
Xacti 業務用ウェアラブルカメラ
ワンタッチ接続クイックガイド

（閲覧側）

V1.01

本クイックガイドは、Xacti 業務用ウェアラブルカメラを接続した各端末
（iPhone／iPad、または、Android）と Xactiのワンタッチ接続を利用した
遠隔ライブ支援の方法［閲覧（ブラウザ利用）側の操作方法］について、
説明したものとなります。
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１：はじめに

・ワンタッチ接続を利用するには、契約が必要です。
ご契約の無い方は利用できません。

・本クイックガイドは［閲覧（ブラウザ利用）側］の説明のみです。
カメラ側の設定については、下記ページの
「ワンタッチ接続クイックガイド（カメラ側）」をご確認ください。

https://xacti-co.com/support/quick-guide_remote/

・本クイックガイド内の“Xactiアプリ”とは、「XactiViewer」、および、
「XactiViewerPro」のことを指します。

https://xacti-co.com/support/quick-guide_remote/
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①

②

✓ ChromeブラウザアプリをPCにインストールする ※インストール済みの場合は不要です。
＜https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/＞

✓ PCにて下記のURLにアクセスしてXacti Cloud Managerを開く①
＜https://www.console.xacti-cloud.com/user/signin＞
✓ 契約時に登録を行ったメールアドレスとパスワードを入力しログイン②する

２：Xacti Cloud Managerへのログイン
PC

（パソコン）

https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/
https://www.console.xacti-cloud.com/user/signin
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✓ ①をクリックする

✓ 「企業アカウント詳細」②をクリックする

✓ 「ライブ支援を許可」はON③になっていることを確認する

３：Xacti Cloud Manager 契約者設定 初回のみ
PC

（パソコン）

①

②

③
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✓ ①をクリックする
✓ 「カメラ追加」②をクリックする
✓ カメラの各情報③を入力する
✓ 「保存」④を押す

４：Xacti Cloud Manager カメラ設定① カメラ追加ごと
PC

（パソコン）

①

②

③

④

※必ず12桁を入れてください
（00＋シリアル番号）
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✓ 「カメラ一覧」⑤をクリックする

✓ 追加したカメラの「詳細」➅をクリックする

PC
（パソコン）

⑤

➅

４：Xacti Cloud Manager カメラ設定② カメラ追加ごと
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✓ 「編集」⑦をクリックする
✓ 「ライブ支援許可」⑧をクリックする
✓ 「保存」⑨をする

PC
（パソコン）

⑦

⑧ ⑨

４：Xacti Cloud Manager カメラ設定③ カメラ追加ごと
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✓ 「チャンネル一覧」①をクリックする
✓ カメラがあることを確認する

５：Xacti Cloud Manager カメラ確認
PC

（パソコン）

①

カメラ名（シリアルナンバー）
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✓ WEB側のマイク、スピーカー①を選択する
✓ ②を押すと、接続を開始する

＜注意＞
※長時間接続する場合は、ご利用のPCスペックによっては表示数によってコマ落ち、画崩れが発生する可能性があります。

６：Xacti Cloud Manager 接続①
PC

（パソコン）

①

(1)接続ステータス表示（詳細はこちらのページ）

(2)表示位置変更：PC画面上の表示位置を変更

(3)マイク：ON/OFF（未接続状態では無効）

(4)スピーカ：ON/OFF（未接続状態では無効）

(5)録画ボタン（映像表示中のみ有効）

(6)キャプチャー（映像表示中のみ有効）

(7)ポップアップボタン：別ウィンドウを表示して接続

(8)画面表示モード：押すと映像を大きく表示

②(3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2)
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✓ ライブ画面が表示される
✓ マイク③ 、スピーカー④ をONにする
✓ ⑤を押すと、通信は切断する

６：Xacti Cloud Manager 接続②
PC

（パソコン）

(9)録画：Chrome/Edgeの場合ブラウザ固有の
WebM形式で録画する

(10)キャプチャー：Chrome/Edgeの場合ブラウザ
固有のPNG形式で静止画を撮影する

(11)接続経過時間

(12)ブラウザ録画経過時間（録画時のみ表示）

＜注意＞
※ブラウザ録画ではXactiクラウドには保存ができません。
※保存先は録画停止時に指定します。
・デフォルト保存先は＜C:¥Users¥PC名¥Downloads＞
・デフォルト動画ファイル名は＜カメラ名recorded.webm＞

④③ (9) (10)

(11)

(12)

⑤



補足
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補足１：Xacti Cloud Manager（PUSH通知の送信）
PC

（パソコン）

PUSH通知の送信：
下記条件をすべて満たす場合、端末への呼出通知を送信することが可能です

・接続ステータスが または となっている場合

・端末にXactiアプリがダウンロードされ、通知設定がONとなっている場合
（通知設定がOFFとなっている場合は、Webアプリ「Xacti Cloud Manager」から呼出通知を送信しても、
モバイル端末に表示されません）

※端末により、多少表示が異なります

通知

＜注意＞
※カメラを初めて Xacti Cloud Manager に接続する時は、使用できません（二回目以降の接続時から反映）。
※呼出端末名には、端末名が表示されます。端末名は、端末（スマホ・タブレット等）で設定ください。
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補足２：Xacti Cloud Manager（接続ステータス表示詳細）
PC

（パソコン）

接続ステータス表示：
・カメラ側の接続ステータスを表示します
（カーソルを合わせるとステータス表示の定義が表示されます）
・10秒に1回ステータスが更新されます

未接続 オンライン 接続待機中 通話中

通話終了ログアウト or カメラ未接続

カメラとスマホが接続されていない状態、
または、Xactiアプリで Xacti Cloud 
Manager からログアウト
している状態

カメラとスマホが接続されている状態、
かつ、Xactiアプリで Xacti Cloud Manager 
にログインしている状態

ワンタッチ接続待機状態 ワンタッチ接続中
（ビデオ通話中）

ログイン＋
カメラ接続

ワンタッチ
接続開始

ワンタッチ
接続中

＜注意＞
※カメラを初めて Xacti Cloud Manager に接続する時は、ステータス表示が反映されません（二回目以降の接続時から反映）。
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補足３：Xacti Cloud Manager（画質変更）
PC

（パソコン）

映像送信画質設定を変更：
・本部（Xacti Cloud Manager）側から画質を下記より選択でき 、送信画質設定を変更できます

＜注意＞
※ポップアップボタン、もしくは、画面表示モードで表示した画面でのみ、本設定が可能です。

アプリ設定
Xactiアプリ内のアプリ設定「ワンタッチ接続」で設定された最大解像度／最大フレームレート／最
大転送速度を適用（デフォルト）

高画質 最大解像度 FullHD／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 3Mbps

標準画質 最大解像度 HD／最大フレームレート 20fps／最大転送速度 1.5Mbps

画質優先 最大解像度 FullHD／最大フレームレート 10fps／最大転送速度 3Mbps

動き優先 最大解像度 VGA／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 1Mbps

＜設定可能な画質一覧＞
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お問い合わせ

✓ 製品の不備や、ご不明な点等ございましたら、恐れ入りますが以下までご連絡ください
✓ 株式会社ザクティ

お問合せ先：support@xacti-co.com



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します


