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GV‐OPAL	カメラに関する良くある質問	 (FAQ)	

 

基本的な良くある質問	 (FAQ)	

1. GV-OPAL S1 のビデオにアクセスできるのは誰ですか？ 

カメラ画像にアクセスするには、カメラに登録した myGVcloud アカウントが必要です。

GV-OPAL S1 カメラのライブビューおよび/または録画ビデオを、 大 4 つの他の

myGVcloud アカウントと共有することができます。 

 

2. カメラを使って夜間に照明がなくとも見ることができますか？ 

GV-OPAL S1 カメラには、明るくない環境でも鮮明な画像を撮影できる IR LED ライトが付

属しています。 

 

3. クラウドストレージはどれくらい安全ですか？クラウドストレージ上のビデオは安全で

すか？ 

myGVcloud ビデオは、Amazon Web Services（AWS）に保存され、利用可能な 強の暗号

化技術の 1 つによって保護されています。 

 

4. 録画を完全に削除する必要がある場合、コピーがクラウドストレージ上のどこかに保存

されていないことを確認するにはどうすればよいですか？ 

クラウドストレージ上の録画を手動で削除することはできませんが、ライセンスプランの保

有日数が終了すると、ビデオは自動的に削除されます。Amazon Web Services は、保存日を

過ぎた録画のコピーを保持しません。 

 

5. myGVcloud のパスワードを忘れた場合、どうすればよいですか？ 

myGVcloud Portal のログインページで、「Forgot Password? (パスワードをお忘れですか？)」

をクリックします。アカウント ID (電子メールアドレス) を入力するように求められ、検証

メールが電子メールアカウントに送信されます。検証メール内のリンクをクリックすると、

パスワードをリセットできます。 
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6. GV-OPAL S1 Plus の PIR センサーとは何ですか？

GV-OPAL S1 Plus カメラには、体温を検出できるパッシブ赤外線 (PIR) センサーが付属し

ており、完全な暗闇でも人の動きを検出することができます。

7. GV-OPAL S1 カメラに必要な帯域幅はどれくらいですか？

少なくとも 2 Mbps のアップロード帯域幅を持つネットワーク環境に GV-OPAL S1 カメラ

を設置することを推奨します。

8. メモリカードを挿入する必要がありますか？

はい。付属の micro SD カードを挿入する必要があります。micro SD カードに保存されたビ

デオは自動的にクラウドストレージにバックアップされ、停電、地震、またはハードディス

ク障害時のデータ損失を防ぐことができます。

9. GV-OPAL S1 と互換性のある SD カードの種類は？

GV-OPAL S1 カメラは、以下の仕様と互換性があります: 

 SD/SDHC/SDXC/UHS-I、クラス10

 SD バージョン 2.0 のみ

 クラス 10

 容量: 大 128 GB

より良い性能を実現するために MLC NAND フラッシュ、クラス 10 の micro SD カードを

使用することをおすすめします。

10. GV-OPAL S1 に電源プラグを差し込むことはできますか？

いいえ、GV-OPAL S1 は、通常のプラグとは互換性がありません。GV-OPAL S1 に付属の 

USB ケーブルと電源アダプタを使用することをお勧めします。近くの電源コンセントにカメ

ラを接続すると、バッテリ交換の手間を省くことができます。停電の場合、GV-OPAL S1 が、

自動的にバッテリ電源に切り替わり、重要なイベントの録画は失われません。

11. GV-OPAL S1 のレンズの主な特長は何ですか？

GV-OPAL S1 は、IP54 の耐水性と夜間視野を備えた 180 度広角レンズを装備しています。

PIR センサーの検出範囲は、 大 5 m (16.4 フィート)、IR センサーの範囲は 7 m (22.96 フ

ィート) です。 
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12. Wi-Fi ルーターから GV-OPAL S1 をどの程度離して配置することができますか？ 

GV-OPAL S1 は、2.4 GHz ネットワークをサポートする Wi-Fi アダプタに内蔵されていま

す。障害のない領域では、GV-OPAL S1 を Wi-Fi ルーターから約 30 メートル (98 フィー

ト) 離れた場所に配置することができます。ただし、 大屋内距離は、壁や天井の数、厚さ、

Wi-Fi 信号をブロックできるその他の物体などの環境設定によって異なる場合があります。

良の信号強度を実現するため、GV-OPAL S1 および Wi-Fi ルーター間の金属製障害物 (例

えば、鉄製ゲート) を避けてください。 

 

下記の Wi-Fi 信号強度は、GV-CloudEye からアクセスできます。GV-OPAL S1 を Wi-Fi ル

ーターに近づけるか、追加の Wi-Fi アンテナを取り付けて、Wi-Fi ルーターの信号強度を上

げることができます。 

GV-CloudEye 

信号アイコン 
信号強度 備考 

 強い 

 平均 
推奨される動作環境 

 弱い 

 非常に弱い 
悪い Wi-Fi 強度 

 

13. GV-OPAL S1 で録画をハードディスクに保存できますか？ 

いいえ、録画は、GV-OPAL S1 に取り付けられた micro SD カードにしか保存できません。 

 

14. myGVcloud にはどのくらいの空き容量がありますか？ 

GeoVision は、myGVcloud の各アカウントに 5 GB の無料クラウドストレージを提供します

が、必要に応じてさらに空き容量を購入できます。録画は 5 GB の上限に達したとき、また

は、30 日を経過したときに自動的にリサイクルされます。 

 

15. GV-OPAL S1 のバッテリはどれくらい持続しますか？ 

GV-OPAL S1 の待機時間は、カメラの設定や動作条件によって異なります。バッテリは、Wi-Fi 

信号強度が非常に高く、1 日に送信される通知がわずか 3〜5 回という、モーション検出が少

ない条件下でカメラが動作していると仮定すると、約 30 日間持続します。ただし、1 日あ

たり送信される通知が約 50 件という、モーション検出が多い条件下でカメラが動作してい

る場合、待機時間が短くなります。 
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注: GV-OPAL S1 は、パナソニック製バッテリを使用しています。パナソニック製バッテリ

は、安全で、業界の類似モデルよりも充電能力が優れています。電源用バッテリを安心して

ご使用ください。 

 

16. GV-OPAL S1 は、いつ低バッテリ警告を送信しますか？また、どのように送信しますか？ 

GV-OPAL S1 のバッテリが少なくなると、さまざまな方法で低バッテリ通知が送信されます。 

2 つは、GV-CloudEye からのもので、もう 1 つは、カメラ本体からのものです。 

 

 GV-CloudEye からの通知 

 GV-OPAL S1 のバッテリ残量が 25 ％を下回った場合、GV-CloudEye にログインし

た後、バッテリの充電または交換を促す警告が表示されます。 

  

 GV-OPAL S1 のバッテリ残量が約 10 〜 12 ％残っている場合、GV-CloudEye は、

10 分ごとに低バッテリ通知を送信します。この通知は、電子メールアカウントに同

時に送信されます。 
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 GV-OPAL S1 カメラ本体からの通知 

 GV-OPAL S1 の電源が切れかかると、カメラ本体の LED ライトが数秒おきに赤く点

滅します。 

  

 

17. GV-OPAL S1 のバッテリを完全に充電するのにどれくらい時間がかかりますか？ 

バッテリを完全に充電するには約 4 時間 50 分かかります。 

 

18. GV-OPAL S1 のバッテリドッキングで充電 LED ライトは何を意味しますか？ 

a. 緑色に点灯: バッテリが完全に充電されています。 

b. 赤色に点灯: バッテリが充電中です。 

 

19. 電源が入っているときにバッテリを取り外すとどうなりますか？ 

電源が入っているときにカメラからバッテリを取り外すと、SD カードが破損して記録ファ

イルが破損し、アクセスできなくなる可能性があります。バッテリを取り外すには、 初に

電源ボタンを約 10 秒間押して、カメラの電源を切ってください。 
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20. どのような状況でバッテリがスリープモードに切り替わりますか？ 

次の 3 つの場合を除き、PIR センサーが 20 〜 30 秒間モーションを検出しない場合、バ

ッテリはスリープモードになります。 

a. ライブビューは、GV-CloudEye または Portal でアクセスしています。 

b. GV-OPAL S1 は、記録された画像をクラウドにアップロードしています。 

c. GV-OPAL S1 は、Wi-Fi に接続されていません。 

 

21. どのような状況でバッテリがスリープモードから復帰しますか？録画にどのような影響

を与えますか？ 

PIR センサーがモーションを検出すると、GV-OPAL S1 はスリープモードから復帰し、0.5 

秒で録画を開始します。光センサーは、周囲の明るさと色調に適応するために時間が必要な

ため、録画の 初の 5 秒間は、色の異常が発生することがあります。 

異常な色 

(録画の 初の 5 秒間) 

正常な色 

（録画開始の 5 秒後以降） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 明るい環境で作業する場合、1 日録画を続けると、GV-OPAL S1 はどれくらいのメモリ

容量を消費しますか？ 

一例として、24 時間連続してオフィスシーンを撮影したとします。15 fps で 4 MP の画像

では、1 日に 23.57 GB を消費します。 

 

30 fps で 2 MP の画像では、26.11 GB を消費します。別な例として、30 秒間同じシーン

を撮影したとします。15 fps で 4 MP の画像では、8 MB を消費します。30 fps で 2 MP の

画像では、9 MB を消費します。 
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サブスクリプションに関する良くある質問（FAQ）	

1. GV-OPAL S1 または GV-OPAL S1 Plus の保証期間はどのくらいですか？ 

GV-OPAL S1 には 1 年間の保証が付いています。一方、GV-OPAL S1 Plus には 1 年間の

保証と 6 か月間のバッテリの保証が付いています。 

 

2. myGVcloud アカウントに登録できる GV-Cloud カメラの数はいくつですか？ 

myGVcloud アカウントに 大 36 台の GV-Cloud カメラを登録できます。 

 

3. 複数の人が同じ myGVcloud アカウントにログインして、同時にカメラ画像にアクセス

できますか？ 

はい、複数の PC およびモバイルデバイスから同じ myGVcloud アカウントに同時にログイ

ンし、同時にカメラライブビューにアクセスして録画を再生することができます。さらに、

カメラ画像を共有するには 2 つの方法があります: 

 大 4 つの myGVcloud アカウントでカメラを共有します。 

 YouTube を使用して、無数の視聴者にカメラをライブストリーミングします。YouTube

アカウントが必要です。 
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4. どのようなタイプの myGVcloud ライセンスプランが利用できますか？ 

次のタイプのライセンスプランが利用可能です:  

 5 GB (無料):リサイクルが始まるまで、クラウドストレージにそのカメラからの録画を

大 5 GB まで保存できます。 

 K7/K15/K30: そのカメラから7/15/30日間の録画をクラウドストレージに保存できます。

7/15/30 日以上前からの録画は、自動的にリサイクルされます。 

  

ライセンスプラン 
機能 

5 GB (無料) K7  K15 K30 

ライブビュー (ビデオおよび

オーディオ) 
V V V V 

モバイルアプリ - モーション

通知 
V V V V 

YouTube/UStream ライブス

トリーミング 
V V V V 

録画 V V V V 

カメラ設定 V V V V 

再生 (クラウドおよびローカ

ル) 
V V V V 

ストレージ容量 5 GB 無制限 無制限 無制限 クラウド

ストレー

ジ 
保存される日数 

大 30 日

間 
7 日間 15 日間 30 日間 

カメラ共有アカウ

ント 
4 4 4 4 

ライブビュー V V V V 
サポート

される 
再生 (クラウドお

よびローカル) 
V V V V 

注:K7、K15、および K30 ライセンスプランは、日本を除くほとんどの地域で利用可能です。

日本の場合は、GeoVision 営業担当者または代理店にお問い合わせください。 

 



 
 

10 

5. myGVcloud サービスを登録解除するにはどうすればよいですか？ 

myGVcloud サービスを登録解除するには、myGVcloud Portal の右上隅の[Purchase (購入)]

をクリックし、[Unsubscribe (登録解除)]ボタンをクリックします。 

 

 

初に自動通知メールが送信され、GeoVision がキャンセル処理を完了した後、2 番目の電

子メールが送信されます。 

 

「毎月の定期請求」の場合、請求サイクルの終了前の残日数に対する払い戻しは行われませ

ん。「四半期ごとの定期請求」の場合、当月の払い戻しは行いませんが、請求サイクル内の残

月数を払い戻しします。 

 

 

 

 

 

http://www.mygvcloud.com/login.php�
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技術面の良くある質問	 (FAQ)	

1.  複数の myGVcloud アカウントで同じ GV-OPAL S1 にアクセスできますか？ 

はい。GV-OPAL S1 カメラは、 大 4 つの myGVcloud アカウントで共有できます。 

 

a. カメラを共有するには、myGVcloud Portalにログインし、[Setup (セットアップ)]を選択し、

[Share Camera (カメラを共有)]の下の[Setting (設定)]をクリックします。 

  

b. myGVcloud アカウントを入力し、[Invite (招待)]をクリックしてアクティベーションリン

ク付きの確認メールをアカウントに送信します。 

 

 

c. リンクをクリックして、招待を受け入れます。アクティベーション後、他の myGVcloud

アカウントは、カメラのライブビューを受信できます。 

 

 

 

 

http://www.mygvcloud.com/login.php�
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2.  YouTube でライブストリームをストリーミングするときに遅延が発生するのはなぜで

すか？ 

YouTube により説明されている通り、YouTube でライブストリーミングを視聴すると、約 

30 秒の遅延が予想されます。遅延の長さは、ネットワーク環境とインターネットトラフィッ

クによって異なる場合があります。予想よりも遅延時間が発生している場合は、Web ブラウ

ザをリフレッシュしてみてください。 

 

3.  GV-OPAL S1 を GeoVision GV-VMS または GV-NVR に接続できますか？ 

いいえ。GV-OPAL S1 は、クラウド監視のために特別に設計されています。すべてのビデオ

は SD カードに記録され、クラウドにバックアップされます。ユーザーは、myGVoud Portal 

にログオンしてライブビューを見たり、いつでもどこでも Web ブラウザやモバイルアプリ

で再生することができます。
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4.  クラウドストレージに保存されているビデオをダウンロードできますか？ 

はい。クラウドストレージに保存されているビデオは、myGVcloudPortal またはモバイルア

プリケーション GV-CloudEye からダウンロードできます。それぞれの動作を確認するには、

以下の手順に従ってください。 

 

 myGVcloud Portal 

1. myGVcloud Portal にログインします。 

2. [Remote Playback (リモート再生)] または[Timeline (Cloud) (タイムライン (ク

ラウド))]を選択します。 

 

3. 再生するビデオを検索します。 

4. Remote Playback (リモート再生): ビデオを選択し、ダウンロードボタン をク

リックします。 

  

  

5. Timeline (Cloud) (タイムライン (クラウド)): ビデオを再生し、ライブビューを右

クリックしてビデオを保存します。 

   

http://www.mygvcloud.com/login.php�
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 GV-CloudEye 

1. GV-CloudEye にログインします。 

2. [Playback (再生)] アイコン をタップします。 

  

3. 再生するビデオを検索します。 

4. 右上隅の[Export (エクスポート)]アイコン をタップして、ビデオをモバイ 

ルデバイスの「Photos (写真)」にエクスポートします。 

  

Playback (再生) 

Export 

(エクス

ポート) 
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5.  GV-OPAL S1 の録画を再生するには？ 

GV-OPAL S1 の録画したビデオを PC とモバイルデバイスから再生するには、2 通りの方法

があります。 

 myGVcloud Portal:PC 上の Web ブラウザを使用して、www.mygvcloud.com にログイン

します。 

 GV-CloudEye: Android または iOS モバイルデバイスにモバイルアプリケーション

GV-CloudEye をインストールします。 

 

それぞれの方法の動作を確認するには、以下の手順に従ってください。 

 myGVcloud Portal 

 ログインすると、 初のカメラのライブビューと myGVcloud アカウントに割り当てられ

たすべてのカメラのリストが表示されます。録画したビデオを再生するには、カメラリ

ストでカメラを選択し、選択したカメラの [Remote Playback (リモート再生)]をクリッ

クします。 

  

http://www.mygvcloud.com/�
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 GV-CloudEYe 

 GV-CloudEye にログインした後、ライブビューページの右上隅の[Playback (再生)]アイ

コン をタップして、ビデオを再生します。 

  

 

 

 

 

 

Playback (再生)
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6.  GV-OPAL S1 のネットワークステータス LED ライトは何を意味しますか？ 

 

ネットワーク LED ライトは、次のように解釈されます: 

ステータ

ス 
動作 

 青色に高速に点滅します 

 青色にゆっくり点滅します 

 定期的に 3 回急速に点滅します 

 青色に点灯 

 

1. ペアリング中 (アクセスポイントモード): 2 秒ごとに青色にゆっくり点滅します。 

2. Wi-Fi アクセスポイントへの接続試行中: 青色に高速に点滅します。 

3. Wi-Fi アクセスポイントに接続済: 10 秒間青色に点灯します。 

 

Wi-Fi 切断ステータス 

1. Wi-Fi アクセスポイントへの接続試行中 (まだインターネットに接続されていな

い):青色に高速に点滅します。 

2. インターネット接続不可 (Wi-Fi アクセスポイントには接続済): 定期的に急速に点

滅します。 

 

ペアリングステータス 

a. モバイルデバイスからペアリング情報を受信中: 青色のゆっくり点滅が消えます。 

b. Wi-Fi への接続試行中: 青色に高速に点滅します。 

c. モバイルデバイスからペアリング情報受信不可: 2 秒ごとに青色にゆっくり点滅し

ます。 
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7.  GV-OPAL S1 が Wi-Fi から頻繁に切断されるのはなぜですか？ 

GV-OPAL S1 は、少なくとも 2 Mbps のアップロード帯域幅を持つネットワーク環境で動作

する必要があります。Wi-Fi 環境を監視するには、次の推奨アプリをダウンロードして、Wi-Fi 

信号強度と接続速度を確認してください。 

システム 
監視用アプリ 

Wi-Fi 信号強度 

テスト用アプリ 

Wi-Fi 接続速度 

Android WiFi Analyzer Speed test 

iOS Airport Speed test 

 

モバイルアプリケーション GV-CloudEye の信号アイコンを見て、次の表を参照して、強度と

品質を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV-CloudEye 

信号アイコン 
信号強度 (dBm) 信号品質 

 0 ～ -50 強い 

 -51 ～ -60 平均 

 -61 ～ -70 弱い 

 -71 ～ -100 非常に弱い 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=en�
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=en�
https://itunes.apple.com/us/app/airport-utility/id427276530?mt=8�
https://itunes.apple.com/us/app/speedtest-by-ookla/id300704847?mt=8�
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8.  モバイルアプリケーション GV-CloudEye のファンクションキーをタップすると応答が

遅くなるのはなぜですか？ 

ポータブルデバイスの性能が不十分なため、応答が遅延することがあります。下記に参考と

して、一部の一般的なデバイスのテストを掲載します。 

デバイス SoC/CPU 遅延する応答 

iPad 2  A5/1 GHz デュアルコア あり 

iPad Pro 
A9X/2.26 GHz デュアルコ

ア 
なし 

iPad Mini A8/1.49 GHz デュアルコア なし 

iphone 5 A6/1 GHz デュアルコア あり 

iphone 6 A8/1.38 GHz デュアルコア なし 

 

 

9.  継続的に切断通知を受信する場合、どうすればよいですか？ 

ネットワーク LED ライトを確認、接続の問題を診断します。 

a. 青色に高速に点滅する: Wi-Fi ルーターの電源が切断されている可能性があります。 

b. 定期的に 3 回急速に点滅する: Wi-Fi 接続が切断されている可能性があります。 

 

10.  GV-OPAL S1 を別のアカウントと再ペアリングすることはできますか？また、どのよう

に行いますか？ 

はい。モバイルアプリケーション GV-CloudEye を使用して、元のペアリングを無効にした後

で、カメラを別のアカウントと再ペアリングすることができます。GV-OPAL S1 を工場出荷

時デフォルト設定に復元してから、もう一度ペアリングを実行してください。 
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11.  幼稚園のような場所で、4 台以上のカメラのライブビューを多数の人々に共有するには

どうすればよいですか？ 

複数のカメラのライブビューを多くの人々に共有するには、カメラ共有および YouTube ラ

イブストリーミングの 2 つの方法があります。以下の比較表を参照して、それぞれの仕組み

と長所/短所を確認してください。 

 

比較 カメラ共有 YouTube ライブストリーミング 

方法 

セットアップ 

1. myGVcloud Portal にログイン

します。 

  

2. 共有するカメラを選択し、

[Setup (セットアップ)]タブをク

リックし、[Share Camera (カメ

ラを共有)] の下の[Setting (設

定)]ボタンをクリックします。 

  
3. myGVcloud アカウントを入力

し、[Invite (招待)]をクリックし

て確認メールを送信します。 

1. myGVcloud Portal にログインし

ます。 

  

2. 共有するカメラを選択し、

[Cloud Service (クラウドサービ

ス)] タブをクリックして、ライ

ブストリーミング共有を有効に

します。 

 
3. Youtube アカウントにログイン

し、ライブストリームに名前を付

けて、新しいライブストリーミン

グイベントを作成します。

4. カメラの解像度以下の解像度を
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4. 共有電子メールアカウントにロ

グインし、リンクをアクティブ

にしてライブビューにアクセス

します。 

  

5. 手順 2 〜 4 を繰り返して、他

のカメラのセットアップを完了

します。 

選択します。 

 

5. [Other encoders (その他のエン

コーダ)] を選択し、[Stream 

name (ストリーム名)]および

[Primary Server URL (プライマ

リサーバー URL)]をコピーし

て、myGVcloud Portal に貼り付

け、[Save (保存)]をクリックしま

す。 

 

  

6. 手順 2 〜 5 を繰り返して、他

のカメラのセットアップを完了

します。 

 

ライブビュー

にアクセスす

る方法 

共有者は、アカウント所有者によっ

て提供されたアカウントとパスワ

ードを使用して、GV-CloudEye また

は Portal にログインしてライブビ

ューにアクセスできます。 

 

共有者は、アカウント所有者が提供

する YouTube URL からライブビ

ューにアクセスできます。 
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長所および短

所 

長所: 

1. アカウント所有者は、共有者を

ライブビューを見たり、ライブ

ビューを見たり、モーションイ

ベントを再生したりするように

制限することができます。 

2. [Remote Playback (リモート再

生)]機能により、録画されたビデ

オをローカルコンピュータにダ

ウンロードすることができま

す。   

 

 

 

短所:  

1. ライブビューに同時にアクセス

できる人数は、4 人に制限され

ています。追加ユーザーはライ

ブビューへのアクセスをブロッ

クされます。権限がある場合は、

再生することができます。 

 

長所: 

1. ライブビューにアクセスできる

人数は無制限です。 

2. 視聴者は過去 4 時間以内のビデ

オを再生できます。 

3. 同じ YouTube ライブストリー

ムで、 大 6 つのカメラライブ

ビューを切り替えることができ

ます。 

4. 各カメラのライブビデオは、公

開、未登録、または非公開に変

更することができます。 

 

短所: 

1. カメラが接続されていない場

合、YouTube ライブストリーム

をリセットするのに約 3 〜 5 

分かかります。 

2. 視聴者はライブビューのみを視

聴することができます。ビデオ

をダウンロードして保存するこ

とはできません。 

 

状況に も適した方法を選択してください。例えば、幼稚園のシーンを撮影する場合は、す

べての保護者が同時にライブビューにアクセスできるように、YouTube ライブストリーミン

グをお勧めします。 
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