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デバイスについて

デバイスについて

AXIS Camera Station S22 Appliance Seriesはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能な統合PoEスイッ
チを搭載し、最⼤4K解像度の⾼精細な映像により、信頼性の⾼い監視を実現するように設計されています。迅速
かつ簡単に設置できるように、Appliance Seriesはあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェ
ア (8チャンネルライセンス、および必要なすべてのシステムソフトウェアを含む)が組み込まれています。AXIS
Camera Stationの直感的なユーザーインターフェースにより、ユーザーはAxisの幅広いビデオ監視カメラやその他
のIP製品を最⼤限に活⽤できます。オペレーティングシステムはソリッドステートドライブ (SSD) に格納され、5
年間のハードウェア保証が付属します。Appliance Seriesは、信頼性の⾼い監視ソリューションを提供します。

AXIS Camera Station S22 Applianceは、次の2つの部分で構成されます。

• スススイイイッッッチチチ::: Power over Ethernet (PoE) スイッチを内蔵しています。

• コココンンンピピピュュューーータタターーー::: ビデオ管理ソフトウェアAXIS Camera Stationなど、監視ソリューションの作成に必要な
すべてのソフトウェアがプリロードされています。

• スイッチとコンピューターは2つの別々の部品です。

• スイッチとコンピューターは、内蔵アップリンクコネクターを介して通信します。1つはスイッチの電源
回路基板にあり、もう1つはコンピューターのマザーボード上にあります。

• サーバーアップリンクU2は、既存のネットワークに接続できる外部ネットワークインターフェースです。

• サーバーアップリンクU2に接続されたデバイスは、スイッチに直接接続されたデバイスと通信で
きません。

• サーバーアップリンクU2に接続されたデバイスは、スイッチに接続されたデバイスとAXIS Camera
Stationを介して通信できます。
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設定例

独⽴した監視ネットワークでのセットアップ
別の外部ネットワークへの相互接続を持たない独⽴した監視ネットワークを作成できます。このセットアップ
は、基本的なプラグアンドプレイインストールです。組み込みスイッチのDHCPサーバはデフォルトで有効に
なっています。カメラをPoEポートに接続するとすぐに、カメラの電源が⼊り、IPアドレスが取得され、AXIS
Camera Stationからアクセスできるようになります。

IP: 192.168.0.xxx

IP: 192.168.0.xxx

U2U1

難難難易易易度度度 ベーシック

利利利点点点 別の外部ネットワークへの相互接続のない専⽤監視
ネットワーク

プラグアンドプレイインストール

制制制限限限 帯域幅

PoE予算

リモートアクセス不可

必必必要要要なななアアアクククシシショョョンンン 組み込みスイッチのデフォルトパスワードを変更する

AXIS Camera Stationライセンスの登録
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使使使⽤⽤⽤すすするるるコココネネネクククタタターーー PoE が有効のネットワークコネクター、ポート 1-12

(オプションとして) USB 2.0コネクターx2 (キーボー
ドおよびマウス⽤)

DisplayportTMまたはHDMIコネクタ

使使使⽤⽤⽤しししななないいいコココネネネクククタタターーー RJ45スイッチアップリンク (U1)

SFPスイッチアップリンク (U1)

RJ45サーバーアップリンク (U2)

USB 3.0コネクター (前⾯)

⾳声ライン (前⾯)

⾳声ライン出⼒ (前⾯)

既存のネットワークでのセットアップ
既存のネットワーク内に監視ネットワークを作成できます。これは、監視ネットワークが既存のネットワークか
ら分離されていることを意味します。

注
追加のレコーダーを使⽤する場合、AXIS S30 Recordersなどの機器は録画のためにネットワークデータを監
視ネットワークからサーバーネットワークに転送しません。AXIS S30 Recordersがカメラと同じネットワー
クに接続されていることを確認してください。
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IP: xxx.xxx.xxx.xxx

IP: 192.168.0.xxx

IP: 192.168.0.xxx

U2U1

難難難易易易度度度 上級

利利利点点点 AXIS Camera Stationクライアントを使⽤して、ネット
ワーク経由でS22シリーズに接続する機能。

ネットワークの分離

制制制限限限 企業ネットワークポリスに従う必要がある場合があ
ります。

必必必要要要なななアアアクククシシショョョンンン 組み込みスイッチのデフォルトパスワードを変更する

AXIS Camera Stationライセンスの登録

使使使⽤⽤⽤すすするるるコココネネネクククタタターーー PoEが有効のネットワークコネクター、ポート1-12

ネットワーク接続⽤のRJ45サーバーアップリンク (U2)

(オプションとして) USB 2.0コネクターx2 (キーボー
ドおよびマウス⽤)

(オプションとして) DisplayportTMまたはHDMIコネクタ

使使使⽤⽤⽤しししななないいいコココネネネクククタタターーー RJ45スイッチアップリンク (U1)

SFPスイッチアップリンク (U1)

USB 3.0コネクター (前⾯)

5



AXIS Camera Station S22 Appliance Series

設定例

⾳声ライン (前⾯)

⾳声ライン出⼒ (前⾯)
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はじめに

はじめに

AXIS Camera Stationレコーダーを設定する標準的なワークフローは次のとおりです。

1. デバイスをインストールする

2. Windows®を構成します。次を⾏うことをお勧めします。

- Windows®を最新バージョンに更新します。32ページWindows®を更新しますを参照してください

- 標準ユーザーアカウントを作成します。26ページユーザーアカウントの作成を参照してください

3. 18ページ初回設定

4. AXIS Camera Stationを最新バージョンに更新します。

- システムがオンラインの場合: AXIS Recorder Toolboxアプリを開き、[UpdateUpdateUpdate AXISAXISAXIS CameraCameraCamera
StationStationStation (AXIS(AXIS(AXIS CameraCameraCamera StationStationStationののの更更更新新新)))] をクリックします。

- システムがオフラインの場合: axis.comに移動し、最新バージョンをダウンロードします。

5. AXIS Camera Stationの設定

6. AXIS Camera Stationのライセンスを登録します。

- 24ページシステムをオンラインでライセンスする

- 24ページシステムをオフラインでライセンスする

7. システムをAXIS Camera Stationのモバイル表⽰アプリに接続します。
AXIS Secure Remote Accessを設定するを参照してください
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デバイスをインストールする
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デバイスをインストールする
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デバイスをインストールする
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デバイスを構成する

初回設定

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/49695#t10170601_ja

Windows®の設定が完了すると、AXIS Recorder Toolboxが⾃動的に開き、初回設定ウィザードの説明が表⽰
されます。このウィザードで、AXIS Recorder Toolboxでデバイスを管理する前に、いくつかの基本的で必
要な設定を⾏います。

注
設定はサーバー⽤です。スイッチの設定を変更するには、スイッチの管理ページに移動します。41ページ
設定を参照してください。

1. 必要に応じコンピューター名を変更し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

2. [DateDateDate andandand timetimetime (((⽇⽇⽇付付付ととと時時時刻刻刻)))] で以下の設定を⾏い、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

- タイムゾーンを選択します。

- NTPサーバを設定するには、[NTPNTPNTP serverserverserver (NTP(NTP(NTP サササーーーバババーーー)))] を選択し、NTPサーバーのアドレス
を⼊⼒します。

- ⼿動で設定するには、[ManualManualManual (((⼿⼿⼿動動動)))] を選択し、⽇付と時刻を選択します。

3. [NetworkNetworkNetwork settingssettingssettings (((ネネネッッットトトワワワーーーククク設設設定定定)))] で以下の設定を⾏い、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

- [UseUseUse automaticautomaticautomatic IPIPIP settingssettingssettings (DHCP)(DHCP)(DHCP) (((⾃⾃⾃動動動IPIPIP設設設定定定 (DHCP)(DHCP)(DHCP) ををを使使使⽤⽤⽤すすするるる)))] と [UseUseUse automaticautomaticautomatic DNSDNSDNS
settingssettingssettings (((⾃⾃⾃動動動DNSDNSDNS設設設定定定ををを使使使⽤⽤⽤すすするるる)))] は、デフォルトでオンになっています。

- デバイスがDHCPサーバーを使⽤してネットワークに接続されている場合は、割り当てられたIP
アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および優先DNSが⾃動的に表⽰されます。

- デバイスがネットワークに接続されていないか、利⽤可能なDHCPサーバーがない場合は、
ネットワークの要件に応じて、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および優先
DNSを⼿動で⼊⼒します。

4. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックします。コンピューター名を変更した場合、AXIS Recorder Toolboxからデバイ
スの再起動を求めるメッセージが表⽰されます。

AXIS Camera Station Serverにログイン
AXIS Camera Stationクライアントを利⽤して、同じコンピューターにインストールされているAXIS Camera Station
のローカルサーバーやネットワーク上のサーバー、または複数のサーバーに接続することができます。
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AXIS Camera Stationアイコンをダブルクリックすると、AXIS Camera Stationクライアントが起動します。AXIS
Camera Stationサーバーには次の⽅法で接続できます。

直前のセッションで使⽤したサーバーに接続するには、[LastLastLast usedusedused serversserversservers (((最最最後後後ににに使使使⽤⽤⽤しししたたたサササーーーバババーーー)))] を選
択します。

クライアントと同じコンピューターにインストールされているサーバーに接続するには、[ThisThisThis computercomputercomputer
(((こここのののコココンンンピピピュュューーータタターーー)))] を選択します。

• 現在のWindowsユーザーとしてログインするには、[LogLogLog ininin asasas currentcurrentcurrent useruseruser (((現現現在在在のののユユユーーーザザザーーーでででロロログググ
イイインンン)))] を選択します。

• [LogLogLog ininin asasas currentcurrentcurrent useruseruser (((現現現在在在のののユユユーーーザザザーーーでででロロログググイイインンン)))] のチェックマークを外し、[LogLogLog ininin (((ロロログググイイインンン)))] をク
リックします。別のユーザー名とパスワードを使⽤してログインする場合は、[OtherOtherOther useruseruser (((そそそののの他他他ののの
ユユユーーーザザザーーー)))] を選択して別のユーザー名とパスワードを⼊⼒します。

• ユーザー名とパスワードを記憶する場合は、[LogLogLog ininin asasas <username><username><username> (<(<(<ユユユーーーザザザーーー名名名>>> とととしししてててロロログググイイインンン)))]
を選択します。

リモートサーバーに接続するには:

1. [RemoteRemoteRemote serverserverserver (((リリリモモモーーートトトサササーーーバババーーー)))] を選択します。

2. [RemoteRemoteRemote serverserverserver (((リリリモモモーーートトトサササーーーバババーーー)))] ドロップダウンリストからサーバーを選択するか、フィールドにIP

アドレスまたはDNSアドレスを⼊⼒します。サーバーが⼀覧表⽰されていない場合は、 をクリック
して使⽤可能なすべてのリモートサーバーを再読み込みします。
サーバーがデフォルトのポート番号 (55752) とは異なるポートでクライアントを受け⼊れるよう設定され
ている場合は、IPアドレスの後にポート番号を⼊⼒します (例:192.168.0.5:46001)

3. 利⽤可能な機能は以下のとおりです。

- 現在のWindowsユーザーとしてログインするには、[LogLogLog ininin asasas currentcurrentcurrent useruseruser (((現現現在在在のののユユユーーーザザザーーーででで
ロロログググイイインンン)))] を選択します。

- [LogLogLog ininin asasas currentcurrentcurrent useruseruser (((現現現在在在のののユユユーーーザザザーーーでででロロログググイイインンン)))] のチェックマークを外し、[LogLogLog ininin (((ロロログググイイイ
ンンン)))] をクリックします。別のユーザー名とパスワードを使⽤してログインする場合は、[OtherOtherOther
useruseruser (((そそそののの他他他のののユユユーーーザザザーーー)))] を選択して別のユーザー名とパスワードを⼊⼒します。

- ユーザー名とパスワードを記憶する場合は、[LogLogLog ininin asasas <username><username><username> (<(<(<ユユユーーーザザザーーー名名名>>> とととしししてててロロロ
グググイイインンン)))] を選択します。

AXISセキュアリモートアクセスにサインインするには:

1. [SignSignSign ininin tototo AXISAXISAXIS SecureSecureSecure RemoteRemoteRemote AccessAccessAccess (AXIS(AXIS(AXIS SecureSecureSecure RemoteRemoteRemote AccessAccessAccessにににサササイイインンンイイインンン)))] リンクをクリッ
クします。

2. MyAxisアカウントの認証情報を⼊⼒します。

3. [SignSignSign ininin (((サササイイインンンイイインンン)))] と [GrantGrantGrant (((承承承諾諾諾)))] をクリックしてアクセスを許可します。

サーバーリストからサーバーに接続するには、[ServerServerServer listlistlist (((サササーーーバババーーーリリリススストトト)))] フィールドのドロップダウンリスト

からサーバーリストを選択します。サーバーリストを作成または編集するには、 をクリックします。

AXIS Camera Stationからエクスポートされたサーバーリストファイルをインポートするには、右下の [ImportImportImport
serverserverserver listlistlist (((サササーーーバババーーーリリリススストトトをををイイインンンポポポーーートトト)))] をクリックして、.mslファイルを参照します。

接続するすべてのサーバーに保存されているユーザー名とパスワードを削除するには、右下の [DeleteDeleteDelete savedsavedsaved
passwordspasswordspasswords (((保保保存存存しししたたたパパパスススワワワーーードドドののの削削削除除除)))] をクリックします。

サーバーに接続するには、クライアントのプロキシー設定を変更しなければならない場合があります。右下の
[ChangeChangeChange clientclientclient proxyproxyproxy settingssettingssettings (((クククララライイイアアアンンントトトのののプププロロロキキキシシシーーー設設設定定定ををを変変変更更更)))] をクリックします。
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AXIS Camera Stationの設定
この「はじめに」チュートリアルでは、システムを⽴ち上げて実⾏するための基本的な⼿順について説明します。

開始する前に、次のことを⾏わなければならない場合があります。

• インストール内容に応じてネットワークを設定します。ネットワーク設定を参照してください。

• 必要な場合は、サーバーポートを設定します。サーバーポートの設定を参照してください。

• セキュリティ上の問題を考慮します。セキュリティに関する考慮事項を参照してください。

必要な設定を⾏った後で、AXIS Camera Stationによる作業を開始することができます。

1. AXIS Camera Stationの起動

2. デバイスの追加

3. 20ページ録画⽅法の設定

4. 21ページライブビューカメラ

5. 21ページ録画の再⽣

6. 21ページブックマークの追加

7. 21ページ録画のエクスポート

8. 22ページAXIS File Playerでの録画の再⽣と検証

AXIS Camera Stationの起動
インストールが完了した後、AXIS Camera Station Service Controlが⾃動的に起動します。

AXIS Camera Station Clientアイコンをダブルクリックすると、AXIS Camera Stationクライアントが起動します。
クライアントの初回起動時には、同じコンピューターにインストールされたAXIS Camera Stationサーバー
に⾃動的にログインします。

複数のAXIS Camera Stationサーバーに異なる⽅法で接続できます。

デバイスの追加
AXIS Camera Stationの初回起動時には、デバイスの追加ページに移動します。AXIS Camera Stationは、ネットワー
クを⾃動的に検索して接続済みのデバイスを調べ、検出されたデバイスの⼀覧を表⽰します。

1. 追加するカメラをリストから選択します。
ご使⽤のカメラがリストにない場合は、[ManualManualManual searchsearchsearch (((⼿⼿⼿動動動検検検索索索)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

3. [QuickQuickQuick configurationconfigurationconfiguration (((クククイイイッッッククク設設設定定定)))] または [SiteSiteSite DesignerDesignerDesigner configurationconfigurationconfiguration (Site(Site(Site DesignerDesignerDesigner 設設設定定定)))] を
選択します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

4. デフォルト設定を使⽤し、録画⽅法が [なし] に設定されていることを確認します。[InstallInstallInstall (((イイインンンススス
トトトーーールルル)))] をクリックします。

録画⽅法の設定
1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> RecordingRecordingRecording methodmethodmethod (((設設設定定定 >>> 録録録画画画とととイイイベベベンンントトト >>> 録録録画画画⽅⽅⽅法法法)))]
を選択します。

2. 動体検知録画を有効にするには、次のようにします。

2.1 カメラを選択します。
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2.2 [MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] をオンにします。

2.3 [ApplyApplyApply (((適適適⽤⽤⽤)))] をクリックします。

3. 連続録画を有効にするには、次のようにします。

3.1 カメラを選択します。

3.2 [ContinuousContinuousContinuous (((連連連続続続)))] をオンにします。

3.3 [ApplyApplyApply (((適適適⽤⽤⽤)))] をクリックします。

ライブビューカメラ
1. [ライブビュー] タブをクリックすると、カメラのライブビューに移動します。

2. カメラをクリックすると、そのカメラのライブビューに移動します。
カメラ名の後にある⻘⾊の点は、連続録画が実⾏中であることを⽰します。カメラ名の後にある⾚⾊の
点は、動体検知録画が実⾏中であることを⽰します。

3. をクリックすると、[ライブビュー]から [録画]に切り替わります。
タイムラインにある⾚い線は、その期間に動体検知録画が実⾏されたことを⽰します。タイムラインに
ある⻘い線は、連続録画が実⾏中であることを⽰します。

録画の再⽣
1. [Recording (録画)] タブに移動します。

2. カメラのタイムラインで、マウスホイールを操作してズームインまたはズームアウトし、マーカーが⽬
的の位置をポイントするようにタイムラインをドラッグします。

3. をクリックすると、⽬的の位置から録画の再⽣が開始されます。

ブックマークの追加
1. [録画] タブに移動します。

2. カメラのタイムラインで、マウスホイールを操作してズームインまたはズームアウトし、マーカーが⽬
的の位置をポイントするようにタイムラインをドラッグします。

3. をクリックします。

4. ブックマークの名前と説明を⼊⼒します。説明にキーワードを使⽤すると、ブックマークを検索しやす
く、内容が分かりやすくなります。

5. 録画をロックするには、[PreventPreventPrevent recordingrecordingrecording deletiondeletiondeletion (((録録録画画画削削削除除除ををを防防防⽌⽌⽌)))] を選択します。ロックされて
いる録画はアクティブにロック解除しない限り削除できません。

6. [OKOKOK] をクリックします。ブックマークのアイコンが、タイムラインの⽬的の位置に表⽰されます。

録画のエクスポート
1. [録画] タブに移動します。

2. カメラのタイムラインで、マウスのホイールを使⽤してズームイン/ズームアウトします。

3. をクリックすると、選択マーカーが表⽰されます。

4. マーカーをドラッグして、エクスポートする録画を含めます。
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5. をクリックして [エクスポート] タブを開きます。

6. [エクスポート] タブでは、必要に応じて次のことを⾏うことができます。

- をクリックすると、録画に関するメモを追加できます。

- [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックして、録画のエクスポート先を選択します。

- [IncludeIncludeInclude AxisAxisAxis FileFileFile PlayerPlayerPlayer (Axis(Axis(Axis FileFileFile PlayerPlayerPlayer ををを含含含めめめるるる)))]、[IncludeIncludeInclude notesnotesnotes (((ノノノーーートトトををを含含含めめめるるる)))]、および
[AddAddAdd digitaldigitaldigital signaturesignaturesignature (((デデデジジジタタタルルル署署署名名名ををを追追追加加加)))] を選択します。

7. [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] をクリックします。

8. [UseUseUse passwordpasswordpassword (((パパパスススワワワーーードドドををを使使使⽤⽤⽤すすするるる)))] を選択し、デジタル署名⽤のパスワードを⼊⼒します。
[OKOKOK] をクリックします。

AXIS File Playerでの録画の再⽣と検証
1. 録画のエクスポート先に指定したフォルダーに移動します。
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この例では、エクスポートしたファイルには、.asf形式の録画、.txt形式のメモ、AXIS File Playerが含
まれています。

2. AXIS File Playerをダブルクリックします。エクスポートされた録画が⾃動的に再⽣されます。

3. をクリックすると、録画に追加されたメモが表⽰されます。

4. デジタル署名を検証するには、次のようにします。

4.1 [TTToolsoolsools >>> VVVerifyerifyerify digitaldigitaldigital signaturesignaturesignature (((ツツツーーールルル >>> 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)))] に移動します。

4.2 [VVValidatealidatealidate withwithwith passwordpasswordpassword (((パパパスススワワワーーードドドででで検検検証証証)))] を選択し、パスワードを⼊⼒します。

4.3 [VVVerifyerifyerify (((検検検証証証)))] をクリックします。検証結果ページが表⽰されます。

ネットワーク設定
AXIS Camera Station Client、AXIS Camera Station Server、および接続されたネットワークデバイスがさまざま
なネットワークにインストールされている場合は、AXIS Camera Stationを使⽤する前にプロキシーまたはファ
イアウォールの設定が必要な可能性があります。

クククララライイイアアアンンントトトのののプププロロロキキキシシシーーー設設設定定定

クライアントとサーバーがプロキシーサーバーで分離されている場合は、クライアントのプロキシー設定を編
集します。

1. AXIS Camera Station Clientのアイコンをダブルクリックします。

2. [ChangeChangeChange clientclientclient proxyproxyproxy settingssettingssettings (((クククララライイイアアアンンントトトのののプププロロロキキキシシシーーー設設設定定定ををを変変変更更更)))] をクリックします。

3. クライアントのプロキシー設定を変更します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

サササーーーバババーーーのののプププロロロキキキシシシーーー設設設定定定

ネットワークデバイスとサーバーがプロキシーサーバーで分離されている場合は、サーバーのプロキシー設
定を編集します。

1. Windowsの通知エリアにあるAXIS Service Controlのアイコンをダブルクリックします。

2. [ModifyModifyModify settingssettingssettings (((設設設定定定ののの変変変更更更)))] を選択します。

3. [プロキシーの設定]セクションで、デフォルトの [シシシススステテテムムムアアアカカカウウウンンントトトのののイイインンンタタターーーネネネッッットトトオオオプププシシショョョンンン]を
使⽤するか、[UseUseUse manualmanualmanual proxyproxyproxy settingssettingssettings (((⼿⼿⼿動動動でででプププロロロキキキシシシーーーををを設設設定定定すすするるる)))] を選択します。

4. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

NANANATTTとととフフファァァイイイアアアウウウォォォーーールルル

クライアントとサーバーがNATやファイアウォールなどによって分離されている場合は、NATまたはファイア
ウォールを設定して、AXIS Camera Station Service Controlで指定されているHTTPポート、TCPポート、およびスト
リーミングポートがファイアウォールまたはNATを確実に通過できるようにします。NATまたはファイアウォー
ルの設定⼿順については、ネットワーク管理者に連絡してください。

サーバーポートの設定
AXIS Camera Station Serverでは、ポート55752 (HTTP)、55754 (TCP)、55756 (モバイル通信)、および55757 (モバイ
ルストリーミング) がサーバーとクライアントの間の通信に使⽤されます。必要な場合、これらのポートはAXIS
Camera Station Service Controlから変更できます。

23



AXIS Camera Station S22 Appliance Series

デバイスを構成する

セキュリティに関する考慮事項
カメラや録画に対する不正アクセスを防⽌するため、次のことに注意してください。

• すべてのネットワークデバイス (カメラ、ビデオエンコーダ、補助デバイス) で強⼒なパスワード
を使⽤します。

• AXIS Camera Station Server、カメラ、ビデオエンコーダ、補助デバイスをオフィスネットワークから分離
された安全なネットワークにインストールします。AXIS Camera Station Clientは、インターネットアクセ
スのあるネットワークなど、他のネットワーク上のコンピューターにインストールすることができます。

• すべてのユーザーが強⼒なパスワードを使⽤していることを確認します。Windows Active Directoryを使
⽤することで、⾼度なセキュリティを実装できます。

システムをオンラインでライセンスする
AXIS Camera Station クライアントとAXIS Camera Stationサーバーの両⽅をインターネットに接続する必要が
あります。

1. AXIS Camera Stationクライアントで、次の⼿順を実⾏します。

1.1 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> 管管管理理理)))] を選択します。

1.2 [ManageManageManage licenseslicenseslicenses onlineonlineonline (((オオオンンンララライイインンンでででララライイイセセセンンンスススををを管管管理理理)))] は、デフォルトでオンになって
います。

1.3 [GoGoGo tototo AXISAXISAXIS LicenseLicenseLicense PortalPortalPortal (AXIS(AXIS(AXISララライイイセセセンンンスススポポポーーータタタルルルににに移移移動動動)))] をクリックします。

2. AXISライセンスポータルwww.axis.com/licensesに、

2.1 お使いのMyAxisアカウントでサインインします。

2.2 [Add[Add[Add licenselicenselicense keykeykey (((ララライイイセセセンンンスススキキキーーーののの追追追加加加)])])] にライセンスキーを⼊⼒し、[Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をク
リックします。

3. AXIS Camera Stationクライアントで、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> KeysKeysKeys (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> キキキーーー)))] を選
択してライセンスキーが表⽰されていることを確認してください。

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/49695#t10129696_ja

AXIS Camera Stationのオンラインライセンス登録

システムをオフラインでライセンスする
1. AXIS Camera Stationクライアントで、システムファイルをエクスポートします。

1.1 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> 管管管理理理)))] を選択します。
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1.2 AXIS Camera Stationがオンラインの場合は、[ManageManageManage licenseslicenseslicenses onlineonlineonline (((ララライイイセセセンンンスススのののオオオンンンララライイインンン
管管管理理理)))] をオフにし、[ExportExportExport systemsystemsystem filefilefile (((シシシススステテテムムムフフファァァイイイルルルのののエエエクククスススポポポーーートトト)))] をクリックします。

1.3 AXIS Camera Stationがオフライン場合は、[ExportExportExport systemsystemsystem filefilefile (((シシシススステテテムムムフフファァァイイイルルルのののエエエクククスススポポポーーー
トトト)))] をクリックします。

1.4 システムファイルをUSBフラッシュドライブに保存します。

2. AXISライセンスポータルwww.axis.com/licensesに、

2.1 お使いのMyAxisアカウントでサインインします。

2.2 [UploadUploadUpload systemsystemsystem filefilefile (((シシシススステテテムムムフフファァァイイイルルルをををアアアッッップププロロローーードドド)))] をクリックして、エクスポートした
システムファイルをアップロードします。

2.3 [AddAddAdd licenselicenselicense keykeykey (((ララライイイセセセンンンスススキキキーーーののの追追追加加加)))] にライセンスキーを⼊⼒し、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をク
リックします。

2.4 [LicenseLicenseLicense keyskeyskeys (((ララライイイセセセンンンスススキキキーーー)))] で、[DownloadDownloadDownload licenselicenselicense filefilefile (((ララライイイセセセンンンスススフフファァァイイイルルルののの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、USBフラッシュドライブにファイルを保存します。

3. AXIS Camera Stationクライアントで、ライセンスファイルをインポートします。

3.1 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> 管管管理理理)))] を選択します。

3.2 [ImportImportImport licenselicenselicense filefilefile (((ララライイイセセセンンンスススフフファァァイイイルルルのののイイインンンポポポーーートトト)))] をクリックし、USBフラッシュドラ
イブのライセンスファイルを選択します。

3.3 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> KeysKeysKeys (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> キキキーーー)))] にお使いのライセンスキーが
表⽰されていることを確認してください。

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/49695#t10129682_ja

AXIS Camera Stationのオフラインライセンス登録
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Windows® ユーザーアカウントの管理

ユーザーアカウントの作成
個⼈データと情報のセキュリティを強化するために、ローカルアカウントごとにパスワードを追加すること
をお勧めします。

重要
ローカルアカウントのパスワードを作成したら、そのパスワードを忘れないでください。ローカルアカウ
ントのパスワードを紛失したパスワードを回復する⽅法はありません。

1. [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [[[アアアカカカウウウンンントトト]]] >>> [Other[Other[Other peoplepeoplepeople (((他他他のののユユユーーーザザザーーー)])])] >>> [Add[Add[Add someonesomeonesomeone elseelseelse tototo thisthisthis PCPCPC (((こここののの
PCPCPCににに他他他のののユユユーーーザザザーーーををを追追追加加加)])])] の順に移動します。

2. [III donʼtdonʼtdonʼt havehavehave thisthisthis personʼspersonʼspersonʼs signsignsign---ininin informationinformationinformation (((こここのののユユユーーーザザザーーーのののサササイイインンンイイインンン情情情報報報ををを持持持っっっててていいいななないいい)))] をク
リックします。

3. [Add[Add[Add aaa useruseruser withoutwithoutwithout aaa MicrosoftMicrosoftMicrosoft accountaccountaccount (Microsoft(Microsoft(Microsoft アアアカカカウウウンンントトトををを持持持たたたななないいいユユユーーーザザザーーーををを追追追加加加すすするるる)))] をク
リックします。

4. ユーザー名、パスワード、およびパスワードのヒントを⼊⼒します。

5. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックし、指⽰に従います。

管理者アカウントを作成する
1. [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Accounts[Accounts[Accounts (((アアアカカカウウウンンントトト)])])] >>> [Other[Other[Other peoplepeoplepeople (((そそそののの他他他のののユユユーーーザザザーーー)])])] に移動します。

2. 変更するアカウントに移動し、[ChangeChangeChange accountaccountaccount typetypetype (((アアアカカカウウウンンントトトののの種種種類類類ののの変変変更更更)))] をクリックします。

3. [AccountAccountAccount typetypetype (((アアアカカカウウウンンントトトののの種種種類類類)))]に移動し、[AdministratorAdministratorAdministrator (((管管管理理理者者者)))] を選択します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

5. デバイスを再起動し、新しい管理者アカウントでログインします。

ローカルユーザーグループを作成する
1. [ComputerComputerComputer ManagementManagementManagement (((コココンンンピピピュュューーータタターーー管管管理理理)))] に移動します。

2. [LocalLocalLocal UsersUsersUsers andandand GroupsGroupsGroups (((ロロローーーカカカルルルユユユーーーザザザーーーとととグググルルルーーープププ)]>)]>)]> [Group[Group[Group (((グググルルルーーープププ)])])] の順に移動します。

3. [GroupGroupGroup (((グググルルルーーープププ)))] を右クリックし、[NewNewNew GroupGroupGroup (((新新新しししいいいグググルルルーーープププ)))] を選択します。

4. グループ名と説明を⼊⼒します。

5. グループメンバーの追加:

5.1 [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

5.2 [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックします。

5.3 グループに追加するユーザーアカウントを⾒つけて、[OKOKOK] をクリックします。

5.4 もう⼀度 [OKOKOK] をクリックします。

6. [CreateCreateCreate (((作作作成成成)))] をクリックします。
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ユーザーアカウントを削除します。
重要

アカウントを削除すると、ログイン画⾯からユーザーアカウントが削除されます。また、ユーザーアカウ
ントに保存されているすべてのファイル、設定、およびプログラムデータも削除します。

1. [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Accounts[Accounts[Accounts (((アアアカカカウウウンンントトト)])])] >>> [Other[Other[Other peoplepeoplepeople (((そそそののの他他他のののユユユーーーザザザーーー)])])] に移動します。

2. 削除するアカウントに移動し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

ユーザーアカウントのパスワードを変更する
1. 管理者アカウントでログインします。

2. [UserUserUser AccountsAccountsAccounts (((ユユユーーーザザザーーーアアアカカカウウウンンントトト)])])] >>> [User[User[User AccountsAccountsAccounts (((ユユユーーーザザザーーーアアアカカカウウウンンントトト)])])] >>> [Manage[Manage[Manage anotheranotheranother
accountaccountaccount ininin sequencesequencesequence (((別別別のののアアアカカカウウウンンントトトををを順順順番番番ににに管管管理理理すすするるる)])])]の順に移動します。

デバイス上のすべてのユーザーアカウントの⼀覧が表⽰されます。

3. パスワードを変更するユーザーアカウントを選択します。

4. [ChangeChangeChange thethethe passwordpasswordpassword (((パパパスススワワワーーードドドののの変変変更更更)))] をクリックします。

5. 新しいパスワードを⼊⼒し、[ChangeChangeChange passwordpasswordpassword (((パパパスススワワワーーードドドののの変変変更更更)))] をクリックします。

ユーザーアカウントのパスワードリセットディスクを作成する
USBフラッシュドライブを使⽤してパスワードリセットディスクを作成することをお勧めします。パスワードを
忘れた場合は、パスワードをリセットできます。USBリセットディスクがないと、パスワードをリセットで
きません。

Windows 10のバージョン1803を使⽤している場合は、パスワードを忘れた場合に備えて、ローカルアカウントに
セキュリティの質問を追加できるため、パスワードリセットディスクを作成する必要はありません。これを⾏う
には、[StartStartStart (((スススタタターーートトト)))]ボタンをクリックし、[SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Sign[Sign[Sign---ininin optionsoptionsoptions (((サササイイインンンイイインンンオオオプププシシショョョンンン)])])] >>>
[Update[Update[Update youryouryour securitysecuritysecurity questionsquestionsquestions (((セセセキキキュュュリリリテテティィィににに関関関すすするるる質質質問問問ののの更更更新新新)))] の順にクリックします。

1. ローカルユーザーアカウントを使⽤してデバイスにログインします。接続されているアカウントのパス
ワードリセットディスクを作成することはできません。

2. USBフラッシュドライブをデバイスに接続します。

3. USBフラッシュドライブにデータがある場合は、バックアップします。

4. [Windows® 検索フィールドから、[CreateCreateCreate aaa passwordpasswordpassword resetresetreset diskdiskdisk (((パパパスススワワワーーードドドリリリセセセッッットトトデデディィィスススクククののの
作作作成成成)))」に進みます。

5. パスワードの作成ウィザードで、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

6. USBフラッシュドライブを選択ししし、[Next (次へ)] をクリックします。

7. 現在のパスワードを⼊⼒し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

8. 画⾯の指⽰に従います。

9. USBフラッシュドライブを取り外し、覚えておける安全な場所に保管してください。パスワードを何度変
更しても、新しいディスクを作成する必要はありません。
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ユーザー権限の設定
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> UserUserUser permissionspermissionspermissions (((設設設定定定 >>>セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>>ユユユーーーザザザーーー権権権限限限)))] を選択すると、AXIS Camera
Stationに追加されているユーザーおよびグループが⼀覧表⽰されます。

注
AXIS Camera Stationサーバーがインストールされているコンピューターの管理者には、⾃動的にAXIS
Camera Stationの管理者権限が付与されます。管理者グループの権限を変更したり、削除したりすること
はできません。

ユーザーまたはグループを追加するには、ユーザーまたはグループがローカルコンピューターに登録されている
か、Windows Active Directoryユーザーアカウントを持っている必要があります。Windows Active Directoryを使⽤
することで、⾼度なセキュリティを実装できます。

グループの⼀員であるユーザーには、個⼈およびグループに割り当てられる最上位の権限が与えられます。

グループの⼀員であるユーザーには、個⼈としてのアクセス権のほか、グループの⼀員としての権限も与えられ
ます。たとえば、あるユーザーがユーザー個⼈の権限としてカメラXへのアクセス権を与えられているとします。
さらにそのユーザーは、あるグループのメンバーであり、そのグループにはカメラYとカメラZへのアクセス権が
与えられています。この場合、このユーザーはカメラX、Y、Zのアクセスが可能です。

指定したAXIS Camera Stationユーザーによるコンピューターへのアクセスに関するセキュリティ上の⼼配事がある
場合は、標準のユーザーアカウントを作成してからこれを使⽤してAxis Camera Stationにアクセスしてくださ
い。その後、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> UserUserUser permissionspermissionspermissions (((設設設定定定 >>> セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> ユユユーーーザザザーーー権権権限限限)))] でこのア
カウントを管理者に昇格させることができます。

リストは、以下の情報で構成されています。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

アイコン エントリの種類 (ユーザーまたはグループ) を⽰します。

名前 ローカルコンピューターまたはActive Directoryに表⽰されるユーザー名。

ドメイン ユーザーまたはグループが登録されているドメイン名。

権限 ユーザーまたはグループに与えられているアクセス権。

表⽰される値: 管理者、オペレーター、閲覧者。

詳細 ローカルコンピューターまたはActive Directoryに表⽰されるユーザーの詳
細情報。

サーバー ユーザーまたはグループが登録されているサーバー名。複数のAXIS Camera
Stationサーバーに接続しているときにのみ使⽤できます。

ユーザーまたはグループを追加するには、「ユーザーまたはグループの追加」を参照してください。

ユーザーまたはグループのアクセス権を変更するには、ユーザーまたはグループをクリックし、変更を加えま
す。[ApplyApplyApply (((適適適⽤⽤⽤)))] をクリックします。

ユーザーまたはグループを削除するには、ユーザーまたはグループを選択し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックしま
す。ポップアップダイアログで [OKOKOK] をクリックするとユーザーまたはグループが削除されます。
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ユーザーまたはグループの追加
Microsoft Windowsのユーザーアカウント、Active Directoryユーザーおよびグループは、AXIS Camera Stationに
アクセスできます。ユーザーをAXIS Camera Stationに追加するには、ユーザーまたはグループをWindows
に追加する必要があります。

ユーザーまたはグループをMicrosoft Windowsに追加するには、次のように実⾏します。Windowへのユーザー
追加の⽅法は、実⾏中のWindowsのバージョンによって異なる場合があります。Microsoftのサイトの指⽰に
従ってください。Active Directoryドメインネットワークに接続している場合は、ネットワーク管理者にお
問い合わせください。

ユユユーーーザザザーーーまままたたたはははグググルルルーーープププののの追追追加加加

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> UserUserUser permissionspermissionspermissions (((設設設定定定 >>> セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> ユユユーーーザザザーーー権権権限限限)))] を選択し、[AddAddAdd
(((追追追加加加)))] をクリックします。

2. 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合は、[SelectedSelectedSelected serverserverserver (((選選選択択択しししたたたサササーーーバババーーー)))] ド
ロップダウンリストからサーバーを選択します。

3. [ServerServerServer (((サササーーーバババーーー)))] を選択してローカルコンピューターのユーザーまたはグループを検索するか、
[DomainDomainDomain (((ドドドメメメイイインンン)))] を選択してActive Directoryのユーザーまたはグループを検索します。複数のAXIS
Camera Stationサーバーに接続している場合は、検索するサーバーを選択できます。

4. ユーザーのみ、またはグループのみを検索するには、[UsersUsersUsers (((ユユユーーーザザザーーー)))] または [GroupsGroupsGroups (((グググルルルーーープププ)))]
を選択します。

5. ユーザーまたはグループのリストが表⽰されます。すでにAXIS Camera Stationに登録されているユーザー
/グループは、この⼀覧には表⽰されません。

- ユーザーまたはグループが多すぎると、検索結果が表⽰されません。検索対象を絞り込んで
特定のユーザーまたはグループを検索するには、[TTTypeypeype tototo searchsearchsearch (((検検検索索索すすするるる⽂⽂⽂字字字ををを⼊⼊⼊⼒⼒⼒)))]
フィールドを使⽤します。

- ドメインユーザーの検索が失敗した場合は、サービスのログオンアカウントを変更する必
要があります。

6. ユーザーまたはグループを選択し、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。ユーザーまたはグループがリスト
に追加され、斜体で表⽰されます。

ユユユーーーザザザーーーまままたたたはははグググルルルーーープププののの設設設定定定

1. リストからユーザーまたはグループを選択します。

2. [RoleRoleRole (((権権権限限限)))] で、[AdministratorAdministratorAdministrator (((管管管理理理者者者)))]、[OperatorOperatorOperator (((オオオペペペレレレーーータタターーー)))]、または [ViewerViewerViewer (((閲閲閲覧覧覧者者者)))]
を選択します。

3. [OperatorOperatorOperator (((オオオペペペレレレーーータタターーー)))] または [ViewerViewerViewer (((閲閲閲覧覧覧者者者)))] を選択した場合は、ユーザーまたはグループの権限
を設定することができます。ユーザーまたはグループの権限を参照してください。

4. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。リスト内のユーザーまたはグループが斜体でなくなり、使⽤する準
備ができます。

ユーザーまたはグループの権限
ユーザーまたはグループに与えられる役割は3種類です。ユーザーまたはグループのアクセス権の設定⽅法に
ついては、「ユーザーまたはグループの追加」を参照してください。

• 管管管理理理者者者::: すべてのカメラのライブ映像や録画映像へのアクセス、すべてのI/Oポートおよびビューへのアク
セスなど、システム全体へのフルアクセス。よって、カメラ、I/Oポートまたはビューへのアクセス権を
個別に設定する必要はありません。システム設定を⾏うユーザは、この権限が必要になります。
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• オオオペペペレレレーーータタターーー::: 選択したカメラのライブビデオと録画ビデオへのアクセス、および選択したI/Oポー
トおよびビューへのアクセス。オペレーターには、AXIS Camera Station のすべての機能（システムの
設定を除く）へのアクセス権が与えられます。

• 閲閲閲覧覧覧者者者::: 選択したカメラのライブビデオへのアクセス、および選択したI/Oポートおよびビューへのアクセ
ス。録画にアクセスしたり、システムの設定を⾏うことはできません。

カカカメメメラララ

オペレーターまたは閲覧者の役割を持つユーザーまたはグループは、次のアクセス権を利⽤できます。

• アアアクククセセセススス::: カメラおよびすべてのカメラ機能へのアクセスを許可します。

• ビビビデデデオオオ::: このカメラからのライブビデオへのアクセスを許可します。

• ⾳⾳⾳声声声受受受話話話::: カメラから受話するアクセスを許可します。

• ⾳⾳⾳声声声送送送話話話::: カメラに送話するアクセスを許可します。

• ⼿⼿⼿動動動録録録画画画::: 録画の⼿動による開始と停⽌を許可します。

• メメメカカカニニニカカカルルルPTZ:PTZ:PTZ: メカニカルPTZコントロールへのアクセスを許可します。メカニカルPTZを搭載したカ
メラでのみ使⽤できます。

• PTZPTZPTZ優優優先先先度度度::: PTZ優先度を設定します。数値が⼩さいほど、優先度が⾼いことを意味します。0は、優先度
が割り当てられないことを意味します。優先度が最も⾼いのは管理者です。優先度の⾼い権限を持つ
ユーザーがPTZカメラを操作する場合、デフォルトでは、他のユーザーは同じカメラを10秒間操作するこ
とができません。メカニカルPTZを搭載したカメラで、[MechanicalMechanicalMechanical PTZPTZPTZ (((メメメカカカニニニカカカルルルPTZ)PTZ)PTZ)] が選択さ
れているときにのみ使⽤できます。

ビビビュュューーー

オペレーターまたは閲覧者の役割を持つユーザーまたはグループは、次のアクセス権を利⽤できます。複数の
ビューを選択し、アクセス権を設定することができます。

• アアアクククセセセススス::: AXIS Camera Stationのビューへのアクセスを許可します。

• 編編編集集集::: AXIS Camera Stationのビューの編集を許可します。

I/OI/OI/O

オペレーターまたは閲覧者の役割を持つユーザーまたはグループは、次のアクセス権を利⽤できます。I/O
ポートはデバイスごとに⼀覧表⽰されています。

• アアアクククセセセススス::: I/Oポートへのフルアクセスを許可します。

• 読読読みみみ取取取りりり::: I/Oポートのステータスの表⽰を許可します。ポートのステータスを変更することはで
きません。

• 書書書ききき込込込みみみ::: I/Oポートのステータスの変更を許可します。

シシシススステテテムムム

設定できないアクセス権はグレー表⽰され、[RoleRoleRole privilegesprivilegesprivileges (((ロロローーールルル権権権限限限)))] の下に⼀覧表⽰されます。チェック
マークが付いている権限は、ユーザーまたはグループがデフォルトでその権限を持っていることを⽰します。

オペレーターの役割を持つユーザーまたはグループは、次のアクセス権を利⽤できます。

• スススナナナッッップププシシショョョッッットトトををを撮撮撮るるる::: ライブビューモードおよび録画モードでのスナップショット撮影を許可します。

• 録録録画画画のののエエエクククスススポポポーーートトト::: 録画のエクスポートを許可します。

• 事事事故故故レレレポポポーーートトトののの⽣⽣⽣成成成::: 事故レポートの⽣成を許可します。
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• こここれれれよよよりりり古古古いいい録録録画画画へへへのののアアアクククセセセスススををを防防防⽌⽌⽌::: 指定した分数よりも古い録画へのアクセスを防⽌します。ユー
ザーが検索を利⽤する際、指定した時間よりも前の録画は検索できなくなります。指定した時間より
古い録画とブックマークは、再⽣できません。

閲覧者の役割を持つユーザーまたはグループは、次のアクセス権を利⽤できます。

• スススナナナッッップププシシショョョッッットトトををを撮撮撮るるる::: ライブビューモードおよび録画モードでのスナップショット撮影を許可します。
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Windows®を更新します
Windows® 10は定期的に更新プログラムをチェックします。更新プログラムが利⽤可能になると、デバイスは⾃動
的に更新プログラムをダウンロードしますが、インストールは⼿動で⾏う必要があります。

注
スケジュールされたシステムの再起動中に録画が中断されます。

更新プログラムを⼿動で確認するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Update[Update[Update &&& SecuritySecuritySecurity (((更更更新新新とととセセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [Windows[Windows[Windows UpdateUpdateUpdate (((WindowsWindowsWindows 更更更新新新プププロロロ
グググラララムムム)])])] の順に移動します。

2. [CheckCheckCheck forforfor updatesupdatesupdates (((クククリリリッッックククしししててて更更更新新新)))] をクリックします。

Windowsの更新プログラムの設定を構成する
Windows®の更新プログラムを実⾏する⽅法とタイミングを変更する必要がある場合があります。

注
スケジュールされたシステムの再起動中に、進⾏中のすべての録画が停⽌します。

1. 実⾏アプリを開きます。

- [WindowsWindowsWindows SystemSystemSystem (((WindowsWindowsWindowsシシシススステテテムムム)]>)]>)]> [Run[Run[Run (((実実実⾏⾏⾏)))] に移動するか、

- 以下のキーを押します: Win と R.

2. gpedit.mscと⼊⼒し、[OKOKOK] をクリックします。ローカルグループポリシーエディタが開きます。

3. [ComputerComputerComputer ConfigurationConfigurationConfiguration (((コココンンンピピピュュューーータタターーーののの構構構成成成)])])] >>> [Administrative[Administrative[Administrative TTTemplatesemplatesemplates (((管管管理理理⽤⽤⽤テテテンンンプププレレレーーー
トトト)]>)]>)]> [Windows[Windows[Windows ComponentsComponentsComponents (((WindowsWindowsWindowsコココンンンポポポーーーネネネンンントトト)])])] >>> [Windows[Windows[Windows UpdateUpdateUpdate (((WindowsWindowsWindows更更更新新新プププロロログググ
ラララムムム)))] の順に移動します。

4. 必要に応じて設定を構成します (例を参照)。

例例例
ユーザーの操作なしで更新プログラムを⾃動的にダウンロードしてインストールし、必要に応じて不在時にデバ
イスを再起動するには、次の構成を使⽤します。

1. [AlwaysAlwaysAlways automaticallyautomaticallyautomatically restartrestartrestart atatat thethethe scheduledscheduledscheduled timetimetime (((常常常にににスススケケケジジジュュューーールルルささされれれたたた時時時刻刻刻ににに⾃⾃⾃動動動的的的ににに再再再起起起
動動動すすするるる)))] を開き、次のいずれかを選択します。

1.1 EnabledEnabledEnabled (((有有有効効効)))

1.2 TheTheThe restartrestartrestart timertimertimer willwillwill givegivegive usersusersusers thisthisthis muchmuchmuch timetimetime tototo savesavesave theirtheirtheir workworkwork (minutes)(minutes)(minutes) 再再再起起起動動動タタタイイイマママーーー
ははは、、、ユユユーーーザザザーーーががが⾃⾃⾃分分分ののの仕仕仕事事事(((分分分)))ををを保保保存存存すすするるるたたためめめにににこここれれれだだだけけけののの時時時間間間ををを与与与えええままますすす: 15.

1.3 [OKOKOK] をクリックします。

2. [ConfigureConfigureConfigure AutomaticAutomaticAutomatic UpdatesUpdatesUpdates (((⾃⾃⾃動動動更更更新新新ののの構構構成成成)))] を開き、次の項⽬を選択します。

2.1 EnabledEnabledEnabled (((有有有効効効)))

2.2 ConfigureConfigureConfigure AutomaticAutomaticAutomatic updatesupdatesupdates (((⾃⾃⾃動動動更更更新新新ををを構構構成成成すすするるる))): ⾃動ダウンロードとインストールのス
ケジュール設定

2.3 ScheduleScheduleSchedule InstallInstallInstall daydayday (((イイインンンススストトトーーールルル⽇⽇⽇のののスススケケケジジジュュューーールルル))): 毎週⽇曜⽇
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2.4 ScheduleScheduleSchedule InstallInstallInstall timetimetime (((イイインンンススストトトーーールルル時時時刻刻刻のののスススケケケジジジュュューーールルル))) : 00:00

2.5 [OKOKOK] をクリックします。

3. [AllowAllowAllow AutomaticAutomaticAutomatic UpdatesUpdatesUpdates immediateimmediateimmediate installationinstallationinstallation (((⾃⾃⾃動動動更更更新新新ををを直直直ちちちにににイイインンンススストトトーーールルルすすするるる)))] を開き、次
を選択します。

3.1 EnabledEnabledEnabled (((有有有効効効)))

3.2 [OKOKOK] をクリックします。

サーバーをリセットする
サーバーのリセットボタンを使⽤して、サーバーをリセットできます。サーバーのリセットには1時間以上か
かります。

1. デバイスの電源を切ります。

2. サーバーのリセットボタンを5秒間押し続けます。Windows REが起動します。

3. [TTTroubleshootroubleshootroubleshoot (((トトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ)))] を選択します。

4. [ResetResetReset youryouryour PCPCPC (PC(PC(PCのののリリリセセセッッットトト)))] を選択します。

5. [KeepKeepKeep mymymy filesfilesfiles (((フフファァァイイイルルルををを保保保持持持すすするるる)))]または [RemoveRemoveRemove everythingeverythingeverything (((すすすべべべててて削削削除除除)))] を選択します。[KeepKeepKeep
mymymy filesfilesfiles (((フフファァァイイイルルルををを保保保持持持すすするるる)))] を選択した場合は、管理者の資格情報を指定する必要があります。

6. 画⾯上の指⽰に従ってください。

7. サーバーが再起動し、Windowsを⼯場出荷時の既定の設定に復元する⼿順が開始されます。

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/49695#t10141100_ja

サーバーを⼯場出荷時の既定の設定にリセットする

スイッチをリセットする
次のいずれかの⽅法を使⽤して、スイッチを⼯場出荷時の既定の設定にリセットできます。

• スイッチリセットボタンを使⽤する。開始する前に、スイッチがオンになっていることを確認します。
スイッチリセットボタンを約5秒間押し続け、デバイスの背⾯にある電源ボタンLEDが⻘⾊に変わ
ります。約6分かかります。

• スイッチの管理ページから⾏う。44ページ⼯場出荷時の設定にリセットするを参照してください。
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ストレージを追加する

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/49695#t10150845_ja
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内蔵スイッチの管理

内蔵スイッチの設定について
AXIS Camera StationS22アプライアンスシリーズには、内蔵パワーオーバーイーサネット(PoE)スイッチが付属して
います。組み込みスイッチを設定および管理できます。

スイッチの⽬的は、ネットワーク上のトラフィックを分離して、スイッチ (PoEポートおよびU1ネットワーク
接続) によって管理されるセキュリティカメラおよび関連トラフィックが他のネットワークと共有されない
ようにすることです。

スイッチの電源管理は、次の規則に従います。

• 各ポートは、接続されている受電デバイスのPoEクラスに従って電⼒を確保できます。電⼒は、⼿動で実
際の使⽤量によって割り当てることもできます。

• 特定のポートの実際の消費電⼒がそのポート⽤に確保された電⼒を上回ると、そのポートはシャットダ
ウンされます。

• すべてのポートの実際の消費電⼒が電源から供給可能な合計電⼒量を上回った場合は、ポートは
シャットダウンされます。ポートのシャットダウンの順序は、ポートの優先度に従います (⼩さいポー
ト番号ほど優先度は⾼くなります)。

⾔⾔⾔語語語ののの選選選択択択

スイッチの [管理] ページで、[ >>> languagelanguagelanguage (((⾔⾔⾔語語語ののの選選選択択択)))] に移動し、使⽤する⾔語を選択します。

ヘヘヘルルルプププペペペーーージジジににに移移移動動動しししままますすす。。。

スイッチの管理ページで、[ >>> [Help[Help[Help (((ヘヘヘルルルプププ)))] の順に移動します。

スイッチの管理ページにログインする
1. スイッチの管理ページに移動します。

- Webブラウザから、スイッチのIPアドレスを⼊⼒します。デフォルトでは: 192.168.0.1

- AXIS Recorder Toolboxから、[SwitchSwitchSwitch >>> OpenOpenOpen thethethe switchswitchswitch configurationconfigurationconfiguration (((スススイイイッッッチチチ >>> スススイイイッッッチチチののの
設設設定定定ををを開開開くくく)))] の順に移動します。

- AXIS Camera Stationクライアントから、[ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)])])] >>> [Switch[Switch[Switch (((スススイイイッッッチチチ)])])] >>>
[Management[Management[Management (((管管管理理理)))] の順に移動します。スイッチの設定を参照してください

2. 資格情報を使⽤してログインします。

- ユーザー名: admin

- パスワード: ランダムに⽣成されたパスワードは、製品の下のステッカーまたは箱の中⾝の粘
着ステッカーで⾒つけることができます。

スイッチの管理ページをログアウトするには >>> [Log[Log[Log outoutout (((ロロログググアアアウウウトトト)))] に移動します。

オーバービュー
スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

⼀⼀⼀般般般情情情報報報
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カカカテテテゴゴゴリリリーーー アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

アクティブな
ポート

使⽤中のポートの数。

PoEを使⽤す
るポート

使⽤中のPoEが有効になっているポートの数。

ポートの概要

ロックされた
ポート

ロックされたポートの数。

現在のPoEの使
⽤状況

PoEデバイスによって消費されるワットとパーセンテージの合計電⼒。

ポートをクリックすると、ポートの詳細が表⽰されます。

アクティブ ポートは使⽤中です。

⾮アクティブ ポートを使⽤する準備ができました。

ポートの状態

ブロック ポートがブロックされています。

ポポポーーートトトリリリススストトト

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

ポート デバイスが接続されているポート番号です。

デバイス ポートに接続されているデバイスの名前。

IP address (IPアドレ
ス)

ポートに接続されているデバイスのIPアドレス。

PoE PoEステータスを表⽰します。アイコンをクリックすると、ポートのPoEをオンま
たはオフにできます。

消費電⼒ (W) ポートに接続されているデバイスが消費する電⼒ (ワット単位)。

アップストリーム
(Mbit/s)

ポート上の送信データの平均データレート (メガビット/秒)。

ダウンストリーム
(Mbit/s)

ポート上の送信データの平均データレート (メガビット/秒)。

MACアドレス ポートに接続されているデバイスのMACアドレス。

ロック ポートがロックされているかどうかを表⽰します。アイコンをクリックすると、ポート
をロックまたはロック解除できます。

PoEをオン/オフにする
ポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオンンンにににすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. [PoE] 列で をクリックし、特定のポートでPoEをオンにします。

すすすべべべてててのののポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオンンンにににすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. をクリックし、[TTTurnurnurn ononon PoEPoEPoE ononon allallall portsportsports (((すすすべべべてててのののポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオンンンにににすすするるる)))] を選択します。
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ポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオフフフにににすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. [PoE] 列で をクリックし、特定のポートでPoEをオフにします。

すすすべべべてててのののポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオフフフにににすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. をクリックし、[TTTurnurnurn ononon PoEPoEPoE ononon allallall portsportsports (((すすすべべべてててのののポポポーーートトトでででPoEPoEPoEをををオオオフフフにににすすするるる)))] を選択します。

注
[電源管理] ページでPoEのオンとオフを切り離すこともできます。

ポートのロックとロック解除
MACアドレスをポートにロックすると、そのMACアドレスからのトラフィックだけが渡されるようになります。
これによってセキュリティが向上し、権限のないユーザーがセキュリティネットワークにノートPCやその他
のデバイスを接続できなくなります。

ポポポーーートトトをををロロロッッックククすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. [ロック] 列で 、ポートをクリックしてロックします。

すすすべべべてててのののポポポーーートトトをををロロロッッックククすすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. をクリックし、[LockLockLock allallall portsportsports (((すすすべべべてててのののポポポーーートトトをををロロロッッックククすすするるる)))] を選択します。

ポポポーーートトトのののロロロッッックククををを解解解除除除すすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. [ロック] 列で をクリックしてポートのロックを解除します。

すすすべべべてててのののポポポーーートトトのののロロロッッックククををを解解解除除除すすするるる

1. スイッチの管理ページで、[OverviewOverviewOverview (((概概概要要要)))] をクリックします。

2. をクリックし、[UnlockUnlockUnlock allallall portsportsports (((すすすべべべてててのののポポポーーートトトのののロロロッッックククををを解解解除除除すすするるる)))] を選択します。

電源管理
スイッチの管理ページで、[PowerPowerPower managementmanagementmanagement (((電電電源源源管管管理理理)))] をクリックします。

⼀⼀⼀般般般情情情報報報

• PoEを使⽤するポート: 使⽤中のPoEが有効になっているポートの数。

• 現在のPoEの使⽤状況: デバイスが消費するワット数のPoE電⼒と、専⽤PoE電⼒の合計のうち、使⽤
済みPoE電⼒の割合。

• 必要な電⼒: デバイスに割り当てられた合計電⼒ (ワット数と割合)。電源割り当て⽅法として [ReservedReservedReserved
powerpowerpower (((予予予約約約電電電⼒⼒⼒)))] を選択した場合にのみ使⽤できます。
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ポポポーーートトトリリリススストトト

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

ポート デバイスが接続されているポート番号です。

PoE PoEステータスです。アイコンをクリックすると、ポートのPoEをオンまたはオフ
にできます。

PoE Class 接続されたデバイスのPoEクラスです。

優先度 接続されたデバイスへの電源割り当ての優先度。番号の⼩さいポートの⽅が優先度が⾼
くなります。デフォルトでは、優先順位はポート番号です。

消費電⼒ (W) ポートに接続されているデバイスが消費する電⼒ (ワット単位)。

必要な電⼒ (W) ポートに接続されているデバイスが必要な電⼒ (ワット単位)。
電源割り当て⽅法として [ReservedReservedReserved powerpowerpower (((予予予約約約電電電⼒⼒⼒)))] を選択した場合にのみ使⽤で
きます。

割り当てられた電⼒
(W)

ポートに割り当てられた電⼒を⼿動で調整します。
電源割り当て⽅法として [ReservedReservedReserved powerpowerpower (((予予予約約約電電電⼒⼒⼒))) >>> ManualManualManual (((⼿⼿⼿動動動)))] を選択した場合
にのみ使⽤できます。

電⼒の割り当て
PoE電源は、次の⽅法で接続されているデバイスに割り当てることができます。

• 予予予約約約電電電⼒⼒⼒::: この⽅法では、各ポートが電⼒の量を確保します。予約電⼒の合計は合計電⼒容量を超えるこ
とはできません。使⽤可能な電⼒より多くの電⼒をデバイスが予約しようとすると、ポートの電源が供
給されません。この⽅法では、接続されたデバイスの電源が供給されるようになります。

- PoEPoEPoE Class:Class:Class: 各ポートは、接続されたデバイスのPoEクラスに従って、⾃動的に確保する電
⼒量を決定します。

- ⼿⼿⼿動動動::: [PowerPowerPower allocatedallocatedallocated (((割割割りりり当当当てててたたた電電電⼒⼒⼒)))] で値を変更して、各ポートに割り当てられた電⼒量を
⼿動で調整することができます。

- LLDPLLDPLLDP---MED:MED:MED: 各ポートは、LLDPプロトコルを使⽤してPoE情報を交換することによって、予約
電⼒の量を決定します。

注
電⼒割り当て⽅式LLDP-MEDは、ファームウェア9.20以降のカメラに対してのみ機能します。

• 実実実際際際ののの消消消費費費電電電⼒⼒⼒::: この⽅法では、デバイスは電⼒の容量を増加させるまで必要な電⼒を消費します。使⽤
可能な量より多くの電⼒をデバイスが消費している場合は、ポートがシャットダウンされます。ポー
トは優先度に従ってシャットダウンされます。

電⼒配分⽅法を変更するには、次の⼿順に進みます。

1. スイッチの電源管理ページで、[PowerPowerPower managementmanagementmanagement (((電電電源源源管管管理理理)))] に移動します。

2. 予約電⼒を使⽤するには、[AllocateAllocateAllocate powerpowerpower (((電電電⼒⼒⼒ののの割割割りりり当当当ててて)))] の下で [ReservedReservedReserved powerpowerpower (((予予予約約約電電電⼒⼒⼒)))] を
選択し、[PoEPoEPoE ClassClassClass ]、[ManualManualManual (((⼿⼿⼿動動動)))]、または [ReservedReservedReserved powerpowerpower determineddetermineddetermined bybyby (((予予予約約約電電電⼒⼒⼒ををを決決決定定定
すすするるる)))] の下で [LLDPLLDPLLDP] を選択します。

3. 実際の消費⽅法を使⽤するには、[AllocateAllocateAllocate powerpowerpower (((電電電⼒⼒⼒ののの割割割りりり当当当ててて)))] で [ActualActualActual consumptionconsumptionconsumption (((消消消費費費
電電電⼒⼒⼒)))] を選択します。

4. [ManualManualManual (((⼿⼿⼿動動動)))] を選択した場合は、[Power allocated (割り当てた電⼒)] 列に移動し、接続されているデバ
イスに割り当てられている電⼒を変更します。
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5. 接続されているデバイスの優先度を変更する場合は、そのデバイスの優先度を選択します。他の
デバイスの優先順位は⾃動的に変更されます。

例例例
この例では、スイッチの総電⼒バジェットは135 Wです。PoEクラス4デバイスは30 W電⼒を要求し、実際には15
W電⼒を消費します。PoEクラス2デバイスは7W電⼒を要求し、実際には5W電⼒を消費します。

PoEPoEPoE ClassClassClassににによよよるるる電電電⼒⼒⼒ののの割割割りりり当当当ててて

• 各ポートは、デバイスのPoEクラスに従って電⼒量を確保します。

• スイッチは、4つのPoE Class4デバイスと2つのPoE Class2デバイスに電⼒を供給できます。

• 最⼤占有電⼒は (4 x 30) + (2 × 7) = 134 Wです。

• 実際に消費される電⼒は、(4 × 15) + (2 × 5) = 70 Wです。

• このように、接続されたすべてのデバイスの電⼒が⼗分に確保されるため、優先順位がそれほど
重要ではありません。

⼿⼿⼿動動動ででで電電電⼒⼒⼒ををを割割割りりり当当当てててるるる
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• 予約電⼒は、PoE Class4デバイスの場合は⼿動で20 Wに調整されます。

• スイッチは、5つのPoE Class4デバイスと3つのPoE Class2デバイスに電⼒を供給できます。

• 最⼤占有電⼒は (5 x 20) + (3 x 7) = 121 Wです。

• 実際に消費される電⼒は、(5 x 15) + (3 x 5) = 90 Wです。

• このように、接続されたすべてのデバイスの電⼒が⼗分に確保されるため、優先順位がそれほど
重要ではありません。

実実実際際際ののの消消消費費費電電電⼒⼒⼒ををを使使使⽤⽤⽤しししててて電電電⼒⼒⼒ををを配配配分分分

• デバイスを接続している場合、スイッチはその時点で最⼤電⼒制限を確保できるように電源を⼊れます。

• まず、スイッチは5台のPoE class 4デバイスに接続し、実際の電⼒消費量は5 x 15 = 75 Wです。

• その後、各デバイスは最⼤30Wの電⼒を消費します。スイッチは5台のデバイスに電源を供給できず、優
先順位の低いポート5はシャットダウンされます。実際の消費電⼒は、4 x 30 = 120 Wです。
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• このようにして、ポートの優先順位が重要になります。最低優先順位のポートは、実際の消費電⼒が電
⼒容量を超えたときに、最初にシャットダウンされます。

設定

ネットワークを設定します。
スイッチのIPアドレスを変更できます。ただし、ほとんどのカメラのインストールでは、既定の設定を使⽤するこ
とをお勧めします。その理由は、監視ネットワークは通常、企業LANなどの他のネットワークから分離されてい
るためです。この場合、監視ネットワークを使⽤して、サーバーにインストールされているビデオ管理ソフ
トウェアから監視デバイスとデータを管理および収集するだけです。

1. スイッチの管理ページで、[SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Network[Network[Network settingssettingssettings (((ネネネッッットトトワワワーーーククク設設設定定定)))] の順に移動します。

2. 接続の種類、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS1、DNS2、およびホスト名を⼊
⼒します。

注
⼯場出荷時の設定は次の通りです: アドレス192.168.0.1を持つ静的IP接続と、アドレス255.255.255.0
を持つサブネットマスク。

3. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

⽇付と時刻を設定します。
1. スイッチの管理ページで、[SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [Date[Date[Date andandand timetimetime (((⽇⽇⽇付付付ととと時時時刻刻刻)))] の順に移動します。

2. 国とタイムゾーンを選択します。

3. 時間を⼿動で設定するには、[⼿⼿⼿動動動] を選択し、⼿動で時間を調整します。

4. NTPサーバをセットアップするには、[NTPサササーーーバババ]を選択し、NTPサーバアドレスを⼊⼒します。

注
NTPは、スイッチがネットワークに接続され、インターネットアクセスで構成されている場合にの
み機能します。

5. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

DHCPサーバーの設定
重要

スイッチのDHCPサーバが有効になっており、AXIS Camera Station S22アプライアンスが独⾃のDHCPサーバ
を持つ外部ネットワークに接続されている場合は、IPアドレスの競合が発⽣します。これにより、企業ネッ
トワークが機能しなくなる可能性があります。

接続されているデバイスにIPアドレスを割り当てるために内部DHCPサーバを使⽤するようにスイッチを設定でき
ます。スイッチアップリンク接続を使⽤して、デバイスが外部アプリケーションからアクセスまたはアクセスで
きるようにする場合は、ゲートウェイとDNSアドレスを指定する必要があります。

1. スイッチの管理ページで、[SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [DHCP[DHCP[DHCP serverserverserver (DHCP(DHCP(DHCPサササーーーバババーーー)))] の順に移動します。

2. [UseUseUse DHCPDHCPDHCP serverserverserver (DHCP(DHCP(DHCPサササーーーバババーーーををを使使使⽤⽤⽤すすするるる)))]チェックボックスをオンにします。

3. 開始IPアドレス、終了IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS 1、DNS 2、リースの⻑
さ、およびドメイン名を⼊⼒します。

4. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。
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SNMP設定
1. スイッチの管理ページで、[SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)])])] >>> [SNMP[SNMP[SNMP] の順に移動します。

2. SNMP接続に使⽤するサーバー名、連絡先、および場所を⼊⼒します。

3. SNMPV1またはSNMPV2cを使⽤する場合は、[SNMPV1/SNMPV2cSNMPV1/SNMPV2cSNMPV1/SNMPV2c ] を選択し、読み取りコミュニティに
⼊ります。

4. SNMPV3を使⽤する場合は、[SNMPV3SNMPV3SNMPV3 (MD5)(MD5)(MD5)] を選択し、ユーザ名とパスワードを⼊⼒します。

注
現時点では、SNMPに使⽤されるMD5認証のみをサポートしています。

5. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

Web設定の構成
1. スイッチの管理ページで、[Settings (設定)] > [Web[Web[Web settingssettingssettings (ウェブ設定)] の順に移動します。

2. ポート番号を⼊⼒します。

3. より安全に接続を⾏う場合は、[SecureSecureSecure connectionconnectionconnection (HT(HT(HTTPS)TPS)TPS) (((セセセキキキュュュリリリテテティィィででで保保保護護護ささされれれたたた接接接続続続 (HT(HT(HTTPS))TPS))TPS)) ]
を選択し、HTTPS接続に使⽤するポート番号を⼊⼒します。

4. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

重要
ポート番号を変更した場合は、必ず新しいポート番号を控えておいてください。新しいポート番号を忘れ
た場合は、Axisサポートにお問い合わせください。

メンテナンス

更新されたファームウェアの確認
1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Update[Update[Update firmwarefirmwarefirmware (((フフファァァーーームムムウウウェェェアアアののの
更更更新新新)))] の順に移動します。

2. ファームウェアファイルをドラッグアンドドロップするか、[BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてファーム
ウェアファイルに移動します。

3. [UploadUploadUpload (((アアアッッップププロロローーードドド)))] をクリックします。

4. ファームウェアの更新が完了したら、スイッチを再起動します。

スイッチを再起動する
重要

スイッチの再起動中、接続されているすべてのデバイスは、PoEを含むスイッチとの接続を⼀時的に
失います。

1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Reboot[Reboot[Reboot switchswitchswitch (((スススイイイッッッチチチののの再再再起起起動動動)))]
に移動します。

2. [RebootRebootReboot (((再再再起起起動動動)))] をクリックし、[YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックします。

3. 数分後にスイッチが再起動したら、ログインするためのユーザ名とパスワードを⼊⼒します。
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スイッチの設定をバックアップする
注

ユーザー名とパスワードはバックアップファイルに含まれます。

1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Backup[Backup[Backup andandand restorerestorerestore (((バババッッックククアアアッッップププととと
復復復元元元)))] の順に移動します。

2. [CreateCreateCreate aaa backupbackupbackup filefilefile (((バババッッックククアアアッッップププフフファァァイイイルルルののの作作作成成成)))] をクリックします。bin形式のバックアップファイ
ルは、[ダダダウウウンンンロロローーードドド]フォルダに作成されます。

スイッチの設定を復元する
注

スイッチの設定を復元するには、バックアップファイルを作成しておく必要があります。

1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Backup[Backup[Backup andandand restorerestorerestore (((バババッッックククアアアッッップププととと
復復復元元元)))] の順に移動します。

2. バックアップファイルをドラッグアンドドロップするか、[BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてバックアッ
プファイルに移動します。

3. [UploadUploadUpload (((アアアッッップププロロローーードドド)))] をクリックします。

バックアップファイルからスイッチを復元するのに数分かかる場合があります。設定が復元されると、スイッチ
は⾃動的に再起動し、再度ログインする必要があります。

証明書を管理する。
1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Manage[Manage[Manage certificatescertificatescertificates (((証証証明明明書書書ののの管管管理理理)))] の順
に移動します。

2. をクリックして秘密キーファイルに移動します。

3. をクリックして証明書ファイルに移動します。

4. をクリックして CA バンドルファイルに移動します。

5. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

6. スイッチを再起動します。

パスワードの変更
スイッチのデフォルトパスワードを、⾃分で選択したパスワードに変更できます。

重要
覚えているパスワードを選択していることを確認します。新しいパスワードを忘れた場合は、Axisサポー
トにお問い合わせください。

1. スイッチの管理ページで、[Maintenance (メンテナンス)] > [Change[Change[Change passwordpasswordpassword (((パパパスススワワワーーードドドののの変変変更更更)))] の順
に移動します。

2. 必要に応じて、現在のパスワードと新しいパスワードを⼊⼒します。

3. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。
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⼯場出荷時の設定にリセットする
1. スイッチの管理ページで、[MaintenanceMaintenanceMaintenance (((メメメンンンテテテナナナンンンススス)])])] >>> [Reset[Reset[Reset tototo factoryfactoryfactory defaultdefaultdefault settingssettingssettings (((⼯⼯⼯場場場出出出荷荷荷
時時時のののデデデフフフォォォルルルトトト設設設定定定にににリリリセセセッッットトト)))] の順に移動します。

2. [ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックし、[YYYeseses (((はははいいい）））]をクリックします。

リセットが完了すると、スイッチは⾃動的に再起動します。

ログ
スイッチの管理ページで [LogLogLog (((ロロログググ)))] をクリックして、ログのリストを表⽰します。リストを更新するには、
[RefreshRefreshRefresh (((更更更新新新)))] をクリックします。列のタイトルをクリックすると、アルファベット順に並べ替えられます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

時間 ログイベントが発⽣した⽇時。

⽔平 警告アイコンとして表⽰される重⼤なレベル。

ユーザー ログイベントを開始するユーザー。

IP address (IPアドレス) ログイベントを開始するユーザーのIPアドレス。

サービス ログイベントが関連付けられているサービス。可能な値は、デスクトップ、ネット
ワーク、システム、ntpd、ストレージ、dhcpなどです。

イベント ログイベントに関する説明。

スイッチレポートの作成
1. スイッチの管理ページで、[LogLogLog (((ロロログググ)))] をクリックします。

2. [CreateCreateCreate switchswitchswitch reportreportreport (((スススイイイッッッチチチレレレポポポーーートトトののの作作作成成成)))] をクリックします。
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製品の概要

前⾯

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 1611 12

1 2 3 4 21 22 23 245 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 2011 12

1 ⾳声⼊⼒
2 ⾳声出⼒
3 システム電源 LED
4 ディスクアクティビティ LED
5 PoEポートのステータスLED
6 USB 3.0
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背⾯

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

1 3 5 7

2 4 6 8

9 11

10 12

1 3 5 7

2 4 6 8

9 11 13 15

10 12 14 16

17 19 21 23

18 20 22 24

1 電源コネクター
2 PoEポート
3 SFPスイッチアップリンク (U1)
4 RJ45スイッチアップリンク (U1)
5 スイッチのリセットボタン
6 サーバーのリセットボタン
7 USB 2.0 x2
8 RJ45サーバーアップリンク (U2)
9 HDMIポート
10 Displayport
11 電源ボタン
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仕様
フフフロロロンンントトトLEDLEDLED

LEDLEDLEDイイインンンジジジケケケーーータタターーー カカカラララーーー 説説説明明明

電源 緑 サーバー上

ネットワークポート 緑 Link State (リンク状態)

⻩点滅 ハードドライブのアクティビティハードドライブ

⾚点滅 考えられるハードドライブの障害

リリリアアアLEDLEDLED

ネネネッッットトトワワワーーークククののの速速速度度度とととアアアククク
テテティィィビビビテテティィィ

カカカラララーーー 説説説明明明

⻩ 10/100 Mbit/秒右LED

緑 1000 Mbit/秒

左LED 緑点滅 ネットワーク状態

電電電源源源ボボボタタタンンン カカカラララーーー 説説説明明明

Off (オフ) スイッチとサーバーのオフ

⻘ スイッチの起動中

電源ボタンが押されていない
場合

緑 スイッチの起動が完了しました

⾚(1秒に1回点滅) 電源オン

>5秒間緑に点滅 サーバーの再起動

>10秒間⻘が点灯 電源オフスイッチ

電源ボタンが押された場合

>15秒間⻘く点滅 スイッチとサーバーの電源オフ
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トラブルシューティング

システムリカバリの実⾏
デバイスで完全なシステム障害が発⽣した場合は、回復イメージを使⽤してWindows® システムを再作成する必
要があります。AXISリカバリキットをダウンロードするには、AXISテクニカルサポートに連絡し、デバイス
のシリアル番号を⼊⼒してください。

1. AXISリカバリキットとAXIS ISOをUSBツールにダウンロードします。

2. USBドライブをコンピュータに挿⼊します。

- 16 GB ~ 32 GB以上のUSBドライブを使⽤します。

- USBドライブがフォーマットされ、既存のデータはすべて消去されます。

3. AXIS ISOからUSBツールを実⾏し、画⾯の指⽰に従います。

USBドライブへのデータの書き込みには約10 ~ 15分かかります。

4. ISOからUSBへのツールが完成したら、USBドライブを取り出してデバイスに接続します。

5. デバイスを起動します。

6. AXISスプラッシュ画⾯が表⽰されたら、F12.

7. を押し、[UEFI:UEFI:UEFI: USBUSBUSB DriveDriveDrive (UEFI:(UEFI:(UEFI: USBUSBUSBドドドララライイイブブブ))) ] をクリックします。

8. USBドライブに移動し、Enter キーを押します。. システムがAXISリカバリキットで起動します。

9. [ReinstallReinstallReinstall OperatingOperatingOperating SystemSystemSystem (((オオオペペペレレレーーーテテティィィンンングググシシシススステテテムムムののの再再再イイインンンススストトトーーールルル)))] をクリックします。

リカバリが完了するまでに約10 ~ 15分かかります。詳細な⼿順については、回復キットのダウン
ロードを参照してください。

AXIS Camera Stationのトラブルシューティング
AXIS Camera Stationのトラブルシューティング⽅法については、AXIS Camera Stationのユーザーズマニュアルを参
照してください。
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さらに⽀援が必要ですか?

さらに⽀援が必要ですか?

参考リンク
• AXIS Camera Stationユーザーズマニュアル

• AXIS Secure Remote Accessを設定する

• AXIS Camera Stationのウイルス対策許可リストに含める内容

サポートに問い合わせる
axis.com/supportでサポートに問い合わせます。
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