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有名な南アフリカのGarden Routeの
中心にあるOubaaiゴルフエステート

フリア－システムズの赤外線カメラがエステート周辺を
守るのに役立っています。
南アフリカのGarden Routeは世界的にも有名です。南アフリカの南岸に広がる人
気の景勝地です。そこにはMossel Bay、George、Knysna、Oudshoom、Plettenbe
rg Bay、Nature’sValleyなどの町があります。
一帯は壮大な山々、原生林、湖沼、川で知られ、HeroldsbayのGarden Routeに沿
っています。そこには壮観なOubaaiゴルフリゾートがあります。先ごろ、The Oubaai
Homeowners Associationが総合セキュリティ5年計画の一環で住民、会員、ゲス
トのための積極的な防衛計画の一部として6台のフリア－システムズの赤外線カメ
ラを設置しました。
Oubaaiゴルフコース：Ernie Elsによる設計
Oubaaiゴルフエステートは南アフリカの絶景
の地Garden Routeの中心にある大規模な宅
地造成地です。造成地は128のビレッジアパ
ートメントと322の戸建ての450棟の住宅か
ら成ります。Oubaai内にはハイアットリージェ
ンシーグループが2010年オープン予定の客
室数100の豪華ホテルを建設中です。
Oubaaiゴルフクラブは南アフリカのゴルフ
界のスーパースターErnie Elsの設計による
チャンピオンシップゴルフコースです。Els
は 史 上 最 高 の ゴ ルフプレ ー ヤ ー の 一 人
で、1989年にプロ転向後全米オープンやオ
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ープン選手権等60以上の大会に優勝してお
り、世界マッチプレー選手権では世界記録と
なる7勝を収めています。Ernieは連続730
週以上にわたり世界10傑にランクされ、こ
れは現役選手の中でもトップです。Els選手
自身もOubaaiは世界中でもお気に入りのコ
ースだと言っています。
Oubaaiは美しいエステートです。Outeniqua
の山々、Gwaing川、そこから伸びる谷、イン
ド洋の壮大な眺めがあります。エステートは
インド洋とGwaing川とに境を接しており、
日光浴が
絵のように美しい都市Georgeからはわずか ディボーディング、水泳、サーフィン、
18キロです。もよりの海岸Herolds Bayはボ 楽しめることで有名です。

「また、フェンス周辺の様子を知りたいので
あればCCTVカメラも合わせて設置する必
要があります。夜間見るためにはCCTVカメ
ラは光を必要とします。フェンスの周りあち
こちに電灯を設置することもOubaaiのよう
なエステートにはふさわしい方法とは言え
ません。住人にとって照明はじゃまになると
考えられます。
赤外線照明
「エステート周辺の夜間のセキュリティのた
めのテクノロジーとして赤外線照明も検討し
ました。」
赤外線照明器が赤外線をカメラの前のエリ
アに照射します。赤外線照射機はカメラのレ
ンズの周りに装備されていることがよくあり
ます。赤外線が物や人に反射して画像に変換
され画面に映し出されます。
「初期コストは手頃ですが、定期的に照射
機を交換する必要があるということを考慮
に入れなければなりません。また、高いレン
Oubaaiを監視しているフリア－システムズの赤外線カメラ PTZ-50 MS
ジ性能をもとめるのであれば、電力をたくさ
ん消費する強力な照射機を設置する必要が
しが常に一番重視しているのはOubaaiに
あります。」
とAndreはつづけます。
セキュリティはきわめて大切
よいソリューションを提供することです。
私
「Garden
Routeは生活するには南アフリ
カの他のところと比べると比較的安全なエ の考えではセキュリティ経費を節約すること 「それから赤外線照射機にはもうひとつの
と 難点があります。Oubaaiは海岸に近いとこ
リアですが、私たちはOubaaiではリスクを負 は必ずしも最善の選択ではありません。」
ろにありますので霧が発生することが多い
いたくありません。」
と語るのはOubaaiのエ Andreはつづけます。
のです。赤外線証明器のスイッチを入れると
ステートマネジャーであるLouis Olivier氏で
霧の影響がさらに大きくなって、何も見るこ
す。
「私たちはすべての住人、そのお客様、そ フェンス
して私たちのすばらしいゴルフコースでゴル 「エステート周辺に部分的にフェンスを設 とができなくなります。」
これは必ず
フを楽しむためにやってくるすべての方々に 置しているところもありますが、
しも理想的なソリューションではありませ
高周波侵入者検知(RAFID)
安全であると感じていただきたいと思って
います。ですからあらゆる必要なセキュリテ ん。フェンス設置には大掛かりな土木工事 「つぎに検討したテクノロジーはRAFIDで
とAndre氏は言います。
ィ対策を行って最新のセキュリティ装置を設 が必要ですからお金がかかります。それに す。」
Oubaaiのような高級エステートでは美観の
置しています。」
面で必ずしも最適なソリューションとは言え RAFIDでは特別に設計された2本のケーブ
ません。また動物が自由に出入りできるよう ルを使います－
完全なセキュリティネットワーク
「Oubaaiでのセキュリティはメインエントラ にフェンスの一部を通り抜けができるよう 一本はラジオ波を送信し、もう一本はラジオ
ンス到着と同時に始まります。」
とOubaaiセ にしておかなくてはなりません。動物たちは 波を受信します。送信ケーブルと受信ケーブ
キュリティシステムの主唱者であり共同設計 そこが誰の土地であるかはおかまいなしで ルの間を通過する信号の量の変化がシグナ
者であるHolbert Boikanyo Technologies すので自由に動け回れるようにしておく必 ルプロセッサで分析されます。信号量が変化
すると、それはなにものかが2本のケーブル
のAndre Steenkamp地区担当マネジャーは 要があります。」
の間にいるということを意味し、アラームが
言います。入口にはCCTVカメラを設置して
いるだけでなくアクセス制限機能の正確性
を確実にするために指紋認証リーダーも装
備しています。指紋がとられるまではだれも
Oubaaiに入ることはできません。住人もしく
はシステムに登録された正式なゲストでな
い人はだれも入ることはできません。訪問先
の人に連絡し、連絡を受けた人は訪問者が
来ることになっている旨を確認する必要が
あります。」
とAndreは言います。
エステート周辺のセキュリティのための
さまざまなテクノロジー
「しかし、これほどの規模のエステートのセ
キュリティを守るには入口に装置を設置すれ
ばすむというわけではありません。美観を損
なうフェンスを設置することなしに、エステ
ート全体をしっかり監視しエステート境界線
に近づこうとする人をすべて認識したいと願
います。周辺のセキュリティを確実にするた
めに、私は徹底的に調べていろいろなテクノ
ロジーを比較しました。システムを評価する
にあたってコストは重要な要素ですが、わた

Timeless TechnologiesのTinus Diedericks氏－ Oubaaiのエステートマネジャー Louis Oliviesir氏 – 地区担当マネ
ジャー Andre Steenkamp氏

には赤外線カメラと低照度のCCDカメラを
搭載しています。カメラは両方とも頑丈なパ
ン・チルト台に取り付けられていますので、
ど
の方向でも見ることができます。約800メー
トル離れた人の大きさのターゲットを検知
することができるので、すぐれたレンジ性能
を発揮します。」
「周囲が長く伸びているところにはフリア－
システムズの赤外線カメラ
PTZ-35x140
MSを設置することに決めました。赤外線カ
メラPTZ-35x140 MSには2台の赤外線カ
メラが搭載されています。2キロ以上離れた
人間大のターゲットを検知して不審な動き
にズームインする能力を備えています。また
昼光/低照度CCDカメラも搭載しているので
日中の使用も可能です。周囲の中心にPTZ35x140 MSを設置しました。
これはパン・
チルト台に取り付けられているので、
どこで
も見たいところを見ることができます。フェ
アウェイを横切って川に伸びるフェンスもリ
スクの高い海沿いも見ることができます。」
美観的な理由から、
フリア－システムズの赤外線カメラの中にはマストではなくて家に取り付けられているものもあり
ます。

鳴ります。信号の強さの違いでシステムはこ
のでした。二人で検討してみて、
より長距離
の変化が人間によるものか小動物によるも
向の赤外線カメラ
（うち大半はパン・チルト
のかを検知することができます。
機構に取り付ける必要がある）を設置する
「RAFIDは美観的にはフェンスよりも望ま
ほうがよいだろうということがすぐにわか
しいソリューションですが、かなり高くつく りました。そうするにはより高価な赤外線カ
システムです。ケーブルを設置するのに本格
メラを使う必要がありましたが、投資額の
的な土木工事が必要なだけでなく、いった
合計はずっと低く抑えられます。
また、
カメラ
ん使い始めるとシステムの大がかりなメン
の数も少なくて済むのでカメラを取り付け
テナンスを必要とします。またセキュリティ るための柱をたくさん設置する必要もあり
ゾーンに入ってくる人と小動物の違いを検
ませんでした。
このこともコストの削減にな
知することはできますが、
アラームの誤作動
りました。」
も多く発生します。これは、アラームが誤作
動なのかそうでないのかをオペレーターが
フリア－システムズの監視用赤外線カメラ
判断するためにRAFIDに加えてCCTVシステ
がエステート周囲を守ります
ムを設置しなくてはいけないことを意味し 「現在、設置の第一段階が終了しています。
ます。」
」
とAndre Steenkampは続けます。
「周囲の
大部分に沿って複数のフリア－システムズ
赤外線カメラ
の赤外線カメラを設置しました。」
「霧の中も見通すことができるスキャニン
グシステムについての情報を得ようとして 「フリア－システムズの赤外線カメラ PTZいたときに、最初Timeless Technologiesの
50 Mが3台設置されています。PTZ-50 MS
Tinus Diedericks氏と連絡をとりました。
こ
のテクノロジーは必ずしも私が探していた
ものというわけではありませんでしたし、そ
れにすごく高価です。」

周囲の長さが大変短い2か所には固定式の
PatrollR赤外線カメラを選びました。
これは
常に同じエリアを監視しています。
レンジ性
能は設置した他のカメラと比べるとずっと
低くなりますが、
この二か所の短い周囲部分
を守るにはこれがぴったりです。」
周囲の長さが大変短い2か所には固定式の
PatrollR赤外線カメラを選びました。
これは
常に同じエリアを監視しています。
レンジ性
能は設置した他のカメラと比べるとずっと
低くなりますが、
この二か所の短い周囲部分
を守るにはこれがぴったりです。」
セキュリティだけではない赤外線カメラ
「フリア－システムズ赤外線カメラを購入し
たいちばんの理由は、Oubaaiエステートの
安全を守ることでした。
ところが設置してみ
ると赤外線カメラには救命能力もあるとい
うことが明らかになりました。
「Oubaaiのすぐ下には海があります。人が魚
釣りをしながら岩の上に立つことがよくあっ
て、
ともすれば海が危険であることを忘れて

「Tinusは自分が南アフリカのフリア－シス
テムズ赤外線カメラの販売担当であると私
に言い、Oubaaiで赤外線カメラの実演をし
てみせてくれました。私は大変感心して赤外
線カメラの技術についてさらに学びました。
赤外線カメラが晴れた夜にうまく機能する
というのはすぐにわかりましたが、私が特に
興味をもったのは霧の状態でのカメラの性
能です。」
「 エ ス テ ート 周 囲 の 安 全 を 守 る の に カ
メラが 何 台 必 要 に なる か の 初 期 調 査 を
Andreと二人で行いました。」とTimeless
TechnologiesのDiedericks氏は語ります。
「Andreの当初の計画は、固定型の短距離
向のカメラを周辺に多数設置するというも

フリア－システムズ のPTZ-35x140 MSは赤外線カメラ2台と低照度CCDカメラ1台を搭載していま
す。Oubaaiエステートの広範囲を監視します。

これは入口と周辺に設置しているセキュリテ
ィのすべてがうまくいっている何よりの証拠
だと思います。フリア－システムズの赤外線
カメラは確かにここOubaaiでの安全とセキ
ュリティに大いに貢献しています。」
とAndre
はしめくくります。

PTZ-35 MS

PTZ-35x140 MS

PTZ-35 MS
PatrolIR
PatrolIR
PTZ-50 MS

Oubaaiエステートの概観。現在設置されているフリア－システムズの赤外線カメラは地図に示されています。Oubaaiは
将来、赤外線カメラの設置を追加することを計画しています。

しまうのです。あっという間に潮が満ちてき 「真っ暗闇の中、あらゆる気象条件の中の
て大波になることもあります。こういった大 侵入者を検知するためには赤外線カメラ
波は岩の上の人をたちまち海にのみこんで を超えるテクノロジーはありません。もうす
しまいます。」
でにいろいろなエステートがOubaaiにフ
リア－システムズの赤外線カメラの性能を
「 事 故 が 起こって 私 たち が そ れ に 気 付く 見に来ていて、映し出されるクリアな画像
と、PTZ-35x140
MSを海の方向に簡単に にびっくりしていました。Garden Route沿
向けることができます。私たちは国の海難救 いのほかのエステートの中にも赤外線カメ
助隊(NSRI)と連絡をとり、NSRIは海に落ち ラの設置を考えているところがいくつかあ
た人を救うために救助艇を出します。私たち ります。
は2キロ近く離れたところから赤外線カメラ
で水に浮かんでいる人を見つけて救助艇の Oubaaiでは安全だと感じる
乗員に方向を指示することができます。」
「ときどきOubaaiを歩いているとドアを開
け放した家を目にすることがあります。高価
赤外線カメラはあらゆる気象条件で使えます
な物が無造作に庭に置いてあることもあり
霧の条件での赤外線カメラの性能について ます。私たちが家の持ち主に戸締りを忘れて
尋ねるとAndreの答えは大変はっきりしてい いますよと知らせると、驚かれることがよく
ました。
「霧の条件下での赤外線カメラの性 あります。いつも戸締りをしていないのだそ
能はきわめてよいです。赤外線画像は霧のせ うです。」
いでわずかに妨害されて晴れた状態で見る
ほどの高品質の画像を得ることはできませ
んが、それでもレンジ性能は優れています。
霧の中を歩いている人はまわりの冷たい空
気よりも体温が高いものですが、赤外線カメ
ラはわずかな温度差を検知して画像を生成
するので、人が歩きまわっているのをはっき
りと見ることができます。すべての詳細を見
ることはできないまでも、人がそこにいると
いうことははっきりと見えます。そしてそれ
が一番大事なことなのです。」

Holbertは、南アフリカ共和国内で、
この規模
のエステートにフリア－システムズの赤外線
カメラを活用する技術を最初に設置した業
者です。このシステムは使いやすく、人員の
配置に関して妥協しない－つまり警備員を
十分に配置するが、決して多すぎない－技
術的側面を最大限に生かしています。
これは
Holbertのエステートソリューションにおけ
る設計方針です。Timeless Technologiesと
Holbert Boikanyo Technologiesとの関係
は大変ユニークで、販売元と統合担当業者と
が研究、設計、
プロジェクト管理、顧客へのオ
ーダーメード・ソリューションにおいて協力し
ています。システムとテクノロジーが設置さ
れ実行されるとHoblertは、システムを監視
してカメラを最大限利用－すなわち特定の
コントロールセンター業務－できる機関と
提携します。
このことによって顧客に完全な
ターンキーソリューションと安心感を確実に
提供することができます。

周辺のセキュリティを守るためにマストにいっ
しょに取り付けられているPatrollRとPTZ-50
MS

赤外線カメラに関する情報は弊社までお気軽
にお問い合わせください。
：

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
東急目黒ビル5F
☎
: 03-6721-6648
Fax
: 03-6721-7946  
e-mail : info@flir.jp

www.flir.com
The Control Room at Oubaai.

