
SmartViewer 4.9.6
取扱説明書

このプログラムのインストール前または使用中にも、Hanwha TechwinのWebサイトwww.hanwha-security.comから、最新
のS/Wバージョンを確認しダウンロードしてインストール及びアップグレードしてください。
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概要
SMartVieWer とは
SmartViewerは、リモートPCからHanwha Techwinのネットワーク製品をコントロールできるアプリケーションソ
フトウェアです。
このプログラムを使用すると、ネットワークを介して世界中どこでもHanwha Techwin製品にアクセスし、接続さ
れたカメラの映像を確認することができます。
また、録画データを遠隔から検索・再生することができ、効率的で便利な監視環境を構築することができます。

サポートなし
SVR-440, SVR-450, SVR-470, SVR-940, SHR-3040, SRD-480D, SVR-480, SVR-945, SVR-960, SVR-960C, 
SVR-1645, SVR-1660, SVR-1660C, SVR-1680, SVR-1680C, SVR-3200

システム仕様

項目 最低pc仕様 推奨pc仕様

cpu CPU Intel i3以上 CPU Intel i7 (Sandy bridge)以上

raM 3GB以上 4GB以上

hdd 200GB以上 200GB以上

VGaアダプタ 512MB以上 1GB以上

解像度の表示 1024X768以上

OS Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

nic card 100 MB Ethernet NIC 
イーサネットNIC（ギガビットイーサネットを推奨)

 M  ` OSのログインアカウントとは無関係にSmartViewerを実行することができます。
- v3.13より前のバージョンでは、管理者のアカウントでのみNET-i viewerを実行できます。
-  インストール、アンインストールおよびアップデートを行うためには、ご使用のオペレーティングシステムの管
理者権限が必要です。

 ` v3.12以前のバージョンからアップデートする際には、以下の事項に注意してください。
-  ログ、録画、バックアップおよび取り込んだ画像のファイルパスが変更されます。（既存のファイルは元の場所
に残ります。）

-  十分な権限がない状態でファイルパスを選択した場合、設定は適用されますがファイルには書き込まれません。
-  1台のPCで異なるユーザーアカウントを使用して2つ以上のCMSインスタンスを実行した場合には、正常に動作し
ない可能性があります。
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SMartVieWer の特徴
•	Live Viewer

 - 最大36個の映像を同時に監視可能
 - 最大2時間まで1つの映像を保存可能
 - 全画面モードをサポート
 - ドラッグアンドドロップで目的の位置に映像追加機能
 - ダブルクリックによって映像を映像画面に追加
 - シーケンスをサポート（自動画面切換）
 - お気に入りの支援およびお気に入りのシーケンス

•	Search Viewer
 - 最大16の映像を同時再生
 - 範囲バックアップをサポート（実行ビューワー内臓）
 - デバイス内で、イベントの種類別に分類されている録画データを検索して、再生します

•	設定

 - ユーザーログイン機能及び権限による機能使用制限可能
 - 最大3000台のデバイスを登録/管理可能
 - 複数のデバイスを1つのグループとして作成 
（最大100グループ、1グループ当たり最大36デバイス）

 - デバイス設定情報をファイルとして保存可能
 - SmartViewerの設定情報をファイルとして保存可能
 - ログ検索機能（システム・ユーザー・録画・バックアップなどログ別検索可能)

•	アップデート

 - アップデートサーバーを利用してリモートアップデート可能

 M  ` 該当のS/Wは1000台以下のシステム運用に最適化されております。
 ` デバイス運用は1000台以下で登録運用することを勧奨いたします。
 ` 指定数以上の同時接続が必要な場合、Smart Security Managerをお勧めします。

用語集
•	デバイス: SmartViewerを介してネットワークにアクセスしようとしているネットワークカメラ/ DVR / NV。
•	ツリー: デバイス、カメラ、アラームおよびユーザー（グループ）の情報や、これらの相関関係が表示される
領域。

•	 fps（frames per second）: 1秒間に表示されるフレーム数を示す単位。
•	解像度:  接続されたカメラの元の映像のサイズ。 

次の解像度が事前定義されています: 
- 4CIF: 704X480（NTSC）、704X576（PAL） 
- VGA:  640X480（NTSC）、640X576（PAL） 
- CIF:  352X240（NTSC）、352X288（PAL）

●
  概
要
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インストール
ローカルPCにSmartViewer設置プログラムを実行してSmartViewerをインストールします。
1. インストールCDまたはPCにダウンロードした

SmartViewerの実行ファイル（Setup Launcher）を実行
します。

2. インストールガイド画面が表示されたら、[next >] をク
リックします。

3.  インストールファイルを保存するための保存先フォルダ
を指定します。 
デフォルトのパスは “C: \Program Files\Samsung\ 
SmartViewer\”です。
 - パスを変更するには、[ change...] をクリックし、 
目的のパスを指定するか、フォルダを選択します。

4. 次の手順に進むには、[next >] をクリックします。

5. [install] をクリックし、インストールを開始します。

インストール
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6. SmartViewerのインストールが進行します。

7. インストール完了後、[finish] をクリックしてインスト
ール画面を終了します。

●
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インストール
アップグレード
SmartViewerがすでにPCにインストールされている場合はアップグレードされたプログラムを実行してア
ップグレードすることができます。

1. アップグレードするプログラム“Setup Launcher”
を実行します。 
確認ダイアログがポップアップします。

2. [next >] ボタンをクリックします。

 M  ` プログラムのアップグレード直後にSmartViewerが
実行された場合は、誤動作が発生することがありま
す。

インストールス結果を確認するには
インストール完了後、SmartViewerが正しくインストールされたことを確認してください。
1. <Start>メニューに移動します。
2. SmartViewerが正しくインストールされている場
合、samsungのSmartViewerの下に<SmartViewer>と 
<uninstall SmartViewer>という2つのサブメニューが表
示されます。
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デスクトップで、自動作成されたプログラムアイコンをダブルクリックすると
SmartViewerが起動します。

ログイン/ログアウト

ログイン
SmartViewerを使用するにはログインする必要があります。

1. デスクトップ上でSmartViewerアイコンをクリックします。 
ログインダイアログが表示されます。

2. ユーザーIDとパスワードを入力します。 
デフォルト ID : ADMIN 

 M  ` 最初にログインするためには、基本的なIDパスワードを設定
する必要があります。 
パスワードには8～32桁のアルファベットと数字の組み合わ
せを使用する必要があります。 
同じパスワードが30日以上使用される場合、パスワードの
変更を推奨するメッセージが表示されます。

 ` 設定メニューで <自動ログイン（admin）> を設定した場合、
プログラムの起動時に自動的にログインします。

SmartViewer
●
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artVieW
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SmartViewer
 M  ` エラーメッセージが表示されるログイン失敗の例は、次のとおりです。

 ` 間違ったパスワードを3回連続して入力した場合、ログインが30秒間できなくなります。

ログアウト
SmartViewerでの作業が完了したら、ログアウトして終了します。
ログアウトすると、プログラムウィンドウがすべて閉じられ、ログインダイアログに戻ります。
(現在の画面設定は自動保存されます。)

1. メインウィンドウから [ログアウト] をクリックします。 
ログアウトダイアログが表示されます。

2. ダイアログで [はい] をクリックするとログアウトしま
す。 
SmartViewerを終了すると、自動的にログアウトします。

<間違ったパスワードを3回連続して入力した場合>

<登録されていないアカウントを入力した場合> <正しくないパスワードを入力した場合>
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SMartVieWerの概要
SmartViewerの画面構成。

項目 説明

a ID ユーザーIDを表示します。

b S/Wタイトルバー ソフトウェアの名前を表示します。

c Log Out クリックしてログアウトします。

d ライブ Live Viewerを起動します。

e 検索 Search Viewerを起動します。

f デュアルライブモニター デュアルライブモニターが起動します。

g ログ検索 ログビューアを実行します。

h 設定 設定画面を開きます。

i 終了 アプリケーションを終了します。

j 映像画面 Live ViewerまたはSearch Viewerを表示します。

 

●
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SmartViewerのメイン画面の右上で、[ライブ] タブをクリックします。

LiVe VieWer 画面の名前及び機能

項目 説明

a デバイスリスト
登録されているデバイスのリストを表示します。 
接続後は接続したデバイスのみが表示されます。 
接続するデバイスを検索できます。

b 接続/切断 デバイスの接続または切断をします。

c 映像画面 Live Viewer画面を表示します。

d 曇りを除去する

カメラの曇り除去機能を設定して、レベルを調整します。

 M  ` 曇り除去とは、霧対策及び曇り除去機能です。 この機能は、霧のある場合、また
はレンズが曇っている時でも、鮮明な映像を録画することができます。

e コントラスト 現在の画面のコントラストを調整できます。

f 明るさ 現在の画面の輝度を調整できます。

live viewer
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項目 説明

g OSD 画面情報を表示/非表示します。

h シーケンス 選択した分割画面の自動切換を実行します。

i
ファイルをすべて削除
します タイル内のビデオ映像ファイルをすべて削除します。

j 縦横比の切り替え ライブ画面表示の縦横比を選択します。

k 全画面 現在の映像を全画面で表示します。

l 基本値復帰 拡大または縮小された画面をデフォルトのサイズ（100%）に戻します。

m 拡大/縮小 画像を拡大または縮小します。

n イベントを初期化する この機能は、イベント発生時に表示されたイベントを削除します。

o マイク 接続されているデバイスが音声信号をサポートしている場合は、マイクを使用することが
できます。

p
音量調整 オ-ディオの音量レベルを調整します。

スピーカー スピーカーをオンまたはミュートにします。

q デバイスの録画 接続機器の録画を実行、または停止します。

r 録画 選択した映像ウィンドウでの映像を録画開始または停止します。

s 印刷 現在の映像画面を印刷します。

t 保存 選択した映像画面の現在の画像を画像フォーマットで保存します。

A ウィンドウの調整ボタン メニューウィンドウまたは調整ボタンの表示と非表示を切り替えます。

映像入力状態の表示
カメラの映像信号の、次のような入力状態を確認できます。

1.  : ビデオロス
2.  : 切断
3.  : 同時接続ユーザー数を超えています
4.  : カメラがオフになっているかコバートモードです

●
  LiVe VieW
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live viewer
映像ウィンドウ表示情報の名前及び機能

項目 説明

a カメラ名 デバイスで設定した名前を表示します。

b 日付と時刻 映像の日付および時刻を表示します。

c デバイスの録画
接続されたデバイスに、手動で録画中/録画停止の状態を表示します。

 M  ` 一部のデバイスでは、スケジュール/手動録画の状態の両方が表示されます。

d 録画 SmartViewerが実行中のPCに録画中/録画停止の状況を表示します。

e
インテリジェント映像
分析

該当するカメラで選択した映像分析イベントが検出されると、それに応じてインジケータの色
が変わります。

f 音声検出 該当するカメラで選択した音声イベントが検出されると、それに応じてインジケータの色が変
わります。

g モーション 接続されているカメラでイベントが発生すると、モーションインジケータが表示されます。

h アラーム イベントが発生すると、アラームインジケータの色が変化します。

i スピーカー 音声出力状態を表示します。

j PTZ 接続されているデバイスの PTZ 機能支援可否を表示します。

b
a

d
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項目 説明

k マイク マイクの使用状況を表示します。

l ビデオ暗号化 ビデオが暗号化されているかどうかを示します。 
暗号化をサポートしているデバイスに対してのみ有効です。

デバイスへの接続及び切断

デバイスに接続するには

1. 接続するデバイスを選択します。 
設定メニューに登録されているデバイスまたはグループ
のみが一覧表示されます。

2. デバイス選択チェックボックスの右にある [接続 (  )]
ボタンをクリックします。 
選択されたデバイスに接続すると、デバイスに接続され
ているカメラのリストが表示されます。

 M  ` リストにデバイスを追加するには、“設定 > デバイス > デバ
イス登録” を参照してください。（57ページ）

 ` 複数のデバイスに同時に接続するには、"グループ"を使用し
てください。

 ` 接続状態でログアウトした後に再度ログインすると、以前
接続デバイスまたはグループに自動的に接続します。

 ` リストを選択してテキスト（キーワード）を入力すると、そのテキストを含むグループとデバイスのみが検索結果
に表示されます。 デバイスまたはグループの長い一覧を検索する場合に便利です。

デバイスを切断するには

1. [切断 (  )]ボタンを押します。
2. デバイスから切断され、登録されているすべてのデバイ
スのリストが表示されます。

3. デバイスを切断する際には、検索フィールドに“デバイス
名を入力して検索”と表示されます。登録済みのデバイス
から、検索する名称を入力してください。

●
  LiVe VieW
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live viewer
カメラリスト
デバイスに正常に接続すると、デバイスに接続されているカメラのリストが表示されます。

カメラのアイコン説明
カメラリストの各カメラ名の左にあるアイコンでカメラの
情報を確認することができます。

1.  : 通常カメラ
2.  : PTZ制御可能カメラ
3.  : 録画中のカメラ
4.  : 切断
5.  : リスン状態のカメラ
6.  : トークを収録中のカメラ

 M  ` 1つのカメラに複数のアイコンが表示される場合があります。

カメラのデフォルトプロファイルの設定
カメラがマルチプロファイルに対応している場合、デフォルトプロファイルを設定することができます。

1. リストからカメラを選択します。
2. 右クリックしてプロファイルリストを表示します。
3. 設定するプロファイルを選択します。

 M  ` プロファイルがカメラリストから変更されると、選択した
プロファイルがデフォルトプロファイルになります。 

 ` 最初にデバイスを接続した後、プロファイルがカメラリス
トから変更されると、選択したプロファイルがデフォルト
プロファイルになります。 
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カメラの名前を変更するには
1. [f2] キーを押し、選択したカメラ用の名前の項目を有効
にしてください。

2. カメラ名を変更します。
3. 接続されたデバイス/グループ名を変更すると、接続を切
断して名前の変更を続行するかどうか尋ねるプロンプト
が表示されます。

カメラを検索するには
1. カメラリストが有効な状態で、キーボード[ctrl+f] のキ
ー組合せを押します。

2.  検索ダイアログがポップアップしたら、<検索対象> に
カメラ名を入力します。

3. [次の検索] をクリックします。

 M  ` 名前のほかに登録されたIPアドレス、URL、Prouduct IDで検
索できます。

●
  LiVe VieW
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live viewer
タイルを選択するには

手順 1 :  タイルを選択し、目的のカメラをダブルクリックします。 
強調表示された画面に選択したカメラの映像が表示されます。

手順 2 : カメラを選択し、目的のタイルにドラッグアンドドロップします。
手順 3 : カメラを選択し、目的のタイルにドラッグアンドドロップします。 
　　　　 既存の画面が切り替わり、選択したカメラの映像が表示されます。

アラーム出力リストおよび制御
デバイスに正常に接続すると、アラーム出力イベントのリストが表示されます。

アラーム出力を制御するには
デバイスのアラーム出力イベントを制御できます。

1. アラーム出力イベントのリストを選択します。
2. アラーム出力イベントのタイトルバーで コントロールボタ
ンをクリックします。 
これは、アラーム出力ステータスに応じて切り替わる切り
替えボタンです。

 M  ` デバイスによってはアラーム出力のコントロールを使用で
きない場合があります。

アラームを検索するには
1. アラームリストウィンドウが選択されている状態で、

[ctrl+f] キーの組み合わせを押してください。
2. 検索ダイアログが表示されたら、<検索対象> にアラー
ム名を入力します。

3. [次の検索] をクリックします。
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イベントリスト

デバイスから発生したイベントを確認できます。
イベントが発生すると、イベント映像が自動的に表示されます。この設定は、<設定>メニューで変更できます。

イベントのアイコン説明
イベントリストの各イベントの左にあるアイコンで情報を
確認することができます。

1.  : モーションイベントの発生を表示します。
2.  : ビデオロスの発生を表示します。
3.  : アラームの発生を表示します。
4.  :  インテリジェント映像分析イベントの発生を示 

します。

5.  : 音声検出イベントの発生を示します。

 M  ` イベントが初めて発生した場合、赤い（！）マ-クを表示
します。

 ` 各イベントの発生件数をイベントリストの上部に表示しま
す。

イベントを確認するには
1. イベントリストでは、ユーザーが確認したイベントと、
ユーザーが確認していないイベントが区別されます。

2. イベントリストをダブルクリックします。 
ポップアップウィンドウでイベント発生時間における映
像を確認できます。

3. イベントポップアップで [OK] をクリックします。  
イベントステータスが確認済に切り替わります。

 M  ` イベントポップアップの右上にある「閉じる」ボタンをク
リックすると、イベントを確認せずに映像ウィンドウが閉
じられます。

●
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live viewer
イベントウィンドウの各項目の名前及び機能

イベント全体を確認するには
1. イベントリストのタイトルバーで [イベント全体確認(  )]ボタンをクリックします。
2. 確認されていないイベントがすべて確認状態になります。 
確認されたイベントの場合、アイコン右側の未確認表示が消えます。

イベントリストのスクロールをロックするには
1. イベントリストのタイトルバーで [スクロールロック (  )] ボタンをクリックします。 
スクロールがロックされると、イベントが発生してもスクロールバーは動きません。

2. スクロールロックを解除するには、ボタンを再度クリックします。 
解除されると、スクロールロックの青色が消えます。

次のイベント前のイベント

再生

一時停止

発生の 30秒前から再生

フレーム単位で移動

早送り
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イベントリストを削除するには
1. イベントリストから削除するイベントを選択します。
2. イベントリストのタイトルバーで [削除(  )] ボタンをクリックすると、リストが削除されます。

 M  ` 未確認イベントは削除されません。
 ` イベントのリストはログで確認できます。

最新のイベント映像を手動で再生するには
1. タイルから、検索するチャンネルを選択します。
2. チャンネルを右クリックしてコンテキストメニューを表
示し、[簡易再生]を選択します。 
イベントの受信ウィンドウが表示されます。

デバイス状態情報のリスト
デバイスの状態を確認できます。

状態情報を確認するには
1. デバイスステータスリストを選択します。
2. デバイスの状態を確認します。 
デバイス状態、デバイス名および発生時間を表示します。

デバイス状態のアイコン説明

1.  : HDD録画の開始
2.  : HDD障害 / HDDフル / HDD なし
3.  : HDD録画の停止
4.  : デバイスから切断
5.  : 接続の成功/失敗

●
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live viewer
お気に入りリスト
お気に入りを使用して、現在の画面分割モード設定およびカメラの映像を保存します。  
お気に入り機能は、グループにアクセスする場合のみ使用可能です。

お気に入り項目を追加するには
1. お気に入りタイトルバーで、[追加 (  )] ボタンをクリ
ックします。 
あなたがお気に入りの商品の30個まで追加できます。

2. 名前を入力し、キーボードの[enter] キーを押します。 
現在の画面分割モードおよび配置したカメラの映像情
報が入力した名前で保存されます。

 M  ` [f2]キーを押し、項目名を変更します。
 ` あなたが好きな30のリストに追加することができます。
 ` カメラが起動していない場合は、ビデオがお気に入りに追加されても画像が表示されません。

お気に入り名前の変更
1. お気に入りタイトルバーで、[変更 (  )] ボタンをクリックします。
2. 選択したお気に入り項目の名前を変更します。

お気に入り項目を呼び出しするには
1. お気に入りリストで、呼び出しする項目をダブルクリックします。
2. 選択した項目のお気に入りコンテンツが画面に適用されます。

お気に入り項目を削除するには
1. お気に入りリストで、削除する項目を選択します。
2. [ごみ箱 (  )]ボタンをクリックします。

お気に入り項目を切り替えるには
1. お気に入りタイトルバーで、[シーケンス (  )]ボタンをクリックします。
2. お気に入りに登録した項目が設定した間隔で画面に1つずつ表示されます。 
最後の項目が表示された後、画面は最初の項目に戻ります。

 M  ` お気に入り項目のシーケンスモードでは、接続の切断、音声のリスン、拡大/縮小、画面分割モード変更、画面シー
ケンス、デジタルズーム、PTZ制御、お気に入りの保存、お気に入りの削除などの機能は使用できません。
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デジタルズーム
デジタルズームにより、拡大機能を使用して画面の画像を拡大します。
画面上で見える映像の拡大なので、レンズの光学ズームとは異なります。
デジタルズームの最大倍率は、100倍（10000%）です。

デジタルズームの各項目の名前および機能
ズーム用としては、「デジタルズーム」リストウィンドウのボタンのほか、映像ウィンドウの下部にある
ボタンを使用できます。

●
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現在のズーム倍率

拡大領域

ズームインズームアウト 

ズーム倍率調整バー
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live viewer
デジタルズーム領域を選択するには
1. 画面下の [拡大(  )] ボタンをクリックします。 
マウスポインタの形が [ ] に切り替わります。

2. ズームインする画像をクリックするか、拡大する領域を
選択します。 
選択した画像がクリックするごとに100%ずつ拡大され
ます。領域を選択した場合、この領域が画面一杯になり
ます。

3. 拡大ボタンを再度クリックします。 
マウスポインタの形が通常に切り替わり、ズームインモ
ードが解除されます。

デジタルズームアウト
1. 画面下の [縮小(  )] ボタンをクリックします。 
マウスポインタの形が [—] に切り替わります。

2. 画像を選択します。 
選択した画像がクリックするごとに100%ずつ縮小され
ます。

3. 縮小ボタンを再度クリックします。 
マウスポインタの形が通常に切り替わり、ズームアウトモードが解除されます。

デジタルズームを終了するには
1. 画面下の [元のサイズ (  )] ボタンをクリックします。
2. 選択した領域がデフォルトサイズに戻り、デジタルズームモードが解除されます。

パンニングカーソルを使用して画面領域を移動するには
1. ズームインモードで、拡大画面上の領域ボックスまでカ
ーソルを移動します。 
カーソルがパンニングカーソルに切り替わります。

2. マウスボタンを押したまま、移動したい場所に領域ボッ
クスを移動します。

 M  ` 魚眼カメラをご利用の場合、デジタルズームが機能するの
はオーバービューのみです。
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ptZコントロール
接続したデバイスがPTZ機能をサポートしている場合、PTZカメラをリモートで制御できます。

 M  ` モデルによっては、PTZ機能をサポートしないカメラもあります。 詳細は、カメラのユーザーマニュアルでご確認
してください。

 ` PTZ機能の中には、ジョイスティックで操作できるものもあります。

ptZコントロールウィンドウの各項目の名前および機能

●
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PTZボール 
上/下/左/右へ移動

ツアー

EX-AUX操作ボタン

オートトラッキング制
御ボタン

分割スクリーンの選択

スウィング/オートパン

トレース/パターン

ズーム調整ボタン

グループ/ 
スキャン

プリセット

EX-AUX

カメラメニュー

カメラメニュー移動

ホームの設定

元のサイズのボタン

パワーPTZ /エリア拡大
/魚眼PTZ

カメラメニューを 
キャンセルします。

絞り調整ボタン フォーカス調整ボタン

ホームに戻る
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カメラメニューを設定するには
カメラメニューボタンをクリックして画面上にカメラメニューの表示を切り替えます。

1. PTZボール周りの方向ボタンを使用して、設定するメニューに移動します。
2. メニューを選択するには、そのままPTZボールをクリックします。

パワーptZのコントロール
パワーPTZはトグルで制御されます。パワーPTZが選択されている場合、ビデオ画面でクリックした位置が
映像の中心に移動します。

エリアズームのコントロール
1. エリアズームはトグルで制御されます。 エリアズームが選択されている場合は、ビデオ画面でクリッ
クした位置が映像の中央に移動します。

2. 拡大表示する領域が、マウスを使って選択された場合、ズーム機能で選択されたエリアがズームされます。

魚眼ptZの操作
1. 魚眼PTZはトグルスイッチ操作です。 魚眼PTZを選択すると、PTZはビデオスクリーンをドラッグする
方向へ移動します。

 M  ` スマートビューアでオリジナルの魚眼ビュー画像を歪み補正すると、ボタンが有効になります。
 ` カーソル移動角度により、各方向への移動スピードはその都度調節されます。

2. マウスを使用して、ズームイン・ズームアウトすることができます。

ビデオ画面上でのptZ制御
1. ビデオ画面上で、マウスホイールボタンをクリックし、移動するPTZをドラッグ方向へドラッグします。

 M  ` 対応する方向への移動速度は、ドラッグモーションの程度によります。

2. マウスのスクロールボタンを使用して、画面の拡大表示および縮小表示も可能です。

方向を制御するには
クリックする位置が中央に近いほど、その方向にゆっくり移動します。クリックする位置が中央から遠い
ほど、より速く移動します。

 M  ` 左側の領域をクリックし続けると映像は反時計回りに回転し、右側の領域をクリックし続けると映像は時計回りに
回転します。

ホームを設定する
カメラのビューの中央（ホーム位置）を指定します。

分割スクリーンの選択
魚眼カメラから四分円の分割スクリーンになると、分割スクリーンを選択し、PTZを制御できます。
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ホームへ戻る
ホーム位置に戻ります。

絞りを調整するには
光量レベルを調整します。
•	絞りクローズ :  絞りの数値が大きくなり光量が小さくなって、映像が暗くなります。
•	絞りオープン :  絞りの数値が小さくなり光量が多きくなって、映像が明るくなります。

焦点を調整するには
焦点を手動で調整します。
•	フォーカスニア : フォーカスを近くに合わせます。
•	フォーカスファー : フォーカスを遠くに合わせます。

ズームを制御するには
1. Live画面でPTZカメラを選択します。
2. ズームスライドバーをクリックします。 
画像のズームを制御できます。

•	中央から右側をクリックすると、映像を拡大します。クリックする位置が遠いほど、拡大フォーカス
はより速く移動します。

•	中央から左側をクリックすると、映像を縮小します。クリックする位置が遠いほど、縮小フォーカス
はより速く移動します。

 M  ` 魚眼カメラをご利用の場合、ズームコントロール機能を使用できるのはシングルビューのみです。

プリセットを制御するには
カメラの特定の位置を事前に保存したり、保存された位置
に移動できます。
プリセットボタンをクリックすると、カメラのプリセット
リストが表示されます。

 M  ` プリセットは最大255個まで追加できます。(ただし、あら
かじめ設定されているプリセットの最大カウントはデバイ
スによって異なる場合があります。）

•	リスト内のプリセット項目を選択すると、保存されたプ
リセット位置にカメラの焦点が移動します。

•	 [追加] ボタンをクリックして、現在の位置をプリセット
として保存することができます。

•	 [変更] ボタンをクリックして、名前を変更することがで
きます。

•	リスト内の項目を選択して [削除] ボタンをクリックする
と、選択した項目がリストから削除されます。

●
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live viewer
グループ/スキャンを制御するには
スキャンを使用すると、プリセットリスト内の項目を自動で1つずつ移動できます。 
使用できるオプションは、[スキャン] 機能の有効化/無効化の2つのみです。

スウィング/オートパンを制御するには
オートパンを使用すると、特定の異なる2点間の移動が繰り返されます。
機能設定によって回転または区間の繰り返しが可能です。
使用できるオプションは、[オートパン] 機能の有効化/無効化の2つのみです。

トレース/パターンを制御するには
パターンにより、事前定義された移動およびカメラのズームを実行します。
使用できるオプションは、[パターン] 機能の有効化/無効化の2つのみです。

ツアーを設定するには
この機能では、グループを呼び出し、グループに指定されたプリセットを順番に呼び出して監視します。
カメラに設定されている[ツアー]機能の有効化/無効化のみを選択できます。

オートトラッキング
ターゲットを自動的に追跡します。 
オートトラッキング機能は有効/無効を切り替えることができます。 オートトラッキングを使用するに
は、Ctrlキーを押しながら右クリックして、ターゲット を選択します。

eX-auXのコントロール
これは、デバイスのAuxコマンドを使用して、外部デバイスをコントロールできる機能です。
 - デバイスにコマンドを送ることのみ可能であり、デバイスのオン/オフ状態については認識しません。
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ビデオの設定
選択したデバイスがこの機能をサポートしている場合、ビデオの設定を変更できます。

 M   ` カメラのモデルによっては、ビデオ設定機能がサポートされていないことがあります。

ビデオ設定の機能と名前

バックライトの設定

明るい照明の中で、ユーザーはターゲットを見やすなります。この機能には、OFF、BLC、HLC、および
WDRのオプションがあります。
•	BLC - ユーザーが画面上の領域を選択して、その領域内にある被写体をより明瞭に見えるようにするこ
とができます。

•	HLC - モニター出力が影響を受けないように道路照明や車のヘッドライトを遮断します。
•	WDR - 明と暗、明るさの異なる2つの領域が存在した場合、両方の領域が見えるようにします。レベル
は、低、中、高のいずれかを選択できます。

 M   ` カメラのモデルによっては、バックライト機能がサポートされていないことがあります。詳しくは、ユーザー用マ
ニュアルを参照してください。

 ` バックライト機能を設定するには、設定ページに移動します。
diS機能の設定
システムを調整して、画像のちらつき の発生を最小限に抑えます。 
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live viewer
day/nightモードの設定
Day/Night モードを設定します。カラー、白黒、オート、外部、スケジュールの選択肢があります。
•	カラー - 画像がカラーで表示されます。
•	白黒 - 画像が白黒で表示されます。
•	オート - 画像はノーマル光量のカラーで表示されますが、夜間は白黒、つまり低光量の状態に切り替わ
ります。

•	外部B/W - アラーム入力端子が外部デバイスに接続されていると、外部画像が白黒で表示されます。
•	スケジュール - スケジュールされた時間、画像はカラーで表示されます。

焦点の調整

カメラの焦点を手動で調整します。
•	フォーカスニア:焦点距離を短くして近くに焦点を合わせます。
•	フォーカスファー:焦点距離を長くして遠くに焦点を合わせます。
•	シンプルフォーカス:焦点距離を自動的に調整します。

 J   ` シンプルフォーカス機能は、次のような場合には機能しません。
 - ターゲットの急激な変化（急激な動き、突然の出現や消失）
 - ターゲットの明るさの急激な変化
 - 画像コントラストが低い
 - ターゲットの前面または周囲の照明が明るい

 ` 前述の場合を除き、焦点の問題を解決するには、フォーカスニアまたはフォーカスファーのボタンを使用して手動
で調整します。 
焦点の手動調整は、自動調整が困難な状況で機能します。

ズームの調整

カメラのズームを手動で調整します。
•	縮小:ターゲットを小さく表示させます。
•	拡大:ターゲットを大きく表示させます。

 M   ` 焦点/ズームを調整するときは、1、10、100 の調整レベルから選択できます。

pアイリスの設定
ステッピングモーターレンズを使用しているときに、Pアイリス値を設定します。 
1～100の値を選択できます。
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LiVe VieWerの映像を制御するには
選択したカメラのライブ画面上の映像を保存、印刷または録画できます。

画面を保存するには
ライブ画面上の映像を画像フォーマットで保存します。 
カメラのタイトル、録画の日付/時間、およびビデオの説明を選択して表示し、保存パスを指定することがで
きます。

1. ライブ画面の下部にある [キャプチャ (  )] ボタンをク
リックします。

2. 選択した映像は、ファイルパスを示すポップアップメ 
画面上に表示する項目を選択します。

3. [パスの設定 ( )] をクリックし、保存パスを指定します。
4. [OK]をクリックします。 
指定したパスに画面が保存されます。

 M  ` タイルのコンテキストメニューを使用して画面を保存する
ことができます。

画面を印刷するには
接続したプリンタを使用してライブ画面上の映像を印刷します。 
カメラのタイトル、録画の日付/時間、および印刷画面の説明を選択して表示することができます。

1. ライブ画面の下部にある [印刷 (  )] ボタンをクリック
します。

2. “印刷”ダイアログが表示されるので、画面に表示する項
目を選択します。

3. [OK]をクリックします。 
PCに指定されているプリンタを使用して、選択した画面
が印刷されます。

 ` 印刷権限のないユーザーは、ログイン後に印刷することはでき
ません。

 M  ` タイルのコンテキストメニューを使用して画面を印刷することができます。
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ローカルに録画
選択したライブ画面上の映像を動画で録画します。
映像は、専用ビューワーとともに独自のフォーマットで保存されます。

1. ライブ画面の下部にある [ローカル記録 (  )] ボタンをクリックします。
2. 選択した映像画面の録画が開始されると、録画アイコンが有効になります。
3. 録画を停止するには、録画ボタンを再度クリックします。

 M  ` 録画は一度に一つの映像を最大２時間まで録画可能です。最大録画時間は設定メニューで変更できます。
 ` 設定した録画時間が終わると、録画は自動的に停止します。
 ` シーケンスモードの場合、録画機能は使用できません。
 ` 現在の録画画面から別の画面に移動したり、ビューワーを
変更したり、アプリケーションを閉じると、警告メッセー
ジが表示されます。

全画面にするには
1. ライブ画面の下部にある [全画面 (  )] ボタンをクリッ
クします。 
現在の映像が全画面に拡大されます。

2. 全画面表示を終了するには、キーボードの[esc]キーを押
すか、ビデオウィンドウ最下部の [全画面 (  )] ボタン
を押します。

分割モードを選択するには
ライブ画面の分割モードを選択できます。
•	16:9 縦横比 : 1/4/9/16/25/36

•	4:3 縦横比 : 1/6/12/20/30
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映像オートシーケンス
ライブ画面を自動的に切替ます。
接続したカメラの数が分割画面より多い場合、分割画面と同じ数のカメラが最初のシーケンスに表示さ
れ、残りのカメラは順に後続のシーケンスに表示されます。

1. ライブ画面の下部にある [シーケンス (  )] ボタンをクリックします。 
現在の分割モードに合わせて自動シーケンスが実行されます。

2. オートシーケンスモードを終了するには、シーケンスボタンを再度クリックします。

 M  ` シーケンス間隔は、“設定 > ビューワー > オプション > シーケンス” で変更できます。 （49ページ）
 ` オートシーケンスモードでは、接続の切断、音声のリスン、拡大/縮小、画面分割モード変更、画面
シーケンス、デジタルズーム、PTZ制御、お気に入りの保存、お気に入りの削除などの機能は
使用できません。

 ` 自動スイッチの場合、魚眼カメラはオーバービューとして動作します。

例)  2つのデバイスが接続されている場合は、デバイス1には16台のカメラが接続され、デバイス2には9分 
 割画面モードで8台のカメラに接続されます。モニターの画面は次のように表示されます： 
 デバイスの1の＃1～＃9のカメラ  デバイス１の＃10～＃16のカメラ+デバイス２の＃1～＃２のカメラ 
  デバイス２の＃3～＃8のカメラ
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スクロール表示
現在接続されているカメラの数が選択したタイルパターンの数より多い場合は、スクロールバーを使用し
て前後の映像に移動します。

例)  2 台の4CHデバイスセットが2x2のタイルに接続されている場合は、合計8つのビデオが表示できます。 
リストをスクロールアップまたはダウンして一度に4つのビデオを見ることができます。 

 M  ` スクロールバーを上下してリスト内で前後の映像に移動します。

アスペクト比のメンテナンスを行う機能を適用するには
各チャンネルを設定し、アスペクト比のメンテナンスを行うことができます。

1. 表示したいカメラ映像を選択します。
2. 右クリックし、表示されるコンテキストメニューから[縦
横比を固定]を選択します。 
チャンネルのアスペクト比のメンテナンスを行う機能を
既に設定していた場合または設定されている場合、この
機能は無効になります。

映像のインタレース解除を適用するには
チャンネルごと、またはユーザー定義にインタレース解除の適用を設定することができます。

1. 目的のカメラのビデオを選択します。
2. チャンネルを右クリックしてコンテキストメニューを表 
示し、[インタレース解除]を選択します。 
選択したチャンネルにインタレース解除が適用されます。 
チャンネルにインタレース解除がすでに適用されている 
場合は、インタレース解除が解除されます。

< 1 ch ~ 4 ch > < 5 ch ~ 8 ch >
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ビデオに曇り除去を適用する。
曇り除去機能をサポートしているデバイスには、その機能を設定することができます。

1. カメラからビデオを選択します。
2. ビデオウィンドウの下部にある[defog]メニューをクリッ
クします。 
<defog Off / defog auto / defog Manual> のいずれから
選択できます。 
曇り除去モードが <defog auto> または <defog 
Manual> として設定されている場合は、曇り除去レベル
を選択することができます。

モニタリングプロファイルの変更
デバイスがマルチプロファイルに対応している場合、モニタリングプロファイルを変更できます。

1. カメラからビデオを選択します。
2. マウスを右クリックして、コンテキストメニューを表示し
ます。メニューから [プロファイルの変更]を選択します。

3. 右側に表示されるプロファイルリストに選択したビデオ
プロファイルを表示することができます。

 M  ` モニタリング中にプロファイルを変更する場合に、この機
能を使用します。  
再度接続すると、画像はデフォルトプロファイルとして表示されます。デフォルトプロファイルを設定する場合
は、 
"カメラのデフォルトプロファイル設定"を参照のこと 

アラームのリセット
デバイスのイベント状態が初期化されると、アラームがクリ
アされます。 
ビデオウィンドウ内でマウスを右クリックしてコンテキスト
メニューを表示します。 メニューから[アラームリセット]を
選択します。
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live viewer
魚眼ビューモードの選択
登録したデバイスが魚眼カメラの場合、魚眼ビューモード
を変更できます。

 M  ` PNF-9010の魚眼ビューモードは9M、12M (4000x3000、 
2944 X 2208)モードでのみ利用可能です。

魚眼取り付けタイプの選択
魚眼取り付けタイプは変更が可能です。以下のビューモー
ドは取り付けた場所と対応しています。
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SmartViewerのメイン画面の右上で、[検索] タブをクリックします。

Search VieWer の各項目の名前および機能

項目 説明

a デバイスリスト 検索可能なデバイスのリストを表示します。

b 日付検索 録画データを日付で検索します。

c POS検索 時刻情報およびキーワードを使用してPOSの使用履歴を検索します。

d ヒートマップを検索する
日付ごとのヒートマップ記録を検索します。

 ` ヒートマップ機能をサポートしている機器がある場合のみ使用できます。
e 高度な検索 選択可能な検索オプションを表示します。

f デジタルズーム デジタルズーム画像を表示します。

g PTZコントロール
PTZを操作します。

 ` お使いいただけるのは魚眼カメラの場合のみです。
h 時間検索/再生バー 検索時間を指定し、見つかったデータを再生できます。

i バックアップ 設定した時間範囲のデータをバックアップできます。

search viewer

h

i j k

l

m

a

d

b

f

c

e

g
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項目 説明

j 映像画面コントロールバー 映像画面を制御します。 詳細は、"Live Viewerの各項目の名前および機能"を参照してくだ
さい。 （12ページ）

k タイムライン 検索結果の保存区間を色バーを使用して表示します。

l 拡大/縮小 検索結果の時間範囲を拡大または縮小します。

m 映像画面 検索した録画データの映像を表示します。

映像入力状態の表示
映像画面に表示される情報によって状態を確認できます。

1.  : データなし
2.  : 接続切断
3.  : 同時接続ユーザー数を超えています

デバイスリスト
デバイスリストから、検索するデバイスを選択できます。

1. 登録されているデバイスのリストを確認します。
2. 検索するグループまたはデバイスを選択して接続します。

 M  ` 検索モードにアクセスすると、一番目のデバイスが自動的
に選択されます。

日付検索
カレンダーに録画データの日付履歴が表示されます。

1. 日付検索メニューをクリックします。 
カレンダーが表示されます。

2. 検索する年と月を選択します。 
録画データがある日付が青色で表示されます。

3. 検索する日付を選択します。 
選択した日付の録画詳細が検索結果表示領域に表示され
ます。
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pOS検索
時刻情報およびキーワードを使用してPOSの使用履歴を検索することができます。

検索を実行するには
1. 年、月、日および時刻を含む時刻情報を指定します。
2. 検索対象のキーワードを入力します。
•	完全一致の単語のみ検索: このオプションが選択されてい
ない場合、文字間のスペースはANDだと見なされます。 
例) “2500WON cash”と入力すると、検索の結果、
“2500WON”と“cash”の両方が含まれるデータ項目のみ
が見つかります。

•	大/小文字の区別: 選択すると、大文字と小文字を区別
して検索されます。

3. <検索>をクリックします。

検索結果を表示するには
リストの下にある項目を選択してサムネイルを確認し、必要に応じてビデオを再生します。
1. 検索ペインで、再生するビデオ項目を選択します。 
デバイスからの時間変化に起因する重複したセクションが
発生した場合には、重複のインデックスが作成されます。

2. 重複セクションが存在する場合、重複セクションの数を
選択します。 
重複セクションが複数存在する場合、最初の録画データ
項目を“0”として最大16の項目のリストが表示されます。

3. 検索する項目をダブルクリックします。 
POS検索の結果の1つに複数の接続済カメラが含まれる
場合、リスト内の最初のカメラのサムネイルのみが表示
されます。

4. 複数のカメラが接続されている場合、選択したカメラの
チェックボックスを選択し、再生をクリックします。 
POS検索の結果の1つに複数の接続済カメラが含まれる
場合、すべての接続済カメラから同時にビデオを再生す
ることができます。 
例) 3台のカメラが接続されている場合、2x2の分割画面
で3つのビデオを再生することができます。

 M  ` POS検索モードでは、データのバックアップは無効になります。
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ヒートマップを検索する
ビデオ映像では、各領域の対象物（例：人、車）の出現頻度を確認できます。

 
検索
1. 検索用に、カメラ/検索対象/年/月/日付及び時刻を選択しま
す。

2. ビデオ映像をクリック又はドラッグし、検索する領域を選択
します。

3. <検索開始>ボタンをクリックします。

検索結果を閲覧します
1. ヒートマップ検索の結果は最下部のリストに表示されます。
2. リスト内の検索項目を選択した場合、ビデオ映像内に設定さ
れた対象物の出現頻度が、そのレベルに応じて別々の色で表
示されます。

3. 検索項目を選択し、リスト左側の<再生>ボタンをクリックし、再生画面へ移動します。
4. リストで選択した開始時刻にビデオ映像の再生を開始できます。

 ` セクションの繰り返し 

- デバイスの時刻が変更され、録画が重複した場合、どちらのタイムラインも選択できます。 

- 初めの録画データは“no. 0”に設定され、最大16のデータセットを同時刻に表示できます。

 ` ヒートマップ検索はバックアップ機能をサポートしていません。

M  ` 下記の色がレベル用に使用されます。 
 
レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

レベル 5 レベル 6 レベル 7 レベル 8

M 
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高度な検索
録画タイプに応じて検索を絞り込むことができます。

1. 高度な検索メニューをクリックします。 
検索条件が表示されます。

2. 検索する項目を選択します。

•	すべて : 選択したデバイスのすべてのカメラ映像が検索で
きます。

•	手動、アラーム、モーション、ビデオ・ロス、 
スケジュール、 インテリジェント映像分析、サウンド検出 : 
検索は現在の画面で実行され、このモードは1チャネル単
画面に切り替わります。

デジタルズーム
デジタルズームにより、拡大機能を使用して画面の画像を拡大します。

1. デジタルズーム選択バーをクリックします。
2. カメラ映像を選択してダブルクリックします。 
選択したカメラ映像がデジタルズーム画面に表示され
ます。

 M  ` デジタルズーム機能を使用するには、“デジタルズーム” 
を参照してください。（23ページ）
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ptZ
魚眼カメラをご利用の場合は、PTZを操作することができます。

 M  ` Fish Eye PTZの詳細については、"Live Viewer > ptZコント
ロール > 魚眼ptZの操作" を参照。（26ページ）

再生データの検索

再生時間を指定するには
結果表示領域の青い垂直線は、映像の再生時間を示します。

1. 検索する時間を設定します。
2. 右側の[  ]ボタンをクリックします。 
再生時間が設定した時間に切り替わります

 M  ` 青い垂直線をドラッグすると、再生時間が変更されます。

 ` 左下にある時間情報は、現在の再生時間を示します。
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再生するカメラを選択するには
結果表示領域でカメラをダブルクリックすると、選択したカメラの映像が追加されます。
タイムラインのデフォルトは4チャネルです。ここでは、領域を拡大したり、スクロールバーを使用して最大
16チャネルを検索対象として追加できます。

1. 結果表示領域でカメラをダブルクリックするか、選択するカメラのチェックボックスを選択します。
2. 最初の空の画面から順に、選択したカメラの映像が表示されます。

 M  ` 結果表示領域のカメラを映像ウィンドウにドラッグアンドドロップすると、選択した映像ウィンドウにカメラ映
像が追加されます。

再生時間を拡大するには

1. 結果表示領域の右側にある [拡大 (  )] ボタンをクリックします。
2. 再生タイムラインに基づいて、再生時間が24時間12時間6時間2時間1時間に拡大されます。 
再生時間が1時間になると、拡大ボタンが無効になり、縮小ボタンが有効になります。

再生時間を縮小するには
1. 結果表示領域の右側にある [縮小 (  )] ボタンをクリック
します。

2. 再生タイムラインに基づいて、再生時間が1時間2時間
6時間12時間24時間に縮小されます。 
再生時間が24時間になると、縮小ボタンが無効になり、
拡大ボタンが有効になります。
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•	録画範囲は、録画理由に応じて別の色で表示されます。

 - 黒 :  手動録画
 - オレンジ : イベントによる録画
 - 青 : モーションによる録画
 - ピンク : ビデオ・ロス
 - 黄緑 : スケジュール録画
 - 紫 : インテリジェント映像分析
 - スカイブルー : サウンド検出

再生タイムラインを移動するには
録画データを検索すると、現在選択された時間位置を再生タイムラインとして表示します。

1. 検索するデータを選択します。 
現在選択された時間位置を再生タイムラインとして表示します。

2. 再生タイムラインをクリックし、目的の開始時刻までドラッグアンドドロップします。 
再生時間表を拡大した場合、[移動 ( ,  )] ボタンを使用して再生時間を前後に移動します。

 M  ` 再生時間表を拡大した場合、矢印ボタンを使用して前の時刻に移動した後に前の時刻の終わり地点にある後の時刻
に移動すると、タイムラインはちょうど開始ポイントの位置になります。

再生コントロール
検索した映像の再生を一時的に停止したり、再生速度を制御できます。

再生

1. 再生するデータを選択し、[再生 (  )] ボタンをクリックします。 
現在の再生速度が再生時間ステータスバーに表示されます。

2. 各再生ボタンを使用して映像の再生速度を変更できます。
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再生ボタンの名前および機能

1. 再生および一時停止
2. 早送り/早戻し（一時停止モードの場合は無効） 
ボタンがクリックされるたびに、ビデオ速度が、x2、x4、x8、x16、x32、およびx64の順番あるいはそ
の逆の順序で再生されます。

3. フレームアドバンス/リバースフレームアドバンス 
映像はフレーム単位で再生されます。 再生中はボタンは無効になります。

4. スキップ/スキップ戻し 
イベント間の再生をスキップします。

 M  ` 機器の中にはサポートされていないものもあります。

バックアップ
プログラムが現在実行されているPCにバックアップができます。

検索したビデオをバックアップするには
スキャンしたチャンネルの複数のビデオを同時にバックアップすることができます。

1. [バックアップ (  )] ボタンをクリックします。 
バックアップ用のダイアログが表示されます。

2. バックアップダイアログで、バックアップするチャン
ネルを選択します。 
これにより、時間設定オプションが有効になります。

3. 必要に応じてスタートとストップ時間を指定してくだ
さい。

4. [開始] ボタンをクリックしてバックアップを開始します。
5. バックアップを停止するには、[中止] ボタンをクリック
します。

6. バックアップを終了するには、[閉じる] ボタンをクリッ
クします。 
ウィンドウが閉じられる前にそれまでバックアップされたデータが保存されます。

 M  ` バックアップのフォーマットは sec、avi 形式をサポートします。 バックアップデータを再生するバックアップビ
ューワーがバックアップデータと同じ名前で保存されます。 ビューワーを起動することによりバックアップデータ
をすぐ確認できます。

a

b
c

d
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バックアップを再開するには
バックアップを停止すると、後で停止した時点からバックアップを再開することができます。

1. バックアップ画面を終了するには、単に[後で続行]をクリックします。 
現在のバックアップが停止し、バックアップ画面が閉じられます。

2. [バックアップ (  )] をクリックします。. 
最後に操作したバックアップ画面が再表示されます。

3. [開始]をクリックします。 
最後のバックアップ操作が再開されます。

保存先を変更するには
バックアップデータの保存先を変更することができます。

1. [パスの設定 ( )] ボタンをクリックします。 
“Browse for folder” ウィンドウが表示されます。

2. バックアップパスを変更します。
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検索ログ
●

  検
索
ロ
グ

プログラムの右上にある [検索ログ (  )] ボタンをクリックしてください。
システム/イベントに関連するログ情報を発生時刻または項目別に検索することができ
ます。

検索ログ

1. ログ検索の開始・終了時刻を設定します。
2. 任意のログ項目のチェックボックスをクリックして選択してください。
3. [検索] ボタンをクリックしてください。 
ログ一覧に検索されたログ情報が表示されます。

4. [エクスポート] をクリックすると、検索内容が保存されます。
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プログラム画面の右上にある [設定(  )]ボタンをクリックします。
ビューアおよびデバイスをクリックして、各機能に応じたタブを使用して設定された
セットアップ画面を表示します。
ビューアの項目から、様々なビューア関連の設定ができます。
SmartViewerに接続されたデバイスは、デバイスの項目を使用して設定または更新する
ことができます。
設定が完了したら、[OK]または[適用]をクリックして、設定内容を適用します。

 M  ` 設定ページにアクセスすると、すべてのデバイスが切断されます。

オプションタブ
Live ViewerまたはSearch Viewerを設定できます。

OSd表示
画面上の情報の表示/非表示を切り替えることができます。

日付/時間
選択すると、日付および時間情報が映像画面の上部に表示されます。

設定
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情報アイコン
選択すると、PTZ情報、スピーカー設定および録画ステータスが映像画面の下部に表示されます。

カメラ名
選択すると、カメラ名が映像画面の上部に表示されます。

イベント表示
選択すると、イベントが発生した場合、イベントが映像画面の下部に表示されます。

ンテリジェント映像分析のルールを表示
チェックボックスをクリックしてカメラのビデオ画面で設定されたビデオ解析ルールを表示します。

メタデータ表示
選択ボックスをチェックすると、設定したメタデータがカメラ画面に表示されます。

日付/時間
映像画面に表示される日付/時間書式を指定します。

日付書式
YYYY-MM-DD、MM-DD-YYYY および DD-MM-YYYY から1つを選択します。

時間書式
hh:mm:ss と hh:mm のいずれかを選択します。

キャプチャ
キャプチャした画面のファイル形式および保存場所を設定します。

録画
録画する映像の保存先および時間を設定します。
録画時間は1分～2時間（120分）の間で設定できます。

シーケンス
分割モードに応じてカメラ映像を順次に表示します。 グループにアクセスする際にお気に入りのシーケン
スにも使用できます。
シーケンス間隔は10、15、20、30、40、50、60秒から選択できます。

●
  設
定
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設定
デュアルライブモニター
デュアルライブモニターの使用を設定します。

イベントの受信

イベント受信の自動ポップアップウィンドウ
イベントを受信する場合にポップアップウィンドウを自動
で表示できます。
選択すると、イベントが発生した際に、右の図のような 
イベントの受信ウィンドウが自動にポップアップします。

除外モーション
イベントタイプの1つであるモーションイベントを受信する
かを設定します。

インテリジェント映像分析は除外されました。
インテリジェント映像分析イベントの発生通知を有効化ま
たは無効化することができます。

音声検出は除外されました。
音声検出イベントの発生通知を有効化または無効化するこ
とができます。

ビデオロスの除外
様々なイベントの中からビデオロスイベントを受信するか選択します。

イベント音声
イベントを受信した場合に出力するイベント音声を選択で
きます。 
音声を変更するには、[パスの設定 ( )] ボタンをクリックし
ます。ダイアログ画面が表示され、音声ファイルを選択で
きます。

音声の再生
イベントを受信した場合に音声を繰り返すことができます。
連続に設定すると、イベントを確認するまでイベント 
音声が連続で再生します。

イベント破棄時間
同じイベントが発生した場合にイベントを無視する時間です。 設定した時間内に同じカメラから同じタイ
プのイベントが発生した場合、後のイベントを破棄します。
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他のオプション

言語
ビューワーで使用するOSD言語を選択できます。
サポートされている言語:  韓国語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、 
スペイン語、日本語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、セルビア語、ルーマニア語、ポルトガル語、 
オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、台湾語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェ
ー語、フィンランド語。

 M  ` 変更は即時適用されますが、既存のログ情報は前の言語のままです。

デバイスタイムアウト
登録された機器の応答時間を設定できます。ネットワーク環境が良くない場合は、応答時間を調整し使用
してください。

電源オフのカメラリストを表示
選択すると、電源オフのカメラリストが表示されます。

縦横比を固定
選択すると、映像は元のサイズで表示されます。

●
  設
定

<縦横比を解除 > <縦横比を固定 >
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設定
その他

デフォルトに復元
ビューワーのデフォルト設定に復元されます。

OK
設定をビューワーに適用して設定ウィンドウを閉じます。

取消
設定をビューワーに適用せずに設定ウィンドウを閉じます。

適用
変更がビューワーに適用されます。

カメラタブを非表示にする
カメラ或いはツリー内のデバイスの下にあるアラーム出力オブジェクトの表示/非表示を設定します。

 M  ` カメラが起動していない場合は、オブジェクト検索機能を使用してツリーからオブジェクトを検索することができ
ません。

 ` カメラが起動していない場合は、イベント情報が表示されません。
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ユーザータブ
ユーザーを追加または削除したり、IDまたはパスワードを変更できます。

 M  ` 自動ログイン（admin）が設定されている場合、IDおよびパスワードを入力しなくても SmartViewerを直接起動でき
ます。 ●

  設
定
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設定
ユーザーリスト

ユーザーを追加するには
1. [ユーザー追加] をクリックします。
2. ログインIDを入力する 

IDには、英数字および “–“ を含む最大32文字を入力でき
ます。

3. パスワードを入力します。 
パスワードはスペースを除く8～32桁のアルファベット
と数字を組み合わせでなければなりません。

4. 30日後に管理者にパスワードのみを変更できるようにす
る場合は、新たなユーザーを追加するときに [パスワー
ドリセット制限] にチェックを入れてください。

5. ユーザーによっては電話番号または住所などの追加情報
を入力します。

6. ユーザー権限を詳細設定するには、[権限設定] チェックボックスを選択し、詳細項目を選択します。
7. [OK] ボタンをクリックします。 
入力したIDでユーザーが追加されます。

 M  ` “adMin” IDは、プログラムのインストール時に作成されるデフォルトのIDです。 
このIDは削除できません。 ただし、パスワードは変更できます。

ユーザー情報を変更するには
1. 情報を変更するユーザーを選択します。
2. [変更] ボタンをクリックします。 
ユーザー情報を変更できます。

ユーザーを削除するには
1. 削除するユーザーを選択します。
2. [削除] ボタンをクリックします。 
選択したユーザー情報が削除されます。

 M  ` ご利用のアカウントは現在削除することができません。
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ビューア‐アップデートタブ
リモートアップデートサーバとエクスポートまたはインポート設定によりSmartViewerを更新します。

自動アップデート
自動アップデートが選択されると、詳細設定によってサーバーに最新バージョンがあるが確認します。

アップデートサーバーの確認間隔を指定するには
アップデートサーバーの確認間隔を指定できます。

1. 間隔と日付を設定します。 
1回/毎日/毎週/毎月から1つを選択します。選択内容に応じて日付/時刻を設定できます。

2. アップデートサーバーの確認時に最新バージョンが見つかった場合、ユーザーにその旨通知してユーザ
ーの確認によってアップデートが実行されます。

3. [アップデート] ボタンをクリックします。 
自動アップデート設定とは関係なく、アップデートサー
バーに最新バージョンがあるかどうかを確認します。

●
  設
定
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設定
SmartViewer 設定の管理
SmartViewer 設定ファイルをエクスポートできます。

SmartViewer 設定情報のエクスポート
SmartViewer 設定情報をファイルとして保存できます。

1. チェックボックスを選択し、設定項目を選択します。
2. 項目の保存パスを指定します。
3. ファイル名を設定して[設定のエクスポート]ボタンをクリックします。 
設定情報がファイルとして保存され、結果をメッセージポップアップに表示します。

SmartViewer 設定のインポート
SmartViewer 設定情報をファイルから読み取ることができます。

1. インポートする設定項目を選択します。
2. 保存されたファイルを選択します。
3. [設定のインポート] ボタンをクリックします。 
設定情報がファイルから読み取られます。
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デバイス登録タブ
デバイスの追加、登録されているデバイスリストの確認、またはデバイス設定の変更を行うことができます。

 M  ` <のカメラタイトルを適用> を選択し、該当するデバイスまたは該当するデバイスが含まれるグループにログイン
およびアクセスすると、対応するDVRに登録されたデバイス名がデバイス/カメラ名のリストに表示されます。

デバイスリスト
登録されているデバイスのリストが表示されます。

デバイスを自動で追加するには
ローカルネットワークに接続されているデバイスを自動検索して登録することができます。

1. [自動で追加] ボタンをクリックします。 
ローカルネットワークに接続されているすべてのデバイ
スのリストが ”自動で追加” ウィンドウに表示されます。 
登録されているデバイスは灰色で表示されます。

2. 登録するデバイスをリストから選択します。
3. ユーザーIDとパスワードを入力して、[登録] ボタンを押
します。 
ユーザーIDおよびパスワードは、登録するデバイスに保存 
されている情報です。

●
  設
定
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設定
 M  ` プログラムでは、登録時にユーザー情報が正しいかどうかは確認しません。

 ` ユーザー情報が正しいかどうかを確認するには、[接続テスト] ボタンをクリックして確認できます。
 ` 接続テスト中にエラーが発生すると、エラーメッセージが表示されます。
 ` NVRを使うと、メディアプロトコルを設定できます。

デバイスを手動で追加するには
接続するデバイスの情報を手動で入力して登録することができます。

1. [手動で追加] ボタンをクリックします。 
“手動で追加”が表示されます。

2. 接続するデバイスのモデル名を選択します。 
製品のモデルがリストに含まれていない場合には、統合されたサ
ムスンのモデル名（サムスンDVR、サムスンネットワークカメラ_
エンコーダ、サムスンNVR）を選択することにより登録が有効に
なります。

 M  ` 詳細は、該当するデバイスのユーザーマニュアルを参照し
てください。

3. アドレスタイプを選択します。 
使用可能なアドレスの形式は、次のいずれかです：IPア
ドレス、URL、websamsung.net、ddns.s1.co.kr、hanwha-
security.com。

4. デバイスの接続に必要な情報を設定します。 
この情報は、アドレスタイプによって異なります。

5. ユーザーIDとパスワードを入力します。 
ユーザーIDおよびパスワードは、登録するデバイスに設定
されている情報です。

6. [接続テスト] をクリックします。 
ユーザーが入力した情報を使用して接続テストを実行します。 
接続テスト中にエラーが発生すると、エラーメッセージが
表示されます。

7. [登録]ボタンをクリックします。

 M  ` NVRを使うと、メディアプロトコルを設定できます。
 ` samsungipolis.comで登録した機器は、hanwha-security.com
での集中制御の対象です。
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接続エラータイプ
•	パラメータエラー : パラメータが正しくありません。 接続情報を確認してください。
•	デバイス接続エラー : デバイスが接続されていません。 

 デバイスがネットワークに正しく接続されているかどうかを確認してください。
•	ネットワークエラー : ネットワークに接続されていません。 

 デバイスがネットワークに正しく接続されているかどうかを確認してください。
•	重複アドレスエラー : 同じアドレスがすでに存在します。 （IPとポート番号が同じ場合）
•	ログインIDエラー : ログインIDが無効です。 入力したログインIDを確認してください。
•	ログインパスワードエラー : ログインパスワードが無効です。 

 ログインパスワードを確認してください。

デバイス情報を変更するには
デバイス情報を変更できます。

1. 情報を変更するデバイスを選択し、[変更] ボタンをクリ
ックします。 
モデル名以外のすべての情報が変更できます。 
<Samsung nVr>にデバイスを登録する場合、このデバ
イスを現在のウィンドウにリスト表示する前に、デバイ
ス登録を完了してデバイスに接続する必要があります。

2. ユーザーは[カメラ名の変更]のチェックボックスをチェ
ックすることで、SmartViewerのデバイス名を変更する
ことができます。

3. [デバイスOSd変更]のチェックボックスを変更すると、
ユーザーが設定した名称が、デバイスに表示される画像
上部に現れます。
 - デバイスがサポートしており、かつデバイスに設定し
た言語のみを変更できます。

 M  ` デバイス名の変更後は、デバイスに接続することで変更内
容を確認できます。

デバイスを削除するには
1. 削除するデバイスを選択します。
2. [削除] ボタンをクリックします。
3. [はい]をクリックします。 
選択したデバイスが削除されます。

デバイスグループを作成するには
登録されているデバイスを同時に接続するためのグループを作成/管理することができます。

1. [グループ追加] ボタンをクリックします。
2. 作成するグループの名前を入力します。 
入力した名前でグループが作成されます。

●
  設
定



60_ 設定

設定
デバイスグループにデバイスを追加するには
登録されているデバイスを同時に接続するためのグループを作成/管理することができます。

1. 追加するデバイスとグループを選択します。
2. デバイスを追加するグループを選択します。
3. 選択したグループへ[選択したグループへ追加] ボタンを
クリックします。 
選択したグループにデバイスを追加されます。 デバイス
は36台まで追加できます。

デバイスグループを削除するには
1. 削除するグループを選択します。
2. [削除] ボタンをクリックします。
3. [はい]をクリックします。 
選択したグループが削除されます。

デバイスに保存
1. デバイスを選択してください。
2. [ストレージ設定] を押します。

画像を保存するデバイスを選択します。 SDメモリカードまたはNAS（ネットワークアタッチトストレー
ジ）を選択できます。

画像をSdメモリカードに保存する方法

1. SDカードの [使用領域] と [全容量] を確認します。
2. 保存スペースが不足している場合、[フォーマット] ボタンを押して、カードのフォーマットを開始でき
ます。

naSに保存する方法

1. NASの [使用領域] と [全容量] を確認します。
2. NASに登録されている情報を入力します。
•	 IPアドレス:NASに割り当てられているIPアドレスのことです。
•	パス:データを保存するフォルダを指定します。
•	 ID:NASに登録されているIDのことです。
•	パスワード:NASに登録されているパスワードのことです。
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3. [接続テスト] を押して、NASに接続されているかどうかを確認します。

 M  ` 正常に接続されていることを示すメッセージが表示された場合は、データはNASに安全に保存できます。
 ` 接続されていないことを示すメッセージが表示された場合は、以下を確認します。

 - NASのIPアドレスが正しいかどうかを確認します。
 - NASのID/パスワードが正しいかどうかを確認します。
 - お使いのNAS IDにデフォルトのフォルダとして指定したフォルダにアクセスできるかどうかを
確認します。

デバイス設定
1. デバイスを選択します。
2. [デバイスページの表示] をクリックします。 
デバイス設定ウィンドウが表示され、デバイスを詳細に設定できます。

 M  ` 設定ウィンドウは、接続されているデバイスによって異なる場合があります。詳細は、該当するデバイスのユーザ
ーマニュアルを参照してください。

 ` OSの一般ユーザーアカウントでログオンして[デバイスページの表示]を実行した場合は、正常に動作しない可能性
があります。  
[デバイスページの表示]を正常に実行するには、ご使用のOSの管理者アカウントとしてログオンします。

デバイス - アップデートタブ
デバイスのファームウェアと、エクスポートまたはインポートの設定を更新します。

●
  設
定
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設定
デバイスをアップデートするには
デバイスのソフトウェアをアップデートするには、事前に最新バージョンアファイルをPCに保存する必要
があります。

1. アップデートするデバイスを選択します。
2. アップデートファイルのパスを設定します。
3. 最新バージョンアファイルを選択します。
4. [ファームウェア　アップデート] ボタンをクリックします。 
プログラムのアップデートが開始され、アップデートス
テータスが表示されます。

 M  ` 複数のデバイスを同時に更新でき、更新は登録順に行われます。
 ` 更新機能は一部のデバイスでは利用できません。

デバイス設定の管理

デバイス設定情報のエクスポート
デバイス設定をファイルとして保存できます。

1. 設定を保存するデバイスを選択します。
2. ファイルの保存パスを設定します。
3. [設定のエクスポート] ボタンをクリックします。 
設定情報がファイルとして保存され、結果をメッセージポップアップに表示します。

デバイス設定のインポート
デバイス設定情報をファイルから読み取ることができます。

1. インポートする設定項目を選択します。
2. 保存されたファイルを選択します。
3. [include network Settings]チェックボックスを選択します。 
これを選択すると、ネットワーク情報がインポートされます。

4. [設定のインポート] ボタンをクリックします。 
設定情報がファイルから読み取られます。

 M  ` エクスポートおよびインポートの設定機能は、一部のデバイスでは使用できません。 
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パスワードをすべて変更
お使いのすべてのデバイスのパスワードを変更します。

使用方法

1. パスワードを変更するデバイスを選択します。
2. そのデバイスの現在のパスワードと新しいパスワードを
入力します。

 ` SmartViewerに登録されているパスワードを変更する場合は、現
在のパスワードを入力して、  新しいパスワードに変更します。

3. [すべて変更] を押します。

 M  ` すべて変更されたことを示すメッセージが表示された場
合、パスワードは正常に変更されています。

 ` 変更できなかったことを示すメッセージが表示された場合
は、以下を確認します。

 - お使いのデバイスの現在のパスワードが正しい
かどうかを確認します。

 - デバイスのネットワーク接続を確認します。

●
  設
定



64_ 付録

付録
ジョイスティックを使う
SPC-2000ジョイスティックを、次のように操作します:
 - SPC-2000が認識されるのは、SmartViewerを実行する前にPCに接続したときのみです。
 - SPC-2000はPTZモードで動作中です。

名前 機能

a

上/下/左/右 PTZモードでは、カメラを8方向にバンニング、チルト、制御できます。

回転 PTZモードでは、時計回りに回転させると画面がズームインし、反時計回りに回転させる
とズームアウトします。

b 1 ~ 8 PTZモードでは、プリセット番号1～8が実行されます。

c 9 SPC-2000は有効です。

d 10 SPC-2000は無効です。

 M  ` 正しい画像を設定するには、軸の校正が必要です。 
"システムの補正ウィザード"を実行するために、PCを介して、[スタート]  [設定]  [コントロールパネル]  [ゲームコン
トローラ]  [プロパティ]  [設定] を展開し、 [補正]ボタンをクリックしてください。その後、画面のガイドに従って軸補
正を完了してください。

a

b

c

d



Open SOurce LicenSe nOtificatiOn On the prOduct
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the Boost Software License 1.0 /
Stichting Mathematisch License/Code Project Open 1.02 License/LGPL 2.1/OpenSSL License/MITLicense.
You may obtain the Corresponding Source cod from us for a period of three years after our last shipment of this product by 
sending email to help.cctv@hanwha.com

 • Boost Software License : Boost C++ Libraries – boost
 • Stichting Mathematisch License : Audio File Library
 • code project Open 1.02 License : Code Project - A reusable, high performance, socket server class - Part 3, Code Project - 
AlphaBlendTextBox - A transparent/translucent textbox for .NET, Code Project - An animated progressbar control with many 
extras, Code Project - An animated progressbar control with many extras, Code Project - BarTender - Group your contents, 
Code Project - Inter-Process Communication with C#

 • LGpL 2.1 : Live555, FFmpeg
 • OpenSSL License : OpenSSL 1.0.1g
 • MitLicense : Rapidxml - 1.13

Boost Software License - Version 1.0
august 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or 
organization obtaining a copy of the software and accompanying 
documentation covered by this license (the “Software”) to use, 
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and 
to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties 
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, 
including the above license grant, this restriction and the following 
disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in 
part, and all derivative works of the Software, unless such copies or 
derivative works are solely in the form of machine-executable object 
code generated by a source language processor. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO 
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE 
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Stichting Mathematisch License
Copyright 1991, 1992, 1993, 1994 by Stichting Mathematisch 
Centrum, Amsterdam, The Netherlands. 
All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice appear in all copies and that 
both that copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the names of Stichting 
Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity 
pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission. 
STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO 
EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE 
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, 
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR 
IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE. 

the code project Open License (cpOL) 1.02
 • Code Project - A reusable, high performance, socket server class - 

Part 3 (2002, Len Holgate) 
 • Code Project - AlphaBlendTextBox - A transparent/translucent 

textbox for .NET (2003, Bob Bradley) 
 • Code Project - An animated progressbar control with many extras 

(2006, Robert Rohde) 
 • Code Project – BarTender – Group your contents (2006, Robert 

Rohde)
 • Code Project - Inter-Process Communication with C# (2007, tran 

manh tuan) 

preamble
This License governs Your use of the Work. This License is intended to 
allow developers to use the Source Code and Executable Files provided 
as part of the Work in any application in any form. 
The main points subject to the terms of the License are:
 • Source Code and Executable Files can be used in commercial 

applications;
 • Source Code and Executable Files can be redistributed; and
 • Source Code can be modified to create derivative works.
 • No claim of suitability, guarantee, or any warranty whatsoever is 

provided. The software is provided “as-is”.
 • The Article accompanying the Work may not be distributed or 

republished without the Author’s consent
This License is entered between You, the individual or other entity 
reading or otherwise making use of the Work licensed pursuant to this 
License and the individual or other entity which offers the Work under 
the terms of this License (“Author”).

License
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS 
OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS 
PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. 
ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER 
THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, 
YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS 
LICENSE. THE AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED 
HEREIN IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH 
TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT 
AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT 
MAKE ANY USE OF THE WORK.
1. definitions. 

a)  “Articles” means, collectively, all articles written by Author which 
describes how the Source Code and Executable Files for the 
Work may be used by a user.

b)  “Author” means the individual or entity that offers the Work under 
the terms of this License.



c)  “Derivative Work” means a work based upon the Work or upon 
the Work and other pre-existing works.

d)  “Executable Files” refer to the executables, binary files, 
configuration and any required data files included in the Work.

e)  “Publisher” means the provider of the website, magazine, 
CD-ROM, DVD or other medium from or by which the Work is 
obtained by You.

f)  “Source Code” refers to the collection of source code and 
configuration files used to create the Executable Files.

g)  “Standard Version” refers to such a Work if it has not been 
modified, or has been modified in accordance with the consent 
of the Author, such consent being in the full discretion of the 
Author. 

h)  “Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher, 
including the Source Code, Executable Files, binaries, data files, 
documentation, whitepapers and the Articles. 

i)  “You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and 
exercise your rights under this License. 

2. fair use/fair use rights.  
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights 
arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the 
exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other 
applicable laws. 
3. License Grant.  
Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby 
grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the 
duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the 
Work as stated below: 

a)  You may use the standard version of the Source Code or 
Executable Files in Your own applications. 

b)  You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications 
obtained from the Public Domain or from the Author. A Work 
modified in such a way shall still be considered the standard 
version and will be subject to this License.

c)  You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the 
Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that 
You insert a prominent notice in each changed file stating how, 
when and where You changed that file.

d)  You may distribute the standard version of the Executable Files 
and Source Code or Derivative Work in aggregate with other 
(possibly commercial) programs as part of a larger (possibly 
commercial) software distribution. 

e)  The Articles discussing the Work published in any form by the 
author may not be distributed or republished without the 
Author’s consent. The author retains copyright to any such 
Articles. You may use the Executable Files and Source Code 
pursuant to this License but you may not repost or republish or 
otherwise distribute or make available the Articles, without the 
prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source 
Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this 
Work and will not be subject to the terms of this License. 
4. patent License. 
Subject to the terms and conditions of this License, each Author hereby 
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, 
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license 
to make, have made, use, import, and otherwise transfer the Work.
5. Restrictions.  The license granted in Section 3 above is expressly 
made subject to and limited by the following restrictions: 

a)  You agree not to remove any of the original copyright, patent, 
trademark, and attribution notices and associated disclaimers 
that may appear in the Source Code or Executable Files. 

b)  You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a 
product of Your own. 

c)  The name of the Author may not be used to endorse or promote 
products derived from the Work without the prior written consent 
of the Author.

d)  You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This 
does not restrict you from including the Work or any part of the 
Work inside a larger software distribution that itself is being sold. 
The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.

e)  You may distribute the Executable Files and Source Code only 
under the terms of this License, and You must include a copy of, 
or the Uniform Resource Identifier for, this License with every 
copy of the Executable Files or Source Code You distribute and 
ensure that anyone receiving such Executable Files and Source 
Code agrees that the terms of this License apply to such 
Executable Files and/or Source Code. You may not offer or 
impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of 
this License or the recipients’ exercise of the rights granted 
hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep 
intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of 
warranties. You may not distribute the Executable Files or Source 
Code with any technological measures that control access or 
use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this 
License. 

f)  You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper 
purposes, or on pages containing illegal, immoral or improper 
material. The Work is subject to applicable export laws. You 
agree to comply with all such laws and regulations that may 
apply to the Work after Your receipt of the Work. 

6. representations, Warranties and disclaimer. 
THIS WORK IS PROVIDED “AS IS”, “WHERE IS” AND “AS 
AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES 
OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME ALL 
RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT 
INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS 
ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR 
CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF 
TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY 
PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF 
VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU 
DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS. 
7. indemnity.   
You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the 
Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, 
costs, and expenses (including reasonable legal or attorneys’ fees) 
resulting from or relating to any use of the Work by You. 
8. Limitation on Liability.  
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO 
EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU 
ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING 
OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR 
OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
9. termination. 

a)  This License and the rights granted hereunder will terminate 
automatically upon any breach by You of any term of this 
License. Individuals or entities who have received Derivative 
Works from You under this License, however, will not have their 
licenses terminated provided such individuals or entities remain 
in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 
10 and 11 will survive any termination of this License. 

b)  If You bring a copyright, trademark, patent or any other 
infringement claim against any contributor over infringements 
You claim are made by the Work, your License from such 
contributor to the Work ends automatically.

c)  Subject to the above terms and conditions, this License is 
perpetual (for the duration of the applicable copyright in the 
Work). Notwithstanding the above, the Author reserves the right 
to release the Work under different license terms or to stop 
distributing the Work at any time; provided, however that any 
such election will not serve to withdraw this License (or any other 
license that has been, or is required to be, granted under the 
terms of this License), and this License will continue in full force 
and effect unless terminated as stated above. 

10. publisher. 
The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any 
circumstances, be responsible for and shall not have any liability in 
respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no 
warranty whatsoever in connection with the Work and shall not be liable 
to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, 
including without limitation any general, special, incidental or 
consequential damages arising in connection to this license. The 
Publisher reserves the right to cease making the Work available to You 
at any time without notice



11. Miscellaneous 
a)  This License shall be governed by the laws of the location of the 

head office of the Author or if the Author is an individual, the laws 
of location of the principal place of residence of the Author.

b)  If any provision of this License is invalid or unenforceable under 
applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of 
the remainder of the terms of this License, and without further 
action by the parties to this License, such provision shall be 
reformed to the minimum extent necessary to make such 
provision valid and enforceable. 

c)  No term or provision of this License shall be deemed waived and 
no breach consented to unless such waiver or consent shall be 
in writing and signed by the party to be charged with such 
waiver or consent. 

d)  This License constitutes the entire agreement between the 
parties with respect to the Work licensed herein. There are no 
understandings, agreements or representations with respect to 
the Work not specified herein. The Author shall not be bound by 
any additional provisions that may appear in any communication 
from You. This License may not be modified without the mutual 
written agreement of the Author and You. 

Gnu LeSSer GeneraL puBLic LicenSe 2.1
We used the FFmpeg in our application and we did not modify the 
source code. We modified the Live555 in the source code and used it in 
our application.
Copyright(C)
 • Live555 (1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.)
 • FFmpeg(1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.)

Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone 
is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 
document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the 
successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the 
version number 2.1.]
preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses 
are intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages--typically libraries--of the Free 
Software Foundation and other authors who decide to use it. You can 
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this 
license or the ordinary General Public License is the better strategy to 
use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you 
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you 
want it; that you can change the software and use pieces of it in new 
free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a 
fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You 
must make sure that they, too, receive or can get the source code. If 
you link other code with the library, you must provide complete object 
files to the recipients, so that they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling it. And you must show 
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the 
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no 
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone 
else and passed on, the recipients should know that what they have is 

not the original version, so that the original author’s reputation will not be 
affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any 
free program. We wish to make sure that a company cannot effectively 
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for 
a version of the library must be consistent with the full freedom of use 
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary 
GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General 
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite 
different from the ordinary General Public License. We use this license 
for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free 
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a 
shared library, the combination of the two is legally speaking a 
combined work, a derivative of the original library. The ordinary General 
Public License therefore permits such linking only if the entire 
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public 
License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does 
Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public 
License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages 
are the reason we use the ordinary General Public License for many 
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain 
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it 
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must 
be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library 
does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there 
is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use 
the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free 
programs enables a greater number of people to use a large body of 
free software. For example, permission to use the GNU C Library in 
non-free programs enables many more people to use the whole GNU 
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating 
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the 
users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked 
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that 
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. Pay close attention to the difference between a 
“work based on the library” and a “work that uses the library”. The 
former contains code derived from the library, whereas the latter must 
be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other 
program which contains a notice placed by the copyright holder or 
other authorized party saying it may be distributed under the terms of 
this Lesser General Public License (also called “this License”). Each 
licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data 
prepared so as to be conveniently linked with application programs 
(which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which 
has been distributed under these terms. A “work based on the Library” 
means either the Library or any derivative work under copyright law: that 
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim 
or with modifications and/or translated straightforwardly into another 
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the 
term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For a library, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, plus any associated 



interface definition files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope. The act of running a 
program using the Library is not restricted, and output from such a 
program is covered only if its contents constitute a work based on the 
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). 
Whether that is true depends on what the Library does and what the 
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s 
complete source code as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all 
the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of 
it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute 
such modifications or work under the terms of Section 1 above, 
provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating 
that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to 
all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data 
to be supplied by an application program that uses the facility, other 
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does 
not supply such function or table, the facility still operates, and performs 
whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a 
purpose that is entirely well-defined independent of the application. 
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function 
or table used by this function must be optional: if the application does 
not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Library, and can be 
reasonably considered independent and separate works in themselves, 
then this License, and its terms, do not apply to those sections when 
you distribute them as separate works. But when you distribute the 
same sections as part of a whole which is a work based on the Library, 
the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and 
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the 
right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library 
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a 
storage or distribution medium does not bring the other work under the 
scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public 
License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, 
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this 
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, 
so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent 
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the 
Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of 
it, under Section 2) in object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must 

be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a 
designated place, then offering equivalent access to copy the source 
code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, 
but is designed to work with the Library by being compiled or linked 
with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, 
is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the 
scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates 
an executable that is a derivative of the Library (because it contains 
portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms 
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file 
that is part of the Library, the object code for the work may be a 
derivative work of the Library even though the source code is not. 
Whether this is true is especially significant if the work can be linked 
without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this 
to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure 
layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten 
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, 
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables 
containing this object code plus portions of the Library will still fall under 
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute 
the object code for the work under the terms of Section 6. Any 
executables containing that work also fall under Section 6, whether or 
not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link 
a “work that uses the Library” with the Library to produce a work 
containing portions of the Library, and distribute that work under terms 
of your choice, provided that the terms permit modification of the work 
for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such 
modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the 
Library is used in it and that the Library and its use are covered by this 
License. You must supply a copy of this License. If the work during 
execution displays copyright notices, you must include the copyright 
notice for the Library among them, as well as a reference directing the 
user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-
readable source code for the Library including whatever changes were 
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the 
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object 
code and/or source code, so that the user can modify the Library and 
then relink to produce a modified executable containing the modified 
Library. (It is understood that the user who changes the contents of 
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A 
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library 
already present on the user’s computer system, rather than copying 
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a 
modified version of the library, if the user installs one, as long as the 
modified version is interface-compatible with the version that the work 
was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, 
to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, 
for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a 
designated place, offer equivalent access to copy the above specified 
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or 
that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” 
must include any data and utility programs needed for reproducing the 
executable from it. However, as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is normally distributed (in 
either source or binary form) with the major components (compiler, 



kernel, and so on) of the operating system on which the executable 
runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions 
of other proprietary libraries that do not normally accompany the 
operating system. Such a contradiction means you cannot use both 
them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library 
side-by-side in a single library together with other library facilities not 
covered by this License, and distribute such a combined library, 
provided that the separate distribution of the work based on the Library 
and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided 
that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work 
based on the Library, uncombined with any other library facilities. This 
must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part 
of it is a work based on the Library, and explaining where to find the 
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the 
Library except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or 
distribute the Library or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), 
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms 
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or 
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the 
Library), the recipient automatically receives a license from the original 
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to 
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions 
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not 
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and 
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not 
permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could 
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, 
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or other property right claims or to contest validity of any such claims; 
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license 
practices. Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be 
a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the Lesser General Public License from time to time. Such 

new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library 
specifies a version number of this License which applies to it and “any 
later version”, you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Library does not specify a license version 
number, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free 
programs whose distribution conditions are incompatible with these, 
write to the author to ask for permission. For software which is 
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our 
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of 
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and 
reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE 
IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO 
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. 
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY 
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR 
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, we recommend making it free software that 
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting 
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the 
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See 
the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
License along with this library; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or 



your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ 
(a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!

OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 
3. All advertising materials mentioning features or use of this software 
must display the following acknowledgment: “This product includes 
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be 
used to endorse or promote products derived from this software 
without prior written permission. For written permission, please contact 
openssl-core@openssl.org. 
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” 
nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written 
permission of the OpenSSL Project. 
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: “This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.
org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” 
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Mit License
Copyright (c)
 • Rapidxml-1.13 (2006-2009, Marcin Kalicinski)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of this software and associated documentation files (the 
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without 
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is furnished to do so, subject to the following 
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR 
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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