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ACC ES HD レコーダー
Avigilon™ Control Center (ACC) は、業界トップの使いやすさを誇る映像管理ソフトウェアで、セキュリティのプロフェッシ
ョナルによる HD 映像の管理とインタラクティブな操作に革新をもたらします。エンタープライズ クラスの信頼性を備え
た分散型ネットワーク プラットフォームとして、帯域幅とストレージをインテリジェントに管理すると同時に、HD 監視映
像を効率的に記録、管理、保存できます。

ACC Edge Solution (ES) HD レコーダーは ACC ソリューションの画期的な新製品であり、インテリジェントなローカル記録、
中央監視、リモート管理を可能にします。

主な特長

Avigilon™ Control Center High Definition Network Video Management搭載

業界をリードする Avigilon の High Definition Stream Management (HDSM)™ 
テクノロジーを使用

高出力 PoE スイッチ内蔵ネットワーク ビデオ レコーダー

最大 80 Mbps で画像データを記録

カメラ チャネルあたり最大 30 フレーム/秒

HD カメラ (自己学習型映像解析機能搭載) 対応

最大 7K (30 MP) のカメラ解像度に対応

リモート ファームウェア アップグレードを容易にする Web ベースの管理インタ
ーフェイス

ACC ES HD レコーダーは ACC と 4 つの Power 

over Ethernet (PoE) ネットワーク ポートを備え、1 メ
ガピクセル (MP) から 7K (30 MP) まで、Avigilon のあ
らゆる HD カメラに対応します。ストレージは、2 テ
ラバイト (TB) と 4 TB モデルをご利用いただけます。
複数のアプライアンスを組み合わせて 1 つの論理サ
イトを作り、大規模な設置をサポートします。

ACC ES HD レコーダーでは、インテリジェント監視を
ネットワーク エッジ側で実現し、大量の HD 映像デ
ータをリモートで記録し、離れた場所からオンデマン
ドでライブまたは記録映像を確認することができま
す。このため、ACC ES HD レコーダーは石油および
ガスパイプライン、受変電設備、通信塔、都市の主要
部など、重要インフラの中央監視に最適です。
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機械仕様 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) 239.5 mm x 169.4 mm x 44 mm 
(9.43 インチ x 6.67 インチ x 1.73 インチ)

重量 3.39 kg (電源、取り付け用ブラケット、すべてのパッケージ込み)

電気仕様 電源入力 48 ～ 、1.88 ～

電源 単一電源、非冗長

消費電力 最小 20 W、最大 90 W

環境仕様 動作温度 0 °C ～ 50 °C (32 °F ～ 122 °F)

保管温度 - 40 °C ～ 70 °C (- 40 °F ～ 158 °F)

湿度 相対湿度 10 ～ 90% (結露のないこと)

認定規格 認定/指令 UL cUL CE RoHS WEEE RCM EAC NOM KC

安全規格 UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1

電磁両立性 (エミッション) FCC パート 15 サブパート B  
クラス B

IC ICES-003 クラス B EN 55032  
クラス B

EN 55011 EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

電磁両立性 (イミュニティ) EN 55024 EN 61000-6-1

対応している  
ACC 機能

システム • デバイスあたりカメラ 4 台 • デバイスあたりクライアント接続数 5

• サイトあたりサーバー最大 24 台、カメラ最大 500 台、定義済みユーザー最大 100 ユーザーをサポート
デバイスによるサポート • デバイスの自動検出

• Avigilon HD H.264 カメラおよびエンコーダー (最大 
4 台まで)

• Avigilon HD H.264 Pro カメラ (最大 2 台まで)
• ONVIF カメラおよびエンコーダー

クライアント • 保存されたビュー
• マップ
• Web ページ

• 編集可能なサイト ビュー
• インテリジェントなバーチャル マトリクス
• 共同監視

記録、サーチ、再生 • 記録スケジュールは時間単位で設定可能
• ロスレス レコーディング
• インテリジェントなモーション サーチ
• ライブ エクスポート

• サムネイル サーチ
• イベント サーチ
• アラーム サーチ
• マルチカメラ エクスポート

統合 サード パーティシステムと ACC SDK を介して統合   その他: • CommScope iPatch
• RS2 AccessIt!

• DDS Amadeus 5
• DSX

その他の機能 • メールによるイベント通知
• メールによるデジタル入力のトリガー
• 手動によるデジタル出力のトリガー
• 音声記録と音声誘導

• 無制限のルール トリガー
• 冗長性を有したレコーディング
• フェイルオーバー接続
• アラーム エスカレーション

システム 記録レート 80 Mbps

ストリーム アウト レート 50 Mbps

カメラ チャネル 4

画像の記録レート チャネルあたり30 フレーム/秒

PoE ポート 4 x 10/100 (IEEE 802.3at) ̶ ポート単位で PoE+ をサポート

PoE 出力合計 60 W

アップリンク 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45

外部 I/O 端子 デジタル入力 x 4 とリレー出力 x 2 (ファームウェア アップデートで有効にする必要あり)

発注情報 
VMA-RPO-4P2 2.0 TB ストレージ、4 ポート ACC ES HD レコーダー

VMA-RPO-4P4 4.0 TB ストレージ、4 ポート ACC ES HD レコーダー

ENC-4P-H264 音声入力 x 4 と 音声出力 x 4 の 4 ポート H.264 ビデオ エンコーダー

VMA-RPX-4PRMS1U ES ラック マウント

VMA-RPO-4Px-NA = VMA-RPO-4Px-UK = VMA-RPO-4Px-EU = VMA-RPO-4Px-AU =

仕様

外形寸法
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