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Hix 装置は2004年に発売以来、主として防災行政無線システムの画像伝送用として、自治体様初め、各

防災機関等で、多数ご活用頂いております。（防災無線メーカ様経由）

汎用的に広くご使用頂けるよう、大幅なコストダウンと専用の画像表示ｿﾌﾄ（GUI）の開発により 、専門知識

を必要とせず、容易に画像収集ｿﾘｭｰｼｮﾝの構築が出来るよう、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化商品としてまとめました。

VGA 画像を、３KB（1/300）、６KB（1/150）、９KB（1/100）等に、超圧縮することで狭帯域無線装置での伝送を

可能にしました。 （超圧縮による画像の劣化「ﾌﾞﾛｯｸﾉｲｽﾞや偽色」が発生しない方式の開発）

多くの納入実績と高い信頼性・運用性 （監視ｶﾒﾗとﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの接続が可能）

VGA画像を6KBへ圧縮し伝送した画像
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ簡易無線での伝送時間≒18秒
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新製品はｺｽﾄﾀﾞｳﾝと、専門知識を必要とせず容易にｼｽﾃﾑ構築出来るﾊﾟｯｹｰｼﾞ化を実現

新製品：Hix-003 のご紹介

Hix は、ﾃﾞｰﾀ量の大きい画像を超圧縮する技術開発により実現 （JPEGの約3倍の効率）

無線機のデジタル化によりデータ伝送への活用！
使用無線回線の種類と特徴

回線
方式

回線の名称等 伝送
速度

特 徴

無線 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ簡易無線
150MHz 5w
400MHz 5w

3.2kbps
3.2kbps

・認可容易・運用費安価
・遮蔽に強く遠距離可能
・見通しなら10km

無線 MCA 無線
800MHz ≒2kbps

・基地局からの通達範囲、
・ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱは主に国道沿

無線 特定小電力
920MHz 20mw ≒50kbps

・見通し距離 1km程度
・免許不要・安価

無線 一般業務無線
周波数帯と出力
は指定される

・特定業務用として認可
・無線従事者必要・高価
・免許条件がある



画像圧縮技術と伝送技術について

・通常の画像圧縮で、一般に使用されている方式は世界標準のJPEG方式です。
・単一無線回線等の超狭帯域回線で、ﾃﾞｰﾀ量の大きい画像ﾃﾞｰﾀを伝送する為

には、伝送画像ﾃﾞｰﾀを大きく圧縮する必要があります。
・JPEG方式では超圧縮しますと、「ブロックノイズ」と「偽色」が発生し大きく画像

が劣化し実用になりません。
・Hix で使用している、画像圧縮は独自開発の方式を使用しており、JPEGに比

較し、3倍以上の効率を有しており、「ブロックノイズ」や「偽色」がでません。
・画像の圧縮度と伝送時間は反比例の関係にあり、「時間短縮 → 画質低下」

「画質確保 → 時間が掛る」と云う事になります。
・Hix では、画像の圧縮度を可変する事で運用上の問題を解決しています。

画像比較→原画
→Hix画像

→JPEG画像

JPEG での圧縮画像
原画：900KB を6KBに圧縮
・ブロックノイズ・偽色発生
・PSNR:21dB

Hix での圧縮画像
原画：900KB を6KBに圧縮
・ﾓｽｷｰﾄﾉｲｽﾞは発生
・PSNR:25dB

Hix は、画像圧縮技術のみでなく、

回線品質が厳しく、伝送ﾚｰﾄの低い
VHF 単一回線での伝送の為、符号

伝送方式、誤り訂正符号等、また、
幅広い通信方式に接続出来るｲﾝﾀ
ﾌｪｰｽ技術を具備しております。



デジタル簡易無線（DCR）を使用した・標準パッケージの構成と機能

監視局装置：親局

構成機器 機器の仕様・規格等

監視・制御装置
（ﾊﾟｿｺﾝ装置）
（LCDﾓﾆﾀ付）

① PC：Windows7
Hix制御・画像表示・画像保存・加工・
機能等をインストール

② 被監視局は標準10局まで可能

無線機
ﾃﾞｰﾀ伝送端子付

① ICOM社製 デジタル簡易無線機
IC-DU5505C  免許局 470MHZ 5w

② ﾓｼﾞｭｰﾙ型無線機 （検討中）

ｱﾝﾃﾅ関係 標準はｺｰﾘﾆｱ ： ﾌｨｰﾀﾞｰ付

電源装置 非常電源は、ご協議によります

被監視局：子局 （Hix + ｶﾒﾗ設置局）

構成機器 機器の仕様・規格等

Hix 装置 Hix-003 DCR 標準型 （ IF:RS-232C型）
映像入力：NTSC/USB ﾃﾞｼﾞｶﾒ自動切替

無線機
ﾃﾞｰﾀ伝送端子付

ICOM社製 デジタル簡易無線機
IC-DU5505C  免許局 470MHZ 5w

または、ﾓｼﾞｭｰﾙ型無線機を検討中

ｱﾝﾃﾅ関係 標準は八木３素子 ﾌｨｰﾀﾞｰ付

監視ｶﾒﾗ １台監視 別途ご協議の上決定します

監視ｶﾒﾗ 複数監視 AV・ｽｲｯﾁｬｰ付 別途ご協議し決定

PTZｶﾒﾗ（ﾌﾟﾘｾｯﾄ型） PTZｶﾒﾗは、ｵﾌﾟｼｮﾝ機能とします

電源装置 ｶﾒﾗ、無線機、停電保証等はご協議

無線伝送区間

DCR 回線での圧縮率と伝送時間

圧縮度 伝送時間 備考

3KB ≒10秒 高速・低画質

6KB ≒18秒 推奨画質

9KB ≒28秒 推奨・高画質

12Kb ≒34秒 高・画質

15KB ≒42秒 超高・画質
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センター局 GUI : 画像表示、制御装置の機能

１、標準型監視局画像表示・制御・画面

区分 機 能 仕 様 等

PC ﾊｰﾄﾞ Windows 7 HDD:500MB以上 LCDモニタ付
（解像度：1024×768以上）

機能ｿﾌﾄ Hix 標準 Mx Decoder・通信ｿﾌﾄ・FEC・

表示画面ｿﾌﾄ 画像表示ｿﾌﾄは、
画像監視・待機・
の全てを含む

① 拡大表示：指定１局
② ｻﾑﾈｲﾙ画像：10局
③ 各制御・画像収集ﾓﾆﾀ・子局監視
④ 収集画像の保管・削除
⑤ 保管画像は１局：1000枚以上

制御ｿﾌﾄ ・子局の制御は、
運用上の全ての
遠隔操作が可能

・保存画像の呼
出、加工が可能

① 圧縮ｻｲｽﾞ（1.5KB～18KB）切替
② 画像ｻｲｽﾞ（VGA/QVGA）切替
③ 子局制御（定時・随時等呼出）
④ 保存画像の表示・保存・
⑤ 保存画像の加工（ﾃｷｽﾄ追加等）

２、監視局：標準GUI機能の概要 （GUI : Graphic User Interface)

No 機能の種別 機能の詳細

１ 画像収集
画像保管は１局
当たり1000枚を
標準とする

① 監視局（親局）から、子局を遠隔制御し画像を収集する 収集は自動定時、随時等選択可能
② 子局からも手動で、親局に対し随時画像を伝送出来る
③ 画像圧縮ｻｲｽﾞは1.5KB～18KBを7 段階で切替が出来る 画面ｻｲｽﾞもVGA/QVGA切替可能
④ ｶﾒﾗは、据置型の場合はNTSCカメラとし、また、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ画像もUSB接続で伝送可能である
⑤ 子局1局で、複数台の監視ｶﾒﾗを設置する場合は、ｶﾒﾗ4台まで切替画像収集が可能である

２ 画像の活用等 ① 収集した画像は、自動的に保存が可能で、ﾃｷｽﾄ文字の挿入管理情報の記録も可能である
② 画像の収納は、汎用のJPEGﾌｫｰﾏｯﾄで行うので、保存画像の管理（削除・転送等）も可能である

３ その他の機能
ｵﾌﾟｼｮﾝ機能等

① 収納可能な子局の局数は、標準で１０局とする （多数局の場合はｵﾌﾟｼｮﾝ機能）
② PTZｶﾒﾗ（ﾌﾟﾘｾｯﾄ操作）を希望される場合は、ｵﾌﾟｼｮﾝ機能としご相談に応じます
③ DCR以外の無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽは、ご相談に応じます （UDP/IP 16QAM π/4 MCA 等実績多数）

３、主な機能について
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システムの設置構成例－１ （監視カメラの無線による遠隔監視）

Hix-003装置

Hix-003装置

DCR無線機

監視ｶﾒﾗ

八木ｱﾝﾃﾅ

ｶﾒﾗ切替器

監視ｶﾒﾗ×４台

DCR無線機

八木ｱﾝﾃﾅ

Hix-003装置ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

DCR無線機車載ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ

基地局 画像表示・制御装置
ﾊﾟｿｺﾝへGUI 組込
制御可能局数：標準10局

（DCR 用 GUI の例）

ｺｰﾘﾆｱｱﾝﾃﾅ

DCR無線機

ｾﾝﾀｰ局

ｶﾒﾗ局（子局）

複数ｶﾒﾗ局（子局）移動局（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ局）
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システムの設置構成例－２ （ｲﾍﾞﾝﾄ発生時 画像伝送/各種データ遠隔計測等）

Hix-003装置

Hix-003装置

DCR無線機

監視ｶﾒﾗ

八木ｱﾝﾃﾅ

DCR無線機

八木ｱﾝﾃﾅ

基地局 画像表示・制御装置
ﾊﾟｿｺﾝへGUI 組込
制御可能局数：標準１0局

ｺｰﾘﾆｱｱﾝﾃﾅ

DCR無線機-1

画像系ｾﾝﾀｰ局装置

ｲﾍﾞﾝﾄ感知付カメラ局

ﾃﾞｰﾀ/各監視情報 伝送局
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侵入者感知、
動物侵入等

侵入検知器等

ﾃﾞｰﾀ ﾛｶﾞｰ

各ｾﾝｻｰ群
計測・作動監視・接点等

ｺｰﾘﾆｱｱﾝﾃﾅ

DCR無線機-2

計測ﾃﾞｰﾀ
監視情報

ｲﾍﾞﾝﾄ情報

PC 装置へ表示：記録

画像監視GUI

ﾃﾞｰﾀ監視/状態監視等・表示器

ﾃﾞｰﾀ系ｾﾝﾀｰ局装置

遠隔地の計測ﾃﾞｰﾀ
及び監視情報の収集
と表示・記録を行う



Hix-003 納入システム実績－１

DCR
無線機

Hix
画像装置

カメラ
切替器

DCR
無線機

ﾓﾆﾀｰ

PC
Hix/GUI
ｿﾌﾄｳｪｱｰ

取得：監視画像

土地改良区
事務所

監視装置：GUI

ダム と 機械室

機器収納筺体
無線機：Hix・電源・
カメラ切替器 他

カメラ×４台

8素子八木ｱﾝﾃﾅ

取得画像の伝送

Hix.の制御・統制

DCR：無線伝送回線

無線区間 ： 約4km

湖面

余水吐ゲート

取水口

システムの構成

実装写真



NTSC 入力端子

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ接続端子

圧縮度（画質）可変ｽｲｯﾁ 圧縮度等表示部

ご注意：仕様・外観は予告なく変更する事があります

！ 正しく安全にご使用頂くため取扱説明書をお読みください

項 目 仕 様 備 考

映像入力 NTSC 監視カメラ用
USB デジタルカメラ用

自動切替方式
＊USB優先切替

無線機I/F RS-232C UDP/IP ｵﾌﾟｼｮﾝ：MSK Modem

周辺機器I/F RS-232C  RS-485（ｵﾌﾟｼｮﾝ） RS-485：カメラ制御等に使用

本体寸法
取付金具付

≒115(W)   ≒35(H)  ≒137(D)
≒115(W） ≒48(H) ≒137(D)

単位mm 重量：≒500g
単位mm 重量：≒760g

電源電圧 DC10.8V ～ 15.2V (ー接地)
＊消費電力は暫定値です

消費電力：3.2VA 以下
待機電力：2.0VA 以下

Hix-003 機能仕様等

Hix (ﾊｲｴｯｸｽ）は、当社の登録商標です

ISRI 株式会社 情報システム総合研究所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-29-12 メトロシティ南池袋ﾋﾞﾙ ５F

TEL 03-5992-4053 FAX  03-5992-5357

URL  http://www.isri-inc.com

Hix-003 機能・ｲﾝﾀﾌｪｰｽ・外形寸法・消費電力

画面ｻｲｽﾞ切替

電源ｽｲｯﾁ送信ボタン

前面

お問い合わせは下記にお願いします

背面

RS-232C端子
（無線機）

取付架台RS-232C端子
（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能等）

UDP/IP 接続ﾀｰﾐﾅﾙ
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