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＜Windows10 の PC における Internet Explorer(IE)のサポート終了に伴う対応について＞ 

 

Microsoft社 は、Web ブラウザー「Internet Explorer」のサポートを 2022 年 6 月15 日に終了し、後継Web 
ブラウザー「Microsoft Edge」の IE モード(2029 年迄サポート)を使うよう推奨しています。 

Windows11 の PC についての検証情報はこちらを参照ください。 
 
以下の５つのカテゴリごとに、当社製品の対応についてご案内いたします。 
＜ネットワークカメラについて＞ 
＜レコーダーについて＞ 
＜映像監視ソフトウエアについて＞ 
＜IP簡単設定ソフトウエアについて＞ 
＜BB-HNP17について＞ 
 
＜ネットワークカメラについて＞ 
 
i-PRO 製品は、新製品から順次ネットワークカメラのマルチブラウザ－対応を進めておりますが、Internet Explorer に
てご利用いただいておりますネットワークカメラについては、2022 年 6 月 のサポート終了後も Microsoft Edge の IE 
モードでの使用が可能です。 
 
つきましては、ご使用のカメラ機種グループによって、対応ブラウザーが異なりますので、ご留意の程お願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ シリーズ名称と対象バージョン 利用ブラウザー(モード) 
A 新 i-PRO シリーズ Edge/Chrome/Firefox 
B i-PRO EXTREME シリーズなどの

Ver4.1以降 
Edge/Chrome/Firefox（但し一部制約あ
り）/EdgeIE モード 

C SmartHD・カメラ BB シリーズ IE/EdgeIE モード 

https://www.psn-web.net/ssbu-t/Japanese/ipro/download/technic/veriinfolt.pdf
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◆グループ A︓Edge/Chrome/Firefox を使用 

 
◆グループ B︓Edge/Chrome/Firefox を使用（※但し一部制約あり）/EdgeIE モードを使用 

 
 
 
※制限事項の詳細につきましては以下のサポートWEBサイトの技術情報をご参考ください。 
・ファームウェアバージョン「4.10」以降の Internet Explorer以外のブラウザ対応について（i-PRO EXTREME） 

・WJ-NXシリーズのバージョン「3.10」の Internet Explorer(IE)以外のブラウザ対応について（i-PRO） 

・WJ-NXシリーズのバージョン「V5.00」の Internet Explorer(IE)以外のブラウザ対応について（i-PRO) 

 

※2012年～2021年 11月に発売された商品を記載しております。 

※2011年以前に発売された商品は記載しておりませんが、すべてグループ C に属します 

※2022/8月時点の最新ファームウェアバージョンが条件です。 

※2012年～2021年 9月に発売された商品を記載しております。 

※2011年以前に発売された商品は記載しておりませんが、すべてグループ C に属します 

※2022/8月時点の最新ファームウェアバージョンが条件です。 

https://www.psn-web.net/ssbu-t/Japanese/ipro/download/technic/brws_info.pdf
https://www.psn-web.net/ssbu-t/Products/NWDR/NXSeries_brws_info.pdf
https://b2b-api.panasonic.eu/ja/media_stream/d8_emd_pim/media/7627
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・Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeでの検証情報について 

 
 
◆グループ C︓IE/EdgeIE モードを使用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※2012年～2021年 9月に発売された商品を記載しております。 

※2011年以前に発売された商品は記載しておりませんが、すべてグループ C に属します 

※2021/10月時点の最新ファームウェアバージョンが条件です。 

https://www.psn-web.net/ssbu-t/Japanese/ipro/download/technic/browotie.pdf


 

i-PRO 株式会社 

 



 

i-PRO 株式会社 

 



 

i-PRO 株式会社 

 



 

i-PRO 株式会社 

 



 

i-PRO 株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

i-PRO 株式会社 

 
＜レコーダについて＞ 
 
2022年 6月の IEサポート終了後も、Microsoft Edge の IE モードでの使用が可能です。 
 
対象機種︓WJ-NX400K/300/200/100/GXD300 
     WJ-NV300/NV250 

DG-NV200 
     WJ(DG)-ND400K 
     WJ-HD616/716 
     WJ-SD202K 
     WJ-HL2xxB/HL3xx 
 

Microsoft Edge のIE モードを⼿動で起動する⽅法 

はじめに 
本書は、ネットワークディスクレコーダーのブラウザー画⾯にアクセスする際、Windows10のMicrosoft Edge(Edge)をご使用のお客様を対

象にしています。 

Edge を使用する⽅法については、下記の流れに沿っておこないますが、具体的な⼿順については次⾴以降で詳細を説明します。 

 

１．準備(1/3)︓対象機種の全機種の準備⼿順です。 

２．準備(2/3)︓対象機種の全機種の準備⼿順です。 

３．準備(3/3)︓WJ-NV300,WJ-NV250,DG-NV200,WJ(DG)-ND400 

４．確認 

※ ご使用いただくEdge は、Windows10のEdge Chromium 版（Edge バージョン 93.0.961.47 以降）を対象としており、

IE11 を有効化されていることをご確認ください。条件を満たさない場合、本⼿順通りに対応できない場合があります。 

※ ご使用PCのセキュリティ設定により、Edge IE モードをご利用いただけない場合があります。その場合はPC 管理者へお問い合わせくださ

い。 
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1. 準備(1/3) 
①Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。 
②メニューの「設定」をクリックします。 
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③設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックします。 
④「Internet ExplorerにMicrosoft Edgeでサイトを開かせる」を「なし」にします。 
⑤「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。 
⑥「再起動」ボタンをクリックして、Edge を再起動します。 
⑦「Internet Explorer モードページ」で「追加」をクリックします。 

 
 
⑧「ページの追加」で、アクセスするレコーダーの URL を記入し、「追加」をクリックします。 
例)http://192.168.0.250/等 
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2. 準備(2/3) 
① 以下の⼿順で「インターネット オプション」を開きます。 

1. Windows のスタートボタンより 「Windows システム ツール」をクリック 
2. 「コントロール パネル」をクリック 
3. 「ネットワークとインターネット」をクリック 
4. 「インターネット オプション」をクリック 

 
② 「セキュリティ」タブをクリックし、「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」をクリックします。 

 

③ 「このWebサイトをゾーンに追加する」にアクセスするレコーダーの URL を追加します。 
例)http://192.168.0.250/等 
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3. 準備(3/3) 
① 以下の⼿順で「Internet Explorer」を起動します。 

1. Windows のスタートボタンで右クリックをし、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック 
2. 「iexplore i-PRO –embedding」と入力し、OK をクリック 

 

 
② Internet Explorerの右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。 
③ 「互換表示設定」をクリックします。 

 
 

④ 「追加するWebサイト」にアクセスするレコーダーの URL を追加します。 
例)http://192.168.0.250/等 
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4. 確認 
① Edge を起動し、アクセスするレコーダーの URL を入力します。 

Edge の IE モードで起動している場合は、下図のように左上に Internet Explorer のアイコンが表示されま
す。 
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＜映像監視ソフトウエアについて＞ 
 
2022年 6月の IEサポート終了後は、以下の対応が必要になります。 
 
対象機種︓WV-ASM300(WV-ASM30は対象ではありません) 
 

 

 

 
■ご注意︓カメラアクセスのための Edge ブラウザーの事前設定は不要ですが、レコーダーについては Edge 

ブラウザーの事前設定、機種によっては IE の事前設定が必要です。接続しているレコーダーの 
品番に対応した事前設定を、レコーダーのページを参照して行ってください。 
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＜IP簡単設定ソフトウエアについて＞ 

V4.5（9 月21 日リリース）にて、LAN に接続されたネットワークカメラが対象となりますが、本ソ 
フトウェアの起動ブラウザーの指定を ”Auto” にてご使用いただくことで機種毎の対応ブラウザーを 
自動判別し、適切なブラウザーで開くことが可能です。 

 ※ ご使用の機種の対応ブラウザーについては、取扱説明書をご参照ください。 
 ※ Windows8.1 以前のパソコンでは、Edge IE モードでご使用いただくことはできません。 
 ※ IP 簡単設定ソフトウェア(V4.5)では、ネットワークカメラの機種に応じて適切なブラウザーで開 

くために 75 秒待つことがあります。 
※ IP簡単設定ソフトウエア（Ver 4.5～)にてMicrosoft Edgeの IE モードでWeb ページを表示すると、IP簡単 
設定ソフトウエアが Edgeのサイトリストファイルを生成し、下記レジストリのデータをこのファイルに変更します。 
同じ PC で Edgeの IE モードでの閲覧が必要なWeb ページがある場合、動作に影響がある場合がございますの 
でご注意ください。 
詳しくはシステム管理者にご確認ください。 
変更するレジストリ名︓InternetExplorerIntegrationSiteList (\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge) 

 
＜BB-HNP17について＞ 
2022年 6月の IEサポート終了後、以下の制約並びに注意事項が発生いたします。 
 
〈ブラウザー起動機能について〉 
ブラウザーを起動させカメラにアクセスする機能については、IE のみの対応となっています。 
IE が搭載されていない PC にて、ブラウザーからカメラにアクセスする場合には、BB-HNP17の 
右クリックメニューを使用されず、ブラウザーを直接起動してアクセスいただきます様、お願いします。 
各カメラのブラウザー対応については、資料＜ネットワークカメラについて＞をご確認ください。 
 
〈リモートアクセス機能について〉 
Microsoft Edgeの IE モードでの使用が可能ですが、初回のみ以下の設定が必要です。 
○リモートサーバーPC を信頼済みサイトに登録 
○Edge の設定 
 
○リモートサーバーPC を信頼済みサイトに登録する⼿順 
１．コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」の「インターネットオプション」を開き、セキュリティタブを表示する 
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２．信頼済みサイトをクリックする 

 

３．信頼済みサイトをサイトボタンをクリックし、 
  「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:を必要とする」のチェックを外す 
  「このWebサイトゾーンに追加する」にリモートサーバーPC のアドレス(例. http://172.18.6.245)を入力すし 
  「追加」ボタンをクリックする 
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４．「閉じる」ボタンをクリックしてこの画⾯を閉じる 
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５．「インターネットのプロパティ」画⾯の「OK」ボタンをクリックして、設定完了 
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○Edge の設定の⼿順 
１．Edge を起動し、右上のメニューアイコンをクリックする 

 
２．メニューが表示されずに以下の表示の場合は再度設定メニューをクリックする 

 

３．「既定のブラウザー」をクリックする 
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⼿順４．５．は Edge に一度だけ設定する内容です 
４．「Internet Explore モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にする。 

 
５．[再起動]ボタンをクリックする  

 
６．「再起動」ボタンをクリックすると Edge が再起動しますので、以降は取扱説明書に従いリモートサーバーにアクセスし
てください 
例) http://ncr4.miemasu.net:10084/Client/Start 

http://ncr4.miemasu.net:10084/Client/Start

