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定の目的に対する適合性が含まれますが、これには限りません。別途規定されていない場合には、VIAは、VIAのサービス、情報、コン
テンツ、資料、製品（ソフトウェアを含む）、その他のサービスを保証しません。この保証除外対象には、VIAが提供する項目の精度、完
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法律によって許される最大の限度で、VIAは、VIAのサービス、情報、コンテンツ、資料、製品（ソフトウェアを含む）、VIAが提供したその
他のサービスを使用したことにより発生した損害に対して責任を負いません。これらの損害には、書面による別途記載がない限り、
直接的、間接的、付随的、懲罰的、結果的な損害が含まれますが、これらには限定されません。

VIA Technologies, Inc. は、本書に記載する製品を事前の通知なく、いつでも変更する権利を留保します。

規制遵守

FCC-A無線周波数干渉に関する声明

本機器は、テストされ、FCCルールパート15に従うクラスAデジタルデバイスの制限に適合することが確認されています。これらの制
限は、機器を商用環境で動作させるときの有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。本機器は、無線
周波数エネルギーを生成し、使用しており、放射する可能性があります。ユーザーマニュアルに従って設置および使用しない場合、無
線通信に影響を及ぼす可能性があります。住宅領域で本機器を動作させると、有害な干渉を引き起こす可能性があります。その場
合は、ユーザーがその支出において、干渉を修正する必要があります。

通知1

規制遵守に責任を負う当事者による明示的な承認のない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる
場合があります。

通知2

放射制限に適合するため、シールドされたインターフェイスケーブルおよびAC電源コードを使用してください。

通知3

本書に記載する製品は、一般的な利用を目的として設計されています。VIA Technologiesは、製品の非互換により発生した衝突ま
たは損害に責任を負いません。注文前に、営業担当者に互換性の問題を確認してください。
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重要な安全に関する指示
本製品を設置および使用する前に、本ユーザーマニュアルに記載されるすべての安全に関する
指示と警告を慎重にお読みください。本製品を設置するには、本ユーザーマニュアルに記載さ
れる安全に関する指示と警告に従い、本製品を操作することについて、完全に理解し、確認し、
同意する必要があります。これらの条件に同意されない場合は、本製品を元の梱包に戻して、購
入された販売店に返品してください。

注意：

本製品は、操作を行うドライバーに代わるものではありません。また、本製品を使用することにより、ドライバー

の安全運転の責任を低減させることはできません。いずれの場合でも、ドライバーは、運転に関する法律および

規制を厳密に遵守して、慎重に運転する必要があります。

• VIA Mobile360フォークリフト安全システムは、特定の危険な状況下において、ドライバ
ーに警告するインテリジェントビデオ監視支援システムであり、自律運転システムではな
いことをご理解ください。ドライバーは、VIA Mobile360フォークリフト安全システムを使
用して、自動車および建設車両の運転を行うことはできません。ドライバーは、通常実施
する操作について、あらゆる運転条件下において警戒し続け、運転に関するすべての基
準および規制、すべての安全規則を遵守する必要があります。

• 本製品は、マシンビジョンソフトウェア、他の先進的な技術を使用していますが、車両、歩
行者、障害物、車線を100%の精度で検出できないことをご理解ください。また、道路の
表面、天候、その他の条件が、本製品の検出精度に影響を及ぼします。認識および反応す
る能力は、それらにより大きな影響を受けるので、対応する音声警告および視覚警告を
100%提供することはできません。したがって、ドライバーに、運転するとき、本製品に頼ら
ないこと、自分自身の判断を大切にすること、注意することを推奨します。ドライバーは、
安全な運転を行うため、本製品に頼りすぎないようにし、安全運転に関する規制を厳密
に遵守する必要があります。

• ドライバーが本製品のシステム操作に精通するまで、システムの設定を変更しないよう
にしてください。運転中、本製品のシステム設定や、センサーの位置を変更しないように
してください。ドライバーは、VIA Mobile360 7インチディスプレイ（アップグレードオプシ
ョン）を使用するとき、安全運転に関する規制を厳密に遵守する必要があります。また、デ
ィスプレイを見るときは、運転環境に注意を払う必要があります。

磁石に関する警告

• 本システムには強力な磁石が含まれています。取り扱うときは、挟まれないように注意し
てください。

• この磁石は壊れやすいので、落下させたり、叩いたりしないようにしてください。

• 強力な磁気による消磁、装置の故障、破壊を防止するため、磁気材料、電気材料、心拍数
調整器などをふくむ電気器具を近づけないようにしてください。

• 磁石の消磁を防止するため、システム仕様に記載される動作温度を外れる環境で使用
しないようにしてください。
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• 金属物に敏感な人が磁石に触れると、皮膚が荒れて、赤色になります。この症状が発生
した場合は、強力な磁石を取り扱わないようにしてください。

事前設置および使用
• 本製品を設置する前に、本ユーザーマニュアルに精通してください。システムを設置する

ために販売店/第三者の支援が必要な場合は、VIAにお問い合わせください。

• 本製品の動作電圧はDC9V～DC36Vです。

• VIA Mobile360カメラ、VIA Mobile360 7ディスプレイを遮ったりしないようにしてくださ
い。

• 本製品を本ユーザーマニュアルに記載される以外の目的で使用しないようにしてくださ
い。

• 特定の機能/付属品には、「オプション」とマーク付けされています。これは、その機能/付
属品はすべての車両のタイプおよびモデルに適用可能である訳ではなく、追加料金が発
生する可能性があることを示しています。本製品を購入する前に、製品の適合性につい
て、VIAに確認してください。

• すべてのフォークリフトのタイプまたはモデルに本製品を設置できるわけではありませ
ん。本製品を購入する前に、設置するフォークリフトのタイプまたはモデルに本製品が適
合するかどうかをVIAに確認してください。

• 使用する前に、ドライバーが本製品のシステム操作に精通していること、本製品の動作
が運転の安全性に影響を及ぼさないことを確認してください。

システムの制限事項
1. 本製品は、明るい照明が施された工場や屋外での使用に適しています。

2. 本製品は、ドライバーによる周囲環境の「確認」に代わるものではありません。ドライバー
は、運転中、常に注意を払い操作する必要があります。

3. 本製品の歩行者検出機能は、完全に見える人のみを検出できます。遮られている人、立っ
ている、歩いている、走っている、しゃがんでいる、横になっている、地面の上に横になって
いる以外の行動をしている人を検出することはできません。

4. 本製品の人を検出する機能、危険な運転状況/行動に対してドライバーに警告する機能
は、100%の精度を保証することはできません。さらに、照明、動作環境、天候、その他の条
件が、本製品の認識および応答能力に大きな影響を及ぼします。カメラの視野が部分的
または完全に遮られている場合、本製品の機能は失われるか、損なわれます。カメラの視
野が鮮明であることを確認してください。
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ライセンスおよび保証

限定ユーザーライセンス

本製品に関するすべての知的財産はVIAに所属します。VIAは、本製品の購入者にソフトウェア
を使用するための非排他的ライセンスを提供します。購入者は以下を行わないようにしてくださ
い。(a) 製品で使用されるソフトウェア、または製品に付属のソフトウェアを修正、変更、変換する
こと。(b) ソフトウェアをリバースアセンブル、デコンパイル、分解すること、ソフトウェアのソース
コードを取得する試みを行うこと。(c) ソフトウェアをコピー、販売、譲渡、サブライセンシング、リ
ース、レンタル、貸与、配布、開示すること。(d) 製品または関連文書上の財産権、商標、他の権利
に関する声明を削除したり、隠したり、変更したりすること。

限定保証

本製品の限定保証（本書では以降「限定保証」といいます）は譲渡できません。VIAは、本製品の
最初の購入者に対して、出荷日から1年間の無償保証サービスを提供します。

VIAは、設置により引き起こされる問題に責任を負いません。同時に、次の条件は保証の対象外
です。(a) 誤った使用、不注意、誤った設置、事故、本製品の不適切な車両への設置により引き起
こされた損害。(c) VIAを除く第三者が製品を修理または変更した場合。(d) 事故による損害、以
下の要因による製品の損害。これには、要件を満たさない、または保護基準を超える環境での
使用、停電、電流サージ、不安定な電流による損害、過度な電圧、過負荷、短絡、高温、屋外の風
や雨、自然災害または天災により引き起こされた損害を含みますが、これらには限定されませ
ん。

免責事項

本限定保証は、本製品に対する唯一かつ排他的な保証です。適用される法律によって許される
最大の限度で、VIAは、製品の商品性または特定の目的に対する適合性に関して、明示的または
黙示的に保証を行いません。いかなる代理人、販売者、代理店も、本製品に関して、VIAに代わっ
て声明、請求、保証を行うことはできません。本書に明確に記載される内容を除き、VIAは、他の
宣言または保証を行いません。いかなる状況下においても、VIAは、本製品に関連する、または本
製品の使用により引き起こされた特別、偶発的、直接的、間接的、付随的、懲罰的な損害に対し
ても責任を負いません。

保証プロセス
保証期間の間に、製品が故障し、修理が必要な場合は、以下のプロセスに従ってください。

1. 本製品を販売者から購入した場合は、販売者に連絡してください。

2. 本製品をVIAから直接購入した場合は、VIAに連絡してください。すべての製品は元払い
でVIAに返送する必要があります。VIAカスタマーサービス部門に連絡し、返品確認番号
の発行を依頼してください。製品を返品するとき、返品確認番号を記載する必要がありま
す。記載されていない場合、VIAには受け取りを拒否する権利があります。
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改訂履歴
バージョン 日付 備考

1.01 2022年06月07日

「DMOD」という記述を「PD」に、「歩行者」という記述を「人」に置き換えました。
フロントおよびリアカメラの校正手順を更新しました
ドライバーカメラの校正手順を更新しました
設定の説明を更新しました
アルバムの利用法の手順を更新しました
速度および後退灯センサーの取り付け手順を更新しました

1.00 2022年2月10日 初版 (JP)
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パッケージの中身
• 1 x VIA Mobile360 M500システム

• 2 x 振動減衰パッキン

• 2 x IP67 FOV-190°フロント/リアカメラ、取り付けブラケット（3Mケーブル）付き

• 1 x IP67 FOV-92°ドライバーカメラ、取り付けブラケット（3Mケーブル）付き

• 3 x 強力磁石、6 x M5*12mmボルト

• 3 x 3M VHB GPH-160GF series tape

• 10 x M5*25mm Mollyボルト、カメラおよびシステムの設置用

• 1 x スピーカー、3M VHB GPH-160GFシリーズテープ（3Mケーブル）付き

• 1 x Wi-Fi/GPSアンテナモジュール（3Mケーブル）

• 1 x 電源、ACC/IGNおよびアースケーブル（3Mケーブル）

• 赤色ブレードヒューズホルダーおよびヒューズパック。（標準サイズ、マイクロサイズ、低
プロファイルサイズ、ミニサイズを含みます）

• 黄色ブレードヒューズホルダーおよびヒューズパック。（標準サイズ、マイクロサイズ、低
プロファイルサイズ、ミニサイズを含みます）

• 2 x SMAキャップ4Gアンテナポート

• 4 x M12キャップ、DIO 1、DIO 2、CAN Bus、CVBSポート用

• 1 x 32GB MicroSDカード
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オプション付属品

ディスプレイオプション

Part Number Description

M360-M500-1L07A0 7インチIP67 CVBS（1024x600）ディスプレイキット、取り付けブラケット、2本のMollyボ
ルト、2つのボルト付き強力磁石、2つの3Mテープ付き

センサーオプション

Part Number Description

M360-M500-2S00A0 フォークリフト用速度および後退灯センサーキット、取り付けブラケットおよびケーブ
ル付き
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1. 製品の概要
VIA Mobile360フォークリフト安全システムを使用して、忙しい倉庫や産業環境における事故や
怪我を防止することができます。スマートな人検知機能と高度なドライバー監視機能を組み合
わせた、この堅牢で信頼性の高いシステムは、何者かが車両の危険範囲に立ち入ったときにドラ
イバーに警告します。また、ドライバーが疲れたとき、注意散漫になっているときにドライバーに
警告します。 

設置および保守が簡単なVIA Mobile360フォークリフト安全システムには、フロントカメラ、リア
カメラ、ドラーバーカメラ、高品質なスピーカー、オプションの7インチCVBSディスプレイが搭載
されており、幅広いフォークリフトに対して、箱から取り出して簡単に使用することができます。死
角を排除し、車両の周りを移動する人に関する早期警告信号を提供する本システムは、フォーク
リフトに関連する事故を防止するだけではなく、職場の健康および安全基準を向上させるため
に不可欠なツールです。 

1.1 システムレイアウト

電源LED

リセットボタン

MicroSDカードスロット

スピーカー

DIO 1

マイクロSIMカードスロット

DIO 2CAN/COM

図 01: フロントパネル入出力のレイアウト
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アンテナコネクター

ドライバーカメラ

リアDMODカメラ

フロントDMODカメラ

CVBSコネクター

電源/ACC/GND

図 02: リアパネル入出力のレイアウト

1.2 システムの寸法

178mm

56.8mm

図 03: フロントビューシステムの寸法

167mm

194.6mm

図 04: サイドビューシステムの寸法
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2. 設置
VIA Mobile360フォークリフト安全システムを設置するときは、次の品目を事前に準備しておく
ことをお勧めします。

必須品目

• LOCTITE 243スレッドロッカー

• 3M VHB GPH-160GFシリーズテープ

• 巻尺

• 水準器l

• プラスドライバー

• 8番パイラーまたはレンチ

• ドリル（オプション）

• ジッパー/ケーブルタイ

• マーカー

2.1 システムの準備
VIA Mobile360 M500システムを対象となるフォークリフトに設置する前に、MicroSDカード（動
画記録が必要な場合）を挿入し、MicroSDおよびマイクロSIMカードスロット用防水カバーを固
定し、未使用のポートに入出力カバーを取り付け、振動減衰パッキンをシステムの底部に固定す
ることをお勧めします。

2.1.1 MicroSDカードの挿入
VIA Mobile360 M500システムでは、動画をリアルタイムで記録するために、MicroSDカードを
取り付ける必要があります。32GB MicroSDカードが、システムパッケージに付属しています。 

注：

MicroSDカードを取り付けない場合でも、システムの動作に影響を及ぼしませんが、動画が保存されません。

MicroSDカードを挿入すると、3台のカメラの動画が、MicroSDカードに上書しながら保存され
ます。つまり、MicroSDカードのストレージが一杯になると、最も古いファイルが削除され、新し
い動画ファイルに置き換わります。MicroSDカードのサイズ別の3台のカメラから保存できる動
画の推定時間については、次の表を参照してください。 

MicroSDカードのサイズ 記録時間
32GB 5.5 時間
64GB 11.2 時間

128GB 22.0 時間
256GB 44.4 時間
400GB 68.9 時間
512GB 88.2 時間

表 01: MicroSDカードの記録時間
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次の手順に従い、MicroSDカードをVIA Mobile360 M500システムに挿入してください。

1. 適切なストレージのMicroSDカードを準備して、FAT32またはexFATファイルシステムで
フォーマットしてください。MicroSDカードをフォーマットする必要がある場合、詳細につ
いては、4.3.2節を参照してください。

2. カードをVIA Mobile360 M500システムに挿入するときは、カードを上に向けた状態で、
カードをフロントパネルにあるMicroSDカードスロットにそっと押し込み、完全に挿入さ
れていることを確認してください。

注：

MicroSDカードを取り外すときは、カードをそっと押して、取り出してください。

2.1.2 防水カバーの固定
以下の手順に従い、フロントパネルにあるMicroSDおよびSIMカードスロット用の防水カバーを
固定してください。

1. ゴム製シールの平らな面をプラスチック製カバーの溝に挿入してください。

2. ネジ穴を位置合わせし、ゴム製プラグをMicroSDおよびSIMカードスロットに適合させな
がら、カバーをMicroSDおよびSIMカードスロットの上に配置してください。

3. 付属の工具を使用して、6本のネジを締めて、カバーをシステムに固定してください。

図 05: 防水カバーの固定

2.1.3 入出力カバーの取り付け
VIA Mobile360 M500システムには、オプションの付属品を接続するための、追加の入出力ポー
トが付属しています。システムの防水性を高めるため、未使用のポートを付属のキャップで塞ぐ
ことをお勧めします。以下の手順に従い、未使用のポートを塞いでください。
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1. 標準設定を行う場合、VIA Mobile360 M500システムのフロント入出力パネルのDIO 1
、DIO 2、CAN/COMポートは必要ありません。

 − 付属の3個のM12キャップをしようして、DIO 1、DIO 2、CAN/COMポートを塞いでくだ
さい。キャップをしっかりと固定してください。

   

図 06: フロントパネルの未使用ポートを塞ぐ

2. 標準設定を行う場合、VIA Mobile360 M500システムのリア入出力パネルのCVBSポート
（ディスプレイ）、ANT-M、ANT-D（4G用）アンテナポートは必要ありません。 

 − 付属のM12キャップ1個を使用して、CVBSポートを閉じてください。キャップをしっか
りと固定してください。

 − 付属のSMAキャップ2個を使用して、ANT-MおよびANT-Dアンテナポートを塞いでくだ
さい。キャップをしっかりと固定してください。

図 07: リアパネルの未使用ポートを塞ぐ
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2.1.4 振動減衰パッキンの取り付け
システムをフォークリフト運転中に発生する振動から保護するために、2つの振動減衰パッキン
が付属しています。次の手順に従い、2つの振動減衰パッキンを取り付けてください。

1. VIA Mobile360 M500システムを平らな面の上に逆さまにした状態で置いて、システムの
底部の埃や破片を取り除いてください。

2. 3M両面ティッシュテープを片方の振動減衰パッキンの背面から取り外して、ネジ穴の切
り欠き部をシステムに位置合わせしながら、システムの側面に配置してください。

3. システムの反対側で、もう一方の振動減衰パッキンについて、同じ手順を繰り返してくだ
さい。 

4. ストリップをシステムにしっかりと貼り付けてください。

図 08: 振動減衰パッキンの取り付け

2.2 VIA Mobile360 M500システムの設置
VIA Mobile360 M500システムをフォークリフトに設置する前に、次の条件に基づいて、適切な
位置を決定してください。

• 平らな面であり、システムシャーシを設置するための十分なスペースがあり、ケーブル
を取り付ける空間があること。218mm（幅） x 70mm（高さ） x 327mm（奥行）（7.87" x 
2.76" x 13.78"）の空間を使用することをお勧めします。

• システムの適切な動作を保証するため、システムの周りに十分な空気の流れがあるこ
と。

• システムを設置する面は、通常の動作条件において、振動または突然の起動/停止によ
り、システムが落下または移動しないように、付属の4本のM5*25mm Mollyボルトを取
り付ける穴を開けることができるか、3M VHB両面テープGPH-160GF（付属しません）を
十分に接着できることが必要です。
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図 09: 設置スペースの推奨要件

VIAは、システムの設置用に以下の場所を推奨します。

• ドライバーの座席の下

• リアC型ピラーの上

• フォークリフトの屋根の上または下

屋根の上または下

リアC型ピラーの上

ドライバーの座席の下

図 10: 推奨設置位置

2.3 カメラの取り付け
VIA Mobile360フォークリフト安全システムには、対象となるフォークリフトに取り付ける3台の
カメラが付属しています。これらは、ドライバーを監視するためのドライバーカメラ、人を検出す
るためのフロントカメラとリアカメラです。
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フロントカメラ

リアカメラ
ドライバーカメラ

図 11: カメラの取り付け位置

2.3.1 フロントおよびリアカメラの取り付け
VIA Mobile360フォークリフト安全システムのパッケージには、フロントカメラおよびリアカメラ
というラベルの付いた箱が含まれています。また、簡単に識別できるように、色分けされたケーブ
ルが付属しています（フロント用が茶色、リア用が紫色です）。また、各カメラには、強力磁石、2個
のM5*12mmボルト、1個の3M両面テープ、2個のM5*25mm Mollyボルトが付属しています。以
下の手順に従い、カメラを取り付けてください。

1. カメラおよび取り付けアセンブリ：カメラをフォークリフトに取り付けるには、2つの方法
があります。

 − 磁石および3Mテープ - カメラをフォークリフトに取り付ける前に、2個のM5*12mm
ボルト（8番レンチを使用）で、付属の磁石をカメラブラケットの底部に取り付け、3Mテ
ープを磁石の下部に貼り付けて、カメラとマウントを組み立ててください。

図 12: 磁石と3Mテープをフロントおよびリアカメラに取り付ける

注： 

磁石の表面をカメラに取り付ける必要があります。一時的な取り付けの場合は、3Mテープを使用することをお

勧めします。
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 − ドリルによる穴あけ - カメラをフォークリフトに取り付けるために、2個の25mm 
Mollyボルトを使用することができます。ドリルで穴をあける場合は、磁石と3Mテープ
は必要ありません。

注： 

付属のMollyボルトを挿入できる十分な厚みのある面を使用してください。

2. カメラをフロントおよびリアルーフのブラケットの中心に、地上から1.6m～2.7mの高さに
取り付けてください。カメラの視野を遮るものがないようにしてください（フロントカメラ
の場合は可能な限り）。

図 13: フロントおよびリアカメラの取り付け位置

3. 適切な位置を特定したら、地面に平行な線で位置をマークしてください（水準器の使用
をお勧めします）。ドリルを使用する場合は、カメラブラケットの底部にネジ穴の位置をマ
ークし、ドリルで穴をあけてください。

図 14: 取り付け位置をマークしてドリルで穴をあける
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4. 次に、以下の手順でカメラを取り付けてください。

 − アルコールを使って、汚れや破片を取り除いてください。3M両面ティッシュテープを取
り除いて、カメラをマークした線に合わせて、慎重に配置してください。しっかり押し
て、確実な接続を確認してください。

注：

磁石は強力ですので、取り扱いに注意してください。 

 − ドリルで穴をあける場合は、M5*25 Mollyボルトを穴に挿入して、締めてください。

図 15: Mollyボルトを使用してフロントおよびリアカメラを取り付ける

2.3.2 ドライバーカメラの取り付け
VIA Mobile360 M500フォークリフト安全システムには、ドライバーカメラというラベルの付いた
箱が含まれています。また、簡単に識別できるように、色分けされたケーブルが付属しています。L
型取り付けブラケットが事前に組み立てられています。また、カメラをフォークリフトに固定する
ための強力磁石、2個のM5*12mmボルト、1個の3M両面テープ、2個のM5*25mm Mollyボルト
が付属しています。

ドライバーカメラを以下のように取り付ける必要あります。

• ドライバーの顔から60m～100cmの範囲。

• ドライバーの顔の中央から上下10cmの範囲。

• ドライバーの頭から左右46cmの範囲（顔の中心から測定します）。最適な結果を得るた
めに、ドライバーの正面までの距離とドライバーの顔のからのオフセットの最大値を以下
の表に示します。
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ドライバーの正面まで
の距離 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm

ドライバーの顔のから
のオフセット 27cm 32cm 37cm 41cm 46cm

表 02: ドライバーカメラの取り付けパラメーター

注：

上の基準を満たすことがデイない場合は、信頼性高く検出するために、校正プロセス中に、ドライバーの頭が境

界ボックス内に収まるようにしてください。詳細については、3.2.1節を参照してください。

ドライバーの正面までの距離

ドライバーの顔のから
のオフセット

ドライバーの顔のから
のオフセット

         

ドライバーの正面までの距離

図 16: ドライバーカメラの取り付け要件

以下の手順に従い、ドライバーカメラを取り付けてください。

1. カメラおよび取り付けアセンブリ：カメラをフォークリフトに取り付けるには、2つの方法
があります。

 − 磁石および3Mテープ - カメラをフォークリフトに取り付ける前に、2個のM5*12mm
ボルト（8番レンチを使用）で、付属の磁石をカメラブラケットの底部に取り付け、3M
テープを磁石の下部に貼り付けて、カメラとマウントを組み立ててください。 

図 17: ドライバーカメラと磁石の組み立て
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注： 

磁石の表面をカメラに取り付ける必要があります。一時的な取り付けの場合は、3Mテープを使用することをお

勧めします。磁石は強力ですので、取り扱いに注意してください。

 − ドリルによる穴あけ - カメラをフォークリフトに取り付けるために、2個のM5*25mm 
Mollyボルトを使用することができます。ドリルで穴をあける場合は、磁石と3Mテープ
は必要ありません。

2. 次に、カメラマウントと貼り付けるための適切な位置（A型ピラー付近をお勧めします）を
探し、以下の手順でカメラを取り付けてください。:

 − アルコールを使って、汚れや破片を取り除いてください。3M両面ティッシュテープを取
り除いて、カメラを慎重に配置してください。しっかり押して、確実な接続を確認してく
ださい。

注：

磁石は強力ですので、取り扱いに注意してください。 

 − ドリルで穴をあける場合は、マウントを配置して、ネジ穴の位置をマークしてくださ
い。ドリルで穴をあけ、M5*25 Mollyボルトを穴に挿入して、締めてください。

注： 

付属のM5*25mm Mollyボルトを挿入できる十分な厚みのある面を使用してください。

2.4 スピーカーの取り付け
VIA Mobile360フォークリフト安全システムには、2Wスピーカーが付属しています。これは、ドラ
イバー用の音声アラートを再生するために必要です。

以下の手順に従い、スピーカーを取り付けてください。

1. 対象となるフォークリフトの運転台で、聴覚障害を防止するためにドライバーから少なく
とも60cm離れており、遮る物のないスピーカーを取り付けることができる平らな位置を
探してください。 

2. VIAでは、図18に示すように、スピーカーをいずれかのリアC型ピラーの上に取り付けるこ
とをお勧めします。
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図 18: スピーカーの取り付け

3. アルコールを使って、汚れや破片を取り除いてください。

4. 3Mテープの保護カバーを取り外して、スピーカーを取り付け面に貼り付けてください。し
っかりと押して、適切に貼り付けてください。

2.5 Wi-Fi/GPSアンテナの取り付け
VIA Mobile360フォークリフト安全システムには、Wi-FiおよびGPSアンテナパックが付属してい
ます。これは、VIA Mobile360 WorkXアプリを接続するため、Wi-Fiネットワークの信号強度を保
証するために必要です。

以下の手順に従い、アンテナを取り付けてください。

1. 対象となるフォークリフトの運転台で、遮る物のないようにアンテナを取り付けることが
できる平らな位置を探してください。

2. VIAでは、図19に示すように、スピーカーをいずれかのリアC型ピラーの上、またはフォー
クリフトの屋根の下に取り付けることをお勧めします。
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屋根の上または下

リアC型ピラーの上

図 19: Wi-Fi/GPSアンテナの取り付け

3. アルコールを使って、汚れや破片を取り除いてください。

4. 3Mテープの保護カバーを取り外して、スピーカーを取り付け面に貼り付けてください。し
っかりと押して、適切に貼り付けてください。

2.6 周辺装置の配線と接続
重要な付属品（システム、カメラ、アンテナ、スピーカー）の取り付けが完了しました。次のステッ
プでは、2.2節で設置したVIA Mobile360 M500システムにケーブルを配線します。誤って切断し
たり、怪我をしたりしないよう、配線が垂れ下がったり、フォークリフトからはみ出したりしないよ
うに、ケーブルを配線してください。配線するときは、ジップタイやテープを使用して、ケーブルを
固定することをお勧めします。 

VIA Mobile360 M500 システムと周辺付属品との間の接続は、フォークリフトの運転中に発生す
る振動により、緩む可能性があります。設置する前に、 LOCTITE 243スレッドロッカー（付属しま
せん）を使用して、すべてのM12およびSMAポート接続を固定することをお勧めします。以下の手
順に従い、グルーを適用してください。

1. LOCTITE 243スレッドロッカーのボトルのキャップを外して、ディスペンシングヘッドをス
レッドに位置合わせしてください。 

2. ポートコネクターの周りに1滴または2滴のグルーを適用してください。
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図 20: LOCTITE 243スレッドロッカーを入出力ポートに適用する

3. グルーが硬化しないように、グルーを出した後できるだけ早く（5分以内に）ケーブルをポ
ートに固定してください。

4. グルーが完全に硬化するまで3時間かかります。この時間の間は、ケーブルを強く振動さ
せたり、ねじったりしないようにしてください。

各ケーブルは、VIA Mobile360 M500システム上のポートに対応するように色分けされていま
す。以下の色ラベルに従い、ケーブルをVIA Mobile360 M500上の正しいポートに接続してくだ
さい。

フロントパネル入出力

• スピーカー（青色ケーブル）を青色の「SPK」ポートに接続してください。

図 21: フロント入出力ケーブルの接続

リアパネル入出力

• ドライバー（DSS）カメラ（黒色ケーブル）を黒色の「CAM1」ポートに接続してください。

• リアカメラ（紫色ケーブル）を紫色の「CAM2」ポートに接続してください。

• フロントカメラ（茶色ケーブル）を茶色の「CAM3」ポートに接続してください。

• Wi-Fiアンテナ（青色ケーブル）を青色の「Wi-Fi」ポートに接続してください。.

• GPSアンテナ（緑色ケーブル）を緑色の「GPS」ポートに接続してください。
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図 22: リア入出力ケーブルの接続

2.6.1 電源、ACC、アースの接続
VIA Mobile360 M500システムの電源ケーブルには、以下に示すように、対象となるフォークリフ
トのヒューズボックスに接続する3本のケーブルが含まれています。

• 黄色ケーブル - ACC（車両に合わせて、システムをオンまたはオフに切り替えます）

• 赤色ケーブル - 電源

• 黒色ケーブル - アース

図 23: M12電源ケーブル

また、以下に示すように、ACCヒューズ（黄色）や正電源ヒューズ（赤色）に接続するための4ブレ
ードヒューズホルダーが含まれます。
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ヒューズ付きマイクロブレードヒューズホルダー

ヒューズ付きミニブレードヒューズホルダー

ヒューズ付き低プロファイルブレードヒューズホルダー

ヒューズ付き標準ブレードヒューズホルダー

    

ヒューズ付きミニブレードヒューズホルダー

ヒューズ付き標準ブレードヒューズホルダー

ヒューズ付き低プロファイルブレードヒューズホルダー

ヒューズ付きマイクロブレードヒューズホルダー

図 24: ブレードヒューズホルダーケーブル

注：

電源をVIA Mobile360 M500システムに接続する前に、対象となるフォークリフトが、DC9～36Vの範囲の必要

なデータを供給できることを確認してください。確認後、次の手順に従ってください。

車両がオフになっていることを確認し、以下の手順に従い、電源ケーブルを接続してください。

1. ヒューズボックスの場所を確認する場合は、車両のユーザーマニュアルを参照してくださ
い。次に、ヒューズボックスカバーに記載されているACCヒューズ、電源仕様、位置を確認
してください。

2. 正電源ヒューズを車両のヒューズボックスから引き出してください。

3. 適切な赤色ブレードヒューズホルダーケーブルを選択してください。ヒューズボックスか
ら取り外した正電源ヒューズをブレードヒューズホルダーケーブルの空のスロットに挿
入してください。
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4. ブレードヒューズホルダーケーブルを電源ケーブルの赤色ケーブル上のブレットヘッドに
接続してください。2つの終端をしっかりと接続した後、接続部分の上にプラスチック製カ
バーをスライドさせてください。

5. ブレードヒューズホルダーケーブルをヒューズボックスの正電源ヒューズスロットに差し
込んでください。

6. ACCヒューズを車両のヒューズボックスから引き出してください。

7. 適切な黄色ブレードヒューズホルダーケーブルを選択してください。ヒューズボックスか
ら取り外したACCヒューズをブレードヒューズホルダーケーブルの空のスロットに挿入し
てください。
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8. ブレードヒューズホルダーケーブルを電源ケーブルの黄色ケーブル上のブレットヘッドに
接続してください。2つの終端をしっかりと接続した後、接続部分の上にプラスチック製カ
バーをスライドさせてください。

9. ブレードヒューズホルダーケーブルをヒューズボックスのACCヒューズスロットに差し込
んでください。

10. アースケーブルを車両に接続するための適切な場所を探してください（場所としては、車
両のバッテリーを固定するために使用されるボルトを推奨します）。

11. ネジを緩め、VIA Mobile360 M500の電源ケーブルの黒色ケーブルの終端から露出した
ケーブルをネジの周りに巻き付けてください。ネジを締めて、ケーブルをしっかりと固定し
てください。
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12. ケーブルをVIA Mobile360 M500システムの後ろに配線して、リア入出力パネルの赤色の
「PWR」ポートに接続してください。

2.7 システムをオン/オフに切り替える
システムの完全な設置が完了しました。フォークリフトを始動すると、システムの電源が入ります

（起動には約20秒かかります）。フロント入出力パネル上にあるシステムの電源LEDインジケー
ターの状態に基づく、システムステータスの説明については、以下の表を参照してください。

注：

システムを完全に充電するため、システムを初めて起動するときは、少なくとも10分間電源オンの状態にする

ことをお勧めします。

LED 点滅頻度 説明
常時点灯 システムの起動が完了しました
消灯 システムはオフです
1秒間に4回点滅 ファームウェアをアップグレードしています
1秒間に1回点滅 システムの電源を入れています/システムの電源を切っています

表 03: システムLEDのステータス
フォークリフトをオフにすると、カメラがオフになり、直ちに動画の録画が終了します。システムを
完全にシャットダウンすると、システムの電源LEDインジケーターは消灯します。シャットダウン
が完了するまでに、約30秒かかります。
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2.7.1 システムのリセット
VIA Mobile360 M500システムには、リセットボタンが付属しています。これを使用して、システム
の電源リセット、または完全な工場出荷時リセットを行うことができます。

• 電源リセット - ファームウェア更新プロセス中にシステムがハングアップした場合、リセ
ットボタンを3秒間長押ししてください。システムが再起動し、更新を再試行します。

• 工場出荷時リセット - 工場出荷時リセットは、システムを既定のシステム設定に復元す
るために使用することができます。 

工場出荷時リセットを実行するには、リセットボタンを8秒以上、または音声アラート
「factory reset in progress（工場出荷時リセットが進行中です）」が聞こえるまで長押
ししてください。システムは工場出荷時リセットを完了し、再起動します。Wi-Fiパスワード
を忘れてリセットする場合に使用することができます。 

また、VIA Mobile360 WorkXアプリを使用して、工場出荷時リセットを実行することがで
きます。詳細については、4.3.2節を参照してください。

注：

工場出荷時リセットを実行すると、カメラの校正情報が削除されます。すべてのカメラの校正を再度実行する必

要があります。

リセットボタン

図 25: システムのリセット
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3. 安全アラートおよびカメラの校正
混雑した騒がしい作業環境でドライバーが操縦するために必要な状況認識を提供するた
め、VIA Mobile360フォークリフト安全システムは、フロントおよびリアカメラによる人検出をサ
ポートしています。ドライバーが注意深く運転していることを確認するため、ドライバーカメラは、
ドライバーを監視し、ドライバーの疲労、喫煙、電話に使用に関するアラートを提供します。

3.1 フロントおよびリアカメラによるアラート
フロントおよびリアカメラによる人検出範囲は、カメラの取り付け高さにより異なりますが、約4
～5mの間です。検出範囲は、1つの範囲（危険）または2つの範囲（警告および危険）にいずれか
に構成できます。フォークリフトの周りの人との事故を防止するため、オーディオアラートまたは
音声アラートでドライバーに警告します。 

注：

車両の周りに複数の人が存在する場合は、システムは、車両に最も近い人に関するアラートを発します。

カメラビュー
最大検出範囲4～5m

境界2

最大検出範囲4～5m
境界2

警告範囲

警告範囲

危険範囲

危険範囲

境界1

境界1

図 26: 人検出範囲
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以下の表は、人が警告および危険範囲に検出されたとき、ドライバーに通知するために使用でき
るオーディオアラートと音声アラートの概要を示します。オーディオアラート/音声アラートを構
成する方法については、4.3.2節を参照してください。 

音声アラート サウンドアラート
前方警告範囲 「Front, people detected（前方に人が検出されました）」 低速パルスA
前方危険範囲 「Brake（ブレーキをかけてください）」 高速パルスA
後方警告範囲 「Rear, people detected（後方に人が検出されました）」 低速パルスB
後方危険範囲 「Brake（ブレーキをかけてください）」 高速パルスB

表 04: 人検出オーディオアラート

3.1.1 フロントおよびリアカメラの校正
VIA Mobile360フォークリフト安全システムが人検出アラートを提供できるようにするため
に、VIA Mobile360 WorkXアプリを使用して、各カメラを校正する必要があります。以下の手順
に従い、アプリをダウンロードして、対象となる装置に接続してください。

1. 以下の該当するQRコードをスキャンして、VIA Mobile360アプリをAndroidデバイスの場
合はGoogle Play Storeから、iOSデバイスの場合はApp Storeからダウンロードしてくだ
さい。 

        

2. インストールが完了したら、アプリを起動して、従ってください。VIA Mobile360フォークリ
フト安全システムの電源が入っていることを確認してください。

3. VIA Mobile360フォークリフト安全システムには、一意のWi-Fi SSID「VIA_M500_XXXX」
が割り当てられています。モバイルデバイス上で利用可能なWi-Fi接続に移動して、一覧
から対象となるシステムを選択してください。

注：

システムのAPモードの帯域は2.4GHzに設定されています。モバイルデバイスがサポートしている場合、5GHzに

変更することができます。詳細については、4.3.2節を参照してください。

4. パスワードを入力して、接続してください。既定のパスワードは「12345678」です。

注：

初めて接続するときは、正しい装置を特定しやすくするため、対象となる装置のみをオンにすることをお勧めし

ます。また、既定のSSID（ネットワーク名）をユーザーが対象となるフォークリフトを特定できるSSIDにすること

をお勧めします。装置のSSIDを変更する方法については、4.3.2節を参照してください。
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5. アプリに戻ると、「カメラの校正」タブが表示されます。

              

フロントおよびリアカメラを人検出用に校正するには、「エクスプレス」と「カスタム」モードの2つ
のオプションがあります。

• カスタムモード: フロントおよびリアカスタを校正するための簡素化された方法を提供
します。カメラを地上から1.6～2.2mの範囲に取り付ける必要があります。

• カスタムモード: 境界範囲距離を柔軟に設定することができます。また、地上から1.6
～2.7mの範囲と取り付けられたカメラを校正することができます。

注：

危険範囲境界距離設定により、衝突する前にフォークリフトを停止する操作を行うための十分な対応時間が得

られるようにする必要があります。一般に、VIA Mobile360フォークリフト安全システムは、5kph以下の速度で

動作するフォークリフト対して、この条件を満たすアラートを発するように設計されています。

使用する推奨危険範囲境界距離を計算するために、動作速度限界を入力してください。

動作速度限界 =          kph

危険範囲境界距離 =          m

注：

計算される危険範囲境界距離は、2011 AASHTO Green Book、ISO 15623:2013規格に記載される安全停止

視距仕様に基づいています。
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3.1.1.1 エクスプレスモード校正
以下の手順に従い、フロントカメラまたはリアカメラに対して、エクスプレスモード校正を使用し
てください。

1. VIA Mobile360 WorkXアプリを使用して、カメラを校正する前に、図27に示すように、パ
ターン（VIA Mobile360フォークリフト安全システムのボックスの下側に印刷されていま
す）をカメラの前方2mの距離の地面の上に直接配置する必要があります。

     

図 27: フロントおよびリアキャリブレーションプレートの配置

2. 次に、3.1.1節で説明したように、VIA Mobile360 WorkXアプリを起動および接続してくだ
さい。「カメラの校正」タブから、「フロントカメラ」を選択してください。

3. 地面から取り付け可能な範囲内のカメラ高さを選択してください。

4. 次の画面で、キャリブレーションプレートが、カメラの真正面の地面に2mの距離に配置さ
れていることを確認してから、「次へ」をタップして続行してください。
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5. VIA Mobile360 WorkXアプリのターゲットが、箱に印刷された黒色パターンの端に重な
るようにカメラを調整して、「次へ」をタップしてください。カメラを調整するために、カメラ
モジュールをカメラブラケットの接続している各側のネジを緩めてください。カメラを正し
く位置合わせしたら、ネジを締めてください。

図 28: フロントおよびリアカメラの角度の調整

6. 次の手順では、人検出アラートがトリガーされる検出範囲を設定します。インターフェイス
には、左側に3つのアイコンがあり、危険/警告範囲の境界線の距離、警告検出の最大距離

（オプション）、検出幅を制限する視野を設定します。

7. 左上の最初のアイコンをタップし、警告/危険範囲の境界線に必要な距離を選択してくだ
さい。危険範囲は、選択された値未満の検出範囲です。一方、警告範囲は、選択された値
を超える検出範囲（最大5m）です。（上記で入力した動作速度の推奨距離を参照してくだ
さい。）赤色プレビューラインがオーバーレイされ、車両の前のラインの位置が示されま
す。アイコンをタップして選択を確認し、メイン画面に戻ってください。
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8. 5m未満の検出範囲が必要な場合は、左側の中央のアイコンを選択して、最大検出距離
を制限するために2番目の境界線を追加してください。（このオプションを使用するには、
最初の境界線が3m以下である必要があります）。希望の最大距離を選択してください。
黄色プレビューラインがオーバーレイされ、車両の前方の位置が示されます。選択を確認
する場合は、アイコンをタップしてください。メイン画面に戻ります。不要な場合は、オフの
ままにしておいてください。

注：

1番目の境界線と2番目の境界線の間の距離が、少なくとも1mとなるようにしてください。

9. 左下のアイコンを使用して、検出範囲の幅を制限できます。リストから目的の角度を選択
して、検出範囲の制限を設定してください。デフォルトでは、「すべて」が選択されていま
す。これにより、範囲が制限されず、カメラが人を検出できる全範囲からアラートが提供さ
れます。120°、90°、60°を選択して範囲を狭めることができます。希望の角度を選択してく
ださい。検出範囲のプレビュー範囲が表示されます。選択を確認する場合は、アイコンを
タップしてください。メイン画面に戻ります。 
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10.  検出範囲のすべての基準が設定されたら、アプリの右上隅にある確認ボタンを押してく
ださい。校正プロセスを完了し、アプリの「カメラ校正」タブに戻ります。 

               

11. フロントカメラの横のステータスに「校正済」と表示されます。 

12.  「人検出感度」を調整するフィールドも追加されました。これは、次のように検出感度を
調整するために使用できます。

 − システムが物体を人として検出している場合は、感度を低く調整してください。

 − システムが実際の人の検出を見逃している場合は、感度を高く調整してください。

13. リストから「リアカメラ」を選択して、このプロセスを繰り返してリアカメラを調整してくだ
さい。
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3.2 ドライバーカメラのアラート
ドライバーが注意深く運転していることを確認するため、VIA Mobile360フォークリフト安全シス
テムのドライバーカメラは、ドライバーの疲労の兆候が検出されたとき、DSS（ドライバー安全シ
ステム）アラートを提供します。また、ドライバーにカメラは、スマートフォンの使用や喫煙などの
危険な行動または不正な行動を検出し、健康および安全要件を完全に遵守していることを確認
します。

ドライバーの疲労検出 - このアラートは、ドライバーがあくびをしたとき、3秒以上目をつぶった
とき、ドライバーの頭が3秒以上下を向いたことが検出されたときにトリガーされます。

以下の表にはDSSアラートが検出されたときに、ドライバーに通知するために使用されるDSSア
ラートの概要を示します。DSSアラートを構成する方法については、4.3.2節を参照してください。

DSSトリガー 音声アラート
ドライバーの疲労 「 注意 」
電話の使用 「 通話禁止 」
喫煙 「 喫煙禁止 」
カメラの視野が遮られた場合 「 ドライバーカメラ目隠し 」

表 05: ドライバーのオーディオアラート

3.2.1 ドライバーカメラの校正
以下の手順に従い、ドライバーカメラを校正してください。

1. 3.1.1節で説明したように、VIA Mobile360 WorkXアプリを起動および接続してください。
「カメラの校正」タブから、「ドライバーカメラ」を選択してください。

2. フォークリフトの運転席にドライバーを座らせ、ドライバーの頭がアプリのインターフェイ
スのターゲットに重なるように、カメラを調整してください。カメラの視野が地面に平行に
なるように、カメラを配置してください。
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3. 顔が範囲内に検出されると、ターゲットが緑色に変わります。

                  

4. ネジを締めて、カメラの角度を固定してください。

図 29: ドライバーカメラの角度の調整
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5. アプリの右上隅にある「確認」をタップしてください。ドライバーカメラの校正プロセスが
完了し、「カメラの校正」タブに戻ります。ドライバーカメラの横のステータスに「校正済」
と表示されます。
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4. VIA Mobile360 WorkXアプリ
VIA Mobile360 WorkXアプリは、Android v5.0以降、iOS v12以降に対応します。アプリを使用
して、3台のカメラの校正、設定の調整、VIA Mobile360フォークリフト安全システム用ファームウ
ェアのアップグレード、システムのMicroSDカードに格納された動画のダウンロードを行うこと
ができます。

4.1 VIA Mobile360 WorkXアプリの接続
以下の手順に従い、アプリをダウンロードして、対象となる装置に接続してください。

1. 以下の該当するQRコードをスキャンして、VIA Mobile360アプリをAndroidデバイスの場
合はGoogle Play Storeから、iOSデバイスの場合はApp Storeからダウンロードしてくだ
さい。

    

2. インストールが完了したら、アプリを起動して、従ってください。VIA Mobile360フォークリ
フト安全システムの電源が入っていることを確認してください。

3. VIA Mobile360フォークリフト安全システムには、一意のWi-Fi SSID「VIA_M500_XXXX」
が割り当てられています。モバイルデバイス上で利用可能なWi-Fi接続に移動して、一覧
から対象となるシステムを選択してください。

4. パスワードを入力して、接続してください。既定のパスワードは「12345678」です。

注：

初めて接続するときは、正しい装置を特定しやすくするため、対象となる装置のみをオンにすることをお勧めし

ます。また、既定のSSID（ネットワーク名）をユーザーが対象となるフォークリフトを特定できるSSIDにすること

をお勧めします。装置のSSIDを変更する方法については、4.3.2節を参照してください。

5. アプリに戻ると、「カメラの校正」タブが表示されます。
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4.2 システムファームウェアのアップグレード
VIA Mobile360フォークリフト安全システム用の新しいバージョンのファームウェアが利用可能
になると、VIA Mobile360 WorkXアプリを起動するとき、通知が表示されます。「OK」を押して、
新しいファームウェアをモバイルデバイスにダウンロードしてください。

                   

ファームウェアのダウンロードを完了したら、4.1節に説明するように、VIA Mobile360フォークリ
フト安全システムに接続してください。アプリに、システムを更新するかどうかを尋ねる通知が表
示されます。 

1.  「OK」を押すと、システムは新しいファームウェアをダウンロードして、インストールしま
す。 

2. インストールが完了すると、システムは再起動します。
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3.  「キャンセル」を選択した場合、「設定」タブから、後で、システムファームウェアを更新する
ことができます。「ファームウェアバージョン」項目の現在バージョンの横に「更新」ボタン
が表示された場合、そのボタンを押して、システムを更新することができます。

              

4.3 アプリメニュー
VIA Mobile360 WorkXアプリのメニューは、アプリインターフェイスの下部にあり、以下に示す4
つの項目が含まれます。

• カメラ - 「カメラ」タブにより、各カメラを校正することができます。また、校正が完了した
後、各カメラのライブストリーミングを行うことができます。

• 設定 - VIA Mobile360フォークリフト安全システムを構成することができます。

• アルバム - VIA Mobile360フォークリフト安全システムのMicroSDカードに保存された
動画を表示します。動画を接続されたモバイルデバイスにダウンロードします。

• 情報 - アプリのバージョン情報およびプライバシーポリシーを表示します。

4.3.1 カメラの校正
「カメラの校正」タブでは、各カメラの校正ステータスを確認することができます。また、このガイ
ドの3章で説明したように、各カメラを校正することができます。

一覧からカメラを選択して、カメラのライブビューや校正情報を表示することができます。「再校
正」を選択して、校正プロセスを再度実行することができます。
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4.3.2 設定
「設定」タブでは、VIA Mobile360フォークリフト安全システムを構成することができます。

• フォームウェアバージョン - 接続されているVIA Mobile360フ
ォークリフト安全システムの現在のファームウェアのバージョ
ンを表示します。

• システム言語 - オーディオアラート、オプションの7インチディ
スプレイのインターフェイス（接続されている場合）で使用さ
れる言語を表示します。現在の言語をクリックすると、システ
ムで利用できる言語の一覧が表示され、言語を選択すること
ができます。 

• 単位 - アプリで表示に使用する単位を表示します。現在の単
位を表示すると、単位の一覧が表示され、メートル法、インペ
リアル法、米国慣用単位から選択することができます。

• Wi-Fi名 - 接続されているVIA Mobile360フォークリフト安全
システムのネットワーク名（SSID）を表示します。名前を表示
すると、SSIDおよびパスワードを変更することができます。

注：

システムが設置されているフォークリフトを特定しやすくするため、初めて

接続したときに、既定のWi-Fi名とパスワードを変更することをお勧めしま

す。これにより、複数のシステムが近接した運用されているときに、システ

ムを簡単に特定することができます。 
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Wi-Fi名およびパスワードを変更するには：

1. 設定一覧から、現在の名前を選択し
てください。 

2. Wi-Fi名およびパスワードを入力して
ください。 

3.  「OK」を押して、変更を保存してくだ
さい。       

注：

SSIDおよび/またはパスワードを変更した後、VIA Mobile360 WorkXは、4.1節で説明したように、新しいWi-Fi

名および/またはパスワードを使用して、システムに再接続する必要があります。

• Wi-Fi モード- システムのWi-Fiモードを2.4GHz/5GHzに切り替えます（切り替えた後、
再接続する必要があります）。

• MicroSDカードを初期化 - 挿入されているMicroSDカードのサイズを表示します。ま
た、挿入されているMicroSDカードをexFATとして再フォーマットします。

• リセット - 向上出荷時リセットを実行します。VIA Mobile360 M500システムは、既定の
Wi-Fi名およびパスワードを含む、既定の工場出荷時設定を復元します。このボタンを押
した場合、すべてのカメラの校正を再度実行する必要があります。

• 音量 - スピーカーの音量を変更します。

人物検出：

• 前方/後方警告アラート - 1本の境界線のみを使用して、フロントおよびリアカメラの校
正を行っている場合に、それぞれの警告範囲に対するアラートを有効化または無効化す
ることができます。

注：

2本の境界線を使用して校正を行っている場合は、警告範囲アラートを無効化することはできません。

• 警告/危険アラートの種類 - 警告/危険オーディオアラートをサウンドアラートまたは音
声アラートに変更することができます。

• 検出枠を表示する - アプリインターフェイスにボックス型の人物検出ターゲットオーバー
レイを表示できます。

• ドライバーモニタリング：それぞれのスイッチを切り替えることで、ドライバーの疲労、電
話の使用状況、喫煙の検出アラートを有効/無効にできます。

オプション付属品 : 接続された速度および後退灯センサーのオプション付属品のアクティブ化
と構成を行うことができます。

注：

オプションの速度および逆光センサーキットの詳細については、付録の節A.2を参照してください。
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4.3.3 アルバム
アルバム」タブから、VIA Mobile360 M500フォークリフト安全システムにインストールされてい
るMicroSDカードに保存されているビデオやアラート画像を再生またはダウンロードできます。
最大500枚のアラート画像を保存できますが、保存できる動画の数はMicroSDカードのストレー
ジ容量によって異なります。

デバイス : VIA Mobile360フォークリフト安全システムに選択されているとき、「デバイス」タブに
より、システムに接続されている各カメラのフォルダーにアクセスおよび表示することができま
す。各カメラのフォルダーには、アラート画像と動画のサブフォルダーがあります。アラート画像を
タップすると全画面プレビューが表示されます。動画ファイルをクリックすると、再生が開始され
ます。 

              

アラート画像または動画をダウンロードする場合は、サムネイルを長押しして、右下隅にオレン
ジ色のチェックマークが表示させてください。希望の項目を選択した後、画面の下部にある「ダ
ウンロード」アイコンをクリックしてください。確認メッセージの「OK」を押して、動画を接続され
ているモバイルデバイスにダウンロードしてください。ダウンロードしたアラート画像および動画
は、「ローカル」タブに表示されます。
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ローカル : 接続されたモバイルデバイスにダウンロードされたアラート画像と動画は、「ローカ
ル」タブに表示されます。接続されたモバイルデバイスに保存されている項目をダウンロードし
たVIA Mobile360フォークリフト安全システムごとに、アラート画像と動画用のサブフォルダーを
含む個々のフォルダーが作成されます。これらのアラート画像および動画には、いつでもアクセ
スできます。アラート画像をクリックすると全画面プレビューが表示されます。動画ファイルをク
リックすると、再生が開始されます。 
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モバイルデバイスから動画を削除する場合は、希望の動画を長押しして、画面の下部にある「削
除」アイコンを押してください。確認メッセージの「OK」を押して、アラート画像および動画を削除
してください。
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付録 A オプションの付属品
このセクションでは、VIA Mobile360 M500システムで使用可能なオプションのアクセサリを紹
介し、これらのオプションのアクセサリをインストールする手順を示します。

注意 :

オプションのアクセサリを取り付けたりアンインストールしたりする前に、フォークリフトがオフになっていること

を確認してください。

A.1 7インチCVBSディスプレイキット
VIA Mobile360フォークリフト安全システム用の7インチCVBSディスプレイキットを利用すること
ができます。これにより、ドライバーは車両の周りで発生していることをより良く認識することが
できます。ユーザーインターフェースには、フロントおよびリアカメラからのライブビデオストリー
ミングが、人検出およびドライバー監視アラートのリアルタイムの視覚的アラートと共に表示さ
れます。

7インチCVBSディスプレの仕様
パネルサイズ 7インチLCDパネル
解像度 800（水平） x 480（垂直）
コントラスト 500:1
輝度 600cd/m2

応答時間 25ms
消費電力 <500mA
電源 12～36V DC入力
動作温度 -20°C ~ 80°C
IP定格 IP67

寸法 188mm（幅） x 137mm（高さ） x 67mm（奥行）（7.4"（幅） x 
5.4"（高さ） x 2.6"（奥行））、サンシェードを含む

表 06: 7インチCVBSディスプレの仕様

A.1.1 パッケージの中身
• 7インチ IP67 CVBS LCDパネル (2mケ

ーブル)

• サンシェード、ネジパック、工具

• 取り付けブラケット

• 2 x M5*25mm Mollyボルト

• 2 x 強力磁石、4 x M5*12mmボルト

• 2 x 3Mテープ
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図 30: 7インチCVBSディスプレイキット

A.1.2 設置
以下の手順に従い、CVBSディスプレを取り付けてください。

ディスプレイおよび取り付けアセンブリ：ディスプレイをフォークリフトに取り付けるには、2つの
方法があります。

磁石および3Mテープ： 

1. フォークリフトに取り付ける前に、4個のM5*12mmボルトを仕様して、付属の磁石を取
り付けブラケットの底部に取り付けて、CVBSディスプレイマウントを組み立ててくださ
い。3Mテープを各磁石の底部に貼り付けてください。 

図 31: 7インチCVBSディスプレイの組み立て

2. CVBSディスプレイマウントを取り付ける適切な位置を探してください（A型ピラー付近を
お勧めします）。アルコールを使って、汚れや破片を取り除いてください。

3. 3M両面ティッシュテープを取り除いて、CVBSディスプレイマウントを慎重に配置してくだ
さい。しっかり押して、確実な接続を確認してください。
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図 32: 磁石と3Mテープを使用する7インチCVBSディスプレイの取り付け

注： 

磁石の表面をカメラに取り付ける必要があります。一時的な取り付けの場合は、3Mテープを使用することをお

勧めします。磁石は強力ですので、取り扱いに注意してください。

ドリルによる穴あけ：

1. ディスプレイをフォークリフトに取り付けるために、2個のM5*25mm Mollyボルトを使用
することができます。ドリルで穴をあける場合は、磁石と3Mテープは必要ありません。

2. CVBSディスプレイマウントと貼り付けるための適切な位置（A型ピラー付近をお勧めしま
す）を探し、ネジ穴をあける位置をマークしてください。

3. ドリルで穴をあけ、2個のM5*25mm Mollyボルトを使用して、CVBSディスプレイマウント
を取り付けてください。

M5*25mm Mollyボルト

図 33: ドリルで穴をあけて7インチCVBSディスプレイを取り付ける
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注：

付属のM5*25mm Mollyボルトを挿入できる十分な厚みのある面を使用してください。

4. 次に、CVBSディスプレイをマウントの上部にスライドさせて、CVBSディスプレイをマウント
に取り付けてください。 

5. CVBSディスプレイを正しい視野角に調整した後、ノブを締めて、CVBSディスプレイを所定
の位置に固定してください。

        

図 34: 7インチCVBSディスプレイの設置

6. 誤って切断したり、怪我をしたりしないよう、配線が垂れ下がったり、フォークリフトからは
み出したりしないように、ケーブルをVIA Mobile360 M500システムの後ろに配線してくだ
さい。配線するときは、ジップタイやテープを使用して、ケーブルを固定することをお勧め
します。

7. システムがオフになっていることを確認し、CVBSディスプレイ（白色ケーブル）をリア入出
力パネルの白色の「CVBS」ポートに接続してください。

注：

設置する前に、LOCTITE 243スレッドロッカー（付属しません）を使用して、CVBSケーブル接続を固定すること

をお勧めします。手順については、2.6節を参照してください。
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図 35: 7インチCVBSディスプレのケーブルの接続

8. フォークリフトを起動させると、ディスプレイは自動的に検出して、電源が入ります。

A.1.3 ディスプレイのインターフェイス
接続すると、7インチCVBSディスプレイは、ドライバー用にフロントおよびリアカメラからのライブ
ビュー、人検出およびドライバー管理警告の視覚的アラートが表示されます。 

フロント、リア、ドライバーカメラがインストールされたディスプレイインターフェース：

前方カメラビ
ュー

前方検出インジ
ケーター

後方検出インジケー
ター

リアカメラビュー

ドライバー検出インジケーター

Wi-Fiの状態MicroSDカードのステータス

図 36: 7インチCVBSディスプレイのインターフェイス
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フロントカメラとリアカメラのみが取り付けられたディスプレイインターフェイス：

前方カメラビ
ュー

前方検出インジ
ケーター

後方検出インジケー
ター

リアカメラビュー

Wi-Fiの状態MicroSDカードのステータス

図 37: 7インチCVBSディスプレイのインターフェイス ドライバーカメラがインストールされて
いない場合

以下の表では、検出アイコンの動作を説明します。

検出インジケーター 色 説明

前方/後方人検出アイコン

青色 カメラが校正されていません
灰色 アラートはありません
黄色 警告範囲に人が検出されました
赤色 危険範囲に人が検出されました

ドライバー監視検出アイコン
青色 カメラが校正されていません
灰色 アラートはありません
赤色 ドライバー監視アラートが検出されました

表 07: インチCVBSパネルのアラートアイコン
既定のUI言語は英語です。VIA Mobile360 WorkXアプリを使用して、利用可能な言語に変更す
ることができます。詳細については、4.3.2節を参照してください。

注：

ドライバーカメラがVIA Mobile360 M500システムに接続されている場合、ドライバー検出インジケーターは

CVBSディスプレイインターフェイスにのみ表示されます。
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A.1.4 ディスプレイのボタン
CVBSディスプレイには、以下に示すように、インジケーターと出力を調整するためのボタンが含
まれます。

図 38: 7インチCVBSディスプレイのボタン
01 - 光センサー

02 - 電源インジケーター

03 - 電源ボタン

04 - 戻るを選択

05 - メニュー

06 - 進むを選択

07 - モードの切り替え/選択

「メニュー」ボタンを押すと、次の項目が表示されます。

• 輝度

• コントラスト

• 色

• 色彩

• 画面の回転（TCON）

• 言語 - これにより、メニューの表示言語が変更されますが、UI言語設定は変更されませ
ん。

• 自動ディミング - 有効にすると、光センサーにより検出された周囲輝度に基づいて、パネ
ルの輝度が自動的に調整されます。（センサーが塞がれていないことを確認してくださ
い。）

• リセット
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A.2 速度および後退灯センサーキット
オプションの速度および後退灯センサー付属品キットは、VIA Mobile360フォークリフト安全シ
ステムで使用して、ターゲットフォークリフトの速度と動きの方向を決定するために使用できま
す。

注：

速度センサーと逆光センサーは、オプションの7インチCVBSディスプレイで使用することを目的としています。フ

ォークリフトの移動が検出された方向について、カメラの全画面表示が表示されます。

A.2.1 パッケージの中身
• M18 IP67速度センサー（M8 3ピンコ

ネクター付き4.1mケーブル） 

• 速度センサー用磁石（直径20mm、厚
さ3mm）

• 速度センサー用L型取り付けブラケッ
ト

• 2 x M18六角ナットおよび円形ワッシ
ャー

• 3Mステッカー付きIP66後退灯センサー
（感度制御防水ボックスとM8 4ピンコ
ネクター付き5.4mケーブル）

• DIO1 Yスプリッターケーブル（1.63m）

図 39: 速度および後退灯センサーキット

A.2.2 取り付け
この節では、速度センサーと後退灯センサーの取り付け手順を説明します。
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A.2.2.1 速度センサーの取り付け
速度センサーパッケージは、M18 IP67速度センサー（M8 3ピンコネクター付きの4.1mケーブル
を含む）、L型取り付けブラケット、2つのM18六角ナットと円形ワッシャー、磁石（直径20mm、厚
さ3mm）で構成されています。

速度センサーは、フォークリフトの前輪の1つに取り付けてください。正確な速度測定のために
は、フォークリフトに装備された速度センサーヘッドとタイヤリムに取り付けられた磁石の間に1
～3cmの距離が必要です。

以下の手順に従って、速度センサーを取り付けてください。

1. 下図のように速度センサーを組み立ててください。

図 40: 速度センサーと取り付けブラケットの組み立て

2. フォークリフトの前輪の1つに近い適切な場所を見つけて、速度センサーを取り付けてく
ださい。この場所では、速度センサーヘッドをタイヤのリムの近くに配置して、磁石をタイ
ヤのリムの真向かいに取り付けることができるようしてください。

注：

スピードセンサーのL取り付けブラケットを固定するには、LOCTITE EA E-20HPエポキシ接着剤（別売）を使用

することを強くお勧めします。

3. タイヤのリムをアルコールで清掃して、汚れや破片を取り除いてください。

4. 磁石をタイヤのリムに配置し、速度センサーヘッドの真向かいに配置してください。
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図 41: 速度センサーの取り付け

5. 速度センサーヘッドと磁石の距離が1～3cm以内であることを確認してください。そうで
ない場合は、速度センサーのナットとワッシャーの位置を調整して、速度センサーヘッド
が磁石の目的の範囲内に収まるようにしてください。

A.2.2.2 後退灯センサーの取り付け
後退灯センサーパッケージは、IP66後退灯センサー（M8 4ピンコネクターと感度制御ボックス
付き5.4mケーブルを含む）で構成されています。 

以下の手順に従って、後退灯センサーを取り付けてください。

1. フォークリフトをオンにして、ブレーキをかけながら後進ギアに入れてください。どのライ
トが点灯するかを確認して、フォークリフトの背面にある後退灯を特定してください  

2. アルコールを使って、ターゲット面の汚れや破片を取り除いてください。

3. 保護用の3Mテープカバーを取り外し、後退灯センサーを後退灯の表面、理想的には中央
に貼り付けてください。しっかりと押して、適切に貼り付けてください。.

4. 保護用の3Mテープカバーを取り外し、感度制御ボックスをフォークリフトの適切な面に
貼り付けてください。しっかりと押して、適切に貼り付けてください。
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図 42: フォークリフトの後退灯に後退灯センサーを取り付ける 

A.2.3 センサーをVIA Mobile360 M500システムに接続す
る
以下の手順に従って、センサーをVIA Mobile360 M500システムに接続してください。

1. 誤って切断したり、怪我をしたりしないよう、配線が垂れ下がったり、フォークリフトか
らはみ出したりしないように、速度センサーおよび後退灯センサーのケーブルをVIA 
Mobile360 M500システムの後ろに配線してください。配線するときは、ジップタイやテー
プを使用して、ケーブルを固定することをお勧めします。

2. 各センサーの色分けされたM8ケーブルをDIO1ケーブルの対応する接続に接続してくだ
さい。

 − 緑色 - 速度センサー

 − 黄色 - 後退灯センサー

3. システムの電源がオフになっていることを確認してから、VIA Mobile360 M500システム
のフロントパネル入出力にあるオレンジ色で指定された「DIO1」ポートにケーブルを接続
してください。
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図 43: センサーをVIA Mobile360 M500システムに接続する

注：

設置する前に、LOCTITE 243スレッドロッカー（付属しません）を使用して、CVBSケーブル接続を固定すること

をお勧めします。手順については、2.6節を参照してください。

A.2.4 センサー構成
速度センサーと後退灯センサーをVIA Mobile360 M500システムに接続した後、センサーをアク
ティブ化して、VIA Mobile360フォークリフト安全システムで使用できるように構成してください。

A.2.4.1 速度センサーの構成
以下の手順に従って、速度センサーをアクティブ化し、構成してください。

1. フォークリフトの電源を入れ、VIA Mobile360 M500システムが完全に起動するまで待機
してください。

2. モバイルデバイスでVIA Mobile360 WorkXアプリを開き、4.1節の説明に従って、ターゲッ
トのVIA Mobile360 M500システムに接続してください。 

3. VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブをタップして、「オプション付属品」の節で速度
および後退灯センサー信号の検出とアクティブ化のオプションを見つけてください。

4. 磁石が速度センサーを少なくとも1回通過したことを確認して、短い距離だけ前進してく
ださい。速度センサーが信号を検出すると、VIA Mobile360 WorkXアプリの速度センサ
ーの信号検出アイコンの色が灰色から緑色に変わり、確認ボタンがオレンジ色に変わり
ます。

5.  「確認」ボタンをタップして速度センサーをアクティブ化し、構成設定を開いてください。
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6.  「最大速度アラート」と「タイヤ寸法」の値を次のように入力してください

 − 最大速度アラート - 速度アラート検出をトリガーする最大速度値を入力してくださ
い。 

 − タイヤ寸法 - 速度センサーが取り付けられているホイールの直径を、タイヤの端から
タイヤの端まで測定して入力してください。  
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注： 

「タイヤ寸法」に誤った値を入力すると、速度検出が不正確になります。

「最大速度アラート」と「タイヤ寸法」の値が設定されると、システムは「最大速度アラート」値に
入力された値に基づいて速度アラートを送信できるようになります。フォークリフトが「最大速度
アラート」の値を超えたことを検出すると、音声アラート「スローダウン」が再生されます。7イン
チCVBSディスプレイが取り付けられている場合は、速度インジケーターも表示されます。

A.2.4.2 後退灯センサーの構成
以下の手順に従って、逆光センサーを構成します。

1. フォークリフトの電源を入れ、VIA Mobile360 M500システムが完全に起動するまで待機
してください。

2. モバイルデバイスでVIA Mobile360 WorkXアプリを開き、4.1節の説明に従って、ターゲッ
トのVIA Mobile360 M500システムに接続してください。 

3. VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブをタップして、「オプション付属品」の節で速度
および後退灯センサー信号の検出とアクティブ化のオプションを見つけてください。 

4. ブレーキをかけたまま、フォークリフトのギアを後進に切り替えてください。後退灯センサ
ーによって後退灯がオンになっていることが検出されると、VIA Mobile360 WorkXアプ
リの後退灯センサーの信号検出アイコンの色が灰色から緑色に変わり、確認ボタンがオ
レンジ色に変わり、後退灯センサーの信号が検出されたことを示します。

5.  「確認」ボタンをタップしてください。後退灯センサーがアクティブ化されます。
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注：

逆光センサーのアクティブ化を有効にするには、VIA Mobile360 M500システムでは、セクションA.2.4.1節の手

順に従って速度センサーをアクティブ化する必要があります。 速度センサーと逆光センサーは、一緒に使用する

ことを目的としています。

フォークリフトが前進すると、7インチCVBSディスプレイのUIが切り替わり、フロントカメラの映
像が全画面表示されます。後退灯センサーによって後退灯がオンになっていることが検出される
と、7インチCVBSディスプレイのUIが切り替わり、リアカメラの映像が全画面表示されます。

センサーアクティブ化の問題のトラブルシューティング

1. 後退灯センサーの信号が検出される前に速度センサーの信号が検出されない場合
は、VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブの「オプション付属品」セクションに以下
のようにステータスアイコンが表示されます。 

後退灯センサーをアクティブ化する場合、A.2.4.1節の説明に従って速度センサーの構成
を完了してください。速度センサーの構成を完了した後、後退灯センサーをアクティブ化
してください。

2. フォークリフトを後進させても、後退灯センサーが検出しない場合は、次のように感度を
調整してください。

• #1プラスドライバーを使用して、後退灯センサーの感度制御ボックスの防水M3ネジ
を取り外してください。

• #0プラスドライバーを使用して、次のように感度を調整してください。

 − 後退灯がアクティブなときに、後退灯センサーが応答しない場合は、信号が検出
されるまでネジを時計回りに回して感度を上げてください。

 − 後退灯がアクティブでないときに、後退灯センサーが信号を検出した場合は、信
号が検出されなくなるまでネジを反時計回りに回して感度を下げてください。
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防水ネジの取り外し

図 44: 後退灯センサーの感度制御ボックスのM3ネジを外す

• 後退灯センサーが正しく調整されたら、M3ネジを元に戻し、しっかりと締めてくださ
い。アクティベーションプロセスを完了すると、システムはフォークリフトが後退灯お
よび速度センサー入力の検出から移動している方向を識別します。

A.2.5 ディスプレイのインターフェイスとアラート
速度センサーと後退灯センサーの両方が取り付けられている場合、VIA Mobile360フォークリフ
ト安全システムは、フォークリフトの3つの動作状態を検出できます。

検出された入力 フォークリフトの
方向

ディスプレイインターフ
ェース

入力が検出されません 定常 分割画面カメラビュー
スピードセンサーのみ 前方 フルフロントカメラビュー
逆光センサー 逆に フルリアカメラビュー

表 08: 速度および逆光センサーキットのアラートおよび表示ロジック

注：

速度センサーのみが取り付けられている場合、7インチCVBSディスプレイには、速度通知を含む分割画面ビュ

ーが常に表示されます。

次の画像は、検出された入力に応じた7インチCVBSディスプレイインターフェイスを表していま
す。
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入力が検出されません:

フロントカメラ
ビュー

前方検出インジ
ケーター

後方検出インジ
ケーター

リアカメラビ
ュー

ドライ バー検出
インジケーター

Wi-Fiのステータス
MicroSDカードのス
テータス

速度インジ
ケーター

図 45: 入力が検出されない7インチCVBSディスプレイインターフェイス

検出される速度センサー:

速度インジケ
ーター

前方検出インジケー
ター

フロントカメ
ラビュー

後方検出インジケー
ター

図 46: 速度センサー入力が検出された7インチCVBSディスプレイインターフェイス
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検出される後退灯センサー:

リアカメラビ
ュー

速度インジケ
ーター

前方検出インジ
ケーター

後方検出インジ
ケーター

図 47: 後退灯センサー入力が検出された7インチCVBSディスプレイインターフェイス

入力が検出されず、ドライバーカメラが取り付けられていません

フロントカメ
ラビュー

前方検出インジ
ケーター

後方検出イン
ジケーター

リアカメラビ
ュー

Wi-FiのステータスMicroSDカードのステータス

速度イン ジケー
ター

図 48: 入力が検出されず、ドライバーカメラがない7インチCVBSディスプレイインターフェイス

速度および後退灯センサーの問題のトラブルシューティング

期待される動作が機能せず、方向に基づく画面切り替えが行われず、速度値が報告されない場
合は、以下の手順に従って潜在的な問題のトラブルシューティングを行ってください。

1. フォークリフトの電源を入れ、VIA Mobile360 M500システムが完全に起動するまで待機
してください。 

2. モバイルデバイスでVIA Mobile360 WorkXアプリを開き、4.1節の説明に従って、ターゲッ
トのVIA Mobile360 M500システムに接続してください。 
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3. VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブをタップして、「オプション付属品」の節で速度
および後退灯センサーの設定を確認してください。 

4. 両方のセンサーがアクティブ化されていることを確認してください。

5. センサーがアクティブ化されている場合は、フォークリフトを前進させる（速度センサー検
出）か、フォークリフトを後進させる（後退灯センサー検出）ことにより、システムが信号を
受信しているかどうかを確認してください。システムが信号を受信している場合、アイコン
は緑色に変わります。

6. アイコンが緑色にならない場合は、ケーブルがしっかりと接続されていることと、ケーブ
ルが損傷していないことを確認してください。システムが各センサーから信号を受信する
かどうかを確認するために、もう一度テストしてください。

7. ケーブルが損傷しておらず、しっかりと接続されている場合。取り付け手順を確認して、
センサーが正しく取り付けられていることを確認してください。詳細な手順について
は、A.2.3節を参照してください。

A.2.6 センサーの非アクティブ化
速度検出とアラートのみを取得する場合、後退灯センサーを非アクティブ化して、VIA 
Mobile360 M500システムから切断してください。両方のセンサーが機能しない場合は、それら
を非アクティブ化して、VIA Mobile360 M500システムから切断してください。 

速度検出とアラートのみ:

速度および後退灯センサーキットの取り付け後に速度検出のみが必要な場合は、VIA Mobile 
360 WorkXアプリを使用して後退灯センサーを非アクティブしてください。以下の手順に従って
ください。

1. フォークリフトの電源を入れ、VIA Mobile360 M500システムが完全に起動するまで待機
してください。 

2. モバイルデバイスでVIA Mobile360 WorkXアプリを開き、4.1節の説明に従って、ターゲッ
トのVIA Mobile360 M500システムに接続してください。 

3. VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブをタップして、「オプション付属品」の節で速度
および後退灯センサーの設定を確認してください。 

4. 右側のアクティブ化トグルをタップして、後退灯センサーを非アクティブ化してください。
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5. 非アクティブ化した後、後退灯センサーをフォークリフトから取り外してください。

注：

非アクティブ化する前に逆光センサーが切断されている場合、VIA Mobile360 M500システムは、フォークリフト

の実行中にCVBSディスプレイのフルスクリーンフロントカメラビューへの自動切り替えを実行し続けます。

すべての機能の無効化:

すべての機能を無効化し、速度および後退灯センサーキットを取り外す場合は、以下の手順に従
ってください。

1. フォークリフトの電源を入れ、VIA Mobile360 M500システムが完全に起動するまで待機
してください。 

2. モバイルデバイスでVIA Mobile360 WorkXアプリを開き、4.1節の説明に従って、ターゲッ
トのVIA Mobile360 M500システムに接続してください。 

3. VIA Mobile360 WorkXアプリの「設定」タブをタップして、「オプション付属品」の節で速度
および後退灯センサーの設定を確認してください。 

4. 右側のアクティブ化トグルをタップして、速度センサーを非アクティブ化してください。こ
れにより、両方のセンサーが無効になります。

          

5. 非アクティブ化した後、速度および後退灯センサーキットをフォークリフトから取り外して
ください。
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付録 B トラブルシューティング
次の表を確認して、システムが正しく機能していない場合のトラブルシューティングを行ってくだ
さい。症状が以下に一覧表示されていない場合、または提案された解決策でシステムが動作状
態に戻らない場合は、保証セクションでサポートを確認してください。

システム電源のオン/オフの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

システムがオン
にならない

電源LEDが
点灯しない

システムに電力が供給され
ませんでした

電源ケーブルの接続を確認してください。
電源ヒューズとACCヒューズケーブルの両
方の接続を確認してください。
電源ヒューズまたはACCヒューズが緩んで
いないか確認してください。
電源ヒューズまたはACCヒューズが破損し
ていないか確認してください。

2.6.1

電源LEDが
点灯する

システムがクラッシュしま
した

フロントパネルのリセットボタンを3秒間長
押しして、システムを再起動してください。
上記の手順が機能しない場合は、フロント
パネルのリセットボタンを8秒間長押しし
て、システムを工場出荷時にリセットしてく
ださい。
リセットボタンを押しても問題が解決しな
い場合は、電源ケーブルを取り外してから
再接続して、再試行してください。

2.7.1

システムの電源が切れません システムがクラッシュした

フロントパネルのリセットボタンを3秒間長
押しして、システムを再起動してください。
上記の手順が機能しない場合は、フロント
パネルのリセットボタンを8秒間長押しし
て、システムを工場出荷時にリセットしてく
ださい。
リセットボタンを押しても問題が解決しな
い場合は、電源ケーブルを取り外してから
再接続して、再試行してください。

2.7.1

VIA Mobile360 WorkXアプリの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先
VIA Mobile360 WorkXアプリが
クラッシュするか、まったく起動
しない

VIA Mobile360 WorkXアプ
リが最新ではありません

最新のアップデートについては、Google 
PlayストアまたはAppleストアを確認して
ください。

4.1

VIA Mobile360 WorkXアプリが
システム情報を表示していない

システムの電源がオンにな
っていませんでした システムの電源を入れてください。 2.7

VIA Mobile360 WorkXア
プリがWi-Fi経由でシステ
ムに接続されていません
でした

Wi-Fi名とパスワードが正しく入力されてい
ることを確認してください。
モバイルデバイスがセルラー接続に切り替
わったか、他のWi-Fiアクセスポイントに接
続されているかを確認してください。

4.1
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症状 考えられる原因 解決策 参照先
VIA Mobile360 WorkXアプリは
録画された動画を表示してい
ません 

SDカードが緩んでいます MicroSDカードがシステムに正しく挿入さ
れているかどうかを確認してください。 2.1.1

人検出の問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

人が検出範囲にい
るとき、アラートが鳴
らない

危険ア
ラートと
警告アラ
ート

スピーカーが正しく機能し
ていません

スピーカーのトラブルシューティングの節
を確認してください。 B

システムからカメラが切り
離されています カメラの接続を確認してください。 2.6

カメラが校正されていま
せん

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、カメ
ラを校正してください。 3.1.1

カメラの視界が遮られてい
ました

VIA Mobile360 WorkXアプリで、物体がカ
メラの視界を遮っていないかどうかを確認
してください。カメラの視野を塞いでいる物
体を取り除いてください。

4.3.1

カメラが揺れたり、動いた
りして、希望の検出範囲を
向いていません

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、カメ
ラを再校正してください。 3.1.1

人検出感度の設定が低す
ぎです

VIA Mobile360 WorkXアプリを確認して、
人検出感度設定を上げてください。 4.3.3

警告アラ
ートのみ

警告アラートがオフになっ
ていました

VIA Mobile360 WorkXアプリを確認して、
警告アラートをオンにしてください。 4.3.3

間違ったアラートが多すぎる 人検出感度の設定が高す
ぎです

VIA Mobile360 WorkXアプリを確認して、
人検出感度設定を下げてください。 4.3.3

ドライバー安全システムの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

アラート音がオフになっている

スピーカーが正しく機能し
ていません

スピーカーのトラブルシューティングの節
を確認してください。 B

システムからカメラが切り
離されています カメラの接続を確認してください。 2.6

カメラが校正されていま
せん

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、カメ
ラを校正してください。 3.2.1

カメラが揺れたり、動いた
りして、ドライバーの方に向
いていません

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、カメ
ラを再校正してください。 3.2.1

ドライバー安全システム
アラートがオフになってい
ました

VIA Mobile360 WorkXアプリを確認して、ド
ライバー安全システムアラートをオンにし
てください。

4.3.3
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ディスプレイの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

画面に何も表示されない システムから画面が切り離
されています。 画面接続を確認してください。 A.1.2

画面上のUIが回転している、ま
たは反転している

画面の設定が間違ってい
ます。

画面の回転機能を使用して、UIを回転また
は反転させてください A.1.4

フロントおよびリアカメラビュー
が画面に表示されない

システムからカメラが切り
離されています。 カメラの接続を確認してください 3.1.1

フロントおよびリア人検出アイコ
ンが青色のままである

フロントおよびリア人検出
用カメラが校正されてい
ません。

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、フロ
ント/リアカメラを校正してください。 3.1.1

ドライバー安全システムアイコ
ンが青色のままである

ドライバーカメラが校正さ
れていません。

VIA Mobile360 WorkXアプリを使って、ドラ
イバーカメラを校正してください。 3.2.1

スピーカーの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

スピーカーから音が聞こえない

システムからスピーカーが
切り離されています。 スピーカーの接続を確認してください 2.4

システム音量が低すぎで
した。 システム音量を上げてください 4.3.2

その他の問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

システムが動画を録画してい
ない

SDカードが緩んでいるか、
破損しています。

MicroSDカードがシステムに適切に挿入さ
れているかどうかを確認してください。損傷
している場合は、交換してください。

2.1.1

SDカードがフォーマットさ
れていませんでした。

VIA Mobile360 WorkXアプリを確認し
て、MicroSDカードをフォーマットしてくだ
さい

4.3.2

速度および後退灯センサーの問題

症状 考えられる原因 解決策 参照先

ディスプレイがフロントビューに
切り替わらない

速度センターがアクティブ
化されていません 

速度センターがアクティブ化されているこ
とを確認してください

A.2.4.1
正しいタイヤ寸法が入力されていることを
確認してください

速度センターが検出され
ません

システムが速度センサーから信号を受信し
ているかどうかを確認してください。 A.2.4.1

ケーブル接続を確認し、システムに電源を
入れたとき、センサーの赤色LED（背面に
あります）が点灯することを確認してくだ
さい。

A.2.3

速 度 センサ ー ヘッドと磁 石 の 距 離 が 1
～3cm以内であることを確認してください。 A.2.2.1
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症状 考えられる原因 解決策 参照先
速度センサーが、ディスプレイに
正しい速度読み取り値を報告
しない

間違ったタイヤ寸法が入力
されています

正しいタイヤ寸法が入力されていることを
確認してください A.2.4.1

過剰速度音声アラートが再生さ
れない

スピーカーが機能してい
ません 「スピーカーの問題」を確認してください B

最大速度制限が入力され
ていません 最大速度制限を入力してください A.2.4.1

ディスプレイがリアビューに切り
替わらない

後退灯センサーがアクティ
ブ化されていません 後退灯センサーをアクティブ化してください A.2.4.1

後退灯センサーが検出さ
れません

システムが後退灯センサーの信号を受信し
ているかどうかを確認してください A.2.4.2

ケーブルの接続を確認してください A.2.3
後退灯センサーの感度設
定が低すぎです 後退灯センサーの感度を上げてください A.2.4.2

ディスプレイが後退でないときに
リアビューに切り替わる

後退灯センサーの感度設
定が高すぎです 後退灯センサーの感度を下げてください A.2.4.2
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