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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。
このユーザーガイドには、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
あります。このユーザーガイド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。

SNT-V704
© 2005 Sony Corporation

安全のために
本機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。

警告表示の意味
このユーザーガイドおよび製品では、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。

安全のための注意事項を守る
5 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般およ
び設置の注意事項が記されています。

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。

定期点検を実施する
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、

行為を禁止する記号

お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談くだ
さい。

故障したら使用を中止する
すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご
連絡ください。

万一、異常が起きたら
･ 煙が出たら
･ 異常な音、においがしたら
･ 内部に水、異物が入ったら
･ 製品を落としたりキャビネットを破損したとき
は

m
a 電源コードおよび接続ケーブルを抜く。
b お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に連絡す
る。
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下記の注意を守らないと、 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。

分解や改造をしない

機器や部品の取り付けは正しく行う

分解や改造をすると、火災や感電、けがの

機器や部品の取り付け方や、本機の分離・

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
ソニーの業務用製品ご相談窓口にご依頼く

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。

ださい。

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。

指定された電源ケーブルを使う

内部に水や異物を入れない

設置説明書に記されている電源ケーブルを

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

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

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。

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

ると、火災や感電の原因となります。

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

製品の設置は充分な強度のある場所
に取り付ける

お確かめください。

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。

･ 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。それ以上のカメラによ
る認証作業は行われません。

注意

5

はじめに

（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
はじめに

特長

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

4 台のカメラの同時接続が可能

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

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

す。また、静止画像を定期的に記録することもできます。

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。

E メールや、FTP サーバーを使った画像配
信

Web ブラウザによるモニタリング

外部センサー入力、内蔵の動体検知機能およびマニュア

コンピューターの Web ブラウザを使って、接続している

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

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。

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。

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。

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。

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

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

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

ズ

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

プライバシーマスキング機能

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。

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。
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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

特長

使用上のご注意

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび
ユーザーガイドの内容の全部または一部を複写すること、
およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権

使用・保管場所について

法上禁止されております。

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。

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または

･ 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所

放熱について
動作中は布などで包まないでください。内部の温度が上
がり、故障や事故の原因となります。

はじめに

･ 極端に暑い所や寒い所
（使用温度は -10 ℃〜＋ 40 ℃ )

© 2005 Sony Corporation
第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責
任を負い兼ねます。
万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替え
いたします。それ以外の責はご容赦ください。
このソフトウェアの仕様は、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。
･ IPELA

および

は、ソニー株式会社

の商標です。
･ Microsoft、Windows、Internet Explorer および
MSDOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における登録商標です。

輸送について

･ Java は Sun Microsystems, Inc. の商標です。

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

･ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国および他の国

い。

･ Adobe、Acrobat および Adobe Reader は、Adobe

におけるインテルコーポレーションの登録商標です。
SystemsIncorporated（アドビシステムズ社）の商標で

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。

す。
その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各
開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中
で

®、 ™ マークは明記しておりません。

･ 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。

使用上のご注意
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このユーザーガイドの使
いかた
はじめに

このユーザーガイドは、ビデオネットワークステーショ
ン SNT-V704 をコンピューターから操作する方法を説明
しています。
このユーザーガイドは、コンピューターの画面上に表示
して読まれることを想定して書かれています。
ここではユーザーガイドをご活用いただくために知って
おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に
お読みください。

関連ページへのジャンプ
コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連
ページが表示されている部分をクリックすると、その説
明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索
できます。

ソフトウェアの画面例について
このユーザーガイドに記載されているソフトウェアの画
面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な
ることがありますので、ご了承ください。

ユーザーガイドのプリントアウトについて
このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシス
テムによっては、画面やイラストの細部までを完全に再
現できないことがありますが、ご了承ください。

設置説明書（印刷物）について
付属の設置説明書には、本機の各部の名称や基本的な設
置・接続のしかたが記載されています。操作の前に必ず
お読みください。

8

このユーザーガイドの使いかた

準備
SNT-V704( 裏面 )

この章では、本機の接続と、映像をモニターする前に管
理者が行う準備について説明しています。

1

12
1

RS-232C

2

3

4

I/O
13

24

SEE INSTRUCTION MANUAL CLASS 2 WIRING DC 12V

75Ω 同軸ケーブル

準備

カメラを接続する
制御可能なカメラ
本機では次のカメラ、または次のプロトコルを使用した
カメラを制御することができます。
■ SONY 製のカメラ
BRC-300
EVI-D100
EVI-D70
SSC-DC590/DC690

Bosch Dome Control Code Protocol (Bi-phase)
BBV RS422 Telemetry Control Protocol (RS-485
StarCard)
American Dynamics RS-422 Protocol
GE Digiplex Protocol
Honeywell VCL Protocol

VISCA ケーブル

VISCA ケーブル

■他社製のカメラまたはプロトコル
Pelco-D (Spectra III)

BRC-300( 裏面 )

BRC-300( 裏面 )

VISCA ケーブル

BRC-300( 裏面 )

VISCA ケーブル

接続するカメラごとに設定が必要となります。詳細につ
いては、「カメラを設定する」
（32 ページ）をご覧くださ
い。

BRC-300、EVI-D100、EVI-D70 との
接続
本機にはカメラを同時に 4 台まで接続することができま
す。

1

本機のt1 〜 4 端子と各カメラの映像出力端子を接続
する。
BRC-300( 裏面 )

ご注意

カメラを接続するときは t 端子の 1 から順に接続
してください。
番号を飛ばして接続すると正常に動作しない場合が
あります。

2

本機の VISCA RS-232C 端子と各カメラの VISCA RS232C 端子を接続する。
カメラ接続についてはカメラの取扱説明書もあわせ
てご覧ください。

カメラを接続する

9

SSC-DC690 との接続
本機にはカメラを同時に 4 台まで接続することができま

SSC-DC690( 裏面 )

す。
SEE INSTRUCTION MANUAL

1

MODE

本機の t1 〜 4 端子とカメラのそれぞれの映像出力端
子を接続する。

A

1,2,4 番

MONITOR OUT

VIDEO OUT

B

VS IN

準備

SEE INSTRUCTION MANUAL
MODE
A

SNT-V704

SSC-DC690

11 番（+）/23 番（+）

1 番（+）

12 番（−）/24 番（−）

2 番（−）

22 番（アース）

4 番（COM）

I/O ポートのピン配列と配線については、「I/O ポー
トのピン配列と使いかた」(72 ページ ) をご覧くださ
い。

1,2,4 番

DC IN/VS IN
B VIDEO OUT

A

MONITOR OUT

VIDEO OUT

B

VS IN

I/O
1
2
3
4
5
6
7

1,2,4 番

DC
12V

MENU LOCK
OFF

ON

SSC-DC690( 裏面 )

SEE INSTRUCTION MANUAL
MODE
A

1,2,4 番

DC IN/VS IN
B VIDEO OUT

A

MONITOR OUT

VIDEO OUT

B

VS IN

I/O
1
2
3
4
5
6
7

DC
12V

MENU LOCK

1,2,4 番

SSC-DC690 の ADDRESS スイッチでアドレスを設定

OFF

ON

SSC-DC690( 裏面 )

する。
t 1 端子に接続した場合 : アドレスを「1」に
t 2 端子に接続した場合 : アドレスを「2」に
t 3 端子に接続した場合 : アドレスを「3」に

ON

SSC-DC690( 裏面 )

番号を飛ばして接続すると正常に動作しない場合が
あります。
本機の I/O ポートと、各 SSC-DC690 の I/O ポートのピ
ンを次のように接続する。

DC
12V

MENU LOCK
OFF

カメラを接続するときは t 端子の 1 から順に接続
してください。

3

A

I/O
1
2
3
4
5
6
7

ご注意

2

DC IN/VS IN
B VIDEO OUT

SEE INSTRUCTION MANUAL
MODE
A

1,2,4 番

t 4 端子に接続した場合 : アドレスを「4」に

DC IN/VS IN
B VIDEO OUT

A

MONITOR OUT

VIDEO OUT

B

VS IN

I/O
1
2
3
4
5
6
7

DC
12V

MENU LOCK

1,2,4 番

OFF

ON

カメラ接続についてはカメラの取扱説明書もあわせ
てご覧ください。

75Ω 同軸ケーブル

1

12
1

RS-232C

2

3

4

I/O
13

24

SEE INSTRUCTION MANUAL CLASS 2 WIRING DC 12V

10,11,12 番
SNT-V704( 裏面 )

10

カメラを接続する

コンピューターまたは
ネットワークに接続する
コンピューターへの接続には市販のネットワークケーブ
ル（クロスケーブル）をご用意ください。

本機をコンピューターに接続する
市販のネットワークケーブル（クロスケーブル）を使っ
て、本機の （ネットワーク）ポートとコンピューター
のネットワークコネクターを接続する。

ネットワークへ接続するときは、市販のネットワーク
ケーブル（ストレートケーブル）をご用意ください。

SNT-V704( 後面 )

1

12

準備

1

RS-232C

I/O

必要なシステム構成

13

24

SEE INSTRUCTION

プロセッサー
Intel Pentium 4、2 GHz 以上
(Pentium 4、3 GHz 以上を推奨 )

市販のネットワーク
ケーブル ( クロス )

RAM
256 MB 以上 (512MB 以上を推奨）
OS
Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista

ネットワークコネクター

Web ブラウザ
Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5、Ver. 6.0 または
Ver. 7.0
JAVA
Java Runtime Environment バージョン 4.0 以降
次の URL からダウンロードできます。
http://java.com

コンピューター

コンピューターまたはネットワークに接続する

11

本機をネットワークに接続する
市販のネットワークケーブル（ストレートケーブル）を
使って、本機の （ネットワーク）ポートとネットワー
クのハブを接続する。

電源を接続する
付属の AC アダプターと電源コードを図のように接続し
てください。

SNT-V704( 後面 )
1

12
1

1

12

2

3

4

/O
1

準備

RS-232C

I/O

13

24

SEE INSTRUCTION MANUAL CLASS 2 WIRING DC 12V
13

24

SEE INSTRUCTION

DC IN 12V
市販のネットワーク
ケーブル ( ストレート )
付属の AC アダプター
壁のコンセントへ
10BASE-T/
100BASE-TX

ハブ

ネットワーク

12

電源を接続する

付属の電源コード

2

本機に IP アドレスを割り
当てる

3

本機をネットワークを介して接続するためには、本機に
新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。

[ 開く ] をクリックする。
ご注意

IP アドレスを割り当てる方法には、次の 2 通りがありま
す。

「ファイルのダウンロード」ダイアログで [ 保存 ] を
クリックすると、正常にインストールできません。

･ 付属の CD-ROM に収録されているセットアッププログ
ラムを使う ( 右記 )

ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度
Setup アイコンをクリックしてください。

4

ここでは、付属のセットアッププログラムを使って IP ア

準備

･ ARP (Address Resolution Protocol) コマンドを使う（68
ページ）

IP Setup Program の Setup アイコンをクリックする。
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま
す。

画面に表示されるウィザードに従って「IP Setup
Program」をインストールする。
使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ
い。

ドレスを割り当て、ネットワーク設定をする方法を説明
します。
操作の前に、「コンピューターまたはネットワークに接続
する」（11 ページ）をご覧になって、カメラをネットワー
クに接続してください。

5

割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理
者にご相談ください。

IP Setup Program を起動する。
Network タブが表示され、IP Setup Program がロー
カルネットワーク上に接続されているビデオネット
ワークステーション SNT-V704 を検出してリスト表
示します。

ご注意
･ お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使
用している場合、セットアッププログラムが正しく動作
しないことがあります。このような場合は、該当のソフ
トウェアを無効にするか、または「ARP コマンドを
使って本機に IP アドレスを割り当てる」(68 ページ ) な
どの別の方法で IP アドレスを割り当ててください。
･ Windows XP の Service Pack 2 をご利用の場合は、
「Windows ファイアウォール機能」を [ 無効 ] にしない
と IP Setup Program が正常に動作しません。
次の手順で「Windows ファイアウォール機能」を
[ 無効 ] にしてください。
1

[ コントロールパネル ] から [Windows ファイア
ウォール ] を開く。
（カテゴリ表示の場合は [ セキュリティセンター ] の
中にあります。）

2

[ 無効 ] を選択し、[OK] をクリックする。

セットアッププログラムを使ってカ
メラに IP アドレスを設定する

1

6

リストからSNT-V704のIPアドレスをクリックして選
択する。

付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライ
ブに入れる。
しばらくすると、画面に CD-ROM の内容が表示され
ます。

本機に IP アドレスを割り当てる

13

選択された SNT-V704 のネットワーク設定状況が画

ご注意

面に表示されます。

7

本機では Third DNS server address、Fourth DNS
server address 欄は入力しても無効です。

IP アドレスを設定する。
IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得す
るときは
［Obtain an IP address automatically］を選択します。

9

HTTP ポート番号を設定する。

通常は、HTTP port No. の［80］を選択します。
準備

［80］以外のポート番号に設定するときは、テキスト
ボックスを選択し、ポート番号 1024 〜 65535 を入力
IP address（IP アドレス）、Subnet mask（サブネッ
トマスク）
、Default gateway（デフォルトゲート
ウェイ）が自動的に割り当てられます。

します。

10 [Administrator name] と [Administrator password] 欄
に管理者の名前とパスワードを入力する。

固定 IP アドレスを設定するときは
［Use the following IP address］を選択し、IP
address、Subnet mask、Default gateway 欄にそれぞ
れの値を入力します。

工場出荷時は、両方とも「admin」に設定されていま
す。
ご注意
ここでは、管理者の名前とパスワードの変更はでき
ません。

ご注意
[Obtain an IP address automatically] を選択する場合
は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動してい
ることを確認してください。

8

DNS サーバーアドレスを設定する。
DNS サーバーアドレスを自動取得するには
［Obtain DNS server address automatically］を選択
します。

DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは
［Use the following DNS server address］を選択して
から、Primary DNS server address および
Secondary DNS server address 欄に DNS サーバーア
ドレスを入力します。

14

本機に IP アドレスを割り当てる

変更のしかたは、「ユーザー設定をする − User 設定
ページ」（42 ページ）をご覧ください。

11 正しく入力されていることを確認してから［OK］を
クリックする。

「Setting OK」が表示されれば、IP アドレスの設定は
終了です。

12 直接本機にアクセスするには、リスト上の SNT-V704
をダブルクリックする。

Web ブラウザにウェルカムページが表示されます。

Web ブラウザからカメラ
にアクセスする
本機に IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラウ
ザからカメラにアクセスできることを確認します。
Web ブラウザには、Internet Explorer をお使いください。

1

準備

コンピューターで Web ブラウザを起動し、本機の IP
アドレスをアドレス欄に入力する。

ウェルカムページが表示されます。

ご注意
IP アドレスが正しく設定されていないと、手順 12 の操作
をしてもウェルカムページが表示されません。この場合
は IP アドレスの設定をやり直してみてください。

2

ActiveX viewer をクリックする。
メインビューアーページが表示され、カメラのモニ
ター画像が画面に表示されます。

メインビューアーが正しく表示されればカメラにア
クセスできることの確認は完了です。

Web ブラウザからカメラにアクセスする

15

初めて本機メインビューアーを表示すると
きは

コンピューターでウイルス対策ソフトウェ
アなどをお使いの場合

[Enter] ボタンをクリックすると「セキュリティ警告」が
表示されます。［インストールする］をクリックすると、

･ コンピューターでウイルス対策ソフトウェア、セキュリ
ティソフトウェア、パーソナルファイアーウォール、

ActiveX コントロールがインストールされ、メイン
ビューアーが表示されます。

ポップアップブロッカーなどをお使いの場合、画像表示
のフレームレートが低下するなど、カメラのパフォーマ
ンスが低下する場合があります。
･ 本機にアクセスしたときに表示される Web ページは

準備

JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピュー
ターで上記のウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの
場合には、Web ページが正しく表示されない場合があ
ります。

ご注意
･ Internet Explorer のローカルエリアネットワーク
（LAN）の設定を自動構成にすると、画像が表示されな
い場合があります。この場合は自動構成を使用不可にし
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ
シサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご
相談ください。
･ Windows 2000、Windows XP または Windows Vista を
お使いの場合は、ActiveX viewer のインストール時は
「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必
要があります。
補足
本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示
文字サイズ [ 中 ] で最適に表示されます。

ウェルカムページやメインビューアーペー
ジを正しく表示させるには
ウェルカムページやメインビューアーページを正しく動
作させるためには、以下の手順で Internet Explorer のセ
キュリティレベルを［中］以下に設定してください。

1

Internet Explorer のメニューバーから［ツール］―
［インターネットオプション］―［セキュリティ］タ
ブの順に選択する。

2

[ インターネット ] アイコン（本機をインターネット環
境で使用しているとき）
、または［イントラネット］
アイコン（本機をイントラネット環境で使用してい
るとき）をクリックする。

3

レベルバーを操作して［中］以下にする。
（レベル
バーが表示されていない場合は、
［既定のレベル］ボ
タンをクリックしてからレベルバーを操作してくだ
さい。
）

16

Web ブラウザからカメラにアクセスする

本機の操作
この章では、本機に接続したカメラの画像を Web ブラウ
ザを使ってモニターする方法を説明しています。

1
2

るとき）をクリックする。

3

ユーザーとしてログインする

1

コンピュ−ターで Web ブラウザを起動し、本機の IP
アドレスを IP アドレス欄に記入する。

「Video Network Station SNT-V704」のウェルカム
ページが表示されます。

レベルバーを操作して［中］以下にする。
（レベル
バーが表示されていない場合は、
［既定］ボタンをク
リックしてからレベルバーを操作してください。
）

コンピューターでウイルス対策ソフトウェ
アをお使いの場合
本機の操作

−ウェルカムページ

[ インターネット ] アイコン（本機をインターネット環
境で使用しているとき）
、または［イントラネット］
アイコン（本機をイントラネット環境で使用してい

本機の設定については、「本機の設定」（27 ページ）をご
覧ください。

ホームページへログイン
する

Internet Explorer のメニューバーから［ツール］―
［インターネットオプション］―［セキュリティ］タ
ブの順に選択する。

･ コンピューターでウイルス対策ソフトウェアをお使いの
場合、画像表示のフレームレートが低下するなど、本機
のパフォーマンスが低下する場合があります。
･ 本機にアクセスしたときに表示される Web ページには
Java スクリプトを使用しています。ご使用になるコン
ピューターでウィルス対策ソフトウェアをお使いの場合
には、ページが正しく表示されない場合があります。

管理者（Administrator）としてロ
グインする
管理者としてログインすると、本機のすべての設定を行
うことができます。管理者は、ユーザーアクセス数に関
係なく、いつでもログインできます。

1

ウェルカムページの [Administrator] をクリックする。
ログインページが表示されます。

2

ビューアーを選択する。
［Java applet viewer］または［ActiveX viewer］か
ら、システム環境や使用目的に応じたビューアーを
クリックして選びます。
詳しくは、「ビューアーについて」（18 ページ）をご
覧ください。
ビューアーを選択すると、メインビューアーページ
が表示されます（19 ページ）。

2

管理者用のユーザー名とパスワードを入力し、[OK]
をクリックする。
管理者用のユーザー名とパスワードは、工場出荷時
には「admin」が設定されています。ユーザー名とパ
スワードは、管理者設定メニューの User 設定ページ
で変更できます（42 ページ）。

ご注意
ウェルカムページを正しく動作させるためには、以下の
手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを［中］
以下に設定してください。

ホームページへログインする −ウェルカムページ

17

管理者用のウェルカムページに切り換わります。

ビューアーについて
本機では、次の 2 つのビューアーが選択できます。両方
とも、Internet Explorer ブラウザでの動作が可能です。

Java applet viewer
Java を利用してメインビューアーページを表示します。
ご注意
･［Video mode］（38 ページ）を［JPEG］に設定し映像を
表示している場合、他の接続者が［Video mode］を

3
本機の操作

ビューアーを選択する。
［Java applet viewer］または［ActiveX viewer］か
らシステム環境や使用目的に応じたビューアーをク
リックして選びます。
詳しくは、
「ビューアーについて」（18 ページ）をご
覧ください。
ビューアーを選択すると、メインビューアーページ
が表示されます（19 ページ）。

管理者用ウェルカムページの他の機能
Setting
ここをクリックすると管理者設定メニュー（27 ページ）
が表示されます。

［MPEG4］に変更すると映像が表示されなくなります。
･ フレームレートは ActiveX viewer に比べると低くなり
ます。
･ 音声の機能は使用できません。
･ 正常に動作しない場合は、以下のようにして Java をイ
ンストールするか、有効にしてください。
Inertnet Explorer のメニューバー から、[ ツール ] −
［インターネットオプション ...］―[ 詳細設定 ] タブの順
に選択し、[Java JIT コンパイラの使用 ( 再起動が必要 )]
にチェックします。その後、Inertnet Explorer を再起
動します。
･ [JAVA JIT] コンパイラの使用（再起動が必要）] が表示
されない場合は、以下のバージョンの [SUN JAVA] を
ダウンロードし、インストールしてください。
Java: Java Runtime Environment バージョン 4.0 以降
次の URL からダウンロードできます。
http://java.com

Home

ActiveX viewer

ここをクリックすると通常のウェルカムページに戻りま
す。

ActiveX を使用してメインビューアーページを表示しま
す。
このビューアーを選択すると、高フレームレートの表示
が可能です。
初めて Internet Explorer を使って本機にログインすると、
「セキュリティ警告」が表示されます。
「はい」をクリッ
クして ActiveX Control をインストールしてください。
ご注意
･ Internet Explorer のローカルエリアネットワーク
（LAN）の設定を自動設定にすると、画像が表示されな
い場合があります。この場合は自動設定を使用不可にし
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ
シサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご
相談ください。
･ ActiveX viewer のインストール時は「管理者権限」で
コンピューターにログインしておく必要があります。
･ ビューアーが表示されている PC で他のソフトウェアー
を同時に動作させると PC の CPU 負荷が高くなるため、
ビューアーの画像が停止する場合があります。この場合
は、Internet Explorer の更新アイコンをクリックして
ください。引き続き正常な画像が表示されます。
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ホームページへログインする −ウェルカムページ

メインビューアーページ
の構成

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに

ビューアーを選択すると、メインビューアーページが表
示されます。

保存します。（
「モニター画像をキャプチャーする」26
ページ）

Capture

ここでは、メインビューアーページの各部の名前と機能
を説明します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明
ページをご覧ください。

Trigger
メインビューアーページ

画像操作部にトリガー操作部を表示します。
トリガーボタンをクリックすると、マニュアルでアプリ
ケーションを操作できます。（
「マニュアルでアプリケー
本機の操作

ションを操作する」25 ページ）
この操作には、ユーザーアクセス権「Level 3 〜 4」が必
要です。

Setting
管理者設定メニューページを表示します。（
「管理者設定
メニューページの構成」27 ページ）
この操作には、ユーザーアクセス権「Level 4」が必要で
す。
メニュー操作部

画像表示部
画像操作部

ズームバー

Home

メニュー操作部

ウェルカムページを表示します。

ユーザーアクセス権により 、操作できる機能が限定され
ます。ユーザーアクセス権は User 設定ページ（42 ペー
ジ）で変更できます。

Sound
コンピューターの音声を一時的に消すことができます。

Control
画像操作部にカメラ操作部を表示します。（
「画像操作部
からカメラを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVI-D70、
他社製カメラのみ）」22 ページ）

ご注意
［Java applet viewer］では音声機能が使用できないため、
Sound アイコンは表示されません。

また、パン、チルト、ズーム操作ができるカメラを接続
している場合、画像表示部からカメラのパン、チルト、
ズーム操作ができるようになります。（
「画像上からパン、
チルト、ズームを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVID70 を VISCA ケーブルで接続している場合のみ）」24
ページ）
この操作にはユーザーアクセス権「Level 2 〜 4」が必要
です。

メインビューアーページの構成
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画像操作部

画像表示部
画像選択部

カメラ操作部

本機の操作

トリガー操作部

画像選択部
複数のカメラをつないでいるとき、モニターする画像を
選択します。（
「モニター画像を選択する」（21 ページ））

カメラ操作部
メニュー操作部の Control ボタンをクリックすると表示さ
れます。カメラを操作できます。（
「画像操作部からカメ
ラを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVI-D70、他社製
カメラのみ）
」22 ページ）

トリガー操作部
メニュー操作部の Trigger ボタンをクリックすると表示
されます。トリガーを出力します。（
「マニュアルでアプ
リケーションを操作する」25 ページ）
ご注意
･ カメラ操作部とトリガー操作部は、接続されているカメ
ラにより、表示される内容が異なります。カメラが対応
している機能のみ表示されます。
･ 画像操作部が正常に動作しない場合は、Java をインス
トールするか、または有効にしてください。詳しくは

選んだチャンネルの画像を表示します。
メニュー操作部の Control ボタンをクリックするとカメラ
のパン、チルト、ズームを操作できます。（
「画像上から
パン、チルト、ズームを操作する （BRC-300、EVI-D100、
EVI-D70 を VISCA ケーブルで接続している場合のみ）
」
24 ページ）
ご注意
･ 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
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。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。
･ 本機は映像信号を 720 × 480（NTSC）/ 720 × 576
（PAL）のサイズで取り込んでいますが、カメラによっ
ては、カメラから出力される映像信号が 720 × 480
（NTSC）/ 720 × 576（PAL）より小さい場合がありま
す。その場合、画像表示部の映像の周囲が黒く表示され
ます。
このとき、画像上でパン・チルト・ズーム操作をする場
合は、この黒い部分も操作範囲に入ります。（
「画像上か
らパン、チルト、ズームを操作する（BRC-300、EVID100、EVI-D70 を VISCA ケーブルで接続している場合
のみ）」24 ページ）

ズームバー

「Java applet viewer」（18 ページ）をご覧ください。

メニュー操作部の Control ボタンをクリックすると表示さ
れます。カメラのズーム（光学）を操作できます。
（
「ズームバーを使ってズームを操作する」24 ページ）
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メインビューアーページの構成

3 Tour を選ぶと設定したツアー動作に合わせて画像を

モニター画像を選択する

表示します。ツアー動作の設定は 45 ページをご覧
ください。

メインビューアーページの画像操作部からモニター画像

フレームレートを選択する (JPEG 選択時
のみ）

を操作できます。

［Frame rate］リストボックスをクリックして画像を配信
するフレームレートを選択します。
選択可能なフレームレートは、［1］、
［2］
、［3］、
［4］
、
［5］、
［6］
、［8］、
［10］
、［15］
、［20］
、［25］
、［Fastest］で
す。数字は FPS （１秒間に配信されるフレーム数）を
示します。

1 上段の 1 〜 4 の数字ボタンでチャンネルを選ぶと、選
んだチャンネルの画像を表示します。

本機の操作

モニター画像を選択する

[Fastest］を選択すると、接続されている回線に可能な最
高速度（最大 30 FPS）で配信されます。
ご注意
･ モニター画像を [Quad] に設定している場合と、カメラ
の映像出力フォーマットを「Video mode」（38 ページ）
で [MPEG4] に設定している場合は、[Frame rate] リス
トボックスが表示されません。
･ 選択されたフレームレートは配信されるフレームの最大

2005-05-17 Thu 11:57:28

CH1

値を示します。
ご使用のコンピューターや、接続されているネットワー
ク環境、カメラの設定（画像サイズ、画質選択）により
実際のフレームレートは異なります。

画像表示サイズを選択する
［View size］リストボックスをクリックして、［Auto］、
［720 × 480］
、［640 × 480］、
［320 × 240］の 4 種類から
画像表示サイズを選択します。
［Auto］を選択すると、Video 設定ページの Image size
（37 ページ）で選択した画像サイズで表示されます。

2 QUAD を選ぶと画面を 4 分割し、4 つのチャンネルの
画像を同時に表示することができます。

ご注意
･ モニター画像を [Quad] に設定している場合、[View
size] リストボックスが表示されません。
･ Video 設定ページの [Image size]（37 ページ）で選択し

2005-05-17 Thu 11:57:28

CH1

CH2

た画像サイズよりも大きなサイズを選択した場合、画像
は拡大して表示されるだけで、解像度が上がるわけでは
ありません。
･ 画像サイズの縦横比は保たれたまま拡大／縮小されま
す。そのため、選択した画像表示サイズより小さく表示

CH3

CH4

される場合があります。

モニター画像を選択する
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画像操作部からカメラを
操作する

8 方向矢印ボタンを使ったパン、チルト操
作

（BRC-300、EVI-D100、
EVI-D70、他社製カメラのみ）
メインビューアーページの画像操作部からカメラを操作
できます。
ユーザーアクセス権「Level 2 〜 4」が必要です（42 ペー
ジ）。
メニュー操作部の

Control ボタンをクリックするとカ

本機の操作

メラ操作部が表示されます。

現在表示されているモニター画像に対して、カメラを移
動したい方向の矢印ボタンをクリックします。カメラの
向きが移動して、モニター画像が表示されます。
矢印ボタンをクリックし続けると連続的にカメラの向き
が移動します。

画像操作部（カメラ操作部）

をクリックすると、工場出荷時のホーム位置にカメラ
が移動します。
ご注意
･ System 設定ページの Exclusive control mode（30 ペー
ジ）が [On] に設定されている場合は、 の代わりに操
作権限の残り時間が表示されます。
･ 8 方向矢印ボタンを使ったパン、チルト操作の動作モー
ドは、Camera 設定ページの Camera control mode
setting 部（35 ページ）で切り換えることができます。

操作するカメラを選択する
はじめに、画像選択部で 1 〜 4 ボタンを押し、操作した
いカメラ（BRC-300、EVI-D100 または EVI-D70 のみ）の
画像を選びます。QUAD を選んでいる場合は画像上から
操作できません。

設定を変更したときは、設定変更を画像操作部に反映さ
せるため、メニュー操作部の Control ボタンをクリック
してください。

タブレットを使ったパン、チルト操作

パン、チルトを操作する
8 方向の矢印ボタン、またはタブレットを使ってパン、チ
ルト操作ができます。

パン、チルトモードを切り換える
をクリックします。クリックするたびに 8 方向矢
印モードとタブレットモードが切り換わります。

PT MODE ボタンをクリックすると、8 方向矢印ボタンの
代わりにタブレットが表示されます。タブレットは表示
画像に対応しています。
タブレット上でマウスをクリックすると、クリックした
位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動しま
す。
さらにカメラの向きを移動させたいときは、タブレット
内でマウスをクリックし、移動したい方向にドラッグし
ます。カメラはドラッグした方向に移動します。マウス
を押し続けると連続的にカメラの向きが移動します。
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画像操作部からカメラを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVI-D70、他社製カメラのみ）

反映させるため、メニュー操作部の Control ボタンをク

ご注意
･ Video 設定ページの Area setting（37 ページ）で画像の
切り出しを行っている場合でも、タブレットは切り出し

リックしてください。
･ NEAR、FAR、ONE PUSH AF ボタンが表示されてい
ないときは、画像操作部の FOCUS ボタンをクリックし

を行っていない画像全体に対応しています。
･ System 設定ページの Exclusive control mode（30 ペー

てください。3 つのボタンが表示され、FOCUS ボタン
の表示は [PRESET] に変わります。

ジ）が [On] に設定されている場合は、タブレットの右
下部に操作権限の残り時間が表示されます。

プリセット位置にカメラを移動する
カメラのズームを操作する
クリックすると PRESET リストボックスが表示されま
クリックすると、ズームインします。

す。
ボタンの表示は [FOCUS] に変わります。
本機の操作

PRESET リストボックス
クリックすると、ズームアウトします。

リストボックスからプリセットポジション名を選択する
と、Preset position 設定ページ（44 ページ）で記憶させ
た位置にカメラを移動できます。

ご注意
TELE/WIDE ボタンを使ったズーム操作の動作モードは
Camera 設定ページの Camera control mode setting 部
（35 ページ）で切り換えることができます。設定を変更し
たときは、設定変更を画像操作部に反映させるため、メ
ニュー操作部の Control ボタンをクリックしてください。

カメラのフォーカスを合わせる
Camera 設定ページの Focus mode を［Auto］に設定する
と、自動でフォーカス調整されます。また、［Manual］に
設定すると、画像操作部からフォーカスをマニュアルで
調整したり、ワンプッシュでフォーカスを合わせること
ができます。

2 つのボタンをクリックしながら、マニュアルでフォーカ
スを調整します。

クリックすると、ワンプッシュでフォーカスを合わせる
ことができます。
ご注意
･ Camera 設定ページの Focus mode を変更したときは、
設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー操作
部の Control ボタンをクリックしてください。
･ NEAR/FAR ボタンを使ったマニュアルフォーカス操作
の動作モードは、Camera 設定ページの Camera control
mode setting 部（35 ページ）で切り換えることができ
ます。設定を変更したときは、設定変更を画像操作部に

画像操作部からカメラを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVI-D70、他社製カメラのみ）
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画像上からパン、チルト、
ズームを操作する
（BRC-300、EVI-D100、
EVI-D70 を VISCA ケーブル
で接続している場合のみ）
画像上でマウスを操作することによって、カメラのパン、
チルト、ズームを操作できます。また、画像下のズーム
バーを使ったズーム操作もできます。
本機の操作

ユーザーアクセス権「Level 2 〜４」が必要です（42 ペー
ジ）。
メニュー操作部の

Control ボタンをクリックすると操

ご注意
･ カメラ設定ページの Zoom mode で（33 ページ）で
[Full] を選択している場合、範囲を指定してズームイン
すると、光学ズームの TELE 端で、いったん、ズーム
イン動作が停止します。さらに電子ズームを使ってズー
ムインしたいときは、もう一度範囲を指定してくださ
い。
･ 範囲を指定してズームインすると、選択した範囲が画像
の中央から少しずれて表示される場合があります。この
ときは、中央に表示したい場所をクリックしてくださ
い。

マウスのセンターホイールを使って
ズームを操作する

作できるようになります。

ActiveX Viewer で画像を表示している場合は、マウスの
センターホイールを使って、ズーム操作を行うことがで

操作するカメラを選択する

きます。センターホイールを前方へ回すとズームインし、
手前へ回すとズームアウトします。

はじめに、画像選択部で上段の 1 〜 4 ボタンを押し、操
作したいカメラ（BRC-300、EVI-D100 または EVI-D70 の
み）の画像を選びます。下段の 1 〜 4 ボタンや QUAD を
選んでいる場合は画像上からの操作ができません。

画像をクリックしてパン、チルトを
操作する
画像上でマウスをクリックすると、クリックした位置が
画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。

ご注意
･ センターホイールのないマウスをお使いの場合、この機
能は使用できません。
･ ご使用のコンピューターの環境によっては、正しく動作
しない場合があります。

ズームバーを使ってズームを操作す
る
画像の下に表示されるズームバーを使ってカメラの光学
ズームを操作できます。

WIDE 端

拡大したい範囲を指定してパン、チ
ルト、ズームを操作する
画像上でマウスの左ボタンを押し続けて対角線方向にド
ラッグし、拡大したい部分を赤い枠で囲みます。枠で囲
まれた部分が画面中央に表示されるように、カメラの向
きが移動し、同時にズームインします。

24

TELE 端

をクリックすると TELE 端にズームインします。
をクリックすると WIDE 端にズームアウトします。
ズームバー上をクリックすると、クリックした位置に対
応した倍率にズームインまたはズームアウトします。
ご注意
カメラ設定ページの Zoom mode で [Full] を選択している
場合でも、ズームバーでは光学ズームの操作だけが可能
です。

画像上からパン、チルト、ズームを操作する （BRC-300、EVI-D100、EVI-D70 を VISCA ケーブルで接続している場合のみ）

マニュアルでアプリケー
ションを操作する
メインビューアーページの画像操作部から画像を送信し
たり、アラーム出力を制御するトリガーを出力できます。
ユーザーアクセス権「Level 3 〜 4」が必要です（42 ペー
ジ）。
メニュー操作部の
Trigger ボタンをクリックすると、
トリガー操作部が表示されます。

USB フラッシュメモリーまたは本機
の内部メモリーに静止画像を記録す
る
［Memory save］を選択し、
をクリックすると、その
瞬間の静止画像がキャプチャーされ、Image memory 設
定ページで設定したメモリーに静止画像が記録されます。
メモリーに静止画像を記録するには、あらかじめ、Image
memory 設定ページで [Enable] を選択し、動作モードを
[Manual] に設定しておく必要があります。
詳しくは、「メモリーに画像を記録する− Image memory
設定ページ」（56 ページ）をご覧ください。

画像操作部（トリガー操作部）

FTP サーバーに静止画像をファイル
転送する
［FTP send］を選択し、
をクリックすると、その瞬間
の静止画像がキャプチャーされ、FTP client 設定ページ
で設定した FTP サーバーに静止画像がファイル転送され
ます。
ファイル転送を行うには、あらかじめ、FTP client 設定
ページで [Enable] を選択し、動作モードを [Manual] に設
定しておく必要があります。
詳しくは、「FTP サーバーへ画像を送信する − FTP
client 設定ページ」（47 ページ）をご覧ください。

E メールに静止画像を添付して送信
する
［Mail send］を選択し、
をクリックすると、その瞬間
の静止画像がキャプチャーされ、SMTP 設定ページで設
定した E メールアドレスに静止画像を添付した E メール
が送信されます。
E メールを送信するには、あらかじめ、SMTP 設定ペー
ジで [Enable] を選択し、動作モードを［Manual］に設定
しておく必要があります。
詳しくは、「E メールに画像を添付して送る− SMTP 設定
ページ」（52 ページ）をご覧ください。

本機の操作

アラーム出力を制御する
［Alarm out 1］、
［Alarm out 2］[Alarm out 3] または
[Alarm out 4] を選択し、
をクリックすると、本機の I/
O ポートのアラ−ム出力 1 〜４をマニュアルで制御でき
ます。クリックするたびに、リレーの短絡と開放が切り
換わります。
アラーム出力を制御するには、あらかじめ Alarm out 設
定ページで選んだチャンネルの [Mode] を [Manual] に設定
しておく必要があります。
詳しくは、「アラーム出力を設定する− Alarm out 設定
ページ」（55 ページ）をご覧ください。
I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスへ接続する方法
は、「I/O ポートのピン配列と使いかた」（72 ページ）を
ご覧ください。

Day/Night モードを制御する
（EVI-D70、SSC-DC590/
DC690 のみ）
［Day/Night］を選択し、
をクリックすると、Day/
Night モードの切り換えをマニュアルで制御できます。ク
リックするたびに、Day モードと Night モードが切り換
わります。
Day/Night モードの切り換えを制御するには、あらかじ
め Camera 設定ページで Day/Night モードを［Manual］
に設定しておく必要があります。
詳しくは、「カメラを設定する − Camera 設定ページ」
（32 ページ）をご覧ください。

マニュアルでアプリケーションを操作する
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モニター画像をキャプ
チャーする
メニュー操作部の
Capture ボタンをクリックすると、
その瞬間の静止画像がキャプチャーされ、画像表示部に
静止画像が表示されます。

本機の操作

キャプチャーした画像を保存するには
マウスを右クリックすると、「画像の保存」ダイアログが
表示されます。ダイアログ上でファイル名を設定し、保
存先を指定してから保存します。JPEG 形式で保存されま
す。

26

モニター画像をキャプチャーする

本機の設定

Camera
Camera 設定ページを表示します。（
「カメラを設定する
− Camera 設定ページ」32 ページ）

この章では、管理者による本機の機能の設定のしかたを
説明します。

Overlay message

カメラの画像をモニターする方法は、「本機の操作」
（17
ページ）をご覧ください。

Overlay message 設定ページを表示します。（
「チャンネル
画面のメッセージを編集する − Overlay message 設定
ページ」36 ページ）

管理者設定メニューペー
ジの構成

Video

アクセス権「Level4」の管理者が、管理者用ウェルカム

Network

ページの［Setting］を選択したり、メインビューアー
ページのメニュー操作部の
Setting ボタンをクリック

Network 設定ページを表示します。
（「ネットワークを設

Video 設定ページを表示します。
（「映像の設定を行う −
Video 設定ページ」37 ページ）

定する− Network 設定ページ」39 ページ）

すると、管理者用の設定メニューページが表示されます。
User
本機の設定

User 設定ページを表示します。
（「ユーザー設定をする −
User 設定ページ」42 ページ）
Security
Security 設定ページを表示します。
（「セキュリティ設定を
する− Security 設定ページ」43 ページ）

Application メニュー
Preset position
Preset position 設定ページを表示します。（
「カメラの位置
や動作を記憶する− Preset position 設定ページ（BRC300、EVI-D100、EVI-D70 のみ）」44 ページ）
管理者設定メニューには、本機の基本設定を行う Basic メ
ニューと、それぞれのユーザーの使用状態に合わせてア
プリケーションを設定する Application メニューがありま
す。
各メニュー名をクリックすると、その設定ページが表示
されます。

Basic メニュー
System
System 設定ページを表示します。
（「システム設定をする
− System 設定ページ」29 ページ）
Sound
Sound 設定ページを表示します。（
「音声を設定する −
Sound 設定ページ」32 ページ）

FTP client
FTP client 設定ページを表示します。（
「FTP サーバーへ
画像を送信する − FTP client 設定ページ」47 ページ）
FTP server
FTP server 設定ページを表示します。
（「記録した画像を
ダウンロードする − FTP server 設定ページ」51 ページ）
SMTP
SMTP 設定ページを表示します。（
「E メールに画像を添
付して送る− SMTP 設定ページ」52 ページ）
Alarm out
Alarm out 1 〜４設定ページを表示します。（「アラーム出
力を設定する− Alarm out 設定ページ」55 ページ）

管理者設定メニューページの構成
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Image memory

設定ページ全般についてのご注意

Image memory 設定ページを表示します。（「メモリーに

･ 設定ページで、Welcome text や e-mail address など、

画像を記録する− Image memory 設定ページ」56 ページ）
Alarm buffer
Alarm buffer 設定ページを表示します。（「アラームバッ
ファを設定する− Alarm buﬀer 設定ページ」60 ページ）
Serial

･ 設定ページで設定を変更した場合は、10 秒以上経過し
てから本機の電源を切ってください。すぐに電源を切る
と、変更した設定内容が保存されない場合があります。
･ Area setting 設定ページや動体検知機能（Activity

Serial 設定ページを表示します。
（「シリアル接続機器と

detection）設定ページを表示すると、メインビュー
アーページに表示される画像サイズがしばらくの間変わ

データの送受信を行う − Serial 設定ページ」61 ページ）

る場合がありますが、異常ではありません。

Schedule
Schedule 設定ページを表示します。（
「スケジュールを設
定する− Schedule 設定ページ」62 ページ）
Activity detection
Activity detection 設定ページを表示します。（
「動体検知
本機の設定

機能を設定する− Activity detection 設定ページ」63 ペー
ジ）
Privacy masking
Privacy masking 設定ページを表示します。
（「マスキング
機能を設定する− Privacy masking 設定ページ」64 ペー
ジ）
Pop-up
Pop up 設定ページを表示します。
（「ポップアップ画面を
表示する − Pop-up 設定ページ」65 ページ）

各設定ページの共通ボタン
設定ページには、必要に応じて以下の共通ボタンが表示
されます。ボタンの機能は、どの設定ページでも同じで
す。

設定した内容を有効にするとき、クリックします。

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリッ
クします。
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コンピューターから入力する文字に、全角文字や半角カ
タカナは使用できません。

管理者設定メニューページの構成

システム設定をする
− System 設定ページ
管理者設定メニューの［System］をクリックすると、
System 設定ページが表示されます。
このページでは本機の基本設定を行います。

System setting 部

Title bar name
本機のタイトルバー名を入力します。
半角で 32 文字まで入力可能です。

Welcome text
本機のウェルカムページに表示する文を HTML 形式で入
力します。
半角で 1024 文字以内（改行は 2 文字換算）で入力可能で
す。
改行は <BR> タグで入力してください。

Serial No.
本機のシリアル番号が表示されます。

Default URL
ブラウザのアドレス欄に本機の IP アドレスを入力したと
きに表示されるページを選択します。
本機の設定

本機に内蔵のホームページを使用するとき
［/index.html］を選択します。
固有のホームページを使用するとき
本機の CGI コマンドを使って作成したホームページの
HTML ファイルを USB フラッシュメモリーに書き込み、
Default URL の設定を以下のように変更することにより、
固有のホームページを使用することができます。

1
2

［User setting］を選択する。
独自に作成したホームページの HTML ファイルが
入った USB フラッシュメモリーを本機の USB 端子
に装着する。

Video in setting
本機の t1 〜 4 端子に接続したカメラをリストボックス
から選択します。
カメラ名またはカメラが使用しているプロトコル名を選
択してください。
None: カメラを接続しない場合に選択してください。
SONY BRC-300
SONY EVI-D100

3

テキストボックスに表示するページのパスを入力す
る（半角英数字 64 文字以下）。

USB (drv)
USB 端子に装着した USB フラッシュメモリーの空き容量
を表示します。

SONY EVI-D70
SONY SSC-DC590/DC690
Pelco-D (Spectra III)
Bosch Dome Control Code Protocol (Bi-phase)
BBV RS422 Telemetry Control Protocol (RS485 StarCard)
American Dynamics RS-422 Protocol
GE Digiplex Protocol
Honeywell VCL Protocol
Others: その他のカメラ

システム設定をする − System 設定ページ
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Exclusive control mode

Date time setting 部

カメラのパン、チルトなどを操作する権限を制御します。
[Off] を選択すると、複数のユーザーが同時にパン、チル
ト操作を行うことができます。この場合、後からの操作
が優先されます。
[On] を選択すると、1 ユーザーだけがパン、チルト操作を
行うことができます。1 ユーザーが操作できる時間は、
Operation time で設定します。あるユーザーが操作中に他
のユーザーが操作しようとすると、Operation time、
Maximum wait number の設定により、コントロール権限
が制御されます。
Operation time

Current date time

１ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範
囲は 10 〜 600 sec です。

本機に設定されている日付／時刻を表示します。日付／

Exclusive control mode が［On］のとき、有効になりま
す。
本機の設定

Maximum wait number
あるユーザーが操作中に複数の他のユーザーから操作要

時刻は、以下の 2 通りの方法で設定できます。
ご注意
お買い上げ時、時刻の設定が合っていません。必ず設定
してください。

求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー数
を設定します。設定範囲は 0 〜 20 です。

System (PC) current date time

Exclusive control mode が［On］のとき、有効になりま
す。

使用しているコンピューターの日付／時刻がテキスト
ボックスに表示されます。本機の日付／時刻をコン

ご注意
･ Exclusive control モードをお使いのときは、あらかじめ
本機および接続するコンピューターの日付と時刻が正し
く設定されている必要があります。
･ Exclusive control mode 機能をお使いのときは、ブラウ
ザの Cookie 設定を「有効」にしてお使いください。
Cookie 設定を「無効」にすると、Exclusive control
mode 機能は使用できません。
･ Exclusive control mode 機能の設定を変更したときは、
変更内容を反映させるために、ブラウザの［更新］をク
リックしてください。

ピューターの日付／時刻と合わせるときに使います。
[Apply] をクリックすると Current date time がこの時刻に
変更されます。

Manual current date time
本機の日付／時刻を手動設定するときに使います。
各ボックスのドロップダウンリストで、年（下 2 桁）、
月、日、時、分、秒を選択します。［Apply］をクリック
すると Current date time がこの時刻に変更されます。
設定が終わったら本機を再起動させ、変更した内容を反
映させます。

System log

Time zone selecting

[View] をクリックすると、System log ページが表示され
ます。System log ページには、ソフトウェアのバージョ
ンが表示されます。

本機の設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時刻

Access log

リストボックスから本機を設置してある地域を選択しま
す。［Apply］をクリックすると Current date time が選択

[View] をクリックすると Access Log ページが表示されま
す。Access Log ページには、本機のアクセス履歴が表示
されます。

との時差を設定します。E メールを送信するとき、この設
定を使って受信側の日付／時刻に合うように調整されま
す。

に合わせて調整、変更されます。
日本の場合は、[(GMT+09:00) Osaka、Sapporo、Tokyo]
を選択します。
設定が終わったら本機を再起動させ、変更した内容を反
映させます。
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ご注意

Initialization 部

･ Time zone selecting で選択したタイムゾーンとコン
ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー
ンの差を反映した日付／時刻が本機に設定されます。
･ ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ
が発生する場合があります。
･［Time zone selecting］を変更した場合は、変更した内
容を反映させるために必ず本機を再起動してください。

Backup setting

Date time format

本機の設定情報をファイルに保存するときに使います。
[Save] をクリックし、ブラウザの指示に従ってフォルダを

モニター画面上に表示する日付／時刻の書式をリスト
ボックスから選択します。

指定して本機の設定情報を保存することができます。
保存ファイル名称の初期値は「snt-v704.cfg」です。

［yyyy-mm-dd hh:mm:ss］( 年―月―日 時：分：秒 )、
［mm-dd-yyyy hh:mm:ss］( 月―日―年 時：分：秒 )、
［ddmm-yyyy hh:mm:ss］( 日―月―年 時：分：秒 ) から選択
できます。

Synchronization with NTP server
本機の時刻を NTP (Network Time Protocol) サーバーと呼
ばれる時刻サーバーと同期させる機能です。
時刻同期機能を使うときは［On］を、時刻同期機能を使
わないときは［Oﬀ］を選択します。

保存されている本機の設定情報を呼び出すときに使いま
す。
[ 参照 ] をクリックして、保存されている設定情報を選択
します。[Apply] をクリックすると、選択されたファイル
に従って本機が設定され、再起動します。

本機の設定

［Apply］をクリックすると、変更した設定内容がカメラ
に転送されます。

Restore setting

Reboot
強制的に本機を再起動するときに使います。
［Reboot］をクリックすると、
「The SNT-V704 will be
rebooted. Are you sure?」と表示されます。［OK］をク
リックすると本機が再起動します。

NTP server name
NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力しま
す。半角文字で 64 文字以内で入力します。

Factory default

Synchronization with NTP server が［On］のとき、有効
になります。

本機を出荷時の設定に戻すときに使います。
［Factory default］をクリックすると、「All conﬁguration
information will be initialized as factory setting. Are you

Interval time

sure?」と表示されます。
［OK］をクリックすると出荷時の設定に戻ります。

NTP サーバーに現在時刻を問い合わせし、本機との時刻
調整を行う間隔を設定します。1 〜 24 時間の間で設定で
きます。実際にはこの間隔は目安であり、多少の差異が
あります。
Synchronization with NTP server が［On］のとき、有効
になります。

ご注意
本機が「Rebbot」や「Factory default」操作などを行い、
ユーザーとして接続しているコンピューターの接続を切
断した場合、接続中のすべてのコンピューター画面に
「Service ends.」と表示されます。

ご注意
この機能をご使用になった場合、本機と NTP サーバー間
のネットワークの回線状況などにより、設定時刻に誤差
が生じる場合があります。

システム設定をする − System 設定ページ
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音声を設定する

カメラを設定する

− Sound 設定ページ

− Camera 設定ページ

管理者設定メニューの [Sound] をクリックすると、Sound
設定ページが表示されます。

管理者設定メニューの［Camera］をクリックすると、
Camera 設定ページが表示されます。

このページでは音声の設定を行うことができます。

このページではカメラ機能の設定を行うことができます。

Sound setting 部

Channel Selection 部
カメラの設定はチャンネルごとに変更することができま
す。
接続しているカメラの中から、これから設定するカメラ
が接続されているチャンネルを選びます。
チャンネル番号は、カメラが接続されている本機の t1
〜 4 端子の番号と同じです。

Microphone
本機の設定

m マイク入力端子から入力される音声を配信するかどう
かを設定します。本機に入力される音声を配信したい場
合には [On] を設定します。

Mic Volume
m マイク入力端子または o（ライン入力）端子から入力
される音量レベルを設定します。[ − 10] 〜 [ ＋ 10] の範囲
で設定できます。

Speaker output
受信した音声を、 （ライン出力）端子に接続されるス
ピーカー ( アクティブスピーカーなど ) に出力するかどう
かを設定します。
[On] に設定すると、音声データ通信を受け付けます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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Camera setting 部
Camera setting 部は、接続されたカメラにより、表示さ
れる内容が異なります。カメラが対応している機能のみ
表示されます。
（下記の画面は、BRC-300 の場合です。）
ご注意
変更した設定を反映するには、設定値を変更後、その項
目の［Apply］ボタンをクリックしてください。

Camera ID
接続したカメラのアドレスを選択します。
BRC-300 のとき：カメラ底面のカメラアドレス設定ス
イッチの設定値と同じ番号を選択します。
カメラアドレス設定スイッチについて詳しくは、BRC300 の取扱説明書をご覧ください。
他社製カメラのとき：カメラのユーザーガイドなどを参
考にして、カメラ側で設定したアドレスと同じ番号を
選択します。
ご注意
Bosch 社製カメラの場合、対応している Camera ID は 1
〜 999 のみです。

Image
［Color］（カラー画像）と［Monochrome］（白黒画像）を
選択します。

ズームモードを選択します。
［Full］を選択すると、光学倍率×電子倍率でのズームが
可能です。光学ズームが動作した後、電子ズームが動作
します。
［Optical only］を選択すると、光学倍率でのズームが可能
です。

露出を選択します。
［Full auto］
、［Shutter priority］、［Iris priority］
、
［Manual］から選択できます。
選択に応じ、下部に必要な調整項目が表示されます。
［Full auto］：電子シャッター、絞り、感度をすべて使用
して自動で露出を調整します。[Back light
compensation] で、逆光補正の On/Off を設定できま
す。
［Shutter priority］
：絞りと感度を使用して自動で露出を調
整します。
電子シャッターのシャッタースピード値は、[Shutter]
リストボックスから選択します。
［Iris priority］
：電子シャッターと感度を使用して自動で露
出を調整します。
絞りは、[Iris] リストボックスから F 値を選択します。
本機の設定

Zoom mode

Exposure mode

［Manual］
：電子シャッター、絞り、感度をそれぞれのリ
ストボックスから選択します。
Back light compensation
逆光補正をするときは [On]、しないときは [Off] を選択し
ます。
Shutter

ご注意
BRC-300 で電子ズームを使用する場合は、あらかじめ
BRC-300 本体の設定メニューで電子ズームを有効にして
ください。

Focus mode
フォーカスモードを選択します。
［Auto］を選択すると、自動でフォーカス調整されます。
［Manual］を選択すると、メインビューアーページの
NEAR、FAR ボタンを使ってマニュアルでフォーカス調
整できます。また、ONE PUSH AF ボタンをクリックし

電子シャッターのシャッタースピードを選択します。以
下のシャッタースピードを選択できます。
BRC-300、EVI-D100 のとき：1/10000, 1/6000, 1/4000,
1/3000, 1/2000, 1/1500, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350,
1/250, 1/180, 1/125, 1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8,
1/4
EVI-D70 のとき： 1/10000, 1/6000, 1/4000, 1/3000, 1/2000,
1/1500, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125,
1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Iris

て、ワンプッシュでフォーカスを合わせることもできま
す。（
「カメラのフォーカスを合わせる」23 ページ）

絞りを選択します。以下の F 値を選択できます。
BRC-300 のとき： F1.6, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8,
F5.6, F6.8, F8.0, F9.6, F11, F14, F16, F19, F22, F28, Close

White balance mode
［Auto］、［Indoor］
、［Outdoor］
、［One push WB］
、
［ATW］、
［Manual］から選択できます。

EVI-D100 のとき： F1.8, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8,
F5.6, F6.8, F8.0, F9.6, F11, F14, F16, F19, F22, F28, Close
EVI-D70 のとき：F1.4, F1.6, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0,
F4.8, F5.6, F6.8, F8.0, F9.6, F11, F14, F16, F19, F22,
Close

［One push WB］を選択すると、[One push trigger] が表示
されます。[Apply] をクリックすると、ホワイトバランス

Gain

ホワイトバランスモードを選択します。

が調整されます。
［Manual］を選択すると、[R Gain]、[B Gain] が表示されま

感度を選択します。以下の dB 値を選択できます。

す。それぞれ０〜 255 の値を設定できます。

カメラを設定する − Camera 設定ページ
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BRC-300、EVI-D100 のとき：− 3 dB, 0 dB, ＋ 3 dB, ＋ 6
dB, ＋ 9 dB, ＋ 12 dB, ＋ 15 dB, ＋ 18 dB
EVI-D70 のとき：− 3 dB, 0 dB, ＋ 2 dB, ＋ 4 dB, ＋ 6 dB,
＋ 8 dB, ＋ 10 dB, ＋ 12 dB, ＋ 14 dB, ＋ 16 dB, ＋ 18 dB,

DynaView setting 部 （SSCDC590/DC690 のみ）

＋ 20 dB, ＋ 22 dB, ＋ 24 dB, ＋ 26 dB, ＋ 28dB
ご注意
［Shutter priority］、［Manual］モード時、シャッタース
ピードを［1 sec］または［1/2 sec］に設定している場合、
Focus mode、White balance mode は［Manual］に設定し
てください。

Exposure compensation

本機の設定

露出補正を働かせたいときは [On] を、働かせたくないと
きは [Off] を選択します。
Exposure compensation の［On］を選択し、リストボッ
クスから EV 値を選択します。以下の EV 値を選択できま
す。
BRC-300 のとき：＋ 10.5 EV, ＋ 9 EV, ＋ 7.5 EV, ＋ 6 EV,
＋ 4.5 EV, ＋ 3 EV, ＋ 1.5 EV, 0 EV, − 1.5 EV, − 3 EV,

[ON] を選択すると、DynaViewTM* が働き、広いダイナ
ミックレンジ (128 倍 ) が得られます。
[OFF] を選択すると、DynaView がオフになります。
* DynaViewTＭ は、ソニー株式会社の登録商標です。
ご注意
変更した設定を反映するには、設定値を変更後、その項
目の［Apply］ボタンをクリックしてください。

Day/Night setting 部（EVI-D70、
SSC-DC590/DC690 のみ）

− 4.5 EV, − 6 EV, − 7.5 EV, − 9 EV, − 10.5 EV
EVI-D100、EVI-D70 のとき：＋ 1.75 EV, ＋ 1.5 EV, ＋ 1.25
EV, ＋ 1.0 EV, ＋ 0.75 EV, ＋ 0.5 EV, ＋ 0.25 EV, 0 EV,
− 0.25 EV, − 0.5 EV, − 0.75 EV, − 1 EV, − 1.25 EV,
− 1.5 EV, − 1.75 EV

Sharpness
鮮鋭度を［1］〜［16］の 16 段階から選択できます。
［16］を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。

Camera reset
[Apply] をクリックすると、「Camera reset OK?」と表示
されます。ダイアログの [OK] をクリックすると、
Camera 設定ページのカメラ設定が出荷時の設定に戻りま
す。

Day/Night mode
Day/Night 切り換えモード（赤外線カットフィルターの
動作モード）を設定します。
［Disable］、
［Auto］、
［Manual］、［Timer］モードが選択
できます。
モード選択後に [OK] ボタンをクリックすると、選択した
モードに切り換わります。
［Disable］
：常に Day モードです。
［Auto］：通常は Day モード、暗いところでは Night モー
ドに自動的に切り換わります。
［Manual］：Day/Night モードの切り換えをマニュアルで
制御します。
［Manual］を選択すると、Day/Night On/Off が表示さ
れます。［On］を選択すると、Night モードになりま
す。［Off］を選択すると、Day モードになります。
また、トリガー操作部（25 ページ）からも Day/Night
モードの切り換えができます。
［Timer］：Day/Night モードをタイマーによって切り換え
ます。
［Timer］を選択したあと［Schedule Check］をクリッ
クすると、［Day/Night Schedule Setting］が表示さ
れ、スケジュールを選択できます。通常は Day モード
に、選択したスケジュールのスタート時刻になると
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Night モードに切り換わり、エンド時刻になると Day
モードに戻ります。

Schedule
Day/Night mode で［Timer］を選択したとき、Schedule
設定メニュー（63 ページ）で Schedule No. 1 〜 6 の
チェックボックスをクリックし、Day/Night モードを切
り換えるスケジュールを選択します。
スケジュールを確認したいときは、［Schedule Check］を
クリックします。（
「スケジュールを設定する− Schedule
設定ページ」62 ページ）

[Step]：マウスをクリックするたびに、
「Level」の設定に
応じてカメラが移動（パン、チルト、ズーム）した
り、フォーカス調整が行われます。約 1 秒以上クリッ
クし続けると一時的に [Normal] モードの動作になりま
す。指を離すとカメラの動作や調整が停止し、[Step]
モードに戻ります。
ご注意
他社製カメラでは［Normal］/［Step］の Mode 切り換え
はできません。

Level
OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

BRC-300、EVI-D100、EVI-D70 のとき
Mode の選択により次のような設定をします。
[Normal]：カメラの動くスピードを設定します。
[Step] ：マウスを 1 回クリックしたときのカメラの移動

8 方向矢印ボタンを使ったパン、チルト操作（22 ページ）
や TELE/WIDE ボタンを使ったズーム操作（23 ページ）、
NEAR/FAR ボタンを使ったマニュアルフォーカス操作
（23 ページ）の動作モードを設定します。
BRC-300、EVI-D100、EVI-D70 の場合、Mode の設定によ
り「Level」の設定項目が異なります。
Normal 選択時

量や調整量を設定します。
[Pan]:（[Normal］選択時）パン操作時に 8 方向矢印ボタ

本機の設定

Camera control mode setting 部
（BRC-300、EVI-D100、EVID70、他社製カメラのみ）

ンをクリックしたときのパンの速度を［1］〜［24］
の 24 段階から選択します。数値が大きいほどパン速
度が速くなります。
[Tilt]:（[Normal］選択時）チルト操作時に 8 方向矢印ボ
タンをクリックしたときのチルトの速度を選択しま
す。BRC-300 は［1］〜［24］の 24 段階、EVI-D100
は［1］〜［20］の 20 段階、EVI-D70 は［1］〜［23］
の 23 段階から選択します。数値が大きいほどチルト
速度が速くなります。
[Pan/Tilt]：
（
［Step］選択時）パン、チルト用の 8 方向矢
印ボタンをクリックしたときのカメラの移動量を、
［1］〜［10］の 10 段階から選択します。数値が大き
いほど移動量が大きくなります。
[Zoom]：ズーム操作用の TELE、WIDE ボタンをクリッ
クしたとき、[Normal] 選択時はズームの速度を［0］
〜［7］の 8 段階から選択します。[Step] 選択時はズー

Step 選択時

ムの移動量を［1］〜［10］の 10 段階から選択しま
す。どちらのときも、数値が大きいほどズーム速度は
速く、ズーム移動量は大きくなります。
[Focus]：マニュアルフォーカス操作用の FAR、NEAR
ボタンをクリックしたとき、[Normal] 選択時はフォー
カスの速度を［0］〜［7］の 8 段階から選択します。

Mode（BRC-300、EVI-D100、EVID70 のみ）
マウスによる動作を切り換えます。
[Normal]：マウスをクリックすると、
「Level」の設定に
応じてカメラのパン、チルト、ズーム動作やフォーカ
ス調整が始まり、クリックしている間動作します。指
を離すとカメラの動作や調整が停止します。

[Step] 選択時はフォーカスの移動量を［1］〜［10］の
10 段階から選択します。どちらのときも、数値が大き
いほどフォーカス速度は速く、フォーカス移動量は大
きくなります。
他社製カメラのとき
System 設定ページの Video in setting の設定により、設定
できる項目や設定値の範囲が異なります。
［Pan］：数値が大きいほどパン速度が速くなります。
［Tilt］：数値が大きいほどチルト速度が速くなります。

カメラを設定する − Camera 設定ページ
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［Zoom］
：数値が大きいほどズーム速度が速くなります。
［Focus］
：数値が大きいほどフォーカス速度が速くなりま
す。
ご注意
Mode や Level の設定を変更したときは、設定変更を画像
操作部に反映させるため、メニュー操作部の Control ボタ
ンをクリックしてください。

OK/Cancel

チャンネル画面のメッ
セージを編集する
− Overlay message 設定
ページ
本機は、画面に表示されている画像のチャンネル名など
を表示させることができます。

「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Overlay message Channel
Selection 部
メッセージを編集するチャンネルを選びます。

本機の設定

Overlay message Setting 部

Display
チャンネル名などを表示させる場合は [On] を、表示させ
たくない場合は [Off] を選びます。
[On] を選ぶと、[Position] と [Message]、[Font/Back
Ground Color]、[Font Size] が表示されます。

Position
表示させるチャンネル名の画面での位置を設定します。
横方向を [X position] で、縦方向を [Y position] で設定でき
ます。

Message
[Clock] または [Text] を選びます。[Clock」を選ぶと時刻
が表示されます。また [Text] を選ぶと、画面に表示させ
る内容を、16 文字以内の半角英数字で入力することがで
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きます。工場出荷時はそれぞれのチャンネル名が表示さ
れるように入力されています。

映像の設定を行う

Font/Back Ground Color

− Video 設定ページ

メッセージの文字の色を [White/Transparent]、[Black/
Transparent]、[White/HalfTone]、[Black/HalfTone]、

管理者設定メニューの [Video] をクリックすると、Video
設定ページが表示されます。

[White/Black]、[Black/White] から選択します。

このページではそれぞれのチャンネルに接続したカメラ
の映像の設定を行います。

Font Size
メッセージの文字の大きさを [Large] または [Small] から
選択します。
ご注意
･ [Small] を選んだ場合、文字は左詰めで表示されます。
･［Large］を選んだ場合、小文字は表示できません。小
文字を入力すると大文字に変換されて表示されます。

Video Channel Selection 部
映像の設定はチャンネルごとに変更することができます。
接続しているカメラの中からこれから映像の設定をする
カメラが接続されているチャンネルを選びます。チャン
ネル番号は、カメラが接続されているの本機の t １〜
４端子の番号と同じです。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ

本機の設定

･ Internet Explorer ブラウザの制限で、一部使用できな
い文字があります。

Video Setting 部

い。

Image size
コンピューターに送るカメラ画像のサイズを選択します。
［720 × 480（Frame）
］、
［640 × 480（Frame）
］、
［320 ×
240］
、［720 × 480（Field）
］、［640 × 480（Field）
］から
選択できます。
[Frame]: 動きのない映像を撮影するときに選択します。
垂直解像度が上がりますが動いているものを撮影する
とギザギザの映像が表示されます。
[Field]: 動きのある映像を撮影するときに選択します。

Area setting
画像サイズが［720 × 480（Frame）］
、［640 × 480
（Frame）］
［720 × 480（Field）
］、
［640 × 480（Field）
］
のとき、必要な部分のみの画像を切り出してコンピュー
ターに表示できます。必要な部分のみを表示させること
により、配信のデータ量を小さくし、回線の負担を軽減
することができます。
画像の切り出しを行うときは［On］
、切り出しを行わない
ときは［Off］を選択します。

映像の設定を行う − Video 設定ページ
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画像の切り出しかた

1

Video Mode Selection 部

Image Size を［720 × 480（Frame）］
、［640 × 480
（Frame）
］［720 × 480（Field）］
、［640 × 480
（Field）］に設定する。

2
3
4

[On] を選択し、[Apply] をクリックする。

はじめに [Video mode] で映像の出力フォーマットを
[MPEG4] または [JPEG] から選択します。選んだモードに
より設定項目が異なります。

Video mode

[Area setting] をクリックする。
静止画像が表示されます。

カメラ映像の出力フォーマットを選択します。

静止画像上をクリックし、切り出し範囲を設定する。
クリックしたときに表示される赤い枠で囲まれた部
分が切り出し範囲となります。

MPEG4 を選んだ場合

[MPEG4] または [JPEG] を選択します。

切り出し範囲は次の図のように決定されます。
画像の中心に対し、クリック点
と点対称の点

静止画像

本機の設定

Frame rate
MPEG 映像のフレームレートを設定します。
設定可能なフレームレートは次のようになります。
NTSC: Fastest, 15, 10, 7, 6, 5, 4, ,3, 2, 1 fps
PAL: Fastest, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fps
単位 fps は１秒間に配信されるフレーム数を示します。
[Fastest] を選択すると、接続されている回線に可能な最
高速度（NTSC：最大 30FPS ／ PAL：最大 25FPS）で配
信されます。
切り出し範囲
（赤枠）

静止画像の中心

クリック点

Bit rate

切り出し範囲を変更するには、画像上の別の点をク
リックします。

設定可能なビットレートは 64、128、256、384、512、
768、1024、1536、2048 kbps です。

ご注意
切り出し範囲は 16 × 16（ドット）のブロック単位に
なります。そのため、指定した範囲によっては、指

5
6

ご注意

定範囲と異なるサイズで切り出される場合がありま
す。

設定されたフレームレートやビットレートは目標値の目
安となるものです。実際に配信されるフレームレートや

また、160 × 128（ドット）より小さく切り出すこと
はできません。

ビットレートは画像サイズ設定、撮影シーン、回線状況
などによって設定値とは異なる違いがあります。

画面下部の［OK］をクリックする。
切り出した画像がメインビューアーページに表示さ

I-picture interval

れます。

MPEG4 の I ピクチャ挿入間隔の設定を行うことができま

画像を閉じるには、画面右上の

す。I ピクチャとは MPEG4 圧縮されたデータを伸張する
際に基点となる圧縮データです。エラーの多いネット

する。
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MPEG 映像配信の１回線あたりのビットレートを設定し
ます。

映像の設定を行う − Video 設定ページ

ボタンをクリック

ワーク環境などでは小さい値に設定すると画像の乱れを
軽減できます。設定できる値は 1、2、3、4、5 秒です。

JPEG を選んだ場合

ネットワークを設定する
− Network 設定ページ
管理者設定メニューの［Network］をクリックすると、
Network 設定ページが表示されます。

Frame rate

このページでは本機とコンピューターをネットワーク接
続するためにネットワーク設定を行います。

コンピューターで見ることができる JPEG 映像の最大のフ
レームレートを設定します。
設定可能なフレームレートは次のようになります。
NTSC: Fastest, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fps
PAL: Fastest, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fps
[Fastest] を選択すると、接続されている回線に可能な最

Wired LAN setting 部
本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行
います。

高速度（NTSC：最大 30FPS ／ PAL：最大 25FPS）で配
信されます。
本機の設定

Image quality
画質を選択します。［Level 1］〜［Level 10］が選択でき
ます。
レベルが高いほど画質が良くなりますが、１画像のデー
タ量が大きくなりますので、フレームレートは小さくな
ります。
ご注意
［Image quality］を［Level 6］以上に設定した場合、設定
可能な［Frame rate］が自動的に制限されます。
例えば、［Level 10］に設定した場合、
［Frame rate］で設
定できるのは [5], [4], [3], [2], [1] のみとなります。

DHCP
［On］にすると IP アドレスが自動的に割り当てられます。
固定 IP アドレスを設定する場合は［Off］にします。
ご注意
DHCP を［On］にする場合は、ネットワーク上に DHCP
サーバーが必要です。

DNS auto acquisition
DHCP を [On] にしたとき、DNS サーバーの IP アドレス
を自動的に取得するかどうかを設定します。
自動的に取得するときは [On] にします。

IP address
本機の IP アドレスを入力します。

Subnet mask
サブネットマスク値を入力します。

Default gateway
デフォルトゲートウェイを入力します。

MAC address
本機の MAC アドレスを表示します。

ネットワークを設定する− Network 設定ページ
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Primary DNS
プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

HTTP port setting 部
本機の HTTP サーバーポート番号を設定します。

Secondary DNS
必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレ
スを入力します。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Bandwidth control 部
本機が送受信するデータの帯域を各チャンネルごとに制
限します。

HTTP port No.
通常は [80] を選択します。[80] 以外のポート番号に設定す
るときは、テキストボックスを選択し、ポート番号 1024
〜 65535 を入力します。
ご注意
Network 設定ページやセットアッププログラムで HTTP
port No. を [80] 以外のポート番号に設定したときは、ブラ
ウザのアドレス欄に以下のように入力して本機にアクセ
スしてください。

本機の設定

例： ポート番号を 8000 番に設定した場合

CH1 〜 4 Bandwidth control
選択できる帯域は以下のとおりです。帯域を制限しない
ときは [Unlimited] を選択します。
選択可能な帯域 : Unlimited, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0,
4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0（単位は Mbps）

IP アドレス通知を行う− Dynamic
IP address notiﬁcation 部
ネットワーク設定（Wired LAN setting や Wireless LAN
setting）で DHCP を [On] にした場合に SMTP や HTTP
などのプロトコルを使用してネットワーク設定の完了通
知を送ることができます。
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SMTP

Method

[On] を選択すると、DHCP 設定完了時にメールを送信す

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ

ることができます。

ソッドは GET、POST の 2 種類です。

Recipient e-mail address

OK/Cancel

送信先（受取人）のメールアドレスを半角 64 文字以内で
入力します。送信先は 1 つのみです。

「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Subject

特殊タグについて

メールの件名 / 題名を半角 64 文字以内で入力します。

Dynamic IP address notiﬁcation では、DHCP で取得した

Message

IP アドレスなどを通知できるようにするため特殊タグを
使用することができます。これは SMTP の Messsage 中、

メールの本文を半角 384 文字以内で入力します。後述の
特殊タグを使用して、取得した IP アドレスなどの情報を

HTTP の URL のパラメーター部分に入力することができ
ます。特殊タグには以下の 5 種類があります。

記入することができます。
<IP>
このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本文

[On] を選択すると、DHCP 設定完了時に HTTP サーバー
にコマンドを出力させることができます。コマンドを受

中やパラメーターに埋め込むことができます。

け取る側の HTTP サーバーに残るアクセスログを参照し
たり、CGI による外部プログラムを起動させるなど、便
利なシステムを構築することが可能となります。

<HTTPPORT>

本機の設定

HTTP

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーの
ポート番号を本文中やパラメーターに埋め込むことがで
きます。

URL
HTTP コマンドを送信するための URL を指定します。
URL は通常以下の形式で 256 文字以内で記述します。
http://ip̲address[:port]/path?parameter
ip̲address：接続すべきホストの IP アドレスまたはホ
スト名を入力します。
[:port]：接続するポート番号を入力します。通常の
HTTP サーバーは Well-known ポートである 80 番を使

<MACADDRESS>
このタグを使用すると DHCP で IP アドレスを取得したイ
ンターフェースの MAC アドレスを本文中やパラメーター
に埋め込むことができます。
<MODELNAME>
このタグを使用すると本機のモデル名称（SNT-V704）を
本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

用しますが、この場合には省略することができます。
Path：コマンド名称を入力します。

<SERIAL>

Parameter：必要があればコマンドのパラメーターを入
力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力す

やパラメーターに埋め込むことができます。

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中

ることができます。
Proxy server name
プロキシサーバー経由で HTTP コマンドを送信する際に
設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレス
を半角 64 文字以内で入力します。
Proxy port No.
プロキシサーバー経由で HTTP コマンドを送信するため
のポート番号を設定します。1024 〜 65535 の値を設定す
ることができます。

ネットワークを設定する− Network 設定ページ
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Access right

ユーザー設定をする
− User 設定ページ
管理者設定メニューの［User］をクリックすると、User
設定ページが表示されます。
このページでは、管理者（Administrator）と最大９ユー
ザー（User 1 〜 User 9）のユーザー名とパスワード、お
よび各ユーザーのアクセス権が設定できます。

リストボックスから各ユーザーのアクセス権を選択しま
す。
［Level 1］〜［Level 4］が選択できます。各アクセス
権の権限は以下のとおりです。
［Level 1］
：モニター画像を見る権限（モニターに関する
一部の操作を含みます）
［Level 2］
：モニター画像を見る権限とカメラを操作する
権限
［Level 3］
：モニター画像を見る権限、カメラを操作する
権限およびマニュアルでアプリケーションを操作する
権限
［Level 4］
：すべての権限（管理者）
［No access right］：一時的にアクセスを禁止させると
きに使用します。

User access right
ユーザー認証画面を表示してユーザー認証を行うアクセ
ス権のレベルを設定します。
本機の設定

[Level 1]：メインビューアーページ（19 ページ）、カメラ
操作部（22 ページ）、トリガー操作部（25 ページ）、

Administrator, User 1 〜 9
各列に [User name]、[Password]、[Re-type password]、
[Access right] を設定します。
User name
ユーザー名を 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。
Password
パスワードを 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。
Re-type password
パスワードの確認のために、Password 欄に入力した文字
と同じ文字を再入力します。

管理者設定メニューページ（27 ページ）を表示すると
き、ユーザー認証を行います。
[Level 2]：カメラ操作部、トリガー操作部、管理者設定
メニューページを表示するとき、ユーザー認証を行い
ます。メインビューアーページはユーザー認証を行わ
ずに表示できます。
[Level 3]：トリガー操作部と管理者設定メニューページ
を表示するとき、ユーザー認証を行います。メイン
ビューアーページとカメラ操作部はユーザー認証を行
わずに表示できます。
[Level 4]：管理者設定メニューページを表示するときの
み、ユーザー認証を行います。その他のページはユー
ザー認証を行わずに表示できます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ

ご注意
User name、Password、Re-type password の入力に間違
いがあると、次のようなメッセージが表示されます。
[OK] をクリックし、正しく入力し直してください。
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ユーザー設定をする − User 設定ページ

い。

それぞれのネットワークアドレス／サブネットマスクに

セキュリティ設定をする

対し、右のリストボックスで［Allow］
（許可）、または
［Deny］（拒否）を設定できます。

− Security 設定ページ
管理者設定メニューの［Security］をクリックすると、
Security 設定ページが表示されます。
このページは、本機にアクセスできるコンピューターを
制限するセキュリティ機能を設定します。

セキュリティ機能を ON/OFF する−
Security usage setting ページ

補足
サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの
ビット数を表わします。
たとえば 255.255.255.0 のサブネットマスクに対しては 24
となります。
「192.168.0.0 ／ 24」
、「Allow」と設定すれば 192.168.0.0 〜
192.168.0.255 の IP アドレスのコンピューターに対してア
クセスを許可できます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
セキュリティ機能を使用するときは、[Enable] を選択し、

い。

本機の設定

[OK] をクリックします。Security setting ページが表示さ
れます。
セキュリティ機能を使用しないときは、[Disable] を選択
し、[OK] をクリックします。

セキュリティ機能の基本設定をする
− Security setting ページ

Default policy
下記の Network address/Subnet 1 〜 Network address/
Subnet 10 に設定するネットワークアドレス以外のコン
ピューターに対して、アクセス制限を［Allow］（許可）
にするか、［Deny］（拒否）にするかを設定します。

Network address/Subnet 1 〜
Network address/Subnet 10
アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス /
サブネットマスク値を入力します。
10 種類のネットワークアドレス / サブネットマスクが設
定可能です。
サブネットマスクは 8 〜 32 を半角で入力します。

セキュリティ設定をする− Security 設定ページ
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･［Video in setting］（29 ページ）でカメラの設定を変更

カメラの位置や動作を記
憶する− Preset position
設定ページ（BRC-300、EVID100、EVI-D70 のみ）
管理者設定メニューの［Preset position］をクリックする
と、Preset position 設定ページが表示されます。
このページでは、カメラのパン、チルト、ズーム位置
（Preset position）を記憶させ、記憶したプリセットポジ
ションをプログラムしてツアー動作の設定ができます。

すると、変更前のカメラで設定したプリセットポジショ
ンは消えてしまいます。

Preset No.
リストボックスからプリセット番号 2 〜 16 を選択しま
す。
[Preset call] をクリックすると、選択したプリセット番号
のパン、チルト、ズーム位置にカメラが移動します。
ご注意
プリセット番号 1（[home]）にはカメラのホームポジショ
ンが自動的に設定されており、変更した位置や動作を記
憶させることができません。

Preset Channel Selection 部

Preset position name
選択したプリセット番号に対するプリセットポジジョン
名を半角 32 文字以下で入力します。

本機の設定

各カメラの位置や動作（プリセットポジション）を記憶
させる場合は、設定するカメラが接続されているチャン
ネル [CH1]、[CH2]、[CH3] または [CH4] を選択します。
カメラごとに記憶させたプリセットポジションを使って
ツアーをプログラムする場合は、[Tour] を選択します。
チャンネル [CH1]、[CH2]、[CH3] または [CH4] を選択する
と「Preset position 部」が表示されます。
「Preset position
部」にはさらに「Position preset 部」、
「Position at alarm
部」、
「Preset postion table 部」があります。
[Tour] を選択すると「Tour Schedule setting 部」が表示
されます。
「Tour Schedule setting 部」にはさらに「Tour
setting 部」
、
「Tour selection 部」
、
「Tour table 部」があり
ます。

パン、チルト、ズーム位置を記憶さ
せる− Position preset 部
カメラのパン、チルト、ズーム位置（Preset position）
を、カメラごとに 16 種類記憶させることができます。

Apply
カメラの位置をプリセット番号に記憶させるのに使いま
す。
以下のようにして記憶させます。

1

メインビューアーページの画像操作部で画像を確認
しながら、記憶させたい位置にカメラを移動させる。

2

記憶させたい Preset No. を選択し、Preset position
name を入力する。

3

[Apply] ボタンをクリックする。
カメラ位置が記憶されます。

Clear
現在選択しているプリセット番号の記憶内容を消去しま
す。

アラームとプリセットポジションを
連動させる− Position at alarm 部
本機は外部センサー入力や動体検知機能（Activity

ご注意
･ プリセットポジションで記憶できる内容は、パン、チル

detection）にプリセットポジジョンを連動させることが
できます。外部センサー入力や動体検知機能によりア
ラームが検出されると、カメラが対応するプリセットポ
ジションに自動的に移動します。

ト、ズーム位置のみです。
Focus mode、Exposure mode、White balance mode は
［Auto］に設定して動作させてください。（「カメラを設
定する − Camera 設定ページ」32 ページ）
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Sensor1 〜 4

ご注意

リストボックスからセンサー入力 1 〜 4 に対応させるプ
リセットポジションが記憶されているプリセット番号を
選択します。プリセットポジションに対応させない場合
は、［none］を選択します。

ツアー動作をプログラムするためには、各カメラの位置
や動作（プリセットポジション）を記憶させておく必要
があります。

Activity detection
リストボックスから動体検知機能に対応させるプリセッ
トポジションが記憶されているプリセット番号を選択し
ます。
[Activity detection] をクリックすると、Activity detection
設定ページが表示されます。（
「動体検知機能を設定する
− Activity detection 設定ページ」63 ページ）

Apply/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
本機の設定

プリセットポジションの設定を確認
する− Preset position table 部

Tour name
ツアー名［A］、
［B］
、［C］
、［D］
、［E］をリストボックス
から選択します。

Stay time
各プリセットポジジョンで停止している時間（１〜 3600
秒）を設定します。

Pan speed
パンの動作スピードをリストボックスから選択します。
選択できるスピードは［1］〜［19］と［Fastest］です。
数が大きいほど高速で動作します。［Fastest］を選択する
と、最速スピードで動作します。

各プリセット番号のプリセットポジション名（Name）お
よびアラームとの連動（Position at alarm）が表示されま
す。

Tilt speed
チルトの動作スピードをリストボックスから選択します。
選択できるスピードは［1］〜［15］と［Fastest］です。
数が大きいほど高速で動作します。［Fastest］を選択する
と、最速スピードで動作します。

ツアー動作を設定する
− Tour setting 部
Preset Channel Selection 部でツアー [Tour] を選択すると
Tour Schedule setting 部が表示されます。
ツアーを設定すると、カメラごとに記憶しているプリ
セットポジションを順次プログラムさせ、くり返し動作
させることができます。
ツアーは 5 種類まで設定でき、1 つのツアーに 64 のプリ
セットポジションをプログラムできます。

CH1 〜 4
ツアー動作にプログラムさせたいプリセットボジション
を選択します。

Sequence
64 個のリストボックスのそれぞれに、プリセットポジ
ション（チャンネル番号とプリセット番号）を設定しま
す。カメラは記憶されたプリセットポジションに順次移
動します。

カメラの位置や動作を記憶する− Preset position 設定ページ（BRC-300、EVI-D100、EVI-D70 のみ）
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カメラが移動する順番は、左から右、上から下のリスト
ボックスに選択されたプリセットポジションです。右下
まで移動すると左上に戻ります。この動作を繰り返しま
す。
リストボックスに［end］を選択すると、その前のポジ
ションでプログラムは終了し、カメラは 1 番目のポジ

ツアーを動作させる− Tour
selection 部
スケジュールと連動してツアーを動作させることができ
ます。

ションに戻ります。この動作を繰り返します。

Apply
ツアー動作をプログラムさせるのに使います。
以下のようにしてプログラムさせます。

1
2

Selected tour name
Tour name を選択し、ツアーの Stay taime、Pan
speed、Tilt speed を設定する。
設定したいチャンネル（[CH1]、[CH2]、[CH3] または
[CH4]）の横にあるリストボックスからプログラムし
たいプリセットポジションを選択する。

本機の設定

3

[Sequence set] ボタンをクリックする。
選択されている Sequence のボックスに、手順 3 で選
択したプリセットポジションがチャンネル番号とプ
リセット番号で表示されます（例：1-1）
。
[Sequence set] ボタンをクリックする前に [Preset
call] ボタンをクリックすると、カメラがそのプリ
セットポジションに移動します。メインビューアー
ページで選んだプリセットポジションの画像を確認

4

します。選択したツアーの内容が下の Tour table に表示
されます。
ツアーを動作させない場合や、現在動作中のツアーを停
止させたい場合には [none] を選択します。

Schedule
[Schedule check] ボタンをクリックすると、[Tour
Schedule setting] 画面が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

Resume time on inactivity

することができます。

ツアー動作中にカメラ操作部のパン、チルト、ズーム操
作によりカメラ操作を行った後や、アラームによるプリ

手順の 2 〜 4 をくり返し、ツアーにプログラムしたい

セット動作を行った後のツアー動作を選択します。
[On] を選択したときは、テキストボックスにツアー再開

プリセットポジションを設定する。

5

動作させるツアー名［A］、［B］
、［C］、
［D］
、［E］を選択

[Apply] ボタンをクリックする。
ツアーにプリセットポジションがプログラムされま
す。

設定したプリセットボジションを修正する
には
Sequence の 64 個のボックスから修正したいボックスをク
リックする。
手順２〜３をくり返してプリセットボジションを設定し
直します。

Cancel

までの待ち時間を 5 〜 600 秒の範囲で設定することがで
きます。ツアー動作停止後、指定した時間が経過後自動
的にツアーが再開します。[Oﬀ] を選択したときは、ツ
アー動作は停止したままとなります。このとき Selected
tour name は [none] になります。
ご注意
ツアー動作中にカメラ設定（32 ページ）を行うと、設定
が反映されない場合があります。

Apply/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

[Apply] ボタンをクリックする前に [Cancel] ボタンをク
リックすると、設定した内容を無効にして元の状態に戻
ります。
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ツアー設定内容を確認する− Tour
table 部
Tour selection 部の Selected tour name で選択したツアー
名が表示されます。

FTP サーバーへ画像を送
信する
− FTP client 設定ページ
管理者設定メニューの［FTP client］をクリックすると、
FTP client 設定ページが表示されます。
このページでは、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と連動して、その時点で
キャプチャーされた静止画像やその前後の連続静止画を
FTP サーバーに送信することができます（FTP クライア
ント機能）。また、静止画像を定期的に送信することも可

Sequence

能です。

表示されているツアーにプログラムされたプリセット番
号の順番を表示します。

本機の設定

Speed

FTP クライアント機能を ON/OFF
する− FTP client usage setting
ページ

表示されているツアーの停止時間（Stay time）、パン速度
（Pan speed）、チルト速度（Tilt speed）を表示します。

FTP クライアント機能を使用するときは [Enable] を選択
し、[OK] をクリックします。FTP client setting ページが
表示されます。
FTP クライアント機能を使用しないときは、［Disable］
を選択し、[OK] をクリックします。
ご注意
FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メイン
ビューアーページのモニター画像のフレームレートや操
作性が低下します。

FTP サーバーへ画像を送信する − FTP client 設定ページ
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FTP クライアント機能の基本設定を
する− FTP client setting ページ

［Sequence number］：送信されるファイル名は基本ファ
イル名に連続番号が付加されます。
連続番号のサフィックスは、0000000000 〜
4294967295 までの 10 桁がファイル名に付加されます。
ご注意
Mode を [Alarm] に設定しているときは、アラームの種類
と、アラーム入力とキャプチャーのタイミングを表わす
以下のサフィックスが付加されます。
アラームの種類：S1 〜 S4（センサー１〜４）、AD（動体
検知機能）
キャプチャーのタイミング：PR（アラーム前）
、JT（ア

FTP server name
アップロードする FTP サーバー名を、半角 64 文字以下
で、または FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

User name
本機の設定

FTP サーバーに対するユーザー名を入力します。

Password
FTP サーバーに対するパスワードを入力します。

Re-type password
パスワードの確認のため、Password 欄に入力した文字と
同じ文字を再入力します。

Remote path
送信先パスを、半角 64 文字以内で入力します。

Passive mode
[Passive mode] の [On]、[Off] を設定します。

ラームの瞬間）、PT（アラーム後）

Sequence No. clear
[Apply] をクリックすると、Sequence number（連続番号）
サフィックスが 0 に戻ります。

Mode
FTP クライアント機能の動作モードを選択します。
［Manual］：マニュアルで FTP サーバーに静止画像を送信
します。選択後、[OK] をクリックすると、FTP クラ
イアント機能がマニュアルモードに設定されます。
このモードでは、メインビューアーページの
トリ
ガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像が
キャプチャーされ、FTP サーバーに転送されます。
（「マニュアルでアプリケーションを操作する」25 ペー
ジ）
［Alarm］
： 外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動
して FTP サーバーに静止画像を送信します。選択す
ると、Alarm mode 設定部が表示されます（49 ペー
ジ）。

Image file name
ご注意

FTP サーバーに送信する画像の基本ファイル名を、半角
英数字と - ( ハイフン ) 、̲ （アンダースコア）を使って 10
文字以内で入力します。

Suffix
FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ
クス（接尾部）を選択します。
［None］：送信されるファイル名は基本ファイル名になり
ます。
［Date/Time］：送信されるファイル名は基本ファイル名
に日付／時刻が付加されます。
日付／時刻のサフィックスは、西暦下位（2 桁）＋月
（2 桁）＋日 (2 桁）＋時（2 桁）＋分（2 桁）＋秒（2
桁）＋連続番号（2 桁）
、合計 14 文字がファイル名に
付加されます。
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Suﬃx を [None] に設定しているときは、[Alarm] モー
ドを選択できません。[Alarm] モードに設定したい場
合は、Suﬃx で [Date/Time] または [Sequence
number] を選択してください。
［Periodical sending］
：定期的に FTP サーバーに静止画
像を送信します。選択すると、Periodical sending
mode 設定部が表示されます（49 ページ）
。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Alarm mode 設定部

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Periodical sending mode 設定部

Alarm

Channel Selection

連動するアラームを選択します。選択したアラームを検

FTP サーバーに送信する画像のチャンネルを選択します。
チャンネル番号は、カメラが接続されている本機の t1

出すると、その前後の連続静止画が FTP サーバーに送信
されます。

〜 4 端子の番号と同じです。

Interval time
Sensor 1 〜 4

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定
します。

る外部センサー

最短１秒間隔、最長 24 時間（1 日）が設定できます。

Activity detection CH1 〜 4
本機に内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンを
クリックすると、Activity detection 設定ページが表示さ
れ、動体検知機能の設定を行うことができます（63 ペー
ジ）。

ご注意
･ 画像サイズやネットワーク環境などにより、実際に送信
される間隔は、設定した間隔より長くなる場合がありま
す。
･ Video mode が MPEG4 の場合、送信される画像は 1

Schedule

GOP（Group of Pictures）分の MPEG4 画像です。この
ため、実際の送信間隔は I-picture interval（38 ページ）

[Schedule check] をクリックすると [FTP Schedule setting]
が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す

の設定時間に依存します。たとえば、I-picture interval
が 1 秒に設定されているとき、Interval time を 1 秒に

る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

設定すると、画像が送信される間隔は 2 秒おきになりま
す。

Alarm buffer configuration

Schedule

[Alarm buffer] をクリックすると、Alarm buﬀer 設定ペー
ジが表示されます。（
「アラームバッファを設定する−

[Schedule check] をクリックすると [FTP Schedule setting]

Alarm buﬀer 設定ページ」60 ページ）

本機の設定

本機の I/O ポートのセンサー入力 1 〜 4 に接続されてい

が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

ご注意
設定したアラームバッファ処理中に次のアラームが入る
と、そのアラーム処理は無視されます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Digest viewer
［On］を選択すると、選択したアラームが検出されるたび
に HTML ファイル（.html）と Java Script ファイル（.js）
が付加されます。
付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、
ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファ
の連続した静止画像を自動送り（準動画）表示できます。
（
「ダイジェストビューアーを操作する」50 ページ）
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ダイジェストビューアーを操作する
表示させたい HTML ファイルと Java Script ファイル、
JPEG 画像ファイル群をコンピューターにダウンロード
し、ブラウザで HTML ファイルを開くと、ダイジェスト
ビューアーが表示されます。
ダイジェストビューアー

Next
静止画像モード時、クリックすると次の番号の静止画像
が表示されます。

Prev
静止画像モード時、クリックすると１つ前の番号の静止
画像が表示されます。

Still
再生中にクリックすると、一時停止します。

Stop
クリックすると、Number 1 の静止画像が表示されます。

MPEG4 Player を操作する
本機の設定

付属の MPEG4Player を使うことで、MPEG4 画像を見る
ことができます。

1

付属 CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブ
に入れる。

Number

2

連続した静止画像番号を表示します。

Date

ごとコンピューターの任意の場所にコピーする。

3

表示させたい MPEG4 画像ファイルをコンピューター
にダウンロードする。

画像がキャプチャーされた日付と時刻を表示します。

Image view size

CD-ROM ドライブ内の MPEG4Player フォルダを、丸

4

手順２でコピーしたフォルダ内の
SNTMPEG4Player.exe をダブルクリックする。

ビューアーに表示する画像のサイズを [Auto]、
［160 ×
120］
、［320 × 240］
、［640 × 480］の中から選択します。
[Auto] を選択したときは、Video 設定ページの Image size
（37 ページ）で設定した画像サイズで表示されます。

Play speed
再生速度を［1］〜［5］の中から選択します。［5］が最
速です。
ご注意
コンピューターの性能により、再生速度を早く設定する
と再生できない場合があります。この場合は、再生速度
を遅くしてください。

Play
クリックすると、再生が始まります。最終静止画像表示
後、再生は止まります。

5

[OPEN] をクリックし、３でダウンロードした
MPEG4 画像を指定する。
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[PLAY] をクリックする。
指定した MPEG4 画像が再生されます。

PAUSE

記録した画像をダウン
ロードする

再生を一時停止します。

− FTP server 設定ページ

STOP

管理者設定メニューの［FTP server］をクリックすると、

再生を停止します。

FTP server 設定ページが表示されます。
このページでは、コンピューターの FTP クライアントソ
フトウェアを使用して、本機に内蔵のメモリー（約
32MB）、または USB 端子に装着した USB フラッシュメ
モリー（市販）に記録された静止画像ファイルを検索し
たり、ダウンロードする FTP サーバー機能の設定を行い
ます。

本機の設定

FTP サーバー機能を ON/OFF する
− FTP server usage setting
ページ

FTP サーバー機能を使用するときは、
［Enable］を選択
し、［OK］をクリックします。FTP server setting ページ
が表示されます。
FTP サーバー機能を使用しないときは、［Disable］を選
択し、［OK］をクリックします。
ご注意
･ FTP サーバー機能を使用すると、メインビューアー画
面のモニター画像のフレームレートや操作性が低下しま
す。
･ USB フラッシュメモリーを取り外すときや、USB フ
ラッシュメモリーが装着された状態で本機の電源を切る
ときは、FTP サーバー機能を OFF にしてください。

記録した画像をダウンロードする − FTP server 設定ページ
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FTP サーバー機能の基本設定をする
− FTP server setting ページ
コンピューターの FTP クライアントソフトウェアからロ
グインを許可するユーザー名とパスワードを登録します。
10 種類のユーザー名とパスワードが登録できます。

E メールに画像を添付し
て送る− SMTP 設定ページ
管理者設定メニューの［SMTP］をクリックすると、
SMTP 設定ページが表示されます。
このページでは、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と連動して、その時点で
キャプチャーされた静止画像を E メールに添付して送信
するための設定を行います。また、静止画像を定期的に
送信することも可能です。

SMTP 機能を ON/OFF する
− SMTP usage setting ページ

本機の設定

Built-in memory
本機の内蔵メモリーの空き容量を表示します。

［OK］をクリックします。SMTP setting ページが表示さ
れます。

USB

SMTP 機能を使用しないときは、［Disable］を選択し、
［OK］をクリックします。

USB 端子に装着した USB フラッシュメモリーの空き容量
を表示します。

Selected root directory
検索やダウンロードしたいファイルが記録されている
ディレクトリーをリストボックスから選択します。
[Built-in memory]：本機の内蔵メモリ−
[USB]： USB 端子に装着した USB フラッシュメモリー

User ID
ユーザー名を 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。

Password
パスワードを 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。

Re-type password
パスワードの確認のために、Password 欄に入力した文字
と同じ文字を再入力します。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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SMTP 機能を使用するときは、［Enable］を選択し、

E メールに画像を添付して送る− SMTP 設定ページ

ご注意
E メールで画像ファイルを送信中は、メインビューアー
ページのモニター画像のフレームレートや操作性が低下
します。

SMTP 機能の基本設定をする
− SMTP setting ページ

SMTP server name

Image file name

SMTP メールサーバー名を、半角 64 文字以内で、または

E メールに添付して送信する画像の基本ファイル名を、半

SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

角英数字と - ( ハイフン ) 、̲ （アンダースコア）を使って
10 文字以内で入力します。

Authentication
メールの送信に要求される認証方法を設定します。
[None]：メール送信に認証が必要がない場合に選択しま

Suffix
E メールに添付して送信されるファイル名に付けるサ

す。
[SMTP Authentication]：メール送信に SMTP 認証を必

フィックス（接尾部）を選択します。
［None］：送信されるファイル名は基本ファイル名になり

要とする場合に選択します。
[POP before SMTP] ：メール送信に POP before SMTP

ます。
［Date/Time］：送信されるファイル名は基本ファイル名

認証を必要とする場合に選択します。

POP server name
[Authentication] で [POP before SMTP] が選択されている
ときに必要です。

メールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカ
ウントを利用した認証を行う場合に必要です。

User name
ユーザー名を 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。

（2 桁）＋日（2 桁）＋時（2 桁）＋分（2 桁）＋秒（2
桁）、合計 12 文字がファイル名に付加されます。
［Sequence number］
：送信されるファイル名は基本ファ
イル名に連続番号が付加されます。
連続番号のサフィックスは、0000000000 〜
4294967295 までの 10 桁がファイル名に付加されます。

Sequence No. clear
[Apply] をクリックすると、Sequence number（連続番号）
サフィックスが 0 に戻ります。

Password

Mode

パスワードを 4 〜 16 文字の半角英数字で入力します。

SMTP 機能の動作モードを選択します。

Re-type password
パスワードの確認のために、Password 欄に入力した文字
と同じ文字を再入力します。

Recipient e-mail address
送信先のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力しま
す。
3 送信先まで入力できます。

Administrator e-mail address
管理者のメールアドレスを、半角 64 文字以内で入力しま
す。
メールの返信および本機からのエラーメッセージへの返
信の宛先となります。

Subject
メールの件名／題名を半角 64 文字以内で入力します。

Message
メールの本文を半角 384 文字以内（改行は 2 文字換算）

本機の設定

POP サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または
POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定は、

に日付／時刻が付加されます。
日付／時刻のサフィックスは、西暦下位（2 桁）＋月

［Manual］
：マニュアルで静止画像を添付した E メールを
送信します。選択後、[OK] をクリックすると、SMTP
機能がマニュアルモードに設定されます。
このモードでは、メインビューアーページの
トリ
ガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像が
キャプチャーされ、E メールに添付して転送されま
す。（
「マニュアルでアプリケーションを操作する」25
ページ）
［Alarm］：外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動
して静止画像を添付した E メールを送信します。選択
すると、Alarm mode 設定部が表示されます。（54
ページ）
［Periodical sending］
：定期的に静止画像を添付した E
メールを送信します。選択すると、Periodical sending
mode 設定部が表示されます。
（54 ページ）

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

で入力します。
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Alarm mode 設定部

Periodical sending mode 設定部

Channel Selection

Alarm
連動するアラームを選択します。選択したアラームが検
出されると、その瞬間の静止画像が E メールに添付され
て送信されます。

定期送信する画像のチャンネルを選択します。
チャンネル番号は、カメラが接続されている本機の t1
〜 4 端子の番号と同じです。

Interval time
定期的に画像を添付して E メールを送信する時間間隔を
設定します。
最短 30 分間隔、最長 24 時間（1 日）が設定できます。

Sensor 1 〜 4
本機の I/O ポートのセンサー入力 1 〜 4 に接続されてい
る外部センサー
本機の設定

Activity detection CH1 〜 4
本機に内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンを
クリックすると、Activity detection 設定ページが表示さ
れ、動体検知機能の設定を行うことができます（63 ペー
ジ）。
ご注意
E メールに添付される画像は、アラーム入力があった瞬間
の画像 1 枚です。アラーム入力による画像処理中に次の
アラーム入力があった場合、そのアラームは無視されま
す。
Schedule
[Schedule chek] ボタンをクリックすると [SMTP Schedule
setting] が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）ご覧ください。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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ご注意
Video mode が MPEG4 の場合、添付される画像は 1 GOP
（Group of Pictures）分の MPEG4 画像です。

Schedule
[Schedule chek] ボタンをクリックすると [SMTP Schedule
setting] が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

アラーム出力を設定する

Alarm mode 設定部

− Alarm out 設定ページ
このページでは、マニュアルトリガーボタンや Day/
Night 機能、外部センサー入力、タイマーに連動して、本
機後部の I/O ポートのアラーム出力を制御するための設
定を行います。

アラーム出力機能の基本設定をする
− Alarm out setting ページ

Alarm
連動するアラームを選択します。選択したアラームの検
出と連動してアラーム出力 1 を制御できます。
[Sensor 1 〜 4]：本機の I/O ポートのセンサー入力 1 〜 4
に接続されている外部センサー
[Activity detection CH1 〜 4]：本機に内蔵の動体検知機
能 [Activity detection] ボタンをクリックすると、
Activity detection 設定ページが表示され、動体検知機

これから設定するアラーム出力 [1] 〜 [4] を選択します。

能の設定を行うことができます（63 ページ）。

Mode

Schedule

アラーム出力機能の動作モードを選択します。

[Schedule check] ボタンをクリックすると [Alarm out 1 (
〜 4) Schedule setting] が表示されます。

[Disable] : アラーム出力機能を使わない時に選択します。
［Manual］
：マニュアルでアラーム出力を制御できます。
このモードでは、メインビューアーページの
トリ
ガーボタンをクリックするたびにアラーム出力の開放
と短絡が切り換わります。（
「マニュアルでアプリケー
ションを操作する」25 ページ）

本機の設定

Alarm out

スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

Alarm duration
アラーム出力を短絡する時間（１〜 60 sec）を選択しま
す。

［Day/Night］（EVI-D70、SSC-DC590/DC690 のみ）：カ
メラの Day/Night 機能と連動してアラーム出力を制御
できます。選択すると、[Day/Night setting] ボタンが
表示されます。ボタンをクリックすると、Camera 設
定ページが表示され、Day/Night 機能の設定ができま
す。（34 ページ）

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Night モード時はアラーム出力に対応するリレーが短
絡状態になります。Day モード時は開放状態になりま
す。
［Alarm］：外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動
してアラーム出力を制御できます。選択すると、
Alarm mode 設定部が表示されます（55 ページ）
。
［Timer］
：時刻と連動してアラーム出力を制御できます。
選択すると、Timer mode 設定部が表示されます。
（56
ページ）

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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Timer mode 設定部

メモリーに画像を記録す
る− Image memory 設定

Schedule

ページ

[Schedule check] ボタンをクリックすると [Alarm out 1

管理者設定メニューの［Image memory］をクリックする

( 〜 4) Schedule setting] が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す

と、Image memory 設定ページが表示されます。
このページでは、外部センサー入力や内蔵の動体検知機

る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

能、マニュアルトリガーボタンと連動して、その瞬間に
キャプチャーされた静止画像を本機の内部メモリー（約

OK/Cancel

32MB）や USB 端子に装着した USB フラッシュメモリー
に記録するイメージメモリー機能の設定を行います。ま

「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

た、静止画像を定期的に送信することも可能です。
記録された画像ファイルは、FTP サーバー機能を使用し
て、検索したり、コンピューターへダウンロードするこ
とができます。（
「記録した画像をダウンロードする −
FTP server 設定ページ」51 ページ）

本機の設定

イメージメモリー機能の ON/OFF と
基本設定をする− Image memory
usage setting ページ

イメージメモリー機能を使用するときは、［Enable］を選
択します。選択すると、Image memory setting ページが
表示されます。
イメージメモリー機能を使用しないときは、［Disable］を
選択し、［OK］をクリックします。
[Enable] を選択すると [Built-in memory]、[USB]、
[Memory] の設定項目も表示されます。

Built-in memory
本機の内蔵メモリーの空き容量を表示します。

USB
USB 端子に装着した USB フラッシュメモリーの空き容量
を表示します。

Memory
画像を記録したいメモリーを選択します。
[Built-in memory]：本機の内蔵メモリ−（約 32 MB）
[USB]：USB 端子に装着した USB フラッシュメモリー
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ご注意

ご注意

･ 内蔵メモリーに記録された画像は電源を切ると消えま
す。

Mode を [Alarm] に設定しているときは、アラームの
種類とアラーム入力とキャプチャーのタイミングを表

･ 画像の記録中は、メインビューアーページのモニター画
像のフレームレートや操作性が低下します。

わすサフィックスが付加されます。
アラームの種類：S1 〜 S4（センサー１〜４）、AD

･ USB フラッシュメモリーを取り外すときや、USB フ
ラッシュメモリーを装着した状態で本機の電源を切ると

（動体検知機能）
キャプチャーのタイミング：PR（アラーム前）
、JT

きは、イメージメモリー機能を OFF にしてください。
･ USB フラッシュメモリーに 10MB 以上の空き容量がな

（アラームの瞬間）
、PT（アラーム後）

い場合は「No room in the USB memory.」と表示され、
［USB］は選択できません。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

[Apply] をクリックすると、Sequence number（連続番号）
サフィックスが 0 に戻ります。

Overwrite
メモリーの空き容量がなくなりファイルの記録ができな
くなった場合、上書きするかどうかを選択します。
［On］を選択すると、上書き許可となり、日付の古いフォ
ルダー（ファイル）から上書きされます。
［Off］を選択すると、上書き禁止となり、メモリーに記録

本機の設定

選択したメモリーに画像を記録する
− Image memory setting ページ

Sequence No. clear

されません。
ご注意
記録先に USB を設定している場合、USB フラッシュメモ
リーに 128MB 以上の空き容量が必要です。容量が少ない
場合、Overwrite を［On］に設定していても、USB フ
ラッシュメモリーの空き容量がなくなった時点で記録が

Image file name
メモリーに記録される画像の基本ファイル名を、半角英
数字と - ( ハイフン ) 、̲ （アンダースコア）を使って 10
文字以内で入力します。

Suffix
メモリーに記録されるファイル名に付けるサフィックス
（接尾部）を選択します。
［None］
：記録されるファイル名は基本ファイル名になり
ます。
［Date/Time］：記録されるファイル名は基本ファイル名
に日付／時刻が付加されます。
日付／時刻のサフィックスは、西暦下位（2 桁）＋月
（2 桁）＋日（2 桁）＋時（2 桁）＋分（2 桁）＋秒（2
桁）+ 連続番号（2 桁）
、合計 14 文字がファイル名に
付加されます。
［Sequence number］
：記録されるファイル名は基本ファ
イル名に連続番号が付加されます。
連続番号のサフィックスは、0000000000 〜
4294967295 までの 10 桁がファイル名に付加されます。

停止し、上書きすることができません。

Capacity warning
[Overwrite] で [On] を選択すると表示されます。
イメージメモリー機能の動作により、メモリーの空き容
量が少なくなってきたり、メモリーがいっぱいになった
場合に管理者宛に警告メールを送信する機能です。[On]
を選択すると警告メールを送信します。[Oﬀ] を選択する
と警告メールは送信されません。

Mode
イメージメモリー機能の動作モードを選択します。
［Manual］
：選択したメモリーにマニュアルで静止画像を
記録します。
このモードでは、メインビューアーページの

トリ

ガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像が
キャプチャーされ、選択したメモリーに記録されま
す。（
「マニュアルでアプリケーションを操作する」25
ページ）
［Alarm］：外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動
して選択したメモリーに静止画像を記録します。選択

メモリーに画像を記録する− Image memory 設定ページ
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すると、Alarm mode 設定部が表示されます（58 ペー

Alarm buffer configuration

ジ）。

[Alarm buffer] をクリックすると、Alarm buﬀer 設定ペー

ご注意
Suﬃx を [None] に設定しているときは、[Alarm] モー
ドを選択できません。[Alarm] モードに設定したい場
合は、Suﬃx で [Date/Time] または [Sequence
number] を選択してください。
［Periodical recording］
：選択したメモリーに定期的に静
止画像を記録します。選択すると、Periodical
recording mode 設定部が表示されます（58 ページ）。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

ジが表示されます。（
「アラームバッファを設定する−
Alarm buﬀer 設定ページ」60 ページ）
ご注意
設定したアラームバッファ処理中に次のアラームが入る
と、そのアラーム処理は無視されます。
Digest viewer
［On］を選択すると、選択したアラームが検出されるたび
に HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル（.js）
が付加されます。
付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、
ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファ
の連続した静止画像を自動送り（準動画）表示できます。
（
「ダイジェストビューアーを操作する」50 ページ）

本機の設定

Alarm mode 設定部

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Periodical recording mode 設定
部

Alarm
連動するアラームを選択します。選択したアラームの検
出と連動してキャプチャーされた静止画像を選択したメ

Channel Selection

モリーに記録します。

定期的に記録する画像のチャンネルを選択します。
チャンネル番号は、カメラが接続されている本機の t1

Sensor 1 〜 4

〜 4 端子の番号と同じです。

本機の I/O ポートのセンサー入力 1 〜 4 に接続されてい
る外部センサー

Interval time

Activity detection CH1 〜 4

定期的に画像を記録する時間間隔を設定します。
最短１秒間隔、最長 24 時間（1 日）が設定できます。

本機に内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンを
クリックすると、Activity detection 設定ページが表示さ
れ、動体検知機能の設定を行うことができます（63 ペー
ジ）。
Schedule
[Schedule check] ボタンをクリックすると [Image memory
Schedule setting] が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。
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ご注意
･ 画像サイズや USB フラッシュメモリーの記録条件など
により、実際に記録される間隔は、設定した間隔より長
くなる場合があります。
･ Video mode が MPEG4 の場合、記録される画像は 1
GOP（Group of Pictures）分の MPEG4 画像です。この
ため、実際の記録間隔は I-picture interva l（38 ページ）
の設定時間に依存します。たとえば、I-picture interval

が 1 秒に設定されているとき、Interval time を 1 秒に
設定すると、記録間隔は 2 秒おきになります。

画像メモリーのディレクトリー構造
メモリーに画像を記録すると、以下のようなディレクト

Schedule
[Schedule check] ボタンをクリックすると [Image memory
Schedule setting] が表示されます。
スケジュールの設定のしかたは（「スケジュールを設定す
る− Schedule 設定ページ」62 ページ）をご覧ください。

Digest viewer

リー構造で記録されます。
USB：USB 端子
Built-in memory：C ドライブ
USB 端子またはビルトインメモリー内は以下のような
ディレクトリー構造になっています。
ドライブルート Date001

xxxxxxx.jpg
aaaaaa.html
aaaaaa.js

CH2

Sensor 2

xxxxxxx.jpg
bbbbbb.html
bbbbbb.js

CH3

Sensor 3

xxxxxxx.jpg
cccccc.html
cccccc.js

CH4

Sensor 4

xxxxxxx.jpg
dddddd.html
dddddd.js

Alarm

Script ファイル（.js）が 100 ファイルごとに自動的に付加
されます。
付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、
ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファ
の連続した静止画像を自動送り（準動画）表示できます。
（
「ダイジェストビューアーを操作する」50 ページ）

本機の設定

Sensor 1

CH1

［On］を選択すると、HTML ファイル (.html) と Java

ご注意
Suﬃx を [None] に設定しているときは、[On] を選択でき
ません。ダイジェストビューアーを使用したい場合は、
Suﬃx で [Date/Time] または [Sequence number] を選択し

Date002

てください。

ActDet
Date003

OK/Cancel

Timer

yyyyyyy.jpg
eeeeee.html
eeeeee.js

Manual

zzzzzzz.jpg
ffffff.jpg
ffffff.jpg

「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

は、自動的に生成されるフォルダーを表わします。
また、日付 (Date) フォルダーは西暦（下位２桁）＋月（2
桁）＋日（2 桁）+nnnn の 10 桁数値のフォルダー名にな
ります。
［Sensor1］
、［Sensor2］、
［Sensor3］、
［Sensor4］、
［ActDet］はアラームに対応するフォルダー、［Timer］は
Periodical recording モードに対応するフォルダー、
［Manual］はマニュアルモードに対応するフォルダーで
す。
それぞれのフォルダーに JPEG 画像ファイルが保存されま
す。また、ダイジェストビューアーを許可した場合は、
アラームには、それぞれのイベントごとに HTML ファイ
ル（.html）と Java Script ファイル（.js）が自動生成され
ます。
Periodical recording モードの場合は、JPEG 画像ファイル
100 画像ごとに HTML ファイル（.html）と Java Script
ファイル（.js）が自動生成されます。

メモリーに画像を記録する− Image memory 設定ページ
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アラームバッファを設定
する− Alarm buﬀe r 設定

Alarm buﬀer setting 設定部
JPEG 設定時

ページ
管理者設定メニューの［Alam buffer］をクリックすると、
Alarm buffer setting ページが表示されます。
このページでは、FTP クライアント機能（47 ページ）や
イメージメモリー機能（56 ページ）で使用されるアラー
ムバッファの設定を行います。

Alarm buffer Channel Selection
設定部
アラームバッファー機能を使用するチャンネルを選択し
ます。チャンネルを選択すると [Alarm buﬀer Video
本機の設定

Mode] と [Alarm buﬀer setting] が表示されます。
チャンネル番号は、カメラが接続されている本機の t1
〜 4 端子の番号と同じです。

Recording interval
アラームバッファに記録する間隔（秒）をリストボック
スから選択します。
以下の間隔を設定できます。
1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10（秒）

Pre-alarm images
アラームが検出される前（プリアラーム）の記録画像枚
数を設定します。

Post-alarm images
アラームが検出された後（ポストアラーム）の記録画像
枚数を設定します。

Alarm buﬀer Video Mode 設定部

Maximum alarm images
現在設定されている画像サイズと画質で記録できるア
ラーム画像枚数の最大値を表示します。
ご注意

Video Mode
Video 設定ページの Video mode（38 ページ）で設定され
ている動作モードが表示されます。

Maximum alarm images の値は、Video 設定ページで設定
した画像サイズ（Image size）と画質（Image quality）に
より変わります。

[MPEG4]：現在のカメラの出力フォーマットが MPEG4
であることを示します。

Pre-alarm images と Post-alarm images は、両方の枚数の
和が Maximum alarm images の枚数を超えないように設
定してください。

[JPEG] ：現在のカメラの出力フォーマットが JPEG であ
ることを示します。

Pre-alarm images と Post-alarm images の両方とも [0] に
設定すると、アラームが検出された瞬間の画像 1 枚のみ
が記録されます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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MPEG4 設定時

シリアル接続機器とデー
タの送受信を行う
− Serial 設定ページ
管理者設定メニューの［Serial］をクリックすると、

Pre-alarm period
アラームが検出される前（プリアラーム）の記録時間を
設定します。

Post-alarm period
アラームが検出された後（ポストアラーム）の記録時間
を設定します。

Serial 設定ページが表示されます。
このページでは、コンピューターからネットワーク経由
で本機に入力されたデータを外部シリアルインター
フェースに出力して周辺接続機器をコントロールしたり、
逆に周辺接続機器から外部シリアルインターフェースを
通じて入力されたデータを、ネットワーク経由でコン
ピューターに出力するための設定を行います。
本機に接続した周辺機器に合わせて設定してください。

Maximum alarm period
本機の設定

現在設定されている画像サイズと画質で記録できるア
ラーム時間の最大値を表示します。
ご注意
Maximum alarm period の値は、Video 設定ページで設定
した画像サイズ（Image size）と画質（Image quality）に
より変わります。
Pre-alarm period と Post-alarm period は、両方の時間の
和が Maximum alarm period の時間を超えないように設定
してください。
Pre-alarm images と Post-alarm period の両方とも [0] に設
定すると、アラームが検出された瞬間の映像のみが記録
されます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。

Standard
周辺シリアル機器と接続するシリアル規格（［RS232C］、
［RS485］または [RS422]）を選択します。
ご注意
Standard で［RS485］を選択したときは、半二重通信に
なりますので、半二重通信対応周辺機器を接続してくだ
さい。

Mode
ネットワーク経由でのデータの送受信を、HTTP ポート
（HTTP Generic Driver）を使用して行うか、TCP ポート
（TCP Generic Driver）を使用して行うかを選択します。
[Normal] : 通常はこのモードでお使いください。
[HTTP Transparent］：HTTP を選択したときは、たとえ
ば、コンピューター上で HTML でプログラムを作成
し、その中に CGI コマンドを埋め込むことにより、
データ送受信を実現できます。
CGI コマンドに関しては、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お問い合わせくださ
い。
［TCP Transparent］
：TCP を選択したときは、TCP Port
No. でポート番号を指定すると、外部シリアル通信
ポートの入出力データの送受信ができます。DOS コマ
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ンド「telnet [ ホスト名 ] [ 設定ポート番号 ]」によって
簡単に確認できます。

スケジュールを設定する

TCP port No.

− Schedule 設定ページ

Mode で［TCP］を選択したとき、TCP ポート（TCP
Generic Driver）に対応するポート番号を入力します。

管理者設定メニューの［Schedule］をクリックすると、
Schedule 設定ページが表示されます。

Well-Known ポート番号（0 〜 1023）以外のポート番号を
設定してください。

プリセットポジション機能、Day/Night 機能、FTP クラ
イアント機能、SMTP 機能、アラーム出力 1、2、3、4 機

Baud rate

能、イメージメモリー機能に使用する最大 9 種類のスケ
ジュールをこのページで設定します。

シリアル接続した周辺機器に対応する通信ボーレートを
選択します。
以下のボーレートが選択できます。

Schedule setting 設定部

115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300,
110 (bps)

Parity bit
本機の設定

シリアル接続した周辺機器に対応するパリティを
［none］
、［odd］
、［even］から選択します。

Character length
シリアル接続した周辺機器に対応するキャラクター長［7]
または［8] (bits) を選択します。

Stop bits
シリアル接続した周辺機器に対応するストップビット［1]
または［2] (bits) を選択します。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い。
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Menu Selection
設定するスケジュールの項目を [FTP]、[SMTP]、[Image
memory]、[Camera(Day/Night)]、[Preset(Tour)]、[Alarm
out 1 〜 4] の中から選択します。

Available period
選択した機能の動作有効期間を選択します。
［Always］
：常に Periodical recording モードが動作しま
す。
［Use scheduler］：次の Schedule No. で選択したスケ
ジュールに従って Periodical recording モードが動作
します。

Schedule 設定部
[Available period] で [Use scheduler] を選択した場合に表
示されます。

動体検知機能を設定する
− Activity detection 設定
ページ
管理者設定メニューの［Activity detection］をクリック
すると、Activity detection 設定ページが表示されます。
動体検知機能は各アプリケーションに連動させることが
できます。また動体検知領域は、チャンネルごとに２箇
所ずつ設定できます。

動体検知領域を設定する
Schedule No.

以下の手順で動体検知機能が働く領域を設定します。

Schedule No. 1 〜 6 からチェックボックスをクリックして
スケジュールを選択します。

1

Time table

2

本機の設定

スケジュールごとに、Start time（動作開始時刻（時、

動体検知を行いたい画角をパン、チルト、ズームを
操作して決定する。
管理者設定メニューの［Activity detection］をク
リックする。
静止画像がキャプチャーされ、Activity detection 設

分））
、End time（動作終了時刻（時、分））を設定し、動
作させたい曜日をチェックボックスで選択します。

定ページが表示されます。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い

3

動体検知機能を設定する映像のチャンネルを [CH1] 〜
[CH4] の中から選択する。

4

[Enable] を選ぶ。

5

[Area1] を選ぶ。

6

表示された静止画像上でマウスの左ボタンを押し続
けて対角線方向にドラッグする。
赤い枠で囲まれたエリアが動体検知の対象になりま
す。

動体検知機能を設定する− Activity detection 設定ページ
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7

選んだエリアの動体検知の感度 [Sensitivity] をリスト
ボックスから設定する。
［Level 1］〜［Level 9］が選択できます。［Level 9］
が最大感度です。
補足

8
9

ページ

動体検知の感度とは、動体検知エリア全体画素に対
して変化したエリア（画素）の割合です。

管理者設定メニューの [Privacy masking] をクリックする

動体検知領域をもう 1 箇所設定する場合は、手順 4 の
後、手順 5 で [Area2] を選び、さらに 6 と 7 をくり返

また、本機と BRC-300、EVI-D100 または EVI-D70 をケー
ブルで接続している場合、このマスキングはカメラの

す。

PTZ 動作に合わせて拡大、縮小、移動しても、常に同じ
箇所をマスキングします。

[OK] ボタンをクリックする。

ご注意
動体検知機能（Activity detection）をお使いのときは、

本機の設定

あらかじめ動作テストを行い、正常に動作することを確
認してからお使いください。
また、以下の場合、動体検知機能が正常に動作しないこ
とがあります。
･ Camera setting ページの Day/Night 機能をお使いのと
き
･ Camera setting ページでカメラの設定変更を行ってい
るとき
･ Camera setting ページ の Focus mode を［Auto］
（オー
トフォーカス）に設定しているとき
･ ズームを望遠側（ズームイン）に操作しているとき
･ 被写体が暗いとき
･ カメラが設置された場所が不安定で、カメラが振動する
とき

設定した動体検知領域を取り消す
取り消したいチャンネル（[CH1] 〜 [CH4]）と領域
（[Area1] または [Area2]）を選択し、さらに [Disable] を選
択して [OK] をクリックしてください。
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る− Privacy masking 設定

マスキング機能を設定する− Privacy masking 設定ページ

と、Privacy masking ページが表示されます。マスキング
はチャンネルごとに 2 箇所まで設定できます。

ご注意
パンチチルトカメラを使用する場合、カメラの仰角が大
きくなるとカメラの動きとマスキングの誤差が大きくな
り、マスクの位置と対象物の位置にズレが生じます。
ご使用になる前に、カメラの設置状況とマスクしたいも
のの位置を考慮し、実運用と同等の方法での事前確認を
行ってください。

マスキング領域を設定する
以下の手順でマスキング領域を設定します。

1
2

モニターしたい画角をパン、チルト、ズームを操作
して決定する。
管理者設定メニューの [Privacy masking] をクリック
する。
静止画がキャプチャーされ、Privacy masking 設定
ページが表示されます。

ポップアップ画面を表示
する − Pop-up 設定ページ
管理者設定メニューの［Pop-up］をクリックすると、
Pop-up 設定ページが表示されます。
このページでは、カメラ画像をモニターしているコン
ピューター画面上に、任意のテキストを入力したポップ
アップ画面を表示させたり、アラーム入力があったとき、
自動的にポップアップ画面を表示させるための設定を行
います。

3

マスキング機能を設定する映像のチャンネルを [CH1]
〜 [CH4] の中から選択する。
[Enable] を選ぶ。

5

[Area1] を選ぶ。

6

表示された静止画像上でマウスの左ボタンを押し続

本機の設定

4

けて対角線方向にドラッグする。
赤い枠で囲まれたエリアがマスキングの対象になり

7
8

ます。

Manual pop-up text

マスキング領域をもう 1 箇所設定する場合は、手順 4

ポップアップ画面に表示するテキスト文を半角 1 〜 64 文
字で入力します。

の後、手順 5 で [Area2] を選び、さらに 6 をくり返
す。

[Apply] をクリックすると、カメラ画像をモニターしてい
るすべてのコンピューター画面上に、ポップアップ画面

[OK] ボタンをクリックする。

ご注意
Video 設定で［Area setting］が［On］になっているチャ
ンネルは、
［Privacy masking］を設定することができませ
ん。

設定したマスキング領域を取り消す
取り消したいチャンネル［CH1］〜［CH4］を選択し、さ
らに［Disable］が選択されていることを確認のうえ、
［OK］をクリックしてください。［Area1］と［Area2］
の両方のマスキング領域が取り消されます。
ご注意

が表示されます。

Alarm pop-up text
Display mode
アラーム入力があったとき、ポップアップ画面を表示さ
せるコンピューターを選択します。
[Administrator] ： 管理者としてログインしてカメラ画像
をモニターしているコンピューター画面にのみポップ
アップ画面を表示します。
[All users] ： カメラ画像をモニターしているすべてのコ
ンピューター画面にポップアップ画面を表示します。
Sensor1 〜 4/Activity detection CH1 〜 4
各センサーによるアラームに対してポップアップ画面を
表示させるときは［On］
、表示させないときは［Off］を

[Area1] または [Area2] のどちらかだけのマスキング領域
を取り消すことはできません。必要に応じて再度マスキ

選択します。
各項目のテキストボックスには、ポップアップ画面に表

ング領域を設定してください。

示するテキスト文を半角 1 〜 64 文字で入力します。

OK/Cancel
「各設定ページの共通ボタン」
（28 ページ）をご覧くださ
い

ポップアップ画面を表示する − Pop-up 設定ページ

65

その他

通信帯域を変更する
[JPEG] 映像の通信帯域を設定できます。

付属のセットアッププロ
グラムを使う

ご注意
[MPEG4] 映像については、帯域制限はできません。

1

ここでは、付属のセットアッププログラムの Network タ
ブ以外の機能を説明します。

Bandwidth control タブをクリックして帯域制限設定
画面を表示する。
現在設定されている帯域制限が Current bandwidth
欄に表示されます。

セットアッププログラムのインストールおよびカメラへ
の IP アドレスの割り当て、ネットワーク設定のしかた
は、「準備」の「本機に IP アドレスを割り当てる」（13
ページ）をご覧ください。
ご注意
･ お使いのコンピューターにパーソナルファイアーウォー
ルソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを
使用している場合、セットアッププログラムが正しく動
作しないことがあります。このような場合は、該当のソ
フトウェアを無効にするか、または「ARP コマンドを
その他

使って本機に IP アドレスを割り当てる」（68 ページ）
などの別の方法で IP アドレスを割り当ててください。
･ Windows XP の Service Pack 2 をご利用の場合は、
Windows ファイアーウォール機能を無効にしないと IP
Setup Program が正常に動作しません。
次の手順で Windows ファイアーウォール機能を無効に
してください。
1 [ コントロールパネル ] から [Windows ファイアー
ウォール ] を開く。
（カテゴリ表示の場合は [ セキュリティセンター ] の
中にあります。
）

2

リストから SNT-V704 をクリックして選択する。

3

[Setting bandwidth] リストボックスから、変更したい
帯域制限をクリックして選択する。

2 [ 無効 ] を選択し、[OK] をクリックする。

4
セットアッププログラムを起動する

に管理者の名前とパスワードを入力する。
工場出荷時は、両方とも「admin」に設定されていま

Windows の [ スタート ] メニューから [ プログラム ]、[IP
Setup Program] 、[IP Setup Program] の順に選択します。
IP Setup Program が起動します。
Network タブが表示され、IP Setup Program がローカル
ネットワーク上に接続されているカメラを検出してリス
トを表示します。
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[Administrator name] と [Administrator password] 欄

す。

5

［OK］をクリックする。
「Setting OK」が表示されれば、帯域制限の設定は終
了です。

日付、時刻を設定する

の日付・時刻に設定するときは、右端の［OK］をク
リックします。

本機の日付と時刻を設定します。

1

ご注意
Date time タブをクリックして日付・時刻設定画面を
表示する。

ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ
が発生する場合があります。

SNT-V704 を再起動する
Network タブの［Reboot］をクリックすると、SNT-V704
を再起動できます。
再起動には、40 〜 60 秒かかります。

その他

2

リストから日付・時刻を設定したい SNT-V704 をク
リックして選択する。
複数の SNT-V704 を選択して、同時に日付・時刻を
設定することができます。

3
4
5

Date time format リストボックスから、日付・時刻の
フォーマットを選択する。
Time zone selecting のリストボックスから、SNTV704 が設置されている地域を選択する。
日付・時刻を設定する。
次の 2 通りの設定方法があります。
マニュアルで設定する
Manual current date time setting の各ボックスに現
在の日付と時刻を設定する。
ボックスは、左から「年（下 2 桁）」
、「月」
、「日」
、
「時」
、「分」
、「秒」です。
設定が終わったら右端の［OK］をクリックすると
SNT-V704 に反映されます。
コンピューターの日付・時刻に合わせる
PC current date time setting 欄にコンピューターに
設定されている日付と時刻が表示されています。こ

付属のセットアッププログラムを使う
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− 割り当てられた IP アドレスがすでに使われていません

ARP コマンドを使って
本機に IP アドレスを割り
当てる
ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、
ARP（Address Resolution Protocol）コマンドを使ってカ
メラに IP アドレスを割り当てる方法を説明します。
ご注意
ARP および PING コマンドの実行は、本機の電源を入れ
てから 5 分以内に行ってください。
また、本機を再起動した場合も、再起動してから 5 分以
内に操作を行ってください。

1

コンピューター上でコマンドプロンプトを開く。

2

ARP コマンドを使って、IP アドレスとその IP アドレ
スを割り当てるカメラの MAC アドレスを入力する。

arp -s < 本機の IP アドレス > < 本機の MAC アドレス >
ping -t < 本機の IP アドレス >

その他

例：
arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00
ping -t 192.168.0.100

3

コマンドプロンプトに次の行が表示されたら [Ctrl] ＋
[C] を押す。
停止します。

Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...

通常、
「Request time out」が 5 回ほどで返答
（Reply）を受け取ります。

4

PING の実行が止まったら以下のコードを入力する。

arp -d 192.168.0.100

ご注意
返答が受け取れない場合は、以下のことを確認してくだ
さい。
− 本機の電源を入れてから 5 分以内に ARP コマンドを入
力しましたか？
いったん電源を切ってから操作し直してください。
− カメラ本体の NETWORK インジケーターが消えてい
ませんか？
ネットワークを正しく接続してください。
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か？
新しい IP アドレスを割り当ててください。
− ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じ
ネットワークアドレスを持っていますか？
同じネットワークアドレスを入力してください。

2 mib-2.system.sysObjectID.0 のインスタンスが記され

SNMP 設定方法につい
て
本機は、SNMP（Simple Network Management Protocol）
をサポートしています。SNMP マネージャーソフトウェ
アなどのソフトウェアを使用して、MIB-2 オブジェクト
の読み出しや一部の MIB-2 オブジェクトの書き込みが可

ます。これについても変更することはできません。

3 mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスが記され
ます。この製品の設置場所に関する情報を記述する
フィールドです。工場出荷時は何も設定されていま
せん。

4 mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスが記されま

能です。また、トラップとして、電源投入時および再起
動時に発生させる coldStart トラップ、SNMP の不正アク

す。この製品の管理者に関する情報を記述する
フィールドです。工場出荷時には何も設定されてい

セスが発生した場合に通知する Authentication failure ト
ラップをサポートしています。
また、本機は、CGI コマンドを使ってコミュニティ名やア

ません。

クセス元の制限設定、読み書き権限設定、トラップ先の
ホスト設定、一部の MIB-2 オブジェクトの設定を行うこ
とができます。これらの設定を行うには Level 4（設定メ
ニューを開くための権限）の認証を経る必要があります。

5 mib-2.system.sysName.0 のインスタンスが記されま
す。この製品の管理対象ノードを記述するフィール
ドです。工場出荷時には何も設定されていません。

6 mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタン
スが記されます。この例では 1(enable) が設定されて
おり、Authentication failure が発生した場合にはト
ラップが発生することになります。2(disable) が設定

1. 問い合わせコマンド
以下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認で

されている場合には Authentication failure トラップ
は発生しません。

きます。
記されています。この例の場合には ID=1 という識
別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アド

< コマンド >
http://ip̲adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp

レスを問わず (0.0.0.0)、read( 読み出し ) が可能となる
ように設定されています。

(JavaScript パラメーター形式 )
http://ip̲adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp

(通

その他

7 コミュニティ名、および読み書き属性の設定情報が
< メソッド >
GET, POST

8 7 と同様にコミュニティ名、および読み書き属性の
設定情報が記されています。この例の場合には ID=2
という識別番号で、"private" というコミュニティ名

常の形式 )
上記の問い合わせによって、以下の設定情報を取得でき
ます。ここでは inqjs=snmp（JavaScript

で IP アドレス 192.168.0.101 のホストからの SNMP
要求パケットに対して、read/write( 読み書き ) が可

パラメーター形式）で問い合わせ情報を取得した場合の
設定情報について説明します。

能となるように設定されています。

9 トラップ先のホスト名が記されています。この例の
var sysDescr="￥"SONY Video Network Station SNTV704￥""
・・・ 1
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501"
var sysLocation="￥"￥""

・・・ 2
・・・ 3

var sysContact="￥"￥""
var sysName="￥"￥""

・・・ 4
・・・ 5

var snmpEnableAuthenTraps="1"
var community="public,0.0.0.0,read,1"

・・・ 6
・・・ 7

var community="private,192.168.0.101,
write,2"

・・・ 8

var trap="public,192.168.0.101,1"

・・・ 9

場合には ID=1 という識別番号で、"public" というコ
ミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストに
対してトラップが送信されるように設定されていま
す。

1 mib-2.system.sysDescr.0 のインスタンスが記されま
す。これについては変更することはできません。

SNMP 設定方法について

69

<IpAddressString> はトラップ送信するホストの IP

2. 設定コマンド

アドレスを設定します。
例 : 識別番号 1 に "public" というコミュニティ名での
トラップ送信先を設定する。

SNMP に関する設定コマンドは以下のような形でサポー
トされています。

trap=1,public,196.168.0.101
< メソッド >
GET, POST
< コマンド >

7)

delcommunity=<ID>
既に設定されているコミュニティ設定を削除する場
合に使用します。<ID> は既に設定されている
community 設定の識別番号（1 〜 8 のいずれか）で

http://ip̲adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi ?
<parameter>=<value>&<parameter>=...&...

す。
まず、以下のパラメーターを使用して設定を行います。
1)

sysLocation=<string>
mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスを
<string> で表わされる文字列に設定します。

8)

deltrap=<ID>
既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を
削除する場合に使用します。<ID> は既に設定されて
いる trap 設定の識別番号（1 〜 8 のいずれか）です。

<string> の長さは最大 255 文字です。
上記 1) 〜 8) のパラメーターを使用して SNMP 設定情報の
2)

3)
その他

sysContact=<string>
mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスを

変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定
変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の

<string> で表わされる文字列に設定します。
<string> の長さは最大 255 文字です。

CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。この
際 、本機は再起動動作を行いますのでご注意ください。

sysName=<string>
mib-2.system.sysName.0 のインスタンスを <string>
で表わされる文字列に設定します。<string> の長さ

SNMP 再起動コマンド

は最大 255 文字です。
4)

enaAuthTraps=<value>
mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタン
スの値を設定します。<value> には 1（enable）また
は 2（disable）のいずれかを入力します。

5)

community=<ID>, <rwAttr>, <communityName>,
<IpAddressString>
コミュニティ名、および読み書き属性の設定を行い
ます。<ID> は設定の識別番号 (1 〜 8 のいずれか )、
<rwAttr> は読み書き属性を表わす 1 文字 ("r"、"R"、
"w"、"W" のいずれか )、<communityName> は設定
するコミュニティ名、<IpAddressString> はアクセ
スを許可するホストの IP アドレスを記述します（任
意のホストに許可する場合には 0.0.0.0 とします）
。
例 : 識別番号 2 に "private" というコミュニティ名で
任意のホストに read/write を許可する
community=2,w,private,0.0.0.0

6)

trap=<ID>,<communityName>,
<IpAddressString>
トラップ送信先のホストを設定します。<ID> は設定
の識別番号 (1 〜 8 のいずれか )、<communityName>
はトラップ送信時のコミュニティ名、
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< メソッド >
GET, POST
< コマンド >
http://ip̲adr/snmpdconf/
snmpdconf.cgi?snmpd=restart

インターフェース

仕様

ネットワークポート

システム / ネットワーク
CPU
RAM

I/O ポート

デバイス対応）（フォトカップラー入
力、本体とは電気的に絶縁）
アラーム出力：× 4（最大 DC 24 V、

64 ビット RISC プロセッサー
128 MB
（約 32 MB 内蔵イメージメモリーを含
む）

プロトコル

TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP(
サーバー / クライアント )、SMTP

１ A）
（メカニカルリレー出力、
本体とは電気的に絶縁）
シリアルインターフェース

（クライアント）
、DHCP ( クライアン
ト )、DNS（クライアント）
、NTP
画像サイズ

（クライアント）
、SNMP (MIB-2)
720 × 480、640 × 480、320 × 240

圧縮フォーマット
MotionJPEG, MPEG4
画質選択（圧縮率）

トランスペアレンシータイプ RS-232C,
RS-422A/RS-485
映像入力端子
t 1 〜 4（BNC 型）
1.0 Vp-p、75Ω 不平衡、同期負極性
映像スルー端子
T 1 〜 4（BNC 型）
1.0Ｖp-p、75Ω 不平衡、
同期負極性

MotionJPEG:
LEVEL1 〜 LEVEL10 (10 段階 )
MPEG4:
64 kbps 〜 2048kbps

マイク入力端子

最大 30FPS (720 × 480)

ライン入力端子

φ3.5mm ステレオミニジャック、プラ

フレームレート

グインパワー（5V 給電）、不平衡
Internet Explorer Ver.5.5、6.0 または 7.0
（対応 OS： Windows 2000/ XP/

Vista）
コンピューター環境（Windows）

φ3.5mm ステレオミニジャック、
1.1Vrms モノラル× 2ch、High インピー
ダンス、不平衡
ライン出力端子

CPU: Pentium 4、2GHz 以上 （Pentium
4、3GHz 以上推奨）
RAM: 256 MB 以上（512MB 以上推奨）
表示サイズ：1024 × 768 画素、True
Color 以上

その他

ブラウザ

10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）
センサー入力：× 4（DC 3.3 V 〜 24 V

φ3.5mm ステレオミニジャック、
1.1Vrms モノラル× 2ch、Low インピー
USB 端子

ダンス、不平衡
USB 2.0 (USB Mass Storage のみ対応）

最大ユーザーアクセス数
50 ユーザー
ネットワークセキュリティ
パスワード ( 基本認証 )
IP フィルタリング
その他の機能
動体検知機能、OSD 機能、プライバ
シーマスキング機能、画像切り出し
機能、時計内蔵 など

仕様
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その他

I/O ポートのピン配列と使いかた

電源電圧

DC 12V

消費電流
消費電力

最大 1.5A
最大 18 W

使用温度
保存温度
動作湿度

− 10 ℃〜 40 ℃
− 20 ℃〜 60 ℃
20 〜 80 %

I/O ポートのピン配列
1

12

I/O

保存湿度
20 〜 95 %
外形寸法（幅 / 奥行き / 高さ）

13

24

210 × 202 × 42 ｍｍ
突起部含まず
質量
付属品

約 1.2kg
AC アダプター (1)

ピン番号

ピン名称

1

センサー入力 1 ＋

電源ケーブル (1)
CD-ROM（セットアッププログラム、

2

センサー入力 1 −

3

センサー入力 2 ＋

ユーザーガイド）（1）
I/O 用コネクターハウジング （2）

4

センサー入力 2 −

5

センサー入力 3 ＋

6

センサー入力 3 −

7

センサー入力 4 ＋

8

センサー入力 4 −

保証書（冊子）
（1）
保証シート（1）
設置説明書（1）

9

VDD ( ＋ 5 V)

10

アース (GND)

11

＋ RXD (RS-422A/485)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会

12

− RXD (RS-422A/485)

(VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この

13

アラーム出力 1 ＋

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

14

アラーム出力 1 −

があります。この場合には使用者が適切な対策を講ずる

15

アラーム出力 2 ＋

よう要求されることがあります。

16

アラーム出力 2 −

17

アラーム出力 3 ＋

18

アラーム出力 3 −

定期交換部品について

19

アラーム出力 4 ＋

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

20

アラーム出力 4 −

期交換が必要なもの（電解コンデンサーなど）がありま

21

VDD (+5V)

す。

22

アース (GND)

使用環境や条件により部品の寿命は異なりますので、長

23

＋ TXD (RS-422A/485)

期間ご使用される場合は定期点検をお勧めします。

24

− TXD (RS-422A/485)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
その他

ことがありますが、ご了承ください。

◆詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

付属の I/O コネクターハウジングの使いか
た

1

ワイヤー（AWG No.28 〜 18）を接続したい穴の上、
または下のスロットにマイナスドライバーを差し込
み、ワイヤーを差し込んでから、マイナスドライ
バーを引き抜く。
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センサー入力への配線図

1

メカニカルスイッチ / オープンコレクター出力装置
外部

本機内部

9 ピン (VDD)（最大 200 mA）
マイナスドライバー

2

1、3、5、7 ピン
（センサー入力×＋）

2.35 kΩ

ワイヤー

メカニカル
スイッチ

2、4、6、8 ピン
（センサー入力×−）
10 ピン (GND)

ワイヤー

または

オープンコレクター
出力装置

アース

3

外部

本機内部
1、3、5、7 ピン
（センサー入力×＋）
+
2.35 kΩ

2

2、4、6、8 ピン
（センサー入力×−）

I/O コネクターハウジングを本機後面の I/O ポートへ

その他

同じ手順で、必要なワイヤーをすべて
接続します。

センサー装置
出力：
DC 3.3 V 〜 24 V

−

アラーム出力への配線図

差し込む。
本機内部

外部

1

I/O

12

13
24

13、15、17、19 ピン
（アラーム出力×＋）
磁気リレー
DV 12V
1 A 以下
14、16、18、20 ピン
（アラーム出力 ×−）

5V

回路例

R

アース

仕様

73

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。
その他

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。
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