
設置ガイド
Avigilon™高k解像度プロフェッショナル IP カメラモデル

30 L H4PRO-B、24 L H4PRO-B、16 L H4PRO-B、
12 L H4PRO-B、8 L H4PRO-B



安全に関する重要な情報
このマニュアルには、本機器の設置方法、操作方法、および使用上の注意が記載されています。設置方法を
誤ると、予想外の故障につながることがあります。本装置を取り付ける前に、このマニュアルを注意してお
読みください。今後いつでも必要な際に確認できるように、このマニュアルをデバイスの所有者にお渡しく
ださい。

この警告記号は、製品本体の内部および外部に危険な電圧が存在することを示しております。この製
品を適切にお取り扱いいただけなかった場合、感電、重傷、死に至る可能性がありますので十分にご
注意ください。

この注意記号は、適切にお取り扱いいただけなかった場合に、軽度または中程度の人身事故、物的損
害、または製品自体の損傷を引き起こす可能性があることを示しています。お取り扱いの際には十分
にご注意ください。

警告—以下の指示に従わないと、大怪我や死亡に至る危険があります。

l 水の近くや、しずくや水しぶきの当たる場所で使用しないでください。

l 対象装置の上に液体を入れた容器を置かないでください。

l 雨または湿度にさらさないでください。

l 屋内でのみ使用できます。
屋外で使用する場合、承認された屋外用の取付けアダプタまたはハウジングが必要です。詳細につい
てはAvigilonを参照してください。

l 資格を持った作業者のみが取り付けを実施するものとし、取り付けは全ての現地規則に準拠している
必要があります。

l 本装置は、ＵLリストで「クラス2」、「LPS」、または「制限付き電源」に指定されている電源装置
により供給され、出力定格は12VDCまたは24V AC、最小13Wです。または、Power over
Ethernet (PoE)、最低48VDC、最小13W

l 本製品に接続されている外部電源供給は、同機と同じモデルリーズのAvigilon製品にのみ接続可能と
なっています。外部電源接続は、適切に絶縁されている必要があります。

l いかなる場合でも、主電源に直接接続しないでください。

注意—以下の指示に従わなかった場合、人身事故およびデバイスの破損が生じる恐れがありますの
でご注意ください。
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l ラジエータ、暖房の送風口、レンジなどの熱源の近くに取り付けないでください。

l デバイスのケーブルを挟み込んだり、大きな負荷や重い負荷を与えないでください。

l 装置を開いたり、分解しないでください。ユーザーが修理できる部品はありません。

l 機器のいかなる修理も、資格を持っている担当者にご依頼ください。(液体がこぼれたり、物が落下
して)装置が損傷を受けたり、雨や湿気に曝されたり、正常に動作しなかったり、落としてしまった
場合に、修理が必要となることがあります。

l 装置本体のクリーニングには、強力な洗剤や研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。

l Avigilonが推奨するアクセサリーだけを使用してください。

l 取り付け面や最小0.4 kg (0.9ポンド)プラス取り付けレンズの重さに適したUIに掲載されている取
り付けブラケットのみを使用します。

l 長時間イメージセンサーを外に出さないでください。イメージセンサーは、レンズまたは埃キャップ
で常に覆ってください。

l 埃、湿度またはその他外部のゴミをレンズマウントの中に入れないでください。部のゴミは許可され
ません。

l レンズマウント内のイメージセンサーやほかのガラス部品には、絶対に手を触れないでください。

l 太陽またはその他の大変明るい物体にレンズを直接当てないでください。当てた場合、イメージセン
サーが故障する可能性があります。

l 本書の中で指定されている以外の手順のコントロールや調整の使用または性能が危険な放射線に露出
される至る場合があります。

規制事項
本装置は、FCCパート15に準拠しています。本機の動作は、次の2つの条件を満たす必要があります：
（1）本機は、有害な干渉を発生させない。（2）本機は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉
も含め、受信したいかなる干渉にも耐えうるものでなければならない。

このクラスBデジタル機器は、カナダのICES-003に準拠しています。

この装置は、FCC規定の15条項に準拠してクラスBデジタルデバイスの制限に関する試験を実施し、その
準拠が検証されています。これらの制限は、住宅地において有害な干渉を防ぐように設定されています。こ
の機器は、無線周波数のエネルギーを発生し、使用し、放射する可能性があるため、指示に従って正しく設
置し、使用しないと無線通信に有害な干渉を及ぼすことがあります。ただし、特定の設置方法が干渉を発生
しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に対して有害な妨害を発生させ、それが
機器のオン/オフによって確認できる場合、次のいずれかを行って妨害に対処してください:
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l 受信アンテナの向きまたは場所を変える。

l 本装置と受信側の機器の距離を離す。

l 受信側の機器が接続されている電源回路とは異なるコンセントに本装置を接続する。

l 販売店または実績のあるラジオ・テレビ修理業者に相談する。

Avigilon Corporation、またはAvigilon Corporationによって書面で認可された第三者以外が本装置に改変
を加えた場合、ユーザーが本装置を操作する権利が無効となる場合があります。

廃棄とリサイクルについて
本製品がその使用寿命に達したら、地元の環境法規とガイドラインに従って廃棄してください。

火災、爆発、やけどの危険。分解したり、押しつぶしたり、100 °C（212 °F）以上に熱したり、焼却しな
いでください。

欧州連合：

この記号は、地元の法規と規制に従って、この製品を家庭のゴミとは別にして廃棄しなければならないこと
を意味します。この製品の使用寿命に達したら、自治体が指定する収集場所に持っていってください。収集
場所によっては、無料の場合もあります。この製品を廃棄するときに、分類して収集し、リサイクルするこ
とにより、天然資源の保護に役立ち、人間の健康と環境を守るような方法で再利用されるようにします。

法的通知
© -2014 2020, Avigilon Corporation. 無断複写・複製・転載禁止。AVIGILON、AVIGILONロゴ、
AVIGILON CONTROL CENTER、およびACCは、Avigilon Corporationの商標です。ONVIF はOnvif, Inc.
の商標です。本書に記載されたその他の名称またはロゴは、該当する所有者の商標である可能性がありま
す。本書で、商標の横に™および®の記号がない場合でも、該当する商標の所有権を放棄してはおりませ
んので、予めご了承ください。Avigilon Corporationは、アメリカ合衆国およびその他の世界中にある管轄
区域で発行された特許をもって、新技術を保護します(avigilon.com/patentsを参照)。書面で明示的に
付与されない限り、Avigilon Corporationまたはそのライセンサーの著作権、工業デザイン、商標、特許ま
たはその他の知的財産権の使用は許可されません。
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免責事項
本文書は、本文書が公開された時点での製品情報と仕様を編集および公開したものです。本文書の内容と文
書内で説明されている製品の仕様は事前の通知無く変更されることがあります。Avigilon Corporationは、
予告なくそのような変更を行う権限を有します。Avigilon Corporationやその関連会社は:(1) この文書の情
報の完全性もしくは正確性を保証することはありません。(2) この情報の利用や信頼について責任を負うも
のではありません。Avigilonは、本書内の情報を信頼したことによるいかなる損害(間接損害を含む)にも責
任を負うものではありません。

Avigilon Corporation
avigilon.com

920 0078A

改訂: 9 - JA

20200306
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概要

正面図

1. レンズマウント

EFおよびEF-Sレンズを使用できます。

2. レンズリリースボタン

カメラに取り付けられているレンズをリリースします。

3. EF-S マウントインデックス

レンズマウントにある白いマークは、EF-Sレンズをカメラに対する位置を調整するために利用しま
す。

メモ：このマークは、30 LH4PRO Bおよび24 LH4PRO Bモデルにに表示されます。これ
らのモデルでは、EF-Sレンズはサポートされていません。
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4. EF マウントインデックス

レンズマウントにある赤いマークは、EFレンズをカメラに対しする位置を調整するために利用しま
す。

後ろから見たところ

1. カメラマウント

カメラのマウントポイントを提供します。1/4"-20 UNCボルトは一般的に見つかる三脚と取り付け
ブラケット。

2. SD カードスロット

オンボードストレージのSDカードが使用できます。

3. 電源コネクタブロック

端子ブロックには、ACまたはDC電源接続のいずれも使用できます。DC入力にはいずれの極も使用
できます。PoE (Power over Ethernet) が使用できないときにのみ必要です。

4. イーサネットポート

後ろから見たところ 2



ネットワークへのイーサネット接続を利用できます。サーバーとの通信および画像データ転送にもこ
の接続が使われます。また、PoE (Power over Ethernet) を提供するネットワークに接続されてい
る場合も給電されます。

5. リンク LED インジケーター

イーサネットポートへの接続がアクティブであることを示します。

6. 接続状況 LED インジケーター

デバイスの操作に関する情報を提供しています。詳細については、「「接続状況LEDインジケー
ター」（14ページ）」を参照してください。

7. 音声の I/O コネクタ

ミニジャックコネクター(3.5mm)が使用できます。

8. シリアル番号タグ

装置情報、製品シリアル番号、および部品番号ラベル。

9. I/O コネクタブロック

外部の入力/出力デバイスへの接続を提供します。

後ろから見たところ 3



設置

必要な工具と物品

l 5/64"または2mmの刃幅の小型のねじ回し—over Ethernet 電源を使用しない場合に電源を接続
するためのものです。

l 取り付けブラケット、ハウジングまたは三脚。

l EF、EF-Sマウントレンズ

メモ：モデル30 LH4PRO Bと24 LH4PRO-Bは、EF-Sレンズをサポートしていないた
め、EF レンズのみを使用してください。

カメラパッケージの内容

パッケージに次のものが同梱されていることを確認してください。

l Avigilon™高解像プロフェッショナルIPカメラ

l 電源端子ブロック

l ダストキャップ

l I/O端子ブロック

設置手順

以下のセクションに従って、デバイスの設置を完了します：

ビデオ分析カメラの取り付けと照準
Avigilonビデオ分析カメラを設置する際、記載した取り付けと照準に関する推奨事項に従ってカメラの分析
性能を最大限に高めてください。
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l カメラは274 cm (9フィート)より上に設置する必要があります。

l カメラは45度を超えて下向きに傾けないでください。

l カメラの画像は、水平線と同じ高さにする必要があります。

l カメラは、設置後カメラの物理的な動きを最小限に抑えるために安定した表面に取り付ける必要があ
ります。

詳細についてはビデオ分析のサイトをデザインするを参照してください。このドキュメントはAvigilon
ウェブサイトで入手できます。

レンズの取り付け
モデルBH4PRO 30 Lと24 LH4PRO-Bは、レンズマウントにEFおよびEF-Sの両方のインデックスがあ
る可能性があります。これらのモデルでは、EF-Sレンズをサポートしていません。該当モデルでは、EF レ
ンズのみを使用してください。

重要：高度な画像処理性能を最大限に活用するために、Avigilonカメラには高品質のレンズが必要
です。不適切なレンズの選択による低画質を防ぐためには、Avigilonによりこのカメラモデルとの
併用が推奨されているレンズを使用してください。このカメラモデルで使用する推奨レンズのリス
トは、Avigilonディーラーまたは代理店までお問い合わせください。

メモ：台座付きレンズの場合、カメラのレンズマウントが破損することを防止するために台座を使
用してください。

以下の手順を全て実施することで、カメラにレンズを取り付けます。

1. レンズを取り付けるまでは、カメラに電源を接続しないでください。

2. 台座付きレンズの場合、まず最初に台座をレンズに取り付けてください。

3. レンズマウントから埃キャップを取り外します。

4. レンズマウント上の適切なインデックスマーカーをレンズを合わせます。
o 赤色のマーク: EF マウントインデックス
o マークの白色: EF-Sマウントインデックス

5. 所定の位置にロックされるまでは、レンズを時計回りに回転させてください。

以下の手順を全て実施し、レンズを取り外すことができます。
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1. カメラから電源を切断します。

2. レンズリリースボタンを押しながら、レンズを反時計回りに停止するまでします。

3. カメラからレンズを取り外します。汚れを防ぐために、他のレンズまたはダストキャップをすぐに取
り付けます。

注意—
l レンズマウント内のイメージセンサーやほかのガラス部品には、絶対に手を触れないでくだ
さい。イメージセンサーは、推奨クリーニングツールのみを使用してクリーニングしてくだ
さい。

l 埃、湿度またはその他外部のゴミをレンズマウントの中に入れないでください。

l 長期間イメージセンサーを外に出した状態にしないでください。

l センサーは常に、レンズまたはダストキャップで保護してください。

カメラの取り付け
1. ¼"-20 UNCのネジ穴を使用し、必要に応じてブラケット、三脚、または収納ケースにカメラを取り

付けます。
o レンズ上の三脚座を使用して、カメラを取り付けます。
o レンズに三脚座がない場合、カメラの下にあるネジ穴を使用します。

詳細な取り付け手順については、ブラケット、三脚座、または収納ケースに同封された取り付け説明書を参
照してください。

注意—レンズに三脚座がある場合は必ず、三脚座からカメラを取り付けてください。カメラは、水
平方向または下方向を向けて取り付けてください。

警告—取り付け面に適したULに掲載されているブラケットおよび最小0.4 kg (0.9 lb) の重量プラ
ス取り付けるレンズの重量のみを使用してください。

接続ケーブル
各種のコネクタの場所については、「概要」セクションの図を参照してください。

適切な操作に必要なケーブルを接続するには、次の操作を完了します。

1. 設置の一環として外付け入出力デバイスを接続する場合（例:ドアコンタクト、リレーなど）、デバ
イスをI/Oコネクタブロックに接続します。

2. 外部マイクまたはスピーカーが必要な場合、デバイスのオーディオコネクタに接続します。

3. 以下のいずれかの方法を使用して、電源を接続します。
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o PoE (Power over Ethernet) クラス3—PoEを使用できる場合は、LEDが点灯します。
o 外部電源—は、外部の12V DCまたは24V AC電源を電源コネクタブロックに接続します。

メモ：レンズは、カメラの電源を入れる前に取り付けなければいけません。

4. ネットワークケーブルをイーサネットポート(RJ-45コネクタ)に接続します。

リンクLEDがオンになり、ネットワーク接続が確立されました。

5. 接続ステータスLEDインジケーターが正しい状態を示しているを確認してください。詳細について
は、「「接続状況LEDインジケーター」（14ページ）」を参照してください。

カメラのユーザー名とパスワードの初期化
2020年1月1日以降に製造されたカメラには、デフォルトのユーザー名またはパスワードがなく、工場出
荷時のデフォルト状態になります。

重要：カメラを操作するには、管理者特権を持つユーザーを作成する必要があります。

最初のユーザーは、次の方法のいずれかを使用して作成できます。

l カメラのWebインターフェイス:WebブラウザにカメラのIPアドレスを入力して、Webインター
フェイスにアクセスします。カメラが工場出荷時のデフォルト状態の場合、最初のユーザーを作成す
るための新しいユーザーの追加ページにリダイレクトされます。詳細については、『Avigilon High
Definition H4 and H5 IP Camera Web Interface User Guide (高解像度H4およびH5 IPカメラ
Webインターフェイスユーザーガイド)』を参照してください。

l Camera Configuration Toolバージョン1.4.4以降:工場出荷時のデフォルト状態で検出されたカメ
ラは、 で識別されます。最初のユーザーを作成するには[管理者ユーザー] タブを選択します。詳
細については、『Avigilon Camera Configuration Tool User Guide (カメラ設定ツールユーザーガ
イド)』を参照してください。

l USBWi-Fiアダプター:工場出荷時のデフォルト状態でカメラを接続すると、最初のユーザーを作成
するための管理者ユーザーの作成ページにリダイレクトされます。詳細については、『Avigilon USB
Wi-Fi Adapter (USB無線LANアダプタ) System User Guide (システムユーザーガイド)』を参照し
てください。

l AvigilonControlCenterソフトウェアバージョン7.4以降、またはバージョン6.14.12以降:工場出荷
時の状態でカメラを接続すると、クライアントソフトウェアは、新規ユーザーを作成するように求め
ます。詳細については、AvigilonControlCenterクライアントユーザーガイドを参照してください。
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l Avigilon Blue サービスV3.0以降:カメラを追加するときは、工場出荷時の状態でカメラの新しい
ユーザーを作成するように求められます。詳細については、『Avigilon Blue 加入者ユーザーガイ
ド』または『ディーラーユーザーガイド』を参照してください。

ヒント：AvigilonカメラをサードパーティVMSに接続する場合、サードパーティVMSに接続する
前に、カメラのWebインターフェイス、Camera Configuration Tool、またはUSBWifiアダプ
ターを介して最初のユーザーを設定する必要があります。

IP アドレスの割り当て
カメラはネットワークに接続されたときに自動的にIPアドレスを取得します。

メモ：カメラはDHCPサーバーからIPアドレスを取得できなかった場合、Zeroconf (Zero
Configuration Networking) を使ってIPアドレスを選択します。Zeroconfを使って設定すると、
IPアドレスは169.254.0.0/16サブセットに収まります。

IPアドレス設定は、以下の方法のいずれかで変更できます:

l カメラのWebブラウザインターフェイス: http://<カメラのIPアドレス>/

l ネットワークビデオ管理ソフトウェアアプリケーション(例: Avigilon Control Center (ACC)™ソフ
トウェア)。

l ARP/Ping方式。詳細については、「「ARP/Ping方式を使ってIPアドレスを設定」（16ページ）」
を参照してください。

メモ：
カメラの製造日に応じて、以下の2つのオプションのいずれかを使用して初回ログインします。

l 2020年1月1日以降に製造されたカメラ:これらのカメラには、デフォルトのユーザー名ま
たはパスワードがなく、工場出荷時のデフォルト状態になります。カメラを操作するには、
管理者権限を持つユーザーを作成する必要があります。詳細については、「カメラのユー
ザー名とパスワードの初期化」（7ページ）を参照してください。

l 2020年1月1日以前に製造されたカメラ:カメラへのログインは、パスワードなしの管理

者のデフォルトのユーザー名を使用します。初回ログイン後にパスワードを変更することを
お勧めします。

ライブビデオストリームへのアクセス
ライブビデオストリームは、次のいずれかの方法で見ることができます:

IP アドレスの割り当て 8



l Webブラウザインターフェイス: http://<IPアドレス>/

l ネットワークビデオ管理ソフトウェアアプリケーション(例:AvigilonControlCenterソフトウェ
ア)。

メモ：
カメラの製造日に応じて、以下の2つのオプションのいずれかを使用して初回ログインします。

l 2020年1月1日以降に製造されたカメラ:これらのカメラには、デフォルトのユーザー名ま
たはパスワードがなく、工場出荷時のデフォルト状態になります。カメラを操作するには、
管理者権限を持つユーザーを作成する必要があります。詳細については、「カメラのユー
ザー名とパスワードの初期化」（7ページ）を参照してください。

l 2020年1月1日以前に製造されたカメラ:カメラへのログインは、パスワードなしの管理

者のデフォルトのユーザー名を使用します。初回ログイン後にパスワードを変更することを
お勧めします。

照準と、カメラの焦点を合わせる
Avigilonカメラインストールツールまたはカメラwebインターフェイスを使用して、照準し、カメラを
フォーカスします。詳細については、ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

1. 仕様可能な場合は、適切なリングを使用してレンズのズームを調整します。

2. レンズに自動フォーカス(AF) モードにある場合は、カメラのwebインターフェイスまたはAvigilon
カメラインストールツールでカメラのフォーカスを制御できるようにAF位置にレンズスイッチを設
定します。

a. a. [Auto Focus (自動フォーカス)]をクリックして、レンズの焦点を合わせます。

b. 希望フォーカスに達成しない場合は、フォーカス遠近ボタンを使用して、焦点を調整し
ます。

(オプション)オンボードストレージの設定
カメラのオンボードストレージ機能を使用するには、SDカードスロットにSDカードを挿入する必要があり
ます。

容量64GB以上、class 10以上の書き込み速度があるＳＤカードを推奨します。SDカードが推奨された容
量または書き込み速度を満たさない場合、オンボードストレージの性能に影響し、フレームや映像が失われ
る可能性があります。

連続ビデオ撮影用のＳＤカードであることを確認してください。違う場合、SDカード寿命に悪影響を与え
る可能性があります。

照準と、カメラの焦点を合わせる 9



1. SDカードをカメラに挿入します。
注意—カードやカメラを傷付ける可能性があるため、SDカードを無理に押し込まないでく
ださい。SDカードは、1つの方向にのみ挿入できます。

2. カメラのWebインターフェイスにアクセスし、オンボードストレージ機能を有効にします。詳細に
ついては、『Avigilon High Definition H4 and H5 IP Camera Web Interface User Guide (高解像
度H4およびH5 IPカメラWebインターフェイスユーザーガイド)』を参照してください。

詳細について

以下のガイドにデバイスの設定と使用方法についての追加の情報があります:

l Avigilon Control Center クライアントユーザーガイド

l Webインターフェイスユーザーガイド—Avigilon高解像度H4およびH5 IPカメラ

l USBWi-fiアダプターシステムユーザーガイドAvigilon

l Avigilon Camera Configuration Toolユーザーガイド

l Avigilon映像分析用にサイトをデザインする

これらのガイドはhelp.avigilon.comおよびAvigilonウェブサイトでご覧いただけます:
avigilon.com/support-and-downloads。

詳細について 10
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ケーブル接続

外部電源の接続

PoEが使用できない場合、取り外しが可能な電源コネクタブロックを使用してカメラに電力を供給する必要
があります。電源コネクタブロックの場所については、本ガイドの図を参照してください。

消費電力に関する情報は、製品仕様に記載されています。

電源を電源コネクタブロックに接続するには、以下の手順を完了します。

1. カメラから電源コネクタブロックを外します。

2. 電源ワイヤの絶縁体を6mm(¼”)剥がします。ワイヤに切れ目を入れたり損傷させたりしないでくだ
さい。

3. 2本の電源ワイヤを電源コネクタブロックの2つの端子に挿入します。接続は、いずれの極を使用し
ても行うことができます。

2mm（5/64”）の刃の幅の小型マイナスドライバーを使用して、端子の開け閉めを行います。

4. 電源コネクタブロックをカメラに再装着します。

警告—本装置は、ＵLリストで「クラス2」、「LPS」、または「制限付き電源」に指定されてい
る電源装置により供給され、出力定格は12V DCまたは24VAC、最小13Wです。またはPoE最低
48V DC、最小13W。

外部デバイスへの接続

外部デバイスは、I/O端子ブロック経由でカメラに接続されます。I/O端子ブロックのピン配列を次の図に
示します。

ケーブル接続 11



図 1:サンプルアプリケーション。

1. 基幹構造

2. RS-485B

3. RS-485A

4. リレー入力

5. リレー出力

6. + 5 VDC、最大200mA。リレードライブの出力

l 0—外部デバイス

l *—リレー

l **—スイッチ

メモ：5 V接続は、最大200mAのリレーコイルを起動するために使用することができます。
200mA以上必要な場合、最大25VDC 120mAの外部電源を使用することができます。

に対してマイクとスピーカーを接続します。

カメラは、ミニジャック（3.5mm）オーディオ/ビデオコネクタ（Avigilonの部品番号CM-AC-AVIO1）
を介して、外部マイクとスピーカーに接続できます。

カメラは、levelmono音声入力だけをサポートします。

コネクタのピン出力は、以下の図に示さ。

に対してマイクとスピーカーを接続します。 12



コネクタのピン配列を下図に示します：

ピン 目的 ワイヤー

1 オーディオ入力 赤

2 オーディオ出力 ブラック

3 GND（アース） 黄色

4 GND（アース） 緑色

に対してマイクとスピーカーを接続します。 13



接続状況LEDインジケーター

ネットワークに接続されると、接続状況を示すLEDがNetwork Video Managementソフトウェアへ接続す
る際の進行状況を表示いたします。

次のテーブル上で、LEDインジケーターの表示内容について説明しています

接続状況 接続状況 LED イン
ジケーター

説明

IP アドレス取得中 1秒に1回短く点
滅

IPアドレスを取得しようとしている。

検出可能 1秒に2回短く点
滅

IP アドレスは取得したが、Network Video Managementソ
フトウェアに接続されていない。

ファームウェア
アップグレード中

1秒に2回短く点
滅し、1回長く点
滅

ファームウェア更新中。

接続済み オン Network Video ManagementソフトウェアまたはACC™
サーバーに接続済み。カメラのウェブユーザーインターフェイ
スを使って、デフォルト接続設定を「OFF」に設定できます。
詳細については、『Avigilon High Definition H4 and H5 IP
Camera Web Interface User Guide (高解像度H4およびH5
IPカメラWebインターフェイスユーザーガイド)』を参照し
てください。

接続状況 LED インジケーター 14



工場出荷時設定へのリセット

デバイスが適切に動作しない場合、任意で設定を初期化することも可能です。

デバイスをリセットするには、ファームウェアのリセットボタンをご利用ください。次の図にファームウェ
ア復帰ボタンを示します:

図 2:カメラの背面のファームウェア復帰ボタン。

1. デバイスから電源を切断します。

2. 引き伸ばしたペーパークリップなどを使って、カメラのファームウェア復帰ボタンを軽く押し続けま
す。

3. ボタンを押しながら、デバイスの電源を入れます。

3秒後にボタンをリリースします。

注意—過剰な力をかけないでください。工具を奥に押し込めすぎると、カメラが損傷することがあ
ります。

工場出荷時設定へのリセット 15



ARP/Ping 方式を使って IPアドレスを設定

以下のステップに従って、カメラに特定のIPアドレスを設定します:

1. シリアル番号タグに記載されているMACアドレス（MAC）を見つけます。

2. コマンドプロンプトウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します:

a. arp -s<New Camera IP Address> <Camera MAC Address>

For example: arp -s 192.168.1.10 00-18-85-12-45-78

b. ping -l 123 -t <New Camera IP Address>

For example: ping -l 123 -t 192.168.1.10

3. カメラを再起動します。

4. 次のメッセージが表示されたら、コマンドプロンプトウィンドウを閉じます:

Reply from <New Camera IP Address>: ...

ARP/Ping 方式を使って IP アドレスを設定 16



クリーニング

イメージセンサー

イメージセンサーは、保護ガラスによって汚れから保護されています。ただし、保護ガラスは埃やその他の
ゴミにより汚れることがあります。

以下の手順に従って保護ガラスをクリーニングします。

1. レンズまたは埃キャップを取り外します。

2. 写真ブレード・バルブ型送風機(市販)を使用し、任意の埃またはレンズマウント内の保護ガラスから
埃や外部のゴミを吹き払います。

3. レンズまたは埃キャップをすぐに交換してください。

保護ガラスがそれでもきれいにならない場合は、イメージセンサーをクリーニングするための綿棒と溶液を
入手してください。製造業者より提供されているクリーニング指示に従います。

注意—

l レンズアマウント内のイメージセンサーまたはガラス部品には絶対に手を触れないでくださ
い。推奨のクリーニングツールのみを使ってイメージセンサーをクリーニングしてくださ
い。

l 埃、湿度またはその他外部のゴミをレンズマウントの中に入れないでください。

l 長時間メージセンサーを外に出さないでください。

l イメージセンサーは、レンズまたは埃キャップで常に覆ってください。

本体

カメラ本体は、乾いた布または軽く湿らせた布を使用してクリーニングします。

注意—カメラ本体をクリーニングするときは、強力な研磨用の洗剤を使用しないでください。

クリーニング 17



制限付き保証および技術サポート

この製品のAvigilon保証条件は、avigilon.com/warrantyに規定されています。

保証サービスと技術サポートは、Avigilon技術サポート: avigilon.com/contact-us/に連絡して受ける
ことができます。

制限付き保証および技術サポート 18
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