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Avigilon は、映像解析、ネットワーク映像管理ソフトウェア &  

ハードウェア、監視カメラ、アクセス コントロールなどのソリュー
ションの設計、開発、製造を行っています。 

当社のソリューションは、学校、交通システム、医療施設、公共施
設、基幹インフラ、刑務所、工場、カジノ、空港、金融機関、政府施
設、小売店など、数多くの現場で導入されています。

世界各地の現地オフィスを通じて、グローバル セキュリティ マ
ーケットへの Avigilon ソリューションの販売、サポートが行われ
ています。 
当社の製品は、米国のプレイノとカナダのリッチモンドで製造さ
れています。 
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優れたカスタマー サービス 

Avigilon は、導入済みのハードウェア & ソフト 

ウェアに対して、広範なカスタマー サービスと 24 

時間 365 日のテクニカル サポート (電話または
オンライン チャット) を提供しています。Avigilon 

ソリューションに必ずご満足いただけるよう、保
証期間中の製品についてはアドバンス リプレー
スメント (返品の前に代替品と交換) がご利用に
なれるうえ、返品にも手間がかかりません。

北米で製造 

Avigilon は、信頼性の高いセキュリティ ソリュ
ーションを北米地域で製造していることに誇り
を持っています。リッチモンド (ブリティッシュ 

コロンビア州) とプレイノ (テキサス州) とに最
新施設を構えていますので、品質管理と効率
については隅々まで目が行き届きます。北米地
域で製造することにより、製造プロセスのあら
ゆる面が適切に管理できるだけでなく、カスタ
マー エクスペリエンスの向上を絶えず図るこ
とができます。
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重要なことに目を向けて 
くれるソリューション 

Avigilon は人工知能 (ディープ ラーニングを用いた AI) 開発の最前線に立っており、 
人の注意を最も重要なことに絞り込めます。映像解析技術に人工知能を取り入れる
ことで、深く正確に真実がつかみ取れますので、効率的に意思決定が下せます。
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映像サーチの高速化、効率化が可能
Avigilon は現在、大量の映像データを瞬時にサーチして重要な情報を見つけ出す手段として、
人工知能を応用した映像解析技術を急速に拡大している最中です。当社の新たなサーチ機能
は、システムの使い勝手を強化すること、イベント応答時間を大幅に改善すること、映像を実用
価値のあるものに変える支援をすることを目指しています。 
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Avigilon Control Center (ACC) 6 は最新かつ最先端の映像
管理ソフトウェアで、セキュリティ専門家による HD 映像の管
理と操作を最適化してくれます。

簡単に使える強力なインターフェイスと、Avigilon 

Appearance Search™ と呼ばれる高度なサーチテクノロジー
により、応答時間を高速化し、調査時間を短縮することができ
ます。

当社の Access Control Manager (ACM) システムに統合すれ
ば、機能満載のセキュリティ ソリューションも実現できます。

映像管理ソフトウェア
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ACC ソフトウェアは、Avigilon のメガピクセル カ
メラ (1 ～ 5 MP、4K ～ 7K) で捉えた映像の記録
と管理を行うソフトウェアです。インターフェイス
が使いやすいので、最小限のトレーニングを受
けるだけで、イベントに対する判断を下したり、
イベントに対して応答したりできます。

ACC ソフトウェアは、エンタープライズ クラスの
信頼性を備えた、セキュアな分散ネットワーク プ
ラットフォームです。HD 映像のキャプチャーと保
存が効率よく行えるほか、HDSM™ テクノロ 
ジーで帯域幅とストレージをインテリジェントに
制御します。

ACC ソフトウェアは、HD ビデオ アプライアン
ス、HD ネットワーク ビデオ レコーダー  
(NVR)、HD NVR ワークステーション、ACC 
Edge Solution (ES) HD ハードウェア、H4 Edge 
Solution (ES) カメラ シリーズのそれぞれにプリ
インストールされていますが、さまざまな設置 
ニーズに応えられるよう、スタンドアロン ソフト
ウェアとしても機能します。 

Avigilon Appearance Search テクノロジーは映像サーチの新たな方法
ディープ ラーニング手法による人工知能を応用したこの画期的なサーチエンジンは、何時間にも及ぶ映像を分類して、現場全体
から対象者または対象車両を短時間で容易に見つけ出します。確実な映像エビデンスを作成し、効果的な状況描写を行うことが
可能ですので、インシデントに対する応答時間が劇的に改善するほか、鑑識作業も強化されます。

Avigilon Appearance Search テクノロジーを採用した ACC 6 ソフトウェア
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プププラララッッットトトフフフォォォームムムプラットフォーム

SSD 
ストレージ

SSD 
ストレージ TMTMTMTTTTACC

ソソソフフフトトトウウウェェアアアソフトウェア

Avigilon 自己学習型映像解析は、効率的な監視と、予防型かつリアル
タイムの対応を実現することにより、セキュリティ担当者の作業効率
を改善します。 

Avigilon カメラ (解像度は最大 5K (16 MP)) に組み込まれている解析
機能は、HD 映像の管理を目的に一から作り上げたものです。わかり
やすいユーザー インターフェイスを通じて、解析イベントおよびア 

ラームの管理、表示、サーチができます。 

映像解析
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Avigilon の自己学習型映像解析は、映像パターンをベースとする高度なア
ルゴリズムにより、人と車両の動きや特徴を認識すると同時に、シーンに
無関係の活動は無視します。 
"Teach-by-example"  テクノロジーを利用すれば、アラームの精度につい
てユーザーがフィードバックを返すことができるので、自己学習型映像解
析機能を徐々に強化していくことが可能です。

簡単に導入、使用できる
Avigilon 自己学習型映像解析テクノロジーは、初期設定と同時に周囲の
シーンを検知、学習しますので、手動で校正しなくても変化に適応します。 

自己学習型映像解析 
テクノロジー
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1 MP (720p) 1280 X 720

1.3 MP 1280 X 1024

2 MP
1920 X 1080

3 MP
2048 X 1536

5 MP
2592 X 1944

*4K (8 MP) Ultra HD、
4K (8 MP) HD Pro

3840 X 2160

4.5K (12 MP) HD Pro
4608 X 2592

 5K (16 MP) HD Pro
4944 X 3280

6K (24 MP) HD Pro
6016 x 4008

7K (30 MP) HD Pro
7360 X 4128

Avigilon H4 Pro カメラ
4K (8 MP)、4.5K (12 MP)、5K (16 MP)、6K (24 MP)、7K (30 MP)

*H4 カメラ シリーズ、H4 SL カメラ シリーズ、
HD マイクロ ドーム カメラ、H4 PTZ カメラ シリーズ

H4 SL カメラ シリーズ

Avigilon は、1 ～ 5 

MP、4K ～ 7K (水平解像
度) の各種 HD カメラを
提供しています。ドーム
型、バレット型、ボックス
型など、形状もさまざま
です。 

カメラ
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H4 Pro カメラ
Avigilon Pro カメラは 4K からスタートし、
ついには業界初のシングルセンサー 7K (30 
MP) カメラに到達。広大なエリアを優れた
画像で捉えることができるようになりまし
た。Avigilon の 4K、4.5K、5K、6K、7K の各カ
メラは、いずれも H4 プラットフォームを 
ベースにしていますので、処理能力が高く、
フレーム レートが速く、画像品質に優れてい
るという特長を備えています。 

主な特長 利点
HDSM SmartCodec  
テクノロジー

同じシーンに含まれている各領域に応じて圧縮レベルを自動的に最適
化する機能です。帯域幅を最大で50パーセント削減し、ストレージ消費
量を大幅に減らしながら、質の高い画像を維持します。

自己学習型 
映像解析

初期設定時に周囲の状況を速やかに検知、学習した上で、変化に対応
します。手動校正は不要です。

リモート ズーム、 
リモート フォーカス

レンズにはリモート ズームとフォーカスが搭載されており、取り付けと、
対象エリアへのフォーカス調整だけで設置できます。

自動 IR カット  
フィルター

低照度ですぐれた性能を発揮すると同時に、高感度の IR イルミネー 
ターで 24 時間、トゥルー カラー画像を可能にします。

H4 カメラ
H4 カメラ (解像度は 1 ～ 5 MP、および 4K 
Ultra HD (8 MP)) は、Avigilon の次世代型 
H4 プラットフォーム上で動作します。自己学
習型映像解析機能、高い解像度性能、ワイド 
ダイナミック レンジ (WDR) を備えています。 
帯域幅制御テクノロジー「HDSM 
SmartCodec™」と LightCatcher テクノロジー 
も搭載していますので、低照度性能は抜 
群です。

主な特長 利点
自己学習型映 
像解析*

初期設定時に周囲の状況を速やかに検知、学習した上で、変化に対応
します。手動校正は不要です。

4K (8 MP) ～  
7K (30 MP)

高品質の詳細画像で広大なエリアを捉えます。ワイド エリア カバレッ
ジ オプションもあります。

LightCatcher™  
テクノロジー

低照度シーンでもきわめて詳細な画像が得られます。その他の低照度
カメラに比べてはるかに画像ノイズの少ない、高品質のカラー画像が
得られます。

*自己学習型映像解析機能は、6K (24 MP) および 7K (30 MP) を除くすべての解像度で利用できます。



16 カメラ

H4 バレット カメラ
H4 バレット カメラ (解像度は 1 ～ 5 MP、およ
び 4K Ultra HD (8 MP)) は、まったくの暗闇で
物体と活動を監視するのに理想的です。 
このカメラも、WDR、HDSM SmartCodec テク
ノロジー、適応型 IR テクノロジー、画期的な 
LightCatcher テクノロジーを搭載しています
ので、低照度での性能は抜群です。

主な特長 利点
HDSM SmartCodec  
テクノロジー 

同じシーンに含まれている各領域に応じて圧縮レベルを自動的に最
適化する機能です。帯域幅を最大限抑え、ストレージ消費を最小限に
抑えながら、質の高い画像を維持します。

自己学習型 
映像解析

初期設定と同時に周囲のシーンを瞬時に検知し、瞬時に学習します
ので、手動で校正しなくても変化に適応します。

適応型IR シーンの条件にかかわらずいつでも同じ照明が得られるよう、 
IR のビーム幅と照明レベルを自動的に調節します。

レンズ オプション 3 ～ 9 mm、9 ～ 22 mm、4.3 ～ 8 mm の各レンズ

* WDR テクノロジーは 1 ～ 3 MP のモデルに搭載されています。LightCatcher テクノロジーは 1 ～ 5 MP の各モデルに搭載さ
れています。

* WDR テクノロジーは 1 ～ 3 MP のモデルに搭載されています。LightCatcher テクノロジーは 1 ～ 5 MP の各モデルに搭載され
ています。

**適応型 IR はオプション機能です。

H4 ドーム カメラ
H4 ドーム カメラ (解像度は 1 ～ 5 MP、お
よび 4K Ultra HD (8 MP)) は Avigilon H4 
プラットフォームで動作します。 
WDR、自己学習型映像解析、HDSM 
SmartCodec テクノロジー、画期的な 
LightCatcher テクノロジーを備えています
ので、低照度での性能は抜群です。*

主な特長 利点
HDSM SmartCodec  
テクノロジー 

同じシーンに含まれている各領域に応じて圧縮レベルを自動的に最
適化する機能です。帯域幅を最大限抑え、ストレージ消費を最小限に
抑えながら、質の高い画像を維持します。

自己学習型 
映像解析

初期設定と同時に周囲のシーンを瞬時に検知し、瞬時に学習します
ので、手動で校正しなくても変化に適応します。 

適応型 IR** シーンの条件にかかわらずいつでも同じ照明が得られるよう、IR の
ビーム幅と照明レベルを自動的に調節します。



17カメラ

H4 ES カメラ シリーズは、HD 画像、自己学習型映像解析、ネットワーク ビデオ  
レコーダーの機能を備えていほか、映像管理ソフトウェア「Avigilon Control Center 
(ACC)」もインストールされていますので、オールインワンの高度な監視ソリューショ
ンを提供します。 
オンボードのソリッドステート ドライブ (SSD) に映像が直接記録されるため、ネット
ワーク ビデオ レコーダーを別途用意する必要がなく、そのぶんだけ設置やシステム
のコストが減らせます。 
 

主な特長 利点
HDSM SmartCodec  
テクノロジー 

同じシーンに含まれている各領域に応じて圧縮レベルを自動的に最適化
する機能です。帯域幅を最大限抑え、ストレージ消費を最小限に抑えなが
ら、質の高い画像を維持します。

自己学習型 
映像解析

自己学習型映像解析機能は、この1 ～ 3 MP のカメラに既に搭載され、優
れた対象物検知と外周監視を実現します。

搭載ストレージ 連続稼働を考慮し、最大 256 GB のソリッドステート ドライブ (SSD)  
を搭載。 

完成された 
映像管理機能

ACC 映像管理ソフトウェアがインストールされています。

プププラララッッットトトフフフォォォームムムプラットフォーム

SSD 
ストレージ

SSD 
ストレージ TMTMTMTTTTACC

ソソソフフフトトトウウウェェアアアソフトウェア

H4 Edge Solution (ES) カメラ シリーズ

主な特長 利点
HDSM SmartCodec  
テクノロジー

同じシーンに含まれている各領域に応じて圧縮レベルを自動的に最適化する機能で
す。帯域幅を最大限抑え、ストレージ消費を最小限に抑えながら、質の高い画像を維
持します。

設置は簡単で 
自由度も高い 

H4 SL カメラは、モジュール方式の設計を採用していますので、お選びになったベー
ス部にそのままはめ込むことができます。

優れた画像品質 当社製の 1.3 MP、2 MP、3 MP の各 H4 SL カメラは、LightCatcher、対象適応型 IR、2
重露光 WDR などのテクノロジーを搭載しており、照明条件を問わず抜群の画像品質
が得られます。 

H4 SL カメラ シリーズ
新しい Avigilon H4 SL カメラは、当社製品の中では最も設置が簡単
なカメラであり、設置にかかる時間が最大 50 パーセント減少します。
形状はバレット型とドーム型の2種類があり、マウントは表面設置、天
井埋込設置、吊り下げ設置の 3 種類があります (マウントは簡単に交
換できます)。解像度は、1.3 MP、2 MP、3 MP の3種類があり、いずれ
も、照明条件にかかわらず優れた画像品質を実現します。
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カメラ

カメラ

主な特長 利点
自己学習型 
映像解析

初期設定を済ませると同時に、ホーム ポジション シーン
の検知と学習が行えます。また、重要なイベントが発生し
た場合はオペレーターに通知することができます。 

高フレーム レート 最大60 fps ですので、高速で移動する物体がきわめて詳
細に捉えられます。

最大 45 倍のズーム
機能

ズームイン時に高品質の詳細画像が得られます。

H4 PTZ カメラ シリーズ
新しい H4 PTZ カメラ シリーズは、性能が高いだけ
でなく、自己学習型映像解析も備えており、汎用性、機
能性に優れるだけでなく、高度な情報処理も可能で
あり、イベント発生時には先回りして応答します。解像
度は 1 MP と 2 MP の 2 種類で、いずれも 360 度連
続して回転できるため、全方向で活動を追跡し、詳細
な映像証拠を収集することができます。

主な特長 利点
フィッシュアイ  
レンズ

死角のない全周 360 度の高解像度パノラミック  
ビューが得られます。

適応型 IR  
テクノロジー 

シーンの条件にかかわらずいつでも同じ照明が得られる
よう、IR のビーム幅と照明レベルを自動的に調節します。

高フレーム  
レートに対応

解像度は 6 MP と 12 MP の 2 種類で、フレーム  
レートはそれぞれ最大 30 fps、20 fps と高い値です。

H4 Fisheye  
カメラ シリーズ 
新たな Avigilon H4 Fisheye カメラ シリーズは、死角
のない全周 360 度の高解像度パノラミック ビュー
が得られます。 
コスト効果が高いうえ、簡単に設置できるこのカメラ
は、6 MP と 12 MP の 2 種類の解像度があり、カメラ
の台数を減らしても広い範囲が監視できます。 
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主な特長 利点
非常に鮮明な画像 解像度は 9 MP と 12 MP の 2 種類があり、どちらも、 

HDSM テクノロジーに全面的にサポートされた HD 画像
が可能です。

設置の自由度が高い 手動で配置できるセンサーは 3 軸方向に動かせますの
で、どの環境でも自由に監視範囲を設定できます。

リモート ズーム、 
リモート フォーカス 

レンズにはリモート ズームとフォーカスが搭載されており、 
装置の取り付けと、対象エリアへのフォーカス調整だけで
設置できます。

HD マルチセンサー  
カメラ
HD マルチセンサー カメラは、きわめて鮮明な画像が
得られるうえ、臨機応変に広大なエリアが監視できま
す。センサーの解像度は 3K (9 MP) と 4K (12 MP) の 2 
種類があり、それぞれのセンサーにリモート ズーム & 
リモート フォーカスのレンズが装備されていますの
で、HD マルチセンサー ドーム カメラ 1 台だけで、PTZ 
カメラ 1 台分、または固定カメラ複数台分に相当する
働きをします。

主な特長 利点
パノラマ広域撮影 4 つの 2 MP センサーを使ってカメラ 1 台だけで 180 度ま

たは 360 度の範囲を HD 画像で捉えることができますの
で、設置台数を大幅に抑えることができます。 

簡単な設置 レンズは、あらかじめ焦点を合わせた状態で出荷されま
すので、設置の際に調整は必要ありません。

マルチ-メガピクセル インシデントの発生中も発生後もデジタル方式による 
PTZ が行えますので、カメラの設置台数が減らせます 

JPEG2000 HD パノ
ラマ ドーム カメラ
JPEG2000 HD パノラマドーム型 カメラは、4 個 x  2 
MP センサーを搭載し、合計で 8 MP の解像度を実現
します。学校、銀行、小売店などの屋内、屋外環境を
監視するのに理想的です。1 台だけで 180 度または 
360 度の範囲を高解像度で捉えることが可能です。レ
ンズはあらかじめ焦点が合わせてあり、設置の際に
手間がかかりません。
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ナンバー プレート
認識 (LPR)

主な特長 利点
HD 解像度 高精細高解像度によって、正確で精密な詳細までを捉

えた画像を提供します。

1 台のカメラ、 
複数のレーン

カメラの台数が少なくても広い範囲が監視できます
ので、設置や保守にかかる費用が減ります。

世界中のナンバー  
プレートを自動認識 
 

世界中のさまざまなナンバー プレートに対応してい
ます。 

HD ナンバー プレート認識機能は、単一車線でも複数車線で
もカメラ 1 台だけで HD 精度でナンバー プレート認識ができ
ます。 
ACC ソフトウェアに完全に統合したうえで Avigilon HD LPR 
Capture Kit と併用すれば、24 時間どのような条件でも、高い
精度でナンバー プレートを捉えることができます。

主な特長 利点
フレキシブルな設置 超小型で簡単に設置できます。小売店、商業施設、ビル

のエントランス、通路にさまざまな形で設置できます。

HD 解像度 Avigilon H3 プラットフォームをベースにしているこの
カメラは、1 MP、2 MP の解像度できわめて鮮明な画像
を捉えます。

3 軸方向に回転 パン (左右)、チルト (上下)、回転のいずれについても、
ほぼあらゆる角度まで動かせますので、広いシーンを
捉えることが可能です。

HD Micro Dome カメラ
1 MP と 2 MP の 2 種類の解像度があります。当社製品の中で
は最小の HD IP ドーム カメラです。あまりコストをかけずに 
HD 映像監視システムへアップグレードできます (HD 映像監視
システムでは、ACC ソフトウェアの高度な機能がすべて利用で
ます)。H3 プラットフォームで動作するこのカメラは、HDSM テ
クノロジーを搭載していますので、ストレージと帯域幅をイン
テリジェントに制御します。
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Avigilon HD NVR は、映像監視アプリケーションにふさわしい性能と信頼性を備えています。Avigilon HD NVR はどの
モデルも、映像管理ソフトウェア「ACC」がプリインストールしてあり、最適化された高性能なレコーディング技術が組
み込まれています。また、3 年間の Avigilon 保証 (専用サポート付き) も付いています。HD NVR はすべて、オペレー 

ティング システムとハード ドライブ ボリュームに合わせて設定済みのため短時間で導入できます。また、RAID 構成
に対応しており、システムの稼働時間と可用性を最大限に高められるようになっています。お使いのシステムに必要な
ストレージとスループットを備えた HD NVR モデルを選ぶだけで、抜群の信頼性と性能が手に入ります。

HD ネットワーク ビデオ レコーダー (NVR)

NVR Premium
HD NVR Premium は、スループット、記録時間、可用性のいずれも NVR シリーズの中で
最高です。ビデオ ストレージ ボリューム、ホットスワップ可能な冗長コンポーネントはい
ずれもオペレーティング システムとは分離されているため、保守作業が容易であり、セ
キュリティ オペレーションの中断が最小限で済みます。

主な特長 利点
ACC サーバー ソフトウェ 
アのインストールと設定が 
事前に済んでいる

マルチメガピクセル IP カメラおよびアナログ カメラを管
理するためのネットワーク ビデオ レコーディング ソリュー
ションです。プラグアンドプレイで利用できます。

エンタープライズ  
映像管理に対応

トータル スループットは最大 1670 Mbps。

ストレージ密度が高い RAID 6 のハード ドライブ構成により、最大 137 TB の実効
記録容量を実現します。 
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NVR Standard
HD NVR Standard は、可用性を犠牲にせずに、高スループットと長時間記
録を実現しています。ビデオ ストレージ ボリューム、ホットスワップ可能な
冗長コンポーネントはいずれも、オペレーティング システムとは分離され
ているため、保守作業が容易であり、セキュリティ オペレーションの中断
が最小限で済みます。

主な特長 利点
ACC サーバー ソフトウェ 
アのインストールと設定が 
事前に済んでいる

マルチメガピクセル IP カメラおよびアナログ カメラを管理するため
のネットワーク ビデオ レコーディング ソリューションです。プラグアン
ドプレイで利用できます。 

高性能な映像管理 トータル スループットは最大 900 Mbps。

ストレージ密度が高い RAID 6 のハード ドライブ構成により、最大 36 TB の実効記録容量 
を実現。 

主な特長 利点
ACC サーバー ソフトウェ 
アのインストールと設定が 
事前に済んでいる

メガピクセル IP カメラおよびアナログ カメラを管理するためのネット
ワーク ビデオ レコーディング ソリューションです。プラグアンドプレイ
で利用できます。 

フレキシブルで効率の高 
い映像管理 

トータル スループットは最大 384 Mbps。 

記録機能と冗長化の見事な組
み合わせ 

RAID 5 のハード ドライブ構成により、最大で 18 TB の実効記録容量
を実現。 

NVR Value
HD NVR Value は、比較的低い所有コストで高性能と長時間記録を実現し
ています。単一サイトの監視用として、あるいは複数のリモート サイトの監
視用として、そのまま導入できるよう設計されたソリューションです。 
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HD NVR3 Standard / Premium の各モデルは、RAID 6 ビデオ ストレージ アレイおよび RAID 1 システム ドライブを装備し、冗長性を確保しています。

HD NVR3 Value の各モデルには RAID 5 ビデオ ストレージ アレイが装備されています。

HD NVR3 モデル 製品番号 記憶装置 最大記録レート ギガビット イーサネット接続 10 ギガビット イーサネット接続

HD NVR Premium HD-NVR3-PRM-137TB 137 TB 10 GbE:1350 Mbps
1 GbE:600 Mbps

4 2

HD-NVR3-PRM-84TB 84 TB 10 GbE:1350 Mbps
1 GbE:600 Mbps

4 2

HD-NVR3-PRM-48TB 48 TB 10 GbE:1160 Mbps
1 GbE:600 Mbps

4 2

HD NVR Standard HD-NVR3-STD-36TB 36 TB 1 GbE:450 Mbps 4 オプション

HD-NVR3-STD-24TB 24 TB 1 GbE:450 Mbps 4 オプション

HD NVR Value HD-NVR3-VAL-18TB   18 TB 1 GbE:256 Mbps 2 なし

HD-NVR3-VAL-12TB   12 TB 1 GbE:256 Mbps 2 なし

HD-NVR3-VAL-3TB   3 TB 1 GbE:256 Mbps 2 なし
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Avigilon は、セキュリティ システムをサポートするための
一連の高性能ワークステーションを提供しています。HD 
ネットワーク ビデオ レコーダー (NVR) ワークステーショ
ンは、1 台のマシンだけで映像の閲覧と記録ができるよ
う設定してあります。HD リモート モニタリング ワークス
テーションを利用すれば、お使いのシステムにビューイ
ング ステーションが増設でき、高解像度モニターは 4 台
まで、ビデオ ストリームは 144 本までサポートできるよう
になります

HD NVR ワークステーション HD-NVRWS3-8TB

記憶装置 8 TB

モニタ出力 2

ギガビット イーサネット接続 2

システム ドライブ 1

モニター 4 台によるリモート監視ワークステーション HD-RMWS3-4MN

カメラ数 最大 144

最大解像度 2560 x 1600

モニター 2 台によるリモート監視ワークステーション HD-RMWS3-2MN

カメラ数 最大 72

最大解像度 3840 X 2160 (4K)

ネットワーク セキュリティ ワークステーション
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ACC Edge Solution (ES) HD レコーダー

ACC Edge Solution (ES)  
解析アプライアンス

ACC ES HD レコーダーは、Avigilon のコア テクノロジーが小さな筐体に詰め込まれており、
遠隔地で HD 映像をインテリジェントに保存できます。これを使えば、リモート サイトを一元
監視する際の帯域幅の問題が解消します。HD 映像を保存するためのストレージ容量は 2 
TB、4 TB の 2 種類があります。解像度は最大 7K (30 MP)、記録レートは 80 Mbps、チャンネ
ルあたりの IPS (画像/ 秒) は最大 30 です。

ACC ES 解析アプライアンスは、エッジ ビデオ ストレージを利用してさまざまな監視システ
ムに映像解析機能を付与するためのオールインワン型デバイスです。 
IP カメラであろうとエンコーダーであろうと関係なく、接続されたビデオ ストリームに 
Avigilon の自己学習型映像解析、ネットワーク ビデオ レコーディング、リモート管理の機能
を付与することができます。

ACC™ Edge Solution (ES)
主な特長 利点
完成された映 
像管理機能 

ACC 映像管理ソフトウェアが組み込まれています。

コンパクトなフォ 
ーム ファクター 

リモート サイトに簡単に設置できるよう、小さなフォーム ファク
ターを採用しており、設置の自由度が高いです。

ストレージ容量の 
選択

ストレージ容量は 2 TB と 4 TB があり、保存要件に応じて選べ
ます。

きわめて高い解像度
をサポート 

解像度は最大 7K (30 MP) までサポートし、広い範囲を鮮明に捉
えることができます。

主な特長 利点
完成された映 
像管理機能 

ACC 映像管理ソフトウェアが組み込まれています。

自己学習型 
映像解析

初期設定時に周囲の状況を速やかに検知、学習した上で、 
変化に対応します。手動校正は不要です。

ストレージ容量の 
選択

ストレージ容量は 2 TB と 4 TB があり、保存要件に応じて選べ
ます。

リモート管理 ACC クライアント ソフトウェアを使用することで、当社の高性能
なリモート モニタリング ワークステーションを通じてストリーミ
ングと再生が行えます。
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アビジロンの HD ビデオ アプライアンスは、ビデオ 
レコーダ、ネットワーク スイッチ、ストレージすべて
を一つのソリューションで簡単に設置できる、パワ
フルなセキュリティ システムです。この簡略化され
たシステム設計により、コストを減らすことができる
だけでなく、設置時間も短縮できるため、セキュリ 
ティ システムの導入にともなう問題で頭を悩ませ
る必要がなくなります。

主な特長 利点
ACC ソフトウェアがプリ 
インストール済み

セットアップが短時間で済み、HD 映像にすぐにアク
セスできます。

PoE マネージド スイッ 
チを内蔵

短時間で簡単に設置できます。ポート数は、8、16、24 
の 3 種類があります。

さまざまなストレージ 
容量

ストレージ容量は、記録時間の要件に応じて 2 ～ 12 
TB の中から選べます。

HD ビデオ アプライアンス 8 ポート 16 ポート 24 ポート

記憶装置 2 TB または 4 TB 6 TB、9 TB または 12 TB (RAID 5) 9 TB または 12 TB (RAID 5)

合計 PoE 出力 120 W 270 W 270 W

Avigilon Control Center (ACC)  
ソフトウェア エディション

Core、8 チャンネル  
(Standard、Enterprise と互換性あり)

Standard、16 チャンネル  
(Enterprise と互換性あり)

Standard、24 チャンネル  
(Enterprise と互換性あり)

HD ビデオ アプライアンス
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ビデオ エンコーダー
今お使いの監視システムを活かしたまま、コスト効率に優れた手段で Avigilon の HD 監視システムのメリットが
享受できます。Avigilon のアナログ ビデオ エンコーダーを利用すれば、既存の NTSC または PAL 式アナログ カ
メラを Avigilon の HD 監視システムへ統合することが可能です。 

アナログ ビデオ  
エンコーダー
Avigilon のアナログ ビデオ エンコーダーを利用すれば、
帯域幅要件とストレージ要件とがいずれも軽くなります。
また、アナログ カメラ 1 台あたり最大 30 IPS のフル解像
度で高品質の監視映像を捉えることができますので、そ
のぶんだけ監視範囲が広がり、全体の保護態勢が強化
されます。このアナログ ビデオ エンコーダーを Avigilon 
Control Center (ACC) ソフトウェアや当社の各種ハード 
ウェア ソリューションと一体化すれば、ネットワークベース
の監視ソリューションが実現します。

主な特長 利点
画像レートが高い ポート 1 つにつき 4CIF 解像度の画像が最大 30 

IPS で記録できます (4 ポート全部使用した場合、
合計で 120 IPS)。

PTZ 対応 標準 PTZ ユニットの制御には RS-485 ポートを利
用します。

アラーム入出力 外部アラームとレコーディングが同期します。また、
既存のアラーム システムにカメラ動体検知が融合
されます。



アビジロン正規パートナーAvigilon の HD 監視ソリューションは、お客様の最も大切な
ものを保護するために必要な、高精細画像、優れた価値、 
直観的なソフトウェアを提供します。

詳しくは avigilon.com にアクセスしてください。
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