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最新テクノロジー
このたびは MOBOTIX カメラをご採用頂き有難うございます。この革新的な製品は全ての主要部品に最新
の技術が採用されております。
・
・
・
・
・

最新の HPTM デジタル・イメージセンサ（カラー640x480 画素 CMOS）
最新の INTELTM CPU、235 Mips（Strongarm SA 1110）
最新 OS によるインターネット接続（LINUXTM）
Web ブラウザー技術を応用した最新ソフトウェア・インターフェース
徹底したデジタル化、ソフトウェア指向設計

通常はお客様が直接関心を持つ部分ではありませんが、これらの部品は将来を見据えた設計に基づいて
おり、新規ニーズにも簡単に対応でき、長期にわたる使用を可能にします。

先進的な設計
MOBOTIX カメラには、最新の設計を採用しており、標準仕様の中にも画期的な機能が詰まっています。
・
・
・
・
・
・

デジタル画像処理技術採用によるすばらしい高画質
停電時にも一定時間毎、或いはイベント発生時に画像を一時保存、バックアップ
一定時間毎、或いはイベント発生時に E メール発信、或いは FTP によるホームページ更新
壁掛け用ブラケット付き屋外耐候設計
低電力設計及びネットワークケーブルからの電力供給
レンズは工場調整済みのため、据付コスト・維持コストが低減

将来のニーズにも柔軟に対応
MOBOTIX カメラではビデオ信号、ビデオ・デジタイザー、ハードウェア圧縮などは使っておらず、その柔軟な
設計思想によりどんな画像フォーマット、圧縮技術にも対応可能です。全ての部分がソフトウェアで構成され
ており、さらにハードウェアの多くもプログラム可能なロジックアレーで構成されています。

Web ブラウザー技術
MOBOTIX カメラには Web ブラウザー技術のみを採用しており、ご使用のコンピュータにソフトウェアを追加
する必要はありません。従ってブラウザーが使用できるコンピュータや装置（PDA）、オペレーティング・シス
テムは全て MOBOTIX カメラの映像にアクセスが可能です。また MOBOTIX カメラのソフトウェアは 100％日
常使用されているブラウザーから書換えが可能であり、特別なユーティリティソフトウェアを使用する必要も
ありません。

標準画像フォーマット
インターネット上での標準画像フォーマットは JPEG（*.jpg）となっています。この画像圧縮技術に着目し、プ
ラグインなどを用いずに実用化することを第一に考えたのはこのためです。この事により第三者供給のプラ
グインやソフトウェアのバージョンの違いによる不安定性、互換性の問題などを回避する事が出来ます。

将来の目標
MOBOTIX では常に最新のハードウェア技術を提供する事と合わせて画像処理技術に注力してゆきます。
・
・
・
・

モーション検知
物体追跡
ステレオカメラを使用した距離測定
カメラ制御及び録画システム
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1

クイックスタート

1.1

ソフトウェア環境
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MOBOTIX カメラは TCP/IP プロトコルを用いてパソコンとの間で通信を行なうネット
ワーク機器です。標準的なブラウザー以外には特にソフトウェアを必要としません。
また、パソコンに装備されているインターフェースの種類（イーサネット、モデム、
ISDN 等）は Web ブラウザーの動作には関係がありません。

ネットワーク技術者の方はここ
からお読みください。そうでな
い方は、第３章から始めてくだ
さい

カメラを使い生の画像を見る最も簡単な方法は Netscape Communicator の「サー
バー・プッシュ」技術を使うもので、これは一般的なプラットフォーム上で（Windows、
Macintosh 、 Linux ） 使 用 可 能 で す 。 マ イ ク ロ ソ フ ト の Explorer で は こ の 機 能 は
Macintosh でしか使う事が出来ません。このような制約はありますが、Javascript を
使用する設定をすれば Explorer を使う事も可能です。

1.2

接続方法

カメラをセットアップするには通常はネットワーク接続をします。パッチケーブル（1 対
1）を使いカメラをスイッチ又はハブに接続してください。「10BaseT
10BaseT」と表示した端子
10BaseT
（右側）がカメラの首の部分に設けてあります。
MOBOTIX の電源ユニットには RJ-45 コネクターを使用しており、カメラのどの端子
にも接続が可能です。MOBOTIX 電源アダプターを使用すればネットワークケーブル
を使用して電源供給をする事も出来ます。

注意：

使用のコンピュータのネットワークカードにカメラを直接接続するにはスイッチやハ
ブを使わずにクロスオーバー・ケーブルをご使用ください。

1.3

ネットワーク接続

カメラをネットワーク上で使用するためにはカメラ独自の TCP/IP 番号を設定する必
要があります。出荷時の IP アドレス及びネットマスク設定は次のようになっています。
●
●

TCP/IP
： 10.ｘ
10.ｘ.ｘ.ｘ（例：10.0.39.16－番号はラベル上に記載）
ネットマスク ： 255.0.0.0

もし出荷時の番号が使用されるネットワーク上で問題なければ設定完了であり、ブ
ラウザーで「http://10.x.x.x
http://10.x.x.x」とタイプする事によりカメラにアクセスする事が出来ます。
http://10.x.x.x
カメラのメインメニューが表示されます。

5

もし BootP/DHCP 機能が使用
可能であればカメラは自動的
に出荷時の TCP/IP 番号を上書
きします

ブラウザーを「ダイレクトモー
ド 」 及 び 「 Proxy を 使 用 し な
い」モードに設定する

MOBOTIXMOBOTIX-M1M カメラ取扱説明書

1.4
リセット 2 秒間
ハードウェア・テスト

起動手順

カメラの起動は 4 段階に分けて行なわれ、約 15 秒ほどで完了します。起動の各段階
はそれぞれ異なる LED で表示されます。
●

ハードウェア確認：カメラの電源をオンにして
2 秒後から約 5 秒間にわたり全ての
ハードウェア確認
LED が点灯します。この間にローダーがハードウェアの確認を行ないます。同時
にシリアルインターフェース上で専用の MOBOTIX データフォーマットを用いた更
新ファイルを探し、外部プログラムの起動や更新ファイルをカメラの恒久メモリ（フ
ラッシュ EPROM）上に読み込みます。

●

OS の解凍：この段階ではフラッシュメモリに圧縮保存されている
OS がローダー
の解凍
によってシステムメモリへ読み込まれ解凍されます。この間シリアル端子のすぐ上
にある LED が 1 個だけ約 3 秒間点灯します。この段階では前面ボタンは特殊な
働きをします（2.3 参照）。

●

OS の起動：RAM
ディスクを解凍し LINUX オペレーティング・システムがシステム
の起動
の初期設定を行なうのに約 2 秒を要します。

●

アプリケーションの起動：画像
LED が 1 個又は 2 個短い間隔で点滅を繰り返して
アプリケーションの起動
いればアプリケーション・ソフトウェアが起動した事を示し、Web ブラウザーからカ
メラにアクセスする事が出来ます。LED 機能の詳細については 3.3 節を参照のこ
と。

OS の解凍

OS の起動

起動完了（点滅）

1.5
出荷時の設定はゲスト・パスワ
ードなし

第１．６版
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ゲスト画面（初期画面）

Web ブラウザーを起動した後「http://10.x.x.
http://10.x.x.x
10.x.x.x」とい
http://10.x.x.x」とタイプしてください。但し「10.x.x.x
10.x.x.x
うのは製品ラベル上に表示されている TCP/IP 番号です。
ゲスト画面とその中に現在のカメラ画像が表示されます。
もしゲスト・パスワードが設定されている場合には（2.4 参
照）パスワードを入力しないと画像が表示されません。ま
た Javascript を使用する設定になっていれば画像は自動
的に更新されます。ゲスト画面上での画像リフレッシュレ
ートは最高 2 フレーム／秒まで調節可能です。この制約
を設けることにより同時に数多くのゲストを受け入れること
を可能にしています。画面上の Menu リンクをクリックする
とカメラのメインメニュー
メインメニューが表示されます。ユーザー・パス
メインメニュー
ワードが設定されている場合には（2.4 参照）画像が表示
される前にパスワードを要求されます。カメラ制御用のメイ
ンメニューは以下のようになっています。

http://10.x.x.x/control/userimage.html

●
●
●
●

Image_Control（画像制御）：カメラ選択、画像サイズ、画像品質、明度など。
Image_Control
Exposure_Control（露光制御）：露光時間、露光プログラム、感度などの設定。
Exposure_Control
Event_Control（イベント制御）：イベントの設定、モーションセンサ設定画面
Event_Control
対応策など。
Admin（管理画面）：ネットワーク及び
ISDN パラメータ、FTP、E メールなどの設定、及びソ
Admin
フトウェア更新。

カメラ設定やパラメータを変更するためには左側のメニューバー上のリンクをクリックし
て管理画面
管理画面を呼び出します。この時ダイアログ・ボックスが表示されユーザー名、パス
管理画面
ワードを要求します。出荷時の設定は次の通りです。
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●
●

1.6

Name（ユーザー名）
Name（ユーザー名）
Password（パスワード）
Password（パスワード）

第１．６版
１．６版

： admin
： meinsm

モーション・イベント設定による画像キャプチャー
モーション・イベント設定による画像キャプチャー

メインメニュー・バーのリンクをクリックし Event Control（イベント制御）画面に移動し
ます。「Video
Video Motion Window（ビデオモーション領域）
Window（ビデオモーション領域）」のチェックボックスをオンにし
（ビデオモーション領域）
てこの機能を選択します。最後に「Save to Config-File（設定ファイルへ保存）」と表
示されたボタンをクリックすれば画像の中心に点線で囲まれた長方形が表示されま
す。

イベント画面を保存するには
バックアップ機能を常時オン
にする

画像の下端には文字によるショートカットが表示
され、現在設定されているイベントや対応策を示
しています。使用中のビデオ・モーション・オプシ
ョン設定は「VM
VM」という白の
2 文字で表示されま
VM
す。黄色の「 ST」は
Store Option の略で内蔵
ST
RAM への保存が選択されていることを示します。
詳細については「イベント制御」の章を参照してく
ださい。
破線で表示した長方形エリア内を物体が通過す
ることをイベントと呼び、その都度画像がキャプ
チャーされます。イベント発生の累計数はイベン
ト状況表示ラインの左側に表示されます。あるイ
ベントが発生した場合、そこから一定時間（イベ
ント間隔と呼ぶ）カウントダウンを行いこれが右側に表示されます。キャプチャー
された画像を見るにはメインメニュー・バーから Event Viewer（イベント表示画
Viewer
面）のリンクをクリックします。
上の画面は二つのカメラを使い望遠レンズの画像を左、広角レンズの画像を右に
配置した場合のイベント画像の例です。現在起こりつつあるイベントである事を表示
するためにビデオモーション領域が強調されています。複数のモーション領域を定
義し、それぞれの位置、サイズ、感度をイベント制御メニューで設定する事が可能で
す。

1.7

画像クリップの録画

ブラウザー（Explorer、Netscape）のメモリを使用して一時的に連続した画像を録画し、
それをビデオクリップのようにスピードを変えて再生する事が可能です。このレコー
ダーのメニューを呼び出すには PC_Recorder（PC
レコーダー）リンクをクリックします。
PC_Recorder
まず録画間隔を選択した後（2 フレーム／秒で試してみてください）「Start Recording
（録画開始）」ボタンをクリックします。表示ウィンドウでは現在の画像を見る事が出
来ます。Stop ボタンが押されるまでの間、各画像はイメージバッファの中にひとまと
めにして保存されます。録画終了後、再生スピード（Playing frame rate）を選択し
Play ボタンをクリックすれば録画されたクリップが再生されます。
このレコーダーのページを閉じたり他のページに移動したりすると録画された画像
は失われます。現時点ではクリップの画像全てをまとめて保存する方法はありませ
ん。

7

多元モーション画面

ブラウザーの設定で一時保存
ファイルのバージョン確認を
「ページを表示するごとに確
認」に設定する

ブラウザー設定を「Javascript
を使用」にする
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この章はネットワーク技術者向
けのものです。それ以外の方は
弟３章から始めてください

2

セットアップに関するトラブルシューティング

2.1

TCP/IP 番号の変更
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もし出荷時設定の TCP/IP 番号がご使用のネットワークで使用不可の場合には番号
の変更を行なう必要があります。カメラの設定は Web ブラウザーから行なうので、いず
れにしても、まずカメラにアクセスする必要があります。
アクセス方法はいくつかあります。
PC の TCP/IP 番号はカメラと同
じであってはならない

カメラのリセット中に右のボタ
ンを押すことで出荷時 TCP/IP 番
号で起動させることができる

●

●

●

一 時 的 に 自 分 の コ ン ピ ュ ー タ の TCP/IP 番 号 を 「 10.0.0.1 」 、 ネ ッ ト マ ス ク を
「255.0.0.0
255.0.0.0」に変更する。
255.0.0.0
この作業は自分のコンピュータの「TCP/IP のプロパティ」ダイアログボックスで行
なう。PC とカメラの接続は直接クロスオーバー・ケーブルで行なう事に注意。
自分のコンピュータの「TCP/IP のアドバンスド・プロパティ」ダイアログボックスで
追加の TCP/IP 番号を設定する（マルチホーミング）。
（例：10.0.0.1
10.0.0.1、255.0.0.0
10.0.0.1 255.0.0.0）
255.0.0.0
カメラと PC をヌルモデムケーブルで接続し、カメラ起動時の「リセット～OS の解
凍」期間中に ISDN 端子の上の（左側）ボタンを約 5 秒間押し続ける（この機能は
現時点では使用不可）。115K ボーで接続が確立されます。

ここでブラウザーを起動し出荷時の TCP/IP 番号（10.x.x.x
10.x.x.x）を入力してカメラの
10.x.x.x
メインメニューを呼び出す。
注意：
注意 イーサネットメニューに入る都度、画面上にはファイルのパラメータではなく、使用中の
環境設定だけが表示されます。新しい環境設定をセットアップし、設定ファイルに保存し
た後、イーサネットメニューに再度入ると、現在の状態が表示されますが、再起動後は
新しいセットアップが使用されます。設定ファイルのイーサネットセクションを見ることで、
新しい環境設定を確認することができます。

2.2
ネットワーク管理者と MAC アドレ
スが必要

MAC アドレスは世界にひとつだ
けの機器番号

BootP/DHCP

サーバー管理型のネットワークでは「BootP」或いは「DHCP」と呼ばれるサービスが提
供されている場合があります。これらのサービスでは起動時に自動的にカメラに
TCP/IP 番号を割り当てる事になります。
このようなサービスを実行する場合の詳細についてはネットワーク管理者と連絡を取っ
てください。その場合、管理者側でカメラの MAC アドレスが必要となります。MAC アド
レスは「00
00：
6 つの 16 進数で構成され
00：03：
03：C5：
C5：xx：
xx：xx：
xx：xx」のようにコロンで区切られた
xx
ており、ここで最初の 3 つ「00
00：
MOBOTIX を意味する製造者番号です。
00：03：
03：C5」は
C5

8
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MAC 番号の後ろ 3 つのバイトは、出荷時 TCP/IP 番号の頭の「10
10」に続く
3 つの番
10
号 を 生 成 す る た め の も の で す （ 10 進 数 に 変 換 す る ） 。 （ 例 ： TCP/IP 番 号
「10.x
10.xd.y
00：
yh：zzh」）
10.x yd.zzd」→MAC アドレス「00
00：03：
03：c5：
c5：xh：y

2.3

設定した TCP/IP 番号が分からない時

もし TCP/IP 番号を変更した後でその番号が分からなくなった場合には、カメラを一
時的に出荷時の IP 番号・パラメータを使用して起動する事が出来ます。カメラ起動
時の「リセット～OS の解凍」段階でイーサネット端子の上にあるボタン（右側）を約 5
秒間押し続けてください。

この場合、出荷時設定の番号は
起動した後に使用可能となるの
で、それを使い管理画面で
TCP/IP 番号を必要に応じて変更
すること

10.x.x.x
.x）を入力し
その後ブラウザーを起動し、ラベル上の出荷時の TCP/IP 番号（10.x.x
10.x.x
.x
てカメラのメインメニューを呼び出します。出荷時設定では ISDN が有効になってい
るため、ISDN 通話で MSN 使用によりカメラを呼び出すことが出来るはずです。

自分の PC のネットワーク設定を
10.0.0.0 にするのを忘れないこ
と

この起動方法ではパスワードを除く
パスワードを除く全てのパラメータが出荷時設定
出荷時設定に戻されます。
パスワードを除く
出荷時設定
つまり、起動後カメラにアクセスするためにはパスワードを知っている必要がありま
す。

パスワードは有効のまま

9
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警告： 起動した時点で設定パラメータの保存を行なうと全てのパラメータが出荷時設定に置
き換わります。つまり、イベントや画像設定が失われるということです。これらの設定
を残すためには、まず管理画面に行きフラッシュメモリに保存されている「画像及び
を残すた めには、まず管理画面に行きフラッシュメモリに保存されている「画像及び
制御グループ」の（旧）設定を復活（Restore
制御グループ」の（旧）設定を復活（ Restore）させます。その後新しくマージされた設
Restore）させます。その後新しくマージされた設
定ファイルをフラッシュメモリに保存します。
出荷時設定：
・管理者：「meinsm」
・ユーザー：「meinsm」
・ゲスト：無し

2.4

パスワード

MOBOTIX カメラでは 3 段階のパスワードを使用可能です。
●

管理者：管理メニュー
管理者 管理メニューにアクセスし、ハードウェア設定、通信インターフェース、
管理メニュー
FTP や E メールのアドレス、スケジュール作業などを定義する。

●

ユーザー：メインメニュー
ユーザー メインメニューにアクセスし、露光、画像、イベント設定を行なう。
メインメニュー

●

ゲスト：アクセスはゲスト画面に限られ、画像更新レートも最高
2 フレーム／秒ま
スト
で。

ユーザーやゲストに対しては複数の異なるパスワードを割り当てる事が出来ます。
パスワードは再起動した後に有
効となる

警告：管理者パスワードを紛失した場合にはカメラにアクセスする特別な手順はありません。
カメラ設定を無効にする唯一の手段はリセット段階でシリアルアップデート手法による
出荷時設定ファイルの再インストールだけとなります。カメラのセキュリティ保証のため
このファイルには MOBOTIX によって暗号が書き込まれており、それがカメラの製造番
号とマッチする必要があります。
号とマッチする必要があります 。

2.5

ダイヤルアウトを選択してい
るときはローカルゲートウェ
イにはアクセスできません

ISDN およびイーサネット・ゲートウェイの制限

ISDN インターフェースでダイヤルアウトし直接インターネットにアクセスしたい場合、イ
ーサネットメニューのゲートウェイは"0.0.0.0.
0.0.0.0."と設定する必要があります。ISDN
でダイ
0.0.0.0.
ヤルアウト中は（12.9 参照）、ご使用のインターネット・プロバイダから提供される実際
のゲートウェイ番号を受け入れる必要があります。
ゲートウェイパラメーターは ISDN でダイヤルアウトすることにより使用されるのでロー
カル・イーサネット・ネットワーク内のローカルゲートウェイにアクセスすることができま
せん。将来ヴァージョンではこの部分を変更するつもりです。
カメラにダイヤルインだけする場合は、ISDN に対してイーサネットメニュー内部のゲー
トウェイパラメーターは使用されませんので、この場合はローカルゲートウェイ、または
ルーターにアクセスすることができます。

10

MOBOTIXMOBOTIX-M1M カメラ取扱説明書

2.6

第１．６版
１．６版

ホームページの更新

インターネット上のサーバーのホームページを更新したい場合は、サーバへの接続
を確認しなくてはいけません。
次の通り３通りの環境設定方法があります。
●

ISDN－ダイヤルアウト
ISDN－ダイヤルアウト：
－ダイヤルアウト：
カメラはインターネットへ接続するのに、内部の ISDN インターフェースを使用し
ます（12.9 参照）この場合は、次の通り２通りのユーザー環境設定とパスワード
が必要になります。
1.

2.

●

インターネットアクセス環境設定（呼び出し番号、ログイン名、パスワード）
インターネットアクセス環境設定
は"Outgoing Calls"時（インターネット接続時）にはカメラの ISDN メニューに
設定される必要があります。
サーバーアクセス環境設定（サーバー名、またはサーバーTCP/IP
番号、
サーバーアクセス環境設定
ユーザー名、パスワード）は、カメラの FTP メニューに設定される必要があ
ります。

ネームサーバーの設定を
忘れないように

ルータ経由（Gateway
ルータ経由（Gateway、
Gateway、Firewall）：
Firewall）：
カメラは、インターネットへのルータを経由し、ネットワークを通じてインターネット
にアクセスします．ルータは接続（ADSL/DSL/ISDN）を確立し通信データをイン
ターネットデータに変換します。この環境設定において、ルータの TCP/IP アドレ
スはカメラのイーサネット設定内でゲートウェイアドレスとして使用されます。
ネットワークを保護するためにファイヤーウォールコンピューターを使用する場
合は、これが共通環境設定にもなります。この場合、ファイヤーウォールはイン
ターネットへのルータ、ゲートウェイ、およびネームサーバーの働きをします。そ
のため、通常、そのアドレスはカメラのイーサネット設定内のゲートウェイおよび
ネームサーバアドレスとして使用されます。

●

ファイヤーウォールはゲートウ
ェイの働きをします。また、時
にはネームサーバーの働きもし
ます。

PC 経由：カメラはインターネットへのゲートウェイとしてローカルネットワーク内
経由
部の PC を使います。

注意：
注意

ゲートウェイとして Windows2000 TMPC を使う場合、使用できるカメラのアドレスは
192.168.0.2 から 192.168.0.254 までとなります。この場合の、カメラのイーサネット
セッティングは下記の通りです。

IP アドレスカメラ：
Gateway：
Broadcast：
Netmask：
Nameserver：

192.168.0.ｘ
192.168.0.ｘ （ｘ＝2…254）
192.168.0.1 （PC のアドレス）
192.168.0.255
255.255.255.0
ご使用のプロバイダーの TCP/IP アドレス
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MOBOTIX カメラは 2 つのセンサーからの画像を最
大毎秒 15 枚のフレームレートでデジタル化します。
そしてデータサイズを小さくするため画像を圧縮し
た後 TCP/IP 接続を通じてユーザーの Web ブラウ
ザーに送られます。Internet Explorer や Netscape
Navigator などの標準的なブラウザーを利用する事
でカメラ用の専用ソフトウェアのインストールを不要
にしました。従ってブラウザーを稼働させる事が出
来、TCP/IP プロトコルを使用する機器であれば
どんなものでもカメラにアクセス可能ということになります。
インテル社製の高性能 CPU（StrongArm 1110）がすべての仕事を受け持ちます。その
235Mips という処理速度は 400MHz Pentium III プロセッサーの約 4 分の 1 にあたりま
す。この高い処理能力が画像の前処理、画質向上、圧縮処理をカメラ内部で行なう事
を可能にし、高画質画像を提供します。
ユーザーは 3 つの内蔵インターフェースを通じて以下の方法でカメラにアクセスする事
が可能です。
●
●
●

ブラウザー、インターネットを
通じて 100％プログラム変更可
能

イーサネット：LAN
で用いられる標準的インターフェース。接続には 10Base-T や
イーサネット
RJ-45 端子が用いられる。
ISDN：欧州、日本におけるデジタル電話回線規格でありこれにも
RJ-45 端子が
ISDN
使用される。
RS9
RS-232：アナログモデムやその他の制御機器用のシリアルインターフェースで
232
ピンのコネクター（オス）を使用。

カメラは省電力設計となっており、消費電力は 1.5～2.5 ワットと非常に少なくなってい
ます。このため ISDN 回線の家庭側インターフェースを（ドイツでは NTBA）電源回路に
接続する事により、ISDN データ回線（ファントム給電）を利用してカメラに電力供給をす
る事も可能です。（日本では使用できません）
画像のデジタル化、圧縮、および伝送はすべてソフトウェアによって実現しているため、
将来の新規ニーズに対しても機器に新しいソフトウェアを導入する事で対応でき柔軟
性に富んだシステムとなっています。

3.2

ソフトウェア構成概要

ユーザーの観点から見た場合、カメラのソフトウェアは 5 つのモジュールから構成され
ています。
●
●
●
●

管理画面：カメラのハードウェア設定やインターフェース・パラメータ、パスワード、
管理画面
FTP、E メール、スケジュール作業などの設定、およびソフトウェア更新など。
画像制御：カメラ及び画像サイズ選択、明度、彩度、JPEG
品質、画像テクスチャ
画像制御
ーなどの画像処理パラメータ設定。
露光制御：露光時間、露光範囲、平均明度、画像センサーの感度など、カメラの
露光制御
自動露光機能の設定。
イベント制御：周囲で発生するイベントを検知した時のカメラの動作の設定。画像
イベント制御
保存に結びつくイベントおよび画像バッファの定義。
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イベント表示画面：イベント発生により保存された画像の表示。
イベント表示画面
PC レコーダー：一連の画像を記録し画像クリップとして再生。
レコーダー

LED

LED

カメラにはシステム状態を表示するための 6 個の LED がついています。
これらの LED はソフトウェアによりプログラム可能であり、ユーザー設定のイベント
発生を表示するために使用することも可能です。またカメラの管理者であればすべ
ての LED をオフにする事も可能です。

イベントというのは、特定の
行動を引起す条件のこと
（イベント制御の項参照）

各 LED には 4 つの状態があります。
● オフ
●

フラッシュ：一定間隔で瞬間的に点灯
フラッシュ

●

点滅：等間隔でオン、オフを繰り返す。
点滅

●

オン：常時点灯、多少の明滅は起こり得る。
オン

●

逆フラッシュ：点灯しているが瞬間的にオフになる。
逆フラッシュ
出荷時の設定では各 LED の状態
表示は写真のようになる

それぞれの LED を駆動する信号源は管理画面
管理画面から設定する事が出来る。
管理画面
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

オン：LED
は常に点灯。
オン
オフ：LED
による信号表示は行なわない。
オフ
System（システム）：上の写真のように個々の
LED は特定のシステム状態を
System
表す。
Event（イベント）：ユーザー設定により特定のイベントを表す。
Event
PIR：カメラの赤外線受動センサーによって
3 秒間点灯。
PIR
Signal Output（信号出力）：切替スイッチがオンされ信号出力が有効（低）の時
Output
に LED 点灯。
Right/Left Key（左右ボタン）：カメラ前面のスイッチにより
LED 操作。
Key
Signal Input（信号入力）：信号入力が有効な時（低、スイッチ・オン）LED
Input
点灯。
Microphone（マイク）：大きな音を検知した時に
3 秒間点灯。（オーディオカメラ
Microphone
のみ）
Remote Control（遠隔操作）：遠隔操作機器を検知した時
3 秒間点灯。
Control

13
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LED のシステム状態表示の詳細は以下の通り。
●

●

●

一本の ISDN 回線にいくつかの電
話番号を付与する事が出来、こ
れを MSN と呼んでいます
訳者注：
NTT では「i－ナンバー」と呼ん
でいる

●

Power LED（電源オン・オフ表示）：
LED
一番上の LED はカメラの動作を示す。この LED が点滅状態であれば内部バッテ
リーから電源供給されていることを示す。（バッテリーバックアップはオプション）
Ethernet（イーサネット）：
Ethernet
イーサネット端子すぐ上の LED がフラッシュしている時は LAN 接続が確立してい
る事を示す。カメラとのデータパッケージのやり取りが行なわれる都度 LED は 1
秒間点灯する。つまり、連続するデータが LAN を通じて送られている間は LED は
点灯したままとなる。
ISDN：
ISDN
ISDN 端子のすぐ上の LED がフラッシュしている時は ISDN 電話回線に接続され
ていることを示す。このことは ISDN バス（S0）が接続されており、回線上で制御デ
ータにアクセス可能な事を意味している。
ISDN 回線を通じて通話を受信した場合には LED はオンになり、通話終了までオ
ン状態が続く。通話がデータでなく音声であった場合、MSN がカメラのものと異な
る場合、或いはパスワードが間違っている場合なども含め、すべての通話により
LED が点灯する。前述のようなケースでは短い時間（0.2～2 秒）が経過した後に
LED がオフとなる。このことにより音声通話を使って手軽に ISDN 回線のテストを
行なう事が出来る。
Modem/Serial（モデム・シリアル端末）：
Modem/Serial
RS-232 端子の上にある LED がフラッシュしている時はシリアルインターフェース
接続が確立している事を示す。つまりシリアル端子のハードウェア・ハンドシェイク
回線（DSR、6 番ピン）で信号のやり取りが存在する事を意味している。カメラとの
間でデータのやり取りが行なわれた場合には LED は常に 1 秒間点灯する。つま
り、連続するデータがシリアル端子を通じて送られている間は LED は点灯したま
まとなる。

●

Right Camera（右カメラ～カメラ側から見て）：
Camera
この LED は標準のカメラ画像がデジタル化される都度、短い時間点灯する。15Hz
というフレームレートの関係で LED のフラッシュは非常に高速で起こる事になる。
露光時間が 50ms を超えた時にはフラッシュ回数は減少し、露光時間を示すこと
になる。

●

Left Camera（左カメラ）：
Camera
この LED は拡張カメラの画像がデジタル化される都度、短い時間点灯する。

●

Event Detection（イベント検知）：
Detection
イベントが検知された場合、イベント間隔が経過しカメラが次のイベントを検知する
用意が出来るまでの間 2 つのカメラ LED が点滅します。

イベント検知の場合に LED をすべて点灯させたい時には「信号出力」モードを選択しま
す。その上でイベントメニューから「Signal
Signal Out（信号出力）」を有効にします。（3.5
及び
Out
5.4 参照）
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入力信号

入力信号はカメラの DB9 シリアル端子の 9 番ピンで読み込まれます。この入力は
信号レベルが低い時にオンとなり、単純に 5 番ピン（アース）に短絡させるだけで動
作させる事が可能です。従って外部電源は必要ではありませんが接続しても問題は
ありません。イベント制御メニューを使い 9 番ピンが接地されたときにイベント発生と
とるか、或いは 9 番ピンが開放された時にするかを設定します。
カメラに設置の DB-9 オス端子
の外観

9 番ピンと 5 番ピン（アース）との間に簡単なスイッチを接続するだけで準備完了で
す。例えば自宅の窓やドアなどの監視をしたい時には、接点を直列に接続してゆき
両端をそれぞれ入力端子とアースに結線すればよい事になります。
管理画面から入力信号の状態を LED で表示するように（接地したときに LED 点灯）
設定する事ができます。
3.5

簡単なスイッチを使った警報回路

出力信号

カメラの出力（1 番ピン）は管理画面の LED メニューを使い設定を行ないます。出力
端子はオン、オフ
オン、オフ、及びイベント
イベントによる信号出力（第
5 章、イベント制御参照）の 3 通
オン、オフ
イベント
りの設定が可能です。
●

●
●

オン：シリアル端子
オン
DB9 の 1 番ピンをアース（5 番ピン）と接続します。この出力
は逆極性及び過電圧（±48V）に対して保護されており、最大 50mA まで電流
を流す事が出来ます。これにより 0.5 ワットまでの 12V リレー（24V リレーの場
合 1 ワットまで）を動作させる事が可能です。
オフ：信号出力は開放（3V3
で 100kΩ）。
オフ
イベント：出力はイベント発生時のカメラ動作の一環として制御。
イベント

LED メニューから出力信号を
有効にすること

出力信号の状態についても LED をプログラムして表示する事が可能です。出力端
子の短絡を検知するために 1 番ピンの出力信号は本体により監視されています。こ
のため、LED が点灯するのはこのピンの電圧レベルが下がり、なおかつ電流が
50mA 以下の場合に限ります。それ以外のケースでは電圧を上昇させ（3.3V 以上）
LED はオフになります。
3.6

温度センサー（バージョン
1.7）
温度センサー

カメラは内部及び外部温度センサー（外部センサーはオプション）の読みをデジタル
化し、1 時間毎に 4 日間分の記録を残します。現在の温度は管理画面の LED メニ
ューから読み出すことが出来ます。
3.7

リアルタイム・クロック

カメラにはリアルタイム・クロックが内蔵されており、起動時に日付及び時間を読み込
みます。クロックには小さな充電式リチウム電池が予備電源として備わっています。
この予備電源はカメラに電源が供給されていない場合でも約 12 ヶ月間にわたりクロ
ックを駆動する事が可能です。何年も使用した後の古い電池でも数週間程度であれ
ばクロックを駆動するだけの能力がありますので電池交換は実質的に不要です。
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日付、時間の設定は管理メニュ
ーから行なう
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クロック用の電池はカメラに電力が供給されるたびに充電されます。12 時間の充電時
間で容量の 50％まで回復し、フル充電は 48 時間で完了します。電池の状態はメニュ
ーから確認する事が出来ます。
このリアルタイム・クロック内部ではグリニッジ標準時を使用しており、それを OS 側で
夏時間の取扱いも含め中央ヨーロッパ標準時に変換しています。
リアルタイム・クロックの設定は管理画面から行なう事が出来、以下の方法があります。
●
●
●

使用するコンピュータの内蔵クロック
TCP/IP アドレスを使ってタイムサーバーに接続（ARPA RFC 868 フォーマット）
手動設定

リアルタイム・クロック：2001-02-17
11:42:50 GMT
リアルタイム・クロック：
リアルタイム・クロックの時間表示は常にグリニッジ標準時。ローカルタイムを調節すればリアルタイム・クロ
ックも自動的に調節されます。
クロック用電池：電池
OK
クロック用電池：
リアルタイム・クロック用電池の状態。意味があるのは再起動した直後のみ。
ローカル日付：2001-02-17
ローカル日付：
日付を「年－月－日」のフォーマットで設定。
ローカル時間：12:42:38
ローカル時間：
時間を「時間：分：秒」で設定。必ずローカル時間を使用のこと。
時間帯：CET
時間帯：
使用地の時間帯を選択。（この機能はまだサポートしていない）
タイムサーバー：
タイムサーバーを使用して現在の時間を取得。タイムサーバーはネットワーク経由で接続でき、ARPA RFC
868 のインターネットフォーマットを使用していること。
設定方法：リアルタイム・クロック／コンピュータ／タイムサーバー
手動
設定方法

スケジュール作業を有効にする
には設定後再起動が必要

カメラの OS に含まれるタイムカウンターはリアルタイム・クロックほど正確でないので
出来るだけ頻繁に時間調整を行う必要があります。この作業は管理画面のスケジュー
ル作業メニューから「RTC による時間調整（Adjust Time by RTC）」を選択する事で自動
的に行なう事が可能です。
将来的にはシステムクロックは自動的に補正する予定です。
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本体内での画像処理は MOBOTIX カメラの重要な要素となっています。この機能はカ
メラを外部の明るさに合わせて自動的に調節し、画質を最適に保ちます。カメラ内部
での画像の自動処理及び画質向上は 3 段階に分けて行なわれています。

すべて自動処理

デジタル化及び露光調節
● コントラスト、色、及びシャープネス改善
● 画像データサイズを小さくするための圧縮処理
●

カメラ内では両方の画像を 15Hz のフレームレートで連続的にデジタル化しています。
デジタル化の過程で平均の明るさと色バランスを計算し、これらの値を使って次にデ
ジタル化する画像の露光パラメータ調節を行ないます。
4.2

高速の明るさ調節

露光制御

カメラの自動露光制御はハードウェアに頼ることなくソフトウェアのみで行なっていま
す。このことにより露光制御を行なう上で大きな自由度が得られます。露光パラメータ
はそれぞれ毎秒 15 回にわたり見直されます（露光時間が 60ms 未満の場合）。この
結果、明るさの変化に対しても迅速にカメラを最適化することが出来ます。露光制御
は以下のパラメータを変化させる事によって行なわれます。
●

●

露光時間：カメラにとって最も重要なパラメータであり、1/2,000
露光時間
秒から 1 秒の範
囲で調節可能。
露光制御メニューからユーザーが露光時間の最大値、最小値をそれぞれ設定
可能。但し、実際の値はカメラ自身が最適値を選択。
露光時間が長いと暗い所でも明るくくっきりとした画像を得られますが、動いてい
る物体がぼやけることになります。この問題があるのでカメラは出来る限り 1/90
秒という露光時間を使用し、ほかの 2 つのパラメータを用いて画像の最適化を行
なおうとします。
カメラ内にある 2 つのイメージセンサの露光時間は同じである必要があるので、
2 つのセンサ間の差異については次の 2 つのパラメータで補正することになりま
す。露光時間の算出には右カメラの画像を使用します。
増幅度：このパラメータはイメージセンサ内部のゲインを調節し、値は
1～30 の
増幅度
範囲となっています。このパラメータにより、露光時間を変更せずに画像の明るさ
を調節する事が出来ます。ゲイン 30 の場合、画像は明るくなりますが同時に画
像ノイズも増幅される事に注意してください。従って、用途によって許容される露
光時間の最大値を使う必要があります。

●

感度：カメラ内蔵のイメージセンサは色を
10 ビットで表現しますが、実際にデジタ
感度
ル化されるのは 8 ビットのみです。感度パラメータはこの 10 ビットのうち、どの 8
ビット（低位、中位、高位）を採用するかを決定します。このため実質的な感度係
数は 0、2、4 のいずれかということになります。このパラメータの自動選択機能は
現時点ではサポートされていません（バージョン 1.x）。

●

露光範囲：このパラメータは画像のどの部分を使用して前述の露光パラメータを
露光範囲
決定するかを指定します。このことは画像の中でも指定された範囲のみが要求さ
れる明るさになる事を意味します。
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1/90 秒が標準

2 つのセンサは常に同じ露光時
間でなければならない

ユーザーのアクセスは不可

目的に応じて範囲選択
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このパラメータは特に画面の中で極端な明るさの差が存在する場合に重要になってき
ます（例：画像内に空が広がっている）。そういう場合には露光範囲をより重要な部分に
絞って設定します。このパラメータは現時点ではサポートされていません（バージョン
1.x）。

露光制御の画面からは以下のパラメータ設定が可能です。
●
●
●
●

露光時間の最大値及び最小値（共通）
画像の明るさの平均値（左右）
感度（左右）
画像中で露光制御を行う領域（共通）

使用中の設定はカメラの露光制御メニュー画面の下に表示されます。時間表示はミリ
秒となっています。
4.3

画質向上

画像がデジタル化された後、CPU はソフトウェアを使い画質の向上を行ないます。画像
制御画面からは主に 4 つのパラメータを調節する事が出来ます。
シャープネス調節はフレームレ
ートを 30％低下させる

●

シャープネス（0～10）：このパラメータは画像の輪郭を強調し、画像をくっきりと見
シャープネス
せるために使われます。この機能には処理時間がかかるため、このパラメータを
使用すると画像処理レートが 30％ほど低下します。また圧縮後の画像サイズも大
きくなり、それに伴い接続スピードが遅い（電話回線）場合には画像転送のフレー
ムレートもさらに低下します。

●

彩度（－10～+10）：このパラメータは画像の色を強めたり弱くしたりします。この値
彩度
を－10 に設定した場合にはカメラは白黒画像のみを供給します。白黒画像は非
常に暗い場面で有効であり、またデータサイズを抑えるという効果もあります。

●

ホワイトバランス：照明条件によっては（太陽光、電球、ネオン、ろうそく、その他）
ホワイトバランス
白壁も違う色に見える事があります。このためカメラ自体にホワイトバランスと呼ば
れる自動色補正機能がついています。この自動補正に加えて、緑に対する青・赤
のバランスを変えユーザー自身が色調を調節する事が可能です。光源を選択して
手動で補正を行なう方法はまだサポートされていません（バージョン 1.x）。
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●

コントラスト：カメラは自動的に画像のコントラスト改善とガンマ補正を行ないま
コントラスト
す。この機能については使用するか、しないかのみ選択可能です。

●

明るさ（－10～＋10）：このパラメータは自動コントラスト改善を行った後の画像
明るさ
の明るさに影響します。もし逆光などの悪条件がある場合には、まずこのパラメ
ータをゼロにして露光制御メニューで平均明るさ
平均明るさを調節します。
平均明るさ

4.4

暗い所ではコントラスト自動
調節をオフにする

画像圧縮
画像圧縮

640x480 の画像は圧縮前には（*.bmp ファイル）約 920KB のデータを必要とし、ISDN
回線（64Kbit）で伝送するのに約 115 秒、10BaseT イーサネットでは約 1 秒を要しま
す。従って画像データの圧縮はなくてはならないものです。
標準のブラウザーを使用して特殊なソフトウェアやプラグイン無しで問題を回避する
ため、MOBOTIX カメラは JPEG と呼ばれるインターネットの標準グラフィックフォーマ
ットを採用しています。この圧縮フォーマットは 640x480 サイズの画像をその内容や
画質にもよりますが 50～20KB まで縮小してくれます。320x240 ピクセルのカラー画
像は約 270KB を必要としますが、これを 20～7KB まで圧縮する事が可能です。

カメラの画像制御画面で設定が出来る画質係数については 50％という値でも充分
な結果が得られます。画像データのサイズを確認したい場合には画像制御メニュー
画面でテキスト入力域（www.mobotix.com）に「^j8」と入力してください。
もしモデム接続などのスピードの遅い接続でフレームレートを向上させたい場合には
30%を選択してみてください。また、画像のシャープネス向上処理もデータサイズを増
やすのでオフにします。必要な場合には彩度を－10 に設定して、よりコンパクトな白
黒画像を使用します。
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フレームレートはフォーマット
と圧縮度によって変わる

JPEG は画像データサイズを
1：25 から 1：50 の割合で縮
小させる

JPEG 画質係数はデータサイズと
フレームレートの兼ね合いから
50%が適当
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4.5

感度＜1LUX

一本のろうそくで充分

カメラの最大露光時間を 1 秒に設定すると暗い所でも明るいカラー画像を得る事が
出来ます。しかしながらその様な長い露光時間では動いている物体はぼけてしまい
ます。走っている車のライトは線のようになり、車自体は見る事が出来ません。その
様なケースでは露光時間を最大にするのは避けた方が懸命です。1/10、1/5、1/3、
1/2 などの露光時間も試してみてください。
二つのカメラを使用する時の露光制御

一台のカメラに二つのイメージセンサが搭載されている時、両方のセンサは同じ露
光時間でのみ動作する事が出来ます。通常の場合には二つのイメージセンサは同
じ場所に向けられるのでこれで不都合な点はありません。しかし、F ナンバーの異な
る二つのレンズを使用する場合には、二つの画像の明るさは異なることが考えられ
ます。
このような問題を解決するため、個々のイメージセンサに対する増幅度はカメラ内の
コンピュータにより別々に管理されています。露光時間を計算するための基礎となる
のは右のイメージセンサ（標準）です。露光制御メニューでイメージセンサ個々につ
いて平均明るさを調節することにより二つの画像間の差をユーザーが管理する事が
可能です。

4.7

固定フォーカスとソフトウェア
処理の併用

暗い場所

従来の CCD イメージセンサに対し MOBOTIX が採用した CMOS イメージセンサは
20ms を超える露光時間にも対応しています。この結果、感度は 50 倍にも向上しま
した。

4.6

露光時間算出の基礎は右の
センサ
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フォーカス調節

フォーカス調節はカメラが屋外や人の手の届かない場所に取付けられている場合は
特に厄介になります。使用している間にも風や振動などでレンズが狂ってくることも
あります。このため MOBOTIX 広角レンズのフォーカス調節は工場で行なわれてい
ます。この調節は特殊な機械を使って自動で行なわれます。それに加えてレンズを
接着剤で固定し永久に調節が狂わないようにしました。その結果、取り付け後のフォ
ーカス調節は不要になりました。
工場ではフォーカスは 3.5m というその種のレンズではほぼ無限大に近い値に設定
されます。しかしながらカメラに近い物体もかなりはっきりと写します。カメラから 1.5m
の距離から無限大の範囲では物体のぼやけ方はピクセル半分にもなりません
（320x240 モード）。一方、それよりもカメラに近い物体については距離 0.5m ないしそ
れ以下までソフトウェア側の画像処理で画質の向上を行なうため、通常特に調節を
行なう必要は皆無です。
また望遠レンズについてはフォーカスは 7m に設定されており、3m から無限大までく
っきりとした画像を得る事が出来ます。もしもっと近い物体にフォーカスを合わせる必
要がある場合には、ユーザーは専用のレンズツールを使い自分で調節する事が可
能です。レンズを一回転回し前方に出せば（反時計回り）フォーカスは 1 メートルまで
さがります。もう一回転させれば 0.5m の距離にある物体でもはっきり写す事が出来
ます。

一回転でフォーカスが無限大から
1 メートルに

広角レンズとは異なり、望遠レンズでは防雨用のガラス窓は使われていません。こ
の機能は望遠レンズの一番前のガラス部品前面に取付けられたゴム製のリングシ
ールが受け持っています。

２０
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MOBOTIX カメラは外部信号や画像処理結果などのイベント
イベントに応じて様々な対応策、
イベント
処理を行なう事が出来ます。例えば、カメラが警戒している範囲内を人が通り抜けた
場合など、カメラがあなた宛に E メールを送ってくれたりします。イベントや対応策の
定義、それらの組み合せはカメラのイベント制御メニューから行ないます。

個々のイベントがすべての対応
策を起動

発生するイベントはドアスイッチなどの外部信号であったり、撮影している画像の中
に動いている物体を検知した画像処理手順から
のものであったりします。対応策も外部出力でリ
レーを動作させたり、カメラ画像を添付した自動 E
メール送信など色々あります。
バージョン 1.6 では設定されたイベントはすべて
が OR 結合され、取るべき対応策はすべて AND
結合されます。ということは設定されているイベン
トのうち一つでも起これば定義されている対応策
がすべて実行される事になります。
これら様々な対応策の可能性とは別に、イベント
制御の主要な機能はイベントが検知された時点
の画像を保存するところにあります。例を挙げる
と、この機能を使えばカメラに設定された検知範囲の中を通る人間をすべて記録す
る事が可能です。
5.2

イベント画像バッファ

MOBOTIX カメラには約 12MB のイベント画像バッファがついており（16MB バージョ
ンでは 1MB）320x240 サイズ、50%JPEG 画質係数の画像を約 800 枚保存する事が
出来ます（16MB バージョンでは約 50 枚）。640x480 サイズ、50%JPEG 画質係数の
場合には保存できる画像は約 200 枚になります。
このバッファが一杯になった時には画像保存を止めるか、或いは最も古い画像から
削除していくかを選択します。保存された画像は停電などで電源が切られたり、シス
テムの再起動をしない限り消える事はありません。
電源を切った場合にも画像を残したい時には不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）に保
存するか、FTP や E メールを使って他のコンピュータに送るしかありません。カメラ内
部でのバックアップのためには約 3MB のフラッシュメモリが画像保存用として使用
可能です。従ってイベント画像バッファの約 4 分の 1 をフラッシュメモリに保存できる
ということになります。カメラは常にバッファ内の新しい画像からバックアップします。
注意：
注意

バージョン 1.6 ではカメラ内のフラッシュメモリへのバックアップは連続して行なうの
ではなく約 15 分毎に行なわれ、一回のバックアップ作業には約 10 秒を要します。

２１

イベント発生時の画像をキャプ
チャー
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イベントの発生源

カメラでは画像が BIOS から読み出され JPEG への変換が行なわれるたびにイベント
の発生源をチェックします。
MOBOTIX カメラバージョン 1.6 では以下のイベントが検知可能となっています。イベン
ト発生の場合には括弧内の 2 文字を画像の下に表示してイベントの発生源を知らせ
ます。このとき、進行中のイベントの表示には赤い文字を使い強調して表示します。
●

Passive Infrared Detector（赤外線受動センサー）（PI
PI）：
Detector
PI
周囲が暗い場合でも赤外線の変化によって人の動きを検知します。働きとしては
モーションセンサー、自動点灯の照明、或いは警報システムなどとして利用できま
す。感度レベルは 10%（感度最大）から 100%（感度最小）の範囲で調節が可能です。
周囲の照明や太陽光の有無にもよりますが、10%の値を選択した場合最大 10m
までの人の動きを検知する事が出来ます。検知範囲は概ね±15 度です。

●

Signal Input（信号入力）（SI
SI）：
Input
SI
信号入力にはカメラについている DB9 シリアル端子の 9 番ピンを使います。この
入力は信号レベルが低い時にオンとなるため、単純に 5 番ピン（アース）に短絡さ
せるだけで動作させる事が可能です。従い外部電源は必要ではありませんが接
続しても問題はありません。イベント制御メニューを使い 9 番ピンが接地されたと
き（0V）にイベント発生ととるか、或いは 9 番ピンが開放された時（>5V）にするかを
設定します（3.4 参照）。
もし入力信号がオンの状態が続けば同じイベントが繰返して発生します。イベント
間隔（一般設定の項参照）を調節する事でイベント周期を調整する事が出来ます。
管理画面から入力信号の状態を LED で表示するように設定する事が可能です
（接地したときに LED が点灯）。

●

Video Motion Windows（ビデオモーション領域）（VI
VI）：
Windows
VI
ビデオモーション領域は知覚領域であり、その領域内の画像に変化があった時に
イベントが発生します。メニューを使い位置、サイズ、感度の異なる複数の領域を
設定することが可能です。
座標の原点は画像の左下の角であり、選択した領域のサイズに関わらず座標そ
のものは 640x480 サイズの画像に対応しています。複数の領域を設定する時に
は対応するメニューのテキスト入力域に行を変えて定義します。
カメラは常に二つの連続した画像の比較を行い、「感度」と｢領域｣パラメータを使っ
てイベント発生の有無を判断します。第一段階としてカメラはまずビデオモーション
領域の中でどれだけのピクセルが変化したかを判断します。これは連続した二つ
の画像の各ピクセルを比較する事で行なわれ、それぞれの変化が感度の値（1～
99％）で決定される量以上かどうかを見ます。第二段階では変化したピクセルの
数を数えた上で、それが領域パラメータ（1～99％）で決定されるピクセル数以上で
あればイベントを発生させます。

●

Camera Front Buttons（カメラ前面ボタン）（BT
BT）：
Buttons
BT
カメラ前面に配置されているボタンを使ってイベントを発生させることも出来ます。
左右どちらか一個のボタンを指定することも出来れば、両方のボタンを OR・AND
関数と組み合せて使用することも可能です。

●

Timer Event（タイマーイベント）（TE
TE）：
Event
TE
タイマーを使って 1～86,400 秒間隔で周期的なイベントを発生させることが出来ま
す。

推奨値 30％

イベントの繰返し

推奨値：感度 20％、領域 5％
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Save to Config
Config- File /設定ファイルに保存

Event（イベント）
Event

Factory
F actory Defaults /工場設定値 Reset Form /元に戻す

Parameter
（パラメータ）

Passive Infrared Detector (PI)
（赤外線受動センサー）
Microphone (MI)
（マイク）
Video Motion Window (VM)
（ビデオモーション領域）

Signal Input (SI)
（信号入力）
Buttons (BT)
（前面ボタン）
Timer Event (TE)
（タイマーイベント）
Signal Out Action (SO)
（信号出力）
Email Action (EM)
（E メール）
Remote Store Action (FT)
（外部保存）
Local Store Action (ST)
（内部保存）
Backup (BU)
（バックアップ）
Ringbuffer
（リングバッファ）
Size
（サイズ）
Image Series
（連続画像）
Interval
（インターバル）
Motion Window Frame
（モーション領域表示）
General Settings
（一般設定）
Minimum Event Duration (D)
（最低イベント継続時間）
Invert Event (I)
（イベントの反転）
Action Delay
（待機時間）
Event Deadtime
（イベント間隔）
Event Symbols
（イベントシンボル）
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閉じる（低）
開く（高）

Explanation（説明）
Explanation
赤外線によるモーション検知
動作レベル（0～100％）
内蔵マイクによる騒音検知
動作レベル（0～100％）
デジタル画像分析によるモーション検知
入力方法：
X、Y、X サイズ、Y サイズ、
感度（0～99％）、
領域（0～99％）
原点：左下の角
外部入力信号によるイベント
動作信号レベル
カメラ前面パネルのボタンを押してイベント
を発生させる
ボタンの選択
周期 X 秒の連続イベント
イベント周期（1～86400 秒）
信号出力の電圧レベルを 0～10 秒間「高」
にする
画像を E メールで送付
FTP を使い外部ホストに画像を転送
画像を RAM ディスクに保存。保存した画像
はイベント表示画面で見る事が出来る。
RAM ディスクを不揮発性メモリに保存（15
分毎）
RAM ディスク上の画像の上書きを有効に
する
RAM ディスクに保存する画像の枚数
追加保存するイベント発生前の画像
追加保存するイベント発生後の画像
モーション領域の表示方法を定義
（説明）
対応策を実行する前にイベントが継続しな
ければならない時間（0～100 秒）
どちらの場合に対応策を実行するかを選
択
イベントから対応策実行までの待ち時間（0
～100 秒）
イベントの検知を中断する時間（0～100
秒）
イベントシンボルの表示
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対応策

設定されているイベントが検知された時にはすべての対応策が実行されます。現在の
ソフトウェアバージョン 1.6 では以下の対応策をサポートしています。対応策が実行さ
れた時は対応する括弧内の 2 文字が画像の下に表示されます。
●
管理画面の LED メニューで信号
出力を有効にする

●
管理画面でアドレスを登録

●

イベント間隔は充分に大きく
取る

Signal O
Output
utput（信号出力）（SO
SO）：
utput
SO
出力信号が出されると DB9 端子の 1 番ピンを接地し（5 番ピンと接続）最大
50mA の電流を流せます。信号がないときには 1 番ピンは開放となります（3V3
で 100kΩ）。これにより 0.5 ワットまでの 12V リレーを動作させる事が可能です
（3.5 参照）。
イベント制御メニューで出力の継続時間を選択する事が出来ます。その時間が
経過した後はピンは開放に戻ります。
この出力を使う際には、まず管理画面の LED メニューから出力を有効にする
必要があります（イベント選択を行い設定ファイルを保存する）。もしすべての
LED を「信号出力」に設定すればイベントが発生した時に LED が点灯するのが
分かるでしょう。
Email Action（E
EM）：
Action メール）（EM
EM
ここでは E メールアドレスの参照番号を選択します。E メールアドレスそのもの
は管理画面で登録します。イベント発生の際にはその時点の画像がメールの
添付ファイルとして対象の E メールアドレスに転送されます（第 6 章、E メール
を参照）。
Remote Store Action - FTP（外部保存－FTP）（FT
FT）：
FTP
FT
ここでは FTP サイトの参照番号を選択します。FTP サイトについても管理画面
で登録します。イベントが発生するとその時点の画像が対応するホストの指定
ディレクトリーに転送されます（第 6 章、FTP を参照）。
注意：接続スピードやホストサーバーの性能によっては
E メール・FTP 転送に数秒から
注意
数分かかる事があります。そのために連続してイベントが発生する場合、処理が間に合
わない可能性があることに注意してください。システム内部でのコンフリクトを避けるに
はイベント間隔（5.5 一般設定参照）を現実的な値に設定してください（イーサネット 10
秒以上、ISDN30 秒以上）。

Local Store（内部保存）（ST
ST）：
Store
ST
このチェックボックスをオンにするとカメラの内部メモリにイベントの保存をします。
保存された画像はイベント表示画面で見る事が出来ます。
● Backup（バックアップ）（BU
BU）：
Backup
BU
このオプションを選択するとカメラ内部の不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）にイ
ベント画像のバックアップを行ないます。バックアップをした後はカメラの電源が
切れたり再起動したりしても画像が失われることはありません。
現行ソフトウェアバージョン 1.6 ではメモリに保存されている画像を 15 分毎にバ
ックアップする方式を取っています。つまり、停電などが起こった場合、最後の
バックアップ以降の画像は無くなってしまう事になります。現在バックアップに要
する時間は約 10 秒となっています。（次のバージョンではイベント発生ごとに画
像を直接バックアップする予定。）
● Ringbuffer（リングバッファ
Ringbuffer リングバッファ）：
リングバッファ
これを有効にすると新しいイベント画像を内部メモリに保存する際には常に最も
古い画像を削除します。無効の場合にはイベントメモリが一杯になった時点で
保存はされなくなります。
● Size of
of Ringbuffer（リングバッファのサイズ）：
Ringbuffer
保存できる画像の枚数（第 5.2 章、イベント画像バッファ参照）。32MB バージョ
ンではバッファのサイズは 12MB に拡大し、約 800 枚の画像を保存できます
（320x240、画質 50％）。
●
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Image Series（連続画像）：
Series
ここではイベント発生の前後何枚の画像を保存するかを設定します。現時点で
は連続画像を E メールや FTP で転送する事は出来ません。
Interval（インターバル）：
Interval
連続画像のインターバルを設定します。現在のバージョンではインターバルは 1
秒に限定されています。
Motion Window Frame（モーション領域表示）：
Frame
この設定は（点線で囲まれた）モーション領域をイベント画像の中でどう表示す
るかを決定します。

一般設定

ここではイベント制御ユニットの働き方を設定します。これらのオプションのいくつか
は有効な場合には画面下にショートカット文字が表示されます。
●

●

●

●

●

Minimum Event Duration（最低イベント継続時間）（D
D）：
Duration
この値がゼロより大きい場合には、指定された時間継続してイベント発生源か
らの信号が存在しなければイベントとして認識されません。
Invert Event（イベントの反転）（I
I）：
Event
有効にするとイベントが存在しなければ対応策が実行され、上の「最低イベント
継続時間」と併せることで非常に役に立つ機能となります。
例えば、商品を運搬する搬送ベルトの監視にビデオモーション領域を使い最低
イベント継続時間を 5 秒に設定すれば、ベルトが 5 秒以上止まったときにはい
つも E メールで知らせてくれる事になります。
Action Delay（待機時間）：
Delay
このパラメータはイベント発生から対応策を実行するまでの待機時間を決定し
ます。
Event Deadtime（イベント間隔）：
Deadtime
イベント発生後イベント間隔で指定した時間は新たな対策の実行を禁止します。
これによりイベント及び対応策実行の周期的な発生を避ける事が出来ます。
Event Symbols（イベントシンボル）：
Symbols
このオプションは画像下にイベント状況表示ラインを表示するか、しないかを選
択します。
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ホームページを簡単に更新

時間及びイベントによる更新

6

FTP ホームページ更新機能

6.1

概要
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インターネットではホストコンピュータやサーバー上のファイルをリモートアクセスで更
新するのに FTP（F
File Transfer Protocol：ファイル転送プロトコル）が使われます。この
FTP プロトコルを使用することにより、MOBOTIX カメラはユーザーのホームページが
あるウェブサーバー上の画像を自動的に更新する事が出来ます。この場合、画像の
ファイル名（例：myImage.jpg）は変更されずに画像のみが設定されたインターバルで更
新されます。
上記の定期的な更新（第 8 章、スケジュール作業参照）のほかに、MOBOTIX カメラで
はイベントが発生する都度画像転送を行なうことも可能です（第 5 章参照）。つまり、
ウェブサイト上の画像は新規のイベントが発生した時だけ上書きされるということにな
ります。ビデオモーション検知領域と組み合せれば、人や物体が対象場所を通った時
だけ自動的に画像更新を行なう事が出来ます。
16MB バージョンでは送れるのはその時の画像一枚に限られ、イベントの連続画像は
送る事が出来ません。

6.2
日付に基づく自動ディレクト
リー構造

カメラ名設定はイーサネット
画面

日付・時間入りのディレクトリーを作る

MOBOTIX カメラには日付・時間に基づいたディレクトリー構造やファイルを作るため
の強力なツールが搭載されています。この機能を使えばイベント画像、定期更新画像
共に前のものを上書きするのではなく、新しいディレクトリーに新規ファイルとして保存
する事が出来ます。ディレクトリーもカメラが作成してくれます。
例として 2001 年 2 月 11 日 1：45：33PM にイベントが発生したとすると、次のディレク
トリーが自動的に作成されます：
myCam/2001/02/11/13/ （カメラ名／年／月／日／時間）
そして画像ファイルの名前は：
m010211134533.jpg

6.3
インターフェース設定を行なう

（"m"yymmddhhss".jpg"）

となります。

インターフェース設定

FTP の設定は管理画面で行ないます。ただし FTP プログラムを作成する前にまずイ
ーサネット及び ISDN メニューでインターフェース・パラメータの設定を行なわなければ
なりません。カメラはホストコンピュータが存在するネットワークにどうやってアクセスす
るかを知っていなければならないので、この作業を抜かす事は出来ません。もしホスト
がインターネット上のサーバーであれば、設定作業は一般のコンピュータのインターネ
ット設定と同様です。
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実際の TCP/IP 番号の代わりに「www.mobotix.com」のようなドメイン名を使用する
場合には特に DNS（Domain Name Server：ドメイン名サーバー）設定を行なう必要が
あります。また、ルータやファイヤウォール・コンピュータ経由でホストコンピュータの
ネットワークにアクセスする場合にはゲートウェイの設定も必要となります。もしユー
ザーのネットワークのインターネット接続を ISDN ルータで行なっていればルータの
TCP/IP アドレスを使用する必要があります。もしゲートウェイのアドレスがわからな
いときは、自分のコンピュータのネットワーク（TCP/IP）設定の該当欄を見てください。
往々にしてルータと DNS アドレスは同じである事があります（ファイヤウォール使用
の場合には一番多い）。

詳細はネットワーク管理者に
聞く

カメラの ISDN インターフェースを使用してインターネット経由でホストに接続する場
合には、プロバイダの電話番号と接続パラメータ（ユーザー名、パスワード）を ISDN
メニューから設定します。
6.4

FTP パラメータ

新規に FTP プロファイルを作成するには、まず好きな名前を入力した上で以下の
項目について設定を行ないます。
●
●
●
●

●

●

Host Name（ホスト名）：ウェブサーバーの名称（例：www.mobotix.com
www.mobotix.com）又は
Name
www.mobotix.com
TCP/IP アドレス（例：192.150.23.45
192.150.23.45）。
192.150.23.45
User Name（ユーザー名）：ホストコンピュータの
FTP サービスへのアクセス権を
Name
持っているユーザー名。
Password（パスワード）：ホストコンピュータの
FTP サービスへのアクセスに必
Password
要なパスワード。
Directory（ディレクトリー）：画像ファイルを転送する先のディレクトリー（例：
Directory
myDirectory/myImages）。もし入力したディレクトリーが存在しない場合は新規
myDirectory/myImages
に作成されます。日付・時間に基づくディレクトリー構造を作成したい場合には
ショートカット「～
～D」を入力してください。入力が終わった時点で確認の上ボタン
をクリックして設定を保存すると、ディレクトリー構造とファイル名が設定の下に
表示されます。
File Name（ファイル名）：保存しようとする画像のファイル名（例：myImage.jpg
myImage.jpg）。
Name
myImage.jpg
MOBOTIX が設定している標準ファイル名を使用する場合にはショートカットの
「 ～ F 」を入力してください。この場合、ファイル名は日付と時間から作られ
「mîyymmddhhssî.jpg」のようになります。
Options（オプション）：
Options
－ via ISDN（ISDN
経由）：ISDN を使ってホストコンピュータに接続。
ISDN
管理画面の ISDN メニューからパラメータを設定する事が必要。
－ temp. name（一時的ファイル名）：このオプションを使うとカメラは古いファ
name
イルを上書きする代わりに一時ファイルとして保存します。転送が完了す
ると画像はここで指定したファイル名に変更されます。このオプションを使
うことで古い画像へのアクセスも可能になります。但し、新規画像の転送
が正常に終了するという前提があります。接続が不安定で転送途中で切
断されたりするとホスト上に「xfer
xfer．．．．．
xfer ．．．．．」で始まる一時ファイルがいくつ
．．．．．
か残されます。
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E メール
概要

MOBOTIX カメラは現場の画像を E メールで送る事が出来ます。画像は標準の
JPEG 画像フォーマット（*.jpg）を使用した添付ファイルとして送られます。E メールの
発信は時間に基づく場合と（第 8 章、スケジュール作業参照）イベントに基づく場合
とがあります（第 5 章、イベント制御参照）。
この機能を使うと、カメラが何か動く物体を検知した場合に自分のオフィス宛に E メ
ールを送るよう設定をする事が出来ます。または、毎朝「元気です」メールを主管の
コンピュータ宛に送信させてカメラが作動している事を確認したりすることも可能です。
ここで注意すべきことは、イベントは頻繁に発生するので毎日大量の E メールを受
け取る結果になる点です。従ってイベント間隔を実用的且つ十分長い値に設定する
事が重要です。

イベント時及び定期送信

16MB バージョンでは送信できるのはその時点の画像一枚に限られ、イベントの連
続画像は送れません。

7.2
自分のコンピュータのネット
ワーク設定を参照

インターフェース設定
インターフェース設定

E メールの設定は簡単ですが、その前に使用するメールシステムについての詳細を
カメラのインターフェースに教えてやる必要があります。
－ メールサーバーの名前
－ メールサーバーへの接続方法（ゲートウェイ）
－ DNS アドレス
E メールの設定は管理画面から行ないます。ただし、メール送信プログラムを作る前
にイーサネット及び ISDN メニューからインターフェース・パラメータを設定する必要
があります。これをしないとカメラはメールサーバーがどこにあるのか分からず、アク
セスする事が出来ません。もしホストがインターネット上のサーバーであれば、設定
は一般のコンピュータからメールサーバーへの接続を設定するやり方と同じです。
特に TCP/IP 番号の代わりに「www.mobotix.com」のようなドメイン名を使用する場合
には DNS アドレスを登録する必要があります。また、ルータやファイヤウォール・コン
ピュータ経由でホストコンピュータのネットワークにアクセスする場合にはゲートウェ
イの設定も必要となります。もしユーザーのネットワークのインターネット接続を ISDN
ルータで行なっていればルータの TCP/IP アドレスを使用する必要があります。
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もしゲートウェイのアドレスがわからないときは、自分のコンピュータのネットワーク
（TCP/IP）設定の該当欄を見てください。往々にしてルータと DNS アドレスは同じで
ある事があります（ファイヤウォール使用の場合には一番多い）。
カメラの ISDN インターフェースを使用してインターネット経由でホストに接続する場
合には、プロバイダの電話番号と接続パラメータ（ユーザー名、パスワード）を ISDN
メニューから設定します。
7.3

E メール・パラメータ

新規の E メール・プロファイルを作成する場合、まず適当な名前をつけた後以下の
項目の設定を行ないます。
●
●

●

●

●

Receiver Address（受信者アドレス）：
Address
画像を送信するメールアドレス（例：Fred@flintstones.com
Fred@flintstones.com）
Fred@flintstones.com
From Address（送信者アドレス）：
Address
受信者にどこからのメールかを知らせるためのアドレスで自由に設定できる
（例：OfficeCam@myCompany.com
OfficeCam@myCompany.com）。但し、メールサーバーによってはプロ
OfficeCam@myCompany.com
バイダー加入のユーザーアカウントとそれに付随する正規のメールアドレス
を使用する必要がある。
Reply Address（返信用アドレス）：
Address
メールサーバーが確認などを送り返すときのアドレス。通常はユーザー自
身のメールアドレスを使用する。
Mail Host（メールホスト）：
Host
メールサーバーの TCP/IP アドレス。ドメイン名を使用する場合には DNS ア
ドレスをイーサネットメニューから設定する。
Options（オプション）：
Options
－ via ISDN（ISDN
経由）：ISDN を使ってホストコンピュータに接続。
ISDN
管理画面の ISDN メニューからパラメータを設定する事が必要。
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スケジュール作業
概要

管理画面にあるスケジュール作業一覧は、ホームページの更新や E メール送信など
の幅広い作業を時間に基づいて指定できる強力な支援ツールです。例えば、FTP を使
いホームページの更新を行なう場合、1 月と 4 月の月、火、水、日曜日の午前 6～11
時と午後 3～7 時の間、15 分毎に更新といった複雑な設定を行なうことが可能です
（8.2 の例を参照）。
自動タイムサーバー同期

FTP や E メールのほかシステムに関する作業についても実行可能です。現時点ではシ
ステムの再起動
再起動とシステムクロックの同期
再起動 システムクロックの同期が設定できます。
システムクロックの同期
スケジュール作業一覧で行なう変更は再起動した後に有効となります。特定の作業を
「一時停止（inactive）」に設定すると一覧表には残りますが実行はされません。

8.2

スケジュール作業一覧

スケジュール作業一覧は、分、時間、日、月、曜日を指定する 5 つの列で構成されてい
ます。計算に使う基数および最小間隔は 1 分となっています。
各フィールドでは以下の様に設定を行ないます。
●
●
●
●
「分＝"*"」は毎分を意味する
（*/1）

●
●

数字一つ（12
数字一つ 12）：この値に到達した時点で有効になる（例：時間＝12）
12
数字のリスト（8,
17）：リスト中のそれぞれの値で有効
数字のリスト 8, 10, 15, 17
数字の範囲（8
数字の範囲 8-21）：最初の値から最後の値まで有効
21
（例：時間＝8, 9, …, 21）
組み合せ（8,
10-15, 17
17）：リスト中のそれぞれの値に到達した時点で有効
組み合せ 8, 10
アステリスク（*
アステリスク *）：該当する値すべて（例："0, 1, …, 59"＝毎分）
アステリスクと割り算（*/n
アステリスクと割り算 */n）：該当範囲をｎで割る
*/n
分＝"
"*/2"
0, 2, 4, 6, …, 56, 58）
*/2"：2 分毎（0,
58
分＝"
"*/15"：15
分毎（0,
0, 15, 30, 45）
*/15
45
時間＝"*/4
*/4"：4
時間毎（0,
0, 4, 8,
20）
*/4
8, 12, 16, 20
次の表に具体例を示します。
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分

時間

日

月

曜日

*

*

*

*

*

*/5

*

*

*

*

0

*/1

*

*

*

0

6-21

*

*

*

*

1, 4

1-3, 7

8

*

*

*

6-11, 15-

*/15

19

毎日 8：15、8：20 及び

15,

8：40 から 8：50 まで

40-50

毎月曜日 12：00 と 12：30

*/30

12

*

*

1

0

7-10

1, 15

*

*

毎月 1 日と 15 日の午前 7 時か
ら午前 10 時まで

8.3

20,

事前登録済み作業

MOBOTIX カメラには出荷時に登録されている特殊作業があります。現時点で登録
されているのは以下のものです。
●

●

Reboot（再起動）：カメラの電源を入れた時と同様に再始動します。従い、ハード
Reboot
ウェア、オペレーティング・システム、アプリケーション・プログラムすべてが初期
化され当初起動した時と同様に「新鮮」になります。この再起動は管理画面の
中にある再起動コマンドと同じです。作業自体はまず全てのプログラムを停止し
てカメラのソフトストップを行ないます。その後ハードウェアが再起動されます。
特に遠隔地にあるカメラについてはこの再起動作業を毎日行なうようにし、何ら
かの理由で正常に動作しない事があっても翌日には又立ち上がるようにします。
RTC による時間調節：
による時間調節
この作業ではオペレーティング・システムのシステムクロックと日付を修正します。
システムクロックはハードウェア・クロックほど正確でないのでこの作業が必要
になります。ハードウェア・クロック自体も一日 2 秒ほどの誤差があるので、一ヵ
月後には約 1 分の誤差が生じる可能性があります。
管理画面の中でタイムサーバーが設定されていれば（3.7 参照）そのサーバー
を使いシステム時間とリアルタイム・クロックの双方の同期を取ります。
リアルタイム・クロックからの読み出しは時間のかかる作業なので、この作業を
一時間に一回（*/1）以上実行するのは避けてください。
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環境設定ファイル

9.1

概要

カメラに必要な全てのパラメータはひとまとめにして環境設定ファイルに書き込まれま
す。このことは多数のカメラを管理する場合でも、一台の実証済みカメラの環境設定フ
ァイルを全てのカメラに送って設定が出来るという利点があります。この場合、出荷時
のイーサネット設定（10.x.x.x）か又は BootP/DHCP を使って全体のカメラの TCP/IP ア
ドレス設定を行なってください。
フラッシュメモリにパラメータ
の保存が出来るのは管理者のみ

このファイル自体はカメラの不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）に保存されています。電
源を入れての立上げ時或いは再起動時、設定ファイルは一度だけ読み込まれ全ての
プログラムのため RAM に保管されます（実際の環境設定ファイルと呼ばれる）。従って
設定ファイルの変更はどんなものであっても管理画面の保存（Store）コマンドを使って
不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）に保存されるまでは一時的なものです。設定ファイル
のインターフェース部分（TCP/IP 番号、ISDN、FTP、パスワード、E メール、スケジュー
ル作業、その他）の変更も再起動後でなければ有効とはなりません。設定ファイルの画
像処理関連部はカメラに直接影響します。
通常、ユーザーは設定メニューを通じてカメラのパラメータを管理し、直接設定ファイル
自体にアクセスする事はありません。しかしながら、管理画面からはブラウザーを使っ
てファイル内容を変更することが出来ます。

ファイルを保存しない限り再起
動しても変更は有効にならない

●
●
●
●
●
●

Show（呼び出し）：使用中の設定ファイルを呼び出す。
Show
Raw（オリジナル）：使用中の設定ファイルをオリジナルフォーマットで呼び出す。
Raw
（新規ファイルとして保存するために使う）
Store（保存）：使用中の設定ファイルをフラッシュメモリにバックアップする。（パラメ
Store
ータを保存する通常の方法で、次回再起動後に有効になる）
Restore from memory（メモリから復元）：設定ファイルをフラッシュメモリから読み
出し使用中のものを元に戻す。
Reset to factory settings（出荷時設定にリセット）：使用中の設定ファイルを出荷
時の設定と入れ替える。
Load from local computer（コンピュータからロード）：使用中の設定ファイルを出荷
時の設定と入れ替える。

警告：

9.2

各パラメータの意味及び記述法を十分に理解しないで設定ファイルを編集すること
はやめてください。設定ファイルのパスワードは暗号化されているので絶対にさわら
ないでください。

構成

環境設定ファイルはいくつかのパラメータセクションから構成されており、大きくは次の
3 つのグループに分けられる。
●
グループをまとめた上で保存

●
●

access（アクセス）：管理者、ユーザー、ゲストそれぞれのパスワード
access
interface（インターフェース）：イーサネット、ISDN、その他の設定
interface
image & control（画像及び制御）：その他のパラメータ
control

復元、リセット、ロード・コマンドを実行する際には、実際の設定ファイル（RAM の方）の
どの部分を更新するのかをユーザーが決める事が出来ます。しかしながら、それぞれ
のグループを一つにまとめた後では必ず設定ファイルをフラッシュメモリに保存して再
起動後に有効になるようにします。
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ソフトウェア更新

システムの部分更新を行なった後でも、古い設定ファイルを新しい環境設定で上書
きする事は行なわれません。従って独自に設定した通信パラメータ（TCP/IP 番号な
ど）を継続して使用することが出来ます。
同じ理由で、新しいソフトウェアを起動した後でも更新されたソフトウェア用の新規パ
ラメータは設定ファイルの中にある訳ではありません。新しいソフトウェア・モジュー
ルは設定ファイルにパラメータが見つからない場合でも内部設定を使って起動を行
ないます。

完全なシステム更新では必ず
工場設定に書き換えられます
（次章参照）

もし新しい工場設定を取り込みたい場合には、管理画面メニューに行き以下の手順
を注意深く実行しなければなりません。
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

カメラを再起動
再起動する（ソフトウェアの新規バージョンをインストールした後）
再起動
設定ファイルをリセット
リセットしてフラッシュメモリの特殊領域にある工場設定で使用中の
リセット
ファイルを置き換える
使用している通信インターフェース設定を残したい場合は、フラッシュメモリから現行
インターフェース・グループ（ISDN、イーサネット）の部分を復元
復元する（オプション）
復元
使用しているパスワードを残したい場合には、フラッシュメモリから現行アクセスグル
ープ（パスワード）の部分を復元
復元する（オプション）
復元
まとめられた環境設定ファイルをフラッシュメモリに保存
保存する（急がずにテキストフィ
保存
ールドの中の ISDN 及びイーサネットの部分を確認する事）
カメラを再起動
再起動する
再起動

接続（パラメータ）をなくす
事になるので注意

内容を確認する

注意： 3 番のステップを抜かすと、カメラの TCP/IP 番号はラベル表示の 10.x.x.x となりま
す。

もし環境設定ファイル更新がうまくいかない場合には、第 2.3 章（TCP/IP 番号が分
からない時）と同じ要領でカメラを起動してください。そうすると使用する設定ファイル
には工場設定が使われますが、パスワードは以前のままとなります。

9.4

一連のカメラの遠隔操作

環境設定ファイルを持つ第一の理由は手動で設定を行なうことなしに一連のカメラを
遠隔操作できるようにする事です。何台ものカメラに同じ設定ファイルを読み込んだ
場合、それぞれのカメラがどうやって自分の TCP/IP 番号を取得するかという点を考
える必要があります。
もし使用しているネットワークが BootP/DHCP をサポートしていれば、あとはこのイ
ンターフェース・オプションを有効にするだけで結構です。カメラはそれぞれの MAC
アドレスに従いサーバーから自動的に TCP/IP 番号を割り当てられます。
ネットワーク「10.x.x.x
10.x.x.x」が使用可能であれば、（設定ファイルの）イーサネット・セクショ
10.x.x.x
ンでそれぞれのカメラの初期設定を有効にしてやります。そうするとカメラはそれぞ
れラベル記載の TCP/IP 番号を使うようになります。
もし FTP や E メール機能のために特定の設定をバックアップしたい時には、その設
定ファイルを自分のコンピュータに保存しておき必要に応じてカメラにロードします。
その場合にはロードするのは「画像及び制御」グループのみとし、TCP/IP やパスワ
ードが変更されないようにします。
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イーサネット、ISDN、或いはシリアル接続と Web ブラウザーを使ってカメラの完全な更
新を行なう事が可能です。カメラのハードウェアの大部分がソフトウェアの読み込み可
能な FPGA（Field Programmable Gate Array）で制御されているので、カメラのハードウ
ェアについても変更可能です。このことは将来的なニーズに対応する意味で非常に高
い柔軟性を与えてくれます。
ダウンロードは管理画面から行ないます。最新版のソフトウェアは当社のウェブサイト
www.mobotix.com/mx_upl からダウンロードできます。

ブラウザーでリンクをクリック
すること、及びウィンドーサイ
ズの変更も不可

システム更新は直接接続を使用
しプロキシサーバーは経由しな
いでください

10.2 クイックスタート
システム更新ではカメラのフラッシュメモリも消去され書き換えられるので実施に当って
は細心の注意が必要です。従い本章と「環境設定ファイル」の章を完全に理解した上
で行なう事が必要です。
通常の更新方法は（バージョン 1.6）M1M_system_x_yy.mpl
M1M_system_x_yy.mpl ファイルを使うことです。この
方法ではオペレーティング・システム、BIOS、及び全てのアプリケーション・プログラム
が新しくなりますが、ブートローダーと環境設定ファイルは変更されません。
更新中は別のブラウザー・ウィンドーが開き 5 分毎に状況を表示します。更新が完了
するまではブラウザーの操作はしないでください。
警告：

警告：
警告：
警告：

ISDN 設定：
－MSN：全て
－ユーザー："linux"
－パスワード："tux"

ブラウザーのキャッシュメモリ（一時ファイル保存フォルダ）は時により予測できない
問題を起こすので、システム更新の前後にキャッシュを空にして
問題を起こすので、システム更新の前後に キャッシュを空にしてブラウザーを再起動
キャッシュを空にして ブラウザーを再起動
してください。加えて更新後はカメラのメインページの見出しでバージョンナンバーが
新しくなっている事を確認してください。（管理画面のバージョンも確認する。）
新しくなっている事を確認してください。（管理画面のバージ ョンも確認する。）
更新中には絶対に電源を切らないでください。電源を切られると更新が中途半端に
更新中には絶対に電源を切らないでください 。電源を切られると更新が中途半端に
なりカメラの再起動が出来なくなる恐れがあります。
更新中にエラーが発生した場合にも、カメラの再起動はせずにもう一度ファイルのダ
ウンロードをやり直してください。カメラが再起動しない恐れがあります。
完全なシステム更新（バージョン 1.5 から 1.6）を行なうとインターフェース・パラメータ
1.6 ）を行なうとインターフェース・パラメータ
は工場設定に（10.x.x.x
は工場設定に（ 10.x.x.x、
10.x.x.x 、ISDN オン）書き換えられるのでカメラとの接続が出来なくな
る可能性があります。以前のインターフェース・パラメータが必要な場合には、更新
る可能性があります。 以前のインターフェース・パラメータが必要な場合には、更新
後再起動をする前に環境設定ファイルを保存してください。

10.3 ソフトウェア構造
カメラのソフトウェアは 5 つの部分で構成されており、各部分は個別にインストールが
可能です。
●
●
●

ブートローダー：カメラのハードウェアを起動します
ブートローダー
カーネル：LINUX
オペレーティング・システム
カーネル
BIOS：カメラの低水準ソフトウェア
BIOS

ｚ
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●

RAM ディスク：アプリケーション・プログラムやメニューを含むファイルシステム
ディスク

●

環境設定ファイル：カメラのパラメータ
環境設定ファイル

通常はシステム全体を一度に
更新する

一度に全てのシステムをダウンロードすれば全てのモジュールのバージョンが同じ
であり、協調して働く事が確実なので、通常はそちらの方がよいと考えられます。一
方、小さなソフトウェア変更の場合にはモジュール単位で更新する方が効率的です。
いずれにしろ更新を行なう際には細心の注意が必要です。

10.4 ファイル構造
各モジュールの更新ファイルの名前は「*.mpl
*.mpl」で終わります。個々のファイル名の後
*.mpl
ろにはアンダースコア（ _ ）をはさんでバージョンナンバーがつけられています。（例：
M1M_system_1_61.mpl
_61.mpl）
M1M_system_1
_61.mpl
システムのインストール中は、ブラウザーのウィンドーを
閉じたり変更を行ったりする事は絶対にしないで下さい。

ファイルの中にはダウンロード方法に関する情報の入ったヘッダーが含まれている
ので、カメラの方で更新すべきソフトウェアのタイプ、バージョン、部分などが分かる
ようになっています。これにより MOBOTIX 製でないファイルをカメラに読み込むのを
避けられます。一般に更新ファイルは 7 ビット ASCII コードのテキストファイル（UU エ
ンコード方式、base64、RFC1521）であり、簡単にメールで転送したり変換なしでダウ
ンロードすることが可能です。ファイルサイズを小さくするため、更新ファイルのフォー
マットはギャップで仕切られた複数のデータブロックをサポートしています。
現時点では以下の更新ファイルをサポートしています。
●

●

●
●

M1M_system_x_yy_.mpl：
M1M_system_x_yy_.mpl
通常用いるべき標準の更新ファイルで、環境設定ファイルとブートローダー以外
のカーネル、BIOS、及び RAM ディスクを含む。サイズが大きいので（4.2MB）カ
メラの RAM にバッファする事が出来ません（16MB バージョンの場合）。従って、
通常中断される事のない安定した接続ができる場合のみ更新を行ってください。
M1M_full_x_yy.mpl
M1M_full_x_yy.mpl：
x_yy.mpl
このファイルはブートローダーを含むフラッシュ ROM 全体を更新します。結果と
して環境設定ファイルも工場設定に置き換えられます。従って更新する前に使
用しているパラメータをプリントアウトする事を勧めます（環境設定ファイルの章
を参照）。このファイルは約 11MB あるので現時点では RAM にバッファする事
が不可能です。従い、通常中断される事のない安定した接続ができる場合のみ
更新を行ってください。
M1M_kernel_x_yy.mpl：
M1M_kernel_x_yy.mpl
カメラのオペレーティング・システム更新ファイルでサイズは約 1.8MB です。
M1M_ramdisk_x_yy.mpl：
M1M_ramdisk_x_yy.mpl
カメラのアプリケーション・プログラムと BIOS の更新ファイルであり、サイズは約
2.1MB です。

バージョン 1.5 のファイルは
*.upl

イーサネットで 1 分半

イーサネットで 25 秒

10.5 標準システム更新（M1M_system_x_yy.mpl
M1M_system_x_yy.mpl）
）
標準システム更新（M1M_system_x_yy.mpl
カメラのアップグレードと全てのモジュールの最新ソフトウェア・バージョンをインスト
ールするには上記のファイルを使うのが標準の方法です。

３５

M1M_full_x_yy ファイルの場合は
カメラを工場設定に書き換えま
す
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ファイルのサイズの関係でカメラ側でバッファは行なわず（16MB バージョンの場合）受
け取ったデータは直接フラッシュメモリに書き込まれます。ダウンロードを行なっている
間は LED が時計方向に回り、途中で何回か受け取ったデータを書き込む間 1 秒ほど
止まります。イーサネットを使用した場合、システム更新に要する時間は約 1 分半です。
プログラム更新

警告：更新前にブラウザーのキャッシュを空にし、ブラウザーを再起動してください。また、シス
テムを初期状態に戻すためカメラを再起動してください。

待機

この標準システム更新では環境設定ファイルは更新されません。理由は更新するとイ
ンターフェース・グループも変更され再起動後にカメラとの接続が出来なくなる可能性
があるからです。一方、システム更新前のこれまでの設定ファイルは当然ながら以前
のソフトウェア・バージョン情報を持っています。従って新しいソフトウェアで再起動した
後に、工場設定を使い設定ファイルを更新する必要があります。（9.3 参照）
10.6 部分更新手順（M1M_kernel_x_yy.mpl、M1M_ramdisk_x_yy.mpl）
部分更新手順
もし更新ファイルがシステムメモリに保存可能であれば、まずファイル全体をダウンロー
ドします。この時同時にファイルをバイナリデータに戻しチェックを行ないます。2MB の
データをダウンロードするにはイーサネット上では約 5 秒を要します。ダウンロードが進
行中はカメラの LED が時計方向に回ります。全て問題がなければ次にデータを不揮発
性メモリ（フラッシュメモリ）に格納します。このプログラム更新の過程では 3 個の LED
が点灯し、残り 3 個は点滅します。2MB のデータを保存するのには約 30 秒かかります。
プログラムの更新が終了すると LED は以前の状態に戻り、ブラウザーが更新結果を
表示します。カメラを再起動すると更新が有効となります。
10.7 ISDN 更新手順
ISDN 接続を使ってもソフトウェアの更新は可能ですが、安定した接続が必要である事
に注意してください。完全なシステム更新には 1 時間ほどかかると思われます。従って、
出来る限りイーサネットを使ってカメラの更新を行なってください。

部分的更新のみ

まず「termination_reboot（切断再起動）」パラメータをオフにして、その後カメラを再起動
してこの設定を有効にします（接続を解除し、再度かけなおす）。ソフトウェアの更新が
終了するまではリンクをクリックしたりブラウザー・ウィンドーを閉じたりしないでください。
出来る限りシステム全体の更新は避け、各部を別々に行いカメラ側で受信データを
RAM にバッファ出来るようにします。そうすることで途中で接続が切断された時の問題
を避ける事が出来ます。切断された場合には再度カメラを呼び出して更新をやり直しま
す。
10.8 シリアル更新手順（バージョン
1.7 以降）
シリアル更新手順

出来れば 115Kbps 接続を使用
する

万一システムが完全に起動せずブラウザーによるアクセスが出来ない場合でも、シリ
アルインターフェースとブートローダーを使い更新を行なう事が可能です。この方法をと
るためには使用する PC に更新ファイルをシリアル端子経由で送信するためのターミナ
ル・ソフトウェアが必要です。カメラのブートローダーが起動した後で（LED で判断）ファ
イルを送信します。

ファイルの送信中はカメラの LED が時計方向に回ります。

３６
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ホームページ作成をするときにはしばしば異なるカメラを同じページで見る必要が出
てきます。その問題はカメラへのリンクを使って HTML ページを作成することで簡単に
解決します。
MOBOTIX カメラの画像には以下の URL を使用してアクセスする事が出来ます。
http://x.x.x.x/cgihttp://x.x.x.x/cgi-bin/image.jpg
ここで「x.x.x.x」はカメラ自身の TCP/IP 番号です。特にパラメータを使用しなければ画
像サイズは 320x240 となり、画像処理はカメラの設定ファイルに従って行なわれます
（色、シャープネス、他）。
設定ファイルにあるパラメータは全て URL コマンドラインを使って上書きする事が出来
ます。コマンドはクエスチョンマーク「？」に続けて入力し、区切りとして「＆」マークを使
います。
例えば：
．．．/cgi
．．．/cgi/cgi-bin/image.jpg?size=640x480&quality=50
と入力すれば 640x480 ピクセルで JPEG 画質係数 50％の画像が得られます。
ブラウザーを使って設定可能なパラメータをすべて見るには：
．．．/cgi
．．．/cgi/cgi-bin/image.jpg?help=on
また、カメラを選択するには（右、左、両方）以下のパラメータを使います。
．．．/cgi
．．．/cgi（又は right / both）
/cgi-bin/image.jpb?camera=left
上の例では左のカメラ画像を取り込みます。
カメラの ImageImage-ControlControl-Center（画像制御センター）では使用中のリンクがメニューの
Center
最後の行に表示されます。リンクに追加して使用できるのは上で説明したものだけで
あり、環境設定ファイルのものとは異なる事に注意してください。もしカメラ側の設定に
影響されたくなければ、表示するページにとって重要なパラメータを全て使ってくださ
い。
注意：パラメータ無しのリンク（設定ファイルを使う）を使用するのが最も速くアクセスする
方法です。パラメータ付きの場合、画像を別途処理する必要が出てきます。

露光制御パラメータを使用したリンクはランタイム露光パラメータを変えてしまい他の
ユーザーに対しても影響が出てきます。例えば、高感度フラッグつきのリンクはカメラ
の画像処理そのものを変更し、他の要求が行なわれるか露光制御メニューが開かれ
るまで、或いは再起動するまでそのままとなります。将来のバージョンでは露光制御
パラメータを禁止する事を検討しています。

現在のバージョン 1.6 ではパラメータはサポートされていません。

３７

リンクを使えば MOBOTIX
メニューを経由せず自由に
画像にアクセス

カメラから現在のパラメータ
ページを取得し印刷する

リンクは自身が他の設定をす
るまでは設定ファイルの画像
パラメータを使う
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ISDN 接続

12.1 コンピュータの動作環境
カメラがローカルインターネッ
トを提供します

カメラとの ISDN 接続はブラウザー側から見るとイーサネット上の TCP/IP 接続と同様
の振舞いをします。ユーザーにとってはインターネット・プロバイダを iPPP プロトコルを
使い ISDN 回線で呼び出すのと同様の手順になります。ユーザーのコンピュータ又は
ISDN ネットワークルータにおいて 4 つのパラメータを設定する必要があります。
●
●
●
●

プロトコル：PPP
プロトコル PPP を選択
名前：（初期設定
"linux"）
名前
パスワード：（初期設定
"tux"）
パスワード
電話番号：カメラの番号
電話番号

名前とパスワードはカメラの ISDN 設定メニューで指定されているものと同じでなければ
なりません。カメラの設定メニューで正しい認証プロトコルを選択している事を確認して
ください。多くの場合 PAP が使用されます。

12.2 クィックスタート
管理画面の ISDN 設定メニューに行き以下の項目を選択します。
●
●
●
●
必ずパラメータを保存してから
再起動すること

●
●
●
●
●

ISDNモード）：「single in」（通常工場設定と異なるのはここだけ）
ISDN-mode（ISDN
mode
Termination Reboot（切断再起動）：「オン」（呼び出しの度にシステムを初期化）
Reboot
MSN：「every（全て）」
MSN
Allowed Phone Numbers（許容電話番号）：「all（全て）」
Numbers
IPアドレス）：イーサネットと同じ（10.x.x.x）
IP-Address（IP
Address
IPIP アドレス WAN-IP）：カメラ IP とは違う番号（例：
IP-Address Caller（発信者
Caller
10.0.0.1）
Authentification（認証）：「PAP」（CHAP
はまだ動かない）
Authentification
Name（名前）：「linux」（又は他の名前）
Name
Password（パスワード）：「tux」（又は他のパスワード）
Password

その後「accept（設定を受け入れる）」をクリックしフラッシュメモリに「保存」します。再起
動するとカメラは ISDN 着信に応答するようになります。

ISDN 設定がされていない場合で
も ISDN 用の LED は回線上のデー
タパッケージの存在を表示しま
す

LED は音声通話であっても、MSN がカメラのものでなくても、又パスワード認証が失敗
しても着信があれば常に点灯します。但し上記のようなケースでは短い時間で（0.2～2
秒）オフになります。このことから音声通話で簡単に ISDN 回線のテストを行なう事が出
来ます。

３８
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12.3 電源
ISDN の家庭側端子が（ドイツでは NTBA）カメラの電源ラインに接続されていれば、
MOBOTIX カメラは ISDN データ回線（S0 バス、ファントム給電）から直接電力供給を
受ける事が出来ます。ドイツの場合家庭用 NTBA インターフェースは最大 4.5W を供
給でき、ちょうどカメラ 1 台と数台の電話に十分な容量があります。カメラ 2 台に供給
することも可能かもしれませんが、これについてはテストを行なってください。

ドイツ以外ではこの点について
電電会社に確認してください

日本では上記の方法で給電出来ませんのでＡＣアダプタとネットワークアダプタを使い
カメラのデータケーブルの 7 番ピン（－）と 8 番ピン（＋）を通じて電源を供給します。
8 芯ケーブルと RJ-45 ジャック
を使用

12.4 MSN（Multiple
Subscriber Number：複数加入者番号）
MSN
ドイツでは ISDN 回線はどれも複数の（最大 8 つ）電話番号をサポートしており、これ
を MSN と呼んでいます。通話が着信すると ISDN システムがカメラに着信番号を（ドイ
ツでは市外局番なし）カメラに伝えます。カメラは自身の ISDN 設定に含まれている番
号と受け取った MSN とを比較します。もし番号が一致すればカメラは通話に応答をし
ます。

カメラはデータ通信のみに応答
し、音声通話には応答しません

カメラの応答は次のような設定が可能です。
●
●
●

every（全て）：カメラは
MSN 番号を調べずにすべてのデータ通信に応答。
every
specific（特定）：カメラは指定された番号のみで応答。
specific
next called（次回着信）：カメラは
ISDN バスに入ってくる最初の着信から MSN 番
called
号を拾い、その番号を設定ファイルに保存。ここで使用された番号を保存したい
場合は設定ファイルの保存を行なってください。

国によっては、またオフィス用通信システムの大部分は、市外局番の有無など専用の
MSN 方式を持っています。従って地域の電電会社に確認するか又は「次回着信」オ
プションを使いカメラがどの MSN を受け取るかを見てください。
ISDN 回線は 2 つのチャンネルをサポートしているので、カメラと電話ないしコンピュー
タモデムが異なる MSN を使用することで同時に通話を行なう事が出来ます。

ISDN 設定メニューで受け取った
MSN を確認

12.5 TCP/IP 番号
カメラと ISDN モデムとの間で接続が確立したら Web ブラウザーを立上げコマンドライ
ンにカメラの TCP/IP 番号を入力します。
http://x.x.x.x
この番号はイーサネットの TCP/IP 番号と同じとは限らず、ISDN 設定メニューを使い
指定してやる必要があります。但し、通常はイーサネット・インターフェースの番号と同
じものを使ってください。

３９
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12.6 発信者 TCP/IP 番号（WAN
番号（WANWAN-IP）
IP）

通常は設定メニューで提示され
る番号を使う

カメラ側から見た場合、呼び出しを行なうコンピュータやルータの方にも「WAN-IP」と呼
ばれる TCP/IP 番号をカメラ内部で付与してやる必要があります。通常は設定メニュー
で出てくる番号をそのまま使ってください。最低限、カメラ自身の TCP/IP 番号とは異な
っていることが必要です。
普通 PC はどんな TCP/IP 番号でも受け入れるようになっています。しかし、ISDN ネッ
トワークルータが使用されている場合には WAN-IP を設定してやる必要があると思わ
れます。この場合、ルータ内に存在するカメラのプロファイルを「0.0.0.0」に設定してやる
必要があります。詳細についてはルータの取説を参照してください。
注意：カメラは現状では
ISDN ルータからの IP 番号を受け入れるようには設定できません。
注意：

ISDN ルータ内の複数のプロファ
イルを使用することでネットワ
ークを通じて複数のカメラに自
動的にアクセスする事が出来ま
す

ルータ内のカメラのプロファイルには、通常ログイン名、パスワード、WAN-IP、及びカメ
ラの電話番号が含まれています。又、大多数のルータは一つのプロファイルに付き
TCP/IP 番号ひとつだけを受け入れるような設定が可能になっています（従って電話番
号もカメラに付き一つ）。この場合、ルータ側のプロファイル設定では
「255.255.255.255
255.255.255.255」というネットマスクが使われることになると思われます。
255.255.255.255
12.7 再起動
管理画面の ISDN メニューには「切断再起動
切断再起動」というパラメータがあり、これは
ISDN 回
切断再起動
線での通話が終了または切断された時に自動的にカメラの再起動を行なうものです。
再起動が行なわれている間約 15 秒間はカメラからの応答が得られなくなります。

この機能は遠隔地のカメラの保
守作業を減らしてくれると思わ
れます

この機能にはシステムに着信があるとシステムの初期化が行なわれ、何年も使用して
も常にシステムを「新鮮」に保てるという利点があります。遠隔地に設置され何年も動
作する事が要求されるシステムにとっては重要になってきます。
注意：もしカメラがイーサネットと
ISDN を併用している場合、再起動時にはイーサネット接続
注意：
も切られます。

12.8 デュアルチャンネル
現在この機能はサポートされていません。

４０

MOBOTIXMOBOTIX-M1M カメラ取扱説明書

第１．６版
１．６版

12.9 ISDN 同時接続（ダイヤルインとダイヤルアウト）
カメラはイーサネットと ISDN を通して同時にアクセスすることができます。さらに、も
し、インターネットに接続中であってもカメラは ISDN による呼び出しを受けることがで
きます。この場合、２つの ISDN チャンネルが使用されることが必要です（2.5 参照）
下記の環境設定は、ローカルイーサネット・ネットワークアドレス 192.168.0.177.と
ISDN 経由のカメラへのアクセス例です。
ISDN general parameter
ISDN MODE
（IN/OUT）
Termination Reboot
(On)
Incoming Calls
Accepted MSN
(Every)

Allowed phonenumbers
(All)
IP address camera
192.168.0.177
IP address caller
(10.0.0.201)

Accept Remote

Default Gate way

Idle time (30sec)
Authentification
(PAP)
Camera lLogin
(l:nux)
Hard Timeout
(Off)

Outgoing Calles
Number to call
Outgoing Gateway
(10.0.0.202)
Idle Time (30sec)
Remote Lgein
Name of Retries

ダイヤルインダイヤルアウト、
イーサネットは同時に動く

ISDN 動体モードのセット。Off
Off：
In/out:：ダイヤルイン、ダイヤルア
Off： ISDN を切ります、In/out
In/out
ウトのセット、single
single：１チャンネル使用、dual
dual :２
single
: ２ チャンネル使用。
on にしておくと、カメラは ISDN 回線の接続を切るたびに再起動し、システムも再起
動します。イーサネット接続をご利用になっている場合、もしくは、頻繁にショートコー
ルするのであれば、この機能を使わないで下さい。
ISDN Mode が In/Out もしくは single in/dual in の場合のみ使用。
MSN はカメラの電話番号のようなものです（メモ：ドイツではプレセレクションナンバ
ーを残しておく必要があります。電話の切替装置では、普通は、通し番号です）。フリ
ーフィールドに MSN 番号を設定することができます。Every
Every を選んでいる場合は、
電話すべての呼び出しを受け付けます。Next
Next called を選ぶと next called MSN が
設定され、MSN のための呼び出しのみ受け付けるようになります。呼び出し後にこ
のフォームに入ると、この MSN が表示されるので、これを修正し保存する事ができ
ます。
all にセットしていないとカメラは特定の電話番号からの呼び出ししか受け付け
ません。間にスペ ースを入れることにより、複数の番号を記入する事ができま
す。（ドイツのユーザーは、頭の０を省いた番号を記入してください）。
呼び出しされた時に使用されるカメラの IP アドレスです。ISDN 接続が確立された
時は、カメラに接続するために、このアドレスを使用してください。ISDN IP アドレス
はイーサネットインターフェースに与えられた IP アドレス 192.168.0.177 と同一です。
これは、呼び出す側のコンピューターに設定するカメラの IP アドレスです。ローカル
ネットワークで使用されていないアドレスであれば、どんなアドレスでも選ぶ事ができ
ますが、カメラの IP アドレスと異なるアドレスでなくてはいけません。ブランクにした
場合、カメラの IP アドレス+１つのアドレスが使用されます。
(サポートされていません) Yes の場合、カメラは推奨されたリモートサイズの IP ア
ドレスを受け入れます。したがって、あらかじめ定められたカメラと発信側の IP アド
レスは使用されません。
(サポートされていません)Yes の場合、接続された ISDN がデフォルトゲートウェイ
として使用されます。ローカルネットワーク上部のすべての通信データは ISDN 回線
に送られます。呼び出し側が ISP ならデータパッケージを転送させる事ができます。
与えられた秒数のアイドル時間後にカメラは回線を切ります。
PAP CHAP はパスワードを交換するための２つの異なる手段です。これは、お使い
のコンピュータによって、どちらを選ぶかが変わってきます。パスワード認証手続きを
使用しないのは、危険です。
ISDN のカメラに入るために与えられているログインネームとパスワードを入力して
下さい。パスワードは２回入力して下さい。
(サポートされていません)定められた秒数が過ぎると、カメラは ISDN 回線を切断し
ます。実行中の転送データは中断されます。０は、hard time out しない事を意味し
ます。Hard time out をセットすると、カメラは ISDN 接続を終了後、再起動をします。
ISDN モードが in/out、single もしくは dual out の場合のみ使用されます。
ISDN の電話番号（呼先）。
ISDN 回線にルートするためのゲートウエイアドレス。
定められた秒数がアイドル時間になった後、カメラは回線を切断します。
ISDN 経由で呼び出されたリモートシステムにログインするための、ログインネームと
パスワードです。これも、パスワードを２回入力してください。
再呼び出しする回数。

４１

ダイヤルインパラメーター

普通は、イーサネットにより
定められたものと同じ IP アド
レスを使用

ダイヤルイン後はリモートブ
ラウザーによるアクセスへの
通信者アドレスを使用

標準パスワードを変える

ラインを得るには
T オンラインナンバー＋０

ゲートウェイはインターネッ
トサーバーにより自動的に
セットされる
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リモートログインには、ご利用のプロバイダーより与えられている電話番号、名前、パス
ワードをご使用ください。呼び出し者の IP アドレスと outgoing ゲートウェイは反対側の
項目でセットされるので、そのままにしておいてください。もし、ローカル電話システムを
利用している場合は、回線を確保するために普通は電話番号に数字を付ける必要が
あります（例えば、0 や 9）
また、ISDN メニューに付帯していくつかのイーサネットパラメータをセットする必要があ
ります。特にゲートウェイとネームサーバーの設定する必要があります。
Ethenet

イーサネットインターフェースを動作可/不可にします。普通は down にする必要はありませ
ん。
BOOT/DHCP
ローカルネットワークの BOOTP/DHCP サーバにより与えられた設定値をイーサネットイン
ターフェースに設定します。入手できるのであればネットワーク管理者に問い合わせてみて
(Down)
ください。BOOTP/DHCP が、まず試されて、もし成功すれば他の設定に上書きされます。
もし失敗した場合はユーザー設定値、もしくは、工場初期設定値が採用されます。メモ：ダ
イナミック DHCP サービスをご利用の場合は、カメラの IP アドレスはわかりません。
Factory default 工場の初期設定値を使用。その他の設定は無視される。
Hostname
ホストネームをセット、カメラ自身が使います。メモ：カメラは DNS なしで、このホストネーム
によって呼び出し可能という意味ではありません。
IP Address
アドレスをセット、カメラはイーサネットを通して呼び出しされる事ができます。
（プライベートネットワーク以外では、ネットワーク管理者から使用可能な IP アドレスをうけ
取ってください。
Netmask
ネットマスクをセット。これは、お使いの IP アドレスのどの部分がネットワークに属している
かを述べています。正確なネットマスクはご利用のネットワーク管理者へお問い合わせくだ
さい。工場初期設定は：２５５．０．０．０
Broadcast
ブロードキャストアドレスをセット。これは、ローカルネットワーク内のすべての
コンピューターを呼び出しするために使われます。ネットワーク管理者に、正しい設定値を
お問い合わせください。工場初期設定は：１０．２５５．２５５．２５５
Gateway
ゲートウェイアドレスをセット。大きなネットワークでは、外部接続する場合には普通、特別
なホスト、ゲートウェイ経由で送られます。工場初期設定：なし
Nameserver
ドメインネームサーバーをセット。大きなネットワークでは、ドメインネームサーバー（ＤＮＳ）
は与えられたコンピュータネームによって IP アドレスを決定するために導入されます。ネッ
トワークにＤＮＳを持っているのであれば、このサービスを運営している３つまでのホストを
設定できます。工場設定値：なし
コンピュータをネームで呼び出したい場合のみ必要です。
Domain
ローカルドメインネームをセット。ドットを使用しないコンピューターネームを DNS では使用
されます。
(Up)

ゲートウェイは、
0.0.0.0.
と設定しなければいけない

普通、ドメインは使用しない

工場設定値：なし

ISDN-ダイヤルアウトのインターネットでは、T-Online ネームサーバ 194.25.2.129.
194.25.2.129.を使
用します。もし、他のインターネットプロバイダを利用しているのであれば、そのネーム
サーバアドレスを使用します。
接続が確立されたときは常に相手側の PPP サーバによって更新されるので、ゲートウ
ェイは 0.0.0.0 と設定します。ダイヤルアウト中にイーサネットセクションを見れば、実際
のアドレス番号を確認することができます。
注意：
注意 イーサネットメニューに入ると、ファイルのパラメータではなく、常に使用中の環境設定だ
けが表示されます。新しい環境設定をセットアップし、設定ファイルに保存した後、イーサ
ネットメニューに再度入ると、現在の状態が表示されますが、再起動後は新しいセットア
ップが使用されます。設定ファイルのイーサネットセクションを見ることで、新しい環境設
定を確認することができます。

４２
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耐障害性

13.1

概要

複雑なオペレーティング・システムを持ち周囲と相互動作する多機能システムについ
て 100％無欠陥だと保証をする事は出来ません。予測不可能な動きを防ぎ長期間の
作動を確実にするため、MOBOTIX ではカメラ内部に 3 段階の耐障害システムを実現
しました。
PC が通常一日の終わりには電源を切られ毎朝初期化されるのに対し、カメラは毎日
24 時間働かなければなりません。従ってリセット無しで数ヶ月使いつづけると、メモリ
のオーバーフローなどの予期せぬ事態がカメラを動作不能にしないとも限りません。
何年にもわたり安定した動作を保証するためには定期的な再起動が唯一の手段とな
ります。
注意：

MOBOTIX では安定したシステムを提供するために、高い要求、様々な条件のもと
でソフトウェアのテストを行なっています。しかしながらそれでもカメラは予期せぬ出
来事に遭遇する事があります。

13.2 監視レベル
MOBOTIX カメラ内部では 3 段階の耐障害機能が働いています。
●

ハードウェア監視：
ハードウェア監視
特殊な回路がカメラのプロセッサを見張り、仕事が行なわれるように管理してい
ます。定期的に信号を送りもしプロセッサからの応答が 1/10 秒以内になければ
システムに対しハードウェアリセットを実行します。

●

ソフトウェア監視：
ソフトウェア監視
全てのアプリケーションの主要なプロセスは 5 秒ごとに BIOS にある監視ソフトウ
ェアに対し「元気です」メッセージを送らなければなりません。もしメッセージを送っ
てこないものがあればシステムは該当のプロセスか又はカメラ自体を再起動しま
す。監視ソフトウェア自体はハードウェア監視回路と割り込みシステムによって監
視されています。

●

スケジュールに基づく再起動：
スケジュールに基づく再起動
アプリケーションレベルではユーザーがカメラのソフトリセットを行なうスケジュー
ルを定義できるようになっています。このスケジュール作業自体は監視ソフトウェ
アによって管理されています。

４３

遠隔地のカメラには再起動は
欠かせません
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MOBOTIX 電源アダプターを使用するとカメラへの給電とアクセスを一種類のネットワー
クケーブル（8 芯）だけを使って行なう事が出来ます。つまり、余分な電源用ケーブルや
カメラ取り付け場所での電源工事などが不要になります。
◆英文マニュアル（４４／５３）参照◆
ネットワーク電源アダプターからハブまでの結線
ネットワーク電源アダプターからハブまでの結線
カメラ接続は標準ケーブル一本
だけ

PC 接続にはクロスケーブル不
要

MOBOTIX 電源アダプターは標準ネットワークケーブルの２本（7 番ピン（－）、8 番ピン
（＋））未定義線を使ってカメラへの電力供給を行ないます。これは ISDN 規格に準じた
方式です。イーサネットにおいては正式ではありませんが提案がされています（標準の
クロスケーブルはまだ 7 番ピンと 8 番ピンをクロスしていません）。
電源アダプターには 3 個の RJ-45 プラグがついています。
●
●
●

カメラ：カメラはここから電源供給されます
カメラ
LAN／電源
1：1 データ接続端子
LAN／電源：電源及びカメラ用
／電源
PC／電源
PC／電源：電源及びカメラ用クロスデータ接続端子
／電源

電源アダプターのカメラ電源出力は監視されており、短絡が発生すれば切断されます。
これによりスイッチやハブの終端抵抗を破壊する事を防いでいます。
注意：カメラ端子にはネットワークの信号線は接続しないでください！
注意：
電源アダプターの LED は 3 通りの表示で状態を知らせます。
●
●
●

点滅：電源は接続されているがカメラが存在しない（電流
10mA 以下）
点滅
オン：電源及びカメラが接続されている（電流
10 ～ 100mA）
オン
逆フラッシュ：カメラ接続線で短絡が発生（電流
100mA 以上）
逆フラッシュ

14.2 LAN 接続
ネットワーク機器は全て標準の 1：1 ネットワークケーブルを使いスイッチやハブに接続
されます。そしてスイッチやハブはデータ回線をクロスして、ある機器の出力を他の機
器の入力に接続し、その逆もまた同様にします。
14.3 PC 接続
カメラを直接（スイッチやハブを経由せずに）PC のネットワーク・インターフェースに接続
する場合には、クロスケーブルと呼ばれハブがするように信号線をクロスさせてあるケ
ーブルが必要となります。MOBOTIX 電源アダプターにはクロスオーバー・ソケットがつ
いているので、これを使用すれば標準の 1：1 パッチケーブルを使って接続が可能にな
ります。
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ネットワーク電源アダプターから PC への接続

14.4 ISDN 接続
カメラ電源を ISDN データ回線から取る場合には（家庭側インターフェースによるファ
ントム給電）電源アダプターは必要ではなくまた 4 芯ケーブルを使用することが出来
ます。しかし必ず ISDN 家庭側インターフェース（ドイツでは NTBA）が接続されている
ことを確認してください。

電源アダプター使用の場合、
ISDN 用には 8 芯ケーブルを使用

日本ではカメラ電源を他から取らなければなりません。電源アダプターを使用してデ
ータケーブルに電源を供給。LAN の場合と同様の接続を行い 1：1 パッチソケットを
ISDN 回線と接続してください。

14.5 電源の優先順位
カメラは以下の優先順位に従い自分で使用する電源を切り替えます。
イーサネット端子（優先順位 1 位）
ISDN 端子
● ISDN データ回線
● 予備電源（オプション）
●
●

もしイーサネット端子と ISDN データ回線の双方に電源が供給されている場合には、
通常はイーサネット端子の方が選択されます。停電が起こった場合にはカメラは直
ちに ISDN 電源に切り替え再起動は起こりません。日本では、一旦、電源 OFF し、
停電復帰後、再起動します。
注意：

オフィス用 ISDN 通信機器の中には短時間で電源供給のセットアップを行なう事が
来ないものがあり、その場合には再起動が起こりえます。

14.6 ケーブルの長さ
ケーブルの長さはネットワークのデータ回線で決まり、カメラが小さな供給電流しか
必要としないため 100m 程度まで伸ばす事が出来ます。
イーサネットの場合はカテゴリー7 のケーブルを使用した場合、最大 150m が標準仕
様となっています。パッチケーブルの場合は役 30～50m まで許容されます。
標準の ISDN 回線に 8 台の機器が接続されている場合、NTBA に基づく計算では
100～200m 程度となります（100Ωの終端抵抗が両端に必要です）。1 台の機器の
みの場合には 500m まで可能です。オフィス内で終端抵抗つきの端子を使用した場
合には端子とカメラ間の距離は 10m が最大となります。
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カテゴリー7 のケーブルを使用
すること
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カメラ・アセンブリ

15.1 概要
本章はサービスセンターの使用
に供するものです

機械的観点から見るとカメラは 5 つの主要部品から構成されます。
●
●
●
●
●

長期にわたり紫外線耐性に優れ
たグラスファイバー補強ハウジ
ング

本体ハウジング：陽よけ・防雨器具付き
本体ハウジング
壁取付ブラケット：ボールジョイント付き
壁取付ブラケット
ケーブルカバー
ケーブルカバー（ゴム製）：ケーブルを雨から保護
前面カバー：ゴム製の防水シール付き
前面カバー
電子回路基板：それぞれ前面カバーに取り付け
電子回路基板

カメラのプラスチック部品はグラスファイバー補強 PBT（30％GF）で作られています。こ
の材料は長期にわたり安定した耐候性を示し、特に紫外線に対して強いという特徴が
あります。カメラの耐候性はケーブルカバー付きで IP54 相当となります。

15.2 分解
カメラハウジングを開けるには以下の手順で 4 本のネジをはずします。
カメラを開けると製品保証が
受けられなくなります。

●
●

シリアルインターフェースの 2 本の六角ネジ（5mm）
カメラ裏側の 2 本の Inbus ネジ（3x8、2mm Inbus ドライバー使用）

その後細いドライバーを裏側ネジ穴に入れ、注意しながらゆっくり押して前面カバーを
カメラから取り外す。
警告：カメラを開けると製品保証が受けられなくなります。

15.3 組立て
まず前面カバーを接続端子部から先にハウジングに入れます。そして前面カバーの
上部を押し付けハウジングにはめ込みます。接続端子部がハウジングの開
口部にきちんとはまるように注意してください。
最後に以下の順序でネジを締めます。
●
●

シリアルインターフェースの 2 本の六角ネジ（5mm 六角ネジ）
カメラ裏側の 2 本の Inbus ネジ（2mm Inbus）

15.4 ガラス窓の交換
ガラスの内側に指紋が残らない
ように注意

まずカメラを分解し、柔らかい棒でカメラ内側から注意してガラス窓を押し出します。新
しいガラスを外側から取り付けます。ガラスを横向きに押し付けゴム製シールにはめ
込みます。この時ゴムを傷めないように注意してください。

15.5 望遠レンズの取り付け
まずカメラを分解し、眼の部分からガラス窓又はプラスチック板をはずします。新しい
レンズケースを基板に取り付けた後、望遠レンズを前面から挿入します。
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