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ネットワークカメラ

アプリケーションガイド
2.1
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、
火災や人身事故になることがあります。
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います。
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。
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はじめに
本書は SNC toolbox などアプリケーションソフトウェアの
取扱説明書です。

SNC toolbox を使う
ここでは、SNC toolbox の機能を説明します。
ご注意

補足
SNC toolbox は、Sony Network Camera toolbox の略で
す。
ご注意
接続されるデバイスによっては、使用できる機能が異な
り、以下で説明される機能がサポートされていない場合
がありますのでご了承ください。

･ デバイスのファームウェアは最新のバージョンにアップ
グレードすることをお勧めします。
･ 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、SNC toolbox 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
無効にしてください。
･ Windows 7、Windows 8.1 および Windows 10 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 SNC toolbox が正常に動作しません。設
定のしかたは、
「Windows 7 をご利用の場合− Windows

このガイドの使いかた
このガイドは、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

ファイアウォールの設定について」（29 ページ）、また
は「Windows 8.1 および Windows 10 をご利用の場合−
Windows ファイアウォールの設定について」（30 ペー
ジ）をご覧ください。
･ Windows 10 をお使いの場合は、タブレットモードはオ
フにしてください。
･ SSL または TLS 機能のことを SSL と省略して説明しま
す。
･ 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載
されていないものがあります。
･ カメラと SSL 通信する場合、SNC toolbox でも設定する
必要があります。
マイデバイス登録時に設定する場合は、「マイデバイス

できます。

へ登録する」（9 ページ）をご覧ください。
個別のデバイスごとに設定する場合は、「SNC toolbox
の使いかた−登録デバイスの修正」（4 ページ）をご覧

ソフトウェアの画面例について

ください。
複数のデバイスに一括で設定する場合は、
「SNC toolbox

この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

のオプションを設定する−ネットワークタブ」（12 ペー
ジ）をご覧ください。

ありますので、ご了承ください。

プリントアウトについて
プリントする場合、お使いのシステムによっては、画面

･ 画像の一部が画面に収まらない場合は、お使いのコン
ピューターのディスプレイ設定（拡大率）を 100% にし
てください。
･ 画素密度の高いディスプレイをお使いの場合、自動で拡
大率が変更されているときがあります。

やイラストの細部までを再現できないことがありますが、
ご了承ください。

このガイドの使いかた / SNC toolbox を使う
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SNC toolbox のインストール方法

1

ダウンロードサイトより任意のフォルダーに SNC
toolbox のインストーラーをダウンロードしてくださ

SNC toolbox の使いかた
メニューバー

ファンクションボタン

い。

2

ダウンロードしたインストーラーのZIPファイルを解
凍する。

3
4

「SncToolbox̲Setup.exe」を起動する。
画面に表示されるウィザードに従って「SNC
toolbox」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。

補足
インストールは管理者権限で行ってください。

5

「Finish」を選択すると、インストールが完了します。

SNC toolbox プログラムを起動す
る
Windows 7 をご利用の場合、Windows の［スタート］メ
ニューから［すべてのプログラム］、
［SNC toolbox］
、
［SNC toolbox］の順に選択します。
Windows 8 および Windows 8.1 をご利用の場合、
Windows の［スタート］メニューから［SNC toolbox］を
選択します。
SNC toolbox が起動します。
メイン画面が表示され、SNC toolbox がネットワーク上に
接続されているデバイスを検出してリストを表示します。

デバイスツリー表示

デバイスリスト

ビューボタン

メニューバー
機能が選択できます。デバイスの種類によっては、選択
できない場合があります。
ファイル (F) メニュー
インポート：デバイスリスト（CSV 形式）のファイルを
読み込みます。
エクスポート：デバイスリストを CSV 形式のファイルに
して出力します。
閉じる：SNC toolbox を終了します。
編集 (E) メニュー
カット：デバイスまたはフォルダーを切り取ります。
コピー：デバイスまたはフォルダーをコピーします。
貼り付け：デバイスまたはフォルダーを貼り付けます。
全て選択：デバイスリスト内のデバイスをすべて選択し
ます。
フォルダの追加：フォルダーを作成します。
登録デバイスの追加：手動でデバイスを登録します。
登録デバイスの修正：デバイス情報を編集します。
クリア：1 つのフォルダーからデバイスをはずします
削除：デバイスまたはフォルダーを削除します。
表示 (V) メニュー
ステータスバー：下部のステータス表示／非表示を切り
換えます。
一覧：デバイスの詳細情報を表示します。
静止画（小）：小さいサムネイル付きでデバイスの詳細情
報を表示します
静止画（大）：大きいサムネイルでデバイスを一覧表示し
ます。
カラムの設定：リストに表示する項目を設定する画面を
表示します。
表示シリーズの選択：リストに表示するシリーズを選択
する画面を表示します。
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ツール (T) メニュー

タスクの修正：タスクの編集画面を表示します。

検索：デバイスの再検索を行います。

タスクの削除：タスクを削除します。

外部ネットワークのデバイスを検索する機能を有効に
することで、検索範囲を広げることができます。
機能の設定は、［ツール］から［オプション］をクリッ
クし、［ネットワーク］タブの［検索設定］から可能で
す。
デバイスアカウント：デバイスのユーザー名とパスワー
ド管理の画面を表示します。
ネットワーク設定：デバイスのアドレス設定変更の画面
を表示します。
デバイス設定：デバイスの設定画面を表示します。
デバイス一括設定：デバイスの一括設定画面を表示しま
す。
プライバシーマスキング：プライバシーマスキング画面
を表示します。
パノラマパネル：パノラマ作成画面を表示します。
カスタムホームページ：カスタムホームページ画面を表
示します。
音声ファイル：

ティップス：SNC toolbox のティップスを表示します。
バージョン：SNC toolbox のバージョン情報を表示しま
す。

ファンクションボタン
リストを更新したりダイアログを表示させたりするとき
に使います。
検索
検索結果のデバイスリストを更新します。
アカウント
デバイスごとに管理者ユーザーを設定します。
ネットワーク

作成：音声ファイル作成画面を表示します。
アップロード：音声ファイルアップロード画面を表示
します。
ファームウェアアップグレード：ファームウェア

ヘルプ (H) メニュー

［ネットワーク設定］ダイアログを表示します。
マスキング

アッ

プグレード画面を表示します。
CGI 送信： CGI 送信画面を表示します。
パスワード設定： パスワード設定画面を表示します。
デバイス初期化：
再起動：デバイスを再起動します。
工場出荷設定：工場出荷状態に初期化します。
設定データのバックアップ：設定データをコンピュー
ターにバックアップします。
設定呼び出し：バックアップした設定データをデバイ
スに呼び出します。
デバイスのホームページ：デバイスに接続します。
デバイスログ：
システムログ：デバイスのシステムログを取得しま
す。
アクセスログ：デバイスのアクセスログを取得しま
す。
デバイスログダウンロード：デバイスのログをダウン
ロードします。
機器情報ダウンロード：機器情報をダウンロードしま
す。
ツールログ：SNC toolbox のログを取得します。
オプション：SNC toolbox の設定変更の画面を表示しま

［プライバシーマスキング］ダイアログを表示します。
パノラマ
［パノラマ作成］ダイアログを表示します。
カスタムホームページ
［カスタムホームページ］ダイアログを表示します。
アップグレード
［アップグレード］デバイスのファームウェアを更新しま
す。
設定
デバイスの設定画面を表示します。
タスク
［タスクリスト］ダイアログを表示します。

デバイスツリー表示
フォルダーのカスタマイズをすることができます。また、
マイデバイスの登録状況をツリー形式で表示することが
できます。

す。
検索結果フォルダー
タスク (K) メニュー
タスクリスト：タスクリスト画面を表示します。
タスクの追加：タスクウィザード画面を表示します。

このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、起動
時または［検索］によって検索されたネットワーク上の
デバイスが表示されます。

SNC toolbox を使う
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表示可能なカメラの数は最大 1024 台です。

管理者名
管理者ユーザー名を表示します。

エラーフォルダ−
このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、マイ

NIC の IP アドレス（検索結果フォルダーのみ）

デバイスフォルダーに登録したデバイスに接続できない
時に、接続できないデバイスが表示されます。

デバイスを検出した NIC（ネットワークカード）の IP ア

また、登録しているデバイスがネットワーク上で見つか
らなかった場合にこのフォルダーに登録されます。

ドレスを表示します。
アワーズメーター（マイデバイスリストフォルダーのみ）
積算稼働時間が表示されます。

マイデバイスフォルダー
このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、検索

補足

結果フォルダーまたは手動により登録されたデバイスが
表示されます。

･ デバイスの種類によっては、デバイスリストに表示され

デバイスリスト

が表示されます。
･ 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載

デバイスツリー表示で選択したフォルダーに登録された
デバイスが一覧表示されます。

ない項目があります。
･ SSL 通信が行われているカメラは IP アドレスの左側に

されていないものがあります。

デバイス名

ビューボタン

個別に設定したデバイスの名称を表示します。

デバイスリストの表示形式の切り換えができます。（11
ページ）

状態（エラー、マイデバイスフォルダーのみ）
現在の接続状況が確認できます。
MAC アドレス
デバイスの MAC アドレスが確認できます。
デバイスアドレス

デバイスを検索する
［検索］をクリックすることで、ネットワーク上に接続さ
れているネットワークデバイスを検出することができま
す。初期状態では、同一のネットワークセグメントに存

デバイスの IP アドレスが確認できます。

在するデバイスを検出しますが、検索設定をすることで、
ネットワークセグメントを越えてデバイスを検索できま

ポート番号、HTTP ポート番号

す。
検索設定は、「SNC toolbox のオプションを設定する−

デバイスのポート番号が確認できます。

ネットワークタブ− 検索設定」（13 ページ）をご覧くださ
い。

DHCP/ 固定 IP

SNC toolbox では、デバイスを定期的に検索しています。
検索の状態は、［検索］ボタンから判断できます。

デバイスの IP アドレスが DHCP と固定 IP のどちらなの
かを表示します。

検索中

クライアント証明書
SSL で使用するクライアント証明書の名前を表示します。
定期的にネットワーク上からデバイスの検出を行い、デ
機種名を表示します。

バイスリストを自動更新しています。検索を停止する場
合、クリックしてください。

シリアル

検索停止

モデル名

シリアル番号を表示します。
バージョン
ファームウェアのバージョンを表示します。
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検索を停止しています。検索を再開する場合、クリック
してください。

検索範囲を広げたい場合
検索設定をしてください。

1
2

［ツール］から［オプション］をクリックする。
［ネットワーク］タブをクリックする。

デバイスリストから選択した一デバイスのネットワーク
情報（IPv4）の設定が可能です。
端末一覧：IPv4 に対応するデバイスを表示します。
設定するデバイスを選択し、設定後に端末一覧は自動
的に更新されます。

［検索設定］の［外部ネットワークのデバイスを検索

IP アドレスを自動的に取得する：DHCP モードをオンに
設定します。

する］をチェックする。
より検索範囲を広げたい場合、TTL の値を大きくしてく

次の IP アドレスを使う：DHCP モードをオフに設定しま
す。設定した場合、固定アドレスを指定するため、IP

3

ださい。
補足
正しく検索設定をしてもデバイスが検索されない場合、
「SNC toolbox のオプションを設定する− ネットワークタ
ブ− 検索設定」（13 ページ）の ご注意 をご覧くださ
い。

IP アドレスを割り当てる
ネットワークを介してデバイスに接続するためには、デ
バイスに新しい IP アドレスを割り当てる必要がありま
す。初めてデバイスを設置したときは、デバイスに IP ア
ドレスを割り当ててください。
デバイスリストからネットワーク設定するデバイスを選
択し、［ネットワーク］をクリックすると、
［ネットワー

アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ
イを指定してください。また、「PING の応答があった
場合、その IP アドレスはスキップされます。
」に
チェックをすることで、指定した IP アドレスが既に
使用されているかどうかを判断します。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する：DNS モー
ドをオンに設定します。
次の DNS サーバーのアドレスを使用する：DNS モード
をオフに設定します。設定した場合、優先 DNS サー
バーアドレス、代替 DNS サーバーアドレスを指定し
てください。
HTTP ポート番号：通常は 80 を選択します。80 以外を設
定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番
号を入力してください。
基本設定タブ（デバイスリストからデバイスを複数選択
時）

ク設定］ダイアログが表示されます。このダイアログは、
［基本設定］
、［IPv6 設定］の 2 種類のタブで構成されま
す。
基本設定タブ（デバイスリストからデバイスを単数選択
時）

デバイスリストから選択した複数デバイスのネットワー
ク情報（IPv4）の設定が可能です。
複数選択したデバイスに応じて、単数選択時の［基本設定］
タブとは、以下の違いがあります。
次の IP アドレスを使う：DHCP モードをオフに設定し、
開始と終了の IP アドレスを指定することで、連続し
た IP アドレスを設定することができます。

SNC toolbox を使う
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ネットワークアドレス：デバイスリストから複数のデバ
イスを選択した場合、かつ、複数のネットワークアド
レスが存在する場合に表示されます。設定したいデバ
イスが存在するネットワークアドレスを選択すること

IPv6 設定タブ（デバイスリストからデバイスを複数選択
時）

により、一括設定が可能となります。
IPv6 設定タブ（デバイスリストからデバイスを単数選択
時）

デバイスリストから選択した複数デバイスのネットワー
ク情報（IPv6）の設定が可能です。
複数選択したデバイスに応じて、単数選択時の［基本設定］
タブとは、以下の違いがあります。
次の IP アドレスを使う：DHCP モードをオフに設定し、
デバイスリストから選択した一デバイスのネットワーク
情報（IPv6）の設定が可能です。
端末一覧：IPv6 に対応するデバイスを表示します。

開始と終了の IP アドレスを指定することで、連続し
た IP アドレスを設定することができます。
ネットワークアドレス：デバイスリストから複数のデバ
イスを選択した場合、かつ、複数のネットワークアド
レスが存在する場合に表示されます。設定したいデバ

設定するデバイスを選択し、設定後に端末一覧は自動
的に更新されます。
IPv6：デバイスの IPv6 モードの切り替えができます。
IP アドレスを自動的に取得する：DHCP モードをオンに
設定します。
次の IP アドレスを使う：DHCP モードをオフに設定しま
す。設定した場合、固定アドレスを指定するため、IP
アドレス、プレフィックス、デフォルトゲートウェイ
を指定してください。また、「PING の応答があった場
合、その IP アドレスはスキップされます。
」にチェッ
クをすることで、指定した IP アドレスが既に使用さ
れているかどうかを判断します。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する：DNS モー
ドをオンに設定します。
次の DNS サーバーのアドレスを使用する：DNS モード
をオフに設定します。設定した場合、優先 DNS サー
バーアドレス、代替 DNS サーバーアドレスを指定し
てください。
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イスが存在するネットワークアドレスを選択すること
により、一括設定が可能となります。

ネットワーク設定を使う

1

デバイスリストから IP アドレスを割り当てたいデバ
イスを選択して、
［ネットワーク］をクリックする。
アカウント設定画面が表示されます。

2

ログインする管理者の名前とパスワードを入力し、

5

［OK］をクリックする。
工場出荷時に設定されている管理者名とパスワード
については、各機種のユーザーガイドをご覧くださ

HTTP ポート番号を設定する。
通常は、HTTP ポート番号の［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

い。
ネットワーク設定画面が表示されます。

します。
ご注意
･ ポート番号に［80］以外を指定する場合は、ネッ
トワーク管理者にご確認ください。
･ デバイスの種類によっては、設定可能なポート番
号が異なる場合があります。

6

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。
「設定成功」が表示されれば、IP アドレスの設定は終
了です。

7

3

設定完了後、直接デバイスにアクセスするには、リ
スト上のデバイス名をダブルクリックする。

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
［IP アドレスを自動的に取得する］を選択します。
IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイが自動的に割り当てられます。

Web ブラウザにネットワークデバイスのビューアー
画面が表示されます。

ご注意
［IP アドレスを自動的に取得する］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。
固定 IP アドレスを設定するときは
［次の IP アドレスを使う］を選択し、IP アドレス、
サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ欄にそ

4

ご注意
IP アドレスが正しく設定されていないと、手順 7 の操作
をしてもビューアー画面が表示されません。また、デバ
イスが検索できなくなる可能性があります。この場合は
IP アドレスの設定をやり直してください。

れぞれの値を入力します。

マイデバイスへ登録する

DNS サーバーアドレスを設定する。

デバイスツリーには、初期値として［検索結果］、
［エ
ラー］、
［マイデバイス］の 3 つのフォルダーがあります。

DNS サーバーアドレスを自動取得するには
［DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する］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
［次の DNS サーバーアドレスを使用する］を選択し
てから、優先 DNS サーバーアドレスおよび代替
DNS サーバーアドレス欄に DNS サーバーアドレス
を入力します。

［検索結果］と［エラー］の 2 つのフォルダーは、固定さ
れ、編集やフォルダー名の変更はできません。
［マイデバイス］フォルダーは、フォルダー名の変更や
フォルダーの追加・削除・移動をすることができます。
デバイスの種類によっては、［マイデバイス］に登録でき
ない場合があります。
検索結果フォルダー
検索により検出したデバイスを表示します。

SNC toolbox を使う
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エラーフォルダー

3

以下の項目を入力する。
デバイス名：任意のデバイス名を入力します。
デバイスアドレス：登録するデバイスのアドレスを
入力します。通常は［シングルデバイス］を選択し

接続に失敗したデバイスを表示します。
マイデバイスフォルダー

ます。指定された IP アドレスの範囲内に複数のカメ
ラがある場合は、
［マルチデバイス］を選択します。

デバイスを任意のフォルダーで分類、管理することがで
きます。

HTTP ポート番号：通常は 80 を選択します。80 以
外を設定するときは、テキストボックスを選択し、

フォルダーを追加する

1
2

ポート番号を入力してください。
HTTPS ポート番号：通常は、443 を選択します。

フォルダーを追加したい親となるフォルダーを選択
する。

443 以外を設定するときは、テキストボックスを選択
し、ポート番号を入力してください。
プロトコル：デバイスと通信するプロトコルを
HTTP、HTTPS から選択します。

マウスを右クリックし、表示されるメニューから
［フォルダの追加］を選択する。

クライアント証明書：SSL のクライアント認証を使
用するときに設定します。

フォルダーが追加されるので任意のフォルダー名を
入力してください。

HTTPS を選択したときに有効になります。
デフォルトの証明書：［ツール］メニューの［オ
プション］にある［ネットワーク］タブの［毎回

デバイスを登録する
デバイスの登録のしかたには、以下の方法があります。

使用するクライアント証明書］を使用します。
IE の証明書：
［IE の証明書 ...］ボタンをクリック

･「登録デバイスの追加」ダイアログで登録する
･ ドラッグアンドドロップで登録する

してインターネットエクスプローラーに登録され
ている証明書を選択する。

･ コピーアンドペーストで登録する

デバイスアカウント：デバイスにアクセスする管理
者のユーザー名を［管理者名］欄にパスワードを

「登録デバイスの追加」ダイアログによる登録

1
2

［管理者パスワード］欄に入力してください。

デバイスを登録するフォルダーを選択する。
マウスを右クリックし、表示されるメニューから
［登録デバイスの追加］を選択する。
「登録デバイスの追加」ダイアログが表示されます。

4

［OK］をクリックして、登録する。

ドラッグアンドドロップによる登録
検索結果フォルダーのデバイス一覧から登録したい機器
を選択し、登録したいフォルダーにドラッグアンドド
ロップすると、デバイスが追加されます。
コピーアンドペーストによる登録
検索結果フォルダーのデバイス一覧から登録したい機器
を選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューか
ら［コピー］を選択（または［編集］メニューから［コ
ピー］を選択）します。つぎに、登録したいフォルダー
を選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューか
ら［貼り付け］を選択します。

デバイス／フォルダーの名前を変更する
名前を変更したいフォルダーまたはデバイスを選択し、
マウスを右クリックし表示されるメニューから［名前の
変更］を選択すると、デバイス／フォルダー名が反転状
態になります。その状態で新しい名前を入力してくださ
い。
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デバイス／フォルダーを削除する

大きいサムネイルの表示にする

デバイス一覧またはデバイスツリーから削除したいデバ
イス／フォルダーを選択し、マウスを右クリックし表示
されるメニューから［削除］を選択（または［編集］メ

［表示］メニューから［静止画（大）
］を選択するか、
をクリックすると大きいサムネイルの表示になりま
す。

ニューから［削除］を選択）します。

デバイス／フォルダーを移動する
以下のいずれかの方法が可能です。
･ デバイス一覧／デバイスツリーから移動したい機器を選
択し、移動したいフォルダーにドラッグアンドドロップ
すると、デバイスまたはフォルダーが移動します。
･ デバイス一覧／デバイスツリーから移動したい機器を選
択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから
［カット］を選択（または［編集］メニューから［カッ
ト］を選択）します。つぎに、移動したいフォルダーを
選択し、［貼り付け］を選択します。

リストに表示する項目を変更する

デバイス一覧の表示方法を変更する

［表示］メニューから［カラムの設定］を選択すると、
「カラムの設定」ダイアログが表示されます。

詳細表示にする
［表示］メニューから［一覧］を選択するか、

をクリッ

クすると詳細表示になります。

表示したい項目にチェックすると表示、チェックをはず
すと非表示になります。
設定変更後に［OK］をクリックすると、設定がリストに
反映され、メイン画面に戻ります。

リストに表示するシリーズを変更する
サムネイル付きの詳細表示にする

［表示］メニューから［表示シリーズの選択］を選択する
と、［表示シリーズの選択］ダイアログが表示されます。

［表示］メニューから［静止画（小）
］を選択するか、
をクリックするとサムネイル付きの詳細表示になりま
す。

シリーズにチェックすると表示、チェックをはずすと非
表示になります。
設定変更後に［OK］をクリックすると、設定がリストに
反映され、メイン画面に戻ります。

SNC toolbox を使う
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［タイムアウト］
：ファームウェアアップグレード時のデ

ご注意

バイスのタイムアウトの設定をします。

･［表示シリーズの選択］ダイアログでは、検索停止中に
表示するシリーズを追加すると、一時的に検索を行いま
す。
･［表示シリーズの選択］は検索結果フォルダにのみ反映

［設定ファイルのバックアップ先］
：アップグレード時の
設定ファイルの保存先を指定します。［参照］をク
リックするとフォルダー選択ダイアログが表示され、
保存するフォルダーを選択します。

されます。

サムネイル画像を更新する
サムネイルを表示させ更新したいカメラを選択し、［再読
み込み］をクリックすると現在のカメラの映像をサムネ
イルとして表示します。

［メインウィンドウを閉じるときに警告ダイアログを表示
する］：警告メッセージを表示する場合に選択します。
［IP を割り当てたときに警告する］：警告メッセージを表
示する場合に選択します。
［デバイスのホームページを開く時、設定画面を開く］
：
設定画面を直接開く場合に選択します。

SNC toolbox のオプションを設定
する

ネットワークタブ

［ツール］メニューから［オプション］を選択すると、
「オプション」ダイアログが表示されます。このダイアロ
グは、［一般］
、［ネットワーク］
、［ログ］の 3 種類のタブ
で構成されます。

一般タブ

HTTP プロキシと FTP プロキシの設定をします。
HTTP プロキシを使用する場合は、
［HTTP プロキシを使
用する］をチェックします。
FTP プロキシを使用する場合は、［FTP プロキシを使用
する］をチェックします。
自動構成や例外などを含めたプロキシ設定を Internet
Explorer から取得する場合は、
［Internet Explorer の設定

言語
言語の設定をします。
毎回使用するデバイスアカウント
デバイスごとに、アクセスする管理者のユーザー名とパ
スワードの初期値を設定します。
ファームウェア

アップグレード

ファームウェアアップグレードに関する設定をします。
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取得］を［オン］にしてください。
Internet Explorer から取得しない場合は、［Internet
Explorer の設定取得］を［オフ］にし、プロキシサー
バーアドレスとプロキシサーバーポート番号を入力して
ください。
IP 設定
検索結果フォルダーで使用する IP アドレスを選択しま
す。
［IPv4］：IPv4 を使用します。

［IPv6 優先］
：IPv6 を使用します。ただし、IPv6 が設定

ログタブ

されていないデバイスは IPv4 を使用します。
検索設定
［検索］における検索範囲を設定します。
［外部ネットワークのデバイスを検索する］: 同一ネット
ワークセグメントを越えて検索をする場合、チェック
してください。
［TTL］：［外部ネットワークのデバイスを検索する］を有
効時に、検索範囲を設定します。
ご注意
･ ネットワークセグメント外のデバイスが検索されなかっ
たときは以下の項目を確認してください。
- マルチキャストを使用して検索するためルーターのマ
ルチキャスト設定を確認してください。
- 検索対象のデバイスに IP アドレスが正しく設定され
ているか確認してください。
- デバイスに SSL 設定がされている場合、ネットワー
クセグメント外のデバイスとして検索できません。デ
バイスの SSL 設定を無効にしてください。
･［外部ネットワークのデバイスを検索する］を有効にす
るとネットワーク上にマルチキャストパケットが定期的
に流れるため、ネットワークへの負荷がかかります。
SSL 設定
SSL の設定を行います。
［毎回使用するクライアント証明書］
：使用するクライア
ント証明書を入力します。

一番古いログファイルを上書きする
ログファイルのサイズを設定する場合は、［有効］を
チェックし、ファイルサイズの空き容量の最低限度を指
定します。
ログ出力フォルダ
［参照］をクリックするとフォルダー選択ダイアログが表
示されます。ログの保存先フォルダーを指定します。

［スケジュールされたタスクかメインウィンドウでの SSL
エラーの処理方法］：
［続ける］または［キャンセル］

プライバシーマスキングを使う ― カ
メラ映像にマスクをかける

を選択します。
［デバイスの SSL 機能が SSL 接続のみの場合、HTTP プ

SNC toolbox のプライバシーマスキング機能を使うと、配
信される映像の任意の場所にプライバシーマスクをかけ

ロトコルから HTTPS プロトコルへ自動的に接続す
る］：必要に応じてチェックしてください。

て映像を隠すことができます。

1

ご注意
･ SSL の設定を変更したときは、SNC toolbox を再起動し
てください。
･ 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載
されていないものがあります。
･ SSL の設定はマイデバイスに登録しているデバイスの
み、有効になります。
･ デバイスの SSL 機能が有効の場合、デバイスに対する
操作が正常に出来ないことがあります。
その場合は SSL 機能を無効にするようにお願いします。

2

デバイスリストでプライバシーマスクを設定するカ
メラを選択する。
［マスキング］をクリックする。

プライバシーマスキングの使いかた
プライバシーマスキングは、プライバシーマスク位置を
設定するプライバシーマスキング 画面で構成されていま
す。
［マスキング］をクリックするとプライバシーマスキング
画面が表示されます。

SNC toolbox を使う
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プライバシーマスキング画面

ビューアー
接続したカメラのライブ映像が表示されます。このエリ

PTZ 機能が無効な場合
ビューアー

ア上でプライバシーマスク位置を指定します。
数字
設定されているマスクの番号をビューアーに表示します。
四角
設定されているマスクの枠を表示します。マスクが重
なって設定されている場合に見やすくなります。
全体画像エリア
全体画像（パノラマ機能がサポートされているカメラで
はパノラマ画像）が表示されます。
全体画像上に、設定されているプライバシーマスク位置
が番号で表示されます。
任意の点をクリックすると、クリックした場所にカメラ
が移動します。
ご注意
全体画像を作成していない場合、デフォルト画像が表示
されます。
PTZ コントローラー
カメラのパン、チルト、ズーム操作を行うことができま

PTZ 機能が有効な場合
ビューアー

す。
パン、チルト操作
移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し
続けると連続的にカメラの向きが移動します。
ズーム操作
をクリックするとズームアウトを、

をク

リックするとズームインをします。ボタンを押してい
る間ズーム動作が続きます。
をクリックすると Wide 端までズーム移動を行いま
す。
をクリックすると Tele 端までズーム移動を行いま
す。
現在のズーム位置はズームバーに表示されています。
左端が Wide 端で右端が Tele 端となります。
プライバシーマスク設定欄
プライバシーマスクの登録、消去ができます。
［セット］
：ビューアー上で指定したエリアをプライバ
シーマスク領域として設定します。
［セット］をクリックすると、ビューアー上にプライ
バシーマスクが反映されます。［色］リストボックス
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で選択されている色がプライバシーマスクの色として

パノラマ作成を起動する

設定されます。

1

デバイスリストでパノラマ画像を作成するカメラを

ご注意
マスク範囲が画面下端に達した場合、画面下端の背景が
見える場合があります。

選択する。

2

［パノラマ］をクリックする。
パノラマ作成画面が表示されます。

［クリア］
：クリックすると、設定されているプライバ
シーマスクを削除します。

パノラマ作成の使いかた
マップビュー

色
プライバシーマスクの色を指定します。この設定はすべ
てのプライバシーマスクに共通です。
全てクリア
クリックすると、設定されているプライバシーマスクを
すべて、削除します。

プライバシーマスクを設定する
以下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定
することができます。

1
2

ビューアー上でマウスをドラッグ操作して、プライ
バシーマスクの範囲を設定する。
アークティックビュー

［色］リストボックスからマスクの色を選択する。
ビューアー
ご注意
マスクの色はすべてのマスクに共通です。最後に選
択した色が設定されます。

3

プライバシーマスク設定欄から登録する番号を選び、
［セット］をクリックする。
ビューアー上にマスクが反映されます。

パノラマ作成を行うと、ビューアーにパノラマ画像が表
示されます。
360 度旋回可能なカメラ以外では表示されません。
パンチルト制限
パノラマ画像上でカメラの可動範囲を設定します。

プライバシーマスクの設定範囲

マウスをドラッグして任意の矩形を選択すると、カメラ
の可動範囲が矩形内に制限されます。作成した矩形を拡
大、縮小、移動することもできます。一度作成した矩形

プライバシーマスクの設定範囲は、ユーザーガイドをご
参照ください。

を解除するときは、マウスを右クリックまたは、パンチ
ルト制限のチェックをはずしてください。
ご注意

パノラマ作成を使う ― パノラマ画像
を作成する

ズーム倍率を上げると、パノラマ画像の端部分は映りに
くくなります。

付属の SNC toolbox のパノラマ作成機能を使うとメイン
ビューアーで使用するパノラマ画像を作成することがで

作成

きます。
このパノラマ画像を使うことにより、メインビューアー

を開始します。

で見たい場所をクリックするだけでカメラを移動させる
ことができます。

クリックするとパノラマ画像（360°の全体画像）の撮影

補足
･ パノラマ画像には、マップビューとアークティック
ビューの 2 つの形式があります。

SNC toolbox を使う
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･ パノラマ画像撮影時は、カメラ設定の露出（AE）設定
値、ホワイトバランス（WB）設定値は固定になりま
す。あらかじめ、AE と WB をオート設定で基準となる
映像にカメラを向けていると、綺麗なパノラマ画像を作
成することができます。
開く
パノラマ画像でなく、あらかじめ準備したファイル
（Bitmap 形式、JPEG 形式）を使うとき、クリックすると
ファイルを選択できます。

任意の画像をカメラに保存する
カメラで撮影するパノラマ画像だけでなく、あらかじめ
用意した画像をカメラに保存することもできます。
準備する画像には以下の制限事項があります。
･ JPEG 形式または Bitmap 形式であること。
･ 画サイズは、横 320 ピクセル、縦 90 ピクセルであるこ
と。
上記の条件に当てはまらない場合はご利用できません。

1

［開く］をクリックする。
ファイルダイアログが表示されます。

ご注意
･ 設定できるのは、マップビューのみです。

2

･ ファイルの画サイズは、横 320 ピクセル、縦 90 ピクセ
ルで作成してください。それ以外のサイズは使用できま

3

せん。

準備した画像を選択する。
パノラマ画像上でマウスをドラッグして矩形を作成
し、カメラの可動範囲を指定する。
矩形を作成した場合、パノラマ画像をカメラに保存
すると自動的にカメラの可動範囲が制限されます。

保存
パノラマ画像をファイルに保存することができます。
ご注意

4

［送信］をクリックして、パノラマ画像をカメラに送
信する。

保存されるのは、マップビューのパノラマ画像のみです。
以上の操作で、画像がカメラに保存されます。保存され
た画像はメインビューアーのパン・チルト制御を行うと

送信
パノラマ画像を JPEG ファイルにしてカメラに転送しま
す。
マップビューとアークティックビューの両方のパノラマ

補足

画像がカメラに転送されます。

パノラマ画像は、パノラマ作成で撮影した画像を加工し
て作る静止画です。カメラを移動したり、カメラの周り

パノラマ画像の撮影と送信

のレイアウトを変えたりしたときは、パノラマ画像を作
成し直してください。

1

［作成］をクリックして撮影を開始する。
パノラマ画像が作成されます。
ご注意
撮影中はカメラの設定や移動などを行わないでくだ
さい。

2

3

カスタムホームページを使う ― 独自
のホームページを設定する
SNC toolbox のカスタムホームページ機能を使うことによ
り、お客様が作成したホームページをカメラに搭載して
閲覧することができます。

マップビューのパノラマ画像上でマウスをドラッグ
して矩形を作成し、カメラの可動範囲を指定する。
矩形を作成した場合、パノラマ画像をカメラに保存

ホームページ作成上のご注意

すると自動的にカメラの可動範囲が制限されます。

さい。
･ ファイル名の長さは拡張子まで含めて 24 文字以内にし

［送信］をクリックして、パノラマ画像をカメラに送
信する。

以上の操作で、パノラマ画像がカメラに保存されます。
保存されたパノラマ画像はメインビューアーのパン・チ
ルト制御を行うときに使用することができます。
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きに使用することができます。

SNC toolbox を使う

ホームページを作成する際には以下の点に注意してくだ

てください。
･ 全体のファイル容量は 2.0MB 以内にしてください。
･ 作成したホームページを閲覧するには、ビューアーメ
ニューのレイアウトタブの［ホームページ］で設定して
ください。

カスタムホームページでホームページをカ
メラにアップロードする

1

デバイスリストからアップロードする機器を選択す
る。
複数の機器を同時に選択することもできます。

2

［カスタムホームページ］をクリックする。
カスタムホームページ画面が表示されます。
注意事項をよく読んでください。

音声ファイル作成を使う
［ツール］メニューから［音声ファイル］
、［作成］の順に
選択する。
SNC toolbox には、サンプルの音声ファイルが含まれてい
ます。それ以外の音声ファイルを新たに作成する場合は、
この機能をお使いください。
ご注意
お使いのコンピューターのマイク入力から、録音する音
声を入力してお使いください。

ご注意
お使いになるプロキシサーバーによっては、カメラ
と正しく通信できない場合があります。その場合は、
同一ネットワークセグメント上にカメラを接続する
などして、プロキシサーバーを使わずにカスタム
ホームページを実行してください。

( 録音 ) ／

( 停止 )

をクリックすると、コンピューターのマイクに入力
された音声の録音を開始します。録音最大時間は 30 秒で
す。
録音の圧縮方式（コーデック）は、「録音時のコーデッ
ク」で選択した方式になります。
音声の録音を終了する時は、
をクリックしてくださ
い。なお、30 秒経過すると自動的に録音が終了します。
録音が終了すると、音声をファイルとしてコンピュー
ターに保存します。
ご注意
保存するファイル名の長さは、33 文字以内にしてくださ
い。

3
4
5

独自に作成したホームページが保存されているフォ
ルダーのパスを入力する。
( 録音時のコーデック )
［アップロード開始］をクリックする。
ホームページファイルのカメラへのアップロードが
始まります。
［キャンセル］をクリックしてカスタムホームページ
を終了する。

音声ファイルの作成とアップロード
を使う

録音時のコーデックを以下の形式から選択してください。
形式

帯域

G.711(μ-LAW)

64kbps

G.726

40kbps

G.726

32kbps

G.726

24kbps

G.726

16kbps

AAC

128kbps

AAC

64kbps

SNC toolbox の音声ファイル機能を使うと音声ファイルを
作成したり、デバイスに音声ファイルをアップロードし
たりすることができます。

SNC toolbox を使う
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( 再生 ) ／
録音後に

音声ファイルアップロード画面が表示されます。

( 停止 )

をクリックすると音声を再生します。

音声の再生を終了する時は、

をクリックします。

( 音声ファイル表示 )
録音、保存された音声ファイル名が表示されます。

／

( 録音／再生プログレスバー )
録音／再生の進捗を確認できます。
録音時は、バーの右上に残り時間が表示されます。
再生時は、バーの右上に現在の再生時間 / 音声ファイル
の長さが秒単位で表示されます。

デバイス一覧

補足
音声ファイルアップロード画面は以下の方法で表示する

キャンセル
音声ファイル作成画面を閉じます。

こともできます。
･［ツール］メニューから［音声ファイル］
、［アップロー
ド］を選択する

音声ファイルを作成する

1

をクリックして音声ファイルを録音する。

2

をクリックして音声ファイルの録音を止める。
または、30 秒経過すると自動的に録音が終了します。
録音が終了すると、音声をファイルとしてコンピュー
ターに保存します。

音声ファイルを確認する

1

をクリックして録音した音声ファイルを再生す
る。
音声ファイルの確認ができます。

2

をクリックして音声ファイルの再生を停止する。
または、音声ファイルが最後まで再生されると、再生
は自動的に終了します。

音声ファイルアップロードを使う

1

デバイスリストから音声ファイルアップロードする
機器を選択する。
複数の機器を同時に選択することもできます。

2

18

マウスを右クリックして表示されるメニューから
［音声ファイル］、
［アップロード］をクリックする。

SNC toolbox を使う

デバイス一覧
音声ファイルアップロードをするデバイスが一覧表示さ
れています。
アップロード中にはプログレスバーが表示されます。
状態 1、状態 2、状態 3 欄
状態には以下のものがあります。
空欄：初期状態
［非サポート］：音声ファイルがデバイスに対応してい
ない
［送信中］：音声ファイルのアップロード中
［成功］：アップロード完了
［失敗］：アップロード失敗
［キャンセル］：アップロードキャンセル
現在の状態がファイル番号ごとに表示されます。
画面例

ファイル 1、ファイル 2、ファイル 3 欄
現在デバイスにアップロードされている音声ファイル
名が表示されます。なお、デバイスがファイル 2、
ファイル 3 に対応していない場合は、< 非対応 > と表

( 再生 ) ／

( 停止 )

音声ファイル読み込み後に、

をクリックすると音声

を再生します。音声の再生を終了する時は、
リックします。

をク

示されます。
( 音声ファイル表示 )
［上］
［下］：アップロードを実行するデバイスの順番
を設定できます。

読み込まれた音声ファイル名が表示されます。
( 音声ファイルコーデック表示 )

テスト再生

読み込まれた音声ファイルのコーデックが表示されます。

テスト再生画面を表示し、テスト再生を行います。
ファイル
選択されたファイル名が表示されます。

( 再生プログレスバー )

選択

再生の進捗を確認できます。
バーの右上に現在の再生時間 / 音声ファイルの長さが秒

音声ファイル選択画面を表示し、アップロードする音声
ファイルを選択します。

単位で表示されます。
OK

クリア
選択した音声ファイルをクリアします。

読み込まれた音声ファイルを選択し、音声ファイル選択
画面を閉じます。

アップロード開始

キャンセル

音声ファイルのアップロードを開始します。アップロー

音声ファイルを選択せずに音声ファイル選択画面を閉じ

ドを開始すると［アップロード停止］に変わります。

ます。

キャンセル

音声ファイルを読み込む

［音声ファイルアップロード］を終了します。
ご注意
アップロードに失敗した場合は、［ツール］メニューから
「ツールログ」を選択し、ログにて詳細をご確認くださ
い。

音声ファイルを選択する

［参照］をクリックして、コンピューターに保存されてい
る音声ファイルを選択します。
選択されたファイル名はテキストボックスに表示されま
す。
音声ファイルを確認する

1

アップロードを行うための音声ファイルを選択、確認す
るための再生ができます。
［選択］をクリックする。
音声ファイル選択画面が表示されます。

をクリックして選択した音声ファイルを再生す
る。
音声ファイルの確認ができます。

2

をクリックして音声ファイルの再生を止める。
または、音声ファイルが最後まで再生されると、再生
は自動的に終了します。

音声ファイルを選択する
［OK］をクリックすると、読み込まれた音声ファイルが
選択されます。
［キャンセル］をクリックすると、ファイルは選択されず
に音声ファイル選択画面を閉じます。
参照
コンピューターに保存されている音声ファイルを読み込
みます。

SNC toolbox を使う
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音声ファイルをアップロードする

･ テスト再生を行う場合は、デバイスのオーディオアウト
にスピーカーが接続されていることを確認してくださ
い。

音声ファイルをデバイスにアップロードします。
音声ファイルをアップロードする
［アップロード開始］をクリックして、選択されたすべて
の音声ファイルをデバイスにアップロードします。

テスト再生する
をクリックして、デバイスにアップロードされた
音声ファイルを 1 度だけテスト再生する。

ご注意
･ アップロードを中止する場合は、［アップロード停止］
をクリックしてください。ただし、音声ファイルのアッ
プロードをし始めたデバイスは、そのファイルのアップ
ロードが終了するまで中止できません。
･ 既にアップロードされている音声ファイルは上書きされ
ます。ファイルが選択されていない場合、［アップロー
ド開始］をクリックしても、デバイスの該当する番号の
ファイルは削除されません。
･ アップロードに失敗した場合は、［ツール］メニューか
ら「ツールログ」を選択し、ログにて詳細をご確認くだ
さい。

アップロードされた音声ファイルをテスト
再生・削除する
アップロードされた音声ファイルをデバイスからテスト
再生したり、削除したりすることができます。
デバイス一覧からデバイスを一つ選択し、［テスト再生］
をクリックする。
テスト再生画面が表示されます。

音声ファイルを削除する
［削除］をクリックして、デバイスにアップロードされた
音声ファイルを削除する。

ファームウェアアップグレードを使
う
SNC toolbox のファームウェアアップグレード機能を使う
とデバイスのファームウェアを更新できます。
最大 16 台まで同時にファームウェアアップグレードでき
ます。
ご注意
･ デバイスのファームウェアは最新のバージョンにアップ
グレードすることをお勧めします。
･ アップグレード作業中は絶対にデバイスの電源を切らな
いでください。
･ PC の管理者権限を有するユーザーアカウントでログイ
ンしてアップグレード作業をして下さい。
･ アップグレード作業を開始する前に、デバイスの IP ア
ドレスを固定 IP アドレスに変更することを推奨します。
･ デバイスが DHCP 設定の場合はアップグレードの完了
を確認できない場合があります。
･ アップグレード作業を開始する前に、デバイスの Edge
Storage 機能・動体検知機能をお使いの場合は設定をオ
フにしてください。

デバイスを選択する
( アップロード音声ファイ
ル表示 )
アップロードされた音声ファイル名が表示されます。
( テスト再生 )
アップロードされた音声ファイルをデバイス上でテスト
再生します。
削除
アップロードされた音声ファイルを削除します。
ご注意
･ デバイス一覧から複数のデバイスを選択した場合、テス
ト再生はお使いになれません。
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1

デバイスリストでファームウェアアップグレードを
するデバイスを選択する。
複数のデバイスを同時に選択することもできます。

2

アップグレード対象となるデバイスを選択後、右ク

4

ファームウェアアップグレード画面が表示される。

リックしてプルダウンメニューから［ファームウェ
アアップグレード］を選択する。

ご注意
複数のデバイスを選択する場合、デバイスの種類に
よっては、同時選択ができない場合があります。

補足
･ ファームウェアアップグレード画面は、［ツール］メ

3

ニューから［ファームウェアアップグレード］を選択し
ても表示できます。

デバイスアカウントが入力されていないデバイスで
は、デバイスアカウントウィンドウが開きます。
［管理者名］と［管理者パスワード］を入力して、
［OK］をクリックしてください。
工場出荷時に設定されている管理者名とパスワード

･ デバイスアカウントが入力されていないデバイスを選択
した場合、デバイスアカウントウィンドウが開かずに
ファームウェアアップグレードウィンドウが開くときが
あります。デバイスアカウントの設定をしないままアッ

については、各機種のユーザーガイドをご覧くださ
い。

プグレードを実行して失敗したときは、デバイスアカウ
ントを入力してから、アップグレードを実行してくださ
い（SNC-VB770/VM772R）。

アップグレードする

1
2

［上］、
［下］でアップグレードを実行するデバイスの
順番を決定する。
［参照］ボタンをクリックし、それぞれのモデルの
ファームウェアファイルを選択する。

SNC toolbox を使う
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ファイルが SNC toolbox に取り込まれ、取り込みが
完了すると［参照］ボタンの左にファームウェア
ファイルが表示されます。

アップグレードの経過表示
アップグレード中は、進捗と状態が表示されます。
［アップブレード停止］をクリックすると、アップグレー
ドを中断出来ます。
ご注意
･ デバイスの種類によっては、「アップグレード停止」が
できない場合があります。
･ この状態では、電源を絶対にオフにしないでください。
SNC-VR772R、SNC-VB770 は［送信中］に［アップグ
レード停止］をクリックしても、アップグレードの中断
はできず、アップグレードは完了します。［現在の設定
を保持する］のチェックをはずしている場合は、設定が
初期化されます。

3

［同時実行数］で同時にアップグレードするデバイス
の数を選択する。

4

現在のデバイスで使用されている設定データを引き
継ぎたい場合は、
［現在の設定を保持する］のチェッ
クボックスへチェックを入れる。

5

デバイスの設定を PC にバックアップする場合は、
［設定をバックアップ］にチェックを入れる。
設定ファイルは以下のフォルダに保存されます。
［Windows 7、Windows 8.1 および Windows 10］
フォルダ： <My Document>\Sony\SNC
toolbox\cfg\<YYMMDDHHMM>
（YY：年、MM：月、DD：日、HH：時、MM：
分）
。
ファイル名： <MAC アドレス >.cfg

補足
･［ツール］メニューの［オプション］にある［一般］タ
ブで［設定ファイルのバックアップ先］が指定できま
す。
･ デバイスの種類によっては、「設定データ」の機能の有
無は変更できない場合があります。

6

［アップグレード開始］をクリックする。
アップグレードが始まります。

22
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アップグレード後の再起動
アップグレードが完了すると、デバイスが再起動され、
［状態］が［再起動中］と表示されます。

アップグレード完了

1

「ツール」から「ツールログ」を選択し、ログを確認
する。

デバイスの再起動が完了すると、［状態］が［OK］と表
示されます。［キャンセル］をクリックして、ファーム
ウェアアップグレードウィンドウを閉じてください。

2

失敗した原因の確認ログを表示する。
ツールログを開くと以下のようなログが表示され、
失敗した原因を確認することが出来ます。

アップグレード失敗
アップグレードに失敗すると、［状態］に［失敗］が表示
されます。［キャンセル］をクリックして、ファームウェ
アアップグレードウィンドウを閉じて下さい。

ファームウェアのアップグレードでデバイ
スがタイムアウトする場合
ファームウェアアップグレードには制限時間があります。
制限時間を超えると、システムに何らかの異常が発生し
ていると判断し、アップグレード処理を中断するためで
す。ネットワーク環境が不安定・低速な場合や SSL 通信
を有効にした場合など、ファームウェアのアップグレー
ドに時間がかかり制限時間を超えたときは、デバイスが
ファームウェアの受信を中断することがあります。
ツールログには「svu ファイル送信失敗。タイムアウト」
と表示されます。

SNC toolbox を使う
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「ツール」の「オプション」を開き、オプションウィンド
ウの「一般」タブの「タイムアウト」を延長してくださ
い。
60 〜 600 分の任意の値に設定し、再度デバイスのアップ

CGI 送信を使う
SNC toolbox の CGI 送信機能を使うとデバイスに CGI を
送信することができます。

グレードを行って下さい。

CGI 送信の使い方

1

デバイスリストから CGI 送信をする機器を選択する。

2

マウスを右クリックして表示されるメニューから
［CGI 送信］をクリックする。
CGI 送信画面が表示されます。

3
4

CGI コマンド欄にコマンドを入力する。
［Send］をクリックする。
選択したデバイスに［ID］の昇順で CGI コマンドを
送信します。

5

イスの［レスポンス・コンテンツ］を csv 形式で保
存します。

SSL 機能が有効でアップグレードに失敗す
る場合
デバイスの SSL 機能が有効で、アップグレードに失敗す
るときは、SSL 機能を無効にして、アップグレードを実
行してください。
アップグレードした後は、SSL 機能を有効にすることで、
SSL 機能が正常に動作するようになります。

送信完了後、
［レスポンスを全て保存］をクリックす
る。リストの中で CGI 送信が完了したすべてのデバ

パスワード設定を使う
デバイスによってパスワード設定をすることができます。
ご注意
パスワードを設定する際にパスワード情報が送信される
ため、漏えいする可能性があります。
注意して設定して下さい。

1

デバイスリストからパスワード設定をする機器を選
択する。
複数の機器を同時に選択することもできます。
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2

ツール（T）からパスワード設定（B）を選択する。

タスクを作成する

3

パスワードを入力し、［OK］をクリックする。

1

［追加］をクリックする。
［タスクウィザード］が表示されます。

スケジュールタスクを使う
時間または間隔を指定して、デバイス設定の変更や
ファームウェアアップグレードの実行ができます。
［タスク］をクリックすると実行予定のタスクリストが表
示されます。

2
3

［次］をクリックする。
タスクを設定するデバイスを選択する。
マイデバイスに登録したデバイスの一覧が表示され

タスクリスト

ます。タスクを設定したいデバイスをマイデバイス
リストから選択してタスクのデバイスリストに登録

実行予定のタスク一覧が表示されます。

してください。

追加
タスクウィザードを表示します。
修正
タスクの編集ができます。
削除
タスクを削除できます。
詳細
タスクの詳細を表示します。
［マイデバイス］：マイデバイスに登録したカメラの
一覧表示

開始
タスクを予約状態にします。

［タスクのデバイス］：タスクを実行させるデバイス
の一覧表示

停止

［追加］：タスクのデバイスにデバイスを登録する。
［削除］：タスクのデバイスからデバイスをはずす。

タスクの予約状態を停止させることができます。

［上］［下］
：タスクのデバイス内のデバイスの順序を
変更する。

キャンセル
タスクリストを閉じます。

4

［次］をクリックする。

SNC toolbox を使う
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5

タスクの動作を選択する。

パターンの設定
動作間隔を決めます。

［デバイス設定の変更］か［ファームウェアアップグ
レード］のどちらかを選択してください。

［1 回］
：一度だけ動作させます。
［時間］：1 時間単位で動作頻度を指定します。（設定
可能値：1 〜 99）
［日］：1 日単位で動作頻度を指定します。（設定可能
値：1 〜 99）
［週］：1 週単位と曜日で動作頻度を指定します。（設
定可能値：1 〜 99）
期間
開始と終了日時を指定します。
［開始］：開始日を選択します。
［実行時間］：開始時刻を設定します。
［終了日未定］：終了期間を設定しません。
［反復回数］：動作回数を指定します。

6

［デバイス設定の変更］の場合
変更させたい値に設定してください。
値の変更については、
「デバイス設定をする」（27
ページ）をご覧ください。
［次］をクリックすると、設定変更の確認画面が表示
されます。内容が正しいか確認してください。修正
が必要な場合は、
［前］をクリックして前の画面に戻
り、やり直してください。
［ファームウェアアップグレード］の場合
アップグレードさせたいデバイスのファームを設定
してください。
ファームウェアの設定については、
「ファームウェア
アップグレードを使う」（20 ページ）をご覧くださ
い。

7
8

［次］をクリックする。
スケジュールを設定する。

タスク名
タスクに名前を付けます。
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［終了日］：終了日を指定します。

［次］をクリックする。
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9

［次］をクリックする。
タスクの設定の最終確認画面が表示されるので確認
してください。
修正が必要な場合は、
［前］をクリックして前の画面
に戻り、やり直してください。

10［終了］をクリックする。

キャンセル

デバイス設定をする

設定を変更せずにデバイス設定画面を閉じます。SNC

デバイス設定画面でデバイスの詳細設定を行うことがで

toolbox のメイン画面が表示されます。

きます。
デバイスリストでデバイスを選択し（複数選択可）、

適用

［ツール］メニューから［デバイス設定］を選択するか、
機器選択画面でマウスを右クリックし表示されるメ
ニューから［デバイス設定］をクリックすると、デバイ
ス設定画面が表示されます。

各設定について
それぞれの設定方法は、ユーザーガイドを参照してくだ
さい。

画面例
設定ツリー

設定を適用します。

項目

値

デバイス一括設定をする
デバイス一括設定画面で複数のデバイスに一括して設定
を行うことができます。
補足
･ 設定リストを CSV 形式ファイルであらかじめ作成して
おく必要があります。
･ CSV 形式ファイルの各項目間は、
「,（カンマ）」で区切
り、デバイス間の区切りは、［CRLF］をセットしてく
ださい。
･ SNC toolbox をインストールしたディレクトリの中にサ
ンプルファイルがあります。
(...￥Sony￥SNCtoolbox￥SampleFiles)
説明

設定ツリー

設定項目

すべての設定はカテゴリに分類されています。+ をクリッ
クするとカテゴリ内のサブカテゴリが表示されます。−
をクリックするとサブカテゴリが非表示になります。
サブカテゴリを選択すると画面の右側に設定項目が表示
されます。
項目
設定項目が表示されます。行を選択するとその値の変更
ができるようになります。
値
項目の値を表示します。選択または入力すると値の変更
ができます。

ネットワーク設定
･ ビデオコーデック設定
･ 日付／時刻設定
･ ユーザー１設定
各設定項目については、サンプルファイルをご参照くだ
さい。
ご注意
パスワードの取り扱いにはご注意ください。
CSV ファイルは使用後に削除することお勧めします。

1

［ツール］から［デバイス一括設定］をクリックする。

2

「リスト選択」ボタンをクリックする。

説明
設定を行うための値の範囲、補足説明を表示します。
OK
設定を適用し、デバイス設定画面を閉じます。SNC
toolbox のメイン画面が表示されます。

SNC toolbox を使う
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画面例

3

作成した設定リストを選択し、
「開く」ボタンをク
リックする。CSV 形式ファイルの内容が読み込まれ
ます。

4

デバイス設定画面例

「開始」ボタンをクリックする。
一括設定が開始されます。

補足

デバイスの再起動と初期化
選択（複数選択可）したデバイスに対して、再起動と初
期化（工場出荷状態に戻す）を行うことができます。

デバイスを再起動する
メニューバーから［ツール］、
［デバイス初期化］、［再起
動］の順にクリックすると、デバイスを再起動できます。

チェックボックスがチェック状態の行のみ一括設定の対
象になります。
チェックボックスは任意で ON/OFF 設定可能です。

デバイスを初期化する

デバイス設定画面例

メニューバーから［ツール］、
［デバイス初期化］、［工場
出荷設定］の順にクリックすると、デバイスを初期化し
ます（工場出荷状態に戻す）。

5

一括設定が終了すると、状態欄に「成功」/「失敗」
が表示されます。
成功した場合、チェックボックスが OFF になりま
す。
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ファイアウォールを設定
する

［Windows ファイアウォールを無効にする］を選択す
る。

Windows 7 をご利用の場合
Windows ファイアウォールの設定につい
て
Windows ファイアウォールの設定によっては、SNC
toolbox または SNC audio upload tool が正常に動作しない
場合があります。（リスト上にカメラが 1 台も検出されな
いように見えます。）この場合、次のように Windows
ファイアウォールの設定を確認してください。
これでリスト上にカメラが表示されます。
Windows ファイアウォールを無効にしてご使用になる場
合

1
2
3

Windows の［スタート］メニューから［コントロー
ルパネル］、［システムとセキュリティ］を選択する。

Windows ファイアウォールを有効のままご使用になる場
合

1

［Windows ファイアウォール］をクリックする。
［Windows ファイアウォールの有効化または無効化］
をクリックする。

Windows の［スタート］メニューから［コントロー
ルパネル］
、［システムとセキュリティ］を選択する。

2

［Windows ファイアウォール］をクリックする。

3

［Windows ファイアウォールを介したプログラムまた
は機能を許可する］をクリックする。

ファイアウォールを設定する
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4

［別のプログラムの許可］を選択する。

Windows 8.1 および Windows 10
をご利用の場合
Windows ファイアウォールの設定につい
て
Windows ファイアウォールの設定によっては、SNC
toolbox または SNC audio upload tool が正常に動作しない
場合があります。（リスト上にカメラが 1 台も検出されな
いように見えます。）この場合、次のように Windows
ファイアウォールの設定を確認してください。
Windows ファイアウォールを無効にしてご使用になる場
合

5

プログラムを追加する。

1

「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表
示された一覧から「コントロール パネル」
、［システ
ムとセキュリティ］を選択する。

2

以上の設定が完了すると、SNC toolbox または SNC audio
upload tool 上にネットワーク上のカメラが表示されます。
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［Windows ファイアウォール］をクリックする。

3

［Windows ファイアウォールの有効化または無効化］
をクリックする。

4
4

［別のアプリの許可］を選択する。

［Windows ファイアウォールを無効にする］を選択す
る。

5

アプリを追加する。

これでリスト上にカメラが表示されます。
Windows ファイアウォールを有効のままご使用になる場
合

1

「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表
示された一覧から「コントロール パネル」、［システ
ムとセキュリティ］を選択する。

2
3

［Windows ファイアウォール］をクリックする。
［Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機
能を許可する］をクリックする。

以上の設定が完了すると、SNC toolbox または SNC audio
upload tool 上にネットワーク上のカメラが表示されます。

ファイアウォールを設定する
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