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1 設定
このカメラは通常、詳細な調整をしなくても 適な画質を提供しま
す。 メニューシステムには、特殊な状況下で 適な結果を得るため
の高度な設定オプションが用意されています。 
変更はすぐに確認できるので、変更前と変更後の設定を簡単に比較
できます。

1.1 メニュー
1.1.1 上位のメニュー

［Main （メイン）］メニューと ［Install （設置）］メニューという
2 つの上位のメニューがあります。 これらのメニューには、直接選
択できる機能と、詳細な設定のためのサブメニューがあります。
- ［Main （メイン）］メニューにアクセスするには、メニュー／

選択ボタン （中央）を 1 秒未満押します。 モニターに ［Main
（メイン）］メニューが表示されます。 ［Main （メイン）］メ
ニューでは、画像拡張機能を選択および設定できます。 変更が
うまくいかない場合には、いつでもこのモードのデフォルト値
に戻すことができます。

- このカメラには、どの設定を利用するかを設定できる ［Install
（設置）］メニューもあります。 ［Install （設置）］メニュー
にアクセスするには、メニュー／選択ボタン （中央）を 2 秒
以上押します。
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1.1.2 メニューのナビゲーション
メニューシステム内の移動には、5 つのキーを使用します。

- 上キーまたは下キーを使用して、メニュー内をスクロールしま
す。

- 左キーまたは右キーを使用して、各オプション間を移動した
り、パラメーターを設定したりします。

- メニュー内でメニュー／選択キーをすばやく 2 回押すと、選択
した項目を出荷時設定に戻すことができます。

- すべてのメニューを同時に閉じるには、メニュー表示が消える
までメニュー／選択キーを押し続けるか、［Exit （終了）］を
連続して選択します。

一部のメニューは約 2 分で自動的に閉じますが、手動で閉じる必要
があるメニューもあります。

上ボタン
メニュー／選択ボタン （中央）

右ボタン

下ボタン
左ボタン
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1.2 事前定義済みのモード
事前に定義された 6 つのモードがあり、簡単に設定できます。 
［Install/Mode （設置／モード）］サブメニューで、事前に定義され
た 6 つのモードのいずれかを選択します。 モードは次のように定義
されています。
1. ［24-hour （24 時間表示）］

デフォルトの設置モードで、24 時間にわたって安定した画像
を提供します。 これらの設定は、カスタマイズせずに設置する
場合に 適です。

2. ［Traffic （トラフィック）］
さまざまな照明条件で、デフォルトのシャッターを使用して高
速な物体を取り込みます。

3. ［Low light （低光量）］
暗い場所でも有用な画像になるように、AGC や SensUp など
の拡張機能を使用します。

4. ［Smart BLC （スマート BLC）］
高コントラストで非常に明暗がはっきりした状況で、細部を取
り込むように 適化された設定です。

5. ［Low noise （低ノイズ）］
画像のノイズを低下させるように拡張機能が設定されます。 ノ
イズを低下させることで、必要となるストレージ量を軽減でき
るため、条件によって更新されるデジタルビデオレコーダーお
よび IP ストレージシステムに適しています。

6. ［Vibrant （鮮やか）］
このモードは、コントラスト、鮮明さ、および彩度が強調され
ます。
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1.3 デイナイトの切り替え
カメラは、電動の赤外線 （IR）フィルターを備えています。 光量の
少ない場所や赤外線が照射された場所で使用する際には、ソフトウ
ェアによる設定で、機械式の赤外線フィルターは取り外してもかま
いません。
［Auto （オート）］切り替えモードを選択すると、検知された光量
レベルに応じてカメラが自動的にフィルターを切り替えます。 切り
替えレベルはプログラムできます。 ［Auto （オート）］切り替えモ
ードでは、カメラは動き優先 （照明レベルが許す限り、動いている
対象でもブレを生じさせずシャープな画像を提供）またはカラー優
先 （照明レベルが許す限り、カラー画像を提供）で動作します。 赤
外線が照射された撮影シーンをカメラが認識し、カラーモードへの
不向きな切り替えを防止します。 
赤外線フィルターを制御するには、次の 4 種類の方法があります。
- Bilinx 通信経由 
- 検知された照明レベルに基づいて自動的に切り替える
- プログラム可能なプロファイル

1.4 カメラ制御通信 （Bilinx）
本機には、同軸ケーブルによる通信送受信機能 （Bilinx とも呼ばれ
ます）が搭載されています。 VP-CFGSFT と組み合わせると、カメ
ラの設定を同軸ケーブルを利用して任意の地点から変更できます。 
メニューはすべて、リモートからアクセスでき、カメラを完全に制
御できます。 この通信方法で、カメラのローカルキーを無効にする
こともできます。遠隔操作を行っている間は、設置されたカメラの
通信が失われないよう、［Communication On/Off （通信オン／オ
フ）］オプションが利用できなくなります。 この機能には、カメラ
ボタンでのみアクセスできます。 Bilinx 通信は、カメラ上のボタン
を使用した場合にのみ無効にすることができます。

無効になるカメラボタン
Bilinx 通信リンクがアクティブである場合、カメラ上のボタンは無
効になります。 
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1.5 ［Main （メイン）］メニューの構成

1.5.1 ［Mode （モード）］サブメニュー

項目 選択 説明

Mode( モード ) サブメニュー 動作モード 1 ～ 6 を設定

Exposure( 露出
)

サブメニュー 露出調整 

Day/Night( デイ
ナイト )

サブメニュー カラー／モノクロ動作用のデイナイト

Enhance( エン
ハンス )

サブメニュー 画質拡張機能とパフォーマンス

Color( カラー） サブメニュー ホワイトバランスと演色

VMD （ビデオ
動体検出）

サブメニュー 映像動体検出機能

Image 
Adjustment
（画像調整）

サブメニュー デジタルズームまたはデジタルブレ補正
を設定

項目 選択 説明

Mode （モー
ド）

1 ～ 6 動作モードを選択します。

Mode ID （モ
ード ID）

英数字 モード名 （ 大 11 文字）

Copy active 
mode （アク
ティブモード
をコピー）

利用可能なモ
ード番号

現在のモード設定を選択したモード番号
にコピーします。
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1.5.2 ［Exposure （露出）］サブメニュー

Mode Defaults
（モードのデ
フォルト）

サブメニュー カメラを工場出荷時のデフォルト設定に
復元します。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明

項目 選択 説明

ALC level
（ALC レベル）

－ 15 ～＋ 15 映像レベルレンジを選択します。 暗い
場所では正の値が有用で、非常に明る
い場所では負の値が有用です。
ALC を多少調整することで、スマート
BLC が有効なときにシーンの内容が向
上する可能性があります。

ALC speed
（ALC 速度）

Slow （低速
度）、Medium
（中速度）、
Fast （高速度）

映像レベル制御ループの速度を調整し
ます。 ほとんどのシーンでは、デフォ
ルト値のままにしてください。

Shutter （シャ
ッター）

AES、FL、
Fixed （固定）

［AES］（自動シャッター）－ 適なシ
ャッター速度が自動的に設定されま
す。
［FL］－フリッカーレスモードは、光
源による干渉を防止します （DC アイ
リスレンズでのみ使用することを推奨
します）。
［Fixed （固定）］－ユーザーが定義し
たシャッター速度を選択できます。
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Default (AES) 
shutter （デフ
ォルト （AES）
シャッター） 
または
Fixed shutter
（固定シャッタ
ー）

1/50 （PAL） 
1/60
（NTSC）、
1/100 （PAL） 
1/120
（NTSC）、
1/250、 
1/500、 
1/1000、 
1/2000、 
1/4000、 
1/10K、
1/100K 

［Default (AES) （デフォルト
（AES））］モードでは、選択されたシ
ャッター速度をシーンの光量の許容範
囲内で維持するように動作します。
［Fixed （固定）］モードでは、シャッ
ター速度を選択します。

Actual shutter
（実際のシャッ
ター）

カメラから取得した実際のシャッター
値を表示して、調整時に光量と 適な
シャッター速度を比較できるようにし
ます。

Gain control
（ゲイン調整）

On （オン）、
Fixed （固定）

［On （オン）］－高画質を維持するた
めにゲインを自動的に 低限の値に設
定します。
［Fixed （固定）］－固定 AGC 値を設
定します。

Maximum AGC
（ 大 AGC）
または
Fixed AGC （固
定 AGC）

0 ～ 40dB AGC 動作中のゲインの 大値を選択し
ます。
固定ゲイン動作の場合、ゲイン設定を
選択します （0 はゲインなし）。

Actual AGC
（実際の AGC）

カメラから取得した実際の AGC 値を表
示して、光量によるゲインレベルと画
質を比較できるようにします。

項目 選択 説明
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1.5.3 ［Day/Night （デイナイト）］サブメニュー

Sens Up 
Dynamic （感度
アップダイナミ
ック）

Off （オフ）、
2x 
3x、…、10x

カメラの感度を上げる際に使用される
係数です。
アクティブにすると、画像にノイズや
スポットが現れる場合があります。 こ
れは正常なカメラ動作です。 動く物体
がぼやける場合もあります。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻りま
す。

項目 選択 説明

項目 選択 説明

Day/Night
（デイナイト）

Auto （オー
ト）、Color
（カラー）、
Monochrome
（モノクロ）

［Auto （オート）］－シーンの光量に応
じて、赤外線カットオフフィルターのオ
ン／オフを切り替えます。
［Color （カラー）］－光量に関係なく、
常にカラー信号を生成します。 
［Monochrome （モノクロ）］－赤外線カ
ットオフフィルターを除去し、赤外線を
フル感度にします。 

Switch level
（切り替えレ
ベル）

－ 15 ～＋ 15 オートモードでの、カメラをモノクロ動
作に切り替えるビデオレベルを設定しま
す。 
低い値 （負）を指定すると、カメラは低
光量でモノクロに切り替わります。 高い
値 （正）を指定すると、カメラは高光量
でモノクロに切り替わります。

Switch delay
（切替の遅延
時間）

1、2、3、5、
10、20、30、
60、120、240
秒

オートモードでの、昼から夜への移り変
わりの評価時間を設定します。
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Priority （優先
度）

Motion （動
体）、Color
（カラー）

オートモードの場合：
［Color （カラー）］－カメラは、光量の
許容範囲内でカラー画像を表示します。
［Motion （動体）］－適切な照明レベルを
得られる限り、動いている対象でもブレ
を生じさせません （［Color （カラー）］
優先の場合よりも速くモノクロに切り替
わります）。

IR contrast
（IR コントラ
スト）
（モノクロ）

Enhanced
（拡張）、
Normal （通
常）

［Enhanced （拡張）］－赤外線の照射レ
ベルの高い場所でのコントラストを自動
的に 適化します。 光源が赤外線 （730
～ 940nm）の場合や、草木の茂ったシー
ンの場合に、このモードを選択してくだ
さい
［Normal （通常）］－可視光線が照射さ
れた場所でのモノクロ撮影のコントラス
トを自動的に 適化します。

IR illumination
（IR 照明）
（モノクロ）

0 ～＋ 15 夜から昼への移り変わりを判定するため
の外部 IR 照射の強さを入力します。 0 は
IR 照明なしで、＋ 15 は非常に強い照射
です。

Color burst
（カラーバー
スト）（モノ
クロ）

On （オン）、
Off （オフ）

［Off （オフ）］－映像信号のカラーバー
ストをモノクロモードでオフにします。
［On （オン）］－モノクロモードでもカ
ラーバーストはアクティブな状態に保ち
ます （特定の DVR および IP エンコーダ
ーが必要です）。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明
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1.5.4 ［Enhance / Dynamic Engine （拡張／ XF ダイナミック
エンジン）］サブメニュー

項目 選択 説明

Dynamic 
Engine （ダイ
ナミックエン
ジン）

Off （オフ）、
XF DYNAMIC
（XF ダイナミ
ック）、
HDR、 
Smart BLC
（スマート
BLC）

［Off （オフ）］：自動的なシーンの詳細
度設定および拡張機能をオフにします
（テスト時のみ使用することを推奨）。
［XF DYNAMIC （XF ダイナミック）］：
視認性を強化するため、追加の内部処理
を有効にします。
［HDR］：デュアルセンサー露出が XF ダ
イナミック機能に追加されます。 厳しい
照明条件では、各露出によるピクセルが
合成されて、より詳細な画像が生成され
ます。
［Smart BLC （スマート BLC）］：BLC 範
囲と重み付けが自動的に定義されます。 
これらは、変化する照明条件に合わせて
動的に調整されます。

Contrast 
Enhancement
（コントラスト
増強）

Low （低）、
Medium
（中）、High
（高）

中レベルの輝度では、コントラストを引
き上げます。 
コントラストが高いシーンでは、［Low
（低）］を選択します。 コントラストが低
いシーン （霧など）では、［High
（高）］を選択します。

Sharpness
（シャープネ
ス）

－ 15 ～＋ 15 画像のシャープネスを調整します。 0 は、
デフォルトの位置に対応します。
低い値 （負）を指定すると、画像のシャ
ープネスが下がります。 シャープネスを
上げると、細部の視認性が上がります。 
シャープネスを非常に強くすると、ナン
バープレート、風貌、ある面の端などを
はっきりさせることができます。
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3D-NR Off （オフ）、 
Low （低）、
Medium
（中）、
High （高）

画像のノイズを自動的に軽減します。 
この設定によってカメラの直前にある非
常に高速な動体がぼやける場合がありま
す。 これを解消するには、画角を広くし
たり、選択値を下げたりします。

2D-NR Off （オフ）、 
Low （低）、
Medium
（中）、
High （高）

画像のノイズを自動的に軽減します。 
高を選択すると、ぼやける場合がありま
す。 
低を選択すると、ノイズが増える代わり
にシャープネスが向上します。

Peak White 
Invert （ピーク
ホワイト反転）

On （オン）、
Off （オフ）

［Peak White Invert （ピークホワイト反
転）］を使用すると、CRT/LCD ディスプ
レイのグレアを抑えることができます。 
ANPR/LPR 用途で使用した場合、ヘッド
ライトによるグレアが抑えられます 
（その用途でメリットがあることと、セキ
ュリティシステムオペレーターにとって
問題がないことを実機でテストしてくだ
さい）。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明
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1.5.5 ［Color （色）］サブメニュー
項目 選択 説明

White balance
（ホワイトバラ
ンス）

ATW indoor
（ATW 屋内）、
ATW Outdoor
（ATW 屋外）、 
ATW hold
（ATW ホール
ド）、
Manual （マニ
ュアル）

［ATW］－ホワイトバランスを自動追
跡して、常に 適な色を再現するよう
に調整されます。 
［ATW hold （ATW ホールド）］－
ATW を固定し、カラー設定を保存しま
す。 
［Manual （マニュアル）］－ ［Red 
gain （赤ゲイン）］と ［Blue gain （青
のゲイン）］を目的の位置に手動で設定
できます。

Speed （速度） Fast （高速
度）、 
Medium （中速
度）、 
Slow （低速
度）

ホワイトバランス制御ループの速度を
調整します。 

Red gain （赤
ゲイン）

－ 50 ～＋ 50 ［Manual （マニュアル）］および
［ATW hold （ATW ホールド）］－
［Red gain （赤ゲイン）］を調整しま
す。

Blue gain （青
ゲイン） 

－ 50 ～＋ 50 ［Manual （マニュアル）］および
［ATW hold （ATW ホールド）］－
［Blue gain （青ゲイン）］を調整しま
す。

Saturation （彩
度）

－ 15 ～＋ 5 彩度を調整します。 － 15 にすると、モ
ノクロ画像になります。0 にすると、彩
度がデフォルトになります。＋ 15 にす
ると、彩度が 大になります。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻りま
す。
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1.5.6 ［VMD］サブメニュー

VMD マスクの領域選択 
VMD マスクの領域を設定するには、［VMD］メニューから ［VMD 
Area （VMD 領域）］オプションを選択して ［Area （領域）］メニ
ューにアクセスします。 ［Area （領域）］メニューを開くと、現在
の領域が、左上の角が点滅した状態で表示されます。 画像の点滅し
ている角は、［Up （上）］、［Down （下）］、［Left （左）］、
［Right （右）］の矢印キーを使用して移動できます。 ［Select （選
択）］キーを押すと、点滅しているカーソルが反対側の角に移動し

項目 選択 説明

VMD area
（VMD 領域）

サブメニュー 4 つの領域のいずれかを選択して、［Area 
set-up （領域設定）］メニューを開き、
検出領域を定義します。

VMD mode
（ビデオ動体
検出モード）

Off （オフ）、
Silent （サイ
レント）、
OSD

［Off （オフ）］－映像動体検出 （VMD）
がオフになります。
［Silent （サイレント）］－映像動体によ
り、サイレントアラームが生成されます。
［OSD］－映像動体により、オンスクリ
ーンテキストメッセージアラームが生成
されます。

VMD 
sensitivity
（VMD 感度）

0 ～ 127 動体の感度を目的のレベルに設定します。 
白いバーが長いほど、VMD アラームがア
クティブになるのにより大きな動きが求
められます。 このレベル以上の動きによ
り、アラームがアクティブになります。

OSD alarm 
text （OSD ア
ラームテキス
ト）

英数字 オンスクリーンディスプレイアラームの
テキスト （ 大 16 文字）。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻ります。
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ます （この時点で、この角は移動可能になります）。 ［Select （選
択）］をもう一度押すと、この領域がフリーズされ、［Area （領
域）］メニューが閉じます。
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1.5.7 ［Image Adjustment （画像調整）］サブメニュー
項目 選択 説明

Digital Zoom
（デジタルズ
ーム）

x1、x2、x4、
x8、x16

ズーム倍率を選択

DIS Off （オフ）、
On （オン）

［On （オン）］を選択すると、画像のブ
レが補正されます。

EXIT （終了） ［Main （メイン）］メニューに戻ります。
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1.6 ［Install （設置）］メニューの構成

項目 選択 説明

Language （言
語）

サブメニュー オンスクリーンディスプレイ （OSD）言
語を選択

Lens Wizard
（レンズウィザ
ード）

サブメニュー 選択すると、フォーカスポイントが 適
化されます。

Synchronization
（同期）

サブメニュー 同期パラメーターを設定します

Connections
（接続）

サブメニュー 接続パラメーター

Test signals
（テスト信号）

サブメニュー テストパターンとテキスト

Camera ID （カ
メラ ID）

サブメニュー 選択すると、［ID］サブメニューが開きま
す

Privacy 
masking （プラ
イバシーマス
ク）

サブメニュー マスク領域を選択します

Flip （フリッ
プ）

サブメニュー ［Flip （フリップ）］サブメニューを選択
します

Default ALL
（すべてデフォ
ルトに戻す）

サブメニュー すべてのモードのすべての設定を工場出
荷時のデフォルトに戻します。
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1.6.1 ［Language （言語）］サブメニュー

1.6.2 ［Lens Wizard （レンズウィザード）］サブメニュー

項目 選択 説明

Language （言
語）

English （英
語）
Spanish （ス
ペイン語）
French （フ
ランス語）
German （ド
イツ語）
Portuguese
（ポルトガル
語）
Russian （ロ
シア語）
Simplified 
Chinese （簡
体字中国語）

選択した言語で OSD のメニューを表示し
ます。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明

Set focus now
（今すぐフォー
カスを設定）

 選択すると、アイリスが全開になります。 
レンズのフォーカスを調整する手順に従
ってください。
この状態でフォーカスを対象に合わせる
と、光量の条件が変化してもピントがず
れることがありません。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。
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1.6.3 ［Synchronization （同期）］サブメニュー

1.6.4 ［Connections （接続）］サブメニュー

項目 選択 説明

Synchronization
（同期）

Internal （内
部同期）
Line lock
（ラインロッ
ク）

［Internal （内部同期）］－カメラ内部で
同期タイミングを処理します。 
［Line lock （ラインロック）］－ AC 電源
にロックします。

Vertical phase
（垂直フェー
ズ）

0、1、… 359 垂直フェーズオフセットを調整します
（［Line lock （ラインロック）］モードで
あり、かつ、有効な電源周波数が検出さ
れているとき）。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明

Heater （ヒー
ター）

Off （オフ）、
Auto （オー
ト）

［Auto （オート）］を選択すると、温度
調節ヒーター機能が有効になります。 周
囲温度が約 0 ℃になると、ヒーターがオ
ンになります。

Bilinx Comms.
（Bilinx 通信）

On （オン）、
Off （オフ）

［Off （オフ）］にすると、Bilinx 通信が無
効になります。

Cable 
compensation
（ケーブル補正
機能）

Off （オフ）、
Default （デ
フォルト）、
RG59、RG6

大 1,000m の長距離同軸ケーブル接続
でアンプを不要にするケーブル補正機能
が使用されます。 適な結果を得るため、
使用する同軸ケーブルの種類を選択する
か、わからない場合は ［Default （デフォ
ルト）］を選択します。
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1.6.5 ［Test signal （テスト信号）］サブメニュー

Compensation 
level （補正レ
ベル）

0、1、2 . . .
＋ 15

ケーブル補正のレベルを設定します

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明

項目 選択 説明

Show camera 
ID （カメラ ID
を表示）

Off （オフ）、
On （オン）

［On （オン）］を選択すると、ビデオテ
スト信号にカメラ ID がオーバーレイされ
ます。

Test pattern
（テストパター
ン）

Color bars
（カラーバ
ー）、 
Raster （ラ
スター）、
Impulse （イ
ンパルス）、
Cross 
Impulse （ク
ロスインパル
ス）、
Crosshatch
（格子）

希望するテストパターンを選択して、設
置や障害検出に役立てます。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。
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1.6.6 ［Camera ID （カメラ ID）］サブメニュー
項目 選択 説明

Camera ID （カ
メラ ID）

17 文字以内でカメラ名を入力します。 左
／右キーを使用して文字列内の位置を変
更し、上／下キーを使用して文字を選択
します。 ［Select （選択）］を使用して
終了します。

Display ID pos.
（ディスプレイ
ID 位置）

Off （オフ）、
Top left （左
上）、Top 
right （右
上）、Bottom 
left （左下）、
Bottom right
（右下）

カメラ ID の画面上の位置を選択します。

Camera ID 
border （カメラ
ID の境界線）

On （オン）、
Off （オフ）

カメラ ID の後ろに灰色の境界線を表示し
て読みやすくします。

MAC address
（MAC アドレ
ス）

MAC アドレスを表示します （工場出荷時
の設定、変更不可）。

Ticker bars （テ
ィッカーバー）

On （オン）、
Off （オフ）

ティッカーバーは継続的に動いて、画像
がライブであり、フリーズしていないこ
と、または再生されていることを示しま
す。
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Mode ID pos.
（モード ID 位
置）

Off （オフ）、
Top left （左
上）、Top 
right （右
上）、Bottom 
left （左下）、
Bottom right
（右下）

画面上の選択した位置にカメラモードが
表示されます。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明
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1.6.7 ［Privacy masking （プライバシーマスク）］サブメニ
ュー

プライバシーマスクの領域の選択 
プライバシーマスクの領域を選択するには、［Privacy Masking （プ
ライバシーマスク）］メニューから ［Area （領域）］オプションを
選択します。 ?Area????? メニューを開くと、現在の領域が、左上
の角が点滅した状態で表示されます。 画像の点滅している角は、
［Up （上）］、［Down （下）］、［Left （左）］、［Right （右）］の
矢印キーを使用して移動できます。 ［Select （選択）］キーを押す
と、点滅しているカーソルが反対側の角に移動します （この時点
で、この角は移動可能になります）。 ［Select （選択）］をもう一
度押すと、この領域がフリーズされ、［Area （領域）］メニューが
閉じます。

項目 選択 説明

Mask （マス
ク）

1 ～ 15 15 個の異なる領域をマスクできます。

Pattern （パタ
ーン）

Black
（黒）、Grey
（灰色）、
White
（白）、Noise
（ノイズ）

すべてのマスクに対してパターンを選択
します。

Active （アクテ
ィブ）

On （オン）、
Off （オフ）

マスクのそれぞれをオンまたはオフにし
ます。

Mosaic （モザ
イク）

On （オン）、
Off （オフ）

モザイクのオン／オフを切り替えます。

Window （ウィ
ンドウ）

サブメニュー 選択すると、マスク領域を定義するウィ
ンドウが開きます。
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1.6.8 ［Flip （フリップ）］サブメニュー

1.6.9 ［Defaults （デフォルト）］サブメニュー

項目 選択 説明

Flip （フリッ
プ）

Off （オフ）
horizontal
（水平）
Vertical （垂
直）
Both （両方）

フリップモードを選択します。

EXIT （終了） ［Install （設置）］メニューに戻ります。

項目 選択 説明

Restore All （す
べてを復元）

No （いい
え）、Yes
（はい）

6 つのモードのすべての設定をデフォル
ト値 （工場出荷時の値）に復元します。 
［Yes （はい）］を選択し、メニュー／選
択ボタンを押すと、すべての値が復元さ
れます。 
完了すると、メッセージ 「RESTORED!
（復元されました！）」 が表示されます。
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