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近年工事現場など無人の現場や郊外の資材置き場など様々なところで窃盗被害が多発し
ております。夜間無人で尚且つ人目につきにくいため格好の標的になっております。 

 
工事現場などは一時的（短期間）であったり複数個所で行われています。 
そのため常設で監監視カメラやセキュリティ導入は難しかったり、またコストもかかる
ため 

対策がされていない工事現場はやりたい放題盗りたい放題の無法地帯でした。 

 
そんな中お客様から簡単に設置でき移動もできるセキュリティシステムはないかとご相
談があり、現場の声を形にということで開発されました。 
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新技術情報提供システム（NETIS[ネティス]）とは 

国土交通省は、新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として、新技術情報提供システム（New 

Technology Information System：NETIS）を整備しました。NETISは、国土交通省のイントラネット及びインターネットで
運用されるデータベースシステムです。  

建設事業者のメリット 
 

技術評価点の向上 価格と技術提案の優劣を数値化して落札者を判定する 「総合評価落札方式」におい
て、NETIS 登録技術を採用 した技術提案を行う事で技術評価点の向上が見込めます 
 

工事成績評定点の向上 NETIS 登録技術を活用した施工を行った場合、工事が 完成した段階で発注者に
より採点される工事成績評表定 点の加点対象となります。施工のコスト縮減や工期短縮 の実現等、質の
高い施工実績を残す事で、次回の入札に 有利となる評価につながります。  

 
NETIS技術を活用することで効果的な施工を実現できます。 

 

完成後、工事成績評定で加点され、次回の入札に有利になる評価につながります 

NETIS新技術情報提供システム 



Trust Inc. 

業界被害ニュース 

逮捕されたのはベトナム国籍の会社役員A（３６） 
計１６０件、被害総額約１２億２０００万円相当の犯行を裏付け、実行犯の千葉県運送業の日本人B（４０）らグループ８人を逮捕してい
ます。 
男らは茨城、千葉両県を中心に、１５０台以上の重機や鉄板約５００枚を盗むなど犯罪を犯しています。 
ベトナム人A は日本人Ｂに盗む重機を具体的に指示。受け取った重機を解体して横浜港からベトナムに輸出、売却していました。 
「重機は屋外にあるので盗みやすく、転売ルートも確保していた」などと供述しています。 
 調べでは、千葉県東金市の工事現場からパワーショベル１台（７００万円相当）と鉄板２０枚（１８０万円相当）を盗んだ疑い。 
犯行ごとにグループを組み、合鍵を使うなどして重機を盗んでいました。 
Ｂは１回あたり数百万円の報酬を受け取り、海外旅行や遊興費に充てていたようです。 

2015年05月08日 12:07 
 千葉県は７日、県が施行する柏市正連寺の土地区画整理事業地内の資材置き場から鉄製の敷鉄板４６枚（被害金額約１５５万円）が何者かに
盗まれたと発表した。 
 敷鉄板は１枚長さ約６メートル、幅１・５メートル、厚さ２センチ、重さ１６００キロで、重機が移動しやすいように工事現場の地面に敷設するもの。
同日午前１０時半ごろ、柏区画整理事務所の県職員が資材置き場をパトロールした際、施錠チェーンが切断されているのに気付き、確認したと
ころ敷鉄板がなくなっていた。県は柏署に被害届を提出した。 
 １日午後４時には異常はなく、連休中に盗まれたとみられる。 
 今月１日には流山市内の県施行の土地区画整理事業地内から鋼矢板２５枚が盗まれたばかりだった。 

ダンプなど車90台盗んだ4人逮捕/福島、茨城県警  
福島県警捜査3課と郡山、須賀川、棚倉、石川署、茨城県警などは16日、福島県や北関東などで自動車窃盗を繰り返していたとして窃盗の疑
いで男4人を逮捕した。4人は「約90台を盗んだ」と供述しているということで県警は全容解明を急いでいる。被害総額は約7,000万円にのぼ
るという。逮捕されたのは茨城県の土木作業員の男(34)＝窃盗罪で起訴済み＝、茨城県の無職の男(42)＝同＝、福島県須賀川市和田字作
の内の無職の男(37)＝同＝、茨城県の無職の男(35)＝窃盗未遂罪で起訴済み＝。4人は昨年10月頃から福島県や茨城県、栃木県でダンプ
カーやユニック車を盗んだ疑い。 



お客様は金銭的な一次被害もそうですが 

二次被害を最も恐れています。 



Trust Inc. 

警備会社 防犯カメラ 

※警備業法25分以内の駆付け 
※現場確認業務 

※被害後の映像確認 

※顔を隠した犯行 

防犯対策の選択肢は一般的に２つあります。 



警備員にはいわゆる警察官のような権限は一切ありません。怪しい人物を発見しても、同意のない限り職務質
問や身体検査はできませんし、車両に乗務する勤務中においても、警察車両のように制限速度超過や信号無視
も出来ません 
あくまでも警備員に泥棒を捕まえる権限はなく、現場確認業務です。 

泥棒は「安全性」「容易性」「確実性」を考えて侵入するターゲットを選びます。 
「安全性」…人目につかずに犯行できるか、捕まらないか。 
「容易性」…簡単に侵入できるか。 
「確実性」…確実に儲けることができるか 
泥棒が「人目につくこと」を嫌がるのは、誰かに顔を見られる可能性が高い、すなわち、つかまる可
能性が高くなるからなのです。 
ですから、侵入しやすい人目につかずに犯行をできる建物を侵入ターゲットに選ぶのです。 

ほとんどの泥棒の犯行時間は 

5分～10分以内の犯行です。 

つまり泥棒の犯行は短時間です！ 

泥棒は非常ベルが警報ベルやサイレンを嫌がるのは 

目撃されることを恐れているためです。 

泥棒の被害にあわないための2つのポイント 

１．狙わせない 
下見の段階でここはやめておこう騒がしいことになるな。狙わせない。 

２．犯行途中であきらめさせる 
建物侵入前の敷地段階で音や光による威嚇撃退。犯行途中であきらめさせる。 



いろいろな方に使用いただいております。 
元々は工事現場向けのお客様の声を頂き開発された商品ですが、 

今では太陽光施設や農家、その他多方面からご引き合い頂いております。 

工事現場 資材置き場 農家 学校 

太陽光 電力会社・電気工事会社 工場 



盗難被害 異常・故障 

同署によると、９月１～３日、水戸市百合が丘の工事現
場で、敷鉄板５７枚（時価６８０万円相当）が盗まれま
した。 
同月２２～２４日には、同市鯉淵町の資材置き場で、敷
鉄板１５枚（時価１５０万円相当）やパワーショベルな
どが盗難に遭いました。 
近くで１０月２７～２９日にも会社敷地内に敷いてあっ
た敷鉄板１２７枚（時価８２５万５０００円相当）など
が盗まれました。 

 
盗まれた鉄板は、いずれも縦６メートル、横１・５メー
トル、幅２２～２３ミリで重さは１・５～１・８トン。 
金属買い取り業者やリサイクル店で１枚当たり数万円と
いう高値で売れることから、複数人でクレーン付き大型
トラックなどを利用して大量の鉄板を短期間で盗む犯行
が多いという。 
犯行は現場の作業員がいない夜間や早朝、休日などの時
間帯を狙い、作業を装って行われるケースが多いため発
見が困難。 
さらに鉄板には識別番号が付いておらず、被害品の特定
が難航しがちだという。 
 

 工期が遅れてしまい責任問題になってしまう 

 材料費が予算を超えてしまう 

 修理費、工事費がさらにかかってしまう 

 パワコンが故障し売電ができない 

 現場が遠く発見が遅れてしまう  

工事現場  

A) 銅線、鉄板などの資材の盗難 
B) 備品の盗難 
C) 発電機などの重機、機器の盗難 

A) 子供のいたずら 
B) 放火事件 
C) 現場内での事故 
D) 災害による被害 
E) 現場の管理 



A)工事中の架台やパネルの盗 難 

B)施工後のケーブルの盗難 

C) 投石等のイタズラによるパネルの損壊 

盗難被害 異常・故障 

滋賀県野洲市吉川の琵琶湖岸近くに設置されたメガソーラーで
昨年９月３０日、送電用の銅製ケーブルが、工具のようなもの
で切断されているのがみつかった。 
 ケーブルは約３０カ所で切られ、延べ６５０メートル分（被
害額２６０万円）が盗まれていた。発電所の管理会社は当面の
応急処置として、むき出しで敷設していたケーブルを金属製の
ケースで覆った。 
 だが翌月下旬、再び同施設の敷地内で、ケーブル盗難の被害
が判明。今度は延べ３００メートル分（被害額１４６万円）が
盗まれていた。この施設は約２万４千平方メートルで、甲子園
球場２つ分程度。周りを高さ２メートルの金属製フェンスで囲
い、フェンスの上部には有刺鉄線を張っている 

 
茨城県にある建設途中の太陽光発電所からソーラーパネルおよ
そ５００枚が盗まれていたことが分かり、警察は窃盗事件とし
て調べています。 
茨城県大子町にある建設途中の太陽光発電所の従業員が今月８
日、『ソーラーパネルの枚数が合わない』と交番に届け出まし
た。警察などが調べたところ、敷地内に保管してあった太陽光
パネル５３１枚が盗まれているのが分かりました。 
今年１０月、発電所の従業員が、枚数が足りないことに気がつ
いていましたが、作業用に移動したと思い、当時は通報しな
かったということです。この発電所はおよそ４万１０００平方
メートルの広さに７３００枚のパネルを敷き詰め、今月完成す
る予定でした。 
警察は複数による犯行の可能性が高いとみて、詳しく調べてい
ます 

A)落雷によるパワコンの異常、故障 

B) 強風による飛来物の衝突 

C)水害によるパワコンの故障 

D) 積雪による発電量の低下 

E)パワコンフィルターの目詰まりによる故障 

 工期が遅れてしまい責任問題になってしまう 

 材料費が予算を超えてしまう 

 修理費、工事費がさらにかかってしまう 

 パワコンが故障し売電ができない 

 現場が遠く発見が遅れてしまう  

太陽光発電所  



A)果実野菜などの作物の盗難 

B)トラクターや農機具の盗難 

 

盗難被害 異常・故障 

農家  

A) 台風などの災害による被害 

B) 作物などの発育 

 新しい機械が来るまで作業停止、レンタル費用発生。 

 その年の収穫減により収入の大幅減少もしくは停止。 

 納品取引先やお客様の信用を失う。 

上山市宮脇のサクランボ畑で、収穫目前の「紅秀峰」約15キロ
（7万5千円相当）が盗まれたと25日、畑を所有する近くの農家
の男性（59）が上山署に届け出ました。 

同署によると、盗まれたのは今月22日午前6時ごろから24日午前
6時ごろの間とみられます。 
男性がサクランボの状況を確認するために畑を訪れ、被害に気
付きました。 

 広さ約50アールの畑の約90本の木のうち、9本から軸ごと、も
しくは枝を折られて盗まれました。 
現場に作業用の脚立はなく、手の届く高さにあった実が被害に
遭いました。 

 ＜山形新聞 6月26日(金)8時33分配信より＞ 

 
静岡県警は１４年、県内でホイールローダー１４台の盗難被害
を確認。１１年（１台）と比べて急増している。県警は「１４
年当初は建設現場からの盗難だったが、７月以降は農業施設で
の報告が増えた」（生活安全企画課）として注意を呼び掛けて
いる。岐阜県内でも１４年、「建設用特殊自動車」が６２台が
盗まれた。岐阜県警は「ほとんどがホイールローダーのよう
だ」（国際捜査課）とみる。 

 
 なぜ、ホイールローダーなのか。岐阜県警は１４年１０月、
日本国籍を取得したリサイクル業の元ベトナム人（３５）と、
輸出業を営むベトナム人（２７）をそれぞれリーダーとする２
グループ７人を逮捕。１５年１月にも別グループ３人を捕えて
取り調べたところ、「ＧＰＳの搭載が進んでいないホイール
ローダーを狙うよう、ベトナムで盗難品をさばくブローカーか
ら要望があった」ことが判明した 



• センサーが１２ｍ９０度の範囲を監視 

• 赤外線照射付カメラで暗闇でも撮影ＯＫ
24時間365日監視可能。 

• 写真が登録者（最大10名）にメールで送ら
れるので画像を確認して自分の声で犯人を
威嚇できます。 

• センサーが反応するとパトライトが光、大
音量のサイレンが鳴ります。 

• 泥棒の場合警察へ通報（１１０番）し警察
に現場に急行してもらいます。 

抑止 



• 機器のセット、解除もＰＣ、
スマホから可能。 

• 携帯電話の回線を使う
ので電波の届く範囲なら
使用可能。 

• 常時映像を確認できるの
で、現場の管理や子供の
いたずら防止にも使用で
きます。 

遠隔操作 



• 自分で10分で設置
できます。 

（初期設定が最初必要
になります。） 

• 3つのパーツをつな
げ、配線を接続してコ
ンセントをさすだけ 

簡単 



便利 

• 乗用車に搭載することも可能。 

• 現場管理用ツールとしても使用可能 
  （ｉPhone・ｉＰａｄ・ＰＣの場合） 

• タイガードをＰＣのアクセスポイントとして使用可能。 

ヘルメットか
ぶって 

片づけしてく
ださい 

作業中断して
下さい 

• 機器のセット、解除もＰＣ、スマホからできます。 



タイガードセンサー部 



メール通知画面 



使用例 

 



太陽光施工業者 E社様 

 

太陽光のお仕事内容をお聞かせください？ 
 
施工工事をしています。 
 
今回どのような理由でタイガードを導入しましたか？ 
 
施工時たびたび電線ケーブルなどの資材盗難がありました。 
金銭的な面もそうですが、施工が中断されることで工期に影響しお客様にご迷惑をかけたり 
他の現場にも影響するため頭を悩ませておりました。 
 
タイガードを導入してからはいかがですか？ 
 
導入後は盗難はなくなりました。見た目が物々しいので泥棒もあえてうちの現場は避けているのかもしれません。 
ただ一度だけ泥棒が来た痕跡が残っていました。しかしタイガードがあったからですかね何も取らずに 
逃げていった映像が残っていました。タイガードが無ければ盗られていたでしょう。 
 
ありがとうございました。そのほか総合的に感想をお聞かせください。 
 
タイガードを導入することでひとまず安心しておりますありがとうございます。 
おかげで仕事も順調です。 
あと弊社では防犯以外の面でも重宝しています。 
遠隔地から現場の状況がわかるので、工事の進行状況や人の作業状況を確認するのに非常に便利に使わせて 
もらっています。 
 



建設会社 K社様 

 

御社のお仕事内容をお聞かせください？ 
 
建設会社ですので様々な建設工事に携わっております。 
 
今回どのような理由でタイガードを導入しましたか？ 
 
元々は資材の盗難やトラック、重機などの盗難をちょくちょく耳にしていましたし、 
うちの会社でも道具をやられたので。 
 
タイガードを導入してからはいかがですか？ 
 
今のところないですね。あとうちは公共の工事も多いのでNETISがあるから使っているって 
いうのもあります。 
 
ありがとうございました。そのほか総合的に感想をお聞かせください。 
 
うちはタイガードを3台所有させていただいているくらいだから、気に入っていますよ。 
現場にも使用していますし現場少ないときは資材置き場のセキュリティに使っています。 
何かあればすぐ対応してくれるのでうちみたいなところでも使いこなせてると思いますよ。 



工場 J社様 

 

御社のお仕事内容をお聞かせください？ 
 
 
 
今回どのような理由でタイガードを導入しましたか？ 
 
工場敷地が広いため現状セキュリティ対策は行っているのですが、銅線や資材など敷地内に 
置いているためセキュリティ対策は講じておりますが盗難が起きていました。 
守衛もいるのですが何分敷地が広いため死角があります。 
 
タイガードを導入してからはいかがですか？ 
 
盗難はなくなりました。死角の部分などもカバーされセキュリティが強化できました。 
侵入者があれば守衛の方にすぐに連絡がいくようになり安心です。 
 
ありがとうございました。そのほか総合的に感想をお聞かせください。 
 
盗難の問題はあっても、こういう時代ですからさすがに人件費を投じて警備を強化などは 
難しく困っていたところ助かりました。通常のカメラとは違い泥棒に対する威嚇や担当者への 
通知など、守衛などの連携することで少ないコストで大幅にセキュリティ性がアップしました。 
グループ企業内でも現場のセキュリティで活用させて頂いております。 



農家 A様 

 

御社のお仕事内容をお聞かせください？ 
 
農家です。茄子の栽培をしております。 
 
今回どのような理由でタイガードを導入しましたか？ 
 
実は導入する前まで作物や肥料などの盗難被害があり悩んでおりました。いつトラクターなどの 
農機などまで手が伸びてこないかと冷や冷やしておりました。 
作物に関しても私どもはそれでご飯を食べておりますので私どもにとっては大切な商品なのです。 
 
タイガードを導入してからはいかがですか？ 
 
安心して生活できるようになり感謝しております。実は泥棒は違う畑を荒らしているときに現行犯 
で捕まったようです。しかし今後もいつ新たな泥棒が現れるかわかりませんし、侵入があれば 
タイガードが威嚇し私にも通報が来ますから安心です。何より安心なのはいつでもどこでも畑の様子 
が見られるということです。暇があればスマホを眺めています（笑） 
 
ありがとうございました。そのほか総合的に感想をお聞かせください。 
 
農業の方は皆さんそうだと思いますけれども台風などの災害時も畑の様子は気になりますから 
今後防犯以外でも活用させていただきます。 
 



建設現場 J社
様 

 
御社のお仕事内容をお聞かせください？ 
 
主に陸橋などの建設工事を行っています。 
 
今回どのような理由でタイガードを導入しましたか？ 
 
盗難の恐れもあるのですが弊社ではNETISが一番の目的かもしれません。公共の工事が多いため 
NETIS商品はよく活用させていただいています。工事評価点数はその現場の評価にかかわらず、 
今後の入札でも関係してきますので、我々は非常に意識しています。 
 
タイガードを導入してからはいかがですか？ 
 
盗難はありませんし、現場事務所の方から現場に行かなくても状況がわかるので指示出し等現場管理にも活用し
ています。使ってみて便利だと思ったのは何時に現場がスタートし何時に終わっているかもメールが来ますので
現場の管理にも重宝しております。 
 
 
ありがとうございました。そのほか総合的に感想をお聞かせください。 
 
タイガードは他の現場でも何か所か活用していますが、今後も使わせていただく予定です。 
 
 
 




