
のご紹介 

  

「運転の見える化」 

 エコドライブ推進システム 

エ コ サ ム 



エコサムとは 



運転リスク対策は取られていますか？ 

管理者は個々の運転が見えないので 

                                          個別の指導ができない 

なぜ？ 

声掛け 講習会 

指差呼称 ステッカー 

個々の安全運転の基準がバラバラで 
    本人は安全運転をしているつもりであるから 

…etc 

事故はなくならないのが現状 
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独自の解析方法である 

「         」を用いて、 

運転状況を可視化するシステム。 

簡単に自分の運転を振り返ることができ、 

改善することで様々な効果が実感できます。 

H2009.11月発売 

Eco-SAM 
サイズ/ 83(L)×53.5(W)×20.5(H) 
 

記録時間/約68時間 
 

INPUT /DC12～24v（軽～大型まで） 
 

◆取付工事なし 

◆シガーソケットに挿し込むだけ 

取付方法 

国土交通省 新技術情報提供システム 

NETIS登録商品 

登録番号：QS-120002-A 

波状運転指数 

アラーム機能付き 

Eco-SAM［エコサム］エコドライブ教育システム 
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「波状運転指数」個々の運転を数値化 

 安全運転の基準が決まり、同じ物差しで見ることができる 

 個々の安全運転の実践度合いが数値で見える 

 事故予備軍（危険な運転をしている人）が判る 

 個々の運転に対して、評価が簡単にできる 

 数値化できることで目標が決められる 
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Eco-SAM 

時間 

安
全
度 

波
状
運
転
指
数
で
確
認 

教
育

 

都度実践度合いを数値で確認 
 

➡ 継続 



営業効率アップ 
 

運行軌跡でルート構築の 
お手伝いをします 

企業イメージ向上 
 

安全運転、エコドライブが定着する 
事で企業イメージが向上します 

期待できる効果 

ＣＯ２排出量の削減 
 

燃費向上する事でＣＯ２ 
排出量が削減できます 

環境に優しい運転になります 
 

車両修理費の削減 
 

穏やかで滑らかな運転を実践 
する事で消耗品が長持ちします 

燃費向上 
 

エコドライブが定着し燃費向上 
が十分期待できます 

任意保険料 
割引率の向上 

 
事故を大幅に削減する事で 

保険料が下がります 

交通事故削減 
 

車間距離を取った 
穏やかな運転で事故が激減 
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的確な指標…波状運転指数 

←
 

速 

度 

『波状運転指数』特許取得：特許№3944549 

必要のない無駄な加速と減速による速度変化の割合を数値化することで 
デジタコでは現れない運転の“なめらかさ”をわかりやすく簡単に計測 

理想との差が数値となるため 
『波状運転指数』は小さいほ
ど望ましい 

まずは「 10 」以下 

60 

Km/h 

0 速度[km/h] 

Ａ Ｂ 

◆一般的なシステムは点で評価 ◆エコサムは面で評価 

ギクシャクした走行 

（実際の速度グラフ） 

無駄な加速や減速の速度経過 
エネルギーロスの部分 

理想的な走行 （穏やかで滑らかな速度変化） 

実際の走行 （ほかの車の影響を受ける） 

なめらかな走行 

（理想的） 

時間→ 

≪運転全体≫を見直さない限り 本当の意味での改善とはいえない 
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悪 

良 

評　　価

14

・無駄な燃料消費が多いです。

・事故を引き起こす可能性が高いです。

・車間距離を今よりもっとあけましょう。

×

10 ～ 14
・車間距離、惰性運転は、まだ不十分です。

・穏やかで滑らかな運転に努めましょう。
△

8 ～ 10
・事故を引き起こす可能性は低くなりました。

・穏やかで滑らかな運転が増えています。
○

6 ～ 8
・上級レベルです。

・さらに超級レベルを目指してください。
◎

6
・超級レベルです。

・今の運転を継続してください。
☆

波状運転指数

以上

以下

的確な指標…波状運転指数評価表 
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波状運転指数をよくする３つのポイント 

１．ふんわりアクセル「ｅスタート」 

発進して ５秒後 に 時速２０km を目安に 

２．加減速の少ない運転 

３．早めのアクセルOFF 

車間距離を十分にとって「3秒以上」 

    前の車に影響されない 定速走行 を 

エンジンブレーキを積極的に使い 

   惰性運転 で最後にフットブレーキで停止 

『３つのポイント』が “どれくらい” 繰り返し実践できているかを 

                【波状運転指数】で確認することができる!! 
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運転レポート…診断結果を本人が確認（振り返る） 

(13.3) 
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ランキング…社内のレベルをワンタッチで確認 

会社目標 

会社目標 

会社の目標数値を設定する事で安全運転と 

エコドライブに対する意識を向上させます  
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指導ツール…地図機能でさらなる効果 
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急加減速分析 

運行解析画面全体 

走行軌跡自動確認 



管理が簡単…手間を取らない 

①エコサムを付けて 
走行 

②帰社 

③データの取込を行う 

ループ 

④運転レポートで 
その日の運転状況を確認 

改
善
点
を
踏
ま
え
て
・
・
・ 

◆各支店にて◆ ◆本社内部監査室にて◆ 

毎月の運用サポート帳票を元に安全運転・
エコドライブの推進を行う。 
「波状運転指数」のランキング表を各支店
に配布し、「波状運転指数 
１０以下」を目標に指導を行う。 
 
☆安全運転・エコドライブが 
実践できているか、できていないかの見え
る化 

※別紙参照 
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ローコスト…解析ソフト1L GPSロガー30台でシミュレーション 

 5年リース リース料率1.9%の場合 

月額：37,069円   1台あたり月額1,235円

毎月のデータを解析し、人別、事業所別、会社全体の状況を専用帳票にて提出します。管理者の方は、専用帳票の解析結果をみて、必要な人に指導
を行う事で、確実に成果が出てきます。※2年目以降は任意でご継続いただけます。 

●セーフティ＆エコドライブ講習会とは 

導入時、インストール・操作説明のほか、波状運転指数を良くするコツを伝授する講習会を実施いたします。 

●月次帳票出力サービス（1年分）とは 

GPSロガー本体 （１年間の月次帳票出力サービス込） 1台 36,000円 

GPSロガーあんしん5年保証（導入より1年間のメーカー無料保証＋4年メーカー保証）※任意 1台 19,200円 

解析ソフト （地図ソフト込） 1ﾗｲｾﾝｽ 195,000円 

初期導入サポート費用…インストール・操作説明・エコドライブ講習 1回 100,000円 

解析ソフト GPSロガー本体 あんしん5年保証 初期導入サポート 

 合 計 
1ﾗｲｾﾝｽ 30台 30台分 1式 

195,000円 1,080,000円 576,000円 100,000円 1,951,000円 

 参考セット価格 

 買い取りの場合 
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パートナー募集 



アライアンスパターン 

 エコサム 

販売代理店 

 エコサム 

紹介代理店 

希望アライアンスパターン 

お客様 お客様 お客様 お客様 お客様 お客様 

販売取引 紹介インセンティブ 

販売取引 

販売取引 
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アライアンスパートナー 

＜アライアンスパートナー・事業者イメージ＞ 
  

○損保代理店 ○システム販売 ○事務機販売・メンテナンス 
○環境商品販売業 ○建設機材販売業 ほか 
○下記対象市場とお取引の多い企業 等 

 
＜対象市場＞ 
  

◎社用車をお持ちの企業全般 
• 事故にお悩みの企業（保険料が高い企業・・）   
• 燃料費削減をしたい企業（燃料費高騰にお悩みの企業・・）  
• 環境活動に熱心な企業（エコドライブステッカー、エコアクション

やISOに取り組む企業・・） 
• 安全意識の高い企業（バス、タクシー、送迎車、介護・・） 
• 労務管理（営業効率をあげたい企業・・） 
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エコサムの優位性 4つの利点＋１ 

エコサム テレマティクス デジタコ ドライブＲ 

事故防止効果 ◎ △ ○ △ 

燃費向上効果 ◎ △ ○ × 

取付作業 ◎ × × △ 

費用対効果 ◎ △ △ △ 

通信費用 ◎ △ ○ ◎ 

リアルタイム性 × ◎ △ × 

メンテナンスコスト ◎ △ △ △ 

安い 
（費用対効果） 

簡単取付 
（工事費無し） 

通信費なし 管理が簡単 

他社製品との効果比較 （弊社比較検討） 

＋１： →運転状況が数値で評価されるのでゲーム感覚で取り組める 
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幅広いニーズ 想像してみてください 

事故防止 地球環境貢献 燃費向上 教育の観点から 

ニーズは？ ヒント 例えばどんな企業？ 

事故が多い企業 
乱暴な運転、頻繁に事故発生、 

保険会社より情報入手 

メーカー系営業車両 

問屋系営業車両 

その他 

 

色々：多業種あり 

 

燃費向上を目標にしている企業 
燃費が悪い（経費削減がしたい） 

労務管理をしっかりしたい企業 
営業効率アップ、営業テリトリー 

内のムラ、ムダのチェック 

エコドライブを実践している企業 
ECOステッカーを貼っている車 

CO２排出量削減に取り組む企業 
チームマイナス６％参加企業、 

ＨＰ 

安全運転が必要な企業 
送迎車、バス、タクシー バス会社、タクシー会社、 

老人ホーム、幼稚園 

安全運転の教育をしたい企業 
危険物輸送車、精密機械輸送車、 

安全運転指導 

ガス会社、石油会社、 

薬品会社、自動車学校 
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主な導入業種と導入目的 

◎業種は様々で車種を選びません  ★導入費用逆転期間（3か月～1年） 

業種（順不同） 車種 導入目的 

廃棄物業者（産廃・一廃） パッカー車、汲み取り 事故防止 

運送事業者 長距離・地場トラック 燃費向上 

食品販売（ハム、弁当、 配送車両（2t箱・軽バン） 事故防止・ルート検証 

土木・建築 ダンプ・営業車両 労務管理・ＮＥＴＩＳ 

住宅販売・不動産 営業車両・メンテナンスカー 事故防止 

医薬品販売 営業車 事故防止 

製造業（機械・生活雑貨）  営業車 事故防止・燃費向上 

マットレンタル 軽バン 事故防止 

酒類販売 2tトラック 事故防止・ルート検証 

デイケア 送迎車 事故防止・安心安全 

ブライダル（結婚式場） 送迎マイクロバス 事故防止 

導入ユーザー数（全国） 納品台数（ＧＰＳ） 

650 社 17,500 台 
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エコサム導入割合 

24.0% 

17.4% 

11.7% 7.8% 

7.2% 

6.6% 

3.3% 

2.9% 

2.7% 

1.6% 

1.4% 1.2% 

1.0% 

1.0% 

0.4% 

9.8% 

ユーザ数 

産廃 運輸 卸売・商社 製造・ﾒｰｶｰ 

建設土木 洗濯ﾘﾈﾝ ﾋﾞﾙﾒﾝﾃ保守 電気ガス水道 

医療・福祉 情報通信 電設 自治体 

金融保険 不動産 教育・学習支援 その他 

2009年11月～2015年9月 

22.1% 

18.6% 

15.3% 
7.6% 5.2% 

4.7% 

4.3% 
3.1% 

2.2% 

2.2% 

1.5% 

1.0% 

0.9% 

0.5% 

0.2% 

10.6% 

台数ベース 

卸売・商社 運輸 産廃 製造・ﾒｰｶｰ 

洗濯ﾘﾈﾝ 建設土木 ﾋﾞﾙﾒﾝﾃ保守 電設 

医療・福祉 金融保険 電気ガス水道 自治体 

不動産 情報通信 教育・学習支援 その他 
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九州の環境技術シーズ集掲載商品 
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無料診断のご案内 
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車のシガーソケットに差し込むだけ！時間も手間も費用もかかりません！ 

御社の安全運転度合を無料診断! ぜひお試しください!! 



お問い合わせ 浦野敬史 
株式会社 トワード 
 
〒842-0104  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津166-13 
0952-53-5822 
http://www.towarldls.co.jp 

Eco-SAMを広め波状運転指数で運転の状態を可視化し
セーフティー・エコドライブの文化を創る事により交通事
故削減と地球環境貢献に全力で取り組む 

我々の使命 


