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●重要： 

○Ubuntu 14.04 のサポート- Ubuntu 14.04 は、2019 年 4 月の公式サポート終了により

サポートされなくなりました。問題を回避するために、このバージョンに更新する前に

Ubuntu 16 以降にアップグレードしてください。 

○32 ビットサポート- 32 ビットオペレーティングシステム（Windows と Ubuntu Linux

の両方）インストールパッケージはサポートされなくなりました。 32 ビットサーバー

を搭載したシステムでは、アップグレードは機能しません。 

●新機能 

○ONVIF デバイスの H.265 対応 - ONVIF を介して検出および管理されるカメラで

H.265 コーデックに対応しました。 

○アクションとしてのレイアウト - 定義済みのレイアウトをイベントが発生したとき

に開くことができます。 

○安全なエクスポート - .exe および.nov 形式のエクスポートファイルはパスワードで保

護する事ができます。(エクスポートダイアログの[マルチビデオエクスポート]タブか

らのみ設定可能です) 

○ストレージ障害時のフェイルオーバー – サーバー上の指定されたストレージドライ

ブに障害が起きた場合にもフェイルオーバーが動作します。 

○バーチャルカメラ - オフラインビデオファイル（ウェアラブルカメラ、アクションカ

ム、ドローンなど）をアーカイブにインポートし、バーチャルカメラに関連付けること

でシステム内の他のカメラと同じように利用する事が出来ます。 

○RTSP / HTTP デュアルストリームのサポート-RTSP / HTTP カメラを追加するとき

に、デュアルストリーミングと適応スケーリングを可能にする 2 つのストリームを追

加できるようになりました。セカンダリストリームが追加されるとプライマリストリ

ームも変更可能になります。  

○ウェブカメラのサポート-デュアルストリーミングとオーディオに対応する Windows、

Ubuntu Linux オペレーティングシステムでウェブカメラ（内蔵および USB）に対応し

ました。デモ、オペレーターの応答の記録などに最適です。 

  



○メタデータ SDK とプラグイン - サードパーティのシステムおよびデバイスを統合す

るためのソフトウェア開発キット（SDK）。AI 向けに設計された包括的な機能セットと、

オブジェクト認識と自動化に焦点を合わせたディープラーニングアプリケーションが

含まれています。開発者はメタデータ SDK を使用して、以下のような新機能を利用す

るサーバーアプリケーション用のプラグインを作成できます。 

・属性、時間間隔、関心領域（車種、色など）によるメタデータ検索 

・ライブ映像および録画映像再生のオブジェクトオーバーレイ 

・カメラ個別のビデオ分析設定  

・ルールエンジンでカスタムイベントを作成 

・システム管理ダイアログにプラグイン設定のタブを追加 

・分析データやその他のメタデータを保存するストレージが選択可能 

○暗号化されたビデオおよび HTTPS 通信 - HTTPS を使用した映像通信の暗号化をシ

ステムに強制する機能を追加しました。 

○C2P 統合 - Convergence to Pixels (別名 C2P, http://www.c2p.com/)との統合。 

○映像上の透かし表示 - "ビデオの上にユーザー名で透かしを表示する" を有効にする

と、ライブ映像上、録画映像上、エクスポートした映像上にユーザーの名前を表示しま

す。 

○クラウドシステムの統合 - クラウドに接続されたシステムを統合できるようになり

ました。 統合するには、両方のシステムで同じユーザーがオーナー権限を持っている

必要があります。 

○システムアップデートの改善: 

・複数のサーバーを持つシステムの更新機能を改善しました。 

・サーバー間の帯域幅が低い場合の更新機能を改善しました。1 台のサーバーが切断

しても、更新は失敗しません。 

・サポートしていないオペレーティングシステムのアップグレードはブロックされま

す。新しいバージョンがサーバーの現在のオペレーティングシステムをサポート

していない場合、更新プロセスは実行出来ません。 

・ビルドのカスタム説明を追加できるようになりました。 

○デスクトップクライアントのユーザーインターフェイスの更新 - 使いやすさを向上

させるための UI / UX の包括的な改良: 

・通知パネル -  通知、モーション検出、ブックマーク、イベント、オブジェクトの

クイックタブと、それぞれのタブの検索およびフィルターする機能を追加しまし

た。 

・リソースパネル - キーワード検索をリソースパネルの上部に移動し、サーバー、カ

メラ、レイアウト、レイアウトツアー、ビデオウォール、Web ページ、ユーザー、

ローカルファイルを検索できるようになりました。 



・デバイス追加ダイアログ -  マルチサーバーシステムで特定のサーバーにデバイス

を割り当てる機能を追加しました。 

・カメラ設定ダイアログ - 読みやすさと使いやすさを向上させるために再設計しま

した。 

・デバイス選択ダイアログ - 使いやすくするために再設計しました。 

・時刻同期ダイアログ - 読みやすくするために再設計しました。 

・ストレージ分析ダイアログ - 読みやすさと使いやすさを向上させるために再設計

しました。 

・カメラ選択ダイアログ - 読みやすさと使いやすさを向上させるために再設計しま

した。 

○「HTTP リクエスト」アクションのアクションパラメーター-ソース、キャプション、

または説明のプレースホルダーを HTTP POST リクエスト本文に追加して、Generic 

Event クエリパラメーターに対応する値に自動的に置き換えることができます。プレー

スホルダーの構文: 

・{event.source} 

・{event.caption} 

・{event.description} 

○デスクトップクライアントの CLI による起動 - コマンドラインパラメーターを使用

してデスクトップクライアントを起動し、初期レイアウトを定義できます。これにより、

ポップアップのような動作をさせることができます。 

●改善点: 

○システムのスケーラビリティ - 単一のシステムで推奨されるサーバー、リソース、お

よびユーザーの最大数が大幅に増加しました。以下の値は最大値で、実際の環境に応じ

て異なる場合があります。 

・システム内のサーバー台数：100 

・システムの推奨リソース（カメラ、I / O モジュール）数：10,000 

・システム内のユーザーの合計：1,000 

○RTSP ポートの更新 - [詳細設定]タブからカメラの RTSP ポートを変更する機能が追

加しました。 

○既知の脆弱性に対処することで、システム全体のセキュリティが向上しました。 

○メインメニューで[デバイスの追加...]オプションが使用できるようになりました。 

○ブックマークログダイアログから.nov および.exe 形式で複数のブックマークをエクス

ポートする機能を追加しました。 

○API の改善: 

・HLS 通信でオーディオエクスポートに対応しました。 

  



・ビデオウォールの高度な API。レイアウト（getLayout、saveLayout）を操作するた

めの Rest API メソッドを改善しました。特定のモニターにカメラを表示すること

も可能になりました。 

・HTTP Streaming API を介してエクスポートしたビデオファイルに透かしを追加し

ました。 

・HTTP Streaming API の mp4 エクスポートに対応しました。 

・API: periodsType が ec2 / recordedTimePeriods のドキュメントにリストされまし

た。 

・サーバーAPI を改善しました。 

○アイテムアクションの新しいホットキー（上部のアイコン）: 

・i = アイテム情報の表示/非表示 

・m = スマートモーション検索の開始/終了 

・p = PTZ の開始/終了 

・d = フィッシュアイデワーピングの開始/終了 

・w = ズームウィンドウを作成 

○レイアウトアクションの新しいホットキー: 

・Ctrl + Shift + S = 名前を付けてレイアウトを保存 

・→, ↓, PgDn, Space, Enter = レイアウトツアーの次のレイアウト 

・←, ↑, PgUp, Backspace = レイアウトツアーの前のレイアウト 

・Esc = 全画面表示を終了 

○レイアウトの最小グリッドサイズ - レイアウト設定で最小表示グリッドサイズ（表示

グリッドアイテムの初期数）を設定できます。（デスクトップクライアントとビデオウ

ォールの両方で動作します）。 

○ビデオウォールの改善: 

・ビデオウォール画面のレイアウトに背景を追加できるようになりました。 

・ビデオウォールのタイムラインを有効/無効にできるようになりました。 

○ズームウィンドウの最小サイズは無効にできます。 

○タイムラインの[ブックマーク]ボタンを[サムネイル]ボタンに置き換えました。 

○UX および UI を改善・修正しました。 

○リソースツリーのドラッグアンドドロップによりユーザー間でカメラを共有する機能

を追加しました。 

○ヘルプを改善しました。 

○大容量のブックマークデータベース（500 MB 以上）の処理を改善しました。 

○ソースフォルダを変更するか、フォルダ内のファイルを削除または追加すると、リソ

ースパネルのローカルファイルリストが更新されるようになりました。 

○時刻形式を VMS 全体で統一し、オペレーティングシステムから取得します。 



○ルールエンジンの更新（イベントとアクション）: 

・「フルスクリーンに設定」および「フルスクリーンを終了」アクションがイベントル

ールエンジンに追加され、イベントに基づいてビデオアイテムをフルスクリーン

モードで表示できるようになりました。 

・一般イベントにチェックボックス「ログの省略」を追加しました。チェックすると、

一般イベントはイベントログに追加されません。これにより、オペレーターは、デ

ータベース呼び出しを行わずに、一般イベントからテキストオーバーレイとして

表示値をプログラムできます。  

・イベントログ/ルールで「ストレージ障害」を「ストレージエラー」に名称変更しま

した。 

・「カメラの録画」アクションに「プリレコーディング」オプションを追加しました。 

・操作履歴のログに「システムが更新されました」を追加しました。 

・「HTTP リクエスト」アクションが HTTPS URL に対応しました。 

・新しいイベント「システム時刻がサーバーで調整されました」を追加しました。イ

ベントは、同期後にサーバー時間が 5 秒以上変更された場合にのみ表示されます。 

・イベント「プラグインイベント」の追加-プラグインでイベントを生成し、ルールエ

ンジンで使用できます。 

・システム内のすべてのサーバーがインターネットに接続されておらず、時刻がイン

ターネット時刻と同期できない場合に通知されます。 

○[カメラ設定]ダイアログでアスペクト比が[自動]に設定されている場合、2 番目のスト

リームのアスペクト比は最初のストリームに一致するように変更されます。 

○LDAP URL の IP アドレスのサポートを追加しました。 

○ソフトトリガーはアルファベット順にソートされるようになりました。 

○月に 1 回データベースを自動的にバックアップする機能を追加しました。 

○I/O ポート名が関連する電子メール通知に表示されるようになりました。 

○LIVE モードのデスクトップクライアントの最小バッファーサイズが減少しました。 

○一般イベント用のサーバーAPI リンクを追加しました。 

○LDAP 検索タイムアウト設定を追加しました。 

○「エキスパート」タブに「カメラのタイムスタンプを信頼する」を追加しました。有

効にすると、アーカイブはカメラ時間に関して記録されます。 

○クライアントは[ルーティング管理]タブの設定を元に許可されたネットワークアドレ

スからのみビデオを取得します。 

○デスクトップクライアントは、コマンドラインパラメーターを使用してサイズを変更

できます。 

○LDAP からのユーザーの取得を最適化しました。 

  



○イベントログで利用可能な分析イベント一覧を変更: イベントルールが構成された分

析イベントのみが表示されます。 

○クラウド接続（ファイアウォールおよびプロキシサーバー）を改善しました。 

○「管理 DN」は、LDAP 設定で「管理 DN または CN」に名前を変更しました。 

○アイテムに映像配信方法のインジケータを追加しました: 直接接続、NAT トラバーサ

ル（N）およびプロキシ（P） 

○自動検出オプションが無効になっていても、サーバーは手動で追加されたカメラ/スト

リームにリクエストを送信していました。フェイルオーバーが有効になっている場合

にのみ、リクエストを送信するようになりました。 

○アイテムの新しいホットキー: Esc =アイテムの全画面表示を終了 

○更新通知のカスタムテキストでリンクをサポートしました。 

○ようこそ画面のタイルの並び順を変更しました。システムが非表示の場合、タイルの

リストから削除されます。 

○ロックされたレイアウトでは、アイテムの回転、セルの間隔、アスペクト比の変更、

ズームウィンドウとの相互作用などのオペレーターアクションは許可されなくなりま

した。 

○「情報」ボタンのデフォルトの動作を制御するクライアント構成パラメーターを追加

しました。 

○「サーバー設定」ダイアログにプラグイン情報を追加しました。 

○メディアサーバー設定ドキュメントに Web ページを追加しました。 

○スケジュールされたデータベースバックアップのデフォルト期間を 1 週間（最大 6 週

間）に変更しました。 

●新しいデバイスのサポート/改善/修正 

○I/O の修正: 

・Hikvision OEM (NC328-VBZ) 

・ Hikvision DS-2CD2625FWDxxx, Hikvision|DS-2CD2625FWDxxx, DS-

2TD2166xxx, DS-2DF8223I, DS-2DF8223I-AEL, DS-2CD2155FWD-IS, DS-

2CD4A26FWD-xxx, iDS-2CD8426xxx 

・HIKVISION DS-2TD1217-6/V1 の I/O を修正 

○次の H.265 サポートを追加しました。 

・Vivotek FD9371-HTV 

○PTZ の改善: 

・ONVIF デバイスの相対的な PTZ 移動の改善-PTZ は ONVIF デバイスでより正確

に機能するようになりました。 

・Hikvision カメラ用の ISAPI による PTZ サポート 

  



○高度な PTZ サポート: 

・Hikvision DS-2DF8836IV-AEL, DS-2DE4A320IW-DE 

・Vivotek SD9365/SD9366 

○新しいマルチセンサーカメラのサポート（シングルライセンス）: 

・Hikvision DS-2PT3326IZ-DE3, DS-2cd6d24fwd, DS-2TD2636, DS-2CD6924F*, 

DS-2CD6D54* および DS-2CD6D24 カメラシリーズ 

・Axis P3707, P3709, Q3708, Q3709, Q6000, P3717, F34, FA54 

・Vivotek MA8391, MA9321 

○アナログエンコーダライセンスでサポートされる新しいデバイス: 

・Hikvision DS-6708, DS-7208HQHI-K2+, DS-8116, DS-9016, DS-6701HFI, DS-

9804, DS-7732, DS-7708, DS-6708HQHI-SATA, DS-7116hqhi-k1, DS-7208hthi-

k2, DS-7204hqhi, DS-6716huhi, DS-7216hqhi 

・Sony SNT-EP104, SNT-EP154, SNT-EX101E 

・Vivotek VS8100, VS8102 

○Arecont Vision: 

・AV02CID-100, AV12ZMD-401, 08ZMV-300, AV20CMB-100, AV05CID, AV20975, 

AV12975, AV12976. 

・AV40185 センサーの順序を修正しました。 

・Arecont AV08CPD-118 を修正しました。 

・2 センサーAV カメラからスクリーンショットを撮ると 1 つのセンサーのみが表示

される問題を修正しました。 

・モーション検知が AV20CPD-118 では機能しない問題を修正しました。 

・Arecont の AV4656DN（Duo）のレンズの順序を修正しました。 

・RTSP モードでのマルチセンサーArecont Vision カメラのターゲットビットレート

が増加しました。 

・サーバーが低すぎる fps でマルチセンサーArecont Vision カメラから RTSP ストリ

ームを取得する問題を修正しました。 

○Axis: 

・ AXISP1375, AXISQ6215, AXISM4206, AXISA8207, AXISP1445, AXISP3807, 

AXISP3235, AXISP3518, AXISD201-S, AXISQ3527, AXISP9106, **Axis M7011, 

M7014, P7216, Q7424RMKII をサポートします。 

・9.x ファームウェアへのアップグレード後、Axis カメラでオーディオが機能しない

問題を修正しました。 

・9.x ファームウェアを搭載した Axis カメラではコーデックと解像度を変更できない

問題を修正しました。 

・9.x ファームウェアを搭載した Axis カメラでは双方向オーディオを変更できない問



題を修正しました。 

・ルール「ソフトトリガーでの出力」が AXIS A8105-E の固定イベント期間ではうま

く機能しない問題を修正しました。 

・Axis カメラのリソースパネルで IP アドレスが 7.0 より高いファームウェアで変更

されていたため、タイムラインにギャップが生じる問題を修正しました。 

・Axis I/O モジュール A9161 に対応しました。 

○Hikvision/Vivotek: 

・Hikvision カメラで「顔検知」が使用可能なカメラ内分析として誤って検知される

問題を修正しました。 

・「ラインクロッシング」イベントが Hikvision DS-2CD2555FWD-I および他のモデ

ルでは機能しない問題を修正しました。 

・Hikvision DS-2CD6A64F-IHS / NFC で H.265 ストリームの全画面表示時にデスク

トップクライアントがフリーズする問題を修正しました。 

・音声コーデックが g711u に設定されている場合に Hikvision DS-2CD2955FWD-IS

がストリーミングに失敗する問題を 修正しました。 

・Hikvision DS-2CD2543G0-IS および他のモデルでオーディオを有効にできない問

題を修正しました。 

・一部の Hikvision カメラで誤った標準解像度が選択される問題を修正しました。 

・Hikvision エンコーダで一部のチャンネルが表示されない問題を修正しました。 

・Hikvision 6716 エンコーダのパフォーマンスを改善しました。 

・Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3 のフレームレートの問題は解決しました。 

・Hikvision DS-7332HUHI-K4 DVR に Pelco カメラの PTZ 制御を実装しました。 

・Vivotek FD8162 が誤った Advanced PTZ 機能を示す問題を修正しました。 

○その他の特定のデバイスの更新: 

・デジタル I / O が 2N Helios カメラでは機能しない問題を修正しました。 

・Axis エンコーダ、Axis マルチチャンネルカメラ、および Hikvision マルチチャンネ

ルカメラが IP 競合通知を引き起こす独立したデバイスとして追加される問題を修

正しました。 

・エラーが存在しない場合にサーバーが UNIVIEW IPC542E-DLC-C で RTP エラー

を報告する問題を修正しました。 

・EVO-180WxD で誤ったセカンダリストリーム URL が構成される問題を修正しま

した。 

・ルール「一般イベント - 出力トリガー」で ADAM I / O モジュールが機能しなく

なることがある問題を修正しました。 

・ONVIF カメラからのマルチキャストストリームを表示できるようになりました。 

  



・ONVIF カメラのセカンダリストリームのエンコーダ選択に関する問題を修正しま

した。 

・I/O の修正：HIKVISION DS-2CD2955FWD* 

○バグの修正: 

・Apple Mail クライアントでの電子メール通知のスナップショットが正しく動作しな

い問題を修正しました。 

・マルチサーバーシステムでオフラインサーバー上のオフラインカメラのタイムライ

ンが表示されない問題を修正しました。 

・イベントカメラとアクションカメラが異なるサーバー上にある場合、「ターゲット」

値がイベントログに記録されない問題を修正しました。 

・PTZ ツアー速度が ONVIF カメラではうまく機能しない問題を修正しました。 

・カスタム更新警告でダイアログを開いた後、更新タブの表示が崩れる問題を修正し

ました。 

・ストレージアーカイブが再構築された後、オフラインまたは削除されたカメラがリ

ソースパネルに表示されない問題を修正しました。 

・パスワードと有効なクォータで外部ストレージを追加できない問題を修正しました。 

・MacOS で「更新ファイルの参照」中にクライアントがフリーズする問題を修正し

ました。 

・デスクトップクライアントがクラウド経由でサーバーに接続できない問題を修正し

ました。 

・インターネットに接続されていないサーバーから送信された電子メールの録画再生

リンクを削除しました。 

・幅の広いアイテムのズームウィンドウのアスペクト比が正しくない問題を修正しま

した。 

・Web クライアントからダウンロードしたビデオファイルのタイムラインが表示さ

れない問題を修正しました。 

・2 つのデスクトップクライアントを開いた場合にクライアントの自動再起動が

MacOS で機能しない問題を修正しました。 

・適切なストレージ領域が解放されたときに記録が開始されない問題を修正しました。 

・MacOS でデスクトップクライアントが少なくとも 1 回は開かれていない場合、.nov

ファイルが開かない問題を修正しました。 

・サーバーのパブリック IP が検出されない場合がある問題を修正しました。 

・空き容量が不十分な新しいストレージを追加するとアーカイブが削除される問題を

修正しました。 

・ストレージクォータの詳細設定の空き容量が正しくない問題を修正しました。 

  



・自動検出されたマルチチャネルのデバイスがシステム内の異なるサーバー間で分散

される問題を修正しました。 

・パスワードが変更された場合、クラウドユーザーがデスクトップクライアントから

自動的にログアウトされない問題を修正しました。 

・サーバーのローカル OS の時刻が同期されていない場合、Web クライアントのタイ

ムラインの時刻が正しく表示されない問題を修正しました。 

・ソース/キャプション/説明に「+」が含まれる一般的なイベントに対して誤った通

知が発生する問題を修正しました。 

・デフォルトのパスワードを使用した一部のカメラのビデオアーカイブを Web / 

Cloud クライアントで使用できない問題を修正しました。 

・1 つのサーバーのみがシステムから切り離された場合、システム全体がクラウドか

ら切断される問題を修正しました。 

・サーバーで LPR Analytics 機能が使用できない場合がある問題を修正しました。 

・２バイト文字を使用したブックマーク検索中にデスクトップクライアントでクラッ

シュが発生する問題を修正しました。 

・シーケンス表示に* .png ファイルを追加するとデスクトップクライアントでクラッ

シュが発生する問題を修正しました。 

・オフラインマージサーバーでオフラインカメラを選択すると、デスクトップクライ

アントにカレンダーとタイムラインが表示される問題を修正しました。 

・時刻同期がオンになっているときにサーバーが高負荷になると、アーカイブのギャ

ップが発生する問題を修正しました。 

・[更新が完了しました]メッセージボックスで[OK]をクリックすると、デスクトップ

がフリーズする問題を修正しました。 

・一部の ONVIF カメラで[カメラ設定]ダイアログの[詳細設定]タブの[ネイティブプ

リセットを無効にする]チェックボックスが使えない問題を修正しました。 

・補正された映像で「位置に移動」を選択すると移動が完了するまでカメラからの画

像が黒くなる問題を修正しました。 

・Linux ベースのサーバー監視グラフが繰り返し 0 に低下する問題を修正しました。 

・カメラの IP アドレスが変更された後、カメラストリームの URL が変更されない問

題を修正しました。 

・Mac OS のデスクトップクライアントの「バックアップから復元」機能の問題を修

正しました。 

・サーバーから取得された H.265 ストリームを VLC プレーヤーで再生できない問題

を修正しました。 

・デスクトップクライアントが「時刻同期が無効」オプションに反応しない問題を修

正しました。 



・「サウンドの再生」アクションの.mp3 ファイルのアップロードに失敗する問題を修

正しました。 

・Windows ベースのサーバーが誤った形式の電子メールを送信する問題を修正しま

した。 

・一部の Hikvision モデルから侵入検知通知を受信しない問題を修正しました。 

・H.265 ビデオストリームを.avi ファイルにエクスポートできない問題を修正しまし

た。 

・Mac クライアントでレイアウトの背景画像が機能しない問題を修正しました。 

・p2p テストモードを有効にするとサーバーのステータスプロセスが正しく機能しな

い問題を修正しました。 

・Ubuntu でアップグレード後、「システムによるデバイス設定の最適化を許可する」

チェックボックスが正しく設定されない問題を修正しました。 

・夏時間のあるアーカイブの一部の「ビデオのエクスポート」ダイアログのタイムス

タンプの問題を修正しました。 

・API 機能の「アーカイブのダウンロード」で高品質ストリームのみカメラでも低品

質ストリームのみをダウンロードされる問題を修正しました。 

・コーデックの変更をサポートする一部のカメラのビデオアーカイブから誤ったスク

リーンショットが要求される問題を修正しました。 

・サーバーからの RTSP ストリームを「codec = MJPEG」パラメーターで取得できな

い問題を修正しました。 

・一部のマルチサーバー環境でワンクリック更新に失敗する問題を修正しました。 

・システム管理ダイアログウィンドウのサイズが大きすぎたため、50 台を超えるサ

ーバーがシステムにマージされたときに変更できない問題を修正しました。 

・「カメラ切断」イベントがカメラによって集約されない問題を修正しました。 

・Web クライアントでギャップのあるアーカイブを再生するときに発生した再生の

問題を修正しました。 

・一般イベントが発生したときにカメラの間違ったスクリーンショットが通知パネル

に表示される問題を修正しました。 

・RTSP リンクとして追加された一部のストリームを再生できない問題を修正しまし

た。 

・サーバーRTSP ストリーミングの安定性の問題を修正しました。 

・ターゲットデバイスがマウント解除された後でもメディアサーバーがターゲットデ

ィレクトリへの記録を続ける問題を修正しました。 

・10000 以上のファイルを含むストレージのアーカイブの再インデックス後にアーカ

イブが利用できない問題を修正しました。 

  



・他のカメラパネルボタンが押された場合、モーション検索がリセットされる問題を

修正しました。 

・同じポートで異なる IP を持つマルチキャストストリームが機能しない問題を修正

しました。 

・タイムラインでサムネイルを有効にすると現在日付のカレンダーが正しく機能しな

い問題を修正しました。 

・HLS ライブストリームが Microsoft Edge に表示されない問題を修正しました。 

・サーバー起動後に Hikvision カメラの分析イベントが 1 つだけ検出される問題を修

正しました。 

・「ライブビューワー」としてログインし、複数のカメラを開いてスペースを押すと、

「ライセンスが不足しています」というメッセージが表示される問題を修正しま

した。 

・サーバーのシャットダウン時に CIFS ストレージがアンマウントされない問題を修

正しました。 

・新しいサーバーでアーカイブインデックスを再構築した後、「削除されたカメラ」

からの映像にアクセスできない問題を修正しました。 

・デスクトップクライアントはすべての LDAP 要求に現在接続されているサーバー

を使用します。 

・ユーザーがパスワードを変更するとようこそ画面に保存されたパスワードが自動的

に変更される問題を修正しました。 

・複数の RTSP ストリームを開いたり閉じたりするとクライアントがフリーズする

問題を修正しました。 

・多数のユーザー（6000 人以上）をインポートするとサーバーが断続的にクラッシュ

する問題を修正しました。 

・ユーザーがビデオを一時停止し、別のタブに切り替えて戻ると、スライダーが正し

くない位置にある問題を修正しました。 

・プレビュー検索レイアウトのアイテムに双方向オーディオボタンが表示される問題

を修正しました。 

・他のユーザーのローカルファイルがリソースツリーに表示される問題を修正しまし

た。 

・HLS が一意のリソース名にドットが含まれるカメラでは機能しない問題を修正し

ました。 

・解像度が異なる画面間をドラッグするとデスクトップクライアントウィンドウが適

切に拡大縮小されない問題を修正しました。 

・削除されたタグを介してブックマーク検索できる問題を修正しました。 

  



・EULA が承認される前に「新しいシステムのセットアップ」ダイアログが表示され

る問題を修正しました。 

・スクリーンショットを作成した後にスマート検索エリアがリセットされる問題を修

正しました。 

・カスタム更新通知で HTML タグが正しく処理されない問題を修正しました。 

・適用されたエクスポート設定に関係なく、「読み取り専用」ファイルをエクスポー

トした後にエクスポートされたファイルがすべて読み取り専用になる問題を修正

しました。 

・レイアウト上でカメラが 1 つだけ開かれ、AR が変更された場合にレイアウトの縦

横比が変更されない問題を修正しました。 

・最初のアイテムを背景のあるレイアウトにドロップした後、背景のあるレイアウト

のアスペクト比が変更される問題を修正しました。 

・別のクラウドシステムに再接続した後、ユーザーが実際に何かをクリックする前に、

MacOS クライアントでマウスクリックがシミュレートされる問題を修正しました。 

・回転やアスペクト比の変更が適用されたエクスポートレイアウトが保存されていな

いものとして表示される問題を修正しました。 

・現在のビットレートがモーション+低解像度録画のカメラの「ストレージ分析」に

表示されない問題を修正しました。 

・カメラの全画面モードが Chrome で機能しない問題を修正しました。 

・Web クライアントがすべての新しい Web ユーザーに対して機能しない問題を修正

しました。 

・メモリリークを修正しました。 

・カメラを追加した時に RTSP ストリームがフリーズする問題を修正しました。 

・古いアーカイブがサーバーによって管理されなくなり、アクセスできなくなる問題

を修正しました。 

・クラウドのマージ後にユーザーがシステムにログインできない問題を修正しました。 

・UDP ビデオストリームの記録中のメモリ使用量が高い問題を修正しました。 

・Web ページカレンダーが Windows の DST のタイムゾーンで正しく機能しない問

題を修正しました。 

・6 文字を超える TLD を持つクラウドユーザーに関する問題を修正しました。 

・クライアントアプリケーションの最小要件に関して警告が出るように修正しました。 

・さまざまな Mac デバイスでグラフィカルなアーティファクトが見られる問題を修

正しました。 

・RTSP のオーディオがマルチキャストストリームをソースとしてサーバーから追跡

しない問題を修正しました。 

・汎用マルチキャストの H.265 デコードの問題を修正しました。 



・アーカイブされたビデオからライブストリームにジャンプした後、デスクトップク

ライアントがフリーズする問題を修正しました。 

・「エキスパート」タブでいくつかの変更を適用した後、ストリーム URL が更新され

ない問題を修正しました。 

・Mac OS 10.15 でモーダルウィンドウが背景にフェードインする問題を修正しまし

た。 

・アナログエンコーダーの詳細設定がデスクトップクライアントから変更された場合、

メディアサーバーは正常に動作しなくなる問題を修正しました。 

・デスクトップクライアントでのプレビュー検索が正しく機能しない問題を修正しま

した。 

・一部の画面がビデオウォール概要モードで表示されない問題を修正しました。 

・「カメラの設定を最適化することをシステムに許可する」を無効にしてから再度有

効にすると、「カメラのストリームとプロファイルの設定を保持する」が有効にな

る問題を修正しました。 

・さまざまなメディアサーバーとクライアントのクラッシュを修正しました。 

○新しいオペレーティングシステム/プラットフォーム 

・MacOS 10.15 “Catalina” 

・Ubuntu Linux 18.04 LTS に対応しました。 

・NVIDIA Jetson サポート-サーバーアプリケーションおよびデスクトップクライア

ントインストールパッケージが、NVIDIA Tx1 および Tx2 開発者ボードで利用可

能になりました。 

○テスト済みのオペレーティングシステム 

・Windows 7, 8, 8.1, 10/Enterprise, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 v1607 

・Ubuntu LTS: 16.04, 18.04 

・OS X 10.13: "High Sierra", 10.14: “Mojave”, 10.15 “Catalina”. 

○大きな変更 

・32 ビットオペレーティングシステム（Windows と Ubuntu Linux の両方）インス

トールパッケージはサポートを終了しました。 

・Ubuntu 14.04 は、2019 年 4 月の公式サポート終了によりサポートを終了しました。 

・Windows Server 2008 のサポートを終了しました。 

○既知の制限 

・USB Webcam は、インストールされているオペレーティングシステムによって認

識された場合にのみ検出されます。 Windows は、多くの場合、USB Web カメラ

のドライバーを自動的にインストールします。通常、Ubuntu Linux では、USB Web

カメラを認識させるために、ドライバー/サードパーティソフトウェアのインスト

ールが必要です。 


