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はじめに

この簡易操作ガイドでは、以下の⼊⼒デバイスの操作について説明します。

• AXIS T8311ジョイスティック

• AXIS T8312キーパッド

• AXIS T8313ジョグダイアル

• AXIS 295ジョイスティック

AXIS T8311ジョイスティック
AXIS T8311ジョイスティックは、以下の⽤途で使⽤できるUSBデバイスです。

AXISCameraStationでは、ジョイスティックにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

• カメラビューのパン、チルト、ズーム (メカニカルPTZ機能を搭載したカメラのみ)

• コンピューターのマウスとして使⽤

AXIS T8311

ボタン 機能 (グローバル) 機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

J1 プリセット1に移動 再⽣/⼀時停⽌

J2 プリセット2に移動 停⽌

J3 プリセット3に移動 前の録画の先頭に戻る

J4 プリセット4に移動 次の録画の先頭に進む

L 左マウスボタン

R 右マウスボタン
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AXIS T8312

キー 機能 (グローバル) 機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

F1 ライブビューに移動しま
す

F2 録画に移動します

F3 ログに移動します

F4 設定に移動します

表⽰ ユーザーが作成した次の
ビューに移動。
3+ で、ビュー番号3に
移動します。
ALT+ で、前のビュー
に移動します。

カメラ 次のカメラビューに移
動。
3+ で、カメラ番号3に
移動します。
ALT+ で、前のカメラ
ビューに移動します。

プリ
セット

現在選択されているカメラの
次のPTZプリセット位置に移
動。
3+ PTZプリセット3に移動。

時刻 時刻 (形式: hhmm) を⼊⼒し、キーを
押すと、⼊⼒した時刻から再⽣を開
始します。
例:2000+ 20:00 (午後8時) から再⽣
を開始します。

AXIS T8312キーパッド
AXIS T8312キーパッドは、ワークスペース、カメラ、ビュー、PTZプリセット間をすばやく移動するために利⽤
するUSBデバイスです。

AXIS Camera Stationでは、キーパッドにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。
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キー 機能 (グローバル) 機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

ツール アラームリストの次のア
ラームを選択。
ALT+ で、アラームリ
ストの前のアラームを選
択できます。

タブ 分割ビュー中で、前に移動し
ます。
ALT+ で、後ろに移動しま
す。

ビュー、カメラ、プリセット、時刻、ツールキーは、使⽤可能な場合、バックライトが点灯します。たとえば、
時刻キーを使⽤してRecording (録画) ワークスペースの操作中にバックライトが点灯します。

AXIS T8313ジョグダイアル
AXIS T8313ジョグダイアルは、録画されたビデオをコマ送り再⽣したり、⾼速再⽣ (早送り、早戻し) するため
に利⽤するUSBデバイスです。

AXISCameraStationでは、ジョグダイアルにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

AXIS T8313

ボタン 機能 (グローバ
ル)

機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

ブックマー
ク

ブックマークを追加

前に移動 前の録画に移動します

再⽣/⼀時
停⽌

録画を再⽣/⼀時停⽌します

次に移動 次の録画に移動します
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ボタン 機能 (グローバ
ル)

機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

L スナップショットを撮影

R 検索との切り替え

AXIS 295ジョイスティック
AXIS 295ジョイスティックは、以下の⽤途で使⽤できるUSBデバイスです。

• カメラビューのパン、チルト、ズーム (メカニカルPTZ機能を搭載したカメラのみ)

• コンピューターのマウスとして使⽤

AAXISCameraStationでは、ジョイスティックにデフォルトで設定されているホットキーを利用可能です。

AXIS 295

ボタン 機能 (グローバル) 機能 (ライブビュー) 機能 (録画)

F1 プリセット1に移動 再⽣/⼀時停⽌

F2 プリセット2に移動 停⽌

F3 プリセット3に移動 前の録画の先頭に戻る

F4 プリセット4に移動 次の録画の先頭に進む

F5 左マウスボタン

F6 右マウスボタン

F7 分割/1画⾯ビューを表⽰ 分割/1画⾯ビューを表⽰

F8 全画⾯表⽰に切り替え スナップショットを撮影

F9 後の画⾯に移動

F10 ⼿動録画を開始/停⽌

F11 ジョイスティックの速度
を上げます。ボタンを押
している間、速度が変化
します。

F12 ジョイスティックの速度
を下げます。ボタンを押
している間、速度が変化
します。
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