
様

移動式ＮＷカメラ移動式ＮＷカメラ
「モニタリングミックス」のご提案書
※ 宮崎県トライアル購入認定
※ 経済産業局新連携認定(2008年8月認定）

http://www.smrj.go.jp/shinrenkei/renraku/kyushu/index.html

AssistYou Construction Leading CompanyAssistYou Construction Leading  Company

1株式会社 共立電機製作所



経営革新 経済産業局

移動式ネットワ－クカメラ開発履歴

2006年9月ＤＤＮＳ/Ｓｅｒｖｅｒ開発 管理ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設・運用 DDNS/ASP録画Server開発

経営革新

ﾄﾗｲｱﾙ認定

経済産業局
新連携

2001年10月 2002年3月 2002年10月 2003年1月 2007年10月2001年10月 2002年3月 2002年10月 2003年1月 2007年10月

試作機１号 試作機２号 試作機３号 モニタくん 1号 モニタリングミックス

小型化設計・屋外環境設置改造

建設現場・農業・観光 フィ－ルド試験

販売スタ－ト



事業化への概要（モニタリングミックスの特長）

事業根拠

インタ－ネットの普及にて、カメラも従来品（ＮＴＳＣ）からネットワ－クカメラへと、
市場が変革しています。
インタ－ネット環境があれば、世界中どこからでもモニタリング出来るからです。

しかし便利な反面、カメラ設置には、設置場所の調査・ＬＡＮ配線・ネットワーク設定
など専門知識が必要であり、時間と費用がかかります。

ネ ト クの知識が無く 置くだけ 瞬時に画像配信し 多くの人が同時にネットワ－クの知識が無く、置くだけで瞬時に画像配信し、多くの人が同時に
画像情報を共有化できれば大変便利になります

オ ルインワン（ネ トワ クカメラに必要な機器を全て収納）オールインワン（ネットワークカメラに必要な機器を全て収納）
インタ－ネット接続は、設置環境に柔軟に対応（光・ＡＤＳＬ・ＰＨＳ・FOＭＡ・CDMA）

移動式に必要な電源装置・太陽光発電装置・照明点灯リレ 装置・ＡＳＰ録画移動式に必要な電源装置・太陽光発電装置・照明点灯リレ－装置・ＡＳＰ録画、
全てをシステム化しサ－ビスの提供に付加価値を持たせました。
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商品構成

設置環境にて 機種＋スタンド＋電源＋リレ 装置を選択して下さい設置環境にて、機種＋スタンド＋電源＋リレ－装置を選択して下さい

カメラ名称 仕 様 スタンド 電源装置 リレー装置

１２段階４２倍ズーム
パン 大３６０度
チルト 大１２８度
外形寸法外形寸法
幅２３０×高さ２３０×奥行２３０
壁面・電柱取付金具ＭＩＣ４２１ ＭＩＣＳＴ０１ ＭＩＣＰＳ０２

１０倍デジタルズーム
パン 大１７４度
チルト 大１０５度

ＭＣＲＹ０１

ＭＩＣ１０１

外形寸法
幅１８０×高さ１６５×奥行３００
壁面・電柱取付金具

ＭＩＣＳＴ０２ ＭＩＰＳ０１



グ

システム内容

【モニタリングミッククス】

モニタリングミックス



携帯電話モニタリング （静止画）

パ－ン・チルト
ズ－ムの制御

4← 2↑ 8↓ 6→
1P1 3P2 7P3 9P4

▼ﾃﾞﾓｶﾒﾗ
└実際にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽ

を体験できます｡

夜間照明など
遠隔制御もで
きます。

制御

ＱＲコード
▼公開ｶﾒﾗ
└全国の一般公開を
許可しているﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

きます。

ﾐｯｸｽが見れます｡

▼専用ｶﾒﾗﾛｸﾞｲﾝ
└ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽ登録者専用ﾘ 録者専用
となっています｡一般の方
はご利用になれません｡



携帯電話モニタリング （動画）

SoftBankの携帯電話IPhonｅなら、パソコンと同じフルブラウ
ザ機能にて、モニタリングミックスが動画です。

システム内容（携帯電話モニタリング）

※画像はハメコミです



htt // it k /

パソコンモニタリング （ ログイン方法 ）

http://www.monitakun.com/

グＩＤ・パスワードでログイン

カメラ選択モニタリング
録画映像ビュアー

月額サーバー管理費が必要です。
ＤＤＮＳ管理費＋録画サービス（１０分間隔録画）保存1ｹ月間
月額 ￥２,５００－（自動引き落とし）

※ オプションサービス 録画時間・保存期間（別紙参照）



オ－ルインワン構造

ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ（ＨＳＤＰＡ）

ＡＵ（ＣＤＭＡ１/３Ｇ）

（ ）ＷＩＬＬＣＯＭ（ＰＨＳ）

イ－・モバイル（３Ｇ）

ブロ－ドバンド（光・ケ－ブルＴＶ）

２台目カメラ（有線接続）

夜間照明点灯制御夜間照明点灯制御

センサ－



カメラ仕様書 （全天候型）

● 解像度 640×480・320×240・192×144ドット● 解像度
● ズ－ム
● パ－ン
● チルト

640×480 320×240 192×144ドット
42倍ズ－ム（光学21倍・デジタル2倍）
360度
-120度～０度（卓上）・0度～90度（天井）● チルト

● 対応照度
● 音声出力
● 音声入力

120度 ０度（卓上） 0度 90度（天井）
カラ－ナイトビュ－ 0.09Lx
半2重双方向
外部マイク天井設置

● 内部録画
● I/O制御
● メ－ル転送

ＳＤメモリ－４ＧＢ（68,00０／640×480）
入力２点・出力1点
３名同時転送（ﾒ-ﾙｻ-ﾊﾞ-経由＝無限大）

天井設置

● アラ－ム範囲
● 設置方法
● 逆光補正

プ

入力２点・動作検知機能
天上・卓上 ワンタッチ切り替え
自働・手動対応
静 保存● スナップショット

● フォ－カス
● プリセット
● 自動リセ ト

静止画保存
自働・手動兼用
２０点設定
３６時間自動再起動卓上設置
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● 自動リセット
● ＩＰ管理機能

３６時間自動再起動
ハングアップ電源リセット

卓上設置



モバイルカ－ド別比較表

会社名

カード名

FOMA（HSDPA） ＡＸ４２０WO５Ｋ

通信速度 送信 大 1.8Mbps
受信 大 3 1Mbps

送信 大 128kbps
受信 大 204Kbps

送信 大 384kbps
受信 大 7 2Mbps

Ｄ０２ＮＥ

送信 大 384kbps
受信 大 7 2Mbps

上り

規制事項

受信 大 3.1Mbps

一定時間内に大量の
データー通信が発生した
場合 速度制御

無し

受信 大 204Kbps 受信 大 7.2Mbps

無し
一定時間内に大量の
データー通信が発生した
場合 速度制御

受信 大 7.2Mbps

規 項
場合、速度制御

料金/月
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ

定額（使い放題）
５,６７０＋９４５＝
￥６,６２０

定額（使い放題）
３,８８０＋１,５００＝
￥５,４５５

定額制(使い放題）
￥６,５００（２年契約）
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ‐込

定額（使い放題）
￥４,９８０（2年契約）
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ‐込

場合、速度制御

購入
ポイント

通信エリアも広く、
ハイスピードであり、
料金も安いが、
モニタリング中に

ＰＨＳの為、通信エリアが
狭い、通信状態は安定し
ており、エリア内では×４
で１２８ｋｂｐｓ通信

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ接続費無料
月額料金は一番安い
が、エリアが狭い

通信エリアも広く、
ハイスピードであり、
安定している。
モニタリング中にモニタリング中に、

速度規制で遅くなる
で１２８ｋｂｐｓ通信モニタリング中に

接続規制がある

平成２１年１０月／調査



防災移動式監視カメラ

地滑り被害国道４４８号線の画像配信

防災が発生すると国土交通省情報
ネットワ－ク防災システムにて、
衛星監視カメラが設置されます。

画像情報転送
ＦＯＭＡ

費用１/１０以下・効果 １０倍以上

ＡＳＰ録画管理サーバー

ａｕ・ＦＯＭＡ
インターネット

ＡＳＰ録画管理サ バ

災害現場国道４４８号線
国土交通省・他
地域住民移動用トランク



建設現場監視カメラ

● 構造計算書偽造事件から、建築業界全体が信用回復手段にカメラを使用しています。

● 総合評価落札方式導入や品質管理（モニターカメラ設置）が必要とされています。

● 建設現場の施工状況に応じ、簡単移動

● 施主サービス・中古住宅情報提供等の、短期的画像配信に適しています。
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建設現場モニタリング＆不審者警報

建設現場の現場資材の盗難が大変急増しています。

不審者侵入すると、センサ－ライトが点灯し、カメラが、侵入口にパ－ンを行い、携帯電話へ通報メール（画像付）
を送ります。通報ﾒ－ﾙ後、担当者は、携帯電話・パソコンにて侵入現場を確認します。

警報用ケーブル（20ｍ）無電圧接点警報

外屋外センサ－ライト

携帯電話

不審者警報
・・・・・現場現場



簡単移動設置

建設現場カメラは、カメラの固定・配線・録画
サ－バ－やインタ－ネット用ル－タ－の設置タ ッ 用 タ 設置
調整が大変です。
モニタリングミックスは、パソコン知識が無い
現場担当者でも、置くだけです。

かんたんですねAssisｔ かんたんですね



農業 GAP ・ ﾄﾚ‐ｻﾋﾞﾘﾃｨ ・ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化 ・ 盗難 ・ 育成管理

食の安全は、重要です！ 携帯電話やパソコン
で生産者ライブ映像は
まさしく食の安全だね！施設園芸専用カメラ（防湿対策） まさしく食の安全だね！施設園芸専用カメラ（防湿対策）

結露防止（ﾋ‐ﾀ‐・FAN）
パイプ取付金具（移動は自由自在）
画像はプリセットで個人情報保護ＯＫ
盗難対策録画・侵入警報・育成管理

②

宮崎農協
小幡農園の紹介

生産物：きゆうり
宮崎市新別府町前浜1401
農薬・・・・・・

①

生産者情報

農薬・・・・・・
宮崎県ＪＡ・・・・・

http://www.ja.com



畜産モニタリング

牛の出産は大変です。
特に牛舎と自宅が遠い場合は、
長時間 おける確認作業は重労働 す長時間における確認作業は重労働です。

通信方法法
・携帯電話
・無線LAN
・有線LAN

画像検知エリア

移動式バッテリ－＋充電機牛の発情期には 移動式 ッテリ ＋充電機牛の発情期には
動作検知システムで
携帯電話メール通報



施設園芸モニタリング＆遠隔制御

コントローラ

生産者自宅 ＪＡ 経済連生産者自宅・ＪＡ・経済連

土壌水分センサー

天窓開閉機

天井、サイドカーテン開閉制御

カーテン

ＣＯ2濃度センサー

ＰＨセンサー
温風機

遠隔運転 運転 タ

天窓開閉機

開閉制御

湿度温度センサー

散水専用電磁弁開閉

遠隔運転、運転モニタ

×ｎ個

次の棟へ

×ｎ個



観光情報案内

観光地をよりアピールする為に、移動式ネットワ－クカメラ（モニタリングミックス）を、旬な景
色・イベント情報など観光地見所に短期的に設置し、ホームページにリンクさせれば、観光
案内のライブ情報として、住民サービスはもちろん、全国に紹介できます。旬な観光地をイ
ンタ ネ トで配信し旅行会社とリンクすれば 観光産業の活性化に貢献できますンターネットで配信し旅行会社とリンクすれば、観光産業の活性化に貢献できます。

宮崎観光見所

情報発信ＰＤＰ

QRコード
画像は メ ミです

情報発信ＰＤＰ

画像はハメコミです。

19
日向市観光協会
(http://www.hyuga.or.jp/)

http://monitakun.com
【モニタリングミックス】



不法投棄監視システム構成 （転倒式ポ－ル）

グモニタリングミックス

LEDセンサ－投光器

太陽電池 ６５Ｗ

バッテリ－ＢＯＸ

ポ

転倒式鋼管ポ－ル

移動用ポ－ル
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LAN配線電源ケーブルは、鋼管ポ－ル内配線済み、
コネクタ－にて簡単接続



設置移動方法 （ ２名作業員 １時間作業 ）

①設置場所へ鋼管ポ－ル用
基礎工事

②基礎架台へ鋼管ポ－ル
取り付け

③鋼管ポ－ルへカメラ・太陽電池
ＬＥＤライト取付・配線接続

６００×６００×1100

④ ポ ⑤撤 ②③ ⑥ ポ ダ④鋼管ポ－ルを起こして
バッテリＢＯＸ固定及び
配線接続（画像配信スタ－ト）

⑤撤去移動②③工程にて取り外し ⑥鋼管ポ－ルにダミ－カメラ
不法投棄禁止看板取付
ポールを起こし固定（終了）

禁止

21※カメラアングルは自治体様パソコンにて調整



販売事例紹介

宮崎県中部港湾事務所

設置 ２００８年３月２５日 通信方法 （光・ＡＵ兼用）

マリ ナ３階監視室に通常設置 船舶の管理録画をおこなっていま

（ 宮崎県トライアル購入事業者認定）

マリ－ナ３階監視室に通常設置、船舶の管理録画をおこなっていま
す。外国船入港のときは、本装置を取り外しＡＵカードにて、２ｋｍ先

停泊場へ移動し、外国船監視を行う。

＊＊＊＊工業株式会社 （静岡県沼津市）

設置 ２００８年５月１日 通信方法 （ＡＵ）

静岡県御前崎市にある養豚場汚水処理施設にカキの貝殻を使用
した、汚水処理工程のPh値及びバッキ処理工程の保守に運用
汚水処理工程が安定したら、別の現場へ移動する

福岡県＊＊役場 （ 福岡県 ）

契約済 ２００９年１０月９日 通信方法 （ＦＯＭＡ）契約済 ２００９年１０月９日 通信方法 （ＦＯＭＡ）

福岡県内自治体にて、不法投棄監視カメラ ３台納品
録画は自治体内パソコン
電源は太陽光発電・夜間はＬＥＤセンサ 投光器電源は太陽光発電・夜間はＬＥＤセンサ－投光器
設置移動は２名作業員１時間作業
通常は不法投棄監視・防災発生時には防災カメラ運用



販売代理店様募集中です販売代理店様募集中です

開発元 株式会社 アシストユウ開発元 株式会社 アシスト ウ
宮崎県宮崎市新別府町前浜1401‐30
Ｔｅｌ ０９８５－８３－４２１７

製造元 株式会社 共立電機製作所
宮崎県宮崎市赤江飛江田７９７番地

Ｔｅｌ ０９８５－５３－６１２１


