
デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デュアルレンズ人物カウントカメラ 
 

 

 

 

ユーザマニュアル 
UD06368B 



デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

 
1 

ユーザマニュアル 

COPYRIGHT ©2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

無断複写転載等の禁止。 

文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou HIKVISION Digital Technology 

Co., Ltd. またはその子会社(以下、「Hikvision」とする)の所有するものとします。

本ユーザマニュアル (以下、「本マニュアル」とする) は、Hikvision の事前の書

面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず再生産、変更、翻訳また

は配布できないものとします。特に規定されていない限り、Hikvision は明示の

有無によらず本マニュアルに関しての補償はおこないません。 

本マニュアルについて 

このマニュアルはインドアおよびアウトドアデュアルレンズ人物カウントカ

メラに適用されます。本マニュアルには製品の使用および管理についての指示

が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべて

の情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファ

ームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。当社

Web サイトで 新版を参照してください (http://overseas.hikvision.com/en/)。 

専門の技術者の指導の下で本ユーザマニュアルをご利用ください。 

商標に関する確認 

 およびその他 Hikvision の商標およびロゴは、様々な裁判管轄地域

においても Hikvision の所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴ

は、各権利保有者の所有物です。 

法的免責事項 

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウ

ェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形

で提供されるものとし、HIKVISION では明示の有無によらず一切の保証(性能、

品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、こ
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れらに限定しない)を行いません。HIKVISION およびその取締役、役員、従業員

または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データ

や文書の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対し

て、たとえ HIKVISION がそれらについて通知を受けていたとしても、一切の責

任を負いません。 

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用はお客様

自身の責任によるものとします。HIKVISION は、異常操作、プライバシー漏え

いまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリ

スクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。た

だし、必要に応じて HIKVISION は適宜技術サポートを提供します。 

監視に関する法律は裁判管轄地域によって異なります。本製品のご使用前に、

使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠

するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合に、

HIKVISION は責任を負わないものとします。 

本マニュアルと適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。 

安全上の指示 

これらの指示は、ユーザが製品を正しく使用し、危険や財産損失を回避できる

ように保証することを目的としています。 

使用上の注意の基準は、「警告」と「注意」に分かれています。 

警告:これらの警告が無視された場合、深刻なケガや死につながる可能性があり

ます。 

注意:これらの注意が無視された場合、ケガや装置の損傷につながる可能性があ

ります。 

  

警告重傷や死亡を防ぐために、これ

らの安全対策に従ってください。 

注意ケガや物損の可能性を抑えるため

に、これらの注意に従ってください。 
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 警告： 

 すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任です。 

 製品の使用にあたって、国や地域の電気の安全性に関する法令に厳密にし

たがう必要があります。詳細情報に関しては技術仕様を参照してください。 

 入力電圧は、IEC60950-1 基準に従い、SELV（安全超低電圧）および 12VDC

の有限電源を満たす必要があります。詳細情報に関しては技術仕様を参照

してください。 

 アダプターの過負荷によりオーバーヒートや火災の危険性があるため、1

つの電源アダプターに複数のデバイスを接続しないでください。 

 プラグがしっかりと電源ソケットに接続されていることを確認してくださ

い。製品が壁または天井に設置される場合、機器をしっかりと固定する必

要があります。 

 デバイスから煙や臭い、騒音が発生した場合、すぐに電源を切り、電源ケ

ーブルを抜いて、サービスセンターにご連絡ください。 

 注意： 

 カメラを使用する前に電源供給電圧が適正であることを確認してください。 

 カメラを落下させたり、物理的な衝撃を与えないでください。 

 センサーモジュールを指でさわらないでください。清掃が必要な場合、清

潔な布に少量のエタノールをつけ、やさしく拭いてください。カメラを長

期間使用しない場合、レンズキャップを装着し、センサー部をほこりから

防護してください。 

 太陽や極めて明るい場所にカメラを向けないでください。焦点ボケや不鮮

明化が起こる可能性があり(動作不良ではありません)、またセンサーの寿命

に影響する可能性があります。 
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 センサーはレーザー光線によって焼き付く可能性があるため、レーザー装

置を利用する場合には、センサーの表面がレーザー光線にさらされること

のないようにしてください。 

 カメラを極度の高温や低温(動作温度はインドアカメラについては-10℃か

ら+40℃まで、アウトドアおよびモバイルカメラについては-30℃から+60℃
まで)、ほこりっぽい場所や湿った場所に設置しないでください。また、高

出力電磁波にさらさないようにしてください。 

 熱がこもらないよう、動作環境には適切な換気が必要です。 

 使用中はカメラを液体から遠ざけてください。 

 搬送する場合、カメラは元々の梱包材か、同等のもので梱包してください。 

 定期的な部品の交換：装置のいくつかのパーツ(たとえば電解コンデンサ)

についてはパーツの平均耐久時間に応じて、定期的に交換してください。

動作環境と利用状況によって平均耐用時間は変わりますので、定期的な点

検をすべてのユーザーにおすすめします。詳細については販売店に確認し

てください。 

 バッテリーの不適切な使用や交換を行うと、爆発の危険性があります。同

一または同等のタイプのものとだけ交換してください。バッテリーのメー

カーによって提供された指示にしたがって、使用済みバッテリーを処分し

てください。 

 製品が正しく動作しない場合、販売店または 寄りのサービスセンターに

連絡してください。カメラを決して自分自身で分解しようとしないでくだ

さい。(承認されていない修理や保守行為による問題について、当社はいか

なる責任も負いません。) 
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第 1 章 システム要件 
オペレーティングシステム:Microsoft Windows XP SP1 またはそれ以上 

CPU:2.0 GHz またはそれ以上 

RAM:1G またはそれ以上 

ディスプレイ:解像度 1024X768 以上 

Web ブラウザ:Internet Explorer 8.0、Mozilla Firefox 30.0 から 51 までおよび Google 

Chrome 31 から 51 まで。 
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第 2 章 ネットワーク接続 
注意: 

 インターネットアクセスを通じて製品を使用した場合、ネットワーク上の

セキュリティリスクがあることを承諾したものと見なされます。ネットワ

ーク攻撃や情報漏えいを回避するには、ご自身の保護対策を強化してくだ

さい。製品が正常に動作しない場合、販売店やお近くのサービス センター

にご連絡ください。 

 ネットワークカメラのネットワークセキュリティを確保するため、定期的

にネットワークカメラを検査してメンテナンスを実行するようお勧めしま

す。前記サービスが必要な場合には弊社までご連絡ください。 

始める前に: 

 LAN(ローカルエリアネットワーク) 経由でネットワークカメラを設定した

い場合、 2.1 節 LAN 経由のネットワークカメラの設定を参照してください。 

 WAN(ワイドエリアネットワーク) 経由でネットワークカメラを設定したい

場合、 2.2 節 WAN 経由のネットワークカメラの設定を参照してください。 

2.1 LAN 経由のネットワークカメラの設定 

目的: 

LAN 経由でカメラを閲覧、設定するには、ネットワークカメラをお使いのコン

ピュータと同じサブネットに接続し、SADP または iVMS-4200 ソフトウェアをイ

ンストールして、ネットワークカメラの IP を検索し、変更してください。 

注意:SADP についての詳細な説明については、付録 1 を参照してください。 

2.1.1 LAN 経由のケーブル接続 

以下の図に、ネットワークカメラとコンピュータをケーブルで接続する 2 つの

方法を示します。 
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目的: 

 ネットワークカメラをテストする場合、図  2–1 に示すように、ネットワー

クカメラをコンピュータにネットワークケーブルで直接接続できます。 

 ネットワークカメラをスイッチまたはルータを経由して LAN 接続で設定

する場合、図  2–2 を参照してください。 

 

図  2–1 直接接続 

 

図  2–2 スイッチまたはルータ経由の接続 

2.1.2 カメラのアクティベート 

カメラを使い始める前に、まず強力なパスワードを設定してカメラをアクティ

ベートする必要があります。 

Web ブラウザ経由のアクティベート、SADP 経由のアクティベート、そしてク

ライアントソフトウェア経由のアクティベートのすべてに対応しています。 

 Web ブラウザ経由のアクティベーション 

手順： 

1. カメラの電源をオンにし、カメラをネットワークに接続します。 

2. Web ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを入力し、[Enter]キーを押して

アクティベーションインターフェイスに入ります。 
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注意: 

 カメラのデフォルト IP アドレスは 192.168.1.64 です。 

 コンピュータとカメラは、同じサブネットに属している必要があります。 

 DHCP がデフォルトで有効化されているカメラの場合、SADP ソフトウェア

を利用して IP アドレスを検索する必要があります。 

 
図  2–3 Web ブラウザ経由のアクティベーション 

3. 新しくパスワードを作り、パスワードフィールドに入力します。 

 
強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分

で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで構成された文字を 8 文字以上含むパ

スワード) を設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパスワ

ードを再設定し、特に高いセキュリティ システムでは、毎月または

毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。 

4. パスワードを確認します。 

5. [OK] をクリックしてパスワードを保存し、ライブビューインターフェイス

に進みます。 
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 SADP ソフトウェア経由のアクティベーション 

SADP ソフトウェアはオンラインデバイスの検知、カメラのアクティベート、お

よびパスワードのリセットに利用します。 

SADP ソフトウェアを付属のディスクまたは公式の Web サイトから入手し、プ

ロンプトに従って SADP をインストールします。ステップにしたがい、カメラ

をアクティベートします。 

手順： 

1. SADP ソフトウェアを実行し、オンラインデバイスを検索します。 

2. デバイスリストからデバイスステータスをチェックし、非アクティブ状態

のデバイスを選択します。  

 
図  2–4 SADP インターフェイス 

注意: 

SADP ソフトウェアはカメラの一括アクティベートをサポートしています。詳細

については SADP ソフトウェアのユーザマニュアルを参照してください。 

3. パスワード フィールドに新たなパスワードを入力して、パスワードを確認

します。 

非アクティブ状態のデバイスを選択します。 

パスワードの入力

と確認を行います。
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強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分

で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含むパ

スワード) を設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパスワ

ードを再設定し、特に高いセキュリティ システムでは、毎月または

毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。 

注意: 

アクティベーション中に、デバイスに対して Hik-Connect サービスを有効化す

ることができます。 

4. [アクティベート]をクリックしてアクティベーションを開始します。 

ポップアップウィンドウからアクティベーションが完了したかを確認するこ

とができます。アクティベーションが失敗した場合、パスワードが要件に適合

していることを確認して再試行してください。 

5. デバイスの IP アドレスをお使いのコンピュータと同じサブネットにするに

は、IP アドレスを手動で変更するか、[DHCP を有効化する]のチェックボッ

クスをチェックしてください。 
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図  2–5 IP アドレスの変更 

6. 管理者パスワードを入力して [変更] をクリックし、IP アドレスの変更を有

効化してください。 

SADP では IP アドレスの一括変更がサポートされています。詳細については

SADP のユーザマニュアルを参照してください。 

 クライアントソフトウェア経由のアクティベーション 

クライアントソフトウェアは複数のタイプのデバイスに対応した多用途のビ

デオマネジメントソフトウェアです。 

クライアントソフトウェアを付属のディスクまたは公式のウェブサイトから

入手し、プロンプトにしたがってソフトウェアをインストールします。ステッ

プにしたがい、カメラをアクティベートします。 

手順： 

1. クライアントソフトウェアを実行すると、下図のようにソフトウェアのコ

ントロールパネルが表示されます。 
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図  2–6 コントロールパネル 

2. [デバイスマネジメント] をクリックし、下図のようにデバイスマネジメン

トインターフェイスに進みます。 

 
図  2–7 デバイスマネジメントインターフェイス 
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3. デバイス リストからデバイス ステータスをチェックし、非アクティブ状

態のデバイスを選択します。 

4. [アクティベート] ボタンをクリックすると、アクティベーションインター

フェイスが表示されます。 

5. パスワード フィールドに新たなパスワードを入力して、パスワードを確認

します。 

 
強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分

で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号の

うち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含

むパスワード) を設定するよう強くお勧めします。また、定期的に

パスワードを再設定し、特に高いセキュリティ システムでは、毎

月または毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護で

きます。 

 

図  2–8 アクティベーションインターフェイス (クライアントソフトウェア) 

6. [OK] ボタンをクリックし、アクティベーションを開始します。 

7. [ネット情報を変更] ボタンをクリックすると、下図のようにネットワーク

パラメータ変更インターフェイスが表示されます。 
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図  2–9 ネットワークパラメータの変更 

8. デバイスの IP アドレスをお使いのコンピュータと同じサブネットにするに

は、IP アドレスを手動で変更するか、[DHCP を有効化する]のチェックボッ

クスをチェックしてください。 

9. パスワードを入力し、IP アドレスの変更を有効化してください。 

2.2 WAN 経由のネットワークカメラの設定 

目的: 

この節では静的 IP または動的 IP を用いてネットワークカメラを WAN に接続す

る方法を解説します。 

2.2.1 静的 IP アドレスでの接続 

始める前に: 

ISP(インターネットサービス事業者)から静的 IP を取得します。静的 IP アドレス

を用いる場合、ネットワークカメラをルータ経由でまたは直接 WAN に接続す

ることができます。 
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 ルータ経由でのネットワークカメラの接続 

手順： 

1. ネットワークカメラをルータに接続してください。 

2. LAN IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを割り当てます。ネッ

トワークカメラの IP アドレス設定の詳細については  2.1.2 節を参照してく

ださい。 

3. 静的 IP アドレスをルータに保存します。 

4. 80、8000 および 554 番等、ポートマッピングを設定します。ポートマッ

ピングの手順はルータによって異なります。ポートマッピングに関するサ

ポートはルータの製造業者に問い合わせてください。 

注意:ポートマッピングについての詳細情報は付録 2 を参照してください。 

5. Web ブラウザまたはクライアントソフトウェアを利用してインターネット

経由でネットワークカメラにアクセスします。 

 
図  2–10 静的 IP を持つルータを経由したカメラへのアクセス  

 静的 IP アドレスでのネットワークカメラの接続 

カメラに静的 IP アドレスを保存し、ルータを使わずにインターネットに直接接

続することもできます。ネットワークカメラの IP アドレス設定の詳細について

は  2.1.2 節を参照してください。 

 
図  2–11 静的 IP を持つカメラによる直接アクセス 
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2.2.2 動的 IP 接続 

始める前に: 

ISP から動的 IP を取得してください。動的 IP アドレスを用いる場合、ネットワ

ークカメラをモデムまたはルータに接続することができます。 

 ルータ経由でのネットワークカメラの接続  

手順： 

1. ネットワークカメラをルータに接続してください。 

2. カメラ内で LAN IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを割り当

てます。ネットワークカメラの IP アドレス設定の詳細については  2.1.2 

節を参照してください。 

3. ルータ上で、PPPoE ユーザ名、パスワードを設定し、パスワードを確認

します。 

4. ポートマッピングを設定します。たとえば 80、 8000 および 554 番ポ

ートです。ポートマッピングの手順はルータによって異なります。ポー

トマッピングに関するサポートはルータの製造業者に問い合わせてく

ださい。 

注意:ポートマッピングについての詳細情報は付録 2 を参照してください。 

5. ドメインネームプロバイダーからドメインネームを取得します。 

6. ルータの設定インターフェイス上で、DDNS の設定を行います。 

7. 取得したドメインネームでカメラにアクセスします。 
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第 3 章 ネットワークカメラへのア

クセス 

3.1 Web ブラウザによるアクセス 

手順： 

1. Web ブラウザを開きます。 

2. ブラウザのアドレスバーにネットワークカメラの IP アドレスを入力し、

[エンター] キーを押してログインインターフェイスに入ります。 

注意: 

デフォルト IP アドレスは 192.168.1.64 です。IP アドレスは、お使いのコン

ピュータと同じサブネットに変更することをお勧めします。 

3. ユーザ名とパスワードを入力して [ログイン] をクリックしてください。 

管理ユーザはデバイスのアカウントおよびユーザ/オペレータの権限を適

切に設定する必要があります。必要のないアカウントおよびユーザ/オペレ

ータ権限は削除してください。 

注意: 

管理ユーザがパスワード入力に 7 回失敗すると IP アドレスはロックさ

れます(ユーザ/オペレータの場合、5 回)。 

 

図  3–1 ログインインターフェイス 

4. [ログイン]をクリックします。 
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5. ライブビデオの閲覧やカメラの操作の前にプラグインをインストールして

ください。プラグインをインストールするにはインストールプロンプトに

したがってください。 

 

図  3–2 プラグインのダウンロードとインストール 

注意:プラグインのインストールを完了するために Web ブラウザを閉じな

ければならない場合があります。 

6. プラグインをインストールした後で Web ブラウザを再起動し、ステップ  

2~4 を繰り返してログインします。 

注意:その他の設定の詳細な解説についてはネットワークカメラの使用説

明書を参照してください。 

3.2 クライアントソフトウェアによるアクセス 

プロダクト CD に iVMS-4200 クライアントソフトウェアが含まれています。

このソフトウェアによってライブビデオの閲覧やカメラの管理ができます。 

インストールの指示にしたがい、ソフトウェアをインストールします。

iVMS-4200 クライアントソフトウェアのコントロールパネルおよびライブビュ

ーインターフェイスは以下のとおりです。 
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図  3–3 iVMS-4200 コントロールパネル 

 

図  3–4 iVMS-4200 メインビュー 
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第 4 章 人物カウント 
目的: 

人物カウント機能はエリアに対して進入、退出および通過した人物の数を計算

するのに使われます。入口や出口に対して広く適用されます。 

始める前に: 

カメラは入口/出口の真上に設置することを推奨します。適切に設置されている

ことを確認してください。 

インストールのガイドについてはデュアルレンズ人物カウントカメラのクイ

ックスタートガイドを参照してください。 

タスクについて: 

設定を完了するためには以下の手順が必要です: 

 カウントルールの設定。 

 データアップロードの設定。 

 詳細パラメータの設定。 

4.1 ルール設定 

カメラが正しく動作するためにはルール設定が必須です。 

4.1.1 ルール 

手順： 

1. 設定インターフェイスを開きます:[設定] > [人物カウント] 

2. 人物カウント機能を有効化します。 

3. カメラキャリブレーションを設定します。オートキャリブレーションおよ

びマニュアルキャリブレーションが選択できます。  

オートキャリブレーション: カメラはレンズの高さを自動的に計算します。 

マニュアルキャリブレーション: レンズの高さはユーザが計測する必要が

あります。 
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注意: 

水平な地面の領域が占める割合が 25%未満の場合、マニュアルキャリブレ

ーションを利用してください。 

 オートキャリブレーション: 

i. キャリブレーションモードとして[オート]を選択します。 

ii. キャリブレーションエリア(画像内の緑色の四角形)をドラッグして、水

平な地面をカバーします。四角形の角をドラッグすることで緑色の四角

形のサイズを調整できます。 

注意: 

 キャリブレーションエリアは明るさの分布のバランスがよく、質感

の多様な表面をカバーすることを推奨します。 

 キャリブレーションエリアを画像の縁に設定しないでください。 

iii. [キャリブレーション]をクリックします。 

カメラはレンズの高さを計算して値を返し、画像中に赤いカウントエリ

アとオレンジの検知ラインを表示します。 

iv. 計算されたレンズの高さを確認し、実際のレンズの高さと比較して、カ

メラが適切にキャリブレーションされたか確認します。 

[高さの表示]チェックボックスをチェックして([人物カウント] > [詳細])、

身長 180cm の人にカメラを横切ってもらい、その人の計算された高さを

ライブ画像で確認すると便利です。エラーが 5%未満の場合、オートキ

ャリブレーションは適切に設定されているとみなすことができます。 

オートキャリブレーションが適切でない場合、上記の手順を再度繰り返

してください。もしくはマニュアルキャリブレーションを使用すること

もできます。 
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図  4–1 オートキャリブレーション 

 マニュアルキャリブレーション: 

マニュアルキャリブレーションはレンズの高さを測定することが容易な場

合に推奨されます。 

i. キャリブレーションモードとして[マニュアル]を選択します。 

ii. 地面からのレンズの高さを測定します。値を[レンズの高さ]フィールド

に入力します。 

iii. [キャリブレーション]をクリックします。 

カメラは画像中に赤いカウントエリアとオレンジの検知ラインを表示し

ます。 
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図  4–2 マニュアルキャリブレーション 

4. 検知ラインとその方向を調整します。 

直線をドラッグしてその終点の位置と長さを調整して、入口/出口がより適

切にカバーされるようにします。 をクリックして検知ラインの矢印の方

向を変更します。矢印は進入の方向を示します。 

指定した直線で入口/出口がカバーできない場合、 をクリックして線の

位置と形を調整することができます。 をクリックして検知ラインの矢印

の方向を変更します。矢印は進入の方向を示します。 

注意: 

● 検知ラインは入口/出口を完全にカバーするように調整してください。検

知ラインを横切らずに誰かが通過することができないようにします。 

● 検知ラインはカウントエリアの範囲内になければなりません。 

● 検知ラインは画像の地面エリアになければなりません。 



デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

 
20 

4.1.2 監視スケジュール 

手順： 

1. 監視スケジュール をクリックして監視スケジュールを編集します。 

2. 時間指定バーをクリックアンドドラッグして時間帯を選択します。 

 

図  4–3 監視スケジュール 

注意:選択した時間帯をクリックすると、時間指定バーを操作するか、正確

な時間帯を入力することで、時間帯を調整できます。 

3. (オプション) [削除] をクリックして現在の監視スケジュールを消去するか、

[保存] をクリックすることで設定を保存できます。 

4. マウスをそれぞれの曜日の 後に移動するとコピーダイアログがポップア

ップし、現在の設定を他の曜日にコピーすることができます。 

5. [保存]をクリックして設定を保存します。 

注意:各時間帯の時間は重複できません。 大 8 件の時間帯を各曜日に設定

できます。 
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4.1.3 リンケージ方式 

チェックボックスをチェックしてリンク方式を選択します。警告音、E メール

送信、監視センター通報、FTP/メモリーカード/NAS アップロード、トリガーチ

ャンネルおよびアラーム出力トリガーが選択できます。イベント発生時のリン

ク方式を指定できます。 

注意:リンク方式はカメラのモデルによって異なります。 

 
図  4–4 リンク方式 

 音声警報 

ローカルの警告音をトリガーします。音声出力を備えたデバイスでのみサ

ポートされます。 

 監視センター通報 

イベント発生時に異常またはアラーム信号をリモートの管理ソフトウェア

に送信します。 

 E メール送信 

イベント発生時にアラーム情報を E メールでユーザ(複数可)に送信します。  

注意:イベント発生時に E メールを送信する場合、 7.2.2 節を参照して事前

に E メールパラメータを設定してください。 

 FTP/メモリーカード/NAS アップロード 

アラームがトリガーされた時点で画像をキャプチャし、その画像を FTP サ

ーバにアップロードします。 

注意: 

 FTP アドレスとリモート FTP サーバをまず設定してください。詳細情報

については 7.2.1 節 FTP 設定を参照してください。 
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 [設定] > [ストレージ] > [スケジュール設定] > [キャプチャ] > [キャプチ

ャパラメータ] ページから、イベントトリガーによるスナップショット

を有効化し、キャプチャ間隔とキャプチャ数を設定します。 

 キャプチャ画像は利用可能な SD カードまたはネットワークディスクに

アップロードすることもできます。 

 録画を起動 

動体が検知されると、ビデオが録画されます。この機能を利用する場合、

録画スケジュールを設定する必要があります。 

 アラーム出力のトリガー 

イベントの発生時に、1 つ以上の外部アラーム出力をトリガーします。 

注意:イベント発生時にアラーム出力をトリガーする場合、  10.1.3 節 アラ

ーム出力の設定 を参照して関連パラメータを設定してください。 

4.2 データアップロード設定 

データアップロードはカウントデータをクライアントやユーザにいつどのよ

うに送信するかに関するものです。 

 人物カウントデータを SDK および HTTP(設定されている場合)を通じて監視

センターやクライアントソフトウェアにアップロードすることができます。 

リアルタイムのデータをアップロードする必要がある場合、[リアルタイム

データアップロード] チェックボックスをチェックします。 

定期的にデータをアップロードする場合、必要に応じて[データ統計周期]

を設定します。 

注意:HTTP 経由のデータアップロードが必要な場合、HTTP データ転送パラ

メータを設定してください。 

 人物カウントレポートを設定した E メールアドレスに送信することができ

ます。 

レポートタイプ(日次レポート、週次レポート、月次レポート、年次レポー

ト)を選択し、機能を有効化します。 
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注意:[設定] > [ネットワーク] > [詳細設定] > [E メール]に移動し、E メールを

設定します。 7.2.2 節を参照してください。 

4.3 詳細設定 

詳細ページには、適正な動作においては必要のないメンテナンス設定が表示さ

れます。 

 ストリーム上にルール情報を表示 

チェックするとビデオストリームに人物カウントのルール情報を書き込み

ます。 

 高さの表示 

ライブ映像上の人物の上に、計算された高さ情報が表示されます。 

注意:人物の高さを表示するには、まず[ローカル]設定の[POS 情報の表示]

を有効にする必要があります。 

 高さフィルター 

機能を有効化し、高さの値を設定します。設定された値より高さの低い人

物や物品は、適正なターゲットとしてカウントされません。 

 フローオーバーレイ 

スクリーン上にリアルタイムのフロー情報を表示します。ドロップダウン

リストから表示されるデータ種別を選択できます。 

 カウントステータス 

カメラの現在のステータスを表示します。[更新]ボタンをクリックしてステ

ータスを更新できます。 

 カウンターのリセット 

日次のリセットのタイミングを設定できます。もしくは、[マニュアルリセ

ット]をクリックしてマニュアルでリセットすることもできます。 

 ローカルカウントデータの消去 

カメラのフラッシュメモリに保存されたデータをクリアするには[クリア]

ボタンをクリックします。 
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注意:この操作は常に注意して実行してください。消去したデータは復元で

きません。 

4.4 統計出力 

[アプリケーション]タブ上で、カウント統計を検索し出力することができます。 

手順： 

1. レポート種別を選択します。日次レポート、週次レポート、月次レポート、

年次レポートが選択できます。 

日次レポートは選択した日付のデータを計算します。週次レポートは選択

したデータが含まれる週の計算を行います。月次レポートは選択したデー

タが含まれる月の計算を行います。年次レポートは選択したデータが含ま

れる年の計算を行います。 

2. 統計種別を選択します。人物進入、人物退出、人物通過が選択できます。 

3. 開始時刻を選択し、[カウント] をクリックします。 

カウント結果が統計結果エリアに表示されます。[表]、[棒グラフ] または 

[線グラフ] をクリックすると、結果が異なる方式で表示されます。 

注意:統計の表示に表を選択した場合、[エクスポート] ボタンでデータを 

Excel ファイルにエクスポートできます。 

 
図  4–5 統計 
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第 5 章 ライブビュー 

5.1 ライブビューページ 

目的: 

ライブビューページでは、リアルタイムのビデオを表示したり、画像をキャプ

チャしたり、ビデオパラメータの設定を行うことができます。 

ネットワークカメラにログインしてライブビューページに入るか、メインペー

ジのメニューバーにある [ライブビュー] をクリックしてライブビューページ

に進みます。. 

ライブビューページの説明： 

 

図  5–1 ライブビューページ 

メニューバー: 

各タブをクリックすると、それぞれライブビュー、再生、画像、アプリケーシ

ョンおよび設定ページに進みます。 

ライブビューウィンドウ: 

ライブビデオを表示します。 

メニューバー

ライブビュー 
ウィンドウ 

ツールバー 
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ツールバー: 

ツールバーでは、ライブビューウィンドウのサイズ、ストリーム種別、および

プラグインを調整することができます。また、ライブビューページの操作、た

とえばライブビューの開始/停止、キャプチャ、録画、デジタルズームの開始/

停止などを行うことができます。 

IE (Internet Explorer) ユーザの場合、webcomponents または Quick Time プラグ

インが選択できます。IE 以外のユーザの場合、Web ブラウザがサポートして

いれば、webcomponents、Quick Time、VLC または MJPEG が選択できます。 

5.2 ライブビューの開始 

ライブビューウィンドウで、ツールバー上の  をクリックして、カメラのラ

イブビューを開始します。 

 

図  5–2 ライブビューツールバー 
表  5–1 ツールバーの説明 

アイコン 説明 

 ライブビューを開始/停止します。 

 ウィンドウサイズは 4:3 です。 

 ウィンドウサイズは 16:9 です。 

 オリジナルウィンドウサイズです。 

 自動調整ウィンドウサイズです。 

 メインストリームのライブビューです。 

 サブストリームのライブビューです。 

 サードパーティ製のプラグインをクリックして選択します。 

 画像を手動でキャプチャします。 

/  録画を手動で開始/停止します。 

/  デジタルズーム機能を開始/停止します。 

注意:アイコンはカメラのモデルによって異なります。 
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5.3 手動の録画および画像のキャプチャ 

ライブビューインターフェイスのツールバーにある  をクリックしてライ

ブ画像をキャプチャしたり、  をクリックしてライブビューを録画すること

ができます。キャプチャー画像および動画クリップを保存するパスは、[設定] > 

[ローカル] ページで設定できます。 

注意:キャプチャした画像は JPEG または BMP ファイルとしてお使いのコン

ピュータに保存されます。 
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第 6 章 ネットワークカメラ設定 

6.1 ローカルパラメータの設定 

目的: 

ローカル設定とは、ライブビュー、録画ファイルおよびキャプチャ画像のパラ

メータのことです。録画ファイルとキャプチャ画像は、Web ブラウザを利用し

て録画するファイルやキャプチャであり、保存するパスはブラウザを実行して

いる PC 上のパスとなります。 

手順： 

1. ローカル設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ローカル]。 

 

図  6–1 ローカル設定インターフェイス  

2. 以下の設定項目を設定します： 

 ライブビューパラメータ:プロトコルタイプおよびライブビューのパフォ

ーマンスを設定します。 
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 プロトコル種別:TCP、UDP、マルチキャストおよび HTTP が選択できます。 

TCP:ストリーミングデータの完全な伝送とよりよいビデオ品質を保証

しますが、伝送のリアルタイム性が影響を受けます。 

UDP:リアルタイムの音声およびビデオストリームを提供します。 

HTTP:一部のネットワーク環境下でのストリーミング用に特定のポー

トを設定することなく、TCP と同じ品質を実現します。 

マルチキャスト:マルチキャスト機能を利用する場合、MCAST タイプを

選択してください。マルチキャストについての詳細な情報は、 7.1.1 節 

TCP/IP の設定 を参照してください。 

 再生パフォーマンス:再生パフォーマンスを 短遅延または自動に設定

します。 

 ルール:ローカルブラウザ上で適用されるルールのことで、動体の検知、

顔の検出または侵入検知がトリガーされた際の色付きのマークの表

示・非表示を有効化ないし無効化します。例えば、ルールが有効化さ

れ、かつ、顔の検出が有効化されている場合、顔が検出されるとライ

ブビュー上に緑色の四角形でマーキングされます。 

 POS情報の表示:POS情報は組み込まれたアルゴリズムによって得られる

値と情報です。人物の高さの情報、ナンバープレートの番号などです。 

 画像形式:キャプチャ画像の画像フォーマットを選択します。 

 録画ファイル設定:録画したビデオファイルの保存先パスを設定します。

Web ブラウザで録画した動画ファイルに関して有効になります。 

 録画ファイルサイズ:手動録画およびダウンロードされたビデオファイ

ルのパッケージサイズを 256M、512M または 1GB から選択します。

選択後、録画されたファイルの 大サイズは選択した値になります。 

 録画ファイル保存先:手動録画したビデオファイルの保存先パスを設定

します。 

 ダウンロードしたファイルの保存先:再生モード中にダウンロードした

ビデオファイルの保存先パスを設定します。 
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 画像とクリップ(切り取り)設定:キャプチャした画像および切り取ったビデ

オファイルの保存先パスを設定します。Web ブラウザでキャプチャした画

像ファイルに関して有効になります。 

 ライブビューのスナップショットの保存先:ライブビューモード中に手

動でキャプチャした画像の保存先パスを設定します。 

 再生時のスナップショットの保存先:再生モード中に手動でキャプチャ

した画像の保存先パスを設定します。 

 クリップの保存先:再生モード中にクリップしたビデオファイルの保存

先パスを設定します。  

注意:[参照] をクリックして、クリップと画像を保存するためのディレクトリを

変更し、[開く] をクリックしてクリップおよび画像の保存の設定フォルダを開

くことができます。 

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 

6.2 システム設定 

目的: 

システム設定、メンテナンス、セキュリティ、ユーザ管理などを含むシステム

の設定を行うには、以下の手順に従ってください。 

6.2.1 基本情報の設定 

デバイス情報インターフェイスを開きます:[設定] > [システム] > [システム設

定] > [基本情報] 

基本情報インターフェイスでは、デバイス名とデバイス番号を編集することが

できます。モデル、シリアル番号、ファームウェアバージョン、エンコーディ

ングバージョン、チャンネルの数、HDD の数、アラーム入力の数、アラーム出

力の数などの、ネットワークカメラの他の情報も表示されます。これらの情報

はこのメニューでは変更できません。メンテナンスまたは将来の変更のための

参考情報です。 
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図  6–2 基本情報 

6.2.2 時刻設定 

目的: 

時刻同期および夏時間の設定を行うには、この節の指示にしたがってください。 

手順： 

1. 時刻設定インターフェイスに入ります。[設定] > [システム] > [システム設

定] > [時刻設定] です。 
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図  6–3 時刻設定 

2. あなたの地域のタイムゾーンをドロップダウンメニューから選択します。 

3. NTP 設定を行います。 

(1) クリックして NTP 機能を有効化します。 

(2) 以下の設定項目を設定します： 

サーバアドレス:NTP サーバの IP アドレスです。 

NTP ポート:NTP サーバのポートです。 

間隔:NTP サーバとの同期実行の間の時間間隔です。 

(3) (オプション) [テスト] ボタンをクリックすると NTP サーバを利用した

時刻同期機能をテストすることができます。 

 

図  6–4 NTP サーバによる時刻同期 
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注意:カメラがパブリックネットワークに接続されている場合、National Time 

Center のサーバのような時間同期機能のある NTP サーバを使用する必要があり

ます（IP アドレス:210.72.145.44）。カメラがカスタマイズされたネットワーク

で設定されている場合、NTP ソフトウェアを利用して、時刻同期用の NTP サー

バを立ち上げることができます。 

 手動時刻同期を設定します。 

(1) [手動時刻同期]の項目にチェックを入れ、手動による時刻同期機能を有

効にします。 

(2)  アイコンをクリックして、日付、時刻をポップアップカレンダーか

ら選択します。 

(3) (オプション) [コンピュータの時刻と同期] 項目をチェックするとデバ

イスの時刻をローカル PC の時刻と同期します。 

 
図  6–5 手動時刻同期 

 [保存]をクリックして設定を保存します。 

6.2.3 RS232 設定 

RS232 ポートには 2 通りの利用方法があります: 

 パラメータ設定:シリアルポートを経由してカメラをコンピュータに接続

します。HyperTerminal のようなソフトウェアを利用してデバイスのパラメ

ータを設定することができます。シリアルポートのパラメータが、カメラ

のシリアルポートパラメータと同じである必要があります。 
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 透過チャンネル:シリアルデバイスをカメラに直接接続します。シリアルデバ

イスはネットワークを介してコンピュータによってリモート制御されます。 

手順： 

1. RS232 ポート設定インターフェイスに入ります:[設定] > [システム] > [シス

テム設定] > [RS232]。 

2. ボーレート、データビット、ストップビット、パリティ、フロー制御、お

よび使用方法を設定します。 

 
図  6–6 RS232 設定 

注意:RS232 ポートを使用してカメラを接続する場合は、RS232 のパラメータは

ここで設定したパラメータと厳密に同じでなければなりません。 

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 

6.2.4 RS485 設定 

目的: 

RS485 シリアルポートは、カメラの PTZ 制御に使用されます。PTZ ユニットを

操作する前に PTZ 制御の設定を行う必要があります。 

手順： 

1. RS-485 ポート設定インターフェイスに進みます。[設定] > [システム] > [シス

テム設定] > [RS485]。 
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図  6–7 RS-485 の設定 

2. RS485 のパラメータを設定し、[保存] をクリックして設定を保存します。 

デフォルトでは、ボーレートは 9600 bps、データビットが 8、ストップビ

ットが 1 で、パリティおよびフロー制御は「なし」に設定されています。 

注意:ボーレート、PTZ プロトコルと PTZ アドレスパラメータは PTZ カメラのパ

ラメータと厳密に同じでなければなりません。 

6.2.5 夏時間(DST)設定 

目的: 

夏時間（DST）は、夏の期間に時刻を 1 時間進めることで、自然の日光をより

よく利用するための一手段であり、秋には再度元に戻されます。 

実際の必要に応じて DST を設定してください。 

手順： 

1. DST 設定インターフェイスに入ります: 

[設定] > [システム] > [システム設定] > [DST] 
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図  6–8 DST 設定 

2. 開始時間と終了時間を選択します。 

3. DST の修正幅を選択します。 

4. [保存] をクリックして設定を有効化します。 

6.3 メンテナンス 

6.3.1 アップグレード&メンテナンス 

目的: 

アップグレード&メンテナンスインターフェイスでは、再起動、部分的復元、

デフォルトの復元、設定ファイルのエクスポート/インポートおよびデバイスの

アップグレードを含む運用操作を行うことができます。 

メンテナンスインターフェイスを開きます。[設定] > [システム] > [メンテナンス] > 

[アップグレード&メンテナンス]。 

 再起動:デバイスを再起動します。 

 復元:IP パラメータとユーザ情報を除くすべてのパラメータをデフォルト

設定にリセットします。 

 デフォルト：すべての設定を工場出荷時のデフォルトに復元します。 

注意:デフォルト設定を復元した後は、IP アドレスはデフォルトの IP アドレス

に復元されます。このアクションを実行する際には十分に注意してください。 

 設定のエクスポート/インポートファイル：設定ファイルは、カメラのバッ

チ設定に利用されます。設定しなければいけないカメラが多数ある場合に、

設定手順を簡素化することができます。 
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手順： 

1. [デバイスパラメータ] をクリックし、現在の設定ファイルをエクスポ

ートして、特定の場所に保存します。 

2. [参照] をクリックして、保存された設定ファイルを選択し、[インポー

ト] をクリックして設定ファイルのインポートを開始します。 

注意:設定ファイルをインポートした後にカメラを再起動する必要があり

ます。 

 アップグレード:デバイスを特定のバージョンにアップグレードします。 

手順： 

1. ファームウェアを選択するか、またはファームウェアディレクトリを選

択し、アップグレードファイルを指定します。 

ファームウェア:アップグレードファイルの正確なパスを指定します。 

ファームウェアディレクトリ:アップグレードファイルが置かれたディ

レクトリだけを指定してください。 

2. [参照] をクリックして、ローカルのアップグレードファイルを選択し、

[アップグレード]をクリックして遠隔アップグレードを開始します。 

注意:アップグレードには 1～10 分かかります。実行中に、カメラの電源を切

断しないでください。アップグレード後、カメラは自動的に再起動します。 

6.3.2 ログ 

目的: 

操作、アラーム、異常、およびカメラの情報はログファイルに保存することが

できます。必要な場合、ログファイルをエクスポートすることもできます。 

始める前に: 

カメラにはネットワークストレージを設定するか、またはカメラに SD カード

を挿入してください。  
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手順： 

1. ログ検索インターフェイスに進みます:[設定] > [システム] > [メンテナンス] > 

[ログ]。 

 

図  6–9 ログ検索インターフェイス 

2. メジャータイプ、マイナータイプ、開始時刻と終了時刻を含む検索を指定

して、ログ検索条件を設定します。 

3. [検索] をクリックしてログファイルを検索します。一致したログファイル

がログリストインターフェイスに表示されます。 

 
図  6–10 ログ検索中 

4. ログファイルをエクスポートするには [エクスポート] をクリックしてロ

グファイルを保存します。 
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6.3.3 システムサービス 

システムサービス設定は、カメラがサポートするハードウェアのサービスに関

するものです。サポートされている機能はカメラに応じて異なります。赤外線 

LED 、ABF（オートバックフォーカス）、自動くもり除去、またはステータス LED 

をサポートするカメラについては、実際の必要に応じて、対応するサービスを

有効化または無効化を選択することができます。 

6.4 セキュリティ設定 

認証、セキュリティサービスを含むパラメータをセキュリティインターフェイ

スから設定します。 

6.4.1 認証 

目的: 

ライブビューのストリームデータを個別に保護することができます。 

手順： 

1. 認証インターフェイスに入ります:[設定] > [システム] > [セキュリティ] > 

[認証]。 

 
図  6–11 RTSP 認証 

2. ドロップダウンリストから RTSP 認証の種別としてベーシックまたは無効

を選択し、RTSP 認証を有効化または無効化します。 

注意:RTSP 認証を無効にした場合、誰でも IP アドレス経由の RTSP プロトコルを

使用してビデオストリームにアクセスすることができます。 

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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6.4.2 セキュリティサービス 

カメラにはユーザ体験を向上させるためのセキュリティサービスが備わって

おり、リモートログインを可能にし、データ通信のセキュリティを向上させる

ことができます。 

手順： 

1. セキュリティサービス設定インターフェイスに入ります:[設定] > [システム] > 

[セキュリティ] > [セキュリティサービス]。 

 

図  6–12 セキュリティサービス 

2. [不正ログインロックの有効化] チェックボックスをチェックすると、管理

ユーザがユーザ名/パスワード認証に 7 回(オペレータ/ユーザでは 5 回)

失敗した場合、IP アドレスはロックされます。 

注意:IP アドレスがロックされた場合は、デバイスは 30 分後にログインを

試みることができます。 

6.5 ユーザ管理 

6.5.1 ユーザ管理 

目的: 

管理者ユーザは、ユーザアカウントを追加、削除、または変更し、異なる権限

を付与することができます。ユーザアカウントとアクセス権は適切に管理する

ことを強くお勧めします。 
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手順： 

1. ユーザ管理インターフェイスを開きます:[設定] > [システム] > [ユーザ管理] 

 
図  6–13 ユーザ管理インターフェイス 

 ユーザの追加 

管理ユーザは、デフォルトですべての権限を有しており、他のアカウントを作

成/変更/削除することができます。 

管理ユーザを削除することはできません。管理パスワードの変更のみが可能です。 

手順： 

1. [追加] をクリックしてユーザを追加します。 

2. ユーザ名を入力し、レベルを選択してパスワードを入力します。 

注意: 

 ユーザアカウントは 31 まで作成できます。 

 レベルの異なるユーザはそれぞれ異なるデフォルトのアクセス権を持

っています。オペレータとユーザが選択できます。 

 

強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分

で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含むパ

スワード) を設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパスワ

ードを再設定し、特に高いセキュリティ システムでは、毎月または

毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。 

3. 新しいユーザのアクセス権のチェックをオンまたはオフにすることができ

ます。 

4. [OK] をクリックし、ユーザ追加を終了します。 
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図  6–14 ユーザの追加 

 ユーザの変更 

手順： 

1. リスト時から左クリックでユーザを選択し、[変更] をクリックします。 

2. ユーザー名、レベルとパスワードを変更します。 

 

強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分

で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで構成された文字を 8 文字以上含むパ

スワード) を設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパスワ

ードを再設定し、特に高いセキュリティ システムでは、毎月または

毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。 

3. アクセス権のチェックボックスをオンまたはオフにすることができます。 

4. [OK] をクリックし、ユーザの変更を終了します。 
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図  6–15 ユーザの変更 

 ユーザの削除 

手順: 

1. 削除したいユーザをクリックして選択し、[削除] をクリックします。 

2. ポップアップするダイアログボックス上で [OK] をクリックして、削除を

確認します。 
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第 7 章 ネットワーク設定 
目的: 

基本設定および詳細設定を設定するには、この章の手順にしたがってください。 

7.1 基本設定 

目的: 

TCP/IP、DDNS、ポートおよび NAT などを含むパラメータは、この節の手順に

したがって設定することができます。 

7.1.1 TCP/IP の設定 

目的: 

ネットワーク経由でカメラを操作する前に、TCP/IP の設定を適切に行っておく

必要があります。カメラは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしています。両方の

バージョンを合することなく同時に設定可能です。少なくとも 1 つの IP バー

ジョンを設定する必要があります。 

手順： 

1. TCP/IP 設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ネットワーク] > [基本設定] > 

[TCP/IP] 
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図  7–1 TCP/IP 設定 

2. NIC の種別、IPv4 または IPv6 アドレス、 IPv4 または IPv6 のサブネットマ

スク、IPv4 または IPv6 のデフォルトゲートウェイ、MTU 設定およびマルチ

キャストアドレスを含む、基本的なネットワーク設定値を設定します。 

3. (オプション) [マルチキャスト検出を有効にする] のチェックボックスをチ

ェックすると、LAN 内のプライベートマルチキャストプロトコル経由でク

ライアントソフトウェアがオンラインのネットワークカメラを自動的にで

きます。 

4. DNS サーバを設定します。優先 DNS サーバおよび代替 DNS サーバを入力し

ます。 

5. [保存] をクリックし、上記の設定を保存します。 

注意: 

 MTU の適正な値の範囲は 1280～1500 です。 
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 マルチキャストは、マルチキャストグループアドレスにストリームを送信

し、複数のクライアントがマルチキャストグループアドレスを使用してコ

ピーを要求することで、同時にストリームを取得することを可能にします。

この機能を使用する前に、お使いのルータのマルチキャスト機能を有効に

する必要があります。 

 設定を有効にするために再起動する必要があります。 

7.1.2 DDNS 設定 

目的: 

お使いのカメラが、デフォルトのネットワーク接続に PPPoE を使用するように

設定されている場合は、ネットワークアクセスにダイナミック DNS(DDNS) を使

用することができます。 

始める前に: 

カメラの DDNS の設定を適用する前に DDNS サーバへの登録が必要になります。 

手順： 

1. DDNS設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ネットワーク] > [基本設定] > 

[DDNS]。 

2. [DDNSを有効化]のチェックボックスにチェックを入れてこの機能を有効化

します。 

3. [DDNS 種別]を選択します。2 つの DDNS 種別が選択できます:DynDNS また

は NO-IP。 

 DynDNS: 

手順： 

(1) DynDNS サーバアドレス (例: members.dyndns.org)を入力します。 

(2) [ドメイン] テキストフィールドで、DynDNS のウェブサイトから取得

したドメイン名を入力します。 

(3) DynDNS ウェブサイトで登録された [ユーザー名] と [パスワード] を

入力します。 
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(4) [保存]をクリックして設定を保存します。 

 

図  7–2 DynDNS 設定 

 NO-IP: 

手順： 

(1) DDNS 種別として NO-IP を選択します。 

 
図  7–3 NO-IPDNS 設定 

(2) サーバアドレスに www.noip.com を入力します。 

(3) 登録したドメイン名を入力してください。 

(4) ユーザ名とパスワードを入力します。 

(5) [保存] をクリックすると、ドメイン名を使用してカメラを閲覧するこ

とができます。 
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注意:設定を有効にするにはデバイスの再起動が必要です。 

7.1.3 ポート設定 

目的: 

カメラのポート番号、例えば HTTP ポート、RTSP ポート、HTTPS ポートなど

を設定します。 

手順： 

1. [設定] > [ネットワーク] > [基本設定] > [ポート] から、ポート設定インター

フェイスに入ります。 

 

図  7–4 ポート設定 

2. カメラの HTTP ポート、RTSP ポート、HTTPS ポートおよびカメラのサーバ

ポートを設定します。 

HTTP ポート:デフォルトのポート番号は 80 で、占有されていないポート

番号であれば何にでも変更できます。 

RTSP ポート:デフォルトのポート番号は 554 で、占有されていないポート

番号で、1 から 65535 の範囲で変更できます。 

HTTPS ポート:デフォルトのポート番号は 443 で、占有されていないポート

番号であれば何にでも変更できます。 

サーバポート:デフォルトのポート番号は 8000 で、2000 から 65535 の範

囲の、どのポート番号にでも変更できます。 

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 

注意:設定を有効にするために再起動する必要があります。 
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7.1.4 NAT(ネットワークアドレス変換) の設定 

目的: 

NAT インターフェイスでは、 UPnP™ パラメータを設定することができます。 

ユニバーサルプラグアンドプレイ（UPnP™）は、ネットワーク機器、ソフトウ

ェア、およびその他のハードウェアデバイス間の互換性を提供するネットワー

クアーキテクチャです。UPnP プロトコルは、デバイスをシームレスに接続し、

ホームおよび企業環境でのネットワークの実装を簡略化することができます。 

この機能を有効にすると、各ポートのポートマッピングを設定の必要なく、カ

メラがルータを経由で WAN(ワイドエリアネットワーク) に接続されます。 

手順： 

1. NAT 設定インターフェイスに進みます。[設定] > [ネットワーク] > [基本設

定] > [NAT] 

2. チェックボックスをチェックして、UPnP™ 機能を有効化します。 

3. カメラのニックネームを選択するか、デフォルトの名前を使用することが

できます。 

4. ポートマッピングモードを選択します。マニュアルとオートが選択できま

す。マニュアルポートマッピングの場合、外部ポートの値をカスタマイズ

することができます。 

5. [保存]をクリックして設定を保存します。 

 

図  7–5 UPnP 設定 
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7.2 詳細設定 

目的: 

FTP、E メール、HTTPS、QoS、802.1x などを含むパラメータは、この節の手順

にしたがって設定することができます。 

7.2.1 FTP 設定 

目的: 

キャプチャした画像の FTP サーバ上へのアップロードを有効にするために FTP

サーバに関連する情報を設定することができます。画像のキャプチャはイベン

トまたは時間指定のスナップショットタスクによってトリガーされます。 

手順： 

1. FTP 設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ネットワーク] > [詳細設定] > 

[FTP]。 

 
図  7–6 FTP 設定 

2. FTP のアドレスとポートを入力します。 

3. FTP の設定; FTP P サーバログインのためのユーザ名とパスワードが必要です。 
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 個人情報とお使いのシステムのセキュリティを保持する観点から、すべ

ての機能およびネットワークデバイスに対して強力なパスワードを使

用することを強く推奨します。製品のセキュリティを高めるため、ご自

分で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含むパス

ワード) を設定するようお勧めします。 

 すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者お

よび/またはエンドユーザーの責任です。 

4. ディレクトリ構造と画像保存の間隔を設定します。 

ディレクトリ:[ディレクトリ構造] のフィールドで、ルートディレクトリ、

親ディレクトリおよび子ディレクトリを選択できます。親ディレクトリが

選択されている場合は、デバイス名、デバイス番号またはデバイスの IP ア

ドレスをディレクトリの名前に利用することができます。子ディレクトリ

が選択されている場合は、カメラ名またはカメラ番号をディレクトリの名

前に使用することができます。 

5. [画像アップロード] チェックボックスをチェックして機能を有効化します。 

画像アップロード：FTP サーバへのキャプチャ画像のアップロードを有効

化します。FTP サーバへの匿名アクセス(この場合ユーザ名とパスワードは

要求されません):FTP サーバへの匿名アクセスを有効にするには [匿名アク

セス] のチェックボックスをチェックします。 

注意:匿名アクセスの機能は、FTP サーバ側でサポートされている必要があ

ります。 

6. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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7.2.2 E メール設定 

目的: 

動体検知イベント、ビデオロス、ビデオ干渉などのアラームイベントが検知さ

れた場合に、指定されたすべての受信者に E メール通知を送信するようにシス

テムを設定できます。 

始める前に: 

電子メール機能を使用する前に、 [設定] > [ネットワーク] > [基本設定] > 

[TCP/IP] の下の DNS サーバ設定を行ってください。 

手順： 

1. TCP/IP 設定 ([設定] > [ネットワーク] > [基本設定] > [TCP/IP]) に進み、IPv4 

アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 デフォルトゲートウェイおよび優

先 DNS サーバを設定してください。 

注意:詳細情報については、 7.1.1 節  TCP/IP の設定を参照してください。 

2. E メール設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ネットワーク] > [詳細

設定] > [E メール] 

3. 以下の設定項目を設定します： 

送信者:E メールの送信者の名前です。 

送信者のアドレス:送信者の E メールアドレスです。 

SMTP サ ー バ :SMTP サ ー バ の IP ア ド レ ス ま た は ホ ス ト 名 ( 例 : 

smtp.263xmail.com) です。 

SMTP ポート:SMTP ポート。SMTP のデフォルトの TCP/IP ポートは 25 です

(セキュアではありません）。また、SSL SMTP ポートは 465 です。 

E メールの暗号化:なし、SSL および TLS が選択できます。SSL または TLS を

選択し、STARTTLS を無効にした場合、E メールは SSL または TLS で暗号化さ

れて送信されます。この暗号化方式では SMTP のポートを 465 として設定

する必要があります。SSLまたは TLSを選択し、STARTTLSを有効にした場合、

E メールは STARTTLS で暗号化されて送信され、SMTP ポートは 25 に設定す

る必要があります。 
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注意:STARTTLS を使用する場合には、E メールサーバがプロトコルをサポー

トしていることを確認してください。[STARTTLS を有効にする] チェックボ

ックスをチェックしても、E メールサーバがプロトコルをサポートしてい

ない場合、E メールは暗号化されません。 

添付画像:アラームの画像を Eメールに添付して送信したい場合、[添付画像] 

チェックボックスをチェックしてください。 

間隔:間隔は、2 件の添付画像送信のアクション間の時間を示します。 

認証(オプション):お使いのメールサーバが認証を必要とする場合、このチ

ェックボックスをチェックして、認証を利用してサーバにログインし、メ

ールアカウントのログインユーザ名とパスワードを入力します。 

 
 個人情報とお使いのシステムのセキュリティを保持する観点から、す

べての機能およびネットワークデバイスに対して強力なパスワードを

使用することを強く推奨します。製品のセキュリティを高めるため、

ご自分で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号

のうち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含

むパスワード) を設定するようお勧めします。 

 すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者

および/またはエンドユーザーの責任です。 

受信者テーブル:E メールが送信される宛先の受信者を選択します。 大 3

人の受信者を設定できます。 

受信者:通知を受けるユーザの名前です。 

受信者のアドレス:通知を受けるユーザの E メールアドレスです。 



デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

 
54 

 
図  7–7 E メール設定  

4. [保存]をクリックして設定を保存します。 

7.2.3 HTTPS 設定 

目的: 

HTTPS は Web サイトとそれに関連付けられている web サーバに対する認証

により、中間者攻撃に対する防護を提供します。次の手順を実行して https の

ポート番号を設定します。 

たとえば、ポート番号として 443、IP アドレスとして 192.168.1.64 を設定す

る場合、Web ブラウザを通じて https://192.168.1.64:443 と入力することでデ

バイスにアクセスすることができます。 

手順： 

1. HTTPS 設定インターフェイスを開きます。[設定] > [ネットワーク] > [詳細設

定] > [HTTPS] 
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2. [有効化] チェックボックスをチェックして機能を有効化します。 

3. 自己署名証明書か権限を持つ証明書を作成します。 

 自己署名証明書の作成 

(1) インストール方式として [自己署名証明書の作成] を選択します。 

(2) [作成] ボタンをクリックして、作成インターフェイスに進みます。 

 
図  7–8 自己署名証明書の作成 

(3) 国、ホスト名/IP、有効期限、その他の情報を入力します。 

(4) [OK]をクリックして設定を保存します。 

注意:すでに証明書がインストールされている場合は、[自己署名証明書

の作成] はグレーアウトされます。 

 権限を持つ証明書の作成 

(1) インストール方式として [証明書要求を作成してからインストールを

継続] を選択します。 

(2) [作成] ボタンをクリックして、証明書要求を作成します。ポップアッ

プウィンドウで、必要な情報を入力します。 

(3) 証明書のリクエストをダウンロードして、信頼のある証明書担当に送信

して署名してもらいます。 

(4) 署名済みの有効な証明書を受信したら、デバイスに証明書をインポート

します。 

4. 正常に証明書の作成とインストールが完了すると、証明書情報ができます。 



デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

 
56 

 

図  7–9 インストールされた証明書 

5. 保存ボタンをクリックして設定を保存します。 

7.2.4 QoS 設定 

目的: 

QoS(サービス品質)はデータ送信の優先順位を設定することによって、ネットワ

ークの遅延やネットワークの輻輳を解決する役に立ちます。 

手順： 

1. QoS 設定インターフェイスを開きます:[設定] > [ネットワーク] > [詳細設定] > 

[QoS] 

 
図  7–10 QoS 設定 

2. [ビデオ/音声 DSCP]、[イベント/アラーム DSCP] および[管理 DSCP] を含む

QoS の設定を行います。 

DSCP の適正な値の範囲は 0～63 です。DSCP の値が大きいほど優先度は高

くなります。 
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注意:DSCP は、Differentiated Service Code Point のことで、DSCP 値は、IP ヘ

ッダ内でデータの優先度を指定するために使用します。 

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 

注意:設定を有効にするために再起動する必要があります。 

7.2.5 802.1X 設定 

目的: 

ネットワークカメラは IEEE 802.1X 標準をサポートしており、機能が有効になっ

ている場合、カメラデータの安全性が確保され、IEEE 802.1 X で保護されたネッ

トワークへの接続の際にユーザ認証が必要になります。 

始める前に: 

認証サーバを設定する必要があります。サーバの 802.1 X 向けのユーザ名とパ

スワードを適用し、登録してください。 

 
 個人情報とお使いのシステムのセキュリティを保持する観点から、すべて

の機能およびネットワークデバイスに対して強力なパスワードを使用する

ことを強く推奨します。製品のセキュリティを高めるため、ご自分で選択

した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のうち、少なく

とも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含むパスワード) を設

定するようお勧めします。 

 すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任です。 
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手順： 

1. [設定] > [ネットワーク] > [詳細設定] > [802.1X] から、802.1X 設定インター

フェイスに入ります。 

 
図  7–11 802.1X 設定 

2. [802.1X を有効化] チェックボックスをチェックしてこの機能を有効にします。 

3. プロトコル、EAPOL バージョン、ユーザ名、パスワードを含む 802.1X の

設定を行い、確認します。 

注意:EAPOL バージョンは、ルータまたはスイッチと同一にする必要があり

ます。 

4. サーバにアクセスするユーザ名とパスワードを入力します。 

5. [保存] をクリックして設定を終了します。 

注意:設定を有効にするために再起動する必要があります。 
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第 8 章 ビデオ/音声設定 

8.1 ビデオ設定 

手順： 

1. [設定] > [ビデオ/オーディオ] > [ビデオ] から、ビデオ設定インターフェイ

スに入ります。 

 
図  8–1 ビデオ設定 

2. カメラの [ストリーム種別] をメインストリーム(通常) またはサブストリ

ームから選択します。  

注意:メインストリームは通常、良好な帯域幅での録画とライブビューに用

いられ、サブストリームは帯域幅が限られている場合のライブビュー表示

に用いられます。 

3. 選択したストリーム種別について、次のパラメータをカスタマイズするこ

とができます。 
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ビデオ種別: 

ストリーム種別をビデオストリーム、またはビデオ & オーディオ合成スト

リームから選択します。オーディオ信号は、ビデオ種別がビデオ & オーデ

ィオの場合にのみ記録されます。 

解像度： 

ビデオ出力の解像度を選択します。 

ビットレートタイプ： 

固定または可変のビットレートタイプを選択します。 

ビデオ画質： 

ビットレートタイプについて [可変] が選択されている場合、6 段階のビデ

オ品質が選択できます。  

フレームレート: 

フレームレートを設定します。フレームレートは、ビデオストリームが更

新される頻度のことで、フレーム/秒 (fps) で計測されます。フレームレー

トが高くなると画質が向上するので、ビデオストリーム中に動きがある場

合には有利です。 

大ビットレート: 

大ビットレートを 32 から 16384 Kbps までで設定します。高い値にする

と、画質が向上しますが、広い帯域幅が必要です。 

注意: 大ビットレート値の上限はカメラプラットフォームに応じて異なり

ます。特定のカメラの場合、 大値は 8192 Kbps または 12288 Kbps です。 

大平均ビットレート: 

大ビットレートを設定した場合、それに対応して推奨される 大平均ビ

ットレートは[平均ビットレート] ボックスに表示されます。 大平均ビッ

トレートは 32 Kbps から設定された 大ビットレートまでの範囲で設定で

きます。 
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プロファイル: 

ベーシックプロファイル、メインプロファイル、コーディング用のハイプ

ロファイルが選択可能になっています。 

I フレーム間隔: 

I フレーム間隔を 1 から 400 までで設定します。 

スムージング: 

ストリームのスムーズさを指します。スムージングの値が大きいと、スト

リームはよりなめらかになりますが、ビデオの品質が十分でない可能性が

あります。スムージングの値が小さいと、ストリームの品質は向上します

が、なめらかには見えなくなるかもしれません。 

4. [保存]をクリックして設定を保存します。 

注意: 

ビデオパラメータはカメラのモデルによって異なります。カメラの機能につい

ての実際のページの表示を参照してください。  
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第 9 章 画像設定 
目的: 

表示設定および OSD 設定を含む画像パラメータの設定を行うにはこの章の指

示にしたがってください。 

9.1 ディスプレイ設定 

目的: 

表示設定では、画像調整、露出設定、日中/夜間切り替え、逆光設定、ホワイト

バランス、画像補正、ビデオ調整、その他のパラメータを設定できます。 

注意:表示パラメータはカメラのモデルによって異なります。詳細については実

際のインターフェイスを参照してください。 

手順： 

1. [設定] > [画像] > [表示設定] から、表示設定インターフェイスに入ります。 

 画像調整 

[輝度] は画像の明るさを示し、1 から 100 までの範囲です。 

[シャープネス] は画像の輪郭の鮮明さを示し、1 から 100 までの範囲です。 

 露光設定 

カメラに固定レンズが備えられている場合、[マニュアル] のみ選択でき、

絞りモードは設定できません。 

[露出時間] は電子シャッター速度のことで、1 から 1/100,000 の範囲です。

実際の光量の状況に応じて調整してください。 

映像の [ゲイン] は 0 から 100 の範囲で手動設定できます。値が大きいほ

ど、画像は明るくなりますが、ノイズもかなり増幅されます。 
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図  9–1 露出設定 

 日中/夜間切り替え 

日中/夜間切替は補助光のステータスを制御します。 

日中/夜間切り替えでは、日中、夜間、オート、定期切り替えが選択できます。 

 

図  9–2 日中/夜間切り替え  

日中:カメラは日中モードに固定されます。 

夜間:カメラは夜間モードに固定されます。 

オート:カメラは日中モードと夜間モードを光量に応じて自動的に切り替

えます。感度は 0 から 7 までの範囲で、値が大きいほど切り替えが発生

しやすくなります。フィルター時間は日中/夜間切り替えの間の間隔時間を

示します。5 秒から 120 秒の間で設定できます。 

スケジュール切り替え:開始時間と終了時間を設定し、日中/夜間モードの継

続時間を設定します。 

 画像補正 

デジタルノイズ低減:DNRはビデオストリームのノイズを低減します。オフ、

ノーマル、エキスパートが選択できます。ノーマルモードでは DNR レベ

ルを 0 から 100 までで設定します。 
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 ビデオ調整 

ビデオ規格:50 Hz および 60 Hz が選択できます。それぞれのビデオ規格に

応じて選択してください。通常、PAL 規格では 50 Hz、NTSC 規格では 60 Hz 

です。 

キャプチャモード:撮影視野と解像度に関するそれぞれの要件に応じて選

択できるビデオ入力モードです。 

9.2 OSD 設定 

目的: 

カメラ名、時刻/日付の形式、表示モード、OSD のサイズをカスタマイズでき

ます。 

手順： 

1. OSD 設定インターフェイスを開きます:[設定] > [画像] > [OSD 設定]。 

2. 必要に応じてカメラ名、日付または週を表示するため、対応するチェック

ボックスをチェックします。 

3. [カメラ名]テキストフィールドでカメラ名を編集します。 

4. ドロップダウンリストから時刻形式と日付形式を選択します。 

5. ドロップダウンリストから時刻形式、日付形式、表示モード、OSD サイズ

と OSD カラーを選択します。 

6. テキストオーバーレイを設定します。 

(1) テキストボックスの前のチェックボックスをチェックしてオンスクリ

ーンディスプレイを有効化します。 

(2) テキストボックスに文字列を入力します。 

7. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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第 10 章 イベント設定 

10.1 基本イベント 

この節の指示にしたがうことで、ビデオ干渉、アラーム入力、アラーム出力、

異常などを含む基本イベントを設定することができます。これらのイベントに

ついては監視センター通報、E メール送信、アラーム出力トリガーなどのリン

ク方式のトリガーにすることができます。 

注意:アラームがトリガーされ次第、アラーム情報を PC またはモバイルクライ

アントソフトウェアにプッシュ通知したい場合、[監視センター通報] チェック

ボックスをチェックします。 

10.1.1 ビデオ干渉アラームの設定 

目的： 

レンズが塞がれた場合にアラームをトリガーし、アラームに対応する特定のア

クションを起こすようにカメラを設定することができます。 

手順： 

1. [設定] > [イベント] > [基本イベント] > [ビデオ干渉] からビデオ干渉設定イ

ンターフェイスに入ります。 
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図  10–1 ビデオ干渉アラーム 

2. [ビデオ干渉を有効化する] チェックボックスをチェックしてビデオ干渉検

知を有効化します。 

3. ビデオ干渉エリアを設定します。 

4. ビデオ干渉の監視スケジュール設定 4.1.2 節を参照してください。 

5. チェックボックスをチェックしてビデオ干渉時のリンク方式を選択してく

ださい。 4.1.3 節 4.1.2 を参照してください。 

6. [保存]をクリックして設定を保存します。 

10.1.2 アラーム入力の設定 

手順： 

1. アラーム入力設定インターフェイスに進みます。[設定] > [イベント] > [基本

イベント] > [アラーム入力]。 
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2. アラーム入力番号およびアラームタイプを選択します。アラームタイプは 

NO (通常時オープン) と NC (通常時クローズ) が設定できます。アラーム入

力の名前を編集して設定することができます (オプション)。 

 
図  10–2 アラーム入力設定 

3. [監視スケジュール] をクリックしてアラーム入力の監視スケジュールを設

定します。 4.1.2 節を参照してください。 

4. [リンク方式] をクリックし、チェックボックスをチェックしてアラーム入

力に対応するリンク方式を選択してください。 4.1.3 節 4.1.2 を参照してくだ

さい。 

5. 設定を他のアラーム入力にコピーすることができます。 

6. [保存]をクリックして設定を保存します。  
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10.1.3 アラーム出力の設定 

 

図  10–3 アラーム出力設定 

手順： 

1. アラーム出力設定インターフェイスに進みます。[設定] > [イベント] > [基本

イベント] > [アラーム出力]。 

2. [アラーム出力]ドロップダウンリストからアラーム出力チャンネルを 1 つ

選択します。アラーム出力の名前を設定することもできます (オプション)。 

3. [遅延時間]は 5 秒、10 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、10 分またはマニュ

アルに設定できます。遅延時間はアラーム発生時点からアラーム出力が有

効である間の時間を示します。 

4. [監視スケジュール] をクリックしてスケジュール時間設定インターフェイ

スに入ります。時間スケジュールの設定は動体検知用の監視スケジュール

設定と同様です。 4.1.2 節を参照してください。 

5. 設定を他のアラーム出力にコピーすることができます。 

6. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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10.1.4 異常への対応処理 

異常の種別には HDD フル、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス競合、

カメラに対する不正ログインがあります。 

手順： 

1. 異常設定インターフェイスを開きます:[設定] > [イベント] > [基本イベント] > 

[異常]。 

2. チェックボックスをチェックして異常アラームに対応するリンク方式を選

択してください。 4.1.3 節を参照してください。 

 
図  10–4 異常設定  

3. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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付録 
付録 1 SADP ソフトウェアの概要 

 SADP の説明 

SADP(アクティブデバイス検索プロトコル)は、インストールプロセスが不要で

ユーザフレンドリーなオンラインデバイス検索ツールの一種です。アクティブ

なオンラインデバイスをお使いのサブネット上で検索し、デバイス情報を表示

します。デバイスの基本的なネットワーク情報の変更もこのソフトウェアから

実施できます。 

 アクティブデバイスのオンライン検索 

 オンラインデバイスの自動検索 

SADP ソフトウェアを起動するとコンピュータが属しているサブネット上

で 15 秒ごとにオンラインデバイスが自動的に検索されます。オンラインデ

バイスインターフェイス上に見つかったデバイスの情報と総数が表示され

ます。デバイスタイプ、IP アドレスおよびポート番号等のデバイス情報が

表示されます。 

 

図 A.1.1 オンラインデバイスの検索 
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注意: 

デバイスはオンラインになった後、15 秒以内に検索され、リストに表示されま

す。オフラインになったデバイスは 45 秒以内にリストから削除されます。 

 オンラインデバイスのマニュアル検索 

 をクリックしてオンラインデバイスリストをマニュアルで更新する

こともできます。新しく検索されたデバイスがリストに追加されます。 

 各カラムの見出し部分にある  または  をクリックして情報

の並び替えができます。  をクリックするとデバイステーブルが展開さ

れ、右側のネットワークパラメーターパネルが非表示になります。または 

 をクリックするとネットワークパラメーターパネルが表示されます。 

 ネットワークパラメータの変更 

手順： 

1. デバイスリストから変更したいデバイスを選択すると、右側の [ネットワ

ークパラメータを変更] パネルにそのデバイスのネットワークパラメータ

が表示されます。 

2. IP アドレスやポート番号など、変更可能なネットワークパラメータを編集

してください。  

3. [管理者パスワード] フィールドにデバイスの管理アカウントのパスワード

を入力し、  をクリックして変更を保存します。 

 
 個人情報とお使いのシステムのセキュリティを保持する観点から、すべ

ての機能およびネットワークデバイスに対して強力なパスワードを使

用することを強く推奨します。製品のセキュリティを高めるため、ご自

分で選択した強力なパスワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のう

ち、少なくとも 3 つのカテゴリで設定された文字を 8 文字以上含むパス

ワード) を設定するようお勧めします。 

注記 



デュアルレンズ人物カウントカメラユーザマニュアル 

 
72 

 すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者お

よび/またはエンドユーザーの責任です。 

 

図 A.1.2 ネットワークパラメータの変更 
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付録 2 ポートマッピング 
以下の設定は TP-LINK ルータ (TL-WR641G) 向けです。設定はルータのモデル

によって異なります。 

手順： 

1. 以下に示すように、[WAN 接続タイプ] を選択します。 

 

図 A.2.1 WAN 接続タイプの選択 
 

2. IP アドレスやサブネットマスク設定などのルータの [LAN] パラメータを、

下図のように設定します。 

 

図 A.2.2 LAN パラメータの設定 
 

3. [フォワーディング]の仮想サーバでポートマッピングを設定します。デフォル

トではカメラはポート 80、8000 および 554 を使用します。これらのポート

の値は Web ブラウザまたはクライアントソフトウェアから変更できます。 
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例: 

カメラが同じルータに接続されている場合、一方のカメラのポートを IP ア

ドレス 192.168.1.23 上の 80、8000 および 554 に設定し、別のカメラのポ

ートを IP192.168.1.24 上の 81、8001、555、8201 に設定できます。以下の

手順を参照してください。 

手順： 

1. 上述の設定の通り、ポート 80、8000、554 および 8200 を 192.168.1.23 の

ネットワークカメラにマップします。 

2. ポート 81、8001、555 および 8201 を 192.168.1.24 のネットワークカメ

ラにマップします。 

3. [すべて] または [TCP] プロトコルを有効化します。 

4. [有効化] チェックボックスをチェックし、[保存] をクリックして設定を保

存します。 

 
図 A.2.3 ポートマッピング 

注意:ネットワークカメラのポートは他のポートと競合してはいけません。例え

ば、一部のルータの Web マネジメントサポートは 80 番です。カメラのポー

トが管理ポートと同じである場合、変更してください。 
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