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AXIS M7001 インストールガイド

このインス トールガイ ドでは、 AXIS M7001 ビデオエンコーダ （以下、 ビデオエンコーダ） をお

使いのネッ ト ワークにインス トールする手順について説明しています。ビデオエンコーダの設定
などに関する説明については、ユーザーズマニュアルを参照して ください。ユーザーズマニュア
ルは、 製品に付属の CD または Axis のホームページ （www.axiscom.co.jp） からご覧いただけます。

インストール手順

1. パッケージの内容物を確認します。

2. ビデオエンコーダの各部の名称について確認します （3 ページ）。

3. ビデオエンコーダを設置します （4 ページ）。

4. IP アドレスを設定します （5 ページ）。

5. パスワードを設定します （8 ページ）。

パッケージの内容

AXIS M7001 COVERT SURVEILLANCE KIT をご購入の場合は、 以下の同梱物が追加されます。

詳し くは、 12 ページ 「コバート （小型） カ メ ラ」 を参照して ください。

重要！

本製品はお使いになる国の法律および規制にしたがって使用して ください。

名称 備考

AXIS M7001 ビデオエンコーダ本体

マウンテ ィングキッ ト • 壁取付用メ タルブラケッ ト

• 壁設置用ネジ （2 つ）、 プラスチックプラグ （2 つ）

• I/O ターミナルコネクタ （RS-485/422 ： 2 ピン ı 2 つ）

AXIS Network Video CD v1.4J 以降 ユーザーズマニュアルを PDF 形式で収録

インストールガイド 本書

保証書

名称 備考

コバート カメラ アナログ小型カメラ

マウンテ ィングキッ ト • 壁取付用メ タルブラケッ ト

• 壁設置用ネジ （2 つ）、 プラスチックプラグ （2 つ）
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ハードウェアの概要

寸法

高さ ： 30mm、 幅 ： 37mm、 奥行き ： 101mm
重量 ： 82g

前面 背面

 

RS-422/RS-485
コネクタ

インディケータ
（PWR、 STAT、 NET）

メ タルブラケッ ト

2.5mm Tele plug コネクタ

BNC コネクタ

75 オーム
終端スイッチ コン ト ロールボタン

ネッ トワークコネクタ （PoE 対応、 Class 2）
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ビデオエンコーダの設置

ビデオエンコーダを壁や天井に取り付ける場合

ビデオエンコーダには壁や天井に設置するための取り付けキッ トが付属しています。ビデオエン
コーダを壁や天井に設置するには、 以下の手順にしたがって ください。

1. 付属のネジおよびプラスチッ クプラグが、 ビデオエンコーダを取り付ける壁または天井に適
しているか確認して ください。

2. ビデオエンコーダをブラケッ トに取り付けます。

3. ブラケッ トに取り付けたビデオエンコーダを壁にあてて、 ブラケッ トの 2 箇所のネジ穴の位

置に印を付けます

4. ネジ穴の印を付けた場所に穴を開けます。

5. 穴を開けたと ころにプラスチッ クプラグを差し込みます。 壁に開けた穴と合う よ う にブラ
ケッ トに取り付けたビデオエンコーダを壁にあてて、ネジを利用して壁に固定して ください。

ケーブルを接続する

AXIS Q7001 は PoE （Power over Ethernet） に対応しています。 PoE 対応のスイ ッチやハブに接

続して、 AXIS Q7001 に電力を供給するよ うにして ください。

1. シールド付きネッ ト ワークケーブルを利用して、 ビデオエンコーダをネッ ト ワークに接続し
ます。

2. お持ちのアナログカメ ラをビデオエンコーダの BNC コネク タに接続します。 また、 AXIS
M7001 COVERT SURVEILLANCE KIT に付属のコバート （小型） カ メ ラの場合は、2.5mm Tele
plug コネク タに接続します。

3. インディケータの状態を確認して ください。 インディケータの詳細については、11 ページを

参照して ください。

重要！

AXIS M7001 は屋内専用のビデオエンコーダです。



5IP アドレスの設定
IP アドレスの設定

ネッ ト ワーク上でビデオエンコーダにアクセスできるよ うにするには、 まず IP アドレスを設定

する必要があ り ます。

Windows 環境では、 AXIS IP Utility または AXIS Camera Management をご使用ください。 こ

れらは無償のソフ ト ウェアで、 製品に付属の CD に収録されています。 また、 Axis のホームペー

ジからダウンロード してご利用いただけます。

注意 ： • DHCP サーバによる IP アドレスの自動割り当てを行う こともできます。 この場合は、 DHCP
サーバ側の管理ページにアクセスしてビデオエンコーダに設定された IP アドレスを確認し

て ください。 詳し くは、 DHC サーバに付属のマニュアルを参照して く ださい。 また、 ネッ ト

ワーク管理者に相談するようにして ください。

• ビデオエンコーダのデフォルトの IP アドレスは、 192.168.0.90 に設定されています。

• IP アドレスの設定が行えない場合は、ファイアウォールによって設定が妨げられていないか

どうか確認して ください。

• IP アドレスの他の設定方法については、 ユーザーズマニュアルを参照して く ださい。

AXIS IP Utility を利用する （1 台のカメラ / 小規模インストール向き）

AXIS IP Utility は、 ローカルネッ ト ワーク上のビデオエンコーダを検出して一覧に表示する

Windows 専用ユーティ リ ティ ソフ ト ウェアです。AXIS IP Utility を利用して手動で固定の IP ア

ドレスを設定したり、 ビデオエンコーダの内部 Web ページにアクセスするこ とができます。

AXIS M7001 は、AXIS IP Utility が動作しているコンピュータ と同じネッ ト ワークセグメン ト （物

理サブネッ ト ） にインス トールする必要があ り ます。

推奨システム オペレーティングシステム

AXIS IP Utility 
5 ページを参照

少数のビデオエンコーダのインス トー

ルに適しています。 Windows XP
Windows Vista
Windows Server 2003

AXIS Camera Management
6 ページを参照

多数のビデオエンコーダのインス トー

ル、 および異なるサブネッ ト上のカ メ

ラのインス トールに適しています。
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AXIS IP Utility の自動検出機能を使ってアクセスする場合

1. AXIS M7001 がネッ ト ワークに接続され、 電源が入っているこ とを確認します。

2. AXIS IP Utility を起動します。 一覧から設定を行う ビデオエンコーダを選択し、 ダブルク

リ ッ ク します。こ こで右ク リ ッ ク してシ ョート カッ ト メニューから ［IP アドレスを設定する］

を選択する と、 固定の IP アドレスを設定するこ と もできます。

3. 8 ページを参照して、 管理者用のパスワードを設定して ください。

AXIS IP Utility を使って手動で IP アドレスを割り当てる場合

1. ビデオエンコーダに設定する未使用の IP アドレスをネッ ト ワーク管理者から入手します。

2. AXIS M7001 がネッ ト ワークに接続され、 電源が入っているこ とを確認します。

3. AXIS IP Utility のツールボタンから   をク リ ッ クするか、 ［ツール］ メニューから ［シ リ

アル番号を利用して IP アドレスを設定する］ を選択します。ビデオエンコーダのシ リ アル番

号と設定する IP アドレスをそれぞれ入力します。

4. ［IP を設定］ をク リ ッ ク し、 画面の指示にしたがってネッ ト ワークケーブルを抜き差しして

ビデオエンコーダを再起動して ください。

5. IP アドレスが正し く設定される と、 メ ッセージが表示されます。 ［OK］ をク リ ッ ク してメ ッ

セージを閉じます。

6. AXIS IP Utility の ［ホームページ］ をク リ ッ クする と、 ビデオエンコーダの内部 Web ペー

ジにアクセスします。

7. 8 ページを参照して、 管理者用のパスワードを設定して ください。

AXIS Camera Management （複数台のカメラ / 大規模インストール向き）

AXIS Camera Managementはネッ ト ワーク上の Axis ネッ ト ワークビデオ製品を自動的に検出し、

IP アドレスの設定、接続ステータスの表示、ファームウェアのアップグレードなどを複数台のデ

バイスに対して行う こ とができるソフ ト ウェアです。
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IP アドレスを設定する

1. AXIS M7001 がネッ ト ワークに接続され、 電源が入っているこ とを確認します。

2. AXIS Camera Management を起動します。一覧から設定を行う ビデオエンコーダを選択し、

［Assign IP］ ボタンをク リ ッ ク します。 

3. ［Assign the following IP address］ オプシ ョ ンの各欄に、 ビ

デオエンコーダに設定する IP アドレス （IP address）、 サブ

ネッ トマスク （Subnet mask） 、 デフォルトルータ （Default
router） の値を入力します。

4. ［OK］ をク リ ッ ク します。

5. 結果が ［Result］ ウ ィ ン ド ウに表示されます。 ステータ ス

（Status） が OK と表示されていれば、 IP アドレスの設定が完

了しています。 ［Close］ ボタンをク リ ッ ク して、 ウ ィンド ウを閉じます。

6. IP アドレスの設定が完了したビデオエンコーダを右ク リ ッ ク し、［Live View Homepage］ を

ク リ ッ ク します。

7. 8 ページを参照して、 管理者用のパスワードを設定して ください。

複数台のデバイスの IP アドレスを設定する

AXIS Camera Management を利用する と、 特定の IP アドレスの範囲を指定してその中から利用

可能な IP アドレスを複数台のデバイスに割り当てるこ とができ、 設定作業を迅速化するこ とが

できます。

1. IP アドレスを設定する複数のデバイス （異なるモデル

同士でも可） を Shift キーを使って一覧から選択し、

［Assign IP］ ボタンをク リ ッ ク します。

2. デバイスが使用する利用可能な IP アドレスの範囲、サ

ブネッ トマスク、 デフォル トルータを入力します。

3. ［Update］ ボタンをク リ ッ クする と、 AXIS Camera
Managementは指定した IPアドレスの範囲内から利用

可能な IP アドレスを自動的に検出します。検出された

IP アドレスをそのまま設定する場合は、［OK］をク リ ッ

ク します。編集する場合は、［Edit］ をク リ ッ ク します。

注意 ： AXIS Camera Management の使用方法についての詳細

は、 ［Help］ - ［AXIS Camera Management Help］ をご覧

ください。
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パスワードの設定

製品にアクセスするには、 まず管理者 （root） 用のパスワードを設定する必要があ り ます。 パス

ワードの設定は、ビデオエンコーダに初めてアクセスした際に表示される設定画面で行う こ とが
できます。

注意 ： • デフォルトの管理者ユーザ （root） は削除することはできません。

• パスワードを忘れてしまった場合は、ビデオエンコーダを工場出荷時の状態にリセッ トする

必要があります。 詳し くは、 11 ページ 「工場出荷時のデフォルト設定にリセッ トする」 を

参照して ください。

管理者用パスワードの設定を安全に行うために、 HTTPS を利用するこ と もできます。 HTTPS を

利用する場合は、 次の 「HTTPS 接続を利用してパスワードを設定する」 を参照して ください。

1. ビデオエンコーダの内部Webページに初めてアクセ

スする と、 パスワードの設定画面が表示されます。

2. ［Password］ フ ィールドにパスワードを入力します。

確認のため、 ［Confirm password］ フ ィールドに同

じパスワードを入力して ［OK］ をク リ ッ ク します。

3. ビデオエンコーダへのログオン画面が表示されま
す。 ユーザ名に root と入力します。

4. 手順 2 で設定したパスワードを入力して ［OK］ をク

リ ッ ク します。パスワードを忘れてしまった場合は、
ビデオエンコーダを工場出荷時の状態にリセッ トす
る必要があ り ます。

5. AMC （AXIS Media Control） をインス トールする画面が表示された場合は、 ［はい］ をク

リ ッ ク してインス トールを行って ください。 AMC のインス トールを実行するには、 インス

トールするコンピュータに管理者権限を持つユーザでログオンしている必要があ り ます。

6. ビデオエンコーダの ［Live View］ ページが表示されます。

HTTPS 接続を利用してパスワードを設定する

記の手順にしたがって、 HTTPS 接続を利用したパスワードの設定を行って ください。

注意 ： HTTPS （Hypertext Transfer Protocol over SSL） はブラウザとサーバ間のト ラフ ィ ッ クを暗号化す

るためのプロ ト コルです。HTTPS 証明書は暗号化された情報の受け渡しをコン ト ロールします。

1. ［Create self-signed certificate］ ボタンをク リ ッ ク します。

2. 自己署名証明書の作成画面が表示されます。 必要な情報を入力して ［OK］ を ク リ ッ ク しま

す。 証明書の作成状況を示すウ ィンド ウが表示されます。

3. 証明書の作成が終了した後は、 ブラウザのメ ッセージにしたがって HTTPS 証明書をインス

トールして ください。

4. Web ブラウザを再起動してから、 HTTPS でビデオエンコーダにアクセスします （https:// ビ
デオエンコーダの IP アドレスまたはホス ト名 / とい う書式でアドレスを入力します）。 この

時点で、 ビデオエンコーダとの ト ラフ ィ ッ クの暗号化が開始されます。
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5. パスワードの設定画面が表示されます。［Password］ フ ィールドにパスワードを入力します。

確認のため、 ［Confirm Password］ フ ィールドに同じパスワードを入力して ［OK］ をク リ ッ

ク します。

6. AMC （AXIS Media Control） をインス トールする画面が表示された場合は、 ［はい］ をク

リ ッ ク してインス トールを行って ください。 AMC のインス トールを実行するには、 インス

トールするコンピュータに管理者権限を持つユーザでログオンしている必要があ り ます。

7. ビデオエンコーダの ［Live View］ ページが表示されます。

このボタンをク リ ッ ク して
HTTPS 証明書を作成します。

管理者ユーザ用のパスワードを
HTTPS を利用して設定します。

Common name （コモンネーム）
と Validity （有効期間） を設定
します。

設定ページを開く
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各種コネクタ

ネッ トワークコネクタ  - 一般的な RJ-45 コネク タを利用してネッ ト ワークに接続し、PoE （Class
2） を利用して電力を受け取り ます。 シールド付きネッ ト ワークケーブル （STP） の使用をお勧

めします。

BNC コネクタ  - 75 オーム同軸ビデオケーブルを利用してカメ ラを接続します。 ケーブルの最大

長は、 250 メートル以内におさめてください。

注意 ： BNC T アダプタを利用してビデオソースを他の機器と並列に接続する場合は、75 オーム終端ス

イッチを OFF （左側） に設定して終端抵抗を無効に設定して ください。 設定が正し く行われて

いない場合、 画質が損なわれることがあります。

2.5mm Tele plug コネクタ  - AXIS M7001 COVERT SURVEILLANCE KIT に付属のコバート （小型）

カ メ ラを接続するためのコネクタです。

RS-422/RS-485 コネクタ  - パン / チルト / ズームデバイスなどの機器をコン ト ロールするための

RS-485/42インターフェイスです。RS-485/422ポートは、以下のよ うに設定するこ とができます。

• 双方向 RS-485 半二重ポート （2 線）、 RX/TX ペア 1 つを利用してデータ転

送を行う。

• 双方向 RS-485 全二重ポート （4 線）、 RX ペアと TX ペア 1 つずつを利用し

てデータ転送を行う。

• 単方向 RS-422 ポート （2 線）、RX- または TX ペアを利用してデータ送信と

受信を行う。

• 双方向 RS-422 全二重ポート （4 線）、 RX ペアと TX ペア 1 つずつを利用し

てデータ転送 （point-to-point） を行う。

機能 ピン 備考

RS 485/422TX （A） 1 RS-422 と RS-485 （4 線） の TX ペア

RS 485/422TX （B） 2

RS-485A alt RS-485/422RX （A） 3 すべてのモード RX ペア （2 線 RS-485 用の RX/TX との組

み見合わせ）RS-485B alt RS-485/422RX （B） 4

1 2 3 4
TX RX/TX
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インディケータ

注意 ： インディケータは常に消灯させることができます。 ［Setup］ - ［System Options］ - ［LED］ で設

定を行って ください。 詳し くは、 ユーザーズマニュアルを参照して ください。

工場出荷時のデフォルト設定にリセッ トする

以下の方法を利用して リセッ ト を行う と、IP アドレスを含むすべてのパラ メータが工場出荷時の

状態にリセッ ト されます。

1. ネッ ト ワークケーブルを取り外して AXIS M7001 の電源を切り ます。

2. コン ト ロールボタン （位置は 3 ページを参照） を押しながらネッ ト ワークケーブルを接続し

てビデオエンコーダの電源を入れます。

3. Status （STAT） インディケータがオレンジ色で点灯するまでコン ト ロールボタンを押し続け

ます （約 15 秒程かかり ます）。

4. コン ト ロールボタンを放します。 Status （STAT） インディケータが緑色で点灯し （1 分程か

かる場合があ り ます）、 ビデオエンコーダが工場出荷時の状態にリセッ ト されました。

5. IP アドレスの再設定を行ってください。

注意 ： • ビデオエンコーダのデフォルトの IP アドレスは、 192.168.0.90 に設定されています。

• コン ト ロールボタンを利用してリセッ ト を行う と、 すべてのパラ メータがリセッ ト されま

す。 ［Setup］ - ［System Options］ - ［Maintenance］ の Restore ボタンを利用すると、 IP アド

レスをリセッ トせずに他のパラメータだけを工場出荷時の状態に戻すことができます。詳し

くは、 ユーザーズマニュアルを参照して ください。

AXIS M7001 ユーザーズマニュアル

AXIS M7001 の詳しい設定方法については、 ユーザーズマニュアルを参照して ください。 ユー

ザーズマニュアルは、 製品に付属の CD または Axis のホームページ （www.axiscom.co.jp） から

ご覧いただけます。

名称 色 説明

Network
（NET）

緑色 100Mbps ネッ トワークに接続されています。 緑色で点滅してネッ トワーク

アクテ ィビテ ィ を示します。

オレンジ色 10Mbps ネッ トワークに接続されています。 オレンジ色で点滅してネッ ト

ワークアクテ ィビテ ィ を示します。

消灯 ネッ トワークに接続されていません。

Status
（STAT）

緑色 正常動作時に、 緑色で点灯します。

オレンジ色 ビデオエンコーダの起動中、工場出荷時の状態へのリセッ ト中にオレンジ色

で点灯します。

赤色 低速で赤色で点滅している場合は、ファームウェアのアップグレードが正し

く行われていません。 リカバリーを行って ください。 （ユーザーズマニュア

ルの 「ト ラブルシューテ ィング」 を参照）。

Power
（PWR）

緑色 正常に動作しています。

オレンジ色 ファームウェアのアップグレードを行っている間、緑とオレンジ色で交互に

点滅します。
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コバート （小型） カ メ ラ

AXIS M7001 COVERT SURVEILLANCE KITには AXIS M7001 に接続可能なコバート カ メ ラが同梱

されています。 コバート カ メ ラの電力は、 ビデオエンコーダから供給されます。

コバート カ メ ラの取り付け

コバート カ メ ラにはマウンティングキッ トが付属しています。以下の手順にしたがって、 コバー
ト カ メ ラを壁または天井に取り付けてください。

1. 付属のネジおよびプラスチッ クプラグが、 コバート カ メ ラを取り付ける壁または天井に適し
ているか確認して ください。

2. コバート カ メ ラをブラケッ トに取り付けます。

3. ブラケッ トに取り付けたコバート カ メ ラを壁にあてて、 ブラケッ トの 2 箇所のネジ穴の位置

に印を付けます

4. ネジ穴の印を付けた場所に穴を開けます。 穴を開けたと ころにプラスチッ クプラグを差し込
みます。 壁に開けた穴と合う よ うにブラケッ ト に取り付けたコバート カ メ ラを壁にあてて、
ネジを利用して壁に固定して ください。

コバート カ メ ラ

ブラケッ ト

結束バンド （付属していません）
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