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Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～

Full

HD

■製品概要
・総画素数300万画素、FullHD（2304×1296p）
・常時録画、定時録画、手動録画が可能。
・犯罪抑止のための便利な警報機能付き。
・128GBのSDカードで約20日分の録画が可能。

・Wi-Fi環境があればいつでもどこでも、リアルタイムに
撮影映像を確認したり、撮影データをダウンロードで
きます。

・Wi-Fi環境がなくても、近距離でカメラとスマホを直接
接続し、撮影データを確認、ダウンロードできます。

■撮影映像 ■標準取付金具（付属）

300万画素なので、ここまで
拡大してもきれいに見えます。

＜昼間＞ ＜夜間＞

夜間でも数字の識別ができ
ます。



BC-6020 BC-8040

出力 12V/60W 12V/80W

太陽電池タイプ 単結晶シリコン 単結晶シリコン

寸法 670×540×25mm　3.4kg 900*540*30mm　5.5kg

太陽光電池効率 ≧20％ ≧20％

バッテリータイプ リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

容量 12V/20Ah 12V/40Ah

期待寿命 約1200サイクル（約3年） 約1200サイクル（約3年）

総画素数

解析度

フレームレート

映像圧縮方式

画像圧縮方式

反転機能

録画方式

データ送出機能

警報機能

定格出力

接続方式

セキュリティ

P2P機能

対応端末

インターフェイス

動作環境温度

2～3日 4～5日

重量 パネル・照明・カメラ 9kg 15kg

動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報

-20～60℃

ソーラー
パネル

仕様

バッテリー

カメラ

あり（遠隔監視）

WPA

Wi-Fi 2.4GHz

12V/2W

300万画素

iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上）

無日照保証（満充電時）

MicroSD（128GBまで対応）
（128GB/FullHD/常時録画で約20日間録画可能/上書き録画）

15fps

FullHD（2304×1296）

専用アプリに動画保存可能

手動録画、常時・定時録画、動体検知録画

上下、左右

JPEG

AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時）

材　質 STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装

寸法 径76.3　4000mm　t3.2 径76.3　4000mm　t3.2
ポール

■製品仕様

※SIGEN-BCシリーズ ポール仕様

■直接接続での利用■インターネット環境に接続した遠隔からの利用

Wi-Fi 2.4GHz限定.

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。 ※日照条件やご使用の環境により、撮影可能時間が短くなる場合がござい
ます。 ※期待寿命、及び無日照保証（雨天･曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

・いつでもどこでもリアルタイムに確認したい
・リモートで確認したい

・現場にすぐに行くことができて、
必要な時だけ確認したい

※別途、Wi-Fiの契約が必要となります。Wi-Fiの契約はお客様の方でご手配ください。


Sheet1

				仕様 シヨウ				BC-6020		BC-8040

				ソーラー
パネル		出力 シュツリョク		12V/60W		12V/80W

						太陽電池タイプ		単結晶シリコン タン ケッショウ		単結晶シリコン タン ケッショウ

						寸法 スンポウ		670×540×25mm　3.4kg		900*540*30mm　5.5kg				670×510×25mm		820*670*30mm

						太陽光電池効率 タイヨウコウ デンチコウリツ		≧20％		≧20％

				バッテリー		バッテリータイプ		リチウムイオン電池 デンチ		リチウムイオン電池 デンチ

						容量 ヨウリョウ		12V/20Ah		12V/40Ah

						期待寿命 キタイ		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン

				LED照明		明るさlm アカ		4,500lm		4,500lm

						消費電力 ショウヒ デンリョク		感知時 12W / 非感知時 3W カンチ ジ ヒ カンチジ		感知時 12W / 非感知時 3W カンチ ジ ヒ カンチジ

						LED端子数 タンシ スウ		30pcs		30pcs

						LEDチップ		Bridgelux 150lm/pcs		Bridgelux 150lm/pcs

						色温度 イロ オンド		3000-6500K		3000-6500K

						水平拡散角度 スイヘイ カクサン カクド		H79.4		H79.4

						垂直拡散角度 スイチョク カクサン カクド		V82.7		V82.7

						最大強度 サイダイ キョウド		508.05cd		508.05cd

						システムコントロール		5V		5V

						LED照明寿命 ショウメイ		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年） ヤク ジカン ニチ ジカン テントウ ヤク ネン		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年） ヤク ジカン ニチ ジカン テントウ ヤク ネン

				カメラ		総画素数 ソウガソスウ		300万画素 マンガソ

						画素サイズ ガソ		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平） ガカク スイヘイ		※レンズによる

						撮影距離 サツエイキョリ		※レンズによる

						最低被写体照度 サイテイヒシャタイショウド		0.01Lux

						GC2053機能 キノウ		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン

						解析度 カイセキ ド		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps

						映像圧縮方式 エイゾウアッシュクホウシキ		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時） ホゾン ジ ケイユ ジ

						画像圧縮方式 ガゾウ アッシュク ホウシキ		JPEG

						反転機能 ハンテンキノウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ

						録画方式 ロクガホウシキ		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画  シュドウ ロクガ ジョウジ テイジロクガ ドウタイ ケンチロクガ

						データ送出機能 ソウシュツキノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ

						警報機能 ケイホウキノウ		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報 ドウタイ ケンチ ジ ゲンバ ケイホウ ゲンバケイホウ

						定格出力		12V/2W

						接続方式 セツゾクホウシキ		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA

						P2P機能 キノウ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ

						対応端末 タイオウタンマツ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ

						インターフェイス		MicroSD（128GBまで対応）
（128GB/FullHD/常時録画で約20日間録画可能/上書き録画） タイオウ

						動作環境温度 ドウサカンキョウ オンド		-20～60℃

				無日照保証（満充電時） ム ニッショウ ホショウ マンジュウデン ジ				2～3日 ニチ		4～5日 ニチ

				重量 ジュウリョウ		パネル・照明・カメラ		9kg		15kg

				ポール		材　質		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ

						寸法		径76.3　4000mm　t3.2		径76.3　4000mm　t3.2





ネットショップ用

				仕様 シヨウ				BC-6020		BC-8040

				ソーラー
パネル		出力 シュツリョク		12V/60W		12V/80W

						太陽電池タイプ		単結晶シリコン タン ケッショウ		単結晶シリコン タン ケッショウ

						寸法 スンポウ		670×540×25mm　3.4kg		900*540*30mm　5.5kg				670×510×25mm		820*670*30mm

						太陽光電池効率 タイヨウコウ デンチコウリツ		≧20％		≧20％

				バッテリー		バッテリータイプ		リチウムイオン電池 デンチ		リチウムイオン電池 デンチ

						容量 ヨウリョウ		12V/20Ah		12V/40Ah

						期待寿命 キタイ		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン

				カメラ		総画素数 ソウガソスウ		300万画素 マンガソ		300万画素 マンガソ

						画素サイズ ガソ		2.8μm		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平） ガカク スイヘイ		※レンズによる		※レンズによる

						撮影距離 サツエイキョリ		※レンズによる		※レンズによる

						最低被写体照度 サイテイヒシャタイショウド		0.01Lux		0.01Lux

						GC2053機能 キノウ		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン

						解析度 カイセキ ド		FullHD（2304×1296）		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps		15fps

						映像圧縮方式 エイゾウアッシュクホウシキ		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時） ホゾン ジ ケイユ ジ		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時） ホゾン ジ ケイユ ジ

						画像圧縮方式 ガゾウ アッシュク ホウシキ		JPEG		JPEG

						反転機能 ハンテンキノウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ

						録画方式 ロクガホウシキ		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画  シュドウ ロクガ ジョウジ テイジロクガ ドウタイ ケンチロクガ		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画  シュドウ ロクガ ジョウジ テイジロクガ ドウタイ ケンチロクガ

						データ送出機能 ソウシュツキノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ

						警報機能 ケイホウキノウ		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報 ドウタイ ケンチ ジ ゲンバ ケイホウ ゲンバケイホウ		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報 ドウタイ ケンチ ジ ゲンバ ケイホウ ゲンバケイホウ

						定格出力		12V/2W		12V/2W

						接続方式 セツゾクホウシキ		Wi-Fi 2.4GHz		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA		WPA

						P2P機能 キノウ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ

						対応端末 タイオウタンマツ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ

						インターフェイス		MicroSD（64GBまで対応）
（64GB/FullHD/常時録画で約10日間録画可能/上書き録画） タイオウ		MicroSD（64GBまで対応）
（64GB/FullHD/常時録画で約10日間録画可能/上書き録画） タイオウ

						動作環境温度 ドウサカンキョウ オンド		-20～60℃		-20～60℃

				無日照保証（満充電時） ム ニッショウ ホショウ マンジュウデン ジ				2～3日 ニチ		4～5日 ニチ

				重量 ジュウリョウ		パネル・照明・カメラ		9kg		15kg

				ポール		材　質		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ

						寸法		径76.3　4000mm　t3.2		径76.3　4000mm　t3.2





仕様書用

				仕様				BC-6020		BC-8040

				ソーラー
パネル		出力		12V/60W		12V/80W

						太陽電池タイプ		単結晶シリコン		単結晶シリコン

						寸法		670×540×25mm　3.4kg		900*540*30mm　5.5kg				670×510×25mm		820*670*30mm

						太陽光電池効率		≧20％		≧20％

				バッテリー		バッテリータイプ		リチウムイオン電池		リチウムイオン電池

						容量		12V/20Ah		12V/40Ah

						期待寿命		約1200サイクル（約3年）		約1200サイクル（約3年）

				LED照明		明るさlm		4,500lm		4,500lm

						消費電力		感知時 12W / 非感知時 3W		感知時 12W / 非感知時 3W

						LED端子数		30pcs		30pcs

						LEDチップ		Bridgelux 150lm/pcs		Bridgelux 150lm/pcs

						色温度		3000-6500K		3000-6500K

						水平拡散角度		H79.4		H79.4

						垂直拡散角度		V82.7		V82.7

						最大強度		508.05cd		508.05cd

						システムコントロール		5V		5V

						LED照明寿命		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年）		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年）

				カメラ		総画素数		300万画素		300万画素

						画素サイズ		2.8μm		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平）		※レンズによる		※レンズによる

						撮影距離		※レンズによる		※レンズによる

						最低被写体照度		0.01Lux		0.01Lux

						GC2053機能		高感度、低消費電力、耐高温		高感度、低消費電力、耐高温

						解析度		FullHD（2304×1296）		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps		15fps

						映像圧縮方式		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時）		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時）

						画像圧縮方式		JPEG		JPEG

						反転機能		上下、左右		上下、左右

						録画方式		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画 		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画 

						データ送出機能		専用アプリに動画保存可能		専用アプリに動画保存可能

						警報機能		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報

						定格出力		12V/2W		12V/2W

						接続方式		Wi-Fi 2.4GHz		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA		WPA

						P2P機能		あり（遠隔監視）		あり（遠隔監視）

						対応端末		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上）		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上）

						インターフェイス		MicroSD（128GBまで対応）
（128GB/FullHD/常時録画で約20日間録画可能/上書き録画）		MicroSD（128GBまで対応）
（128GB/FullHD/常時録画で約20日間録画可能/上書き録画）

						動作環境温度		-20～60℃		-20～60℃

				無日照保証（満充電時）				2～3日		4～5日

				重量		パネル・照明・カメラ		9kg		15kg

				ポール		材　質		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装

						寸法		径76.3　4000mm　t3.2		径76.3　4000mm　t3.2





カメラ

				カメラ		映像素子		GC2053, 300万画素 1/2.9インチ マンガソ

						有効画素数 ユウコウガソスウ		200万画素 マンガソ

						画素サイズ ガソ		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平） ガカク スイヘイ		※レンズによる

						撮影距離 サツエイキョリ		※レンズによる

						最低被写体照度 サイテイヒシャタイショウド		0.01Lux

						GC2053機能 キノウ		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン

				映像 エイゾウ		解析度 カイセキ ド		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps

						映像圧縮方式 エイゾウアッシュクホウシキ		AVI

						画像圧縮方式 ガゾウ アッシュク ホウシキ		JPEG

						反転機能 ハンテンキノウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ

						録画方式 ロクガホウシキ		常時録画 ジョウジ ロクガ

						データ送出機能 ソウシュツキノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ

				定格出力 テイカクシュツリョク				12V/2W

				ネット
ワーク		接続方式 セツゾクホウシキ		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA

						P2P機能 キノウ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ

				その他 タ		対応端末 タイオウタンマツ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）
Android（3.0以上）
Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ

						動作環境温度 ドウサカンキョウ オンド		-20～60℃

						SD録画時間 ロクガ ジカン		16GBで約36時間（64GBまで使用可能）
※自動繰り返し録画 ヤク ジカン シヨウ カノウ ジドウ ク カエ ロクガ





画角・撮影距離

				レンズ		画角（水平） ガカク スイヘイ		顔認証できる撮影距離 カオニンショウ サツエイキョリ

				4mm		70°		0～5m

				6mm		65°		5～10m

				8mm		40°		10～20m

				12mm		28°		20～35m






Sheet1

				仕様 シヨウ				BC-6020		BC-8040

				ソーラー
パネル		出力 シュツリョク		12V/60W		12V/80W

						太陽電池タイプ		単結晶シリコン タン ケッショウ		単結晶シリコン タン ケッショウ

						寸法 スンポウ		670×540×25mm　3.4kg		900*540*30mm　5.5kg				670×510×25mm		820*670*30mm

						太陽光電池効率 タイヨウコウ デンチコウリツ		≧20％		≧20％

				バッテリー		バッテリータイプ		リチウムイオン電池 デンチ		リチウムイオン電池 デンチ

						容量 ヨウリョウ		12V/20Ah		12V/40Ah

						期待寿命 キタイ		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン		約1200サイクル（約3年） ヤク ヤク ネン

				LED照明		明るさlm アカ		4,500lm		4,500lm

						消費電力 ショウヒ デンリョク		感知時 12W / 非感知時 3W カンチ ジ ヒ カンチジ		感知時 12W / 非感知時 3W カンチ ジ ヒ カンチジ

						LED端子数 タンシ スウ		30pcs		30pcs

						LEDチップ		Bridgelux 150lm/pcs		Bridgelux 150lm/pcs

						色温度 イロ オンド		3000-6500K		3000-6500K

						水平拡散角度 スイヘイ カクサン カクド		H79.4		H79.4

						垂直拡散角度 スイチョク カクサン カクド		V82.7		V82.7

						最大強度 サイダイ キョウド		508.05cd		508.05cd

						システムコントロール		5V		5V

						LED照明寿命 ショウメイ		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年） ヤク ジカン ニチ ジカン テントウ ヤク ネン		約50,000時間
（1日10時間点灯で約14年） ヤク ジカン ニチ ジカン テントウ ヤク ネン

				カメラ		総画素数 ソウガソスウ		300万画素 マンガソ

						画素サイズ ガソ		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平） ガカク スイヘイ		※レンズによる

						撮影距離 サツエイキョリ		※レンズによる

						最低被写体照度 サイテイヒシャタイショウド		0.01Lux

						GC2053機能 キノウ		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン

						解析度 カイセキ ド		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps

						映像圧縮方式 エイゾウアッシュクホウシキ		AVI（SDカード保存時）、MP4（アプリ経由ダウンロード時） ホゾン ジ ケイユ ジ

						画像圧縮方式 ガゾウ アッシュク ホウシキ		JPEG

						反転機能 ハンテンキノウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ

						録画方式 ロクガホウシキ		手動録画、常時・定時録画、動体検知録画  シュドウ ロクガ ジョウジ テイジロクガ ドウタイ ケンチロクガ

						データ送出機能 ソウシュツキノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ

						警報機能 ケイホウキノウ		動体検知時の現場警報、マイクでの現場警報 ドウタイ ケンチ ジ ゲンバ ケイホウ ゲンバケイホウ

						定格出力		12V/2W

						接続方式 セツゾクホウシキ		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA

						P2P機能 キノウ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ

						対応端末 タイオウタンマツ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）、Android（3.0以上）、Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ

						インターフェイス		MicroSD（64GBまで対応）
（64GB/FullHD/常時録画で約10日間録画可能/上書き録画） タイオウ

						動作環境温度 ドウサカンキョウ オンド		-20～60℃

				無日照保証（満充電時） ム ニッショウ ホショウ マンジュウデン ジ				2～3日 ニチ		2～3日 ニチ

				重量 ジュウリョウ		パネル・照明・カメラ		9kg		15kg

				ポール		材　質		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ		STK-400　ウレタン樹脂吹付塗装 ジュシ フキツケ

						寸法		径76.3　4000mm　t3.2		径76.3　4000mm　t3.2





カメラ

				カメラ		映像素子		GC2053, 300万画素 1/2.9インチ マンガソ

						有効画素数 ユウコウガソスウ		200万画素 マンガソ

						画素サイズ ガソ		2.8μm

						レンズ		4mm、6mm、8mm、12mm

						画角（水平） ガカク スイヘイ		※レンズによる

						撮影距離 サツエイキョリ		※レンズによる

						最低被写体照度 サイテイヒシャタイショウド		0.01Lux

						GC2053機能 キノウ		高感度、低消費電力、耐高温 コウカンド テイショウヒデンリョク タイコウオン

				映像 エイゾウ		解析度 カイセキ ド		FullHD（2304×1296）

						フレームレート		15fps

						映像圧縮方式 エイゾウアッシュクホウシキ		AVI

						画像圧縮方式 ガゾウ アッシュク ホウシキ		JPEG

						反転機能 ハンテンキノウ		上下、左右 ジョウゲ サユウ

						録画方式 ロクガホウシキ		常時録画 ジョウジ ロクガ

						データ送出機能 ソウシュツキノウ		専用アプリに動画保存可能 センヨウ ドウガホゾン カノウ

				定格出力 テイカクシュツリョク				12V/2W

				ネット
ワーク		接続方式 セツゾクホウシキ		Wi-Fi 2.4GHz

						セキュリティ		WPA

						P2P機能 キノウ		あり（遠隔監視） エンカクカンシ

				その他 タ		対応端末 タイオウタンマツ		iPhone/iPad（IOS6.0以上）
Android（3.0以上）
Windows（Vista以上） イジョウ イジョウ イジョウ

						動作環境温度 ドウサカンキョウ オンド		-20～60℃

						SD録画時間 ロクガ ジカン		16GBで約36時間（64GBまで使用可能）
※自動繰り返し録画 ヤク ジカン シヨウ カノウ ジドウ ク カエ ロクガ





画角・撮影距離

				レンズ		画角（水平） ガカク スイヘイ		顔認証できる撮影距離 カオニンショウ サツエイキョリ

				4mm		70°		0～5m

				6mm		65°		5～10m

				8mm		40°		10～20m

				12mm		28°		20～35m
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