ADPRO® ビデオセントラル・プラチナ・ソフトウエア
アラーム確認用の４分割画面表示

（VCP）

先進のセントラル・モニタリング
ソフトウエア・スイート

グラフィカル・サイト・マップ

主な特徴：
・リモートのアラーム・イベントを映像で検証
・ネットワーク経由で複数のリモート・サイトを監視
・シングルから複数のオペレータ運用まで拡張可
・アラーム画像を素早く表示、保存し検索
・リモート・サイトをバーチャルでパトロール
・リモート・サイトと双方向音声通信
・個別のユーザ・アクセス・コントロール

概要：
ADPRO ビデオセントラル・プラチナ（VCP）は、ADPRO や HeiTel ビデオ伝送システムが設置されて
いるリモートサイトからの映像と音声をモニタするために設計された、マルチサイト映像セキュリティ管
理ソフトウエアです。VCP ソフトウエアは複数の PC とオペレータをサポートするシングル・バージョン
の製品です。これはセントラル・モニタリング・ステーション（CMS）やコマンドセンター、或いは定期的に
サイトを見たり監視するだけのシングル・オペレータやラップトップ・ユーザのいずれにとっても最適とな
ります。

映像によるアラームの検証：
ADPRO ビデオセントラルはリモート・サイトのアラームやイベントを映像で検証するために広く利用さ
れます。アラームが起動すれば ADPRO や HeiTel リモート映像トランスミッタ／レコーダを ADPRO
ビデオセントラルにに接続し、アラーム・イベントの映像を送信します。パニック、脅し或いはホールド
アップなど優先度の高いイベントはリアルタイムで表示されます。
サイト・オーナーは PC やラップトップで VCP を使用し、リモートから映像を見て適切に対応する事によ
って、オーナーやセキュリティ要員によるサイトへの無駄な訪問を排除します。

インタラクティブな監視：
代表的なアプリケーションには、スタッフ、在庫それに一般的なサイトの状況のリモート監視が含まれま
す。インタラクティブでユーザによる定義が可能なマップにより、オペレータはマップ或いはサイトのレイ
アウトから直接にサイトを呼び出したり、コントロールすることができます。

ADPRO ビデオウォール 監視モジュール：
ADPRO ビデオウォール・モジュールは、ADPRO ファーストトレース 2E や iFT シリーズそれに HeiTel
ビデオゲートウェイ等すべての ADPRO と HeiTel 機器にビデオ監視機能を提供します。
ADPRO ビデオセントラルと ADPRO ビデオウォールを統合すれば、シームレスなオペレーションが
実現できます。

音声：
統合されたリスニング機能によってアラーム検証プロセスを支援し、一方でオペレータの音声、或いは
予め録音された音声メッセージをサイトに流すことにより侵入者を即座にコントロールします。

ハードディスクへの映像記録と印刷：
アラーム映像は、後日の呼び出し検索と画像印刷のためにハードディスクに自動的に保存されます。

・リモート・サイトの照明、ゲート等をコントロール
・監視用の PTZ カメラをリモート・コントロール
・ユーザ・インターフェース或いはインタラクティブ・
マップからサイトをコントロール
・過去のイベントを呼び出し表示するデータベース
検索
・サイトとの通信遮断をオペレータに自動で通知
・コントロールと管理用として使い勝手の良い
アイコン、プルダウン・メニューとウィザード
・サイトの機器をリモート設定
・バックアップと即時の検索オプションを含む
サイトの情報をデータベース保存
・リポート機能の統合化
・卓越した監視機能を実現するビデオウォール・
モジュール
・業界標準の Microsoft SQL データベースを利用
する ADPRO ビデオセントラル・プラチナは標準
の管理・拡張機能を実現
・オペレータの行動を含む、ライブ映像と音声を
保存する機能により監査記録の管理を実現
・PTZ カメラ用としてジョイスティックをサポート
・警戒解除されたファーストトレース 2E や iFT
シリーズそれに HeiTel 機器のサイトの概要
・低い帯域幅でも高速の接続スピード
・クイック・コメント・ボタン（Fig.1 参照）
・複数の言語で利用可能
・予め録音された音声をシーケンス（Fig.2 参照）

第一応答者のためのモバイル支援アプリケーション（iRespond）
最新の VCP バージョン 3.0 は iRespond* コントロール機能を含みます。このユニ
ークなモバイル・アプリケーションはスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器
を使用して、第一応答者（警察、消防署や救急チームなど）のために状況把握を提
供する事により、施設のオーナーやユーザのために不必要な介入、ダメージそれ
に生命への脅威を回避することができます。

iRespond*： 不必要な介入、コスト、ダメージそれに生命の脅威を回避するのに役に立つ、第一応答者用のユニーク
で簡単なモバイル支援アプリケーション、App Store で入手可能（iOS 版）

ADPRO リモート・モニタリング・
ソフトウエア－VCP の詳細情報に
ついては以下を参照してください。
http://xtralis.com/product_view.
cfm?product_ id=34

ADPRO® ビデオセントラル・プラチナ・ソフトウエア

（VCP）

システム構成

先進のセントラル・モニタリング
ソフトウエア・スイート
VCP スクリーン表示

ローカル・サイト

セントラル・モニタリング・ステーション

Fig.1 クイック・コメント・ボタン付き
シーケンシャル 4 画面表示

仕 様
PC requirement (minimum) QuadCore / 2,6 GHz / 8 GB RAM (16 GB recommended) /
HDD* 1TB (7200 rpm) / Ethernet 1000 Mbps connection
Multi PC config – Server/DB
PC requirement
(Single user/client)

QuadCore / 2,6 GHz / 4 GB RAM (8 GB recommended) /
HDD*
320 GB (7200 rpm) / Ethernet connection 100 Mbps

Video card/monitor

512 MB / 1280*1024 resolution optional dual display
(for interactive maps)

PC requirement
(Video Wall configuration)

i5/i7 Processor / 4GB RAM / HDD*
320 GB (7200 rpm) / Ethernet connection 1000 Mbps
(Backbone)

DVD-ROM

Minimum 10 speed

Mouse/Keyboard

Windows compatible

Sound card
(speaker/ microphone)

Required if audio capability is to be used

Operating system
(Recommended)

Windows 7 Professional 64 bit – 32 bit
Windows Server 2008/R2 64 bit – 32 bit***

Operating system
(Supported)

Windows Server 2003 / 32 bit SP2

Supported Products**

ADPRO FastTrace 2 Series / iFT Series / HeiTel
VideoGateways

*

Fig2. 予め録音された音声メッセージ

Fig.3 一時的なアラーム分離

HDD 構成はセントラル・モニタリング・ステーションの要求仕様に合わせる必要があります。
詳細情報は VCP テクニカル・マニュアル（No. 19115）を参照してください。

オーダー情報
VCPSW-1- USB ビデオセントラル・プラチナ (USB dongle)
VCPSW-1 SK
ビデオセントラル・プラチナ (Software License key)

輸入販売元：

フジビジョン株式会社

〒343-0015 埼玉県越谷市花田 3-3-30

Ph: (048)962-0260 Fx: (048)962-0262
Email: info@fujivision.co.jp
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Fig.4 複数カメラの 4 分割表示

