上の［ホームボタン (　)］をクリックした場合も、「運行記録取り込み」
画面を表示します。

お知らせ

❷ 「運行記録取り込み」画面で、取り込む対象の運行記録にチェックを
入れる

・�運行記録は、複数選択することができます。すべて選択したい場合は、［全選択］にチェックを入れてくだ
さい。

お知らせ

ドライバーステータスモニターで保存した運行記録を SDメモリーカードから取り込み、パソコンで
確認することができます。
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❸ 「運行記録取り込み」画面のドライバー一覧から、取り込む対象のド
ライバーをクリックする

・�対象のドライバーは、複数選択することができません。
お知らせ

❹ 「運行記録取り込み」画面の［取り込み］をクリックする

❺ 「確認」画面の［OK］をクリックする

SDメモリーカードから運行記録の取り込みを開始します。

❻ 「情報」画面の［OK］をクリックする

運行記録の取り込みが完了し、「運行記録取り込み」画面が表示されます。
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運行記録を表示する

運行記録は、エンジンスイッチ〈パワースイッチ〉をイグニションON…モードにしてから、イ
グニションOFF…するまでを 1…つとして記録しています。

❶ ［メニュー(M)］−［運行記録取り込み・表示］をクリックする

・�他画面に表示されている画面右上の［ホームボタン (　)］をクリックした場合も、「運行記録取り込み」
画面を表示します。

お知らせ

❷ 「運行記録取り込み」画面の［運行記録表示］をクリックする

❸ 「運行記録表示」画面の［運行記録選択］をクリックする
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❹ 「運行記録選択」画面で、表示する運行記録を選択する

［▼］
表示順を並べ替え

・�運行記録のタイトルは、運転開始時刻 (エンジンスイッチ〈パワースイッチ〉をイグニションON�モード
にした時刻 )が表示されます。
・�［▼］をクリックすると、運行日時の表示する順番を並べ替えることができます。

お知らせ

❺ 「運行記録選択」画面の［OK］をクリックする

選択した運行記録が表示されます。
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警報回数
それぞれの警報を行った合計回数を表示します。

居眠り合計 居眠り警報を行った合計回数
脇見合計 脇見警報を行った合計回数
姿勢崩れ合計 姿勢崩れ警報を行った合計回数
眠気合計 眠気警報を行った合計回数

警報の優先度やインターバルによって、状態グラフに検知が表示されても警報回数に加算されないこ
とがあります。（警報回数と警報検知アイコンの数は一致します。）

・�短時間で連続して警報を行わないように、一度警報すると次回の警報を行うまでにインターバルがあります。
・各警報に優先度が設定されており、各警報のインターバル期間中は、同じ警報及び優先度が低い警報は鳴
りません。
・�優先度は高い方から、居眠り、脇見、姿勢崩れ、眠気の順になります。（例：脇見警報インターバル期間中
は、脇見・姿勢崩れ・眠気の警報は鳴りません）

お知らせ

警報回数

画像

状態
グラフ

警報検知
アイコン

運行記録の表示内容について

運行記録の前後の時間切り替え
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画像の拡大
ドライバー画像をクリックすると、画面中央に拡大された画像が表示されます。
拡大画像の閉じるボタン、または拡大画像以外をクリックすると、拡大画像が消えます。

拡大画像

閉じるボタン

拡大画像以外を
クリックすると、
拡大画像が消え
ます。

状態グラフ
車速 灰色 車両速度［km/ｈ］の推移を表示します。
眠気警報 ピンク色 眠気(高い /低い)の検知状態の推移を表示します。
姿勢崩れ警報 緑色 姿勢崩れの検知状態の推移を表示します。
脇見警報 オレンジ色 脇見(上下左右の4方向)の検知状態の推移を表示します。
居眠り警報 赤色 居眠りの検知状態の推移を表示します。

警報検知アイコン
それぞれの警報を行ったタイミングを表します。
警報検知アイコンをクリックすると、警報を行ったタイミングで記録したカメラの画像と日時を表示
します。

眠気アイコン ピンク色 眠気警報を行ったタイミングを表します。
姿勢崩れアイコン 緑色 姿勢崩れ警報を行ったタイミングを表します。
脇見アイコン オレンジ色 脇見警報を行ったタイミングを表します。
居眠りアイコン 赤色 居眠り警報を行ったタイミングを表します。

・�時計設定を行っていない場合や、警報していない(0回)場合は、運行記録が表示されません。
お知らせ

運行記録の前後の時間切り替え
運行開始日時の左右にある… … …をクリックすると、現在表示されている前後の時間の運行記録を表
示します。

・切り替えできる運行記録は、現在選択しているドライバーの記録です。
���他のドライバーの運行記録を表示するときは、ホーム画面でドライバーを変更してください。

お知らせ
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運行記録のデータを出力する

運行記録のデータをCSVファイルで保存できます。
CSVファイルでは、いずれかの警報の検知状態が変化したときの、時刻・車速・警報の検知状
態を確認できます。
ファイル名：[ドライバー名 ]_[ 運行日(年月日)]_[ 運行開始時刻(時分秒)]_[ 運行終了時刻(時
分秒)].csv

(参考)CSVファイル

❶ 「運行記録表示」画面の［データ出力］をクリックする

❷ 「フォルダーの参照」画面で、運行記録の保存先(任意)を選択する

❸ 「フォルダーの参照」画面の［OK］をクリックする
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❹ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

選択した保存先に運行記録(CSVファイル)が保存され、「運行記録表示」画面が表示されます。
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運行記録表示を印刷する

表示している運行記録の画面を印刷できます。

❶ 「運行記録表示」画面の［画面印刷］をクリックする

❷ 「確認」画面の [OK] をクリックする

❸ 「情報」画面の [OK] をクリックする

「運行記録表示」画面が印刷されます。

（参考）…「運行記録表示」の画面印刷結果

・�印刷の出力先は、Windowsメニュー「デバイスとプリンター」で選択されているプリンターです。
お知らせ
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取得条件を表示する

表示している運行記録を取得した時点のドライバーステータスモニターの動作設定値やソフトウェア
バージョンを確認できます。

❶ 「運行記録表示」画面の［取得条件表示］をクリックする

取得条件表示画面が表示されます。
［OK］をクリックすると、「運行記録表示」画面が表示されます。
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運行記録のドライバー情報を変更する

表示中の運行記録を、登録している他のドライバーの運行記録に変更することができます。

❶ 「運行記録表示」画面の［記録所有ドライバー修正］をクリックする

❷ 「ドライバー選択」画面で、変更先のドライバー情報を選択する

❸ 「ドライバー選択」画面の［OK］をクリックする
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❹ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　 ドライバー情報が変更され、変更後の「運行記録表示」画面が表示されます。
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動作設定ファイルを作成する

ドライバーステータスモニターを設定するために必要な動作設定ファイルを作成することができま
す。

・�ドライバーステータスモニターの設定を変更するには、本項目に従って動作設定ファイルを SDメモリー
カードに保存し、動作設定ファイルが保存された SDメモリーカードをドライバーステータスモニター本
体に挿入して使用する必要があります。

注意

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバーステータスモニター設定］をクリッ
クする

❷ 「警告」画面が表示された場合は、［OK］をクリックする

・�設定によっては、「警告」画面が表示されません。
お知らせ

 設定ファイルの作成
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❸ 「ドライバーステータスモニター設定」画面で、設定したい項目の設
定欄をクリックする

・�各項目をクリックすると、その項目の説明が画面下部の説明欄に表示されます。
・警報音声通知を「無効」にした場合、警報検知アイコンの形が変わります。（警報検知アイコンに マーク
が追加されます）また、眠気確認（ランダム）が自動でOFFになります。

お知らせ

❹ ドロップダウンリストから、設定値を選択してクリックする

・�現在の設定値と異なる設定値を選択した項目は、黄色で表示されます。
お知らせ

項目名
運行記録 /画像保存
デバッグモード
脇見判定時間
脇見警報�最短インターバル
居眠り警報感度
居眠り判定時間
居眠り警報�最短インターバル
姿勢崩れ警報感度
姿勢崩れ判定時間
姿勢崩れ警報�最短インターバル
眠気確認(状態検知)感度
眠気確認(状態検知)最短インターバル
眠気確認(ランダム)最短インターバル
警報音声通知
警報判断有効車速

❺ 「ドライバーステータスモニター設定」画面の［SD カード書き込み］
をクリックする
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❻ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❼ 「情報」画面の［OK］をクリックする

動作設定ファイルが SDメモリーカードに保存され、「運行記録取り込み」画面が表示されます。
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時計設定ファイルを作成する

ドライバーステータスモニターの時刻を設定するために必要な時計設定ファイルを作成することがで

きます。

・�一度設定した時計が経年によりずれる可能性があります。その場合には、再度、時計設定をしてください。

注意

・�ドライバーステータスモニターに時刻を設定するためには、以下の手順に従って作業する必要があります。
(１) 時計設定ファイルが保存された SD�メモリーカードをドライバーステータスモニター本体に挿入し

ます。
(２) 時計設定ファイルで設定した時刻に、エンジンスイッチ〈パワースイッチ〉をイグニションON�モー

ドにします(ドライバーステータスモニターの電源がONします)。
(３) 10秒以上経過した後に、エンジンスイッチ〈パワースイッチ〉をイグニションOFF�モードにします(ド

ライバーステータスモニター本体の電源がOFFします)。
・��ドライバーステータスモニターに時刻を設定した後は、SD�メモリーカードに保存した時計設定ファイル
が削除されます。

お知らせ

❶ ［メニュー(M)］−［ドライバーステータスモニター時計設定］をク
リックする

❷ 「ドライバーステータスモニター時計設定」画面で時刻を設定する
方法１
ドライバーステータスモニターの電源を ON するまでの時間をドロップダウン
リストから選択する
設定時(現在)の時刻に、ドロップダウンリストで選択した時間を加算した時刻が入力されます。

方法２
［マニュアル設定］にチェックを入れる
設定日・設定時刻を直接入力できます。
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❸ 「ドライバーステータスモニター時計設定」画面の［SD カード書き
込み］をクリックする

❹ 「確認」画面に表示されている日時を確認し、［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　　　時計設定ファイルが SDメモリーカードに保存され、「運行記録取り込み」画面が表示されます。
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❶ ［設定(S)］−［データ保存先設定］をクリックする

❷ 「データ保存先設定」画面の「ユーザー DB」の［ファイルを選択］
をクリックする

❸ 対象のユーザー DB ファイルを選択し、［開く(O)］をクリックする

 ユーザー DB を変更する
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❹ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　　　設定が変更され、「運行記録取り込み」画面が表示されます。
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❶ ［設定(S)］−［データ保存先設定］をクリックする

❷ ［データ保存先設定］画面の「運行記録ファイル」の［フォルダを選択］
をクリックする

❸ 対象の保存先を選択し、［OK］をクリックする

 運行記録の保存先を変更する
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❹ 「確認」画面の［OK］をクリックする

❺ 「情報」画面の［OK］をクリックする

　　　設定が変更され、「運行記録取り込み」画面が表示されます。
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❶ ［ヘルプ(H)］−［バージョン情報確認］をクリックする

「バージョン情報」画面にDN−DSMマネージャーのバージョン情報が表示されます。
［OK］をクリックすると、「運行記録取り込み」画面が表示されます。

 DN−DSM マネージャーのバージョン情報を表示する
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 DN−DSM マネージャーをバージョンアップする

❶ ［ヘルプ(H)］−［ヘルプの表示］をクリックする

　　　Webページが表示されます。

・�お使いのパソコンがインターネットに接続されていない場合は、ヘルプを表示できません。
お知らせ

 ヘルプを表示する

当社ホームページから最新版のインストーラーをダウンロードすることができます。
https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/
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よくある質問 / 故障かなと思ったら

・解決方法が見つからない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
お知らせ

こんな場合は？ 処置

パソコンがない場合、保存した映像を
見ることはできるか。

保存した映像の表示や本体の設定などを変更する場合、パソコンが必要にな
ります。

保存した映像は、事故の証拠として
使用できるか。

ドライバーステータスモニターは、運転者の状態を監視する製品のため、事
故の証拠としての効力を保証するものではありません。

古いパソコンを使っているが、新し
いパソコンは必要か。

お使いのパソコンがDN−DSMマネージャーの動作環境を満たしている場
合、新しいパソコンは必要ありません。

DN−DSMマネージャーが起動しない。

お使いのパソコンが動作環境を満たしていない可能性がありますので、ご確
認ください。
動作環境を満たしているにもかかわらず起動しない場合、DN−DSMマネー
ジャーのファイルが破損している可能性があります。再度、DN−DSMマネー
ジャーをインストールしてください。

パソコンにインストールしたDN−
DSMマネージャーが消えてしまった。

付属品の SDメモリーカードに保存されているインストーラー、または当社
ホームページからインストーラーをダウンロードしインストールすることが
できます。（P.3)

「ドライバーステータスモニター本
体設定」画面で、設定を変更したが
反映されない。

再度、「ドライバーステータスモニター本体設定」画面で本体の設定をし、
SDメモリーカードへの設定書き出し処理を実施してください。(P.29)
ドライバーステータスモニターが起動した後に SD�メモリーカードを挿入し
てしまっているなど、間違った手順になっていないことをご確認ください。

パソコンにSDメモリーカードを挿入
しても認識されない。

SDメモリーカードが正しく挿入されていること、破損していないことをご確
認ください。
また、SDメモリーカードリーダーを使用する場合は、SDメモリーカードリー
ダーが認識されていることをご確認ください。

SDメモリーカードのデータは削除
できるか。

DN−DSMマネージャーの操作時に影響する可能性がありますのでデータは
削除しないでください。

SDメモリーカードに記録できない。

以下の理由により、正常に動作していない可能性があります。
• SD�メモリーカードが正しく挿入されていない
→正しく挿入してください。
• SD�メモリーカードに異常がある
→正常な SD�メモリーカードを使用してください。
• �本製品に同梱されているSD�メモリーカードではないものを使用している
　→�市販の SD�メモリーカードを使用した場合の動作は保証できません。同

梱または別売品の SDメモリーカードを使用してください。
• SD�メモリーカードのライトプロテクトが有効になっている
→ライトプロテクトを解除してから、再度挿入してください。

専用のSDメモリーカードが壊れた。 SDメモリーカードのフォーマットを行ってください。フォーマットしても正
常に記録しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

SDメモリーカードのデータを自分
で削除できるか。

削除できます。ただし、DN−DSMマネージャー操作時に影響を及ぼす可能
性があるため、データを削除しないでください。
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・…お客様または第三者が、本製品を使用中および誤った使用によって生じた故障、データが記録されなかっ
た場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、その他の不具合またはこの製品の使用によっ
て受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いま
せん。あらかじめご了承ください。
・…保存したデータは、使用目的や使用方法によって、被写体のプライバシーの権利などを侵害する恐れがあ
ります。本来の目的ではない使用において、当社は一切の責任を負いません。

仕様

 DN−DSM マネージャーの動作環境

・�上記すべての環境の動作を保証するものではありません。

注意

OS Microsoft�Windows�7�SP1
Microsoft�Windows�10

メモリー 2�GB�以上
ハードディスクの空き領域 8�GB�以上
ディスプレイ 1024�x�768�以上

通信環境 インターネットへの接続環境
(バージョンアップ用ソフトウェアのダウンロードに必要)

インターフェース SDメモリーカードスロット

免責事項について
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ソフトウェアについて

商標 / 登録商標について

本書について

本製品には、オープンソースソフトウェアが使用されています。
詳細は、当社ホームページにてご確認ください。
https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/

・…Windows®…の正式名称はMicrosoft®…Windows®…Operating…Systemです。Windows…は米国…Microsoft…
Corporation…の米国およびその他の国における登録商標です。Windows®…7、Windows®…10 は、米国
Microsoft…Corporation. の商品名称です。
・…SDメモリーカードおよび SDHCメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国…SanDisk 社、株式会社
東芝の登録商標です。
　その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

本書で使用しているイラストは実際と異なる場合があります。
本書(取扱説明書)は、随時更新されます。最新版の取扱説明書は、当社ホームページにてご確認ください。
https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/



43

MEMO



44

MEMO



45

お客様ご相談窓口のご案内

https://www.denso.com/jp/
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Driver Status Monitor

Model No. : DN−DSM
DN−DSM Manager Owner’s Manual

D r i v e r  S t a t u s  M o n i t o r

This manual contains important instructions for using this product.
Be sure to read the manual prior to use to ensure that this product is used correctly and 
safely. Be sure to also read the Quick Guide (includes the warranty) and the Driver 
Status Monitor Owner’ s Manual.

NOTE
Do not overly rely on this product when driving. Stay aware of road conditions and drive 
safely.
This device supports dr iv ing by detect ing the or ientat ion of the dr iver 's face and 
openness of the driver's eyes, and warns the driver using voice and notification sounds 
to assist the driver in avoiding danger.
The operation of this device is not guaranteed in all situations.
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DN−DSM Manager is a specially developed application used to display operation records saved by the Driver 
Status Monitor and to create setting files for the Driver Status Monitor. This product enables the following.

The DN−DSM Manager installer is located on the included SD memory card. Remove the SD memory card 
from the Driver Status Monitor main unit, insert it into a PC, and then install DN-DSM Manager.

• Manage (register, modify, and delete) driver information (names and  groups)
• Save operation records saved to an SD memory card from the Driver Status Monitor to a PC
• Display operation records and other information stored on a PC
•  Create setting files required to configure the main unit

DN−DSM Manager Description

Installing DN−DSM Manager

SD
memory

card

Operation setting file
Clock setting file

Operation
records

Driver Status Monitor Main unitPersonal computer
(with DN - DSM Manager software installed.)

•  In order to use DN-DSM Manager, you will need to install .NET Framework prior to installing DN-DSM Man-
ager.

•  Formatting the SD memory card will also delete the installer. If the installer is deleted, it can be downloaded 
from the DENSO website.
https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/

• Refer to page 41 for information on DN-DSM Manager system requirements.

ADVICE

(1) Remove the SD memory card from the Driver Status Monitor main unit.
To remove the SD memory card, lightly press in the center of the SD memory card and then re-
lease your finger.

Driver Status Monitor Main unit

SD memory card
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(2) Insert the SD memory card into a PC

• Be sure to use a PC that meets the system requirements.
•  If your PC does not have an SD memory card slot, you will need to provide your own SD memory card 

reader.

ADVICE

(3) Click "Start," and then "Computer" or "Start," and then "Explorer" to 
start Explorer.

(4) Open the folder on the SD memory card, and then save the install-
ers ("DnDsmMngSetup.exe" and "NDP462-KB3151800-x86-x64-
AllOS-ENU.exe") to a selected location on the PC.

• If .NET Framework 4.6.2 or greater is already installed, you may skip steps(5) and (6). Instead, start from 
step (7).

ADVICE

(5) Double-click the "NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe" in-
staller you copied to the PC to start installation.

Personal ComputerPersonal Computer

SD memory cardSD memory card Write protect switch OFF

Terminal 
surface

● Confirm that the SD memory card is not 
write protected.
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(6) Follow the installation instructions on the "Microsoft.NET Framework" screen.

• If a User Account Control message is displayed, click "Yes."

ADVICE

(7) Double-click the "DnDsmMngSetup.exe" installer you copied to the 
PC to start installation.

Installing

1. Place a check next to "Agree (A)," 
and then click "Install (I)."

2. Click "Finish (F)."
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(8) Select the installation language.

(9) Click "Start."
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(10) Follow the installation instructions on the "DN-DSM Manager Setup" screen.

•  If a User Account Control message is displayed, click "Yes."

ADVICE

Once installation is complete, a shortcut is 
created on the desktop.

1. Click "Next (N)." 5. Click "Next (N)."

3. Click "Next (N)."

6. Click "Install (I)."

7. Click "Finish (F)."4. Click "OK."

Installing

2. Click "Next (N)."
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When DN−DSM Manager is started, the "Import Operation Record" screen is displayed.

 : Home Button 

This button is located on the top right of the screen. Click this to display the "Import Operation Record" screen (screen 
shown above). This is not displayed on the "Import Operation Record" screen.

 Screens 

Starting DN−DSM Manager

DN−DSM Manager Method of Operation

(1) Double-click the DN-DSM Manager shortcut.

You can also click "Start," and then "DN−DSM Manager."

DN−DSM Manager starts.

SD Memory Card Infor-
mation
Displays information related 
to operation records stored 
on the SD memory card.
A message is displayed if no 
SD memory card is inserted.

SD Memory Card Selection
If two or more SD memory cards are inserted into the PC, you 
can select which SD memory card to operate.

Screen No.

Driver Information
This shows information related to drivers regis-
tered in the user DB.
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 DN-DSM Manager Display Language Settings 

The DN-DSM manager display language can be changed.

• When changing the display language, it is necessary to restart the application.

ADVICE

(1) Click "Settings (S)," and then "Display Language Settings."

(2) Select the language from the "Display Language" drop-down list, and 
then click "OK."

(3) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(4) Click "OK" on the "Information" screen.

The display language settings are changed, and the application will display the language select-

ed after being restarted.
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You can manage (register/modify/delete) driver information.

Displays

(1) Click "Menu (M)," and then "Driver Registration."

The "Driver Registration" screen is displayed.

 Driver Information
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Registering Information

(1) Click "Menu (M),"  and then "Driver Registration."

(2) Click "Register New" on the "Driver Registration" screen.

(3) Enter the "Group" and "Driver Name" on the "Driver Information: New 
Registration" screen.

•  Up to 20 characters may be entered for the "Group" and "Driver Name."
•  The "Group" can be arbitrarily set.
•  When you add a new "Group" it is automatically added for future selection from the drop-down list " ."

ADVICE

(4) Click "OK" on the "Driver Registration: New Registration" screen.

Display drop-down list
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(5) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(6) Click "OK" on the "Information" screen.

 The driver information has been registered, and the application switches to the "Driver

Registration" screen.



13

Modifying Information

(1) Click "Menu (M)," and then "Driver Registration."

(2) Click the driver to modify on the "Driver Registration" screen.

(3) Click "Modify" on the "Driver Registration" screen.
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(4) Modify the "Group" or "Driver Name" on the "Driver Information: 

Modify" screen.

• The driver ID cannot be changed.

ADVICE

(5) Click "OK" on the "Driver Information: Modify" screen.

(6) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(7) Click "OK" on the "Information" screen.

 The driver information has been modified, and the application switches to the "Driver Registration" 

screen.
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Deleting Information

• Deleted driver information cannot be restored. You will also be unable to view operation records or other 
information for that driver, so be sure to confirm prior to deleting.

NOTE

(1) Click "Menu (M)," and then "Driver Registration."

(2) Click the driver to delete on the "Driver Registration" screen.

(3) Click "Delete" on the "Driver Registration" screen.
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(4) Click "OK" on the "Warning" screen.

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The driver information is deleted, and the application switches to the "Driver Registration" screen.
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 Operation Records

Importing from SD Memory Cards

•  Driver information must be registered ahead of time in order to import operation records.

ADVICE

(1) Click "Menu (M)," and then "Import/Display Operation Record."

• The "Import Operation Record" screen is also displayed if the "Home Button ( )" displayed on the upper 
right of other screens is clicked.

ADVICE

(2) On the "Import Operation Record" screen, place a check next to the 
operation record to import.

• Multiple operation records may be selected at the same time. To select all, place a check next to "Select 
All."

ADVICE

You can import operation records saved by the Driver Status Monitor to an SD memory card, and then 
check operation records on a PC.
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(3) Click the driver to import from the driver list on the "Import Operation 
Record" screen.

•  Multiple drivers cannot be selected at the same time.

ADVICE

(4) Click "Import" on the "Import Operation Record" screen.

(5) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

Begin importing the operation record from the SD memory card.

(6) Click "OK" on the "Information" screen.

The application finishes importing the operation record, and then displays the "Import Operation 

Record" screen.
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Displaying Operation Records

A single operation record is put into memory from the time the engine switch (power switch) is 

set to ignition ON mode, until it is switched to ignition OFF.

(1) Click "Menu (M)," and then "Import/Display Operation Record."

•  The "Import Operation Record" screen is also displayed if the "Home Button ( )" displayed on the upper 
right of other screens is clicked.

ADVICE

(2) Click "Display Operation Record" on the "Import Operation Record" 
screen.

(3) Click "Select Operation Record" on the "Display Operation Record" 
screen.
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(4) On the "Select Operation Record" screen, select the operation re-
cord to display.

• The operation start time (the time when the engine switch "power switch" was set to ignition ON mode) is 
displayed as the title of the operation record.

•  You can click (▼) to sort the order in which the operation dates and times are displayed.

ADVICE

(5) Click "OK" on the "Select Operation Record" screen.

The selected operation record is displayed.

(▼)
Sort Display Order
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Number of Alarms
Shows the total number of times each alarm has been triggered.

Asleep at Wheel Total The total number of times the sleep alarm has been triggered

Inattentive Driving Total The total number of times the inattentive driving alarm has been triggered

Poor Driving Posture Total The total number of times the poor driving posture alarm has been triggered

Drowsiness Total The total number of times the drowsiness alarm has been triggered

There are cases where the number of alarms is not added even if the detection of an abnormal driver 
condition is displayed on the status graph depending on the priority level and interval of the alarm. (The 
number of alarms is equal to the alarm detection icon number.)

• To prevent alarms from operating continuously in a short time period, an interval is set from when a alarm 
operates to when the next alarm operates.

• A priority level is set for each alarm type. During the time interval of an alarm, the same alarm or a lower pri-
ority alarm does not sound.

• The priority, starting from the highest priority is: Sleep, Inattentive Driving, Poor Driving Posture, and Drows-
iness. (Example :During the time interval of the inattentive driving alarm, poor driving posture and drowsi-
ness alarms do not sound.)

ADVICE

Information Displayed for Operation Records

Number of 
Alarm

Image

Status 
Graph

Alarm
Detection Icon

Switching the Driving Record Forwards and Backwards
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mage Enlargement
When the driver clicks on the image, an enlarged image is displayed at the center of the screen.

Enlarged Image

Close Button

If the close button 
for the image or an 
area other than the 
enlarged image 
is clicked, the 
enlarged image 
disappears.

Status Graph
Vehicle Speed Gray This shows transitions of vehicle speed  in "km/h."

Drowsiness Alarm Pink This alarm shows transitions in the drowsiness (high/low) detection state.

Poor Driving Posture Alarm Green This alarm shows transitions in the poor driving posture detection state.

Inattentive Driving Alarm Orange This alarm shows transitions in the inattentive driving (looking up, down, and to the left and right) detection state.

Sleep Alarm Red This shows transitions in the asleep at the wheel detection state.

Alarm Detection Icon
These icons show when each alarm has occurred.
You can click an alarm detection icon to display an image from the camera when the alarm was trig-
gered, as well as the date and time.

Drowsiness Icon Pink This icon shows when a drowsiness alarm has occurred.

Poor Driving Posture Icon Green This icon shows when a poor driving posture alarm has occurred.

Inattentive Driving Icon Orange This icon shows when an inattentive driving alarm has occurred.

Asleep at the Wheel Icon Red This icon shows when a sleep alarm has occurred.

•  No operation record is displayed if the clock was not set or there were no alarms (0).

ADVICE

Switching the Driving Record Forwards and Backwards
Clicking the switches to the left and right of the travel start date (   ) display the driving record 
time before and after the currently displayed time.

•  The driving record that can be switched is The record of The currently selected driver.
Please change the driver from the home screen to display the driving record of other drivers.

ADVICE
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Outputting Operation Record Data

Operation record data can be saved as CSV files.
CSV files can be used to check the time, vehicle speed, and alarm detection status when the de-
tection status changes for any alarm.
File name: [Driver Name]_[Operation Date (YMD)]_[Operation Start Time (HMS)]_[Operation 
End Time (HMS)].csv

(Reference) CSV file

(1) Click "Output Data" on the "Display Operation Record" screen.

(2) On the "Browse Folder" screen, select any location to save the op-
eration record.
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(3) Click "OK" on the "Browse Folder" screen.

(4) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The operation record (CSV file) is saved to the selected storage location, and the application 

displays the "Display Operation Record" screen.
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Print the driving data display

The driving data screen being displayed can be printed.

(1) Click "Print Screen" on the "Driving Data Display" screen.

(2) Click "Display Acquisition Conditions" on the "Display Operation Re-
cord" screen.

(3) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

The "Driving Data Display" screen is printed.
Reference: Printed "Driving Data Display" Screen Sample

• The printer destination is the printer selected in "Devices and Printers" in the Windows menu.

ADVICE
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Displaying Acquisition Conditions

You can check the operation set values and software version of the Driver Status Monitor at the point 

when the displayed operation record was acquired.

(1) Click "Display Acquisition Conditions" on the "Display Operation Re-
cord" screen.

The Display Acquisition Conditions screen is displayed.

Click "OK" to display the "Display Operation Record" screen.
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Changing Operation Record Driver Information

You can change the currently displayed operation record to the operation record of another registered 

driver.

(1) Click "Modify Registered Driver" on the "Display Operation Record" 
screen.

(2) On the "Select Driver" screen, select the driver information to be 
changed from the information provided.

(3) Click "OK" on the "Select Driver" screen.
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(4) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The driver information is changed, and the application displays "Display Operation Record" 

screen.
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Creating Operation Setting Files

Operation setting files required to configure the Driver Status Monitor can be created.

•  In order to change the Driver Status Monitor settings, you must save the operation setting file to an SD 
memory card (as described here), insert the SD memory card on which you saved the operation setting file 
into the Driver Status Monitor, and then use the Driver Status Monitor with the SD memory card inserted.

NOTE

(1) Click "Menu (M)," and then "Driver Status Monitor Settings."

(2) If the "Warning" screen is displayed, click "OK."

• The "Warning" screen may not be displayed, depending on the settings.

ADVICE

 Creating Setting Files
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(3) On the "Driver Status Monitor Settings" screen, click the "Setting" 
field for the item to configure.

• Clicking each item will display a description of that item in the description field at the bottom of the screen.
• When the voiced alarm notification is set to "Disabled," the voiced alarm notification icon changes. (An " " 

mark appears on the alarm notification icon.) The drowsiness check (random) also automatically switches 
OFF.

ADVICE

(4) Select and click the set value from the drop-down list.

•  Items for which a different set value was selected from the current set value will be displayed in yellow.

ADVICE

Item Name

Operation Recording/Image Saving

Debug Mode

Inattentive Driving Judgment Duration

Inattentive Driving Alarm Minimum Interval

Sleep Alarm Sensitivity

Asleep at the Wheel Judgment Duration

Sleep Alarm Minimum Interval

Poor Driving Posture Alarm Sensitivity

Poor Driving Posture Judgment Duration

Poor Driving Posture Alarm Minimum Interval

Drowsiness Check (Status Detection) Sensitivity

Drowsiness Check (Status Detection) Minimum Interval

Drowsiness Check (Random) Minimum Interval

Alarm Voice Notification

Warning Judgment Enabled Vehicle Speed

(5) On the "Driver Status Monitor Settings" screen, click "Write to SD 
Card."
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(6) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(7) Click "OK" on the "Information" screen.

The operation setting file is saved to the SD memory card, and the application displays the 

"Import Operation Record" screen.
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Creating Clock Setting Files

Clock setting files required to set the time of the Driver Status Monitor can be created.

• The clock may drift over time once set. In this case, set the clock again.

NOTE

• The following steps must be performed to set the time on the Driver Status Monitor.
(1)Insert the SD memory card on which the clock setting file has been saved into the Driver Status Moni-

tor main unit.
(2)Turn the engine switch (power switch) to ignition ON mode (turn the Driver Status Monitor power ON) 

at the time that was set in the clock setting file.
(3)Once 10 or more seconds has passed, set the engine switch (power switch) to ignition OFF mode (turn 

the Driver Status Monitor main unit power supply OFF).
•  Once the Driver Status Monitor time is set, the clock setting file is deleted from the SD memory card.

ADVICE

(1) Click "Menu (M)," and then  "Driver Status Monitor Clock Settings."

(2) Set the time on the "Driver Status Monitor Clock Settings" screen.

Method 1

Select the duration until the Driver Status Monitor power supply is turned ON 
from the drop-down list.
The duration selected from the drop-down list will be added to the set (current) time.

Method 2

Place a check next to "Manual Settings."
The set date and set time can be entered directly.
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(3) Click "Write to SD Card" on the "Driver Status Monitor Clock Set-
tings" screen.

(4) Confirm the date and time displayed on the "Confirmation" screen, 
and then click "OK."

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The clock setting file is saved to the SD memory card, and the application switches to the 

"Import Operation Record" screen.
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(1) Click "Settings (S)," and then "Data Storage Settings."

(2) Click "Select File" next to "User Database" on the "Data Storage 
Settings" screen.

(3) Select the applicable user database file, and then click "Open (O)."

 Modifying the User Database
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(4) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The settings are changed, and the application displays the "Import Operation Record" screen.
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(1) Click "Settings (S)," and then "Data Storage Settings."

(2) Click "Select Folder" next to "Operation Record File" on the "Data 
Storage Settings" screen.

(3) Select the applicable storage location, and then click "OK."

 Changing the Operation Record Storage Location
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(4) Click "OK" on the "Confirmation" screen.

(5) Click "OK" on the "Information" screen.

The settings are changed, and the application displays to the "Import Operation Record" 

screen.
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(1) Click "Help (H)," and then "Check Version Information."

The DN-DSM Manager version information is displayed on the "Version Information" screen.

Click "OK" to display the "Import Operation Record" screen.

 Displaying DN−DSM Manager Version Information
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 Updating DN−DSM Manager

(1) Click "Help (H)," and then "Display Help."

The website page is displayed.

•   Help information cannot be displayed if your PC is not connected to the Internet.

ADVICE

 Displaying Help Information

The installer for the latest version can be downloaded from the DENSO website.
https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/
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Frequently Asked Questions (FAQ)/Troubleshooting

•  If no solution is found, consult the dealer from which the product was purchased.

ADVICE

Situation in Question Solution

Can saved images be viewed without 
a PC? A PC is required to view saved images and to change the main unit settings.

Can saved images be used as evi-
dence of an accident?

The Driver Status Monitor is meant to monitor the status of the driver. It is not 
guaranteed to provide effective evidence of an accident.

I use an older PC. Is using a new PC 
needed?

There is no need to purchase a new PC if your current PC meets the DN-DSM 
Manager system requirements.

DN−DSM Manager does not start.
Your PC may not meet the system requirements.
If it does not start even though the system requirements have been met, a 
DN-DSM Manager file may be corrupt. Try reinstalling DN-DSM Manager.

I installed DN-DSM Manager to my 
PC, but it was deleted.

The application can be reinstalled using the installer located on the included 
SD memory card. The installer can also be downloaded from the DENSO 
website. (See page 3).

I changed the settings on the "Driver 
Status Monitor Main Unit Settings" 
screen, but the changes were not 
applied.

Configure the main unit on the "Driver Status Monitor Main Unit Settings" 
screen again, and then write the settings to the SD memory card and process 
the settings. (See page 29).
You may have followed the wrong procedure (such as inserting the SD memo-
ry card after the Driver Status Monitor has started).

I inserted an SD memory card into the 
PC but it was not recognized.

Confirm that the SD memory card is inserted properly, and that it is not cor-
rupt.
If using an SD memory card reader, confirm that the SD memory card reader 
is recognized.

Can data be deleted from an SD 
memory card?

Do not delete data, as doing so could have an effect when using DN-DSM 
Manager.

Data cannot be recorded onto the SD 
memory card.

The memory card may not be functioning normally due to the following rea-
sons:
• The SD memory card is not inserted correctly.

In this case, correctly insert the card.
• There is an error on the SD memory card.

In this case, use another SD memory card that is functioning normally.
•  The SD memory card being used is not the one that was included with this 

product.
 If this is the case, understand that separately sold SD memory cards are not 
guaranteed to work. Use the included SD memory card, or try another sepa-
rately sold SD memory card.
• The SD memory card is write protected.

In this case, slide the write protector to disable write protection, and try in-
serting it again.

The dedicated SD memory card is 
corrupted.

Format the SD memory card. If recording is not normal even after formatting, 
consult the dealer from which the product was purchased.

Can I delete data from the SD mem-
ory card?

Yes. However, do not delete data as doing so may affect DN-DSM manager 
operation.
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•  DENSO accepts no responsibility for damage caused through the use or misuse of this product by the cus-
tomer or third-party, damage caused due to data not being recorded or becoming corrupt, or other defects 
or damage caused through the use of this product, except in cases of liability for compensation recognized 
by law. We appreciate your understanding.

•  Saved data may infringe on the privacy rights of the recorded subjects, depending on the purpose of use 
and method of use. DENSO accepts no responsibility for use outside of the intended purpose.

Specifications

 DN−DSM Manager System Requirements

• Operation is not necessarily guaranteed on all systems, even if they meet requirements.

NOTE

OS Microsoft Windows 7 SP1
Microsoft Windows 10

Memory 2 GB or more

Free hard disk space 8 GB or more

Display 1024 x 768 or greater

Communication Environment Internet connection environment
(Required to update the application and download software)

Interface SD memory card slot

Disclaimers
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Software

Trademarks/Registered Trademarks

The Contents of This Manual

This product uses open source software.
Refer to the DENSO website for details.
https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/

•  The official name for Windows® is Microsoft® Windows® Operating System. Windows is a registered trade-
mark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Windows® 7 and Windows® 10 are 
trademarks of Microsoft Corporation.

•  "SD memory card" and "SDHC memory card" are registered trademarks of Panasonic Corporation, SanDisk 
Corporation, and Toshiba Corporation. 
Other product names and proper names are the trademarks or registered trademarks of their respective 
companies.

Illustrations used in this manual may differ from actual conditions.
This manual (owner’s manual) is updated as necessary. Refer to the DENSO website for the latest version of 
the owner’s manual.
https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/dn-dsm/
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