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説明書について

安全のために（付属）
カメラを安全に使うための注意事項が記載されています。必
ずお読みください。

設置説明書（本書）
この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、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。

ユーザーガイド/アプリケーションガイド
（Web）
･ Webブラウザを介したコントロールの方法
･ カメラのセットアップの方法
設置説明書にしたがってカメラを正しく設置、接続したあ
と、上記のガイドをご覧になってカメラを操作してくださ
い。

システムの概要

SNC-HMX70は、薄型で目立たず景観に配慮した室内用カメ
ラです。30 fpsで動作し12MPセンサーによる広範囲で精細性
と高速性を備えたパノラマ監視を実現します。このカメラは、
状況認識と高解像度の同時E-PTZの映像を提供します。

目立たないデザインで取り付けが簡単
カメラが薄型であるため、景観が重視される場所への設置に
大変適しています。控えめなデザインで景観を損なうことな
く建築的特徴に適応します。
博物館、歴史的建造物、優れたデザインを誇るインテリアな
どのすべてで、この目立たないデザインのメリットが生かさ
れます。
付属する取付リングのツイストクリック機構を使用して、カ
メラをあらゆる表面に簡単に取り付けられます。高品質のIR
補正レンズは、焦点を工場出荷時に合わせており、気泡の制
約を受けないため、設置が簡単になり、鮮明さが確実に得ら
れます。LEDインジケータ、リセットボタン、SDカードス
ロットには、カメラ前面にある2つのヒンジから簡単に手が
届きます。表面取付ボックスやペンダントパイプ取付など、
屋内取付用アクセサリーセットをご用意しております。
カメラの電源は、PoE（Power-over-Ethernet）に準拠した
ネットワークケーブル接続を介して供給されます。この構成
でカメラの映像を見たり、電源を供給および操作に必要な
ケーブル接続は1つのみです。

パノラマ監視の利点
パノラマ監視により、指定されたエリアを360°対象とする
ことができます。パノラマカメラの範囲は全エリアとなるた
め、状況を認識でき、一度の走査で動きをフォローするのに
最適です。

360°バージョンのカメラが天井の中央に取り付けられてい
る場合、壁から壁までの範囲をカバーします。 

アプリケーションの種類
カメラには、特定の環境で最適なパフォーマンスが得られる
よう、カメラを設定するアプリケーションの種類を選択でき
ます。設置に最適なアプリケーションの種類を選択してくだ
さい。アプリケーションの種類が変更されたときにカメラが
自動的に再起動され、工場出荷時のデフォルトにリセットさ
れるため、アプリケーションの種類は、その他のあらゆる変
更を実施する前に選択する必要があります。
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カメラの使用
カメラの機能にアクセスするには、Webブラウザを使用して
ください。ブラウザでは、インターフェース画面でカメラス
トリームのライブビューを確認できます。また、カメラ設定
の幅広い設定とパラメータにアクセスして変更することもで
きます。ブラウザのインターフェースについて詳しくは、ユー
ザーガイドを参照してください。

設置の前に

箱を開く
この機器を箱から取り出す時は注意して取り扱ってくださ
い。出荷時にアイテムが破損していると思われる場合は、す
ぐに出荷元に連絡してください。 
すべての部品がそろっていることを確認します。
梱包されていた箱は、ユニットの輸送に使用するのに最も安
全なコンテナで、ユニットの修理のために返送する場合にも
使用できます。

同梱内容の確認
パッケージには次が含まれます。
‒ SNC-HMX70 パノラマカメラ
‒ 安全のために
‒ 認識ラベル
‒ 取付リング
‒ 2  六角レンチ（T10 および 1.5）
‒ 4  ねじ（4.5  40）
‒ 4  プラグ
‒ 2  ワッシャー（M4  14）4s ボックスへの取付用

システム要件
メガピクセル解像度の利点を最大限に活かすには、コン
ピュータ、グラフィックアダプタ、ディスプレイ接続、モニ
ターが、最高の状態でカメラの画像を見るのに十分な機能を
備えていることを確認してください。
Sonyの推奨事項は次のとおりです：
‒ デュアルコアハイパースレッディング以上のプロセッサを
搭載したコンピュータ
‒ カメラの解像度と一致するか、またはより優れた性能を持
つグラフィックカード
‒ Windows 7 以降のオペレーティングシステム
‒ ネットワークへのアクセス
‒ Internet Explorer バージョン 11 以降

重要

メガピクセルカメラは、高ビットレートのストリームを生成
する場合があります。ネットワークが大量の通信を処理でき
ることと高性能なコンピュータを使用していることを確認し
てください。
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設置する

記録媒体について

重要

SDカードでの記録は、アラーム記録にのみ使用してくださ
い。情報を失うリスクを最小限にするには、複数の冗長な録
画システムを使用して、すべてのデジタル情報のバックアッ
プをとる手段を実施してください。

SDカードの挿入

1 小さなもの（例：六角レンチ 1.5）を上の開口部に押し
込み、フラップを開きます（揺らさずにまっすぐ押
す）。

2 カチッと音がするまでメモリカードをスロットに差し
込む。

3 ロックねじを反時計回りに回して、カードを所定の位置
にロックする。

天井への取り付け

天井に面した取り付け
天井にカメラを取付するには：

1 取付リングを使用してくぼみの穴に印を付け、4つの取
付穴に印を付ける。
取付穴のPCDは 133 mmです。

2 内側のくぼみの穴の断面：Ø105 mm

3 直径 6 mmの穴を 4つドリルで開ける。

4 付属の取付プラグ（6  30）を穴に差し込む。

5 付属のねじ（4.5  40）を使って、取付リングをしっか
りと天井の表面に取り付ける。

ご注意

くぼみのある4sボックスを使用している場合、2本のねじと
付属のワッシャ（M4  14）を使用して、取付リングを取り
付けてください。

押す

SDカード

1.5 mm

105

4

6 mm

133
4

4.5  40

121 2
M4  14

4s ボックス
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カメラ本体を取り付ける

1 イーサネットケーブルをカメラ背面のRJ45 コネクタに
差し込む。

2 カメラ背面のスロットを取付リングの突起部に取り付
ける。

3 カチッと音がするまで時計回りに回す。

表面取付ボックスを使用した取り付け
表面取付ボックス（SMB）を使用してカメラを取り付けるに
は：

1 必要に応じてSMBを使用してケーブルの穴に印を付け、
3つの取付穴に印を付ける。
PCDは 123 mmです。

2 直径 6 mmの穴をドリルで 3つ開ける。

3 付属の取付プラグ（6  30）を穴に差し込む。

4 付属のねじ（4.5  40）を使って、SMBをしっかりと表
面に取り付ける。

5 4 本のねじ（M5）を使用して、SMBに取付リングを取り
付ける。

6 上記の説明に従い、カメラ本体を取付リングに取り付け
る。

壁の取り付け
上記の説明に従い、表面取付ボックス（SMB）を使用してカ
メラを壁に取り付けます。ただし、次の点に注意を払うこと
が非常に重要です。
‒ 90°の回転ポジションの 4つのうち 1つに SMBが取り付
けられており、示された軸に対し並行であることを確認し
ます。（参照としてスロットを使用します。）
‒ 取付リングを取り付ける際には、Nが上向きであることを
確認します。

RJ45

N

S

W E

1

2

3

9.5 mm

4.5  4（3）

3
6 mm

M5
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‒ カメラ本体を取り付ける際には、ソニーのロゴが上向きで
あることを確認します。

カメラの取り外し

取付ねじを緩める

1 小さなもの（例：六角レンチ 1.5）を上の開口部に押し
込み、フラップを開ける。（まっすぐ押し、揺らさな
い）。

2 六角レンチT10を使用して、各取付ねじを時計周りに4回
半回し緩める。

カメラを取り外す

1 カメラを反時計回りに回して取付リングから切り離す。

2 イーサネットケーブルを切り離し、カメラを取り外す。

90°

0°

180°

270°

上 = N

上

T10 T10

押す 押す

4 4

1

2
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取付ねじを元に戻す
カメラを正しく取り付け直すには、取付ねじを元に戻すこと
が重要です。

1 六角レンチT10 を使用して、各取付ねじを時計周りに 4
回転回し締める（取付クリップを元に戻す）。

2 フラップを閉じる。

ネットワーク接続

ネットワーク（およびPoE電源）
カメラを10/100 Base-Tネットワークに接続します。
‒ STP カテゴリ 5e ケーブルと RJ45 コネクタ（カメラネッ
トワークソケットはAuto MDIX準拠）を使用します。
‒ 電源は、Power-over-Ethernet 規格に準拠したイーサネッ
トケーブルを介してカメラに供給されます。

重要

PoE認証を受けたデバイスのみを使用してください。

T10 T10

4 4
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構成

ブラウザ接続
Microsoft Internet Explorerを搭載したコンピュータを使用
してライブ画像の受信、ユニットの制御、保存されたシーケ
ンスに応答します。ブラウザを使用し、ネットワークを介し
てユニットを構成します。

接続の確立
ネットワークと対応するサブネットマスクを操作するには、
ユニットに有効なIPアドレスが必要です。初期設定で、工場
出荷時にDHCPが［On］にプリセットされています。した
がってDHCPサーバーがIPアドレスを割り当てます。DHCP
サーバーがない場合、初期設定のアドレスは192.168.0.1です。

1 ウェブブラウザを起動する。

2 ユニットの IP アドレスをURLとして入力する。

3 初回のインストールの際に表示されるセキュリティの
質問を確認する。

保護ネットワーク
RADIUSサーバーをネットワークアクセス制御（802.1x認証）
に使用する場合、最初に装置を構成する必要があります。ユ
ニットを構成するには、ネットワークケーブルを使用してカ
メラを直接コンピュータに接続し、2つのパラメータ、［ID］
と［パスワード］を構成します。これらを設定した後でない
と、ネットワークを介してユニットと通信できません。

トラブルシューティング

LED ステータスの概要
カメラには4つのLEDがあり、側面のフラップを開けると見
えます。
‒ LED×2（緑と赤）は、カメラのステータスを表します。
‒ LED×2（緑とオレンジ）は、LANのステータスを表しま
す。

 

押す

LED
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故障かなと思ったら
次の表は、誤動作の原因を特定し修正する際の手助けとなるものです。

誤作動 考えられる原因 解決策

ユニットが動作しない 電源不良 電源供給を確認します。

ケーブル接続不良 すべてのケーブル、プラグ、接点、接続を確
認します。

接続が確立されず、画像が送信できない ユニットの構成が正しくない すべての構成パラメータを確認します（必要
に応じて、工場出荷時のデフォルトに戻しま
す）。

設置不良 すべてのケーブル、プラグ、接点、接続を確
認します。

IP アドレスが間違っている IP アドレスを確認します（ping）。

LAN 内のデータ送信不良 ping でのデータ送信を確認します。
接続の最大数に到達した 接続の空きができるまで待ち、再度トランス

ミッターを呼び出します。

リモートステーションに音声が送信されない ハードウェア不良 接続されたすべてのオーディオユニットが正
常に操作されていることを確認します。

ケーブル接続不良 すべてのケーブル、プラグ、接点、接続を確
認します。

構成が正しくない ［Audio］構成ページと［LIVE］ページ機能
ページのオーディオパラメータを確認してく
ださい。

音声接続がすでに、他の受信者によって使用
されている

接続が空くまで待って、送信者を再度呼び出
します。

ユニットがアラームをレポートしない アラームソースが選択されていない アラームソース構成ページで、選択可能なア
ラームソースを選びます。

アラーム応答が指定されていない アラーム接続構成ページで、必要なアラーム
応答を指定します。必要に応じて IP アドレス
を変更します。

ファームウェアアップロードの後、ユニット
が動作しない

ファームウェアファイルによるプログラミン
グ時に電源不良が起きている

必要に応じて、カスタマーサービスにユニッ
トの確認を依頼します。

ファームウェアファイルが正しくない お使いのウェブブラウザで、ユニットの IP ア
ドレスを入力し、/main.htmin を後に続け、
アップロードを繰り返します。

ActiveX コンポーネントの代わりに、赤い
×印のプレースホルダがある

JVM がコンピュータにインストールされてい
ないかアクティベートされていない

JVMをインストールします。

ウェブブラウザに空白のフィールドがある ネットワークのプロキシサーバーを有効にす
る

ローカルコンピュータのプロキシ設定で、
ローカル IP アドレスを実行するルールを作成
します。

カメラ LED が赤く点滅する ファームウェアアップロードに失敗している ファームウェアアップロードを繰り返します。
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ネットワーク接続のテスト
pingコマンドを使用して、2つのIPアドレス間の接続を確認
できます。これにより、デバイスがネットワーク上で有効か
どうかをテストできます。

1 DOSコマンドプロンプトを開く。

2 pingと入力して、デバイスの IP アドレスを続ける。

デバイスが見つかったら、応答に「Reply from ...」と表示さ
れ、そのあとに送信されたバイト数と送信時間（ミリ秒）が
続きます。そうでない場合は、デバイスはネットワークを介
してアクセスできません。これには、次の理由が考えられま
す。
‒ デバイスがネットワークに正しく接続されていません。こ
の場合はケーブル接続を確認します。
‒ デバイスがネットワークに適切に統合されていません。IP
アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを確
認します。

カスタマーサービス
不良を解決できない場合、販売元またはシステム統合者に連
絡してください。
内部ファームウェアのバージョン番号は、サービスページか
らご覧いただけます。カスタマーサービスにご連絡いただく
前に、この番号を手元に控えてください。

1 ブラウザのアドレスバーに、IPアドレスを入力した後、
/version と入力する。
例：192.168.0.80/version

2 情報を書き留めるかページを印刷する。

メンテナンス

清掃
一般的には、清掃には乾いた布を使用すれば十分ですが、しっ
とりした柔らかい布やセーム皮も使用できます。
液体クリーナーまたはエアロゾルクリーナーは使用しないで
ください。

レンズの清掃
確実に最適な性能を得られるにするには、レンズを清潔に保
つことが重要です。レンズの表面からほこり、グリース、指
紋を除去する必要があります。レンズを掃除するときは、光
の反射を減らすために使用している特殊コーティングを傷つ
けないように十分注意してください。
‒ ブロアブラシか油分を含まない柔らかいブラシでほこりを
除去してください。
‒ 柔らかく、糸くずの出ない清潔な布で水分を拭き取り、レ
ンズの表面を乾かしてください。
‒ 特殊なレンズクリーニングペーパーか、レンズ洗浄液で処
理した布を使って、残りのほこりを優しく拭き取ります
（レンズの中心から端に向かって螺旋状に拭きます）。

修理

重要

ユニットのケースは絶対に開かないでください。

ユニットにお客様が修理できる部品はありません。すべての
修理は、適切な資格を持ったスペシャリストに依頼してくだ
さい。
11



リセット
リセットボタンを使用して、ユニットを工場出荷時の設定に
戻します。設定上のあらゆる変更は、工場出荷時のデフォル
トで上書きされます。例えばユニットの設定が無効で、目的
どおりに機能しない場合など、リセットが必要な場合があり
ます。

押す

リセット
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仕様
電力

電源 Power-over-Ethernet 48 VDC 定格
消費電力 9.6 W

PoE IEEE 802.3af（802.3at Type 1）

センサー

タイプ 1/2.3.inch CMOS

センサーピクセルの合計 12MP
使用済みピクセル（360°バージョン） 2640 × 2640（7MP）

動画パフォーマンス - 感度 - 360°レンズ

（3100K、反射率 89%、F2.8、30IRE）
カラー 0.55 lx

白黒 0.18 lx

動画パフォーマンス - ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジ 92 dB WDR（+16 dB IAE）

動画ストリーミング

動画圧縮 H.264（MP）；M- JPEG
ストリーミング H.264 およびM-JPEG の複数の構成可能なストリーム、構成可能なフレームレートと帯域

幅。
エッジゆがみ補正のある複数チャンネル。
関心領域（ROI）

全体的な IP遅延 最小 120 ミリ秒、最大 340 ミリ秒
エンコーディング間隔 1 ～ 25［30］ips

動画解像度（H × V） - 360°バージョン

動画1チャンネル フル画像サークル 2640 × 2640
動画2チャンネル フルパノラマ 3584 × 504

E-PTZ 1536 × 864

Quad 1536 × 864
パノラマ 2688 × 800

ダブルパノラマ 1920 × 1080
Corridor 1600 × 1200

動画3チャンネル E-PTZ 1280 × 720
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動画機能

昼夜切替 カラー、白黒、自動（調節可能なスイッチオーバーポイント）
調節可能な静止画設定 コントラスト、飽和、明るさ

ホワイトバランス 2500 ～ 10000K、4 つの自動モード（ベーシック、スタンダード、ナトリウムランプ、ドミ
ナントカラー）、手動モード、ホールドモード

シャッター 自動電気シャッター（AES）
固定（1/30 [1/25] ～ 1/15000）選択可能
デフォルトシャッター

シャープネス シャープネスの強調レベルは選択可能

バックライト補正 オフ /オン /インテリジェント自動露出（BLC）
コントラスト強調 オン /オフ

ノイズリダクション 時間と空間の調整を別々にするインテリジェントダイナミックノイズリダクション

インテリジェントデフォッグ インテリジェントデフォッグは、霧や霧の多いシーンで最適な画像のパラメータを自動的
に調整します（切り替え可能）

露出リージョン 複数の選択可能なリージョン
プライバシーマスキング 8 つの独立したエリアを登録可能

動画コンテンツ分析 MOTION+

プレポジション 6 つの独立したセクター
ディスプレイスタンプ すべての動画チャンネルに独立した名前とスタンプ

その他の機能 ピクセルカウンター、動画の透かし、位置情報

光学

レンズ（360°バージョン） 1.6 mm 固定フォーカスレンズ（IR 修正済み）、F2.8

レンズ取付 ボード取付

アイリス制御 固定アイリス
視野（360°バージョン） 180°（水平）× 180°（垂直）

オブジェクトとの最短距離 0.1 m
昼夜切替 切替メカニカル IR フィルター

オーディオ

オーディオ入力 統合マイク（完全に無効にできます）
オーディオストリーミング

スタンダード G.711、8 kHz サンプリングレート
L16、16 kHz サンプリングレート
AAC-LC、16 kHz サンプリングレートで 48 kbps
AAC-LC、16 kHz サンプリングレートで 80 kbps

信号雑音比 >50 dB
オーディオストリーミング 全二重 /半二重

ローカルストレージ

内部RAM 10 s プレアラーム録画

メモリカードスロット 最大 32 GB SDHC/2 TB SDXC カードをサポートしています。（HD録画には Class6 以上の
SDカードを推奨）

録画 連続録画、リング録画、アラーム /イベント /スケジュール録画

ソフトウェア

ユニット構成 ウェブブラウザ
ファームウェアアップデート SNC toolbox

ソフトウェアビューア ウェブブラウザ
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ネットワーク

プロトコル IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、
ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、APIPA（Auto-IP、リンクのローカルア
ドレス）、NTP（SNTP）、SNMP（V1、MIB-II）、802.1x、DNS、DNSv6、DDNS 
（DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com)、SMTP、iSCSI、UPnP（SSDP）、DiffServ（QoS）、
LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、ダイジェスト認証

暗号化 TLS 1.2、SSL、DES、3DES
イーサネット 10/100 Base-T、自動センシング、全 /半二重

接続性 ONVIF Profile S、Auto-MDIX

機械

寸法 158 × 33 mm

重量 526 g

環境

動作温度 ‒20 ℃～ +40 ℃

ストレージ温度 ‒20 ℃～ +60 ℃
動作湿度 20% ～ 93% RH

保管湿度 最大 98% RH

耐衝撃等級 IK06（レンズ : IK04）
15



寸法

N

S

W E

3
4

6
8

105

158

mm150

NPT 3/4"
PG16

158

4
7

mm
16



Sony Corporation


	目次
	説明書について
	システムの概要
	アプリケーションの種類
	カメラの使用

	設置の前に
	箱を開く
	同梱内容の確認
	システム要件

	設置する
	記録媒体について
	天井への取り付け
	壁の取り付け
	カメラの取り外し

	ネットワーク接続
	ネットワーク（およびPoE電源）

	構成
	ブラウザ接続

	トラブルシューティング
	LEDステータスの概要
	故障かなと思ったら
	ネットワーク接続のテスト
	カスタマーサービス

	メンテナンス
	清掃
	修理
	リセット

	仕様
	寸法





