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高出力・遠距離通信 中継機能対応 双方向通信

携帯圏外でもつながる「超」遠距離無線

山での活動に安全・安心を！
山の中の携帯圏外でもチャット通信が可能になる。

GeoChat（ジオチャット）は、携帯回線の届かないような厳しい山間部
から、遠く離れた相手に位置情報付きのSOSなどを送る事ができる画期
的なデバイスです。山間部での利用に特化した独自の遠距離無線規格
GEO-WAVE（ジオウェイブ）を利用することで、小型軽量な中継機・親機
で構築する広域ネットワークを介して、GeoChatとクラウドとの双方
向通信を実現させ、携帯圏内外を意識することのないシームレスな情報
の伝達を可能にします。
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つながる理由は
独自無線規格
GEO-WAVEは、LPWAの中でも制度的に許され
る最大出力の陸上移動局無線※を採用し、他規格
よりも通信距離が長く、中山間地域など険しい地
形の通信手段として有効な独自通信規格です。
※操作者の資格は不要で、簡単な無線局の登録申請のみ必要な届出免許制の規格

●920MHz/250mWの高出力なので、ワンホップで遠距離通信
が可能。降雨減衰や樹木の成長など環境変化の影響を受けに
くく、険しい地形でも回り込み・反射を活かした見通し外通
信に適しています。

●中継機能にも対応し、低消費電力を活かしてソーラーバッテ
リー稼働ができるので、商用電源の確保が難しい山頂等に中
継機を設置し、携帯圏外の多い山間部でも通信網の拡張が可
能です。

●双方向通信によりGeoChatのような利用者同士のコミュニケ
ーションや、親機・中継機の遠隔制御やソフトウェア更新に
よる機能追加にも対応しています。
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GNSS受信機

端末単独でも位置情報を取得。GPS+
日本の準天頂衛星みちびき対応で、山
間部の悪条件にも強く、取得した位置
情報をアプリのオフライン地図に表示
します。

現在開発中の「GeoVital」は、腕時計型のウェアラブル端末で、脈拍や、外気温に基づく暑さス
トレスレベルを測定できます。専用アプリ及びGeoChatと連携し、利用者の健康状態を遠隔モニ
タリングすることで、不慮の事故や体調不良などの早期察知が可能となります。
※GeoVitalは現在開発中の製品です。

スマートフォンの専用アプリと無線接続し、テキスト・位置情報・SOS信号を送受信できます。
※音声通話はできません。

GeoChatの仕組み

GeoChatと連動する親機・中継機

チャット 位置情報 SOS
BLE モジュール
Bluetooth LowEnergy

スマートフォンと接続し、専用アプリ
からの操作・閲覧・設定変更などが可
能です。

GeoVital（ジオバイタル）との連携で、更に安全・安心に
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親機・中継機と繋ぐことでクラウド経由で携帯圏外から携帯圏内とチャットができます。

R

cloud

P

GeoChat
子機

親中継機 機

インターネットに接続された親機と、ソーラーバッテリーで稼働する中継機を設置すれば、GEO-WAVEで繋がる
広域の通信インフラを構築することができます。携帯圏外のGeoChatが中継機・親機を経由することでクラウド
サーバーに繋がり、日本中とチャットのやりとりや、緊急時のSOSメッセージの送受信が可能になります。
また、この通信インフラを活用して、GeoChat端末から定期的に発信される位置情報により利用者の居場所を
関係者が常に把握でき、より確実な安全管理が実現できます。

中継機

GeoChat

親機
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携帯圏外 携帯圏外

親機

中継機

SOS

SOS
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cloud

携帯圏内

中継機
GeoBase Dual Repeater 

GeoChatのみの運用例

親機・中継機共に2ポート対応のGeoBase Dualを用いることで、GeoChatが送受信するGEO-WAVEの電波を
クラウドサーバーと繋ぎ、携帯圏外からでも日本中と通信が可能になります。

親　機：GeoBase Dual （2ポート対応 タイプ）
中継機：GeoBase Dual Repeater（2ポート対応 タイプ）
電　源：GeoBase Dual Repeater 用ソーラーバッテリー
子　機：GeoChat

GeoChat 親機

cloud

GeoBase Dual

携帯圏外のGeoChat端末 ⇄ 中継機 ⇄ 携帯圏内の親機



携帯圏外 携帯圏外携帯圏内

親機

水位監視 獣害対策

土砂崩壊検知中継機

子機

子機

子機

子機

画像監視

cloud

SOS

SOS

R

P

GeoChat＋多用途・大規模な運用例

親機・中継機共に 6ポート対応マルチ回線タイプのGeoBase Multi を用いることで、
GeoChat 以外にもカメラや水位センサーなど大量・多様な製品が利用可能となります。

親　機：GeoBase Multi（6ポート対応 タイプ）
中継機：GeoBase Multi Repeater（6ポート対応 タイプ）
電　源：GeoBase Multi Repeater 用ソーラーバッテリー
子　機：GeoChat //GeoWana GeoCam/GeoConnectなど

GeoChat 子機 中継機 親機

cloud

GeoBase Multi Repeater GeoBase Multi
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携帯圏外のGeoChat端末＋他の子機群 ⇄ 中継機 ⇄ 携帯圏内の親機

捕獲通知機GeoWanaは、林業の
獣害対策でも活用されています。
是非GeoChatとの併用をご検討く
ださい。

▼GeoWana の概要紹介PV



GeoChatの特徴
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音声通話はできませんが、文字と座標が共有でき、非常時も役立ちます。

親機・中継機を介してクラウドサービスとの連携が可能です。

中継機

親機



GeoChatの特徴
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携帯圏外と携帯圏内でチャット形式のメッセージのやりとりができます。

状況に応じた方法で、効率的に SOSメッセージの送信が可能です。



GeoChatの特徴
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携帯圏外の利用者の位置情報・軌跡情報を把握できます。

重機や運搬車の位置情報把握・運行管理にも活用できます。



デジタル田園都市国家構想推進交付金事業 受託実績

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/denenkouhukin_saitaku_type23rr.pdf

引用元：
令和4年6月 内閣府 地方創生推進室 デジタル庁 
デジタル田園都市国家構想推進交付金 (デジタル実装タイプ TYPE2/3) の採択結果について

デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した事業で、GEO-WAVEの技術が活用されます。
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チャット　携帯圏外でもチャットができます。

Android/iOS向け 専用アプリケーション

位置情報　正確な位置情報を共有できます。

SOS　緊急事態に迅速な救助要請ができます。
※スマートフォンは別途ご用意下さい。

FS2209A

ジオベースマルチ
GeoBase Multi［親機］
GBM-2508A/ES（P）

ジオベースマルチリピーター
GeoBase Multi Repeater［中継機］
GBM-2508A/ES（R）

6ポート対応

ジオベースデュアル
GeoBase Dual［親機］
GBD-2504A/ES（P）

ジオベースデュアルリピーター
GeoBase Dual Repeater ［中継機］
GBD-2504A/ES（R）

2ポート対応

GeoBase Multi Repeater用
ソーラーバッテリー
（パネル・バッテリー分離型）

GeoBase Dual Repeater用
ソーラーバッテリー
（パネル・バッテリー一体型）

 機器仕様

HP

販売代理店

ジオチャット
GeoChat［子機］
GCH-2501A/PR

パーソナルチャット・SOSデバイス
通信規格：GEO-WAVE、BLE(Bluetooth Low Energy)

周波数　：920MHz

送信出力：250mW

電源仕様：内蔵リチウムバッテリー（3.6V/2,875mAh)

外形寸法：W53×H135×D37mm

重量　　：約127g（バッテリー含む本体のみ）

その他　：準天頂衛星対応GNSS受信機搭載

　　　　　USB Type-C充電可能

【親機】

【中継機】

【親機】

【中継機】

通信規格：GEO-WAVE、LTE、Wi-Fi

周波数     ：920MHz

送信出力：250mW

電源         ：AC電源（100V）

その他     ：準天頂衛星対応GNSS受信機搭載

通信規格：GEO-WAVE

周波数　：920MHz

送信出力：250mW

電源　　：専用ソーラーバッテリー（別売）

その他　：準天頂衛星対応GNSS受信機搭載
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