
革新的ソリューション

Security Center
統合セキュリティプラットホーム
ビデオ監視システム
入退室管理システム
ナンバープレート認識



シンプルかつパワフル  Security Centerは、GenetecのIPビデオ監
視、入退室管理、ナンバープレート認識のシステムを単一ソリューショ
ンへ完全融合させた、革新的な統合セキュリティ・プラットホームで
す。 直観的なインターフェースで、パワフルにシームレスに、同時に複
数のセキュリティ安全管理ができます。 操作性はインストールサイズ
に影響されません。 Security Centerには強力な機能が満載です。 
強力な機能とシンプルさの合体。 これによってセキュリティセンター
は最先端で費用対効果の高い統合セキュリティソリューションのひと
つとして業界で認められています。



SDKインテグレーション：
• 侵入パネル
• 火災パネル
• HR管理
• ビル管理サーバー

IP Network

統一インターフェース

セキュリティセンターサーバ
ーによるリモートオフィス

IPリーダーとコン
トローラ

IPカメラとエン
コーダー Sharp LPRデバイス

主な特徴

フレキシブルかつ非常にスケーラブル
カメラ、ドア、クライアントワークステーションとシステムコンポーネ
ントを何千台でもインストールできる

センターから多くの地域を大きな分散処理システムでモニター

お客様自身のペースで、カメラ一台ドア一枚からシステムを増強
できる

オープンプラットホームシステムにより、ハードはサポートメーカー
のリストから選べる

強力なサードパーティーのシステム統合のために既製SDKを使用
できる

シンプルで簡単な操作性
イベントのライブモニタリング、アラーム管理、レポートと再生
を強化

ひとつのインターフェースからビデオ監視、入退室管理、ナンバープ
レート認識の複数イベントを統合管理

システム全体に一貫したオペレーターのワークフロー。教育期間
を短縮

先進のエンティティ検索機能、階層的な表示とさまざまなタイルパ
ターン 

ドア、カメラ、アラームとPTZカメラコントロールに、状況依存ウィジ
ェットを使用

信頼性と安全性
洗練された暗号化メカニズムによる安全なクライアントサーバーコ
ミュニケーション

Windows証明書使用ユーザー認証のため、マイクロソフトの
Active Directoryと統合

監査証跡からのオペレーターログイン、トラックチェンジをパスワー
ド保護

権利と特権を安全なマルチテナントとマルチサイト機能の異なる場
所に割り当て 

標準的かつ先進のフェールオーバー機能により、信頼性が確実
に向上

高い費用対効果
閉鎖的でないソリューションにより、既存のインフラとハードへの投
資を有効活用

統合セキュリティによりユーザーワークステーション設置数を
最小に 

複数のセキュリティアプリケーション全体に一貫したオペレーター
のワークフローにより教育コストを減少

バージョンアップの際、統合化マルチベンダーソリューションに特
有の互換性の心配は無用

ビデオ監視と入退館管理システムおよびナンバープレート認識に
単一ライセンス可能

ネットワークアーキテクチャ

IPネットワークの、ひとつのコンポ
ーネントのメリットを一度で隅々ま
で。セキュリティセンターは、エンド
ツーエンドのIP連結がすべての主要
なシステムコンポーネントに行き渡
ります。



AutoVuは、実質的に世界のどんな場所からでも正確にナンバープレート読むこと
のできる、Security CenterのIPナンバープレート認識（LPR）システムです。固定
網、移動網両方でアプリケーションが使用できます。

Omnicastは、デジタルビデオ、音声とメタデータのシームレスな管理を提供す
る、Security CenterのIPビデオ監視システムです。

アクセスコントロールリーダーからクライアントワークステーションまで、 
Synergisはエンドツーエンドで連結したIPネットワークをご提供する、Security 

CenterのIP入退室管理システムです。

ソリューションコンポーネント  Security Centerは、ビデオ監視と入退室
管理およびナンバープレート認識の3つの主要なセキュリティアプリケー
ションを単一のソリューションに統合しています。しかし革新はここに留まり
ません。 

Security Centerは、完全なセキュリティ統合と公的安全ソリューションの
ために、侵入、火災、ビル管理といった外部アプリケーションを組み込むこと
ができます。



LPRイベントとアラームのモニタリングと管理

固定、移動網LPRシステムのセンター集中レ
ポートとライブモニタリング

窃盗、指名手配など法的措置用、その他ホッ
トリスト管理

駐車許可証管理

ナンバープレートデータ、写真、状況の表示

ライブと録画ビデオに対するLPRデータ
の確認

LPR実行とユニットユーザビリティレポー
ト作成

ビデオシステムイベントとアラームのモニタリ
ングと管理

非常に見やすく容易な画面

フレキシブルなビデオ録画管理

優れた帯域幅管理

複数のビデオ捜索レポート作成

タイル内のPTZコントロールとデジタルズーム
を含むPTZカメラコントロール

手動/自動でビデオをブックマーク

アクセスイベントとアラームのモニタリング
と管理

ライブビデオに対するカード所有者画像ID
の確認

ゾーンモニタリング

訪問者一貫管理

入館証作成機能

入退室管理システム設定と活動状況レポー
ト作成

高度なドアコントロール機能　(施錠/解錠、
例外設定、ドアメンテナンス可能)



オープンアーキテクチャプラットホーム 主要なサードパーティーのハ
ードウェア、そしてソフトウェアベンダーの豊富なリストから選び、現在
の設備の投資効果を高めます。 Security Centerの生来のオープンア
ーキテクチャを享受し、使用制限のないシステムを使い選択の自由を
満喫していただけます。

分散クライアント・サーバー・アーキテクチャ Security Centerの利点
はシステム構成における高い柔軟性です。 既製のサーバーまたはワー
クステーションでサービスとクライアントアプリケーションを分散
します。

変更可能なマルチサイトモニタリング 複数の独立したビデオとアクセ
スコントロールシステムを、Federation機能を使って単一の仮想シス
テムの下で統合。 市全体の監視と中央管理モニタリングサービスの
ために、何百何千のリモートシステムを統合します。

Active Directory統合 Security Centerのユーザーとカード所有者
アカウントでWindowsユーザーアカウントの管理と同期をセンター
に集中します。 新規作成カード所有者は一度ログオンすれば、それ以
上データエントリーを重ねなくても、入館アクセス権が自動的に受け
継がれます。

センター集中のアラーム管理 異なるシステムのためアラームモニタリ
ングが切り離される従来の方法を避け、お客様のトータルなセキュリ
ティ環境に合わせて環境設定、モニターし、アラームに対応します。

マルチテナント機能 テナントまたは管理サービスアカウント毎にオペ
レーションを分割し、領域確保機能でサイトそれぞれに特権を割り当
てます。個々のサイトマネージャまたはテナントは、自己サイトからどの
センター集中のモニタリングでも平行して管理できます。

視覚追跡 危機的な瞬間にオペレーター作業をアシスト。リアルタイム
または再生モードで、容疑者を追跡する際、タイリングディスプレイの
範囲内で、カメラから隣接したカメラへ切り替えます。

Genetecソフトウェア開発キット(SDK) ビル管理システム、企業資源
計画システムERP、侵入発見システムを統合するか、またはセキュリテ
ィセンターのオープンで既製SDKで、カスタムビジネスアプリケーショ
ンを開発できます。

強化されたレポート機能 周辺ツールを使わず、入退館管理、ビデオと
LPRが総合的に組み合わされたレポートを作成。レポートをカスタマ
イズするか、端末から以下の標準的なレポートにアクセスします：

*  後から必要に応じて、他のシステムコンポーネントを追加できます。単純なライセン
ス変更でも同様です。そして、お客様の最初のシステム投資にさらなる機能性を付
加することをお約束します。

革新的な特徴

• ビデオに特有のレポート：アー
カイブ、ブックマーク、動き、
その他

• 設定レポート：カード所有者、
証明書、ユニット、リーダー/
入力/出力その他

• アクティビティレポート：カード
所有者、カード所有者グルー
プ、訪問客、証明書、ドア、ユニッ
ト、エリア、ゾーン　その他

• LPRに特有のレポート：ヒット、
ナンバープレート解読、集積/日
毎　集積/ゾーン毎、集積/　
その他

• アラームレポート

• ビジターレポート

• 監査証跡レポート

• 事件レポート

• 時間と出席レポート

Security Centerはお客様のニーズに正
確に応えます。

フレキシブルな構成オプションが用意されています。：

• 統合IP LPR、ビデオ監視と入退館コントロールプラットホーム

• 独立型IPナンバープレート認識プラットホーム*

• 独立型IPビデオ監視プラットホーム*

• 独立型IP入退館コントロールプラットホーム*



統合セキュリティインターフェース

Security Centerのユーザインタフェースは、非常に魅力的なデザインと革新的なタスクベースのア
プローチを融合しています。 この統合セキュリティインターフェースは、お客様にこれまでにない先進
の技術を具現化した仕事環境をご提供いたします。 今日のセキュリティ産業において、間違いなく最
先端のユーザインタフェースをぜひお試しください：

• ビデオ、イベントモニタリング、レポート、アラーム管理のための整然としたインターフェース

• 共通のモニタリング、レポート、他タスクのためのシングルクリック機能

• オペレーターの作業に合わせてリアルタイムに調整されるダイナミックなインターフェース

• オペレーション、調査、運営、メンテナンスによってタスクをまとめるホームメニュー

• 情報の複数のレイヤーを示す透明なオーバレイ

• タイリングディスプレイメニュー、ウィジェット、迅速なコマンド 

• 多数のユーザーが選択可能なカスタム化オプション

Genetecについて
Genetecは、物理セキュリティおよび公安分野におけるパイオニアです。 IPビデオ監視、入退室管理、およびナンバープレート認識（LPR）に、世界最高クラスのソリ
ューションを提供し、その市場は、交通、教育、小売、ゲーム、政府関係など多岐に渡ります。Genetecはグローバル企業として、世界各地の営業所やパートナー企
業と連携し、基盤テクノロジーやビジネス・ソリューションに高度な柔軟性と先進の理念を掲げることによって、革新的なネットワーク・ソリューションのリーダー的
存在となりました。 Genetecの社風は、まさにこのような理念の延長線上に存在し、社員が最先端のソリューション開発や優れた顧客サービスに専念するための
原動力、そして革新性の活力源となっています。詳細は、www.genetec.comをご参照ください。

さらに詳しい情報はウエブにて。
弊社サイトgenetec.comでは、Security 
Centerがお客様の業務にいかに役立ち、最
適なソリューションであるかを詳しくご説明
しています。 



統合セキュリティプラットホーム

ナンバープレート
認識システム

ビデオ監視システム 入退室管理システム
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