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安心・安全・便利な社会の実現に向けて

映像 通信 情報
公共社会 EMS産業・流通

Solutions Technology

超スマート社会の実現に向けたIoTやデジタライゼーションの進展により、

人々の暮らし、社会、そしてさまざまな業種において価値の変革が広がっています。

当社が長年にわたり蓄積してきました映像・通信技術に情報技術を掛け合わせ、

幅広い業種に向け、新たな価値を創出し未来を切り拓くソリューションを提供しています。

先進技術を活用したソリューションの提供により、

安心・安全・便利な社会の実現と企業の価値向上、業務効率化に貢献していきます。

映像、音声、データと、さまざまなビジネスシーンで活用される
コミュニケーション手段を網羅する豊富なソリューションを展開しています。

さらにIoT×AIの活用でお客様の課題解決はもちろん、新たなビジネスチャンスやイノベーションの創出を支援します。

「映像」「通信」「情報」技術で事業を展開してきました。
事業でのノウハウと経験、各技術のシナジーを生かしてソリューションを展開していきます。

住民へ安心・安全な日々の
生活環境を提供し、有事の
際には迅速に情報を伝達、
防災・滅災情報を周知

利用者や施設の状態を把握
することにより、セキュリティ
を確保。便利に利用できる
環境を提供し、業務効率の
向上に寄与

現場とのコミュニケーション、
作業の安全を確保。
データ利活用による業務改善
を促進

豊富な開発経験、生産技術力�
により、最良の品質・コスト・
納期でモノづくりを支援。�
少～大規模ロットに柔軟に
対応
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優れた技術で次の社会を切り拓きます

短波ラジオ（波長100m）から�
空港に用いる90GHz帯レーダー�
（波長3mm）まで、広範囲な周波数�
対応が可能な高周波設計技術

デジタルテレビ送信機に代表される�
キロワットクラスの電力を出力可能
とする大電力増幅技術

時々刻々と変化する電波の状態を�
把握し、最適な信号処理を施すこと
で受信性能を向上させる技術

霧や霞、陽炎が発生する環境におい
ても鮮明な映像に補正する画像処理�
技術

風雪の寒冷地、直射日光の高温環境、
炉内・炉周りなどの高温環境、爆発・
揮発などの危険性が高い区域、振動
の大きい環境での運用を可能とする
耐環境設計技術

3.5cm四方の通信モジュールを�
製品として提供中。機器から発生�
する熱を効率的に放出することで�
小さな筐体を実現

最適な設計を行う上で基盤となる�
構造・熱・流体・高周波などの解析
技術

日本初の列車誘導無線

東海道新幹線 列車無線

防災行政無線システム

産業向け構内無線

株式表示システム

自動車電話端末・基地局

防災行政無線システムの高度化

瀬戸大橋 監視カメラシステム

車両管理システム
タクシー無線

電子式着順判定装置

CM/番組送出システム

東証ARROWS
チッカーボード

パケット通信モジュール

ライブ顔照合システム

公共ブロードバンド

4K/8Kカメラシステム
1KWテレビ送信機

テレビカメラ
国産化に成功

◆ 短波からミリ波まで

◆ 広範囲に電波を届ける

◆ 受信性能向上

◆ クリアな画像を提供

◆ 過酷な環境にも耐える

◆ 小型化設計

◆ シミュレーション技術

1950 19701960 1990 20001980 2010 2020 Vision for the Future 

通信

AI

IoT

映像

技術の進化とともに、映像・通信の分野で時代が求めるさまざまな製品を世に送り出し、
今日の礎を築いてきました。創業から70年で培った映像・通信の技術に加え、
AI、ビッグデータを駆使し、映像・通信ソリューションで、未来の社会をサポートします。
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撮像
監視カメラ架線

画像監視

画像解析
※開発中

飛来物

駅員・空港
スタッフ

置き去りに
された荷物

駅に放置物があった場合 検知イメージ

長時間、同じ場所に
置き去りにされた荷物を
検知し、職員へ通知

駅 空港 公共施設

車いす駅員・空港
スタッフ

車いす・白杖を
検知し、職員へ通知

駅 空港 公共施設

白杖

EV

情報提供により混雑状況を通知
販売機会（回遊率）を促進

混雑情報を基に人員の適宜配置
画像解析で要介助者を
検知し、サポート

ただ今の
保安検査待ち時間
30分

バッグ売場

フードコート

売場エリアの状況

受付

B BA C

交通機関・公共施設などの放置物を発見

鉄道架線に付着した飛来物を発見Case 1 Case 3

Case 2 Case 4

車いす・白杖利用者の交通機関での移動をサポート

旅行客向け提供サービスレベルを向上

定時/安全運行への寄与
飛来物を早期に発見することで、運行の乱れや
事故の発生を防止します。

旅行客の待ち時間を短縮
窓口毎の混雑状況をヒートマップで見える化、
旅行客を空いている窓口へ誘導することで待ち
行列を整流化し、旅行客の待ち時間を短縮でき�
ます。

職員の業務効率を向上
・要介助者の施設入場の見落としを防止します。
・�早期の状況把握により対応遅れ防止、�職員の
突発的な負荷の発生機会を低減します。
・乗降遅れによるダイヤ遅延を防止します。

不審物や危険物を検出
不審物や危険物を早期に発見し、未然に�
対策を行うことが可能です。

運行乱れ時の早期復旧を支援
万が一運行の乱れが発生した場合でも、支障
物の確認や場所特定が容易となり、早期復旧
が可能です。

施設情報を発信、利用率を向上
施設内の混雑情報や店舗情報、クーポンなど
をサイネージやタブレットなどへ配信することで、
施設店舗などの利用を促すことができます。

車いす・白杖利用者の安全確保
・�職員による乗降サポートのサービス品質を�
高めます。
・サポート漏れの防止、待ち時間を低減します。
・施設内でのさらなる安全・安心を確保します。

忘れ物や落とし物を検出
忘れ物や落とし物を早期に発見し、効率よく�
捜索することで、職員の対応時間を短縮し、�
業務効率を向上できます。

飛来物以外の監視も可能
旋回型カメラの採用により、架線監視だけで�
なく沿線や周囲の状況の遠隔監視が可能です。

バリアフリーサービスを提供
画像解析技術で旅行客の行動・持ち物など
を把握、要介助者には職員を現場に急行させ、�
施設利用をサポートすることで安心・安全・�
便利なバリアフリーサービスを提供します。

地域への貢献
・�交通バリアフリーへの対応強化で沿線/地域
の価値向上へ貢献します。
・�要介助者へやさしい施設として、交通機関の�
イメージをアップ。

構内・施設内放置物を検出
カートや台車などの駅や空港に整備されて�
いるものが本来あるべき場所にあるかの確認や、�
放置状態を把握でき、業務効率を向上できます。

●●要介助者に対する職員の支援業務の負担を減らしたい
●● ●安全・安心・快適に要介助者に交通機関を利用してほしい
●● ●全てのお客様（施設利用者、乗降客）を安全に案内誘導し、サービス品質を向上したい

●● ●受付窓口の混雑を整流化・平準化し、旅行客の待ち時間を短縮したい
●● ●旅行客へ施設の情報を提供し、待ち時間の有効活用を促したい
●● ●介助が必要な旅行客へ迅速なサポートサービスを提供したい

●● ●強風時、飛来物が架線に引っかかり、列車運行の障害となっている
●● ●飛来した支障物がどこにあるか迅速に発見したい

●● ●不審物/危険物を早期に発見・把握したい
●● ●忘れ物/落とし物を早期に発見し、効率よく捜索したい
●● ●カート/台車などの施設内放置物の状態を把握したい

施設の安心・安全を提供するとともに、
業務運営の効率化を提供

社会向けソリューション

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題 お客様の課題

効果 効果

効果 効果

ソリューション
ソリューション

ソリューション ソリューション
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素材サーバ

送出サーバ

アーカイブ装置

ノンリニア編集機他局サーバ 低解像度サーバ

取材映像

ニュース
ON-AIR

ソフトウェアセンサー

管理センター

検知ライン

対象を画面中央に捉えて、追尾開始
警備員への連絡

フィジカルセンサー

監視カメラ
（自動旋回）

赤外線 /パッシブ
センサーなどとの
総合セキュリティー

発報 検知

自動建替判定電柱自動撮影 キズ検出

○○通り
点検不要

△△交差点前
要点検

○○交差点前
点検不要

××丁目
要建替

ヘリコプター
映像伝送

現場（陸上競技など）
リモート
制御
リモート
制御

中継車 FPU*

中継現場 /支局 FPU受信基地局（無人） 放送局（本社）

中継現場から高品質な空撮映像を伝送可能に電柱管理ソリューション

警戒エリアへの侵入者を自動で検知 番組コンテンツ管理を容易に（放送、保存、検索）

車載カメラによる電柱自動撮影を実現
電柱の位置情報と車のGPS情報を基に、車載
カメラが電柱を自動撮影します。高画質な電柱
画像により点検を行い、点検作業の省力化を�
図ります。

不審者侵入を自動検知
各種フィジカルセンサーで検知した場所を監視
カメラが自動追尾し映像で確認、不審者の侵入�
を迅速に検知できます。

時間短縮
収録しながらその映像を編集し、放送まで追い
かけで実現可能です。取材から放送可能になる�
までの時間を大幅に短縮します。

安定伝送
災害時におけるインフラ停止状態においても、
自営無線回線を使用して現場の映像を放送局
へ伝送することができます。

AI技術によるキズ検出機能を提供
目視による点検では、キズなどの見落としが�
発生します。AI技術により電柱のキズを自動�
検出し、見落としを防止します。

検知対象を自動で追尾
画像処理技術で検知した対象物・人の動きに
合わせ監視カメラが旋回、対象を自動で追尾
します。また検知した顔画像を事前登録された�
入場情報と照合、部外者か否かを判断できます。

放送の安定確保
送出サーバを完全2重化することにより、障害
発生時には、送出系を自動で切り替えて放送を
継続します。

ヘリコプター自動追尾
受信パラボラアンテナを常にヘリコプターの�
方向へ自動旋回させることにより、高品質な�
空撮映像を受信することができます。

自動建替判定により安心・安全を確保
撮影した電柱画像から、画像処理に基づいて�
外観の劣化状態を評価します。評価結果から、
電柱建替の要否を自動で判定します。

警備員との連携を円滑化
検知した侵入者を監視カメラで自動追尾すると
ともに画像処理技術で行動・移動経路を予測、
警備員と侵入者の画像情報を共有し現場に�
急行させることができます。

自席で検索・試写
保存場所（素材サーバ、アーカイブ装置）の�
区別なく映像検索が可能です。検索映像は自席�
PCにて低解像度映像による試写が可能です。

地図検索
GPSを利用して地図上にヘリコプターや中継車
の場所を表示し、放送局までの伝送路が確保
できるかどうか判定することができます。

●● ●一刻も早く視聴者に最新のニュースを知らせたい
●● ●安定した放送を確保したい
●● ●過去の映像を容易に検索・試写できるようにしたい

●● ●電柱点検作業の省力化
●● ●電柱点検時のキズ・ひび割れの見落とし防止
●● ●電柱建替要否の自動判定

●● ●警戒エリア（空港施設内、線路など）への不審者侵入を防止、施設の安全を確保したい
●● ●施設の屋外・屋内エリアの状況をリアルタイムに把握し、リスク管理・危機管理力
を向上したい

●● ●災害時でも現場映像を放送局本社へ安定伝送したい
●● ●ヘリコプターから高品質な空撮映像を伝送したい
●● ●撮影現場の場所をいち早く探したい

Case 7Case 5

Case 6 Case 8

施設の安心・安全を提供するとともに、
業務運営の効率化を提供

社会向けソリューション

＊�FPU：�Field�Pickup�Unit

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題 お客様の課題

効果 効果

効果効果

ソリューション ソリューション

ソリューション ソリューション
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インターネット

本社事務所

無線伝送 遠隔監視

テレビ会議 報告

現場事務所 現場

撮影 照合 ブラックリスト

入退場管理

マーケティング

•特定人物の探索
•万引き防止

•入退場ゲートとの連携

•会員／非会員の判別
•VIP 顧客の来店通知顔データベース

撮影映像

赤外線LED付
カメラ

車両入構ゲート

警備室

旋回カメラ カメラ映像

アラーム発報

警備室

転倒
警報

ライブ顔照合：特定の人物をリアルタイムに検知・通知

山間部などの作業現場でコミュニケーション改善

単独作業員の安全確保を支援

Case 3Case 1

Case 2 Case 4

車両管理の省力化や高度化に寄与

●● ●山間部では携帯電話が圏外で、電話ができない
●● ●離れた場所とのテレビ会議で、移動時間を短縮したい
●● ●不便な山間部だからこそ、遠隔で監視したい

●●危険事象の発生を自動検知し、作業員の安全を確保したい
●● ●作業員・警備員にかかる業務負担を軽減し、●
省力化を図りながら安全も確保したい

迅速な意思疎通を実現
山間部でも携帯電話が使える環境を構築。
迅速な意思疎通は工程の遅延防止や危険防止
などさまざまなシーンで役に立ちます。

作業員の危険事象を検知
携帯電話機を安全センサーとして活用できます。
電話機の傾斜を検知したら転倒と見なし自動
で発報したり、作業員が自ら携帯電話機の非常�
発報ボタンの押下で発報ができます。

省力化を実現
車両番号を自動的に記録することが可能です。�
また、あらかじめ入構する車両番号を登録�
することにより、自動的に入構の許可、不許可の�
判定を行います。

不審人物の早期発見
高速な顔データ処理により、通常の監視映像を�
活用して、リアルタイムに不審人物を発見する
ことが可能です。

作業の効率改善を提供
携帯電話が使えない場所で、人が直接現地に
行く時間短縮や、それぞれの作業状況の共有�
など人と作業全体の効率を改善します。

監視カメラで現場確認
携帯電話機からのアラーム（発報）を検知�
すると、近傍の監視カメラが対象方向へ自動で
旋回。リアルタイム映像で現場状況を確認する
ことができます。

ドライバー労働時間の削減
守衛所の通過や倉庫までの誘導をスムーズに�
行うことにより、トラックドライバーの待ち時間�
を削減し、長時間労働の是正に寄与します。�
また構内での乗務記録も自動的に行います。

入退設備のセキュリティ強化
顔データを鍵とすることで、重要施設における
入退場設備のセキュリティをより強化できます。

働き方改革を実現
携帯電話が使えない場所は、交通の便も悪い�
ことが多く、遠隔での打ち合わせなど移動時間の�
短縮や場所を選ばない働き方などを実現します。

警備員の省力化
アラーム（発報）と同期し監視カメラで対象箇所�
を撮影、管理センターに現場映像を表示すると
ともに表示灯（赤ランプなど）を点灯させること
ができ、警備員の負担軽減、省力化が図れます。

サービス向上
あらかじめ入構する車両番号及び関連情報を
登録することにより、車両番号検知に合わせて、
顧客情報の表示や訪問先への通知を行います。
先手準備が可能となります。

顧客満足度の向上
セキュリティ用途のみならず、VIP顧客の来店
をいち早く検知することで、顧客満足度向上に�
活用できます。

●● ●守衛業務を省力化したい
●● ●トラックドライバーなどの入構時間（待ち時間）を削減したい
●● ●車両入構情報から迅速に受け入れ準備を行いたい

●● ●不審な人物を見つけたら、素早く知らせてほしい
●● ●重要施設では、特定の人物のみ入退場させたい
●● ●VIPの来客をいち早く検知し、サービス向上につなげたい

現場状況の見える化により、
利便性、安全性、業務効率化を提供

産業・流通向けソリューション

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題 お客様の課題

効果 効果

効果効果

ソリューション ソリューション

ソリューション ソリューション
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店頭での撮影 照合／情報付加

顔
データベース

各種情報
データベース

撮影映像

照合

人型ロボット動作制御

スタッフへの顧客情報通知

インフラ管理

•ケーブルレス
工場ネットワークの実現
•敷地内を無線 LANエリア化
•携帯圏外エリアでの
通信手段確保

IoT
プラットフォーム

ビックデータの
加工／AI 分析

•ゲートウェイ管理
•データ蓄積管理

•見える化
•予知予測

運行管理

無線ネットワーク構築

運用・保守

データ管理 データ活用センサー／無線端末による
データ収集

無線機開発メーカーの
ノウハウを活用、事前
検討にて最適な無線
手段を提案

機器・設備管理 サーバー／クラウド

テーブル状況画像解析

ホールスタッフの
携帯端末に

食事完了を通知
無線LAN

テーブル撮影

食事前食事前 食事中食事中

食事前食事前完了完了 外部ソース
データ

業務外部
システム

業務入力
データ

時系列
DB

分析用
ＲＤＢ

BI ツール Business Intelligence

Customer Relationship Management

•経営分析

•集計・加工

•レポート検索／参照

データ
ウェアハウス

データ
マート基幹系システム

カスタマーサポートセンター

CRM
•コンサルティング営業
•マーケティング戦略
•業務日報

•コールセンター業務支援

分析用
ＲＤＢ

分析用
ＲＤＢ

通話録音
ＲＤＢ

KPI(Key Perfomance Indicator)

MOLAP(Multi-dimensional On-line Analytical Processing)

ROLAP(Relational On-line Analytiocal Processing)

無線ワンストップソリューションCase 6 Case 8顔認証によるマーケティング活動支援

顔認証によるサービス向上
顔情報を登録した人物（VIP 顧客や要注意�
人物）の来店を通知し、サービスの向上（または�
要注意人物への対応）が図れます。

無線ネットワークの最適化を実現
お客様の要望から要件定義を行い、最適な�
無線ネットワークシステムと機器を提案・提供
します。

店頭カメラでのマーケティング支援
顧客の来店頻度、年齢・性別、入店から退店
までの滞在時間などを分析し、店頭でのマーケ
ティングに活用できます。

専門知識を要する無線運用保守もお任せ
稼働開始後の機器、回線の管理、運用中の�
課題解決や保守も含めて対応いたします。

人型ロボットでのマーケティング支援
会話内容や目線誘導による注文数の変動傾向�
を分析、再来店時には以前の情報から商品を
お勧めするなど、店内でのマーケティングに�
活用できます。

データの見える化やデータ活用を支援
接続機器管理基盤やデータ蓄積基盤の提供や、
お客様のご要望に応じたアプリケーションも�
開発します。

●● ●顧客の来店から退店までのデータを集めたい
●● ●集めたデータを解析して顧客のニーズをつかみたい
●● ●掴んだニーズを接客やサービスに反映させたい

●● ●無線によるデータ収集とデータの利活用を実施したい
●● ●最適な無線ネットワークの構築や機器選定が難しい
●● ●IoT用無線通信基盤を導入したが、運用保守に関しては本業ではないので適切な
人材がいない

Case 5 Case 7状況把握サービス向上ソリューション ITツールを用いて効率の良い業務形態に

食事進捗解析を実現
画像処理（差分・ベクトル）技術とDeep�
Learning（深層学習）�を用いた画像解析技術�
を組み合わせることにより、料理の減り方や�
食器の位置から食事の進捗状況を判断できます。

データ蓄積・活用
データウェアハウスに業務特性を反映した多量の�
データ蓄積を行うことで、業務分析を効率的
に実施できます。利用権限や操作ログなど�
セキュリティ面も安心です。

オペレーション補助システムを提供
店舗表示装置、情報端末などを活用し、スタッフ�
へ食事の進捗状況を速やかにお知らせする�
システムを提供します。

営業業務支援
お客様情報を多面的に確認しながらのコンサル�
ティング営業が可能です。業務日報や各種�
手続きの効率化が図れます。

顧客サービス、作業効率の向上を支援
お客様のサービスを向上（お客様を不快に�
しない、お待たせしない、居心地を良くする）、を�
スタッフ最適なスタッフ配置での実現を支援�
します。

顧客満足度向上
お客様情報と連携したコールセンターの構築で
サービスが向上します。通話録音の機能でコン
プライアンス遵守チェックも可能です。

●● ●「最上級のおもてなし」を提供したい●
●●（お客様をお待たせしない。居心地の良いお店を提供）
●● ●作業スタッフの作業効率を向上したい

●● ●営業戦略、経営管理に必要な情報を迅速に取得したい
●● ●お客様への提案活動や業務日報を効率よく実施したい
●● ●コールセンターでお客様のサポートを充実させたい

現場状況の見える化により、
利便性、安全性、業務効率化を提供

産業・流通向けソリューション

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題 お客様の課題

効果 効果

効果効果

ソリューション ソリューション

ソリューション
ソリューション
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屋外拡声子局から
多言語放送

This is disaster
prevention ○○

スマートフォンから
多言語対応情報取得

戸別受信機から
多言語音声放送

Wi-Fi

This is disaster
prevention ○○

避難指示発令！ 
Evacuation order 
疏散令发出！

戸別受信機 文字表示器

情報伝送装置
テレビを自動的に
ONし、情報伝達

HDMI対応テレビ

Wi-Fi

駅・繁華街

防災情報
カメラ

Wi-Fi

観光地

防災情報
カメラ

自治体本部

Wi-Fi

Wi-Fi

公園

防災情報
カメラ

Wi-Fi

学校・避難所

気象観測
装置

防災情報
カメラ

イベント情報・観光情報
自治体からのお知らせ

防災・減災
危機管理システム

スマートフォンを使った避難者数情報の収集
（人数・性別・要介護者など）

避難者 職員・管理者
臨時の代表者

避難者カードを配布
避難所の状況を地図上で把握

公衆回線 インターネット回線

避難所 庁舎・災害対策本部

避難者数：２２０名
混雑率：１５０％

公共向けソリューション

多言語配信ソリューション

災害対策業務を支援Case 2Case 1

Case 3

自立型広域無線ネットワークを構築

●● ●発災直後の避難所の状況が分からない。また、職員が現場に行けるとは限らず、
状況把握が困難
●● ●災害対策本部が混乱しているなかでの電話などによる状況確認・データ入力では、
職員の負担が大きい

住民へ安心・安全な日々の生活環境を提供し、
有事の際には迅速に情報を伝達、防災・滅災情報を周知

避難所アプリで人数を自動収集
避難してきた住民にICカードを配布し、その�
ICカードを読み取ることにより、避難者数や、
避難者の属性を自動収集し、対策本部で情報
共有が可能です。

双方向通信を実現
無線リピーターやWi-Fiなど、多様な通信
手段を組み合わせて用途に合った双方向�
音声・データ通信ネットワークを構築でき�
ます。

さまざまな伝達手段を多言語化
屋外放送を始め、さまざまな伝達手段に対して
多言語化することにより、在日・訪日外国人へ
確実に情報伝達することが可能です。

ICカードを活用、人数把握
ICカードを活用することにより素早く人数を�
カウントできるようになります。また、ICカード�
またはQRコードカードを配布することにより、
避難者数の増減を把握できるようになります。

地域情報を適切に提供
公園、駅前、観光地などに無線基地局を�
設置することで、日々使い慣れた端末で自治体�
庁舎などから提供される観光や防災、気象
などの地域情報の閲覧が可能です。

スマートフォンで情報伝達
屋外放送は雨風の影響により聞き取りにくい�
場合があり、また屋外放送を多言語放送すると、
全ての言語を放送するまでに時間がかかって�
しまうため、スマートフォンから防災行政無線�
放送の放送内容を視聴可能です。

物資配給等の意思決定支援
避難所から収集されたデータをもとに、避難所
の状況把握と物資配給計画に活用できます。

災害情報を迅速に共有
地域公共ネットワークを介して災害情報を
地域管轄官庁などと共有します。また、地域
住民へ災害情報や避難勧告を伝達し、二次
災害の最小化に寄与します。

正確な翻訳
あらかじめ作成した文章を穴埋め形式で文章
を組み立てていくことで、正確な文章および�
翻訳が可能です。

●● ●携帯電話基地局の電波が届かない、通信ケーブルの敷設が難しい地域・エリアでも音声・データ通信をしたい
●● ●当該地域の旬な情報（観光、文教、行政、防犯、気象など）をタイムリーに発信したい

●● ●防災行政無線の放送を多言語化したい
●● ●在日・訪日外国人へ防災情報を伝達したい
●● ●多言語化した全ての言語を放送すると時間がかかってしまう

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題

効果

効果

効果

ソリューション
ソリューション

ソリューション
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地域管轄官庁 地域住民

火山監視 土砂災害監視 高所監視 津波監視

デジタルサイネージ

ワンセグ受信機

スマートフォン

ＣＡＴＶ

ＰＣ

カメラ映像+情報系 PC混在表示

配信サーバ

●用途に合わせた大画面表示 ●多彩なメディアを介した情報配信

計器連動
カメラ　ワイヤセンサ　雨量計　傾斜計　地震計　空振計

カメラによる現場状況の監視 警戒・避難の呼びかけ

●災害情報を一元管理

「目に見える情報」を集約 「目に見える安心」を提供

緊急速報メール
リアルタイム動画
静止画
ホームページ
ＳＮＳ

監視カメラ・各種計器の連動による災害警戒支援
防災カメラシステム導入による被災状況の確認

災害情報配信

LIVE PC

グレーチング
（溝蓋）

ＬＰＷＡ*
ＬＴＥ

河川

降雨情報

ハザードマップ

Ｗｅｂ
アクセス

情報取得

アラーム
通知

総合的な情報配信システム周辺情報を取り込み

クラウド

浸水センサー 水位センサー

ゲートウェイ 情報監視／
配信サーバ

防災・減災
危機管理システム

スマートフォンを使った
現場情報の収集
（写真と位置情報）

タブレット

災害現場の状況を一元管理し、
地図上で把握

災害現場の状況を地図上で把握

公衆回線 インターネット回線

災害現場 庁舎・災害対策本部

浸水・水害に備えるソリューション

現場映像管理ソリューション

Case 5

Case 6

Case 4 映像でつなぐ地域の安全と安心

●● ●河川水位の上昇による氾濫リスクを、周辺住民へ情報配信したい
●● ●水位情報と他システムとの情報の連携をしたい

●● ●職員がデジタルカメラなどで情報収集し、そのデータを持ち帰るため、●
現場の情報共有が遅くなるのを改善したい
●● ●デジタルカメラで情報収集した場合、どこで写真を撮ったのか分かるようにしたい

自営LPWAにより通信コスト削減
自営LPWA網回線により、子機（センサー部）
と親機（ゲートウェイ部）間の通信コストを�
ゼロ化し、トータル通信コストを抑えます。

写真投稿アプリでリアルタイム共有
スマートフォンのカメラ機能を活用した、簡単�
操作の写真投稿アプリを提供します。アプリで
撮った写真は、リアルタイムで対策本部の地図
上に表示されます。

災害警戒支援および被災状況の把握
カメラ映像と各種計器情報から堤防決壊・
土砂災害などの災害警戒および的確な状況
把握により住民、職員の安全を確保します。

統合型の情報配信システムの構築
センサー設置場所周辺の降雨情報やハザード�
マップなどを取り込み、統合型の情報配信�
システムを構築できます。

タブレット活用で情報共有
タブレットを現場で利用することで、対策本部
と同じ画面を参照することができます。また、�
画面にはペンを使って簡単に手書きデータを�
入力できます。

目に見える情報の集約を実現
カメラ映像を含めた災害情報を収集、�
一元管理し、地域住民に配信することが�
できます。

WEBアクセスにより閲覧可能
グレーチング（溝蓋）下、河川などに設置した
センサーの情報を、遠隔地からWEBアクセス
により閲覧できます。

写真と位置情報で自動登録
スマートフォンのGPS情報を使って撮った写真
を自動で地図にマッピングすることができます。�
そのため、いつどこで写真を撮ったのかが、�
リアルタイムで把握できます。

目に見える安心を提供
さまざまなシステムと連携した迅速かつ確実
な情報伝達を実現します。

●● ●平時から災害発生時に至るまで、地域住民の皆さま、職員の方々に安全・安心を提供したい

公共向けソリューション
住民へ安心・安全な日々の生活環境を提供し、
有事の際には迅速に情報を伝達、防災・滅災情報を周知

＊�LPWA：�Low�Power�Wide�Area

お客様の課題 お客様の課題

お客様の課題

効果

効果

効果

ソリューション ソリューション

ソリューション
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お客様

遠隔保守
●障害切り分け支援
●データ確認・解析
●定期診断・リポート提供

コンタクトセンタ

フロントサービス ●ご申告受付
●作業員出動指示

●一次問診対応
●作業進捗管理

●技術支援（フロント / 作業員）
●技術情報管理  　●FAQ 作成

●提案支援
●運営ツール管理

●お客様の声分析
●運用指標の運営

ヘルプデスク

バックサービス

管理監視
制御装置

問い合わせ

回答

修理依頼

随時画面確認

障害連絡

作業員派遣

ナレッジ
データベース

障害

不具合発生

製品
企画

要求仕様

セールス
ポイント

要素開発

基本設計

設計検証

品質・生産性向上提案

エビデンスデ－タの提供

IoT 活用生産管理

試作評価

詳細設計

品質確認

集約購買

国内・外

VE提案

提案型ODM 課題解決型OEM

開発
設計

生産
設計

部品
調達

基板
実装

組立
調整

品質
保証

4K/8K放送カメラ

送出システムサーバー

送信機無線伝送装置

監視カメラシステム
ネットワーク型シリーズ
今までの監視カメラシステムの限界を超え、より高度な監視�
システムの構築を可能にします。インターネットを代表とする�
ワールドワイドなネットワーク環境、オフィス・工場などのLAN
環境などを利用することにより多地点の監視や遠方監視などの
システムへ柔軟に対応します。

消防・救急デジタル無線システム
デジタル化により、より高度な通信が可能となり、また秘話性も
高まることから、デジタルシステムの導入が進んでいます。

公共業務用無線システム

マルチメディア情報表示システム
さまざまなデータ、画像、動画などをネットワークを通じて配信し、�
表示するシステムで、金利、経済指標、ニュースなどの店頭表示、
病院などでの案内表示、河川などの監視画像と気象情報の混在
表示などさまざまな表示システムとして提供しています。

情報処理システム

金融向けCRMシステム
金融機関向けのCRM（Customer�Relationship�Manage-
ment）、DWH（データウェアハウスシステム）などを、コンサル
テーション、システム構築、
保守、運用までトータルに�
提供しています。

列車無線システム
新幹線をはじめ、在来線、地下鉄などに数多くのシステムを納入�
しています。

DSRC車両入退場管理システム
有料道路のETCで用いられている通信技術であるDSRC
（Dedicated�Short-Range�Communication）を用いて、�
ETC車載器のIDを読み取り、定期契約駐車場や工場敷地、�
物流拠点での車両の入退場を管理するシステムです。

放送システム
放送素材を収録するカメラから、素材を放送局へ無線で伝送�
する装置、また放送局から放送番組を家庭まで届けるCM/番組�
送出システム、送信機まで、幅広い製品、システムを納入し、�
高品質な放送サービスを支えています。
また、高精細化する4K/8K市場に向け、カメラ製品をはじめ�
ソリューション展開を推進しています。

フルHD
ネットワークカメラ

フルHDドーム型
ネットワークカメラ

ハウジング一体型
HDTVネットワークカメラ

全方位
ネットワークカメラ

PTZ
ネットワークカメラ

フルHD電動ドーム型
ネットワークカメラ 統合監視ソフトウェア

交通・運輸向け無線システム

都道府県や市町村などの自治体向けに災害時などの緊急連絡用、�
広報用などに利用されています。近年のデジタル化により、音声
通話だけでなく、映像やデータの通信も可能となっています。
また衛星通信やIPネットワークとの接続など高度なネットワーク�
システムの構築も可能です。

防災行政無線システム

EMSソリューション

保守・サービス

システム・製品ラインアップ

問い合わせ受付
お困り事、故障申告に対し、CTI＊1および製品・
システム情報データベースを活用し、タイムリー
なサポートを行います。お客様の声（VOC＊2）
を分析しニーズを的確に把握、製品・システム・
サービスの品質改善に寄与します。

遠隔保守
お客様ご納入システムを遠隔監視し、障害発生
時に迅速な対応を行うとともに、稼働診断結果
から常に安定したシステム運用をサポートします。

コンタクトセンタ業務代行サービス
外部企業様へお問合せ一次受付などコンタクト
センタ業務の代行サービスを提供します。

＊1�CTI：�Computer�Telephony�Integration
＊2�VOC：�Voice�of�Customer

生産技術力とそれを支える品質体制で
高品質・高効率なトータルソリューションを提供

少量多品種製品～大規模ロットまで、高品質・短納期で開発・製造を受託

製品やシステムを安心してご利用いただけるようサポート

Case

Case

ワンストップでモノづくりに対応
製品企画から品質保証まで、どの工程からでも、
モノづくりソリューションの提供が可能です。

解析技術で高品質な製品を提供
各種解析技術＊1と分析装置の活用で、問題
の原因追及と対策を実現し、高品質な製品を�
提供します。

LCA＊2技術で高付加価値を実現
独自の画像認識/メカトロ/ロボット技術の�
応用で�自動化を推進し高効率、高付加価値な
モノづくりを実現します。

＊1��構造解析、熱流体解析、リフロー解析、蛍光X
線分析、デジタル顕微鏡、研磨解析など

＊2��LCA：�Low�Cost�Automation

●●材料調達から、実装、組立、機能検査、梱包、出荷までワンストップで任せたい
●●BCP（事業継続計画）の観点でEMS先をマルチベンダー化したい
●●海外EMSに出すほどの規模ではないが、低コスト・高品質な製品化を実現したい

●●ソリューションの導入と併せて、保守・サービスを任せたい
●●自社ではお客さまからの問い合わせ窓口が持てない

お客様の課題

お客様の課題

効果

効果

ソリューション

ソリューション

●経営分析
●集計
　加工分析
●レポート参照
　検索分析

17 18



ソリューションに関するお問い合わせは下記まで

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact/

本社　〒105-8039 東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館6F）
ソリューション統括本部　営業本部
TEL 050-3383-3430
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●●本ガイドに記載のVMnex®は（株）日立国際電気の登録商標または商標です。


