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1	 ネットワークの構成
1.1	 ログイン	
はじめてWEBブラウザを使用する際には、WEBプラグインをインストールする必要があります。正
しい操作手順を以下に示します。
Internet	Explorer（IE）を開き、アドレスバーにネットワークカメラのアドレスを入力します。（工場
出荷時のデフォルトの IPアドレスは、192.168.1.100です）。
正常に接続すると、図1-1に示すログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力します。
デフォルトのユーザー名は admin、パスワードは adminです。

図1-1

「パスワードの変更」ウィンドウが表示されます。初回ログイン時にパスワード変更をおすすめします。

図1-2
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正常にログインすると、図1-3に示す画面が表示されます。

図1-3

プラグインをダウンロードしてインストールして下さい。中央の英文をクリックするとダウンロードで
きます。図1-4に示す警告画面が表示されますので実行をクリックしてください。

図1-4
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図1-5 に示す画面が表示されますので Install をクリックしてください。インストール中は図1-6 の
画面が表示されます。

図1-5

図 1-6
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プラグインのインストールが完了すると、ウィンドゥ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1-7
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2	 ライブ
ログインすると、ライブ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

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配信します。

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
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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（生中継）、第3章 PTZ、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 ズームイン

●		このボタンをクリックして開始、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。

2 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 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。

4 音声出力	 音声をオン /オフします。
5 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。
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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
画像の調整については、図2-6を参照してください。

図2-6

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。
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	

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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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。
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3	 PTZ制御	
このウィンドウには、方向キー、速度、ズーム、プリセットが表示されています。図3-1 を参照して
ください。
注記：	 	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（4.4.3

章を参照してください）。

パラメータ 注記

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
(Speed)

回転速度を制御します。値が大きいほど、速度が速くなります。この値によっ
て、PTZ、デジタルズームが制御されます。

		 	クイック	
ポジション

マウスを使用して、監視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します。

	
図3-1
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3.1	 プリセット
プリセットインターフェースを図3-3に示します。

図3-2

プリセット値 (範囲内の任意の数字 )を入力してGo	to をクリックするとあらかじめ設定したカメラの
パンチルト・ズームになります。
設定を変更するにはPTZの値を調整した後、Addをクリックします。また設定を削除する場合Del を
クリックします。
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4	 設定
Webブラウザでは、カメラ、ネットワーク、時間、ストレージ、システム、システム情報表示を設定
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
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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
(Profile)

標準 (Normal)、昼間 (Day)、夜間 (Night) から選択できます。次に、構成
およびその効果を設定して表示します。

明度
(Brightness)

映像の明度を調整します。この値は、映像が暗すぎるまたは明るすぎる場
合に調整します。この数値が大きいほど、映像は明るくなります。この値
が高すぎると、映像がかすむことがあるため、注意してください。
値の範囲は、0～100です。推奨値の範囲は、40～ 60です。デフォル
ト値は、50です。

コントラスト
(Contrast)

映像のコントラストを調整します。この数値が大きいほど、コントラスト
が大きくなります。この値が低すぎると、映像がかすむことがあるため、
注意してください。この値が高すぎると、暗い部分に明るさが不十分となり、
明るい部分は露出オーバーになることがあります。
値の範囲は、0～100です。推奨値の範囲は、40～ 60です。デフォル
ト値は、50です。

彩度
(Saturation)

映像の彩度を調整します。この数値が大きいほど、色が鮮やかになります。
この値は、映像全体の総合的な明度には影響しません。この値が高すぎると、
映像の色味が濃く、強くなりすぎる場合があります。ホワイトバランスが
正確でない場合、映像の灰色の部分に歪みが生じることがあります。また、
この値が低すぎると、魅力的な映像にならない場合があります。
値の範囲は、0～100です。推奨値の範囲は、40～60です。
デフォルト値は、50です。

鮮鋭度
（Sharpness）

この値は、映像の輪郭を調整するために使用します。この値が大きいほど、
映像の輪郭は鮮明になり、鮮明になるほど、値は大きくなります。ただし、
この値が高すぎると、ノイズが生じます。
値の範囲は、0～100です。推奨値の範囲は、40～60です。
デフォルト値は、50です。

ガンマ
(Gamma)

このしきい値は、画像の明度（明るさ）を非線形的方法を用いて変更し、
表示範囲の画像を動的に改善するのに使用します。この値が高いほど、画
像は明るくなり、画像が明るくなるほど、この値は高くなります。値の範
囲は、0～100です。推奨値の範囲は、40～60です。
デフォルト値は、50です。

フリッカー低減
(Anti-flicker)

●	屋外		 	：	フリッカー低減機能をOFFにする設定です。
●	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。
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パラメータ 機能	

露出
(Exposure)

●	自動 (Auto)：
	 	 ◆		映像全体の明度を、さまざまな環境に合せて、適切な露出範囲内に自

動的に変更できます。
●	低ノイズ：(Low	Noise)
	 	 ◆		映像全体の明度を、さまざまな環境に合せて、適切な露出範囲内に自

動的に変更できます。ゲインの最大値が高くなるほど、ノイズは低減
します。

	 	 ◆		同じ環境であれば、自動よりも低ノイズの方がノイズを抑えることが
できます。

●	動きのぶれ低減 (Low	motion	Blur)
	 	 ◆		映像全体の明度を、さまざまな環境に合せて、適切な露出範囲内に自

動的に変更できます。シャッタースピード (Shutter	Speed) の最大
値が低くなるほど、尾を引く現象は軽減されます。

	 	 ◆		同じ環境であれば、自動よりも動きのぶれ低減の方がノイズを抑える
ことができます。

●	手動 (Manual)
	 	 ◆		ゲイン・シャッタースピードを手動で設定する場合に使用します。

ホワイトバランス
(White	Balance)

ホワイトバランスを設定します。この値は、映像の全体的な色相に影響を
及ぼします。この機能は、デフォルトでオンになっています。
自動、晴天、夜間、手動、屋外の中から選択し、映像の画質を調整できます。
●	自動 (Auto)	 	 	 	：	オートホワイトバランスをオンにします。システムで、

映像の色が適切なものになるように、色温度を自動補
正します。

●	晴天 (Sanny)		 	：	ホワイトバランスのしきい値を晴天モードに設定しま
す。

●	夜間 (Night)		 	 	：	ホワイトバランスのしきい値を夜間モードに設定しま
す。

●	カスタマイズ		 	：	赤 / 青チャンネルのゲインを設定できます。値の範囲
は、0～100です。

●	屋外 (Outdoor)	：	ホワイトバランスのしきい値を屋外モードに設定しま
す。

デイナイト
(Day&Night)

デバイスのデイナイトの切り替えを設定します。デフォルトは、自動です。
●	カラー映像 (Color)	 	 	 	 	 	：	カラー映像が出力されます。
●	自動		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	：	映像の全体的な明るさに応じてカラーまたは

白黒の映像が自動選択されて出力されます。
●	白黒映像 (Black&White)	：	白黒の映像が出力されます。

感度
(D&N	Sensitibity)

カラーと白黒の切り替えの感度を調整します。低、中、高のレベルがあり
ます。デフォルトは、中です。
注記：	この機能は、昼間&夜間モードが自動に設定されている場合のみ利

用できます。
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パラメータ 機能	

遅延
(D&N	Delay)

カラーと白黒の切り替えの遅延値を調整します。値の範囲は、2～10で、
デフォルトは、6です。
注記：	この機能は、昼間&夜間モードが自動に設定されている場合のみ利

用できます。

BLCモード
(BLC	Mode)

BLC（逆光補正）は、逆光がある状況で使用します。
●	BLC
	 	 ◆	デフォルトのBLC	：状況に合せた自動露出。
	 	 ◆	カスタム		 	 	 	 	 	 	 	：	選択した領域の明度を基準に明るさを整えます。
●	WDR
	 	 ◆		逆光の状況で、この機能は、明るい部分の明度を低減し、暗い部分の

の明度を高めることができます。その結果、これらの2つのセクショ
ンを同時に明瞭に表示することができます。値の範囲は、1～ 100
です。デフォルトは、50です。

	 	 ◆		カメラを非WDRモードからWDR（ワイドダイナミックレンジ）モー
ドに切り替える場合、システムで数秒間の映像が失われることがあり
ます。

●	HLC
	 	 ◆		HLC（ハイライト補正）機能を有効にすると、本機はHLC制御レベ

ルに応じて、最も明るい領域の明度を下げます。ハロー現象の発生を
抑制し、映像全体の明度を低減できます。値の範囲は、0～100です。
HLCをオンにする場合のデフォルト値は、50です。

●	オフ
注記：	BLC 機能を無効にします。この機能は、デフォルトでは無効になっ

ています。

3D	NR

このしきい値は、主にマルチ（少なくとも2つの）フレーム画像処理で使
用されます。任意のフレームとその直前のフレームの情報を使用してノイ
ズを軽減します。この値が高いほど、NR（ノイズ除去）効果は高くなります。
デフォルトでは、有効になっています。NRレベルの範囲は、0～100です。
推奨値は、40～60です。デフォルト値は、50です。

ミラー (Mirror) 映像の左右の境界を反転します。
この機能は、デフォルトでは無効になっています。

フリップ (Flip) 映像を90°刻みで回転します。この機能はデフォルトではOFFになってい
ます。

フルスクリーンテスト 映像ウィンドウの ボタンをクリックすると、フルスクリーンテストを
開始できます。

デフォルト (Default) 本機をデフォルト設定に設定します。

キャンセル (Cancel) 現在のインターフェースで行った操作を取り消して、以前に保存した操作
に戻します。

セーブ (Save) 設定を保存します。
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プロファイル管理には、標準 (Normal)、全日 (Full	Time)、スケジュール (Schedule) の 3つのモー
ドがあります。標準を選択すると、映像は、それに応じて図4-2に示すように標準に設定されます。

図4-2

全日を選択する場合は、昼間または夜間を選択する必要があります。映像は、それに応じて図4-3 に
示すように設定されます。

図4-3
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スケジュールを選択する場合は、図4-4に示すように、昼間の時間間隔と夜間の時間間隔を決定します。

図4-4

4.1.2	 映像（ビデオ）	

4.1.2.1	 映像ビットストリーム	
映像（Video）ビットストリーム設定画面を以下に示します。図4-5を参照してください。

図4-5
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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。

エンコードモード
(Encode	Mode)

H.264H( ハイプロファイル規格 ) とMJPEGの二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あ
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。
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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4-6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	
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。
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4.1.2.3	 映像オーバーレイ	
映像オーバーレイ設定画面を図4-7から図4-11に示します。

図4-7

図 4-8
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図4-9

図 4-10
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図4-11

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。

●	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。

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。最大で5行までです。

●	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。

文字
(Text	Overlay)

●		この機能を有効にすると、映像ウィンドウに文字をオーバーレイ表示でき
ます。

●		マウスを使用して、位置ボックスをドラッグすることで、その位置を調整
できます。文字揃えには、左揃えと右揃えがあります。

オーバーレイ
(Picture	Overlay)

●		この機能を有効にすると、オーバーレイ画像を表示できます。この機能を
オフにするには、「無効化」をクリックします。

●		ローカルにある画像を監視ウィンドウにオーバーレイ表示するには、「画像
をアップロード」をクリックします。画像を移動するには、黄色いボック
スをドラッグします。

注記：「文字」と「オーバーレイ」を、同時に有効化することはできません。
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4.1.2.4	 パス	
ストレージパスインターフェースを図4-12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。
●		デフォルトの画像のパスは、C:\Users\xxx\WebDownload\LiveSnapshot	(xxx はログインPC
のユーザー名 )です。

●		デフォルトの監視録画のパスは、C:\Users\xxx\WebDownload\LiveRecord	(xxx はログイン
PCのユーザー名 )です。

注記：	 	Admin を使用して、PCアカウントにローカルにログインします。
	 	 	 	 	 	 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4-12

4.1.3	 音声（オーディオ）
4.1.3.1	 音声（オーディオ）
音声設定画面を以下に示します。図4-13を参照してください。

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	
サンプリング周波数
(Sampling	Frequency)

サンプリング周波数は8Kと16Kの二種類があります。
デフォルトは、8Kです。

マイクの音量
(Microphone	Volume) マイクの音量を、0～100の範囲で調整します。

音声の有効化
(Enable)

有効にしたいストリームのみ Enable にチェックマークを入れてくださ
い。

エンコード形式
(Encode	Mode)

メインストリームとサブストリームのエンコード形式には、G.711A、
G.711MuおよびACCがあります。デフォルトは、G.711Aです。

4.2	 ネットワーク	
4.2.1	 TCP/IP
TCP/IP インターフェースを図4-14 に示します。このインターフェースは、IPv4 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。ユーザーが手動で、IPアドレスを変更すると、
WEBページは自動的にその新しい IPアドレスに移動します。

図4-14
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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 アドレスは IPv4固定です。

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4-15に示します。

図4-15
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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	Connection)

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。

●		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。

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
(HTPPｓ )

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。

HTTPs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。
4.2.2.2	 ONVIF
ONVIF（オープン・ネットワーク・ビデオ・インターフェース・フォーラム）規格は、ネットワーク
のビデオモード、インターフェース、データタイプ、データの対話モードについて規定しています。
ONVIF 規格の目的は、ネットワークビデオフレームに関する合意を実現し、異なるメーカー製のネッ
トワークビデオ製品（映像フロントエンド製品、映像装置等を含む）での互換性を確保することにあり
ます。
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ONVIF 機能は、デフォルトで有効になっています。

図4-16

4.2.3	 マルチキャスト
マルチキャス設定画面を図4-17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。
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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	

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、224.0.0.0～239.254.254.255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。
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4.3	 イベント	
4.3.1	 映像検出
4.3.1.1	 動き検出
動き検出設定画面を図4-18に示します。

図4-18

映像改ざん検知に関する設定画面を図4-19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4-19
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図4-20

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。
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 ブレ補正に用いるデータを保持する時間です。範囲は0～100秒です。

領域	

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。

PTZ	 動き検出された際にプリセットを連動させるかどうかを設定します
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パラメータ 機能	

スナップショット
(Snapshot)

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。

図4-21を参照してください。

図4-21

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。検出ゾーンは、
自由に設定できます。
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、領域1、領域2、領域3、領域4が含まれています。
感度
(Sensitivity)

明度の感度です。感度が高いほど、動きを検出してトリガしやすくなります。さま
ざまな感度を設定できます。値の範囲は、0～100です。推奨値は、30～70です。

判定基準値
(Threshold)

物体とその領域間の関係を確認するための機能です。判定基準値が低いほど、モー
ション検出をトリガしやすくなります。領域ごとに異なる値を設定できます。値の
範囲は、0～100です。推奨値は、0～10です。

波形 赤色は、動き検出されたことを意味します。緑色は、動き検出されていないことを
示します。
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パラメータ 機能	
すべて削除
(Remove	All) 色の付いたすべての検出領域を削除します。

削除 (Delete) 選択した領域を削除します。

4.3.2	 異常
異常には、接続切断 (Disconnection)、IP 競合 (IP	Conflict)、不正アクセス (Illegal	Access) が含
まれます。

図4-22

ログインパスワードが、数回連続して失敗すると、不正アクセスアラームが発生します。ログインエラー
の回数がこの制限値を超えると、ユーザーアカウントはロックされます。

図4-23
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4.4	 ストレージ管理	
4.4.1	 スケジュール
4.4.1.1	 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.	 	「スナップショットスケジュール」タブをクリックします（図4-24参照）。

図4-24

手順2.	 	月曜日から日曜日までのスナップショット取得時間を選択し、右側にある「Setup（設定）」
を選択します。図4-25を参照してください。

	 	 	 	 	 	 	 ●		実際の必要に応じてスナップショット取得時間を設定します。各曜日に6つの設定可能な期
間が用意されています。

	 	 	 	 	 	 	 ●		チェックを付けるか、解除することにより、次の3つのタイプのスナップショット取得スケ
ジュールを追加または削除できます。全般、モーション、アラーム	

注記：	時間の設定は、左マウスを離さずに、スナップショット取得スケジュールインターフェースでド
ラッグすることにより行えます。
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図4-25

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インターフェースに戻ります。図
4-26を参照してください。

	 	 	 	 	 	 	 ●		緑色は、全般的な録画 /スナップショットを表します。
	 	 	 	 	 	 	 ●		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4-26

スナップショットインターフェースで、「OK」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。
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4.4.1.2	 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4-27を参照）。

図4-27

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、「保存」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.	 	録画スケジュール/スナップショットスケジュールインターフェースにチェックを付け、「休日」

の横にある「設定」をクリックします。
手順3.	 	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取

得されます。
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4.5	 システム	
4.5.1	 全般	
全般に関する画面を図4-28に示します。

図4-28

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
(Device	Name) デバイス名を設定します。

言語 (Language) 言語は英語固定です。
映像規格
(Video	standard) 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4-29に示します。

図4-29
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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	
日付形式 (Date	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
(Synchronize	with	NTP) 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。

4.5.2	 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ふくまれています。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。
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4.5.2.1	 ユーザー名	
このイ設定画面では、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4-30を参照してください。

図4-30

匿名ログインの有効化 (anonymity	 login)：匿名ログインを有効にすると IPアドレスのみでログイン
できるようになります。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4-31を参照してください。
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。
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図4-31

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4-32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4-32

4.5.2.2	 グループ
グループ管理画面では、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。
管理画面を図4-33に示します。

図4-33
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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4-34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4-34

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4-35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4-35
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4.5.3	 PTZ	
PTZインターフェースを図4-36に示します。

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	
プロトコル (Protocol) 対応するプロトコルを選択します。

アドレス (Address)
対応するアドレスを設定します。デフォルト値は、1です。
この設定は、お使いのアドレスと一致している必要があります。一致
していない場合、本製品を制御できません。

ボーレート (Baudrate) ボーレートを選択します。デフォルト設定は9600です。
データビット (Data	Bit) デフォルト設定は8です。
ストップビット	(Stop	bit) デフォルト設定は1です。
パリティ (Parity) デフォルトの設定値はNone です。

4.5.4	 デフォルト	
初期化画面を図4-37に示します。
システムでは、ネットワーク IPアドレスなど一部の情報は復元できません。

図4-37
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4.5.5	 インポート /エクスポート	
操作画面を図4-38に示します。

図4-38

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。

4.5.6	 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4-39に示します。
自動再起動および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。
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4-39
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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。

4.5.7	 アップグレード
アップグレードインターフェースを図4-40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 4-40
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4.6	 情報	
4.6.1	 バージョン	
バージョン表示画面を図4-41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4-41

4.6.2	 ログ	
システムログを表示します。図4-42を参照してください。

図4-42
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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。

4.6.3	 オンラインユーザー
オンラインユーザー表示画面を図4-43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4-43
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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	
(Alam	Type)

動き検出
(Motion	Detect) 動き検出アラームが発生すると、アラームが発報されます。

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

不正アクセス
(Illegal	Access) 不正アクセスがあると、アラームが発報されます。

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
に記録されます。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、アラームの記録は、リストの右側
にあります。
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タイプ	 パラメータ	 機能	

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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