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１

１．開封後にまずご確認ください
(1) 製品および数量のご確認
ａ．MXNDS－M1M－Basic 及び MXNDS－M1M－R32－W42 の場合
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

ﾏﾆｭｱﾙ
ｶﾒﾗ本体
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｶﾒﾗ本体に組み付け)
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ
3mｹｰﾌﾞﾙ
六角ﾚﾝﾁ
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ/JPN
ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ
保証書/登録はがき
MOBOTIX導入ｶﾞｲﾄﾞ(本書)

１冊
1個
1個
1個
1本
1個
1個
1個
1枚
１冊

ｂ．MXNDS－M1Ｄ－R32－W42T150 の場合
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

ﾏﾆｭｱﾙ
ｶﾒﾗ本体
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｶﾒﾗ本体に組み付け)
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ
3mｹｰﾌﾞﾙ
六角ﾚﾝﾁ
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ/JPN
ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ
ﾚﾝｽﾞ調整ｼﾞｸﾞ
保証書/登録はがき
MOBOTIX導入ｶﾞｲﾄﾞ(本書)

１冊
1個
1個
1個
1本
1個
1個
1個
1個
1枚
１冊

(2) 保証書・ユーザー登録はがきのご確認
保証書およびユーザー登録はがきには製品番号ラベルを貼り付けてあります。必要事項ご記入のうえ、ユーザ
ー登録はがき部分を切り取り、弊社宛ご返送ください。製品のアップデート情報等をご連絡する際に役立てさせ
ていただきます。ユーザー登録はがきのご返送がない場合には保証書によるサービスが受けられない場合があ
りますのでご注意ください。

２

２．カメラの初期設定方法
（以下の説明では、マウスボタンを押す操作を「クリック」と表現しています。使用されるパソコン（ＰＣ）によっては 1 回あるいは 2 回
続けて押すよう設定されている場合がありますが、本書では特に区別しておりませんので、お手持ちのＰＣに合わせてマウスを操
作して下さい。特にことわりのない場合はマウスの左ボタンを押す操作を「クリック」と表現します。）

（1） PC 側で準備すること
ａ．ネットワーク・アドレスの設定変更
ＰＣのＩＰアドレスを ［１０．０．０．１］、サブネットマスクを ［２５５．０．０．０］に変更します。
＜手順＞
① デスクトップ画面で 「ｽﾀｰﾄ」→「設定」→「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」→
「ﾈｯﾄﾜｰｸ」の順にクリックし、ネットワークのウィンドウを開
いて現在使用しているイーサネット・インターフェースを指
定した後、「プロパティ」をクリックするとＩＰアドレス設定画
面が現れます。
② 表示されたＩＰアドレスとサブネットマスクの値を必ずメモし
ておいてください。後でもとに戻すために必要です。
③ 次に、「IP ｱﾄﾞﾚｽを指定(S)」をクリックし、
IP ｱﾄﾞﾚｽ(I)
ｱﾄﾞﾚｽ(I) 「１０．０．０．１」
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ ｢２５５．０．０．０｣
を入力し「OK」をクリックする。
ひとつ前の画面に戻りますのでここでも[OK]をクリックします。
④ 設定した内容を有効にするために、画面の指示に従ってＰＣ
を再起動してください。

これであなたのＰＣのＩＰアドレスが新しい値に設定されました。
新しい設定値を確認する場合には①の操作を行います。

ｂ．ブラウザ（インターネット・エクスプローラ）の設定
ここでは、プロキシサーバの使用に関する設定を変更します。
＜手順＞
① ＰＣのデスクトップ画面でインターネットエクスプローラのアイコンを指定しマウス右ボタンをクリックし、現れた
画面で「プロパティ」を選んで左ボタンをクリックします。
② 「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」画面が現れます。「接続」をクリックします。
③ 「ﾀﾞｲﾔﾙしない(C)」を選択し、次に「LAN の設定(L)」をクリックします。
④ ｢ﾛｰｶﾙｴﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸ(LAN)の設定｣画面が現れます。
「設定を自動的に検出する(A)」、「ﾌﾟﾛｷｼｻｰﾊﾞ－を使用する(X)」のチェックマークを外し「ＯＫ」をクリックすると
前の画面に戻るので、ここでも[OK]をクリックする。
これで、ブラウザ側の設定変更が完了です。

３

（２） 接続方法
図を参考に、カメラ、ネットワークアダプタ、ＰＣ、ＡＣアダプタを接続してください。
接続を誤ったまま電源を入れるとカメラが壊れることがあります。

カメラ本体

カメラの「10BaseT」 ソケットへ接続
付属の３ｍケーブル

ネットワークアダプタの「Ｃａｍｅｒａ」 ソケットへ接続

ネットワークアダプタの
「ＰＣ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケット
へ接続
ＬＥＤ

ネットワークアダプタの「ＬＡＮ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケットへ接続

ＬＡＮストレートケーブル
ＲＪ４５プラグ付（市販品）

ＡＣアダプタ
ＰＣ

以上の接続を完了した後、ＡＣアダプタをコンセントに接続してください。
接続が正しければネットワークアダプタのＬＥＤ（赤）が常時点灯します。ＬＥＤが消えていたり、点滅している場合
は接続に異常がありますので、コンセントからＡＣアダプタを抜いてください。

LED が消えている場合
ＰＣとネットワークアダプタを結ぶＬＡＮケーブルをネットワークアダプタから外します。
ＡＣアダプタを再度コンセントに接続してＬＥＤが点灯すればＬＡＮケーブルかＰＣのＬＡＮインターフェースに問題
があります。ＰＣやＨＵＢなどのＬＡＮインターフェース側でＲＪ４５コネクタの７番と８番端子が短絡あるいはグラン
ド接続されていることがあります。ＰＣまたはＬＡＮインターフェースメーカにご確認ください。このような場合には市
販ＬＡＮケーブルの７番、８番端子への接続線をカットしてご使用ください。

ＬＥＤが点滅している場合
再度接続をチェックしてください。

もし、症状が改善されなければご購入店にご連絡ください。

４

（３） カメラの初期設定
カメラに電源が供給されますと前面の６個のＬＥＤが図のように点灯します。

①

②

③

④

⑤

⑤の状態になればカメラへのアクセスが可能です。ブラウザ（インターネットエクスプローラ）を起動し、カメラの
デフォルトアドレス（カメラ本体や外箱にラベル表記し
ています）を使って
http://１０．０．
http://１０．０．XXX
１０．０．XXX．
XXX．XXX
と入力してください。ブラウザ画面にカメラ画像が表示
されます。
ここまでの手続きでは、１台のＰＣでのみカメラ画像を
みることができます。複数のＰＣでカメラ画像を見るた
めにはカメラをネットワークに接続しなければなりませ
ん。
以下の手順を実施してください。
① http://10.0.X.X/ と入力した後で表示されたカメ
ラ画像の表示画面で「Ｍｅｎｕ」をクリックしてくださ
い。 「Current Image」 の画面が表示されます。
② 「Quick Install」 をクリックしてください。ユーザ名
とパスワードの入力画面が表示されます。
ユーザ名欄に
「admin」
admin」
パスワード欄に 「ｍｅｉｎｓｍ」 と入力し、
ENTER キ ー を 押 す と 、 「 M1 Quick Install
Introduction」 画面が現れますので、「＞」 をクリ
ックしてください。
③ 「M1 Quick Install Factory Reset」 画面では
「Use Current Configuration」 をクリックしてマ
ーキングした後、「＞」をクリックしてください。
④ 「M1 Quick Install Interface Selection」 画
面では以下の２種類を選択します。
■Ethernet for ＬＡＮ（to Local computers)
■ISDN Call-in（from your PC）
□ISDN Call-out（to your ISP）
Ethernet と ISDN Call-in を選択して「＞」を
クリックします。

５

⑤ 「M1 Quick Install Camera Name」 画面では
カメラの現時点での名前が表示されます。名前
を変更せずに「＞」をクリックします。
⑥

「 M1 Quick Install Ethernet Setup for
LAN」 画面でカメラのＩＰアドレスとネットマスク
を設定した後、「＞」をクリックします。

＜注意＞
ＩＰアドレスとネットマスクの設定値は実際に接
続しようとしているネットワークの管理者に問い
合わせてください。不用意に設定しますとカメラ
に接続できなくなるほか、ネットワークに接続し
ている他の機器に障害を与えることがありま
す。

⑦

「M1 Quick Install Gateway Setup」 画面で
はインターネット接続するためのゲートウェイ・コ
ンピュータのＩＰアドレスを設定します。他のネッ
トワークと接続しないのであれば設定しなくとも
かまいません。詳しくはネットワークの管理者に
お尋ねください。ＩＰアドレスを設定した（または
空欄にした）後、「＞」をクリックしてください。

⑧

「 M1 Quick Install ISDN Incoming Call
Setup」 画面ではカメラを ISDN 回線で接続する
ときに使用するログインネームとパスワードを設
定します。工場出荷時の設定値は次のとおりで
す。

Login name ： linux
Password
： tux
ログインネームやパスワードを変更したときは必
ず、忘れないようにメモしておいてください。変更
しなくても良い場合はそのまま「＞」をクリックして
ください。
⑨ 「M1 Quick Install DNS Setup」 画面では接続
しようとしているネットワークに対してネットワーク
の管理者がドメインネームを与えて運用している
場合に、ドメインネームを管理しているコンピュー
タのＩＰアドレスを指定します。詳しくはネットワー
クの管理者にお尋ねください。ドメインネームを使
用していない場合はＩＰアドレスを空欄にして「＞」
をクリックします。

６

⑩

「M1 Quick Install FTP Setup」 画面ではカメ
ラから画像データを特定のコンピュータに送信し
て保存しておきたいときに受信側コンピュータのＩ
Ｐアドレスを指定します。この場合、受信側のコン
ピュータはＦＴＰサーバとして動作するようあらかじ
め設定されていることが必要です。詳細はネット
ワークの管理者にお尋ねください。FTP サーバを
使用しなければ、すべて空欄にしたうえで「＞」を
クリックします。

⑪

「M1 Quick Install Store Configuration」 画面
ではこれまでに設定した内容が表示されています。
設定内容に誤りがあれば「＜」をクリックすると前画面に戻ることができますので、必要に応じて修正してくださ
い。内容に誤りがなければ「Store Configuration」 をクリックしてください。カメラ内部の不揮発性メモリに設定
値が保存されます。

⑫

「M1 Quick Install Reboot the Camera」 画面では変更後の設定値でカメラを動作させるために、カメラを
再起動させる「Reboot」ボタンがあります。「Reboot」をクリックして再起動してください。カメラは設定変更された
新しいＩＰアドレスで動作を開始します。

７

（４） ネットワークへの接続
カメラのＩＰアドレスが変更されたあとでは、ネットワークに接続して使用するために、カメラとＰＣをネットワークに
接続しなおす作業が必要です。
① 接続変更
図を参考にしてカメラとＰＣをネットワークに接続しなおします。
ネットワークアダプタに接続するＡＣアダプタとＬＡＮケーブルの位置が変わりますので注意してください。

カメラ本体

カメラの「10BaseT」 ソケットへ接続
付属の３ｍケーブル

ネットワークアダプタの「Ｃａｍｅｒａ」 ソケットへ接続
ネットワークアダプタの
「ＰＣ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケット
へ接続

ネットワークアダプタの「ＬＡＮ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケットへ接続
ＬＥＤ

スイッチングＨＵＢ
ＡＣアダプタ

ＬＡＮストレートケーブル
ＲＪ４５プラグ付（市販品）

ＰＣ

②

ＰＣのＩＰアドレス設定値を戻す
現在のＰＣに設定されているＩＰアドレスは［１０．０．０．１］、サブネットマスクは［２５５．０．０．０］なので、先にメ
モしておいた元の値に戻します。もとに戻す手順は「２．カメラの初期設定方法」の「ａ．ネットワーク・アドレスの
設定変更」を参考にして下さい。

③

ブラウザ（インターネット・エクスプローラ）の設定を戻す
プロキシサーバの使用に関する設定を元に戻します。もとに戻す手順は「２．カメラの初期設定方法」の「ｂ．ブラ
ウザ（インターネット・エクスプローラ）の設定」を参考にしてください.

８

（５） ＩＳＤＮへの接続
下図を参考にしてカメラをＩＳＤＮ回線に接続してください。

カメラ本体
カメラの「ISDN」 ソケットへ接続

付属の３ｍケーブル

DSU : Digital Service Unit
ISDN 回線設置時に必要

ネットワークアダプタの
「ＰＣ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケット
へ接続

DSU

S/T

ＬＥＤ

U

4 芯ｹｰﾌﾞﾙ
ＡＣアダプタ

ＬＡＮストレートケーブル

ＩＳＤＮ回線

ＲＪ４５プラグ付（市販品）

4 芯ｹｰﾌﾞﾙ
ＰＣ

TA

接続並びに操作方法はＰＣおよびターミナルアダプタ各メーカーの
取り扱い説明書を参考にしてください

ＰＣからカメラに接続する手順は以下のとおりです。
①

ＰＣからカメラに対してダイヤルアップ接続する。

②

ログイン名、パスワードが一致すると接続されます。

③

ブラウザを起動して、カメラのＩＰアドレスを指定する

カメラとの接続を切断する手順はつぎのとおりです。
①

ブラウザを終了する

② ダイヤルアップ接続を切断する

９

３. ＩＰアドレスを忘れたとき
もしもカメラに設定していたＩＰアドレスを忘れてしまった場合、以下の手順で工場出荷状態の設定値に戻すことができま
す。この場合はカメラを一旦リセットしてしまいますので、ＩＰアドレス以外に設定した値も消えてしまいますので、「２．カメ
ラの初期設定方法」に戻って、最初から設定作業をやり直してください。
（１） カメラの操作方法
図のように接続しカメラ前面の押しボタンスイッチを LED の表示パターンに合わせて押してください。

操作する
スイッチ

カメラ本体

①電源オン

LED
カメラの「10BaseT」
ソケットへ接続

②スイッチ オン
LED
点灯順

付属の３ｍケーブル

ネットワークアダプタの
「ＰＣ/Ｐｏｗｅｒ」 ソケット
へ接続

押し続ける

ＬＥＤ

③スイッチオフ

ＡＣアダプタ

４. 注意していただきたいこと
（１）

ケーブル接続上の注意
ＭＯＢＯＴＩＸカメラはＬＡＮケーブル（Ｃａｔ．５ ８芯）用ＲＪ４５コネクタの８番、７番端子を利用してカメラに電源を
供給しています。７番、８番端子はＣａｔ．５ケーブルでは未定義であり、何もつながっていないのですが、機器
によっては別利用されていたりグランドに接続されているものもあるようです。ＰＣ、ハブ、ルータなどをＬＡＮケ
ーブルでネットワークアダプタに接続した時、ネットワークアダプタのＬＥＤが消えてしまう場合には上記のケー
スが考えられますので、メーカーにお尋ねください。このような場合には、７番、８番端子への接続線をカットし
たＬＡＮケーブルを使用してネットワークアダプタと機器とを接続してください。

７ピン、８ピンへの接続線をカットします

1

（２） アドレス設定時の注意

→

８

1

→

８

カメラにＩＰアドレスを設定するときは、同じネットワークに接続している他の機器のＩＰアドレスと同じＩＰアドレス
でないことを確認しておかなければなりません。同じＩＰアドレスを使用してしまいますと、ネットワークそのもの
に思わぬ障害を引き起こすことがあります。ネットワークの管理者に使用しても良いアドレスを確認してくださ
い。
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（３） パスワード管理上の注意
ＭＯＢＯＴＩＸカメラにはユーザを限定するためのログイン名とパスワードを設定することができます。他からの
侵入でログイン名やパスワードを変更されてしまうと接続できなくなりますので、工場出荷時の名前「ａｄｍｉｎ」と
パスワード「ｍｅｉｎｓｍ」は変更してください。ＭＯＢＯＴＩＸカメラへのログイン名とパスワードは暗号化されてカメ
ラに記憶され、管理者（Ａｄｍｉｎ）画面で変更しない限り変わることはありませんので、必ずメモして厳重に保管
してください。
（４） プログラム更新時の注意
ソフトウェアのバージョンアップ時や新しく開発されたソフトウェアを利用する場合、ＭＯＢＯＴＩＸカメラには、自
分のコンピュータからネットワーク経由でソフトウェアを転送することができます。プログラム更新作業中には以
下のことを必ず守ってください。
①
②

プログラム転送中はカメラやネットワークの電源を切らないこと
コンピュータのブラウザ画面を閉じてカメラとの接続をきらないこと

プログラム更新中に①②またはそれに類似する事故が生じますと、カメラの機能が失われ、以後使用できななります。

（５） ＩＳＤＮ回線接続上の注意
ＩＳＤＮ回線にカメラを使用される場合は、できるだけ他の機器との混用を避け、本書「２．－（５）ＩＳＤＮへの接
続」 で図示していますように、ＤＳＵを利用していただくようお勧めします。市販のターミナルアダプタ（ＴＡ）や
ルータを利用してすでにネットワークを構成されている場合にはＴＡやルータの S/T インターフェースを使用す
るよりも、カメラを１０ＢａｓｅＴ接続でお使いいただくことをお勧めします。
（６） Ｄsub（9 ﾋﾟﾝ）コネクタ・デジタル入出力信号の使い方
デジタル入力信号１点、デジタル出力信号１点があります。コネクタの信号－ピン配置と接続例を図に示します。
デジタル出力端子（１ピン/オープンコレクタ出力）に流れ込む電流値は５０ｍＡ以下に制限してください、さもな
いと故障原因になります。デジタル入力端子は９ピンがグランド（５ピン）に接続されるとオンになります。開放
（＞５Ｖ）されるとオフになります。９ピンへの最大入力電圧は＋２４Ｖです。
最大電流ＤＣ５０ｍＡ

外部直流電源
（ＤＣ１２Ｖまたは

ＯＵＴ
１
外部リレー

６

２

３
７

ＧＮＤ
５

４
８

９
ＩＮ

（ＤＣ１２ＶまたはＤＣ２４Ｖ用）
ドアスイッチなど

Ｄsub（９ピン）コネクタ

５． 関連サイト
ＭＯＢＯＴＩＸ社

http://www.mobotix.com

ニチゾウ電子制御㈱

http://www.ndssf.co.jp

お問い合わせ Ｅ-ｍａｉｌ

ｉｎｆｏ．ｃａｍ＠ｎｄｓｓｆ．ｃｏ．ｊｐ
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ＤＣ２４Ｖ）

