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●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。 

●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。 
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● AHDAHDAHDAHD カメラカメラカメラカメラ    4444 台を台を台を台を 200200200200 万画素で高画質録画万画素で高画質録画万画素で高画質録画万画素で高画質録画 
    解像度 1920×1080（1080ｐ）の画質で録画できます。 

    1920×1080 の解像度で最大 15fps 録画が可能ですから、滑らかな録画再生ができます。 

 

●    AHDAHDAHDAHD カメラとアナログカメラの映像を自動認識カメラとアナログカメラの映像を自動認識カメラとアナログカメラの映像を自動認識カメラとアナログカメラの映像を自動認識    

AHD カメラ 1080p、AHD カメラ 720p、アナログカメラ CVBS の映像信号を自動認識しますから、 

異なる種類のカメラが混在している環境でも使用できます。 

 

● 内蔵内蔵内蔵内蔵 HDD 2TBHDD 2TBHDD 2TBHDD 2TB の長時間の長時間の長時間の長時間、上書き、上書き、上書き、上書き録画録画録画録画    

    2TB HDD を標準搭載していますから、長時間録画が可能です。 

 

 

 

 

 

 

                                                                 単位 ： 時間 

● モーション録画機能搭載モーション録画機能搭載モーション録画機能搭載モーション録画機能搭載 

    カメラ側にモーション機能が無い場合でも、レコーダー側から設定可能です。 

 

● 常時録画、スケジュール録画、マニュアル録画機能搭載常時録画、スケジュール録画、マニュアル録画機能搭載常時録画、スケジュール録画、マニュアル録画機能搭載常時録画、スケジュール録画、マニュアル録画機能搭載 

    常時監視、定時監視、必要なときなど、録画する場面において設定することができます。 

 

● レコーダー側からレコーダー側からレコーダー側からレコーダー側からカメラカメラカメラカメラメニューメニューメニューメニュー設定設定設定設定可能可能可能可能 

   UTC 機能対応 AHD カメラのメニュ操作を、レコーダーのマウス操作で設定できます。 

     カメラ部に操作ボタンを配しないため、カメラ設置時の誤操作を防ぐことができます。 

 

● カレンダー画面からの簡単検索再生カレンダー画面からの簡単検索再生カレンダー画面からの簡単検索再生カレンダー画面からの簡単検索再生    

                録画データ再生のとき、カレンダー画面から日時を選んで再生することができます。 

    

● USBUSBUSBUSB メモリーへの録画データ保存、録画データのパソコン再生可能メモリーへの録画データ保存、録画データのパソコン再生可能メモリーへの録画データ保存、録画データのパソコン再生可能メモリーへの録画データ保存、録画データのパソコン再生可能    

                録画機による再生操作の他に、パソコンにて録画データ再生ができます。 

                （Media Player にて再生） 

    

● ネットワーク接続による遠隔監視機能搭載ネットワーク接続による遠隔監視機能搭載ネットワーク接続による遠隔監視機能搭載ネットワーク接続による遠隔監視機能搭載    

                レコーダーをネットワークに接続することで、レコーダーに接続されているカメラ画像を 

         パソコンやスマートフォンで閲覧できます。 

１．１．１．１．特特特特    長長長長    

録画解像度 fps 画質6 画質5 画質4 画質3 画質2 画質1

AHD-H 15 240 320 480 640 964 1929

(1920×1080) 5 494 658 992 1322 1984 3968

AHD-M 30 271 361 434 542 722 1085

(1280×720) 10 666 857 1090 1333 1714 3000

AHD-L 30 272 363 545 750 1090 1333

(960×480) 10 666 923 1333 1714 2666 3000

D1 30 444 545 750 1090 1500 2181

（704×480） 10 1090 1333 1714 2666 3529 6000
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ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。 

 

● 付属のACアダプターは、本機以外に使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを 

本機に使用しないでください。 

● 付属のACアダプターの使用方法は、取扱説明書をご覧ください。 

 

 

 

絵表示について 

この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、 

財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。 その表示と意味は次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵表示の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全上のご注意２．安全上のご注意２．安全上のご注意２．安全上のご注意    

 

 

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が 

想定される内容を示しています。 

禁止の行為を示しています。 

行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。 
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● 本機やACアダプターなどを包装しているポリ袋は、お子様の手の届く場所に放置しないで 

ください。飲込むと窒息し、死亡の原因となります。  

●  ACアダプターは、コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外の電源電圧 

で使用しないでください。火災・感電の原因となります。  

●  本機のACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 

引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだ 

り、熱器具に近付けたりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。 

コードが傷んだ場合（芯線の露出や断線など）、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、

火災・感電の原因となります。  

● 本機やACアダプターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。 

   火災・感電の原因となります。  

●  本機やACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内 

部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。 

• 押入れ・本箱・天井裏など、風通しの悪い狭いところに押し込む。 

• テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。 

• 布や布団でおおったり、包んだりする。 

●  本機やACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。また、内部には触れないで 

ください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご連絡ください。  

●  ACアダプターに水をかけたり、濡らしたりしないでください。ACアダプターの上に水や薬品の 

入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

また、ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に

入った場合、火災・感電の原因となります。 

●  濡れた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。感電の原因となります。 

●  雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。 

●  本機にホースなどで直接水をかけないでください。火災・感電の原因となります。 

●  電源（AC100V）を入れたまま配線工事をしないでください。感電の原因となります。 

●  雷のときは配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。 

●  ACコードを延長するために、途中で切断して別のコードをつながないでください。電気設備 

技術基準で禁止されています。接続に不備があると、火災・感電の原因となります。 
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● 万一、本機やACアダプターの内部に、異物や水が入った場合、ACアダプターをACコンセント

から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

● 万一、本機やACアダプターを落としたり、破損したりした場合、ACアダプターをACコンセント 

から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 

● 万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原

因となります。すぐにACアダプターをACコンセントから抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して

販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。 

● ACアダプターは、必ず本機にご使用ください。他の機器または他メーカーの製品と組合わせて

使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。 

火災の原因となります。 

● ACアダプターは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。すき間があるとゴミ 

がたまり、火災の原因となります。また、ACアダプターは定期的にACコンセントから抜いて 

掃除してください。 

● 本機を、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 

       また、本機を壁面に取り付けることはしないでください。落下して、けがの要因となります。 

● 配線工事は安全・確実に行なってください。誤った配線工事は、火災・感電・事故の原因と 

       なります。 
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● 本機やACアダプターは、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気

などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 

●  本機やACアダプターは、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い所で使用しないでく 

ださい。火災・感電の原因となることがあります。 

●  ACアダプターをACコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つ 

き、火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプターのACプラグを持って抜いてく 

ださい。 

●  ビデオデッキなど発熱する他の機器と重ねて設置しないでください。 

●  本機やACアダプターに乗らないでください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

        バランスが崩れたり落下したりして、けがの原因となることがあります。 

 

 

 

   

● 本機を移動させる場合、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。コードが傷つ 

くと、火災・感電の原因となることがあります。 

● お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いて行なってください。 

感電の原因となることがあります。 

● 長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてくださ 

い。そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。 

● 雷の発生が予想されるときは、前もって、ACアダプターをAC コンセントから抜いてください。 

落雷によって、火災の原因となることがあります。 

● 土中埋設する場合、ケーブルや配線材などは、電線管などを使用して防水処理をしてくださ 

い。感電の原因となることがあります。 

● 換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。 

電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常動作しない可能性があります。 
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● 本機の入力規格を超えた電圧や電流は絶対に入力しないでください。 

● 正しい接続を行なってください。接続を間違えますと機器にダメージを与えることがあります。 

● 電源の変動や電源ノイズの多い環境、強い電磁波がある環境では、機器の誤作動が発生する 

危険性がありますので、設置場所を変更するか、必要なノイズ対策（ノイズフイルターや電磁波 

シールドなど）を行なってください。 

● 本機の上にモニターなど、重いものを置いて使用しないでください。誤作動の原因になります。 

● 本機は湿気を嫌います。本体上面に水気のあるものなどは置かないようにご注意ください。 

● 本機はファンレスタイプです。室温が 40℃以上になる場所での連続使用は絶対にお止めくださ 

い。機器の設置は極力温度の安定した、粉塵やガスの発生の無い場所に設置してください。 

また、周囲に発熱するものがある場合は、少し離して機器の上には物を置かないようお願いし 

ます。機器の温度が上がり、機器の故障や寿命を短くする原因となります。 

● 化学薬品や洗剤を使用した清掃は機器を痛める場合があります。 

● 不当な修理や改造は絶対にお止めください。発熱・発火・感電・けがなどの原因となります。 

● 電源を遮断するときは、必ずメニュー画面の『ログアウト』から「電源オフ」を選択してください。 

       （ハードディスク内の録画データやシステムデータが破損し、異常が生じる可能性があります。） 

● ノイズ障害やその他の原因（不適切な電源オフ操作など）によりハードディスクのデータが破損 

して録画・再生において作動しなかったり、途中で止まったりなどの異常が生じる可能性があり 

ます。この様な場合はハードディスクのフォーマットを行なってください。フォーマットをするとデ 

ィスク内の全ての録画データが消去されますので、必要な場合は、事前に録画データのバック 

アップを行なってください。 

● 電源の頻繁な入り切りは、ハードディスクの寿命を短くしたり、データ破損の原因にもなります 

ので、ご注意ください。 

● 本機に設定した「ユーザー名」や「パスワード」は、記録・保管し、忘れることが無いようにお願い 

します。忘れてしまった場合は、パスワードが設定されていると、一切の操作ができません。 

     パスワード解除は、修理対応となる場合がありますので、ご注意ください。 

● ネットワーク環境は、他の用途の LAN とは分けて単独とし、回線速度が速く、トラフィック（情報 

交通量）の少ない、安定したものをご使用ください。 

● 出荷時の画面出力設定が解像度 1280×720 のため、特に HDMI 端子にて接続するテレビやモ 

ニターの性能によって画面出力されない場合があります。この場合、本機の VGA 端子と、モニ 

ターやテレビに搭載されている VGA 端子を接続（ケーブルは別売）して映像出力されることを 

確認し、モニターやテレビの解像度に応じた設定に変更してから、再度 HDMI 端子接続を行な 

ってください。 

● ノイズなどの影響を避けるため、同軸制御を使用する際は、必ず同軸ケーブルにて接続してく 

ださい。 

３．使用上のご注意３．使用上のご注意３．使用上のご注意３．使用上のご注意    
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                           レコーダー本体 

 

 

 

 

 

                  ACアダプター                  HDMIコード 

                 

                   マウス        パソコン再生用ソフト        リモコン 

     

４．セット内容４．セット内容４．セット内容４．セット内容    
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◆前面パネル◆ 

 

 

 

 
USB ポート USB メモリーを接続 

 
電源ランプ 電源入力時に点灯 

 
録画ランプ 録画作動時に点灯 

 
ネットワークランプ ネットワーク接続時に点灯 

 
リモコン受光部 リモコンの受光部 

 

◆背面パネル◆ 

 

 

 

①映像入力端子 (VIDEO IN) 各チャンネルの映像入力端子 

カメラの映像出力端子と配線（BNC.J 端子） 

②音声出力端子 (AUDIO OUT) モニターの音声入力端子へ接続（RCA.J 端子） 

③HDMI 出力端子 (HD OUT) モニターの HDMI 入力端子へ接続 

④映像出力端子 (VGA) モニターの VGA 映像入力端子へ接続 

⑤音声入力端子 (AUDIO IN) チャンネル 1～4 の音声入力端子 

カメラの音声出力端子と配線（RCA.J 端子） 

⑥LAN 端子 (LAN) ネットワーク監視用の LAN ケーブルを接続 

⑦USB 端子 マウスまたは USB メモリーを接続 

⑧RS-485 端子 (RS-485) パン・チルトカメラ制御用 RS-485 接続端子 

⑨電源入力端子 (DC12V) 付属の AC アダプターを接続 

５．各部の名称５．各部の名称５．各部の名称５．各部の名称    
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◆リモコン◆ 

 

 

 

① REC ライブモード時に録画選択メニューを表示 

② LOCK ボタンロック / システムよりログアウト 

③  再生モードで一時停止の状態のとき、コマ送りで逆再生 

④  

ライブモード時に再生画面及びバックアップモード画面を表示 

再生時に一時停止 

⑤  再生モードで一時停止の状態のとき、コマ送りで再生 

⑥ ⊳⊳ 再生モード時に 4 段階の再生速度により順番に逆再生 

⑦ ■ 再生の停止 

⑧ �� 再生モード時に 4 段階の再生速度により順番に高速再生 

⑨  再生モード時に 4 段階の再生速度により順番にスロー再生 

 

注意：注意：注意：注意：同じ場所に複数台の本機がある場合は、リモコンIDを 

合わせて本機を選択します。 

各自でDVR IDを設定する必要があります。 

設定をしないと、リモコン操作時に同じDVR ID の複数台が 

同時に作動してしまいます。 

 

＜リモコンによるDVR IDの入力操作＞ 

リモコンでIDボタン⑳を押してから、DVR装置のDVR ID を 

入力します。（DVR IDのデフォルト値は“000”） 

リモコンより3桁のDVR ID番号を入力して【ENTER】ボタンを 

押します。 

DVR IDは、メインメニュー>システム>基本設定にて設定・変更 

ができます。 

DVR IDは1～998で設定可能です。 

本体のDVRIDを先に設定してください。 
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⑩  再生モード時に次の録画ファイルに切換えて再生 

⑪ INFO 現状システムのバージョン情報を表示 

⑫ SEQ 

自動画面切換 

ライブモード時に自動画面切換機能をオン/オフ 

⑬ RESET 現状の警報情報の表示をキャンセル 

⑭ SEARCH 再生画面に切換え 

⑮ PTZ PTZ カメラ操作画面に入る 

⑯ Z+ PTZ カメラのフォーカス調整(増大) 

⑰ Z- PTZ カメラのフォーカス調整(減少) 

⑱ F+ PTZ カメラの画面調整(拡大) 

⑲ F- PTZ カメラの画面調整(縮小) 

⑳ ID リモコン ID を設定 

㉑ ENTER メニュー画面で設定及び確定 

㉒ � 

メニュー画面のモードで、上方向より設定したい項目を選択 

1CH や 4 分割の LIVE モードで、映像の表示画面を操作 

PTZ カメラのコントロール時に上方向 

㉓ � 

メニュー画面のモードで、下方向より設定したい項目を選択 

1CH や 4 分割の LIVE モードで、映像の表示画面を操作 

PTZ カメラのコントロール時に下方向 

㉔ ⊳ 

メニュー画面のモードで、左方向より設定したい項目を選択 

ライブモード時に 1 画面/4 分割のモードに切換え 

PTZ カメラのコントロール時に左方向 

㉕ � 

メニュー画面のモードで、右方向より設定したい項目を選択 

ライブモード時に 1 画面/4 分割のモードに切換え 

PTZ カメラのコントロール時に右方向 

㉖ 
MENU ライブモード時にメインメニューを表示 

㉗ 
ESC 各メニュー画面より前のメニュー画面へ戻る 

㉘  4 分割画面表示 

㉙  ・使用しません。 

㉚  ・使用しません。 

㉛  ・使用しません。 

㉜ 1～10(0) 

ライブモードや再生モード時に、各チャンネルを拡大表示 

数字の入力 

㉝ 11～16 ・使用しません。 

 

リモコンは、付属の単 4 電池 2 本を使用します。 
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接続の前に全ての機器の電源を切ってください。 

                                                                 

 

 

 

機器接続後に付属の AC アダプターを「DC12V」へ接続し、電源コードプラグをコンセントに差込んで 

電源を入れてください。 

 

＜カメラの接続について＞＜カメラの接続について＞＜カメラの接続について＞＜カメラの接続について＞    

カメラの映像信号が、チャンネル1～4へ入力されると、自動的にカメラを「AHD」または「CVBS(アナログ)」

で識別をします。 

 

＜モニター＜モニター＜モニター＜モニターの接続について＞の接続について＞の接続について＞の接続について＞    

出荷時の画面出力設定が解像度 1280×720 のため、特に HDMI 端子にて接続するテレビやモニターの 

性能によって画面出力されない場合があります。この場合、本機の VGA 端子と、モニターやテレビに搭載

されている VGA 端子を接続（ケーブルは別売）して映像出力されることを確認し、モニターやテレビの解像

度に応じた設定に変更してから、再度 HDMI 端子接続を行なってください。 

 

 

 

 

６．接続例６．接続例６．接続例６．接続例    

使用しません 
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＜＜＜＜システムの起動システムの起動システムの起動システムの起動＞＞＞＞    

電源を入れると電源ランプが点灯し、本機が起動します。 

起動完了後に“ピー”という音が聞こえます。映像出力の初期設定は、分割画面出力のモードです。 

 

＜＜＜＜システムのシャットダウンシステムのシャットダウンシステムのシャットダウンシステムのシャットダウン＞＞＞＞    

シャットダウンは、『メインメニュー：ログアウト』>『電源OFF』または『クイックメニュー：ログアウト』>『電源OF

F』にてシャットダウンの操作を必ずしてから電源を切ります。 

シャットダウンをせずに電源を切った場合は、録画中のデータが消失する場合があります。また、ハードデ

ィスクのトラブルの原因となる場合がありますので、ご注意ください。 

 

＜＜＜＜停電時の回復機能停電時の回復機能停電時の回復機能停電時の回復機能＞＞＞＞    

録画中に停電などで再起動をした場合は、自動的に停電前の状態に復旧し、録画を開始します。但し、シ

ャットダウンをせずに電源を切ったことになりますので、ハードディスクのトラブルを避けるため、ハードディ

スクをフォーマットすることをお勧めします。（47～49ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．システムの起動とシャットダウン７．システムの起動とシャットダウン７．システムの起動とシャットダウン７．システムの起動とシャットダウン    
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ご使用前にモニターに表示されるメニュー画面で各種設定をする必要があります。 

正確な設定を行うことにより目的の録画が可能となります。 

 

＜メニュー＜メニュー＜メニュー＜メニュー画面でのマウス画面でのマウス画面でのマウス画面でのマウス操作＞操作＞操作＞操作＞    

設定項目の移動 カーソル移動 

設定項目の決定・選択・入力 左クリック 

メニュー画面の終了・リターン 右クリック 

 

＜バーチャルキーボードの入力方法＞＜バーチャルキーボードの入力方法＞＜バーチャルキーボードの入力方法＞＜バーチャルキーボードの入力方法＞    

バーチャルキーボードでは数字入力と文字入力をします。 

 

 

 

 

     

 

 リモコン操作 マウス操作 

バーチャルキーボードを表示 決定ボタン 左クリック 

文字・記号・数字の選択 上下左右ボタン カーソル移動 

選択した数字・文字の入力 決定ボタン 左クリック 

バーチャルキーボードの終了 メニューボタン バーチャルキーボード選択エリア外を左クリック 

 

    入力した前の数字・文字を削除 

abc /ABC/←/→ バーチャルキーボードの切換え 数字・小文字英字/記号・大文字英字 

Enter 入力の保存・終了 

８．メニュー画面の設定と操作方法８．メニュー画面の設定と操作方法８．メニュー画面の設定と操作方法８．メニュー画面の設定と操作方法    
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＜ログイン＞＜ログイン＞＜ログイン＞＜ログイン＞    

リモコンのメニューボタンを押すと、システムログイン画面が表示されます。 

マウス操作の場合は、右クリックからクイックメニューの『メニュー』を選択します。 

 

       

 

ユーザー名を選択し、パスワードを設定している場合は『パスワード』を入力して『OK』を押します。 

ログインが有効になると、メインメニューが表示されます。 

 

         

 

録画機能 録画スケジュール設定/録画データ再生/録画データバックアップ 

アラーム モーション設定/映像遮蔽/信号ロス/HDD 異常 

システム 

基本設定/録画画質/ネットワーク/メール設定/画面出力/PTZ 設定 

シリアルポート/ループ表示/チャンネル管理 

管理ツール 

ハードディスク/アカウント/オンライン/表示調整/自動保全/初期化 

アップグレード/外部機器/入力・出力 

情報 ハードディスク情報/データ転送速度/ログ情報/バージョン 

ログアウト ログアウト/電源 OFF/再起動 
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◆◆◆◆録画機能録画機能録画機能録画機能----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

録画スケジュールの設定/録画データの再生/録画データのバックアップをします。 

メインメニュー画面で『録画機能』を選択すると、録画機能設定画面が表示されます。 

 

                                    

 

①①①①スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

カメラ毎に録画条件の設定をします。 

『スケジュール』を選択すると、スケジュール設定画面が表示されます。 

         

 

CAM 設定するカメラのチャンネル、または全（一括）を選択します。 

冗長化 ・使用できない機能です。 

録画単位 1 つの録画ファイルの時間の長さを設定します。 『1～120 分』 

事前録画 アラーム検知時から数秒前の録画をすることができます。 設定可能間隔『1～5 秒』 

録画モード 録画モードを選択します。『設定録画（設定 1～4）』『マニュアル（連続）』『録画しない』 

曜日 設定する曜日を日曜日～土曜日または、毎日より選択します。 

 

設定 1～4 

録画スケジュールを 4 つの時間帯で設定します。 

『常時（連続録画）』または『自動（アラーム録画）』を必ず選択してください。 

・警報録画機能は使用できない機能です。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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＜詳細＞＜詳細＞＜詳細＞＜詳細＞    

『詳細』を選択すると、詳細項目が表示されます。 

 

         

 

メイン画面に戻る 監視画面（ライブ映像）へ戻ります。 

コピー 選択したカメラに設定した内容をコピーします。 

貼り付け 選択したカメラに設定した内容と同じ内容に設定します。 

初期状態に戻す 設定した内容を初期状態に戻します。 

ハードディスク ハードディスク管理画面が表示されます。（47 ページ参照） 

 

 

②②②②録画再生録画再生録画再生録画再生    

録画したデータの再生をします。 

『録画再生』を選択すると、再生画面が表示されます。 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 
再生 

日付と再生したいカメラを指定し、再生ボタンを押すと、再生を開始し

ます。 

 
一時停止 再生の一時停止 

 
逆再生 録画データを逆再生 

 
停止 再生停止 

    
スロー再生 

4 段階の速度で選択 

正常な速度に戻す場合は、再生ボタンを押します。 

 
高速逆再生 

4 段階の速度で選択 

正常な再生に戻す場合は、再生ボタンを押します。 

 
高速再生 

4 段階の速度で選択 

正常な速度に戻す場合は、再生ボタンを押します。 

 
コマ送り逆再生 映像を前のフレームで一枚ずつ逆再生 

 
コマ送り再生 映像を次のフレームで一枚ずつ再生 

 
前ファイルボタン 1 時間前のファイルを再生 

 
次ファイルボタン 1 時間次のファイルを再生 

 
サイクル再生 

当日の録画データをサイクル再生 

 ボタンを押すと停止します。 

 
1 画面で表示 

映像を 1 画面で拡大 

再度押すと通常画面に戻ります。 

 

データのバック 

アップ 

録画データを切取って保存 

切取り開始位置で ボタンを押すと ボタンが表示されます。 

切取り終了位置で ボタンを押すと、バックアップファイルが作成 

されます。 

 
USB バックアップ 切取ったデータを USB メモリーにバックアップします。 

 

検索機能 

切換ボタン 

『日付検索』と『時間検索』を切換え 

 

タイムバーに録画状態を色で表示 → 再生したい時刻をマウスでクリックすると再生を開始 

 

通常（緑）：設定録画状態  警報（赤）：アラーム録画状態  マニュアル（黄）：常時録画状態 
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同じ録画モードで録画したデータを同期させて再生します。 

チェックを入れて再生、一時停止ボタンを押すと、選択してい

るカメラのチャンネルが、全て連動して表示されます。 

チェックを入れない場合は、1 つのチャンネルのみ作動します。 

 

タイムバーの時間表示設定変更 

24 時間/2 時間/1 時間/30 分間を指定できます。 

 

■録画データの検索方法■ 

 

＜日付検索＞＜日付検索＞＜日付検索＞＜日付検索＞    

 

カレンダーから日付を選択して検索します。 

 

 

＜時間検索＞＜時間検索＞＜時間検索＞＜時間検索＞    

『日付検索』にて日付を選択して検索機能切換ボタン  を押すと、『時間検索』に 

切換わります。 

日付を選択しない場合は、当日の時間が表示されます。 

 

再生する録画データの保存先を『HDD』または 

『バックアップデバイス』より選択 

 

 

 

 

カレンダーより、録画データを選択 

青色は、録画データがある日を表示しています。 

 

 

 

 

 

 

再生するカメラのチャンネルを選択して『検索』 

選択したチャンネルが緑色になります。 
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■画面切り替え選択メニュー■ 

画面上でマウスの右ボタンをクリックすると、画面切換えの選択メニューが表示され、画面切換え 

の選択項目を指定できます。 

 

         

 

 

 

 

 

 

検索したい時刻を指定して『検索』  

 

 

 

 

録画データを選択して『再生』  

時間：録画を開始した時間 

録画モード：R（設定録画）/H（常時録画） 

 

 

 

 

 

選択した録画データの録画開始時間・録画終了時間 

録画データサイズを表示 

選択した録画データを『バックアップ』  
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前に戻る 録画機能画面に戻ります。 

停止 選択しているチャンネルの再生が停止します。 

全画面表示 

画面を最大に拡大します。 

『1 画面表示を停止してください』を選択すると元に戻ります。 

再生モード 

スキップ再生：画質を優先に再生します。 

再生品質を均等：画質とフレームレートのバランスを均等にして再生します。 

フル再生：フレームレートを優先に再生します。 

・チャンネルモード①AHDH/1080P 4 設定時のみ（46 ページを参照） 

1 画面表示 拡大して再生するカメラのチャンネルを CAM1～CAM4 より選択します。 

4 画面表示 4 分割表示で再生します。  

 

 

③③③③バックアップバックアップバックアップバックアップ    

接続している USB メモリーに録画データを指定して保存します。 

『バックアップ』を選択すると、バックアップ画面が表示されます。 

 

         

 

接続している USB メモリーを認識して自動的に表示します。 

 

自動 接続している USB メモリーを認識して表示します。 

バックアップ 録画データを指定して USB メモリーに保存します。 

同期書込 選択したチャンネルを USB メモリーに同時録画します。 

初期化 選択した USB メモリーを初期化します。 

停止 実行中の動作を途中で中止します。 
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＜＜＜＜バックアップバックアップバックアップバックアップ＞＞＞＞    

『バックアップ』を選択すると、バックアップ画面が表示されます。 

 

         

 

種類 

検索する録画モードの種類を指定します。 

『全録画』『モーション検知』『全アラーム』『自動録画』『標準録画』 

CAM 各カメラまたは全カメラを選択します。 

開始時間 検索する録画データの開始時間を指定します。 

終了時間 検索する録画データの終了時間を指定します。 

消去 表示された録画データを選択して録画リストから消去します。 

追加 『開始時間』『終了時間』を指定して録画リストへ追加します。 

必要な容量/空き容量 バックアップに必要な容量と USB メモリーの空き容量を表示しています。 

バックアップ形式 バックアップする形式を『H264』『AVI』より選択します。 

開始 バックアップを開始します。 

    

         

 

バックアップ完了メッセージが表示されるとバックアップが正常に終了です。 
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＜同期書込＞＜同期書込＞＜同期書込＞＜同期書込＞    

『同期書込』を選択すると、同期書込画面が表示されます。 

 

         

 

『同期書込』を選択すると、接続している USB メモリーへ同時録画を開始します。 

 

CAM 同期書込みをするカメラのチャンネルを選択します。 

総容量 USB メモリーの総容量を表示しています。 

空き容量 USB メモリーの空き容量を表示しています。 

書込み容量 USB メモリーへ録画している書込み容量を表示しています。 

開始時刻 同期書込みを開始した時刻を表示しています。 

経過時間 同期書込みを開始してからの経過時間を表示しています。 

    

    

＜初期化＞＜初期化＞＜初期化＞＜初期化＞    

『初期化』を選択すると、初期化確認画面が表示されます。 

 

         

選択している USB メモリーの初期化を実行する場合は、『OK』を押します。 
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◆◆◆◆アラームアラームアラームアラーム----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

モーション設定/映像遮蔽/信号ロス/HDD 異常時のアラーム作動の設定をします。 

メインメニュー画面で『アラーム』を選択すると、アラーム設定画面が表示されます。 

 

         

 

モーション設定 動体検知時のアラーム設定をします。 

映像遮蔽 カメラの映像が遮断された場合のアラーム設定をします。 

信号ロス カメラからの映像信号ロス時のアラーム設定をします。 

HDD 異常表示 ハードディスクに異常が発生した場合のアラーム設定をします。 

 

 

①①①①モーション設定モーション設定モーション設定モーション設定    

『モーション設定』を選択すると、モーション設定画面が表示されます。 
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CAM 設定するカメラのチャンネル、または全（一括）を選択します。 

有効 チェックを入れてモーション設定を有効にします。 

感度 動体を検知する感度を 6 段階より設定します。 

エリア設定 動体を検知する領域を設定します。 

時間帯 月曜から日曜まで、任意で 4 パターンのスケジュール設定が可能です。 

時間間隔 動体を検知する検知間隔を 1～600 秒より設定します。 

録画カメラ 動体検知時に録画をするカメラを設定します。 

画面ループ設定 

動体検知時に大画面表示にするカメラを設定します。 

複数を設定した場合は、設定したカメラを自動切換えします。 

PTZ 連動 PTZ カメラと連動させる場合の設定をします。 

録画時間 動体検知後の録画時間を 0～300 秒より設定します。 

メッセージ表示 動体検知時にメッセージを表示させる機能です。 

EMAIL 送信 動体検知時に指定のメールアドレスに EMAIL を送信します。 

内蔵ブザー 動体検知時に内蔵のブザーを鳴らします。 

FTP アップロード 動体検知時に指定した FTP サーバーに画像を伝送します。 

ログを書き込む 動体検知時のログを記録します。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

 

＜エリア設定＞＜エリア設定＞＜エリア設定＞＜エリア設定＞    

『設定』を選択すると、エリア設定画面が表示されます。 

         

 

ピンク色の範囲が設定されている動体検知エリアです。 

動体検知エリアの設定は、マウスを使用します。 

動体検知エリアを設定する升目にマウスポインターを移動させ、左クリックすると設定が変更され 

ます。 

設定が終わったら、画面上をマウスの右クリックで戻ります。 
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＜時間帯＞＜時間帯＞＜時間帯＞＜時間帯＞    

『設定』を選択すると、スケジュール設定画面が表示されます。 

 

         

 

設定する曜日毎、または『毎日』を選択して、スケジュール録画の時間を入力します。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

 

＜＜＜＜PPPPTZTZTZTZ 連動＞連動＞連動＞連動＞    

『設定』を選択すると、スケジュール設定画面が表示されます。 

 

         

 

カメラのチャンネル毎に動体検知時の連動動作を『設定』『巡回』『追跡』より選択し、カメラ ID を 

0～255 より設定します。 
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②②②②映像遮蔽映像遮蔽映像遮蔽映像遮蔽    

『映像遮蔽』を選択すると、映像遮蔽アラーム設定画面が表示されます。 

 

         

 

CAM 設定するカメラのチャンネル、または全（一括）を選択します。 

有効 チェックを入れて映像遮蔽設定を有効にします。 

感度 映像遮蔽の感度を 6 段階より設定します。 

時間帯 月曜から日曜まで、任意で 4 パターンのスケジュール設定が可能です。 

録画カメラ 映像遮蔽時に録画をするカメラを設定します。 

画面ループ設定 

映像遮蔽時に大画面表示にするカメラを設定します。 

複数を設定した場合は、設定したカメラを自動切換えします。 

PTZ 連動 PTZ カメラと連動させる場合の設定をします。 

録画時間 映像遮蔽時の録画時間を 0～300 秒より設定します。 

メッセージ表示 映像遮蔽時にメッセージを表示させる機能です。 

EMAIL 送信 映像遮蔽時に指定のメールアドレスに EMAIL を送信します。 

内蔵ブザー 映像遮蔽時に内蔵のブザーを鳴らします。 

ログを書き込む 映像遮蔽時のログを記録します。 

FTP アップロード 映像遮蔽時に指定した FTP サーバーに画像を伝送します。 

 

『時間帯』『PTZ 連動』の設定については、27 ページを確認してください。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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③③③③信号ロス信号ロス信号ロス信号ロス    

『信号ロス』を選択すると、信号ロスアラーム設定画面が表示されます。    

 

         

 

CAM 設定するカメラのチャンネル、または全（一括）を選択します。 

有効 チェックを入れて信号ロス設定を有効にします。 

時間帯 月曜から日曜まで、任意で 4 パターンのスケジュール設定が可能です。 

録画カメラ 映像信号ロス時に録画をするカメラを設定します。 

画面ループ設定 

映像信号ロス時に大画面表示にするカメラを設定します。 

複数を設定した場合は、設定したカメラを自動切換えします。 

PTZ 連動 PTZ カメラと連動させる場合の設定をします。 

録画時間 映像信号ロス時の録画時間を 0～300 秒より設定します。 

メッセージ表示 映像信号ロス時にメッセージを表示させる機能です。 

EMAIL 送信 映像信号ロス時に指定のメールアドレスに EMAIL を送信します。 

内蔵ブザー 映像信号ロス時に内蔵のブザーを鳴らします。 

ログを書き込む 映像信号ロス時のログを記録します。 

FTP アップロード 映像信号ロス時に指定した FTP サーバーに画像を伝送します。 

 

『時間帯』『PTZ 連動』の設定については、27 ページを確認してください。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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④④④④HDDHDDHDDHDD 異常表示異常表示異常表示異常表示    

『HDD 異常表示』を選択すると、HDD 異常表示アラーム設定画面が表示されます。 

 

         

 

イベントタイプ 

通知する異常内容を選択します。 

『ハードディスク無し』『保存デバイスエラー』『ハードディスク容量不足』 

『ネットワーク断線』『IP 重複』 

有効 チェックを入れて HDD 異常表示設定を有効にします。 

メッセージ表示 イベント発生時にメッセージを表示させる機能です。 

内蔵ブザー イベント発生時に内蔵のブザーを鳴らします。 

EMAIL 送信 イベント発生時に設定したアドレスへ E メールを送信します。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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◆◆◆◆システムシステムシステムシステム----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

基本設定/録画画質/ネットワーク/メール設定/画面出力/PTZ 設定/ループ表示/チャンネル管理 

の設定をします。 

メインメニュー画面で『システム』を選択すると、システム設定画面が表示されます。 

 

         

基本設定 日時/表示言語/上書き録画/リモコン操作番号/自動ログアウトの設定をします。 

録画画質 録画解像度/フレームレート/画質の設定をします。 

ネットワーク ネットワーク遠隔監視についての設定をします。 

メール設定 メール送信などのネットワークサービス関連の設定をします。 

出力 画面への表示について設定します。 

PTZ 設定 パン・チルト・ズームカメラを使用する場合の設定をします。 

シリアルポート ・使用できない機能です。 

ループ表示 画面自動切換え（オートスイッチ）機能の設定をします。 

チャンネル管理 カメラの録画解像度と台数の設定パターンを選択します。 

 

①基本設定基本設定基本設定基本設定    

『基本設定』を選択すると、基本設定画面が表示されます。 

 

   

注意注意注意注意    

数週間、数ヶ月単位での時刻設定

の調整は、録画データが消失する

場合がありますので、必要な録画 

データをバックアップしてから操作を

行なってください。 
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時間帯 日本では、『UTC+09:00』を選択します。 

時刻設定 現在の日時を設定します。 

日付表示方式 

日時の表示方式を選択します。 

『YYYYMMDD（年月日）』『MMDDYYYY（月日年）』『DDMMYYYY（日月年）』 

区切り文字 文字を区切る記号を設定します。【.】【-】【/】 

時刻格式 24 時間表示と 12 時間表示より選択します。 

言語選択 メニューの表示文字を 28 ヶ国語より選択できます。 

上書き録画 

ハードディスクが録画データでいっぱいになった時の上書き録画の設定を 

『上書き』または『上書き禁止』より選択します。 

DVR 番号 リモコンの操作番号を 0～998 で設定します。 

ビデオ規格 映像信号方式を選択します。日本では『NTSC』を選択して使用します。 

自動ログアウト 無操作状態から自動的にログアウトする時間を 0～60 分で設定します。 

デバイス名 本機の名称を 32 文字以内で設定できます。 

夏時間 夏時間の日付と週数を設定します。 ・日本では、設定の必要はありません。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

    

②②②②録画画質録画画質録画画質録画画質    

『録画画質』を選択すると、録画画質設定画面が表示されます。 

 

         

 

CAM 設定するカメラのチャンネル、または全（一括）を選択します。 

圧縮方式 

H.264：ハードディスクへ録画する圧縮方式 

追加ストリーム：ネットワーク監視モードの圧縮方式 

解像度 

ハードディスクへ録画する解像度を選択します。 

『1080P(1920x1080)』『1080N(960×1080)』『720P(1280×720)』 

『960H(960×480)』『D1(720x480)』 

ネットワーク監視モードの解像度を選択します。 

『D1(720x480)』 『CIF(352x240)』  
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フレーム/秒(FPS) 

ハードディスクへ録画するフレームレートを設定します。 

・4 チャンネル全ての解像度を AHD-H で録画する場合の最大フレームレート 

は 15FPS です。 

ビットレート VBR（変動）と CBR（固定）の 2 種類より選択します。 

画質 録画画質を 6 段階より選択します。 

転送単位(Kb/S) CBR 設定時のビットレートを固定する数値を選択します。 

1 フレーム間隔(S) 

H.264 の圧縮に関わるフレーム設定です。 

・初期値『2』のままで使用してください。 

映像/音声 映像と音声の出力にチェックを入れます。 

エンコード静的 ・初期値『High Profile』以外には設定しないでください。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

・・・・『録画画質』を設定する前に『チャンネル管理』の『チャンネルモード』を必ず設定してください。 

  （45 ページ参照） 

 

③③③③ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

『ネットワーク』を選択すると、ネットワーク設定画面が表示されます。 

 

         

 

接続方法 ネットワークの接続方法です。 

IP アドレス 

本機に割り当てるプライベートＩＰアドレスを設定します。 

（ルーターなどの環境に応じて設定） 

サブネットマスク 

ネットワークの環境に応じて設定します。 

（ルーターの設定画面から確認可能） 

ゲートウェイ 使用するルーターの IP アドレスを入力します。 

DNS1 プロバイダーから指定された DNS サーバーのアドレスを入力します。 

DNS2 プロバイダーから指定された DNS サーバーのアドレスを入力します。 
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メディアポート 映像用のポートを設定します。  ・できるだけ『34567』に設定してください。 

HTTP ポート 本機へ HTTP を使用してアクセスするときの Web ポート番号を入力します。 

高速伝送設定 高速伝送を設定する場合は、チェックをいれます。 

転送基本 『最適化（自動調整）』『画質優先』『速度優先』より選択します。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

 

④④④④メメメメール設定ール設定ール設定ール設定    

『メール設定』を選択すると、メール設定画面が表示されます。 

 

         

 

PPPoE PPPoE を使用する場合の設定をします。 

NTP 設定 時刻設定を NTP サーバーとリンクさせる場合に設定します。 

Email 設定 アラーム発生時の E メール送信機能を設定します。 

IP 権限設定 IP アドレスのアクセス制限設定をします。 

DDNS 

ダイナミック DNS（DDNS）を使用する場合の設定をします。 

・DDNS のアドレスをご希望の場合は、弊社営業担当までご連絡ください。 

FTP 設定 アラーム発生時のメッセージを FTP より伝送する場合の設定をします。 

ARSP ・使用できない機能です。 

アラームセンター 警報機能があるサーバーの使用が可能です。 

無線接続 ・使用できない機能です。 

UPNP UPNP を使用する場合の設定をします。 

Wifi ・使用できない機能です。 

RTSP 

IE ブラウザー以外のサーバーに使用するポートですが、基本的には変更しませ

ん。変更すると映像が表示できなくなる場合があります。 

クラウド ・使用できない機能です。 
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各項目を選択して『設定』を選択すると、各設定画面が表示されます。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

 

 

＜＜＜＜PPPoEPPPoEPPPoEPPPoE＞＞＞＞    

         

 

有効 チェックを入れて PPPoE 設定を有効にします。 

ユーザー名 PPPoE ユーザー名を入力します。 

パスワード PPPoE パスワードを入力します。 

IP アドレス PPPoE の IP アドレスを入力します。 

 

＜＜＜＜NTPNTPNTPNTP 設定＞設定＞設定＞設定＞    

         

有効 チェックを入れて NTP 設定を有効にします。 

「Custom」を選択し以下の設定を行なってください。  ・『自動』は使用できない機能です。 

サーバーIP 時刻をリンクさせる NTP サーバーのアドレスを入力します。 

ポート NTP サーバー通信用ポートを設定します。 

周期更新 NTP サーバーとリンクする間隔を設定します。 

・ NTP 設定を使用する場合は、必ず『時間帯』の設定を『UTC+09:00』にしてください。 

（27 ページ参照） 
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＜＜＜＜EmailEmailEmailEmail 設定＞設定＞設定＞設定＞    

    

         

 

有効 チェックを入れて Email 設定を有効にします。 

SMTP サーバ E メール送信元の SMTP サーバーアドレスを入力します。 

ポート E メール送信元の SMTP サーバーのポート番号を入力します。 

SSL SSL 暗号化の設定をします。 

ユーザー名 E メール送信元の SMTP ユーザー名を入力します。 

パスワード E メール送信元の SMTP パスワードを入力します。 

送信者 E メール送信元のメールアドレスを入力します。 

受信者 E メール送信先のメールアドレスを入力します。 

タイトル 送信される E メールのタイトルを入力します。 

 

設定後に『メールテスト』を押して、E メール送信を確認します。 

 

＜＜＜＜IPIPIPIP 権限設定＞権限設定＞権限設定＞権限設定＞    
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有効 チェックを入れて IP 権限設定を有効にします。 

制限種類 

『ブラックリスト』：アクセス禁止の IP アドレス 

『ホワイトリスト』：アクセス有効の IP アドレス 

追加 『ブラックリスト』『ホワイトリスト』の IP アドレスをリストに追加します。 

削除 選択した『ブラックリスト』『ホワイトリスト』の IP アドレスをリストから削除します。 

 

＜＜＜＜DDNSDDNSDDNSDDNS＞＞＞＞    

    

         

 

DDNS 種類 使用するダイナミック DNS サーバーを選択します。 

有効 チェックを入れて DDNS 設定を有効にします。 

本機ドメイン名 ダイナミック DNS サービスで登録されたドメイン名（アドレス）を入力します。 

ユーザー名 ダイナミック DNS サーバーへ登録したユーザー名を入力します。 

パスワード ダイナミック DNS サーバーへ登録したパスワードを入力します。 

・DDNS のご使用には、事前の登録が必要です。 

 

＜＜＜＜FTPFTPFTPFTP 設定＞設定＞設定＞設定＞    
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有効 チェックを入れて FTP 設定を有効にします。 

サーバーIP 使用するサーバーの IP アドレスを入力します。 

ポート FTP サーバー通信用ポートを入力します。 

ユーザー名 FTP サーバーに有効なユーザー名を入力します。 

パスワード FTP サーバーに有効なパスワードを入力します。 

匿名 匿名でログインする場合にチェックを入れます。 

最大ファイル長さ 伝送するファイルの最大量を設定します。 

リモート目録 Dir コマンドを入力します。 

 

＜アラームセンター＞＜アラームセンター＞＜アラームセンター＞＜アラームセンター＞    

    

         

 

プロトコル種類 アラームサーバーのプロトコルの種類を選択します。 

有効 チェックを入れてアラームセンター設定を有効にします。 

サーバードメイン名 アラームサーバーのドメイン名（アドレス）を入力します。 

ポート アラームサーバー通信用ポートを入力します。 

アラーム履歴 アラーム履歴をアラームサーバーへ伝送する場合にチェックを入れます。 

ログ履歴 ログ履歴をアラームサーバーへ伝送する場合にチェックを入れます。 

    

＜＜＜＜UPNPUPNPUPNPUPNP＞＞＞＞    
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有効 チェックを入れてモバイルポート設定を有効にします。 

HTTP ポート UPNP 機能を使用する場合の HTTP ポートを設定します。 

TCP ポート UPNP 機能を使用する場合の TCP ポートを設定します。 

モバイルポート UPNP 機能を使用する場合のモバイルポートを設定します。 

 

 

⑤⑤⑤⑤出力出力出力出力    

『出力』を選択すると、画面出力設定画面が表示されます。 

 

         

 

CAM 番号 『設定』を押して、各カメラのタイトルを設定します。 

時刻表示 時刻を画面に表示させる場合はチェックを入れます。 

CAM タイトル カメラタイトルを画面に表示させる場合はチェックを入れます。 

録画状態 録画状態を画面に表示させる場合はチェックを入れます。 

状態 アラーム状態を画面に表示させる場合はチェックを入れます。 

デフリッカー 映像のフリッカーを低減させる場合はチェックを入れます。 

透明度 OSD ダイアログの透明度を調整します。 

解像度 

接続するモニターに合わせて VGA と HDMI 出力の解像度を設定します。 

・出力している解像度がモニター側で認識できないと、映像が表示されない 

場合があります。解像度の変更の際は、モニターの仕様をご確認ください。 

CAM マスキング/時刻表示/カメラタイトルを設定するカメラのチャンネルを選択します。 

マスキング チャンネル毎に 4 か所までの任意の領域をマスキングすることができます。 

時刻表示 チャンネル毎の録画データの日時表示位置を変更します。 

CAM タイトル チャンネル毎の録画データのカメラタイトル表示位置を変更します。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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＜＜＜＜CAMCAMCAMCAM 番号＞番号＞番号＞番号＞    

『設定』を押すと、CAM 番号設定画面が表示されます。 

 

         

カメラ毎にタイトルを設定します。 

 

＜＜＜＜マスキングマスキングマスキングマスキング＞＞＞＞    

『マスキング』にチェックを入れて、マスキング領域の数を設定します。 

領域数設定後に『設定』を押すと、マスキング設定画面が表示されます。 

 

         

 

マスキング領域のサイズ調整と位置の移動を設定します。 

マスキング領域境界線上をマウスの左クリック状態のまま移動させます。 

設定が終わったら、マウスの右クリックで戻ります。 
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＜＜＜＜時刻表示時刻表示時刻表示時刻表示////CAMCAMCAMCAM タイトルタイトルタイトルタイトル＞＞＞＞    

『時刻表示』と『CAM タイトル』にチェックを入れて、『設定』を押すと、設定画面が表示されます。 

         

日時表示または、カメラタイトルをマウスの左クリック状態のまま移動させます。 

設定が終わったら、マウスの右クリックで戻ります。 

 

⑥⑥⑥⑥PTZPTZPTZPTZ 設定設定設定設定    

『PTZ 設定』を選択すると、PTZ 設定画面が表示されます。 

         

 

CAM 設定するカメラのチャンネルを選択します。 

control method 制御方法を『Coaxial 同軸』『RS485』『all 全て』より選択します。 

プロトコル 接続する PTZ カメラのプロトコルを選択します。 

カメラ ID 接続する PTZ カメラのアドレス（固定 ID）を 0～255 より設定します。 

通信速度 接続する PTZ カメラに合わせたデータ転送速度（ボーレート）を選択します。 

データビット 接続する PTZ カメラに合わせたデータビットを設定します。『5』～『8』 

ストップビット 接続する PTZ カメラに合わせたストップビットを設定します。『1』『2』 

パリティ 接続する PTZ カメラに合わせたパリティビットを設定します。『奇数』『偶数』 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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⑦⑦⑦⑦ループ表示ループ表示ループ表示ループ表示    

『ループ表示』を選択すると、ループ表示設定画面が表示されます。 

 

         

 

有効 チェックを入れてループ表示設定を有効にします。 

時間間隔 画面自動切換えの時間の間隔を 5～120 秒より設定します。 

1 画面表示 1 画面で自動切換えするカメラのチャンネルを選択します。 

4 画面表示 4 分割表示画面を自動切換えする場合は、『1』を選択します。 

時間間隔 アラーム発生時の画面自動切換えの時間間隔を 5～120 秒より設定します。 

終了後、元に戻す アラーム発生時の画面自動切換え動作終了後にライブ画面に戻る設定です。 

 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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⑧⑧⑧⑧チャンネル管理チャンネル管理チャンネル管理チャンネル管理    

『チャンネル管理』を選択すると、チャンネル管理画面が表示されます。 

 

 

 

＜デジタルチャンネル＞＜デジタルチャンネル＞＜デジタルチャンネル＞＜デジタルチャンネル＞    

LAN 内に接続されている IP カメラの映像を録画することができます。 

『デジタルチャンネル』を選択すると、デジタルチャンネル設定画面が表示されます。 

 

         

 

チャンネル毎または全チャンネル一括で IP カメラとの接続条件を設定します。 

CAM 設定するカメラのチャンネル、または『全（一括）』を選択します。 

有効 チェックを入れてデジタルチャンネル設定を有効にします。 

 

時刻同期 

IP カメラとの時刻の同期方法を選択します。 

『UTC 時間』『現地時間』『タイムとタイムゾーン』 

 

解読戦略 

ネットワークの伝達方法の設定をします。 

『実時間優先(Real time first)』『中(Middle)』『円滑な優先(fluency first) 

 

接続モード 

ネットワークの接続モードを設定します。 

『単一の接続(Single Connection)』『マルチリンク(Multiple Connection )』 

『デジタルチャンネル』と『チャンネル

ステータス』は、チャンネルモードで

ネットワークカメラを選択した場合に

表示されます。（45 ページ参照） 
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・・・・    SSSSynchronization resolutionynchronization resolutionynchronization resolutionynchronization resolution は、使用できない機能です。は、使用できない機能です。は、使用できない機能です。は、使用できない機能です。    

    

『追加』を選択して、IP カメラをリストに追加します。 

リモートアクセスの構成画面が表示されますので、画面下の『プロトコル』を選択して 

『検索』を押します。検索された IP カメラがリストに表示されます。 

検索された IP カメラを選択すると、『プロトコル』『デバイスの IP アドレス』『ポート』の表示 

が選択したカメラの情報に変わります。 

 

         

 

構成名 IP カメラの名前を設定します。 

デバイスの種類 デバイスの種類から『IPC（ネットワークカメラ）』を選択します。 

IP チャンネル リモートアクセスを 0～65535 より設定します。 

プロトコル 選択したIPカメラのネットワークプロトコルが表示されます。『NETIP』『ONVIF』 

ストリーム ネットストリームを選択します。『メインストリーム』『セカンダリストリーム』 

デバイスのアドレス 選択した IP カメラの IP アドレスが表示されます。 

ポート 選択した IP カメラのポートが表示されます。 

ユーザー名 IP カメラのユーザー名を入力します。 

パスワード IP カメラのパスワードを入力します。 

 

『OK』を選択すると、選択した IP カメラがデジタルチャンネル設定画面のリストに追加されます。 

 

『OK』を選択して戻ります。 

 

・デジタルチャンネル設定前に『チャンネルモード』を設定してください。 

・IP カメラのチャンネル構成については、62 ページをご確認ください。 
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＜チャンネルステータス＞＜チャンネルステータス＞＜チャンネルステータス＞＜チャンネルステータス＞    

ネットワークデバイスの接続状況を確認します。 

『チャンネルステータス』を選択すると、チャンネルステータス画面が表示されます。 

 

         

 

確認が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 

 

 

＜チャンネルモード＞＜チャンネルモード＞＜チャンネルモード＞＜チャンネルモード＞    

『チャンネルモード』を選択すると、チャンネルモード設定画面が表示されます。 

 

         

 

チェックを入れて、接続するカメラの設定モードを 7 パターンより選択します。 
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① ﾛｰｶﾙ 1080P      4 4 チャンネル全て最大 AHD1080P@15fps の録画が可能  

同時再生 4 チャンネル 

② ﾛｰｶﾙ 1080P    2 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 1080P  2 

2 チャンネル最大 AHD1080P@30fps の録画と 2 チャンネル IP カメラ 

1080P の録画が可能  同時再生 2 チャンネル 

③ ﾛｰｶﾙ 1080N    4 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 960P   4 

4 チャンネル最大 AHD1080N@30fps の録画と 4 チャンネル IP カメラ 

960P の録画が可能  同時再生 4 チャンネル 

④ ﾈｯﾄﾜｰｸ 1080P 16 16 チャンネル全て IP カメラ 1080P の録画が可能 同時再生 2 チャンネル 

⑤ ﾈｯﾄﾜｰｸ 1080P  9 9 チャンネル全て IP カメラ 1080P の録画が可能 同時再生 4 チャンネル 

⑥ ﾈｯﾄﾜｰｸ 960P  16 16 チャンネル全て IP カメラ 960P の録画が可能 同時再生 4 チャンネル 

⑦ ﾈｯﾄﾜｰｸ 5M     4 4 チャンネル全て IP カメラ 5M の録画が可能 同時再生 1 チャンネル 

 

カメラを接続すると解像度が自動認識され、録画解像度が自動的に設定されます。録画解像度を

変更する場合は、カメラの接続後に録画画質設定画面より設定を変更してください。（32 ペー 

ジ参照）設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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◆◆◆◆管理管理管理管理ツールツールツールツール--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ハードディスク管理/アカウント管理/オンライン管理/表示調整/自動保全/初期化/アップグレード/ 

外部機器設定/設定の入出力をします。 

メインメニュー画面で『管理ツール』を選択すると、管理ツール画面が表示されます。 

 

         

 

ハードディスク ハードディスクについての管理をします。 

アカウント ユーザーアカウント情報についての管理をします。 

オンライン オンライン中のユーザーについての管理をします。 

表示調整 モニター出力の調整をします。 

自動保全 システムの自動再起動の設定をします。 

初期化 メニュー設定を初期化状態に戻します。 

アップグレード ファームウェアの更新をします。 

外部機器 外部機器接続の初期設定（デフォルト）を変更します。 

入力/出力 ログの出力とメニュー設定の入力/出力設定をします。 

    

①ハードディスク①ハードディスク①ハードディスク①ハードディスク    

『ハードディスク』を選択すると、ハードディスク管理画面が表示されます。 

         

接続されているハードディスクの情報が自動的に表示されます。 
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保存可能設定 ハードディスクを録画可能な状態に設定します。 

書き込み禁止 ハードディスクを録画できない状態に設定します。 

冗長化 ・本機では設定できません。 

フォーマット ハードディスクを初期化します。 

 

エラー回復 

ハードディスクにエラーが発生した場合の自動修復機能です。 

・録画データが消失する可能性がありますので、必要な録画データを事前に 

バックアップしてください。 

パーティション ハードディスクを動画保存領域と静止画保存領域に分けることが可能です。 

 

『保存可能設定』を選択すると、保存可能設定確認メッセージが表示されます。 

 

         

『OK』を押すと、ハードディスクが録画可能な状態に設定されます。 

 

『書き込み禁止』を選択すると、書き込み禁止設定確認メッセージが表示されます。 

         

『OK』を押すと、ハードディスクが録画できない状態に設定されます。 

 

『フォーマット』を選択すると、ハードディスク初期化確認メッセージが表示されます。 
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『OK』を選択すると、ハードディスクの初期化を開始します。 

『エラー回復』を選択すると、ハードディスク自動修復確認メッセージが表示されます。 

         

『OK』を選択すると、ハードディスクの自動修復を開始します。 

『パーティション』を選択すると、パーティション設定画面が表示されます。 

         

『動画保存領域』と『静止画保存領域』を設定します。『OK』を選択すると、 

パーティションが設定されます。全ての設定が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 

 

 

②②②②アカウントアカウントアカウントアカウント（パスワード設定）（パスワード設定）（パスワード設定）（パスワード設定）    

『アカウント』を選択すると、アカウント管理画面が表示されます。 
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ユーザー変更 登録されているユーザー情報と権限の設定変更をします。 

グループ変更 登録されているグループ情報と権限の設定変更をします。 

パスワード変更 登録されているユーザーのパスワードを変更します。 

ユーザー追加 ユーザーの登録を追加します。 

グループ追加 グループの登録を追加します。 

ユーザー削除 登録されているユーザーを削除します。 

グループ削除 登録されているグループを削除します。 

更新 各項目の設定を更新します。 

 

 

＜ユーザー変更＞＜ユーザー変更＞＜ユーザー変更＞＜ユーザー変更＞    

『ユーザー変更』を選択すると、ユーザー変更画面が表示されます。 

 

         

 

ユーザー名 登録情報を変更するユーザーを選択します。 

ユーザー名 選択したユーザーのユーザー名を変更します。 

メモ 登録しているメモを変更します。 

グループ 登録しているグループを変更します。 

権限 アクセス権限の変更をします。チェックを入れた操作が有効になります。 

 

『OK』を選択すると、ユーザーの設定が変更されます。 
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＜＜＜＜グループグループグループグループ変更＞変更＞変更＞変更＞    

『グループ変更』を選択すると、グループ変更画面が表示されます。 

 

         

グループ 登録情報を変更するグループを選択します。 

グループ名 選択したグループのグループ名を変更します。 

メモ 登録しているメモを変更します。 

権限 アクセス権限の変更をします。チェックを入れた操作が有効になります。 

 

『OK』を選択すると、グループの設定が変更されます。 

 

 

＜＜＜＜パスワードパスワードパスワードパスワード変更＞変更＞変更＞変更＞    

『パスワード変更』を選択すると、パスワード変更画面が表示されます。 

 

         

 

ユーザー名 パスワードを変更するユーザー名を選択します。 

現在のパスワード 選択したユーザーの現在のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 選択したユーザーの新しいパスワードを入力します。 

再確認 再度新しいパスワードを入力します。 

 

『OK』を選択すると、パスワードの設定が変更されます。 
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＜ユーザー＜ユーザー＜ユーザー＜ユーザー追加追加追加追加＞＞＞＞    

『ユーザー追加』を選択すると、ユーザー追加画面が表示されます。 

 

         

ユーザー名 登録を追加するユーザー名を入力します。 

パスワード 追加するユーザーのパスワードを入力します。 

再確認 再度パスワードを入力します。 

メモ 追加するユーザーのメモを入力します。 

グループ 追加するユーザーのグループを選択します。 

権限 アクセス権限を設定します。チェックを入れた操作が有効になります。 

 

『OK』を選択すると、ユーザーの登録が追加されます。 

 

 

＜＜＜＜グループ追加グループ追加グループ追加グループ追加＞＞＞＞    

『グループ追加』を選択すると、グループ追加画面が表示されます。 
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グループ名 登録を追加するグループ名を入力します。 

メモ 追加するグループのメモを入力します。 

権限 アクセス権限を設定します。チェックを入れた操作が有効になります。 

 

『OK』を選択すると、グループの登録が追加されます。 

 

 

＜ユーザー＜ユーザー＜ユーザー＜ユーザー削除削除削除削除＞＞＞＞    

アカウント管理画面で削除するユーザーにチェックを入れ、『ユーザー削除』を選択すると、 

削除確認メッセージが表示されます。 

 

         

 

『OK』を選択すると、選択したユーザーが削除されます。 

 

 

＜＜＜＜グループ削除グループ削除グループ削除グループ削除＞＞＞＞    

『グループ削除』を選択すると、グループ削除画面が表示されます。 

 

         

 

グループ 削除するグループを選択します。 

グループ名 選択したグループ名が表示されます。 

メモ 選択したグループ名のメモが表示されます。 

 

『削除』を選択すると、選択したグループが削除されます。 

 

最後に『更新』を選択して設定を更新します。 

全ての設定が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 
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③③③③オンラインオンラインオンラインオンライン 

『オンライン』を選択すると、オンライン管理画面が表示されます。 

 

         

オンライン中のユーザーの情報が表示されます。 

オンライン中のユーザーにチェックを入れて『切断』を選択すると、選択したユーザーのオンライン 

状態が切断され、アクセスできない状態になります。 

    

    

④表示調整④表示調整④表示調整④表示調整 

『表示調整』を選択すると、画面表示調整画面が表示されます。 
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縮小（上側） 分割線の上側の位置を調整します。 

縮小（下側） 分割線の下側の位置を調整します。 

縮小（左側） 分割線の左側の位置を調整します。 

縮小（右側） 分割線の右側の位置を調整します。 

ブラック調整垂直 画面の垂直状態を調整します。 

ブラック調整水平 画面の水平状態を調整します。 

ディスプレイの設定 ・設定の変更はできません。 

輝度 モニター出力の輝度を調整します。 

コントラスト モニター出力のコントラストを調整します。 

彩度 モニター出力の彩度を調整します。 

色合い モニター出力の色合いを調整します。 

 

『OK』を選択すると、調整した内容が有効となります。 

 

 

⑤自動保全（自動再起動設定）⑤自動保全（自動再起動設定）⑤自動保全（自動再起動設定）⑤自動保全（自動再起動設定） 

『自動保全』を選択すると、自動保全設定画面が表示されます。 

 

 

 

システムの自動起動 システムの自動再起動の曜日と時刻を設定します。 

ファイルの自動削除 録画ファイルを自動削除する日数を 1～255 日以前より設定します。 

 

・ 『システムの自動起動』を設定することにより、 

システムのフリーズなどのトラブルを回避することができます。 
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⑥⑥⑥⑥初期化初期化初期化初期化（メニュー設定の初期化）（メニュー設定の初期化）（メニュー設定の初期化）（メニュー設定の初期化） 

『初期化』を選択すると、初期化設定画面が表示されます。 

 

 

 

初期化する項目にチェックを入れて、『OK』を選択します。 

 

 

⑦⑦⑦⑦アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード 

『アップグレード』を選択すると、アップグレード画面が表示されます。 

 

 

 

アップグレード場所 接続している USB メモリーが表示されます。 

アップグレードファイル名 USB メモリー内のファームウェアを選択します。 

 

『アドバンス』を選択すると、ファームウェアの更新を開始します。 
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⑧⑧⑧⑧外部機器外部機器外部機器外部機器 

『外部機器』を選択すると、外部機器設定画面が表示されます。 

         

外部機器接続の機能は、使用できませんので、設定の必要はありません。 

『リモコンタイプ』『パネルの型』は、変更しないでください。 

設定が終わったら、『OK』を押して戻ります。 

 

⑨⑨⑨⑨入力入力入力入力////出力出力出力出力 

『入力/出力』を選択すると、入力/出力設定画面が表示されます。 

 

         

 

デバイス名 接続している USB メモリーを表示します。 

 

ログ情報 

USB メモリーへ保存する現在までのログのファイル名を設定します。 

『エクスポート』を選択すると、ログが USB メモリーへ保存されます。 

 

設定 

USB メモリーへ保存するメニュー設定の内容にファイル名を設定します。 

『エクスポート』を選択すると、設定内容が USB メモリーへ保存されます。 

『インポート』を選択すると、USB メモリーへ保存しているメニュー設定の内容をイン

ポート（一括設定）します。 

 

操作が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 
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◆情報情報情報情報--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ハードディスク情報/データ転送速度/ログ情報/バージョン情報の確認をします。 

メインメニュー画面で『情報』を選択すると、情報画面が表示されます。 

         

    

    

①①①①ハードディスク情報ハードディスク情報ハードディスク情報ハードディスク情報 

『ハードディスク情報』を選択すると、ハードディスク情報画面が表示されます。 

 

         

 

接続されているハードディスクの情報が表示されます。 

『録画時間』を選択すると、録画開始時間～録画終了時間の表示に切換わります。 
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確認が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 

 

    

②②②②データ転送速度データ転送速度データ転送速度データ転送速度 

『データ転送速度』を選択すると、データ転送速度画面が表示されます。 

 

         

 

各チャンネルのデータ転送速度を表示しています。 

確認が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 
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③③③③ログ情報ログ情報ログ情報ログ情報 

『ログ情報』を選択すると、ログ情報画面が表示されます。 

 

         

 

『開始時間』と『終了時間』を入力して『検索』を選択すると、入力した時間内のログが 

表示されます。 

・ 『ストレージ』『アラームイベント』は、ログの検索ができません。 

『全削除』を選択すると、全てのログが削除されます。 

確認が終わったら、『キャンセル』を押して戻ります。 

 

 

④④④④バージョンバージョンバージョンバージョン 

『バージョン』を選択すると、バージョン情報画面が表示されます。 

 

          

本機についての情報が表示されています。確認が終わったら、『OK』を押して戻ります。 
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◆◆◆◆ログアウトログアウトログアウトログアウト------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

メインメニュー画面で『ログアウト』を選択すると、ログアウト画面が表示されます。 

 

         

 

ログアウト ログイン状態からログアウトします。 

電源 OFF システムをシャットダウンします。 

再起動 電源を再起動します。 

 

・本機の電源を切る場合は、必ず「電源 OFF」の操作を行なってください。 
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IP カメラをチャンネルへ登録構成します。    

IP カメラを登録するチャンネルの画面上をマウスでクリックするか、クイックメニューの『迅速集合』を選択 

すると、IP チャンネル設定画面が表示されます。 

（登録できるチャンネルは、『構成されていない』と表示されています。） 

    

    

IP カメラが自動的に検索され、リストに表示されますので、『追加』を押してチャンネルへ登録します。 

チャンネルへ登録されると、カメラの情報が表示されます。 

この時点では、『接続ステータス』の表示が『ログインしていない』になっています。 

IP カメラの『パスワード』を入力して画面右下の『アプリケーション』を押すと IP カメラの映像が画面に 

表示されます。 

『キャンセル』を押して戻ります。 

 

・ IP カメラのチャンネル構成の前に『チャンネル管理』で IP カメラが使用できるように設定をしてください。 

 （43～46 ページを参照） 

 

 

 

９．９．９．９．IPIPIPIP カメラのチャンネル構成カメラのチャンネル構成カメラのチャンネル構成カメラのチャンネル構成    
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マウスで画面上を右クリックすると、クイックメニューが表示されます。 

 

   

 

メニュー メインメニュー画面を表示します。（16 ページを参照） 

ブートウィザード ネットワークの接続状態などを確認します。 

録画モード 録画モード画面を表示します。 

録画再生 録画再生画面を表示します。（18～22 ページを参照） 

PTZ コントロール PTZ カメラ操作パネルを表示します。 

同軸制御 UTC 機能対応カメラを遠隔操作します。 

高速 PTZ 高速 PTZ コントロール画面を表示します。 

色彩調整 色彩調整画面を表示します。 

表示調整 表示調整画面を表示します。（54 ページを参照） 

ログアウト ログアウト画面を表示します。（61 ページを参照） 

1 画面表示 1 画面表示にするカメラのチャンネルを選択します。 

4 画面表示 4 分割画面表示をします。 

迅速集合 IP チャンネル設定画面を表示します。 

全画面表示 全画面表示になります。 

 

クイックメニュー画面を終了する場合は、クイックメニュー画面の外側を左クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

IP カメラのみ設定時の表示 

１０．クイックメニューの操作方法１０．クイックメニューの操作方法１０．クイックメニューの操作方法１０．クイックメニューの操作方法    
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＜録画モード＞＜録画モード＞＜録画モード＞＜録画モード＞    

カメラ毎の録画モードを設定します。 

『録画モード』を選択すると、録画モード設定画面が表示されます。 

 

         

設定録画 設定録画に設定するカメラのチャンネルを 1～4 または全（一括）より選択します。 

マニュアル 常時録画に設定するカメラのチャンネルを 1～4 または全（一括）より選択します。 

録画しない 録画しないに設定するカメラのチャンネルを 1～4 または全（一括）より選択します。 

『OK』を押して設定終了です。 

・ 録画モードの内容については、17 ページの『スケジュール』の 

『録画モード』をご確認ください。 

 

 

＜＜＜＜PTZPTZPTZPTZ コントロール＞コントロール＞コントロール＞コントロール＞    

PTZ カメラの操作をします。 

『PTZ コントロール』を選択すると、PTZ コントロール画面が表示されます。 

 

 

 

 

   

・PTZ カメラの操作前にメニュー設定にて、『PTZ 設定』をしてください。 

       （41 ページを参照） 

PTZ 旋回角度制御 

 

PTZ 確認 

 

方向設定 

コントロール画面を隠す 

 ・マウス右クリックで復帰 

 

 

下記設定画面に移動し、 

各種設定が可能。 

 

画面表示切換 

マウスにて PTZ カメラ

の方向を制御 
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＜同軸制御＞＜同軸制御＞＜同軸制御＞＜同軸制御＞    

UTC 機能とは、AHD カメラのメニュー設定やレンズのズームの作動を遠隔で操作するものです。 

遠隔操作をするカメラを選択して、全画面表示にしてから同軸制御画面を表示させます。 

 

    

    ・接続するカメラにより、画面が異なります。 

 

CAM 遠隔操作をするカメラを変更 

 
カメラのレンズのズームイン動作/メニュー画面の上移動 

 
カメラのレンズのズームアウト動作/メニュー画面の下移動 

センターボタン メニュー画面を表示/項目の決定 

 

メニュー画面の左移動/項目の変更 

 

メニュー画面の右移動/項目の変更 

 

・ レンズのズームイン/ズームアウトの作動は、カメラにより操作方法が異なる場合があります。 

      （ワンクリックでズーム/ダブルクリックでズーム・停止など） 

      実際の操作で確認してください。 

 

・ 同軸制御画面で、レンズのズームイン/ズームアウトの作動ができない場合は、 

PTZ コントロール画面のズーム『＋』『－』での操作をお試しください。 

 

     ・ ノイズなどの影響を避けるため、同軸制御を使用する際は、必ず同軸ケーブルにて接続してく 

ださい。 

       

 

＜高速＜高速＜高速＜高速 PTZPTZPTZPTZ＞＞＞＞    

マウスを使い、PTZ カメラの方向を制御します。 

操作するカメラを 1 画面表示に設定して『高速 PTZ』を選択します。 

高速 PTZ 画面に切換わりますので、マウスにて PTZ カメラの旋回動作を制御します。 
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＜色彩調整＞＜色彩調整＞＜色彩調整＞＜色彩調整＞    

チャンネル毎に画面の色彩を設定します。 

『色彩調整』を選択すると、色彩調整画面が表示されます。 

 

         

画面を確認しながら、輝度/コントラスト/彩度/色合い/ゲイン/濃淡/シャープネスを調整します。 

時間帯により、調整内容を変更する場合は、右側にチェックを入れて設定します。 

『OK』を選択すると、設定が有効になります。 

 

 

 

    

IP カメラのみを使用する場合は、通常の画面と表示が異なります。 

 

         

 

1 画面表示 

 

1 画面表示で次の画面を表示 

 

4 分割画面表示 

 

全てのチャンネルを表示 

 

8 分割画面表示 

 

全てのチャンネルを非表示 

 

9 分割画面表示 

 

常時録画の開始 

 

全画面表示 

 

常時録画の停止 

 

1 画面表示で前の画面へ戻す  

１１．１１．１１．１１．IPIPIPIP カメラのみを使用する場合カメラのみを使用する場合カメラのみを使用する場合カメラのみを使用する場合    
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①①①①1111 画面表示画面表示画面表示画面表示 

本機に電源が入ると分割画面が表示されます。 

1 つのチャンネルだけを表示させる場合は、リモコンの各チャンネルボタンを押します。 

選択したチャンネルの映像が画面いっぱいに表示されます。 

分割画面に戻る場合は、リモコンの分割画面表示ボタンを押します。 

マウス操作の場合は、1 画面表示させるチャンネルの画面上をダブルクリックします。 

分割画面に戻る場合は、画面上を再度ダブルクリックします。 

 

②②②②録画録画録画録画 

録画を開始する前にメニュー設定の『チャンネルモード』『録画画質』『スケジュール』を設定して 

ください。（45 ページ/32 ページ/17 ページを参照） 

録画には 3 つの録画モードがあります。 

 

＜＜＜＜常時録画常時録画常時録画常時録画＞＞＞＞    

スケジュールやアラームの設定に関係なく、連続で録画するモードです。 

『録画機能』の『スケジュール』の『録画モード』で『常時録画』を選択してください。 

（17 ページ参照） 

クイックメニューから設定する場合は、『録画モード』の『常時録画』を選択します。 

録画を開始すると、画面左下に録画中の●マークが表示されます。 

常時録画を停止させる場合は、設定または『録画モード』で『録画しない』を選択します。 

 

＜＜＜＜スケジュール録画スケジュール録画スケジュール録画スケジュール録画＞＞＞＞    

曜日毎に 4 パターンまでのスケジュールを設定して設定時間内を連続で録画するモードです。 

『録画機能』の『スケジュール』の『録画モード』で『設定録画』を選択してください。次に設定 1～4 で 

録画スケジュールを設定し、『常時』にチェックを入れます。（17 ページ参照） 

録画を開始すると、画面左下に録画中の●マークが表示されます。 

スケジュール録画を停止させる場合は、設定または『録画モード』で『録画しない』を選択します。 

 

＜＜＜＜モーション録画モーション録画モーション録画モーション録画＞＞＞＞    

モーション録画は、画面上に動きがあった時だけ録画するモードです。 

無駄が無く、ハードディスクの使用量の節約ができます。 

モーション録画は、動体を検知してから 0～300 秒の間で設定した時間だけ録画した後に録画を 

停止して録画待機状態になります。 

動体を検知し続けている場合は、検知反応が無くなるまで連続で録画をします。 

『録画機能』の『スケジュール』の『録画モード』で『設定録画』を選択してください。 

次に設定 1～4 で録画スケジュールを設定し、『自動』にチェックを入れます。 

（17 ページ参照） 

また、『アラーム』の『モーション設定』を『有効』にして、モーション設定を設定します。 

（25～27 ページ参照） 

設定が有効になると、自動的にモーション録画待機状態になります。 

動体を検知すると録画が開始され、動体を検知したチャンネルの画面左下に動体検知マーク“ ” 

１２．基本操作１２．基本操作１２．基本操作１２．基本操作    
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と録画中の●マークが表示されます。 

モーション録画を停止させる場合は、設定で『録画しない』を選択するか、『モーション設定』を『無効』 

に設定します。 

 

・ 動体検知録画に関しての注意 

動体検知は、人感センサーとは異なり、動きの大きさ・速さ・撮影場所の明るさの変化など、 

様々な条件により起動にばらつきがあります。遅い動きには反応し難く、暗くなると感度が 

下がったりします。 

撮影状態に合わせた感度設定をしてください。感度は、高めに設定することをお勧めします。 

確実な記録を残したい場合は、動体検知録画はお勧めできません。連続録画で録画してくだ 

さい。 

暗所の撮影は動体を検知し難いため、夜間撮影での設定はお控えください。 

 

・ 録画を短時間で停止させた場合は、録画データとして保存されない場合があります。 

 

・ 録画中に停電などで電源がオフになった場合は、再び電源が入ると元の録画状態に戻ります。 

但しシャットダウンをせずに電源を切ったことになりますので、ハードディスクのトラブルを避け 

      るため、ハードディスクのフォーマットをすることをお勧めします。 

  （47～49ページを参照） 

 

③③③③再生再生再生再生 

クイックメニューより『録画再生』を選択するか、リモコンの再生ボタンを押すと、録画再生画面が 

表示されます。 

 

 

 

・ 録画再生画面の操作方法については、18～22 ページをご確認ください。 
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④④④④画面自動切換画面自動切換画面自動切換画面自動切換（ループ表示）（ループ表示）（ループ表示）（ループ表示）    

各チャンネルを 1 画面で自動的に切換表示します。 

『システム』の『ループ表示』設定画面で、『時間間隔』を 5～120 秒の間で設定し、『画面表示』で 

自動切換するカメラのチャンネルを選択します。（42 ページを参照） 

設定が有効になると、設定した時間間隔で画面の自動切換を開始します。 

自動切換を停止させる場合は、『ループ表示』設定画面で「有効」のチェックを外します。 

    

    

⑤⑤⑤⑤デジタルズーム機能デジタルズーム機能デジタルズーム機能デジタルズーム機能 

画面上で拡大させる部分をマウスで左クリックしたままスライドさせ範囲を指定します。 

 

         

指定した範囲上を左クリックすると、指定した範囲が全画面に表示されます。 

元の画面に戻る場合は、マウスをダブルクリックします。 

 

    

⑥⑥⑥⑥消音消音消音消音 

モニターへの音声出力をオフにする場合は、画面左下の音声マーク  をクリックします。 

音声マークが  に変わります。 

音声をオンにする場合は、同じ操作を再度行なってください。 
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USB ポートを使用し、録画データを USB メモリーにバックアップすることができます。 

本体正面の USB ポートに USB メモリーを接続します。 

 

 

 

 

 

 

『録画機能』の『バックアップ』を選択すると、バックアップ画面が表示されます。 

 

         

 

 ・バックアップメニューの操作方法については、22～23 ページをご確認ください。 

 ・USB メモリーは、ご使用前にパソコンにてフォーマットしてください。 

 ・バックアップ中は、USB メモリーを外さないでください。 

 ・USB メモリーを接続しないままバックアップしようとすると『バックアップデバイスがありません』 

と表示されます。 

 

 

 

 

 

USB ポート 

１３．録画データのバックアップ１３．録画データのバックアップ１３．録画データのバックアップ１３．録画データのバックアップ    



- 71 - 

    

    

    

付属の CD-R のソフトウェアをインストールして、USB メモリーにバックアップした H.264 の録画データをパ

ソコンで再生します。 

付属の CD-R をパソコンの CD-ROM ディスクに挿入して“Player”をインストールします。 

  

パソコンのデスクトップにショートカットが作られます。 

“Player”をクリックしてソフトウェアを起動させます。 

 

 

 

＜ソフトウェアの操作＞＜ソフトウェアの操作＞＜ソフトウェアの操作＞＜ソフトウェアの操作＞    

    

 

ビデオサーチバー 
音声オン/オフ 

 

１４．パソコンでの録画データ再生１４．パソコンでの録画データ再生１４．パソコンでの録画データ再生１４．パソコンでの録画データ再生    
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ビデオサーチバー クリックしたまま横へスライドさせると再生時刻が移動します。 

再生 

 

再生する録画データファイルを選択して再生します。 

一時停止 

 

再生を一時停止します。 

停止 

 

再生を停止します。 

スロー再生 

 

再生速度を 3 段階でスローに切換えます。 

高速再生 

 

再生速度を 3 段階で高速に切換えます。 

逆コマ送り再生 

 

クリックする度に 1 コマずつ逆再生をします。 

コマ送り再生 

 

クリックする度に 1 コマずつ再生をします。 

 

 

＜ビューワメニュー＞＜ビューワメニュー＞＜ビューワメニュー＞＜ビューワメニュー＞    

画面上でマウスを右クリックするとビューワメニューが表示されます。 

 

 

 

Window 選択しているチャンネルを表示しています。 

Close window 選択しているチャンネルを閉じます。 

Close all window 全てのチャンネルを閉じます。 

Audio 音声のオン/オフを選択します。 

Local record 録画データをパソコン内の“Player”フォルダに保存します。 

Snapshot 静止画をパソコン内の“Player”フォルダに保存します。 

    

 ・付属のソフトウェアを使用したことにより、パソコンなどに不具合が生じた場合でも弊社では 

  一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

また、全てのパソコンでの動作保証をするものではありません。 
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インターネットを経由して、遠隔地でのリアルタイム映像の確認と録画データの再生・保存ができます。 

 

●遠隔監視にはインターネット接続回線が必要です。 

●インターネット接続回線は光回線を推奨しています。 

●本機は、グローバル IP による遠隔操作を行いますので、固定 IP アドレスの取得をお勧めします。 

固定ＩＰアドレス取得に関しては、ご契約のプロバイダーにご相談ください。 

 

 ・DDNS を使用する場合は、弊社営業担当までご連絡ください。 

 

 ・本ソフトを使用したことによりパソコンに不具合が生じた場合でも弊社では責任を負いかねます 

    のでご了承ください。また、全てのパソコンでの動作保証をするものではありません。 

 

 

 

●背面の LAN ポートとブロードバンドルーターを LAN ケーブル（ストレート）で接続します。 

●インターネットモデムとルーターを接続します。 

 

   ・ネットワーク機器の設置・設定をするには、ご使用のネットワーク環境の基礎知識が必要です。 

 事前にご使用のネットワーク環境の確認をしてください。ネットワーク機器の設置・設定は、 

 必ず専門知識のある方（ネットワーク管理者）にて実施ください。 

 

 

＜ブロードバンドルーターの設定＞＜ブロードバンドルーターの設定＞＜ブロードバンドルーターの設定＞＜ブロードバンドルーターの設定＞    

ルーターとは、ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継する機器です。 

複数のネットワーク機器を接続する場合に使用します。 

外部からグローバルアドレスで本機に接続するため、ルーターのアドレス変換機能を設定します。

  各ルーターの取扱説明書に従って設定箇所に入力します。 

 

 

１５．ネットワーク遠隔監視１５．ネットワーク遠隔監視１５．ネットワーク遠隔監視１５．ネットワーク遠隔監視    
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（例）（例）（例）（例）    

 

 

本機に設定したポート番号とプライベート IP アドレスを登録します。 

（33 ページの『ネットワーク』 を参照） 

tcp と udp の両方のプロトコルで Web ポートとビデオポートのポート開放設定をしてください。 

 

  ・使用するブロードバンドルーターにはアドレス変換機能が必要です。 

    

＜ログイン＞＜ログイン＞＜ログイン＞＜ログイン＞    

事前にメニュー画面にてネットワークの設定をします。 

（33 ページの『ネットワーク』を参照） 

ブラウザー（Internet Explorer）を起動します。 

ブラウザーのアドレス欄にプロバイダーより割り当てられた固定 IP アドレス、 

または DDNS サーバーに登録された IP アドレスを入力します。 

初回のログイン時のみ、ブラウザー上にアドオンのインストール提示があります。 

その提示文字にクリックして“アドオンの実行”をクリックしてください。 

ActiveX コントロール（プラグイン）実行画面が表示されます。 

実行を承認し、ソフトウェアをインストールしてください。 
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インストールが終了すると、ログイン画面が表示されます。 

 ・ 正しくダウンロードされない場合は、ブラウザーのセキュリティレベルやファイアウォールが 

 適切に設定されているか確認してください。 

       また、ルーターの設定が適切に行われていることを確認してください。 

 

                                    

    

本体に設定したユーザー名とパスワードを入力して『ログイン』を選択すると、 

分割画面が表示されます。 

・初期設定は、ユーザー名が『admin』、パスワードは設定されていません。 

・デュアルディスプレイには対応していません。 

 

  

ビットレートタイプを『主ビットストリーム』または『サブビットストリーム』より選択します。 

初期設定は、『サブビットストリーム』です。 

『確認』を選択すると、ライブ映像画面が表示されます。 
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＜操作方法＞操作方法＞操作方法＞操作方法＞    

       

 

� チャンネル毎の選択：『主ビットストリーム』『サブビットストリーム』『録画のオン/オフ』 

� システム機能 

 

 

 

 

『録画再生』：再生可能な録画映像を検索します。 
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再生モード 『リモート再生』を選択します。 

クエリモード 

ファイルで 録画リストをファイル毎に表示します。 

時間で 録画リストを時間で表示します。 

種類 

表示させる録画リストの種類を選択します。 

全ての動画：全ての録画の種類を表示します。 

外部アラーム：対応していません。 

動体検知：動体検知録画のリストを表示します。 

一般録画：設定録画のリストを表示します。 

自動録画：マニュアル録画のリストを表示します。 

開始時間 検索する録画リストの開始時間を設定します。 

終了時間 検索する録画リストの終了時間を設定します。 

同期 複数台で同時再生する場合に選択します。 

チャンネル 検索するカメラのチャンネルを選択します。 

録画検索 録画リストの検索を開始します。 

 

録画再生画面に切換わり、検索した録画リストが表示されます。 

録画検索 録画検索画面に戻ります。 

録画再生 選択した録画リストを再生します。 

ダウンロード 選択した録画リストをダウンロードします。 

 

  

 



- 78 - 

「ダウンロード」を選択して、録画データをパソコンへダウンロードします。 

         

ダウンロードする録画データの種類を『H264』または『AVI』より選択します。 

『H264』の録画データの再生には、付属の再生用ソフトウェアが必要です。（70～71ページ参照） 

『ブラウズ』を選択して、録画データのダウンロード先を設定します。 

『OK』を選択すると、ダウンロードを開始します。 

         

ダウンロードが始まると、画面左下にダウンロードバーが表示されます。 

 

 ダウンロード完了のメッセージが表示されたら、『OK』を選択して終了です。 
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   『ログイン』：アラーム情報などを表示します。 

  

 

 

   『システム設定』：録画機能/アラーム機能/システム設定/管理ツール/システム情報 

       

 

 録画機能>録画設定：カメラ毎に録画条件を設定します。 
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設定内容は、17 ページをご確認ください。 

         

 

 

 アラーム機能：動体検知/映像遮蔽/信号ロス/異常処理 
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動体検知：25 ページ『モーション設定』を参照 

         

 

映像遮蔽：28 ページ『映像遮蔽』を参照 
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信号ロス：29 ページ『信号ロス』を参照 

         

 

異常処理：30 ページ『HDD 異常表示』を参照 
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 システム設定 

基本設定/エンコード（録画条件）/ネットワーク/サービス設定/画面設定/PTZ 設定 

 

         

 

基本設定：31 ページ『基本設定』を参照 
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エンコード：32 ページ『録画画質』を参照 

         

 

 ・エンコード設定で設定した録画条件がそのままネットワークのライブ映像に反映されます。 

 

ネットワーク：33 ページ『ネットワーク』を参照 
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サービス設定：34 ページ『メール設定』を参照 

         

 

画面設定：39 ページ『出力』を参照 
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PTZ 設定：41 ページ『PTZ 設定』を参照 

         

 

 

 管理ツール 

保管管理（ハードディスク）/アカウント/自動メンテ/デフォルト（初期化）/輸入と輸出/ 

再起動/アップグレード/チャンネルモード 
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保管管理：47 ページ『ハードディスク』を参照 

 

 

アカウント：49 ページ『アカウント』を参照 
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自動メンテ：55 ページ『自動保全』を参照 

 

 

デフォルト：56 ページ『初期化』を参照 
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輸入と輸出：57 ページ『入力/出力』を参照 

 

 

再起動：システムの再起動をします。 
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アップグレード：ファームウェアの更新をします。 

 

 

チャンネルモード：45 ページ『チャンネルモード』を参照 
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 システム情報：ストア情報（ハードディスク情報）/ログ情報/バージョン情報 

          

 

ストア情報：58 ページ『ハードディスク情報』を参照 
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ログ情報：60 ページ『ログ情報』を参照 

          

 

バージョン情報：本機についての情報が表示されています。 
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■『SNS 設定』：録画データと静止画像の保存先とアラームの設定をします。 

 

         

 

アラーム機能>常時設定：使用しない機能 

         

 

アラーム機能>アラーム連動設定：使用しない機能 
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システムセッティング：動画と静止画の保存先を設定 

         

『ビデオカタログ：動画の保存先を設定』 

『写真カタログ：静止画の保存先を設定』 

 

バージョン情報：ネットワークのバージョン情報を表示 
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■『ログアウト』：ライブ映像からのログアウト 

 

 � 再生画面及びチャンネル表示 

   

 

 � 操作ボタン 

 

 

全画面 
 

 

全てのチャンネルを表示 

 

1画面 
 

 

全てのチャンネルを閉じる 

 

4分割画面 
 

 

静止画を保存 

 

9分割画面 
 

 

全てのチャンネルを録画 

 

16分割画面 
 

 

全てのチャンネルの録画を停止 

 

 

   � 音声のオン・オフ 
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� PTZカメラの操作 

 

 

� 映像の色彩の調整 
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各社のスマートフォンストアより、スマートフォン用のアプリ“VacronViewer”を検索してインストールします。 

 ・以下は iOS の例です。Android 用アプリは表記（英文）や画面構成などが変わる場合があります。 

 

   

 

“VacronViewer”を起動させます。 

 

        

 

 をタップして、装置リスト表を表示させ、接続する DVR を登録します。 

１６．スマートフォンからのモニタリング１６．スマートフォンからのモニタリング１６．スマートフォンからのモニタリング１６．スマートフォンからのモニタリング    
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『＋』をタップして、装置情報画面へ必要事項を入力します。 

         

 

種類 DX-DVR を選択します。 

装置名称 任意の名称を入力します。 

設備位置 プロバイダーより、割り当てられた固定 IP アドレス、または DDNS のアドレスを 

入力します。 

ビデオポート 本体に設定しているビデオポートを入力します。 

ユーザー名 本体に設定しているユーザー名を入力します。（設定していない場合は、admin） 

パスワード 本体に設定しているパスワードを入力します。（設定していない場合は未入力） 

チャンネル 登録する DVR のチャンネル数を入力します。 

 

全ての入力が終わったら、『完了』をタップすると、装置リスト表に登録されます。 
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＞＞＞＞ をタップすると、設定内容の確認・変更が可能です。 

装置リスト表から接続する DVR をタップすると、ビューワー画面に接続した DVR の映像が表示さ 

れます。 

複数台の DVR をビューワー画面に登録する場合は、『全チャンネル』を選択してアクセスしてくだ 

さい。 
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16 チャンネル① 16 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル② 16 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

8 チャンネル① 8 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①のチャンネル 1～8 を表示します。 

8 チャンネル② 8 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①のチャンネル 9～16 を表示します。 

8 チャンネル③ 8 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②のチャンネル 1～8 を表示します。 

8 チャンネル④ 8 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②のチャンネル 9～16 を表示します。 

4 チャンネル① 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①、または 8 チャンネル①のチャンネル 1～4 を表示します。 

4 チャンネル② 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①、または 8 チャンネル①のチャンネル 5～8 を表示します。 

4 チャンネル③ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①のチャンネル 9～12 を表示します。 

8 チャンネル②のチャンネル 1～4 を表示します。 

4 チャンネル④ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル①のチャンネル 13～16 を表示します。 

8 チャンネル②のチャンネル 5～8 を表示します。 

4 チャンネル⑤ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②、または 8 チャンネル③のチャンネル 1～4 を表示します。 

4 チャンネル⑥ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②、または 8 チャンネル③のチャンネル 5～8 を表示します。 

4 チャンネル⑦ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②のチャンネル 9～12 を表示します。 

8 チャンネル④のチャンネル 1～4 を表示します。 

4 チャンネル⑧ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 

16 チャンネル②のチャンネル 13～16 を表示します。 

8 チャンネル④のチャンネル 5～8 を表示します。 

4 チャンネル⑨ 4 チャンネル DVR に接続する場合に選択します。 
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①～⑯ 16 チャンネル①の各チャンネルを全画面表示します。 

 

静止画を保存します。 

 

動画を保存します。 

静止画を保存する場合は、表示しているカメラの映像を選択して、を  タップします。 

動画を保存する場合は、表示しているカメラの映像を選択して、  をタップします。 

動画保存中は、チャンネル画面の左上に『●録画』と表示されます。 

動画の保存を止める場合は、再度を  タップします。 

保存したデータを再生させる場合は、  をタップします。 

 

       

 

『映像ファイル（静止画）』または『映像（動画）』から保存データをタップすると、 

選択したデータが再生されます。 

 

保存データを削除する場合は、『編集』を選択し、削除する保存データの をタップします。 

『削除』をタップすると、保存データが削除されます。 
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■再生画面■ 

       

 

 

＜録画データの遠隔再生＞＜録画データの遠隔再生＞＜録画データの遠隔再生＞＜録画データの遠隔再生＞    

録画データをスマートフォンから再生する場合は、  をタップします。 

    

日付・時間・チャンネル・録画タイプを入力して、『捜査』をタップすると、録画リストが表示されます。 

再生する録画リストをタップすると、選択した録画データが再生されます。 
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本機はハードディスク（HDD）に映像を記録します。故障やハードディスクの接続不良による、 

記録した画像内容の消失、誤作動などを起こさないように以下の点に注意してください。 

 

● 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。持ち運びの際もご注意ください。 

● 振動する場所では使用しないでください。 

● 電源をいれたまま本機を動かさないでください。 

● 作動中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグの抜き差しはシャットダウン 

の操作後に行なってください。 

● 外部機器などの電気的ノイズの影響により本体が正常に作動しない場合があります。 

● 停電などで、シャットダウン操作をせずに電源が切れた場合は、ハードディスクのトラブルを避け

るため、ハードディスクのフォーマットをすることをお勧めします。 

● 他の機器（同機種においても）で録画データを記録したハードディスクを接続した場合、録画データが

消失する場合がありますので、ハードディスクの共用はしないでください。 

● 極端に高温の場所での使用は絶対に避けてください。 

● 通風孔をふさがないでください。AV ラックなどに収納してご使用になる場合は、ご注意ください。 

● 埃や湿気の多い場所には置かないでください。定期的に内部の清掃を販売店へ依頼してください。 

● 本体内部のハードディスクには絶対に手を触れないでください。何らかの原因でハードディスクが 故

障した場合でも、ご自分で交換することはできません。お買い上げの販売店までご連絡ください。なお、

点検・修理の際に消失した場合の録画データ内容補償はできません。 

● ハードディスクは消耗品です。本機を毎日 24 時間連続でご使用になる場合は、1～2 年毎に 

   ハードディスクを交換する事をお勧めします。 

● ハードディスクを交換する場合でもお客様で交換することはできません。お買い求めの販売店へ 依

頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７．ハードディスク（１７．ハードディスク（１７．ハードディスク（１７．ハードディスク（HDDHDDHDDHDD）について）について）について）について    
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症   状 確認と処理方法 

全く作動しない 電源コードがコンセントから抜けていませんか？ 

電源ランプは点灯していますか？ 

録画ができない チャンネル設定はされていますか？ 

ハードディスクの録画データがいっぱいになっていませんか？ 

電源を入れ直してハードディスクの初期化をしてください。 

スケジュール録画が作動しない 時間は正確に設定されていますか？ 

『スケジュール設定』の見直しをしてください。 

（17 ページを参照） 

モーション録画が動作しない 『モーション設定』の見直しをしてください。 

（25 ページを参照） 

上書き録画ができない 『上書き録画設定』を確認してください。 

（32 ページを参照） 

再生ができない 録画データはありますか？ 電源を入れ直してください。 

画像がぼやける カメラの焦点などの状態を確認してください。 

時計が正確ではない 電源を切ってから長期間経過していませんか？ 

画面表示のバランスが悪い 『表示調整』の確認をしてください。 

（54 ページを参照） 

・ 処理をしても症状が解決しない場合は、電源を切り、しばらくしてから電源を再投入して、 

再度症状を確認してください。 

各設定を初期化して、再度症状を確認してください。 

（56 ページの『初期化』を参照） 

問題が解消できない場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 

 

 

    

    

    

● 修理を依頼する場合は、必要な設定データや録画データを事前にバックアップしてください。 

  点検や修理においてデータの初期化が必要になり、データを消去する場合があります。 

   録画データの復元やコピーは出来ませんのでご了承ください。 

 

● 不具合の原因が、設定や一時的な誤作動、ハードディスク内の記録データ（システムや録画データ） 

で、物理的な異常では無いものがあります。 

修理を依頼する前には、設定の確認、電源の再投入や設定の初期化、ハードディスクのフォーマット 

をお試しください。 

 

 

 

１８．故障かな？と思ったら１８．故障かな？と思ったら１８．故障かな？と思ったら１８．故障かな？と思ったら    

１９．修理について１９．修理について１９．修理について１９．修理について    
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◆カメラ 4 台で全て同じ設定の場合◆ 

録画解像度 フレームレート fps 画質 6 画質 5 画質 4 画質 3 画質 2 画質 1 

AHD-H 

(1920×1080) 

15 240 320 480 640 964 1929 

5 494 658 992 1322 1984 3968 

AHD-NH 

(960×1080) 

30 271 361 434 542 722 1085 

10 666 857 1090 1333 1714 3000 

AHD-M 

(1280×720) 

30 271 361 434 542 722 1085 

10 666 857 1090 1333 1714 3000 

AHD-L 

(960×480) 

30 272 363 545 750 1090 1333 

10 666 923 1333 1714 2666 3000 

D1 

（704×480） 

30 444 545 750 1090 1500 2181 

10 1090 1333 1714 2666 3529 6000 

 

単位：時間 

・・・・目安表の録画時間はあくまでも計算上の目安ですので誤差がある場合があります。 

動きの多い映像や色の種類が多い映像の録画など、映像の状態により録画時間が極端に短くなる 

ことがあります。 

 

 

    

    

 

単位：mm 

２０．録画時間目安２０．録画時間目安２０．録画時間目安２０．録画時間目安    

２１．寸法図２１．寸法図２１．寸法図２１．寸法図    
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映像入力 4 チャンネル BNC.J 

映像出力 HDMI 最大 1920×1080 

VGA 最大 1920×1080 

音 声 圧縮方式 G.711A 

入力 4 チャンネル RCA.J 

出力 1 チャンネル RCA.J 

録 画 映像圧縮方式 H.264 

解像度 1080p/1080N/720p/960H/D1 

フレームレート 1～30fps (1080p@最大 15fps) 

画質 6 段階 

モード 常時録画/スケジュール録画/モーション録画 

プレレコード 1～5 秒（設定可能間隔） 

ポストレコード 10～300 秒 

画面表示 解像度 1080p 

画面モード 1 画面/4 画面 

オートシーケンス 5～120 秒 

デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) 

再 生 再生速度 4 段階 （再生/逆再生/スロー再生） 

同時再生 4 チャンネル 

バック 

アップ 

ファイルフォーマット AVI/H.264 

メディアインターフェイス USB2.0(フラッシュメモリー) 

表示言語 28 ヶ国語対応 

 

ネット 

ワーク 

プロトコル HTTP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE 

ブラウザー Internet Explorer 

ストリーミング 1080p/1080N/720p/960H/D1/CIF 

内蔵ハードディスク SATA  2TB×1 

電源 DC12V±1V（センタープラス） 

消費電流 約 2A（最大） 

使用動作温湿度範囲 0～46℃/20～80% 

重量 約 1290g 

付属品 AC アダプター/HDMI ケーブル/リモコン/マウス/パソコン再生用ソフト 

     

・・・・    このデジタル HDD レコーダーは、映像を記録するためのものであり、盗難防止装置ではありません。 

万一発生した事故損害等については、責任を負いかねます。 

 

 

 

 

 

２２．仕様２２．仕様２２．仕様２２．仕様    

・Windows

®

、Windows XP

®

、Windows Vista

®

、Windows 7®、Windows 8®、Internet Explorer®は、米国 microsoft Corporation の米国およびその他の国に 

おける商標または登録商標です。 

・iPhone は、Apple Inc.の商標です。 

・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・Safari は、米国 Apple Inc.の商標または登録商標です。 

・Google および Google ロゴ、Android

TM

は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

・その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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製品向上のため、仕様・外観は変更することがあります。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JAN.,2017 

MODELMODELMODELMODEL        ASMR64ASMR64ASMR64ASMR64    フルハイビジョンフルハイビジョンフルハイビジョンフルハイビジョン AHDAHDAHDAHD レコーダーレコーダーレコーダーレコーダー    
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２３．保証書２３．保証書２３．保証書２３．保証書    
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