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はじめに 
このたびは、コンビネーションネットワークカメラ IPD－SP10をお買い上げいただき、まことにあ

りがとうございます。 
この応用編は本機の設定や機能を説明しています。映像表示（ビューア）に関する説明は、映像表示

（ビューア）の取扱説明書をご覧ください。 
 
特徴 
本機は、以下のような特徴を有しています。 
 高画質対応 

本機は H.264 ハイプロファイルを採用していますので高画質な映像で監視することができます。 

 低ビットレート対応 

本機は 64kbps～8Mbpsのビットレートで映像を配信することができます。 

 高倍率小型ズームレンズ採用 
35 倍(3.4mm-119mm)の小型ズームレンズを採用しており、広角から望遠までカバーしている

ので、多様な撮像条件に対して対応することができます。また、デジタルズーム機能(最大 10倍)
を併用することにより、最大 350倍のズーム機能となります。 

 電子感度アップ機能 
最大 32倍の電子感度アップにより、低照度シーンにおいてもより見やすい映像にすることがで
きます。また、本機能はオート／マニュアル切換設定をすることができます。 

 昼夜切替機能を装備 
低照度下において、近赤外線にも感度を有する白黒映像に自動的に切替えることができ、動く

被写体の鮮明さを優先して監視する用途に適しています。また、電子感度アップを併用すること

により、更に超高感度カメラとしての使用が可能です。 
 ワイドダイナミックレンジ機能を装備 

ワイドダイナミックレンジ機能によって、照度差の大きい場所で撮像しても、明暗差のある被

写体を鮮明に、そして自然な状態で見ることができます。 
 自動巡回機能を装備 

あらかじめ登録しておいた位置を指定時間に巡回する自動巡回機能を装備しています。 

 エンドレス旋回と 180°チルト機構で高速・広範囲撮影 
旋回部は最大 420°／秒の高速で、しかも 360°エンドレスで旋回するため監視対象物を素早
く見ることができます。 
チルトは機構ワンモーションで 180°反対側まで追従しますので、真下を通り過ぎるような被
写体でもスムーズに監視できます。 

 屋外対応の動き検出機能を装備 
木の葉のゆれなどに反応しにくい屋外対応型の動き検出を採用し、誤報の少ないアラーム警報

機能を装備しています。 
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 アラーム機能を装備 
アラームが発生すると、アラーム発生以前からの映像を記録するプリアラーム機能や、メール

にて指定のアドレスに通知する機能を装備しています。 

 保 守 

ネットワーク経由にて、本機のソフトウェアバージョンアップや自己診断による保守をするこ

とができます。 

 専用ビューアでの映像表示 
専用のビューアソフトを使い、映像を表示することができます。 

 

推奨動作環境 
 本製品の設定、メンテナンスを行うには、以下の条件にあう PCが必要になります。 
 Microsoft Windows XP  
 Internet Explorer 6.0 
 Intel Pentium 4 2.0GHz 以上 
 メモリ 256MB以上（512MB以上推奨） 

 
用語について 
本取扱説明書では、マウスの左ボタンを押すことを、「左クリック」または単に「クリック」と表記

します。マウスの右ボタンを押すことは「右クリック」と表記します。 
また、マウスの左ボタンを押したまま、マウスを動かすことを、「左ドラッグ」または単に「ドラッ

グ」と表記します。右ボタンを押したまま、マウスを動かすことは、「右ドラッグ」と表記します。 
Microsoft Windows XPがインストールされたパーソナルコンピュータを「PC」と表記します。また、

Internet Explorer 6.0を「Internet Explorer」または「ブラウザ」と表記します。 
この他の用語につきましては、本取扱説明書の最後に用語集を添付していますので、ご覧ください。

また、わからない単語は、インターネットの検索サイトなどを使用して調べることができます。 
 

 
Microsoft、Windows XP、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。 
Intel Pentiumは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録

商標または商標です。 
その他記載の会社名・商標名などは、各会社の商標または登録商標です。 
なお、本文中では®、™は省略しています。 
また、本取扱説明書では、Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用していま

す。 
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PC (Windows XP) 

IPアドレス ：192.168.1.*** 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

LAN ケーブル 

カテゴリ 5以上のＬＡＮケーブル 

本機（吊下げタイプ） 

初期設定 

IPアドレス ：192.168.1.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

接続する 
本機を設置する前に、お使いのネットワーク環境に合わせてネットワークの設定を変更する必要があ

ります。 
設定を初期値から変更するには、まず、本機と PCをＬＡＮケーブルまたはHUBを使って接続する
必要があります。 
 
本機と PCを接続する 
PCの設定 
本機と接続する前に、PC のネットワークの設定を変更する必要があります。PC の設定方法は、本

機に付属している取扱説明書（導入編）の「PCを設定する（P.1４）」をご覧ください。 
 
 
 
 
ＰＣと直接接続する 

LAN ケーブルを使って、本機と PC を直接接続する方法です。直接接続する場合は、必ずカテゴリ 5

以上のクロスまたはストレートのＬＡＮケーブルをご使用ください。クロスとストレートは本機内で自動判

別します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記の図において、本機の絵は吊下げタイプです。埋め込みタイプを使用する場合は、

Ethernetの位置をお確かめのうえ、適切に接続してください。 
ご注意 



 6 

HUBで接続する場合 
本機と PCを HUB を介して接続する方法です。LANケーブルはカテゴリ 5以上のクロス／ストレ

ートケーブルを使用します。 
 

 

 
「簡単設定ツール」について 
本機などの弊社製ネットワーク対応製品の IPアドレスを簡単に変更できる便利なツールです。機器
を設置した後からでも IPアドレスを変更することができます。 
下記の URL からツール(ソフトウェア)をダウンロードすることができます。ご使用前に「簡単設定
ツール」の取扱説明書(ツールバーのヘルプ)をよくお読みのうえお使いください。 

URL http://www.ikegami.co.jp/products/security/network/easy_setting_tool.html 
 
 
 
 
 
 

PC (Windows XP) 

IPアドレス ：192.168.1.*** 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

HUB 

本機（吊下げタイプ） 

初期設定 

IPアドレス ：192.168.1.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
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Internet Explorerで接続する 
Internet Explorerのアドレスバーに本機のURLを入力します。初期設定では、“http://192.168.1.100/”

となります。 

 
ポップアップウィンドウが開き、ユーザー名とパスワードを聞かれますので、「管理者」のユーザー

名とパスワードを入力し、 をクリックします。 
初期設定では、「管理者」のユーザー名が“admin”、パスワードが“1”です。 

 

 
ユーザー名とパスワードが正しければ、設定画面が表示されます。
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基本的な設定をする 
本機を設置する前に、基本的な設定をします。 
本機の設定を変更するには、管理者で接続する必要があります。初期設定では、管理者のユーザー名が

“admin”、パスワードが“1”です。 
 
画面の構成 
「IPv4」設定画面を例にすると、設定画面の構成は次のようになっています。 

 
 

③ 

 ① 
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① 設定メニュー 

設定項目を選びます。 

 

 
② 設定入力エリア 

設定値を入力します。 
 
③ 保存／元に戻すボタン 

保存   ：入力した値を本機に保存します。 
元に戻す ：入力エリアの値を画面が表示された時点の値に戻します。 

 

ネットワークを設定する（P.13） 

管理者を登録する（P.14） 

配信する映像を制御する（P.20） 

シリアル通信の設定を変更する（P.30） 

映像の一部を隠す（P.27） 

動き検出機能を使用する（P.24） 

システム設定を変更する（P.29） 
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設定の流れ 
設定メニューの変更したい項目をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

画面の右側に設定画面が表示されるので、設定値を適切に変更し、 をクリックします。画面を

表示した時点の値に戻したいときは、 をクリックします。 
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確認のダイアログボックスが表示されます。保存してよければ をクリックします。 

 
 
設定結果が表示され、「設定の変更が完了しました。再起動してください。」というメッセージと

が表示されます。この場合は、 をクリックして本機を再起動してください。再起動す

るまで、設定内容は反映されません。 

 
 
設定によっては、「設定の変更に成功しました。」というメッセージが表示され、無事、設定が本機に

保存されています。 
 

 
 
入力した設定値に誤りがある場合、 をクリックするとエラーを知らせるダイアログボックスが

表示されます。そのときは、正しい設定値を入力しなおして、再度 をクリックしてください。 
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・設定値に誤りがある場合 

 
 
・必須の設定項目が空白の場合 
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ネットワークを設定する 
本機を LANやインターネットに接続するためには、ネットワークの設定をする必要があります。ネ

ットワークの設定は IPv4設定画面で行います。設定メニューの「IPv4」をクリックしてください。 

  
 
① IPアドレス 

本機に割り当てるIPアドレスを入力します。複数のネットワークカメラ／エンコーダを接続する
場合は、それぞれ重複しないように設定する必要があります。初期設定は、“192.168.1.100”です。 

 
② サブネットマスク 

本機に割り当てるサブネットマスクを入力します。初期設定は、“255.255.255.0”です。 
 
③ ゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルータ）の IPアドレスを入力します。初期設定は、“192.168.1.1”です。 
 
④ MTU 

MTUを設定します。576～1500の値を入力します。初期設定は、“1454”です。 
 
⑤ ポート番号 

HTTPのポート番号を設定します。初期設定は、“80”です。 
 

IP アドレス、サブネットマスクなどの設定値は、お客様のネットワーク環境によって異なります。
ネットワーク管理者におたずねください。 
 IP アドレス、サブネットマスクを変更した場合は、そのままでは PC から接続できなくなる場合が
あります。PCのネットワークの設定をネットワークカメラ／エンコーダにあわせて変更してから、再
び Internet Explorerで接続してください。 

① 
② 
③ 
④ 

⑤ 
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管理者の登録情報を変更する 
管理者の権限で本機に接続すると、設定を変更できます。初期設定は、管理者のユーザー名が“admin”、

パスワードが“1”です。 
これらの設定を変更して、不特定多数の人が設定を変更できないようにすることをお勧めします。 
設定メニューの「管理者」クリックしてください。 

  
 
① ログイン名 

管理者のログイン名を入力します。半角英数字のみで最大 16文字まで入力できます。 
記号は入力できません。大文字，小文字を区別しています。 

 
② パスワード 

管理者のパスワードを入力します。半角英数字のみで最大 16文字まで入力できます。 
記号は入力できません。大文字，小文字を区別しています。 

 
③ パスワード（再入力） 

確認のために、②のパスワードと同じものを入力します。 

①

②

③
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本機（吊下げタイプ） 

IPアドレス ：192.168.1.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

PC 

IPアドレス ：192.168.1.2 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

LAN 

 

設置する 
 本機の基本的な設定が終わったら、実際に監視する場所に設置してください。 
この章では、本機の設置例をご紹介します。この章に表記してある IP アドレス、サブネットマスクなどは

設定例です。実際には、設置するネットワークの環境に合わせて正しい値を設定してください。設定値

は、ネットワーク管理者にお訊ねください。 
 LANやインターネットに接続する前に必ず、本機と PCを接続して（「本機に接続する」（P.5））、基
本的な設定（「基本的な設定をする」（P.8））をしてください。 
また、本機からネットワークデコーダへ音声を送信する場合は、proxyを介さず直接ネットワークデ

コーダへ音声を送信してください。 
 
 
 
 
 
既存の LANに設置する 
 
同じネットワーク内に設置する場合 
同じネットワークに、本機と PC を設置する場合の例です。IP アドレスとサブネットマスクを正し

く設定してください。 
 

 
下記の図において、本機の絵は吊下げタイプです。埋め込みタイプを使用する場合は、

Ethernetの位置をお確かめの上、適切に接続してください。 

ご注意 
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異なるネットワーク間に設置する場合 

PCと異なるネットワークに、本機を設置する場合の例です。IPアドレスとサブネットマスク、ゲー
トウェイの IPアドレスを正しく設定してください。 
 

 
 

本機（吊下げタイプ） 

IPアドレス ：192.168.1.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.168.1.1 

PC 

IPアドレス ：192.168.2.2 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.168.2.1 

ルータ／L3 スイッチ 
LAN1側 

IPアドレス ：192.168.1.1 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
LAN2側 

IPアドレス ：192.168.2.1 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

LAN 1 

LAN 2 
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インターネット越しに設置する 
インターネットを介して遠隔地に本機を設置する例です。 
proxyを使っている場合、proxyの設定によっては映像を表示しない場合があります。 
 
図で使用している IPアドレスは設定例です。実際には、ご使用のネットワーク環境にあ
わせて、正しい値を設定してください。 
特に、図で使用している IPアドレスでインターネットに接続しないでください。 
正しい設定値は、ネットワーク管理者およびご契約されている ISP（インターネットサ
ービスプロバイダ）におたずねください。 

 
本機にプライベート IPアドレスを割り当てる場合 
本機にプライベート IPアドレスを割り当てる場合、ルータに下記の設定をする必要があります。 

 
ポートフォワードの設定 
本機側のルータのポートフォワードの設定をする必要があります。 
例えば、PCから本機側のルータの 80番（HTTP）ポートに接続すると、本機の 80番（HTTP）ポ
ートに、443番（HTTPS）ポート接続すると、本機の 443番（HTTPS）ポートに転送するように設定
します。 
複数のコンビネーションネットワークカメラを設置する場合は、ルータの 80番ポートはコンビネー
ションネットワークカメラ A に、8000 番ポートはコンビネーションネットワークカメラ B に、8080
番ポートはコンビネーションネットワークカメラCに……というように、異なるポートに接続すると、
異なるコンビネーションネットワークカメラに転送するように、ポートフォワードの設定をします。 
 
DDNSの設定（可変 IPアドレスの場合） 
ルータの WAN 側のインタフェースに可変で IP アドレスが割り当てられる場合、PC から接続でき

るように、ISP（インターネットサービスプロバイダ）などのDDNSサービスを利用してホスト名を取
得してください。 
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PC 

IPアドレス ：192.168.1.2 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.168.1.1 

ルータ 

proxy無しで 192.0.2.100またはホスト名
の 80番、443番ポートへ接続することを
許可する 
LAN 側 

IPアドレス ：192.168.1.1 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

LAN 側 

IPアドレス：192.168.1.1 
WAN 側 

ポートフォワードの設定をする 
port 80 → 192.168.1.100の port 80 
port 443 → 192.168.1.100のport 443 

固定 IP アドレスの場合 

IPアドレス ： 192.0.2.100 
可変 IP アドレスの場合 

DDNSサービスなどを利用して、ホスト
名をつける 

モデムなど 

モデムなど 

ルータ 

本機（吊下げタイプ） 

IPアドレス ：192.168.1.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.168.1.1 
HTTPポート ：80 
HTTPSポート ：443 

ルータ 

LAN 

インターネット 

LAN 
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本機にグローバル IPアドレスを割り当てる場合 
ルータだけでなく、本機にもグローバル IPアドレスが割り当てられる場合は、ポートフォワードの
設定は必要ありません。PCから、本機に直接接続できるように、Firewallを設定してください。 

 

PC 

IPアドレス ：192.168.1.2 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.168.1.1 

ルータ 

proxy無しで 192.0.2.100の 80番ポート
へ接続することを許可する 
LAN 側 

IPアドレス ：192.168.1.1 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

ルータ 

外部から 192.0.2.100 への HTTP／
HTTPSでの接続を許可する 
LAN 側 

IPアドレス ：192.0.2.61 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
WAN 側 

IPアドレス ：192.0.2.11 
サブネットマスク ：255.255.255.0 

モデムなど 

モデムなど 

ルータ 

ルータ 

インターネット 

LAN 

LAN 

本機（吊下げタイプ） 

IPアドレス ：192.0.2.100 
サブネットマスク ：255.255.255.0 
ゲートウェイ ：192.0.2.61 
HTTPポート ：80 



 20 

 
配信する映像を制御する 
本機から配信する映像の設定を変更できます。 
設定メニューの「配信設定」クリックしてください。 
 
どの配信設定を変更するか選択する 
本機から配信する映像の設定を変更するには、まず、配信設定切り替えの「RTSP」，「ストリーム 1」，

「ストリーム 2」，「ストリーム 3」のうち設定を変更したいものを選び、ボタンをクリックしてくださ
い。 

 
RTSPの設定を変更する 
 

   

 
① 配信認証 

本機から映像を配信するか否かを設定します。 
OFF：本機から映像を配信しない。 
ON：本機から映像を配信する。 
初期設定は「ON」です。 

② マルチキャスト IP 
UDPマルチキャストで配信する場合のマルチキャスト IP アドレスを設定します。初期設定は

“224.0.1.1”です。 
 

③ RTSPポート 
RTSPのポート番号を設定します。初期設定は“554”です。 

① 

⑦ 

② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑧ 
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④ プロキシポート 

TCPユニキャストで配信する場合のポート番号を設定します。初期設定は“8554”です。 
 

⑤ ユニキャストポート 
UDPユニキャストで配信する場合のポート番号を設定します。初期設定は“10000”です。 

 
⑥ マルチキャストポート 

UDPマルチャストで配信する場合のポート番号を設定します。初期設定は“10100”です。 
 

⑦ TTL 
TTLを設定します。初期設定は“2”です。 

 
⑧ 配信するストリーム数 

本機が配信するストリーム数を設定します。初期設定は“3”です。 
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各ストリームの設定を変更する 
 

 
 
① 圧縮方式 

映像の圧縮方式を設定します。 
H.264：H.264方式で圧縮します。 
MJPEG：MJPEG方式で圧縮します。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：H.264、ストリーム 2：H.264、ストリーム 3：MJPEG 

 
② 圧縮モード 

圧縮モードを設定します。 
CBR：映像ビットレートで設定したビットレートを上限として映像を圧縮します。 

厳しい映像やデータ量の多い映像の場合は、設定したビットレートの上限を超えてしまう

ことがあります。 
VBR：映像ビットレートで設定したビットレートを中心として映像を圧縮します。 
   入力映像によって映像ビットレートが変動します。 
初期設定は全ストリームともに“VBR”です。 

①

③

⑤

⑦

⑧

④

⑥

⑨

⑩

⑪

②
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③ フレームレート 

フレームレートを設定します。初期設定は全ストリームともに”30”です。 
 

④ 映像ビットレート 
映像のビットレートを設定します。64Kbps～8000Kbpsまで設定できます。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：2000、ストリーム 2：1000、ストリーム 3：設定不可 

 
⑤ エンコードサイズ 

エンコードする映像サイズを設定します。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：720×480、ストリーム 2：640×480、ストリーム 3：640×480 
 

⑥ H.264プロファイル 
圧縮方式をH.264に設定した場合のプロファイルを設定します。 
baseline：H.264方式の baselineプロファイルで圧縮します。 
main：H.264方式のmainプロファイルで圧縮します。  
high：H.264方式の highプロファイルで圧縮します。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：high、ストリーム 2：main、ストリーム 3：選択不可（圧縮方式：MJPEGの為） 

 
⑦ GOP構造 

圧縮方式をH.264に設定した場合のGOP構造を設定します。 
“I”、“IP”、“IBP”、“IBBP”、“IBBRBP”を選択できます。 
初期設定は全ストリームともに「IP」です。 

 
⑧ GOPサイズ 

圧縮方式をH.264に設定した場合の GOPサイズを設定します。1～32の値を入力します。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：15、ストリーム 2：15、ストリーム 3：選択不可 
 

⑨ フレーム構造 
圧縮方式をH.264に設定した場合のフレーム構造を設定します。 
“field”、“frame”、“paff”、“mbaff”を選択できます。 
初期設定は全ストリームともに“frame”です。 
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⑩ MJPEG画質 

圧縮方式をMJPEGに設定した場合の画質を設定します。 
A～Eまでの５段階で、Aが最高画質、Eが最低画質です。 
初期設定は、下記の通りです。 
ストリーム 1：選択不可、ストリーム 2：選択不可、ストリーム 3：C 
 

⑪ 音声 
音声を配信するか否かを設定します。 
OFF：本機から音声を配信しない。 
ON：本機から音声を配信する。 
初期設定は“ON”です。 
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メンテナンスする 
本機をメンテナンスするには、管理者で接続する必要があります。初期設定では、管理者のユーザー名

が“admin”、パスワードが“1”です。 
 
画面の構成 

   

 

 

① 

② 
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① メンテナンスメニュー 
メンテナンスしたい項目を選びます。 
 

 
 

② メンテナンス画面 
各メンテナンス項目の画面が表示されます。 

ファームウェアをバージョンアップする（P.32） 

データを初期化する（P.30） 

再起動する（P.31） 

機種の情報を表示する（P.35） 
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データを初期化する 
設定データを工場出荷時の値に戻すことができます。メンテナンスメニューの「初期化」をクリック

してください。 

 
 
まず、ドロップダウンリストから、初期化種別を選択します。初期化種別には、次の 2種類がありま
す。 
 全データ初期化 ： 全データを初期化し、工場出荷時の状態に戻します。 
 IPv4 設定/管理者設定/配信設定データ初期化 ： IPv4 設定/管理者設定/配信設定のデータを工

場出荷時の状態に戻します。 
 

をクリックすると、確認のダイアログが表示されますので、 をクリックしてく

ださい。 

 

初期化に成功すると、「設定データの初期化が完了しました。再起動してください。」と表示されます。

をクリックして、再起動してください。 
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再起動する 
本機を再起動することができます。メンテナンスメニューの「再起動」をクリックしてください。 

 
 

をクリックすると、確認のダイアログが表示されます。 をクリックしてください。 

 

表示が切り替わり、「ブラウザを閉じてください。」と表示されます。再起動には約 60秒かかります。
ブラウザを一度閉じて、再接続してください。 
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ファームウェアをバージョンアップする 
本機のファームウェアを新しくして、不具合の修正などができます。 
ファームウェアのバージョンアップに失敗すると、本機が動かなくなってしまう危険

性があります。本説明書をよく読んで、十分に注意しながら行ってください。 

※ 本機の機種、現在のファームウェアのバージョンは、「情報画面」（P.エラー! ブックマークが定
義されていません。）で確認できます。 

 
バージョンアップの流れ 
メンテナンスメニューの「バージョンアップ」をクリックして、バージョンアップ画面を表示します。 

 
 

をクリックすると、ファイルの選択ダイアログが表示されます。ダウンロードしたファーム

ウェアを選択して、 をクリックしてください。 

 

※ファイル名の「V*.**」がバージョンアップ後のバージョンになります。 
 
入力欄にファームウェアの場所が表示されます。 をクリックしてください。 
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確認のダイアログが表示されるので、 をクリックしてください。 
 

 

 
画面が切り替わり、バージョンアップの進行状況が表示されます。 

 

 

 
ファームウェアの送信が終了すると、本機のメモリへの書き込みが始まります。メモリへの書き込み

は、60秒ほどかかります。その間、ブラウザを操作せずにお待ちください。 

 
 
メモリへの書き込みが終了すると、本機を再起動します。60 秒ほどかかりますので、その間、ブラ

ウザを操作せずにお待ちください。 

 

これ以降、バージョンアップ処理は自動的に進みます。しばらく時間がかかりますが、

ブラウザを操作せず、そのままお待ちください。ブラウザを操作したり、閉じてしまった

場合、バージョンアップに失敗してしまう可能性があります。 
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再起動して、新しいファームウェアで本機が動き出すと、「バージョンアップに成功しました。」と表

示されます。 

 
 
情報画面で、新しいファームウェアで動いていることを確認してください。 
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機種の情報を表示する 
本機の機種、バージョンを表示できます。メンテナンスメニューの「情報」をクリックしてください。 

  
 
① 機種 

本機の型名を表示します。 
 

② バージョン 
本機のバージョンを表示します。 

 
③ ENCODERバージョン 

ENCODER部のバージョンを表示します。 
 

④ FPGAバージョン 
FPGA構成データのバージョンを表示します。 

① 
② 
③ 
④ 
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困ったときは？ 
 
ブラウザで接続できない 

考えられる原因 対策 
電源が入っていない 電源を投入します。 

PoEを使用している場合は、PoE対応のHUBと LANケーブ
ルで接続し、PoE HUBの電源を投入します。 

LAN ケーブルがはずれて

いる 
LANケーブルを接続してください。 

ネットワークエンコーダ

のネットワークの設定が

間違っている 

「ネットワークを設定する」を参考に、ネットワークを正し

く設定してください。 

PC のネットワークの設定
が間違っている 

PCのネットワークを正しく設定してください。ルータを介さ
ず、HUBで接続する場合は、本機と同じネットワークアドレ
スになるように設定する必要があります。 

URLが間違っている http://IPアドレス/で接続できます。初期状態では、IPアドレ
スは“192.168.1.100”になっています。 

 
ログオンできない 

考えられる原因 対策 
ユーザー名、パスワードが

間違っている 
正しいユーザー名、パスワードを入力してください。 

ユーザー名、パスワードを

忘れてしまった 
初期状態では、「管理者」のユーザー名が“admin”、パスワー
ドが“1”になっています。 
 

 
映像が止まっている 

考えられる原因 対策 
ケーブルが外れている ケーブルが接続されているか確認してください 
本機の電源が再投入され

た 
電源が再投入された直後は、映像が止まっています。 
電源再投入後の約 40秒経過したら、ビューアソフトで再接続
してください。 

proxyの設定で映像表示で
きないようにしてある 

proxyの設定を映像表示できるように設定してください。 

 
映像が綺麗に表示されない 

考えられる原因 対策 
配信設定の調整不足 「配信する映像を制御する」を参考に、配信設定を調整してく

ださい。 
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用語集 
 
 Bフレーム(bi-directional predicted frame) 

動画圧縮技術において、フレーム間予測によって圧縮されたフレームです。前後のフレームを

用いた予測を行っています。前後のフレームが揃わないと、このフレームの映像は再生できませ

ん。直前・直後の B フレームから参照される B フレームを特に Br フレームと呼びます。 
 
 CBR (constant bit rate) 

固定ビットレートのことです。動画の圧縮において、映像の圧縮率を動的に変えて、一定のビ

ットレートを保つ方式です。入力映像によって、画質が変わることがあります。 
 
 DDNS 

ダイナミック DNSの略です。機器に割り当てられる IPアドレスが可変である場合に、その機
器のホスト名と IPアドレスを動的に対応付ける仕組みです。 

 
 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

コンピュータに IPアドレスやその他の設定情報を動的に割り当てる仕組みです。 
 
 DNS (Domain Name System) 

ホスト名に対応する IPアドレスを取得したり，逆に IPアドレスに対応したホスト名を取得す
るための仕組みです。 

 
 GOP (Group Of Pictures) 

動画の圧縮において、フレームを管理するためのまとまりです。早送りや巻き戻しの映像出力

時に活用されます。例えば、GOP サイズが“15” とすると、15 フレームを 1 まとまりとして

処理を行います。1 つの GOP は最低 1 つの Iフレームと複数の B フレーム、および、複数の P 

フレームから構成されます。例えば、GOP構造 が「IP」ならば I フレームと Pフレームを使っ

て配信されます。 
 

 H.264 
動画圧縮規格の一つで高画質を保ちながら高圧縮を実現している。MPEG-2と比較し、同じ画
質で約 1/2のデータ量となります。ハイビジョンカメラやメガピクセルカメラなど高画質で高解
像度の映像圧縮に最適です。 
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 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

Internet ExplorerやMozilla Firefox などのWebブラウザとWebサーバが通信するためのプ
ロトコル（約束ごと）です。本ネットワークエンコーダでは、HTTPによって映像を配信してい
ます。 

 
 HTTPS(Hyper Text Tansfer Protocol Secure) 

HTTPの通信をSSLで暗号化して行うプロトコル（約束ごと）です。 
 

 I-LAN(Ikegami Local Area Network) 
弊社製品の通信プロトコル（約束ごと）を I-LANと称します。 

 
 IPv4 

インターネットの通信プロトコル TCP／IPのうち、OSI（open system interface）参照モデル
の第 3層（インターネット層）の伝送プロトコル（約束ごと）です。 

 
 IPアドレス 

TCP/IPネットワーク上の機器を区別するために割り当てられるアドレスです。 
 
 ISP(Internet Services Provider) 

インターネット接続業者のことです。 

 
 Iフレーム(intra-coded frame) 

動画圧縮技術において、フレーム間予測をせずに圧縮されたフレーム。I フレームは、このフ
レームだけで 1フレーム分の映像を再生できる。 

 
 MACアドレス 

ネットワーク上の機器を識別するため、割り当てられている、ハードウェア（ネットワークカ

ードなど）固有のアドレスです。 
 

 MJPEG(Motion joint photographic experts group) 
静止画圧縮規格の一つである JPEGの画像をアニメーションのように連続して表示させて、動
画としています。 

 
 MTU(Maximum Transuction Unit) 

通信時に一度に送ることができるデータの最大バイト数です。 
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 Pフレーム(predicted frame) 

動画圧縮技術において、フレーム間予測によって圧縮されたフレームです。前のフレームを用

いた予測を行っています。このフレームの映像を再生するには、前のフレームのデータを保存し

ておく必要があります。 
 
 proxy 

LAN内の端末の代理として外部へ接続するソフトウェアのことです。proxyの設定によっては
映像が表示されない場合があります。 

 
 RTP (real-time transport protocol) 

リアルタイム転送プロトコルです。音声や動画をリアルタイムに配信するために利用されます。

UDP を利用しています。データの正確性よりもリアルタイム性を重視しています。そのため、
期待する時刻までに到着しなかったパケットは破棄され（映像は一瞬途切れます）、到着してい

るデータだけで再生を続けます。 
 
 RTSP(Real Time Streaming Protocol) 

リアルタイムストリーミングプロトコルです。OSI 参照モデルのアプリケーション層に位置し
ます。通常は 554 番ポートを使います。リアルタイム性のあるデータの配信を制御しています。
認証を利用することで、視聴対象を制限することもできます。 

 
 SSL (Secure Socket Layer) 

TCPや UDPでの通信を暗号化するプロトコル（約束ごと）です。現在、SSL 2.0、SSL 3.0 お
よび 3.0の後継の TLS(Transport Layer Security) 1.0 が存在します。SSL 2.0は脆弱であるた
め、SSL 3.0または TLS 1.0で通信することをお勧めします。 

 
 TTL (time to live) 

ネットワークに流すパケットの寿命です。ルータ等、ネットワーク上のノードを 1 回経由する
ごとに１減らされ、0になるとそのパケットは破棄されます。ネットワークの設定ミス等により、
ネットワーク上にパケットが滞在し続けてしまうことを防ぎます。 

 
 URL (Uniform Resource Locator) 

インターネット上で提供されている資源（情報）を特定するための文字列です。例えば、「http://
～」や「ftp://～」などがURLです。 

 
 VBR (variable bit rate) 

可変ビットレートのことです。動画の圧縮において、映像の圧縮率を固定し、一定の画質を保

つ方式です。入力映像によって、ビットレートが変動します。 
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 WAN(Wide Area Network) 
WANはWide Area Network「広域通信網」の略で、電気通信事業者が提供するサービスを利
用し、遠隔地の LANを相互に接続するために使うネットワークサービスとなります。 

 

 インターレース 
映像を１行おきに飛び越して表示する方式です。 

 
 グローバル IPアドレス 

インターネットに直接、接続することができる IPアドレスです。ISP（インターネットサービ
スプロバイダ）などから割り当ててもらう必要があります。 

 
 ゲートウェイ 

異なるネットワーク同士を接続するコンピュータまたはネットワーク機器です。 
 
 サーバ 

ネットワークで何らかのサービスを提供しているソフトウェアのことです。また、サーバソフ

トウェアが動作しているコンピュータもサーバと呼びます。 
 
 サブネットマスク 

IPアドレスをネットワーク部（ネットワークアドレス）とホスト部に分けるために使用する数
値です。サブネットマスクを正しく設定していないと、IP アドレスが正しく設定されていても、
正常に接続できません。 

 
 ネットワークアドレス 

異なるネットワークを区別するためのアドレスです。ネットワークアドレスの異なる機器同士

が通信するためには、ゲートウェイやルータを介する必要があります。。 
 
 ファームウェア 

機器を制御するソフトウェアです。 
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 プライベート IPアドレス 

LAN 内部で自由に使える IP アドレスです。10.0.0.0～10.255.255.255、172.16.0.0～
172.31.255.255、192.168.0.0～192.168.255.255の 3種類の範囲が使えます。ただし、プライベ
ート IPアドレスを使って直接、インターネットに接続することはできません。 

 
 フレームレート 

動画の再生において、1秒間に何回画面を書き換えることができるかを表します。 

 
 ホスト名 

ネットワークに接続されたコンピュータを人間が識別しやすいようにつける名前のことです。 

 
 ポート番号 

インターネット上の通信において、複数の相手と同時に接続を行なうために IPアドレスの下に
設けられたサブ(補助)アドレスのことです。 

 

 ポートフォワード 
ルータが受け取った通信データを LAN内のほかのコンピュータに転送する仕組みです。IPフ
ォワードとも呼びます。 

 
 マルチキャスト 

決められた複数の受信端末に同じデータを同時に送信する方式です。RFC1112 で規定されて
います。ユニキャストで複数の受信端末に同時に送信した場合に比べて、送信サーバやネットワ

ークの負荷を抑えることができます。UDP を利用しているため、信頼性を求められる送信には
不向きです。マルチキャスト IP アドレスは受信端末のグループに振られ、同じグループ内の受
信端末は全て同じマルチキャスト IP アドレスが振られることになります（1 つの受信端末は通
常の IP アドレスとマルチキャスト IP アドレスの 2 種を持つことになります） 。マルチキャス
ト IP アドレスは、224.0.0.0～239.255.255.255 の範囲で選択します。 

 
 ユニキャスト 

決められた唯一の端末にのみデータを送信する方式です。ユニキャストで複数の端末に同じデ

ータを送信する場合は、端末の数だけ送信するデータ量が倍増し、ネットワークに負荷がかかり

ます。 
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仕様 
 
 1．カメラ部 

  (1) 撮像素子   1/4型、IT-CCD 
  (2) 有効画素数  768(H)x494(V)（約 38万画素） 
  (3) 走査周波数  525本/59.94Hz, プログレッシブスキャン 
  (4) 同期方式   INT-LOCK 
  (5) 最低被写体照度  ①カラー映像 
    （光源色温度 3100K、反射率 89.9%、映像出力 50IRE） 
     1Lx/F1.4（ワイド端,電子感度アップ OFF） 
     0.05Lx/F1.4（ワイド端,電子感度アップ 32倍） 
    ②白黒映像 
    （ハロゲン光源、反射率 89.9%、映像出力 50IRE） 
     0.1Lx/F1.4（ワイド端,電子感度アップ OFF） 
     0.005Lx/F1.4（ワイド端,電子感度アップ 32倍） 
  (6) ＷＤＲ機能  付き（ON/OFF切換） 
   (7) 電子感度アップ  AUTO時最大 16倍、MANUAL時最大 32倍 
   (8) 昼夜切替機能  付き 
   (9) ホワイトバランス  ATW/AWC/MANUAL切換可能 
  (10) オートアイリス機能 専用レンズ制御 

 (11) 高速電子シャッタ  1/60～1/10,000秒 
  (12) 電子ズーム  付き（ON/OFF切換） 
    最大 10倍デジタルズームを設定可能 
 

2．レンズ部 

  (1) ズーム倍率  35倍 
  (2) 焦点距離   3.4 - 119.mm 

   (3) 最大口径比  1:1.4（ワイド端にて） 
   (4) 最至近撮影距離  1m以下（全焦点距離にて） 
   (5) オートフォーカス  付き 

 

 3．回転台部 

  (1) 旋回角度   パン 360°（エンドレス） 
    チルト 0～180°（水平～真下～水平） 
  (2) 動作速度   パン 最大 420°／秒（プリセット動作時） 
    チルト 最大 420°／秒（プリセット動作時） 
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4．制御部 

  (1) カメラ制御  ①電子感度アップの ON/OFF及び倍率 
    ②WDRの ON/OFF 
    ③電子シャッターの選択 
    ④ホワイトバランスの選択 
    ⑤昼夜切替モードの選択 
    ⑥電子ズームの ON/OFF 
  (2) レンズ制御  ①ズーム 広角/望遠(ﾌﾟﾘｾｯﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ) 
    ②フォーカス 遠/近(ﾌﾟﾘｾｯﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ)及びオートフォーカス 
  (3) 回転台制御  ①パン  左/右(ﾌﾟﾘｾｯﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ) 
    ②チルト  上/下(ﾌﾟﾘｾｯﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ) 
 

 5．圧縮及びＩＰ部 

(1) 映像設定   3パターン設定可能 
・圧縮方式  H.264／JPEG 
・伝送モード  CVR／VBR 
・画像サイズ  720x480／640x480／320x240／160x120 
・フレームレート  7段階（30／15／10／5／3／2／1fps） 
・ビットレート  64Kbps～8Mbps 
・画質(JPEGのみ)  5段階 

(2) 音声圧縮方式  ADPCM 32Kbps 
(3) プライバシーマスク機能 最大 8箇所まで設定可能 
(4) ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸｼｮﾝ機能 屋外対応 
    マスク設定可能 
(5) ネットワーク  Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
(6) プロトコル  TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP 
    マルチキャスト配信可能 
(7) モニタリング  専用ビューア 
(8) 音声機能   モノラル双方向（全二重） 
    MIC入力 ：-60dBV 1kΩ不平衡（プラグインパワー対応） 
    AUDIO出力：-10dBV 600Ω不平衡 
 (9) 接点入出力機能  入力：無電圧接点（100mS以上） 
    出力：オープンコレクタ (MAX 24V 20mA)  
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6．総合 

  (1) 電源   DC24V(18V～26.4V) 
  (2) 消費電力   16VA(DC24V)以下 
  (3) 使用周囲温度／湿度 -10～+50℃／30～90%RH以内（但し、結露しないこと） 
  (4) 保存周囲温度／湿度 -20～+70℃／30～75%RH以内（但し、結露しないこと） 
  (5) 外形寸法(φ×H)  タイプＴ（吊り下げタイプ）：φ140×409.7mm 

    タイプＵ（埋め込みタイプ）：φ215×270.2mm 

  (6) 質量   タイプＴ（吊り下げタイプ）：約 2.7kg 
    タイプＵ（埋め込みタイプ）：約 3.2kg 
  (7) 入出力コネクタ  RJ-45（Ethernet） 
    端子台（埋め込みタイプ：電源･AUDIO･MIC･OUT1･IN1） 

       （吊り下げタイプ：電源･AUDIO･MIC･IN1） 
        単線:φ0.4～1.2mm 撚線:0.2～1.25mm2 
   (8) 付属   取扱説明書（導入編）   1冊 
    埋め込みタイプ：専用コネクタ  1個 
      落下防止ワイヤー（短） 1本 
      落下防止ワイヤー（長） 1本 
      バインドネジ(M4×6) 3本 
      ワッシャ  3個 
      スプリングワッシャ 3個 
    吊り下げタイプ：吊り下げ用パイプ 1本 
      接続金具  1個 
      トップカバー  1個 
      バインドネジ(M3×6) 3本 
      バインドネジ(M4×12) 3本 
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外観図 
 
埋め込みタイプ 
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吊り下げタイプ 
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営業本部   〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 本社ビル   TEL：03-5748-2211（代） 

大阪支店  〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル   TEL：06-6389-4466（代） 

札幌営業所  〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌ﾋﾞﾙ TEL：011-231-8218（代） 

仙台営業所  〒983-0862 宮城県仙台市宮城野区二十人町99 富士ﾌｨﾙﾑ仙台ビル６Ｆ TEL：022-292-2420（代） 

名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘1-1506 加藤第2ビル  TEL：052-705-6521（代） 

福岡営業所  〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-7-10 ＳＴビル４Ｆ  TEL：092-451-2521（代） 
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