


Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

LNP-1000設定ツールを起動してドライブレコーダー
に車両番号等の設定をしてください。

２ com0comインストール完了後、
スタートメニュー⇒プログラム⇒com0com
より、Setupを実行してください。

はじめに

3 設定画面にて以下の赤枠部分を修正してください。

ドライブレコーダーの利用開始

1 Viewer5.4.2フォルダ内の
LNP1000_setup.exeを実行しウィザードに従って
インストールてください。

＊初期設定はC:¥Program Files¥LNP1000¥DATA
ですが、外付けHDDなどで保存先を変更された場合
保存している場所を指定してください。

スーパーマップル・デジタル10
のインストール

1 スーパーマップル・デジタル10（全国版）を
付属取説及びウィザードに従いインストールしてください。
＊詳細地図のインストールも行ってください。

2 インストール後、スーパーマップル・デジタル10
を起動し、GPS⇒機器、表示の赤枠部分を下記の図
の通り変更してください。

3 スーパーマップル・デジタル10のGPSナビゲーション
を開始、Viewerで録画データを再生し、地図連動して
いれば、完了です。

最後に

1 LNP-Viewerソフト及びスーパーマップル・デジタル
10のショートカットをスタートアップフォルダにコピー
してください。

12時間程度の運行記録の場合は、ビットレート
を256Kbpsに設定してください。
　＊ビットレートと録画時間
　　128 ：24時間程度     192：14時間程度　　
　　 256：12時間程度　 384：9時間程度   　
         512：6時間程度      1024：3時間程度�
　　1536：2時間程度　
        
車内の音声録音が必要でない場合は、録画設定に
レを入れ音声収録の部分を「しない」に変更して
ください。

ユニット管理コード設定にレを入れ、
車両番号を入力してください。

ドライブ指定にレを入れ、SDカードドライブを
指定してください。
指定後、作成ボタンをクリックします。

SDカード内に「SETUP.INI」
が作成されていればOKです。

作成して頂いた車両番号毎のSDカードを
同一車両番号に設置されたドライブレコーダー
に挿入してください。
（SDカードと車両番号を合わせるのは初回挿入時
のみで結構です）

SDカードカバーを閉め、電源プラグを挿入

キーをACC 、ONの位置に合わせると
ドライブレコーダーの電源が入ります。
ドライブレコーダーの電源が入り、「ピピピッ」
という音が鳴れば設定が完了します。

ＳＤカードスロットル

電源プラグ

ACC ON
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＊必ず行ってください＊
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

２ com0comインストール完了後、
スタートメニュー⇒プログラム⇒com0com
より、Setupを実行してください。

LNP1000_desktop_setup.exeをダブルクリック
し、インストール手順に従って、インストールしてく
ださい。

3 設定画面にて以下の赤枠部分を修正してください。

1 Viewer5.4.2フォルダ内の
LNP1000_setup.exeを実行しウィザードに従って
インストールてください。

＊初期設定はC:¥Program Files¥LNP1000¥DATA
ですが、外付けHDDなどで保存先を変更された場合
保存している場所を指定してください。

スーパーマップル・デジタル10
のインストール

1 スーパーマップル・デジタル10（全国版）を
付属取説及びウィザードに従いインストールしてください。
＊詳細地図のインストールも行ってください。

2 インストール後、スーパーマップル・デジタル10
を起動し、GPS⇒機器、表示の赤枠部分を下記の図
の通り変更してください。

3 スーパーマップル・デジタル10のGPSナビゲーション
を開始、Viewerで録画データを再生し、地図連動して
いれば、完了です。

最後に

1 LNP-Viewerソフト及びスーパーマップル・デジタル
10のショートカットをスタートアップフォルダにコピー
してください。

LNP-Viewerソフトのインストール

言語を選んでOKを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

デスクトップアイコン作成に
レを入れ次へを押してください。

インストールを押してください。

完了を押してください。

これで、ビューワーソフトのインストールが完了しました。
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜ドライブデータの取り込み方＞

LNP-Viewerソフトの使い方

言語を選んでOKを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

デスクトップアイコン作成に
レを入れ次へを押してください。

インストールを押してください。

完了を押してください。

これで、ビューワーソフトのインストールが完了しました。

デスクトップ上のLNP1000のアイコンを
ダブルクリックしてください。

ファイル⇒ドライブデータ変換コピー
を選択してください。。

コピー元：SDカードのドライブ名を
指定してください。

コピー先：C:¥Program File¥LNP1000
¥DATAを指定してください。

車両やﾄ゙ ﾗｲﾊ゙ ｰごとに録画ﾃ゙ ﾀーを保存
されたい方はレを入れてください。

コピー元とコピー先を指定したら変換コピーボタンをクリックしてください。

インジケータが右端まで到達すれば、SD
カードの録画データのパソコンへのコピー
は完了です。

＊ご注意ください＊

＜ドライブデータの再生の仕方＞

ファイル⇒開く
を選択してください。

再生したい録画ファイル
を選択し、開くをクリッ
クしてください。

＊録画ファイルのファイル名構成＊
西暦（4桁）月（2桁）日（2桁）時間（2桁）分（2桁）秒（2桁）.asf

例）2009年10月13日午前10時30分45秒から録画が開始された
ファイル名：20091013103045.asf
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜ドライブデータの取り込み方＞

LNP-Viewerソフトの使い方

言語を選んでOKを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

次へを押してください。

デスクトップアイコン作成に
レを入れ次へを押してください。

インストールを押してください。

完了を押してください。

これで、ビューワーソフトのインストールが完了しました。

デスクトップ上のLNP1000のアイコンを
ダブルクリックしてください。

ファイル⇒ドライブデータ変換コピー
を選択してください。。

コピー元：SDカードのドライブ名を
指定してください。

コピー先：C:¥Program File¥LNP1000
¥DATAを指定してください。

車両やﾄ゙ ﾗｲﾊ゙ ｰごとに録画ﾃ゙ ﾀーを保存
されたい方はレを入れてください。

コピー元とコピー先を指定したら変換コピーボタンをクリックしてください。

インジケータが右端まで到達すれば、SD
カードの録画データのパソコンへのコピー
は完了です。

＊ご注意ください＊

＜LNP-Viewerソフトの各機能＞

①録画された年、月、日、時間と10分の録画
データの再生時間が表示されます。

②ドライブレコーダーに登録された車両番号が
表示されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

③GPSの移動距離から計算された時速が表示されます。

④チェックボックスにレ点を入れると再生スタート
からの距離が表示されます。�
　　ボタンを押すと、表示されている距離がリセット
されます。
　　　　
⑤各ボタンの機能

ABC DE

FG H

A 再生ボタン

B 停止ボタン

C 逆再生ボタン

D 録画データ（10分ファイル）の最後へスキップ

E 録画データ（10分ファイル）の先頭へスキップ

F 次の録画データ（10分ファイル）へスキップ

G 前の録画データ（10分ファイル）へスキップ

H 再生速度の変更（標準、2倍、4倍、8倍）

⑥速度のグラフ表示
グラフの時間軸をクリックすると見たい場所
にスキップします。

I

J

I Viewerのスクリーンショット

Viewerとマップのスクリーンショット

J

⑦録画画像
録画画像をダブルクリックすると画像が拡大
します。

⑧地図の拡大縮小操作を行えます。

⑨

⑨車両の進行方向が表示されます。

①録画された年、月、日、時間と10分の録画
データの再生時間が表示されます。

②ドライブレコーダーに登録された車両番号などの
設定情報表示がされます。

③GPSの移動距離から計算された時速が表示されます。

④チェックボックスにレ点を入れると再生スタート
からの距離が表示されます。�
　　ボタンを押すと、表示されている距離がリセット
されます。
　　　　

⑨各ボタンの機能

ABC DE

FG H

A 再生ボタン

B 停止ボタン

C 逆再生ボタン

D 録画データ（10分ファイル）の最後へスキップ

E 録画データ（10分ファイル）の先頭へスキップ

F 次の録画データ（10分ファイル）へスキップ

G 前の録画データ（10分ファイル）へスキップ

H 再生速度の変更（標準、2倍、4倍、8倍）

⑥地図表示
映像、速度と連動して移動経路を表示します。

⑦録画画像
録画画像をダブルクリックすると画像が拡大
します。

⑤速度のグラフ表示
グラフの時間軸をクリックすると見たい場所
にスキップします。

⑨

⑧方位
走行中の車の進行方位が表示されます。

V.100218

SDカードのフォーマット方法

SDカードをSDドライブに挿入
してください。

リムーバルディスク（G）を
右クリックしフォーマット（A）
を選択してください。

ファイルシステム（F）が”FAT”
であることを確認し、開始（S）
をクリックしてください。

インジケータが右端まで到達すれば
フォーマット終了です。

（C）Ｌｕｎａ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．all rights reserved.4



Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

２ com0comインストール完了後、
スタートメニュー⇒プログラム⇒com0com
より、Setupを実行してください。

＜はじめにご利用のパソコンの環境をご確認ください＞

3 設定画面にて以下の赤枠部分を修正してください。

1 Viewer5.4.2フォルダ内の
LNP1000_setup.exeを実行しウィザードに従って
インストールてください。

Lunaセーフティ・ツールズのインストール

言語を選んでOKを押してください。

コントロールパネル⇒プログラム
の追加と削除を開いてください。

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1と
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2が
入っているかを確認してください。

入っていない場合
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1と
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2を
インストール手順に従って、インストールしてく
ださい。

入っている場合
次のAdobeAIRのインストールに進んでください。

左記のアイコンをダブルクリックしてください。

実行を押してください。

同意するを押してください。

＜AdobeAIRのインストール＞

インストールが開始し、インジケータが
右端まで到達すれば完了です。

完了を押してください。

＜Lunaセーフティ・ツールズのインストール＞

左記のアイコンをダブルクリックしてください。

インストールを押してください。

続行を押してください。

インストールが開始し、インジケータが
右端まで到達すれば完了です。

コンピュータの再起動を促すメッセージが
表示されますので、コンピュータを再起動
してください。

V.100218
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

２ com0comインストール完了後、
スタートメニュー⇒プログラム⇒com0com
より、Setupを実行してください。

＜車両・運転者の登録＞

3 設定画面にて以下の赤枠部分を修正してください。

1 Viewer5.4.2フォルダ内の
LNP1000_setup.exeを実行しウィザードに従って
インストールてください。

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

言語を選んでOKを押してください。

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

V.100218
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

２ com0comインストール完了後、
スタートメニュー⇒プログラム⇒com0com
より、Setupを実行してください。

＜データインポート前準備＞

3 設定画面にて以下の赤枠部分を修正してください。

1 Viewer5.4.2フォルダ内の
LNP1000_setup.exeを実行しウィザードに従って
インストールてください。

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

言語を選んでOKを押してください。

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

車両・運転者管理を選択してください。

Ｓｈｉｆｔ＋Ｃｔｒｌ＋Ａｌｔ＋ｕを
押して、左図の管理画面にて、各設定
を行ってください。

録画データ（．ａｓｆ）、日報データ
（．ｓｐｄ）の保存先を指定してください。
初期設定時は
C:¥Program Files¥LUNA
 SAFTY TOOLSです。

保存先を初期設定C:¥Program Files¥LUNA 
SAFTY TOOLSに戻す場合は、左記ボタン
を押してください。

下図の日報の速度グラフの速度表示を
80ｋｍ/ｈ～150ｋｍ/ｈで10ｋｍ/ｈ
間隔で変更が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時に下図の燃費情報入力
ボックスを表示する；表示しないの設定が
可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時にインポートが成功
したＳＤカード内の録画データ、日報デ
ータを自動削除する；しないの設定が可能
です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

日報表示を下図の通り、通常表示と簡易
表示いずれかの選択が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

（通常表示） （簡易表示）

＊管理者が行ってください＊

データインポート終了時に日報表示
する；しないの選択可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

V.100218

＊ご注意ください＊

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズご使用のお客様は、ＬＮＰ-Ｖｉｅｗｅｒ
の読込フォルダの設定を変更してください。

設定⇒読込フォルダの設定
を選択してください。

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズの
録画データ、日報データの保存先
と同一のドライブ内のＡＳＦ
フォルダに変更してください。

＊Ｌｕｎａセーフティ・ツールズ
での初回インポート後に読込フォ
ルダの変更を行ってください。

ＳＤカードドライブを変更された
場合は、取込場所のクリアを押し
データインポート時に新たなＳＤ
カードドライブを指定してください。
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Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜データインポート＞

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

データインポートを選択してください。

Ｓｈｉｆｔ＋Ｃｔｒｌ＋Ａｌｔ＋ｕを
押して、左図の管理画面にて、各設定
を行ってください。

録画データ（．ａｓｆ）、日報データ
（．ｓｐｄ）の保存先を指定してください。
初期設定時は
C:¥Program Files¥LUNA
 SAFTY TOOLSです。

保存先を初期設定C:¥Program Files¥LUNA 
SAFTY TOOLSに戻す場合は、左記ボタン
を押してください。

下図の日報の速度グラフの速度表示を
80ｋｍ/ｈ～150ｋｍ/ｈで10ｋｍ/ｈ
間隔で変更が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時に下図の燃費情報入力
ボックスを表示する；表示しないの設定が
可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時にインポートが成功
したＳＤカード内の録画データ、日報デ
ータを自動削除する；しないの設定が可能
です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

日報表示を下図の通り、通常表示と簡易
表示いずれかの選択が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

（通常表示） （簡易表示）

＊管理者が行ってください＊

データインポート終了時に日報表示
する；しないの選択可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

V.100218

＊ご注意ください＊

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズご使用のお客様は、ＬＮＰ-Ｖｉｅｗｅｒ
の読込フォルダの設定を変更してください。

設定⇒読込フォルダの設定
を選択してください。

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズの
録画データ、日報データの保存先
と同一のドライブ内のＡＳＦ
フォルダに変更してください。

＊Ｌｕｎａセーフティ・ツールズ
での初回インポート後に読込フォ
ルダの変更を行ってください。

動画データ、日報データを一括で
インポートする場合は、ＳＤカード
取込ボタンを押してください。

動画データのみをインポートする場合
は、ＤＲＶファイル取込ボタンを押し
てください。

日報データのみをインポートする場合
は、ＳＰＤファイル取込ボタンを押し
てください。

＊初回インポート時に行ってください＊

初回インポート時、又は、ＳＤカード
ドライブ変更時にＳＤカードドライブ
を指定し、ＯＫを押してください。

車両・運転者管理画面で登録した
主要運転者が表示されます。
乗り換えなどで、主要運転者以外が
乗務された場合は、運転者選択で
人を選択し、取込開始を押してくだ
さい。

乗務した人の選択に誤りがなければ
はいを押してください。
誤りがある場合は、いいえを押して
人を選択し直してください。

インポート進行状況・結果画面でインポート
の進行具合を確認いただけます。

作成された日報一覧に結果が表示されれば
インポートは完了です。

ＳＤカード取込、ＳＰＤファイル
取込の場合。

ＤＲＶファイル取込の場合

動画データのみをインポートする場合は
はいを押してください。

インポート進行状況・結果画面にＤＲＶ
ファイル取込完了と表示されればインポート
は完了です。

（C）Ｌｕｎａ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．all rights reserved.8



Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜日報検索・表示・印刷・編集＞

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

データインポートを選択してください。

Ｓｈｉｆｔ＋Ｃｔｒｌ＋Ａｌｔ＋ｕを
押して、左図の管理画面にて、各設定
を行ってください。

録画データ（．ａｓｆ）、日報データ
（．ｓｐｄ）の保存先を指定してください。
初期設定時は
C:¥Program Files¥LUNA
 SAFTY TOOLSです。

保存先を初期設定C:¥Program Files¥LUNA 
SAFTY TOOLSに戻す場合は、左記ボタン
を押してください。

下図の日報の速度グラフの速度表示を
80ｋｍ/ｈ～150ｋｍ/ｈで10ｋｍ/ｈ
間隔で変更が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時に下図の燃費情報入力
ボックスを表示する；表示しないの設定が
可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時にインポートが成功
したＳＤカード内の録画データ、日報デ
ータを自動削除する；しないの設定が可能
です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

日報表示を下図の通り、通常表示と簡易
表示いずれかの選択が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

（通常表示） （簡易表示）

＊管理者が行ってください＊

データインポート終了時に日報表示
する；しないの選択可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

V.100218

＊ご注意ください＊

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズご使用のお客様は、ＬＮＰ-Ｖｉｅｗｅｒ
の読込フォルダの設定を変更してください。

設定⇒読込フォルダの設定
を選択してください。

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズの
録画データ、日報データの保存先
と同一のドライブ内のＡＳＦ
フォルダに変更してください。

＊Ｌｕｎａセーフティ・ツールズ
での初回インポート後に読込フォ
ルダの変更を行ってください。

動画データ、日報データを一括で
インポートする場合は、ＳＤカード
取込ボタンを押してください。

動画データのみをインポートする場合
は、ＤＲＶファイル取込ボタンを押し
てください。

日報データのみをインポートする場合
は、ＳＰＤファイル取込ボタンを押し
てください。

＊初回インポート時に行ってください＊

初回インポート時、又は、ＳＤカード
ドライブ変更時にＳＤカードドライブ
を指定し、ＯＫを押してください。

車両・運転者管理画面で登録した
主要運転者が表示されます。
乗り換えなどで、主要運転者以外が
乗務された場合は、運転者選択で
人を選択し、取込開始を押してくだ
さい。

乗務した人の選択に誤りがなければ
はいを押してください。
誤りがある場合は、いいえを押して
人を選択し直してください。

インポート進行状況・結果画面でインポート
の進行具合を確認いただけます。

作成された日報一覧に結果が表示されれば
インポートは完了です。

ＳＤカード取込、ＳＰＤファイル
取込の場合。

ＤＲＶファイル取込の場合

動画データのみをインポートする場合は
はいを押してください。

インポート進行状況・結果画面にＤＲＶ
ファイル取込完了と表示されればインポート
は完了です。

日報検索を選択してください。

車両、運転者、検索期間を入力し、
検索開始を押してください。

起動時の状態で検索開始を押すと、当日
から1ヶ月前までの全日報が表示されます。

日報表示を押すと、下図の通り、日報が
表示されます。

日報印刷を押すと、下図の通り、印刷
画面が表示されますので、Ａ4横を指定
して印刷してください。

＊管理者が行ってください＊

日報検索画面で結果を表示。

Ｃｔｒｌ＋Ｅを押し、下図の編集
画面を表示してください。

以下のような場合は、手順に従い、入力内容の修正・追加をしてください。

・データインポート時に運転者の選択を誤った。
・燃費データの入力を誤った。
・燃費データを後から管理者がまとめて入力する。

情報編集を押してください。

編集を終了する場合は、編集終了
を押してください。

燃費データ、運転者の内容を
修正・追加し、登録を押して
ください。

（C）Ｌｕｎａ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．all rights reserved.9



Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜日報評価項目の概要＞

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

Ｓｈｉｆｔ＋Ｃｔｒｌ＋Ａｌｔ＋ｕを
押して、左図の管理画面にて、各設定
を行ってください。

録画データ（．ａｓｆ）、日報データ
（．ｓｐｄ）の保存先を指定してください。
初期設定時は
C:¥Program Files¥LUNA
 SAFTY TOOLSです。

保存先を初期設定C:¥Program Files¥LUNA 
SAFTY TOOLSに戻す場合は、左記ボタン
を押してください。

下図の日報の速度グラフの速度表示を
80ｋｍ/ｈ～150ｋｍ/ｈで10ｋｍ/ｈ
間隔で変更が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時に下図の燃費情報入力
ボックスを表示する；表示しないの設定が
可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時にインポートが成功
したＳＤカード内の録画データ、日報デ
ータを自動削除する；しないの設定が可能
です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

日報表示を下図の通り、通常表示と簡易
表示いずれかの選択が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

（通常表示） （簡易表示）

＊管理者が行ってください＊

データインポート終了時に日報表示
する；しないの選択可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

V.100218

＊ご注意ください＊

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズご使用のお客様は、ＬＮＰ-Ｖｉｅｗｅｒ
の読込フォルダの設定を変更してください。

設定⇒読込フォルダの設定
を選択してください。

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズの
録画データ、日報データの保存先
と同一のドライブ内のＡＳＦ
フォルダに変更してください。

＊Ｌｕｎａセーフティ・ツールズ
での初回インポート後に読込フォ
ルダの変更を行ってください。

日報検索を選択してください。

車両、運転者、検索期間を入力し、
検索開始を押してください。

起動時の状態で検索開始を押すと、当日
から1ヶ月前までの全日報が表示されます。

日報表示を押すと、下図の通り、日報が
表示されます。

日報印刷を押すと、下図の通り、印刷
画面が表示されますので、Ａ4横を指定
して印刷してください。

日報検索画面で結果を表示。

Ｃｔｒｌ＋Ｅを押し、下図の編集
画面を表示してください。

以下のような場合は、手順に従い、入力内容の修正・追加をしてください。

・データインポート時に運転者の選択を誤った。
・燃費データの入力を誤った。
・燃費データを後から管理者がまとめて入力する。

情報編集を押してください。

編集を終了する場合は、編集終了
を押してください。

燃費データ、運転者の内容を
修正・追加し、登録を押して
ください。

推移表・月次表を選択してください。

推移表を選択してください。
車両、運転者、表示年月を指定し、
表示開始を押してください。

起動時の状態で表示開始を押すと、当月
の全運転者の指数の推移が表示されます。

日々の推移とともに当月と前月の指数の
平均も表示されます。

点数表示を押すと指数の100点満点換算
表示。

運転者ＩＤ、運転者、前月、当月の
タイトルをクリックすると表示されて
いる推移表の昇順・降順が可能です。

印刷を押すと、下図の通り、印刷画面が
表示されますので、Ａ4横を指定して
印刷してください。

＊管理者が行ってください＊

推移表はドライバー一人一人の予見運転の実践度合いであり、どれだけ
身に付いたかが確認できます。
又、数値の変化は、ルートの変化、時間帯の変化、体調の変化、心の変化
などを示しています。

数値の変化が見られたら、実際の走行画像を確認し、ドライバーさんと
話しをしてみてください。
そこには必ず事故の予防と燃費の向上を実現する解決策があるはずです。

＊セグメント数＊

＊加速/減速＊

＊急加減速＊

＊加速エネルギー指数＊

＊加速エネルギー効率＊

＊加速エネルギーロス指数＊

発進～停止までの走行の数（数字は少ない方が良い環境を表す）
走行ルート、走行時間帯、業務内容で変わる燃費への影響が大きい
数が多い　・・・走りにくい、渋滞、市街地走行⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒燃費が悪い
数が少ない・・・走りやすい、郊外走行⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒燃費が良い

加速状態と減速状態の走行距離の比率（数字は小さい方が良い）
予見運転、先の状況を見ているかで変わる
燃費と安全への影響が大きい
日々変わるようだと情緒不安定、初心者の可能性
加速＞減速（1より大）・・・ブレーキ停止傾向、流れ運転、非力
加速＜減速（1より小）・・・自然減速停止傾向、先を見て事前対応

穏やか運転の度合いの指数（数字が小さい方が良い）
車間距離、適正ギア、排気ブレーキ、あせり具合で変わる
燃費と安全への影響が大きい
１キロメートル走行あたりの、急加速と急減速による慣性ロス、摩擦ロス、エネルギー放出状況の度合いを表示

投入した加速エネルギーの絶対量（数字は小さい方が良い）
ルート（一般道走行、高速道走行）や加速の仕方で変わる
燃費への影響が大きい
１キロメートル走行あたりの、加速エネルギー消費指数数字が小さい方が燃費は良い
同じルートなら、誰が走行しても、近い数値で走行可能。走行標準としても使える

加速がどれだけ巡航に寄与したかの指数（数字は小さい方が良い）
ルート、加速の仕方、車間距離、経済的予見運転で変わる
燃費への影響が大きい
結果としての平均速度まで加速するのに必要なエネルギーに対して、実際には何倍のエネルギーが投入されたか
の数値最高は１．０
加速した速度で長く走れない場合は加速を控える

無用な加速と付帯ロスの指数（数字が小さい方が良い）
車間距離、予見運転、急加速、急減速、走行ルートで大きく変わる
燃費、予見運転、穏やか運転状況を間接的に総合評価
１キロメートル走行あたりの、巡航に寄与しないエネルギー量と急加速（慣性ロス、摩擦ロス）、急減速（熱放出ロス、摩擦ロス）
によるエネルギーロスの影響度合いを合算表示

（C）Ｌｕｎａ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．all rights reserved.10



Lunaセーフティ・サービス　運用マニュアル

＜推移表表示・印刷＞

Lunaセーフティ・ツールズの使い方

左記アイコンをダブルクリック
してください。

車両・運転者管理を選択してください。

運転者を追加を選択してください。

運転者氏名等必要事項を記入してく
ださい。

上記の情報で追加を押してください。

車両を追加を選択してください。

＊ご注意ください＊

運転者氏名は必ず登録してください。

車両IＩＤ等必要事項を記入
してください。

上記の情報で追加を押してください。

＊ご注意ください＊

車両IＩＤはドライブレコーダーに登録
されている内容と同一の内容を記入し
てください。
車両ＩＤと主要運転者は必ず登録して
ください。

＜車両・運転者の修正、削除＞

（登録内容の修正）

車両一覧、運転者一覧から修正が
必要な車両、氏名をダブルクリック
して修正してください。

（登録内容の削除）

車両一覧、運転者一覧から削除が
必要な車両、氏名をシングルクリック
して選択中の車両を削除、選択中の
運転者を削除を押してください。

＜車両・運転者データのファイル出力＞

ファイル出力ボタンを押すと登録
されている内容がＣＳＶ形式で出力
されます。

Ｓｈｉｆｔ＋Ｃｔｒｌ＋Ａｌｔ＋ｕを
押して、左図の管理画面にて、各設定
を行ってください。

録画データ（．ａｓｆ）、日報データ
（．ｓｐｄ）の保存先を指定してください。
初期設定時は
C:¥Program Files¥LUNA
 SAFTY TOOLSです。

保存先を初期設定C:¥Program Files¥LUNA 
SAFTY TOOLSに戻す場合は、左記ボタン
を押してください。

下図の日報の速度グラフの速度表示を
80ｋｍ/ｈ～150ｋｍ/ｈで10ｋｍ/ｈ
間隔で変更が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時に下図の燃費情報入力
ボックスを表示する；表示しないの設定が
可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

データインポート時にインポートが成功
したＳＤカード内の録画データ、日報デ
ータを自動削除する；しないの設定が可能
です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

日報表示を下図の通り、通常表示と簡易
表示いずれかの選択が可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

（通常表示） （簡易表示）

＊管理者が行ってください＊

データインポート終了時に日報表示
する；しないの選択可能です。
変更を反映するには、変更実行を
押してください。

V.100218

＊ご注意ください＊

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズご使用のお客様は、ＬＮＰ-Ｖｉｅｗｅｒ
の読込フォルダの設定を変更してください。

設定⇒読込フォルダの設定
を選択してください。

Ｌｕｎａセーフティ・ツールズの
録画データ、日報データの保存先
と同一のドライブ内のＡＳＦ
フォルダに変更してください。

＊Ｌｕｎａセーフティ・ツールズ
での初回インポート後に読込フォ
ルダの変更を行ってください。

日報検索を選択してください。

車両、運転者、検索期間を入力し、
検索開始を押してください。

起動時の状態で検索開始を押すと、当日
から1ヶ月前までの全日報が表示されます。

日報表示を押すと、下図の通り、日報が
表示されます。

日報印刷を押すと、下図の通り、印刷
画面が表示されますので、Ａ4横を指定
して印刷してください。

日報検索画面で結果を表示。

Ｃｔｒｌ＋Ｅを押し、下図の編集
画面を表示してください。

以下のような場合は、手順に従い、入力内容の修正・追加をしてください。

・データインポート時に運転者の選択を誤った。
・燃費データの入力を誤った。
・燃費データを後から管理者がまとめて入力する。

情報編集を押してください。

編集を終了する場合は、編集終了
を押してください。

燃費データ、運転者の内容を
修正・追加し、登録を押して
ください。

推移表・月次表を選択してください。

推移表を選択してください。
車両、運転者、表示年月を指定し、
表示開始を押してください。

起動時の状態で表示開始を押すと、当月
の全運転者の指数の推移が表示されます。

日々の推移とともに当月と前月の指数の
平均も表示されます。

点数表示を押すと指数の100点満点換算
表示。

運転者ＩＤ、運転者、前月、当月の
タイトルをクリックすると表示されて
いる推移表の昇順・降順が可能です。

印刷を押すと、下図の通り、印刷画面が
表示されますので、Ａ4横を指定して
印刷してください。

＊管理者が行ってください＊

推移表はドライバー一人一人の予見運転の実践度合いであり、どれだけ
身に付いたかが確認できます。
又、数値の変化は、ルートの変化、時間帯の変化、体調の変化、心の変化
などを示しています。

数値の変化が見られたら、実際の走行画像を確認し、ドライバーさんと
話しをしてみてください。
そこには必ず事故の予防と燃費の向上を実現する解決策があるはずです。

（C）Ｌｕｎａ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．all rights reserved.11




