
HikCentral Professional 2.0

統合管理プラットフォーム



HikCentral Professional は、ビデオ管理システム、エビデンス管理、スマートウォール、インテリジェント分析、

アクセス制御、ビデオインターコム、時間と出勤、セキュリティ制御、出入口管理などを提供するプロフェッショナル

ビデオ監視管理ソフトウェアです。

人と財産を保護しながら、日常業務を効率化し、お客様がより賢明な業務判断を行うのに役立ちます。

ソフトウェア付きサーバー

HikCentral Professionalとは？

ソフトウェア



システム構成

NVRモニター

出入口

HikCentral

ハブ

駐車場 入退室 棚エリア 工場 ホール

ハブ ハブ



Video Maintenance

Intelligent

VisitorAttendance

Access ControlIntrusion

E&E

実際のニーズに応じてモジュールを選択可能

柔軟性＆単純性

Digital 
Signage

大規模・複雑な運用状況

性能上限：カメラ10,000台、ドア1024個、アラーム1000件/秒 (E5 サーバー)

性能上限：カメラ100,000台 (RSM デプロイメント)

中規模・多様な運用状況

性能上限：カメラ3000台、ドア1024個、アラーム受信可能数3000台 (E3 サーバー)

小規模・シンプルな運用状況

性能上限：カメラ32台、ドア８個 (i3/8G) 

案件規模
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VMS Platform 日本専用版
第一期
リリース済み：4月下旬

ローカル勤怠システムとの連携

VMS Platform 日本専用版
第二期
リリース予定：6月下旬

VMS Platform 日本専用版
第三期

HikCentral V2.0ベースで開発

計画中

バージョン計画

HikCentral には、HIKバージョンの HikCentral とノンブランドバージョンの VMS Platform があります。
HikCentral の現行最新バージョンは 2.0 です。2.0 以降はノンブランドバージョンの VMS Platform のみを日本向けに販売しております。

さらに、ノンブランドバージョンの VMS Platform をベースに、日本市場の声を取り入れ、日本専用版の VMS Platform を開発していく方針です。
VMS Platform 日本専用版 V1.0 が 4 月 26 日よりリリースされ、弊社のホームページからダウンロード可能です。



弊社のホームページから、ノンブランドバージョンと多言語パックを直接ダウンロードして頂くことが可能です
URL：https://www.hikvision.com/jp/support/download/software/hikcentral-professional-v2-0

バージョン計画



その他のアプリケーションプラグイン

OpenAPI 他社システム

インテグレーションアプリケーション プラグイン

プラグインが自由に選択可能
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プラグインアーキテクチャで、さらなる可能性を



プラグインが自由に選択可能



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

操作がシンプルで分かりやすい

ビデオ、アクセスコントロール、入退場、アラーム検知、サイネージなどのアプリケーションに対

応したウィザードを内蔵し、ユーザーが簡単に習得・設定できるようになっています。



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

役割別の操作モードが設定可能

さまざまな役割がそれぞれの任務を遂行するためのニーズを

満たすために、システムはさまざまな役割に対してあらかじ

め設定された権限グループを提供するように設計されていま

す。誤った操作によるシステムの設定ミスを防ぐために、役

割の権限は厳密に割り当てる必要があります。

従来のユニバーサルパネルでは、個々のユーザーの習慣に

合わせることは困難でしたが、HikCentral Professional

では、ユーザー自身がデザインし、それぞれのニーズに合

わせたコントロールパネルを提供しています。

……

Security control
HR

……

System 
installer

ユーザーはあらかじめ用意された役割を選ぶことも、自分でパネルをデザインすることもできます。

Operator Operator

……



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

Security
control

HRSystem 
installer

Custom

HikCentral Professionalには3つのプリセットモードと1つのカスタムモードがあります。

役割別の操作モードが設定可能



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

異なる業務や習慣を持つ人々のために、カスタマイズコントロールパネルは、最も重要な情報だけを含む人事
パネルを構築する可能性をもたらし、各個人が自分の部分に集中し、余分な情報に影響されないようにします。

お客様定義のコントロールパネル



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

複数のアプリケーションから送られてくるインテリジェントデータは、HikCentral Professionalに集約されます。
システムはそれらのデータを視覚化された統計レポートに変換し、ユーザーがより簡単に意思決定できるようにします。

ビジュアルな統計レポート



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

ユーザーは、E-マップで複数のサイトやリソースを確認しながら、
アラームの受信、位置確認、処理を直接行うことができます。

インタラクティブなE-マップ

E-マップでのアラームの受信と処理レポートデータを確認し、E-マップ上の場所に切り替え



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

アクセスビデオリンケージ

入退室管理と映像の連携を操作者が設定

します。異常事態が発生すると、カメラ

は証拠の一部として画像を撮影します。

1 許可されていない人が侵入し

ようとします。

2
操作者はアクセスアラームを受け取り、ラ

イブビデオでダブルチェックを行います。
3

HikCentral Professionalは、アクセス

イベントとビデオ撮影アクションの連

携を構築します。

異常なアクセスイベントは

HikCentral Professional

にアップロードされます。

関連するカメラを連動させて、イベントの

撮影や記録を行います。



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageElaborately simple

来場者と車両のリンケージ

操作者は、訪問者の情報を事前に登録

し、アクセス許可や車両許可を割り当

てます。

1
訪問者の車が来ると、入口と出

口が自動的に開いて車を迎え入

れます。

2 訪問者はカードやフェイスでドアにアク

セスします。

3

訪問後、訪問者は、受付に戻って

チェックアウトした後、許可は直ち

に失効します。

4

HikCentral Professionalにアップロード

された訪問者情報

HikCentral Professionalは、カード

リーダーやフェイシャルターミナル

に権限を付与します。

HikCentral Professionalは、訪問場所

を含むすべての訪問記録を保存します。

OR

訪問後、訪問者は、セルフチェック

アウトスポットでチェックアウトし

た後、許可は直ちに失効します。

4



Flexible scenario adjustment Multi-application linkageEasy deployment

ユーザーは、フローチャートを描くように、複雑なアラーム策を簡単に定義することができます。

複合アラームの設定を視覚化

複合アラーム:

高齢者が検出された

看護師が検出されていない

親戚たちが検出されていない

かつ

かつ

アラーム通知正門

ナーシングホームは、高齢者の世話をするために、一人でいる人に特別な注意を払う必要があります。規

則によると、高齢者は看護師や親戚の同伴がない限り、ナーシングホームを離れることはできません。

正門に一人で高齢者が現れると、すぐに警報が鳴ります。



プラットフォーム間のソフトウェア統合

OpenAPI

アクセスコントロール

ドア制御、カードスワイプ記録
検索、MinMoe端末カメラの画
像管理

ANPR

ANPR画像の取得、ANPRログの検索

メンテナンス

HikCentral Professionalサービスス
テータス、SMS、HiKCentral
Professionalサーバー、DeepinMind
サーバー

アラーム

アラームログの検索、アラームや写
真などの取得

ビデオ

ライブビュー、再生、双方向通話、
PTZ など….

リソース

エンコーダ、アクセスコントロー
ル、デバイスなどの情報の取得

サードパーティ
システム

HikCentral 

Professional





ライブビューがスムーズに
1つのパネルですべてをカバー

帯域幅が広くない？そんな心配は無用！

ワンクリックでプリセットビューに素早くアクセスできる

フレキシブルなストレージ
異なるシナリオ、異なるストレージ

クイック検索
インシデントを直ちに発見

ビデオ



Reliable Storage Quick SearchFluent View

1枚のパネルですべてをカバー

モニタリング死角なし

1. HikCentralコントロールクライアント上で、複数の魚眼カメラを同時にデワープさせて監視できる。

2. 柔軟なズームとデワープ操作で、隅々までモニタリングを！



Reliable Storage Quick SearchFluent View

1枚のパネルですべてをカバー

ウルトラカバレッジ＆簡単操作

1台のPTZカメラで広い範囲を監視。カメラの回転やズームを簡単に操作できる。



Reliable Storage Quick SearchFluent View

1枚のパネルですべてをカバー

重要な情報はすべてディスプレイに

インテリジェント解析結果と映像を1つのモニターイン画面に表示することができる。

• ANPR、顔認識、人数カウントなど、より多くの分析データをHikCentralコントロールクライアントにリアルタイムで表示することができます。
• すべての解析結果を検索することができます。



Reliable Storage Quick SearchFluent View

ネットワーク適応技術により、映像の解像度を自動的に調整

400kbpsの帯域でも、スムーズでなライブビューと再生が可能！

• IPC、あるいはIシリーズNVRと直接接続する必要がある。 条件：ネットワーク帯域 800 kbps
(1920*1080p  25 fps,ビットレート4 Mbps)

帯域幅が広くない？

そんな心配は無用！

通常のライブビュー スムーズなライブビュー



Reliable Storage Quick SearchFluent View

ワンクリックでプリセットビューに素早くアクセスできる

日々のモニタリングにおいて、カメラが自動的にモニ

ターに切り替わり、その都度複数のカメラが表示される。

インシデントが発生した場合、ビューですぐに事故の場

所に切り替えることができる。

• パブリックビューで最大100回の再生が可能
• パブリックビューはすべての管理人がアクセス可能



Reliable Storage Quick SearchFluent View

隣接するカメラとの連携

無関係な映像をクリックして削減。時間を
節約できる

複数のカメラで撮影した映像を統合し、ター
ゲットの動きの全過程を記録した映像を出力

連携したカメラでモニタリングの効率
化を図る



Reliable Storage Quick SearchFluent View

異なるシナリオ、異なるストレージ

新プロジェクトか既存プロジェクトか？

レコードの冗長性が必要か？

ネットワークの帯域を確保したい

新プロジェクト

レコードのバックアップが不要

ローカルサイトでのNVR記録

新プロジェクト

レコードのバックアップが必要

ローカルネットワーク

NVR/pStorデュアルローカルストレージ

新プロジェクト

レコードのバックアップが必要

ネットワークの帯域幅が限られている

ローカルサイトのNVR記録
セントラル・スケジュール・バックアップ

既存のプロジェクト

サードパーティのストレージを再

利用する必要がある場合

pStorのローカルストレージ
セントラル・バックアップ

適切なストレージソリューションを選ぶために



Reliable Storage Quick SearchFluent View

インシデントを直ちに発見!

システムのアラーム状態を把握するための一工夫

ダッシュボードにアラームの統計情報を表示し、ワンクリック
でアラームの再生状況を確認できる



Reliable Storage Quick SearchFluent View

インシデントを直ちに発見!

インシデントの発生時間がわからなくても、
すぐに侵入者を発見したい？
再生に時間をかける必要はない。検出エリアを描いて、関
連するビデオをフィルターすることができる

• HikCentralは動的解析による検索、ラインクロス、侵入をサポートする。
• CVRでは動的解析の再生には対応していない。



Reliable Storage Quick SearchFluent View

インシデントを直ちに発見!

イベントの期間はだいたいわかっているが、
正確な時間を確認したい？

フレキシブルな時間軸とサムネイルで、ビデオをすばやく
見つけられる





1024
ドアとフロアの合計

50,000
人数

250,000
認証情報（カードと指紋の合計）

HikCentral Professionalのアクセスコントロール機能



柔軟なアクセスコントロール
便利なクイックパスから高セキュリティの厳格なアク
セスコントロールまで、様々な用途に適応する柔軟な

許可ルール

簡単で効率的な操作
簡単で親切な許可の割り当て
秒単位で許可が得られる
いつでもどこでも登録可能

リアルタイムでの異常処理
異常を瞬間的に処理する!

アクセスコントロール



Easy and Efficiency Real-time Abnormal HandlingFlexible access control

厳密かつ柔軟な認証配置

5 認証タイプ

指紋、顔、カード、PINコード、QR
コードによるパスをサポート
指紋、顔、カードを組み合わせた認
証をサポート。

512 アクセスレベル

アクセスレベルは、許可された時
間帯にドアやフロアにアクセスで
きる人のアクセス許可。

5高度なアクセス戦略

アンチパス、マルチドアインターロッキング、
ファーストカード、マルチ認証、リメイン
オープン/クローズの5つのストラテジーが用
意されている。

Employees Visitors



Easy and Efficiency Real-time Abnormal HandlingFlexible access control

ウィザードに沿ってステップバイス
テップで設定
HikCentralに慣れていない管理人のために、ウィザー
ドがステップ・バイ・ステップのガイドを提供し、設
定を簡単かつ便利にしている。

許可の概要
許可状況を把握して、異常な許可にも素早く対応。

簡単で親切な許可の割り当て



Easy and Efficiency Real-time Abnormal HandlingFlexible access control

いつでもどこでも登録可能

異なる拠点の新規登録者は、携帯電話を使ってHikCentralに遠隔で情報をアップロードすることができる。

人事チームはリモートで人物リストを確認・管理することができる。

QRコードを読み取って、個

人情報をアップロードする

アップロード

アップロードされた情報は、
管理者が確認する

レビュー

担当者情報は、デバイスに即

時またはスケジュールで割り

当てることができる

アサイン

HikCentral
Professional HR team

Scan the QR code 
and register

Login and Review

New registers



Easy and Efficiency Real-time Abnormal HandlingFlexible access control

アクセスアラームの受信と表示

アクセスコントロールシステムは、CCTVシステムとリンクしている。

アラーム/想定外事情がトリガーされたとき、

関連するビデオは、ダブルチェックのためにポップアップする。

ビデオ監視・入退室管理 ハイレベルなセキュリティ
エリアを実現する連携機能

Access Control

Finger Print 
Reader

Exit Button

LAN

Lock

Access Controller

HCP Service HCP PC Client HCP Mobile Client

Card 
Reader

Control Center



Easy and Efficiency Real-time Abnormal HandlingFlexible access control

異常を瞬間的に処理する!

• コントロールルームでは、アラームがEマップに表示され、管理人は異

常の場所を素早く特定し、ライブビューで遠隔確認することができる。

• コントロールルームの外では、アラームを携帯電話で受信し、管理人

が確認したり、アラームをリモートで処理したりすることができる。

アクセスアラームが見える化

HikCentral

Professional

Smoke sensor

…

Automatically print 
people stayed list

Remain open

Remain open

Note: Smoke sensor is        
recommended.  

• 煙センサーが炎の危険性を検知した場合などの緊急事態には、

HikCentralがすべてのドアを自動的に開き、開いたままにする。

システム連携



HikCentral Professionalは、ビデオインター

コムシステムを一元管理し、機器の一括設定

（ネットワークパラメータ）と配信を完了さ

せ、機器の登録と通信を可能にする

担当者のアクセス権限を統一的に設定し、入

退室管理をリモートで制御する

制御クライアントが屋内を呼び出し、ドアか

らの呼び出しを受けることが可能

最大で屋内1024台、屋外512台をサポート

Building

Modular Door Station

UTP

RVV

LAN

HikCentral
Professiona

l

Master Station

…

…

…

… … … LAN

2-wire IP Distributor

Indoor Station

ビデオ＆インターコム管理



• 屋内ステーション／屋外ステーションが

HikCentralプラットフォームで通話可能に

• ワンボタンでビデオ＆オーディオストリーム

の融合と記録が可能

Video stream

Audio stream

備考
1. 別のドアに切り替えると、映像と音声の記録は自動的に停止する。
インカム機器が映像に対応していない場合は、音声ファイルのみが保存される。
2. HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。

ビデオとオーディオの融合

インターコムコミュニケーション

プラットフォームでのインターカムコミュニケーション





訪問者の管理をより安全に、より効率的に

混雑を避けるために事前に登録

ペーパーレス化によるコスト削減 許可されていないエリアへの入場は

できない。

許可されていないエリアに入ろうとする

とアラームが作動

すべての訪問者の訪問記録が追跡可能

エビデンスの提供効率性の向上 セキュリティの強化

訪問者は、QRコード、顔、カード、指紋を使っ

て許可されたエリアを通過することができる。

Thomas

Ana

Jack





勤怠管理をより簡単に

配達員
Temporary Shift

レジ係員

Multi-shift
Work day: 09:00-17:00
Weekend: 10:00-20:00

現場作業員
Normal Shift: 

09:00-17:00

夜勤従事者
Night Shift: 
20:00-07:00

営業マン
Man-hour Shift: 

8 hours/day

受付
Normal Shift: 
09:00-17:00

HCP は 17種類の勤怠レポー

トを作成できる。

サードパーティーシステム

強力なシステム統合機能

• データベース同期(PG, MySQL, 

MSSQL, Oracle)

• アクセス記録(CSV, TXT)経由

• オープンAPI





• 入口と出口が自動的に開く。

• 通行効率がアップする。

社内スタッフ

• 登録された訪問者には、自動的に出入口

が開く。

• 来場者の企業に対する体験を向上させる。

登録来場者

• 一時的な訪問者に対しては、警備員がイン

ターホンで遠隔確認し、コントロールクラ

イアントでバリアを開ける。

一時的な訪問者

広範囲な車両制御戦略



滞留時間はソフトウェアプラットフォームによって計算され、たとえ車両が出口まで行かなかったとしても、滞留アラームが作動する。

車両時間超過（駐車等）による警報

車が駐車場に入る。1 許可されている駐車時間は24時間です

が、この車は24時間を超えていた。
2 車両超過警報が作動し、センターに記

録される。
3



犯人が白い車で走り去るのを見ま

した。ブランドはホンダだったよ

うですが、ナンバープレートは覚

えていません。

目撃者の限られた情報をもとに、警察が類似した特徴の車を

すべて検索して見つけ出すことができる。簡単に容疑者の車

を見つけることができる。

車両属性検索





多種多様なレポート

Hikvisionのセキュリティコントロールデバイスと統合。
アラームシステムの管理をサポートし、セキュリティを強化する。

第一ブランチ 第二ブランチ 第三ブランチ

待ち行列解析カメラ ピープルカウントカメラ 魚眼カメラ DeepinMind NVR ANPR カメラ

HikCentral
Professional



ピープルカウント

• 多チャンネルカメラ表示

• 1サイトあたり最大200台以上のカメラ

データをエクスポート

• リモートサイトデータのエクスポートを

サポート

• 電子メールレポート

• 滞留時間や人数の折れ線グラフを確認する

• ヒートマップカメラの人量/滞留時間比較

ヒートマット 人物特徴分析

• 異なる特徴を持つ人の割合を示す

• 性別・年齢層を示す

インテリジェントな分析は、店舗レイアウトの最適化に役立つ。
また、管理者に商業的傾向を提供することもできる。

インテリジェント分析

Heat Analysis Report



インテリジェント分析

• ショッピングモールや店舗内の通路にいる

人の量を分析する

• カメラアイコンにカーソルを合わせると、

人の量と滞留時間の折れ線グラフ/ヒート

マップを確認できる

• 車両の入退場ナンバーを表示

• 入口・出口の車両通過ナンバーを表

示

• 人数の正確なカウント結果

• 待ち時間と行列ごとの合計人数

• 待ち行列の人数、待ち行列のステータス

レポートのエクスポート

行列解析 ルート分析 車両分析



リアルタイムでの人物カウント表示

人数カウントカメラは、ローカルネットワークまたはパブ
リックネットワーク（ISUP経由）でデータを送信できる。
さまざまなネットワーク環境に柔軟に対応する。

コントロールクライアント、モバイルクライアント、
Webクライアントで、滞在者の番号をリアルタイムに更
新・表示する。

カウント数、Emap上の位置、ライブ映像の同時表示
に対応。

手動で番号を修正することができる。DS-2CD6825カメラのカ
スタマイズファームウェアが必要。

DS-2CD68xx series

iDS-2CD71xxG0

Remote Site

People Counting Data

People Counting Data

DS-2CD68xx series

iDS-2CD71xxG0

Local Site

WAN

LAN

HikCentral Professional



集中モニタリング メンテナンスの一元化

ただのビデオウォールじゃない

コントロールセンター

迅速なアラーム対応



Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring

HikCentral Professional

Decoder

DS-1005KI
HikCentral Client PC keyboard

• PCのキーボードでビデオウォールの画像を変更可能

• キーボードやジョイスティックに手動でショートカットを設定可能

• 手動でウィンドウスケールを設定し、メインストリームとサブスト
リームを自動的に切り替えることができる

• HikCentral v2.0は、DS-1005KI USBキーボードをサポートしている。

• オペレーターはチャンネル番号を入力することでビデオウォールの

画像を変更可能

• ジョイスティックでPTZを操作可能

スマートウォール機能の概要

Network



Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring

ヘルスモニタリング

ヘルスモニタリングモジュールは、シス

テムの稼働状況を表示し、異常があれば

画面に表示される。

フレキシブルなモニタリング

HikCentralクライアントにモニタリング

チャンネルを自由に表示できる。

キーエリア監視

選択した重要なエリアをビデオウォール

に表示する。
例）オフィス街、倉庫、出入り口。など.

モニタリングセンターの概要

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



映像をスクリーンに表示するために、Hikvisionは柔軟な表示モードを提供している。
主な目的は、監視エリアをできるだけ広くカバーすることであり、同時に重要なチャンネルを明確に表示することである。

画面の分割とローミング - 柔軟な表示モード

キーエリアを表示するローミングウィンドウを作成する。

事件発生1 事件を抑えるために、警備員が派遣

され、秩序を保つ
2 事件のモニタリングローミング

ウィンドウを作成する
3

ビデオウォールは、4/9/16/25ウィンドウの分割表示モード

に対応しており、日常的な監視を行うことができる。

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



コントロールクライアントでは
すべての操作を1つのインターフェイスで行うことができる

ビデオウォール

画面の分割とローミング‐デモ

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



ビデオウォールにアラームのポップアップを表示 - アラームを早急に知らせるために

従来のアラームは、顔認証や侵入など、1つのイベントをきっかけに作動する。
しかし、実際のシナリオでの事前警戒のための判断ルールはもっと複雑である。

そこで、HikCentral Proは、アラーム機能とビジュアル化された設定を組み合わせて提供する。
どんな複雑なアラーム戦略も簡単に定義することができる。

アラーム通知

Option1: 

アラームがトリガーされると、関連するカメラが

ビデオウォールにポップアップし、画面全体を覆

うことで、明らかなアラーム通知を行う。

アラーム対応

アラームを受け取り、ライブビューで再確認する。

アラームが処理されるとポップアップされたア

ラーム映像は消える。

アラーム通知

Option2: 

アラームがトリガーされると、関連するカメラや

周辺のカメラがビデオウォールに表示される。

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring

ビデオウォールにアラームをポップアップ‐デモ



スケジュールによる自動切り替え - 主要エリアのモニタリング

スケジュールによるビデオの自動切り替え

毎日、生徒が学校を出入りするときには

ビデオウォールは自動的に人が集まる校門側のカメラに切り

替わる。

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



PCのキーボードでカメラのIDを入力するだけで、す

ぐに映像のチャンネルを切り替えることができる

ビデオウォール

PCのキーボードでカメラを切り替える

- ネットワークキーボードなしで素早く操作できる

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring

セントラルメンテナンス
システム全体の保護

• ネットワークの配置や各ネットワークノードの状態を直接に表

示

• IPアドレス、ネットワークの状態、RAM、CPU、RJ45ポートな

どの詳細情報を素早く確認できる。

リアルタイム

• リソースやデバイスのオンライン状態を視覚的に確認できる。

• 記録保全率のデモ

• 異常な状態の履歴をすぐに確認できる詳細情報

• 異常なリソース/デバイスを素早く見つけ出す

履歴





リアルタイムでの検査

Android/ios APP

• 総数をライブ表示する。
正常、マスクなし、異常

• ライブ温度
マスクなしアラームポップアップ

• 温度を表示する。
正常などの区別は色で識別

注意：HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。



アラーム検索/エクスポート 温度とマスクの検索／出力

アラームレポート/エビデンスエクスポート

注意：HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。



人数フロー制御

Android /iOS APP

モバイルアプリでリアルタイムにカウントを確認

リアルタイムで滞在人数を確認

携帯電話のアプリで人数を確認

携帯電話のアプリで人数カウントのビデオをライブで見る

Add Alarm > Resource Group > 

Person Amount More / Less than Threshold

人数の閾値を手動で設定する

留まった人の数がしきい値以上になると、センターに警告するためにアラームが作動
する。ドアを制御するためにアクセスシステムとつながることができる

滞在人数が減少して閾値以下になると、自動的にアラーム出力の状態を変
更する

人数がしきい値より多いか少ないかのアラーム

注意：HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。



THANKS


