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価格：オープン価格　発売日：2019 年 6 月中旬
おもな特長
　近年、世界的スポーツイベントを控え、特に公共インフラ・警備
業界を中心に防犯対策の需要が高まっており、ネットワークカメラ
の設置台数が増加している。一方、ネットワークカメラは壁や天井
などに固定して使用するため、映像に死角が発生する課題がありま
す。また、警備業界では多くの人手を必要としており、映像を活用
した警備の強化・効率化が求められている。
　"LINKFLOW FITT360 SECURITY" は、360 度撮影可能な首
かけ型の業務用ウェアラブルカメラだ。装着者の周囲の映像を撮影
することで、固定式のネットワークカメラで発生する死角を補完す
ることができる。1 台に搭載された 4 つのカメラにより、装着者
の前方、背後、横の映像の記録が可能です。身体の中で揺れの少な
い首周りに着用することで、振動の少ない安定した映像を撮影でき
る。Wi-Fi や LTE で映像を伝送することで、警備・公安などの現場
の状況を本部にリアルタイムで共有し、事件・事故発生時の迅速な
対応や、作業支援を実現します。さらに、キヤノン MJ の映像管理
基盤であるビデオ管理ソフトウエア「XProtect®」と連携でき、ネッ
トワークカメラやさまざまなシステムと連携した統合的な映像管理
が可能としている。
　キヤノン MJ は、「XProtect®」と「XProtect®」に連携するハー
ドウエアやシステムの販売を強化しています。今後もキヤノン製の
ハードウエアに加え、海外製の優れたハードウエアやシステムを国
内で積極的に展開することにより、入力（ネットワークカメラ、ウェ
アラブルカメラ）、録画（XProtect®）、映像解析システムをワン
ストップで提供し、国内市場のニーズに応えていくとしている。
　3 月 5 日から 8 日まで、東京ビッグサイトで開催された

「SECURITY SHOW 2019」のキヤノンブースにて、製品を展示。
※ 業務用首かけ型ウェアラブルカメラにおいて。2019 年 3 月 4
日時点。（LINKFLOW 社調べ）

【問合せ先】キヤノンマーケティングジャパン株式会社 NVS 企画
部 NVS 商品企画第一課　TEL： 03-6719-9843

◆ソシオネクスト：「ISC West」に出展
最先端のイメージシグナルプロセッサーとエッジ AI システムに

よる映像モニタリング、監視カメラ向けソリューションを紹介
　株式会社ソシオネクスト （Socionext Inc.） は、4 月 10 日から 
12 日まで米国ラスベガスで開催される「ISC West」に出展する。
当社のイメージシグナルプロセッサー 「Milbeaut®」シリーズに
よる高画質、高性能処理とソシオネクストのエッジサーバー技術を
ベースとした映像モニタリング、監視カメラ向けソリューションの
ラインナップを紹介。（ソシオネクストブース： 32107）
ソシオネクストのエッジソリューション
　セキュリティー分野では近年、低レイテンシーなど性能面だけで
なく、プライバシー保護の観点からも、個人情報などセンシティ
ブなデータをクラウドに送ることなくエッジ側で処理する要求が
高まっています。ソシオネクストは本年の ISC West で、カメラ

に搭載したデバイスでの AI 処理や複数カメラを制御するエッジ AI
サーバーによる処理など、さまざまな低消費電力エッジ処理のソ
リューションを提案する。
カメラ内蔵デバイスによる複数の顔検知および認識
　ソシオネクストはパートナー各社と共同で、エッジデバイスへの 
AI 機能の実装を可能にする CNN（畳み込みニューラルネットワー
ク）ディープラーニングソリューションを開発しました。展示では
監視カメラにおける視覚探索機能に最適な複数の顔検知および認識
処理のデモンストレーションを行います。照度の低い環境でも高度
な性能を発揮し、一部が覆われている顔や斜めから見た顔の認識に
加え、一つの画面の中で複数の人物や物体を特定することが可能で
す。カメラに搭載したデバイスが顔のデータとメタデータを瞬時に
取得してクラウドに送ることで、ディープラーニング推論処理の精
度を高める。
　このデモはソシオネクストの Milbeaut （ミルビュー）シリーズ
のイメージシグナルプロセッサー「SC2000」を中心に構成して
います。SC2000 は監視カメラに要求される高度な画像処理に対
応するよう設計されており、ヒトによる目視、およびコンピューター
ビジョンによる画像認識のそれぞれに最適な画質を提供する。
リアルタイム物体認識およびビデオマネジメントシステム
　監視カメラ向けに最適化した高速、高性能かつ低消費電力の AI 
ソリューションを展示します。当ソリューションは Arm コアプロ
セッサー「SynQuacer SC2A11」と、エッジ向け AI アクセラレー
ターの組み合わせで実現しています。パートナー各社と共同で AI 
アクセラレーター搭載ビデオマネジメントシステムを開発、優れた
並列処理と高度なビデオ分析機能により、画像分類、顔認識、物体
検知などに優れた性能を発揮します。IP カメラから取得した複数
チャネルの映像をリアルタイムで配信することが可能で、ビデオ分
析処理を SynQuacer プロセッサーと AI アクセラレーターを搭載
したエッジ側システムで実行、配信する映像にメタデータを付加す
ることでよりインテリジェントな処理が可能となる。
3DNR・WDR 機能搭載 最先端イメージシグナルプロセッサー
　ソシオネクストはさらに、Milbeaut シリーズの超低消費電力
ロセッサー「SC2002」を中心としたシステムを展示します。
3DNR （三次元ノイズリダクション）、WDR （ワイドダイナミック
レンジ） 機能を搭載、低照度環境下でも高画質での撮影を可能にし
ています。SC2002 はわずか 1.5W で動作し（Typical 条件）、
ビデオモニタリングや監視カメラシステムに最適な高性能 DSP（デ
ジタルシグナルプロセッサー）を搭載している。 
ISC West について http：//www.iscwest.com/
SC2000 製品情報 http：//www.socionext.com/jp/products/
assp/milbeaut/SC2000.html
SC2002 製品情報 http：//www.socionext.com/jp/products/
assp/milbeaut/SC2002.html
SynQuacer 製 品 情 報 http：//www.socionext.com/jp/
products/assp/SynQuacer/
ソシオネクストについて詳しくは www.socionext.com/jp を
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◆ キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン：可視光
域と近赤外線域での撮像が同時に可能　1.2 億画素
超高解像度 CMOS センサー "120MXSI" を発売

　キヤノンは、可視光域と近赤外線域※での撮像が同時に可能な超
高解像度 1.2 億画素 CMOS センサー "120MXSI" を本日より発売
する。
※波長約 800 ～ 1000nm。

120MXSI
おもな特長
　"120MXSI" は、APS-H サイズ※ 1 の 1.2 億画素 CMOS セン
サー。1 つのセンサーでカラー画像と近赤外線画像を同時に取得で
きるため、工場における検査や計測、セキュリティー、農業、医療、
ロボティクスなど幅広い分野への応用が可能としている。
フル HD の約 60 倍にあたる 1.2 億画素の超高解像度を実現
　フル HD（1920 × 1080 画素）の約 60 倍にあたる 1.2 億画
素の超高解像度を実現し、画像のトリミングや電子ズームを行った
場合でも、高精細で鮮明な画像を取得することができる。高精細画
像の連続撮影や動体撮影にも対応し、多数の画素から信号を高速で
読み出す並列信号処理技術により、最高速度 11.3Gbps ※ 2 で、
1 秒間に最高約 9.4 コマの高速読み出しが可能。
可視光域と近赤外線域での撮像が同時に可能
　カラーフィルターの一画素を近赤外線域用の画素として割り当
てることで、1 つのセンサーで、カラー画像と近赤外線画像を同
時に取得できる。一般的なカメラの撮影は、カラー画像または近
赤外線画像のどちらか一方のみとなり、両画像を同時に取得する
には、複数台のカメラなどで大規模なシステムが必要になる中、
"120MXSI" を活用すると、カメラの台数を抑え、撮像システムや
検査装置の小型化に貢献する。さらに、近赤外線域の光を透過する
物質において、光の反射率や吸収率の違いなど、内部の状態を観察
できるため、例えば、食品工場の異物混入検査において、カラー画
像との併用により検査精度の向上が期待できる。
近赤外線域での撮像により期待される応用例
　植物は生育状況に応じ異なる強さで近赤外線を反射するため、広
域の航空撮影に使用することで、広いエリアの作物の生育状況を可
視化でき、収穫時期の判断に活用するなど、農業分野への応用が期
待できます。また、近赤外線は生体透過性が高いため、カラー画像
で観察しながら、同時に近赤外線画像を用いて蛍光造影法※ 3 に
よる生体内組織の可視化を行うなど、生体・医療分野での応用が可
能です。

※ 1 センサーの撮像画面サイズは約 29.2 × 20.2mm。
※  2Gigabit per second の略。データ伝送速度の単位の一つで、

1 秒間に何ギガビットのデータが送れるかを表したもの。
※  3 蛍光造影法とは、近赤外蛍光を発するインドシアニングリー

ンなどの薬剤を用いることで体内の生体内組織を観察する技法。
CMOS センサーの市場動向
　画像処理などのデジタル技術が進化する中、カラー画像と同時に
近赤外線画像を取得し画像認識をする幅広い分野への応用に期待が
高まりつつあり、近赤外線の特性を生かした食品やラベルなどの検
査、遠方の監視・モニタリング、精密農業、生体・医療分野への活
用も注目されている。（キヤノン調べ）
関連情報
商品紹介ページ
CMOS センサー
1.2 億 超多画素 CMOS センサー

【問合せ先】キヤノンマーケティングジャパン株式会社　産業機器
事業部　第二営業本部　企画部　企画課
電話番号 03-3740-1874（直通）

◆ キヤノンマーケティングジャパン：LINKFLOW 社
とウェアラブルカメラの販売代理店契約を締結

世界初 360 度撮影の業務用ウェアラブルカメラ "FITT360 
SECURITY" を発売
　キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：坂
田正弘、以下キヤノン MJ）は、LINKFLOW（リンクフロー）社

（LINKFLOW CO., LTD.、本社：韓国、CEO：Kevin Kim）との
間で、同社製品の日本国内における販売代理店契約を締結しました。
同社製の世界初※の 360 度撮影可能な業務用ウェアラブルカメラ
"LINKFLOW FITT360 SECURITY" を 2019 年 6 月中旬より発
売する。

LINKFLOW FITT360 SECURITY
発売情報
LINKFLOW FITT360 SECURITY ベーシックモデル
価格：オープン価格　発売日：2019 年 6 月中旬
LINKFLOW FITT360 SECURITY Wi-Fi モデル
価格：オープン価格　発売日：2019 年 6 月中旬
LINKFLOW FITT360 SECURITY LTE モデル
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る。Wi-Fi や LTE で映像を伝送することで、警備・公安などの現場
の状況を本部にリアルタイムで共有し、事件・事故発生時の迅速な
対応や、作業支援を実現します。さらに、キヤノン MJ の映像管理
基盤であるビデオ管理ソフトウエア「XProtect®」と連携でき、ネッ
トワークカメラやさまざまなシステムと連携した統合的な映像管理
が可能としている。
　キヤノン MJ は、「XProtect®」と「XProtect®」に連携するハー
ドウエアやシステムの販売を強化しています。今後もキヤノン製の
ハードウエアに加え、海外製の優れたハードウエアやシステムを国
内で積極的に展開することにより、入力（ネットワークカメラ、ウェ
アラブルカメラ）、録画（XProtect®）、映像解析システムをワン
ストップで提供し、国内市場のニーズに応えていくとしている。
　3 月 5 日から 8 日まで、東京ビッグサイトで開催された

「SECURITY SHOW 2019」のキヤノンブースにて、製品を展示。
※ 業務用首かけ型ウェアラブルカメラにおいて。2019 年 3 月 4
日時点。（LINKFLOW 社調べ）

【問合せ先】キヤノンマーケティングジャパン株式会社 NVS 企画
部 NVS 商品企画第一課　TEL： 03-6719-9843

◆ソシオネクスト：「ISC West」に出展
最先端のイメージシグナルプロセッサーとエッジ AI システムに

よる映像モニタリング、監視カメラ向けソリューションを紹介
　株式会社ソシオネクスト （Socionext Inc.） は、4 月 10 日から 
12 日まで米国ラスベガスで開催される「ISC West」に出展する。
当社のイメージシグナルプロセッサー 「Milbeaut®」シリーズに
よる高画質、高性能処理とソシオネクストのエッジサーバー技術を
ベースとした映像モニタリング、監視カメラ向けソリューションの
ラインナップを紹介。（ソシオネクストブース： 32107）
ソシオネクストのエッジソリューション
　セキュリティー分野では近年、低レイテンシーなど性能面だけで
なく、プライバシー保護の観点からも、個人情報などセンシティ
ブなデータをクラウドに送ることなくエッジ側で処理する要求が
高まっています。ソシオネクストは本年の ISC West で、カメラ

に搭載したデバイスでの AI 処理や複数カメラを制御するエッジ AI
サーバーによる処理など、さまざまな低消費電力エッジ処理のソ
リューションを提案する。
カメラ内蔵デバイスによる複数の顔検知および認識
　ソシオネクストはパートナー各社と共同で、エッジデバイスへの 
AI 機能の実装を可能にする CNN（畳み込みニューラルネットワー
ク）ディープラーニングソリューションを開発しました。展示では
監視カメラにおける視覚探索機能に最適な複数の顔検知および認識
処理のデモンストレーションを行います。照度の低い環境でも高度
な性能を発揮し、一部が覆われている顔や斜めから見た顔の認識に
加え、一つの画面の中で複数の人物や物体を特定することが可能で
す。カメラに搭載したデバイスが顔のデータとメタデータを瞬時に
取得してクラウドに送ることで、ディープラーニング推論処理の精
度を高める。
　このデモはソシオネクストの Milbeaut （ミルビュー）シリーズ
のイメージシグナルプロセッサー「SC2000」を中心に構成して
います。SC2000 は監視カメラに要求される高度な画像処理に対
応するよう設計されており、ヒトによる目視、およびコンピューター
ビジョンによる画像認識のそれぞれに最適な画質を提供する。
リアルタイム物体認識およびビデオマネジメントシステム
　監視カメラ向けに最適化した高速、高性能かつ低消費電力の AI 
ソリューションを展示します。当ソリューションは Arm コアプロ
セッサー「SynQuacer SC2A11」と、エッジ向け AI アクセラレー
ターの組み合わせで実現しています。パートナー各社と共同で AI 
アクセラレーター搭載ビデオマネジメントシステムを開発、優れた
並列処理と高度なビデオ分析機能により、画像分類、顔認識、物体
検知などに優れた性能を発揮します。IP カメラから取得した複数
チャネルの映像をリアルタイムで配信することが可能で、ビデオ分
析処理を SynQuacer プロセッサーと AI アクセラレーターを搭載
したエッジ側システムで実行、配信する映像にメタデータを付加す
ることでよりインテリジェントな処理が可能となる。
3DNR・WDR 機能搭載 最先端イメージシグナルプロセッサー
　ソシオネクストはさらに、Milbeaut シリーズの超低消費電力
ロセッサー「SC2002」を中心としたシステムを展示します。
3DNR （三次元ノイズリダクション）、WDR （ワイドダイナミック
レンジ） 機能を搭載、低照度環境下でも高画質での撮影を可能にし
ています。SC2002 はわずか 1.5W で動作し（Typical 条件）、
ビデオモニタリングや監視カメラシステムに最適な高性能 DSP（デ
ジタルシグナルプロセッサー）を搭載している。 
ISC West について http：//www.iscwest.com/
SC2000 製品情報 http：//www.socionext.com/jp/products/
assp/milbeaut/SC2000.html
SC2002 製品情報 http：//www.socionext.com/jp/products/
assp/milbeaut/SC2002.html
SynQuacer 製 品 情 報 http：//www.socionext.com/jp/
products/assp/SynQuacer/
ソシオネクストについて詳しくは www.socionext.com/jp を
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◆ キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン：可視光
域と近赤外線域での撮像が同時に可能　1.2 億画素
超高解像度 CMOS センサー "120MXSI" を発売

　キヤノンは、可視光域と近赤外線域※での撮像が同時に可能な超
高解像度 1.2 億画素 CMOS センサー "120MXSI" を本日より発売
する。
※波長約 800 ～ 1000nm。

120MXSI
おもな特長
　"120MXSI" は、APS-H サイズ※ 1 の 1.2 億画素 CMOS セン
サー。1 つのセンサーでカラー画像と近赤外線画像を同時に取得で
きるため、工場における検査や計測、セキュリティー、農業、医療、
ロボティクスなど幅広い分野への応用が可能としている。
フル HD の約 60 倍にあたる 1.2 億画素の超高解像度を実現
　フル HD（1920 × 1080 画素）の約 60 倍にあたる 1.2 億画
素の超高解像度を実現し、画像のトリミングや電子ズームを行った
場合でも、高精細で鮮明な画像を取得することができる。高精細画
像の連続撮影や動体撮影にも対応し、多数の画素から信号を高速で
読み出す並列信号処理技術により、最高速度 11.3Gbps ※ 2 で、
1 秒間に最高約 9.4 コマの高速読み出しが可能。
可視光域と近赤外線域での撮像が同時に可能
　カラーフィルターの一画素を近赤外線域用の画素として割り当
てることで、1 つのセンサーで、カラー画像と近赤外線画像を同
時に取得できる。一般的なカメラの撮影は、カラー画像または近
赤外線画像のどちらか一方のみとなり、両画像を同時に取得する
には、複数台のカメラなどで大規模なシステムが必要になる中、
"120MXSI" を活用すると、カメラの台数を抑え、撮像システムや
検査装置の小型化に貢献する。さらに、近赤外線域の光を透過する
物質において、光の反射率や吸収率の違いなど、内部の状態を観察
できるため、例えば、食品工場の異物混入検査において、カラー画
像との併用により検査精度の向上が期待できる。
近赤外線域での撮像により期待される応用例
　植物は生育状況に応じ異なる強さで近赤外線を反射するため、広
域の航空撮影に使用することで、広いエリアの作物の生育状況を可
視化でき、収穫時期の判断に活用するなど、農業分野への応用が期
待できます。また、近赤外線は生体透過性が高いため、カラー画像
で観察しながら、同時に近赤外線画像を用いて蛍光造影法※ 3 に
よる生体内組織の可視化を行うなど、生体・医療分野での応用が可
能です。

※ 1 センサーの撮像画面サイズは約 29.2 × 20.2mm。
※  2Gigabit per second の略。データ伝送速度の単位の一つで、

1 秒間に何ギガビットのデータが送れるかを表したもの。
※  3 蛍光造影法とは、近赤外蛍光を発するインドシアニングリー

ンなどの薬剤を用いることで体内の生体内組織を観察する技法。
CMOS センサーの市場動向
　画像処理などのデジタル技術が進化する中、カラー画像と同時に
近赤外線画像を取得し画像認識をする幅広い分野への応用に期待が
高まりつつあり、近赤外線の特性を生かした食品やラベルなどの検
査、遠方の監視・モニタリング、精密農業、生体・医療分野への活
用も注目されている。（キヤノン調べ）
関連情報
商品紹介ページ
CMOS センサー
1.2 億 超多画素 CMOS センサー

【問合せ先】キヤノンマーケティングジャパン株式会社　産業機器
事業部　第二営業本部　企画部　企画課
電話番号 03-3740-1874（直通）

◆ キヤノンマーケティングジャパン：LINKFLOW 社
とウェアラブルカメラの販売代理店契約を締結

世界初 360 度撮影の業務用ウェアラブルカメラ "FITT360 
SECURITY" を発売
　キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：坂
田正弘、以下キヤノン MJ）は、LINKFLOW（リンクフロー）社

（LINKFLOW CO., LTD.、本社：韓国、CEO：Kevin Kim）との
間で、同社製品の日本国内における販売代理店契約を締結しました。
同社製の世界初※の 360 度撮影可能な業務用ウェアラブルカメラ
"LINKFLOW FITT360 SECURITY" を 2019 年 6 月中旬より発
売する。

LINKFLOW FITT360 SECURITY
発売情報
LINKFLOW FITT360 SECURITY ベーシックモデル
価格：オープン価格　発売日：2019 年 6 月中旬
LINKFLOW FITT360 SECURITY Wi-Fi モデル
価格：オープン価格　発売日：2019 年 6 月中旬
LINKFLOW FITT360 SECURITY LTE モデル


