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はじめに

はじめに

本書は、以下のバージョンに基づいています。

• AXIS Camera Station 5.51

• Android用AXIS Camera Stationモバイルアプリ

• iOS用AXIS Camera Stationモバイルアプリ

AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアは、効率的な監視を指先一つで実行できる直感的なインターフェー
スを備えており、たまにしか使わないユーザーでも簡単に操作することができます。このガイドでは、主
要な機能の概要について説明します。

AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアは、このAxisのエンドツーエンドソリューションの中核になります。
ソリューション全体は次のもので構成されます。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStationサササーーーバババーーーソソソフフフトトトウウウェェェアアア::: システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのす
べての通信を処理します。それぞれのサーバーが通信できる装置の数は、通常は利用可能な合計帯域
幅によって制限されます。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStationクククララライイイアアアンンントトトソソソフフフトトトウウウェェェアアア::: 録画、ライブ映像、ログ、および設定にアクセスでき
ます。クライアントは任意のコンピューターにインストールでき、インターネットや社内ネットワーク
上のどこからでもリモートでモニタリングやコントロールを行えます。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation SecureSecureSecure EntryEntryEntry ::: AXIS Camera Stationソフトウェアに組み込まれており、AXIS A1601お
よびAXIS A12シリーズのドアコントローラーが追加されると、アクセスコントロール機能を提供します。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation NetworkNetworkNetwork Recorder:Recorder:Recorder: Axis Network Video Recorderを使用すると、Axisの幅広いネッ
トワーク製品に完全に適合する、設置が容易で信頼性の高いソリューションを入手できます。これら
のレコーダーには、ビデオ管理ソフトウェアライセンスを含む必要なすべてのソフトウェアがあらか
じめ組み込まれています。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation用用用モモモバババイイイルルル表表表示示示アアアプププリリリ::: 複数のシステムの録画やライブ映像にアクセスでき
ます。このアプリはAndroid装置やiOS装置にインストールでき、他の場所からリモートでモニタリン
グを行えます。

• AxisAxisAxis SecureSecureSecure RemoteRemoteRemote Access:Access:Access: Axis Secure Remote Accessにより、監視システムへのリモートアクセ
スを簡単に設定できます。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation IntegratorIntegratorIntegrator suite:suite:suite: インテグレーターによるAXIS Camera Stationソリューションの設
計、展開、保守を支援するこのツールセットには、AXIS Site Designer、AXIS Installation Verifier、AXIS
Camera Station System Health Monitoringが含まれています。
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ライブビュー機能

一般的なクライアントの動作
機機機能能能 説説説明明明

簡単に選択できるタブ カスタマイズされたワークスペースを作成して、ビューやカメラに瞬時
にアクセスすることができます。タスクに応じてリソース間を容易に
移動できます。

選択したアイテム (複数選択可能)の
ドラッグアンドドロップ

すばやく直観的に操作し、カスタマイズされたビューをその場で簡単に
作成できます。

マルチモニターのサポート 概要表示と操作をさらに改善できます。オペレーターは、録画とライブ
ビューの同時表示など、機能ごとに異なるモニターを使用することが
できます。

オンラインとオフラインのヘルプ 必要なときに最新のヘルプ情報を入手できます。ヘルプは表示している
ページに連動するため、そのページの機能をすぐに理解できます。

ユーザー定義のアクションボタン さまざまなアクションを定義し、Axis音声装置からの音声メッセージ
の再生など、ワークスペースでそれらを使用できるようにすることが
できます。

カメラの追加機能のための画面上
コントロール

ワイパーの起動、AXISスピードドライの開始など、Axisカメラの特定機能
にアクセスできるようにします。

ジョイスティックの統合 (AXIS
T8310 Video Surveillance Control
Board)

パン/チルト/ズームカメラを簡単な操作で正確に制御できます。

Webページによる簡単な統合と表示 Web表示環境さえあれば、外部システムを簡単に統合できます。スイッ
チのインターフェース、人数計測の統計情報、天気予報などを表示でき
ます。

設定可能なホットキー 熟練したオペレーターが特定ビューの瞬時表示やスナップショット撮影
などの機能をトリガーするために使用できます。

ログ 特定のタイムフレームで誰が何を行ったか、どんなシステムイベントが
発生したかを追跡できます。

ログのフィルター処理と検索 ログ内のコンテンツを検索したり、特定のログの種類 (アラーム、監査、
イベント) でフィルター処理したりできます。

オペレーターがビデオストリームプ
ロファイルを選択可能 (低、中、高)

低帯域幅の接続で役立つほか、オペレーターエクスペリエンスを最適化
できます。

診断用のストリーム情報 (フレーム
レート/ビットレート等)

帯域幅、フレームレート、解像度など、ライブビューのパフォーマンス
に関する情報が瞬時に表示されます。

ソフトウェアのカスタマイズ
機機機能能能 説説説明明明

ユーザーインターフェースの調整 さまざまなオペレーター環境に対応できる3つのカラーテーマ (ライ
ト、クラシック、ダーク)。

アクションボタン ライブビューでは、装置の機能や外部システムの制御に使用するアクショ
ンボタンを簡単に作成できます。照明の制御、音声メッセージのトリ
ガー、パネルの警戒/警戒解除、障壁の開閉などを行うことができます。
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インタラクティブマップの作成 サイトのマップをインポートして、簡単に操作できるインタラクティブ
なマップを作成できます。マップ上に装置を配置し、サムネールビュー
が付いたカメラ、音声クリップをトリガーできるスピーカー、ドアの状
態を反映するドアアイコン、アクションルールでイベントセットアップ
をトリガーできるアクションボタンを追加します。

他のシステムとのソフトウェア統合 VAPIX®を含む、ソフトウェア統合のためのオープンなAPI (アプリケー
ションプログラミングインターフェース)。

表示と映像
機機機能能能 説説説明明明

異なるサーバーからの同時ライブ映像 別のサーバーやサイトからのライブ映像を同時に表示
して、全体像を把握することができます。

UltraHD 4K 高解像度カメラのサポートにより、事故を明確に識
別できます (適切なクライアントとディスプレイが
必要です)。

ライブと再生時の360度歪み補正 オペレーターは死角なしでシーンの全体像を把握す
ることができます。

Axis Corridor Format (9:16) これにより、通路や廊下などの幅と高さが大きいシー
ンの監視を最適化することができます。

マルチセンサースティッチング 複数のカメラセンサーのカメラストリームを1つの結
合ビューとして表示できます。

プリセットポジションとオートフォーカスを含むPTZ
コントロール

動く物体を追跡し、対象の詳細部分に焦点を合わせる
ことができます。アラームがアクティブになったとき
にプリセットポジションを使用して、対象範囲を自
動的に観察することもできます。

PTZオートトラッキング Autotracking ACAPを使用すると、AXIS PTZはカメラに
よって識別された選択済みの物体、または既定のゾー
ンに入った物体を自動的に追跡します。

ユーザー定義のデジタルプリセット 対象エリアのデジタルプリセットポジションを追加
できます。

ユーザー定義のマルチビュー表示 ビューを柔軟にカスタマイズし、マップ、Webペー
ジ、カメラなどを組み合わせることができます。

ユーザー定義のビデオシーケンス サイトの概要を自動的に示すバーチャルガードツアー
を作成できます。

カメラプレビューとインタラクティブアイコンを備え
た柔軟なマップ

迅速なナビゲーションとカメラビューへのアクセスに
よってサイトの全体像を把握できます。インタラク
ティブアイコンを使用して、ドア、スピーカー、サ
イレン、ライトを制御できます。

ホットスポットビュー あるフレームをホットスポットとして設定して、ク
リックしたときに別のフレームやマップからのビュー
を自動的に読み込むことができます。この機能は、サ
イズの異なるフレームが含まれるレイアウトで使用す
る場合に便利です。通常は、最も大きなフレームを
ホットスポットとして設定します。ホットスポット
は、アクションルールのアクションとして使用した
り、アラーム画像を動的に表示するために使用した
りもできます。
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ライブおよび録画アラートの受信 ユーザーはタブを右クリックしてアラートに関連付け
ることができます。これによって、アラームアクショ
ンがユーザーの現在のビューに干渉しなくなります。

手動録画 オペレーターがライブビューのアイコンをクリックし
て、手動で録画をトリガーできるようにします。

インスタント再生 ライブビューから数秒 (ユーザーが設定可能)前の映像
に簡単にジャンプして、前に見たものをすぐに確認
できます。

ライブからの静止画像のスナップショット撮影 カメラやマップの静止画像を簡単に保存して他のユー
ザーと共有できます。
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音声

機機機能能能 説説説明明明

カメラに接続されたマイクからのライブ音声 ライブビューシーンの音声を聞き、映像と音声の両方
を含む録画を取得することができます。

スピーカーへのライブ発言 ライブで発言することによって侵入者を阻止したり、
スタッフや顧客と連絡を取ることができます。

保存されたメッセージをトリガーするアクションボ
タン

録音済みのメッセージを再生して侵入者を阻止した
り、スタッフや顧客への通知を行ったりできます。

アラームを使用して、保存されたメッセージをトリ
ガー可能

アクションまたはACAP (AXIS Camera Application
Platform) のアラームを使用して、「侵入者検知」な
ど、事前に録音されたメッセージを自動的にトリガー
することができます。

マップ上のスピーカーアイコンにより、保存された
メッセージをトリガー可能

マップ上のスピーカーの位置を使用して、カメラに保
存されたメッセージのいずれかをトリガーします。

プッシュツートーク音声 半二重音声に対応するすべてのAxisカメラで、プッ
シュツートークを有効にすることができます。

このソースのみを聞く ビデオと音声の複数のチャンネルを監視するとき
は、ボタンをクリックすると他のすべてのソースは
ミュートされます。
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録画/再生

機機機能能能 説説説明明明

マルチビュー同期再生 複数のカメラを同時に調査して、事件の全体像を把握
できます。

異なるサーバーからの同期再生 異なるサーバーやサイトからの再生ビューを同時に調
査することによって、事件の全体像を把握できます。

映像のスクラビング タイムラインを前後にドラッグすることにより、録画
映像をすばやく調査することができます。

高速再生 (最大64倍速) 映像をすばやく分析し、対象のセクションを見つけ
ることができます。

フレーム再生 フレーム単位で詳細を調べることができます。

結果がサムネイルとして表示されるスマート検索 対象となるシーンで境界ボックスを定義し、タイム
フレームを定義できます (例: 午後7〜9時に入口を監
視する)。発生したすべての事件は、瞬時にサムネイ
ルとして表示されます。

再生映像の静止画像をスナップショット撮影 画像を他の人と簡単に共有することができます。

ノート付きのブックマーク 後で映像を容易に取得できるようにマークを付け、エ
クスポート用のケースを構築することにより、調査
を容易にできます。

録画が上書きされないようにロック 必要に応じて、映像がサーバー上の元の形式から上書
きされないように保護できます。

フィルター付きの色分けされたタイムライン さまざまなタイプの録画とイベントをわかりやすく色
分けし、フィルターを適用することによって、目的の
事件を簡単に見つけることができます。

タイムライン内の録画のサムネイルプレビュー タイムラインにカーソルを合わせると、プレビュー画
像が表示されます。これにより、オペレーターはビデ
オ録画をすばやく確認できます。

カレンダー選択 特定の日時内を簡単に検索して、目的のビデオをす
ばやく見つけることができます。

SDカードからのフェイルオーバーによる録画 サーバーとの接続が失われた場合、映像はカメラのSD
カードに保存されます。サーバーとの接続が再確立
されると、映像はサーバーに自動的にアップロード
されます。

スマート検索2.0 録画されたビデオ映像の検索に使用する高度なフィル
ター。車両や人物を検索し、色、トリップワイヤー、
エリアでフィルターできるほか、すばやく動く小さな
物体を除外する機能でもフィルターできます。同様の
タイムフレームの結果をグループ化することで、結果
をより鮮明なオーバービューで表示できます。スマー
ト検索2はレーダーのメタデータにも使用できます。

スマート検索2.0のバックグラウンド処理 システムパフォーマンスに影響を与えることなく、
バックグラウンドでビデオを継続的に処理すること
で、速度パフォーマンスが向上します。バックグラウ
ンド処理はカメラごとに有効にすることができます。
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録画とイベント

機機機能能能 説説説明明明

録画を連続した動きとして設定可能 カメラごとの録画モードとトリガーされるアラームを
設定することができます。

動体検知録画用のプリ/ポストアラームバッファ プリアラームバッファによりイベント検知前の映像を
録画に含め、ポストアラームバッファにより検知イベ
ントの終了後の一定期間の映像を録画に含めること
ができます。これにより、関連するすべての情報を
確実に取得することができます。

動体検知用の自由形状の対象エリアと複数の除外エ
リアを設定可能

VMDの性能を高め、誤報を減らすことができます。

動体検知に一時的な物体、小さな物体、揺らめいてい
る物体のフィルターを搭載

特定の物体を除外することによって誤報トリガーを
減らすことができます。

8



AXIS Camera Station Feature Guide

アクティブなアラーム処理

アクティブなアラーム処理

機機機能能能 説説説明明明

アラームアラート/通知 サーバーに接続しているユーザーにアラームが送信
されます。

アラームビュー アラームに関連付けられた映像ビューに自動的に切
り替わります。

アラーム確認のサポート オペレーターによって確認されるまでアラームがハ
イライトされます。

アラーム手順のサポート 実行するアクションを説明する指示を入力し、特定の
アラームで表示することができます。
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映像のエクスポート

機機機能能能 説説説明明明

イベントを右クリックしてエクスポート映像を選択 選択を簡単に行うことができます。イベントを右ク
リックして、[エクスポート] を選択します。

マーカーを使用してエクスポート映像を選択 マーカーを使用してエクスポートの始点と終点を指定
できます。表示される映像にはマーカーが反映され
るため、イベント発生時の正確な時間を指定する必
要がなくなります。マーカーをドラッグして映像を
表示できます。

エクスポートタブ内でビデオの長さを編集する エクスポートタブ内でビデオの開始時刻と終了時刻を
調整する機能。この柔軟性により、録画タブに戻らず
にクリップをカスタマイズできます。

複数のカメラと録画されたシーケンスをエクスポート
に追加可能

異なるカメラと時間の異なる録画がエクスポートで
すべて結合されるため、事故の全体像を把握するこ
とができます。

ノートをビデオシーケンスに追加可能 受信者にとってわかりにくい可能性がある事故の詳細
を説明することができます。

デジタル署名 エクスポートした素材の証拠価値を高めましょう。
デジタル署名を使用して、ビデオエクスポートがエ
クスポートの後に改竄されていないかどうか検証で
きます。

署名付きビデオの統合 Axisビデオストリームには、エクスポートされたビデ
オの信憑性を確認するためにファイルプレーヤーが使
用できる情報が含まれています。

プレイリストを作成してAxis File Playerを含める 第三者である送信先が、同時に再生する映像 (最大4
台のカメラ) とノートやブックマークを含め、エクス
ポートされた資料を簡単に表示することができます。

パスワードで保護されたzipエクスポート エクスポートしたサポート案件を、安全な方法で送信
先に転送できるように保護できます。

事故レポート 映像の静止画像や説明テキストを含め、サポート案件
情報を管理できます。事故レポートはアクセスを制限
できるネットワーク内の場所に作成されるため、エ
クスポートした映像へのアクセスを制限することが
できます。

映像編集 エクスポート前に映像にマスクを追加して、第三者の
プライバシーを保護できます。追加のソフトウェアや
サービスを使用しなくても、映像に簡単にモザイクを
適用して個人や物体をぼかすことができます。

自動エクスポートによる映像のアーカイブ 長期バックアップ保管用に録画映像をスケジュール
によってエクスポートできます。

エクスポートされるビデオ形式 複数のビデオ形式をASF、MP4、MKVとしてエクス
ポートすることができます。

Axis File Player 第三者が追加のソフトウェアをインストールしなく
ても再生できるように、デフォルトとして含められ
ます。
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ユーザー管理

機機機能能能 説説説明明明

ユーザープロファイル ユーザーが特定の装置や機能にアクセスする権限を個
別に定義できます。

Microsoft Active Directoryのサポート Microsoft Active Directoryを使用して、ユーザー、グ
ループ、装置のアクセス権を簡単に管理することが
できます。

ユーザーグループのサポート アクセス権をグループレベルで定義できます。次の3
つのデフォルトのユーザープロファイルがあります。

• 管管管理理理者者者::: すべてのカメラおよび装置のすべて
の機能にフルアクセスが可能です。

• オオオペペペレレレーーータタターーー::: [設定] タブ、「デバイスの管
理」ページ、[監査] ログを除くすべての機
能にフルアクセスが可能です。カメラとI/O
ポートへのフルアクセスが可能です。再生
および録画エクスポートの利用が制限され
る場合があります。

• 閲閲閲覧覧覧者者者::: カメラのライブ映像とI/Oポートへ
のアクセスが可能です。

メカニカルPTZの優先度 優先度の異なる2人のユーザーが同時にPTZカメラを制
御しようとすると、優先度の高いユーザーによって他
方のユーザーがブロックされます。
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複数の設置場所の管理

複数の設置場所の管理

機機機能能能 説説説明明明

クライアントから複数のサーバーに同時に接続可能 複数のサーバーに接続して、大規模な施設や複数拠点
インストールの全体像を把握することができます。

サーバーリスト 複数のサーバーや場所をサーバーリストでグループ化
できます。複数のサイトやサーバーがある場合、この
機能によってアクセスと接続が簡単になります。

集約ビュー カメラのライブおよび録画ビューを、複数のサイト/
サーバーから組み合わせて表示できます。たとえば、
小売チェーン店のすべての出入り口を表示できます。

Axis Secure Remote Access リモート監視システムへのアクセスを単純化できま
す。これを有効にすると、手動でポートフォワーディ
ングやルーターの設定を行う必要がなくなります。こ
のテクノロジーは、複数レベルの認証を使用して、
クライアントと監視システムの間で暗号化された安
全な通信を確立します。

管理 管理者は複数のサイト/サーバーに接続し、装置と設
定を構成できます。

12



AXIS Camera Station Feature Guide

拡張性

拡張性

機機機能能能 説説説明明明

サーバーを追加して大規模システムへスケールアップ サーバーを追加することによって、カメラの数と性能
を増やすことができます。複数のサーバーから録画映
像とライブ映像の両方を表示するよう、クライアント
を簡単に設定できます。
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ストレージ

ストレージ

機機機能能能 説説説明明明

複数の保存先を割り当て可能 直接接続されたローカルネットワークストレージを簡
単に追加してカメラに割り当てることができます。
必要に応じてさまざまな保存先をカメラに割り当て
ることができます。

Zipstream Zipstreamプロファイルを適用すると、フォレンジック
用の詳細映像を保持したうえでストレージの要件を低
減させることができます。

個別の保存期間を各カメラに適用可能 映像の保存時間を管理して規制に準拠するため、個
別の保存期間を各カメラに対して設定することがで
きます。

平均ビットレート 平均ビットレートは、高度なビットレート制御方法の
1つです。保存時間の要件が常に満たされるようにビ
デオ圧縮が調整されます。

SDカードをカメラに追加してフェイルオーバーによる
録画を行う (接続再開時の自動転送)

録画サーバーとの接続が失われた場合にカメラ内のSD
カードに録画することにより、冗長性を作り出すこと
ができます。接続が回復すると、録画はサーバーに
アップロードされます。

Axis Validated Storageソリューション Axisは、さまざまなネットワークビデオレコーダーを
提供しています。PoEスイッチを内蔵したAXIS S22ア
プライアンスとAXIS S11レコーダーシリーズはRAIDや
冗長電源ユニットを内蔵できるため、より高い要求
に対応します。
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iOSおよびAndroid用モバイルアプリ

iOSおよびAndroid用モバイルアプリ

注
機能は、オペレーティングシステムによって若干異なる場合があります。

機機機能能能 説説説明明明

ライブ映像と録画映像の表示 選択したサーバーに接続し、どこからでも映像を見ることができます。

映像のスクラビング タイムラインを前後にドラッグすることにより、録画映像をすばやく
調査することができます。

高速再生 (最大8倍速) と低速再生
(0.25)

映像をすばやく分析し、対象のセクションを見つけることができます。

フレーム再生 フレームごとに前後両方の詳細を調べることができます。

フィルター付きの色分けされたタ
イムライン

さまざまなタイプの録画とイベントをわかりやすく色分けし、フィルター
を適用することによって、目的の事件を簡単に見つけることができます。

カレンダー選択 特定の日時内を簡単に検索して、目的のビデオをすばやく見つけるこ
とができます。

ビデオエンコード方式 H.264およびH.265のビデオエンコード方式に対応しています。

単一のサーバーからのマルチライ
ブビュー

複数のカメラを表示してサイトの全体像を把握できます。

サーバーリスト システム内のすべてのサーバー/サイトを簡単に概観できます。

映像のエクスポート 映像を第三者と瞬時に共有できます。

静止画のスナップショット撮影 静止画像を第三者と瞬時に共有できます。

プリセットを含むPTZコントロール PTZを制御して動く物体を追跡できます。

360度パノラマ歪み補正 ライブ時でも再生時でも360度パノラマ映像を歪み補正できます。

音声 (聞く) ライブビューシーンの音声を聞くことができます。

音声 (話す) カメラに関連付けられたスピーカーから発言することができます。

Axis Door Station Integration 双方向音声通信と呼び出し側のライブ映像表示。ドアステーションに接続
されたドアをアプリから開くこともできます。

モバイルアラーム通知 モバイル装置での通知の受信。アラーム通知は、AXIS Camera Station
サーバーのアクションルールで設定する必要があり、セキュアリモート
アクセスによる接続が必要です。

アクションボタン アプリに表示されるアクションボタンにより、照明などの外部機器の制
御、音声メッセージのトリガー、シャッターや障壁の開閉を行うことが
できます。

Axis Secure Remote Access リモート監視システムへのアクセスを単純化できます。これを有効にする
と、手動でポートフォワーディングやルーターの設定を行う必要がなくな
ります。このテクノロジーは、複数レベルの認証を使用して、クライアン
トと監視システムの間で暗号化された安全な通信を確立します。
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アクションルールと統合

アクションルールと統合

アクションルール
機機機能能能 説説説明明明

アクションルールエンジン トリガーとアクションを定義して、より複雑でカスタ
マイズされたソリューションを構築できます。たとえ
ば、AXIS Fence Guard ACAPからトリップワイヤーを有
効にした後、特定のカメラから映像を録画、PTZを特
定のプリセットに移動、スピーカーから音声メッセー
ジを再生、一部のライトをオンにしてオペレーターに
警告、などのアクションを行うことができます。

さまざまなトリガー トリガーは、どのような場合にルールをアクティブ
にするかを定義します。以下のトリガーを選択でき
ます。AXIS Motion Detection、いたずら警告、AXIS
Cross Line Detection、システムイベントとエラー、入
出力、装置イベント (ACAPが生成するアラームを含
む)、アクションボタン、アクセスコントロールイベ
ント、外部HTTPS。

さまざまなアクション 1つのルールに複数のアクションを設定できます。
ルールがアクティブになった時点ですべてのアクショ
ンが実行されます。以下のアクションを使用できま
す。録画、アラームの発生、電子メールの送信、ライ
ブビュー、出力の設定、HTTP通知の送信、モバイル
通知の送信、AXIS Entry Manager。

他のAxis IP製品との統合
機機機能能能 説説説明明明

ライブ、再生、エクスポート時の360度歪み補正 (AXIS
XXXX-Pモデル)

AXIS File Playerにより、オペレーターはエクスポート
された映像でも死角なしでシーンの全体像を把握す
ることができます。

AXISマルチセンサースティッチング (AXIS P3807-pve) 複数のカメラセンサーのカメラストリームを1つの結
合ビューとして表示できます。

PTZ機能を備えたAxis全指向性カメラ。(AXIS Q6000シ
リーズおよびAXIS M5000-G)

これらのモデルでは、固定カメラによりシーンの全体
像が提供され、PTZによりさらに詳細な部分のキャプ
チャが可能です。オペレーターが固定カメラのビュー
内をクリックすると、PTZがその関連する位置に移動
するため、シンプルな操作が可能です。

AXIS Q2901 Axis温度監視カメラを使用すると、物体が最大温度に
達したときにアラームを発生させることができます。
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AXIS Door Stationsとビデオインターカム
(AXIS A8004/A8501/A8207/I8016-LVE)

呼び出しへの応答/拒否、音声および画像通信に加え、
ドアを開くためのコンタクトを開くことができます。
機能は以下のとおりです。
-呼び出し側のライブ映像を表示するプレビューウィ
ンドウ。
- 複数の呼び出しはスタックされます。
- AXIS Camera Stationが最小化されている場合でも、呼
び出しは表示されます。
-プリ/ポスト時間を含め、人物が入る際の映像と音声
を含む録画を作成できます。
- Axisモバイルアプリから呼び出しに応答し、ドアを開
くことができます。
- 「送話」機能を有効にして、呼び出しが開始され
たドアステーションとの通信を有効にすることがで
きます。

サイレンとライトの組み合わせ (AXIS D4100-E) 組み合わされたサイレンとライト装置のトリガーを制
御します。AXIS Camera Station内で発生したイベント
を音声と映像で表示する機能を追加します。

入力および出力 (AXIS A9161 / A9188) AXIS Camera Stationアクションルールエンジンと緊密
に統合して、カスタマイズされたソリューションを
作成できます。
- パニックボタンなどの入力や、PIR、アラーム、ド
アコンタクトなどのその他のソースをシステムに簡
単に接続できます。
- 出力を使用して、障壁、シャッター、ライトなどの
他の装置を制御できます。

音声 (AXIS C3003 / C1004 / C8033) 音声で監視システムを強化できます。
- スピーカーをカメラに関連付けて、サイトを表示し
ながらライブで発言することができます。
- 「方向が違います」、「侵入者検知」などの事前に
録音されたメッセージを、アクションボタンによって
手動でトリガーしたり、アラームと分析から自動的に
トリガーしたりできます。

Axisデコーダ (AXIS T8705) ネットワーク上のモニターに映像と分割ビューを表示
して、クライアントを使用せずに顧客エリアや製造プ
ロセスなどを継続的に監視することができます。
複数のカメラかビューを選択して、サーバーに接続さ
れたデコーダに送信することも可能です。

レーダー表示とアラームトリガー
(AXIS D2050-VE、D2110-VE)

レーダーのライブビューにより侵入者の動きを視覚化
できます。アクションルールエンジンによる統合を通
じて、より高度なソリューションを設定できます。
AXIS Speed Monitor ACAPと併用する場合は、車両の速
度を記録する目的でも使用可能です。

AXIS A1001 (AXIS Entry Manager搭載モデル) シンプルなアクセスコントロール機能を追加できま
す。
- AXIS Camera Stationで、建物に入る人物を録画するな
どのアクションをトリガーできます。
- アクションルールエンジンとの統合により、ドアの
こじ開け、開放、いたずらに関するアラームなどの高
度な警告を作成できます。
- アクションボタンでドアのロック/ロック解除を行
うことができます。
- ドアとカードホルダーの管理に使用するAXIS Entry
ManagerのWebページを、AXIS Camera Station内で表
示して操作することもできます。
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アクションルールと統合

AXIS A1601およびAXIS A12 Series (AXIS Camera Station
Secure Entry搭載モデル)

AXIS Camera Station Secure Entryを使用する統合型ア
クセスコントロール機能です。詳細については、セ
クション15を参照してください。

AXIS S22XX Network Switch AXIS Camera Stationの設定の中で、AXIS S22XX
Network Switchの設定と管理を行うことができます。
これには、ポートとPoEの管理が含まれます。

AXIS Body Wornソリューション 脆弱な状況下での警備員と従業員によるモバイルビデ
オの映像を、監視ソリューションに組み込むことがで
きます。アップロードすると、映像は常時接続された
カメラの1つとまったく同じように動作します。

AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリ AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリで追加され
たメモとカテゴリーは、AXIS Camera Stationの録画
ビューのAXIS Body Wornメタデータリストに表示さ
れます。

AXIS Object Analytics 検知対象物 (人、車両、自動車、車、トラック、バ
ス、バイクなど) を選択します。次に、その対象物が
イベントをトリガーするエリア内の時刻やクロスライ
ンなどの行動条件を定義します。

AXIS License Plate Verifier ACAP AXIS License Plate Verifier ACAPを使用してカメラで
キャプチャーしたナンバープレートは、AXIS Camera
Stationの [Data search (データ検索)] タブで表示でき
ます。

AXIS Autotracking 2.0 ACAP Autotracking ACAPを実行しているAxis PTZは、カメラ
によって識別された選択済みの物体、または定義済み
のゾーンに入った物体を自動的に追跡します。

AXIS Speed Monitor Axisレーダーと組み合わせて使用すると、カメラ画像
に車両の速度をオーバービューできます。車両の速度
が上限を超えた場合にアラームを生成することもでき
ます。速度データはデータ検索から利用でき、現場で
の車両の挙動を評価する目的にも使用できます。安
全性の管理に最適です。

カメラにインストールされている他のACAP Axisのエッジベースの分析をカメラに追加して、オペ
レーターの効率を高め、以下のように特定の要件を
満たすことができます。
- Axisは、AXIS Guard Suite、AXIS Perimeter Defender、
AXIS Live Privacy Shield、AXIS Object Analyticsなどの
ACAPを提供します。
- 音声分析などの幅広い拡張機能を実現するため、
パートナーが提供するACAPも利用できます。カメラ
で分析を実行すると、中央サーバーの必要性がなくな
り、システムの拡張がシンプルになります。
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アクションルールと統合

サードパーティ製品の統合
機機機能能能 説説説明明明

ONVIF AXIS Camera Stationは、
AXIS Camera Station Device Compatibility Toolを使用し
て検証されたONVIF Profile Sに準拠するサードパーティ
製装置に対応しています。AXIS Camera Station 5以降
は、IEC62676-2-3規格の定義に従うサードパーティ
製装置をサポートしています。
注注注::: ビデオストリームごとに1つのUniversalライセン
スが必要です。

RTSPとHTTPビデオストリームを追加する機能 ビデオストリームを直接AXIS Camera Stationに追加し
てライブビューと録画を行えます。
注注注::: ビデオストリームごとに1つのUniversalライセン
スが必要です。

API AXIS Camera Station APIは、システムの情報と設定、
カメラの機能、スナップショット、ライブビュー、カ
メラ/期間/範囲を指定した録画、再生、PTZ、アクショ
ンボタン、イベントログの取得、音声伝送、サード
パーティ製装置のサポートなどの機能を提供します。
AXIS Camera Station APIのドキュメントは、Axis ADPプ
ログラムのメンバーがリクエストして入手できます。

外部データ APIを使用すると、ライセンスプレートや電子販売時
点管理 (レジ) などのサードパーティシステムのデータ
をAXIS Camera Stationで保存したり表示したりできま
す。このデータをビデオ録画と関連付けて、データ検
索を利用して調査することも可能です。
適用対象のAxis製品は、AXIS Camera Station Secure
Entry、AXIS License Plate Verifier、AXIS Speed Monitor
です。

データ検索 外部データソースから取得した日付、時刻、フリーテ
キストでデータエントリをフィルターできます。
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インテグレーター機能

インテグレーター機能

装置の設定
機機機能能能 説説説明明明

AXIS Site Designerを使用して、AXIS Camera Stationに
基づくソリューションを設計して指定

このツールでは、カメラ、アクセサリー、レコーダー
を選択できるほか、ストレージの計算機能が内蔵され
ています。また、部品表、インストールメモ、見積
書、自動設定ファイルも提供できます。

AXIS Site Designerからの自動設定 AXIS Site Designerで作成した設定をAXIS Camera
Stationにエクスポートすることによって、インストー
ル時間を節約し、ミスを減らすことができます (AXIS
Site Designerで生成された設定は、電子メールで送信
したり、USBにダウンロードしたりできます)。

AXIS Site Designerからのインストールノート AXIS Site Designerで作成されたインストールコメン
トを転送 (電子メールで送信またはUSBにダウンロー
ド) することにより、インストール時間を節約し、ミ
スを排除できます。

装置の自動検出 ネットワークに接続された装置を自動検出できます (IP
アドレスの設定は不要です)。

ルート証明書の自動生成 HTTPSまたはIEEEを使用するときに、ルート証明書に
より他の証明書に署名できます。

HTTPSがデフォルトに 装置を追加すると、デフォルトでHTTPS通信が選択さ
れます。装置がHTTPSに対応していない場合は、HTTP
が使用されます。

HTTPS - 装置アドレスの検証 HTTPS通信を強化するために、装置のアドレスを、
AXIS Camera Stationが装置との通信に使用しているア
ドレスと比較できます。異なる場合は、その装置アド
レスは信頼されていないと見なされます。

ビューの自動作成 カメラを追加すると、すばやくナビゲーションするた
めのビューが自動的に作成されます。これらのビュー
は、お客様の要件に合わせて調整できます。

複数のサーバーにおける複数のカメラ設定の同時設定 同じ設定 (録画プロファイルなど)で複数のカメラをイ
ンストールする場合に、簡単に設定を実行できます。

画像の設定 輝度、色、WDR、回転、ミラーリングなど、カメラ
の画像を調整できます。

PTZのプリセットを追加して保存 駐車場の入口などの特定の対象範囲にすばやく移動し
てズームし、ナンバープレートを簡単に撮影するこ
とができます。

音声、I/O、ドアステーションなど、カメラやその他の
Axis装置をシステムに追加できます

お客様の要件を満たすため、さまざまな装置に機能を
追加して、システムを容易に拡張できます。
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外部データソース 外部データソース (ドアアクティビティなど)をカメラ
ビューに関連付けできます。これにより、[Data search
(データ検索)] タブを使用するときに録画がデータに
関連付けられます。

装置Webページへのリモートアクセス (Beta) 装置のWebインターフェースを介して、接続されてい
るすべての装置の機能にアクセスします。これによ
り、高度な機能にアクセスできるようになり、リモー
トでのアクセス時に効率的な設定が可能になります。

装置の管理
機機機能能能 説説説明明明

IPアドレスの割り当て (固定/DHCP) 新しいIPアドレスを、DHCPサーバーから自動的に取得
するかIPアドレス範囲から割り当てることができます。

ユーザーの追加とパスワードの設定 Microsoft Windows Active Directoryに対応しているた
め、システム内のユーザーを簡単に追加できます。

パスワードのランダム化 装置で安全なパスワードが自動的に生成されます。こ
のパスワードは、選択した装置でサポートされている
最大長で生成されます。

ファームウェアのアップグレード 新しい装置ファームウェアアップグレードを自動的に
確認できます。ファームウェアのアップグレードは
並行または順番に実行できます。

管理者がクライアントを起動する際に新しいファー
ムウェアを通知

管理者はファームウェアの更新を行うかどうかを決
定することができます。

カメラアプリケーション (ACAP) のインストール カメラアプリケーションは、Axisネットワークビデオ
製品にアップロードしてインストールすることができ
るソフトウェアです。検知、認識、追跡、計測など
の機能を装置に追加することができます。ACAPは、
AXIS Camera Stationから直接インストールされるか、
AxisのWebページまたはベンダーのWebページから
ダウンロードされます。

設定ファイルを保存 1台の装置から装置設定をコピーするか、設定ファ
イルを適用することで、複数の装置を同時に設定す
ることができます。

日付と時刻を設定 Axis装置の日付と時刻の設定は、NTP (Network Time
Protocol) ソースとして動作するサーバーに同期できま
す。サーバー時間と装置の時刻オフセットを表示する
ことにより、ソリューション全体の時刻同期に問題が
発生した場合に簡単に特定できます。

装置を再起動して工場出荷時の設定に戻す 装置を再起動またはリストアして、パスワードを含む
ほとんどの設定を工場出荷時の値にリセットできま
す。次の設定はリセットされません: ブートプロトコ
ル (DHCPまたは静的)、静的IPアドレス、デフォルト
ルーター、サブネットマスク、システム時刻。

複数の装置の管理 接続された装置のアップグレードと設定を一括で実行
できます。
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複数のサーバーからの装置管理 接続された装置のアップグレードと設定を複数のサー
バーから一括で実行できます。

HTTPS HTTPSを使用して装置に安全に接続することができま
す。AXIS Camera Stationで認証局を設定することも
できます。

レポートと確認
機機機能能能 説説説明明明

Axis Installation Verifier (システムの整合性をテストし
て、整備や引き渡し用のレポートを生成)

このユニークな機能はシステムのストレステストを行
い、見つかった問題を示します。また、インテグレー
ターが引き渡しや整備用のドキュメントを作成するの
に役立つドキュメントを自動的に生成します。

クライアントとサーバーの設定シート (すべてのクラ
イアントとサーバーの設定を文書化したもの)

すべてのシステム設定を含む引き渡し用のドキュメン
トを自動的に作成できます。

システムレポート 技術サポートが問題のトラブルシューティングを簡単
に行うのに役立ちます。

システムの健全性監視 録画ハードウェアを含むシステムの概要が表示されま
す。ストレージ情報には、保存に関連する詳細が含ま
れます。装置またはシステムがオフラインになった
場合、電子メールを送信可能であれば、通知が生成
されます。ネットワーク上の複数のシステムを監視
して、システムが想定どおりに動作していることを
確認できます。

システムの健全性監視クラウドサービス (Preview版) Webブラウザーを使用して、システムの健全性監視
情報をリモートで表示できます。
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データ検索

機機機能能能 説説説明明明

日付、時刻、ビデオにリンクされたフリーテキストで
フィルター処理

AXIS Secure Entry (アクセスコントロールイベント)、
AXIS Licence Plate Verifier (登録ナンバープレート)およ
び他のデータソース (APIと統合) から生成されたデー
タをフィルター処理する機能。これらの結果は、ビデ
オ録画に関連付けられます。

AND/ORイベントマーカーを使用してさらにフィル
ターを適用

ADDとOR、および括弧を使用して結果をフィルター処
理し、返される結果を減らします。

「ライブデータ」の表示 ナンバープレートやアクセスコントロールデータなど
ライブデータを表示する機能。この機能をフィルター
と組み合わせて、アクセス拒否や払い戻しなど関心の
あるライブイベントを表示することもできます。

画像の表示 アクセスコントロールの写真などのデータに関連付け
られた画像は、データ検索のライブと再生の両方で表
示することもできます。

イベントマーカー 調査に役立つイベントマーカーが録画タイムラインに
表示されます。

データのエクスポート 検索に含まれるデータをテキストファイルにエクス
ポートします。

23



AXIS Camera Station Feature Guide

統合型アクセスコントロール

統合型アクセスコントロール

AXIS Camera Station Secure Entryは、AXIS Camera Stationソフトウェアの一部であり、監視機能とアクセスコント
ロール機能の両方を組み合わせた統合型ソリューションを提供します。追加のソフトウェアモジュールは不要で
す。AXIS A1601 Network Door Controllerをシステムに追加するだけで (各ドアコントローラーにはコアライセ
ンスが必要です)、すべての機能を利用できます。

概要については、こちらのパンフレットをご覧ください。

アクセスコントロールの設定
機機機能能能 説説説明明明

コントローラーとリーダー間の暗号化 OSDPセキュアチャンネルのサポートは、AXIS A4020-E
Reader、およびAXIS A4120-E ReaderとAXIS A1601コン
トローラー間のデータを暗号化します。

ドアとゾーンの設定 この機能を使用すると、AXIS Camera Stationで、設置
したドアを適切なハードウェア周辺機器にリンクし、
ゾーンに組み合わせることができます。

IPリーダー AXIS A8207-VE (ビデオインターカムおよびアクセスコ
ントロールリーダー) をIPリーダーとしてシステムに
追加できます。

設定済みAXIS A1601のピン配置図 ドアの設定後は色分けされたピン配置図を表示したり
印刷したりできるので、取り付け作業者が現場でハー
ドウェアを設置する際に役立ちます。

システム内のドアの識別プロファイル 識別プロファイルは、ドアで要求される識別方法を定
義します。また、スケジュールと組み合わせることも
可能です。たとえば、夜間はカードとPINが必要で、
昼間はカードのみで通過可能というようになります。

カスタマイズ可能なPIN長 システムで使用する、カード所持者検証用のカードに
付くPIN (個人識別番号)の桁数 (1〜24) を設定します。

カードフォーマット システムでカードフォーマットを定義する機能が追
加されます。これにより、任意のカードリーダーか
ら受信したデータを変換して、アクセスコントロー
ル設定で検証しやすくなります。これらの機能はシ
ステム全体に導入することも、個々のリーダーに導
入することも可能です。

事前設定済みのドア設定のコピー ドアコントローラーの設定をコピーして、別のドア
コントローラーに適用できます。これにより時間を
節約し、誤設定を回避できます。

マルチサーバー設定 メインサーバーとサブサーバーの設定を作成する機
能です。この設定は、カード所持者とグループを設
定済みのすべてのサーバーに共有する機能をサポー
トします。
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アクセスコントロールの管理
機機機能能能 説説説明明明

カード所持者の管理 [Access management (アクセスの管理)] タブでは、
カード所持者を作成したり、カードやPINコードなど
の複数 (最大5つまで) の認証情報を付与したり、写真
を関連付けたりできます。カード所持者プロファイル
には、追加情報を提供するためのカスタムフィール
ドを追加できます。

Microsoft Active Directoryのサポート Microsoft Active Directoryを使用して、カード所持者
の詳細を入力できます。

カード所持者のグローバル管理 グローバルなカード所持者またはグループを作成し、
マルチサーバー設定を構成するすべてのアクセスコン
トロールサーバーに共有する機能です。

ナンバープレートの認証情報 ナンバープレートは認証情報として使用できます。
AXIS License Plate Verifier ACAPはナンバープレートの
キャプチャーに使用する必要があります。

QR Code®認証情報とその電子メール配布による効果
的な訪問者管理
QRコードは、日本およびその他の国々におけるデン
ソーウェイブ株式会社の登録商標です。

(静的、および動的) QRコードを作成し、ドアインター
ホンにインストールされたAXIS Barcode Reader ACAP
で認証情報として使用できます。「9.00 - 11.00に有
効」のように、アクセスを時間で定義することもで
きます。
また、QRコードの認証情報を電子メールで送信して、
費用対効果の高い効率的な訪問者管理を行うことも
できます。

動的QRコード認証情報 動的QRコードを生成して、一時的なアクセスの安全性
を高めることができます。動的QRコードへのアクセス
には、AXIS Mobile Credentialアプリが必要です。

強要PIN 強要PINはカード所持者に関連付けることができま
す。このPINを入力すると、ドアが開き、追加の警
告アラートが生成されて、システムオペレーターに
表示されます。

カード所持者の写真の作成 関連付ける画像をインポートするだけでなく、PCの
Webカメラを使用して撮影することもできます。

カード所持者グループ カード所持者をスタッフ、管理職、清掃員などのカー
ド所持者グループと組み合わせることができるので、
より簡単に、柔軟な管理を行えます。

アクセスルール アクセスルールは、誰が、いつ、どこにアクセスで
きるかを定義します。スケジュール、カード所持者
またはカード所持者グループ、ドアやゾーンが組み
合わされています。

ロック解除スケジュール (「最初の人」オプションあり) ドアにロック解除スケジュールを適用すると、スケ
ジュールで指定した間、ドアのロックは解除されま
す。[First person in (最初の人)] フラグを追加すると、
誰かが最初にドアから入場した時からロック解除スケ
ジュールが有効になります。

ドアとゾーンの手動制御 個々の、または複数のドアとゾーンにアクセス、ロッ
ク解除、ロック、閉鎖といったドアアクションを手
動で送信できます。
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カード所持者情報のインポートとエクスポート 既存のアクセスコントロールデータベースから取得し
たカード所持者情報を、CSVファイル経由でインポー
トできます。これにより、あるシステムから別のシス
テムへの移行が簡単になります。
システムをエクスポートが作成された最後の時点に復
元することもできます。

設定レポート 設定レポートをCSV形式でエクスポートする機能を追
加します。

ドアダッシュボード
ドアダッシュボードでは、ライブの情報を確認したり、関連付けられたドアを制御したりできます。ドアダッ
シュボードは、AXIS Camera Station内のカメラと同様に、分割ビュー内で使用できます。

機機機能能能 説説説明明明

ドアのアクティビティをリアルタイムで視覚的に検証 ドアでのアクティビティが、関連するカード所持者の
写真と共に表示されるので、リアルタイムで簡単に検
証できます。最後のイベントは常に表示されます。

ライブドアステータス ドアモニターとロックの現在のステータスが表示さ
れます。
ドアのこじ開けアラームとドアの長時間開放アラー
ムが、ドアダッシュボードにリアルタイムで表示さ
れます。

ブックマークされたイベント スムーズな調査のために、個々のイベントにブック
マークを付けることができます。

ドアとゾーンの手動制御 アクセス、ロック解除、ロック、閉鎖といったドア
アクションを、関連付けられたドアに手動で送信で
きます。

ハードウェアの概要 (互換性のあるネットワークドアコントローラー)
AXIS Camera Station Secure Entryは、AXIS A1601 Network Door ControllerおよびAXIS A12 Network Door Controller
Seriesにのみ対応しています。

ハードウェアの詳細については、以下を参照してください。

• AXIS A1601 Network Door Controller

• AXIS A12 Network Door Controller Series

機機機能能能 説説説明明明

Secure Entry Firmwareトラック 統合型ソリューションは、Secure Entry Firmwareト
ラックを基盤とするA1601 Network Door Controllerお
よびAXIS A12 Network Door Controller Seriesのみをサ
ポートします。

自動設定 AXIS Camera Station Serverがオンラインであるかど
うかにかかわらず、コントローラーは自動的に設定
されて機能します。
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ドアの数 AXIS Camera Stationのサーバーハードウェアに応じ
て、最大128枚のドアを使用できます。
各AXIS A1601 Network Door Controllerで、要件に応じ
て最大2枚のドアを制御できます。
各AXIS A12シリーズドアコントローラーで、要件に応
じて最大1枚のドアを制御できます。

リーダー RS485 (OSDP)/Wiegand
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追加情報

• AXIS Camera Stationのランディングページ: 概要と30日間の無料試用版へのリンク

• AXIS Camera Station S22 Appliance Series: スイッチを内蔵したオールインワンのレコーダー

• AXIS Camera Station S11 Recorder SeriesおよびAXIS Camera Station S12 Recorder Series: 堅牢な録画
ソリューション

• AXIS S3008 Recorder Series: 録画ソリューションの容易な拡張

• AXIS Camera Station Workstations

• AXIS Camera Station Secure Entry: 統合型アクセスコントロールとビデオ監視

• AXIS Camera Stationヘルプセンター: AXIS Camera Stationや、エンドツーエンドソリューションを構築する
方法に関する適切な情報を見つけるのに役立ちます。関連するオンラインマニュアルが含まれています。

• AXIS Camera Stationモバイルアプリケーション

• AXIS Camera Stationチュートリアルビデオ: 機能と仕様に関する説明ビデオライブラリ

• AXIS Camera Stationリリースレビュー
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