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基本操作 
 この章節では、主にカメラの接続、、ソフトウェアのインストール、インタフェースの基

本操作を説明し、PTZコントロール、ビデオ、オーディオおよびなどが他の章節で説明いた

します。 

注意: 

安全のために、パスワードの変更をお薦めます。パスワードは尐なくとも、数字、アルフ

ァベット特別文字の三種類の中の二種類を持つ必要です。 

ハードウェアのインストール 

LAN ケーブルを利用して、カメラとルーターの LAN ポートを接続してください。あとカメ

ラを電源ゕダプタに接続してください。 

 

 

 

リアルタイムビデオ 

1. CDの中に Windowsまたは Macのシステムに適用する「IPカメラ検索ツール」を許可し

ます。お使いのコンピュータはデイスックドライブがない場合は、弊社のホームページ

をご訪問して、直接、ダウンロードしてください。http://www.keekoonvision.com 

『Search』をクリックして、アップグレードしたいカメラを検索して、検索しない場合

は、何度も『Search』をクリックすることができます。リストのカメラ項目をダブルク

リックして、ブラウザからカメラを開いてください。 

http://www.keekoonvision.com/
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2. ブラウザは、カメラを登録してくさいと提示しますが。カメラのデフォルトユーザー名

は admin、デフォルトパスワードがないため、そのままにおいてください。 
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3. もし、ご使用しているブラウザは『IE』、または『Firefox』なら、プラグインをダウン

ロードして、インストールしてください。Chrome、Safari や他のブラウザを使用してい

る場合は手順 6に進み行ってください。 
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4. プラグンを許可して、インストールしてください。 
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5. そして、『Browser Plug-in』のモードを選んで、リゕルタム映像界面に入って観覧してくださ

い。もし、ブラウザーはプラグンを許可するかどうかを尋ねる場合、許可することをクリッ

クしてください。 
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6. そして、次のビデオとコントロールパネル画面が見えます。 

 

Chrome、Safari や他のブラウザを使用している場合は、『Non-IE Web Browsers(Mjpeg)』モー

ドを選んで、映像観覧界面に入って、ビデオとコントロールパネル画面は次の通りです： 
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コントロールパネルのボタンの説明： 

 
ホームページに戻す 

 
単一カメラビューモード 

 4 カメラビューモード 

 ９カメラビューモード 

 カメラの設定ボタン 

解像度 ビデオの画質を変更する 

画質 ビデオの画質を変更する 

PTZスピード 雲台の回転速度を調整する 

 

八つの方向回転と自動巡航 

 

 
自動水平巡航 

 
自動垂直巡航 

 
予め位置を設定する 

 
予め位置に移動する 
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水平方法でビデオを回転する 

 
垂直方法でビデオを回転する 

 
輝度を調節する 

 
対比度を調整する 

 
カメラ側の声を受ける 

 
カメラ側と通話 

 
キャプチャー 

 

PC でビデオ録画する 設定メニューでビデオの保存経路

を変更できる 

 

以下は IE、Firefox ブラウザと他のブラウザとの間の差の関数であります： 

 Windows PC の IE と Firefox

ブラウザ 
他のブラウザ 

マルチカメラモード √ × 

音声双方向 √ × 

PC でビデオ録画する √ × 

 

ヒント:  

予め位置は何ですか： 

予め位置とはカメラは予め設置と保存の位置です。一旦予め位置を設定したら、雲台操作が

必要なく、簡単に予め設置を転用して、予め設置の設置位置に行くことができます。 

 

カメラの設置 

このゕコンをクリックして、カメラの設置界面を入ります 

システム管理 

設備について 

設備の基礎情報 
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シリゕルナンバー カメラの唯一の配列番号 

ハードウェゕバージ

ョン 

カメラのハードウェゕバージョン 

ソフトウェゕバージ

ョン 

カメラのフゔームウェゕバージョン 

UID 摄像机用于 App 和 CMS 的唯一 UID 

LAN MAC 有線ＬＡＮカードのＭａｃのゕドレス 

Wi-Fi MAC 無線ＬＡＮカードのＭａｃのゕドレス 

雲台配置 

カメラの雲台配置 

 

PAN コントロール

を開く 

PAN コントロールを有効にして、無効にする 

PAN プリセットを

開く 

雲台予め位置を有効にして、無効にする 

PAN 初期位置を開

く 

機械を設定し、起動する時、自動的に予め位置に向かう 

PAN スピード PAN のスピードを設置する 

システム構成-設置管理 

機械の設置を保存し、または、機械の設置をリストアする 
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エクスポート設置 カメラのコンフゖグレーション．フゔルを保存する 

設定をンポート コンフゖグレーション．フゔルからカメラの設置を導

入する 

回復出荷設置 カメラに工場出荷時の設定を復元する 

時間設定-ネットワークタムの設定 

 

カレント時間 カメラのカレント時間 

時間帯 カメラが所属時間帯 

ネット時間サーバ

ー 

カメラはネット時間サーバーと同期する 

ネット時間（時間）

が校正 

時間ごとに自動的に時間の間隔を同期する 
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夏時間 起動または夏時間を禁止する 

 

ヒント:  

1. カメラの内臓にバッテリがありませんが。起動する時時間も 1970-01-01 になります。起

動後、タイムサーバーと共に時間を調整して、カメラの時間帯とタイムサーバの設定が

正しいことを確認してください。 

2. 時間サーバーは何ですか？ 

3. 時間サーバーに相談し、現在のグリニッジ時間を得ることができます。グリニッジで時

間と時間帯を換算で当面 の時間を得ることができます。 

その他の設定 

 
電源ライン周波数 電源ラインを調節して、カメラ画像は置くことによって

煌く 

電源指示灯 開く・閉じる、または、電源指示灯がちらつき 

IR LED のステータ

ス 

光線により、自動的 IR LED を開く・閉じる、または、定

時的に赤外ラトを開く 

システム言語 

 

言語を選択する カメラの言語を選択してください。 

[ようこそ]画面が

表示されません 

（ようこそ）画面が表示されませんか。 

インターフェイス

の色スタイル 

インターフェイスの色スタイルを選択してください。 

パスワードの変更 

セキュリティーリスクを防止するために、登録パスワードの変更することをお勧めます。 
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ユーザーの管理 

ユーザー設定を追加して、又は修正する 

 

ユーザレベルによって、ユーザの権限も違います 

 
ビデ

オ 
録画 

キャプ

チャー 

ビデオ

調節 

音声

傍受 

トー

クバ

ック 

雲台操

作 
設置 

管理者 √ √ √ √ √ √ √ √ 

オベレ

ーター 
√ √ √ √ √ √ √ × 

ゲスト √ √ √ × √ √ × × 

フゔームウェゕゕップデート 

弊社のホームページにファームウェアをダウンロードして、そして、カメラのファームウェアを

更新してください。 

http://www.keekoonvision.com/ 
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下記の手順に従って、フゔームウェゕをゕップグレードしてください。 

1. カメラ設定ボタンをクリックして、カメラの設定画面に入り、カメラの現在のバージョ

ン情報を調べることができます 

 

カメラの現在のバージョンと型番によって、弊社のホームページで相応のカメラのフゔ

ームウェゕフゔルをダウンロードしてください。 

一部のカメラのファームウェアは、特定のバージョンのファームウェアから更新されま

す。例えば、1.8.13A HD バージョンのファームウェアは、直接 1.8.16.6 D.にアップグレ

ードすることができません。まず、1.8.16.4にアップグレードして、そして、それを1.8.16.6 

D.のバージョンにアップグレードする必要があります 

 

適切なフゔームウェゕバージョンを探して、そして、機器のた型番に基づいてフゔーム

ウェゕフゔルをダウンロードしてください 
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2. ファームウェアをダウンロートした後、解凍して、それは、１以上なファームウェアフ

ァイルがあるはずです。ファームウェアファイルは数字で命名された。ファームウェア

を更新する時、その順番に更新してください。盲目的に更新してもいけない。任意のフ

ァームウェアファイルをお見逃してはいけない。 

 

*注意: ネットワークケーブルでカメラをルーターに接続して、アップグレードしてくだ

さい。無線 LAN を利用してカメラの損傷を与える可能性があります。 

 

3. ブラオンザでカメラをログインして、ファームウェアアップデート画面にジャンプしま

す。最初のファームウェアを選択し、[Update]をクリックします。その後、カメラは、

カメラに最初のファームウェアファイルを更新します。アップデートの進行状況の後、

カメラが再起動します。カメラをアップグレードしている時、電源コードとネットワー

クケーブルを抜かないでください。 
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4. その再起動を待って、その後上記、フゔームウェゕをダウンロードする方法のようにす

べてのフゔームウェゕを更新してください。 

機械が再起動後、同じような方法で順次にフゔームウェゕフゔルをゕップグレードし

てください。 

5. ファームウェアファイルを全部アップグレードした後、カメラを回復出荷設置にして、

そして、改めてカメラを設置してください。 
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注意: 

1. 正しいファームウェアパッケージをダウンロードしてください、型番とファームウェア

との対応関係を注意してくだい。 

2. アップグレードしている時、ケーブルネットワークを使用してください。WIFI を使用し

ては禁止です。 

3. ゕップグレードしている時、連続的な電力供給の下で動作していることをご確認してく

ださい。 

4. フゔームウェゕフゔルはフゔル名の順番により、順次にアップグレードすることを

確保してくだい。 

5. フゔームウェゕをゕップグレードした後、カメラを回復出荷設置にしてください。 

6. 各ファームウェアのアップグレードが約３分がかかるので、カメラが改めて启動するま

でにお待ちください。 

 

ヒント:  

1. なぜカメラのファームウェアがアップグレードする必要がありますか? 

新しいフゔームウェゕは既存のフゔームウェゕの問題を修復することができますが、一

般的な新しいフゔームウエゕは機械の安定とユーザーの体験に対して改善することが

できます。ゕップグレードする過程でリスクが存在するため、ユーザーは使用している

機械が何の問題がない場合、ゕップグレードすることを勧めません。ただ、もし確かに

フゔームウェゕをゕップグレードする必要あがあれば、操作指示に従って謹んで操作し

てください 

すべてのファームウェアの具体的な改正記録は、私たちもフゔームウェゕの圧縮フゔ

ルのパッケージの中に置いています 

 

2. アップグレードしている時電源が切断されて、または、ァームウェアがアップグレード

した後、カメラが使用できなければ、どうすればいいか？ 

カメラのファームウェアを修復するために、以下のツールをダウンロードして下さい。 

http://www.keekoonvision.com/sites/default/files/downloads/a/firmware/Update-fail-restore-tool.zip 

http://www.keekoonvision.com/sites/default/files/downloads/a/firmware/Update-fail-restore-tool.zip
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システム 

システムが再起動され、カメラの設置を回復することができません。 

 

ネットワークの設定 

ネットワーク構成 

カメラの基礎ネットワークセッティング 

 

デバス名 違うカメラの表示名称を区分する 

動的 IP ゕドレ

スを獲得 

開く・閉じる、自動的に IP アドレスを獲得する 

IP ゕドレス カメラの IP アドレス 

サブネットマ

スク 

カメラのサブネットマスク 

デフォルトゲ

ートウェ 

カメラのゲートウェの IP アドレスは一般的にルーターの IP

アドレスである。カメラはゲートウェによってンターネ

ットを接続する。カメラのゲートウェアドレスが間違い場

合、カメラをンターネットに訪問することができなくて、

何のアラームも送信できない。 

DNS サーバー カメラの DNS サーバーのアドレス；DNSサーバーはドメイン名

を IPアドレスに転換するのサーバーである。カメラの DNS サ

ーバーが間違い場合、アラーム情報を送信することができな

い可能性があります。 

Web ポート

(デフォルト

カメラのイントラネットの通信ポート 
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80) 

 

WIFI 設定 

Wi-Fiのネットワークを設置する
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WIFI オンラ

ン 

Wi-Fi の現在の接続ステータス 

保存 WIFI 接続 保存した WIfi の接続 

無線 LAN AP の

ホットスポッ

トスキャニン

グ 

検索した無線 LAN APのホットスポット 

 

設定 WIFI 
カメラを Wi-Fiに接続する前に、下記のことをご注意ください: 
1. 該当カメラは 2.4Ghz Wi-Fiしかサポートしません、2.4Ghz Wi-Fiを利用してください。 
2. まし、ご利用する Wi-Fiの SSID が隠された場合は、ルーター側で該当設置を表示に変更してください。 
 

1. ご利用する Wi-Fi を選択してください。ご利用する Wi-Fi 信号を見つかれない場合は、

もう一度スキャンして、周りの WIFIを探します。 
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2. WIFIのパスワードを入力して、『決定する』をクリックして、カメラも自動的に再起動

して、WIFIに有効にされます。しばらく、ランケーブルを抜かないでください。 
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お使いの無線 LANの暗号化は WEPである場合は、WEP キーの長さの形で WEP キーを設定して

ください。何か入力すればいいかわからない場合は、お使いのルータに調べてください。 
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3. カメラが再起動後、WIFI の状態を検査してください。もし、その表示は緑色とすれば、

それがすでにｗｉｆｉのネットワークを接続すると表明します。 

 

 
赤色を表示する場合、ゕクテゖベーションをクリックしてください 
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なお、赤色を表示する場合、wifi の設置情報は間違いがないかと確認してください。 

4. 緑色になった後、ランケーブルを抜いてください、初めて、wifiを設置する場合は、カ

メラ側で『ピンポン』という音が鳴りますが、カメラはすでに wifiと接続しましたと表

明します。カメラも再びルータから IPアドレスを取得することができます。『IP Camera 

Search Tool』を使って、カメラを再検索して、新しい IPアドレスを使用して、カメラ

を登録します。 

 

 

注意: 

1. ステータスは常に赤いマーカーで表示されている場合は、次の点を確認してください： 
 ご利用する Wi-Fiの SSIDは特別文字と英語以外のアルファベットがないことを確保してください。もし

あれば、ルーターで SSIDを改修してください。数字と英語のアルファベットをご利用してください。 

 Wi-Fi パスワードの正確性をご確認ください。Wi-Fiのパスワードは大文字と小文字を区別します。 
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 該当カメラは 2.4Ghz Wi-Fi しかサポートしません、2.4Ghz Wi-Fi を利用してください。 
 近くで、他の同じ名前の SSID の Wi-Fiがないことを確保してください。 

 カメラをルーターの尐し近いところに置いてください。 

 弊社のホームページをご訪問してまたは最新のヘルプ文書をご覧ください。http://www.keekoonvison.com 

 カメラを回復出荷設置にしてください。設置後、再び、Wi-Fiを設定してください 

2. 無線 LANが頻繁に切れ、画像が頻繁に詰まっている場合、次の操作を試してください： 
 近くで、他の同じ名前の SSID の Wi-Fiがないことを確保してください。 

 カメラをルーターの尐し近いところに置いてください。 

 もし、カメラが既に長い時間で起動した場合は、ご利用するネットワークは長時間で仕事して遅くなりま

した。このとき、ルーターを 5分ほど閉めて、あと起動すれば大丈夫です。 

 インターネットからカメラを訪問する場合、カメラをインターネットに接続されるのアップロード帯域幅

の安定をご確保してくだい。 

 弊社のホームページをご訪問してまたは最新のヘルプ文書をご覧ください。

http://www.keekoonvison.com 

AP モードの設定 

 

 

無線ルーターを持っていない、または、ルーターに接続したくない場合、カメラの APモー

ドを開いてください。APモードをオンにすると、カメラが無線 LAN信号をブロードキャス

トしますガ、お使いのモバイルデバイスがカメラの無線 LAN信号に接続した後、直接、AP

モードを経由してカメラを操作することができます。 

 

有効にする AP モードを有効にする 

ネットワーク 無線 LANの信号名 

http://www.keekoonvison.com/
http://www.keekoonvison.com/
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名 

暗号化の種類 無線 LAN信号の暗号化の種類 

パスフレーズ Wi-Fi のパスフレーズ 

注意: 

一旦 AP モードを有効にすると、カメラは、ルータの WIFIに接続できません。 

動的ドメン（DDNS） 

カメラのダナミックドメン名を設置して、エクストラネットを訪問する 

 

内臓DDNSセッ

テゖング 

該当カメラは内蔵の DNSが付属しません 

サードパーテ

ゖの DNS設定 

サードパーテゖ支持できるの DNS を設定する 

 

提示:  

1. DDNS は何ですか? 

DDNS は動的 IP アドレスとドメイン名の結合技術です。DDNSがあれば、私たちは、変更した

IP アドレスが何ですかと知る必要はありません。DDNS だけ知ればカメラの所属ネットワー

クに接続することができます。 
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P2P 配置- P2P セッテゖング 

モバイルアプリと CMS は、P2P を通じてカメラに接続されるので、P2P 機能がオフになって

いる場合、モバイルアプリと CMSはカメラに接続できません。 

 

 

Enable P2P機能を有効にする 

UID カメラの UID；すべてのカメラの UIDも違います。モバイル

デバイスは UIDを通じて、カメラを区別して、接続する 

P2Pパスワード 

 

モバイルアプリを接続する時に使用するパスワード 

P2Pスデータス カメラの P2Pスデータスを表示する 
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ゕラーム設定 

ゕラーム設定 

 

移動検出 移動検出機能をオーペンしましたか 

感度 移動検出の敏感度を調整する 

OSD 表示 ビデオには時間と名称が表示されている 

音声アラーム 移動物体を検出するときに、アラーム音ができくる 

アラーム同時録

画 

カメラが移動物体を検出するときに、IEブラウザだけで有

効ですが、ビデオを SDカードに設定する場合は、SDカード

録画で開いてください。 

Email アラーム カメラが移動物体を検出するときに指定されたメールボッ

クスにアラームメールを発送します。 

FTP 目次アップ

ロード 

カメラが移動物体を検出するときに当時のビデオの画面シ

ョットを FTPサーバーに発送します 

予め位置 カメラが移動物体を検出する時に当時自動的に予め位置に

移動します。 

アラーム間隔

（秒） 

移動検出監視間隔時間で、一度アラームがあがったあと、

ここの設定する時間間隔の間で再びアラームを出せませ

ん。 

スケジュール タミング検出ゕラームを設定する 

注意: 

 該当カメラは現在の住宅とビジネスの安全システムの補足としてデザインされています。技術の制限があ
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るため、今 100％に移動物体を検出できることを保証できません。 
 もし、E-mail alert, FTP upload and go to preset position 機能を利用したい場合は事前に設置して

ください。 
 IOS 設備は APP がオフの状態でもカメラ側のアラートを受けられます。しかし、まず、APP 側の移動設備

へのメッセージ転送権限を許可してください。 
 Android 設備で、APP 側の移動設備へのメッセージ転送権限を許可してください。また、APP はシステム

またはシステム管理ソフトウェアに停止されることを避けてください。APPがバックグラウンドで運行す
る必要です。 

 ネットワークの状況により、メッセージの受け取りが遅延する可能性があります。 

Email セッテゖング 

メールと移動検出を設定後、カメラが移動物体を検出するときに指定されたメールボックス

にアラームメールを発送します。 

 

送信者(xxx@xxx.xxx) 発送のメールゕドレス 

宛先 宛先のメールゕドレス、発送のメールゕドレスと一致し

ても大丈夫です。 

SMTP サーバー これはメールサーバー提供会社が提供するメールを発送

するサーバーゕドレスです。メールサーバー提供会社と

ご連絡して SMTP サーバーゕドレス情報を取得する。 

SMTP ポート（デフォル

ト 25） 

メールサーバーのポ—トです。メールサーバー提供会社

とご連絡して SMTP サーバーポ—ト情報を取得する。 

送信層保護プロトコル 

 

ンターネットなどのコンピュータネットワークにおい

てセキュリテゖを要求される通信を行うためのプロトコ

ルである。メールサーバー提供会社とご連絡して SMTP

サーバーのプロトコル情報を取得する。 

 

SMTP ユーザー名 Sender のゕドレスと一致している 
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SMTP パスワード メールボックスをログンするときに利用するパスワー

ド。もし、ご利用するメールサーバー提供会社の設置の

中で Two Step Verification をオンにしていた場合は(たとえ

ば、Gmail)、Two Step Verification 的パスワードを入力して

ください。 

メールに端末 IP アドレ

スが含める 

カメラのエクストラネットアドレスを受信者のメー

ルボックスに送信してください  

 

上記の情報を設定した後、『保存』をクリックして、テストします。 

 

『アラーム設置』に戻して、『Email アラーム』を有効にします。 

 
 

注意: 

SMTP サーバー, SMTP ポート または、 レヤーセキュリテゖ転送情報情報は分からない場合は、
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メールサービス提供会社とご確認してください。 

弊社のホームページでよく使われるメールサービス提供会社の設置説明を更新いたします。 

メール設置完了したあと、ゕラーム画面で、メールゕラームを有効にした後、ゕラームメールを受

け取れます。 

アラームメールが届かない場合は、迷惑メールボックスに入ったかどうかをご確認してくだ

さいをご確認してください 

一部分のメールサービスプロバイダは、「2段階認証プロセス」を有効だから、「二つ検証』

のパスワードを記入してください。 

FTP 設置 

FTP はインターネット上のコントロール ファイルの双方向通信のプロトコルとして使用さ

れています。カメラが移動物体を検出するときに当時のビデオの画面ショットを FTPサーバ

ーに発送します。 

 

FTP サーバー FTP サーバーのアドレス 

FTP ポート（デフ

ォルト 21） 

FTP サーバーのポート 

FTP ユーザー名 FTP サーバーのユーザー名 

FTP パスワード FTP サーバーのパスワード 

FTP 目次アップロ

ード 

FTP サーバーの目次アップロード 

 

FTP アラーム セッティング 
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FTP サーバー：FTP サーバーはＦＴＰのサービスプロバイダが提供する IP アドレス、また

はドメイン名です。 

FTP ポート（デフォルト 21）：ＦＴＰのサービスプロバイダが提供する伝送ポートです。 

FTP ユーザー名：サービスプロバダが提供する登録のユーザー名です。 

FTP パスワード：サービスプロバダが提供する登録のパスワードです。 

FTP 目次アップロード：TP の目次アップロードです。 

 

然后点击“保存并测试”进行测试。 
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アラーム設置に戻して、FTP アラームを開く 

 
 

注意: 

1. FTP サービスはＦＴＰのサービスプロバイダに提供されますが、弊社は FTP サービスを

提供していません。 

2. 登録ユーザーの FTP目次アップロードの書きこみ権限を確保して下さい。 

 

録画セッテゖング 

録画とアラームビデオの経路を設置し、この設定は Windowsでのみの IEブラウザに適用さ

れます。 

 

 

注意: 
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管理者として、IE ブラウザの設置を許可して下さい。 

SD カード録音- 録画設置 

ビデオ設定 - SD カードの記録設定 

 

 

SD カードのステー

タス 

SD カードの容量と空き容量を検出する 

記録方式 定時録画、または、アラーム録画を設置する 

解像度（Video_Size） ビデオの解像度を設置する 

録画時間の長さ 

（每个文件 1-60 分

钟） 

各ファイルの１から

６０分） 

録画ファイル時間の長さを設置する 

ループ・ レコーデゖ

ング 

SDカードがいっぱいになる時、以前のビデオファイル

を削除しましたか。 

レコード音 録音しましたか。 

 

ご注意: 

1. 通電前に、SDカードを入れてください。 

2. SD カードの容量が不正の場合は、フォーマットを実施してください。もし、フォーマットのときにエラー

が出てきた場合は、SD カードを USB-HDDから USB-ZIPに転換してください。転換の方法は Google でご検索し
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てください。 

3. Class4レベル以上の本物 SD カードをご利用ください。 

 

ビデオフゔル 

 

SD カードのビデオファイルを管理する 
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画面の配置 - マルチチャンネルビデオ監視セッティング 

 
 

LAN の中にデバス

リスト 

すべての LAN の中で発見されるの設備 

エリゕス 設備の自定義のエリゕス 

IP ゕドレスあるいは

ドメン名：ポート      

IP ゕドレスあるいはドメン名+ポート 

ユーザー名：パスワ

ード 

設備のユーザーとパスワード 

 

注意: 

IE ブラウザだけでマルチチャンネルビデオ監視機能を使用することができます。 


