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2 在設定之前

1 攝影機安裝

Event Trigger
System

使用 iPhone / iPad
快速設定
遠端監控支援多平台：
1. 在 Windows 作業系統使用 Internet Explorer 瀏覽器
2. 使用 iPhone、iPad 和 Android 行動裝置

1. 將攝影機外罩取下。
2. 確認攝影機轉盤的螺絲孔有與底座的螺絲孔對齊。

在使用 iPhone 或 iPad 進行網路設定之前，請先確認以下
事宜：

如果沒有，請稍微鬆開轉盤上的螺絲做調整。

稍微鬆開
做調整

screw
hole

取下鎖附
螺絲

(非必要) 無線 Router 有支援 UPnP，而且此功能已
開啟。

建議使用獨立的 ADSL 或第四台寬頻上網服務，以降低
設定的複雜度。

您已依以下指示，查到並記下您使用的無線 Router
IP 位址。此位址在設定過程中會用到。

確認已使用 RJ45 網路線將攝影機和無線 Router 接妥、
攝影機已開機，而且 LAN 的狀態指示燈 ( ) 為恒亮 (非
閃爍)。

將 iPhone / iPad 連線到此攝影機連接的無線 Router，
然後進入 [設定]  [Wi-Fi]。選取 iPhone / iPad 連線到
的無線網路旁的 [>] 進入詳細資訊頁面。
路由器：顯示無線 Router 使用的 IP 位址。

iPhone / iPad
LAN Port

3. 在天花板或牆壁上標示鑽孔的位置並鑽好洞。

網路線
(RJ45)

攝影機安裝和要監視的地點，最好相距約 3 ~ 4 公尺。
4. 將攝影機鎖在天花板或牆壁上。
5. 上下左右移動或旋轉鏡頭來整攝影機的鏡頭位置和視角，
並鎖好轉盤上的螺絲以固定位置。

3 軸設計

6. 將攝影機外罩裝回攝影機。
此快速設定說明書預設使用者的網路連線方式為「無線路
由器」+「數據機」。
如為其他連線狀況，請至下方連結下載網路設定說明書：

注：請先把鏡頭正前方的外罩內側部分擦拭乾淨，以免影響畫質。

無線
Router

攝影機

WAN Port

數據機

iPhone / iPad 已裝妥 EagleEyes-Lite 或
EagleEyes-Plus 監控程式。
若尚未安裝，請至 “App Store” 下載。

7. 將攝影機上電。

www.surveillance-download.com/user/m328a.swf
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3 使用 iPhone / iPad 設定
步驟 1：透過無線網路，將 iPhone 連線到此攝影機連接
的無線 Router。
iPhone / iPad
LAN Port

網路線
(RJ45)

攝影機

WAN Port

無線
Router
數據機

步驟 2：開啟 “EagleEyes-Lite” (或 “EagleEyes-Plus”)，
然後按 [+] 新增連線裝置。
選擇 [Local Network Search] 搜尋您的網路攝影機。

步驟 3：選擇 IP 位址進入設定頁面，並從 [DHCP] 切換到 [Static]。
預設埠號為 88，若 88 埠號被擋，請將埠號改為其他數值。(從 1~9999，例如 8080)。
然後，請記下所示 IP 位址和埠號，待步驟７時使用。
步驟 4：選 [Apply] 套用所有變更，然後注意 [Status] 欄內的狀態變更，等到顯示 [完成] 或 [Fail] 為止。
無論出現哪個訊息，請繼續依以下指示進行：
若顯示 [完成]，接著便會自動回到新增連線裝置頁面。
若顯示 [Fail]，請選取右上角的 [
]，接著便會要求您選擇 [DDNS] 或 [Local IP]。選擇 [DDNS] 後回到新
增連線裝置頁面。

步驟 7：選取服務埠轉傳 (或虛擬伺服器) 規則設定頁面。
「服務埠轉傳」或「虛擬伺服器」等名稱的使用，必須依
各廠牌而定。如需得知此規則要在哪裡設定，請參閱您的
Router 使用說明書。

接著，輸入您在步驟 3 時所設定的 IP 位址和埠號，
並啟用此規則。
以 D-Link 無線 Router 為例：
選擇 [進階]  [服務埠轉傳]。

步驟 5：在新增連線裝置頁面的 [名稱] 輸入您想要為此連線命名的名稱，然後按 [儲存]。
請繼續進行步驟 6 ~ 7 完成服務埠轉傳 (port forwarding)。

進階
服務埠轉傳

搜尋到的 IP 位址為 Router 自動指派給此攝影機
使用的位址。

192.168.2.161

IP 位址：
服務埠：
Router 自動指派給攝影機
使用的 IP 位址

若找不到此攝影機，請確
認 LAN 狀態指示燈 ( ) 為
恒亮，且稍候 3 分鐘左右
再試著搜尋一次。

您在步驟 3 設定的位址
您在步驟 3 設定的埠號

步驟 8：確認狀態指示燈 [ ] 和 [

步驟 6：在 iPhone / iPad 開啟瀏覽器，然後輸入此攝影機連接的無線 Router IP 位址 (在本範例為
「192.168.2.1」) 進入 Router 設定頁面。

] 是否為恒亮 (沒有閃爍)。

若為恒亮，請至「4. 確認連線」繼續檢查您的設定是否
成功。
若 [ ] 一直閃爍，請回到步驟 1 重新設定您的網路。

4 確認連線

5 變更預設帳號密碼

完成網路設定後，請依下列指示確認您的連線：

為確保您的帳號安全，當您完成網路設定後，請連
線到此攝影機，然後在畫面右上選取 [
] 
[進階設定]  [帳號設定] 以變更預設使用者名稱及
密碼。

步驟 1：將 iPhone 或 iPad 的網路模式改成 3G 模式。
步驟 2：啟動 EagleEyes，然後選擇您剛新增的連線設
定，確認是否連線成功。

POE 連接方式

攝影機各部介紹

當 Router 或 Hub 有支援 POE 功能時方能使用此方式
連接攝影機。

人體偵測感應器

連接孔

連接孔

狀態指示燈
(Internet)

原廠預設值

如果連線成功，表示您的網路設定正確無誤。
如果連線失敗，請繼續進行步驟 3。

步驟 3：將 iPhone 或 iPad 的網路模式改成無線模式。
步驟 4：啟動 EagleEyes，然後依您在「3. 使用 iPhone
/ iPad 設定」的步驟 3 所設定的 IP 位址 (例如
192.168.2.161) 和埠號，新增一個連線設定。
然後，確認是否能連線成功。

IP 位址

192.168.1.10

埠號

88

使用者名稱

admin

密碼

admin

若您的 Router 或 Hub 不支援 POE 功能但您想要使用此連接
方式做安裝，您也許需要額外購買 POE 轉接頭。詳情請洽詢
您的安裝商。

POE Router / Hub

電腦

狀態指示燈
(LAN)

鏡頭
網路線

連接孔

如果連線成功，請回到「3. 使用 iPhone / iPad 設定」
的步驟 6~ 7 重做一次服務埠轉傳的設定。
如果連線失敗，請回到「3. 使用 iPhone / iPad 設定」
的步驟 3 重新進行攝影機的網路設定。

狀態指示燈
Internet

LAN
恒亮

連線正常

連線正常

閃爍*

斷線

斷線*

網路線

ETHERNET

ALARM I/O

電源
GND

* 若 Internet 指示燈閃爍如下，表示網路設定尚未完成，
無法透過手機的 3G 連線連線到攝影機：
5 秒亮  0.5 秒暗  0.5 秒亮  0.5 秒暗  5 秒亮

IN

AUDIO

OUT

RESET

如需狀態指示燈的詳細資訊，請下載完整版的使用手冊：
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf

EagleEyes 操作簡介

安裝飾版
包裝內隨附兩塊飾版，可作為藏線以及連接孔使用。
在安裝飾版前，建議您使用 L 形的電源插頭，以免在安裝
飾版時遇到電源插頭受到擠壓的狀況。





常見問答集

問：我不能透過 3G 網路連線到此攝影機，但卻可以透過無線
網路連到。為什麼？
答：您的網路設定沒有設定完成。請依「3. 使用 iPhone /
iPad 設定」的步驟 6 ~ 7完成「服務埠轉傳」(port
forwarding) 設定。



問：影像看起來很不流暢。為什麼？
答：影像的流暢度會受到 iPhone / iPad 上傳頻寬、Router 的
硬體效能、攝影機下載頻寬和畫面複雜度等因素有關。
如需看到非常流暢的影像，解析度請選取 [QVGA]；如需
看到最好的畫質呈現，解析度請選取 [SXVGA]；如對影像
流暢度和畫面沒有特殊要求，建議解析度則選取 [VGA]。

L 形電源插頭

將飾版裝上攝影機，並將線材以及連接孔收好。


現場觀看 & 操控

通訊錄

設定

啟動 EagleEyes 進入「通訊錄」：

若您的安裝環境，不宜藏線於天花板或牆後，您可嘗
試下方作法：





軟體簡介

瞭解更多 EagleEyes 的操控方式、觀看影像展示影片，以及加入 Facebook 的相關資訊。

工具列

從左算來，前兩個按鈕為通訊錄新增和修改按鈕，後兩個則為特殊功能按鈕。

設定

設定 EagleEyes 軟體相關功能參數。

問：即時的影像畫面一直閃爍。為什麼？
答：您必須調整電源頻率。選擇即時畫面右上角的 [
] 進入
IPCAM 設定頁面，然後選擇 [進階設定] -> [攝影機]，將電
源頻率切換為 [60 Hz] 或 [50 Hz]。
問：包裝明細有哪些？
答：

選取攝影機設定，進行「現場觀看 & 操控」：


移除

如需得知 EagleEyes 操作的更多常見問答集，
請至 EagleEyes 的官方網站：
www.eagleeyescctv.com/supp_QnA.aspx

設定

進入此攝影機的設定頁面來查看或更改攝影機相關設定。
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Quick Setup
with iPhone / iPad
Remote access fully compatible with:
1. Internet Explorer on Windows OS
2. iPhone, iPad & Android mobile devices

This quick setup assumes your network connection is
“wireless router + modem”.
For other types of connection, please download the
instructions for network configurations from
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf

攝影機

3 PIN
I/O 端子

m328a_V1.0

音源線

快速設定
指南

螺絲和
螺帽

如需得知 EagleEyes 操作的更多資訊，請至 EagleEyes 官方網站：www.eagleeyescctv.com/Demo_2.aspx。
變壓器
(限特定機種)

飾版
(限特定機種)

* iPad® 與 iPhone® 為 Apple Inc. 的註冊商標。
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2 必須条件

1 カメラの設置

イベントトリガ
ーシステム

iPhone/iPadによる
クイックセットアップ
リモートアクセスは以下と完全な互換性
を有しています。
1. Windows OSでのInternet Explorer
2. iPhone、iPadとAndroidモバイル機器

1. ドーム・カバーをカメラから取り外します。
2. プレートのネジ穴がカメラベースの穴に合っていること
を確認してください。
ずれている場合は、2本のネジをわずかにゆるめて、
プレートを回転させてください。

ゆるめて
取り外し
ます

わずかにゆるめ
てプレートを回
転させます

ネジ穴

iPhone/iPadでネットワーク・セットアップを構成する前
に、以下の各項を確認してください。
(推奨)ネットワーク構成をシンプルにするにはADSLま
たはケーブルインターネットサービスを申請してくだ
さい。
カメラは、RJ45ネットワークケーブルでワイヤレス・
ルーターに接続してあり電源をオンにすると、その
LANインジケーター( )が点灯(点滅なし)します。

LANポート

3軸

このクイックセットアップでは、ご使用のネットワ
ーク接続を「ワイヤレスルーター+ モデム」と仮定
しています。
他のタイプの接続は、以下からネットワーク構成用
の指示をダウンロードしてください
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf

4. 付属のネジでカメラを天井または壁に取り付けます。
5. カメラの位置と視野角を調節するために、レンズをパン
、傾斜、回転させてから、2本のネジでプレートを固定
します。
6. ドーム・カバーをカメラに戻します。
7. カメラを電源に接続します。

iPhone/iPadをカメラが接続されたワイヤレスルーター
に接続してから、「設定」「Wi-Fi」を選びます。指
定する無線ネットワークのそばの「>」を選んで、詳
細を入力します。
ルーター：お持ちのワイヤレスルーターのIPアドレス

iPhone / iPad

3. 2つのネジ穴の位置に合わせて天井または壁に目印を付
けて、天井または壁に穴を開けます。
カメラとモニターしたい場所の間の距離は、3 ~ 4メー
トルの範囲である必要があります。

(オプション)ご使用のワイヤレスルーターがUPnPをサ
ポートしていると、この機能は有効となります。
以下に示されるように、ワイヤレスルーターにより用
いられるIPアドレスを確認します。その内容を紙に書
きとめてください。これらは後から必要となります。

ワイヤレス
ルーター

WANポート

ネットワー
クケーブル
(RJ45)

モデム

カメラ

iPhoneまたはiPadに、当社のモバイルプログラム、
EagleEyes-LiteまたはEagleEyes-Plusがインストール
されています。
まだならば、「App Store」からダウンロードしてく
ださい。

m428a_328a_328b_V1.6

3 iPhone/iPadによる構成
ステップ1： iPhone/iPadを、カメラの接続されているワ
イヤレスルーターに接続します。
iPhone / iPad
LANポート

カメラ

ネットワー
クケーブル
(RJ45)

WANポート

ワイヤレス
ルーター
モデム

ステップ2：「EagleEyes-Lite」(または「EagleEyes-Plus」)
を開き、「+」をクリックして新しい装置のペ
ージを開きます。それから、「ローカルネッ
トワークの検索」を選択してご使用のネット
ワーク・カメラを検索します。
示されるIPアドレスは、ルーターによって
カメラに割り当てられたアドレスです。

ステップ3： IPアドレスを選択して設定ページに入り、そして、タブを「DHCP」から「固定」に変更します。
デフォルトのポート番号は88です。ポート番号88がブロックされる場合、数値を1~ 9999 (例えば
8080)に変更できます。
それから、ここで表示されるIPアドレスとポート番号を紙に書き留めます。これらは、ステップ7で
必要とされます。
ステップ4：「適用」を選ぶと全ての変更が確定されますが、「ステータス」に「完了」または「失敗」が表示さ
れるまで待ちます。
いずれのメッセージが表示されかに応じて、以下に指示されるように操作します。
完了の場合、新しい装置のページに自動的に戻ります。
失敗の場合、右上側で「
」を選んでください。「DDNS」または「ローカルIP」を選ぶよう促
されます。「DDNS」を選んで、新しい装置のページに戻ってください。
ステップ5： 新しい装置のページでは、「タイトル」でこの接続に意味のある名前を付けてから、「保存」を選
びます。それから、ポート・フォワード設定のためにステップ6 ~ 7を続けます。

ステップ7： ポート転送(または仮想サーバー)ルールの設定ページ
に進みます。
ポートフォワーディングまたはバーチャルサーバー
の名前の付け方は、ルーターのメーカーによって異
なります。それが存在する位置を知るには、ワイヤ
レスルーターのユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。
それから、ステップ3でカメラに対して設定されたIP
アドレスとポート番号を入力して、このルールを有
効にします。
以下に、例としてD-Linkワイヤルーターを取り上げます。
「ADVANCED (詳細)」「PORT FORWARDING (ポートフ
ォワーディング)」に進みます。
詳細
ポート・フォ
ワード

192.168.2.161

ルーターから割り当てられたIPアドレス

カメラを検出できない場合、
LANステータス・インジケー
ター( )が点灯していること
を確認し、3分待ってから再
度検出してください。

デフォルト値を保つか、
変更してから、それを書
きとめてください。

「適用」を選ぶとステー
タスが変わります：

IPアドレス：

ステップ3で設定されたカメラのIPアドレス

処理中…

開くポート：

ステップ3で設定されたポート番号

「完了」または「失敗」

ステップ6： iPhoneでウェブ・ブラウザを開き、ワイヤレスルーターのIPアドレス(ここの例では「192.168.2.1」)
を入力してください。

ステップ8： ステータス・インジケーター「 」と「 」をチェッ
クして、両方が点灯しているか(点滅なし)確認します。
点灯ならば、「4. 接続のチェック」にある接続チ
ェックを続けます。
「 」が点滅し続けるならば、ステップ1に戻って
、ネットワーク設定を再度構成してください。

4 接続の確認

5 デフォルトアカウントの変更

カメラの概要

ネットワーク・セットアップを終えた後に、ご使
用のアカウントのセキュリティを確実にするため
に、カメラにアクセスしてから、「
」「詳
細セットアップ」「アカウント」を選択し、デ
フォルトのユーザー名とパスワードをご希望のも
のに変更します。

ネットワークのセットアップを完了したら、以下の方法
で接続をチェックしてください。
ステップ1： iPhoneまたはiPadでネットワーク・モード
を3Gモードに切り替えます。
ステップ2： EagleEyesを起動して今追加した接続を選
んで、カメラへのアクセスが順調に行える
かどうか確認します。

コネクタ

IPアドレス

192.168.1.10 ユーザー名

ポート番号

88

ステータス
・インジケ
ーター
(LAN)

admin

パスワード admin

成功ならば、「3. iPhone / iPadによる構成」
のステップ6 ~ 7に戻り、ポート・フォワード
を設定します。
失敗ならば、「3. iPhone / iPadによる構成」
のステップ3で、もう一度カメラの設定を行い
ます。

インター
ネット

LAN

常にオン

接続済み

接続済み

点滅*

切断済み

切断済み*

コンピュータ

POEルーター/ハブ

ネットワー
クケーブル

コネクタ

ステータス・インジケーター
インジケーター

レンズ

ステータ
スインジ
ケータ
(インター
ネット)

ご使用のルーターまたはハブがPOE接続をサポートしない
ならば、さらにPOEコネクタを購入する必要があります。
詳細は設置業者または再販業者にお確かめください。

アラームI/O

* インターネット・インジケーターが以下の方法で点滅
しているとき、3G接続設定は完了していません。
5秒オン 0.5秒オフ 0.5秒オン 0.5秒オフ 5秒
オン

GND
イン

ネットワー
クケーブル

イーサネット

ステップ3： iPhoneまたはiPadでネットワーク・モード
をワイヤレスモードに切り替えます。
ステップ4： EagleEyesを起動して、「3. iPhone / iPad
による構成」のステップ3で設定したIPアド
レス(例えば192.168.2.161)とポート番号(例
えば88)で、新しい接続を追加します。それ
から、この新しい接続でカメラにアクセス
することができるかどうか確認します。

POE接続は、ご使用のルーターまたはハブがこの機
能をサポートする時だけ利用できます。

人体検出センサ

コネクタ

工場出荷デフォルト値

成功ならば、ネットワークのセットアップは
正常に行われました。
失敗ならば、ステップ3へ進んでください。

POE接続

音声

アウト

電源

DC

イン

リセット確認

詳細については、以下のリンクから「操作ガイド」をダ
ウンロードしてください。
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf

装飾カバー
プラグとコネクタを目立たなくする装飾カバー2つが
、パッケージに同梱されています。
装飾カバーを付ける前に、カバー装着に
より電源ケーブルが圧迫される可能性が
あるので、L形電源プラグを電源アダプ
タに使うようお勧めします。

Q&A

EagleEyes Operation


Q1: 3Gネットワークでは、このカメラに接続できませんが、ワ
イヤレスネットワークでは動作します。なぜですか？
A1: ネットワーク構成が、未完了です。「3. iPhone / iPadによ
る構成」(ステップ7 ~ 8)で指示されているポート・フォワ
ードを設定します。





Q2: ライブ画像が、滑らかに表示されません。なぜですか？
A2: 画像の滑らかさは、ローカルネットワークのアップロード
帯域幅、ルーター効率、クライアントネットワークのダウ
ンロード帯域幅、ライブ表示処理の複雑さからの影響を受
けます。
(推奨)最も滑らかな画像を表示するには、QVGAを選びます
。最高の画質には、「SXGA」を選びます。通常の滑らかさ
と画質の画像には、「VGA」を選びます。

L形電源
プラグ

カバーをカメラのプラグとコネクタに装着します。


アドレス帳

ライブ表示&コントロール

設定

EagleEyesを起動して、アドレス帳を表示させます。
天井/壁の後のケーブルを隠すことができない環境で
は、以下ように行えるかもしれません。





情報

選択すると、EagleEyesを使う方法についてさらに学び、ビデオ・デモを表示、さらに当社のフェイスブックに参加できます。

ツールバー

左からの最初の2つのボタンがアドレス帳のために使われ、他の2つは特別ボタンです。

設定

除去

設定

Q3: ライブ画像が、ちらつきます。なぜですか？
A3: お持ちのiPhoneから「
」を選んで、IPCAM設定ページ
に進み、電源回線の周波数を「60 Hz」または「50 Hz」に
調節してみてください。それから、「詳細セットアップ」
「カメラ」へ進んで設定を変更してください。
Q4: 販売用パッケージには何が含まれていますか？
A4:
410Z

Event Trigger
System

Quick Setup
with iPhone / iPad
Remote access fully compatible with:
1. Internet Explorer on Windows OS
2. iPhone, iPad & Android mobile devices

EagleEyes関連のパラメータを設定します。

カメラ接続のセットを選択してライブ表示&コントロールに進みます。



EagleEyesのQ&Aについての詳細は、当社の公式
ウェブサイトにアクセスしてご覧ください。
www.eagleeyescctv.com.

選択すると、カメラのパラメータを変更するための構成ページに進みます。

EagleEyesの操作についての詳細は、当社の公式ウェブサイトにアクセスしてご覧ください。
www.avtech.com.tw/ee_icon_used.aspx.

This quick setup assumes your network connection is
“wireless router + modem”.
For other types of connection, please download the
instructions for network configurations from
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf

m328a_V1.0
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