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ザクティ独自の映像技術により、圧倒的なブレ補正・細部視認可能な
高画質を実現、スマートグラス、スマートフォン、他社カメラではできない
監督者の視点を現場に飛ばせる唯一実用的なソリューションです。

1. ザクティ遠隔支援ソリューション概要

・ブレてて何が映っているか
分からず、見てるだけで酔う

・胸取付だと視点が違う
・手持ちだと作業できない

本部：監督者

現場❶

現場❷

現場❸

現場に居るような
臨場感！

他ソリューション
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2. システム構成

ウェアラブルカメラ
スマホ

現場

リアルタイム
コミュニケーション

本部
お手持のスマホ・会議システムを最大限活用し簡単かつリーズナブルに導入

汎用会議システム

ザクティプロダクトお客様のデバイス・システム

Xacti の遠隔支援ソリューションは簡単に導入できます。

ソリューション効果

高セキュリティなクラウドサーバも提供、高画質FullHD映像を記録可能

TEAMS,ZOOMなど
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■導入済シーン

人材育成・技術継承

工程管理・改善
巡回・安全確認 設計確認

保守・メンテナンス

監査 品質管理

報告会・視察

設備工事
現地調査・測量 現場管理

■導入済業種
製造業

プラント

鉄道・運輸

通信・電気工事

エネルギー

設備工事

建設業

住宅
保守サービス

警備 教育・研究

3. 利用シーン、業種

etc

etc
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4. ザクティの”いいね! ” ポイント

年間500万円海外工場出張費削減、アフターコロナも持続

生産技術
設計確認

工場での設計確認作業において目視と同等の色味確認が可能

効率化だけでなく、複数人によるチェックにより品質向上実現

敷地が広く、遠隔支援でオフィス棟から工場への移動時間を削減

保守・
メンテ

鉄塔など高所作業でハンズフリーがポイント

変電所保全業務で遠隔で文字盤が視認可能

設備工事
海外のアフター用途に使用、スマートグラス性能不満
のぞき込む作業で水平維持機能が有用、暗い天井裏の確認が可能

在宅勤務でも遠隔支援可能

監査
国交省立会検査用に他社カメラを導入したが監査員から映像酔
いや数字が見ずらいというご不満によりザクティカメラを試行

Xacti自社利用

設備機器の目盛りが読め、本社から的確な指示が可能
工事現場のコンクリート打設、配筋検査を遠隔で実施

建設工事 残業規制、働き方改革に活用
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5. ①ザクティカメラの優位性 ブレ補正

ブレ補正なし ブレ補正あり

https://www.youtube.com/watch?v=oh8UyAsjKic

https://www.youtube.com/watch?v=oh8UyAsjKic
https://www.youtube.com/watch?v=oh8UyAsjKic
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撮影者の体勢

水平維持なし 水平維持あり

5. ②ザクティカメラの優位性 水平維持

https://www.youtube.com/watch?v=Go1KR8Y4dwY

https://www.youtube.com/watch?v=Go1KR8Y4dwY%5d
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 NETISに登録されているウェアラブルカメラです。
公共事業においてNETIS登録技術採用により施行性向上や工期
短縮だけでなく、工事評価点が向上し入札に有利となります。

接続する端末を選ばないのは Xacti だけです。
 iPhone、iPadに接続できる唯一の外部カメラです。(2021年12月当社調べ)

5. ③ザクティカメラの優位性、他

※NETIS:国土交通省が公共事業などで活用する新技術情報データベース
<https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS>

※ザクティのカメラは国土交通省の遠隔臨場の要件に適合してます。

 夜間、設備の隙間や裏側、暗い工場内などで利用可能な暗所性能
(最低被写体照度:0.75lx)

 防塵防水対応、広範囲な動作温度保証で幅広い環境でご利用可能
(保護等級:IP65)       (-5～50℃)

 作業者負担のない小型軽量設計
(本体重量95g)

Xacti のウェアラブルカメラは業務用途に最適です。

Xacti のウェアラブルカメラはNETIS登録済みです。
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 安心してご利用いただける大手通信会社
の国内高セキュリティサーバを使用、
汎用会議システムもサーバを利用しており、
貴社IT部門へのご説明も対応します。

6. ザクティクラウドサービス

Xacti のクラウドサーバは高セキュリティ、他社より5倍高画質です。

Xacti(5Mbps) 他社(1Mbps)

 カメラ映像を端末にローカル保存、必要な映像をクラウドサーバに
アップロードします。Wi-Fi環境を利用すれば通信料不要で高画質映
像をクラウドサーバに記録できます。

 他社と比較し5倍高精細(※1)な高画質
FullHD映像で技術継承用途やエビデンス
記録に最適です。 ※1 ビットレート値比較による

現場本部 TEAMS
ZOOM
など
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 どんな姿勢での作業、或いは激しい揺れでもブレない映像は遠隔支援
だけでなくAI解析用として最適です。

7. AI連携による発展性

Xacti の遠隔支援ソリューションはAI連携への発展が可能です。

 弊社建設DXソリューション(重機取付型セーフティー用途ソリュー
ション：通称ドボレコ)でAI導入済です。

 AI開発委託も対応しますのでご相談ください。クラウドサーバなどに
撮りためた映像に対するクラウドAIだけでなく、エッジAI(スマホアプ
リ上で動作)でも対応可能です。遠隔支援ソリューション導入後の
AI対応も可能です。

クラウドAI

エッジAI
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高い技術知識を持つソリューションコンサルタントが導入を支援します。

試行導入 本格導入
 国内・海外複数拠点で導入
 各拠点同時試行により効果・

課題を短期間で把握・解決

 全国/海外各拠点、現場へ導入
 クラウドサーバー、AI活用によ

る、さらなる作業効率化

稟議導入検証稟議

複数拠点の試行導入により、効果や課題を短時間で解決できます。
DX部門をご紹介ください。貴社全社展開をサポートします。

9. 導入ステップ

Xactiソリューションコンサルタント

【大手建設業様事例】
弊社デモを経て主要拠点で10台試行導入、さら
に全社展開をサポートさせていただき現在全国
の現場で約100台をご利用いただいてます。

デモ



https://www.youtube.com/XactiOfficial
YouTube動画アドレス

高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

創業 1 9 8 1年 I S O 9 0 0 1認証取得

■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： https://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

防 犯 シ ス テ ム の 設 計 ・ 施 工 販 売
建設業許可取得・全省庁統一資格取得

革新性と独自性貫く

ISO9001認証取得

販売会社

https://www.youtube.com/XactiOfficial
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