Xtralis® イントルージョントレース™

屋外侵入探知用
アプリケーション・ライセンス

映像解析アルゴリズム

概要：
Xtralis®イントルージョントレース TM アプリケーション・ライセンスは、1 日 24 時間 1 年 365 日の屋外
オペレーション用として設計された映像解析技術を使用し、高性能な侵入者探知を実現します。
環境や季節によって、又一日の時間によっても様々に変化する、屋外シーンでの膨大なビデオ映像を
使用し最適化する事により、この解析技術は高い探知確率と信頼性を維持しながら、一方で誤報率の
低減を実現します。大半のシーンにおいては、「探知領域」の簡易設定により、イントルージョントレース
は広範なアプリケーションに適用させることができます。サイトへのリモートアクセス・コントロールにより
施設を監視したり、又は施設周辺にバーチャルなフェンスを構築する事により、イントルージョントレース
は必要とされるサイトで性能を発揮します。
ADPRO 機器では最大 32* チャンネルまで、Heitel 機器では最大 8* チャンネルまでをサポートする
イントルージョントレースは、プラットフォームのパワフルな録画、伝送それにアラーム処理機能を完全
なものにします。アラーム画像をリモートのセントラル・モニタリング・ステーションに伝送する機能によ
り、イントルージョントレースはオフサイト監視による効果を高めます。これにより、サイトのセキュリティ
を外部のセキュリティ要員により効率良く管理するオプションを得ることができます。

仕様：
・外周やエリア警戒アプリケーション用としての、1 日 24 時間 1 年 365 日稼働の屋外用アルゴリズム
・探知により PTZ プリセットを起動
・ターゲットの探知と追尾を最大化するために、高度なアルゴリズムを統合
・ほふく、転がり、駆け抜けそれにゆっくりと移動するターゲットを探知
・ビデオ・チャンネル当たり、最大 16 ヶ所までの探知ゾーン（侵入方向指定）設定
・同じシーン内での、小さなターゲットと大きなターゲット、素早く移動するターゲットとゆっくり移動する
ターゲットなど複数のターゲット探知を可能にするために、それぞれの探知ゾーンに独自のアラーム・
パラメータ・ セットを設定
・蜘蛛や雲による影などによる妨害アラームを低減するために改善された感度コントロール
・アナログ*、IP、サーマルそれに可視光カメラをサポート
・XOa クライアント・ソフトウエア、CMS ソフトウエアそれに iOS iTrace アプリケーションでは 囲み枠
表示による可視化

フレキシブルなライセンス供与：
*イントルージョントレースはフレキシブルなライセンス供与システムによる、アドオン方式のソフトウエア
Hardware dependent
**
IntrusionTrace version 1.26 running on FastTrace 2E
です。（インストレーションが不要）

永久ライセンス・モデル
・アプリケーション期間は無期限
・有効期限なし
・一度に一台で有効
・制限なく何度も取り消し可能
・カスタマー・サービスのため、転送可能

期限付きライセンス・モデル
・有期限契約 （リース・モデル）
・設備投資に対する運用コスト
・有効期限あり
・一度に一台で有効
・制限なく何度も取り消し可能
・カスタマー・サービスのため、転送可能
・リニューアルの場合、30 日の据置期間

Xtralis ウェブ・ベースのライセンス・ツールである Xchange を使用すれば、ADPRO
XOa や Heitel XOh 機器にイントルージョントレース・ライセンスをリモートからインスト
ール、取り消しそれに転送することができます。

* ハードウエアに依存
** FastTrace 2E 用イントルージョントレース（バージョン 1.26）

Unique
Features
ユニークな機能：
•・ワンマンでの設定
One-person setup
・簡単な探知領域の設定により、迅速で容易な
• コミッショニング
Fast and easy commissioning with simple
region of interest detection
・3D キャリブレーション
•・探知確率と誤報低減のため改善された、
3D calibration, no learning time
• パワフルで先進のパラメータ
Powerful advanced parameters for
・蜘蛛や昆虫によるアラームを低減
improved detection probability and false
・車のヘッドライトによるアラームを低減
alarm reduction
16 ヶ所までのゾーン、
•・チャンネル当たり最大
Spider/insect alarm
reduction
或いは侵入方向指定ゾーンの設定
• Car headlight alarm reduction
・探知ゾーン毎にアラーム条件が設定できるので
• 同じシーン内でのフレキシブルな探知が可能
Up to 16 zones or directional zones per
channel
・i-LIDS® 認定** の主要な探知システム
• （警戒区域モニタリング・アプリケーション用）
Flexible detection within the same scene
by criteria per detection zone
・パッシブ赤外線センサや他のアラーム入力を
• 使用し、ダブル／トリプル・ノック機能を提供する
i-LIDS® approved** as primary detection
高度なロジック
system for operational alert used in sterile
・後日のレビューのため、イベントにタグを付ける
zone monitoring applications
• 録画モードと機能
Advanced logic（囲み枠表示）
to provide double/triple
・イントルージョントレースによるイベント時にサイト
knock with PIR detectors and other alarms
呼びかけ機能
• への入出力
Recording及び
modes
and ability to tag events
for later review (with bounding boxes)
• I/O and talk-down to sites for reacting on
IntrusionTrace events

Xtralis® イントルージョントレース™

アプリケーション・ライセンス

屋外侵入探知用
映像解析アルゴリズム

速くて容易なイントルージョントレースの設定：
Quick
and Easy IntrusionTrace Setup
・ADPRO XOa 及び Heitel XOh 機器用ソフトウエアに統合された設定ツール

•・3D Configuration
tool integrated in the ADPRO XOa/HeiTel XOh device software
キャリブレーション用の画像を録画する機能 （ADPRO XOa 機器のみ）
•・学習時間が不要
Ability to record images for 3D calibration (for ADPRO XOa devices only)
•
No learning time
マスキング・エリアの
設定

一般的なエリア向けアプリケーション
Sterile Zone Application

全ての探知エリアで
侵入方向指定
最大 16 ヶ所までの
多角形エリアで個別の
アラーム条件を設定

•

Analytic bounding boxes available on live, recorded and exported images:
・解析による囲み枠がライブ、録画それにエクスポートされる画像に表示される：
Immediately visible after settings are configured and saved
－設定が保存された後、即座に見える
Bounding boxes as metadata, not flattened in the image
－メタデータとしての囲み枠表示
－囲み枠表示の切り替え（アラームのみ／アラーム及び追尾／なし）
Toggle bounding boxes view (alarm/alarm+tracking/none) for easy debugging

大半のシーンにおいて設定を容易にするための、
Standard default parameters for easy
setup covering the majority of scenes
標準のデフォルト・パラメータ

Powerful advanced parameters allow
サイトに特有の誤報を低減するための、
site-specific false alarms to be minimised
パワフルで高度なパラメータ

サーマル・カメラをサポート
Thermal
Camera Support

車のヘッドライトによるアラームを低減
Headlight alarm reduction

最低時間＝4 秒
Minimum Time = 4 seconds

最低時間＝0.5 秒
Minimum Time = 0.5 seconds

同じシーン内で、異なるアラーム条件を設定
Detect objects with ‘conflicting’ criteria
in the same scene
する事によりターゲットを探知

蜘蛛や昆虫によるアラームを低減

Spider/insect Alarm reduction
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