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このたびはこのたびはこのたびはこのたびは本製品本製品本製品本製品をごをごをごをご購入購入購入購入いただきいただきいただきいただき誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。 

本書をご一読いただき、必要な時はいつでも見られるように大切に保管し、末

永くご愛用ください。 
 

付属品をご確認ください。本製品には以下のものが梱包されております。 

 デジタルビデオレコーダー 

 電源コード 

 取扱説明書(本書) 

 ラックマウント設置用付属品 

 IRリモコン 

 RASソフトウェアCD 

 RAS取扱説明書 

ネットワークモデルでは、本体を接続するLANケーブルやネットワーク接続環境とそ

の設定のためのパソコン、固定IPアドレス、などをお客様でご用意いただく必要があ

ります。RAS-PC側の固定IPアドレスはコールバック(通知)機能を利用しない場合は不

要です。 

 

本書本書本書本書についてについてについてについて 

ＤＶＲ設置の際は、「第２章－設置」を参考に、本体と周辺機器を接続して下さい。 

録画設定については、「第３章－設定」の録画設定に関する項目を参照下さい。 

操作方法については、「第４章－操作」に記載しております。 

 

本体の設定は「第３章－設定」で、まず機器設定の基本操作方法、また設定したい内

容とメニューの関係の説明をご理解いただき、実際の操作や詳しい内容は「第４章－

操作」を参照して下さい。 

 

ネットワークモデルに関しては、ネットワーク接続環境が整っているかご確認くださ

い。ネットワーク環境によってはDVR本体以外の設定が必要になります。その際に生

じる工事や設定は通信会社や設置場所のネットワーク管理者にご相談ください。DVR

本体の設定は、本体設置(接続)後、ＲAＳ取扱説明書を読みながらPCにRASソフトをイ

ンストールし、PCとDVRをネットワーク接続して下さい。 

 

設置設置設置設置やごやごやごやご利用利用利用利用のののの際際際際はははは、「、「、「、「安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意」」」」・・・・「「「「取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて」」」」もももも必必必必ずごずごずごずご参照参照参照参照のののの上上上上、、、、

ごごごご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。 
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安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意 
 

使用者および他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守

りいただきたい一般事項を、警告・注意として説明しています。 
 

警告 

・ 工事は販売店に依頼してください。工事には技術と経験が必要です。火災、感電、

けが、器物損壊を防ぐ為にも、必ず販売店にご相談ください。 

・ 異常があるときはすぐに使用をやめてください。煙が出る、臭いがするなどその

まま使用すると火災の原因になります。その場合は直ちに電源プラグを抜いて販

売店にご連絡ください。 

・ 異物を入れないでください。水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となり

ます。直ちに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 

・ 不安定な場所に置かないでください。落下などでけがの原因になります。 

・ 分解や改造しないでください。火災や感電の原因になります。修理や点検は販売

店にご相談ください。 

・ 電源コード・プラグを破損したりしないでください。傷つけたり、加工・固定し

たり、束ねたり・ねじったりしないで下さい。傷んだまま使用すると、感電･ショ

ート･火災の原因となります。コードやプラグの修理の相談は販売店にご相談くだ

さい。 

・ 電源プラグのほこり等は定期的に掃除してください。プラグにホコリなどがたま

ると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾

いた布などでふいてください。 

・ コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。ブレーカーが

落ちなくても配線などの発熱による火災の原因になります。 

・ この機器を上向き以外の方向に置かないでください。この機器にはオープンフレ

ーム SMPS(スイッチング・モード・パワーサプライ)があり、この機器の横の換気

口から機器に差し込むと火災又は感電を引き起こす可能性があります。 

 

警告 

本製品に付属の「電源コード」は、本製品専用のものですので 

本製品のみにお使いください。なお、他の製品への転用は保証できません。 

 

注意 

・ 通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災や故障、エラーの原因

になります。 

・ 湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災や感電の、故障の原因に

なります。 

・ 振動や強い衝撃を与えないでください。内部部品の変形などで、火災や感電、故

障の原因になります。 
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取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて 

 

電源について 

使用電源はAC100Vです。設置の際は消費電力の大きな機器(コピー機や空調機など)と同じ

ACコンセントからは電源を取らないで下さい。また本体は電源スイッチを“切”にしても電

源からは遮断されません。必要に応じて本体と電源を遮断できるように、遮断装置ユニット

の設置や、電源コードに容易に手が届くようにするなどしてください。 

使用環境 

5℃~40℃でご利用ください。この範囲を越えると故障や誤作動の原因となります。また、

温度差の大きいところや湿度の高いところへ移動すると、結露を生じることがあります。結

露したまま使用すると故障の原因となりますのでご注意ください。 

内蔵バックアップ電池について 

時計や停電時の動作内容の保存などで内蔵バックアップ電池を利用しており、本体が通電し

ていないときにはこの内蔵電池を利用しています。全く通電を行わない場合は、目安3年程

で電池を交換されるか、必要に応じて交換されることをお勧めします。 

とくにシステム稼動中は、振動や衝撃を与えないでください 

デジタルレコーダーはハードディスクドライブに録画データを保存しています。ハードディ

スクはわずか数ミクロンの隙間をディスクが高速で回転しており、システム稼動中に振動や

衝撃を与えるとハードディスクが損傷し、デジタルレコーダーが起動しなくなったり、録画

データが読み出せなくなったりします。(ハードディスクは保証対象外になります) 

内蔵ハードディスク、放熱ファンは消耗品です 

約30,000時間(この時間は部品の性能を保証するものではありません)を目安に交換されるこ

とをお勧めします。また消耗品の交換は保証期間内でも有料になります。交換の際はご購入

店にご相談ください。 

ほこりを避け、熱がこもらないように設置する。 

本体には本体背面と本体右側に強制空冷ファン吹き出し口が設置され、本体の左側に空気取

り入れ口が設置されています。設置の際は空気の流れを出来るだけさえぎらないように側

面・背面・上面は壁面から5cm以上の間隔をあけるなどして、熱がこもらないようにして下

さい。また本体内部の空気を循環させているため。床の上や足元などのほこりのたまりやす

いところや、熱がこもるところ、湯気や油の多いところの設置は出来ません。また空気取り

入れ口にゴミやほこりが目立ってきた時は掃除機などで取り除いてください。 

雑音源を避ける。 

強い磁界を発生する機器(テレビ、ラジオ、無線機、電動モーターなど)の近くでは、画像が

乱れやノイズが発生するおそれがあります。また電灯線や動力線に近づけてケーブルを配線

すると、ノイズが入る場合があります。このような時は設置場所やケーブル配線をかえるな

どして下さい。 

お手入れ 

安全の為、電源を遮断した状態で乾いた布や、薄めた中性洗剤などを染み込ませ･固く絞っ

た布で軽くふいてください。(ベンジン・シンナーは塗装がはげたり、変形したりします。)

お手入れの際は、放熱ファンに物がはさまたり、指をつめたりしないように気をつけ、必要

に応じて掃除機などもご利用ください。 

その他 

本体の故障、もしくは不都合により録画されなかった場合の補償についてはご容赦ください。 
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第第第第1章章章章 — はじめにはじめにはじめにはじめに 
 
 

特徴特徴特徴特徴 
 

本デジタルビデオレコーダー(DVR)は、4台のカメラ映像を録画することができます。ライブ・再生

の両モードの画質に優れ、以下のような特徴を備えています。 

 

� 映像入力：コンポジット入力端子4(スルー端子付) 

� NTSC/PALの自動検出 

� カラー(NTSC又はPAL)及び白黒(CCIR及びEIA-170)に対応。 

� マルチ検索エンジン(日付/時間、カレンダー、イベント) 

� 毎秒最高120(NTSC)イメージを録画可能 

� ディスク上書きモードによる連続録画可能 

� 遠隔地への伝送中、及び再生中も録画を継続 

� ユーザーに扱いやすいグラフィックユーザーインターフェース(GUI)メニューシステム 

� 多様な録画モード(時間、イベント、プリイベント及びパニック) 

� オーディオ録音(4ch)及び再生(1ch) 

� アラーム接続：入力(4ch)、出力(4ch)及びリセット入力 

� 内蔵アラームブザー 

� イーサネット又はモデムを経由でライブ映像又は録画ビデオに遠隔アクセス可能 

� IRリモコン対応 
 
 

 
 

図1 — DVR接続例 
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製品製品製品製品のののの技術的概要技術的概要技術的概要技術的概要 
 

本機は、デジタルセキュリティー装置として既存のタイムラプスＶＣＲとマルチプレクサーに取っ

て替わるだけでなく、最新のＶＣＲより多様で強力な機能と容易な操作性を提供致します。 

 

本機は、アナログ映像をデジタル映像に変換して、これをハードディスクに保存します。 

ハードディスクを利用する事で、保存された映像を瞬時に検索可能で、従来型ＶＣＲのような巻き

戻しの必要はありません。また、ＤＶＲが映像を録画している間でも保存された映像を見ることが

出来ます。 

 

デジタルで保存された映像は、テープに保存されたアナログ映像に比べ多くの長所が有ります。 

例えば、トラッキング調整が不要で、映像に線や乱れが生じることなく、画面停止、高速の再生・ 

逆再生、低速の再生・逆再生が出来ます。また、検索時に時刻別・イベント別の映像を分類して、 

任意の映像を直ちに再生できます。 

 

本機は、イベント録画とタイムラプス録画が可能です。録画スケジュールは時刻別、曜日別そして 

ユーザーの定めた休日別に設定できます。 

 

本機は、ハードディスクに空き容量がなくなった場合、アラーム出力やブザーによってユーザーに

通知するか、または、古い映像から順に消去しながら録画を継続するように設定できます。 

 

本機は、独自の暗号化技術で映像を符号化する事で、保存した映像を改ざんすることは不可能です。 

 

ライブ映像の遠隔監視、録画画像の遠隔検索、DVRの遠隔操作等の多彩な機能を有しています。 

また、クリップファイル・ビデオをUSB-IDEハードディスクやUSB CD-RWドライブ又はフラッシュ

メモリドライブにバックアップできるUSB ポートも 装備しています。 
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第第第第2章章章章 — 設置設置設置設置 
 
 

パッパッパッパッケージケージケージケージ内容内容内容内容 
 

本製品には、下記の内容から構成されています。 
 

� デジタルビデオレコーダー 

� 電源コード 

� 取扱説明書(本文書) 

� RASソフトウェア CDと取扱説明書 

� ラックマウント設置用付属品 

� IRリモコン 

 
 

インストールにインストールにインストールにインストールに必要必要必要必要なななな工具工具工具工具 
 

DVRの設置に特別な工具は必要ありません。システムに必要なその他の品目については設置マニュ

アルをご参照ください。 

 

 
 

図2 — DVR背面パネル 

 
 

ビデオビデオビデオビデオソースソースソースソースのののの接続接続接続接続 
 

 
 

図3 — ビデオ入力コネクター 

 

ビデオカメラからの同軸ケーブルを、BNCビデオ入力コネクターに接続します。 
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ループスルー・ビデオのループスルー・ビデオのループスルー・ビデオのループスルー・ビデオの接続接続接続接続 
 

 
 

図4 — ビデオループスルー・コネクター 

 

ビデオソースを他の機器に接続したい場合、ループBNCコネクターをご使用ください。 
 

注注注注：：：：ループループループループBNCはははは自動終端機能自動終端機能自動終端機能自動終端機能をををを有有有有していますしていますしていますしています。。。。他他他他のののの自動終端自動終端自動終端自動終端装置装置装置装置にににに接続接続接続接続しないしないしないしない場合場合場合場合はははは、、、、ループループループループ

BNCにケーブルをにケーブルをにケーブルをにケーブルを接続接続接続接続しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。ビデオのビデオのビデオのビデオの画質画質画質画質がががが劣化劣化劣化劣化しますしますしますします。。。。 
 
 

オーディオのオーディオのオーディオのオーディオの接続接続接続接続 
 

注注注注：：：：法及法及法及法及びびびび規則規則規則規則をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、オーディオオーディオオーディオオーディオ録音録音録音録音のののの是非是非是非是非についてはユーザーのについてはユーザーのについてはユーザーのについてはユーザーの責任責任責任責任でででで行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 

 

 
 

図5 — オーディオ入力及び出力コネクター 

 

DVRはオーディオを録音できます。声をオーディオ入力に接続します。オーディオ出力をアンプに

接続します。 
 

注注注注：：：：オーディオオーディオオーディオオーディオ入力入力入力入力はははは増幅増幅増幅増幅されますがされますがされますがされますが、、、、オーディオオーディオオーディオオーディオ出力出力出力出力はははは増幅増幅増幅増幅されませんのでされませんのでされませんのでされませんので、、、、アンプアンプアンプアンプ付付付付きスピーきスピーきスピーきスピー

カーがカーがカーがカーが必要必要必要必要ですですですです。。。。  
 
 

DVRををををCVBSまたはまたはまたはまたはVGA出力用出力用出力用出力用にににに設定設定設定設定 
 

 
 

図6 — CVBS/VGAスイッチ 

 

モニターの種別に応じ、スイッチをCVBS又はVGAに設定します。アナログモニターの場合はCVBS

を選択し、RGBモニターの場合はVGAを選択します。 
 

注注注注：：：：DVRがサポートしていないがサポートしていないがサポートしていないがサポートしていないLCDモニターやモニターやモニターやモニターや、、、、マルチシンクをサポーマルチシンクをサポーマルチシンクをサポーマルチシンクをサポートしていないモニターがあトしていないモニターがあトしていないモニターがあトしていないモニターがあ

りますりますりますります。。。。 

 

注注注注：：：：アナログアナログアナログアナログモニターモニターモニターモニター出力出力出力出力ととととVGA出力出力出力出力はははは、、、、同時同時同時同時にににに使用使用使用使用することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。  

 

注注注注：：：：DVRのののの電源電源電源電源をををを入入入入れるれるれるれる前前前前にににに、、、、CVBS又又又又ははははVGAセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチを設定設定設定設定しますしますしますします。。。。DVRがががが作動作動作動作動してしてしてして

いるいるいるいる時時時時、、、、設定設定設定設定をををを変変変変えることはできませんえることはできませんえることはできませんえることはできません。。。。 
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モニターをモニターをモニターをモニターを接続接続接続接続するするするする 
 

アナログモニターを接続する 
 

 

 
 

図7 — ビデオ出力コネクター 

 

アナログモニターをビデオ出力またはSVHS出力に接続します。 

 

注注注注：：：：アナログアナログアナログアナログモニターモニターモニターモニター出力使用出力使用出力使用出力使用のののの場合場合場合場合、、、、CVBS/VGAセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチをCVBSにににに設定設定設定設定しますしますしますします。。。。 

 

RGBモニターを接続する 
 

 
 

図8 — VGAコネクター 

 

RGBモニター出力用には、VGAポートがあります。必要な場合RGBモニターを、VGAコネクター

に接続します。長さ3m以内のDB-15(オス)コネクター付きRGBケーブルでDVRのコネクターに接続

します。 

 

注注注注：：：：RGBモニターモニターモニターモニター出力出力出力出力にはにはにはには、、、、CVBS/VGAセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチをセレクタースイッチをVGAにににに設定設定設定設定しますしますしますします。。。。 

 
 

アラームをアラームをアラームをアラームを接続接続接続接続するするするする 
 

 
 

図9 — アラーム入力コネクター・ストリップ 

 

注注注注：：：：アラームコネクターにアラームコネクターにアラームコネクターにアラームコネクターに接続接続接続接続するにはするにはするにはするには、、、、ボタンをボタンをボタンをボタンを押押押押してしてしてして、、、、そのままのそのままのそのままのそのままの位置位置位置位置にににに留留留留めめめめ、、、、ボタンボタンボタンボタンのののの下下下下のののの

穴穴穴穴ににににケーブルケーブルケーブルケーブルをををを挿入挿入挿入挿入しますしますしますします。。。。ボタンをボタンをボタンをボタンを離離離離したらしたらしたらしたらケーブルケーブルケーブルケーブルをををを軽軽軽軽くくくく引引引引きききき、、、、正正正正しくつながっていることをしくつながっていることをしくつながっていることをしくつながっていることを

確認確認確認確認しますしますしますします。。。。ケーブルケーブルケーブルケーブルをををを外外外外すすすす場合場合場合場合はははは、、、、ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの上上上上のボタンをのボタンをのボタンをのボタンを押押押押してしてしてして、、、、そのままのそのままのそのままのそのままの位置位置位置位置にににに留留留留めめめめ、、、、ケケケケ

ーブルーブルーブルーブルをををを引引引引きききき出出出出しますしますしますします。。。。 
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AI 1から 4 (アラーム入力) 
 

DVRに外部機器から入力信号(イベント信号)を与え、イベントに対応して録画を開始させたり、 

アラームを発生させる事ができます。機械的又は電気的スイッチは、AI(アラーム入力)及びGND(接

地)コネクターに接続することができます。NC(ノーマルクローズ)の最大電圧は4.3V以上で、0.5秒

以上続かなければ検出されません。NO(ノーマルオープン)の最大電圧は、0.3V以下です。アラーム

の入力は、第3章 ─ 設定を参照してください。 

 

GND(接地) 
 

アラーム入力の接地側を、GNDコネクターに接続します。 

 

ARI(アラームリセット入力) 
 

アラームリセット入力への外部信号は、アラーム出力信号及びDVRの内蔵ブザーをリセットできま

す。機械的又は電気的スイッチは、ARI(アラームリセット入力)及びGND(接地)コネクターに接続す

ることができます。最大電圧は0.3V以下で、0.5秒以上続かなければ検出されません。ケーブルを、

ARI(アラームリセット入力)及びGND(接地)コネクターに接続します。 

 

アラーム出力 
 

 
 

図10 — アラーム出力コネクター・ストリップ 

 

DVRは、ブザーなどの外部装置を起動させることができます。機械的又は電気的スイッチは、NC(ノ

ーマルクローズ)及びC(コモン)コネクター又はNO(ノーマルオープン)とC(コモン)コネクターに接

続できます。許容電流は125VACで0.5A、30VDCで1Aです。アラームの出力は、第3章 ─ 設定を参照

してください。 
 

 

ネットワークポートにネットワークポートにネットワークポートにネットワークポートに接続接続接続接続するするするする 
 

 
 

図11 — ネットワークコネクター 

 

DVRの10/100Mbイーサネットコネクターを使って、ネットワークに接続できます。RJ-45ジャック

付きCat5ケーブルを、DVRのネットワークコネクターに接続します。DVRと外部のPCをネットワー

ク接続することで、外部の遠隔地のPCから監視/検索/設定/ソフトウェアのアップグレード等の各種

機能を利用できます。イーサネットの接続は、第3章 ─ 設定を参照してください。 
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RS-232Cポートにポートにポートにポートに接続接続接続接続 
 

 
 

図12 — RS-232Cコネクター 

 

RS-232Cポートにコントロールキーボードを接続することでDVRの各種設定/制御やソフトウェア

アップグレードを行なうことができ、RS232↔RS485変換器を用いると電波時計も接続することがで

きます。DB-9S(メス)コネクター付きモデムケーブルを使い、DVRに接続します。モデム接続につ

いては第3章 — 設定を参照してください。 

 

注注注注：：：：DVRにはモデムケーブルはにはモデムケーブルはにはモデムケーブルはにはモデムケーブルは付付付付いていませんいていませんいていませんいていません、、、、またまたまたまた多多多多くのモデムがケーブルくのモデムがケーブルくのモデムがケーブルくのモデムがケーブル無無無無しでしでしでしで販売販売販売販売されていされていされていされてい

ますますますます。。。。モデムをおモデムをおモデムをおモデムをお買買買買いいいい上上上上げのげのげのげの際際際際はははは、、、、ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの仕様仕様仕様仕様がががが正正正正しいかごしいかごしいかごしいかご確認確認確認確認くだくだくだくださいさいさいさい。。。。 

 
 

工場工場工場工場デフォルトリセットデフォルトリセットデフォルトリセットデフォルトリセット 
 

 
 

図13 — 工場デフォルトリセットスイッチ 

 

DVRにはRS-232Cコネクターの右側に、工場デフォルトリセットスイッチが付いています。このス

イッチは、すべての設定を工場出荷時の設定に戻す際のみ使用します。 

 

注意注意注意注意：：：：工場工場工場工場デフォルトリセットをデフォルトリセットをデフォルトリセットをデフォルトリセットを使使使使うとうとうとうと、、、、ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの設定設定設定設定はすべてはすべてはすべてはすべて失失失失われますわれますわれますわれます。。。。工場工場工場工場デフォデフォデフォデフォ

ルトリセットをルトリセットをルトリセットをルトリセットを使用後使用後使用後使用後ににににDVRNSササササーーーーババババーーーー上上上上でででで同同同同じじじじDVR名名名名をををを使用使用使用使用したいしたいしたいしたい場合場合場合場合、、、、DVRNSササササーーーーババババ

ーーーーマネマネマネマネーーーージャジャジャジャーーーーにににに接接接接続続続続するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。工場工場工場工場デフォルトリセットデフォルトリセットデフォルトリセットデフォルトリセット前前前前にににに設定状況設定状況設定状況設定状況をををを記記記記録録録録 

保存保存保存保存しておいてくださいしておいてくださいしておいてくださいしておいてください。。。。 

 

設定をリセットするには、先の細いまっすぐなピンをご使用下さい。 

1. DVRの電源を切ります 

2. 再度電源を入れる。 

3. DVRが初期化されている間に先の細いまっすぐなピンを、RS-232Cコネクター右横のラベ

ルのない穴に差し込みます。 

4. フロントパネルのすべてのLEDが点灯するまでスイッチ押し続けます。 

 

注注注注：：：：DVRがががが正正正正しくしくしくしく工場出荷時設定工場出荷時設定工場出荷時設定工場出荷時設定にリセットされるとにリセットされるとにリセットされるとにリセットされると、、、、フロントパネルのすべてのフロントパネルのすべてのフロントパネルのすべてのフロントパネルのすべてのLEDがががが3回点滅回点滅回点滅回点滅

しますしますしますします。。。。 

 

5. リセットスイッチを離してください。DVRのすべての設定は、工場出荷時と同じになっ

ています。 
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USBポートにポートにポートにポートに接続接続接続接続するするするする 
 

 
 

図14 — USBコネクター 

 

フロントパネルのUSBポートは、外部ハードディスクドライブやCD-RWドライブ又はフラッシュメ

モリに接続し、録画のバックアップに利用できます。ハードディスクドライブ、CD-RWに、付属

のUSBケーブル(2ｍ以内)でDVRと接続します。ビデオの外部USB-IDEハードディスクドライブ、USB 

CD-RWドライブ又はUSBフラッシュメモリへのバックアップについては、第4章 ─ 操作を参照して

ください。またUSBポートを使ってソフトウェアをアップグレードすることもできます。 

 
 

電源電源電源電源コードをコードをコードをコードを接続接続接続接続するするするする 
 

 
 

図15 — 電源コードコネクター 

 

電源コードをDVRに接続し、それからコンセントに接続します。 

本機には、電源ボタンがないので、電源を接続するとすぐに電源が入ります。 

 

警告警告警告警告：：：：電源電源電源電源コードはコードはコードはコードは配線配線配線配線をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして足足足足にににに引引引引っっっっ掛掛掛掛からからからからないようにないようにないようにないようにしししし、、、、コードがコードがコードがコードが家具家具家具家具でででで傷傷傷傷ついたついたついたついた

りしないようにりしないようにりしないようにりしないように注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。電源電源電源電源コードをコードをコードをコードをじゅうたんやじゅうたんやじゅうたんやじゅうたんやカーペットのカーペットのカーペットのカーペットの下下下下にににに配線配線配線配線しないでくだしないでくだしないでくだしないでくだ

さいさいさいさい。。。。 

電源電源電源電源コードにはコードにはコードにはコードにはアースがありますがアースがありますがアースがありますがアースがありますが、、、、電源電源電源電源コンセントにコンセントにコンセントにコンセントにアースコードがなくてもアースコードがなくてもアースコードがなくてもアースコードがなくても、、、、プラグプラグプラグプラグをををを

変形変形変形変形させたりしさせたりしさせたりしさせたりしないでくださいないでくださいないでくださいないでください。。。。 

多多多多くのくのくのくの機器機器機器機器をををを1箇所箇所箇所箇所のののの電源電源電源電源コンセントコンセントコンセントコンセントにつながないでにつながないでにつながないでにつながないで下下下下さいさいさいさい。。。。(電源電源電源電源のののの容量容量容量容量オーバーにならなオーバーにならなオーバーにならなオーバーにならな

いようにしていようにしていようにしていようにして下下下下さいさいさいさい。。。。) 

 

これでDVRの録画準備が完了しました。第3章 ─ 設定、及び第4章 ─ 操作を参照してください。 
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第第第第3章章章章 — 設定設定設定設定 
 

 

注注注注：：：：これからこれからこれからこれから先先先先にににに進進進進むむむむ前前前前にににに、、、、DVRのののの設置設置設置設置をををを完了完了完了完了してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。第第第第2章章章章 ─  設置設置設置設置をををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 
 

 

フロントパネルコントロールフロントパネルコントロールフロントパネルコントロールフロントパネルコントロール 
 

 
 

図16 — DVRフロントパネル 
 

フロントパネル上のボタンの多くは、一つで複数の機能をします。以下にそれぞれのボタンとその操

作を説明します。これらはDVRを最初にセットアップする場合、及び日常の操作において必要です。 
 

注注注注：：：：アラームアラームアラームアラーム専用専用専用専用リセットボタンはありませんリセットボタンはありませんリセットボタンはありませんリセットボタンはありません。。。。アラームがアラームがアラームがアラームが動作動作動作動作しているしているしているしている時時時時ににににフロントパネルフロントパネルフロントパネルフロントパネル、、、、まままま

たはリモコンたはリモコンたはリモコンたはリモコン のどののどののどののどのボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してもしてもしてもしても、、、、内蔵内蔵内蔵内蔵ブザーをブザーをブザーをブザーを含含含含むアラームむアラームむアラームむアラーム出力出力出力出力をリセットできますをリセットできますをリセットできますをリセットできます。。。。但但但但しししし、、、、

設定設定設定設定メニューメニューメニューメニュー又又又又ははははPTZモードのモードのモードのモードの際際際際ににににアラームアラームアラームアラーム出力出力出力出力をリセットするにはをリセットするにはをリセットするにはをリセットするには、、、、まずまずまずまず設定設定設定設定メニューメニューメニューメニュー又又又又ははははPTZ

モードをモードをモードをモードを終了終了終了終了しますしますしますします。。。。 
 

注注注注：：：：リモコンセンサーがパニックリモコンセンサーがパニックリモコンセンサーがパニックリモコンセンサーがパニック録画録画録画録画ボタンのボタンのボタンのボタンの上上上上にありますにありますにありますにあります。。。。リモコンがリモコンがリモコンがリモコンが正常正常正常正常にににに動作動作動作動作するためにこするためにこするためにこするためにこ

のののの部分部分部分部分がががが遮遮遮遮られないられないられないられないようにしてようにしてようにしてようにして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 

電源LED (POWER) 
 

電源LEDは、DVRの電源が入っている時に点灯します。 
 

録画LED (REC) 
 

録画LEDは、DVRが録画している場合に点灯し、パニック録画モードの場合に点滅します。 
 

アラームLED (ALARM) 
 

アラームLEDは、アラーム出力又は内部ブザーが動作している場合に点灯します。 
 

カメラボタン(1から4) 
 

個々のカメラボタンを押して、フルスクリーン表示カメラを選択します。カメラボタンはパスワー

ド入力にも使用し、PTZモードでも使用します。PTZモードでカメラ1を押すとズームインし、PTZ

モードでカメラ2を押すとズームアウトします。PTZモードでカメラ3を押すとPTZカメラの焦点を

近くします。PTZモードで、カメラ4 を押すとPTZカメラの焦点を遠くします。  
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４分割画面/シーケンス(自動切換)ボタン 
 

４分割画面/シーケンス・ボタンを押すと４分割画面表示モードとシーケンスモード(表示画面の自

動切換)に切り替わります。PTZモードの時に本ボタンを押するとプリセットビューを表示します。 

 

メニューボタン 
 

メニューボタンを押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューを利用するには、管理

者パスワードが必要です。ボタンをもう一度押すと、現在のメニュー又はセットアップダイアログ

ボックスを終了します。再生モードでは検索メニューを表示します。PTZモードではPTZメニュー

を表示します。 

 

PTZボタン 
 

PTZボタンを押すと、パン/チルト/ズーム・スクリーンに切り替わり、DVRに接続されているPTZカ

メラを操作できます。  
 

PTZモードでPTZボタンを押すと、デジタルズームモードに切り替わり、デジタルズームモードで

もう一度ボタンを押すと ライブ監視モードに戻ります。PTZカメラが未接続の場合は、PTZボタン

を押すとデジタルズームモードに直接切り替わります。 
 

再生モードで PTZボタンを押すとデジタルズーム再生モードに切り替わります。 
 

注注注注：：：：DVRががががPTZモードのモードのモードのモードの時時時時はははは、、、、画像画像画像画像のののの周周周周りにりにりにりに白白白白いいいい枠線枠線枠線枠線がががが現現現現れれれれますますますます。。。。 

 

注注注注：：：：デジタルズームモードデジタルズームモードデジタルズームモードデジタルズームモード及及及及びデジタルズームびデジタルズームびデジタルズームびデジタルズーム再生再生再生再生モードではモードではモードではモードでは、、、、明明明明るいるいるいるい小小小小さなボックスがさなボックスがさなボックスがさなボックスが画像画像画像画像のののの上上上上

にににに現現現現れますれますれますれます。。。。このボックスはこのボックスはこのボックスはこのボックスは、、、、拡大拡大拡大拡大するスポットをするスポットをするスポットをするスポットを示示示示しますしますしますします。。。。 

 

パニックボタン 
 

パニックボタンを押すと、パニック録画が起動し、無条件に録画を開始します。このボタンをもう

一度押すと、パニック録画を終了します。 
 

注注注注：：：：DVRがパニックがパニックがパニックがパニック録画中録画中録画中録画中、、、、フロントパネルのフロントパネルのフロントパネルのフロントパネルの録画録画録画録画LEDがががが点滅点滅点滅点滅しししし、、、、該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にパニックにパニックにパニックにパニック録画録画録画録画

アイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

矢印ボタン 
 

メニュー及びGUIの操作には、矢印ボタンを使います。矢印ボタンはPTZモードで、パン及びチル

トの操作や、デジタルズームモードで、拡大するスクリーン上の位置を指定するのに使います。 

 

再生モードで上矢印ボタンはコマ送り再生します。下矢印ボタンは逆コマ送り再生します。左矢印

ボタンを押すと、ビデオを逆再生します。再度ボタンを押すと、再生速度が  から  及び  

に切り替わり再生速度が速まります。スクリーンには 、  及び  が順に表示されます。 

右矢印ボタンを押すと、ビデオを再生します。再度ボタンを押すと、再生速度が  から  及び 

 に切り替わり再生速度が速まります。スクリーンには 、  及び  が順に表示されま

す。 
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権限のない人による無断な録画再生を防止するため、ライブモードから再生モードへの切り替えは

パスワードによる保護を行うことが出来ます。 

 

エンター/一時停止ボタン 
 

このボタンは選択された項目の決定、又は入力された項目を決定するのに使用します。ライブ監視

モードでエンター/一時停止ボタンを押すと、現在のライブ画像を静止させ、モニター画面に  が

表示されます。このボタンをもう一度押すと、ライブ監視モードに戻ります。 
 

再生モードでこのボタンを押すと、ビデオが再生一時停止し、モニター画面に が表示されます。エ

ンター/一時停止ボタンをもう一度押すと再生一時停止モードからライブ監視モードに切り替わりま

す。 

 

デジタルズームモードでこのボタンを押すと、スクリーン上の特定のスポットを拡大します。拡大

スクリーンは、  が表示されます。 

 
 

電源電源電源電源をををを入入入入れるれるれるれる 
 

電源コードをDVRに接続すると、DVRの電源が入ります。DVRの初期化には、約60秒かかります。 
 

 

リモコンリモコンリモコンリモコン 
 

 

図17 —  IRリモコン 
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IDボタンを押すとリモコンのIDを設定することができます。DVRのユニットIDが0の場合はリモコ

ンのID設定しなくてもシステムを操作することができます。ユニットIDの意味と設定方法はこの取

扱説明書の“第3章 ─ システム構成-一般設定-システム情報”部分を参考して下さい。ユニットIDが

1~4の場合にはリモコンでIDボタンを押してから1~4のIDに該当する数字ボタンを押します。該当シ

ステムの映像の右側の上にリモコンアイコン  が表示されリモコン入力によってシステムが制御

できます。複数台のユニットIDが同じ場合にはリモコン操作をすると複数台を同時に制御すること

ができます。  
 

参考参考参考参考::::IDボタンを除いたボタンは全面パネルのボタンと機能が同じです。 

 

初期設定初期設定初期設定初期設定 
 

初めてDVRを使う前に、初期設定を行う必要があります。これには、時間、日付、表示言語、カメ

ラ、オーディオ、遠隔コントロール、録画モード、ネットワーク及びパスワードの設定が含まれま

す。DVRの設定には色々なスクリーンやダイアログボックスを使います。 
 

メニューボタンを押し設定スクリーンに移動すると、管理者パスワードスクリーンが表示されます。 
 

 

図18 — 管理者パスワード スクリーン 

 

該当のカメラ番号ボタンを押し、パスワードを入力し ボタンを押します。 

初期パスワードは4321です。 

設定方法には単純設定と、通常設定の2つの方法があります。 

工場出荷時は単純設定に設定されています。 
 

単純設定単純設定単純設定単純設定スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 
 

 

図19 — 単純設定スクリーン 
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単純設定スクリーンでは、DVRでよく使う機能を設定できます。上下左右矢印ボタンで項目を移動

し、 ボタンを押すと選択できます。 
 

「単純設定」横のボックスを選択し、 ボタンを押して O n と O f f を切り替えます。O f f を選択す

ると、通常の設定スクリーンを使い、DVRの設定変更を行います。 
 

「録画速度/画質」横の最初のボックスを選択し、0.5 ipsから30 ipsの間で録画スピードを選択します。 
 

注注注注：：：：DVRのののの最高録画最高録画最高録画最高録画スピードはスピードはスピードはスピードは、、、、カメラあたりカメラあたりカメラあたりカメラあたり30 ipsですがですがですがですが、、、、このこのこのこの録画録画録画録画スピードでスピードでスピードでスピードで録画録画録画録画することがすることがすることがすることが

できないカメラがありますできないカメラがありますできないカメラがありますできないカメラがあります。。。。 

 

「録画速度/画質」横の2番目のボックスを選択し、最高画質、高画質、標準画質 低画質から選択

します。 
 

「オーディオ録音」横のボックスを選択し、O n 又はO f f を選択します。“O n”に設定すると1番カ

メラが自動に連動されます。 
 

注注注注：：：：法及法及法及法及びびびび規則規則規則規則をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、オーディオオーディオオーディオオーディオ録音録音録音録音のののの是非是非是非是非についてはユーザーのについてはユーザーのについてはユーザーのについてはユーザーの責任責任責任責任でででで行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 

 

「カメラ切り替え間隔」横のボックスを選択し、3秒から60秒の間でカメラ切り替え間隔時間を選

択します。 
 

「システム情報」を選択すると、システム情報を設定するスクリーンに移動します。 
 

「保存媒体」を選択すると、保存媒体状況をチェックするスクリーンに移動します。 
 

「カメラ...」を選択すると、カメラ情報を設定するスクリーンに移動します。 
 

「ネットワーク設定...」を選択すると、ネットワーク情報を設定するスクリーンに移動します。 
 

「パスワード...」を選択すると、パスワードを変更するスクリーンに移動します。 
 

「日付/時刻...」を選択すると、DVRの時刻と日付を設定するスクリーンに移動します。 

 

「システム・シャットダウン」を選択すると、DVRの電源が切れます。DVRをシャットダウンする

際、誤操作防止のため、管理者パスワードの入力を求められます。 

 

注注注注：：：：RAS(遠隔管理遠隔管理遠隔管理遠隔管理システムシステムシステムシステム)プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを使使使使いいいい、、、、遠隔遠隔遠隔遠隔コントロールでユーザーがコントロールでユーザーがコントロールでユーザーがコントロールでユーザーがDVR設定設定設定設定をををを変更変更変更変更

するとするとするとすると、、、、自動自動自動自動にににに単純設定単純設定単純設定単純設定モードがモードがモードがモードが解除解除解除解除されますされますされますされます。。。。 
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通常設定通常設定通常設定通常設定スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 
 

 

図20 — 通常設定スクリーン 

 

メニューボタンを押して、設定スクリーンに移動します。単純設定スクリーンが表示された場合、

単純設定を「O f f 」して終了してください。 

 

システム情報 
 

システム情報を選択し、 ボタンを押すと、システム情報スクリーンが表示されます。 

 

 

図21 — システム情報スクリーン 

 

システム情報スクリーンで、ソフトウェアのアップグレード、設置場所名の指定、ユニットID番号

の割り当て、及び使用言語の選択ができます。変更を選択し、 ボタンを押すと、システム情報の

変更スクリーンが表示されます。 

 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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図22 — システム情報の変更スクリーン 

 

「設置場所」横のボックスを選択し ボタンを押すとバーチャルキーボードが表示されます。 

 

 

図23 — バーチャルキーボード 

 

矢印ボタンで設置場所の最初の文字を選択し、 ボタンを押します。タイトルバーにその文字が表

示され、カーソルが次の位置に移動します。  を押すと大文字と小文字のキーボードが切り

替わり、  で戻り、  で入力した文字を削除します。タイトル名には、スペースを含め最大

20文字使用できます。 

 

タイトルを入力して、閉じるを選択し、 ボタンを押します。 

 

「ユニットID」横のボックスを選択し、 ボタンを押します。次に、矢印ボタンで数字を変更しま

す。ユニットIDは、複数のDVRがネットワークで接続されている時、各DVRを識別するのに使いま

す。したがって、1つのネットワーク上でIDが重複しないようにする必要があります。 

 

注注注注：：：：ユニットユニットユニットユニットIDがががが0のののの場合場合場合場合にはにはにはには設定設定設定設定なくリモコンのなくリモコンのなくリモコンのなくリモコンの入力入力入力入力がががが受受受受けられけられけられけられ、、、、ユニットユニットユニットユニットIDがががが1~4のののの場合場合場合場合にはリにはリにはリにはリ

モコンのモコンのモコンのモコンのIDボタンをボタンをボタンをボタンを用用用用いていていていて該当該当該当該当IDをををを入力入力入力入力するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。ユニットユニットユニットユニットIDがががが5以上以上以上以上のののの場合場合場合場合はどのよはどのよはどのよはどのよ

うなリモコンうなリモコンうなリモコンうなリモコン入力入力入力入力もももも受受受受けられませんけられませんけられませんけられません。。。。 

 
 

「言語」横のボックスを選択し、 ボタンを押します。ドロップダウン・メニューに使用可能な言

語が表示されますので使用する言語を選択し、 ボタンを押します。 
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「H/Wバージョン及びS/Wバージョン・フィールド」横のボックスには、DVRのハードウェア及び

ソフトウェアのバージョン番号が表示されます。 

 

注注注注：：：：システムシステムシステムシステム情報変更情報変更情報変更情報変更スクリーンにおいてのみスクリーンにおいてのみスクリーンにおいてのみスクリーンにおいてのみ、、、、ソフトウェアのアップグレードができますソフトウェアのアップグレードができますソフトウェアのアップグレードができますソフトウェアのアップグレードができます。。。。 

 

ソフトウェアアップグレードするには、パッケージファイルを格納したUSBメモリをDVRに接続し

ます。アップグレードを選択し、 ボタンを押します。システム・アップグレードスクリーンが表

示されます。スクリーンに、アップグレード・パッケージファイル名が表示されます。 

 

注注注注：：：：ハードディスクドライブがハードディスクドライブがハードディスクドライブがハードディスクドライブが搭載搭載搭載搭載されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合ボタンはボタンはボタンはボタンは押押押押せませんせませんせませんせません。。。。 

 

注注注注：：：：アップグレード・パッケージファイルをアップグレード・パッケージファイルをアップグレード・パッケージファイルをアップグレード・パッケージファイルを格納格納格納格納するするするするUSB-IDEハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブ又又又又ははははUSBフフフフ

ラッシュラッシュラッシュラッシュメモリメモリメモリメモリのフォーマットはのフォーマットはのフォーマットはのフォーマットは、、、、FAT32でなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はははは、、、、FAT32にににに再再再再フォフォフォフォ

ーマットしてーマットしてーマットしてーマットして下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

 

図24 — システム・アップグレードスクリーン 

 

スタートを選択し、管理者パスワードを入力してから、アップグレードを開始します。 

 

ＤＶＲは、アップグレード完了後自動的に再起動します。DVRが再起動してから、ソフトウェアが

実行されます。 

 

注注注注：：：：システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者だけがだけがだけがだけが、、、、ソフトウェアをアップグレードできますソフトウェアをアップグレードできますソフトウェアをアップグレードできますソフトウェアをアップグレードできます。。。。 

 

注注注注：：：：画像画像画像画像のバックアップのバックアップのバックアップのバックアップ中中中中はソフトウェアをアップグレードすることはできませんはソフトウェアをアップグレードすることはできませんはソフトウェアをアップグレードすることはできませんはソフトウェアをアップグレードすることはできません。。。。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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日付/時刻設定 
 

メインメニューで日付/時刻を選択し、 ボタンを押し、日付/時刻設定スクリーンを表示します。 

 

 

図25 — 日付/時刻設定スクリーン 

 

注注注注：：：：録画録画録画録画されたされたされたされた映像映像映像映像のののの日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻よりよりよりより過去過去過去過去のののの日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、新新新新しいしいしいしい設定設定設定設定日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻よりよりよりより

先先先先ののののすべてのすべてのすべてのすべての映像映像映像映像はははは削除削除削除削除されますされますされますされます。。。。 

 

「日付/時刻」横の最初のボックスを選択し、 ボタンを押します。日付の各部分に矢印ボタンで

年/月/日を設定します。日付の設定が終了したらしたら ボタンを押します。 

 

「日付/時刻」横の2つ目のボックスを選択し、 ボタンを押します。時刻の各部分に矢印ボタンで

時/分/秒を設定します。時刻の設定が終了したらしたら ボタンを押します。 

 

注注注注：：：：時計時計時計時計ははははDVRをををを再再再再スタートするまでスタートするまでスタートするまでスタートするまで動動動動きませんのできませんのできませんのできませんので、、、、時間時間時間時間はははは最後最後最後最後にににに設定設定設定設定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

「標準時間帯」横のボックスを選択し、 ボタンを押します。リストから現在のタイムゾーン

（GMT+09:00 Osaka,Sapporo,Tokyo）を選択し、 ボタンを押します。 

 

サマータイムの横のボックスを選択し、 ボタンを押します。 ボタンを押すとO nとO f f が切り

替わります。 

 

公休日設定ボックスを選択し、 ボタンを押します。追加を選択すると、公休日を設定できます。

ボタンを押すと、公休日を設定できます。現在の日付が表示されます。 

 

月、及び日を選択し、矢印ボタンで変更します。 ボタンを押して日付を追加します。日付は、日

付横のＸを選択し、 ボタンを押すと削除されます。 

 

注注注注：：：：年年年年ごとにごとにごとにごとに日付日付日付日付がががが変変変変わるわるわるわる公休日公休日公休日公休日はははは、、、、今年度今年度今年度今年度のののの公休日公休日公休日公休日がががが終終終終わってからわってからわってからわってから更新更新更新更新してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 
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図26 — 公休日設定スクリーン 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 

「自動時間シンクロ」項目を押すと、他のDVR、またはタイムサーバーと本DVRの時刻を同一に合

わせることができます。各国が提供する基準時間サーバーに合わせるか、特定のDVRをタイムサー

バーとして使うことができます。 

 

 

図27 — 時間同期化設定スクリーン 

 

「自動時間シンクロ」項目を選択し、｢On｣または｢Off｣を選択して本機能を使用するか、しないか

を設定します。 

 

「SNTPサーバー」項目を選択し、 ボタンを押してタイムサーバーのIPアドレスを入力します。

上下の矢印ボタンにより、数値を変えて希望する数値に設定します。 

 

「インターバル」項目を選択し、 ボタンを押して時間同期が動作する時間間隔を 

３０分～３００分の間で設定します。 

 

「システム時計」項目は本DVRの現在の時間を表示します。 

 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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「サーバー時計」項目にはユーザーが設定したタイムサーバーから読み取った時刻が表示されます。

｢更新｣を押すと、サーバーの時刻に更新されます。 

 

注注注注：：：：タイムサーバーのタイムサーバーのタイムサーバーのタイムサーバーの時間時間時間時間をををを読読読読みみみみ取取取取れないれないれないれない場合場合場合場合、｢、｢、｢、｢サーバーサーバーサーバーサーバー時計時計時計時計｣｣｣｣項目項目項目項目はははは｢｢｢｢―｣｣｣｣にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

「次ぎのシンクロ」項目は次回の時間同期化が実行される時間が表示されます。DVRとタイムサー

バーの時刻を即時に同期化したい場合には、｢すぐシンクロする｣を選択し、 ボタンを押します。 

 

注意注意注意注意：｢：｢：｢：｢すぐシンクロするすぐシンクロするすぐシンクロするすぐシンクロする｣｣｣｣をををを選択選択選択選択したしたしたした時時時時、、、、タイムサーバーのタイムサーバーのタイムサーバーのタイムサーバーの時間時間時間時間よりよりよりよりDVRのののの現在現在現在現在のののの時間時間時間時間がががが進進進進

んでいるんでいるんでいるんでいる場合場合場合場合、、、、サーバサーバサーバサーバーーーー時間時間時間時間よりよりよりより進進進進んだんだんだんだ時間時間時間時間にににに保存保存保存保存されたされたされたされたDVRシステムのシステムのシステムのシステムの録画映像録画映像録画映像録画映像はははは削除削除削除削除ささささ

れますれますれますれます。。。。映像映像映像映像をををを削除削除削除削除しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、DVRのシステムはのシステムはのシステムはのシステムは再起動再起動再起動再起動されませんされませんされませんされません。。。。 

 

注注注注：：：：DVRとタイムサーバーのとタイムサーバーのとタイムサーバーのとタイムサーバーの時間差時間差時間差時間差がががが1分以上分以上分以上分以上のののの場合場合場合場合、、、、DVRはははは録画録画録画録画データにデータにデータにデータに影響影響影響影響をををを与与与与えないためにえないためにえないためにえないために、、、、

すぐにすぐにすぐにすぐに時間時間時間時間のののの同期化同期化同期化同期化をををを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。DVRとタイムサーバーのとタイムサーバーのとタイムサーバーのとタイムサーバーの間間間間のののの時間時間時間時間をマニュアルでをマニュアルでをマニュアルでをマニュアルで

設定設定設定設定したいしたいしたいしたい時時時時にはにはにはには、｢、｢、｢、｢すぐシンクロするすぐシンクロするすぐシンクロするすぐシンクロする｣｣｣｣をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

「サーバーとして起動」項目を選択してから、｢On｣または｢Off｣を選択します。｢On｣を選択すると

本DVRシステムをタイムサーバーとして設定します。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 

「日付形式」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、日付形式のリストが表示されます。使用

する形式を選択し、 ボタンを押します。以下の選択が可能です。 

 
MM-DD-YYYY 
DD-MM-YYYY 
YYYY-MM-DD 
MM/DD/YYYY 
DD/MM/YYYY 
YYYY/MM/DD 

 

時刻の形式を変更するには、「時刻形式」横のボックスを選択し ボタンを押します。表示形式を、

12時間制(AM/PM)と24時間制の間で切り替えることができます。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 
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システム検査スクリーン 
 

メインメニューでシステム検査を選択し、 ボタンを押すと、システム検査─設定スクリーンが表

示されます。 

 

 

図28 — システム検査(設定)スクリーン  

 

「オン/オフ」見出し下のボックスを選択し、 ボタンを押すと、オンとオフの切り替えが可能に

なります。オンの時、設定した時間内にDVRが録画を検出しなかったり、アラームが発生しなかっ

た場合、不具合の状況が報告されます。 
 

「検査間隔」見出し下のボックスを選択し、 ボタンを押します。スライドバーが表示され、検査

間隔を1時間から30日間の間で設定できます。 

 

「状態」項目には、システムの状況が表示されます。 指定された間隔の間に録画が一度でも行われ

たり、アラームが発生したならば、｢良好｣と表示され、指定された時間の間に、録画が1枚も記録

されていなく、アラーム入力がなかった場合には｢不良｣と表示されます。 

 

「アラームアウト/通報」を選択してシステム状態を内蔵ビープ音及びアラームに連動したり、

遠隔地に通報する設定することによってＤＶＲの状態に対して対応することができます。 
 

 

図29 — システム検査(アラームアウト/ 通報)画面 
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「アラームアウト」項目を選択してからアラーム１・アラーム２・ビープ音の中から、録画状

態が不良に表示される場合のアラーム出力方法を選択します。 
 

注注注注：：：：システムのシステムのシステムのシステムの場合場合場合場合、、、、アラームアウトをアラームアウトをアラームアウトをアラームアウトを設定設定設定設定することができませんすることができませんすることができませんすることができません。。。。 

 

通報項目を選択してからオンまたはオフを選択します。オンを選択した場合、システム稼動状

態が良好な場合または録画状態が不良の場合、遠隔地に通報されます。 
 

保存媒体スクリーン 
 

メインメニューで保存媒体を選択し、 ボタンを押すと、保存媒体設定スクリーンが表示されます。 
 

 

図30 — 保存媒体スクリーン 

 

「タイプ」項目に、保存媒体のタイプと容量が表示されます。 

 

「状態表示」項目は、ハードディスクの状態および不具合状況を表示します。(良好/ディスクに不

具合/S.M.A.R.T.警告/高温度/インストールされていない) 

 

注注注注：：：：DVRががががS.M.A.R.T.警告又警告又警告又警告又はははは高温高温高温高温をををを検出検出検出検出するとするとするとすると、、、、S.M.A.R.T.モニターモニターモニターモニター情報情報情報情報スクリーンスクリーンスクリーンスクリーンがががが表示表示表示表示されされされされ

ますますますます。。。。S.M.A.R.T.モニターモニターモニターモニター情報情報情報情報スクリーンがスクリーンがスクリーンがスクリーンが表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら、、、、ハードディスクドライブをできるだけハードディスクドライブをできるだけハードディスクドライブをできるだけハードディスクドライブをできるだけ

早早早早くくくく(通常通常通常通常24時間以内時間以内時間以内時間以内)交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

注注注注：：：：S.M.A.R.T.モニターモニターモニターモニター情報情報情報情報画面画面画面画面はははは、、、、ライブライブライブライブ監視監視監視監視モードにおいてのみモードにおいてのみモードにおいてのみモードにおいてのみ表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

「℃」項目は、保存媒体の温度が表示されます。 

 

「使用方法」項目は、保存媒体の用途を表示します。 

 

DVRは、保存媒体にトラブルが起こったときの対応として、内蔵ブザーまたは外部アラームを動作

させるか、警告メッセージを表示するか、RAS (遠隔管理システム)を実行しているPCに通報するよ

うに設定できます。「保存媒体トラブルの際にアクション」の下にある「アラームアウト/通報」横

のボックスを選択して ボタンを押し、「アラーム出力 １」「アラーム出力 ２」「ピーブ音」又

は、「通報」を選択します。 
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「S.M.A.R.T.設定...」を選択し、 ボタンを押すと、S.M.A.R.T.設定スクリーンが表示されます。 

 

注注注注：：：：DVRにハードディスクがにハードディスクがにハードディスクがにハードディスクが搭載搭載搭載搭載されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合、、、、S.M.A.R.T.設定設定設定設定はははは選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。 

 

 

図31 — S.M.A.R.T.設定スクリーン 

 

取り付けられたIDEハードディスクドライブが、S.M.A.R.T.(自己診断・分析機能)機能を有する場合、

DVRは、ハードディスクドライブの状況を表示します。「使う」項目横のボックスを選択します。

ボタンを押してO n とO f f を切り替えます。 

 

「ラストチェック」項目には、前回のハードディスク検査の日付情報が表示されます。 

 

「期間」横のボックスを選択し、毎日、毎週、毎月から検査する期間を選択します。 

 

注注注注：：：：毎週毎週毎週毎週、、、、又又又又はははは毎月毎月毎月毎月をををを選択選択選択選択するとするとするとすると、、、、期間期間期間期間項目項目項目項目にににに曜日曜日曜日曜日又又又又はははは日付日付日付日付項目項目項目項目がががが起動起動起動起動しますしますしますします。。。。検査検査検査検査するするするする曜日曜日曜日曜日またまたまたまた

はははは日付日付日付日付をををを選択選択選択選択してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

「時間」の横のボックスを選択し、矢印ボタンで検査時間を設定します。  

 

「温度しきい値」の横のボックスを選択し、矢印ボタンでアラーム発生の温度を設定します。 

 

「センサー単位」横のボックスを選択し、摂氏と華氏のどちらかを選択します。 

 

ハードディスクの状態をすぐにチェックする場合、今チェックするを選択し ボタンを押します。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 
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システムログスクリーン 
 

メインメニューでシステムログを選択し、 ボタンを押すと、システムログスクリーンが表示され

ます。 

 

 

図32 — システムログスクリーン 

 

システムログスクリーンには、DVRが記録した種々のイベントが表示されます。リストには、シス

テムの電源のON･OFF、停電、録画の開始・停止、再生の開始・停止、設定の変更、及びデータ記

録がクリアされた日付が表示されます。 

 

イベントは新しいものから古い順に表示されます。上及び下矢印ボタンを選択し、 ボタンを押す

と、リストを一度に一ページごとにスクロールできます。番号ボックス(上矢印アイコンの左側)を

選択し、 ボタンを押し、 矢印ボタンで数字を変更し、 ボタンを押すと、特定のイベント番号

に直接ジャンプできます。 

 

システム・シャットダウン 
 

メインメニューでシステムのシャットダウンを選択し、 ボタンを押すと、DVRはシャットダウ

ンします。DVRをシャットダウンする際、誤操作によるシャットダウンを防止する為、管理者パス

ワードの入力を求められます。 

 

シャットダウンを実行すると「システムは安全に停止しました。電源コードを抜いてください。」

というメッセージが表示されるのを待って電源コードを抜いてください。 
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入力入力入力入力デバイスのデバイスのデバイスのデバイスの設定設定設定設定 
 

DVRに接続されたカメラ等の各種機器を設定することができます。 
 

 

図33 — デバイスメニュースクリーン 

 

カメラ設定スクリーン 
 

メインメニューでカメラを選択し、 ボタンを押すと、カメラ設定スクリーンが表示されます。 
 

 

図34 — カメラ設定スクリーン 

 

「設定」項目を選択し、 ボタンを押すと、カメラの電源をオン/オフや、そのカメラ番号の映像を

表示させないようする事ができます。ドロップダウン・リストから、オン、オフ、隠し1、隠し2を

選択します。 
 

注注注注：：：：隠隠隠隠しししし1がががが選択選択選択選択されるとされるとされるとされると、、、、カメラタイトルカメラタイトルカメラタイトルカメラタイトル等等等等はははは表示表示表示表示されますがライブされますがライブされますがライブされますがライブ画像画像画像画像・・・・再生映像再生映像再生映像再生映像ともともともとも表示表示表示表示ささささ

れませんれませんれませんれません。。。。及及及及びびびび。。。。隠隠隠隠しししし2がががが選択選択選択選択されるとされるとされるとされると、、、、カメラタイトルカメラタイトルカメラタイトルカメラタイトル等等等等・ライブ・ライブ・ライブ・ライブ画像画像画像画像・・・・再生映像再生映像再生映像再生映像ともともともとも表示表示表示表示されされされされ

ませんませんませんません。。。。 

 

「タイトル」項目を選択し、 ボタンを押してカメラに名前を付けることができます。名前はバー

チャルキーボードで入力します。 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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「PTZ装置」項目を選択すると、操作可能なカメラ一覧が表示されます。リストからカメラを選択

し、 ボタンを押して決定します。カメラメーカーの説明に従いカメラをDVR背面のRS-232C端子

に接続します。 

 

 

図35 — PTZデバイスリスト 

 

注注注注：：：：PTZをををを選択選択選択選択するとするとするとすると該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像ににににPTZアイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示されされされされ PTZモードにモードにモードにモードに移動移動移動移動できますできますできますできます。。。。 
 

IDフィールドを選択し、 ボタンを押してそれぞれのカメラにIDを付与することができます。ID

番号は矢印ボタンで数字を変更して設定します。なお、PTZ ID番号は、0から256の間で設定します。 

 

アラーム入力設定スクリーン 
 

メインメニューでアラーム入力を選択し、 ボタンを押すと、アラーム入力設定スクリーンが表示

されます。 

 

 

図36 — アラーム入力設定スクリーン 

 

DVR背面のアラーム端子ストリップには、それぞれのアラームに関係した入力端子があります。

アラーム入力スクリーンで、それぞれの入力を設定でき、入力をオン/オフに設定できます。また、

それぞれの入力にはタイトルが付けられ、入力はそれぞれNO(ノーマルオープン)又はNC(ノーマル

クローズ)に設定できます。 
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モーション感知 
 

 

図37 — モーション感知設定スクリーン 

 

DVRには、内蔵ビデオモーション感知機能があります。ビデオモーション感知は、カメラ毎にオン

又はオフに設定できます。 

 

「感度」項目のボックスを選択すると、DVRのモーションに対する感度を調整できます。5段階の

設定があり、1は最低感度で、5が一番高感度になっています。 

 

モーションを検出したい場所(例えば入り口扉等)を設定することができます。「領域」項目のアイ

コンを選択し、 ボタンを押すと、モーション検出領域設定スクリーンが表示されます。 

 

 

図38 — モーション検出領域設定スクリーン 

 

モーション領域設定スクリーンは、選択されたカメラのビデオの上に表示されます。ブロックを選

択したり、消去したりして、モーション感知領域を設定できます。設定スクリーンのメニューには、

以下のような機能があります。 

 

注注注注：：：： ボタンをボタンをボタンをボタンを使使使使いいいい、、、、一度一度一度一度にににに4つのセルをつのセルをつのセルをつのセルを選択選択選択選択    又又又又はははは消去消去消去消去できますできますできますできます。。。。選択選択選択選択されたされたされたされた4つのセルはつのセルはつのセルはつのセルは、、、、１１１１～～～～

４４４４ののののカメラカメラカメラカメラ番号番号番号番号ボタンをボタンをボタンをボタンを使使使使いいいい個個個個々々々々のセルののセルののセルののセルの選択選択選択選択ができますができますができますができます。。。。  



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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設定を保存する場合は、「保存して終了」を選択します。 

 

設定をキャンセルする場合は、「保存せずに終了」を選択します。 

 

「全てのブロックを選択」を選択すると、すべてのブロックでモーション検出します。 

 

「全てのブロックを消去」を選択すると、すべてのブロックでモーション検出しません。 

 

テキスト・イン設定スクリーン 
 

メインメニューのテキスト・インを選択し、 ボタンを押すと、テキスト・イン設定スクリーンが

表示されます。 

 

 

図39 — テキスト・イン設定スクリーン 

 

注注注注：：：：外部外部外部外部モデムでネットワークにモデムでネットワークにモデムでネットワークにモデムでネットワークに接続接続接続接続されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、テキストテキストテキストテキスト・イン・イン・イン・インはははは設定設定設定設定できませんできませんできませんできません。。。。 

このこのこのこの場合場合場合場合ははははDVRををををLAN接続接続接続接続にににに変更変更変更変更しししし、、、、テキストテキストテキストテキスト・イン・イン・イン・インををををRS-232Cポートポートポートポート用用用用にににに設定設定設定設定しますしますしますします。。。。 

 

注注注注：：：：テキスト・インテキスト・インテキスト・インテキスト・イン情報情報情報情報はははは、、、、クリップコピークリップコピークリップコピークリップコピー中中中中にはにはにはには設定設定設定設定できませんできませんできませんできません。。。。 

 

DVRがテキスト・イン情報を表示するように設定できます。「テキスト入力を使用」横のボックス

を選択し、 ボタンを押してオン・オフを切り替えます。 
 

「製品タイプ」項目を選択して ボタンを押し、リストから機器を選択します。 
 

注注注注：：：：一般的一般的一般的一般的なテキストとなテキストとなテキストとなテキストとEPSON-POSはははは現在現在現在現在サポートされていますサポートされていますサポートされていますサポートされています。。。。 

 

注注注注：：：：下記下記下記下記のののの内容内容内容内容はははは“一般一般一般一般テキストテキストテキストテキスト”とととと“EPSON-POS”にににに関関関関するするするする設定内容設定内容設定内容設定内容ですですですです。。。。画面画面画面画面はテキストはテキストはテキストはテキスト入力装置入力装置入力装置入力装置

のののの種類種類種類種類によってによってによってによって変変変変わりますわりますわりますわります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、異異異異なるパラメータボックスがなるパラメータボックスがなるパラメータボックスがなるパラメータボックスが情報情報情報情報をををを入力入力入力入力するためにするためにするためにするために開開開開きますきますきますきます。。。。 

 

「トランザクション開始」横のボックスを選択して ボタンを押し、バーチャルキーボードを使っ

てトランザクション開始テキストを入力します。トランザクション開始時に機器が最初に送信する

テキストについては、その機器のマニュアルをご参照ください。 
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テキスト入力デバイスから入力されたあらゆる文字にDVRを反応させるには、任意の文字をオンに

します。任意の文字ボックスを選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。 

 

注注注注：：：：任意任意任意任意のののの文字文字文字文字がオンになっているがオンになっているがオンになっているがオンになっている場合場合場合場合、、、、「「「「トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション開始開始開始開始」」」」横横横横のボックスにはのボックスにはのボックスにはのボックスには、、、、テキストテキストテキストテキスト

はははは入力入力入力入力できませんできませんできませんできません。。。。 

 

 

図40 — テキストイン(一般テキスト)設定スクリーン 

 

 

図41 — テキストイン(EPSON-POS)設定スクリーン 

 

「トランザクション終了」横のボックスを選択して ボタンを押し、バーチャルキーボードを使っ

てトランザクション終了テキストを入力します。トランザクション終了時に機器が送信するテキス

トについては、その機器のマニュアルをご参照ください。 

 

「追加の列」項目を選択して を押し、DVRに追加記録させるテキストの数を選択します。0～10

の範囲内で選択できます。 

 

「列デリミタ」横のボックスを選択して ボタンを押し、機器がテキスト末尾の区切りとして使用

する1つ以上の文字(デリミタ)を、バーチャルキーボードを使って入力します。「^」とアルファベ

ットの大文字を組み合わせて、NL(改行)を表す Ĵ、CR(改行復帰)を表す^Mなどの制御文字を作成で

きます。列デリミタの詳細は、対象機器のマニュアルをご参照ください。 

 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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「文字列を無視」横のボックスを選択して ボタンを押し、DVRに無視させるテキストをバーチ

ャルキーボードで入力します。トランザクション中にデバイスから入力される各テキストについて

は機器のマニュアルを参照し、記録させないテキストをすべて確実に入力します。 

 

注注注注：：：：EPSON-POS設定時設定時設定時設定時“列列列列デリミタデリミタデリミタデリミタ”やややや“文字列文字列文字列文字列をををを無視無視無視無視”はははは入力入力入力入力しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。 

 

「トランザクションタイムアウト」横のボックスを選択して、テキスト入力の待ち時間の長さを指

定します。前回のテキスト入力後、次のテキストが入力されないまま待ち時間が経過すると、DVR

はトランザクションの終わりと見なします。待ち時間は0～300秒の範囲内で調整できます。 

 

「表示ドウェル」横のボックスを選択して、テキスト・イン情報を表示する時間の長さを設定しま

す。1～300秒の範囲内で調整できます。 

 

「大小文字の区別」項目を選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。テキスト入力の

大文字と小文字が区別されるかどうかは、対象機器のマニュアルをご参照ください。大文字と小文

字を区別する場合は、必ず大小文字の区別ボックスにチェックを入れてください。 

 

アラームアウト設定スクリーン 
 

アラームアウト設定スクリーンで、DVRからのそれぞれのアラームアウトのスケジュールを設定で

きます。 

 

 

図42 — アラームアウト設定スクリーン 

 

それぞれのアラームアウトは、「タイトル」の項目を選択し、 ボタンを押して、タイトル見出し

をつけることができます。見出しを付けるには、バーチャルキーボードを表示し、タイトルを入力

します。 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが開きます。アラームアウトは

30分間隔で、0:00から24:00の間で予定を設定できます。 
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図43 — アラームアウトスケジュールスクリーン 

 

特定時間/特定曜日の全時間/スケジュール全体が選択できます。時間の指定は矢印ボタンを用いて

選択します。特定曜日の全時間の指定は、スクリーンの左側で、曜日又は公休日を選択します。ス

クリーンの左上端にあるボックスを選択すると、スケジュール全体が選択されます。 ボタンを押

すごとに、アラームなし(ブロックなし)/オン(青ブロック)/イベント(黄ブロック)に切り替わります。 

 

オンに設定されている場合、予定された時間にアラーム出力が動作可能状態になります。イベントに

設定されている場合、予定された時間にイベントがある時だけアラーム出力が動作可能状態になりま

す。 

 

オーディオ設定スクリーン 
 

メインメニューでオーディオ入力を選択し ボタンを押すと、オーディオ設定スクリーンが表示さ

れます。 

 

 

図44 — オーディオ設定スクリーン 

 

「オーディオ録音」横のボックスを選択し ボタンを押してオンとオフ切り替えます。オンの時、DVR

は、映像を録画しながら音声を録音します。 
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「音消去」横のボックスを選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。オンの時DVR

は、ライブ音声出ません。又は録音済み音声を再生しません。 

 

DVRは1チャンネルのオーディオ入力を支援します。“オーディオ入力”項目でオーディオと連動す

るカメラを選択します。“オーディオ録音”項目が“On”の場合、該当連動カメラ映像にオーディオ録

音のアイコン   が表示されます。 

 

注注注注：：：：オーディオオーディオオーディオオーディオとととと連動連動連動連動されたカメラのされたカメラのされたカメラのされたカメラの映像映像映像映像がフルがフルがフルがフル画面画面画面画面モードのモードのモードのモードの場合場合場合場合のみスピーカーをのみスピーカーをのみスピーカーをのみスピーカーを通通通通じてじてじてじて聞聞聞聞くこくこくこくこ

とができますとができますとができますとができます。。。。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

で設定を終了します。 

 

注注注注：：：：録画速度録画速度録画速度録画速度がががが15 ips未満未満未満未満 ではではではでは、、、、音声音声音声音声をををを録音録音録音録音はできませんはできませんはできませんはできません。。。。RAS Watchがががが接続接続接続接続されているされているされているされている時時時時、、、、電送電送電送電送

速度速度速度速度によってはによってはによってはによってはDVRのののの録画速度録画速度録画速度録画速度がががが15 ips以下以下以下以下にににに落落落落ちるちるちるちる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

RS232 設定スクリーン 
 

RS232 設定スクリーンでRS-232Cおポートと遠隔操作装置やドームカメラ等の外部装置との通信設

定を行えます。 

 

 

図45 — RS232 設定スクリーン 

 

設定したい項目を選択します。DVRに接続する機器に正しいボーレート、パリティ、データビット

およびストップ・ビットを選択します。 

 

「デバイス」 項目で外付けモデム、遠隔コントロール、テキストイン、PTZ制御、電波時計の中か

ら、DVRに接続されているデバイスを選択します。  

 

注注注注：：：：使用方法使用方法使用方法使用方法でででで外付外付外付外付けけけけモデムをモデムをモデムをモデムを選択選択選択選択するとするとするとすると、、、、外付外付外付外付けけけけモデムモデムモデムモデム接続接続接続接続ににににRS-232Cポートがポートがポートがポートが使用使用使用使用されますされますされますされます。。。。

外付外付外付外付けけけけモデムモデムモデムモデム設定設定設定設定のののの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、モデムモデムモデムモデム設定設定設定設定スクリーンをスクリーンをスクリーンをスクリーンを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

注注注注：：：：電波時計電波時計電波時計電波時計とのとのとのとの時刻同期時刻同期時刻同期時刻同期はははは設定設定設定設定をしてからすぐをしてからすぐをしてからすぐをしてからすぐ行行行行われわれわれわれ、、、、そのそのそのその後後後後はははは12時間時間時間時間ごとごとごとごと電波時計電波時計電波時計電波時計とのとのとのとの時刻時刻時刻時刻同同同同

期期期期をををを行行行行われますわれますわれますわれます。。。。システムシステムシステムシステム起動起動起動起動のののの時時時時にもにもにもにも時刻同期時刻同期時刻同期時刻同期されますされますされますされます。。。。 
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録画設定録画設定録画設定録画設定 
 

注注注注：：：：DVRがががが映像映像映像映像をををを録画録画録画録画しているしているしているしている間間間間、、、、フロントパネルフロントパネルフロントパネルフロントパネル上上上上のののの 録画録画録画録画LEDがががが点灯点灯点灯点灯しししし、、、、該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にににに録録録録

画画画画アイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

DVRには多様な録画モードがあり、常時録画又はイベント録画に設定できます。常時録画ではハー

ドディスクの容量が一杯になると古い映像から順に消去しながら上書きして録画を継続するか、又

はハードディスクの容量が一杯になると警告を出し録画を中止するかを選択する事ができます。 

 

録画モード設定スクリーン 
 

 

図46 — 録画モード設定スクリーン 

 

「解像度」の横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、「標準」と「高解像度」に切り替わりま

す。 

 

注注注注：：：：解像度解像度解像度解像度がががが標準標準標準標準にににに設定設定設定設定されているされているされているされている時時時時、、、、最高録画最高録画最高録画最高録画スピードはスピードはスピードはスピードは、、、、毎秒毎秒毎秒毎秒30イメージですイメージですイメージですイメージです。。。。しかししかししかししかし、、、、高解高解高解高解

像度像度像度像度にににに設定設定設定設定されているとされているとされているとされていると、、、、録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは毎秒毎秒毎秒毎秒15イメージまでとなりますイメージまでとなりますイメージまでとなりますイメージまでとなります。。。。 

 

「ディスク終了」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、「上書きする」と「中止」に切り替わ

ります。「上書きする」モードの時は、ハードディスクの容量が一杯になっても古い映像から順に上

書きを行い、録画を継続します。一方、「中止」モードの時は、ハードディスクの容量が一杯なると、

警告を出して録画を中止します。 

 

警告の出し方は内蔵ブザーを鳴らす事と、アラーム出力を「出力する」2つの方法が用意されてい

ます。ブザーの鳴る/鳴らないの切り替えは、「ディスクの容量不足時ビープ音」横のボックスを選

択し、 ボタンを押して、オン/オフを設定します。また、アラーム出力の選択は、「ディスクの

容量不足時アラームアウト」横のボックスを選択し ボタンでオン/オフを設定します。 
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フロントパネルのパニックボタンを押すと、パニック録画モードに切り替わります。録画モード設

定では、パニック録画モード時の録画スピードと画質が設定できます。パニック録画スピードは0.5 

ipsから30 ipsまで設定でき、録画画質は、最高画質、高画質、標準画質及び低画質から選択できます。

パニック録画モードを終了する時は、再度パニックボタン押します。「オンパニック録画期間」横

のボックスを選択し、パニック録画を自動に録画中止することができます。パニック録画期間は5

分～60分の間で設定でき、「制限なし」を選択すると、パニックボタンを押して録画を終了するま

で連続してパニック録画を行います。 

 

注注注注：：：：DVRががががパニックパニックパニックパニック録画録画録画録画モードになるとモードになるとモードになるとモードになると、、、、タイムラプスタイムラプスタイムラプスタイムラプス録画設定録画設定録画設定録画設定やプリイベントやプリイベントやプリイベントやプリイベント録画設定録画設定録画設定録画設定はははは無視無視無視無視ささささ

れれれれ、、、、パニックパニックパニックパニック録画設定録画設定録画設定録画設定でででで指定指定指定指定されたされたされたされた速度速度速度速度、、、、画質画質画質画質でででで録画録画録画録画しますしますしますします。。。。 

 

注注注注：：：：解像度解像度解像度解像度がががが「「「「標準標準標準標準」」」」にににに設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、パニックパニックパニックパニック録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒30イメージですイメージですイメージですイメージです。。。。

しかししかししかししかし、、、、「「「「高解像度高解像度高解像度高解像度」」」」にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒15イメージとなりますイメージとなりますイメージとなりますイメージとなります。。。。 

 

注注注注：：：：DVRがががが映像映像映像映像をををを録画録画録画録画しているしているしているしている間間間間、、、、スクリーンにはスクリーンにはスクリーンにはスクリーンには赤赤赤赤いいいい点点点点がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。DVRがパニックがパニックがパニックがパニック録画録画録画録画モモモモ

ードのードのードのードの場合場合場合場合にはにはにはには前面前面前面前面パネルのパネルのパネルのパネルの録画録画録画録画 LEDがががが点滅点滅点滅点滅しししし該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にパニックにパニックにパニックにパニック録画録画録画録画アイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示

されますされますされますされます。。。。 

 

「自動削除」横の最初のボックスを選択して ボタンを押すとオンとオフが切り替わります。設定

がオンの時、DVRはユーザー定義の期間より前に録画された映像を削除します。「自動削除」の横

の2番目のボックスを選択して ボタンを押すと1～99日の間で保存期間を選択できます。 

 

注注注注：：：：「「「「ディスクディスクディスクディスク終了終了終了終了」」」」でででで「「「「中止中止中止中止」」」」をををを設定設定設定設定したしたしたした場合場合場合場合、、、、自動削除自動削除自動削除自動削除でででで以前以前以前以前のののの録画録画録画録画がががが削除削除削除削除されてもされてもされてもされてもDVRはははは録録録録

画画画画をををを再開再開再開再開しませんしませんしませんしません。。。。 

 

全項目の設定が終了したらOKを選択し、 ボタンを押すと設定が保存されます。キャンセルを選

択すると、設定を保存しないでスクリーンを終了します。 

 

タイムラプス録画設定スクリーン 
 

 

図47 — タイムラプス録画設定スクリーン 

 

「録画速度」の項目を選択し、 ボタンを押します。録画速度のドロップダウン・リストが表示さ

れ、0.5 ipsから30 ips の間で選択できます。 
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注注注注：：：：高解像度高解像度高解像度高解像度ではではではでは 録画速度録画速度録画速度録画速度“30 ips” をををを選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。 

 

「画質」項目を選択し、 ボタンを押すと、ドロップダウン・リストが表示されます。最高画質、高

画質、標準画質及び低画質から画質を選択できます。全ての変動を平等にするため、最高画質は標準

画質300%、高画質は200%多くハードディスク容量を必要とし、低画質は50%少ない容量となります。 

 

注注注注：：：：高画質高画質高画質高画質になるほどになるほどになるほどになるほど、、、、大大大大きなきなきなきな保存保存保存保存容量容量容量容量をををを必要必要必要必要としとしとしとし、、、、録画録画録画録画できるできるできるできる時間時間時間時間がががが短短短短くなりますくなりますくなりますくなります。。。。 

 

タイムラプス録画を中断なく連続的に実施する事ができます。録画量がディスク容量一杯になると、

古い録画の上に上書きして録画を継続します。タイムラプス録画は、プリイベント録画と別に保存

されます。「タイムラプス録画保持」は、タイムラプス録画に割り当てる領域を指定するもので、

オンの時、録画データの保持時間を1時間から90時間までの間(HDDが120GBの場合)で指定するこ

とができます。オフのときは1日分(24H)固定となります。 
 

DVRをタイムラプス録画設定によって録画するにはタイムラプス録画を設定して下さい。(“オ

ン”または“オフ”)。 

 

タイムラプス録画期間を制限するためにはタイムラプス録画保持をオンに設定してからタイ

ムラプス録画データの最小保存時間を設定できます。1時間から最大保存容量の時間まで設定

可能です。 

 

注注注注：：：：画像画像画像画像のののの保存保存保存保存にににに要要要要するディスクするディスクするディスクするディスク容量容量容量容量はははは、、、、映像映像映像映像のののの動動動動きやきやきやきや複雑度複雑度複雑度複雑度などのなどのなどのなどの多多多多くのくのくのくの要素要素要素要素にににに左右左右左右左右されるためされるためされるためされるため、、、、

最大録画時間最大録画時間最大録画時間最大録画時間はははは大体大体大体大体のののの目安目安目安目安ですですですです。。。。 

 

タイムラプス録画スケジュール 
 

 

図48 — タイムラプス録画スケジュールスクリーン 

 

時間、曜日および公休日を設定して特定の時間だけ録画するよう設定できます。一番短い時間間隔

は30分で、画面上では一つの四角(ブロック)で表示されています。四角が青の場合、モード1での録

画が、黄色の場合はモード2での録画が設定されている事を示しています。(無表示はその時間帯に

は録画しない事を示します) 
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録画時間の設定には、いくつかの方法があります。 
 

� 個々のブロックを選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。 

� すべての日のある30分の時間帯を、その時間帯にカーソルを当て ボタンを押してその時間

帯のオンとオフを切り替えることができます。 

� 曜日にカーソルを当て ボタンを押すことで、その日全体のオンとオフを切り替えることが

できます。 

� カーソルを左上のボックス(「日」の上でタイムラインの左)に当てカレンダー全体を変更で

きます。 ボタンを押して全体をオン/オフどちらかに切り替えができます。 

 

注注注注：：：：公休日公休日公休日公休日スケジュールはスケジュールはスケジュールはスケジュールは、、、、日付日付日付日付/時刻設定時刻設定時刻設定時刻設定でででで公休日公休日公休日公休日とととと設定設定設定設定されたされたされたされた日日日日にににに適用適用適用適用しますしますしますします。。。。 

 

OKを選択し、 ボタンを押して変更を保存します。キャンセルを選択すると、変更を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 

プリイベント録画設定スクリーン 
 

 

図49 — プリイベント録画設定スクリーン 

 

プリイベント録画モードに設定すると、イベントが発生する前の画像も録画することができます。 

 

それぞれのカメラのプリイベント録画をオンとオフに設定できます。録画速度は、0.5から30 ipsの

間で選択でき、画質は高画質、標準画質および低画質から選択できます。 

 

注注注注：：：：プリイベントプリイベントプリイベントプリイベント録画録画録画録画をををを“On”にににに設定設定設定設定したしたしたした場合場合場合場合、、、、該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にににに録画録画録画録画アイコンアイコンアイコンアイコン   がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

ただしただしただしただし、、、、イベントがイベントがイベントがイベントが発生発生発生発生しないしないしないしない場合場合場合場合にはにはにはには録画録画録画録画アイコンがアイコンがアイコンがアイコンが表示表示表示表示されていてもされていてもされていてもされていても該当映像該当映像該当映像該当映像はははは録画録画録画録画されませんされませんされませんされません。。。。 

 

注注注注：：：：解像度解像度解像度解像度がががが「「「「標準標準標準標準」」」」にににに設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、パニックパニックパニックパニック録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒30イメージですイメージですイメージですイメージです。。。。

ただしただしただしただし、、、、「「「「高解像度高解像度高解像度高解像度」」」」にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒15イメージとなりますイメージとなりますイメージとなりますイメージとなります。。。。 

 

期間を調整することにより、イベント発生から遡って録画する時間を設定できます。遡る時間は、

1秒～300秒の間で設定できます。 
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注注注注：：：：タイムラプスタイムラプスタイムラプスタイムラプス録画録画録画録画がががが設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、プリイベントプリイベントプリイベントプリイベント設定設定設定設定はははは無視無視無視無視されされされされ、、、、タイムラプスタイムラプスタイムラプスタイムラプス録画録画録画録画がががが

優先優先優先優先されますされますされますされます。。。。 

 
 

イベントイベントイベントイベント・・・・アクションアクションアクションアクション設定設定設定設定 
 

外部のセンサーやテキスト入力及びDVR本体で検出した各種イベントに対し、アラームの出力方法

を設定する事ができます。 

 

アラーム入力イベント・アクション(録画)設定スクリーン 
 

本画面では各外部センサーからの入力に対する録画方法(スケジュール/カメラ/録画速度/画質/期間)

を設定します。 

 

 

図50 — アラーム入力イベント・アクション(録画)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力を動作させるか否かを設定します。 

 

「カメラ」項目を選択し、 ボタンを押すとカメラ選択スクリーンが表示されますので、センサー

と関連づけるカメラ番号を選択します。 

 

注注注注：：：：複数複数複数複数のカメラをのカメラをのカメラをのカメラを一一一一つのセンサーにつのセンサーにつのセンサーにつのセンサーに関連関連関連関連づけることもできますづけることもできますづけることもできますづけることもできます。。。。 

 

「録画速度」項目を選択し、録画速度をドロップダウン・メニューから選択します。 

 

「画質」項目を選択し、ドロップダウン・メニューから、画質を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、関連づけたイベントの録画時間を設定します。 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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アラーム入力イベント・アクション(アラーム出力)設定スクリーン 
 

本画面では各外部センサーからの入力に対するアラーム出力方法(内蔵ブザー/外部アラーム出力の

動作状態)を設定します。 
 

 

図51 — アラーム入力イベント・アクション(アラーム出力)設定スクリーン 
 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力を動作させるか否かを設定します。 
 

「アラームアウト」項目を選択し、センサーと関連付ける「アラーム出力 １」「アラーム出力 ２」

又は、ビープ音（内臓ブザー）を選択します。 
 

「期間」項目を選択し、出力させる時間帯を設定します。 
 

アラーム入力イベント・アクション(通報)設定スクリーン 
 

本画面では各外部センサーからの入力に対する遠隔管理システム(RAS)への通報を行うか否かを設

定します。 
 

 

図52 — アラーム入力イベント・アクション(通報)設定スクリーン 
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「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力を動作させるか否かを設定します。 

 

「通報」項目を選択し、 ボタンを押すと、オンとオフが切り替わります。オンであれば、DVR

は設定されたスケジュールに基づきRASへイベントの発生を通報します。 

 

注注注注：：：：通報動作通報動作通報動作通報動作のためのためのためのため、、、、DVRははははRASにににに登録登録登録登録しなければいけませんしなければいけませんしなければいけませんしなければいけません。。。。 

 

イベントが発生すると連動されているカメラ映像にイベント検知アイコン  が表示されます。 
 

モーション感知イベントアクション(録画)設定スクリーン 
 

本画面では、モーション感知した場合の録画方法(スケジュール/カメラ/録画速度/画質/期間)を設定

します。 

 

 

図53 — モーション感知イベントアクション(録画)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力を動作させるか否かを設定します。 

 

「カメラ」項目を選択し ボタンを押すと、カメラ選択スクリーンが表示されますのでモーション

感知させるカメラ番号を指定します。 

 

注注注注：：：：感知感知感知感知をををを検出検出検出検出するするするする一台一台一台一台のカメラをのカメラをのカメラをのカメラを、、、、複数複数複数複数のカメラとのカメラとのカメラとのカメラと関連付関連付関連付関連付けることもできますけることもできますけることもできますけることもできます。。。。 

 

「録画速度」項目を選択し、録画速度をドロップダウン・メニューから選択します。 

 

「画質」項目を選択し、ドロップダウン・メニューから、画質を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、モーション感知時の録画時間を設定します。 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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モーション感知イベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 
 

本画面では、モーション感知した場合のアラーム出力方法(内蔵ブザー/外部アラーム出力の動作状

態)を設定します。 

 

 

図54 — モーション感知イベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力(モーション感知)を動作させるか否かを設定します。 

 

「アラームアウト」項目を選択し、モーション感知した場合のアラーム出力方法「アラーム出力 １」

「アラーム出力 ２」又は、ビープ音（内臓ブザー）を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、出力させる時間帯を設定します。 

 

モーション感知イベントアクション(通報)設定スクリーン 
 

本画面では各カメラでのモーション感知に対し、遠隔管理システム(RAS)への通報を行うか否かを

設定します。 

 

 

図55 — モーション感知イベントアクション(通報)設定スクリーン 
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「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力(モーション感知)を動作させるか否かを設定します。 

 

「通報」項目を選択し、 ボタンを押すと、オンとオフが切り替わります。オンであれば、DVR

は設定されたスケジュールに基づきRASへモーション感知の発生を通報します。 

 

注注注注：：：：通報動作通報動作通報動作通報動作のためのためのためのため、、、、DVRははははRASにににに登録登録登録登録しなければいけませんしなければいけませんしなければいけませんしなければいけません。。。。 

 

イベントが発生すると連動されているカメラ映像にイベント検知アイコン  が表示されます。 

 
 

テキスト・イン イベントアクション(録画)設定スクリーン 
 

本画面では、テキストイン装置からのテキスト入力に対する録画方法(スケジュール/カメラ/録画速

度/画質/期間)を設定します。 

 

 

図56 — テキスト・イン イベントアクション(録画)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力(テキスト入力)を動作させるか否かを設定します。 

 

「カメラ」項目を選択し ボタンを押すと、カメラ選択スクリーンが表示されますのでテキストイ

ン装置と関連付けるカメラ番号を指定します。 

 

注注注注：：：：複数複数複数複数のカメラをのカメラをのカメラをのカメラを1台台台台のテキストインのテキストインのテキストインのテキストイン装置装置装置装置とととと関連付関連付関連付関連付けることはできませんけることはできませんけることはできませんけることはできません。。。。 

 

「録画速度」項目を選択し、録画速度をドロップダウン・メニューから選択します。 

 

「画質」項目を選択し、ドロップダウン・メニューから、画質を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、テキストイン入力時の録画時間を設定します。 

 
 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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テキスト・イン イベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 
 

本画面では、テキストイン装置からの入力があった場合のアラーム出力方法(内蔵ブザー/外部アラ

ーム出力の動作状態)を設定します。 
 

 

図57 — テキスト・イン イベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力(テキスト入力)を動作させるか否かを設定します。 
 

「アラームアウト」項目を選択し、テキスト入力時のアラーム出力方法「アラーム出力 １」「アラ

ーム出力 ２」又は、ビープ音（内臓ブザー）を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、出力させる時間帯を設定します。 

 

テキスト・イン イベントアクション(通報)設定スクリーン 
 

本画面ではテキスト入力に対し、遠隔管理システム(RAS)への通報を行うか否かを設定します。 
 

 

図58 — テキスト・イン イベントアクション(通報)設定スクリーン 
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「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様に入力(テキスト入力)を動作させるか否かを設定します。 

 

「通報」項目を選択し、 ボタンを押すと、オンとオフが切り替わります。オンであれば、DVR

は設定されたスケジュールに基づきRASへテキスト入力の発生を通報します。 

 

注注注注：：：：通報動作通報動作通報動作通報動作のためのためのためのため、、、、DVRははははRASにににに登録登録登録登録しなければいけませんしなければいけませんしなければいけませんしなければいけません。。。。 

 

イベントが発生すると連動されているカメラ映像にイベント検知アイコン  が表示されます。 

 

ビデオ信号ロスイベントアクション(録画)設定スクリーン 
 

本画面ではカメラからの映像信号が途絶えた時(ビデオ信号ロス)に、他のカメラでイベント録画を

行わせる場合の録画方法(スケジュール/カメラ/録画速度/画質/期間)を設定します。 

 

 

図59 — ビデオ信号ロスイベントアクション(録画)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様にビデオ信号ロス時のアクションを動作させるか否かを設定します。 

 

「カメラ」項目を選択し ボタンを押すと、カメラ選択スクリーンが表示されますので、あるカメ

ラのビデオの信号が切れた場合、どのカメラにイベント録画させるかを指定します。 

 

注注注注：：：：一台一台一台一台のカメラをのカメラをのカメラをのカメラを複数複数複数複数のカメラとのカメラとのカメラとのカメラと関連付関連付関連付関連付けすることができますけすることができますけすることができますけすることができます。。。。 

 

「録画速度」項目を選択し、録画速度をドロップダウン・メニューから選択します。 

 

「画質」項目を選択し、ドロップダウン・メニューから、画質を選択します。 

 

「期間」項目を選択し、ビデオ信号ロスイベント発生時の録画時間を設定します。 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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ビデオ信号ロスイベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 
 

本画面では、ビデオ信号ロスが発生した時のアラーム出力方法(内蔵ブザー/外部アラーム出力の動

作状態)を設定します。 

 

 

図60 — ビデオ信号ロスイベントアクション(アラーム出力)設定スクリーン 

 

「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様にビデオ信号ロスに対するアラーム出力を動作させるか否かを設定します。 

 

「アラームアウト」項目を選択し、モーション感知した場合のアラーム出力方法「アラーム出力 １」

「アラーム出力 ２」又は、ビープ音（内臓ブザー）を選択します。 

 

ビデオ信号ロスイベントアクション(通報)設定スクリーン 
 

本画面ではビデオ信号ロスを、遠隔管理システム(RAS)への通報を行うか否かを設定します。 

 

 

図61 — ビデオ信号ロスイベントアクション(通報)設定スクリーン 
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「日程」項目を選択し、 ボタンを押すとスケジュールスクリーンが表示されますので、他のスケ

ジュール設定と同様にビデオ信号ロスに対するRASへの通報を動作させるか否かを設定します。 

 

「通報」項目を選択し、 ボタンを押すと、オンとオフが切り替わります。オンであれば、カメラ

からのビデオ入力が切れたときDVRは、設定されたスケジュールに基づきRASに通報します。 

 

注注注注：：：：通報動作通報動作通報動作通報動作のためのためのためのため、、、、DVRははははRASにににに登録登録登録登録しなければいけませんしなければいけませんしなければいけませんしなければいけません。。。。 

 

イベントが発生すると連動されているカメラ映像にイベント検知アイコン  が表示されます。 

 
 

ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ設定設定設定設定 
 

本設定メニューでは、メインモニターの表示方法を設定します。OSD設定では映像画面の上に表示

する各種情報を、メイン・モニタリング設定でカメラ映像の表示方法を設定します。 

 

OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)設定 
 

本画面では、映像画面上に日付、時刻、タイトル、状態およびテキスト・イン情報の表示を設定し

ます。また、モニターに表示する際の余白の設定も本画面で行います。 

 

 

図62 — OSD設定スクリーン 

 

「日付」横のボックスを選択し、 ボタンを押して日付表示のオン/オフを指定します。 

 

「時刻」横のボックスを選択し、 ボタンを押して時刻表示のオン/オフを指定します。 

 

「タイトル」横のボックスを選択し、 ボタンを押してカメラタイトル表示のオン/オフを指定し

ます。 

 

「状態表示」横のボックスを選択し、 ボタンを押して状態表示のオン/オフを指定します。 

 

注注注注：：：：画面画面画面画面にににに表示表示表示表示されるされるされるされる各状態各状態各状態各状態のアイコンはのアイコンはのアイコンはのアイコンは下記下記下記下記のののの通通通通りですりですりですりです。。。。 

 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 
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� 画面停止アイコン  — 一時停止の状態で画面の右側の上に表示されます。 

� 切り替え監視アイコン  — 切り替え監視モードの場合画面の右側の上に表示されます。 

� デジタルズームアイコン  — 画面拡大の状態で画面の右側の上に表示されます。 

� リモコンアイコン  — システムIDが“0”またはリモコンを設定して使用できる場合、画面の右側

の上に表示されます。  

� 録画アイコン  — 録画状態で該当カメラ映像に表示されます。 

� パニック録画アイコン  — パニック録画の状態で該当カメラ映像に表示されます。 

� オーディオ録音アイコン  —オーディオ録音の状態で該当カメラ映像に表示されます。 

� イベント検知アイコン  — アラームイン、モーション検知、テキストインまたはビデオロスの

イベントが発生したの時、該当カメラ映像に表示されます。 

� ビデオロスアイコン  — 映像信号がない場合、該当カメラ映像に表示されます。 

� PTZ カメラアイコン  — 該当カメラがPTZカメラに設定されていると表示されます。 

 

注注注注：：：：カメラをカメラをカメラをカメラを“カメラカメラカメラカメラ隠隠隠隠しししし2”にににに設定設定設定設定したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには状態状態状態状態アイコンがアイコンがアイコンがアイコンが表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。 

 

「左/右余白」横のボックスを選択し、 ボタンを押して左及び右の余白を設定します。余白は、1

～24の間で設定できます。 

 

「上/下余白」横のボックスを選択し、 ボタンを押して上及び下の余白を設定します。余白は、1

～24の間で設定できます。 

 

「テキスト・イン」横のボックスを選択して ボタンを押し、テキスト・イン情報表示のオン/オ

フを指定します。 

 

テキスト・イン情報を見やすく表示させるには、「テキスト入力背景色」横のボックスを選択し、

ボタンを押してテキスト入力背景色をオンにします。 

 

メイン・モニタリング設定スクリーン 
 

本設定画面ではメインモニターに表示する各カメラ映像の切り替え間隔を設定します。また、イベ

ントを検出したカメラ映像を優先して表示させるか否かも設定します。 

 

 

図63 — メイン・モニタリング設定スクリーン 
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「カメラ切り替え間隔」横のボックスを選択し、 ボタンを押します。切り替え間隔は、3～60秒

の間で設定できます。 

 

注注注注：：：：ビデオビデオビデオビデオ信号信号信号信号がががが切切切切れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、そのカメラそのカメラそのカメラそのカメラ映像映像映像映像はははは表示順序表示順序表示順序表示順序からからからから除外除外除外除外されますされますされますされます。。。。 

 

「イベント・モニタリング」横のボックスを選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。

オンであれば、イベントを検出したカメラ映像が表示順序に関係なく優先して表示されます。 

 

「イベント・モニタリング・ドウェル時間」横のボックスを選択し、 ボタンを押します。イベン

ト・モニタリング・ドウェル時間は、イベント検出したカメラ映像の表示時間で、3秒～60秒の間

で調整できます。この表示時間経過後は、再び若いカメラ番号から順に映像が表示されます。 

 
 

ネットワークネットワークネットワークネットワーク設定設定設定設定スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 
 

本DVRは内蔵されたLANやモデム接続機能を用いて、遠隔地のPCやポケットベルに情報を送るこ

とができます。ネットワーク設定では、ネットワーク接続に関する基本的項目の設定を行います。 
 

 

図64 — ネットワーク設定スクリーン 
 

「接続」横のボックスを選択し、 ボタンを押してLANかモデムを指定します。 
 

「管理者パスワード」横のボックスを選択し、 ボタンを押すとバーチャルキーボードが表示され

ますので、パスワードを入力してください。パスワードの変更も可能ですが、有効にするには新し

いパスワードの再入力を求められます。 
 

「使用者パスワード」横のボックスを選択し、 ボタンを押すとバーチャルキーボードが表示され

ますので、パスワードを入力してください。パスワードの変更も可能ですが、有効にするには新し

いパスワードの再入力が求められます。 
 

注注注注：：：：これらのパスワードはネットワークこれらのパスワードはネットワークこれらのパスワードはネットワークこれらのパスワードはネットワーク用用用用ですですですです。。。。DVRそのもののそのもののそのもののそのものの管理者及管理者及管理者及管理者及びびびび使用者使用者使用者使用者パスワードとパスワードとパスワードとパスワードと同同同同

じではありませんじではありませんじではありませんじではありません。。。。 
 

注注注注：：：：パスワードではパスワードではパスワードではパスワードでは大文字大文字大文字大文字とととと小文字小文字小文字小文字がががが区別区別区別区別されますされますされますされます。。。。管理者及管理者及管理者及管理者及びびびび使用者使用者使用者使用者のののの工場出荷時工場出荷時工場出荷時工場出荷時ののののデフォルデフォルデフォルデフォル

ト・パスワードはト・パスワードはト・パスワードはト・パスワードは12345678ですですですです。。。。 
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注注注注：：：：パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを記録記録記録記録しししし、、、、安全安全安全安全なななな場所場所場所場所にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。パスワードがリセットされるとパスワードがリセットされるとパスワードがリセットされるとパスワードがリセットされると、、、、デフデフデフデフ

ォルト・パスワードはォルト・パスワードはォルト・パスワードはォルト・パスワードは無効無効無効無効となりますとなりますとなりますとなります。。。。パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを忘忘忘忘れたれたれたれた場合場合場合場合はははは工場工場工場工場リセットボタンをリセットボタンをリセットボタンをリセットボタンを使使使使ってリってリってリってリ

セセセセットしますットしますットしますットします。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、すべてのすべてのすべてのすべての設定設定設定設定データがデータがデータがデータが失失失失われますわれますわれますわれます。。。。 

 

電送速度は、カメラから毎秒転送するイメージ数です。「電送速度」横のボックスを指定し、 ボ

タンで数値を設定します。 

 

注注注注：：：：解像度解像度解像度解像度がががが「「「「標準標準標準標準」」」」にににに設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、LANのののの電送速度電送速度電送速度電送速度はははは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒30イメージですイメージですイメージですイメージです。。。。しかししかししかししかし、、、、

「「「「高解像度高解像度高解像度高解像度」」」」にににに設定設定設定設定するとするとするとすると、、、、録画録画録画録画スピードはスピードはスピードはスピードは最高毎秒最高毎秒最高毎秒最高毎秒15イメージとなりますイメージとなりますイメージとなりますイメージとなります。。。。 

 

注注注注：：：：電送速度電送速度電送速度電送速度をををを30ipsにににに設定設定設定設定するとシステムのするとシステムのするとシステムのするとシステムの録画録画録画録画がががが中止中止中止中止されますされますされますされます。。。。引引引引きききき続続続続いていていていて録画録画録画録画をををを行行行行うためにはうためにはうためにはうためには

電送速度電送速度電送速度電送速度をををを調整調整調整調整してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

「電送画質」横のボックスを選択し、 ボタンを押して、RAS(遠隔管理システム)に電送する画質

を設定します。画質は、最高画質、高画質、標準画質及び低画質から選択できます。 

 

LAN設定スクリーン 
 

 

図65 — LAN設定(手動)スクリーン 

 

「タイプ」横のボックスを選択して手動、DHCP、ADSL(PPPoE)から ボタンを押して選択します。 

 

手動を選択すると任意にLANのパラメータを設定することが出来ます。 

 

注注注注：：：：適切適切適切適切ななななIPアドレスとゲートウェイとサブネットマスクをネットワークのアドレスとゲートウェイとサブネットマスクをネットワークのアドレスとゲートウェイとサブネットマスクをネットワークのアドレスとゲートウェイとサブネットマスクをネットワークの管理者管理者管理者管理者からからからから入手入手入手入手するこするこするこするこ

とがとがとがとが必要必要必要必要ですですですです。。。。 

 

選択した番号は上下の矢印ボタンで変える事ができます。 

 

工場出荷時のデフォルLAN設定は、以下のとおりです。 

 IPアドレス： 192.168.1.129 

 ゲートウェイ： 192.168.1.254 

 サブネットマスク 255.255.255.0 
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DNSサーバーのIPアドレスを入力するために「DNSサーバー」の横のボックスを選択して ボタン

を押してください。DNSサーバーを用意するのであれば、IPアドレスの代わりにDVRNSサーバーの

ドメイン名がDVRNSサーバーセットアップの間、使用できます。詳細はDVRNS 設定の項を参照し

てください。 

 

「ポート番号設定」を選択して ボタンを押すとポート番号設定の画面が表示されます。 

 

 
図66 — ポート番号設定スクリーン 

 

注注注注：：：：RASのののの各各各各プログラムプログラムプログラムプログラム(Admin、、、、Watch、、、、Search、、、、Callback)のためにのためにのためにのために適切適切適切適切なポートなポートなポートなポート番号番号番号番号をネットワをネットワをネットワをネットワ

ークークークーク管理者管理者管理者管理者からからからから取得取得取得取得するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

番号を変えるにはその数字を選択して上下の矢印ボタンで変更します。 

 

工場出荷時のデフォルトのポート番号は 

 遠隔管理：   8200 

 遠隔監視：   8016 

 遠隔検索：   10019 

 遠隔コールバック： 8201 

 

注注注注：：：：ポートポートポートポート番号設定番号設定番号設定番号設定をををを変更変更変更変更したしたしたした後後後後はははは自動的自動的自動的自動的にシステムがにシステムがにシステムがにシステムが再起動再起動再起動再起動しますしますしますします。。。。 

 

注注注注：：：：同同同同じポートじポートじポートじポート番号番号番号番号をををを二二二二つのつのつのつの違違違違うプログラムにうプログラムにうプログラムにうプログラムに使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、DVRははははPCでででで起起起起

動動動動しているしているしているしているRASにににに接続接続接続接続できませんできませんできませんできません。。。。 

 

注意注意注意注意：：：：DVRのポートのポートのポートのポート番号番号番号番号をををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合、、、、PCののののRASもももも同様同様同様同様にににに変更変更変更変更するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。詳細詳細詳細詳細

ははははRASのののの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 
 

OKを選択し、 ボタンを押すと、設定を保存してネットワーク設定スクリーンに戻ります。キャ

ンセルを選択すると、設定を保存しないでスクリーンを終了します。 

 

「タイプ」からDHCPを選択して下のＯＫを押すとDVRはDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

ネットワークから現在のIPアドレスを受け取ります。 
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図67 — LAN設定(DHCP)スクリーン 

 

ADSL(PPPoE)を選択するとADSLネットワークを使用できます。 

 

注注注注：：：：ADSLとモデムはとモデムはとモデムはとモデムは同時同時同時同時にににに設定設定設定設定することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。モデムによるネットワークでモデムによるネットワークでモデムによるネットワークでモデムによるネットワークでDVRをををを使用使用使用使用

するのであればするのであればするのであればするのであればADSL(PPPoE)はははは選選選選びませんびませんびませんびません。。。。 

 

 

図68 — LAN設定(ADSL)スクリーン 

 

「ID」の横のボックスを選択して ボタンを押します。バーチャルキーボードが表れADSL接続の

ためのIDを入力できます。 

 

「パスワード」の横のボックスを選択して ボタンを押します。バーチャルキーボードが表れADSL

接続のためのパスワードを入力できます。 

 

注注注注：：：：IDとパスワードをとパスワードをとパスワードをとパスワードを入力入力入力入力してしてしてしてOKをををを選択選択選択選択するとするとするとするとDVRははははADSLネットワークによってネットワークによってネットワークによってネットワークによって設定設定設定設定されたされたされたされた現現現現

在在在在ののののIPアドレスをアドレスをアドレスをアドレスを受受受受けけけけ取取取取りますりますりますります。。。。 

 

注注注注：：：：DVRのののの設定設定設定設定ががががDHCPかかかかADSLネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの場合場合場合場合、、、、DVRののののIPアドレスはアドレスはアドレスはアドレスは接続接続接続接続するするするする度度度度にににに変変変変わるかわるかわるかわるか

もしれませんもしれませんもしれませんもしれません。。。。 
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モデム設定 
 

 

図69 — モデム設定スクリーン 

 

「 する」 は、 可能なモデムの と けモデムを します。 

 

「ポート速度」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、300～115,200のポート速度リストが表

示されますので、適切な速度を選択してください。 

 

「データ」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、７と８の間で切り替わります。 

 

「ストップ」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、ストップ・ビットは1と2の間で切り替わ

ります。 

 

「パリティ」横のボックスを選択し、 ボタンを押すと、ドロップダウン・リストが表示されます

ので、パリティを、無し、奇数、偶数の中から選択します。 

 

OKを選択し、 ボタンを押すと設定を保存します。キャンセルを選択すると、設定を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 

注注注注：：：：RS-232Cポートがポートがポートがポートが他他他他のデバイスでのデバイスでのデバイスでのデバイスで使用使用使用使用されているされているされているされている場合場合場合場合にはにはにはには外付外付外付外付けモデムをできないとメッセーけモデムをできないとメッセーけモデムをできないとメッセーけモデムをできないとメッセー

ジがジがジがジが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。RS-232Cポートのポートのポートのポートの設定設定設定設定メニューにメニューにメニューにメニューに移動移動移動移動してしてしてして、、、、RS-232C設定設定設定設定をををを外部外部外部外部モデムにモデムにモデムにモデムに変更変更変更変更

してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。それからやりそれからやりそれからやりそれからやり直直直直してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 
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DVRNS(DVRネームサービス)設定スクリーン 
 

DVRネームサービスを使用するためには、本画面でDVRをDVRNSに登録する必要があります。 

 

 

図70 — DVRNS(DVRネームサービス)設定スクリーン 

 

「DVRNS(DVRネームサービス)使用」を選択して ボタンを押すとオンとオフが切り替わります。 

 

「DVRNSサーバー」横のボックスを選択して ボタンを押してDVRNSサーバーのIPアドレスかド

メイン名を入力します。 

 

注注注注：：：：ネットワークネットワークネットワークネットワーク管理者管理者管理者管理者からからからからDVRNSサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのIPアドレスかドメインアドレスかドメインアドレスかドメインアドレスかドメイン名名名名をををを取得取得取得取得するするするする必要必要必要必要がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。 

 

注注注注：：：：既既既既にネットワークににネットワークににネットワークににネットワークにDNSサーバーがサーバーがサーバーがサーバーが用意用意用意用意されているされているされているされている場合場合場合場合、、、、IPアドレスのアドレスのアドレスのアドレスの変変変変わりにドメインわりにドメインわりにドメインわりにドメイン名名名名をををを

使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。 

 

「ポート」横のボックスを選択してDVRNSサーバーのポート番号を入力してください。ポート番

号は10000～12000の間で設定できます。 

 

注注注注：：：：DVRのののの DVRNSサーバーサーバーサーバーサーバー設定設定設定設定はははは、、、、登録済登録済登録済登録済みのみのみのみのDVRNSサーバーのサーバーのサーバーのサーバーの設定設定設定設定にににに一致一致一致一致させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

DVRNSサーバーでサーバーでサーバーでサーバーで設定設定設定設定をををを変更変更変更変更するとするとするとすると、、、、正正正正しくしくしくしく動作動作動作動作しなくなるしなくなるしなくなるしなくなる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

「IPルータ(NAT)使用」横のボックスを選択して ボタンを押すとオンとオフが切り替わります。 

 

注：NAT(Network Address Translation)を使用する場合、NATのメーカーの適切なネットワーク設定の

説明書を参照してください。 

 

「DVRネーム」横のボックスを選択して ボタンを押してDVRNSサーバーに登録したDVRの名前

を入力します。バーチャルキーボードでDVRの名前を入力できます。 

 

「確認」を選択すると、入力した名前が使用可能かどうか調べることができます。 

 

注注注注：：：：名前名前名前名前がががが未入力未入力未入力未入力かかかか、、、、DVRNSサーバーにサーバーにサーバーにサーバーに登録済登録済登録済登録済みのみのみのみの名前名前名前名前をををを入力入力入力入力するとするとするとすると、、、、エラーメッセージがエラーメッセージがエラーメッセージがエラーメッセージが表示表示表示表示

されますされますされますされます。。。。 
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OKを選択して ボタンを押すとDVRNSサーバーにDVRが登録されます。適切なDVRNS設定は、

「ヘルプ」横のボックスにでDVRNSサーバーの情報を表示します。 

 

注意注意注意注意：：：：DVRをををを初期化初期化初期化初期化したしたしたした後後後後ににににDVRNSサーバーサーバーサーバーサーバー上上上上にににに同同同同じじじじDVR名名名名をををを登録登録登録登録してしてしてして使用使用使用使用したいしたいしたいしたい場合場合場合場合

DVRNSサーバーのサーバーのサーバーのサーバーの管理者管理者管理者管理者にににに連絡連絡連絡連絡しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。ファクトリーリセットのファクトリーリセットのファクトリーリセットのファクトリーリセットの前前前前ににににサーバサーバサーバサーバ

ーーーー情報情報情報情報をををを記録記録記録記録しておいてくださいしておいてくださいしておいてくださいしておいてください。。。。 

 

注意注意注意注意：：：：DVRNSをををを登録登録登録登録できるのはできるのはできるのはできるのは1台台台台ののののDVRNSサーバーだけですサーバーだけですサーバーだけですサーバーだけです。。。。複数複数複数複数ののののDVRNSサーバーにサーバーにサーバーにサーバーに登登登登

録録録録することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。別別別別ののののDVRNSサーバーにサーバーにサーバーにサーバーに登録登録登録登録するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク

管理者管理者管理者管理者にににに相談相談相談相談してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。 

 

コールバックセンター設定スクリーン 
 

 

DVRは、イベントが発生した場合RAS(遠隔管理システム)を使用しているLAN上のコンピュータに

アクセスできます。DVRがモデムに接続していれば、イベントが発生した場合、ポケベルに数値メ

ッセージを送ることができます。 

 

LAN接続によるコールバックセンター設定 
 

 

図71 — コールバックセンター設定(LAN)スクリーン 

 

「IPアドレス」横のボックスを選択し、イベントの際にアクセスしたいコンピュータのIPアドレス

を入力します。 

 

「リトライ」横のボックスを選択し、DVRに接続したいコンピュータへのアクセスやり直し回数を

入力します。1から10回のやり直し回数から選択できます。 

 

「E-mail通報」項目を選択してから、オン又はオフを選択します。｢オン｣を選択すると、イベント

発生時に設定したe-mail宛先に通報します。 

 

「SMTPサーバーIP」項目を選択してから、送付するメールサーバーのIPアドレスを入力します。

SMTPサーバーIPアドレスは、システム管理者にお問い合わせ下さい。 
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「E-mail宛先」項目を選択してから、イベント発生時のE-mail受信人のメールアドレスを入力します。 

 

「E-mail発信人」項目を選択してから、イベント発生時のE-mail発信人のメールアドレスを入力しま

す。 

 

注注注注：：：：メールアドレスにはメールアドレスにはメールアドレスにはメールアドレスには必必必必ずずずず｢｢｢｢@｣｣｣｣がががが含含含含まれなければなりませんまれなければなりませんまれなければなりませんまれなければなりません。。。。 

 

「認証」項目を選択して認証機能 (SMTPサーバー認証) を使用するかどうかを選択します。 

 

「ID」項目を選択してからSMTPのIDを入力します。 

 

「パスワード」項目を選択してからSMTPのパスワードを入力します。 

 

注注注注：：：：使用者使用者使用者使用者のののの認証認証認証認証をををを要求要求要求要求するするするするSMTPサーバーをサーバーをサーバーをサーバーを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、必必必必ずずずず認証使用認証使用認証使用認証使用をををを選選選選択択択択してしてしてしてSMTP

サーバーサーバーサーバーサーバー認証認証認証認証にににに必要必要必要必要ななななSMTPののののID及及及及びパスワードをびパスワードをびパスワードをびパスワードを入力入力入力入力するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

モデム接続によるコールバックセンター設定 
 

 

図72 — コールバックセンター(モデム)設定スクリーン 

 

「ポケベル」の横のボックスを選択し、ポケベルの電話番号を入力します。電話システムからダイ

アルするように番号を入力します。例えば外線に「9」をダイアルするのであれば、ポケベル番号

の前に「9」を入力します。 

 

「メールボックス」の横のボックスを選択し、そのポケベルがボイス・メールボックスを使ってい

ればボイス・メールボックスを入力します。 

 

「サイトID」横のボックスを選択し、3桁のサイトID番号を入力します。 

 

イベントが発生すると、DVRは、ポケベルにダイアルし4桁または5桁の数字を残します。最初の3

桁はサイトID番号で、最後の1桁はイベントの種類(1:アラーム入力、2:テキスト入力、3:モーション

検出、4:ビデオ信号ロス、10: 録録 ーエラ 、11:保存媒体、13:S.M.A.R.T.、18:システム)です。例えば、

「0754」はサイト75でビデオ信号が切れたことを意味します。 
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注注注注：：：：DVRはははは、、、、ポケベルのポケベルのポケベルのポケベルの再呼再呼再呼再呼びびびび出出出出ししししにににに最低最低最低最低4分間必要分間必要分間必要分間必要ですですですです。。。。DVRがポケベルにがポケベルにがポケベルにがポケベルに連絡連絡連絡連絡してしてしてして4分以内分以内分以内分以内にににに他他他他

のイベントがのイベントがのイベントがのイベントが発生発生発生発生してもしてもしてもしても、、、、再度再度再度再度ポケベルにダイアルしませんポケベルにダイアルしませんポケベルにダイアルしませんポケベルにダイアルしません。。。。これはこれはこれはこれは電話回線電話回線電話回線電話回線をををを占領占領占領占領しないためですしないためですしないためですしないためです。。。。 

 

OKを選択し、 ボタンを押すと設定を保存します。キャンセルを選択すると、設定を保存しない

でスクリーンを終了します。 

 
 

パスワードパスワードパスワードパスワード設定設定設定設定スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 
 

「システム電源を切る」、「設定スクリーンに切り替え」、「デフォルト設定のロード」、「全て

のデータ削除」、「システム日付及び時間変更」、及び「管理者パスワード変更」には、管理者管理者管理者管理者パパパパ

スワードスワードスワードスワードが必要です。「ライブ監視モードからの再生」、「早送り再生」及び「高速巻戻し」、「再

生モードへの切り替え」、及び「ライブ監視モードで検索メニュースクリーンに切り替える」には、

使用者使用者使用者使用者パスワードパスワードパスワードパスワードが必要です。メインメニューでパスワードを選択し、ボタンを押すと、パスワー

ドスクリーンに切り替わります。 

 

 

図73 — パスワード設定スクリーン 

 

「使用者」横のボックスを選択し ボタンを押してオンとオフを切り替えます。パスワードがオン

に設定されている場合、設定をオフにするには、現在のパスワード入力が必要です。パスワードが

オフに設定されている場合、設定をオンにする前に新しいパスワードを入力し、確認します。 

 

管理者パスワードはオン/オフできません。新しいパスワードへの変更も、現在のパスワード入力が

必要です。 

 

パスワードを変更するには「パスワード」項目を選択し ボタンを押します。現在のパスワード入

力を求めるウィンドウが表示されます。正しいパスワードを入力すると、新しいウィンドウが表示

され、カメラボタンで新しいパスワードを入力するよう求めます。 ボタンを押すとも新しいスク

リーンが表示され、新しいパスワードの確認を求めます。 

 

注注注注：：：：管理者及管理者及管理者及管理者及びびびび使用者使用者使用者使用者パパパパスワードはスワードはスワードはスワードは、、、、カメラボタンをカメラボタンをカメラボタンをカメラボタンを使使使使ったったったった、、、、8桁桁桁桁までのまでのまでのまでの数字数字数字数字ですですですです。。。。デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト管管管管

理者理者理者理者パスワードはパスワードはパスワードはパスワードは、、、、4321ですですですです。。。。 
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注意注意注意注意：：：：新新新新しいパスワードをしいパスワードをしいパスワードをしいパスワードを書書書書きとめきとめきとめきとめ、、、、安全安全安全安全なななな場所場所場所場所にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを忘忘忘忘れたられたられたられたら

工場工場工場工場リセットボタンをリセットボタンをリセットボタンをリセットボタンを使使使使ってリセットしますってリセットしますってリセットしますってリセットします。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、すべてのすべてのすべてのすべての設定設定設定設定データがデータがデータがデータが失失失失われますわれますわれますわれます。。。。 

 

フロントパネルまたはリモコンのボタンをロックするには、「キーロック使用」を選択し、 ボタ

ンを押します。ボタンがロックされると、フロントパネルまたはリモコンのどのボタンを押しても

パスワードスクリーンが表示されます。キーのロックを解除するには正しいパスワードが必要です。

キーロックパスワードは4321です。管理者パスワードでも、キーのロックを解除できます。 

 

OKを選択し、 ボタンを押すと設定を保存できます。キャンセルを選択すると、設定を保存しな

いでスクリーンを終了します。 

 
 

設定設定設定設定スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン 
 

設定メニューでは、「単純設定と通常設定の切り替え」、「ビデオのバックアップ」、「デフォル

ト設定」及び「全てのデータのクリア」などの機能を実行するのに使います。 

 

 

図74 — 設定スクリーン 

 

クリップコピー 
 

クリップコピー画面では、ビデオを外部のUSB ハードディスク、USB CD-RW又はUSBフラッシュ メ

モリーにバックアップすることができます。バックアップ・クリップイメージは、Microsoft Windows 

98、ME、2000又はXPがインストールされたPCで見ることができます。外部ドライブのバックアッ

プの事前準備に関しては、付属A — USB ハードディスクドライブの準備を参照してください。 
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図75 — クリップ・コピースクリーン 

 

バックアップに使用するドライブの種類を選択するには、一番上にあるボックスを選択し、 ボタ

ンを押します。利用可能なドライブのドロップダウン・リストが表示されます。USB HDD、USB 

CD-RW又はUSB フラッシュ・メモリーから選択できます。 

 

オーディオをビデオと一緒にバックアップする場合、「オーディオ」ボックスにチェックマークを

入れます。 

 

スタート及び終了時刻と日付を設定する事で、バックアップするビデオを指定します。また、バック

アップ対象のカメラの指定は、カメラ横の1から4のボックスにチェックを入れる事でおこないます。 

 

「ファイル名」項目を選択し、 ボタンを押すと、バーチャルキーボードが表示されますのでバッ

クアップするビデオのファイル名を入力し、「閉じる」を選択します。DVRは自動的にカメラ番号

(例えば「01」)と拡張子「.exe」をファイル名に追加します。特定のフォルダにファイルを保存する

場合、「/」の後にフォルダ名を入力します。例えば：“folder/filename” 

 

ビデオにファイル名を付けたら、「OK」を選択し、 ボタンを押します。DVRはドライブ容量、

バックアップファイルサイズを表示し、継続するかを質問してきます。 

 

選択したドライブに2つ以上のパーティションがある場合、次のディスクパーティション選択スク

リーンが表示されます。ファイルシステムがFAT32のプライマリパーティション以外の場合は、

「サポートされていません」になります。 
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図76 — ディスクパーティション選択スクリーン 

 

クリップコピーに使用するドライブとパーティションを選択すると、DVRは、ドライブ容量、クリ

ップサイズを表示し、継続するか否かを質問してきます。 

 

注注注注：：：：2GBよりよりよりより大大大大きいファイルをバックアップしないでくださいきいファイルをバックアップしないでくださいきいファイルをバックアップしないでくださいきいファイルをバックアップしないでください。。。。 

 

ビデオをバックアップしている間、DVRのその他の機能を使うことができます。閉じるボタンを選択

し、 ボタンを押します。いつでもバックアップスクリーンに戻り、進行状況をチェックできます。 

 

注注注注：：：：CD書込書込書込書込みみみみ中中中中にににに、、、、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ををを終了終了終了終了することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。 

 

バックアップしたイメージをチェックする方法は、RAS取扱説明書をご覧ください。 

 

注注注注：：：：バックアップバックアップバックアップバックアップ中中中中にににに、、、、システムシステムシステムシステム日付及日付及日付及日付及びびびび時間変更時間変更時間変更時間変更、、、、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、、、、単純単純単純単純設定設定設定設定モードへモードへモードへモードへ

のののの切切切切りりりり替替替替ええええ、、、、全全全全ててててのデータクリアのデータクリアのデータクリアのデータクリア、、、、及及及及びびびび遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地からのシステムからのシステムからのシステムからのシステム設定設定設定設定をををを変更変更変更変更することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。 

 

注注注注：：：：CD焼付焼付焼付焼付けけけけ中中中中、、、、又又又又ははははDVRがデータのハードディスクドライブへのバックアップがデータのハードディスクドライブへのバックアップがデータのハードディスクドライブへのバックアップがデータのハードディスクドライブへのバックアップ準備中準備中準備中準備中にはにはにはには、、、、録録録録

画画画画スピードがカメラスピードがカメラスピードがカメラスピードがカメラ当当当当たりたりたりたり1 ips低下低下低下低下しますしますしますします。。。。 

 

注意注意注意注意：：：：品質品質品質品質がよくないディスクがよくないディスクがよくないディスクがよくないディスク (キズキズキズキズ、、、、損傷損傷損傷損傷などがあるものなどがあるものなどがあるものなどがあるもの)をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合にはバックアッにはバックアッにはバックアッにはバックアッ

ププププをををを正常正常正常正常にににに行行行行わないことがありますわないことがありますわないことがありますわないことがあります。。。。 

 

注意注意注意注意：：：：ビデオのバックアップビデオのバックアップビデオのバックアップビデオのバックアップ中中中中はははは、、、、外部外部外部外部ドライブからドライブからドライブからドライブからUSBケーブルやケーブルやケーブルやケーブルや電源電源電源電源コードコードコードコードをはずさなをはずさなをはずさなをはずさな

いでくださいいでくださいいでくださいいでください。。。。バックアップバックアップバックアップバックアップ中中中中にににに外部外部外部外部ドライブのシャットダウンやドライブのシャットダウンやドライブのシャットダウンやドライブのシャットダウンや、、、、USBケーブルのケーブルのケーブルのケーブルの抜抜抜抜きききき差差差差

ししししをををを行行行行うとうとうとうと、、、、DVRシステムのシステムのシステムのシステムの正常動作正常動作正常動作正常動作にににに支障支障支障支障がががが生生生生ずるずるずるずる他他他他、、、、外部外部外部外部ドライブにドライブにドライブにドライブに損傷損傷損傷損傷をををを与与与与ええええ、、、、次回次回次回次回

バックアップバックアップバックアップバックアップ時時時時にエラーメッセージがにエラーメッセージがにエラーメッセージがにエラーメッセージが表示表示表示表示されるされるされるされる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。エラーメッセージをエラーメッセージをエラーメッセージをエラーメッセージを消消消消すにすにすにすに

はははは、、、、DVRのののの電源電源電源電源をををを切切切切ってからってからってからってから再起動再起動再起動再起動してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。USB-ハードディスクドライブのファイルハードディスクドライブのファイルハードディスクドライブのファイルハードディスクドライブのファイル

システムがシステムがシステムがシステムが壊壊壊壊れるとれるとれるとれると、、、、このエラーメッセージはこのエラーメッセージはこのエラーメッセージはこのエラーメッセージは消消消消えませんえませんえませんえません。。。。DVRをををを再起動再起動再起動再起動したしたしたした後後後後でもでもでもでも、、、、バッバッバッバッ

クアップクアップクアップクアップ準備中準備中準備中準備中にににに自動的自動的自動的自動的にににに再起動再起動再起動再起動することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。修復修復修復修復プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを使使使使いファイルシスいファイルシスいファイルシスいファイルシス

テムをテムをテムをテムを修復修復修復修復するかするかするかするか、、、、ハードディスクドライブをハードディスクドライブをハードディスクドライブをハードディスクドライブを再再再再フォーマットしてくださいフォーマットしてくださいフォーマットしてくださいフォーマットしてください。。。。 
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デフォルト設定への復帰 
 

「デフォルト設定を適用」を選択すると、デフォルト設定に戻してよいかを確認するため、パスワ

ードの入力が要求されます。 

 

注注注注：：：：デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト設定設定設定設定にににに戻戻戻戻してもしてもしてもしても、、、、現在現在現在現在のののの時間時間時間時間、、、、タイムゾーンタイムゾーンタイムゾーンタイムゾーン、、、、サマータイムおよびネットワークサマータイムおよびネットワークサマータイムおよびネットワークサマータイムおよびネットワーク設設設設

定定定定はははは変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。 

 

設定読込/保存 
 

保存した設定値を読み込むためにはDVRの設定情報が保存されているUSB記憶装置をDVRに接続

して読込の「ファイル名」項目を選択してから ボタンを押します。読込画面で設定しようとする

ファイルを選択してから“OK”ボタンを押すと、“ファイル名”項目に選択したファイル名が表示され

ます。「読込」項目を押すと選択した設定ファイルの設定値がDVRに適用されます。 

 

注注注注：：：：設定読込設定読込設定読込設定読込みをみをみをみを行行行行ってもシステムのってもシステムのってもシステムのってもシステムの時間時間時間時間のののの設定値設定値設定値設定値はははは変更変更変更変更されませんされませんされませんされません。。。。(日付日付日付日付/時刻時刻時刻時刻、、、、標準時間帯標準時間帯標準時間帯標準時間帯、、、、

サマータイムサマータイムサマータイムサマータイム) 

 

注注注注：：：：ネットワークネットワークネットワークネットワーク設定設定設定設定のののの場合場合場合場合“ネットワークネットワークネットワークネットワーク設定含設定含設定含設定含みみみみ”項目項目項目項目をををを選択選択選択選択するとするとするとすると保存保存保存保存されたネットワークされたネットワークされたネットワークされたネットワーク設設設設

定値定値定値定値がががが適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。 

 

DVR設定を保存するためにはUSB記憶装置をDVRに接続して保存の「ファイル名」項目を選択して

から ボタンを押します。ファイル名はバーチャルキーボードで入力します。「保存」項目を押す

とDVRの設定を“.cfg”ファイルにUSB保存装置に保存されます。 

 

 

図77 — 設定読込み/保存画面 

 

全てのデータを削除 
 

「全てのデータを削除」を選択すると、全ての録画データを削除してよいかを確認するため、パス

ワードの入力が要求されます。 

 

注意注意注意注意：「：「：「：「全全全全てのデータをてのデータをてのデータをてのデータを削除削除削除削除」」」」をををを選択選択選択選択するとするとするとすると、、、、すべてのすべてのすべてのすべての録画録画録画録画したビデオがしたビデオがしたビデオがしたビデオが消去消去消去消去されますされますされますされます。。。。 
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第第第第4章章章章 — 操作操作操作操作 
 
 

注注注注：：：：本章本章本章本章ではではではではDVRがががが設置設置設置設置されされされされ、、、、設定設定設定設定がががが完了完了完了完了したことがしたことがしたことがしたことが前提前提前提前提になっていますになっていますになっていますになっています。。。。まだまだまだまだ設置設置設置設置していないしていないしていないしていない場場場場

合合合合、、、、第第第第2章及章及章及章及びびびび第第第第3章章章章をごをごをごをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。 

 

DVRの操作はVCRに似ています。VCRと同じように、主な機能は、ビデオを録画し再生することで

す。しかし、ビデオの録画と再生において、様々な操作を行うことができます。1日の時間及び曜

日で録画スケジュールを立てることができます。DVRでは、録画したビデオをVCRより高度なツー

ルを用いて検索することができます。例えば、遠隔制御中や録画中でのライブ映像の監視、録画再

生中でのビデオ録画継続ができ、これらの機能はＶＣＲにはありません。この場合、録画・再生と

ハードディスクにアクセスするどのようなプロセスもサポートされません。ライブ映像を見ること

ができるだけで、動いているハードディスクに関連した設定を除くシステム設定をすることができ

ます。また、イーサネットまたはモデムのどちらかでDVRはRAS Watchと接続することができます。 

 

フロントパネルの操作は第3章 ─ 設定をご覧ください。 

 
 

電源電源電源電源をををを入入入入れるれるれるれる 
 

第2章 ─  設置の説明どおりDVRを接続すれば、DVRは録画の準備ができています。 

 

DVRの初期化は、約60秒かかります。 

 

記憶装置の記録データが損害を受けたとき一旦装置を初期化すると、DVRは自動的に復旧されます。 

 
 

ライブモニターライブモニターライブモニターライブモニター 
 

DVRの初期化プロセスが完了すると、ライブのビデオを接続したモニターに表示すると共に、マイ

ク・スピーカーが接続されていれば、ライブの音声が出力されます。初期モードは、４分割画面で

4台のカメラを同時に表示します。いずれかのカメラボタンを押すと、そのカメラが単画面で表示

されます。ユーザーが別のモードに切り替えるまで、ライブ映像を表示し、ライブ音声を出力しま

す。 

 

「4分割画面/自動切替」ボタンを押すと4分割画面(2x2)表示モードと自動切替モードが切り替わりま

す。 

 

「一時停止」ボタンを押すと、このボタンをもう一度押すまで、スクリーン上の現在の画像が固定

されます。スクリーンには が表示されます。 
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DVRはイベントを検出すると、そのイベントと関連付けされたカメラからの映像をモニター上にフ

ルスクリーンで表示するよう設定できます。イベントを検出したセンサーに関連付けされたカメラ

の中で、一番若いカメラ番号の映像が表示され、DVRはイベント設定で予め設定された時間、表示

を行い、設定時間経過後は、以前のスクリーン設定に戻ります。最初のイベントがモニター表示さ

れている間は、後続の他のイベントはモニター表示されません。但し、個々のカメラボタン、又は

4分割画面/自動切替・ボタンを押すと、表示中のイベント監視を終了し、選択したカメラを表示、

または、前のスクリーン設定に戻ります。 

 

DVRは、ライブモニター中にテキスト入力があれば、テキスト入力情報を表示します。テキスト入

力情報は画像に重ねて表示されます。 

 

注注注注：：：：テキストテキストテキストテキスト入力入力入力入力はははは、、、、フルスクリーンのフルスクリーンのフルスクリーンのフルスクリーンの場合場合場合場合のみのみのみのみ表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。  

 

 

図78 — ライブモニターモードでのテキスト・イン表示 

 

PTZモード 
 

DVRはカメラをパン、チルト及びズーム機能を使ってコントロールします。制御しようとするカメ

ラ映像のフル画面モードでPTZボタンを押すとPTZモードになって前面パネルまたはリモコンボタ

ンを用いてカメラ制御ができます。矢印ボタンを押して、カメラを左右に廻し、カメラを 上下に動

かします。カメラ1及びカメラ2ボタンを使って、ズームイン又はズームアウトします。カメラ3及

びカメラ4ボタンは、画像の焦点を合わせるために使用します。 

 

注注注注：：：：PTZモードをモードをモードをモードを使用使用使用使用するにはするにはするにはするには RS-232CポートがポートがポートがポートがPTZ制御制御制御制御にににに設定設定設定設定されていてされていてされていてされていて、、、、カメラカメラカメラカメラ設定設定設定設定ででででPTZをををを

選択選択選択選択するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にはにはにはには PTZアイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

注注注注：：：：DVRががががPTZモードのモードのモードのモードの時時時時、、、、画像画像画像画像のののの周周周周りにりにりにりに白白白白いいいい枠線枠線枠線枠線がががが現現現現れれれれますますますます。。。。 

 

注注注注：：：：選択選択選択選択しているカメラでしているカメラでしているカメラでしているカメラでDVRがビデオがビデオがビデオがビデオ信号信号信号信号ロスをロスをロスをロスを検出検出検出検出しているかしているかしているかしているか、、、、そのカメラのそのカメラのそのカメラのそのカメラの電源電源電源電源がオフにながオフにながオフにながオフにな

っていっていっていっているるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは隠隠隠隠しししし1またはまたはまたはまたは隠隠隠隠しししし2にににに設定設定設定設定されているときにはされているときにはされているときにはされているときには、、、、PTZモードにはモードにはモードにはモードには入入入入れませんれませんれませんれません。。。。 

 

PTZモードでメニューボタンを押すとPTZメニュースクリーンが表示されます。該当カメラが支援す

る拡張機能を使用することができます。該当カメラが支援しない機能はメニューに表示されません。 
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図79 — PTZメニュー 

 

� プリセットの設定 — PTZカメラのプリセットを設定します。 

� 終了 — メニューを閉じます。 

 

PTZプリセット  
 

カメラを目的の場所に合わせて、カメラ位置セッティングを「PTZプリセット」として保存し、瞬

時に目的の場所を見ることができるようになります。PTZメニューでプリセットの設定を選択しま

す。プリセットに割り当てる番号を選択して、 ボタンを押します。バーチャルキーボードでプリ

セット名を入力し、 ボタンをもう一度押してプリセットとして保存します。 
 

 

図80 — PTZプリセットスクリーン 

 

プリセット場所呼び出し 
 

カメラを目的の場所に合わせたら、目的の場所を直接見ることができます。4分割画面/自動切替ボ

タンを押し、プリセット場所ダイアログボックスを表示します。目的のプリセット番号を押すとプ

リセットが設定されます。 
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図81 — プリセットビュースクリーン 

 

デジタルズームモード 
 

PTZモードでPTZボタンを押すと、デジタルズームモードに移動できます。PTZカメラでなければ、

ライブモニターモードでPTZボタンを押すと直接デジタルズームモードに移動します。 
 

注注注注：：：：選択選択選択選択しているカメラでしているカメラでしているカメラでしているカメラでDVRがビデオがビデオがビデオがビデオ信号信号信号信号ロスをロスをロスをロスを検出検出検出検出しているかしているかしているかしているか、、、、そのカメラのそのカメラのそのカメラのそのカメラの電源電源電源電源がオフにながオフにながオフにながオフにな

っているっているっているっている、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは隠隠隠隠しししし1またはまたはまたはまたは隠隠隠隠しししし2にににに設定設定設定設定されているときにはされているときにはされているときにはされているときには、、、、デジタルズームモードにはデジタルズームモードにはデジタルズームモードにはデジタルズームモードには入入入入れれれれ

ませんませんませんません。。。。 

 

デジタルズームモードでは、画面の上に明るい小さなボックスが表示されます。このボックスは、

拡大するスポットを示します。矢印ボタンでこのボックスの位置を移動し、 一時停止ボタンを押し

てその点を拡大します。拡大スクリーンは、 を表示します。PTZボタンをもう一度押し、DVRを

ライブ監視モードに戻します。 

 
 

ビデオのビデオのビデオのビデオの録画録画録画録画 
 

第2章─  設置の説明どおりDVRを設置すれば、DVRは録画の準備ができています。設定を変更しな

ければ、DVRはビデオを録画し、ハードディスクの容量が一杯になるまで録画を続けます。工場出

荷時の設定は、ハードディスクの容量が一杯になると停止します。DVRは、ハードディスクドライ

ブが一杯状態でも録画(上書き)を続けるように設定できます。その場合、一番古いビデオから順に

上書きします。 

 

工場出荷時のデフォルト設定のまま録画を開始しても、本装置の豊富で便利なツールが利用できます。

録画モードオプションについては、第3章 ─ 設定を参照してください。 

 

注注注注：：：：DVRがビデオをがビデオをがビデオをがビデオを録画録画録画録画しているしているしているしている間間間間、、、、フロントパネルフロントパネルフロントパネルフロントパネル上上上上のののの録画録画録画録画LEDがががが点灯点灯点灯点灯しししし、、、、該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にににに録録録録

画画画画アイコンアイコンアイコンアイコン     がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

 

タイムラプス録画又はイベント録画が設定されていても、パニックボタンを押すとパニック録画が

始まり、DVRはタイムラプス録画又はイベント録画スケジュールを無視してパニック録画します。

このボタンをもう一度押して、パニック録画を終了します。 

 

注注注注：：：：DVRがパニックがパニックがパニックがパニック録画中録画中録画中録画中のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、前面前面前面前面パネルのパネルのパネルのパネルの録画録画録画録画LEDがががが点滅点滅点滅点滅しししし該当該当該当該当カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像にパニックにパニックにパニックにパニック

録画録画録画録画アイコンアイコンアイコンアイコン  がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 
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オーディオのオーディオのオーディオのオーディオの録音録音録音録音 
 

DVRがオーディオを録音するように設定されていると、ビデオが録画中にオーディオを録音します。 

 

注注注注：：：：録画速度録画速度録画速度録画速度がががが15 ips未満未満未満未満ではではではでは、、、、オーディオオーディオオーディオオーディオ録音録音録音録音ができませんができませんができませんができません。。。。RAS Watchがががが接続接続接続接続されているされているされているされている時時時時、、、、伝伝伝伝

送速度送速度送速度送速度によってによってによってによってDVRのののの録画速度録画速度録画速度録画速度がががが15 ips以下以下以下以下にににに落落落落ちるちるちるちる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

 

録画録画録画録画ビデオのビデオのビデオのビデオの再生再生再生再生 
 

録画したビデオは、矢印ボタンを使って見ることができます。ビデオを初めて再生する際、DVRは

最新の画像を表示します。それ以降にビデオを再生すると、DVRは最後に呼び出された画像からビ

デオを再生します。 

 

ビデオの再生中、DVRはテキスト入力があれば、テキスト入力データを表示します。テキスト入力

情報は画像の上に表示されます。  

 

注注注注：：：：テキストテキストテキストテキスト入力入力入力入力はははは、、、、フルスクリーンのフルスクリーンのフルスクリーンのフルスクリーンの場合場合場合場合だけだけだけだけ表示表示表示表示しますしますしますします。。。。  

 

注注注注：：：：再生画像再生画像再生画像再生画像にテキスにテキスにテキスにテキストトトト入力情報入力情報入力情報入力情報をををを表示表示表示表示するにはするにはするにはするには、、、、OSDのののの設定時設定時設定時設定時ににににテキスト・インテキスト・インテキスト・インテキスト・インをオンにしておをオンにしておをオンにしておをオンにしてお

くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

 

図82 — (テキスト入力)スクリーンの再生 

 

矢印ボタン 
 

 : 左矢印ボタンを押すと、ビデオを巻戻し再生します。再度ボタンを押すと、再生速度が  から  

及び  に切り替わります。スクリーンには 、  及び  が順に表示されます。 

 : 右矢印ボタンを押すと、ビデオを再生します。再度ボタンを押すと、再生速度が  から  及

び  に切り替わります。スクリーンには 、  及び  が順に表示されます。 

 : エンター/一時停止を選択し、上矢印ボタンを押して画像をコマ送りします。 

 : エンター/一時停止を選択し、下矢印ボタンを押して画像を逆コマ送りします。 
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注注注注：：：：ライブライブライブライブ監視監視監視監視モードからモードからモードからモードから再生再生再生再生モードへのモードへのモードへのモードへの切切切切りりりり替替替替えはパスワードでえはパスワードでえはパスワードでえはパスワードで保護保護保護保護できますできますできますできます。。。。 

 

エンターボタン 
 

エンター/一時停止ボタンを押すと、スクリーン上のビデオを一時停止します。スクリーンには が

表示されます。 

 

カメラ ボタン(1から4) 
 

カメラ ボタンを押すと、カメラをフルスクリーンで表示します。 

 

4分割画面 /シーケンス・ボタン 
 

再生時、４分割画面/シーケンス・ボタンを押して表示フォーマットをフルスクリーンからクワッド

(2x2)モードに変更できます。4分割画面でカメラボタンを押すと該当カメラがフル画面になります。 

 

注注注注：：：：録画録画録画録画したビデオをしたビデオをしたビデオをしたビデオを高画質高画質高画質高画質、、、、最高最高最高最高スピードでスピードでスピードでスピードで再生再生再生再生するとするとするとすると、、、、オーディオオーディオオーディオオーディオ再生再生再生再生がががが止止止止まることがありますまることがありますまることがありますまることがあります。。。。 

 

注注注注：：：：再生再生再生再生モードではモードではモードではモードでは、、、、ユーザーがユーザーがユーザーがユーザーが システムシステムシステムシステム設定設定設定設定をををを遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地からからからから変更変更変更変更することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。 

 

デジタルズーム再生モード 
 

再生モードでPTZボタンを押すと、デジタルズーム再生モードに切り替えることができます。再生

モードでPTZボタンを押すと画像が一時停止し、明るい小さなボックスが画像の上に表示されます。

このボックスは、拡大するスポットを示します。矢印ボタンでボックスを動かし ボタンを押して

そのスポットを拡大します。拡大スクリーンは、 を表示します。PTZボタンをもう一度押すと、

デジタルズーム 再生モードを終了し、再生モードに戻ります。 

 

注注注注：：：：選択選択選択選択しているカメラがしているカメラがしているカメラがしているカメラが隠隠隠隠しししし1またはまたはまたはまたは隠隠隠隠しししし2にににに設定設定設定設定されされされされ再生出来再生出来再生出来再生出来ないないないない時時時時はははは、、、、デジタルズームデジタルズームデジタルズームデジタルズーム再生再生再生再生モモモモ

ードにはードにはードにはードには入入入入れませんれませんれませんれません。。。。 

 

 

図83 — デジタルズームスクリーン 
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図84 — 拡大デジタルズームスクリーン 

 

 

ビデオビデオビデオビデオ検索検索検索検索 
 

再生モードでメニューボタンを押すと、検索メニューが表示されます。 

 

 

図85 — 検索メニュー 

 

� 最初へ — 最初に録画された画像を表示する。 

� 最後へ — 最後に録画された画像を表示する。 

� 日付/時刻指定検索... — 日付及び時間で検索します。(詳細は以下を参照) 

� カレンダー検索... — カレンダーで検索します。(詳細は以下を参照) 

� イベント検索... — イベントで検索します。(詳細は以下を参照) 

� テキスト入力検索… — テキスト入力情報を検索します。(詳細は以下を参照) 

� クリップコピー… — ビデオ・セグメントのコピーを保存します。 
 



取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書    

66 

日付/時刻指定検索 
 

 

図86 — 日付/時刻指定スクリーン 

 

最初にカーソルを日付の上に移動し、 ボタンを押し、矢印ボタンを使い再生したい日付を設定し、

設定が終了したら ボタンを押します。 

 

次にカーソルを時刻の上に移動し、 ボタンを押します。矢印ボタンを使い再生したい時刻を設定

し、設定が終了したら ボタンを押します。 

 

日付と時刻の設定が終了したら、OKボタンを選択し、 ボタンを押します。選択した日付及び時

刻の映像が再生されます。(選択した時刻に録画されたビデオがなければ、スクリーンには何も表

示されません。) 矢印ボタンを使い、前後のビデオをチェックできます。 

 

カレンダー検索 
 

 

図87 — カレンダー検索スクリーン 

 

ビデオが録画された日は、カレンダー上に白の数字で表示されます。日を矢印ボタンで選択し、

ボタンを押して選択します。 

 

タイムバーは、カレンダーの下に表示されます。ビデオが録画された時間は、青で表示されます。

タイムバーを選択し、矢印ボタンで時間を指定します。 

 

注注注注：：：：時間時間時間時間バーはバーはバーはバーは1時間時間時間時間ごとのごとのごとのごとの区分区分区分区分になっていますになっていますになっていますになっています。。。。あるあるあるある区分区分区分区分がががが青色青色青色青色になっになっになっになっていればていればていればていれば、、、、そのそのそのその時間内時間内時間内時間内にににに

ビデオがビデオがビデオがビデオが録画録画録画録画されたことをされたことをされたことをされたことを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその時間帯全部時間帯全部時間帯全部時間帯全部でビデオがでビデオがでビデオがでビデオが録画録画録画録画されたということされたということされたということされたということ

ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 
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日付と時刻を設定してからビデオを検索したい時は、「移行」ボタンを選択し、 ボタンを押します。

選択した日付及び時刻が表示されます。左右の矢印ボタンを使い、前後のビデオをチェックできます。 

 

イベントログ 
 

 

図88 — イベントログ・スクリーン 

 

DVRは、アラーム入力録画 動作毎に ログを記録します。イベントログスクリーンにこのリストが

表示されます。ビデオを見たいイベントを選択します。 

 

ボタンを押すと、イベントのビデオを呼び出し、イベントの最初の画像を表示します。矢印ボタ

ンを押すと、その「イベント」画像を再生します。エンター / 一時停止ボタンを押すと画像が一時

停止し、ボタンをもう一度押すとライブ映像に戻ります。 

 

「検索..」.ボタンを選択し、新しい検索条件を設定してイベント検索を絞り込むことができます。 

 

 

図89 — イベント検索(イベントごと)スクリーン 
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図90 — イベント検索(カメラごと)スクリーン 

 

検索方法横のボックスを選択し、 ボタンを押してイベントとカメラを切り替えます。 

 

最初に録画した画像から、最後に録画した画像までビデオを検索したり、スタートと終了時刻と日

付を設定したりできます。 

 

カメラで検索する場合、目的のカメラとイベント項目を選択します。イベントで検索する場合、それ

ぞれのデバイスのイベント項目を選択します。 

 

所定の検索方法を設定したら、検索を選択し、 ボタンを押してイベントログ・スクリーンに検索

結果を表示します。キャンセルを選択すると、変更を保存しないでスクリーンを終了します。 

 

テキスト入力検索 
 

 

図91 — テキスト入力ログスクリーン 

 

DVRは、入力された全てのテキスト・イン情報のログを記録しています。テキスト入力ログスクリ

ーンには、このログがリストとして表示されます。このリストで、ビデオを表示するイベントを選

択します。 
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ボタンを押すとイベント画像が抽出され、そのイベントの最初の画像が表示されます。矢印 

ボタンを押すと、テキスト・イン情報を画像に重ねた状態で画像の再生が開始されます。 ボタン

を押すと再生が一時停止し、もう一度押すとライブ監視モードに戻ります。 

 

「検索…」ボタンを押して、新しい検索条件を設定すれば、表示されるイベントを絞り込むことが

できます。 

 

 

図92 — テキスト入力検索スクリーン 

 

最初に録画された画像から、最後に録画された画像までの範囲内で画像を検索できるほか、スター

ト時刻と終了時刻を設定することもできます。 
 

テキスト・イン情報の検索に使用するカメラを選択します。 

 

「大小文字を区別」ボックスを選択し、 ボタンを押してオンとオフを切り替えます。「大小文字

を区別」ボックスをオンにすると、DVRは大文字と小文字を区別します。 

 

「クエリー取込ボックス」を選択して ボタンを押すと、保存済みのクエリー設定を取込みます。 

 

「クエリー保存」ボックスを選択して ボタンを押すと、現在のクエリー設定を保存します。現在

のクエリーの名前を、バーチャルキーボードで入力します。 

 

「クエリー消去」ボックスを選択して ボタンを押すと、現在のクエリー設定を削除します。 

 

名前ボックスを選択して、検索するテキストをバーチャルキーボードで入力します。 

 

比較演算子ボックスを選択して、比較演算子をバーチャルキーボードで入力します。 

 

値ボックスを選択し、比較する値をバーチャルキーボードで入力します。 

 

注注注注：：：：コラムコラムコラムコラムとととと列列列列をををを使使使使えばえばえばえば、、、、よりよりよりより具体具体具体具体的的的的なななな方法方法方法方法でテキスト・インでテキスト・インでテキスト・インでテキスト・イン情報情報情報情報をををを絞絞絞絞りりりり込込込込むことができますむことができますむことができますむことができます。。。。ココココ

ラムラムラムラムはははは特定特定特定特定のカテゴリーののカテゴリーののカテゴリーののカテゴリーの位置位置位置位置をををを示示示示しししし、、、、列列列列はそのカテゴリーがはそのカテゴリーがはそのカテゴリーがはそのカテゴリーが位置位置位置位置しているしているしているしている行行行行をををを示示示示しますしますしますします。。。。コラムコラムコラムコラム

とととと列列列列のののの値値値値はははは、、、、選択選択選択選択してしてしてして、、、、上下上下上下上下のののの矢印矢印矢印矢印ボタンをボタンをボタンをボタンを使使使使ってってってって調整調整調整調整しますしますしますします。。。。 
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注注注注：：：：左端左端左端左端のののの「「「「─」」」」のののの下下下下にはにはにはにはANDまたはまたはまたはまたはORをををを入力入力入力入力してしてしてして、、、、テキスト・インテキスト・インテキスト・インテキスト・イン情報情報情報情報のののの各検索条件各検索条件各検索条件各検索条件をををを連結連結連結連結しますしますしますします。。。。 

 

必要な検索条件を作成したら、スタートを選択して ボタンを押します。検索結果がテキスト入力

ログスクリーンに表示されます。「閉じる」を選択するとスクリーンが閉じ、直前のスクリーンに

戻ります。 
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付属付属付属付属A — USBハードディスクドライブのハードディスクドライブのハードディスクドライブのハードディスクドライブの準備準備準備準備 
 
 

ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズ2000ででででUSB-IDEハードディスクドライブをハードディスクドライブをハードディスクドライブをハードディスクドライブを準備準備準備準備するするするする 
 

USB-IDEハードディスクをDVRに接続する為には、事前に外部のWindows PCを用いて初期化する必

要があります。本章ではこの初期化の方法について説明します。 

 

注注注注：：：：ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズXP上上上上ののののUSB-IDEハードディスクのハードディスクのハードディスクのハードディスクの初期化初期化初期化初期化はははは、、、、ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズ2000のののの場合場合場合場合とほとんどとほとんどとほとんどとほとんど

同同同同じですじですじですじです。。。。 

 

1. USBケーブルを使用してUSB-IDEハードディスクをPCに接続します。 

2. PCを起動させます。 

3. USB装置のアイコンがタスクバーに表示されます。 

4. もしUSB-IDEハードディスクのパーティションが既に作成され、データが保存されてい

る場合、他のハードディスクと同様にマイコンピュータで内容を確認できます。 

｢登録情報｣→｢一般｣→｢ファイルシステム｣の順にアイコンにカーソルを当てて、マウス

の右ボタンをクリックして確認します。もし、ファイルシステムがFAT32フォーマット

でない場合は、USB-IDEハードディスクをFAT32フォーマットにフォーマットし直しま

す。 

5. USB-IDEハードディスクのパーティションを作成するには｢コントロールパネル｣→｢管

理者ツール｣→｢コンピュータの管理｣を実行します。｢記憶域｣の｢ディスクの管理｣を開

けて、USB-IDEハードディスクの未割当領域にマウスかーソルを当て、マウスの右ボタ

ンをクリックしてパーティションを作ります。 

6. ｢パーティション作成ウィザード｣で｢Next｣をクリックすると、｢メインパーティション｣

画面の説明に従ってパーティションを作ります。ファイルシステムをFAT32に選択した

かどうか確認します。 

 

注注注注：：：：パーティションのサイズはマイクロソフトのパーティションのサイズはマイクロソフトのパーティションのサイズはマイクロソフトのパーティションのサイズはマイクロソフトの制限制限制限制限があるためがあるためがあるためがあるため、、、、32GBよりよりよりより小小小小さくさくさくさく設定設定設定設定してくだしてくだしてくだしてくだ

さいさいさいさい。。。。 

 

フォーマットを完了すると、USB-IDEハードディスクがマイコンピュータ内に追加されます。 

 

7. DVRにUSB-IDEハードディスクを接続します。 
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ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズ98をををを用用用用いていていていてUSB-IDEハードディスクをハードディスクをハードディスクをハードディスクを初期化初期化初期化初期化するするするする 
 

注注注注：：：：ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズMeににににUSB-IDEハードディスクをインストールするハードディスクをインストールするハードディスクをインストールするハードディスクをインストールする方法方法方法方法はははは、、、、ウィンドウズウィンドウズウィンドウズウィンドウズ98とほとほとほとほ

とんどとんどとんどとんど同同同同じですじですじですじです。。。。 

 

1. USBケーブルを使用して、USB-IDEハードディスクをPCに接続します。 

2. PCを起動すると、新しいハードウェア追加ウィザードのウィンドウが現れます。 

3. USB-IDEハードディスクに添付された説明書に従って、USB-IDEバックアップ装置に対

するデバイスドライバをインストールします。 

4. USB-IDEハードディスクのパーティションが既に作成され、データが保存されている場

合、他のハードディスクと同様にマイコンピュータで内容を確認できます。 

「プロパティ」→｢全般｣→｢ファイルシステム｣の順にアイコンにカーソルを当てて、マ

ウスの右ボタンをクリックして確認します。もし、ファイルシステムがFAT32フォーマ

ットでない場合は、USB-IDEハードディスクをFAT32フォーマットにフォーマットし直

します。 

5. Fdisk Utilityを実行するために、｢スタート｣で【ファイル名を指定して実行】を選択して

｢fdisk｣をタイピングしてOKをクリックします。 

6. MS-DOSプロンプト画面が表示されます。｢Y｣を入力してエンターキーを押します。 

7. FDISK選択メニューで、｢5.現在のハードディスクドライブ変更｣を選択します。 

8. USB-IDEハードディスクに適合したものを選択します。 

9. FDISK選択メニューで、｢1.分割領域又は論理DOSドライブ指定｣を選択します。 

10. DOS分割領域又は論理DOSドライブ指定メニューで、｢1.基本DOS分割領域指定｣を選択

して、可能な空間を利用するため、｢Y｣を入力してエンターキーを押します。USB-IDE

ハードディスクのパーティションが作られてから、画面を移動するためにESCキーを押

します。 

11. コンピュータを再起動させて、マイコンピュータの中に新しいドライブが作られたこと

を確認します。 

12. 新しく作られたハードディスクアイコンにマウスかーソルを当て、マウスの右ボタンを

クリックしてフォーマットを選択します。 

13. フォーマット画面でフォーマット形式の｢全体｣を選択してスタートを選択します。 

14. フォーマットを終えてから、DVRにUSB-IDEハードディスクを接続します。 
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付属付属付属付属B — テキスト・インテキスト・インテキスト・インテキスト・イン情報情報情報情報のクエリーのクエリーのクエリーのクエリー例例例例 
 
 

クエリークエリークエリークエリー例例例例1 
 
         1         2         3         4         5         6 
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
 
 
    Item       Unit price     Qty       amount 
================================================== 
 Coke         | $    2.20 |     1(s) | $      2.20 
 Fanta        | $    2.20 |     1(s) | $      2.20 
 Hotdog       | $    3.50 |     3(s) | $     10.50 
 Pepsi        | $    1.95 |     1(s) | $      1.95 
================================================== 
                             total : $       16.85 
Thank you~~ 

 

このテキスト・イン情報では、比較値が左端から17文字目(Unit price)、28文字目(Qty)、および40文字

目(amount)に位置しています(スペース文字を含みます。$記号は自動的に無視されます)。この場合、

コラムボックスの各行に17、28、40を入力できます。 

 

例えば、Qty(数量)が1より大きいCokeと、amount(合計金額)が8ドルを超えるHotdogを検索する場合

は、検索条件を次のように設定できます。  
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クエリークエリークエリークエリー例例例例2 
 
         1         2         3         4         5         6  
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
 
 
    Item       Unit price     Qty       amount 
================================================== 
 Coke         | $    2.20 |     1(s)  
             $      2.20 
 Fanta        | $    2.20 |     1(s)  
                                       $      2.20 
 Hotdog       | $    3.50 |     3(s)  
                                       $     10.50 
 Pepsi        | $    1.95 |     1(s)  
                                       $      1.95 
================================================== 
                             total : $       16.85 
Thank you~~ 

 

このテキスト・イン情報では、比較値が左端から17文字目(Unit price)、28文字目(Qty)、および40文字

目(amount)に位置しています(スペース文字を含みます。$記号は自動的に無視されます)が、amount

カテゴリーの行がItemとは異なっています。この場合、コラムボックスの各行に17、28、40を、列

ボックスには次行を示す1を入力できます。 

 

例えば、Qty(数量)が1より大きいCokeと、amount(合計金額)が8ドルを超えるHotdogを検索する場合

は、検索条件を次のように設定できます。  
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付属付属付属付属C — 故障故障故障故障のののの際際際際のののの確認事項確認事項確認事項確認事項 
 
 

問題 考えられる解決法 

本体が起動しない 
� 電源コードの接続を確認してください。 

� コンセントの電源を確認してください。 

ライブ映像が映らない 

� カメラ映像ケーブルとの接続状態を確認します。 

� モニター映像ケーブルとの接続状態を確認します。 

� カメラの電源を確認します。 

� カメラレンズの設定状態を確認します。 

� CVBS/VGAスイッチ設定を確認してください。 

ライブビ映像が明る過ぎ

る 

ケーブルが「ループ」コネクターについている場合、ケーブ

ルが正常に終端装置に接続されていることを確認してくだ

さい。 

DVRが録画中に止まった 
ハードディスクドライブの容量が一杯であれば、ビデオを削

除するか、DVRを上書きモードに設定してください。 

｢最後に保存された映像の

日付と時刻が、現在のDVR

の設定日と時刻より後に

なっています。｣というエ

ラーメッセージが出る。 

DVRは、最後に録画された画像の時間と日付に合わせて、時

間と日付を自動的にリセットします。この時間と日付が正し

くなければ、手動で時間と日付を設定します。正しい時間と

日付が、最後に録画された画像の時間と日付よりも早けれ

ば、正しい時間と日付をリセットする際に、それ以降の時間

と日付のビデオはすべて失われます。 
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付録付録付録付録D — コネクターコネクターコネクターコネクターのののの配置配置配置配置 
 

アラーム入/出力コネクターの配置 

 

 

入力 
 

 

出力 
 

AI (1から4) アラーム入力1から4 

GND 接地 

ARI アラームリセット入力 

NC ノーマルクローズ 

C コモン 

NO ノーマルオープン 

 
 
 



4チャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダーチャンネル･デジタルビデオレコーダー 

77 

付属付属付属付属E — 設定画面設定画面設定画面設定画面のののの構成構成構成構成 
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付属付属付属付属F — 仕様仕様仕様仕様 
 
 

ビデオビデオビデオビデオ 

信号フォーマット NTSC又はPAL (自動検出) 

ビデオ入力 コンポジット：4ルーピング入力、1 Vp-p自動終端、75Ω 

モニター出力 

コンポジット:1 (BNC)、1 Vp-p, 75オーム 

アナログ式 RGB:1 (VGA) 

− NTSC: 30.8kHz (水平周波数) / 60Hz (垂直周波数) 

− PAL : 30.8kHz (水平周波数) / 50Hz (垂直周波数) 

ビデオ解像度 720x480 (NTSC) 

再生/録画スピード 

(毎秒のイメージ数) 

標準：120 ips (NTSC)、 

高解像度：60 ips(NTSC)、 

 

入力入力入力入力/出力出力出力出力 

アラーム入力 4 TTL、NC/NO選択可能、最大電圧4.3V 

アラーム出力 
2リレイ出力、ターミナルブロック、NC&NO, 

0.5A @ AC125V、1A @ DC30V 

アラームリセット入力 1 TTL、ターミナル 

内蔵ブザー 10cmの距離で80dB 

ネットワーク接続 10/100ベースイーサネット、外部モデム用RS-232C 

オーディオ入力 ×1  

オーディオ出力 ×1 

 

コネクターコネクターコネクターコネクター 

ビデオ入力 コンポジット:4 BNC 

ビデオループ コンポジット:4 BNC 

モニター出力 
コンポジット:1 BNC 

アナログ式 RGB:1 (VGA) 

オーディオ入力 1RCA コネクター 

オーディオ出力 1 RCA コネクター 

アラーム ターミナルブロック 

アラームリセット入力 ターミナルブロック 

イーサネットポート RJ-45 

RS-232C シリアルポート DB9 (P) 

USBポート 前面に×1 (1.1) 

IR遠隔制御ポート 前面にリモコン受光部 

 

仕様は予告なく変更されることがあります。 
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記憶装置記憶装置記憶装置記憶装置 

主記憶装置 EIDEハードディスク ドライブ (1) 

バックアップ記憶装置 
USBハードディスクドライブ、USB CD-RWドライブ、 

USB フラッシュ メモリ 

 

一般一般一般一般 

寸法 (W x H x D)  340mm x 46.5mm x 310mm 

重量 3.2kg 

梱包重量 4.4kg 

梱包寸法 (W x H x D) 460mm x 158mm x 410mm 

使用温度範囲 5℃～40℃ 

使用湿度範囲 0%～90% 

電源 100～240 V~、50/60Hz、0.6A 

認証 FCC、CE、CB、UL、PSE 

 

仕様は予告なく変更されることがあります。 

 


