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⾛⾏履歴確認リアルタイム位置
速度超過管理

⾃動エリア判定
⽇報作成

リアルタイム位置
速度超過管理

⾛⾏履歴確認 ⾃動エリア判定
⽇報作成

・緊急地震速報連動

・トラックスケール連動

・衝突防⽌装置連動

・⽣コン打設管理

・緊急地震速報連動

・トラックスケール連動

・衝突防⽌装置連動

・⽣コン打設管理

・緊急地震速報連動

・トラックスケール連動

・衝突防⽌装置連動

・⽣コン打設管理

リアルタイム位置・速度管理
危険箇所 ⾳声警報アナウンス
リアルタイム位置・速度管理
危険箇所 ⾳声警報アナウンス

これ1台で、

⼯事⽤⾞両
運⾏管理システム
『バスマップ』

50mで⼀時停⽌箇所です︕

速度超過しています︕

まもなく事故多発カーブです︕

GPS搭載

3G通信

堅牢型スマートフォン＋⾼性能管理Webアプリケーション

堅牢型
スマートフォン

〒２３６－０００７ 神奈川県横浜市金沢区白帆4-2 マリーナプラザ３Ｆ

ご購入、その他のお問い合せは    

045-774-3570

http://www.akasakatec.com/products/vasmap0.html

お取扱い店

商品使用上の注意　●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります　●構成されるソフトウェアの改造を行わないでください　●海上での通信は、電波を利用して
いるため、サービスエリア内であっても、電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所へ移動されると、通信が切れることがあります　●本
船側で設置済みのネットワークがある場合、ネットワークの構成によっては、本製品をご利用いただけない場合があります
●Windows、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌは、米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他の国における商標です　●記載されている会社名および商品名は、各社の商標または商標登録です

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください!

　■エリア音声通知機能

　■定期送信機能

　■ルート機能

　■速度超過警報機能

　■イベント機能

　■報告機能

車両が指定エリアに進入、退出した際、音声アナウンスを再生します

車両の現在位置を定期的にセンターに通知します

目的地、通過ポイントまでの距離を表示し、通過ポイント通過時に

音声アナウンスを再生します

ルートは複数登録可能、走行開始時にドライバーが選択可能

予め設定したエリア内で速度超過した場合、音声警報を再生します

エリアは複数設定可能、円形・ポリゴンで範囲指定が可能

ユーザー操作によりイベント(積、卸、到着、休憩等)をセンターに

通知します

リスト選択と写真撮影により、現在状況や納品状況等を報告します

■ ＶａｓＭａｐ システム構成

■ 車載端末 機能一覧

　■ネットワーク環境

　■対応ブラウザ

　■対応ＯＳ

　■対応Ｅｘｃｅｌ  ※1

インターネット ブロードバンド通信環境

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ７/８/９

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ 日本語版（ＳｅｒｖｉｃｅＰａｃｋ２以上）

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ 日本語版

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ 日本語版

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ８ 日本語版

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２０００

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ＸＰ

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２００３

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２００７

■ 管理Ｗｅｂ 動作環境 （事務所）

※1 帳票出力機能をご利用される場合は、Ｅｘｃｅｌがインストールされている必要があります

Ｈ－２１

クラウド データセンター現場事務所

Ｗｅｂブラウザ
管理アプリケーション

車両

共有 送信

状況監視 イベント送信マスタ編集 位置情報

・１.２ｍ落下可、防塵、防滴（ＩＰ６４）

・定額ＦＯＭＡ Ｈｉ-Ｓｐｅｅｄネットワーク対応

・外形　67×136×22mm

・重量　240g

・バッテリ容量　3060mAh

インターネット 携帯電話網

警報監視

堅牢型スマートフォン
ダッシュボード上に設置車両位置情報管理

アプリケーション配信

ＧＰＳ

警報検出 位置送信音声アナウンス

　■現在状況表示

　■警報パネル

　■特定エリア内 車両台数表示

　■履歴検索

　■報告機能

　

　■ＫＭＬ出力

　■マスタ設定

地図上に車両一覧表示します

エリア進入や速度超過など車両に発生したイベントを一覧表示します

設定したエリア内に存在する車両台数を表示します

車両の移動軌跡、イベント送信履歴を検索し、地図と一覧表で表示します

車両から報告された現在状況や納品状況等を日時、車両番号等で

検索します

車両の移動軌跡をKML形式で出力する。KMLは、GoogleEarth等で

読み込みが可能

各種マスタ項目をWeb上でカスタマイズ可能

■ 管理Ｗｅｂ 機能一覧

■ 車載端末

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２０１０

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ２０１３

製品カタログ
２０１４年３月

※⾞載設置例

現場事務所にインタ―ネットがつながるパソコンがあればＯＫ︕ ⾞載端末はダッシュボードに乗せて電源を繋ぐだけ

■ オプション機能一覧

　■緊急地震速報装置 連動

　■衝突警報装置 連動

　■トラックスケール対応

　■生コン打設管理機能

　■帳票出力機能

　■パトライト警報

緊急地震速報の発令時に、車載端末で音声と警報を表示します

前方車両、前方歩行者を検知し、警報を出すとともに記録します

トラック重量を計量し、自動的にサーバへ送信、帳票出力します

生コンの時間当たりの運搬打設量のリアルタイム管理

水分量・密度の自動計測と記録、帳票出力

車両の運行日報をエクセル形式で出力します

外付けの警報灯で、警報イベント発生時に音と光で知らせますます

新オプション機能
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⾳声警報

速度監視

積、卸などの運行業務内容を
運行日報として自動作成します。
日報には当日の走行履歴も同時
に表示され、マイクロソフト Ｅｘｃｅｌ
形式にて出力されるため、容易に
追記・拡張が可能です。

予め運搬ルートを設定し、制限速度の上限値（閾値）を
定めます。工事用車両がそのルートを走行中、万が一
速度超過を犯した場合、
車載端末から『速度超過です。減速してください！』
と音声にて警告。併せて超過した旨を警報メールにて
サーバへ送信します。

⾳声警報

速度監視

リアルタイム位置・⾛⾏履歴

帳票出⼒帳票出⼒帳票出⼒

トラックスケール 連動トラックスケール 連動トラックスケール 連動

⾃動エリア判定⾃動エリア判定⾃動エリア判定

乗務員に警告したい危険箇所（ＫＹマップ）や、ルート案内
を、音声にてアナウンスします。警報地点は、管理Web
アプリケーションで自由に設定が可能です。

予め運搬ルートを設定し、制限速度の上限値（閾値）を
定めます。工事用車両がそのルートを走行中、万が一
速度超過を犯した場合、
車載端末から『速度超過です。減速してください！』
と音声にて警告。併せて超過した旨を警報メールにて
サーバへ送信します。

車両のリアルタイム位置表示機能です。設定間隔毎（スマートフォンは最短1分、
携帯は5分）に移動体側より位置情報を発報。位置情報と併せて、車両の状態、
最終報告、違反有無等の運行管理に必要な情報を表示します。インターネット地図
を利用しているので、常に最新地図を表示します。
現場を走行した履歴は、データベースに保存されるので、車両の走行軌跡を表示
することができます。指定ルートの走行判定や、違反発生ポイントの確認等に有効です。

積、卸などの運行業務内容を
運行日報として自動作成します。
日報には当日の走行履歴も同時
に表示され、マイクロソフト Ｅｘｃｅｌ
形式にて出力されるため、容易に
追記・拡張が可能です。

事前に設定したエリア内
に車両が進入すると、
「現場到着」「残土積込」
など業務報告を自動で
登録します。
乗務員は余計な操作なく、
運転するだけで自動で
日報データが作成できます。

あらかじめ、プラント位置、打設場所を登録し、
通常通り車両を運行するだけで、生コンの運搬
打設量のリアルタイム管理が行えます。

・ 時間当たりの生コン供給量算出
・ コールドジョイント防止（打重ね時間管理）
・ 到着予想台数
・ 各種生コン打設実績 帳票出力
・ コンクリート水分量・密度計測器 COARA連動

ＶａｓＭａｐ(バスマップ)は、工事現場車両の安全運転、効率運行を支援します。
堅牢型のスマートフォンと、インターネットサービスを組み合わせることで、
低価格で導入も簡便なシステムを実現しました。 トラックスケール連動に対応。

積み込み時の積載量を自動記録、サーバへ送信し、
車両一覧および運行帳票に積載実績を出力します。
過積載管理、運搬実績管理に利用できます。

トラックスケール連動に対応。
積み込み時の積載量を自動記録、サーバへ送信し、
車両一覧および運行帳票に積載実績を出力します。
過積載管理、運搬実績管理に利用できます。

トラックスケール連動に対応。
積み込み時の積載量を自動記録、サーバへ送信し、
車両一覧および運行帳票に積載実績を出力します。
過積載管理、運搬実績管理に利用できます。

⽣コン打設管理⽣コン打設管理⽣コン打設管理

ショートメール

緊急のメッセージや、乗務員へのルート
変更等の通知を、自由入力のショート
メールで車両側に送信できます。

⾞間距離監視・警報
仮想ゲートを利用し、他の管理車両と一定距離離れて
運行されているか監視が可能です。車間距離が一定間隔
より接近している際に、乗務員および現場管理者に警報
を通知します。

排ガスや騒音など、工事現場周辺の住民生活に配慮した
車両運行の監視が可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

衝突警報装置 連動衝突警報装置 連動衝突警報装置 連動

高度運転支援システムである「Mobileye」（モービライ）
との連動が可能。前方車両・前方歩行者との距離を
検知し、運転手に警報で知らせます。警報が出た
ポイントを自動記録し、Web
上で履歴確認や帳票出力が
可能です。運転手の安全支援
はもちろん安全運転履行の
エビデンスとして活用できます。

※Mobileyeはジャパン・トゥエンティワン(株)の製品です

高度運転支援システムである「Mobileye」（モービライ）
との連動が可能。前方車両・前方歩行者との距離を
検知し、運転手に警報で知らせます。警報が出た
ポイントを自動記録し、Web
上で履歴確認や帳票出力が
可能です。運転手の安全支援
はもちろん安全運転履行の
エビデンスとして活用できます。

※Mobileyeはジャパン・トゥエンティワン(株)の製品です

高度運転支援システムである「Mobileye」（モービライ）
との連動が可能。前方車両・前方歩行者との距離を
検知し、運転手に警報で知らせます。警報が出た
ポイントを自動記録し、Web
上で履歴確認や帳票出力が
可能です。運転手の安全支援
はもちろん安全運転履行の
エビデンスとして活用できます。

※Mobileyeはジャパン・トゥエンティワン(株)の製品です

緊急地震速報 連動緊急地震速報 連動緊急地震速報 連動

ＦＭラジオからの緊急地震速報
を受信し、サーバへ送信、運行
中の全車載端末に即座に緊急
情報を伝達します。
車載端末では、音声と緊急画面
表示で地震発生
をドライバーに
知らせます。

ＦＭラジオからの緊急地震速報
を受信し、サーバへ送信、運行
中の全車載端末に即座に緊急
情報を伝達します。
車載端末では、音声と緊急画面
表示で地震発生
をドライバーに
知らせます。

ＦＭラジオからの緊急地震速報
を受信し、サーバへ送信、運行
中の全車載端末に即座に緊急
情報を伝達します。
車載端末では、音声と緊急画面
表示で地震発生
をドライバーに
知らせます。

デジタルもぐら対応デジタルもぐら対応デジタルもぐら対応 リアルタイム
生コン運搬打設量進捗・予想グラフ
リアルタイム
生コン運搬打設量進捗・予想グラフ
リアルタイム
生コン運搬打設量進捗・予想グラフ

コンクリート水分量・密度計測器
COARA 連動
コンクリート水分量・密度計測器
COARA 連動
コンクリート水分量・密度計測器
COARA 連動

※COARAは、ソイル アンド ロック エンジニアリング(株)の製品です

※トラックスケールは
　(株)日本製衡所の製品に
　対応しています

導入も簡便

速度超過です︕
減速してください︕

トンネル内
歩⾏者に注意してください。

⼀般道に合流します︕
⼀時停⽌してください︕

オプション

効率化

品質管理

安全管理

安全管理 安全管理 品質管理

効率化

安全管理

効率化

効率化安全管理

オプション オプション

オプション

安全管理

オプション


