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Ver V2.50E 

＜改善項目＞  

• 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更 

• 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/

英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更（「変更に関するお知らせは こちら 」） 

• マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善 

Ver V2.48E 

＜改善項目＞  

• セキュリティ強化を実施 

• みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善

（2018/3/26 一部表現を変更） 

Ver V2.47E 

＜改善項目＞  

• ActiveX 内の旧社名を新社名に変更 

• 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更 

Ver V2.46E 

＜機能追加＞  

• スケジュール設定の「スケジュール 5」に「カメラの再起動」を追加 

＜改善項目＞  

• H.264 動画録画の 「最大ファイルサイズ」設定で「20MB」に設定した際に、SD メモリーカードへの書込み異常発生時に録画

が停止することがある現象の改善（2017 年 6 月記載誤りのため訂正） 

Ver V2.45E 

＜改善項目＞  

• 初期位置設定の画角が、再起動後に正しく保存されず画角が変わってしまうことがある現象の改善 

Ver V2.43E 

＜改善項目＞  

https://www.psn-web.net/ssbu-t/Products/IP_camera/info/security_firm_info.pdf


• SD メモリーカードの録画設定において「最大ファイルサイズ」を「2MB」設定で、録画が停止することがある現象の改善 

• SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロー

ドできないことがある現象の改善（上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大

5 分程度時間がかかる」旨記載） 

• SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現

象の改善 

• 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善 

• 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善 

• SD メモリーカード録画中に再起動すると、起動してから録画再開までに 3 分以上かかることがある現象の改善 

Ver V2.42E 

＜改善項目＞  

• ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善 

Ver V2.41E 

＜改善項目＞  

• 4 ストリームモード/AVBR 設定状態で、起動後初回配信の Stream2,3,4 のビットレートがそれぞれ設定値より大きいビット

レートで配信してしまう現象の改善 

Ver V2.40E 

＜改善項目＞  

• ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更 

• ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字（英数字の混在必

須）」に変更 

※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザ名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタ

ンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。 

• 端子１、２をアラーム入力として使用している場合、カメラの電源 OFF/ON で誤ったアラーム通知を発報することがある現

象の改善 

Ver V1.90E 

＜機能追加＞  

• ［みえますねっと PRO］を統合後の新「みえますねっと」に対応 

※2016 年 2 月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了

する 2016 年 6 月 30 日まで、そのままバージョンアップすると DDNS サービスが停止しますのでご注意ください。 

＜改善項目＞  

• ネットワークＳＤカードレコーダ（ＷＪ-SD202K）対応 

（稀にデータ欠落が発生することがある現象を改善） 

• 内部メモリーへの不要なアクセスをしないように改善 

• ＶＭＤ画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加 

Ver V1.66E 

＜改善項目＞  

• ネットワークディスクレコーダ（WJ-NV200）との接続性のさらなる改善 

Ver V1.65E 

＜改善項目＞  

• ネットワークディスクレコーダ（WJ-NV200）との接続性の改善 



Ver V1.64E 

＜改善項目＞  

• 電源切/入で SD メモリーカードへの H.264 スケジュール録画が再開せず停止してしまうことがある現象の改善 

• SD メモリーカードへの H.264 録画にて上書きのためのデータ削除処理に失敗し、録画が停止してしまうことがある現象の

改善 

Ver V1.62E 

＜改善項目＞  

• 最大ファイルサイズ 20MB 設定で SD メモリーカードへ録画した H.264 録画ファイルを PC ソフトウェアパッケージ WV-

ASM200 からダウンロードする機能に対応。(WV-ASM200 の V3.30 以降へのバージョンアップも必要です） 

• ブラウザ上で、SD メモリーカードから録画画像のダウンロードができなくなる、また SD メモリーカードに録画されたデータ

が再生できない場合がある現象の改善 

 

Ver V1.61E 

＜改善項目＞  

• SD メモリーカードの録画画像再生画面から H.264 録画ファイルをダウンロードする際に失敗することがある現象の改善 

Ver V1.60E 

＜機能追加＞  

• Safari/Firefox/Google Chromeでの H.264/JPEG 表示に対応(制限事項についての詳細はこちら ） 

• SD カードの運用情報/エラー情報を設定画面に表示 

（※SD カードの品番は、SD カード内のメモリーの保存された品番を表示します。 

 ※稼働時間は、リアルタイムに更新されません。1 時間に 1 回更新されます。） 

• SD メモリーカードの警告出力をアラーム端子から出力する機能を追加 

(エラー発生時、および、業務用 SD メモリーカード（MLC タイプ）を使用した場合を基準とした上書回数 2000 回、稼働時間 

6 年間で警告出力します。 

業務用 SD メモリーカード（MLC タイプ）を使用されない場合、適切な上書回数/稼動時間での警告出力がされません。業

務用 SD メモリーカード（MLC タイプ）については こちら ） 

• 画面内の日時、文字の表示位置に「中央上」と「中央下」を追加 

• ONVIF ProfileG 機能に対応 

＜改善項目＞  

• Internet Explorer 互換性表示 OFF 時の画面表示を改善 

• 設定できるタイムゾーンの時刻と都市の組み合わせを、最新の状態に更新 

• SD カード：「使用しない」、録画形式「H.264(1）」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)の際に、アラームログをダウンロードできな

い現象の改善 

• マルチスクリーン画面で複数台のカメラを登録している場合において、任意のカメラのネットワーク切断を 2 分間継続して

検知した場合、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示がされるが、その

アラート表示をそのまま 2 分間以上放置した場合、以降 30 秒間隔で別のカメラに対する同様のアラートが表示され続ける

ことがあった現象の改善 

• SD カード「使用しない」、JPEG 録画(グレーアウト状態)、アラーム発生時(グレーアウト状態)の設定で、2 回目以降のアラ

ーム発生時に、JPEG アラーム FTP 送信でプレ画像が送信されずポストのみとなる現象の改善 

• SD カード「使用しない」、かつ、録画圧縮方式：「H.264(1)」or「H.264(2)｣（グレーアウト状態）、かつ、起動後、上記項目など

の映像に関する設定変更をしていない状態の場合、以下の現象を改善。 

 ○メール通知に画像が添付されない 

 ○FTP 定期送信/アラーム画像送信が行われない 

 ○1shot 画像が黒画となる 

• SD カードの録画映像再生において、RTSP 接続の再生中の再生で録画範囲外の時刻を指定すると、 誤って「500 Internal 

Server Error」を返していたが正しく「404 Not Found」を返すように改善。 

• FTP 定期送信で送信間隔を 1s(1 秒に 1 枚送信する）設定にすると、送信枚数が足らなくなってしまうことがある現象の改

善（例：60 秒で 54-55 枚程度になる） 

http://sol.panasonic.biz/security/support/download/restriction.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/business_sd_j/#mlc


• 「最大ファイルサイズ」を「20MB」に、「保存モード」を「通信異常検出時」に設定した場合に、プレ録画が出来ていない現象

の改善 

• SD メモリーカードへ H264 の手動録画中に撮像モードを変更すると録画が停止され、以後手動録画操作が出来なくなる現

象の改善 

Ver V1.55E 

＜機能追加＞  

• Safari ブラウザ（Mac）での H.264 表示に対応 

• ネットワークマイク（WV-SMR10）対応 

＜機能追加＞  

• InternetExplorer 互換性表示 OFF 時の画面表示の改善 

Ver V1.54E 

＜機能追加＞  

• BB-HNP17 で 4 ストリームモード、インターネットモードで接続する機能を追加 

Ver V1.53E 

＜機能追加＞  

• SD カードを挿した状態で起動すると LED が赤点灯することがある現象の改善 

Ver V1.52E 

＜機能追加＞  

• 新 BB A 付きカメラ、マルチスクリーン機能において、以下の機能に対応。 

（1）複数カメラ音声ミキシング 

（2）HTTPS での音声出力 

（3）録画ランプアイコン削除 

（4）公開時間対応 

（5）連続送話時間対応 

• IE10,IE11 で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示 

• ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示 

＜改善項目＞  

• バージョンアップ画面のサポートウェブサイトへのリンクを修正 

Ver V1.50E 

• 初版 

 

----------------------------- 

ダウンロードファイルについて 

----------------------------- 

sw458_***E.zip は WV-SW458,SW458M/SF438 のファームウェアです。 

本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。 

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 bin または img に)してバージョンアップにご利用ください。 

  

※バージョンアップの手順は、各機種の取扱説明書を、ご参照ください。 
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