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墨田区役所

防犯カメラ映像の送受信にアルバ製品を採用

スループットを維持しつつ長距離中継も実現

墨田区役所 安全支援課では、
平成 21 年度から始まった東京都の
「繁華街等における体感治安の改善事業」
等による補助金を活用し、
これまでに錦糸町地区や東京スカイツリー周辺地区をはじめ区内２地域に防犯カメラを設置、地域の防犯強化に取り組んできた。
その後も防犯カメラの設置を推進してきたが、電線地中化の流れの中でデータ伝送のための有線ケーブルを敷設することが困難な
地域が表れ、大きな課題となっていた。その時に実証実験も経て、初めて無線 LAN によるデータ伝送経路を構築したが、その後
さらに 200m 以上の距離を結ぶ無線データ通信と劣化しないスループットという 2 つの重要要件が求められる地域が出てきた。
そこで安全支援課は、アルバネットワークスの無線 LAN ルータである MSR2000 を検証し、最終的に得られる映像に全く問題
がないことを確認して採用を決定した。
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※平成 24 年 5 月に東京スカイツリーが開業し、これまで 3,000
万人を超える来街者が墨田区を訪れています。

業務概要：
中継地点 A

中継地点 B

危機管理施策や生活安全施策の総合調整に関する業務を担当し
ており、危機の発生を未然に防ぎ、万一想定しなかった事件や事
故が発生した場合には、平成 18 年 3 月に策定された「墨田区
危機管理基本計画」に基づいて、的確かつ迅速に対策を講じる
役割を担う。また区内の防犯パトロールや防犯カメラなどの設置
も担当し、今回の事例で紹介した取り組みはその一環。

