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最新情報

最新情報

AXIS Camera Stationの各リリースの新機能については、AXIS Camera Stationの新機能を参照してください。
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AXIS Camera Stationの機能

AXIS Camera Stationの機能

AXIS Camera Stationの機能の詳細については、Feature Guideを参照してください。
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AXIS Camera Stationチュートリアルビデオ

AXIS Camera Stationチュートリアルビデオ

AXIS Camera Stationチュートリアルビデオの詳細については、AXIS Camera Stationチュートリアルビデオを参
照してください。
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管理者に役に立つリンク

管理者に役に立つリンク

こちらは、役立つ可能性のあるリンクです。併せてご覧ください。

• 12ページ、AXIS Camera Station Serverにログイン

• 49ページ装置の設定

• 79ページストレージの設定

• 83ページ録画とイベントの設定

• 118ページ接続中のサービスの設定

• 122ページサーバーの設定

• 129ページライセンスの設定

• 133ページセキュリティの設定

AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation のののそそそののの他他他のののマママニニニュュュアアアルルル

• AXIS Camera Station Integrator Guide

• AXIS Camera Stationの新機能

• AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

• AXIS Camera Stationモバイルアプリ

• AXIS Camera Station Feature Guide

• AXIS Camera Stationチュートリアルビデオ

• AXIS Camera Station Troubleshooting Guide

• AXIS Camera Station System Hardening Guide
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オペレーターに役に立つリンク

オペレーターに役に立つリンク

こちらは、役立つ可能性のあるリンクです。併せてご覧ください。

• 12ページ、AXIS Camera Station Serverにログイン

• 114ページクライアントの設定

• 16ページ、ライブビュー

• 28ページ録画の再生

• 30ページ録画のエクスポート

詳細情報:

• AXIS Camera Stationのオペレーター向け操作ガイド

• AXIS Camera Station早見表 - レビューとエクスポート

6
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クイックスタート

クイックスタート

この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。

管理者の場合:

1. AXIS Camera Stationの起動

2. 装置の追加

3. 7ページ録画方法の設定

オペレーターの場合:

1. 8ページライブビューカメラ

2. 8ページ録画の再生

3. 8ページ録画のエクスポート

4. 8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 icon (AXIS Camera Stationクライアントアイコン)]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 server(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。AXIS Camera Station Serverにログインを参
照してください。

装置の追加
AXIS Camera Stationの初回起動時には、[装置の追加]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装置を調べ、検出された装置の一覧を表示します。装置の追加を参照してください。

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。53ページSite Designerプロジェクトのインポート を参照
してください。

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。
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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。

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。赤色のドットは、カメラが録画中
であることを示します。 は、動きが検知されてカメラが録画中であることを示します。

3. をクリックして、ライブビューから録画に移動します。タイムライン上の赤色の線は、その期
間に動体検知録画が行われたことを示します。タイムライン上の青色の線は、アクションルールに
よって録画がトリガーされたことを示します。

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。

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。

5. をクリックして [Export (エクスポート)] タブを開きます。

6. [Export...Export...Export... (((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。

詳細については、「30ページ録画のエクスポート 」も参照してください。
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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。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。

注
デジタル署名は署名付きビデオとは異なります。署名付きビデオでは、撮影されたビデオがどのカメラで
撮影されたかを追跡することができるため、撮影後に録画が不正に改変されていないことを確認できま
す。詳細については、署名付きビデオとカメラのユーザーマニュアルを参照してください。

ネットワーク設定
AXIS Camera Stationクライアント、AXIS Camera Stationサーバー、および接続されたネットワーク装置がさまざ
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編
集します。

1. [AXIS Camera Station] クライアント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設定を変更します。ユーザーマニュアルでクライアントのプロキシー設定
を参照してください。

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

ネットワーク装置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。AXIS Camera
Station Service Controlで一般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。

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

9

https://www.axis.com/solutions/built-in-cybersecurity-features


AXIS Camera Station User Manual

クイックスタート

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サーバーでは、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。AXIS Camera Station Service Controlで一般を参照してください。

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装置 (カメラ、ビデオエンコーダ、補助装置) で強力なパスワードを使用します。

• AXIS Camera Stationサーバー、カメラ、ビデオエンコーダ、補助装置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クライアントは、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。
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AXIS Camera Stationについて

AXIS Camera Stationについて

AXIS Camera Stationは、小売店、ホテル、工場、学校など、小中規模の施設向けの完全な監視、録画システム
です。

AXIS Camera Stationは、Axisの先進のネットワークカメラとビデオエンコーダをフルに活用できるように最適化さ
れており、インストールが簡単で、直感的に操作することができます。また、効率的な調査と高精細画像による
識別を可能にする強力な機能を搭載しています。

AXIS Camera Stationは次のように構成されています。

• AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStationサササーーーバババーーー: 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カメラやエンコーダの数は、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: 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モモモバババイイイルルル監監監視視視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。HTTPSを
使用してAXIS Camera Stationサーバーと通信します。サーバー設定のセクション一般の説明に従って、モ
バイル通信ポートおよびモバイルストリーミングポートの設定を行ってください。アプリの使用方法の詳
細については、『AXIS Camera Station Mobile Appユーザーマニュアル』を参照してください。

複数のクライアントを同一サーバーに接続することができ、また各クライアントはそれぞれ複数のサーバー
に接続することができます。
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AXIS Camera Station Serverにログイン

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。

サーバーに初めて接続しようとするときに、クライアントはサーバー証明書IDをチェックします。正しいサーバー
に接続していることを確認するには、証明書IDをAXIS Camera Station Service Controlに表示されたものに照らして
手動で確認します。198ページ一般 を参照してください。

サーバーに接続しようとすると、クライアントのバージョンがサーバーのバージョンと同じではない場合、ク
ライアントは自動的にアップグレードされます。

注
Axis Secure Remote Accessを使用してサーバーに接続しようとすると、クライアントを自動的にアップ
グレードできません。

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。
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AXIS Camera Station Serverにログイン

2. MyAxisアカウントの認証情報を入力します。Axis Secure Remote Accessを参照してください。

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。
サーバーリストを参照してください。

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。サーバーリスト
を参照してください。

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。クライアントの
プロキシー設定を参照してください。

クライアントのプロキシー設定
これらの設定は、AXIS Camera StationサーバーとAXIS Camera Stationクライアントの間にあるプロキシーサー
バーに適用します。

注
AXIS Camera Stationサーバーとネットワークカメラの間にあるプロキシーサーバーを設定する場合は、
AXIS Camera Station Service Controlを使用してください。AXIS Camera Station Service Controlを参照して
ください。

設定に応じて適切なオプションを選択します。

• プププロロロキキキシシシーーーををを使使使用用用せせせずずずににに接接接続続続すすするるる::: AXIS Camera StationクライアントとAXIS Camera Stationサーバーの間
にプロキシサーバーがない場合は、このオプションを選択してください。

• 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ののの設設設定定定ををを使使使用用用 (((デデデフフフォォォルルルトトト):):): Windows設定を使用するには、このオプ
ションを選択します。

• 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::: プロキシー設定を手動で設定するには、このオプションを選択します。
[手動設定] セクションで、必要な情報を提供します。

- アアアドドドレレレススス::: プロキシーサーバーのアドレスまたはホスト名を入力します。

- ポポポーーートトト::: プロキシーサーバーが使用するポート番号を入力します。

- 次次次ででで始始始まままるるるアアアドドドレレレスススにににはははプププロロロキキキシシシををを使使使用用用しししななないいい::: プロキシーによるアクセスから除外したい
サーバーを入力します。複数のアドレスを指定する場合は、セミコロン (;) で区切ります。ア
ドレスまたはホスト名には、ワイルドカードを使用することができます (例: 192.168.* または
*.mydomain.com)。

- ロロローーーカカカルルルアアアドドドレレレスススにににははは常常常にににプププロロロキキキシシシーーーサササーーーバババーーーををを使使使用用用しししななないいい::: このオプションを選択す
ると、ローカルコンピューターにインストールされたサーバーに接続する際にはプロキシー
サーバーをバイパスします。ローカルアドレスは、http://webserver/ のように URI にピリオド
(.) がないことで判別可能です。または、http://localhost、http://loopback、http://127.0.0.1を
含むローカルサーバーにアクセスします。
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AXIS Camera Stationクライアント

AXIS Camera Stationを初めて使用する場合は、[設定] タブの [装置を追加] セクションに自動的に移動しま
す。装置の追加を参照してください。

タタタブブブ

• ライブビュー: 接続されたカメラのライブ映像。ライブビューを参照してください。

• 録画: 録画の検索、再生、エクスポートを行います。録画を参照してください。

• スマート検索1: 録画された映像から重要なイベントをすばやく見つけることができる動体検
索です。スマート検索1を参照してください。

• 設定: 接続された装置の管理とメンテナンス、クライアントおよびサーバーの設定を行います。
設定を参照してください。

• ホットキー: アクションのホットキーの一覧です。ホットキーを参照してください。

• ログ: アラームログ、イベントログ、および監査ログです。ログを参照してください。

• ライブビューアラート: ライブビューアクションがトリガーされると、カメラの [ライブビューア
ラート] タブまたはビューに自動的に移動します。ライブビューアクションの作成を参照してください。

• 録画アラート: [アラーム] タブまたは [ログ] タブでアラームを選択し、 [GoGoGo tototo recordingsrecordingsrecordings (((録録録
画画画ををを表表表示示示)))] をクリックして [録画アラート] タブを開きます。「アラーム」および「ログ」を参照
してください。

• アラームとタスク: [アラーム] タブと [タスク] タブは、クライアントの最下部に表示されます。「ア
ラーム」および「タスク」を参照してください。

メメメニニニュュューーー

• をクリックしてメインメニューを参照します。

- [ServersServersServers (((サササーーーバババーーー)))] を選択して新しいAXIS Camera Stationサーバーに接続し、すべてのサーバー
についてサーバーリストと接続ステータスを確認します。サーバーの設定を参照してください。

- [ActionsActionsActions (((アアアクククシシショョョンンン)))] を選択して録画を手動で開始または停止し、I/Oポートのステータスを変
更します。「手動による録画」および「I/Oポートの監視」を参照してください。

- [HelpHelpHelp (((ヘヘヘルルルプププ)))] を選択して、オプションに関するヘルプを選択します。

- [LogLogLog offoffoff (((ロロログググオオオフフフ)))] を選択してサーバーとの接続を切断し、AXIS Camera Stationクライアン
トからログオフします。

- [ExitExitExit (((終終終了了了)))] を選択してAXIS Camera Stationクライアントを終了して閉じます。

• をクリックして全画面モードに入ります。通常モードに戻すには、ESC キーを押すか をク
リックします。全画面モードに切り替えるホットキーを設定することができます。ホットキーを参照
してください。

全画面モードでは、非アクティブ時に、上下のナビゲーションパネルが非表示になります。カーソルを
画面の上部に動かすとタブが表示されます。または、カーソルを画面の下部に動かすと、ビューまたは
カメラのナビゲーションパネルが表示されます。
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• をクリックするか、F1 を押すと、内蔵のヘルプを参照できます。

ススステテテーーータタタスススバババーーー

ステータスバーには以下の情報が含まれている場合があります。詳細については、リンクをクリックして
ください。

• クライアントとサーバー間に時間の不一致がある場合、警告のアイコンが表示されます。タイム
ラインの問題が発生しないように、クライアントの時刻がサーバーの時刻と同期していることを確認
する必要があります。

• サーバーの接続ステータスには、接続するサーバー数が表示されます。接続ステータスを参照して
ください。

• ライセンスステータスには、ライセンスされていない装置数が表示されます。ライセンスの設定
を参照してください。

• [Secure Remote Access Usage (セキュアリモートアクセスの使用)] には、今月使用したデータのうち、
サービスレベルに含まれる量との比較で、残存または超過したデータ量が表示されます。Axis Secure
Remote Accessを参照してください。

• 管理者としてログインしている場合、新しいバージョンがあると「AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation updateupdateupdate
availableavailableavailable (AXIS(AXIS(AXIS CameraCameraCamera StationStationStationののの更更更新新新ががが利利利用用用ででできききままますすす)))」と表示されます。120ページAXIS Camera
Stationの更新 を参照してください。

クククララライイイアアアンンントトトのののバババーーージジジョョョンンン

>>> [Help[Help[Help (((ヘヘヘルルルプププ)])])] >>> [About[About[About (((バババーーージジジョョョンンン情情情報報報)])])] に移動して、インストールされているAXIS Camera Stationクラ
イアントのバージョンを確認します。
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ライブビュー

AXIS Camera Station ?

Status bar Alarms and tasks

Live view

ライブビューは、接続されたカメラのビュー、カメラ、およびライブ映像を表示します。複数のAXIS Camera
Stationサーバーに接続している場合、接続するサーバーのすべてのビューおよびカメラが、サーバー名ご
とにグループ化されて表示されます。

ビューを使用して、AXIS Camera Stationに追加されているすべてのカメラと装置にアクセスできます。ビュー
は、1台以上のカメラ、アイテムのシーケンス、マップ、またはWebページで構成させることができます。AXIS
Camera Stationでカメラおよび装置の追加または削除を行うと、ビューが自動的に更新されます。新しいカメラ
および装置は新しいビューとして追加されます。ビューの数は、インストールされている装置の数に応じて
最適化されます。ビューにはすべてのユーザーがアクセスできます。ユーザーのアクセス権の詳細について
は、「ユーザー権限の設定」を参照してください。
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注
Axis Camera Stationの以前のバージョンで作成したマイビュー (プライベートビュー) は、アップグレードし
たAxis Camera Stationでも利用できますが、編集、削除のみ可能です。

ビビビュュューーーまままたたたはははカカカメメメラララののの検検検索索索

ビューとカメラは、[ViewsViewsViews (((ビビビュュューーー)))] と [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] に表示されます。[T[T[Typeypeype 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て、リスト内の特定のビューまたはカメラを検索できます。カメラまたはビューをク
リックすると、ライブビュー内に表示されます。

大大大規規規模模模シシシススステテテムムム用用用のののツツツリリリーーービビビュュューーーのののナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンン

大規模システムでは、ツリービューのナビゲーションを使用することをお勧めします。クライアントの設定
を参照してください。ツリービューのナビゲーションを切り替えるホットキーを割り当てることもできま
す。ホットキーを参照してください。

ナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンパパパススス

[ShowShowShow navigationnavigationnavigation pathpathpath whenwhenwhen navigatingnavigatingnavigating ininin viewviewview (((ビビビュュューーー内内内ののの移移移動動動時時時にににナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンパパパスススををを表表表示示示すすするるる)))] を有効に
すると、分割ビュー内で移動する場合に、ナビゲーションパスがビューの最上部に表示されます。ナビゲー
ションパスでリンクをクリックすると、特定のビューに移動します。[Home[Home[Home (((ホホホーーームムム)])])] をクリックすると、開
始したビューに移動します。

複数のモニター
ビュー、カメラ、シーケンスを右クリックし、[ShowShowShow ononon ScreenScreenScreen (((画画画面面面ににに表表表示示示)))] を選択して、指定したモ
ニターに表示します。

カメラまたはビューを選択し、メイン画面またはモニター画面の新しいタブにドラッグアンドドロップしま
す。動的分割ビューが表示されます。

AXIS Camera StationにAXIS T8705 Video Decoderを追加した場合は、

• ビュー、カメラ、またはシーケンスを右クリックして [Show[Show[Show ononon AXISAXISAXIS T8705T8705T8705 (AXIS(AXIS(AXIS T8705T8705T8705ににに表表表示示示)])])] を選択
すると、AXIS T8705 Video Decoderに接続されたモニターにそれが表示されます。

• 複数のカメラかビューを選択して右クリックし、[Show[Show[Show ononon AXISAXISAXIS T8705T8705T8705 (AXIS(AXIS(AXIS T8705T8705T8705ににに表表表示示示)])])] を選
択すると、AXIS T8705 Video Decoderに接続されたモニターに、選択したカメラやビューが対称分
割ビューで表示されます。

注
AXIS T8705は、Axisカメラの表示のみサポートします。

ライブビューでのビューの管理

をクリックすると、新しい分割ビュー、シーケンス、カメラビュー、マップ、Webページ、またはフォル
ダーを追加することができます。

ビューを編集するには、[ViewsViewsViews (((ビビビュュューーー)))] でビューを選択し、 をクリックします。

カメラを編集するには、[CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] でカメラを選択し、 をクリックします。編集できるのは、カメラ
名のみです。カメラの設定を編集するには、カメラ設定の編集を参照してください。

ビューを削除するには、[ViewsViewsViews (((ビビビュュューーー)))] でビューを選択し、 をクリックします。ビューとすべてのセカン
ダリビューを編集および削除するには、そのための権限が必要です。

AXIS Camera Stationからカメラを削除するには、55ページカメラ を参照してください。
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管理者は、[Views[Views[Views (((ビビビュュューーー)])])] でビューを選択して をクリックすることで、オペレーターや閲覧者がビュー
を動かしたり編集したりできないように、ビューをロックできます。

ライブビューで画像を管理する
• 分割ビューで画像を右クリックし、[Navigate[Navigate[Navigate (((移移移動動動)])])] を選択するとカメラビューに移動します。

• 複数の画面がある場合は、画像を右クリックして [ShowShowShow ononon (((次次次ににに表表表示示示)))] を選択すると、指定の画面
に画像を表示することができます。

• 画像を右クリックして [TTTakeakeake snapshotsnapshotsnapshot (((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)))] を選択すると、スナップショットを撮
影できます。[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ClientClientClient >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> クククララライイイアアアンンントトト >>> 設設設定定定)))] で指定したスナップ
ショットフォルダーにスナップショットが保存されます。

• 画像を右クリックし、[AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot tototo exportexportexport (((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エエエクククスススポポポーーートトトににに追追追加加加すすするるる)))] を選択
します。[Export (エクスポート)] タブのエクスポートリストに、スナップショットが追加されます。

• 画像を右クリックし [StreamStreamStream profileprofileprofile (((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)))] を選択すると、ストリームプロファイル
を設定できます。ストリームプロファイルを参照してください。

• ズズズーーームムム::: ズームイン/ズームアウトするにはマウスのホイールを使用します。または、CTRL + (+) を押す
とズームインでき、CTRL + (-) を押すとズームアウトできます。

• メメメカカカニニニカカカルルル PTZ:PTZ:PTZ: メカニカルPTZは、PTZカメラと、カメラの設定ページでデジタルPTZが有効に設定
されているカメラで利用することができます。メカニカルPTZを使用するには、画像を右クリック
し、[UseUseUse MechanicalMechanicalMechanical PTZPTZPTZ (((メメメカカカニニニカカカルルルPTZPTZPTZををを使使使用用用)))] を選択します。マウスを使用して、ズーム、パ
ン、チルトを実行します。

- エエエリリリアアアズズズーーームムム::: 画像中のエリアを拡大するには、目的のエリアをクリックし、拡大するエリ
アを囲む四角形を描くようにドラッグします。ズームアウトするには、マウスのホイールを
使用します。画像の中央付近を拡大するには、マウスの右ボタンを使用して四角形を描く
ようにドラッグします。

- パパパンンンとととチチチルルルトトト::: 画像中のエリアをクリックして、エリアをパンまたはチルトします。ライブ
ビュー画像で連続的にパンまたはチルトを行うには、画像の中央にカーソルを移動して、ナビ
ゲーションの矢印を表示します。クリックしてホールドして、ナビゲーションの矢印の方向
にパンします。画像のパン、チルトの速度を速くするには、クリックしてホールドして、ナ
ビゲーションの矢印の長さを伸ばします。

• プププリリリセセセッッットトトポポポジジジシシショョョンンンににに移移移動動動すすするるる::: 画像を右クリックし、[PresetsPresetsPresets (((プププリリリセセセッッットトト)))] を選択してから移動先
のプリセットを選択します。プリセットを作成するには、「PTZプリセット」を参照してください。

• プププリリリセセセッッットトトををを追追追加加加すすするるる::: 画像ビューを目的の位置にドラッグし、右クリックして [PresetsPresetsPresets >>> AddAddAdd presetpresetpreset
(((プププリリリセセセッッットトト >>> プププリリリセセセッッットトトををを追追追加加加)))] を選択します。

• 画像を右クリックし、[SetSetSet focusfocusfocus (((フフフォォォーーーカカカスススををを設設設定定定)))] を選択すると、カメラフォーカスを調整でき
ます。被写体にピントを自動的に合わせるには、[AFAFAF] をクリックします。手動でピントを調節するに
は、[NearNearNear (((近近近くくくへへへ)))] または [FarFarFar (((遠遠遠くくくへへへ)))] の側でバーを選択します。カメラに近い被写体にピントを
合わせるには [NearNearNear (((近近近くくくへへへ)))] を使用します。カメラから遠い被写体にピントを合わせるには [FarFarFar (((遠遠遠
くくくへへへ)))] を使用します。

• 画像を右クリックし、[FocusFocusFocus recallrecallrecall zonezonezone (((フフフォォォーーーカカカスススリリリコココーーールルルゾゾゾーーーンンン)))] を選択してから、フォーカスリ
コールゾーンの追加または削除を選択します。

• 画像を右クリックし、[AutotrackingAutotrackingAutotracking on/offon/offon/off (((オオオーーートトトトトトラララッッッキキキンンングググのののオオオンンン///オオオフフフ)))] を選択してから、AXIS
PTZ Autotrackingが設定されたAxis PTZカメラのオートトラッキングのオンまたはオフを選択します。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=image-management-in-live-view

デジタルプリセットの追加

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=image-management-in-live-view

PTZコントロール

注
管理者権限を持つユーザーは、ユーザーのメカニカルPTZを無効にすることができます。ユーザー権限
の設定を参照してください。

ライブビューでの録画とインスタント再生

カメラまたは分割ビューを選択し、 をクリックすると [録画] タブに移動します。

ライブビューでは、画像右上の録画インジケーターに現在実行中の録画の状況が示されます。 は動きが
検知されたことを示します。

現在実行中の録画を再生するには、画像の上にカーソルを置き、 [InstantInstantInstant replayreplayreplay (((イイインンンスススタタタンンントトト再再再生生生)))] をク
リックします。[Recordings (録画)] タブが開き、直前の5秒間の録画が再生されます。

ライブビューから手動録画を行うには、画像の上にカーソルを置き、[RECRECREC] をクリックします。ボタンが青色に変
わり、録画中であることが示されます。録画を停止するには、もう一度 [RECRECREC] をクリックします。

解像度、圧縮、フレームレートなど、手動録画の設定については、録画の方法を参照してください。録画と再生
の詳細については、「録画の再生」を参照してください。

注
管理者権限を持つユーザーは、ユーザーについて、手動録画を無効にすることができます。ユーザー権限
の設定を参照してください。
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ライブビューの音声
カメラが音声機能を備え、ライブビューのプロファイルで音声が有効に設定されている場合、音声を利用
することができます。

[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、カメラの
音声を設定します。57ページストリームプロファイル を参照してください。

画像の上にマウスポインターを置くと以下のようになります。

• 音声コントロールボタンが表示されます。スライダーを使用して、音量を調整してください。この
ビューで音声をミュートにするには、ボタンをクリックします。

• [ListenListenListen tototo thisthisthis viewviewview onlyonlyonly (((こここのののビビビュュューーーのののみみみををを聴聴聴くくく)))] ボタンが表示されます。ボタンをクリックして他の
ビューをミュートし、このビューのみを視聴します。

• 全二重モードでは、デフォルトで [SpeakSpeakSpeak throughthroughthrough thethethe speakerspeakerspeaker (((スススピピピーーーカカカーーーををを通通通しししててて話話話すすす)))] ボタンが表示
されます。ボタンをクリックすると、設定されたスピーカーを通して話すことができます。

• 単方向モードと半二重モードでは、デフォルトで [PushPushPush---tototo---talktalktalk] ボタンが表示されます。ボタンをクリッ
クしてホールドすると、設定されたスピーカーを通して話すことができます。

注
• 管理者権限を持つユーザーは、ユーザーの音声を無効にすることができます。ユーザー権限の設定

を参照してください。
• [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Client[Client[Client (((クククララライイイアアアンンントトト)])])] >>> [Streaming[Streaming[Streaming (((ススストトトリリリーーーミミミンンングググ)])])] >>> [Audio[Audio[Audio (((音音音声声声)])])] に移動

して [Use[Use[Use pushpushpush---tototo---talktalktalk forforfor allallall duplexduplexduplex modesmodesmodes (((すすすべべべてててののの二二二重重重モモモーーードドドでででPushPushPush---TTTooo---TTTalkalkalkををを使使使用用用すすするるる)])])] をオンにす
ると、すべての二重モードで [Push[Push[Push---tototo---talktalktalk (((プププッッッシシシュュュツツツーーートトトーーーククク)])])] ボタンが表示されるようになります。
116ページストリーミング を参照してください。

ライブビューの画面上コントロール
注

画面上コントロールには、ファームウェア7.40以降が必要です。

ライブビューで、 をクリックして、利用可能なカメラ機能にアクセスします。

分割ビュー
分割ビューを利用すると、複数のカメラからの画像を同時に表示することができます。分割ビューでは、カメラ
ビュー、シーケンス、Webページ、マップ、他の分割ビューを使用できます。

20



AXIS Camera Station User Manual

ライブビュー

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合、他のサーバーから任意のビュー、カメラ、装置を
分割ビューに追加できます。

たとえば、大きなフレームをホットスポットとして設定すると、小さなフレームの画像をクリックするだけでそ
の画像を大きなフレームで表示することができます。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
で使用すると便利です。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。

分割ビューを追加するには:

1. [ライブビュー] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew SplitSplitSplit ViewViewView (((新新新しししいいい分分分割割割ビビビュュューーー)))] を選択します。新しい分割ビューのタブが開きます。

3. 分割ビューの名前を入力します。

4. [TTTemplateemplateemplate (((テテテンンンプププレレレーーートトト)))] ドロップダウンリストから、使用するテンプレートを選択します。

5. ビューまたはカメラを追加します。特定のビューまたはカメラの検索には、[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。

- ビューまたはカメラをグリッドビューの目的のスロットにドラッグアンドドロップします。
スロットにすでにカメラまたはビューが存在する場合は、古いカメラまたはビューが置き
換えられます。

- ビューまたはカメラをダブルクリックして、グリッドビューで最初に利用可能なスロット
に追加します。

- 複数のビューまたはカメラを選択してドラッグアンドドロップし、グリッドビューで最初に利
用可能なスロットに追加します。

- 複数のビューまたはカメラを選択して、Enter キーを押し、グリッドビューで最初に利用可能な
スロットに追加します。

6. グリッドビューのビューまたはカメラを編集したり削除したりします。

- グリッドビューのビューまたはカメラを選択して、画像の境界または右隅までマウスを動か
して画像のサイズを変更します。

- グリッドビューでビューまたはカメラを選択し、目的のスロットにドラッグアンドドロップ
します。

- 複数のビューまたはカメラを選択して [RemoveRemoveRemove viewviewview (((ビビビュュューーーををを削削削除除除)))] をクリックするか、
Delete キーを押すと、グリッドビューから削除されます。

- グリッドビューでカメラを右クリックし [StreamStreamStream profileprofileprofile (((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)))] を選択して、
カメラのストリームプロファイルを設定します。ストリームプロファイルを参照してください。

7. 分割ビューのフレームを選択してから [SetSetSet HotspotHotspotHotspot (((ホホホッッットトトスススポポポッッットトトををを設設設定定定)))] をクリックして、フレー
ムをホットスポットとして設定します。ホットスポットを削除するには、ホットスポットを選択し、
[RemoveRemoveRemove HotspotHotspotHotspot (((ホホホッッットトトスススポポポッッットトトををを削削削除除除)))] をクリックします。

8. [SaveSaveSave viewviewview (((ビビビュュューーーををを保保保存存存)))] をクリックして、ログオンしているサーバーに分割ビューを保存します。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=split-view

分割ビューの追加

分割ビューを編集するには、分割ビューを右クリックし、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

分割ビューを削除するには、分割ビューを右クリックして、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

分割ビューのドアダッシュボード
[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Doors[Doors[Doors andandand zoneszoneszones (((ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)])])] でド
アの設定を行っていれば、分割ビューでカード所持者を支援したり、ドアの状態や最近の利用状況を確認
したりできます。

1. ドアを追加する手順については、147ページドアの追加 を参照してください。

2. ドアダッシュボードをビューに追加します。

2.1 [Live view (ライブビュー)] タブで をクリックして [New[New[New splitsplitsplit viewviewview (((新新新しししいいい分分分割割割ビビビュュューーー)])])]
を選択します。

2.2 分割ビューの名前を入力します。

2.3 [T[T[Templateemplateemplate (((テテテンンンプププレレレーーートトト)])])] のドロップダウンリストから使用するテンプレートを選択します。

2.4 ドアをグリッドビューの目的のスロットにドラッグアンドドロップします。

2.5 カメラまたはビューをグリッドビューの目的のスロットにドラッグアンドドロップします。

2.6 [Save[Save[Save viewviewview (((ビビビュュューーーををを保保保存存存)])])] をクリックします。

3. [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] には、以下のような機能があります。

- ドアの詳細、ドアステータス、ロックステータスが表示されます。

- ドアに対するアクションを実行するには、[Access[Access[Access (((アアアクククセセセススス)])])]、[Lock[Lock[Lock (((ロロロッッッククク)])])]、[Unlock[Unlock[Unlock (((ロロロッッッ
ククク解解解除除除)])])]、または [Lockdown[Lockdown[Lockdown (((閉閉閉鎖鎖鎖)])])] をクリックします。

- カード所持者がカードを読み取らせたりすると、写真などのカード所持者の詳細と共にアクセ
スコントロールイベントが表示されます。カード所持者に関連するその他のアクセスコント
ロールイベントも表示されます。

をクリックしてイベントをブックマークしておくと、[T[T[Transactionsransactionsransactions (((トトトララランンンザザザクククシシショョョ
ンンン)])])] でイベントを利用できます。

- ドアの開放時間が長すぎる場合などには、アラームトリガー情報と共にアラームが表示さ
れます。

- 最新のトランザクションが表示されます。

4. [TTTransactionsransactionsransactions (((トトトララランンンザザザクククシシショョョンンン)))] の下に、最近のトランザクションと保存されたトランザクションが
表示されます。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=door-dashboard-in-split-view

ドアダッシュボードでの監視と支援

シーケンス
シーケンスビューは、自動的に複数のビューを順番に切り替えて表示します。表示時間 (1つのビューを表示し、
次のビューに切り替えるまでの秒数) は、ビューごとに個別に設定できます。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合、他のサーバーから任意のビュー、カメラ、装置を
シーケンスに追加できます。

シーケンスを追加するには:

1. [ライブビュー] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew sequencesequencesequence (((新新新しししいいいシシシーーーケケケンンンススス)))] を選択します。[新規シーケンスビュー] タブが開きます。

3. シーケンスの名前を入力します。

4. ビューまたはカメラを追加します。シーケンスに追加されたビューまたはカメラには、シーケンスでの
順序を示す番号が付きます。特定のビューまたはカメラの検索には、[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。

- ビューまたはカメラをシーケンスにドラッグアンドドロップします。その位置にすでにカメラ
またはビューが存在する場合、古いカメラまたはビューが置き換えられます。

- ビューまたはカメラをダブルクリックし、シーケンスで最初に利用可能な位置に追加します。

- 複数のビューまたはカメラを選択してドラッグアンドドロップし、シーケンスで最初に利用可
能な位置に追加します。

- 複数のビューまたはカメラを選択して、Enter キーを押し、シーケンスで最初に利用可能な
位置に追加します。

5. シーケンスのビューまたはカメラを編集したり削除したりします。

- シーケンス内のビューまたはカメラを選択してドラッグアンドドロップし、シーケンス内
での順序を変更します。

- 複数のビューまたはカメラを選択して [RemoveRemoveRemove viewviewview (((ビビビュュューーーををを削削削除除除)))] を選択するか、Delete
キーを押すと、シーケンスから削除されます。

- シーケンス内のカメラを右クリックし [StreamStreamStream profileprofileprofile (((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)))] を選択して、
カメラのストリームプロファイルを設定します。ストリームプロファイルを参照してください。

6. シーケンス内のビューまたはカメラを選択して、[DwellDwellDwell timetimetime (((表表表示示示時時時間間間)))] フィールドで表示時間を設定し
ます。ビューまたはカメラを追加する場合、表示時間はデフォルトで5秒間に設定されています。

7. PTZ機能付きのカメラの場合、[PTZPTZPTZ presetpresetpreset (PTZ(PTZ(PTZプププリリリセセセッッットトト)))] ドロップダウンリストからPTZプリセットを
選択します。PTZプリセットを参照してください。
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8. [SaveSaveSave viewviewview (((ビビビュュューーーををを保保保存存存)))] をクリックして、ログオンしているサーバーにシーケンスを保存します。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=sequence

シーケンスの追加

シーケンスを編集するには、シーケンスを右クリックし、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

シーケンスを削除するには、シーケンスを右クリックして、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

カメラビュー
カメラごとの映像を表示するためのビューです。カメラビューは、分割ビュー、シーケンス、マップで使用
できます。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、接続するすべてのサーバーのすべてのカメ
ラがリストに表示されます。

カメラにビューを追加するには:

1. [ライブビュー] または [録画] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew CameraCameraCamera ViewViewView (((新新新しししいいいカカカメメメラララビビビュュューーー)))] を選択します。

3. ドロップダウンリストからカメラを選択し、[OKOKOK] をクリックします。

カメラビューを編集するには、カメラビューを右クリックして、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

カメラビューを削除するには、カメラビューを右クリックして、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

マップ
マップはインポートされる画像であり、マップ上にはカメラビュー、分割ビュー、シーケンス、Webページ、他
のマップ、ドアを配置できます。マップを使用することによって、装置の位置を視覚的に捉え、個々の装置をすば
やく見つけてアクセスすることができます。インポートした見取り図にカメラを配置したり、監視場所が広い場
合には、複数のマップを作成して概観マップに配置したりできます。

カメラや装置、ビュー、ドアダッシュボードは、マップから開くことができます。マップにアクションボタンが
設定されている場合は、アクションボタンをマップビューから使用することもできます。アクションボタン
トリガーの作成を参照してください。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合、他のサーバーから任意のビュー、カメラ、装置を
マップビューに追加できます。
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マママッッップププののの追追追加加加

1. [ライブビュー] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew mapmapmap (((新新新しししいいいマママッッップププ)))] を選択します。新しいマップビューのタブが開きます。

3. マップの名前を入力してください。

4. [ChooseChooseChoose imageimageimage (((画画画像像像ををを選選選択択択)))] をクリックし、使用するマップファイルに移動します。ファイルの最大サ
イズは20 MBで、対応するファイル形式はBMP、JPG、PNG、GIFです。

5. ビュー、カメラ、その他の装置、ドアをマップ上の目的の位置までドラッグします。それらは、[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て検索できます。次のようなドアアイコンがあります。

- : ドアがドアモニターありで構成されている場合のドアの物理的状態。

- : ドアがドアモニターなしで構成されている場合のロックの物理的状態。

6. マップ上のアイコンをクリックすると、次の設定を編集できます。

- アアアイイイコココンンン::: 使用するアイコンを選択します。このオプションはカメラやその他の装置でのみ
使用できます。

- サササイイイズズズ::: スライダーを調整してアイコンのサイズを変更できます。

- 色色色::: をクリックしてアイコンの色を変更できます。

- 名名名前前前::: このオプションをオンにすると、アイコン名が表示されます。[BottomBottomBottom (((下下下端端端)))] または
[TTTopopop (((上上上端端端)))] を選択して、アイコン名の表示位置を変更できます。

- 検検検知知知範範範囲囲囲::: このオプションをオンにすると、装置の検知範囲がマップ上に表示されます。検知
範囲の範囲、幅、方向、および色を編集することができます。このオプションはカメラやそ
の他の装置でのみ使用できます。

- 削削削除除除::: をクリックするとアイコンがマップから削除されます。

7. ラベルをマップに追加するには、[AddAddAdd labellabellabel (((ラララベベベルルルををを追追追加加加)))] をクリックしてラベル名を入力し、ラベル
のサイズ、回転方向、スタイル、および色を設定します。ラベルをクリックし、マップ上の目的の位置

までドラッグします。 をクリックするとラベルが削除されます。

注
一部の設定は、複数のアイコンとラベルについて同時に編集できます。マップ上の複数の項目を選択
するには、Ctrl を押しながら項目をクリックします。マップ上のすべての項目を選択するには、Ctrl +
Aを押します。.

8. [SaveSaveSave viewviewview (((ビビビュュューーーををを保保保存存存)))] をクリックします。マップビューが、メインウィンドウで選択したサー
バーに保存されます。

25



AXIS Camera Station User Manual

ライブビュー

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=map

マップの追加

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=map

マップから音声をトリガー

マップを編集するには、マップを右クリックし、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

マップを削除するには、マップを右クリックし、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

スススナナナッッップププシシショョョッッットトト

マップのスナップショットを撮ると、マップ上の装置のステータスもスナップショットに表示されます。

• スナップショットを保存するには:

1. マップを右クリックし、[TTTakeakeake snapshotsnapshotsnapshot (((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)))] を選択します。

2. スナップショットは、[Configuration[Configuration[Configuration (((構構構成成成)])])] >>> [Client[Client[Client (((クククララライイイアアアンンントトト)])])] >>> [settings[settings[settings (((設設設定定定)])])] で設
定したフォルダーに自動的に保存されます。

• スナップショットをエクスポートするには:

1. マップを右クリックし、[AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot tototo exportexportexport (((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エエエクククスススポポポーーートトトににに追追追
加加加すすするるる)))] を選択します。

2. [Export (エクスポート)] タブのエクスポートリストに、スナップショットが追加されます。
30ページ録画のエクスポート に従って、マップのスナップショットが追加された録画をエ
クスポートします。

マママッッップププのののズズズーーームムムとととナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンン

• マママウウウススス::: マウスのホイールを使用してズームイン/ズームアウトできます。マップをズームインする際
は、マップをドラッグして目的の位置まで移動できます。

• キキキーーーボボボーーードドド::: Ctrl + (+) を押すとズームインし、Ctrl + (-) を押すとズームアウトします。Ctrl を押しながら
矢印キーを押して、目的の位置まで移動します。
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• ジジジョョョイイイススステテティィィッッッククク::: ジョイスティックのヘッドをひねってズームイン/ズームアウトできます。ジョイス
ティックを傾けて、目的の位置まで移動します。

Webページ
Webページビューは、インターネットのページを表示します。分割ビューやシーケンスビューで、カメラのライ
ブビデオと一緒にWebページを表示することができます。

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

help.axis.com/?&piaId=34074&section=webpage

Webページを追加するには:

1. [ライブビュー] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew webpagewebpagewebpage (((新新新しししいいいWebWebWebペペペーーージジジ)))] を選択します。

3. 分かりやすいWebページ名を入力します。

4. [UrlUrlUrl] フィールドに完全なインターネットアドレスを入力します。http、httpsの両方のプロトコルを使用
できます。例: http://example.com/path.html。

5. [OKOKOK] をクリックします。

Webページを編集するには、Webページを右クリックし、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

Webページを削除するには、Webページを右クリックし、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

フォルダー
フォルダーは、ツリービューのナビゲーションの項目を分類するために使用します。フォルダーには、分割
ビュー、シーケンス、カメラビュー、マップ、Webページ、他のフォルダーを含ませることができます。

フォルダーを追加するには:

1. [ライブビュー] または [録画] タブで、 をクリックします。

2. [NewNewNew FolderFolderFolder (((新新新しししいいいフフフォォォルルルダダダーーー)))] を選択します。

3. フォルダーに名前を入力し、[OKOKOK] をクリックします。

フォルダーを編集するには、フォルダーを右クリックして、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

フォルダーを削除するには、フォルダーを右クリックして、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。
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録画

[録画] タブでは録画の検索、再生、エクスポートを行うことができます。[録画] タブにアクセスするには、タブメ

ニューに移動するか、または [ライブビュー] タブ内の をクリックします。

左側のパネルでは、接続されているサーバーのビューとカメラがサーバー名でグループ化されて表示されま
す。ビューやカメラの検索、ビューの管理、大規模なシステムでのツリービューナビゲーションが可能で
す。ライブビューを参照してください。

右パネルには、カメラの画像、再生ツール、および録画のタイムラインが表示されます。

• 画像を右クリックし、次のように実行します。

- 分割ビューの [録画] タブから開始する場合は、[NavigateNavigateNavigate (((移移移動動動)))] を選択してカメラの [録画]
タブに移動します。

- 複数の画面がある場合は、[ShowShowShow ononon (((次次次ににに表表表示示示)))] を選択すると、指定した画面に画像を表
示することができます。

- スナップショットを撮るには、[TTTakeakeake snapshotsnapshotsnapshot (((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)))] を選択します。
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ClientClientClient >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> クククララライイイアアアンンントトト >>> 設設設定定定)))] で指定したスナップショット
フォルダーにスナップショットが保存されます。

- [AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot tototo exportexportexport (((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エエエクククスススポポポーーートトトににに追追追加加加すすするるる)))] を選択します。
[Export (エクスポート)] タブのエクスポートリストに、スナップショットが追加されます。

- 事故レポートを有効にしている場合、事故レポートを作成するには、[IncidentIncidentIncident reportreportreport (((事事事故故故レレレ
ポポポーーートトト)))] を選択します。

- [StreamStreamStream profileprofileprofile (((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)))] を選択して、ストリームプロファイルを設定しま
す。ストリームプロファイルを参照してください。

• タイムラインの特定の時刻に移動するには、 をクリックして日付と時刻を選択します。

• タイムラインに表示する録画の種類を設定するには、 をクリックします。

• 装着式システムのすべてのメタデータを表示するには、[ShowShowShow allallall bodybodybody wornwornworn metadatametadatametadata (((装装装着着着式式式シシシススス
テテテムムムのののすすすべべべてててのののメメメタタタデデデーーータタタををを表表表示示示すすするるる)))] をクリックします。AXIS Body Worn Assistantで追加された
メモとカテゴリーも表示されます。

- 録画を検索するには、[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)))] フィールドにキーワードを入力
します。

- リスト内の録画をダブルクリックし、タイムライン内のその録画に移動します。

• 録画の再生

• ブックマーク

• 録画のエクスポート

• 35ページ事故レポートのエクスポート

録画を有効または無効にしたり、解像度、圧縮、フレームレートなどの録画の設定を変更したりするには、録画
の方法を参照してください。

注
AXIS Camera Stationから録画を削除することはできません。古い録画を削除するには、[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)))] で保存期間を変更します。
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録画の再生
再生マーカーが録画の複数のタイムラインと重なっている場合、複数のカメラからの録画を同時に再生できま
す。タイムラインに表示されていても、ビューには表示されていないカメラの録画を表示するには、カメラをタイ
ムラインからビューの再生ウィンドウにドラッグします。

複数のモニターを使用する場合、ライブ映像を録画した映像と同時に表示することができます。

再再再生生生タタタイイイムムムララライイインンン

再生タイムラインは、再生の期間を表します。ズームイン、ズームアウト、ドラッグすることができます。
マーカーが録画を指している場合、タイムラインをドラッグすると、録画の概要表示 (スクラビング) を行っ
て録画内の特定のイベントを見つけることができます。タイムライン上の録画にカーソルを置くと、録画の
画像、録画タイプ、および録画時間を確認できます。タイムラインをドラッグすると再生が一時停止し、
マウスボタンを放すと再開されます。

録録録画画画ににに移移移動動動

• タイムラインの特定の時刻に移動するには、 をクリックして日付と時刻を選択します。マウスホ
イールを操作してタイムラインでズームインまたはズームアウトし、マーカーが目的の録画をポイン
トするようにタイムラインをドラッグします。

• [スマート検索] タブを使用して目的の録画に移動します。スマート検索1を参照してください。

• ブックマーク付きの目的の録画に移動するには、ブックマークを使用します。ブックマークを参照
してください。

録録録画画画ののの再再再生生生

1. 再生する録画に移動します。

2. 再生コントロールパネルで次のように実行します。

- 録画の再生を開始するには、 をクリックします。

- 録画を一時停止するには、 をクリックします。

- 再生中の録画またはイベント、あるいは前の録画またはイベントの先頭に戻るには、 をク
リックします。このボタンを右クリックすると、録画にスキップするか、イベントにスキップ
するか、その両方にスキップするかを選択できます。

- 次の録画またはイベントの先頭に進むには、 をクリックします。このボタンを右クリッ
クすると、録画にスキップするか、イベントにスキップするか、その両方にスキップする
かを選択できます。

- 録画の前のフレームに戻るには、 をクリックします。オプションは一時停止中にのみ
使用できます。アイコンを右クリックし、スキップする任意のフレーム数 (最大20フレー
ム) を選択します。

- 録画の次のフレームに進むには、 をクリックします。オプションは一時停止中にのみ
利用できます。アイコンを右クリックし、スキップする任意のフレーム数 (最大20フレー
ム) を選択します。

- をクリックすると音声がオフになります。録画に音声が含まれる場合は、このアイコ
ンが表示されます。

- 音声スライダーを使用して、音量を調整してください。録画に音声が含まれる場合は、再生画
像にこのアイコンが表示されます。
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- パノラマカメラでは、この画像をクリックし、マウスホイールを使用して画像をスクロールす
ると、再生中にパン、チルト、ズームを行うことができます。エリアにズームインするには、
エリア内にカーソルを置き、マウスホイールを使用してズームします。または、CTRL + (+) を押
すとズームインでき、CTRL + (-) を押すとズームアウトできます。

ブックマーク

[Recordings (録画)] タブで をクリックすると、録画のすべてのブックマークが表示されます。 は録画
がロックされていることを示します。

注
• 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。
• カメラがAXIS Camera Stationから切り離されると、ロックされた録画は削除されます。
• ロックされた録画のロック間隔は5分です。

[T[T[Typeypeype 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て、特定のブックマークを検索できます。ブッ
クマークの選択:

• 右クリックして [GoGoGo tototo (((移移移動動動すすするるる)))] を選択すると、ブックマークを設定した録画がタイムラインに表示さ

れます。 をクリックすると、ブックマークを設定した時刻から録画が再生されます。

• ブックマークの名前や説明を編集したり、録画のロックまたはロック解除を変更したりするには、
をクリックして次のように行います。

- 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。

- 録画のロックを解除するには、[PreventPreventPrevent recordingrecordingrecording deletiondeletiondeletion (((録録録画画画削削削除除除ををを防防防止止止)))] のチェック
マークを外します。

• ブックマークを削除するには、 をクリックします。同時に複数のブックマークを削除することがで
きます。複数のブックマークを選択するには、ブックマークを選択し、SHIFT または Ctrl を押します。

ブブブッッックククマママーーークククののの追追追加加加

1. 録画に移動します。録画の再生を参照してください。

2. タイムラインの位置を選択し、 をクリックします。

3. 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、ブックマークの検索
が容易になり、内容が分かりやすくなります。

4. 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。ロック間隔は5分
です。システムで古い録画が削除されても、ロック間隔内の録画は削除されません。

注
ロックされた録画は削除できません。録画のロックを解除するには、このオプションをクリアするか、
ブックマークを削除します。

5. [OKOKOK] をクリックします。

録画のエクスポート
録画を、AXIS Camera Stationクライアントからアクセス可能なローカルストレージやネットワーク上の場所にエク
スポートできます。複数の録画を同時にエクスポートすることができます。
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録画を.asf、.mp4、または.mkv形式にエクスポートし、Windows Media PlayerまたはAXIS File Playerで再生
することができます。

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。

注
AXIS File Playerで再生する場合、.mp4および.mkv形式の録画は再生速度の変更が可能です。ただし.asf形式
の録画は再生速度を変更できません。

開始前に、エクスポートの権限があることを確認してください。33ページエクスポートのユーザー権限 を参
照してください。

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

1. [録画] タブで、カメラまたはビューを選択します。

2. 録画をエクスポートリストに追加します。エクスポートリストに追加された録画は、タイムラインで強
調表示されます。ストライプが付いた録画は、エクスポートに含まれません。

- 録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択します。
選択された1つの録画がエクスポートリストに追加されます。イベントの時間内に発生した録画
をすべて追加するには、[AddAddAdd eventeventevent recordingsrecordingsrecordings (((イイイベベベンンントトト録録録画画画ののの追追追加加加)))] を使用します。

- 録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択し
ます。タイムラインマーカーの下にある録画が、エクスポートリストに追加されます。

- をクリックすると、選択マーカーが表示されます。選択マーカーを移動して、希望する
時間に合わせます。

- 選択範囲内にある特定のカメラの録画を追加するには、録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd
recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択します。

- 選択範囲内にあるすべてのカメラの録画を追加するには、録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport
>>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択します。

3. エクスポートリストから録画を削除する場合:

- 録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選択しま
す。選択された1つの録画がエクスポートリストから削除されます。

- 録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選
択します。タイムラインマーカーの下にある録画が、エクスポートリストに追加されます。

- 選択マーカーが表示されたら、選択マーカー内の録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove
recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選択してエクスポートリストから1つの録画を削除
します。録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削
除除除)))] を選択して、選択マーカー内のすべての録画をエクスポートリストから削除します。

4. 録画またはスナップショットをエクスポートリストに追加すると、[Export (エクスポート)] タブが表示さ
れます。[事故レポート (Incident report)] タブが表示されている場合、[SwitchSwitchSwitch tototo exportexportexport (((エエエクククスススポポポーーートトトににに
切切切りりり替替替えええるるる)))] をクリックして [Export (エクスポート)] タブに移動します。

5. エクスポートリストをファイルに保存する場合は、[SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

6. 以前に保存したエクスポートリストを含める場合は、[LoadLoadLoad (((読読読みみみ込込込みみみ)))] をクリックします。

7. エクスポートリストには、開始時間、終了時間、長さ、イベント、ストリームプロファイル、編集され
たかどうか、ノートや音声が含まれるかどうかなど、録画に関する情報が表示されます。

- エクスポートされたリスト内で1つの録画をクリックすると、プレビューが表示され、再生されま
す。複数の録画をプレビューできるのは、それらが1台のカメラでの録画である場合だけです。
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- [Click one recording( 1つの録画をクリック)]して、[timeline( タイムライン)]に移動し、録画の
開始時刻と終了時刻を調整します。タイムラインには、約選択した録画の周囲に最大30分間
の録画が表示されます。

- [one recording( 1つの録画)]をクリックし、[timeline( タイムライン)]を特定の場所にドラッグし
ます。映像を右クリックして、[AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot (((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追追追加加加)))] を選択し、スナップ
ショットを追加します。

- [PreferredPreferredPreferred streamstreamstream profileprofileprofile (((推推推奨奨奨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)))] フィールドで、ストリームプロ
ファイルを選択します。

- 録画に音声が含まれている場合は、 をクリックすると音声がオフになります。

- 録画を編集するには、 をクリックします。33ページエクスポートする前に録画の編集
(映像の編集) を行う を参照してください。

- 録画のノートを編集するには、 をクリックします。

- エクスポートリストから録画を削除するには、 をクリックします。

8. 録画のノートを含めるには、[IncludeIncludeInclude notesnotesnotes (((ノノノーーートトトををを含含含めめめるるる)))] を選択します。ノートは、エクス
ポート先のフォルダーで.txtファイルとして使用したり、AXIS File Playerで録画のブックマークとして
使用したりできます。

9. [AdvancedAdvancedAdvanced settingssettingssettings (((高高高度度度ななな設設設定定定)))] で以下の設定を行います。

- 画像の改ざんを防ぎ、データの信頼性と完全性を保証するには、[ 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。このオプションは、.asf形式の録画でのみ使用できます。35ペー
ジ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。

- エクスポートする録画にAXIS File Playerを含めるには、[IncludeIncludeInclude AXISAXISAXIS FileFileFile PlayerPlayerPlayer (AXIS(AXIS(AXIS FileFileFile
PlayerPlayerPlayerををを含含含めめめるるる)))] を選択します。

- Windows Media Playerで使用される.asx形式でプレイリストを作成するには、[CreateCreateCreate
playlist(.asx)playlist(.asx)playlist(.asx) (((プププレレレイイイリリリススストトトををを作作作成成成 (.asx))(.asx))(.asx)) ] を選択します。録画は録画された順に再生されます。

- Zipファイルにエクスポートするには、[ExportExportExport tototo ZipZipZip filefilefile (Zip(Zip(Zipフフファァァイイイルルルにににエエエクククスススポポポーーートトトすすするるる)))] を
選択します。エクスポートするZipファイルにパスワードを設定することができます。

- [ExportExportExport formatformatformat (((エエエクククスススポポポーーートトト形形形式式式)))] ドロップダウンリストから、録画のエクスポート先の形
式を選択します。[MP4] を選択した場合、G.711またはG.726形式の音声はエクスポートされ
た録画に含まれません。

- 編集された録画がある場合は、[EditedEditedEdited videovideovideo encodingencodingencoding (((編編編集集集済済済みみみのののビビビデデデオオオエエエンンンコココーーーデデディィィンンン
グググ)))] で、ビデオエンコード形式を [Automatic (自動)]、[H.264]、または [M-JPEG] に設定で
きます。[Automatic (自動)] に設定すると、M-JPEG形式の場合にM-JPEGが使用され、その
他の形式の場合はH.264が使用されます。

10. [Export...Export...Export... (((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。

11. 録画のエクスポート先のフォルダーを選択します。

12. [OKOKOK] をクリックします。録画のエクスポートタスクが右下に表示され、[Tasks (タスク)] タブに追加
されます。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=export-recordings

録画のエクスポート

エクスポートフォルダーには以下が含まれます。

• サポートされている形式のいずれかでの録画。

• .txt形式のノート ([IncludeIncludeInclude notesnotesnotes (((ノノノーーートトトををを含含含めめめるるる)))] を選択した場合)。

• AXIS File Player ([IncludeIncludeInclude AXISAXISAXIS FileFileFile PlayerPlayerPlayer (AXIS(AXIS(AXIS FileFileFile PlayerPlayerPlayerををを含含含めめめるるる)))] を選択した場合)。

• .asx形式のプレイリスト ([CreateCreateCreate playlist(.asx)playlist(.asx)playlist(.asx) (((プププレレレイイイリリリススストトトををを作作作成成成 (.asx))(.asx))(.asx)) ] を選択した場合)。

エクスポートのユーザー権限
エクスポートの権限は133ページユーザー権限の設定 で設定できます。

• エクスポート権限が無効で事故レポート権限も無効の場合、録画エクスポートまたは事故レポート
生成の権限がありません。

• エクスポート権限が無効で事故レポート権限が有効の場合、事故レポート生成の権限のみが与えられま
す。[録画] タブで をクリックすると、[事故レポート] タブが開きます。

• エクスポート権限が有効で事故レポート権限が無効の場合、録画エクスポートの権限のみが与えられま
す。[録画] タブで をクリックすると、[エクスポート] タブが開きます。

• エクスポート権限と事故レポート権限が有効の場合、録画エクスポートおよび事故レポート生成の権限
が与えられます。[録画] タブで をクリックすると、デフォルトでは [エクスポート] タブが開きま
す。1回の接続セッション中に、最近使用されたタブが開きます。

エクスポートする前に録画の編集 (映像の編集)を行う
動動動くくく物物物体体体のののぼぼぼかかかししし

1. [エクスポート] タブまたは [事故レポート] タブで、録画を選択して をクリックします。

2. タイムラインを動く物体の開始点までドラッグします。

3. [BoundingBoundingBounding boxesboxesboxes (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククススス)))] で [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして新しいバウンディング
ボックスを追加します。または、物体を右クリックし、[AddAddAdd newnewnew boundingboundingbounding boxboxbox (((新新新しししいいいバババウウウンンンデデディィィンンン
グググボボボッッックククスススののの追追追加加加)))] を選択します。

4. [BoundingBoundingBounding boxboxbox optionsoptionsoptions >>> SizeSizeSize (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススのののオオオプププシシショョョンンン >>> サササイイイズズズ)))] に移動し、サイズを調
整します。または、バウンディングボックスのハンドルをドラッグします。

5. バウンディングボックスをドラッグして物体をカバーします。

6. [BoundingBoundingBounding boxboxbox optionsoptionsoptions >>> FillFillFill (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススのののオオオプププシシショョョンンン >>> 塗塗塗りりりつつつぶぶぶししし)))] に移動し、
[PixelatedPixelatedPixelated (((モモモザザザイイイククク)))] または [BlackBlackBlack (((黒黒黒)))] に設定します。
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7. 録画の再生中に、バウンディングボックスをドラッグアンドドロップしてキーフレームを追加します。
または、物体を右クリックし、[AddAddAdd keykeykey frameframeframe (((キキキーーーフフフレレレーーームムムののの追追追加加加)))] を選択します。

8. 連続するキーフレームを追加するには、録画の再生中にバウンディングボックスをドラッグして
物体をカバーします。

9. タイムラインをドラッグして、物体が完全にカバーされていることを確認します。

- キーフレームを削除するには、キーフレームを右クリックし、[RemoveRemoveRemove keykeykey frameframeframe (((キキキーーーフフフレレレーーー
ムムムののの削削削除除除)))] を選択します。

- タイムライン上の特定の位置に移動するには、キーフレームを右クリックし、[GoGoGo tototo timetimetime
positionpositionposition (((タタタイイイムムムポポポジジジシシショョョンンンににに移移移動動動すすするるる)))] を選択します。

10. 最後のキーフレームをダブルクリックし、[BoundingBoundingBounding boxboxbox optionsoptionsoptions (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススのののオオオプププ
シシショョョンンン)))] の下にある [SetSetSet endendend (((終終終了了了位位位置置置ののの設設設定定定)))] をクリックして、終了位置を設定します。または、
右クリックし、[SetSetSet endendend (((終終終了了了位位位置置置ののの設設設定定定)))] を選択します。エンドポイントの後にあるすべてのキー
フレームが削除されます。

注
ビデオには、複数のバウンディングボックスを追加できます。バウンディングボックスが重なり合ってい
る場合、重なっている部分は [Black (黒)]、[Pixelated (モザイク)]、[Clear (透明)] の順に塗りつぶされます。

背背背景景景をををぼぼぼかかかしししててて動動動くくく物物物体体体ををを表表表示示示すすするるる

1. 移動する物体をぼかすには、前のセクションの手順に従ってください。

2. [BoundingBoundingBounding boxboxbox optionsoptionsoptions >>> FillFillFill (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススのののオオオプププシシショョョンンン >>> 塗塗塗りりりつつつぶぶぶししし)))] に移動し、
[ClearClearClear (((透透透明明明)))] に設定します。

3. [VideoVideoVideo backgroundbackgroundbackground (((ビビビデデデオオオ背背背景景景)))] に移動し、[PixelatedPixelatedPixelated (((モモモザザザイイイククク)))] または [BlackBlackBlack (((黒黒黒)))] に設定します。

注
リストから複数のバウンディングボックスを選択し、右クリックして [PixelatePixelatePixelate allallall butbutbut thisthisthis (((こここれれれををを除除除くくくすすすべべべ
てててをををモモモザザザイイイククク化化化)))] を選択できます。選択したバウンディングボックスは [ClearClearClear (((透透透明明明)))] で塗りつぶされ、他
のバウンディングボックスは [PixelatedPixelatedPixelated (((モモモザザザイイイククク)))] で塗りつぶされます。

バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススををを生生生成成成すすするるる

[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)])])] でカメラの分析デー
タを有効にした場合、分析データから録画用の境界ボックスを生成することができます。

1. [エクスポート] タブまたは [事故レポート] タブで、 をクリックします。

2. [GenerateGenerateGenerate boundingboundingbounding boxesboxesboxes (((バババウウウンンンデデディィィンンングググボボボッッックククスススののの生生生成成成)))] をクリックします。

3. バウンディングボックスを確認し、動く物体をカバーするように調整します。

4. バウンディングボックスまたはビデオの背景を塗りつぶします。

AXISAXISAXIS VideoVideoVideo ContentContentContent StreamStreamStreamををを使使使用用用しししたたた映映映像像像編編編集集集ののの強強強化化化

ファームウェア5.50以降を搭載したカメラでは、AXIS Video Content Stream 1.0をインストールして、映像
編集を強化できます。

アプリケーションはAXIS Camera Stationに新しいカメラを追加すると自動的にインストールされますが、「装置の
管理」ページからインストールすることもできます。詳細については、「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。このアプリケーションにより、カメラでAXIS Video Content Streamが有効になります。
AXIS Video Content Streamは、AXIS Camera Stationを介してのみ使用することができます。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=edit-recordings-before-exporting

エクスポートする前に録画を編集する

エクスポートした録画の再生と検証
パスワードを指定して (必須ではありません) エクスポート済みの録画にデジタル署名を追加し、データの信頼性
と完全性を保証することができます。デジタル署名をAXIS File Playerでさらに検証して、録画が変更されたかど
うかをチェックすることができます。

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。エクスポートするZipファイルにパスワード
を設定した場合は、フォルダーを開くためにパスワードを入力する必要があります。

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. AXIS File Playerで をクリックすると、録画に追加されたノートが表示されます。

4. [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)))] を選択した場合は、AXIS File Playerでデジタル署名を検
証します。

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ををを使使使用用用すすするるる)))] を選択した場合は、[UseUseUse 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。

事故レポートのエクスポート
録画、スナップショット、ノートを含む事故レポートを、AXIS Camera Stationサーバーからアクセス可能なス
トレージやネットワーク上の場所にエクスポートできます。この場合、事故レポートの生成者はエクスポー
トされた資料にアクセスできません。

録画を.asf、.mp4、または.mkv形式にエクスポートし、Windows Media PlayerまたはAXIS File Playerで再生
することができます。

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。事故レポートを生成すると自動的に含
まれます。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。

注
AXIS File Playerで再生する場合、.mp4および.mkv形式の録画は再生速度の変更が可能です。ただし.asf形式
の録画は再生速度を変更できません。

開始前に、エクスポートの権限があることを確認してください。33ページエクスポートのユーザー権限 を参
照してください。

35



AXIS Camera Station User Manual

録画

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=export-incident-reports

事故レポート

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

1. [録画] タブで、カメラまたはビューを選択します。

2. 録画をエクスポートリストに追加します。エクスポートリストに追加されている録画はタイムラインで
強調表示され、その他の録画はグレー表示されます。

- 録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択します。
選択された1つの録画がエクスポートリストに追加されます。

- 録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択し
ます。マーカーを含む録画がエクスポートリストに追加されます。

- をクリックすると、選択マーカーが表示されます。選択マーカーを移動して、希望する時
間に合わせます。選択マーカー内の録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククススス
ポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択して1つの録画をエクスポートリストに追加します。録画の外部を
右クリックし、[ExportExportExport >>> AddAddAdd recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの追追追加加加)))] を選択して、選択マー
カー内のすべての録画をエクスポートリストに追加します。

3. エクスポートリストから録画を削除する場合:

- 録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選択しま
す。選択された1つの録画がエクスポートリストから削除されます。

- 録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選
択します。マーカーを含む録画がエクスポートリストから削除されます。

- 選択マーカーが表示されたら、選択マーカー内の録画を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove
recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削除除除)))] を選択してエクスポートリストから1つの録画を削除
します。録画の外部を右クリックし、[ExportExportExport >>> RemoveRemoveRemove recordingsrecordingsrecordings (((エエエクククスススポポポーーートトト >>> 録録録画画画ののの削削削
除除除)))] を選択して、選択マーカー内のすべての録画をエクスポートリストから削除します。

4. スナップショットをエクスポートリストに追加します。[録画] タブで、タイムラインを特定の場所に
ドラッグします。映像を右クリックして、[IncidentIncidentIncident reportreportreport >>> AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot (((事事事故故故レレレポポポーーートトト >>> 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追追追加加加)))] を選択します。

5. 録画またはスナップショットをエクスポートリストに追加すると、[事故レポート] タブが表示されます。
[Export (エクスポート)] タブが表示されている場合、[SwitchSwitchSwitch tototo incidentincidentincident reportreportreport (((事事事故故故レレレポポポーーートトトににに切切切りりり替替替
えええるるる)))] をクリックして [Incident report (事故レポート)] タブに移動します。

6. エクスポートリストをファイルに保存する場合は、[SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

7. 以前に保存したエクスポートリストを含める場合は、[LoadLoadLoad (((読読読みみみ込込込みみみ)))] をクリックします。

8. エクスポートリストには、開始時間、終了時間、長さ、イベント、ストリームプロファイル、編集され
たかどうか、ノートや音声が含まれるかどうかなど、録画に関する情報が表示されます。

- エクスポートされたリスト内で1つの録画をクリックすると、プレビューが表示され、再生されま
す。複数の録画をプレビューできるのは、それらが1台のカメラでの録画である場合だけです。
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- [Click one recording( 1つの録画をクリック)]して、[timeline( タイムライン)]に移動し、録画の
開始時刻と終了時刻を調整します。タイムラインには、約選択した録画の周囲に最大30分間
の録画が表示されます。

- [one recording( 1つの録画)]をクリックし、[timeline( タイムライン)]を特定の場所にドラッグし
ます。映像を右クリックして、[AddAddAdd snapshotsnapshotsnapshot (((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追追追加加加)))] を選択し、スナップ
ショットを追加します。

- [PreferredPreferredPreferred streamstreamstream profileprofileprofile (((推推推奨奨奨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)))] フィールドで、ストリームプロ
ファイルを選択します。

- 録画に音声が含まれている場合は、 をクリックすると音声がオフになります。

- 録画を編集するには、 をクリックします。33ページエクスポートする前に録画の編集
(映像の編集) を行う を参照してください。

- 録画/スナップショットのノートを編集するには、 をクリックします。

- エクスポートリストから録画/スナップショットを削除するには、 をクリックします。

9. [事故レポート] タブ:

- [DescriptionDescriptionDescription (((説説説明明明)))] フィールドには、説明テンプレートで定義した内容があらかじめ入力され
ています。必要に応じて、事故レポートに含める情報を追加できます。

- [CategoryCategoryCategory (((カカカテテテゴゴゴリリリーーー)))] フィールドで、レポートが属するカテゴリーを選択します。

- [ReferenceReferenceReference IDIDID (((参参参照照照ID)ID)ID)] フィールドに、参照IDが自動的に生成されます。参照IDは手動で変更で
きます。参照IDは事故レポートを識別する一意のIDです。

10. 録画/スナップショットにノートを含めるには、[IncludeIncludeInclude notesnotesnotes (((ノノノーーートトトををを含含含めめめるるる)))] を選択します。ノート
は.txtファイルとしてフォルダーにエクスポートされます。録画のノートは、AXIS File Playerで録画のブッ
クマークとしても表示されます。スナップショットのノートは事故レポートに含まれています。

11. 編集された録画がある場合は、[ EditedEditedEdited videovideovideo encodingencodingencoding (((編編編集集集済済済みみみのののビビビデデデオオオエエエンンンコココーーーデデディィィンンングググ)))]で、
ビデオエンコード形式を [ Automatic (自動)]、[ H.264 ]、または [ M-JPEG ]に設定できます。
[Automatic (自動)] に設定すると、M-JPEG形式の場合にM-JPEGが使用され、その他の形式の場
合はH.264が使用されます。

12. [CreateCreateCreate reportreportreport (((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。事故レポートのエクスポートタスクが右下に表示さ
れ、[タスク] タブに追加されます。

エクスポートフォルダーには以下が含まれます。

• AXIS File Player

• .asf形式の録画

• .txt形式の録画/スナップショットのノート (該当する場合)

• 事故レポート: 事故に関する一般情報、録画の概要、スナップショットの概要が含まれます

• プレイリスト (複数の録画がエクスポートされた場合)

手動による録画
注

複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーで録画を手動で開始および
停止できます。
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メインメニューから手動録画を開始および停止するには:

1. [>>> ActionsActionsActions >>> RecordRecordRecord manuallymanuallymanually (>(>(> アアアクククシシショョョンンン >>> 手手手動動動ににによよよるるる録録録画画画)))] を選択します。

2. 1台以上のカメラを選択します。[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て、カ
メラを検索できます。

3. [StartStartStart (((開開開始始始)))] をクリックすると、カメラのステータスが Stoppedから Recordingに変化します。[StopStopStop
(((停停停止止止)))] をクリックした場合は、カメラのステータスが Recordingから Stoppedに変化します。

ライブビューから手動録画を開始および停止するには:

1. ライブビューに移動します。

2. カメラのライブビューフレームに、マウスポインターを置きます。

3. 右上の [RECRECREC] ボタンをクリックします。カメラの録画中は、黄色のインジケーターが表示されます。

4. 録画を停止するには、[STOPSTOPSTOP] をクリックします。
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注
デフォルトでは、スマート検索1が表示されます。この機能を非表示にするには、[ShowShowShow smartsmartsmart searchsearchsearch 111 (((ススス
マママーーートトト検検検索索索111ののの表表表示示示)))] をオフにします。114ページクライアントの設定 を参照してください。

スマート検索1は、録画されたビデオ内の重要なイベントをすばやく見つけることができる動き検索です。録画を何
時間もかけて目で確認する必要はなく、選択したエリアで動きがあった時点をすばやく検索することができます。

ストリームプロファイルの設定時に [IncludeIncludeInclude analyticsanalyticsanalytics datadatadata forforfor smartsmartsmart searchsearchsearch (((スススマママーーートトト検検検索索索用用用ののの分分分析析析デデデーーータタタををを
含含含めめめるるる)))] を選択して分析機能を有効にすると、スマート検索1が高速になります。ストリームプロファイル
を参照してください。

スススマママーーートトト検検検索索索111ををを使使使用用用すすするるる

1. をクリックし、[SmartSmartSmart searchsearchsearch 111 (((スススマママーーートトト検検検索索索1)1)1)] を選択して、[Smart search 1 (スマート検索
1)] タブを表示します。

2. 検索したい録画が含まれているカメラを選択します。

3. 動く被写体を検知するエリアの対象範囲を調整します。検知エリアは、録画映像の上に多角形で表示さ
れます。多角形には、3〜20の角があります。

- マウスを使って検知エリアの位置とサイズを調整します。

- 新しい角を追加するには、2つの角間の直線をクリックします。

- 角を削除するには、角を右クリックします。

4. [検索] タブで、次の無視フィルターを設定します。

- 一一一時時時的的的ななな物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー::: [時間] スライダーで、物体が画像内に表示される必要のある最小
時間を調整します。

- 小小小さささななな物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー::: [幅]および [高さ]スライダーで、無視される物体のサイズを調整します。

5. [検索] タブで、カレンダーから日付を選択し、ドロップダウンリストから開始時刻と終了時刻を選択しま
す。日付の範囲を選択するには、Shift キーを押しながら日付を選択します。

6. [SearchSearchSearch (((検検検索索索)))] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=smart-search

スマート検索1

検検検索索索結結結果果果ををを管管管理理理すすするるる
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[検索] タブに検索結果が表示されます。[ShowShowShow detectiondetectiondetection areaareaarea (((検検検知知知領領領域域域ををを表表表示示示すすするるる)))] を選択すると、検索
に使用する対象範囲が表示されます。

• 検索結果をダブルクリックし、動体が検知された時刻に再生マーカーを移動します。

• 1つまたは複数の検索結果を右クリックして [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] を選択すると、録画をエクスポート
できます。録画のエクスポートを参照してください。

• 1つまたは複数の検索結果を右クリックして、録画をエクスポートリストに追加したりエクスポートリス
トを編集したりできます。

• 検索結果を右クリックして、録画にブックマークを追加したりブックマークを編集したりできます。
ブックマークを参照してください。

• 1つまたは複数の検索結果を右クリックして [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] を選択すると、検索結果から録画が
削除されます。

AXISAXISAXIS VideoVideoVideo ContentContentContent StreamStreamStreamでででスススマママーーートトト検検検索索索111ををを強強強化化化すすするるる

ファームウェア5.50以降を搭載したカメラでは、AXIS Video Content Stream 1.0をインストールして、スマート
検索1を強化できます。

アプリケーションはAXIS Camera Stationに新しいカメラを追加すると自動的にインストールされますが、「装置の
管理」ページからインストールすることもできます。詳細については、「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。このアプリケーションにより、カメラでAXIS Video Content Streamが有効になります。
AXIS Video Content Streamは、AXIS Camera Stationを介してのみ使用することができます。
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スマート検索2

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=smart-search-2

スマート検索2を使用すると、複数のフィルターを設定して、Axisカメラから生成された録画から対象とな
る人物や車両を簡単に見つけることができます。

注
• RTSPを介した分析メタデータのストリーミングも必要です。

- 9.60より前のAXIS OSを搭載したカメラの場合、カメラにAXIS Video Content Streamをインストー
ルする必要があります。73ページ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。

• この機能には、AXIS Camera Stationサーバーとカメラ間の時刻同期が必要です。

制限事項
• スマート検索2は、Axisカメラのみをサポートしています。

• AXIS Camera Stationは、スマート検索2が有効な場合にのみメタデータを記録します。そのため、過去の
データは検索できません。

• ネットワーク遅延が高いか大きく変動する場合、時刻同期の問題が発生し、分析メタデータに基
づく検知の分類に影響する可能性があります。

• 連続録画をお勧めします。動体検知によってトリガーされる録画を使用すると、検知にビデオ録画が含
まれないことがあります。

• H.264形式をお勧めします。H.265形式の録画はプレビューできません。

• 物体タイプの分類と検知の精度は、高圧縮レベルによる低画質、大雨や雪などの気象条件のほか、カメ
ラでの低解像度、大きい歪み、広い視野、または過度の振動から、悪影響を受けます。

• 静止物体は検知されません。

• 遠くの小さな物体は検知されない可能性があります。

• 照明条件がカメラの仕様内にあることを確認します。必要な場合は、追加の照明を使用します。色の
分類は、暗闇や赤外線照明では機能しません。

• 装着式カメラには対応していません。

• レーダーは人物と他の車両のみを検知できます。レーダーに対してバックグラウンドでのサーバー分
類を有効にすることはできません。

• サーマルカメラでの物体の分類の動作は未確認です。
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• PTZプリセットポジションの変更時、および位置変更後の短い再キャリブレーションの間、動く物
体は検知されません。

• ライン横断およびエリアフィルターには、PTZ位置の変更は影響しません。

ワークフロー
1. 162ページスマート検索2の設定

2. AXIS Camera Stationサーバーとカメラ間の時刻同期を設定します。78ページ時刻同期 を参照して
ください。

3. フィルターを作成するか、既存のフィルターを読み込みます。42ページフィルターの作成 を参照
してください。

4. 検索結果を管理します。44ページスマート検索の結果 を参照してください。

- 録画に移動

- 録画をエクスポート

- 検知レポートの生成

フィルターの作成
[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Smart[Smart[Smart searchsearchsearch 222 (((スススマママーーートトト検検検索索索2)]2)]2)] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定)])])] で選択したカメラは、スマート
検索に使用できます。

深層学習機能を備えた装置では、装置上の分類とサーバー上の分類の使い分けを決めるサーバー分類方法
を設定できます。

1. をクリックし、[SmartSmartSmart searchsearchsearch 222 (((スススマママーーートトト検検検索索索2)2)2)] を選択して、[Smart search 2 (スマート検索
2)] タブを表示します。

2. [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] をクリックし、検索に使用するカメラを選択します。

バックグラウンドでのサーバー分類を許可したカメラで、分類が遅いと、直近1時間の分類状況を示
すアイコンが画像に表示されます。

- は、分類された検知が95%未満であるときに表示されます。

- は、分類された検知が50%未満であるときに表示されます。

3. [SearchSearchSearch intervalintervalinterval (((検検検索索索間間間隔隔隔)))] をクリックするか、時間範囲を選択するか、[CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))] をク
リックして時間範囲を設定します。

4. 人物を検知するには、[PersonPersonPerson (((人人人物物物)))] をクリックします。[PersonPersonPerson (((人人人物物物)))] を選択し、服の色を選択
します。複数の色を選択できます。

5. 車両を検知するには、[VVVehicleehicleehicle (((車車車両両両)))] をクリックします。車両のタイプと色を選択します。車両のタイ
プ色はそれぞれ複数選択できます。

6. エリアでフィルターするには:

6.1 [AreaAreaArea (((エエエリリリアアア)))] をクリックし、カメラを選択して、[FilterFilterFilter bybyby areaareaarea ononon thisthisthis cameracameracamera (((こここのののカカカメメメラララででで
エエエリリリアアアににによよよりりりフフフィィィルルルタタターーー)))] をオンにします。

6.2 録画されたビデオに表示される対象範囲を調整します。

- この範囲をクリックしドラッグして、移動します。
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- アンカーポイントをドラッグして、サイズと形状を調整します。最大25個のアンカーポイン
トを設定できます。

- 新しいアンカーポイントを追加するには、2つのアンカーポイント間のラインをクリックします。

- アンカーポイントを削除するには、そのポイントを右クリックします。

6.5 [ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックして、対象範囲を再設定します。

7. ライン横断でフィルターするには:

7.1 [LineLineLine crossingcrossingcrossing (((ララライイインンン横横横断断断)))] をクリックし、カメラを選択して、[FilterFilterFilter bybyby linelineline crossingcrossingcrossing ononon thisthisthis
cameracameracamera (((こここのののカカカメメメラララでででララライイインンン横横横断断断ににによよよりりりフフフィィィルルルタタターーー)))]をオンにします。

7.2 録画されたビデオに表示される青色のラインを調整します。新しいアンカーポイントを追加
し、アンカーポイントをドラッグアンドドロップしてラインを調整できます。

7.3 [DirectionDirectionDirection (((方方方向向向)))] で、検知するライン横断方向を選択します。方向は、録画されたビデオに
赤色の矢印として表示されます。

7.4 [ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックして、ライン横断と方向を再設定します。

8. サイズと期間でフィルターするには:

8.1 [SizeSizeSize andandand durationdurationduration (((サササイイイズズズととと期期期間間間)))]をクリックし、カメラを選択して、[FilterFilterFilter bybyby sizesizesize andandand
durationdurationduration ononon thisthisthis cameracameracamera (((こここのののカカカメメメラララでででサササイイイズズズととと期期期間間間ににによよよりりりフフフィィィルルルタタターーー)))] をオンにします。

8.2 画像全体に対するパーセンテージとして最小の高さを調整します。指定した高さより小さ
い物体は無視されます。

8.3 画像全体に対するパーセンテージとして最小の幅を調整します。指定した幅よりも小さい物
体は無視されます。

8.4 最小期間を秒単位で調整します。指定した期間よりも短い時間で画像に表示される物体は
無視されます。

8.5 [ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックして、フィルターを再設定します。

9. 不明として分類された検知を含めるには、[UnknownUnknownUnknown objectobjectobject detectionsdetectionsdetections (((不不不明明明ななな物物物体体体ののの検検検知知知)))] を選
択します。

10. サーバー分類の方法を設定するには、 をクリックします。

- 装装装置置置: 装置上およびサーバー上の既存の分類を使用して、検知をすばやく見つけます。サー
バー上で新しい分類は行われなされません。

- サササーーーバババーーーののの拡拡拡張張張: 装置上で分類されていない検知を見つけるには、サーバー上の分類を使用し
ます。不明な物体の検知は無視されます。

- 装置とサーバー: 装置上で分類されていない検知を見つけるには、サーバー上の分類を使用
します。不明な物体の検知が含まれます。

たとえば、装置によって人であると検知された場合、サーバー分類では、色を検索すると
きにのみ色情報が追加されます。

- サササーーーバババーーー: サーバー上の分類を使用して、すべての検知を見つけます。

たとえば、装置によって人であると検知された場合、サーバー上の分類では、色を検索しても
しなくても自動的に色情報が追加されます。

11. [SearchSearchSearch (((検検検索索索)))] をクリックします。

フフフィィィルルルタタターーーののの管管管理理理
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注
フィルターにアクセスして管理できるのは、そのフィルターを作成したユーザーのみです。

• フィルターを保存するには、 をクリックし、フィルターの名前を入力して[ SaveSaveSave (((保保保存存存)))]をクリッ
クします。

• 既存のフィルターを置き換える場合は、 をクリックして既存のフィルターを選択し、[ ReplaceReplaceReplace
(((置置置換換換)))] をクリックします。

• フィルターをリセットするには、 をクリックし、[ ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックします。

• フィルターを削除するには、 をクリックして をクリックします。

• フィルターを読み込むには、 をクリックしてフィルターをクリックします。

スマート検索の結果
検索結果は日付別にグループ化されます。検索結果には次のものが含まれます。

• アアアイイイコココンンン: 検知の分類と色を表示します。人物、車両、または不明な人物のアイコンです。

• TimeTimeTime (((時時時刻刻刻))): 検知された時刻です。

• ImageImageImage (((画画画像像像))): 検知された物体を示す赤色のボックスが付いた検知のスナップショット。

検索結果を管理するには:

• デフォルトでは、検索結果は降順に表示され、最新の検知が最上部に表示されます。最も古い検知を先

頭に表示するには、 [EarliestEarliestEarliest firstfirstfirst (((最最最古古古ののの検検検知知知ををを先先先頭頭頭ににに)))] をクリックします。

• 検索結果をさらにフィルターするには、 [ConfidenceConfidenceConfidence (((信信信頼頼頼度度度)))] をクリックし、信頼度を設定します。
高い信頼度では、不確実な分類が無視されます。

• メタデータがない録画を検索結果に含めるには、 [FilterFilterFilter (((フフフィィィルルルタタターーー)))] をクリックし、[TimeTimeTime periodsperiodsperiods
withoutwithoutwithout metadatametadatametadata (((メメメタタタデデデーーータタタのののななないいい期期期間間間)))] を選択します。

• 検索結果をクリックすると、追加の情報とオプションが表示されます。

- General information (全般情報): カメラ名と検知時刻。

- Recording (録画): 必要に応じて録画がプリバッファとポストバッファを使用して自動的に再生
されます。録画をミュートにし、全画面で表示できます。

- Snapshot (スナップショット): 検知された物体のスナップショットが、分類と検知された
色と共に表示されます。

- 録画に移動: クリックするとカメラの [Recordings (録画)] タブが開き、タイムライン上の録画に
移動します。28ページ、録画 を参照してください。

- 録画をエクスポート: クリックすると、エクスポートリストにある録画が表示された状態で、
[Export (エクスポート)] タブが開きます。エクスポート前に録画を編集するには、右クリッ
クして [ EditEditEdit recordingrecordingrecording andandand exportexportexport (((録録録画画画ののの編編編集集集とととエエエクククスススポポポーーートトト))) ] を選択します。30ページ
録画のエクスポート を参照してください。

- Classification details (分類の詳細): クリックすると、分類の詳細が表示されます。
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- Generate detection report (検知レポートの生成): 分類の詳細を展開し、1番下までスクロールし
ます。[DetectionDetectionDetection reportreportreport (((検検検知知知レレレポポポーーートトト)))] をクリックし、レポートを保存する場所を選択しま
す。検知レポートには、録画、スナップショット、追跡の詳細、ログが含まれます。
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データ検索

外部のソースまたはシステムのデータを検索してAXIS Camera Stationの録画に簡単に移動し、各イベントの時点で
何が起こったかを追跡できます。77ページ外部データソース を参照してください。

データの例:

• アクセスコントロールシステムによって生成されたイベント。例: アクセス許可、アクセス拒否、ドア開
放、ドアロック、長時間のドア開放、ドアのこじ開け。

• AXIS License Plate Verifierによりキャプチャーされたナンバープレート。

• AXIS Speed Monitorによりキャプチャーされた速度。

デフォルトでは、過去90日間のデータを検索できます。外部データを保存する日数を変更するには、[
ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> SettingsSettingsSettings >>> ExternalExternalExternal datadatadata (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定 >>> 外外外部部部デデデーーータタタ))) ]に移動します。

1. をクリックして[Data[Data[Data searchsearchsearch (((デデデーーータタタ検検検索索索)])])] を選択し、[Data search (データ検索)] タブを表示します。

2. 横のドロップダウンリストから検索間隔を選択します 。

- ライブ: [ライブ ををを選択してリアルタイムデータを検索します。ライブデータの最大表示量は
3000です。ライブモードでは、検索オペレーターは使用できません。

- 事前設定済みの時間範囲: 検索する[time range(時間範囲)]を選択します。たとえば、過去1
時間、過去12時間、過去30日間などです。

- カスタム: [CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))]を選択し、検索する開始時刻と終了時刻を指定します。

3. 検索するデータソースを指定するには、[SourceSourceSource (((ソソソーーーススス)))]ドロップダウンリストからデータソース
を選択します。

4. 特定の単語を含むデータを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力します。47ページ
検索の最適化 を参照してください。

5. [SearchSearchSearch (((検検検索索索)))] をクリックします。データのリストには、時刻、ソース、イベント固有の情報などの詳
細情報が表示されます。[column heading (列見出し)]をクリックすると、列の値を基準にしてデータ
が並べ替えられます。

6. ソースが表示で設定されている場合:

- ソースから生成されたデータは、表示のタイムラインに自動的にブックマークされます。[data
in the list リスト内のデータ]をクリックすると、録画に移動してイベントを追跡できます。

- ライブモードでは、[recording timeline(録画タイムライン)] と [live view(ライブビュー)]
の間をクリックして移動します。

7. をクリックして、検索結果を.txtファイルにエクスポートします。イベント情報のみがエクスポート
されます。録画と画像はエクスポートされません。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

時間 イベントが発生した時刻です。

ソース イベントのソースの名前です。

サーバー イベントデータが送信されるサーバーです。複数のサーバーに接続
する場合にのみ表示されます。
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アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルルイイイベベベンンントトト固固固有有有のののアアアイイイテテテムムム

カード所持者 イベントをトリガーするカード所持者です。

イベント イベントの説明です。例: ドアはロックされています。

場所 ドア名とドアコントローラー名およびIPアドレス。

写真 カード所持者の写真。マウスポインターを合わせると、大きい画像が
表示されます。

AXISAXISAXIS LicenseLicenseLicense PlatePlatePlate VVVerifiererifiererifierイイイベベベンンントトトののの代代代表表表的的的ななな項項項目目目

ナンバープレート 装置でキャプチャーされたナンバープレート番号。

AXISAXISAXIS SpeedSpeedSpeed MonitorMonitorMonitor イイイベベベンンントトトののの一一一般般般的的的ななな項項項目目目
速度はkm/hまたはmile/hで記録されます。

進入速度 物体がRadar Motion Detection (RMD) ゾーンに進入した時の速度。

退出速度 物体がRMDゾーンを出た時の速度。

最低速度 物体がRMDゾーン内で移動する最低速度。

平均速度 物体がRMDゾーン内で移動する平均速度。

最高速度 物体がRMDゾーン内で移動する最高速度。

分類 物体の分類。例: 車両。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=data-search

アクセスコントロールデータを検索する

検索の最適化
以下の検索演算子を使用することで、検索を最適化し、最適なものを見つけることができます。

• キーワードの完全一致を検索するには、引用符" "を使用します。例:

- 「"ドア1"」と入力して検索すると、「ドア1」を含む結果が返されます。

- 「ドア1」と入力して検索すると、「ドア」と「1」の両方を含む結果が返されます。

• 「AND」を使用すると、すべてのキーワードを含む一致が見つかります。例:

- 「ドアAND 1」と入力して検索すると、「ドア」と「1」の両方を含む結果が返されます。

- 「"ドア1" AND "ドアのこじ開け"」と入力して検索すると、「ドア1」と「ドアのこじ開け」
の両方を含む結果が返されます。

• 任意のキーワードを含む一致を見つけるには、ORまたは|を使用します。例:
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- 「"ドア1" OR "ドア2"」と入力して検索すると、「ドア1」または「ドア2」を含む結果
が返されます。

- 「ドア1 OR ドア2」と入力して検索すると、「ドア」または「1」または「2」を含む結果
が返されます。

• 括弧 ( ) は、ANDまたはORとともに使用します。例:

- 「(ドア1 OR ドア2) AND "ドアのこじ開け"」と入力して検索すると、以下のいずれかを
含む結果が返されます。

「ドア1」と「ドアのこじ開け」

「ドア2」と「ドアのこじ開け」

- ドア1 AND (ドア (こじ開けORドアの開放時間が長すぎる))の検索では、次のいずれかを
含む結果が返されます。

「ドア1」と「ドアのこじ開け」

「ドア1」と「ドアの開放時間が長すぎる」

• 特定の列を数字で絞り込むには、>、> =、<、または< =を使用します。例:

- 「[Max speed] > 28」と入力して検索すると、[Max speed] 列 (最大速度列) で28を超える数
値が含まれる結果が返されます。

- 「[Average speed] < = 28」と入力して検索すると、[Average speed] 列 (平均速度列) に28
以下の数値が含まれる結果が返されます。
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[設定] タブは、接続された装置の管理とメンテナンス、およびクライアントとサーバーの設定で使用しま

す。 をクリックして [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] を選択すると、[設定] タブがAXIS Camera Stationクライア
ントに表示されます。

装置の設定
AXIS Camera Stationでは、装置とは、それ自体のIPアドレスを有するネットワーク製品を意味します。カメラ
とは、ビデオソースを意味し、これはネットワークカメラ、または、マルチポートのビデオエンコーダの (ア
ナログカメラに接続された) ビデオポートを指します。例: 4ポートビデオエンコーダは、4台のカメラに対
応する1台の装置です。

注
• AXIS Camera Stationでは、IPv4アドレスの装置だけがサポートされます。
• ビデオポートごとに1つのIPアドレスを持つビデオエンコーダもあります。この場合、各ビデオポートは1

台のカメラに対応する1台の装置として扱われます。

AXIS Camera Stationでは、次のものを装置とすることができます。

• ネットワークカメラ

• ビデオエンコーダ (1つ以上のビデオポートを装備)

• カメラ以外の補助装置 (例: I/O音声装置、ネットワークスピーカー、ドアコントローラーなど)

• インターカム

装置では次のアクションを実行できます。

• カメラおよびビデオ機能を持たない装置を追加します。装置の追加を参照してください。

• 接続するカメラの環境設定を編集します。カメラを参照してください。

• カメラ以外の装置の環境設定を編集します。その他の装置を参照してください。

• 解像度、フォーマットなどに関するストリームプロファイルを編集します。ストリームプロファ
イルを参照してください。

• 画像設定をリアルタイムで調整します。画像の設定を参照してください。

• PTZプリセットを追加または削除します。PTZプリセットを参照してください。

• 接続された装置の管理と保守を行います。装置の管理を参照してください。

• 外部データソースを管理します。77ページ外部データソース を参照してください。

装置の追加
注

• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーに装置を追加することができます。

• ビューエリアは個々のカメラと見なされます。使用する前に、カメラにビューエリアを作成する必要があ
ります。ビューエリアの使用を参照してください。

• 装置を追加すると、装置の時刻が自動的にAXIS Camera Stationサーバーに同期されます。
• 装置のホスト名に、å, ä、ö などの特殊文字を使用しないことをお勧めします。
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1. 装置、ビデオストリーム、または事前録画済みビデオを見つけます。

- 51ページ装置の検索

- 51ページビデオストリームの検索

- 52ページ事前録画済みビデオの検索

2. 52ページ装置、ビデオストリーム、または事前録画済みビデオの追加

装装装置置置リリリススストトト

装置のリストには以下の情報が含まれています。

• 名名名前前前::: 装置の名前。装置の名前を変更するのには、名前をクリックします。

• IPIPIPアアアドドドレレレススス::: 装置のIPアドレス。装置のホスト名が使用できないときにのみ使用されます。

• ホホホススストトト名名名::: 装置のホスト名。装置が使用可能なとき、デフォルトの通信アドレスとして使用されます。

• MACMACMACアアアドドドレレレススス::: 装置のMACアドレス。

• ススステテテーーータタタススス::: 装置のステータス。

- (((空空空白白白):):): AXIS Camera Stationに装置を追加できます。

- 通通通信信信中中中::: AXIS Camera Stationサーバーが装置にアクセスしようとしています。

- HTHTHTTPSTPSTPS証証証明明明書書書ががが信信信頼頼頼ささされれれててていいいままませせせんんん::: AXIS Camera Stationは、装置上のHTTPS証明書が信頼され
た発行者によって署名されていることを検証できません。

- 通通通信信信エエエラララーーー::: AXIS Camera Stationが装置に接続できません。

- パパパスススワワワーーードドドををを入入入力力力::: AXIS Camera Stationは、装置へのアクセスに使用する認証情報を認識して
いません。リンクをクリックして、装置の管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入
力します。デフォルトでは、入力するユーザー名とパスワードが、ユーザーの存在するすべ
ての装置に対して使用されます。

- パパパスススワワワーーードドドををを設設設定定定::: rootアカウントとパスワードが設定されていないか、装置で使用されている
パスワードがデフォルトのままになっています。リンクをクリックして、rootユーザーのパ
スワードを設定します。

- パスワードを入力するか、[GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックして、装置で許容される長さを上限
としたパスワードを自動的に生成します。自動生成されたパスワードを表示し、そのコピー
を作成することをお勧めします。

- [Set password (パスワードを設定)] ステータスが存在するすべての装置でこのパスワードを
使用する選択肢を有効にします。

- サササポポポーーートトトささされれれななないいいモモモデデデルルルででですすす::: AXIS Camera Stationはこの装置モデルをサポートしていません。

- サササポポポーーートトト対対対象象象外外外のののフフファァァーーームムムウウウェェェアアア::: カメラのファームウェアのバージョンが古いため、AXIS
Camera Stationにカメラを追加できません。追加するには、ファームウェアを更新する必
要があります。

- 故故故障障障装装装置置置::: AXIS Camera Stationによって取得された装置パラメーターが破損しています。

- チチチルルルトトトののの向向向きききををを設設設定定定::: リンクをクリックして、チルトの向きを設定します。カメラを追加す
る前に、チルトの向きを設定する必要があります。カメラの設置方法に応じて、チルトの向
きを [Ceiling (天井)]、[Wall (壁)]、または [Desk (デスク)] のどれにするか選択します。一部の
カメラモデルでは、チルトの向きを設定する必要があります。チルトの向きを設定すること
で、カメラからの映像が正しく表示され、パン/チルト/ズーム用のツールが正常に動作す
ることが保証されます。
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- 非非非サササポポポーーートトトのののサササーーードドドパパパーーーテテティィィ装装装置置置::: AXIS Camera Stationは、この特定のサードパーティ製装置を
サポートしていません。

- AXISAXISAXIS CompanionCompanionCompanion ととと共共共にににのののみみみ使使使用用用ででできききままますすす::: この装置はAXIS Companionで使用するように設計さ
れていて、AXIS Camera Stationでは使用できません。

• メメメーーーカカカーーー::: 装置のメーカー。

• モモモデデデルルル::: 装置のモデル。

装置の検索

ネットワーク内の装置は自動的に表示されます。表示されていない装置を検索するには、以下の手順に従います。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 装装装置置置ををを追追追加加加)))] を選択します。

2. 実行中のネットワーク検索を停止するには、[Cancel[Cancel[Cancel (((キキキャャャンンンセセセルルル)])])] をクリックします。

3. [Manual[Manual[Manual searchsearchsearch (((手手手動動動検検検索索索)])])] をクリックします。

4. 1つ以上のIP範囲内にある複数の装置を検索する手順は、以下のとおりです。

4.1 [Search[Search[Search oneoneone ororor moremoremore IPIPIP rangesrangesranges (1(1(1つつつまままたたたははは複複複数数数のののIPIPIP範範範囲囲囲ををを検検検索索索)])])] を選択します。

4.2 IP範囲を入力します。例: 192.168.10.*, 192.168.20-22.*, 192.168.30.0-50

- グループ内のすべてのアドレスを対象とするには、ワイルドカードを使用します。

- アドレスの範囲を指定するには、ダッシュを使用します。

- 複数の範囲を指定する場合は、カンマで区切ります。

4.4 デフォルトのポート80を変更する場合は、ポートの範囲を入力します。例: 80, 1080-1090

- ポートの範囲を指定するには、ダッシュを使用します。

- 範囲が複数ある場合はカンマで区切ります。

4.3 [Search[Search[Search (((検検検索索索)])])] をクリックします。

5. 1つ以上の特定の装置を検索する手順は、以下のとおりです。

5.1 [Enter[Enter[Enter oneoneone ororor moremoremore hostnameshostnameshostnames ororor IPIPIP addressesaddressesaddresses (((ホホホススストトト名名名まままたたたはははIPIPIPアアアドドドレレレスススををを111つつつ以以以上上上入入入力力力)])])]
を選択します。

5.2 ホスト名かIPアドレスを、カンマで区切って入力します。

5.3 [Search[Search[Search (((検検検索索索)])])] をクリックします。

6. [OK][OK][OK] をクリックします。

ビデオストリームの検索

以下をサポートするビデオストリームを追加できます。

• プロトコル: RTSP、HTTP、HTTPS

• ビデオエンコード方式: M-JPEG (HTTPおよびHTTPS)、H.264 (RTSP)

• 音声エンコーディング: AAC、G.711 (RTSP)

サポートされるビデオストリームのURLスキーム:

• rtsp://<address>:<port>/<path>
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例: rtsp://<address>:554/axis-media/media.amp

• http://<address>:80/<path>

例: http://<address>:80/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1
&resolution=1920x1080

• https://<address>:443/<path>

例: https://<address>:443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1
&resolution=1920x1080

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 装装装置置置ををを追追追加加加)))] を選択します。

2. [Enter[Enter[Enter streamstreamstream URLsURLsURLs (((ススストトトリリリーーームムムURLURLURLををを入入入力力力)])])] をクリックし、1つ以上のストリームURLを入力します (複
数の場合はカンマ区切り)。

3. [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

事前録画済みビデオの検索

事前録画済みビデオをAXIS Camera Stationに.mkv形式で追加し、事前録画済みビデオのビデオストリームの
歪み補正をする.dewarpファイルを設定できます。

.mkvファイルは、以下をサポートする必要があります。

• ビデオエンコード方式: M-JPEG、H.264、H.265

• 音声エンコーディング: AAC

以下は.dewarpファイルの例です。詳細については、61ページ画像の設定 を参照してください。

RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193
TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972

1. C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Serverの下に
PrerecordedVideosPrerecordedVideosPrerecordedVideos フォルダーを作成します。

2. フォルダーに.mkvファイルを追加します。

3. ビデオストリームの歪みを補正するには、.mkvファイルと同じ名前の.dewarpファイルをフォルダー
に追加します。

4. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 装装装置置置ををを追追追加加加)))] に移動して [IncludeIncludeInclude prerecordedprerecordedprerecorded
videovideovideo (((事事事前前前録録録画画画済済済みみみのののビビビデデデオオオををを含含含めめめるるる)))] をオンにします。

事前録画済みビデオと、システムによって提供された事前録画済みビデオが見つかります。

装置、ビデオストリーム、または事前録画済みビデオの追加

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 装装装置置置ををを追追追加加加)))] を選択します。

2. 装置の名前を変更するには、リストにある名前をクリックし、新しい名前を入力します。

3. 装置、ビデオストリーム、または事前録画済みビデオを選択します。[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

4. ホスト名が使える場合、装置についてIPの代わりにホスト名を使用するかどうかを選択します。

5. 装置の設定方法を選択します。

- [Quick[Quick[Quick configurationconfigurationconfiguration (((クククイイイッッッククク設設設定定定)])])] を選択して [Next[Next[Next (((次次次へへへ)])])] をクリックします。ビデオ機能
を搭載した装置の場合は、録画の保存期間、録画方法、保存先を選択します。連続録画は、ビ
デオストリームと事前録画済みビデオでのみ設定できます。
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- [SiteSiteSite DesignerDesignerDesigner configurationconfigurationconfiguration (Site(Site(Site DesignerDesignerDesigner 設設設定定定)))] を選択して [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。
アクセスコードを入力するか、Site Designer設定ファイルをアップロードし、[ImportImportImport (((イイインンンポポポーーー
トトト)))] をクリックします。Site Designerプロジェクトのインポートを参照してください。

6. [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。AXIS Camera Stationをサポートする装置で、HTTPSが自動
的に有効になります。

Site Designerプロジェクトのインポート

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=import-site-designer-projects

AXIS Site Designerはオンラインの設計ツールです。Axisの製品およびアクセサリーを使用するサイトを構築するの
に役立ちます。サイトテンプレートを使用すると、独自の監視ソリューションをカスタマイズできます。

AXIS Site Designerでサイト設計プロジェクトを作成している場合、このプロジェクトをAXIS Camera Stationへ
インポートできます。これまでにSite Designerの設定を使用したことがある場合は、アクセスコードを使用し
て設計にオンラインでアクセスするオプションがあります。あるいは、ダウンロードしたSite Designer設定
ファイルを選択することもできます。

Site Designerプロジェクトから設定をインポートできのは、Axis装置を追加するときだけです。

Site DesignerプロジェクトをAXIS Camera Stationにインポートするには:

1. Site Designerプロジェクトへのアクセスコードを生成するか、またはプロジェクトファイルをダウン
ロードします。

1.1 MyAxisアカウントでhttp://sitedesigner.axis.comにサインインします。

1.2 プロジェクトを選択し、プロジェクトページに移動します。

1.3 [ShareShareShare (((共共共有有有)))] をクリックします。

1.4 AXIS Camera Station Serverがインターネットに接続されているときに、[GenerateGenerateGenerate codecodecode (((コココーーー
ドドドををを生生生成成成すすするるる)))] をクリックします。または、AXIS Camera Station Serverがインターネットに
接続されていないときに、[DownloadDownloadDownload settingssettingssettings filefilefile (((設設設定定定フフファァァイイイルルルをををダダダウウウンンンロロローーードドドすすするるる)))] をク
リックします。

2. AXIS Camera Stationクライアントから、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 装装装
置置置ををを追追追加加加)))] に移動します。

3. カメラを選択し、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

4. [SiteSiteSite DesignerDesignerDesigner configurationconfigurationconfiguration (Site(Site(Site DesignerDesignerDesigner 設設設定定定)))] を選択して [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

5. [AccessAccessAccess codecodecode (((アアアクククセセセスススコココーーードドド)))] を選択し、アクセスコードを入力します。あるいは、[ ChooseChooseChoose filefilefile (((フフファァァ
イイイルルルののの選選選択択択))) ]を選択してダウンロードしているSite Designer設定ファイルに移動します。
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6. [ ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト))) ]をクリックします。追加している装置とIPアドレスが一致する最初の装置が自動
的に選択されます。一致するIPアドレスがない場合、装置名に一致する最初の装置が選択されます。それ
以外の場合は、[drop-down list(ドロップダウンリスト)]から選択してください。

7. [ 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。

SiteSiteSite DesignerDesignerDesigner プププロロロジジジェェェクククトトトかかからららイイインンンポポポーーートトトささされれれたたた設設設定定定

Site Designerプロジェクトをインポートすると、以下の設定がAXIS Camera Stationにインポートされます。

• 名前と時間帯が設定されたスケジュール。

• 名前、アイコンの色、アイコンの場所、および項目名が設定されたマップ。

• エンコーダ、ビデオデコーダ、ドアコントローラー、レーダー検知器、スピーカーの場合:

- 名前

- 説明

• カメラ、インターカム、F/FAシリーズの場合:

- 名前

- 説明

- 動きをトリガーとした録画: スケジュールと、フレームレート、解像度、ビデオエンコーディン
グ、圧縮などの録画プロファイル

- 連続録画: スケジュールと、フレームレート、解像度、ビデオエンコーディング、圧縮など
の録画プロファイル

注
• Site Designerプロジェクトで録画プロファイルのうち1つだけが定義されている場合、または2つ

の同一の録画プロファイルが定義されている場合、Site Designerプロジェクトのインポート後、
AXIS Camera Stationでそのプロファイルが中に設定されます。

• Site Designerプロジェクトで両方の録画プロファイルが定義されている場合、Site Designerプ
ロジェクトのインポート後、AXIS Camera Stationで連続録画プロファイルが中に設定され、動
きをトリガーとした録画プロファイルが高に設定されます。

• AXIS Camera Stationに従って、最適なアスペクト比の解像度が設定されます。インポート後、そ
の解像度がSite Designerプロジェクトで定義された解像度と異なっている場合があります。

- Zipstreamの強度

- ライブビューと録画の音声設定

- 録画の保存期間

注
• 装置にマイクまたはスピーカーが内蔵されている場合、音声はAXIS Camera Stationでのみ設定で

きます。外部音声装置を使用する場合は、装置を設置した後、装置を手動で有効にします。
• 音声設定はインターカムには適用されません。インターカムは、Site Designerの設定が異なる場

合でも、常にライブビュー向けにのみ音声を有効にします。

サードパーティ装置の追加

サードパーティ装置は、Axis製品の追加と同じ方法でAXIS Camera Stationに追加できます。装置の追加を参
照してください。
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注
サードパーティ装置を、ビデオストリームとしてAXIS Camera Stationに追加することもできます。51ペー
ジビデオストリームの検索 を参照してください。

サードパーティ装置のサポートの詳細については、最新のテクニカルペーパーを参照してください。

注
AXIS Camera Station Device Compatibility Toolをダウンロードおよび実行して、ネットワークビデ
オ製品がAXIS Camera Station 5以降と互換性があるかどうかを確認できます。このツールは、AXIS
Camera Stationがネットワークビデオ製品からビデオストリームを受信できるかどうかを確認します。
「AXIS Camera Station Device Compatibility Tool」を参照してください。

AXIS Camera StationはONVIF準拠ではありません。ただし、サードパーティ製の装置がONVIFプロファイルSに準拠
し、AXIS Camera Station Device Compatibility Toolを使用して検証されている必要があります。AXIS Camera Station
は、IEC62676-2-31およびIEC62676-2-32に準拠し、サードパーティ製装置用に以下の機能をサポートしています。

• カメラ検出

• ビデオエンコード方式: M-JPEG、H.264

• 音声エンコード方式: G.711 (1方向、装置からAXIS Camera Station)

• カメラごとに1ビデオプロファイル

• ライブビュー

• 連続録画および手動録画

• 再生

• 録画のエクスポート

• 装置イベントトリガー

• PTZ

ビューエリアの使用

ビューエリアは、特定のカメラモデルでサポートされます。AXIS Camera Stationは、個々のカメラとしてビューエ
リアを「装置を追加」ページに一覧表示します。装置の追加を参照してください。

AXIS Camera Stationライセンスで使用可能なカメラの総数では、ネットワークカメラのすべてのビューエリアが1
台のカメラとしてカウントされます。追加できるカメラの台数は、インストールされているライセンスによって異
なります。AXIS Camera Stationのライセンスごとに、特定の台数のカメラがインストール可能です。

AXIS Camera Stationでビューエリアを使用するには、以下の手順で、カメラでビューエリアを有効にする
必要があります。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> CamerasCamerasCameras (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> カカカメメメラララ)))] を選択します。

2. カメラを選択し、[Address (アドレス)] 列でリンクをクリックします。

3. カメラの設定ページで、ユーザー名とパスワードを入力してサインインします。

4. [HelpHelpHelp (((ヘヘヘルルルプププ)))] をクリックして、設定を見つけるための手順を参照してください。これは、ビューエリア
を使用可能にする方法がカメラのモデルとファームウェアによって異なるためです。

カメラ
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> CamerasCamerasCameras (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> カカカメメメラララ)))] を選択すると、AXIS Camera Stationに追加されてい
るすべてのカメラが一覧表示されます。ここには、カメラ名、アドレス、MACアドレス、メーカー、モデル、ビ
デオチャンネル、サーバー (複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合) の情報も表示されます。
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このページでは、次の操作が可能です。

• カメラのアドレスリンクをクリックして、カメラの設定ページを開きます。

注
AXIS Camera StationクライアントがNATの外側で動作し、AXIS Camera StationサーバーとカメラがNATの内
側で動作している場合、設定ページは表示されません。

• [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックしてカメラの設定を編集します。カメラ設定の編集を参照してください。

• [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックして選択したカメラを削除します。

注
カメラを削除すると、ロックされた録画を含むすべての録画が削除されます。

• [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)))] フィールドを使用すると、特定のカメラを検索できます。

ビューエリアの使用

ビューエリアは、特定のカメラモデルでサポートされます。Axis Camera Stationは、個々のカメラとしてビューエ
リアを「装置を追加」ページに一覧表示します。装置の追加を参照してください。

注
AXIS Camera Stationでビューエリアを使用するには、カメラの設定ページでまずビューエリアを有効にする
必要があります。インストールされた各カメラへのリンクは、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> CamerasCamerasCameras (((設設設定定定
>>> 装装装置置置 >>> カカカメメメラララ)))] で検索できます。

AXIS Camera Stationライセンスで使用可能なカメラの総数では、ネットワークカメラのすべてのビューエリアが1
台のカメラとしてカウントされます。追加できるカメラの台数は、インストールされているライセンスによって異
なります。AXIS Camera Stationのライセンスごとに、特定の台数のカメラがインストール可能です。

カメラ設定の編集

カメラ設定を編集するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> CamerasCamerasCameras (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> カカカメメメラララ)))] を選択します。

2. カメラを選択して [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

3. [設定] セクションで次のように実行します。

- [EnabledEnabledEnabled (((有有有効効効にににすすするるる)))] はデフォルトで選択されています。[EnabledEnabledEnabled (((有有有効効効にににすすするるる)))] をクリアす
ると、ビデオストリームは録画できず、ライブビューでも表示できません。その場合にも、録
画とライブビューを設定することはできます。

- カメラの一意の名前と説明を入力します。

- カメラのホスト名またはIPアドレスを入力し、ポート番号がデフォルトのポート80ではない
場合、ポート番号を入力します。

- [ChannelChannelChannel (((チチチャャャンンンネネネルルル)))] フィールドがマルチポートビデオエンコーダで使用可能な場合は、ポー
ト番号を選択します。[ChannelChannelChannel (((チチチャャャンンンネネネルルル)))] フィールドがビューエリアで使用可能な場合は、
ビューエリアに対応する番号を選択します。

4. [Credentials (認証情報)] セクションで、カメラの管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力しま
す。AXIS Camera Stationは、このパスワードを使用してカメラと通信します。

その他の装置
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> OtherOtherOther devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 他他他ののの装装装置置置)))] を選択すると、ドアコントローラー、音声装
置、I/Oモジュールなどビデオ機能を持たない装置が一覧表示されます。
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サポートされている製品の詳細については、www.axis.comの「他の装置から音声を使用する」を参照して
ください。

このページでは次の操作ができます。

• 装置を選択して [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックすると、装置名、アドレス、パスワードなど、装置の設定を
編集できます。

• 装置を選択して [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックすると、AXIS Camera Stationから装置を削除できます。

• 装置のアドレスリンクをクリックして、装置の設定ページを開きます。

注
AXIS Camera Stationクライアントと装置の間にNATまたはファイアウォールが存在する場合、設定ペー
ジは表示されません。

他の装置の設定の編集

カメラ以外の装置の設定を編集するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> OtherOtherOther devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 他他他ののの装装装置置置)))] を選択します。

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

3. [設定] セクションで次のように実行します。

- 補助装置の一意の名前を入力します。この名前がAXIS Camera Stationに表示されます。

- 補助装置のホスト名またはIPアドレスを入力し、ポート番号がデフォルトのポート80ではない
場合、ポート番号を入力します。

4. [アカウント] セクションで、装置の管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

ストリームプロファイル
[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、[Stream
profiles (ストリームプロファイル)] ページを開きます。すべてのカメラが一覧表示されます。[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て、リスト内のカメラを検索できます。

マイク は、カメラでマイク (内蔵、ライン入力、補助装置) が有効になっていることを示します。マイクは
カメラからの音声をライブビューや録画に伝送します。内蔵マイクまたはスピーカーを他のカメラと共有す
ることはできません。

スピーカー は、カメラのスピーカー (内蔵または外部補助装置) が有効になっていることを示します。ライブ
ビューでは、[SpeakSpeakSpeak (((送送送話話話)))] ボタンまたは [PushPushPush---tototo---talktalktalk (((プププッッッシシシュュュツツツーーートトトーーーククク)))] ボタンを使用して、スピーカー
を通してメッセージを送話できます。

ライブビューおよび録画の設定で、次のプロファイルを使用することができます。

• [VideoVideoVideo profilesprofilesprofiles (((映映映像像像プププロロロフフファァァイイイルルル)))]: 解像度、ビデオ形式、フレームレート、圧縮率に関するプロファイ
ル設定が含まれます。各カメラの映像プロファイルの設定を表示します。録画のプロファイル設定を有
効にする方法については、「アクションルール」を参照してください。

- 高高高::: 最高の画質と解像度を実現するように最適化されます。

- 中中中::: 高画質とパフォーマンスのバランスを取るように最適化されます。

- 低低低::: パフォーマンスに最適化されます。
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注
ライブビューおよび録画の設定で、ストリームプロファイルはデフォルトで [AutomaticAutomaticAutomatic (((自自自動動動)))] に設定され
ています。これは、ビデオストリームの使用可能なサイズに応じて、ストリームプロファイルが [HighHighHigh
(((高高高)))]、[MediumMediumMedium (((中中中)))]、または [LowLowLow (((低低低)))] に自動的に変更されることを意味します。

• [AudioAudioAudio (((音音音声声声)))]: マイクとスピーカーの使用に関するプロファイル設定が含まれます。

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ののの編編編集集集

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、カメラを選択します。

2. [VideoVideoVideo profilesprofilesprofiles (((ビビビデデデオオオプププロロロフフファァァイイイルルル)))] で、ビデオプロファイルごとに以下の設定を行います。

- エエエンンンコココーーーダダダ::: 使用可能なオプションは、装置のビデオエンコーダの設定によって異なります。こ
のオプションはサードパーティ製装置にのみ使用できます。

- 1つのビデオエンコーダ設定を複数のビデオプロファイルに使用することはできません。

- 装置に1つしかエンコーダ設定がない場合、[MediumMediumMedium (((中中中)))] プロファイルだけが表示されます。

- [ResolutionResolutionResolution (((解解解像像像度度度)))]: 使用可能なオプションは、カメラのモデルによって異なります。解像度が
高いほど画像は高画質になりますが、必要な帯域幅とストレージ容量が大きくなります。

- [FormatFormatFormat (((形形形式式式)))]: 使用可能なオプションは、カメラのモデルによって異なります。H.264は、大部
分のカメラモデルでサポートされています。たとえばM-JPEGと比べると、H.264では必要な帯域
幅とストレージ容量が少なくてすみます。

注
カメラには、MPEG-4向けに設定された1つのビデオプロファイルしか一度に設定できません。

- [FrameFrameFrame rateraterate (((フフフレレレーーームムムレレレーーートトト)))]: 実際のフレームレートは、カメラのモデル、ネットワーク環
境、コンピューターの設定によって決まります。

- [CompressionCompressionCompression (((圧圧圧縮縮縮)))]: 低い値を設定すると画質が向上しますが、必要な帯域幅とストレージ
容量が大きくなります。

- [ZipstreamZipstreamZipstream ]: H.264またはH.265ストリームの平均ビットレートをリアルタイムで低減するた
めに、ビットレート低減のレベルを選択します。このオプションは、Zipstreamをサポートす
るAxis装置でのみ使用できます。デフォルトでは、装置の設定ページで設定されたZipstream
設定を使用します。

強度パラメーターは、Zipstreamのエフォートレベルを定義します。

強強強度度度 エエエフフフォォォーーートトトレレレベベベルルル 目目目ににに見見見えええるるる結結結果果果

Off (オフ) Off (オフ) なし

10 低 大部分のシーンにおいて目に見える効果なし

20 Medium (中) 一部のシーンにおいて目に見える効果あり: 対象
物体の比較的少ない場所におけるノイズの低減と
詳細度のわずかな低減

30 高 多くのシーンにおける目に見える効果: 対象物体
の比較的少ない場所におけるノイズの低減と詳細
度の低減
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40 さらに高 さらに多くのシーンにおける目に見える効果: 対象
物体の比較的少ない場所におけるノイズの低減と
詳細度の低減

50 極限 大部分のシーンにおける目に見える効果: 対象物
体の比較的少ない場所におけるノイズの低減と詳
細度の低減

3. [AudioAudioAudio (((音音音声声声)))] で、以下の設定を行います。

- [Microphone:Microphone:Microphone: (((マママイイイククク:):):)] マイクをカメラに関連付けるには、[BuiltBuiltBuilt ---ininin microphonemicrophonemicrophone ororor linelineline ininin
(((内内内蔵蔵蔵マママイイイクククロロロフフフォォォンンンまままたたたはははララライイインンン入入入力力力)))] または他の装置のマイクを選択します。他の装置
から音声を使用するを参照してください。

- [SpeakerSpeakerSpeaker (((スススピピピーーーカカカーーー)))]: スピーカーをカメラに関連付けるには、[BuiltBuiltBuilt ---ininin speakerspeakerspeaker ororor linelineline outoutout
(((内内内蔵蔵蔵スススピピピーーーカカカーーーまままたたたはははララライイインンン出出出力力力)))] または他の装置のスピーカーを選択します。送話に
は、コンピューターに接続されたマイクを使用します。他の装置から音声を使用するを参照
してください。

- [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)))]: 1つまたは2つのストリームのマイク音声を有効
にします。音声は、ライブビューと録画、ライブビューのみ、または録画のみ有効にするこ
とができます。

4. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、以下の設定を行います。

- ビデオストリーミング中にスマート検索用のデータを収集できるようにするには、[IncludeIncludeInclude
analyticsanalyticsanalytics datadatadata forforfor SmartSmartSmart searchsearchsearch (((スススマママーーートトト検検検索索索用用用ののの分分分析析析デデデーーータタタををを含含含めめめるるる)))] を選択します。このオ
プションは、分析データをサポートするAxis装置でのみ使用できます。
スマート検索1用にデータを収集すると、ライブビデオストリーミングの待ち時間が長くな
ることがあります。

- サードパーティ製装置との互換性を改善するには、[UseUseUse FFmpegFFmpegFFmpeg (FFmpeg(FFmpeg(FFmpegををを使使使用用用)))] を選択し
てFFmpegストリーミングを有効にします。このオプションはサードパーティ製装置にのみ
使用できます。

- PTZカメラによって検知された物体インジケーターをライブビューで表示するには、[ShowShowShow
PTZPTZPTZ autotrackingautotrackingautotracking objectobjectobject indicatorsindicatorsindicators (PTZ(PTZ(PTZオオオーーートトトトトトラララッッッキキキンンングググオオオブブブジジジェェェクククトトトイイインンンジジジケケケーーータタターーー
ををを表表表示示示)))] を選択し、ビデオストリームバッファ時間を最大2000ミリ秒に設定します。この
オプションは、AXIS PTZ Autotrackingが設定されたAxis PTZカメラでのみ使用できます。
AXIS Camera StationでAXIS PTZ Autotrackingを設定する詳細なワークフローについては、
AXIS PTZ Autotrackingの設定を参照してください。

- 特定のプロファイルのストリーム設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。

4.1 [StreamStreamStream customizationcustomizationcustomization (((ススストトトリリリーーーミミミンンングググのののカカカスススタタタマママイイイズズズ)))] に移動します。

4.2 カスタマイズするプロファイルを&で区切り、設定を入力します。

例: overlays=off&color=0を入力すると、そのカメラのオーバーレイが非表示になります。

注
• カスタム設定は、既存の設定を上書きします。
• 機密情報をカスタム設定に含めないでください。

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

プププロロロフフファァァイイイルルル設設設定定定のののカカカスススタタタマママイイイズズズ

解像度、フレームレート、圧縮、ビデオ形式、音声などのプロファイル設定をカスタマイズするには、設定す
るカメラを選択します。同じモデルで、設定方法が同じであるカメラは、複数台同時に設定できます。設定
の構成を参照してください。
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録画のプロファイル設定をカスタマイズする方法については、「録画の方法」を参照してください。

低低低帯帯帯域域域幅幅幅のののプププロロロフフファァァイイイルルル設設設定定定ををを最最最適適適化化化すすするるる

たとえば、AXIS Camera StationクライアントとAXIS Camera Stationサーバーの間で低速な接続を使用する場合、
ライブビューで使用する解像度やフレームレートを制限して、帯域幅の消費量を減らすことができます。帯
域幅の使用量については、「ストリーミング」を参照してください。

他の装置から音声を使用する

ネットワークカメラまたはビデオエンコーダからのビデオとともに、カメラ以外の他の装置、つまり補助装置か
らの音声を、ライブビューや録画で利用できます。

注
外部音声装置を使用するには、AXIS Camera Stationに外部音声装置を追加する必要があります。音声装置を
編集するには、「その他の装置」を参照してください。音声装置を管理するには、ストリームプロファイ
ルの「ストリームプロファイルの編集」セクションを参照してください。

1. カメラ以外の装置をAXIS Camera Stationに追加する。装置の追加を参照してください。

2. 装置からの音声を利用できるよう、カメラを設定する。ストリームプロファイルを参照してください。

3. ライブビューや録画用に音声を有効にする。ストリームプロファイルを参照してください。

例例例

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=use-audio-from-other-devices

音声装置を設定し、ライブアナウンスを行う

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=use-audio-from-other-devices

アクションボタンを作成して、動きが検知されたときに音声を手動で再生する
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=use-audio-from-other-devices

動きが検知されたときに音声を自動的に再生

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=use-audio-from-other-devices

スピーカーとAXIS Camera Stationにオーディオクリップを追加

画像の設定
AXIS Camera Stationに接続しているカメラの画像を設定することができます。

注
画像の設定を変更した場合は、瞬時に適用されます。

画像を設定するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ImageImageImage configurationconfigurationconfiguration (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 画画画像像像ののの設設設定定定)))] を選択して、AXIS Camera
Stationに追加されているすべてのカメラを一覧表示します。

2. リストの下にカメラとビデオフィードがリアルタイムで表示されます。[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て、リスト内の特定のカメラを検索できます。

3. 画像を設定します。

画画画像像像設設設定定定

輝輝輝度度度::: 画像の輝度を調整します。値を大きくするほど画像が明るくなります。

カカカラララーーーレレレベベベルルル::: 色の彩度を調整します。小さい値を選択すると色の彩度が低下します。0にすると画像が白黒で表
示されます。最大値にすると最高彩度になります。

シシシャャャーーープププネネネススス::: 画像のシャープさを調整します。シャープネスを高く設定すると、特に微光の状況では画
像ノイズが増えることがあります。シャープネスの値が高いと、高コントラスト部分の周囲に画像のアー
ティファクト (ぎざぎざなど) が生じるおそれがあります。低い値を設定すると画像ノイズは減りますが、や
やぼやけた画像になります。

コココンンントトトラララススストトト::: 画像のコントラストを調整します。
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ホホホワワワイイイトトトバババララランンンススス::: ドロップダウンリストで、ホワイトバランスのオプションを選択します。ホワイトバランス
は、光源の色温度にかかわらず同じになるようにするために使用します。[AutomaticAutomaticAutomatic (((自自自動動動)))] を選択すると、カメ
ラが光源を識別して自動的に色を補正します。満足の行く結果が得られない場合は、光源の種類に対応するオプ
ションを選択してください。利用可能なオプションは、カメラのモデルによって異なります。

画画画像像像ををを回回回転転転::: 画像の回転角度を設定します。

画画画像像像のののイイイメメメーーージジジ自自自動動動回回回転転転 オンに設定すると、画像の回転が自動的に調整されます。

画画画像像像ををを反反反転転転::: オンにすると画像が反転します。

逆逆逆光光光補補補正正正::: 電球などの明るい光点によって、画像内の他の領域が暗く見えすぎる場合は、オンにします。

ダダダイイイナナナミミミッッックククコココンンントトトラララススストトト (((ワワワイイイドドドダダダイイイナナナミミミッッックククレレレンンンジジジ):):): オンにすると、ワイドダイナミックレンジを使用
して、画像内でコントラストがかなり強い場合の露出を向上させます。スライダーを使用して、ダイナミッ
クコントラストを調整します。逆光の強い条件下ではダイナミックコントラストを有効にします。暗い場所
ではダイナミックコントラストを無効にします。

カカカスススタタタムムム歪歪歪みみみ補補補正正正設設設定定定::: カメラのレンズパラメーター、光学センター、およびチルトの向きを含む.dewarp
ファイルをインポートすることができます。[ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] をクリックすると、パラメーターが元の値
にリセットされます。

1. 以下のパラメーターを含む.dewarpファイルを作成します。

- 必須: RadialDistortionX、RadialDistortionY、RadialDistortionZ、および
TiltOrientation。TiltOrientationで使用可能な値はwall、desk、ceilingです。

- オプション: OpticalCenterXおよびOpticalCenterY。光学センターを設定する場合は、こ
れら2つのパラメーターを両方とも含める必要があります。

2. [ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックして、.dewarpファイルを参照します。

以下は.dewarpファイルの例です。

RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193
TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972

PTZプリセット
パン/チルト/ズーム (PTZ) とは、カメラをパン (左右に移動)、チルト (上下に移動)、ズームイン、ズームアウ
トする機能です。

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> PTZPTZPTZ presetspresetspresets (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> PTZPTZPTZプププリリリセセセッッットトト)))] を選択して、PTZ機能を使用できるカメ
ラを一覧表示します。カメラをクリックすると、カメラで使用可能なすべてのプリセットが表示されます。
[RefreshRefreshRefresh (((更更更新新新)))] をクリックすると、プリセットリストが更新されます。

PTZが使用可能なカメラは次のとおりです。

• PTZカメラ (メカニカルPTZが搭載されているカメラ)

• デジタルPTZが有効になっている固定カメラ

デジタルPTZを有効にするには、カメラに内蔵の設定ページを使用します。詳細については、カメラのユー
ザーマニュアルを参照してください。設定ページを開くには、装置の管理ページに進み、カメラを選択して
[Address (アドレス)] 列のリンクをクリックします。

PTZプリセットは、AXIS Camera Stationおよびカメラの設定ページで設定できます。PTZプリセットは、AXIS
Camera Stationで設定することをお勧めします。

• カメラの設定ページでPTZプリセットを設定する場合は、プリセット内でストリームのみを表示できま
す。ライブビューでのPTZの動きを確認し、録画することができます。

• AXIS Camera StationでPTZプリセットを設定する場合は、カメラのストリーム全体を表示できます。ライ
ブビューでのPTZの動きは、表示することも記録することもできません。
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注
カメラのコントロールキューが有効になっている場合、PTZは使用できません。コントロールキューの
詳細と、コントロールキューを有効または無効にする方法については、カメラのユーザーマニュアル
を参照してください。

プリセットを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> PTZPTZPTZ presetspresetspresets (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> PTZPTZPTZプププリリリセセセッッットトト)))] を選択し、リストからカメラ
を選択します。

2. メカニカルPTZを搭載したカメラの場合は、PTZコントロールを使用して、カメラビューを目的の位置
に移動します。デジタルPTZを搭載したカメラの場合は、マウスホイールを使用してズームインし、
カメラビューを目的の位置にドラッグします。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、新しいプリセットの名前を入力します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

プリセットを削除するには、プリセットを選択し [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。選択したプリセット
がAXIS Camera Stationとカメラから削除されます。

装置の管理
装置の管理には、AXIS Camera Stationに接続された装置の管理とメンテナンスを行うためのツールが用意され
ています。

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択して「装置の管理」ページを開きます。

118ページファームウェアアップグレード設定 で新しいファームウェアバージョンの自動確認を設定した場合は、
装置で使用可能な新しいファームウェアバージョンがあるとリンクが表示されます。リンクをクリックして、
ファームウェアバージョンをアップグレードします。ファームウェアのアップグレードを参照してください。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=device-management

ファームウェアバージョンのアップグレード

120ページAXIS Camera Stationの更新 で新しいソフトウェアバージョンの自動確認を設定した場合は、使用可能な
新しいAXIS Camera Stationのバージョンがあるとリンクが表示されます。リンクをクリックして、新しいバー
ジョンのAXIS Camera Stationをインストールします。

63



AXIS Camera Station User Manual

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=device-management

新しいバージョンのAXIS Camera Stationのインストール

AXIS Camera Stationに追加されているカメラのリストが表示されます。[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て、リスト内の装置を検索できます。列を表示/非表示にするには、ヘッダー行を右クリック
し、表示する列を選択します。ヘッダーをドラッグアンドドロップして、列の順序を並べ替えることができます。

装置のリストには以下の情報が含まれています。

• 名名名前前前::: 装置が複数のカメラが接続されたビデオエンコーダであるとき、または装置が複数のビューエリ
アのあるネットワークカメラであるとき、装置名または関連付けられたすべてのカメラ名のリストが
表示されます。

• MACMACMACアアアドドドレレレススス::: 装置のMACアドレス。

• ススステテテーーータタタススス::: 装置のステータス。

- OK:OK:OK: 確立された装置接続の標準の状態。

- メメメンンンテテテナナナンンンススス::: 装置はメンテナンス中であるため、一時的にアクセスできません。

- アアアクククセセセススス不不不可可可::: 装置との接続を確立できません。

- 設設設定定定ささされれれたたたホホホススストトト名名名ででではははアアアクククセセセスススででできききままませせせんんん::: ホスト名を使用して装置との接続を確立する
ことはできません。

- サササーーーバババーーーにににアアアクククセセセススス不不不可可可::: 装置が接続するサーバーとの接続を確立できません。

- パパパスススワワワーーードドドををを入入入力力力::: 有効なアカウント情報を入力するまで装置の接続は確立されません。リンク
をクリックし、有効なユーザー認証情報を入力します。装置が暗号化接続に対応している場
合、デフォルトで暗号化されたパスワードが送信されます。

- パパパスススワワワーーードドドををを設設設定定定::: rootアカウントとパスワードが設定されていないか、装置で使用されている
パスワードがデフォルトのままになっています。リンクをクリックして、rootユーザーのパ
スワードを設定します。

- パスワードを入力するか、[GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックして、装置で許容される長さを上限
としたパスワードを自動的に生成します。自動生成されたパスワードを表示し、そのコピー
を作成することをお勧めします。

- [Set password (パスワードを設定)] ステータスが存在するすべての装置でこのパスワードを
使用する選択肢を有効にします。

- 装置がHTTPSをサポートしている場合は、[EnableEnableEnable HTHTHTTPSTPSTPS (HT(HT(HTTPSTPSTPSををを有有有効効効にににすすするるる)))] を選択し
てHTTPSを有効にします。

- パパパスススワワワーーードドドのののタタタイイイプププ::: 非非非暗暗暗号号号化化化::: 装置が以前に暗号化されたパスワードを使用して接続している
ため、装置との接続は確立されません。安全上の理由から、AXIS Camera Stationでは暗号化され
たパスワードを使用したことがある装置に対しては、暗号化されたパスワードの使用を許可して
いません。暗号化に対応している装置では、装置の設定ページで接続のタイプを設定します。

- 証証証明明明書書書エエエラララーーー::: 装置上の証明書にエラーがあります。

- まままもももなななくくく証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限ででですすす::: 装置上の証明書の有効期限が近くなっています。
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- 証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限切切切れれれ::: 装置上の証明書の有効期限が切れました。

- HTHTHTTPSTPSTPS証証証明明明書書書ががが信信信頼頼頼ささされれれててていいいままませせせんんん::: 装置のHTTPS証明書がAXIS Camera Stationに信頼されてい
ません。

- HTHTHTTPTPTP失失失敗敗敗::: 装置とのHTTP接続を確立できません。

- HTHTHTTPSTPSTPS失失失敗敗敗::: 装置とのHTTPS接続を確立できません。

- HTHTHTTPTPTPおおおよよよびびびHTHTHTTPSTPSTPS接接接続続続ににに失失失敗敗敗 (ping(ping(pingまままたたたはははUDPUDPUDPはははOK):OK):OK): 装置とのHTTPまたはHTTPS接続を確立で
きません。装置はpingおよびUser Datagram Protocol (UDP) 通信には応答します。

• アアアドドドレレレススス::: 装置のアドレス。[link(リンク)]をクリックすると、装置の設定ページが開きます 装置の追
加時にどちらを使用したかに応じて、IPアドレスまたはホスト名が表示されます。76ページ[Device
configuration (装置設定)] タブBETA を参照してください。

• ホホホススストトト名名名::: 装置のホスト名 (使用可能な場合)。[link(リンク)]をクリックすると、装置の設定ページが
開きます。ホスト名は、完全修飾ドメイン名で表示されます。76ページ[Device configuration (装置設
定)] タブBETA を参照してください。

• メメメーーーカカカーーー::: 装置のメーカー。

• モモモデデデルルル::: 装置のモデル。

• フフファァァーーームムムウウウェェェアアア::: 装置が現在使用しているファームウェアのバージョン。

• DHCP:DHCP:DHCP: 装置がDHCPを使用してサーバーに接続している場合、表示されます。

• HTHTHTTPS:TPS:TPS: 装置のHTTPSステータス。74ページセキュリティ でHTTPSステータスを参照してください。

• IEEEIEEEIEEE 802.1X:802.1X:802.1X: 装置のIEEE 802.1Xステータス。74ページセキュリティ でIEEE 802.1Xステータスを参照
してください。

• サササーーーバババーーー::: 装置が接続しているAXIS Camera Stationサーバー。

• タタタグググ::: (デフォルトでは非表示) 装置に付加されているタグ。

• UPnPUPnPUPnPフフフレレレンンンドドドリリリ名名名::: (デフォルトでは非表示) UPnP名。装置を識別しやすくするために使用される分
かりやすい名前です。

装置で次のアクションを実行できます。

• 装置にIPアドレスを割り当てる。IPアドレスの設定を参照してください。

• 装置にパスワードを設定する。ユーザー管理を参照してください。

• 装置のファームウェアをアップグレードする。ファームウェアのアップグレードを参照してください。

• 装置に日付と時刻を設定する。日付と時刻を設定を参照してください。

• 装置を再起動する。

• 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するために装置をリストアします。次の
設定はリセットされません: アップロード済みのカメラアプリケーション、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。

注
不正なアクセスを防止するため、装置を工場出荷時の設定に戻した後、パスワードを設定することを強
く推奨します。

• 装置にカメラアプリケーションをインストールします。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。

• 装置の設定ページから設定を変更した場合に、装置を再読み込みします。
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• 装置を設定する。装置の設定を参照してください。

• ユーザー管理。ユーザー管理を参照してください。

• 証明書を管理する。74ページセキュリティ を参照してください。

• 装置データを収集する。装置データの収集を参照してください。

• IPアドレスまたはホスト名を使用する場合に選択します。75ページConnection (接続) を参照してくだ
さい。

• 装置にタグを付ける。タグを参照してください。

• 装置の認証情報を入力する。装置を右クリックして [AdvancedAdvancedAdvanced >>> EnterEnterEnter devicedevicedevice credentialscredentialscredentials (((詳詳詳細細細設設設定定定 >>>
装装装置置置ののの認認認証証証情情情報報報ののの入入入力力力)))] を選択し、装置のパスワードを入力します。

• 装置の設定タブに移動し、装置を設定します。76ページ[Device configuration (装置設定)] タブBETA

を参照してください。

IPアドレスの設定

AXIS Camera Stationでは、複数の装置にIPアドレスを割り当てることができます。新しいIPアドレスは、DHCP
サーバーから自動的に取得したり、IPアドレス範囲から割り当てて取得したりできます。

IPIPIPアアアドドドレレレスススののの割割割りりり当当当ててて

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択し、設定する装置を選択します。

2. をクリックするか、右クリックして [AssignAssignAssign IPIPIP addressaddressaddress (IP(IP(IPアアアドドドレレレスススののの割割割りりり当当当ててて)))] を選択します。

3. 装置にアクセスできないなど、装置を設定できない場合は、[Invalid devices (無効な装置)] ダイアログが表
示されます。[ContinueContinueContinue (((継継継続続続)))] をクリックすると、設定できない装置をスキップできます。

4. 1台の装置を選択してIPアドレスを割り当てる場合は、[AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックして [Assign IP
address (IPアドレスの割り当て)] ページを開きます。

5. [ObtainObtainObtain IPIPIP addressesaddressesaddresses automatically(DHCP)automatically(DHCP)automatically(DHCP) (IP(IP(IPアアアドドドレレレスススををを自自自動動動的的的ににに取取取得得得すすするるる (DHCP))(DHCP))(DHCP)) ] を選択して、DHCP
サーバーからIPアドレスを自動的に取得します。

6. [AssignAssignAssign thethethe followingfollowingfollowing IPIPIP addressaddressaddress rangerangerange (((次次次のののIPIPIPアアアドドドレレレススス範範範囲囲囲ををを割割割りりり当当当ててて)))] を選択し、IPアドレス、サブ
ネットマスク、デフォルトルーターを指定します。

IP範囲を指定するには:

- ワイルドカードを使用。例: 192.168.0.*、または10.*.1.*

- 最初のIPアドレスと最後のIPアドレスをダッシュで区切って書く。例: 192.168.0.10-192.168.0.20
(このアドレス範囲は、192.168.0.10-20に短縮もできます)、または10.10-30.1.101

- ワイルドカードと範囲を組み合わせる。例: 10.10-30.1.*

- コンマを使用して複数の範囲を区切る。例: 192.168.0.*,192.168.1.10-192.168.1.20

注
IPアドレスの範囲を指定する場合、各装置が同じAXIS Camera Stationサーバーに接続されている必要が
あります。

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

8. 現在のIPアドレスと新しいIPアドレスを確認します。装置のIPアドレスを変更するには、装置を選
択して [EditEditEdit IPIPIP (IP(IP(IPををを編編編集集集)))] をクリックします。
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- 新しいIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトルーターが [現在のIPアドレス] セクショ
ンに表示されます。

- [新しいIPアドレス] セクションでオプションを編集し、[OKOKOK] をクリックします。

9. 新しいIPアドレスを確認し、[FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックします。

装置の設定

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、複数の装置の一部の設定を同時に
行うことができます。

注
1台の装置ですべての設定を行うには、装置の設定ページに移動します。76ページ[Device configuration (装
置設定)] タブBETA を参照してください。

• 装置の設定方法については、「設定方法」を参照してください。

• 設定ファイルの作成方法については、「設定ファイルを作成する」を参照してください。

• コピー可能な設定については、「設定の構成」を参照してください。

設定方法

装置を設定するには数種類の方法があります。AXIS Device managementは、設定の方法に基づいてすべての装置
を構成しようとします。装置の設定を参照してください。

選選選択択択しししたたた装装装置置置ののの設設設定定定ををを使使使用用用すすするるる

注
この方法は、既存の設定を一部またはすべてを再利用することで、単一の装置の設定でのみ使用できます。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 1台の装置を右クリックして、[ConfigureConfigureConfigure DevicesDevicesDevices >>> ConfigureConfigureConfigure (((装装装置置置ののの設設設定定定 >>> 設設設定定定)))] を選択します。

3. 適用する設定を選択します。68ページ設定の構成 を参照してください。

4. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックして適用する設定を確認します。

5. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックし、設定を装置に適用します。

他他他ののの装装装置置置かかかららら設設設定定定をををコココピピピーーーすすするるる

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックして、[ConfigureConfigureConfigure DevicesDevicesDevices >>> ConfigureConfigureConfigure (((装装装置置置ののの設設設定定定 >>> 設設設定定定)))] を選択します。さまざま
なモデルまたはファームウェアの装置を選択できます。

3. [DeviceDeviceDevice (((装装装置置置)))] をクリックして設定を再利用できる装置を表示します。

4. 設定をコピーする装置を選択し、[OKOKOK] をクリックします。

5. 適用する設定を選択します。68ページ設定の構成 を参照してください。

6. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックして適用する設定を確認します。

7. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックし、設定を装置に適用します。

設設設定定定フフファァァイイイルルルををを使使使用用用すすするるる

設定ファイルには、1台の装置の設定が含まれています。この設定を使用して複数の装置を同時に設定したり、装
置を向上出荷時の設定にリセットする場合などに、装置を再設定したりできます。1台の装置から作成した設定
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ファイルを、モデルまたはファームウェアの異なる複数の装置に適用することができます。一部の設定が、すべて
の装置に存在するわけではない場合でも可能です。

設定が適用先の装置に存在しなかったり、設定を適用できない場合は、AXIS Camera Stationクライアントの一
番下にある [Tasks (タスク)] タブに「エラー」とステータスが表示されます。その場合、タスクを右クリック
し、[表示] を選択して、適用できなかった設定の情報を表示します。

注
この方法は経験豊富なユーザー向けです。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックして、[ConfigureConfigureConfigure DevicesDevicesDevices >>> ConfigureConfigureConfigure (((装装装置置置ののの設設設定定定 >>> 設設設定定定)))] を選択します。

3. [ConfigurationConfigurationConfiguration FileFileFile (((設設設定定定フフファァァイイイルルル)))] をクリックして設定ファイルを参照します。設定ファイルの作成方
法については、68ページ設定ファイルを作成する を参照してください。

4. .cfgファイルを選択し、[OpenOpenOpen (((開開開くくく)))] をクリックします。

5. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックして適用する設定を確認します。

6. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックし、設定を装置に適用します。

設定ファイルを作成する

設定ファイルには、1台の装置の設定が含まれています。これらの設定は後で他の装置に適用できます。設定
ファイルの使用方法については、「設定方法」を参照してください。

表示される設定は、AXIS Device managementを使用してアクセスすることができる装置設定です。特定の設定を
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。

設定ファイルを作成するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 設定ファイルを作成する装置を選択します。

3. 装置を右クリックし、[ConfigureConfigureConfigure DevicesDevicesDevices >>> CreateCreateCreate ConfigurationConfigurationConfiguration FileFileFile (((装装装置置置ののの設設設定定定 >>> 設設設定定定フフファァァイイイ
ルルルののの作作作成成成)))] を選択します。

4. ファイルに含める設定を選択し、設定の値を必要に応じて変更します。設定の構成を参照してください。

5. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックして設定を確認します。

6. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックして設定ファイルを作成します。

7. [SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックして設定を.cfgファイルに保存します。

設定の構成

装置の設定時は、装置のパラメーター、アクションルール、および追加の設定を構成することができます。

パパパラララメメメーーータタターーー

パラメーターとは、装置の動作を制御する内部的な装置パラメーターです。パラメーターの全般的な情報は、Axis
のホームページ (www.axis.com) で製品のユーザーマニュアルを参照してください

注
• パラメーターの変更は、経験豊富なユーザーだけが行うようにしてください。
• AXIS Device managementから、すべての装置パラメーターにアクセスできるわけではありません。
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一部のテキストフィールドには、変数を挿入することができます。変数は装置に適用される前にテキストに置き
換えられます。変数を挿入するには、テキストフィールドを右クリックし、次のように選択します。

• 変変変数数数とととしししててて、、、製製製品品品のののシシシリリリアアアルルル番番番号号号ををを入入入力力力しししてててくくくだだださささいいい::: この変数は、設定ファイルを適用する装置の
シリアル番号に置き換えられます。

• 変変変数数数とととしししててて、、、装装装置置置名名名ををを入入入力力力しししてててくくくだだださささいいい::: この変数は、設定ファイルの適用時に使用されている装置の
名前に置き換えられます。装置名は、「装置の管理」ページの [名前] 列で確認できます。装置の名前を
変更するには、[カメラ] または [他の装置] ページを選択します。

• 変変変数数数とととしししててて、、、サササーーーバババーーー名名名ををを入入入力力力しししてててくくくだだださささいいい::: この変数は、設定ファイルの適用時に使用されている
サーバーの名前に置き換えられます。サーバー名は、「装置の管理」ページの [サーバー] 列で確認でき
ます。サーバーの名前を変更するには、AXIS Camera Station Service Controlに移動します。

• 変変変数数数とととしししててて、、、サササーーーバババーーーのののタタタイイイムムムゾゾゾーーーンンンををを入入入力力力しししてててくくくだだださささいいい::: この変数は、設定ファイルの適用時に使
用されているサーバーのPOSIXタイムゾーンに置き換えられます。これは、POSIXタイムゾーンパラ
メーターと共に使用して、複数のタイムゾーンのサーバーからなるネットワーク内のすべての装置に正
しいタイムゾーンを設定することができます。

アアアクククシシショョョンンンルルルーーールルル

アクションルールは、装置間でコピーすることができます。アクションルールの変更は、経験豊富なユー
ザーだけが行うようにしてください。アクションルールの全般的な情報については、「アクションルール」
を参照してください。

追追追加加加設設設定定定

• 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::: ストリームプロファイルは、ビデオエンコーディングおよび画像や音声の設
定用に事前プログラムされているライブビューのプロファイルです。ストリームプロファイルは、装
置間でコピーすることができます。

• 動動動体体体検検検知知知ウウウィィィンンンドドドウウウ::: 動体検知ウィンドウは、カメラの視野に特定のエリアを定義するために使用しま
す。通常、指定されたエリア内で何かが動く (または停止する) たびにアラームが生成されます。動体検
知ウィンドウは、装置間でコピーすることができます。

ユーザー管理

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択すると、装置のユーザーを管理するための
「装置の管理」ページが表示されます。

複数の装置に対してパスワードを設定したりユーザーを削除したりする場合、いずれの装置にも存在しない

ユーザーは で表示されます。個々のユーザーが別々の装置に別々の権限で存在する場合、各ユーザーは一
度だけ表示されます。

注
アカウントは装置固有であり、Axis Camera Stationのユーザーアカウントとは関連付けられていません。

パパパスススワワワーーードドドををを設設設定定定

注
• ファームウェア5.20以降の装置では、64文字のパスワードをサポートします。それより古いファーム

ウェアバージョンの装置では、8文字のパスワードをサポートします。古いファームウェアを搭載し
た装置では、個別にパスワードを設定することをお勧めします。

• サポートされているパスワードの長さが異なる複数の装置でパスワードを設定する場合、パスワードは、
その中で最短の長さに収まるようにする必要があります。

• 許可されていないアクセスを防止したり、セキュリティを向上させるため、AXIS Camera Stationに追加さ
れたすべての装置をパスワードで保護することを強く推奨します。

パスワードに使用できる文字は以下のとおりです。
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• アルファベットA〜Z、a〜z

• 数字 0〜9

• スペース、カンマ (,)、ピリオド (.)、コロン (:)、セミコロン (;)

• !、"、#、$、%、&、'、(、+、*、-、)、/、<、>、=、?、[、\、^、-、`、{、|、~、@、]、}

装置のユーザーにパスワードを設定するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement >>> ManageManageManage devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理 >>> 装装装置置置ののの管管管理理理)))]
を選択します。

2. 装置を選択し、 をクリックします。装置を右クリックして [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)))] を選択することもできます。

3. ユーザーを選択します。

4. パスワードを入力するか、[GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックして強力なパスワードを生成します。

5. [OK][OK][OK] をクリックします。

ユユユーーーザザザーーーををを追追追加加加

Axis Camera StationにローカルユーザーまたはActive Directoryユーザーを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement >>> ManageManageManage devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理 >>> 装装装置置置ののの管管管理理理)))]
を選択します。

2. 装置を右クリックして [UserUserUser ManagementManagementManagement >>> AddAddAdd useruseruser (((ユユユーーーザザザーーー管管管理理理 >>> ユユユーーーザザザーーーををを追追追加加加)))] を選択します。

3. ユーザー名とパスワードを入力し、パスワードを確認します。使用できる文字の一覧は、前述の「パス
ワードを設定」セクションを参照してください。

4. [RoleRoleRole (((権権権限限限)))] フィールドのドロップダウンリストからユーザーのアクセス権を選択します。

- [AdministratorAdministratorAdministrator (((管管管理理理者者者):):): ] 装置に無制限にアクセスできます。

- [OperatorOperatorOperator (((オオオペペペレレレーーータタターーー):):): ] ビデオストリームやイベントのほか、システムオプションを除くす
べての設定にアクセスできます。

- [ViewerViewerViewer (((閲閲閲覧覧覧者者者):):): ] ビデオストリームにアクセスできます。

5. [EnableEnableEnable PTZPTZPTZ controlcontrolcontrol (PTZ(PTZ(PTZコココンンントトトロロローーールルルををを有有有効効効にににすすするるる)))] を選択すると、ユーザーがライブビューでパン、
チルト、ズームを実行できるようになります。

6. [OK][OK][OK] をクリックします。

ユユユーーーザザザーーーををを削削削除除除

装置からユーザーを削除するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement >>> ManageManageManage devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理 >>> 装装装置置置ののの管管管理理理)))]
を選択します。

2. 装置を右クリックして [UserUserUser ManagementManagementManagement >>> RemoveRemoveRemove useruseruser (((ユユユーーーザザザーーー管管管理理理 >>> ユユユーーーザザザーーーををを削削削除除除)))] を選
択します。

3. [UserUserUser (((ユユユーーーザザザーーー)))] フィールドのドロップダウンリストから削除するユーザーを選択します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

ユユユーーーザザザーーーををを一一一覧覧覧

装置のすべてのユーザーとそのアクセス権を一覧にするには:
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1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement >>> ManageManageManage devicesdevicesdevices (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理 >>> 装装装置置置ののの管管管理理理)))]
を選択します。

2. 装置を右クリックして [UserUserUser ManagementManagementManagement >>> ListListList usersusersusers (((ユユユーーーザザザーーー管管管理理理 >>> ユユユーーーザザザーーーををを一一一覧覧覧)))] を選択します。

3. [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)))] フィールドを使用すると、リスト内の特定のユーザーを検索
できます。

ファームウェアのアップグレード

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=upgrade-firmware

ファームウェアはAxis製品の機能を決定するソフトウェアです。最新のファームウェアをインストールするこ
とで、最新の機能を利用できるようになります。

新しいファームウェアは、AXIS Camera Stationを使用してダウンロードできるほか、ハードドライブまたはメ
モリーカード内のファイルからインポートすることもできます。ダウンロードできるバージョンのファーム
ウェアの場合、そのバージョン番号の後に [(Download)(Download)(Download) ((((((ダダダウウウンンンロロローーードドド))))))] と表示されています。ローカルクラ
イアントにまだダウンロードされていないバージョンのファームウェアの場合、そのバージョン番号の後に
[(File)(File)(File) ((((((フフファァァイイイルルル))))))] と表示されています。

ファームウェアをアップグレードする際には、以下のアップグレードタイプを選択できます。

• StandardStandardStandard (((標標標準準準):):): 選択したファームウェアバージョンにアップグレードして、既存の設定値を維持します。

• FactoryFactoryFactory defaultdefaultdefault (((工工工場場場出出出荷荷荷時時時設設設定定定):):): 選択したファームウェアバージョンにアップグレードし、すべ
ての設定を工場出荷時の値にリセットします。

ファームウェアをアップグレードするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択し、設定する装置を選択します。

2. をクリックするか、右クリックして [UpgradeUpgradeUpgrade 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アアアッッップププグググレレレーーードドド)))]
を選択します。

3. 装置にアクセスできないなど、装置を設定できない場合は、[Invalid devices (無効な装置)] ダイアログが表
示されます。[ContinueContinueContinue (((継継継続続続)))] をクリックすると、設定できない装置をスキップできます。

4. ファームウェアのアップグレード中は装置にアクセスできません。[YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックして続行しま
す。このことを確認済みで、再び表示されないようにするには、[DoDoDo notnotnot showshowshow thisthisthis dialogdialogdialog againagainagain (((こここのののダダダ
イイイアアアロロログググををを再再再表表表示示示しししななないいい)))] を選択して [YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックします。

5. [ファームウェアのアップグレード] ダイアログには、装置モデル、各モデルの装置数、既存のファー
ムウェアバージョン、アップグレードで使用可能なファームウェアバージョン、およびアップグレー
ドタイプが一覧表示されます。新しいファームウェアバージョンのダウンロードが可能になると、デ
フォルトで装置があらかじめ一覧から選択され、最新のファームウェアバージョンが各装置にあら
かじめ選択されています。
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5.1 ダウンロード可能なファームウェアバージョンのリストを更新するには、[CheckCheckCheck forforfor updatesupdatesupdates
(((更更更新新新ををを確確確認認認)))] をクリックします。ローカルのクライアントに保存されている1つ以上のファーム
ウェアファイルを参照するには、[BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックします。

5.2 アップグレードする装置とファームウェアのバージョン、およびアップグレードタイプを選択
します。

5.3 [OKOKOK] をクリックして、リスト内の装置のアップグレードを開始します。

注
デフォルトでは、ファームウェア更新は選択したすべての装置で同時に行われます。更新の順序は変更す
ることができます。ファームウェアアップグレード設定を参照してください。

日付と時刻を設定

Axis装置に日付と時刻を設定します。コンピューターの時刻またはNTPサーバーに同期するか、手動で設定
することができます。

装置に日付と時刻を設定するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を選択して をクリックするか、右クリックして [SetSetSet datedatedate andandand timetimetime (((日日日付付付ととと時時時刻刻刻ををを設設設定定定)))] を選
択します。

3. Axis装置の現在の日付と時刻が [DeviceDeviceDevice timetimetime (((装装装置置置ののの時時時刻刻刻)))] に表示されます。複数の装置を選択すると、
[DeviceDeviceDevice timetimetime (((装装装置置置ののの時時時刻刻刻)))] が利用できなくなります。

4. タイムゾーンを選択します。

- [TimeTimeTime zonezonezone (((タタタイイイムムムゾゾゾーーーンンン)))] ドロップダウンリストからAxis製品で使用するタイムゾーン
を選択します。

- 製品を使用している地域で夏時間が導入されている場合は、[AutomaticallyAutomaticallyAutomatically adjustadjustadjust forforfor daylightdaylightdaylight
savingsavingsaving timetimetime changeschangeschanges (((夏夏夏時時時間間間ののの調調調整整整ををを自自自動動動的的的ににに行行行ううう)))] を選択してください。

注
タイムゾーンは、[SynchronizeSynchronizeSynchronize withwithwith NTPNTPNTP serverserverserver (NTP(NTP(NTPサササーーーバババーーーととと同同同期期期すすするるる)))] または [SetSetSet manuallymanuallymanually (((手手手動動動
ででで設設設定定定すすするるる)))] の時刻モードを選択している場合に設定できます。

5. [時刻モード] セクションで次のように実行します。

- [SynchronizeSynchronizeSynchronize withwithwith serverserverserver computercomputercomputer timetimetime (((コココンンンピピピュュューーータタターーーののの時時時刻刻刻ととと同同同期期期すすするるる)))] を選択して、
製品の日付と時刻を、AXIS Camera Stationサーバーがインストールされているサーバーコ
ンピューターのクロックと同期させます。

- [SynchronizeSynchronizeSynchronize withwithwith NTPNTPNTP serverserverserver (NTP(NTP(NTPサササーーーバババーーーととと同同同期期期すすするるる)))] を選択して、製品の日付と時刻を
NTPサーバーに同期させます。フィールドに、NTPサーバーのIPアドレス、DNSまたはホス
ト名を入力します。

- [SetSetSet manuallymanuallymanually (((手手手動動動ででで設設設定定定すすするるる)))] を選択して、日付と時刻を手動で設定します。

6. [OKOKOK] をクリックします。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=set-date-and-time

日付と時刻を設定

カメラアプリケーションのインストール

カメラアプリケーションは、Axisのネットワークビデオ製品にアップロードし、インストールすることができ
るソフトウェアです。アプリケーションをインストールすることにより、検知、認識、追跡、カウントな
どの機能を追加することができます。

一部のアプリケーションは、AXIS Camera Stationから直接インストールすることができます。それ以外のアプリ
ケーションは、まず、AxisのWebサイト (www.axis.com/global/en/products/analytics-and-other-applications) また
はアプリケーションベンダーのWebサイトからダウンロードする必要があります。

これらのアプリケーションは、AXIS Camera Application Platformをサポートする装置にインストールすることが
できます。アプリケーションによっては、特定のファームウェアバージョンまたはカメラモデルにしかイン
ストールできません。

ライセンスが必要なアプリケーションの場合は、ライセンスキーファイルをアプリケーションと同時にインス
トールすることも、装置の設定ページを使用して後からインストールすることもできます。

ライセンスキーファイルを取得するには、
www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registrationにアクセスし、アプリケー
ションに付属するライセンスコードを登録する必要があります。

アプリケーションをインストールできない場合は、www.axis.comにアクセスし、インストール先の装置モデル
とファームウェアバージョンがAXIS Camera Application Platformをサポートしているかどうかをチェックして
ください。

利用可能なカメラアプリケーション:

AXISAXISAXIS VideoVideoVideo MotionMotionMotion DetectionDetectionDetection 444 --- 対象範囲内で動く被写体を検知するアプリケーションです。ライセンスが不要
で、ファームウェア6.50以降のカメラにインストールすることができます。製品のファームウェアのリリースノー
トを確認し、Video Motion Detection 4をサポートしているかどうかを確認することもできます。

AXISAXISAXIS VideoVideoVideo MotionMotionMotion DetectionDetectionDetection 222 --- 対象範囲内で動く被写体を検知するアプリケーションです。ライセンスが不要
で、ファームウェア5.60以降のカメラにインストールすることができます。

AXISAXISAXIS VideoVideoVideo ContentContentContent StreamStreamStream --- Axisカメラが動体追跡データをAXIS Camera Stationに送信できるようにするアプリ
ケーション。5.50〜9.59のファームウェアを搭載したカメラにインストールできます。AXIS Video Content Stream
はAXIS Camera Stationと組み合わせてのみ使用できます。

そそそののの他他他のののアアアプププリリリケケケーーーシシショョョンンン --- インストールする任意のアプリケーション。インストールを開始する前に、アプリ
ケーションをローカルコンピューターにダウンロードしてください。

カメラアプリケーションをインストールするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. アプリケーションをインストールするカメラを選択します。 をクリックするか、右クリックして
[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。
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3. カメラにインストールするカメラアプリケーションを選択します。他のアプリケーションをインストー
ルする場合は、[BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてローカルのアプリケーションファイルに移動しま
す。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

4. アプリケーションのインストール後、[AllowAllowAllow applicationapplicationapplication overwriteoverwriteoverwrite (((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上上上書書書きききををを許許許可可可)))]
を選択してアプリケーションを再インストールするか、[AllowAllowAllow applicationapplicationapplication downgradedowngradedowngrade (((アアアプププリリリケケケーーーシシショョョ
ンンンのののダダダウウウンンングググレレレーーードドドををを許許許可可可)))] を選択して旧バージョンのアプリケーションをインストールします。

注
ダウングレードまたは上書きによって、装置のアプリケーション設定がリセットされます。

5. ライセンスが必要なアプリケーションの場合は、[ライセンスのインストール]ダイアログが表示されます。

5.1 [YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックしてライセンスのインストールを開始してから、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をク
リックします。

5.2 [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてライセンスファイルに移動してから、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリック
します。

注
AXIS Video Motion Detection 2、AXIS Video Motion Detection 4、またはAXIS Video Content Streamのインス
トールではライセンスは不要です。

6. 情報を確認し、[FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックします。カメラのステータスが [OK] から [メンテナンス] に変更
され、インストールが終了すると [OK] に戻ります。

セキュリティ

AXIS Camera Stationは、認証局 (CA) を設定してクライアント証明書とサーバー証明書を自動的に処理することが
できます。CAを設定している場合、CAを使用して新しい証明書がインストールされると、プリインストールされ
た証明書は無視されますが、プリインストールされた証明書をアンインストールすることをお勧めします。証明書
を設定する方法の詳細については、136ページ証明書 を参照してください。

HTHTHTTPSTPSTPSまままたたたはははIEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X証証証明明明書書書ののの管管管理理理

注
IEEE 802.1Xを有効にする前に、AXIS Camera StationでAxis装置の時刻が同期されていることを確認して
ください。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックし、以下の操作を行います。

- [SecuritySecuritySecurity >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> Enable/UpdateEnable/UpdateEnable/Update (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> 有有有効効効にににすすするるる///更更更新新新すすするるる)))] を選択し
て、装置でHTTPSを有効にするか、HTTPSの設定を更新します。

- [SecuritySecuritySecurity >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> Enable/UpdateEnable/UpdateEnable/Update (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> 有有有効効効にににすすするるる///更更更新新新すすするるる)))]
を選択して、装置でIEEE 802.1Xを有効にするか、IEEE 802.1Xの設定を更新します。

- [SecuritySecuritySecurity >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> DisableDisableDisable (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> 無無無効効効にににすすするるる)))] を選択して、装置で
HTTPSを無効にします。

- [SecuritySecuritySecurity >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> DisableDisableDisable (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> 無無無効効効にににすすするるる)))] を選択して、装
置でIEEE 802.1Xを無効にします。

注
同じ証明書が複数の装置にインストールされているとき、その証明書は1つの項目として表示されるだけで
す。その証明書を削除すると、インストールされているすべての装置から削除されます。

HTHTHTTPSTPSTPSとととIEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1Xのののススステテテーーータタタススス
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装置の管理ページに、HTTPSとIEEE 802.1Xのステータスが一覧表示されます。

ススステテテーーータタタススス 説説説明明明///対対対処処処法法法

有効 HTTPSは、装置上でアクティブです。

無効 HTTPSはアクティブではありませんが、装置上でアクティブ
にする準備ができています。

サポートされていないファー
ムウェア

装置のファームウェアが古すぎるため、HTTPSはサポートさ
れていません。

HTTPS

サポートされていない装置 HTTPSはこの装置モデルではサポートされていません。

有効 IEEE 802.1Xは、装置上でアクティブです。

無効 IEEE 802.1Xはアクティブではありませんが、装置上でアク
ティブにする準備ができています。

サポートされていないファー
ムウェア

装置のファームウェアが古すぎるため、IEEE 802.1Xはサポー
トされていません。

IEEE 802.1X

サポートされていない装置 IEEE 802.1Xはこの装置モデルではサポートされていません。

装置データの収集

このオプションは、一般的にトラブルシューティング目的で使用されます。装置上の特定の場所に関するデータ
収集レポートを含む.zipファイルを生成するには、このオプションを使用します。

装置データを収集するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックし、[CollectCollectCollect devicedevicedevice datadatadata (((装装装置置置デデデーーータタタののの収収収集集集)))] を選択します。

3. [選択した製品のデータソース] セクションで次のように実行します。

- [PresetPresetPreset (((プププリリリセセセッッットトト)))] を選択し、一般に使用されているコマンドのドロップダウンリストから
いずれかを選択します。

注
プリセットによっては、すべての装置で使用できるわけではない場合があります。たとえば、PTZ
状態は音声装置では使用できません。

- [CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))] をクリックして、選択したサーバー上のデータ収集ソースへのURLパス
を指定します。

4. [名前を付けて保存] セクションで、データ収集の.zipファイルのファイル名とフォルダーの場所を指
定します。

5. データ収集が終了した時点で指定のフォルダーを開くように、[AutomaticallyAutomaticallyAutomatically openopenopen folderfolderfolder whenwhenwhen readyreadyready
(((準準準備備備完完完了了了後後後ににに保保保存存存先先先のののフフフォォォルルルダダダーーーををを自自自動動動的的的ににに開開開くくく)))] を選択します。

6. [OKOKOK] をクリックします。

Connection (接続)

IPアドレスまたはホスト名を使用して装置と通信する方法:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を選択して右クリックし、[ConnectionConnectionConnection (((接接接続続続)))] を選択します。
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- IPアドレスを使用して装置に接続するには、[UseUseUse IPIPIP (IP(IP(IPををを使使使用用用すすするるる)))] を選択します。

- ホスト名を使用して装置に接続するには、[UseUseUse hostnamehostnamehostname (((ホホホススストトト名名名ををを使使使用用用すすするるる)))] を選択します。

タグ

「装置の管理」ページで、タグを使用して装置をグループごとに分けて管理することができます。1台の装置に
複数のタグを設定できます。

たとえば装置のモデルや場所に応じて、装置にタグを付けることができます。たとえば、カメラのモデルに応じ
たタグを付けると、特定のモデルの全カメラをすばやく見つけてアップグレードすることができます。

1台の装置にタグを付けるには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックして [TTTagagag devicesdevicesdevices (((装装装置置置のののタタタグググ付付付けけけ)))] を選択します。

3. UseUseUse existingexistingexisting tagtagtag (((既既既存存存のののタタタグググををを使使使用用用)))] を選択してタグを選択するか、[CreateCreateCreate aaa newnewnew tagtagtag (((新新新しししいいいタタタグググ
ををを作作作成成成)))] を選択してタグの名前を入力します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

装置からタグを削除するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択し、右上の をクリックし
ます。

2. [タグ] フォルダーからタグを選択します。タグに関連づけられているすべての装置が表示されます。

3. 装置を選択します。装置を右クリックして、[UntagUntagUntag devicesdevicesdevices (((製製製品品品のののタタタグググののの解解解除除除)))] を選択します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

タグを管理するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択し、右上の をクリックし
ます。

2. [装置のタグ] ページで次のように実行します。

- [TTTagsagsags (((タタタグググ)))] を右クリックして、[NewNewNew tagtagtag (((新新新しししいいいタタタグググ)))] を選択してタグを作成します。

- タグを右クリックして [RenameRenameRename tagtagtag (((タタタグググののの名名名前前前ををを変変変更更更)))] を選択し、タグに付ける新しい
名前を入力します。

- タグを右クリックして [DeleteDeleteDelete (((タタタグググををを削削削除除除)))] を選択すると、タグを削除できます。

- をクリックすると、[製品のタグ] ページを固定できます。

- タグをクリックすると、このタグに関連付けられているすべての装置が表示され、[すべての装
置] をクリックすると、AXIS Camera Stationに接続するすべての装置が表示されます。

- [Warnings/ErrorsWarnings/ErrorsWarnings/Errors (((警警警告告告///エエエラララーーー)))] をクリックすると、アクセスできない装置など、注意が必要
な装置が表示されます。

[Device configuration (装置設定)] タブBETA

1台の装置ですべての設定を行うには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。
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2. 装置のアドレスまたはホスト名をクリックして、装置の設定タブに移動します。

3. 設定を変更します。装置の設定方法については、装置のユーザーマニュアルを参照してください。

4. タブを閉じると、装置が再読み込みされ、AXIS Camera Stationで変更が実装されていることを確認
できます。

制制制限限限事事事項項項

• サードパーティ製装置の自動認証はサポートされていません。

• サードパーティ製装置の一般的なサポートは保証できません。

• ビデオストリームがアクティブな状態で装置設定タブを使用すると、負荷が増加して、サーバーマシン
のパフォーマンスに影響する可能性があります。

外部データソース
外部データソースとは、各イベント時点での出来事の追跡に使用できるデータを生成するシステムまたはソース
です。46ページ、データ検索 を参照してください。

[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [External[External[External datadatadata sourcesourcesource (((外外外部部部デデデーーータタタソソソーーーススス)])])] の順に移動すると、す
べての外部データソースが一覧表示されます。[column heading(列見出し)]をクリックすると、列の値を基
準にしてデータが並べ替えられます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

名前 外部データソースの名前です。

ソースキー 外部データソースの一意の識別子です。

ビュー 外部データソースがリンクされているビューです。

サーバー データソースが接続されているサーバーです。複数の
サーバーに接続する場合にのみ表示されます。

外部データソースは、次の場合に自動的に追加されます。

• [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーー
ンンン)))] に移動してドアを作成した場合。

AXIS Camera StationでAXIS A1601 Network Door Controllerを設定するワークフローの詳細については、
「AXIS A1601 Network Door Controllerの設定」を参照してください。

• 最初のイベントは、AXIS License Plate Verifierで設定した装置により受信されます。

AXIS Camera StationでAXIS License Plate Verifierを設定するワークフローの詳細については、
「AXIS License Plate Verifierの設定」を参照してください。

外部データソースをビューで設定している場合、データソースから生成されたデータは、[Data search (データ検
索)] タブ内のビューのタイムラインに自動的にブックマークされます。データソースをビューに接続するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ExternalExternalExternal datadatadata sourcessourcessources (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 外外外部部部デデデーーータタタソソソーーーススス)))] を選択します。

2. 外部データソースを選択し、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

3. [ViewViewView (((ビビビュュューーー)))] ドロップダウンリストからビューを選択します。

4. [OK][OK][OK] をクリックします。
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時刻同期
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> TimeTimeTime synchronization(synchronization(synchronization( 設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 時時時刻刻刻同同同期期期)])])] ににに移移移動動動 し、[Time synchronization (時
刻同期)] ページを開きます。

AXIS Camera Stationに追加されているカメラのリストが表示されます。ヘッダー行を右クリックし、表示する列を
選択します。ヘッダーをドラッグアンドドロップして、列の順序を並べ替えることができます。

装置のリストには以下の情報が含まれています。

• 名名名前前前::: 装置が複数のカメラが接続されたビデオエンコーダであるとき、または装置が複数のビューエリ
アのあるネットワークカメラであるとき、装置名または関連付けられたすべてのカメラ名のリストが
表示されます。

• アアアドドドレレレススス::: 装置のアドレス。[link (リンク)]をクリックすると、装置の設定ページが開きます。装置の追加
時の使用項目によって、IPアドレスまたはホスト名が表示されます。76ページ[Device configuration (装置
設定)] タブBETA を参照してください。

• MACMACMACアアアドドドレレレススス::: 装置のMACアドレス。

• モモモデデデルルル::: 装置のモデル。

• 有有有効効効::: 時刻同期が有効になっている場合に表示されます。

• NTPNTPNTPソソソーーーススス::: 装置に設定されたNTPソースです。

- スススタタタテテティィィッッッククク::: [PrimaryPrimaryPrimary NTPNTPNTP serverserverserver (((プププララライイイマママリリリNTPNTPNTPサササーーーバババーーー)))] および [SecondarySecondarySecondary NTPNTPNTP serverserverserver
(((セセセカカカンンンダダダリリリNTPNTPNTPサササーーーバババーーー)))] から装置のNTPサーバーを手動で指定します。

- DHCP:DHCP:DHCP: 装置は、ネットワークからNTPサーバーを動的に受信します。[DHCPDHCPDHCP] を選択すると、
[PrimaryPrimaryPrimary NTPNTPNTP serverserverserver (((プププララライイイマママリリリNTPNTPNTPサササーーーバババーーー)))] および [SecondarySecondarySecondary NTPNTPNTP serverserverserver (((セセセカカカンンンダダダリリリ
NTPNTPNTPサササーーーバババーーー)))] を指定できません。

• PrimaryPrimaryPrimary NTPNTPNTP serverserverserver (((プププララライイイマママリリリNTPNTPNTPサササーーーバババーーー):):): 装置に設定されたプライマリNTPサーバーです。[StaticStaticStatic
(((スススタタタテテティィィッッッククク)))] を選択した場合にのみ使用できます。

• SecondarySecondarySecondary NTPNTPNTP serverserverserver (((セセセカカカンンンダダダリリリNTPSNTPSNTPSサササーーーバババーーー):):): 装置に設定されたセカンダリNTPサーバーです。
セカンダリNTPをサポートするAxis装置に限り使用できます。また [StaticStaticStatic (((スススタタタテテティィィッッッククク)))] が選択さ
れている場合にのみ使用できます。

• サササーーーバババーーーののの時時時間間間オオオフフフセセセッッットトト::: 装置とサーバーの時差です。

• 協協協定定定世世世界界界時時時::: 装置上の協定世界時です。

• 同同同期期期済済済みみみ::: 時刻同期の設定が実際に適用された場合に表示されます。これは、ファームウェア9.1以降を
搭載した装置にのみ適用されます。

• 次次次ののの同同同期期期まままでででののの時時時間間間::: 次の同期までの残り時間です。

Windows Timeサービス (W32Time) はNetwork Time Protocol (NTP) を使用して、AXIS Camera Stationサーバーの
日時を同期します。以下の情報が表示されます。

• サササーーーバババーーー::: Windows Timeサービスを実行しているAXIS Camera Stationサーバーです。

• ススステテテーーータタタススス::: Windows Timeサービスのステータスです。[Running (実行中)] または [Stopped (停止
中)] のいずれかです。

• NTPNTPNTPサササーーーバババーーー::: Windows Timeサービス用に設定されたNTPサーバーです。

時刻同期の設定

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> TimeTimeTime synchronizationsynchronizationsynchronization (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 時時時刻刻刻同同同期期期)))] を開きます。

2. 装置を選択し、[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)))] を指定します。
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3. NTPソースを [StaticStaticStatic (((スススタタタテテティィィッッッククク)))] または [DHCPDHCPDHCP] に指定します。

4. [StaticStaticStatic (((スススタタタテテティィィッッッククク)))] を指定した場合は、プライマリNTPサーバーとセカンダリNTPサーバーを設
定します。

5. 時差が2秒を超える場合にアラームを受け取るには、[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装装装置置置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)))] を選択します。

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

ストレージの設定
[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)))] を選択してストレージの管理ページを開き
ます。AXIS Camera Stationに追加されているローカルストレージとネットワーク共有のリストが表示されます。
このページには、以下の情報が含まれています。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

リリリススストトトにににははは、、、以以以下下下ののの情情情報報報ががが表表表示示示ささされれれままますすす。。。

場所 ストレージのパスと名前。

割り当て済み 録画で利用可能な最大ストレージ容量。

使用中 現在録画データが使用しているストレージ容量。

ステータス ストレージのステータス。表示される値:

• OKOKOK
• ススストトトレレレーーージジジ満満満杯杯杯::: ストレージが満杯です。ロック解除されている最

も古い録画が上書きされます。
• 利利利用用用不不不可可可::: ストレージ情報は、現在使用することができません。

たとえば、ネットワークストレージが削除されたか切断された場
合などです。

• デデデーーータタタののの割割割りりり込込込みみみ::: AXIS Camera Stationに割り当てられたストレージ
容量を他のアプリケーションからのデータが使用しています。つ
まり、データベース接続のない録画、いわゆるインデックスなし
の録画が、AXIS Camera Stationに割り当てられたストレージ容量を
使用しています。

• 権権権限限限がががああありりりままませせせんんん::: ユーザーにストレージを読み書きする権限が
ありません。

• 容容容量量量不不不足足足::: ドライブの空き容量が15 GB未満であり、AXIS Camera
Stationはそれを少なすぎると判断しています。エラーや破損を防ぐ
ため、AXIS Camera Stationはストレージスライダーの位置に関係な
く、強制クリーンアップを実行してドライブを保護します。強制ク
リーンアップの実行中、AXIS Camera Stationは15 GB以上のストレー
ジが利用可能になるまで録画を停止します。

• 容容容量量量不不不足足足::: ディスクの合計サイズは32 GB未満であり、AXIS Camera
Stationには十分ではありません。

RAIDをサポートするAXIS OSレコーダーは、次の状態になる場合もあります。

• オオオンンンララライイインンン::: RAIDシステムは正常に動作しています。RAIDシステムの
いずれかの物理ディスクが故障した場合に備えた冗長性があります。

• 低低低下下下::: RAIDシステム内のいずれかの物理ディスクが故障しています。
ストレージからの録画と再生は引き続き可能ですが、冗長性はあ
りません。さらに別の物理ディスクが故障した場合、RAIDステー
タスは [FailureFailureFailure (((故故故障障障)))] に変わります。故障した物理ディスクをで
きるだけ早く交換することをお勧めします。故障したディスクを
交換した後、RAIDステータスは [Degraded (低下)] から [Syncing (同
期)] に変わります。
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• 同同同期期期中中中::: RAIDディスクは同期中です。ストレージからの録画と再生は
可能ですが、いずれかの物理ディスクが故障した場合に備えた冗長性
はありません。物理ディスクが同期されると、RAIDシステムに冗長性
が備わり、RAIDステータスが [OnlineOnlineOnline (((オオオンンンララライイインンン)))] に変わります。

重要
同期中は、絶対にRAIDディスクを取り外さないでください。ディスクの
故障につながる可能性があります。

• 故故故障障障::: RAIDシステムのいくつかの物理ディスクが故障しています。こ
の場合、ストレージ内の録画はすべて失われ、故障した物理ディス
クを交換してからでないと録画ができなくなります。

サーバー ローカルストレージまたはネットワークストレージが置かれているサーバー。

[[[概概概要要要]]] セセセクククシシショョョンンンににに、、、選選選択択択ささされれれたたたススストトトレレレーーージジジののの以以以下下下ののの情情情報報報ががが表表表示示示ささされれれままますすす。。。

使用中 データベースでインデックスされた録画により現在使用されているストレー
ジ容量です。ファイルが録画ディレクトリにあってもデータベースでイン
デックスされていない場合、ファイルはこのカテゴリーでは計算されませ
ん。80ページストレージの管理 で、[非インデックスファイルを収集する] を
参照してください。

空き容量 保存先ストレージの空き容量です。これは、保存先のWindowsプロパティで
表示される [空き領域] と同じです。

その他のデータ 録画がインデックスされておらず、AXIS Camera Stationで認識されないファイ
ルによって使用されているストレージ容量です。
その他のデータ = 全容量 - 使用中容量 - 空き容量

全容量 ストレージ容量の合計です。これは、保存先のWindowsプロパティで表示され
る [合計サイズ] と同じです。

割り当て済み AXIS Camera Stationが録画に使用できるストレージ容量です。スライダーを動
かして [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックすると、割り当て容量を調整できます。

[[[ネネネッッットトトワワワーーークククススストトトレレレーーージジジ]]] セセセクククシシショョョンンンははは選選選択択択しししたたたネネネッッットトトワワワーーークククススストトトレレレーーージジジでででのののみみみ使使使用用用ででできききままますすす。。。

パス ネットワークストレージへのパスです。

ユーザー名 ネットワークストレージへの接続で使用するユーザー名です。

パスワード ネットワークストレージへの接続で使用するユーザー名のパスワードです。

ストレージの管理
[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)))] を選択して「ストレージの管理」ページを
開きます。このページで、録画を保存するフォルダーを指定することができます。ストレージがすぐに一杯になら
ないように、合計容量の最大限の割合をAXIS Camera Stationで使用するよう設定してください。セキュリティや容
量拡大のために、他のローカルストレージやネットワークドライブを追加することもできます。

注
• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーにローカルストレージまたは共有
ネットワークドライブを追加することができます。

• システムアカウントを利用してサービスにログオンしている場合、他のコンピューターの共有フォルダに
リンクしているネットワークドライブを追加することはできません。ネットワークストレージにアク
セスできないを参照してください。

• ローカルストレージまたはネットワークストレージを録画の保存先としてカメラに設定しているか、スト
レージに録画が含まれている場合、そのストレージを削除することはできません。

ロロローーーカカカルルルススストトトレレレーーージジジまままたたたははは共共共有有有ネネネッッットトトワワワーーークククドドドララライイイブブブををを追追追加加加すすするるる
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1. [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)))] を選択して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をク
リックします。

2. ローカルストレージを追加するには、[LocalLocalLocal storagestoragestorage (((ロロローーーカカカルルルススストトトレレレーーージジジ)))] を選択し、ドロップダウン
リストからストレージを選択します。

3. 共有ネットワークドライブを追加するには、[SharedSharedShared networknetworknetwork drivedrivedrive (((共共共有有有ネネネッッットトトワワワーーークククドドドララライイイブブブ)))] をク
リックし、共有ネットワークドライブへのパスを入力します。例: \\ip_address\share [OKOKOK] をクリックし
て、共有ネットワークドライブのユーザー名とパスワードを入力します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

ロロローーーカカカルルルススストトトレレレーーージジジまままたたたははは共共共有有有ネネネッッットトトワワワーーークククドドドララライイイブブブををを削削削除除除すすするるる

ローカルストレージまたは共有ネットワークドライブを削除するには、ストレージリストからローカルストレー
ジまたは共有ネットワークドライブを選択し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

新新新規規規録録録画画画用用用のののフフフォォォルルルダダダーーーををを追追追加加加すすするるる

1. [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、ストレージリストから
ローカルストレージまたは共有ネットワークドライブを選択します。

2. [FolderFolderFolder forforfor newnewnew recordingsrecordingsrecordings (((新新新規規規録録録画画画用用用のののフフフォォォルルルダダダーーー)))] フィールドにフォルダー名を入力すると、録画の
保存先を変更することができます。

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

ススストトトレレレーーージジジ容容容量量量ののの調調調整整整

1. [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、ストレージリストから
ローカルストレージまたは共有ネットワークドライブを選択します。

2. [Overview (概要)] セクションで、スライダーバーを移動して、AXIS Camera Stationが使用できる最
大容量を設定します。

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

注
• 100を超えるビデオチャンネル、または1ギガビット/秒を超える録画ビットレートを使用する大規模なシ

ステムでは、録画に割り当てる合計サイズを95%に減らすことが推奨されています。
• AXIS Camera Stationに追加するストレージの最小容量の要件は32 GBで、15 GB以上の利用可能な空き容

量が必要です。
• 利用可能な空き容量が15 GB未満の場合、AXIS Camera Stationは容量を解放するために、自動的に古い

録画の削除を開始します。

非非非イイインンンデデデッッックククスススフフファァァイイイルルルををを収収収集集集すすするるる

非インデックスファイルは、ストレージの [その他のデータ] の大部分を占める場合があります。非インデッ
クスファイルとは、現在のデータベースの一部ではない、録画フォルダー内のすべてのデータを指します。
このファイルには、以前のインストールからの録画または復元ポイントが使用されたときに損失したデー
タが含まれています。

収集されたファイルは削除されませんが、録画ストレージの [NonNonNon---indexedindexedindexed filesfilesfiles (((非非非イイインンンデデデッッックククスススフフファァァイイイルルル)))] フォ
ルダーに収集され、配置されます。ストレージは、クライアントと同じコンピューター、またはユーザーの設定に
応じてリモートサーバーに配置することができます。[NonNonNon---indexedindexedindexed filesfilesfiles (((非非非イイインンンデデデッッックククスススフフファァァイイイルルル)))] フォル
ダーにアクセスするには、サーバーにアクセスする必要があります。

フォルダー内のデータは、検出された場所の順に収納されます。つまり、コンテンツはまずサーバーによって分
けられ、次にそのサーバーに接続された装置に応じて分けられます。

損失した特定の録画やログを探すか、容量を確保するために単にコンテンツを削除するかのどちらかを選択
できます。
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確認または削除のために非インデックスファイルを収集するには:

1. [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、ストレージリストから
ローカルストレージまたは共有ネットワークドライブを選択します。

2. [非インデックスファイルを収集する]セクションで、[CollectCollectCollect (((収収収集集集)))] をクリックしてタスクを開始します。

3. タスクの終了後、[タスク] タブでタスクをダブルクリックし、結果を確認します。

接続するストレージ装置の選択
[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)))] を選択して [ストレージを選択する] ページを開
きます。このページは、AXIS Camera Stationに追加されているすべてのカメラが一覧表示され、録画の保存日数を
カメラごとに指定することができます。選択すると、ストレージ情報が [Recording Storage(録画ストレージ)] の下
に表示されます。複数のカメラを選択して一括して設定を変更することができます。

このページには、以下の情報が含まれています。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

名前 装置が複数のカメラが接続されたビデオエンコーダであるとき、または装置が
複数のビューエリアのあるネットワークカメラであるとき、装置名または関連
付けられたすべてのカメラ名のリストが表示されます。

アドレス 装置のアドレス。[lin k(リンク) ]をクリックすると、装置の設定ページが開き
ます。装置の追加時にどちらを使用したかに応じて、IPアドレスまたはホス
ト名が表示されます。76ページ[Device configuration (装置設定)] タブBETA を
参照してください。

MAC アドレス 装置のMACアドレス。

メーカー 装置のメーカー。

モデル 装置のモデル。

使用済みストレージ 現在録画データが使用しているストレージ容量。

位置 ストレージのパスと名前。

保存期間 カメラ用に設定された保存期間。

最も古い録画 カメラからストレージに保存されている最も古い録画の時刻。

フェイルオーバーによる録画 カメラでフェイルオーバー録画が使用可能になっている場合に表示されます。

フォールバック録画 カメラでフェイルオーバー録画が使用可能になっている場合に表示されます。

サーバー ローカルストレージまたはネットワークストレージが置かれているサーバー。

[AXIS Camera Station]にカメラを追加すると、すべてのカメラの録画ストレージが設定されます。カメラのス
トレージ設定を編集するには:

1. [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、ストレージ設定の編集対象
となるカメラを選択します。[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)))] フィールドを使用すると、特定
のカメラを検索できます。

2. [録画ストレージ] セクションで次のように実行します。

- [StoreStoreStore tototo (((保保保存存存先先先)))] フィールドで、録画を保存するストレージをドロップダウンリストから
選択します。選択可能なオプションは、作成されたローカルストレージとネットワークス
トレージです。
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- [FailoverFailoverFailover recordingrecordingrecording (((フフフェェェイイイルルルオオオーーーバババーーー録録録画画画)))] を選択して、AXIS Camera Stationとカメラの接
続が切断された場合にカメラのSDカードに録画を保存します。接続が復旧すると、フェイル
オーバーによる録画はAXIS Camera Stationに転送されます。

注
この機能は、SDカードおよびファームウェア5.20以降を使用するカメラでのみ使用できます。

- ストレージが一杯になるまで録画を保存するには、保存期間に [UnlimitedUnlimitedUnlimited (((無無無制制制限限限)))] を選択しま
す。それ以外の場合は、[LimitedLimitedLimited (((制制制限限限付付付ききき)))] を選択して録画を保存する最大日数を設定します。

注
AXIS Camera Stationに割り当てられているストレージ容量がなくなった場合は、保存期間がまだ過
ぎていない録画でも削除されることがあります。

- 録画を保存する日数を指定します。

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

録画とイベントの設定
AXIS Camera Stationにカメラを追加すると、自動的に動体録画または連続録画が設定されます。

録画の設定を調整したり、一部のカメラについて録画を無効にするには、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Recording[Recording[Recording
andandand eventseventsevents (((録録録画画画とととイイイベベベンンントトト)])])] >>> [Recording[Recording[Recording methodmethodmethod (((録録録画画画方方方法法法)])])] を選択します。

AXIS Camera Stationでは、以下の録画がサポートされます。

• 83ページ動体録画

• 84ページ連続録画およびスケジュール録画

• 85ページ手動録画

• 85ページルールトリガー録画

• 86ページフェイルオーバーによる録画

• 87ページフォールバック録画

動体録画
すべてのAxisネットワークカメラとビデオエンコーダで、動体検知を利用できます。動きが検知されたときのみ録
画を実行すると、連続録画に比べてストレージ容量を大幅に抑えることができます。

動体録画を有効または無効にしたり、動体録画の設定を変更したりするには:

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. リストからカメラを選択します。

3. 動体録画を有効にするには、[MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] をオンにします。無効にするには、オフにし
ます。設定がグレー表示されている場合、そのモデルでは機能が使用できません。

4. [VideoVideoVideo settingssettingssettings (((ビビビデデデオオオ設設設定定定)))] で、以下の操作を行います。

- デフォルトで、[HighHighHigh (((高高高)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定を編
集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

- [PrebufferPrebufferPrebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)))] で、動きを検知する前の録画に含める秒数を選択します。
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- [PostbufferPostbufferPostbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)))] で動きを検知しなくなった後の録画の秒数を選択します。

- [RaiseRaiseRaise alarmalarmalarm (((アアアラララーーームムムををを上上上げげげるるる)))] を選択して、動体を検知した場合にアラームを生成します。

5. [ScheduleScheduleSchedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] で、スケジュールを選択するか、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックして新しいス
ケジュールを作成します。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、連続する2つのトリガーの間隔を [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] フィール
ドに設定します。この設定は、連続する録画の回数を減らすために使用します。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。

7. 動体検知を設定するには、[MotionMotionMotion settingssettingssettings (((動動動体体体設設設定定定)))] をクリックします。利用可能な設定はカメラ
によって異なります。内蔵動体検知機能の編集およびAXIS Video Motion Detection 2および4の編集
を参照してください。

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

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=motion-recording

動体検知の設定

ヒヒヒンンントトト:::

• 検出される動体が多すぎるか少なすぎる場合、動体設定の調整を参照してください。

• 録画ファイルのサイズが大きすぎてストレージ容量が不足する場合は、以下の方法を試してください。

- 低解像度、低フレームレート、高圧縮率のプロファイルを選択します。H.264を使用すると、他
のビデオフォーマットよりもファイルサイズが小さくなります。

- 特定の時間帯だけ録画を実行するようなスケジュールを使用します。

- [MotionMotionMotion SettingsSettingsSettings (((動動動体体体設設設定定定)))] を変更して、検知される物体の数が少なくなるようにします。

注
アクションルールを使用して動体録画を設定することもできます。アクションルールを使用して動体録画
を実行する場合は、[Recording method (録画方法)] で動体録画を無効にしてください。

連続録画およびスケジュール録画
連続録画では、画像が連続的に保存されます。ストレージ容量が、他の録画方法よりも多く必要です。

連続録画を有効または無効にしたり、連続録画の設定を変更したりするには:

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. リストからカメラを選択します。

84



AXIS Camera Station User Manual

設定

3. 連続録画を有効にするには、[ContinuousContinuousContinuous (((連連連続続続)))] をオンにします。

4. [VideoVideoVideo settingssettingssettings (((ビビビデデデオオオ設設設定定定)))] で、以下の操作を行います。

- デフォルトで、[MediumMediumMedium (((中中中)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定
を編集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

5. [ScheduleScheduleSchedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] で、スケジュールを選択するか、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックして新しいス
ケジュールを作成します。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、[AverageAverageAverage bitratebitratebitrate (((平平平均均均ビビビッッットトトレレレーーートトト)))] をオンにし、[MaxMaxMax storagestoragestorage (((最最最大大大ススス
トトトレレレーーージジジ)))] を設定します。指定された最大ストレージと保存期間に基づいて、平均ビットレートの概
算が表示されます。平均ビットレートの最大値は50,000キロビット/秒です。89ページ平均ビット
レートの設定 を参照してください。

7. [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックして設定を保存します。

ヒヒヒンンントトト::: 録画ファイルのサイズが大きすぎてストレージ容量が不足する場合は、以下の方法を試してください。

• 低解像度、低フレームレート、高圧縮率のプロファイルを選択します。H.264を使用すると、他のビデオ
フォーマットよりもファイルサイズが小さくなります。

• 特定の時間帯だけ録画を実行するようなスケジュールを使用します。

• 動体録画の利用を検討してください。

手動録画
手動録画の方法については、手動による録画を参照してください。

手動録画を設定する手順は、以下のとおりです。

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. リストからカメラを選択します。

3. [ManualManualManual (((手手手動動動)))] で、ビデオを次のように設定します。

- デフォルトで、[HighHighHigh (((高高高)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定を編
集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

- [PrebufferPrebufferPrebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)))] で、動きを検知する前の録画に含める秒数を選択します。

- [PostbufferPostbufferPostbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)))] で動きを検知しなくなった後の録画の秒数を選択します。

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

ルールトリガー録画
ルールトリガー録画の開始と停止は、[Action rules (アクションルール)] で作成したルールに従って行われます。

ルールを利用して、I/Oポートからの信号、いたずら行為、またはAXIS Cross Line Detectionをトリガーとして
録画を生成できます。1つのルールに複数のトリガーを指定できます。

ルールトリガー録画を作成するには、[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。アクションルールを参照してください。

注
ルールを利用する動体録画を設定する場合は、録画の重複を避けるために、動体録画を無効にしてくださ
い。[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Recording[Recording[Recording andandand eventseventsevents (((録録録画画画とととイイイベベベンンントトト)])])] >>> [Recording[Recording[Recording methodmethodmethod (((録録録画画画方方方法法法)])])]
に移動してカメラを選択し、[Motion[Motion[Motion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)])])] をオフにします。
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フェイルオーバーによる録画
SDカードとファームウェア5.20以降を搭載するカメラでは、フェイルオーバーによる録画を有効にできます。
フェイルオーバーによる録画は、H.264録画の場合のみ動作します。

フェイルオーバーによる録画を有効にするには:

1. [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)))] を選択します。

2. カメラを選択して [FailoverFailoverFailover recordingrecordingrecording (((フフフェェェイイイルルルオオオーーーバババーーーににによよよるるる録録録画画画)))] を選択します。

3. [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックして設定を保存します。

フェイルオーバーによる録画を有効にしている場合で、AXIS Camera Stationとの接続が切断されて10秒以内に再
確立できなかったとき、自動的にSDカードへの録画が開始されます。

注
AXIS Camera Stationサーバーを再起動すると、フェイルオーバーによる録画はトリガーされません。たとえ
ば、データベースメンテナンスを実行する場合、AXIS Camera Station Service Controlを再起動する場合、
サーバーがインストールされているコンピューターを再起動する場合などです。

接続が復旧すると、フェイルオーバーによる録画がAXIS Camera Stationにインポートされてタイムラインに暗い
グレーで示されます。カメラは、ストリームの最後の10秒を内部メモリーに保存することにより、フェイル
オーバーによる録画がトリガーされるまでの10秒の時間差を補います。それでも約1〜4秒の短いギャップが
発生する可能性はあります。

録画方法の設定とその結果を次に示します。

• 動動動体体体検検検知知知 (((プププリリリバババッッッフフファァァ使使使用用用)))

AXIS Camera Stationは、継続的にカメラからの録画ストリームを要求し、それをサーバー側で処理しま
す。接続のない状態が10秒を超えると、フェイルオーバーによる録画がトリガーされ、接続の回復また
はSDカードがいっぱいになるまでSDカードへの録画が継続されます。

• 動動動体体体検検検知知知 (((プププリリリバババッッッフフファァァ不不不使使使用用用)))

- AXIS Camera Stationは、動きが検知されたときにのみ、カメラからの録画ストリームを要求
します。動体録画が行われていないときに、接続のない状態が10秒を超えた場合、フェイル
オーバーによる録画は実行されません。その後動体が検知されても、カメラが切断された
ままであれば同様です。

- AXIS Camera Stationは、動きが検知されたときにのみ、カメラからの録画ストリームを要求
します。動体録画が行われているときに、接続のない状態が10秒を超えた場合は、フェイル
オーバーによる録画がトリガーされ、接続の回復またはSDカードがいっぱいになるまでSD
カードへの録画が継続されます。

• 連連連続続続録録録画画画

AXIS Camera Stationは、継続的にカメラからの録画ストリームを要求し、それをサーバー側で処理しま
す。接続のない状態が10秒を超えると、フェイルオーバーによる録画がトリガーされ、接続の回復また
はSDカードがいっぱいになるまでSDカードへの録画が継続されます。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=failover-recording

フェイルオーバーによる録画にSDカードを使う

フォールバック録画
AXIS S3008 Recorderを録画ストレージとする装置のフォールバック録画をオンにすることができます。

代替録画をオンにすると、AXIS Camera Stationとレコーダーの接続が失われたときに、装置はレコーダーの中程度
のストリームプロファイルを使用して連続録画を開始します。

注
• AXIS Camera Stationバージョン5.36以降、AXIS S3008 Recorderファームウエアバージョン10.4以降、

Axis装置ファームウェア5.50以降が必要です。
• フォールバック録画がトリガーされたときに連続録画が進行中の場合、別の連続録画が中程度のストリー

ムプロファイルで開始されます。その場合、ストリームはレコーダーに複製されます。

フォールバック録画を有効にする場合は、AXIS S3008 Recorderおよび装置が追加され、レコーダーが装置の録画ス
トレージとして設定されていることを確認します。[Set up AXIS S3008 Recorder (AXIS S3008 Recorderを設定)]を
参照。

1. [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)))] を選択します。

2. 装置を選択し、[FallbackFallbackFallback recordingrecordingrecording (((フフフォォォーーールルルバババッッッククク録録録画画画)))] を選択します。

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

録画の方法
AXIS Camera Stationに装置を追加すると、自動的に動体録画または連続録画が設定されます。

[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)))] を選択して
[録画方法] ページを開きます。すべての装置が一覧表示されます。[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
ルドを使用して、リスト内の装置を検索できます。装置で有効になっている録画方法にチェックマークが付いてい
ます。同じモデルの装置の場合、複数台の装置を選択して一括して設定を変更することもできます。ビデオおよび
音声のプロファイル設定をカスタマイズする方法については、「ストリームプロファイル」を参照してください。

注
ビューエリアは動体検知をサポートしていません。

動動動体体体録録録画画画ををを設設設定定定すすするるる

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. リストからカメラを選択します。

3. 動体録画を有効にするには、[MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] をオンにします。無効にするには、オフにし
ます。(設定がグレー表示されている場合、そのモデルでは機能が使用できません)。

4. [VideoVideoVideo settingssettingssettings (((ビビビデデデオオオ設設設定定定)))] で、以下の操作を行います。
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- デフォルトで、[HighHighHigh (((高高高)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定を編
集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

- [PrebufferPrebufferPrebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)))] で、動きを検知する前の録画に含める秒数を選択します。

- [PostbufferPostbufferPostbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)))] で動きを検知しなくなった後の録画の秒数を選択します。

- [RaiseRaiseRaise alarmalarmalarm (((アアアラララーーームムムををを上上上げげげるるる)))] を選択して、動体を検知した場合にアラームを生成します。

5. [ScheduleScheduleSchedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] で、スケジュールを選択するか、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックして新しいス
ケジュールを作成します。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、連続する2つのトリガーの間隔を [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] フィール
ドに設定します。この設定は、連続する録画の回数を減らすために使用します。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。

7. 動体検知を設定するには、[MotionMotionMotion settingssettingssettings (((動動動体体体設設設定定定)))] をクリックします。利用可能な設定はカメラに
よって異なります。「内蔵動体検知機能の編集」および「AXIS Video Motion Detection 2および4の編
集」を参照してください。

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

連連連続続続録録録画画画ををを設設設定定定すすするるる

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. リストからカメラを選択します。

3. 連続録画を有効にするには、[ContinuousContinuousContinuous (((連連連続続続)))] をオンにします。

4. [VideoVideoVideo settingssettingssettings (((ビビビデデデオオオ設設設定定定)))] で、以下の操作を行います。

- デフォルトで、[MediumMediumMedium (((中中中)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定
を編集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

5. [ScheduleScheduleSchedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] で、スケジュールを選択するか、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックして新しいス
ケジュールを作成します。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、[AverageAverageAverage bitratebitratebitrate (((平平平均均均ビビビッッットトトレレレーーートトト)))] をオンにし、[MaxMaxMax storagestoragestorage (((最最最大大大ススス
トトトレレレーーージジジ)))] を設定します。指定された最大ストレージと保存期間に基づいて、平均ビットレートの概
算が表示されます。平均ビットレートの最大値は50,000キロビット/秒です。89ページ平均ビット
レートの設定 を参照してください。

7. [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックして設定を保存します。

手手手動動動録録録画画画ををを設設設定定定すすするるる

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. リストからカメラを選択します。

3. [ManualManualManual (((手手手動動動)))] で、ビデオを次のように設定します。

- デフォルトで、[HighHighHigh (((高高高)))] プロファイルが選択されています。設定を変更するには、[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別のプロファイルを選択します。プロファイル設定を編
集するには、「ストリームプロファイル」を参照してください。

- [PrebufferPrebufferPrebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)))] で、動きを検知する前の録画に含める秒数を選択します。

- [PostbufferPostbufferPostbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)))] で動きを検知しなくなった後の録画の秒数を選択します。
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4. [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。

平均ビットレートの設定

平均ビットレートでは、より長い時間スケールにわたってビットレートが自動的に調整されます。これにより、
目的のビットレートを達成し、指定されたストレージに基づいて高品質のビデオを得ることができます。

注
• このオプションは連続録画にのみ対応し、平均ビットレートに対応したカメラでファームウェア9.40以

降を使用している必要があります。
• 平均ビットレートの設定は、選択したストリームプロファイルの品質に影響します。

1. [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)])])] >>> [Selection[Selection[Selection (((選選選択択択)])])] に移動して、カメラの保存期
間が制限されていることを確認してください。

2. [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、連続録画に使用するビデオプロファイルの形式としてH.264またはH.265が設定されていること
を確認してください。

3. [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、カメラを選択して、[ContinuousContinuousContinuous (((連連連続続続)))] をオンにし ます。

4. [VideoVideoVideo settingssettingssettings (((ビビビデデデオオオののの設設設定定定)))] で、設定済みのビデオプロファイルを選択します。

5. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] で、[AverageAverageAverage bitratebitratebitrate (((平平平均均均ビビビッッットトトレレレーーートトト)))] をオンにし、[MaxMaxMax storagestoragestorage (((最最最大大大ススストトト
レレレーーージジジ)))] を設定します。指定された最大ストレージと保存期間に基づいて、平均ビットレートの概算が表
示されます。平均ビットレートの最大値は50,000キロビット/秒です。

注
最大ストレージは、保存期間中の録画の最大容量を意味します。これは、録画が指定された容量を超えな
いことだけを保証するものです。録画用の容量が十分にあることを保証するものではありません。

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

AXIS Video Motion Detection 2および4の編集

AXIS Video Motion Detection 2および4は、AXIS Camera Application Platformをサポートする製品にインストールで
きるカメラアプリケーションです。Motion detection 2では、5.60以降のファームウェアが必要です。AXIS Video
Motion Detection 4では、6.50以降のファームウェアが必要です。製品のファームウェアのリリースノートを確認
し、Video Motion Detection 4をサポートしているかを確認することもできます。

AXIS Camera Stationにカメラを追加する際に動体録画を選択すると、必要なファームウェアが搭載されたカメラに
のみ、AXIS Video Motion Detection 2および4がインストールされます。それ以外のカメラでは、カメラ内蔵の動体
検知機能を使用します。アプリケーションは、[装置の管理] ページからインストールできます。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。

カメラにAXIS Video Motion Detection 2または4をインストールすると、対象範囲内で移動する対象を動体検
知機能が検知します。

AXIS Video Motion Detection 2および4では、次の作成ができます。

• 特特特定定定エエエリリリアアア: 移動する対象を検知するエリアです。対象範囲の外の動体は、常に無視されます。この範囲
は、ビデオ画像上に多角形として表示されます。多角形には、3〜20の頂点 (角) があります。

• 除除除外外外エエエリリリアアア: 移動する対象を無視する対象範囲内のエリアです。

• 無無無視視視フフフィィィルルルタタターーー: アプリケーションが検知した移動する対象を無視するように作成されるフィルターで
す。重要な動体を無視することがないよう、フィルターの使用は可能な限り少なくし、慎重に設定し
てください。1度に1つのフィルターを有効化および設定します。
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- 一一一時時時的的的ななな物物物体体体: このフィルターは、短い時間しか画像に現れない物体を無視します。例: 通過
する自動車が発する光線やすばやく動く影。物体がアラームをトリガーするまでに、画像内
に表示されている必要がある最短時間を設定します。時間は、アプリケーションが物体を検
知した瞬間から数えられます。指定した時間が経過するまで、アラームはトリガーされませ
ん。つまり、すべてのアラームは指定した時間だけ遅れてトリガーされます。指定した時間内
に物体が画像から消えると、アラームは生成されません。

- 小小小さささななな物物物体体体: このフィルターは、小動物など小さな物体を無視します。幅と高さを画像全体に対
するパーセンテージで指定します。指定した幅と高さより小さい物体は無視され、アラームは
トリガーされません。幅と高さの両方が指定値よりも小さい物体が無視されます。

- 揺揺揺らららめめめいいいててていいいるるる物物物体体体: このフィルターは、揺らめいている葉、旗、その陰など、短い距離しか移
動しない物体を無視します。移動の距離を画像全体に対するパーセンテージで指定します。楕
円の中心からいずれかの矢印の先端までの距離よりも短い距離しか移動しない物体は無視され
ます。楕円は動きの尺度で、画像内のすべての動きに対して適用されます。

注
ここで行う設定によって、カメラの設定が変更されます。

動体設定を行うには:

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. AXIS Video Motion Detection 2または4を使用するカメラを選択し、[MotionMotionMotion SettingsSettingsSettings (((動動動体体体設設設定定定)))] をク
リックします。

3. 対象範囲を編集します。

- 新しい頂点を追加するには、2点間の直線をクリックします。

- 頂点を削除するには、頂点を右クリックするか、頂点を選択し、[RemoveRemoveRemove PointPointPoint (((頂頂頂点点点ををを削削削
除除除)))] をクリックします。

4. 除外範囲を編集します。

- 除外範囲を作成するには、[AddAddAdd ExcludeExcludeExclude AreaAreaArea (((除除除外外外範範範囲囲囲ををを追追追加加加)))] をクリックし、対象範囲と
同様に設定します。

- 除外範囲を削除するには、[RemoveRemoveRemove ExcludeExcludeExclude AreaAreaArea (((除除除外外外範範範囲囲囲ををを削削削除除除)))] をクリックします。

5. 無視フィルターを作成します。

- 一時的な物体を無視するフィルターを有効にするには、[ShortShortShort livedlivedlived objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((一一一時時時的的的ななな物物物
体体体フフフィィィルルルタタターーー)))] を選択し、[時間] スライダーを使用し、物体がアラームをトリガーするために画
像内に表示されている必要がある最短時間を調整します。

- 小さな物体を無視するフィルターを有効にするには、[SmallSmallSmall objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((小小小さささななな物物物体体体フフフィィィルルル
タタターーー)))] を選択し、[幅]および [高さ]スライダーを使用し、無視される物体のサイズを調整します。

- 揺らめいている物体を無視するフィルターを有効にするには、[SwayingSwayingSwaying objectsobjectsobjects filterfilterfilter (((揺揺揺らららめめめいいい
ててていいいるるる物物物体体体フフフィィィルルルタタターーー)))] を選択し、[距離] スライダーを使用して、楕円のサイズを調整します。

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

内蔵動体検知機能の編集

カメラ内蔵の動体検知機能を使用すると、1つ以上の対象範囲内の動きが検知されます。対象範囲とは、動きを検
知するエリアです。除外範囲とは、対象範囲の中で、動きを無視するエリアです。対象範囲の外部の動きは、
自動的に無視されます。ユーザーは複数の対象範囲と除外範囲を使用することができます。プレビューウィ
ンドウでは、除外範囲は網掛けで表示されます。
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注
ここで行う設定によって、カメラの設定が変更されます。

対象範囲を追加、編集するには:

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. 動体検知機能が内蔵されているカメラを選択し、[MotionMotionMotion SettingsSettingsSettings (((動動動体体体検検検知知知)))] をクリックします。[動体
検知を編集] ページが表示されます。

3. [ウィンドウ] セクションで [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[設定] セクションで [IncludeIncludeInclude (((対対対象象象範範範囲囲囲)))] を選
択します。

4. ビデオ画像の一番上にウィンドウが表示されます。マウスでウィンドウの位置とサイズを調整します。

5. デフォルトでは、[Show all windows (すべてのウィンドウを表示)] が選択されます。このウィンドウのみ
を表示するには、[ShowShowShow selectedselectedselected windowwindowwindow (((選選選択択択しししたたたウウウィィィンンンドドドウウウををを表表表示示示)))] を選択します。

6. [設定] セクションで次のように実行します。

- オオオブブブジジジェェェクククトトトサササイイイズズズ::: 範囲の大きさに対する物体の大きさの割合。高い値に設定すると、非常に
大きな被写体だけが検出されます。低い値に設定すると、画像内の非常に小さな被写体も検
知するようになります。

- 検検検出出出認認認識識識時時時間間間::: 物体の記憶時間は範囲内の被写体に動きがないと見なされるまでの必要な時間を
定義します。高い値に設定すると、被写体によって動体検知がトリガーされる時間が長くなり
ます。低い値に設定すると、被写体によって動体検知がトリガーされる時間が短くなります。

注
範囲内に被写体が現れない場合は、非常に高い検出認識時間レベルを選択できます。この場合、
被写体が範囲内に留まっている間、動体検知がトリガーされます。

- 感感感度度度::: 背景と被写体の間の明るさの違い。高い値に設定すると、普通の背景で色のある普通の
被写体が検知対象となります。低い値に設定すると、暗い背景の、非常に明るい被写体だけ
が検知対象となります。

注
光の明滅だけを検知させたいような場合には、感度を低めに設定します。それ以外の場合は、感
度を高くすることをお勧めします。

7. 既定の設定を使用するには: [既定の設定] セクションで、[LowLowLow (((低低低)))]、[ModerateModerateModerate (((中中中)))]、[HighHighHigh (((高高高)))] または
[VVVeryeryery HighHighHigh (((非非非常常常ににに高高高)))] を選択します。[LowLowLow (((低低低)))] を選択すると、大きな被写体が短い検出認識時間で検出
されます。[VVVeryeryery HighHighHigh (((非非非常常常ににに高高高)))] を選択すると、小さな被写体が長い検出認識時間で検出されます。

8. [アクティビティ] セクションで、対象範囲内で検知された動きを確認します。動きは赤のピークで示さ
れます。[オブジェクトサイズ]、[検出認識時間]、[感度] を調整する際に、[アクティビティ] ウィ
ンドウを使用します。

9. [OKOKOK] をクリックします。

除外範囲を追加、編集するには:

1. [動体検知を編集] ページで、[ウィンドウ] セクションから [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[設定] セク
ションで [ExcludeExcludeExclude (((除除除外外外範範範囲囲囲)))] を選択します。

2. ビデオ画像の一番上にウィンドウが表示されます。マウスでウィンドウの位置とサイズを調整します。

3. [OKOKOK] をクリックします。

対象ウィンドウや除外ウィンドウを削除するには、次のように実行します。
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1. [動体検知を編集] ページで、削除するウィンドウを選択します。

2. [ウィンドウ] セクションで [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

3. [OKOKOK] をクリックします。

I/Oポート
多くのカメラとビデオエンコーダが、外部装置を接続するためのI/Oポートを備えています。補助装置にもI/Oポー
トが搭載されている場合があります。

I/Oポートには2種類あります。

• 入入入力力力ポポポーーートトト::: オープンサーキットとクローズサーキットの切り替えが可能な装置を接続するために使用し
ます。例: ドアや窓のコンタクト、煙検出器、ガラス破損検知器、PIR (受動赤外線センサー)。

• 出出出力力力ポポポーーートトト::: リレー、ドア、ロック、アラームなどの装置を接続するために使用します。出力ポートに接
続された装置は、AXIS Camera Stationから制御することができます。

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> I/OI/OI/O portsportsports (((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 >>> I/OI/OI/Oポポポーーートトト)))] を選択して、AXIS
Camera Stationに追加されているすべての利用可能なI/Oポートのリストを表示します。

注
• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーにI/Oポートを追加し、
管理することができます。

• 装置の [設定] ページを使用してI/Oポートを設定した場合は、[ReloadReloadReload I/OI/OI/O PortsPortsPorts (I/O(I/O(I/O ポポポーーートトトををを再再再読読読
みみみ込込込みみみ)))] をクリックしてリストを更新します。

• 管理者権限を持つユーザーは、ユーザーについて、I/Oポートを無効にすることができます。ユーザー権限
の設定を参照してください。

[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て、ポートと装置を検索できます。

ポートを編集するには、ポートを選択して [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。ポップアップダイアログでポート情
報を更新し、[OKOKOK] をクリックします。

ポートを削除するには、ポートを選択し [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

I/Oポートは、アクションルールで使用します。入力ポートはトリガーとして使用されます。たとえば、AXIS
Camera Stationが入力ポートに接続された装置から信号を受信した時点で、指定したアクションが実行されます。
出力ポートはアクションとして使用されます。たとえば、ルールがアクティブになると、AXIS Camera Stationは出
力ポートに接続された装置をアクティブまたは非アクティブにします。アクションルールを参照してください。

装置の接続方法、I/Oポートの設定方法については、Axis製品のユーザーマニュアルまたはインストールガイドを
参照してください。製品によっては、入力または出力のいずれかに設定できるポートがある場合があります。

出力ポートは手動で制御できます。I/Oポートの監視を参照してください。

I/Oポートの追加

I/Oポートを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> I/OI/OI/O portsportsports (((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 >>> I/OI/OI/Oポポポーーートトト)))] を選択します。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、追加できるI/Oポートのリストを表示します。

3. 装置の設定ページを使用してI/Oポートを設定した場合は、[ReloadReloadReload I/OI/OI/O PortsPortsPorts (I/O(I/O(I/Oポポポーーートトトををを再再再読読読みみみ込込込みみみ)))]
をクリックしてリストを更新します。

4. ポートを選択し、[OKOKOK] をクリックします。

5. [ポート情報] セクションで、ポートのタイプと、装置のIPアドレスまたはホスト名を確認します。
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6. [名前] セクションに、アクティブな状態と非アクティブな状態のポートの名前を入力します。これらの名
前は、[アクションルール] の [ログ] と [I/Oモニタリング] に表示されます。

7. 出力ポートを追加する場合、AXIS Camera Stationが装置との接続を確立した時の出力ポートの初期状態を
設定することができます。[初期状態] セクションで [OnOnOn startupstartupstartup setsetset tototo (((起起起動動動時時時ににに次次次のののススステテテーーータタタスススににに設設設定定定)))]
を選択し、[StateStateState (((状状状態態態)))] ドロップダウンリストから初期状態を選択します。

I/Oポートの監視

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーのI/Oポートを監視することができます。

出力ポートを手動で制御するには:

1. [>>> ActionsActionsActions >>> I/OI/OI/O MonitoringMonitoringMonitoring (>(>(> アアアクククシシショョョンンン >>> I/OI/OI/Oモモモニニニタタタリリリンンングググ)))] を選択します。

2. 出力ポートを選択し、[ChangeChangeChange statestatestate (((状状状態態態ををを変変変更更更)))] を選択します。

アクションルール
AXIS Camera Stationでは、アクションの設定にルールを使用します。ルールとは、いつ、どのようにアクションを
実行するかを定義する一連の条件です。アクションルールは、録画の回数を減らし、I/Oポートに接続された装置
と通信を行い、重要なイベントの発生時にオペレーターにアラームを送信することができる強力な機能です。

[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)))] を選択する
と、AXIS Camera Stationに追加されているルールのリストが表示されます。[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てルールを検索します。

注
• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーにアクションルールを作成し、
管理することができます。

• サードパーティ装置の場合、利用可能なアクションは、選択した装置によって異なる可能性があります。
これらのアクションの多くでは、追加の設定が装置で必要である可能性があります。

既存のルールを編集するには、ルールを選択して [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

既存のルールをコピーするには、ルールを選択して [CopyCopyCopy (((コココピピピーーー)))] をクリックします。

既存のルールを削除するには、ルールを選択して [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

新新新しししいいいルルルーーールルルををを作作作成成成すすするるる

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. どのような場合にルールをアクティブにするかを定義するためのトリガーを作成します。トリガーをす
べて追加したら、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの追加を参照してください。

3. ルールがアクティブになったときに実行するアクションを定義するためのアクションを作成します。ア
クションをすべて追加したら、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。アクションの追加を参照してください。

4. アラームや録画の回数を削減するためのスケジュールを作成します。調整が終わったら、[NextNextNext
(((次次次へへへ)))] をクリックします。

- [AlwaysAlwaysAlways (((常常常時時時)))] を選択してルールを常に有効にします。
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- [CustomCustomCustom schedulescheduleschedule (((カカカスススタタタムムムスススケケケジジジュュューーールルル)))] を選択し、ドロップダウンリストからスケジュー
ルを選択します。新しいスケジュールを作成したり、既存のスケジュールを編集したりでき
ます。スケジュールを参照してください。

5. [詳細] ページで情報を確認します。[NameNameName (((名名名前前前)))] フィールドにルールの名前を入力し、[FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] を
クリックしてルールを有効にします。

トリガーの追加
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。1つのルールに複数のトリガーを設定
できます。ルールで設定したいずれかのトリガーがアクティブである限り、そのルールもアクティブになります。

以下のトリガーを選択できます。

• 動動動体体体検検検知知知::: カメラが一定のエリア内で動きを検知すると、動体検知トリガーがアクティブになります。動
体検知は、カメラによって実行されます。つまり、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりま
せん。動体録画が有効かどうかをチェックするには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ActionActionAction rulesrulesrules (((設設設定定定 >>> 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。動体検知トリガーの作成を参照してください。

注
カメラで動体録画が有効に設定されている場合、動体検知トリガーを使用して録画を開始するのは避
けてください。

• いいいたたたずずずららら警警警告告告::: 装置の移動や、レンズに対して何かで覆ったりスプレーを吹き付けたり、ひどいピンボケ
になったりするなどのいたずらがあった場合に、いたずらトリガーがアクティブになります。いたずら
の検知は、装置によって実行されます。つまり、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりま
せん。いたずら警告は、いたずらに対応し、ファームウェア5.11以降に対応する装置で使用すること
ができます。いたずら警告トリガーの作成を参照してください。

• AXISAXISAXIS CrossCrossCross LineLineLine Detection:Detection:Detection: AXIS Cross Line Detectionは、カメラとビデオエンコーダにインストール可能
なアプリケーションです。このアプリケーションは、バーチャルラインを横切る被写体を検知し、出入
口の監視などに使用できます。AXIS Cross Line Detectionをトリガーとして使用するには、あらかじめカ
メラにインストールしておく必要があります。www.axis.comからAXIS Cross Line Detectionをダウンロー
ドします。「装置の管理」ページで、カメラを選択して右クリックし、[カメラアプリケーションのイン
ストール] を選択します。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。アプリケーショ
ンが動く物体を検知すると、このトリガーがアクティブになります。この検知は、カメラ上のアプリ
ケーションによって実行されます。そのため、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりませ
ん。AXIS Cross Line Detectionは、AXIS Camera Application Platformをサポートする製品にインストールす
ることができます。AXIS Cross Line Detectionトリガーの作成を参照してください。

• シシシススステテテムムムイイイベベベンンントトトとととエエエラララーーー::: 録画エラーが発生した、ストレージが一杯になった、ネットワークストレー
ジに接続できない、1台以上の装置との接続が切断されたなどの場合に、システムイベントとエラートリ
ガーがアクティブになります。システムイベントとエラートリガーの作成を参照してください。

• 入入入出出出力力力::: 装置のI/Oポートが接続先のドア、煙検知器、スイッチなどから信号を受信した場合に、入出力
(I/O) トリガーがアクティブになります。I/Oトリガーを使用するには、AXIS Camera StationにI/Oポートが
追加されている必要があります。[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> I/OI/OI/O portsportsports (((設設設定定定 >>> I/OI/OI/Oポポポーーートトト)))] を使用して追加してくだ
さい。入出力トリガーの作成を参照してください。

• 装装装置置置イイイベベベンンントトト::: このトリガーはカメラまたは補助装置からの直接のイベントを使用し、AXIS Camera
Stationで利用できる適したトリガーがない場合に使用できます。利用可能なイベントは、装置によって
異なります。これらのイベントの多くでは、追加の設定が装置で必要である可能性があります。装置
イベントトリガーの作成を参照してください。

• アアアクククシシショョョンンンボボボタタタンンン::: アクションボタンは、ライブビューでアクションを開始、停止するために使用しま
す。アクションボタンは、ライブビューまたはマップの最上部に表示され、クリックするとアクション
が実行されます。同じボタンをさまざまなルールで使用できますが、各ルールで使用できるアクション
ボタントリガーは1つだけです。アクションボタントリガーの作成を参照してください。

• AXISAXISAXIS EntryEntryEntry ManagerManagerManagerイイイベベベンンントトト::: このトリガーは、ドアのこじ開け、長時間のドア開放、アクセス拒否
など、AXIS Entry Managerに設定されたドアから信号を受信するとアクティブになります。103ページ
AXIS Entry Managerイベントトリガーの作成 を参照してください。
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• 外外外部部部HTHTHTTPS:TPS:TPS: 外部HTTPSトリガーは、外部アプリケーションがAXIS Camera StationでHTTPS通信を介してイ
ベントをトリガーできるようにします。このトリガーは、AXIS Camera Stationと外部アプリケーションの
統合に使用できます。103ページ外部HTTPSトリガーの作成 を参照してください。

動体検知トリガーの作成

カメラが一定のエリア内で動きを検知すると、動体検知トリガーがアクティブになります。動体検知は、カメラ
によって実行されます。つまり、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりません。

注
カメラで動体録画が有効に設定されている場合、動体検知トリガーを使用して録画を開始するのは避
けてください。動体録画が有効かどうかをチェックするには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ActionActionAction rulesrulesrules (((設設設定定定 >>>
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。

動体検知トリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして [MotionMotionMotion detectiondetectiondetection (((動動動体体体検検検知知知)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. ポップアップされるページで、次のように実行します。

- [TTTriggerriggerrigger ononon (((トトトリリリガガガーーーをををオオオンンン)))] フィールドで、動体検知を実行するカメラを選択します。

- [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] フィールドで、連続する録画の回数を減らすために、連続する2
つのトリガーの間隔を設定します。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、トリガー時間はその時点から再度カウントされます。

- 動体検知を設定するには、[MotionMotionMotion settingssettingssettings (((動動動体体体設設設定定定)))] をクリックします。利用可能な設定は
カメラによって異なります。「内蔵動体検知機能の編集」および「AXIS Video Motion Detection
2および4の編集」を参照してください。

4. [OKOKOK] をクリックします。

いたずら警告トリガーの作成

カメラの移動や、レンズに対して何かで覆ったりスプレーを吹き付けたり、ひどいピンボケになったりするなど
のいたずらがあった場合に、いたずら警告トリガーがアクティブになります。いたずらの検知は、カメラによって
実行されます。つまり、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりません。

いたずら警告は、Camera Tamperingおよびファームウェア5.11以降をサポートするカメラで使用することが
できます。

いたずら警告トリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[ActivateActivateActivate tamperingtamperingtampering alarmalarmalarm (((いいいたたたずずずららら警警警告告告)))] を選択します。[OKOKOK] をク
リックします。

3. ポップアップされるページで、次のように実行します。

- [TTTriggerriggerrigger ononon (((トトトリリリガガガーーーをををオオオンンン)))] フィールドで、使用するカメラを選択します。

- [TTTamperingamperingampering settingssettingssettings (((いいいたたたずずずららら警警警告告告機機機能能能ののの設設設定定定)))] リンクをクリックし、いたずら警告機能の設定
を行う、カメラのいたずら警告のページをWebブラウザーで開きます。

4. [OKOKOK] をクリックします。
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AXIS Cross Line Detectionトリガーの作成

AXIS Cross Line Detectionは、AXIS Camera Application Platformをサポートするカメラおよびビデオエンコーダにイ
ンストールできるアプリケーションです。このアプリケーションは、バーチャルラインを横切る被写体を検知
し、出入口の監視などに使用できます。アプリケーションが仮想ラインを越えて動く物体を検知すると、こ
のトリガーがアクティブになります。この検知は、カメラ上のアプリケーションによって実行されます。そ
のため、AXIS Camera Stationサーバーには処理負荷がかかりません。

AXIS Cross Line Detectionをトリガーとして使用するには、www.axis.comからアプリケーションをダウンロード
してカメラおよびビデオエンコーダにインストールする必要があります。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。

AXIS Cross Line Detectionトリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして [AXISAXISAXIS CrossCrossCross LineLineLine DetectionDetectionDetection ] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. [RefreshRefreshRefresh (((更更更新新新)))] をクリックして、新しいカメラにAXIS Cross Line Detectionがインストールされたかどう
か、リストを更新します。

4. [TTTriggerriggerrigger ononon (((トトトリリリガガガーーーをををオオオンンン)))] ドロップダウンリストから使用するカメラを選択します。AXIS Cross Line
Detectionがインストールされているカメラのみを選択できます。

5. [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] で連続する2つのトリガーの間隔を設定します。この設定は、連続する録
画の回数を減らすために使用します。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。

6. [AXISAXISAXIS CrossCrossCross LineLineLine DetectionDetectionDetection settingssettingssettings (AXIS(AXIS(AXIS CrossCrossCross LineLineLine DetectionDetectionDetection ののの設設設定定定)))] リンクをクリックして、Webブ
ラウザーでカメラの [アプリケーション] ページを開きます。使用できる設定の詳細についてはは、AXIS
Cross Line Detectionに付属するドキュメントを参照してください。

注
AXIS Cross Line Detectionを設定するには、Internet Explorerを利用し、ActiveXコントロールを許可する
よう設定する必要があります。AXIS Media Controlのインストールを促す表示があった場合は、[YYYeseses
(((はははいいい)))] をクリックします。

システムイベントとエラートリガーの作成

トリガーとして使用する1つ以上のシステムイベントとエラーを選択します。

システムイベントとエラートリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[SystemSystemSystem eventeventevent andandand errorerrorerror (((シシシススステテテムムムイイイベベベンンントトトとととエエエラララーーー)))] を選択します。
[OKOKOK] をクリックします。

3. [OnOnOn recordingrecordingrecording errorerrorerror (((録録録画画画エエエラララーーーのののとととききき)))] を選択すると、カメラがストリーミングを停止した場合など、
録画中にエラーが発生したときにトリガーがアクティブになります。

4. [OnOnOn fullfullfull storagestoragestorage (((ススストトトレレレーーージジジののの空空空ききき容容容量量量がががなななくくくなななっっったたたとととききき)))] を選択すると、録画用のストレージの空き容
量がなくなったときにトリガーがアクティブになります。

5. [OnOnOn nonono contactcontactcontact withwithwith networknetworknetwork storagestoragestorage (((ネネネッッットトトワワワーーークククススストトトレレレーーージジジにににアアアクククセセセスススででできききななないいいとととききき)))] を選択する
と、ネットワークストレージへのアクセスに問題が発生したときにトリガーがアクティブになります。

6. [OnOnOn lostlostlost connectionconnectionconnection tototo cameracameracamera (((次次次のののカカカメメメラララとととののの接接接続続続ががが切切切断断断ささされれれたたたとととききき)))] を選択すると、1台または複数
台のカメラとの接続に問題が発生したときにトリガーがアクティブになります。

- [AllAllAll (((すすすべべべててて)))] を選択すると、AXIS Camera Stationに追加されているすべてのカメラが対象とな
ります。
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- [SelectedSelectedSelected (((選選選択択択)))] を選択して [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] をクリックします。AXIS Camera Stationに追
加されているカメラの一覧が表示されます。[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
ルドを使用して特定のカメラを検索したり、[SelectSelectSelect allallall (((すすすべべべててて選選選択択択)))] ですべてのカメラを選
択したりできます。または、[DeselectDeselectDeselect allallall (((すすすべべべててて選選選択択択解解解除除除)))] を使用するとすべてのカメラ
の選択を解除できます。

7. [OKOKOK] をクリックします。

入出力トリガーの作成

装置のI/Oポートが接続先のドア、煙検知器、スイッチなどから信号を受信した場合に、入出力 (I/O) トリ
ガーがアクティブになります。

注
I/Oトリガーを使用するには、AXIS Camera StationにI/Oポートが追加されている必要があります。I/O
ポートを参照してください。

入出力トリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[Input/OutputInput/OutputInput/Output (((入入入力力力///出出出力力力)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. [トリガーポートとステータス] セクションで、次のように実行します。

- [I/OI/OI/O portportport (I/O(I/O(I/Oポポポーーートトト)))] フィールドで、入出力ポートを選択します。

- [TTTriggerriggerrigger statestatestate (((トトトリリリガガガーーーススステテテーーータタタススス)))] フィールドで、トリガーがアクティブにされるI/Oポート
ステータスを選択します。利用可能なステータスは、ポートの設定によって異なります。

- [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] フィールドで、連続する録画の回数を減らすために、連続する2
つのトリガーの間隔を設定します。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、トリガー時間はその時点から再度カウントされます。

4. [OKOKOK] をクリックします。

装置イベントトリガーの作成

装置イベントトリガーによって、カメラまたは補助装置で発生するすべてのイベントを利用できるようになりま
す。これはAXIS Camera Stationで利用できる適したトリガーがない場合に使用できます。

ほとんどのイベントで、1つ以上のフィルターを設定する必要があります。フィルターとは、装置イベントト
リガーをアクティブにするために満たすべき条件です。Axis製品のイベントとフィルターの詳細については、
www.axis.com/partnersおよびwww.axis.com/vapixで入手できるVAPIX®のドキュメントを参照してください。

装置イベントトリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[DeviceDeviceDevice eventeventevent (((装装装置置置イイイベベベンンントトト)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. [装置イベントトリガーを設定] セクションで次のように実行します。

- [DeviceDeviceDevice (((装装装置置置)))] フィールドで、カメラまたは補助装置を選択します。

- [EventEventEvent (((イイイベベベンンントトト)))] フィールドで、トリガーとして使用するイベントを選択します。

注
利用可能なイベントは、選択した装置によって異なります。サードパーティ装置の場合、これら
のイベントの多くでは、装置で追加の設定が必要です。
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- [TTTriggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)))] フィールドで、連続する録画の回数を減らすために、連続する2
つのトリガーの間隔を設定します。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、トリガー時間はその時点から再度カウントされます。

4. [フィルター] セクションでフィルターを選択します。利用可能なフィルターは、選択したイベント
によって異なります。

5. [アクティビティ] ウィンドウで、経過時間に応じた装置イベントトリガーの現在の状態を確認します。イ
ベントは、ステートフル、ステートレスのいずれかになります。ステートフルイベントのアクティビ
ティは、階段関数の形になります。ステートレスイベントのアクティビティは直線で表現され、イベン
トがトリガーされるとパルスが割り込みます。

6. [OKOKOK] をクリックします。

装置イベントの例

カカカテテテゴゴゴリリリーーー 装装装置置置イイイベベベンンントトト

アンプ アンプの過負荷

音声コントロール デジタル信号のステータス

音声ソース 音声検知

アクセス要求の許可認証

アクセス要求の拒否

状態

状態を変更

ネットワーク品質

SIPアカウントのステータス

呼び出し

着信映像

ケーシング ケーシング開放

装置 リングパワー過電流保護

システムの準備完了装置センサー

PIRセンサー

装置のステータス システムの準備完了

ドアのこじ開け

ドア設備へのいたずらを検知

ドアロック済み

ドアの長時間開放

ドア位置

ドア

ドアのロック解除

イベントバッファ 開始

アラーム欠落

イベント欠落

イベントロガー

アラーム
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ファン ステータス

グローバルシーン変更 画像サービス

ストレージの障害ハードウェアの故障

ファンの故障

ヒーター ステータス

デジタル入力ポート

手動トリガー

入力ポート

仮想入力

ライト ステータス

照明ステータス変更 ステータス

プロファイル変更メディア

設定変更

モニター ハートビート

MotionRegionDetector 動き

ネットワーク接続断絶
装置によって使用されるイベントにのみ適用されます、AXIS
Camera Stationによって使用されるイベントには適用されません。

アドレス追加

ネットワーク

アドレス削除

PTZ動作中 チャンネル<channel name>でのPTZ動作

PTZプリセット <channel name>でのPTZプリセット到達

自動追跡

PTZコントロールキュー

PTZエラー

PTZController

PTZ準備完了

録画の作成

録画の削除

設定の追跡

録画の設定

録画設定

録画ジョブの設定

Vapixのステータスリモートカメラ

PTZ位置

パルス

期間

スケジュール

スケジュール型イベント

状態 アクティブ
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ストレージの中断ストレージ

録画中

システムメッセージ アクションの失敗

チルト検知いたずら

衝撃検知

動作温度範囲の上

動作温度範囲の下

動作温度範囲内

温度センサー

動作温度範囲外

リレーおよび出力トリガー

デジタル入力

VMD 4: プロファイル<profile name>Video Motion Detection

VMD 4: 任意のプロファイル

Video Motion Detection 3 VMD 3

動体アラーム

ライブストリームのアクセス

デイナイトビジョン

カメラに対するいたずら

平均ビットレート低下

ビデオソース

ビデオソースの接続

AXIS A1601 Network Door Controllerの装置イベント

カカカテテテゴゴゴリリリーーー 装装装置置置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のののトトトリリリガガガーーー

アクセス要求の許可 特定のPINコード、カード番号、アクセスルールによっ
て識別されたカード所持者にドアへのアクセス権が付与
されるとトリガーされます。

認証

アクセス要求の拒否 特定のPINコード、カード番号、またはカードUIDによっ
て識別されたカード所持者のドアへのアクセス権が拒否
されるとトリガーされます。

ケーシング ケーシング開放 ネットワークドアコントローラーのケーシングが取り外
されたり、開けられたりするとトリガーされます。た
とえば、保守のためにケーシングが開かれたときや、
ケーシングがいたずらされたときに管理者に通知を送信
するために使用します。

100



AXIS Camera Station User Manual

設定

装置のステータス システムの準備完了 システムが準備完了の状態になったときにトリガーされ
ます。たとえば、システムの状態を検知して、システム
が起動すると管理者に通知を送信することができます。
[Y[Y[Yeseses (((はははいいい)])])] を選択した場合、本製品が準備完了状態に
なると、アクションルールがトリガーされます。この
ルールは、イベントシステムなど、必要なすべてのサー
ビスが開始されている場合にしかトリガーされません
ので、ご注意ください。

ドアのこじ開け ドアがこじ開けられるとトリガーされます。

ドア設備へのいたずらを検知 以下が検知されたとき:
• 装置のケーシングが開閉された
• 装置の動き
• 接続されたリーダーが壁から取り外された
• 接続されているドアモニター、リーダー、ま

たはREX装置に対するいたずら。このトリガー
を使用するには、[Supervised input (監視入力)]
がオンになっていること、および該当するド
アコネクターの入力ポートに終端抵抗器が取
り付けられていることを確認してください。

ドアロック済み ドアロックがロックされるとトリガーされます。

ドアの長時間開放 ドアの開放時間が長すぎるとトリガーされます。

ドア位置 ドアモニターがドアの開閉を感知するとトリガーされ
ます。

ドア

ドアのロック解除 ドアのロックが解除されたままになるとトリガーされま
す。たとえば、認証情報を提示せずにドアを開くことを
許可される訪問者が存在する場合に、この状態に関する
トリガーが役に立ちます。

仮想的な入力 いずれかの仮想的な入力の状態が変化するとトリガーさ
れます。管理ソフトウェアなどのクライアントで、さま
ざまなアクションを起動するために使用できます。アク
ティブになったときにアクションルールをトリガーす
る入力ポートを選択してください。

デジタル入力ポート デジタル入力ポートの状態が変化するとトリガーされま
す。このトリガーを利用すれば、通知の送信やステー
タスLEDの点滅など、さまざまなアクションを起動で
きます。アクティブになったときにアクションルール
をトリガーする入力ポートを選択してください。また
は、[Any[Any[Any (((任任任意意意)])])] を選択すると、いずれかの入力ポート
がアクティブになったときにアクションルールがトリ
ガーされます。

手動トリガー 手動トリガーがアクティブになるとトリガーされます。
このトリガーを利用すれば、VAPIX APIを通じて手動でア
クションルールを開始または停止することができます。

入力ポート

外部入力 緊急入力がアクティブまたは非アクティブになるとトリ
ガーされます。

ネットワーク接続断絶 ネットワーク接続が失われるとトリガーされます。
装置によって使用されるイベントにのみ適用されます、
AXIS Camera Stationによって使用されるイベントには適
用されません。

AddressAdded 新しいIPアドレスが追加されるとトリガーされます。

ネットワーク

AddressRemoved IPアドレスが削除されるとトリガーされます。

101



AXIS Camera Station User Manual

設定

スケジュール スケジュール型イベント 既定のスケジュールの状態が変化するとトリガーされ
ます。営業時間や週末など、特定の時間帯にビデオを
録画するために利用できます。[Schedule (スケジュー
ル)] のドロップダウンリストで、スケジュールを選択
してください。

システムメッセー
ジ

アクションの失敗 アクションルールの実行に失敗すると、アクションに失
敗したことを知らせるシステムメッセージがトリガー
されます。

トリガー デジタル入力 物理デジタル入力ポートがアクティブまたは非アクティ
ブになるとトリガーされます。

アクションボタントリガーの作成

アクションボタンは、ライブビューでアクションを開始、停止するために使用します。アクションボタン
は、ライブビューまたはマップの最下部に表示され、クリックするとアクションが実行されます。複数のカ
メラおよびマップに対して同じボタンを使用することができます。1台のカメラやマップで使用する複数のア
クションボタンを設定することができます。アクションボタンを追加または編集する際に、カメラに配置す
る複数のボタンを並べ替えることができます。マップの複数のボタンを並べ替えるには、[LiveLiveLive ViewViewView (((ララライイイブブブ
ビビビュュューーー)))] に移動し、マップを編集します。

アクションボタンには次の2種類があります。

• コココマママンンンドドドボボボタタタンンン::: コマンドボタンは、手動でアクションを開始する場合に使用します。停止ボタンが不要
なアクションには、コマンドボタンを使用します。
コマンドボタンには、ボタンラベルとツールチップがあります。ボタンラベルは、ボタンに表示される
テキストです。ツールチップは、ボタンにマウスポインターを合わせると表示されます。
例: あらかじめ設定した時間にわたって出力をアクティブにし (出力をアクティブにする秒数を設定した
パルスと共に出力アクションを使用)、アラームを生成して、電子メールを送信します。

• トトトグググルルルボボボタタタンンン::: トグルボタンは、手動でアクションを開始、停止する場合に使用します。このボタン
は、「トグルオン」と「トグルオフ」の2つの状態があります。ボタンをクリックすると、2つの状
態が切り替わります。デフォルトでは、トグルボタンがオンになるとアクションが開始されます。ト
グルオフ状態でアクションを開始するには、ボタンの作成時に、[TTTriggerriggerrigger ononon untoggleuntoggleuntoggle (((トトトリリリガガガーーー
をををオオオフフフににに切切切りりり替替替えええ)))] を選択します。
トグルボタンには、トグルオンのラベル、トグルオフのラベル、ツールチップがあります。トグルオン
のラベル、トグルオフのラベルは、トグルオンの状態、トグルオフの状態の各ボタンに表示されるテキ
ストです。ツールチップは、ボタンにマウスポインターを合わせると表示されます。
例: ドアを開閉する ("トリガーがアクティブである限り" に設定したパルスと共に出力アクションを使用)。

注
アクションボタンラベルの最初の下線の次に表示される文字または数字が、そのアクションボタンのアク
セスキーになります。アクションボタンをアクティブにするには、ALT キーとアクセスキーを同時に押しま
す。たとえば、アクションボタンにA_BCという名前を付けると、このアクションボタン名はライブビュー
でABCに変更されます。アクションボタンをアクティブにするには、ALTキーと + B を同時に押します。

アクションボタントリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[ActionActionAction ButtonButtonButton (((アアアクククシシショョョンンンボボボタタタンンン)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. [CreateCreateCreate newnewnew buttonbuttonbutton (((ボボボタタタンンンののの新新新規規規作作作成成成)))] または [UseUseUse existingexistingexisting buttonbuttonbutton (((既既既存存存のののボボボタタタンンンををを使使使用用用)))] を選択しま
す。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

4. [CreateCreateCreate newnewnew buttonbuttonbutton (((ボボボタタタンンンののの新新新規規規作作作成成成)))] を選択した場合:

4.1 [CommandCommandCommand buttonbuttonbutton (((コココマママンンンドドドボボボタタタンンン)))] または [TTToggleoggleoggle buttonbuttonbutton (((トトトグググルルルボボボタタタンンン)))] を選択します。
トグルボタンを使用してトグルオフ状態でアクションを開始する場合は、[TTTriggerriggerrigger ononon untoggleuntoggleuntoggle
(((トトトリリリガガガーーーをををオオオフフフににに切切切りりり替替替えええ)))] を選択します。
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4.2 [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

4.3 ボタンのラベルとツールチップを設定します。

5. [UseUseUse existingexistingexisting buttonbuttonbutton (((既既既存存存のののボボボタタタンンンををを使使使用用用)))] を選択した場合:

5.1 ボタンを検索して移動するか、使用するボタンを直接クリックします。

5.2 既存のトグルボタンを使用する選択をした場合は、[TTTriggerriggerrigger ononon toggletoggletoggle (((トトトリリリガガガーーーをををオオオンンンににに切切切りりり
替替替えええ)))] または [TTTriggerriggerrigger ononon untoggleuntoggleuntoggle (((トトトリリリガガガーーーをををオオオフフフににに切切切りりり替替替えええ)))] を選択する必要があります。

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

5.4 ボタンのラベルとツールチップを編集します。

6. ドロップダウンリストからカメラまたはマップを選択します。複数のカメラまたはマップにボタンを追
加するには、[AddAddAdd tototo multiplemultiplemultiple camerascamerascameras (((複複複数数数のののカカカメメメラララににに追追追加加加)))] または [AddAddAdd tototo multiplemultiplemultiple mapsmapsmaps (((複複複数数数ののの
マママッッップププににに追追追加加加)))] をクリックします。

7. カメラに複数のアクションボタンがある場合、[ArrangeArrangeArrange (((配配配置置置)))] をクリックしてボタンの順序を変
えることができます。[OKOKOK] をクリックします。

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

AXIS Entry Managerイベントトリガーの作成

AXIS Entry Managerイベントトリガーは、ドアの強制的な開放、長時間のドア開放、アクセス拒否など、AXIS Entry
Managerで設定されたドアから信号を受信するとアクティブになります。

注
AXIS Entry Managerイベントトリガーは、AXIS A1001 Network Door ControllerをAXIS Camera Stationに
追加した場合にのみ使用できます。

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[AXISAXISAXIS EntryEntryEntry ManagerManagerManager eventeventevent (AXIS(AXIS(AXIS EntryEntryEntry ManagerManagerManagerイイイベベベンンントトト)))] を選択しま
す。[OKOKOK] をクリックします。

3. トリガーをアクティブにするイベントとドアを選択します。

考えられるイベントは次のとおりです。アクセスされたドア、ドアのこじ開け、長時間のドア開放、
アクセス拒否。

4. [OKOKOK] をクリックします。

外部HTTPSトリガーの作成

このトリガーはHTTPS通信のみをサポートし、HTTPS要求で、ドメイン名とパスワードを含む有効なAXIS Camera
Stationのユーザー名の提供を要求します。

以下の要求は、HTTPメソッドGET*でサポートされています。要求本文に記載されたJSONデータと共にPOST
を使用することもできます。

注
• 外部HTTPSトリガー要求は、Google Chromeでのみテストできます。
• 外部HTTPSトリガーは、モバイル監視アプリと同じポートを使用します。「一般」のモバイル通信ポート

およびモバイルストリーミングポートの説明を参照してください。

• ID "trigger1"でトリガーをアクティブにする: https://[address]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/
ActivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}
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• ID "trigger1" でトリガーを非アクティブにする: https://[address]:55756/Acs/Api/TriggerF-
acade/DeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

• ID "trigger1" でトリガーをアクティブにし、30秒後にトリガーを自動的に非アクティブにする:
https://[address]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateDeactivateTrigger?{"trig-
gerName":"trigger1","deactivateAfterSeconds":"30"}

注
自動非アクティベーションのタイマーは、同じトリガーに他のコマンドが発行されるとキャンセル
されます。

• ID "trigger1" でトリガーをパルスさせる (トリガーをアクティブにした直後に非アクティブにす
る): https://[address]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/PulseTrigger?{"triggerName
":"trigger1"}

外部HTTPSトリガーを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[ExternalExternalExternal HTHTHTTPSTPSTPS (((外外外部部部HTHTHTTPS)TPS)TPS)] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

3. トリガーの名前を [TTTriggerriggerrigger namenamename (((トトトリリリガガガーーー名名名)))] フィールドに入力します。

4. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックしてトリガー期間を設定することで、変動する信号を処理し、
複数のアクションを開始しないようにします。

- トリガー時間以内にトリガーがアクティブにされた場合、ルールシステムは進行中のアクショ
ンの実行を継続するだけで、追加のアクションをアクティブにすることはありません。

- 自動非アクティベーション時間がトリガー時間と組み合わせて使用されている場合、自動非ア
クティベーション時間とトリガー時間の両方が経過した後に、トリガーが非アクティブにさ
れます。

5. ログオン時にクライアントが使用したものと同じサーバーアドレスをサンプルURLが使用することを確認
します。URLは、アクションルールの完了後にのみ機能します。

6. [OKOKOK] をクリックします。

外外外部部部HTHTHTTPSTPSTPSトトトリリリガガガーーーににに対対対すすするるる適適適切切切なななアアアクククシシショョョンンン

• トリガーをアクティブおよび非アクティブにする要求は、録画の開始や停止を行うアクションに
適しています。

• トリガーをパルスする要求は、「アラームを上げる」または「メールを送信する」などのアクションに
適しています。

アクションの追加
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。

• 録録録画画画::: このアクションは、カメラからの録画を開始します。[録画] タブから、録画にアクセスして再生す
ることができます。録画は、[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)))] から [録
画ストレージ] で指定した場所に保存されます。録画アクションの作成を参照してください。

• アアアラララーーームムムををを上上上げげげるるる::: このアクションは、接続するすべてのAXIS Camera Stationクライアントにアラームを
送信します。アラームは、[アラーム] タブに表示されるほか、タスクバーにも通知が表示されます。ア
ラームガイドを記載したファイル形式の指示を、アラームに含めることができます。「アラームを上
げる」アクションの作成を参照してください。
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• 出出出力力力ののの設設設定定定::: このアクションで出力ポートの状態を設定することで、出力ポートに接続された装置をコント
ロールします (例: 照明を点灯する、ドアをロックする)。出力アクションを使用するには、[ConfigurationConfigurationConfiguration
>>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> I/OI/OI/O portsportsports (((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 >>> I/OI/OI/Oポポポーーートトト)))] で出力ポートが事前にAXIS
Camera Stationに追加されている必要があります。出力アクションの作成を参照してください。

• 電電電子子子メメメーーールルルををを送送送信信信::: このアクションは、1人以上の送信先に電子メールを送信します。カメラからのス
ナップショットを、メールの添付ファイルとして送信できます。メールを送信するには、SMTPサーバー
を事前に設定する必要があります。メール送信アクションの作成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::: このアクションは、接続するすべてのAXIS Camera Stationクライアントで、特定のカメラ
のライブビュー、ビュー、またはプリセットポジションを開きます。ライブビューでホットスポット付
きの分割ビューを表示する場合、ライブビューアクションのカメラの映像がホットスポットに表示されま
す。ライブビューアクションを使用して、開いているAXIS Camera Stationクライアントをタスクバーから
リストアしたり、開いている他のアプリケーションの手前に移動したりすることもできます。ライブ
ビューアクションの作成を参照してください。

• HTHTHTTPTPTP通通通知知知ののの送送送信信信::: このアクションは、カメラ、ドアコントローラー、外部のWebサーバーなどにHTTP
要求を送信します。たとえば、HTTP通知を使用して、カメラの特定の機能をオンまたはオフにした
り、ドアコントローラーに接続されたドアを開閉、施錠、開錠することができます。HTTP通知アク
ションの作成を参照してください。

• AXISAXISAXIS EntryEntryEntry Manager:Manager:Manager: このアクションは、AXIS Entry Managerで設定したドアコントローラーに接続さ
れたドアへのアクセスの許可、ロック解除またはロックを行うことができます。110ページAXIS Entry
Managerアクションの作成 を参照してください。

• モモモバババイイイルルルアアアプププリリリ通通通知知知ののの送送送信信信::: このアクションは、カスタムメッセージをAXIS Camera Stationモバイルアプ
リに送信します。モバイルアプリで受信した通知をクリックして、特定のカメラビューに移動できま
す。110ページモバイルアプリ通知の送信アクションの作成 を参照してください。

• アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル::: このアクションには、AXIS Camera Station Secure Entryでのドアアクションとゾー
ンアクションが含まれます。110ページアクセスコントロールアクションの作成 を参照してください。

録画アクションの作成

録画アクションは、カメラによる録画を開始します。[RecordingsRecordingsRecordings (((録録録画画画)))] タブから、録画にアクセスして再生す
ることができます。録画は [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)))] を通じて指
定した場所に保存されます。

録画アクションを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[RecordRecordRecord (((録録録画画画)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

4. [CameraCameraCamera (((カカカメメメラララ)))] フィールドで録画を行うカメラを選択します。

5. [映像設定] セクションで次のように実行します。

- [ 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プロファイルを選択します。新しいプロ
ファイルを作成するには、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [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。プロファイルには、ビデオ形式、解像度、圧縮、フレームレート、音
声あり/なしなどの設定が含まれています。

- [PrebufferPrebufferPrebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)))] フィールドで、アクションをトリガーする直前に録画する秒数
を選択します。

- [PostbufferPostbufferPostbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)))] フィールドで、アクションをトリガーしなくなった後に録画
する秒数を選択します。

6. [OKOKOK] をクリックします。
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「アラームを上げる」アクションの作成

「アラームを上げる」アクションは、接続先のすべてのAXIS Camera Stationクライアントにアラームを送信しま
す。アラームは、[Alarms(アラーム)] タブに表示されるほか、タスクバーでも通知されます。アラームガイドを
記載したファイル形式の指示を、アラームに含めることができます。

「アラームを上げる」アクションを作成するには、次のように実行します。

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[Next]Next]Next] (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして [RaiseRaiseRaise alarmalarmalarm (((アアアラララーーームムムををを上上上げげげるるる)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

4. [AlarmAlarmAlarm messagemessagemessage (((アアアラララーーームムムメメメッッッセセセーーージジジ)))] の下で次の操作を実行します。

- アラームのタイトルを入力します。タイトルは、[Alarms (アラーム)] タブの [Alarm (アラーム)]
フィールドに表示されるほか、タスクバーの通知にも表示されます。

- アラームの簡単な説明を入力します。説明は、[Alarms (アラーム)] タブの [Description (説明)]
フィールドに表示されるほか、タスクバーの通知にも表示されます。

- ポップアップアラームの継続時間を1〜600秒に設定します。

5. [AlarmAlarmAlarm procedureprocedureprocedure (((アアアラララーーームムムガガガイイイドドド)))] の下でアラームガイドを設定します。アラームガイドは、オペ
レーターなどへの指示を記載したファイルです。アラームガイドは、[AlarmsAlarmsAlarms (((アアアラララーーームムム)))] タブのほか、
[LogsLogsLogs (((ロロログググ)))] タブで使用できます。

5.1 [OnOnOn alarmalarmalarm showshowshow alarmalarmalarm procedureprocedureprocedure (((アアアラララーーームムム時時時にににアアアラララーーームムムガガガイイイドドドををを表表表示示示)))] を選択します。

5.2 [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、希望するファイルを参照します。

5.3 [PreviewPreviewPreview (((プププレレレビビビュュューーー)))] をクリックすると、アップロードするファイルがプレビューウィ
ンドウに表示されます。

5.4 [OKOKOK] をクリックします。

出力アクションの作成

出力アクションは、出力ポートの状態を設定します。このアクションを使用して、出力ポートに接続された装置
をコントロールします (例:照明を点灯する、ドアをロックする、等)。

注
出力アクションを使用するには、AXIS Camera Stationに出力ポートが追加されている必要があります。I/O
ポートを参照してください。

出力アクションを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[SetSetSet outputoutputoutput (((出出出力力力ののの設設設定定定)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

4. [OutputOutputOutput portportport (((出出出力力力ポポポーーートトト)))] フィールドで、出力ポートを選択します。

5. [StateStateState ononon actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンン時時時ののの状状状態態態)))] フィールドで、ポートに設定するステータスを選択します。利用
可能なオプションは、ポートの設定によって異なります。

6. [PulsePulsePulse (((パパパルルルススス)))] を選択して、新しいステータスに出力ポートを維持する時間を定義します。
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- [ForForFor asasas longlonglong asasas anyanyany triggertriggertrigger isisis activeactiveactive (((トトトリリリガガガーーーがががアアアクククテテティィィブブブででであああるるる限限限りりり出出出力力力ポポポーーートトトののの状状状態態態ををを維維維
持持持)))] を選択すると、ルールに指定されたすべてのトリガーがアクティブである限り、ポートは
新しいステータスを維持します。

- ポートを一定の時間だけ新しいステータスに維持するには、別のオプションを選択し、秒
数を指定してください。

注
アクション後もポートを新しいステータスに維持するには、[PulsePulsePulse (((パパパルルルススス)))] のチェックマークを外します。

7. [OKOKOK] をクリックします。

メール送信アクションの作成

メールアクションは、1人以上の送信先にメールを送信します。カメラからのスナップショットを、メール
の添付ファイルとして送信できます。

注
メールを送信するには、SMTPサーバーを事前に設定する必要があります。サーバーの設定を参照して
ください。

メール送信アクションを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[SendSendSend emailemailemail (((電電電子子子メメメーーールルルををを送送送信信信)))] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

4. [送信先] セクションで次のように実行します。

4.1 [NewNewNew RecipientRecipientRecipient (((新新新しししいいい送送送信信信先先先)))] フィールドにメールアドレスを入力し、[TTTooo]、[CcCcCc]、または
[BccBccBcc] を選択します。

4.2 [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして、メールアドレスを [RecipientsRecipientsRecipients (((送送送信信信先先先)))] フィールドに追加します。

5. メールの件名とメッセージを [内容] セクションに入力します。

6. [詳細設定] セクションで次のように実行します。

- カメラからjpg画像形式でスナップショットをメール通知に添付するには、[AttachAttachAttach snapshotssnapshotssnapshots
(((スススナナナッッップププシシショョョッッットトトををを添添添付付付)))] を選択して [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] をクリックします。AXIS Camera
Stationに追加されているカメラの一覧が表示されます。[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て特定のカメラを検索したり、[SelectSelectSelect allallall (((すすすべべべててて選選選択択択)))] ですべての
カメラを選択したりできます。または、[DeselectDeselectDeselect allallall (((すすすべべべててて選選選択択択解解解除除除)))] を使用するとすべて
のカメラの選択を解除できます。

- 同じイベントに対して複数のメールを送信しないようにするには、[SendSendSend oneoneone emailemailemail forforfor eacheacheach
eventeventevent (((イイイベベベンンントトトごごごとととにににメメメーーールルルををを一一一通通通送送送信信信)))] を選択します。

- メールを短い間隔で続けて送信しないようにするには、[Don'tDon'tDon't sendsendsend anotheranotheranother emailemailemail forforfor (((新新新規規規
のののメメメーーールルルををを送送送信信信しししななないいい時時時間間間間間間隔隔隔)))] を選択して、メールを送信する最小の時間間隔をドロッ
プダウンリストから設定します。

7. [OKOKOK] をクリックします。

ライブビューアクションの作成

ライブビューアクションは、特定のカメラ、ビュー、またはプリセットポジションで [ライブビュー] タブを
開きます。接続されているすべてのAXIS Camera Stationクライアントで、[Live view(ライブビュー)] タブが開
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きます。[ Live view (ライブビュー) ] タブでホットスポット付きの分割ビューを表示する場合、ライブビュー
アクションで選択したカメラの映像がホットスポットに表示されます。ホットスポットの詳細については、
「分割ビュー」を参照してください。

ライブビューアクションを使用して、開いているAXIS Camera Stationクライアントをタスクバーから復元した
り、他のアプリケーションの手前に移動したりすることもできます。

ライブビューアクションを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [ AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[Next][Next][Next] (((次次次へへへ))) をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [ AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[ LiveLiveLive viewviewview (((ララライイイブブブビビビュュューーー)))] を選択します。[[[ OKOKOK ]]] をクリックします。

4. [ライブビューアクション] セクションで、[LiveLiveLive viewviewview actions(actions(actions( ララライイイブブブビビビュュューーー)))] タブから開くビュー
を選択します。

- ビューを開くには、[ViewViewView (((ビビビュュューーー)))] を選択してから、ドロップダウンリストからビューを選択
します。

- カメラビューを開くには、[CameraCameraCamera (((カカカメメメラララ)))] を選択してから、ドロップダウンリストからカメ
ラを選択します。カメラにPTZプリセット機能がある場合は、[プリセット] に移動し、ドロップ
ダウンリストから範囲を1つ選択してプリセットポジションを開きます。

- [NoNoNo actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンンなななししし)))] を選択すると、どのビューも開きません。

5. 下に表表表示示示ささされれれままますすす:

- [ Live alert (((ララライイイブブブアアアラララーーートトト)])])] タタタブブブををを 選択すると、[ライブアラート] タブで選択しまたはカ
メラビューが開きます。

- 表示で[ HotspotHotspotHotspot ((( ホホホッッットトトスススポポポッッットトト))) ] を選択し、[drop-down list (ドロップダウンリスト) ]か
らHotspot in view [ホットスポットのあるビュー] を選択します。アクションがトリガーさ
れると、ホットスポットがライブビューに表示されている場合、ホットスポットにカメラ
ビューが表示されます。

6. [Bring to front (最前面に表示)] セクションで、[OnOnOn triggertriggertrigger bringbringbring applicationapplicationapplication tototo frontfrontfront (((トトトリリリガガガーーー時時時にににクククラララ
イイイアアアンンントトト画画画面面面ををを最最最前前前面面面ににに表表表示示示)))] を選択して、開いているAXIS Camera Stationクライアントをタスクバー
から復元するか、ライブビューアクションの開始時に他のアプリケーションの手前に表示します。

7. [OK][OK][OK]をクリックします。

例例例:::
ライブビュータブを開くには、[hotspot view(ホットスポットビュー)]に移動してホットスポットに[camera view(カ
メラビュー)]を表示し、同じアクションルールで2つのライブビューアクションを設定します。

1. ライブビューアクションを作成し、[(live alert tab)ライブアラートタブ]でホットスポットのあるビュー
に移動します。

1.1 [ LiveLiveLive viewviewview actions(actions(actions( ララライイイブブブ ビビビュュューーーアアアクククシシショョョンンン))) ]で[ View(View(View(ビビビュュューーー))) ]を選択し 、[view with
hotspot(ホットスポットのあるビュー)]を選択します。

1.2 [ ShowShowShow (((表表表示示示すすするるる))) ]で、[ [Live[Live[Live alert(alert(alert(ララライイイブブブアアアラララーーートトト)))]をタブを選択します。

1.3 トトトリリリガガガーーー時時時にににクククララライイイアアアンンントトト画画画面面面ををを最最最前前前面面面を選択:

2. 別のライブビューアクションを作成して[hotspot view(ホットスポットビュー)]に移動し、ホットスポット
に [camera view(カメラビュー)]を表示します。

2.1 [ LiveLiveLive viewviewview actionsactionsactions (((ララライイイブブブビビビュュューーーアアアクククシシショョョンンン))) ]で、[Camera[Camera[Camera (((カカカメメメラララ )])])]を選択し 、[camera
view (カメラビュー) ]を選択します。
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2.2 [ ShowShowShow (((表表表示示示すすするるる))) ]で、[ HotspotHotspotHotspot (((ホホホッッットトトスススポポポッッットトト))) ]を選択し、[view with hotspot (ホットス
ポットのある表示) ]を選択します。

HTTP通知アクションの作成

HTTP通知アクションは、送信先にHTTP要求を送信します。カメラ、ドアコントローラー、外部のWebサーバー、
HTTP要求を受信可能なサーバーを送信先にすることができます。HTTP通知を使用して、カメラの特定の機能をオ
ンまたはオフにしたり、ドアコントローラーに接続されたドアを開閉、施錠、開錠することができます。

GET、POST、およびPUTメソッドがサポートされています。

注
ローカルネットワークの外部の送信先にHTTP通知を送信する場合、AXIS Camera Stationサーバーのプロキ
シ設定の調整が必要になる場合があります。一般を参照してください。

HTTP通知アクションを作成するには:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[SendSendSend HTHTHTTPTPTP NotificationNotificationNotification (HT(HT(HTTPTPTP通通通知知知ををを送送送信信信)))] を選択します。[OKOKOK] をク
リックします。

4. [URLURLURL] フィールドに送信先のアドレスと要求を処理するスクリプトを入力します。例:
http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi

5. 送信先で認証が必要な場合は、[AuthenticationAuthenticationAuthentication requiredrequiredrequired (((認認認証証証ががが必必必要要要)))] を選択します。ユーザー名と
パスワードを入力します。

6. [AdvancedAdvancedAdvanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)))] をクリックして、詳細設定を表示します。

- [MethodMethodMethod (((メメメソソソッッッドドド)))] ドロップダウンリストからHTTPメソッドのGET、POST、またはPUT
を選択します。

- POSTおよびPUTメソッドの場合、[ContentContentContent typetypetype (((コココンンンテテテンンンツツツタタタイイイプププ)))] ドロップダウンリストか
らコンテンツタイプを選択します。

- POSTおよびPUTメソッドの場合、[BodyBodyBody (((本本本文文文)))] フィールドに要求本文を入力します。

7. [OKOKOK] をクリックします。

サイレンとライトのアクションを作成する

サイレンとライトのアクションは、設定されたプロファイルに従って、AXIS D4100-E Network Strobe Siren
のサイレンとライトパターンをトリガーします。

注
このアクションを使用するには、装置の設定ページからプロファイルを設定する必要があります。

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、[ NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [ AddAddAdd (((追追追加加加))) ]をクリックしてトリガーを作成します。[Next][Next][Next] (((次次次へへへ))) をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [ AddAddAdd (((追追追加加加)))]をクリックし、[ SirenSirenSiren andandand lightlightlight (((サササイイイレレレンンンとととララライイイトトト)))]を選択します。[OK][OK][OK]をクリックします。

4. [ DeviceDeviceDevice (((装装装置置置)))]ドロップダウンリストから装置を選択します。
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5. [ 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プロファイルを選択します。

6. [ OKOKOK] をクリックします。

AXIS Entry Managerアクションの作成

AXIS Entry Managerアクションは、AXIS Entry Managerで設定したドアコントローラーに接続されたドアへのアク
セス許可、ロック解除またはロックを行うことができます。

注
AXIS Entry Managerアクションは、AXIS A1001 Network Door ControllerをAXIS Camera Stationに追加し
た場合にのみ使用できます。

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、トリガーを作成します。[Next]Next]Next] (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[AXISAXISAXIS EntryEntryEntry ManagerManagerManager ] を選択します。[OKOKOK] をクリックします。

4. アクションとアクション実行するドアを選択します。

考えられるアクションは次のとおりです。アクセスの許可、ドアのロック解除、ドアのロック。

5. [OKOKOK] をクリックします。

モバイルアプリ通知の送信アクションの作成

モバイルアプリ通知の送信アクションでは、AXIS Camera Stationモバイルアプリにカスタムメッセージが
送信されます。モバイルアプリで受信した通知をクリックして、特定のカメラビューに移動できます。
『AXIS Camera Stationモバイルアプリユーザーマニュアル』を参照してください。

モバイルアプリ通知の送信アクションを作成する:

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックしてトリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[SendSendSend mobilemobilemobile appappapp notificationnotificationnotification (((モモモバババイイイルルルアアアプププリリリ通通通知知知ののの送送送信信信)))] を選択しま
す。[OK][OK][OK] をクリックします。

4. [MessageMessageMessage (((メメメッッッセセセーーージジジ)))] フィールドに、モバイルアプリに表示されるメッセージを入力します。

5. [ClickClickClick notificationnotificationnotification andandand gogogo tototo (((通通通知知知をををクククリリリッッックククしししててて移移移動動動すすするるる)))] で、

- [CameraCameraCamera (((カカカメメメラララ)))] ドロップダウンリストからカメラビューを選択すると、モバイルアプリで通
知をクリックしたときに、特定のカメラビューに移動します。

- [DefaultDefaultDefault (((デデデフフフォォォルルルトトト)))] を選択すると、モバイルアプリで通知をクリックしたときに、モバイル
アプリ の開始ページに移動します。

6. [OKOKOK] をクリックします。

アクセスコントロールアクションの作成

アクセスコントロールアクションは、AXIS Camera Station Secure Entryシステムで次のアクションを実行できます。

• ドドドアアアアアアクククシシショョョンンン::: 選択したドアへのアクセス許可、ロック、ロック解除、またはロックダウン。
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• ゾゾゾーーーンンンアアアクククシシショョョンンン::: 選択したゾーンにある選択済みのドアのロック、ロック解除、ロックダウン。

注
アクセスコントロールアクションは、AXIS Camera Station Secure Entryシステムでのみ使用できます。

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、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、トリガーを作成します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。トリガーの
追加を参照してください。

3. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、[AccessAccessAccess controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)))] を選択します。[OKOKOK] をクリッ
クします。

4. ドアアクションを実行するには:

4.1 [AccessAccessAccess controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)))] で、[DoorDoorDoor actionsactionsactions (((ドドドアアアアアアクククシシショョョンンン)))] を選択します。

4.2 [ ConfigureConfigureConfigure actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンンののの設設設定定定)))] で、ドアとアクションを選択します。

5. ゾーンアクションを実行するには:

5.1 [AccessAccessAccess controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)))] で、[ZoneZoneZone actionsactionsactions (((ゾゾゾーーーンンンアアアクククシシショョョンンン)))] を選択します。

5.2 [ConfigureConfigureConfigure actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンンののの設設設定定定)))] で、ゾーン、ドアのタイプ、アクションを選択します。

6. [OKOKOK] をクリックします。

スケジュール
[アクションルール] では、スケジュールを使用することができます。一度作成したスケジュールは、必要に応
じて何度でも使用できます。

たとえば祝祭日など、特定の日についてスケジュールをオーバーライド (上書き) することができます。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーにスケジュールを追加し、管理
することができます。

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> SchedulesSchedulesSchedules (((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 >>> スススケケケジジジュュューーールルル)))] を選択すると、
作成されているすべてのスケジュールのリストが表示されます。[使用中] 列は、スケジュールが使用され
ているかどうかを示します。

スケジュールをクリックすると、そのスケジュールの詳細が表示されます。

スケジュールを削除するには、そのスケジュールを選択し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。使用中のスケ
ジュールは削除できません。

スケジュールを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> RecordingRecordingRecording andandand eventseventsevents >>> SchedulesSchedulesSchedules (((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 >>> スススケケケジジジュュューーールルル)))] を選択
し、[NewNewNew (((新新新規規規)))] をクリックします。

2. スケジュールの名前を入力します。

3. タイムラインで、スケジュールがオンになる時間帯を選択します。

- 空のタイムスロットをクリックしてスケジュールをオンに設定します。

- スケジュールがオンのタイムスロットをクリックして、スケジュールをオフに設定します。
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- 空のタイムスロットをクリックしてドラッグし、選択したタイムスロットのスケジュールを
オンに設定します。

- スケジュールがオンのタイムスロットをクリックしてドラッグし、選択したタイムスロットの
スケジュールをオフに設定します。

- Ctrlキーを押して5分間隔を選択します。

4. 別の日に同じスケジュールを使用するには、元の日を右クリックして [CopyCopyCopy schedulescheduleschedule (((スススケケケジジジュュューーールルル
をををコココピピピーーーすすするるる)))] を選択し、別の日を右クリックして [PastePastePaste schedulescheduleschedule (((スススケケケジジジュュューーールルルををを貼貼貼りりり付付付けけけるるる)))]
を選択します。

5. スケジュールに例外を追加するには:

5.1 [OverrideOverrideOverride schedulescheduleschedule (((スススケケケジジジュュューーールルルのののオオオーーーバババーーーララライイイドドド)))] の [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、日付
を選択します。

5.2 タイムラインで、スケジュールがオンになる時間帯を選択します。

5.3 1つのオーバーライドを削除するには、 をクリックします。すべてのオーバーライドを削
除するには、[ClearClearClear allallall (((すすすべべべてててクククリリリアアア)))] をクリックします。

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

アクションルールの例
例例例:::
この例では、入口のドアがこじ開けられたときに録画とアラームをトリガーするアクションルールをAXIS Camera
Stationで設定する方法を紹介します。

開始する前に、以下のことを完了させておく必要があります。

• AXIS A1601 Network Door Controllerを取り付けます。49ページ装置の追加 を参照してください。

• ドアコントローラーシステムを設定します。144ページアクセスコントロールの設定を参照してください。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Recording[Recording[Recording andandand eventseventsevents (((録録録画画画とととイイイベベベンンントトト)])])] >>> [Action[Action[Action rulesrulesrules (((アアアクククシシショョョンンンルルルーーー
ルルル)])])] に移動して [New[New[New (((新新新規規規)])])] をクリックします。

2. ドアこじ開けイベントのトリガーを追加します。

2.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Device[Device[Device eventeventevent (((装装装置置置イイイベベベンンントトト)])])] を選択します。[OK][OK][OK] をクリック
します。

2.2 [Configure[Configure[Configure devicedevicedevice eventeventevent triggertriggertrigger (((装装装置置置イイイベベベンンントトトトトトリリリガガガーーーををを設設設定定定)])])] で、以下のことを行います。

- [Device[Device[Device (((装装装置置置)])])] のドロップダウンリストからAXIS A1601 Network Door Controllerを選択します。

- [Event[Event[Event (((イイイベベベンンントトト)])])] のドロップダウンリストから [Door[Door[Door (((ドドドアアア)])])] >>> [Door[Door[Door forcedforcedforced (((ドドドアアアのののこここじじじ開開開
けけけ)])])] の順に選択します。

- [T[T[Triggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)])])] には10秒を設定します。

2.4 [Filters[Filters[Filters (((フフフィィィルルルタタターーー)])])] で以下のことを行います。

- [Door[Door[Door namenamename (((ドドドアアア名名名)])])] のドロップダウンリストからドアを選択します。

- [Door[Door[Door statusstatusstatus (((ドドドアアアススステテテーーータタタススス)])])] のドロップダウンリストから [Forced[Forced[Forced (((こここじじじ開開開けけけ)])])] を選択します。

2.3 [Activity[Activity[Activity (((アアアクククテテティィィビビビテテティィィ)])])] で、トリガーが信号ラインにアクティビティを表示している
ことを確認します。

2.4 [OK][OK][OK] をクリックします。
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3. [Next[Next[Next (((次次次へへへ)])])] をクリックします。

4. 録画アクションを追加します。

4.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Record[Record[Record (((録録録画画画)])])] を選択します。[OK][OK][OK] をクリックします。

4.2 [Camera[Camera[Camera (((カカカメメメラララ)])])] のドロップダウンリストからカメラを選択します。

4.3 [Video[Video[Video settingsettingsetting (((ビビビデデデオオオ設設設定定定)])])] で、以下のことを行います。

- [Profile[Profile[Profile (((プププロロロフフファァァイイイルルル)])])] のドロップダウンリストから [High[High[High (((ハハハイイイ)])])] を選択します。

- [Prebuffer[Prebuffer[Prebuffer (((プププリリリバババッッッフフファァァ)])])] には3秒を設定します。

- [Postbuffer[Postbuffer[Postbuffer (((ポポポススストトトバババッッッフフファァァ)])])] には5秒を設定します。

4.4 [OK][OK][OK] をクリックします。

5. 「アラームを上げる」アクションを追加します。

5.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Raise[Raise[Raise alarmalarmalarm (((アアアラララーーームムムををを上上上げげげるるる)])])] を選択します。[OK][OK][OK] をクリック
します。

5.2 [Alarm[Alarm[Alarm messagemessagemessage (((アアアラララーーームムムメメメッッッセセセーーージジジ)])])] で、アラームのタイトルと説明を入力します。たとえ
ば、「正面出入り口がこじ開けられました」と入力します。

5.3 [OK][OK][OK] をクリックします。

6. [Next[Next[Next (((次次次へへへ)])])] をクリックし、スケジュールには [Always[Always[Always (((常常常時時時)])])] を選択します。

7. [Finish[Finish[Finish (((完完完了了了)])])] をクリックします。

例例例:::
この例では、重要人物が入ってきたときにウェルカムメッセージを再生してエレベーターを呼び出すアクション
ルールをAXIS Camera Stationで設定する方法を紹介します。

開始する前に、以下のことを完了させておく必要があります。

• AXIS A1601 Network Door Controllerの設置と設定を行い、カード所持者を追加します。144ページアクセ
スコントロールの設定 と166ページ、アクセス管理 を参照してください。

• Axisネットワーク音声装置を取り付けて、音声装置をカメラに関連付けます。57ページストリーム
プロファイル を参照してください。

• AXIS A9188 Network I/O Relay Moduleを取り付けてI/Oをエレベーターに接続し、ネットワークI/Oリレー
モジュールのI/OポートをAXIS Camera Stationに追加します。92ページI/Oポート を参照してください。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Recording[Recording[Recording andandand eventseventsevents (((録録録画画画とととイイイベベベンンントトト)])])] >>> [Action[Action[Action rulesrulesrules (((アアアクククシシショョョンンンルルルーーー
ルルル)])])] に移動して [New[New[New (((新新新規規規)])])] をクリックします。

2. 装置イベントトリガーを追加します。

2.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Device[Device[Device eventeventevent (((装装装置置置イイイベベベンンントトト)])])] を選択します。[OK][OK][OK] をクリック
します。

2.2 [Configure[Configure[Configure devicedevicedevice eventeventevent triggertriggertrigger (((装装装置置置イイイベベベンンントトトトトトリリリガガガーーーををを設設設定定定)])])] で、以下のことを行います。

- [Device[Device[Device (((装装装置置置)])])] のドロップダウンリストからAXIS A1601 Network Door Controllerを選択します。

- [Event[Event[Event (((イイイベベベンンントトト)])])] のドロップダウンリストから [Authorization[Authorization[Authorization (((認認認証証証)])])] >>> [Access[Access[Access requestrequestrequest
grantedgrantedgranted (((許許許可可可ささされれれたたたアアアクククセセセススス要要要求求求)])])] の順に選択します。

- [T[T[Triggerriggerrigger periodperiodperiod (((トトトリリリガガガーーー時時時間間間)])])] には10秒を設定します。

2.4 [Filters[Filters[Filters (((フフフィィィルルルタタターーー)])])] で以下のことを行います。
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- [Door[Door[Door namenamename (((ドドドアアア名名名)])])] のドロップダウンリストからドアを選択します。

- [Door[Door[Door sidesideside (((ドドドアアア面面面)])])] のドロップダウンリストからドア面を選択します。

- [Card[Card[Card numbernumbernumber (((カカカーーードドド番番番号号号)])])] を選択して重要人物のカード番号を入力します。

2.4 [Activity[Activity[Activity (((アアアクククテテティィィビビビテテティィィ)])])] で、トリガーが信号ラインにアクティビティを表示している
ことを確認します。

2.5 [OK][OK][OK] をクリックします。

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

4. ウェルカムメッセージをトリガーするために、HTTP通知を送信するアクションを追加します。

4.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Send[Send[Send HTHTHTTPTPTP NotificationNotificationNotification (HT(HT(HTTPTPTP通通通知知知ををを送送送信信信)])])] を選択します。
[OK][OK][OK] をクリックします。

4.2 [URL][URL][URL] フィールドにウェルカムメッセージにするオーディオクリップのURLを入力します。

4.3 [Authentication[Authentication[Authentication requiredrequiredrequired (((認認認証証証ががが必必必要要要)])])] を選択し、音声装置のユーザー名とパスワードを入力
します。

4.4 [OK][OK][OK] をクリックします。

5. 出力を設定するアクションを追加します。

5.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックして [Set[Set[Set outputoutputoutput (((出出出力力力ののの設設設定定定)])])] を選択します。[OK][OK][OK] をクリックします。

5.2 [Output[Output[Output portportport (((出出出力力力ポポポーーートトト)])])] のドロップダウンリストから、エレベーターに接続されている
I/Oモジュールの出力ポートを選択します。

5.3 [State[State[State ononon actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンン時時時ののの状状状態態態)])])] のドロップダウンリストから、エレベーターを呼
び出すI/Oモジュールの状態を選択します。

5.4 [Pulse[Pulse[Pulse (((パパパルルルススス)])])] を選択して、ポートの状態を60秒維持するように設定します。

5.5 [OK][OK][OK] をクリックします。

6. [Next (次へ)] をクリックし、スケジュールには [Always[Always[Always (((常常常時時時)])])] を選択します。

7. [Finish[Finish[Finish (((完完完了了了)])])] をクリックします。

クライアントの設定
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ClientClientClient (((設設設定定定 >>> クククララライイイアアアンンントトト)))] を選択し、

• 起動時のオプションなどクライアントの特定のソフトウェア設定を編集します。114ページクライ
アントの設定 を参照してください。

• ビデオのサイズ変更やハードウェアデコーディングなど、クライアントの特定のストリーミングパフォー
マンス設定を編集します。116ページストリーミング を参照してください。

クライアントの設定
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ClientClientClient >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定)))] に移動して、AXIS Camera Stationクライアン
トの設定を行います。

テテテーーーマママ

クライアントのテーマを選択します。変更は、アプリケーションの再起動後に有効になります。利用可能なテー
マは、[System (システム)]、[Light (ライト)]、[Classic (クラシック)] および [Dark (ダーク)] です。[System (システ
ム)] は、新規インストールのデフォルトのテーマです。
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[System (システム)] を選択した場合、[SettingsSettingsSettings >>> PersonalizationPersonalizationPersonalization >>> ColorsColorsColors >>> ChooseChooseChoose youryouryour defaultdefaultdefault appappapp modemodemode (((設設設
定定定 >>> パパパーーーソソソナナナララライイイゼゼゼーーーシシショョョンンン >>> 色色色 >>> デデデフフフォォォルルルトトトのののアアアプププリリリモモモーーードドドををを選選選択択択)))] でのWindows設定に応じて、テーマは
[Dark (ダーク)] または [Light (ライト)] になります。

全全全般般般

Windowsが起動するたびにAXIS Camera Stationを自動的に開始する場合は、[ RunRunRun applicationapplicationapplication whenwhenwhen WindowsWindowsWindows
startsstartsstarts (((WindowsWindowsWindowsののの起起起動動動時時時にににアアアプププリリリケケケーーーシシショョョンンンををを起起起動動動))) ]をオンにします。

[ ShowShowShow WhatʼsWhatʼsWhatʼs newnewnew afterafterafter eacheacheach updateupdateupdate (((更更更新新新後後後ににに最最最新新新情情情報報報ををを表表表示示示すすするるる))) ]はデフォルトでオンになっており、AXIS
Camera Stationをアップデートするたびに、クライアントを起動した後、[Whatʼs new(最新情報)] タブが表示され
ます。193ページ最新情報タブ を参照してください。

ナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンシシシススステテテムムム

[TTTreereeree viewviewview navigationnavigationnavigation systemsystemsystem (((ツツツリリリーーービビビュュューーーのののナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンシシシススステテテムムム)))]はデフォルトでオンになっており、
ビューとカメラがあるツリービューのナビゲーションペインが有効になります。

[ShowShowShow ininin navigationnavigationnavigation (((ナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンににに表表表示示示)))] ドロップダウンリストから、ビューまたはカメラまたはその
両方を選択して表示します。

分割ビュー内で移動する場合に、ナビゲーションパスをビューの最上部に表示するには、[ShowShowShow navigationnavigationnavigation pathpathpath
whenwhenwhen navigatingnavigatingnavigating ininin viewviewview (((ビビビュュューーー内内内ののの移移移動動動時時時にににナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンンパパパスススををを表表表示示示すすするるる)))] をオンにします。

通通通知知知

• アラーム発生時にWindowsのタスクバーに通知を表示するには、[ShowShowShow taskbartaskbartaskbar notificationnotificationnotification ononon alarmsalarmsalarms
(((アアアラララーーームムムににに関関関すすするるるタタタスススクククバババーーー通通通知知知ををを表表表示示示すすするるる)))] をオンにします。

• タスクの追加または完了時にWindowsのタスクバーに通知を表示するには、[ShowShowShow taskbartaskbartaskbar notificationnotificationnotification
forforfor taskstaskstasks (((タタタスススクククににに関関関すすするるるタタタスススクククバババーーー通通通知知知ををを表表表示示示すすするるる)))] をオンにします。

• 新しいファームウェアがダウンロードできる場合に通知が表示されるようにするには、[ShowShowShow
notificationsnotificationsnotifications ininin DeviceDeviceDevice managementmanagementmanagement (((新新新しししいいいフフファァァーーームムムウウウェェェアアアががが利利利用用用可可可能能能ななな製製製品品品ににに関関関すすするるる通通通知知知ををを表表表
示示示すすするるる)))] をオンにします。

• AXIS Camera Stationにインストールされているインターカムシステムで呼び出しボタンが押されたとき
に通知ウィンドウを表示するには、[ShowShowShow intercomintercomintercom notificationnotificationnotification windowwindowwindow (((イイインンンタタターーーカカカムムム通通通知知知ウウウィィィンンン
ドドドウウウををを表表表示示示すすするるる)))] をオンにします。

スススナナナッッップププシシショョョッッットトト

• スナップショットを撮影したときにメッセージを表示するには、[WhenWhenWhen aaa snapshotsnapshotsnapshot isisis takentakentaken showshowshow aaa
messagemessagemessage (((スススナナナッッップププシシショョョッッットトトののの撮撮撮影影影時時時にににメメメッッッセセセーーージジジををを表表表示示示)))] をオンにします。

• スナップショットを撮影したときにスナップショットの保存先フォルダーを開くには、[WhenWhenWhen aaa
snapshotsnapshotsnapshot isisis takentakentaken openopenopen thethethe snapshotsnapshotsnapshot folderfolderfolder (((スススナナナッッップププシシショョョッッットトトののの保保保存存存時時時にににバババッッックククグググララランンンドドドでででフフフォォォルルル
ダダダーーーををを開開開くくく)))] をオンにします。スナップショットを保存するフォルダーを指定するには、[BrowseBrowseBrowse
(((参参参照照照)))] をクリックします。

開開開始始始

• AXIS Camera Stationを全画面モードで起動するには、[StartStartStart ininin fullfullfull screenscreenscreen (((全全全画画画面面面ででで開開開始始始すすするるる)))] をオン
にします。

• 前回AXIS Camera Stationを終了したときに開いていたタブ、ビュー、カメラビューを表示してAXIS Camera
Stationを開始するには、[Remember[Remember[Remember lastlastlast usedusedused tabstabstabs (((最最最後後後ににに使使使用用用しししたたたタタタブブブををを記記記憶憶憶すすするるる)])])] をオンにします。

• 前回AXIS Camera Stationを終了したときに使用していたモニターでAXIS Camera Stationを開始するには、
[Remember[Remember[Remember lastlastlast usedusedused monitorsmonitorsmonitors (((最最最後後後ににに使使使用用用しししたたたモモモニニニタタターーーををを記記記憶憶憶すすするるる)])])] をオンにします。
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注
• ビューとカメラビューはタブごとに保存されます。これらは、クライアントが同じサーバーに再接続した

場合にのみ記憶されます。
• モニター、ビュー、カメラビューは、タブが記憶されている場合にのみ記憶されます。
• ライブビューにドラッグアンドドロップしたダイナミックビューは記憶されません。
• 複数のサーバーに接続しているときに、異なるサーバーで異なるユーザーが使用されている場合、

[RememberRememberRemember lastlastlast usedusedused tabstabstabs (((最最最後後後ににに使使使用用用しししたたたタタタブブブををを記記記憶憶憶すすするるる)))] はサポートされません。
• 同じユーザーとして複数のサーバーに接続する場合:

- 最初のサーバーにログオンしたユーザーの最後に使用したタブが記憶されます。

- 新しいサーバーが接続されると、新しいサーバーにログオンしたユーザーの最後に使用し
たタブが記憶されます。

アアアラララーーームムム時時時ににに音音音ををを鳴鳴鳴らららすすす

• アラーム音を鳴らさないようにするには、[NoNoNo soundsoundsound (((サササウウウンンンドドドなななししし)))] を選択します。

• アラームで通常のビープ音を鳴らすには、[BeepBeepBeep (((ビビビーーープププ)))] を選択します。[PlayPlayPlay (((再再再生生生)))] をクリックしてサ
ウンドをテストすることができます。

• アラーム音をカスタマイズする場合は、[SoundSoundSound filefilefile (((サササウウウンンンドドドフフファァァイイイルルル)))] を選択して [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をク
リックすると、サウンドファイルに移動します。Windows Media Playerが対応するすべての形式のサウン
ドファイルを使用できます。[PlayPlayPlay (((再再再生生生)))] をクリックしてサウンドをテストすることができます。

着着着信信信時時時ににに音音音ををを鳴鳴鳴らららすすす

• 着信時に音を鳴らさないようにするには、[NoNoNo soundsoundsound (((サササウウウンンンドドドなななししし)))] を選択します。

• 着信時に通常のビープ音を鳴らすには、[BeepBeepBeep (((ビビビーーープププ)))] を選択します。[PlayPlayPlay (((再再再生生生)))] をクリックしてサウ
ンドをテストすることができます。

• 着信音をカスタマイズする場合は、[SoundSoundSound filefilefile (((サササウウウンンンドドドフフファァァイイイルルル)))] を選択して [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリッ
クすると、サウンドファイルに移動します。Windows Media Playerが対応するすべての形式のサウンド
ファイルを使用できます。[PlayPlayPlay (((再再再生生生)))] をクリックしてサウンドをテストすることができます。

言言言語語語

AXIS Camera Stationクライアントの言語を変更します。変更は、クライアントの再起動後に有効になります。

機機機能能能

デフォルトでは、スマート検索1が表示されます。この機能を非表示にするには、[ShowShowShow smartsmartsmart searchsearchsearch 111 (((ススス
マママーーートトト検検検索索索111ののの表表表示示示)))] をオフにします。

フフフィィィーーードドドバババッッッククク

アプリケーションやユーザーエクスペリエンスを向上できるよう、匿名のクライアント使用データをAxis
Communicationsと共有する場合に選択します。サーバーのオプションを変更するには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer
>>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定)))] を選択します。

ストリーミング
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ClientClientClient >>> StreamingStreamingStreaming (((設設設定定定 >>> クククララライイイアアアンンントトト >>> ススストトトリリリーーーミミミンンングググ)))] を選択して、AXIS Camera Station
クライアントのストリーミングオプションを設定します。

ビビビデデデオオオのののサササイイイズズズ変変変更更更

• [ScaleScaleScale tototo bestbestbest fitfitfit (((自自自動動動サササイイイズズズ変変変更更更)))] を選択すると、アスペクト比を損なわずに、または画像をトリミング
せずに、使用可能な表示領域全体に映像を表示することができます。
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• [FillFillFill videovideovideo areaareaarea (may(may(may cropcropcrop partspartsparts ofofof thethethe video)video)video) (((ビビビデデデオオオ領領領域域域ををを埋埋埋めめめるるる (((場場場合合合ににによよよっっってててはははビビビデデデオオオののの一一一部部部ををを
クククロロロッッップププ))))))] を選択すると、映像のサイズを使用可能な表示領域に合わせて変更できます。サイズを
変更しても、映像のアスペクト比は維持されます。使用可能な表示領域のアスペクト比が映像と異
なる場合、映像のサイズが適宜調整されます。

ハハハーーードドドウウウェェェアアアデデデコココーーーデデディィィンンングググ

[ModeModeMode (((モモモーーードドド)))] フィールドと [GraphicsGraphicsGraphics cardcardcard (((グググラララフフフィィィッッックククカカカーーードドド)))] フィールドで、ドロップダウンリストから
モードとグラフィックカードを選択します。ハードウェアデコーディングは、グラフィックカードを使用してビデ
オをデコードします。高性能のグラフィックカードを搭載している場合、特に高解像度ビデオをストリーミングす
るときには、ハードウェアデコーディングは性能を改善してCPU使用率を下げる優れた方法です。

モモモーーードドド

• 自自自動動動::: 解像度が3840x2160p (25フレーム/秒) (4KまたはUHDとも呼ばれる) のストリームは、ハードウェア
でデコードされます (グラフィックカードがサポートしている場合)。

• オオオンンン::: 解像度が1920x1080p (25フレーム/秒) (1080pまたはHDとも呼ばれる) のストリームは、ハードウェ
アでデコードされます (グラフィックカードがサポートしている場合)。

• オオオフフフ::: ハードウェアデコーディングはオフになり、AXIS Camera StationはCPUを使用して映像をデ
コードします。

グググラララフフフィィィッッックククカカカーーードドド::: 使用可能なグラフィックカードを表示します。システムに複数のグラフィックカードがある
場合、AXIS Camera Stationは使用可能なすべてのグラフィックカードを表示します。

注
• 1080pより低い解像度のカメラの場合、ハードウェアデコーディングをオンにしても、これらのカメラで

はハードウェアデコーディングは使用されません。
• 4Kストリーミングのカメラの場合、グラフィックカードが4Kデコーディングをサポートしていないと、

ハードウェアデコーディングをオンにしてもハードウェアデコーディングは1080pにのみ使用され、
4Kストリームには使用されません。

帯帯帯域域域幅幅幅ののの使使使用用用量量量

たとえば、AXIS Camera StationクライアントとAXIS Camera Stationサーバーの間で低速な接続を使用する場合、ラ
イブビューで使用する解像度やフレームレートを制限して、帯域幅の使用量を減らすことができます。

• [AlwaysAlwaysAlways useuseuse thethethe streamstreamstream profileprofileprofile LowLowLow ononon thisthisthis clientclientclient (((こここのののクククララライイイアアアンンントトトでででははは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にに常常常
ににに低低低ををを使使使用用用)))] をオンにすると、AXIS Camera Stationはライブビューのストリームプロファイルに常に
低を使用します。ストリームプロファイルを参照してください。

注
この設定は、H.264およびM-JPEGビデオに影響します。MPEG-4には影響はありません。

• [SuspendSuspendSuspend videovideovideo streamsstreamsstreams forforfor inactiveinactiveinactive tabstabstabs (((非非非アアアクククテテティィィブブブタタタブブブのののビビビデデデオオオススストトトリリリーーームムムををを停停停止止止すすするるる)))] をオンに
すると、非アクティブのタブのビデオストリームが停止されます。

• [SuspendSuspendSuspend videovideovideo streamsstreamsstreams ininin intercomintercomintercom notificationnotificationnotification windowwindowwindow (((イイインンンタタターーーカカカムムム通通通知知知ウウウィィィンンンドドドウウウでででビビビデデデオオオススストトト
リリリーーームムムををを停停停止止止すすするるる)))] をオンにすると、インターカム通知ウィンドウでビデオストリームが停止されます。

PTZPTZPTZ (((パパパンンン、、、チチチルルルトトト、、、ズズズーーームムム)))

[SelectSelectSelect viewviewview withwithwith firstfirstfirst clickclickclick insteadinsteadinstead ofofof startingstartingstarting PTZPTZPTZ (PTZ(PTZ(PTZををを開開開始始始すすするるる代代代わわわりりりににに最最最初初初のののクククリリリッッックククでででビビビュュューーーををを選選選択択択
すすするるる)))] をオンにすると、ビューで行う最初のクリックによるビューの選択が有効になります。ビューで行う
その後すべてのクリックで、PTZを制御できます。

音音音声声声

• PushPushPush---TTTooo---TTTalkalkalk (((のののリリリリリリーーーススス遅遅遅延延延 (((ミミミリリリ秒秒秒)):)):)): スライダーを使用して、[PushPushPush---tototo---talktalktalk] ボタンを離した後マイ
クから送信される音声を何ミリ秒間保持するかを調整できます。
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• [UseUseUse pushpushpush---tototo---talktalktalk forforfor allallall duplexduplexduplex modesmodesmodes (((すすすべべべてててののの二二二重重重モモモーーードドドでででPushPushPush---TTTooo---TTTalkalkalkををを使使使用用用すすするるる)))] をオンにする
と、単方向、半二重、全二重のすべてのモードでPush-To-Talkを使用できるようになります。

• [AlwaysAlwaysAlways allowallowallow audioaudioaudio forforfor intercomsintercomsintercoms (((イイインンンタタターーーカカカムムムののの音音音声声声ををを常常常ににに許許許可可可すすするるる)))] をオンにすると、インター
カムからの実行中通話がない場合でも、インターカムの音声を聴いたり、インターカムに送話した
りできるようになります。

イイインンンスススタタタンンントトト再再再生生生

再生継続時間を1〜600秒に設定すると、タイムラインに戻って録画が再生されます。

接続中のサービスの設定

ファームウェアアップグレード設定
注

複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーでファームウェアのアップグ
レードを設定することができます。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ConnectedConnectedConnected servicesservicesservices >>> FirmwareFirmwareFirmware upgradeupgradeupgrade settingssettingssettings (((設設設定定定 >>> 接接接続続続中中中のののサササーーービビビススス >>> フフファァァーーー
ムムムウウウェェェアアアアアアッッップププグググレレレーーードドド設設設定定定)))] を選択します。

2. [更新の自動確認] セクションで次のように実行します。

- 利用可能なファームウェアバージョンを起動時に毎回確認するには、[CheckCheckCheck forforfor updatesupdatesupdates (((更更更新新新
ををを確確確認認認すすするるる)))] ドロップダウンリストから [EveryEveryEvery startstartstart ---upupup (((起起起動動動時時時ににに毎毎毎回回回)))] を選択します。デフォ
ルトでは、AXIS Camera Stationはファームウェア更新の確認を行わないよう設定されています。

- サーバーで利用可能なファームウェアを確認するには、[CheckCheckCheck nownownow (((今今今すすすぐぐぐ確確確認認認)))] をクリック
します。

- www.axis.comで公開されたファームウェア更新を自動確認するよう設定するには、[CheckCheckCheck
axis.comaxis.comaxis.com forforfor newnewnew availableavailableavailable firmwarefirmwarefirmware (((新新新しししいいいフフファァァーーームムムウウウェェェアアアをををaxis.comaxis.comaxis.com ででで確確確認認認すすするるる)))] を選択し
ます。デフォルトでは、このオプションはあらかじめ選択されています。ファームウェアを手
動で更新するには、「71ページファームウェアのアップグレード 」を参照してください。

[アップグレードの順序] セクションで次のように実行します。

- 複数の装置のアップグレードを同時に実行する場合は、[ParallelParallelParallel (((同同同時時時進進進行行行)))] を選択します。
このオプションの方が [SequentialSequentialSequential (((シシシーーーケケケンンンススス)))] より高速ですが、すべての装置が同時に
オフラインになります。

- 装置を順番にアップグレードを実行する場合は、[SequentialSequentialSequential (((シシシーーーケケケンンンススス)))] を選択します。
このオプションの方が時間がかかりますが、装置が同時にオフラインになることはありませ
ん。問題が発生したときにシーケンスのアップグレードを中止する場合は、[CancelCancelCancel remainingremainingremaining
upgradesupgradesupgrades ififif oneoneone devicedevicedevice failsfailsfails (((アアアッッップププグググレレレーーードドドににに失失失敗敗敗しししたたた装装装置置置ががが見見見つつつかかかっっったたた場場場合合合、、、残残残りりりのののアアアッッップププ
グググレレレーーードドドをををキキキャャャンンンセセセルルルすすするるる)))] を選択します。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=firmware-upgrade-settings

ファームウェアの自動確認を有効にする

Axis Secure Remote Access
Axisセキュアリモートアクセスを使用すると、スマートフォン、タブレットまたはコンピューターを使用して、暗
号化されたセキュアなインターネット接続経由でAXIS Camera Stationサーバーに接続できます。Axisセキュアリ
モートアクセスは、ルーターのポートフォワーディングに依存せずにカメラにアクセスします。

注
• Axisセキュアリモートアクセスは、AXIS Camera Station 5.12以降でのみ利用可能です。
• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーでAxisセキュアリモートア
クセスを設定することができます。

AxisAxisAxisセセセキキキュュュアアアリリリモモモーーートトトアアアクククセセセスススののの有有有効効効化化化

Axisセキュアリモートアクセスを有効にするには、お使いのMyAxisアカウントでサインインしてください。Axisセ
キュアリモートアクセスは手動で有効にする必要があります。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ConnectedConnectedConnected servicesservicesservices >>> AxisAxisAxis SecureSecureSecure RemoteRemoteRemote AccessAccessAccess (((設設設定定定 >>> 接接接続続続中中中のののサササーーービビビススス >>> AxisAxisAxisセセセ
キキキュュュアアアリリリモモモーーートトトアアアクククセセセススス)))] を選択します。

2. [MyAxisアカウント] セクションで、MyAxisアカウントのメールアドレスを入力して [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をク
リックします。MyAxisアカウントには推測されにくいパスワードを使用することをお勧めします。

3. [Axis Secure Remote Access (Axisセキュアリモートアクセス)] セクションで、[EnableEnableEnable (((有有有効効効にににすすするるる)))] をク
リックしてリモートアクセスを有効にします。

Axisセキュアリモートアクセスが有効な場合、サーバーへリモートでログインすることができます。AXIS
Camera Station Serverにログインを参照してください。

モモモバババイイイルルル装装装置置置でででのののAxisAxisAxisセセセキキキュュュアアアリリリモモモーーートトトアアアクククセセセスススののの有有有効効効化化化

モバイル装置 (iOS および Android) の場合は、Axis Mobile監視アプリをダウンロードしてください。Axis Mobile監
視アプリでは、リモートサーバーでAxisセキュアリモートアクセスを有効化するために使用したものと同じMyAxis
アカウントを使用してサインインすることで、最初にリモートアクセスをアクティブにする必要があります。サイ
ンインすると、1か月にMyAxisアカウントで使用した中継データの合計量が表示されます。

AxisAxisAxisセセセキキキュュュアアアリリリモモモーーートトトアアアクククセセセスススののの使使使用用用

AXIS Camera Stationクライアントの最下部に、Axisセキュアリモートアクセスの使用状況が表示されます。リンク
をクリックすると、セキュアリモート接続がどのように使用されているかに関する概要を取得できます。

• サササーーービビビスススレレレベベベルルル::: Axisセキュアリモートアクセスサブスクリプションのサービスレベルを表示します。

• 今今今月月月ににに使使使用用用しししたたたデデデーーータタタ::: 今月使用したデータ量を表示します。カウンターは毎月1日の夜中までにリ
セットされます。

• 超超超過過過::: 今月使用したデータのうち、サービスレベルに含まれる量を超過した追加データ量を表示します。
これはサブスクリプションで超過が有効になっている場合にのみ利用できます。
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• 接接接続続続::: セキュアリモートアクセスを使用して接続しているサーバーを表示します。

AXIS Camera Stationの更新
AXIS Camera Stationは、クライアントおよびサーバーの新しいバージョンを自動的に確認できます。新しいバー
ジョンが利用可能になると、新しいソフトウェアのダウンロードを促すメッセージが表示されます。AXIS Camera
Stationの最新バージョンをインストールすることで、最新の機能を利用できるようになり、Axis体験が向上します。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーでソフトウェアのアップグ
レードを設定することができます。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ConnectedConnectedConnected servicesservicesservices >>> AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation updateupdateupdate (((設設設定定定 >>> 接接接続続続中中中のののサササーーービビビススス >>> AXISAXISAXIS
CameraCameraCamera StationStationStation ののの更更更新新新)))] を選択します。

2. 自動または手動で更新を確認します。

- [AutomaticAutomaticAutomatic checkcheckcheck forforfor updatesupdatesupdates (((更更更新新新ののの自自自動動動確確確認認認)))] で [EveryEveryEvery startstartstart ---upupup (((起起起動動動時時時ににに毎毎毎回回回)))] を選択する
と、起動のたびに新しいソフトウェアバージョンが確認されます。

- [AutomaticAutomaticAutomatic checkcheckcheck forforfor updatesupdatesupdates (((更更更新新新ののの自自自動動動確確確認認認)))] で、[NeverNeverNever (((確確確認認認しししななないいい)))] を選択します。
[CheckCheckCheck forforfor updatesupdatesupdates (((更更更新新新ををを確確確認認認)))] をクリックして、新しいソフトウェアバージョンを手動
で確認します。

3. 新しいソフトウェアバージョンが存在する場合は、[UpdateUpdateUpdate statusstatusstatus (((更更更新新新ススステテテーーータタタススス)))] のリストに
表示されます。[ViewViewView detailsdetailsdetails (((詳詳詳細細細ををを表表表示示示)))] をクリックすると、リリースノートが表示されます。
[DownloadDownloadDownload softwaresoftwaresoftware (((ソソソフフフトトトウウウェェェアアア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、ソフトウェアの新バージョ
ンをダウンロードします。

AXIS System Health Monitoring Cloud Serviceの設定
AXIS System Health Monitoring Cloud Serviceを使用すると、別のネットワーク上にあるシステムの健全性データを
監視できます。クラウドベースのサービスであるため、より高い信頼性、メンテナンスの少なさ、別の組織のシス
テムを監視する機能も提供します。詳細については、121ページ組織 を参照してください。

AXIS System Health Monitoring Cloud Serviceの設定を開始する前に、MyAxisアカウントを作成することをお勧
めします。

1. [ConnectedConnectedConnected servicesservicesservices (((接接接続続続中中中のののサササーーービビビススス)))] > [AXISAXISAXIS SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring CloudCloudCloud ServiceServiceService ] に移動し
ます。

2. [ConnectConnectConnect (((接接接続続続)))] をクリックします。

3. MyAxisアカウントでサインインします。

4. システムの接続先の組織を選択します。詳細については、121ページ組織 を参照してください。

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

6. 必要に応じて、組織内に [FoldersFoldersFolders (((フフフォォォルルルダダダーーー)))] を作成します。このフォルダー構造を作成すると、組織
内の複数のサイトにシステムがある場合などに便利です。

7. システムの接続先の [FolderFolderFolder (((フフフォォォルルルダダダーーー)))] を選択します。システムを組織に直接接続することも
できます。

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

9. [SaveSaveSave andandand exitexitexit (((保保保存存存しししててて終終終了了了)))] をクリックします。

10. 接続が完了するまで待ちます。
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組織

組織はクラウドサービスの中心にあります。

• 組織は、AXIS Camera Stationシステムをさまざまなクラウドサービスのユーザーに接続します。

• 特に、クラウドベースのシステムの健全性監視を可能にします。詳細については、120ページAXIS
System Health Monitoring Cloud Serviceの設定 を参照してください。

• 組織は、サービス管理者やオペレーターなど、さまざまなユーザー権限を定義します。

組織は、さまざまなサイトにあるシステムを表すフォルダーなどに構成できます。組織を作成するには、
My Axisアカウントが必要です。

組織の管理

組織を編集するには:

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring (((シシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視)))] > [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)))] に移動します。

2. [OpenOpenOpen AXISAXISAXIS SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring CloudCloudCloud ServiceServiceService (AXIS(AXIS(AXISのののシシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視クククラララウウウドドドサササーーービビビススス
ををを開開開くくく)))] をクリックします。

3. ユーザー設定を開き、編集する組織を選択します。

4. ユーザー設定を開き、

[ManageManageManage organizationsorganizationsorganizations (((組組組織織織ののの管管管理理理)))] をクリックします。

このビューで、既存の組織内のフォルダーやサブフォルダーを追加または削除したり、新しい組織を作成
したりすることができます。

組織からシステムを切断する

たとえば、ある組織から別の組織にシステムを移動することもあります。これを行うには、まずシステムを現在
の組織から切断する必要があります。

1. [ConnectedConnectedConnected servicesservicesservices (((接接接続続続中中中のののサササーーービビビススス)))] > [AXISAXISAXIS SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring CloudCloudCloud ServiceServiceService ] に移動し
ます。

2. [DisconnectDisconnectDisconnect (((切切切断断断)))] をクリックします。

ユーザーを組織に招待する

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring (((シシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視)))] > [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)))] に移動します。

2. [OpenOpenOpen AXISAXISAXIS SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring CloudCloudCloud ServiceServiceService (AXIS(AXIS(AXISのののシシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視クククラララウウウドドドサササーーービビビススス
ををを開開開くくく)))] をクリックします。

3. ユーザー設定を開き、ユーザーを招待する組織を選択します。

4. ユーザー設定を開き、 [ManageManageManage organizationsorganizationsorganizations (((組組組織織織ののの管管管理理理)))] をクリックします。

5. [UsersUsersUsers (((ユユユーーーザザザーーー)))] タブを開きます。

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

7. 招待コードをコピーし、招待するユーザーに送信します。
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注
招待コードをユーザーと共有するときは、招待する組織の名前も提供します。

組織に参加する

誰かに組織への参加を望まれると、招待コードが届きます。組織に参加するには:

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring (((シシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視)))] > [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)))] に移動します。

2. [OpenOpenOpen AXISAXISAXIS SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring CloudCloudCloud ServiceServiceService (AXIS(AXIS(AXISのののシシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視クククラララウウウドドドサササーーービビビススス
ををを開開開くくく)))] をクリックします。

3. ユーザー設定を開き、参加する組織を選択します。

4. ユーザー設定を開き、

[ManageManageManage organizationsorganizationsorganizations (((組組組織織織ののの管管管理理理)))] をクリックします。

5. [UsersUsersUsers (((ユユユーーーザザザーーー)))] タブを開きます。

6. 招待コードを貼り付けます。

7. [JoinJoinJoin (((参参参加加加)))] をクリックします。

サーバーの設定

スケジュールされたエクスポート
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> ScheduledScheduledScheduled exportexportexport (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> エエエクククスススポポポーーートトトのののスススケケケジジジュュューーールルル)))] を選択すると、
指定した平日に撮影したカメラの録画をエクスポートすることができます。

選択した時刻に、前回のエクスポート以降のすべての録画がエクスポートされます。前回のエクスポートが1週
間以上前に行われた場合 (たとえば、エクスポートのスケジュールがしばらく無効になっていた場合など) や
前回エクスポートされた録画がない場合には、過去1週間以内に録画されたデータだけがエクスポートされま
す。それより前の録画をエクスポートするには、[録画] タブを開き、手動で録画をエクスポートしてくだ
さい。録画のエクスポートを参照してください。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーでスケジュールを有効にし、管理
することができます。

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録録録画画画をををエエエクククスススポポポーーートトトすすするるる

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> ScheduledScheduledScheduled exportexportexport (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> エエエクククスススポポポーーートトトのののスススケケケジジジュュューーールルル)))] を選
択します。

2. [ScheduledScheduledScheduled exportexportexport (((エエエクククスススポポポーーートトトのののスススケケケジジジュュューーールルル)))] で、[EnableEnableEnable scheduledscheduledscheduled exportexportexport (((スススケケケジジジュュューーールルルエエエクククススス
ポポポーーートトトををを有有有効効効にににすすするるる)))] を選択してエクスポートのスケジュールを有効にします。

3. [CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))] で、録画をエクスポートするカメラを選択します。デフォルトで、リストされたすべ
てのカメラが選択されます。[UseUseUse allallall camerascamerascameras (((すすすべべべてててのののカカカメメメラララををを使使使用用用)))] をオフにし、[TTTypeypeype tototo searchsearchsearch (((検検検
索索索すすするるる文文文字字字列列列ををを入入入力力力)))] フィールドを使用してリストから特定のカメラを検索して選択します。

4. [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] で以下の操作を行います。

- コンピューターのフォルダーに録画を保存するには、[ServerServerServer directorydirectorydirectory pathpathpath (((サササーーーバババーーーデデディィィレレレ
クククトトトリリリパパパススス)))] を選択し、ディレクトリパスを入力します。
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- ネットワークストレージのフォルダーに録画を保存するには、[NetworkNetworkNetwork directorydirectorydirectory pathpathpath (((ネネネッッッ
トトトワワワーーークククデデディィィレレレクククトトトリリリパパパススス)))] を選択し、ディレクトリパスを入力します。ネットワークスト
レージでは、認証情報の使用を選択できます。共有はAXIS Camera Stationサーバーからアク
セス可能でなければなりません。録画に使用するストレージの追加方法については、スト
レージの管理を参照してください。

- Windows Media Playerで使用される.asx形式でプレイリストを作成するには、[CreateCreateCreate playlistplaylistplaylist (((プププ
レレレイイイリリリススストトトををを作作作成成成)))] を選択します。録画は録画された順に再生されます。

- [ExportExportExport formatformatformat (((エエエクククスススポポポーーートトト形形形式式式)))] ドロップダウンリストから、録画のエクスポート先の
形式を選択します。

[ASF] を選択した場合は、[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)))] を選択して、画像の改
ざんを防ぎ、データの信頼性と完全性を保証するデジタル署名を使用できます。デジタル署名
は、AXIS File Playerで検証することができます。録画のエクスポートにある「デジタル署名」セ
クションを参照してください。[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)))] を選択して、デジタル
署名にパスワードを使用することもできます。

[MP4]を選択した場合、G.711またはG.726形式の音声はエクスポートされた録画に含まれません。

5. [WeeklyWeeklyWeekly schedulescheduleschedule (((週週週次次次スススケケケジジジュュューーールルル)))] で、録画をエクスポートする時刻と曜日を選択します。

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

MicrosoftMicrosoftMicrosoft WindowsWindowsWindows 200820082008 ServerServerServerののの使使使用用用

Microsoft Windows 2008 Serverで動作するサーバーから録画をエクスポートするには、以下の手順でDesktop
Experienceをインストールする必要があります。

1. メニューから [StartStartStart >>> AdministrativeAdministrativeAdministrative TTToolsoolsools >>> ServerServerServer ManagerManagerManager (((スススタタターーートトト >>> 管管管理理理ツツツーーールルル >>> サササーーーバババーーーマママネネネーーー
ジジジャャャーーー)))] を選択してサーバーマネージャーを開きます。

2. [機能の概要] セクションで、[AddAddAdd featuresfeaturesfeatures (((機機機能能能ののの追追追加加加)))] をクリックします。

3. [DesktopDesktopDesktop ExperienceExperienceExperience ] を選択し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックし、[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。

MicrosoftMicrosoftMicrosoft WindowsWindowsWindows 201220122012 ServerServerServerののの使使使用用用

Microsoft Windows 2012 Serverで動作するサーバーから録画をエクスポートするには、以下の手順でDesktop
Experienceをインストールする必要があります。

1. メニューから [StartStartStart >>> AdministrativeAdministrativeAdministrative TTToolsoolsools >>> ServerServerServer ManagerManagerManager (((スススタタターーートトト >>> 管管管理理理ツツツーーールルル >>> サササーーーバババーーーマママネネネーーー
ジジジャャャーーー)))] を選択してサーバーマネージャーを開きます。

2. [ManageManageManage >>> AddAddAdd RulesRulesRules andandand FeaturesFeaturesFeatures (((管管管理理理 >>> 権権権限限限ととと機機機能能能ののの追追追加加加)))] を選択して、権限と機能の追加ウィ
ザードを起動します。

3. [機能の概要] セクションで、[UserUserUser InterfacesInterfacesInterfaces andandand InfrastructureInfrastructureInfrastructure (((ユユユーーーザザザーーーイイインンンタタターーーフフフェェェーーースススとととイイインンン
フフフラララススストトトラララクククチチチャャャ)))] を選択します。

4. [DesktopDesktopDesktop ExperienceExperienceExperience ] を選択し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックし、[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。

事故レポート
事故レポートの権限が有効になっている場合は、事故に関する録画、スナップショット、メモを含む事故レポー
トを生成することができます。35ページ事故レポートのエクスポート を参照してください。

以下の手順で事故レポートを設定します。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> IncidentIncidentIncident reportreportreport (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 事事事故故故レレレポポポーーートトト)))] に移動します。

2. [LocationLocationLocation (((場場場所所所)))] で、事故レポートの保存先を選択します。
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- コンピューターのフォルダーに事故レポートを保存するには、[ServerServerServer directorydirectorydirectory pathpathpath (((サササーーー
バババーーーデデディィィレレレクククトトトリリリパパパススス)))] を選択します。ディレクトリパスを入力するか、右クリックしてパス
フィールドに変数を挿入します。サーバー名、カテゴリー、ユーザー名を変数として定義でき
ます。例: C:\Reports\$(サーバー名)\$(カテゴリー)\$(ユーザー名)\

- ネットワークストレージのフォルダーに事故レポートを保存するには、[NetworkNetworkNetwork directorydirectorydirectory
pathpathpath (((ネネネッッットトトワワワーーークククデデディィィレレレクククトトトリリリパパパススス)))] を選択し、ディレクトリパスを入力します。ネット
ワークストレージでは、認証情報の使用を選択できます。共有はAXIS Camera Stationサーバー
からアクセス可能でなければなりません。録画に使用するストレージの追加方法について
は、ストレージの管理を参照してください。

3. [ExportExportExport formatformatformat (((エエエクククスススポポポーーートトト形形形式式式)))] ドロップダウンリストから、録画のエクスポート先の形式を選
択します。

- [ASF] を選択した場合は、[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)))] を選択して、画像の改
ざんを防ぎ、データの信頼性と完全性を保証するデジタル署名を使用できます。デジタル署名
は、AXIS File Playerで検証することができます。録画のエクスポートにある「デジタル署名」セ
クションを参照してください。[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)))] を選択して、デジタル
署名にパスワードを使用することもできます。

- [MP4]を選択した場合、G.711またはG.726形式の音声はエクスポートされた録画に含まれません。

4. [CategoriesCategoriesCategories (((カカカテテテゴゴゴリリリーーー)))] で、カテゴリーを追加または削除して、事故レポートをグループ化できます。
カテゴリーをサーバーディレクトリパスの変数として設定した場合、カテゴリーをエクスポート先の
フォルダー名とすることができます。

4.1 「事故」や「窃盗」など、ボックスにカテゴリー名を入力します。[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリック
します。

4.2 カテゴリーを削除するには、カテゴリーを選択し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックします。

5. [DescriptionDescriptionDescription templatetemplatetemplate (((説説説明明明テテテンンンプププレレレーーートトト)))] で、事故レポート生成時に [Description (説明)] フィールド
に表示する情報を定義し、[ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。例: 報告者: <名前、メール、電話番号
を挿入します>

サーバーの設定
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定)))] に移動して、AXIS Camera Stationのサーバー
設定を行います。

注
複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[ 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て、接続している任意のサーバーでサーバー設定を行うことができます。

エエエクククスススポポポーーートトト

エクスポートリストに録画を追加する際に音声を含めるには、[IncludeIncludeInclude audioaudioaudio whenwhenwhen addingaddingadding recordingsrecordingsrecordings tototo exportexportexport
(((エエエクククスススポポポーーートトトすすするるる録録録画画画ののの追追追加加加時時時ににに音音音声声声ををを含含含めめめるるる)))] を選択します。

ロロログググ

アラーム、イベント、監査を保持する日数を指定します。1〜1000の数値を使用できます。

外外外部部部デデデーーータタタ

外部データを保持する日数を指定します。1〜1000の数値を使用できます。

SMTPSMTPSMTPサササーーーバババーーー

システムアラームが発生したり、イベント設定ルールがアクティブになったりしたときに電子メールを送信する
には、AXIS Camera StationにSMTPサーバーを追加する必要があります。
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このセクションでは、追加されたSMTPサーバーが一覧表示されます。矢印を使用してサーバーの順序を変更でき
ます。これらのサーバーは、一覧表示されているのと同じ順序で使用されます。

SMTPサーバーを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定)))] に移動します。

2. [SMTPSMTPSMTP serversserversservers (SMTP(SMTP(SMTPサササーーーバババーーー)))] セクションで、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

3. [ServerServerServer (((サササーーーバババーーー)))] セクションで:

- 使用するSMTPサーバーのアドレスとポートを入力します。587は、SMTP TLS接続のデフォル
トポートです。

- サーバーへのアクセスにユーザー名とパスワードを使用する場合は、[UseUseUse authenticationauthenticationauthentication (((認認認
証証証ををを使使使用用用すすするるる)))] を選択します。サーバーへのアクセスに使用するユーザー名とパスワード
を入力します。

- SMTPサーバーがTLSを使用している場合は、[UseUseUse TLSTLSTLS (((TLSTLSTLSををを使使使用用用すすするるる)))] を選択します。TLSは、
安全な通信を提供するプロトコルであり、デフォルトで使用されるようになります。

4. [SenderSenderSender (((送送送信信信者者者)))] セクションで、送信者の電子メールに表示する名前とメールアドレスを入力します。

SMTPサーバーを編集するには、サーバーを選択して [EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリックします。

SMTPサーバーを削除するには、サーバーを選択して [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 [YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックするとサーバーが削除されます。

SMTPサーバーをテストするには、サーバーを選択して [TTTestestest allallall (((すすすべべべてててテテテススストトト)))] をクリックします。ポップ
アップダイアログの [RecipientRecipientRecipient (((送送送信信信先先先)))] フィールドにメールアドレスを入力し、[OKOKOK] をクリックするとテ
ストメールが送信されます。

SMTPサーバーがテストを実行し、結果と可能なアクションのリストが表示されます。

OKOKOK --- SMTPサーバーとの接続に成功しました。テストメールが届いていることを確認してください。

不不不明明明なななエエエラララーーー --- 電子メールの送信時に予期しないエラーが発生しました。SMTPサーバーが正しく動作しているか
どうかを確認してください。

接接接続続続ででできききままませせせんんん --- AXIS Camera StationはSMTPサーバーにアクセスできません。SMTPサーバーが正しく動作してい
ること、AXIS Camera StationとSMTPサーバーの間のすべてのルーターとプロキシサーバーの設定が正しく行
われていることを確認してください。

設設設定定定エエエラララーーー --- TLSが要求されましたが、サーバーがStartTLSをサポートしていないか、認証をサポートしていない
か、または対応している認証メカニズムがありません。

TLS/SSLTLS/SSLTLS/SSLハハハンンンドドドシシシェェェイイイクククエエエラララーーー --- 無効なサーバー証明書など、TLS/SSLネゴシエーション中にエラーが発生
しました。

認認認証証証ががが必必必要要要 --- サーバーは、電子メールを送信するには認証が必要です。

認認認証証証エエエラララーーー --- 認証情報が正しくありません。

接接接続続続ががが切切切断断断ささされれれままましししたたた --- 接続は確立されましたが、その後切断されました。

シシシススステテテムムムアアアラララーーームムム

システムアラーム通知は、カメラとの接続が切断されたとき、録画ストレージへのアクセスが拒否されたと
き、予期しないサーバーシャットダウンが検知されたとき、録画エラーが発生したときに実行されます。シ
ステムアラームの発生時に、通知メールを送信することができます。

注
メールを送信するには、事前にSMTPサーバーを追加する必要があります。
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システムアラームに関するメールを送信するには:

1. [SendSendSend emailemailemail ononon systemsystemsystem alarmalarmalarm tototo thethethe followingfollowingfollowing recipientsrecipientsrecipients (((シシシススステテテムムムアアアラララーーームムム発発発生生生時時時ににに以以以下下下ののの受受受信信信者者者ににに
メメメーーールルルををを送送送信信信すすするるる)))] を選択してシステムアラームメールを有効にします。

2. [送信先] セクションで次のように実行します。

2.1 メールの [TTTooo]、[CcCcCc]、[BccBccBcc] フィールドのいずれかを選択し、メールアドレスを入力します。

2.2 [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして、メールアドレスを [RecipientsRecipientsRecipients (((送送送信信信先先先)))] ボックスに追加します。

装装装置置置接接接続続続

ホスト名を使用して接続されている装置で、ホスト名にアクセスできない場合:

• ホスト名を使用して接続を継続するには、[KeepKeepKeep usingusingusing thethethe hostnameshostnameshostnames eveneveneven ififif theytheythey becomebecomebecome unreachableunreachableunreachable
(((ホホホススストトト名名名ををを利利利用用用ででできききななないいい場場場合合合でででもももホホホススストトト名名名ををを使使使用用用ししし続続続けけけるるる)))] を選択します。

• IPアドレスを使用した接続に自動的に切り替えるには、チェックボックスをオフにします。

装置に接続するために、ホスト名またはIPアドレスの使用を手動で選択することができます。75ページConnection
(接続) を参照してください。

言言言語語語

言語を変更します

• (AXIS Camera Station Service Control)。変更は、Service Controlの再起動後に有効になります。

• データは、AXIS Camera Station Secure Entryから送信されます。例: システムアラーム、監査ログメッセー
ジ、[Data search (データ検索)] タブの外部データ。

フフフィィィーーードドドバババッッッククク

アプリケーションやユーザーエクスペリエンスを向上できるよう、匿名のサーバー使用データをAxis
Communicationsと共有する場合に選択します。クライアントのオプションを変更するには、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>>
ClientClientClient >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> クククララライイイアアアンンントトト >>> 設設設定定定)))] を選択します。

高高高度度度ななな設設設定定定

設定の変更は、Axisサポートから指示があった場合にのみ行ってください。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> サササーーーバババーーー >>> 設設設定定定)))] に移動します。

2. 設定を変更するには、設定とその値を入力します。[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

トラブルシューティングの目的でデバッグログを有効にするには、[EnableEnableEnable serverserverserver sidesideside debugdebugdebug logginglogginglogging (((サササーーーバババーーー
側側側のののデデデバババッッッグググロロログググ出出出力力力ををを有有有効効効にににすすするるる)))] を選択します。この設定を有効にすると、使用されるディスク容量が増え
ます。この設定は、ProgramDataProgramDataProgramData ディレクトリのlog4net.configファイルによって上書きされます。

新しい接続

[>>> ServersServersServers >>> NewNewNew connectionconnectionconnection (>(>(> サササーーーバババーーー >>> 新新新しししいいい接接接続続続)))] を選択して、新しいAXIS Camera Stationサーバーに
接続します。AXIS Camera Station Serverにログインを参照してください。

接続ステータス

[>>> ServersServersServers >>> ConnectionConnectionConnection statusstatusstatus (>(>(> サササーーーバババーーー >>> 接接接続続続ススステテテーーータタタススス)))] を選択すると、すべてのサーバーの接続
ステータスのリストが表示されます。

[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)))] フィールドを使用すると、特定のサーバーを検索できます。
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サーバーに接続するには、サーバー名の横にあるチェックボックスを選択します。サーバーとの接続を切断す
るには、チェックボックスのマークを外します。

ススステテテーーータタタスススコココーーードドド 説説説明明明 考考考えええららられれれるるる対対対処処処法法法

接続 クライアントはこのサーバーとの
接続を試みています。

接続 クライアントはTCPを使用してこの
サーバーに接続しました。

接続済み (セキュアリモートアク
セスを使用)

クライアントはセキュアリモート
アクセスを使用してこのサーバー
に接続しました。

接続 (HTTPを使用) クライアントはHTTPを使用してこ
のサーバーに接続しました。HTTP
はTCPよりやや非効率的で、複数の
サーバーに接続する場合は遅延が
目立つことがあります。

切断中 クライアントはこのサーバーとの
接続を切断中です。

切断 クライアントはこのサーバーと接
続されていません。

再接続中 クライアントはこのサーバーとの
接続が切断され、再接続を試みて
います。

再接続に失敗 クライアントはこのサーバーとの
再接続に失敗しました。サーバー
は見つかっても、ユーザー権限ま
たはパスワードが変更されている
可能性があります。

• [ユーザー権限] ダイアロ
グでユーザーを追加しま
す。

• ユーザー名とパスワード
を確認します。

ログインがキャンセルされました ユーザーによってログインがキャ
ンセルされました。

ユーザー名またはパスワードが不
正です

[Action (アクション)] 列のリンクを
クリックして、正しいアカウント
情報を入力します。

ユーザーがサーバーで認証されま
せん

ユーザーがログインしましたが、
サーバーで認証されませんでした。

[ユーザー権限] ダイアログでユー
ザーを追加します。

セキュリティ確認が失敗しました WCF関連のセキュリティチェック
が失敗しました。クライアント、
サーバーコンピューターのUTC時刻
が適切に同期されているかどうか
を確認します。

サーバーコンピューターと接続で
きません

使用したアドレスのサーバーコン
ピューターから応答がありません
でした。

• ネットワークが正常に動
作しているかどうかを
チェックします。

• サーバーが起動している
かどうかをチェックしま
す。

サーバーが動作していません サーバーコンピューターにアクセ
スできますが、サーバーが動作し
ていません。

サーバーを起動します。
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通信障害 サーバーとの接続中に問題が発生し
ました。サーバーコンピューター
にアクセスできるかを確認します。

• ネットワークが正常に動
作しているかどうかを
チェックします。

• サーバーが起動している
かどうかをチェックしま
す。

無効なホスト名です DNSがホスト名をIPアドレスに変換
できませんでした。

• ホスト名が正しいかどう
かをチェックします。

• DNSに必要な情報が提供
されているかどうかを
チェックします。

同じサーバーにすでに接続済みです クライアントはこのサーバーとす
でに接続されています。

重複したサーバーエントリを削除
してください。

期待されるサーバーではありません 期待されるサーバーとは異なるサー
バーがこのアドレスで応答しまし
た。

サーバーリストを更新し、このサー
バーに接続します。

クライアントのバージョン (x) と
サーバーのバージョン (y) の互換性
がありません

クライアントのバージョンがサー
バーと比べて古すぎるか新しすぎ
ます。

クライアント、サーバーコンピュー
ターの両方に、同じバージョンの
AXIS Camera Stationがインストール
されているかどうかを確認します。

サーバーがビジー状態 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でした。

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。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=connection-status

複数のサーバー

サーバーリスト
AXIS Camera Stationサーバーをサーバーリストにまとめることができます。1台のサーバーを複数のサーバーリ
ストに含めることができます。サーバーリストはインポートとエクスポートが可能であり、他のAXIS Camera
Stationクライアントで利用することができます。

[>>> ServersServersServers >>> ServerServerServer listslistslists (>(>(> サササーーーバババーーー >>> サササーーーバババーーーリリリススストトト)))] を選択して [サーバーリスト] ページを開きます。

[Recent connections (最近の接続)] リストがデフォルトで表示されます。このリストには、以前のセッションで使
用されたサーバーが含まれています。[Recent connections (最近の接続)] は削除できません。

[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て、サーバーリスト内の特定のサーバーを検索
できます。

• 新しいサーバーリストを追加するには、[+++ NewNewNew serverserverserver listlistlist (+(+(+ 新新新しししいいいサササーーーバババーーーリリリススストトト)))] をクリックし、リ
ストの名前を入力します。
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• サーバーリストの名前を変更するには、リストをダブルクリックし、リストの新しい名前を入力します。

• サーバーリストを削除するには、サーバーリストを選択して [削削削除除除] をクリックします。

• [ExportExportExport listslistslists (((サササーーーバババーーーリリリススストトトをををエエエクククスススポポポーーートトト)))] をクリックすると、.mslファイルのすべてのサーバーリス
トをエクスポートできます。サーバーリストをインポートしてサーバーにログインすることもできま
す。AXIS Camera Station Serverにログインを参照してください。

• サーバーリストにサーバーを追加するには:

- 左パネルからサーバーリストを選択します。[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックして必要な情報を入力
します。

- サーバーリストを選択し、サーバーリストにある目的のサーバーを該当するサーバーリス
トまでドラッグします。

• サーバーリストのサーバーを編集するには、サーバーリストでサーバーを選択し、[EditEditEdit (((編編編集集集)))] をクリッ
クします。1度に編集できるのは1台のサーバーのみです。

• サーバーリストのサーバーを削除するには、サーバーリストでサーバーを選択し、[RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をク
リックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=server-lists

サーバーリスト内のサーバーの整理

スイッチの設定
Axis S22シリーズの装置が1つある場合、このオプションを使用してAXIS Camera StationからS22シリーズの装置を
設定できます。[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SwitchSwitchSwitch >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> スススイイイッッッチチチ >>> 管管管理理理)))] に移動し、ユーザー名とパス
ワードを入力して、AXIS Camera Stationクライアントで [スイッチの管理] ページを開きます。スイッチの設定方法
については、axis.comでS22シリーズのユーザーマニュアルを参照してください。

注
現時点では、AXIS Camera StationはスイッチのデフォルトのIPアドレスであるhttp://192.168.0.1/にのみ
接続できます。

ライセンスの設定
接続する装置のライセンスキーとライセンスステータスを表示し、ライセンスを管理することができます。
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注
• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーのライセンスを管理するこ
とができます。

• ライセンスキーは、後で参照できるように、メモするかUSBフラッシュドライブにデジタル形式で保存す
ることをお勧めします。消失したライセンスキーを回復することはできません。

• AxisネットワークビデオレコーダーをAXIS License Portalに登録すると、NVR Coreライセンスが付与されま
す。NVR Coreライセンスは、装置のハードウェアにロックされているため、移動できません。Coreライセ
ンスと同じ方法で、NVR CoreからUniversalへのアップグレードを行うことができます。アップグレードラ
イセンスは、どのシステムにも移動および使用することができます。

装装装置置置のののススステテテーーータタタススス

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> LicensesLicensesLicenses >>> DeviceDeviceDevice statusstatusstatus (((設設設定定定 >>> ララライイイセセセンンンススス >>> 装装装置置置ススステテテーーータタタススス)))] を選択して、接続しているす
べての装置とそれらの該当するライセンスステータスを一覧表示します。このページで装置の試用期間が期限切れ
になっているかどうかやその更新時期を簡単に確認できます。接続する装置が大量の場合は、[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て特定の装置を検索することができます。

キキキーーー

[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、接続するすべての装置のライセン
スごとに必要なキーを一覧表示します。[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)))] フィールドを使用すると、
特定のキーを検索できます。

ララライイイセセセンンンスススののの管管管理理理

[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)))] を選択して、サーバーに接続している
ライセンスされていない装置数に関する概要を表示します。ライセンスはオフライン同様オンラインで管理
します。30日の試用期間が過ぎて無効になる前に、すべての装置にライセンスを必ず追加してください。
「ライセンスの購入方法」を参照してください。ステータスバーでライセンスステータスのリンクをクリッ
クして、装置のライセンスに関する概要を表示することもできます。

AXIS Camera Stationシステムには、ライセンス管理者として複数のMyAxisアカウントを追加することができます。

オオオンンンララライイインンンでででシシシススステテテムムムにににMyAxisMyAxisMyAxisアアアカカカウウウンンントトトををを追追追加加加すすするるる

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 License Portalで、次の手順を実行します。

2.1 追加する新しいMyAxisアカウントでサインインします。

2.2 [EditEditEdit licenselicenselicense adminsadminsadmins (((ララライイイセセセンンンススス管管管理理理者者者ををを編編編集集集)))] に移動して、アカウントがライセンス管理者
として追加されていることを確認します。

オオオフフフララライイインンンでででシシシススステテテムムムにににMyAxisMyAxisMyAxisアアアカカカウウウンンントトトををを追追追加加加すすするるる

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 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。

130

https://www.axis.com/products/axis-camera-station/license


AXIS Camera Station User Manual

設定

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 License Portal www.axis.com/licensesで、次の手順を実行します。

2.1 追加する新しいMyAxisアカウントでサインインし、システムファイルをアップロードします。

2.2 [EditEditEdit licenselicenselicense adminsadminsadmins (((ララライイイセセセンンンススス管管管理理理者者者ををを編編編集集集)))] に移動して、アカウントがライセンス管理者
として追加されていることを確認します。

システムをライセンスするには、インターネットへの接続方法に応じて様々な方法があります。

• システムをオンラインでライセンスする

• システムをオフラインでライセンスする

• 132ページシステム間でライセンスを移動する

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 License Portal 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 [ 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[license key(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。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=license-a-system-with-internet-connection

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 License Portal 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)))] クリックして、エクスポートしたシス
テムファイルをUSBフラッシュドライブに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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=license-a-system-without-internet-connection

AXIS Camera Stationのオフラインライセンス登録

システム間でライセンスを移動する
注

NVR Coreライセンスは、装置のハードウェアにロックされているため、移動できません。

ライセンスを同じMyAxisアカウントで1つのシステムから別のシステムに移動する方法:

1. AXIS License Portal www.axis.com/licensesにアクセスします。

2. [MyMyMy systemssystemssystems (((マママイイイシシシススステテテムムム)))] から、ライセンスの移動元のシステム名をクリックします。

3. [LicenseLicenseLicense keyskeyskeys (((ララライイイセセセンンンスススキキキーーー)))] で、移動したいライセンスキーを見つけます。 をクリックし、
[MoveMoveMove (((移移移動動動)))]します。

4. [TTTooo systemsystemsystem (((シシシススステテテムムムへへへ)))] ドロップダウンリストから、ライセンスの移動先のシステムを選択します。
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5. [MoveMoveMove 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移移移動動動)))] をクリックし、[CloseCloseClose (((閉閉閉じじじるるる)))] をクリックします。アク
ションの詳細については、[HistoryHistoryHistory (((履履履歴歴歴)))]を参照してください。

6. [MyMyMy systemssystemssystems (((マママイイイシシシススステテテムムム)))] に戻り、ライセンスが正常に移動したことを確認します。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=move-licenses-between-systems

ライセンスを別のシステムに移動

システムからライセンスを解放し、異なるMyAxisアカウントを使用して別のシステムに追加する方法:

1. AXIS License Portal www.axis.com/licensesにアクセスします。

2. [MyMyMy systemssystemssystems (((マママイイイシシシススステテテムムム)))] から、ライセンスの移動元のシステム名をクリックします。

3. [LicenseLicenseLicense keyskeyskeys (((ララライイイセセセンンンスススキキキーーー)))] で、移動したいライセンスキーを見つけます。まず、ライセンスキー
のコピーを作成し、 をクリックして [ReleaseReleaseRelease (((解解解放放放)))] します。

4. サインアウトして、別のMyAxisアカウントでログインしてください。

5. [MyMyMy systemssystemssystems (((マママイイイシシシススステテテムムム)))] から、解放されたライセンスキーでライセンスするシステムをクリッ
クします。

6. [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)))] で解放された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。アクションの詳細については、[HistoryHistoryHistory (((履履履歴歴歴)))]を参照してください。

7. [MyMyMy systemssystemssystems (((マママイイイシシシススステテテムムム)))] に戻り、ライセンスが正常に追加されたことを確認します。

セキュリティの設定

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。
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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。

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。

134

https://support.microsoft.com/en-us/help/13951/windows-create-user-account


AXIS Camera Station User Manual

設定

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。ドメインユーザーが見つかりませんを参照してください。

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。

• 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
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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
は装置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。

• 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。

• SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring にににアアアクククセセセススス::: System Health Monitoringへのアクセスを許可します。

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。

証明書
AXIS Camera Stationサーバーと装置の間の証明書を管理する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Security[Security[Security (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [Certificates[Certificates[Certificates (((証証証明明明書書書)])])] に移動して、証明書の設
定を行います。

2. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement >>> SecuritySecuritySecurity (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理 >>> セセセキキキュュュリリリテテティィィ)))] に移動
し、安全な通信のためのHTTPSおよびIEEE 802.1X証明書を管理します。74ページセキュリティ を参照
してください。

認証局 (CA)

CAを使用すると、クライアント/サーバー証明書がない装置で、HTTPSおよびIEEE 802.1Xを有効にすることが
できます。
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AXIS Camera Stationは認証局のパスフレーズを自動的に保存します。

既存のCAがある場合は、AXIS Camera Stationで以下の手順に従います。

• [ViewViewView (((表表表示示示)))] をクリックして、CA証明書の詳細を表示します。

• [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] をクリックして、CA証明書を.cerまたは.crtの形式でエクスポートします。ファ
イルには秘密鍵が含まれていないため、暗号化されません。AXIS Camera Stationが署名した証明書を信頼
する他のシステムに、証明書をインストールすることができます。

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

help.axis.com/?&piaId=34074&section=certificate-authority

ルートCAの生成

AXIS Camera Stationの起動時、CAが設定されているかどうかが確認されます。設定されていない場合は、ルート
CAが自動的に生成されます。

ルートCAには、自己署名されたルート証明書と、自動生成されたパスフレーズで保護されたプライベートキーが
含まれています。自動生成されたパスフレーズはAXIS Camera Stationに保存され、表示することはできません。
AXIS Camera Stationによって生成されたCA証明書は10年間有効です。

AXIS Camera Stationは装置でHTTPSまたはIEEE 802.1Xを有効にするときに、クライアント/サーバー証明書を自動的
に作成、署名、インストールすることができます。

注
• 装置に手動でインストールした証明書を使用するバージョン5.45以前からアップグレードした場合、手動

でインストールした証明書の有効期限が切れると、AXIS Camera Stationは既存のルートCAを使用して
自動的に新しい証明書をインストールします。

• 生成したCA証明書は、Windowsの信頼されたルート証明書に追加されます。
• AXIS Camera Stationをアンインストールすると、Windowsの信頼されたルート証明機関からCA証明書が

削除されます。

任意のパスフレーズを使用するには、140ページパスフレーズのリセット を参照してください。

手動で新しいCAを生成して、古いCAと置き換えるには、138ページCAの置き換え を参照してください。

CAのインポート

認証局が設定されている場合、AXIS Camera Stationは装置でHTTPSまたはIEEE 802.1Xを有効にするときに、クライ
アント/サーバー証明書を自動的に作成、署名、インストールすることができます。自分の代わりにAXIS Camera
Stationに証明書に署名させる場合は、証明書と秘密鍵から成る既存のCAをインポートする必要があります。
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注
• インポートされたCAがパスフレーズで保護されていない場合、パスフレーズが必要になるたびにその入力

を求めるダイアログが表示されます。たとえば、装置でHTTPSまたはIEEEを有効にするときや、装置を追
加するときなどです。続行するには、[OKOKOK] をクリックする必要があります。

• インポートしたCA証明書は、Windowsの信頼されたルート証明書に追加されます。
• AXIS Camera Stationをアンインストールした後、インポートしたCA証明書をWindowsの信頼されたルート

証明機関から手動で削除する必要があります。

CAをインポートして既存のCAと置き換えるには、138ページCAの置き換え を参照してください。

CAの置き換え

CAによって署名された証明書が現在、装置のHTTPS接続に使用されている場合、CAを置き換えるには、以
下の手順に従います。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Security[Security[Security (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [Certificates[Certificates[Certificates (((証証証明明明書書書)])])] >>> [HT[HT[HTTPS]TPS]TPS] に移動し、[IgnoreIgnoreIgnore
certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオンにします。

2. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Security[Security[Security (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [Certificates[Certificates[Certificates (((証証証明明明書書書)])])] >>> [Certificate[Certificate[Certificate authorityauthorityauthority (((認認認
証証証局局局)])])] に移動します。

- [GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] または [ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックします。

- パスフレーズを入力し、[OKOKOK] をクリックします。

- 署名入りのクライアント/サーバー証明書の有効日数を選択します。

3. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動します。装置を右クリックし、
[Security[Security[Security (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [HT[HT[HTTPS]TPS]TPS] >>> [Enable/Update[Enable/Update[Enable/Update (((有有有効効効にににすすするるる///更更更新新新すすするるる)])])] を選択します。

4. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Security[Security[Security (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ)])])] >>> [Certificates[Certificates[Certificates (((証証証明明明書書書)])])] >>> [HT[HT[HTTPS]TPS]TPS] に移動し、[IgnoreIgnoreIgnore
certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオフにします。

HTTPS

HTTPSを有効にするには、各装置にサーバー証明書がある必要があります。

デフォルトでは、AXIS Camera Stationは、接続される各装置でアクティブなHTTPSサーバー証明書の署名を検証
し、装置の証明書が検証されていない場合はその装置に接続しません。サーバー証明書は、AXIS Camera Stationで
アクティブなCAに署名されるか、Windows証明書ストアを通じて検証される必要があります。

• [IgnoreIgnoreIgnore certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオンにしている場合、AXIS Camera Stationは
装置が送信した証明書が信頼されるかどうかを検証せずに、HTTPS証明書を受け入れ、安全でない装
置の設定を有効にします。

• [IgnoreIgnoreIgnore certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオフにしている場合、AXIS Camera Stationが
装置が送信した証明書が信頼されていないことを確認すると、[HTHTHTTPSTPSTPS certificatecertificatecertificate notnotnot trustedtrustedtrusted (HT(HT(HTTPSTPSTPS
証証証明明明書書書ががが信信信頼頼頼ささされれれててていいいままませせせんんん)))] という警告メッセージが [装置管理] の [ステータス] 列に表示され、
その装置にはアクセスできません。

AXIS Camera Stationは、装置のHTTPS証明書で指定されたアドレスが、装置との通信に使用されるアドレスと一致
するかどうかを確認できます。[IgnoreIgnoreIgnore certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオンにすると、こ
のオプションはグレー表示されます。

• ホスト名を使用せずにDHCPネットワークでの安定した動作を確保するために、[VVValidatealidatealidate devicedevicedevice addressaddressaddress
(((装装装置置置アアアドドドレレレスススををを検検検証証証すすするるる)))] はデフォルトでオフになっています。

• 追加のセキュリティのためにアドレスが一致していることを求めるには、[VVValidatealidatealidate devicedevicedevice addressaddressaddress (((装装装置置置
アアアドドドレレレスススををを検検検証証証すすするるる)))] をオンにします。この設定は、装置が主にホスト名を使用して通信するネット
ワーク、または装置が静的なIPアドレスを持つネットワークでのみオンにすることをお勧めします。
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注
• 安全な接続 (HTTPS) が使用できない場合は、HTTPを使用して接続を確立し、まだ安全でない装置を

設定することができます。
• HTTPSを使用するには、ビデオ装置には5.70以降のファームウェア、アクセスコントロール装置と音声装

置には1.25以降のファームウェアが必要です。
• ファームウェアが7.20以降のカメラは、自己署名証明書であらかじめ設定されています。自己署名証明

書でHTTPSを有効にすると、自己署名証明書は信頼されていないため失敗します。HTTPSを有効にする
ときに、AXIS Camera Stationが装置に新しい証明書を発行できるように、CAを生成またはインポート
することをお勧めします。

IEEE 802.1X

IEEE 802.1Xを有効にするには、各装置にクライアント証明書がある必要があります。クライアント証明書に加え
て、IEEE 802.1X認証CA証明書をインストールする必要があります。IEEE 802.1X認証CA証明書は、IEEE 802.1Xを有
効化または更新するときにインストールされます。

注
• IEEE 802.1X証明書を使用するには、ビデオ装置には5.50以降のファームウェア、アクセスコントロール装

置と音声装置には1.25以降のファームウェアが必要です。
• ファームウェアが7.20以降のカメラは、自己署名証明書であらかじめ設定されています。独自のクライ

アント証明書を手動でアップロードする前に、この自己署名証明書を削除する必要があります。AXIS
Camera Stationは装置ごとに1つのクライアント証明書しか許可せず、デフォルトの自己署名証明書はク
ライアント証明書とサーバー証明書のどちらにもなるからです。自己署名証明書を削除するときにエ
ラーが発生する場合は、HTTPSステータスが無効になっている場合でも、AXIS Camera Stationから
装置でHTTPSを無効にしてください。

IEEE 802.1Xを設定するには:

• [EAPOLEAPOLEAPOL VVVersionersionersion (EAPOL(EAPOL(EAPOLのののバババーーージジジョョョンンン)))] で、使用するEAP (Extensible Authentication Protocol) のバー
ジョンを選択します。

• [EAPEAPEAP identityidentityidentity (EAP(EAP(EAP識識識別別別情情情報報報)))] で、装置のMACアドレス、装置のホスト名、またはカスタムテキスト
のいずれを使用するかを選択します。[CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))] を選択した場合は、[CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))]
フィールドにEAP識別情報として機能するテキストを入力します。

• [ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックし、IEEE 802.1X認証CA証明書ファイルに移動します。この証明書
は、IEEE 802.1X認証サーバーなど外部から取得することも、AXIS Camera Stationから直接取得するこ
ともできます。

• AXIS Camera Stationが認証局として動作するときに装置ごとに作成される個々の証明書で、コモンネー
ムとして [DeviceDeviceDevice IPIPIP addressaddressaddress (((装装装置置置のののIPIPIPアアアドドドレレレススス)))] と [DeviceDeviceDevice EAPEAPEAP identityidentityidentity (((装装装置置置のののEAPEAPEAP識識識別別別情情情報報報)))] の
どちらを使用するかを選択します。

証明書の有効期限切れの警告

クライアント/サーバー証明書の有効期限が切れていたり有効期限が近くなっていたりすると、通知が作成されま
す。通知は、AXIS Camera Stationの外部でインストールされたCA証明書を除き、接続された装置にインストール
されたすべての証明書に適用されます。[装置の管理] ページの [ステータス] 列に、[CertificateCertificateCertificate aboutaboutabout tototo expireexpireexpire (((ままま
もももなななくくく証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限ででですすす)))] または [CertificateCertificateCertificate hashashas expiredexpiredexpired (((証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限切切切れれれ)))] というメッセージとして
警告が表示され、インストール済み証明書のリストにアイコンとして警告が表示されます。

[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> CertificatesCertificatesCertificates (((設設設定定定 >>> 証証証明明明書書書)))] に表示されたCA証明書の有効期限が近くなっている場合は、[証明
書] ページにアイコンとして警告が表示され、システムアラームがトリガーされます。

このセクションで、証明書の有効期限が近づいている場合に、AXIS Camera Stationにどれくらい早く通知さ
せるかを指定します。
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証明書の更新

サササーーーバババーーーととと装装装置置置ののの間間間ののの証証証明明明書書書ををを更更更新新新すすするるる

• AXIS Camera Stationによって生成されたクライアントまたはサーバー証明書は、有効期限切れの警告を
表示するように設定された日の7日前に自動的に更新されます。

• 証明書を手動で更新する場合は、HTTPSまたはIEEE 802.1Xを有効にするときと同じ手順に従ってください。

サササーーーバババーーーとととクククララライイイアアアンンントトトののの間間間ののの証証証明明明書書書ををを更更更新新新すすするるる

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

2. [CertificateCertificateCertificate renewalrenewalrenewal (((証証証明明明書書書ののの更更更新新新)))] で、[RenewRenewRenew (((更更更新新新)))] をクリックします。

3. サーバーを再起動して、更新された証明書を適用します。

パスフレーズのリセット

任意のパスフレーズを使用するには、以下の手順に従います。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> CertificatesCertificatesCertificates (((設設設定定定 >>> セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> 証証証明明明書書書)))] に移動し、[IgnoreIgnoreIgnore certificatecertificatecertificate
validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオンにして、リセット処理中に証明書で有効になっている装
置にアクセスできるようにします。

2. [GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックし、パスフレーズを入力します。

3. [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] をクリックして、CA証明書をローカルに保存します。

4. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動し、選択した装置でHTTPSを
有効にします。

5. [IgnoreIgnoreIgnore certificatecertificatecertificate validationvalidationvalidation (((証証証明明明書書書ののの検検検証証証ををを無無無視視視すすするるる)))] をオフにして、安全なHTTPS通信を確保します。

AXIS Camera StationでHTTPS証明書を管理する

HTTPSでは、Transport Layer Security (TLS) で暗号化された接続内でHTTP上の通信が行われます。ネットワークの
暗号化によって、ビデオ管理システム内の通信が保護されます。ネットワークトラフィックの傍受による情報の
抽出を防ぎ、転送中のデータ改ざんを防ぎます。

このセクションでは、AXIS Camera StationからAxis装置上でのHTTPS通信を設定して有効にする方法について説
明します。

AXIS Camera Stationは次のように使用できます。

• ルルルーーートトト認認認証証証局局局 (CA):(CA):(CA): AXIS Camera StationをルートCAとして使用すると、管理者の証明書を展開および更新
するプロセス全体が簡単になります。AXIS Camera Stationは、自身のルート証明書を使用してサーバー証
明書を発行するため、その他のルートCAがプロセスに関与しないからです。

• 中中中間間間認認認証証証局局局::: AXIS Camera Stationを中間CAとして使用するには、他の中間CA (AXIS Camera Stationなど) に
CA証明書を発行できる既存のCA (ルートCAまたは中間CA) があることが必要です。このシナリオでは、
Axis装置のサーバー証明書に署名して発行するために、AXIS Camera StationでCA証明書とその秘密鍵をイ
ンポートする必要があります。このCA証明書は、ルート証明書または下位CA証明書 (中間証明書) です。

注
• HTTPSを使用するには、ビデオ装置には5.70以降のファームウェア、アクセスコントロール装置と音声装

置には1.25以降のファームウェアが必要です。
• ファームウェアが7.20以降のカメラは、自己署名証明書であらかじめ設定されています。自己署名証明

書でHTTPSを有効にすると、自己署名証明書は信頼されていないため失敗します。HTTPSを有効にする
ときに、AXIS Camera Stationが装置に新しい証明書を発行できるように、CAを生成またはインポート
することをお勧めします。
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HTTPS通信を設定して有効にするには:

1. オプション: 認証局を選択する

2. 装置でHTTPSを有効にする

3. オプション: CA証明書を証明書ストアに追加する

4. HTTPS証明書を更新する

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=manage-https-certificates-in-axis-camera-station

AXIS Camera StationでHTTPS証明書を管理する

認認認証証証局局局ををを選選選択択択すすするるる

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

2. [CertificateCertificateCertificate authorityauthorityauthority (((認認認証証証局局局)))] で、以下の操作を行います。

- AXIS Camera StationをルートCAとして使用するには、[GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックし、パス
フレーズを入力します。

- AXIS Camera Stationを中間CAとして使用するには、[ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックし、CA証
明書とその秘密鍵が含まれるファイルに移動します。

装装装置置置でででHTHTHTTPSTPSTPSををを有有有効効効にににすすするるる

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] の順に移動します。

2. 装置を右クリックし、[SecuritySecuritySecurity >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> Enable/UpdateEnable/UpdateEnable/Update (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> HTHTHTTPSTPSTPS >>> 有有有効効効にににすすするるる///更更更新新新すすす
るるる)))] を選択します。HTTPSステータスが [Enabled (有効)] に変わっていることを確認します。

3. 複数の装置を選択した場合は、タスクをダブルクリックして各装置の結果を確認します。

CACACA証証証明明明書書書ををを証証証明明明書書書ススストトトアアアににに追追追加加加すすするるる

Webブラウザーが無効なセキュリティ証明書に関するセキュリティ警告を表示し、装置への接続をブロックしな
いように、Windowsの証明書ストアにCA証明書を追加することをお勧めします。これにより、装置への安全な
HTTPS接続が保証されます。以下に、Windows 10での手順を示します。

1. [StartStartStart (((スススタタターーートトト)))] メニューに移動し、[mmcmmcmmc] と入力して Enterを押します。.

2. コンソールで、[FileFileFile >>> Add/RemoveAdd/RemoveAdd/Remove snapsnapsnap---ininin (((フフファァァイイイルルル >>> スススナナナッッップププイイインンンののの追追追加加加///削削削除除除)))] に移動します。

3. 左パネルで [CertificatesCertificatesCertificates (((証証証明明明書書書)))] を選択し、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。[ComputerComputerComputer accountaccountaccount (((コココンンン
ピピピュュューーータタターーーアアアカカカウウウンンントトト)))] を選択し、コンピューターアカウントを設定して [OKOKOK] をクリックします。

4. コンソールの左パネルで、[CertificatesCertificatesCertificates (Local(Local(Local computer)computer)computer) >>> TTTrustedrustedrusted rootrootroot certificationcertificationcertification authoritiesauthoritiesauthorities >>>
CertificatesCertificatesCertificates (((証証証明明明書書書 (((ロロローーーカカカルルルコココンンンピピピュュューーータタターーー))) >>> 信信信頼頼頼ささされれれるるるルルルーーートトト認認認証証証局局局 >>> 証証証明明明書書書)))] を選択しま
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す。右クリックして [AllAllAll TTTasksasksasks >>> ImportImportImport (((すすすべべべてててのののタタタスススククク >>> イイインンンポポポーーートトト)))] を選択し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))]
をクリックしますします。

5. [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックし、コンピューターに保存されているAXIS Camera Stationのルート証明書また
は独自のCA証明書を選択して、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

6. 信頼されるルート認証局にすべての証明書を置くことを選択します。[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックし、[FinishFinishFinish
(((完完完了了了)))] をクリックします。

HTHTHTTPSTPSTPS証証証明明明書書書ををを更更更新新新すすするるる

サーバー証明書の有効期限が切れていたり有効期限が近くなっていたりすると、

• [Device management (装置の管理)] ページの [Status (ステータス)] 列に、[CertificateCertificateCertificate aboutaboutabout tototo expireexpireexpire (((ままま
もももなななくくく証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限ででですすす)))] または [CertificateCertificateCertificate hashashas expiredexpiredexpired (((証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限切切切れれれ)))] という警告
メッセージが表示されます。

• インストール済み証明書のリストにアイコンとして警告が表示されます。

有効期限切れのどのくらい前に警告を表示するかは、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> CertificatesCertificatesCertificates (((設設設定定定 >>> セセセキキキュュュリリリ
テテティィィ >>> 証証証明明明書書書)))] で設定します。

AXIS Camera Stationを認証局として設定している場合、AXIS Camera Stationによって生成されたクライアント
またはサーバー証明書は、有効期限切れの警告を表示するように設定された日の7日前に自動的に更新されま
す。このタスクは夜間操作時に行われます。証明書を手動で更新する場合は、HTTPSを有効にするときと
同じ手順に従ってください。

[LimitationsLimitationsLimitations (((制制制限限限事事事項項項)))]

• デフォルトでないポート (443以外) はサポートされていません。

• 1つのインストールバッチ内のすべての証明書は、同じパスフレーズを持っている必要があります。

• 暗号化されていないチャネル上の証明書操作 ("ベーシック") はサポートされていません。"ダイジェスト"
通信を可能にするには、装置を [Encrypted & unencrypted (暗号化および非暗号化)] または [Encrypted
only (暗号化のみ)] に設定する必要があります。

• AXIS T85 PoE+ Network Switchシリーズでは、HTTPSを有効にすることはできません。

AXIS Camera StationでIEEE 802.1X証明書を管理する

IEEE 802.1Xは、ポートベースのネットワークアクセスコントロールに関するIEEE規格です。LANに接続する装置に
認証メカニズムを提供します。IEEE 802.1X認証には、要求を行う装置、認証を行う装置、および認証サーバーが関
係します。ここでは、要求を行う装置はLANに接続するAxisネットワーク装置です。認証を行う装置は、イーサ
ネットスイッチやワイヤレスアクセスポイントなどのネットワーク装置で、認証サーバーは通常、RADIUSおよび
EAPプロトコルをサポートするソフトウェアを実行しているホストです。

このセクションでは、AXIS Camera StationからIEEE 802.1X EAP-TLS証明書を管理する方法を説明します。AXIS
Camera Stationは、Axisネットワーク装置に関するクライアント証明書や認証証明書をインポートまたは生成し、
IEEE 802.1X EAP-TLSを有効にするために役立ちます。

注
• IEEE 802.1X証明書を使用するには、ビデオ装置には5.50以降のファームウェア、アクセスコントロール装

置と音声装置には1.25以降のファームウェアが必要です。
• ファームウェアが7.20以降のカメラは、自己署名証明書であらかじめ設定されています。独自のクライ

アント証明書を手動でアップロードする前に、この自己署名証明書を削除する必要があります。AXIS
Camera Stationは装置ごとに1つのクライアント証明書しか許可せず、デフォルトの自己署名証明書はク
ライアント証明書とサーバー証明書のどちらにもなるからです。自己署名証明書を削除するときにエ
ラーが発生する場合は、HTTPSステータスが [Disabled (無効)] になっている場合でも、AXIS Camera
Stationから装置でHTTPSを無効にしてください。

IEEE 802.1Xを設定して有効にするには:
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1. オプション: 認証局を選択する

2. 認証CA証明書を選択する

3. クライアント証明書のコモンネームを選択する

4. IEEE 802.1Xを有効にして証明書をアップロードする

5. IEEE 802.1X証明書を更新する

認認認証証証局局局ををを選選選択択択すすするるる

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

2. AXIS Camera StationをルートCAとして使用する場合:

2.1 [GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックし、パスフレーズを入力します。

2.2 生成されたら、[ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] と [NoNoNo (((いいいいいいえええ)))] をクリックして証明書をエクスポート
します。この証明書をサードパーティ製アプリケーションに提供することで、サードパーティ
製アプリケーションがカメラの証明書を信頼するようになります。

3. AXIS Camera Stationを中間CAとして使用する場合は、[ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックし、CA証明書と
その秘密鍵が含まれるファイルに移動します。

認認認証証証CACACA証証証明明明書書書ををを選選選択択択すすするるる

認証用の証明書は、IEEE 802.1X認証サーバーなど外部から取得することも、AXIS Camera Stationから直接取得する
こともできます。この証明書はAxis装置ごとにインストールされ、認証サーバーを検証するために使用されます。

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

2. IEEE 802.1Xセクションで、[ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリックし、IEEE 802.1X認証CA証明書ファイルに移動
します。この証明書はAxis装置ごとにインストールされ、認証サーバーを検証するために使用されます。

クククララライイイアアアンンントトト証証証明明明書書書のののコココモモモンンンネネネーーームムムををを選選選択択択すすするるる

AXIS Camera Stationが認証局として機能しているときは、装置の証明書のコモンネームを選択できます。クライア
ント証明書のコモンネームは、装置でIEEE 802.1Xを有効にする前に選択してください。

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

2. IEEE 802.1Xセクションで、コモンネームとして [DeviceDeviceDevice IPIPIP addressaddressaddress (((装装装置置置のののIPIPIPアアアドドドレレレススス)))] と [DeviceDeviceDevice EAPEAPEAP
identityidentityidentity (((装装装置置置のののEAPEAPEAP識識識別別別情情情報報報)))] のどちらを使用するかを選択します。

IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1Xををを有有有効効効にににしししててて証証証明明明書書書をををアアアッッップププロロローーードドドすすするるる

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> DevicesDevicesDevices >>> ManagementManagementManagement (((設設設定定定 >>> 装装装置置置 >>> 管管管理理理)))] を選択します。

2. 装置を右クリックし、[SecuritySecuritySecurity >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> Enable/UpdateEnable/UpdateEnable/Update (((セセセキキキュュュリリリテテティィィ >>> IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X >>> 有有有効効効にににすすす
るるる///更更更新新新すすするるる)))] を選択します。IEEE 802.1Xのステータスが [有効] に変わり、選択した装置がIEEE 802.1X
ネットワーク上の通信をサポートするようになります。

3. タスクをダブルクリックして、各装置の結果を確認することができます。

IEEEIEEEIEEE 802.1X802.1X802.1X証証証明明明書書書ををを更更更新新新すすするるる

クライアント証明書の有効期限が切れていたり有効期限が近くなっていたりすると、

• [装置の管理] ページの [ステータス] 列に、[CertificateCertificateCertificate aboutaboutabout tototo expireexpireexpire (((まままもももなななくくく証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限ででですすす)))]
または [CertificateCertificateCertificate hashashas expiredexpiredexpired (((証証証明明明書書書ののの有有有効効効期期期限限限切切切れれれ)))] という警告メッセージが表示されます。

• インストール済み証明書のリストにアイコンとして警告が表示されます。

有効期限切れのどのくらい前に警告を表示するかは、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SecuritySecuritySecurity >>> CertificatesCertificatesCertificates (((設設設定定定 >>> セセセキキキュュュリリリ
テテティィィ >>> 証証証明明明書書書)))] で設定します。
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AXIS Camera Stationを認証局として設定している場合、AXIS Camera Stationによって生成されたクライアント
またはサーバー証明書は、有効期限切れの警告を表示するように設定された日の7日前に自動的に更新されま
す。このタスクは夜間操作時に行われます。証明書を手動で更新する場合は、IEEE 802.1Xを有効にするときと
同じ手順に従ってください。

[LimitationsLimitationsLimitations (((制制制限限限事事事項項項)))]

• 1つのインストールバッチ内のすべてのクライアント証明書は、同じパスフレーズを持っている必
要があります。

• 複数のネットワークアダプターが搭載された装置 (ワイヤレスカメラなど) では、IEEE 802.1Xは最初のアダ
プター (通常は優先接続) でのみ有効にできます。

• パラメーターNetwork.Interface.I0.dot1x.Enabledがない装置はサポートされていません。例:
AXIS P39 Series、T85 Series、およびT87 Video Decoder

• 暗号化されていないチャネル上の証明書操作 ("ベーシック") はサポートされていません。"ダイジェスト"
通信を可能にするには、装置を [暗号化および非暗号化] または [暗号化のみ] に設定する必要があります。

アクセスコントロールの設定
AXIS A1601 Network Door Controllerをシステムに追加している場合、バージョン5.35以降のAXIS Camera Stationで
アクセスコントロールハードウェアを設定できます。

AXIS Camera StationでAXIS A1601 Network Door Controllerを設定するワークフローの詳細については、
「AXIS A1601 Network Door Controllerの設定」を参照してください。

注
開始する前に、以下のことを確認してください。

• [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] でコントローラーのファームウェアを
アップグレードします。71ページファームウェアのアップグレード を参照してください。

• [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動し、コントローラーの日付と時刻
を設定します。72ページ日付と時刻を設定 を参照してください。

• [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Devices[Devices[Devices (((装装装置置置)])])] >>> [Management[Management[Management (((管管管理理理)])])] に移動し、コントローラーでHTTPSを有
効にします。74ページセキュリティ を参照してください。

アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル設設設定定定のののワワワーーークククフフフロロローーー

1. 既定の識別プロファイルを編集したり、新しい識別プロファイルを作成したりするには、154ページ識別
プロファイル を参照してください。

2. カスタム設定したカードフォーマットとPIN長を使用するには、156ページカードフォーマットとPIN
を参照してください。

3. ドアを追加し、識別プロファイルをドアに適用します。147ページドアの追加 を参照してください。

4. ドアを設定します。

- 150ページドアモニターの追加

- 150ページ緊急入力の追加

- 150ページリーダーの追加

- 152ページREX装置の追加

5. ゾーンを追加し、ゾーンにドアを追加します。153ページゾーンの追加 を参照してください。
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ドアとゾーン
[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] の順に移動
すると、設定済みのドアとゾーンが一覧表示されます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

ドドドアアア

名前 ドア名です。

ドアコントローラー ドアが接続されているドアコントローラーです。

ドアA面のゾーン ドアのA面が面しているゾーンです。

ドアB面のゾーン ドアのB面が面しているゾーンです。

識別プロファイル 識別プロファイルはドアに適用されます。

カードフォーマットと
PIN

ドアに適用されるカードフォーマットまたはPIN長が、システム設定なのかカスタム
設定なのかが表示されます。

ステータス ドアのステータス。
• オオオンンンララライイインンン::: ドアはオンラインで正常に動作します。
• リリリーーーダダダーーーオオオフフフララライイインンン::: ドア設定のリーダーがオフラインです。
• リリリーーーダダダーーーエエエラララーーー::: ドア設定のリーダーは、安全なチャンネルをサポートして

いないか、安全なチャンネルがリーダーに対して有効になっていません。

ゾゾゾーーーンンン

名前 ゾーン名です。

ドアの数 ゾーンに含まれるドアの数です。

このページでは次の操作ができます。

• ドアの追加、編集、削除。147ページドアの追加 を参照してください。

• ゾーンの追加、編集、削除。153ページゾーンの追加 を参照してください。

• 特定のリーダーのOSDPセキュアチャンネルをオフにします。

1. リストからドアを選択します。

2. をクリックし、[TTTurnurnurn offoffoff OSDPOSDPOSDP SecureSecureSecure ChannelChannelChannel (OSDP(OSDP(OSDPセセセキキキュュュアアアチチチャャャンンンネネネルルル をををオオオフフフにににすすす
るるる)))] を選択します。

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

• 手動でオフにした後、特定のリーダーのOSDPセキュアチャンネルをオンにします。

1. リストからドアを選択します。

2. をクリックし、[RecreateRecreateRecreate OSDPOSDPOSDP SecureSecureSecure ChannelChannelChannel (OSDP(OSDP(OSDPセセセキキキュュュアアアチチチャャャンンンネネネルルルののの再再再作作作成成成)))]
を選択します。

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

• ドアに関連付けられたコントローラーのピン配置図の表示。

1. リストからドアを選択します。

2. [Pin[Pin[Pin chartchartchart (((ピピピンンン配配配置置置図図図)])])] をクリックします。
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3. ピン配置図を印刷する場合は、[Print[Print[Print (((印印印刷刷刷)])])] をクリックします。

• ドアの識別プロファイルを変更します。

1. リストにある複数のドアを選択するには、 Shift または Ctrl キーを押します。

2. [SelectSelectSelect identificationidentificationidentification profileprofileprofile (((識識識別別別プププロロロフフファァァイイイルルルののの選選選択択択)))] をクリックします。

3. 識別プロファイルを選択して [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。

ドアとゾーンの例

• ゾーンは2色、つまり 緑色と青色で表示されます。

• ドアは3色、つまり 緑色、青色、茶色で表示されます。

• 緑色のドアは、緑色のゾーンにある内部ドアです。

• 青色のドアは、青色のゾーン専用の周辺ドアです。

• 茶色のドアは、緑色のゾーンと青色のゾーン共通の周辺ドアです。
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ドアの追加

注
ドアコントローラーには、2つのロックがある1つのドアか、それぞれのドアに1つのロックがある2つの
ドアを設定できます。

新しいドアの設定を作成してドアを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] に
移動して [AddAddAdd doordoordoor (((ドドドアアアののの追追追加加加)))] をクリックします。

2. ドア名を入力します。

3. [ConnectConnectConnect tototo aaa doordoordoor controllercontrollercontroller (((ドドドアアアコココンンントトトロロローーーラララーーーににに接接接続続続すすするるる)))] ドロップダウンリストからドアコント
ローラーを選択します。コントローラーに接続されているドアの数が表示されます。コントローラーが
グレー表示になっている場合は、ドアを追加する余地がないか、コントローラーがオフラインである
か、HTTPSがアクティブではないことを意味します。

4. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックして [Door configuration (ドアの設定)] ページに移動します。

5. [LocksLocksLocks (((ロロロッッッククク)))] の最初のドロップダウンリストからリレーポートを選択します。

6. ドアで2つのロックを設定するには、[LocksLocksLocks (((ロロロッッッククク)))] にある別のドロップダウンリストからリレー
ポートを選択します。

7. 148ページドア設定 に記載されている設定を行います。

8. 150ページドアモニターの追加

9. 150ページ緊急入力の追加

10. 150ページリーダーの追加

11. 152ページREX装置の追加

既存のドアの設定をコピーしてドアを追加するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] に
移動して [AddAddAdd doordoordoor (((ドドドアアアののの追追追加加加)))] をクリックします。

2. ドア名を入力します。

3. [ConnectConnectConnect tototo aaa doordoordoor controllercontrollercontroller (((ドドドアアアコココンンントトトロロローーーラララーーーににに接接接続続続すすするるる)))] ドロップダウンリストからドアコン
トローラーを選択します。

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

5. [Copy[Copy[Copy configurationconfigurationconfiguration (((設設設定定定のののコココピピピーーー)])])] のドロップダウンリストから既存のドアの設定を選択します。コン
トローラーに接続されているドアの数が表示されます。コントローラーがグレー表示されている場合は、
2つのドアが設定されているか、1つのドアに2つのロックが設定されていません。

6. 必要に応じて設定を変更してください。

7. [OKOKOK] をクリックします。

ドアを編集するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones >>> DoorsDoorsDoors (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドド
アアアとととゾゾゾーーーンンン >>> ドドドアアア)))] を選択します。

2. リストからドアを選択します。

3. をクリックして [EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

4. 設定を変更して [OKOKOK] をクリックします。

147



AXIS Camera Station User Manual

設定

ドアを削除するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones >>> DoorsDoorsDoors (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドド
アアアとととゾゾゾーーーンンン >>> ドドドアアア)))] を選択します。

2. リストからドアを選択します。

3. をクリックして [DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=add-a-door

ドアとゾーンの追加と設定

ドア設定

[Door configuration (ドアの設定)] ページに移動し、[Door[Door[Door settingssettingssettings (((ドドドアアア設設設定定定)])])] でドアを設定します。

• [General[General[General (((一一一般般般)])])] で、以下の設定を行います。

- [Identification[Identification[Identification profileprofileprofile (((識識識別別別プププロロロフフファァァイイイルルル)]:)]:)]: 識別プロファイルは、システムで使用可能な識別プ
ロファイルのリストから選択する必要があります。

- [Access[Access[Access timetimetime (((アアアクククセセセススス時時時間間間)]:)]:)]: アクセスが許可されてからドアのロック解除を継続する秒数を設
定します。ドアが開放されるか設定時間に到達するまでは、ドアのロックは解除されたままに
なります。ドアモニターが設定されている場合、ドアが閉じられると、アクセス時間が過ぎ
たかどうかに関わらず、ロックされます。

- [Open[Open[Open---tootootoo---longlonglong timetimetime (((長長長時時時間間間のののドドドアアア開開開放放放)]:)]:)]: ドアモニターが設定されている場合のみ有効です。
ドアを開放したままにできる秒数を設定します。設定時間に到達した時点でドアがまだ開放さ
れていると、長時間ドア開放アラームがトリガーされます。アクションルールを設定して、長
時間開放時のイベントでトリガーするアクションを設定します。

• [Advanced[Advanced[Advanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)])])] で、以下の設定を行います。

- [Long[Long[Long accessaccessaccess timetimetime (((長長長いいいアアアクククセセセススス時時時間間間)]:)]:)]: アクセスが許可されてからドアのロック解除を継続す
る秒数を設定します。この設定を有効にしているカード所持者については、[Access time (アクセ
ス時間)] に設定されている値が、ここで設定した値で上書きされます。

- [Long[Long[Long openopenopen---tootootoo---longlonglong timetimetime (((長長長いいい長長長時時時間間間のののドドドアアア開開開放放放)]:)]:)]: ドアモニターが設定されている場合のみ
有効です。ドアを開放したままにできる秒数を設定します。設定時間に到達した時点でドアが
まだ開放されていると、長時間ドア開放イベントがトリガーされます。この設定を有効にし
ているカード所持者については、[Open too long time (長時間のドア開放)] に設定されている
値が、ここで設定した値で上書されます。

- [Relock[Relock[Relock afterafterafter openingopeningopening (((解解解放放放後後後ののの再再再ロロロッッッククク)]:)]:)]: ドアモニターが設定されている場合のみ有効です。
[RelockRelockRelock delaydelaydelay timetimetime (((再再再ロロロッッックククののの遅遅遅延延延時時時間間間)))] で、ロックのためにドアが開いた後、ドアがアン
ロックされたままになるミリ秒数を設定します。
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- [RelockRelockRelock afterafterafter closing:closing:closing: (((閉閉閉鎖鎖鎖後後後ののの再再再ロロロッッッククク:):):)] ドアモニターが設定されている場合のみ有効です。
[RelockRelockRelock delaydelaydelay timetimetime (((再再再ロロロッッックククののの遅遅遅延延延時時時間間間)))] で、ロックのためにドアが閉じた後、ドアがアン
ロックされたままになるミリ秒数を設定します。

時間のオプション

1 アクセス許可 - ロック解除
2 アクセス時間
3 アクションの実行なし - ロック施錠
4 アクションの実行 (ドアの開放) ‒ ロック施錠、またはドアが閉じるまでロック解除状態を維持
5 長時間のドア開放
6 長時間のドア開放アラームの生成

1 アクセス許可 - ロック解除
2 アクセス時間
3 2+3: 長いアクセス時間
4 アクションの実行なし - ロック施錠
5 アクションの実行 (ドアの開放) ‒ ロック施錠、またはドアが閉じるまでロック解除状態を維持
6 長時間のドア開放
7 6+7: 長い長時間のドア開放
8 長時間のドア開放アラームの生成
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ドアモニターの追加

ドアモニターとは、ドアの物理的な状態を監視するドアポジションスイッチです。

ドアにドアモニターを追加してドアモニター回路の接続方法を設定できます。

1. [Door configuration (ドアの設定)] ページに移動します。147ページドアの追加 を参照してください。

2. [Add[Add[Add doordoordoor monitormonitormonitor (((ドドドアアアモモモニニニタタターーーののの追追追加加加)])])] をクリックします。

3. ドアモニターを設定するI/Oポートを選択します。

4. ドアモニター回路の接続方法を選択します。

- [Open[Open[Open doordoordoor === OpenOpenOpen circuitcircuitcircuit (((ドドドアアア開開開放放放 === 開開開路路路)])])]: ドアモニター回路がNC (Normally Closed) の場合
に選択します。回路が開くと、ドアモニターはドアが開いている信号を発信します。回路が閉
じると、ドアモニターはドアが閉じている信号を発信します。

- [Open[Open[Open doordoordoor === ClosedClosedClosed circuitcircuitcircuit (((ドドドアアア開開開放放放 === 閉閉閉路路路)])])]: ドアモニター回路がNO (Normally Open) の場合
に選択します。回路が閉じると、ドアモニターはドアが開いている信号を発信します。回路が
開くと、ドアモニターはドアが閉じている信号を発信します。

5. デジタル入力が新しい安定状態に移行するまで状態変化を無視するには、[Debounce[Debounce[Debounce timetimetime (((デデデバババウウウ
ンンンススス時時時間間間)])])] を設定します。

6. ドアコントローラーとドアモニターの間の接続が中断された場合にイベントをトリガーするには、
[SupervisedSupervisedSupervised inputinputinput (((状状状態態態監監監視視視入入入力力力)))] をオンにします。153ページ状態監視入力 を参照してください。

緊急入力の追加

緊急入力を設定しておくと、ドアをロックしたりドアのロックを解除したりするアクションを開始できます。

ドアに緊急入力を追加して回路の接続方法を設定できます。

1. [Door configuration (ドアの設定)] ページに移動します。147ページドアの追加 を参照してください。

2. [Add[Add[Add emergencyemergencyemergency inputinputinput (((緊緊緊急急急入入入力力力ののの追追追加加加)])])] をクリックします。

3. 回路の接続方法を選択します。

- [Emergency[Emergency[Emergency statestatestate === OpenOpenOpen circuitcircuitcircuit (((緊緊緊急急急状状状態態態 === 開開開路路路)])])]: 緊急入力回路がNC (Normally Closed) の場
合に選択します。非常入力は、回路が開いたときに緊急状態信号を送信します。

- [Emergency[Emergency[Emergency statestatestate === ClosedClosedClosed circuitcircuitcircuit (((緊緊緊急急急状状状態態態 === 閉閉閉回回回路路路)])])]: 緊急入力回路がNO (Normally Open) の
場合に選択します。非常入力は、回路が閉じたときに緊急状態信号を送信します。

4. デジタル入力が新しい安定状態に移行するまで状態変化を無視するには、[Debounce[Debounce[Debounce timetimetime (((デデデバババウウウ
ンンンススス時時時間間間)])])] を設定します。

5. 緊急状態信号を受信した際にトリガーされるアクションを選択します。

- [Emergency[Emergency[Emergency actionactionaction === UnlockUnlockUnlock doordoordoor (((緊緊緊急急急アアアクククシシショョョンンン === ドドドアアアロロロッッッククク解解解除除除)])])]: 緊急状態信号を受
信したときにドアのロックを解除する場合に選択します。

- [Emergency[Emergency[Emergency actionactionaction === LockLockLock doordoordoor (((緊緊緊急急急アアアクククシシショョョンンン === ドドドアアアをををロロロッッッククク)])])]: 緊急状態信号を受信したと
きにドアをロックする場合に選択します。

リーダーの追加

リーダーとは、カード、キータグ、または関連アイテムからカード所持者の認証情報を読み取る装置です。

ドアコントローラーには、2つのリーダーを設定できます。ドアの片面または両面にリーダーを追加できます。
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カスタム設定のカードフォーマットやPIN長をリーダーに適用すると、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors
andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] の [CardCardCard formatsformatsformats (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト)))] に明示されま
す。145ページドアとゾーン を参照してください。

注
• リーダーの場合、AXIS Camera Station Secure Entryと装置のWebページで異なるPIN文字の末尾を設定した

場合、装置のWebページでの設定が使用されます。
• AXIS A8207をIPリーダーとして使用し、AXIS Camera Station Secure Entryと装置のWebページで異なるPIN

長を設定した場合、装置のWebページでの設定が使用されます。

1. [Door configuration (ドアの設定)] ページに移動します。147ページドアの追加 を参照してください。

2. ドアのどちらかの面で [ AddAddAdd readerreaderreader (((リリリーーーダダダーーーののの追追追加加加))) ] をクリックします。

3. RS485リーダーの場合は、[OSDPOSDPOSDP RS485RS485RS485] を選択し、[GeneralGeneralGeneral (((一一一般般般)))] からリーダーポートを選択します。

4. Wiegandプロトコルを使用するリーダーの場合は、[WiegandWiegandWiegand ] を選択し、[GeneralGeneralGeneral (((一一一般般般)))] からリー
ダーポートを選択します。

- [LEDLEDLED controlcontrolcontrol (LED(LED(LEDコココンンントトトロロローーールルル)))] で、[SingleSingleSingle wirewirewire (((シシシンンングググルルルワワワイイイヤヤヤーーー)))] か [DualDualDual wirewirewire (R/G)(R/G)(R/G) (((デデデュュュ
アアアルルルワワワイイイヤヤヤーーー (R/G))(R/G))(R/G)) ] を選択します。デュアルLEDコントロールを備えたリーダーは、通常、
赤、緑のLED用にさまざまな配線を使用します。

- リーダーへのいたずら入力に関する信号が発信されるタイミングを選択します。

- [T[T[Tamperamperamper === OpenOpenOpen circuitcircuitcircuit (((いいいたたたずずずららら === 開開開路路路)])])]: リーダーは、回路が開いたときにいたずら信号
を発信します。

- [T[T[Tamperamperamper === ClosedClosedClosed circuitcircuitcircuit (((いいいたたたずずずららら === 閉閉閉路路路)])])]: リーダーは、回路が閉じたときにいたずら信号
を発信します。

- リーダーへのいたずら入力が新しい安定状態に移行するまで状態変化を無視するには、[T[T[Tamperamperamper
debouncedebouncedebounce timetimetime (((いいいたたたずずずらららのののデデデバババウウウンンンススス時時時間間間)])])] を設定します。

- ドアコントローラーとリーダーの間の接続が中断された場合にイベントをトリガーするには、
[SupervisedSupervisedSupervised inputinputinput (((状状状態態態監監監視視視入入入力力力)))] をオンにします。153ページ状態監視入力 を参照してく
ださい。

5. IPリーダーの場合は、[General (一般)]で[ IPIPIP readerreaderreader (IP(IP(IPリリリーーーダダダーーー))) ]を選択し、ドロップダウンリストから装置
を選択します。要件およびサポートされる装置については、152ページIPリーダー を参照してください。

6. AXIS Barcode Readerを使用するには、[AXISAXISAXIS BarcodeBarcodeBarcode ReaderReaderReader ] を選択し、名前を入力します。
AXIS Barcode Readerの設定を参照してください。

7. PIN長は、[ ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> CardCardCard formatsformatsformats andandand PPPINININ (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>>
カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)IN)IN) ]で設定します。このリーダーでシステムの設定とは異なるカスタムPIN長の
設定を使用するための手順は、以下のとおりです。

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

7.2 [Custom[Custom[Custom PPPINININ lengthlengthlength (((カカカスススタタタムムムPPPINININ長長長)])])] をオンにします。

7.3 [Min[Min[Min PPPINININ lengthlengthlength (((最最最小小小PPPINININ長長長)])])]、[Max[Max[Max PPPINININ lengthlengthlength (((最最最大大大PPPINININ長長長)])])]、[End[End[End ofofof PPPINININ charactercharactercharacter (P(P(PINININ文文文字字字
ののの終終終端端端)])])] をそれぞれ設定します。

7.4 [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Doors[Doors[Doors andandand zoneszoneszones (((ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)])])] の順に移動すると、このドアの
[Card[Card[Card formatsformatsformats (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト)])])] 列が [Custom[Custom[Custom (((カカカスススタタタムムム)])])] としてマークされています。

8. カードフォーマットは、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Card[Card[Card
formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)]IN)]IN)] で設定します。このリーダーでシステムの設定とは異なる
カスタムカードフォーマットの設定を使用するための手順は、以下のとおりです。

8.1 [Advanced[Advanced[Advanced (((詳詳詳細細細設設設定定定)])])] をクリックします。
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8.2 [Custom[Custom[Custom cardcardcard formatsformatsformats (((カカカスススタタタムムムカカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト)])])] をオンにします。

8.3 リーダーで使用するカードフォーマットを変更します。すでに同じビット長のカードフォー
マットを使用している場合は、まずそれを無効にする必要があります。

カードフォーマットの設定が、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーー
ルルル)])])] >>> [Card[Card[Card formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)]IN)]IN)] で設定したシステム設定と異な
る場合は、警告アイコンが表示されます。

8.4 [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)])])] >>> [Doors[Doors[Doors andandand zoneszoneszones (((ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] の順に移動すると、このドアの
[CardCardCard formatsformatsformats (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト)))] 列が [CustomCustomCustom (((カカカスススタタタムムム)))] としてマークされています。

9. ドアの反対側の面にリーダーを追加するには、同じ手順を繰り返します。

IPリーダー

Axisネットワークインターカムは、AXIS Camera Station Secure EntryでIPリーダーとして使用することができます。

注
• これには、AXIS Camera Station 5.38以降と、ファームウェア10.6.0.2以降を搭載したAXIS A1601 Network

Door Controllerが必要です。
• インターカムをIPリーダーとして使用するには、特別な設定は必要ありません。

以下の装置がサポートされています。

• ファームウェア10.5.1以降を搭載しているAXIS A8207-VE Network Video Door Station

• ファームウェア10.5.1以降を搭載しているAXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station

REX装置の追加

退出要求 (REX) 装置とは、特定のドアに紐付けられた装置で、誰かがドアからの退出を要求したことを示します。
REX装置には、PIRセンサー、REXボタン、またはプッシュバーを使用できます。

REX装置は、ドアの片面に取り付けるか、両面に取り付けるかを選択できます。

1. [Door configuration (ドアの設定)] ページに移動します。147ページドアの追加 を参照してください。

2. ドアのどちらかの面で [Add[Add[Add REXREXREX devicedevicedevice (REX(REX(REX装装装置置置ののの追追追加加加)])])] をクリックします。

3. REX装置を設定するI/Oポートを選択します。使用可能なポートが1つしかない場合、ポートは自動的に
選択されます。

4. REX信号を受信したときにトリガーされるアクションを選択します。

- [Action[Action[Action === UnlockUnlockUnlock doordoordoor (((アアアクククシシショョョンンン === ドドドアアアロロロッッッククク解解解除除除)])])]: REX信号を受信したときにドアのロッ
クを解除する場合に選択します。

- [Action[Action[Action === NoneNoneNone (((アアアクククシシショョョンンン === なななししし)])])]: REX信号を受信したときにアクションをトリガーし
ない場合に選択します。

5. ドアモニター回路の接続方法を選択します。

- [REX[REX[REX activateactivateactivate === OpenOpenOpen circuitcircuitcircuit (REX(REX(REXアアアクククテテティィィブブブ === 開開開路路路)])])]: REX回路がNC (Normally Closed) の場合に
選択します。REX装置は、回路が開いたときに信号を送信します。

- [REX[REX[REX activateactivateactivate === ClosedClosedClosed circuitcircuitcircuit (REX(REX(REXアアアクククテテティィィブブブ === 閉閉閉路路路)])])]: REX回路がNO (Normally Open) の場合に
選択します。REX装置は、回路が閉じたときに信号を送信します。

6. デジタル入力が新しい安定状態に移行するまで状態変化を無視するには、[Debounce[Debounce[Debounce timetimetime (((デデデバババウウウ
ンンンススス時時時間間間)])])] を設定します。
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7. ドアコントローラーとREX装置の間の接続が中断された場合にイベントをトリガーするには、[SupervisedSupervisedSupervised
inputinputinput (((状状状態態態監監監視視視入入入力力力)))] をオンにします。153ページ状態監視入力 を参照してください。

ゾーンの追加

ゾーンとは、グループ化されたドアがある特定の物理的領域です。

ゾーンを作成したり、ゾーンにドアを追加したりできます。ドアには、以下のような種類があります。

• 周周周辺辺辺ドドドアアア::: このドアを通ってカード所持者がゾーンに出入りします。

• 内内内部部部ドドドアアア::: ゾーンの内部にあるドアです。

注
周辺ドアは、2つのゾーンに属することができますが、内部ドアは1つのゾーンにのみ属することが
できます。

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアアとととゾゾゾーーーンンン)))] に
移動して [AddAddAdd zonezonezone (((ゾゾゾーーーンンンののの追追追加加加)))] をクリックします。

2. ゾーン名を入力します。

3. ドアリストでドアを選択して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

4. デフォルトでは、ドアは周辺ドアに設定されています。これを変更するには、ドロップダウンリス
トで [Internal[Internal[Internal doordoordoor (((内内内部部部ドドドアアア)])])] を選択します。

5. 周辺ドアの場合、デフォルトでは、ゾーンに入る際にドアのA面が使用される設定になっています。これ
を変更するには、ドロップダウンリストで [Leave[Leave[Leave zonezonezone (((ゾゾゾーーーンンン退退退出出出)])])] を選択します。このオプション
は、周辺ドアでのみ使用できます。

6. ゾーンからドアを削除するには、 をクリックします。

7. [OKOKOK] をクリックします。

ゾーンを編集するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones >>> ZonesZonesZones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアア
とととゾゾゾーーーンンン >>> ゾゾゾーーーンンン)))] を選択します。

2. リストからゾーンを選択します。

3. をクリックして [EditEditEdit (((編編編集集集)))] を選択します。

4. 設定を変更して [OKOKOK] をクリックします。

ゾーンを削除するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> DoorsDoorsDoors andandand zoneszoneszones >>> ZonesZonesZones (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> ドドドアアア
とととゾゾゾーーーンンン >>> ゾゾゾーーーンンン)))] を選択します。

2. リストからゾーンを選択します。

3. をクリックして [DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] を選択します。

4. [OKOKOK] をクリックします。

状態監視入力

監視入力は、以下の接続が中断された場合にイベントをトリガーするために使用できます。

• ドアコントローラーとドアモニターの接続。150ページドアモニターの追加 を参照してください。
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• Wiegandプロトコルを使用するドアコントローラーとリーダー間の接続。150ページリーダーの追加
を参照してください。

• ドアコントローラーとREX装置間の接続。152ページREX装置の追加 を参照してください。

監視入力を使用するには:

1. 終端抵抗は、接続図にしたがって、できるだけ周辺機器の近くに設置してください。

2. リーダー、ドアモニター、またはREX装置の設定ページに移動し、[SupervisedSupervisedSupervised inputinputinput (((監監監視視視入入入力力力)))] を
オンにします。

3. 並列優先接続図に従った場合は、[ParallelParallelParallel firstfirstfirst connectionconnectionconnection withwithwith aaa 222222 KΩKΩKΩ parallelparallelparallel resistorresistorresistor andandand aaa 4.74.74.7 KΩKΩKΩ
serialserialserial resistorresistorresistor (22(22(22 KΩKΩKΩののの並並並列列列抵抵抵抗抗抗器器器ととと4.74.74.7 KΩKΩKΩののの直直直列列列抵抵抵抗抗抗器器器ににによよよるるる並並並列列列優優優先先先接接接続続続)))] を選択します。

4. 直列優先接続図に従った場合は、[SerialSerialSerial firstfirstfirst connectionconnectionconnection (((直直直列列列優優優先先先接接接続続続)))] を選択し、[ResistorResistorResistor valuesvaluesvalues (((抵抵抵
抗抗抗器器器ののの値値値)))] ドロップダウンリストから抵抗器の値を選択します。

接続図

パパパラララレレレルルルフフファァァーーーススストトト接接接続続続

抵抗器の値は 4.7 kΩ及び 22 kΩである必要があります。

最最最初初初のののシシシリリリアアアルルル接接接続続続

抵抗器の値は同じで、1~10 kΩの範囲内である必要があります。

識別プロファイル
識別プロファイルは、識別タイプとスケジュールを組み合わたものです。1つ以上のドアに識別プロファイルを適
用することで、カード所持者がいつ、どのように、どの方向からドアを通過できるのかを決定できます。

識別タイプによって、カード所持者がドアにアクセスするために必要な認証情報が決定されます。一般的な識別タ
イプは、カード (カード保存未加工データ型、カード番号) やキーフォブなどのトークン、個人の識別番号 (PIN)、
指紋、顔立ちマップ、退出要求 (REX) 装置です。また、識別タイプによっては、1種類以上の情報を扱えます。

サポートされる識別タイプ: カード、PIN、REX、静的QR、動的QR。

注
動的QRはPINと一緒に使用する必要があります。
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識別プロファイルを作成、編集、または削除するには、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])]
>>> [Identification[Identification[Identification profilesprofilesprofiles (((識識識別別別プププロロロフフファァァイイイルルル)])])] を選択します。[T[T[Typeypeype 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
を使用して、特定の識別プロファイルを検索できます。

そのまま使用したり、必要に応じて編集して使用したりできる、デフォルトの識別プロファイルが5つ用意され
ています。

• [Card[Card[Card (((カカカーーードドド)]:)]:)]: カード所持者がドアにアクセスする際に、カードを読み取らせることが求められます。

• [Card[Card[Card andandand PPPINININ (((カカカーーードドドとととPPPIN)]:IN)]:IN)]: カード所持者がドアにアクセスする際に、カードを読み取らせて、さらに
PINを入力することが求められます。

• [P[P[PIN]:IN]:IN]: カード所持者がドアにアクセスする際に、PINを入力することが求められます。

• [Card[Card[Card ororor PPPINININ (((カカカーーードドドまままたたたはははPPPIN)]:IN)]:IN)]: カード所持者がドアにアクセスする際に、カードを読み取らせるか、
PINを入力することが求められます。

• QR:QR:QR: カード所持者は、ドアにアクセスするためにQRコード®をカメラに表示する必要があります。QR
識別プロファイルは、静的QRと動的QRの両方に使用されます。

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。

識別プロファイルを作成する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Identification[Identification[Identification profilesprofilesprofiles (((識識識別別別プププロロロフフファァァイイイルルル))) ]
に移動して [Create[Create[Create identificationidentificationidentification profileprofileprofile (((識識識別別別プププロロロ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。

2. 識別プロファイル名を入力します。

3. 設備コードを [Credential validation (認証情報の検証)] フィールドの1つとして使用するには、[Include[Include[Include
facilityfacilityfacility codecodecode forforfor cardcardcard validationvalidationvalidation (((カカカーーードドド検検検証証証用用用ののの機機機能能能コココーーードドドををを含含含めめめるるる)])])] を選択します。このフィールド
は、[AccessAccessAccess managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定)])])] で [Facility[Facility[Facility codecodecode (((設設設備備備コココーーードドド)])])] を有効
にしている場合のみ使用できます。

4. ドアのどちらかの面を指定します。

4.1 [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

4.2 [Identification[Identification[Identification typetypetype (((識識識別別別タタタイイイプププ)])])] のドロップダウンリストから1つ以上のタイプを選択します。

4.3 [ScheduleScheduleSchedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] のドロップダウンリストから1つ以上のスケジュールを選択します。

5. ドアの反対側の面について同じ手順を繰り返します。

6. [OKOKOK] をクリックします。

識別プロファイルを編集する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Identification[Identification[Identification profilesprofilesprofiles (((識識識別別別プププロロロ
フフファァァイイイルルル)])])] を選択します。

2. 識別プロファイルを選択して をクリックします。

3. 識別プロファイル名を変更するには、新しい名前を入力します。

4. ドアのどちらかの面を指定します。

- 識別タイプを変更するには、[Identification[Identification[Identification typetypetype (((識識識別別別タタタイイイプププ)])])] のドロップダウンリストから
1つ以上のタイプを選択します。

- スケジュールを変更するには、[Schedule[Schedule[Schedule (((スススケケケジジジュュューーールルル)])])] のドロップダウンリストから1つ以
上のスケジュールを選択します。

- 識別タイプとそれに関連するスケジュールを削除するには、 をクリックします。
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- 識別タイプとそれに関連スケジュールを追加するには、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックし、識別タイ
プとスケジュールを設定します。

5. ドアの反対側の面の識別プロファイルを編集するには、ここまでの手順を繰り返します。

6. [OK][OK][OK] をクリックします。

識別プロファイルを削除する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Identification[Identification[Identification profilesprofilesprofiles (((識識識別別別プププロロロ
フフファァァイイイルルル)])])] を選択します。

2. 識別プロファイルを選択して をクリックします。

3. 識別プロファイルをドアに適用していた場合は、そのドア用に別の識別プロファイルを選択します。

4. [OK][OK][OK] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=identification-profiles

識別プロファイルの設定

カードフォーマットとPIN
カードフォーマットによって、カードにデータを格納する方法が定義されます。これは、システム内で入力デー
タを検証済みデータにする変換テーブルです。各カードフォーマットには、カードに保存される情報の体系化の方
法を規定する、さまざまなルールセットがあります。カードフォーマットを定義することで、コントローラーが
カードリーダーから取得する情報をどのように解釈するかがシステムに通知されます。

そのまま使用したり、必要に応じて編集して使用したりできる、汎用性の高い既定のカードフォーマットもいく
つか用意されています。カスタムのカードフォーマットを作成することもできます。

[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Card[Card[Card formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト
とととPPPIN)]IN)]IN)] の順に移動すると、カードフォーマットが一覧表示されます。カードフォーマットを作成したり、編集し
たり、有効にしたりできます。PINの設定もできます。[T[T[Typeypeype 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

使用すると、特定のカードフォーマットを検索できます。 をクリックすると、カードフォーマットをデ
フォルトのフィールドマップにリセットできます。

カスタムカードフォーマットには、認証情報の検証に使用する以下のデータフィールドを含めることができます。

• [Card[Card[Card numbernumbernumber (((カカカーーードドド番番番号号号)]:)]:)]: 認証情報のバイナリデータのサブセットで、10進数か16進数としてエン
コードされています。カード番号は、特定のカードまたはカード所持者を識別するために使用されます。

• [Facility[Facility[Facility codecodecode (((設設設備備備コココーーードドド)]:)]:)]: 認証情報のバイナリデータのサブセットで、10進数か16進数としてエンコー
ドされています。施設コードは、特定のエンドカスタマーまたはサイトを識別するために使用されます。

カードフォーマットを作成する手順は、以下のとおりです。
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1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess ControlControlControl >>> CardCardCard formatsformatsformats andandand PPPINININ (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> カカカーーードドドフフフォォォーーー
マママッッットトトとととPPPIN)IN)IN)] に移動して [AddAddAdd cardcardcard formatformatformat (((カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトトののの追追追加加加)))] をクリックします。

2. カードフォーマットの名前を入力します。

3. [BitBitBit lengthlengthlength (((ビビビッッットトト長長長)))] フィールドに、1〜256の間のビット長を入力します。

4. カードリーダーから受信したデータのビット順を反転するには、[InvertInvertInvert bitbitbit orderorderorder (((ビビビッッットトト順順順ををを反反反転転転すすするるる)))]

を選択します。 をクリックすると、ビット順を反転した後の出力例が表示されます。

5. カードリーダーから受信したデータのバイト順を反転するには、[Invert[Invert[Invert bytebytebyte orderorderorder (((バババイイイトトト順順順ををを反反反転転転すすす
るるる)])])] を選択します。このオプションは、8で割り切れるビット長を指定している場合のみ使用できます。

をクリックすると、バイト順を反転した後の出力例が表示されます。

6. カードフォーマットで有効にするデータフィールドを選択して設定します。カードフォーマットでは、
[Card[Card[Card numbernumbernumber (((カカカーーードドド番番番号号号)])])] か [Facility[Facility[Facility codecodecode (((設設設備備備コココーーードドド)])])] のいずれかを有効にする必要があります。

- [Range[Range[Range (((範範範囲囲囲)]:)]:)]: データフィールドのデータのビット範囲を設定します。この範囲は、[BitBitBit lengthlengthlength
(((ビビビッッットトト長長長)))] に指定した範囲内である必要があります。

- 出出出力力力形形形式式式::: データフィールドのデータの出力形式を選択します。

十進法とは10を底とする位取り記数法であり、0〜9の数字で構成されています。

十六進法とは16を底とする位取り記数法であり、0〜9の数字とa〜fの文字を使用して表記さ
れます。

- [Bit[Bit[Bit orderorderorder ofofof subrangesubrangesubrange (((ビビビッッットトト順順順のののサササブブブ範範範囲囲囲)]:)]:)]: ビット順を選択します。

リトルエンディアン方式のビット並び順とは、最初のビットが最小 (下位) であることを意味
します。

ビッグエンディアン方式のビット並び順とは、最初のビットが最大 (上位) であることを意味
します。

7. [OK][OK][OK] をクリックします。カードフォーマットがカードフォーマットリストに追加されます。

8. カードフォーマットを有効にするには、カードフォーマット名の前にあるチェックボックスをオン
にします。

注
• 同一ビット長の2つのカードフォーマットを同時にアクティブにすることはできません。たとえば、

「Format A」と「Format B」という2つの32ビットカードフォーマットを定義していて「Format A」を有
効にしている場合は、先に「Format A」を無効にしないと「Format B」を有効にできません。

• 1つ以上のリーダーが接続されたドアコントローラーを設定している場合は、カードフォーマットを有
効または無効にのみ設定できます。

カードフォーマットを編集する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Card[Card[Card formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドド
フフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)]IN)]IN)] を選択します。

2. カードフォーマットを選択して をクリックします。

3. 既定のカードフォーマットを編集する場合は、ビット長が8で割り切れる場合に限って、[Invert[Invert[Invert bitbitbit orderorderorder
(((ビビビッッットトト順順順ををを反反反転転転すすするるる)])])] と [Invert[Invert[Invert bytebytebyte orderorderorder (((バババイイイトトト順順順ををを反反反転転転すすするるる)])])] を編集できます。

4. カスタムカードフォーマットについては、すべてのフィールドを編集できます。

5. [OK][OK][OK] をクリックします。
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削除できるのは、カスタムカードフォーマットのみです。カスタムカードフォーマットを削除する手順は、以
下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Card[Card[Card formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドド
フフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)]IN)]IN)] を選択します。

2. カスタムカードフォーマットを選択し、 と [Y[Y[Yeseses (((はははいいい)])])] をクリックします。

PIN長を設定する手順は、以下のとおりです。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [Access[Access[Access ControlControlControl (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)])])] >>> [Card[Card[Card formatsformatsformats andandand PPPINININ (((カカカーーードドド
フフフォォォーーーマママッッットトトとととPPPIN)]IN)]IN)] を選択します。

2. [P[P[PINININ configurationconfigurationconfiguration (P(P(PINININ設設設定定定)])])] で をクリックします。

3. [Min[Min[Min PPPINININ lengthlengthlength (((最最最小小小PPPINININ長長長)])])]、[Max[Max[Max PPPINININ lengthlengthlength (((最最最大大大PPPINININ長長長)])])]、[End[End[End ofofof PPPINININ charactercharactercharacter (P(P(PINININ文文文字字字ののの終終終
端端端)])])] をそれぞれ指定します。

4. [OK][OK][OK] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=card-formats-and-pin

カードフォーマットの設定

カードフォーマットの設定

オオオーーーバババーーービビビュュューーー
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• 10進数で表記されたカード番号は64332です。

• 1つのリーダーがカード番号を16進数のFB4Cに変換します。別のリーダーがそれを16進数の4CFB
に変換します。

• FB4Cを受信したAXIS A1601 Network Door Controllerは、それをリーダーに適用されているカードフォー
マット設定に従って10進数の64332に変換します。

• 4CFBを受信したAXIS A1601 Network Door Controllerは、そのバイト順を反転してFB4Cにし、それをさら
にリーダーに適用されているカードフォーマット設定に従って10進数の64332に変換します。

ビビビッッットトト順順順ののの反反反転転転

ビット順の反転後、リーダーから受信したカードデータは、右から左にビット順に読み取られます。

バババイイイトトト順順順ののの反反反転転転

1バイトは8ビットです。バイト順の反転後、リーダーから受信したカードデータは、右から左にバイト順に
読み取られます。

159



AXIS Camera Station User Manual

設定

262626ビビビッッットトト標標標準準準のののWiegandWiegandWiegand カカカーーードドドフフフォォォーーーマママッッットトト

1 先頭のパリティ
2 設備コード
3 カード番号
4 末尾のパリティ

暗号化通信

OSDPセキュアチャンネル

AXIS Camera Station Secure Entryは、OSDP (Open Supervised Device Protocol) セキュアチャンネルに対応し、コン
トローラーとAxisリーダー間の回線暗号化を可能にします。

システム全体でOSDPセキュアチャンネルをオンにするには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> EncryptedEncryptedEncrypted communicationcommunicationcommunication (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> 暗暗暗
号号号化化化通通通信信信)))] に移動します。

2. メインの暗号化キーを指定し、[OKOKOK] をクリックします。メイン暗号化キーを変更するには、 をク
リックします。

3. [OSDPOSDPOSDP SecureSecureSecure ChannelChannelChannel (OSDP(OSDP(OSDPセセセキキキュュュアアアチチチャャャンンンネネネルルル)))] をオンにします。このオプションは、メインの
暗号化キーを設定した後にのみ使用できます。

4. デフォルトでは、OSDPセキュアチャンネルキーはメイン暗号化キーによって生成されます。OSDPセ
キュアチャンネルキーを手動で設定するには:

4.1 [OSDPOSDPOSDP SecureSecureSecure ChannelChannelChannel (OSDP(OSDP(OSDPセセセキキキュュュアアアチチチャャャンンンネネネルルル)))] で、 をクリックします。

4.2 [UseUseUse mainmainmain encryptionencryptionencryption keykeykey tototo generategenerategenerate OSDPOSDPOSDP SecureSecureSecure ChannelChannelChannel keykeykey (((メメメイイインンン暗暗暗号号号化化化キキキーーーををを使使使用用用ししし
てててOSDPOSDPOSDPセセセキキキュュュアアアチチチャャャンンンネネネルルルキキキーーーををを生生生成成成すすするるる)))] をクリアします。

4.3 OSDPセキュアチャンネルキーを入力し、[OKOKOK] をクリックします。

特定のリーダーでOSDPセキュアチャンネルをオンまたはオフにする方法については、ドアとゾーンを参照して
ください。

AXIS Barcode Reader

AXIS Barcode Readerは、Axisカメラにインストールできるアプリケーションです。Axisドアコントローラーは、認
証キーを使用してアクセスを許可することで、AXIS Readerを認証できます。AXISコードリーダーの設定方法の完
全なワークフローについては、「AXISコード リーダーの設定」を参照してください。

ドアコントローラーとAXISコードリーダー間の接続を作成するには:

1. AXIS Camera Stationで、以下の手順に従います。

1.1 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> EncryptedEncryptedEncrypted communicationcommunicationcommunication (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーー
ルルル >>> 暗暗暗号号号化化化通通通信信信)))] に移動します。
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1.2 [ExternalExternalExternal PeripheralPeripheralPeripheral AuthenticationAuthenticationAuthentication KeyKeyKey (((外外外部部部周周周辺辺辺機機機器器器認認認証証証)))] キーで [ShowShowShow authenticationauthenticationauthentication keykeykey
(((認認認証証証キキキーーーののの表表表示示示)))]、[CopyCopyCopy keykeykey (((キキキーーーのののコココピピピーーー)))] の順にクリックします。

2. AXIS Barcode Readerが実行されている装置のWebページで、

2.1 AXIS Barcodeコードリーダーアプリケーションを開きます。

2.2 サーバー証明書が設定されていない場合は、サーバー証明書AXIS Camera Stationは 証証証明明明書書書検検検証証証
ををを無無無視視視しししままますすす。より詳細な情報については、CA証明書 を参照してください。

2.3 AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation SecureSecureSecure EntryEntryEntryに反対します。

2.4 [ 追追追加加加]]]] をクリックし、ドアコントローラーのIPアドレスを入力し、認証キーを貼り付けます。

2.5 接続が作成されると、右側のパネルに情報が表示されます。ドロップダウンリストから読み取
るリーダーを選択します。

マルチサーバーBETA

マルチサーバーを使用すると、メインサーバー上のグローバルカード所持者およびカード所持者グループを接続
されたサブサーバーで使用できます。

注
• AXIS Camera Station 5.47以降が必要です。
• 前提条件として、メインサーバーとサブサーバーは同じネットワーク上にある必要があります。
• メインサーバーとサブサーバーでかならず、WindowsファイアウォールがSecure Entryポートで入力TCP

接続を許可するよう設定します。デフォルトのポートは55767です。ポートのカスタマイズ設定につ
いては、198ページ一般 を参照してください。

ワークフロー

1. サーバーをサブサーバーとして設定し、設定ファイルを生成します。161ページサブサーバーから設
定ファイルを生成する を参照してください。

2. サーバーをメインサーバーとして設定し、サブサーバーの設定ファイルをインポートします。161ページ
設定ファイルをメインサーバーにインポートする を参照してください。

3. メインサーバーでグローバルなカード所持者とカード所持者グループを設定します。167ページカード所
持者の追加 および172ページグループの追加 を参照してください。

4. サブサーバーからグローバルなカード所持者およびカード所持者グループを表示および監視します。166
ページ、アクセス管理 を参照してください。

サブサーバーから設定ファイルを生成する

1. サブサーバーで、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> MultiMultiMulti serverserverserver (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> マママルルル
チチチサササーーーバババーーー)))] に移動します。

2. [SubSubSub serverserverserver (((サササブブブサササーーーバババーーー)))] をクリックします。

3. [GenerateGenerateGenerate (((生生生成成成)))] をクリックします。設定ファイルが.json形式で生成されます。

4. [DownloadDownloadDownload (((ダダダウウウンンンロロローーードドド)))] をクリックし、ファイルを保存する場所を選択します。

設定ファイルをメインサーバーにインポートする

1. メインサーバーで、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> MultiMultiMulti serverserverserver (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル
>>> マママルルルチチチサササーーーバババーーー)))] に移動します。

2. [MainMainMain serverserverserver (((メメメイイインンンサササーーーバババーーー)))] をクリックします。
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3. をクリックし、サブサーバーで生成した設定ファイルに移動します。

4. サブサーバーのサーバー名、IPアドレス、ポート番号を入力します。[ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] をクリッ
クします。

5. サブサーバーがリストに追加され、ステータスが [Connected (接続済み)] と表示されます。

サブサーバーを無効にする

サブサーバーは、設定ファイルをメインサーバーにインポートする前に限り無効にできます。

1. メインサーバーで、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> MultiMultiMulti serverserverserver (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル
>>> マママルルルチチチサササーーーバババーーー)))] に移動します。

2. [SubSubSub serverserverserver (((サササブブブサササーーーバババーーー)))] をクリックしてから、[RevokeRevokeRevoke serverserverserver (((サササーーーバババーーーををを無無無効効効化化化)))] をクリックし
ます。

3. これで、このサーバーをメインサーバーまたはサブサーバーとして設定できます。

サブサーバーを削除する

サブサーバーの設定ファイルをインポートすると、サブサーバーがメインサーバーに接続されます。

サブサーバーを削除するには、次の手順を実行します。

1. メインサーバーにアクセスします。

1.1 [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement >>> DashboardDashboardDashboard (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)))] を開き、グローバルな
カード所持者とグループをローカルなカード所持者とグループに変更します。

1.2 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> MultiMultiMulti serverserverserver (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> マママルルルチチチサササーーー
バババーーー)))] に移動し、[MainMainMain serverserverserver (((マママルルルチチチサササーーーバババーーー)))] をクリックしてサブサーバーのリストを表示
します。

1.3 サブサーバーを選択し、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] をクリックします。

2. サブサーバーで、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> MultiMultiMulti serverserverserver (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル >>> マママルルル
チチチサササーーーバババーーー)))] に移動します。[SubSubSub serverserverserver (((サササブブブサササーーーバババーーー)))] をクリックしてから、[RevokeRevokeRevoke serverserverserver (((サササーーー
バババーーーををを無無無効効効化化化)))] をクリックします。

Active Directory設定BETA

ユーザーをActive DirectoryデータベースからSecure Entryアクセスコントロール管理システムにマッピングでき
ます。これにより、Active Directoryのユーザーのプロパティがアクセス管理システムのカード所持者のプロパ
ティにマッピングされます。

Active Directoryユーザーをマッピングする

Active Directoryのプロパティとアクセス管理システムのカード所持者のプロパティとの間のマッピングを設
定するには:

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration (((設設設定定定)))] > [AccessAccessAccess controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)))] > [ActiveActiveActive directorydirectorydirectory settingssettingssettings (Active(Active(Active
DirectoryDirectoryDirectory 設設設定定定)))]BETA に移動します。

2. [+Add+Add+Add mappingmappingmapping (+(+(+マママッッッピピピンンングググををを追追追加加加)))] をクリックします。

3. 画面の指示に従ってマッピングを完了します。
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スマート検索2の設定
スマート検索2を使用すると、複数のフィルターを設定して、Axisカメラから生成された録画から対象とな
る人物や車両を簡単に見つけることができます。

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

help.axis.com/?&piaId=34074&section=smart-search-2-settings

要件、制限、スマート検索2の使用方法については、41ページ、スマート検索2 を参照してください。

1. [ ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SmartSmartSmart searchsearchsearch 222 >>> SettingsSettingsSettings (((設設設定定定 >>> スススマママーーートトト検検検索索索222 >>> 設設設定定定)))]に移動します。

2. [ CamerasCamerasCameras (((カカカメメメラララ)))]で、次の手順を実行します。

2.1 メタデータをスマート検索2に送信するカメラを選択します。

2.2 カメラに対してバックグラウンドでのサーバー分類を許可するには、[BackgroundBackgroundBackground serverserverserver
classificationclassificationclassification (((バババッッックククグググラララウウウンンンドドドでででのののサササーーーバババーーー分分分類類類)))] 列で [AllowAllowAllow (((許許許可可可)))] を選択します。これに
より、サーバーの負荷が増加しますが、ユーザーエクスペリエンスは向上します。

2.3 バックグラウンドでサーバー分類を行うカメラで、分類が遅いと、[BackgroundBackgroundBackground serverserverserver
classificationclassificationclassification (((バババッッックククグググラララウウウンンンドドドでででのののサササーーーバババーーー分分分類類類)))] 列に直近1時間の分類状況を示すアイコ
ンが表示されます。

- は、分類された検知が95%未満であるときに表示されます。

- は、分類された検知が50%未満であるときに表示されます。

2.3 サーバーに保存される検知の量を制限するには、[FilterFilterFilter (((フフフィィィルルルタタターーー)))] で、 をクリックし、
[SizeSizeSize andandand durationdurationduration (((サササイイイズズズととと期期期間間間)))] および [AreaAreaArea (((エエエリリリアアア)))] のフィルターを作成します。たと
えば、小さな物体や、ごく短時間にしか現れない物体を除外するために使用します。この
フィルターは個々のカメラに適用されます。

3. [StorageStorageStorage (((ススストトトレレレーーージジジ)))] で次の設定を行います。

- 検知を保存するドライブとフォルダーを選択し、[ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。

- ストレージサイズの上限を設定し、[ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。ストレージの上限に
達すると、最も古い検知が削除されます。
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System Health MonitoringBETAの設定
注

• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、[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て、接続している任意のサーバーでシステムの健全性監視を
設定できます。

• 別のネットワーク上にあるシステムを管理している場合、AXISのシステムの健全性監視クラウドサー
ビスは、クラウド経由で同じ機能を提供します。詳細については、「120ページAXIS System Health
Monitoring Cloud Serviceの設定 」を参照してください。

通知
電子メール通知を送信するには:

1. 通知の送信に使用するSMTPサーバーと電子メールアドレスを設定します。124ページサーバーの
設定 を参照してください。

2. 通知を受信する電子メールアドレスを設定します。164ページ電子メール送信先の設定 を参照して
ください。

3. 通知ルールを設定します。164ページ通知ルールの設定 を参照してください。

電子メール送信先の設定

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [System[System[System HealthHealthHealth Monitoring]Monitoring]Monitoring] >>> [Notifications[Notifications[Notifications (((通通通知知知)])])] に移動します。

2. [EmailEmailEmail recipientsrecipientsrecipients (((電電電子子子メメメーーールルル送送送信信信先先先)))] で、メールアドレスを入力し、[SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。
同じ手順を繰り返して、複数の電子メール送信先を追加します。

3. SMTPサーバーをテストするには、[SendSendSend testtesttest emailemailemail (((テテテススストトト電電電子子子メメメーーールルルををを送送送信信信)))] をクリックします。テス
ト電子メールが送信されたことを示すメッセージが表示されます。

通知ルールの設定

デフォルトでは、次の2つの通知ルールが有効になっています。

• システムのダウン: 単一システム設定のシステムまたはマルチシステム設定のいずれかのシステム
が5分間ダウンしたときに通知を送信します。

• 装置のダウン: System Health Monitoringに一覧表示されている装置が5分間ダウンしたときに通知
を送信します。

1. [Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [System[System[System HealthHealthHealth Monitoring]Monitoring]Monitoring] >>> [Notifications[Notifications[Notifications (((通通通知知知)])])] に移動します。

2. [NotificationNotificationNotification rulesrulesrules (((通通通知知知ルルルーーールルル)))] で、通知ルールをオンまたはオフにします。

3. [AppliedAppliedApplied rulesrulesrules (((適適適用用用ささされれれたたたルルルーーールルル)))] で、通知ルールが適用されたシステムと装置のリストが表示され
ます。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=multisystem

システムの健全性監視を使用すると、1つのメインシステムから複数のセカンダリシステムの健全性データ
を監視できます。

1. セカンダリシステムで、メインシステムからアクセスするためのシステム設定を生成します。165ペー
ジシステム設定を生成 を参照してください。

2. 他のセカンダリシステムでも、前の手順を繰り返します。

3. メインシステムで、システム設定をアップロードします。165ページ他のシステムからデータを取得
する を参照してください。

4. メインシステムから複数のシステムのヘルスデータを監視します。180ページ、System Health
MonitoringBETA を参照してください。

システム設定を生成

1. [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring >>> MultisystemMultisystemMultisystem (((設設設定定定 >>> シシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視 >>> マママルルルチチチ
シシシススステテテムムム)))] に移動します。

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

3. [CopyCopyCopy (((コココピピピーーー)))] をクリックして、コピーをメインシステムにアップロードできるようにします。

4. システム設定の詳細を表示するには、[ShowShowShow detailsdetailsdetails (((詳詳詳細細細ををを表表表示示示)))] をクリックします。

5. システム設定を再生成するには、[DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] をクリックして、最初に既存の設定を削除します。

システム設定がメインシステムにアップロードされると、メインシステム情報が [SystemsSystemsSystems withwithwith accessaccessaccess (((アアアクククセセセススス
可可可能能能なななシシシススステテテムムム)))] の下に表示されます。

他のシステムからデータを取得する

セカンダリシステムのシステム設定を生成してコピーした後、そのコピーをメインシステムにアップロード
できます。

1. メインシステムで、[Configuration[Configuration[Configuration (((設設設定定定)])])] >>> [System[System[System HealthHealthHealth Monitoring]Monitoring]Monitoring] >>> [Multisystem[Multisystem[Multisystem (((マママルルルチチチ
シシシススステテテムムム)])])] に移動します。

2. [PastePastePaste (((貼貼貼りりり付付付けけけ)))] をクリックします。セカンダリシステムからコピーした情報は自動的に入力されます。

3. ホストのIPアドレスを確認し、[AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。セカンダリシステムが追加され、
[AvailableAvailableAvailable systemssystemssystems (((使使使用用用可可可能能能なななシシシススステテテムムム)))] の下に表示されます。
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アクセスコントロールの設定後、 をクリックして [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)))] を選択すると、
AXIS Camera Station クライアントにAccess managementタブが表示されます。144ページアクセスコントロール
の設定 を参照してください。

AXIS Camera StationでAXIS A1601 Network Door Controllerを設定するワークフローの詳細については、
「AXIS A1601 Network Door Controllerの設定」を参照してください。

[Access management (アクセス管理)] タブでは、システムのカード所持者、グループ、ドア、ゾーン、アクセス
ルールの設定や管理ができます。このタブは、以下のビューで構成されます。

• [Dashboard (ダッシュボード)]: カード所持者、認証情報、グループ、アクセスルールを追加したり、
ドアやゾーンのアクションを実行したりできます。

- 設定が完了していないカード所持者、ドア、アクセスルールは、黄色で強調表示されます。た
とえば、カード所持者またはドアがアクセスルールに追加されていない場合などです。

- 何か問題のあるカード所持者は、ピンクで強調表示されます。たとえば、有効期限が切れてい
るカード所持者や、停止中のカード所持者などです。

• [Reports (レポート)]: システムに関するさまざまな種類の情報が記載されたレポートをエクスポート
します。176ページレポートのエクスポート を参照してください。

• [Settings (設定)]: カード所持者テンプレートにカスタムフィールドを追加したり、システムで設備
コードを有効にしたりできます。177ページアクセス管理の設定 を参照してください。

• インポートとエクスポート: カード所持者データのインポートとエクスポートができます。シス
テムを前回のインポート時の状態にリセットすることもできます。177ページインポートとエクス
ポート を参照してください。

アクセス管理のワークフロー
アクセス管理の構造には柔軟性があり、ニーズに合わせてワークフローを開発することができます。以下は
ワークフローの例です。

1. グループを追加するワークフローについては、172ページグループの追加 を参照してください。

2. カード所持者を追加するワークフローについては、167ページカード所持者の追加 を参照してください。

166

https://help.axis.com/axis-camera-station-integrator-guide#set-up-axis-a1601-network-door-controller


AXIS Camera Station User Manual

アクセス管理

3. カード所持者とグループの追加。

4. アクションルールを追加するワークフローについては、173ページアクセスルールの追加 を参照して
ください。

5. アクセスルールへのグループの適用。

6. アクセスルールへのゾーンの適用。

7. アクセスルールへのドアの適用。

カード所持者の追加
カード所持者とは、システムに登録された一意のIDを持つ人物です。カード所持者には、その人物が誰で、いつ、
どのようにドアへのアクセス権を付与されるのかをシステムに伝える認証情報が設定されます。

また、Active Directoryデータベース内のユーザーをカード所持者としてマッピングすることもできます。162
ページActive Directory設定BETA を参照してください。

1. [Access[Access[Access managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] に移動します。

2. [CardholdersCardholdersCardholders (((カカカーーードドド所所所持持持者者者)))] で と をクリックします。

3. 名、姓、カード所持者ID、メールアドレスを入力します。カード所持者IDは、カード所持者を識別するた
めに毎回使用される一意の番号です。

4. [Access[Access[Access managementmanagementmanagement >>> SettingsSettingsSettings (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> 設設設定定定)])])] でカスタムフィールドを設定している場合
は、カスタムフィールドの情報も入力します。

5. カードフォルダーの画像を追加します。[AddAddAdd ImageImageImage (((画画画像像像ののの追追追加加加)))] をクリックし、[UploadUploadUpload imageimageimage (((画画画像像像
のののアアアッッップププロロローーードドド)))] または [TTTakeakeake aaa picturepicturepicture (((画画画像像像ををを撮撮撮影影影)))] を選択します。

6. カード所持者が属するグループを追加します。

6.1 [GroupsGroupsGroups (((グググルルルーーープププ)))] を展開して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

6.2 グループを選択して [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

6.3 複数のグループを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリックして終了します。

7. [More[More[More (((詳詳詳細細細)])])] を展開すると、以下の操作を行えます。

- カード所持者を停止するには、[Suspend[Suspend[Suspend cardholdercardholdercardholder カカカーーードドド所所所持持持者者者ののの停停停止止止)])])] を選択します。

- ドアモニターを設定している場合に、カード所持者のアクセス時間と長時間のドア開放時間を
延長するには、[Long[Long[Long accessaccessaccess timetimetime (((長長長いいいアアアクククセセセススス時時時間間間)])])] を選択します。

- [GlobalGlobalGlobal groupgroupgroup (((グググロロローーーバババルルルカカカーーードドド所所所持持持者者者)))] を選択すると、サブサーバーでカード所持者を表示
および監視できます。このオプションは、メインサーバーで作成されたカード所持者にのみ使
用できます。161ページマルチサーバーBETA を参照してください。

8. 168ページ認証情報の追加 .

9. [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

カード所持者を編集する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] に移動します。

2. カード所持者を選択して と [Edit[Edit[Edit (((編編編集集集)])])] をクリックします。
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3. 設定を変更して [Apply[Apply[Apply (((適適適用用用)])])] をクリックします。カード所持者を編集する際に、カード所持者の最近
のカード利用状況を確認できます。

カード所持者を停止する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] を選択します。

2. カード所持者を選択して と [Suspend[Suspend[Suspend (((停停停止止止)])])] をクリックします。停止中のカード所持者は、ピ
ンクで強調表示されます。

3. カード所持者の停止を解除するには、停止中のカード所持者を選択して と [UnsuspendUnsuspendUnsuspend (((停停停止止止
解解解除除除)))] をクリックします。

QRコードをカード所持者に送信するには、以下の手順に従います。

完全なワークフローについては、AXIS Barcode Readerの設定を参照してください。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] に移動します。

2. カード所持者を選択して と [SendSendSend QRQRQR codecodecode (((送送送信信信ささされれれたたた停停停止止止)))] をクリックします。

3. [OKOKOK] をクリックします。

カード所持者を削除する手順は、以下のとおりです。

1. [AccessAccessAccess ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)))] を選択します。

2. カード所持者を選択して と [Delete[Delete[Delete (((削削削除除除)])])] をクリックします。

3. [Confirm[Confirm[Confirm (((確確確認認認)])])] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=add-a-cardholder

カード所持者とグループの追加

認証情報の追加
認証情報とは、カード所持者が誰なのかをシステムに知らせるための情報です。PINの認証情報とカードの認証情
報をカード所持者に追加できます。167ページカード所持者の追加 を参照してください

PINの認証情報は常に有効です。また、ドアを開けることができる一方で、システム内で無音アラームがト
リガーされる強要PINも設定できます。

ナンバープレート認証情報を追加するにはPREVIEW:

1. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で と をクリックします。
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2. 車両を表す名前を入力します。

3. 車両のナンバープレート番号を入力します。

4. [ExpirationExpirationExpiration datedatedate (((有有有効効効期期期限限限)))] を選択します。

4.1 [VVValidalidalid fromfromfrom (((発発発効効効日日日)))] で日付と時刻を設定します。

4.2 [V[V[Validalidalid tototo (((失失失効効効日日日)])])] でドロップダウンリストからオプションを選択します。

- [No[No[No endendend datedatedate (((終終終了了了日日日なななししし)])])]: 認証情報に有効期限を設けません。

- [Date[Date[Date (((日日日付付付)])])]: 認証情報が失効する日時を指定します。

- [From[From[From firstfirstfirst useuseuse (((初初初回回回使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を初めて使用してから有効期限が切れるまでの期間を
選択します。初めて使用してからの日数、月数、年数、または回数で指定できます。

- [From[From[From lastlastlast useuseuse (((最最最後後後ののの使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を最後に使用してから有効期限が切れるまでの期間
を選択します。最後に使用してからの日数、月数、または年数で指定できます。

5. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

PIN認証情報を追加するには:

1. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で と をクリックします。

2. PINを入力します。

3. 強要PINを使用して無音アラームをトリガーするには、[Duress[Duress[Duress PPPINININ (((強強強要要要PPPIN)]IN)]IN)] をオンにして強要PIN
を入力します。

4. [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

カードの認証情報を追加する手順は、以下のとおりです。

1. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で と をクリックします。

2. カードデータを手動で入力するには、カード名、カード番号、ビット長を入力します。ビット長は、シ
ステムに存在しない特殊なビット長のカードフォーマットを作成する場合のみ設定可能です。

3. 前回読み取られたカードのカードデータを自動的に取得する手順は、以下のとおりです。

3.1 [Select[Select[Select readerreaderreader (((リリリーーーダダダーーーののの選選選択択択)])])] のドロップダウンリストからリーダーを選択します。

3.2 指定したリーダーにカードを読み取らせます。

3.3 [Get[Get[Get lastlastlast swipedswipedswiped cardcardcard datadatadata fromfromfrom thethethe selectedselectedselected readerreaderreader (((選選選択択択しししたたたリリリーーーダダダーーーかかかららら前前前回回回読読読みみみ取取取っっったたた
カカカーーードドドデデデーーータタタををを取取取得得得)])])] をクリックします。

注
2NデスクトップUSBカードリーダーを使用して、カードデータを取得できます。詳細については、
「2NデスクトップUSBカードリーダーの設定」を参照してください。

4. 設備コードを入力します。このフィールドは、[Access[Access[Access managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定)])])]
で [Facility[Facility[Facility codecodecode (((設設設備備備コココーーードドド)])])] を有効にしている場合のみ使用できます。

5. [[Expiration[Expiration[Expiration datedatedate (((有有有効効効期期期限限限)))] を選択します。

5.1 [VVValidalidalid fromfromfrom (((発発発効効効日日日)))] で日付と時刻を設定します。

5.2 [V[V[Validalidalid tototo (((失失失効効効日日日)])])] でドロップダウンリストからオプションを選択します。

- [No[No[No endendend datedatedate (((終終終了了了日日日なななししし)])])]: 認証情報に有効期限を設けません。
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- [Date[Date[Date (((日日日付付付)])])]: 認証情報が失効する日時を指定します。

- [From[From[From firstfirstfirst useuseuse (((初初初回回回使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を初めて使用してから有効期限が切れるまでの期間を
選択します。初めて使用してからの日数、月数、年数、または回数で指定できます。

- [From[From[From lastlastlast useuseuse (((最最最後後後ののの使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を最後に使用してから有効期限が切れるまでの期間
を選択します。最後に使用してからの日数、月数、または年数で指定できます。

6. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

QR認証情報を追加するには:

注
QRコードを認証情報として使用するには、システムコントローラーの時刻が、AXIS Barcode Readerを実行
しているカメラの時刻と同期されている必要があります。完全な時刻同期のためには、両方の装置で同じ
タイムソースを使用することをお勧めします。

1. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で と をクリックします。

2. 名前を入力します。

3. [DynamicDynamicDynamic QRQRQR (((動動動的的的QR)QR)QR)] はデフォルトで有効になっています。動的QRはPIN認証情報と一緒に使用
する必要があります。

4. [[Expiration[Expiration[Expiration datedatedate (((有有有効効効期期期限限限)))] を選択します。

4.1 [VVValidalidalid fromfromfrom (((発発発効効効日日日)))] で日付と時刻を設定します。

4.2 [V[V[Validalidalid tototo (((失失失効効効日日日)])])] でドロップダウンリストからオプションを選択します。

- [No[No[No endendend datedatedate (((終終終了了了日日日なななししし)])])]: 認証情報に有効期限を設けません。

- [Date[Date[Date (((日日日付付付)])])]: 認証情報が失効する日時を指定します。

- [From[From[From firstfirstfirst useuseuse (((初初初回回回使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を初めて使用してから有効期限が切れるまでの期間を
選択します。初めて使用してからの日数、月数、年数、または回数で指定できます。

- [From[From[From lastlastlast useuseuse (((最最最後後後ののの使使使用用用かかかららら)])])]: 認証情報を最後に使用してから有効期限が切れるまでの期間
を選択します。最終使用日からの日数、月数、または年数で指定できます。

5. カード所持者を保存した後にQRコードを自動的に電子メールで送信するには、[SendSendSend QRQRQR codecodecode tototo
cardholdercardholdercardholder whenwhenwhen credentialcredentialcredential isisis savedsavedsaved (((認認認証証証情情情報報報ののの保保保存存存時時時にににカカカーーードドド所所所持持持者者者にににQRQRQRコココーーードドドををを送送送信信信すすするるる)))]
を選択します。

6. [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

認証情報を編集する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] に移動します。

2. カード所持者を選択して と [Edit[Edit[Edit (((編編編集集集)])])] をクリックします。

3. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で認証情報を選択します。 と [Edit[Edit[Edit (((編編編集集集)])])] をクリックします。

4. 設定を変更したら、[Update[Update[Update (((更更更新新新)])])] と [Apply[Apply[Apply (((適適適用用用)])])] をクリックします。

認証情報を停止する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] を選択します。

2. カード所持者を選択して と [Edit[Edit[Edit (((編編編集集集)])])] をクリックします。
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3. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で認証情報を選択します。 と [Suspend[Suspend[Suspend (((停停停止止止)])])] をクリックします。

4. 認証情報の停止を解除するには、停止中の認証情報を選択して と [Unsuspend[Unsuspend[Unsuspend (((停停停止止止解解解除除除)])])] をク
リックします。

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

認証情報を削除する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所
持持持者者者)])])] を選択します。

2. カード所持者を選択して と [Edit[Edit[Edit (((編編編集集集)])])] をクリックします。

3. [Credentials[Credentials[Credentials (((認認認証証証情情情報報報)])])] で認証情報を選択します。 と [Delete[Delete[Delete (((削削削除除除)])])] をクリックします。

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

ナンバープレート番号を認証情報として使用するPREVIEW

この例では、ドアコントローラーと共に、AXIS License Plate Verifierをインストールしたカメラを利用すること
で、車両のナンバープレート番号を認証情報として使用してアクセスを許可する方法を示します。

1. ドアコントローラーとカメラをAXIS Camera Stationに追加します。7ページ装置の追加 を参照して
ください。

2. [SynchronizeSynchronizeSynchronize withwithwith serverserverserver computercomputercomputer timetimetime (((サササーーーバババーーーコココンンンピピピュュューーータタターーーののの時時時刻刻刻ととと同同同期期期)))] を使用して、新しい
装置の日付と時刻を設定します。72ページ日付と時刻を設定 を参照してください。

3. 新しい装置のファームウェアを利用可能な最新バージョンにアップグレードします。71ページファーム
ウェアのアップグレード を参照してください。

4. ドアコントローラーに接続された新しいドアを追加します。147ページドアの追加 を参照してください。

4.1 [SideSideSide AAA (((側側側面面面A)A)A)] にリーダーを追加します。150ページリーダーの追加 を参照してください。

4.2 [DoorDoorDoor settingssettingssettings (((ドドドアアア設設設定定定)))] で、[ReaderReaderReader typetypetype (((リリリーーーダダダーーータタタイイイプププ)))] として [AXISAXISAXIS LicenseLicenseLicense PlatePlatePlate
VVVerifiererifiererifier ] を選択し、リーダーの名前を入力します。

4.3 必要に応じて、[SideSideSide BBB (((側側側面面面B)B)B)] にリーダーまたはREX装置を追加します。

4.4 [OkOkOk] をクリックします。

5. AXIS License Plate Verifierをカメラにインストールします。AXIS License Plate Verifierユーザーマニュ
アルを参照してください。

6. AXIS License Plate Verifierのライセンスをアクティブ化します。AXIS License Plate Verifierユーザーマニュ
アルを参照してください。

7. AXIS License Plate Verifierを起動します。

8. AXIS License Plate Verifierを設定します。

8.1 [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> AccessAccessAccess controlcontrolcontrol >>> EncryptedEncryptedEncrypted communicationcommunicationcommunication (((設設設定定定 >>> アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーー
ルルル >>> 暗暗暗号号号化化化通通通信信信)))] に移動します。

8.2 [ExternalExternalExternal PeripheralPeripheralPeripheral AuthenticationAuthenticationAuthentication KeyKeyKey (((外外外部部部周周周辺辺辺機機機器器器認認認証証証)))] キーで [ShowShowShow authenticationauthenticationauthentication keykeykey
(((認認認証証証キキキーーーののの表表表示示示)))]、[CopyCopyCopy keykeykey (((キキキーーーのののコココピピピーーー)))] の順にクリックします。

8.3 カメラのWebインターフェースからAXIS License Plate Verifierを開きます。

8.4 設定をスキップします。

8.5 [SettingsSettingsSettings (((設設設定定定)))] に移動します。
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8.6 [AccessAccessAccess controlcontrolcontrol (((アアアクククセセセスススコココンンントトトロロローーールルル)))] で、[TTTypeypeype (((タタタイイイプププ)))] に [SecureSecureSecure EntryEntryEntry] を選択します。

8.7 [IPIPIP addressaddressaddress (IP(IP(IPアアアドドドレレレススス)))] に、ドアコントローラーのIPアドレスを入力します。

8.8 [AuthenticationAuthenticationAuthentication keykeykey (((認認認証証証キキキーーー)))] に、先ほどコピーした認証キーを貼り付けます。

8.9 [ConnectConnectConnect (((接接接続続続)))] をクリックします。

8.10 [DoorDoorDoor controllercontrollercontroller namenamename (((ドドドアアアコココンンントトトロロローーーラララーーー名名名)))] で、使用するドアコントローラーを選択
します。

8.11 [ReaderReaderReader namenamename (((リリリーーーダダダーーー名名名)))] で、先ほど追加したリーダーを選択します。

8.12 統合をオンにします。

9. アクセス権を付与するカード所持者を追加します。167ページカード所持者の追加 を参照してください

10. ナンバープレートオプションを使用して、新しいカード所持者に認証情報を追加します。168ページ認
証情報の追加 を参照してください。

11. 新しいスケジュールを作成します。このスケジュールを使用して、次の手順でアクセスルールを
定義します。を参照してください。

12. アクセスルールを追加します。173ページアクセスルールの追加 を参照してください。

- 先ほど作成したスケジュールを追加します。

- ナンバープレートへのアクセス権を付与するカード所持者を追加します。

- AXIS License Plate Verifierリーダーのあるドアを追加します。

グループの追加
グループを使用すると、カード所持者とそのアクセスルールをまとめて効率的に管理することができます。

1. [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement >>> DashboardDashboardDashboard (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)))] を開きます。

2. [Groups[Groups[Groups (((グググルルルーーープププ)])])] で と をクリックします。

3. グループ名を入力します。

4. [GlobalGlobalGlobal groupgroupgroup (((グググロロローーーバババルルルグググルルルーーープププ)))] を選択すると、サブサーバーでカード所持者グループを表示およ
び監視できます。このオプションは、メインサーバーで作成されたカード所持者グループにのみ使用
できます。161ページマルチサーバーBETA を参照してください。

5. グループにカード所持者を追加する手順は、以下のとおりです。

5.1 [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所持持持者者者)])])] で をクリックします。

5.2 カード所持者を選択して [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

5.3 複数のカード所持者を追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリックして終了します。

6. [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

グループを編集する手順は、以下のとおりです。

1. [AccessAccessAccess ManagementManagementManagement >>> DashboardDashboardDashboard >>> GroupsGroupsGroups (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド >>> グググルルルーーープププ)))] を選
択します。

2. グループを選択して をクリックします。
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3. 設定を変更して [Apply[Apply[Apply (((適適適用用用)])])] をクリックします。

グループを削除する手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Groups[Groups[Groups (((グググルルルーーープププ)])])] を選
択します。

2. グループを選択して と [Delete[Delete[Delete (((削削削除除除)])])] をクリックします。

3. [Confirm[Confirm[Confirm (((確確確認認認)])])] をクリックします。

アクセスルールの追加
アクセスルールによって、アクセス権を付与されるための条件が定義されます。カード所持者、グループ、ド
ア、ゾーンをアクセスルールにドラッグできます。

アクセスルールの構成要素は以下のとおりです。

• カード所持者とカード所持者グループ: アクセス権を付与される人々です。

• スケジュール: アクセス権が付与される期間です。

• ドアとゾーン: アクセス権が適用される場所です。

アクセスルールを追加するには:

1. [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement >>> DashboardDashboardDashboard ((((((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)))] を選択します。

2. [AccessAccessAccess rulesrulesrules (((アアアクククセセセスススルルルーーールルル)))] で をクリックします。

3. アクセスルール名を入力します。

4. 以下の手順で、アクセスルールに適用するスケジュールを設定します。

4.1 [SchedulesSchedulesSchedules (((スススケケケジジジュュューーールルル)))] で をクリックします。

4.2 スケジュールを選択して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

4.3 複数のスケジュールを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリックして終了します。

4.4 スケジュールを削除するには、削除するスケジュールを選択して をクリックします。

5. 以下の手順で、アクセスルールに適用されるカード所持者とグループを設定します。

5.1 [Cardholders[Cardholders[Cardholders (((カカカーーードドド所所所持持持者者者)])])] か [Groups[Groups[Groups (((グググルルルーーープププ)])])] で をクリックします。

5.2 カード所持者かグループを選択して [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

5.3 複数のカード所持者とグループを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリッ
クして終了します。

5.4 リストでカード所持者かグループをクリックすると、詳細が表示されます。

5.5 カード所持者かグループを削除するには、削除するものを選択して をクリックします。

6. 以下の手順で、アクセスルールに適用されるドアとゾーンを設定します。

6.1 [Doors[Doors[Doors (((ドドドアアア)])])] か [Zones[Zones[Zones (((ゾゾゾーーーンンン)])])] で をクリックします。

6.2 ドアまたはゾーンを選択して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。
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6.3 複数のドアとゾーンを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリックして終了します。

6.4 ドアまたはゾーンを削除するには、削除するものを選択して をクリックします。

7. [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

[AccessAccessAccess rulesrulesrules (((アアアクククセセセスススルルルーーールルル)))] の下にすべてのアクセスルールが一覧表示されます。アクセスルールのカード所
持者、グループ、ドア、ゾーンの数が表示されます。

アクセスルールを編集するには:

1. [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement >>> DashboardDashboardDashboard >>> AccessAccessAccess rulesrulesrules (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド >>> アアアクククセセセスススルルルーーールルル)))]
を選択します。

2. アクセスルールを選択して をクリックします。

3. 設定を変更して [ApplyApplyApply (((適適適用用用)))] をクリックします。

アクセスルールを削除するには:

1. [AccessAccessAccess managementmanagementmanagement >>> DashboardDashboardDashboard >>> AccessAccessAccess rulesrulesrules (((アアアクククセセセススス管管管理理理 >>> ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド >>> アアアクククセセセスススルルルーーールルル)))]
を選択します。

2. アクセスルールを選択して と [DeleteDeleteDelete (((削削削除除除)))] をクリックします。

3. [OKOKOK] をクリックします。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=add-an-access-rule

アクセスルールの追加と設定

ドア
[AccessAccessAccess ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Doors[Doors[Doors (((ドドドアアア)))] に移動すると、システム
に追加されているドアが一覧表示され、ドアステータス、ロックステータス、ドアが属するゾーンなどを確認でき
ます。手動でアクションを実行したり、ドアのロックを解除するスケジュールを設定したりできます。

ドアに対して実行できるアクションは、以下のとおりです。

• アアアクククセセセススス::: ドアへのアクセス権を付与します。このアクションは、ドアモニターが設定されてい
る場合のみ使用できます。

• ロロロッッッククク解解解除除除::: ドアのロックを解除します。

• ロロロッッッククク::: ドアをロックします。

• 閉閉閉鎖鎖鎖::: ドアを閉鎖状態にしたり、ドアの閉鎖状態を終了したりします。
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ドアを編集するには:

1. リストでドアをクリックし、 をクリックします。

2. ロック解除スケジュールを追加するには:

2.1 [UnlockUnlockUnlock schedulesschedulesschedules (((ロロロッッッククク解解解除除除スススケケケジジジュュューーールルル)))] で をクリックします。

2.2 スケジュールを選択して [AddAddAdd (((追追追加加加)))] をクリックします。

2.3 複数のロック解除スケジュールを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリッ
クして終了します。

2.4 ロック解除スケジュールを削除するには、削除するスケジュールを選択して をクリック
します。

3. [FirstFirstFirst personpersonperson ininin (((最最最初初初ののの人人人)))] をオンにすると、ロック解除スケジュール内であっても、ドアへのアクセス
権を持つだれかがドアにアクセスするまで、ドアのロックは解除されなくなります。

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

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=doors

[First person in (最初の人)] ルールをオンにする

ドアに対してアクションを実行する手順は、以下のとおりです。

1. リストからドアを選択して をクリックします。

2. 選択したドアに対して実行するアクションを選択します。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=doors

ドアの状態の設定
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ゾーン
[AccessAccessAccess ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Dashboard[Dashboard[Dashboard (((ダダダッッッシシシュュュボボボーーードドド)])])] >>> [Zone[Zone[Zone (((ゾゾゾーーーンンン)))] に移動すると、システ
ムに追加されているすべてのゾーンとその状態が一覧表示されます。手動でアクションを実行したり、ゾーンの
ロックを解除するスケジュールを設定したりできます。

ゾーンに対して実行できるアクションは、以下のとおりです。

• ロロロッッッククク解解解除除除::: ドアのロックを解除します。

• ロロロッッッククク::: ドアをロックします。

• 閉閉閉鎖鎖鎖::: ドアが閉鎖状態になります。

ゾーンを編集するには:

1. リストでゾーンをクリックし、 をクリックします。

2. ロック解除スケジュールを追加する手順は、以下のとおりです。

2.1 [Unlock[Unlock[Unlock schedulesschedulesschedules (((ロロロッッッククク解解解除除除スススケケケジジジュュューーールルル)])])] で をクリックします。

2.2 スケジュールを選択して [Add[Add[Add (((追追追加加加)])])] をクリックします。

2.3 複数のスケジュールを追加するには、同じ手順を繰り返します。 をクリックして終了します。

2.4 ロック解除スケジュールを適用するドアを選択します。[PerimeterPerimeterPerimeter doorsdoorsdoors (((外外外周周周ドドドアアア)))] と
[InternalInternalInternal doorsdoorsdoors (((内内内部部部ドドドアアア)))] があります。

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

ゾーンに対するアクションを実行するには:

1. リストからゾーンを選択して をクリックします。

2. アクションを選択します。

3. 選択するとアクションがすべての外周ドアか内部ドアに適用されます。

レポートのエクスポート
システムに関する各種情報が記載されたレポートをエクスポートできます。レポートはカンマ区切り値 (CSV) ファ
イルとしてエクスポートされ、デフォルトのダウンロードフォルダーに保存されます。

1. [AccessAccessAccess ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Report[Report[Report (((レレレポポポーーートトト)))] を選択します。

2. オプションをクリックしてエクスポートディレクトリを選択し、[Save[Save[Save (((保保保存存存)])])] をクリックします。

エクスポートできるレポートは、以下のとおりです。

• カカカーーードドド所所所持持持者者者ののの詳詳詳細細細レレレポポポーーートトト::: カード所持者、認証情報、カードの有効性、前回の利用状況についての
情報が記載されています。

• カカカーーードドド所所所持持持者者者のののアアアクククセセセスススレレレポポポーーートトト::: カード所持者の情報と、カード所持者に関連するカード所持者グルー
プ、アクセスルール、ドア、ゾーンについての情報が記載されています。

• カカカーーードドド所所所持持持者者者グググルルルーーープププのののアアアクククセセセスススレレレポポポーーートトト::: カード所持者グループ名と、カード所持者グループに関連
するカード所持者、アクセスルール、ドア、ゾーンについての情報が記載されています。
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• アアアクククセセセスススルルルーーールルルレレレポポポーーートトト::: アクセスルール名と、アクセスルールが関連するカード所持者、カード所持
者グループ、ドア、ゾーンについての情報が記載されています。

• ドドドアアアのののアアアクククセセセスススレレレポポポーーートトト::: ドアの名前と、ドアに関連するカード所持者、カード所持者グループ、アクセ
スルール、ゾーンについての情報が記載されています。

• ゾゾゾーーーンンンのののアアアクククセセセスススレレレポポポーーートトト::: ゾーンの名前と、ゾーンに関連するカード所持者、カード所持者グルー
プ、アクセスルール、ドアについての情報が記載されています。

アクセス管理の設定
アクセス管理ダッシュボードで使用するカード所持者フィールドをカスタマイズする手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定)])])] を選択します。

2. [AddAddAdd customcustomcustom fieldfieldfield (((カカカスススタタタムムムフフフィィィーーールルルドドドののの追追追加加加)))] をクリックし、名前を入力します。カスタムフィールド
は最大6つまで追加できます。

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

設備コードを使用してアクセスコントロールシステムを検証できるようにする手順は、以下のとおりです。

1. [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定)])])] を選択します。

2. [Facility[Facility[Facility codecodecode (((設設設備備備コココーーードドド)])])] をオンにします。

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

注
カード検証に設備コードを使用するには、識別プロファイルを設定するときに [[Include[Include[Include facilityfacilityfacility codecodecode forforfor
cardcardcard validationvalidationvalidation (((カカカーーードドド検検検証証証用用用ののの機機機能能能コココーーードドドををを含含含めめめるるる)])])]]を選択します。154ページ識別プロファイル
を参照してください。

電子メールテンプレートを編集するには:

1. [ [Access[Access[Access ManagementManagementManagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Settings[Settings[Settings (((設設設定定定))) ]を選択します。

2. [ EmailEmailEmail templatetemplatetemplate 電電電子子子(((メメメーーールルルテテテンンンプププレレレーーートトト))) ]で、件名と本文のテキストを変更します。

3. デデデフフフォォォルルルトトトでででははは、、、電電電子子子メメメーーールルルににに訪訪訪問問問時時時間間間 を含めることが選択できます。

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

インポートとエクスポート

インポート
このオプションでは、CSVファイルからカード所持者、カード所持者グループ、認証情報、カード所持者
の写真がインポートされます。カード所持者の写真をインポートするには、サーバーが写真にアクセスでき
ることを確認してください。

カード所持者をインポートすると、アクセス管理システムは、すべてのハードウェア設定を含むシステム設定を
自動的に保存し、以前に保存したものは削除します。

また、Active Directoryデータベース内のユーザーをカード所持者としてマッピングすることもできます。162
ページActive Directory設定BETA を参照してください。

カード所持者データをインポートするときは、次のオプションを使用できます。

• NewNewNew (((新新新規規規))): このオプションを選択すると、既存のカード所持者が削除されてから、新しいカード所
持者が追加されます。
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• [追追追加加加]: このオプションを選択すると、既存のカード所持者が保持されたうえで、新しいカード所
持者が追加されます。

- カード所持者IDがシステムにすでに存在する場合、既存のカード所持者と見なされ、更新され
ません。

- カード番号がシステムにすでに存在する場合、インポートは成功しません。

• UpdateUpdateUpdate (((更更更新新新))): このオプションを選択すると、既存のカード所持者が更新されてから、新しいカー
ド所持者が追加されます。

1. [Access[Access[Access managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Import[Import[Import andandand exportexportexport (((イイインンンポポポーーートトトとととエエエクククスススポポポーーートトト)])])] に移動し
ます。

2. [SelectSelectSelect actionactionaction (((アアアクククシシショョョンンンををを選選選択択択)))] ドロップダウンリストから [ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト)))] を選択します。

3. [NewNewNew (((新新新規規規)))]、[UpdateUpdateUpdate (((更更更新新新)))]、または [AddAddAdd (((追追追加加加)))] を選択します。

4. 以下の手順でインポート設定を変更します。

- CSVファイルに列ヘッダーがある場合は、[FirstFirstFirst rowrowrow isisis headerheaderheader (((最最最初初初ののの行行行はははヘヘヘッッッダダダーーー)))] を選択
します。

- CSVファイルで使用されている列区切り記号を入力します。

- [UniqueUniqueUnique identifieridentifieridentifier (((一一一意意意識識識別別別子子子)))] で [CardholderCardholderCardholder IDIDID (((カカカーーードドド所所所持持持者者者ID)ID)ID)] はデフォルトでカード所持
者を識別するために使用されます。姓と名、またはメールアドレスを使用することもできま
す。一意の識別子により、重複するカード所持者レコードのインポートが防止されます。

- [CardCardCard numbernumbernumber formatformatformat (((カカカーーードドド番番番号号号ののの形形形式式式)))] では、[AllowAllowAllow bothbothboth hexadecimalhexadecimalhexadecimal andandand numbernumbernumber (16(16(16進進進
数数数ととと数数数字字字ののの両両両方方方ををを有有有効効効にににすすするるる)))] がデフォルトで選択されています。

5. [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてCSVファイルを参照します。[LoadLoadLoad (((読読読みみみ込込込みみみ)))] をクリックします。

6. [ ColumnColumnColumn mappingmappingmapping (((列列列のののマママッッッピピピンンングググ)))]で、[ FirstFirstFirst rowrowrow isisis headerheaderheader (((最最最初初初ののの行行行はははヘヘヘッッッダダダーーー))) ]が選択されていな

い場合は、 をクリックし、各列にヘッダーを割り当てます。

7. CSVファイルにカスタムフィールドがある場合、カスタムフィールドの見出しは 未未未定定定義義義として表示 され
ます。[heading(見出し)} をクリックして割り当てます。

8. [ ImportImportImport (((イイインンンポポポーーートトト))) ]をクリックします。

エクスポート
このオプションを選択すると、システム内のカード所持者データがCSVファイルにエクスポートされ、
カード所持者の写真がC:\Program Files\Axis Communications\AXIS Camera Station\Secure
Entry\Cardholder photosにエクスポートされます。

1. [Access[Access[Access managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Import[Import[Import andandand exportexportexport (((イイインンンポポポーーートトトとととエエエクククスススポポポーーートトト)])])] を選択し
ます。

2. [ActionActionAction (((アアアクククシシショョョンンン)))] のドロップダウンリストから [ExportExportExport (((エエエクククスススポポポーーートトト)))] を選択します。

3. [Export[Export[Export (((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。

リセット
カード所持者をインポートすると、設定が自動的に保存されます。[ResetResetReset (((リリリセセセッッットトト)))] オプションを選択する
と、カード所持者データとすべてのハードウェア設定が、最後にカード所持者をインポートした前の状態
にリセットされます。

1. [Access[Access[Access managementmanagementmanagement (((アアアクククセセセススス管管管理理理)])])] >>> [Import[Import[Import andandand exportexportexport (((イイインンンポポポーーートトトとととエエエクククスススポポポーーートトト)])])] に移動し
ます。
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2. [Action[Action[Action (((アアアクククシシショョョンンン)])])] のドロップダウンリストから [Reset[Reset[Reset (((リリリセセセッッットトト)])])] を選択します。

3. [Reset[Reset[Reset (((リリリセセセッッットトト)])])] をクリックします。
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System Health MonitoringBETA

をクリックし、[SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring BBBEEETTTAAA] を選択して、AXIS Camera Stationクライアントに [System
Health Monitoring] タブを表示します。

[System Health Monitoring (システムの健全性監視)] タブで、1つのAXIS Camera Stationシステム、または同じネッ
トワーク上の複数のAXIS Camera Stationシステムの健全性データを監視できます。

別のネットワーク上にあるシステムを管理している場合、AXISのシステムの健全性監視クラウドサービスは、ク
ラウド経由で同じ機能を提供します。詳細については、120ページAXIS System Health Monitoring Cloud Service
の設定 を参照してください。

このタブには、以下のページが含まれます。

• インベントリ: アクセスできる装置とシステムの概要を表示します。180ページインベントリ
を参照してください。

• ストレージ: 監視対象システムからの各カメラのストレージの概要と録画の詳細を表示します。181
ページストレージ を参照してください。

• 通知: 監視対象システムからのSystem Health Monitoringログを表示します。182ページ通知 を参照
してください。

制限事項
• AXIS S3008 Recorderで行われた録画用のストレージ容量の監視にはまだ対応していません。

• 通知設定はローカルのSystem Health Monitoringサーバーにのみ影響します。

• AXIS Camera StationでSystem Health Monitoringにアクセスするには、管理者権限が必要です。

• 連続録画または動きをトリガーとした録画を除く録画には、録画タイプとして [None (なし)] のフ
ラグが付けられます。

ワークフロー
1. 163ページSystem Health MonitoringBETAの設定

- 通知を設定する。164ページ通知 を参照してください。

- マルチシステムを設定します。165ページマルチシステム を参照してください。

2. AXIS Camera Stationからヘルスデータを監視します。

- 180ページインベントリ

- 181ページストレージ

- 182ページ通知

インベントリ
インベントリページには、アクセスできる装置とシステムの概要が表示されます。

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring BBBEEETTTAAA] に移動します。

2. [InventoryInventoryInventory (((イイインンンベベベンンントトトリリリ)))] をクリックします。
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• システムの概要を表示するには、システムを展開し、[AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation ] をクリックします。

システムとサーバーの詳細を含む情報が右側のパネルに表示されます。

• システム内の装置の概要を表示するには、システムを展開し、リスト内の装置をクリックします。

装置の詳細とストレージの情報 (ビデオソースが含まれている場合) が右側のパネルに表示されます。

• AXIS Camera Stationシステムレポートをダウンロードするには、 をクリックし、[AXISAXISAXIS CameraCameraCamera
StationStationStation systemsystemsystem reportreportreport (AXIS(AXIS(AXIS CameraCameraCamera StationStationStation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。190ページシステムレ
ポート を参照してください。

• システムの健全性監視のレポートをダウンロードするには:

1. をクリックし、[SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring reportreportreport (((シシシススステテテムムムののの健健健全全全性性性監監監視視視のののレレレポポポーーートトト)))]
を選択します。

2. レポートにデータベースを含めるには、[IncludeIncludeInclude allallall databasesdatabasesdatabases (((すすすべべべてててののの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、[DownloadDownloadDownload (((ダダダウウウンンンロロローーードドド)))] をクリックします。

3. レポートが生成されたら、クリックして保存します。

ストレージ
ストレージページには、監視対象システムからの各カメラのストレージの概要と録画の詳細が表示されます。
[column heading (列見出し)] をクリックすると、列の値を基準にしてデータが並べ替えられます。

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring BBBEEETTTAAA] に移動します。

2. [StorageStorageStorage (((ススストトトレレレーーージジジ)))] をクリックします。

3. マルチシステムヘルスデータを監視するときは、ドロップダウンリストからシステムを選択します。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

ススストトトレレレーーージジジののの概概概要要要

ステータス ストレージのステータス。79ページストレージの設定 を参照してください。

場所 ストレージのパスと名前。

合計 ストレージ容量の合計です。これは、保存先のWindowsプロパティで表示され
る [合計サイズ] と同じです。

割り当て済み 録画で利用可能な最大ストレージ容量。

使用中 現在録画データが使用しているストレージ容量。

最終更新日 情報が最後に更新された時刻。

各各各カカカメメメラララののの録録録画画画ののの詳詳詳細細細

ステータス (空白): 標準状態。
警告アイコン: 保存期間を満たしていません。
情報アイコン: カメラの録画時間が不十分なため、保存期間を満たしてい
ません。

名前 カメラ名。

録画タイプ カメラに適用される録画タイプ。

保存期間の設定 [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)])])] >>> [Selection[Selection[Selection (((選選選択択択)])])] でカメ
ラに設定された保存期間。
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現在の保存期間 カメラからストレージに録画が保存されている日数。

最も古い録画 カメラからストレージに保存されている最も古い録画の時刻。

最新の録画 カメラからストレージに保存されている最も新しい録画の時刻。

場所 カメラが使用するストレージの場所。

使用済みストレージ このカメラが録画に使用するストレージの量。

最終更新日 情報が最後に更新された時刻。

通知
通知ページには、監視対象システムからのSystem Health Monitoringログが表示されます。[column heading (列見
出し)] をクリックすると、列の値を基準にしてデータが並べ替えられます。

1. [SystemSystemSystem HealthHealthHealth MonitoringMonitoringMonitoring BBBEEETTTAAA (システムの健全性監視ベータ)] に移動します。

2. [NotificationsNotificationsNotifications (((通通通知知知)))] をクリックします。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

通知を送信しました 通知が送信された時刻。

アイテム 装置のダウンによってトリガーされる通知の対象となる装置の名前。
または、システムのダウンによってトリガーされる通知の対象となるシステム。

システム イベントが発生するシステムの名前。

ルール 通知をトリガーしたルール。システムのダウンまたは装置のダウン

検出 問題が検出された時刻。

解決 問題が解決された時刻。
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ホットキーを利用すると、よく使用するアクションをすばやく実行できます。[ホットキー] タブを表示する

には、 をクリックして [HotkeysHotkeysHotkeys (((ホホホッッットトトキキキーーー)))] を選択すると、AXIS Camera Stationクライアントに [ホッ
トキー] タブが表示されます。使用できるすべてのホットキーは、次のカテゴリー別にグループ化されて表示
されます。カメラ、装置管理、カメラに移動する、ビューに移動する、ナビゲーション、PTZプリセット、
録画、シーケンス、タブ、その他です。

「カメラに移動する」カテゴリーおよび「ビューに移動する」カテゴリーのカメラとビューには、ホットキーは
デフォルトでは割り当てられません。

カメラまたはビューが接続するサーバーから切断されると、関連付けられているホットキーも削除されます。

注
• アクションのホットキーを追加または編集する場合、割り当てたホットキーがすでに使用されていると、

警告アイコンが表示されます。マウスを警告アイコンに合わせると、競合するアクションが表示されま
す。Esc を押すと操作がキャンセルされます。Enter を押すとそのホットキーが設定され、競合するアク
ションのホットキーは自動的に削除されます。

• 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合、接続するサーバー上のカメラとビューは、「カ
メラに移動する」カテゴリーおよび「ビューに移動する」カテゴリーにも表示されます。

このタブでは次の操作ができます。

• ホホホッッットトトキキキーーーののの割割割りりり当当当ててて::: アクションのキーボード値がない場合は、その空の値をクリックすると、
ホットキーをこのアクションで追加できます。

- キーボードのホットキーを追加するには、Ctrl キーと他の1つ以上のキーまたはファンク
ションキー (F2〜F12) を押します。

- キーパッドのホットキーを追加する場合は、数値キーの組み合わせを押すか、F1〜F5のい
ずれかのファンクションキーを押します。

- ジョイスティックまたはジョグダイアルでホットキーを追加する場合は、アクションに割り当
てられたジョイスティックまたはジョグダイアルボタンを押してください。

• ホホホッッットトトキキキーーーののの編編編集集集::: アクションのキーボード値をクリックし、値を編集します。

• ホホホッッットトトキキキーーーををを削削削除除除::: アクションのキーボード値をクリックし、値を削除します。

• 印印印刷刷刷::: をクリックすると、ホットキー表を印刷できます。

• リリリセセセッッットトト::: をクリックすると、すべてのホットキーが元の設定にリセットされます。

• 検検検索索索::: [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)))] フィールドにキーワードを入力すると、ホットキー
またはアクションを検索できます。

ホホホッッットトトキキキーーー装装装置置置

ホットキーには次のものがあります。

• キーボードのキーの組み合わせ

• キーパッドのキーの組み合わせ

• ジョイスティックボタン

• ジョグダイアルボタン

AXISAXISAXIS T831xT831xT831x VideoVideoVideo SurveillanceSurveillanceSurveillance ControlControlControl BoardBoardBoard

183



AXIS Camera Station User Manual

ホットキー

注
AXIS T8311 Video Surveillance Joystickでは、ジョイスティックボタン7〜10はサポートされません。入
力装置を参照してください。

ジジジョョョイイイススステテティィィッッッククク AXISAXISAXIS T8311T8311T8311のののボボボタタタンンン

ボタン1 J1

ボタン2 J2

ボタン3 J3

ボタン4 J4

ボタン5 L

ボタン6 R

キキキーーーパパパッッッドドド AXISAXISAXIS T8312T8312T8312のののキキキーーー

A

B

C

D

E

ジジジョョョグググダダダイイイアアアルルル AXISAXISAXIS T8313T8313T8313のののボボボタタタンンン

ジョグ1 L

ジョグ2

ジョグ3

ジョグ4

ジョグ5

ジョグ6 R
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をクリックして [LogsLogsLogs (((ロロログググ)))] を選択すると、[ログ] タブがAXIS Camera Stationクライアントに表示されま
す。[ログ] タブには、デフォルトで、ライブアラーム、イベント、監査ログなどのライブログが表示され
ます。以前のログも検索できます。ログを保存する日数は、[ConfigurationConfigurationConfiguration >>> ServerServerServer >>> settingssettingssettings (((設設設定定定 >>> サササーーー
バババーーー >>> 設設設定定定)))] で設定できます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

時刻 操作の日付と時刻。

タイプ 操作のタイプで、アラーム、イベント、または監査です。

カテゴリー 操作のカテゴリー。

メッセージ 操作の簡単な説明。

ユーザー 操作を実行するAXIS Camera Stationユーザー。

コンピューター AXIS Camera Stationがインストールされているコンピューター (Windowsドメイン名)。

Windowsユーザー AXIS Camera Stationを管理するWindowsユーザー。

サーバー 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続している場合のみ表示されます。
操作を実行するサーバーです。

コンポーネント ログが生成されるコンポーネントです。

ロロログググををを検検検索索索

1. [Log (ログ)] タブの [LogLogLog searchsearchsearch (((ロロログググ検検検索索索)))] で [SearchSearchSearch (((検検検索索索)))] をクリックします。

2. フィルターボックスに、キーワードを入力します。AXIS Camera Stationは、ログの一覧で時間列以外を
検索し、すべてのキーワードを含む検索結果を表示します。サポート対象の検索演算子については、
47ページ検索の最適化 を参照してください。

3. ログタイプを [AlarmsAlarmsAlarms (((アアアラララーーームムム)))]、[AuditsAuditsAudits (((監監監査査査)))]、[EventsEventsEvents (((イイイベベベンンントトト)))] から選択します。

4. カレンダーから日付または日付の範囲を選択します。

5. [StartStartStart timetimetime (((開開開始始始時時時刻刻刻)))] フィールドと [EndEndEnd timetimetime (((終終終了了了時時時刻刻刻)))] フィールドで、ドロップダウンリストから
開始時刻と終了時刻を選択します。

6. [SearchSearchSearch (((検検検索索索)))] をクリックします。

アアアラララーーームムムロロログググ

アラームログには、システムアラームと、ルールや動体検知によって生成されたアラームが表示されます。
アラームの日付と時刻、アラームのカテゴリー、アラームのメッセージが一覧表示されます。アラームを参
照してください。

アラームを選択し、

• [録録録画画画にににアアアクククセセセススス]: [録画] タブが開き、アラームに録画が含まれている場合は再生が開始されます。

• [ アアアラララーーームムムガガガイイイドドドををを表表表示示示]: アラームにアラームガイドが含まれている場合にアラームガイドが
開きます。
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• [アアアラララーーームムムチチチェェェッッッカカカーーーををを使使使用用用]: アラームが対処済みであることを他のクライアントに通知します。

• [ロロログググのののエエエクククスススポポポーーートトト] でログをテキストファイルにエクスポートします。

イイイベベベンンントトトロロログググ

[イベント] ログには、録画、トリガー、アラーム、エラー、システムメッセージなど、カメラとサーバーのイ
ベントのログが表示されます。イベントの日付と時刻、イベントのカテゴリー、イベントのメッセージが一

覧表示されます。イベントを選択してツールバーの をクリックすると、イベントがテキストファイルと
してエクスポートされます。

監監監査査査ロロログググ

[Audit log (監査ログ)] には、手動録画、ビデオストリームの開始と停止、アクションルール、作成済みのドア、作

成済みのカード所持者など、すべてのユーザー操作が表示されます。監査を選択してツールバーの をク
リックすると、監査がテキストファイルとしてエクスポートされます。
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[アラーム] タブは、AXIS Camera Stationクライアントの最下部で利用できます。このタブには、トリガーされた
イベントアラームおよびシステムアラームが表示されます。アラームの作成方法については、「アクション
ルール」を参照してください。「データベースのメンテナンスが必要です。」というアラームの詳細について
は、「207ページデータベースのメンテナンス 」を参照してください。

[アラーム] タブには、以下の情報が表示されます。

• 時時時刻刻刻::: アラームが発生した時刻。

• カカカテテテゴゴゴリリリーーー::: トリガーされたアラームのカテゴリー。

• 説説説明明明::: アラームの簡単な説明。

• サササーーーバババーーー::: 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合に使用できます。アラームを送信する
AXIS Camera Stationサーバーです。

• コココンンンポポポーーーネネネンンントトト::: アラームをトリガーするコンポーネントです。

• アアアラララーーームムムガガガイイイドドドををを表表表示示示::: アラームにアラームガイドが含まれている場合に使用できます。

• 録録録画画画ををを表表表示示示::: アラームに録画が含まれている場合に使用できます。

特定のアラームに対処するには:

1. AXIS Camera Stationクライアントの最下部で [ AlarmsAlarmsAlarms andandand TTTasksasksasks (((アアアラララーーームムムとととタタタスススククク)))] をクリック
し、[アラーム] タブをクリックします。

2. 録画のあるアラームの場合は、アラームを選択し、 [ 録録録画画画ををを表表表示示示 ]をクリックして[録画アラート]
タブの録画に移動します。

3. 録画のないアラームの場合は、[camera view(カメラビュー)]のタブから[alarm (アラーム)]をダブルクリッ
クし、カメラビューの [Recording alerts(録画アラート)] タブで指定した時刻に移動します。

4. アラーム手順を使用するアラームの場合は、アラームを選択し、 [ alarmalarmalarm procedure(procedure(procedure( アアアラララーーームムムガガガイイイドドド
ををを表表表示示示)))] をクリックしてアラームガイドを開きます。

5. 選択したアラームについて、対処済みであることを他のクライアントに通知するには、アラームを選択

し、 [ アアアラララーーームムムチチチェェェッッッカカカーーーををを使使使用用用]をクリックします。

6. リストからアラームを削除するには、アラームを選択し、 [選選選択択択しししたたたアアアラララーーームムムエエエンンントトトリリリののの[Clear([Clear([Clear(ククク
リリリアアア)])])]]をクリックします。
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[Tasks (タスク)] タブは、AXIS Camera Stationクライアントの最下部で利用できます。

以下のタスクは個人用であり、管理者と、タスクを開始したユーザーにのみ表示されます。

• システムレポート

• 事故レポートの作成

• 録画のエクスポート

管理者は、個人用タスクを含めて、ユーザーによって開始されたすべてのタスクを閲覧および操作できます。

オペレーターまたは閲覧者は、以下の操作を行うことができます。

• 自分が開始したすべてのタスクと、他のユーザーによって開始された個人用以外のタスクを閲覧する。

• 自分が開始したタスクをキャンセルまたは再試行する。再試行できるのは、事故レポートタスクと録
画のエクスポートタスクのみです。

• リスト内のすべてのタスクの結果を閲覧する。

• 完了したタスクをリストから削除する。これはローカルクライアントにのみ影響します。

[Tasks (タスク)] タブには、以下の情報が表示されます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

名前 タスクの名前。

開始 タスクの開始時刻。

メッセージ タスクのステータスまたはタスクに関する情報が表示されます。
可能なステータス:

• キキキャャャンンンセセセルルル中中中::: タスクをキャンセルする前のクリーンアップ処理中。
• キキキャャャンンンセセセルルル::: クリーンアップ処理が完了し、タスクがキャンセルされま

した。
• エエエラララーーー::: タスクは完了しましたがエラーが含まれています。たとえば、い

くつかのカメラでタスクが完了していません。
• 完完完了了了::: タスクは完了しました。
• 接接接続続続ののの切切切断断断中中中ににに完完完了了了::: サーバー接続のダウン中にタスクが完了した場合に

表示されます。タスクのステータスを確認できません。
• 接接接続続続ののの切切切断断断::: タスクの実行中にクライアントとサーバーの接続か切断され

た場合に表示されます。タスクのステータスを確認できません。
• 実実実行行行中中中::: タスクを実行しています。
• 保保保留留留中中中::: サーバーの他のタスクが完了するのを待っています。

オーナー タスクを開始したユーザー。

進行状況 タスクの進行状況を表示します。

サーバー 複数のAXIS Camera Stationサーバーに接続する場合に使用できます。タスクを実
行するAXIS Camera Stationサーバー。

1つ以上のタスクに対処するには:

1. AXIS Camera Stationクライアントの最下部で [AlarmsAlarmsAlarms andandand TTTasksasksasks (((アアアラララーーームムムとととタタタスススククク)))] をクリッ
クし、[Tasks (タスク)] タブをクリックします。

188



AXIS Camera Station User Manual

タスク

2. タスクを選択し、以下の手順を実行します。

- [ShowShowShow (((表表表示示示)))] をクリックして、[Task result (タスクの結果)] ダイアログを表示します。

- [CancelCancelCancel (((キキキャャャンンンセセセルルル)))] をクリックして、タスクをキャンセルします。

- [RemoveRemoveRemove (((削削削除除除)))] をクリックして、タスクをリストから削除します。

- 録画のエクスポート中または事故レポートの作成中にタスクが失敗した場合は、 [RetryRetryRetry (((再再再
試試試行行行)))] をクリックして、失敗したタスクを再試行します。

タタタスススクククののの結結結果果果

タスクが複数の装置で実行された場合、ダイアログは個々の装置について、結果を表示します。エラーの発生し
た操作は、手動で確認し、設定する必要があります。

ほとんどのタスクについて詳細情報が一覧表示されます。録画のエクスポートやシステムレポートなどのタスク
については、タスクをダブルクリックして、ファイルが保存されているフォルダーを開きます。

アアアイイイテテテムムム 説説説明明明

MACアドレス 更新された装置のMACアドレス。

アドレス 更新された装置のIPアドレス。

メッセージ タスクの実行状況に関する情報:
• 完完完了了了::: 正常に終了したタスク。
• エエエラララーーー::: 完了に失敗した装置のタスク。
• キキキャャャンンンセセセルルル::: 完了前にキャンセルされたタスク。

説明 タスクに関する情報。

実行したタスクのタイプに応じて、以下の詳細情報が一覧表示されます。

新しいアドレス 装置に新たに割り当てられたIPアドレス。

アクションルール 装置のファームウェアバージョンと製品名。

詳細 元の装置のシリアル番号とIPアドレス、および新しい装置のシリアル番号とIPア
ドレス。

参照ID 事故レポートの参照ID。
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クライアント用設定シート

[>>> HelpHelpHelp >>> ClientClientClient configurationconfigurationconfiguration sheetsheetsheet (>(>(> ヘヘヘルルルプププ >>> クククララライイイアアアンンントトト用用用設設設定定定シシシーーートトト)))] を選択して、クライアン
トシステム構成の概要を含むレポートをHTML形式で作成します。サポートに連絡する際、このシートがト
ラブルシューティングに役立ちます。

サーバー用設定シート

[>>> HelpHelpHelp >>> ServerServerServer configurationconfigurationconfiguration sheetsheetsheet (>(>(> ヘヘヘルルルプププ >>> サササーーーバババーーー用用用設設設定定定シシシーーートトト)))] を選択して、サーバーシステム構
成の概要を含むレポートをHTML形式で作成するサーバーを選択します。このレポートには、一般的な設定情報の
ほか、アクションルール、スケジュール、録画ストレージ、補助装置、ライセンスを含むカメラの設定に関する情
報が含まれます。サポートに連絡する際、このシートがトラブルシューティングに役立ちます。

システムレポート
システムレポートは、ご使用のシステムをAxisのカスタマーサポートが分析するとき役立つ、各種パラメーターや
ログファイルの入った.zipファイルです。

カスタマーサポートにお問い合わせの際は、必ずシステムレポートを作成しておいてください。

1. システムレポートを生成するには、 [>>> HelpHelpHelp >>> SystemSystemSystem reportreportreport (>(>(> ヘヘヘルルルプププ >>> 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。

2. ファイル名は、自動的には生成されません。ファイル名を変更する必要がある場合は、編集して
ください。

3. [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてシステムレポートの保存先を選択します。

4. 次のように選択します。

- [AutomaticallyAutomaticallyAutomatically openopenopen folderfolderfolder whenwhenwhen reportreportreport isisis readyreadyready (((レレレポポポーーートトトががが生生生成成成ささされれれたたたららら保保保存存存先先先のののフフフォォォルルル
ダダダーーーををを自自自動動動的的的ににに開開開くくく)))] を選択すると、システムレポートが作成された時点でレポートの保存先
フォルダーが自動的に開きます。

- システムレポートにデータベースを含めるには、[IncludeIncludeInclude allallall databasesdatabasesdatabases (((すすすべべべてててののの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。AXIS Camera Stationデータベースには、システムが正常に動作するた
めに必要な録画やデータに関する情報が格納されています。

- システムレポートにスクリーンショットを含めるには、[IncludeIncludeInclude screenshotsscreenshotsscreenshots ofofof allallall monitorsmonitorsmonitors (((すすす
べべべてててのののモモモニニニタタターーーののの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)))] を選択します。すべてのモニターのスクリー
ンショットにより、システムレポートの分析を簡単に行うことができます。

5. [OKOKOK] をクリックします。
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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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=system-report

システムレポートの生成

AXIS Installation Verifier
AXIS Installation Verifierは、システム内のすべての装置が完全に機能することを検証するインストール後のパ
フォーマンステストを有効にします。テストの実行は約20分かかります。

AXIS Installation Verifierのテスト:

• 通通通常常常ののの状状状態態態::: AXIS Camera Stationでの現在のシステム設定を使用したデータストリーミングとデータスト
レージのテストです。出力: 合格もしくは不合格

• 低低低光光光量量量ののの状状状態態態 ゲイン設定などの、標準の低光量の状態のために最適化された設定を使用したデータスト
リーミングとデータストレージのテストです。出力: 合格もしくは不合格

• ススストトトレレレススステテテススストトト::: システムが最大制限に達するまで、データストリーミングとデータストレージを段階的
に増加するテストです。出力: 最大システムパフォーマンスに関する情報。

注
• AXIS Camera Application Platform 2 (ACAP 2) 以降をサポートする装置でのみテスト可能です。
• テスト中は、AXIS Camera Stationはメンテナンスモードになり、すべての監視活動は一時的に使用でき

なくなります。

テストを有効にするには、以下の操作を行います。

1. [>>> HelpHelpHelp >>> InstallationInstallationInstallation VVVerifiererifiererifier (>(>(> ヘヘヘルルルプププ >>> InstallationInstallationInstallation VVVerifier)erifier)erifier) ] を選択します。

2. [StartStartStart (((開開開始始始)))] をクリックします。

3. テスト終了後、[ViewViewView reportreportreport (((レレレポポポーーートトトののの表表表示示示)))] をクリックするとレポートを表示でき、[SaveSaveSave reportreportreport (((レレレ
ポポポーーートトトののの保保保存存存)))] をクリックすると保存できます。

フィードバック
114ページクライアントの設定 時に匿名クライアント使用データを共有することを選択された場合は、フィード
バックをお送りいただくことで、AXIS Camera Stationとユーザーエクスペリエンスの向上にご協力いただけます。

注
フィードバックフォームは、サポートリクエストを送信するためのフォームではありません。

1. を選択し、[HelpHelpHelp >>> FeedbackFeedbackFeedback (((ヘヘヘルルルプププ >>> フフフィィィーーードドドバババッッッククク)))] に移動します。

2. リアクションを選択し、フィードバックを入力します。

3. [SendSendSend (((送送送信信信)))] をクリックします。
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資産の一覧
使用するAXIS Camera Stationシステムの資産の一覧をエクスポートできます。資産の一覧には、次の名前、タイ
プ、モデル、ステータス、およびシリアル番号が含まれます。

• 接続されているすべてのサーバー

• 接続されているすべての装置

• 複数のターミナルへの接続時に資産の一覧をエクスポートするクライアントターミナル

資産の一覧をエクスポートするには:

1. [ >>> OtherOtherOther >>> AssetAssetAsset listlistlist ((( >>> そそそののの他他他 >>> 資資資産産産ののの一一一覧覧覧)))] を選択します。

2. [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。

3. ファイルの場所を選択し、[SaveSaveSave (((保保保存存存)))] をクリックします。

4. [最最最新新新のののエエエクククスススポポポーーートトト] フィールドに、ファイルへのリンクが作成されるか、リンクが更新されます。リ
ンクをクリックして、ファイルの場所に移動します。

装着式の設定
装着式システムと接続するには、接続ファイルを作成する必要があります。Axis装着式システムの設定を参
照してください。

注
接続ファイルをエクスポートする前に、サーバーのIPアドレスが変更された場合、またはAXIS Camera
Stationが5.33より以前のバージョンからアップグレードされている場合、最初にサーバー証明書を更新する
必要があります。証明書の更新方法については、136ページ証明書 を参照してください。

接続ファイルを作成するには、

1. [>>> OtherOtherOther >>> BodyBodyBody wornwornworn settingssettingssettings (>(>(> そそそののの他他他 >>> 装装装着着着式式式ののの設設設定定定)))] に移動します。

2. 装着式システムに表示されているデフォルトのサイト名を変更するには、新しい名前を入力します。

3. [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。[LatestLatestLatest exportexportexport (((最最最新新新のののエエエクククスススポポポーーートトト)))] の下にリンクが
表示されます。

4. リンクをクリックすると、接続ファイルのフォルダーに移動します。

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=body-worn-settings

Axis装着式システムの設定
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レポートの作成

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。

help.axis.com/?&piaId=34074&section=body-worn-settings

AXIS Body Worn Cameraの録画の再生とエクスポート

最新情報タブ
注

AXIS Camera Stationクライアントがオンラインの場合にのみ使用できます。

[Whatʼs new (最新情報)] タブは、AXIS Camera Stationの更新後にクライアントを起動すると、自動的に表示されま
す。114ページクライアントの設定 を参照してください。

最新情報タブを手動で表示するには、 >>> WhatʼsWhatʼsWhatʼs newnewnew (((最最最新新新情情情報報報)))に移動します。

Axisサービスのステータス

1. [ >>> HelpHelpHelp >>> StatusStatusStatus ofofof AxisAxisAxis servicesservicesservices ((( >>> ヘヘヘルルルプププ >>> AxisAxisAxisサササーーービビビスススのののススステテテーーータタタススス)])])]] に移動します。

2. AxisサービスのステータスページがWebブラウザーで開きます。Axisオンラインサービスのステー
タスを表示できます。
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入力装置

以下の入力装置をAXIS Camera Stationで使用できます。

• AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

• AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

• AXIS T8313ジョグダイアル

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick
AXIS T8311 Video Surveillance Joystickは、カメラビュー (メカニカルPTZを装備したカメラのみ) でパン、チルト、
およびズームを行うためにコンピューターマウスとして使用できるUSB装置です。

AXIS Camera Stationの起動前にジョイスティックを接続します。ジョイスティックが自動的に検出され、イ
ンストールされます。

注
• AXIS Camera Stationの起動後にジョイスティックを接続した場合は、アプリケーションを再起動する必

要があります。
• ジョイスティックは、PTZモードとマウスモードを切り替えるように設定することができます。ホット

キーを参照してください。

• J1:J1:J1: カメラのプリセット1。
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• J2:J2:J2: カメラのプリセット2。

• J3:J3:J3: カメラのプリセット3。

• J4:J4:J4: カメラのプリセット4。

• L:L:L: 左マウスボタン。

• R:R:R: 右マウスボタン。

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad
AXIS T8312 Video Surveillance Keypadは、タブ、カメラ、ビュー間をすばやく移動するために利用するUSB
装置です。

AXIS Camera Stationを起動する前にキーパッドを接続します。キーパッドが自動的に検出され、インストール
されます。

注
AXIS Camera Stationの起動後にキーパッドを接続した場合は、AXIS Camera Stationを再起動する必要が
あります。

• F2:F2:F2: ホットキーに移動します。

• F4:F4:F4: ログに移動します。

• F5:F5:F5: 設定に移動します。
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• タタタブブブ::: 分割ビュー中で、前方に移動します。後方に移動するには、Alt+ を押します。

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial
AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dialは、録画された映像をゆっくり再生したり、フレーム間を往復するために
利用するUSB装置です。

AXIS Camera Stationを起動する前にジョグダイアルを接続します。ジョグダイアルが自動的に検出され、イ
ンストールされます。

注
AXIS Camera Stationの起動後にジョグダイアルを接続した場合は、AXIS Camera Stationを再起動する必
要があります。

• ブブブッッックククマママーーーククク::: ブックマークを追加します。

• 前前前ににに移移移動動動::: 前の録画に移動します。

• 再再再生生生///一一一時時時停停停止止止::: 録画の再生と一時停止を行います。

• 次次次ににに移移移動動動::: 次の録画に移動します。

• L:L:L: エクスポートマーカーを表示または非表示にします。
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• R:R:R: ライブビューと録画を切り替えます。

• ジジジョョョグググををを時時時計計計回回回りりりににに回回回すすす::: 再生を一時停止している状態で前に進みます。

• ジジジョョョグググををを反反反時時時計計計回回回りりりににに回回回すすす::: 再生を一時停止している状態で後ろに戻ります。

• シシシャャャトトトルルルををを時時時計計計回回回りりりににに回回回すすす::: 再生状態で再生速度を上げます。

• シシシャャャトトトルルルををを反反反時時時計計計回回回りりりににに回回回すすす::: 再生状態で再生速度を下げます。
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AXIS Camera Station Service Control

AXIS Camera Station Service Controlを使用して、AXIS Camera Stationサーバーの起動と停止、サーバー設定の変更
を行います。これは、設置が完了した後で自動的に起動します。サーバーコンピューターが再起動した場合、AXIS
Camera Station Service Controlは約2分以内に自動的に再起動します。

Windowsの通知エリアに表示されるアイコンにより、サービスが動作中 、起動中 、停止 状
態であることが示されます。

アイコンを右クリックし、[OpenOpenOpen AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation ServiceServiceService ControlControlControl (AXIS(AXIS(AXIS CameraCameraCamera StationStationStation ServiceServiceService ControlControlControlををを開開開
くくく)))]、[StartStartStart ServiceServiceService (((サササーーービビビスススののの開開開始始始)))]、[StopStopStop ServiceServiceService (((サササーーービビビスススののの停停停止止止)))]、[RestartRestartRestart ServiceServiceService (((サササーーービビビスススののの再再再起起起
動動動)))]、または [ExitExitExit (((終終終了了了)))] を選択します。

AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation ServiceServiceService ControlControlControl ををを開開開くくく

• Windowsの通知エリアのアイコンをダブルクリックします。

• Windowsの通知エリアのアイコンを右クリックし、[OpenOpenOpen AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation ServiceServiceService ControlControlControl (AXIS(AXIS(AXIS
CameraCameraCamera StationStationStation ServiceServiceService ControlControlControl ををを開開開くくく)))] を選択します。

オペレーティングシステムによっては、次の方法でAXIS Camera Station Service Controlを開くこともできます。

• [StartStartStart (((スススタタターーートトト)))] 画面または [StartStartStart (((スススタタターーートトト)))] メニューに、「Service Control」と入力します。

• [StartStartStart (((スススタタターーートトト)))] メニューに移動し、[AllAllAll ProgramsProgramsPrograms >>> AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation >>> AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation
TTToolsoolsools >>> ServiceServiceService ControlControlControl (((すすすべべべてててのののプププロロログググラララムムム >>> AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation >>> AXISAXISAXIS CameraCameraCamera StationStationStation TTToolsoolsools
>>> ServiceServiceService Control)Control)Control) ] を選択します。

基基基本本本設設設定定定

AXIS Camera Station Service Control で次のようにします。

• [ModifyModifyModify settingssettingssettings (((設設設定定定ををを変変変更更更)))] を選択してサーバー設定の変更を有効にします。

• すべての設定をデフォルト設定に戻すには、[RestoreRestoreRestore DefaultDefaultDefault SettingsSettingsSettings (((デデデフフフォォォルルルトトト設設設定定定ににに戻戻戻すすす)))] をク
リックします。

• [サーバーステータス] セクションにサーバーのステータスが表示されます。サーバーステータスを変
更するには、[StartStartStart (((開開開始始始)))] または [StopStopStop (((停停停止止止)))] をクリックします。サーバーを再起動するには、
[RestartRestartRestart (((再再再起起起動動動)))] をクリックします。

一般
AXIS Camera Station Service Controlで [ ModifyModifyModify settingssettingssettings (((設設設定定定ををを変変変更更更))) ]を選択し、[General(一般)] タブをクリックす
ると、一般サーバー設定を変更できます。

サササーーーバババーーー証証証明明明書書書IDIDID

サーバー証明書ID。これは、クライアントが正しいサーバーに接続しているかどうかを手動で確認するため
に使用されます。

サササーーーバババーーーののの設設設定定定

• サササーーーバババーーー名名名::: サーバーの名前。サーバー名は、AXIS Camera Stationクライアントに表示されます。デフォ
ルトのサーバー名は、コンピューター名です。

注
コンピューター名が変更されても、サーバー名は変更されません。

• ポポポーーートトト範範範囲囲囲::: ポートの範囲を指定します。以下のポートは自動的に変更されます。
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• サササーーーバババーーーHTHTHTTPTPTPポポポーーートトト::: サーバーがクライアントとの通信で使用するHTTPポート番号。デフォルト
ポートは55752です。

• サササーーーバババーーーTCPTCPTCPポポポーーートトト::: サーバーがクライアントとの通信で使用するTCPポート番号。デフォルトポートは
55754です。ポート番号は、サーバーポート番号に2を加算して求めます。

• モモモバババイイイルルル通通通信信信ポポポーーートトト::: サーバーがクライアントとの通信で使用するモバイルポート番号。デフォルトポー
トは55756です。ポート番号は、サーバーポート番号に4を加算して求めます。

• モモモバババイイイルルルススストトトリリリーーーミミミンンングググポポポーーートトト::: サーバーがビデオストリーミングで使用するモバイルポート番号。デ
フォルトポートは55757です。ポート番号は、サーバーポート番号に5を加算して求めます。

• コココンンンポポポーーーネネネンンントトト通通通信信信ポポポーーートトト::: コンポーネントがサーバーを介してネットワーク装置と通信するために使
用するポート番号。デフォルトポートは55759です。ポート番号は、サーバーポート番号に7を加算
して求めます。

• AXIS Camera Stationコンポーネントが使用するポート: ポート範囲を指定すると、コンポーネントで
使用できるポートが一覧表示されます。AXIS Camera Stationコンポーネントのデフォルトのポート
範囲は55760〜55764です。

• ポートの全リストを表示するには、199ページポートリスト を参照してください。

注
• サーバーとクライアントの間にNATやファイアウォールなどが存在する場合、NATやファイアウォールが

これらのポートの通過を許可するように設定されている必要があります。
• ポート番号は1024〜65534の範囲内でなければなりません。

プププロロロキキキシシシーーーののの設設設定定定

これらの設定は、システム中のAXIS Camera Stationサーバーとカメラの間にあるプロキシーサーバーに適用
されます。

• プププロロロキキキシシシーーーををを使使使用用用せせせずずずににに接接接続続続すすするるる::: システム内のAXIS Camera Stationサーバーとカメラの間にプロキ
シーサーバーがない場合は、このオプションを選択してください。

• 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///自自自動動動::: デフォルトのプロキシー設定。このオプション
は、インターネットオプションの現在のプロキシー設定をシステムアカウントに使用します。

• 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::: AXIS Camera Stationサーバーとシステム内のいずれかのカメラがプロキ
シーサーバーにより分離されている場合は、このオプションを選択してください。プロキシサーバー
のアドレスとポート番号を入力します。通常、Windowsのコントロールパネルの [インターネットオ
プション] と同じアドレス、ポート番号です。

- 特定の文字で始まるアドレスのプロキシーサーバーを使用しないように指定します。

- 通信がプロキシーサーバーを経由する必要のないローカルカメラについては、[AlwaysAlwaysAlways bypassbypassbypass
proxyproxyproxy serverserverserver forforfor locallocallocal addressesaddressesaddresses (((ロロローーーカカカルルルアアアドドドレレレスススにににはははプププロロロキキキシシシサササーーーバババををを使使使用用用しししななないいい)))] を選択
し、カメラのローカルアドレスまたはホスト名を入力します。アドレスまたはホスト名は、ワ
イルドカードを使用して指定できます。例: 「192」または「mydomain.com」。

ポートリスト
次の表では、AXIS Camera Stationによって使用されるポートとプロトコルのうち、最適なパフォーマンスと使
いやすさのためにファイアウォールで有効にする必要があるものを示しています。この表では、デフォルト
のHTTPメインポート55752に基づいてポート番号を計算しています。

AXIS Camera Stationサーバーは、次のポートの装置にデータを送信します。
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ポポポーーートトト 番番番号号号 プププロロロトトトコココルルル 入入入出出出力力力 説説説明明明

メインHTTPおよび
HTTPSポート

80および443 TCP 送信 ビデオストリームと
装置データに使用さ
れます。

デフォルトbonjour
ポート

5353 UDP マルチキャスト (受
信+送信)

mDNS Discovery
(Bonjour) により装
置を検知するため
に使用されます。
マルチキャスト
224.0.0.251。
デフォルトポート
にバインドできない
場合、このポートは
別のアプリケーショ
ンによって使用され
ていて共有が拒否さ
れている可能性があ
ります。その場合、
機能するポートが見
つかるまでランダム
ポートが試用されま
す。リンクローカル
アドレスを利用する
ランダムポート装置
を使用している場合
は、Bonjourにより
検知することはでき
ません。

デフォルトSSDPポー
ト

1900 UDP マルチキャスト (受
信+送信)

SSDP (UPNP) により
装置を検知するため
に使用されます。
マルチキャスト
239.255.255.250。

デフォルト
WS-Discoveryポート

3702 UDP マルチキャスト (受
信+送信)

Onvif装置の検
知に使用される
WS-Discovery Web
サービス検知。
マルチキャスト
239.255.255.250。

AXIS Camera Stationサーバーは、次のポートでクライアントからデータを受信します。

ポポポーーートトト 番番番号号号 プププロロロトトトコココルルル 入入入出出出力力力 通通通信信信 説説説明明明

デフォルトSSDP
ポート

1900 UDP マルチキャスト
(受信+送信)

サーバーとクラ
イアント

SSDP (UPNP) に
よりAXIS Camera
Stationサーバー
を検知するた
めに使用されま
す。
マルチキャスト
239.255.255.25
0。
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メインHTTPポー
トとHTTPスト
リーミングポー
ト

55752 TCP 受信 サーバーとクラ
イアント

ビデオ、音声、
メタデータスト
リーム (AES暗号
化) に使用され
ます。
55754でTCPが
失敗した場合、
55752でHTTPが
アプリケーショ
ンデータ (AES暗
号化) に使用さ
れます。

メインTCPポー
ト

55754 TCP 受信 サーバーとクラ
イアント

メインHTTPポー
トから+2オフ
セット。
アプリケーショ
ンデータに使用
されます (TLS
1.2暗号化)。
5.15.007以下の
場合、TLS 1.1暗
号化が使用され
ます。

SSDP Webサー
バーポート

55755 TCP 受信 サーバーとクラ
イアント

メインHTTPポー
トから+3オフ
セット。
SSDP/UPNPによ
りAXIS Camera
Stationサーバー
を検知するた
めに使用されま
す。

API Webサー
バーポート

55756 TCP 送信 サーバーとモバ
イルアプリ

メインHTTPポー
トから+4オフ
セット。
MP4 over HTTPS
を利用するア
プリケーショ
ンデータおよび
ビデオストリー
ムに使用されま
す。

APIメディアポー
ト

55757 TCP 送信 サーバーとモバ
イルアプリ

メインHTTPポー
トから+5オフ
セット。
RTSP over HTTP
を利用するビデ
オストリームに
使用されます。
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ローカルプロキ
シHTTPポート

55758 TCP 受信 サーバーの内部
通信

メインHTTPポー
ト (ServerPort-
Parser) から+6オ
フセット。
API Webサー
バーポート (Re-
moteFacade-
Binder) から+2
オフセット。
AXIS Camera
Stationサーバー
コンピューター
の内部でのみ
アクセスできま
す。
不明な問題に
対する回避策
ポート。モバイ
ルアプリはSRA
モジュールを
呼び出します。
SRAモジュール
はHTTPSを受信
し、HTTPに変換
して、ローカル
プロキシのHTTP
ポートとAPIメ
ディアポートに
再送信します。

Webプロキシ
エンドポイント
ポート

55759 TCP 受信 サーバーとコン
ポーネント

メインHTTPポー
トから+7オフ
セット。
コンポーネント
と装置間の安全
な通信に使用さ
れます。

その他のポート

ポポポーーートトト 番番番号号号 プププロロロトトトコココルルル 入入入出出出力力力 通通通信信信 説説説明明明

インターネット
HTTPS

80および443 TCP 送信 クライアントと
サーバーからイ
ンターネットへ

ライセンスの
アクティブ化、
ファームウェ
アのダウンロー
ド、接続中の
サービスなどに
使用されます。
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サーバーTCPス
トリーミング
ポート

55750 TCP 受信 サーバーと装置 メインHTTPポー
トから-2オフ
セット。

アップグレード
ステータスUDP
ポート

15156 UDP 受信+送信 サーバーと
Service Control

AXIS Camera
Station Service
Controlはこの
ポートで待ち
受け、サーバー
は進行中のアッ
プグレードの
ステータスをブ
ロードキャスト
します。

コンポーネント用に予約されたポート

コココンンンポポポーーーネネネンンン
トトト

ポポポーーートトト 番番番号号号 プププロロロトトトコココルルル 入入入出出出力力力 通通通信信信 説説説明明明

SystemHealth
Monitoring

Webサーバー
ポート

55768 HTTPS 受信 クライアン
ト ([System
Health
Monitoring]
タブ) とコン
ポーネント

メインHTTP
ポートから
+16オフセッ
ト。
SystemHealth
Monitoring
Webページを
ホストし、マ
ルチシステム
設定でデータ
を共有するた
めに使用され
ます。

スマート検索
2

Webサーバー
ポート

55770 HTTPS 受信 クライアント
([スマート検
索] タブ) とコ
ンポーネント

メインHTTP
ポートから
+18オフセッ
ト。
Smart Search
APIをホスト
し、クライア
ントにWeb
ページを提供
するために使
用されます。

Secure Entry Webサーバー
ポート

55766 HTTPS 受信 クライアン
ト ([Access
management
(アクセス管
理)]タブ)とコ
ンポーネント

メインHTTP
ポートから
+14オフセッ
ト。
古いインス
トールでは
ポート8081が
使用されてい
ました。

Secure Entry Webサーバー
ポート

55767 HTTPS 受信 メインサー
バーとサブ
サーバー

メインHTTP
ポートから
+15オフセッ
ト。
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マルチサー
バー設定でメ
インサーバー
とサブサー
バー間の通
信に使用しま
す。

データベース

データベースファイル
コココアアア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

AXIS Camera Stationコアデーターベースファイルは、C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera
Station Serverにあります。

• 5.13より前のバージョンでは、データベースファイルはACS.FDBACS.FDBACS.FDB1つのみです。

• バージョン5.13以降の場合、以下の3つのデータベースファイルがあります。

- ACS.FDBACS.FDBACS.FDB - このメインデータベースファイルには、装置、ビュー、権限、イベント、ストリーム
プロファイルなどのシステム設定が含まれています。

- ACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDB - このログデータベースファイルにはログへの参照が含まれています。

- [ ACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDB ]- この録画データベースファイルには、[ ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage (((設設設定定定
>>> ススストトトレレレーーージジジ)))]で指定した場所に保存されている録画のメタデータと参照が含まれています。こ
のファイルは、再生時にAXIS Camera Stationがタイムラインに録画を表示するために必要です。

コココンンンポポポーーーネネネンンントトト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

• SecureEntrySecureEntrySecureEntry .db.db.db - AXIS Secure Entryデータベースファイルには、カード所持者の写真を除くすべてのアク
セスコントロールデータが含まれています。これは、C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS
Camera Station Secure Entry Serviceの下にあります。

• smartsmartsmart Search.sqlite3Search.sqlite3Search.sqlite3 - AXIS Camera Stationスマート検索データベースファイルには、カメラの設定と保存
された検索フィルターが含まれています。これは、C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS
Smart Search\dataの下にあります。

データベースの設定
データベースは、毎晩および各システムアップグレードの前にバックアップされます。AXIS Camera Station Service
Controlで、[ ModifyModifyModify settingssettingssettings (((設設設定定定ををを変変変更更更))) ]を選択して [Database (データベース)] タブをクリックすると、メイン
データベースのバックアップの設定を変更します。

• バババッッックククアアアッッップププフフフォォォルルルダダダーーー::: [BrowseBrowseBrowse (((参参参照照照)))] をクリックしてデータベースのバックアップを保存するフォル
ダーを選択します。AXIS Camera Stationサーバーを再起動して変更を適用します。

- バックアップフォルダーのパスが正しくない場合、バックアップはデフォルトの
C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server\backup に
保存されます。

- AXIS Camera Stationがネットワーク共有にアクセスできない場合、バックアップはデフォルト
で C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server\backupに
保存されます。

• バババッッックククアアアッッップププののの保保保存存存日日日数数数: バックアップを保存する日数を設定します。1〜30の数値を使用できま
す。デフォルトは14日です。
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• アアアッッップププグググレレレーーードドドののの進進進捗捗捗状状状況況況::: [ViewViewView detailsdetailsdetails (((詳詳詳細細細ののの表表表示示示)))] をクリックして、最新のデータベースアップグ
レードに関する詳細を表示します。この詳細には、AXIS Camera Station Service Controlの最後の再起
動以降に発生したイベントが含まれています。

データベースのバックアップ
データベースには、録画やメタデータなどシステムが正常に動作するために必要な情報が格納されています。

重要
• 録画は [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage (((設設設定定定 >>> ススストトトレレレーーージジジ)))] で選択した場所に保存され、データベースには保

存されません。録画は個別にバックアップする必要があります。
• AXIS Camera Station Service Controlのサーバー設定、プロキシ設定、データベース設定は保存されません。

システムバックアップ

システムバックアップは自動的にトリガーされ、204ページデータベースの設定 で指定されたバックアップ
フォルダーに保存されます。

システムバックアップには、コアデータベースファイルとコンポーネントデータベースファイルの両方が含まれ
ます。204ページデータベースファイル を参照してください。

トリガーに応じて、以下のバックアップファイルを使用できます。

• System_YYYYSystem_YYYYSystem_YYYY ---MMMMMM---DDDDDD---HHHHHH---mmmmmm---SSSS.zipSSSS.zipSSSS.zip : バックアップは毎晩トリガーされます。

• PreUpgrade_YYYYPreUpgrade_YYYYPreUpgrade_YYYY ---MMMMMM---DDDDDD---HHHHHH---mmmmmm---SSSS.zipSSSS.zipSSSS.zip : バックアップはデータベース更新の前にトリガーされ
ます。

• User_YYYYUser_YYYYUser_YYYY ---MMMMMM---DDDDDD---HHHHHH---mmmmmm---SSSS.zipSSSS.zipSSSS.zip : バックアップはストレージが取り外される前にトリガーされます。

zipファイルには、以下のファイルがあります。

• ACSACSACS: このフォルダーには、コアデータベースファイルであるACS.FDBACS.FDBACS.FDB 、ACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDB 、
ACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDB が含まれています。

• コココンンンポポポーーーネネネンンントトト: このフォルダーは、コンポーネントを使用する場合にのみ利用できます。たとえば、
AXIS Camera Station Secure Entryやスマート検索があります。

- ACMSMACMSMACMSM: このフォルダーには、AXIS Camera Station Secure Entryデータベースファイルである
SecureEntrySecureEntrySecureEntry .db.db.db やカード所持者の写真が含まれています。

- smartsearchsmartsearchsmartsearch : このフォルダーには、スマート検索データベースファイルである
smartSearchsmartSearchsmartSearch ---backupbackupbackup---yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3 が含まれています。

• Backup_SummaryBackup_SummaryBackup_Summary .txt.txt.txt: このファイルには、バックアップに関する詳細情報が含まれています。

メンテナンスバックアップ

メンテナンスバックアップは、204ページデータベースの設定で指定したバックアップフォルダーに保存されます。

メンテナンスバックアップには、コアデータベースファイルのみが含まれ、各データベースファイルは別のフォ
ルダー、PreMaintenance_YYYYPreMaintenance_YYYYPreMaintenance_YYYY ---MMMMMM---DDDDDD---HHHHHH---mmmmmm---SSSSSSSSSSSSに保存されます。

次のようにトリガーすることができます。

• AXIS Camera Stationの更新時に自動的に。

• AXIS Camera Station Service Controlからデータベースメンテナンスを手動で実行した場合。207ページ
データベースのメンテナンス を参照してください。

• Windowsタスクスケジューラーで設定された、スケジュールされたデータベースメンテナンスタスクに
よって自動的に。207ページツール を参照してください。
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手動バックアップ

注
手動バックアップでは、コアデータベースファイルのみをバックアップできます。スマート検索データ
ベースファイルなど、コンポーネントデータベースファイルはバックアップされません。

以下のいずれかの方法で、重要な変更の後に手動バックアップを行うことができます。

• C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Serverに移動し、データベー
スファイルのコピーを作成します。

• すべてのデータベースを含むシステムレポートを生成します。

1. AXIS Camera Stationのクライアントで [ >>> HelpHelpHelp >>> SystemSystemSystem reportreportreport ((( >>> ヘヘヘルルルプププ >>> シシシススステテテムムムレレレ
ポポポーーートトト)))] へ移動します。

2. ファイル名を入力し、フォルダーを選択します。

3. [IncludeIncludeInclude allallall databasesdatabasesdatabases (((全全全てててののの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。

4. システムレポートフォルダーで、サーバーフォルダーに移動し、データベースのバックアップ
ファイルを検索します。

データベースの復元
ハードウェア障害などの問題によってデータベースが損失した場合は、保存済みのバックアップからデータベー
スを復元できます。デフォルトでは、14日間にわたってバックアップファイルが保存されます。データベースの
バックアップの詳細については、205ページデータベースのバックアップ を参照してください。

注
録画は [ConfigurationConfigurationConfiguration >>> StorageStorageStorage (((設設設定定定 >>> ススストトトレレレーーージジジ)))] で選択した場所に保存され、データベースには保
存されません。録画は個別にバックアップする必要があります。

データベースを復元するには:

1. [AXIS Camera Station Service Contro (AXISカメラステーションサービスコントロール)]へ移動し、[ StopStopStop
(((停停停止止止))) ]をクリックしてサービスを停止します。

2. データベースバックアップファイルに移動します。205ページデータベースのバックアップ を参照
してください。

- 自動バックアップからリストアするには、204ページデータベースの設定 で指定されたバック
アップフォルダーに移動し、タイムスタンプ付きのzipフォルダーを選択して抽出します。

- 手動バックアップからリストアするには、データベースファイルのコピーを置くフォルダー
に移動します。

3. 抽出したフォルダーで、ACS にある以下に示すデーターベースファイルを C:\ProgramData\AXIS
Communication\AXIS Camera Station Server\にコピーします。

- ACS.FDBACS.FDBACS.FDB - データベースを復元するには、このファイルをコピーする必要があります。

- ACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDBACS_LOGS.FDB - ログを復元する場合は、このファイルをコピーしてください。

- ACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDBACS_RECORDINGS.FDB - 録画を復元する場合は、このファイルをコピーしてください。

4. AXIS Camera Station Secure Entryを使用する場合は、SecureEntrySecureEntrySecureEntry .db.db.dbを [Components > ACMSM (コン
ポーネント > ACMSM)] から [C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station
Secure Entry Service] にコピーします。
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5. スマート検索を使用する場合は、smartSearchsmartSearchsmartSearch ---backupbackupbackup---yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3yyyyMMddHHmmssfff.sqlite3 をsmartsearch
から C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Smart Search\dataにコピーして、名前を
smartSearch.sqlite3smartSearch.sqlite3smartSearch.sqlite3 に変更します。

6. AXIS Camera Station Service Controlに戻り、[ StartStartStart (((開開開始始始))) ]をクリックしてサービスを開始します。

データベースのメンテナンス
データベースのメンテナンスが必要ですというアラームが表示された場合や、システムが予期せずシャットダウ
ンした場合 (停電時など) は、データベースのメンテナンスを実行する必要があります。

データベースのメンテナンスを開始するには:

1. AXIS Camera Station Service Controlを開きます。

2. [ツール] タブを選択します。

3. [DatabaseDatabaseDatabase maintainermaintainermaintainer (((デデデーーータタタベベベーーースススメメメンンンテテテナナナンンンススス)))] で [RunRunRun (((実実実行行行)))] をクリックします。

4. 概算のダウンタイムが表示されます。続行するには、[YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックします。このプロセスを開
始すると、キャンセルすることはできません。

注
• メンテナンス中は、AXIS Camera Stationサーバーとすべての録画が停止します。メンテナンスが終わる

と、サーバーが自動的に起動します。
• メンテナンス中はコンピューターの電源を切らないでください。
• データベースのメンテナンスを実行するには、Windowsコンピューターの管理者権限が必要です。
• データベースのメンテナンスを実行してもデータベースを回復できない場合は、Axisの技術サポー

トにご連絡ください。

データベースに関するベストプラクティス
問題を回避するには、以下に注意してください。

デデディィィスススクククエエエラララーーーのののチチチェェェッッッククク --- ディスクエラーが原因で、データベースが破損することがあります。chkdsk (Check
disk、別名Error checking) などのツールを利用して、データベースのあるハードドライブ上に破損したセクターが
ないことを確認します。chkdskを起動するには、Windowsの [スタート] 画面 (Windows 8) または [スタート] メ
ニューを開き、検索フィールドに "chkdsk" と入力します。chkdskは定期的に実行してください。

ウウウイイイルルルススス対対対策策策ソソソフフフトトトウウウェェェアアアととと外外外部部部バババッッックククアアアッッップププ --- 一部のウイルス対策ソフトウェアによってデータベースが破損
する可能性がある場合があります、データベースをウイルススキャンから除外してください。外部バックアップシ
ステムを使用する場合は、現在およびアクティブなデータベースをバックアップしないでください。代わり
に、バックアップフォルダーにあるファイルをバックアップします。

停停停電電電 --- 停電などのため予期しないシャットダウンが発生すると、データベースが破損するおそれがあります。重要
なシステムでは、UPS (無停電電源装置) を使用してください。

空空空ききき容容容量量量ののの不不不足足足 --- ハードドライブの空き容量が不足すると、データベースが破損する場合があります。この問
題を回避するには、十分なメモリーを搭載した専用のコンピューターにAXIS Camera Stationサーバーをインス
トールしてください。ハードウェア要件については、『インストールガイド』を参照するか、www.axis.com
で確認してください。

RAMRAMRAMメメメモモモリリリーーーののの破破破損損損 --- Windowsのメモリー診断を定期的に実行し、RAMメモリーにエラーがないことを確
認してください。

ツール
AXIS Camera Station Service Controlで [ModifyModifyModify settingssettingssettings (((設設設定定定ををを変変変更更更)))] を選択して [ツール] タブをクリックすると、
データベースのメンテナンスを開始したり、部分的システムレポートを作成したりできます。
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デデデーーータタタベベベーーースススメメメンンンテテテナナナンンンススス

データベースのメンテナンスを開始するには、[RunRunRun (((実実実行行行)))] をクリックします。ポップアップされるメッセー
ジを読んで [YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックすると、メンテナンスが開始されます。[NoNoNo (((いいいいいいえええ)))] をクリックすると、
メンテナンスがキャンセルされます。メンテナンス中は、AXIS Camera Stationサーバーとすべての録画が
停止します。メンテナンスの開始前に、推定される停止時間が表示されます。メンテナンスが終了すると、
サーバーは自動的に再起動されます。

「データベースのメンテナンスが必要です」というアラームが表示された場合や、システムが予期せずシャット
ダウンした場合 (停電時など) は、データベースのメンテナンスを実行する必要があります。

また、Windowsタスクスケジューラの [AXIS Camera Stationのデータベースメンテナンスタスク] を有効にすると、
データベースのメンテナンスが自動で実行するようスケジュールを設定することもできます。データベースメンテ
ナンスが実行される時間と頻度をカスタマイズするために、タスクトリガーを編集できます。

注
• メンテナンスの開始後は、キャンセルすることはできません。
• メンテナンス中はコンピューターの電源を切らないでください。

シシシススステテテムムムレレレポポポーーートトト

部分的システムレポートは、ご使用のシステムをAxisのカスタマーサポートが分析するときに役立つ、各
種パラメーターやログファイルが含まれる.zipファイルです。カスタマーサポートにお問い合わせの際は、必
ずシステムレポートを作成しておいてください。

部分的システムレポートを生成するには:

1. [RunRunRun (((実実実行行行)))] をクリックします。

2. ポップアップされるダイアログで、次のように実行します。

- [FileFileFile namenamename (((フフファァァイイイルルル名名名)))] に、システムレポートのファイル名を入力します。

- [FolderFolderFolder (((フフフォォォルルルダダダーーー)))] フィールドで、システムレポートの保存先を選択します。

- [AutomaticallyAutomaticallyAutomatically openopenopen folderfolderfolder whenwhenwhen reportreportreport isisis readyreadyready (((レレレポポポーーートトトががが生生生成成成ささされれれたたたららら保保保存存存先先先のののフフフォォォルルル
ダダダーーーををを自自自動動動的的的ににに開開開くくく)))] を選択すると、システムレポートが作成された時点でレポートの保存先
フォルダーが自動的に開きます。

- システムレポートにデータベースを含めるには、[IncludeIncludeInclude databasedatabasedatabase filefilefile ininin 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フフファァァイイイルルルををを含含含めめめるるる)))] を選択します。AXIS Camera Stationデータベースには、シス
テムが正常に動作するために必要な録画やデータに関する情報が格納されています。

3. [GenerateGenerateGenerate reportreportreport (((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)))] をクリックします。

完全なシステムレポートを生成するには、AXIS Camera Stationクライアントで [>>> HelpHelpHelp >>> SystemSystemSystem reportreportreport (>(>(> ヘヘヘ
ルルルプププ >>> 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。

ネネネッッットトトワワワーーークククのののロロログググ作作作成成成

リンクをクリックして、ネットワークプロトコルアナライザアプリケーションをダウンロードします。インス
トールしてから [StartStartStart (((開開開始始始)))] をクリックすると、アプリケーションが直接起動します。
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トラブルシューティング

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

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。225ページ報告手順 を参照して
ください。

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 >>> 装装装置置置
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 >>> 装装装置置置ををを追追追加加加)))] を選択します。
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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 (((装装装置置置)])])] >>>
[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で装置の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。225ページ報告手順 に移
動します。

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してください。225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
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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。

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、214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。
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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 >>> 装装装置置置 >>> 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の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。

• 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。
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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。[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。

• 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 (((装装装置置置)])])] >>> [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。

- 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 (((装装装置置置)])])] >>> [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 (((装装装置置置)])])] >>> [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ません。

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。
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• 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。

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。
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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。

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、225ページ報告手順 にアクセスしてください。

ストレージ

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。
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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。

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。
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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の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。

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。

音声

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)。
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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 (((装装装置置置)])])] >>> [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. [AdvancedAdvancedAdvanced (((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 (((装装装置置置)])])] >>> [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. 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。
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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。

ログイン

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] ダイアログでユーザーを追加します。
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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。

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。
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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。

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。
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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。

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。

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. [システムとセキュリティ] のカテゴリーで [AdministrativeAdministrativeAdministrative TTToolsoolsools (((管管管理理理ツツツーーールルル)))] を選択し、[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。

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
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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 (((こここののの装装装置置置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。

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。
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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。

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 >>> 装装装置置置 >>> 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>>> 装装装置置置 >>> 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装装装置置置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送付され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、 [ >>> HelpHelpHelp >>> SystemSystemSystem reportreportreport (>(>(> ヘヘヘルルルプププ >>> 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。

• キーの組み合わせ 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。

• キーの組み合わせ Ctrl + i 2回押すと、デバッグ情報が追加されます。

• キーの組み合わせ 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。

- 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。
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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。

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。

226

https://www.axis.com/files/tech_notes/Network_trace_Wireshark.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqCu13en-F2s0_LpzhQ1lkvlCMdTlnhlO


ユーザーマニュアル Ver. M50.4
AXIS Camera Station User Manual 日付: 2023年4月
© Axis Communications AB, 2018 - 2023 文書番号 T10122292


	toc
	最新情報


