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新世代の屋内型 6 MP カメラ • 妥協なき競争性  

完全なシステムを従来より低コ
ストで導入
最新の屋内型カメラは、競争性の高さだけ
でなく、MOBOTIX のあらゆる機能面をも
サポートしています。SD カードや NAS への
イベント録画、アラーム機能、プロフェッ
ショナル ビデオ管理ソフトウェア (VMS) 
およびヒートマップやオブジェクト統計な
どのビデオ分析機能を含めた、スタンド
アローン型のビデオ監視システムを入手
することが可能です。さらに強調すべき
は内蔵の半球技術で、新しく レンズオプ
ションに追加された 103°のレンズが部屋の
死角を無くします。また、C25 に搭載された 

MxActivitySensor は誤報アラームを回避し、
行動分析を自動的に行います。すべての

屋内型カメラには、製品オプションとして
マイクとスピーカーを含んだ双方向通話
機能がご利用いただけます。本製品はシス
テムが拡張しやすく、ライセンス費用や
更新料が不要であるため、小規模オフィス
や店舗にとって最適です。 

簡単設置
6MP 屋内モデルの c25 や p25 は、ハロゲン
ダウンライトのように、吊り天井へ簡単に
数分で設置することができます。半球技術
だけでなく、例えば p25 はすべてのレンズ
やセンサオプションをサポートしており、
あらゆる屋内環境に適したソリューションを
常に確保することができます。どのような
素材の表面にも対応できるよう、すべての

屋内モデルには壁面取り付けセットを用意
しています。 

MOBOTIX JAPAN ・ www.mobotix-japan.net ・ Tel:045-227-6174 ・ E-mail:cam-sales@mobotix.jp

6MP
Sensor

PoE スイッチ 

i25 6MP 

c25 6MP 

p25 6MP 

システム例  

ソフトウェアとライセンスをすべて内蔵

SD  
リングバッファ双方向通話ビデオ解析

103° (B036) プレミアム レンズで補正したコーナー画像

Moonlight Technology
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MxManagementCenter (MxMC)

2

プロフェッショナル VMS 技術の新しい金字塔
機能は無制限、費用は必要あり
ません 
2015 年の夏、プラットフォーム独立型のプロ
フェッショナル VMS ソフトウェアとして  

「MxManagementCenter」を新しく発表
しました。ジェスチャーやドラッグ  &
ドロップなど直感的な使用を可能にした
ユーザ コンセプトにより、本ソフトウェア
はプロフェッショナル VMS 業界において
新しいマイルストーンを築きました。最新の 

MxManagementCenter (MxMC) はシステム
制限が設けられておらず、数百台のカメラ
やユーザ数を管理することも可能です。
さらに、ONVIF プロトコルを使用したサード 

パーティのカメラをも同時に統合すること
ができるようになります。また、MxMC から
複数のモニターやビデオ ウォールが管理
できます。超高速再生やポスト  ビデオ
検索は、POS (ポイント・オブ・セール) イン
ターフェイスと同様に実装されています。

スマート・リモート・アクセス
MxMC は MOBOTIX カメラとの組み合わせに
より、分散型アーキテクチャを最大限サポート

しています。例えば、インフラやセキュリティ
要件で異なる録画映像へのアクセス シナリオ
に対応します。カメラを介したリモート アク
セス 1  により、機密性の高いビデオ映像が
ブロードバンド ネットワークを介してファイル
共有やログインデータを提供することなく、
端末間のセキュアで暗号化された接続を
確実にします。制御室では、MxMC から NAS 

へ直接アクセス 2  することにより、映像
データを高速再生することが可能です。

帯域幅の管理
MOBOTIX カメラは、利用できる帯域幅に合
わせてフレームレートや画像解像度を適宜
管理しています。また同時に、カメラの録画
画像をズーム (興味のある範囲) することが
できるので、画像全体のデータを転送する
ことなく詳細な情報が読み取れます。これ
により、データ接続が制限されていても、
利用可能な帯域幅を最大限に利用する
ことで、一枚の画像も取りこぼすことなく、
高品質に再生することが可能です。

アクティビティの統計と POS 
MxMCはまた、最新のヒストグラム機能に
より、それぞれのカメラが分散的に保存し
ているイベント活動の概要を迅速に提供
するのに最適な管理ツールです。異常な状
況を図表で検知するには、イベント統計や
累積を時間や範囲、その他の基準から簡単
に分析することができます。レジ処理に関
連したイベント録画映像は、購買行動の分
析や、特定品目の検索を必要とする小売業
へのアプリケーションに最適です。例えば、
新しい POS (ポイント・オブ・セール) イン
ターフェイスを使うことで、レジの領収書に
関連するカメラの録画映像や、ガソリンス
タンドのポンプ場の状態を映し出すことが
できます。

ｸ ﾘ゙ｯﾄﾞ 再生 グラフィック

Detection in Complete Darkness • Temperature Events • With Visual Verification
革新的 & 簡単なユーザ インターフェース • 無償提供 • 無制限のカメラ &ユーザ

1
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設定は短時間で完了します
開発の大部分である最新の革新的な設定
モジュールを使用することで、10 倍以上大
きなカメラ システムのセットアップに費や
される時間を大幅に短縮することが可能に
なります。MxMC にはすべての MOBOTIX 

製品のパラメータを管理するためのユーザ 

インターフェースが含まれています。各
MOBOTIX機器とその設定値をソートでき、
視覚的操作やドラッグ＆ドロップで、カメラ
とグループの設定できます。設定認証を
サポートしており、設置や設定にかかる費
用を大幅に削減できます。

プラグイン • 将来のためにオー
プンです
MxMC は、将来の新しいソフトウェア機能や、
ポスト・ビデオモーション分析、バーコード
スキャン、または自動車のナンバープレート
認識などのようなサードパーティ製品に対
応できるように、新しいプラグイン インター
フェースを提供しています。このため、MxMC 

は多くのアプリケーションを受け入れるこ
とができ、パートナーやシステム インテグ
レーターはさらに幅広い業界や市場区分で 

MxMC を利用することが可能になります。

MxAnalytics

統計 &行動検知 
MOBOTIX の半球カメラは店舗や商業施設
の監視に最適です。すべての単眼モデル
には、カメラ内部に映像分析が搭載されて
おり、ユーザが定義したエリアのヒート
マップやオブジェクト統計を自動的にレポ
ートとして提供します。c25 や Q25 など天井
取り付けモデルにもまた行動解析機能が
あり、動きのある人や物が停止したり進行
方向を変更したりした場合などに自動で
アラームを鳴らします。映像解析の処理は
各カメラが行うので、ワークステーションは
必要なく、ネットワークへの負荷もかかりま
せん。これにより、信頼性が増しシステム
全体の費用を抑えることができます。

複数の行動イベントオブジェクトや人の統計ヒートマップとホットスポット

Professional Software • No Infrastructure Required • License Free
プロフェッショナル ソフトウェア • インフラ構築不要 • ライセンス無償

ターン

反対方向

U-ターン

回廊 速度

滞在時間制限エリア

STOP

停止
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MOBOTIX Thermal Technology
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自動温度検出用の熱放射測定 

スポット・メーター
MOBOTIX内蔵のインテリジェント動体セン
サー「MxActivitySensor」と、サーマルおよ
び光学センサ技術の組合せにより、照度0

の暗闇の中で数百メートル離れたオブジェ
クトや人などを検知できます。現在、 

MOBOTIX が無償提供しているソフトウェア 

アップデートでは、既存のサーマルカメラを
アップグレードすることで、画像中央でサー
マル スポット・メーター機能が使用できる
ようになります。これにより、平均約±10℃ 

内の誤差で、-40℃ から +550℃の絶対温度
を測定できます。

温度イベント 
さらにMOBOTIX では、温度制限や温度範
囲などから潜在的な火災や熱源を検出する
ことが不可欠であるとし、自動アラームを
生成することができる熱放射 (TR) モデル 

(M15、S15、S15 PTMount) として新シリーズ
を発表しました。新しい TR (熱放射) ウィン
ドウには 20 の異なる温度トリガーが簡単
に定義することができ、またセンサ画像全
体では 平均約±10℃ 内の誤差で利用でき
ます。MOBOTIX サーマル デュアル カメラ 

システムは、サーマル画像を可視画像上に
重ねることでホットスポットが特定され、
大きな損害を未然に防ぐことに繋がります。

50 mK
1/20 °C

サーマルセンサー 熱放射測定

MxActivitySensor サーマルオーバーレイ

可視画像上へのサーマル画像の
オーバーレイ

MxActivitySensorを搭載したサーマルセンサーと光学センサーの組み合わせ

トリガーレベル 80°C

Detection in Complete Darkness • Temperature Events • With Visual Verification
照度0の暗闇での検知 • 温度イベント • 視覚的認証

設備監視火災予防 プライバシーエリア体調管理 周辺監視

デュアル サーマルカメラ システム

デュアル画像

廃棄物管理における火災検知

サーマルセンサー光学センサー
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JPSmart Home Technology via IP
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MOBOTIX スマートホーム
進化した IP ビデオ ドア ステー
ション
MOBOTIX は、スマートホームやオフィス
向けに IP ベースのシステムを提供します。 

T25、MxDisplay+、そして関連のモジュール
製品ポートフォリオにより、180°パノラマ
ビューでありながら、ベルボタンや RFID 

ベースのアクセスコントロール、アラーム
通知、ビデオメッセージを含めたインター
ホン ドア ステーションが現実となります。 

T25 ドア ステーションは完全に IP ベースで、
あらゆる標準の IT インフラに統合することが
可能です。そのため、世界中どこからでも、
スマートフォンからリモートで照明を点灯し
たり、訪問者と会話することが可能になり
ました。暗号化された 2 線式バス MxBus 

を利用すると、スマートホームの IO 機能や
アラームシステムとして、カメラや IP ドア・
ステーションを拡張することができます。

スマートフォンを壁に
MxDisplay+ はスマートフォンのように大変
使いやすく、直感的で、ジェスチャーコント
ロールに対応しています。T25 IP ドア ステ
ーションや MOBOTIX カメラすべてへのアク
セスをサポートし、各ドアの時間ベースの

アクセスコントロール管理、RFID トランス
ポンダの読み書き、スマートホーム機能の
制御、また複数ラインのアラームセンターと
して機能します。HDオーディオ対応、全二
重通信はもちろん、一般のドアホンにない
機能を提供します。カメラやアラームセン
サーが接続された家全体の設定やアクセ
スは、PC や追加のインフラは必要なく簡単
に実現します。さらに、MxDisplay+ はメイ
ンゲート以外にも、例えば別のアパートの
入り口や裏口、窓の接点を制御することが
可能です。追加の MxBus 端子はすべての 

MOBOTIX インターフェース ボックスに接続
してより完成度の高いアラームセンターを
構築するという新しい可能性を提供します。

無制限のアクセス コントロール  
アクセス コントロールは、グループやユーザ、
ドア別に定義することが可能です。RFID 

バッチやトランスポンダ タグを使用する以
外には、アクセス制御用のピン番号を定義
したり、トランスポンダとピン番号の組み合
わせがサポートされています。業者用に当
日のみ有効なエントリーコードやトランス
ポンダ バッチの設定は10 秒で完了します。
入場およびアクセス時刻は時間範囲で設定

したり、週次の詳細スケジュールから定義
することが可能です。アクセスコードは暗
号化されているので、信頼性が高く安全です。

MxMessageSystem
最新のMOBOTIX メッセージ システムは、
ネットワーク全体を通したアクションや
アラームが簡単に設定管理することができ
ます。カスタマイズされたMxDisplay+ の
スクリーンやソフトボタンから、駐車場の
ドアやシャッター、窓、ドアの接点などを
定義することが可能です。

MxApp

Smart IP

IP ビデオ ドア ステーション

MxDisplay+

RFID

© 3darcastudio - Fotolia.com © KB3 - Fotolia.com

IP-based Door Station • Keyless Access • Encrypted & Secure
IPベース ドア ステーション • キーレス アクセス • 暗号化 &セキュア
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JP JPGerman IP System Manufacturer
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News - 20151104

MOBOTIX、MXロゴ、MxControlCenter、MxEasy、およびMxPEGは、EU、米国、およびその他の国におけるMOBOTIX AGの登録商標です。 • 記載内容は予告なく変更される
場合があります © MOBOTIX AG 2015

2000年から開始したプロフェッショナル VMS およびスマート IP カメラ
MOBOTIX は、自社ブランドである made in 

Germany の IP カメラ製品を保有するソフ
トウェア開発会社です。2005 年には初の
プロフェッショナル ビデオ管理システムを
発売し、現在でも世界中で導入され続けて
います。この中には、刑務所や空港、サッカー
スタジアムなど高いセキュリティが求めら
れる場面での導入も含まれます。2000 年
以来、MOBOTIX IP カメラは「分散型アーキ
テクチャ」により実現される高品質のビデ
オ パフォーマンスや、必要とする帯域幅の
低さなどからその知名度を確立してきま

した。カメラはビデオ解析やイベント検知
を自律的にカメラ内部で実行し、NAS や
サーバーなどでビデオのリングバッファを
管理します。これに伴い、MOBOTIX ビデオ 

システムの信頼性が高まり、他メーカー
製品と比べて必要とするサーバーやワーク
ステーションの台数を削減し、さらには
ネットワーク インフラを最低限に抑えます。
これにより、光熱費などを含めた システム
全体の費用を削減することができます 。

屋外デュアル レンズ 屋外単眼レンズ 屋内 サーマル
M15 

AllroundDual
S15 

FlexMount
D15

DualDome
M25 

Allround
S15M 

FlexMount
Q25

Hemispheric
D25 

Dome
i25 
Wall

c25
Ceiling

p25 
Hemispheric

M15 
Thermal

S15
DualThermal

過酷な条
件下でも堅
牢

柔軟なデュ
アル ヘッド 
カメラ

手動デュア
ル レンズ 
ドーム

過酷な条
件下でも堅
牢

目立たない
半球型

目立たない
半球型

手動ドーム 屋内壁面
用半球

屋内天井
用半球

屋内天井
用カメラ

サーマル 
デュアル

サーマル 
デュアル ヘ
ッド カメラ

ドア モジュール ドア セット MxDisplay+
Camera BellRFID Keypad Info DoorMaster Double Frame Triple Frame Remote Station

最小限のエネルギー最小限のインフラ

最低限のシス
テム費用 

Complete Video System • No Moving Parts • Longterm Reliability
完全なビデオシステム • 駆動部分非搭載 • 信頼の長寿命
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