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＋
通信システム のご紹介
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遠場監督とは
遠場監督(えんばかんとく)とは、
株式会社ザクティエンジニアリングサービスが提供する
『遠隔作業支援ソリューション』です。

1人当たりの管理現場数増による効率化

コスト削減(出張費削減etc.) 

コロナ禍のニューノーマル対応
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なぜ必要とされているのか︖
 熟練者の高齢化による労働人口減少が課題。またコロナ禍による出張が困難
 国土交通省は、ネットワークなどを通じて現場の映像を視認出来る遠隔臨場の取組を推進
 それに応じて建設・土木会社等で、遠隔臨場の試験導入が始まっている。
 今後5Gの対応により、更に高画質の映像を伝送することが可能
■建設・土木現場での使用シーン

＜本社・支店・在宅＞

建設・土木
現場など

スマホ

Web会議アプリケーション

作業員が装着・本社に現場映像を
送信・本社からの指示を仰ぐ

本社の技術者がネットワークにアクセス
現場の映像を視認しながら、作業員へ指示

■提案する遠隔作業支援ソリューションの構成
＜現場＞

ウェアラブル
カメラ

Internet網
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ウェアラブルカメラ 使用シーン
Confidential

監視用途

遠隔作業支援
 点検用途
 状況確認
 進捗確認
 立会
 材料確認
 作業監視
 Wチェック
 技術伝承

その他

After/With コロナ
オンラインでレッスンを提供

ICT遠隔授業での採用
動物園・工場見学用ビデオ教材として
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他社にはない強力な揺れ補正搭載
ザクティ独自のブレ補正機能「エクスタビライザTM 」で、

メカジンバルと同等の揺れ補正を実現

高い耐久性＋小型軽量
本体重量135g駆動部不要、高信頼性のメカレス構造

セキュリティカメラ用イメージセンサを搭載

業務用途に適したハード設計
防塵防水IP65, -5℃～50℃*環境下での使用が可能 *風速1m/s環境

下

ブレ補正比較動画
https://xacti-co.com/products/wearable-camera/

ブレ補正機能「エクスタビライザTM」OFF

コアデバイス︓業務用ウェアラブルカメラ

頭部装着タイプ
CX-WE100/110

ブレ補正機能「エクスタビライザTM」ON

胸部装着タイプ
CX-WE300/310
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https://xacti-co.com/products/wearable-camera/


Confidential

特徴・強み -正確な現場状況を把握できる水平維持映像-

ﾌﾞﾚ補正機能 ｴｸｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞOFF
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ﾌﾞﾚ補正機能 ｴｸｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞON

 現場作業者の体勢によらず、映像は常に水平を維持
 保線作業、排水管メンテナンスなどの遠隔作業支援に有効
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他社ウェアラブルカメラとの比較デモ映像

独自エンジンの4K画像処理で本部指示者が酔わない白飛びブレのない高画質映像を提供
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CX-WEシリーズ︓3つの高画質ポイント

<CX-WE100> <他社ウェアラブルカメラ>

１．ブレ補正・低ブロックノイズ
ブレのない映像を最適な帯域で伝送し、
低ブロックノイズを実現

2．歪み補正
独自エンジンの映像補正技術により、
現場の状況を遠隔で正確に視認可能

3．適正露出
ミラーレス一眼で採用している測光方式で
白飛びのない最適な露出により文字など
被写体の視認性を確保

<CX-WE100>
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<他社ウェアラブルカメラ>

<他社ウェアラブルカメラ><CX-WE100>
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機種 CX-WE100 CX-WE110 CX-WE300 CX-W310

レンズ 185°広角レンズ

イメージセンサ 12M Pixel CMOS STARVIS™

画角 水平 90°/垂直 50°

解像度/フレームレート
Full HD/30p,10p,5p 

HD/30p,10p,5p 
VGA/30p,10p,5p

Full HD/15p,10p,5p 
HD, VGA/30p, 10p, 5p

Full HD/30p,10p,5p 
HD/30p,10p,5p 
VGA/30p,10p,5p

Full HD/15p,10p,5p 
HD, VGA/30p, 10p, 5p

映像出力 UVC1.1準拠
USB Device Ethernet Class 

Xacti独自プロトコル UVC1.1準拠
USB Device Ethernet Class 

Xacti独自プロトコル
接続端末 Windows/Android iOS端末 Windows/Android iOS端末

カメラ本体記録 ☓

ブレ補正機能(ｴｸｽﾀﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ) 水平維持/光軸中心/上下/オフ

外部端子 ケーブル直出し(USB2.0 TypeA)

マイク ○(モノラル/無指向性)

LED ○(赤x1) ○(黄x1) ○(赤x1) ○(黄x1)

電源オン/オフ ケーブル挿抜 ケーブル挿抜 /
レンズカバー開閉

カメラ固定方式 (オプション) 背面マウント

電源 DC５V ±5%  
(USB給電)

動作保証温度 -5℃～＋50℃* (*風速1m以上の条件下)

防塵/防水 IP65 (本体のみ, USBコネクタ部は除く)

耐衝撃性 6面落下 50cm Pタイル

消費電力 Max 2.5W (Ave.2.0W)

サイズ 約135g(ケーブル込み) 約170g(ケーブル込み)

●STARVIS™は、ソニー株式会社の商標です。

CXｰWEシリーズ 仕様比較表



ヘルメットマウント
AX-HM200

■ハンズフリーでウェアラブルカメラを使用出来る専用取付アクセサリ

ヘッドマウント
AX-HM100

ヘルメットへの簡単装着
汎用ヘルメット(谷沢製作所/ミドリ安全/スターライト)に取付可能
左右取付け可

頭部へ直接取付
帽子・ヘルメット等と併用可能
左右取付け可

許容温度 -5℃～+40℃
重量 約90g
付属品 取扱説明書

SPECIFICATION
許容温度 -5℃～+40℃
重量 約45g
付属品 取扱説明書

SPECIFICATION

取付アクセサリ(オプション︓別売)
Confidential
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業務用ウェアラブルカメラ＋通信システムの構成
ご利用目的、既存のシステム＆ネットワーク環境にあわせ、柔軟なシステムソリューションが可能

現場 カメラ マウント

ヘッド
マウント

ヘルメット
マウント

本部・事務所

PC
スマートフォン
タブレット端末 等

外部・遠隔地

PC
スマートフォン
タブレット端末 等

インターネット
専用会議サーバー
専用クラウドサーバー

LiveOn V-CUBE
コラボレーション

MET-EYE
＜エコモット＞

Vision DE Suite
＜Dynabook＞

汎用Web
会議アプリケーション

HDコム
＜双葉電気通信＞

選択 通信システム 専用端末・通信システム

Wi-Fi / LTE

Wi-Fi / LTE Wi-Fi / LTE

通信端末

CX-WE100 CX-WE300
/CX-WE110 /CX-WE310

選択
アクセサリ

Bluetooth
イヤホン

USBケーブル アームバンド
抜け留め 等

Windows

Android

iOS端末
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業務用ウェアラブルカメラ＋通信システムの構成
ご利用目的、既存のシステム＆ネットワーク環境にあわせ、柔軟なシステムソリューションが可能

現場 カメラ マウント

ヘッド
マウント

ヘルメット
マウント

本部・事務所

PC
スマートフォン
タブレット端末 等

外部・遠隔地

PC
スマートフォン
タブレット端末 等

インターネット
専用会議サーバー
専用クラウドサーバー

LiveOn V-CUBE
コラボレーション

MET-EYE
＜エコモット＞

汎用Web
会議アプリケーション

Vision DE Suite HDコム
＜Dynabook＞ ＜双葉電気通信＞

選択 専用端末・通信システム

Wi-Fi / LTE

Wi-Fi / LTE Wi-Fi / LTE

通信端末

CX-WE100 CX-WE300
/CX-WE110 /CX-WE310

選択

Bluetooth
イヤホン

USBケーブル アームバンド
抜け留め 等

Windows

Android

iOS端末

通信システム
他社と比較しても
安定した映像を
配信可能

アクセサリ
導入済みWeb会議
アプリケーションが

使用可能︕
継続費用不要︕
(購入の場合)
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システムの選択

選択

Windows Android iOS端末

接続端末

選択 ウェアラブルカメラ

頭部取付 胸部取付CX-WE100 CX-WE300

選択

汎用Web会議
アプリケーション

有料Web会議
アプリケーション

会議アプリケーション
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汎用Web
会議アプリケーション接続端末 ウェアラブルカメラ 接続備品(必須)

ー 外部カメラ映像として
相手先に映像を共有

業務用ウェアラブルカメラ＋通信システムの構成

頭部取付
CX-WE110

胸部取付
CX-WE310

頭部取付
CX-WE100 胸部取付

CX-WE300

Windows

Android

iOS端末

OR

OR

USB変換ケーブル

iOS接続備品
(USBカメラアダプタと
モバイルバッテリ)

︓画面共有するためにはザクティ公式カメラ表示アプリ「Xacti Viewer」を接続端末にインストールしていただく必要があります。

※1︓汎用Web会議アプリケーションの標準機能の画面共有機能(資料共有機能)を活用し、「XactiViwer」で映し出したウェアラブルカメラの映像を相手に送ります。
この場合、映像のフレームレートは接続端末のスペックに依存します。

※2︓接続端末内蔵カメラ映像からカメラを切替、ウェアラブルカメラの映像を共有します。
フレームレートは画面共有と比べ高いですが、会議録画映像の画質が落ちることがあります。
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※CX-WE100/300は
Windows/AndroidOS接続専用

※CX-WE110/310はiOS接続専用

画面共有機能を活用して
相手先に映像を共有 ※1

画面共有機能を活用して
相手先に映像を共有 ※1

※2
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本社

Internet網

Wi-Fi  
LTE

各システム構成

Internet網
Wi-Fi  
LTEInternet網

Wi-Fi
LTE

現場①Windowsタブレット
をご使用する場合

現場②Androidスマホを
ご使用する場合

現場③iOS端末(iPhone)を
ご使用する場合

※Androidスマホ・iPhone・iPadを使用する場合、Web会議アプリケーションの画面共有機能を活用します。

※Androidスマホの推奨スペック︓OS: Andriod8 以上 / CPU: Qualcomm Snapdragon 660 相当以上 / 内蔵ストレージ: 64GB / RAM: 4GB

※XactiViewer(ウェアラブルカメラ映像表示アプリ)は、各現場側端末に貴社にてインストールいただく必要がございます。
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取扱製品ラインナップ
カメラ

CX-WE110
※iOS接続専用

CX-WE100
※Windows/Android
接続専用

CX-WE300
※Windows/Android 
接続専用

CX-WE310
※iOS接続専用

マウント

AX-HM100
ヘッドマウント

※CX-WE100/110専用

AX-HM200
ヘルメットマウント

※CX-WE100/110専用

AX-CM300
クリップマウント
※CX-WE300/310専用

汎用クリップマウント
※CX-WE100/110
取付確認済み

その他

Bluetoothイヤホン
(BonxGrip)

※CX/AXから始まる製品は、すべて弊社(株式会社ザクティ)での開発製品です。

iOS接続備品
(モバイルバッテリ,USBカメラアダ
プタ, Lightningケーブル)

接続端末
(Windowsタブレット, 
Androidスマホなど)※

アームスマホバンドUSB変換ケーブル
(TypeA-C, 

TypeA-microB)

ケーブルクリップ
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Confidentialまとめ
1.遠場監督の導入により期待される効果
 お手持ちの端末(スマホやタブレット)で導入でき、無駄なコスト、導入ストレスを低減
 コロナ禍の移動自粛時にも本部や自宅などから、現場の揺れのない映像を、リアルタイムに複数の関係者で同時確認

可能
 複数の現場を随時確認でき、出張費の抑制、移動時間の削減が可能

2.他社ソリューションとの違い
 独自の強力揺れ補正、および業務用に特化したタフな構造

(防水防塵/環境耐性/メカレス構造)
 暗所でもしっかり映せるデジカメ開発で培った高画質
 導入済システム(端末、アプリケーション)に合わせ、柔軟なソリューション提供が可能
 会議アプリ(Teams、Zoom等)との組合せでアカウント月額費用が不要

2.導入事例
A社様事例
●活用目的︓土木現場の遠隔臨場
●主な効果︓カメラは他社製品と比べ映像揺れが遥かに少なく、分析計の数値が細かなところまで確認できるため、出張
削減に繋がった。既存端末と会議アプリを組合せられるため、費用も抑制できる
B社様事例
●活用目的︓建設現場の遠隔臨場
●主な効果︓熟練者に装着することで、技術を伝承するための映像が記録できた。将来的に自社AIを組合せ、若手の作
業手順を判定したい
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導入事例紹介︓『建設ITガイド2021』掲載記事
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【補足】CX-WE110/310の接続方法

収納ポーチ

カメラ、カメラアダプタ、
モバイルバッテリ、
Lightningケーブル、
バンド等を収納

バンド

モバイルバッテリ、
カメラアダプタ、
Lightningケーブル、
iPhoneを一纏めにする
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創業1981年（昭和５６年）

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： http://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

全省庁統一資格取得
官 公 庁 指 名 業 者

未来と
無限の可能性

【販売会社】
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