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■システム技術支援サービス
　○オンコールサポート
　○メールによるセキュリティ情報発信

■運用支援サービス
　○運用計画書・運用手順書の作成
　○障害の切り分け・操作および復旧支援
　○運用作業支援
■コールセンター受付サービス
　○24時間ハード障害対応
　○障害切り分け　
■リモートメンテナンスサービス

●Xeonは、Intel Corp. またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。
●StreamGearは株式会社日立産業制御ソリューションズの登録商標です。
●その他記載の会社名・製品名はそれぞれの会社の登録商標または商標です。
●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●本製品を輸出等される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
  なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

サポートサービス

仕　様※1

コンサルティング 導入・構築 運用・保守

■ｅビジネス＆システム
　コンサルティング・サービス
　○計画策定の支援

■導入支援サービス
　○サーバー構築支援
　　システムセットアップ
　○運用環境設定

■構築支援サービス
　○ネットワーク環境設定
　○運用支援
　○監視サービス　

項目

CPU 

メモリ

HDD 

LAN 

質量

電源

ライブ配信※3 

蓄積※3 

VOD配信※3 

録画時間※3

仕様

Intel® Xeon®プロセッサ

16GB 

4TB×12（RAID6、リザーブ×2）

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2 

約30kg

AC100V、冗長化対応

64本以上（ユニキャスト・マルチキャスト対応）

25カメラ以上

20本以上（ユニキャスト・マルチキャスト対応）

約10,000時間（415日）

※１ 外観はイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。
※2 仕様は予告なく変更する場合があります。
※3 ビットレート：6Mbpsの場合の性能です。
　　設定・構成によって調整可能ですのでご相談ください。
　　また、ネットワーク環境により、対応可能な画質・配信数などは異
　　なります。

コンサルティングから
構築後の運用・保守まで
一括サポートします。

豊富な導入実績の中で蓄積されたノウハウにより、

計画策定、システム環境構築、障害切り分けなどあらゆるシーンをサポートします。

ぜひ私たちにお任せください。
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監視カメラ映像
スマートフォン・タブレットの映像

ライブ/VOD映像

放送/コンテンツ

※外観はイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。
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遠隔監視

遠隔教育

ライブ映像配信

コンテンツ配信

モバイル配信
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高性能映像蓄積配信サーバ

StreamGearは、監視カメラなどの映像をパソコンやスマートフォンなどに配信できる

映像蓄積配信サーバです。

リアルタイムに高品質な映像が見られるライブ配信と、録画した映像を自由なタイミングで

見られるVOD配信の両方に対応しています。

地域の防災に

重要拠点の
セキュリティ確保に

柔軟なカスタマイズで
幅広い利用シーンに

河川や港湾の自然災害への対策に、StreamGearによる広域監視が有効です。

6Mbps(フルHD対応)のライブ映像を64台のパソコンで同時再生できます※。

モバイル配信にも対応しているので、災害現場での迅速な状況確認に役立ちます。

オフィスや生産現場のセキュリティ確保に、StreamGearが貢献します。

長時間の録画データ蓄積はもちろん、ドアの開閉や測定器の数値変動などと

連動し、重要なシーンを切り出し保存するイベント録画機能※があります。

各社カメラとの接続に対応しているため、既設のカメラなどと連携することで、

導入コストの節減をすることもできます。

StreamGearは性能拡張や専用操作画面の作成など柔軟なカスタマイズが可能であり、

観光PR映像のインターネット配信用、教育現場における映像教材収録・配信用、

放送局の素材管理・送出用など、幅広い分野で導入されています。

豊富な導入実績を元に、どんな利用シーンにもフィットする、
最適な映像ソリューションを提案します。

※システム構築、ネットワーク環境により、対応可能な画質・配信数などは異なります。

※イベント録画機能はオプションです。
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蓄積容量やカメラ接続数、同時配信本数の拡張が可能です。

大容量の蓄積に対応
ご希望の運用スタイルに合わせて適切な容量のストレージを選定する

ことで、蓄積容量の拡張が可能です。

拡張性

カメラ接続数、同時配信本数を拡張可能
StreamGearを複数台接続することで、カメラ接続数や

同時配信本数を拡張したシステムを構築できます。

これまで、空港や教育施設など、大規模で多くのカメラを

必要とする施設への導入実績があります。

また、全てのStreamGearのカメラ映像は管理サーバを

通して容易に一元管理することができます。

各種カメラからの入力に対応
StreamGearは各種カメラで撮影した

映像を入力可能です。屋外監視に適し

たカメラ、ハンディカメラ、スマートフォ

ンなど様々な入力機器を利用できるの

で、幅広いシーンに適用できます。

柔軟性

スマートフォン・IPTV・大型モニタなどで視聴可能
StreamGearのライブ・VOD映像は、ス

マートフォン・タブレット・IPTV・大型モニ

タなどに配信できます。運用に合わせて

表示方法を選べるので、さまざまな場所

で映像を手軽に視聴できます。
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ニーズに合わせて最適なソリューションを提供します。
機能追加・変更や既存システムとの連携など、柔軟に対応します。

移動中や出張先では
スマートフォンを利用

監視カメラ ハンディカメラ スマートフォン

公共施設での情報発信には
IPTVを利用

災害対策室・司令室には
大型モニタを利用

※ハンディカメラなどのアナログカメラからの入力には別途エンコーダが必要です。

StreamGear（1） StreamGear（2）

全カメラ映像を
一元管理

ストレージで
大容量を蓄積

管理サーバ

の特長

充実した機能で効率的な運用を支援します。

スマートフォンやタブレットの映像を配信可能
スマートフォンやタブレットで撮影した映像をStreamGear

を通して配信できます。LTE対応で、カメラを常設していな

い場所の状況をリアルタイムに伝えることができます。ス

マートフォンやタブレットで映像の視聴もできるので、オフィ

スの外にいながら迅速な情報共有が可能です。

高性能・多機能

H.264、MPEG2、JPEG方式の混在に対応
H.264※、MPEG2、JPEGのフォーマットに対応しており、これらを混在した状態での利用が可能です。

このため新規に設置するカメラと既設のカメラとを併用しやすく、導入時のコスト低減に繋がります。

高い配信性能で同時視聴も快適
高画質映像を複数台のPCで同時視聴するシステムには、大量のデータ転送に対応可能な高い配信性能が必要です。StreamGear

は、64台のPCで6Mbps(フルHD対応)のライブ映像を同時視聴できます※。さらに高画質な4K映像への対応も予定しています。高画

質映像は大型モニタに写しても映像が鮮明なので、会議室など広い空間での情報共有に役立ちます。

Web画面で直感的な操作
豊富な機能を直感的な操作でお使いいただけます。

映像をカテゴリに分類して管理する機能や、映像の中で必要なシーン

のみ時間指定してダウンロードする機能などがあります。

また、操作画面は運用に応じてカスタマイズ可能です。

エンドレス録画で撮り逃しなし
監視用途に必須のエンドレス録画機能があります。1週間・1ヶ月など任意の時間を指定して録画を開始すると、古い映像に新しい映像を

上書きしながら録画データを蓄積していく機能です。ストレージの残量を気にせず、いつでも直近の録画映像を振り返ることができます。

また、任意の箇所にチャプタを作成できるので、長時間の録画データの中から必要なシーンを迅速に探し出せます。

ライブ・VOD映像の限定公開が可能
カメラ1台ごと・蓄積映像1件ごとにアクセス権を設定し、一部のユーザーのみに映像を公開することができます。部署を跨いで1台の

StreamGearを共有するような場合に便利です。
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※システム構成、画質の設定により録画可能な時間は異なります。

※画像はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

※H.264は高効率の映像圧縮方式で、MPEG2と同レベルの画質の映像を半分以下のデータサイズで伝送可能です。

※システム構成、ネットワーク環境により、対応可能な画質・配信数などは異なります。



医療施設における患者の容態チェックや、遠隔医療のための映像配信にご使用いただけます。

医療用システム

教育施設での映像教材を用いた授業や、営業活動でのPRビデオ放映、娯楽用途など、さまざまな場面でご使用いただけます。

VODシステム
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授業風景

実験録画

手術室

電子授業

遠隔講義 自宅

診療所

スタッフステーション

患者の容態チェック

タブレット端末

遠隔医療

PC端末

ICU

総合病院

教育施設

の活用事例

河川、港湾、道路などの監視用に、災害対策室や関連部署にてご使用いただけます。

スマートフォン・タブレットへの配信により災害時に現場にいる職員へも映像配信でき、適切な災害対策に役立ちます。

防災システム

施設の安全確保・品質確保・セキュリティ確保のため、生産設備や入場ゲートの監視にご使用いただけます。

施設監視システム
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河川、港湾、道路など

デコーダ デコーダ デコーダ

災害対策室

現場

関連部署

生産設備

入場ゲート

中央監視ルーム

エンコーダ

エンコーダ


