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プロダクト・ソリューション室
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スマホで手軽にクルマ管理
－車両の安全運行支援システム－
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株式会社ケー・シー・エスのご紹介

●防災まちづくり

●道路・交通計画

●公共交通に関する計画立案・施策検討

●観光振興コンサルティング

●経済波及効果分析

＝ Fields & Solutions ＝
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１. はじめに

２. 社員の安全運転を支援

３. 安全・確実な輸送事業を支援

４. スマートフォンで情報提供

今日お話しすることは

2015/10/26
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はじめに

2015/10/26



スマートフォンを自動車に設置することにより、
ＩｏＴイノベーションが手軽に実現できます
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様々な「事業」
で利用される

クルマ

交通事故管理
ヒヤリハット事象管理

動態管理
運搬物管理

情報サービスの展開
利用者満足度の上昇

®

※IoT：Internet of Things，モノのインターネットとはコンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に
通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことです。

RATS
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社員の安全運転を
支援

2015/10/26



身近に潜む交通事故リスク
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交通事故発生リスク

 全国で発生する人身事故件数（H24）

665,138件

 全国の自動車保有台数

9,056万台

毎年，保有自動車136台に1台の確率で，事故に遭遇

同じ自動車1台を10年間利用するとしたとき
最低でも1回事故に遭う確率は・・・

保有自動車14台に1台の確率で，事故に遭遇

資料：（財）交通事故総合分析センター，「交通統計 平成24年版」



交通事故による損失額
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損失額

直接損失額

・財物の損失
・人（従業員）の損失
・賠償責任損失

保険でカバーできない
損失額
・相手方への事情説明，謝
罪等の費用

・車両損壊，従業員損失によ
る操業率ダウン

・代替車両や臨時雇用など
のコスト
・裁判などの手続きの手間

・事故処理を行う従業員の
時間ロス

＝ ＋

概ね保険でカバーできる

平均金額

物損事故：２６万円/件
人身事故：９９万円/件

(社)日本損害保険協会：自動車保険データ2012 場合によっては，
200万円/件程度に及ぶ

可能性もある



交通事故を抑止するマネジメント策
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®

当社で提供している「セーフティeye」をご紹介します。

スマートフォンを利用したドライブレコーダーアプリ

スマートフォンを簡易設置（工賃不要）
急減速検知情報をクラウド化



「セーフティeye」で記録された動画
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セーフティeye導入事例
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 「セーフティeye」を導入いただいているA社さんでは，アプリを活
用した交通安全活動に取り組んでいます。



セーフティeye導入後、事故ゼロへ
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営業車100台に導入いただいたA社さんでは，セーフティeye導入
後，事故がゼロ件となっています。

※前方・側方不注意による事故を集計

自動車の
リース料金が

約150万円/年
低下！
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安全・確実な
輸送事業を支援

2015/10/26



安全・確実な輸送事業のために
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何を？ 何個？ 誰が？ いつ？ どこへ？

荷積みから、荷卸しまで、個数管理や個体管理ができないか。

輸送中の荷物がまだ届かない？

輸送車両の位置情報が簡単に把握できないか。

輸送中に事故？ 災害？

輸送事業者や積み荷のリスクを低減できないか。

→ スマートフォンとクラウドサーバーによる
動態管理システム『RATS』

※RATSは、前田建設工業株式会社及び応用地質株式会社との
共同開発ソフトウェアです。



RATS ～システムの体系～
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個体情報
運転者情

報
・・・

スマートフォン
運行管理ソフトウェア

クラウドサーバー

読取

個体情報

位置情報
リアルタイム

個体情報 位置情報
リアルタイム

指
示

トレーサビリティWEB



バーコード、QRコード読取機能
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スマートフォンのカメラを利用して、バーコードやQRコードを読
み取ることができます。

 ドライバー情報や車両情報、個別の積荷情報など、簡単に情
報登録を行うことができます。



運送中は走行状態を常時記録
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ダッシュボードに簡単設置

位置情報及び前方画像を
２秒に１回記録

１分に１回、クラウドサー
バーへ通信

急減速を検知した場合は、前
後20秒の動画記録

緊急時の電話発信機能



PC上でリアルタイム運行管理

2015/10/26 18

画面設定・各種機能
呼出ボタン

運転者一覧
を表示

＜車両別表示画面＞

支店、営業所の
走行車両（稼働/非稼働）を表示

車両位置を
リアルタイム表示



PC上でリアルタイム運行管理
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運転者一覧
を表示

＜車両別表示画面＞

車両位置を
リアルタイム表示

急ブレーキ情報を
再生



輸送物のステータスを管理
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輸送物のステータス（荷積み前、輸送中、荷卸済み等）をリア
ルタイムで把握できます。

所定の輸送日報などのPDFを出力することができます。

トレーサビリティWEB

WEB上にて、各輸送物のステータスが
わかります。

（荷積前、輸送中、荷卸済み）

あらかじめ所定の様式を登録しておき、
情報を入力した、PDFを出力することも

可能です
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スマートフォンで
情報提供

2015/10/26



スマートフォンで情報提供
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車両の位置情報は運行管理だけでなく、一般ユーザーに「情
報提供」することでサービス向上につなげることもできます。

バスにスマホを車載し、位置情報を取得・ネット上で公開するこ
とで、利用客のバス待ちに対するイライラを軽減します。

通常のスマホにアプリをイ
ンストールし、バスに車載す
るだけなので、WEB上で位

置を確認できるようになりま
す。



アプリで手軽にバス位置確認
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利用客は情報を閲覧する
アプリ（右図）を、誰でも
簡単ダウンロード。

シンプルなデザインで、
バスの位置情報がわかり
ます。

バスに車載するのは、位
置情報アプリをインストー
ルしたスマートフォン。

 「●分遅れ」等の情報も
確認可能。



WEB上でも位置情報を閲覧可能
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バスの現在位置



WEB上でも位置情報を閲覧可能

2015/10/26 25

バス停、
バスルートの表示

バスの現在位置



バスロケ「サブツアーZ」の特長
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バス以外にも応用できます
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さらに、
ゴミ収集車
除雪車
工事車両

病院バス
訪問介護
修学旅行（生徒）



お問い合わせはこちらまで

㈱ケー・シー・エス

プロダクト・ソリューション室

HP: http://www.kcsweb.co.jp/

E-mail: j-chujo@kcsweb.co.jp

電話でのお問い合わせは

03-6240-0597（代表）

営業時間 9：00-17：00 土日祝、年末年始休み
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