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システム構成図
［Ａ］入退場／入退室管理システム・在場者安否確認システム・来訪者登録管理システム

［Ｂ］セキュリティカメラシステム

［Ｃ］徘徊看視システム・赤ちゃん連れ去り監視システム



４．侵入者監視

３．高セキュリティエリア監視

１．安否確認

２．不正入場防止

システム構成図 → P16［A］および［B］参照

安否確認1 不正入場防止2 高セキュリティエリア監視3 侵入者監視4

適用システム
・入退場管理システム（タッチ式、タッチレス式、車番認証、簡易入退場）

・在場者安否確認システム

期待される効果
①入退場管理システムの導入により、不審者の侵入を防げます。
②工場内の人数と氏名が確実、瞬時に把握できます。
③在場者安否確認システムとの連携で有事の際の安否確認が容易にで

きます。
④タッチレスのアンテナ（約30cm四方）を導入した場合、構外への避難時に複数人数を同時に認証できる

ため、有事の際の在場者管理（逃げ遅れた人の把握）が瞬時にできます。 
⑤保全工事時における臨時作業員も容易に入退場管理システムへの登録、カード発行ができるため、入退場

管理と安否確認ができるようになります。

2 3

トータルセキュリティソリューション 適用例

工場・研究所
入退場管理と監視カメラによる不正入場者の録画／監視
有事の際の人数把握／安否確認
駐車場の違法駐車録画／監視

適用システム
・セキュリティカメラ
・光フェンスセンサ®システム※1

期待される効果
①設備の異常信号や光フェンスの侵入者検知により、監視カメラを対象

物に自動的に向け、録画／監視でき、緊急時に現場に行かなくても
確認することができます。

②監視カメラを使用することにより、侵入者録画／監視もできます。
③駐車場に導入することにより違法駐車の録画／監視もできます。

※１：富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社の登録商標です。

不正入場防止、災害・事故発生時の安否確認

不正侵入抑止・不正駐車対策

目　的

目　的 3 4

1 2



１．安否確認

３．緊急時一斉退場確認

５．侵入者監視

４．設備異常監視

２．不正入場防止

侵入者監視5緊急時一斉退場確認3不正入場防止2 4 設備異常監視1 安否確認

適用システム
・入退場／入退室管理システム（タッチ式、タッチレス式、車番認証、簡易入退場、ハンズフリー入退場）

・在場者安否確認システム

期待される効果
①入退場管理システムの導入により、不審者の侵入を防げます。
②発電所内の人数と氏名が確実、瞬時に把握できます。
③在場者安否確認システムとの連携で有事の際の安否確認が容易にできます。
④保全工事時における臨時作業員も容易に入退場管理システムへの登録、

カード発行ができるため、入退場管理と安否確認ができるようになります。
⑤タッチレスのアンテナ（約30cm四方）を導入した場合、構外への避難時に

複数人数を同時に認証できるため、有事の際の在場者管理（逃げ遅れた
人の把握）が瞬時にできます。
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トータルセキュリティソリューション 適用例

発電・放射線設備
入退場管理と監視カメラによる不正入場者の録画／監視
有事の際の人数把握／安否確認

適用システム
・セキュリティカメラ・在場者安否確認システム
・光フェンスセンサ®システム※1

期待される効果
①設備の異常信号や光フェンスの侵入者検知により、監視カメラを対象

物に自動的に向け、録画／監視でき、緊急時に現場に行かなくても
確認することができます。

②監視カメラにより屋内の立ち入り禁止エリアへの侵入者や火災などの
変化を画像解析し、異常信号の出力ができます。

※１：富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社の登録商標です。

安否確認、不正入場防止、居場所管理

不正侵入抑止、設備異常のスムーズな現場確認

目　的

目　的

システム構成図 → P16［A］および［B］参照

1 2 3

4 5



3．安否確認

4．不正入場防止

2．水位監視

1．施設監視

施設監視1 不正入場防止4安否確認3水位監視2
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トータルセキュリティソリューション 適用例

ダム・水力発電設備
監視カメラによる水位／設備監視
入退場管理と監視カメラによる不正入場者の録画／監視 適用システム

・セキュリティカメラ

期待される効果
①監視カメラの導入によりダム内の水位、設備の録画／監視を行うことが

でき、緊急時に現場に行かなくても確認することができます。
②建屋、管理所の入口に導入することにより、侵入者の録画／監視を行う

ことができます。
③ダム上における来訪者の危険行為を抑止します。

適用システム
・入退場／入退室管理システム（タッチ式、タッチレス式、車番認証、簡易入退場）

・在場者安否確認システム

期待される効果
①入退場管理システムの導入により、不審者の侵入を防げます。
②建屋・管理所内の人数と氏名が確実、瞬時に把握できます。
③在場者安否確認システムとの連携で有事の際の安否確認が容易にでき

ます。

現場設備のスムーズな確認、不正侵入抑止、安全対策

建屋・管理所への不正入場防止、安否確認

目　的

目　的

システム構成図 → P16［A］および［B］参照

3 4

1 2



2．侵入者監視

1．設備監視

3．来訪者管理

4．不正入場防止

システム構成図 → P16［A］および［B］参照

設備監視1 不正入場防止4来訪者管理3侵入者監視2
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トータルセキュリティソリューション 適用例

浄水場
監視カメラによる異物混入の録画／監視
入退場管理と監視カメラによる不正入場者の録画／監視 適用システム

・セキュリティカメラ
・入退場／入退室管理システム（タッチ式、タッチレス式、車番認証、簡易入退場）

・光フェンスセンサ®システム※1

期待される効果
①監視カメラの導入により、浄水場への異物混入、侵入者の録画／監視が

でき、緊急時に現場に行かなくても確認することができます。
②取水口、沈殿池などに導入することにより浄水場設備の録画／監視が

でき、現場状況をスムーズに把握できます。
③車番認証システムなどを導入することにより不審車両の入場を防げます。
④設備の異常信号や光フェンスの侵入者検知により、監視カメラを対象物に自動的に向け、録画／監視でき、

緊急時に現場に行かなくても確認することができます。

※１：富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社の登録商標です。

不正侵入抑止、現場設備のスムーズな確認目　的

適用システム
・入退場／入退室管理システム（タッチ式、タッチレス式、車番認証、簡易入退場）

・在場者安否確認システム
・来訪者登録管理システム

期待される効果
①入退場管理システムの導入により浄水場内の人数と氏名が確実、瞬時に

把握できます。
②在場者安否確認システムとの連携で有事の際の安否確認が容易にでき

ます。
③来訪者登録管理システムを導入することにより来訪者の安否確認も容易

にできます。

不正入場防止、災害・事故発生時の安否確認、来訪者管理目　的 3 4

1 2



４．車線横断監視

１．落下物監視

３．違法駐車監視

２．逆走車監視

落下物監視1 車線横断監視4違法駐車監視3逆走車監視2

適用システム
・セキュリティカメラ

期待される効果
①監視カメラをジャンクション、インターチェンジ、サービスエリアなどに導入することで、逆走車の録画／

監視ができ、即座に現場の確認をすることができます。
②料金所などに導入することで、違法駐車や車番の録画／監視ができます。
③高速道路内に導入することで、車線横断者の録画／監視ができます。
④トンネルなどに導入することで、駐停車や落下物の録画／監視ができます。
⑤サービスエリアなどに導入することで混雑状況の録画／監視ができます。
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トータルセキュリティソリューション 適用例

道路
監視カメラによる逆走車・違法駐車・車線横断者の録画／監視
高速道路内の落下物録画／監視

安全対策目　的

システム構成図 → P16［B］参照

1 2 3 4



１．侵入者監視

３．線路内侵入監視

２．遮断踏切進入監視

1 侵入者監視 2 遮断踏切進入監視 3 線路内侵入監視

適用システム
・セキュリティカメラ

期待される効果
①遮断踏切、線路、駅のホーム、コンコースなどに監視カメラを導入することで不正進入・不審者・うろつき

などの録画／監視を行うことができます。
②設備の異常信号や光フェンスの侵入者検知により、監視カメラを対象物に自動的に向け、録画／監視

でき、緊急時に現場に行かなくても確認することができます。
③変電所などに設置することで、機器故障などによる火災の録画／監視を行うことができます。
④画像解析システムによって線路内転落や、遮断機閉じ込めをいち早く検知し、中央指令や駅警備員に通報

することができます。
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トータルセキュリティソリューション 適用例

鉄道・駅舎・変電所
監視カメラによる線路内侵入者の録画／監視
駅構内と変電所の録画／監視

安全対策、不正侵入抑止目　的

システム構成図 → P16［B］参照

1 2 3



3．徘徊看視

2．不審者監視

4．赤ちゃん連れ去り監視

１．違法駐車監視

システム構成図 → P16［Ｂ］および［Ｃ］参照

違法駐車監視1 不審者監視2 徘徊看視3 赤ちゃん連れ去り監視4

適用システム
・セキュリティカメラ

期待される効果
①監視カメラを導入することにより、廊下、エントランス、新生児室、

薬品棚の録画／監視、うろつき録画／監視ができ、緊急時に現
場に行かなくても確認することができます。

②駐車場に導入することで違法駐車の録画／監視ができます。
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トータルセキュリティソリューション 適用例

病院・介護施設
駐車場の違法駐車録画／監視
入院患者／入所者の徘徊看視
赤ちゃんの連れ去り監視

不正侵入抑止、不正駐車対策目　的

適用システム
・赤ちゃん連れ去り監視システム

期待される効果
①赤ちゃん連れ去り監視システムの導入により、赤ちゃんが連れ出さ

れた場合、即座に看護師、警務に通報することができます。

赤ちゃん連れ去り対策目　的

適用システム
・セキュリティカメラ
・入退場管理システム

期待される効果
①監視カメラの導入で、入院患者の徘徊をカメラで録画／看視する

ことができます。
②入退場管理システムの導入により、徘徊、立ち入り禁止箇所への侵入を検知することができます。

徘徊看視目　的

1 2

3

4


