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NightRangerハードウエアの特長

●世界最小・最軽量クラスの高性能カメラサーバ

・世界最小・最軽量クラス
・通信速度に合わせた動画配信と音声双方向の通信機能

●完全防水・LED付き小型軽量カメラ

・屋外や暗所など利用場所を選びません。
・ヘルメット固定金具を利用することで、ヘルメットへの装着も可能

●モバイルバッテリー利用

・小型/軽量/省電力なので、モバイルバッテリとルータで、
　ウェアラブルでの活用可能

●汎用モバイルルータ利用

・汎用的なモバイルルータを利用することで、docomo,EMOBILE等
　の通信端末を選択することが可能
・センター管理サーバ不要

●伝導ヘッドセット利用

・伝導ヘッドセットを直接接続して利用可能
・騒がしい現場でも音声通話可能



NightRangerソフトウエアの特長

●・録画と録音機能

・パソコンで現場の映像と音声を録音・録画可能です。

●クリアな映像配信機能

・モーションJPEG方式を採用することで、
　低速回線でも鮮明な映像の配信可能

●遅延が少ない音声配信機能

・低速回線も双方向音声通話が可能

●・標準ブラウザへの表示機能

・InternetExplorerを利用したパソコンでの現場映像表示可能
・携帯電話から静止画表示可能

●メール配信機能

・写真付きのメールを都度送信することが可能
・メール配信先件数は、実質的に無限



ヘルメットカメラセット

照明付防水カメラ

ワンケーブル方式小型防水カメラを作業ヘルメット装着！

現場状況をリアルタイム映像伝送

ヘルメット装着イメージ②ヘルメット装着イメージ①

MOBILE

FOR HELMET 

BATTERY

□■概要
本カメラソリューションは、照明付防水小型カメラを作業用ヘルメットに固定し、
身に着けた小型サーバ。
モバイルルータ（対応した通信カードをお客様側でご契約）を経由し、遠隔映像を伝送
するものです。
駆動電源は充電式バッテリとなっており、自由に動き回りながら映像の伝送を行う事が
出来ます。

□■設置ソリューション・パターン

◎ヘルメットに専用カメラを取り付け、作業状況を撮影した映像をリアルタイム伝送。



□■システム系統図（例）

現場の状況をヘルメット装着カメラで撮影し、本部側へ映像伝送を行います。
また同時に、騒音の多い現場の影響を軽減する遮音構造と密度の高いイヤーパッドを採用し
たイヤホン＆マイクにて現場と本部を音声で繋ぎます。

照明付防水仕様ヘルメットカメラ ＊1

＊1 ヘルメット固定取付アタッチメント付

モバイルルータ

データ通信カード
（お客様ご契約）*2

無線LAN内蔵
サーバー

小型モバイルバッテリ

収納ソフトケース① 収納ソフトケース②

インターネット

イヤホン＆マイク ＊2 EMOBILE
　  NTT docomo
　　推奨



NightrangerSlim　本体外観図

音声入出力端子

電源入力端子
※専用バッテリからDC電源を入力

NTSC映像入力端子　兼
ヘルメットカメラ映像出力端子

※ヘルメットカメラを使用されない場合は、
RCA端子対応のビデオカメラを接続出来ます。

また、ヘルメットカメラ運用時は
ハンディモニタを接続する事で、

従来のヘルメットカメラでは確認出来なかった
取得映像を現場側で確認する事が出来ます。

（ご注意）
入力・出力は同時に利用することはできません

ヘルメットカメラ入力とカメラ用電源出力

写真付きメール送信ボタン



システム構成図

本体
防水・暗視

カメラ

モバイル
ルータ

マイク・スピーカ

無線LAN

録画再生

ローカル
モニター

通信カード

撮影ボタン

携帯電話

パソコン

インターネット
無線LAN

インターネット

・現場映像表示
・現場写真付き
　メール受信

現場映像表示 複数画面表示

現場写真付きメール受信

（撮影映像の表示）

（NightRangerシステム）



機器構成例

カメラ
・完全防水
・LED付き暗視
・ヘルメット装着

ローカル
モニタ

映像・音声配信装置
（内訳）
・NightRanger
・バッテリー
・ヘッドセット
・メール送信ボタン



登録済み
ピンポイント映像
例、
売店前、出入口、
大型車エリア、
トイレ前など

カメラ制御
パン・チルト

ズーム

カメラ詳細設定

パソコン側表示画面



現場映像確認方法

パソコンまたは携帯電話からの現場映像閲覧

①確認したい現場のIPアドレスまたはURL（インターネットアドレス）を指定
②ユーザ名とパスワードを入力する。
③ライブ映像閲覧



携帯電話表示画面



動きを検知して、高速録画したり写真つきメールを送信します。
また、動き検知の動作日、時刻等を設定することが可能です。
　例、月曜日～土曜日の23時～５時と日曜日の終日など

動き検知場所の指定、
最大８箇所まで。
　

動き検知感度の指定

NightRanger　動き検知画面



動き検知、アラーム入力、指定時刻に写真付きメールを送信することが
可能です。メール配信先にメーリングリストを指定することで、配信先の件数は
実質無制限となります。

SMTP Auth
メールサーバとポートNo指定
　

メールの件名、
添付写真サイズ、
写真枚数等指定　

NightRangerメール設定画面



マルチ画面表示　RangersCenter（オプション）

RangersCenterメイン

RangersCenter複数画面

■主な機能
　・1画面で16拠点、巡回表示により256拠点の監視が可能です。
　　※本機能は固定I Pアドレスが必要です。

RangersCenter　VGA画面



双方向音声通信　RangersAudio

■主な機能
　・現場のNightRangerとPC間で双方向の音声通信が可能となります。
　・起動方法は、NightRangerのWeb画面またはRangersCenterから起動させます。
　　※音声通話は、１対１の会話となります。

NightRanger
Web画面

RangersCenter
メニュー

音声送受信



録画画面
再生画面

<録画・録音>
　・現場のNightrangerのIPアドレス、録画間隔、
　　録画画像サイズを指定して録画します。
　・録画画像は、PCにJPEG画像として蓄積されます。

<録画・録音再生>
　・PCに蓄積されたJPEG画像を再生させます。
　・再生日時、再生速度も指定可能です。

パソコン　録画・録音再生画面



・録画再生時刻指定可能
・早送り可能
・再生速度指定可能
・逆再生可能

NightRanger 録画再生画面



写真付きメールの配信

■主な機能
撮影ボタンを押すと、その時点の映像を写真付きメールで配信します。
配信写真サイズは、ＶＧＡ、ＱＶＧA等自由に設定可能です。
配信先件数は、メーリングリストを使うことにより
実質無制限となります。



その他

■ヘルメットカメラ固定金具について
ヘルメットカメラの固定金具は、上下可動タイプもございます。（別売）

■ハウジング加工について
ご希望に応じて、防水加工を施したハウジング加工にも対応致します。（別売）



NightRangerSlim　システムスペック一覧

本体部

項目 仕様

入力コネクタ
RCAコンポジット入出力×１、ヘルメットカメラ専用入力×１
専用イヤホン／マイク入力×１、電源コネクタ

WiFi IEEE 802.11b

セキュリティ パスワード保護

対応プロトコル IPv4

音声 双方向（GSMまたはμLaw）

映像配信方式 JPEG方式

画像サイズ 640x480 320x240 240x180 160x120 120x90

フレームレート 15fps（QVGA／LAN接続時）

画質設定 高、中、低の３種類

外形寸法
約81mm（W）×140mm（H）×32mm（D）
（シリコンカバー装着時､突起物を除く）

重量 約247.5g

消費電力 2.5W

仕様環境 温度0～40℃　　湿度20～80%RH(結露なきこと) 

電源仕様 5V～12V　DC

その他 動体検地／アラームイベント（Eメール／イベント通知）

完全防水カメラ

項目 仕様

イメージセンサー 1/3インチ SONY Super HAD CCD

画素数 38万画素

水平解像度 500TVライン

最低照度 0Lux (白色LED照射内)

電子シャッター 自動1/60～1/100,000

白色LED
6個/投光距離　約2m
※使用状況により投光距離は低下する場合があります。

レンズ f4mm

S/N比 45dB

電源
DC12V 280mA
※NightrangerSlim本体より給電

電池使用 DC12V

使用温度 -10～50度

寸法(mm) 直径27×D75

重量 80g

※ヘルメットホルダーは別売となります。
※ケーブル長は最大20mまで対応致します



【ご不明な点・ご要望等は下記までお願い致します。】

〒104-0033　東京都中央区新川２－２０－８　協和新川ビル　７F
株式会社日本デジコム　
事業開発部　千田　宛
Tel:(03)3523-1335 Fax:(03)3523-1337

E-Mail : senda-h@jdc.ne.jp
Hp:http://www.jdc.ne.jp/
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