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■ネットワーク機能及び DDNS サービス利用規約 

 

ご利用頂くにあたり、以下の規約をお読み頂き、同意の上ご利用下さい。 

 

第１条 

本規約の適用範囲 

本規約は、本機器のネットワーク機能利用者に適用されます。 

 

第２条 

本サービス本サービスはローカル／ワイドエリアネットワーク [LAN/WAN] 等を利用して、本機器へ

の遠隔アクセスができることをいいます。本サービスを利用するには主に下記の方法があります。 

・ローカルワイドエリア [LAN] のみ利用可能なネットワーク構築 

・固定 IP サービスを利用したネットワーク構築 

・当社 DDNS サービスを利用したネットワーク構築 

ただし、本サービスの動作を完全に保証するものではありません。 

 

第３条 

利用に関して 

利用者が本サービスの利用にあたっては本規約を遵守する責務が発生します。 

 

第４条 

禁止事項本サービスの利用にあたって以下の行為は禁止いたします。 

他の利用者、第三者、当社、もしくは当社のプライバシー、著作権その他の権利を侵害し、または

侵害する恐れのある行為 

公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為犯罪行為、または犯罪行為の恐れがある行為虚

偽の情報による利用転売や有料による斡旋など営利目的、またはその恐れがある行為前項その他、

当社が不適切と判断する行為。
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第５条 

当社 DDNS サービスの中止及び中断当社は以下の事項に該当する場合には事前の通知することなく、

本サービスを中止または中断することができるものとします。この場合、本サービスの中止または

中断において利用者に発生した損害についてはいかなる場合においても、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。 

当社が行う定期または緊急のメンテナンスが行われた場合本サービスの機器設備の保守などやむを

えない事由が生じた場合火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じ

た場合ウイルスの配布やクラッキングが行われた場合戦争、暴動、内戦等が発生したとき、または

通商を禁止する措置がとられた場合非常事態が発生または発生するおそれがある場合 

当社が本サービスの運用を停止することが望ましいと判断した場合 

 

 

第６条

免責事項利用者が本サービスを利用することにより、利用者ならびに利用者以外の第三者に迷惑ま

たは損害を与えた場合には、利用者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するも

のとし、いかなる場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。  

また、不正浸入等により情報が漏洩した場合にも一切の責任は負わないものとします。 

 

第７条

スマートフォンによる遠隔監視機能についてスマートフォンによる遠隔監視機能とは、上記第２条

のネットワークサービスが稼働している環境下において、一般公開されたアプリケーションを使用

しスマートフォン（タブレット PC などを含む通信機器）から遠隔アクセスを行うものです。 

ただし、通信ネットーワーク環境、各種スマートフォン、アプリケーションの複合的な機能を活用

して行うものであるため、それぞれの環境要因により正常な運用を保障するものではありません。 

  

付則このサービス利用規約は、2010 年１月１日に作定し、即日実施します。 また、本規約内容は事

前に通告することなく変更できるものとします。 
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３． ネットワーク環境の確認                

ローカル・グローバル共通  

パソコン動作環境  

OS         　     　 Windows/XP/Vista/7/8/10 （Mac 非対応）  

CPU        　        Pentium４プロセッサ 1.7GHz 以上    

メモリ               Vista/７：２GB 以上    

グラフィックメモリ   64MB 以上  

HDD                  1GB 以上（バックアップする場合はそれに応じた容量）    

ブラウザ             Internet Explorer6.0 以降  

ブロードバンドルーター   

IP アドレス変換 [NATP/IP マスカレード ]に対応  

DVR・LAN ケーブル（イーサネット）  

 

グローバル接続（遠隔監視）  

インターネット環境（光回線などのブロードバンド推奨）

固定 IP アドレス・または DDNS サービス–––

４． ネットワーク設定について                

 

※本機器をご利用の施設においてネットワーク管理者が存在する場合、管理者の指示に従って設定

を行ってください。 

 

 

ご利用中のネットワーク環境は様々です。必要に応じた機器設定を行ってください。

6

本機器を PC やスマートフォンで閲覧するためには

1. 本機器をインターネットに接続しているルーターに接続し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IP アドレス・ポートの設定を行う。→P7

2. ご使用のルーターに本機器用にポート開放 (ポートマッピング・TCP ポート )の設定を行う

3. 閲覧用ソフトをお使いのデバイスに合わせインストールし、本機器の情報を登録する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→P.10(PC)　P.31( スマートフォン )



５． DVR の設定                

メインメニューの「基本設定」→「ネットワーク」→「設定」の順にクリックして下記設定画面を表示

させます。※機種によって項目名が違うことがあります。

[設定 ]
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

タ イ プ

IP ア ド ア レ ス

ゲ ー ト ウ エ イ

ネ ッ ト マ ス ク

MAC ア ド レ ス

☑DNS SERVER AUTO

D N S  S E R V E R

DNS SERVER(2ND)

クライアントポート

W E B ポ ー ト

バ ン ド 幅

U P N P

U P N P 状 態  

ストリーミング方法

「STATIC」、「DHCP」よりネットワークのタイプを選択してください。

○「STATIC」－お使いのネットワーク環境をチェックして、IP アドレス、ゲートウェイ、ネットマスクを手動で入力します。

P8「DDNS」を使用する場合は、STATIC で使用してください。

○「DHCP」－本機は自動的に IP アドレス、ゲートウェイ、ネットマスクを取得します。

「STATIC」を選択した場合に設定します。仮想テンキーで数値を入力してください。

「STATIC」を選択した場合に設定します。仮想テンキーで数値を入力してください。

「STATIC」を選択した場合に設定します。仮想テンキーで数値を入力してください。

本機の MAC アドレスです。

DNS サーバーを自動で選択します。(通常は AUTO)

ルーターなどの DNS アドレスの払い出し機能を使用しない場合に入力してください。

ルーターなどの DNS アドレスの払い出し機能を使用しない場合に入力してください。

NetClient、ProEye2 で使用するポートです。　　　　　

Web ビューアやリモート設定で使用するポートです。

「UNLIMITED/64KBPS/128KBPS/256KBPS/512KBPS/1MBPS/2MBPS/4MBPS/10MBPS」の中より、ネットワークに適した速度を

選択してください。

ユニバーサルプラブ &プレイ .UPNP を使用する場合はチェックボックスにチェックを入れます。

UPNP の状態を表示します。(例：ポートフォワーディング OFF/ ポートフォワーディング NotOK)

ネットワーク経由のライブ映像の圧縮方式を選択します。「メイン (H.264)」、「サブ (JPEG)」より設定します。

タイプ
IP アドアレス
ゲートウエイ
ネットマスク
MAC アドレス

☑DNS SERVER AUTO
DNS SERVER
DNS SERVER(2ND)

クライアントポート
WEB ポート
バンド幅
UPNP
UPNP 状態 

ストリーミング方法

000.000.000.000
▼

▼
DHCP

基本設定
ネットワーク

設定
DDNS
サブストリーミング
QR コード

000.000.000.000 ▼
000.000.000.000 ▼
00:0E:B5:0X:XX:XX

--------
□定期更新

7621
7622
UNLIMITED ▼

サブ (JPEG) ▼

IP 住所を入力してください×

1　2　 3　4　 5

6　7　 8　 9　 0

決定 戻る

000.000.000.000

画面設定　カメラ　録画　イベント　デバイス管理　ネットワーク　システム　終了

←

　番号を入力してください ×

1　2　 3　4　 5

6　7　 8　 9　 0

決定 戻る

7620 ←

決定 　 ○　戻る  　×

□使用する

□録画

AUTO Port Forwarding List



接続テスト

サーバー

サーバー URL

ユーザー ID

パスワード

グループ ID

ホスト名

状態

▼オフ

基本設定
ネットワーク

設定

DDNS

サブストリーミング

QR コード

WiFi ホスト

画面設定　カメラ　録画　イベント　デバイス管理　ネットワーク　システム　終了

決定　○　　戻る　×

DDNS OFF

:

:

:

:

:

:

:

:

サ ー バ ー

サ ー バ ー U R L

ユ ー ザ ー I D

パ ス ワ ー ド

グ ル ー プ I D

ホ ス ト 名

状 態

接 続 テ ス ト

○「オフ」ネットワーク設定をされない方は、このままご使用ください。

○「DYNDNS.COM」、「NO-IP.COM」、「DDNSCCTV.COM」、「DDNSCCTV.COM(AUTO)」NSKSERVER.COM より DDNS サーバーを

　選択してください。

上記のサーバーを選択すると、自動で入力されます。

DDNS サーバーのアカウント ID が必要な場合は、仮想キーボードで入力します。

DDNS サーバーのアカウントのパスワードが必要な場合は、仮想キーボードで入力します。

必要な場合は、仮想キーボードで入力します。

DDNS サーバーで作成したドメイン (ホスト )名が必要な場合は、仮想キーボードで入力します。

※DDNS 接続に失敗した場合は、全ての情報が正しく入力されているかどうかを確認してください。

接続テストの結果が表示されます。(「…FAIL」、「…OK」)

DDNS サーバーへの接続を確認する時は、この「接続テスト」を選択します。

本機専用の DDNSCCTV.COM(AUTO) の利用をお勧めします。
(本機は DDNS 接続のために DYNDNS.COM、NO-IP.COM、DDNSCCTV.COM、もサポートしていますが、DDNS 機能を使用するにあたり

アカウントをお持ちでない場合は、「www.dyndns.com」「www.no-ip.com」「www.ddnscctv.com」のいずれかに PC でアクセスし、アカウント

を作成して、ドメイン (ホスト )名を作成する必要があります。)

メッセージダイアログ ×

しばらくお待ちください…

メッセージダイアログ ×

DDNS アップデート失敗

メッセージダイアログ ×

DDNS アップデート完了

xxxx.com FAIL xxxx.com OK

警告 !不正アクセス対策のため 基本設定 >システム >使用者で

使用者パスワードの変更をお願いします。

CH

1

2

3

4

解像度

D1

D1

普通画質

普通画質

イベント録画 (fps)

▼

▼

▼

▼

4

4

▼

▼

D1

D1

普通画質

普通画質

▼

▼

▼

▼

4

4

▼

▼

D1 普通画質 ▼▼ Max ▼

基本設定
ネットワーク

設定

DDNS

サブストリーミング

QR コード

WiFi ホスト

画面設定　カメラ　録画　イベント　デバイス管理　ネットワーク　システム　終了

決定　○　　戻る　×

D1
CIF
より選択

低画質
普通画質
高画質
最高画質
より選択

1
2
4
8
15
より選択

全体

ストリーミング方法がサブ (JPEG) の場合、本機は「解像度」、「画質」、「フレームレート」の異なるネットワークストリームを送信します。

ストリーミング方法がメイン (H.264) の場合、本機は録画パラメータで設定された解像度、画質、フレームレートでストリーム送信します。

1/2/4/8/15/MAX より選択
します。※(　)は PAL の場合です。

「proeye」、「Net Client 1.0.4.15 以前」は、ここで設定した解像度で転送されます。

「Net Client 1.0.1.0 以降」は、ソフト側で、ここで設定した解像度を使用できます。

専用ソフト「Proeye2」から QR コードを読み込むことで、機器の情報がスマートフォンに自動に送られ入力の手間が省

けます。DDNS を使用する場合にご使用ください。

[DDNS]　確実な接続をご希望の場合は、ISP 等の固定 IP サービスをご使用ください。

[DDNS]　確実な接続をご希望の場合は、ISP 等の固定 IP サービスをご使用ください。

[QRCODE]
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〇「Net Client 」は、ネットワークに接続されている全ての DVR を監視できます。

　セキュリティ管理者は、PC で簡単な操作で複数台の状況を制御することができます。

〇プログラムの主な特徴は、次の通りです。

・リアルタイム画像をマルチ画面でモニタリング。

・画面上に最大 64 台のカメラの表示。

・様々な画面モードをサポート。(１，４，１６，２５，３６，６４スクリーン＆シーケンスモード )

・遠隔再生 /バックアップ＆ローカル再生 (バックアップファイルのビュー )

・遠隔制御 DVR の設定 /PTZ カメラの制御

〇PC 用システム要件

・オペレーティングシステム：Windows XP/Vista/7/8/10

・CPU：デュアルコア以上

・RAM：1GB 以上 (2GB 以上のメモリを推奨 )

・VGA：128MB グラフィックメモリまたは、それ以上

1-1. プログラムインストール

〇付属の CD-ROM 内に保存されているプログラムファイルから「インストールプログラム」を実行してください。

〇インストール後にアイコンがデスクトップに作成されます。ダブルクリックして起動します。

当社の HP のトップページより

製品情報　＞　ソフトウエア　＞　AHD(SDI) ソリューション Windows 専用にて

ダウンロード可能です。

1. 中央監視システムソフトウェア「NetClient」

9



1-2. ログイン

ソフトウェアを実行すると、[図①]が表示されることがあります。その場合は、「はい」で実行します。

続いて「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示されます。これも「はい」で実行し進みます。

ログインウィンドウ [図②]が表示されますので、ID とパスワードを入力します。

1-3. メイン画面 (1.1.1.0 以降 )

ソフトの起動時は、映像が表示されません。

DVR をソフトに登録し、各アイコンで画面を切り替えるなど操作します。

各種アイコンは「コントロールバー」内に表示されています。

[図①]

[ 図②]

コントロールバー
操作ボタンが表示されます。

画面表示部
カメラ映像が表示されます。

画面表示部
カメラ映像が表示されます。

ステータス表示部
接続状況なで操作の状況が表示されます。

ステータス表示部
接続状況なで操作の状況が表示されます。

10

( 初期値  ユーザー ID：admin

       　 パスワード ：0000)
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左側 PTZ 有効

PTZ カメラを操作できます。

右側 OSD 有効

カメラの OSD メニューを表示します。

初期化



●操作ボタン

　前述の接続をはじめ、「遠隔再生画面」「ローカル再生画面」「遠隔設定画面」などの設定画面を

　表示したり、「スナップショット」を行います。また、NetClient の設定を行う「Config 画面」

　を表示させます。

①音声　マイク

　音声のボリュームを調整します。

②接続

　DVR へアクセス、または切断します。

③RPB( リモート再生モード )

　NetClient から接続されている DVR の録画データを検索し、再生します。

④LPB( ローカル再生モード )

　DVR 本体にてバックアップ操作で作成されたデータを検索・再生します。

⑤RemoteSetup( セットアップ )

　接続中の DVR の録画設定など一部の設定を NetClient で遠隔操作して変更します。

　※WEB ポートを使用します。

⑥外部スピーカー

⑦イベントログ

　接続中の DVR の操作履歴を検索し、表示します。

⑧スナップショット

⑨設定変更

　NetClient 自体を設定します。DVR の登録や、グループ設定を行います。

⑩EPB( イベントサーチ )

　NetClient から接続されている DVR の録画データをモーション、センサーなど時間入力で検索し、

　再生します。

①
② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

② ③ ⑩ ④

⑤ ⑦ ⑧ ⑨

⑥①
1.2.0.0. 以前 1.2.0.0. 以降
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「 IP＆Port 」・・・DDNSアドレスまたはローカル IPアドレス入力する際に使用します。

「P2P」と「Server of Netclient」は使用しません。

14

2　各種操作

　　ソフトの基本的な操作方法です。

2-1 DVR登録

　　手順1　NetClient を起動し、「設定変更」を表示します。

　　　　　　←をクリックします。

　　手順2　設定画面内の「DVR」を選択し、登録画面を表示します。

DVRの名前がわかるように、DVR名称を入力します。

DVRのネットワーク設定で作成したDVRのアドレスを入力します。
DDNSアドレス、または IPアドレスを入力します。

DVRのネットワーク設定で作成したポート番号を入力します。

DVRのログイン時に使用しているユーザー IDを入力します。

DVRのログイン時に使用しているパスワードを入力します。

登録するDVRの所属するグループ名を入力します。同じサイト名で登録することで、
個々のDVRを同一のグループに組み込みます。
※ツリー状の表示になり、サイト名の下にDVR名が追記されます。

サイト名

DVR名

アドレス

ポート№

ユーザー ID

パスワード

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・・

　　手順3　各項目にDVRの情報を入力します。
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●時刻バー
　録画データのある時間を表示します。
　　黄色：データあり
　　赤色：現在選択中の時刻
　※黄色のバーが無い部分は、録画データがありません。

●カレンダー
　録画データのある日をカレンダー表示します。
　　赤文字：データ有
　　白文字：データ無

●操作アイコン
　再生、一時停止、早送りなどの操作を行います。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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シャープ

ソフト

　白黒

　初期化
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●データ保存先
　PC 内のデータの保存場所を表示します。

●位置
　録画データの再生位置を表示します。

●操作アイコン
　再生、一時停止、早送りなどの操作を行います。

●ファイルオープン
　データの保存されている場所を表示します。
　検索画面を表示して、PC に保存されている場所
　を選択します。
　



←クリックします。

EPB( イベントサーチ )

下図が表示されます。確認したい映像の年月日をカレンダーより選択します。

カレンダーから日付を選択すると、「Event Dialog」が表示されます。

表示したい項目を「モーション (MOTION)」、「センサー (SENSOR)」、「その他のイベント (USER/NETWORK など )」より選択

します。(複数選択可 )

xx 時 xx 分～ xx 時 xx 分を選択し、OK をクリックします。

指定した年月日に「モーション」、「センサー」、「その他のイベント」のデータがあれば映像が表示されます。

「モーション」、「センサー」、「その他のイベント」のデータが無ければメッセージ「RES_ERROR_LOG_ANY」が表示されます。

「OK」で閉じてください。

22

●カレンダー

※この画像は 16CH になります。
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Cell No.：配置された位置の No.(1 ～ 64) を表示します。

DVR 名：接続されている DVR 名を表示します。

アドレス：接続されている DVR のアドレス (IP、DDNS) を表示します。

カメラ名：DVR で設定されているカメラの名称を表示します。

時間：時刻を表示します。また、「年月日」の表示順を変更できます。

フレーム：DVR で設定されている録画フレーム数を表示します。

Bps：通信速度 (XX kpbs) の数値を表示します。

イベント：モーション設定中の場合、知らせがきます。

スクリーンレート：NetClient 上での縦横比でカメラ映像を表示します。

オリジナルイメージレート：アナログ (縦横比 4:3) のカメラは、その比率で表示する状態になります。

情報テキストを含む：スナップショットを使用した時に、情報を載せるか載せないかを選択します。

25



⑤システム

　NetClient についての設定を行います。

26

接続している録画機の S/W をアップグレードします。

後述の手順をご確認ください。



⑥イベント

　イベントに関連した表示について設定します。

27
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⑧インターフェース　※1.1.1.0 以降

ディスプレーモードを設定します。

ディスプレーサイズを設定します。

シーケンス持続時間を設定します。

1台の DVR か、DVR グループに自動接続する設定をします。

ログインする、しないの設定をします。

Program Mode　再生時の表示モードを設定します。

再生 UI　検索時にテーブルの情報に数字を表示する、しないを設定します。

　　　　※1.0.4.15 以前
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ProEye2

iOS の場合：App Store より「proeye2」を検索し、インストールします。

android の場合：Play ストアより「proeye2」を検索し、インストールします。

「開く」もしくは、「proeye2」のアイコン　　　　　　をタップし、開きます。

DVR のネット設定を読み込むため
❶をタップし、続いて❷をタップ
します。

スマートフォンの設定によって、下図
が表示される場合もあります。
「OK」をタップします。

読込が成功すると、下図が表示されます。

IP アドレスをタップします。

遠隔で映像を確認することができます。

Name に覚書 (名前 )を入れます。

DVR の menu より「基本設定」➡「ネットワーク」
➡「QRCODE」を選択し QR コードを読込ます。

見本

❶

❷1.

2.

3.

4.

xx.xx xx.xx

xx.xx
xx.xx.

ライブ映像

新規作製

各種設定

※接続が上手くいかない場合は、お使いの端末 (スマートフォン等 )の電源を一度切ってもう一度お試しください。

バージョン

保存 閉じる検索映像 ※タップ
だけで削除
されます
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スマートフォン・タブレットで見る場合の設定方法

パソコンで見る場合の設定方法

遠隔監視のDVR 登録方法

1.app store 又は play ストアで proeye2            と検索しインストールします。

2. アプリを開き画面上の
Name :  任意

IP Address : LAN 内で見る場合

LAN 外で見る場合
Port :  

User ID :
Password :

3. すべて打ち込んだら マークを押します。

4.List に上記で登録した名前が表示されますのでそれを押します。
5.Edit DVR List が開くので マークを押すと映像が再生されます。

6. 再生画面から戻る場合は close を押すと戻れます。

※ログインパスワードを設定したい場合は マークを押して設定を開き
Password を ON にして任意の英数字を打ち込んでから

( 初期 ID は admin)
( 初期 Password は 0000)

※再生中は通信料が発生しますので
　長時間の視聴にはご注意ください。

1. 付属の CD をパソコンに入れ Net Client ソフトをインストールします。

2. デスクトップ上に　　　アイコンが表示されるのでダブルクリックで開きます。

3. 管理者としてログインします。( 初期 ID:admin   パスワード：0000)

4． マークをクリックし set up Dialog の中の DVR をクリックします。

サイト名：任意
DVR 名：任意
アドレス：LAN 内で見る場合

LAN 外で見る場合
ポート No. ：
ユーザー ID：
パスワード：
カメラチャンネル数：設置された録画機のチャンネル数

5.DVR の登録をします。

6. 上記を打ち込むと追加→保存の順で押し×で設定を閉じます。

7. 登録した DVR が DVR リストに表示されるので選択して マークを押します。
8. 映像が再生されます。

マークを押すと設定することができます。

( 初期 ID は admin)
( 初期パスワードは 0000)

※LAN 外から常時遠隔監視する場合
　通常のインターネット契約では
　プロバイダから警告が来る場合が
　あります。
常時遠隔監視される場合は
ご契約プロバイダに
お問い合わせください。

マークを押します。
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①スマートフォン等より「proeye2」　　　をタップします。

②「proeye2」　　　　　　　が起動します。

③「DVR List」が表示されます。( 図 1)

④ご覧になるアドレスをリストより選択します。

⑤「Edit DVR List」が表示されます。( 図 2)

⑥再生をするため「Edit DVR List」より　　をタップします。

⑦カレンダーが表示されます。再生する「月日」を選択します。

⑧確認する時 /分を選び右上の「OK」をタップします。

⑨再生画面が表示されます。

( 図 1)

( 図 2:iOS)

( 図 2:android)

proeye2 再生方法 DVR List
事務所
192.168.xxx.xxx

会議室
192.168.xxx.xxx

工場
dvrxxxxxx.ddnscctv.com

支店
dvrxxxxxx.ddnscctv.com

❶　　❷　　❸　　❹　　❺　　❻　　❼　　❽

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

チャンネル切り換え ( 戻る )

チャンネル切り換え ( 進む )

巻戻し

一時停止

早送り

再生

検索 (⑦に戻ります )

再生終了 ( 画面を閉じる )
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NetClient 再生方法

ライブ映像を見るには

再生するには

この画面が表示された場合は「はい」を選んでください。

「RPB」を選択します。

「OK」を選択します。登録が 1機だけの場合は、

このままライブ映像が確認できます。

admin

0000

再生したい日をカレン

ダーから選択します。

再生したい時間と分を

選択します。( 黄色をク

リックします。)

再生ボタンをクリック

します。
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