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第 1 章;序章 

1.1. 紹介 Docokame@VSS 
Docokame@VSS は、allsoft.ru によると、最大のソフトウェアオンラインストアの 1 ビデオ監視ソフトウェアでロシアの＃1 ベストセラーです。 

このマニュアルは機械翻訳により作成して

います。 
 
XEOMA は Felena Software のグローバルブ

ランドですが、日本ではジャバテルが

XEOMA の商標権を有しています。 
 
Docokame@VSS は XEOMA の日本でのリブ

ランドパッケージです。 
 
全てのサポートはジャバテルが行います。

ご質問はご遠慮なく。 
 

info@docokame.com 
 

株式会社ジャバテル 

mailto:info@docokame.com


それはあります その革新的な建設設定原則のために無制限の柔軟性を備えた完全なビデオ監視ソリューション。非ハイテク savvies について簡単に、専門家のための強
力な、それは（1 台のコンピュータで数千台のカメラまで）カメラの真の無制限の数の小さなとエンタープライズレベルの両方のシステムを構築することができます。
プログラムは、任意のモバイルデバイスやコンピュータからの完全なリモートアクセスとビューでは、Windows、Linux、Mac OS および Android デバイス（フル機
能版）で動作します。 

Docokame@VSS は、ほぼすべてのカメラのための自動検出およびサポートを提供しています -  IP、ONVIF、USB ウェブカメラ、H.264、H.265、MJPEG、MPEG4、
PTZ、無線 LAN（99.9％まで の カメラ に インクルード 市場 サポートされています）。その助けを借りて、ただで数秒は、コンピュータとカメラはすぐに監
視システムを動作するように準備に変わります。 

知的モーション検出器 先進的な誤警報はロジックを回避して、 モーショントリガまたはスケジュールの通知（SMS、電子メール、音、アラームなど）や画面キャプチャ、
音との仕事は、スタッフの監視とペアレンタルコントロールに最適です。 

また、グラフィカルなシェルのないオペレーティング・システム上の共有アクセス権、暗号化、パスワード保護、ネットワークのクラスタリングは、あってもプロの規
模監視システムのための効率的かつ安定的な監視を行うこと。いいえ、インストールしていない管理者権限は必要ありません。 
専門家は確かに FTP サーバー、強力な Web サーバと音（フラッシュビデオのストリーミング）で、すべてのカメラのリモートビュー、エクスポート機能を有する環状
アーカイブに自動バックアップを理解するだろう。 

その最高の状態で経済： のデモ版をお試しください 無制限の機能を持つ Docokame@VSS！限り、あなたが望むようにそれを使用してください。お使いの
システムを拡張するように感じたら、あなたは最も経済的な価格でライセンスを購入することができます！期限切れの監視装置を交換して維持し、セキュリ
ティスタッフや高価な監視ソリューションを犠牲にして保存します。 

Docokame@VSS は任意のスパイ、ウイルスやマルウェアが含まれていません。それは完

全に安全です。ダウンロード 購入 ビデオ 接触 米国 
 

 

1.2. Docokame@VSS 主要機能 
カメラ/ソース  処理： 

任意のとの互換性 ウェブカメラ WIFI 無線 CCTV カメラを含め、アナログカム、 
、H.264、H.265、JPEG / MJPEG を含む IP-カメラ（サポート MPEG-4、フィッシュアイ、PTZ および ONVIF、無線カム、すなわち完全な有線と無線の両
方の CCTV 用） 
どれか 解像度（MPIX） 
画面 同時に、すべてのモニターからのキャプチャ調整音質と音量 
以下 2 台の 000 カメラは 1 台のコンピュータに接続することができます！ 

 
 
 
プロフェッショナルな監視が容易になります。 

セットアップ：モジュールのグループ設
定  
クイックナビゲーションとデバイスとカメラの制御 リスト  
Docokame@VSS 雲 サービス 
Docokame@VSS プロ  - 定期的な Docokame@VSS にプロの拡張 
カメラのセットアップ、 ウェブを使って Docokame@VSS CCTV のソフトウェアサーバの監視ネットワ
ークを作成 Docokame@VSS Pro のコンフィギュレーション・ファイル内のモジュール、およびスキーム 
サーバ マ ル チ サ ー バ お よ び マ ル チ ク ラ イ ア ン ト  アクセス権の任意のサイズ柔軟
な設定のビデオ監視のための接続アーキテクチャ（ユーザー権限） 
設定フルスクリーンビューのパスワード保護 
複数での作業 モニタは、PTZ 制御
360 度カメラ画像回転サウンド検
出器のサポート 
カメラ画像のインスタントスクリーンショット 

 
 
知的モジュールと機能： 

魚眼カメラの画像 dewarping 
Eマップ  - その上にインタラクティブなカメラの顔検出器を使用してビデオ監視サイト
のマップ 
場合でも、オブジェクトを追跡するためのオブジェクト検出器 彼らはカメラの SD
カードとの同期を移動していません 
レジとの同期は、LDAP、Active Directory の同
期を登録します 
イージー ホームオートメーションシステムの統合 HTTP リクエストの送信者と Docokame@VSS プロを使用して独自のクラウド
ビデオ監視サービスを作成するための HTTP スイッチャーモジュールの可能性のおかげで 
プライバシーはあなたがになっていない領域をぼかすためにマスキング レコード、または顔 
ズーム（PTZ トラッキング）及び移動物体の可視化と追跡自動オブジェクトは、問題が検出されたときに通知する
ように検出器を妨害します 
また、ブラウザで PTZ 制御 
速いです リモートで（HTTP スイッチャー）、ローカルチェーンのオン/オフ（ボタンスイッチャー）時間
によってモーションイベントのアーカイブを検索または選択した地域で 
RTSP と HTTP 放送：IP カメラのエミュレーション等 MJPEG、JPEG、H264、でストリーミング 

 
 
リモートアクセス： 

モバイル機器を介したリモートビューサウンドですべてのカメラのオンラインビュ
ーを（アンドロイド、iPhone、iPad がサポートされています） 
いっぱい 遠隔 アクセス 設定、アーカイブおよびカメラへ 



インターネット  放送 
あなたのサイトにカメラ画像を埋め込む可能性 Web ブラウ
ザでも、アーカイブの動的 IP アドレスビューのリモートア
クセス 

 
 
モーション 検出器： 

動きを監視するために、任意のサイズ及び形状の領域（単数または複数）の設定 
最大無視されるオブジェクトのサイズ、及びセンサの感度レベルを設定するプレビューに表示最後に検出された
動きの時間で視覚動き検出、 
イベントが終了した後に記録を継続する動き検出後のレコードの前に数秒を格納するた
めの事前記録オプション 
レコード遅れ 
誤報を回避するために強化されたアルゴリズム ペットや天候の変化によって引き起こされます 

 
 
アーカイブ： 

ループ・レコーディング 
アーカイブの調節可能な最大サイズと 別の HDD にアーカイブ保存するアーカイブ可能に格納された画像の圧縮
率、の RAID 
へのサポート ネットワーク接続ストレージ（NAS）、Google クラウドディスクなど 
ユーザーフレンドリーな組み込みのための検索とメディアプレーヤー 右視聴者から選択された抽出物の運
動イベントまたは特定の時間のエクスポート 
の削除 視聴者から不要な抽出 
検索する いくつかのアーカイブの同時同期ビュー時まで、選択した領域にお
けるモーションイベント 

 
 
通知との反応： 

テキスト メッセージ（SMS）を送信します 
添付の JPEG 画像と MJPEG と E メール通知（ 動画）イベント・トリガのポップア
ップウィンドウ 
サウンドアラーム 
指定された外部プログラムを実行します 
FTP サーバ アップロード 音が巡回記録で指定したパスにファイル
を保存した画像や動画を 

 
 
すべての需要の高い機能： 

隠されました 仕事のモード 
WEBM（VP8 と VP9）、 MPEG-4、MP4 と MJPEG ビデオフォーマット 
（埋め込まれたタイムをマークし、 日付、カメラのストリームを超えるカスタムテキスト、GPS 座標、または画像スタンプ）  スケジューラ、
システムのコンポーネントが起動しているときの設定/作業終了 
プレビューで音の音量調節可能 モードクイックセットアッ
プ：複製 の チェーン 
調節可能なプレビュー モード（カメラレイアウト、ウィンドウの透明度、フォント）リ
アルタイム画像の自動スライドショー 
1 クリックして、使いやすいです アップデート 
新しい バージョン通知 

 
 

Docokame@VSS の利点： 

フル機能を備えました Windows 版、Mac OS X、Linux と Android の無料
ダウンロードの仕事 
フル機能の試用（デモ）版には時間がない - の使用制限に複数回無料版を使用
することができます 
準備ができて 仕事右のデフォルト設定でダウンロードした後いいえ、インス
トールは必要ありません 
ません管理者 シンプルな追加設定を必
要な権限 
のように柔軟な制御 子供の建設は、革新的な直感的なグラフィカルイン
タフェースを設定します 
ダイナミックな発展と主な言語で利用可能な最先端の機能の追加： 
英語、 スペイン語、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、ハンガリー語、ポーランド語、ロシア語。 

追加の言語： 
オランダの、 デンマーク語、ルーマニア語、トルコ語、クロアチア語、フィンランド語、ギリシャ語、チェコ語、ブルガリア語、ウクライナとベラ

ルーシ。 

言語 
 
 
代表的なアプリケーション： 

でのオブジェクトの監視 非労働時間（オフィス、店舗、倉庫）セキュリティ監視ス
マートホームシステムインテグレーション（セキュリティ監視、自動車など周囲長） 
スタッフの監視 （産業労働者、オフィスの従業員、介護者や家庭のスタッフ） 



子どもたちとのオフィスワーカーの活動のモニタリング コンピュータ、訪問したサイトペットの監視を制御 
産業機械を見て 

 
 

 

1.3. 最小システム 要件： 
ウィンドウズ  - ウィンドウズ XP（最小 SP2 X64 または X32 SP3 / 64）、Windows Vista では、Windows 7、Windows 8 の、Windows の 10、64 ビットと
32 ビットの両方のバージョンは、Windows Server 2000/2003/2008。 

Linux の  - の XWindows またはコンソール/サーバーと 32 ビットと 64 ビットの両方のバージョン。サポートされている Linux
ディストリビューション：Ubuntu の最新バージョン（10、11、12、13、14）、 
Debian の 6 サーバー、Debian の 7、 
openSUSE の 12.1、 
ミント 12、 
CentOS のバージョン 6 以上、 
Red Hat Enterprise Linux バージョン 6 以上です。 

注意：Linux コンソールのサウンドのサポートが必要です。 libasound2 の。インストールまたは Linux 上で Docokame@VSS を実行するには、Linux マシ
ン上で Docokame@VSS_linux.tgz アーカイブを解凍していることを確認してください。それ以外の場合は、実行する必要があります。chmod A + X 
Docokame@VSS.app、その後、あなたはいつものように Docokame@VSS を実行することができます。./Docokame@VSS.app 

 
あなたがインストールしている場合 あなたの 64 ビットの Linux ディストリビューション上で 32 ビットバージョン（それはこの場合には 64 ビット版をダウ
ンロードすると良いでしょうが）、あなたは IA32-LIBS をインストールする必要があります。 

マック OS バツ バージョン 10.7 以上。 

アンドロイド  - アンドロイド OS 2.3.3（API レベル 10）以上（推奨 -  4.2 以上）、フリー動作メモリ、画面解像度の 20 MB  -  450x450 以上です。 

iPhone / iPad で  -  iOS のバージョン 5 以降。 

ために より詳細な情報は、当社の最小システム要件の計算のページをご覧ください http://felenasoft.com/Docokame@VSS/en/help/calculator/   。 

利用可能な言語： 

主な言語： 
英語、 スペイン語、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、ハンガリー語、ポーランド語、ロシア語。 

追加の言語： 
オランダの、 デンマーク語、ルーマニア語、トルコ語、クロアチア語、フィンランド語、ギリシャ語、チェコ語、ブルガリア語、ウクライナとベラルーシ。 

Docokame@VSS を参照してください。 情報 に きみの 言語 
 

 

1.4. Docokame@VSS のモード 機能の 
Docokame@VSS は、その 4 つのモード（版）のいずれかで使用することができます。 

無料版では、8 つのビデオソース（カメラ）に、最大まで使用することができます 各スキームにおける三つのモジュール。リモートサーバへの接続が
Docokame@VSS の任意のバージョンで行うことができます。しかし、注意してください：フリーモードで Docokame@VSS を持つマシンへのリモート
接続を行うことはできません。ビデオを見ます約 自由な 版 

Lite の バージョンは 4 つのビデオソースに、それぞれの方式では 6 つのモジュールまで使い切ることができます。このバージョンでは、特別なライセンスで活
性化されなければなりません。Docokame@VSS Lite は、プログラムの更新をサポートしていませんし、更新は適用されません。あなたが無制限の時間のために
Docokame@VSS Lite の活性化バージョンを使用することができます。また、ビデオを参照してください。約 Lite の 版 

トライアル バージョンは、機能的に制限はありませんビデオソースまたはモジュールの数が、すべての設定は次のようになります 4 時間後にリセットされ、プ
ログラムの再起動時に保存されません。原因あなたはわずか 1 時間のためにあなたのアーカイブを保存することができます試用版の制限のため、注意してく
ださい、それが書き換えられます。リモートサーバーは Docokame@VSS の任意のバージョンに接続することができます。ビデオ約 トライアル 版 

Standard エディションは、中には制限がありません リモート接続し、映像ソース番号。使用中のビデオソース/カメラの総数は、ライセンスに依存します。ビデオ
約 標準 版 

あなたは切り替えることができます メインメニューを経由してモード - >情報またはメインメニュー - >情報 - >について。 
 

Docokame@VSS ビデオ監視ソフトウェアエディションの比較表： 
 

 トライアル 自由な Lite の 標準 プロ 

利用可能なソースの最大
数 

 
アンリミテッド 

 
8 

 
4 

 
無制限（ライセンスに
依存 タイプ） 

 
無制限（ライセンスに
依存 タイプ） 

チェーン内のモジュール
の最大数 

 
アンリミテッド 

 
3 

 
6 

 
無制限（ライセンスに
依存 タイプ） 

 
無制限（ライセンスに
依存 タイプ） 

上書きする前にアーカ
イブ保存期間 

 
1 時間 

 
5 日間 

 
アンリミテッド 

 
アンリミテッド 

 
アンリミテッド 

リモートアクセス はい ノー はい はい はい 

http://felenasoft.com/xeoma/en/help/calculator/


 

利用可能な複数のユー
ザープロファイル 

 
はい 

 
はい 

 
ノー 

 
はい 

 
はい 

リピータを使用する可
能性* 

 
はい 

 
ノー 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
仕事の時間 設定の最後の変更後

の 4 時間 

 
アンリミテッド 

 
アンリミテッド 

 
アンリミテッド 

 
アンリミテッド 

透かし無料 はい  -  はい はい はい 

 
 

Docokame@VSS
の新バージョンへの
更新 

 
 
 
はい 

 
 
 
はい 

 
 
 
ノー 

はい（購入日から 1
年間） 

 
延ばします インクルー
ド 自由な アップデート 
期間 最大で 80％ 
ディスカウント 

はい（購入日から 1
年間） 

 
延ばします インク
ルード 自由な ア
ップデート  期間 
最大で  80％の割
引 

カスタム化 はい ノー はい はい はい 

 
 
 
 
その他の主な
機能 

無償 
 
設定は、すべてデフォル
トに復元されます プロ
グラム終了で 4 時間/ 

 
すべて テストのために利
用可能な機能 

無償 
 
同じでアクセスできる
ユーザープロファイル 
コンピューター 

 
無制限の時間 プログ
ラムの無償アップデ
ートで動作 

支払いました モード（ラ
イセンスが必要） 

 
利用できる限られた数
の モジュール 

支払いました モード（ラ
イセンスが必要） 

ライセンスの CUMULATE 
 
利用可能なすべての定
期的なモジュール 

支払いました モード
（ライセンスが必要） 

ライセンスの CUMULATE 
 
定期的な +ステーキ
リットル  プロ モジ
ュール 利用できま
す  

PTZ コントロール はい はい はい はい はい 

Web ブラウザ
を介し PTZ コ
ントロール 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

デジタルズーム はい  -   -  はい はい 

PTZ トラッキング はい  -   -  はい はい 

フィッシュアイ

Dewarping 
はい  -   -  はい はい 

日付/日付別アーカイ
ブビューアで検索 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

特定の地域でアーカ
イブビューアで検索 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
はい 

 
はい 

いくつかのアーカイブ
の同期再生 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

速いです カメラ
のオン/オフ 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

ボタンスイッチャー はい  -   -   -  はい 

HTTP スイッチャー はい  -   -  はい はい 

デバイス リスト はい はい  -  はい はい 

インタラクティブマ
ップ EMAP 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

訪問者カウンタ はい  -   -  はい はい 

顔検出器 はい  -   -   -  はい 

プライバシーマスキング はい  -   -   -  はい 

サウンド検出器 はい  -   -  はい はい 

問題の検出器 はい  -   -  はい はい 



 

オブジェクト検出器 はい  -   -  はい はい 

SMS 送信 はい  -   -  はい はい 

運動の可視化  - プ
レビュー 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

運動の可視化 - ア
ーカイブ 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

RTSP 放送 はい  -   -   -  はい 

FTP アップロード はい  -   -  はい はい 

まだ保存する画像（プ
レビュー、アーカイ
ブ） 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
はい 

 
はい 

様々なレイアウト はい  -   -  はい はい 

全画面表示 モード はい  -  はい はい はい 

クライアント 部品は自
動的に更新します 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

LDAP 
同期 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

アーカイブの部分を削
除する可能性 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

アーカイブの間隔を作
成する可能性削除取り
消し 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

サウンドアラー
ム  - クライアン
ト 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
はい 

サウンドアラー
ム  - サーバー 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

 
はい 

HTTP マーキング はい  -   -  はい はい 

アプリケーションランナー はい  -   -  はい はい 

リレースイッチ はい  -   -  はい はい 

HTTP レシーバー はい  -   -  はい はい 

HTTP 他
Docokame@VSS
にアップロード 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
はい 

 
はい 

HTTP リクエスト
の送信者 

 
はい 

 
 -  

 
 -  

 
はい 

 
はい 

*リピータ オプションサービスで、追加の価格で別々に買いました。 
 

 

第 2 章はじめに 

2.1. のは、それは始めましょう、または Docokame@VSS を使用する方法 
あなたも見ることができます Docokame@VSS ビデオ Tutoria リットル 

あなたが持っていると仮定 ビデオ監視を行う目的。あなたはコンピュータやタブレット、で起動するカメラまたは複数のカメラ、および監視するための面
積を有します。それはすべてのタイプのカメラで動作します（モデルの何百もサポートされている）、およびさまざまなオペレーティング・システム上で動
作することができますため Docokame@VSS は、完璧なソリューションとなります。これらは、それを動作させるための簡単な手順です。 

1. ダウンロード Docokame@VSS あなたのための 私たちのサイトからのオペレーティングシステム。あなたは、公式リリースやベータ版（通常より最近、
また安定しただけアルファテストを受けて）の間で選択することができます。あなたから私たちのサイトにアクセスしているデバイスのための
Docokame@VSS の推奨バージョンがダウンロードオプションテーブルの上に発見されます。あなたが使用するかわからない場合は、このデバイス上でこれ
を試してみてください。 
サーバとクライアント -   -  Docokame@VSS は、2 つの部分から構成され、ダウンロードの実行可能ファイル（iOS 版、Linux では/ ARM を除く）の両方
が含まれています。あなたが Docokame@VSS を実行したり、それをインストールするときには、二つの部分に分けることができます。 

ために グラフィカルシェルと OS： 



 

 
 

コンソールのために（することを忘れないでください それがダウンロードされています後）アーカイブを解凍： 

 
 
2. ファイル名を指定して実行 Docokame@VSS 上の通常のアプリケーションとして お使いのビデオ監視システムの核となるコンピュータ。これはあなたの
サーバーになります。それは、カメラやその他のソースを処理 Docokame@VSS がまだアクティブ化されていない場合の録音などを保存し、あなたが最初に
それを実行したときに含めますが、それは裁判に発売されます版。メインで無料、トライアルと商用版の切り替えメニュー。トラブルシューティングの  打ち上
げ そして インスト 

グラフィカルシェル OS の場合：クリックするだけか コンソール用 Docokame@VSS 実行ファイルをダブルクリックします（これがアーカイブさ

れた場合は、アーカイブを解凍してください）： 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ときにあなたを 最初 Docokame@VSS を起動し、それがカメラの検索でネットワークをスキャンします。Docokame@VSS が見つかったすべてのカメ
ラはメインウィンドウに追加されます。したがって、承認を必要とし、カメラを追加することはできません、まだ下のパネルには「+」メニューに表示され
ます。スキャンは時間がかかりすぎる、またはすべてのあなたのカメラがすでに追加されている場合は、右下の隅にプログレスバーをスキャンするをクリッ
クして検索を停止することができます。自動の詳細サーチ。 

4. デフォルトでは、見つかったすべてのカメラがで追加されています スケジューラ -   - ユニバーサルカメラのデフォルトのスキームモーション検出器 - 
プレビューとアーカイブ - 問題の検出 - デフォルト設定でメール送信モジュール（例外はデフォルトのチェーンがユニバーサルカメラです。ライトと無料版
です - による制限のために、プレビューやアーカイブ - モーション検出器チェーン内のモジュールの最大数の）。あなたはできる追加し、 削 除  若しく
は 再構成し あなたが必要とする方法をモジュール。 

カメラ：選択した画像 解像度及び（USB カメラ用の）リフレッシュ間隔、又は（ネットワークカメラのために）事前設定されたパラメータを有する流れ。アナ
ログカメラは、彼らがを介して接続されている方法に応じて、いずれかの USB または IP カメラとして検出されます。もっと約 設定します A カメラ 
モーション 検出器：選択 動きを監視するゾーンまたは複数のゾーンは、前又は後の記録、センサーの感度を設定します。 
スケジューラ：設定した時間と 以下のモジュールが動作するようになっていさかのぼります。デフォルトでは、24 時間 365 日動作するように設定します。 
試写 そして アーカイブ （また、 ）アーカイブモジュールとして知られている：あなたが再設定できる場所にファイルを保存する方法を、それらが上
書きされる前にファイルを保存する期間を、最大サイズはアーカイブを取ることが許されます。デフォルトでは、ストレージの時間は、トライアルモ
ードでは 1 時間です。場合は、商用またはフリーモードでは、あなたは、時間の長い期間のために保持するためにアーカイブを設定することができま
す。 

5. Docokame@VSS 実行可能ファイルは、ポータブルです。それはあなたが Docokame@VSS をインストールするか、またはあなたがそれを必要なとき
だけ、それを起動するかを選択できることを意味します。それは、オペレーティングシステムで起動するために Docokame@VSS をインストールします。
仕事の隠しモードもインストールメニューで設定することができます。学びますなぜ 君は 必要 イ ン ス ト  

6. 表示するには 録音は、小さなは「プレイ」を押します ボタン 右上にあります メインウィンドウまたは下のパネルで、大きな「再生」ボタンでカメラ画像
のコーナー。あなたは、録音が表示およびエクスポートすることができます内蔵のアーカイブのプレイヤーになります。 

遠隔 アクセス そして、カメラのビューが住んでいて、 記録されたフィードも必要ですか？Docokame@VSS は、同様にこの目標を達成するために最適です。
接続からのデータを使用しますダイアログ に 他の場所から、リモートで接続。 



ノー リモートアクセスが必要？その後 Docokame@VSS は、インターネットに接続せずに作業することができます。命令に オフライン 活性化 

また、作成することができます ユーザー プロフィール ある人のために 見て、カメラを制御し、それらに特定の権利と権限、および他の多くの便利な機能を
割り当てることを許可。 

先端： ために グラフィカルシェルとオペレーティングシステム上で動作し、私たちのコンソールをチェックしてください ガイド。 
 

 

2.2. インタフェース Docokame@VSS で 
 
 
メインプログラムウィンドウは、 オペレーティングシステムのウィンドウタイトル/タイトルバ
ー 
（1）プログラム・インターフェース  - プレビューボックス（2）（ライブカメラや信号の
他のソースからの画像）とプレビュー以下バー（3）。ウィンドウタイトルは、通常
Docokame@VSS のバージョンが含まれています（6）で、現在している（4）、機能のモ
ード（5）と、画面の名前を使用。リモートサーバーに接続すると、クライアントのバージ
ョンは、同様に、サーバーの、クライアントのバージョンと一致しない場合、あなたはまた、
ウィンドウタイトルにサーバーの IP アドレスを見ることができます。 

タイトルバーに 通常のコントロールボタンがあります：「最小化」、「最大化すること」、
「閉じます」。ウィンドウの位置は、そのタイトルバーをマウスでドラッグして画面上で移
動させることができます。ウィンドウは、任意のエッジとの境界のサイズを変更することが
できます。 

各プレビューボックスには、小さなアーカイブ（7）と右上の設定（8）のアイコンがあ
ります 対応するアイコンをクリックして、アーカイブビューアとカメラ（ソース）の詳細
な構成にアクセスするために使用するコーナー。カメラは、PTZ 制御手段をサポートして
いる場合は、小さな PTZ アイコンは、他の 2 つと一緒に表示されます。 

アーカイブと詳細な設定の下に アイコンは、あなたが最後に検出された動きの時間が表示されます（9）（作業チェーンの動き検出器モジュールがある場
合）。この運動が始まった時、最後の検出された動きの時間をクリックすると、場所にアーカイブを開きます。検出された動きがあった場合、また、プレビ
ューボックスフレームは赤色になります徐々に（3 分）元の白色回路（カーソルがその上にホバリング青色）に来ること。モーションイベントが現在進行中
である場合は、代わりに小さなアーカイブや設定アイコンの下の時間表示の赤い「•レック」を見ることができます。 

左上には プレビューボックスのコーナーは、プレビューやアーカイブとプレビューモジュールで設定することができ、プレビューの名前（11）があります。
右ここでの設定を開くには、ここで名前をクリックします。 

各プレビューボックスの設定の概要をすることができ プレビューボックスの画像（プレビューボックス内の任意の場所）（12）をクリックすることによって
アクセスします。 

次のように下のポップアップバーにはボタンがあります：「リスト」、「プラス」、「ナット」、「プレイ」、「ウィンドウ」、「情報」。バーはそれを下
にドラッグすることによって隠され、それをドラッグして、あるいは単にそれをクリックすることであったことができます。 

'リスト'です メインメニュー記号。それはあなたが現時点ででているものの画面によって多少異なるオプションがあります。リアルタイムビュー画面で
は、できるダイアログを開きます 

- 、（リピータおよびユーザプロファイルの設定を含む）のリモートアクセスオプションを設定します 
- 、上のバックすべてのソースをオフにして、 
- 有効/デバイスリストを無効にし、 
- オープン、（隠しモードを含む）自動起動するプログラムをインストールまたはアンインストール Docokame@VSS ビデオチュートリアルや裁判、プログラムの
自由と商業のバージョン間の切り替え、 
- 購入 ライセンスと登録メニューで商用版をアクティブに、 
- 情報を見つけます プログラムは、あなたのライセンスは、フィードバックを残したり公式開発者のサイトをご覧ください。 
- 言語を切り替えます。 

'プラス」ボタンは、新しいカメラを追加するために使用されます。もしローカルネットワーク内で検出されたカメラがあった、彼らはこのメニューの
右を追加するために利用できるようになります。ない場合は、カメラのスキャンを繰り返し、最後のスキームを複製、ランダムな世界のウェブカメラ
を追加したり、カメラの高度な検索、ログイン、パスワード、サブネットワークの表示、またはカメラのポートを使用すると、この時間を使用するか
の選択肢があります。 

また、ここであなたが最後に表示したカメラを複製することができます  - あなたはそれらの設定はほぼ同じであるため、迅速に複雑なスキームのクローンを
作成する必要がある場合に、このオプションが便利です。 

'ナット「右上の設定シンボルと同じです プレビューボックスのコーナー - ここであなたが最後に表示したカメラの詳細設定にアクセスし、視覚的な方
法ですべての機能を設定するために使用されます。 

'遊びます「下のパネルで右上にアーカイブシンボルに似ています プレビューボックスのコーナー - ここでそれはあなたが表示したいのですがどのカメ
ラのアーカイブレコーディングを選択するダイアログが表示されます。「プレビューとアーカイブ」モジュールで作られたすべての記録を閲覧すること
ができ、選択した形式の抽出物は、エクスポートすることができる場所を選択した後、アーカイブビューアが開かれます。 

'窓'です Docokame@VSS がどのように見えるかについてのメニュー。ここですることができます 

- 選択 のみカメラの一部を示すレイアウト（接続された場合にのみ示されるが、1 台の以上のカメラです）。1x1 の、2x2 のか、ページごとにカメラのカスタ
ム量などのグリッドを持つグループにカメラを分割します。レイアウトは、一度カメラの一部のみを示している選択された場合は、2 ラインの矢印ボタン«前»
と（複数のソースを持つページの切り替えに使用）«次»は、右または/およびに表示されます画面の左に。選択した場合は、別のオプションが表示されます - 
追加「の表示/非表示ページパネルを」/ページの名前とタブ（ページ）間の迅速な切り替えに使用できるパネルをタブが削除されます。scpecific タブを閉じる
には、レイアウトアイコンに行く（右端） - >レイアウトを管理 - >レイアウト：カスタム - >現在のタブを削除します。 
- 選択 レイアウト 1 または複数のカメラは他のものよりも大きなスロットになります。 
- 開いた フルスクリーンモードで Docokame@VSS（Windows 版、Mac OS X のみが、他の OS のためのシステムの手段を使用してください）。 
- 調節します 透明性と Docokame@VSS のクライアント部分のフレーム毎秒のレートは、プレビュー上のカメラの名のフォントサイズ（サーバーのいずれ
かの方法で、一部には影響しません）。 
- すべてのカメラのプレビューボックスを超えるように彼らの現在の FPS、解像度、ストリーム形式だけでなく、平均 CPU 負荷などの表示/非表示カ
メラ情報、。 
- 赤い十字を表示 自分の絵を更新停止カメラのプレビュー箱以上。 
- オン/オフ「常に手前に表示」 モード。 
- /オフ動作をオン 可視化 そして、追跡。 



- 音の音量を調整 
- 制御 ANPR ホワイトリスト（唯一の PRO 版用） 
- オープン、E マップをアップロードして使用します  - 監視場所の地図。 

「インフォ' 開くでしょう ボタンの定義と提供ヘルプの画面思い出させる、混乱したり失われた場合。 

レイアウトでのレイアウトの詳細 ビデオ 

先端： 便利なカメラを制御し、グループに別の良い方法は、デバイスであります リスト。 
 

 

2.3. インタフェース クイック設定画面で 
クイック設定のインターフェースがあります チェックボックスと、このカメラで使用されている機能のリストを持つ側のポップアップパネルは、オンまたはオ
フにすぐにそれらをオンにします。その設定を開き、このウィンドウで右のそれを設定するには、モジュールの名前をクリックします。チェーン（カメラ）
間を移動する矢印を使用します。 

クイック設定で下のバーを追加取得し、 アイコン、メインウィンドウのインターフェースと比較して：「アロー」、「赤十字」、「フリップ」と 
ボリューム （オプション：スクリーンショットのアイコン  - あなたは、メインメニューで選択した場合）ボタンとしてそれを持っています。 

 

 
 
「アロー「これで、前のウィンドウに戻るために使用されます ケース - プレビューウィンドウ（メイン画面）へ。 

'赤十字「現在のカメラとすべてのモジュールを削除します その（全体鎖）に接続されています。注意してください - アクショ
ンが不可逆的です。 

直感的に有効にするには「フリップ」をクリックしてください PTZ（パン・チルト・ズーム）カメラの制御機能。ボリュームコン
トロールをアクティブにし、音の音量を調整する「ボリューム」をクリックしてください。スクリーンショットは、スクリーン
ショットのメニューオプションと同じこと：このカメラ画像のインスタントキャプチャおよび変更できるデフォルトのフォルダ
に格納します。 

 
 

2.4. インタフェース 詳細設定ウィンドウで 
 

 
詳細設定ウィンドウの下のバーは、前の画面に比べて珍しいものではありません。 

モジュール ビデオ監視システム Docokame@VSS の最大効率を達成するために使
用することができる機能を表します。あなたができる建設設定の原則に感謝します。 

トップパネル 利用可能なモジュールとすぐに使用できるサンプル・チェーンのリストがあり、 
トップパネルの下で仕事の仕組みがあります。左側には、あなたが詳細設定に行く
前にあった前の画面に戻る矢印象徴、およびメインウィンドウが表示されます目の
シンボルがあります。 

たす スキームへのモジュールは、スキームにそれを下にドラッグします。 
に モジュールが他にそれらのいずれかを配置するか、別のどちらか一方からのライン
（ワイヤ、または接続）をドラッグして接続します。 
削除するには モジュール間の接続は、それをクリックしてください。 
に 単に別の接続でモジュールをドラッグしたモジュールの順序を変更します。 

 

  



設定するには モジュールのアップ、それは作業エリアのスキームでいたときに、それをクリックします。 

注意： あなたが選択したすべてのモジュールが配線されているときのスキームは（白い線で接続されている）動作します。モジュールは灰色の線で接続され
ている場合、それはモジュールの一つがオフにされることを意味し、次のものの全てはそこから画像を取得されていません。 

一般的に、 すべての方式が機能するために 2 つのモジュールが必要である：任意の種類の 1 つのソース・モジュールと 1 つの宛先モジュール。 

たとえば、デフォルトのスキームは、ユニバーサルカメラです - >スケジューラ - > 動き検出器 - >プレビューとアーカイブ。あなたの目標に応じて、しかしはるか
に複雑よりもスキームを構築することができます。 

 
 

2.5. インタフェース モジュールの設定ウィンドウで 
 

 
すぐに同じの多くのモジュールを設定します タイプ。 

 

 
開く モジュールの設定は、[クイック設定画面の左側のパネルでモジュール名
をクリックするか、詳細設定画面の仕事の分野でモジュールのアイコンをク
リックすることができます。当然のことながら、様々なモジュールは、さま
ざまな設定を持つことになります。しかし、いくつかの要素が同じです。 

(1)  - あなたがのための設定にしているモジュールのアイコン。このモジ
ュールは何をするかについての詳細な情報を得るためにそれをクリックして
ください。 
(2)  - モジュールの状態：有効、無効（またはスキップ - フィルタのみのた
めに モ ジ ュ ー ル ）。使用可能 - モジュールが動作して、白色のワイヤを介
してに接続した他のモジュールへの信号を通過されます。[無効]  - モジュー
ルが無効になっている、信号は、以下のモジュールに上を介して取得しませ
ん。スキップ - モジュールが無視される方式でそのようなモジュールが存在
しなかったかのように、信号を介して取得します。 
(3)  - カメラのスキップで画像やテキストをスキップしていません。 
(4)  - 一部のモジュールには、[詳細設定]のリンクの下に隠された自分の設
定の一部を持っています。通常はそうではありません一人一人のニーズに、よ
り複雑な設定をです。モジュールの高度な設定を展開することをクリックしま
す。 
(5)  - ごみ箱。モジュールを削除するには、それをクリックしてください。 
(6)  - 情報のアイコン。このモジュールは何をするかについての詳細な情報
を得るためにそれをクリックしてください。 
(7)  - ビッグ X ボタンはキャンセルボタンです。あなたが設定ウィンドウに
現在の訪問中に適用された変更を破棄し、それをクリックしてください。 
(8)  - 大きなダニボタンが OK ボタンです。あなたが設定ウィンドウに現在
の訪問中に適用された変更を受け入れ、覚えておく Docokame@VSS のた
めにそれをクリックしてください。 
(9)  - グループの設定（適用）モジュールの設定ウィンドウの上部にあるこ
のオプションを使用すると、このタイプのすべて、または一部のモジュール
に変更を適用するのに役立ちます。あなたがする必要があるときに便利です 

 
 

2.6. カメラを変更します 注文 
あなたはできる カメラは単に（すなわち、別のプレビューボックスとの位置を交換する）適切な場所にカメラのプレビューボックスをドラッグして、メイン
画面上にレイアウトされている順序を変更します。 

写真 命令 に 変化 カメラ 注文 
 

 

2.7. デバイスリスト（グループによるデバイス） 
カメラの大量、迅速なアクセスとで作業する場合 デバイスリストのグループ化は、特に便利になるかもしれません。ここにあります 命令。 

 
 

2.8. PTZ コントロールとズーム 
Docokame@VSSでは、あなたがコントロールを持つことができます カメラの PTZ（パンチルトズーム）機能の上や、カメラがそれをサポートしていない場合は、

デジタルズームを使用しています。 

1. PTZ。お使いのカメラだった場合 Docokame@VSS にすべての権利、およびパンチルトズームを接続し、それがサポートするコマンドが正常に同定された、あな
たは、メイン画面/クイック設定画面で、またはクイックの下のパネルでカメラのプレビューボックスの右上隅に PTZ コントロールアイコンが表示されます設定画面。
PTZ コントロールのアイコン利回り開口部をクリックします。/下/左/右にカメラを上げるには、矢印をクリックします。+をクリックするか、 - またはズームアウトし
ます。 
もし 仕事、このカメラの詳細設定画面に移動し、ユニバーサルカメラのオープンモジュールの設定および PTZ オプションリストに下がらないコントロール
の -  PTZ 制御を示したが、矢印をクリックすると、+またはされています。他には、お使いのカメラのために検出された場合、そこにさまざまなオプショ
ンを試してみてください。非標準のポートは、あなたのカメラにパンチルトズームコマンドに使用されている場合は、表示されたボックスに正しいものを指
定することができます。これのどれもうまくいかない場合は、お使いのカメラのために別の URL を使用してみてくださいまたは情報を取得するために
Docokame@VSS サポートチームにお問い合わせください。 

 

2. デジタルズーム。デジタルズームは、デジタルレンズを使用せずに近い電子被写体をもたらし、画像を向上させる方法。 
お使いのカメラは持っている場合 ただクイック設定画面またはアーカイブビューア画面のメインメニューでオプションを有効にして、マウスホイールをスクロ
ールしてズームイン、ズームアウト - 非常に高い解像度が、あなたは遠くのオブジェクトを descry する必要があります。 

3. ブラウザでの PTZ コントロール。ウェブを参照してください。サーバ 
 

 

2.9. E マップ（サイトのインタラクティブマップ） 



E-地図は、オペレータが簡単にカメラを見つけることが可能な電子地図上の監視領域を表示します。 プログラム
への施設計画をダウンロードして、セキュリティ機器を探します。ドラッグと、制度上のカメラアイコンをドロップ
し、あなたのカメラに名前を付け、各カメラの角度を指定します。ビデオ監視の有効性を向上させるために、内蔵の
動きとノイズ検出器を使用してください。すぐに、検出器の一つがトリガーされますよう、Docokame@VSS が地図
上に何が起こっているかを紹介します。あなたは赤のセンサーが表示され、簡単に動きやノイズしきい値が制限を超
えていたどの部屋に判断することができます。1 秒でカメラのプレビューに移動します！ 

 
 
 
 
 

 

 

モジュールの設定 

3.1. ソースの設定 
ユニバーサルカメラ 
このモジュールを使用すると、イメージのソースとして選択することができます  - カメラ（ワイヤレスカメラなどの IP、USB、）または
世界のインターネットカメラ（「ランダム IP カメラ」）。カメラの名前は、プレビューモジュールの設定（またはプレビューおよびア
ーカイブモジュール）で指定することができます。 

USB-カメラ用：リストからカメラを選択します。画像の必要な組み合わせを選択レート（FPS）と（カメラのドライバで設定された）画像の解
像度をリフレッシュ。以下は、スライダーで変更することができ、明るさ、コントラスト、シャープネスなどのような画像設定のための定期的
な設定です。「戻るデフォルトは」バックカメラの設定にして initail 設定をします。 

インターネットカメラ用：あなたは、画像を指定することができます 高度な設定]メニューでリフレッシュレート。 

IP カメラの場合： 

1. 利用可能（オートのリストからカメラを選択 検出された）カメラ、 
2. お使いのカメラがリストにない場合は、アクセスデータ（ユーザー名とパスワード）と一緒に、必要に応じて、カメラの製造元を選択し、その IP

を指定します。 
3. お使いのカメラは、静止画像が表示されない場合、それはだかどうかを確認 接続し、その後、「手動設定」を選択し、「フル URL]フィールドに入力し、

アクセスデータ（ユーザー名とパスワード）フィールドを必要に応じて、 
4. あなたも指定することができます URL ために 直接 保存 に インクルード アーカイブ 無し 再エンコード （RTSP カメラ用）。 
5. あなたは下のテキストボタンをクリックして詳細設定を最小化/拡張することができます。 

IP カメラの詳細設定： 

- サウンドの設定 

1. 音 URL フィールド 
2. 音質（サンプリング周波数）の設定 

- 設定 PTZ カメラ： 

1. カメラの PTZ 機能を制御するための HTTP ポート（ポートが標準ポートと異なる場合） 
2. PTZ の水平方向または垂直方向の反転をオン/オフ 
3. 利用できます PTZ のオプションは、 - 自動的に検出 PTZ の API があなたのために動作しない場合、このコンボボックスから他の PTZ プリセッ

トを選択してみてください。 

アナログカメラの場合： 

Docokame@VSS は、DirectShow の/ WDM ドライバを使用して、チャネルごとに 1 枚のチップを持っているビデオキャプチャカードをサポートしています。その
ようなキャプチャカードは、別個のデバイスの数（デバイス＃1、デバイス＃2、等）Docokame@VSS は、USB ウェブカメラの数としてそれらを検出するように
Windows で見られます。Docokame@VSS はデフォルト設定で動作しますので、何かがあなたが望んでいた道を働いていない場合、あなたはあなたのカード/アナロ
グカメラのデフォルト設定を変更する必要があります。 

Docokame@VSS は、HTTP または RTSP プロトコルを介して各チャンネル及びストリームビデオの直接 JPEG、MJPEG、WEBM（VP8 と VP9）の URL
または MPEG-4 ストリームを持っているの DVR で動作します。Docokame@VSS は別々の IP カメラの数などの DVR を「見ます」。時には、これらのカ
メラは、IP /パスワード（下のパネルにある「+」メニューに発売両方）によって、簡単な検索や検索を自動的に発見されました。しかし、時には、
Docokame@VSS に DVR を接続するために、あなたは（MJPEG / H264 のための HTTP / RTSP）この DVR のビデオストリームのための正確な URL を
知っている必要があります。これは、デバイスのマニュアル、またはその Web 管理インターフェースで見つけることができるか、この DVR の製造元に連
絡し、それらを直接求めることができます。 

マイクロフォン 
このモジュールでは、音源を選択することができます  - マイク。利用可能なオーディオデバイスのリストからマイクを選択します。あな
たがチェーンで、このモジュールを必要とし、かどうかは、カメラの種類によって異なります - 通常の USB カメラは IP カメラは通常、
埋め込まれたサウンドストリームを持っているとマイクモジュールを必要としない一方で、音で動作するようにマイクモジュールが必要
です。注意：マイクは、ビデオソースではなく、追加のライセンスを必要としません。。 

このモジュールを使用します スタッフの活動を監視します。 

ファイルの読み込み 
このモジュールは、あなたがイメージソースとして JPEG または MJPEG ファイルを選択することができます。カメラの名前は、プレビュ
ーモジュールの設定で指定することができます（またはプレビューとアーカイブモジュール）。あなたがソースとして使用する JPEG ま
たは MJPEG ファイルへのフルパスを指定します。 
JPEG または MJPEG の専門の広告を放送するために、このモジュールを使用します リセラープログラムを推進するためのフォーマット、特に
便利。 
画面キャプチャ 



このモジュールは、あなたがすることができます （Windows のみ）画面（複数可）を記録します。いつものように、あなたはプレビ
ューモジュールの設定（またはプレビューおよびアーカイブモジュール）で、このソースのプレビューボックスに名前を付けることが
できます。このモジュールの設定では、元の画像サイズに比べてショットや大きさの頻度を指定することができます。 

動き検出器を使用し、それはあなたが、すぐにコンピュータ上のアクティビティがありますように録音を開始することがで

きます。あなたの子供やスタッフが自分のコンピュータ上で何をしているか監視するために、このモジュールを使用します。 
別の Docokame@VSS 
モジュールを使用すると、音声を受信することができます ネットワーク上 Docokame@VSS の他のコピーによって送信された/ビデ
オストリーム。これを行うには、「別の Docokame@VSS」の設定で、オーディオ/ビデオ・ストリームとアクセスパラメータの URL
を指定します。カメラの名前は、プレビューモジュールの設定（またはプレビューおよびアーカイブモジュール）で指定することがで
きます。あなたは、高度な設定で画像の解像度とフレームレートを設定することができます。 

もっと 約 別の Docokame@VSS そして ウェブ サーバ 接続 

FTP レシーバー 
モジュールは、あなたのように FTP サーバを使用することができます ソースや、簡単に言えばは、FTP 経由で Docokame@VSS にお
使いのカメラの映像をストリーミングします。あなたが望んでいないか、カメラが配置されている、またはカメラに割り当てることがで
きる何の IP アドレスがありませんとき（のようなカメラを介して接続されたときに場所であなたのルーターのポートフォワーディングを
行うことができないときに便利です 
モバイルインターネット）ので、何のプログラムがそれを見つけることはできません。 それは指定されたポート、ユーザー名とパス
ワードを使用してコンピュータの IP アドレスを経由して FTP サーバーへの画像（JPEG）を通過するようにカメラを設定します。あな
たは、このモジュールのプレビューモジュールの設定（またはプレビューおよびアーカイブモジュール）のプレビュー名割り当てるこ
とができます。 

詳細写真 このモジュールのセットアップを設定する方法についての指示はここで見つけることができます。 

HTTP 受信機 
このモジュールは、あなたがすることができます 別の Docokame@VSS サーバから映像と音声を取得します。他の Docokame@VSS
コピーからこの Docokame@VSS にアクセスするためのポートとパスを入力します。 

このアドレスへのアクセスを制限するには、 ユーザー名とパスワードを入力します。対応するフィールドでは、動画や画像にアクセスするため
のアドレスが表示されます。 

 

3.2. 先の設定 
警報 音 
このモジュールは、サーバーが受信した画像で指定されたサウンドを再生することができます。に Docokame@VSS は、音があまりに
もクライアントで再生することができ PRO。あなたは動きが検出されたときに信号がトリガされるようにしたい場合は、動き検出器の
後に接続してください。あなたは、リストから WAV サウンドファイルを選択するか、手動でファイルへのパスを指定し、ファイルの再
生間隔（音が指定した間隔よりも各着信フレームで遊んではなくなります）と遊びの時間を指定することができます。設定の検証のた
めの「テスト」をクリックしてください。 

このモジュールを使用します 何かが画面上で起こっている警備員に合図。 

応用 ランナー 
このモジュールは、あなたがすることができます 指定されたアプリケーションを実行します。あなたが検出された動きによってトリガー
されるアプリケーションランナーをしたい場合は、動き検出器モジュールの後に接続します。マクロとの間隔（プログラムが指定した間
隔よりも各着信フレームを使用して実行ではなくなります）を使用して実行するプログラムへのパスを指定します。設定の検証のための
「テスト」をクリックしてください。 
このモジュールを使用します 例えば、サードパーティのアプリケーションを実行します..... 
現れる ウィンドウ（クライアントで） 
このモジュールを使用すると、自動的に復元することができます 受信された着信フレームに最小化された状態から Docokame@VSS。 

 

 
SMS 送信 
このモジュールは、設定することができます 携帯電話にテキストメッセージ（SMS）の送信を自動化。あなたは、メッセージの送信間隔
を設定し、動作を検出したカメラとどのような時に指定したマクロを使用することができます。一つ選択してください 
メッセージを送信するためのオプション：clickatell.com を使用しましたか bulksms.com サイト、または GSM モデムを使用して。 

 
あなたが clickatell.com を選択した場合は、ログイン、パスワードを指定する必要がありますし、 API の ID（もしくは単に API の ID）がサイト上で登録後に受
け取りました。モデムのオプションでは、あなただけのモデムを接続する必要があります。その後、メッセージテキストにメッセージを送信し、送信周波数を
選択するために、電話番号（複数可）を入力します。 

API の ID（API キー） - このキーは、使用するサイトで入手可能です。 
 

clickatell.comでは、に行く必要が タブ「私の製品を管理」、その後、「送信および API の ID を取得」をクリックし、「マイ・コネクション」をクリック
し、ドロップダウンボックスで「XML」「接続を追加」を選択 - あなたの API の ID がウィンドウに表示されます。 



 

 
 

bulksms.comでは、あなたが中に得た唯一のログイン名とパスワードが必要になります 登録。また、このサービスをテストするための 5 つの無料テキストメッ
セージを取得することができます。 

送信者の番号や名前：あなたは任意の名前を使用することができますが、あなたはテキストメッセージを送信していると、サイト上で登録する必要がありま
す。あなたは間違って送信者に関する警告が表示テスト後にエラーが出た場合、あなたが指定した名前は正しくない、またはサイトの運営と一致していませ
ん。あなたは空の送信者フィールドを離れる場合は、登録時に指定した番号が使用されます。 

受信者 番号：SMS は、同時に複数の番号に送信することができ、単に別の数字によります「;」「」またはスペース。詳細については、あ

なたが登録しているサイトにアクセスしてください。 

モジュールをセットアップした後、その作業をテストするために「テスト」をクリックしてください。 

送信するには、このモジュールを使用します 緊急事態に関するメッセージ。問題の検出器モジュールに加えて、SMS 送信がについてあなたに通知することができます。 
- RAM が不足しています。 
- ディスク容量が不足しています。 
- サーバーでした 間違って再起動。 
- オーディオが聞こえません。 ストリーム; 
- 画像が暗すぎるとなりました。 
- 画像があまりにもなりました 明るい; 
- カメラは有効か隠さ。 
- サーバーでした 正しく再起動; 
- へのアクセスなし データベース; 
- データベースのエラー。 
- カメラの画像が欠落していますか 変更されていません。 
- ザ・ ネットワークリソースはもう利用できません。 

メールを送信 
このモジュールは、あなたが設定することができます イベント検出時に電子メールで送信する自動化されました。あなたは電子メールの
間隔を設定し、着信ビデオや画像を（添付画像の最大数、画像キャプチャ、ビデオ FPS と期間の間の時間、およびメッセージの最大サイ
ズを指定）を添付することができます。また、問題の検出およびモーション検出器で動作するようにマクロを使用しています。添付する
ことができます写真 - アップには、あなたは下のスライダーで設定最大メッセージサイズに応じて各電子メールメッセージに添付してい
ることができますどのように多くの写真です。 

たとえば、各をしたくありません 2 メガビットより大きくなるようにメッセージが表示されます。これは、各メッセージは最大 26 画（ - ほとんどの場合、
お使いのカメラの Web 管理で設定することができ、この数は、カメラの解像度＆画像サイズによって異なります）を持つことができることを意味します。 

メールサーバーは、リストから選択するか、独自に指定します。メールサーバーがリストされていない場合は、手動で設定を指定することができます。入る
SMTP サーバーのアドレスとポートだけでなく、データを暗号化するための方法。あなたの電子メールのユーザー名とパスワードを入力します。「受信者の行では、受
信者の電子メール（またはスペース、コンマまたはセミコロンで区切ったメール）を指定します。あなたは、複数のアドレスに電子メールを送信することができます。
件名とメッセージテキストを入力します（オプション）。設定の検証のための「テスト」をクリックしてください。 

ご注意ください あなたは動き検出器の後にモジュールを送信する電子メールを接続した場合ということは、それは確かに結果に影響を与えます。たとえば、
各メッセージに 2 枚の画像を添付した電子メールの送信モジュールを設定したメッセージとの間に 1 分間隔を持っている場合。これは、その瞬間に動きがあ
る場合は、30 秒ごとにプログラムが動き検出器をチェックすることを意味します。ある場合は、画像が中に格納されます 
一時メモリは、送信されるのを待っています。そうでない場合 - それはしていません。次の 30 秒でプログラムが動き、この時間がある場合は別の画像を取
得するには、もう一度チェックします。そして、その瞬間に、それは（私たちの例では 1 分の間に）その時間間隔中に記録されているすべての画像を電子メ
ールで送信します。何の絵が存在しない場合、メッセージは送信されません。 

あなたのモバイルデバイスに付属のビデオを見ることができるようにしたい場合は、ビデオのMP4形式はすべき おそらくそれは、ほとんどのモバイルデバイス
でサポートされているため、あなたの選択です。 

緊急事態についてのメールを送信するには、このモジュールを使用します。問題の検出器モジュールに加えて、電子メールあなたに通知することができ送ります。 
- RAM が不足しています。 
- ディスク容量が不足しています。 
- サーバーでした 間違って再起動。 
- オーディオが聞こえません。 ストリーム; 
- 画像が暗すぎるとなりました。 
- 画像があまりにもなりました 明るい; 
- カメラは有効か隠さ。 
- サーバーでした 正しく再起動; 
- へのアクセスなし データベース; 
- データベースのエラー。 
- カメラの画像が欠落していますか 変更されていません。 
- ザ・ ネットワークリソースはもう利用できません。 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3.3. フィル

タ 

ファイルに保存 
このモジュールは、あなたがすることができます 指定されたファイルで着信フレームを保存します。あなたは、名前はそのための保存され
たファイルや使用マクロに割り当てることが、動画や画像を保存するためのパスを指定することができます。たとえば、JPEG イメージが
コア名 IMG とパブリックフォルダとサブフォルダの写真で C ドライブに保存され、現在の日付と時刻を追加することにしたいです。ファ
イル C へのフルパスを指定：\ユーザーが公開\写真\ IMG_％％YM-D_H が-ある\。JPG。あなたは省エネフレーム間の間隔を指定するこ
とができます。 

このモジュールを使用します 別のディスクやフォルダに別のファイルを保存します。 
 

FTP アップロード 
このモジュールは、あなたがした画像や動画ファイルをアップロードすることができます 指定された FTP（SFTP）-server。サーバーの
アドレス、ポート、ユーザー名とパスワードを指定し、安全な接続のためのボックスをチェックします。提供されたマクロを使用して保
存したファイルへのパスを指定します。あなたは、保存されたデータの間隔とタイプを指定することができます。設定の検証のための
「テスト」をクリックしてください。 

 
 

HTTP リクエストの送信元 
このモジュールは、することができます 生成し、HTTP リクエストを送信します。あなたはモーショントリガ要求を送信したい場合は、動き検出器
モジュールの後にモジュールを接続してください。ボックスにチェックをリクエストパラメータを設定するには、「すべてのパラメータ表示しま
す」。使用 
{ID}マクロ モジュールのためのパラメータを設定しながら、 ユニーク identificator。結果の URL は、フィールド「URL 結果の」をに表示されま
す。 

送信するには、このモジュールを使用します ゲートなどを開くために、たとえば、サードパーティのデバイスへの HTTP リクエスト、 

HTTP リクエストの送信元 
このモジュールは、することができます 生成し、HTTP リクエストを送信します。あなたはモーショントリガ要求を送信したい場合は、動き検出器
モジュールの後にモジュールを接続してください。ボックスにチェックをリクエストパラメータを設定するには、「すべてのパラメータ表示しま
す」。使用 
{ID}マクロ モジュールのためのパラメータを設定しながら、 ユニーク identificator。結果の URL は、フィールド「URL 結果の」をに表示されま
す。 

他の Docokame@VSS への HTTP アップロード 
このモジュールは、映像と音声を送信することができます Docokame@VSS の他のコピーをネット経由。オーディオとビデオを送信する
ために、リモート Docokame@VSS サーバー上のポートとパスを入力します。 

アクセスを制限するには上 リモートサーバは、ユーザ名とパスワードを入力します。対応するフィールドでは、ビデオストリームや画像にアクセ
スするために使用されるアドレスが表示されます。 

RTSP 放送 
このモジュールは、データを送信することができます RTSP 放送を使用してネットワーク経由で。追加のソフトウェアの ffmpeg は、libx264 で放
送するために必要です。あなたは私たちのサイトからダウンロードしたり、ffmpeg のを使用することができます。私たちのサイトからの ffmpeg
をダウンロードすることにより、あなたは GNU GPLv2 の+ライセンス契約の条項に同意します。それが埋め込まれた ffmpeg のを使用すること
ができるように、追加のソフトウェアは、MJPEG または MPEG4 での放送のために必要とされていません。また、結果のストリームに対する所望
の圧縮レベルを選択することができます。 

RTSP IP カメラをエミュレートするために、このモジュールを使用します。 
 

Web サーバー 
もっと 約 ウェブ サーバ ここに 
あなたのサイト上であなたのカメラをブロードキャストしたり、ブラウザを経由してお使いのカメラを表示するには、このモジュールを使

用します。 
 

アーカイブ 
もっと 約 アーカイブ ここに 
SD と同期するために、このモジュールでは、特別なオプションを使用します カード。 

 
 
 
デイ検出器 
このモジュールは自動的に低い（不十分な）光にフレームをフィルタリングします。右上のモジュールを無効にするには、チェックを外して箱コー
ナー。この場合、以下のすべてのモジュールが画像を受信しません。あなたがチェーン全体を無効にすることなく、フィルタを無効にし
たい場合は、「隠された」チェック - アイコンは、フィルタ回路の別の色を持っています。バックモジュールを有効にするには、ボック
スをチェックします。 

あなたは自動的にしたい場合は、このモジュールを使用します 昼間の記録映像。 
 
動き検出器 
もっと 約 モーション 検出器 ここに 
検出するために、このモジュールを使用します 運動、運動の欠如は、クラウドや日陰の動きを無視します。移動物体を監視するために、PTZ 追
跡して、このモジュールを組み合わせます。これらの関数はすべて、あなたがあなたのスタッフを管理するのに役立ちます。 

オブジェクト検出器 
それはの拡張バージョンです 彼らは動いていない場合でも、周りのオブジェクトを追跡し、互いに別々のオブジェクトを区別することが
できますモーション検出。 

 
 
スケジューラ 
このモジュールでは、日と時間を設定することができます スケジューラモジュールに接続して動作します。あなたは（分を最後に記録さ
れますので、それは 11:59:59 までです）平日の午後 5 時から午後 11 時 59 分に、たとえば、仕事の日と時間を指定することができま
す。また、仕事の日と週末に設定し、ラウンドクロックの仕事のための時間を指定することができます。モジュールを無効にするには、
右上のボックスのチェックを外します。この場合、以下のすべてのモジュールが画像を受信しません。あなたがチェーン全体を無効にす
ることなく、フィルタを無効にしたい場合は、「隠された」チェック - アイコンは、フィルタ回路の別の色を持っています。バックモジ



ュールを有効
にするには、
ボックスをチ
ェックします。 



スケジュールに検出するために、このモジュールを使用します。 

マーキング 
このモジュールは、時間の埋め込み waterstamp を助け、 カメラまたは他のビデオソースからの画像に日付、GPS 座標またはカスタムテキスト。
あなたは、位置、日付/時刻の形式をマーキングし、所望のフォントサイズを設定することもできます。 

 
サウンド検出器 
音しきい値を超えていない場合、このモジュールは、画像をフィルタリングします。現在のサウンドレベルの規模は、あなたが何を知るこ
とができます音の強さは、あなたのシステムが反応するようにするために必要です。ポスト・レコードのオプションは、音が終わった後
にアーカイブフレームに保存することができます。あなたは IP カメラを使用する場合は、「ユニバーサルカメラ」モジュールでオーデ
ィオ URL を設定してください。あなたは音源を使用する場合は、オーディオ検出器の前にチェーンに「マイク」モジュールを追加して
ください。 

後の記録を有効にするには、このモジュールを使用します 大声で拍手（割れたガラスやショット）。 
 

顔検出器 
モジュールとをするためのものです ビューのカメラの分野で人間の顔を検出します。彼らがあることや、不十分なスタッフがある場合
は逆に、検出することになっていない人の過度の存在を検出するために使用することができます。 

 
問題の検出器 
このフィルタモジュールは、いつでも緊急を通知します 状況が発生：カメラ、無音、カメラからの画像は、左の空きディスク容量は、RAM が不
足していない画像が明るすぎる、画像が暗すぎるなっていなかったか、サーバーが再起動されます。アーカイブのタイムスケールは、問題は、カ
メラの問題（カメラ「フリーズ」など）のない記録が検出されなかったりした間隔をマーク。 

このモジュールを使用します 緊急事態についてお知らせするために、モジュールを送る SMS または電子メール。問題の検出器モジュールに加え
て、SMS /メールについてあなたに通知することができ送ります。 
- RAM が不足しています。 
- ディスク容量が不足しています。 
- サーバーでした 間違って再起動。 
- オーディオが聞こえません。 ストリーム; 
- 画像が暗すぎるとなりました。 
- 画像があまりにもなりました 明るい; 
- カメラは有効か隠さ。 
- サーバーでした 正しく再起動; 
- へのアクセスなし データベース; 
- データベースのエラー。 
- カメラの画像が欠落していますか 変更されていません。 
- ザ・ ネットワークリソースはもう利用できません。 

 
画像のサイズ変更 
画像リサイズモジュールは、入力画像のサイズを小さくすることができます。 

における結果画像のサイズを調整します モジュールの設定で元のサイズの％。 
 

画像を回転させ 
画像を回転させモジュールは、カメラ画像を回転させ、反転することができます。 

回転角度を設定するには、スライダを使用します。外します「90 度ピッチ（切り捨て）」任意の回転角度を使用するオプション。チェックが入
ったときにそうでなければ、それは 0、90 または 180 に値を切り捨てます。 

 
 

PTZ 追跡 
このモジュールは自動的に移動することができます オブジェクトの移動方向における PTZ カメラ。PTZ トラッキングが機能するために
は、カメラが PTZ 機能をサポートしている必要がありますし、モジュールは、モーション検出器モジュールの後にチェーンで接続する必
要があります。あなたは、「モーション検知」モジュールの設定で、感度、検出方法およびその他の設定を設定することができます。こ
の方法で「PTZ トラッキング」に応じて働くことになります。 

あなたは、オブジェクトの移動に反応の速度を設定することができます （動きが選択された長さよりも長く続く場合は、カメラが移動
します）。スタート位置に戻り、次の追跡までの待機時間。カメラの移動やズーム制限。カメラの動きやズームのため、ならびにステッ
プサイズ（速度/回転角に影響を与えます）。 

 
 

自動ナンバープレート認識（ANPR） 
もっと 約 ANPR ここに 

 

 
フィッシュアイDewarping 
このモジュールは、魚眼カメラからの画像を dewarp することを可能にし、 定期的な形式でそれを得ます。 

 

 
訪問者 カウンタ 
ザ・ 訪問者は、モジュールがカメラの視野内に検出されたどのように多くの来場者カウントし、プレビュー上でこの情報を表示すること
ができますカウンター。例えば、監視対象ゾーンのモーション検出器の設定でラインを描きます。 
コネクト 訪問者は、検出器の後にカウンター。このラインを横切る皆が訪問者としてカウントされます。次の 2 つのカウント方法のいずれかを
使用することができます：1 方向のカウントは、訪問者が唯一の 1 つの方向に移動するときのために意味される - のいずれか出入り。この方法で
は、ラインの各交差点は、カウンタに 1 を追加します。2 方向のカウンタは、訪問者が入ってくると場所を残して両方が可能な環境で使用される
べきです。この方法では、ラインのすべての第 2 交差は 1 人のビジターとしてカウントされるであろう。「カウンタをリセットし、すべての」カ
ウントが（一日またはシフトの初めに、たとえば）新たに開始される頻度を定義します。また、CSV ファイルでレポートを保存することができま
す。 



このモジュールを使用します あなたのスタッフを監視します。 
プライバシーマスキング 
プライバシーマスキングモジュール それは、動的に録音することが許可されていないカメラの視野内の領域をぼかすことができます。 

あなたのプライベート領域を非表示にするには、このモジュールを使用します レコーディング。 

ボタンスイッチャー 
このモジュールは、迅速にすることができます メインメニューの下のパネルまたはオプションでボタンの助けを借りて、このモジュール
の後に接続されているチェーン内のモジュールのオン/オフ。チェーンにボタンスイッチャーモジュールを追加し、あなたが必要なとき、
たとえば、メインメニューの下のパネルのボタンやオプションをクリックし、開始または高速の記録を停止します。あなたは、モジュー
ルの名前（ID）を設定することができます。同じ ID を持つすべてのモジュールは、同じように（オフまたはオン）に影響されます。 

迅速/ストップ記録を開始するには、このモジュールを使用します。 

Unitor 
ザ・ Unitor モジュールを 1 つに 2 つのビデオソースからの出力を組み合わせることができます。Unitor に二つのカメラやその他のビデオソース
を接続して、あなたは結果としてマージされたイメージを持っています。また、あなたは 1 つの、オーディオソースを使用することができます。 

あなたはお互い（水平または垂直の組み合わせ）との関係でカメラの位置を選択するだけでなく、することができます 彼らの順序を変更しま
す。 

ご注意ください Unitor はあなたの結果で唯一の 1 のオーディオストリームを与える

こと。1 に 2 つのビデオストリームを組み合わせるために、このモジュールを使用し

ます。 

ために このモジュールの詳細については、Unitor をお読みください 記事 または表示 Unitor ビデオ。 

リレースイッチ 
このモジュールは、 ストリームスイッチャー。それは、管理モジュールからの信号を受信すると、それは回路を閉じ、管理（二次）チェ
ーンからのストリームを介してすることができます。 

例えば、 リレースイッチモジュールへの 2 台のユニバーサルカメラを接続します。最初のユニバーサルカメラの後が、リレースイッチの前にモ
ーション検出器を置きます。動きが検出された場合は、この方法では、第 2 のカメラがオンになり、あなたはリレーの後に接続モジュールにそ
のビデオストリームを渡して起動されます。 

選択に応じて、 最初のカメラからの動きが終わった後の動作モード、リレースイッチは、動作の様々な種類を提供しています。 
 

「限り、信号がありますように」  - 二次チェーンはオンと管理モジュールが信号を送信し続ける限り働いて、それが停止したときにオ
フになります。 

 
「第 2 回とオフ第一信号でオン、」  - 第二鎖は、第 1 の信号が来たときにオンし、次の信号が来たときにオフになります。 

 
「一度だけ、タイム中に、以下の選択：」  - 二次チェーンは、信号が来たときに一度だけオンにし、あなたはスライダーを下に指定し
た時間後に自動的にオフになります。 

HTTP マーキング 
このモジュールは、 「HTTP スイッチャー」と「マーキング」モジュールの組み合わせ。このモジュールは、オン/オフ、以下のすべての
モジュール（マーキング HTTP 後に接続全体チェーン）に切り替えて、HTTP 要求を受信するメタ情報を保存することを可能にします。こ
れは、回路ブレーカ/近づくと（オフに切り替えるための URL で）回路を壊したり（上の切り替えのための URL で）それを閉じるのいず
れかにコマンドを受け取ることができるように動作します。これは、コマンドと識別子（ID）に関するメタ情報を保存します。この ID を
使用すると、Web アーカイブ内のエントリを検索し、（その後、スキームに必要な Web サーバモジュール）を表示することができます。
継続してコマンドを受信すると、モジュールは、回路が閉じ続けます。続行するか、オフにするコマンドは、長い時間内に受信されていな
い場合は、回路が自動的に切断されます。 

たとえば、することができます アーカイブモジュールの前にチェーンにマーキング HTTP を接続し、識別子（例えば、「ID = 123」）
とオフ URL を送信します。記録を継続するには、継続するコマンドを送信します。記録を再開するには、URL のリクエストに応じて切
り替えを送ります。 

リクエストは、を介して送信することができます ホームオートメーションシステムや単にウェブブラウザを介して。 

HTTP スイッチャー 
このモジュールは、オン/オフ、次のすべてのモジュールに切り替えることができます HTTP リクエストを受信すると（HTTP 切替後の接
続全体鎖）。これは、回路ブレーカ/近づくと（オフに切り替えるための URL で）回路を壊したり（上の切り替えのための URL で）そ
れを閉じるのいずれかにコマンドを受け取ることができるように動作します。 

オフに切り替えるための URL パス：作るために、この HTTP リクエストを送ります 一定期間のための HTTP スイッチャーブロックビデ
オストリーム（または恒久的に、URL の切り替えが送信されるまで）。 

 
スイッチオンのための URL パスこれを送ります HTTP スイッチャーは、ビデオストリームをブロックし停止させるための URL（回路を閉じま
す）。それが終了しています時に、指定されたタイムアウトがある場合、モジュールは、ビデオストリームを遮断再開します。 

たとえば、することができます このモジュールはアーカイブモジュールの前にチェーンで接続して、録音を停止する必要がある場合に
オフ URL 切り替えを送ります。記録を再開するには、URL のリクエストに応じて切り替えを送ります。要求は、ホームオートメーショ
ンシステムを介して、または単に Web ブラウザを経由して送信することができます。 

に、{ID}マクロを使用 このモジュールの固有の名前を取得します。マクロが使用され、パスは要求を受信すると、すべての HTTP 送信
者のために同じではない場合は、この種のすべてのモジュールは、オン/オフされます。 

「timeout_seconds」を設定するためのパラメータを使用しますか、 （例：
http://10.1.10.10:10090/http_sender_on?module=HttpSwitcher.7&timeout_seconds=5）作業の変更時刻。 

に「show_status」パラメータを使用します （：http://10.1.10.10:10090/http_sender_on?module=HttpSwitcher.7&show_status 例）
モジュールの現在の状態情報を取得します。 

 
 

 



3.4. 動き検出器 
このモジュールは、中には非常に improtant です セキュリティカメラのソフトウェア、それは与えられた領域で動き検出を設定することができますよう。
データをアーカイブに保存されるかを指定するには、感度レベルのスケールを使用してください。0 レベルは、システムが任意の速度またはサイズの任意の
オブジェクトに対して非常に敏感になることを意味します。100 は疑う余地のない動きの主要なオブジェクトがアラームまたはあなたの指定された他のアク
ションがトリガされます。このレベルでは、高感度レベルを意味しています。現在の感度レベルの規模は、あなたのシステムが反応するために必要なものス
ピードと運動速度を知ることができます。 

サイズの任意の形状の検出のゾーンを設定します。運動を監視する領域を定義するために赤色を使用してください。動きが無視される透明なスポットを残し
ます。あなたは、充填又は監視のゾーンをクリアするためのブラシのサイズを変更することができます。「自動」モードで自動的に効果を磨く - 充填又はク
リアリング - ブラシの下の面積に応じて自動的に選択されます。あなたの「オブジェクトのサイズ」よりも大きなサイズのオブジェクトだけは慎重に選択し
てください、アラームをトリガします。 

運動の可視化をトレースすることができます 移動体の移動経路。ですから、動きをキャッチするために存在しなかった場合でも、あなたは常に動いている
物体から来ていた場所を確認することができます。 

あなたは、間に選択することができます Docokame@VSS セキュリティカメラソフトウェア内の 2 つの検出方法：隣接するフレームを比較することによっては、（いわ

ゆる 
フレーム 違い 法）又は蓄積を比較することにより 背景（いわゆる背景差分法）。 

さらに、あなたが選択することができます 検出遅延 - 指定された値よりも少ない持続運動（秒）は無視されます。前のレコードは、アーカイブへの移動の直接検出の前
にイベントを保存することができます。ポスト・レコードのオプションは、移動が終了した後、アーカイブフレームに保存することができます。 

設定することができます 彼らが書かれている色を変更します。設定は、ビデオをブロックしている場合、それは黄色に着色されます。設定は以下のモジュー
ルを介してビデオをできるように起動した場合、それは緑なります。 

「動きの唯一の不在を検出して 「中 あなたが作ることができますオプション 逆に動き検出作業とカウンタまたは機器の可動部分が監視されているときに、カメラの前
の動きは、例えば、停止したときにのみ検出。時間を設定するには、スライダを使用 - モーションがこの値以上のため欠席される場合は、以下のモジュールがトリガさ
れます。 

「アーカイブに運動することで、検索を可能にするための継続的な仕事」：チェックさならば、 動き検出器は、（アーカイブが動き検出器の後に接続されている場合、
それは連続記録を行います）「スキップ」状態に切り替えられます。連続記録が必要なときにオプションが使用されているが、運動による検索は、アーカイブに必要
とされています。この方法では、Docokame@VSS セキュリティカメラソフトウェアの動き検出器は、モーションイベントに関するデータを収集します。 

 
 

3.5. アーカイブ 
アーカイブ省 

「プレビューとアーカイブ」モジュールは、あなたがのためにアーカイブに入ってくる画像を保存することができます 後で見ると、画面に画像を表示しま
す。プレビューモジュールのように、それはあなたがリアルタイムモードでは、現在の画像を表示することができます。カーソルが対応するプレビューボッ
クスである場合、それは周りの青いフレームを取得します。 

その設定では、あなたのカメラを与えることができます このカメラ用またはユーザーのアクセス権を割り当てながら、プレビューボックス内のメインウィンド
ウに表示される名前。およびデバイスとのさらなる作業のために属しているために、このカメラの特定のグループまたはグループを設定しますリスト。また、
このモジュールの設定で、あなたはの蓄積時間を設定することができます（彼らは上書きより最近の記録によってされるまでのレコードが保持されますどの
くらいの意味）レコード。アーカイブの最大サイズ（このカメラはアーカイブのためのハードドライブを取ることにディスクスペース）。そして、フレーム
周波数を保存します。 

高度な設定では、画像を縮小することができます（高度な設定]をクリックして展開します） オリジナルの％に格納されたフレームの解像度及び品質（デフォル
トでは、元の画像と同じです）。アーカイブファイルを保存するためのパスを指定する、またはグローバル制限を設定するくらいの空き領域
Docokame@VSS は常に無料のままにすべきかの（すべてのアーカイブに適用されます）。 

注意： 制限を超過した後にループ録画のおかげで、Docokame@VSS のアーカイブは最古の材料の上に記録を開始します。あなたはそれのために予約場所が終了した
場合、フルディスクやアーカイブ記録を停止する問題に直面していることはありません。グローバルディスク制限の設定が Docokame@VSS ににレコードを格納する
場所を残さない場合でも、それは記録されません。パスの下には、ディスクに直接このカメラの Docokame@VSS レコードを探すために決定する必要があり有用であ
ろう Preview.Archive。{番号}の名前がありますボックス。 

アーカイブ再生 

カメラ（複数可）からのすべての記録は、デフォルトのユーザー・カタログに格納されます あなたが別のパスを設定しない限り、便利な日付でフォルダにソート。アー
カイブ記録は、オンラインとオフラインモードの両方で視聴することができます。あなたは Docokame@VSS を監視し、記録するために継続して、アーカイブを閲
覧することができます。 

のアーカイブ Docokame@VSS は便利な内蔵のメディアプレーヤーが装備されています。アーカイブのタイムスケールは、（日秒）に調整可能であるので、
簡単かつ迅速に必要な時間を見つけて、その位置から再生を開始することができます。タイムスケールを変更するには右または左にタイムスケールスライダ
ーを引っ張ったり、マウスホイールをスクロールします。また、カレンダーはあなたが速いジャンプの日付と時刻を選択することができます。移動し、日付
と時刻を選択するために矢印を使用します。あなたはあなたにほとんど、あるいは全く関心のある高速モードでの断片を再生すると、より多くの注目に値す
る部分に焦点を当てて、例えば、記録再生速度を調整することができます - 加速する左右に高速スライダーを引っ張ったり、 （通常の速度に設定し、デフォ
ルトで）再生が遅くなります。 

アーカイブプレーヤーメニューが輸出を持って、位置を起動し削除してから検索 モーションオプション。（後者がデフォルトである）非常に最初のエントリで
は、アーカイブの終わりに 5 分で、またはあなたがオフに左の瞬間に - 位置は、あなたがそれを次の時間を入力すると、アーカイブがで開かれますどの部分
を設定することができます起動します。 

輸出する することができます お好みの形式のアーカイブから特定の抽出物を保存します。これは通常、MJPEG（.xem）に格納する場合に便利に来て、当局
からの抽出物を表示する必要があり、それはほとんどのプレーヤーで再生する必要があります。それとも、あなたはアーカイブからだけでスクリーンショッ
トを保存する必要があります。このすべては、[エクスポート]オプションを介して行われます。タイムライン上で示した白い小さな三角形を取得するには、一
度それをクリックしてください。必要に応じて抽出液を enframe に移動します。メニューに移動し、もう一度[エクスポート]をクリックします。プロンプト
がどこに、この抽出液を保存し、どのような形式、それはに変換する必要があるかを尋ね表示されます。 

[削除]オプションを使用すると、永久にアーカイブからの断片を削除することができます。これは、輸出に似ています - 白のマーカーとフラグメントを選択
して、もう一度オプションをクリックします。注意してください、このアクションは元に戻すことはできません。 



 

 
 

アーカイブのプロの特徴の動きの可視化（プロライセンスが必要です） 

の可視化 運動機能はオブジェクトのみを移動する検出されない、それはまた、そのトレースを提供します。 
 

 
 
マークする可能性 削除不可能としてアーカイブの一片 

選択 アーカイブ内の一定期間と選択された間隔を保存します>削除取り消し（Archive->メインメニュー - >間隔 - 削除としてマーク 
削除不可能）。この機能を使用すると、記録の重要なセグメントを失うことを最小限に事業者によるそれらの除去の可能性を減らすことになるではないことが
できます。 



 

 
 

運動で検索 

で検索 運動機能は、アーカイブ内のナビゲーションを容易にし、より便利になります。このオプションを選択した後、見つかったモーションイベントが緑色にタイム
ライン上で示したであろうに。モーションイベントを検索するために右のカメラビューの上に矩形領域を選択します。あなたは同時に選択複数の検索領域を持つこと
ができます。エリアの選択を解除するには、その内側をクリックします。すべての領域の選択を解除するには、アーカイブプレーヤーメニューのオプションを使用し
ます。 

 

 
 
あなたは必要と見積もることができます 私たちの最小とアーカイブストレージ用のディスクスペース システム 必要条件 電卓。 参照：

ヒント に 縮小 CPU そして メモリ 負荷 そして 必須 ディスク スペース 
 

 

ADVANCED 監視のための第 4 章その他の機能 

4.1. Docokame@VSS クライアントサーバアーキテクチャ 
Docokame@VSS は、クライアントサーバアーキテクチャに基づいています。その意味は Docokame@VSS サーバーとクライアント Docokame@VSS  -   - 
その Docokame@VSS の 2 部があること 



そのアーキテクチャを構築します。Server は、カメラやその他のソースを処理し、基本的にすべて行いますされクライアントは表示とサーバとの対話のために使用され
ている間、作業を自動化。 

ときにあなたを 最初 Docokame@VSS をダウンロードするには、実行可能ファイル形式でそれを得ます。あなたはこのランチャーで Docokame@VSS IP
カメラのソフトウェアを実行すると、サーバ部とクライアントの一部の両方を実行します。サーバーはバックグラウンドで動作していて、クライアントを使
用すると、メイン Docokame@VSS ウィンドウとして見るものです。 

 

 
 
リモートアクセスを使用するときに後で、あなたは別のサーバ部分（あなたが同じサーバに複数のクライアントを接続することができます）にあるコンピュ
ータ上のクライアント部分と接続するために、このクライアント・サーバ・アーキテクチャの利点を使用します。これは、主を介して行われますメニュー  - 
> リモートアクセス - >「リモート」IP アドレスまたはリピータの場所にあなたが交換する必要が接続]ダイアログに接続して「ローカル」IP アドレス（あ
なたが上 Docokame@VSS を実行するコンピュータのアドレス）、リモート参照 アクセス インフォ。 

何でどんなに あなたは Docokame@VSS を使用するモードでは、それはとか、お使いの PC にインストールされることなく、いずれかの作業を行うことがで
きます。いずれかのサーバーを単独で、またはクライアント部分と - の違いは、あなたが Docokame@VSS は、お使いの PC の再起動のたびに自動的に起動
する必要がある場合、あなたが自動起動するように設定する必要があるということです。 
そのためには、単にインストールメニューにチェックボックスをオンにします。 

ライセンスは、サーバー部分のみのためのものです。これはリモートアクセス機能を使用しないように計画している人のための素晴らしいニュース - 関係なく、
多くのクライアントがサーバに接続する方法は、あなただけのサーバーのライセンスを購入しています。当社で Docokame@VSS ライセンスの最も経済的な
オファーをチェック   購入 ページ。 

 
 

4.2. プログラムのインストール 
Docokame@VSS は、インストールを必要とせず、ダウンロードされた後、右の作業を開始することができます。あなたはそれが自動的にあなたの OS で起
動させるために Docokame@VSS をインストールすることをお勧めします。 

    ご注意ください： Docokame@VSS は、ユーザーの同意なしには何もインストールしません。インストールはユーザー定義可能です。 

メインメニューに行く - >インストール - >インストールしてください。あなたは
するであろうあなたが好むインストールの種類を尋ねると、どのようなフォルダソ
フトウェアのインストール用に選択したいプロンプトを取得。 

サーバーを自動実行： Docokame@VSS サーバ お使いのOSのそれぞれ開始と自動的に起
動します。これはあなたが唯一の時から Docokame@VSS クライアントとそれに接続
する一方で、あなたがカメラのすべての時間を処理するためにサーバを必要とする例
えば良いこと。これを行うには、デスクトップに作成 Docokame@VSS ショートカ
ットを起動します。 

クライアントを自動実行： Docokame@VSS クライアント（視覚的な部分）は、あなた
がどこかのサーバーを持っていると、自動的にリモートでそれに接続したい場合例えば、
それは良いアイデアすることができ、お使いの OS のそれぞれ開始して自動的に開始され
ます。 

注意： 「隠れました あなたはステルス監視を必要とするとき、あなたが望んでいないだ
ろうのでモード」と 『クライアントの自動起動は、』相互のオプションを除いています 
各時に自動的に開くためのクライアント部分 PC の起動、完全にあなたは、あなたが作
成した陰謀のすべてを台無しでしょうか？そして、いずれかを選択 -  
クライアントの自動起動や隠されたいずれか モード、または none  - あなたはそれを
すべてを必要としない場合（たとえば、あなたがカメラで仕事に行くか、サイトまた
は FTP サーバに連続的にいくつかの映像を放送しているときのように、この PC に記
録されていない場合）。あなたは、サーバーと隠しモードに自動実行を選択した場合
は、 
Docokame@VSS は、ステルスモードで動作します。Docokame@VSS ためのランチャーは、デスクトップ上に作成されることはありません（と、それが
あったならば、それは削除されます）。Docokame@VSS Server は自動的に OS が起動されるたびに開始されますが、実行中のプロセスには表示されませ
ん。 

あなたは希望のインストールボックスをチェックさとクリックしたとき OK ボタンを押すと、選択した部分や部品は、ローカル PC にインストールして再起



動されます。注意してください：あなたはトライアルモードで Docokame@VSS を使用している場合、設定は保存されません（Docokame@VSS モードと
その制限の詳細については、こちらをご覧ください。）。 



重要：インストールしたサーバーは、サービスとして動作します。 それはあなたのタスクマネージャのサービスフォルダに停止、またはアンインストール（したがって停止）
とすることができます クライアント。 

ソフトウェアのインストールオプションの下に ボックス（編集できない）に表示され、リモートアクセス用のパスワードがあります。「ローカル」、誰でもこの非常に
コンピュータ上で Docokame@VSS にアクセスするので、（同様にローカルアクセスのため、このパスワードを設定するには、チェックボックスにチェックを入れ、
パスワードを入力する必要があります。このパスワードは、ユーザーに変更することができます権利 ダイアログ。 

 
 

4.3. ライセンス 
ライセンスは、することができ 購入ページにオンラインで購入。あなたがカメラの任意の量のために Docokame@VSS ライセンスをアクティブ化したら、あ
なたはあなたのバージョンでは、無限の可能性、完全なリモートアクセス、およびそれ以上と Standard エディションにアップグレードされます。あなたは
限り、あなたが望むおよび/またはに必要があるとして、それを使用することができます。ライセンスは、購入日から 12 ヶ月間に含ま無償アップデートと寿
命のためのものです。 

ライセンスは要約します。あなたは既に使用のものにライセンスを無制限に追加し、これをすべてできるだけ多くのカメラを使用することができます   あなたの
アクティブ化ライセンスは合計で許可します。ライセンスの購入は 1 回払いです：何の毎月または毎年の料金は必要ありません。しかし、リピータおよびクラウドサブスクリ
プションは、通常の Docokame@VSS のライセンスに含まれていません。 

ほとんどの場合、お支払い後すぐにライセンスを受け取ることになります。もしあなたが〜ならペイパルまたは SWIFT 銀行振込のライセンスを購入し、それが私たちに
到達するために、支払いのための営業日のカップルがかかる場合があります。ライセンスアクティベーションは、ほんの数秒かかります。 

ライセンスは、Windows、Linux、Mac 用の普遍的です OS や Android。任意のライセンスは、1 つのデバイス上でのみ有効にすることができます！ライセ
ンスは、ハードウェアに依存しているが、OS の再インストールを生き残っています。ライセンスを移動すると、例外的な場合にのみ許可されています。これ
を行うには、にアクセスしてくださいライセンス リセット ペ ー ジ 。 

Docokame@VSS クライアントから起動し Docokame@VSS への接続には関係なく、多くのクライアントが接続されているか、無料ではありません。 

ライセンスは上の購入されています 「サーバあたりのカメラ/ビデオソースごとに」基礎 1 台のサーバー上で使用されているとして、あなたができるだけ多く
のカメラ（ビデオソース）のライセンスを必要とすることを意味しています。あなたはそのようなサーバのそれぞれに個別のライセンスが必要になります。
インストールのための見積もりを頼むために私達に連絡してください。カメラ/ビデオソースが信号（カメラ、別の Docokame@VSS、画面キャプチャ、フ
ァイルの読み取り）のいずれかのビデオソースです。 

あなたはであなたのライセンスに関する情報を見ることができます Docokame@VSS（メインメニュー - >情報 - >アクティブライセンス）。 

注意：あなたがあなたのライセンスで困難を持っている、または購入が確認された直後にライセンスを受け取っていない場合は、ご連絡ください！ 
 

 

4.4. プログラム起動 
あなたが買った後 ライセンスは、あなたは英数字のシリアル番号を取得します。すでにこのマシン上で起動し、既存のライセンス（複数可）にライセンスを
アクティブにし、お好みの商用バージョンに Docokame@VSS の切り替えや更新（複数可）を追加するための方法のいずれかを使用します。 

Docokame@VSS Pro のクラウドライセンスを有効にするには、従ってください。 インクルード 命令。 

オンラインアクティベーション： 
 
インターネットアクセスが必要です。また、プロキシの背後に使用することができます。活性化のシンプルなタイプ。単にオンラインアクティベーションフィールド
（メインメニューにライセンス（シリアル番号）を貼り付けます - >登録 - >アクティブ化またはメインメニュー - >情報 - >アクティベート）し、[OK]ボタンをク
リックします。アクティベーションが正常に完了すると、メッセージは、あなたが今使用することができますどのように多くのビデオソースの表示と共に表示されます。 

 

 
 
または、必要に応じて、オフラインの活性化をクリックしてください。 

オフラインアクティベーション： 

お使いの PCがない場合には インターネットに接続され、またはインターネット接続を使用することが望ましくない、オフラインアクティベーションを使用し
ます（メインメニュー - >登録 - >アクティベーション - >オフラインアクティベーションリンクまたはメインメニュー - >情報 - >アクティベーション - >
オフラインアクティベーションリンク） 。あなたは（つまり、インターネットに接続して 1 である）で Docokame@VSS をアクティブフィールドにシリア
ル番号を貼り付け、以下の表示されたリンクをコピーしたいコンピュータ上。 



 

 
 

別の PC または他のデバイス上の任意の Web ブラウザにこのリンクを貼り付け それは、インターネットに接続されていると、サイトからアクティベーショ
ンコードを取得します。このコードは、「アクティベーションコードを入力してください]フィールドに入力する必要がありますが、[OK]をクリックし、（イ
ンターネットに接続して 1）に Docokame@VSS を使用したいという PC 上で。 

 

 
 
活性化が成功した場合の両方のケースでは、必要になります 「アクティベーション成功した」というメッセージが出ます： 



 

 
 

どんなにあなたが選択したライセンスを有効にする方法、と Docokame@VSS 商用版では、あなたは無限の可能性とアクティブ化のメリットを取得します。 

アクティベーションの詳細について プロキシサーバーを使用して Docokame@VSS は、これを参照してください。 セクション。 
 

 

4.5. 更新 Docokame@VSS 
プロセスは、ウェブカメラのソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります Docokame@VSS あなたが持っていて、メイン通じ Docokame@VSS を
（インストールされているかどうか メニュー  - >インストール - >インストール）かありません。 

1) あなたが持っている場合 Docokame@VSS 13.3.22 以上：あなたは自動更新チェックと通知、および簡単な 1 クリック更新のすべての利点を使用することができます。 
 

 
 
あなたはかどうかを確認することができます >情報 -   - >アップデートの確認メインメニューを介して利用可能なすべての更新があります。あなたはアップデートの
自動検索を選択した場合は、プログラムの開始時に利用可能なアップデートに関する通知を取得します！ 

2) もしあなたの Docokame@VSS は、13.3.7 またはそれ以上の年齢です。 

a) もし Docokame@VSS がインストールされていない、何の困難があってはならない - ちょうど私たちからダウンロードした新しいファイルを実行します。 サ
イト またはその他を リソース。 

b) もし Docokame@VSS がインストールされている、あなたは、古いバージョンを起動するインストールオプションに移動し、すべてのアーカイブや設定
を除き、アンインストール]をクリックする必要があります（ご注意ください、これはあなたの現在の設定を維持し、新しいバージョンに転送することが重要
です）。その後、あなたは新しい Docokame@VSS を実行し、必要に応じてそれをインストールすることができます。 

また、重要なのは、あなたがあなたのライセンスを買ったときに覚えておくことです。自由なアップデートは、購入日から最初の 12 ヶ月間のみ含まれて
います。その後、あなたは無料アップデート期間が満了した時点で入手可能な最新バージョンを使用して継続するかどうかの選択肢があります。最新バージ
ョンに Docokame@VSS を更新し、したがって、ライセンスを使用してあきらめます。または、新しいライセンスを購入し、無料アップデートのより 12
ヶ月を取得します。 
あなたの有効なライセンスの詳細については、メインメニューに行きます - > 登録 - >アクティブなライセンス。登録されたすべてのライセンスの詳細については、
felenasoft.com ウェブサイトでオンラインフォームをしてください。 

注意： ベータ バージョンが更新としてカウントされません。ベータ版の使用中のバージョンを更新するには、手動アップデート（PT.2）を使用しま

す。プロキシサーバーを使用してアップデートの詳細については、これを参照してください。セクション。 



 
 

4.6. 演算子とユーザーのアクセス権 
 

4.6.1. ユーザーのアクセス権（ユーザー権限） 

ユーザーには 権利のダイアログ（メインメニュー - >リモートアクセス]  - > [ユーザー）あなたは、特定のアクセス権と権限を持つユーザープロファイル
を作成することができます。このダイアログでは、制限したり、すべてまたは特定のカメラ用のカメラ（リアルタイムおよびアーカイブ）、PTZ 制御、設定、
のビューへのアクセスを許可することができます。 

追加するには、「追加」をクリックします 新しいユーザー。プロファイルのパスワードや権限を編集するには、プロファイルを選択して変更を適用します。
[OK]ボタンをクリックします。「複製」オプションをコピーし、フォローアップのユーザーのために割り当てられた権限。すべてのユーザー名とパスワード
は一意である必要がありますのでご注意ください。 

と一緒に作成されたパスワード、 サーバーの IP アドレスは、Docokame@VSS の接続に使用する必要があります ダイアログ ログインします このユーザープロファ
イルの下で。ユーザープロファイルの名前が情報だけのためのものであり、接続ダイアログで使用されていないことを注意してください。 

「複数のアクセスをチェック ユーザーのオプションでこのプロファイルは、同時に複数のマシン上で使用できるようにします。それがチェックされていない
場合は、このデータを有する唯一つの接続は、一度に受け入れられます。 

管理者のプロファイルを選択した場合は、次のことができます あなたのローカルおよびリモートアクセスパスワードを変更します それは元々プログラムにより生成
された（単に代わりに現在使用のフィールドに入力）。セキュリティ上の理由から、このパスワードは、そう、あなたがパスワードを覚えていることを確認し、また
は安全な場所に保存して取得することは不可能です。 

また、とき 管理者の下で、あなたが許可またはレイアウトとメインメニューへのアクセスを制限することができます。これらのオプションがチェックされ
ている場合、すべてのユーザーが（パスワードボックスが空の場合は動作しません）メニューのいずれかまたは両方にアクセスするためのパスワードを入力
する必要があります。 

ご注意ください ことは、1 つだけ管理者プロファイルがあることができ、複数のアクセスが自動的にこの 1 のために許可されています。 
 

 
 

 

4.6.2. PTZ ブロック 

あなたはブロックすることができます 事業者のための PTZ。>リモートアクセス -   - あなたがメインメニューに行く必要がこれを行うには>ユーザー 

あなたは完全にブロックしたい場合 任意のカメラの PTZ の使用量は、目的のカメラの隣にあるチェックボックスからチェックマークを削除することができま
す。したがって、我々は完全に指定したユーザーの選択したカメラの PTZ の使用をブロックしています。 



 

 
 

あなたの事業者が使用することを許可したい場合 カメラの PTZ ていますが、優先順位を使用する必要があり、いくつかの制限を設定する必要があります。 

どういう意味ですか？ 

想像します カメラがたくさんある大きな工場。ほとんどの場合、この工場では、CEO を終了、警備員から、管理のいくつかのレベルで監視されます。優先度
レベルは、下流をブロックするために上流のユーザーを支援します。だから、11 から 15 まで優先度 1〜9 ユーザーから 10 の優先レベルのブロックを川下ユ
ーザーと管理者は、等両方管理および下流ユーザーをブロックすることができ 

 

 
 

 



4.7。可視化動き（モーショントラッキング）の 
Docokame@VSS は、運動やモーショントラッキングの可視化をサポートしています。このオプションを有効にした後に移動されているすべてのオブジェクトが
enframed され、あなたは、「トラック」を参照してくださいすることができます - 緑のドットを - 移動物体は、その運動の過程で残されています。 

運動の可視化をオン/オフにするには、レイアウトに移動して選択し そこに/「運動の可視化をオフにします」「運動の可視化をオンにします」。 
 

 
 

 

第 5 章リモートアクセス 

5.1. 作業 プロキシサーバーと 
あなたは作ることができます 特定のプロキシサーバと連携 Docokame@VSS。プロキシサーバーのアドレスが続き、コマンドラインまたはターミナルを経由して
Docokame@VSS の起動中に-proxy コマンドを使用します。例えば： 

 

 
 
あなたはもう、プロキシサーバーを使用する必要がない場合は、このオプションを無効にすることができます -proxyclear コマンド。 

 
 

5.2. リモートアクセスオプション 
Docokame@VSS は、様々なタイプのリモート接続を確立し、様々な目的のためにするために様々なオプションを提供しています - クライアント - サーバ接
続、マルチサーバー接続、「Web サーバ」 - 「別 Docokame@VSS」モジュールのペア、およびブラウザリモートビュー。のは、彼らがあり、それらをどの
ように使用するかを深くましょう。 

1) クライアントサーバー  接続。 

するために使用：カメラや他のモジュールのすべてのカメラ、アクセス（ビューおよび変更）設定を表示、
リアルタイムで記録した映像を表示します。 

方法：実行/マシン＃1 に Docokame@VSS をインストールし、このコンピュータの外部 IP アドレ
スを使用して、インターネットから入手し、他のマシンからマシン＃1 に接続するために - 彼らの合
計数が限定されるものではありません。ただ、これらの他のマシン上で Docokame@VSS を実行し
ます（彼らはマシン＃1 さん以外の OS の下ですることができます）、リモートアクセス]メニューに
移動し、マシン＃1 の IP とパスワードを指定します。 

詳細 私たちの記事ハウツーで静的外部 IP アドレスなしで接続： 使い方 の  遠隔 アクセス に ビデオ 監視 



2) マルチサーバー接続。これは、クライアント・サーバのちょうど別のタイプです接続。 

同時に複数の Docokame@VSSs からリアルタイムでビューカメラおよびアーカイブ録音：するために使用。 

あなたは完全な見つけることができます マルチサーバ接続を設定する方法についての指示 ここに。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 'ウェブ サーバー ' - ' 別 Docokame@VSS」。 

するために使用：マシン＃1 以外のマシンでは、このカメラからのリアルタイムおよび記録映像でマシン＃1 の特定のカメラを表示します。 

方法：マシン＃1 上のファイル名を指定して実行 Docokame@VSS、カメラに「Web サーバ」モジュールを接続し、モジュールのセットアップを設定します。
別のマシン上で Docokame@VSS を実行し、ソースとしてユニバーサルカメラが、「もう一つの Docokame@VSS」を使用していません。モジュールの設定
では、マシン＃1 の利用可能なインターネット IP アドレスからの指定や情報をストリーミングする必要があります。 

「もう一つの Docokame@VSS」 -  *あなたは、できるだけ多くの Web サーバーを "必要があります。 あなたが見た

いカメラなどの接合。私たちの Docokame@VSS のトピックの詳細ウェブ サーバ セクション 

  
 

4) ブラウザビュー。  
 
モバイルデバイスを介して、たとえば、Web ブラウザでリアルタイムで特定のカメラを表示：するために使
用します。 

方法：マシン＃1 上のファイル名を指定して実行 Docokame@VSS、カメラに「Web サーバ」モジ
ュールを接続し、モジュールのセットアップを設定します。モジュールの設定では、Web ブラウザに
ペーストするためのリンクがあります。 

*あなたはカメラ限り多くの Web サーバーのモジュールが必要になります あなたは、ブラウザで表
示すること。 

私たちのトピックの詳細 Docokame@VSS ウェブ サーバ セクション 
 
 
 
 
 

 

5.3. リピータ サービス - でも、実際のインターネットアドレスなしでどこでもコンピュータにアクセス 
リピーターも参照してください。 ビデオ 

リピータ あります ダイナミック DNS 以外に似ていますが、より強力なサービス。それは、モバイルネットワークで、あるいは本当の IP アドレスが利用で
きない、いくつかのアジア諸国では、プライベート IP アドレス空間で、つまりファイアウォールの内側に、インターネットから利用できない場合でも、あ
なたに Docokame@VSS プログラムでコンピュータにアクセスする機会を与えてくれます。 

で有効にリピーターサービス付き Docokame@VSS は、お使いのコンピュータがインターネットからアクセス可能でない場合であっても、あなたのカメラ、アーカイ
ブや設定にアクセスすることができます。 

必要なのは、このサービスを有効にすることです メインメニュー経由 Docokame@VSS  - >リモートアクセス - >リピータのセットアップ。あなたは、クラ
イアントからこのサーバーに接続するために使用することができますリピータの接続データを取得します（Connection でこのデータを指定ダイアログ）。 

使用しているサーバの場合は、リピータを必要としません 静的 IP アドレスまたは Docokame@VSS クラウドを使用した場合。 

あなたがリピーター活性化に難しさを持っている場合は試してみてください 一時的にオフにしたり、あなたのアンチウイルスをアンインストールします。その後、ウイル
ス対策をリピーターを活性化し、オン（またはインストール）。 

さらに 参照：リモコンの命令を アクセス 使用して インクルード リピータ サービス。 
 

 

5.4. Docokame@VSS Web サーバモジュール 
あなたも見ることができます Docokame@VSS ウェブ サーバ ビデオ 



Docokame@VSS Web サーバモジュールは、その多機能な性質のモジュールの大半とは異なります。例えば、一方向にのみ使用することができ、スケジューラモジュ
ールに比べて - オンまたはオフシステムをオンにする -  Web サーバーモジュールの様々な目標を達成するために、様々な方法で使用することができます。 

ブラウザを介してカメラのリモートビュー 
 

最も Docokame@VSS Web サーバーの人気の目的でもサポートされていないオペレーティングシス
テムで、インターネットにアクセスして、ほぼすべてのデバイスからカメラやカメラのライブビューを
可能にするためです。あなたがカメラにこのモジュールを接続したら、ブラウザでカメラを遠隔表示す
ることができます（ローカル・ネットワークの外部からのアクセスのために、あなたは静的を持ってい
る必要がありますリアル IP 住所。 

単に チェーン内のカメラに Web サーバーモジュールを接続します。このコンピュータ上でそれらに接続された Web サーバモジュールを持っているすべての
カメラを表示するには JPEG 画像、MJPEG ビデオ、サウンドと Flash ビデオ、Web サーバの一般ページ - あなたは様々なストリームにアクセスするための
リンク（URL）を検索できます、その設定を入力します。 

ご注意ください デフォルトでは、リンクは、同じネットワーク内からの眺めのためのものであること。彼らは「ローカルホスト」を含む理由です。このネッ
トワークの外からのリモートビューのためには、コンピュータの実際の静的 IP アドレスを使用してローカルホストを交換する必要があります。リンクは
Docokame@VSS の外で編集することができます。リンクをコピーしてブラウザに貼り付けます。 

注意！ すべてのブラウザは、MJPEG ストリームのライブビューをサポートしていません。お使いのブラウザは以下の表にないかどうかを調べるください。 
 
 
サポートしているブラウザの一覧 MJPEG のライブビデオストリーミング： 

 

サポートを行います サポートしていません。 

我々B ブラウザ 

オペラ（エラーが発生する可能性があります）  
 
インターネット エクスプローラ（唯一の外部プラグインやアプレットを使用しま

した） 
Firefox の 

WebKit のベースのブラウザ （Google Chrome の、サファリ -  ver.6.0 まで） 

モバイル（携帯電話、スマートフォン）ブラウザ 

サファリ （のみの使用と Android の 外部プラグインやアプレット） 

オペラモバイル （のみの使用とブラックベリー 外部プラグインやアプレット） 

イルカ ノキア（のみの使用と 外部プラグインやアプレット） 

お使いのブラウザはMJPEGをサポートしていない場合は、別のブラウザを使用するか、動的に使用することができますいずれか 代わりに、実際の MJPEG ビデオの JPEG 画像
を更新しました。http で：// IP：10090 / Web サーバのメインページにアクセスして、このコンピュータ上でそれらに接続された Web サーバモジュールを持って完全
にすべてのカメラを表示することができます。 

 

 
 
ブラウザでは、カメラを表示することができます （カメラが PTZ 機能を持っており、それらが Docokame@VSS で検出された場合）、それが接続されている「Web サ
ーバー」モジュールを持ち、ライブ、そのアーカイブされたレコーディング、および制御 PTZ 機能をオン。PTZ コントロールが Web インターフェイスのシングルカメ
ラビュー画面に表示されます（PRO ライセンスは、ブラウザでの PTZ を有効にするために必要です）。 



 

 
 

、インターネットブラウザを介して音と Flash ビデオを見ボックスにチェックを入れ、対応するリンクを使用するには （または右の Web サーバの一般的
なページから Flash ビデオ放送に行きます）： 

+とは異なり、クライアントからサーバーへ 接続、カメラのブラウザビューは、タブレット、携帯電話でもサポートされていないオペレーティングシステムを持つもの
も含め、インターネットにアクセスできる任意のデバイスから行うことができます。 
 -  Docokame@VSS とカメラとコンピューターが静的 IP アドレスを持っていない場合しかし、その後、再び、クライアントからサーバーへの接続とは異なり、ブラ
ウザビューは使用できません。 

 
 
別のコンピュータに映像を保存します 
目的はにある場合は、Web サーバーモジュールは助けにもなります 中央監視ステーションにバックアップ映像を作成するために、例えば、別のコンピュー
タにビデオ監視映像を保存します。 

この中 場合は、あなたがカメラに Web サーバーを接続する必要があります。あなたが映像を格納する必要が別のコンピュータ上で使用すると、カメラモジュ
ールの代わりに別の Docokame@VSS を使用する必要があります（この例では、それは、中央監視ステーションです）： 

+両方のコンピュータ上では、カメラで映像や仕事を保存することができます。 
- あなたは（追加ライセンスが必要になる場合があります場合のいずれかで使用されているモジュールの合計 コンピュータ）3 よりも高くなっています。 

 
 

IP カメラのエミュレーション 
あなたは、IPカメラにあなたのウェブカメラ（USBカメラ）を変換したい場合 それは、他のコンピュータと Docokame@VSS クラウドにアクセスできるよう
になります。このケースでは、カメラに Web サーバーを接続する必要があります。他のコンピュータは IP カメラとしてそれを「見る」でしょう。 

 
 
あなたのサイト上でライブ放送を持ちます 
あなたのサイトに、あなたのカメラをブロードキャストすることができますか ブログ。Docokame@VSS クライアントをインストールしなくても、あなた
のサイトやブログ上の気象レーダーや交通デモンストレーションを置くためにあなたのページのコードに、Web サーバーの設定から、リンクを埋め込みます。
最新かつ高品質なスナップショットと動画（気象レーダーエミュレーション、便利な交通情報） -   - 動的に更新画像やビデオストリームの番組サイトのゲス
トにそれをより魅力的で有用なものになります。 

今、あなたは、Web サーバのページをカスタマイズすることができます！私たちの記事 Web でそれを行う方法を学びますサーバ カスタム化！ 
 

 

5.5. オンライン表示用の Web サーバーのカスタマイズ Docokame@VSS でカメラの 
ブランド再生の機会とともに、Docokame@VSS 13.9.30 以降で、Docokame@VSS は、あなたがそれらをあなたが望むように見えるようにその Web サーバのペー
ジをカスタマイズするために提供しています。 

これを行うには、あなたがウェブサーバで表示したいカメラに Web サーバーモジュールにする必要があります。Web サーバーモジュールの設定を入力して、
内のページをご覧ください。カスタマイズしたいのですがブラウザー。Docokame@VSSWeb フォルダは Docokame@VSS ディレクトリに表示されます。
あなたが必要な HTML ページを参照してくださいする場所です。あなたはここに（アイコン、画像、その他のページ）を使用しようとしているすべてのリソー
スを置きます。 

グラフィックファイルにアクセスするには、使用する必要があります = "？OBJ = PictureName.png" の IMG SRC のようなパス。開いて（でもメモ帳が
行います）に必要な HTML ページを編集します。また、ディレクトリから他のページにアクセスすることができます。 



いっぱい 写真 命令 Web サーバー上の カスタマイズは、私達の記事セクションに記載されています。 
 

 

5.6. モバイル Docokame@VSS Android アプリでビデオ監視 
基本的には、どのような リモートビデオ監視は、いくつかにチェックする機能なので、それはそうでないので、少し時間をロスでそれらを訪問することは不可能の隣で
あろうと、地理的に広がっおそらく数百、場所で提供しています。 

Android の規制にアプリは、それが起動する前にインストールする必要があります
ので、Docokame@VSS Android アプリはデスクトップ版とは異なります。それ
とは別に、アプリはデスクトップ Docokame@VSS のほぼ正確なコピーです。た
だ、クライアント部分はデフォルトで起動されます。Android アプリは自動では
（それが利用可能かどう内蔵のカメラを含む）、あなたのカメラを検出し、それら
を接続します。あなたは、通常のエディションで Docokame@VSS を使用するこ
とができます - 無料、トライアル そして commercia リットル、自動更新を楽しみ、 
カメラを接続し、など 

Docokame@VSS は、他のデバイス（デスクトップまたはモバイル）上
Docokame@VSS サーバーに接続するクライアントの一部として、または
CCTV ビューアとして使用することができます。そのマシンに接続し、ライブ
とアーカイブを記録したカメラを表示することができ、設定に変更を適用する
ために接続ダイアログ（>接続に -   - >リモートアクセスのメインメニュー）
内のフィールドに入力します。 

 
 
または、アプリで、あなたの Android ベースのデバイスは、監視システム自体になることができます。あなたの新しいモバイル・ビデオ・セキュリティ・システム用
のカメラを接続し、アップイベントや反応を設定し、ユーザー権利を割り当てるとはるかに。 

 

 
 

 

5.7. iPhone / iPad 用アプリケーション 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
新しい iPhone や iPad 用 Docokame@VSS はあなたのカメラのリモートビューに最適です。Docokame@VSS クラウドに接続するために CCTV ビューアとし

て使用することができます 
若しくは の助けを借りても、ファイアウォールの背後で、デスクトップやタブレット上の Docokame@VSS サーバ、（ リピータ サービス）。 

この iOS のクライアントとすることができます 音と、カメラのライブフィードとアーカイブされた録画を表示するためにあなたの Docokame@VSS に接続
し、どこにいてから、/アウトでデジタル画像をズームする機能！ 

仕事の場所に、休暇、出張にあなたとそれを取ります。あなたの時間があるときで覗きますベビーシッターや先輩やあなたが気にそれらが病院で安全であるこ
とを確認してください。 

 
 
 

接続の手順 

1. に行きます アプリ STORE そして そこから Docokame@VSS をダウンロードしてください。 

2. それはだ後は ダウンロードし、それが起動してインストールするように依頼されます。 

3. それが完了しています場合には、 プロンプトが接続データを求めて表示されます。あなたから得ることができますこれらの Docokame@VSS サーバ 若しくは 
Docokame@VSS 雲 サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン ：  

 

 
4. データが正しいとサーバーの一部が利用可能な場合、あなたは次のようになります 接続、およびお使いのカメラとそのアーカイブを閲覧することができます。 

5. あなたはに戻ることができます 別のサーバーに接続するための接続ダイアログウィンドウ。下の接続ボタンをクリックします。それで

おしまい！今、あなたはいつでもどこからでも Docokame@VSS へのリモートアクセスを楽しむことができます！ 
 

 

第 6 章その他の製品 

6.1. プロ Docokame@VSS  - 独自のクラウドサービスとプロの監視システム！ 

https://itunes.apple.com/en/app/xeoma/id1014356546


Docokame@VSS も参照してく

ださい。 プロ ビデオ 

Docokame@VSS ビデオ監視ソフトウェアは、プロの監視システムを使用するために熱心に企業や個人の
両方のために、効率的な取り扱いが容易、かつ柔軟なソリューションであることが判明しています。 

でも、このような柔軟なソフトウェアの国境を越えて行く、Docokame@VSS Pro は今、あなた自
身のクラウドビデオ監視サーバーを持っているし、あなたの顧客にそれを提供するために信じられな
いほどの機会を提供しています。 

 
 

どのようにそれを 作品： 

- ダウンロード Docokame@VSS あなたのための オペレーティングシステム、実行して、設定 アップ 
Docokame@VSS プロ 雲。 

- 購入 必要な数のカメラの Docokame@VSS Pro のライセンス。 
- アクティブ化 Docokame@VSS Pro のライセンスあなたは Docokame@VSS 定期的なライセンスをアクティブ化方法。あなたはプロのライセンス
をすることができますよう、あなたのクラウドサービスにできるだけ多くのカメラを追加することができます。 

それは今あなたのクラウドサービスです、あなたはあなたの顧客にそれを提供するという点を決めます  - かどうかは、「月額」、「年間」または「寿命」
のサブスクリプションとどれだけそれはように、各カメラに割り当てられた総ディスク容量の費用がかかり、かつますとなります。 

 
 

 
6.2. Docokame@VSS クラウドサービス 
Docokame@VSS も参照してください。 雲 ビデオ 

DOCOKAME@VSS CLOUD は、サービスとしてビデオ監視です。それは我々が Docokame@VSS が私たち
のクラウドサーバー上で実行しているとあなたがそこにあなたのカメラを接続できることを意味します。 

 
 

なぜそれは素晴らしいですか！ 

サーバはすべての負荷、maintainence を取り上げると、 更新が、一方で、あなたのカメラ、彼らのアーカ
イブ、関心のダウンロードのレコードを表示し、あなたがクラウドで必要になる場合があります
Docokame@VSS のすべての通常の機能を使用するために、任意の時点でそれに接続することができます！ 

 
 

あなたは購入したり、維持する必要はありません。 高価なビデオ監視機器。ただ、カメラとインターネット接続
が必要とされるものです。 

 
 

WHY DOCOKAME@VSS 雲？ 

とともに クラウド CCTV のサービスの多くは、今日、ここにあなたが Docokame@VSS クラウドを選ぶべき理由です。 

クイックスタート 
最小要件は、作業を開始します Docokame@VSS クラウド - ちょうどカメラとインターネット接続。特別な知識は必要ありません。ステップバイステップで簡単接続
説明書 そして ビデオ。 

コスト効率とトラブルフリー 
購入する必要はありません 洗練された最新のコンピューター。メンテナンスコストと 24/7 を実行しているサーバーのための巨大な電気代を忘れます。
Docokame@VSS クラウドサーバは、専門家の私達のチームによって設定し、定期的なオンサイトのビデオ監視よりも全体的に安く、簡単ですしています！ 

安定的かつ安全な作業 
あなたの映像はで安全です Docokame@VSS クラウドビデオ監視システム - 許可されたユーザーのみがリアルタイムとアーカイブの両方で、カメラへのアクセス権を
持っています。カメラが荒らされている場合でも、彼らは映像を得ることはありません。 

洗練されました  特徴 
他のクラウド CCTV のサービスとは異なり、 EMAP、オブジェクトトラッキングおよび可視化、キャッシャーレジスタとホームオートメーションシステ
ムとの統合、プライバシーマスキング、複数のアーカイブの同期ビュー：そのオファーが唯一の動き検出器とレコードが（せいぜい）、
Docokame@VSS クラウド PRO 機能を含む、ほぼすべての定期的な機能を提供しています、および多くの もっと！ 

柔軟な価格設定とNO 隠れた手数料 
異なる、柔軟 サブスクリプションの種類あなたは、何を参照してください-IS-・ユー・ゲット何の条件は、あなたがあなたのためだけに正しいものを見つけることができま

す。 

広告なし、 何のロゴ透かしません でも無料で バージョン！ 
 

すべてのサブスクリプションがあります。 
広告なしか ロゴ透かし カメラのライブビュー中またはアーカイブインチ 無制限のライブとビューを
記録しました。 
アンリミテッド 動画のダウンロード。任
意の画像の解像度。 
無制限の FPS。 

 
 
 
 

4 つの簡単な手順： 

1. 取得する A サブス

クリプション。 

どのように行います 私は DOCOKAME@VSS CLOUD を使うのか？ 



2. した後 サブスクリプションを購入し、文字が接続データとパスワードを使ってあなたの電子メールに到着します。あなたは Docokame@VSS クライアントにこれら
のデータを入力する必要があります。 

3. Docokame@VSS クライアントはダウンロードからダウンロード ページ。 

4. それを実行し、 [接続]ダイアログへの手紙からの接続データを入力します。 
 
 

   
 

なぜクラウドベースのビデオ監視は、通常よりも優れています PC ベースのインストール？ 

あなたの努力、時間とお金を節約 
サーバーの 24/7 実行が不可能であるか、または望ましいが、電気を節約する場所のための素
晴らしいです 
何の機器ありません カメラ以外の多くの場所に配置されたカ
メラのために完璧に必要とされます 
きみの レコードは、当社のクラウドサーバー上の安全、盗難の対象ではありません 

 
 

Docokame@VSS、Docokame@VSS プロ、Docokame@VSS プロ あなたのクラウドとクラウド
較表  

どのように知ってもらいます Docokame@VSS クラウドは、あなた
 

 
 

今すぐ無料で Docokame@VSS クラウドを試してみてください！ただ接触 米国 リクエスト Docokame@VSS クラウドへの自由なアクセスの 1 日！ 
 
 
 

条件＆SUBSCRIPTIONS 
 

 
 

Docokame@V
SS クラウドサ
ブスクリプショ
ン 

 
ストレージの平均時

間* 
（1 台のカメラのみ 

モーション） 

ストレージ*の平均
時間（最大カメラ、

連続記録） 

 
同時視聴者 

（クライアント経由 / 
Web ブラウザ経由） 

1 カメラ （最大 1  GB） 
 

5 日間 
 

12 時間 
 

1 

アップ に 2 カメラ  
（最大 5 GB） 

 
24 日 

 
2 日 

 
2 

以下 4 台のカメラ  
（最大 50 GB） 

 
8 ヶ月 

 
6 日間 

 
4 

以下 8 台のカメラ  
（最大 100 GB） 

 
16 ヶ月 

 
6 日間 

 
8 

以下 16 台のカメラ  
（最大 200 GB） 

 
32 ヶ月 

 
6 日間 

 
16 

以下 32 台のカメラ  
（最大 400 GB） 

 
64 ヶ月 

 
6 日間 

 
32 

以下 64 台のカメラ  
（最大 800 GB） 

 
128 ヶ月 

 
6 日間 

 
64 

 
 

 
 
 

*保管時には、それがサブスクリプションが提供するカメラの仕様や収納スペースに依存し、無制限です。 
表中の平均蓄積時間は、カメラが 0.3 MPIX 解像度（640 を持っている場合は上書き開始前に保持することができますどのくらいのビデオの単なる概算であります 2 秒に 1 つのフレームと×480 ピクセル）のリフレッシ

ュレート。 
あなたは、この情報に基づいて、あなたの平均蓄積時間を計算し、または尋ねることができます 米国。 



上書きはあなたの最も古いものの上に最新のエントリを書き込みます。 
 
 
 

他のクラウドサービスの比較 DOCOKAME@VSS CLOUD 

君は あなたが経済的で簡単なクラウドサービスを持っていると思います。ないあなたが Docokame@VSS を試みた場合を除きます。他のクラウドサービス
トリックほぼすべてのための隠れたコストを追加することで、一見経済的なサブスクリプションを購入するにあなたが（透かしのような）を追加または無効
にしたい備わっています。また、彼らは Docokame@VSS クラウドでは、任意の解像度のカメラを使用して速度をリフレッシュすることができますが、あ
なたがまたは接続できないことができるものをカメラに非常に厳格な制限を設定します。 

 

 
可能性 

 
Docokame@VSS クラ

ウド 

伝統的なクラウ
ドサービス 

いいえ広告ません 
 

 
 

 

 
 

いいえ透かしません 
 

 
 

 

 
 

無制限のビュー時間（オン
ラインおよびアーカイブ） 

 

 
 

 

 
 

アンリミテッド 動画のダウンロード 
 

 
 

 

 
 

いずれかのカメラ 解決 
 

 
 

 

 
 

任意の FPS 
（フレーム ）毎秒 

 

 
 

 

 
 

利用できる洗練された機能 
 

 
 

 

 
 

サブスクリプションの柔軟性 
 

 
 

 

 
 

明確な 追加料金なしの条件 
 

 
 

 

 
 

連続 またはモーショントリガ記録 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

要件および条件 

ソリューションは、単一または複数の中のカメラに最適です このようショップ、駐車場、学校、などなどの場所、！ 

簡単にスタート  -  1、2、3 に接続！ 
独自の IT インフラストラクチャを設定する必要はありません。 
とき 購入したストレージの上限に達すると、ループ録画は新しいものと古いビデオを上書きします。あなたは日が残っているど
のように多くのサブスクリプションを監視することができます。 
あなたは、の正規版のすべてのモジュールを使用することができます Docokame@VSS  - 検出器、SMS やメール送信、FTP アップロード、等。 
利用できませんが（など、画面キャプチャ、ローカル USB カメラ、ローカルマイク、ファイルの読み込み、）クラウドで動作しないことができる唯一のモジュ
ールです。 
カメラの要件  -  JPEG または MJPEG ストリーム可能な静的 IP アドレスでインターネットから（または、アドレスが動的である場合、あなたはどの無
料 DDNS サービスを使用することができます）、カメラの 80 ポートのルータのポートフォワーディング（あなたが学ぶために、このリソースに相談す
ることができますどうやってするの：  http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm）。 
最小 ネットワーク要件：（たとえば、カメラ画像の解像度と FPS に依存して、他のすべてのユーザの負荷に加えて 2 つの FPS、または 800x450 画像の解像度
と 0.5 FPS と 1 台のカメラ当たり 128 キロビットと 1 フル HD カメラ当たり 2.2 メガビットインターネット接続、ネットワーク）。カメラは常にストリーム
を放送するよう、無制限のトラフィックのインターネット接続が優先であることを注意してください。 
あなたのビジネスの成長に合わせて追加の容量を購入することができます。 

特別なオファー！接触米国 そして、自由 Docokame@VSS クラウドテストを要求 期間！ 

 
あなたのカメラにおいては CONNECT 簡単な 3 つのステッ

プ 

カメラは、外部の静的 IP アドレスを持っている場合： 
1. コネクト に Docokame@VSS 雲 受信した接続データを使用。 
2. で、高度な検索を実行します 下のパネルにある「+」メニュー内の IP /パスワード。 
3. あなたのカメラが見つかり、自動的に追加されます。 

 
カメラは、外部の静的 IP アドレスを持っていない場合： 
1. に接続します 受信した接続データを使用して Docokame@VSS クラウド。 
2. 加えます 新しいチェーン（下のパネルにオプションで「+」メニュー「新しいカメラを追加」）が、「FTP 受信機*」モジュールを接続する代わりに、 

http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm)


カメラモジュール。 
3. この中で説明したよう Docokame@VSS にアップロードするカメラの FTP アップロードを設定 記事。ご注意くださいカメラの設定で「サーバーアドレ
ス」のことを、あなたは cloud.Docokame@VSS.com を指定する必要があります。 

*注意！あなたがこの方法を使用したい場合は、あなたが Docokame@VSS クラウドサブスクリプションを購入する前に、あなたのカメラは、画像の FTP アップロ
ードをサポートしていることを確認します。接触米国 リクエストに それをしようとする無料のテスト期間。 

 
 
オプションのどちらがあなたのカメラのために働く場合は、あなたが持っていることをお勧めします ラズベリーパイやあなたのカメラがあるサイトの他、簡単
で安価なマイクロコンピュータ（$ 50）は、そこに定期的 Docokame@VSS をインストールし、Docokame@VSS クラウドに映像をアップロードする
FTP アップロードオプションを使用します。ラズベリーについての詳細を参照してください。Pi と FTP アップロード。 

 
 

 



 

 
 

 

6.3. カスタマイズ Docokame@VSS ビデオ監視ソフトウェア 
 

 

おわりに第 7 章 

7.1. アンインストール プログラムの 
プログラムのアンインストールが簡単です。 

あなたはインストールしていない場合 手動で、あなただけの起動ファイルを削除することができますし、それはそれだ Docokame@VSS。 

あなたがDocokame@VSSをインストールしている場合は、単にプログラムでインストールメニューに移動し、アンインストール ALLを選択してください。 

に 場合あなただけの、プログラムを再インストールしたアーカイブや設定を除き、アンインストールを選択します。お使いのサーバーおよび/またはクライアントが自
動起動から削除されますが、（パスワード、ライセンス情報およびモジュールの設定を含む）の設定は同じままになります。 

 
 

7.2. CPU 使用率、メモリを削減する方法のヒント 負荷と必要なディスク容量 
CPU 使用率 あなたはビューのMJPEGストリームを使用して、アーカイブに保存する場合は大幅に低くなります （あるいは単に閲覧）。方法を学びますに 減らしま

す 



CPU 負荷 記事上で。 

RAM 使用量 もし素晴らしいことができ モーション検出におけるごとの記録オプションが使用されています。負荷がマシンの高すぎる場合は、オプションをオフ

にします。 

HDDスペース： ストレージ容量 視野内の多くの要因に依存するが、必要なディスク容量は、運動と毎日の検出器を設定することで、または予約録画を減少さ
せることができることを覚えておいてください。別のオプションは、他のコーデック（例えば、高度に圧縮 H.264）で動画を保存するためにモジュールをフ
ァイルに保存するを使用することです - 動画はあまりスペースを取りませんが、どちらか Docokame@VSS の内蔵のプレーヤーで再生されることはありませ
んこの方法。あなたは、RTSP（H264）カメラである場合は、あなたが直接使用することができます節約 に アーカイブ 無し 再エンコード。 

 
 

付録。 

代表的なアプリケーション。シナリオ。 
CCTV のための Docokame@VSS オペレーター 目的 以下のためのライブ監視を容易にする：CCTV のオペレータ用ビデオ監視の 

監視役員にもかかわらず、 監視するカメラの時間と量に気晴らし、疲労と比例して濃度の損失のような自
然な課題。 
ソリューション Docokame@VSS から： 
特定のカメラ、アーカイブおよび機能へのアクセスを許可/制限する機能を持つ-user プロファイル。 特定

のユーザーを作成します。 プロフィール そして、CCTV のオペレータがために彼/彼女のパスワードを知っ
ています Docokame@VSS サーバーに接続します。 

大型の管理 カメラの金額： 
「レイアウト」メニュー-in あなたはグループにカメラを分割し、1 またはグループでカメラ 1 を表示する自
動スクロールを設定することができます。時計ビデオ 約 レイアウト 
複数のモニター用-support。レイアウト内のグループにカメラを分割メニュー。いくつかの実行
Docokame@VSS クライアント。オペレータのユーザー・プロファイル・パスワードでログインします。
各クライアントでは、カメラの異なるグループを表示するように選択します。モニターを分離するために
クライアントをドラッグします。各モニターには、カメラの特定のグループが表示されます。 
 - >大規模グリッドは - >検出器によってフォームが作成するレイアウトに移動します：-Enlarge は、カ
メラをトリガー Docokame@VSS は自動的ので、CCTV のオペレータの注意を呼びかけて大きなスロッ
トにモーションを検出し、カメラを置きます。 
レイアウトにおける赤十字のオプションが時を指示します-Show カメラはその画像の上に大きなク
ロスで凍結しました。これは、カメラが大量に監視されている場合に特に便利だとカメラのプレビュ
ーボックスは、このようにカメラがもはや機能していればすぐに教えてくれませんするには小さすぎ
る（おそらく、改ざん）。 
-eMap（監視対象のインタラクティブマップ）とデバイスリスト（必要に応じてカメラに素早くジャンプ
してグループに分けカメラのリスト） 

に CCTV 演算子を有効にします 監視しながら、他のタスクで動作します。 
-Transparency（[レイアウト]メニュー - > [ウィンドウの設定）：オペレータは他の作業を行うと、ま
だ（Windows の場合）で何が起こっているのかと調和してもできるように Docokame@VSS ウィンドウ
が半透明にします。 
 - 現れる 窓 モジュールは非最小化します （動きが検出された場合など）トリガーDocokame@VSS ウィ
ンドウ。またある時には、Docokame@VSS ウィンドウを最小化することができ、あなたはまだ何が重要
か見逃すことはありません。 

思い出します そのクライアントの部分は無料です。ライセンスはサーバだけのために必要とされて

います。推奨製品 - Docokame@VSS 若しくは Docokame@VSS プロ 必要なときに 

セキュリティ管理者のための Docokame@VSS  
目的 ビデオ監視システムのための セキュリティ管理者：人間の監督なしで完璧に実行されているビデオ監
視システムを作成します。 
ソリューション Docokame@VSS から： 
上-work Linuxes は、コンソールを含め、サポートされています。 

-インストール スタンドアロンの作業用および自動再起動のための Docokame@VSS。 
-change インストールフォルダ（メインメニュー - >インストール - >インストールしてください）。 
以下のためのあなたのコマンドを-set 実行する Docokame@VSS は - たとえば、実行可能ファイルのデ
ィスクマウントまたは起動（メインメニュー - >インストール - >自動起動の設定）。 
-Problems Detector モジュールが意志 ビューまたはシステムの健康問題のカメラの分野で不審な変更に
ついて（電子メール、SMS）を通知します。 
-logs （コンソールコマンド「-logs」）（カメラなど、クライアントが接続されて、追加された）システム
情報が保存されます。 
 - マルチサーバモードでは、一度に複数の Docokame@VSS サーバに接続することができます。 
オペレータの-'Create ユーザープロファイル。 

推奨製品  -  Docokame@VSS 若しくは Docokame@VSS プロ 
 

ホーム用 CCTV  
 

 
目的 家庭用 CCTV の：見知らぬ人からあなたの家や庭を保護します 侵入。 
ソリューション Docokame@VSS から： 
動き検出器 モジュールを使用すると、移動物体を検出して録画を開始することができます。 
メールを送信 モジュールの意志 メールでの緊急事態についてお知らせ。 
Web サーバー あなたは、あなたのカメラからの映像を放送できるようになります ウェブサイト。これは、
あなたの家族や友人と画像を共有する機会を与えてくれます。 

以下のための CCTV の推奨製品 ホーム -  Docokame@VSS Lite の 若しくは Docokame@VSS 



 
 
 
 

Docokame@VSS と Office セキュリティ 
 
 
 
 
目的：へ 全領土のセキュリティを提供します。 
溶液 Docokame@VSS から： 
E-マップ ショー あなたの上のすべてのごカメラ フロアプラン。緊急の場合には領土にカメラの正確
な位置を確認し、すぐに助けを送信することができます。 

目的：従業員を制御します 出席。 
溶液 Docokame@VSS から： 
訪問者カウンタ モジュールを使用すると、従業員がオフィスに入ると残してカウントすることができます。
顔検出器モジュールが自動的に検索します顔。お使いのカメラは、チルト、ズームをパンすることがで
きた場合、PTZ トラッキングが自動的に移動物体を追跡します。 

推奨製品  -  Docokame@VSS 若しくは Docokame@VSS プロ 
 
 

Docokame@VSS ビデオ監視と小売店のセキュリテ
ィ 

 
 
目的 詐欺を明らかにするために、へ：小売店のセキュリティの 現金で不足を制御するために、ク
レームを解決します。 
溶液 Docokame@VSS から： 
HTTP マーキング あなたが同期することができます スリップまでレジと controll と Docokame@VSS。 

目的 小売店のセキュリティ：店のトラフィックを制御します。 
溶液 Docokame@VSS から： 
訪問者カウンタ モジュールはカウントすることができます 人々が入ると店を出ました。受信したすべての
データは、あなたがそれを分析することができ CVS ファイルに送信されます。 

目的 経由での破壊を防止するために：小売店のセキュリティの ウィンドウ。 
溶液 Docokame@VSS から： 
サウンド検出器 場合は作業を開始します 検出された大きな音（速報窓の音やセキュリティアラーム
の音）。 

目的 サーベイランスを盗む防ぐために：小売店のセキュリティの 強盗の場合のレコード。 
溶液 Docokame@VSS から： 
Docokame@VSS クラウドまたは Docokame@VSS は、あなたのクラウドは安全にクラウド上の
記録を保持します PRO。あなたも、あなたが必要とする唯一のものは、カメラで、店舗でコンピュ
ータを配置する必要はありません。そして、カメラが盗まれた場合でも - あなたの記録はいつでも
まだ安全とあなたのために利用されています。 

推奨製品  -  Docokame@VSS、 Docokame@VSS プロ、 Docokame@VSS 雲。 
 
 

Docokame@VSS と学校のセキュリティ 

 

 
 

 
Docokame@VSS と病院のセキュリティ 

 
 
 
目的：学生の活動を制御します コンピュータクラスは、学校のセキュリティを提供します。 
溶液 Docokame@VSS から： 
画面キャプチャ モジュールは、あなたが何が起こっているかを見てみましょうされます コンピュータの画面。 

推奨製品  -  Docokame@VSS、 Docokame@VSS プロ。 

 
 

目的：に、医療スタッフを制御します 病院のセキュリティを提供するために、患者の状態を監視しま
す。 

溶液 Docokame@VSS から： 
サウンド検出器 いつでも表示します 病院施設からビープ音（何かが患者の状態と間違って行く示している
可能性があります）、またはヘルプのための悲鳴があります。病院のスタッフがに来るどのように頻繁に
訪問者カウンタモジュールを伝えることができます 



 

 
 

 
Docokame@VSS と空港のセキュリティ 

患者の部屋には、それは、患者が右の治療を受けているかどうかを確認するのに役立ちますし、彼は
適切な配慮なしに残っていないこと。 

推奨製品  -  Docokame@VSS プロ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目的：制御するために忘れと 無人のアイテムは、空港のセキュリティを提供します。 
溶液 から Docokame@VSS はすぐに来ます： 
オブジェクト検出器 モジュールの意志 オブジェクトがしばらくの間放置された場合に通知。 

推奨製品  -  Docokame@VSS プロ。 
 
 
 
 
 
 

典型的な Docokame@VSS でそれを行うには、ビデオ監視の目標と方法 
ビデオソースを使用します それは、カメラ（画面キャプチャ、ファイル読み込みなど）ではありません - 下のパネルにある「+」メニューから、デフォルト
のスキームを追加、削除 ユニバーサルカメラモジュール、および上部パネルから必要なモジュールと交換してください 

フィッシュアイ dewarping  - フィッシュアイ Dewarping モジュー

ル 顔を自動的に検索 - フェイス 検出器 モジュール 

オブジェクトのインタラクティブマップ  -  E マップ 「レイアウト」メニュー内のオプション 

キャッシャーレジスタ/ POS IP カメラとの同期 -  HTTP マーキング モジュール 

SD カード 同期 - プレビューで SD カードオプションからダウンロード そして アーカイブ モジュールの群集 検出 - フ

ェイス 検出器 モジュール 

制限区域の不法侵入 - モーション 検出器 モジュール 

一度に複数のアーカイブの同時表示  - 下の「プレイ」ボタン ガラスリットル 

クロスライン 検出とアラーム - ビジター カウンタ 必要な通知との組み合わせでモジュール モジュール 私 有 財 産 が 直 面 し て い

る （ マ ス キ ン グ ） 画 像 領 域 を ぼ か し ま す   - プライバシー マスキング モジュール 

続いて、移動オブジェクト（追跡）  -  PTZ 追跡 との組み合わせでモジュール プレビュー上のモーション検出モーショ

ン可視化 - 下におけるレイアウトメニューの可視化設定メニュー ガラスリットル アーカイブ内の動きの可視化 - 下に

おけるレイアウトメニューの可視化設定メニュー ガラスリットル モーショントラックの可視化 - 下におけるレイアウ

トメニューの可視化設定メニュー ガラスリットル モーション検知 - モーション 検出器 モジュール 

運動不足の検出 - 運動における「動きの唯一の不在を検出」 検出器 モジュール 

雲と影誤警報の排除 - 「累積バックグラウンドに比較」モーション検出方法 検出器 モジュール 

誤報の除去  - 「感度のしきい値」、「オブジェクトのサイズ」、オプション「より短い無視して運動」とモーションで検出された領域 検 出 器  モジュール 

スタッフの監視  - モーション 検出器、顔 検出器、スクリーン キャプチャー、マイク モジュール 

負荷 ノイズ検出（例えばガラス破損、銃声、爆発） - サウンド 検出器 マイクと組み合わせて、 またはユニバーサル カメラ モ ジ ュ ー ル  

オブジェクト検出器  - オブジェクト 検出器 

速いです （ブラウザで自動化システムまたは手動によって自動的例えば）遠隔記録、または任意のフィルタまたは宛先モジュールのオン/オフ -  HTTP スイッチャー モ
ジュール 

速いです ボタン - 録音または Docokame@VSS のインタフェースから他のモジュールのオン/オフ スイッチャー クイックをモジュー

ル Docokame@VSS のインタフェースからカメラのオン/オフ - 主にオプション「/オフにカメラを回し」 メニュー 

速いです クイックのポップアップ左パネルでダニ/チェックを外しモジュール -  Docokame@VSS のインターフェイスからすべてのモジュールのオン/オフ 設定 
画面 



唯一の昼間に録音 - 日 検出器 夜 間 に の み 録 画   - スケジ

ューラ モジュール 

特定の時刻に録音、日付  - スケジューラ モジュール 

他がダウンしている場合は、1 台のカメラの電源をオンに  - リレー スイッチャー モジュール 

緊急に関する電子メール通知 - E メール 送信 との組み合わせで モーション検出、サウンドの検出、問題の検出など 

SMS（テキスト 緊急に関するメッセージ）の通知 -  SMS 送信 との組み合わせで モーション検出、サウンドの検出、問題の検出など 

カメラがダウンしている場合に通知を取得し、 「凍結」 - 問題 検出器 +メール/ SMS の送信 

カメラが改ざんされた場合に通知を取得し、隠さ  - 問題 検出器 +メール/ SMS のディスクスペースが不足している場

合取得通知を送信する - 問題 検出器 +メール/ SMS の送信 

RAM が不足している場合に通知を取得します  - 問題 検出器 +メール/ SMS の送信 

プロセッサの負荷が高すぎる場合に通知を受け取ります  - 問題 検出器 +メール/ SMS の送信 

モデム/ルーター/インターネットがダウンした場合に通知を取得します。  - 問題 検出器 Docokame@VSS の緊急再

起動について+メール/ SMS 送信ゲット通知 - 問題 検出器 データベースの問題について+メール/ SMS 送信ゲット通

知 - 問題 検出器 +メール/ SMS の送信 

セーブ 問題、エラーやプログラムのイベントに関するログ - 問題にオプション「のレコードがログファイルに問題を発見しました」 検出器 モジュール 1 つの

アーカイブに記録し 2 台以上のカメラを -  Unitor モジュール 

変更画像 プレビューと、以下のすべてのモジュールの両方のための解像度 - 画像 リサイズ モジュールの変更画像 唯一

のアーカイブの解像度 - プレビュー内のオプション そして アーカイブ モジュールの設定 

低品質または低 fps にしてアーカイブする動画を保存 スペースを節約 - プレビュー内のオプション そして アーカイブ モジュールの設定は、

あなたのサイトにカメラを埋め込みます  - ウェブ サーバ モジュール 

ブラウザで表示カメラ  - ウェブ サーバ モジュール 

プレビューやアーカイブに日付と時刻のオーバーレイを追加します。  - マーキ

ング モジュールは、カスタムテキストプレビューするオーバーレイとアーカイブ

を追加します。  - マーキング モジュールは、プレビューやアーカイブに GPS オーバ

ーレイを追加します。  - マーキング モジュール 

フォントサイズを変更します Docokame@VSS のマーキングオーバーレイ - マーキング内のオプション モジュールの設定 

カメラのためのフォントサイズを変更します 自分の日付/時刻のオーバーレイ - メイン画面上のカメラの名前の（Docokame@VSS の外に）カメ

ラの Web 管理ページで設定を確認してくださいフォントサイズの変更 - レイアウト内のオプション]  - > [ウィンドウの設定 

のレポート 人々が入るか離れるカウント - ビジターに「CSV レポート内のデータを保存します」 カウンタ モジュール 

カメラの制御 パン、チルト、ズーム機能、Docokame@VSS インターフェース -  PTZ 制御下で ガラス l またはカメラのプレビューボックスに。 見る さらに 

カ メ ラ の 制 御  パン、チルト、ズーム機能、ブラウザビュー - シングルカメラビューモードで PTZ 制御（PRO ライセンスが必要）カメラの PTZ の

接続 - ユニバーサル カメラ モジュールの設定 

ユーザープロファイル（オペレーター）を作成します - メインの「ユーザー」メニュー メニュー  - > リモートアクセス 

特定の事業者に一定のカメラ/機能へのアクセスを制限する - メインの「ユーザー」メニュー メニュー  - > メインの「ユーザー」メニュー - リモ

ートアクセスの変更管理者パスワード/リモートアクセスパスワード メニュー  - > リモートアクセス 

失われた管理者/リモートアクセス - コンソール コマンド -showpassword 

クイック追加 最適な設定でプリセットチェーン - 上位ですぐに使えるチェーン モジュール ガラスリットル リモート Docokame@VSS

サーバへのリモートアクセス - メイン メニュー  - > リモートアクセス 

複数のサーバーからのカメラの同時表示 （ネットワークのクラスタリング） - メイン メニュー  - > リモートアクセス - >マルチサーバー モード リピータ - 外部 IP

アドレスを持っていないリモートサーバーへの接続 

MJPEG IP カメラをエミュレート  - ウェブ サーバ 

H264 IP カメラをエミュレート  -  RTSP 放送 モジュール（PRO）は、FTP サーバ

ーに JPEG ファイルやビデオをアップロード  -  FTP アップロード モジュールは、

他のデバイスへの HTTP リクエストを送ります  -  HTTP 要求 送信者 カメラ

のグループ化 - デバイス リスト メインで メニュー 

画面 ライブビューでキャプチャ - メインの「スクリーンショット」オプション メニュー または下のパネル画面の「スクリーン

ショット」ボタン アーカイブに取り込む - アーカイブ内の「スクリーンショット」オプション ビューアメニュー 



定期的な自動スクリーン キャプチャ - スクリーン キャプチャー モジュールペアレ

ンタルコントロール  - 画面 キャプチャー モジュール 

アーカイブビューアで画像ズーム - 順番 ズーム オンオフ アーカイブビューアメニューで（PRO） 映像ソ

ースとしてアーカイブビューアメニューを使用する JPEG 画像または MJPEG ビデオの「エクスポート」オプ

ション -   - アーカイブの視聴者から動画をダウンロードファイル 読書 モジュール 

など、他の Docokame@VSSs によってブロードキャストビデオストリームを使用します ビデオソース - 別 

Docokame@VSS 他の Docokame@VSSs へのモジュールのブロードキャストビデオまたはオーディオストリーム  -  

HTTP アップロード モジュール 

FTP サーバを介して送信された映像を使用して ビデオソース -  FTP 受信機 モジュール言語

の変更  - メインの「言語」オプション メニュー 

選択した形式で動画を保存 - セーブ に ファイル モジュール 

ビューのアーカイブ レコードは - カメラのプレビューボックス（プレビューやアーカイブモジュールが必要）日付で検索、アーカイブビューアの

時間の右上にあるボタンを「再生」 - アーカイブの視聴者のタイムスケールとカレンダーボタンを使用します 

Docokame@VSS / Docokame@VSS ライト/ Docokame@VSS Pro のライセンスをアクティブ化（商業用に切り替えます バージョン、登録） - メイン メニュー  
- > 登録  - >  アクティブ化 （対応するライセンスが必要） 

Docokame@VSS / Docokame@VSS Pro のライセンスの更新を有効にします （無料アップデート期間を延長） - メインを メニュー  - > 登録  - > アクティブ化 
（対応する更新キーが必要） 

リピータのアクティブ化  - メイン メニュー  - > 遠隔 アクセス  - > リピータ セットアップ  - > 購読 （リピータのサブスクリプションが必要）のための

更新を有効にします Docokame@VSS ライト -  Docokame@VSS Lite はその機能をサポートしていません。 

あなたの有効なライセンス情報を見ます  - メイン メニュー  - >情報 - >アクティブなライセンスまたはメインメニュー - >情報 - >について 

取り除きます スキームからモジュール - リサイクル ビン モジュールの設定で、白をクリックしてくださいワイヤー 接続 二つのモジュール; トップに戻るモ
ジュールパネルにモジュールをドラッグします 

加えます スキームへのモジュール - トップからモジュールをドラッグします モジュール ガラススキームで必要な場所に、L。トップモジュールパネルでモ
ジュールをクリックしてください 

変更カメラの順序  - 任意の場所にドラッグし、カメラのプレビューボックス 

カメラを入れて 小さなカメラのスロットに囲まれた大きなスロット - 下の「レイアウト」メニューのオプション ガラスリットル ポ

ップアップ - トリガされたとき Docokame@VSS ウィンドウをポップアップ 窓 モジュール 

リングアラームトリガー - 音 警報 モジュール 

裁判に切り替え モード - メイン内のオプション メニュー  - > 登録 

の場合、新しいバージョンをチェック Docokame@VSS が利用可能です - メイン メニュー  - >情報 - >をチェッ

ク 新しいリリースバージョンへのアップデートアップデート Docokame@VSS  - メイン メニュー  - >情報 - >

をチェック アップデート 

新しいリリースバージョンへのアップデート Docokame@VSS  - メインでオプション「ベータバージョンへのアップデート」 メニュー  - >情報 - >をチェ

ック アップデート 

（同じコンピュータ上）パスワードを使用して Docokame@VSS サーバーへのアクセスを保護 - ダニインストールダイアログでオプション「このパスワードを使用
し...」と外します接続]ダイアログで、「このパスワードを覚えておいてください」 

スケールインターフェース （例えば、モバイルディスプレイのために） - レイアウト内のオプション - >ウィンドウの設定 
 
 
装着 （ターミナル経由）グラフィカルシェルなしの Linux 用 Docokame@VSS ビデオ監視ソフトウェア（ARM 上の例
えばラズベリーパイ） 
あなたの Linuxがある場合 あなたがコンソールを介して同じことをしたい場合は、サーバのバージョンがまたは、ターミナルを実行し、実行します 

wget の  http://felenasoft.com/Docokame@VSS/downloads/Docokame@VSS_linux64.tgz （64 ビットシ

ステムの場合）または 

wget の http://felenasoft.com/Docokame@VSS/downloads/Docokame@VSS_linux.tgz （32 ビット

Linuxes 用）。tar コマンドでアーカイブを解凍します。 

http://felenasoft.com/xeoma/downloads/xeoma_linux64.tgz
http://felenasoft.com/xeoma/downloads/xeoma_linux.tgz


 

 
 

開梱が完了した後、必要になります Docokame@VSS.app ファイルを取得します。Docokame@VSS（両方のサーバを起動するためにそれを実行し
ますそして クライアント 部品 一度に）。あなたがファイルにアクセスすると、簡単なヘルプは、コマンドで表示されます。それを使用することができま
す。 

 

 
 
あなたの Linux はグラフィカルなシェルを持っている場合 Docokame@VSS.app を実行するだけで良いだろう。クライアント部分 - 視覚的な部分が - 
その後、表示されます。 



 

 
 

そうしないと、あなただけのことができます 視覚的な部分（クライアント部分）を表示せずにサーバ部分を実行します。 
 

 
 
あなたはできる 、コンソール経由で言語を変更し、インストールプログラムをアンインストールし、それを実行し、それを活性化させます。 



 

 
 

セットアップの他の機能に あなたが接続する必要があります（たとえば、パスワードを変更し、ローカルアクセスのためにそれを設定し、ユーザープロファイルを追加、
などを追加して、カメラの設定） に この サーバ 部 から A クライアント。クライアント部分を持つマシンは、グラフィカルなシェルを持っている必要があります。
これも、あなたの Androidのことができスマート 電話。 

あなたのように 参照、Linux 用 Docokame@VSS ビデオ監視ソフトウェアは、他のオペレーティングシステム用 Docokame@VSS として扱うことと同じく
らい簡単です。また、あなたは Ubuntu の上 Docokame@VSS または他の Linux ディストリビューションではないだけで神経と時間もお金を節約することが
できます。 

 
 
コンソール コマンド 
あなたがアクセスした場合 使用法：：Docokame@VSS.app [-command] [-argument]ターミナルで

Docokame@VSS、あなたが表示されたこれらの正規のコマンドを取得します 

コマンド： 
-help（このヘルプを表示） 
-core（実行サーバーのみ） 
-client（実行クライアントのみ） 
-install [-argument]（引数での作業のみ） 

-allmanual（手動で開始したサーバとクライアントをインストール） 
-allauto（とサーバーとクライアントをインストールします 自動スタート） 
-coreauto（インストールサーバー（自動起動）とクライアント（MANUALSTART） 
-hiddenmode（インストールサーバー（自動起動）を使用し、隠しモード） 
-removeall（アーカイブおよび設定ファイルが含まれ、すべてを削除します） 
-removeexe（プログラムを削除します。アーカイブおよび設定ファイルを残します） 

-activateOnline  [シリアル]; [シリアル]; ... 
[シリアル] -activateRequest; [シリアル]; ...（オフライン活性化） 
-activateResponce [ActivationData]（オフライン活性化） 
-showpassword （現在のパスワードを表示して有効に設定 ネットワークアクセス） 
-startdelay [秒]（遅延秒で開始前） 
-ログ （サーバーのログを有効にします イベント） 
-lang [言語] （英語：アン、ロシアのために：RU、など） 
-clientIndex [ClientIndex] （クライアント IDは文字と数字のみ（スペースなし、最大を含めることができます 16 文字） 
-individualsettings （クライアントごとに個別の個人設定を保存） 
-雲 （クラッシュの自動再起動したクラウド・サーバを起動） 
-noguard （このパラメータを使用します ）再起動ガードなしでクラウドを実行するために-cloud 
-sampleconfig （このパラメータを使用します ）クラウドモードでのサンプル設定を生成する-cloud 
-nohup （HUP を無視 （ハングアップ）信号） 
-noscan （カメラを無効にします 走査） 
-proxy  [ProxyServerURL] （設定するプロキシサーバーのアドレス） 
-proxyclear （保存されたプロキシサーバーのアドレスを削除します） 
-noarchivedb （アーカイブを無効にします データベース（アーカイブ内検索が利用できないでしょう）。 
-activateRetranslator [シリアル]（オンライン retranslator の活性化（と別雑誌「;」例：-activateRetranslator「シリアル 1、シリアル 

ここでは、の利点を取ることができるいくつかの追加コマンドは次のとおりです。 

-パスワードを設定してください MYPASS（セット MYPASS または管理者のプロファイルのための別のパスワード、リモートアクセスに使用されるパスワード） 

-サーバポート 777（任意の数とすることができ、代わりにデフォルト 8090 の Docokame@VSS ポート

として 777 を設定）。ために Linux の場合： /etc/init.d/Docokame@VSSCoreService 
ために マック： Windows 用の
/Library/LaunchDaemons/Docokame@VSSCoreService.plist は：サービス
（管理ツール）の設定で管理者権限でそれを編集します。サーバ部分を再起動し
ます。その後。 

-noscan （カメラの初期探索を中止）。注意：ありません自動起動にインストールサーバのために働きます。どのように学ぶために-serverport を参照してください。 



それを動作させます。 

ために Linux 上 Docokame@VSS の操作方法に関する詳細な指示（またはグラフィカルシェルなし）、これを参照してください。 記事。 

設定ファイルを介してカメラのレイアウトを変更します 

Docokame@VSS 14.5.13 以降、レイアウトは、設定ファイルを経由して、視覚部分せずに制御することができます。たとえば、自分のホームオートメーションシス
テムに統合する場合、それは単にリモコンのボタンを押すことによって、あなたはカメラのレイアウトは、ライブカメラのプレビューを切り替え選択するのに役立ちま
す。 

変更が Docokame@VSS のでプレビュー設定フォルダにプレビュー設定ファイルに適用されなければなりません ディレクトリ： 

タブの数を設定するため、TabNumber をプレビューモードを設定するための＃使用 PreviewMode 変数。 
＃1 PreviewMode 可能な値は以下のとおりです。 
すべてのカメラのための＃0 
1x1 のための＃1 
2x1 のための＃2 
2x2 のための＃3 
3x2 のための＃4 
3x3 のための＃5 
4x3 のための＃6 
4x4 のための＃7 
5x4 のための＃8 
5x5 のための＃9 
8×8 のため＃10 PreviewMode = 
0 TabNumber = 0 

置き換えます あなたが開くしたいタブの数と TabNumber 0 = 0 を置き換えなど、2х1レイアウトを可能にするために 2 と 1х1レイアウト（一度に画面上
のカメラを 1 台）、有効にするには 1 と PreviewMode 0 = 0 。ご注意：あなたがそれらの変更を適用するとき Docokame@VSS が起動して作業する必要
があります。 

トラブルシューティング 

1. エラー バイナリファイルを実行できません。 あなたが

いる場合（起動時） 次のようにエラーメッセージを取得： 

ルートの@ MYUSER：/ホーム/ MYFOLDER＃の

uname -a 
LinuxのMYUSER 2.7.32-504.el6.i686＃1 SMP水曜日 10月 15日 3時 02分 07秒UTC 2014 i686の i686の i386のGNU / Linuxの 
ルートの@ MYUSER：/ホーム/ MYFOLDER＃./Docokame@VSS.app 
bashの：./Docokame@VSS.appは：バイナリファイルを実行することはできません 

確認してください あなたは、32 ビット Linux 上の 32 ビット Docokame@VSS、または 64 ビット Linux 上の 64 ビット Docokame@VSS を起動してい
ること。IA32-LIBS をインストールすることを助ける、または単にあなたの OS のビット容量と一致するビット容量の Docokame@VSS を使用する場合が
あります。 

このためのもう一つの理由 エラーが不十分な権利であるかもしれません。そのような場合には、あなたの Docokame@VSS.app があるフォルダ内の chmod 
777 Docokame@VSS.app を実行しようとし、再度 Docokame@VSS サーバ（Docokame@VSS.app の-core）を起動してください。 

 
2. エラー（発売時）、「アクセスが拒否されました」 

もしあなたが〜なら 次のようにエラーメッセージを取得： 

 
bashの：./Docokame@VSS.app：アクセスが拒否されました 

 

この あなたは USB スティックまたは NOEXEC パラメータを使用して、システムにマウントされたディスクの Docokame@VSS を起動しようとしている場
合は、エラーが発生する可能性があります。我々は、システムディスクまたは無効に実行制限に Docokame@VSS を起動しようとすることをお勧めします。 

 
3. （インストール時）エラー失敗 

もしあなたが〜なら インストール中に次のようにエラーを取得 
[MYUSER〜@ルート]＃./Docokame@VSS.app -install -coreauto 

サーバー（オートスタート）とクライアント（手動開始）をインストール... * [OK]を> INSTALLFILES 

* OK  > popClientFromAutorun 
** 
*** 失敗します > installCoreShortcut 
* OK > removeExeOnly 
* OK  > unRegisterInSystem 
* OK  > revertOldDocokame@VSSVersion 
** 
*** 失敗します > 
installCoreAutostartOnly 失敗 

インストールしてください xdg-dirs のユーザー パッケージと 再度インストールを実行します。 

これのどれもあれば 助け、お問い合わせください 私達の テクニカル サポート とともに この件についての説明。 
 
 
オンライン表示用の Web サーバーのカスタマイズ Docokame@VSS でカメラの 
Docokame@VSS 13.9.30 以降では、リブランディングの機会とともに、Docokame@VSS はそれらを作るために、その Web サーバのページをカスタマイズすることが

できています 



あなたが望むように見えます。 

それを行うには、次のようにする必要があります。 

Web サーバーモジュールは、Web サーバーで表示したいカメラに接続します。 
 

 
 
Web サーバーモジュールの設定を入力して、内のページをご覧ください。 カスタマイズしたいのですがブラウザー。 

 

 
 
に Docokame@VSS ディレクトリ Docokame@VSSWeb フォルダが表示されます。 



 

 
 

Docokame@VSSWebフォルダでは、必要に応じて表示されます html ページ。 
 

 
 
あなたがすべて配置する必要がある場所です リソースは、あなたは（アイコン、画像、その他のページ）を使用しようとしています。グラフィックファイル
にアクセスするには、=「？OBJ = PictureName.png」の IMG SRC のようなパスを使用する必要があります。 



 

 
 

開いて（でもメモ帳が行います）に必要な HTML ページを編集します。 
 

 
 
ここでの例であります カスタマイズされたページ：変更は、ページのタイトル、ブラウザのアイコン、およびページの内容です。 



 

 
 

また、ディレクトリから他のページにアクセスできます。 
 

 
 

 

Docokame@VSS 設定 
時には、このような中 場合、あなたはどこ見つける必要があります Docokame@VSS は、その設定ファイルを格納します。Docokame@VSS 設定は、デ
フォルトのユーザーディレクトリに格納されています。 

Windows の場合 それはです： 

C：公共\ドキュメント\ \ユーザーがいずれかの場合 Docokame@VSS \を（\します Docokame@VSS）がインストールまたはインストールされていません 

Linux の場合： 

/home/USERNAME/.config/Docokame@VSS/（インストールされていません） 

/ usr / local / Docokame@VSS /  （インストール） 

Mac OS X の場合： ユーザ/ USERNAME / 

Docokame@VSS /（インストールされていない）ユ

ーザ/共有/ Docokame@VSS /（インストール） 

注意してください：設定ファイルを削除します などあなたが適用されたすべての設定変更、パスワード、消去 



 
 

カメラを変える 注文 
に メイン画面（リアルタイムビューウィンドウ）に変更カメラの順序は、単に新しい場所に 1 によってカメラ 1 をドラッグします。 

 
 

 
 

 
 

 

マルチサーバモード 
マルチサーバー モードが異なる世界中の都市とマルチレベルの制御システムにオフィスを持つ大規模な保有を制御するのに非常に有用です。このようなシス
テムでは、サーバは、地理的に異なる場所に位置し、さらに別の都市であります。Docokame@VSS のマルチサーバモードを使用すると、一度にそれらのす
べてに接続することができ、および/または完全な洞察を取得し、監視の効率を高めるために事務所を切り替えます。>リモートアクセス -   - >マルチサーバ
モードだけであなたは、メインメニューのリストにに接続したいすべてのサーバを追加します。 

例えば、あなたがでいくつかのサーバーからのカメラを表示する必要がある場合 時間は、その後、あなたがすばやくアクセスこのまたはサーバーのグループの
ためのマルチサーバモードでグループ化を使用することができ、いくつかの他のサーバーからのカメラを表示し、サーバの最初のグループに再接続します。
この構成は、2 つの方法で行うことができます。 

方法＃1 

あなたがする必要があると思い、すべてのサーバを追加します 種々の時間に接続します。これを行うには、 『に接続するために Docokame@VSS サーバ
のリスト』フィールドにサーバの IP アドレス、ポート、およびパスワードを入力し、 『サーバーを追加』をクリックします。 



 

 
 

その後、すべてのサーバーがあるとき グループの名前を追加し、追加しました。代わりに、そこにすでにある名前の「に接続するには、サーバー・
グループのリスト」、および「グループを追加」をクリックして新しい名前を入力します。 

 

 
 
あなたはすべてのサーバーとグループを追加したとき今、私たちは、グループを微調整することにします。グループを開き、リストから、に接続するには、このグループ
を必要としないこと、不要なサーバを削除（それは他のグループのためのサーバーリストには影響を与えません）。あなたはこのグループを選択するときに接続するよう
にしたいと思いますグループ内のサーバーのみを残し、他のグループのために同じ操作を行います。 



 

 
 

方法＃2 

それはちょうど持っている人に適しています 数台のサーバとだけいくつかのグループが接続します。あなたは、グループの名前を追加し、すぐに必要な
すべてのサーバを追加することができます。 

 

 



 

 
 

 

リピータ 
あなたが持っていない場合 静的 IP アドレスは、あなたが「リピーター」機能を使用することができます。このタイプの接続を使用すると、カメラやアーカイ
ブ、設定変更を表示することができます。 

ザ・ 「リピーター」機能が無料で 1 日 10 分使用可能です。あなたはできる購入 毎月または年間のサブスクリプション。また、PC

＃1（サーバー）上 Docokame@VSS をインストールする必要があります。 

次に、メインメニューに行く必要があります - >リモートアクセス - >リピータの設定 

アドレスとパスワードについて 「リピーター」は自動的に生成されます。ボックスがチェックされ「Repeater の上にある」ことを確認してください。 
 

 
 
リピータのアドレスとパスワードを書き留めます。 

PC＃2 ラン Docokame@VSS オンとメインメニューに移動 - パスワードやアドレスを入力す

る>接続 - >リモートアクセス。 



 

 
 

あなたも見ることができます インクルード videotutoria どのように上リットル 「リピーター」で動作します。 

リピータを有効にする方法？ 

сhooseリピータライセンスを有効にするには 「サブスクリプション」オプション、シリアル番号を入力し、「有効」ボタンをクリックしてください。 
 

 



 

 
 

1. あなたをインストールする場合 メインメニューから新しいロゴと Docokame@VSS を>カスタマイズされた>インストールします、あなたは（あなたが
近道が全く作成されません。その場合には隠しモードのインストールを、ダニ場合を除く）にも新しいロゴとショートカットを取得します。 

 

 
 

 

デバイスリスト（グループによるデバイス） 
ハンディ多くのカムで作業するとき。選択されたカムへのクイックジャンプ。カメラはグループ化されました。 

お使いのカメラがセットアップされ、プレビュー上にレイアウトされた後、次のことができます カメラの名前を変更すると、それはに属している必要があり
ますどのようなグループを指定します。角括弧に入れて： 



 

 
 

次に、デバイスの電源をオン オプション「グループによるデバイス」を選択することで、メインメニューのリスト： 
 

 
 
パネルは次のようになります 左側にオープンしました。これは、水平方向にドラッグすることができます。あなたがリストにカメラをクリックすると、それ
が開かれます。例では、我々は 2 つのグループにすべてのカメラを分割 - 「外」と「インテリア」。 



 

 
 

同じカメラを複数のグループに追加することができます。これを設定するには、広場に、カムに属している必要がありグループの名前を入力します
ブラケット、次々と。 

 

 
 
あなたはまたにカメラを置くことができます サブグループ。グループ内のサブグループを作成する/使用します。 



 

 
 

「ハウス」です グループ。「キッチン」と「ルーム」はサブグループです。以下の「家」グループにではなく、サブグループのいずれかに属している 2 台
のカメラは、以下のとおりです。 

 

 
 
クリックすることで、 あなたが展開したり、すでに展開していた場合、そこに所属するカメラのリストを折りたたむことができ、グループ/サブグループ名： 



 

 
 

に デバイスリストを閉じる、右上隅にある[x]ボタンをクリックしてください。 
 

 

FTP-受信機：あなたのカメラを接続する簡単な方法 
あなたは、を介してサーバにお使いのカメラのストリーム画像を作ることができます FTP。あなたが望んでいないか、カメラが配置されている場所で、あなたのルー
ターのポートフォワーディングを行うことができないときに便利です、または（カメラがモバイルインターネットを介して接続されているときのように）カメラに割り
当てることができる何の IP アドレスはありませんときこれ何のプログラムがそれを見つけることはできません。 

まず、当然、あなたのカメラは、この機能をサポートしている必要があります。 私たちはあなたのカメラがその疑いの場合はカメラのマニュアルを参照してく
ださい、それを持っているかどうかを伝えることができるようにするために、今日あまりにも多くのメーカーにあります。 

最初のステップは、追加されます あなたの Docokame@VSS でソースモジュールとして FTP レシーバーとのスキーム。 



 

 
 

まだ画像はございませんが、あなたはカメラ FTP ポートなどのストリーミング設定（変更可能）、ユーザー名、パスワードおよびサーバアドレス（変更不可）
で使用するために必要な設定があるでしょう。あなたは後でこのデータが必要になります。ヒント：パスワードを変更する必要がある場合は、この FTP 受信
モジュールを取り外して、別の追加 - 新しいパスワードは、新しい FTP 受信モジュール用に生成されます。 

 

 
 
次のステップは FTP ストリーミングの設定にカメラの設定にして上に行くことです。あなたは、「イベント設定」、「FTP」などのようなタブを探してくださ
い。 



 

 
 

この中 あなたが FTP 受信機のデータを入力する必要がある設定ページ：IP アドレス（ホスト）FTP レシーバーと Docokame@VSS があり、ポート、ユーザ名、パスワ
ードを入力します。フォルダまたはディレクトリのパスは、任意の名前にすることができ、しかし、いくつかの制限が特殊な記号の使用を禁止することができるので、
我々はそれをシンプルに保つためにお勧めします。 



 

 
 

すべてが正しく設定されている場合は、FTPの受信が開始されます カメラからの映像を示します。 
 

 
 

 

デュアル RTSP（H264）カメラでストリーミング 



あなたは（RTSP）カメラをH264していて、CPUの負荷を軽減したい場合は、試して歓迎されています Docokame@VSS の新しいオプションは、ストリー
ムを再復号化することなく、直接アーカイブに高解像度のビデオストリームを格納します。 

あなたがいる場合 H264（RTSP）のカメラを使用して、あなたも、あなたのカメラから多くの MPIX の画像を受信し、プレビューウィンドウでそれを見
ている可能性があります。しかし、できるだけ頻繁にではない、優先順位がカメラにリアルタイムで表示するが、アーカイブに高い品質を格納する機能で
はありません。 

 

 
 
マシンは遅いですか、あなたは高い多くを持っている場合 解像度 RTSP カメラは、画像の歪みが生じ強烈な CPU 負荷を引き起こすことがあります。 

 

 
 
これらの両方の例では、アーカイブに直接保存をしようとすることをお勧めします 再デコードなし。これを行うには、Docokame@VSS でカメラの設定を
行ってください。あなたはカメラで動作するように定期的な URL がフィールド「IP カメラのための完全な URL」に記載されていることが表示されます。 



 

 
 

アーカイブに直接保存を確立するには、貼り付けます フィールド「RTSP（H264）のビデオストリーム...の完全な URL アドレス」へのハイ解像度 RTSP
（H264）ストリームの URL。通常の「IP カメラのための完全な URL アドレス」で、あなたは（プレビューおよび検出器の仕事のための）低品質のストリー
ムのための JPEG / MJPEG / RTSP の URL を指定することができます。 

 

 
 
あなたは、表示されます プレビューウィンドウで低品質の画像。 



 

 
 

しかし、あなたは意志 同時に、アーカイブに保存された最高品質の映像を取得します： 
 

 
 
あなたがわからない場合 低品質のストリームの URL、または単に（リアルタイムビューは必要がない場合）、このフィールドを空白のままにすることができ、
それを使用する必要はありません。 



 

 
 

あなたは知るだろう 記録がオンになっていると、この記号がうまくいっています： 
 

 
 
さえ 低品質のストリームをプレビューで示したなしで、あなたはアーカイブに保存された高品質のストリームを取得し、CPU の負荷が大幅に低くなりま
す。 



 

 
 

 

どのように設定します ARM プロセッサを搭載したラズベリーパイの Docokame@VSS 
あなたはまだあります 高価なビデオ監視機器を使用していますか？このマニュアルでは、我々はあなたの videosurveillance が安く作るためにどのように秘
密を開示しようとしています。このためには、ラズベリーパイシングルボードコンピュータ、Docokame@VSS とシンプルな IP カメラが必要になります。
これは、ラズベリーパイのセキュリティシステムになります！ 

 

 
 

 



あなたは簡単に購入することができます $ 20 eBay でラズベリーパイと$ 40 のためのラズ

ベリーパイ 2。 お願いします ダウンロード Docokame@VSS 腕 バージョン： 
 

 
 
次に、ダウンロードしたファイルを解凍する必要があります。 

 

 
 
今度は、自動起動にサーバーをインストールしてみましょう： 

http://felenasoft.com/xeoma/ru/download/


 

 
 

確認してください その Docokame@VSS プロセスが実際に開始されます。 
 

 
 
の中に 最後に、我々は、デバイスの IP アドレスとパスワードを知っている必要があります。 



 

 
 

 
 

今、 任意のオペレーティングシステム用のクライアントをダウンロードして接続するためのリモートアクセスを使用しています。リモートアクセスオプションでデバイ
スの IP アドレスとパスワードを入力してください。 

今 ラズベリーパイのセキュリティシステムであなたのカメラを設定！ 
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