
Innovative Solutions

Security. At the Center of 
Your Business.
セキュリティ センターは、IP ビデオ監視、アクセス 
コントロール、および 1 つの直感的なソリューショ
ン内でナンバー プレート認識システムのブレンド、
統一されたプラットフォームです。オペレーション
の簡素、大きいの状況認識を達成するため、組織で
進化する柔軟性の高いプラットフォームの利点を取
る。

Unified Security Platform



A Single Platform That Evolves with You 
急速に新興の状況に対応する力をユーザーに提供しながら、セキュリティセンターでサー
ドパーティのセキュリティおよびビジネスシステムを統一する機能を使用すると、シーム
レスに、すべての操作を制御することができます。統一されたシステムだけでなく、それ
はまた、あなたがそのようなさまざまなアプリケーション、互換性の問題、および複雑で
コストのかかるメンテナンスの間に限ら接続性など、従来のセキュリティシステムの落と
し穴を避けるのを助けることができ、より優れた制御を提供します。

Accessible

セキュリティセンターのモバイルア
プリとWebクライアントは、セキュリ
ティ担当者が自分の携帯電話やタブ
レットから直接制御システムの機能
にアクセスし、することができま
す。日常的な作業に取り組んでいる
かどうか、または重大な状況に対応
し、事業者はどこからでも、アラー
ムを確認コントロールの警告にアク
セスするために応答し、ドアのロッ
クを解除する、リアルタイムまたは
録画された映像を表示するPTZカメラ
を制御することができます。

Security Center Benefits

Reliable

あなたが保護するために、人や重要
な資産を持っている場合、継続的な
アクセスを提供し、任意のシステム
を中断することなくハードウェアの
故障を許容するセキュリティプラッ
トフォームに依存しています。内蔵
の高可用性と専用のヘルスモニタリ
ングエンジンでは、セキュリティセ
ンターは中断しないシステムへのア
クセス、システムの稼働時間とデー
タ保護のための最も先進的な可能性
を提供します。

Scalable

セキュリティセンターは、世界で最
も要求の厳しい設備の一部に配備大
手エンタープライズクラスのセキュ
リティ·プラットフォームです。組
織、政府、都市は十カメラ、ドア、
サーバ、およびクライアントワーク
ステーションの何千ものに自分のシ
ステムを拡張するために、セキュリ
ティセンターの高度なアーキテク
チャに依存している。プラット
フォームの固有のスケーラビリティ
は、彼らのセキュリティシステム
は、将来の成長のペースを維持する
保証と団体に心の安らぎを提供して
います。
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Greater Capabilities within a Single Unified Interface
単一の直観的なクライアントインターフェイスからすべてのセキュリティ操作を管理し
ます。モニタリング、レポート、および構成タスクは、セキュリティシステムを管理す
るための最も効率的な方法であなたのチームを提供し、セキュリティセンター内に統合
されます。 

Centralized Alarm 
Management

あなたの世界の安全保
障情勢をより明確に表
示するための統合され
たアラームタスク内で
接続されているすべて
のデバイスおよびシス
テムからのアラーム通
知を受信します。 

Dynamic Dashboard

自動的に現在選択されたカメラ、ドアやエリ
アに関連するコントロールが表示され、適応
型のダッシュボードを介して瞬間の通知で反
応する。

Task-Based Interface

すばやく効率的に一箇所に関連するすべての情報と機能を整理
し、セキュリティセンターのタスクを必要な機能にアクセスし
ます。

Unified Events and Tiles

全体像を見るために、単一の統一され
たタイル内の制御、ALPR、侵入や他の
イベントにアクセスするために関連し
たビデオを監視します。

Consolidated Reporting

すばやく検索し、キーの事件を解決す
るために、すべてのシステムおよびサ
イト間で実行統一したレポートを使用
して調査を効率化。

See the Big Picture
独立したシステムから離れて移動し、すべてのセキュリティ情報の統一されたビューを利用します。セキュリティセン
ターは、オペレータが、より効率的になり、より良い意思決定をし、セキュリティ環境の全体像を提供することによ
り、より迅速にインシデントに対応することができます。

Centralized Monitoring 

単一のインターフェイス内で、ロー
カルおよびリモートサイトの両方か
ら、すべてのセキュリティ·アプリ
ケーション間でリアルタイムの情報
を監視します。

Interactive Maps

効率的にセキュリティ·デバイス、ア
ラーム、ステータスの動的なビュー
を提供する対話型のマップを使用し
てすべてのサイトを管理します。
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AutoVu™は、セキュリティセンターのIP
自動ナンバープレート認識（ALPR）シス
テムである。 AutoVuは、組織が自動的に
車両、彼らの町を中心に、その施設と戦
略的な場所にアクセスして、応答時間を
改善し、セキュリティ手順に電力を供給
し、捜査を強化を識別することができま
す。

Omnicastは™は、すべてが本当にそ
れぞれのセキュリティニーズにマッ
チした監視システムを展開する能力
を規模の組織を提供するIPビデオ管
理システムです。 Omnicastは拡張
し、セキュリティ環境の需要の変化
に適応するために構築されていま
す。

KEY BENEFITS:

} 安全にお使いのシステムを成長ビデ 
オストリーミングを最適化し、ネッ
トワークの負荷を軽減する高度な
アーキテクチャを利用できます。

}  リーディングエッジ装置と
サーバパートナーの幅広いエコシス
テムから選択し、独自のソリュー
ションに縛られることを避ける。

}  あなたの監視業務の耐障害性を
確保するために、組み込みの
フェールオーバーと冗長性のメカ
ニズムを使用してください。

KEY BENEFITS:

}  既存のハードウェアや配線への
投資を保護しながら、IPアクセ
ス制御と統合に移行します。

} IPドア·コントローラ、パワー·オー
バー·イーサネット（PoE）をエッジデバ
イス、およびワイヤレスとWiFi電子ロッ
クを活用しより低い設置コストと時間。

}  すぐに高度な脅威レベル管理では、
施設への物理的アクセスを制限する
ことにより、セキュリティ環境の変
化に反応する。

KEY BENEFITS:

} 自動的に車両を特定し、事前に定義 
されたセキュリティアクションを起動す
ることにより、応答時間を改善します。

} そのようなナンバープレートの番号、 
車両方向、推定された速度とmake
などの高度な車両データと調査の
範囲を拡張します。

} 正確、高解像度ALPRカメラや
ゼネテックから現場で実証済みの
認識エンジンを使用してもっとた
くさんのナンバープレートをお読
みください。

Synergis™は、組織の物理的なセキュリ
ティを高め、セキュリティセンターのIP
アクセス制御システムである。サード
パーティのアクセス制御デバイスの増え
続けるための洗練されたセキュリティ機
能とサポートを使用すると、主要なIPシ
ステムへのスイッチを作るためにSynergis
に数えることができる.

Security Center Core Systems
セキュリティセンターは、単一の直観的なプラットフォームにおけるビデオ監視、
アクセス制御、およびナンバープレート認識のための業界をリードするIPセキュリ
ティ·アプリケーションを埋め込みます。あなたを知りながら、今日のあなたのニー
ズに対処するシステムがシステムを成長させ、簡単なソフトウェアライセンスの変
更を通じて、将来的に新しい機能を追加できる柔軟性を持って選択します。
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