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このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご利用中に何か問題

があったら、直ちに販売者に連絡してください。 

声明 

© 2014-2017 浙江宇視科技有限公司及びその許可者は、すべての権利を保留します。 

当社の書面による許可がない限り、いかなる企業や個人は勝手に本マニュアルの内容の一部または全部

を抜粋・コピーしたり、いかなる形式で伝播してはなりません。 

は浙江宇視科技有限公司の商標です。本マニュアルで記載された他のすべての商標、製品表示

及び商品名は、それぞれの権利者に所有されています。 

製品のバージョンアップまたはその他の原因により、本マニュアルの内容を随時更新を行っております。 

本マニュアルはただ使用の指導として利用され、本マニュアルのすべての陳述、情報、提案はいかなる

明示または暗示の担保を構成するわけではありません。 

宇視科技は、本マニュアルまたは当社品の使用によるいかなる特殊、付随、偶然または間接的な損害に

ついて責任を負わないものとし、商業利益の損失、データや文書の紛失による損失、ネット攻撃、ハッ

カー攻撃、ウイルス感染などによる製品動作異常、情報流出を含みますが、その限りではありません。 

安全上のご注意 

 
注意： 

本製品のデフォルトパスワードは初回ログイン用に限定され、安全のため、初回ログイン後デフォル

トパスワードを修正してください。8 桁以上の安全性の高いパスワードを設定してください。 

 

ご使用前に、製品取扱説明書に規定された「安全上のご注意」を必ずお読みください。 

 カットされた画面図はただの説明例として、各バージョンの画面に差分があるので、実際の画面

に準じてください。 

 本マニュアルは、複数の型番製品に対応しますが、各製品の使用状況を１つずつ記載しないので、

実際の製品によって自分で照合してください。 

 当社は、予告なく本マニュアルの内容を修正することがありますが、マニュアルの内容に間違い

がないことを一切保証しません。 

 物理環境などの不確定要素によって、一部のデータの実際値は、マニュアルに提供された参考値

とはずれがあるかもしれませんが、何かご疑問や争議がある場合には、当社の 終的な解釈に準

拠してください。 

 ご使用中、本マニュアルの操作説明を守ってください。説明の未順守による問題については、当

社は一切責任を負いません。ご協力ありがとうございます。 

環境保全 

本製品は、環境保全に関する設計要求に合っており、製品の保管、使用と廃棄は国家の関連する法律、

法規の要求によって行わなければなりません。 

特記事項 

 本マニュアルの図形、グラフや写真などはただの説明例として、実際の製品と異なるおそれがあ

るので、実物に準じてください。 



 

 本マニュアルは、複数の型番製品に対応しますが、各製品の使用状況を１つずつ記載しないので、

実際の製品によって自分で照合してください。 

 物理環境などの不確定要素によって、一部のデータの実際値は、マニュアルに提供された参考値

とはずれがあるかもしれませんが、何かご疑問や争議がある場合には、当社の 終的な解釈に準

拠してください。 

 ご使用中、本マニュアルの操作説明を守りながら、専門者の指導でご利用ください。 

 本書で採用された図形画面の記号は次に示します。 

記号 意味 

< > < >印付きはボタン名を示し、例えば、<決定>ボタンをクリックする。 

[ ]  [ ] 印付きはメニュー、タブ、ウィンドウ名を示し、例えば、[設備管理]を選ぶ。 

> 
マルチメニューは>印で区切り、例えば、[設備管理>設備の追加]マルチメニューは、[設備管理]
メニュー下の[設備の追加]サブメニューを示す。 

 

 本書で採用された操作中の注意事項を示す絵表示の意味は次に示します。  

絵表示 意味 

 
警告。この表示の欄は、「不当操作による人への危害が生じる可能性が想定される」内容です。 

 
注意。この表示の欄は、操作中の注意事項を示し、「不当操作による物的損害、データ紛失や機

能異常が生じる可能性が想定される」内容です。 

 
説明。この表示の欄は、製品の操作使用に関する情報の補足内容です。 

 



i 

目  次 

1 ネットワーク接続 ........................................................................................................................................... 1 

1.1 有線 LAN ケーブルで接続 ............................................................................................................................... 1 

1.2 無線ネットワークで接続 ................................................................................................................................. 1 

2 ログイン .......................................................................................................................................................... 1 

2.1 ログイン前の基本準備 .................................................................................................................................... 1 

2.2 Web 画面にログインする ................................................................................................................................ 3 

2.3 Web 画面について .......................................................................................................................................... 4 

2.4 初期設定 .......................................................................................................................................................... 5 

3 パラメータ設定 ............................................................................................................................................... 5 

3.1 ローカルパラメータ ........................................................................................................................................ 5 

3.2 ネットワーク ................................................................................................................................................... 7 

3.2.1 ポート ................................................................................................................................................... 7 

3.2.2 ポート設定 .......................................................................................................................................... 13 

3.2.3 FTP ..................................................................................................................................................... 14 

3.2.4 メール ................................................................................................................................................. 18 

3.2.5 DDNS .................................................................................................................................................. 21 

3.2.6 EZ クラウド ........................................................................................................................................ 21 

3.2.7 802.1x ................................................................................................................................................. 23 

3.3 画像 ............................................................................................................................................................... 24 

3.3.1 画像調整 ............................................................................................................................................. 24 

3.3.2 OSD .................................................................................................................................................... 35 

3.3.3 プライバシーマスク ........................................................................................................................... 38 

3.4 オーディオ・ビデオ ...................................................................................................................................... 41 

3.4.1 ビデオ ................................................................................................................................................. 41 

3.4.2 オーディオ .......................................................................................................................................... 43 

3.4.3 カット ................................................................................................................................................. 45 

3.4.4 エリア強化 .......................................................................................................................................... 46 

3.4.5 メディアストリーム管理 .................................................................................................................... 46 

3.5 スマート機能 ................................................................................................................................................. 49 

3.5.1 スマート機能設定 ............................................................................................................................... 50 

3.5.2 高級パラメータ .................................................................................................................................. 64 

3.6 アラーム設定 ................................................................................................................................................. 65 

3.6.1 運動検出アラーム ............................................................................................................................... 65 

3.6.2 タンパリング検出アラーム ................................................................................................................ 70 



ii 

3.6.3 音声検出アラーム ............................................................................................................................... 72 

3.6.4 アラーム入力 ...................................................................................................................................... 74 

3.6.5 アラーム出力 ...................................................................................................................................... 76 

3.7 ストレージ .................................................................................................................................................... 78 

3.7.1 フロントエンドストレージ ................................................................................................................ 78 

3.7.2 フロントエンド自動ネットワーク補充 .............................................................................................. 84 

3.8 システム ........................................................................................................................................................ 86 

3.8.1 安全 ..................................................................................................................................................... 86 

3.8.2 日時 ..................................................................................................................................................... 92 

3.8.3 スマートサーバー ............................................................................................................................... 94 

3.8.4 シリアルポート .................................................................................................................................. 95 

3.8.5 ワイパー制御 ...................................................................................................................................... 99 

3.8.6 機器状態 ........................................................................................................................................... 100 

3.8.7 写真保存状態 .................................................................................................................................... 100 

3.8.8 アップグレード ................................................................................................................................ 102 

3.8.9 再起動 ............................................................................................................................................... 103 

3.8.10 システム設定ファイルのインポート/エクスポート ....................................................................... 104 

3.8.11 診断情報の収集 .............................................................................................................................. 104 

3.8.12 フォーカスパラメータ .................................................................................................................... 105 

3.8.13 設置高さ ......................................................................................................................................... 105 

3.8.14 フィッシュアイパラメータ ............................................................................................................ 106 

4 ライブとカスタマーサービス ...................................................................................................................... 109 

4.1 局部画面のチェック .................................................................................................................................... 111 

4.1.1 デジタル拡大による局部画面のチェック ......................................................................................... 112 

4.1.2 局部画面のエリアフォーカス ........................................................................................................... 113 

4.1.3 3D 測位による局部画面のチェック .................................................................................................. 114 

4.2 フィッシュアイライブ ................................................................................................................................ 115 

5 フロントエンドビデオの再生とダウンロード ............................................................................................. 119 

5.1 ビデオ再生 .................................................................................................................................................. 119 

5.2 ビデオダウンロード .................................................................................................................................... 120 

6 パンチルト制御 ........................................................................................................................................... 121 

6.1 パンチルト制御ツールバー ......................................................................................................................... 121 

6.2 クルーズのプリセット ................................................................................................................................ 122 

6.2.1 プリセット ........................................................................................................................................ 122 

6.2.2 クルーズ ........................................................................................................................................... 124 

6.3 パンチルトリミット .................................................................................................................................... 130 

6.4 クルーズの回復 ........................................................................................................................................... 131 



iii 

6.5 パンチルトの見張り .................................................................................................................................... 131 

6.6 パンチルトの遠隔制御 ................................................................................................................................ 131 

6.7 プリセットスナップ .................................................................................................................................... 132 

7 クライアントによるアクセス ...................................................................................................................... 132 

7.1 EZStation クライアントソフトウエアの紹介 ............................................................................................. 132 

7.2 ライアントソフトウエアへログインク ....................................................................................................... 133 

8 WAN によるアクセス .................................................................................................................................. 133 

8.1 前提条件 ...................................................................................................................................................... 133 

8.2 自動 APP によるネットワークカメラへのアクセス ................................................................................... 136 

8.2.1 取得方式 ........................................................................................................................................... 136 

8.2.2 設定の流れ ........................................................................................................................................ 136 

8.3 EZCloud サイトによるネットワークカメラへのアクセス ......................................................................... 137 

8.3.1 ユーザーログイン ............................................................................................................................. 137 

8.3.2 設定の流れ ........................................................................................................................................ 137 

 



1 

1 ネットワーク接続 

1.1  有線LANケーブルで接続 

ネットワークカメラ(IP Camera)にアクセスする前に、カメラ本体とパソコンの事前接続を必要としま

す。有線 LAN ケーブル或いは交換機やルーターで接続することが可能です。 

 

カメラ本体とパソコンをツイストペアケーブルで接続し、有線 LAN ケーブルの製作詳細は「9 付録-有

線 LAN ケーブルの製作」参照。 

IPC PCSwitch or Router

Network cable Network cable

 

カメラ本体と交換機又はルーターをツイストペアケーブルで接続し、有線 LAN ケーブルの製作詳細は

「9 付録-有線 LAN ケーブルの製作」参照。 

1.2  無線ネットワークで接続 

 
説明： 

一部のボックスネットワークカメラだけは、無線ネットワーク接続機能を搭載しているので、詳細は

型番の仕様をご参照ください。 

IPC PCWifi

 

2 ログイン 

2.1  ログイン前の基本準備 

製品のクイックスタートを参照して、設置を完了して検査によって正しいことを認めた後、電源を入れ

てカメラを ON にするすることができます。Web ブラウザを通じて、簡単にカメラの管理・維持を行

なうことができます。 

次は、Windows 7.0 システム、IE ブラウザを例として説明します。 

1. Web 画面へログインする前の検査 

 カメラが正しく動作していること。 

 クライアント側のパソコンとカメラのネットワークが繋がっていること。 
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 クライアント側のパソコンに Microsoft Internet Explorer 10.0 以上をインストールすることが望ま

しいです。 

 表示の効果を得るために、推薦の解像度 1440×900 に設定してください。 

2. アクセスアドレスを「信頼できるサイト」に追加 

 

 

http://192.168.0.13

3

4

5

6

Clear the check box

7
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3. ユーザー権限を 低に設定（オプション） 

カメラにアクセスする前に、クライアント側のユーザー権限を 低に設定すると望ましいです。 

[スタート>コントロールパネル]でコントロールパネルウインドウに入り、次のようにユーザー権限を

低に設定します。 

 

2.2  Web画面にログインする 

カメラのデフォルト静的 IP アドレスは 192.168.1.13 であり、IP アドレスの 192.168.0.13 による簡単

なログインにも対応し、サブネットマスクは 255.255.255.0 です。 

カメラはデフォルトで DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol、ダイナミック ホスト コンフィギ

ュレーション プロトコル)を ON にします。ネット環境に DHCP サーバーが存在している場合には、IP

アドレスが動的に配布される可能性があるので、実際の IP アドレスにログインしてください。 

Web 画面にログインする操作手順は次のように示します（IE10 ブラウザを例に）。 

(1) ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを入力して、< Enter>キーを押します。 

 

(2) 初回 Web 画面にログインするときに、コントロールのインストール（インストール時に現在のすべ

てのブラウザを閉じる必要がある）を注意させます。画面の指導に従ってコントロールのインスト

ールを完了させて、IE ブラウザを再起動して、システムにログインしてください。 

 
説明： 

 Web 画面のコントロールは手動でロードすることもできます。アドレス欄に HTTP://IP アドレスの

/ActiveX/Setup.exe を入力して、< Enter>キーを押します。 

 本製品のデフォルトパスワードは初回ログインのみに利用され、安全のため、初回ログイン後デフォル

トパスワードを変更してください。8 桁以上の安全性の高いパスワードを設定してください。 

 

(3) ユーザー名とパスワード（初回ログインの場合、デフォルトのユーザー名「admin」とパスワード

「123456」）を入力し、「ログイン」をクリックすると、Web 画面にログインします。 
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 「自動ライブ」にチェックを入れると、Web 画面にログインした後のすべてのライブ画面が表示

されます。チェックを入れないときは非表示とし、ライブ放送中に手動で ON にすると表示可と

なります。 

 「自動ログイン」にチェックを入れると、ユーザーがパスワードを変更しない限り、次回ログイ

ンときにパスワードを入力せず直接ログインすることができます。安全のため、チェックを入れ

ないのは一般的です。 

 <リセット>をクリックすると、ユーザー名、パスワードのテキストボックス及び「自動ログイン」

チェックボックスはすべてクリアされ、中国語・英語のチェックボックスと「自動ライブ」など

の項目がリセット・クリアされません。 

 「簡体中国語」や「英語」チェックボックスにチェックを入れると、ログイン画面と Web 画面に

中国語/英語画面が表示されます。 

 

2.3  Web画面について 

ログインに成功したら、デフォルトでライブ放送画面へ遷移し、下図のように示します。 

1

2

3

4  

番号 説明 

1 機能メニュー 

2 

パンチルト制御画面 

説明： 

パンチルト機能付きカメラのみ。 

3 ライブ放送ウインドウ 

4 ライブ放送のツールバー 
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説明： 

 ライブ放送画面、設定パラメータ及び値範囲は製品の型番によって異なるので、実際の Web 画面表示を

ご参照ください。本マニュアルでは説明を省略します。 

 Web 画面の灰色で表示されたパラメータは変更不可とし、具体的なパラメータ値は画面の実際情報をご

参照ください。 

 ユーザはログインに成功した後、パスワードを変更すると望ましいですが、詳細は「3.8.1  1. ユーザー」

画面で設定してください。 

 

2.4  初期設定 

カメラにログインした後、次のように初期設定操作を行うと望ましいです。 

初期設定項目 説明 

(1) カメラネットポートの設定 
実際のネットワーク構成によって、カメラIP及び関連ネット

ワークパラメータの再設定を行います。 

(2) Web 画面を終了し、更新後の IP アドレスで Web
画面に再ログイン 

- 

(3) システム時間の設定 実際の状況によって、カメラのシステムの時間を設定します。 

(4) 管理サーバーの設定（オプション） 
実際のネットワークによって、管理サーバーの情報を設定し

ます。 

(5) OSD の設定 
実際の需要によって、時間など画面に表示される情報を設定

します。 

(6) ユーザー管理（オプション） 
実際の需要によって、デフォルトのログインパスワードの変

更、一般ユーザーの追加を行います。 

(7) フィッシュアイパラメータの設定（フィッシュア

イ専用） 
実際の需要によって、フィッシュアイマウントモードを設定

します。 

 

初期設定を完了させた後、ライブ放送へ入ります。実際の必要に応じて、引き続きその他のパラメータ

を設定してください。 

3 パラメータ設定 

3.1  ローカルパラメータ 

PC クライアントのローカルパラメータを設定します。 

 
説明： 

ローカルパラメータの設定は製品の型番によって異なるので、実際の web 画面で確認してください。

 

(1) [設定>常用>ローカル設定]で、ローカル設定画面に遷移します。 
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(2) 必要によって対応するパラメータを設定し、重要な設定パラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

スマート 未トリガー目標 この機能をONにすると、IPCは目標の追跡標識を行ないます。例えば、顔認識機能
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項目 説明 

標識 をONにするとき、顔の追跡標識を行います。 

映像パラ

メータ 

処理モード 
ネットワーク状況が良い場合は「リアルタイム性を優先」、ネットワークに遅延が

ある場合は「流暢性を優先」を選ぶと望ましいです。ライブの遅延時間を「リアル

タイム性を優先」より低く設定するには、超低遅延時間を選ぶと望ましいです。 

メディアフロープ

ロトコル 
クライアントエンコードのメディアフロー転送プロトコル。 

録画写真 

録画の区分種別 

 時間長による区分：ローカル録画区分の時間長、つまりローカル録画の単一録

画ファイルの時間長。例えば、2 分間ごとの録画。 

 ファイルのサイズによる区分：ローカル録画区分のサイズ、つまりローカル録

画の単一録画ファイルのサイズ。例えば、区分ごとのサイズは 10M。 

録画の上書き 

 上書き：ローカル録画の空き容量がなくなったとき、 新の画像は元の録画位

ファイルを上書き保存します。 

 録画の自動停止：ローカル録画の空き容量がなくなったとき、自動的に録画を

停止します。 

ファイルの保存先 スナップ写真の保存先を設定します。 

 

(3) <保存>をクリックすると、保存は完了です。 

3.2  ネットワーク 

3.2.1  ポート 

外部の他の装置と正しく通信できるように、本機の IP アドレスなどの通信パラメータを修正します。 

 
説明： 

 IP アドレスを修正した後、新しい IP アドレスで Web 画面に再ログインしてください。 

 DNS （Domain Name System、ドメイン名システム）サーバーの設定は、ドメイン名で装置にアクセス

する場面に利用されます。 

 

1. スタティックアドレス（アドレスの手動設定） 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、有線ポート設定画面に遷移します。 
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(2) IP 取得方式から「スタティックアドレス（アドレスの手動設定）」を選びます。 

(3) 手動で装置の IP アドレス、サブネットマスク及びデフォルトユーザーマニュアルを入力し、全ネッ

トワークにおける装置の IP アドレスのユニーク性を確保します。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. PPPoE 

 
説明： 

一部の装置型番は PPPoE 設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

PPPoE（Point to Point Protocol over Ethernet、ピーピーピー・オーバー・イーサネット）のダイヤル

方式でネットワークを接続する場合には、IP 取得方式から「PPPoE」を選びます。 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、有線ポート設定画面に遷移します。 
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(2) IP 取得方式から「PPPoE」を選びます。 

(3) 手動で ISP（Internet Service Provider、インターネットサービスプロバイダ）の提供したユーザー

名とパスワードを入力します。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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3. DHCP 

カメラはデフォルトで DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol、ダイナミック ホスト コンフィギ

ュレーション プロトコル)を ON にします。ネット環境に DHCP サーバーが存在している場合には、カ

メラは自動的に DHCP サーバーから IP アドレスを取得することができます。 

DHCP の手動設定の操作手順は次のように示します。 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、有線ポート設定画面に遷移します。 
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(2) IP 取得方式から「DHCP」を選びます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

4. IPv6 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、有線ポート設定画面に遷移します。 

  

 

(2) IPv6 モードはデフォルトで手動にします。 

(3) 手動で装置の IPv6 アドレス、サブネット接頭語の長さ及びデフォルトユーザーマニュアルを入力し、

全ネットワークにおける装置の IP アドレスのユニーク性を確保します。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

(5)  必要によって対応するパラメータを設定し、重要な設定パラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

SIMカードの種別 ダブルカード対応、つまりメインカードとサブカード。 

APN 

専用ネットワークプロバイダーで、名称を設定することができます。 

説明： 

 ネットワーク接続技術 

 APN はネットワークアクセス用接続方式を決めます。 

ユーザー名 APNのユーザー名 

パスワード APNのパスワード 

権限認識方式 
「無し」、「PAP」、「CHAP」、「自動」の4つの選択肢があり、デフォルトで「自動」を選び

ます。 

MCC 移動の国家コードで、国内はデフォルトで460とします。 

MNC 
移動のネットワークコードで、中国移動システムは00、02、04、07、中国聯联通GSMシステムは

01、06、09、中国電信CDMAシステムは03、05、電信4Gは11、中国鉄通システムは20を使用しま

す。詳細は実際のネットワークプロバイダーに準じてください。 

(6) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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5. 無線ネットワーク  

 
説明： 

一部のネットワークカメラのみは無線ネットワーク設定に対応していないので、詳細は型番をご確認

ください。 

 

配線が困難になった場合は、Wi-Fi 機能を利用することができます。 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、Wi-Fi 設定画面に遷移します。 

 

(2) Wi-Fi モードを ON に、Sniffer モードを選びます 。カメラは自動的に周辺に Wi-Fi ホットスポット

の有無を検索し、ホットスポット装置の MAC アドレスを記録します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

一部のカメラは、周辺の無線 Wi-Fi 信号を検索して接続することができます。 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、Wi-Fi 設定画面に遷移します。Wi-Fi モードから Wi-Fi を選

びます。 
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(2) 画面表示信号が強い場合、データレートの自己適応を ON にし、同時に画面に周辺のその他の無線

ネットワーク信号が表示されます。<再検索>をクリックすると、装置は周辺の無線ネットワーク信

号の再検索を行います。 

(3) 無線ネットワークリストでは、任意のネットワーク SSID をクリックすると、同 SSID のネットワー

ク情報は下部の Wi-Fi 設定に表示されます。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

(5) Wi-Fi モードから Wi-Fi ホットポイントを選ぶ時、IPC はホットポイントとして他の機器と接続する

ことができます。 

 

(6) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

3.2.2  ポート設定 

 
説明： 

一部のネットワークカメラはポート設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

1. ポート 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、ポート設定画面に遷移します。 

 

 

(2) 対応するポート番号を設定します。 



14 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 
注意： 

占用されている HTTP ポート値を入力するとき、「ポート衝突が発生し、再び入力してください。」

が表示されます。（23、81、82、85、3260、49152 は固定占用されるポート値で、入力しなくてもよ

いです。そのほか、ダイナミックにその他の占用ポート値を検出します）。 

 

2. ポートマッピング 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、ポートマッピング設定画面に遷移します。 

 

(2) ポートマッピングを ON にして、ポートマッピング方式を選びます。手動方式を選ぶ場合、外部ポ

ート（外部 IP はカメラより自動的に取得される）の設定を必要とします。設定された外部ポート番

号が既に占用されている場合、「状態」欄に「未発効」が表示されます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.2.3  FTP 

1. 共通 FTP 

FTP 設定後、ネットワークカメラで撮影された写真ファイルを所定の FTP サーバーへアップロードす

ることができます。 

(1) [設定>ストレージ>FTP]で、共通 FTP 設定画面に遷移します。 
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(2) FTP サーバーのアドレスとポート番号、アップロード権限のあるユーザー名とパスワードを設定し、

アップロード写真にチェックを入れて、上書きを行ない、上書きしきい値を設定します。一部の機

器は FTP セルフチェック機能に対応するので、FTP パラメータを正しく設定すると、FTP セルフチ

ェック機能が動作できます。 
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(3) スナップ写真の保存先とファイル名を設定します。例えば、スナップ写真の保存先は「プリセット

番号\\IP アドレス\\日付\\時間」の命名方式、ファイル名は「プリセット番号-パンチルトズーム-パン

チルト緯度-パンチルト経度.jpg」の命名方式を選ぶことができます。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. スマート FTP 

スマート FTP はある特定のスマート機能を記録し、例えば、スカイネットポート、顔認識、アクセス

量のスナップ写真など。 

(1) [設定>ストレージ>FTP]で、スマート FTP 設定画面に遷移します。 
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(2) FTP サーバーのアドレスとポート番号、アップロードのあるユーザー名やパスワードなどの関連情

報を設定します。 

(3) スナップ写真の保存先とファイル名を設定します。例えば、スナップ写真の保存先は「プリセット

番号\\IP アドレス\\日付」の命名方式、ファイル名は「プリセット番号-パンチルト緯度-パンチルト

経度-パンチルトズーム.jpg」の命名方式を選ぶことができます。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.2.4  メール 

メールパラメータ設定後、アラームが発生したとき、該当情報を指定メールアドレスに送信することが

できます。 

(1) [設定>ネットワーク設定>メール]で、メール設定画面に遷移します。 
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(2) 送信者、受信者のパラメータを設定し、一部の機器は E-mail セルフチェック機能に対応しているの

で、受信者アドレスを正しく設定すと、E-mail セルフチェック機能が動作します。重要なパラメー

タを次のように説明します。 

項目 説明 

送信者名/送信者

アドレス 
ユーザーカスタマイズ化が可能で、普通は機器名とIPです。 

SMTPサーバー

/SMTPポート 
メール送信者が登録したサーバーアドレスとポートです。 

TLS/SSL  

ONにすると、メール送信はTLSまたはSSLに暗号化されます。WEB設定のSSL/TLSをONにすると、

まずSSL方式で接続を試し、SMTPサーバーがこの暗号化方式に対応している場合、STARTTLS送
信を試さず、この接続でメール転送を行ないます。 SMTPサーバーがこの送信方式に対応しない場

合には、SSLから戻ったエラー値によって、再びSTARTTLS方式を試します。 

スナップ時間間隔 
警告イベントが通報をトリガーした後、通報はEメールと連動してメールを送信します。デフォル

トでメールごとに3枚のスナップ写真を添付し、ここで3枚のスナップ写真の時間間隔を設定しま

す。 

画像添付 
ONにすると、ご設定のスナップ時間間隔によって、3枚のスナップ写真をメールに添付します。ス

ナップ機能のONを前提条件とするので、詳細は3.4.3 スナップ参照。 

ユーザー名/パス

ワード 
登録されたメールユーザー名とパスワードで、ユーザー名はメールに表示されません。 
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(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.2.5  DDNS 

 
説明： 

一部の機器は DDNS 設定に対応しないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>ネットワーク設定>DDNS]で、DDNS 設定画面に遷移します。 

 

(2) DDNS サービスを ON にします。 

(3) DDNS は「DynDNS」、「NO-IP」、「EZDDNS」の三種別から選びます。 

(4) サーバーアドレス、ドメイン名、ユーザー名、パスワードを入力して、パスワード確認を行います。 

(5) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.2.6  宇視クラウド 

 
説明： 

 一部の機器は宇視クラウド設定に対応しないので、詳細は型番をご確認ください。 

 一部の機器は P2P と表示します。 

 

(1) [設定>ネットワーク設定>宇視クラウド]で、宇視クラウド設定画面に遷移します。 
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一部の機器画面は次のように表示されます。 
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(2) 宇視クラウドサービスを ON にします。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

3.2.7  802.1x 

802.1x プロトコールは、機器のネットワーク接続を行なう時の認証プロトコルとして、安全要求の高

い場合、IPC はネットワーク機器としてユーザーのネットワークと接続するとき、アクセス認証を必要

とします。認証に合格した機器のみはネットワーク接続が可能で、通常の通信を行います。 

(1) [設定>ネットワーク設定>802.1x]で、802.1x 設定画面に遷移します。 
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(2) 802.1x プロトコールの使用・設定を行います。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.3  画像 

3.3.1  画像調整 

 
説明： 

 画像の設定パラメータ及びその値範囲は製品の型番によって異なることがあるので、実際の Web 画面で

確認してください。スライド移動による画像パラメータ値の調整、或いは直接プログレスバーへ具体的

な画像パラメータ値の入力によって実現することができます。 

 <デフォルトパラメータの回復>をクリックすると、すべての画像パラメータがデフォルト値に回復され

ます。 

 

1. シーン設定 

現在のライブ放送のプレビュー画面によって、異なるシーンの画像パラメータを設定し、異なるシーン

での画像効果の需要に対応します。 

[設定>画像>画像調整]で、画像調整画面へ遷移します。 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[シーン設定]をクリックすると、シーン設定画面へ遷移します。 

一部の機器のシーン画面表示は下記のように示し、シーンのプルダウンボックスで実際のシーンを選び

ます。 
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一部の機器のシーン画面表示は下記のように示し、次の手順に従ってシーン設定を行います。 

 

(2) あるシーンを選び、必要に応じて当該シーンのパラメータ設定を行ない、重要なパラメータを次の

ように説明します。 

項目 説明 

現在 

現在使用されているシーンを表示します。 

説明：  

 あるシーン名のラジオボタンを選ぶと、自動的に当該シーンへ切り替え、画像パラメータも当

該シーンテンプレートに対応するパラメータへ切り替えます。 

 自動切替を ON にすると、実際に発行したシーンによって自動切替を行います。 

シーン名 

現在シーンのシーン名を示します。機器は何種のシーンモードをプリセットしておき、あるシーン

モードを選ぶと、画像パラメータは自動的に当該モードに対応するパラメータへ切り替えます（実

際の必要に応じて画像パラメータを調整することも可能です）。 

 共通：室外シーンに適用します。 

 室内：室内シーンに適用します。 

 高感光：照度の極めて低いシーンに適用します。 

 強光抑制：強い光を抑えることができ、道路の強光抑制と団地の強光抑制を含み、明晰な画

像を取得します。道路上の抑制ランプによるナンバープレートの取得シーンに適用します。 

 ワイドダイナミック：明暗のコントラストが大きいシーンに適用し、例えば、窓や廊下、玄

関など、屋外の光が強くて室内の光が暗いシーンなど。 

 カスタマイズ：シーン名称のカスタマイズを行います。 

 ナチュラル：デフォルト画像スタイルです。 

 鮮やか：「標準」モードをベースに彩度を向上させます。 

 明るい：「標準」モードをベースに画面の輝度を向上させます。 

 星光：低照度のシーンでは、画面の輝度を向上させます。 

 顔認識：複雑な環境で運動中の顔スナップに適用します。 

自動切替へ追加 

シーンを自動切替リストに追加するかどうかを行います。 

説明： 

この選択肢を選び、シーンのトリガー条件を満たしているとき、システムは自動的に当該シーンへ

切り替えます。リストに含まれたデフォルトシーンへ自動切り替えます。 

設定 

をクリックすると、シーンの自動切替条件を設定し、時刻、照明条件とパンチルト仰角を含み、

つまり、シーン自動切替の開始、終了時刻（各期間は交差含有しません）、照明範囲とパンチルト

仰角（パンチルトと水平方向との間で形成した角）をトリガーし、設定された有効期間に照明範囲

とパンチルト仰角を満たしている場合のみ、自動切替を行います。開始と終了をすべて0時に設定



26 

項目 説明 

すると、発効しません。 

 

(3) あるシーン名を選び、 をクリックすると、デフォルトシーンに設定されます。 

(4) 自動切替を ON にすると、非デフォルトシーンが切替条件を満たしている場合、機器は自動的に当

該シーンへ切替ますが、逆の場合にはデフォルトシーンのままです。自動切替を OFF にすると、機

器は現在選択中のシーンにあります。 

 
説明： 

 自動切替を ON にすると、シーンパラメータの設定ができず、機器は自動的に既存の設定によって切り

替えます。 

 同時に複数の非デフォルトシーンが切替条件を満たしているとき、シーン番号の も小さいシーンへ切

り替えます（シーン番号は上から順に 1、2、3、4、5 です）。 

 

2. 画像強化 

 
説明： 

対応する画像增强パラメータは製品型番によって異なるので、実際のweb画面表示をご確認ください。

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[画像]をクリックすると、画像強化設定画面へ遷移します。 

 
(2) 値のドラッグによるパラメータ変更、又はパラメータ値の直接入荷による変更も可能で、重要な画

像增强パラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

明るさ 画像の明るさを設定します。 
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項目 説明 

  

明るさが低い 明るさが高い 
 

彩度 

画像の色の鮮やかさを設定します。 

  

彩度が低い 彩度が高い 
 

コントラスト 

画像の黒と白の差の度合いを設定し、つまり黒から白までのグラデーションレベルを示します。 

  

低いコントラスト 高いコントラスト 
 

シャープネス 

画像の輪郭のシャープネスを設定します。 

  

ソフト シャープ 
 

2Dノイズリダ

クション 
画像ノイズの除去処理は、画面細部のブラーにつながります。 

3Dノイズリダ

クション 
画像ノイズの除去処理は、画面のモーションブラーにつながります。 

画像ミラーリン

グ 
画像のミラーリング処理を行います。 
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項目 説明 

  

通常 垂直 

  

水平 水平+垂直 

  

右へ90°回転 左へ90°回転 
 

 

(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

3. 露出パラメータ 

 
説明： 

 対応する露出パラメータは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 デフォルトパラメータはすでに一定のシーン適用性があるので、特殊シーンではない限り、デフォルト

設定をそのまま保持すると望ましいです。 

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[露出]をクリックすると、露出パラメータ設定画面へ遷移します。 
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(2) 必要によって対応するパラメータ設定を行ない、重要な露出パラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

露出モード 

必要な露出効果を得るように、それぞれのモードを選びます。 

 自動露出：機器は環境によって自動的に露出パラメータの調整を行います。 

 カスタマイズ露出：ユーザーは必要によって露出パラメータの設定を行なうことができます。 

 シャッター優先：機器はシャッターによる画像画質の調整を優先させます。 

 絞り優先：機器は絞りによる画像画質の調整を優先させます。 

 室内 50Hz：シャッター周波数の限定によって、画像のストライプ効果を消去します。 

 室内 60Hz：シャッター周波数の限定によって、画像のストライプ効果を消去します。 

 手動露出：シャッター時間、ゲイン、絞りの手動調整によって画像画質の調整を行います。 

 ロースミア：シャッターの 短時間の制御によって、ムービング顔スナップのスミア効果を消

去します。 
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項目 説明 

シャッター時間 

シャッターは機器のレンズから光の侵入を防ぐための装置です。シャッター時間が短いとき、運動

中のシーン撮影に適用します。シャッター時間が長いとき、変化が遅いシーン撮影に適用します。 

説明： 

 露出モードがマニュアル或いはシャッター優先のとき、時間値を設定することができます。露

出モードがカスタマイズ露出のとき、 小と 大の時間値を設定することができます。 

 シャッター時間の設定を必要とする場合、スローシャッターが OFF のとき、画質を保証するた

めに、シャッター時間の逆数はフレームレート値以上とします。 

ゲイン 

それぞれの光環境で標準ビデオ信号を出力するよう画像信号の制御を行います。 

説明： 

露出モードがマニュアルのとき、ゲイン値を設定することができます。露出モードがカスタマイズ

露出のとき、 小と 大ゲイン値を設定することができます。 

スローシャッタ

ー 

ONにすると、低光環境で画質を向上させることができます。 

説明： 

露出モードが絞り優先ではなく、かつ電子手ぶれ補正を OFF にするとき、この項目は設定可とし

ます。 

一番スローシャ

ッター 

露出のとき使用可な もスローシャッターの値です。 

説明： 

スローシャッターを ON にするとき、この項目は設定可とします。 

露出補正 

露出量の調整によって、必要が画像效果を得ます。 

説明： 

露出モードが手動露出ではないとき、この項目は設定可とします。 

測光制御 

機器の測光方式として下記の手段があります。 

 中央重点測光：画面の中央に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等に測ります。 

 領域測光：ユーザーカスタマイズの一部の領域を対象に明るさを測ります。 

 スポット測光：「領域測光」の効果と似て、画面の明るさを向上させることができません。 

 顔測光：「顔」シーンでは、光効果が悪く、或いは逆光シーンで顔が通過した場合、スナップ

の顔の明るさの制御によってスナップ画質を調整します。 

説明： 

露出モードが手動露出ではないとき、この項目は設定可とします。 

昼夜モード 

 自動：機器は光環境の変化によって 高の画像を出力し、白黒モードとカラーモードの間の

切替を行います。 

 昼間：機器は現在の昼間の光環境をいかして、画質の向上を目指します。 

 夜間：機器は現在の低光環境をいかして、画質の向上を目指します。 

昼夜モード感度 

機器はカラーと白黒モードの間の切替を行なうとき対応する照明しきい値です。感度が高いほど、

機器はカラーと白黒モードの間で切り替えやすくなります。 

説明： 

昼夜モードが自動であるとき、この項目は設定可とします。 

昼夜モードの切

替時間 

所定の切替時間条件を満たしているとき、機器はカラーと白黒モードの間の切替を行います。 

説明： 

昼夜モードが自動であるとき、この項目は設定可とします。 

ワイドダイナミ

ック 

ONにすると、画像の明るいエリアと暗いエリアを同時に見極めやすいです。 

説明： 

露出モードが自動露出、カスタマイズ露出、シャッター優先室内 50Hz 又は室内 60Hz、かつ電子

手ぶれ補正と霧除去を OOF にするとき、この項目は設定可とします。 

ワイドダイナミ ワイドダイナミックをONにすると、このパラメータ調整によって画像改善ができます。 
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項目 説明 

ックレベル 説明： 

前後の明るさの差が大きくない場合、ワイドダイナミック OFF 又はレベル 1-6 の利用によって、

良い色を得られます。前後の明るさの差が大きい場合、レベル 7 以上の利用をおすすめします。 

ワイドダイナミ

ック感度 
ワイドダイナミックが自動に設定されると、このパラメータの調整によって、ワイドダイナミック

の切替感度を変更することができます。 

ワイドダイナミ

ックストライプ

の抑制 

この機能をONにすると、機器はスローシャッターの周波数と光の周波数を同一に調整し、画像の

ストライプ効果を消去することができます。 

 

(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

4. スマート補助光(スマート イルミネーション) 

 
説明： 

対応する補助光パラメータは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[スマート補助光]をクリックすると、スマート補助光設定画面へ遷移しま

す。 

 

(2) スマート補助光を ON にし、必要によって対応するパラメータの設定を行ない、重要なスマート補

助光パラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

補助光灯の種別 

 赤外線灯：機器は赤外線の光を補助光として利用します。 

 白色蛍光灯：機器は白色の光を補助光として利用します。 

説明： 

補助光の制御として手動を選ぶとき、補助光灯の強度を 0～1000 に設定することができ、それぞ

れ も弱いと強いものを示します。 

補助光の制御 

 全体の両立：自動的に補助光灯の輝度と露出パラメータを調整し、それによってバランスよ

い画像效果を得られますが、画像の局部露出過度につながるおそれがあります。監視範囲と

画像の輝度に注目している場合、このモードの採用をおすすめします。 

 露出過度の抑制：自動的に補助光灯の輝度と露出パラメータを調整し、それによって画像の

局部露出過度を抑制しますが、画像全体が暗くなるおそれがあります。監視センターエリア

の明晰度に注目して露出過度が要らないとき、このモードの採用をおすすめします。 
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項目 説明 

 プリセット-道路モード：全体の補助光が強くて、道路など監視範囲の大きなシーンに適用し

ます。  

 プリセット-団地モード：補助光が均一で、懐中電燈効果無し、団地など障害物が多くて監視

範囲の小さなシーンに適用します。 

 手動：補助光灯の輝度を手動で制御します。 

 室内：補助光策略は室内シーンに適用します。 

補助光灯のレベ

ル 

機器の補助光灯のレベルを設定し、数値が大きいほど、補助光灯の強度が大きくなります（0は
OFF）。 

説明： 

 補助光の制御として手動を選ぶとき、この項目は設定可とします。 

 一部の機器は近光灯レベル設定に対応していて、パノラマシーンのとき、近光灯レベルの設定

を優先させると望ましいです。 

 一部の機器は中光灯レベル設定に対応していて、中間部のシーンのとき、中光灯レベルの設定

を優先させると望ましいです。 

 一部の機器はハイビーム灯レベル設定に対応していて、ハイビーム灯レベルが 1 級と 2 級に分

けられ、パンフォーカスのとき、ハイビーム灯レベルの設定を優先させると望ましいです。 

 

(3) デフォルトパラメータを回復するには、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>をクリックして

ください。 

5. フォーカスパラメータ 

 
説明： 

一部の機器はフォーカスパラメータ設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[フォーカスパラメータ]をクリックすると、フォーカスパラメータ設定画

面へ遷移します。 

 

(2) 必要によってフォーカスモードを選びます。 

項目 説明 

フォーカスモー

ド 

 オートフォーカス：機器は現在の光環境によってオートフォーカスを行います。 

 マニュアルフォーカス：手動でピントを合わせます。 

 ワンキーフォーカス：機器はパンチルトで回転するとき、ズーム、プリセットの呼び出しな

どの操作で、オートフォーカスを 1 回トリガーします。 

 ワンキーフォーカス（赤外線）：可視光がかすかな低照明環境（例えば、夜間又は室内の低照

明など）では、赤外線ランプを ON にすると、フォーカスモード效果が良くなります。 

フォーカスシー

ン 
 標準：道路、団地など共通シーンのフォーカスに利用されます。 

 無限遠：遠距離シーン監視用フォーカスとして、機器の設置高さが 30m 以上の場合、遠距離
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項目 説明 

の道路交差点などを監視します。 

 

(3) デフォルトパラメータを回復するには、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>をクリックして

ください。 

6. ホワイトバランスパラメータ 

ホワイトバランスとは、それぞれの色温度条件では、カメラ内部の色回路の調整によって、撮影された

映像の色ぶれを消去し、人間の目の視覚習慣に近づけさせます。 

 
説明： 

対応するホワイトバランスパラメータは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認

ください。 

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[ホワイトバランスパラメータ]をクリックすると、ホワイトバランスパラ

メータ設定画面へ遷移します。 

 

 

(2) 必要に応じてホワイトバランスモードを選び、重要なホワイトバランスパラメータは次のように説

明します。 

項目 説明 

ホワイトバラン

スモード 

画像全体の赤ゲインと青ゲインの調整を行ない、それによって外部光線による誤差を修正します。 

 自動/自動 2：機器は光環境によって自動的に赤ゲインと青ゲイン（ケールカラーモード）の

制御を行ない、自動モードで色ぶれが発生した場合、自動 2 モードを採用します。 

 チューニング：手動で Red と Blue オフセット値の調整を行います。 

 ナトリウムランプ：機器は光環境によって自動的に赤ゲインと青ゲイン（ウォームカラーモ

ード）の制御を行ないます。 

 屋外：色温度の変化範囲が大きな屋外環境に適用します。 

 ホワイトバランスのロック：調整せず、現在の色温度をロックします。 

Redオフセット

値 

ホワイトバランスモードの赤ゲインの手動チューニングを行ないます。 

説明： 

ホワイトバランスモードがチューニングを選ぶとき、この項目は設定可とします 

Blueオフセット

値 

ホワイトバランスモードの青ゲインの手動チューニングを行ないます。 

説明： 

ホワイトバランスモードがチューニングを選ぶとき、この項目は設定可とします。 
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(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

7. 高級 

霧、塵埃のある環境で撮影された画質が低下してしまうので、この場合は、霧除去機能によって画像の

解像度を調整することができます。 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[高級]をクリックすると、高級設定画面へ遷移します。 

  

 

 
説明： 

 ワイドダイナミックを OFF にするとき、この項目は設定可とします。 

 光学霧除去は一部の製品型番に搭載される機能です。ON にすると、レベル 6-9 は光学霧除去に対応し、

つまり、レベル 5 からレベル 6 に切り替える場合、画像はカラーから白黒へ切り替え、レベル 6-9 が高

いほど、光学霧除去が強くなります。自動を選ぶ場合、霧が薄いとき、霧除去レベル 6-9 では、自動的

に白黒光学霧除去に切り替えず、霧が濃くなるときのみ、機器は自動的に光学霧除去へ切り替えます。 

 

(2) 霧除去機能を ON にします。ON にすると、レベル 1-9 の霧除去效果がよいほど、画像はもっと明晰

になります。自動を選ぶ場合、外部の霧が濃いとき、レベル 1-9 の霧除去效果がよいほど、画像は

もっと明晰になります。外部に霧がなく、或いは薄いとき、レベル 1-9 の差がそれほどないです。 

(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

8. レンズ、絞りインタフェースモード 

 
説明： 

 一部の銃型ネットワークカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 絞り制御種別が P-IRIS 又は Z/F 機能対応のレンズを使用するとき、絞り制御線をカメラの「Z/F」に接

続します。 

 P-IRIS インタフェースモードのみは絞り設定に対応しています。 

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[高級]をクリックすると、高級設定画面へ遷移します。 
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(2) 必要によってレンズ及び絞りパラメータの設定を行ない、重要なパラメータを次のように説明しま

す。 

項目 説明 

レンズインタフ

ェースモード 

 Z/F：フォーカス及びズーム調整に利用されます。 

 P-IRIS：絞り値の調整に利用されます。 

絞りモード 

絞り値の自動・手動調整を行います。 

説明： 

レンズインタフェースモードとして「P-IRIS」が選定された場合のみ設定可とします。 

絞り値 絞り値の手動調整を行います。 

 

(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

9. 手ぶれ補正 

 
説明： 

一部のカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>画像>画像調整]で、[高級]をクリックすると、高級設定画面へ遷移します。 

 

 

(2) 実際の状況によって、手ぶれ補正モードを選びます。 

(3) デフォルトパラメータの回復を必要とする場合には、画面上部の<デフォルトパラメータの回復>を

クリックすればよいです。 

3.3.2  OSD 

OSD とは、ビデオ画像とともに画面に重なって表示される文字情報です。OSD 内容として、時間カス

タマイズなど様々な情報を含みます。 
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説明： 

対応する OSD 操作は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

(1) [設定>画像>OSD]で、OSD 設定画面へ遷移します。 

 

一部の機器画面は下記のように表示されます。 
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(2) 表示する内容と表示位置を選びます。 

 表示位置：プレビュー画面では、対応するエリア枠をクリックし、マウスのポインターが移動可

状態アイコンに変わると、マウスでドラッグします。  

 重畳 OSD 内容：既存の時間、プリセット、シリアルポート情報などを選び、カスタマイズもでき

ます。 

 表示位置を選定して重畳内容を設定した後、状態列は と表示されると、この OSD 設定が発効

します。 

一部の機器の同一 OSD の表示位置は複数行を設定することができ、 及び で表示内容の順序を

調整します。 

(3) 設定完了後、システムはパラメータ設定に成功したと表示し、設定完了とします。 

OSD を取り消すには、この OSD に対応する重畳内容をクリアしたり、その表示位置を「無し」に設定

します。 

時間 OSD を設定すると、ライブ画面の表示效果は下図のように示します。 
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3.3.3  プライバシーマスク 

ある場合では、監視現場画像のある敏感的、あるいはプライバシーに関わるエリア（例えば、銀行窓口

のパスワード入力用テンキーエリア）を遮蔽する必要があるので、プライバシーマスクを設定してくだ

さい。パンチルト回転、ズームを行なうとき、プライバシーマスクはそれに伴って移動、ズームを行な

い、ずっとオクルージョン画面を遮蔽してプライバシー保護を目指します。 

 
説明： 

 対応するプライバシーマスク操作は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認くださ

い。 

 フィッシュアイ型式機器はフィッシュアイチャネルモードのみで効きます。 

 

(1) [設定>画像>プライバシーマスク]で、プライバシーマスク画面へ遷移します。 
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一部の機器画面は下記のように表示されます。
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(2) プライバシーマスクエリアでは、<追加>ボタンをクリックすると、可視倍率のしきい値と操作パラ

メータの設定、オクルージョンの新規追加を行ないます。あるオクルージョンを選び、<削除>ボタ

ンをクリックすると、あるオクルージョンが削除されます。 

 オクルージョン位置：「オクルージョン」をクリックしてこのオクルージョンを活性化させ、ポイ

ンターが移動可状態アイコンに変わると、マウスのドラグでオクルージョン位置調整ができます。 

 オクルージョン範囲：直接目標オクルージョンエリアで、マウスのトラッグでオクルージョン範

囲を指定します。 

 可視倍率のしきい値：レンズ倍率はしきい値以下のオクルージョンエリアでは不可視とします。 

 現在倍率の設定：現在のカメラレンズの設定を「可視倍率のしきい値」に設定します。 

 プリセット：パンチルトは対応するオクルージョンエリアへ回転します（普通、オクルージョン

エリアは画面の中央にあります）。 

プライバシーマスク設定後、ライブ画面の表示效果は下図のように示します。  
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3.4  オーディオ・ビデオ 

3.4.1  ビデオ 

機器の対応状況によって、画像方式、各データレートのコーディングパラメータを設定して、BNC 出

力の現在状態の利用可否を表示します。 

実際の需要によって、補助データレートと第三者データレートを ON に設定します。 

 
説明： 

 対応するビデオパラメータは製品型番によって異なるので、一部の機器は第三者データレートに対応し、

具体的に Web 画面の表示をご参照ください。 

 機器は、SD 暗号化カードによるビデオデータの国家暗号化を行ない、ビデオ安全を確保し、詳細はビ

デオ暗号化をご参照ください。 

 補助データレートと第三者データレートは、必要によってパラメータの変更を行ない、パラメータの意

味はメインデータレートと同様です。 

 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>ビデオ]で、ビデオ画面へ遷移します。 
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(2) 必要によって対応するパラメータの変更を行ない、重要なデータレートパラメータを次のように説

明します。 

項目 説明 

コーディング形

式 

H.265、H.264及びMJPEGの3モードがあります。 

説明： 

 H.265、H.264 モードは全て画質設定に対応しません。MJPEG モードの場合、フレームレート

は 1、3、5 の 3 つのフレームレートのみに対応し、ビットレート設定、I フレーム間隔、デー

タレートスムース及び U-Code に対応しません。 

 H.265 と H.264 モードが互いに切り替えるとき、ビットレートはデフォルト値へ戻り、H.265
デフォルトビットレートは H.264 の半分しかないです。 
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項目 説明 

フレームレート 

画像コーディングのフレームレートで、単位はFPS（フレーム/秒）です。 

説明： 

シャッター時間の設定を必要とする場合、画質を保証するために、フレームレート値はシャッター

時間の逆数以下とします。 

ビットレート種

別 

 一定ビットレート：機器は一定のコーディングビットレートでデータ送信を行ないます。 

 可変ビットレート：機器は画質の変化によってビットレートの調整を行ないます。 

画質 
コーディングモードがビットレートになるとき、コーディング画像の画質レベルを設定することが

できます。数値が「ビットレート優先」に近づくと、ビットレートが低くなりますが、画像の画質

に影響します。数値が「画質優先」に近づくと、ビットレートが高くなり、画質がよいです。 

データレートス

ムーズ 

データレートスムーズのレベルを示します。「明晰」はデータレートスムーズをOFFに設定し、数

値が「スムーズ」に近づくと、データレートスムーズレベルが高くなりますが、画像の解像度に影

響します。 

説明： 

ネットワーク環境が悪いとき、データレートスムーズを ON にすると、画像がもっと流暢になりま

す。 

SVC 
SVCは時間域でのデータレートレイヤーを行ない、一部のフレームスチームの抽出によって分数フ

レームレートを実現し、ビデオの再生画質を影響せず、大幅にビデオのストレージ容量を縮小する

ことが可能です。 

 U-Code 

 基本モード：ビットレートをビットレートの 3/4 に設定します。 

 高級モード：設定ビットレートの 1/2 とします。 

説明： 

 U-Code モードの場合、WEB コーディング形式の設定は H.264 及び H.265 のみ対応し、MJPEG
を対応対象外とします。 

 U-Code モードの場合、画像採取制の 30 以上のフレームレートに対応しません。 

BNC出力 アナログ出力はNTSCとPAL方式の切替に対応します。 

 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.4.2  オーディオ 

オーディオ設定の主要機能はオーディオコーディングのパラメータ情報設定です。 

 
説明： 

一部の機器はオーディオパラメータ設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>オーディオ]で、オーディオ画面へ遷移します。 
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(2) 必要によって対応するパラメータの変更を行ない、重要なパラメータを次のように説明します。 

項目 説明 

オーディオ入力 

オーディオ入力スイッチは「OFF」を選ぶと、コードにオーディオデータがないです。 

説明： 

オーディオが必要ではない場合、OFF に設定すると望ましいです。一定の程度で機器性能を向上

させることができます。 

アクセス方式 

現在、Line/Micモードのみに対応しています。 

説明： 

デュアルチャネル機器に当該機能を搭載していないので、具体的な型番をご確認ください。 

コーディング形

式 
G.711U、G.711A及びACC-LCの三形式があり、そのうち、G.711UとG.711Aのサンプリング率は

8Kのみ、ACC-LCは8K/16K/48Kに対応します。 

入力ゲイン 
機器のサンプリングしたオーディオ信号の拡大値です。数値が大きくなるほど、拡大値が大きくな

ります。 

ノイズ抑制 ノイズ抑制スイッチは「ON」にすると、デジタルオーディオのノイズを低減します。 

チャネル オーディオ出力チャネルは「ON」にすると、オーディオ出力に対応します。 
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項目 説明 

説明： 

一部の機器のみはデュアルチャネル設定に対応しているので、具体的な型番をご確認ください。 

 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.4.3  カット 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>カット]で、カット設定画面へ遷移します。 

 

(2) カット機能を ON にし、実際の需要によって解像度、画質、計画カットの設定を行ないます。画像

の保存先の詳細は 3.1 ローカルパラメータをご参照ください。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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3.4.4  エリア強化 

エリア強化を ON にすると、ビットレートが足りないとき、システムは当該エリアの画質確保を優先さ

せます。 

 
説明： 

一部の機器はエリア強化機能に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>エリア強化]で、エリア強化設定画面へ遷移します。 

 

(2) 必要によって、 をクリックし、強化しない範囲内において、マウスの左ボタンで矩形枠をドラ

ッグすればよいです。 をクリックすると、選定エリアが削除されます。 

3.4.5  メディアストリーム管理 

 
説明： 

一部の機器はメディアストリーム設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

1. メディアストリーム管理 

カメラがすでに確立しているメディアストリームを表示し、メディアストリーム追加によってカメラが

指定の IP とポートへ UDP や TCP データレートを送信するとともに、再起動保留を設定します。 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>メディアストリーム管理]で、メディアストリーム管理画面へ遷移しま

す。 
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(2) をクリックすると、出力ストリーム、受信オーディオ・ビデオストリームのデコード端末のユニ

キャスト又はマルチキャストの IP アドレスやポート番号などのパラメータを設定します。 

機器の再起動又は次回の起動後に、自動的に設定済みのメディアストリームを確立するよう、この

メディアストリームを追加するとき、「再起動保留」を選んでください。 

(3) をクリックすると、あるメディアストリームが削除されます。 

(4) <確定>をクリックすると、操作は完了します。 

2. RTSP マルチキャストのアドレス管理 

RTSP マルチキャストのアドレス設定後、第三者のプレイヤーは RTSP プロトコールによってカメラへ

RTP マルチキャストメディアストリームの送信を請求することができます。 

(1) [設定>オーディオ・ビデオ>メディアストリーム管理]で、RTSP マルチキャストアドレス管理画面へ

遷移します。 
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フィッシュアイカメラの RTSP マルチキャストアドレス管理画面は下記のように表示されます。 
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(2) マルチキャストのアドレスとポート番号の設定を行ないます（マルチキャストアドレス範囲は

224.0.0.0~239.255.255.255、ポート番号範囲は 0~65535 とします）。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.5  スマート機能 

スマート機能設定によって来客量、道路と移動目標の監視を行ない、監視需要を満足させます。 

スマート機能は、来客量、道路監視、自動追跡などを含みます。機器によって異なるので、実際画面を

ご確認ください。 
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3.5.1  スマート機能設定 

(1) [設定>スマート機能> スマート機能設定]で、スマート機能設定画面へ遷移します。 

 
 

一部の機器画面は下記のように表示されます。 

 

 

(2) 実際の需要によってスマート機能にチェックを入れ、 をクリックすると、対応する設定画面へ遷

移します。 

 
説明： 

 一部の機器のみはスマートアラーム設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認く

ださい。 

 

スマート機能設定によってアラーム通報を行ない、その他の機器の連動設定によって、トリガーされた

アラームをいずれか又は複数の動作と連動させ、ユーザーは直ちにアラーム及びその連動動作を行ない

ます。 
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スマートアラームは周辺プラン、異常検出&統計、顔検出、人数カウント、自動追跡、チェーン計算の

6 類を含みます。対応するアラームは機器によって異なるので、実際画面の表示をご確認ください。 

1. 越境検出 

越境検出はライブに設定のラインをクロスした物体を検出して、直ちにアラームをトリガーします。 

 
説明： 

対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認

ください。 

 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[越境検出]を選び、 をクリックすると設定画面へ遷

移します。 
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(2) 「越境検出 ON」にチェックを入れます。 

(3) 「検出規則」で をクリックすると、検出エリアが新規追加されます。 をクリックすると、対応

する検出エリアが削除されます。 

(4) マウスの左ボタンで当該エリアのラインをドラッグし、その有效領域位置と範囲を設定します 

(5) 検出のトリガー方向と感度を設定し、越境検出アラームの通報要否を判断します。 

(6) 下表に従ってアラーム連動方式及びプランの設定を行ない、重要なアラーム連動方式及びプランは

次のように説明します。 

項目 説明 

アラーム

出力 

「アラーム出力」チェックボックスにチェックを入れ、このオンオフ信号は運動検出アラームと連動する

アラーム出力ポートです。 

説明： 

アラームがトリガーされたとき、機器は対応するオンオフ信号アラームをトリガーして、第三者の機器の

動作と連動します。 

プリセッ

トへ移動 

「プリセットへ移動」チェックボックスにチェックを入れ、運動検出アラームと連動するパンチルトプリ

セットを選びます。 

説明： 

 プリセットクルーズ画面にプリセットがあるとき、設定可とします。 

 アラームがトリガーされたとき、プリセット連動によってパンチルトカメラを自動的に所定位置へ調

整し、ユーザーは現場画面を撮ることができます。 

FTPアッ

プロード 

「FTPアップロード」にチェックボックスを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動的

にカットを指定FTPサーバーへアップロードします。 

説明： 

本機能を ON にする前、FTP 設定とカット設定を行っていてください。 

メール連

動 

「メール連動」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動

的にカットを指定Eメールに送信します。 

説明： 

本機能を ON にする前、メール設定とカット設定を行っていてください。 

録画連動 

「録画連動」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動的

にビデオ録画を行ないます。 

説明： 

本機能を ON にする前、録画画面の「アラーム後録画時間」設定、つまりアラーム終了後の持続録画時間

を設定していてください。 

アラーム

通報セン

ター 

「アラーム通報センター」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームをトリガーしたとき、カメ

ラはアラーム情報をセンターサーバーへ送信します。 

説明： 

本機能を ON にする前、「サーバー」画面にて設定していてください。 

連動追跡 

「連動追跡」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームをトリガーしたとき、カメラは自動的に

目標を追跡します。 

説明： 

 一部の機器のみはアラームの連動追跡に対応しています。 

 本機能を ON にする前、スマート機能設定画面にて「自動追跡」を設定していてください。 

スナップ

のアップ

ロード 

「スナップのアップロード」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームがトリガーされると、カ

メラは自動的にスナップ写真をサーバーへアップロードします。 

説明： 

本機能を ON にする前、「スマート FTP」画面にて設定していてください。 
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項目 説明 

顔のサム

ネイル 

「顔のサムネイル」チェックボックスにチェックを入れた後、カメラは顔のスナップを行って顔のサムネ

イルとして、サーバーへアップロードします。 

説明： 

本機能を ON にする前、「スマート FTP」画面にて設定していてください。 

プランオ

ン 

「プランON」チェックボックスにチェックを入れ、アラームの開始、終了時刻を設定します（直接マウ

スで表を描画して、<編集>をクリックします）。各時間帯は交差含有できず、設定された有效期間内の

み機器はアラーム信号を出力します。 

日付の選択範囲は月曜日～日曜日とし、毎日4つの時間帯ごとに定義します。 

 

 

マウスによるプラン時間の描画 表編集によるプラン時間の設定 

説明： 

IE8 以上（IE8 を含まない）のみは描画プラン機能に対応し、IE10 ブラウザを利用すると望ましいです。

ユーザーがある日の計画時間設定を完了させた後、<コピー>をクリックして、他の日付に<貼り付け>を
クリックすると、計画時間を他の日付にコピーすることができます。 

 

(7) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. 侵入検出 

侵入検出はライブの所定エリアへ侵入した物体を検出して、直ちにアラームをトリガーします。 

 
説明： 

対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認

ください。 

 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[侵入検出]を選び、 をクリックすると設定画面へ遷

移します。 
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(2) 「侵入検出 ON」にチェックを入れます。 

(3) 「検出規則」で をクリックすると、検出エリアが新規追加されます。 をクリックすると、対応

する検出エリアが削除されます。 

(4) マウスの左ボタンで当該エリアの六角形枠をドラッグし、その有效領域位置と範囲を設定します。 

(5) 検出する時間しきい値、感度及び割合を設定し、侵入検出アラームの通報要否を判断します。 
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 時間しきい値：侵入物体がエリア内の残留時間が時間しきい値を超えたときのみ、アラームを通

報します。 

 感度：レベルが高くなるほど感度が高くなり、エリアへ侵入した物体を検出して、持続期間を超

えたときのみ、アラームを通報します。 

 割合：エリアにおける侵入物体の占める面積割合が所定割合値を超えたときのみ、アラームを通

報します。 

(6) アラーム連動方式及びプランの設定を行ないます（詳細は「1 越境検出」のアラーム連動方式説明

をご参照ください）。 

(7) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

3. デフォーカス検出 

 
説明： 

 一部の機器のみはデフォーカス検出機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式とプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認くだ

さい。 

 

デフォーカス検出によって、カメラフォーカスが正常であるかどうかを判定します。画像にデフォーカ

スが生じた場合、アラームを出して関係者へ通知します。 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[デフォーカス検出]タブを選び、 をクリックすると

設定画面へ遷移します。 
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(2) 「デフォーカス検出 ON」にチェックを入れます。 

(3) 感度とアラーム連動方式の設定を行ないます（詳細は「1 越境検出」のアラーム連動方式説明をご

参照ください）。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

4. シーン変更 

 
説明： 

 一部の機器のみはシーン変更設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認く

ださい。 

 

シーン変更によってカメラの移動有無を判断し、それによってシーンの変更有無を検出します。シーン

に変更が生じた場合、アラームを出して関係者へ通知します。 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[シーン変更]タブを選び、 をクリックすると設定画

面へ遷移します。 
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(2) シーン変更 ON にチェックを入れます。 
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(3) 感度、連動方式及びプランの設定を行ないます（詳細は「1 越境検出」のアラーム連動方式の説明

をご参照ください）。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

5. 顔検出 

顔検出は画面中の顔を検出することができます。 

 
説明： 

 一部の機器のみは顔検出設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認く

ださい。 

 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[顔検出]を選び、 をクリックすると、設定画面へ遷

移します。 
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(2) 実際の必要によって顔検出の関連パラメータを設定します。目標サイズのフィルタリング値を設定

し、目標サイズが 大と 小値との間にある場合、目標は統計データに計上され、統計データは OSD

に表示されます。 

(3) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「1 越境検出」のアラーム連動方式説明を

ご参照ください）。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

(5) スマート分析機能を ON にします。 
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説明： 

 一部の機器は顔認識、顔優先機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 IPC は顔写真のスナップを行ない、写真をバックグランドへ転送した後、バックグランドはデータベー

スの情報比較認識を行ないます。 

 顔認識機能を利用する場合、顔データをバックグランドの顔データベースへインポートしない限り、顔

認識ができません。 

 

6. 人数カウント 

 
説明： 

 一部の機器のみは人数カウント設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認く

ださい。 

 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[人数カウント]タブを選び、 をクリックすると、設

定画面へ遷移します。 
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(2) 「来客量 ON 人数カウント」にチェックを入れ、実際の状況によって検出モードを選び、通報間隔

時間及び感度設定を行ないます。 

(3) <検出検知エリア描画>をクリックすると、左側のライブ画面にて検出エリアを描画することができ、

例えば、正方形を描画します。 

(4) <進入入口方向の描画>をクリックすると、左側のライブ画面にて進入方向を描画することができま

す。一般的に、進入方向は垂直や斜め方向です。 

(5) 実際の必要によって目標サイズのフィルタリング値を設定し、目標サイズが 大と 小値との間に

ある場合、来客量に計上されます。 

(6) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「1 越境検出」のアラーム連動方式説明を

ご参照ください）。 

(7) <人数統計のクリア>をクリックすると、統計データが消去されます。あるいは定時クリアにチェッ

クを入れ、定時クリア時刻を設定すると、機器は設定時刻に統計データのクリアを行ないます。 
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(8) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

7. 自動追跡 

物体は追跡規則をトリガーするとき、機器は自動的にその目標を追跡します。 

 
説明： 

 一部の機器のみは自動追跡設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式及びプランは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認く

ださい。 

 

(1) [設定>スマート機能>スマート機能設定]で、[自動追跡]タブを選び、 をクリックすると、設定画

面へ遷移します。 

 

(2) 自動追跡 ON にチェックを入れます。 

(3) 追跡超過時間と追跡倍率の設定を行ないます。 
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(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

8. FTP 

 
説明： 

一部のスカイネットポート機器のみは道路監視の FTP 設定に対応しているので、詳細は型番をご確認

ください。 

 

(1) [設定>スマート機能>道路監視]で、[FTP]タブを選びます。 

 

(2) FTP サーバーパラメータ設定、通過車両写真の保存先とファイル名を設定します。 



64 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.5.2  高級パラメータ 

高級パラメータ設定は、スナップ写真の解像度設定及びスマート機能の検出モード設定に利用されます。 

1. 写真パラメータ 

スナップ写真の解像度を設定します。 

(1) [設定>スマート機能>高級パラメータ]で、画像パラメータ設定画面に遷移します。 

 

(2) 顔の拡大図とサムネイルの解像度を設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 
説明： 

画像の解像度を設定するとき、顔認識機能をオフにしなければなりません。 

 

2. 検出パラメータ 

 
説明： 

 一部の機器型番は高級パラメータ設定に対応しているので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 機器はデフォルトで「通常モード」に設定するので、お客様は実際的な需要によってご設定ください。 

 

(1) [設定>スマート機能>高級パラメータ]で、検出パラメータ設定画面に遷移します。 
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(2) 検出モードを選びます。フィルタリングモードを ON にすると、シーン内で目標の往復運動による

持続的な通報現象の発生を回避することが可能です。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

3.6  アラーム設定 

アラーム設定によってアラーム通報を行なうことができます。その他機器の連動設定を行ない、トリガ

ーされたアラームをある種類又は何種類の動作を連動させ、ユーザーは直ちにアラーム及びその対応す

る連動動作を行なうことができます。 

アラーム設定は運動検出アラーム、タンパリング検出アラーム、音声検出アラーム、アラーム入力、ア

ラーム出力などを含みます。対応するアラームは機器よって異なるので、実際の画面表示をご確認くだ

さい。 

3.6.1  運動検出アラーム 

運動検出は、ある期間内に、ある長方形エリア又はマクロブロック内に運動物体を検出し、検出エリア

又はマクロブロックの長方形枠の設定によってその有効エリア又はマクロブロックの位置及び範囲設

定を行ない、検出の感度、物体サイズと持続時間を設定し、それによって運動検出アラームの通報要否

を判断します。 

 
説明： 

 一部の機器のみは運動検出アラーム設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

1. エリア検出 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム>運動検出]で、運動検出設定画面に遷移します。検出モードから

「エリア」を選びます。 



66 

   

 

(2) 「検出エリア」で をクリックすると、検出エリアが追加されます。 をクリックすると、対応す

る検出エリアが削除されます。 

(3) マウスの左キーで当該エリアの長方形の枠をドラッグして、その有効エリアの位置と範囲を設定し

ます。 

(4) 検出の感度、物体の大きさと持続期間を設定し、それによって運動検出アラームの通報要否を判断

します。 

 感度が大きくなるほど、レベルが高くなります（エリア内の微小な変化も検出されます）。エリア

内の変化幅が物体の大きさを超えていて、その変化期間が持続期間を超えた場合のみ通報します。 
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 物体の大きさは、全体の検出枠における運動物体の占める割合によってアラームの発生有無を判

断します。微小な物体の運動を検出するには、現場の実際の運動エリアによって小さい検出枠を

描くことを提案します。 

 現行エリアのリアルタイムな運動検出結果は次の画面に表示され、赤い線は運動検出アラームの

通報を示し、ラインが長ければ長いほど、運動物体の運動量が大きくなり、ラインが密になるほ

ど運動頻度が大きいことを意味します。 

  

(5) アラームパラメータの設定。 

 アラーム抑制：あるアラームをトリガーすると、設定された期間内に同一アラームを再通報しま

せん。 

 アラーム回復：あるアラームをトリガーすると、設定された期間内に 

 同一アラームのトリガーがない場合には、このアラームを回復すると、同一アラームを再通報

することができます。 

 同一アラームのトリガーがある場合には、アラーム回復を遅延させ、アラーム抑制時間が過ぎ

た後このアラームの回復を行ない、同一アラームを再通報することができます。 

(6) 下表によってアラーム連動方式とプランの設定を行ないます。 

重要なアラーム連動方式及びプランは下記のように説明します。 

項目 説明 

アラーム

出力1 

「アラーム出力1」チェックボックスにチェックを入れ、このオンオフ信号は運動検出アラームと連動す

るアラーム出力ポートです。 

説明： 

アラームがトリガーされたとき、機器は対応するオンオフ信号アラームをトリガーし、第三者の機器は

Alarm out との接続によって第三者の機器の動作を連動させます。 

プリセッ

トへ移動 

「プリセットへ移動」チェックボックスにチェックを入れ、運動検出アラームと連動するパンチルトプリ

セットを選びます。 

説明： 

 プリセットクルーズ画面にプリセットへ移動があるとき、設定可とします。 

 アラームがトリガーされたとき、プリセット連動によってパンチルトカメラを自動的に所定位置へ調

整し、ユーザーは現場画面を撮ることができます。 

FTPアッ

プロード 

「FTPアップロード」にチェックボックスを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動的

にカットを指定FTPサーバーへアップロードします。 

説明： 

本機能を ON にする前、FTP 設定とカット設定を行っていてください。 

メール連

動 

「メール連動」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動

的にカットを指定Eメールに送信します。 

説明： 

本機能を ON にする前、メール設定とカット設定を行っていてください。 

録画連動 

「録画連動」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームがトリガーされたとき、カメラは自動的

にビデオ録画を行ないます。 

説明： 

本機能を ON にする前、録画画面の「アラーム後録画時間」設定、つまりアラーム終了後の持続録画時間

を設定していてください。 
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項目 説明 

アラーム

通報セン

ター 

「アラーム通報センター」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームをトリガーしたとき、カメ

ラはアラーム情報をセンターサーバーへ送信します。 

説明： 

本機能を ON にする前、「サーバー」画面にて設定していてください。 

連動追跡 

「連動追跡」チェックボックスにチェックを入れた後、アラームをトリガーしたとき、カメラは自動的に

目標を追跡します。 

説明： 

 一部の機器のみはアラームの連動追跡に対応しています。 

 本機能を ON にする前、スマート機能設定画面にて「自動追跡」を設定していてください。 

プランオ

ン 

「プランON」チェックボックスにチェックを入れ、アラームの開始、終了時刻を設定します（直接マウ

スで表を描画して、<編集>をクリックします）。各時間帯は交差含有できず、設定された有效期間内の

み機器はアラーム信号を出力します。 

日付の選択範囲は月曜日～日曜日とし、毎日4つの時間帯ごとに定義します。

 

 

 

マウスによるプラン時間の描画 

表編集によるプラン時間の設定 

説明： 
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項目 説明 

IE8 以上（IE8 を含まない）のみは描画プラン機能に対応し、IE10 ブラウザを利用すると望ましいです。

ユーザーがある日の計画時間設定を完了させた後、<コピー>をクリックして、他の日付に<貼り付け>を
クリックすると、計画時間を他の日付にコピーすることができます。 

 

(7) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. グリッド検出 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム>運動検出]で、運動検出設定画面へ遷移します。検出モードは「マ

クロブロック」を選びます。 

 

 

(2) マクロブロック内において、任意の規則ではない検出位置を選ぶことができます。 

(3) 運動検出アラーム（該当 NVR でアラームをチェックすることができます）の通報要否を判断するよ

う検出感度の設定を行ないます。 

(4) アラームパラメータの設定を行ないます。 

 アラーム抑制：あるアラームをトリガーすると、設定された期間内に同一アラームを再通報しま

せん。 

 アラーム回復：あるアラームをトリガーすると、設定された期間内に 
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 同一アラームのトリガーがない場合には、このアラームを回復すると、同一アラームを再通報

することができます。 

 同一アラームのトリガーがある場合には、アラーム回復を遅延させ、アラーム抑制時間が過ぎ

た後このアラームの回復を行ない、同一アラームを再通報することができます。 

(5) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「3.6.1  1 エリア検出」のアラーム連動方式

の説明をご参照ください）。 

(6) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.6.2  タンパリング検出アラーム 

カメラのレンズがオクルージョンされる時、該当アラームを通報して、ユーザーに注意させます。 

 
説明： 

 一部の機器はタンパリング検出アラーム設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム]で、タンパリング検出設定画面へ遷移します。 



71 

 

(2) タンパリング検出を ON にします。 

運動検出アラームの通報要否を判断するよう検出の感度と持続期間の設定を行ないます。感度レベルが

高いほど、検出が敏感になります（遠くて少しオクルージョンされたレンズも検出されるかもしれない）。

レンズのオクルージョンが検出され、持続期間を超えたとき、アラームを通報します。タンパリング検

出は全画面で有効で、タンパリング検出アラームを取り消すには、タンパリング検出を閉じます。 

(3) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「3.6.1  運動検出アラーム」のアラーム連

動方式説明をご参照ください）。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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3.6.3  音声検出アラーム 

入力された IPC オーディオの異常音量検出を行ない、音量変化幅が一定の値を超えたり、音量自体が

一定のしきい値を超えたとき、IPC はアラームが生じて、対応する連動動作をトリガーさせます。IPC

はすでにオーディオ入力機器と接続して、オーディオ入力機能を ON に設定していることを確保し、オ

ーディオ設定は 3.4.2 オーディオをご参照ください。 

 
説明： 

 一部の機器は音声検出アラーム設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム]で、音声検出設定画面へ遷移します。 

 

(2) 音声検出を ON に設定し、検出種別を選び、必要によって差分/しきい値を設定します。音声検出を

必要としないとき、取り消せばよいです。 

重要な音声検出アラームパラメータは下表のように示します。 

項目 説明 

検出種別 

 急昇：音量が急に上がり、かつ幅が一定の差分を超えるとアラームをトリガーします。 

 急降：音量が急に下がり、かつ幅が一定の差分を超えるとアラームをトリガーします。 

 突変：音量が急に上がったり、下がったり、かつ幅が一定の差分を超えるとアラームをトリガーし

ます。 

 限界：音量自体が一定のしきい値を超えるとアラームをトリガーします。 
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項目 説明 

しきい値/
差分 

 しきい値：ある音量値をしきい値として設定し、この値を超えるとアラームをトリガーします。 

 差分：2 つの音量差を計算して差分として設定し、上昇幅又は低下幅がこの値を超えるとアラームを

トリガーします。 

説明： 

 音声検出エリアのノギスによって、音量値を測定することができます。 

 現在のリアルタイム音声検出結果は画面に表示され、赤はアラーム通報のしきい値を満たしているが、

アラームを通報しないかもしれません。 
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項目 説明 

 

 

(3) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「3.6.1  運動検出アラーム」のアラーム連

動方式説明をご参照ください）。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.6.4  アラーム入力 

カメラは外部第三者の機器からアラーム情報を受信することができますが、外部アラーム入力のポート、

オンオフ信号の名称、オンオフ信号の入力を常時開・閉状態に設定して、アラーム設定時間を設定しな

ければなりません。 

 
説明： 

 一部の機器はオンオフ信号の入力アラーム設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 対応するアラーム連動方式は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム]で、アラーム入力設定画面へ遷移します。 
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(2) アラームの選択及び名称設定を行ないます。 

(3) 外部第三者のアラーム入力機器の「常時開」又は「常時閉」によって、アラーム入力を「常時開」

又は「常時閉」に設定します。例えば、常時開のアラーム入力设备の場合、オンオフ信号入力は必
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ず「常時開」に設定しなければならず、これで機器は正しく第三者の機器からのアラーム情報を受

信することができます。 

(4) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「3.6.1  運動検出アラーム」のアラーム連

動方式説明をご参照ください）。 

(5) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.6.5  アラーム出力 

アラーム出力制御は、カメラに運動検出アラーム、オンオフ信号アラームが発生して、連動のアラーム

出力を行なうとき、オンオフ信号出力を常時開又は常時閉に設定した後、カメラは正しく第三者の機器

のアラーム情報へ出力して、アラーム持続期間を設定することができます。 

 
説明： 

一部の機器はオンオフ信号出力制御設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>アラーム設定>一般アラーム]で、アラーム出力設定画面へ遷移します。 
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(2) アラームの選択及びアラーム名設定を行ないます。 

(3) 状態の常時開（初期設定はデフォルトで常時開）及び持続時間の設定を行ないます。 

(4) アラーム連動方式とプランの設定を行ないます（詳細は「3.6.1  運動検出アラーム」のアラーム連

動方式説明をご参照ください）。 

(5) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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注意： 

アラーム出力機器（例えば、アラームランプ）と接続するとき、必ず下記の電気順序を守ってくださ

い。誤操作による IPC 内部部品の損壊につながるおそれがありますから。 

 オンオフ信号出力を常時開に設定し（初期設定はデフォルトで常時開）、接続のとき IPC、アラーム出力

機器の電源が切断されていることを確認します。 

 接続完了後、アラーム出力機器に電源を投入してください。 後は IPC に電源を投入します。 

 

3.7  ストレージ 

 
説明： 

 一部の機器はストレージ機能に対応していなく、対応するストレージ設定パラメータは製品型番によっ

て異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 フロントエンドストレージ業務は、機器の独立運転の場合のみ適用されると望ましいです。機器が集中

管理されるとき、フロントエンドストレージを OFF にしてください。フロントエンドのバッファ業務に

影響するおそれがありますから。 

 

3.7.1  フロントエンドストレージ 

フロントエンドストレージは、ビデオデータ、写真などを直接機器のメモリカードに録画することがで

き、独立運転の場合に適用します。 

1. 手動録画 

手動録画を ON にすると、機器はずっと録画します。 

(1) [設定>ストレージ>ストレージ設定]で、ストレージ設定画面へ遷移します。 
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フィッシュアイカメラストレージ設定画面は下記のように表示されます。 
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(2) 手動録画を ON にして、パラメータ設定を行ない、重要なパラメータは次のように説明します。 

項目 説明 

ストレージリソ

ース 

ストレージリソースの種別 

説明： 

 メモリカードをフォーマットするとき、まずメモリカードの利用を中止させた後、<フォーマッ

ト>をクリックします。その後、システムは自動的に再起動します。 

 現在のメモリカードの総容量と空き容量を表示します。 

ストレージ策略 

 上書き：メモリカードに空き容量がなくなったとき、 も古いデータを繰り返して上書きま

す。 

 中止：メモリカードに空き容量がなくなったとき、データストレージは終止します。 

アラーム後の録

画時間 
アラームが生じたとき録画と連動して、アラーム終了後、設定時間によって引き続き録画します。 

 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. 予定録画 

予定録画を ON にすると、機器は所定の時間帯に保存します。 

(1) [設定>ストレージ>ストレージ設定]で、ストレージ設定画面へ遷移します。 



81 
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フィッシュアイカメラストレージ設定画面は下記のように表示されます。 
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(2) 予定録画を ON にして、ストレージ計画の設定を行ない、つまり機器の録画時間です。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

 

 
説明： 

ストレージカードのビデオ検索の詳細は「5 フロントエンドビデオの再生とダウンロード」をご参照

ください。 

 

3.7.2  フロントエンド自動ネットワーク補充 

フロントエンドバッファは、機器が集中管理され、かつビデオバックアップ機能を ON にしているとき、

そのメモリカードがセンターサーバーとして録画できるバックアップです。監視システムのネットワー

ク不安定によるネットワークカメラとセンターストレージとの録画が中断された場合、フロントエンド

ネットワークカメラは自動的にフロントエンドバッファを ON にし、ビデオデータをメモリカードに録

画します。ネットワークカメラとバックアップサーバーとの通信が正常の場合、システムは自動的にバ

ッファビデオをファイルの形式でこのサーバーへ送信して、自動ネットワーク補充を実現します。 
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説明： 

自動ネットワーク補充を実現するには、まずネットワークカメラに メモリカードをセットしているこ

とを確認し、かつセンターサーバーにバックアップリソースを追加します。  

 

1. フロントエンドストレージのオフ 

(1) [設定>ストレージ>ストレージ設定]で、ストレージ設定画面へ遷移します。  

 

 

フィッシュアイカメラストレージ設定画面は下記のように表示します。 
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(2) フロントエンドストレージ（手動録画と予定録画）を閉じ、ビデオ容量設定を行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8  システム 

 
説明： 

対応するシステムのメンテナンス操作は機器型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認

ください。 

 

3.8.1  安全 

1. ユーザー 

ユーザーはアドミニストレーター（ 大 1 名）と一般ユーザー（ 大 32 名）に分けられ、アドミニス

トレーターデフォルトは admin（アドミニストレーター名は変更不可）として、機器とユーザーのすべ

ての管理と操作権限を持ち、一般ユーザーは機器のライブ放送と再生権限のみを持っています。 

アドミニストレーターはユーザー管理画面にてユーザー追加を行うことができます（操作手順：[設定>

安全設定>ユーザー]）。 
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ユーザー追加後、ユーザーパスワードの変更（ユーザーパスワードの再入力）やユーザー削除（ユーザ

ー名のクリア）を行うことができます。 

 
説明： 

 admin ユーザーのみはパスワード変更ができます。あるユーザー名称やパスワード変更後、このユーザ

ーがすでにシステムへログインしている場合、このユーザーは強制ログアウトされ、次回のログインと

き、新規名称や新規パスワードを必要とします。 

 admin ユーザーのみは既存のユーザー削除ができます。あるユーザーを削除するとき、このユーザーは

ログインできません。このユーザーが削除前にすでにシステムへログインしている場合、このユーザー

は強制ログアウトされます。 

 

2. 安全情報の転送 

安全情報の転送設定後、データ転送の安全を保証するために、情報安全チャネルを確立します。 

 
説明： 

一部の機器は安全情報転送設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、ポート設定画面へ遷移します。 

 

 

(2) 「HTTPS ポート」ポート値のカスタマイズを行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

(4) [設定>安全設定>ネットワーク安全]で、[HTTPS]タブを選びます。 



88 

 

(5) HTTPS の ON にチェックを入れます。また、カスタマイズ SSL 証明書のインポートに対応し、安

全问题を回避します。 

(6) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

今度ログインのとき、アドレスバーに https://+IP アドレス +:https ポート値、例えば、

「https://192.168.0.13:443」を入力すると、安全の情報チャネルモードへ入ります。HTTPS デフォル

トポート値を使用する場合、直接 https://+IP アドレス入力でログインできます。 

3. RTSP 認証与 HTTP 認証 

RTSP プロトコール（Real Time Streaming Protocol）は適用プロトコールです。オーディオとビデオの

転送及び制御を行なう場合、Web 画面にて RTSP 認証設定を行ないます。 

(1) [設定>安全設定>ネットワーク安全]で、[認証方式]タブを選びます。 

(2) 「認証方式」（Basic モード/Digest モード/無し）を選びます。 
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(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

4. メーカー情報の非提供 

管理プラットフォームに IPC メーカー情報を表示しない場合、Web 画面にて IPC のメーカー情報の非

提供を設定します。 

[設定>安全設定>登録情報]で、「メーカー情報の非提供」を ON にして、<保存>をクリックすると、操

作は完了します。 

 

5. スタティック ARP バンディング 

スタティック ARP バンディングは、IPC が ARP 攻撃を受けないよう保護することができ、PC がネッ

トワークセグメントに跨って IPCへアクセスする時、ユーザーマニュアル及びユーザーマニュアルmac

アドレスの正確性を確保しなければならないです。mac アドレスが間違った場合、同一ネットワークセ

グメントの PC アクセスのみを許可します。 

(1) [設定>安全設定>ネットワーク安全]で、[ARP 耐攻撃]タブを選びます。 
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(2) 「ARP 耐攻撃」を ON にすると、「ユーザーマニュアル」及び「ユーザーマニュアル物理アドレス」 

カスタマイズを行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

6. IP アドレスフィルタリング 

IP アドレスフィルタリングによって、許可・禁止された指定の IP アドレスによって機器へアクセスす

ることができます。 

 
説明： 

一部の機器のみは IPアドレスフィルタリング設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。

 

(1) [設定>安全設定>ネットワーク安全]で、[IP アドレスフィルタリング]タブを選びます。 

 

(2) 「IP アドレスフィルタリング」を ON にして、「IP アドレスフィルタリング方式」を選び、IP アド

レスを追加します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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説明： 

 フィルタリング方式は「許可」の場合、追加された IP アドレスのみでカメラへアクセス可とします。フ

ィルタリング方式は「禁止」の場合、追加禁止された IP アドレスのみでカメラへアクセス可とします。

 大 32 つの IP アドレスを追加することができ、かつ重複追加してはならないです。 

 IP アドレスの第一バイトは 1~223 とし、第四バイトは 0 になってはなりません。例えば：0.0.0.0、
127.0.0.1、255.255.255.255、224.0.0.1 は不法 IP アドレスとして、入力不可です。 

 

7. アクセス策略 

 
説明： 

デフォルトで ON 状態です。友好的パスワードを ON にすると、ユーザー使用に影響しません。友好

的パスワードを OFF にすると、弱いパスワードでログインした後、パスワード変更画面がポップアッ

プ表示され、この画面には「取り消し」と「閉じる」ボタンがないです。デフォルトでパスワードを

弱いパスワードとして取り扱います。 

(1) [設定>安全設定>ネットワーク安全]で、[アクセス策略]タブを選びます。 

 

(2) 「Telnet」、「友好的パスワード」、Mac アドレス検証を ON に設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

8. ビデオ透かし 

ビデオ透かしによって、暗号化情報のカスタマイズを行ない、それによって外部削除やビデオ情報の変

更を回避することが可能です。 

 
説明： 

 一部の機器のみはビデオ透かし設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 ビデオ透かしは Ezplayer のみでチェックできるので、公式サイトにてダウンロードしてください。 

 

(1) [設定>安全設定>ビデオ透かし]で、ビデオ透かし設定画面へ遷移します。? 
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(2) 「ビデオ透かし」を ON にすると、「透かし内容」のカスタマイズを行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.2  日時 

カメラのシステム日時を現在の正しい日時に調整するには、下記の方式を選ぶことができます。 

1. 手動調整又はパソコンシステム日時の同期化 

(1) [設定>システム>日時]で、[日時]タブを選ぶと、日時設定画面へ遷移します。 

   

 

(2) 日時の同期化方式を選びます。 

(3) 正しいタイムゾーンとシステム日時を設定し、あるいは<パソコン日時の同期化>をクリックすると、

自動的にパソコンのタイムゾーン及び日時が同期化されます。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. NTP サーバー日時の同期化 

(1) [設定>システム>日時]で、[日時]タブを選ぶと、日時設定画面へ遷移します。 
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(2) 日時同期化方式は「NTP サーバー日時の同期化」を選び、NTP サーバーアドレス及び更新間隔の設

定を行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了し、機器は定時に NTP サーバーの日時と同期化します。 

3. サマータイムの調整 

(1) [設定>システム>日時]で、[サマータイム]タブを選ぶと、サマータイム設定画面へ遷移します。 



94 

 

 

(2) サマータイムを ON にして、開始、終了とオフセット時刻の設定を行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.3  スマートサーバー 

カメラがセンターサーバーに集中管理されるとき、スマートサーバーのパラメータ設定を必要とします。 

 
説明： 

 一部の機器のみはスマートサーバー設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 顔検出機能を必要とする時、TMS サーバーの設定を行ない、スナップ画像を TMS サーバーへアップロ

ードします。 

 

(1) [設定>一般>サーバー]で、[スマートサーバー]タブを選ぶと、サーバー設定画面へ遷移します。 
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(2) TMS サーバーアドレス及びその他の関連情報を設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.4  シリアルポート 

RS485 シリアルポートは第三者の機器とのデータの透明輸送、ローカルパンチルト制御及び OSD 重畳

を行なうことができます。シリアルポートパラメータは、接続されたシリアル機器と一致しなければな

りません。 

 
説明： 

一部の機器はシリアルポート設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

1. パンチルト制御 

第三者の機器は IPC のパンチルトを制御する場合、シリアルポートモードは「ローカルパンチルト制

御」を選びます。 

RS485 シリアルポートによって PELCO-D プロトコールに適合するパンチルト制御コマンドを送信し、

パンチルトコントロールパネルを経由せず、直接ドームカメラのパンチルト制御を行なうことができま

す。 

(1) [設定>システム>ポートと外接機器]で、[シリアルポート設定]タブを選ぶと、シリアルポート設定画

面へ遷移します。 



96 

 

(2) シリアルポートモードは「ローカルパンチルト制御」を選び、重要なパラメータを次のように説明

します。 

項目 説明 

パンチルトプロ

トコール 

チャネルの対応するパンチルトプロトコールを設定します。 

説明： 

シリアルポートモードがローカルパンチルト制御の時のみ設定できます。 

アドレスコード 

パンチルトアドレスコード設定を行ないます。 

説明： 

シリアルポートモードがパンチルト制御であり、かつパンチルトプロトコールがローカルパンチル

ト制御の時のみ設定できます。 

 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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2. 双方向透明チャネル 

RS485 シリアルポートと第三者の機器の間の透明チャネルによってデータ転送を行ないます。2 つの機

器の間のデータの透明輸送を実現するために、透明チャネル輸送を選ぶことができます。シリアルポー

トモードは必ず「双方向透明チャネル」に設定してください。 

 
説明： 

 一部の機器は透明チャネル設定に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 機器のシリアルポートモードを双方向透明チャネルに設定しておいてください。 

 

(1) [設定>システム>ポートと外接機器]で、[シリアルポート設定]タブを選ぶと、シリアルポート設定画

面へ遷移します。 

 

(2) シリアルポートモードは「双方向透明チャネル」を選びます。 

(3) 「透明チャネル ON」にチェックを入れます。 

(4) 目的アドレス及びポート、つまり透明チャネルと接続している第三者の機器の IP アドレスとポート

番号を入力します。 
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(5) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3. OSD 重畳 

第三者の機器のデータ情報を OSD に表示する時、シリアルポートモードは「OSD 重畳」を選びます。 

RS485 シリアルポートによって、第三者の機器から輸送されたシリアルポート情報を受信して解析後、

シリアルポート情報を OSD に重畳表示します。 

 
説明： 

OSD 重畳を選ぶ時、機器は正しくシリアルポート情報を解析するように、第三者の機器から送信され

たシリアルポート情報は当社のデータフォーマットに適合しなければなりません（具体的なフォーマ

ットは当社の技術サポートに連絡してください）。 

 

(1) [設定>システム>ポートと外接機器]で、[シリアルポート設定]タブを選ぶと、シリアルポート設定画

面へ遷移します。 

 

(2) シリアルポートモードは「OSD 重畳」を選び、「シリアルポート OSD へ報告」を ON に設定しま

す（ON に設定すると、OSD データがプラットフォームへアップロードされます）。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

4. ONVIF 透明チャネル 

RS485 シリアルポートと第三者の機器の間の ONVIF 透明チャネルによってデータ転送を行ないます。 
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(1) [設定>システム>ポートと外装機器]で、[シリアルポート設定]タブを選ぶと、シリアルポート設定画

面へ遷移します。 

 

(2) シリアルポートモードは「ONVIF 透明チャネル」を選びます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.5  ワイパー制御 

ワイパーパラメータの設定によって、パンチルトワイパー回転制御機能を実現します。 

 
説明： 

一部の機器のみはワイパーパラメータ設定に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>システム>ポートと外接機器]で、[周辺機器パラメータ]タブを選ぶと、ワイパーパラメータ設

定画面へ遷移します。 
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(2) ワイパー制御モードの設定を行ない、重要なパラメータは次のように説明します。 

項目 説明 

シリアルポート

プロトコール 
PELCO-Dコマンド送信によってワイパー制御を行なうので、パンチルトプロトコールを

「PELCO-D」に設定します。詳細は「3.8.5  1. パンチルト制御」をご参照ください。 

オンオフ信号 オンオフ信号の導通、閉鎖回路によってワイパー制御を行ないます。 

 

3.8.6  機器状態 

現在の機器状態のチェックによって、直ちに機器のリアルタイム情報を把握して、メンテナンスしやす

くようにします。 

(1) [設定>一般>基本情報]で、基本情報設定画面へ遷移します。 

(2) <更新>をクリックすると、機器の 新状態へ更新されます。 

(3) 現在機器の状態情報をチェックします。 

3.8.7  写真保存状態 

現在写真の保存状態を表示し、写真保存の空き容量がなくなったときの策略は、「3.7 ストレージ」を参

照してください。 

 
説明： 

ストレージ機能付き機器のみは保存状態表示に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) メニューから[写真]を選びます。 
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(2) <更新>をクリックすると、保存内容が 新状態へ更新されます。 

(3) 「写真リスト」エリアでは、写真のエクスポート又は削除ができます。 

3.8.8  アップグレード 

機器は集中管理される場合、大量アップグレードを必要とするとき、センターサーバーにて機器のアッ

プグレード操作を行なうと望ましいです。詳細はセンターサーバーの操作指導をご参照ください。 
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1. ローカルアップグレード 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 

 

(2) 「ソフトウエアアップグレード」エリアのローカルアップグレードでは、<閲覧>をクリックすると、

正しいアップグレードファイルを選びます。一部の機器はアップグレード boot プログラムに対応し

ているので、アップグレード boot プログラムにチェックを入れると、機器は boot プログラムも更

新されます。 

(3) <アップグレード>をクリックすると、ソフトウエアアップグレードを行ないますが、アップグレー

ド完了後、機器は自動的に再起動します。 

2. クラウドアップグレード 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 

 

(2) <検出>をクリックすると、クラウドアップグレードのバージョン検出を行ない、宇視クラウドサー

バーに 新版がある場合には、アップグレードを行ないます。 

 
説明： 

 アップグレードするバージョンは機器と対応しなければならず、異常が生じるおそれがありますから。 

 アップグレードするファイルが ZIP 形式の場合、圧縮パッケージにすべてのアップグレードファイルを

含まなければなりません。 

 アップグレード中、電源を切断してはなりません。アップグレード後、设备は自動的に再起動します。 

 一部の機器はクラウドアップグレードに対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

3.8.9  再起動 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 
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(2) 「システム再起動」エリアでは、<再起動>をクリックして確認すると、设备は再起動します。自動

再起動を設定することもできます。 

 
注意： 

システム再起動は機器の運転中の業務に影響しますから、操作に十分に注意してください。 

 

3.8.10  システム設定ファイルのインポート/エクスポート 

現在の設定情報をエクスポートしてローカル PC 又はその他の信頼性のあるストレージ媒体に保存し

たり、この前エクスポートされた設定情報を機器に再インポートして、データ回復ときの再設定を回避

することができます。 

 
注意： 

 デフォルト設定の回復操作を行なう場合、システムアドミニストレーターのログインパスワード、ネッ

トポートパラメータ、システム時間を除き、その他のすべてのパラメータを初期化します。 

 インポートされた設定ファイルが同一型番機器に属することを確保しなければならないです。間違った

設定ファイルをインポートすると、機器の異常につながるおそれがありますから。 

 設定ファイルのインポートに成功したら、機器は再起動します。 

 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 

 

(2) 「システム設定」エリアでは、バックアップしたシステム設定情報をインポートする場合、「イン

ポート設定」欄で<閲覧>をクリックして、インポートする設定データを選び、<インポート>をクリ

ックすると、データインポートを行ないます。 

(3) 現在システムの設定情報をエクスポートする場合、「エクスポート設定」欄で<エクスポート>をク

リックすると、保存先を選びます。 

(4) システムのデフォルト設定を回復する場合、<初期化>を選んで決定すると、機器は再起動して、設

定の初期化を行ないます。 

3.8.11  診断情報の収集 

診断情報には、ログ情報とシステム設定情報が含まれ、ローカルへのダウンロード・エクスポートが可

能です。 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 
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(2) 「診断情報」エリアでは、<エクスポート>をクリックすると、保存するローカル目録を選びます。 

 

 
説明： 

 診断情報は、圧縮形式でローカルへエクスポートされ、WINRAR などのツールで解凍すると、メモで内

容をチェックすることができます。 

 「收集画像デバッグ情報の収集」の ON にチェックを入れると、ビデオとデバッグ情報表示の同期化を

行ない、問題の特定に役立ちます。 

3.8.12  フォーカスパラメータ 

機器は 小フォーカス距離によってオートフォーカスの速度を調整することができます。被写体をはっ

きりさせるために、 小フォーカス距離を被写体とレンズの間の距離に設定すると望ましいです。例え

ば、 小フォーカス距離が 3m の場合、レンズまで 3m 以内の被写体ははっきりとフォーカスできませ

ん。 

 
説明： 

一部のオートフォーカス機器のみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 

 

(2) 「フォーカスパラメータ」エリアでは、 小フォーカス距離とズーム制限の設定を行ないます。 

(3) <決定>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.13  設置高さ 

機器は自動的に赤外線ランプを制御するように、赤外線ドームカメラ設置時の地上からの実際高さを設

定します。 

 
説明： 

一部の赤外線ドームカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>システム>メンテナンス]で、メンテナンス設定画面へ遷移します。 
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(2) 「設置情報」エリアでは、赤外線ドームカメラ設置時の地上からの実際高さを設定します。 

(3) <決定>をクリックすると、操作は完了します。 

3.8.14  フィッシュアイパラメータ 

ライブを正しく表示するために、フィッシュアイパラメータをカメラの実際設置状況と同じように設定

します。 

 
説明： 

フィッシュアイカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [ライブ>設置モード]で、実際の状況によって設置モードを選びます。 
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一部の機器画面表示は次のように示します。 
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(2) パラメータ設定を行ない、重要なパラメータは次のように説明します。 

設定項目 説明 

 

 

 

 

合計で11種の表示モードがあります。 

 原始画像 

 パノラマ 

 パノラマ+3PTZ 

 パノラマ+4PTZ 

 パノラマ+8PTZ 

 360°パノラマ+1PTZ 

 180°パノラマ 

 フィッシュアイ+3PTZ 
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設定項目 説明 

 

 

 

 

 

 

 

 フィッシュアイ+4PTZ 

 360°パノラマ+6PTZ 

 フィッシュアイ+8PTZ 

 

 

 

合計で3種の設置モードがあります。 

 天井設置 

 壁設置 

 床面設置 

説明： 

設置方式の設定は実際状況に基づきます。 

4 ライブとカスタマーサービス 

ライブ放送とは、機器 Web 画面のビデオ画面で、リアルタイムにカメラの撮影したオーディオ・ビデ

オ情報を放送します。 

ログインに成功したら、デフォルトでライブ放送ペインへ遷移します（ログイン画面で「自動ライブ」

にチェックを入れると、自動的にライブペインを再生します）。 

再生画面をダブルクリックすると、フルスクリーン状態の表示・非表示を行ないます。 
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ライブ放送ツールバー 

 
説明： 

対応するライブ操作は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

設定項目 説明 

/  
 ライブの再生/中止を行ないます。 

 クライアントPCの再生コントロールの出力音量を調整します。 

 機器とPCとは音声会話を行なうとき、PC側のマイクの音量を調整します。 

 

カットをONに設置し、つまりクライアントの再生画面から１枚の画像を撮ります。 

説明： 

画像の保存先はローカルパラメータ設定にて設定してください。 

 /   ローカルビデオのON/OFF設定を行ないます。 
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設定項目 説明 

説明： 

 キャプチャー画像の保存先はローカルパラメータ設定にて設定してください。 

 4K 型機器は、ローカルビデオのビデオ再生を行なうとき、VLC media player プレ

ーヤーを利用すると望ましいです。 

 /   音声会話のON/OFF設定によって、PCと機器の音声会話を行ないます。 

 /   
デジタル拡大のON/OFF設定を行ない、詳細操作は「4.1.1  デジタル拡大による局部画

面のチェック”」をご参照ください。 

 /  
エリアフォーカスのON/OFF設定を行ない、詳細操作は「4.1.2 局部画面のエリアフォ

ーカス」をご参照ください。 

 /   
3D測位のON/OFF設定を行ない、詳細操作は「4.1.3  3D測位による局部画面のチェッ

ク」をご参照ください。 

  パンチルトコントロールパネルの表示/非表示を行ないます。 

 

パケット廃棄率のリセットによって、パケット廃棄率をクリアします。 

説明： 

マウスをライブ放送ペインに移動させるとき、このボタンはフロートツールバーに表

示されます。 

 

下部にパケット廃棄率及データレート情報が表示されます。 

説明： 

 マウスをライブ放送ペインに移動させるとき、このボタンはフロートツールバーに

表示されます。 

 ボタンをクリックすると、ライブウインドウにはずっと下部情報が表示されます。

ボタンを再クリックすると、マウスがライブウインドウに移動したり、下部情報に

位置するとき、下部情報が表示されます。マウスがライブウインドウに約 3 秒置き、

あるいはライブウインドウを離れるとき、下部情報を非表示します。 

 
機器画像設定画面へ快速にリンクします。 

  
全画面显示を行ないます。 

 

ペインにおける画像の表示割合を設定します。例えば、ハイビジョン画像を元の16：9
割合で表示する場合、「スケール表示」を選んでください。ペインのサイズによって

画像表示を行なう場合、「フルスケール」を選んでください。画像のサイズによって

表示する場合、「実際のサイズ」を選んでください。 

 

 

 

機器によって、ライブ放送のメインデータレート、サブデータレート又は第三者デー

タレートを選びます。 

 

4.1  局部画面のチェック 

ある局部画面の詳細をチェックするには、デジタル拡大、エリアフォーカス、3D 測位機能を利用する

ことができます。 
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4.1.1  デジタル拡大による局部画面のチェック 

 
説明： 

対応するライブ操作は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

(1) ライブ放送画面で、ライブツールバーから を選びます。 

 

(2) ライブ画面では、マウスの左ボタンを押したままで、上から下へ枠を描画して（長方形枠を描画し

ます）拡大したい領域を指定し、拡大チェックを行ないます。マウスの右ボタンをクリックすると、

原始画像へ戻ります。他の部位の拡大操作も可能です。 

(3) をクリックすると、デジタル拡大機能を閉じます。 
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4.1.2  局部画面のエリアフォーカス 

 
説明： 

対応するライブ操作は製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認ください。 

 

(1) ライブ放送画面で、ライブツールバーから を選びます。 

 

(2) ライブ画面では、マウスの左ボタンを押したままで、上から下へ枠を描画して（長方形枠を描画し

ます）フォーカスしたい領域を指定します。 

(3) をクリックすると、エリアフォーカス機能を閉じます。 
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4.1.3  3D 測位による局部画面のチェック 

 
説明： 

球型ネットワークカメラ及び電動レンズとパンチルト付き銃型ネットワークカメラのみは利用でき、

詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) ライブ放送画面で、ライブツールバーから を選びます。 

 

(2) ライブ画面では、マウスの左ボタンを押したままで、上から下へ枠を描画して（長方形枠を描画し

ます）測位機能を実現します。下から上へ枠を描画すると、縮小機能が動作しますが、必要によっ

て対応する領域を描画してください。 

(3) をクリックすると、3D 測位機能を閉じます。 
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4.2  フィッシュアイライブ 

 
説明： 

・ フィッシュアイカメラのみはライブ放送画面に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。

・ プレビューモードの画像表示は魚眼パラメータ設定によって異なるので、 ライブプレビューの前

に、 魚眼パラメータを設定していてください（詳細は「3.8.16 3.8.16 スカイネットポート Web 画

面」参照） 

システムモードはスカイネットポートを ON にすると、機器は自動的に再起動し、再ログイン後、機

器はスカイネットポート Web 画面へ遷移します。 スカイネットポート Web 画面にスナップショット

ナンバープレート記録が表示され、この前に道路監視機能の関連設定を行っておいてください。 道路

監視設定の詳細は 3.5.2 道路監視をご参照ください。 

 
説明： 

一部のカメラのみは本機能に対応しているので、 詳細は型番をご確認ください。 スカイネットポー

トシステムモードの設定は「3.8.15 システム設定」をご参照ください。 

(1) 機器に Micro SD メモリカードを取り付けている場合、 スナップショット画像は Micro SD メモ

リカード及びローカルに保存されます。機器に Micro SD を取り付けない場合、 スナップショット画

像はローカル PC に保存されます。 <画像目録の開き>をクリックすると、 スナップショット写真をチ

ェックすることができます。機器の認識したナンバープレート縮小図は画面の左側に表示されます。 

(2) <記録クリア>をクリックすると、 Web 画面のスナップショット記録がクリアされますが、通過車

両画像をクリアしません。 
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表示モードは原始画像、フィッシュアイと PTZ(Pan/Tilt/Zoom、パンチルト全方位移動及びレンズズー

ム、ズーム制御)の組合せ画像、パノラマと PTZ の組合せ画像の三類に分けられます。画像表示は設置

方式によって異なるので、次は壁設置を例として説明します。 

「原始画像」表示モードを選ぶとき、下図のようにフィッシュアイ見回し画像が表示されます。 

 

「パノラマ」表示モードを選ぶとき、下図のように、補正後のパノラマ画像が表示されます。 
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注意： 

フィッシュアイ機器は天井や床面に設置される場合、機器の「パノラマ」画像（双 180°画像）は「フ

ィッシュアイ」画像（360°画像）の画面補正です。実際の監視レビューの必要によって適切な設置角

度を選んでください。 

例：機器をホールの天井に設置する場合、機器の底面の尾線穴（LOGO）と目標の時計回りとの角が

約 135°のとき、目標は「パノラマ」画像の真上に表示されます。 

 

 

 

右リストから「パノラマ+4PTZ」表示モードを選ぶとき、4 つの局部画像をプレビューすることができ

ます。画面はデフォルトで左から右へ、上から下へ表示されます。各局部画像は仮想 PTZ 制御操作が

でき、下図のように、局部画像を選び、パンチルト制御とカメラズームを行ないます。 
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5 フロントエンドビデオの再生とダウンロード 

 
説明： 

 フロントエンドビデオとは、フロントエンド機器（例えば、カメラ）のカードに保存されたビデオで、

ローカルビデオはローカルクライアント PC に保存されたビデオです。 

 フロントエンドビデオを検索する前に、機器に保存カードを取り付けて、「3.7  ストレージ」を設定して

いることを確保してください。 

 一部の機器はビデオ再生とダウンロード操作に対応していないので、詳細は型番をご確認ください。 

 

5.1  ビデオ再生 

(1) メイン画面で[再生]タブを選ぶと、再生画面へ遷移します。 

 

(2) カレンダから検索する日付を選びます。 

(3) <検索>をクリックすると、検索を行ないます。 
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(4) 検索結果からチェックする時間帯を指定してダブルクリックすると、再生ができます。 

5.2  ビデオダウンロード 

(1) メイン画面で[再生]タブを選ぶと、再生画面へ遷移します。<ビデオダウンロード>をクリックする

と、ビデオダウンロード画面へ遷移します。 

 
(2) 所定時間帯のビデオを検索すると、検索結果はリストに表示されます。 

(3) ダウンロード待ちビデオにチェックを入れて、<ダウンロード>をクリックすると、SD カード上の

ビデオはローカルビデオの保存先にダウンロードされます（ローカルビデオの保存先はローカルパ

ラメータにて設定します）。 

(4) <フォルダを開く>をクリックすると、ローカルビデオの保存先が表示されます。 



121 

6 パンチルト制御 

パンチルト制御機能は、パンチルト付きのカメラのみは利用できます。 

 
説明： 

 一部のレンズ制御機能は、電動レンズを設置しているカメラで利用できます。 

 対応するパンチルト制御ボタンは製品型番によって異なるので、実際の web 画面表示をご確認くださ

い。 

 

6.1  パンチルト制御ツールバー 

設定項目 説明 

プリセット 

あるプリセットを選び、 をクリックすると、パンチルトカメラは選択中のプリセ

ットまで回転します。 をクリックすると、プリセットの追加を行ない、 をクリ

ックすると、このプリセットが削除されます。 

クルーズ 

ある設定してあるクルーズルートを選び、 をクリックすると、クルーズをONにし

ます。 をクリックすると、クルーズルート編集を行ない、 をクリックすると、

クルーズルート追加を行ない、 をクリックすると、クルーズルート削除を行ないま

す。 

 

上へスクロールすると、パンチルトカメラの回転速度は速くなり、下へスクロールす

ると、パンチルトカメラの回転速度は遅くなります。 

  

パンチルトの各方向の回転及びパンチルト制御の解放を制御します。 

/  

/  

/  

/  

/  

赤外線制御スイッチ 

ワイパー制御スイッチ 

加熱制御スイッチ 

照明制御スイッチ 

除雪制御スイッチ 

 
明晰な画像を得るように、カメラレンズの焦点距離を調整します。 

 
画像をはっきりと拡大・縮小させるように、カメラレンズのズームを調整します。 

 
ABF (Auto Back Focus、オートバックフォーカス)は、 高結果を得るように、レンズ

とセンサー板との間の距離調整を行ないます。 

 
絞り値の制御を行ないます。 
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設定項目 説明 

説明： 

外接パンチルトへ絞り値の制御コマンドを送り、特殊な適用場合には、このボタンは

外接パンチルトのレーザー光の値を制御することができます。 

 

パンチルト制御のショートカットキーです。ライブ放送画面で、マウスのポインター

がこの形状に変更したとき、マウスの左ボタンを押したままで移動すると、パンチル

ト制御操作を行ないます。 

説明： 

 パンチルト付きカメラのみは利用できます。 

 3D 測位又はデジタル拡大機能を ON にすると、パンチルト制御ショートカットキ

ーは不可用になります。 

 

パンチルト制御のショートカットキーです。ライブ放送画面で、マウスのローラーは

ズーム操作を行なうことができ、「前へ」は拡大、「後へ」は縮小を示します。 

説明： 

電動レンズ付きカメラのみは利用できます。 

 

6.2  クルーズのプリセット 

6.2.1  プリセット 

「プリセット」では、プリセットの設定やパンチルトカメラの制御操作を行なうことができます（詳細

は「パンチルト制御ツールバー」参照）。 

1. プリセットの追加 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[プリセット]タブを選びます。 
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(2) パンチルトカメラをある位置まで回転させた後、「プリセット」で をクリックして、プリセット

番号と名称を入力し、<決定>をクリックすると、このプリセットが新規追加されます。 

2. プリセットへ移動 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[プリセット]タブを選びます。 
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(2) ある設定されたリセット位置を選び、 をクリックすると、パンチルトカメラは選定プリセットま

で回転します。 

3. プリセットの削除 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[プリセット]タブを選びます。 

  

(2) 削除するプリセットを選び、 をクリックすると、このプリセットが削除されます。 

6.2.2  クルーズ 

クルーズルートとは、パンチルトカメラをプリセットの間に回転させるルートで、パンチルトがプリセ

ットごとの滞在時間を設定することができます。パンチルトカメラごとに複数のクルーズルートを設定

することができます。 

クルーズ動作として、プリセットへ移動及び滞在時間の設定可、回転方向、ズーム、速度、持続時間と

滞在時間の設定可、ずっと回転のチェック入れ、パンチルト方向の回転可、レンズの倍数調整などを含

みます。システムは動作軌跡ごとのパラメータを記録して、自動的に動作リストに追加されます。 
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1. クルーズルートの追加 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 

 
(2) をクリックすると、クルーズ追加画面へ遷移します。 

(3) ルート番号及び名称を入力し、<追加>をクリックすると、クルーズ動作が新規追加され、 大 64

つまで追加できます。動作種別が「方向種別」と「へズーム」を選ぶとき、一行に 2 つの動作があ

り、 大で 32 つまで追加できます。順序調整ボタンで、クルーズルートにおける各動作の優先順位

を調整することができます。 

クルーズ動作として以下を含みます。 

 プリセットへ移動及び滞在時間。 

 回転方向、ズーム、速度、持続時間と滞在時間、あるいはずっと回転のチェック入れ。 

クルーズルートの 初の動作種別を「プリセットへ移動」に設定すると望ましいです。 

(4) <決定>をクリックすると、操作は完了します。 



126 

2. クルーズの制作 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 

 

(2) をクリックすると、クルーズ制作を行ない、パンチルトの方向回転、レンズのズーム調整などが

できます。システムは動作軌跡ごとのパラメータを記録して、自動的に動作リストに追加されます。 

(3) をクリックすると、制作は完了し、自動的にモード保存先へ保存されます。 をクリックしてモ

ード保存先を ON にし、あるいは をクリックしてモード保存先の削除ができます。 

 

3. クルーズ計画の制定 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 
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1

2

 

(2) をクリックすると、クルーズ計画設定画面へ遷移します。 

(3) 正しいクルーズ時間とクルーズルートを設定します。 

(4) 「クルーズ計画 ON」にチェックを入れます。 

(5) <決定>をクリックすると、操作は完了します。 

4. クルーズルート ON 

クルーズルートを追加した後、欲しいルートを選定してクルーズを行ないます。 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 
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(2) ON にするクルーズルートを選び、 をクリックします。 

5. クルーズルートの編集 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 



129 

 
(2) 編集するクルーズルートを選び、 をクリックすると、編集画面へ遷移して操作を行ないます。 

6. クルーズルートの削除 

(1) ライブ放送画面で、コントロールパネルから[クルーズ]タブを選びます。 
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(2) 削除するクルーズルートを選び、 をクリックすると、このクルーズルートが削除されます。 

6.3  パンチルトリミット 

パンチルトリミット機能は、IPC 調整中の行き詰まり現象を回避するために設計されます。 

 
説明： 

一部の機器のみはパンチルトリミット機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

(1) [設定>パンチルト>パンチルトリミット]で、パンチルトリミット設定画面へ遷移します。 

1

2

3

4

 
(2) パンチルト制御画面によって、IPC の上下左右を適当な位置まで調整します。 

(3) をクリックすると、適当な位置を決め、 をクリックすると、引き続き探します。 

(4) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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(5) <パンチルトリミット ON>をクリックすると、設定が発効します。 

(6) をクリックすると、この前設定された設定を削除します。実際の必要によって位置を再設定する

ことができます。 

6.4  クルーズの回復 

(1) [設定>パンチルト>クルーズパラメータ]で、クルーズ回復設定画面へ遷移し、実際の必要によって

クルーズ回復パラメータの設定を行ないます。 

 

 
(2) クルーズ回復時間の設定を行ないます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

6.5  パンチルトの見張り 

パンチルトは設定の期間内に何の動作もない場合、自動的にプリセットへ戻ります。 

 
説明： 

 パンチルト付きカメラのみは利用できます。 

 当該機能を利用するには、プリセットとクルーズルートを追加しておいてください。それぞれプリセッ

トの追加詳細は「6.2.1 1 プリセットの追加」、クルーズルートの追加詳細は「6.2.2 1 クルーズルートの

追加」をご参照ください。 

 

(1) [設定>パンチルト>パンチルト見張り]で、パンチルト見張り設定画面へ遷移し、実際の必要によっ

てパラメータ設定を行ないます。 

   

 

(2) 見張りモードを選び、コードと対応させます。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

6.6  パンチルトの遠隔制御 

第三者のプラットフォームを利用して、かつパンチルトプロトコールと一致しない場合、「遠隔制御」

の設定によってパンチルト制御を行なうことができます。 



132 

 
説明： 

パンチルト付きカメラのみは利用できます。 

 

(1) [設定>パンチルト>遠隔制御]で、遠隔制御設定画面へ遷移します。 

 

 

(2) 「遠隔制御」を ON にして、モニターポート（デフォルト）とアドレスコードの設定を行ないます。

重要なパラメータは次のように説明します。 

項目 説明 

モニターポート 
カメラのローカルポート番号をすでに占用されているポートに設定することができなく、普通はデ

フォルトパラメータをそのまま保持すればよいです。 

アドレスコード 
カメラはコマンドのアドレスコードを読み取ることができ、画面に設定されたアドレスコードと同

様な場合のみ、カメラはコマンドの解析を行なうことができます。 

 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

6.7  プリセットスナップ 

プリセットにあるアラームイベントが生じたとき写真スナップを行ない、FTP へのアップロードと連動

します。 

 
説明： 

本機能を利用する前に、FTP 設定とカット設定を行っておいてください。 

 

(1) [設定>パンチルト>クルーズパラメータ]で、クルーズパラメータ設定画面へ遷移します。 

 

(2) 「プリセットスナップ」を ON に設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

7 クライアントによるアクセス 

7.1  EZStationクライアントソフトウエアの紹介 

EZStation は当社が小型のビデオ監視ソリューションのため設計された機器管理キットであり、その設

定は簡単で、操作が便利なため、特にスーパー、駐車場、コミュニティなどビデオ方法の少ない監視場

合に適用します。 
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EZStation ビデオ管理クライアントソフトウエアによってネットワークカメラへアクセスすることが可

能で、クライアントソフトウエアのインストールは取扱説明書をご参照ください。 

7.2  ライアントソフトウエアへログインク 

(1) ソフトウエアをインストールした後、ソフトウエアアイコンをダブルクリックすると、ログイン画

面へ遷移します。 

(2) 初回動作の場合、デフォルトの初期ユーザー名（admin）と初期パスワード（admin）でログインし

てください。 

EZStation ビデオ管理クライアントソフトウエアにログインした後、機器管理と通常監視業務の操作が

できますが、詳細操作はソフトウエアの取扱説明書をご参照ください。 

8 WAN によるアクセス 

移動 APP や Web サイトによって、家庭、別荘、ショップ、オフィスなど場所のライブ動画、録画履歴

などをチェックすることができます。 

「どこにいても、すべてを目にする」によって、ユーザのために気楽、安心と喜びの生き方を作ります。 

8.1  前提条件 

移動 APP や Web サイトによって機器にアクセスする前に、以下の準備作業を必要とします。 

1. DNS サーバーの設定 

(1) [設定>ネットワーク設定>DNS]で、DNS 設定画面へ遷移します。 

 

 

(2) DNS サーバーアドレスの設定を行います。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

2. DDNS サービスの ON 設定（オプション） 

(1) [設定>ネットワーク設定>DDNS]で、DDNS 設定画面へ遷移します。 
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(2) DDNS サービスを ON に設定します。 

(3) DDNS 種別は「DynDNS」、「NO-IP」及び「EZDDNS」の三種類から選びます。 

(4) ドメイン名、ユーザー名、パスワードを入力して、パスワード確認を行います。 

(5) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

3. 宇視クラウドサービスの ON 設定 

 
説明： 

一部の機器のみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

(1) [設定>ネットワーク>宇視クラウド]で、宇視クラウド設定画面へ遷移します。 

 

(2) 宇視クラウドサービスを ON に設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 
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4. EZDDNS の設定 

(1) [設定>ネットワーク設定>DDNS]で、DDNS 設定画面へ遷移します。 

 
(2) 機器の EZDDNS サービスを ON に設定します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

5. ポートマッピングの設定（オプション） 

(1) [設定>ネットワーク設定>ポート設定]で、ポートマッピング設定画面へ遷移します。 
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(2) ポートマッピングを ON に設定し、ポートマッピング方式を選びます。手動方式を選ぶ場合、外部

ポート（外部 IP はカメラより自動取得されます）の設定を必要とします。設定された外部ポート番

号がすでに占用されている場合、「状態」欄に未発効を表示します。 

(3) <保存>をクリックすると、操作は完了します。 

6. ルータ UpnP の ON 設定 

ネットワーク接続のある場合、ルータの UPnP(Universal Plug and Play、ユニバーサルプラグアンドプ

レイ)機能を ON に設定します。 

8.2  自動APPによるネットワークカメラへのアクセス 

 
説明： 

一部のカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

8.2.1  取得方式 

 
説明： 

Wi-Fi にて移動 APP のダウンロードを行なうと望ましいです。 

 

1. 方式一：2 次元コードをスキャンします。 

   

2. 方式二：サイトで取得：https://en.ezcloud.uniview.com にログインしてダウンロードします。 

 

8.2.2  設定の流れ 

 

 
説明： 

移動 APP はワンキー式スキャン追加と機器の手動追加機能を搭載しています。 

 ワンキー式スキャン追加：APP のスキャン機能で、機器や資料の表紙に貼り付けた二次元コードをスキ

ャンし、機器のワンキー式追加を行います。 

 手動追加：APP の追加機器画面にて、手動でネットワークカメラの登録シリアル番号を入力します。 

 

操作方法及びサービス適用の詳細は、ezcloud サイトのヘルプを参照してください。 
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8.3  EZCloudサイトによるネットワークカメラへのアクセス 

 
説明： 

一部のカメラのみは本機能に対応しているので、詳細は型番をご確認ください。 

 

8.3.1  ユーザーログイン 

 
説明： 

移動 APP や ezcloud サイトにて登録されたアカウントは共通で、すでにアカウントがある場合直接ロ

グインします。 

 

ブラウザに https://en.ezcloud.uniview.com を入力して、「Enter」キーをクリックすると、ezcloud ログ

イン画面へ遷移して、ログインします。 

8.3.2  設定の流れ 

ezcloud サイトを初回利用する場合、設定の流れは移動 APP と類似します。 

 
説明： 

機器の手動追加：サイトの機器追加画面にて、手動でネットワークカメラの登録シリアル番号を入力

します。 

 

操作方法及びサービス適用の詳細は、ezcloud サイトのヘルプを参照してください。 


