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本ガイドについて

本ガイドについて

このガイドは、AXIS Camera Stationに関連する問題とトラブルシューティング方法をまとめたものです。問題は
関連するトピックの下に保存されており、探しているものを見つけやすくなっています。トピックは、たと
えば音声やライブビューなどです。問題ごとに解決策が説明されています。トラブルシューティングでは、
解決策を見つけるために、問題の再現が必要になることがあります。

詳細情報
axis.com/supportにアクセスしてください。

• よく寄せられる質問

• ハードウェア要件

• ソフトウェアのアップグレード

• チュートリアル、トレーニング資料、その他の有益な情報

AXIS Camera Stationユーザーマニュアルは次の場所にあります。AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
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AXIS Camera Stationサービス

AXIS Camera Stationサービス

AXIS Camera Stationサービスが頻繁に再起動される
サーバーが過負荷になると、タスクキューが長くなり、データベースが破損することがあります。

• システムのリソース管理を確認し、AXIS Camera Stationや他のアプリケーションによって多くのリソー
スが使用されていないかを確認してください。

• データベースメンテナンスを実行するには、AXIS Camera Stationユーザーマニュアルのツールを参照
してください。

• 上記の対策で解決しない場合、問題をAxis Supportに連絡します。24ページ報告手順を参照してください。
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AXIS Camera Stationでの装置

AXIS Camera Stationでの装置

一般的な問題
カメラに接続できない

AXIS Camera Stationがカメラに接続できません。一覧
表示されたカメラは、追加されていません。

• カメラがネットワークに接続されているか
どうか、電源が接続されているかどうか、
カメラが起動しているかどうかをチェック
します。

• [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> デデデバババ
イイイスススををを追追追加加加)))] を選択して、もう一度カメラ
を追加してください。

インストールがキャンセルされました

ユーザーによってインストールがキャンセルされまし
た。一覧表示されたカメラは、追加されていません。

カメラを追加するには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices
(((設設設定定定 >>> デデデバババイイイスススををを追追追加加加)))] を選択します。

カメラのパスワードの設定に失敗した

一覧表示されたカメラに、パスワードを設定できませ
んでした。

• パスワードを手動で設定するには、
[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイ
ススス)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動します。

• カメラを右クリックし、[UserUserUser ManagementManagementManagement
>>> SetSetSet passwordpasswordpassword (((ユユユーーーザザザーーー管管管理理理 >>> パパパスススワワワーーー
ドドドををを設設設定定定)))] を選択します。

装置を追加できない
装置がAXIS Camera Stationに追加される前に別のシステムで使用されていた場合、装置の工場出荷時の設定が
必要になることがあります。

• 装置をAXIS Camera Stationに追加できない場合、AXIS Device Managerへの追加を試してみてください。

他の装置のモデルは追加できます。

• 装置が新製品の場合や、ファームウェアが新しくリリースされたものである場合、互換性の問題であ
る可能性があります。AXIS Camera Stationソフトウェアの最新バージョンを使用していることを確認
してください。

別の装置モデルを追加できない場合は、カメラのトラブルシューティングを行ってください。
axis.com/support/troubleshootingにアクセスしてください。

AXIS Camera Stationで装置ファームウェアが更新できない
Webページからカメラのアップグレードができない場合、次の手順を実行します。

• カメラのトラブルシューティングを行い、axis.com/support/troubleshootingにアクセスしてください。

すべての装置でファームウェアがアップグレードできない

• ネットワーク接続を確認してください。

• ネットワーク関連の問題でない場合は、AXISサポートに連絡してください。24ページ報告手順 に移
動します。
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AXIS Camera Stationでの装置

特定のモデルでファームウェアがアップグレードできない。

• この問題は新製品や問題のあるファームウェアで発生する場合があります。

• Axisサポートに問題を連絡する。24ページ報告手順 に移動します。

装置が見つかりません
AXIS Camera Stationは、ネットワークを自動的に検索して、接続済みのカメラとビデオエンコーダを検出
しますが、カメラが見つかりません。

• カメラがネットワークに接続され、カメラの電源がオンになっているかどうかをチェックしてください。

• クライアント、サーバー、またはカメラが別のネットワークに存在する場合、プロキシとファイアウォー
ルの設定が必要な場合があります。

- クライアントとサーバーがプロキシサーバーで分離されている場合は、クライア
ントのプロキシ設定を変更してください。AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のクライアントプロキシ設定を参照してください。

- クライアントとサーバーがNATまたはセキュリティシステムで分離されている場合は、NATまた
はセキュリティシステムを変更してください。AXIS Camera Station Service Controlで指定された
HTTPポート、TCP (Transmission Control Protocol) ポート、およびストリーミングポートがセ
キュリティシステムやNATを通過できるようにしてください。完全なポートリストを閲覧するに
は、AXIS Camera Stationユーザーマニュアルのポートリストを参照してください。

- サーバーと装置がプロキシサーバーで分離されている場合は、サーバーのプロキシ設定を変更
してください。AXIS Camera Stationユーザーマニュアルのサービスコントロール全般で「プロキ
シ設定」セクションを参照してください。

• カメラを手動で追加するには、AXIS Camera Stationユーザーマニュアルの装置の追加を参照してくだ
さい。

「15秒後にカメラに再接続」というメッセージが繰り返し表示される
これは次のことを示している可能性があります。

• ネットワークが過負荷になっています。

• カメラにアクセス不可能です。カメラがネットワークに接続され、カメラの電源がオンになっている
かどうかをチェックしてください。

• グラフィックカードに問題があります。

グラフィックカードの問題の考えられる対処法:

• 最新のグラフィックカードドライバーをインストールします。

• より大容量のビデオメモリーを搭載した高性能なグラフィックカードにアップグレードします。

• ビデオレンダリングにCPUを使用します。

• プロファイル設定を低帯域幅用に最適化するなど、映像と音声の設定を変更します。
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録画

録画

録画や再生に影響する可能性のあるパフォーマンスの問題については、 9 ページ、ライブビュー を参照して
ください。

一般的な問題
連続録画が有効にならない

一覧表示されたカメラで、連続録画が有効になって
いません。

• 連続録画を有効にするには、[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。

• カメラを選択し、[ContinuousContinuousContinuous (((連連連続続続)))] をオ
ンにします。

指定したドライブで録画できない

録画ストレージ (ローカルストレージまたはネットワー
クストレージ) を設定できません。

• 別のストレージを使用するには、
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage >>> managementmanagementmanagement
(((設設設定定定 >>> ススストトトレレレーーージジジ >>> 管管管理理理)))] を選択します。

• ストレージを追加し、そのストレージに録
画を保存するカメラのストレージ設定を行
います。

AXIS Video Content Streamアプリケーションのインストールに失敗する

AXIS Video Content Streamをサポートするカメラに、
AXIS Video Content Streamをインストールできない場
合、このエラーメッセージが表示されます。

• アプリケーションを手動でインストールす
るには:

• [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement
(((設設設定定定 >>> デデデバババイイイススス >>> 管管管理理理)))] の順に移動しま
す。

• カメラを右クリックし、[InstallInstallInstall cameracameracamera
applicationapplicationapplication (((カカカメメメラララアアアプププリリリケケケーーーシシショョョンンンのののイイイ
ンンンススストトトーーールルル)))] を選択します。

録画が開始されない
数秒待っても録画が開始または停止されません。

ディスクが満杯になっている、もしくは割り込みデータが多すぎる可能性があります。

• サーバー用設定シートの [Camera Recording Storage (カメラの録画ストレージ)] から、空き容量があるこ
とと、割り込みデータがないことを確認してください。

• AXIS Camera Station用のストレージ上限を上げます。

• ストレージプールにさらにストレージを割り当てます。AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のストレージの設定を参照してください。

連続録画中の録画抜け
録画抜けが発生すると、AXIS Camera Stationで「録画エラー」と警告が表示されます。

以下のような原因で録画抜けが発生することがあります。
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録画

• サーバーの過負荷

• ネットワークの問題

• カメラの過負荷

• ディスクの過負荷

すべてのカメラで録画抜けが発生するかどうかを確認してください。

すべてのカメラで発生しない場合は、特定のカメラに過負荷がかかっているかどうかを確認します。問題の
切り分けに役立つ質問:

• 録画抜けが発生する頻度は、毎時か毎日か?

• 録画抜けの時間は、数秒か数時間か?

• 録画抜けは、何時に発生するか?

考えられる対処法:

• サーバーマシンのタスクマネージャーやリソースマネージャーで、ハードウェアリソースのいずれかが
過剰に使用されているかどうかを確認できます。ディスクに過剰使用の兆候がある場合は、ディスクを
追加し、いくつかのカメラの録画先を新しいディスクにすることをお勧めします。

• ディスクに書き込まれるデータ量を削減することもできます (ビデオ設定、ZIPストリーム、フレーム
/秒、解像度など)。axis.com/support/tools/axis-site-designerにより推定されるスループットにも留意
してください。

詳細については、を参照してください。

エクスポートした録画を再生できない
Windows Media Playerでエクスポートした録画が再生されない場合は、ファイル形式を確認してください。エク
スポートした録画は、Windows Media Player (.asfファイル) およびAXIS File Player (.asf、.mp4、.mkv) で再生で
きます。詳細については、AXIS Camera Stationユーザーマニュアルの「エクスポートした録画の再生と検証」
を参照してください。

注
プレーヤーは、プレーヤーと同じフォルダーにあるすべての録画を自動的に開きます。

AXIS File Playerは、ビデオと音声を再生するためのフリーソフトウェアです。これをエクスポートする録画に添
付するように選択できます。インストールは不要です。録画を再生するには、AXIS File Playerを開き、再生す
る録画を選択します。

録画が消える
録画は指定の日数、保管されます。日数を変更するには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage >>> SelectionSelectionSelection (((設設設定定定 >>> ススストトト
レレレーーージジジ >>> 選選選択択択)))] に移動します。

ストレージが一杯になると、指定した日数が過ぎていなくても録画が削除されます。
ストレージがいっぱいになるのを避けるために、以下の方法を試してください。

• ストレージを追加します。[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Storage[Storage[Storage (((ススストトトレレレーーージジジ)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])]
に移動します。

• AXIS Camera Station用に予約されるストレージ容量を変更してください。[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>>
[Storage[Storage[Storage (((ススストトトレレレーーージジジ)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動します。

• 解像度やフレームレートなどを変更して、録画ファイルのサイズを小さくしてください。[Configuration[Configuration[Configuration
(((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロフフファァァイイイルルル)])])] に移動します。
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録画

- 録画にはH.264ビデオ形式を使用してください。M-JPEG形式にはより多くのストレージ容量が
必要です。[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロ
フフファァァイイイルルル)])])] に移動します。

- Zipstreamを使用して、録画のサイズをさらに小さくしてください。[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>>
[Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロフフファァァイイイルルル)])])] に移動します。

フェイルオーバーによる録画の問題
接続が回復した後、フェイルオーバーによる録画がサーバーに記録されていない。

可能性のある原因:

• カメラとサーバー間に、録画の転送に必要な十分な帯域幅がない。

• 接続がない間、カメラがSDカードに録画していなかった。

- カメラのサーバーレポートを確認してください。axis.com/support/troubleshootingにアク
セスしてください。

- SDカードが正常に動作し、そこに録画が存在することを確認してください。

• 接続が切れた後、カメラの時刻がずれたか変更された。

- 今後の録画のために、NTPが正しく同期されていることを確認してください。

- カメラの時刻をサーバーと同期させるか、カメラにサーバーと同じNTPサーバーを設定してく
ださい。

AXIS Camera Stationにおけるフェイルオーバーによる録画の実装は、以下の使用事例に対応できるよう設計
されていません。

• 制御されたサーバーシャットダウン。

• 10秒未満の短い接続中断。
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ライブビュー

ライブビューと再生のパフォーマンス
このセクションでは、AXIS Camera Stationクライアントでフレームの欠落やグラフィックの問題が発生し
た場合に考えられる解決策について説明します。

クライアントハードウェア

グラフィックカードまたはネット
ワークアダプターのドライバーが
最新であることを確認します。

• DirectX診断ツールを開きます (コンピューターでdxdiagを検索
します)。

• メーカーのWebサイトで、お使いのOSに対してドライバーが
最新かどうかを確認します。

• クライアントとサーバーが同じマシン上で実行されていること
を確認してください。

• 専用コンピューター上で、クライアントを実行してみます。

モニターの数を確認する 内蔵グラフィックカードの場合、1枚のグラフィックカードに対してモニ
ターは2台までが推奨されています。

• DirectX診断ツールを開きます (コンピューターでdxdiagを検索
します)。

• 専用グラフィックカードがサポートされているかどうか
をaxis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelinesで
確認してください。

• クライアントによる仮想マシンの使用はサポートされていま
せん。

接続中の装置

同時に多数のクライアントが接続
されています。

• 顧客の標準的な使用事例を確認してください。
• システムがユーザーの要件を満たし、ハードウェアガ

イドラインに従っていることを確認してください。
axis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelinesを参
照してください。

カメラがAXIS Camera Station以外
のVMSに接続されている

カメラを他のクライアントから切断し、再起動してください (場合によっ
てはカメラの初期化が必要です)。

同じカメラから、多くの異なるス
トリーム (特に高解像度) が使用さ
れている

• Mラインカメラにおいて特に問題になる場合があります。
• 同じプロファイルまたは低い解像度でストリーミング

してください。AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のストリーミングプロファイルを参照してください。

サーバーの過負荷

問題の発生と同じ時間に異常な
CPU/RAMの使用がある

CPU/RAMを消費する他のアプリケーションが同時に実行されていない
ことを確認してください。

ネットワークの問題

問題の発生と同じ時間に異常な帯
域幅の使用がある

帯域幅を消費する他のアプリケーションが同時に実行されていないことを
確認してください。

十分な帯域幅/リモートまたはロー
カルネットワーク

• ネットワークトポロジーを確認します。
• カメラ、サーバー、クライアント間で使用されるすべてのネッ

トワーク装置 (スイッチ/ルーター/ネットワークアダプター/ケー
ブル) の健全性チェックを行います。
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ライブビューで映像が表示されない
ライブビューで、既知の正常なカメラからのビデオが表示されません。

• ハードウェアデコーディングをオフにしてみてください。ハードウェアデコーディングはデフォルトで
有効になっています。AXIS Camera Stationユーザーマニュアルのストリーミングで「ハードウェアデ
コーディング」を参照してください。

考えられるその他の対処法:

• カメラのWebインターフェースを介してライブビューストリームを見ることができますか? カメラのホー
ムページは正常に動作していますか?

- そうでない場合は、カメラのトラブルシューティングを行い、axis.com/support/troubleshootingに
アクセスしてください。

• カメラサーバーレポートを作成し、axis.com/support/troubleshootingにアクセスしてください。

• ウイルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうかを確認してください。そのソフトウェア
がライブストリームをブロックしている可能性があります。

• AXIS Camera Stationのフォルダーとプロセスを許可し、FAQを参照してください。

• ファイアウォールが特定のポートの接続をブロックしていないことを確認し、FAQを参照してください。

• サポートされているWindowsサーバーOSバージョンに対応するデスクトップエクスペリエンス
がインストールされていることを確認してください。AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のスケジュールされたエクスポートを参照してください。

• 低解像度のストリームが機能するかどうかを確認してください。

上記のいずれでも問題が解決しない場合

• AXISサポートに問題を連絡し、24ページ報告手順 にアクセスしてください。
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ネットワークストレージにアクセスできない
ローカルシステムアカウントを使用してAXIS Camera Station Serviceにログインする場合、他のコンピューターの
共有フォルダーにリンクしているネットワークストレージを追加することはできません。

以下の手順で、サービスのログオンアカウントを変更してください。

1. Windowsの [コココンンントトトロロローーールルルパパパネネネルルル] を開きます。

2. [System & Security (システムとセキュリティ)] カテゴリーで [Administrative[Administrative[Administrative TTToolsoolsools (((管管管理理理ツツツーーールルル)])])] >>>
[Services[Services[Services (((サササーーービビビススス)])])] を選択します。

3. [AXIS Camera Station] を右クリックして [PropertiesPropertiesProperties (((プププロロロパパパテテティィィ)))] を選択します。

4. [LogLogLog ononon (((ロロログググオオオンンン)))] タブをクリックします。

5. [LocalLocalLocal SystemSystemSystem accountaccountaccount (((ロロローーーカカカルルル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)))] から [ThisThisThis accountaccountaccount (((こここのののアアアカカカウウウンンントトト)))] に変
更します。

6. Windows Active Directoryへのアクセス権を持つユーザーを選択します。

ネットワークストレージが利用できない
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は、ネットワークストレージと同じド
メインに属している必要があります。

新しいユーザー名とパスワードを使用してネットワークストレージに再接
続できない
認証が必要なネットワークストレージの場合、ユーザー名とパスワードを変更する前に進行中のすべての接続か
らネットワークストレージを切断することが重要です。

ネットワークストレージのユーザー名とパスワードを変更して再接続する手順は、以下のとおりです。

1. 進行中のすべての接続からネットワークストレージを切断します。

2. ネットワークストレージが切断されたら、ユーザー名とパスワードを変更してください。

3. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> ススストトトレレレーーージジジ >>> 管管管理理理)))] を選択し、新しいユーザー名と
パスワードを使用してネットワークストレージに再接続します。

11



AXIS Camera Station troubleshooting guide

動体検知

動体検知

一般的な問題
AXIS Video Motion Detection アプリケーションのインストールに失敗する

AXIS Video Motion Detection 2または4をインストー
ルできません。動体録画は、内蔵動体検知機能を使
用して行われます。

アプリケーションを手動でインストールする
には、AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のカメラアプリケーションのインストールを参照して
ください。

現在の動体検知の取得に失敗する

AXIS Camera Stationがカメラから動体検知パラメー
ターを取得できません。動体録画は、内蔵動体検知機
能を使用して行われます。

アプリケーションを手動でインストールする
には、AXIS Camera Stationユーザーマニュアル
のカメラアプリケーションのインストールを参照して
ください。

動体検知が設定されていない

一覧表示されたカメラで動体検知を設定できません。 • 動体検知を手動で設定するには、
[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)))] に移動します。

• カメラを選択し、[MotionMotionMotion SettingsSettingsSettings (((動動動体体体設設設
定定定)))] をクリックして動体検知を設定します。

動体検知が有効にならない

一覧表示されたカメラで、動体録画が有効になって
いません。

• 有効にするには、[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。

• カメラを選択し、[MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動作作作検検検
知知知)))] をオンにして動体検知を有効にします。

動体検知によって検知される動く物体が多すぎるか少なすぎる
このセクションでは、ビデオ動体検知関連の録画で検知数が多い、または少ないことが予想される場合に考
えられる解決策について説明します。

動体設定の調整
動体設定を選択して、動く物体が検知される範囲を調整することができます。

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. カメラを選択し、[MotionMotionMotion SettingsSettingsSettings (((動動動体体体設設設定定定)))] をクリックします。

3. カメラのファームウェアに合わせて設定を選択します。

- AXIS Video Motion Detection 2および4: 対象範囲を調整することができます。AXIS Camera
StationユーザーマニュアルのAXIS Video Motion Detection 2および4の編集を参照してください。

- カメラ内蔵の動体検知機能: 対象範囲と除外範囲を設定することができます。AXIS Camera
Stationユーザーマニュアルの内蔵動体検知機能の編集を参照してください。
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トリガー時間の調整
トリガー期間は2つの連続するトリガー間の間隔であり、この設定は連続する録画の回数を減らすために使用さ
れます。この間隔中に別のトリガーが発生しても録画は継続されます。別のトリガーが発生した場合、トリ
ガー時間はその時点から再度カウントされます。

トリガー時間を変更するには:

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. カメラを選択し、スライダーを使用して [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] を調整します。
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ライブビューで音声が聞こえない
ライブビューで音声が聞こえない場合は、以下の項目をチェックしてください。

• ご使用のカメラが音声対応であることを確認します。

• ご使用のコンピューターにサウンドカードが装着されていて、有効になっていることを確認します。

• 使用中のプロファイルが音声対応に設定されているかを確認します (以下参照)。

• ユーザーが音声へのアクセス権を持っていることを確認します (以下の説明を参照)。

音声対応プロファイルを設定する
1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロフフファァァイイイルルル)])])] に移

動します。

2. カメラを選択します。

3. ビデオプロファイル設定の [FormatFormatFormat (((形形形式式式)))] でMPEG-4またはH.264を選択します。

4. 音声設定の [MicrophoneMicrophoneMicrophone (((マママイイイククク)))] でマイクを選択します。

5. 音声設定の [UseUseUse microphonemicrophonemicrophone forforfor (((マママイイイクククののの使使使用用用対対対象象象)))] で音声を有効にするタイミングを選択します。音
声は、[LiveLiveLive viewviewview andandand recordingrecordingrecording (((ララライイイブブブビビビュュューーーととと録録録画画画)))]、[LiveLiveLive viewviewview onlyonlyonly (((ララライイイブブブビビビュュューーーのののみみみ)))]、また
は [RecordingRecordingRecording onlyonlyonly (((録録録画画画のののみみみ)))] に該当します。

6. 該当する場合は、音声設定の [SpeakerSpeakerSpeaker (((スススピピピーーーカカカーーー)))] でスピーカーを選択します。

7. [OKOKOK] をクリックします。

ユーザーのアクセス権を確認および変更する
注

以下の設定の確認は、AXIS Camera Stationで設定された管理者権限を持つユーザーがログオンして行って
ください。

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)))] に移動します。

2. ユーザーまたはグループを選択し、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

3. [Advanced[Advanced[Advanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)])])] をクリックします。

4. [AudioAudioAudio (((音音音声声声)))] を選択します。

5. [OKOKOK] をクリックします。

シーケンスで音声が聞こえない
ストリーミングプロファイルで音声を無効にすることができます。詳細については、AXIS Camera Stationユーザー
マニュアルのストリームプロファイルを参照してください。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロフフファァァイイイルルル)])])] に移
動します。

2. カメラを選択します。
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3. シーケンスの最初のビュー用に使用されているプロファイルで、音声が有効になっていることを確認し
ます。このプロファイルが、シーケンスのすべてのビューで使用されます。

再生中に音声が聞こえない
録画用のプロファイルで音声が有効になっていない場合、音声は録音されません。

注
M-JPEGビデオでは音声は使用できません。別のビデオ形式を選択してください。

録画で音声を有効にするには:

1. 使用するビデオプロファイルがMPEG-4またはH.264に設定されていることを確認します。

1.1 [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((デデデバババイイイススス)])])] >>> [Stream[Stream[Stream profilesprofilesprofiles (((ススストトトリリリーーームムムプププロロロフフファァァイイイ
ルルル)])])] に移動します。

1.2 カメラを選択します。

1.3 使用するビデオプロファイルに対し、[FormatFormatFormat (((フフフォォォーーーマママッッットトト)))] ドロップダウンリストから
[MPEGMPEGMPEG---444] または [H.264H.264H.264] を選択します。

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

2. [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。

3. カメラを選択します。

4. [ProfileProfileProfile (((プププロロロフフファァァイイイルルル)))] ドロップダウンリストからMPEG-4またはH.264のプロファイルを選択します。

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

ルールトリガー録画
既存のルールで音声を有効にするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> ActionActionAction rulesrulesrules (((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 >>> アアアクククシシショョョンンンルルルーーールルル)))]
を選択します。

2. ルールを選択し、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

3. [アクション] のステップで、録画アクションを選択し、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

4. 音声が有効なプロファイルを選択します。

5. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックして設定を保存します。
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サーバーにログインまたは接続できない
このセクションでは、単一サーバーへの接続時に発生するログインおよび接続の問題について説明します。複数
のサーバーにログインした場合は、クライアントが起動し、ステータスバーに接続状態が表示されます。接続ス
テータスの詳細については、AXIS Camera Stationユーザーマニュアルの「接続ステータス」を参照してください。

ユーザー名またはパス
ワードが正しくありま
せん

指定のサーバーにログインす
るためのユーザー名とパス
ワードの組み合わせが有効で
はありません。

• 正しく入力しているか、別のアカウントの
ユーザー名とパスワードを使用していな
いか、確認してください。

• ユーザーがAXIS Camera Stationサーバー
へのアクセス権を持っていることを確認
してください。

• AXIS Camera StationサーバーとAXIS
Camera Stationクライアントの時刻が同期
されていることを確認してください。ドメ
インユーザーの場合、ドメインサーバーの
時刻がサーバーおよびクライアントと同期
されていることを確認してください。

• サーバーに追加されていないが、ローカル
の管理者グループのメンバーであるユー
ザーは、管理者としてクライアントを実行
する必要があります。

• ユーザーアクセス権については、AXIS
Camera Stationユーザーマニュアル
のユーザー権限の設定を参照してくださ
い。

ユーザーにサーバーに
ログインする権限があ
りません

指定のサーバーでAXIS Camera
Stationを使用する権限のない
ユーザー名です。

ユーザー権限のダイアログボックスでユーザーを
追加します。

メッセージのセキュリ
ティを確認できません

サーバーへの安全な接続の設
定中に発生するエラーは、ほ
とんどの場合、クライアント
とサーバーの時刻の非同期が
原因です。

サーバーとクライアントのUTC時間が正しく同期さ
れているか確認してください。クライアントとサー
バーの時刻の差が3時間以内になるように調整して
ください。

サーバーコンピュー
ターに接続できません

クライアントはサーバーとの
接続を確立できませんでし
た。

• サーバーコンピューターがネットワークに
接続されていることを確認してください。

• サーバーコンピューターが動作しているか
を確認してください。

• ファイアウォールが適切に設定されてい
るかを確認してください。

• サーバーアドレスが正しく入力されてい
るかを確認してください。

• クライアントのプロキシ設定を確認して
ください。

サーバーから応答があ
りません。

クライアントはサーバーコン
ピューターと接続できます
が、AXIS Camera Stationサー
バーが動作していません。

適切なコンピューターに接続しており、AXIS Camera
Stationサーバーが動作していることを確認します。
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クライアントがサー
バーに接続できない

クライアントがサーバーに接
続できず、エラーメッセージ
が表示されます。

ネットワークが適切に設定されているかを確認し
てください。

• ご使用のOSがサポートされていることを
確認してください。

- サポートされているOSの全
リストはAXIS Camera Station
のリリースノートで確認できま
す。

• AXIS Camera Stationサーバーが実行中であ
ることを確認してください。

- サーバーはService Controlから起動
します。

• クライアントとサーバーが同じネットワー
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、クライアントは
サーバーの外部IPアドレスを使用
する必要があります。

• サーバーとクライアント間にプロキシサー
バーがあるかどうかを確認してください。

- Service Controlでサーバーのプロキ
シを設定します。

• サーバーとクライアント間にプロキシサー
バーがあるかどうかを確認してください。
クライアントのプロキシ設定を調整しま
す。

- ログインページの左下隅で、
[ChangeChangeChange proxyproxyproxy settingssettingssettings (((プププロロロキキキシシシ
設設設定定定ををを変変変更更更)))] を選択します。

- または、Windowsのインターネッ
トオプションで設定し、[ChangeChangeChange
ProxyProxyProxy settingssettingssettings (((プププロロロキキキシシシ設設設定定定ををを変変変
更更更)))] でデフォルトオプションの使
用を選択します。

サーバーに接続できま
せん

サーバーへの接続中に不明な
エラーが発生しました。

• AXIS Camera Stationサーバーのアドレスと
ポート番号が正しいかどうかを確認して
ください。

• サーバーへの接続が、NAT、ファイア
ウォール、ウイルス対策ソフトウェアに
よって遮断されていないかどうかを確認
してください。

• AXIS Camera Station Service Controlを使
用して、サーバーが動作していることを
チェックしてください。

- Windowsの通知エリアのアイコン
をダブルクリックして、Service
Controlを開きます。AXIS Camera
Stationユーザーマニュアル
のAXISCamera Station ServiceControlを
参照してください。

- [General (全般)] タブにサーバーの
ステータスが表示されます。ス
テータスが [停止] の場合、[StartStartStart
(((開開開始始始)))] をクリックしてサーバーを
起動します。
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サーバーを検出できま
せん

入力されたIPアドレスをクラ
イアントが解決できません。

• サーバーコンピューターがネットワーク
に接続されているかどうかを確認してく
ださい。

• AXIS Camera Stationサーバーのアドレスと
ポート番号が正しいかどうかを確認して
ください。

• サーバーへの接続がNAT、ファイアウォー
ル、ウイルス対策ソフトウェアによって
遮断されていないかどうかを確認してく
ださい。

サーバーとクライアン
トのバージョンが異な
ります

クライアントで、サーバー
より新しいバージョンのAXIS
Camera Stationが実行されて
います。

サーバーをアップグレードして、クライアントと同
じバージョンを実行してください。

サーバーとクライアン
トのバージョンが異な
ります

サーバーで、クライアント
より新しいバージョンのAXIS
Camera Stationが実行されて
います。

クライアントをアップグレードして、サーバーと同
じバージョンを実行してください。

サーバーに接続でき
ません。サーバーがビ
ジー状態で応答できま
せん。

パフォーマンスの問題によ
り、サーバーが応答できませ
ん

サーバーコンピューターとネットワークが過負荷に
なっていないかどうかを確認します。

ローカルのAXIS Camera
Stationサーバーが起動
していません

ユーザーは [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)))] を使
用して接続を試みましたが、
インストールされているAXIS
Camera Stationサーバーが実
行されていません。

システムトレイのService Controlを使用してAXIS
Camera Stationを起動するか、リモートサーバーを
選択してログインしてください。

このコンピューターに、
AXIS Camera Stationサー
バーがインストールさ
れていません

ユーザーは [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)))] を使
用して接続を試みましたが、
このコンピューターにはサー
バーがインストールされてい
ません。

AXIS Camera Stationサーバーをインストールする
か、別のサーバーを選択してください。

選択したサーバーリス
トは空です

ログインするために選択した
サーバーリストが空でした。

サーバーリスト選択の横にある [EditEditEdit (((編編編集集集)))] リンク
をクリックして、サーバーリストにサーバーを追
加してください。
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ライセンス

ライセンス登録の問題
自動登録でエラーが発生した場合、以下のように対処してください。

• ライセンスキーを正しく入力したかどうかをチェックします。

• クライアントのプロキシ設定を変更して、AXIS Camera Stationがインターネットにアクセスできる
ようにします。

• [TheTheThe serverserverserver isisis notnotnot connectedconnectedconnected tototo thethethe internetinternetinternet (((サササーーーバババーーーはははイイインンンタタターーーネネネッッットトトににに接接接続続続しししててていいいままませせせんんん)))] オプ
ションを選択します。

• サーバーIDをメモし、axis.com/licenses/systemsからAXIS Camera Stationをアクティブ化します。

• サーバーの時刻が正しいことを確認します。

詳細については、axis.com/products/axis-camera-station/licenseを参照してください。
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ユーザー

ドメインユーザーが見つかりません
ドメインユーザーの検索が失敗する場合、以下の手順でサービスログオンアカウントを変更してください。

1. Windowsの [コココンンントトトロロローーールルルパパパネネネルルル] を開きます。

2. [System & Security (システムとセキュリティ)] カテゴリーで [AdministrativeAdministrativeAdministrative TTToolsoolsools (((管管管理理理ツツツーーールルル)))] >
[ServicesServicesServices (((サササーーービビビススス)))] を選択します。

3. [AXIS Camera Station] を右クリックして [PropertiesPropertiesProperties (((プププロロロパパパテテティィィ)))] を選択します。

4. [LogLogLog ononon (((ロロログググオオオンンン)))] タブをクリックします。

5. [LocalLocalLocal SystemSystemSystem accountaccountaccount (((ロロローーーカカカルルル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)))] から [ThisThisThis accountaccountaccount (((こここのののアアアカカカウウウンンントトト)))] に変
更します。

6. Windows Active Directoryへのアクセス権を持つユーザーを選択します。
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証明書エラー

証明書エラーが解決されない限り、AXIS Camera Stationは装置と通信できません。

次のような証明書エラーが発生する場合があります。

証証証明明明書書書ががが見見見つつつかかかりりりままませせせんんん --- 装置の証明書が削除された場合。証明書が削除された原因が分かっている場合は、
[RepairRepairRepair (((修修修復復復)))] をクリックして証明書を修復します。不正アクセスの疑いがある場合は、問題を調査してから [修
復] ボタンをクリックしてください。[AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックすると、証明書の詳細情報が表示されま
す。証明書が削除された原因として、以下のケースが考えられます。

• 装置が工場出荷時の状態にリセットされた。

• 安全なHTTPS通信が無効になった。

• 権限のない第三者が装置に不正アクセスし、変更を行った。

信信信頼頼頼ででできききななないいい証証証明明明書書書 --- 装置の証明書がAXIS Camera Stationの外部で変更されている場合のエラー。権限のない第三
者が装置に不正アクセスし、変更を行った可能性があります。証明書が変更された理由が分かっている場合は、
[TTTrustrustrust ThisThisThis DeviceDeviceDevice (((こここのののデデデバババイイイスススををを信信信頼頼頼すすするるる)))] をクリックします。そうでない場合は、問題を調査してからボタン
をクリックしてください。[AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックすると、証明書の詳細情報が表示されます。

認証局のパスフレーズがない
AXIS Camera Stationに認証局があるが、一緒にパスフレーズが保存されていない場合は、次のアラームが表示
されます。

YYYououou needneedneed tototo provideprovideprovide aaa passphrasepassphrasepassphrase forforfor thethethe CertificateCertificateCertificate AuthorityAuthorityAuthority certificate.certificate.certificate. ReadReadRead thethethe AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation UserUserUser
ManualManualManual forforfor moremoremore information.information.information. (((認認認証証証局局局証証証明明明書書書のののパパパスススフフフレレレーーーズズズををを指指指定定定すすするるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。詳詳詳細細細にににつつついいいててて
ははは、、、AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStationユユユーーーザザザーーーマママニニニュュュアアアルルルををを参参参照照照しししてててくくくだだださささいいい。。。)))

この問題は、次の3つの方法で解決できます。

• 装置でHTTPSを有効にする

• 既存の認証局をインポートする

• AXIS Camera Stationで新しい認証局を生成する

装置でHTTPSを有効にするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] タブを開きます。

2. [DevicesDevicesDevices (((デデデバババイイイススス)))] > [ManagementManagementManagement (((管管管理理理)))] に移動します。

3. リスト内で右クリックし、装置を選択して、[SecuritySecuritySecurity (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)))] > [HTHTHTTPSTPSTPS] > [Enable/UpdateEnable/UpdateEnable/Update (((有有有
効効効化化化///更更更新新新)))] に移動します。

4. [YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックして確定します。

5. 認証局のパスフレーズを入力します。その後、[OKOKOK] をクリックします。

既存の認証局をインポートするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] タブを開きます。

2. [SecuritySecuritySecurity (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)))] > [CertificatesCertificatesCertificates (((証証証明明明書書書)))] に移動します。

3. [Import...Import...Import... (((イイインンンポポポーーートトト...)...)...)] をクリックします。
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4. [OKOKOK] をクリックして、既存の認証局を置き換えることを確定します。

注
AXIS Camera Stationは装置との接続を失い、一部のシステムコンポーネントが再起動します。

5. 既存の認証局を見つけて開きます。

6. 認証局のパスフレーズを入力します。その後、[OKOKOK] をクリックします。

AXIS Camera Stationで新しい認証局を生成するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] タブを開きます。

2. [SecuritySecuritySecurity (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)))] > [CertificatesCertificatesCertificates (((証証証明明明書書書)))] に移動します。

3. [Generate...Generate...Generate... (((生生生成成成...)...)...)] をクリックします。

4. [OKOKOK] をクリックして、既存の認証局を置き換えることを確定します。

注
AXIS Camera Stationは装置との接続を失い、一部のシステムコンポーネントが再起動します。

5. 新しい認証局のパスフレーズを作成します。その後、[OKOKOK] をクリックします。
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時刻同期

Windowsタイムサービスが実行されていない
Windows TimeサービスがNTPサーバーに同期していません。これは、NTPサーバーに到達できないことが原因と
なっている可能性があります。次の点を確認します。

• NTPサーバーがオンラインである。

• ファイアウォールの設定は適正である。

• 装置はNTPサーバーと通信できるネットワーク上にある。

サポートについては、システム管理者にお問い合わせください。

{device}で{time}の時差を検出しました
装置はサーバー時刻と同期していません。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> TimeTimeTime synchronizationsynchronizationsynchronization (((設設設定定定 >>> デデデバババイイイススス >>> 時時時刻刻刻同同同期期期)))] に移動し、装置のサー
バー時間オフセットを確認します。

2. サーバーの時間オフセットが2秒を超える場合:

2.1 [EnableEnableEnable timetimetime synchronizationsynchronizationsynchronization (((時時時刻刻刻同同同期期期ををを有有有効効効にににすすするるる)))] が選択されていることを確認します。

2.2 装置が指定されたNTPサーバーと通信可能であることを確認します。

2.3 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定>>> デデデバババイイイススス >>> 管管管理理理)))] で装置を再読み込みします。

3. サーバーのタイムオフセットが2秒未満の場合、装置が時刻同期のために十分なデータを送信しな
い可能性があります。

3.1 [SendSendSend alarmalarmalarm whenwhenwhen thethethe timetimetime differencedifferencedifference betweenbetweenbetween serverserverserver andandand devicedevicedevice isisis largerlargerlarger thanthanthan 222 secondssecondsseconds
(((サササーーーバババーーーとととデデデバババイイイスススののの時時時差差差ががが222秒秒秒ををを超超超えええるるる場場場合合合にににアアアラララーーームムムををを送送送信信信すすするるる)))] をオフにしてア
ラームを無効にします。

3.2 装置がサーバーと正しく同期されていません。録画のタイムスタンプは、装置が録画した時
刻ではなく、サーバーが録画を受信した時刻に付きます。

ヘルプが必要な場合は、Axisサポートにお問い合わせください。
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技術サポート

AXIS Camera Stationのライセンスバージョンをお持ちのお客様は、技術サポートをご利用いただけます。

技術サポートに連絡するには、 > [Help[Help[Help (((ヘヘヘルルルプププ)])])] >>> [Online[Online[Online SupportSupportSupport (((オオオンンンララライイインンンサササポポポーーートトト)])])] を選択する
か、axis.com/supportにアクセスします。

サポートケースにシステムレポートとスクリーンショットを添付することをお勧めします。

システムレポートを作成するには、 > [Help[Help[Help (((ヘヘヘルルルプププ)])])] >>> [System[System[System 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)])])] を選択します。

報告手順
このガイドを使用しても解決できない問題がある場合は、Axis Online Helpdeskに問題を連絡してください。サ
ポートが問題を理解し、解決できるようにするために、以下の情報を含める必要があります。

• 問題の再現方法または問題の発生状況に関する明確な説明。

• 問題が発生する時刻および関係するカメラ名やIPアドレス。

• 問題が発生した直後に生成されたAXIS Camera Stationシステムレポート。

• 必ず、問題を再現できるクライアントまたはサーバーからシステムレポートを生成してください。

• 関連するライブビュー: [GenerateGenerateGenerate 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生生生成成成すすするるる)))] ダイアログで、すべて
のモニターの [IncludeIncludeInclude screenshotsscreenshotsscreenshots (((スススクククリリリーーーンンンシシショョョッッットトトををを含含含めめめるるる)))] オプションを有効にします。

• 必要な場合にのみデータベースファイルを含めます。除外するとアップロードの時間が短縮されます。

必要に応じて、サポートチームから追加の情報が求められる場合があります。
その場合は、以下の情報を提供してください。

注
たとえば、ネットワークトレースやデータベースファイルなど、ファイルが100 MBを超える場合は、信頼
できる安全なファイル共有サービスを使用してファイルを送信してください。

デデデバババッッッグググロロログググ --- より多くの情報を収集するためにデバッグレベルでのログ作成が必要になる場合があります。これ
はAxis Product Specialistのリクエストによってのみ実行されます。手順については、FAQを参照してください。

ララライイイブブブビビビュュューーーデデデバババッッッグググオオオーーーバババーーーレレレイイイ --- 場合によっては、オーバーレイ情報のスクリーンショットや、対象時間帯
の値の変化を示すビデオを提供することが役立ちます。
オーバーレイ情報を追加するには、次のようにします。

• 全画面モードを終了するには、Ctrl + i 1回押すと、ライブビューでオーバーレイ情報が表示されます。

• 全画面モードを終了するには、Ctrl + i 2回押すと、デバッグ情報が追加されます。

• 全画面モードを終了するには、Ctrl + i 3回押すと、オーバーレイが非表示になります。

ネネネッッットトトワワワーーークククトトトレレレーーーススス --- 製品スペシャリストから依頼があった場合、AXIS Camera Stationシステムレポートと
同時に以下の情報が生成される必要があります。
特定のカメラのみで発生する問題:

• カメラの時刻をサーバーの時刻と同期していただくなら、これによって、Axis Supportが問題を確
認しやすくなります。

• 再現性がある場合、問題発生前後に渡りネットワークトレースを取得します。これには以下が含
まれます。

24

https://www.axis.com/support
https://www.axis.com/support
https://www.axis.com/sv-se/support/faq/Network+Video/Video+Management+Software/FAQ116174


AXIS Camera Station troubleshooting guide

技術サポート

- カメラで取得された60秒のネットワークトレース (カメラファームウェア5.20以上でのみ適用可能)

次のVAPIXコマンドを使用します。必要に応じ、ログイン、IPアドレス、期間 (秒)を変更します。

http://root:pass@192.168.0.90/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump
&duration=60

- サーバーとカメラ間での通信を示すサーバーで取得された10〜30秒のネットワークトレース。
このドキュメントには、顧客にそのまま送信できる詳細な手順が含まれています。

デデデーーータタタベベベーーースススフフファァァイイイルルル --- データベースを調査または手動で修復する必要がある場合。システムレポートを生成す
る前に、[IncludeIncludeInclude databasedatabasedatabase ininin thethethe reportreportreport (((レレレポポポーーートトトにににデデデーーータタタベベベーーースススををを含含含めめめるるる)))] を選択します。

スススクククリリリーーーンンンシシショョョッッットトト --- UIに関連するライブビューの問題の場合は、スクリーンショットを使用してください。た
とえば、録画のタイムラインの表示が必要な場合や説明が難しい場合です。

画画画面面面ののの録録録画画画 --- 問題を言葉で説明するのが難しい場合、たとえば問題の再現に多くのUI操作が関わる場合は、画
面録画を使用してください。
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その他のリソース

このトラブルシューティングガイドとユーザーマニュアルの他に、AXIS Camera StationのYouTubeチャンネルで、
技術サポートと機能に関する動画を提供しています。この動画はyoutube.comでご覧いただけます。
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