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ACC™ ES Analytics Appliance
Avigilon Control Center ™ (ACC) は、業界で最も使い勝手のよいビデオ管理ソフトウェアとして設計され、セキュリティのプ
ロフェッショナルによる高精細ビデオの管理およびインターラクティブな操作に革新をもたらしました。エンタープライズ
級の信頼性を備え、分散したネットワーク プラットフォームによって、Avigilon Control Center は、帯域幅とストレージをイ
ンテリジェントに管理しながら、高精細度の監視映像を効果的に記録、管理、および保存することが可能です。

ACC Edge Solution (ES) Analytics Appliance は、新規または既存の映像監視カメラに解析機能を追加する費用対効果の
高い方法であり、ローカルでのインテリジェントな記録や一元管理、リモート管理を可能にします。

主な特長

任意の IP 映像監視カメラに自己学習型映像解析機能を拡張

パターンベースによる対象物分類および追跡技術

手動で校正しなくても連続的に機能する自己学習型解析機能

最大 130 Mbps のスループットを実現し、最大解像度 4K (8 MP) の自己学習型映
像解析を処理可能

リモート アラートであらゆるモバイル デバイスに即座に通知

2TB および 4TB ストレージ モデルを使用し、エッジで映像保存が可能

Avigilon Control Center (ACC) HD ネットワーク ビデオ管理ソフトウェアを設
定済み

Avigilon の業界最高レベルの High Definition Stream Management (HDSM)™ 
テクノロジーを使用

オプションのスライド レール システム付きラックマウント トレイを使用してシ
ステムの設置を簡易化

Avigilon Control Center (ACC) Edge Solution (ES) 

解析アプライアンスは、サーバレベルのパフォーマン
スをネットワーク エッジにもたらす柔軟性の高いオー
ルインワンのデバイスです。このデバイスは、IP 映像
監視カメラに自己学習型映像解析、内蔵ストレージ、
リモート管理の機能を追加します。 

ACC ES Analytics Appliance は、インテリジェントな
監視をネットワーク エッジに展開し、大量の HD 映
像 データをリモートで保存する機能や、オンデマン
ドで遠距離からライブまたは記録した映像を視聴す
る機能を追加しているため、上流の石油およびガス 

パイプライン、電力変電所、電気通信塔、主要都市地
域などの重要なインフラストラクチャを一元管理する
のに最適です。
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構造 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) 239.5 mm x 169.4 mm x 44 mm; 
9.43” x 6.67” x 1.73”

重量 3.39 kg (電源、マウンティング ブラケット、およびすべてのパッケージを含む)

電気仕様 電源入力 、

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 10 ～ 90% 相対湿度 (非結露)

ビデオ ストリーム数
の解析サポート

解像度 トータル解析ロード* 

352 x 240 20 ストリーム

720 x 480 (D1) 12

2 MP 6 (最大30 画像/秒 (IPS))

3 MP 4

5 MP 2

8 MP 1

*  Avigilon H.264 アナログ エンコーダーまたは Avigilon HD マルチセンサー カメラの使用時のみ、 
6 チャネルを超えることが可能です。

解析サポートの 
デバイス タイプ

Avigilon HD H.264 カメラ 

Avigilon H.264 アナログ エンコーダー (最大 6)

Avigilon HD マルチセンサー ドーム カメラ (最大 6 
ヘッドで解析)

PTZ カメラ (ホーム ポジションでのみ解析)

ONVIF ® カメラ

ONVIF エンコーダー

認定 認証/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

電磁放射 FCC パート 15 サブパート B クラス B、IC ICES-003 クラス B、EN 55011、EN 55032 クラス B、EN 61000-6-3、EN 61000-3-2、EN 61000-
3-3

電磁環境耐性 EN 55024、EN 61000-6-1

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 6 つのカメラ接続チャネル、または最大 6 つの Avigilon H.264 アナログ ビデオ エンコーダー

画像の記録レート 30 フレーム/秒/チャネル

PoE ポート 4 つの 10/100 (IEEE 802.3at) ̶ PoE+ をポートベースでサポート

PoE 出力合計 60 W

アップリンク 2 つの 10/100/1000 Mbps RJ-45

外部 I/O 端子 4 つのデジタル入力と 2 つのリレー出力

仕様

外形寸法
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対応している映像解析機能

対応している ACC 機能
システム • 6 つのカメラ/デバイス

• 最大 24 個のサーバー、500 個のカメラ、100 人の定
義済みユーザーのサイト サポート

• 5 つのクライアント接続/デバイス
• 自動デバイス検出

デバイスのサポート
(記録のみ)

• Avigilon HD H.264 カメラ & エンコーダー (最大 6)
• Avigilon HD H.264 Pro カメラ (最大 2)

• Avigilon HD マルチセンサー ドーム カメラ (最大 2)
• ONVIF カメラ、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
• 無損失記録
• 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

• ビデオ アーカイブ

統合 ACC SDK を通じたすべてのサード パーティの統合              
プラス:

• CommScope iPatch
• RS2 AccessIt!

• DDS Amadeus 5
• DSX

その他の機能 • メール イベント通知
• デジタル入力のメール トリガー
• 手動デジタル出力トリガー
• 音声記録と音声指示

• 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
• アラームのエスカレーション

発注情報
VMA-RPA-4P2 2.0 TB ストレージ、4 ポート ACC ES Analytics Appliance

VMA-RPA-4P4 4.0 TB ストレージ、4 ポート ACC ES Analytics Appliance

ENC-4P-H264 4 つの音声入力と 4 つの音声出力付き 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-RPA-4Px-NA = VMA-RPA-4Px-UK = VMA-RPA-4Px-EU = VMA-RPA-4Px-AU =

エリアの対象物 対象領域に入ってきた対象物の数が選択された数に達したときにイベントが発生します。
対象物は、対象領域内から出現することも外部から入ることもあります。

ゆっくり動くオブジェクト 各対象物が一定時間を超えて対象領域内に留まると、イベントが発生します。 

対象物のビーム交差 カメラの視野に設定された方向性ビームを横切った対象物の数が選択された時間内に一定数に達したとき、イベントが発生します。ラインの方向は、一方向と双方
向のどちらも可能です。

エリアに出現または侵入し
た対象物

対象領域に各対象物が入るたびにイベントが発生します。対象物は、対象領域内から出現することも外部から入ることもあります。

エリアに対象物なし 設定領域にサーチ対象が存在しない場合に、イベントが発報されます。

エリアに侵入した対象物 外部から対象領域に入ってきた対象物の数が一定数に達したときにイベントが発生します。 

エリアを離れた対象物 設定領域を離れたサーチ対象の数が一定数に達したときにイベントが発報されます。

エリアに留まっている対
象物

対象領域の各対象物が一定時間にわたって動かないときにイベントが発生します。

禁止方向 各対象物が禁止された方向に移動するとイベントが発生します。

改ざん検知 シーンに予想外の変化があったときにイベントが発生します。

アイドル シーン モード 解析可能なカメラは、シーン内でイベントが検出されないとき、異なる画像レートおよび品質でストリーミングします。
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