SuperGuard XP
次世代デジタルビデオ
ネットワーク監視システム

eXtraProfessional

概要
SuperGuard は、独自開発の動画圧縮技術 SMICT (Super Motion Image
Compression Technology) を採用した次世代デジタルビデオネットワーク監
視システムです｡デジタル方式による長期間の録画はもとより、インターネット
経由の動画監視・遠隔録画・遠隔制御アプリケーションに最適化されている
ため、他の一般的なデジタル動画圧縮方式に比べ、録画ファイル容量を極め
て小さくすることができます。さらに、Windows2000/XP搭載のPCをベースに、
操作性・安定性・保守性・拡張性を重視し、維持管理費を含めたトータルコ
スト面でも優れたパフォーマンスを発揮します。

特徴
デジタルビデオレコーダ

リモートアクセス

・ 動画圧縮技術SMICTによる長時間録画
・ リムーバブルHDDに録画(本体に3台まで内蔵可能)
・ 録画/監視/再生/編集の各機能が独立
・ 画質優先/速度優先選択
・ ビデオファイル長調整可能
・ スケジュール録画対応
・ 録画スピード調整可能
・ サイクル録画対応
・ 音声入力端子装備（2CH/録画カード）

カメラ設定

コンピュータ

・ LAN/インターネット経由の高速アクセス
・ ユーザー認証/接続･操作権限
・ 動画高圧縮率/高速監視
・ 遠隔カメラコントロール機能
・ SuperGuardサーバーソフト標準装備
・ 遠隔監視/遠隔録画
（ローカル/リモート双方向監視録画対応）

アラーム/通報

・ 画質調整機能
・ 動画感度設定機能
・ 録画時刻とカメラ名の表示/非表示設定
・ カメラON/OFF制御機能
・ PTZ（旋回/チルト」/ズーム）制御機能
※最大16台制御

・ Windows2000/XP対応
・ 録画自動復帰機能
・ ソフトウエア自動起動機能
・ サーバー自動接続機能
・ PCフリーズ時自動再起動機能

その他機能

・ マルチマスクモーションディテクト機能
・ ローカル/リモートアラーム機能
・ ユーザーログ機能
・ 外部入出力デバイス連動制御機能
※外部センサー入力（最大256ｃｈ)対応
※外部出力デバイス（最大256ｃｈ）対応

・ LAN/インターネット経由で複数の遠隔地への
通報/動画転送機能
・ 電話通報機能（音声メッセージ）
・ カメラ切断アラーム
・ ネットワーク不正侵入アラーム
・ モーションディテクト作動アラーム
・ アラームログ機能
・ HDD記録空き容量不足警告機能

ビデオ監視システム
アラーム機能
リモートアクセス
モーション検出通報
PCカメラ
LAN/モデム
ADSL/光ケーブル

LAN/モデム
ADSL/光ケーブル

ローカル
サイト

動画圧縮技術SMICT
動画圧縮技術SMICTが、高速/高解像度/多チャンネル映像によるインターネット経由のネットワーク映像監視を可能にしました。監視
現場の長期間録画とともに、遠隔地でも単なるモニターにとどまらず録画/検索/再生が行えます。サーバーなどの周辺機器を追加する
ことなくマルチアクセスにも対応でき、ＰＴＺカメラを取り付ければ、現場映像のコントロール（旋回・チルト・ズーム）も思いのまま！
SuperGuard は録画カード１枚で４ＣＨの映像データをＤＳＰ処理しているため、録画カードの追加のみで最大１６ＣＨのカメラを接続でき
ます(PC1台に4枚までの録画カードを装着できます）。全国展開の店舗や複数ビルの遠隔集中監視、オーナー宅からの監視等に低コス
トなビデオネットワーク監視システムを構築できます。
SMICT により、カメラ映像の動きのあ
る部分のみがHDDに記録されるため、
一般的なHDDを利用した録画システ
ムに比べ、同じ容量で極めて長期間
の録画を実現することができます。

デジタル化された画像信号は、独自の動
画圧縮技術（SMICT）により、高速にハー
ドウエアチップで圧縮処理されます。
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（画像表示の高速化）

インターネット
ローカルサイト

アナログ信号のカメラ映像は、画像キャプチ
ャでデジタル信号に処理されます。

SMICT方式の動画圧縮技術
録画フレーム

動画圧縮技術（SMICT）解説
SuperGuardには独自の動画圧縮技術SMICT (Super Motion
Image Compression Technology）が使われています。この技
術の特徴は、M‑JPEGをベースにForeground/Background技
術を使って、監視映像の最初の１画面のみを静止画として録画
し、次のフレームからは動画エリア(Foreground)のみを順次録画
するため、一般的に利用されている動画圧縮技術を利用した監
視システムに比べ、飛躍的に録画データ容量を小さくすることが
できます。
他の一般的な動画圧縮方式では、映像の内容にかかわらず録
画時間に比例してファイル容量が増大して行きます。特に、映像
に静止部分が多い場合、同じ静止画データが何度も録画され
ることになります。
これに対し、SMICTでは動画比率が小さければ小さいほど録画フ
ァイルの容量が小さくなります。特に動きの少ない監視エリアの場
合、1/20以上にファイル容量を圧縮できるため、他の動画圧縮
方式に比べ極めて長期間の録画が可能となります。

録画データ
■ SMICT動画圧縮技術によりハードディスクに記録される映像データ

■ 一般的な動画圧縮によりハードディスクに記録される映像データ

動画圧縮率比較
動画面積
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(テスト状態) 1. 画質
2. 録画スピード
3. テスト時間

モデム/ルーター

： 高画質
： 3 ｆｐｓ
： 24時間

録画再生フレーム

検索機能
デジタル録画のメリットは録画データの検索が容易なことです。SuperGuardは、監視録画を停止することなく、録画ファイルの検索・再生や編集を
素早く行えるばかりでなく、LANや遠隔地の SuperGuardに記録された録画ファイルも簡単にダウンロードして、再生することができます。
一般的なVTRの早送り再生/スロー再生・ポーズ機能はもとより、重要な場面の写真撮影やビデオ編集も簡単に行えます。
監視画面は録画カードの枚数により 4〜16分割表示。任意画面の
拡大表示や全画面表示はもとより、タイマースキャンにも対応。

ホストには、ネットワーク接続されている
遠隔サイトが表示されます。
遠隔地映像への切り替えは、マウスで
ホスト名をクリックするだけ。
遠隔監視／録画の操作も簡単です。

PTZカメラのコントロールボタンと使っ
てマニュアル操作で高速旋回、チル
ト、ズーム操作が任意に行えます。
カメラの映像をワンタッチで指定の画
角に移動させるプリセット機能も32ポ
イントまで対応。
プログラム制御と組み合わせてカメラ
映像を自在に操作できます。

SuperGuard には、録画ファイル
を再生・編集できるビューワソフ
トが標準で付属しています。

ローカルサイトでは監視録画を継
続しながら、任意の時間を遡って
クイックプレビュー（録画ファイル再
生）が行なえます。

日付ごとにフォルダに分類保存
されている録画ファイルを、ファイ
ルモード機能で検索し、ファイル
を指定して再生することもでき
ます。遠隔録画サイトのファイル
ダウンロードも思いのまま。

カメラ設置サイトと日時を指定し、
カメラを選択するだけで、必要な
録画映像を素早く再生できます。

サーバー間相互接続機能
各サイトでSuperGuardサーバーにSuperGuardXPを接続し、サーバーtoサーバーでサーバー間を接続することに
より、それぞれのSuperGuardXPから、サーバーに接続されているすべてのカメラを遠隔監視することができます。
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例） ローカル1‑1がLANに接続されてる場合、SG①サーバ
ーに接続されているローカル1‑2と1‑3を監視できますが、SG
①サーバーとSG②サーバーを接続することにより、SG②サー
バーに接続された2‑1、2‑2、2‑3の画像をローカル1‑1から監
視できます。
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SuperGuard
には、標準で
SuperGuardサーバー ソフトが
付属しているため容易にＬＡＮ
(TCP/IP)環境を構築でき、建造
物･敷地内や遠隔地にある工場･
倉庫等の最適な集中監視システ
ムを低コストで構築できます。ユー
ザーIDやパスワードは、管理者､ロ
ーカルユーザー､リモートユーザーご
とにアクセス権限レベルを設定でき
るため、誤った操作や不用意な操
作からシステムを保護することがで
きます。

ネットワークビデオ監視・録画・制御
ビル・マンション・チェーン店等の
ビデオネットワーク監視

建築工事現場などのビデオ監視

SuperGuard デジタルビデオネットワーク監視システムは、ビル･マンシ
ョン･店舗等の現地における録画監視はもとより、遠隔地から電話
回線/インターネットを経由したリアルタイム監視や遠隔録画も実現
しています。マルチアクセスが可能なため、遠隔地の事務所やオーナ
ー宅からも同時にアクセスできます。リーズナブルになりつつあるADSL
回線等を利用して、月々のメンテナンス費･維持管理費も従来に比
べ大幅に節約できます。

SuperGuard デジタルビデオネットワーク監視システムをビル・マンショ
ン等の工事現場に設置して、工事の進捗状況の管理や安全管理
が行えます。 監視映像は遠隔地の管理部署等でリアルタイムに監
視でき、同時に録画も行なえます。
PTZカメラを設置すれば、遠隔地から旋回・チルト・ズーム等の操作
も思いままに行えます。録画された映像は、竣工までの工事の記録
データとして残すことができます。

※ネットワーク監視・録画を行うには、固定IPアドレスが必要となります。

■建築工事現場などの
ビデオ監視

■通報・映像転送機能

■自宅等からの遠隔録画監視

■物流倉庫のビデオ監視
ブロードバンド回線＋PC＋SuperGuardソフトで
低コストのネットワーク監視が行えます

物流倉庫のビデオ監視

自宅等からの遠隔監視・録画

SuperGuard デジタルビデオネットワーク監視システムには、様々な
外部入出力機器との接続機能が備わっています。
SuperGuard に標準装備されたモーションディテクト機能や外部赤
外線センサーに連動させ、照明や電源のON/OFF、複数箇所への
電話通報、写真撮影等が行えます。

SuperGuard は、PCの起動と同時に全画面録画を開始します。
HDDのディスク容量節約のためのスケジュール機能も備わっています
が、画像に動きがなければ記録容量をほとんど消費することはありま
せん。このため24時間/365日連続録画が可能です。また、電源トラ
ブル時にも電源が復旧すれば、PCの再起動から録画開始まで、自
動的に処理します。

映像を使った工場等の集中管理
A工場
高価な周辺機器を準備することなく､遠隔
地のコンピュータに SuperGuard ソフトをイン
ストールし､ADSL回線等に接続するだけで､
各工場の集中監視･録画やPTZカメラ等の
操作を行うことができ、現場の状況をリアル
タイムに監視することができます｡

海外工場

モデム/ルーター
リモートSuperGuard

本社

インターネット
モデム/ルーター

モデム/ルーター

HUB

リモートSuperGuard
SuperGuard
Server

SuperGuardサーバー

モデム/ルーター

B工場

SuperGuard のネットワーク
監視機能は、VTR等を利
用したクローズドな環境下
における防犯監視目的に
とどまらず、外部入出力機
能を使って製造ラインの品
質管理や装置の異常信
号等に連動させることもで
きます。

