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1 はじめに  

本製品をお使いになる前に  

本製品を開梱後、すべての同梱品が、全て揃っているかご確認ください。  

また、準備中のトラブルを避けるため、必ずユーザー・マニュアルの内容をご確認ください。  

● 本ユーザー・マニュアル（Ver2.2.4.2）は、VS-AIファームウェアのバージョン通称Ver2.2.4.2に

のみ適用されます。VS-AIが古いバージョンのファームウェアで稼働している場合は、応じたバー

ジョンのユーザー・マニュアルをご覧ください。  

= 保証の範囲 =  

 弊社は、本製品によってもたらされた（直接・間接を問わない）損害について、あらゆる意味で本製品の価格を超

える金銭的保証の責任を負わないものとします。  

 弊社は、誤った使用・用途・不当な修理や改造によって生じた故障や損傷、想定外の環境で使用した場合、いかな

る保証の責任も負わないものとします。  

 弊社は、予告なく、本製品、ソフトウェア、文書のアップデートを行う権利を有するものとします。  

※すべての特徴、機能等の製品仕様は予告なしに変更することがあります。 

注意：  

1. 返品または修理の際は、ご購入時と同じ梱包材を使って製品を発送してください。梱包の不備に起因する製品の破損に

ついて、弊社は一切責任を負いません。  

2. 貴重なデータを保護するため、バックアップを推奨致します。弊社はデータの損失並びにデータの修復・管理に関して

一切の責任を負いません。  

3. 本機で収集されたデータ・情報・プライバシーについて、弊社では一切責任を負いません。  
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1.1 安全にお使いいただくために 
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1.2 機器設置の注意点  

● ユーザー・マニュアルを読む  

製品を実際にご利用になる前に、必ずユーザー・マニュアルをお読みください。  

● 電源  

必ず製品付属の電源ケーブルをご利用ください。（※アースは必ず正しく接続してください）  

● 修理  

技術的に不明な点は販売店にお問い合わせください。事故、故障の原因になるので、絶対に分解しないでください。  

● 警告  

漏電、感電の恐れがあるため、雨がかかる場所、湿度の高い場所での運用はおやめください。また本製品の上に何も置か

ないでください。  

 

＝＝ 安全にお使いいただくために ＝＝  

1. 本製品は外気温0–40度、湿度0–85％の環境下でご利用いただけます。通気の良い場所に設置してください。  

2. 故障の原因になりますので、本製品は定められた定格の電圧下でお使いください。  

3. 直射日光が当たる場所、化学薬品の近くに置かないでください。また設置する場所の温度と湿度が適切であることを必

ず確認してください。  

4. 運用の障害や、過熱の原因になるため、本製品の上面・前面・背面・側面にものを置かないでください。（通気用の隙

間を１～２cm程度必ず設けて設置してください）  

5. 本製品を水の近くに設置しないでください。  

6. 落下やそれに伴う破損の危険性があるため、不安定な場所に本製品を設置しないでください。  

7. 本製品に対し、正しい電圧が供給されていることを確認してください。電圧の状態がわからない時は、販売店にお問い

合わせください。  

8. 内部の時計は日を追うごとにずれが生じます、定期的（1-2ヵ月）に時刻の補正を行うか、NTPサーバーを設置し同期

を行うことを推奨します。  

9. 電源コードの上にものを置かないでください。  

10. 感電その他の危険があるため、本製品を分解、修理しないでください。故障かと思われた時は販売店にご相談くださ

い。  
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11. システム内のファン・部品には決して触れないでください。重大な負傷を招く恐れがあります。  

12. アースは必ず正しく接続してください。正しく動作しない場合があります。 
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2 ハードウェア仕様 

2.1 前・背面パネル 

2.1.1 前面パネル 

 

※1：利用出来ません。他の機器を接続すると、 

本体に不具合が出る可能性があります。 

 

データHDD専用トレイ/HDDアクセスランプ 

電源ボタン（電源LED）  

システムのアクセスランプ  

リセットボタン（使用しないでください） 

前面 USB 3.0 ポート（使用出来ません※1
） 
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2.1.2 背面パネル 

 

2.2 LED の表示 

2.2.1 前面パネル LED  

 

LED LED ランプ状態 内容 

電源ボタン LED 
青点灯 起動中 

点灯なし 電源オフ 

データ HDD I/O LED 
緑点灯 アクセス中 

点灯なし アクセスなし 

 

 

VGA 端子（※使用出来ません） 

シリアルポート（※使用出来ません）  

電源LED  

ID button w/LED（※使用出来ません）  

リセット & NMIボタン（※使用出来ません）  

メンテナンス用LANポート  

LAN ポート  

背面USB 3.0 ポート x2（※使用出来ません）  

電源コネクタ（アース付き3極プラグ）  

ディスプレイコネクタ（※使用出来ません） 

せん 

電源 LED  

システム HDD のアクセスランプ 

データ HDD のアクセスランプ 
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システム HDD I/O LED  
点滅  アクセス中  

点灯なし  アクセスなし  

2.2.2 背面パネル LED 

 

LED 状態 内容 

電源ボタン LED 
緑点灯 起動中 

点灯なし 電源オフ 

LAN speed LED 

黄点灯 1 Gbps  

緑点灯 100 Mbps 

点灯なし 10 Mbps  

LAN Link/Act LED 
緑点灯 ネットワークリンク確立 

緑点滅 ネットワーク動作中 

3 クライアント PC 要求仕様 

VS-AIに接続し使用できる最低限必要なPCの仕様は以下の通りです。  

●オペレーティング・システム  

Microsoft® Windows 7 professional / 8.1 professional /10 professional  

（32-bitまたは64-bit）  

●ブラウザ  

Microsoft® Internet Explorer 10.0以降（32-bit）  

Google Chrome ver 68以上 

 

 電源ボタン背面 LED 

Speed LED link/Act LED 

LAN ポート 
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●CPU  

Intel Core i7 2.8GHz以上  

●メモリ  

8GB 以上 

●CD-ROMドライブ  

CD-ROM内のデータ閲覧時に必要になります。  

●Adobe Reader  

ユーザー・マニュアルなどを閲覧するのに必要なアプリケーションです。 

4 接続の準備 

VS-AIと接続し設定するために、下記のものを必ずご用意ください。  

１． LANケーブル （Cate 5e以上） 

２． VS-AI本体  

３． 設定用WindowsPC  

= また、VS-AIと接続をする前に、以下の準備を行ってください =  

1. VS-AIとカメラをネットワークに接続してください。  

2. 閲覧PCをネットワークに接続してください。  

3. VS-AIに電源コードをつなぎ、電源をオンにしてください。（※本体が立ち上がるまでの約5分

間待機してください）  
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4. VS-AIにPCよりブラウザを使用しアクセスを行ってください。  

5. VS-AIにログインする際、ユーザー名とパスワードを入力しログインを行ってください。  

デフォルトのIP：PCを192.168.100.xxに設定し、VS-AIにアクセスできます。  

ユーザー名/パスワード: admin/admin888（初期） 

 

万が一、IPアドレス等の情報を紛失した場合、上記メンテナンスポートを使用しアクセスすること

が可能です。（※詳しくは販売店にお問い合わせください）  

※メンテナンス用のポートの為、通常は使用しないでください。  
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5 VS-AI へのログイン 

1. PC を立ち上げブラウザを起動します。 

2. VS-AI のアドレスを入力してください。 

※デフォルトの IP アドレスは “192.168.100.100”となります。 

3. 入力を行うと下記のログイン画面が表示されます。 

 

 

 

4. ユーザー名とパスワードを入力してログインを行ってください。 

※デフォルトのユーザー名／パスワードは admin／admin888 となります。 

※パスワードはセキュリティ上変更をお願いします 
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6 メイン画面 

VS-AI にログインを行うと下記の画面が表示されます。 

 

 

No. 内容 説明 

1 VS-AI ロゴ このロゴをクリックするとメイン画面に移行します。 

2 ホームタブ このタブをクリックするとメイン画面へ移行します。 

3 アラートタブ このタブをクリックするとアラート設定画面へ移行します。 

4 管理タブ VS-AI の設定を行うメニューのタブになります。 

5 言語 クリックし選択すると使用言語の変更ができます。 

6 ログアウト クリックするとログアウトを行います。 

 

7 AI 検索 

AI 検索タブをクリックすると下記のような画面が表示されます 

VS-AI には基本の検索または高度な検索がありハイパーリンク をクリックすることでその選

択の変更ができます。 
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7.1 基本の検索 

基本の検索を選択すると下記の画面が表示されます。 

 

 

 - カメラアイコンをクリックすると、検索を行いたいカメラを選択できます。 

 

選択を行うには、カメラの左のチェックボックスにチェックを入れ適用をクリックしてくださ

い。 

 - 検索を行いたい時間の範囲を選択、入力し

てください。 

下記アイコンをクリックすることで、検索オブジェクトを選択、追加が可能です。 

 
乗り物に関連するキーワード 

 
人に関連するキーワード 

 
物に関連するキーワード 
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※詳細のキーワードリストは、7.5 章を参照してください。 

 

例えば、車のアイコンをクリックすると、下記記載の車など検索可能なオブジェクトが表示さ

れます。 

 

追加のボタンを押すとそのオブジェクトが選択されます。また、個数(人数）や色を指定したい

場合は、詳細をクリックし下記の画面にて個数、色を設定し、追加ボタンを押してください 

 

個数：同じ/以上/以下/より大きい/より小さいを選択することでより詳細に検索が可能です。 

検索内容の決定後、下記のように検索を行いたいキーワードが表示されます。 

例：下記は、“人”＋“黄色い車”の検索を行うという内容です。 
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 - 左記のアイコンをクリックすると、検索を行ったキーワードを保存できます。名称を決定し

保存を押してください。 

 

 

保存したキーワードを検索したい場合は、 

 

 

 -先のアイコンをクリックし検索を行ってください。 

 のボタンを押すと保存された検索キーワードを削除できます。 
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7.2 高度な検索 

高度な検索を選択すると下記の画面が表示されます。 

 

 

 - 検索を行うには先の検索フィールドにキーワードを入

力してください。 

例：car （yellow）と入力すると黄色の車の検索ができます。 

詳細は 7.5 章 キーワードリストを参照ください。  
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7.3 画像からの検索 

“画像からの検索”を使用することで、キーワードを入力することなく検索を行うことができます。 

※画像から読み取りを行えるキーワードは VS-AI で検索できるキーワード＋色となります。 

詳細は 7.5 章 キーワードリストを参照ください。 

 

例えば、下記のような画像を使用し、検索を行った場合、 

 

画像より白い車“car(white)”  と読み取り、それを元に検索を行います。 
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7.4 検索の結果 

検索実行ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 説明 

ソート機能 : クリックすると時間でソートを行います。 

: クリックすると Camera ID でソートを行います。 

:  クリックするとカメラ番号によりソートを行います。 

             クリックするとリストビューの内容を Excel で作成し保存を行

います。※最大 2,000 枚の画像と日時データを保存できます。 

 /  クリックするとリストビューとイメージビューの表示の変更を

行います。 
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画像をクリックすると下記のような画面が表示されます。 

 

 

No. 内容 説明 

1 画像情報 時間とカメラ名が表示されています。 

2 画像表示 選択した画像が表示されます。また、ダウンロードボタンを押すとスナ

ップショットのダウンロードが可能です。 

3 動画再生映像 レコーダーとの連携時や、動画のアップロードを行った際に動画の再生

を行います。“動画の再生”ボタンを押すと、その再生を行います。また

その後、ダウンロードボタンを押すと動画のダウンロードを行います。

また、 をクリックするとスナップショットの取得、また一時停止や

コマ送り等を行うことができます。 

4 検出された 

オブジェクト 

キーワードで入力をしたオブジェクトが表示されます。 

”＞”のボタンを押すとその画像上で解析されているすべてのキーワード

の表示を行います。 

5  ”前の画像” ”次の画像”をクリックすると、入力したキーワードで検索

したサムネイル上の”次の画像”が表示されます。また、”ブラウザを閉

じる”を選択するとこのブラウザを閉じます。 
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7.5 参考: キーワード 

 

オブジェクト 

■ 乗り物 

すべての車両 

bicycle（自転車） 

bus（バス） 

car（自動車） 

motorbike（バイク） 

track(トラック) 

 

■ 人 

person（人） 

face（顔） 

 

■ 物 

Backpack(リュック） 

Baseball_bat（バット） 

Cell_phone（携帯電話） 

Handbag（ハンドバッグ） 

Suitcase（スーツケース） 

Umbrella（傘） 

Aeroplane（飛行機） 

Bear（熊） 

Boat(船） 

Cat（猫） 

Chair（椅子） 

Cow（牛） 

Dog（犬） 

Knife（ナイフ） 

Skateboard（スケートボード） 

Skis（スキー） 

Snowboard（スノーボード） 

Tie（ネクタイ） 

train（電車） 

 

 

オブジェクトの色 

black（黒） 

blue（青） 

green（緑） 

red（赤） 

white（白） 

yellow（黄色） 

 

オブジェクトの数 

1～20までの数字の入力 

 

記号１ 

>   （より多い） 

<     （より少ない） 

>=    （以上） 

<=    （以下） 

=      （イコール） 

 

記号２ 

and  （アンド） 

or     （オア） 
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8 システム設定 

システム設定をクリックすると一般、時間、ネットワーク、ストレージ、機器ステータス、通知、

ログ、アップグレード、設定のタブが現れます。 

 

 

シャットダウンをクリックすると VS-AI をシャットダウンします。 

再起動をクリックすると VS-AI を再起動します。 

 

8.1 一般設定 

一般のタブをクリックすると下記のような画面が表示されます。 

 

内容 説明 

サーバー名 任意で VS-AI 名を決めることができます。※半角英数字で 20 文字まで 

HTTP ポート HTTP のポート番号を入力してください。 

HTTPS ポート HTTPS のポート番号を入力してください。 

強制的に HTTPS を

使用する 

HTTPS のみを強制的に使用させたい場合に使用してください。 
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設定を保存するには“適用”をクリックしてください。 

 

8.1.1 工場出荷状態へ戻す 

“ファクトリーリセットを行う“のボタンを押すと下記の内容が表示されます。 

 

 

 このアイコンをクリックするとエクスポートを行った VS-AI の設定をインポートできます。 

また、工場出荷値へ戻したい場合は、“適用“ボタンを押してください。 

 

ファクトリーリセットを行う場合は、下記の確認画面が表示されます。 
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“Reset“と入力を行い、“確認“ボタンを押していただくと工場出荷値へ設定を戻すことができま

す。※録画データを含むすべてのデータが消去されます。 

 

8.1.2 設定のエクスポート 

“設定“内にある“一般“の“エクスポート“ボタンを押すと設定情報のエクスポートが可能です。 

 

“エクスポート”ボタンをクリックして設定のエクスポートを行ってください。 
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8.2 時刻設定 

時間のタブをクリックすると VS-AI の時間の設定ができます。 

 

 

 

内容 説明 

システム時間 現在の VS-AI のシステム時間を表示します。 

Time Zone リストから現在のタイムゾーンの設定ができます。 

自動的にサマータ

イムの設定を行う 

自動的にサマータイムの設定を行うかどうかの設定が可能です。※通常は

チェックを入れておいてください。 

NTP サーバーと同

期を行う 

使用したい NTP サーバーを入力してください。 

※行ごとに複数の NTP サーバーが使用できます。 

NTP サーバーと定

期的に同期を行う 

定期的に NTP サーバーへ時刻の同期を行います。 

※NTP サーバーを使用する場合はチェックを入れてください。 

“接続チェック”をクリックすると接続の確認ができます。 

 

8.3 ネットワーク 

ネットワークをクリックすると下記のメニューが表示されます。 

※メンテナンスポートの IP アドレスは変更できません。 
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内容 説明 

DNS サーバ DNS サーバの設定を行います。 

ホスト名のリンクをクリックすると、ネットワークアドレスの設定の変更ができます。 

クリックすると下記の内容が表示されます。 

 

 

内容 説明 

ホスト名 インターフェース名を表示しています。 

IPv4 address 

（※固定設定） 

IPアドレス:IP アドレスを入力してください。  

ネットマスク：サブネットマスクを入力してください。 
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ブロードキャスト：規定のものを使用してください。 

デフォルトゲートウェイ：デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力し

てください。 

IPv6 address 

IPv6 disabled: IPv6 のアドレスを使用しません。 

From IPv6 discovery: 使用しないでください。 

固定設定: IPv6 のアドレスを入力してください。 

”適用”をクリックして設定を行ってください。 
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8.4 ストレージ 

ストレージのタブをクリックすると下記のウインドウが表示されます。 

 

 

内容 説明 

上書きをする容量

の割合 

上書きを行う HDD の容量の変更が％で指定できます。容量に達すると古

いデータを消し、上書きを開始します。※基本デフォルトのままでご使用

ください。 
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8.5 機器ステータス 

機器ステータスのタブをクリックすると下記のようなウインドウが表示されます。 

 

上記内容にてシステム状態を確認することができます。  
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8.6 通知 

通知のタブをクリックすると下記の内容のウインドウが表示されます。 

※開発中の機能の為、現在は使用できません。 

 

 

内容 説明 

SMTP サーバー SMTP サーバーのアドレスを入力してください。 

ポート番号 SMTP サーバーのポート番号を入力してください。 

EMail アドレス 管理者の EMail アドレスを入力してください。 

ユーザー名 EMail アカウントのユーザー名を入力してください。 

パスワード EMail アカウントのパスワードを入力してください。 

SSL / TLS  SSL / TLS のオプションを使用する場合、その選択を行ってください。 
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8.7 ログ 

ログのタブをクリックすると、下記のようなウインドウが表示されます。 

 

 

“閲覧”をクリックするとログの内容を表示します。 

 

8.8 アップグレード 

アップグレードのボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。 

 

 

アップデートを行うには、  のアイコンをクリックしてファイルを選択しアップデートを行っ

てください。 
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8.9  設定 

設定では、再生するビデオの時間の間隔(秒数)と、アラート時の音声の設定ができます。 

※PC 側にスピーカーが接続されている必要があります。 

※音声ファイルをアップロードする場合は、ファイルが MP3 で且つ 300KB 以下である必要があり

ます。 

また、検索結果のオブジェクトに枠をつけるを「いいえ」にすると、検索結果時に枠が付きませ

ん。 

 

※録画再生の時間の調整は、10 秒/20 秒/30 秒/60 秒/120 秒の範囲で指定可能です。 

アドバンス設定 

通常は使用しません。 

 



   

32  Copyright2017 All rights reserved. 

9 ユーザー管理 

ユーザー管理をクリックすると下記の画面が表示されます。 

 

 

この画面では、ユーザー名と権限、アクセス可能なカメラのリストが表示されます。 

※管理者のユーザー名は変更できません。設定を行う場合は、管理者の権限でログインを行ってく

ださい。 

 

9.1 ユーザーの作成 

“ユーザーの作成”をクリックするとユーザーの作成を行えます。 

 

 

内容 説明 

ユーザー名 任意でユーザー名を入力してください。※半角英数字で 20 文字まで 

パスワード パスワードを入力してください。※半角英数字で 20 文字まで 
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パスワードの確認 確認のため再度パスワードを入力してください。 

Email Email アドレスを入力してください。 

カメラリスト アクセスを行いたいカメラを選択してください。 

9.2 ユーザーの編集 

“編集”をクリックすると作成を行ったユーザーの情報の編集が行えます。 

 

 

内容 説明 

ユーザー名 任意でユーザー名を入力してください。※半角英数字で 20 文字まで 

パスワード パスワードを入力してください。※半角英数字で 20 文字まで 

パスワードの確認 確認のため再度パスワードを入力してください。 

Email Email アドレスを入力してください。 

カメラリスト アクセスを行いたいカメラを選択してください。 

“保存”をクリックすると情報が更新されます。作成ユーザーでログインを行ってください。 

※ユーザー権限では、設定はできません。 

※選択したカメラの検索、アップロードの機能が使用できます。 

9.3 ユーザーの削除 

“削除”ボタンをクリックすると作成したユーザーの削除を行えます。 
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“適用”をクリックするとユーザーの削除を行います。 

10 カメラ管理 

カメラ管理のタブをクリックすると下記の内容の画面が表示されます。この画面では、解析を行い

たいカメラの追加を行います。 

 

 

 

10.1 カメラの追加 

“カメラの追加”のボタンをクリックすると下記の画面が表示され、解析を行いたいカメラの追加を

行えます。 
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内容 説明 

カメラ名 任意のカメラ名を入力してください。※日本語または半角英数字で 20 文字ま

で 

メモ カメラに関する情報を記入できます（任意）。 

カメラ IP アド

レスもしくは 

ドメイン名 

IPアドレス/ドメイン名（ポート）: IP アドレスもしくはドメイン名、ポート

を入力してください。 

ユーザー名: カメラの管理者のユーザー名を入力してください。 

パスワード: カメラ管理者のパスワードを入力してください。 

※接続確認をクリックするとカメラの接続確認が可能です。 

ブランド ブランド名を選択してください。 

モデル名 モデル名を選択してください。通常は General を使用してください。 

RTSP を使用 カメラの RTSP を入力してください。※入力必須ではありません。 

NVR の選択 NVR を選択してください。※NVR を選択すると動画の再生機能が使用可能に

なります。 

チャンネル ID NVR に登録されているカメラチャンネルの ID を選択してください。 

※カメラを登録する際のユーザー名／パスワードは、管理者のものを使用してください。 

“プレビュー“をクリックすると接続されているカメラで解析を行うエリアの表示を行います。 

※必ず”プレビュー“を押して、カメラとの接続確認をしてください。 
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内容 説明 

X 軸 / Y 軸 X 軸及び Y 軸の設定を行うと解析を行うエリアの位置の変更が可能です。 

幅 / 高さ 解析を行うエリアの大きさの設定ができます。 

※配信されているカメラの解像度以下の値の入力を行ってください。 

* x * ピクセル カメラから配信されている解像度が表示されています。 

”適用“をクリックすると設定が反映されます。 

※魚眼のカメラを登録、解析は可能ですが、精度が著しく落ちるため使用しないでください。 

※その他メーカーのカメラを使用する場合は、販売店にご相談ください。 

10.2 カメラの編集 

カメラの“編集“ボタンをクリックすると、カメラ情報の編集が可能です。 

10.3 カメラの削除 

カメラの”削除“をクリックすると下記の画面が表示されます。 

 

カメラの“削除“を行うには、”適用“ボタンを押してください。 

※注意：カメラを削除すると今まで記録されていたデータも削除されます。 



   

37  Copyright2017 All rights reserved. 

11 NVR 管理 

NVR 管理のタブをクリックすると下記の内容の画面が表示されます。この画面では、連携を行い

たい NVR の追加を行います。 

※登録可能レコーダー Viostor シリーズ、DIGISTOR シリーズ 

 

11.1 NVR の追加 

 “NVR の追加”をクリックすると下記の画面が表示され、NVR の登録ができます。 

 

 

 内容 説明 

NVR 名 任意で NVR 名を入力してください。※半角英数字で 20 文字まで 

IP アドレス/ドメイ

ン名（ポート） 
NVR の IP アドレス、ドメイン名を入力してください。 

ユーザー名 NVR のユーザー名を入力してください。 

パスワード NVR のパスワードを入力してください。 

NVR ブランド NVR のブランドを選択してください。 
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※“接続確認“をクリックするとレコーダーとの接続の確認チェックが可能です。 

11.2 NVR の編集 

NVR の“編集”ボタンをクリックすると入力を行った情報の編集が可能です。 

 

11.3 NVR の削除 

 “削除”ボタンをクリックすると登録された NVR を削除できます。 
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12 ファイル管理 

ファイル管理のタブをクリックすると下記の内容の画面が表示されます。この画面では、登録され

た NVR より録画データを取得し解析、もしくは外部データをアップロードし動画の解析を行うこ

とができます。 

 

 

内容 説明 

ファイル名 ファイルの名称となります。 

作成日 アップロードを行った日付時間が表示されます。 

期間 アップロード時に指定した日付時間を表示します。 

進行状況/状態 アップロード時の％を示します。完了と表示されると検索が可能

です。 

ダウンロード アップロードを行った動画のダウンロードを行います。 

結果 クリックするとそのファイルを指定して検索を行います。 

削除 ファイルの削除を行います。 

  



   

40  Copyright2017 All rights reserved. 

12.1 NVR データの取得 

“NVR データの取得“をクリックすると下記の画面が表示されます。 

 

 

 

内容 説明 

NVR の選択 登録を行った NVR を選択してください。 

チャンネル NVR よりカメラ番号を自動的に取得します。NVR より録画データを取得し

たいカメラを選択してください。 

動画取得時間範囲 NVR から動画の取得を行うには、開始時間と終了時間を入力してくださ

い。  

説明 説明書きが必要であれば入力できます。 

“適用”ボタンを押すと NVR より動画ファイルの取得を行います。 
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12.2 動画アップロード 

 “動画のアップロード”をクリックすると下記の画面が表示されます。 

 

“ファイルの選択“をクリックし、新しくファイル名の入力、その後下記の”アップロード開始“ボタ

ンを押してアップロードを行ってください。 
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 内容 説明 

ファイル名 アップロードしたファイル名になります 

進行状況 アップロードの進行状態を表示します。 

アップロードファ

イルの時間 
アップロードしたファイルの日時を任意で決定できます。 

説明 説明文を入力することができます。 

※アップロード中はこのウインドウを閉じないでください。ファイルのアップロードが停止しま

す。 

※1 ファイルの上限は、1GB までです。 

12.3 アップロードファイルの削除 

 

 

ファイルの削除を行うにはファイル右の“ゴミ箱”アイコンを押してください。 
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13 アラート機能 

アラート機能とは、登録したカメラの映像内に該当するキーワードが検出された場合、入力した

Cgi コマンドにて、外部機器に状態を通知する機能です。 

例：人のキーワードを指定した場合、登録カメラで人が検出された場合に、ランプを点灯させる 

※パトライト製、ネットワークパトライト使用時 

※詳細は“パトライトの cgi コマンド入力方法”※を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

“アラート”を選択し、設定にて“追加”をクリックすると下記の画面が表示されます。 
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アラートの追加画面にて“アラート名(任意）“、 “アラートで使用するカメラ”、 ”キーワード”、”検

知時間”、“Cgi アクション“を入力してください。 

※キーワード設定では、詳細モードとして“色”と”以上“”以下“などの記号と組み合わせてアラート

表示をすることが可能です。 

例：人が 5 人以上検知された場合にアラート通知を行いたい。 

 

※Cgi アクションを使用し“連動する機器の Cgi”を入力すると、ネットワークパトライト等と連動

したシステムの構築が可能です。適用ボタンを押して設定を有効にしてください。 

また、下記のように、アラート状況のタブをクリックすることで、そのアラートの状況が確認でき

ます。 



   

45  Copyright2017 All rights reserved. 

 

 

過去の履歴を確認したい場合は、アラート検索をクリックし時間を入力し検索を行ってください。 

※指定した最近のデータが一番はじめに表示されます。 
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例１：パトライトの cgi コマンド入力方法  

※FB・FV・POEシリーズ共通 

制御コマンド  

http://パトライトのIPアドレス/api/control?alert=100000 赤点灯 

http://パトライトのIPアドレス/api/control?alert=200000 赤点滅 

http://パトライトのIPアドレス/api/control?alert=100001 赤点灯＋ブザー音 

http://パトライトのIPアドレス/api/control?alert=200001 赤点滅＋ブザー音 

 

Alert=以下のコマンドの色と数字 

000000 →最低入力が必要 

RYGBCZ 

R=赤 Y=黄色 G=緑 B=青 C=白 Z=ブザー 

 

点灯の場合は数字を 0 から”1”へ変更  

点滅の場合は数字を 0 から”2”へ変更 

 

状態消去コマンド  

http://パトライトのIPアドレス/api/control?clear=1 状態消去 

 

※PoE シリーズの場合のコマンドは、上段からの点灯順番になります。 

例：http://パトライトの IP アドレス/api/control?alert=001001 
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上記の設定の場合は、上から 3 段目＋ビープ音の設定になります。 

 

※ファームウェアを ver1.08 に変更する必要があります。対応を行っていない場合、ファームウェアの取得

は、製品購入後、パトライトサイトにて製品登録をしていただいた後に行うことが可能です。 

 

例２：パトライトの cgi コマンド入力方法  

※FVモデルの場合接点出力が 1 

 

接点出力 ON コマンド 

http://パトライトの IP アドレス/api/control?output=1 
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14 セントラルサーチ機能 

セントラルサーチ機能を使用することで、現在の VS-AI に他の VS－AI を最大 3 台登録し、登録

された VS-AI を一度にオブジェクト検索ができます。 

※親の VS-AI を含め最大 64 台のカメラを検索することが可能です。 

※セントラルサーチ機能を使用するためにはファームウェア Ver2.2.4.2 を使用する必要がありま

す。また、すべての VS-AI のファームウェアを統一する必要があります。 

※ローカルエリアネットワークのみで使用できる機能です。 

※管理者の権限でのみ使用が可能です。 

 

セントラルサーチのタブをクリックしてください。 

その後、追加のボタンを押し、追加したい VS-AI を登録してください。 

 

 

登録すると、追加された VS-AI が下記のように表示されます。 
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※もし登録後に追加した VS-AI のカメラ登録等を変更された場合は、“同期カメラ“をクリックして

ください。クリックすると追加した VS-AI のカメラ情報の同期を行います。 

 

追加した VS－AI を指定して検索を行う場合は、下記①のアイコンをクリックし、検索を行いたい

カメラ もしくは VS-AI を選択して検索を行ってください。 

 

カメラアイコンをクリックする→VS-AI を選択する→カメラを選択し適用ボタンを押す。 

その後、通常のオブジェクト検索を行ってください。 
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① Digistor もしくは Viostorを使用する場合 

 

② 他社製 NVRを使用する場合 

 

③ 他社製 NVRを使用する場合 
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テクニカル・サポート 

 

テクニカル・サポート、カスタマー・サービスを行っています。 

オンラインサポート: http://www.rodweb.co.jp （09:00-18:00 平日のみ） 

E-mail: info@rodweb.co.jp（日本語） 

http://www.rodweb.co.jp/
mailto:info@rodweb.co.jp

