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カメラ概要・外観、テストサマリ

項目 内容
メーカー名 Canon
形名 VB-M42B
型式 9906B002
形状 ■ドーム型 □バレット型
レンズ仕様 □固定型 ■PTZ型 □パノラマ型
画素数 1.3MP (30fps)

テスト結果サマリ
通常カメラ
追加テスト

RTSPカメラ
追加テスト

タイルビュー
テスト

ライブビュー
テスト

音声
テスト

録画
テスト

動体
テスト

パターン認識
テスト

サポート
申請中 ○ ○ ○ - ○ ○ ○

総評 高性能な20倍光学レンズを持つHDカメラ。高精細な描画力。
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製品仕様

カメラ部
撮像素子 1 / 3 型CMOS （原色フィルター）

有効画素数 約 130 万画素

走査方式 プログレッシブ方式

レンズ オートフォーカス機能付光学20 倍ズームレンズ （デジタ
ルズーム12 倍）

焦点距離 4.7（W 端） ～ 94 mm （T 端）

F値 F1.6（W 端） ～ F3.5 （T 端）

画角

アスペクト比
16:9の場合

水平画角 : 60.4° （W 端） ～ 3.2° （T 端）
垂直画角 : 35.1° （W 端） ～ 1.8° （T 端）

アスペクト比
4:3の場合

水平画角 : 46.3° （W 端） ～ 2.4° （T 端）
垂直画角 : 35.1° （W 端） ～ 1.8° （T 端）

デイナイト機能 オート／デイモード/ナイトモード

最
低
照
度

デイモード
（カラー）

0.4 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 30 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.03 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.01 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正on時、50IRE時）

ナイトモード
（白黒）

0.02 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 30 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.002 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.001 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正on時、50IRE時）

カメラ部
最
低
照
度

屋内
ドーム
ハウジ
ング
（ス
モーク
タイ
プ）
使用時

デイ
モー
ド
（カ
ラー
）

0.8 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 30 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.06 lux （F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、
スマートシェード補正off時、50IRE時）
0.02 lux （F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、
スマートシェード補正on時、50IRE時）

ナイ
ト
モー
ド
（白
黒）

0.04 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 30 秒時、
スマートシェード補正off 時、50IRE 時）
0.004 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正off 時、50IRE 時）
0.002 lux （F1.6、シャッタースピード 1 / 2 秒時、
スマートシェード補正on 時、50IRE 時）

フォーカス オート／ワンショットAF／マニュアル／無限遠固定

撮影距離
（レンズ先
端より）

デイモード : W 端 0.3 m ～ ∞、T 端 1.0 m ～ ∞
ナイトモード : W 端 1.0 m ～ ∞、T 端 1.5 m ～ ∞
[ドーム] を [使用する] に選択時 :
デイモード : W 端、T 端とも 2.0 m ～ ∞
ナイトモード : W 端 1.0 m ～ ∞、T 端 2.2 m ～ ∞

シャッター
スピード

1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 
100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、
1 / 4000、1 / 8000、1 / 10000秒、1 / 16000 秒

露出 オート／オート （フリッカーレス）／オート （シャッター
優先）／マニュアル （シャッタースピード、絞り、ゲイ
ン）

ホワイトバ
ランス

オート／光源選択 （蛍光灯昼光色／蛍光灯白色／蛍光灯暖
色／水銀灯／ナトリウム灯／ハロゲン灯）／マニュアル
（ワンショットWB／Rゲイン／Bゲイン）
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製品仕様

サーバー部
映像圧縮方式 JPEG、H.264

映像サイズ JPEG、H.264 : 1280 x 720、640 x 360、
320 x 180 
1280 x 960、640 x 480、320 x 240

映像品質 JPEG、H.264 : 5 段階

フレームレート JPEG : 0.1 ～ 30 fps
H.264 : 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30 fps
※ カメラの配信性能の数値である
※ ビューワー用のPCの性能や同時接続クライア
ント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設
定および被写体などによってはフレームレート
が低下する場合がある

最大フレームレート JPEG、H.264 （1280 x 960） 配信時 : 30 fps
ただし、次の組み合せの場合
H.264（1） （1280 x 960） とH.264（2）
（1280 x 960） を同時配信時 : 15 fps
H.264（1） （1280 x 720） とH.264（2）
（1280 x 720） を同時配信時 : 15 fps

Iフレーム間隔 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5秒

同時接続クライアント
数

最大30 クライアント＋管理者1 クライアント
※ H.264は最大10 クライアント

カメラ制御管理 管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制
御管理
登録ユーザーは最大50 ユーザーのユーザー名と
パスワードを設定

接続制限 ユーザー制限 （ユーザー名とパスワード）、ホ
ストアクセス制限（IPv4、IPv6）

カメラ部
測光方式 中央部重点測光／平均測光／スポット測光

露出補正 9段階

スマートシェード
補正

オート／マニュアル／使用しない
オートの場合 : 3 段階
マニュアルの場合 : 7 段階
※ 明暗の差がある映像において暗い部分を明るく
補正する機能

AGCリミット 5段階

ブレ補正 2段階（電子式）

かすみ補正 ○

パン角度範囲 340° （±170°）

チルト角度範囲 100° （天吊り時 : -90° ～ +10°）
※ 水平方向を0°とする

ローテーション
角度範囲

-

駆動速度 パン角速度 : 最大150 °／秒、チルト角速度 : 最
大150°／秒
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製品仕様

サーバー部
暗号化通信 SSL / TLS、IPsec （自動鍵交換／手動設定）

IEEE802.1X EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP

プロトコル IPv4 : TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP
（MIB2）、SNMP v3、SMTP （クライアン
ト）、DHCP （クライアント）、DNS （クライ
アント）、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認
証、RTSP、WV-HTTP （キヤノン独自）、
mDNS、ONVIF
IPv6 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP 
（クライアント）、DHCPv6 （クライアント）、
DNS （クライアント）、ICMPv6、POP3、NTP、
SMTP認証、RTSP、WV-HTTP （キヤノン独
自）、mDNS、ONVIF

AutoIP ○

音声圧縮方式 G.711μ-law （64 kbps）

音声通信方式 全二重 （双方向通信） – エコーキャンセラー機
能対応
キヤノン独自音声配信プロトコル

音声ファイル再生 ○ （インテリジェント機能や外部デバイス入力
によるイベント発生時に音声ファイルを再生）
※ 別売のアンプ付きスピーカーが必要

プライバシーマスク 登録数 : 最大8 箇所、マスクの色数 : 1 色 （9 
色から選択）

可視範囲制限 ○

プリセット 最大64 箇所

サーバー部
インテリジェント機能 映像 : 

検知種別 : 動体検知、置き去り検知、持ち去り
検知、いたずら検知、通過検知
検知設定 : 最大15
音量 : 
音量検知

イベントのトリガー種
別

外部デバイス入力、インテリジェント機能 （映
像）、インテリジェント機能 （音量）、タイ
マー

アップロード FTP / HTTP / SMTP （メール）
本体一時保存メモリー : 最大約 5 MB
フレームレート : JPEG 最大10 fps
H.264 最大30 fps

イベント通知 HTTP / SMTP（メール）

画像切り出し機能 -

オンスクリーン表示 ○

サマータイム設定 ○

カスタム設定 登録数 : 4
登録項目 : パン/チルト/ズーム、露出、スマー
トシェード補正、フォーカス、ホワイトバラン
ス、画質調整、デイナイト、かすみ補正
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製品仕様

アプリケーション部
ビューワー カメラ搭載 : 管理者ビューワー

VBビューワー
同梱ソフトウェア : RM-Liteビューワー

管理ツール プライバシーマスク設定ツール
パノラマ作成ツール
可視範囲設定ツール
プリセット設定ツール
インテリジェント機能設定ツール
ログビューワー
録画映像ユーティリティ

同梱ソフト
ウェア

VB初期設定ツール
バックアップツール
リストアツール
メモリーカードアンマウントツール
RM-Lite
プロキシ認証対応版 管理ツール／管理者ビューワー

表示言語 ドイツ語／英語／スペイン語／フランス語／イタリア語／
中国語 （簡体字）／日本語／ロシア語／トルコ語

動作
環境
（PC
ス
ペッ
ク、
OS、
ただ
し
RM-
Lite
を除
く）

OS Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise / Home 
Premium SP2 32 / 64-bit
Windows 7 Ultimate / Professional / Enterprise / Home 
Premium SP1 32/64-bit
Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 32 
/ 64-bit※
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 
Enterprise 32 / 64-bit※
Windows Server 2008 Standard SP2 32 / 64-bit 
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit
Windows Server 2012 Standard 64-bit※
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※
※ カメラ搭載ソフトウェアおよび同梱ソフトウェアは、
Windows 8 以降で追加されたスタート画面では動作しない。

アプリケーション部
動作
環境
（PC
ス
ペッ
ク、
OS、
ただ
し
RM-
Lite
を除
く）

OS言語 英語／ドイツ語／スペイン語／フランス語／
イタリア語／中国語 （簡体字）／日本語
※ 言語パックによる言語切り換え環境には
対応していない

Webブラウザー Internet Explorer 8 / 9 32-bit
Internet Explorer 10 / 11
※ JavaScript、XAMLブラウザーアプリケー
ション、IFRAME （HTMLタグ） を使用で
きる設定とすること
※ VBビューワーのみCookieが必要

ソフトウェア
（ランタイムラ
イブラリー）

.NET Framework 3.5 SP1 （Internet 
Explorer 8/9 使用時）
※ Windows VistaとWindows Server 
2008の場合、別途インストールが必要
.NET Framework 4.5 （Internet Explorer 
10/11 使用時）
※ Windows 7とWindows Server 2008 R2
の場合、別途インストールが必要

CPU （推奨） Intel Core i7-2600 以上

グラフィック
ボード （推奨）

指定なし

メモリー
（推奨）

2 GB 以上

ビューワー用
ディスプレイ
（推奨）

1920 x 1080 以上
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製品仕様

インターフェース
ネットワーク
端子

LAN x 1 （RJ45、100Base-TX （オート／全二重／
半二重））

音声入力端子
（LINE IN/MIC 
IN兼用）

Φ3.5mmミニジャックコネクター （モノラル）
LINE INとMIC INは設定ページで切り換え
LINE IN x 1 （アンプ付きマイクと接続） または
MIC IN x 1 （アンプなしマイクと接続）

音声出力端子
（LINE OUT）

Φ3.5mmミニジャックコネクター （モノラル）
LINE OUT x 1 （アンプ付きスピーカーと接続）

外部デバイス入
出力端子

入力 x 2、出力 x 2

メモリーカード SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメ
モリーカード対応
フレームレート : JPEG 最大1 fps
H.264 最大30 fps

カメラ部
動作環境 温度 : -10℃ ～ +50℃

湿度 : 5% ～ 85% （結露不可）

電源 PoE機能 : LANコネクターによるPoE給電対応
（IEEE802.3af規格準拠）
専用ACアダプター : PA-V17またはPA-V18 （オプ
ション） （AC 100 ～ 240 V）
外部電源 : AC 24 V/DC 12Vに対応

消費電力 PoE入力 : 最大約 9.2 W
ACアダプター PA-V17入力 : 最大約 10.7 W （AC 
100 V）
最大約10.0 W （AC 240 V）
ACアダプター PA-V18入力 : 最大約 9.9 W （AC 
100 V）
最大約9.4 W （AC 240 V）
DC入力 : 最大約 8.6 W
AC入力 : 最大約 8.8 W

寸法 （Φx H） ϕ132 x 155 mm
※ カメラのみ （カメラが水平を向いたときの高さ、
天井取付用金具除く）

質量 約 1140g

耐衝撃仕様 -

防塵防水仕様 -
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（参考）帯域データ

本カメラを使用した際の帯域データは以下のとおり。カメラ稼働率90～
100%程度で帯域及びストレージとして、一時間あたりおよそ2,146M
Bytes使用することがわかった。

8



Copyright 2015 iGUAZU Corporation

（参考）録画設定

本検証で使用した画像、動画品質設定は以下のとおり。
ヒストリビューのプレビューで使用される画像は「プレビュービデオ」の品質が使用され、動画録画
やライブビューで使用される動画は「フルビデオ録画」の品質が使用されます。

<用語の解説>
解像度：
画質：
アップデートレート：
プレビュー画像のfps
RTSPでの設定を行う場合、上記4項
目は全てカメラ側への接続設定の情
報が利用されます。今回のテストで
は、プレビューは640x480 5fps、
フルビデオは1280x720 15fpsで受
信を行っております。

最大帯域幅：
ビットレート：
この帯域を超えるとfpsが低下し、圧
縮率が上げられて転送される。ビッ
トレートはデフォルト変更非推奨。

<用語の解説>
送信モード： always, event, background, on demand
録画時間： always, event
always: 常時送信、event: 動体イベント発生時のみ送信、
background: 帯域余力時に送信、on demand: 再生依頼時に転送
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テスト結果（1） 通常カメラ、RTSPカメラ追加テスト

通常カメラ追加テスト 結果 実施日 実施者 備考

ボタンによるEagle Eye Networksへの追加テスト Pending 2015/12/01 大塚 「Unsupported」表記による追加不
可につき、サポート申請中

RTSPカメラ追加テスト 結果 実施日 実施者 備考

ボタンによるEagle Eye Networksへの追加テスト OK 2015/12/01 大塚 Canon社「VB-M42操作ガイド」を
参照

RTSP接続パラメータ 設定パラメータ 備考

Connect to Bridge EEN-BR300-08874

Camera Name Canon_VB-M42B

Login Username(optional) (none)

Login Password(optional) (none)

RTSP

IP Address RTSP接続の場合は固定IPアドレス設定

Video Resource URL
(H264) rtpstream/config2=u H.264の動画ソースはH.264(1)は高画質モードで

は使用不可のため、H.264(2)を使用。解像度は
1280x720、FPSは15、ビットレート目標は2M。
config1はMJPEG 640x480、5fpsを使用。Preview Resource URL

(MJPEG) rtpstream/config1=u
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テスト結果（2） タイルビューテスト

タイルビューテスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye NetworksのWebコンソール内の
「Camera（カメラ）」ビューで期待される表示内容
で表示されること

OK 2015/12/01 大塚

タイルビューテスト結果 撮影日 備考

2015/12/01

プレビューの画質はデフォルトで50kb
となっているが、100kb以上に変更す
ることで画質向上が期待できる（左記
は100kbでの状態）。
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テスト結果（3） ライブビューテスト

ライブビューテスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye NetworksのWebコンソール内のCamera
ビューからカメラをクリックしてライブビューが期
待される表示内容で表示されること

OK 2015/12/01 大塚

ライブビューテスト結果 撮影日 備考

2015/12/01

720pでの録画設定が行われているが、
使用帯域はEENネイティブの同解像度
と比べて大きいものの、通信途絶はそ
れほど発生しなかった。

レンズ性能は非常に高機能で、テレ端
でもワイド端でもAFがしっかり機能し、
監視カメラとしての性能の高さがわか
る。ただしその結果としてデータ量が
大きくなっている可能性があるため、
一部対象によってはデータ帯域の注意
が必要と思われる。
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テスト結果（4） 音声テスト

音声テスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye NetworksのWebコンソール内のCamera
ビューからカメラをクリックしてライブビューにて
期待される音声が再生されること

NG 2015/12/01 大塚 音声ストリームがCanon社独自プロト
コルのため未対応、未実施

音声テスト結果 撮影日 備考

音声ストリームがCanon社独自プロトコルのため未対応、未実施 2015/12/01

なし
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テスト結果（5） 録画テスト

録画テスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye NetworksのWebコンソール内のヒストリ
ビューから録画内容が期待される表示内容で表示さ
れること

OK 2015/12/01 大塚

録画テスト結果 撮影日 備考

2015/12/01

画質はライブビュー同様良好であった
が、動画サイズが大きいため読込時、
再生時に時間が掛かることが多かった。
高精細の効果があるのか、デフォルト
の動体検査（80%、Object S）でも検
出性能が高く、デフォルトのIフレーム
1/secの効果があると思われる。
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テスト結果（6） 動体テスト

動体テスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye NetworksのWebコンソール内のヒストリ
ビューから録画内容が期待される表示内容で表示さ
れること

OK 2015/12/01 大塚

動体テスト結果 撮影日 備考

2015/12/01

モーション設定は問題なく実施でき、
動体検知による録画も問題なく可能。
動体検知性能は前述のとおり高く、低
照度下の環境においてのNR性能も高い。
特に低照度環境下におけるDRも高く、
物体認識精度も低下しなかった。
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テスト結果（7） パターン認識テスト

パターン認識テスト 結果 実施日 実施者 備考
Eagle Eye Networksに録画された動画のスナップ
ショットから各テストパターンが認識できること OK 2015/12/01 大塚

パターン認識テスト結果 撮影日 備考

2015/12/01

EIA 1956パターン
距離：100cm
サイズ：27x36cm

大きな円の周辺部の数字などは視認性
が高く、グラデーション、細かい線も
認識ができた。

ISO 12233パターン
距離：375.5cm
サイズ：24.5x40.5cm

文字の確認は難しいが、記号は明瞭に
見える。細かい線もある程度認識がで
きた。
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参考 メガピクセルカメラ専用光学20倍純正AFレンズについて

キヤノン社のレンズ技術、ビデオ技術の集積により、高精細、高解像度を維持し
ながら、光学20倍の高倍率で、しかもワイド端での画角の広さ（水平画角：
60.4° ※）を確保。コンパクトな高性能ズームレンズを実現しています。
※16:9表示時

下記のズーム時の画像は、「パターン認識テスト」の内容をズームしたうえで画
像を抜粋したものです（管理者ビューよりスナップショットにて取得）。

対象物 100cm：約10倍ズーム時 対象物 375cm：約18倍ズーム時
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ご注意
資料の内容には正確を期するよう注意しておりますが、この資料の内容は発表時点の情報であり、製品の新しいリリース、修正などによって
動作／仕様が変わる可能性があります。特にEagle Eye Networks社にて正式サポートされていない製品については株式会社イグアスにおい
てもサポート対象外となります。
当資料は、資料内で説明されている製品の仕様や動作を保証するものではありません。従って、この情報の利用またはこれら設定、技術の実
施は使用者の責任とし、資料の内容によって受けたいかなる被害に関しても一切の補償をするものではありません。
外観や画像、動画に対するコメントは検証者の主観に基づくものであり、当該製品における全ての設定方法において該当するものではなく、
また一部設定における全ての状況に対して適用されるものではありません。
イグアス、iGUAZU, イグアス ロゴ、Eagle Eye Networks, EEN, Eagle Eye Networksロゴおよびeagleeyenetworks.comは、登録がなさ
れた国における登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、各社の商標である場合があります。
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