


セーフィーは防犯・監視カメラのクラウド映像プラットフォームサービスを開発・運営する会社です。2014年3月、ソニー

グループ出身の3 名が独立して創業しました。

　きっかけは代表取締役の佐渡島が自宅を建てる際に初めて知った、防犯カメラサービスのアナログさでした。静止

画レベルの映像品質。高価で、何か起こってもすぐには見ることができない不便さ。画像処理技術のサービスに関わっ

ていたからこそ気づいた、現状とのギャップでした。

　「自分たちの技術で、誰もが使いやすいクラウド直結のカメラサービスをつくれないか」

そんな佐渡島の問いかけに、「できますよ」と答えたのが、後ろの席で画像処理の技術開発に没頭していたエンジニア、

森本と下崎です。（モーションポートレート株式会社 /元ソニー木原研究所）そうして間もなく、プロトタイプ製作がスター

トしました。

　同時にサービスモデルの方向性を検討する中で、一社の技術力・サービス力で完結する垂直統合型では、スピード

感・発展性に限界があると考えました。そこで世界中のあらゆるメーカーや開発者に参画していただける水平分業型の

映像クラウドプラットフォームを目指し、ソニーグループから独立することを決意。しかし、このオープンプラットフォー

ム戦略に最も共感してくれたのもまた、ソニーグループでした。

　こうしてセーフィーはソニーネットワークコミュニケーションズの出資を受け、本格的に開発・サービス運用をスタート

させます。

　現在セーフィーは、クラウドにつながるデバイス（カメラ）組込み制御OSを無償で提供しています。あらゆるメーカー・

開発者にセーフィーのクラウドプラットフォームを使っていただけるように、特定のメーカーや、ハードウェアに依存しな

い、オープンなプラットフォームを目指しています。また、メーカーと協業しデバイス開発にも積極的に関わっています。

　私たちが大切にしていることは、

「割の良さ（圧倒的な高品質・低価格）」「みんなが使える」「誰が使っても簡単・セキュア」

この３点です。カメラ・クラウド・AI が、見る・聞く・話す、記憶する、考えるといった「頭脳の代替手段」とな

り得る未来に向け、進化し続ける「賢くなるカメラ」をコンセプトにサービス提供を行っています。 

創業ストーリー



創業メンバー 会社概要

佐渡島 隆平
代表取締役社長（CEO）

1979 年 生まれ

1999 年 Daigakunote.com 創業（CEO）

2002 年 ソニーネットワークコミュニケーション株式会社入社

2010 年 モーションポートレート株式会社（CMO） 

2014 年 セーフィー株式会社創業

森本 数馬
取締役 エンジニア

1978 年 生まれ

2001年 東京大学工学部応用物理 物理工学科卒業

2001年 ソニー株式会社入社

2012 年 グリー株式会社入社

2013 年 モーションポートレート株式会社入社

2014 年 セーフィー株式会社創業

下崎 守朗
取締役 エンジニア

1978 年 生まれ

2003 年 東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学修了  

             （修士）

2001年 ソニー木原研究所入社

2009 年 ザイオソフト株式会社入社

2013 年 モーションポートレート株式会社入社

2014 年 セーフィー株式会社創業

代表　　　　代表取締役社長　佐渡島隆平

役員　　　　取締役　AI/HW技術　下崎守朗

　　　　　　取締役　プラットフォーム技術　森本数馬

　　　　　　社外取締役　北川純（ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）

                   社外取締役　宮津正治（オリックス株式会社）

監査役　　　権聖喜（MBS 株式会社）

資本金　　　11億 5500 万円（資本準備金含む）

株主　　　　創業メンバー
　　　　　     　ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

　　　　　　     オリックス株式会社

　　　     　　　関西電力株式会社

　　　　     　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社

　　　　　     　株式会社ティーガイア

　　　　　     　価値共創ベンチャー有限責任事業組合

　　　　　　（NECキャピタルソリューション株式会社と株式会社ベンチャーラボインベストメントが共同運営）

設立日　　　2014 年 10月 23日

業務内容　　クラウド録画型プラットフォーム「Safie～セーフィー～」の運営

　　　　　　ハードウェアメーカーへのソリューション提供

会社沿革
2014 年 10月　 セーフィー株式会社創業
　　　　　　　 クラウドファンディング MAKUAKEで資金を集め事業スタート
　　　　　　　  BtoC 向けにプロダクト開発

2015 年 7月    BtoB 向けの SafiePROをリリース
　　　　　　　 建築現場での利用や飲食・小売店など活用の幅が広がる

2017年 3月　 アクシスカメラにセーフィー対応
                       アクシスコミュニケーションズのカメラ約 200 種で Safie セーフィー利用開始

2017年 9月    大手 5 社より9.7 億円の資本業務提携
                      オリックス・関西電力・キヤノンマーケティングジャパン・
                      NECキャピタルソリューション・ティーガイア

NOW!



クラウドプラットフォーム

専用ビューアーアプリ対応カメラ

いつでもどこにいても
カメラの映像（ライブ・録画）を確認できる

映像録画

セキュア通信 / カメラの管理

動体・音声検知自動アラート / シェア

Wi-Fi・LANで
インターネットに
接続するだけ！

スマホ・パソコン・タブレット

サービスのしくみ

( TLS1.1以上・AES128bit以上・Perfect Forward Secrecy)
情報セキュリティーを最優先。オンラインバンク同等のセキュリティレベルを提供

セーフィーのクラウドに保存される録画データは最新の暗号化技術によって守られています。また、ユーザーやカメラが利

用する通信経路も暗号化されています。データ漏洩や改ざん、覗き見の心配はなく、安心してご利用いただけます。たとえ

カメラが盗まれたり壊されたりしても、録画データを見られたり消去されることはありません。

設置場所に合わせて選べる対応カメラの応機種は 200 種以上。強固なセキュリティ設計で、難しい設定をすることなく、スマホやパソコンからいつでも確認できます。



セーフィーサービスの技術的優位性
セーフィーのクラウドサービスはクラウド・デバイス・アプリケーション

を一気通貫してコントロールしているため、各種機能変更や、追加に

柔軟に対応できます。また全体システムとしての最適化が容易に図れ

るため、常にセキュアで最新のサービスを提供できます。

Saf i e cloud

Saf ie Software module Saf ie Application
・誰もが直感的に使えるアプリケーション設計です。
・アップデートや機能を柔軟に追加可能です。
・iOS・Android・PCブラウザ向けの専用アプリを
　提供しています。

・あらゆるメーカーのデバイス・システム LSIでもインストール可能な
　セーフィー独自の組み込みOSを頒布しています。

・大量の映像を限られた通信帯域で制御できます。
・セキュアなネットワーク接続ができます。
・デバイス側にもアプリケーションを追加できます。

・クラウド上の映像データとセンサー情報・画像処理技術を
　連携処理できます。

・1カメラあたり5GB/１日以上の大量映像をサーバー上で保管。
　パフォーマンス良くあらゆるデバイスに動画配信が可能です。



防犯カメラ・監視カメラの設置需要は年々高まっています。

特に 2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け観光客の増加により、

テロや犯罪対策を強化すべきという声が上がっています。また、防犯・監視目的と合わせて、

画像解析技術との連動により顔認証・人流計測・異常行動検知や POS レジと連動させ

たマーケティングの分析や、入退室管理と連動させたセキュリティコントロールといった、

映像の新しい用途の広がりも期待されています。

こういった社会背景により、監視カメラ市場（IP カメラ出荷台数）は、2015 年の 78 万

台/年から、2020年には 260万台/年まで成長すると見込まれています。それに伴い、「ク

ラウド需要」は全体のカメラ稼働の 2015 年度 1.3％→2020 年度 15% 程度まで拡大が

予想されています。

日本国内の IP 型監視カメラ市場と未来

（弊社調べ） 出典：矢野経済研究所「2015 年度版 監視カメラ市場予測と次世代戦略」を元に2015年度として推定 

出典：矢野経済研究所「2016 年度版 ネットワークカメラ/VCA 画像解析システム市場

日本国内に設置されているカメラには、「動体検知・異常検知」など

の画像解析機能が搭載されている場合もありますが、実際に現場でそ

ういった機能を活用している事例はまだ全体の 5％と言われています。

欧米では、有名ブランドアパレル店などで画像解析カメラの設置を店舗

に標準化しており、天気情報・人数情報・POSレジと連携し、購買

額や購買者数、来店者数を割り出し、購買率まで確認できるようになっ

ています。すでに実際のデータに基づいて、商品を配置や、スタッフ

のオペレーション改善に利用されているそうです。

画像解析活用の日本と欧米の違い

国内のIPカメラ出荷台数
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画像解析/サービス市場
（マーケティング）
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（セキュリティ、モニタリング、顔認証、車両ナンバー認識）

画像管理市場
（VMS）

録画・記録・周辺機器市場
（NVR、DVR、サーバ・エンコーダ、周辺機器）
録画・記録・周辺機器市場

（NVR、DVR、サーバ・エンコーダ、周辺機器）

監視カメラ市場
（アナログ含む、PC、Webカメラ除く）

国内市場規模（2015年）

600億円

国内市場規模（2015年）

793億円

国内市場規模（2015年）

17億円

国内市場規模（2015年）

144億円



矢野経済研究所の試算によると、日本国内で稼働するカメラが 2020 年に

向けて更に拡大する見込みです。画像解析市場は、2015 年度 5％程度の

画像処理技術が搭載されているインテリジェント機能活用率が、2020 年度

にはカメラ出荷市場の 20%で使用されると推定され、画像解析の市場規模

は、2015 年度の 144 億円から 2020 年度には 870 億円まで、約 6 倍に

拡大すると予想されています。

映像データと人数カウント技術を連携さ

せたソリューションで、リアルなCVR（顧

客転換率）の可視化を実証実験中です。

小売店で問題視されるレジ金着服の問題を、オーナーや本部の

スタッフが効率よく確認できるソリューションを開発検討中です。

×

これからの画像解析における市場規模

画像解析・機器・センサー連携におけるセーフィーの取り組み

監視カメラの画像解析市場規模

監視カメラの画像解析市場規模

AXISのピープルカウンター（画像解析）と
POSレジの売り上げの連動を可視化

POSレジと連動した ” 内引き” 防止ソリューションの開発

2015年推定

123.1% 131.9% 127.9% 210.7% 130.9%

2016年予測 2017年予測 2018年予測 2019年予測

監視カメラの画像解析市場規模

対前年比 129.9%

870億円

2020年予測

144億円 190億円 243億円 512億円 670億円
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クラウド録画データ

VOID処理を利用した
「レジ金着服（内引き）」
確認ソリューション売り上げデータなど

POSレジメーカー
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広がるセーフィー導入実績

その他

不動産

公共・建設・物流

飲食・小売・サービス

現在セーフィーは、あらゆる業種、そして個人から法人まで多くのお客様に

利便性・クラウドの将来性をご支持いただき、導入が進んでいます。



お客様の声を活かしたサービス開発・運用
セーフィーが目指すのは「現場で活きるソリューション」です。

お客様の悩みや手間を解消することを第一に、実際にヒアリングを重ねながらサービスを改善・進化させています。

https://saf ie.link/casestudy/で最新の導入事例をご覧いただけます。



テクノロジーを通じて

誰もが安心できる社会を創る

セーフィーは、お客様の声に応えながら
様 な々社会課題を「映像」と「クラウド」という手段を使って解決していきます。



© 2014-2018 Saf ie Inc.support@safie.jp
メールでのお問い合わせはこちら

https://safie.link/contact/inquiry
カスタマーサポートへのお問い合わせはこちら

https://safie.link
セーフィー株式会社




