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・ 不安定な場所、振動のある場所には、設置しないで下さい。 

・ 高温になることが予測されるアスファルト面，金属板の上などには、設置しないで下

さい。 

・ 夏季には、直射日光の当たらない場所に設置して下さい。 

装置内が高温となり、故障の原因となります。 

・ 精密機器なので、本体に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。 

破損する恐れがあります。 

・ 変形させたり、分解、改造をしないで下さい。発熱や発火、感電の原因になります。 

・ 夏季の車のトランクの中など極端に高温になる所に放置しないようにご注意下さい。  

・ 装置のふたを開けた後は、確実に閉めて下さい。 

水が侵入し、故障の原因となります。 

 注意事項  

・ 電源ケーブル，を傷つけたり，無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せない

でください。感電・ショートの原因となります。 

・ 電源ケーブルのプラグを接続する部分は、湿気，水分の侵入の無いように取り付けて

ください。絶縁不良の原因となります。 

・ 使用しないコネクタの防水キャップはしっかりと閉めてください。 水が浸入する恐

れがあります。 

異常を感じたときには速やかに電源を切り、問い合わせ先へご連絡下さい。 

 機器の取扱いに関する注意 

   設置に関する注意 

   ケーブルに関する注意 
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Ｅ－カメにAC100Vの電源

を供給するためのケーブル

です。 

以下の同梱品を確認します。 

□ DC電源ケーブル 

        （5.5m） 

□ AC電源ケーブル 

        （5m） 

 付属品  

 はじめに  

Ｅ－カメにDC12Vの電源

を供給するためのケーブル

です。 

□ 取扱説明書 

この冊子です。 

Ｅーカメから投光器等の外

部装置にAC100Vの電源を

供給するためのケーブルで

す。 

□ 投光器用電源ケーブル 

        （5ｍ） 

ＦＯＭＡ通信網 

ＳＭＳを利用して省電力モードを復帰 

Ｅ－カメは、パソコンから、インターネット（ＦＯＭＡ通信網）を介して、遠隔地の状況

を監視する、監視カメラシステムです。 

Ｅ－カメは、現地にＡＣ１００Ｖの電源を敷設するまでの間、乾電池で運用できるため、

緊急災害時等に活用できます。 

パソコンの監視画面を終了すると約5分後にＥ－カメが省電力モードに移行し、消費電力

が約10分の１となり、乾電池でも長時間の運用が可能です。 

監視を再開する場合は、携帯電話のＳＭＳを利用して省電力モードからの復帰を行い、カ

メラへ接続します。 
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設定する 
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 0. 通信設定 
Ｅ－カメを使用するには、Ｅ－カメをインターネッ

トに接続するための、SIMカードと通信設定が必要

です。 

 

Ｅ－カメのネットワークを開通するため、Ｅ－カメ

とパソコンをLANケーブルで接続し、通信設定を

行います。 

（本設定は一度、Ｅ－カメにセットすると、それ以

降は必要ありません。） 

Ｅ－カメ用に、以下の購入と契約が必要です。 

①ドコモ/データ通信用SIMカード：ＦＯＭＡデータ通信用標準ＳＩＭカード 1枚 

通信サービス名：ＦＯＭA定額データプラン スタンダード2 

②インターネット接続サービスの契約 

プロバイダ業者名：「Ｉｎｆｏｓｐｈｅｒｅ」（インフォスフィア）１契約  

 接続サービス名：「ＩＰダイヤルアップ接続サービス 

・ＦＯＭＡ定額データプランコースＩＰ1タイプ」 

これらの契約は、お客様による契約となります。（以下に契約内容を記入） 

0-1  ＦＯＭＡデータ通信用SIMカードの準備  

ＳＩＭカード     

ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ 

 

 

 

アカウント・・・・・・・・・・ 

パスワード・・・・・・・・・・ 

I Pアドレス  ・・・・・・・・・ 

 電話番号   ・・・・・・・・・・ 



1）「設定」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」の 

順にクリックします。（ 画面は Windows 8） 

0-2 通信設定用パソコンの通信設定 

2）「ネットワークと共有センター」をクリックします。 
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E-カメの通信設定用パソコンのネットワーク設定を行います。 

※ 通信設定用パソコンの設定は、管理者権限を有するユーザーで行ってください。 

0.通信設定 



4）「イーサネット」のアイコン上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 

 

 

3）「アダプターの設定の変更」をクリックします。 

右クリック 
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→右図のウィンドウが 

 開きます。 

（次のページへつづく） 

0.通信設定 
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（前のページの続き） 

5）右図のウィンドウが開きます。 

「インターネット プロトコル 

バージョン4（ＴＣＰ/ＩＰｖ

4）」の 

「プロパティ」をクリックしま

す。 

選択 

選択 

6）右図のウィンドウが 

開きます。 

「ＩＰアドレスを自動的に 

取得する」 

「ＤＮＳサーバーのアドレスを自

動的に取得する」 

 

この2項目を選択します。 

「ＯＫ」をクリックします。 

0.通信設定 



0-3  通信設定用パソコンの接続  

1）（E-カメに電源ケーブルを接続していない状態で） 

E-カメ本体を開き、SIMカードをセットします。 

2）ＬＡＮケーブルを使用して、Ｅ-カメ本体のＬＡＮポートとパソコンのＬＡＮポートを

接続します。※ＬＡＮケーブルはお客様で用意してください。 

3）AC電源ケーブルを使用し、 

  E-カメ本体の「電源」コネクタと

コンセントを接続します。 

 ※接続すると電源ONとなります。 

 （ON/OFFスイッチはありません） 

 

 注)設定用パソコンを接続した状態

でカメラの電源をONにしてくだ

さい。パソコンを接続していない

と30秒後に電源OFF（省電力モー

ド）となります。 
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2)LANﾎﾟｰﾄ 1)FOMA通信標準SIM 

3)電源 

コネクタ 

0.通信設定 

E-カメに通信設定用パソコンを接続します。 
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0.通信設定 

Ｅ－カメの通信設定を行います。 

0-4 Ｅ－カメ の通信設定 

1）ブラウザに「互換表示設定」がある場合は、以下のアドレスを互換表示設定に 

 追加してください。 

  192.168.0.254 

 

2)ブラウザを起動し、下記のアドレスへアクセスします。 

  「 http://192.168.0.254/ 」 

3）アカウント欄に

「admin」、 

  パスワード欄に

「system」 

 を入力し、 

「ログイン」をクリッ

クします。 

 

 

 

 

4）「設定・運用管理」を

クリックします。 
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0.通信設定 

5）「設定編集（コマンド

ライン形式）」をク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）Ｅ－カメ用インター

ネット接続契約時の

「アカウント」・ 

  「パスワード」 

 を設定します。 

 （P4参照） 

 

7）SMSが送信できる、 

 省電力モードを制御 

 する携帯電話の電話 

 番号を登録します。 

 

 ※6)の画面を下スク 

  ロールすると右の 

  画面が参照できま 

  す。 
 

8)「送信」ボタンをク

リックします。 

domain 0 fukvb.dcm.dd.flat.foma.ne.jp *********@ff4.sphere.ne.jp ******* 0.0.0.0/0 

0.0.0.0 

     「P4 のアカウントに書き換える」 「P4 のパスワードに書き換える」 

sms peer 0 00000000000 on 

 

     「省電力モードを制御する、携帯電話の電話番号に書き換える」 

8)「送信」ボタン 

「送信」を行うと、Ｅ－カメは自動的に再起動されます。 

以上で通信設定は完了です。 
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1-1 乾電池での運用 

 1. 機器の運用 

単一乾電池 ８本  

乾電池使用時の電源 

ＯＮ/ＯＦＦスイッチ  

バッテリチェッカー 

◆ 単一乾電池 ８本をセットします。 

◆ 電源をのＯＮ／OFF は、スイッチで行います。 

◆ バッテリーチェッカーで電池残量を確認できます。 

1.機器の接続 
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1-2 ＡＣ１００Ｖでの運用 

◆ ＡＣ電源ケーブルを使用します。 

◆ ＡＣ１００Ｖ使用時のみ、投光器用電源が利用できます。 

1.機器の接続 
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1.機器の接続 

1-3 ＤＣ１２Ｖバッテリーでの運用 

◆ ＤＣ電源ケーブルを使用します。 
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 2. 監視・制御    

2.監視・制御 

3）「ユーザ名・パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。 

1）ブラウザに「互換表示設定」がある場合は、Ｅ－カメのアドレス 

 （P4で記入したIPアドレス）を互換表示設定に追加してください。 

 

2）ブラウザを起動し、インターネットに接続して、Ｅ－カメのアドレス 

 へアクセスします。（P4で記入したIPアドレス） 

 「 http://×××.×××.×××.×××/ 」 

出荷時のユーザー名は、 

「Nexcoeng」 

パスワードは、 

「nexcoeng」で 

設定しています。 

 

2-1 監視・制御画面の起動 

◆画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェアをインストールす

る必要があります。画面の指示に従って、インストールしてください。 

 プラグインソフトウェアのダウンロードには時間がかかる場合がありま

す。 



2-2 監視・制御画面 

2.監視・制御 
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① ズーム・ワイドを制御します。 

② パン・チルトを制御します。 

③ 投光器用電源を制御します。（ＡＣ１００Ｖ使用時のみ有効） 

 

※Ｅ－カメには、録画、静止画記録の機能はありません。 

 パソコンのキャプチャー機能等を利用して、監視・制御画面を 

 キャプチャーして記録（保存）してください。 

① 

② 

③ 
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2-3 省電力機能 

2.監視・制御 

 無通信(カメラ未接続)状態で、4分30秒 経過すると、FOMA通信網

の切断を行い、FOMA通信網切断後30秒でルーターが省電力状態へ移

行します。 

 ルーターが省電力状態になるとカメラ電源もOFFとなり消費電力を

抑えることができます。 

 省電力モードからの復帰は、SMS（ショートメール）にて、接続コ

マンドをＥ－カメへ送信することで行います。 

 Ｅ－カメは接続コマンドを受信すると、省電力モードから復帰

し、FOMA通信網への接続を行い、カメラ電源のONも行います。 

 

◆ＳＭＳにて、Ｅ－カメの電話番号（P4参照）へ以下のコマンド 

 を本文のテキストで送信することで省電力モードから復帰し、 

 カメラでの監視が可能となります。 

   コマンド：connect 

【注意】 

  ＳＭＳでの制御は、登録されている番号からしか受け付けま 

 せん。（登録方法はP10参照）） 

◆省電力モードから復帰すると、ＳＭＳにてアンサーバックが 

 送信されます。アンサーバックを受信してから、パソコンより 

 監視画面を起動してください。 





※ 上記の内容は、予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。 

 ECAM - 10058 - 01 

外形寸法 縦 270 ㎜×横 246 ㎜×奥行 211 ㎜ 

質 量 約 3.5 ㎏（乾電池なし） 

材 質 耐衝撃性樹脂 

塗 色 シルバー 

電 源 交流入力時電圧 AC100V 

直流入力時電圧 DC12V （単一乾電池×8本での利用可） 

消費電力 AC 100V 132mA以下（省電力状態時：10mA） 

DC  12V  834mA以下（省電力状態時：60ｍA） 

防水性能 保護等級IP×4 

設置条件 屋内・屋外 

使用温度 -10℃～+40℃ 

使用湿度 90％以下  

監視・制御画面 

動作環境 

・ＣＰＵ：Core2 Duo 以上 

・メモリ：1GB以上を推奨 

・ＨＤＤ空き容量：50ＭＢ以上を推奨 

・画面ドット数：1280×1024ドット以上 

・ＯＳ：Windows ７、８ 

・ブラウザ：Internet Explorer  

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 

営業本部 販売事業部 製品販売課 

〒733-0037 

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1Ｆ 

ＴＥＬ（082）532-1436 ＦＡＸ（082）532-8054 

ＵＲＬ http://www.w-e-chugoku.co.jp/ 

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp 

型式 
規格 

 お問合せ先  

 仕 様  


