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安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、この製品をご利用になる前に以下の注意事項を必ずお読みください。

設置場所について
- 感電などの危険を避けるため、雨がかかる場所や水分、ほこりの多いところに置かないでください。
- できる限り湿気やほこりの少ない場所に設置してください。
- 換気の良い場所に設置し、熱を発生する装置の近くには設置しないでください。
- 機械的衝撃を受ける可能性のある場所には設置しないでください。

お使いになる前に

- 電源コードを接続する前に電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 本体のカバーを開けたり外したりしてご自身で修理をしないでください。 感電やその他の危険にあう

可能性があります。
- 組立設置は必ず販売店の技術員におまかせください。
- 同梱のACアダプタを製造者が本体ラベルで指定している電源電圧・周波数の電源に接続して使用し

てください。指定のアダプタ以外は絶対に使用しないでください。

注 意

- 本製品を組立てるときは電源接続に十分注意を払ってください。
(同梱のDC電源アダプタの注意書きをよくお読みください。)

- 運用開始前に設定を行うとき、最初に時間と日にちを設定してください。 続いて工場出荷時の設定に
戻し、さらにハードディスクの内容を消去する操作を順番に実行してください。

- ２台目のハードディスクを組み込むときは、そのハードディスがこの取扱説明書の最後のページに記載
されている仕様に合っていることを確認してください。 ２台目のハードディスクはスレーブに設定し、組
み込んだ後に時間と日にちを設定、続いて工場出荷時の設定に戻す操作を行い、最後に新しいハー
ドディスクの内容を消去してください。

- 録画を停止してから電源を切ってください。 録画を停止するにはメニュー画面を表示します。
メニュー画面が表示された後に電源を切ります。 ディスクに書込み中に電源を切ると重大な不具合を
生じる危険があります。 (例: 録画エラー、再生エラーやシステムエラーなど)

- 録画の設定をするときは、録画設定とスケジュール設定の両方を行ってください。 この装置は録画タ
イプとスケジュールの設定内容に従って録画します。

- 本体前面パネルにある[REC]ボタンは緊急録画用です。 緊急録画は設定された録画タイプにかかわ
らず最高画質で行われます。

二等辺三角形の中に稲光形の矢印のある記号は、この製品の筐体の中には高い電圧がかかってい
て感電する恐れのあることをご利用になる方に警告するためのものです。

二等辺三角形の中にエクスクラメーションマークのある記号は、 製品に同梱されている取扱説明書の
なかで操作や保守をするために重要な情報であることをご利用になる方に知らせるためのものです。
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CHAP. 1 本機の特長と梱包の内容

ライブ映像

各カメラの映像を実時間表示
自動シーケンス表示
PIP (全画面の中に小画面を表示)
デジタルズーム機能
イベントポップアップ機能
映像静止機能
わかり易い再生操作
PTZカメラを簡単操作

録画

録画解像度が可変 (より高い画質を選択したり、より速い録画速度の選択が可能)
５段階の画質を選択可能
スケジュール録画・休日録画
イベント録画 (アラーム / モーション)
緊急録画機能

ネットワーク

IPネットワークを通してライブ映像監視と録画の再生
遠隔からネットワークを通して録画のコピー

再生

日付・時刻、イベントあるいはカメラを指定して再生
JPEG 2000 アルゴリズムにより優れた再生映像画質 (モザイク状にならない)
映像と文字の録画
幅広い順方向再生速度 (X1/16, X1/8, X1/4, X1/2, X2, X4, X16, X32, X64)
幅広い逆方向再生速度 (X1/16, X1/8, X1/4, X1/2, X2, X4, X16, X32, X64)
ジョグシャトルとリモコンによる簡単検索

録画のバックアップ

CDドライブへの簡単バックアップ (バックアップ用 CD プレーヤは本体組込済み)
ネットワークと遠隔監視ソフトによるバックアップ(遠隔監視ソフトは同梱のCD-ROMからインストール)
大きなHDD容量
ＵＳＢ機器へのバックアップ

そのほか

日本語対応
VGA 出力（オプション）
パスワード保護
ジョグシャトル
PAL/NTSC 自動切換え
赤外リモートコントローラ
録音機能（モノラル４ｃｈ入力、１ｃｈ出力）

CHAP. 1  本機の特長と梱包の内容

1-1. 特長
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CHAP. 1 本機の特長と梱包内容

1. DVR 本体
2. リモコン

3. 電源ケーブル

4. 専用ACアダプタ 5. 取扱説明書

6. ソフトウェアCD

7. 防振パッド 8. HDD 防振パッド 9. リモコン用乾電池 10. 金具・ネジ類

1-2. 梱包内容

ラックマウント取付金具

ラックマウント金具付きの本体を１９インチラックに固定するネジ (4個)

HDDを本体に取付けるネジ (8個) HDD組込済みの場合は含みません。

ラックマウント金具を本体に取付けるネジ (6個)

10. ラックマウント取付金
具およびネジ類

リモートコントローラ用9. 単四乾電池

HDD装着用。 HDD組込済みの場合は梱包に含まれていません。8. HDD防振パッド

すべり防止ゴム足。本体の底面に接着します。7. ゴムパッド

遠隔監視、遠隔バックアップソフト6. ソフトウェアCD

本取扱説明書5. 取扱説明書

12 V DC 電源4. 専用ACアダプタ

電源コンセントとACアダプタを接続3. 電源ケーブル

DVR 操作用赤外リモコン2. リモートコントローラ

独立一体型デジタルビデオレコーダ1. DVR本体

説明内容物
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CHAP. 2 各ボタンの機能

2-1 前面パネルCHAP. 2   各ボタンの機能

メニュー設定数値の増減

メニュー画面内のカーソルの移動

次に進む

ＥＮＴＥＲキー、メニュー項目の選択

メニュー画面の表示、メニュー操作の終了
電源を切る前の録画停止

HDDに録画された映像の検索

HDDに録画された映像の再生

緊急録画の停止とスケジュール録画への復帰
再生停止

緊急録画, 120ips, 最高画質で連続録画

• F4 :ユーザオプション４

• F3 :ユーザオプション３

• F2 :ユーザオプション２

• F1 : ユーザオプション１

• AUTO : 自動スキャン

• GOTO : プリセット選択実行

• CLEAR : プリセット消去

• SET : プリセット設定

MENU⑥設定

SEARCH

PLAY 

＋－

▲▼◀▶

NEXT

STOP

REC⑤録画 /再生

• TELE : 望遠

• WIDE : 広角

• FAR : 焦点を遠くに合わせる

• NEAR : 焦点を近くに合わせる

• CLOSE: 絞りを閉める

• OPEN : 絞りを開ける

• OFF : 照明消灯

• ON : 照明点灯

2. PTZカメラ制御 (各ボタンはカメラ制御命令の一つに対応)

1. それぞれの番号に対応するカメラ映像を選択して全画面表示④ カメラ選択
&
PTZカメラ制御

リモートコントローラの赤外線信号を受信③赤外受光窓

ファームウェアを更新するパソコンを接続②-2 USB デバイス

動作状態を表示① LEDランプ

機能名前

バックアップに使用するＵＳＢ機器を接続②-1 USB ホスト
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CHAP. 2 各ボタンの機能

⑩ CD-RW

⑨ ジョグシャトル

⑧ ジョグシャトル制御

J/SHUTTLEボタンを押し、外側のリングを左右に回し再生方向と再生速度を変
更しながら映像検索。 内側のつまみを左右に回し、再生映像を停止、あるいは
順方向逆方向にひとこまずつ再生

ACTIVE: J/SHUTTLEボタンが押され、ジョグシャトルが使
用可能になると点灯

RUN: ジョグシャトル使用中に点灯

ジョグシャトルを使用可能にする

再生モードでこのボタンを押すと、再生映像が静止します

２分前の記録を順方向で再生

連続録画モードで録画しているときだけ操作できます

ボタン操作をできなくする

再度ボタン操作ができるようにするにはこのボタンを数秒押し
続けてパスワードを入力します

各カメラの映像を全画面で順番に表示

全画面表示内に小さな画面を表示

画面の分割数を変更

このボタンを押すと、画面の分割数を全画面から１６画面の
間で順番に変更することができます

選択された映像を静止

選択された映像を拡大表示

パンチルトズーム（PTZ）カメラ制御モードのオン/オフ
このボタンを押すと、本体のRS-485ポートに接続されたPTZ
カメラを制御することができるようになります

録画映像のバックアップとファームウェアの更新

J/SHUTTLE

Q. Play
(Quick Play)

K.LOCK

SEQ

PIP

MODE

FRZ

ZOOM

PTZ⑦ ライブ映像の制御

機能名前

録音チャンネル選択AUDIO
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10

9

7

6

5

4

3

2

1

MONITOR 
Output

LOOP Output

CAMERA Input

RS-232C

ETHERNET

VGA

SENSOR Input

PTZカメラあるいはRS485で制御する外部装置の制御線を接続RS 485

POWER 
SWITCH

DC Power

SPOT

電源スイッチ

（注意）

電源スイッチを切る前にMENUボタンを押してください。 DVRがデータをHDDに
書込み中に電源を切るとHDDが故障しデータを失う可能性があります。

MENUボタンを押すことでHDDへの書込みを安全に中断することができます。

付属の専用DC 12V 8.3A アダプタの接続端子

別のコンポジットモニタへの出力端子

コンポジットモニタへの出力端子

カメラ映像出力端子

カメラ映像入力端子

RS-232C端子。 DVRをパソコンなど外部機器で制御

イーサーネット端子。 LANケーブルを接続

（オプション） VGAモニタ(CRT あるいは TFT LCD モニタ)への出力端子

外部センサ信号の入力ターミナル

アラームリレーの出力ターミナルRELAY Output

機能名前

8

11 Audio Input

Audio Output

マイク入力端子(4ch)

スピーカ出力端子(1ch)

CHAP. 2 各ボタンの機能

2-2. 裏面パネル
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CHAP. 3  組立て方法

3-1. システムの構成

CHAP.3   組立て方法

カメラ

PTZカメラ

警報機

RXボックス

センサ
リモコン

コンポジット
モニタ

VGAモニタ
TFT-LCDモニタ

プリンタ

ビデオ
プリンタ

スポットモニタ

マイク スピーカ
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2) HDD 

MAIN BOARD

x x

x x

x x

x x

x x

x xCD-RW
(MASTER)

MAIN BOARD

HDD1 HDD2

HDD1 HDD2

1) ラックマウント

3-2. 組立ての詳細

CHAP. 3 組立て方法

1. 両側のプラスチックカバーのそれぞれ２本のネジを
外す

2.       ラックマウント取付金具を本体に取付ける

3.       金具を付けたDVR本体を１９インチラックに取付ける

1. HDD1とMain BoardをSATAケーブルと電源ケーブルでつなぐ
2. HDDを１台接続する場合は、上図HDD1 の場所に接続する
3. HDDを２台接続する場合は、１台目を HDD1 の場所に、２台目はHDD2 の場所にそれぞれ接続する
4. 同梱のHDD防振パッドを本体の底板に貼り、その上にHDDを載せて、同梱のHDD用ネジで固定する
5. HDD用ネジは本体底板の外側から挿入して固定すること

HDDケーブル接続方法 HDDの固定位置
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L OOP

… …CH1 CH8

MONI TORCA MERA IN

DC12V
SPOT

L OOP

… …CH1 CH8

MONI TOR

SPOT

CA MERA IN

DC12V

L OOP

… …CH1 CH8

MONI TORCA MERA IN

DC12VSPOT

CHAP. 3  組立て方法

カメラ裏面

カメラの映像信号ケーブルを本体のCAMERA IN端子に接続する

3) カメラ

4) モニタ

本体のMONITOR端子とモニタのVIDEO IN端子を接続する

5) 電源

（注意）

付属の専用電源アダプタを必ず
ご利用ください。

同梱のDC 12V, 8.3 A アダプタを本体裏面パネルの電源端子に接続する。

電源を投入する前に、電源アダプタやカメラ、モニタなどの機器が正しくDVR本体に接続さ
れていることを確認してください。

（注意）
電源スイッチを切る前にMENUボタンを押してください。 DVRがデータをHDDに書込み中
に電源を切るとHDDが故障しデータを失う可能性があります。MENUボタンを押すことでHD
Dへの書込みを安全に中断することができます。
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L OOP

… …CH1 CH16

MONITORCA MERA IN

SPOT

7) Other External Device

必要に応じてもう１台のコンポジットモニタをＤＶＲ本体裏面のSPOT端子に接続する

CHAP. 3   組立て方法

6) スポットモニタ、ＶＴＲ、ビデオプリンタ

RS-232C : パソコンの RS-232C ポートと接続してＤＶＲを制御
RS-485 : ＰＴＺカメラなど外部機器を制御
RELAY Output : アラームリレー出力端子
SENSOR Input : 外部センサ入力端子
ETHERNET : ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネット接続端子
VGA（オプション） : ＶＧＡモニタ（ＣＲＴ、ＴＦＴ ＬＣＤ）接続端子

工場出荷時の設定解像度は800x600 60Hz。解像度を変更する場合は
メニューから メニュー設定/VGA設定/VGA解像度で行ってください。

AUDIO Input : マイク入力端子（ＩＮ1-ＩＮ4）
AUDIO Output : スピーカ出力端子(OUT)

マイク

スピーカ
ＶＧＡ

モニタ
ＰＴＺカメラ

警報機 センサ
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CHAP. 4   操作方法

4-1. システムログイン
DVR  ログイン

1) 設定を行うには[MENU]ボタンを押します

2) DVR前面パネルのチャンネルボタン１から１０を使って
パスワードを入力します （最大８けた）

3) パスワード入力後 [ENTER] ボタンを押します

パスワード入力
_ _ _ _ _ _ _ _

パスワードを入力してください。
[MENU]を押して終了

4-2. 工場出荷時の設定

管理者の方へ: 
入力したパスワードが事前に設定したパスワードと一致すると “管理者ログイン” と表示され、システムの
設定を変更することができるようになります。
入力したパスワードが事前に設定したパスワードと一致しないとDVR はライブモードに戻ります。
工場出荷時のパスワードは設定されていません。最初にログインするときは [MENU] ボタンを押した後に
[ENTER] を押してください。

-工場出荷時のパスワード設定
管理者 : (設定していません)
マネージャー : ‘ 1 ’
ユーザー 1~ユーザー 8 : ‘ 2 ’ ~ ’ 9 ’

※ ご利用開始前に次のようにメニュー画面をたどり、独自のパスワードを設定することをお勧めします。
システムメニュー－構成 –パスワード設定

※安全のため、設定したパスワードを忘れないようにしてください。

ご利用を始める前に必ず日付・時間を正しく設定し、次に出荷時設定で工場出荷時の設定に戻す
操作と, HDDのデータを消去する操作を行ってください。HDDが未使用の場合でも同様にデータ消
去を実行します。出荷時設定に戻す操作と HDD の消去を実行しないまま使用すると不具合が生
じることがあります。

2. HDD データ消去操作1. 出荷時設定に戻す操作

画面設定
構成
録画設定
バックアップ
外部装置
出荷時設定
言語

HDD 管理
日付・時間設定
カメラ設定
時間間隔設定
アラーム設定
イベントポップアップ設定
ブザー設定
パスワード設定
システム情報

画面設定
構成
録画設定
バックアップ
外部装置
出荷時設定
言語

詳しくは21ページをお読みください詳しくは34ページをお読みください
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120(100) IPS @ 720x240(720x288) 

240(200) IPS @ 360x240(360x288)

480(400) IPS @ 360x120(360x144)

CHAP. 4 操作方法

4-3. 画面表示の内容

HDD 状態
ライブモード : 記録データ量の割合
再生モード : 再生データ量の割合

1. 現在の日時

イーサネット接続表示
接続済み

未接続

3. DVRの状態表示
緊急録画 (赤)
スケジュール録画 (緑)
録画停止 (白)
停止
順方向再生
逆方向再生
静止
1/16~1/2x 順方向再生
1/16~1/2x逆方向再生
2~4x順方向再生
2~4x逆方向再生
16~64x順方向再生
16~64x逆方向再生

PIP

静止

シーケンス

拡大

録音

アラーム録画

モーション録画

連続録画

基本画質

通常画質

改良画質

高画質

最高画質

2. カメラ名

ライブ表示画面

全画面

4-4. ライブ映像設定

1) 全画面、多画面表示

[MODE]ボタンを押して多画面の表示方法を変更できます。 全画面表示にするには全画面表示したいカメラ
番号のボタンを押すか、全画面に戻るまで [MODE] ボタンを押します。
解像度 360X240あるいは360X120 で録画された映像を再生する場合、分割画面数は 4および 9分割のみ
になります。

画面分割の変化する順番
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CAM-01

CH08

……
CH02

CH01
●

●

●

2

2) シーケンス表示

[SEQ] ボタンを押すと、自動的に各カメラ映像が全画面で順番に表示されます。

3) PIP表示

全画面表示モードのときに [PIP]ボタンを押すと右図のように別のカメラの映像
を小さな画面で見ることができます。 この別のカメラの映像は順番に次のカメ
ラの映像に一定間隔で切り替わります。切り替わる間隔の設定は システムメ
ニュー－構成－時間間隔設定とメニューを進み設定することができます。

4) 映像静止
全画面表示モード : [FRZ] ボタンを押すと、画面上の FRZ アイコンが強調表示され、カメラ名の横に

“F”の文字が現れ, ライブ映像が静止します。

分割画面表示モード : [FRZ] ボタンを押すと、画面上の FRZ アイコンが強調表示されます。 そのと
きに静止させたいカメラ番号のチャンネルボタンを押します。
静止状態から、通常の表示に戻すときは静止しているチャンネルのボタンをもう
一度押してから、[FRZ] ボタンを押して静止モードを解除します。

5) 拡大

全画面表示で [ZOOM] ボタンを押し、 ジョグシャトルを回すか方向キーを使い拡大表示したい場所へ「選択枠」
を移動します。 拡大する場所へ枠を移動し [ENTER] ボタンを押すと、その映像が2倍に拡大表示されます。
拡大モードを解除するには、もう一度[ZOOM]ボタンを押します。

水平方向の移動 : ジョグシャトルを左右に回す
垂直方向の移動 :  [▲]か[▼]ボタンを押しながらジョグシャトルを左右に回す
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4-5. 録画
録画モードは工場出荷時にスケジュール録画に設定されています。
この初期設定状態では、週日、週末ともに１日２４時間連続録画をします。
ライブ映像が表示されているとき [REC] ボタンを押すと 、録画モードは緊急録画モードに変わります。

緊急録画 [赤]

スケジュール録画 [緑]

録画停止 [白]

-緊急録画 : 解像度と画質が最も高い条件で録画します。
録画のタイプ : 連続録画、最高画質、120 イメージ/秒
解像度720X240

- スケジュール録画
メニューの録画設定－予約設定で設定した内容（時刻と録
画のタイプ）に従って録画を開始あるいは停止をします。

-録画停止
メニューの録画設定－予約設定で設定した条件に従って
録画を停止します。

画面表示内容
-緊急録画

: 赤い録画アイコン (         ) と録画 LED ランプが点灯
- スケジュール録画

: 緑色の録画アイコン (        ) と録画 LED ランプが点灯
-録画停止

: 白いアイコン (        ) と録画 LED ランプが消灯
- モーション録画, アラーム録画, アラーム+モーション録画

: 録画待ちとときは録画 LED ランプが点滅
: 録画中は録画 LED ランプが点灯

※緊急録画モードからスケジュール録画に復帰するには
[STOP], [PLAY], [MENU], あるいは [SEARCH] ボタンの
どれかを押します。
※詳しくはシステムメニューの録画設定を参照してください。

(２７ページ)

4-6. 再生

- 本機は次の状態のときは録画をしないのでご注意ください ;
※ メニュー画面で本機を設定中のとき
※ カメラが１台も接続されていないとき
※録画構成で上書きがOFFに設定された状態でHDDが録画データでいっぱいになったあと

本機が録画中など運転時に、 [PLAY] ボタンを押すと録画データが等倍速（x1）で再生されます。
[PLAY] ボタンをもう一度押すと逆方向に再生されます。
映像を静止させるときと再生速度を変更するときはジョグシャトルを使います。 再生を停止するには[STOP] 
ボタンを押します。

ジョグシャトルの使い方
再生中に [J.SHUTTLE] を押します。[ACTIVE] のLED が点灯し、ジョグシャトルが使える状態になります。 [RUN] 
のLED はジョグシャトル使用中に点滅します。
順方向の再生を行うにはシャトルを右に回転し、逆方向の再生を行うにはシャトルを左に回します。
映像を一コマごとにコマ送り再生をするにはジョグ部分を人差し指で左右に動かします。
シャトルで再生速度を次のように変更できます。

1/4 x : 通常速度の1/4で再生
1/2 x :通常速度の1/2で再生

1 x : 通常速度で再生
2 x : 2 倍速再生
4 x : 4 倍速再生

16 x : 16 倍速再生
64 x : 64 倍速再生

シャトルを使って再生速度を変え、その再生速度で再生を続けたいときは、シャトルをその位置で数秒間止めておきます。
もう一度シャトルを少し動かすと再生速度の維持が解除できます。
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4-7. 検索

[SEARCH] ボタンを押すと、検索方法を選ぶ画面が表示され、３通りの映像検索方法が示されます。
検索方法を選ぶには、方向キーかジョグシャトルを使います。
検索方法を選んだ後、 [ENTER] ボタンを押して再生を開始します。 前に戻るには[MENU] を押します。

1) 検索バー
再生を開始したい場面を録画量のパーセントで指定します。 検索バーの上に示されたパーセントの値の
ところから再生を開始します。

2) 時刻/日付
再生を開始したい場面を日時で指定します。指定された日時の映像から再生を開始します。

3) イベントリスト
再生を開始したいイベントを指定します。 (モーション、アラームあるいはビデオロス)

開始 2007/JUN/20 AM04:04:12

終了 2007/JUN/20 PM08:12:23

日付・時間
2007/JUN/07 AM04:04:12

020 %

選択： JOG SHUTTLE

検索 検索バー

日付・時間 イベントリスト

検索バー

日付・時間

イベントリスト

▲▼で選択して、 [ENTER]を押す 検索： [ENTER]、 終了： [MENU]

検索方法指定 検索バーによる指定

開始 2007/JUN/20 AM04:04:12

終了 2007/JUN/20 PM08:12:23

日付・時間入力

2007/JUN/07 AM04:04:12

選択： ◀▶ 、編集： + －

検索：[ENTER]、 終了：[MENU]

日時による指定

-- : -- : --
-- : -- : --
-- : -- : --
-- : -- : --
-- : -- : --
-- : -- : --
-- : -- : --

---- / - -/ --
---- / - -/ --
---- / - -/ --
---- / - -/ --
---- / - -/ --
---- / - -/ --
---- / - -/ --

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

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

日付・時間イベント 001/000CH

選択： ▲▼、 ページ： +－

検索：[ENTER]、終了：[MENU]

イベントによる指定

4-8.ＰＴＺ（パンチルトズーム）カメラの操作

ＰＴＺカメラを操作するには[PTZ] ボタンを押します。 数字ボタン（1-16）と方向ボタンがそれぞれＰＴＺの各
コマンドに対応しています。 これら20個のボタンを押すことで本機に接続したＰＴＺカメラを操作することが
できます。 一つのボタンが一つのコマンドに対応しているので、専用コントローラと同じように操作できます。
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PTZ コマンドボタン

右方向へ

左方向へ

下方向へ

上方向へ

オプション機能

プリセット自動

プリセット選択実行

プリセット削除

RIGHT BUTTON

LEFT BUTTON

DOWN BUTTON

UP BUTTON

13/F1 ~ 16/F4

12/AUTO

11/GOTO

10/CLEAR

9/SET

8/TELE

7/WIDE

6/FAR

5/NEAR

プリセット設定

狭い範囲を映す

広い範囲を映す

遠くに焦点を合わせる

近くに焦点を合わせる

絞りを閉める4/CLOSE

絞りを開ける3/OPEN

照明消灯2/OFF

照明点灯1/ON

PTZ コマンドボタン

4-9. 録画のバックアップ
メニューで システムメニュー –バックアップ – CD-R設定 と移動します。
1) ＣＤ-ＲＯＭドライブに未使用のＣＤ-Ｒを挿入し、バックアップを取りたいデータの日時を指定します。
※ ＨＤＤの欄に表示される開始 と終了は記録されているデータの最初と最後を示しています。
ユーザがこの数値を選択や変更することはできません。

※ CD-R の欄の700MB は挿入したＣＤ－Ｒの容量を表示しています。
2) バックアップを開始する日時とデータ量を指定するには, カーソルを開始かサイズに移動し[ENTER] ボ

タンを押します。 [+] か [-] ボタンで値を指定し、右方向 と左方向ボタンを押して次の項目に移動しま
す。 バックアップを開始する日時とデータ量を指定したあと, もう一度 [ENTER] ボタンを押すと終了し
ます。

※バックアップされる録画データの終了日時は指定したバックアップ開始日時とデータ量に従って自動的に
計算、表示されます。

※ユーザが指定するバックアップデータ量はバックアップ開始日時からのデータ量です。 バックアップ終
了日時は本機が計算しますので、入力の必要はありません。

3) ＣＤ-Ｒへの記録を開始するにはカーソルを コピーに移動し [ENTER] ボタンを押します。
4)バックアップが完了するとCD-Rは自動的に本機から出てきます。 別のＣＤ-Ｒを続いて挿入すると、前の

ＣＤ-Ｒがバックアップを終えた日時から引き続いてバックアップを開始します。同様の操作を繰り返して
さらにバックアップすることができます。 バックアップを終了するには[MENU]ボタンを押します。

※ただし、ＣＤ-Ｒ書込み中はバックアップを終了することはできません。
5) バックアップしたＣＤをパソコンで再生するには添付の再生ソフト BACK-UP CD PLAYER を利用します。

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

CD-R             700 MB
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 700 MB - >  700MB

コピー

コピー中 画像データ

CD-R 設定 CD-R 設定

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

CD-R
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 000 MB

コピー

終了 : [MENU] ▲▼で選択して、[ENTER]を押す

4-10. 録音操作

シーケンシャル表示で録音したいチャンネルが表示されたとき[AUDIO]ボタンを押すと、そのチャンネルを
録音あるいは録音していた場合は録音を停止することができます。
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CHAP. 5   設定方法

5-1. メニュー画面へ

本機を設定するときは [MENU] ボタンを押して設定画面を表示します。

▲▼で選択して,  [ENTER]を押す

言語選択： ＋ －

言語 日本語

外部装置

出荷時設定

録画設定

バックアップ

構成

画面設定

システムメニュー

画面表示
モニター設定

HDD 管理
日付・時間設定
カメラ設定
時間間隔設定
アラーム設定
イベントポップアップ設定
ブザー設定
パスワード設定
システム情報

録画構成
予約設定
休日設定

TCP/IP 設定
RS-232C 設定
PTZ設定
SPOT MONITOR SETUP
音声設定

メニュー画面

シャトルを左に回す : 再生速度を遅くする / 設定値を減らす
シャトルを右に回す : 再生速度を早くする / 設定値を増やす

設定数値を増やす＋ [プラス]

ジョグを左に回す : 逆方向に映像を１コマ動かす / 設定値を減らす
ジョグを右に回す :順方向に映像を１コマ動かす / 設定値を増やす

ジョグシャトル

DOWNキー、下の項目へ移動

UPキー、上の項目へ移動

NEXTキー、次のページへ移動

ENTERキー、項目の選択、サブメニューへ移動、 ONとOFFの切り替え

メニュー画面を表示、一つ前のメニュー項目に戻る、ESC

－ [マイナス]

▶

◀

▼

設定数値を減らす

RIGHTキー、右に移動

LEFTキー、左に移動

▲

NEXT

MENU

機能ボタン
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5-2. 画面設定

モニタ画面の表示内容を設定します。
システムメニューから画面設定に移動します。

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

画面表示
モニター設定

画面設定

ライブ
再生

VGA 設定
カラーバーテスト

1) 画面表示

ライブﾓｰﾄﾞと再生モードそれぞれの画面表示
内容を設定します。

設定したい項目に方向ボタンでカーソルを移動し、表
示する項目をON、しない項目を/OFFに設定します。
ON/OFFの切り替えは[ENTER]ボタンを使用します。

1. 日付・時間 : 日時の表示
2. DVR 状態 : ＤＶＲの設定状態の表示
3. アイコン表示 : ＤＶＲの機能設定の表示
4. 録画・再生バー : 録画/再生量の表示
5. カメラタイトル : カメラ名の表示

2) モニタ設定

VGA の設定 : オプションのVGA出力端子にパソコン用モニタのＴＦＴ液晶モニタやＣＲＴモニタを接続して
利用することができます。
TFT液晶モニタやＣＲＴモニタをＤＶＲに接続するときは下記の解像度を [+] か [−] ボタン
を使って選択します。選択後[ENTER]ボタンを押してＶＧＡ解像度を設定します。
オプションのVGA 回路は下記の解像度をサポートしています。 ご利用のモニタに合わ
せて設定してください。

- 640X480 / 60Hz - 640X480 / 75Hz       ※注意 : ＶＧＡオプションを付けたＤＶＲ
- 800X600 / 60Hz        - 800X600 / 75Hz                       は通常のモデルよりも電源投
- 1024X768 / 60Hz     - 1024X768 / 75Hz                    入後の立ち上がりに時間がか
- 1280X1024 / 60Hz    - 1280X1024 / 75Hz かることがあります。

カラーバーテスト : 色の調整に利用します。
(ご利用モニタがＶＧＡの場合はカラーバーテストをすることができません。)

1 2

3 4

5
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5-3. 構成

▲▼で選択して、 [ENTER]を押す

HDD 管理
日付・時間設定
カメラ設定
時間間隔設定
アラーム設定
イベントポップアップ設定
ブザー設定
パスワード設定
システム情報

構成

HDD 設定
HDD 情報
HDD CHANGE SETUP

カメラタイトル
カメラカラー設定
カメラ活性設定
モーション録画設定

1) ＨＤＤの管理

システムメニューから構成、HDD管理と移動し [ENTER]ボタンを押します。

(1) HDD設定
このページで録画の開始と終了、録画データや最後に再生したデータの位置などの情報について
説明します。 また、録画データの消去方法も説明します。

OK

ＨＤＤ初期化の項目で [ENTER] ボタンを押すと HDD
内にあるデータを全て消去できます。
本機は確認のため、パスワードの入力を求めてきます。
HDDのデータを消去すると HDD初期化の値は使用
中から空に変わります。
※ ＨＤＤを消去するとイベントリストも消去されます。

パスワード入力
________

パスワードを入力してください。
[MENU]を押して終了

空

HDD初期化： [ENTER], 終了 [MENU]

状態 HDD                   日付・時間
----------------------------------------------------------------------
開始 マスター 2007/04/08 

12:12:05
録画 マスター 2007/04/09 

15:09:58
再生 スレーブ 2007/04/08 

19:44:31

HDD状態 上書き
HDD初期化 使用中

HDD設定

録画設定で上書き を選択すると HDD状態は上書きになります。

(2) HDD情報

このメニューで本機のＨＤＤの種類や容量など
の情報を知ることができます。

:  Maxtor 6Y080L0
:  PIO-4
:  81,964,302,336 BYTES
:  2007/04/08 12:08:56
:  2007/04/08 12:08:56

:  AT5520026DT
:  240/120nsec
:  80GB
:  2007/04/08 12:08:56
:  2007/04/08 12:08:56

[MENU]を押して終了

マスター
モデル
速度
サイズ
開始
終了

スレーブ
モデル
速度
サイズ
開始
終了

HDD情報
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(3) HDD CHANGE SETUP

HDD CHANGE SETUP

SAVE DVR INFO
LOAD DVR INFO

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

2) LOAD DVR INFO

“LOAD DVR INFO ” :本機と同型の別のDVRで記録されたHDDのデータを本機で回復利用できます。

- HDD データの回復方法
1. 別の同型DVRから外したHDDを本機に接続し、電源を投入します。
2. DVRが起動し始めたときに [STOP] ボタンを押します。

(“HDD CHANGE MODE-ON“がモニタに表示されます。)
3.  “LOAD DVR INFO” を実行するとデータが本機で使用できるようになります。

注） HDDの状態によっては完全にデータを回復できない場合があります。

本機と同型の別のDVRで使用されていたHDDをデータを失わずに本機に移して使用することができます。
同様に本機のHDDを本機と同型の別のDVRに移して使用することができます。

1) SAVE DVR INFO

“SAVE DVR INFO” を選択し、ENTERボタンを押すとDVR情報がHDDに保存されます。
DVR情報が正しく保存されると “NOW CHANGE HDDDISK” とモニタ上に表示されるので、DVRの電源を切り
新しいHDDと交換します。

※注意 : DVRの情報、 NTSC/PAL, MODEL 番号, チャンネル数, HDD 位置(PORT 1, PORT2)を記録してお
くと、その情報を元に、またHDDを元のDVRに戻すことができます。
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2) 日付と時刻の設定

1. 本機の日付と時刻を正しく設定することはＤＶＲの運
用上非常に重要です。 ご利用を開始する前に日付と
時刻を確認して、必要があれば修正してください。
日付と時刻を設定するには方向ボタンあるいは [-][+] 
ボタン、ジョグシャトルなどを使います。

2. 日時の表示形式を使いやすく変更します。

2005 / JUN /11

PM14:06:45

アジア
12 時間
英語

▲▼で選択して,  - +で変更する

年
月
日
時
分
秒

日付形式
時間形式
月形式

日付・時間設定

3) カメラの設定

▲▼で選択して,  [ENTER]を押す

カメラタイトル

カメラ設定

カメラ活性設定

モーション録画設定

カメラ設定

(1) カメラタイトル : カメラの名前を入力します。 名前を変更したいカメラ番号に移動するには方向ボタン
[▲]か [▼] を押します。[ENTER]ボタンを押すと編集できる状態になり、アルファベットや数字、記号
の選択は[-]と [+] ボタンを使います。名前を入力し終えたら、[ENTER]ボタンを押し決定します。
[MENUE]ボタンを押して一段前のメニューに戻ります。

(2) カラー : 映像のカラー調整をします。
調整項目へは[▲] か[▼] ボタンを使って移動し、
値は[-] [+] ボタンかジョグシャトルを使って変更
します。

チャンネル : カメラ番号を選択
輝度 : 輝度調整 (-32~ 31)
コントラスト : コントラスト調整 ( -32 ~ 31)
色合い : 彩度調整 ( -32 ~ 31)
色彩 : 色調調整 ( -32 ~ 31)
CAMERA POSITION : 映像の表示位置調整
値が大きいと右に、小さいと左に移動します。

1
+0
+0 
+0
+0
32

▲▼で選択して,  + - で変更する

チャンネル
輝度
コントラスト
色合い
色彩
CAMERA POSITION

カメラカラー設定

カメラタイトル

0123456789 .ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ ! #-[ ]*+ -,./ :<=>?@◀▶

CAMERA01                     CAM -1
CAMERA02                     CAM -2
CAMERA03                     CAM -3
CAMERA04                     CAM -4
CAMERA05                     CAM -5
CAMERA06                     CAM -6
CAMERA07                     CAM -7
CAMERA08                     CAM -8

[ENTER] ：モード選択

[▲/▼]： カメラ選択

CHAP. 5  設定方法
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01

01

OFF

05 秒

▲▼で選択して,  + - で変更する

チャンネル

感度調節

モーション表示方法

録画時間

モーション構成

(3) カメラ活性設定 : 方向ボタンを使って設定したい項目へカーソルを移動し [ENTER]ボタンを押して、カメラを使
用可か使用不可を指定します。例えば ライブ をOFFに録画をONに設定すると、ライブ映
像はモニタには映りませんが、録画は行われます。

-状態 : カメラの映像信号が本機に届いているかどうかを示します。通常であれば活性が表示されますが、
映像ケーブルが接続されていないか、カメラが動作していないときは ロスが表示されます。

- ライブ : ライブ映像を表示するときはＯＮ、表示しないときはＯＦＦに設定します。
-録画 : カメラ映像を録画するときはＯＮ、録画しないときはＯＦＦに設定します。

(4) モーション録画の設定: 動きを感知する感度を４段階に調節、あるいは感知する範囲やそのほかモーション
録画に関する項目をこのメニューで設定します。

(4)-1. モーション録画設定
- チャンネル : [+]か[-]ボタンを使って設定したいカメラ番号に移動します。
-感度調節 : 感知する感度を 1（低い）から 4（高い）の間で[+]か[-]ボタンを使って設定します。
-モーション表示方法 : 動きを感知したセルの変化の仕方を選びます。
-録画時間 : 本機をモーション録画設定にしてあるときに動きを感知すると、感知した時からこの録画時間で

設定した時間だけ録画を継続します。設定範囲は1秒から99秒まで。出荷時設定は5秒です。

(4)-2. モーションマスク設定: 動きを感知する範囲を設定します。 方向ボタンでセルを移動し [ENTER]ボタン
を押して選択します。[MODE] ボタンでマスク設定の方法を変更します。

- セル : 動きを監視したい範囲にセルを移動して [ENTER] ボタンを押します。
透明に見えるセルが動きを感知できるセルです。

-全部ON : 全てのセルが動きを感知するように設定します。 [ENTER] ボタンを押して設定します。
-全部OFF : 全てのセルが動きを感知しないように設定します。[ENTER] ボタンを押して設定します。
-区域ON : 設定した区域が動きを感知するように設定します。[ENTER] ボタンを押してから方向ボタンで

区域を指定します。
-区域OFF : 設定した区域が動きを感知しないように設定します。[ENTER]ボタンを押してから方向ボタン

で区域を指定します。

透明に見える範囲
(動きを感知する)

網がかかって見える範囲
(動きを感知しない)

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON

活性

活性
ロス
活性
活性
活性
活性
活性

01
02
03
04
05
06
07
08

---------------------------------------------------------------------------
録画ライブ状態

▲▼◀▶で選択して, [ENTER]を押す

カメラ活性設定
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4) 時間間隔設定
切換時間

:  01秒イベント更新間隔

イベント録画

:  01 秒
:  01 秒

フル画面

PIP画面

▲▼で選択して,  + - で変更する

時間間隔設定

シーケンス表示とPIP表示モードの表示間隔を設定します。
設定範囲は1秒から99秒の間で選択できます。

フル画面 : ライブの全画面表示でカメラを順番に切り替えて
表示するときの切り替え間隔を設定します。

PIP 画面 : PIP表示のとき小画面で表示されるカメラの
切り替え間隔を設定します。

イベント更新間隔 : イベントリストに登録する２つのイベントの間隔を設定します。
例えは、イベント更新間隔を20秒に設定した場合はイベントとイベントの間が20秒以上
離れているときは2つの別のイベントとしてリストに登録されますが、20秒未満の場合は
同一のイベントとして登録されます。

5) アラームの設定

本機に接続するアラームの接点形式を設定します。
N.O は常時開接点（A接点）を、 N.C は常時閉接点
（B接点）を表します。

N.O ................................ NORMAL OPEN
N.C ................................ NORMAL CLOSE
－－－ …………………. アラーム未設定

CH1
N.O
005

▲▼で選択して,  + - で変更する

チャンネル

アラーム入力

時間

アラーム設定

1) アラーム入力 : 本機に接続するセンサリレーの接点
形式を設定します。 (N.O あるいは N.C).
＋とｰボタンを使って変更します。
アラーム未設定は接続したセンサリレーを使
用しないときに指定します。

2) 時間 : アラームが入力したときにアラーム状態を継続
する時間を指定します。 0 秒から300 秒の間
で選択。

CH1
OFF
- - -
03

▲▼で選択して,  + - で変更する

チャンネル

ポップアップ ON/OFF

イベント

時間

イベントポップアップ設定

6) イベントポップアップ（全画面表示）の設定

イベントが発生したとき全画面表示（ポップアップ）させる
設定をします。

1) チャンネル: イベントにより全画面表示するチャンネルを
選択します。

2) POPUP ON/OFF: ポップアップ機能を使用する(ON)か
使用しない(OFF)を選択します。

3) イベント: どのイベントで全画面表示にするか設定します。
＊A: アラーム、M: モーション
4) 時間: 全画面表示を継続する時間の長さを設定します。

（0秒から60秒の間で設定可能）

＊ 同時に2画面でイベントが発生した場合は番号の小さ
いチャンネルが表示されます。
（例えばCH1とCH3の場合はCH1が全画面表示になり
ます。
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7) ブザーの設定

ON

ON

ON

ON

ON

▲▼で選択して,  [ENTER]を押す

全部

キー信号音

ビデオロス

アラーム活性

モーション検知

ブザー設定
イベント毎にブザーをならす（ON)かならさないか
（OFF) を設定します。方向ボタンで項目を移動し、
[ENTER]ボタンを押してON/OFFを変更します。

キー信号音 : ボタンを押した時にならす
ビデオロス : 映像信号が切れた時にならす
アラーム活性 : アラームの発生した時にならす
モーション検知 : 動きを感知した時にならす

どのイベントでもブザーをならす、あるいはならさない
を一度に設定するときは全部で設定できます。

8) パスワードの設定

ユーザーIDとパスワードを設定します。

-上下方向ボタンを押して設定したい項目に移動し、
左右方向ボタンでユーザーIDを変更します。
パスワードは１桁から8桁までの数字が指定可能で
す。本機の前面パネルにある１から１０までのボタン
で指定します。

-パスワードを変更するときは現在のパスワードを入
力してから新しいパスワードを設定します。
最後に確認のため再度パスワードを入力します。

-出荷時に設定したパスワード
管理者: ‘ ‘ (設定をしていません)
マネージャー : ‘1’
ユーザー１ : ‘2”

:
:

ユーザー８ : ‘9’

[K1-K10] パスワード入力
[ENTER] パスワード変更

管理者

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

[MENU]を押して終了

ユーザー I  D  
ユーザーパスワード

新パスワード

確認

パスワード設定

※安全のため、本機をご利用開始後すぐにパスワードの変更を行うことをお勧めします。
※ パスワードを万一忘れたときは, 本機の販売店にお尋ね下さい。 メニュー画面を開き新しいパス
ワードを設定する方法をお知らせします。

9) システム情報

[MENU]を押して終了

S/W バージョン VER 1.0
H/W バージョン VER 1.0
製品 ID

01S-2039-001008-AR-01
マスター

Maxtor 6Y060L0
スレーブ
CD-R

SAMSUNG CD-R/RW SW-256B

システム情報

本機のファームウェアやハードウェアのバージョン、
製品IDなどの重要情報を表示します。
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録画の設定は本機の設定で最も重要な項目です。
システムメニューから録画設定に移動し [ENTER] ボタン
を押します。

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

録画構成
予約設定
休日設定

録画設定

ON

トリプレックス

最高

120IPS  720*240

1/1X

1/1X

1/1X

▲▼で選択して,  + - で変更する

上書き

マルチプレックス

画質

解像度

アラーム録画

モーション録画

連続録画

録画構成

5-4. 録画の設定

1) 録画構成 / 録画方法の設定
方向ボタンで項目を移動し、＋－ボタンで値を変更します。

(1) 上書き : HDDがいっぱいになったとき、上書きするか
録画を停止するかを指定します。

(2) マルチプレックス
-デュープレックス :  イーサネット接続中も録画を継続
- トリプレックス :  再生中、イーサネット接続中も録画を

継続

※ 注意:録画映像を検索中は録画が止まります。

(3) 画質 : 録画する映像の画質を設定します。
画質は録画映像のデータ量によって決定されます。
以下の通り5段階に調節できます。

-基本画質
-普通画質
-改良画質
-高画質
-最高画質（出荷時設定画質）

緊急録画のときは最高画質で録画します。

IPネットワークを通して滑らかな映像を送信するには
普通あるいは改良画質で解像度360x240程度に設定
することをお勧めします。

(4) 解像度 : 録画の解像度を設定します。
-解像度 720x240でフレームレート 120 イメージ/秒
-解像度 360x240 でフレームレート 240 イメージ/秒 （※）
-解像度 360x120 でフレームレート 480 イメージ/秒 （※）

（※） この条件で録画したときは全画面表示で再生できません。
早い録画速度やネットワーク送信速度を上げたいときはこちらの解像度を指定することをお勧めします。

(5) アラーム録画 : アラーム録画設定で、アラームが入力したときのスキップレートを設定します。

(6) モーション録画 : モーション録画設定で、モーションを感知したときのスキップレートを設定します。

(7) 連続録画 : 連続録画設定で録画するときのスキップレートを設定します。

録画速度 (スキップレート) 
- 1/1x, 1/2x, ………. 1/999x  スキップレートの選択範囲
-例: 1/2x ) R->S->R->S… -例: 1/3x ) R->S->S->R->S->S->R…
-例: 1/4x ) R->S->S->S->R->S->S… ( R : 録画 S : スキップ )
-例 : 解像度が 720x240 の場合 1/1x = 120 ips, 1/2x = 60 ips, 1/3x = 40 ips となります。
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2) 録画予約の設定
本機は録画予約の内容に従って録画を行います。 録画予約の設定画面で一日を2時間ごとに区切り、それ
ぞれの時間帯に個別の録画方法を一週間設定できます。 出荷時の録画予約条件は、高解像度で毎日連
続録画するよう設定されています（合計録画レート 60 ips、解像度 720x240 ）。
録画予約設定をするにはシステムメニュー－録画設定－予約設定と進み [ENTER] ボタンを押します。

(1) 予約設定
１日を2時間ごとに区切った時間帯それぞれに希望の録画方法を１週間分設定します。

木
- -C-

- - C

- - C

- - C

- - C

- - C

火
- -C

- -C 

- -C

-- C

- -C-

- - C

土
- -C

- - C

- - C

-- C

- - C

-- C

1 / 2

金
- -C 

- -C

- -C

-- C

- -C

- -C

水
- -C-

- - C

- - C

-- C

- - C

- - C

月
AM -

AM -

AM-

AM-

AM-

AM-

日
-M-

-M -

- M -

-M -

- - -

-- -

選択：▲▼◀▶ と [NEXT], 編集:+ -と[MODE]
A:アラーム M:モーション C:連続

00-02

02-04

04-06

06-08

08-10

10-12

予約設定

MODE: CELL BY CELL 

[MODE] ボタンを押して編集方法を選択します。 方向
ボタンで設定する曜日の時間帯に移動し、 [ENTER] 
を押して選択します。 + か −ボタンを押して録画方法
を選択します。
[NEXT] ボタンを押して次のページに移動します。

※ モード (編集方法) 
時間セル単位 : 各時間帯ごとに録画方法を指定
週単位 : 各曜日ごとに同じ録画方法を指定
時間単位 : 毎日のある時間帯に同じ録画方法を指定
全部 : そのページ全てに同じ録画方法を指定
全部消去: そのページの設定を全て消去

※本機は[REC] ボタンを押して最高画質、高解像度で録画するときを除いて、録画予約の設定内容に従っ
て録画を行います。

※出荷時の録画予約は週すべての時間帯で連続録画する設定になっています。

※各タイミングの録画方法 :
電源投入直後 予約録画
メニュー画面を閉じたとき 予約録画
検索あるいは再生を終えたとき 予約録画
[STOP] ボタンが押されたとき 予約録画
[REC] ボタンが押されたとき 緊急録画 (録画速度120 ips で解像度 720x240)

モード : 休日に設定
選択：▲▼◀▶,  編集 [ENTER]と[MODE]

<  APR >                   000/100

日 月 火 水 木 金 土

01      02

03 04        05       06        07      08      09 

10 11        12       13 14      15      16

17 18        19       20        21   22      23

24 25        26       27        28      29      30

休日設定3) 休日の設定

カレンダーに祝日や休日を設定しておくと予約録画で
日曜日に設定した条件と同じ条件で録画をします。

方向ボタンで休日に設定したい日に移動し、[MODE]ボタ
ンで休日のデータ消去を選択して[ENTER] ボタンを押
すと休日に設定できます。設定すると日付の色が赤に変
わります。元に戻すには再度[ENTER]を押します。

休日のデータ消去 : 休日として設定
月のデータ消去 : その月に設定した休日を取り消す
全部のデータ消去 : 設定した全ての休日を取り消す

※設定できる休日の最大日数は１００日です。
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5-5. バックアップ

録画した映像を本機に組み込まれているCDドライブでCD-Rにバックアップすることができます。
HDDの開始と終了の日付と時刻を参考にして、CD-Rの開始日時を指定しバックアップするサイズを
指定します。 コピーに移動して[ENTER] ボタンを押すとバックアップが始まります。

CD-R 設定

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

CD-R
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 000MB

コピー

CD-R 設定

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

CD-R     700 MB
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 700 MB - >  700MB

コピー

CD-RW コピー中 : 画像データ

システム状況表示内容 : 
- CD-RW 閉. 空CD-R検査中 : 挿入された空 CD を検査中
-一番目空 CDを入れてください : CD-RW ドライブに空CDが入っていない状態
- CD-RW 開 : CD-RWが開き空の CD –R メディアを挿入できる状態
-空CD認識: 空CDが挿入されてCD-RドライブがCDメディアを認識。空CDの容量が表示される。
-空CD認識エラー : 挿入されたCDメディアが書込み済みなどのため認識エラー。

CD-R欄の開始日時とサイズを指定して、コピーを選択すると本機は映像データのバックアップを開始し、
次の表示をします。

CD-RW コピー開始
CD-RW コピー中 : コピー準備
CD-RW コピー中 : 画像データ
CD-RW コピー中 : トラック終了
CD-RW 開

コピーが終了すると CD-Rメディアは自動的に出てきます。
さらに続けてコピーするには上記の方法を繰り返します。次のバックアップではCD-R欄の開始時刻は
前回のバックアップの終了時刻と同じになります。必要な枚数のCDに連続してバックアップすることが
できます。

＊ サイズの変更方法
+、－ボタンを押すと10MB単位、◀▶ボタンを押すと100ＭＢ単位で変更できます。

1） ＣＤＲ設定

2） USB設定

本機の前面パネルのＵＳＢホストポートにＵＳＢ機器を接続し録画データをバックアップすることができます。

ＨＤＤ内の録画データの開始および終了時刻を参照しながらＵＳＢ機器(フラッシュメモリやＨＤＤ)にバッ
クアップする開始および終了時刻を設定します。 バックアップするファイルサイズを指定し、バックアッ
プにカーソルを移動してから、[ENTER]ボタンを押しコピーを開始します。
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5-6. 外部装置
本機に接続したイーサネットやPTZカメラ、RS-232Cなどの設定をします。
方向ボタンを使って設定したい項目に移動し [ENTER] ボタンで選択します。

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
00-0A-A2-00-00-00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
192.168.001.160

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
192.168.001.001

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
255.255.255.000

自動

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

MAC アドレス

IP アドレス

IP ポート

ゲートウェー

サブネットマスク

DHCP 設定

IP 構成設定1) TCP/IP の設定

TCP/IP 機能を利用して遠隔からネットワークを通してライ
ブ映像や録画映像を再生することができます。

(1) IP構成設定 : 
本機に割り当てられたネットワーク情報を表示します。

もし、DHCP設定が自動になっているときは, ユーザーが
設定するのはIPポートだけです。 DHCP設定が手動のと
きは全ての項目をユーザーが設定します。
リモートビュワソフトのインストール方法の詳しい説明は
CHAP. 6 の遠隔監視ソフトの項目をご参照ください。

USB SETUP

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

USB MEDIA
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 00000MB

BACKUP

USB STORAGE IS CHECKING…

終了 : [MENU]

USB SETUP

HDD
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23

USB MEDIA                 118M , 28M , P:1
開始 2007/AUG/07 AM04:04:12
終了 2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ 28 MB - >  28MB

BACKUP

START WRITING IN USB STORAGE

終了 : [MENU]

容量、空き容量、パーティション

ＵＳＢ ＨＤＤの場合はパーティションをチャンネルボタン1-4で選択できます

状況表示

状況表示の内容
(1) ＵＳＢフラッシュメモリが挿入されていないとき

- USB STORAGE IS CHECKING…（ＵＳＢメモリをチェック中・・・）
- USB STORAGE IS NOT AVAILABLE （ＵＳＢメモリが使用できません）
- RE-CONNECT THE USB STORAGE （ＵＳＢメモリを挿入し直して下さい）
- CONECT THE OTHER USB STORAGE （別のＵＳＢメモリを挿入してください）

(2) ＵＳＢフラッシュメモリかＵＳＢハードディスクが認識できたとき
- USB STORAGE IS CHECKING …（ＵＳＢメモリをチェック中・・・）
- THERE IS A FREE SPACE ON STORAGE （メモリ内に空きスペースがあります）
- USB STORAGE IS AVAILABLE （ＵＳＢメモリが使用可能です）

(3) バックアップ中
- CHANGE WRITE PROTECT MODE （書込み防止を解除してください）
- START WRITING IN USB STORAGE （ＵＳＢメモリへ書込み開始）
- FINISH WRITING IN USB STORAGE （ＵＳＢメモリへの書込み終了）

(4) エラー表示
- THERE IS A PROBLEM ON USB PORT （ＵＳＢポートに問題があります）
- USB STORAGE IS FULL （ＵＳＢメモリに空き容量がありません）
- FILE SYSTEM IS NOT SUPPORTED （このファイル形式には対応していません）
- SIZE IS LARGER THAN FREE SIZE （空き容量が足りません）

※バックアップの手順は CDR バックアップのページをご参照ください。
※バックアップするデータ量が２ＧＢ以上の場合、２ＧＢごとに新しいファイルを作成しバックアップします。
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-時間遅延 : 
インターネット経由で本機に接続するため必要な
時間を設定します。伝送速度が比較的速い場合
は工場出荷値の(200mSec)のままにしておきま
す。速度が遅い場合は時間を長くします。変更す
る時間の目安はPCからPINGコマンドを使って本
機のIPアドレスまでの遅延時間を測定することで
知ることができます。

-再接続回数 : 
接続できなかった場合に再接続を繰り返す回数を
設定します。

接続設定

時間遅延 200   MSEC

再接続回数 08

▲▼で選択して,  + - で変更する

DHCP設定

DHCP モード

DNS サーバ
IP アドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

手動

168.126.063.001
192.168.001.086
255.255.255.000
192.168.001.001

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

(3) 接続設定 :

(2) DDNS 設定 :
- DDNS ON/OFF : DDNS 機能のON/OFFを選択します。

- DDNS サーバー : DDNS サーバのIPアドレス
-間隔 : DDNS サーバに設定された接続間隔
D(日) H(時) M(分)

-記録 : [ENTER]ボタンを１回押すと自動的に登録する

- DDNS 状態 :現在の状態を下記のように示します。
“登録 OK“
“登録エラー”, “登録していない"

- IP アドレス :本機に最後に割り振られたIP アドレス
- IP ポート :本機に最後に割り振られたIPポート
-残余時間 :次回の再登録までの時間

-最終記録の日付 : 前回登録した日付

DDNS 設定

DDNS ON/OFF OFF
DDNS サーバー 211.062.253.087
間隔 D-00 H-00 M-20
記録

--------------------------------------------------------------------------
DDNS 状態
IP アドレス ---.---.---.---.---
IP ポート -----
残余時間 D-00 H-00 M-00
最終記録の日付

>

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

- DHCP モード : 本機をDHCPサーバのあるLANに
接続して、「自動」を選択するとIPアドレスは自動的
に割り振られます。

「手動」を選択したときは、メニュー内のIP構成設定
でIPアドレスを入力します。

- IP感知 : Iこの表示は「自動」を選択したときだけ表
示されます。ここで[ENTER]ボタンを押すと自動的
にIPアドレスが割り振られます。 ただしLAN内に
DHCPサーバがないときは使用できません。

(4) DHCP 設定 :



IP アドレス : イベントサーバとするPCのIPアドレス
IP PORT : イベントサーバとするPCのIPポート番号
EVENT SERVER TYPE :
サーバにデータを送信する方法を指定します。
「OFF」、「イベント」、および「分」で本機のイベントを
送信する方法を指定します。

“イベント“: イベント番号を送信
“分“:設定した時間割に従って送信

間隔: EVENT SERVER TYPE が“イベント"
のとき1~512の間の数値を設定します。
EVENT SERVER TYPE が “分“のとき 1 ~ 60分の
間の時間を設定します。
EVENT GMT TYPE : 本機を設置した場所の世界標準時との差を入力します。日本の場合は09：00と
入力します。
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EVENT SERVER SETUP

IP アドレス 192.168.001.072
IP ポート 09988       
EVENT SERVER TYPE                                        OFF    
間隔 ---
EVENT GMT TYPE                                   GMT+00:00

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

(5) EVENT SERVER SETUP :

576000
8
1

NONE

▲▼で選択して,  + - で変更

速度

命令長

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

パリティ

RS-232C 設定
2) RS-232C の設定

本機とパソコンをRS-232Cポートを通して接続し、パ
ソコンのキーボードで本機を制御することができます。
システムインテグレータなどのようにパソコンへ様々な
機器を接続してコントロールする必要のある方がご利
用になることを想定した機能です。

3) パンチルトズームカメラの設定

本機に接続したPTZカメラを制御するパラメータを設定します。 本機には数多くのPTZカメラ用プロトコル、
例えばPELCO D などがすでに組み込まれています。 プトコルをモデルの項目で選択し、必要なその他
設定を行えば、本機のボタンを押すだけでラメラを動かすことができます。 もし、お手持ちのIPTZ カメラの
プロトコルが本機に組み込まれていないときは、そのPTZカメラのコマンドを入力して同様に制御することが
できます。

▲▼で選択して, [ENTER]を押す

コマンド設定

速度設定

PTZ設定

01
PELCO-D
000
2400 BPS
1 MSEC

PAN/TILT STOP
0.7
FF   00   00   00
00   00   00   00

▲▼で選択し,  + - で変更する

チャンネル
モデル

PTZ ID
通信速度

コマンド遅延

コマンド
命令長

コード

コマンド設定

1) チャンネル : PTZカメラの接続されているチャンネルを指定する
2) モデル : カメラのモデル (あるいはプロトコルの種類) を各カメラ毎に指定する
3) PTZ ID : カメラの IDを設定する
4) 通信速度 : PTZカメラの仕様のボーレートに合わせて設定する
5) コマンド遅延 : コマンドの遅延時間を設定する
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4)スポットモニタの設定

(1)  スイッチインターバル
チャンネルのシーケンス表示切替時間を変更
（01秒から99秒）

(2)  アラームポップアップ
アラームを検出したチャンネルを全画面表示する
（ＯＮ／ＯＦＦ）

(3)  モーションポップアップ
動きを検出したチャンネルを全画面表示する
（ＯＮ／ＯＦＦ）

(4)  イベントポップアップ継続時間
全画面表示を継続する時間を設定

5)録音の設定

方向ボタンで変更したいチャンネルにカーソルを移動し、ＥＮＴＥＲボタンで ON/OFF を切り替えます。

SPOT MONITOR SETUP

▲ ▼で選択して, +－で変更する

03秒
ON
ON
01 秒

SWITCH INTERVAL
ALARM POP UP
MOTION POP UP
EVENT POP UP DURATION

▲▼◀▶で選択して,  [ENTER]を押す

01                       ON                       ON
02                       ON                       ON
03                       ON                       ON
04                       ON                       ON

CH                     REC                     PLAY

音声設定

注意） イベントポップアップを設定してあるとき、複数のチャンネルが同時にイベント（アラームかモーショ
ン）を検出すると、チャンネル数の小さいほうが優先してポップアップします。 チャンネル１と２が同時にイ
ベントを検出し、チャンネル１が拡大表示され設定した継続時間後にチャンネル１のイベントが終了してい
ればチャンネル２に切り替わります。その後チャンネル２の表示中にチャンネル１が再度イベントを検出し
たときは、チャンネル２の継続時間が終了してから切り替わります。 チャンネル１の拡大表示継続時間が
過ぎても、チャンネル１のイベントが続いているときは、そのままチャンネル１の拡大表示が継続します。

1) REC
(1)  ON : 録画と録音を行う
(2)  OFF : 録音をせず録画のみ行う

2) PLAY
(1)  ON : 録画の再生時に音声も再生する
(2)  OFF : 録画の再生時に音声は再生しない
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5-7. 工場出荷時の設定

本機の設定をすべて工場を出荷するときに行った設定
に戻すことができます。 この操作でシステムを初期化
することになります。HDDを追加するなどハードウェア
の変更を行ったときは出荷時の設定に一度戻してから
ご利用になることをお勧めします。
方向ボタンで出荷時の設定に戻す項目に移動し
[ENTER]ボタンを押してONにします。実行に移動して
再度[ENTER] を押すとONの項目が出荷時の設定に
戻ります。

5-8. 言語の設定

このメニューから日本語以外の言語に変更することができます。
＋あるいは－ボタンを押して変更します。

出荷時設定

▲ ▼で選択して, [ENTER]を押す

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

全部

画面表示

カメラカラー設定

モーション録画設定

PTZ設定
予約設定

構成

実行

▲▼で選択して,  [ENTER]を押す

言語選択 ： ＋－

言語 日本語

外部装置

出荷時設定

録画設定

構成

画面設定

システムメニュー
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6-1. DVR ネットワーク構成

CHAP. 6  ネットワークの設定

これ以降ご説明する内容は、本機について十分ご理解いただいていること、また、ルータとモデム、ＣＡＴ
５ネットワークケーブルと電話線の識別をしていただいていることを前提としています。 以下、各ネット
ワーク構成に合わせた設定方法についてご説明します。

設定を進めるには次の情報を必要とします。 これらの情報についてご不明の場合は、ご利用のプロバ
イダにお尋ねください。

アップロード（上り）速度 –転送フレームレートを知る参考値になります。
ダウンロード（下り）速度 –転送フレームレートを知る参考値になります。
IPアドレス –本機をネットワークに接続するには必須の情報です。
本機側がルータかモデムか –本機をネットワークに接続するには必須の情報です。

※注意 : ご利用の接続形式が PPPoEの場合は (多くのADSL接続サービスが採用 )、本機側にルータ
が必要です。 この場合は本機の設定は３）PPPoEによるダイナミックIP接続 に従って進めてください。

※ネットワークへ接続する機器類（ルータ、スイッチ、モデムなど）を変更した場合は必ず、インターネット
に接続できることを確認した後に本機の設定を行ってください。 機器類が正常に動作していることの確
認はネットワーク上のパソコンから可能です。 以下の説明はネットワーク上の機器類が全て正常に動作
していることを前提としています。

パソコンのTCP/IP設定

本機の設定をする前に、必要に応じて次の情報をメモしておいてください。

ネットワーク上のパソコンを一台選んで、そのパソコンのTCP/IP設定を調べます。

IPアドレス : (例：192.168.1.5)

サブネットマスク : (例： 255.255.255.0)

デフォルトゲートウェイ : (例：192.168.1.1)

次のページから何種類かのネットワーク形態を示します。 本機をTCP/ＩＰで接続するネットワークはどの
形態に当てはまるかを調べ、説明に従い本機を正しく設定してください。
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1) 固定IP接続

本機のメニュー画面「IP構成設定」でご利用のプロバイダから割り振られた固定IPアドレスを入力します。

1. 本機をLANに接続する前にそのIPアドレスがLAN内で有効かどうかをパソコンで確認
2. 確認後本機にLANケーブルを接続
3. メニュー画面から 「外部装置」→「TCP-IP設定」 と進む
4. 「DHCP設定」で「手動」に設定し、「IP構成設定」に入る
5. MACアドレスが 00-0A-A2....となっていることを確認
6. プロバイダから割り振られたIPアドレスを入力
7. IPポートを設定 （特に不都合がなければデフォルトの “50000” を推奨）
8. プロバイダから割り振られたゲートウェイアドレスを入力
9. プロバイダから割り振られたサブネットマスクアドレスを入力

10. メニュー画面から抜ける
11. ルータ、あるいはモデムの電源を一度落とし、再度入れ直して装置をリセットし、約30秒待つ
12. 遠隔のパソコンからリモート接続ソフトを使って本機に接続する

リモート接続
ソフト

インターネット (固定IP)
デジタルビデオ
レコーダ

＊ 接続できない場合は上記の手順1. 6. 7. 8. 9. 11. を再確認してください。

＊ 映像の転送速度が遅い、あるいは接続がすぐ切断されるような場合は次のようにメニューを進
み遅延時間を長くします。 何度か時間を変更して最も適している時間を探します。

外部装置→ TCP/IP設定→接続設定→時間遅延
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2) ダイナミックIP接続

1. 本機をLANに接続する前に利用予定のIPアドレスがLAN内で有効かどうかをパソコンで確認
2. 確認後本機にLANケーブルを接続
3. ルータ、あるいはモデムの電源を一度落とし、再度入れ直して装置をリセットし、約30秒待つ
4. 本機の電源を一度落とし、再度入れ直してリセットする
5. メニュー画面から 「外部装置」→「TCP-IP設定」 と進む
6. MACアドレスが 00-0A-A2....となっていることを確認
7. DHCPを自動に設定し、IPアドレスを取得する
8. IPアドレスが取得できたらメニュー画面を抜ける
9. 遠隔のパソコンからリモート接続ソフトを使って本機に接続する

リモート接続
ソフト

DHCP機能を持つ
モデムなど

インターネット デジタルビデオ
レコーダ

LAN

＊ 接続できない場合は上記の手順1. 3. 4. を再確認してください。

＊ 映像の転送速度が遅い、あるいは接続がすぐ切断されるような場合は次のようにメニューを進
み遅延時間を長くします。 何度か時間を変更して最も適している時間を探します。

外部装置→ TCP/IP設定→接続設定→時間遅延
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3) PPPoEによるダイナミックIP接続

本機はPPPoE接続に対応していません。PPPoEによる接続を行う場合はルータを経由して接続する必
要があります。 この場合はルータで本機に対してポートフォワードの設定をします。 ポートフォワードの
方法についてはルータの取扱説明書をご参照ください。

1. 本機をLANに接続する前に利用予定のIPアドレスがLAN内で有効かどうかをパソコンで確認
2. 下図のようにルータとDSLモデムを接続
3. ルータのインターネット接続をルータの取扱説明書にしたがって設定
4. ルータのネットワークサブグループがOKか確認
5. 本機をルータに接続
6. メニュー画面から 「外部装置」→「TCP-IP設定」 と進む
7. 「DHCP設定」で「手動」に設定し、「IP構成設定」に入る
8. MACアドレスが 00-0A-A2....となっていることを確認
9. ルータの設定により割り振られたLAN側IPアドレスを入力

10. IPポートを設定 （特に不都合がなければデフォルトの “50000” を推奨）
11. ルータの設定により割り振られたゲートウェイアドレスを入力
12. ルータの設定により割り振られたサブネットマスクアドレスを入力
13. メニュー画面から抜ける
14. ルータからポートフォワードする（ルータの取扱説明書を参照）
15. 本機にWAN側IPアドレスとポート番号で接続

＊ ご利用のルータがダイナミックDNSをサポートしている場合はドメインネームを使って接続可能です。

リモート接続
ソフト

DSLモデム
インターネット ルータ or

ゲートウェイ

LAN

LAN

デジタルビデオ
レコーダ

＊ 接続できない場合は上記の手順1. 3. 15. を再確認してください。

＊ 映像の転送速度が遅い、あるいは接続がすぐ切断されるような場合は次のようにメニューを進
み遅延時間を長くします。 何度か時間を変更して最も適している時間を探します。

外部装置→ TCP/IP設定→接続設定→時間遅延
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1
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6
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6-2. 遠隔監視ソフト

ライブ映像監視画面

-電源スイッチ : 本ソフトを終了するときにクリックします。 この電源スイッチをクリックする前にDVR
との接続を切断してください。

-接続ボタン : DVRから送信されているライブ映像を見るときにクリックします。 この映像はDVR本
体に接続されたモニタの映像と同じものです。 ただし、DVRと接続されているネットワークの
状況により映像が遅れることがあります。

-切断ボタン : DVRとの接続を切断するときにクリックします。 本ソフトを終了する前にこのボタンを
クリックしてください。

-画面分割ボタン : 同時にいくつのカメラ映像を見るか設定します。(全画面、4分割、9分割および
16分割）分割数を設定すると、画面に映っているカメラのチャンネル番号が明るくなり、どの
カメラの映像かが一目でわかります。

-チャンネル番号ボタン : 見たいカメラの番号をクリックします。指定されている場面分割数に応じて
クリックされたカメラの映像に切り替わります。

-接続状況表示 : 現在の日付と時間が表示されます。日付の表示形式は年/月/日の順番です。
また同時にDVRとの接続状況が表示されます。

-設定、再生、シーケンスボタン ;
a. Setting : 本ソフトの設定内容を変更するときにクリックします。
b. Playback : 接続しているDVRの録画映像を再生するときにクリックします。
c. Sequence : 全画面表示しているときにこのボタンをクリックすると順番に全てのカメラ

映像を設定した時間間隔で表示します。

- PTZカメラ制御 : DVRに接続されているPTZカメラをこのボタンを使って動かすことができます。
a. 最初に目的のPTZ カメラと通信が行えるようにカメラのプロトコルを本ソフトに正しく
設定します。

b. コントロールボタンをクリックするときは、若干長めに（1-2秒程度）してください。
データを転送するための時間を得るためです。続けて短くクリックすると目的の動作をし

ないことがあります。

c. プラスとマイナスボタンも同様に指定したPTZカメラへコマンドを送信します。
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IP/PORT 設定画面

Manual IPアドレスとポート番号を入力します。
DDNS ダイナミックDNSサーバからIPアドレスとポートを入手します。

Name (LABEL)設定を識別するため、設定に名前を付けます。 Saveをクリックすると設定した内容は
この名前で保存されます。

IP Address DVRとPCが接続されるネットワークで割り振ることができるIPアドレスを入力します。
PORT DVRに割り振ったポート番号を入力します。
ID 常に‘admin’としてください。
Password DVRに設定したパスワードと同じパスワードを入力します。 半角数字を使ってください。

IP List ユーザが入力したIPアドレスのリストが表示されます。

Select ボタン リストの中のIPとPortを選択します。
Save ボタン IPとPortをリストに保存します。
Delete ボタン リストの中のIPとPortを削除します。

IPリスト
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Circular Monitoring Interval : シーケンス表示をするときのチャンネルが切り替わる時間間隔を設定します。

Scan Rate : 再生速度を設定します。

PTZ TYPE : PTZカメラを使用するときは、お使いのPTZカメラのプロトコルをリストから選択します。

PTZ Baud Rate : お使いのPTZカメラのボーレートを入力します。

Set Path to Save Downloaded image : DVRの録画映像をパソコンにコピーしたとき、コピーファイルの保
存場所を指定します。

Run in full screen mode : チェックすると監視画面がパソコンモニタに全画面表示されるようになります。

PTZ/SAVE 設定画面
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1
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録画検索・再生画面

1

2

3

4

5

6

7

8

録画検索・再生画面上のボタンの機能

Exit : この画面を終了するときクリックします。
全画面 : 選択したカメラ映像を全画面表示するとき
４、８分割画面 : カメラ映像４、8チャンネルを4分割、8分割画面で一度にみるとき
時刻 : 再生映像の録画時刻が表示されます。
チャンネル番号 : カメラの番号を選択します。
時刻指定 : 再生したい映像が記録された時刻を指定します。 指定された時刻から再生が開始され

ます。カーソルをマウスで動かして指定します。

開始と終了の時刻 : DVRのHDDに記録されている録画の開始時刻と終了時刻が表示されます。
映像操作ボタン : 操作方法は次のページで説明しています。
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9

: 高速逆方向再生

: 逆方向再生(1X)

: 順方向再生(1X)

: 高速順方向再生

: 再生停止

: 最初の映像に戻る

: 1時間前に戻る

: 1時間後に進む

: 最後の映像に移動する

コマンドボタン :

a) SAVE : 再生停止ボタンを押し、SAVE ボタンをクリックして現在表示されている映像を jpg 形式で
保存します。

b) PRINT : 再生停止ボタンを押し、PRINT ボタンをクリックして現在表示されている映像を印刷します。
c) RECORD : このボタンを押し、DVRに記録されている映像をパソコンにダウンロードします。
ダウンロードした映像は事前に指定した場所に保存されます。ダウンロードを停止するには
RECORD ボタンを再度押します。パソコンにダウンロードした映像はMedia Playerで再生します。

10 カレンダ :

映像を検索する日を選択できます。 白色の四角形で囲まれている日付が録画が開始された日です。
四角で囲われている日がディスクに残された最後のデータがある日です。検索したい日をクリックして
選択するとその日付が白色の四角形に囲まれます。データの無い日を選択すると最初のデータが選択
されます。

注意 :パソコンで連続した映像をみたいときは、DVRの録画設定を連続録画にしてください。もしモーション
録画に設定してパソコンから監視するとモーション録画しているときだけ動画が見られ、それ以外では直前
の録画終了時の静止映像が表示されています。

注意 : IPネットワークを通してライブ映像を見ているとき、DVRは録画を継続しています。 同様に録画を
再生しているときは、DVRに接続されたモニタではライブ映像が表示されています。ただしこれらの動作を
実現するにはDVRのモードをトリプレックスに設定しておく必要があります。
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6-3. バックアップCDプレーヤ

a

b

c
d

e

f

1
2

3
4
5

6

7

DVR本体に組み込まれているCD-RWドライブでCDに映像データをコピーすることができます。
このバックアップCDプレーヤを使ってCDにコピーした映像を再生します。各ボタンの機能は下記説明を参照し
てください。

時刻 : 現在の時刻
状態表示 : 開始、終了の日付と時刻。 操作ボタンの状態。 再生を開始すると映像が録画された時刻が表示さ

れます。
画面分割 : 1/4/9/16画面から画面分割数を選択します。
チャンネルボタン : 選択した１つのカメラ映像を全画面表示します。
録音再生 : 録音データを再生するには□AudioONにチェックを入れ、音声チャンネルを選択します。

SKIP ：コマ送りするコマ数を指定します。
＊１チャンネル、１画面のみ再生できます。 多画面や全画面表示に変更できません。

機能ボタン
a) OPEN : バックアップCDプレーヤを開始します。
b) EDIT : Editモードで選択した映像を編集、保存、印刷することができます。 このボタンは１つのカメラ映像

を選択すると使用できるようになります。
c) EXIT : バックアップCDプレーヤを終了します。
d) AVI SAVE : 録画データをavi形式で保存します。クリックすると保存を開始し、再度クリックして停止します。

操作ボタン : 映像を検索するときに使用します。
a) 最初の映像に移動します。
b) 設定速度で逆方向再生します。
c) 等速逆方向再生します。
d) 一時停止
e) 等速順方向再生します。
f ) 設定速度で順方向再生します。
g) 最後の映像に移動します。

1

6

78

5

4

3

2

9

a b c d e f g
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1

2

3

映像編集画面

1. 映像編集状態表示 : 録画の日時、コマンドの状態を表示します。

2. 編集ボタン : CDプレーヤ画面でEDITボタンをクリックすると映像調整ボタンが表示されます。

- Contrast :
a) 明暗を際立たせ、明るいところをより明るく、暗いところをより暗くします。
b) 明暗の差を小さくします。

- Brightness
a) 映像を明るくします。
b) 映像を暗くします。

- Sharp : 映像の輪郭を際立たせます。
- Blur : 映像の輪郭を柔らかくします。

3. 機能ボタン
Save : 映像を JPG 形式で保存します。バックアップCDプレーヤがインストールされているフォル

ダと同じフォルダに保存します。
Print : 映像を印刷します。

再度EDITボタンをクリックすると編集モードからバックアップCDプレーヤに戻ります。

再生速度ボタン : 数値の増減ボタンを押して、再生速度を調節します。
SPEED：(1/4X, 1/2X, 1X, 2X,4X,8X,16X)  DELAY：(1, 2, 4, 8, 16, 32)

スライドバー : 再生している映像の進行位置を示します。

8

9

a a

b b

Contrast Brightness

Blur

Sharp

Save   Print 
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CHAP. 7   DDNS Web Server

* 本機をDDNSサービスを利用して使用するときは次のように本DVRをDDNSサーバに登録します。

7-1. 本DVRをDDNS（DDNSウェブサーバ）に登録)

1)  www.j2kip.com に接続しメンバーIDを登録します。

2) 本DVRを登録するにはDVR Add をクリックします。
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3) DVR Name と MAC Addressを入力し、Confirmをクリックします。

4) これで本DVRはDDNSウェブサーバに登録が完了しました。次はIP アドレスと Port 番号です。
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TCP/IP 設定
IP 構成設定
DDNS 設定
接続設定
DHCP 設定
EVENT SERVER SETUP

IP 構成設定

MAC アドレス

IP アドレス

IPポート

ゲートウェイ

サブネットマスク

DHCP 設定

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
00-0A-A2-00-00-00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
192.168.001.160

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
192.168.001.001

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
255.255.255.000

自動

▲▼で選択し, [ENTER]を押す

7-2. 本機でのDDNS 設定

* 下記設定は本機をルータやケーブルモデムに直接接続したときの例です。

1) メニュー画面に入ります。 ‘ログイン ->  外部装置 -> TCP/IP 設定’

2) IP構成設定で DHCP を‘自動’に設定すると, IPアドレスは自動的に設定されます。

3) 前の画面に戻ってDDNS 設定に入ります。
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DDNS SETUP
DDNS ON/OFF OFF
DDNS サーバー 211.062.253.087
間隔 D-00 H-00 M-20
記録

--------------------------------------------------------------------------
DDNS 状態
IP アドレス ---.---.---.---

IP ポート -----
残余時間 D-00 H-00 M-00
最終記録の日付
>

▲▼で選択し, + -で変更

DDNS 設定
DDNS ON/OFF ON
DDNS サーバー 211.062.253.087
間隔 D-00 H-00 M-20
記録

--------------------------------------------------------------------------
DDNS 状態 REGISTER OK
IP アドレス 192.168.001.160

IPポート 5000
残余時間 D-00 H-00 M-20
最終記録の日付

> WED.     12    JUL      2006     09 : 21 : 36         GMT 
SUCCESS TO REGISTER DVR INFO

▲▼で選択し, + -で変更

4) DDNS ON/OFF の設定を “ON”にします。
DHCPサーバが割り振ったIP アドレスが自動的にDDNSサーバの欄に入力されます。

5) カーソルを「記録」移動し、 ENTER ボタンを押すとDDNSサーバ(www.j2kip.com) のIPアドレスとポート番号
が更新されます。
( 間隔 : 本DVRとDDNSサーバが接続を継続する時間の長さ) 
D = 日, H = 時, M = 分
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注意

①

②

6) “SUCCESS TO REGISTER DVR INFO.”が表示されたら、PCに戻って‘refresh’ボタンをクリックします。
DDNSサーバは自動的に本DVRに設定したIPアドレスとポート番号をキャッシュします。

Web-Viewerを使用する前に、次のようにアドレス www.j2kip.com を信用済みサイトに登録します。
(ツール -> インターネットオプション -> セキュリティ -> 信用済みサイト) 
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⑤

④

③

⑥

このチェックボックスのチェックを外
しておく

クリック

⑦
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7-3. ウェブソフト

*ActiveX のインストールが必要な場合はインストールする「はい」をクリックしてください。

これらのアイコンをクリックすると、当ソフトがDDNS
サーバ経由で本DVRに自動的に接続します。手動でネットワークに接続するために必要な情報

を入力します。

VIEWER ライブ映像を見ることを可能にする
BACKUP 本DVRに録画された映像をPCにバックアップ可能にする
PLAYER バックアップ映像を見ることを可能にする
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CHAP. 8 仕様

•再生映像がきれい(JPEG-2000)
• ライブ映像は遅れがなくスムーズな動き
• ８チャンネルの映像を合計 480ipsの速度で録画
• ４チャンネル録音
•再生中も録画を継続（トリプレックス）
•日本語表示メニュー
•遠隔監視と遠隔バックアップ
• ジョグシャトルによる簡単検索
• VGA（オプション）
• USBポートでファームウェアの更新
• PTZカメラを１つのボタンを押すだけで操作
•パスワードによる保護機能
•赤外リモートコントローラ付き

マルチプレックス機能 再生中も録画を継続（録画設定がトリプレックスのとき）

録画容量 内蔵 HDD ２台まで。容量無制限 （SATA）
CD-RW バックアップ専用

ビデオ 入力 コンポジット ８チャンネル

出力 コンポジット 2チャンネル (モニタ およびスポット)
VGA 1チャンネル (オプション)
ループアウト ８チャンネル

圧縮アルゴリズム JPEG-2000

圧縮率（画質） 基本

普通

改良

高

最高

表示速度 実時間表示

録画/検索 録画モード 予約 (連続, モーション, アラーム), 緊急

検索 イベント検索, 日時検索, 検索バー (ジョグシャトル)

録画速度 Full (120),  Dual (240), Quad(480)

録画解像度 Full (720x240), Dual (360x240), Quad(360x120)
多言語 日本語、English, Spanish, German, Italian, French

切換え時間 1~99 秒

ライブ画面分割数 1 / 4 / 9分割
デジタルズーム, 静止機能付き。ほかPIP, SEQ, イベントポップアップ 機能

アラーム 入力 ４ チャンネル (NO/NC 切換え設定可能)

出力 1 チャンネル (NO/NC 切換え設定可能) 

アラーム後動作 アラーム出力継続時間 : 1 秒 ~ 300 秒

モーション感知 感知範囲数 : 16 x12 / 感知域分割数 : 32 x 24
ネットワーク イーサネット (TCP/IP), 遠隔監視ソフト同梱

バックアップ VTR, CD-RW バックアップ, ＵＳＢバックアップ、遠隔バックアップ
PTZ コントロール RS-485, ボタン制御 ( 各PTZコマンドをボタン１つに割り当て済み)

ファームウェア更新 USBポート, CD-R
シリアルインターフェース RS-485 PTZカメラコントロール

RS-232C パソコンのキーボードから制御

電源 DC 12V 6.67A アダプタ

重量 8.5 kg
寸法 (WXHXD) mm 436 X 396 X 88

梱包寸法 600 X 520 X 180

仕様の内容は事前通告無しに変更することがあります。

音声
入力

出力
４ チャンネル

1 チャンネル
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数値・チャンネル選択

２けた表示

‘0’ + ‘0’ = ’10’

‘0’ + ‘1’ = ’11’

緊急録画

<機能>

最初の録画

逆方向再生

再生開始 / 順方向再生

最後の録画

再生速度を遅く

一時停止

停止

再生速度を早く

シーケンス

フリーズ

ピクチャインピクチャ

ズーム

I◀

◀

▶

▶I

◀◀

II

■

▶▶

SEQ

FRZ

PIP

ZOOM

1~9

0

ESC

FUNC画面分割/モード変更

メニュー内移動と数値変更

メニュに入る、選択

チャンネル変更

数値変更

マイクチャンネル変更

MODE
▲◀▶▼

OK

CH + / -

+ / -

AUDIO

PTZ On/Off

検索メニュー

メニュー

PTZ
SEARCH

MENU

OSD 表示 On/Off

4分割

9分割

16分割

F1

F2

F3

F4

PTZ CONTOL

プリセット設定

プリセット削除

プリセットへ移動

オートパン

SET

CLEAR

GOTO

AUTO
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MEMO :
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MEMO :
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Best Picture Quality - JPEG2000

8Channel Stand Alone DVR
Audio, USB Backup available


