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AXIS Companion Bullet mini LEについて

AXIS Companion Bullet mini LEは⼩型で⽬⽴たない屋外対応デイナイトカメラで、内蔵の⾚外線照明により完全な
暗闇での監視が可能です。このバレットスタイルカメラはコンパクトで、反射を抑えるフラットフェースなデザイ
ンをしており、複雑な照明状況の場⾯でも⾼画質を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。このカメラに
は、1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両⽅を⾏うことができるPower over Ethernet (PoE)が搭載され
ています。AXIS Companion Bullet mini LEはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリのみ対応し
ており、システムを完成させるためにはAXIS Companion Recorderが必要です。
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1 IR LED
2 チルト/回転
3 パン
4 ネットワークコネクタ (PoE)
5 コントロールボタン
6 ステータスLEDインジケーター
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AXIS Companionソリューション

AXIS Companionは、⼩規模なビデオ監視システムで求められる基本要件を満たすように設計された、完全なエン
ドツーエンド監視ソリューションです。

AXIS Companionソリューションは、以下の要素で構成されています:

• ファームウェア8.40以降を搭載したAXIS Companionカメラ、Axis IP カメラおよびエンコーダ。

• AXIS Companionレコーダー。

• メモリーカードやスイッチなどのAxisシステムアクセサリー。

• Windowsコンピューター、モバイルデバイスおよびテレビストリーミングデバイス (iOSおよびAndroid)
⽤のAXIS Companionソフトウェア。

AXIS Companionの詳細
ビデオチュートリアル、Webアプリについては、axis.com/products/axis-companion/how-it-worksを参照して
ください。
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AXIS Companionを使⽤して作業を始める

注
システムの設定を⾏うときはインターネットアクセスが必要です。

イイインンンススストトトーーールルルののの概概概要要要:::

1. 4 ページMyAxisアカウントを登録する

2. 5 ページハードウェアのインストール

3. 5 ページデスクトップアプリをインストールする

4. 6 ページサイトを作成する

5. 7 ページモバイルアプリをインストールする

シシシススステテテムムムのののイイインンンススストトトーーールルルののの結結結果果果 :::

• すべてのAxisデバイスでフフファァァーーームムムウウウェェェアアアがアップグレードされます。

• デバイスのパパパスススワワワーーードドドが設定されます。

• デフォルト設定によって録録録画画画が有効になっています。

• リリリモモモーーートトトアアアクククセセセスススが有効になっています。

MyAxisアカウントを登録する
axis.com/my-axis/loginでMyAxisMyAxisMyAxisアカウントを登録します。

多要素認証 (MFA) をアクティブにすることで、MyAxisアカウントの安全性を⾼くすることができます。MFAは、
ユーザーの⾝元を確認するために別の確認レイヤーを追加するセキュリティシステムです。

MFAをアクティブにする

1. http://auth.axis.com/user-center/account/security-settingsに移動する。

2. 222段段段階階階認認認証証証をオンにします。

ログインページにリダイレクトされます。

3. MyAxisMyAxisMyAxisの資格情報を使⽤してログインします。

MFAがアクティブになりました。

以下の⽅法でMFAがアクティブな場合にログインします。

1. お使いのMyAxisMyAxisMyAxisアカウントにログインします。

メールが送信されます。

2. 電⼦メールを開き、[AuthenticateAuthenticateAuthenticate (((認認認証証証)))] をクリックします。

メールを受信しなかった場合は、迷惑メールフォルダー内にあるか確認してください。そこにメールが無い場合
は、ITサポートにお問い合わせください。
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ハードウェアのインストール

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10136833_ja

製品のインストールビデオ。

1. カメラのハードウェアをインストールします。

2. レコーダーをネットワークに接続します。

3. カメラをレコーダー内蔵のPoEスイッチまたは外部PoEスイッチに接続します。

4. コンピューターをレコーダーと同じネットワークに接続します。

5. 電源ケーブルをレコーダーに接続し、レコーダーとカメラが起動するまで数分待ってから、次に
進みます。

注注注意意意
オーバーヒートを避けるため、換気の良い環境にレコーダーを置き、レコーダーの周りに⼗分なス
ペースを確保してください。

デスクトップアプリをインストールする
1. axis.com/products/axis-companionに移動し、[DownloadDownloadDownload (((ダダダウウウンンンロロローーードドド)))] をクリックして、Windows

⽤のAXIS Companionデスクトップアプリをダウンロードします。

2. お使いのMyAxisアカウントでサインインします。

3. ライセンス契約を読み、いずれかの選択肢を選んで続⾏します。

4. ファイルを任意の場所に保存します。

5. ファイルを開き、[RunRunRun (((実実実⾏⾏⾏)))] をクリックしてインストールを開始します。

6. デバイスに変更を加えることをアプリに許可する場合は、[YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックします。

7. ⾔語を選択して [OKOKOK] をクリックします。

8. セットアップウィザードに従います。
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サイトを作成する

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10112114_ja

サイトは、監視ソリューション (たとえば、店舗内のすべてのカメラ) への⼊り⼝です。1つのMyAxisアカウ
ントで複数のサイトを追跡することができます。

注
古いバージョンのAXIS Companionをご利⽤の場合、AXIS Companionバージョン4では対応していないデバ
イスをご利⽤の可能性が考えられます。対応していないデバイスには、サードパーティ製NASデバイスや古
いAxisデバイスが含まれており、これらのファームウェアは5.50やそれ以降にアップデートできません。
ウィザードではこのような問題について通知し、それらに対処するのに役⽴ちます。

注
AXIS Companionバージョン4より前のバージョンで作成されたサイトは、サイトのリストには表⽰されませ
ん。詳細については、サポートWebページで提供されている移⾏ガイドを参照してください。

1. AXIS Companionデスクトップアプリを起動します。

2. お使いのMyAxisアカウントでサインインします。

3. [GetGetGet startedstartedstarted (((開開開始始始すすするるる)))] をクリックします。

4. サイトの名前を指定し、会社名を⼊⼒します。

5. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

6. サイトに追加するデバイスを選択します。

パスワードで保護されているデバイスを選択するには、パスワードを⼊⼒する必要があります。

注
サポートされていないデバイスを使⽤している場合は、[ReadReadRead moremoremore (((詳詳詳細細細)))] をクリックして、サポート
されていない理由を確認できます。

7. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

8. パスワードを⼊⼒します。

このパスワードは、デバイスのWebページまたはAXIS Companionモバイルアプリのオフラインモード
にアクセスするために使⽤します。

9. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。
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10. [ReadyReadyReady tototo installinstallinstall (((イイインンンススストトトーーールルルののの準準準備備備完完完了了了)))] ページに、リストアが必要なカメラのリストが表⽰される
場合があります。その場合は、[RestoreRestoreRestore devicedevicedevice (((デデデバババイイイスススのののリリリススストトトアアア)))] リンクをクリックして、デバ
イスのWebページで問題を解決してください。

11. [完完完了了了] をクリックして、AXIS Companionがカメラを設定している間、待機します。

注
設定の完了までに数分かかる場合があります。

⼊⾨ビデオチュートリアルを⾒るには、AXIS Companionのチュートリアルを参照してください。

モバイルアプリをインストールする
AXIS Companion モバイルアプリを使ってシステムを設定すると、どこからでもコントロールできます。不審なア
クティビティがあった場合には、リアルタイムでアラート通知が⾏われます。ビデオ録画を表⽰し、エクス
ポートすることもできます。

1. App StoreまたはGoogle Playに移動します。

2. AXISAXISAXIS CompanionCompanionCompanion 444を検索し、ダウンロードします。

3. お使いのMyAxisアカウントでAXIS Companionにログインします。

このアプリの使⽤⽅法の詳細については、AXIS Companionのチュートリアルを参照してください。
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⽇常的な使⽤

カメラにアクセスする
1. コンピューターまたはモバイルデバイスで、MyAxisアカウントを使⽤してAXIS Companionにログイ

ンします。

2. カメラを含むサイトを⼊⼒します。

詳細については、AXIS Companionのチュートリアルを参照してください。

ライブ映像を表⽰する

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10074647_ja

1. に移動します。

2. 表⽰するカメラを選択します。

ズーム、パン、スナップショット撮影の⽅法のビデオを⾒るには、AXIS Companionのチュートリアルを参
照してください。

録画を再⽣する

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10074285_ja
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1. に移動します。

2. タイムラインとカレンダーを使⽤し、録画を⾒つけます。

3. タイムライン中でカメラを選択し、再⽣マーカーを⽬的の時刻に移動します。

注
再⽣マーカーを移動すると、ビデオイメージが連続して更新されます。これにより、録画中の特定の瞬間
を簡単に⾒つけることができます。

4. PlayPlayPlay (((再再再⽣⽣⽣))) をクリックします。

録画を参照して再⽣する⽅法のビデオを⾒るには、AXIS Companionのチュートリアルを参照してください。

録画を保存する

1. > に移動します。

2. カメラ録画の開始時間と終了時間を選択します。

3. 録画を保存するカメラを選択します。

4. AXIS S3008 RecorderのUSBドライブに保存するには、レレレコココーーーダダダーーー USBUSBUSBににに保保保存存存すすするるるチェックボックスを
オンにします。

5. 録画を保存します。

録画を保存する⽅法のビデオを⾒るには、AXIS Companionのチュートリアルを参照してください。

保存した録画を再⽣する
保存した録画を再⽣するには、AXIS File Playerで開いてください。

録画を保存すると、AXIS File Playerが同じフォルダーに保存されます。AXIS File Playerには、録画が⾏われた時間
を⽰すタイムラインが表⽰されます。

保存した録画を検証する
録画を検証すると、録画を最初に保存した後にタイムスタンプや映像が操作されていないことを確認することが
できます。この⽬的のために、録画を保存する際にデジタル署名がファイルに組み込まれます。このデジタル署名
にパスワードを追加して、セキュリティを向上させることができます。

デジタル署名をパスワードで保護するには、次のようにします。

1. AXIS Companionで、 > [カカカスススタタタマママイイイズズズ] に移動します。

2. [録録録画画画] の下で、[録録録画画画ををを保保保存存存すすするるる際際際にににデデデジジジタタタルルル署署署名名名のののオオオプププシシショョョンンンををを表表表⽰⽰⽰すすするるる] を選択します。

この後で録画を保存すると、[デデデジジジタタタルルル署署署名名名] ウィンドウが表⽰され、署名のパスワードを選択するこ
とができます。

録画を検証するには、次のようにします。

1. 保存した録画をAXIS File Playerで開きます。

2. [TTToolsoolsools (((ツツツーーールルル)))] をクリックし、[VVVerifyerifyerify digitaldigitaldigital signaturesignaturesignature (((デデデジジジタタタルルル署署署名名名ののの検検検証証証)))] を選択します。
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3. パスワードが署名に適⽤されている場合はパスワードを⼊⼒し、[OKOKOK] をクリックします。

録画が有効かどうかを知らせるウィンドウが表⽰されます。

スナップショットを撮影する
ライブビューからスナップショットを撮影するには、次のようにします。

• をクリックします。

録画からスナップショットを撮影するには、次のようにします。

1. タイムラインとカレンダーを使⽤し、録画を⾒つけます。

2. タイムライン中でカメラを選択し、再⽣マーカーを⽬的の時刻に移動します。

3. をクリックして、検証モードを開始します。

- 検証モードにより、録画されたビデオをフレームごとに進め、事象が発⽣した正確な瞬間を⾒
つけ出し、その瞬間のスナップショットを撮ることができます。

4. 事象を⾒つけるには、サムネイル上でクリックし、30、15、5、1フレーム後⽅ (上部パネル) または前⽅
(下部パネル) に進みます。スライダーを動かすこともできます。

5. ⽬的のフレームが⾒つかったら、 をクリックしてスナップショットを撮ります。

- ほとんどのカメラで、画⾯内のズームレベルに関わらず、カメラ映像全体がスナップショット
として撮影されます。映像の歪み補正に対応したカメラの場合、ズームインした映像がスナッ
プショットとして撮影されます。

スナップショットを保存するフォルダーを変更するには、次のようにします。

1. > [カカカスススタタタマママイイイズズズ] に移動します。

2. [SnapshotsSnapshotsSnapshots (((スススナナナッッップププシシショョョッッットトト)))] の下の設定を変更します。

画像設定を調整する

1. [ > CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

2. 調整を⾏うカメラで [ > 画画画像像像ののの設設設定定定] をクリックします。

以下のような設定で画像を調整できます :

• 外観

• 露出

• オーバーレイ

• デイ/ナイト

• プライバシーマスク

• フォーカスとズーム

10



AXIS Companion Bullet mini LE

⽇常的な使⽤

ビデオ品質の設定
画質の要件や使⽤できる帯域幅に合わせて、ビデオ品質を設定することができます。ビデオ品質の設定は、動
体録画、連続録画、ライブビューに影響します。

1. > [カカカメメメラララ] に移動します。

2. 設定するカメラを右クリックし、[VideoVideoVideo QualityQualityQuality SettingsSettingsSettings (((ビビビデデデオオオ品品品質質質ののの設設設定定定)))] を選択します。

3. 以下のプロファイル設定を編集します。

- [HighHighHigh (((⾼⾼⾼)))] (画像の幅が640ピクセルを超超超えええるるる解像度)

- [LowLowLow (((低低低)))] (画像の幅が640ピクセル以以以内内内ののの解像度)

- Axis Mobile Streaming

4. [AxisAxisAxis MobileMobileMobile StreamingStreamingStreaming ] を選択すると、サムネイルとモバイルアプリの再⽣パフォーマンスが向上し
ます。

- Axis Mobile Streamingは、[HighHighHigh (((⾼⾼⾼)))] プロファイルが1つだけアクティブになっており、解像度
が HD (1280x720) 以上に設定されている場合にのみ有効になります。AxisAxisAxis MobileMobileMobile StreamingStreamingStreaming
を選択すると、ストレージ使⽤量がわずかに増加します。

- 録画の再⽣時には、AxisAxisAxis MobileMobileMobile StreamingStreamingStreaming を有効にして録画されたもののみ [HighHighHigh (((⾼⾼⾼)))] と
[LowLowLow (((低低低)))] を切り替えることができます。

5. [OKOKOK] をクリックして保存します。

ビデオ動体検知を設定する
動きが検知されたときのみ録画を実⾏すると、連続録画に⽐べてディスク容量と帯域幅を⼤幅に抑えることが
できます。

動体検知が頻繁にトリガーされる場合は、ビューの⼀部または特定のタイプのイベントを無視するように設定
を調整することができます。

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10130736_ja

1. AXIS Companionで、 > [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

2. カメラで [MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] が有効になっていることを確認します。
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3. をクリックし、[MotionMotionMotion recording...recording...recording... (((動動動体体体録録録画画画...)...)...)] を選択します。

4. [MotionMotionMotion recordingrecordingrecording (((動動動体体体録録録画画画)))] ダイアログで、[Settings...Settings...Settings... (((設設設定定定...)...)...)] をクリックします。

5. 動体検知に含めるカメラビュー部分を選択します:

- 動体検知に含める領域を設定するため、暗く表⽰されているエリアを編集します。

- 動体検知から除外するエリアを作成するには、[ExcludeExcludeExclude areaareaarea (((除除除外外外範範範囲囲囲)))] を選択し、明るく表⽰
されているエリアを編集します。

注
正⽅形だけを描くことができるカメラモデルもあれば、より複雑な多⾓形を描くことができる
モデルもあります。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] を展開して、フィルターの設定を調整します。

- SmallSmallSmall objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((⼩⼩⼩さささななな物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー))) ̶ 動物などの⼩さな物体を無視します。

- SwayingSwayingSwaying objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((揺揺揺らららめめめいいいててていいいるるる物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー))) ̶ 強⾵時に動く⽊や旗など、短
い距離しか移動しない物体を無視します。

注
揺らめいている物体フィルターは、すべてのカメラモデルで使⽤できるわけではありません。

- ShortShortShort ---livedlivedlived objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((⼀⼀⼀時時時的的的ななな物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー))) ̶ 通過する⾃動⾞が発する光線やすば
やく動く影など、短時間しか現れない物体を無視します。

7. [OKOKOK] を2回クリックします。

通知を設定する
カメラビューで特定のタイプの動きが発⽣した場合に、AXIS Companionからモバイルアプリに通知を送信
することができます。

Motionトリガーは、以下のACAPに基づいています。

• AXIS Video Motion Detection

• AXIS Fence Guard

ワークフロー:

1. デバイスでACAPがアクティブになっていることを確認します。

2. AXIS Companionで、 > [EventsEventsEvents (((イイイベベベンンントトト)))] に移動し、ACAPを選択します。

3. 通知を受信するスケジュールを設定します。

4. [ActivationActivationActivation (((有有有効効効化化化)))] の下で、通知を送信するカメラを選択します。

モモモバババイイイルルルデデデバババイイイスススでででののの通通通知知知ののの受受受信信信:::

• モバイルでMyAxisアカウントにログインしている場合、プッシュ通知がモバイルアプリに送信されます。

• AXIS Companion 4モバイルアプリをインストールする際は、通知を受け取るかどうかを尋ねるメッセー
ジが表⽰されたときに同意する必要があります。後で通知を⾮アクティブ化する場合は、モバイルデバ
イスの設定に移動し、AXIS Companion 4アプリを選択して、通知を無効にします。
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モバイルアプリで通知をオンまたはオフにするには、次のようにします。

1. > [NotificationsNotificationsNotifications (((通通通知知知)))] に移動します。

2. [MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] をオンまたはオフにします。

通知が送信されると、モバイルデバイス上にポップアップメッセージとして表⽰されます。メッセージをタップ
すると、進⾏中のイベントの再⽣画⾯が開きます。

ユーザーを追加する

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10133929_ja

1. > [ユユユーーーザザザーーー] に移動します。

2. [追追追加加加.........] をクリックします。

3. メールアドレスを⼊⼒し、アクセスレベルを選択してから、[OKOKOK] をクリックします。

以下のアクセスレベルを利⽤できます :

管管管理理理者者者

フルアクセス

オオオペペペレレレーーータタターーー

録画およびライブビューにアクセスできますが、サイト設定
を変更することはできません

閲閲閲覧覧覧者者者

ライブビューにのみアクセスできます

オフラインモードをアクティブにする
インターネットに接続していない状態でAXIS Companionを実⾏している場合は、オフラインモードにすることが
できます。これにより、[LiveLiveLive viewviewview (((ララライイイブブブビビビュュューーー)))] と [RecordingsRecordingsRecordings (((録録録画画画)))] がローカルで使⽤可能になります。た
だし、インターネット接続がダウンしている間は [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] メニューにアクセスできません。

オフラインモードをアクティブにするには、次のようにします。
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• > [SiteSiteSite (((サササイイイトトト)))] をクリックし、[OfflineOfflineOffline modemodemode (((オオオフフフララライイインンンモモモーーードドド)))] をオンにします。

注
ララライイイブブブビビビュュューーーととと再再再⽣⽣⽣はははオオオフフフララライイインンンモモモーーードドドでででのののみみみ使使使⽤⽤⽤ででできききままますすす。。。そそそののの他他他のののすすすべべべてててののの操操操作作作にににははは、、、イイインンンタタターーー
ネネネッッットトトへへへののの接接接続続続ががが必必必要要要ででですすす。。。

オフラインモードでサイトにアクセスするPCは、カメラと同じサブネットに接続する必要があります。
PCが接続されているいずれかのネットワークがインターネットに接続されている場合、オフライン
モードを使⽤することはできません。

インターネットに接続せずにサイトにアクセスするには、サイトがオンラインである間にオフライ
ンモードを事前に有効にする必要があります。

主にオフラインで使⽤されるサイトの場合は、静的IPまたはDHCP予約で設定することをお勧めします。

オフラインモードでは通知は送信されません。

外部ディスプレイにビデオを表⽰する

このビデオを⾒るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

www.axis.com/products/online-man-
ual/36451#t10134228_ja

次のものが必要です :

• Apple TVまたはAndroid TVデバイス。

• モバイルデバイスにインストールされているAXIS Companion 4アプリ。

• Apple TVまたはAndroid TVデバイスのアプリストアからインストールされたAXIS Companion TVアプリ。

• カメラ、モバイルアプリ、およびTVアプリは、すべて同じローカルネットワークに接続されている必
要があります。

• Android 6以降を搭載したAppleTV 4およびNvidia Shield。

⼿順は次のとおりです。

1. AXIS Companion 4モバイルアプリを開き、ログインします。

2. [DevicesDevicesDevices (((デデデバババイイイススス)))] > に移動し、外部ディスプレイを選択します。

注
アイコンが表⽰されるまで数秒かかる場合があります。

3. 外部ディスプレイに表⽰するカメラを選択します。
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4. をタップし、設定が完了するまで待ちます。

5. ⼀度に1台のカメラを表⽰するか、最⼤16台までの分割ビューを作成することができます。

6. AXIS Companion 4 TVアプリが開いたら、アプリ内の移動⽅法に関する画⾯の指⽰をご覧ください。

狭いスペースを監視する
階段、廊下、道路またはトンネルなどの細⻑いスペースにおける視野をすべてよりよく活⽤するためには、
Corridor Formatを使⽤します。

1. カメラまたはレンズを垂直視野に調整します。

2. AXIS Companionで、 > [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

3. 調節するカメラの⾏で、 > [ImageImageImage settingssettingssettings (((画画画像像像設設設定定定)))] をクリックします。

4. [AppearanceAppearanceAppearance (((外外外観観観)))] タブで、[OrientationOrientationOrientation (((向向向ききき)))] に適した⾓度を選択します。

5. [CloseCloseClose (((閉閉閉じじじるるる)))] をクリックします。

ドアステーションに接続する
ドアステーションは、AXIS Companionデスクトップアプリとモバイルアプリの両⽅に接続することができま
す。これにより、呼び出しへの応答、ドアの開錠、モバイルデバイスでのドアステーションビデオの表⽰が
可能になります。

注
ドアを開錠するには、ドアステーションがドアの電⼦ロックに正しく接続されている必要があります。ド
アステーションのマニュアルには、この接続を正しく⾏う⽅法に関する情報が記載されています。ドアス
テーションのマニュアルを⾒つけるには、axis.com/products/access-control/network-door-stationsを参照
してください。

注
ドアステーションがお使いのコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認してくださ
い。そうでない場合、AXIS Companionアプリでドアステーションはデバイスの⼀覧に表⽰されません。
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デスクトップアプリをドアステーションに接続する

1. AXIS Companionデスクトップアプリで、 > [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

2. [AddAddAdd devicesdevicesdevices (((デデデバババイイイスススののの追追追加加加)))] をクリックし、ドアステーションを追加します。

これで、AXIS Companionデスクトップアプリでドアステーションに応答できます。

モバイルアプリをドアステーションに接続する
1. 16ページデスクトップアプリをドアステーションに接続する .

2. AXIS Companion 4モバイルアプリを起動します。

3. デスクトップアプリで使⽤したものと同じMyAxisアカウントにログインします。

これで、AXIS Companion 4モバイルアプリでドアステーションに応答できます。

他のユーザーがドアステーションにアクセスできるようにするには、次のようにします。

1. AXIS Companionデスクトップアプリから、 > [UsersUsersUsers (((ユユユーーーザザザーーー)))] に移動します。

2. ユーザーをサイトに招待します。

ドアステーションからの呼び出しをオフにするには、次のようにします。

1. AXIS Companion 4モバイルアプリで、[UserUserUser (((ユユユーーーザザザーーー)))] に移動します。

2. [NotificationsNotificationsNotifications (((通通通知知知)))] に移動し、[DoorDoorDoor stationstationstation callscallscalls (((ドドドアアアススステテテーーーシシショョョンンン呼呼呼びびび出出出ししし)))] をオフにします。

サイトにカメラを追加する
1. カメラをレコーダー内蔵のPoEスイッチまたは外部PoEスイッチに接続します。

2. > [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

3. [AddAddAdd devicesdevicesdevices (((デデデバババイイイスススののの追追追加加加)))] をクリックします。

4. サイトに追加するデバイスを選択します。

パスワードで保護されているデバイスを選択するには、パスワードを⼊⼒する必要があります。

注
サポートされていないデバイスを使⽤している場合は、[ReadReadRead moremoremore (((詳詳詳細細細)))] をクリックして、サポート
されていない理由を確認できます。

5. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

6. パスワードを⼊⼒します。

このパスワードは、デバイスのWebページまたはAXIS Companionモバイルアプリのオフラインモード
にアクセスするために使⽤します。

7. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

8. [ReadyReadyReady tototo installinstallinstall (((イイインンンススストトトーーールルルののの準準準備備備完完完了了了)))] ページに、リストアが必要なカメラのリストが表⽰される
場合があります。その場合は、[RestoreRestoreRestore devicedevicedevice (((デデデバババイイイスススのののリリリススストトトアアア)))] リンクをクリックして、デバ
イスのWebページで問題を解決してください。
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9. [完完完了了了] をクリックして、AXIS Companionがカメラを設定している間、待機します。

注
設定の完了までに数分かかる場合があります。

サイトからカメラを削除する

1. > [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に移動します。

2. 削除するカメラの⾏で、 > [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

3. カメラで録画を実⾏中の場合は、[動動動体体体録録録画画画ととと連連連続続続録録録画画画ををを停停停⽌⽌⽌すすするるる] を選択して録画を停⽌します。

4. [OKOKOK] をクリックします。
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トラブルシューティング

LEDインジケーター
ススステテテーーータタタスススLEDLEDLED イイインンンジジジケケケーーータタターーー

無点灯 接続時と正常動作時は、無点灯のままです。

緑 起動後正常に動作する場合、10秒間、緑⾊に点灯し
ます。

オレンジ 起動時に点灯します。ファームウェアのアップグレー
ド時と⼯場出荷時設定へのリセット時に点滅します。

オレンジ/⾚ ネットワーク接続が利⽤できないか、失われた場合
は、オレンジ⾊/⾚⾊で点滅します。

⾚ ファームウェアのアップグレード失敗。

技術的な問題、ヒント、解決策
問問問題題題 解解解決決決策策策

ライブビューがありませ
ん。

18ページ⼀般的な問題を解決する に移動します。

録画が利⽤できません。 18ページ⼀般的な問題を解決する に移動します。

カメラに接続できませ
ん。

18ページ⼀般的な問題を解決する に移動します。

エラー通知が表⽰されま
す: 「接続できません」

18ページ⼀般的な問題を解決する に移動します。

モバイルアプリに⾃分の
サイトが表⽰されませ
ん。

AXIS Companionモバイルアプリのバージョンが4であることを確認してください。

ビデオストリームにラグ
が発⽣しています。

グラフィックカードが最新のドライバーで更新されていることを確認してください。

⼀般的な問題を解決する
再起動、デバイスの設定またはリセットを⾏う前に、システムレポートを保存することをお勧めします。

20ページシステムレポートを保存する を参照してください。

1. カメラとレコーダーに電⼒が供給されていることを確認します。

2. インターネットに接続されていることを確認します。

3. ネットワークが動作していることを確認します。

4. リモートでない場合は、カメラがコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確
認します。

まだ動作しませんか?

5. カメラ、レコーダー、およびAXIS Companionデスクトップアプリに最新のファームウェアとソフトウェ
ア更新プログラムがインストールされていることを確認してください。
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「19ページファームウェアをアップグレードする 」を参照してください。

6. AXIS Companionデスクトップアプリを再起動します。

7. カメラとレコーダーを再起動します。

まだ動作しませんか?

8. カメラとレコーダーのハードリセットを⾏って、完全に⼯場出荷時の設定に戻します。

19ページカメラをハードリセットする および20ページレコーダーをハードリセットする を参照して
ください。

9. リセットしたカメラをもう⼀度サイトに追加します。

まだ動作しませんか?

10. 最新のドライバーを使⽤してグラフィックカードをアップデートしてください。

まだ動作しませんか?

11. システムレポートを保存し、Axisのテクニカルサポートに連絡してください。

20ページシステムレポートを保存する を参照してください。

ファームウェアをアップグレードする
新しいファームウェアの更新により、最新の改善された⼀連の機能、機能、およびセキュリティ強化が提供
されます。

1. リーダーデバイスのウェブページに移動します。

2. SystemSystemSystem (((シシシススステテテムムム))) > Maintenance (メンテナンス) に移動し、FirmwareFirmwareFirmware upgradeupgradeupgrade (((フフファァァーーームムムウウウェェェアアアののの
アアアッッップププグググレレレーーードドド)))でUpgradeUpgradeUpgrade (((アアアッッップププグググレレレーーードドド)))をクリックします。

3. 画⾯上の指⽰に従ってください。

カメラをハードリセットする
注

ハードリセットを⾏っても、録画には影響しません。

注
ハードリセットを⾏うと、IPアドレスを含むすべての設定がリセットされます。

1. ハードリセットするカメラを選択し、サイトから取り外します。

17ページサイトからカメラを削除する を参照してください。

2. デバイスを電源から外します。

3. デバイスのコントロールボタンを押したままにし、電源に再接続します。

ステータスLEDインジケーターがオレンジ⾊で点滅するまで、コントロールボタンを15〜30秒間押し
続けます。

4. コントロールボタンを離します。

プロセスが完了すると、ステータスLEDインジケーターが緑⾊に変わります。

これで本製品は⼯場出荷時の設定にリセットされました。
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5. もう⼀度カメラをサイトに追加します。16ページサイトにカメラを追加する を参照してください。

レコーダーをハードリセットする
警警警告告告

レコーダーの電源がオンになっている間は、静かにゆっくりと動かしてください。突然動かしたり衝撃
を与えたりすると、ハードドライブが破損する場合があります。

警警警告告告
ハードリセットを⾏うと、保存されているハードドライブの暗号化パスワードが削除されます。暗号化さ
れたハードドライブの暗号化パスワードを覚えておかないと、すべての録画が完全に失われます。

注
ハードリセットを⾏うと、IPアドレスを含むすべての設定がリセットされます。

1. レコーダーの電源を切る :

レコーダーの前⾯にある電源ボタンを、ビープ⾳が聞こえるまで4〜5秒間押し続けます。

2. レコーダーがオフになるまで待ってから、裏返してコントロールボタンにアクセスします。

3. コントロールボタンを押し続けます。電源ボタンを押して放し、レコーダーを起動します。コントロー
ルボタンを15〜30秒間押し、LEDインジケーターがオレンジ⾊に光ったらリセットボタンを放します。

4. レコーダーを所定の場所にゆっくり戻します。

5. プロセスが完了すると、ステータスLEDインジケーターが緑⾊に変わります。これで本製品は⼯場出荷
時の設定にリセットされました。ネットワーク上に利⽤可能なDHCPサーバーがない場合、デフォル
トのIPアドレスは192.168.0.90になります。

6. レコーダーに接続されているカメラをリセットします。19ページカメラをハードリセットする を参照
してください。

7. ハードドライブが暗号化されている場合は、レコーダーをリセットしてから⼿動でマウントする必
要があります。

7.1 デバイスのウェブページに移動します。

7.2 [SystemSystemSystem (((シシシススステテテムムム)))] > [StorageStorageStorage (((ススストトトレレレーーージジジ)))] に移動し、[MountMountMount (((マママウウウンンントトト)))]をクリックします。

7.3 ハードドライブを暗号化する際に使⽤する暗号化パスワードを⼊⼒します。

システムレポートを保存する

1. AXIS Companionでは、 > [SaveSaveSave systemsystemsystem reportreportreport (((シシシススステテテムムムレレレポポポーーートトトををを保保保存存存)))]を参照してください。

2. Axisヘルプデスクに新しいサポート案件を登録する際には、システムレポートを添付してください。
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