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NEXBOXNEXBOX
携帯電話回線利用カメラ映像伝送機器

ネクスボックス

NEXBOXは、携帯電話回線を利用し、監視・防犯カメラなどの映像をサーバーへ伝送する機器です。

従来は、特に遠方のカメラ画像は通信コストが高額になったり、回線を占有してしまう、などの理由から現場のカメラに録画

する方法が中心でした。そのため、災害などでの被害でカメラ映像が消失したり、過去画像の確認がすぐにできないなどの不

都合がありました。

しかし、この NEXBOX を使用することにより、遠隔地の映像確認作業が飛躍的に楽になり、設置も簡単なので、短期間での

用途にも威力を発揮します。NEXBOX は、映像管理ソフトの「NEXCAM®」（ネクスカム）により取得した映像データを、

安定したルーター機能を誇る MI 社製マイクロサーバー「AIR REAL」によって伝送することにより、常に軽くて綺麗な映像

を安定してユーザーへお届けします。

活用事例

NEXBOX

カメラ

LED照明

太陽光
発電パネル

●照明点灯例

11

◎神社仏閣などの防犯灯や街路灯として
◎自宅や路地の防犯灯や街路灯として
◎アパートやマンションの構内照明として
◎駐車場や倉庫などの照明として
◎工場や作業場などの照明として
◎田畑・ビニールハウスなどの作業灯として

★全てにNEXBOXを設置することにより、
　より有効な防犯監視カメラ設備になります。

ネットワークも電源設備も無い環境で、太陽光発電

パネル付きの自立式ポールに、LED 照明と防犯監視

カメラを設置することで、大掛かりな配線工事をし

なくても、今まで諦めていた、照明と監視カメラの

設置が、驚きの低価格で実現することができます。

太陽光発電パネル・蓄電池式
LED照明付き 防犯監視カメラ

＜仕様は裏面＞

実績のあるユニコン工業との共同開発によ

り、ユニコン工業製の太陽光発電パネル、

LED 照 明、自 立 式 ポ ー ル に、弊 社 の

NEXBOX とカメラを設置して、太陽光発

電パネル・蓄電池式 LED 照明付き防犯監視

カメラを驚きの低価格でご提供いたします。



〒116-0013東京都荒川区西日暮里5-14-9 ニューブリード205
TEL.03-6806-8122／ FAX.03-6806-8142

021518N500

※予告なく仕様を変更する場合があります。

製造元 ●お問い合わせは下記へ

NEXBOXNEXBOX ネクスボックス

■画像送信イメージ

クラウドサーバー
NEXBOX

LTE回線LAN通信

Win PC、
スマートフォン、
タブレットでも見れる

配線工事が要らないので短期間での使用でも威力を発揮
◎お祭りやイベント会場の防犯管理
◎道路工事現場の安全管理 ＜NETIS 登録済み＞
◎建設現場の安全・進捗管理

NEXBOXが災害などで被害にあっても、映像データはクラウド保存で無事
◎災害危険区域・予想区域での映像管理
◎鳥獣被害の映像管理
◎駐車場などの悪戯や不法投棄などの監視映像管理

100V電源確保でどこでも映像確認できる
◎太陽光蓄電システムがあれば、どのような環境でも利用可能
◎あらかじめ設定をしておけば、直ちに映像保存を実行

遠隔操作可能
◎WinPCを始め、スマートフォン、タブレットでも映像確認が可能
◎遠隔地からでも過去画像を確認可能
◎複数人が同時に画像確認することも可能
◎PTZ付きカメラの遠隔操作可能

MI 社製 マイクロサーバー『AIR REAL』内臓

株式会社MI 社ホームページ　http://www.mi-j.co.jp/

NEXCAM®は NEXPOINT社の開発製品です。

NEXPOINT社 URL　http://nexpoint.jp

型式 AP1310-LP

通信形式 LTE回線

材質 ABS・ポリカーボネート

ボディカラー ホワイトグレー

動作温度 －10℃～＋60℃

保護等級 IP65相当

外形寸法（アンテナ、蝶番部除く） 135（W）×185（D）×85.5（H）mm

質量 1,100g

LANケーブル CAT5e 屋外用 3m

ネットワークインターフェース RJ-45

電源（カメラ側） DC48V／ 0.313A（15W）

電源（ルーター側） DC12V／ 1.3A（15W）

ルーター 株式会社 MI 社製　AIR REAL

SIM 標準 SIM

付属品 外部アンテナ

その他 PoE対応

規 格 備 考

主ポスト 3500～ 5500mm 埋込式／
アンカー式

アーム 760mm

LEDライト 15W／30W 交換可

蓄電池 120W／12V 交換可

蓄電池収納箱 蓄電池増設用

多結晶パネル 120W 交換可

コントローラ 12V／ 10A 交換可

ポールカラー 茶

NEXBOX 仕様 LED照明付き 防犯監視カメラ 仕様
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仕様一覧

仕様項目 仕様
撮像素子 1/2.8” プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ 2.8mm ~ 8.5mm、F1.2 バリフォーカルレンズ、
Pｱｲﾘｽｺﾝﾄﾛｰﾙ、ﾘﾓｰﾄﾌｫｰｶｽ

画 質（解像度） フルHD画質（1920×1080）
画 角（水平、垂直画角） 水平画角︓110° ~ 38° 垂直画角︓62°

最低被写体照度 カラー 0.07ルクス 低照度モード搭載
白 ⿊ 0.01ルクス ※⾚外線ライト点灯時︓0ルクス撮影

ビデオ圧縮 H.264、Motion JPEG
フレームレート HDTV1080p（1920×1080）WDR使用時 25/30FPS
パン・チルト・ズーム デジタルPTZ
⾳声⼊⼒ 単方向（マイクロフォン取付時）

ケーシング IP66/67、IK10規格準拠、
ポリカーボネート混合アルミニウム

環境保護 PVC不使用
電 源 標準︓5.6W/⾚外線照射時︓12.9W
コネクタ 3.5mm マイクロフォン、I/O４ピン（⼊⼒１、出⼒１）
⾚外線照明 850nm⾚外線LED、照射距離40m
ストレージ microSDXC 64GB （録画保持期間︓7⽇間程度）
動作条件 -40℃ ~ 60℃ 湿度 10 ~ 100%（結露可）

伝送時のﾌｧｲﾙ形式 MKV形式
※クラウド録画サービス使用時はMP4形式

閲覧時のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ推奨環境 通信速度︓10Mbps以上
重 量 1.0kg（取付⾦具を除く）
外形寸法 Φ132 × 250mm

閲覧時のPC,
ﾓﾊﾞｲﾙ推奨環境

Windows OS︓Windows7以上、CPU︓Intel Core i3相当、メモ
リ︓4GB以上、推奨ブラウザ︓chrome、firefox
Mac︓MacOS X、推奨ブラウザ︓chrome、firefox、safari

保証期間 5年間

◆ネットワークカメラ

◆PoEインジェクター （カメラ電源・通信部）
仕様項目 有線式（AC100V） 無線式（12Vソーラー電源）

データ転送速度 10/100Mbps
コネクタ シールド付きRJ45 EIA 568A/568B
LANケーブル CAT.5e以上のシールドイーサネットケーブル

電 源 48VDC（最大15.4w）
12V⼊⼒時 IEEE 802.3af Type 2 
Class 4
24V⼊⼒時 IEEE 802.3af Type 1 
Class 3

⼊ ⼒ AC 100~240V DC 12/24V

動作条件 0℃ ~ 40℃ 湿度 10 ~ 90%
（結露不可）

-20℃ ~ 65℃ 湿度 10 ~ 
95%（結露不可）

重 量 450g 200g
保証期間 ３年間

◆3G/LTEルーター （無線式のみ）
仕様項目 仕様

対応キャリア NTT docomo/KDDI
接続ネットワーク LTE/WCDMA/HSPA
外部インターフェイス イーサネットポート × ２ポート
LAN通信速度 100Mbps
動作電圧 9v ~ 24v
消費電⼒ 最大 5.5w
動作条件 -20℃ ~ 60℃
重量・サイズ W 133mm D 81mm H 30mm/180g

屋外アンテナ 屋外対応1λ/2短縮型ダイポールアンテナ
JIS保護等級6級相当/ケーブル5m付属

付属品 DC12Vアダプター

◆ソーラーパネル

・本カタログに記載された仕様は、2018年12月現在のものです。使用する機器・部品等は、
システムのバージョンアップ、機能改善等、予告なしに変更する場合があります。

・カタログに記載されていないオプション機器も多数ご用意しております。
詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

・動画ファイルが視聴できない場合、お手数ですが弊社担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先︓ 株式会社シーティーエス
システム事業統括部
TEL 0268-26-3761
e-mail systemg@cts-h.co.jp （2018年12月26⽇発⾏）

当社は、革新的河川技術プロジェクト【第三弾】に参加しています

昼間映像 夜間映像
⾚外線ライト無し

夜間映像
⾚外線ライトあり

大
利
根
会
場

北
広
島
会
場

簡易型河川監視カメラ簡易型河川監視カメラ
Ver.2019YH

仕様項目 仕様
公称最大出⼒ 120W
公称最大動作電流 6.95A
公称最大動作電圧 17.28V
外形寸法 1180 × 670 × 35 (mm) ※架台含まず
保証期間 1年間
使用枚数 1枚

革新的河川技術プロジェクト【第三弾】現場実証実験での撮影実績

昼夜を問わず安定した高画質撮影を記録

外形図
［カメラ部］ ［ソーラーパネル］

［キャビネット（標準タイプ）］

◆バッテリー
仕様項目 標準タイプ ⼤容量タイプ

公称電圧 12V
10時間率容量 120.0AH 150.0AH（75AH×2）

外形寸法 ⻑さ 407.5mm 幅 174mm
高さ 208mm

⻑さ 259mm 幅 168mm
高さ 208mm ※

重量 38.2kg 22.3kg ※
実用温度範囲 放電/-15℃ ~ 50℃ 充電/0℃ ~ 40℃
無⽇照動作⽇数 6⽇間 7⽇間
補償期間 1年間

※1台当り◆本体参考価格 ※

項 目 無線式
標準タイプ 有線式

本体価格 400,000円 180,000円

モバイル回線 1,100円/台・月 ―
※上記価格には設置・設定に係る費用は含まれておりません。（消費税別）

オプション 参考価格
動画対応ﾓﾊﾞｲﾙ回線 5,500円/台・月

ｸﾗｳﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ保存 1,500円/台・月

ｸﾗｳﾄﾞ録画 7⽇間 1,200円/台・月

〃 30⽇間 1,700円/台・月

〃 90⽇間 3,000円/台・月

集⾳マイク 19,000円

ウェザーシールド 3,900円

SDカード 128GB 14,000円 録画保持期間︓14⽇間程度

SDカード 256GB 30,000円 録画保持期間︓30⽇間程度

無停電電源装置 57,200円 1200VA/730W

※上記価格には設置・設定に係る費用は含まれておりません。（消費税別）

システム事業統括部

［バッテリー（標準）］

〒386-0005 ⻑野県上⽥市古⾥115

TEL 0268-26-3761 FAX 0268-26-5307

URL https://www.cts-h.co.jp

＜支店＞
札幌・盛岡・仙台・郡⼭・宇都宮・前橋・東京・新潟・富⼭・⾦沢・⻑野・松本
甲府・浜松・名古屋・大阪・広島・福岡・熊本 （全国19支店）

担当︓久（ひさし）・山岸

◆カメラオプション機器・サービス ※

※写真は、北広島会場設置の様子

ソーラー式標準タイプ

不⽇照6⽇間

［キャビネット（大容量タイプ）］

オプション 参考価格
大容量タイプ 20,000円 不⽇照7⽇間保証

風⼒発電機 180,000円

交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ 標準︓35,000円 大容量︓40,000円

◆ソーラー電源 オプション機器 ※

※上記価格には設置・設定に係る費用は含まれておりません。（消費税別）



刻々と変化する河川の状況を遠隔地から確認できる簡易型監視カメラ

◆設置場所や環境に併せた多彩なオプション

人感LEDライト 赤外線投光器 人感スピーカー 集音マイク UPS ウェザーシールド

◆ソーラー発電で監視カメラの電源を確保
省スペースでの設置を想定した
コンパクト設計のソーラーシステム。

標準タイプ︓ 不⽇照6⽇間

⼤容量タイプ︓ 不⽇照7⽇間
の稼働を実現しました。

昼間映像 夜間映像（⾚外線機能OFF時）

⾚外線 OFF時

内蔵の⾚外線ライトを利用すれば、
照度0（暗闇）でもモノクロで撮影が可能。

月明かり程度で夜間もカラーで撮影が可能。

カメラ設置場所の直下から対岸ま
でを9:16の縦⻑撮影すること
で、通常の横⻑表⽰で映像を⾒た
時よりも河川の流域全体を撮影す
る事が可能です。
目印となる水位計を設置すれば、
水位の状況把握がより分かり易く
なります。

映像の一部をマスキング（⿊塗り）し、
映像の中に写っている建物やを覆い隠すことが可能。

近隣住⺠のプライバーを保護する
マスキング機能

⾼精細な映像が魅⼒な
簡易型河川監視カメラ

河川水位の監視に最適
 110°〜38°の広範囲撮影
 ほぼ暗闇でもカラー撮影可能な夜間撮影性能
 高画質・高解像度 フルHD 1080p
 ⾚外線ライト内蔵（最大40m）
 -40℃〜60℃の広範囲な温度帯に対応
 カメラ重量／約3.5kgの軽量タイプ
 動体検知、 衝撃検知、いたずら検知機能
 検知反応時の自動メール送信通知に対応
 クラウド録画サービスに対応（別途有償）

◆オプションで風⼒発電機も増設可能
⼭間部や北向き斜⾯への設置等で、⼗分な⽇照時間を確保する事が難しい場所へ
の設置には、風⼒発電機を増設し、ハイブリッド化する事でソーラーパネルに
よる発電不⾜を補うことが可能。

※ご利⽤にはAC100Vが必要な機器もございます。詳しくは、弊社担当までお問い合わせください。

◆専⽤アプリケーションまたはクラウド録画で複数カメラを一元管理

◆お客様のネットワーク機器を保護する安心設計

◆安心の5年間保証
屋外に設置されるネットワークカメラは、安心の5年間保証です。
それ以外の機器も、1〜3年間の保証付。（出張保守料⾦は別途かかります）

有線式の場合、落雷や誘導電による過電圧からLAN接続機器を保護する、
サージプロテクトを標準装備。オプションでUPSをお選び頂く事もでき
ます。

超高感度センサーと画像処理により、
⼈間の目よりも暗い場所でカラーを識別

内蔵⾚外線 ON時

雨天時昼間 雨天時夜間（⾚外線機能OFF時）

曇天時や雨天時の照度不⾜環境下においても、
⾚外線ライト無しで撮影が可能。

※動画視聴するためには、光回線等の有線契約または、モバイル回線の通信量アップグレードが必要です。

• 専用アプリケーションを利用すれば、複数カメラの映像を動画で
一元管理する事が可能。

• クラウド録画サービスを利用すれば、複数カメラの映像
を動画でクラウドサーバーへ常時保存。

更に、最大15アカウントまでリアルタイムに同時視聴
する事が可能。

• スマートフォンやタブレットからの視聴が可能。

※赤外線ライト無し/クラウド録画サービス利⽤時

※

実際に撮影した動画の確認はこちらから
QRコードを
読み込んでください

※ファイルが視聴できない場合、お手数ですが弊社担当までお問い合せ下さい。

◆昼間の映像はもちろん、夜間映像もカラーで鮮明なカメラ

◆近隣住⺠のプライバシーを保護 マスキング機能

◆『縦⻑映像（9︓16）機能』で河川流域全体を撮影

＜標準タイプ構成＞
・120wソーラーパネル 1枚
・バッテリー 1個
・充放電コントローラー
・⾦属製キャビネット

通常画⾯（16:9）

9:16表⽰で河川流域全体を表⽰

画角調整により、
必要な範囲を限定
して撮影する事が
可能に。
水位監視には不要
な部分をカットす
ることで、より正
確な監視が可能。
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SESAME-CAMERA

遠隔のカメラ映像を
クラウドでリアルタイムにモニタリング

太陽電池＋バッテリーで駆動

撮影した画像は携帯電話回線を通じてクラウドサーバーにアップロード

スマホ・PC・タブレットから画像を閲覧

夜間撮影も可能（赤外線ライト標準装備・外付けライト可）

寒冷地対応

河川等の監視

農業や生態系の観察に
洪水時の危機管理、農作物の生育管理や環境保全に有効活用

国土交通省

革新的河川技術プロジェクト

第3弾「簡易型河川監視カメラ」に参加

各種センサーデータと画像による分析

水位や降雨量と実際の画像から現場状況を正確に把握

SESAME-WEB

平常時 増水時

クリックした時点の画像を表示

弊社WEB監視システム



主な仕様

【 本 社 】 〒060-0005

北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル802
TEL: 011-555-5000 / FAX: 011-555-3000

【東京事務所】 〒359-0003
埼玉県所沢市中富南4-26-14

TEL: 090-2870-3107
【URL】 http://www.midori-eng.com
【e-mail】 info@midori-eng.co.jp 

※記載内容については品質向上のため予告なしに変更する
ことがありますので、予めご了承ください。

仕様 標準タイプ 高感度タイプ

品名

通信方式

使用環境

電源

無日照保証日数

赤外線照明 1.1㎏ 

ケーブル

オプション

センサー

インターフェイス

撮影間隔

有効画素数

認定可能解像度

撮影範囲

最低被写体照度 カラー  0.5ルクス以下 カラー  0.02ルクス以下

外付赤外線照明
標準装備

照射距離30m以上　照射角度60度以上

耐久性

カメラ本体サイズ

販売価格

月額使用料

指定可

標準価格

基本システム一式（コントローラ・通信モジュール・太陽電池・バッテリー・カメラ1台）：248,000円(税別)

ご使用になる環境に応じた固定金具等のセットが別途必要です。

通信回線使用料＋クラウドサーバー管理料：月額5,000円(税別)
カメラ数・画像の解像度・画質・伝送間隔によっては追加料金が掛かる場合があります。事前にご相談下さい。

3m 直出し

カメラ仕様

最大200万画素

320X240 /640X480 /800X600 /1280X720 /1920X1080

固定カメラ（旋回無し）において水平画角90°以上

φ9㎝ × 高さ7㎝

5年程度の連続使用が可能

システム仕様

3G・4G(LTE)

-20～40℃（寒冷地対応）

CMOS

USB2.0/USB Video Class

重量

太陽電池 20W+ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah（標準仕様）
※ご使用の環境・伝送間隔・オプションによっては，太陽電池やバッテリー容量の増強が必要になる場合があります。

商用電源可

SESAME-CAMERA USB モデル   

【ソーラー電源】無日照7日程度（約2000回）

カメラ計3台まで増設可

7.04㎏（カメラ 530g +太陽電池+金具）
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低価格・高性能 河川監視カメラ
パシフィックコンサルタンツ株式会社

Smart Sight
～リアルタイム映像伝送フレームワーク～

標準仕様ドーム型カメラ

オプション・カメラ

パシフィックコンサルタンツ(株)は、(株)クレアリンクテクノロジー等と「革新的河川技
術プロジェクト（第3弾）」に参加し、低価格・高性能の河川監視カメラシステムを開発
しました。
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■高品質映像伝送技術：HpVT
HpVT（High performance Video Transmitter）により、不安定・狭帯域など通信
環境が悪い場合（モバイル回線やWi-Fi等）でも、安定した映像伝送を実現します。

リアルタイ
ム転送

高品質
映像

[元映像]

[HpVTなし（ｲﾒｰｼﾞ）]

[HpVTあり]

ブロックノイズ
や映像品質の低下

■製品の特徴
• 無線方式、有線LANを問わず、リアルタイムに動画の伝送が可能です。無線方式
では、有線方式に「無線通信モジュール」、「太陽光発電パネル」、「二次電池
（バッテリー）」が追加されます。

• カメラ部分は独立しており、市販のIPカメラ（ONVIF標準規格対応品）に交換可
能です。今回、２種類のオプションカメラを用意しています。

• 標準カメラ、オプションカメラともに、PTZ機能※１、夜間用IR照明※２を標準搭
載しています。夜間照明がない場合でも監視映像が得られることを検証済みです。

• クラウドサーバで以下の機能を提供します。
・ カメラ名や日時による画像の保存と検索
・ カメラの画角操作（水平、上下、ズームイン・アウト）
・ タイムラプスにより１日の変化等を1分程度に短縮して閲覧
・ リアルタイム動画を指定されたインターネットサイトやYouTube等へ発信し
情報を公開可能

※１ 遠隔操作により上下左右の首振り機能と望遠から広角までのズーム機能を利用できます。無線方式
の場合、電池容量により操作が制限されます。

※２ 暗視撮影用の赤外線ライトです。肉眼では見えないため周辺交通等の妨げになりません。

映像/画像
撮影

映像/画像
伝送

データ保存

映像/画像
確認・配信管理システム

（WEB）
による統合管理
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• 革新的河川技術プロジェクト（第３弾）の実証検証に参加し、
安定した運用を確認しました。

• 動画と静止画の撮影、クラウドサーバへのデータ伝送によりシ
ステムの妥当性を確認しました。

• 下の写真は、各気象条件下の画像です。日中、夜間、降雨時に
おいてその監視機能を確認しました。

昼１５時 夜２１時：照明無し
降雨時の画像

朝６時 正午

夕方１８時 深夜０時：照明無し
晴れの日の画像

右：現地実証検証の状況：○印が本機、商用電力利用、
ＬＴＥによりデータ伝送と遠隔操作を実施
場所：利根川右岸の加須防災ステーション屋上

■利根川右岸における実証検証
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技術研究センター（担当：市山） TEL：03（6777）3582 FAX：03－3296－0530 E-Mail：makoto.ichiyama@tk.pacific.co.jp
〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地（テラススクエア）
＜共同開発事業者：（株）クレアリンクテクノロジー，（独研）情報通信研究機構＞

■機器仕様

カメラユニット諸元
項 目 標準 オプション１ オプション２
形状 ドーム型 ﾊﾞﾚｯ型＋PTZアーム 提灯型
型番 AZ-IPZ25405SE DH-PTZ11204-GN-P DM550AP POE
レンズ 2.7-13.5mm 2.8mm-11.2mm 4-165mm

PTZ 対応 ← ←
画素数 4メガピクセル 2メガピクセル 5メガピクセル

IR（赤外線照明） 30m 60m 80m
水平視野角 105° 90° 90°
重量 0.6kg 2.1kg 3.0kg
寸法 110×110×100mm 166×97×134mm 225×245×200mm
防水 IP67 ← ←

標準仕様一覧表（標準カメラ＋本体）
項 目 有線式：静止画・動画 無線式：静止画

監視ｶﾒﾗｼｽﾃﾑの屋外設置方法 既設柱や既設構造物への設置が可能 ←

本体価格※１ 10万円（税抜き） 30万円（税抜き）
必要な維持管理行為 無し ←

維持管理コスト 無し ←

パーツ単位での更新 可能 ←

使用温度範囲 －20℃～60℃ ←

画 質（解像度） FullHD画質(1920×1080画素） ←

画 角（水平、垂直画角）※２ 水平画角：105° 垂直画角：60° ←

最低被写体照度
※３

昼 間 0.2ルクス ←

夜 間 白黒：0.01ルクス ←

無日照時等の静
止画伝送※４

電 源 － 二次電池（バッテリー）、太陽光発電
パネル

伝送回数 － 2000回（約7日間の送信が可能）
有線接続（商用電源、有線LAN）

接続での動画閲覧の可否 閲覧可能 －

電 源 商用電源 太陽光発電＋二次電池
本体重量、本体寸法 2.5kg、190×280×141mm 3.0kg、190×280×141mm

伝送時のﾌｧｲﾙ形式 H.264形式：クラウドサーバでMpeg4
ファイルへ変換 jpeg形式

一ヶ月あたりの通信料※４,※５ 1,000円（税抜き） 1,000円（税抜き）
閲覧時のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ推奨環境 通信速度：1Mbps以上 通信速度：1Mbps以上

閲覧時のPC,ﾓﾊﾞｲﾙ推奨環境 OS：Windows7以上、CPU：Intel Core i3相
当以上、メモリ：1G以上 ←

※１ 本体価格はカメラ本体･通信機器の価格、無線式の場合はバッテリーと太陽光発電パネルを含む。10台以上
調達時、9台以下は応談、ポール等の新規設置及び設置工事費を除く

※２ 有線式ではカメラの上下・左右・ズーム機能の遠隔操作が可能、※３ 照明が無い状態、カメラは標準の
ドーム型を接続

※４ 5分間隔で伝送した場合、※５ 別途クラウドサーバ基本契約が必要
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五大開発・情報システム総合研究所グループ  

所要スペック 仕  様 備 考（オプション等） 

屋外設置方法 

本体価格 

使用温度範囲 

画質(解像度） 

画角(水平,垂） 

最低被写体照度 

無日照時の静止

画像伝送 

通信料/月 

動画伝送機能 

 

商用電源対応 

伝送時のファイ

ル形式 

閲 覧 時 の イ ン

ターネット環境 

閲覧時のPCモバ

イル環境 

最小画像伝送間

隔 

補助照明 

カメラ重量 

 

可搬タイプ本体

重量 

・既設柱及び建物構造物、可搬タイプは橋梁欄干設置も可。 

・30万円:税別(但し、基礎工事及び単管と単管用三脚は含まず 

・０℃～５０℃ 

・HD画質（1280ｘ720） 

・水平角(100～24度。垂直角(５６度～13.5度)、固定ズーム 

・昼間：10ルクス、夜間：0.05ルクス 

 ・固定設置タイプ：連続8日間 

・可搬タイプ        :連続2.5日間 

・約900円（税別） 

・1秒フレーム間隔で最大2分間録画可能（但し録画予約が必

要） 

・ACアダプタで対応 

 

・静止画(jpeg) 動画(wmv) 

 

・通信速度(200Kbos以上）推奨 

 

・PCのOS：windows 7,8,8,1,10以上、スマートフォン可 

 

・5分/枚 

・固定設置タイプのみオプションで可能(6万円：税別） 

・固定型：4.5Kg（但し設置用ブラケット含む） 

・可搬型：3.5Kg（但し設置用ブラケット含む） 

 

約３Kg（カメラ重量を除く） 

 

クラウドサーバ使用料は別途 

 

 

 

 

 

動画録画を行わない場合 

動画録画を行わない場合 

クラウドサーバ使用料に含まれます 

録画終了後に再生可能となります 

 

（注3）本システムを運用する為には、クラウドサーバ使用料が別途 

必要となります 

 

クラウドサーバ使用料：2万円/月額（税別） 

２台目カメラから 7,500円/月額が加算されます 

閲覧用クライア

ントPC及びス

マートフォン等    

(ＰＣ端末環境) 

・対応ブラウザ:chrome,インターネットエクスプローラVer11以

上 ,Edge 

(スマートフォン端末環境） 

・IPhone: IPhone6以降 

・Android:Ver4.0以上 

 

（注4）閲覧を行うPC及びスマートフォンはインターネットアクセス

が可能であること。 

 

クラウドサーバ

機能 

 

・ライブビュー機能 

  静止画ライブビュー、録画終了時ライブビュー、水位表示 

・時間別画像一覧表示機能 

  静止画一覧、録画済動画一覧、静止画拡大表示、動画表示 

・時系列 グラフ表示機能(オプション水位計連動時のみ) 

・レーダー雨量予測表示機能 

・ユーザー設定機能 

  管理者情報設定、警告メール送信先設定 

・オプション設定機能 

  動画録画予約設定、水位計閾値設定、その他設定 

 

  

(オプション) 

超音波水位計 

補助照明 

 

・現在有線式のみ（無線式は開発中です） 

・固定設置式のみサポート 

 

価格：20万円(税別） 

価格：6万円（税別） 

  

   

  

 

問合せ先 五大開発株式会社 

システム技術部 （担当：瀧本） 
〒921-8051 
 石川県金沢市黒田1丁３５番地 

TEL:076-240-9587 FAX:076-240-9585 
20１８/12/25  改定版 第1版 

五大開発・情報システム総合研究所グループ   

無線式ソーラ電源河川監視カメラシステム 

River Cam-5D 

 

 近年多く発生しているゲリラ豪雨や短

時間での想定外の地域での豪雨の増加に

より、従来の固定設置型河川カメラでは

対応しきれないケースが多くなりつつあ

ります。 

 

 電源と有線通信手段の無い地域での無

線式ソーラ電源式の監視カメラの場合も

100W程度の大型のソーラーパネルが

必須で、緊急時やごく短期間で監視カメ

ラを設置することは、これまで困難とさ

れてきました。 

 

 これらの事象に対応する為,カメラユ

ニットを極限まで省電化しソーラパネル

等を小型可搬タイプにすることにより。

緊急時等に数時間で任意の場所に設置可

能な可搬型の無線式河川監視カメラを開

発し.新たにラインナップしました。 

 5分間隔で1280ｘ7２０ピクセル画像を撮影 

 最長2分間までの1秒間隔動画録画予約 

 オプションの水位計と連動可能 

 Webベースのリアルタイムビュー画面 

 Web上で同時に複数カメラの監視が可能 

 固定設置タイプは補助照明追加可能 

  可搬型 
(キャリングケースタイプ） 

□ 固定設置型と緊急時に素早く設置可能な可搬型の2タイプを用意 

□ オプションの簡易設置型水位計(橋梁設置型)と連携可能 

□ Webブラウザでのライブビュー及び複数カメラの監視が可能 

 固定設置型

 Web上で監視地点の雨量レーダ予測を参照可能 

 Web監視はスマートフォンでも閲覧可能 

独自のカメラユニット省電化技術で、いつでもどこでも仮設置可能な 

キャリングケース式可搬型無線式監視カメラを新たにラインナップしました。  



橋梁端設置例 

River Cam-5Dシステム運用イメージ 

モバイル端末での閲覧！ 

汎用設置型超音波水位計(橋梁端設置型) オプション 

データ送信 

(注1） 

オプションの超音波

水位計と監視カメラ

が連動した場合の

み、警告メール送信

サービスが使用可能

(注2) 

開発中 

River Cam-5D クラウドサーバ機能 

 ライブビュー 

 時間別画像一覧表示 

 時系列 グラフ表示 

 レーダー雨量予測 

 ユーザー設定 

オプション設定 

・監視カメラの現在の最新画像又は、最新録画動画を表示します。 

・複数の監視カメラを設置した場合は、その台数分同時に表示することが可能です。 

・オプションの水位計と連動させた場合は、その情報も表示されます。 

・監視カメラの撮影した画像又は動画を日付又は時刻単位で検索サムネイル表示し、画像又

は動画を選択することにより、拡大表示および動画再生することができます。 

・オプションの水位計を連動させた場合、時系列水位グラフを表示します。。 

・カメラの設置地点のレーダ雨量予測マップを表示します。(250mメッシュ対応） 

・管理者の連絡先情報、警告メールの配信先等を設定します。 

・動画録画予約設定 

・オプションの水位計のしきい値等のパラメータ等の設定 

・オプションの補助照明の動作設定 

・その他設定 
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本 社　〒108-8551  東京都港区芝浦4丁目10番16号  5号館
http://www.oki .com/jp/

お問い合わせ・ご用命は

TEL:03-5445-5067（代） FAX:03-3798-8495
本　社　〒108-0023  東京都港区芝浦2丁目11番5号  五十嵐ビルディング

TEL:03-5439-6543（代）  FAX:03-5439-6533

http://www.om-nix.com



      

 

チーム No.１４ 

  







      

 

チーム No.１５ 

  







      

 

チーム No.１６ 

  



営業部 E-mail：eigyou@sakatadenki.co.jp

TEL：042-464-3711 FAX：042-464-3773

2018.12-GE004

クラウド型

豪雨時の

早期対応にお役立ち

■危機管理型水位計との連携が可能

項目 仕様

測定範囲 0～10m

最小読取範囲 1mm

計測精度 ±0.1%F.S (1cm)

使用温度範囲 -30℃～+80℃
水位計本体

(水圧式)

●販売実績 ●主な仕様

• 東北農政局六戸調整池、岩手県衣川三、四号ダム、秋田県金
沢溜池、東北農政局新鶴子ダム、東北農政局深田調整池、東

北農政局金沢調整池、関東農政局 南椎尾調整池、関東農政局

御前山ダム、関東農政局戸田調整池、富山県村山ため池、北

陸農政局五井ダム、北陸農政局後谷ダム、静岡県東富士ダム、

中部農政局搗の木調整池、関東農政局 大胡桃調整池 など

国内の河川、ダム、地下水位観測等で多数の実績があります。

また、寒冷地での長期運用実績もあります。

水位計本体

(超音波式)

〇水圧式〇水圧式〇水圧式〇水圧式水位計

〇超音波式〇超音波式〇超音波式〇超音波式水位計

項目 仕様

測定範囲 10m

最小読取範囲 1cm

計測精度 ±0.3%F.S以内

使用温度範囲 -30℃～+50℃

●主な仕様

高い計測精度・長期耐久性が特徴です。変換方式に差動トランスを採用しており、温度変化、

ノイズ、絶縁低下に強く、耐環境性・耐雷性の強いセンサとなっています。

破損の心配が少なく、長期運用に適しています。

センサ側から発信した超音波を水面で反射させ、受

信までの伝達時間から水位を検出するセンサです。

非接触式の水位計であるため、設置が簡単です。

【危機管理型水位計の特徴】

○長期間メンテナンスフリー長期間メンテナンスフリー長期間メンテナンスフリー長期間メンテナンスフリー (無給電で5年以上稼動)

○省スペース・小型化省スペース・小型化省スペース・小型化省スペース・小型化 (簡単に設置が可能)

○コスト低減コスト低減コスト低減コスト低減 (低価格水位計、クラウド集約で低コスト)

○他センサ連携他センサ連携他センサ連携他センサ連携 (雨量計をはじめ、各種センサと連携可能)

国土交通省

革新的河川管理プロジェクト

第三弾参画製品

〇〇〇〇測定装置

太陽電池型
リチウム電池型

〇電波式〇電波式〇電波式〇電波式水位計

項目 仕様

測定範囲 0～20m

最小読取範囲 1mm

計測精度 ±10mm

使用温度範囲 -20℃～+70℃

●主な仕様
センサ側から発信したマイクロ波を水面で反射させ、

受信までの伝達時間から水位を検出するセンサです。

超音波式と同じく非接触式の水位計ですが、こちらは

測定範囲が長いこと、水面付近の大きな温度勾配で

の計測に強い、という特徴があります。

水位計本体

(電波式)



■革新的河川管理プロジェクト第三弾について

■監視カメラによる常時監視

■簡易型河川監視カメラの概要

昨今の降雨の激甚化により、河川の氾濫、ため池の破堤、土砂災害などの被害が増えてい

ますが、災害の危険性が十分に伝わらず、的確な減災につながっていないことが課題と

なっています。

このため、国土交通省では、低コストな監視カメラを開発し、多くの地点で状況を確認する事

で、従来の情報だけでは伝わりにくい「切迫感」を共有し、円滑な避難を促進します。

坂田電機は、2018年5月に始動した本プロジェクトに参加し、2018年11月に実証実験を終え、

現場への導入を開始しています。

水位計

簡易型河川監視カメラは、カメラ、LTE携帯回線、電源等全てがコンパクトコンパクトコンパクトコンパクトになっており、

常時監視常時監視常時監視常時監視だけでなく、災害発生時の緊急監視緊急監視緊急監視緊急監視や公共施設等の簡易監視簡易監視簡易監視簡易監視にも適用可能です。

また、危機管理型水位計との連携も可能です。

クラウドサーバクラウドサーバクラウドサーバクラウドサーバ

パソコンで

〇〇〇〇簡易監視カメラ

・サイズサイズサイズサイズと低価格低価格低価格低価格に特化した監視カメラ

・カメラは、W150W150W150W150××××H170H170H170H170××××D140mmD140mmD140mmD140mmと

非常に小型小型小型小型で軽量軽量軽量軽量

・単管パイプ等に簡単に設置が可能簡単に設置が可能簡単に設置が可能簡単に設置が可能

・見たい時に、すぐ画像を閲覧可能

・無日照無日照無日照無日照でも1111週間以上週間以上週間以上週間以上稼動可能

・寒冷地にも対応

項目 仕様

カメラ部

画質(解像度) QVGA(1280×960)

画角

水平角93度

垂直角72度

使用温度範囲 -20℃～+40℃

照明部

全光束 6500K

保護等級 IP68

配光角度 約40度

●主な仕様

カメラ

閲覧画面サンプル

カメラ設置状況

【特 徴】

○電源・通信電源・通信電源・通信電源・通信ともにともにともにともにワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスでででで屋外屋外屋外屋外に設置可能に設置可能に設置可能に設置可能

○本体価格本体価格本体価格本体価格30万円万円万円万円 、、、、5年年年年以上の以上の以上の以上の連続使用可能連続使用可能連続使用可能連続使用可能

○小型小型小型小型で一体型、で一体型、で一体型、で一体型、コンパクトコンパクトコンパクトコンパクト

○太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池で稼動し、連続的な静止画を無線通信伝送で稼動し、連続的な静止画を無線通信伝送で稼動し、連続的な静止画を無線通信伝送で稼動し、連続的な静止画を無線通信伝送

○夜間夜間夜間夜間(月明かり程度月明かり程度月明かり程度月明かり程度)でもでもでもでも撮影が可能撮影が可能撮影が可能撮影が可能

■利根川現場実証実験の様子

スマホで

LTE回線

メールで

閲覧画面

2018年9月上旬～11月上旬にかけて、関東、北海道にて「革新的河川管理プロジェクト第

三弾河川監視カメラ現場実証」を実施、19企業グループが参加しました。

坂田電機は、関東地区埼玉県加須市大利根河川防災ステーションにて現場実証を行い

ました。

カメラ設置状況

※20台の場合
※
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【総合窓口】 日本工営（株） 東京：03-3238-8153（担当：秋山・遠藤）
【技術窓口】 日本工営（株） 名古屋：052-559-7303（担当：松本・石井）

市販ブラケットによる設置例

【河川監視カメラの特徴】

お気軽に
お問い合わ
せください

①画像処理機能 ：鮮明化処理により夜間・荒天時の視認性が向上

②省電力設計 ：設置しやすい小型・軽量の筐体

③エアワイパー ：圧縮空気によるレンズ雨滴除去機能

2018.12.25 版

【国土交通省「革新的河川管理プロジェクト（第３弾）」参加】

項 目 仕様・性能

監視カメラシステムの屋外設置方法 既設柱や既設構造物への設置が可能

本体価格※ 本体価格：30万円（予定）

5年間の連続使用の実績 なし

使用温度範囲 -10℃～50℃ （オプション：耐寒仕様パッケージ）

画 質（解像度） 静止画：2720 x 2048（最大約800万画素）

画 角（水平、垂直画角） 115度（オプション：別画角のレンズ選択可能）

最低被写体照度
昼 間 0.5lx以上（画像鮮明化機能含む）

夜 間 0.5lx以上（画像鮮明化機能含む）（注：照明が無い状態）

無日照時等の静止画伝送※※
電 源 バッテリー 66Wh （オプション追加可能）

伝送回数 約2000回（約７日間の送信が可能）

一ヶ月あたりの通信料 900円/月

動画伝送の可否 オプション対応可能

商用電源での対応の可否 オプション対応可能

伝送時のファイル形式 JPEG形式

閲覧時のインターネット推奨環境 特になし

閲覧時のPC、モバイル推奨環境 特になし

河川監視カメラによる映像（夜間・昼間サンプル）

鮮明化なし

鮮明化あり

2018/9/7 12:00 2018/9/8  0:00昼間 夜間

単管による設置例

標準仕様【無線式：静止画】

※本体価格はカメラ本体･バッテリー･通信機器の価格。基本はクラウドシステムとセットでの
ご提案となります（閲覧サービス、リモート保守サービス等）

※※5分間隔で伝送した場合

筐体のサイズ・形状は変更する可能性があります

【正面図】 【側面図】



      

 

チーム No.１８ 

  



© 2018 Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

簡易型河川監視カメラシステム（無線式）

DC12V

LAN

モバイルルータ SCiBTM蓄電池

屋外制御箱

太陽電池パネル
カメラ

電源制御

携帯網
インターネット

ウェブブラウザ

 機器構成

 屋外型ネットワークカメラの特徴
 メガピクセル3.5倍バリフォーカルレンズ＋フルHD対応で⾼画素・⾼画質監視が可能
（⽔平画⾓：104.9°〜31.9°）
 JPEG／H.264同時配信可能で、無線使⽤時はJPEGで低レート伝送可能
 暗い時にカラーから⽩⿊映像に切り替わるDAY/NIGHT機能、および近⾚外LED照明を搭載
 Webブラウザでカメラ映像の表⽰可能
 VMS(ArovaView、XProtect)でカメラ映像の表⽰・録画が可能
 ONVIF(Profile S)に準拠し、⾼い接続互換性を確保
 電源はDC12V(4.8W)、PoE(5.9W)に対応 ※LED照明off時



© 2018 Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

簡易型河川監視カメラシステム（無線式）
 ⼆次電池 SCiBTMの特徴

太陽電池パネル

鉛蓄電池

⼀般のリチウム電池

SCiB

低

⾼

内
部
抵
抗

直射⽇光 薄⽇ ⾬天時

鉛

TM
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国土交通省 革新的河川技術プロジェクト 簡易型河川カメラ準拠

クラウド型河川監視カメラシステム

河川の水位が上昇した際に、自治体は住民に避難勧告を行いますが、
ご担当者は常にカメラ画像を観ている訳ではありません。
弊社が提供するクラウド型河川監視カメラシステムは、システム上であらかじ
め水位増加の危険ラインを設定し、設定水位を実際に超えた場合に監視カ
メラ映像からクラウドシステムが検知し、自治体のご担当者へ自動的にアラー
トを送ることが可能です。

使用するカメラは、1/1.9”2メガピクセル高感度CMOSセンサを使用し、
最大解像度：1920X1080で撮影することができる、
高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。
※カメラ仕様を参照
※カメラについては、設置する環境やお客様のご要望を踏まえ、
柔軟に変更可能です。

クラウドシステムにて、あらかじめ危険水位ラインを設定することで、危険水
位が越えた場合、異常を検知致します。

概要

カメラ

クラウドシステム

ソフトバンク株式会社



ご提供イメージ

現場実証

②水位がラインを越えた場合は
ご担当者へ通知

①画像上であらかじめ水位のラインを設定

画像

埼玉県加須市大利根での実証

※検証中モデルです。
実際のモデルとは異なります。

13時 雨天時

0時

ソフトバンク株式会社



仕様

カメラ仕様

ソフトバンク株式会社



仕様

ソフトバンク株式会社



仕様

機器 仕様
カメラ
ハウジング MS-9210＋MS-9221S
河川カメラ用電源システム

　ACタイプ
　商用電源断後２４Ｈ使用可能
      筐体 日東工業　　RA25-44
      バッテリー 電菱　　　　  ＪＲ26-12

  太陽光タイプ
　　電圧：12Ｖ，電流：600ｍＡ、不日照：5日、平均日照時間：3.3時間
　　　太陽パネル（オフグリットソーラ） NE125×125－36－M（L）Ｓ1
      筐体 日東工業　　RA25-44
      バッテリー 電菱　　　　  ＪＲ26-12

その他、機材仕様

ソフトバンク株式会社
鉄道･公共事業推進統括部 公共事業推進部

担当：
稲垣健二 080-3142-9364
保良武志 080-3240-4525

Mail:
SBTMGRP-Public-
SectoPlanningPromotionSec@g.softbank.co.jp

※ご提供金額や提供サービスオプション等、お問合せ下さい。

お問合せ先

ソフトバンク株式会社

mailto:SBTMGRP-Public-SectoPlanningPromotionSec@g.softbank.co.jp
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