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安全にお使いいただくために

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、製品を正しくお使いいただくための取扱説明書です。
必要な場合には、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。
また、必ず本書、設置マニュアル、および弊社 WEB に掲載された製品保証規程をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、記載事項に従っ
てご使用ください。

製品保証規定は以下を参照ください。
https://www.dlink-jp.com/support/product-assurance-provision

●　本書の記載内容に逸脱した使用の結果発生した、いかなる障害や損害において、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

●　弊社製品の日本国外でご使用の際のトラブルはサポート対象外になります。

なお、本製品の最新情報やファームウェアなどを弊社ホームページにてご提供させていただく場合がありますので、ご使用の前にご確認ください。
製品保証、保守サービス、テクニカルサポートご利用について、詳しくは弊社ホームページのサポート情報をご確認ください。
https://www.dlink-jp.com/support



3

目次

目次

はじめに	 6
本マニュアルの対象者.................................................................................................................................................................................................... 7
表記規則について........................................................................................................................................................................................................... 7

第 1章　本製品のご利用にあたって	 8
製品概要.......................................................................................................................................................................................................................... 8
システム要件.................................................................................................................................................................................................................. 8
IP カメラのインストールの確認.................................................................................................................................................................................... 8

第 2章　ソフトウェアのセットアップ	 9
D-ViewCamのインストール.......................................................................................................................................................................................... 9
IP カメラの追加............................................................................................................................................................................................................ 15
IP カメラの削除............................................................................................................................................................................................................ 17

第 3章　D-ViewCamインタフェースの概要	 18
D-ViewCamへのログイン............................................................................................................................................................................................ 18
メインコンソールの構成.............................................................................................................................................................................................. 19
メニュー項目................................................................................................................................................................................................................ 19
メニュー項目................................................................................................................................................................................................................ 20
モニタリング機能......................................................................................................................................................................................................... 20
システム情報................................................................................................................................................................................................................ 21
PTZ 機能........................................................................................................................................................................................................................ 21
画面分割レイアウト設定.............................................................................................................................................................................................. 22
パトロール /パン / フォーカス設定............................................................................................................................................................................. 23
パトロール設定...................................................................................................................................................................................................... 23
オートパン............................................................................................................................................................................................................. 23
フォーカス............................................................................................................................................................................................................. 23

オンスクリーンメニュー.............................................................................................................................................................................................. 24

第 4章　基本設定	 25
システム設定................................................................................................................................................................................................................ 25
一般設定................................................................................................................................................................................................................. 25
カメラ設定............................................................................................................................................................................................................. 28
I/O デバイス........................................................................................................................................................................................................... 32
PTZ 設定................................................................................................................................................................................................................. 33
ホットライン......................................................................................................................................................................................................... 33
アドレスブック...................................................................................................................................................................................................... 34
モニタ表示............................................................................................................................................................................................................. 34

Storage.Setting（ストレージ設定）............................................................................................................................................................................. 35
Storage.Group（ストレージグループ）................................................................................................................................................................ 35
Record.Group（録画グループ）............................................................................................................................................................................. 36
Video.Recycle（録画リサイクル）......................................................................................................................................................................... 36

設定の保存 /読み込み.................................................................................................................................................................................................. 37
ネットワークサービス.................................................................................................................................................................................................. 38
ライブストリーミングサーバ................................................................................................................................................................................ 38
ブラック / ホワイトリスト.................................................................................................................................................................................... 39
パフォーマンス...................................................................................................................................................................................................... 40
リモートプレイバックサーバ................................................................................................................................................................................ 40
ブラック / ホワイトリスト.................................................................................................................................................................................... 41
パフォーマンス...................................................................................................................................................................................................... 42

メインコンソールについて.......................................................................................................................................................................................... 42

第 5章　スケジュール設定	 43
スケジュール設定の概要.............................................................................................................................................................................................. 43
デイリーモード...................................................................................................................................................................................................... 43
ウィークリーモード.............................................................................................................................................................................................. 43

プリセットモードの読み込み....................................................................................................................................................................................... 44
新しいスケジュールの手動設定................................................................................................................................................................................... 44
スケジュールのコピー.................................................................................................................................................................................................. 45
スケジュール設定の変更.............................................................................................................................................................................................. 45



4

目次

第 6章　Playback（録画再生）	 46
Playback（録画再生）画面の構成............................................................................................................................................................................... 46
日時検索ダイアログ..................................................................................................................................................................................................... 47
録画クリップの閲覧.............................................................................................................................................................................................. 49

後処理ツール................................................................................................................................................................................................................ 49
バックアップ................................................................................................................................................................................................................ 50
画像の保存（スナップショット）................................................................................................................................................................................. 51
録画映像の保存............................................................................................................................................................................................................. 51
プリント........................................................................................................................................................................................................................ 52
ログビューアー............................................................................................................................................................................................................. 53
システムログ......................................................................................................................................................................................................... 53
エクスポートとバックアップログ........................................................................................................................................................................ 53
異常イベント......................................................................................................................................................................................................... 54

設定............................................................................................................................................................................................................................... 55
リモートサーバ...................................................................................................................................................................................................... 56
OSD 設定................................................................................................................................................................................................................ 57

録画の切り替え............................................................................................................................................................................................................. 57

第 7章　スマートガード設定	 58
イベントの設定............................................................................................................................................................................................................. 58
カメライベントの設定........................................................................................................................................................................................... 59
デジタル入力 /出力信号イベントの設定.............................................................................................................................................................. 62

アクションの設定......................................................................................................................................................................................................... 62
アクションタイプの割当て................................................................................................................................................................................... 62
音声を鳴らす......................................................................................................................................................................................................... 63
メール送信............................................................................................................................................................................................................. 63
デジタル入出力設定.............................................................................................................................................................................................. 64

第 8章　E-Map	 65
E-Map の概要................................................................................................................................................................................................................ 65
編集モード............................................................................................................................................................................................................. 66

マップの追加 /編集 / 削除........................................................................................................................................................................................... 66
デバイスインジケータの追加 /回転 / 削除................................................................................................................................................................. 67
デバイスとマップ一覧.................................................................................................................................................................................................. 67
E-Map 画面表示の変更................................................................................................................................................................................................. 68

第 9章　ログビューアー	 69
システムログ................................................................................................................................................................................................................ 70
エクスポートとバックアップログ............................................................................................................................................................................... 71
異常イベント................................................................................................................................................................................................................ 71

第 10章　バックアップ	 72
録画ファイルのバックアップ....................................................................................................................................................................................... 72
録画ファイルの削除..................................................................................................................................................................................................... 74

第 11章　Remote	Live	Viewer（リモートライブビューアー）	 75
システム設定................................................................................................................................................................................................................ 75
一般設定................................................................................................................................................................................................................. 76
Server.Group......................................................................................................................................................................................................... 76
サーバ..................................................................................................................................................................................................................... 77
Camera.Group....................................................................................................................................................................................................... 78
カメラ..................................................................................................................................................................................................................... 78
OSD 設定................................................................................................................................................................................................................ 79
モニタ表示............................................................................................................................................................................................................. 79
通知........................................................................................................................................................................................................................ 80

カメラの一覧表示......................................................................................................................................................................................................... 81
PTZ コントロール......................................................................................................................................................................................................... 82
オンスクリーンメニュー.............................................................................................................................................................................................. 83
Playback（再生）を実行............................................................................................................................................................................................. 84
メニュー開始................................................................................................................................................................................................................ 85



5

目次

第 12章　Webビュー	 86
サーバ IP....................................................................................................................................................................................................................... 86

第 13章　ユーティリティ	 87
Verification.Tools（認証ツール）................................................................................................................................................................................. 87
認証ツールの起動.................................................................................................................................................................................................. 87
概要........................................................................................................................................................................................................................ 88
画像 / 映像の検証................................................................................................................................................................................................... 88

DBTools（DBツール）.................................................................................................................................................................................................. 89
DB ツールの起動.................................................................................................................................................................................................... 89
データベースの修復.............................................................................................................................................................................................. 90

付録 A		よくお問い合わせいただくご質問（FAQ）	 92
1．D-ViewCamソフトウェアのサポート言語............................................................................................................................................................ 92
2．E-Map の設定方法................................................................................................................................................................................................... 93
3．ビデオファイルのバックアップ方法...................................................................................................................................................................... 94
バックアップ手順.................................................................................................................................................................................................. 94

4．ライブストリーミングで IP カメラの音声を有効化する手順............................................................................................................................... 96
5．IP カメラの音声を記録する.................................................................................................................................................................................... 97
6．IP カメラのレコーディングフレームレートと解像度を変更する......................................................................................................................... 97
7．ビデオ記録の保存先を複数設定する...................................................................................................................................................................... 98
8．「ディスク容量が少なくなりスケジュールが停止します。...」というメッセージが表示される........................................................................ 98
9．「ライブストリーミングサーバに接続できません」というメッセージが表示される.......................................................................................... 99
10．「リソースファイルが遺失や破損しました。再インストール ...」というメッセージが表示される.................................................................... 99
11．「The.procedure.entry.point.WMCreateWriter.could.not...」というメッセージが表示される........................................................................ 99
12．ネットワークサービスを開始する.....................................................................................................................................................................100
13．管理 PC/ サーバから Viewer や Playback へのリモートアクセスを設定する.................................................................................................101
14．アップグレード後に Internet.Explorer でライブビューやプレイバックの閲覧ができない...........................................................................102
15．ネットワークサービスのデフォルトポート番号...............................................................................................................................................102
16．リモートライブビューア及び Internet.Explorer で音声を聞く........................................................................................................................103
17．ソフトウェアバージョンの確認.........................................................................................................................................................................104
18．Windows システムログとアプリケーションログの取得方法...........................................................................................................................104
19．ユーザアカウント数の上限................................................................................................................................................................................105
20．LANの設定方法..................................................................................................................................................................................................105



6

はじめに

はじめに
DCS-100 ユーザマニュアルは、本製品のインストールおよび操作方法を例題と共に記述しています。

第 1 章  本製品のご利用にあたって

 - 本製品の概要と要件について説明します。

第 2 章  ソフトウェアのセットアップ

 - D-ViewCam のインストール手順とカメラの追加方法について説明します。

第 3 章  D-View インタフェースの概要

 - D-View インタフェースの概要について説明します。

第 4 章  基本設定

 - 本製品の基本的な設定、カメラの管理、E メール、モニタ画面などの管理機能について説明します。

第 5 章  スケジュール設定

 - 録画のスケジュール設定について説明します。

第 6 章  Playback（録画再生）

 - 記録された映像やイベントの表示や管理方法について説明します。

第 7 章  スマートガード設定

 - イベント検知のアクションについて説明します。

第 8 章  E-map

 - IP カメラの位置情報を管理します。

第 9 章  ログビューアー

 - ログの取得やエクスポート方法について説明します。

第 10 章  バックアップ

 - 録画映像ファイルやログの保存方法について説明します。

第 11 章  Remote Live Viewer（リモートライブビューアー）

 - リモートでリアルタイムの映像を確認する方法について説明します。

第 12 章  Web ビュー

 - Web ベースのリモートでリアルタイムの映像を確認する方法について説明します。

第 13 章  ユーティリティ

 - Verification Tool、DB Tools の使用方法について説明します。

付録 A  よくお問い合わせいただくご質問（FAQ）

 - 本製品のインストールと操作で発生する問題への解決策を提供します。
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はじめに

本マニュアルの対象者
本マニュアルは、本製品の設置および管理についての情報を記載しています。また、ネットワーク管理の概念や用語に十分な知識を持っているネッ
トワーク管理者を対象としています。

表記規則について
本項では、本マニュアル中での表記方法について説明します。

この表示を無視し、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあり

ます。

この表示を無視し、間違った使い方をすると、傷害または物損損害が発生するおそれがあります。

重要
設定の組み合わせ、イベントや手順によりネットワークの接続状態やセキュリティなどに悪影響を

及ぼす恐れのある事項について説明します。

メモ 特長や技術についての詳細情報を記述します。

表 1 に、本マニュアル中での字体、・記号についての表記規則を表します。

表 1　字体・記号の表記規則

字体・記号 解説 例
「」 メニュータイトル、ページ名、ボタン名。 「Submit」ボタンをクリックして設定を確定してく

ださい。
「青色」	 マニュアル内の参照先 「Set	Up	(	基本設定	)」
Menu.Name.>.
Menu.Option

メニュー構造を示します。 Device.>.Port.>.Port.Properties	は、「Device」メ
ニューの下の「Port」メニューの「Port Properties」
メニューオプションを表しています。
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第1章　本製品のご利用にあたって

第 1章　本製品のご利用にあたって
 - 製品概要
 - システム要件
 - IP カメラのインストールの確認

製品概要
D-Link の IP カメラは、IP ネットワーク対応の最新カメラ技術を提供します。D-Link IP カメラや、D-ViewCam ソフトウェアによる最新機能をご利用
いただくことで、ご家庭や小規模なビジネス環境で監視システムを構築することができます。

特徴
• ローカルネットワーク上のカメラの自動検出及び追加
• 録画ファイルの保存管理
• 単一または複数画面のモニタリング（最大 64 チャンネル）
• 2Way 音声通信
• スケジュールされた録画やイベントの高度なフィルタ・検索機能

システム最小要件
D-ViewCam でモニタリングと録画の高いパフォーマンスを維持するためには、以下のシステム条件が必要です。

項目 要件
CPU Intel Core 2 Duo E5300

RAM 2 GB

マザーボード Intel P55、H55、X58、P45、P43 チップセット
Intel チップセット搭載の ASUS、GIGABYTE、MSI 製マザーボード

グラフィックボード ATI Radeon 4650 以上（ATI Driver V11-2 推奨）

イーサネット 100Base-T 以上（ ギガビット LAN 推奨）

ハードディスク 250 GB 以上

OS Windows 7 SP1（32 bit/64bit）
Windows 8（32 bit/64bit）
Windows Server 2008 R2（64bit）
Windows Server 2012（64bit）
Windows 10（64bit）

メモ 　Windows 8 のメトロ機能は無効化する必要があります。

重要 　長期間の録画はディスクスペースを大きく消費します。録画機能を使用する場合は、利用可能なディスクスペースが十分に確保されてい
ることをご確認ください。推奨される空き容量がない場合でもインストールを完了することは可能です。

IP カメラのインストールの確認
D-ViewCam のインストール前に、管理対象の D-Link IP カメラがインストールされていることを確認してください。

1.	 IP カメラのマニュアルに従ってインストールを完了します。
2.	 IP カメラの管理ユーティリティに接続詞、IP カメラの映像が見れることを確認します。全ての IP カメラが、D-ViewCam の管理 PC と同じサブネッ

トにインストールされていることが推奨されます。
3.	 D-ViewCam に IP カメラを追加する手順については、15 ページの「IP カメラの追加」を参照してください。

重要 　D-ViewCam は小規模な LAN 環境向けに最適化されています。インターネット上の攻撃からシステムとカメラを守るために、D-ViewCam
ソフトウェアは、ファイアウォール内側の保護領域または IP 共有デバイスのコンピュータにインストールしてください。
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

第 2章　ソフトウェアのセットアップ
 - D-ViewCam のインストール
 - IP カメラの追加

D-ViewCamのインストール
D-Link サイトから D-ViewCam をダウンロードし、以下の手順に従ってインストールします。D-ViewCam ソフトウェアは無料でご利用いただけます。

1.. D-Link サイトの各製品ページから D-ViewCam のインストールファイルをダウンロードし、SetupTool.exe を実行します。

2.. 「Next」をクリックします。

図 2-1.	 Welcome 画面

3.. 言語を選択し、「次へ」をクリックします。ここでは日本語を選択します。

図 2-2.	 言語の選択 画面
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

4.. 「Standard mode」もしくは「Express mode」を選択し、「次へ」をクリックします。「Express Mode」を選択した場合は、手順 5~10 がスキッ
プされます。

 - Standard Mode：インストールフォルダとインストール機能を選択してインストールすることができます。
 - Express Mode：全ての機能がデフォルトフォルダにインストールされます。

図 2-3.	 インストールモード選択 画面

5.. 以下の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

図 2-4.	 ようこそ 画面
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

6.. 使用許諾に同意し、「次へ」をクリックします。

図 2-5.	 使用許諾契約 画面

7.. ユーザ名と会社名を入力し、「次へ」をクリックします。

図 2-6.	 ユーザ情報入力 画面

8.. セットアップの種類を選択し、「次へ」をクリックします。「すべて」を選択した場合は、手順 11 へ進んでください。
 - すべて：D-ViewCam の全ての機能がインストールされます。
 - カスタム：インストール先を指定し、インストールする機能を選択します。

図 2-7.	 セットアップタイプの選択 画面
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

9.. 「カスタム」を選択した場合は、インストール先のフォルダを指定します。

図 2-8.	 インストール先の選択 画面

10..「カスタム」を選択した場合は、続けてインストールする機能を選択します。

図 2-9.	 機能の選択 画面

11..「インストール」をクリックし、インストールを開始します。インストールの完了まで数分程度かかる場合があります。

図 2-10.	 インストール準備の完了 画面

12.. Visual C++ Runtime ライブラリのインストールが促された場合は、メッセージに従ってインストールを行います。
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

13..「完了」をクリックしてセットアッププロセスを完了します。コンピュータの再起動が必要になる場合があります。

図 2-11.	 InstallShield Wizard の完了   画面

14.. Windows のスタート.>.D-Link.D-ViewCam.>.Main.Consoleを選択し、D-ViewCam を起動します。

図 2-12.	 Windows メニュー   画面

15.. メインコンソールに初めてログインした後、管理者のパスワードを設定する必要があります。パスワードを入力し、「はい」をクリックします。

図 2-13.	 初回接続時のログイン 画面



14

第2章　ソフトウェアのセットアップ

16.. メインコンソールが表示されます。

図 2-14.	 メインコンソール 画面
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

IP カメラの追加

1.. D-ViewCam のコンソール起動後、「一般設定（ ）」ボタンをクリックし、設定.>.システム設定を選択します。

2.. 「設定」画面で「カメラ」タブをクリックします。

図 2-15.	 設定 画面

メモ 　追加対象の IP カメラが UPnP に対応している場合は手順 3 に進んでください。対応していない場合は、手順 3 ～ 4 をスキップし、手順 5
以降を参照してください。

3.. ボタンをクリックし、LAN 上の IP カメラを検索します。

4.. 追加対象のカメラを選択し、ユーザ名とパスワードを入力して「はい」をクリックします。カメラに新しい名前を付けることも可能です。

図 2-16.	 IP カメラを検索 画面

メモ 　アカウントの初期値は、ユーザ名が「admin」、パスワードが空欄です。
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第2章　ソフトウェアのセットアップ

5.. 追加対象のカメラが UPnP に対応していない場合、手動でカメラを追加することができます。 ボタンをクリックし、LAN 上の IP カメラを

手動で追加します。

6.. 手動で設定する場合、下記情報を入力し、「はい」をクリックします。
ネットワーク情報
 - 名前：カメラの名前を入力します。
 - IP アドレス：カメラの IP アドレスを入力します。ドメイン名を使用する場合は、「DNS」にチェックを入れてドメイン名を入力します。
 - HTTP ポート：ポート番号を入力します。（初期値：80）
 - ユーザネーム：カメラのユーザ名を入力します。
 - パスワード：カメラのパスワードを入力します。
 - プロトコル：TCP/UDP/HTTP を選択します。
デバイス情報
 - 自動検知：ベンダーとモデルの情報を自動検知します。
 - ベンダー：プルダウンメニューからブランド名 / ベンダーを選択します。
 - カメラ型番：プルダウンメニューからカメラ型番を選択します。
 - ビデオチャンネル：カメラに割り当てる映像チャンネルを選択します。

図 2-17.	 IP カメラ / ビデオサーバ設定 画面
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7.. 対象の IP カメラのチェックボックスにチェックが入った状態で、「はい」をクリックします。カメラが追加され、メイン画面に IP カメラの映
像が表示されるようになります。

図 2-18.	 設定 画面

IP カメラの削除

1.. D-ViewCam のコンソール起動後、「一般設定（ ）」ボタンをクリックし、設定.>.システム設定を選択します。

2.. 「設定」画面で「カメラ」タブをクリックします。

図 2-19.	 設定 画面

3.. カメラの一覧から削除対象のデバイスを選択し、 ボタンをクリックして選択したすべてのカメラを削除します。
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第 3章　D-ViewCamインタフェースの概要
本章では、D-ViewCam の起動方法およびコンソール画面の構成について説明します。

 - D-ViewCam へのログイン
 - メインコンソールの構成
 - モニタリング機能
 - メニュー項目
 - システム情報
 - PTZ 機能
 - 画面分割レイアウト設定
 - パトロール / パン / フォーカス設定
 - オンスクリーンメニュー

D-ViewCamへのログイン

1.. Windows のスタート.>.D-Link.D-ViewCam.>.Main.Consoleを選択し、D-ViewCam を起動します。

図 3-1　Windows メニュー   画面

2.. ユーザ名「admin」（初期値）とパスワードを入力し、「はい」をクリックします。

図 3-2　ログイン 画面
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メインコンソールの構成
メインコンソール画面について説明します。

①

②

③

④

⑤

⑥
図 3-3　メインコンソール画面

メインコンソール画面には以下の項目があります。

メニュー 説明

① メイン画面です。

② 「閉じる」「最小化」ボタンです。

③ システム情報を表示します。

④ 基本設定メニューです。

⑤ PTZ 機能です。

⑥ 画面分割メニューです。

メニュー項目
メインコンソールのメニューについて説明します。

メインコンソール画面では以下の項目が表示されます。

アイコン 名称 概要
メニュー開始 「メニュー開始」アイコンをクリックし、メニューから録画スケジューリング機能やスマートガード機

能を開始 / 停止します。イベントレポートや E-Map、I/O コントロールパネル、システムロックといっ
たモニターツールを開くこともできます。

再生を実行 プレイバック（再生を実行）画面を開きます。録画された映像の閲覧や検索、保存データの画像調整、
映像 / 画像の保存、画像の印刷、ログ情報と記録されたイベントの確認、録画機能の設定ができます。
詳細は 46 ページの「第 6 章　Playback（録画再生）」を参照してください。

録画設定 録画スケジュールの設定を行います。詳細は 43 ページの「第 5 章　スケジュール設定」を参照して
ください。

スマートガード 設定 検出したいイベントを追加 / 編集します。また、イベントに応じたアクションを設定します。詳細は
58 ページの「第 7 章　スマートガード設定」を参照してください。

一般設定 基本設定、ユーザアカウント設定、コンフィグレーションの保存 / 読み込み、アクセスログビューア
とバックアップファイル、ネットワークの設定を行います。詳細は 25 ページの「第 4 章　基本設定」
を参照してください。
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メニュー項目
メインコンソールのメニューについて説明します。

メインコンソール画面では以下の項目が表示されます。

アイコン 名称 概要
メニュー開始 「メニュー開始」アイコンをクリックし、メニューから録画スケジューリング機能やスマートガード機

能を開始 / 停止します。イベントレポートや E-Map、I/O コントロールパネル、システムロックといっ
たモニターツールを開くこともできます。

再生を実行 プレイバック（再生を実行）画面を開きます。録画された映像の閲覧や検索、保存データの画像調整、
映像 / 画像の保存、画像の印刷、ログ情報と記録されたイベントの確認、録画機能の設定ができます。
詳細は 46 ページの「第 6 章　Playback（録画再生）」を参照してください。

録画設定 録画スケジュールの設定を行います。詳細は 43 ページの「第 5 章　スケジュール設定」を参照して
ください。

スマートガード 設定 検出したいイベントを追加 / 編集します。また、イベントに応じたアクションを設定します。詳細は
58 ページの「第 7 章　スマートガード設定」を参照してください。

一般設定 基本設定、ユーザアカウント設定、コンフィグレーションの保存 / 読み込み、アクセスログビューアー
とバックアップファイル、ネットワークの設定を行います。詳細は 25 ページの「第 4 章　基本設定」
を参照してください。

モニタリング機能

メニュー開始（ ）アイコンをクリックし、右クリックメニューからモニタリング機能を開始することができます。

図 3-4　メニュー開始（モニタリング）

モニタリングには以下の項目があります。

メニュー 説明

モニタリング開始 / 停止 全てのモニタリング機能をを開始 / 停止します。

録画設定起動 / 停止 設定されている録画スケジュールを起動 / 停止します。

スマートガード システムを起動 / 停止 スマートガードシステムを起動 / 停止します。

イベントレポートを開く / 終了 イベントレポートを開き、イベントのログを確認します。

E-Map を開く / 終了 E-Map 画面を開き、マップインジケータによりデバイスを確認します。

ストリーム使用量パネルをオープン / 閉じます 接続されたストリームの使用情報を表示します。

I/O コントロールパネルを開く / 終了 I/O コントロールパネルを開き、DI/DO の監視と DO デバイスの手動トリガを行います。

システムロック システムをロックします。

メモ 　システムロックの状態になると、イベントレポートや E-Map などのモニター機能以外の機能及びホットキーの使用が無効化されます。ロッ
ク状態を解除するには、「メニュー開始」から「システムロック解除」を選択します。
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システム情報
現在日時、ユーザ名、ディスクの空き容量などが表示されます。

メモ 　表示内容は、一般設定（ ）>.設定.>.システム設定を開き、「一般設定」タブの「ステータス表示」で設定することができます。

PTZ 機能

PTZ.Control（パン &チルトコントロール）
PTZ（パン / チルト / ズーム）カメラの動作を制御します。PTZ コントロール対応カメラに対し、自動パン、フォーカスの調整、プリセットポイン
トの設定を行うことができます。

ズーム
「＋（Zoom Tele）」をクリックしてズームイン、「–」（Zoom Wide）をクリックしてズームアウトを行います。

プリセットポイントの追加 /プリセットポイントへの移動
カメラの映像位置を調整します。「Set」アイコンをクリックし、プリセットポイント 01 として設定します。もう一度カメラの映像位置を調整し、
プリセットポイント 02 として設定します。同様の手順で、すべてのプリセットポイントを登録します。各プリセットには任意の名前を付けること
ができます。「Go」アイコンをクリックし、定義済みの映像位置を表示します。

メモ 　本機能は、PTZ 機能に対応しているカメラのみ使用することができます。

メモ 　PTZ カメラのスピード設定を変更するには、メインコンソールを開き、一般設定.>.設定.>.システム設定の順にメニューを開き、PTZ 設定
タブを開きます。
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画面分割レイアウト設定
メイン画面下部のアイコンをクリックし、画面分割レイアウトを設定します。画面分割のレイアウトは、4、6、9、10、13、16、17、36 画面のモー
ドがあります。単一の画面に切り替える場合は、カメラの映像をダブルクリックします。単一画面から 1 つ前のレイアウトに戻す場合は、Esc キー
を押下または画面を再度ダブルクリックしてください。

ライブ映像画面の表示設定バーには以下の項目があります。

メニュー 説明

1 ＋ 3 画面：表示映像を 1 ＋ 3 で表示します。左側に大きな画面を 1 つ表示します。

2 ＋ 4 画面：表示映像を 2 ＋ 4 で表示します。上段に大きな画面を 2 つ表示します。

1 ＋ 8 画面：表示映像を 1 ＋ 8 で表示します。上段中央に大きな画面を 1 つ表示します。

4 × 3 画面：表示映像を 4 × 3 で表示します。

単一画面：表示映像を単一で表示します。

2 ×２画面：表示映像を 2 × 2 で表示します。

1 ＋ 4 画面：表示映像を 1 ＋ 4 で表示します。左上に大きな画面を 1 つ表示します。

3 × 3 画面：表示映像を 3 × 3 で表示します。

2 ＋ 8 画面：表示映像を 2 ＋ 8 で表示します。上段に大きな画面を 2 つ表示します。

1 ＋ 12 画面：表示映像を 1 ＋ 12 で表示します。左上に大きな画面を 1 つ表示します。

4 × 4 画面：表示映像を 4 × 4 で表示します。

N × N 画面（各レイアウト表示）に切り替えます。

12 ＋ 1 画面：表示映像を 12 ＋ 1 で表示します。中心に大きな画面を 1 つ表示します。

16 ＋ 1 画面：表示映像を 16 ＋ 1 で表示します。中心に大きな画面を 1 つ表示します。

全画面表示：表示映像を全画面で表示します。キーボード「ESC」ボタンで通常表示に変わります。

グランス表示：全ての映像をローテーションで表示します。オートスキャン設定に基づいて表示映像を切り替えます。
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パトロール /パン / フォーカス設定

パトロール設定

「追加プリセットポイント（ ）」アイコンをクリックし、「パトロール設定」を選択します。「パトロール設定」画面で左側のリストからパトロー

ルグループに追加するカメラを選択します。右側の欄でカメラ（プリセット）の順番と時間を設定します。グループ名を変更することも可能です。
設定完了後、「アクティブ」オプションにチェックを入れた状態で「はい」をクリックします。

オートパトロールのグループは 4 つまで作成することができます。メインコンソールの「プリセット点へ移動する（ ）」アイコンをクリックし、

「パトロール開始」または「パトロール停止」を選択します。

メモ 　本機能は、PTZ 機能に対応しているカメラのみ使用することができます。

オートパン

「追加プリセットポイント（ ）」アイコンをクリックし、「オートパン開始ポイント」を選択し、オートパンを有効化します。停止するには「オー

トパン停止ポイント」をクリックします。オートパンを有効にすると、水平方向にに左から右（あるいは右から左）の撮影を行います。

メモ 　本機能は、PTZ 機能に対応しているカメラのみ使用することができます。

フォーカス

カメラのフォーカス設定を近景、遠景、自動に設定することができます。「フォーカス Near（ ）」アイコンをクリックすると近景、「フォーカス

Far（ ）」アイコンをクリックすると遠景に対するフォーカスモードとなり、「オートフォーカス（ ）」アイコンをクリックするとオートフォー

カスになります。「フォーカス Near」では、近い物体ほど明瞭になります。反対に、「フォーカス Far」では遠い物体ほど明瞭になります。

メモ 　本機能は、PTZ 機能に対応しているカメラのみ使用することができます。
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オンスクリーンメニュー
各カメラの映像画面を右クリックすると、オンスクリーンメニューからカメラの設定を行うことができます。

 

図 3-5　オンスクリーン設定

右クリックメニューには以下の項目があります。

メニュー 説明

カメラ設定 カメラの基本設定を行います。

PT 制御有効 / 無効 カメラの PTZ 設定を有効化します。

トーク機能を有効 2Way 方向の音声に対応しているカメラで有効にすることができます。

デジタル PTZ を有効 カメラのデジタル PTZ 機能を有効化するには、「デジタル PTZ を有効」を選択します。マウスホイールを動か
す、またはメインコンソール上の＋ / －ボタンをクリックすることでズームイン / アウトを行うことができま
す。カメラ画面右下の四角枠内の点滅箇所は、現在の表示箇所を示しています。

接続 / 接続中断 カメラの接続ステータスを変更します。

カメラ選択 該当画面に表示するカメラを選択します。「カメラ選択」をクリックすると、右側にカメラの一覧が表示され
ます。

カメラ削除 メイン画面からカメラを削除します。

固定アスペクト比 固定アスペクト比、または画面枠にフィットするように設定します。

スナップショット 現在の映像の画面キャプチャを取得します。ファイルを保存またはクリップボードにコピーすることができま
す。OSD オプションにチェックを入れると、日時とカメラの型番のほかにカメラの名前の情報が追加された状
態でエクスポートすることができます。スナップショットの画面として、「フルサイズ」または「選択された
エリア」を指定することができます。

メインプロファイルのスナップ
ショット

カメラのメインプロファイルから即時に特定の映像画面フレームをキャプチャする機能です。ファイルを保存
またはクリップボードにコピーすることができます。

手動録画 映像の録画を開始します。

全画面 映像をフルスクリーンで表示します。ESC キーを押下して元の画面に戻ります。

メモ 　カメラによってサポートされる機能が異なります。
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第 4章　基本設定
 - システム設定
 - Storage Setting（ストレージ設定）
 - 設定の保存 / 読み込み
 - ネットワークサービス
 - メインコンソールについて

システム設定

一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.システム設定を選択して D-ViewCam のシステム設定を行います。

図 4-1　メインコンソール 画面

一般設定
「設定」画面の「一般設定」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-2　一般タブ（設定 画面）
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起動
一般設定タブの「起動」セクションには以下の項目があります。

項目 説明

メインコンソール Windos 起動時にメインコンソールシステムを立ち上げます。

録画設定システム メインコンソールシステム起動時に、自動的に録画設定システムを有効化します。

Smart Guard システム メインコンソールシステム起動時に、自動的に Smart Guard システムを有効化します。

ライブストリーミングサーバ メインコンソールシステム起動時に、自動的にライブストリーミングサーバを有効化します。

リモートプレイバックサーバ メインコンソールシステム起動時に、自動的にリモートプレイバックサーバを有効化します。

全画面 メインコンソール起動時にカメラの映像を全画面にします。

自動ロック機能 起動時にシステムロックを行います。

自動ログイン 事前定義済みアカウントによる自動ログインを有効化します。

メモ 　システムロックの状態になると、イベントレポートや E-Map などのモニター機能以外の機能及びホットキーの使用が無効化されます。ロッ
ク状態を解除するには、「メニュー開始」から「システムロック解除」を選択します。

自動ログイン設定
「自動ログイン」機能を有効化し、「設定」ボタンをクリックします。「自動ログイン設定」画面で、システム起動時に自動ログインを行うユーザア

カウント情報を入力します。ログイン後にメインコンソール画面を最小化する場合は「ログイン後最小化」にチェックを入れます。

図 4-3　自動ログイン設定 画面

ステータス表示
ステータス表示設定では、メインコンソール上の表示するステータス項目を選択します。「現在日時」「現在時間」「空き領域」「IP カメラビットレート」

「ユーザ定義文字」などがあります。

図 4-4　ステータス表示（設定 画面）
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図 4-5　ステータス表示（メインコンソール 画面）

その他
一般設定タブの「その他」セクションには以下の項目があります。

項目 説明

イベントレポートを自動的に
ポップアップ

イベントが検出された時にイベントレポート画面が自動的に表示されます。
本設定を行う前に、スマートガード機能を停止してください。スマートガード起動中は本設定が有効になりません。

システムトレイに最小化 D-ViewCam コンソールを最小化した場合に、タスクバーにアイコンを表示します。

メモ 　Windows タスクバーの通知領域からメインコンソールアイコンを起動した場合、ユーザ名とパスワー
ドを入力する必要があります。

ビデオフレームを同期 本機能を有効にすると、ティアリングを防ぐことができます。ただし、CPU 負荷が高くなります。

Run as Windows Service Windows サービスとして実行します。

音声プレビュー
一般設定タブの「音声プレビュー」セクションには以下の項目があります。

項目 説明

デフォルトチャンネル 音声チャンネルを選択します。

アクティブチャンネルをプレ
ビュー

「アクティブチャンネルをプレビュー」オプションを選択すると、メインコンソール上で選択された映像チャンネ
ルの音声が流れます。チャンネルが選択されていない場合、デフォルトチャンネルが再生されます。

ボリューム ボリュームを調節します。

図 4-6　メインコンソール 画面

自動再起動
自動再起動を有効にすると、指定した曜日、時刻にシステムが再起動します。

重要 　D-ViewCam をインストールした管理 PC の OS が再起動します。
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カメラ設定
「設定」画面の「カメラ」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-7　カメラタブ（設定 画面）

カメラの追加
設定画面のカメラタブには、以下の 4 つの機能ボタンが存在します。

項目 説明

（検索ボタン） 検索ボタンをクリックすると、「IP カメラを検索」画面が開き、自動スキャンが開始されます。「スキャン停止」
をクリックして、スキャンを停止することもできます。
検出された各 IP カメラのユーザ名とパスワードを入力し、「はい」をクリックします。カメラのリストに追加さ
れます。

メモ 　マウスをドラッグして複数のカメラを選択することも可能です。複数選択した状態でユーザ名とパス
ワードを入力すると、選択した全てのカメラに設定が適用されます。

（追加ボタン）
「IP カメラ / ビデオサーバ設定」画面を開き、IP カメラを手動で追加します。

（削除ボタン） 選択した IP カメラを D-ViewCam システムから削除します。「はい」をクリックして設定を適用します。

（設定ボタン） 「IP カメラ / ビデオサーバ設定」画面を開き、IP カメラの設定を変更します。

（インポートボタン） カメラをインポートします。
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IP カメラ / ビデオサーバ設定
IP カメラ / ビデオサーバ設定について説明します。

図 4-8　IP カメラ / ビデオサーバ設定

本画面は以下の 2 つのセクションに分かれています。

項目 説明

ネットワーク カメラの説明書等を参照し、名前、IP アドレス、ポート、ユーザネーム、パスワード、プロトコルを設定します。
IP アドレスの代わりにドメイン名を使用する場合は「DNS」にチェックを入れます。

デバイス プルダウンメニューからカメラのベンダーを選択します。「自動検知」をクリックすると、カメラの型番が表示さ
れます。

カメラの各種パラメータ
「設定」画面のカメラタブには、接続されたカメラの一覧が表示されます。

図 4-9　カメラタブ（設定 画面）

各カメラを選択し、以下の設定を行うことができます。

項目 説明

カメラ名 管理しやすいように、任意の名前を付けることができます。

Web 設定アイコン（ ） IP カメラの Web 管理ベースインタフェースを開きます。
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項目 説明

カメラ設定 解像度やフレームレートなどのカメラの設定を行います。カメラがマルチストリームに対応している場合、「Enable 
Multi-Stream」にチェックを入れて、機能を有効にすることが可能です。

メモ 　マルチストリーム機能を有効にすると、メインコンソールで 3 つの異なる映像を受信することができ
ます。

メモ 　全てのカメラでマルチストリームがサポートされている訳ではありません。マルチストリームのサポー
ト対応については各製品の仕様を参照してください。

ストリームプロファイル リモートライブビュー機能によって参照される、事前定義済みの設定です。プロファイル毎にフォーマット、フレー
ムレート、解像度、品質、ビットレート（Kbps）が設定されています。
マルチストリーム機能を有効にすると、メインコンソールで 3 つの異なる映像を受信することができます。また、
自動的に異なるストリームプロファイルにマッピングします。「ストリームプロファイル」をクリックし、変更し
たいソースプロファイルを選択します。

レンズ設定 魚眼レンズを有効にします。

ビデオパラメータ 映像の輝度、コントラスト、彩度、色調の値を調整します。

ストリームプロファイル画面は以下のように表示されます。

図 4-10　ストリームプロファイル 画面
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カメラ設定画面は以下のように表示されます。

図 4-11　カメラ設定 画面

カメラ設定では以下の項目が設定できます。

項目 説明

Stream

ビデオフォーマット ビデオフォーマットを選択します。

解像度 解像度を選択します。

フレームレート フレーム / 秒を選択します。

ビットレートタイプ ビットレートタイプを選択します。

ビットレート ビットレートを選択します。

品質 ストリームに使用する品質設定を選択します。

画像調整

フリップを有効 フリップ（左右反転）を有効にします。

ミラーを有効 ミラー（上下反転）を有効にします。
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OSD（オンスクリーンディスプレイ設定）
カメラタブの「データ情報を表示」セクションでは、映像画面に表示される情報を選択することができます。「フォント」をクリックすると、フォ
ントスタイルを選択することも可能です。

図 4-12　フォント選択 画面

I/O デバイス
「設定」画面の「I/O デバイス」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-13　I/O デバイスタブ（設定 画面）

以下の情報が表示されます。

項目 説明

I/O デバイス設定 以下の項目が表示されます。
• モジュール - システムに接続されたデジタル入力 / 出力デバイスのモジュール名と ID を表示します。
• デバイス - システムにインストールされているデバイスを表示します。
• ID - I/O ポートを選択します。

DI モニタ デバイスが起動している場合、アイコンが赤く表示されます。デジタル入力デバイスをトリガすることによって、
対応するアイコンが点灯します。デバイスが正しく接続されているかどうかを確認することができます。
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項目 説明

DO シミュレーション デバイスが起動している場合、アイコンが赤く表示されます。アイコンをクリックすることにより、システムに
接続されたデジタルデバイスをトリガすることができます。出力デバイスが正しく接続されているかどうかを確
認することができます。

I/O モジュールデジタル入力 /
出力ピンを以下の項目に表示す
る。

以下の項目を設定します。
• 名前 - デバイス名を入力します。（入力 / 出力）
• タイプ - プルダウンメニューからデバイスのタイプを選択します。

PTZ 設定
「設定」画面の「PTZ 設定」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-14　PTZ 設定タブ（設定 画面）

PTZ 対応カメラの PTZ コントロール設定を有効にするには、チェックボックスにチェックを入れます。
バーを動かして、パンスピード、チルトスピード、ズームスピードの調整を行います。

ホットライン
異常なイベントを検知した際の E メール設定などを行います。「設定」画面の「ホットライン」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-15　ホットラインタブ（設定 画面）

E メールセクションで、サーバ、ポート、送信者のメールアドレス、メールのタイトル、本文を入力し、暗号化送信を行う場合は SSL オプションを
設定します。送信テストを行う場合は、「テストメールを送る」をクリックします。
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アドレスブック
不正なイベント検知時、E メール送信を行う際に使用するアドレス帳を設定します。「設定」画面の「アドレスブック」タブを選択すると、以下の画
面が表示されます。

図 4-16　アドレスブックタブ（設定 画面）

モニタ表示
カメラのオートスキャンを設定します。「設定」画面の「モニタ表示」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-17　モニタ表示タブ（設定 画面）

本画面には以下の項目があります。

項目 説明

カメラ一覧 左側の欄には現在管理しているカメラ一覧、右側の欄にはメインコンソールで表示されるカメラ一覧を示してい
ます。矢印アイコンをクリックして移動します。

オートスキャン オートスキャンを設定すると、ライブ画面上でチャンネル / カメラのローテーション表示を行う際に、プライマ
リ（チャンネル 1）/ セカンダリ（チャンネル 2）カメラが優先的に表示されるようになります。

レイアウト レイアウトを設定します。

例えば、システムに 16 チャンネルが接続されている場合に、メインコンソールで 4 つのサブ映像を表示するように設定します。オートスキャン機
能を使用すると、16 チャンネル全てを順番に表示させることができます。プライマリチャンネルとして設定すると、常に表示されるようになります。
セカンダリチャンネルは 2 番目の優先度となります。
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Storage.Setting（ストレージ設定）

一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.Storage.Settingを選択して D-ViewCam のストレージ設定を行います。

Storage.Group（ストレージグループ）
データファイルが保存されるデフォルトのフォルダを割り当てます。システムドライブ（C:\）を指定した場合、空き容量が少なくなった場合に PC
のパフォーマンス低下を招く恐れがあるため、別のフォルダを指定することを推奨します。

図 4-18　Storage Group タブ（Storage Setting 画面）

以下の設定を行うことができます。

項目 説明

新しい保存ディレクトリを追加します。直接ディレクトリパスを入力するか、「...」をクリックして指定します。

選択したディレクトリを削除します。

選択したディレクトリを上に移動し、順番を入れ替えます。

選択したディレクトリを下に移動し、順番を入れ替えます。

「はい」をクリックして設定を保存します。

メモ 　追加するストレージは、それぞれ異なるドライブ上のディレクトリを指定する必要があります。

メモ 　一番目のストレージが一杯になると、バックアップストレージとして 2 番目のストレージに保存されます。
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Record.Group（録画グループ）
各録画ファイルを、どのストレージグループに保存するかを設定します。

Video.Recycle（録画リサイクル）
カメラ毎、またはカメラのモード毎にリサイクル条件を設定します。

図 4-19　Video Recycle タブ（Storage Setting 画面）

一般設定
自動的にシステムリサイクルを行うためのしきい値を設定します。ディスクスペースが本項目で指定した値を下回った場合、システムはリサイクル
を開始します。（初期値は 10%、最小値は 5% です。）

オプショナル設定
録画 1/ 録画 2 に対し、それぞれリサイクル期間を指定します。

例外
カメラを選択し、右矢印アイコンをクリックすると「リサイクル例外」設定ダイアログが表示されます。以下の例では、1 番目のカメラの 2 つの録
画設定で、それぞれ別のリサイクル条件が指定されています。（録画 1：7 日間、録画 2：30 日間）

図 4-20　リサイクル例外 画面

「x 日間保持」を空欄にする（チェックを外す）した場合、設定内容は「-」と表示されます。ディスクスペースのしきい値に到達すると、録画１録
画２のうち、保持期間を指定しない方が低い優先度となり、ディスクスペースが足りなくなった場合に最初にリサイクルされます。
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メモ 　以下の点にご注意ください。
• システムはデフォルトの保存ディレクトリのストレージ容量を検出します。デフォルトのストレージが枯渇すると、ビデオは次に利

用可能なディレクトリに保存されます。
• 全ての保存ディレクトリで保存ルールを超えた場合、システムはリサイクルを開始します。
• リサイクル優先順位：①「保存 xx % disk スペース」②「X 日間保持」③「- 日間保持」（保存日数指定なし）

リサイクル設定の動作例①
「保存 10 % disk スペース」 - 現在の利用可能なディスク容量は 10% 以上（例：15%）

A.　「x 日間保持」 - データの保存期間が指定の日数に達した場合に、古い録画データを削除します。
B.　「- 日間保持」（保存日数指定なし）- 録画は継続し、利用可能ディスク容量が 10％に到達した場合に、古い録画データを削除します。

リサイクル設定の動作例②
「保存 10 % disk スペース」 - 現在の利用可能なディスク容量は 10%

A.　「- 日間保持」（保持日数設定なし） - 古い録画データを削除します。削除後の空きスペースは、「x 日間保持」に設定されている録画用に使用
されます。

B.　「x 日間保持」 - 指定の日数に達した場合に、古い録画データを削除します。
C.　1 日分を残し、保持日数を指定していない録画の古い録画データから削除します。その後、ディスク空き容量が 10% を上回るまで、「x 日間保持」

を指定した録画の古い録画データを削除します。

設定の保存 /読み込み

設定の保存または読み込みを行うには、一般設定（ ）アイコンをクリックし、「設定の保存 / 読み込み」を選択して設定をコンフィグ（.sc）ファ

イルに保存します。任意のタイミングで、複数の異なるファイルを保存することができます。

図 4-21　設定の保存 / 読み込みメニュー

本画面には以下の項目があります。

項目 説明

保存 設定を保存するには、一般設定.>.設定の保存 /読み込み.>.保存をクリックします。保存先フォルダとファイル名
を指定して保存します。ファイルの形式は .sc となります。

ロード 設定の読み込みを行うには、一般設定.>.設定の保存 /読み込み.>.ロードをクリックします。保存した sc ファイル
を指定して「開く」をクリックします。

メモ 　設定ファイルを読み込むと、メインコンソールは自動的にシャットダウンします。引き続き利用するには、メインコンソールを手動で起
動させる必要があります。
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ネットワークサービス

ネットワークサービスには、ライブストリーミングサーバとリモートバックアップサーバの 2 種類があります。一般設定（ ）アイコンをクリッ

クし、「ネットワークサービス」を選択します。

図 4-22　ネットワークサービスメニュー

ライブストリーミングサーバ
ライブストリーミング機能を開始すると、サーバコンピュータに接続されたカメラをリモートから閲覧することが可能になります。システム管理者
は、これらのクライアントを監視してシステム効率を保持することができます。

ライブストリーミングサーバのパネルでは、サーバにログイン中のクライアントやライブ映像をリモートから確認・閲覧することができます。

図 4-23　ネットワークサービス - ライブストリーミング 画面

メインタブには以下の項目があります。

項目 説明

クライアントリスト

クライアント数 接続されているチャンネル数を表示します。

無効化 「無効化」ボタンをクリックし、選択したクライアントを一時的に切断します。

メモ 　無効化後、クライアントは自動的に再接続されます。

すべてを無効化 すべてのクライアントを一時的に切断します。

サービス

サーバステータス サーバを開始 / 終了します。

オプション

オプション サービスが停止している場合に、下記のオプションを設定することができます。

ポート リモートライブビューア経由でシステムに接続する際のクライアントのポート番号を指定します。
初期値：5150
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項目 説明

接続可能最大値 システムで許容する最大接続数を指定します。1 つのカメラ映像を 1 つの接続として数えます。
初期値：128 チャンネル
最大値：128 チャンネル

デフォルト Web サーバを使用 Web サーバを有効化します。これにより、Internet Explorer でライブ映像を見ることができます。ライブストリー
ミングサーバのデフォルトポートは 80 です。

メモ 　本項目のチェックを外して「はい」をクリックすると、コンソールが再起動され、リモートアクセス
が無効になります。

メモ 　ポート番号を変更した後、「開始」→「はい」をクリックして設定を変更・保存することができます。

ログを保存する 現在のログ情報をコンピュータに保存します。

音声有効 映像ストリームと一緒に音声送信を有効化します。

メモ 　本製品では、Remote Live Viewer における複数チャンネルの同時接続はサポートされていません。

ブラック /ホワイトリスト
「設定」画面の「ブラック / ホワイトリスト」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-24　ブラック / ホワイトタブ（ネットワーク サービス - ライブストリーミング画面）

本画面には以下の項目があります。

項目 説明

ホワイトリスト 「ホワイトリストを有効にする」のチェックボックスにチェックを入れて、ホワイトリストのフィルタを有効にし
ます。ホワイトリストに含まれる IP アドレスのみ、ログインが許可されます。

ブラックリスト 「ブラックリストを有効にする」のチェックボックスにチェックを入れて、ブラックリストのフィルタを有効にし
ます。ブラックリストに含まれる IP アドレスはブロックされます。

IP アドレス 左側の IP アドレス入力欄に IP アドレスを入力します。IP アドレス範囲を指定する場合は、2 つの欄に開始 / 終了
アドレスを入力します。

ホワイト / ブラックリストに追加 「ホワイトリストに追加」「ブラックリストに追加」をクリックしてホワイトリストまたはブラックリストに指定
した IP アドレスを追加します。

削除 ホワイト / ブラックリストから IP アドレスを削除するには、対象の IP アドレスを選択し、「削除」をクリックします。

全ネットワークサービスに適用 ライブストリーミングサーバとリモートプレイバックサーバの両方に対して設定を適用します。
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パフォーマンス
「ネットワークサービス」画面の「パフォーマンス」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-25　パフォーマンスタブ（ネットワークサービス  - ライブストリーミング画面）

パフォーマンスパネルでは、ライブストリームを受信しているコンピュータに現在接続している全クライアントのビットレートを確認することがで
きます。これにより、特定のカメラ接続における個別のカメラのビットレートを監視することができます。

リモートプレイバックサーバ
リモートプレイバック機能を開始すると、サーバコンピュータに保存されたデータファイルをリモートから閲覧することが可能になります。システ
ム管理者は、これらのクライアントを監視してシステム効率を保持することができます。

リモートプレイバックサーバのパネルでは、サーバにログイン中のクライアントやライブ映像をリモートから確認・閲覧することができます。

図 4-26　ネットワークサービス - リモートプレイバック画面

メインタブには以下の項目があります。

項目 説明

クライアントリスト

クライアント数 接続されているチャンネル数を表示します。

無効化 「無効化」ボタンをクリックし、選択したクライアントを一時的に切断します。

メモ 　無効化後、クライアントは自動的に再接続されます。

すべてを無効化 すべてのクライアントを一時的に切断します。
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項目 説明

サービス

サーバステータス サーバを開始 / 終了します。

オプション

オプション サービスが停止している場合に、下記のオプションを設定することができます。

ポート リモートプレイバックサーバ経由でシステムに接続する際のクライアントのポート番号を指定します。
初期値：5160

接続可能最大値 システムで許容する最大接続数を指定します。1 つのカメラ映像を 1 つの接続として数えます。
初期値：16 チャンネル
最大値：16 チャンネル

デフォルト Web サーバを使用 Web サーバを有効化します。これにより、Internet Explorer でライブ映像を見ることができます。ライブストリー
ミングサーバのデフォルトポートは 80 です。

メモ 　本項目のチェックを外すと、コンソールが再起動され、リモートアクセスが無効になります。

メモ 　ポート番号を変更した後、「開始」→「はい」をクリックして設定を変更・保存することができます。

ログを保存する 現在のログ情報をコンピュータに保存します。

メモ 　本製品では、Remote Live Viewer において 4 チャンネルまでの接続がサポートされています。

ブラック /ホワイトリスト
「設定」画面の「ブラック / ホワイトリスト」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-27　ブラック / ホワイトタブ（ネットワーク サービス - リモートプレイバック画面）

本画面には以下の項目があります。

項目 説明

ホワイトリスト 「ホワイトリストを有効」のチェックボックスにチェックを入れて、ホワイトリストのフィルタを有効にします。
ホワイトリストに含まれる IP アドレスのみ、ログインが許可されます。

ブラックリスト 「ブラックリストを有効」のチェックボックスにチェックを入れて、ブラックリストのフィルタを有効にします。
ブラックリストに含まれる IP アドレスはブロックされます。

IP アドレス 左側の IP アドレス入力欄に IP アドレスを入力します。IP アドレス範囲を指定する場合は、2 つの欄に開始 / 終了
アドレスを入力します。

ホワイト / ブラックリストに追加 「ホワイトリストに追加」「ブラックリストに追加」をクリックしてホワイトリストまたはブラックリストに指定
した IP アドレスを追加します。

削除 ホワイト / ブラックリストから IP アドレスを削除するには、対象の IP アドレスを選択し、「削除」をクリックします。

全ネットワークサービスに適用 ライブストリーミングサーバとリモートプレイバックサーバの両方に対して設定を適用します。
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パフォーマンス
「ネットワークサービス」画面の「パフォーマンス」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

図 4-28　パフォーマンスタブ（ネットワークサービス - リモートプレイバック 画面）

パフォーマンスパネルでは、リモートプレイバックからコンピュータに現在接続している全クライアントのビットレートを確認することができます。
これにより、特定のカメラ接続における個別のカメラのビットレートを監視することができます。

メインコンソールについて

システムの情報を確認するには、一般設定（ ）アイコンをクリックし、「About Main console」を選択します。D-ViewCam ソフトウェアのバー

ジョンやモデル名情報などを確認することができます。

図 4-29　About Main Console メニュー
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第 5章　スケジュール設定
 - スケジュール設定の概要
 - プリセットモードの読み込み
 - 新しいスケジュールの手動設定
 - スケジュールのコピー

 - スケジュール設定の変更

スケジュール設定の概要
録画設定アイコンをクリックし、録画のスケジュール設定を行います。

図 5-1　録画設定アイコン

デイリーモード
毎日同じ時間に録画を行うようにカメラの設定を行います。

図 5-2　録画設定 画面 - デイリーモード

ウィークリーモード
曜日毎にカメラの録画設定を行います。休日登録を行うことも可能です。

図 5-3　録画設定 画面 - ウィークリーモード
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カメラのスケジュール設定を行う方法は 3 通りあります。詳細は後述します。
1. プリセットモードを読み込む
2. 手動で新しい設定を挿入する
3. 手動で設定した後、他のカメラの設定をコピーする

また、以下のカテゴリ別に設定を保存することができます。
デフォルト
定常的なスケジュール設定です。

休日登録（ウィークリーモードのみ）
祝日を追加して、「Sunday（日曜）」の設定時刻に従うように指定することができます。

カスタム
特定の日に対し、定常の設定とは別に、特別なスケジュールを登録しておくことができます。

プリセットモードの読み込み

本システムには 6 つのプリセットモードが用意されており、録画スケジュールを簡単に設定することが可能です。 をクリックし、プリセッ

トモードを選択します。各モードの定義は以下の通りです。

モード フォーマット 時間 録画モード 主要フレームだけ
保存

映像フレームの調
整

プロファイル

レギュラーモード M-JPEG 00:00-24:00 常時録画 ー チェックなし メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェックなし ー

オフィスモード M-JPEG 08:00-20:00 常時録画 ー チェックなし メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェックなし ー

ショップモード M-JPEG 10:00-22:00 常時録画 ー チェックなし メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェックなし ー

高安全性モード M-JPEG 00:00-24:00 常時録画 ー チェックなし メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェックなし ー

ディスク節約モー
ド

M-JPEG 00:00-24:00 モーション録画 ー ー メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェック 10fps

マイナーモード M-JPEG 00:00-24:00 モーション録画 ー ー メイン

MPEG-4/H.264/H.265 チェック 5fps

新しいスケジュールの手動設定
1.. スケジュールテーブル内で、左クリック・ドラッグにより設定したい時間をマークします。

図 5-4　録画設定 画面

2.. 「設定」ボタンをクリックするか、設定情報または設定バーをダブルクリックすると、「エンコーディングオプション」画面が表示されます。録
画の詳細設定を行った後、「はい」をクリックして録画設定画面に戻ります。

3.. 録画設定画面で「はい」をクリックし、設定を適用します。確認メッセージが出る場合は同意します。

メモ 　カスタムや休日登録の場合は、 をクリックするか、ツリービューの項目を右クリックして新しい設定を追加することができます。



45

第5章　スケジュール設定

スケジュールのコピー

上記の手順を繰り返し、各チャンネル / カメラの設定を行います。 アイコンをクリックして 1 つのカメラの設定をすべてのカメラに適用す
ることもできます。

スケジュール設定の変更
スケジュールの挿入や読み込みを行った後に、手動で設定を変更することも可能です。

オプション①：時刻バー表示上で「開始」「終了」ポイントまたはバー全体をクリック＆ドラッグすることで、設定時刻を調整することがで
きます。
オプション②：「設定」ボタンをクリックするか、設定箇所をダブルクリックすると、「エンコーディングオプション」画面が表示され、設
定を変更することができます。

図 5-5　エンコーディングオプション 画面

2 つの録画モードと 5 つのプロファイルがあります。シナリオに合わせて適切なモードとプロファイルを選択してください。

項目 説明

録画モード 常時録画
映像を常時録画する場合はこちらを選択します。

モーション録画
モーション検知時に録画する場合はこのオプションを選択します。「検知エリア設定」で、感度（低～最高）やフ
レーム区間（1 ～ 5）を調整し、モーションを検知する検知エリアを設定します。フレーム区間の値が低いほど、
狭い範囲の変更を検出するため感度が高くなります。検知ゾーンを設定するには、クリック後にドラッグして矩
形を描きます。複数の検知ゾーンを設定する場合、同様の手順を繰り返します。「All」をクリックすると全領域
が選択されます。

メモ 　検知ゾーンの最大設定数は 10 個です。

デュアル録画を有効 同時に 2 つの映像配信を録画します。

録音 録音を有効 / 無効にします。

主要フレームだけ保存します 映像配信の主要フレームのみ録画します。

メモ 　主要フレームの間隔はカメラのベンダーにより制御されており、調整することはできません。

プリレコード / ポストレコード プリレコード / ポストレコード機能は録画データを保存する際の開始 / 終了時間を調整します。例えば、5 秒の
プリレコード時間を設定した場合、イベント発生の 5 秒前からデータの保存が開始されます。

メモ 　プリレコード / ポストレコードの最大時間は 60 秒です。
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第 6章　Playback（録画再生）
 - Playback（録画再生）画面の構成
 - 日時検索ダイアログ
 - 後処理ツール
 - バックアップ
 - 画像の保存（スナップショット）
 - 録画映像の保存
 - プリント
 - ログビューアー
 - 設定
 - 録画の切り替え

メモ 　本製品では、Playback コンソールにおいて 4 チャンネルまでの接続がサポートされています。

Playback（録画再生）画面の構成
Playback 画面では、録画した映像の閲覧や、イベントの閲覧 / 検索、記録されたシステム情報の閲覧などが可能です。

メインコンソールで （プレイバック / 再生を実行）アイコンをクリックすると、プレイバック画面が表示されます。

① ② ③ ④ ⑤

⑥
⑦
⑧

⑩
⑨

⑫
⑪

⑬⑭

図 6-1　Playback メイン画面

メインコンソール画面には以下の項目があります。

番号 項目 説明

① 情報 録画日時、現在の録画ステータス、キューイン / アウトポイント時間、スピードを表示します。

② スクロールバー 再生中の録画映像の時間を示します。ドラッグで表示したい箇所にジャンプすることができ
ます。

③ 前の間隔 / スキップ戻し / 終了 /
再生 / 一時停止 / スキップ送り /
次の間隔

映像のコントロールを行います。

④ 音声ボリューム調整 音声ボリュームを調整します。

⑤ キュー 映像の再生中に、「キューイン（開始時間）/ キューアウト（終了時間）」アイコンをクリック
すると、ビデオクリップの開始 / 終了時間を設定します。「キューイン（開始時間）/ キュー
アウト（終了時間）」はプレイバック画面の「情報」セクションに表示されます。

⑥ スピード 録画再生時のスピードを設定します。 をクリックすると速くなり、 をクリックすると

遅くなります。



47

第6章　Playback（録画再生）

番号 項目 説明

⑦ ズーム 録画映像のズームイン / アウトを行います。 をクリックするとズームイン、 をクリッ

クするとズームアウトします。

⑧ プリント＆ログビューアー をクリックするとプリント設定画面、 をクリックするとログビューアーを開きます。

⑨ 画像保存＆エクスポート をクリックすると画像を保存、 をクリックするとエクスポート画面を開きます。

⑩ 後処理ツール＆バックアップ をクリックすると後処理ツール画面、 をクリックするとバックアップ画面を開きます。

⑪ 一般設定 / 時間検索ダイアログ 一般設定を開くには 、時間検索ダイアログを開くには をクリックします。

⑫ スクリーン分割 レイアウトアイコンをクリックして画面分割を適用します。1 つのカメラ映像を見る場合は、
分割画面でダブルクリックします。再度ダブルクリックすると一つ前のレイアウトに戻りま
す。全画面表示にするには、右クリックから「全画面」を選択します。

⑬ 最小化 プレイバック画面を最小化します。

⑭ 閉じる プレイバック画面を閉じます。

日時検索ダイアログ

日時検索ダイアログでは、閲覧可能な録画クリップの情報が確認できます。時間検索ダイアログを開くには アイコンをクリックします。

図 6-2　日時検索ダイアログ 画面

メモ 　カレンダー / リスト表示の切り替えを行うには、一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.システム設定から「カレンダービュー」

または「リスト管理」を選択します。

以下のアイコンが表示されます。

アイコン 項目 説明

リモートサーバサイト リモート再生サイト管理画面を開き、ローカルマシンもしくは設定済みのリモートプレイバックサーバ
を選択します。フォルダオプションを選択し、録画データのフォルダに直接アクセスしたり、「最近の
リスト」から以前閲覧した録画フォルダにアクセスすることも可能です。

メモ 　フォルダ機能を使用する場合、メインコンソールのパスワード入力が必要です。

更新 録画表示セクションを更新します。

ログビューアー ログビューアーツールを開きます。

前日 現在表示している開始日より 1 つ前の録画日から表示します。

翌日 現在表示している開始日より 1 つ後の録画日から表示します。
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本画面では以下の設定が可能です。

項目 説明

日時設定 閲覧したい期間の「開始時間」と「終了時間」を設定します。

プレビューを有効 選択した録画クリップのプレビューを有効にします。

イベントを色表示設定 イベントの色表示を変更します。

タイムテーブル アイコンをクリックすると全てのチャンネルを選択し、 アイコンをクリックすると全てのチャンネルの

選択を解除します。タイムテーブルのスケールを変更するにはスケールバーを調整します。

録画スケジュールを示す 録画スケジュールを表示します。
イベントログを表示 イベント検知時間を表示します。

図 6-3　日時検索ダイアログ 画面

メモ 　録画データは細線、録画スケジュールは太線で表示されます。

メモ 　カメラがデュアル録画機能に対応している場合、カメラ名の左の番号をクリックして録画 1 と 2 を切り替えることができます。

「イベントログを表示」にチェックを入れ、イベント検知の時刻を表示します。

図 6-4　イベントログを表示
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録画クリップの閲覧
1.. 日時検索ダイアログを開き、左上のカレンダーから録画映像を閲覧したい日付を選択します。利用可能な録画記録が、赤 / 緑 / 青の線でタイム

テーブルに表示されます。

メモ 　カレンダー / リスト表示の切り替えを行うには、一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定 > システム設定から「カレンダービュー」

または「リスト管理」を選択します。

2.. イベントの種類で区別して表示するために、色の設定を行います。
3.. 閲覧したい録画クリップの時間帯を、クリック＆ドラッグして選択します。
4.. 「プレビューを有効」にチェックを入れて、選択した映像を閲覧します。
5.. 設定が完了したら、「はい」をクリックします。

後処理ツール

アイコンをクリックして後処理ツールを開きます。

図 6-5　後処理ツール

以下の項目が表示されます。

項目 説明

一般設定

アクティブチャネルに適用 / 全
チャンネルに適用

アクティブチャンネルのみにフィルタを適用するか、全てのチャンネルにフィルタを適用します。

フィルタ設定

線明度 本項目にチェックを入れて、画像のガンマ値を調整します。画像を改善し明瞭化します。

シャープ 本項目にチェックを入れて、スライダーを動かします。スライダーを右に動かすとシャープに、左に動かすとソ
フトになります。

輝度 本項目にチェックを入れて、スライダーを動かします。右に動かすと画像が明るくなります。

コントラスト 本項目にチェックを入れて、スライダーを動かします。右に動かすとコントラストを強くします。

グレースケール 本項目にチェックを入れて、グレースケールモードで表示し、画像を白黒で表示します。

デフォルト 既定の状態にリセットします。

「はい」をクリックして設定を保存します。
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バックアップ
バックアップ機能では、ログ情報を含めプレイバック画面上の全ての情報を保存します。
プレイバックコンソールの実行ファイル及び指定の録画データがバックアップフォルダ内に保存されるため、各ユーザの Wndows PC 上でコンソー
ルを開始してバックアップファイルを読み込み、閲覧することができます。

1.. 「時間検索ダイアログ」で録画を指定し、次に バックアップをクリックします。

2.. 「期間設定」セクションで、バックアップを行いたい期間を指定します。
3.. 「カメラ選択」セクションで、バックアップ対象のカメラを選択します。
4.. 「サイズ計算」をクリックして、バックアップデータのサイズを計算します。
5.. 「メディア」セクションで、バックアップデータの保存先を指定します。
6.. 「オプション」セクションで、バックアップを取得したいデータの種類を選択します。
7.. 「はい」をクリックするとバックアップが開始されます。

図 6-6　バックアップダイアログ 画面

　 メモ 　バックアップ期間は 7 日間以上を指定することはできません。



51

第6章　Playback（録画再生）

画像の保存（スナップショット）

1.. スナップショットとして保存したいカメラ映像をクリックします。

2.. 保存したい画面を表示して アイコンをクリックします。「一時停止」ボタンをクリックし、「スキップ送り / スキップ戻し」ボタンで取得

したい画面を探すこともできます。
3.. 日時やカメラ番号、名前の情報を入れて保存したい場合は「OSD」にチェックを入れます。録画再生画面上でズームインを行い、任意のエリア

を表示している状態の場合、画像エリアとして「フルサイズ」または「選択されたエリア」を選択することができます。
4.. クリップボードにコピーまたはコンピュータに保存します。ファイルを保存するには、「保存」をクリックして保存先のフォルダを指定し、「保

存」をクリックます。ファイル形式として BMP または JPEG を選択することができます。

図 6-7　スナップショット 画面

録画映像の保存
1.. 録画クリップとして保存したいカメラ映像をクリックします。

2.. キューイン とキューアウト ボタンをクリックし、開始時間と終了時間を決定します。この設定は情報セクションに表示されます。

3.. アイコンをクリックします。ファイルの保存先フォルダとファイル名を指定し、「保存」をクリックします。

4.. エクスポート形式を「ASF」または「AVI」形式から選択します。
5.. 「次のプロファイルを使用」のプルダウンメニューからプロファイルを選択します。
6.. 音声や OSD（オンスクリーンディスプレイ）との情報と一緒にエクスポートするか、映像のみエクスポートするかを指定します。
7.. 「はい」をクリックして録画クリップを保存します。
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図 6-8　エクスポート 画面

プリント
選択中の現在の画面の画像を印刷します。

項目 説明

プリント内容 選択したチャンネルの画像を印刷、またはコンソール上のすべてのチャンネルを印刷します。

ページ設定 「オリジナルサイズ」または「ページに合わせる」を選択します。プルダウンメニューから配置指定を選択します。
（上、中央、下）

プリント 「プリント」をクリックして印刷します。

図 6-9　プリント設定 画面
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ログビューアー

アイコンをクリックしてログビューアーを開きます。

システムログ
システムログを閲覧するには、「システムログ」タブを開きます。以下の種類のログを選択することができます。

• 全て
• 起動メインコンソール
• メインコンソール終了
• ユーザログイン
• ユーザログイン失敗
• 録画開始
• 録画終了

• リサイクル執行
• チャンネルを有効
• チャンネルを無効
• スマートガード開始
• スマートガード終了
• スマートガード修正
• 録画設定修正

• 設定修正
• ライブストリーミングサーバ起動
• ライブストリーミングサーバ終了
• ライブストリーミングサーバ修正
• リモートプレイバックサーバ起動
• リモートプレイバックサーバ終了
• リモートプレイバックサーバ修正

• IP カメラ接続切断
• Windows を再起動します
• E-Map 修正
• IP カメラ接続を回復します。
• IP カメラのパラメータが変更された
• システム通知

図 6-10　システムログ（ログビューアー 画面）

1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。
2.. 特定の日もしくは期間を指定します。
3.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
4.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。

エクスポートとバックアップログ
ローカルまたはリモートユーザによるエクスポートとバックアップの履歴を確認するには、「エクスポートとバックアップログ」タブを開きます。

図 6-11　エクスポートとバックアップログ（ログビューアー 画面）
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1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。
2.. 特定の日もしくは期間を指定します。
3.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
4.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。

異常イベント
スマートガードシステムによって検出された異常イベントを確認します。

図 6-12　異常イベント（ログビューアー 画面）

1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。異常イベントの種類は「一般動体検知」または「信
号なし」です。

2.. カメラのチャンネルを選択します。全てのチャンネルを指定する場合は「All」を選択してください。
3.. 特定の日もしくは期間を指定します。
4.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
5.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。

メモ 　録画記録を操作しているとき、ログビューアーは Date & Time モードで録画記録の異常イベントを検索します。デフォルトの動作として、
録画の最初から最後まで検索します。各イベント時間の右側にリンクが表示されます。リンクをクリックすると、異常イベントが検知さ
れたポイントまでジャンプします。
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設定

アイコンをクリックして、設定.>.システム設定を選択します。

図 6-13　設定 画面

以下の設定が表示されます。

項目 説明

レコードディスプレイ

レコードディスプレイ 日時検索ダイアログにおける録画日時の表示方法を選択します。
選択肢：[ カレンダービュー ][ リスト管理 ]

再生

起動してすぐ再生 指定した録画を読み込み後、すぐに録画クリップの再生を開始します。

Enable key frame mode キーフレームモードを有効にします。

動体検知時のみ録画モードのと
き自動スキップ

動体が記録されたポイントへ自動的にスキップします。

次の間隔 コントロールパネルで「次の間隔」アイコンをクリックした場合の間隔を設定します。

前の間隔 コントロールパネルで「前の間隔」アイコンをクリックした場合の間隔を設定します。

キャプチャイメージ

クリップボードに保存する 他のアプリケーションで使用するために、画像をクリップボードにコピーします。

手動で画像ファイルを保存 画像の保存先、ファイル名、フォーマットをを手動で指定します。

自動的に画像ファイルを保存 コントロールパネルで「保存」ボタンをクリックした時に、ここで設定したパス /URL と画像フォーマットで画
像を保存します、

その他

ビデオフレームを同期 ティアリングを防ぐために設定します。ただし、本設定を有効化すると CPU 負荷が高くなります。
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図 6-14　レコードディスプレイ（カレンダー / リスト表示）

リモートサーバ
「サーバ」タブを開き、リモートサーバの設定を行います。

図 6-15　サーバタブ（設定 画面）

リモートプレイバックサイトの追加

1.. リモートサーバ（ ）アイコンをクリックします。

2.. 設定を行い、「追加」をクリックします。
3.. 「はい」をクリックします。
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リモートプレイバックサイトへの接続

日時検索ダイアログを開き、画面上部の アイコンの▼をクリックしてリモートプレイバックサイトにアクセスします。

図 6-16　リモートプレイバックサイトへの接続（日時検索 画面）

OSD設定
「OSD」タブを開き、OSD（オンスクリーンディスプレイ）の設定を行います。

図 6-17　OSD タブ（設定 画面）

録画の切り替え
複数録画に対応している場合、右クリックメニューから「録画 1」「録画 2」を切り替えることができます。

図 6-18　録画データを選択
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第 7章　スマートガード設定
 - イベントの設定
 - アクションの設定

イベントの設定

メインコンソールで （スマートガード設定）アイコンをクリックし、イベントとアクションの設定を行います。

検出するイベントを指定し、そのイベントが検出された際に実行されるアクションを設定します。

メモ 　イベントレポートを閲覧するには、メニュー開始.>.イベントレポートを開くをクリックします。

イベントには 2 つのソースがあります。カメラ（録画イメージ）とデジタル入力です。下記の手順に従って、複数のイベントを割り当てることがで
きます。

図 7-1　スマートガード設定
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カメライベントの設定

1.. カメラ一覧からカメラを選択し、 （Insert Event）アイコンをクリックします。

図 7-2　イベントの選択

2.. イベントの種類には「信号なし」と「一般動体検知」があります。イベントリストに表示するイベントを選択し、「はい」をクリックします。
3.. イベント種類毎に設定を行います。各イベントの設定内容については、各セクション（「基本設定」「詳細設定（一般動体検知）」）を参照してく

ださい。

カメライベントの種類
項目 説明

信号なし 映像の信号が損失したことを検出します。

一般動体検知 定義済みの検知ゾーンで動体を検知します。
チャンネル毎に 5 つの動体検知プロファイル（General Motion 1-5）を設定することができます。
これにより、同じ映像内での区画別に異なる感度レベルを設定することができます。

基本設定
「信号なし」及び「一般動体検知」の基本設定を行います。アラームイベント設定画面で「基本設定」タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 7-3　基本設定 （アラームイベント設定 画面）
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以下の項目があります。

項目 説明
イベントを有効にする イベントを有効にします。

ステータス変更後、リトリガーします。 ステータス変更後に再度トリガーさせる場合はチェックします。

ライフサイクル イベントをキャンセルするタイミングを指定します。
• イベント消去後アラームを自動的に取り消し - イベントが修正・終了した後にアラーム /

アクションがキャンセルされます。
• イベント消去後アラームは手動で取り消す - メインコンソールからキャンセルされるまで

アラーム / アクションは保持されます。
• タイムアウトの後に XX 秒 - 指定時間経過後にイベントをキャンセルします。

メモ 　以下の手順でイベントをキャンセルすることが可能です。
　　　　　・メニュー開始.>.イベントレポートを開くを選択⇒スマートガードイベントレポー

トで「全て取り消し」をクリック

作動時間 アラームの作動時間を指定します。
• 常時作動 - 常時アラームが有効となります。
• 日単位のスケジュール - アラームが有効となる時間を日ベースで設定します。「日のスケ

ジュール」をクリックしてスケジュールの設定を行います。
• 週単位のスケジュール - アラームが有効となる時間を週ベースで設定します。

「週間スケジュール」をクリックしてスケジュールの設定を行います。

「作動時間」で日単位または週単位のスケジュールを設定する場合、「時間範囲を加える」をク
リックし、設定セクションで範囲バーをドラッグして有効となる時間を定義します。設定範囲
を削除するには、「期間設定を削除」をクリックし、範囲バーをドラッグして既存の設定を削
除します。全ての設定値を削除するには、「クリア」をクリックします。

「はい」をクリックして指定した内容を保存します。
「キャンセル」をクリックすると変更した内容は破棄されます。

図 7-4　録画設定 画面（日単位）

図 7-5　録画設定 画面（週単位）
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詳細設定（一般動体検知）
一般動体検知のアラームイベント設定画面で「詳細設定」タブを開くと、以下の画面が表示されます。

図 7-6　詳細設定 （アラームイベント設定 画面）

以下の項目があります。

項目 説明
イベント名 イベント名を設定します。

アラームイベントオプション

感度 スライダーを右にずらした場合、感度が高くなり、最小限の動体を検知してアラームをトリガします。スライダーを左
にずらした場合、感度が低くなります。適切な値に設定することで誤検知を防ぐことができます。例えば、風で揺れる木々
によってアラームがトリガされないように感度を下げることができます。

間隔 スライダーを右にずらした場合、間隔が長くなり、動体が長く動いた場合のみにアラームが作動するようになります。
スライダーを左にずらすと間隔が短くなります。

エリア設定

検知エリアの定義 一般動体を検知するには、検知エリアを設定する必要があります。画面を左クリックしてドラッグし、検知エリアを描
画します。同様の手順にて、複数のゾーンを設定することができます。全領域を対象とするには、「全て」をクリックし
ます。

「シミュレーション開始」をクリックして、プレビュー画面で本機能をテストします。
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デジタル入力 /出力信号イベントの設定

1.. イベントタイプ一覧から「ディジタル入力 / 出力」を選択し、 （Insert Event）アイコンをクリックします。

2.. カメラに接続されたデバイスを選択します。

図 7-7　DI モジュール設定 画面

アクションの設定

アクションタイプの割当て
異常イベントに対し、アクションを設定します。

図 7-8　通知アクション設定 画面

1.. イベント一覧からイベントを選択し、アクションセクションで （Insert Action）アイコンをクリックします。
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2.. 実行するアクション 1 つを選択し、「はい」をクリックします。
• 画面表示
• 音声を鳴らす
• メール送信
• デジタル入出力

3.. アクションの種類に応じて設定を行います。

音声を鳴らす
異常イベント検知時に音声を鳴らします。

1.. アクションアラーム設定画面で「音声を鳴らす」を選択し、「はい」をクリックします。
2.. 下記画面が表示されます。Wave ファイル（.wav）を選択して「開く」をクリックします。

図 7-9　ファイルを開く 画面

メール送信
指定したアカウントに E メールを送信します。E メールの内容には、イベントの種類、時刻、イベント検知時の画像が含まれます。

1.. 通知アクション設定画面で「メール送信」を選択し、「はい」をクリックします。
2.. 受信者一覧から送信先アドレスを選択します。

図 7-10　受信者を選択 画面

E メールアドレスの登録
新規アドレスを登録するには、「アドレスブックの編集」をクリックします。連絡先を新しく登録するには、情報を入力して「追加」をクリックし、「は
い」をクリックします。既存の連絡先を編集するには、連絡先を選択し、「クリア」「修正」「削除」を行います。編集を行った後は設定画面で「はい」
をクリックして保存してください。
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デジタル入出力設定
カメラに接続されているデジタル入出力信号（アラーム光やサイレンなど）をトリガーするために使用されます。

図 7-11　デジタル入出力 画面

1.. 通知アクション設定画面で「デジタル入出力」を選択し、「はい」をクリックします。
2.. 「デジタル入出力」画面でモジュールを選択し、「はい」をクリックします。

I/O デバイスの設定を行うには、一般設定.>.設定.>.システム設定を開き、「I/O デバイス」タブを選択します。本設定に基づくデバイスステータスが、

I/O コントロールパネルに表示されます。I/O コントロールパネルは、画面右上の をクリックすることによりサイズを調整することが

できます。
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第 8章　E-Map
 - E-Map の概要
 - マップの追加 / 編集 / 削除
 - デバイスインジケータの追加 / 回転 / 削除
 - デバイスとマップ一覧
 - E-Map 画面表示の変更

E-Map の概要
E-Map を使用すると、各カメラの実際の位置やアラームステータスを簡単に追跡することができます。また、イベントが発生した際にはインスタン
ト応答を受け取ることも可能です。E-Map 上の矢印と点灯アイコンは、カメラと I/O デバイスを示しており、アラームによってトリガされた場合に
赤くなります。

図 8-1　E-Map 画面

E-Map アプリケーションを起動するには、「メニュー開始」アイコンをクリックして「E-Map を開く」を選択します。

図 8-2　メニュー開始 - E-Map を開く

E-Map アプリケーションでは、以下の 2 通りのモードを使用することができます。

モード 説明
編集モード

（Edit Mode）
マップとデバイスインジケータを追加 / 編集することができます。編
集モードでは、画面下部の機能ボタンがアクティブ化され、最初に
E-Map 機能を開始する前に設定を行うことができます。

閲覧モード
（Browser Mode）

編集機能が非アクティブ化され、閲覧モードになります。
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編集モード
画面下部の「Browser/Edit Mode」ボタンをクリックすると、「編集モード」と「閲覧モード」を切り替えることができます。編集モードでは、Map
追加 / 削除などの機能ボタンが表示されます。

機能ボタン Browser / Edit Modeボタン
（編集モード/ オペレーションモード切替）

図 8-3　E-Map 編集モード

マップの追加 /編集 / 削除

E-Map の追加
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。
2.. 「Map 追加」ボタンをクリックします。
3.. 「Map 構成」ダイアログで Map イメージファイルを指定し、Map 名を入力して「はい」をクリックします。

図 8-4　Map 構成 画面

4.. 親 Map の左上にマップインジケータが表示されます。インジケータを Map 上の任意の位置へドラッグして移動します。

図 8-5　E-Map 編集モード

E-Map の編集
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。

2.. 「デバイスとマップ」一覧の Map アイコン（ ）を右クリックし、編集項目を表示します。または、「Map 編集」をクリックして「Map 構成」

ダイアログを表示させます。
3.. Map 構成を編集し、「はい」をクリックして変更を保存します。

E-Map の削除
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。

2.. 「デバイスとマップ」一覧の Map アイコン（ ）を右クリックし、編集項目を表示します。または、「削除」をクリックして一覧からマップ

を削除します。

メモ 　ルート Map は削除できません。
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デバイスインジケータの追加 /回転 / 削除

インジケータの追加
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。

2.. デバイスインジケータを追加するマップの Map アイコン（ ）を選択します。

3.. インジケータを追加する前に、対象のマップが表示されていることを確認します。デバイス一覧からデバイスを選択し、ドラッグ＆ドロップで
Map 上に登録します。

メモ 　デバイス毎に異なるインジケータで表示されます。

 - カメラインジケータ

 - デジタル入力インジケータ

インジケータの回転
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。

2.. Map 上または「デバイスとマップ」一覧からデバイスを選択します。デバイスインジケータが緑色の丸で囲まれて表示されます。

3.. 「回転」ボタンをクリックすると、インジケータが 45 度回転します。

メモ 　カメラインジケータのみ回転することができます。

インジケータの削除
1.. 管理対象のカメラが全て接続され、E-Map 画面で編集モードになっていることを確認します。

2.. Map 上または「デバイスとマップ」一覧からデバイスを選択します。デバイスインジケータが緑色の丸で囲まれて表示されます。

3.. 「削除」ボタンをクリックすると、インジケータが削除されます。

デバイスとマップ一覧
E-Map 画面の左側のツリーには、全てのデバイスと Map の階層が表示されます。デバイスや Map インジケータをクリックして、E-Map ウィンドウ
に関連情報を表示します。

ツリービューには以下の項目がされます。

メニュー 説明

Map
E-Map ウィンドウに表示する Map をクリックします。

カメラ
プレビュー画面で映像をプレビューするカメラを選択します。

デジタル入力

E-Map ウィンドウで緑色の丸で囲まれたデバイスインジケータを選択すると、情報ウィンドウにステー
タスが表示されます。IP カメラからデジタル入力が検知された場合、そのカメラからのライブ映像をプ
レビュー画面に表示します。

デジタル出力

E-Map ウィンドウで緑色の丸で囲まれたデバイスインジケータを選択すると、情報ウィンドウにステー
タスが表示されます。IP カメラからデジタル出力が検知された場合、そのカメラからのライブ映像をプ
レビュー画面に表示します。
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E-Map 画面表示の変更
E-Map 画面表示を変更します。

画面の縮小
ボタンをクリックし、画面左右に表示されている「デバイスとマップ」「プレビュー / 情報」セクションを表示 / 非表示にすることができます。

全画面表示
デュアルモニターをご利用の場合には、プライマリモニターでメインコンソールを表示し、セカンダリモニターで E-Map を全画面表示することも
可能です。

1.. ボタンをクリックし、画面左右の「デバイスとマップ」「プレビュー / 情報」セクションを非表示にします。

2.. 右上の をクリックし、全画面モードに切り替えます。
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第 9章　ログビューアー
 - システムログ
 - エクスポートとバックアップログ
 - 異常イベント
 - エクスポート

ログビューアーを起動するには、「一般設定」アイコンをクリックして「ログビューアー」を選択します。

図 9-1　一般設定 - ログビューアー

スマートガードシステムによって検知された異常イベントの履歴が表示されます。

図 9-2　ログビューアー 画面
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システムログ
システムログを閲覧するには、「システムログ」タブを開きます。以下の種類のログを選択することができます。

• 全て
• E-Map 修正
• IP カメラ接続切断
• IP カメラのパラメータが変更された
• IP カメラ接続を回復します。
• User Logout
• Windows を再起動します
• システム通知
• スマートガード開始
• スマートガード修正
• スマートガード終了
• チャンネルを無効
• チャンネルを有効

• メインコンソール終了
• ユーザログイン
• ユーザログイン失敗
• ライブストリーミングサーバ起動
• ライブストリーミングサーバ修正
• ライブストリーミングサーバ終了
• リサイクル執行
• リモートプレイバックサーバ起動
• リモートプレイバックサーバ修正
• リモートプレイバックサーバ終了
• 起動メインコンソール
• 設定修正
• 録画開始
• 録画終了
• 録画設定修正

図 9-3　システムログ（ログビューアー 画面）

1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。
2.. 特定の日もしくは期間を指定します。
3.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
4.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。
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エクスポートとバックアップログ
ローカルまたはリモートユーザによるエクスポートとバックアップの履歴を確認するには、「エクスポートとバックアップログ」タブを開きます。

図 9-4　エクスポートとバックアップログ（ログビューアー 画面）

1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。
2.. 特定の日もしくは期間を指定します。
3.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
4.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。

異常イベント
スマートガードシステムによって検出された異常イベントを確認します。

図 9-5　異常イベント（ログビューアー 画面）

1.. プルダウンメニューから確認したいイベントの種類を選択、または「全て」を選択します。異常イベントの種類は「一般動体検知」または「信
号なし」です。

2.. カメラのチャンネルを選択します。全てのチャンネルを指定する場合は「All」を選択してください。
3.. 特定の日もしくは期間を指定します。
4.. 「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。
5.. ログをテキストファイル（.txt）またはエクセルファイル（.csv）としてエクスポートすることもできます。
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第 10章　バックアップ
 - 録画ファイルのバックアップ
 - 録画ファイルの削除

バックアップ機能では、録画映像やログ情報を保存します。
バックアップシステムを起動するには、「一般設定」アイコンをクリックして「バックアップシステム」を選択します。

図 10-1　一般設定 - バックアップシステム

録画ファイルのバックアップ
録画ファイルのバックアップ手順について説明します。

図 10-2　バックアップシステム 画面

1.. 「リモートサーバサイト」アイコン（ ）をクリックし、バックアップの追加・編集を行います。

(1) IP アドレス（DNS）、ポート番号、ユーザ名、パスワードを入力します
(2) 「追加」をクリックしてサーバを追加します。
(3) 「はい」をクリックしてダイアログを閉じます。

2.. リモートバックアップサイトに接続するには、 アイコンをクリックし、リモートサーバのユーザメインとパスワードを入力してバックアッ

プサイトに接続します。
3.. 「期間追加」をクリックし、「日時検索ダイアログ」を開きます。

メモ 　本製品のバックアップ機能では、リモートサーバサイトの設定はサポートされていません。▼アイコンをクリックして「Local Machine」
を選択し、ローカルマシンに接続してください。
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4.. バックアップを取得する期間を選択します。開始時間と終了時間を設定することもできます。

図 10-3　日時検索ダイアログ 画面

5.. カメラ名の横のチャンネル番号をクリックし、チャンネルを選択します。 をクリックすると、選択したチャンネルを解除 / 選択します。

6.. 選択した映像のプレビューを表示するには、「プレビューを有効」にチェックを入れます。
7.. 「はい」をクリックして設定を保存します。
8.. 不要なデータ期間が設定されている場合、「期間削除」をクリックしてバックアップリストから削除することができます。
9.. 「バックアップ」をクリックしてバックアップパネルを開きます。
10..「メディア」セクションで、ファイルの保存先を指定します。ファイルを直接 CD や DVD、ハードディスクに保存することも可能です。
11..「オプション」セクションでバックアップ対象の情報（イベントやシステムログ）を選択し、「はい」をクリックします。

図 10-4　バックアップ 画面

メモ 　バックアップ期間は 7 日間以上を指定することはできません。
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録画ファイルの削除
録画ファイルの削除手順について説明します。

1.. 「期間追加」をクリックして「日時検索ダイアログ」を開きます。

図 10-5　日時検索ダイアログ 画面

2.. 「録画ファイルのバックアップ」の手順 3 ～ 7 を参照し、削除したい期間を選択します。
3.. 「削除」ボタンをクリックし、バックアップリストの全てのデータをデータベースから削除します。

重要 　削除された録画ファイルはリカバリすることができません。「削除」ボタンをクリックすると、バックアップリストのすべてのデータが
削除されることに注意してください。
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第 11章　Remote.Live.Viewer（リモートライブビューアー）
 - システム設定
 - カメラの一覧表示
 - PTZ コントロール
 - オンスクリーンメニュー
 - Playback（再生）を実行
 - メニュー開始

Remote Live Viewer（リモートライブビューアー）ソフトウェアを使用して、最大 64 リモートストリーミングサーバまでのサーバ毎のリアルタイ
ム映像チャンネルを閲覧することができます。

図 11-1　リモートライブビューアー

リモートライブビューアーを起動するには、Windows のスタート.>.すべてのプログラム.>.D-Link.D-ViewCam.>.Remote.Live.Viewerを選択し、リモー
トライブビューアーソフトウェアを起動します。

メモ 　本製品では、Remote Live Viewer における複数チャンネルの同時接続はサポートされていません。複数のカメラが存在する場合はチャン
ネルを切り替えてご利用ください。

システム設定

一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.システム設定を選択して LiveView 設定画面を開きます。

図 11-2　一般設定アイコン
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一般設定
「一般設定」タブを開き、基本設定を行います。

図 11-3　一般設定タブ （LiveView 設定画面）

一般設定タブでは以下の項目を設定できます。

項目 説明

アクティブチャネルの音声を有
効化

本項目にチェックを入れると、アクティブチャンネルの音声を有効にします。

ビデオフレームを同期 ティアリング（映像の途切れ）を防ぎます。CPU 処理の負荷は大きくなります。

全画面 起動時に全画面表示を行います。全画面表示は ESC キーで解除することができます。

Auto apply monitor サーバへのログインが成功すると、ライブ画面に IP カメラの映像が自動的に表示されます。

Set Default Profile Setting デフォルトのプロファイル設定を選択します。このプロファイルは、新しく追加されたすべてのカメラに対して
適用されます。デフォルトの自動プロファイルでは、1x1 レイアウトのメインストリーミング、N x N レイアウト
の最小ストリーミング、その他すべてのレイアウトの標準ストリーミングが使用されます。

Server.Group
「Server Group」タブを開き、グループ毎に所属するサーバを設定します。

図 11-4　Server Group タブ （LiveView 設定画面）
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1.. グループに追加するカメラが属する全てのサーバにログインします。
2.. 本画面にて、「加える」をクリックして新しいグループを作成します。
3.. 右側のリストからグループに追加するサーバを選択し、矢印アイコン（ ）をクリックします。同様の手順にて、サーバをグループに追加

していきます。
4.. 特定のグループを削除するには「削除」ボタン、グループ名を変更するには「名前の変更」をクリックします。
5.. 「はい」をクリックして設定を保存します。

メモ 　サーバの設定方法については 77 ページの「サーバ」、サーバへのログイン方法については 81 ページの「カメラの一覧表示」を参照し
てください。

サーバ
「サーバ」タブを開き、リモートライブビューアーの設定を行います。

図 11-5　サーバタブ （LiveView 設定画面）

1.. サーバネームを入力します。
2.. サーバ接続時のアドレス、ポート、ユーザネーム、パスワードを入力します。
3.. 接続時にパスワードの入力を省略するには、「パスワード保存」にチェックを入れます。
4.. リモートライブビューアー起動時に自動的にログインするには、「自動ログイン」にチェックを入れます。
5.. 「サーバテスト」をクリックしてサーバが利用可能であるかどうかチェックします。
6.. 「追加」をクリックして設定をサーバリストに追加します。

メモ 　サーバを削除するには、サーバリストから削除するサーバを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

メモ 　サーバに接続するには、ライブストリーミングサービスが起動している必要があります。
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Camera.Group
「Camera Group」タブを開き、グループ毎に所属するカメラを設定します。

図 11-6　Camera Group タブ （LiveView 設定画面） 

1.. グループに追加するカメラが属する全てのサーバにログインします。
2.. 本画面にて、「加える」をクリックして新しいグループを作成します。
3.. 右側のリストからグループに追加するカメラを選択し、矢印アイコン（ ）をクリックします。同様の手順にて、カメラをグループに追加

していきます。
4.. 特定のグループを削除するには「削除」ボタン、グループ名を変更するには「名前の変更」をクリックします。
5.. 「はい」をクリックして設定を保存します。

メモ 　カメラグループを設定するには、サーバにログインしている必要があります。サーバの設定方法については 77 ページの「サーバ」、サー
バへのログイン方法については 81 ページの「カメラの一覧表示」を参照してください。

カメラ
「カメラ」タブを開き、レイアウトとプロファイルの設定を行います。

図 11-7　カメラタブ （LiveView 設定画面）
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カメラ設定タブでは以下の項目を設定できます。

項目 説明

レーアウトタイプ / ストリーム
プロファイル

レイアウトの種類と適用するストリームプロファイルを選択します。
各レイアウトに対して個別にストリームプロファイルを割り当てることができます。

すべてのレーアウトに適用 現在のレイアウトのストリームプロファイルを他のレイアウトにも適用します。

コピー先 チャンネルのストリームプロファイルを一覧の全チャンネルにコピーします。

録画 1/ 録画 2/ メイン / 高 / 中 / 中低 / 最小	
システムは該当のストリームプロファイルに従います。

（メインコンソール > 一般設定 > 設定 > システム設定 >  「カメラ」タブ > ストリームプロファイル）

OSD設定
「OSD」タブを開き、ビデオ画面に表示される情報のフォントと色を設定します。

図 11-8　OSD タブ（LiveView 設定 画面）

モニタ表示
「モニタ表示」タブを開き、自動スキャンを設定します。自動スキャンを設定することで、画面上のチャンネル / カメラをローテーション表示する

ことができます。例えば、システムに 16 チャンネルの接続がある場合に、ライブ画面に 4 つのサブ画面のみ表示することが可能です。

図 11-9　モニタ表示タブ （LiveView 設定画面）
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1.. システムに接続されたモニタを選択します。
2.. 「自動スキャングループ」のプルダウンメニューから、グループを選択します。
3.. 自動スキャングループをアクティブ化した場合に常に画面上に表示されるプライマリチャンネルを選択します。
4.. 自動スキャングループをアクティブ化した場合に画面上に表示されるチャンネルとして 2 番目の優先度を持つセカンダリチャンネルを選択しま

す。
5.. レイアウトセクションの「N x N タイプ」のプルダウンメニューから、表示するレイアウトを選択します。
6.. 「はい」をクリックして設定を保存します。

メモ 　本製品では、Remote Live Viewer における複数チャンネルの同時接続はサポートされていません。複数のカメラが存在する場合はチャン
ネルを切り替えてご利用ください。

通知
「通知」タブを開き、レイアウトとプロファイルの設定を行います。

図 11-10　通知タブ （LiveView 設定画面）

通知設定タブでは以下の項目を設定できます。

項目 説明

状況表示

録画状態の表示 モニタ表示に録画ステータスを表すクリスタルボールを表示します。

イベントメッセージを画面に表
示

各チャンネルについて、メインチャンネルで指定されたスマートガードによる検知イベントを表示します。

メモ 　本機能を実行するには、メインコンソールでスマートガードシステムを開始、または起動時に開始す
るように設定する必要があります。

ライブビューレーアウト 1x1 に
切り替え

各チャンネルについて、メインチャンネルで指定されたスマートガードによる検知イベントを表示する際のレイ
アウトを 1x1 に設定します。

音声警報を鳴らす

イベントによって音を鳴らす機
能を有効にする

イベント時の音声アラームを有効にします。

音声ファイル 再生する音声ファイルを選択します。デフォルトまたはユーザ指定のファイルを選択することができます。

ライフサイクル イベント消失時に音声アラートを停止します。または、指定時間経過後に自動的に音声アラートを停止します。

メモ 　本機能を実行するには、メインコンソールでスマートガードシステムを開始または起動時に開始する
ように設定する必要があります。
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カメラの一覧表示
システムに追加されたカメラの一覧を表示します。

サーバ表示： アイコンをクリックすると、サーバ毎のカメラ一覧が表示されます。

グループ表示： アイコンをクリックすると、グループ毎のカメラ一覧が表示されます。

図 11-11　サーバ別カメラ一覧 図 11-12　グループ別カメラ一覧

サーバへのログイン /ログアウト

サーバへログイン / ログアウトするには、一覧からサーバを選択し、ログイン（ ）アイコンまたはログアウト（ ）アイコンをクリッ

クします。
または、サーバを選択した状態で右クリックし、ログイン / ログアウトオプションを選択します。

メモ 　サーバに接続するには、ライブストリーミングサービスが起動している必要があります。

カメラの接続 /切断
方法①：一覧のカメラをダブルクリックしてカメラに接続します。
方法②：カメラを選択した状態で右クリックし、接続 / 切断オプションを選択します。

図 11-13　カメラ一覧（右クリックメニュー）
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カメラ映像の表示
一覧のカメラを選択し、任意の場所にドラッグ＆ドロップして映像を表示することができます。

図 11-14　LiveView メイン画面

PTZ コントロール
PTZ カメラの動作を制御します。PTZ 対応カメラでは、画面の移動やズーム、パトロール、フォーカスの調整、プリセットポイントの設定を行うこ
とが可能です。

メモ 　リモートライブビューアーでは、デジタル PTZ（ePTZ）機能には対応していません。

プリセットポイントの追加 /プリセットポイントに移動
カメラビューを調整し、「追加プリセットポイント」をクリックして「Preset 01」としてビューを保存します。再度カメラビューを調整し「Preset 
02」を設定します。同様の手順を繰り返して全てのプリセットポイントを設定します。Preset1、Preset2、Preset3... とは別の任意の名前を付けて、
Go アイコンをクリックしてプリセットポイントを閲覧します。

メモ 　PTZ カメラのスピード設定を変更するには、メインコンソールを開き、一般設定.>.設定.>.システム設定の順にメニューを開き、PTZ 設定
タブを開きます。

自動パン
「プリセット点へ移動する」をクリックし、「自動パンの開始」をクリックして自動パンを有効化します。自動パンを停止するには、「自動パンの停止」

をクリックします。
自動パンにより、カメラを水平方向に左から右、右から左に動かしてスキャンすることができます。

ズーム
「＋（ズームイン）」や「－（ズームアウト）」をクリックすると、ビューのズームイン・ズームアウトを行います。

パトロール

PTZ カメラで事前に定義したプリセットポイントのパスをパトロールするには、メインコンソールの （プリセット点へ移動する）アイコンをク

リックし、「パトロール開始」または「パトロール停止」を選択してパトロールを開始 / 停止します。

パトロールパスを設定するには、 （追加プリセットポイント）アイコンをクリックし、「パトロール設定」を選択してパトロール設定画面を開

きます。左側のツリーよりパトロールグループに含めるカメラを選択します。右側のウィンドウで順番に並べ、時間を調整します。グループ名を変
更することも可能です。設定完了後、「アクティブ」オプションにチェックを入れて OK をクリックします。

フォーカス
近くにフォーカスすると、遠くのものより近くの物体が明瞭になります。反対に、遠くにフォーカスすると、近くの物体より遠くの物体がより明瞭
になります。システムによる自動フォーカスを行うには、オートフォーカスボタンをクリックします。
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オンスクリーンメニュー
カメラ画面を右クリックすると、オンスクリーンメニューが表示され、カメラの設定を素早く調整することができます。

図 11-15　オンスクリーンメニュー

項目 説明

PT 制御を有効にする PTZ 機能がサポートされているカメラでは「PT 制御を有効にする」を選択することができます。本機能を有効化
すると、メインスクリーン上でクリックすることにより現在のカメラビューを調整することができます。無効化
する場合は「PT 制御無効」を選択します。「エリアズーム」機能がサポートされているカメラでは、「PT 制御を
有効にする」/「エリアズーム」機能をクリックし、画面上の矩形をドラッグすることにより、現在のカメラビュー
を調整することができます。本機能を無効化するには、「PT 制御を無効にする」/「エリアズーム」をクリックし
ます。

トーク機能を有効にする 2way 音声がサポートされているカメラは、「トーク機能を有効にする」を選択して本機能を有効化することがで
きます。

音声有効 本項目を選択すると、ビデオストリームとともに音声転送を有効化します。

Enable Joystick Mode Joystick モードを有効にします。

固定アスペクト比 カメラの解像度によっては、を有効化してオリジナルの画面比率で閲覧することができます。ウィンドウの 3:4
比率に合わせるには、本オプションを無効化します。

ストリームプロファイル ネットワーク帯域への負担が懸念される場合、異なるレベルのストリームプロファイルを選択してビデオのクオ
リティを下げることもできます。

スナップショット スナップショット機能で特定のビデオ画像をクリップボードまたはファイルとして保存します。

メインプロファイルのスナップ
ショット

メインプロファイルのスナップショットを取得します。

全画面 映像を全画面で表示します。全画面を解除するには、画面上を右クリックして本オプションのチェックを外すか、
ESC キーを押下します。

メモ 　カメラによってサポートされる機能は異なります。
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Playback（再生）を実行

リモートライブビューアーで「 （再生を実行）」ボタンをクリックして、プレイバックコンソールを開きます。録画した映像をリモートから閲

覧することができます。

リモートプレイバックサイトの追加

日時検索ダイアログを開き、画面上部の アイコンをクリックして、リモートプレイバックサイトの追加・設定を行います。

1.. IP アドレス（DNS）、ポート、ユーザ名、パスワードを入力します。
2.. 「追加」をクリックしてサーバを追加します。
3.. 「はい」をクリックして設定を保存します。

図 11-16　リモート再生サイト管理画面

リモートプレイバックサイトへの接続

日時検索ダイアログを開き、画面上部の アイコンの▼をクリックしてリモートプレイバックサイトにアクセスします。

図 11-17　リモートプレイバックサイトへの接続（日時検索 画面）
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メニュー開始

リモートライブビューアーで「 （メニュー）」ボタンをクリックします。

E-Map
「E-Map を開く」メニューをクリックすると、E-Map 画面が開きます。

ツリービューには以下の項目が表示されます。

メニュー 説明

Map
E-Map ウィンドウに表示する Map をクリックします。

カメラ
プレビュー画面で映像をプレビューするカメラを選択します。

デジタル入力
E-Map ウィンドウで緑色の丸で囲まれたデバイスインディケータを選択すると、情報ウィンドウにステー
タスが表示されます。IP カメラからデジタル入力が検知された場合、そのカメラからのライブ映像をプ
レビュー画面に表示します。

デジタル出力
E-Map ウィンドウで緑色の丸で囲まれたデバイスインディケータを選択すると、情報ウィンドウにステー
タスが表示されます。IP カメラからデジタル出力が検知された場合、そのカメラからのライブ映像をプ
レビュー画面に表示します。

I/O.コントロール
「I/O コントロールパネルを開く」メニューをクリックすると、IO デバイス画面が開きます。DO デバイスをリモートから制御することができます。

メモ 　I/O デバイスの設定は、メインコンソールの I/O デバイス設定から調整することができます。（一般設定.>.設定.>.システム設定.>.I/O デバ
イスタブ）この設定に基づき、デバイス状態が表示されます。

図 11-18　IO デバイス画面
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第 12章　Webビュー
 - サーバ IP

Web ベースのリモートライブビューアでは、サーバ毎に 1 つのリアルタイム映像を閲覧、最大 64 個までリモートライブストリーミングサーバを設
定することができます。

図 12-1　Web ビュー

メモ 　ライブストリーミングサービスまたはリモートプレイバックサービスが有効化されていることを確認してください。

サーバ IP

Internet Explorer を開き、サーバの IP アドレスまたは DDNS 名とポート番号を入力します。（例：http://192.168.1.16:80/）

メモ 　192.168.1.16 はサーバの IP アドレス、80 はポート番号を示しています。ネットワークサービス設定で「デフォルト Web サーバを使用」
を指定した場合、ポート番号が 80 となります。

リモートライブビューアー
リモートライブビューアー画面のアイコンをクリックし、「リモートライブビューアー」を使用します。

リモートプレイバック
リモートプレイバック画面のアイコンをクリックし、「リモートプレイバック」を使用します。
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第 13章　ユーティリティ
 - Verification Tools（認証ツール）

 - DB Tools（DB ツール）

Verification.Tools（認証ツール）
「認証ツール」は作成された録画データが改変されていないか検証するツールです。各録画フレームにデジタルサイン（透かし）が追加されている

かを確認することで、データの信頼性を確実にします。

データ検証ツールで検証されるデータは以下の 3 種類です。

1. 「.dat」「.264」形式のファイルは として表示されます。

2. 「.avi」「.asf」形式のファイルは として表示されます。

3. 「.bmp」「.jpg」形式のファイルは として表示されます。

認証ツールの起動
1.	 Windows のスタート.>.D-Link.D-ViewCam.>.VerificationToolsを選択し、認証ツールを起動します。

図 13-1　Windows メニュー   画面

2.	 ユーザ名をパスワードを入力し、ログインします。

図 13-2　ログイン画面
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概要

図 13-3　認証ツール

画面には以下の項目があります。

項目 説明

（ファイルを追加） 検証するファイルをリストに追加します。

（フォルダーを追加） 検証するファイルが複数ある場合、ファイルのあるフォルダをリストに追加します。

（ファイルを削除） ファイルをリストから削除します。

（全選択） リストのファイルをすべて選択します。

ビデオプレビュー
検証リストから選択したファイルのプレビューを表示します。プレビューに対し、「再生」「認証」一時停止」「停
止」を使用することができます。

画像 /映像の検証

1.. 検証を行うファイルを 1 つまたは複数選択します。

2.. （認証）アイコンをクリックして検証を開始します。

3.. 検証結果が「透かしマーク」列に表示されます。

メモ 　ファイルが検証にパスすると、 マークが表示されます。

メモ 　ファイルが改変されている場合、 マークが表示されます。

図 13-4　認証ツール

4.. 「状態」と「認証」セクションでは検証のステータスを確認することができます。
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DBTools（DBツール）
「DB ツール」ではデータベースの修復やディレクトリの変更などを行うことができます。

DB ツールの起動
1.. Windows のスタート.>.すべてのプログラム.>.D-Link.D-ViewCam.>.DBToolsを選択し、認証ツールを起動します。

図 13-5　Windows メニュー   画面

2.	 管理者パスワードを入力し、ログインします。

図 13-6　ログイン画面

メモ 　DB ツールを起動する前に、メインコンソールを終了する必要があります。
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データベースの修復
本セクションでは、以下の手順について説明します。

1. Modify Location（ロケーションの変更）
2. Verify Only（検証）
3. Repair Index（インデックスの修復）
4. Repair Database（データベースの修復）

ロケーションの変更
プレイバックシステムでは、 メインコンソールの設定.>.Storage.Settingでリスト表示されたフォルダの全てのビデオを認識します。保存ディレクト
リはデフォルトの場所から変更することができます。　

メモ 　デフォルトの保存ディレクトリは、インストールディレクトリ配下になります。

1.. 「Method」項目で「Modify Location」を選択します。

図 13-7　Method メニュー

2.. ボタンをクリックし、新しい保存場所を指定します。データベースロケーションを削除するには、リストから対象のディレクトリを選択し

ボタンをクリックしてロケーションを削除します。

図 13-8　ビデオファイルロケーション一覧

3.. 「Modify」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます。「はい」をクリックしてロケーションを保存します。

データベース変更例
PC 間で映像を転送する必要がある場合、次の手順を実施する必要があるかもしれません。

1.. デフォルトのインストールディレクトリやユーザ定義の保存ディレクトリから、全ての録画データを手動でコピーします。

図 13-9　録画データ

2.. 全ての録画データを、新しい PC 上のデフォルトのインストールディレクトリまたはユーザ定義の保存ディレクトリへ貼り付けます。
3.. 「ロケーションの変更」の手順を参照して、新しい PC に新しいロケーションを追加します。
4.. 古い録画ビデオは新しい PC 上のプレイバックから閲覧することができます。
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検証と修復の目的
本ツールは、以下の問題が含まれるデータベースと録画ビデオのチェックと修復を行います。

（1）データベースにレコードがあるにもかかわらず録画ファイルが存在しない場合、DB ツールを使用してレコードを削除します。
（2）録画ファイルがあるにもかかわらずデータベースにレコードが存在しない場合、DB ツールを使用してデータベースを再編成し、レコード

を探索します。

1.. 「Video File Location」の一覧を確認します。テーブルには全てのビデオロケーションが一覧表示されますが、リストに漏れがある場合は ボ

タンをクリックしてロケーションを挿入してください。
2.. 「Method」項目で「Verify Only」を選択し、「Verify」をクリックします。この処理では、ファイルを修復せずに検証のみ実施します。検証結果

として、破損または紛失したファイルの数が表示されます。

図 13-10　Verify Result

3.. 「Method」項目で「Repair Database」を選択し、「Repair」をクリックします。修復結果として修復・追加されたファイルの数が表示されます。

図 13-11　Repair Result

4.. 修復された新しいデータベースが古いデータベースに置き代わります。元のデータベースのファイル名は、修復日時が追加されてリネームされ
ます。

図 13-12　dbtool.log
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付録 A..よくお問い合わせいただくご質問（FAQ）
 - 1．D-ViewCam ソフトウェアのサポート言語
 - 2．E-Map の設定方法
 - 3．ビデオファイルのバックアップ方法
 - 4．ライブストリーミングで IP カメラの音声を有効化する手順
 - 5．IP カメラの音声を記録する
 - 6．IP カメラのレコーディングフレームレートと解像度を変更する
 - 7．ビデオ記録の保存先を複数設定する
 - 8．「ディスク容量が少なくなりスケジュールが停止します。...」というメッセージが表示される
 - 9．「ライブストリーミングサーバに接続できません」というメッセージが表示される
 - 10．「リソースファイルが遺失や破損しました。再インストール ...」というメッセージが表示される
 - 11．「The procedure entry point WMCreateWriter could not...」というメッセージが表示される
 - 12．ネットワークサービスを開始する
 - 13．管理 PC/ サーバから Viewer や Playback へのリモートアクセスを設定する
 - 14．アップグレード後に Internet Explorer でライブビューやプレイバックの閲覧ができない
 - 15．ネットワークサービスのデフォルトポート番号
 - 16．リモートライブビューア及び Internet Explorer で音声を聞く
 - 17．ソフトウェアバージョンの確認
 - 18．Windows システムログとアプリケーションログの取得方法
 - 19．ユーザアカウント数の上限
 - 20．LAN の設定方法

1．D-ViewCamソフトウェアのサポート言語
D-ViewCam では以下の言語をサポートしています。

• Albanian
• Bulgarian
• Simplified Chinese
• Traditional Chinese 
• Croatian
• Czech 
• Danish 
• Dutch 
• English 
• Finnish 
• French 

• German 
• Greek
• Hebrew 
• Hungarian
• Italian 
• Japanese 
• Korean 
• Norwegian
• Persian 
• Polish
• Portuguese (Brazil) 

• Portuguese
• Romanian 
• Russian 
• Serbian
• Slovak 
• Slovenian 
• Spanish 
• Swedish 
• Thai
• Turkish
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2．E-Map の設定方法
メインコンソールを開き、メニュー開始.>.E-Map を開くをクリックします。

図 14-1　E-Map を開くメニュー

1.. 「Browser/Edit Mode」をクリックします。
2.. 「マップ」を選択します。
3.. 「Map 追加」をクリックします。
4.. 「Map 構成」ダイアログで Map イメージファイルを指定し、Map 名を入力して「はい」をクリックします。

図 14-2　Map 構成 画面

5.. 作成したマップが選択します。
6.. カメラや IO デバイスをマップ上にドラッグ & ドロップします。
7.. 「保存」をクリックします。

図 14-3　E-Map 編集モード
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3．ビデオファイルのバックアップ方法
ユーザは任意の期間の映像記録を VCD または他のドライブロケーションにバックアップすることができます。また、バックアップフォルダに保存
された映像は、playback.exe を起動して閲覧することが可能です。

バックアップ手順
1.. メインコンソールを開き、一般設定.>.バックアップシステムをクリックします。

図 14-4　バックアップシステムメニュー

2.. 「期間追加」をクリックします。

図 14-5　バックアップシステム 画面

3.. 「開始時間」と「終了時間」を設定します。
4.. バックアップ対象のカメラを選択します。

図 14-6　日時検索ダイアログ 画面

5.. 「はい」をクリックするとバックアップ期間が設定されます。
6.. 「バックアップ」をクリックします。

図 14-7　バックアップシステム 画面

7.. 「メディア」セクションで、ファイルの保存先を指定します。
8.. ログファイルのバックアップオプションを選択します。
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9.. 「はい」をクリックしてバックアップを開始します。

図 14-8　バックアップ 画面

図 14-9　バックアップ進捗 画面

図 14-10　バックアップ完了 画面

10.. バックアップ完了後、playback.exe を起動してバックアップファイルの確認を行うことができます。
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4．ライブストリーミングで IP カメラの音声を有効化する手順
ネットワーク帯域の負荷を考慮し、デフォルトでは音声が無効化されています。必要に応じて、以下の手順で手動で有効化します。

1.. メインコンソールの一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.システム設定を選択します。

2.. 一般設定タブで「アクティブチャンネルをプレビュー」にチェックを入れます。

図 14-11　一般タブ（設定 画面）

3.. 「デフォルトチャンネル」で選択したカメラチャンネルのバックグラウンド音声を設定します。
4.. 音声チャンネルの切り替え

 - サブスクリーン 1 を選択した場合、カメラ 1 の音声が聞こえます。
 - サブスクリーン 2 を選択した場合、カメラ 2 の音声が聞こえます。
 - サブスクリーンを選択していない場合、デフォルトチャンネルの音声が聞こえます。

図 14-12　音声チャンネルの切り替え
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5．IP カメラの音声を記録する

1.. メインコンソールの録画設定（ ）アイコンをクリックし、録画設定画面で「設定」をクリックします。

2.. オプションの「録音」にチェックを入れます。
3.. メニュー開始.>.録画設定起動をクリックし、録画スケジュールを開始します。　

図 14-13　エンコーディングオプション 画面

6．IP カメラのレコーディングフレームレートと解像度を変更する

1.. 一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.システム設定をクリックします。

2.. 設定画面の「カメラ」タブで設定を行うカメラを選択します。

図 14-14　設定 画面

3.. 「カメラ設定」をクリックします。フレームレートや解像度を変更することができます。
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7．ビデオ記録の保存先を複数設定する
メインコンソールから、複数のハードディスクドライブを保存ストレージとして設定することができます。最初のハードディスク（システムディス
ク上の容量は 800MB 以下、もしくは非システムディスク上の場合は 100MB 以下）が一杯になりそうな場合、メインコンソールは十分な容量を持つ
2 番目のストレージを検出しようとします。
容量が足りない場合、メインコンソールは自動リサイクルを開始します。（自動リサイクル機能が有効な場合）
自動リサイクルが有効でない場合、録画は停止します。

1.. 一般設定（ ）アイコンをクリックし、設定.>.Storage.Settingをクリックします。

2.. ストレージ設定を行います。

図 14-15　Storage Setting 画面

8．「ディスク容量が少なくなりスケジュールが停止します。...」というメッセージが表示される
このエラーメッセージは、リサイクル機能が動作していない場合に表示されます。以下の手順を参照し、問題を診断してください。

1.. 設定と構成を確認します。
• 自動リサイクルオプションの設定を確認してください。
• メインコンソールの自動ログイン、自動起動、スケジュールが有効化されていることを確認してください。
• アンチウイルス製品 NOD 32 がインストールされている場合、NOD32 を削除してください。当該製品は、ログファイル（.tmp ファイル）を

大量に生成し、ハードディスクドライブのスペースを消費して録画の停止を招く可能性があります。
• 録画開始後にシステムの時刻を調整しないでください。
• 録画中は、リムーバブルディスクを取り外さないでください。
• ハードドライブにディスククォータ制限が設定されていないかどうか確認してください。
• ハードドライブが「読み取りのみ」に設定されていないか、あるいは「1」という名前のフォルダーが存在しないかどうか確認してください。
• ハードドライブに破損がないか、不良セクタがないか確認してください。
• ネットワークハードドライブを使用していないことを確認してください。

2.. ハードドライブ容量の不足により録画が停止している場合、以下の点を確認します。
• FileRecord.ini とストレージロケーション設定で録画ディレクトリの設定が同じかどうか確認してください。
• 古い映像データを数日間分削除するか、別のハードドライブへ移動します。
• インストールフォルダに生成される dberr.log を確認します。カメラが動的なバックグラウンドに焦点をあてている状態で動的なイベント検

知録画がスケジューリングされていたり、多数のイベントが発生していたりすることで、dberr.log 内の Eventlog 及び Systemlog に多数のエラー
が発生し、Eventlog.mdb や Systemlog.mdb のサイズが大きくなりすぎていないかどうか確認します。

• メインコンソールで録画を実行するには、システムのハードドライブが 800MB 以上、データ用のハードドライブが 500MB 以上である必要が
あります。

• 録画が停止したままの場合、DB ツールを使用してデータベースを修復 / 再構築し、録画ビデオへ再度紐付けを行います。
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9．「ライブストリーミングサーバに接続できません」というメッセージが表示される
通常、このエラーメッセージはネットワークの問題により表示されます。まず始めにネットワーク接続を確認してください。リモートサーバや
WAN 経由のデバイスにより接続している場合、リモートサーバやデバイスがファイアウォールで遮断されていないこと、ファイアウォールによっ
てポートが適切に転送されていることを確認してください。

図 14-16　エラー 画面

10．「リソースファイルが遺失や破損しました。再インストール ...」というメッセージが表示される
このエラーメッセージは、要求された操作に対してソフトウェアが必要なファイルを実行できない場合に表示されます。

（1）メインコンソール読み込み中に発生
スキンファイルもしくはデータベースが破損している可能性があります。ソフトウェアをアンインストールして C:\Program Files\ 配下の
D-ViewCam フォルダを削除した後、最新バージョンを再度インストールしてください。

（2）Web Live Viewer/Playback の ActiveX 読み込み中に発生
以下のトラブルシューティング手順を実施します。
　1.) Windows の UAC を無効化します。
　2.) MainConsole.exe のプロパティを開き、互換性タブで互換モードを有効にします。

11．「The.procedure.entry.point.WMCreateWriter.could.not...」というメッセージが表示される
このエラーメッセージが表示された場合は、Windws Media Player をアップグレードして問題を修正してください。

図 14-17　エラー画面 - Liveview.exe

図 14-18　エラー画面 - Playback.exe
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12．ネットワークサービスを開始する

1.. 一般設定（ ）アイコンをクリックし、ネットワークサービスをクリックします。利用可能なサービスが表示されます。

2.. メインコンソールで開始するサービスの「開始」ボタンをクリックします。

図 14-19　ネットワークサービス 画面



101

付録A  よくお問い合わせいただくご質問（FAQ）

13．管理 PC/ サーバから Viewer や Playback へのリモートアクセスを設定する
インターネットを介してリモートライブビューアやリモートプレイバックを閲覧するには、以下の設定を行う必要があります。

1.. メインコンソールでネットワークサービスを開始します。一般設定（ ）アイコンをクリックし、ネットワークサービスをクリックします。

 - ライブストリーミングのポート番号：5150（初期値）
 - リモートプレイバックのポート番号：5160（初期値）
 - Web ブラウザのポート番号：80（初期値）

ポート番号を変更する場合は、ルータ側でポート転送が行われるように設定してください。

図 14-20　ネットワークサービス 画面

他のアプリケーションの利用ポートと競合する場合、エラーメッセージが表示されます。その場合は、Web ブラウザのポート番号を他の番号
に変更してください。変更を保存するには、「開始」⇒「はい」の順でクリックする必要があります。

2.. ルータ側でポートフォワーディングの設定を行います。ルータのパブリックアドレスを確認し、NVR の LAN IP に対するルータのポートフォワー
ディングを設定します。

 ・  ルータ側の設定画面でパブリックアドレスを確認します。
・ ルータ側で、NVR の LAN IP（例：192.168.3.30）に対する NAT（あるいはポートフォワーディング）としてポート 80、5150、5160 を設

定することができます。

ルータ側で 3 つのポートに対する転送設定が完了すると、インターネットを介してリモートライブビューアやリモートプレイバックに接続する
ことができるようになります。
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14．アップグレード後に Internet.Explorer でライブビューやプレイバックの閲覧ができない
この問題は、Windows 上の古い一時的な IE コンポーネントが原因で引き起こされることがあります。古い IE コンポーネントを削除し、ActiveX を
再インストールしてください。

1.. Internet Explorer と全ての関連するアプリケーションを終了します。終了しない場合、削除中にファイルがロックされる場合があります。
2.. Windows のコマンドプロンプトを起動します。

図 14-21　コマンドプロンプト - 管理者として実行

3.. 「cd C:\WINDOWS\Downloaded Program Files」コマンドを実行します。
4.. 「dir」コマンドを実行してフォルダ内の全てのオブジェクトを表示します。

図 14-22　dir コマンド実行

5.. 「del /s .」コマンドを実行します。（ピリオドも忘れずに入力します。）

図 14-23　del コマンド実行

6.. 「y」を押下してフォルダの中身を全て削除します。
7.. 「dir」コマンドを実行して、全てのファイルが削除されたことを確認します。
8.. Web リモートクライアント付属の ActiveX を再インストールします。

15．ネットワークサービスのデフォルトポート番号
これらのポート番号は任意に設定可能ですが、システムサービスに多く利用される 1024 より下の番号以外の番号に設定することを強く推奨します。

項目 ポート 目的

ライブストリーミング 5150 デスクトップのリモートライブビューアとメインコンソール間の通信を行います。

デフォルト Web ブラウザ 80 Web ベースリモートクライアントの通信プロトコルを設定します。

リモートプレイバック 5160 デスクトップのリモートプレイバックとメインコンソール間の通信を行います。
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16．リモートライブビューア及び Internet.Explorer で音声を聞く
リモートライブビューアのカメラビューを右クリックし、「Enable Audio」をクリックして音声を有効化します。
事前にメインコンソールで以下の設定を行う必要があります。

一般設定>.設定.>.システム設定.>.カメラタブ.>.カメラ設定から音声の設定を行います。（音声対応カメラのみ）

図 14-24　カメラ設定 画面

一般設定>.設定.>.システム設定.>.一般設定タブ.>.音声プレビューから設定を行います。

図 14-25　設定 画面
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17．ソフトウェアバージョンの確認
メインコンソールを開き、一般設定>.About.Main.Console...を選択します。

図 14-26　一般設定メニュー

以下の画面が表示されます。

図 14-27　About 画面

18．Windows システムログとアプリケーションログの取得方法

システムログ
1.. Windows メニューを開き、管理ツール.>.イベントビューアー.>.Windows ログ.>.システムの順にクリックします。
2.. 「システム」を右クリックし、「すべてのイベントを名前を付けて保存」をクリックします。

図 14-28　イベントビューアー 画面（システム）

3.. ファイル名に「system」と入力し evtx 形式で保存します。システムログファイルであることが分かるように名前を付けてください。
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アプリケーションログ
1.. デスクトップ.>.コンピューター.>.管理を開きます。
2.. コンピューターの管理画面で、システムツール.>.イベントビューアー.>.Windows ログ.>.アプリケーションの順にクリックします。
3.. 「アプリケーション」を右クリックし、「すべてのイベントを名前を付けて保存」をクリックします。

図 14-29　イベントビューアー 画面（アプリケーション）

4.. ファイル名に「application」と入力し evtx 形式で保存します。アプリケーションログファイルであることが分かるように名前を付けてください。

19．ユーザアカウント数の上限
ユーザアカウントは無制限に作成することができます。

20．LANの設定方法
D-ViewCam は LAN と WAN の両方をサポートしています。ご利用のサーベイランスシステムでインターネット接続を必要としない場合は、プライベー
トネットワークもしくは LAN を設定し、メインコンソールとネットワークデバイス（IP カメラなど）間のネットワークを構築することができます。

固定 IP アドレス
1.. コントロールパネル.>.ネットワークと共有センターを開きます。
2.. イーサネット.>.プロパティをクリックします。

図 14-30　イーサネットの状態 画面
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3.. インターネット.プロトコル.バージョン.4.(TCP/IPv4).>.プロパティをクリックします。

図 14-31　イーサネットのプロパティ 画面

4.. 「次の IP アドレスを使う」を選択し、以下の設定を入力します。
 - IP アドレス：192.168.1.10
 - サブネットマスク：255.255.255.0

メモ 　ルータや他のネットワークデバイスで一般的に使用される [192.168.1.1] と [192.168.1.254] は避けるようにしてください。

メモ 　同じサブネット間のアドレス（例：[192.168.1.1-192.168.1.254]）のみがアクセス可能であることに注意してください。

図 14-32　インターネット プロトコル バージョン IPv4 のプロパティ 画面

DHCP アドレス
IP カメラに対して、DHCP による動的 IP アドレスを割り当てることは推奨しません。DHCP の場合、IP カメラのアドレスが一時的となり、アドレス
が再割り当てされた際に D-ViewCam サーバへの接続が永続的に失われ、新しい IP アドレスを手動で再設定する必要があるからです。
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