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1	 ネットワークの構成
1.1	 ログイン	
Internet	Explorer（IE）を開き、アドレスバーに本製品のアドレスを入力します。	
た と え ば、 本 製 品 の ア ド レ ス が 192.168.1.100 の 場 合 は、IE の ア ド レ ス バ ー に、
http://192.168.1.100と入力します。

ログイン画面を以下に示します。図1‑1を参照してください。
ユーザー名とパスワードを入力します。	
工場出荷時のデフォルトのユーザー名は admin、パスワードは admin です。	
注記：セキュリティの観点から、パスワードは、最初のログイン後に変更してください。

図1-1
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初めてログインする場合には、図1‑2のような画面が表示されることがあります。	

図1-2

プラグインをダウンロードしてインストールしてください。中央の英文をクリックするとダウンロード
できます。図1‑3に示す画面が表示されます。	

図1-3
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インストールをクリックすると、図1‑4に示す画面が表示されます。

図1-4

プラグインのインストールが完了すると、ウィンドウが自動的に閉じます。Web側が自動的にリフレッ
シュされ、カメラによって撮影された映像が表示されます。図1‑5を参照してください。	

図1-5
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2	 ライブ
ログインすると、ライブ（生中継）モニターウィンドウが表示されます。図2‑1を参照してください。

図2-1

このウィンドウには、以下の4つのセクションがあります。
●	セクション1：エンコード設定ボタン
●	セクション2：システムメニュー	
●	セクション3：ウィンドウ機能オプション
●	セクション4：ウィンドウ調整

2.1	 エンコード設定	
エンコード設定ボタンを図2‑2に示します。

図2-2
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
メインストリーム
(Main	stream) メインストリームの設定で映像が配信されます。

サブストリーム
(Sub	stream) サブストリームの設定で映像が配信されます。

プロトコル
(Protocol)

ドロップダウンリストから配信形式を選択できます。	
次の3つのオプションがあります。TCP/UDP/ マルチキャスト

2.2	 システムメニュー	
システムメニューを図2‑3に示します。
詳細については、第2章ライブ、第3章再生、第4章設定、第5章アラーム、第6章ログアウトを
参照してください。		

図2-3

2.3	 映像ウィンドウの機能オプション	
インターフェースを以下に示します。図2‑4を参照してください。

図2-4

詳細については、以下の説明を参照してください。	

番号 パラメータ 機能	

1 リマーク	 このボタンをクリックしてから、ペンの色を選択すると、プレビュー画
面に目印、コメントなどの情報を書き込むことができます。	

2 リレー出力 ボタンをクリックするとリレー出力できます。

3 ズーム

このボタンをクリックすると開始、もう一度クリックすると終了します。
●		映像内のズームインする領域を選択します。ズーム済みの場合はドラッ
グで移動します。右クリックでズームを解除します。

●		マウスのホイール (中ボタン )にて拡大 /縮小します。
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番号 パラメータ 機能	

4 スナップショット スナップショットを撮り、その写真を4.1.2.4 章に記載されているパス
に保存します。

5 トリプルスナップ
このボタンをクリックすると、1フレーム毎秒でスナップショットを撮
影できます。画像はすべて、4.1.2.4 章に記載されているパスに保存さ
れます。

6 録画 このボタンをクリックすると、映像を録画できます。4.1.2.4 章に記載
されているパスに保存されます。

7 音声出力 音声をオン /オフします。
8 通話 双方向通話を開始または終了するには、このボタンをクリックします。
9 ヘルプ ヘルプファイルを開くには、このボタンをクリックします。

2.4	 映像ウィンドウの設定		
インターフェースを図2‑5に示します。

図2-5

2.4.1	 画像の調整
画像調整設定画面の表示 /非表示を切り換えるには、このボタンをクリックします。図2‑6 を参照し
てください。

パラメータ 機能	

映像の
設定	

映像の明度を調整します。	

注記：	●		これらの操作はすべて、WEB
側のみに適用されます。

	 	 	 	 	 	 ●		各項目を調整するには、「設
定」‑>「カメラ」‑>「映像の
調整」の順に選択します。	

映像のコントラストを調整します。

映像の色相を調整します。

映像の彩度を調整します。

リセット
(Reset)

明度、コントラスト、彩度、色相を
システムのデフォルトの設定に戻し
ます。
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図2-6

2.4.2	 原寸大
映像を原寸大にするには、このボタンをクリックします。映像ストリームが実際のサイズで表示されま
す。画質は、ビットストリームの解像度に依存します。

2.4.3	 フルスクリーン（全画面表示）
フルスクリーンモードに移行するには、このボタンをクリックします。フルスクリーンを終了するには、
マウスをダブルクリックするか、ESCボタンをクリックします。

2.4.4	 幅と高さの比率
画像の幅高さ比を元に戻す、またはウィンドウに合わせるには、このボタンをクリックします。	

2.4.5	 滑らかさの調整
映像の滑らかさは、3つのレベル（リアルタイム、標準、滑らか）から選択できます。デフォルトは、
標準です。	

2.4.6	 PTZ	
PTZ設定項目を有効にするには、このボタンをクリックします。詳細については、「2.5	PTZ 制御」
を参照してください。	
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2.5	 PTZ制御	
PTZ操作を行う前に、PTZプロトコルが正しく設定されていることを確認してください（第4.3.1 章
を参照してください）。
このインターフェースには、方向キー、速度、ズーム、フォーカス、アイリス、プリセット、ツアー、パン、
スキャン、パターン、AUX（補助機能）の停止、およびPTZ設定ボタンが表示されています。図2‑7
を参照してください。

パラメータ 備考
	クイック
	ポジション

マウスを使用して、映像中の一部分を選択します。選択した領域にPTZで移動
してフォーカスを合わせます。

PTZの方向 PTZは、以下の8方向に対応しています。	左 / 右 / 上 /下 /左上 /右上 /左下
/右上

速度 PTZ、フォーカス、アイリスの速度を変更します。
ズーム /
フォーカス /
アイリス

値を上げるには、 をクリックし、値を下げるには、 をクリックしてく
ださい。	

PTZ設定 /メニューインターフェースを図2‑7に示します。

1
2
3
4

図2-7
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2.5.1	 PTZ機能	
PTZ	Function のプルダウンメニューをクリックします。図2‑8 に示すインターフェースが表示され
ます。このインターフェースでは、スキャン、プリセット、ツアー、パターン、補助機能などを設定で
きます。	

図2-8

PTZ設定の詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
スキャン
(Scan)

●		ドロップダウンリストから、「スキャン」を選択し、「スタート」ボタンを押すと、
スキャン動作を開始できます。

プリセット
(Preset)

●		プリセット値を入力し、「表示」ボタンをクリックします。カメラがプリセット値
に対応する位置の方を向きます。	

ツアー
(Tour)

●		ドロップダウンリストから、「ツアー」を選択し、「スタート」ボタンを押すと、ツアー
動作を開始できます。	

パターン
(Pattern)

●		ドロップダウンリストから、「パターン」を選択し、「スタート」ボタンを押すと、
PTZ動作を開始できます。

補助
(Assistant)

●	補助機能が装備されています。	

移動
(Go	to)

●		正確な位置設定機能です。特定の位置に移動するには、水平方向の角度、垂直方
向の角度および速度、ズーム速度を入力してから、「移動」ボタンをクリックします。

●		水平方向の角度または垂直方向の角度の1単位は、0.1 度です。	
パン
(Pan)

ドロップダウンリストから「パン」を選択し、「スタート」ボタンを押すと、パン動
作を開始できます。現在の動作を停止するには、「停止」ボタンを押します。

設定の詳細については、第4.3.2 章を参照してください。

PTZ動作を開始するには、 ボタンをクリックします。すると、ボタンが「停止」ボタン
に変わります。PTZ動作を停止するには、このボタンを押します。	
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3	 再生
本機能は、サポート対象外です。

3.1	 再生	
再生インターフェースを図3‑1に示します。

図3-1
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3.1.1	 再生機能
再生機能を図3‑2に示します。

図3-2

パラメータ 機能

①再生 このボタンが表示される場合には、録画が一時停止されているか、再生されてい
ません。通常の再生状態に切り替えるには、このボタンをクリックします。	

②停止 再生を停止するには、このボタンをクリックします。	

③コマ送り再生 次のフレームに移動するには、このボタンをクリックします。	
注記：この機能を使用する際には、録画を一時停止してください。	

④スロー再生 ゆっくり再生するには、このボタンをクリックします。	
⑤クイック再生 高速で再生するには、このボタンをクリックします。	

⑥ミュート このボタンが表示されるている場合は、音声が消音になっています。通常の音声
に戻すには、このボタンをクリックします。	

⑦音量 左マウスでクリックして音量を調整します。	

3.1.2	 再生ファイル
カレンダーの青色の日付は、映像録画またはスナップショットがあるデータを表します。図3‑3 を参
照してください。

図3-3
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パラメータ 機能

ファイルの種類
●	映像の再生には、「dav」を選択します。	
●	画像の再生には、「jpg」を選択します。	

データソース デフォルトは、SDカードです。	

手順1.	 	青色のデータをクリックします。時間軸に彩色された録画ファイルのプログレスバーが表示さ
れます。緑色は通常の録画を、黄色はモーション検出録画を、赤色はアラーム録画を、青色は
手動の録画を表します。	

手順2.	 	プログレスバーの特定の時間をクリックすると、その時間から再生が開始されます。図3‑4を
参照してください。

図3-4

手順3.	 	ファイルリスト をクリックすると、選択した日付のファイルがリストに表示されます。	
手順4.	 	リストのファイルをダブルクリックすると、このファイルが再生され、ファイルサイズ、開始

時刻および終了時刻が表示されます。	
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図3‑5を参照してください。

図3-5

パラメータ 機能

	検索 その日付の検索対象の開始時刻と終了時刻の範囲内の録画を検索します。

録画のダウンロード
形式 次の2つの形式があります。dav、mp4

	ダウンロード

●		録画の種類は、「dav」です。ダウンロードボタンをクリックして、ファイ
ルをローカルにダウンロードします。	

●		録画の種類は、「mp4」です。ダウンロードボタンをクリックして、ファイ
ルを4.1.2.4 章に記載のパスにダウンロードします。

	戻る カレンダーインターフェースに戻るには、戻るボタンをクリックします。	
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3.1.3	 再生カット（クリップ）
注記：	 	再生カット機能は、設定した時間に録画の再生を自動的に一時停止します。その時間は再生は

行われません。	
手順1.	 	時間軸で再生カットの開始時刻をクリックします。この時刻は、プログレスバーの範囲内であ

る必要があります。	

手順2.	 	マウスをカットアイコンに移動します。 開始時刻を選択するように促すプロンプトが表
示されます。カットアイコンをクリックして 設定を確定します。	

手順3.	 	時間軸で再生カットの終了時刻をクリックします。この時刻は、プログレスバーの範囲内であ
る必要があります。	

手順4.	 	マウスをカットアイコンに移動します。 終了時刻を選択するように促すプロンプトが表
示されます。カットアイコンをクリックして 設定を確定します。

手順5.	 	「保存」ボタンをクリックして、ファイルカットを第4.1.2.4 章に記載のパスに保存します。
図3‑6を参照してください。

図3-6

3.1.4	 録画の種類
録画ファイルの種類にチェックを付けると、選択されたファイルのみが、プログレスバーとファイルリ
ストに表示されます。図3‑7を参照してください。

図3-7

3.1.5	 プログレスバーの時間形式
インターフェースを図3‑8に示します。

図3-8
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能

24時間 このボタンをクリックすると、過去24時間の映像が表示されます。

2時間 このボタンをクリックすると、過去2時間の映像が表示されます。

1時間 このボタンをクリックすると、過去1時間の映像が表示されます。

30分 このボタンをクリックすると、過去30分の映像が表示されます。

3.1.6	 補助機能
映像再生補助機能を図3‑9に示します。

図3-9

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能

	デジタルズーム	

このボタンをクリックすると開始、もう一度クリックすると終了します。
●		映像内のズームインする領域を選択します。ズーム済みの場合はドラッ
グで移動します。右クリックでズームを解除します。

●		マウスのホイール (中ボタン )にて拡大 /縮小します。

	スナップショット スナップショットを撮り、その写真を4.1.2.4 章に記載されているパス
に保存します。

3.2	 画像の再生
Webクライアントの画像再生インターフェースには、次の3つの機能があります。図3‑10を参照し
てください。

パラメータ	 機能
1 再生機能バー

2 再生ファイルバー
3 スナップショットタイプバー
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図3-10

3.2.1	 再生	
再生インターフェースを以下に示します。図3‑11を参照してください。

図3-11

デフォルトのアイコン です。このアイコンが表示されているということは、画像が一時停止
しているか、再生されていないことを意味します。	
●		通常の再生状態に切り替えるには、この再生ボタンをクリックします。アイコンは、 になり
ます。	

●		一時停止するには、このアイコンをクリックします。	

3.2.2	 再生ファイル

手順1.	ファイルリストをクリックし 、その日付のスナップショットファイルを選択します。	
手順2.	リストのファイルをダブルクリックし、このスナップショットを再生します。	
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図3-12 図 3-13

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能

	検索 選択した日付の開始時刻と終了時刻の範囲内の全てのスナップショットファイ
ルを検索します。

ダウンロード スナップショットファイルをローカルにダウンロードするには、ダウンロード
ボタンをクリックします。	

	戻る カレンダーインターフェースに戻って、時刻を選択し直すには、戻るボタンを
クリックします。	

3.2.3	 スナップショットの種類
スナップショットファイルの種類にチェックを付けると、選択された種類のファイルのみがファイルリ
ストに表示されます。図3‑14を参照してください。

図3-14



18

4	 設定
Webクライアントでは、カメラ、ネットワーク、PTZ、イベント、ストレージ、システム、インフォメー
ションを設定できます。	

4.1	 カメラ	
4.1.1	 映像の調整 (Conditions)
このウィンドウでは、デバイスのプロパティ情報を表示できます。行った設定は、設定後すぐに有効に
なります。図4‑1を参照してください。

図4-1

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
プロファイル
(Profile) カメラの設定モードを設定できます。オプションには、通常、昼、夜があります。		

ホワイトバランス
(WB)

カメラのホワイトバランスを設定します。オプションには、自動、手動、
ATW、屋外、屋内、屋外自動、ナトリウム灯自動、ナトリウム灯があります。	

露出 (Exposure) カメラの露出モードを設定します。オプションには、自動、手動、絞り優先、シャッ
ター優先があります。		
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パラメータ	 機能	

NR(NR) カメラのNR（ノイズリダクション）を設定します。2D	NRと 3D	NRが設定
できます。

デイナイト機能
(Day&Night)

カメラのデイナイト機能を設定します。	
このモードには、電子タイプと ICRタイプがあります。
このモードのオプションには、自動、白黒、カラー、光センサーがあります。

フォーカス
(Focus)

カメラのフォーカスの設定ができます。
オプションには、自動 (auto)、半自動 (semi	auto)、手動 (manual) があります。

ズーム (Zoom) カメラのズームに関する設定ができます。

画像 (Picture) カメラの映像を設定します。オプションには、スタイル、色相、明度、彩度、色調節、
ガンマ、鮮鋭度、精鋭度レベル、画像反転があります。

霧補正 (Defog) カメラの霧補正機能を設定します。	
デフォルト
(Default) 工場出荷時のデフォルト設定に戻します。	

4.1.1.1	 ホワイトバランス (WB)
ホワイトバランス設定画面を以下に示します。図4‑2を参照してください。

図4-2
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

ホワイトバランス
(WB	mode)

●		カメラのホワイトバランスを設定します。オプションには、自動、手動、
ATW、屋外、屋内、屋外自動、ナトリウム灯自動、ナトリウム灯があります。

●		手動モードでは、	赤と青のゲイン値を入力できます。	

4.1.1.2	 露出	
露出設定画面を以下に示します。図4‑3を参照してください。

図4-3
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

露出モード
(Exposure)

●		自動 (auto)：状況に応じて露出が変わります。
●		手動 (manual)：全て手動による調整になります。
●		絞り優先 (aperture	has	the	priority)：絞りのみ固定し、他は状況に応
じて変化します。

●		シャッター優先 (shutter	has	the	priority)：シャッタースピードのみ
固定し、他は状況に応じて変化します。

ちらつき低減
(Anti‑flicker)

●	屋外		 	：	環境に合わせて露出モードを変更してください。
●	50Hz	：	室内かつ東日本での使用の場合、こちらの設定にしてください。
●	60Hz	：	室内かつ西日本での使用の場合、こちらの設定にしてください。

露出補正
(Exposure	Comp)

さまざまな環境に合わせて、露出対象の明度を設定することにより、映像
全体の明度を調整できます。	

ゲインレベル
(Gain	Level) 照度の低い環境下での映像の明度を設定します。※

シャッター (Shutter) カメラの露出時間を設定します。※
アイリス (Iris) カメラのアイリス（絞り）を調整します。※
低速露出
(Slow	Exposure)

光量が大きく変化した場合は、カメラで安定した映像が得られるように、
低速露出を使用して画像を撮影します。	

ゲイン上限
(Max	Auto	Gain) カメラの最大ゲインを設定します。		

スローシャッター
(Slow	Shutter)

照度の低い環境では、カメラの自動露出時間を短くして画像を撮影するこ
とで、詳細度を高めます。動く物体の場合は、尾引き現象が発生すること
があります。この機能は、自動モードでのみ使えます。	

低速シャッター最小値
(Auto	SS	Limit) カメラの最小シャッター値を設定します。	

AE復元
(AE	Recovery)

アイリス	+	またはアイリス ‑ を手動で調節し、システムで以前の露出モー
ドを自動的に復元します。	

WDR
明暗の差が著しい環境下で、画像のコントラストを調整して、画像の明る
い領域と暗い領域の両方で明瞭に表示します。0～100の範囲で設定でき
ます。	

HLC 画像内に強い光源がある場合に、画像の明るさを自動調整して、露出オー
バーによる画像への影響を改善します。	

BLC 逆光のような明暗の差が著しい環境下で、画像の明度を自動調整して、画
像を明瞭に表示します。	

※マニュアルモードのみです
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4.1.1.3	 NR
NR設定画面を図4‑4に示します。

図4-4

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
2D	ノイズ除去
(2D	NR)

この値が高いほど、ノイズは小さくなります。ただし、多少映像がぼやけることが
あります。		

3D	ノイズ除去
(3D	NR)

この値が高いほど、ノイズは小さくなります。ただし、以前のものに比べて、一部
にスミア (尾引き ) 現象が生じることがあります。	
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4.1.1.4	 デイナイト機能 (Day/night)
デイナイト設定画面を図4‑5に示します。

図4-5

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

タイプ (Type) デイナイト機能切り替えタイプを電気式 (Electronic)、機械式 (ICR) から選択し
てください。

デイナイト機能
(Day&Night)

白黒 (B/W)、カラー (Color)、自動切換え (Day/Night) の 3種利から選択して
ください。

感度
(Sensitivity) カメラのデイナイト切替の感度を設定します。	
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4.1.1.5	 フォーカス (Focus)
フォーカス設定画面を図4‑6に示します。

図4-6

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
フォーカスモード
(Focus	Mode)

カメラのフォーカスモードモードを設定します。オプションには、自動、手動、
半自動があります。

フォーカス限界
(Focus	Limit)

カメラの焦点距離が短すぎるためにピント（焦点）が合わなくなる限界値です。
フォーカス速度を調節しながら、焦点距離を同時に変更できます。	

感度
(Sensitivity)

カメラのフォーカス感度を設定します。この値が高くなるほど、フォーカスの
作動が容易になります。この値が低くなるほど、フォーカスの作動が困難にな
ります。	

IR 補正
(IR	Correction) 赤外線によるフォーカスのズレを除去する機能
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4.1.1.6	 ズーム (Zoom)
ズーム設定画面を図4‑7に示します。

図4-7

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
デジタルズーム
(Digital	Zoom) デジタルズーム機能を有効にするには、このボックスにチェックを付けます。

ズーム速度
(Zoom	Speed)

カメラのズーム速度を設定します。この値が大きいほど、ズーム速度は高速に
なります。
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4.1.1.7	 鮮鋭度調整 (sharpness)
シャープネス設定画面を図4‑8に表示します。

図4-8

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
鮮鋭度 (Sharpness) 値を大きくするほど、鮮鋭な映像になります。
鮮鋭度制御
(Sharpness	CNT)

カメラのシャープネス制御レベルを調整します。この値が大きくなるほど、
鮮鋭度制御が強化されます。	
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4.1.1.8	 映像調整と霧補正
映像設定画面を図4‑9(a) と図 4‑9(b) に表示します。

図4-9(a)

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
スタイル (Style) 映像のスタイルを設定します。	
色相 (Saturation) 映像の色相を設定します。	
明度 (Brightness) 映像の明度を設定します。この数値が高いほど、映像は明るくなります。	

彩度 (Saturation) 色純度を設定します。純度が高くなるほど、映像は色味の量が増えて鮮明
になります。純度が低くなるほど、映像は暗くなります。	

色調節
(Chroma	CNT)

映像の色調節のレベルを設定します。この値が高いほど、調節レベルは高
くなります。	

ガンマ (Gamma) 映像のガンマ値を設定します。	
映像反転
(Picture	Flip) 映像の表示モードを設定します。映像を反転表示するために使用します。	
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図4-9(b)

パラメータ	 備考	
モード (mode) カメラの霧補正モードを設定します。
強度(Intersity) カメラの霧補正強度を設定します。オプションには、低、中、高があります。
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4.1.1.9	 デフォルト
カメラパラメータ初期化画面を図4‑10に示します。

図4-10

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
デフォルト
(Default) カメラのパラメータを工場出荷時の初期設定に戻します。	

4.1.1.10	 プロファイル管理
プロファイル管理画面を図4‑11に示します。

図4-11
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
プロファイル管理
(Profile	Management)

標準、フルタイム、スケジュールの3つのモードがあります。デフォル
トの設定値は、標準です。	

標準 (Normal) プロファイルファイルの一般的なパラメータを採用します。		

フルタイム (Full	Time) プロファイルファイルの昼または夜の一般的なパラメータを採用して常
時プロファイル管理行います。	

スケジュール(Schedule) ここで設定した時間に基づき昼または夜のパラメータを採用して、プロ
ファイル管理を行います。	

4.1.2	 映像（ビデオ）	
4.1.2.1	 映像ビットストリーム	
映像（ビデオ）ビットストリームインターフェースを以下に示します。図4‑10を参照してください。

図4-12

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

サブストリーム有効化
(Enable)

サブストリーム機能を有効にするには、このボックスにチェックを付け
ます。		
この機能は、デフォルトでは有効になっています。	

コードストリームの種類
(Code‑Stream	Type) General 固定です。
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パラメータ	 機能	
エンコードモード
(Encode	Mode) H.264とH.264H、MJPEGの三種類のモードがあります。

解像度 (Resolution) 複数の解像度があります。ドロップダウンリストから選択できます。	
解像度ごとに、推奨されるビットストリーム値は異なります。

フレームレート
(Frame	Rate)

NTSC：1～ 30f/s	
解像度の違いによって、フレームレートも変わる場合があります。	

ビットレートの種類
(Bit	Rate	Type)

次の 2つのオプションがあります。VBR（可変ビットレート）および
CBR（固定ビットレート）	
VBRモードでは、映像の画質を設定できます。	
MJPEGモードでは、CBRのみを使用できます。	

推奨ビットレート
(Reference	Bit	Rate) 設定した解像度とフレームレートに応じた推奨ビットレート値です。	

ビットレート (Bit	Rate)

●		CBRでは、このビットレートが最大値です。動きが多い映像の場合、
低いフレームレートにするか画質を維持するためにビットレートを上
げる必要があります。

●	VBRモードでは、この値は無効です。	

I フレーム間隔
(I	Frame	Interval)

2 つの I フレーム間のPフレームの数を設定できます。値の範囲は、1
～150です。デフォルト値は、30です。
推奨値は、フレームレート *2です。

ウォーターマークの設定
(Watermark	Settings)

ウォーターマークを検査して、映像が修正されているかどうかを確認す
るための機能です。ウォーターマーク機能を選択します。デフォルトの
ウォーターマークは、デジタルCCTVです。	
ウォーターマーク文字には、数字、文字、_（アンダーバー）、‑（ハイフン）
のみを128文字以内で設定できます。	

4.1.2.2	 スナップショット	
スナップショット設定画面を図4‑13に示します。

図4-13
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能 
スナップショットの種類
(Snapshot	Type) 次の2つのモードがあります。一般（スケジュール）およびイベント（起動）

画像サイズ
(Image	Size)

スナップショット（メインストリームまたはサブストリーム）の解像度
と同じです。	

画質 (Quality) 画像の品質を設定します。6つのレベルがあります。	

間隔 (Interval) スナップショットを撮る頻度を設定します。この値の範囲は、1～ 7秒
です。	

4.1.2.3	 映像オーバーレイ	
映像オーバーレイインターフェースを図4‑14～図4‑17に示します。

図4-14
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図4-15

図 4-16
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図4-17

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
プライバシーマスク
(Privacy	Mask)

●	映像の指定した部分にプライバシーマスクを設定することができます。	
●		最大 4つのプライバシーマスクゾーンを設定できます。

チャンネルタイトル
(Channel	Title)

●		この機能を有効にすると、映像ウィンドウにチャンネル情報をオーバーレ
イ表示できます。図4‑15を参照してください。

●	マウスを使用して、字幕を任意の位置にドラッグできます。

時刻表示
(Time	Title)

●		この機能を有効にすると、映像ウィンドウに時刻情報をオーバーレイ表示
できます。図4‑16を参照してください。

●	マウスを使用して、時刻字幕を任意の位置にドラッグできます。

情報表示
(OSD	info)

●		対応する「Enable」ボタンにチェックを付けると、映像監視ウィンドウ
にプリセット、温度、PTZ座標、ズームまたはテキストオーバーレイの
OSDが表示されます。対応する「Disable」ボタンにチェックを付けると、
そのOSDは非表示になります。	

●		映像中のボックスをドラッグすることにより、プリセット、温度、PTZ座標、
ズームまたはテキストオーバーレイを調整できます。文字揃えには、左揃
えと右揃えがあります。
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4.1.2.4	 パス	
ストレージパス設定画面を図4‑18に示します。
このウィンドウでは、スナップショットを保存するパスと録画のストレージのパスを設定できます。
●		デフォルトのスナップショットのパスは、C:\PictureDownload です。
●		デフォルトの監視録画のパスは、C:\RecordDownload です。
注記：	 	Admin を使用すると、PCアカウントにローカルにログインできます。	
	 	 	 	 	 	 現在の設定を保存するには、「保存」ボタンをクリックします。	

図4-18

4.1.3	 音声（オーディオ）	
音声設定画面を以下に示します。図4‑19を参照してください。

図4-19
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
サンプリング周波数
(Sampling	Frequency) 8k と 16k があります。	

エンコード形式
(Encode	Mode)

エンコードモードには、G.711AとG.711Muがあります。	
デフォルトは、G.711Aです。	

音声の有効化
(Enable) 有効にしたストリームのみEnable にチェックマークを入れてください。

マイクの音量
(Microphone	Volume) マイクの音量を設定します。

スピーカーの音量
(Speaker	Volume) スピーカーの音量を設定します。	

4.2	 ネットワーク	
4.2.1	 TCP/IP
TCP/IP 設定画面を図4‑20に示します。このインターフェースは、IPv4 および IPv6 に対応してい
ます。IPv4は、固定 IPとDHCPをサポートしています。IPv6は、固定 IPのみをサポートしています。
手動で IPアドレスを変更すると、WEBは自動的にその新しい IPアドレスに移動します。

図4-20
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

ホスト名 (Host	Name) 現在のホストデバイスの名前を設定します。最大で15文字を入力で
きます。		

Ethernet	Card Wire（DEFAULT) 固定です。

モード (Mode)

固定モードとDHCPモードの2つのモードがあります。DHCPモー
ドを選択すると、IP アドレスが自動的に検索されます。IP/ サブネッ
トマスク、ゲートウェイを設定することはできません。固定モードを
選択した場合は、IP/ サブネットマスク /ゲートウェイを手動で設定す
る必要があります。	

MACアドレス
(MAC	Address) ホストのMACアドレスを表示します。	

IP バージョン
(IP	Version)

IP バージョンを選択します。IPV4または IPV6
これらの2つのバージョンの IPアドレスにアクセスできます。

IPアドレス
(IP	Address)

キーボードを使用して、対応する数字を入力して IPアドレスを変更し
てから、対応するサブネットマスクとデフォルトのゲートウェイを設
定してください。

優先DNS
(Preferred	DNS	Server) DNS	IP アドレスです。

代替DNS
(Alternate	DNS	Server) 代替DNS	IP アドレスです。	

4.2.2	 接続	

4.2.2.1	 接続	
接続に関する設定画面を図4‑21に示します。

図4-21
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
最大接続数
(Max	Conection)

同じデバイスにおける最大Web接続数です。値の範囲は、1～20です。デフォ
ルトの接続数は、10です。

TCPポート
(TCP	Port)

ポートの範囲は、1025 ～ 65534 です。デフォルト値は、37777 です。
必要に応じて実際のポート番号を入力できます。	

UDPポート
(UDP	Port)

ポートの範囲は、1025 ～ 65534 です。デフォルト値は、37778 です。
必要に応じて実際のポート番号を入力できます。

HTTPポート
(HTTP	Port)

ポートの範囲は、1025～ 65524です。デフォルト値は、80です。必要に
応じて実際のポート番号を入力できます。

RTSPポート
(RTSP	Port)

●		デフォルト値は、554です。デフォルトを使用する場合はブランクのまま
にしておいて構いません。QuickTime を使用します。または、VLCでも以
下の形式を再生できます。あるいは、BlackBerry でも再生可能です。	

●		リアルタイム監視URL形式を使用して、URLで、リアルタイムRTSPメディ
アサーバー、チャネル番号、ビットストリームの種類を要求します。ユーザー
名とパスワードが必要になる場合があります。	

●		BlackBerry を使用する場合は、エンコードモードをH.264Bに、解像度
をCIF に設定し、音声をオフにする必要があります。	

URLの形式は、次のとおりです。
rtsp://username:password@ip:port/cam/
realmonitor?channel=1&subtype=0
username/password/IP	and	port.	
IP は、デバイスの IP であり、ポートのデフォルトの値は554です。デフォ
ルトの値を使用する場合は、ブランクのままにしておいて構いません。	
エンコード（符号化）モードがMJPEGの場合には、標準のRTPプロトコル
に従ってください。最大解像度は、2040*2040のみがサポートされます。	

HTTPsの有効化
(HTTPs)

HTTPsにチェックを付けて有効にします。https://ip:port と入力してログイ
ンします。データを保護してください。デフォルトのポートは、https://ipです。
デフォルトでは、無効になっています。	

HTPPsのポート
(HTTPs	Port)

HTTPsの通信ポートです。ポートの範囲は、1025～65534であり、デフォ
ルトは、443です。	

注記：	●		0 ～ 1024、37780 ～ 37880、1900、3800、5000、5050、9999、37776、
39999、42323はすべて、特殊なポートです。ユーザーはこれらのポートを変更できません。	

	 	 	 	 	 	 ●	他のポートのデフォルトのポート値を使用しないでください。	
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4.2.2.2	 ONVIF
本機能をONにすると他社の製品との併用が可能になります。ONVIF 機能はデフォルトで有効になっ
ています。図4‑22を参照してください。

図4-22

4.2.3	 PPPoE
本機能はサポート対象外です。

PPPoEインターフェースを図4‑23に示します。
IPS（インターネットサービスプロバイダー）から取得したPPPoEのユーザー名とパスワードを入力し、
PPPoE機能を有効にします。現在の設定を保存してから、本機を再起動し、設定を有効にします。	
再起動すると、本機はPPPoE経由でインターネットに接続します。WAN側 IP アドレスは、IPアド
レス欄から取得できます。PPPoE をオンにする場合は、ダイヤルアップへの影響を回避するために
UPnPを無効にしてください。	
PPPoEの有効化にチェックを付ける場合には、UPnPを無効にしてください。	
本機の現在のデバイス情報から、IPアドレスの項目に移動します。このアドレスを経由してクライア
ント側にアクセスすることが可能になります。	

図 4-23
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4.2.4	 DDNS
本機能は、サポート対象外です。

DDNSインターフェースを図4‑24に示します。
DDNSは、当該システムにアクセスするために使用する、さまざまなサーバーに接続するために設定
します。対応するサービスのWebサイトに移動して、ドメイン名を適用し、そのドメインを介してシ
ステムにアクセスしてください。この機能は、IPアドレスが変更されても有効です。本機をWLANに
接続する場合は、UPnPを無効にする必要があります。	

図4-24

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

サーバーの種類
(Server	Type)

ドロップダウンリストから次のDDNSプロトコルを選択できます。CN99	
DDNS、NO‑IP	DDNS、Dyndns	DDNS、QUICK	DDNSデフォルト値は、
QUICK	DDNSです。	

サーバーのアドレス
(Server	Address)

DDNSサーバーの IPアドレス	
●	CN99DDNS		 	 	 	 	 	 	 サーバーアドレス：	www.3322.org
●	NO‑IPDDNS		 	 	 	 	 	 	 サーバーアドレス：	dynupdate.no‑ip.com
●	DyndnsDDNS		 	 	 	 	 サーバーアドレス：	members.dyndns.org
●	QUICK	DDNS		 	 	 	 	 	 サーバーのアドレス：www.quickddns.com

ドメイン名
(Domain	Name) ユーザー定義のドメイン名

ユーザー名
(User	Name) サーバーにログインするために入力するユーザー名です。

パスワード
(Password) サーバーにログインするために入力するパスワードです。

アップデート間隔
(Update	Period)

デバイスは、死活信号をサーバーに定期的に送信します。デフォルトは、10
分です。	
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4.2.5	 IP フィルタ
本機能は、サポート対象外です。

IPフィルタインターフェースを図4‑25に示します。
IPフィルタ機能を有効にすることで、指定した IPおよびMACアドレスをもつユーザーのみを本製品
にアクセスできるように設定できます。	
IP アドレスまたは IPアドレスの一部を追加できます。	
このボックスにチェックを付けない場合、アクセス制限を設けることを意味します。	
ここでは、IP アドレスとMACアドレスを追加できます。これらのアドレスは、信頼済みサイトを有
効にする前に追加する必要があります。	
注意点：	MACアドレスによるアクセス制限を適用するには、ログインPCと本カメラを同じネットワー

クセグメントにする必要があります。

図4-25
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4.2.6	 SMTP（電子メール）
本機能は、サポート対象外です。

SMTPインターフェースを図4‑26に示します。

図4-26

詳細については、以下の説明を参照してください。

パラメータ	 機能	
SMTPサーバー
(SMTP	Server) サーバーアドレスを入力してから、この機能を有効にします。	

ポート (Port) デフォルト値は、25です。必要に応じて変更できます。

匿名 (Anonymity)
サーバーでは、匿名機能がサポートされています。匿名で自動ログインが可
能です。ユーザー名、パスワードおよび送信者情報を入力する必要はありま
せん。		

ユーザー名
(Username) 送信者の電子メールアカウントのユーザー名です。

パスワード
(Password) 送信者の電子メールアカウントのパスワードです。

送信者 (Sender) 送信者の電子メールアドレスです。
暗号化方式
(Authentication) SSL、TLSまたはなしを選択できます。	
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パラメータ	 機能	
件名 (Title) ここには、電子メールの件名を入力します。	

添付(Attachment) このボックスにチェックを付けると、システムでスナップショットの電子メー
ルを送信できます。	

メールの受信者
(Mail	Reciever)

ここには、電子メールの受信者のアドレスを入力します。最大で3つのアド
レスを入力可能です。

送信間隔 (Interval)

送信間隔の範囲は、0～3600秒です。0は送信間隔がなく、連続してメー
ルを送信します。
モーション検知などのイベントでアラームが継続している場合のメール送信
間隔を本項目にて決定できます。

ヘルスチェック
(Health	Mail) この機能を有効にするには、このボックスにチェックを付けます。	

電子メールテスト	
システムでは、接続が正常に確立されているか否かをテストするために自動
的に電子メールが一度送信されます。電子メールテストが実行される前に、
電子メールの設定情報を保存してください。	

4.2.7	 UPnP
本機能は、サポート対象外です。

この機能を使用すると、LANと公衆通信回線間のマッピング関係を確立できます。
このウィンドウでは、UPnP アイテムの追加、変更または削除も実行できます。異なるルーターの
UPnPについては、UPnP機能を無効化する必要があります。図4‑27を参照してください。
Windows	OSでは、「スタート」‑>「コントロールパネル」‑>「プログラム」の追加と削除の順に選択し、
「Windowsコンポーネントの追加と削除」をクリックし、Windowsコンポーネントウィザードで「ネッ
トワークサービス」を選択します。	
「詳細設定」ボタンをクリックしてから、「インターネットゲートウェイデバイス検出とクライアントの
制御」および「UPnPユーザーインターフェース」にチェックを付けます。インストールを開始するには、
「OK」をクリックします。	
Web からUPnPを有効にします。UPnPがWindows	OSで有効になっている場合、本製品は、「マ
イネットワークプレース」を用いてその機能を検出します。
手動モードでは、マッピングの追加、削除、変更を手動で行うことができます。自動モードでは、ユーザー
が変更を行わなくても、使用されていないポートを選択してポートマッピングが自動的に実行されます。
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図4-27

4.2.8	 SNMP
本機能は、サポート対象外です。

SNMPインターフェースを図4‑28に示します。
SNMPを使用すると、ネットワーク管理ワークステーションのソフトウェアであるマネージャーと
管理下の機器であるプロキシとの間で通信を行うことができます。この機能を使用する前に、MG	
MibBrowser	8.0c ソフトウェアなどのソフトウェアをインストールするか、SNMPサービスを確立
してください。新しい設定を有効にするには、本機を再起動する必要があります。	

図4-28
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

SNMPのバージョン
(SNMP	Version)

●		SNMP	v1 にチェックを付けると、本機によって v1の情報のみが処理
されます。	

●		SNMP	v2 にチェックを付けると、本機によって v2の情報のみが処理
されます。	

SNMPポート
(SNMP	Port)

本機のプロキシプログラムの待ち受けポートです。UDPポートであり、
TCPポートではありません。値の範囲は、1～65535です。デフォルト
値は、161です。

コミュニティ
これは、管理ワークステーションンピューターとプロキシ間のコマンドと
して機能する、プロキシとマネージャーの認証を定義するストリング（文
字列）です。	

読み取りコミュニティ
(Read	Community)

すべてのSNMPターゲットに対する読み取り専用アクセスを許可します。
デフォルトは、public です。
注記：	数値、文字、_（アンダーバー）、–（ハイフン）のみがサポートされ

ています。	

書き込みコミュニティ
(Write	Community)

すべてのSNMPターゲットへの書き込み/読み取りアクセスを許可します。
デフォルトは、private です。
注記：	数値、文字、_（アンダーバー）、–（ハイフン）のみがサポートされ

ています。
トラップアドレス
(Trap	Address) 本機のプロキシプログラムからのトラップ情報の宛先アドレスです。	

トラップポート
(Trap	Port)

トラップメッセージを送信するポートです。デフォルトは162です。値の
範囲は、1～65535です。

4.2.9	 Bonjour（ボンジュール）
本機能は、サポート対象外です。

Bonjour（ボンジュール）インターフェースを以下に示します。図4‑29を参照してください。
Bonjour（ボンジュール）は、アップルが開発したマルチキャストDNSサービスに基づいた技術です。
Bonjour デバイスは、そのサービス情報を自動的にブロードキャストし、他のデバイスからのサービス
情報を待ち受けることができます。
ユーザーは、同じ LANで Bonjour サービスのブラウザを使用して、本製品機器を検索し、IP アドレ
スなどの本製品情報を知らなくてもアクセスすることができます。		
Bonjour によって本製品が検出されている場合には、サーバー名を確認できます。この機能は、safari
ブラウザによってサポートされています。「すべてのブックマークを表示」をクリックして、Bonjour
を開きます。システムによって、LANで Bonjour 機能を持つスピードドームが検出されます。	
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図4-29

4.2.10	 マルチキャスト
マルチキャストインターフェースを図4‑30に示します。
マルチキャストは、データパケットの送信モードです。同じデータパケットを受信する複数のホストが
ある場合、マルチキャストは、帯域幅やCPUの負荷を軽減するための最良のオプションです。送信元
のホストは、データを配信機構に1つ送信するだけで済みます。また、この機能は、グループメンバー
とグループ外部の関係にも依存します。	
注記：	●		「プレビュー」、「ストリーミングメディアプロトコル」を開き、「マルチキャスト」を選択し、

マルチキャスト形式のモニターウィンドウを表示します。	
	 	 	 	 	 	 ●		このウィンドウで、マルチキャストアドレスとポートを設定します。また、Liveインターフェー

スに移動して、プロトコルをマルチキャストに設定する必要があります。	

図4-30
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	

有効化 (Enable) マルチキャスト機能を有効にするには、このボックスを選択します。メ
インストリームとサブストリームは、同時には使用できません。	

マルチキャストアドレス
(Multicast	Address)

メイン / サブストリームマルチキャストのデフォルトのアドレスは、
224.1.2.4です。値の範囲は、224.0.0.0～239.255.255.255です。

ポート (Port) マルチキャストポートです。メインストリームは、40000、サブストリー
ムは40002です。値の範囲は、1025～ 65534です。

4.2.11	 802.1x
本機能は、サポート対象外です。

802.1x（ポートベースネットワークアクセス制御プロトコル）では、LANに接続されるデバイスの
LANへのアクセスを許可するかを制御するための認証方式の手動による選択をサポートしています。
この規格は、ネットワークの認証、課金、安全性、管理要件によく対応しています。図4‑31を参照し
てください。

図4-31

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
認証
(Authentication) PEAP（保護された拡張認証プロトコル）		

ユーザー名
(Username) サーバーによって認証される、ログインするためのユーザー名を入力します。

パスワード
(Password) ここには、パスワードを入力します。	
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4.2.12	 QoS
本機能は、サポート対象外です。

QoSインターフェースを以下に示します。図4‑32を参照してください。
Qos（サービス品質）は、ネットワークセキュリティ機構です。ネットワークの遅延や輻輳の問題など
を解決するための技術です。ネットワークサービスの場合、サービス品質には、送信帯域幅、遅延、パケッ
トの損失などがあります。送信帯域幅を生成し、遅延を低減し、データパケットの損失を低減し、ブレ
を補正して、画像品質を向上できます。	
また、IP の DSCP（差別化サービスコードポイント）を設定して、さまざまなデータパケットに対し
てルーターやハブで異なるサービスを提供できるようにデータパケットを区別します。また、優先順位
（64段階の異なる優先順位）に応じて、パケットの異なるキュー（待ち行列）を選択し、各パケット
の帯域幅を選択することもできます。レベル0が、最下位のレベルで、レベル63が最上位のレベル
です。さらに、広域帯域幅が輻輳状態の場合には、さまざまな比率でパケットを廃棄することも可能です。	

図4-32

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
リアルタイムモニター
(Realtime	Monitor)

値の範囲は、0～ 63です。ルーターまたはスイッチで、さまざまなデー
タパケットに対してさまざまなサービスを提供できます。	

コマンド(Command) 値の範囲は、0～ 63です。ルーターまたはスイッチで、さまざまなデー
タパケットに対してさまざまなサービスを提供できます。
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4.3	 PTZ	
4.3.1	 プロトコル	
4.3.1.1	 ネットワークPTZの設定	
ネットワークPTZ設定画面を図4‑33に示します。

図4-33

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
プロトコル (Protocol) DH‑SD1/DH‑SD3などのドロップダウンリストから選択できます。

4.3.2	 機能	
この部分では、PTZ動作を制御できます。	

図4-34
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パラメータ	 機能	
プリセット (Preset) カメラのプリセットを設定します。	
ツアー (Tour) カメラのツアーを設定します。最大8つのツアーを設定できます。
スキャン (Scan) カメラのスキャンを設定します。	
パターン (Pattern) カメラのパターンを設定します。
パン (Pan) カメラの回転速度を設定します。	
PTZ速度 (PTZ	Speed) PTZ動作の速度を設定します。	
アイドルモーション
(Idle	Motion) カメラのアイドル動作を設定します。	

電源投入 (Boot	up) システムの起動時のカメラの動作を設定します。	
タイムタスク (Time	Task) カメラのタイムタスクを設定します。	
PTZ再起動 (PTZ	Restart) カメラのPTZを再起動します。	
デフォルト (Default) カメラのPTZのデフォルト設定を復元します。	

4.3.2.1	 プリセット	
プリセット設定画面を図4‑35に示します。

図4-35
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
プリセット番号 (No.) プリセット番号を設定します。設定すると有効になります。	
プリセット名
(Preset	Title) プリセット名を設定します。ユーザー定義のプリセット名を入力できます。

削除 (Delete) プリセットを削除します。	
保存 (Save) 現在のプリセットの設定を保存します。	
追加 (Add) 新しいプリセットを追加します。		
削除 (Clear) すべてのプリセットの設定を削除します。	

4.3.2.2	 ツアー
ツアー設定画面を以下に示します。図4‑36を参照してください。

図4-36

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
ツアー番号 (Tour	No.) システムによって自動的に割り当てられます。	
ツアー名 (Tour	name) ツアー名を設定します。ユーザー定義のツアー名を入力できます。		

開始 (Start) ツアーを開始します。	
ツアーが設定されていない場合には、この機能は無効になります。	
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パラメータ	 機能	

停止 (Stop) ツアーを停止します。	
ツアーが設定されていない場合には、この機能は無効になります。

追加 (Add) 新しいツアーを開始します。		

プリセット (Preset)

新しいツアーを追加するには、「追加」ボタンをクリックします。デフォ
ルトのプリセット値は1です。	
ツアー番号をクリックすると、選択するためのドロップダウンリストが表
示されます。
ツアー機能を使用する前にプリセットを設定してください。	

継続時間 (Duration(s)) ツアーの滞留時間を設定します。	
保存 (Save) 現在の設定を保存するには、このボタンをクリックします。	

4.3.2.3	 スキャン	
スキャン設定画面を以下に示します。図4‑37を参照してください。

図4-37
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
スキャン番号 (Scan	No.) システムによって自動的に割り当てられます。	

速度 (Speed) 速度を設定します。	
カメラがスキャンを実行中は、速度を設定できません。		

開始 (Start) スキャンを開始します。	
スキャンが設定されていない場合には、この機能は無効になります。	

停止 (Stop) スキャンを停止します。	
スキャンが設定されていない場合には、この機能は無効になります。

設定 (Set) このボタンを設定すると、左側リミットと右側リミットを設定できます。	
左側リミット
(Set	Left	Limit) カメラの左側リミットを設定します。		

右側リミット
(Set	Right	Limit) カメラの右側リミットを設定します。	

4.3.2.4	 パターン	
パターン設定画面を以下に示します。図4‑38を参照してください。

図4-38
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
パターン番号
(Pattern	No.) システムによって自動的に割り当てられます。	

開始 (Start) パターンを開始します。	
パターンが設定されていない場合には、この機能は無効になります。	

停止 (Stop) パターンを停止します。	
パターンが設定されていない場合には、この機能は無効になります。

設定 (Set) このボタンをクリックすると、「開始」、「停止」、「録画」ボタンが表示されます。
録画の開始
(Start	Rec) 録画のパターン設定を開始するには、このボタンをクリックします。

録画の停止
(Stop	Rec) 録画のパターンの設定を停止するには、このボタンをクリックします。

4.3.2.5	 パン
パン設定画面を以下に示します。図4‑39を参照してください。

図4-39
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
回転速度
(Pan	Speed) カメラの回転速度を設定します。		

開始 (Start) ローテーション（回転）動作を開始するには、このボタンをクリックします。
停止 (Stop) 回転動作を停止するには、このボタンをクリックします。

4.3.2.6	 PTZ速度	
PTZ速度設定画面を以下に示します。図4‑40を参照してください。

図4-40

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
PTZ速度
(PTZ	Speed) カメラのPTZ速度を設定します。		
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4.3.2.7	 アイドルモーション
アイドルモーション設定画面を以下に示します。図4‑41を参照してください。

図4-41

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
有効化 (Enable) アイドルモーション機能を有効にするには、このボックスオンにします。	
アイドルモーション
(Idle	Motion)

プリセット、スキャン、パターン、ツアーを設定できます。	
この機能を使用するには、まず対応する動作を設定する必要があります。	

アイドル時間
(Idle	Time) アイドル時間を設定します。		
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4.3.2.8	 電源投入
電源投入設定画面を以下に示します。図4‑42を参照してください。
本機能を使用することにより、電源投入以後一定のPTZ動作を継続して行うことができます。

図4-42

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
有効化 (Enable) 電源投入機能を有効にするには、このボックスにチェックを付けます。	

電源投入 (Boot	up) プリセット、スキャン、パターン、ツアー、自動を設定できます。	
この機能を使用するには、まず対応する動作を設定する必要があります。
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4.3.2.9	 タイムタスク	

図 4-43

パラメータ	 備考	
有効化 (Enable) タイムタスク機能を有効にします。	
タイムタスク動作
(Time	Task	Action)

プリセット、ツアー、スキャン、パターンなどのタイムタスク動作を設定
します。

オートホーム
(AutoHome)

手動でPTZを呼び出して、タイムタスクを中断する場合のタイムタスクの
自動回復時間を設定します。

期間の決定
(Period	Setting)

タイムタスクを実施する正確な期間を設定します。設定するには、「設定」
をクリックします。

コピー
(Copy	To	Task	No.)

設定したタスク情報を指定されたタスク番号にコピーするには、「コピー」
をクリックします。
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4.3.2.10	 PTZ再起動
PTZ再起動画面を以下に示します。図4‑44を参照してください。

図4-44

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
PTZ再起動
(PTZ	Restart) PTZを再起動します。	
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4.3.2.11	 デフォルト	
PTZ設定初期化画面を以下に示します。図4‑45を参照してください。

図4-45

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
デフォルト (Default) PTZの工場出荷時のデフォルト設定を復元します。	
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4.4	 イベント	
4.4.1	 映像検出
4.4.1.1	 検出	
検出設定画面を図4‑46に示します。

図4-46

映像改ざん検知に関する設定画面を図4‑47に示します。
本機能を有効にするにはEnable をクリックしてチェックマークを入れてください。

図4-47
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図4-48

図 4-49
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能	
有効化 (Enable) 動き検出機能を有効にするには、このボックスにチェックを付けます。	

実行時間
(Working	Period)

ここでは、検出の実行 /実行解除時間を設定できます。時間設定メニューを開
くには、設定ボタンをクリックします。図4‑48を参照してください。
1日あたり、6つの設定可能な期間が用意されています。各期間を有効にする
には、その前にあるチェックボックスをオンにする必要があります。	
注記：	時間の設定は、左マウスボタンを離さずにマウスをドラッグすることに

より行えます。	
ブレ補正
(Anti‑Dither)

ブレ補正の基準データを更新する時間を決定できます。値の範囲は、0～100
秒です。

領域 (Area)

ここには、動き検出領域、その感度および領域を設定できます。（感度が高いほ
ど、動き検出のトリガーは容易になり、領域が狭いほど、動き検出のトリガー
は容易になります。）デフォルトでは、すべての領域が対象になります。行った
設定を有効にするには、「保存」をクリックする必要があります。図4‑49 を
参照してください。

録画 (Record)
このボックスにチェックを付けると、アラームの発生時に、システムにより自
動録画されます。.「ストレージ」>「スケジュール」の順に選択して、録画時
間を設定し、録画制御インターフェースで、自動録画を選択してください。	

録画遅延
(Record	Delay)

アラーム終了後の録画開始を遅延させることができます。この値の範囲は、10
～300秒です。

リレー出力
(Relay‑out) このボックスにチェックを付けると、動き検出に連動してリレー出力します。

アラーム遅延
(Alarm	Delay) アラーム出力される時間を決めます。10～300秒より選択できます。

電子メール送信
(Send	Email)

この機能を有効にすると、アラーム発生時および終了時に、システムによって
警告電子メールが自動送信されます。「ネットワーク」>「SMTP」の順に選択
して、電子メールアドレスを設定してください。

PTZ	
ここでは、アラーム発生時のPTZ動作を設定します。このような動作には、
アラーム発生時の事前設定された位置への移動などがあります。
イベントの種類には、プリセット、ツアー、パターンなどがあります。	

スナップショット	
動き検出時のスナップショットファイルをシステムでバックアップするには、
このボックスにチェックを付ける必要があります。「ストレージ」>「スケジュー
ル」の順に選択して、スナップショット期間を設定してください。

領域設定画面を図4‑49に示します。各領域は異なる色で表示されています。各領域に、異なる検出ゾー
ンを設定できます。本機の監視領域が広い場合は、領域をいくつかのゾーンに分割することで、モーショ
ン検出を容易にすることができます。	
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ 機能	
名前 (Name) デフォルトの領域の名前には、Region0、Region1、Region2、Region3です。
感度
(Sensitivity) 値の範囲は、0～100です。推奨値は、30～70です。	

判定基準値
(Threshold) 値の範囲は、0～100です。推奨値は、0～10です。

波形 動き検出していないときは緑色、検出すると赤色になります。
すべて消去
(Delete	All) すべての領域を消去します。	

削除 (Delete) 選択した領域を削除します。	

4.4.2	 異常
異常には、ネットワーク関連の異常、不正アクセスなどが含まれます。	
デバイスがオフラインまたは IP 競合の場合は、設定を行うために図4‑50(a)(b) に示すウィンドウで
設定できます。	

図4-50(a)

図 4-50(b)
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4.5	 ストレージ管理	
4.5.1	 スケジュール	
スケジュールを設定する前に、録画モードを自動または手動に設定する必要があります。	
注記：	 	「録画制御」の「録画モード」がオフになっている場合は、本機ではスケジュールに基づいたスナッ

プショットの撮影は実行されません。	
4.5.1.1	 録画スケジュール
この機能はサポートしていません。

録画スケジュール設定手順：
手順1.	「Record	Schedule」をクリックします（図4‑51を参照）。

図4-51
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手順2.	 	月曜日から日曜日までの録画時間を選択し、右側にある「Setup」を選択します。図4‑52を
参照してください。

図4-52

手順3.	 	「OK」をクリックして、録画スケジュール設定画面に戻ります。図4‑53を参照してください。	
●		緑色は、記録 /スナップショットを表します。
●		黄色は、動き検出録画 /スナップショットを表します。
●		赤色は、アラーム録画 /スナップショットを表します。	

図4-53

手順4.	 	録画スケジュール設定画面で、「Save」をクリックします。スケジュールが正常に保存された
ことを示すメッセージが表示されます。	
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4.5.1.5	 スナップショットスケジュール
スナップショットスケジュールの設定手順は、次のとおりです。
手順1.	 	「Snapshot	Schedule」タブをクリックします（図4‑54参照）。

図4-54

手順2.	 	月曜日から日曜日までの時間を選択し、右側にある「Setup」を選択します。図4‑55を参照
してください。

注記：	時間の設定は、左マウスを離さずに、スケジュール設定画面でドラッグすることにより行えます。	

図4-55



68

手順3.	 	「OK」をクリックして、スナップショットスケジュール設定画面に戻ります。図4‑56を参照
してください。	

●		緑色は、録画 /スナップス写真を表します。
●		黄色は、モーション検出録画 /スナップショットを表します。
●		赤色は、アラーム録画 /スナップショットを表します。	

図4-56

手順4.	 	スナップショット設定画面で、「Save」をクリックします。スケジュールが正常に保存された
ことを示すメッセージが表示されます。	
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4.5.1.5	 休日のスケジュール
休日のスケジュールでは、特定の日付を休日として設定できます。	
手順1.	「Holiday	Schedule」タブをクリックします。図4‑57を参照してください。

図4-57

手順2.	休日として設定する日付を選択します。選択された日付は、黄色で強調表示されます。	
手順3.	 	録画 / スナップショットにチェックを付け、「Save」をクリックします。スケジュールが正常

に保存されたことを示すシステムプロンプトが表示されます。	
手順4.	 	休日の設定を完了すると、休日スケジュールの日付に基づいて、録画 /スナップショットが行

われます。	

4.5.2	 保存先	
4.5.2.1	 パス
保存先設定画面を、図4‑58に示します。
パスでは、録画およびスナップショットのストレージパスを設定します。ローカル、FTPどちらかか
ら選択できます。イベントのタイプに基づいてシステムで保存します。スケジュール設定画面の3つ
のモード（全般 /モーション /アラーム）に対応しています。保存機能を有効にするには、このボック
スにチェックを付けてください。	
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図4-58

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
イベントタイプ
(Event	Type) イベントタイプには、スケジュール、モーション検出、アラームがあります。		

FTP	 データは、FTPサーバーに保存されます。	

4.5.2.2	 ローカル
この機能はサポートしていません。

図4-59
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4.5.2.3	 FTP
FTPインターフェースを図4‑60に示します。	
FTP機能を有効にするには、このボックスにチェックを付けます。

図4-60

4.5.3	 録画管理	
この機能はサポートしていません。

録画管理インターフェースを図4‑61に示します。

図4-61
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
ファイルの再生時間
(Pack	Duration)

ここでは、ファイルサイズを1分～120分の範囲で選択します。デフォル
トの設定は、8分です。

プレ録画時間
(Pre‑event	Record)

ここには、プレ録画時間を設定してください。	
たとえば、システムで、4秒間の映像をバッファに録画することができます。
録画は、5秒目から開始されます。	
注記：	アラームまたはモーション検出の発生時に、プレ録画時間を設定して

ください。録画が開始される前に、システムで先行する n秒間の録画
を記録することができます。		

容量オーバー
(Disk	Full)

HDDの容量が一杯になった場合には、2つのオプションがあります。録画
を停止、以前のファイルに上書き
●	停止		 	：	現在動作しているHDDが上書きしている、または現在のHDD

の容量が一杯になった場合は、録画を停止します。	
●	上書き	：	現在動作しているHDDが一杯になった場合は、以前のファイル

を上書きします。
録画モード
(Record	Mode) 次の 3つのモードがあります。自動 /手動 /停止		

録画ストリーム
(Record	Stream) 次の 2つのオプションがあります。メインストリーム、サブストリーム	

4.6	 システム	
4.6.1	 全般	
全般に関する画面を図4‑62に示します。

図4-62
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詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
デバイス名 デバイス名を設定します。	
言語	 言語は英語固定です。
映像規格 NTSCなどの映像規格を表示します。

日付と時間設定画面を図4‑63に示します。

図4-63

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
日付形式 (Data	Format) ここでドロップダウンリストから日付形式を選択できます。
時間形式 (Time	Format) 次の 2つのオプションがあります。24時間、12時間
タイムゾーン (Time	Zone) デバイスのタイムゾーンです。	
システム時間(Current	Time) システム時間を設定します。設定すると有効になります。	
PCに同期 (Sync	PC) PCの現在の時間をシステム時間として保存できます。

DST 夏時間の開始時間と終了時間を設定します。日付形式または週形式
に従って設定できます。	

NTP(NTP	Setup) このボックスをオンにすると、NTP機能を有効にできます。		
NTPサーバー (NTP	Server) タイムサーバーアドレスを設定します。	
ポート (Port) タイムサーバーポートを設定します。	
アップデート期間
(Update	Period) デバイスとタイムサーバー間の同期時間を設定します。	
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4.6.2	 アカウント	
●		以下に記載するユーザー名またはユーザーグループ名において、システムでサポートされる文字数は
15文字です。有効な文字列には、以下が含まれます。文字、数字、アンダースコア	

●		パスワードには、数値と文字のみで0～32文字使用できます。ユーザーは、他のユーザーのパスワー
ドを変更できます。	

●		本機の工場出荷時の設定では、ユーザー数は18、グループ数は8です。工場出荷時の初期設定には、
user および admin の 2つのレベルの権限が含まれています。対応するグループを設定して、指定
したグループのそれぞれのユーザーの権限を設定できます。

●		ユーザー管理では、グループ /ユーザーモードを採用しています。ユーザー名とグループ名は、一意
です。1人のユーザーが含まれるグループは、1つのみである必要があります。	

●		現在ログインしているユーザーが、自分自身の権限を変更することはできません。	
4.6.2.1	 ユーザー名	
この画面では、匿名ログインを有効にして、ユーザーの追加 /削除、ユーザー名の変更を行うことがで
きます。図4‑64を参照してください。

図4-64

匿名ログインの有効化 (Anonymity	Login)：匿名ログインを有効にし、IPを入力します。ユーザー名
またはパスワードは、必要ありません。匿名で（限られた権限で）ログインすることができます。セッ
ションを終了するには、ログアウトをクリックします。	
ユーザーの追加 (Add	User)：グループに任意のユーザーの名前を追加して、ユーザー権限を設定しま
す。図4‑65を参照してください。
初期設定では、admin、888888、666666および非表示となる default ユーザーの4つのタイプ
のユーザーがあります。6666ユーザー以外は、管理者権限を持っています。666666ユーザーは、
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重要でない権限しか持っていません。	
非表示のユーザーの「デフォルト」は、システム内部での使用専用であるため、削除できません。ログ
インユーザーがいない場合には、非表示のユーザーの「デフォルト」が自動的にログインします。ログ
インすることなくいくつかのチャネルを閲覧できるように、このユーザーに監視など何らかの権限を設
定することもできます。
ここでは、ユーザー名とパスワードを入力して、現在のユーザーに1つのグループを選択します。	
ユーザーの権限がグループの権限の設定を超えないように注意してください。	
設定の有効性を高めるために、一般のユーザーの権限が管理者の権限を超えないようにしてください。	

図4-65

ユーザーの変更	
ユーザーのプロパティ、所属するグループ、パスワード、権限を変更します。図4‑66を参照してくだ
さい。
パスワードの変更	
ユーザーのパスワードを変更します。旧パスワードを入力し、次に新しいパスワードを入力し、設定を
確認するために新しいパスワードを再度入力します。「OK」ボタンをクリックして保存します。	
パスワードの文字数の範囲は0～32桁です。これらの文字は、数値と文字のみでなくてはなりません。
アカウント権限を持つユーザーの場合は、他のユーザーのパスワードを変更できます。	
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図4-66

4.6.2.2	 グループ
グループ管理設定画面では、グループの追加 /削除、グループパスワードなどの変更を行うことができ
ます。	
インターフェースを図4‑67に示します。

図4-67
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グループの追加：グループを追加して、その対応する権限を設定します。図4‑68を参照してください。
グループ名を入力し、ボックスにチェックを付けて対応する権限を選択します。権限には、プレビュー、
再生、録画制御、PTZ制御などがあります。	

図4-68

グループの変更	
「グループを変更」ボタンをクリックします。図4‑69に示すインターフェースが表示されます。
ここでは、備考や権限などのグループ情報を変更できます。	

図4-69
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4.6.3	 デフォルト	
デフォルト設定画面を図4‑70に示します。
システムでは、IPアドレスなど一部の情報は復元できません。

図4-70

4.6.4	 インポート /エクスポート	
インターフェースを図4‑71に示します。

図4-71

詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
設定読み込み (Import) 設定ファイルをPCから読み込みます
設定保存 (Export) カメラの設定をPCに保存します
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4.6.5	 自動メンテナンス	
自動メンテナンスインターフェースを図4‑72に示します。
自動再起動および旧いファイルの自動削除の間隔をドロップダウンリストから選択できます。
旧いファイルの自動削除機能を使用する場合は、ファイルの経過期間を設定する必要があります。	

図4-72

パラメータ 機能
自動再起動
(Auto	Reboot) ボックスにチェックを付けて、自動再起動時間を設定します。

自動削除
(Auto	Delete	Old	Files) ボックスにチェックを付けて、1～31日以内の期間を設定します。

4.6.6	 アップグレード
アップグレードインターフェースを図4‑73に示します。
アップグレードファイル（ファイルの拡張子は「.bin」）を選択し、「アップグレード」ボタンをクリッ
クして、ファームウェアのアップグレードを開始します。	
重要：	不適切なアップグレードプログラムを使用すると、デバイスが正常に動作しなくなるおそれがあ

ります !

図 4-73
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4.7	 情報	
4.7.1	 バージョン	
バージョン表示画面を図4‑74に示します。
システムハードウェアの特長、ソフトウェアバージョン、リリース日などが表示されます。以下の情報
は、単なる参考データです。	

図4-74

4.7.2	 ログ	
システムログを表示します。図4‑75を参照してください。

図4-75
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ログパラメータの詳細については、以下の説明を参照してください。	

パラメータ	 機能	
開始時間(Start	Time) 必要なログの開始時間を設定します。（最早日は2000/1/1）
終了時間 (End	Time) 必要なログの終了時間を設定します。（最遅日は2037/12/31）
タイプ (Type) ログタイプ

検索 (Search)
ログタイプをドロップダウンリストから選択し、「検索」ボタンをクリック
すると、リストが表示されます。
「停止」ボタンをクリックすると、現在の検索操作を終了できます。	

ログ情報(Infomation) 任意の項目を選択すると、詳細情報が表示されます。

削除 (Clear) このボタンをクリックすると、表示しているログファイルを削除できます。
システムでは、タイプによる削除はサポートされていません。

バックアップ
(Backup)

このボタンをクリックすると、ログファイルを現在のPCにバックアップ
できます。

4.7.3	 オンラインユーザー
オンラインユーザー表示画面を図4‑76に示します。	
現在のオンラインユーザー、グループ名、IPアドレスおよびログイン時間が表示されます。	

図4-76
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5	 アラーム
右上のメニューの「Alarm」をクリックすると、図5‑1に示す設定画面が表示されます。
デバイスのアラームタイプおよびアラーム音を設定できます。	

図5-1

詳細については、以下の説明を参照してください。	

タイプ	 パラメータ	 機能	

アラームタイプ
(Alarm	Type)

動き検出
(Motion	Detect)

モーション検出アラームが発生すると、アラームが発報さ
れます。

容量オーバー
(Disk	Full) ディスク容量が一杯になると、アラームが発報されます。

Disk	Error HDDが正常に機能していない場合に、アラームが発報さ
れます。

映像改ざん
(Tampering) 映像が改ざんされるとアラームが発報されます。

外部アラーム
(External	Alarm) アラーム入力デバイスによってアラームが送信されます。	

音声検出
(Audio	Detect) この機能はサポートしていません。
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タイプ	 パラメータ	 機能	

操作
(Operation)

プロンプト
(Prompt)

アラームがトリガされると、 	アラームインターフェー
スのメインメニューとシステムで、アラーム情報が自動的
に録画されます。アラームメニューバーをクリックすると、
アイコンが非表示になります。	
注記：	アラームインターフェースが表示されている場合に、

アラームがトリガされると、画像のプロンプトは表
示されませんが、アラームの録画は、リストの右側
にあります。	

アラーム音
(Alarm	Tone)

音声
（Play	Alarm	Tone）

アラームが発生すると、システムによって自動的にアラー
ム音声が発報されます。

パス (Tone	Path) アラーム音声ファイルを指定できます。	
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6	 ログアウト
「ログアウト」ボタンをクリックすると、ログインインターフェースに戻ります。図6‑1 を参照してく
ださい。

図6-1

注記：	●			この取扱説明書は、あくまでご参考としてご参照ください。実際のユーザーインターフェー
スは、多少異なる場合があります。

	 	 	 	 	 	 ●		本書に記載のすべての設計およびソフトウェアは予告なく変更される場合があります。
	 	 	 	 	 	 ●		本書に表示されているすべての商標および登録商標は、各所有者の財産です。
	 	 	 	 	 	 ●		本書の内容につきまして、何かご不明な点、ご意見などがございましたら、ご遠慮なくお問

い合わせください。
	 	 	 	 	 	 ●		詳細な情報につきましては、当社のWebサイトをご覧ください。
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