
カメラ接続台数

映像配信方式

サポートカメラ

サポートENC/DEC

アクセス権限

システム冗長化

状態監視

80 台 / サーバー（※サーバー性能による）
最大 16,000 台カメラ　統合管理 /サーバー 200台

カメラ 映像サーバー間 UnicastUDP/MulticastUDP
サーバー クライアント間UnicastUDP/MulticastUDP

Panasonic、AXIS、Sony、Canon、池上通信機、ミカミ、
BOSCH、TOA、MOBOTIX（※全方位モデル除く）

Panasonic、AXIS、池上通信機、ブレインズ、
MPEG2-PS 国交省対応品（※富士通、アンリツ他）

クライアント毎、またはログインユーザー毎に設定可
（カメラ選択、カメラ制御、録画再生、録画データ外部出力）

映像サーバー障害時にバックアップサーバーがシステム動作を継承
（冗長化方式 ｎ対 1、1対 1）

映像サーバーシステム動作状態表示（カメラリンク、映像配信、映像録画、冗長）

1画面、4画面

円球の録画再生映像を平面化して表示可（但し、AXIS）

カメラ名、日付、イベントを入力して検索　検索結果一覧表示

スロー、x1（音声）、x2、x4、x8、x32、x100 倍、スライドバー（再生位置任意）

録画再生映像のキャプチャー可

WMVファイルに変換しクライアント PCに保存（オプション）
（但し、AXIS、Panasonic、Sony、Canon、ブレインズ）

入力映像

出力映像

同時変換数

MPEG2、Motion-JPEG、MPEG4、H.264

MPEG2、MPEG2-PS、H.264、H.264-TS（予定）

30変換（入力MPEG4、出力MPEG2の場合）（※映像サイズ、及びハードウェア性能による）

映像サーバーOS

クライアントOS

SI 作業

保守

Windows Server2008R2、Windows Server2012

Windows7Pro、Windows8

設計支援、システム検証、現地導入（但し、ネットワーク工事は含まず）

ソフトウェアオフサイト保守（障害切り分け、復旧支援等）

1画面、4画面、9画面、16画面
（※クライアント性能による）カスタマイズにより多画面対応可

映像表示レイアウト記憶（次回起動時自動表示）

デコーダー選択表示可（※FireDipper 対応デコーダーに限る）

パン、チルト、ズーム、フォーカス、ワイパー、デフロスター、プリセット

カメラ I/Oから集音、カメラ I/Oへの拡声（一斉拡声可）

ライブ映像のキャプチャー可

1画面、4画面、9画面でシーケンシャル表示可（オプション）

MAP上のカメラアイコンで映像表示可（オプション）

動体検知、温度検知等により映像表示枠点滅と鳴動（オプション）

映像表示画面

画面レイアウト保存

デコーダー表示

カメラ制御

音声

静止画

映像シーケンシャル

MAP表示

発報表示

映像表示画面

全方位カメラ表示

検索　

再生

静止画

外部出力

映像サーバー

ライブビューア

録画プレイヤー

システム構築

FIRE DIPPERは日本テクノ・ラボ（株）の登録商標です。
記載の仕様は予告なく変更することがあります。
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NTL映像ソリューション
統合映像監視ソフトウェア

カメラ接続台数 80 台 / サーバー（※サーバー性能による）
最大 16 000台カメラ 統合管理 /サ バ 200台

映像サーバー

FireDipper 監視ソフトウェア仕様

開発・販売元 日本テクノ・ラボ株式会社
 〒102-0093　東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル5F
問合せ先： 営業部  03-5276-2810（代）
 メール  sales@ntl.co.jp　　URL http://www.ntl.co.jp/

VMS(Video Management Software)

R

VMS(Video Management Software)

映像ストリーム変換サーバーソフト（FireDipper 拡張オプション）



●ライブビューア

●再生プレイヤー

■ アナログカメラ、IP カメラの監視映像を統合できる自社開発の国産ソフトウェア

■ ソフトウェアはモジュール化しておりユーザー要件に応じてきめ細かなカスタマイズ対応可

■ 監視カメラはマルチカメラベンダー対応で異なるメーカーのカメラを混在使用可

■ カメラ映像はマルチコーデック対応で異なる映像ストリームを混在使用可

■ 火災報知機、サーモカメラ、PLC 等と連携ができイベント発報による映像表示可

■ FireDipper はミッションクリティカルなインフラ系監視に特化した統合型監視ソフトウェア

● 高速道路 IP 化統合監視

● 国際空港統合監視

● 原子力発電所統合監視

● 警察交差点監視

● 食品フードディフェンス

● 千葉大学医学部

● 全国火山監視

● 港湾船舶監視

● 発電所火災検知監視

● 重工業工場入退監視

● 防衛省特殊用途

■ ソフトウェア構成 サーバー・クライアント型（サーバーソフト、ビューアソフト、プレイヤーソフト）

■ 小規模から大規模まで 映像サーバー1台から200台まで一元管理（全国規模対応可 /実績あり）

■ 映像配信方式 マルチキャスト、ユニキャストでネットワーク環境に応じて選択可

■ 映像ストリーム MPEG2、MPEG2-PS( 国交省 )、Motion-JPEG、MPEG4、H.264、H.264-TS( 国交省 /予定 )

■ 主なカメラ対応メーカー パナソニック、AXIS、ソニー、キヤノン、BOSCH、池上通信機、ミカミ、他国内主要流通品

■ 映像サーバー冗長化 映像サーバー (複数 ) の冗長により映像サーバー障害時のシステム停止回避

■ データベース連動 各種センサー等発報によるカメラ映像表示と発報履歴管理（オプション機能）

FireDipper とは

FireDipperの特長

その1高速道路監視

多くの場所で実績

食品監視（フードディフェンス）構成例

FireDipper とは

サーバー・クライアント型統合映像監視ソフトウェア

FireDipper システム構成

●

●

FireDipper 導入事例

☆各拠点の異なるIPカメラ映像を映像サーバーで
　取得、一元管理

☆カメラ映像はリアルタイムでMPEG2-PS形式
　（国交省仕様）に変換

☆変換された映像は映像サーバーで監視端末へ配信

☆監視端末から各拠点のカメラ選択、カメラ制御可

A社IPカメラ

MPEG4 スイッチ

映像サーバー
（映像ストリーム変換）

CCTV監視端末
MPEG2-PS

監視端末
MPEG4 H.264

H.264

H.264

B社IPカメラ

C社IPカメラ

その4食品監視

☆各棟のIPカメラを映像サーバーに取り込み配信、録画

☆AXIS、Panasonic全方位（360度）IPカメラも混在収納

☆映像サーバーは録画データ12TB又は42TB保存可の
　HDD/RAID6を内蔵

☆専用光ディスクカートリッジの使用で数百TB録画データを
　安全保存（オプション）

フードディフェンスパッケージ製品構成
・専用映像サーバー 1台

・監視ソフトウェア 1本

・SI費用（構築、現地設置）1式

・光ディスクドライブ 1台（オプション）

A社IPカメラ

固定ドームカメラ

監視端末

業務用光ディスクドライブ

管理端末

映像配信・録画蓄積

（データ保存12TB  42TB）

録画検索再生画面
カメラ名、日付、イベントで検索

光ディスクカートリッジ
（書き換え可能 1.2TB）

H.264

PoEスイッチ

専用映像サーバー

H.264

全方位ドームカメラ

スイッチ

映像サーバー
（大容量データ保存）

監視端末A

監視端末B

H.264

H.264

H.264

B社IPカメラ

C社IPカメラ

その2工場ゲート監視

☆複数の車両ゲートを24h365日中央監視室で一元監視

☆車両侵入に伴い車両センサー連動によりライブ
　映像枠点滅、鳴動

☆監視員はカメラ制御で車両識別、音声通話で
　ドライバーと会話

☆監視カメラは低照度で夜間でもカラー鮮明映像
　で視認可

中央監視センター

旋回型カメラ

車両ゲートA 車両ゲートB 車両ゲートn

旋回型カメラ 旋回型カメラ

その3原子力発電所監視

☆アナログカメラにエンコーダーを取り付けカメラのIP化

☆アナログカメラとIPカメラを混在収納し監視端末に配信

☆映像サーバーは万が一の障害に備え2重化しシステム
　冗長性を確保

☆特殊カメラ（サーモカメラ）も監視端末から選択、制御可
　（火災監視）

アナログカメラ
エンコーダー
H.264 スイッチ

H.264

H.264

映像サーバー
（バックアップ）

映像サーバー
（プライマリー）

監視端末A

監視端末B

H.264

IPカメラ

IPカメラ

冗長化冗長化冗長化

アナログ網（既設）

Fire Dipper 映像サーバー

アナログカメラ

エンコーダー

PCビューア

PCデコーダー

MPEG2MPEG2 MPEG4/H.264MPEG4/H.264

エンコーダー

IP カメラ IP カメラ サーモカメラ

IP ネットワーク網

MPEG2

MPEG2MPEG2デコーダー ルーター

TVモニター タブレット

MPEG2/H.264MPEG2/H.264MPEG2/H.264

MPEG4/H.264 MPEG4/M-JPEGMPEG4/M-JPEGMPEG4/M-JPEG H.264H.264H.264 H.264H.264H.264

冗長化冗長化冗長化




