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近赤外照明を用いた

カメラの夜間監視について

―CCTVカメラ用照明を消灯し、
近赤外照明による夜間監視の是非について―
稚内開発建設部 施設整備課

○新田 能康
中山 大助

コスト縮減を目的に近赤外照明を用いたCCTVカメラの夜間監視の是非を検証した。CCTVカメ
ラ用照明を消灯可能となれば、CCTVカメラ用照明を整備すること無く、夜間監視が可能となる。
工事の円滑化、経済性を考慮しても近赤外照明を用いたCCTVカメラのみで整備が出来れば効果
的な設備投資となるため、近赤外照明を用いたCCTVカメラによる視認性を検証したので、その
結果を報告するものである。
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1. はじめに
北海道開発局で管理している道路監視用CCTVカメラ
は約2,000台あり、維持管理にかかるコストは膨大とな
っている。一般的にCCTVカメラ前後には夜間監視のた
めに照明が設置されている(以下「CCTVカメラ用照明」
という。)が、近赤外照明を用いたCCTVカメラ（以下
「近赤外カメラ」という。）が整備されれば、CCTVカ
メラ用照明を別途設置することなく夜間監視が可能とな
り、大幅なコスト縮減が期待できる。本報告では、近赤
外カメラの夜間視認性について検証を行ったので、その
結果を報告する。

2. 道路監視用カメラとは

も吸収されやすい性質がある。この近赤外線を含む光を
被写体に当てると、被写体の物質の違いにより、光の反
射や吸収する波長の違いが画像として可視化される。近
赤外に対して感度が高いカメラが低コストになってきて
おり、道路交通監視など夜間の環境下においての利用が
期待される。

図-1 光の波長領域

道路監視用カメラとは、道路状況の迅速かつ的確な把
近赤外カメラは近赤外照明から近赤外領域の光を照射
握を目的として道路沿いに設置されているカメラであり、 可能な簡易カメラである。
国土交通省が整備しているネットワーク網に接続されて
簡易カメラとは、道路監視用カメラの新設及び更新整
おり映像監視及び映像情報の共有が可能となっている。
備費用を縮減するため、一般市場に流通している安価な
市販カメラを国土交通省で整備できるよう仕様化したも
のである。

3. 近赤外カメラとは

「近赤外線」は可視光線に隣接する波長範囲の一部に
属しており、人間の目には見ることのできない光であり、
可視光領域と赤外領域の間に位置する波長領域(λ:800〜
2,500nm)である。光の波長領域を図-1に示す。
近赤外線は色や熱に対しての特徴は無いが、物体に最
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従来の道路監視用カメラ（以下「従来型カメラ」とい
う。）と近赤外カメラの仕様比較を表-1に示す。

近赤外カメラの姿図を図-3に示す。近赤外照明はカメ
ラ本体ケースに収納している。

表-1 カメラの仕様比較
項目

従来型カメラ

近赤外カメラ

映像素子

CCD

有効画素数

38万画素以上

1/3型MOS
センサー
約235万画素

最低被写体照度

0.4lx以下

0.06lx以下

ズーム比

20倍以上
水平 41°〜 5°
垂直 31°〜 4°
有

30倍
水平 64°〜2.3°
垂直 38°〜1.3°
有

材質

アルミニウム合金
又はステンレス鋼
板

ステンレス及びグ
ラスファイバー樹
脂

構造

IPX5(防噴流形)

形状

−

その他

ワイパ、
デフロスタ付

IP66
一体型（据付/吊
下取付）
水滴付着軽減機
能、
(ﾜｲﾊﾟｰ付)
曇り防止機能
水平 360°エンド
レス
垂直 +90°〜 ‑
45°
256ポイント
H.264
2〜8Mbps

画角
フォーカス機能

旋回角度
プリセット数
映像符号化方式
符号化レート

水平 360°エンド
レス
垂直 +20°〜 ‑
70°
10ポイント以上
MPEG2
1.5M〜6Mbps

4. 夜間監視方法
CCTVカメラで夜間監視を行う方法として、必要な照
度を確保する目的でCCTVカメラに対して一定の離隔で
道路照明を配置するのが一般的である。(図-2)

図-3 近赤外カメラ姿図

5. カメラのコスト比較
従来型カメラと近赤外カメラのコスト比較を表-2に示
す。比較条件は「従来型カメラ＋CCTV用カメラ照明」
と「近赤外カメラ(近赤外照明含む)」である。
表-2 カメラのコスト比較
項目

従来型カメラ

近赤外カメラ

機器単体(税抜き)

約1,670千円

約 1,600 千円

照明設備(税抜き)

約7,200千円
(CCTVｶﾒﾗ用照明)
(設置費含む)

約 400 千円
(近赤外照明)
(ｶﾒﾗｹｰｽに収納)

従来型カメラの場合、CCTVカメラ用照明は、監視範
囲の設定により変わるが、一般的にCCTVカメラの前後
に3基づつ設置している事例が多いため、計6基の照明と
している。近赤外カメラはイニシャルコストで従来型カ
メラの２割程度まで低減できると考えられる。

6. 近赤外カメラ導入におけるメリットとデメリ
ット
表-1の仕様比較から、近赤外カメラにおけるメリット
とデメリットを整理した。

図-2 CCTVカメラ用照明 配置図

それに対して近赤外照明はカメラケースに収納可能で
あり、照度確保のための道路照明は不要となる。
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(1) メリット
近赤外カメラ導入におけるメリットはカメラ本体の映
像素子に安価なMOSセンサーを採用でき、かつ照明設
備が不要であることが挙げられる。

(2) デメリット
近赤外カメラに対するデメリットは、カメラ本体の最
低被写体照度は従来型カメラよりも優れているが、道路
照明を無くした場合、夜間の視認性が確保できるかが挙
げられる。

実証実験時に近赤外カメラを設置したときの様子を図
-5に示す。

7. 実証実験
前項で考えられるデメリットを確認するため、従来型
カメラと近赤外カメラの映像比較による視認性の実証実
験を行った。実証実験を行った場所は北海道宗谷郡猿払
村のR238の猿骨である。(図-4)
オホーツク海に隣接したこの地域は、年間を通して気
温が低く12月〜3月にかけては積雪がある。また、海か
らの風も強く暴風雪による視程障害も頻繁に発生してい
る。この過酷な環境下に設置している既設従来型カメラ
の支柱に近赤外カメラを設置した。

KP 260.4

図-5 R238猿骨CCTV 設置状況

8. 画像比較
実証実験は平成29年度の冬期間に、CCTVカメラ用照
明の点灯時と消灯時の画像比較、積雪状態下において国
道の車道に雪が無い状態と積雪状態との画像比較を行っ
た。
以下に画像比較条件と比較写真を示す。夜間の監視映
像は白黒画像となっている。
なお、昼間の映像は従来型カメラも近赤外カメラもカ
ラー画像となっている。

(1)路面露出状態 CCTVカメラ用照明点灯(写真-1)
(2)路面露出状態 CCTVカメラ用照明消灯(写真-2)
図-4 R238猿骨CCTV 位置図

(3)路面積雪状態 CCTVカメラ用照明点灯(写真-3)
(4)路面積雪状態 CCTVカメラ用照明消灯(写真-4)
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従来型カメラ

近赤外カメラ

写真-1

路面露出状態、CCTV カメラ用照明点灯

写真-2

路面露出状態、CCTV カメラ用照明消灯

写真-3

路面積雪状態、CCTV カメラ用照明点灯

写真-4
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路面積雪状態、CCTV カメラ用照明消灯

9. 実証実験結果

10. 考察及び今後の課題

実証実験の結果、視認性について確認したものを表-3
に示す。

本実証実験ではコスト縮減に対する計画初年度であり、
実証実験を出来るフィールドの準備が整ったのが冬期と
なり、冬期間の視認性の比較のみとなったが、今後は夏
期も含めた各種気象状況(降雨、降雪、暴風雨、暴風雪
等)における視認性の比較も行う必要がある。
また、近赤外カメラによる夜間監視の画像は白黒とな
るため、気象状況が監視に与える影響も検証した上で、
導入に関する是非を検討したい。

表-3 実証実験結果(視認性)
路 照
面 明

路
面
露
出

点
灯
時

消
灯
時

点
灯
時
路
面
積
雪
消
灯
時

従来型カメラ

近赤外カメラ

映像全体が暗く、路面状況
(乾燥、湿潤、凍結など)の
詳細把握は難しい。
道路照明の付近は白飛びが
発生しており、その範囲も
広い。
照明点灯時より画面全体が
暗い。
舗装路面は黒つぶれが見ら
れ、路面状況の詳細把握は
難しい。

従来型より路面状況が把握
しやすい鮮明な画像となっ
ている。
従来型より明るく、道路照
明部分の白飛び範囲が小さ
い。
映像全体が従来型より明る
い鮮明な画像となってい
る。
近赤外照射されている手前
付近は鮮明な画像となって
いる。
道路照明が当たっている路
面箇所は白飛びが発生して
いるが、その上の空間は鮮
明な画像となっている。
映像の階調性が良く、白と
黒の細かなグラデーション
が従来型よりも鮮明な画像
となっている。

画面全体が路面露出時より
明るいが、コントラストが
弱く、全体的に白い画像と
なっている。
路面状況の詳細把握は難し
い。
道路照明の付近は白飛びが
発生しており、その範囲も
広い。
映像全体が暗いが、路面露 映像全体が従来型より明る
出時より明るい画像となっ い鮮明な画像となってい
ている。
る。
近赤外照射されている手前
付近は鮮明な画像となって
おり路面の積雪状態も確認
できる。

この結果から、従来型カメラよりも近赤外カメラの視
認性は良好であった。
CCTVカメラ用照明を消灯した状態において、従来型
カメラの画像は有効画素数の差もあると思われるが、全
体的に暗く粗い画像となっているが、近赤外カメラの画
像は、近赤外照明の届く範囲は鮮明であり、届く範囲を
越えた遠い場所は全体的に暗いものとなっている。
CCTVカメラ用照明が点灯している場合は、従来型カ
メラの画像では照明の光で白く光っているが、近赤外カ
メラの場合は人間の目で見たものに近い画像となってお
り、従来型カメラよりも鮮明な監視画像となっている。
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