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本リリースのテーマ

統一感を広げるためにクラウドへの実用的な道 新たな高みを目指して



クラウドへの実用的な道
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コネクテッド・イズ・ザ・
ニュー・ノーマル

Genetecアップデートサービスに接続しているシステムのシェア

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Even for systems using perpetual licenses and deployed on-premises, we’re seeing a shift in how systems are managed. Today, 77% of 5.9 systems are connected to the Genetec update service. And two out of every three upgrades from 5.8 to 5.9 leveraged the GUS. The old saying that security systems are disconnected is no longer true, especially in the Enterprise market. Customers are looking for the convenience of SaaS, even in traditionnal deployments.



Security Center 5.10は、オンプレミスとクラウドの間のギャップを解消します。新しいCloud-Readyコン

ポーネントと、より柔軟で堅牢な接続サービスにより、セキュリティ戦略にクラウドの導入を検討して
いる企業のお客様を支援します。また、Webクライアントのアップデートにより、日常的な管理作業を
行うために専用のマシンを使用する必要がなくなりました。

今回のリリースでは

Omnicast クラウド
ストレージ

クラウド
レディーシペリア

Webクライアントでの

アクセスコントロール
管理

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Cloud adoption is growing in the industry. We were one of the early companies to start pushing the value of cloud and SaaS, and with this release, we continue our investment in enabling customers accross industries and installation sizes to begin migrating to the cloud in a way that preserves functionality and integrations, while expanding what they can do. That’s why we’re taking a hybrid cloud first approach. We do this 3 ways:Making platform components cloud-readyCreating cloud services to enhance on-premise componentsLaunching cloud solutions that unify with our platform to accomplish activities that are only possible through the cloud



Omnicast クラウド
ストレージ



Security Center Omnicastのオンプレミス・ストレージ

の拡張機能を提供します。長期間の保存、安全な冗長
性のあるストレージ、Security Deskからのシームレス

な検索を可能にします。

Omnicastクラウドストレージとは？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Bringing Omnicast one step closer towards a unified, enterprise VSaaS.Same user experience as current Cloud Archives for accessing archives.The rearchitecture of our Omnicast media services improve the performance and resiliency of cloud video archives. It also gives much greater configuration flexibility and reporting capability. It supports various scenarios for real-time or later access to video footage stored in the cloud. The video is indexed using block chain in the cloud, decoupling the playback operations and giving more flexibility to the end user. Configuration, better reporting, more throughput and greater reliability/resiliency with cloud indexing - lose a server, create a new one and get your archives back.Native cloud archives and playback decouplingCloud storage offers a flexible and reliable solution to extend on premise storage.It is an easy way to manage video retention by sending recordings to the cloud after a predefined time.



システムの延長線上にあるクラウドストレージ

シームレス 安全性と信頼性モジュラー

なぜクラウドストレージを選ぶべきなのか？



動画の保存期間を自由に延長

ニーズに合わせてスト
レージを追加・削除
できる柔軟性を実現

ハードウェアへの追加
投資を回避し、コストを

予測する

日単位から月単位の
保存に移行



ビデオファイルの管理

クラウド上の動画ファイルはインデックス化され、いつでも
調査可能な状態になっています。

オンプレミスのインフラから長期的なクラウドバックアップま
で、お客様のビデオアーカイブのライフサイクルを完全に管理
します。

単なる既製品のストレージソリューションではありません。



シームレスなユーザーエクスペリエンス

オペレーターは、アーカ
イブの場所を問わずに映
像を検索・再生すること
ができます。



故障や災害から守る

クラウドストレージを追加するこ
とは、データをバックアップする
ための最良の方法の一つです。

オンプレミスとクラウドの機能を
組み合わせることで、システムの
耐障害性が高まり、投資を保護す
ることができます。



クラウドストレージの導入

オンプレミス・ストレージ クラウドストレージ

パフォーマンス層

長期ティア

保持時間の短縮、ク
イックプレイバック

長時間保持、
遅延再生

バックアップまたは
保存期間の延長



すべてのサーバーが
更新するために

ワークステー
ションは3台

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The second challenge is our reliance on thick clients for system management and advanced used. Clients represent a bottleneck for customer upgrades and consumption of new features. 3 in 4 machines connected to the GUS are pure Client machines.That’s why we’re enhancing the capabilities of the web client. 



ウェブクライアントでのアクセスコントロール管理

新規認証情報の作成

新しいアクセスルールの
作成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
When it comes to the access control web client, users have continuously expressed the need for more functionality, thus minimizing the use of Security Desk. With 5.10, users will be able to create new credentials as well as new access rules directly from the web client. This is an addition to the existing ability of assigning credentials and access rules to cardholders.



ホスト

接続されたサービス

クラウドソリューション

クラウド対応のシステムとモジュール

Sipelia™コミュニケーション
マネジメント

Genetecのクラウドポー
トフォリオ

徐々にクラウドを活用していくた
めに、ハイブリッドサービスを提
供します。

オンプレミスのシステムを拡張するコ
ネクテッド・サービス。

オンプレミスでもフルクラウドでも利
用可能なクラウド対応のシステム。

Security Centerのシステムに接続した

り、自律的に使用することができる、
クラウド専用に構築されたクラウドソ
リューション。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Sipelia 2.11 available as-a-service



サイペリア・アズ・ア・
サービス

エンド・ツー・エンドの暗号
化と脆弱性の排除により、
SipeliaはSecurity CenterのSaaS
環境にインストールすること
ができます。

これにより、サーバーレスで
の展開や、ハイブリッドソ
リューションが可能になりま
す。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Removing RabbitMQ, simplifying deployment and improving stability. Simply more than Sipelia required.



Sipelia SaaS環境のメリット

必要に応じてハイ
ブリッドなセット
アップを使用する
オプションを持ち
ながら、将来のク
ラウド・コミュニ
ケーションに向け
て前進します。

テックパート
ナーと協力して、
テストやハード
ウェアの認証を
容易にします。

余分な物理的機器の
コストや設定、サー
バーのメンテナンス
が不要になります。

Genetec社のセール
スフォースのため
のリモートデモを
容易にする。他の
製品グループの
チームとのコラボ
レーションを便利
に増やすことがで
きます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Great for:Decentralized communications systemsFacilitate testing and device certification with Tech partnersGetting rid of extra on-prem hardwareEnable sales force and increase collaboration



• オンプレミスのSipeliaサーバーを必
要とせず、SDクライアントやSIPク
ライアントを利用するだけで、
Sipeliaを利用することができます。

• オンプレミスのSipeliaサーバーから

別のオンプレミスのサーバーにト
ランクする。

• オンプレミスのSipeliaサーバーを
Sipelia SaaSシステムにトランクしま
す。

アーキテクチャの選択肢



TLS v1.2

通話前、通話中、通
話後にやり取りされ
るSIPメッセージを保

護する。

SRTP

TLSによる映像・音声

データの送受信の安
全性確保

通話認証

すべての着信が認証
され、識別されてい
ることを確認する

最先端のセキュリティ

トランクの認証

強力なユーザー名と
パスワードでSIPトラ
ンクを設定し、UIで
デフォルトのSIPポー
トを変更すること。



お客様が必要とする部品

SCS-Sipelia-1SIP
追加するデバイスごとに1個必要です。

(スタンダード接続とアドバンス接続のそれぞれにFOと録画を含む)

SCS-Sipelia-1Trunk
追加するデバイスごとに1個必要です。

(外部(オンプレミス)のSipeliaサーバーまたは外部IP-PBXの外線通話用に1台必要です。)

SCS-Sipelia-PA
サーバー上のすべてのデバイスをカバーするには、1つだけ必要です。

(生放送、録音、音声読み上げが可能で、生のPAメッセージを録音することができます。)



統一感を広げるために



450+
2020年、新たな
開発パートナー

10+
毎月、新しい統合が
行われています。

900+
現在利用可能な統合
ソリューション

豊かなエコシステムを支える活発な

開発コミュニティ



Security Centerとの連携方法

ダイレクト 規格フレームワーク

Security Center SDKを使用して、

特定のシステム、センサー、
または機能のために開発され
た、単一のポイントツーポイ
ントの統合。

Genetec社が管理するシステム

と機器のカテゴリの統合ス
キーマ。ドライバまたはプラ
グインとして実装されます。

ドライバーやプラグインとし
て実装された、業界が管理す
る通信規格への統合。

MedecoXT ブリーフカム

エレベータデスティ
ネーション-ディスパス

ダイナミック・ログ
ブック

Genetecプロトコル
顔認識

フレームワーク

汎用アクセスコント
ロール

ジェネリック・イント
ルージョン・プロトコル

ONVIF Modbus

MQTT BACnet



Security Centerとの連携方法

ダイレクト 規格フレームワーク

複雑さ

深さ

柔軟性

メンテナンスのしやすさ

UXの標準化



どれも必要なものばかりです。

ソフトウェア開発
の専門知識が必要です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
What this means is that the typical rôle who can integrate new data sources to Security Center is either someone from Genetec, a manufacturer that’s part of the Genetec tech partner program, or a senior employee working for a certified Channel partner, and who has undergone additional training. 



Security Center 5.10は、セキュリティシステムに新しいデータを導入する際の障壁を減らし、新たな統合

への扉を開きます。また、オペレーションセンターや外出先でも、セキュリティデータを新しい方法で
活用することができます。

今回のリリースでは

レコードフュージョン
サービス

モバイルインシデント
音声合成

避難アシスタント

タイム＆アテンダンス
レポート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Cloud adoption is growing in the industry. We were one of the early companies to start pushing the value of cloud and SaaS, and with this release, we continue our investment in enabling customers accross industries and installation sizes to begin migrating to the cloud in a way that preserves functionality and integrations, while expanding what they can do. That’s why we’re taking a hybrid cloud first approach. We do this 3 ways:Making platform components cloud-readyCreating cloud services to enhance on-premise componentsLaunching cloud solutions that unify with our platform to accomplish activities that are only possible through the cloud



レコードフュージョンサービス

レコードフュージョンサービスは、Security 
Centerの新しいモジュールで、さまざまなデータ

ソースからのレコードを単一のデータセットに
結合し、共通の操作を実行することができます。

最初のリリースでは、外部のレコードキャッシュに接続す
るための労力を軽減することに焦点を当てました。

記録は既存のSecurity Centerの活動に使用可能

レコードキャッシングサービス」と「レコードタスク」の
2つの新コンポーネントを導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
As of April 2017:> 4,200Number of fully unified systems deployed globally by Genetec CertifiedIntegrators over the last 3 years80%Percentage of Synergis access control systems that are unified with video3/4Proportion of security  activities common across applications (access, video, ALPR, intrusion) – yet some end users still work with disparate systems Big & SmallUnified systems come in all sizes, and is not just for big deployments. The average Genetec unified system consists of 30 readers and 40 cameras.  



レコードキャッシング

ノーコード/ローコードの統合パス

Excel、CSV、JSONファイルから

レコードをインポートしたり、
軽量なREST APIを使って接続し
たりすることができます。



レコードキャッシング

ノーコード/ローコードの統合パス

データ構造の定義

レコードタイプをSecurity 
Centerのフィールドにマッピン

グし、タイルの表示を調整で
きます。



レコードキャッシング

ノーコード/ローコードの統合パス

データ構造の定義

カスタム特典



キャッシュされたレコードの使用

マップ ダッシュボード 記録レポート



シナジス社製の避難用アシスタント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
One of the major features of this release is the introduction of the Synergis evacuation assistant.Up until now there was no efficient way to monitor the evacuation process during a routine or emergency evacuation. Mustering captains would only know of an individual’s safety status once they have arrived at their mustering station.



What is the evacuation assistant? 

避難アシスタントとは？

日常的な避難や緊急時の避難を管理・監視し、指定さ
れた集合場所に誰が到達したか、あるいは到達してい
ないかを追跡することで、個人の安全を確保すること

ができます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
We have solved for this with the introduction of the Synergis Evacuation Assistant.Essentially, the evacuation assistant helps organizations manage and monitor routine and emergency evacuations to ensure the safety of individuals by tracking who has or hasn’t reached their designated muster point. Individuals who have reached and badged at the mustering station are marked as safe, individuals that have not yet arrived at a mustering station as marked as unknow, and individuals at risk are marked as unsafe.



人の安全を守る

避難状況をリアルタイムに
把握

手動で個人の安全状態を変
更する

セキュリティセンター、モ
バイル機器、タブレット

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
With the evacuation assistant, mustering captains and security operators can monitor in real time the safety status of all individuals being evacuated. Be it Safe, unknown or unsafe. This allows them to quickly dispatch first responders if and when needed. Individuals can include employees, but also visitors or contractors who may be present during the evacuation. The evacuation can be monitored in Security center as seen on the screen image, or on a mobile device or tablet.The safety status of individuals can also be manually changed. For example in a situation where an individual forgot their credential or ended up at another mustering station, they can advise the mustering captain of their safety, who will in turn mark them as safe in the web application.Similarly if advised that an individual is at risk, they will be marked as unsafe and first responders will be dispatched.



リアルタイムでの管理・監視

リアルタイムでのレポート
やダッシュボードの実行

従業員と訪問者の追加

避難者の状況を一覧表示

個人ごとの避難状況

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
At any time during the evacuation process, reports and dashboards can be generated and shared with other officials, allowing them to closely monitor the status of the evacuation. All evacuees and their status can be viewed at any point in timeUsers can also drill into the status of individual evacuees and as mentioned before, change their safety status if needed.-  Employees or visitors who may not have been part the original evacuation roaster can be added manually at any point during the evacuation



お客様はどのようにして避難誘導員を手に入れるこ
とができますか？

持っている必要が
あります：

エンタープライズ
版またはSaaS版の

Synergis

使用部品# 
GSC-SY-EVACUATION

システムIDごと
1つの部品番号のみ



Genetec Mobile:コラボレーションのために作られた

ロケーショントラッキング 動画配信 アーカイブの共有

メッセージング 脅威のレベル インシデント



モバイルインシデント

アクティブなインシデント
の表示

トリガーインシデント

対応を調整する



タイム＆アテンダンスレポート改善

レポートに4つの新しいコ
ラムが追加されました:

ファーストインタイム

ラストアウト時間

グロス合計時間

カードホルダーグループ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Major improvements have been made to the time & attendance report. 4 new columns have been added to the report.These include: First-in time, Last-out time, Gross Total timeCardholder groupsCustomers will now be able to use the report in calculating the net time worked by �an employee. Thus taking into account items such unch and coffee breaks, or other instances where the employee checked out of their working area. 



音声
読み上げ
放送



どのような仕組みになっているのですか？

• その場でメッセージを入力

• 各国語での放送

• メッセージをプレビューで
きます

• ループTTSメッセージ

• キュー複数のメッセージ
を表示します

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
- Add audio of broadcast



オンザフライでのPAアナウンスに最適

トランジットシナリオ

小売業の環境

教育機関のキャンパス

医療施設

オキュパンシー・マネジメント



お客様が必要とする部品

GSC-Sipelia-1PA
サーバー上のすべてのデバイスをカバーする1台だけが必要です。

(生放送、事前録音、音声合成によるメッセージの配信が可能)



新たな高みを目指して



スケール
するというのは

どういうことでしょうか？



レジリエンス

一時的な困難な状況に
も耐え、迅速に回復す
ることができます。

メンテナンス

既存のスタッフやリ
ソースでシステムの
管理・更新が可能で
す。

パフォーマンス

運用中のシステムは
スムーズに機能して
います。



バージョン5.10では、システムを効率的に拡張し、最高のパフォーマンスを維持することがこれまで以
上に容易になりました。より多くのカードホルダーを1つのシステムで管理し、グローバルなオペレー

ションをサポートします。また、アクセスコントロールデバイスのファームウェアやカメラの証明書を
簡単にアップデートしたり、モバイルクレデンシャルをシームレスに展開したりすることが、Security 
Centerで直接行えます。

今回のリリースでは

カードホルダー・ス
ケーリング

モバイルでのネイティ
ブh264

アーカイブ管理

モバイルACSクレデン
シャル

ダウンストリーム機器
のファームウェア管理

ACSセキュリティスコア
の自動化

パフォーマンス レジリエンス メンテナンス

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Cloud adoption is growing in the industry. We were one of the early companies to start pushing the value of cloud and SaaS, and with this release, we continue our investment in enabling customers accross industries and installation sizes to begin migrating to the cloud in a way that preserves functionality and integrations, while expanding what they can do. That’s why we’re taking a hybrid cloud first approach. We do this 3 ways:Making platform components cloud-readyCreating cloud services to enhance on-premise componentsLaunching cloud solutions that unify with our platform to accomplish activities that are only possible through the cloud



カードホルダー・スケーリング

600Kカードホルダーサポート対象のカード会
員数が2.4倍に増加

エンタープライズレベル
のソリューション

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Increased the number of supported cardholders by 2.4XMeaning that we can now support 600K cardholders vs the previous 250KSolidifies our position as an enterprise level access control solution.Widens our ability to support  and target large scale organizations and institutions. 



Genetec MobileのH264対応

モバイルユーザーがH264ストリームを視聴する際に、

トランスコードの必要がなくなりました。ネイティ
ブストリームは、Genetec Mobileに直接送られます。

動画の応答性向上

画質の向上

インフラのリソース使用量の減少



ダウンストリーム ACS デバイスのファームウェア管理

ファームウェアアップグ
レードのスケジュール

クラウドリンクが管理する
ダウンストリーム機器

アップグレードの成功に
関するレポートの作成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
- Firmware upgrades can be time consuming, prone to error and very frustrating. For example one MR board upgrade can take up to 20 minutes. �- With 5.10 we’ve simplified the process by allowing integrators to schedule firmware upgrades for devices managed by the cloud Link- These include Mercury EP/LP controllers, Mercury SIO modules, Assa Abloy IP locks, Axis A1001/A1601, as well as Deister and Wavelynx OSDP readers- Once the upgrades are complete, Softwire reports back on the success of the upgrade, through the hardware inventory report.  



ACSセキュリティスコアウィジェット

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Access control is now included in the hardening guide. With the ACS security widget customers can aautomatically calculate the security score for access control hardening entriesThis information can be used by both integrators and end users to ensure that they have taken all necessary steps in ensuring that their access control system is secure and is respecting the hardening guide. 



モバイル認証情報の管理

Synergis Security Centerを使用して、

利用可能なモバイルライセンスと
クレジットを管理・表示

カードホルダーごとにクレデン
シャルのステータスを表示

デバイス間でモバイル認証情報を
再割り当て、再利用することがで
きます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Improvements have also been made to mobile credential management.Customers can now manage and view licenses and credits available using Synergis Security Center. This helps avoid having to log into the HID portal for their account status. They can also view the status of the credential per cardholder.Additionally, mobile credentials can  be reassigned to other devices, especially in cases where a device is stolen or a credential is only used for temporary access. This subscription model allows customers to re-use the credits for moving mobile credentials across devices.



高度なアーカイブ管理

システム管理者にとって、より優れたレポートツールと
可視性の向上。

• 新しい「アーカイブギャップ」レポートは、ビデオアーカイブの
中で空いている場所を探すのに役立ちます。直感的なインター
フェイスを使って、アーカイブの何が悪かったのかを確認するこ
とができます。

• アーカイブ転送機能の改善により、定期的に行われる転送をすば
やく確認できるようになりました。また、過去の転送で起こった
ことをすべて記録します。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
This release improves video management maintenance with better reporting tools and greater visibility for system administrators. The new Archive gaps report helps you locate specific video archives. You can also see what went wrong with your archives with the help of an intuitive interface.  Improvements to the Archive transfer functionality lets you quickly review recurring transfers. It also keeps track of everything that happened in previous transfers. 



その他の重要な機能強化



ジオコーディング対応

ストリートアドレスやポイント
オブインタレストを使って、地
図上の特定の場所にズームする
ことができます。

• Google、Bing、ESRIの地図で利
用可能



プライバシープロテクター™の
マス・アンマスキング

• 権限のあるユーザーは、プライバシープロテ
クター™を搭載したすべてのカメラから元の

映像を一度に表示できるようにすることで、
すべてのタイルの元の映像を表示することを
選択できます。

• イベントトゥアクションは、プライバシープ
ロテクターに
• すべてのタイルの元のストリームを表示

• すべてのタイルに保護されたストリームを表示



ALPRレポートにおける高
度な車両分析

Make、Type、Colorの分析結果を

使って読み取りレポートをフィルタ
リングします。

• 複数の値をカバーするOR文に対応

• 読み取ったデータをもとにしたオートコ
ンプリートリスト付き



MIFARE DESFireの設定と暗号キーを一元管理

複数のSynergis Cloud Linksを
新しいDESFireの構成と読み
取りキーで自動的に更新

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Up until now the management of MIFARE DESfire configuration and crypro keys was very manual and time consuming.Sis you would create the <desfire configuration> in Security Center or the Config Tool, would then have to  manually copy it  each and every single Synergis Cloud Link the customer had. As you can imagine the process was strenuous and overall annoyingWith 5.10The SI  can still create the configuration in Security Center or the Config tool, This information will be stored in one central location and can be automatically deployed to all Synergis Cloud Links, thus eliminating all of the manual work.  



アラームパネルのバーチャル入力

入力の選択肢を広げる既存インフラの活用 ペリメータープロテク
ションのレイヤードアプ
ローチ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Security Center now enables you to trigger inputs on integrated intrusion alarm panels from any Security Center event. This opens up a world of possibilities for Security Center users to:Leverage existing security infrastructure, like Synergis-connected door sensors, to trigger intrusion alarms when a zone is armedExpand their options for protecting facilities from intrusion by connecting non-traditional sensors like occupancy and motion sensors connected to a building management systemCreate a layered perimeter of intrusion zones using perimeter detection systems e.g. RSA, fence or ground sensors.



SDKによるカスタムアクション

• 統合されたシステムからSecurity Centerの
カスタムアクションを生成する

• より深い統合を実現し、既存の接続の影
響を拡大する機会

• 詳しくは、SC 5.10 SDKアップデートの
Webセミナーをご覧ください

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Latest SDK updates deepen our ability to interact with 3rd party systems and what integrations can do within Security Center, including creating Custom actions within the platform. Join the upcoming 5.10 SDK update webinar the week of February 1st, or watch it on demand, to find out more about improvements and enhancements offered through the SDK going forward.



カメラドライバーのパッケージを切り離す

カメラのドライバーは、専用の
インストーラーにパッケージさ
れています。

• 最新のドライバーパックは、Security 
Centerの各リリースに含まれていま
す

• ドライバパックのアップデートは、
他のシステムとは別にGUSを通じて
行うことができる
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