
航空管制用無線電話装置
離着陸時も航行時も、航空機の
安全を守ります。

□×駅

新幹線デジタル列車
無線システム
運転席と指令所を結んで、
列車運行の信頼性を確保。

ハンズフリー通話用カーナビ・アダプター
カーナビと接続・連動することにより、
ハンズフリー通話が手軽に、安全にでき
ます。
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カーナビと連動、手軽に、安全にハンズ
フリー通話

運転中の携帯電話の操作は、安全運転への配慮から法規制
されています。このため携帯電話のハンズフリー装置も進歩
を遂げ、カーナビに接続することでスピーカーやタッチ
パネルなどの機能を共用し、手軽に、安全にハンズフリー
通話ができる装置も出ています。

（株）五洋電子はこれにワイヤレス機能を加え、携帯電話
がポケットに入ったままでもカーナビと連動して乗降時の
わずらわしい操作が不要になるようにし、また携帯電話の
買い換えにも容易に対応する製品を開発しました。使い易く
なり、その分、安心して、安全に運転していただくのに一層役
立つものになりました。

航空管制用無線電話装置は、航空機のパイロットと管制
官とを音声の通信でつなぐ装置です。航空機の離陸から着
陸までを、この装置を通した指令や情報が誘導しています。
安全な運行のために、高い信頼性が求められます。当社の
最先端のソフトウェア無線技術を採用した本装置が信頼と
安全を支えています。

現在、全国約80カ所の空港・空港事務所で活躍して
います。

航空機の安全を支える無線電話装置

新幹線デジタル列車無線システム　
200編成の安全をバックアップ

新幹線の車両と指令所とをつなぐ、運行業務の連絡に使
用されているのが列車無線です。その業務効率向上のため
に東海旅客鉄道株式会社様、西日本旅客鉄道株式会社様
が、デジタル列車無線システムを導入されました。

当社は、（株）日立製作所と協力し、主に車両（運転者
および車掌が使用）の無線設備を２００編成納入し運用
いただいています。

また、東海旅客鉄道株式会社様ではデジタル列車無
線システムを利用してＮ７００系車両で、パソコンを持っ
ている乗客がインターネットに接続できるようにして、顧客
サービス向上が図られています。

お客様とともに ー安心・安全ー

スピーディーな交通手段を、安心して利用するために、確実でスムーズな情報通信が欠かせません。
当社グループの無線技術がお手伝いします。

大空へ飛び立つジャンボジェット機には、初めての飛行
機にわくわくしている子どもたち、将来の夢を語り合うカッ
プル、初孫の顔を楽しみにしている老夫婦。

私たちは、さまざまな思いを胸に搭乗される方々に「安全」
を提供させていただいています。お客様
が笑顔で飛行機を後にされる姿に、開発者
としての「喜びと誇り」を感じています。
これからもたくさんの笑顔を見届けていき
たいと思います。

本製品は、「繋がり」というキーワードを基に開発を進めま
した。お客様の目線に立ち実車検証を重ね、求められる利便性
と安全性を繋ぐ製品を実現できたことを嬉しく思います。
今後はさらなる繋がりを求め、「メディアを繋ぐ」「夢を繋ぐ」
そして真の「もの」と「つくる」を繋ぐ力強い
「ものづくり」を目指していきます。

羽村工場 第一設計部
岡部 浩一さん

（株）五洋電子 電子機器設計部
 田口 周平さん

Voice Voice

FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
カーナビシステム

FOMA® 接続ケーブル PDC接続ケーブル

ワイヤレス接続 ワイヤレス接続
カーナビシステム

車内コンソールボックス
裏側等に設置

TG-01

車載用通信アダプタ

テレマゲートウェイ　TG-01

ハンズフリー機能付カーナビシステムと
FOMA® 端末をつなぎます。
1. ハンズフリー通話をする
2.FOMA® 端末の電話帳をカーナビに転送する
3.FOMA® 端末に給電する

無線電話装置（出荷前）

＊FOMA®は（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
＊Bluetooth®はブルートゥース・エス・アイ・ジーの登録商標です。

運転席操作盤 列車に設置される制御装置
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次世代ネットワーク型監視カメラシステム
統合監視ソフトウェア

超高感度カメラ
Starlight EYE ® シリーズ

B
A
N
K

入退室管理や録画、障害管理機能など、各種機能をパッ
ケージ化し、安全管理のためのさまざまな課題に応えます。

悪天候にも耐え、夜間でも動く対象を
捉えます。

※１ ＶＭｎｅｘＴＭ Video Management for next stage
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※１ MRI Magnetic Resonance Imagingの略。核磁気共鳴画像診断法、磁気共鳴映像法ともいう。心臓、動脈、静脈など体のあらゆる部分の
断面画像を映し出す

※2 ブースタ テレビの電波を増幅する機械。テレビの電波は分配したり、テレビ線を通っていく途中で減衰し、弱くなる。これをブースタで増幅、
補償する

※3 タクトタイム tact time 装置の１回の処理時間
※4 共焦点  焦点がバラバラな厚いものでもボケない画像を得られる事

お客様とともに　ー先端ニーズを追ってー

映像技術の進歩から生まれる新たなニーズに、いち早く取り組みます。監視カメラは昼夜を問わず、悪天候に耐え、時には広い領域を同時に見つめ、
お客様と社会の安心・安全を支えます。

岩手県一関市のＡ病院と約１０km離れたＢ診療所間を
SINELINK®25Ｇにて高速データ伝送接続、遠隔医療中継
回線を実現しました。（無線区間約８．５km）

MRIの装置はあるが、読影する医師のいないB診療所から
画像データをＡ病院に送り、そこの専門医師が読影・診断を
実施し診断結果を伝える仕組みです。大量な画像データを
短時間で送信することが実現し、地域医療の一端を支えて
います。

＊ SINELINK® は当社の登録商標です。

地デジ受信では送信所から離れていたり、周囲の建物で
電波が遮られたりすると、テレビ画面にモザイク状の四角い
画像ゆがみ（ブロックノイズ）が発生する場合があります。
これに対し、地デジアンテナに組み合わせて使用すること
で地デジ信号の受信品質を大きく向上させ、ブロックノイズ
の解消に効果を発揮するパワーアップブースタを開発しま
した。

「高さ測定装置」は、半導体後工程における半導体検査
装置で、従来の「微小線幅測定装置」に、微小段差を測定
する機能を追加した装置です。

従来の半導体検査工程では、「微小線幅測定装置」によ
るウェハ上の微小なパターン幅の測定のみで十分でしたが、昨
今は、微小段差を同時に測定する機能（高さ測定機能）が要求
されるようなりました。

お客様並びに協力会社を含めた多くの有識者のご協力に
より、他社にない高速処理でタクトタイムの短縮が実現しま
した。また明るい共焦点画像を得ることができ、お客様の
半導体製造工程における製品の歩留り向上と品質保証に
大きく貢献しています。

映像技術を応用した高さ測定機能への期待高速無線伝送で、ＭＲＩの遠隔読影・診断を実現

地デジ受信時のブロックノイズを解消　
パワーアップブースタで鮮明画像

安心・安全への関心が高まり、銀行のATMコーナー、空港
や駅、工場、農園など、さまざまな場面で「監視」の重要性が
増しています。これに対して、単に監視カメラの数、性能や
設置場所に工夫を凝らすだけでなく、監視業務自体を限られ
た人員や労力で、支障なく効率的に行うことが、重要になっ
てきました。

監視業務に必要なカメラ画像の表示、カメラ方向のコント
ロールなどの基本機能に加え、監視業務を効率化する各種
センサーや入退出管理装置と数台〜数百台のカメラ・録画装置
の連動機能、各機器・ネットワークが正常に動作しているかを
見守る障害管理機能など、多様化・複雑化する要望に応え、
各種機能をパッケージ化した統合監視ソフトウェアＶＭｎｅｘＴＭ

を開発しました。
＊ VMnexTM は当社の登録商標あるいは商標です。

2009年２月発売の超高感度一体型カメラHC-268は、従来
機種のHC-258と比較して感度、小型軽量化、耐環境性など
大幅に性能をアップしました。

特に感度については、従来機種と比べて向上しており、夜
間でも、動いている自動車や人などを動画像で撮影すること
が可能です。

河川や港湾、空港などの重要施設監視用として重点的に
本製品のアピールを図り、安全で豊かな社会づくりに貢献し
ます。

カメラとネットワークで万全のセキュリティ重要施設の「安心・安全」のため、超高感度
カメラを性能アップ

お客様とともに　ー安心・安全ー

河川、道路、港湾、重要施設など、さまざまな監視分野で
お客様の期待に応えられる高機能、高信頼性の製品づくりを
心がけています。少ない照明で鮮明な監視画像を得るための
高感度化をはじめ、低消費電力化、RoHS
指令適合などにより、安全・安心で豊かな
社会づくりに貢献していきたいと思います。

「手軽に改善」がお客様の思い
　従来の製品は増幅度合いの調整が必要で、価格的にも手
軽さがない。地デジアンテナ専用ブースタがあればという、
簡単な発想で挑戦しましたが、試行錯誤の連続でした。発案
後6カ月、最後まで既成概念にとらわれずアンテ
ナ屋の視点で取り組み、お客様の期待と鮮明画
像にこだわったことで一味違った製品に仕上が
りました。

さまざまなお客様に監視ソフトウェアを納入した経験と
ノウハウをベースに、お客様の新しい要望を考え、統合監視
ソフトウェアを開発しました。特に、要望の多かった障害管理
機能は、中核部分の製品だけでなくネットワーク機器の障害に
も対応するものにしました。今後もお客様の
要望を取り入れ、バージョンアップを継続的
に行っていきます。

小金井工場 監視機器設計部
伊藤 崇さん

八木アンテナ（株）開発設計本部
金子 敦さん

（株）日立国際電気エンジニアリング　
  設計本部
 清水 高博さん

小金井工場  画像ソフト設計部
今野 栄喜さん
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映　像

光
高速
カメラ

試料台

制御ソフト

P C

高さ測定
画像処理用
ボード

超高感度

劣環境に対応

コンパクトボディ
パワーアップ
ブースタ 使用前

安定受信

パワーアップ
ブースタ 使用後

※画像はイメージです。

HC-268
＊ Starlight EYE® は当社の登録商標です。

「高さ測定装置」納入後のお客様からは、高速測定と検
査工程の省力化で好評を得ています。この装置は、ウェハの
自動搬送可能なロボット搬送機でシステムアップを図って
おり、レシピと呼ばれる測定条件をまとめた電子ファイルを
作成する事で、無人でウェハの搬送から検査結果の出力まで
を行うことができます。これにより、検査工程の省力化が
可能になったことでお客様にご満足いただいています。今後は、
部品を含め工夫を重ね、価格面でもより
一層お客様にご満足いただけるよう、努
力していきます。

Voice
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