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このたびは、「ＫＹＢドライブレコーダー　DRE-100　クルマメ」をお買い上げいただきありがとうございます。本
マニュアルは、「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」のご利用方法、操作手順、操作画面、ドライブレ
コーダーの設定方法について説明しています。ご使用になる前に最後までよくお読みになり、使用許諾契約を
十分にご理解の上ご使用下さい。またお読みになった後は、いつでもみられるところに必ず保管して下さい。

ドライブレコーダーViewerソフトウェア使用上のご注意

健康上のご注意
● ごくまれに強い光の刺激や点滅、モニターなどを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識
の喪失等の症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、このソフトウェアを使用する前
に必ず医師と相談して下さい。また、使用中にこのような症状が起きたときは、すぐに使用をやめ、
医師の診察を受けて下さい。

● このソフトウェアを使用するときは、部屋を明るくし、なるべくモニターから離れて下さい。また、
健康のため、１時間ごとにに１０～２０分間の休憩をとり、疲れている時や睡眠不足での使用は
避けて下さい。

取り扱い上のご注意
● ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズ等を着けない様に取扱って下さい。

● ディスクが汚れた時は、メガネ拭きの様な柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽く
拭き取って下さい。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないで下さい。

● ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を書いたり、シール等を貼付
しないで下さい。

● ひび割れや変形、又は接着剤等で補修したディスクは危険ですから使用しないで下さい。

保管上のご注意
● 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。

● ディスクは使用後、元のケースに入れて保管して下さい。

運用上のご注意

記録について 

● ドライブレコーダー本体はViewerソフトウェアにより設定を行ないます。設定状況によって
は、映像が記録されない場合があります。

警告
このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオ用CDプレー
ヤーでは絶対に再生しないで下さい。大音量によって耳に被害を
被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

注意 プラスチックケースの上に重い物を置いたり落としたりしないで下
さい。ケースが破損して、けがの原因になることががあります。
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● 衝撃時の状況によっては、映像が記録されない場合があります。

ＣＦカードについて 

● ＣＦカード内の設定データは各車両固有のものとなっております。車両の設定データが入っ
たＣＦカードを他の車両で使用しないで下さい。正しい記録ができなくなります。

ドライブレコーダー消耗品について 

● ＣＦカードは消耗品です。耐用年数は毎日使用した場合約一年間です。一年間ごとに弊
社指定品と交換して下さい。

ご使用の前に・・・

ドライブレコーダーViewerソフトウェアとは
本ソフトウェアは、ドライブレコーダーで記録した画像ファイルの解析・表示を行うためのものです。

主な機能
 ドライブレコーダーで記録した画像ファイルを解析し、ハードディスクに保存することができます。
ハードディスクに保存された画像ファイルを動画表示します。画像ファイルの印刷や不要なファ
イルの削除を行えます。

動作環境
本ソフトウェアを使用するためには、以下の動作環境が必要です。
ＯＳ：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ®Windows®2000（SP4）/Windows®XP/Professional Edition/Home Edition
　日本語版　※ .Net Framework1.1
CPU：Intel Pentium4　1.3GHz 以上または、互換ＣＰＵを持つ IBM PC/AT互換機
メモリ：512MB以上（推奨）
HDD：ソフトウェアのインストールに２０MB以上必要、ファイルの保存にはファイルサイズに対
応する空き容量が必要

ＣＤドライブ：ソフトウェアインストール時に必要
I/O：USBポート（ＣＦカードリードライターで使用）が必要。
※Microsoft、Windows、.Net Framework は米国Microsoft 社の社名及び登録商標です。
※ Intel、Pentium は米国 Intel 社の社名及び登録商標です。

ドライブレコーダー本体

Viewerソフトウェア

設定データ

画像ファイル

ＣＦカード
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許容コンピューター数：1台

ユーザー使用許諾契約 User License Agreement

ユーザーの皆様へのご注意：

本ユーザー使用許諾契約（以下「本契約」）はお客様と日本国のKYB株式会社（以下「KYB」）との
間の契約書であり、KYBが提供する本ソフトウェア（以下に定義）をお客様がインストールまたはご使用いた
だく場合の条件を規定するものです。必ず内容をよくご確認下さい。お客様がこのパッケージを開封されますと、
お客様によって本契約のすべての条項に同意いただけたものとみなさせて頂きます。
下記の条項に同意できない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用することはできません。
また、下記の条項に同意できない場合において、システムを含めた装置に関する取り外し等の実質的作業が
発生した場合の発生費用はお客様のご負担となります。

本契約において「本ソフトウェア」とは、本契約と一緒にお客様に提供されたCD-ROMの記憶媒体に含
まれている（i）KYBまたは第三者のアプリケーションプログラム（以下「アプリケーションプログラム」）、（ii）
デジタルイメージ、またはその他の創作物（以下「ストックファイル」）、（iii） 関連する説明資料（以下、「ドキュ
メンテーション」）、などを含みます。本契約において「許容コンピューター台数」とは左上に表記されている
台数を指します。

１．使用範囲

１．１ お客様はアプリケーションプログラムを許容コンピューター台数までのコンピューターのハードディスクまた
はその他の記憶装置にインストールして使用することができます。

１．２ お客様はバックアップ用に本ソフトウェアを1つ複製することができます。ただし、お客様のバックアップ
用の複製物はいかなるコンピューターにおいてインストールあるいは使用されないことを条件とします。

２．著作権

本ソフトウェア（その複製物も含む）はKYB及びそのサプライヤーの所有物であり、本ソフトウェアの構造、
編成、コードはKYB及びそのサプライヤーの業務上の重要な機密事項にあたります。本ソフトウェアは日本
国の著作権法ならびに国際条約の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱わなければならない性
質のものです。本ソフトウェアの複製は「使用範囲」の項で定めた場合を除いて禁じられています。本契約
にもとづいて作成された複製物には、本ソフトウェア上またはその中に明記されている著作権表示その他の財
産権の表示と同じものを含めなければなりません。お客様は、本ソフトウェアを変更、改作、翻訳、リバース
エンジニア、デコンパイル、ディスアセンブルしないこと、またはその他の方法でソースコードを解明しようと試
みないことに同意します。商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるもの
とします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。
いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
上記の場合を除いて、本契約は本ソフトウェアに関するいかなる権利をも付与するものではありません。
本契約は本ソフトウェアの使用に係わる条件を規定するもので、本ソフトウェアの売買を規定するものではあり
ません。

３．譲渡

お客様はいかなる場合も本ソフトウェアを貸与、レンタル、リース、使用許諾することはできません。本ソフトウェ
アの譲渡については、お客様がKYB所定の手続に従って申請され、その申請手続において（1）お客樣
がご自身の名義ですでにユーザー登録をしていること、（2）お客樣より譲受ける第三者が本契約の諸条件に
ついて書面により同意していること、（3）本ソフトウェア、すべての旧バージョン（本ソフトウェアが前バージョ
ンの修正版、アップグレード版、アップデート版または追加版（以下総称して「アップデート版」）である場
合）、及びそれらの複製物の全てと本契約上の地位をお客樣が当該第三者に譲渡または移転すること、なら
びに（4）お客様が譲渡しなかった複製物の全てを破棄することについてお客様が同意または証明した場合、
に限りKYBが認める態様にて譲渡することができます。
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４．複数環境ソフトウェア／複数言語ソフトウェア／複数媒体ソフトウェア／複製物／アップデート版

本ソフトウェアが複数のプラットフォームや言語環境に対応する場合やお客様が2種以上の記憶媒体に収め
られた形で本ソフトウェアを受け取った場合、またはお客様がその他の方法で本ソフトウェアの複数の複製物
を受け取られた場合には、本ソフトウェアのすべてのバージョン、記憶媒体及びコピーが使用されることになる
コンピューター台数は許容コンピューター台数を上回ってはなりません。ご使用にならない本ソフトウェアのバー
ジョンまたは複製物、またはご使用にならない記憶媒体に収められた本ソフトウェアのレンタル、リース、使用
許諾、貸与または譲渡はできません。本ソフトウェアがアップデート版である場合、お客様が前バージョンに
ついて正規ライセンスを取得していないときはいかなる場合においても本ソフトウェアをインストールして使用す
ることはできません。お客様が前バージョンについて正規ライセンスを取得している場合に限りお客様は本契
約に従って本ソフトウェアを使用できるものとし、前バージョンについては本ソフトウェアの入手時から90日間、
前バージョンからアップデート版の使用へ移行することを目的として使用を継続することができます。この期間を
過ぎた場合お客様はアップデート版をインストールする以外の目的で前バージョンを使用することはできないもの
とし、必ず前バージョンを破棄していただくものとします。

５．保証の放棄

本契約第７条に定める限定保証を除いて、KYB及びそのサプライヤーは、第三者の権利の不侵害、商品
性または特定目的への適合性に関するいかなる明示または黙示の保証も致しません。黙示の保証は、それが
なされたものと見なされる場合でも、すべて1年間に限られます。KYB及びそのサプライヤーは本ソフトウェア
の性能またはその使用により得られる結果について保証いたしません。黙示の保証は、それがなされたものと
見なされる場合でも、すべて1年間に限られます。国または法域によっては黙示の保証を除外すること、保
証期間を制限することがあり、上記の保証の制限はお客様に適用されない場合があります。法令が認める範
囲にていかなる黙示の保証期間は1年間までとします。

６．免責

６．１ ＫＹＢは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能により、お客様または第三者に生じた特別損害、付随
的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害（逸失利益、事業の中断、プライバシー
の喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、人身傷害、またはその他の金銭的損
失を含みますがこれらに限定されません。）に関して一切責任を負いません。

６．２ ＫＹＢは、本ソフトウェアに誤記、脱字等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、本ソフトウェ
アの交換、補修、代金返還等には応じることはできません。

７．責任の限度

KYBまたはそのサプライヤーは、本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連してお客様に直接的または間
接的に発生する一切の損害（ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含む。また、通常損害、
特別損害、結果損害を問わない）について一切責任を負いません。本項はお客様の法律上の権利行使を
制限するものではありません。

８．準拠法及び雑則

本契約は、日本法を準拠法とします。本件ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規
則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されな
いものとします。 本契約は、お客様が本契約に違反した時点で自動的に解除されるものとし、この場合お客
様は本ソフトウェアのすべての複製物を破棄するものとします。KYBの役員が署名した書面によってKYBが
その明確な同意を与えない限り、本契約条項のいかなる変更もKYBに対して効力を有しないものとします。
ただし、本ソフトウェアのアップデート版をKYBがお客様に使用許諾する際、KYBはかかるアップデート版
の使用に関し本契約の条項を変更することができるものとします。

９．KYB及びそのサプライヤーの権利

操作盤画面及び機能の全てはKYB及びそのサプライヤーの貴重な財産であり、サプライヤーは、KYBとの
ライセンス契約に加えてそれ自身のライセンス契約条項を行使する権利を保有しています。
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ドライブレコーダー使用開始までの流れ
① ＣＦカードリードライターをパソコンに接続し、CFカードのフォーマット   
 →〔９ページ〕
②「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」のインストール→〔１０ページ〕
③ ドライブレコーダーの車両への取り付け
④ Viewerソフトウェア「データ設定」で該当車両に合わせた値を設定   
 →〔１３ページ〕
Ⅰ． 「カメラ数」・「車速パルス設定」・「取付方向」等を取り付け車両を確認
して設定→〔１４ページ〕
Ⅱ． 設定した値をＣＦカードに書き込み→〔１４ページ〕
⑤ ドライブレコーダー本体の設定→〔取付説明書参照〕
Ⅰ． ④のⅡ．で作成した設定済みＣＦカードをドライブレコーダー本体へ挿入
Ⅱ． エンジンキースイッチＯＮ、ＬＥＤランプが緑点灯になれば本体の設定が完了
⑥ 画像ファイルの保存→〔取付説明書参照〕
Ⅰ． ドライブレコーダー本体の手動記録ボタンで記録を開始
Ⅱ． ＬＥＤランプが赤点灯→赤点滅→緑点灯で記録の保存完了
Ⅲ．エンジンキースイッチＯＦＦにして、ＣＦカードをドライブレコーダー本体より取
り出し

⑦ Viewerソフトウェアの「読取」でＣＦカード内の画像ファイルを確認   
 →〔１５ページ〕
Ⅰ． カメラの「撮影角度調整」や「車速パルス設定」の確認
Ⅱ． 確認した結果、再度調整が必要であれば④から⑦の手順で設定・確認
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ＣＦカードリードライターの接続
Windowsを起動後に、パソコンのUSBポートにＣＦカードリードライターのケーブルを接続して下
さい。自動的にドライバのインストールが始まります。インストール終了後に「マイコンピュータ」を
開き「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認して下さい。
※詳細につきましてはＣＦカードリードライター付属の取扱説明書をご覧下さい。

CFカードの初期設定について

ＣＦカードのフォーマット方法

「マイコンピュータ」→「リムーバブルディ
スク」を右クリック→フォーマット
ファイルシステムは「ＦＡＴ３２」、ボリュー
ムラベルは「ナンバー」等分かりやすい
値を入力して下さい。
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インストール方法
Viewerソフトウェアのインストールは管理者“Administrators”グループのユーザーで行って下
さい。インストールを始める前には、他の全てのアプリケーションを終了してから実行して下さい。
ドライブレコーダーViewerソフトウェアのインストールＣＤをＣＤドライブにセットして下さい。自動イ
ンストールが開始します。
※自動インストールが開始されない場合、「マイコンピュータ」→「ＣＤドライブ」→「Setup.
exe」をダブルクリックして下さい。※拡張子が非表示の場合はSetupと表示されます。

「セットアップ」が始まりますので、画面の指示に従って進めて下さい。

① .Net Framework1.1がパソコンにインストールされていない場合のインストール手順

② .Net Framework1.1が既にパソコンにインストールされている場合のインストール手順

「同意する（A）」にチェックを入れて
【インストール（I）】をクリック

【OK】をクリック 【OK】をクリックして再起動後に、
②のインストール手順に移ります

使用許諾に同意を頂けましたら
「... 同意します」にチェックを入れて
【次へ（N）】をクリック

ユーザー名と所属を
入力し、「このコン
ピューターを ...」 の
チェックを推奨
【次へ（N）】をクリック

インストール場所を変更する場合は
【変更（Ｃ）】をクリック
変更しない場合は
【次へ（N）】をクリック

【変更（Ｃ）】をクリッ
クした場合は、イン
ストール先を指定して
【OK】をクリック

１１ペー
ジへ

【変更（Ｃ）】【
次
へ（
N
）】

１１ペー
ジへ



11

以上で、インストールは完了です。
全ての表示を閉じて、パソコンを再起動させて下さい。

デスクトップにショートカットが
作成されます。

【完了（F）】をクリック

インストール先やユーザー情報を確認後に
【インストール（I）】をクリック

インストールが始まり
ます
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起動と終了

「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」の起動は
デスクトップ上に作成されたショートカット「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」
をダブルクリックして下さい。
または、「スタートメニュー」→「すべてのプログラム（Windows2000は「プログ
ラム」）」→「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」をクリックして下さい。ドライ
ブレコーダーViewerソフトウェアのメイン画面が表示されます。

「ドライブレコーダーViewerソフトウェア」の終了は
ドライブレコーダーViewerソフトウェアを終了する場合は、右上の⊠をクリックするか、ファ
イルメニュー内の一番下にあります『終了（Ｘ）』をクリックして下さい。

アンインストール方法
アンインストールを実行すると、Viewerソフトウェアがハードディスク上から削除されます。十分に
ご注意下さい。
① 「スタートメニュー」→「設定」→「コントロールパネル」の順でクリックして下さい。
② 「コントロールパネル」が表示され「プログラムの追加と削除（Windows2000は「アプリケー
ションの追加と削除」）」をクリックして下さい。
③ 「KYBドライブレコーダーViewerソフトウェア」を選択し「削除」をクリックして下さい。
④ 「コンピュータからKYBドライブレコーダーViewerソフトウェアを削除しますか？」と表示
されますので、【はい 】をクリックして下さい。
⑤ アンインストールが始まりますので、画面の指示に従って進めて下さい。
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「データ設定」
ここでは、ドライブレコーダーを取り付けた車両に合わせ、「Viewerソフトウェア」の設定を行な
います。
はじめに、ＣＦカードを差し込んだ、ＣＦカードリーダライターを認識させて下さい。

「ファイル」メニュー→「設定」→「データ設定」を選択して下さい。
「データ設定」画面が表示されます。

各項目の詳細は次ページを参照下さい。

変更した「設定」を保存します。

「設定」をＣＦカードに書き込み
ます。

設定変更のキャンセル

「設定」を初期値に戻します。

ＣＦカードを接続したドライブを
指定して下さい。

「読取」内でＣＦ
カードリードライ
ターのドライブが
認識されているこ
とを確認して下
さい。

ドライブが表示されない
場合や、ＣＦカードリード
ライターが未接続の場
合は接続後に【更新】
ボタンを押してドライブ
名を表示させて下さい。
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項　目 初期値 設定値 説　明
カメラ数 １ １・２ 本体に接続したカメラ数に設定する。

GPSの有無 有 有・無 ＧＰＳアンテナ接続の有無

トリガ判定閾
しきいち

値Ｘ ０．８０ ０．０１～１０．００ Ｘ方向（前後）で設定した加速度（Ｇ）を超え
ると記録を開始します。

トリガ判定閾値Ｙ ０．８０ ０．０１～１０．００ Ｙ方向（左右）で設定した加速度（Ｇ）を超え
ると記録を開始します。

音量設定 大 OFF・小・大 スピーカー音量の設定

車速パルス設定 OFF
OFF・２・４・８・
１０・１６・２０・２5

設定する車両の車速パルス数と合わせます。
OFFの場合、車速はGPSより取得。

取付方向

正面 正面・背面・右側面・
左側面

本体を取り付けた際の取り付け方向の補正を行な
います。下記参照

Ｙ
Ｘ

Ｙ
Ｘ

Ｙ
Ｘ

Ｙ
Ｘ

正面　　　　　背面　　　　　右側面　　　　左側面

進
行
方
向

進
行
方
向

以上の必要項目を変更し、【保存】をクリックして設定した内容の保存を確定して下さい。

「設定データ保存ドライブ指定」でＣＦカードを接続したドライブを指定し【書き込み】をクリックし
て下さい。

【ＯＫ】をクリックするとＣＦカードに設定を記録します。

以上で、Viewerソフトウェアでの「データ設定」は完了です。

※用語解説は２３ページを参照して下さい。

ポイント：
「データ設定」終了後は必ずＣＦ
カードへの書き込みを実行し、ＣＦ
カードをドライブレコーダー本体に
装着して、ドライブレコーダー本体
への設定を行なって下さい。
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「読取」
「読取」画面ではドライブレコーダー本体で記録された画像ファイルを表示し、必要なファイルを
コンピューター内に保存します。

記録画像ファイル読取り
USBポートにＣＦカードリーダライターを接続し、画像ファイルが記録されたＣＦカードを挿入して下
さい。Viewerソフトウェアを起動して「読取」画面内左下の「ドライブ指定」でＣＦカードリー
ドライターのリムーバブルディスクを選択し、【更新】ボタンをクリックして下さい。

ＣＦカード内の画像ファイルがリスト表示されます。

ＣＦカード内のファイルを確認し、保存する必要のあるファイルに“チェック”を入れます。
・全てのファイルに“チェック”を入れる場合は❷の【全選択】をクリックして下さい。
・全ての“チェック”をはずす場合は❸の【全解除】をクリックして下さい。
❶の【保存】をクリックすると“チェック”を入れたファイルの保存動作にうつります。

【ＯＫ】をクリックすると、ファイル保存が実行されます。

該当するリムーバブルディスクが表示されない場合は
【更新】ボタンを再度クリックして下さい。それでも
表示されない場合はUSB接続を確認して下さい。

ＣＦカードの使用率が表示されます。

ＣＦカード内の画像ファイル（記
録日時・最高速度・加速度Ｘ・
加速度Ｙ）が「リスト表示」で
一覧表示されます。

❶

❷ ❸ ❹
“チェック”を入れる欄

ダブルクリックで選択した画像
ファイルを「再生」画面で表示・
確認することができます。
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※読み取りには時間がかかることがあります、その間は絶対にＵＳＢケーブルやCFカードを抜
かないで下さい。ファイルやＣＦカードを破損する恐れがあります。

ＣＦカード内の画像ファイル削除
必要な画像ファイルを保存した後は、CFカード内のファイル削除を必ず行って下さい。
全ファイル削除欄、❹の【実行】をクリックするとＣＦカード内に保存されている全ての画像ファイ
ル削除動作に移ります。

　

【ＯＫ】をクリックすると、ＣＦカード内に保存された画像ファイル削除が実行されます。
※ＣＦカード内の設定データは削除されません。

　左の表示が出ている間は、ＵＳＢケーブルやＣＦカードを抜かないで下さい。

画像ファイル削除には１０秒前後かかります。削除終了後ＣＦカードを抜いて、ドライブレコーダー
本体にCFカードを装着して下さい。
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「再生」
「読取」・「ファイル編集」から選択した画像ファイルを再生表示します。

操作・表示一覧

① 再生・一時停止 ⑨ デジタルスピード表示と記録日時

② 停止 ⑩ X軸・Y軸の加速度をデジタル表示

③ 逆再生・一時停止 ⑪ X軸・Y軸の加速度をアナログ表示

④ ファイルの最後へ移動 ⑫ メイン画面、最初はカメラ１の画像を表示

⑤ ファイルの最初へ移動 ⑬ 画面の明るさ調整

⑥ 画像表示している位置（時間）を示してい
ます
 ◆停止中に直接動かすことができます

⑭ 再生スピード調整
 ◆ 再生・逆再生スピードを早めたり、遅くした
り調整します、操作は停止中に実行

⑦ 速度（緑色）・X軸（青色）は前後の加速度・
Y軸（赤色）は左右の加速度を表しています。
これらの情報を時系列グラフで表示

⑮ メインーサブの画面入れ替え
 ◆ ボタンをクリックするたびに、メイン画面とサ
ブ画面が入れ替わります

⑧ アナログスピードメーター表示 ⑯ サブ画面、最初はカメラ２の画像を表示
 ◆ 補助カメラの設定がされていない場合は、
表示されません

① ②③

⑤ ④
⑥

⑦

❽

⑩

❾

⑭ ⑮

⑫

⑯

⑬

⑪
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「ファイル編集」
保存された画像ファイルの表示、不要になった画像ファイルの削除は「ファイル編集」画面で行
います。

画像ファイルの表示・再生

再生したい行をダブルクリックするとその画像ファイルが「再生」画面に表示されます。
それぞれのリストタイトルをクリックするとソート（昇順・降順）を行なえます。

編集メニュー
選択した画像ファイルの削除を行ないます。このメニューで、不要ファイルの整理を行います。

【実行】をクリックすると確認画面がでます。

【ＯＫ】をクリックすると選択した操作を実行します。

全選択：表示されているファイル全てを選択します。
全解除：選択されているファイルの全てを解除します。
 上記の操作はすぐに反映されます。

選択したファイル全ての削除を実行します。

選択した画像ファイルには
“チェック”が入ります。

記録日時・最高速度・加
速度Ｘ・加速度Ｙ、それ
ぞれのリストタイトルをク
リックするとその値でソー
ト（昇順・降順）を実行
します。

ダブルクリックで選択した
画像ファイルを「再生」
画面で表示・確認するこ
とができます。
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ドライブ使用率
コンピューターのハードディスク（Viewerソフトウェアをインストー
ルしたドライブ）の容量を確認できます。
「空き領域」が少なくなりましたら、不要な画像ファイルの削除
を実行して下さい。

印刷の説明
撮影画像の印刷を行ないます。
「再生」画面で、停止中もしくは一時停止中の画像を印刷することができます。
「ファイル」メニュー→「印刷プレビュー」

「印刷プレビュー」が表示されます。

印刷は「印刷プレビュー」左上の をクリック、もしくは「ファイルメニュー」→「印刷」で
実行することができます。

印刷する画像の情報（記録
日時・速度・加速度Ｘ・加速
度Ｙ）も印字されます
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トラブルシューティング

Viewerソフトウェア起動時のトラブル

Windowsが起動しません。 

● Windows 起動時はパソコンのＵＳＢポートに接続してあるＣＦカードリードライターの設定済みＣＦカード
を抜いて下さい。

画像ファイルのトラブル

画像ファイルが保存されていません。 

● 電源ケーブルとドライブレコーダー本体の接続を確認して下さい。
● CFカードのフォーマットと初期設定を行なって下さい。「CFカードの初期設定について 」〔９
ページ〕を参照して下さい。
●「トリガ判定閾

しきいち

値」の設定値が大きい場合には、１４ページの「データ設定」を参照の上「トリガ判
定閾
しきいち

値」XとＹの値を“０．１０”ずつ下げて試して下さい。

画像に欠けている部分がある。 

● ＣＣＤカメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、構造上画素欠けの部分が生じる場合
があります。これは故障ではありません。

画面全体が白くなる。または黒くなる。 

● 暗い場所から明るい場所へ急に移動した場合や、明るい場所から暗い場所へ急に移動した場合な
ど、明るさの変化が大きいと、正常に画像の記録ができないことがあります。

ドライブレコーダー本体で記録されたはずのファイルが見当たらない。 

● ＣＦカード内の画像ファイルが一杯になると、古い画像ファイルは新しいファイルで上書きされます。ＣＦ
カードのファイル保存と削除は定期的に実行して下さい。

画像のピントが合っていない。または画像が不鮮明である。 

画像ファイルの再生時間が３０秒より少ない画像ファイルがある。 

● 二重トリガの場合、二回目のトリガのタイミングにより、トリガ前の記録時間が短くなることがあります。

多少の衝撃で記録が開始されてしまう。 

● １４ページの「データ設定」を参照の上「トリガ判定閾
しきいち

値」XとＹの値を“０．０５”ずつ上げて試して
下さい。

カメラレンズの左横にあるマークを合わせて下さい。
※この時にレンズを手で触らないように気をつけて下さい。



21

信号機の青や赤ランプが速く点滅している画像がある。 

● ＬＥＤランプを使用している信号機は人間の目では認識できない速さで点滅しています。撮影カメラで
記録されたファイルではその点滅が記録される場合があります。この現象は故障ではありません。

ドライブレコーダー設定のトラブル

画像ファイルのスピードが０ｋｍのまま動かない。もしくはスピードが正確でない。（車速パルス接続） 

① １４ページの「データ設定」を参照の上「車速パルス設定」の値を“８”に設定して下さい。
② ８ページ「使用開始までの流れ 」の⑤を参照して、ドライブレコーダー本体に書き込んで下さい。
② 時速４０㎞で２０秒間程走行し手動記録ボタンを押して下さい。（運転者以外の方が操作を行なって
下さい ） 
③ Viewerソフトウェアで記録された画像ファイルのスピードを確認して次の通り設定して下さい。

スピード 「車速パルス設定」 スピード 「車速パルス設定」
１６０㎞ “２”に設定して下さい ２０㎞ “１６”に設定して下さい
８０㎞ “４”に設定して下さい １６㎞ “２０”に設定して下さい
４０㎞ 設定の変更は必要ありません １２㎞ “２５”に設定して下さい
３２㎞ “１０”に設定して下さい ０㎞ 車速の配線を確認して下さい。

④ 再度①から③の作業を繰り返しスピードが正しく設定されたかを確認して下さい。
※「取付説明書」もあわせてご確認下さい。
※車速信号がアナログパルスの車両は正しく計測できません。

画像ファイルのスピードが０ｋｍのまま動かない。もしくはスピードが正確でない。（ＧＰＳ設定） 

● エンジン始動直後、またはトンネル内やビルの間等、ＧＰＳアンテナが電波を受信できない状態では、ス
ピードは記録されません。
● ＧＰＳアンテナをＧＰＳ衛星の電波が届きやすい場所に移動して下さい。
● ＧＰＳアンテナが障害物により衛星電波を受信していない。障害物を取り除いて下さい。

記録の日時が正確でない。 

● ＧＰＳアンテナをＧＰＳ衛星の電波が届きやすい場所に移動して下さい。
● ＧＰＳアンテナが障害物により衛星電波を受信していない。障害物を取り除いて下さい。

画像が表示されません。 

● カメラのケーブルとドライブレコーダー本体をしっかり接続して下さい。
● 追加カメラでの記録を行なう場合は、１４ページの「データ設定」を参照の上「カメラ数」の値を“２”
に設定して下さい。

音声案内がされない。 

● １４ページの「データ設定」を参照の上「音量設定」
の値を“大”もしくは“小”に設定して下さい。 ワンポイント：

Viewerソフトウェアの設定変更後
は、ＣＦカードへの書き込みを実行し
て下さい。１３ページ「データ設定」
を参照して下さい。
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用語解説

用語 解説

トリガ 記録開始のきっかけ（引きがね）となる信号のこと。ドライブレコーダーでは加速度（G）と
手動スイッチの２種類のトリガがあります。

キャプチャ 画像をファイルとして保存すること。

閾
しきいち

値
センサーが検出した値の中で、処理を引き起こすのに必要な最小値のこと。ドライブレコー
ダーではトリガや警報（音声案内）、また事故判定として認識するための最小の加速度
（G）の値を閾値として設定します。

フォーマット ＣＦカードなどの記憶媒体を指定した配列や形式に初期化すること。
ドライバ 周辺機器を動作させるためのソフトウェア。

加速度（Ｇ）
一定時間内の速度の変化の割合をあらわします。ドライブレコーダーでは内蔵の加速度
センサーにより、衝撃や急加速・急ブレーキ・急ハンドルを数値として記録し、その情報
より運行状況や運転特性を判断することができます。

サンプリング
信号の強さを一定時間ごとに採取すること、また信号の強さを採取する周期のことを「サ
ンプリング周波数」と呼びます。ドライブレコーダーでは１００分の１秒ごとに加速度を抽出
しています。
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サポートカルテ

KYBドライブレコーダーViewerソフトウェアに関するお問い合わせ窓口：０４６－２６８－４２６２

お問い合わせの前に以下の情報をお調べ下さい。

ご使用のパソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですがで
きるだけ詳しくお知らせ下さい。
●ご使用のパソコンの種類：
 （メーカー・型番等）
●メモリの容量とＣＰＵのクロック数：
 （コントロールパネル→システム→全般タブ内）
●OS名とバージョン：
 （コントロールパネル→システム→全般タブ内）

●その他接続されている周辺機器名：

●インストールされているウィルス対策ソフト名とバージョン：

●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など：
 （より正確・迅速にお答えするために、できるだけ詳しくお知らせ下さい。）
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