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議会運営トータルシステム

FHD

株 式 会 社エーディエスは
最先 端の映 像 技 術、センサー 技 術で
安心・安 全で豊かな社 会の実 現に貢 献します。
ADS Co., Ltd. contributes to the realization of a safe, secure and
prosperous society with advanced video technology and
sensor technology.

簡 単 に 高 画 質・高 品 質 映 像 を 配 信 す る こと で
豊かな情報社会へ

全国300議会以上で採用いただいているハイビジョン対応の議会配
信システム。
議場における発言や討議などの模様を、リアルタイム映像で議場内
のモニターに表示すると同時に録画。同じ映像を庁舎・分庁舎・支局
などのハイビジョンテレビや、CATVなどに送ってライブ中継するこ
とができます。さらに、圧縮映像にはなりますが、エンコーダと配信
サーバを通してインターネット中継も可能です。
カメラ操作やテロップの挿入、映像の合成などはタッチパネルで行
えるため、専門家の手を借りる必要もありません。
映像のみならず、マイクの制御、録音・録画機器の制御、発言残時間
の表示、電子投票など、議会運営に関わるすべての機能も実現して
います。

Congress Station FHD: Total System for Parliamentary Procedures

This is our high-definition parliamentary assembly distribution system.
Using a real-time video monitor in the Parliament chamber, we display and
record the remarks, debates, and other proceedings that take place on the
Parliament floor. These same videos and images are then sent out to the
various government ministries, branch government offices, and affiliate
offices through high-definition TV, cable TV stations, and live broadcasts.
We are also able to conduct live streaming via encoding. We can also insert
camera operations and telops (Television Opaque Projector), as well as
compose videos and images using a touch-screen panel. Furthermore, we
are capable of performing all functions related to Parliamentary procedures, including controlling the microphones, conducting audio recordings, controlling video recording devices, displaying the remaining time for
remarks, administering electronic ballot casting, etc.

誰もが簡単に高画質の映像を、ネットワークを介して配信する時代になってい
ます。しかし複数のカメラ映像を組み合わせたり、テロップを挿入したりした高

市役所内

品質の映像をライブ配信することは困難です。まず議会中継用として製品化し
たシステムの技術を展開、イベント中継や遠隔講義など様々な場面で、高品質

HDカメラ

HD高画質

な映像をライブ配信することを可能にしました。もちろん録画も可能で、録画
した映像をオンデマンド配信することもできます。

省スペース設計
エンコードPC

本会議場

Congress Station FHD の操作画面

操作タッチパネル

セ ン サ ー ネットワ ー ク 技 術 で 持 続 可 能 な 日 本 の 繁 栄 へ
データセンター

異常気象、農家の高齢化など様々な社会の変化に対応し、豊かな日本を維持す
るには、スマート農業技術を用いて収益性の高い農業を確立すること、再生可

議場内大型モニター

能エネルギーを有効に活用し水素化社会を実現し脱炭素化を図ることが重要

インターネット

です。長年開発しているセンサーネットワーク技術をベースとして、これらのニ
ーズにこたえる技術を提供し、持続可能な日本の繁栄に貢献していきます。
HDカメラ

HD高画質

省スペース設計
配信までサポート

委員会室
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会社所在地

2003年7月23日

本社

操作タッチパネル

視聴者
LIVE配信（生中継）
VOD配信（録画）

〒277-0005
資本金

千葉県柏市柏6-9-18 柏パークビル

40,100,000円

TEL：04-7160-2355 FAX：04-7160-2356

代表取締役
後藤秀樹

研究所

〒277-0882
千葉県柏市柏の葉5-4-6
東葛テクノプラザ410号室

URL: www.adscorp.jp

1

◉必要な諸機能を集約し、簡単操作を実現。

◉他の議会管理用機器と連携させることも可能。

▶ほとんどのカメラ操作やカメラ映像の切り替えがワンタッチ。
▶カメラとマイクの連動機能
マイク操作との連携も可能です。
▶出席議員、発言残時間、採決結果議事風景、資料等表示機能。
▶ ICレコーダ、B-rayレコーダ等の遠隔操作。
▶登録しておいたテロップや入力した文字を挿入することができます。
（人名・地名等で重要なすべての外字に対応）
◉議会固有のニーズに応じたカスタマイズも可能。
▶静止画・動画の挿入、映像効果（Picture in Picture等）の挿入が可能。

◉省スペース、ハイコストパフォーマンス。

▶ソフトウェアによる処理のため、高価なヒビジョン機器は不要。
▶システムのフルバックアップも低コストで可能に。

多くの導入実績
京都府議会 和歌山県議会 高知県議会 我孫子市議会
鴻巣市議会 瀬戸内市議会 吹田市議会 長岡市議会
みやま市議会 札幌市議会 霧島市議会 沖縄市議会
など全国300議会以上で採用
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統合的学校管理システム

学校管理機能
Edu-Cubeでは以下に示すような学校管理に必要な機能が網羅

されています。管理や閲覧は権限により利用可能範囲が異なりま
す。PC、タブレット、スマホを用い、すべての主流ブラウザで操作
が可能です。なお学生側は多言語による表示が可能です。

■マスター管理機能
社会変革や人材へのニーズの多様化に対して学校職員の負担を増やすことな
く効率的に対応していくことは、学校管理の喫緊の課題です。
また学生に対する支援の充実や、学生間や学生と職員の間のコミュニケーシ
ョンの充実は、学校の価値を上げることが出来ます。
さらには国境を越えたリモート講義に対応できることも重要です。
Edu-Cubeはこのようなニーズに対応した、統合的学校管理システムです。

Efficiently responding to social changes and diversifying needs for
human resources without increasing the burden on school staff is
an urgent issue for school management.
In addition, the value of the school can be increased by enhancing
support for students and enhancing communication between
students and between students and staff.
It is also important to be able to handle remote lectures that
transcend national borders.
Edu-Cube is an integrated school management system that meets
these needs.

■教務管理機能

▶アカウント設定機能
権限別にアカウント（管理者、教員、学生など）の設定が行えます

▶カリキュラム、クラス管理
授業の時間割、クラス編成等の設定を行い、時間割（年間、月間、週間）
に反映させます

▶学生マスター設定機能
個人情報に配慮しながら学生のマスターデータの設定が行えます

▶学生管理
学生の入学時エントリー、出欠、賞罰、寮、成績、進級卒業、進学、
転入転出の管理閲覧が行えます

▶教室、施設マスター設定機能
教室、施設の使用を確実にするための、マスター設定が行えます

▶教員管理
タイムカードなど、教員に関する情報の管理が行えます

■学校管理機能

■財務管理機能

▶学級編成やクラス編成の設定、変更、削除、閲覧が行えます
▶入学前のエントリーから進級、進学、転入、転出処理が行えます

▶学費管理機能
学費納付状況（納付、未納、分納、未払い）の管理閲覧が行えます
▶その他の財務情報管理機能
教材費、保険費、医療費、奨学金等も同様に管理できます

■入力・出力管理機能
▶学生名簿、学生の各種履修記録の入力が行えます。
▶履修カレンダー、各種申請書や証明書の出力が行えます
▶入国管理局用資料や入国手続き用資料の出力が行えます

コミュニケーションツール機能
Edu-Cubeは学内のコミュニケーションツールとしても活用できます。

■お知らせ機能
▶学内の情報共有、学校から学生への連絡、学校からクラスへの連絡など
お知らせが可能です
▶お知らせの伝達進捗確認が可能です

■翻訳付きチャット機能

■ICTの活用で教育現場の活性化と効率化

■高利便性、高信頼性

■シンプルなインターフェース

■不要な書類を無くすペーパレス管理

■必要な情報がオールインワンで一元管理

■必要な機能に応じたカスタマイズ可能

■導入当日より利用可能

■翻訳機能付きチャットツールでの活用

■職員の負担軽減

■リモート講義管理にも対応

■課金システムとの連携

■安心で信頼性あるシステムサポート

▶グループ間、クラス間、個別のチャット機能の設定により
コミュニケーション促進が可能です

リモート講義システム
リモート講義システムも併せて提供し、その講義の管理を行えます。

■ライブ講義
▶簡単に時間割等を設定することができ、学生はその講義を受講したい場合
簡単に登録できます
▶ライブ講義の時間が近づくと、メールや SNS 等で自動的に通知されます

■オンデマンド講義
▶Archive Station との組み合わせで、映像を用いたオンデマンド授業が
可能です
▶オンデマンド講義でも先生への質問機能があります
学校の要求に合わせ、クラウドサービスとしても、
アプリケーションソフトウェアとしての提供も、
どちらも可能です。

5

■課金機能
▶学外の受講者に対しては各種決済方法に対応した課金機能があります
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6

本社
〒277-0005 千葉県柏市柏6-9-18 柏パークビル

tel: 04-7160-2355 fax: 04-7160-2356

研究所
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6
東葛テクノプラザ410号室

Co r p o r a t e P r o f i l e
ADS Corporation Ltd.
Head Office
Kashiwa-Park Building
6-9-18 Kashiwa,
Kashiwa-City, Chiba, 277-0005, Japan
phone: +81-4-7160-2355
fax: +81-4-7160-2356
Laboratory
Room No.410, Tokatsu Techno Plaza
5-4-6 Kashiwanoha,
Kashiwa-City, Chiba, 277-0882, Japan

www.adscorp.jp

