
Unlimited Media Streaming Platform 
Media Streaming. At the 
Docokame of Your Business.  
どこカメ®メディアストリーミングは、高品質のライブ

およびオンデマンドのストリーミングソリューション
を構築、展開、および管理する組織のためのカスタ
マイズ可能なソフトウェアを使用して映像と音声配
信の複雑さを低減します。  
 
どこカメ®はサブスクリプションフリー  各社のスト

リーミングは商用サービスのホスティングとして利
用する場合は使用量などに応じたランニングが発
生します。 どこカメは完全に売り切りです。 毎月
の費用は発生しません。 

 Innovative Solutions  



 Innovative Solutions  

A Single Platform That Evolves with You  

H.264 /  AAC 対
応の監視カメラ 

映像と音声 

どこカメ@ARCHIVE 
レコーディング 

ストリーミング 

SDK ツール どこカメ@MEDIA 
どこカメ@AUDIO 
どこカメ@VC 

V C 

プライ
ベート 
クラウド 

負荷
分散 

あらゆる組織のIT化は高度化され、クラウド化とモバイル環境は劇的にビジネスを変えました。しかし、まだまだ未
踏の領域がビデオ&オーディオです。 海外資本のクラウドサービスは豊富にありますが、企業の基幹業務使える
でしょうか。 どこカメ®の国内クラウド、自営、プライベートクラウドでメディアストリーミングは、高品質のライブおよ

びオンデマンドのストリーミングソリューションを構築、展開、および管理する組織のためのカスタマイズ可能なソフ
トウェアを使用して映像と音声配信の複雑さを低減します。 ビデオ&オーディオを徹底して企業オペレーション、
管理、統治に利用する事ができます。 それは変革です。  
 

プロ用機器の 
サポート 

Reliable (信頼) 
再エンコードしない事でどこカメ®は軽量で数千人
の配信が可能です。 IIS/Apache WEBサーバによ
る証明されたオンデマンド配信を実現しています。 
 
どこカメ@VC ボイスチャットにOpusコーデックを採
用し暗号化されたTLS 256ビット使用して、AES - SHA
を。音声とポジショナルオーディオを運ぶ音声チャ
ネルを用いて暗号化されるOCB-AES 128ビット。 
認証はデジタル証明書を認証をサポートします。 

Docokame® Benefits  
Scalable (拡張性) 
Standardパッケージはライブソース接続数5、配信
接続数10、同時ログイン数10を用意して小規模組
織の導入を容易にしています。 
Enterpriseパッケージはライブソース接続数無制限、
配信接続数無制限を用意し、最大5サーバーのラ

イセンスを提供し、リピーターによる負荷分散を提
供します。 
どこカメ@VC ボイスチャットは完全に無制限で提供
されます。一人あたり16Kbps双方向32Kbpsは
1Mbpsの帯域32人、100Mbpsで3,200人、1Gbpsで
32,000人とスケーラブルです。 

Accessible (アクセス容易性) 
どこカメ@MEDIA  どこカメ@AUDIOは厳しいファイ
アーウォルを通過してストリーミングできるHLSテク
ノロジーを提供します。 
メディアの映像はH.264と 
オーディオ AACによりCD 
クオリティーの音質を実現 
しています。 
どこカメ@VCは世界最小の 
遅延と品質のOpusを採用し任意のホーと番号で
TCP/UDPを利用可能です。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://www.cs.ucdavis.edu/%7Erogaway/ocb/


 Innovative Solutions  

Flexible an easy and WEB built by the HTML5 
 
インターネット/イントラネットを問わず、ユーザインタフェースとしてWEBは必要不可欠です。 どこカメ®は
HTML5ビデオのサポートにより<video>タグで括られた数行の手続きで高品質ライブ/オンデマンドビデオ/
オーディオを企業内でシームレスにご利用いただけます。 ファイアーウォルをパス出来なければシーム
レスにはなりません。どこカメ®はHLSの完全対応により80番ポートhttpプロトコルでライブストリーミングを
サポートします。 
Windows 7でHLSは見る事が出来ないはずですが? 
はい、その通りです。私たちはこの問題を解決する為にAdobe Flash Player上でHLSを表示する方法で解
決しました。 

</script> <!-- player container--> <a id="player" style="display: block; width: 480px; height: 360px;" name="player"></a> <!-- Flowplayer 
installation and configuration --> 
                <script type="text/javascript"> 
// <![CDATA[ 
                flowplayer("player", "http://docokame-vms1.sun.ddns.vc/hlsplayer/flowplayer.swf", { 
                    // configure the required plugins 
                    wmode: 'direct', 
                    plugins: { 
                    httpstreaming: { 
                    url: 'http://docokame-vms1.sun.ddns.vc/hlsplayer/HLSProviderFlowPlayer.swf', 
                    hls_debug : false, 
                    hls_debug2 : false, 
                    hls_minbufferlength : 0, 
                    hls_maxbufferlength : 0, 
                    hls_startfromlowestlevel : false, 
                    hls_seekfromlowestlevel : false, 
                    hls_live_flushurlcache : true 
                    } 
                    }, 
                    clip: { 
                    accelerated: true, 
                    url: "http://docokame-vms1.sun.ddns.vc/docokame/HLS/smartphone.m3u8", 
                    ipadUrl: "http://docokame-vms1.sun.ddns.vc/docokame/HLS/smartphone.m3u8", 
                    urlResolvers: "httpstreaming", 
                    lang: "jp", 
                    provider: "httpstreaming", 
                    autoPlay: false 
                    }, 
                    log: { 
                    level: 'debug', 
                    filter: 'org.flowplayer.controller.*' 
                    } 
                    }).ipad(); 
                // ]]> 
                </script> 

Windows 7/ 8でライブ表示サンプルコード 
iOS / Android は自動識別でHLS 

<video id="video" autoplay="autoplay" controls="controls" width="250" height="190"> 
    <source src=http://docokame-vms1.sun.ddns.vc/docokame/HLS/smartphone.m3u8 type="video/mp4"></source> 
</video> 

iOS / Android / Mac でライブ表示サンプルコード 

三行で組み 
込めます。 

私達が提供するどこカメ®は真に組織のメディア利用を加速させるのです。 

Source 会議用スピーカー・マイク エコーキャンセル 

Source Android Source iOS 

Source Wirecast Windows / Mac Source LiveShell 

Soruce  

Source miniCaster Source LiveShell Pro Source Adobe Encoder 
Windows / Mac 

Source & Monitor  

Source ガリレオ 

Source IPネットワークカメラ AACオーディオ対応機 

Source IPネットワークエンコーダ AACオーディオ対応機 Epiphan TRUEN IONODES 
Source IPネットワークエンコーダ / カメラ HIKVISION Cellinx 
Panasonic JVC TOA Samsung 他H.264 RTSP対応カメラ 

ネットワーク 衛星通信 3G 4G WiMax WiFi  



あらゆる映像音声を扱う 
HD-SDI HDMI DVI VGA 他 

福岡拠点 

フランス支社 

北海道芦別支社 

イタリアのオーナー 

北海道帯広工場 

出張中の社員A 

弊社が販売しているVMS ビデオ管理ソフトウェアOmnicastは勿論、他
社の Milestone qxacqVision アロバビュー アルゴスビュー ExViewPro 殆
ど全ての NVR/DVRで管理されるカメラはどこカメに統合可能です。 

医療 術野、
遠隔医療 

リモートメ
ンテナンス 災害対策 

どこカメはあらゆる人々にラ
イブ動画コンテンツを届ける
為の理想的ソリューションで
す。 
WEBに組み込めるので限界

の無いサービスを貴社が開
発し提供可能です。 

株式会社ジャバテル   
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-21 八千代ビル東館3F 
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-41-4 TKビル3F 
Tel: 06-6354-0100 
Email: sales@javatel.co.jp 

Fax: 06-6136-1155 
www.javatel.co.jp 
www.docokame.com 

弊社の営業担当は
どこカメが手放せま
せん。リアルタイム
でテクニカル支援を
受けながらビジネ
スもスムーズ 

オンデマンド配信 

DS-Entry 
 

DS-Entry/R 
 

DS-Pro 
 

DS-Enterprise 
 

5入力10配信10ユーザ 
どこカメ@MEDIA 
どこカメ@AUDIO 
どこカメ@VC 

5入力10配信10ユーザ 
どこカメ@MEDIA 
どこカメ@AUDIO 
どこカメ@ARCHIVE 
どこカメ@VC 

50入力100配信100ユーザ 
どこカメ@MEDIA 
どこカメ@AUDIO 
どこカメ@ARCHIVE 
どこカメ@VC 

無制限入力無制限配信無
制限ユーザ 
どこカメ@MEDIA 
どこカメ@AUDIO 
どこカメ@ARCHIVE 
どこカメ@VC 

用途予算に応じて20万円台から
数万人配信まで 
どこカメ@アプライアンス 

ウェラブルカメラ 
対応予定 

3G / 4G / WiMax / WiFi 

既設、新設を含め全ての監視カメラシステムを 
どこカメに統合可能です。 
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