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設置説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、けが

をしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り

扱いかたを示しています。この設置説明書をよくお読みのうえ、製品

を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる

ところに必ず保管してください。

安全のために

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、安全には充分
配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いか
たをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につな
がることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る。
• 長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすす
めします。点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニー
の業務用製品ご相談窓口に相談する。

• 故障したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談
窓口に修理を依頼する。

行為を指示する記号

警告表示の意味
この設置説明書および製品では、次の
ような表示をしています。表示の内容
をよく理解してから本文をお読みくだ
さい。

この表示の注意事項を守らないと、感電

やその他の事故によりけがをしたり周

辺の物品に損害を与えたりすることが

あります。

行為を禁止する記号

特長

4台のカメラの同時接続が可能
4つの映像入力端子を装備しており、同時に4台までのカメラを本機に接続す
るとこができます。また接続したカメラの画像を4分割画面で同時に映し出す
ことができます。

Webブラウザによるモニタリング
コンピューターのWebブラウザを使って、接続しているカメラの映像や音声
をリアルタイムでモニタリングできます。

MPEG4とMotionJPEGの映像圧縮方式を採用
映像圧縮方式にMPEG4とMotionJPEGの2つの映像圧縮方式を採用し、毎
秒30フレーム（FULL D1サイズ）のスムーズな動画を配信できます。

音声の配信に対応
プラグインパワー方式（5V DC）のマイク入力端子（ミニジャック、モノラル）
とライン入力端子（ミニジャック、モノラル×2）を装備しており、市販のマイ
クやラインアンプを接続することで音声の配信をすることができます。

外部スピーカーを接続可能
ライン出力端子（ミニジャック、モノラル×2）を装備しています。市販のアン
プ内蔵スピーカーを接続すれば、ネットワークを経由してスピーカーから音
声を出力できます。

制御可能なカメラ
次のソニー製ビデオカメラを接続すればネットワークを経由して制御できま
す。

BRC-300、EVI-D100、EVI-D70、SSC-DC690/590シリーズ

ダイナミックマスキング機能
接続したカメラ毎に配信する映像の任意の2箇所をマスキングして隠す事がで
きます。このマスキングはカメラのPTZ動作に合わせて拡大、縮小、移動す
ることで常に同じ箇所をマスキングできます。
（ただし、ソニー製の制御可能なカメラのみ対応。）

本機内部のメモリーや市販のUSBフラッシュメモリーなどへの画像記録
外部センサー入力、内蔵の動体検知機能およびマニュアルトリガーボタンと
連動して、その時点またはその前後の連続静止画を、本機内部のメモリー（約

32MB）や市販のUSBフラッシュメモリーなどへ記録することができます。
また、静止画像を定期的に記録することもできます。

Eメールや、FTPサーバーを使った画像配信
外部センサー入力、内蔵の動体検知機能およびマニュアルトリガーボタンと
連動して、その時点のカメラの静止画像をEメールに添付して送ったり、そ
の時点またはその前後の連続静止画をFTPサーバーに送信できます。また、
静止画像を定期的に送信することもできます。
さらに、コンピューターのFTPクライアントソフトウェアを使うと、本機内
部のメモリーや、市販のUSBフラッシュメモリー内の静止画像を検索、受信
することができます。

分解や改造をしない
分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることがあ
ります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務製品ご
相談窓口にご依頼ください。

指定された電源ケーブルを使う
設置説明書に記されている電源ケーブルを使わないと、火災や
故障の原因となることがあります。

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない
変形したり、故障したりするだけでなく、レンズの特性により
火災の原因となることがあります。特に、窓際に置くときなど
はご注意ください。

水にぬれる場所で使用しない
水ぬれすると、漏電による感電、発火の原因となることがあり
ます。

指定された電源電圧で使用する
指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の
原因となります。

製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける
強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などにより、け
がの原因となります。

機器や部品の取り付けは正しく行う
機器や部品の取り付け方や、本機の分離・合体の方法を誤ると、
本機や部品が落下して、けがの原因となることがあります。
設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行ってくだ
さい。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機が接続されている
電源供給機器の電源コードやDC電源ケーブル、本機の接続
ケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご
相談窓口にご相談ください。

通気孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる
ことがあります。風通しをよくするために次の項目をお守りく
ださい。
• 壁から10cm以上離して設置する。
• 密閉された狭い場所に押し込めない。
• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）の上に設置しない。
• 布などで包まない。
• あお向けや横倒し、逆さまにしない。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり
周辺の物品に損害を与えたりすることがあり
ます。ビデオネットワークステーション

3-992-284-03 (1) プリセットポジション、ツアー機能
接続したカメラごとに16個のプリセットポジション（パン、チルト、ズー
ム位置）を記憶することができます。また、5個のツアー動作（自動パン、
チルト、ズーム動作をプログラム）することができます。
記憶したプリセットポジションは、外部センサー入力や内蔵の動体検知
機能と連動して動作させることができます。

アラーム出力機能

4系統のアラーム出力を装備しており、外部センサー入力や内蔵の動体検
知機能、マニュアルトリガーボタン、Day/Night機能または時刻と連動
して周辺デバイスをコントロールできます。

トランスペアレンシータイプRS-232C、RS-422A/RS-485インター
フェース装備

RS-232CまたはRS-422A/RS-485インターフェースを介して周辺機器
と接続することにより、コンピューターからネットワーク経由で周辺機
器のコントロールおよびデータ受信ができます。

• 本機を使用することにより、インターネットを通じて容易にカメ
ラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネッ
トワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等さ
れる可能性があります。ネットワークの設定およびご利用につい
ては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様
の責任で行ってください。

• 本機へのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを設定す
ることにより行われます。それ以上の本機による認証作業は行わ
れません。

使用上のご注意

使用・保管場所について

次のような場所での使用および保管は避けてください。故障の原因とな
ります。
• 極端に暑いところや寒いところ（使用温度は-10 ℃～＋40 ℃）
• 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く
• 強い磁気を発するものの近く
• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
• 強い振動や衝撃のあるところ
• 湿気、ほこりの多いところ

放熱について

通風孔をふさいだり、2台以上積み上げて設置しないでください。また、
動作中は布などで包まないで下さい。内部の温度が上がり、故障や事故
の原因となります。

輸送について

輸送するときは、付属のカートンとクッション、または同等品で梱包
し、強い衝撃を与えないようにしてください。

お手入れについて
• 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。汚
れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れを拭き
取ったあと、からぶきしてください。

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかける
と、表面の仕上げをいためたり、表示が消えたりすることがあります。

2台以上積み上げない
ラックを使用せずに2台以上積み上げると、機器が落下してけ
がの原因となることがあります。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所
には設置しない

上記のような場所やこの設置説明書に記されている使用条件
以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがあり
ます。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ち
たりして、けがの原因となることがあります。
また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。



主な仕様

電源電圧 DC 12V
消費電流 最大1.5 A
消費電力 最大18 W
使用温度 －10℃～40℃
保存温度 －20℃～60℃
動作湿度 20～80 %
保存湿度 20～95 %
外形寸法（幅/奥行き/高さ）

210×202×42 ｍｍ 突起部含まず
質量 約1.2kg
付属品 ACアダプター(1)

電源ケーブル(1)
CD-ROM（セットアッププログラム、ユーザーガイド）（1）
I/O用コネクターハウジング （2）
保証書（冊子）（1）
保証シート（1）
設置説明書（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

定期交換部品について
本機で使用されている部品の中には有寿命部品として定期交換が必
要なもの（電解コンデンサーなど）があります。
使用環境や条件により部品の寿命は異なりますので、長期間ご使用
される場合は定期点検をお勧めします。

◆ 詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基
準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用
すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者
が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け
取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
さい。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談窓口にご相談く
ださい。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書
をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させてい
ただきます。

各部の名称と働き

前面 A

1 POWER (パワー)インジケーター（緑）
本機に電源が供給されるとインジケーターが点灯します。
メニューの設定について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている
ユーザーガイドをご覧ください。

2 NETWORK（ネットワーク）インジケーター（オレンジ/緑）
ネットワークが10BASE-Tで接続されているときはオレンジ色で点滅
します。

100BASE-TXで接続されているときは緑色で点滅します。
ネットワークが接続されていないときは消えています。

後面 B

3 USB端子
市販のUSBフラッシュメモリーなどを装着することができます。
USBハードディスクを接続する場合は、USBハードディスクの電源を
外部より供給できるタイプのものをお使いください。

ご注意

USBポートより電源を供給するタイプのUSBハードディスクは使用できま
せん。また、FATファイルフォーマットでフォーマットされている必要が
あります。

4 RS-232C端子（D-sub 9ピン）
カメラのVISCA RS-232C端子と接続します。

5 I/O（入出力）ポート
RS-422A/RS-485ポート、4系統のセンサー入力、4系統のアラーム
出力を備えています。

1 2

1 12

13 24

RS-232C
I/O

SEE INSTRUCTION MANUAL CLASS 2 WIRING DC 12V

1 2 3 4

543 76

08 9 qa qs qfqd

付属の説明書について

CD-ROMマニュアルの使いかた

付属のCD-ROMには、本機のユーザーガイド（日本語、英語、フランス
語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語）がPDF形式で記録され
ています。

準備

付属のCD-ROMに収録されているユーザーガイドを使用するためには、
以下のソフトウェアがコンピューターにインストールされている必要が
あります。

Adobe Reader 6.0以上
Adobe Readerがインストールされていない場合は、次のURLからダ
ウンロードできます。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

マニュアルを読むには

1 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。
表紙ページが自動的にWebブラウザで表示されます。
Webブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROMに入って
いるindex.htm ファイルをダブルクリックしてください。

2 「Japanese」をダブルクリックする。
アプリケーションが起動し、ユーザーガイドの表紙が画面に表示さ
れます。
「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのページが表示され
ます。

ご注意

・Adobe Readerのバージョンによってファイルが正しく表示されな
いことがあります。
・「準備」の項のURLより最新のソフトウェアをダウンロードしてお使
いください。
・CD-ROMが破損または紛失したため、新しいCD-ROMをご希望の
場合は、ソニーのサービス担当者にご依頼ください（有料）。

A

B

ピン配列

ピン番号 ピン名称 ピン番号  ピン名称

1 センサー入力1+ 13 アラーム出力1+

2 センサー入力1– 14 アラーム出力1–

3 センサー入力2+ 15 アラーム出力2+

4 センサー入力2– 16 アラーム出力2–

5 センサー入力3+ 17 アラーム出力3+

6 センサー入力3– 18 アラーム出力3–

7 センサー入力4+ 19 アラーム出力4+

8 センサー入力4– 20 アラーム出力4–

9 VDD (+5V) 21 VDD (+5V)

10 アース (GND) 22 アース (GND)

11 +RXD (RS-422A/485) 23 +TXD (RS-422A/485)

12 –RXD (RS-422A/485) 24 –TXD (RS-422A/485)

6 t（映像入力）1～4端子（BNC型）
4台までのカメラからの映像をそれぞれコンポジット映像信号として入
力します。

◆ カメラの接続のしかたはカメラの取扱説明書をご覧ください。

7 U（アース）端子

筺体アースです。

8  （ネットワーク）ポート
ネットワークケーブル（UTP、カテゴリー5）を使用し、ネットワーク
（10BASE-T/100BASE-TX）のハブまたはコンピューターと接続します。

9  （ライン出力）端子（ミニジャック、モノラル2ch）
市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。

◆ 本機には次の仕様のスピーカーが接続できます。

タイプ：アクティブスピーカー

インピーダンス：入力インピーダンス4.7KΩ以上
プラグ：φ3.5mmミニプラグ

q; o（ライン入力）端子（ミニジャック、モノラル2ch）
オーディオ機器などの出力信号線を接続します。

qa m（マイク入力）端子（ミニジャック、モノラル）
市販のマイクを接続します。プラグインパワー方式（基準電圧5VDC）
に対応しています。

◆ 本機には次の仕様のマイクが接続できます。

タイプ：エレクトレットコンデンサーマイクロホン

プラグインパワー方式

プラグ：φ3.5mmミニプラグ

qs リセットスイッチ

先の細いもので、このスイッチを押しながら電源を入れると、工場出
荷時の設定に戻ります。

qd T（映像出力）1～4端子（BNC型）
映像入力1～4からのスルー出力です
◆ コンポジットビデオ入力端子を持つビデオモニター、VTRなどと接続します。

ご注意

T (映像出力)1～4端子（BNC型）にケーブルが接続されると、本機内では
ビデオの75Ω終端を自動的にOFFにします。そのため、接続先で75Ω終端
されない場合、映像が白っぽくなりますが、本機の異常ではありません。

T (映像出力)端子に接続する場合は、必ず接続先の機器で75Ω終端してく
ださい。

qf DC 12V（電源入力）端子
付属のACアダプターを接続します。


