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Video
NC

 1）画像の保存容量はどのくらいですか

 2）事故の後、どうすればいいですか 
A1.

A2. 1  
  
A3.

 

 3）映像の確認はどうすればよいですか 
A.  
 P.18 P.21 ]  P.17 P.23
  

 4）サービスセンターへはどうやって連絡すればよいですか
A. 0120-25-3930  

 5）A/Vケーブルのプラグの極性はどうなっていますか
A. 

 

 6） ＳＤカードはなぜフォーマットが必要ですか
A.  SD

/

 7）  LED式信号機撮影時の対応はどうすればいいですか？ 
A.  

A. /

4GB / 8GB
16GB / 32GB

  
  2  120     30   
  4  240    30  

 　 4G  　　8G   16G   32G
 30 Fps 4  7 20  14 50  31
 25 Fps 5  9 50  19 30  41 50
 20 Fps 8  15 20  30 40  61 20
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〈 運行管理システムの説明 〉

〈 運行管理システムの実行方法 〉
1.  GPSデータが記録されたSDカードをPCに挿入します。
2.インストールしたEMS運行管理システム　　　をクリックして起動します。

3.下図の をクリックし、コンピュータの中から、リムーバブルディスク（SDカード）  
　を選択します。
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4.  リムーバブルディスクの中にあるSETUPフォルダからGPSフォルダを選択します。

5.  GPSフォルダ内にある .gogファイルの中より分析したいファイルを選択します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　( 複数・全選択可 )

●ファイルの表示方法 表示メニューで表示方法を選択　詳細を選択すると日時などが表示されます。

↑(一覧 )で表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑(詳細 )で表示

停車
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 ●コントロールキーを押しながらフォルダ内の選択したいファイルをクリックします。

 ●( 左下図 )g01.gog ファイルを選択してシフトキーを押しながら g06.gog ファイルをクリックすると
　              g01.gog ファイル～ g06.gog ファイルを選択できます。

 ●( 右下図 ) マウスの左ボタンを押したままドラッグして、四角い範囲を指定することで、範囲内のファイルを
　              一度に選択することができます。

　

 ●コントロールキーを押しながら「Ａ」を押すと、フォルダ内のすべてのファイルを一括選択できます。

■

Ctrl

Ctrl

+

+

A 全選択

選択したいファイル

Shift ドラッグ

※ OS、画面の設定によりウインドウの表示は異なります。

選択したファイルが表示されます。

クリック

クリック
Shift
+
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7. 分析項目 /結果：選択した期間に対して分析結果を示します。 

分析期間選択
実行ボタン

①期間を選択します。

分析開始したい日を
クリック

分析したい期間の開始日から終了日まで選択します。
ここをクリックするとカレンダーが表示されます。(直接入力もできます。)

分析したい期間の終了の日付を
選択します。何も選択しない場合
今日の日付が入ります。

分析期間選択後、
実行ボタンをクリック

月を変更します。

↓分析期間 (終了日 )↓分析期間 (開始日 )

6. 分析期間選択 ：分析する期間を選択し、実行ボタン 　　　をクリックします。

〈分析結果の説明〉
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8. Google マップ：分析結果で選択された位置に対応する地図を示します。



① 停車基準：速度と停止時間を定義します。 

② 急加速基準 ：1秒間の速度変化量が設定値以上になった時、急加速となります。
 ● 抽出されたデータをもとに、１秒あたりの速度差を小さくすることで急加速から、 
 　 ふんわりアクセルへの教育につながり燃費改善に役立ちます。

③ 急減速基準：1秒間の速度変化量が設定値以上になった時、急減速となります。
● 突出した急減速は多くの「ヒヤリハット」が潜んでいる可能性があります。

 　 動画の確認および管理者からのドライバーへのヒアリングをお勧めします。
 　 突出した急減速＝「ヒヤリハット」の事例を集めることで、原因・対策を共有し、
　 　 重大な事故の予防ができ、安全教育にも役立てられます。

④ 速度単位設定：km/hのみ

⑤ エコドライブ速度設定：速度と持続時間を定義します。(スピードオーバーの定義)
● 一般道を走る短距離運転と高速道路を走る中・長距離運転とは、別々のスピード

 　 設定をすることをお勧めします。

＜環境設定について＞
　環境設定ボタンを押すと下記の画面が表示されます。
※SDカードがPCに挿入された状態でのみ設定の保存が可能です。 

-38-
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〈 燃費の入力方法 〉

〈 満タン法とは 〉

E F 走行
E FE F

満タン給油 満タン (ｎℓ) 給油走行 (ｓ㎞ ) 給油

ｓ÷ｎ＝燃費〔㎞／ℓ〕
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