
すべて繋がる !

幅広いエリアに提供可能 !

ワンストップソリューションを実現 !

こんな場所にシステムを導入したい

カメラとモニタをマルチにつなぐIP映像監視ソリューション

マルチベンダー対応ビデオマネジメントシステム

● マルチベンダーで既設監視システムを最大限に活用可能
● 国土交通省仕様映像コーデック/建電協コマンド対応
● 自社開発による柔軟なカスタマイズ

カメラとモニタをマルチにつなぐIP映像監視ソリューション

IDKが提供するビデオマネジメントシステムの３つの特徴
■ マルチベンダー
IP監視カメラやエンコーダ/デコーダなどを、製造メーカーやその
製造時期、また国内・海外製を問わず＊、統括して制御・管理を行うこ
とができます。さまざまな映像信号が混在した状態でも同一GUI
から一元管理可能な監視システムを実現します。

■ MewGazerとは
MewGazerは、各社IPカメラやIPエンコーダーを一元管理し、その映像ストリームをライブ表示、蓄積、再生し、PTZ操作する機能を備えたネット
ワークビデオ監視システムです。自社開発のためお客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能になります。

■ 負荷分散型ビデオマネジメントシステム

■ 導入事例

配信や録画を複数のサーバーに分散し、映像ストリームによるネットワーク負荷やハードディスクへの書き込み負荷を軽減できるため、小規模監
視から大規模監視までカバーすることが可能です。

■ 国土交通省仕様映像コーデック/
   建電協コマンドに対応
IP Mew®は国土交通省仕様コーデック/建電協コマンドにも対応。
国土交通省仕様のカメラやエンコーダからの映像をクライアント
で表示することも可能です。また、市販の監視カメラを国土交通省
仕様の監視システムに組み込めるため、トータルコストの削減にも
貢献します。

■ 国内自社開発で柔軟なカスタマイズ
IP Mew®の中核製品であるMewGazerはすべてアイ・ディ・ケイ
で開発・設計・製造を行っております。監視画面GUIのカスタマイ
ズ、操作方法、未検証の監視カメラの検証など、ご要望に合わせた
仕様で柔軟なカスタマイズも可能です。

＊弊社にて接続検証済みのカメラメーカおよび機種は営業部までお問い合わせください。

MewGazer Softwareマルチベンダー対応
ネットワークビデオ監視システム

● マルチベンダー対応　⇒　各社IPカメラを同一システム内で管理・制御可能 
● マルチコーデック対応　⇒　H.264 / MPEG-4 / MPEG-2対応
● 地図表示機能搭載　⇒　ワンクリックでカメラ映像の表示、PTZ制御が可能

ミューゲイザー

■ 国土交通省仕様コーデック/建電協コマンド対応
●国土交通省仕様で構築された環境に、汎用のIPカメラを導入できます。

■ 変換機能
●H.264 / MPEG-4 / MPEG-2から国土交通省仕様H.264 / MPEG-2コーデックへ変換。また建電協コマンドを各メーカーコマンドへ変換
しPTZ制御用コントローラやGUIをそのまま使用可能です。

■ コストダウン

■ こんな時に便利です

●各社の汎用IPカメラの導入により、システムのコストダウンに貢献します。

NVS-VWB Hardwareマルチ画面表示デコーダビューワボックス

NVS-PTC Hardware国土交通省仕様コーデック変換
プロトコル・コンバータ

プロトコル・コンバータ

道路・河川監視システム 工場向けセキュリティシステム 地域監視システム

動作環境　サーバー/クライアント

追加ライセンス費用

統合管理サーバーボックス

分割表示対応マルチデコーダー　

建電協コマンド対応プロトコル・コンバータ

管理サーバーライセンス ×1

制御・配信サーバーライセンス ×1

録画・再生サーバーライセンス ×1

クライアントサーバーライセンス ×1

カメラライセンス ×9

管理サーバーライセンス ×1

制御・配信サーバーライセンス ×1

録画・再生サーバーライセンス ×1

クライアントサーバーライセンス ×1

カメラライセンス ×16

Intel Core2 Duo プロセッサ 2.0 GHｚ以上

4 GB以上

蓄積無：8 GB以上 / 蓄積有：録画条件により異なる

512 MB以上

CPU

メモリ

HDD

VRAM

管理サーバーライセンス

制御・配信サーバーライセンス

録画・再生サーバーライセンス

クライアントサーバーライセンス

カメラライセンス

マネージメントサーバーボックス

NVS‐MGS

NVS‐RPS

NVS‐CDS

NVS‐LAC

NVS‐CMR

NVS‐MGB お問い合わせください IPカメラの統合管理ハードウェア

ビューワボックス NVS‐VWB お問い合わせください 最大9画面分割表示可能デコーダ

プロトコル・コンバータ NVS‐PTC お問い合わせください 国土交通省仕様コーデック対応コンバータ

画面構成などのカスタマイズも対応致しますので、お見積り依頼は弊社営業担当までご相談ください

各サーバーおよび各カメラを統括・管理する機能

カメラへの映像コマンドおよびPTZコマンド送信、ライブ映像の配信機能

カメラ映像の録画および録画映像の再生機能

管理サーバーの設定、ライブ表示、録画表示機能

管理するカメラ台数

OS

9カメラ用 NVS‐B09 定価 ￥360,000

16カメラ用 NVS‐B16 定価 ￥500,000

￥200,000

￥100,000

￥100,000

￥50,000

￥35,000

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate（x86,x64）、Windows Server 2008 Standard/Enterprise（x64）、
Windows Server 2012 Standard（x64）、Windows Server 2012 R2 Standard（x64）

ネットワークビデオ監視システム　標準パッケージ　MewGazer

製品価格

Simple

Flexible

Many Places

共存できない…

A社

B社
C社

A社

B社

C社

開発

設計

製造

株式会社アイ・ディ・ケイ

e-mail URLinfo@idk.co. jp http://www.idk.co.jp/

■海外関連会社
米国：

ヨーロッパ：

神奈川県大和市中央7-9-1  　〒242-0021
TEL 046（200）0764　FAX 046（200）0765
大阪府吹田市江坂町1-23-5   大同生命江坂第2ビル5階　〒564-0063
TEL 06（6192）0764　FAX 06（6192）0906
福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2   八百治センタービル3階　〒812-0011
TEL 092（431）0764　FAX 092（43 1）0906

本 　 社

関西営業所

九州営業所

ISO 14001 認証取得事業所：本社    登録の範囲に輸入製品は含まれません

● IP Mewは、株式会社アイ・ディ・ケイの登録商標です。
● Microsoft、Windows、Windows 7、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの、米国およびその
   他の国における登録商標です。
● インテル、Intel、Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標です。
● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
● 価格には消費税は含まれておりません。
● 記載内容及び仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。

1702CP2000

IDK America Inc.
72 Grays Bridge Road Suite 1-C, Brook�eld, CT 06804
TEL: +1-203-204-2445
Email: sales@idkav.com 
URL : http: //www.idkav.com

IDK Europe GmbH
Lise-Meitner-Str. 6, D-40878 Ratingen
Email : info@idkav.eu 
URL   : http: //www.idkav.eu 

アイ・ディ・ケイの IP Mew®は既存の監視カメラを使用し、最新のIPネットワークシステムを構築できるアイ・ディ・ケイの監視ネット
ワークソリューションブランドです。各社、各機能のカメラが混在した環境でも、ネットワークビデオ監視システムを実現できます。
IP Mew®はお客様のご要望に合わせた映像監視ソリューションをご提供させていただくことが可能です。

■ マルチベンダー対応
● マルチベンダー対応のため、各社IPカメラの映像やIPエンコーダからの映像表示が可能です。

■ マルチ映像コーデック対応/HD対応
● H.264 / MPEG-4 / MPEG-2、国土交通省仕様H.264 / MPEG-2の映像を、HD(1920 × 1080)出力対応で、高精細な表示が可能。
  また映像出力はHDMI / DisplayPort / RGBがあり、接続するモニタの選択の幅が広がります。

■ 文字表示機能搭載
● 任意の位置に任意の文字が表示可能。また入力チャンネルに紐付けて表示・非表示を変更できます。

■ 分割表示レイアウト対応

■ こんな時に便利です

● 最大9分割対応。定型レイアウトで設定変更が簡単にできます。

複数カメラ映像を1台で
表示したい！

パソコンを使わずに
監視映像をみたい！

カメラ映像に監視場所
機器情報を表示したい！

○○交差点前 ○○公園

○○駅前 国道○号線

■ こんな時に便利です

国土交通省仕様のネットワークに
汎用のIPカメラを導入したい

国土交通省仕様のコーデックに変換
国土交通省仕様
ネットワーク

国土交通省仕様のカメラを買い換えた
が、デコーダを変える費用がない……
※国土交通省MPEG-2カメラから
　国土交通省H.264カメラへリプレイスする場合

汎用IPカメラ

国土交通省H.264カメラ 国土交通省MPEG-2デコーダ

国土交通省MPEG-2へコンバートすることで、
デコーダをそのまま使用でき、コスト削減！

国土交通省 港 ダム
空港 道路 鉄道 河川

【表紙】 【P.1】【P.2】 【表4】



■ 国土交通省仕様コーデック/建電協コマンド対応
●国土交通省仕様で構築された環境に、汎用のIPカメラを導入できます。

■ 変換機能
●H.264 / MPEG-4 / MPEG-2から国土交通省仕様H.264 / MPEG-2コーデックへ変換。また建電協コマンドを各メーカーコマンドへ変換
します。そのため建電協仕様対応コントローラやGUIをそのまま使用可能です。

■ コストダウン

■ こんな時に便利です

●各社の汎用IPカメラの導入により、システムのコストダウンに貢献します。

NVS-VWB Hardwareマルチ画面表示デコーダビューワボックス

NVS-PTC Hardware国土交通省仕様
トランスコーダ

プロトコル・コンバータ

■ マルチベンダー対応
● マルチベンダー対応のため、各社IPカメラの映像やIPエンコーダからの映像表示が可能です。

■ マルチ映像コーデック対応/HD対応
● H.264 / MPEG-4 / MPEG-2、国土交通省仕様H.264 / MPEG-2の映像コーデックに対応。解像度はHD（1920 × 1080）まで対応して
いますので高精細な表示が可能です。また映像出力はHDMI / DisplayPort / RGBがあり、接続するモニタの選択の幅が広がります。

■ 文字表示機能搭載
● 任意の位置に任意の文字が表示可能。また各入力チャンネルごとに表示・非表示の変更ができます。

■ マルチビュー対応

■ こんな時に便利です

● 最大9分割対応。定型レイアウトで設定変更が簡単にできます。

複数カメラ映像を1台で
表示したい！

パソコンを使わずに
監視映像をみたい！

カメラ映像に監視場所
機器情報を表示したい！

○○交差点前 ○○公園

○○駅前 国道○号線

■ こんな時に便利です

国土交通省仕様のネットワークに
汎用のIPカメラを導入したい

国土交通省仕様のコーデックに変換
国土交通省仕様
ネットワーク

国土交通省仕様のカメラを買い換えた
が、デコーダを変える費用がない……
※国土交通省MPEG-2カメラから
　国土交通省H.264カメラへリプレイスする場合

汎用IPカメラ

国土交通省H.264カメラ 国土交通省MPEG-2デコーダ

国土交通省MPEG-2へ変換することで、
デコーダをそのまま使用できコスト削減！

すべて繋がる !

幅広いエリアに提供可能 !

ワンストップソリューションを実現 !

こんな場所にシステムを導入したい

カメラとモニタをマルチにつなぐIP映像監視ソリューション

IDKが提供するビデオマネジメントシステムの３つの特長
■ マルチベンダー
IP監視カメラやエンコーダ/デコーダなどを、製造メーカーやその
製造時期、また国内・海外製を問わず＊、統括して制御・管理を行うこ
とができます。さまざまな映像信号が混在した状態でも同一GUI
から一元管理可能な監視システムを実現します。

■ MewGazerとは
●MewGazerは各社IPカメラやIPエンコーダを一元管理し、その映像ストリームをライブ表示・蓄積・再生し、PTZ操作する機能を備えたネット
ワークビデオ監視システムです。自社開発のためお客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能になります。

■ 負荷分散型ビデオマネジメントシステム

■ 導入事例

●配信や録画を複数のサーバーに分散し、映像ストリームによるネットワーク負荷やハードディスクへの書き込み負荷を軽減できるため、小規模監
視から大規模監視までカバーすることが可能です。

■ 国土交通省仕様映像コーデック/
   建電協コマンドに対応
IP Mew®は国土交通省仕様コーデック/建電協コマンドにも対応。
国土交通省仕様のカメラやエンコーダからの映像をクライアント
で表示することが可能です。また、市販の監視カメラを国土交通省
仕様の監視システムに組み込めるため、トータルコストの削減にも
貢献します。

■ 国内自社開発で柔軟なカスタマイズ
IP Mew®の中核製品であるMewGazerはすべてアイ・ディ・ケイ
で開発・設計・製造を行っております。監視画面GUIのカスタマイ
ズ、操作方法、未検証の監視カメラの検証など、ご要望に合わせた
仕様で柔軟なカスタマイズも可能です。

＊弊社にて接続検証済みのカメラメーカおよび機種は営業部までお問い合わせください。

MewGazer Softwareマルチベンダー対応
ネットワークビデオ監視システム

● マルチベンダー対応　⇒　各社IPカメラを同一システム内で管理・制御可能 
● マルチコーデック対応　⇒　H.264 / MPEG-4 / MPEG-2、国土交通省仕様H.264 / MPEG-2対応
● 地図表示機能搭載　⇒　ワンクリックでカメラ映像の表示、PTZ制御が可能

ミューゲイザー

道路・河川監視システム 工場向けセキュリティシステム 地域監視システム

Simple

Flexible

Many Places

共存できない…

A社

B社
C社

A社

B社

C社

開発

設計

製造

アイ・ディ・ケイの IP Mew®は既存の監視カメラを使用し、最新のIPネットワークシステムを構築できるアイ・ディ・ケイの監視ネット
ワークソリューションブランドです。各社、各機能のカメラが混在した環境でも、ネットワークビデオ監視システムを実現できます。
IP Mew®はお客様のご要望に合わせた映像監視ソリューションをご提供させていただくことが可能です。

国土交通省 港 ダム
空港 道路 鉄道 河川



ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

※追加ライセンス

※録画期間を2週間と想定した場合です

※カメラの出力をH.264、720p、
　15 fps、6 Mbpsとした場合です

※追加ライセンス

※追加ライセンス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

管理サーバー

参考スペック

制御サーバー

配信サーバー

蓄積サーバー

検索サーバー

再生サーバー

クライアント

カメラ情報・サーバー情報・ 
クライアント情報の統括管理

日付、時刻などから
録画映像の検索

録画映像の再生、倍速再生、
戻り、送り、停止

GUIからライブ映像表示
PTZ制御、録画映像の再生

クライアント GUIからライブ映像表示
PTZ制御、録画映像の再生

国土交通省仕様対応
デコーダ

配信用サーバー

建電協仕様対応
コントローラ

国土交通省仕様のネットワークに
汎用IPカメラを追加するための、
プロトコル変換機能を提供します。

最大9画面表示(※)まで
可能なマルチデコーダーです。
柔軟なレイアウトと
字幕の付加機能を提供します。

監視システムに必要な
各サーバーとクライアント、 
9 または16カメラ分のライセンスを
パッケージ化しております。
また必要に応じてカメラとサーバー、
クライアントのライセンスを
追加することが可能です。

カメラの配信要求、PTZ制御

映像の配信経路を管理

映像の録画

MewGazer（16カメラパッケージ）

MewGazer クライアントアプリケーション 製品別機能一覧表

国土交通省仕様コーデックに変換

建電協コマンドを変換

MPEG-2

MPEG-4

H.264

建電協コマンド

MPEG-2(国土交通省）

H.264(国土交通省)
MPEG-2(国土交通省）

H.264(国土交通省)

各メーカーコマンド

NVS-PTC NVS-VWB

豊富なレイアウトパターン

パソコンレスで映像表示

CPU

RAM

RAID構成

OS

システム領域

録画領域

Intel Xeon E3-1230

16 GB

1+5

Windows Server 2012R2 Standard

250 GB × 2（RAID 1）実質250 GB

6 TB × 5（RAID 5）実質24 TB

サーバー

HDD容量

CPU

RAM

グラフィック

OS

システム領域

Intel Core i5-4570

8 GB

Intel HD Graphic 4600

Windows 7 Professional SP 1 64 bit

250 GB

クライアント

HDD容量

MewGazerはアイ・ディ・ケイの自社開発製品です。
GUIをはじめ、お客様のご要望に合わせてさまざまなカスタマイズが可能です。

MewGazer

NVS-VWB

NVS-PTC

管理
登録ユーザ数
ユーザ権限 
登録カメラ数
死活監視
カメラ操作
カメラ制御
映像配信
配信方式
配信プロトコル
配信プロトコル変換
分割表示
フレームレート
解像度
静止画保存(キャプチャ)
マップ
カメラアイコン配置
背景画像
表示倍率変更
カメラ制御
録画
録画形式
録画台数
録画容量
録画設定
イベント登録
録画再生
再生方法
録画データ検索
再生速度
再生オプション
静止画保存(キャプチャ)

最大64ユーザ
カメラ操作, サーバー設定, 映像閲覧（録画再生含む）のそれぞれを任意に付加
1サーバーあたり最大256カメラ
登録カメラ, 登録サーバ ー

パン, チルト, ズーム, フォーカス, アイリス, プリセット登録 / 実行, ワイパ, ライト, デフロスタ, センタリング　※1

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
Unicast TCP / UDP ⇔ Multicast UDPの相互変換が可能
1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 2 x 1, 3 x 2, 4 x 3, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1
単画面：1カメラあたり最大60 fps, 分割画面：1カメラあたり最大30 fps　※3
最大 3840 x 2160 pixel
可能

地図上の任意の場所にアイコンを配置
画像フォーマット：JPEG, 最大解像度 3840 x 2160 pixel 
マップを任意の倍率で表示可能
地図上の任意の場所をクリックしカメラ制御　※1

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
1サーバーあたり最大32カメラ　※3
録画サーバー機に依存
日付, 時刻, 曜日, 録画データ保存期間の指定
センサ発報等の外部イベントを録画データに紐付け可能

専用アプリケーション
日付, 時刻, 曜日, 登録イベント
x 1/2, x 1, x 2, x 4, x 8, x 16, x  32
再生, 一時停止, 停止, スキップ再生（30秒送り）, スキップ戻し（10秒戻し）
可能

最大64カメラ

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大9カメラ　※3
1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 2 x 1, 3 x 2, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1
単画面：1カメラあたり最大60 fps, 分割画面：1カメラあたり最大30 fps　※3
最大 3840 x 2160 pixel
可能

LAN通信（専用コマンド）
LAN通信（専用アプリケーション）

全角20文字以内
ひらがな, カタカナ, 漢字, 英数字, 記号　※5
表示文字, 文字色, 文字枠（色）, 背景色, フォント（12種類）, 太字, 斜字, 文字サイズ, 日付, 時刻, スクロール（速度 / 方向）, 表示位置
1カメラあたり4つ
          

1入力
H.264,　MPEG-4,　MPEG-2, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大30 fps
最大 1920 x 1080 pixel

1出力
国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大30 fps
最大 1920 x 1080 pixel

指定ポートの帯域が一定値以下の場合に再起動し再接続

LAN通信（専用アプリケーション）

管理
登録カメラ数
映像表示
対応方式
対応プロトコル
最大表示数 
分割表示パターン
フレームレート
解像度
Webブラウザ表示
外部制御
コマンド制御
本体設定
文字表示　※4
文字数
使用可能文字
設定項目
表示数

映像入力  
入力数  
対応方式  
対応プロトコル  
フレームレート  
解像度  
映像出力  
出力数  
対応方式  
対応プロトコル  
フレームレート  
解像度  
管理  
ネットワーク異常検知  
外部制御  
本体設定

※1：カメラにより対応できない機能もあります。         
※2：カメラからの出力に依存します。         
※3：入力映像の仕様、ネットワーク環境、サーバー・クライアント機のスペック等により変動します。         
※4：設定文字、文字サイズおよびフォントの組み合わせにより正しく表示されない場合があります。         
※5：一部使用できない文字・記号もあります。         

コーデック

フレームレート

解像度

ビットレート

H.264

30 fps

1080p

6 Mbps

カメラ情報（参考）

基本構成と機能の紹介 <MewGazer>

基本構成と機能の紹介 <NVS-PTC> 基本構成と機能の紹介 <NVS-VWB>

Point

カメラ1

カメラ2

カメラ16

カメラ17

カメラ18

■ライブ表示画面

■センサ連動画面

■録画再生画面

■設定画面

1

2

3

4 5

6

7

10 11

8

9

❶ 登録カメラリスト
　● サーバーに登録されているカメラをリスト表示
　● 任意のカメラを選択して映像表示
　● 種別、監視場所ごとにグループ分け

❷ カメラ映像表示エリア
　● 任意のカメラ映像を選択しPTZ操作
　● ダブルクリックにより全画面表示に切り換え
　● 標準のレイアウトを10パターン搭載

❸ PTZコントローラ
　● 選択カメラのPTZ操作
　● フォーカス、プリセット登録 / 実行も可能
　● 各種メーカーのカメラを操作可能

❻ アラーム検索エリア
　● 日時の指定でセンサ発報履歴の検索
　● リストからの選択でセンサ発報時の録画映像を表示

❼ カメラ検索エリア
　● カメラと日時の指定で録画映像を検索

❽ 録画映像表示エリア
　● ❻または❼で選択した録画映像を表示

❾ 録画映像再生制御エリア
　● 選択中の録画映像の再生制御

❹ センサおよびカメラリスト
　● 任意のカメラを選択して映像表示
　● センサのON/OFFの切り換え
　● センサ発報時、上部エリアの点滅および
　 該当カメラ映像を❺へ表示
　● センサ発報履歴の表示

❺ カメラ映像表示エリア
　● 任意、もしくはセンサ発報時のカメラ映像を表示

10 設定項目選択エリア
　● 編集する項目をボタンで選択
　● 選択した項目を11のエリアに表示

11 設定項目編集エリア
　● 10で選択した項目のリストを表示
　● 各種情報の登録/編集/削除が可能
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※追加ライセンス

※録画期間を2週間と想定した場合です

※カメラの出力をH.264、720p、
　15 fps、6 Mbpsとした場合です

※追加ライセンス

※追加ライセンス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

管理サーバー

参考スペック

制御サーバー

配信サーバー

蓄積サーバー

検索サーバー

再生サーバー

クライアント

カメラ情報・サーバー情報・ 
クライアント情報の統括管理

日付、時刻などから
録画映像の検索

録画映像の再生、倍速再生、
戻り、送り、停止

GUIからライブ映像表示
PTZ制御、録画映像の再生

クライアント GUIからライブ映像表示
PTZ制御、録画映像の再生

国土交通省仕様対応
デコーダ

配信用サーバー

建電協仕様対応
コントローラ

国土交通省仕様のネットワークに
汎用IPカメラを追加するための、
プロトコル変換機能を提供します。

最大9画面表示(※)まで
可能なマルチデコーダーです。
柔軟なレイアウトと
字幕の付加機能を提供します。

監視システムに必要な
各サーバーとクライアント、 
9 または16カメラ分のライセンスを
パッケージ化しております。
また必要に応じてカメラとサーバー、
クライアントのライセンスを
追加することが可能です。

カメラの配信要求、PTZ制御

映像の配信経路を管理

映像の録画

MewGazer（16カメラパッケージ）

MewGazer クライアントアプリケーション 製品別機能一覧表

国土交通省仕様コーデックに変換

建電協コマンドを変換

MPEG-2

MPEG-4

H.264

建電協コマンド

MPEG-2(国土交通省）

H.264(国土交通省)
MPEG-2(国土交通省）

H.264(国土交通省)

各メーカコマンド

NVS-PTC NVS-VWB

豊富なレイアウトパターン

パソコンレスで映像表示

CPU

RAM

RAID構成

OS

システム領域

録画領域

Intel Xeon E3-1230

16 GB

1+5

Windows Server 2012R2 Standard

250 GB × 2（RAID 1）実質250 GB

6 TB × 5（RAID 5）実質24 TB

サーバー

HDD容量

CPU

RAM

グラフィック

OS

システム領域

Intel Core i5-4570

8 GB

Intel HD Graphic 4600

Windows 7 Professional SP 1 64 bit

250 GB

クライアント

HDD容量

MewGazerはアイ・ディ・ケイの自社開発製品です。
GUIをはじめ、お客様のご要望に合わせてさまざまなカスタマイズが可能です。

MewGazer

NVS-VWB

NVS-PTC

管理
登録ユーザ数
ユーザ権限 
登録カメラ数
死活監視
カメラ操作
カメラ制御
映像配信
配信方式
配信プロトコル
配信プロトコル変換
分割表示
フレームレート
解像度
静止画保存(キャプチャ)
マップ
カメラアイコン配置
背景画像
表示倍率変更
カメラ制御
録画
録画形式
録画台数
録画容量
録画設定
イベント登録
録画再生
再生方法
録画データ検索
再生速度
再生オプション
静止画保存(キャプチャ)

最大64ユーザ
カメラ操作, サーバー設定, 映像閲覧（録画再生含む）のそれぞれを任意に付加
1サーバーあたり最大256カメラ
登録カメラ, 登録サーバ ー

パン, チルト, ズーム, フォーカス, アイリス, プリセット登録 / 実行, ワイパ, ライト, デフロスタ, センタリング　※1

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
Unicast TCP / UDP ⇔ Multicast UDPの相互変換が可能
1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 2 x 1, 3 x 2, 4 x 3, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1
単画面：1カメラあたり最大60 fps, 分割画面：1カメラあたり最大30 fps　※3
最大 3840 x 2160 pixel
可能

地図上の任意の場所にアイコンを配置
画像フォーマット：JPEG, 最大解像度 3840 x 2160 pixel 
マップを任意の倍率で表示可能
地図上の任意の場所をクリックしカメラ制御　※1

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
1サーバーあたり最大32カメラ　※3
録画サーバー機に依存
日付, 時刻, 曜日, 録画データ保存期間の指定
センサ発報等の外部イベントを録画データに紐付け可能

専用アプリケーション
日付, 時刻, 曜日, 登録イベント
x 1/2, x 1, x 2, x 4, x 8, x 16, x  32
再生, 一時停止, 停止, スキップ再生（30秒送り）, スキップ戻し（10秒戻し）
可能

最大64カメラ

H.264,　MPEG-4,　MPEG-2,　MotionJPEG, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2　※2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大9カメラ　※3
1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 2 x 1, 3 x 2, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1
単画面：1カメラあたり最大60 fps, 分割画面：1カメラあたり最大30 fps　※3
最大 3840 x 2160 pixel
可能

LAN通信（専用コマンド）
LAN通信（専用アプリケーション）

全角20文字以内
ひらがな, カタカナ, 漢字, 英数字, 記号　※5
表示文字, 文字色, 文字枠（色）, 背景色, フォント（12種類）, 太字, 斜字, 文字サイズ, 日付, 時刻, スクロール（速度 / 方向）, 表示位置
1カメラあたり4つ
          

1入力
H.264,　MPEG-4,　MPEG-2, 国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大30 fps
最大 1920 x 1080 pixel

1出力
国土交通省仕様 H.264, 国土交通省仕様 MPEG-2
Unicast TCP / UDP, Multicast UDP
最大30 fps
最大 1920 x 1080 pixel

指定ポートの帯域が一定値以下の場合に再起動し再接続

LAN通信（専用アプリケーション）

管理
登録カメラ数
映像表示
対応方式
対応プロトコル
最大表示数 
分割表示パターン
フレームレート
解像度
Webブラウザ表示
外部制御
コマンド制御
本体設定
文字表示　※4
文字数
使用可能文字
設定項目
表示数

映像入力  
入力数  
対応方式  
対応プロトコル  
フレームレート  
解像度  
映像出力  
出力数  
対応方式  
対応プロトコル  
フレームレート  
解像度  
管理  
ネットワーク異常検知  
外部制御  
本体設定

※1：カメラにより対応できない機能もあります。         
※2：カメラからの出力に依存します。         
※3：入力映像の仕様、ネットワーク環境、サーバー・クライアント機のスペック等により変動します。         
※4：設定文字、文字サイズおよびフォントの組み合わせにより正しく表示されない場合があります。         
※5：一部使用できない文字・記号もあります。         

コーデック

フレームレート

解像度

ビットレート

H.264

30 fps

1080p

6 Mbps

カメラ情報（参考）

基本構成と機能の紹介 <MewGazer>

基本構成と機能の紹介 <NVS-PTC> 基本構成と機能の紹介 <NVS-VWB>

Point

カメラ1

カメラ2

カメラ16

カメラ17

カメラ18

■ライブ表示画面

■センサ連動画面

■録画再生画面

■設定画面

1

2

3

4 5

6

7

10 11

8

9

❶ 登録カメラリスト
　● サーバーに登録されているカメラをリスト表示
　● 任意のカメラを選択して映像表示
　● 種別、監視場所ごとにグループ分け

❷ カメラ映像表示エリア
　● 任意のカメラ映像を選択しPTZ操作
　● ダブルクリックにより全画面表示に切り換え
　● 標準のレイアウトを10パターン搭載

❸ PTZコントローラ
　● 選択カメラのPTZ操作
　● フォーカス、プリセット登録 / 実行も可能
　● 各種メーカーのカメラを操作可能

❻ アラーム検索エリア
　● 日時の指定でセンサ発報履歴の検索
　● リストからの選択でセンサ発報時の録画映像を表示

❼ カメラ検索エリア
　● カメラと日時の指定で録画映像を検索

❽ 録画映像表示エリア
　● ❻または❼で選択した録画映像を表示

❾ 録画映像再生制御エリア
　● 選択中の録画映像の再生制御

❹ センサおよびカメラリスト
　● 任意のカメラを選択して映像表示
　● センサのON/OFFの切り換え
　● センサ発報時、上部エリアの点滅および
　 該当カメラ映像を❺へ表示
　● センサ発報履歴の表示

❺ カメラ映像表示エリア
　● 任意、もしくはセンサ発報時のカメラ映像を表示

10 設定項目選択エリア
　● 編集する項目をボタンで選択
　● 選択した項目を11のエリアに表示

11 設定項目編集エリア
　● 10で選択した項目のリストを表示
　● 各種情報の登録/編集/削除が可能

【P.6】【P.3】 【P.4】 【P.5】



すべて繋がる !

幅広いエリアに提供可能 !

ワンストップソリューションを実現 !

こんな場所にシステムを導入したい

カメラとモニタをマルチにつなぐIP映像監視ソリューション

マルチベンダー対応ビデオマネジメントシステム

● マルチベンダーで既設監視システムを最大限に活用可能
● 国土交通省仕様映像コーデック/建電協コマンド対応
● 自社開発による柔軟なカスタマイズ

カメラとモニタをマルチにつなぐIP映像監視ソリューション

IDKが提供するビデオマネジメントシステムの３つの特徴
■ マルチベンダー
IP監視カメラやエンコーダ/デコーダなどを、製造メーカーやその
製造時期、また国内・海外製を問わず＊、統括して制御・管理を行うこ
とができます。さまざまな映像信号が混在した状態でも同一GUI
から一元管理可能な監視システムを実現します。

■ MewGazerとは
MewGazerは各社IPカメラやIPエンコーダを一元管理し、その映像ストリームをライブ表示・蓄積・再生し、PTZ操作する機能を備えたネットワーク
ビデオ監視システムです。自社開発のためお客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能になります。

■ 負荷分散型ビデオマネジメントシステム

■ 導入事例

配信や録画を複数のサーバーに分散し、映像ストリームによるネットワーク負荷やハードディスクへの書き込み負荷を軽減できるため、小規模監
視から大規模監視までカバーすることが可能です。

■ 国土交通省仕様映像コーデック/
   建電協コマンドに対応
IP Mew®は国土交通省仕様コーデック/建電協コマンドにも対応。
国土交通省仕様のカメラやエンコーダからの映像をクライアント
で表示することが可能です。また、市販の監視カメラを国土交通省
仕様の監視システムに組み込めるため、トータルコストの削減にも
貢献します。

■ 国内自社開発で柔軟なカスタマイズ
IP Mew®の中核製品であるMewGazerはすべてアイ・ディ・ケイ
で開発・設計・製造を行っております。監視画面GUIのカスタマイ
ズ、操作方法、未検証の監視カメラの検証など、ご要望に合わせた
仕様で柔軟なカスタマイズも可能です。

＊弊社にて接続検証済みのカメラメーカおよび機種は営業部までお問い合わせください。

MewGazer Softwareマルチベンダー対応
ネットワークビデオ監視システム

● マルチベンダー対応　⇒　各社IPカメラを同一システム内で管理・制御可能 
● マルチコーデック対応　⇒　H.264 / MPEG-4 / MPEG-2、国土交通省仕様H.264 / MPEG-2対応
● 地図表示機能搭載　⇒　ワンクリックでカメラ映像の表示、PTZ制御が可能

ミューゲイザー

■ 国土交通省仕様コーデック/建電協コマンド対応
●国土交通省仕様で構築された環境に、汎用のIPカメラを導入できます。

■ 変換機能
●H.264 / MPEG-4 / MPEG-2から国土交通省仕様H.264 / MPEG-2コーデックへ変換。また建電協コマンドを各メーカーコマンドへ変換
します。そのため建電協仕様対応コントローラやGUIをそのまま使用可能です。

■ コストダウン

■ こんな時に便利です

●各社の汎用IPカメラの導入により、システムのコストダウンに貢献します。

NVS-VWB Hardwareマルチ画面表示デコーダビューワボックス

NVS-PTC Hardware国土交通省仕様
トランスコーダ

プロトコル・コンバータ

道路・河川監視システム 工場向けセキュリティシステム 地域監視システム

動作環境　サーバー/クライアント

追加ライセンス費用

統合管理サーバーボックス

分割表示対応マルチデコーダー　

建電協コマンド対応トランスコーダ

管理サーバーライセンス ×1

制御・配信サーバーライセンス ×1

録画・再生サーバーライセンス ×1

クライアントサーバーライセンス ×1

カメラライセンス ×9

管理サーバーライセンス ×1

制御・配信サーバーライセンス ×1

録画・再生サーバーライセンス ×1

クライアントサーバーライセンス ×1

カメラライセンス ×16

Intel Core2 Duo プロセッサ 2.0 GHｚ以上

4 GB以上

蓄積無：8 GB以上 / 蓄積有：録画条件により異なる

512 MB以上

CPU

メモリ

HDD

VRAM

管理サーバーライセンス

制御・配信サーバーライセンス

録画・再生サーバーライセンス

クライアントサーバーライセンス

カメラライセンス

マネージメントサーバーボックス

NVS‐MGS

NVS‐RPS

NVS‐CDS

NVS‐LAC

NVS‐CMR

NVS‐MGB お問い合わせください IPカメラの統合管理ハードウェア

ビューワボックス NVS‐VWB お問い合わせください 最大9画面分割表示可能デコーダ

プロトコル・コンバータ NVS‐PTC お問い合わせください 国土交通省仕様コーデック対応コンバータ

画面構成などのカスタマイズも対応致しますので、お見積り依頼は弊社営業担当までご相談ください

各サーバーおよび各カメラを統括・管理する機能

カメラへの映像コマンドおよびPTZコマンド送信、ライブ映像の配信機能

カメラ映像の録画および録画映像の再生機能

管理サーバーの設定、ライブ表示、録画表示機能

管理するカメラ台数

OS

9カメラ用 NVS‐B09 定価 ￥360,000

16カメラ用 NVS‐B16 定価 ￥500,000

￥200,000

￥100,000

￥100,000

￥50,000

￥35,000

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate（x86,x64）、Windows Server 2008 Standard/Enterprise（x64）、
Windows Server 2012 Standard（x64）、Windows Server 2012 R2 Standard（x64）

ネットワークビデオ監視システム　標準パッケージ　MewGazer

製品価格

Simple

Flexible

Many Places

共存できない…

A社

B社
C社

A社

B社

C社

開発

設計

製造

株式会社アイ・ディ・ケイ

e-mail URLinfo@idk.co. jp http://www.idk.co.jp/

■海外関連会社
米国：

ヨーロッパ：

神奈川県大和市中央7-9-1  　〒242-0021
TEL 046（200）0764　FAX 046（200）0765
大阪府吹田市江坂町1-23-5   大同生命江坂第2ビル5階　〒564-0063
TEL 06（6192）0764　FAX 06（6192）0906
福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2   八百治センタービル3階　〒812-0011
TEL 092（431）0764　FAX 092（43 1）0906

本 　 社

関西営業所

九州営業所

ISO 14001 認証取得事業所：本社    登録の範囲に輸入製品は含まれません

● IP Mewは、株式会社アイ・ディ・ケイの登録商標です。
● Microsoft、Windows、Windows 7、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの、米国およびその
   他の国における登録商標です。
● インテル、Intel、Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標です。
● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
● 価格には消費税は含まれておりません。
● 記載内容及び仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。

1702CP2000

IDK America Inc.
72 Grays Bridge Road Suite 1-C, Brook�eld, CT 06804
TEL: +1-203-204-2445
Email: sales@idkav.com 
URL : http: //www.idkav.com

IDK Europe GmbH
Lise-Meitner-Str. 6, D-40878 Ratingen
Email : info@idkav.eu 
URL   : http: //www.idkav.eu 

アイ・ディ・ケイの IP Mew®は既存の監視カメラを使用し、最新のIPネットワークシステムを構築できるアイ・ディ・ケイの監視ネット
ワークソリューションブランドです。各社、各機能のカメラが混在した環境でも、ネットワークビデオ監視システムを実現できます。
IP Mew®はお客様のご要望に合わせた映像監視ソリューションをご提供させていただくことが可能です。

■ マルチベンダー対応
● マルチベンダー対応のため、各社IPカメラの映像やIPエンコーダからの映像表示が可能です。

■ マルチ映像コーデック対応/HD対応
● H.264 / MPEG-4 / MPEG-2、国土交通省仕様H.264 / MPEG-2の映像コーデックに対応。解像度はHD（1920 × 1080）まで対応して
いますので高精細な表示が可能です。また映像出力はHDMI / DisplayPort / RGBがあり、接続するモニタの選択の幅が広がります。

■ 文字表示機能搭載
● 任意の位置に任意の文字が表示可能。また各入力チャンネルごとに表示・非表示の変更ができます。

■ マルチビュー対応

■ こんな時に便利です

● 最大9分割対応。定型レイアウトで設定変更が簡単にできます。

複数カメラ映像を1台で
表示したい！

パソコンを使わずに
監視映像をみたい！

カメラ映像に監視場所
機器情報を表示したい！

○○交差点前 ○○公園

○○駅前 国道○号線

■ こんな時に便利です

国土交通省仕様のネットワークに
汎用のIPカメラを導入したい

国土交通省仕様のコーデックに変換
国土交通省仕様
ネットワーク

国土交通省仕様のカメラを買い換えた
が、デコーダを変える費用がない……
※国土交通省MPEG-2カメラから
　国土交通省H.264カメラへリプレイスする場合

汎用IPカメラ

国土交通省H.264カメラ 国土交通省MPEG-2デコーダ

国土交通省MPEG-2へ変換することで、
デコーダをそのまま使用できコスト削減！

国土交通省 港 ダム
空港 道路 鉄道 河川

【表紙】 【P.1】【P.2】 【表4】




