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・本書の無断転載を禁じます。

免責事項
■本製品は盗難・犯罪を防止する器具ではありません。
■本製品の使用、または使用不能による損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内
容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
■地震、雷、風水雪害などの自然災害、当社の責任によらない火災、第三者による行為、
その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の条件での使用により生じた
損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
■当社が関与しない接続機器、アプリやソフトウェアなどとの意図しない組み合わせに
よる誤作動や操作不能などから生じる損害に関して、当社は一切の責任を負いませ
ん。
■本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の
補償および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に対して、当社は一切
の責任を負いません。
■お客様ご自身または第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は
一切の責任を負いません。
■本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編
集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシーの侵害など
を理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関して、当社は一切の責任を負いま
せん。
■本製品の設置（取付け・取外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損害につ
いて、当社は一切の責任を負いません。

個人情報の保護について
本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を特定でき
るものは「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法
律に従って映像情報を適正にお取扱いください。
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第1章

概要と機能

1.1 概要
この製品は、独自に開発した新世代の高性能 NVR（Network Video Recorder）
です。ビデオおよびオーディオコーデックテクノロジー、組み込みシステムテクノ
ロジー、ストレージテクノロジー、ネットワークテクノロジー、インテリジェント
テクノロジーなど、いくつかのハイテクテクノロジーを採用しています。
ローカルプレビュー、ビデオマルチスクリーン分割表示、ビデオファイルのロー
カルリアルタイムストレージ、マウスショートカットのサポート、リモート管理お
よび制御。この製品は、フロントエンドストレージとクライアント側ストレージの
2 つのストレージ方法をサポートしています。
フロントエンド監視ポイントは、地理的な場所に関係なく、ネットワーク上のど
こにでも配置できます。ネットワークカメラやネットワークビデオサーバーなどの
他のフロントエンドデバイスと組み合わせて、プロフェッショナルなビデオ監視シ
ステムソフトウェアを備えた強力なセキュリティ監視ネットワークを形成します。
この製品のネットワーク展開システムでは、1 つのネットワークケーブルのみを
中央ポイントと監視ポイントに使用できます。接続、監視ポイントへのセンター、
ビデオ回線、オーディオ回線などを敷設する必要はありません。設定は簡単で、配
線コスト、メンテナンスコストは低くなります。
この製品は、金融、通信、輸送、電気、教育、その他の分野などのセキュリティ
で広く使用できます。

1.2 初期値


工場出荷時のスーパー管理者アカウントは“admin”で、パスワードは
“12345”です。



本機の工場出荷時の初期値は、IPv4 アドレス：192.168.1.88（固定）です。
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1.3 本マニュアルの記述について
このマニュアルの説明を簡略化するために、次の規則が作られています。


このマニュアルで言及されている「デバイス」は、主に NVR を指します。



このマニュアルで言及されている「IP デバイス」は、主に IP カメラ、IP ド
ームカメラ、または DVS を指します。



このマニュアルで言及されている「チャンネル」は、NVR の IP チャンネル
を指します。



「X」または「キャンセル」ボタンをクリックして、前の画面に戻ります。



[すべてのインターフェイスの初期化]をクリックして、現在の工場出荷時の
初期設定に戻します。



現在の設定を保存するには、すべての画面で「適用」、「確認」、「保存」
をクリックします。

1.4 機能の特徴


H.264 ビデオ圧縮方式では、 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P/720P/D1 解
像度のネットワークカメラ入力をサポートします。



H.265 ビデオ圧縮形式をサポートし、4K / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1080P
/ 720P / D1 解像度のネットワークカメラ入力をサポートします。



G .711U と G .711a 音声圧縮形式をサポート。



Windows スタイルのユーザーインターフェイスが組み込まれたリアルタイ
ム Linux3.0 オペレーティングシステム。



世界標準の ONVIF プロトコルをサポート。



コーディングタイプ、解像度、フレームレート、ビットレートなど、各チャ
ンネルのコーディングパラメーターの独立した調整をサポートします。



IP チャンネル機能の迅速な追加をサポートします。



手動キャプチャと映像再生をサポートします。



3 段階のユーザー管理があり、管理者は複数の操作ユーザーを作成し、権限
を設定できます。権限はチャンネルに合わせて調整できます。



ビデオロスアラーム、モーションアラーム、ネットワーク切断アラーム、IP
競合アラーム、HDD エラー、HDD なしアラームをサポートします。



さまざまなアラームにより、ブザー音、メール送信、画面表示が起動します。



プレビュー、記録、再生、バックアップをサポートします。



3 つのストリームをサポートします。
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USB2.0 インターフェイスを装備し、バックアップ、ソフトウェアアップグ
レード、およびマウス操作のサポート。



NVR は、FAT32 および NTFS 形式の HDD のみをサポートします。



簡体字中国語、繁体字中国語、ポーランド語、チェコ語、ロシア語、タイ語、
ヘブライ語、ブルガリア語、アラビア語、ドイツ語、フランス語、ポルトガ
ル語、トルコ語、スペイン語、イタリア語、ハンガリー語、ローマ語、韓国
語、オランダ語、ギリシャ語、ベトナム語、日本語の切り替えをサポートし
ています。



一部の NVR は、魚眼補正、デュアルスクリーンプレビュー、PoE、顔検出、
クロスオーバー検出、領域への侵入、人の滞在の検出、人の集合のいずれか
をサポートします。

機

説

能

リアルタイム
録画

明

2 つの映像出力を装備。VGA および HDMI インターフェイスを
介してモニター表示します。
H.264／H.265 標準圧縮方式をサポートしています。また、
H.264+／H.265+にも対応しています。

記憶装置

SATA インターフェイスに最大 8TB HDD をサポートし、リアル
タイムでビデオ録画を実現できます。

再生

1〜4 チャンネルの再生とネットワークマルチチャンネルの再生
をサポートします。

USB メモリ、USB ポータブル HDD 等の記憶装置、またはネッ
バックアップ トワークバックアップをサポートします。VMS クリップごとの
バックアップもサポートします。
ネットワーク リモートクライアントアクセスのサポートにより、システムの安
全性が向上します。
操作
マウス操作

USB マウス操作をサポートし、マウスの移動速度を調整して、
システムパラメーターを便利かつ迅速に設定できます。
Onvif プロトコルでは、ネットワークドームカメラの PTZ 制御が

パンチルト制御 できます。 PTZ プリセットポイント、自動クルーズが可能です。
本キットに付属のカメラは PTZ カメラではありません。
ビデオ画像を分析してシステムがプリセット感度に達する動き
モーション検出 があることを検出すると、モーション検出アラームが起動して、
リンク機能が開始されます。
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第 2 章 NVR の外観
2.1 フロントパネル
2

1

3

4

図 2-1

図 2-1 の各インターフェイスの対応する説明を次の表に示します。

名 称

No.

説

明

1

電源ランプ

パワーオンの時に点灯します。

2

ネットワークランプ

通信が行われている時に点滅します。

3

HDD ランプ

HDD がアクセスされた時に点灯します。

4

USB2.0 ポート

USB2.0 のポートです。マウスや USB メモリな
どの外部記憶装置を接続します。

注意


パネル図は、製品のサイズと比率を反映していません。 詳細については、実
際の製品を参照してください。
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2.2 リアパネル
組み込み PoE デバイスの背面パネルの概略図は次のとおりです。

5

7

6

3

4

1

2
図 2-2

図 2-2 の各インターフェイスの対応する説明を次の表に示します。この図は８チ
ャンネルモデルのリアパネルです。
No.
名 称
接続に関する説明
1

電源コネクタ

付属の AC アダプターを接続します。

2

LAN ポート

外部ネットワークに接続します。

3

PoE
LAN ポート

4

USB ポート

マウスや USB 記憶装置などを接続します。

5

HDMI 出力

PC 用モニターなどの HDMI ディスプレイを接続します。

6

VGA 出力

PC 用モニターなどの VGA ディスプレイを接続します。

7

音声出力

音声信号の出力端子です。

PoE 対応の IP カメラを接続し、
IP カメラに電力を供給し、
内部ネットワーク接続します。8 チャンネルモデルは 8 ポ
ート、4 チャンネルモデルは、4 ポートです。

注意


パネル図は、製品のサイズと比率を反映していません。 詳細については、実
際の製品を参照してください。
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2.3 カメラ

1

2
No.

名

称

1

電源入力
コネクタ

2

イーサネット
ポート

接続に関する説明
AC アダプターを接続します。イーサネットポートを NVR
本体の PoE LAN ポートに接続する場合は、使用しません。
イーサネットケーブルを使用して LAN ポートに接続しま
す。NVR 本体の PoE LAN ポートに接続する場合は、電源
供給は必要ありません。

2.4 マウス操作の説明
マウス操作の説明
マウスの左ボタン、右ボタン、スクロールホイールで NVR を操作します。

マウス操作
左クリック

右クリック

機

能

1. 選択肢の 1 つを選択します。
2. カーソルを挿入してパラメーターの値を変更します。.
1. 画面がロックされていない場合、マウスの右ボタンをク
リックすると、システムメニューがポップアップします。
2. 画面がロックされたら、リアルタイムプレビュー画面の
右ボタンをクリックして、ログイン画面をポップアップし
ます。
3.メインメニュー、PTZ コントロールのサブメニューに移
動し、メニュー画面でマウスの右ボタンをクリックし、前
のメニューに戻ります（ビデオ再生画面を除く）。 4.入力
してシステム画面を閉じ、画面上でマウスの右ボタンをク
リックし、プレビュー画面に戻ります
11

シングル、マウス
の左ボタンを
ダブルクリック

1. 複数チャンネルのリアルタイムプレビュー画面の場合、
1 つのチャンネルの最大化されたチャンネル表示をダブル
クリックして、元の状態に戻ります。
2.ログイン画面のパスワード入力フィールドをシングルク
リックします。
3.シングルクリック設定パラメーター（日付、時刻、IP ア
ドレス、ポート番号、ビットストリーム値、ユーザーパス
ワード）またはユーザー名。

マウスの動き

メニューまたはメニュー項目を選択します。

ドラッグ

進行状況バーをドラッグしてビデオを再生します。

ホイール

1.時間設定
2.ドロップダウンメニューの値を選択します。

2.4 入力方法
入力方法には、小文字と大文字の英字が含まれます。 左側の「
リックすると入力方法を切り替えることができ、記号「

」ボタンをク

」は誤った入力の削除

を表します。

大文字のアルファベット入力

小文字のアルファベット入力
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第3章

NVR への接続

3.1 HDD のインストール
注意


インストールする前に、電源が切断されていることを確認してください。



NVR の製造元が推奨する NVR 専用の HDD を使用してください。

使用する道具
+ドライバー
HDD のインストール
図 3-1 に示すように、HDD がインストールされます。
①カバーの固定ネジ 4 つを緩め、カバーを開けます。
②HDD のデータケーブルと電源ケーブルの一方の端をマザーボードに接続し、も
う一方の端を HDD に接続します。HDD の下部にある 4 つの位置決めネジ穴を、
シャーシの下部にある HDD の位置決め穴に合わせます。
③HDD を手で持ち、シャーシを裏返し、HDD の底面をネジで指定された位置に固
定します。
④HDD を取り付けた後、シャーシを裏返し、4 つのネジでカバーを固定します。

①

②
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③

④
図 3-1

3.2 機器の接続

PoE NVR の電源を入れて、
ネットワークに接続します。
付属の IP カメラを NVR
の PoE LAN ポートに接続するとキットは動作開始します。
図 3-2

LAN7

A-OUT VGA

USB

LAN8

LAN5

LAN6

LAN3 LAN1

LAN4

LAN2

NET POWER

※インストール時の注意：付属の IP カメラは、PoE LAN ポートを介したネット
ワーク接続により電源供給を受けて NVR にアクセスします。IP カメラの電源を
接続する必要はありません。
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【重要】
NVR の IP アドレスの初期値は、192.168.1.88 に固定されています。NVR
を LAN（ルーター）に接続する前に[DHCP を有効]に設定を変更することをお
勧めします。IP アドレスを固定したまま LAN に接続すると他の機器の IP アド
レスと衝突する恐れがあります。DHCP の設定変更に関しては「5.3.7.2 ネッ
トワーク」を参照してください。DHCP 有効の状態で LAN に接続し、割り振ら
れた IP アドレスを確認して、その IP アドレスに固定すれば、確実に IP アド
レスの衝突を防ぐことができます。

LA N7 LA N5 LA N3 LAN1

A -O UT VGA

USB LAN8 LAN6 LA N4 LA N2 NET P OWE R

ルーター

インターネット

図 3-3

注意


本機は、PoE LAN ポートが組み込まれていて IP カメラプラグアンドプレイ
機能をサポートします。 PoE ネットワークポートプラグアンドプレイ方式を
使用して IP カメラを追加する場合、IP カメラが PoE 規格をサポートしてい
ることを確認してください。



カメラに接続する LAN ケーブルの長さが足りない場合は、付属の 20ｍケー
ブルに中継コネクタを使用して延長することは避けてください。信頼性の観
点から別の 1 本のイーサネットケーブルをご用意ください。Cat5ｅ以上の良
質なケーブルを使用すれば PoE インターフェイスによる最長伝送距離は、
100ｍです。
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第4章

NVR の起動

4.1 システムの初期化
NVR をオンにする手順は次のとおりです。
① NVR をモニターに接続し、マウスと電源コードを差し込みます。
② 背面パネルの電源スイッチをオンにして、NVR を起動します。 図 4-1 に示す
ように、システムの初期画面が表示されます。

図 4-1

注意


接続する電圧が NVR の要件を満たしていることを確認し、NVR のアースが
十分に接地されていることを確認してください。



取扱説明書に表示されるイラストは、モニターに表示されるメニュー画面と
正確に一致しない場合があります。すべての図はユーザーの参照用です。



NVR の起動後、NVR の通常の操作であるブートウィザードを使用して簡単に
設定できます。
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4.2 ブートウィザード
4.2.1 クイックスタートアップウィザード

図 4-2 に示すように、NVR をすばやく設定します。
①NVR が起動したら、「ブートウィザード」に入り、「次のステップ」をクリッ
クします。

図 4-2 ①
②次に、ユーザー名を選択し、ユーザーパスワードを入力し、システム言語を選択
し、「ログイン」をクリックしてシステムにログインします。（初期値のユーザー
名は admin、パスワードは 12345 です）

図 4-2 ②
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3
○

ログインパスワードが単純すぎると、セキュリティパスワードのプロンプト
が表示されます。 [変更]をクリックします。

図 4-2 ③

4
○

[新しいパスワード]ボックスをクリックし、新しいパスワードを入力し、新
しいパスワードを確認し、セキュリティの質問を選択して、対応する回答を入力し、
[保存]をクリックします。 NVR に USB メモリを挿入し、[キーのエクスポート]
をクリックします。

図 4-2 ④
18

パターンのロック解除：[パターンのロック解除]をオンにし、マウスを使用してロ
ック解除パターンを描画し、確認のためにパターンを再度描画し、ロック解除パタ
ーンの設定を完了します。

5 「一般」画面に移動し、NVR 設定と日付を設定し、「次のステップ」をクリ
○
ックします。詳細については、「5.3.6.1 一般」を参照してください。

図 4-2 ⑤

6 「ネットワーク」画面に移動して、NVR のネットワークパラメーターを設定
○
します。 「次のステップ」をクリックします。詳細については、「5.3.6.2 ネッ
トワーク」を参照してください。
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図 4-2 ⑥

7
○

[カメラの追加]画面に移動し、ＩＰカメラを検索して追加し、[次のステップ]
をクリックします。 詳細については、「5.3.5.1 カメラの追加」を参照してくだ
さい。

図 4-2 ⑦
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8 「録画設定」画面に移動し、ビデオプランを設定し、手動描画スケジュールを
○
サポートし、[完了]をクリックして、ブートウィザードを設定します。 詳細につ
いては、「5.3.4.1 スケジュール」を参照してください。

図 4-2 ⑧

注意







スタートアップウィザード画面で、キャンセルをクリックしてスタートアッ
プウィザードを終了します。
パスワードが単純すぎる場合、ログイン後、パスワード強度のセキュリティ
画面が表示されます。[後で変更]をクリックして、既存のパスワードの使用
を続行できます。
ネットワークパラメーターを設定する前に、NVR がネットワークに適切に接
続されていることを確認してください。
システムの初期設定では、すべてのチャンネルが 24 時間記録されます。
ブートウィザードが初めに設定されている場合、[メニュー→設定→一般]を
クリックし、[起動時にウィザードを有効にする]チェックをはずすと、ブー
トウィザード画面は次回のブート後に表示されなくなります。

4.2.2 パスワード忘れ
パスワードを忘れた場合は、ログインページで[パスワードを忘れ]をクリックし
て、安全性確認画面に入り、パスワードをリセットできます。（図 4-3 を参照） パ
スワードは、「質問への回答」または「キーのインポート」を介してリセットでき
ます。
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図 4-3


答えと質問: パスワードを設定するときに 3 つのセキュリティ質問を選択
し、対応する質問の答えを入力して、新しいパスワード設定画面に入ります。
（図 4-4 を参照）

図 4-4
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インポートキー: 図 4-5 に示すようにインポートキーとして認証方法を選択
します。

図 4-5
①

②

USB メモリ（NVR 設定パスワードの保存時にエクスポートされたキーファイ
ル）を NVR に挿入し、[インポート]をクリックして、キーファイルを NVR
にインポートします。
図 4-6 に示すように、変更ユーザー画面で[パスワードの変更]を選択し、新
しいパスワードを入力し、パスワードを確認して、[保存]をクリックします。

図 4-6
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注意




[セキュリティの質問]を選択した場合、次の[ユーザーの変更]画面に進むた
めにパスワードを設定したときの質問と回答が正確に一致する必要がありま
す。
[キーのインポート]を選択する場合、USB メモリ内のキーファイルは、パス
ワードが設定されたときにエクスポートされたキーファイルである必要があ
ります。

4.3 プレビュー画面
システムが完全に起動すると、図 4-7 に示すように、最初のプレビュー画面に入
ります。

図 4-7

NVR が通常起動した後、初期設定はマルチスクリーン表示モードでプレビュー画
面になります。チャンネルが異なる製品では、表示する分割画面の数が異なります。
プレビュー画面では、適切な日付と時刻を設定できます。 画面の左下には、各ビ
デオチャンネルの録画ステータスまたはアラームステータスアイコンが表示され
ます。
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次の表に、各アイコンの機能を示します。

アイコン

機 能
表示のチャンネルは録画中です。
表示のチャンネルは動体検出の状態です。
表示のチャンネルはインテリジェントアラームの状態で
す。（本キットでは、サポートされていません）
表 4-1

4.4 クイック IP カメラ追加
カメラのクイック追加を図 4-8 に示します。
①プレビューメニューで、IP カメラが接続されていないチャンネルについて、チ
ャンネル画面の任意の場所をクリックします。チャンネルの右下隅に「
コンが表示されます。

図 4-8 ①
②

追加する IP カメラを選択し、[追加]をクリックします。

25

」アイ

図 4-8 ②


検索：クリックして、[ディスプレイフィルター]ボックスのプロトコルに従
って LAN 内のすべてのオンライン IP カメラを検索します。



追加：選択した IP カメラを追加します。



手動追加：IP カメラの情報を手動で入力する方法の詳細については、
「5.3.6.1
カメラの追加」を参照してください。
フィルター：検索された IP カメラをフィルターによって並べ替えます。



注意




フィルター検索 IP カメラの追加：IP カメラの追加画面の[フィルター]列で対
応するプロトコルを選択→[検索]→IP カメラの選択→[追加]をクリックしま
す。
手動追加：[IP カメラの追加]画面で、[手動追加]をクリック→[有効化チェッ
クボックス]をクリック→プロトコルの選択、ストリームのプレビュー、パス
ワード、IP、ポートの入力→[保存]をクリックします。
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4.5 チャンネルショートカットメニュー
IP カメラをチャンネルに追加した後、チャンネルをクリックします。 図 4-9①②
に示すように、ショートカットメニューが表示されます。

図 4-9 ①

図 4-9 ②
次の表に、各アイコンの機能を示します。

アイコン

機 能
手動キャプチャでは、ボタンをクリックして現在のビデオ画
像をキャプチャします。 画像の検索、表示、およびバック
アップは、「バックアップの検索」→「通常の検索」→「通
常の画像」で実行できます。
顔検出、クリックして顔検出画面に入ります。
※本キットでは使用できません。
画面回転ボタン、ボタンをクリックして、画面を時計回りに
90°回転させ、もう一度ボタンをクリックし、画面を時計回
りに 90°回転させます。※本キットでは使用できません。
インスタント再生ボタン、ボタンをクリックすると、そのチ
ャンネルの 5 分前の映像を再生します。
音声出力制御ボタン、クリックしてチャンネル出力音量とミ
ュートを設定します。
電子ズームボタン、クリックして電子ズーム機能を開き、左
マウスボタンを押したままにしてズーム領域を選択し、マウ

/
(Wi-Fi NVR)

スボタンを離すと、プレビュー画面が選択したズーム領域と
して表示されます。
マウスの右ボタンをクリックして電子ズームを終了し、ライ
ブプレビュー画面を復元します。
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電子ズームボタンをクリックして全画面ズームモードに入
り、画面の右下隅にチャンネルの非拡大画像を表示し、マウ
スで非拡大画像の赤いフレームをドラッグして拡大画像の
位置を切り替えます。 「

」と「

」をクリックするか、

マウスホイールをスクロールしてズームを調整します。 複
数。 マウスの右ボタンをクリックして電子ズームを終了し、
ライブプレビュー画面に戻ります。
イメージカラーボタンをクリックして画面をクリックする
と、そのチャンネルの輝度、コントラスト、彩度、シャープ
ネスを設定できます。
ビットストリーム情報ボタン。マウスがアイコンの位置に移
動すると、チャンネルに現在のストリームとその他の関連パ
ラメーターが表示されます。
画像チャンネルショートカットメニューの閉じるボタンを
クリックして、画像チャンネルメニューを閉じます。
表 4-2

注意


画像のショートカットメニューは、IP カメラをチャンネルに追加した後にチ
ャンネルをクリックした場合にのみ表示されます。



一部の NVR は、プレビュー電子ズームをサポートして全画面に切り替え、マ
ウスホイールでズームインおよびズームアウトできます。
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第5章

NVR メニュー

5.1 ショートカットメニュー
システムにログインし、右クリックして NVR ショートカットメニューをポップア
ップします。 図 5-1 に示すように、メニュー、プレビュー画面、ストリーム情報、
ポーリング、録画設定、録画開始、IP カメラの追加、再生、PTZ 設定、NVR 画像
などを入力できます。

図 5-1


メニュー：クリックしてメインメニューに入ります。



複数画面：複数のチャンネルをサポートする一部のＮＶＲでは、画面分割が
多くなります。 1 画面を除き、他の分割画面はマルチ画面メニューで非表示
になります。
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ストリーム情報：ストリーム情報画面をクリックして、対応するチャンネル
のストリーム情報（解像度、フレームレート、ビットレート、エンコードタ
イプ、IP アドレス、録画ステータス、プロトコルなど）を表示します。



ポーリング：ポーリング設定画面をクリックします（詳細な操作は 5.1.1 参
照）



録画設定: 録画設定画面をクリックします。（詳細な操作は 5.3.5 参照）。



録画開始：クリックして録画メニューを開き、すべてのチャンネルの 24 時
間通常録画またはモーション検出録画をすばやく設定します。



カメラの追加：クリックして、カメラ設定メニューを追加します。（詳細な
操作は 5.3.6.1 参照）



再生：再生画面をクリックします。（詳細な操作は 5.3.1 参照）



PTZ：NVR は PTZ 制御をサポートしているため、ユーザーは PTZ カメラを
リモートで制御できます。（詳細な操作は 5.1.2 参照）



NVR 画像：画像の色設定画面をクリックします。NVR の映像を調整できま
す。（詳細な操作は 5.1.3 参照）

注意




本キットでは魚眼映像補正をサポートしていません。
マルチスクリーン表示は、NVR でサポートされている最大チャンネル数に依
存します。 例えば、9 チャンネル NVR のショートカットメニューには 9 つ
の画面があります。

5.1.1 ポーリング
ポーリング設定は、映像の自動切替えを設定します。次の図 5-2 に示すとおりで
す。
① プレビュー画面で、右クリックして[ポーリング]を選択します。
② ポーリングを有効にし、ポーリング間隔とモードを設定して、「保存」をクリ
ックします。
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①

②
図 5-2



有効：ポーリング機能のオン/オフを切り替えます。初期値はオフです。



時間（秒）: 各画面表示の滞留時間を設定します。10〜255 秒が設定できま
す。初期値は 10 秒です。



モード：分割画面の数 1 または、4 を選びます。初期値は単一チャンネル表
示です。

5.1.2 PTZ 設定（本キットでは、使用できません）
プレビューチャンネルで右クリックして[PTZ]を選択し、PTZ 制御画面（シングル
スクリーンモード）に入ります。 PTZ セットアップ画面は、PTZ コントロールと
共通コントロールに分かれています。


PTZ 制御画面

PTZ 制御画面は、PTZ カメラの方向の移動／回転（上、下、左、右、左上、左下、
右上、右下を含む）、フォーカス、ズーム、絞り、プリセットおよびクルーズなど
を設定するために使用されます 。設定時に方向キーを使用します。
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2
○

①
図 5-3


チャンネル: PTZ カメラが配置されているチャンネルを選択します。



ズーム:



フォーカス:



アイリス:



スピード: パン/チルトの速度を制御します。たとえば、7 のステップの回転
速度は 1 のステップの回転速度よりもはるかに大きくなります。



方向:

をクリックしてズームイン/アウトを調整します。

/

をクリックしてフォーカスを調整します。

/

をクリックして絞りを調整します。

/

/

/

/

/

/

/

/

を使用して直接、カメラの方向

を調整します。



:クリックして、クルーズセットアップ画面に入ります。
クルーズ設定画面

PTZ コントロール画面で、「

」アイコンをクリックして、クルーズセットアッ

プ画面に入ります。 図 5-4①②に示すように、滞留時間や巡航速度など、関連す
るプリセットや巡航路の設定を設定できます。
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図 5-4 ①

図 5-4 ②








プリセットのセットアップ：クルーズセットアップ画面で、方向ボタンを使
用してカメラを巡航中に留まる位置まで回転させ、プリセットポイントの下
の「セット」ボタンをクリックしてプリセットポイントの設定を完了します。
コール: [コール]をクリックすると、PTZ は現在選択されているプリセット
位置にジャンプします。
クルーズ設定：クルーズセットアップ画面で、クルーズラインを選択し、
「 」
ボタンをクリックします。 ポップアップクルーズ設定画面で、プリセット番
号、滞留時間（秒）、速度を選択し、[確認]ボタンをクリックして、クルー
ズ設定画面に戻り、もう一度クリックします。「クルーズオン」は設定を保
存し、PTZ カメラは巡航を開始します。 クルーズ設定の詳細は 5.3.6.6 にあ
ります。
クルーズオン：クルーズラインに従ってクルーズを開始します。
33







クルーズオフ：現在のクルーズラインを停止します。
クルーズ削除:クルーズラインを選択し、"
" または "クルーズ削除"をク
リックして、クルーズラインを削除します。
クルーズ全削除: クリックすると、設定されているすべてのクルーズライン
を削除します。
滞留時間: PTZ カメラは指定された時間、プリセット位置にとどまります。
クルーズ速度: PTZ カメラのクルーズ速度を設定します。


共通制御
図 5-5 に示すように、プリセットポイントを呼び出すための一般的なコントロー
ル。クルーズをオン/オフするクルーズラインを選択します。

図 5-5






プリセット：プリセットポイントを選択します。
コール：PTZ をクリックして、選択したプリセットポイント位置にジャンプ
します。
クルーズ：設定したクルーズルートの番号を選択し、クリックしてクルーズ
のオン/オフを切り替えます。
クルーズオン：クルーズラインに従ってクルーズを開始します。
クルーズオフ：現在のクルーズラインを停止します。

注意


NVR は最大 128 のプリセットポイントをサポートしますが、実際のプリセ
ット位置の数は、PTZ カメラで設定できるプリセットポイントの数によって
制限されます。異なる PTZ カメラでサポートされるプリセットポイントの最
大数は、必ずしも同じではありません。
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5.1.3 NVR 画面
図 5-6 に示すようにプレビュー画面でマウスを右クリックし、「NVR 画像」を選
択して NVR 画像画面に入り、IP カメラのビデオプロパティを設定できます。

図 5-6


輝度：映像の明るさを調整します。



コントラスト: 映像のコントラストを調整します。



サチュレーション：映像の彩度を調整します。



色相：映像の全体的な色を調整します。

5.2 メインメニュー
メインメニューには、図 5-7 に示すように、再生、検索バックアップ、HDD、録
画、カメラ、設定、メンテナンス、およびシャットダウンが含まれます。 いずれ
かを選択し、マウスの左ボタンをクリックして、次のメニューオプションを開きま
す。
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図 5-7

5.3 操作
5.3.1 再生
メインメニューに入った後、[再生]メニューを開くか、右クリックしてプレビュー
画面で[再生]メニューを選択し、図 5-8①②に示す再生画面に切り替えます。

図 5-8 ①
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図 5-8 ②
No.

1

機能

表示
ウインドウ

説明
さまざまなシステムに応じて検索されたビデオを表示
し、同時に 1,4,8,16 スクリーン再生をサポート、マル
チスクリーン再生、スクリーンをダブルクリックでビ
デオ再生画面をシングルスクリーン再生に、この時点
で右クリック で元の画面の再生になります。
再生コントロールキー：再生/一時停止、停止、早送り

2

再生制御

（速度は 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、1 倍は通常

エリア 1

の速度で再生されます。「

」と「

」ボタンをクリ

ックして再生速度を切り替えます）

3

4

時間軸

再生制御
エリア 2

現在の条件下での記録タイプと、記録されている期間
を表示します。
マルチスプリットスクリーンの場合、再生画面チャン
ネルをクリックして選択します。最初の時間軸は、選
択したチャンネルの録画時間軸です。
緑の領域内のポイントをマウスでクリックすると、そ
のポイントから再生が開始されます。
マウスホイールを回して、タイムラインを拡大または
縮小します。

：クリックすると全画面再生になります。マウスの
右ボタンをクリックして終了します
24H、6H、2H、1H、30M：時間軸の単位。 6H を選
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択した場合、時間軸には 6 時間分のビデオのみが表示
されます。 左マウスを押したままにすることができま
す。

：タイムラインがズームインしたら、クリック
してタイムラインを矢印の方向に左右に移動します。

：選択した再生時間をクリックして再生時間を設
定し、[保存]をクリックして完了します。

/

：クリップ/クリップ終了

/

：クリップ時間（「クリップ」ボタンをクリ

ックしてボタンをポップアップします）、クリッピン
グの開始時間と終了時間の設定をクリックし、「保存」
をクリックして完了します。

：クリップをエクスポート（[クリップ]ボタンをク
リックしてボタンをポップアップ）し、編集したばか
りのファイルバックアップをクリックします。ファイ
ルは自動的に NVR の外部 USB ディスクにバックアッ
プされます。

：バックアップの進行状況、クリックしてクリッ
プのバックアップの進行状況を確認します。

5

ビデオ
モード
選択エリア

チェックボックスを選択して、録画の種類、すべて、
録画、モーションを選択します。

6

ページ送り
エリア

1/2 ：NVR チャンネルページ
「その他の操作」：クリックしてビデオファイルリス
ト画面に入ります"

7

チャンネル

照会するチャンネル番号を選択します（NVR のパフォ
ーマンスに応じて、複数のチャンネルを同時に選択で
きます）
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カレンダー

緑の強調表示された日付は、録画ファイルがあること
を意味します。それ以外の場合、録画ファイルはあり
ません。
どの再生モードでも、表示する日付をクリックすると、
対応する録画ファイルのトレースがタイムバーに表示
されます。

9

保存/戻る

保存：ビデオバックアップ画面を開きます。 必要に応
じて 11 のファイルリストでバックアップするファイ
ルを選択し、[保存]をクリックして、バックアップ用
のビデオバックアップ画面に入ります。
リターン：ファイルリスト画面を終了します。

10

ビデオファ
イルの詳細

11 のファイルリストで選択したファイルの開始時間、
終了時間、およびファイルサイズを表示します。

8

11

ビデオファ
イルリスト

チャンネル録画ファイルは時系列で表示されます。 録
画チャンネルを 1、2、3、および 4 より上に切り替え
ると、他のチャンネル録画ファイルを表示できます。
表 5-1

ファイルリストバーでは、ビデオファイルの開始時間、ビデオタイプ（「R」：記
録、「A」：モーション記録）を見ることができます。図 5-9 に示すように、ビデ
オファイルを選択、記録開始時間、終了時間とファイルサイズを表示できます。

図 5-9
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ファイルリストボックスで、「

」アイコンをオンにしてファイルをバックアッ

プし、「保存」をクリックして、図 5-10 に示すように、録画バックアップ画面に
入ります。

図 5-10
ビデオバックアップ画面で、選択したファイルを外部 USB ディスクにバックアッ
プし、avi 形式のビデオファイルをバックアップします。 同時にバックアップす
る複数のビデオファイルを選択できます。ユーザーは、バックアップ操作メニュー
でファイルリストボックス「 」アイコンをキャンセルし、バックアップしたく
ないファイルを削除することもできます

残量: 外部ディスクの空き容量。

必要な容量: 選択したバックアップの合計容量。

ファイル形式: バックアップビデオファイルの形式。

CH: ビデオファイルが属するビデオチャンネル。

タイプ：ビデオの種類。一般的な記録とモーション記録の選択。

開始時間/終了時間：ビデオファイルの時間範囲。

更新：クリックすると画面データを更新します。

バックアップ：バックアップするファイルを選択し、[バックアップ]をクリ
ックして、バックアップを開始します。

消去：ファイルリスト内のすべてのビデオファイルを消去します。

注意


プレビュー画面の右クリックメニューで、[ビデオ再生]メニューをクリック
してビデオ再生画面を開きます。
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右クリックメニューをプレビューして「再生」を選択すると、初期状態でマ
ウスが再生されるチャンネルが選択されます。
図 5-9①②に示されている画面は参照専用です。 同時再生用の異なるモデル
でサポートされているチャンネルの数は異なり、機能も異なります。実際の
画面を参照してください。

5.3.2 ファイルバックアップ
図 5-11 に示すように、メインメニューの「検索バックアップ」ボタンをクリック
してください。外付け USB 記憶装置にビデオファイルをバックアップすることが
できます。

図 5-11
バックアップする前に、USB 記憶装置を NVR の USB ポートに挿入します。バッ
クアップファイルの種類、チャンネル、ファイル形式、時間範囲を選択し、[検索]
をクリックすると、リストにビデオファイルの検索が表示され、[開始]をクリック
すると、バックアップが開始されます。


ファイルタイプ：全て、モーション選択があります。



チャンネル：ビデオファイルが属するビデオチャンネル。



ファイル形式：バックアップビデオファイル形式を表示します。



開始時間/終了時間：ビデオファイルの時間範囲を表示します。



必要な容量：バックアップファイルの合計容量を選択します。



利用可能/合計容量：外部記憶装置の利用可能容量/合計容量を表示します。



高速エクスポート：録画タイプ、チャンネル、ファイル形式、および 30 分
間の時間範囲を設定して自動的にカットします。



検索：ビデオタイプ、チャンネル、ファイル形式、時間範囲を対応するビデ
オファイルに設定し、ファイルリストに表示します。
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消去：ビデオファイルのリストでクエリされたすべてのファイルを消去しま
す。



開始：バックアップを開始します。

5.3.3 検索バックアップ
検索バックアップは、NVR でビデオや写真を表示したりバックアップするために
使用されます。 従来の検索、顔検出検索、行動検索を設定します。
5.3.3.1 通常の検索
メインメニューの[検索バックアップ]ボタンをクリックし、図 5-12 に示すように、
通常の検索と通常の画像で構成される検索バックアップ画面に入ります。

図 5-12

通常録画
通常録画のバックアップ手順は次のとおりです。
ステップ 1：バックアップ前に USB 記憶装置を USB コネクタに挿入します。
ステップ 2：メインメニューの[バックアップの検索]をクリックし、バックアップ
チャンネル、ファイルタイプ、ファイル形式を選択し、検索時間（開始時間
と終了時間）を設定して、[検索]をクリックします。
ステップ 3：[開始]をクリックして、バックアップが完了するまで待ちます。

チャンネル：ファイルが属するビデオチャンネル。

ファイルタイプ：すべて、録画、モーション、インテリジェント、アラーム、
モーション、アラームの選択を含むビデオタイプ。.

ファイル形式：バックアップビデオファイル形式。

開始時間/終了時間：ビデオファイルの時間範囲。

必要な容量：バックアップファイルの合計容量を選択します。

利用可能容量/合計容量：外部ディスクの空き容量/総容量。

高速エクスポート：録画タイプ、チャンネル、ファイル形式、および 30 分
間の時間範囲を設定して自動的にカットします。
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検索：ビデオタイプ、チャンネル、ファイル形式、時間範囲を対応するビデ
オファイルに設定し、ファイルリストに表示します。



通常の画像

通常の画像バックアップ手順は次のとおりです。






ステップ 1：バックアップ前に USB メモリなどの記憶装置を NVR の USB コネク
タに挿入します。
ステップ 2：メインメニューで[検索バックアップ]→[通常の画像]をクリックし、
バックアップチャンネル、ファイルタイプを選択し、検索時間（開始時間と
終了時間）を設定し、[検索]をクリックします。
ステップ 3：[開始]をクリックして、バックアップの進行が完了するまで待ちます。
チャンネル：ファイルが属するビデオチャンネル。
ファイルの種類：画像の種類。[すべて]および手動のキャプチャ選択があります。
開始時間/終了時間：画像ファイルの時間範囲。
検索：スナップショットの種類、チャンネル、時間範囲を対応する画像ファイルに
設定し、ファイルリストに表示します。
5.3.3.2 顔検出検索 （本キットでは、使用できません）
メインメニューの[検索バックアップ]→[顔検出検索]ボタンをクリックし、顔検出
検索画面に入ります。図 5-13 に示すように、顔のビデオとスナップショットを表
示およびバックアップできます。

図 5-13
顔検出検索のバックアップ手順は次のとおりです。
ステップ 1：バックアップ前に USB メモリなどの記憶装置を NVR の USB コネク
タに挿入します。
ステップ 2：メインメニューの[バックアップの検索]→[顔検出検索]をクリック
し、バックアップチャンネルを選択し、検索時間（開始時間と終了時間）を
設定して、[検索]をクリックします。
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ステップ 3：実際のニーズに応じて、[バックアップ画像]、[バックアップビデオ]
を選択し、[バックアップ]をクリックして、バックアップが完了するのを待
ちます。


チャンネル：ファイルが属するビデオチャンネル。



開始時間/終了時間：ファイルの時間範囲。



検索：スナップショットの種類、チャンネル、時間範囲を対応するファイルに設定
し、ファイルリストに表示します。

注意


取得したビデオファイルは、画面の右上隅で再生できます。

5.3.3.3 行動検索（本キットでは、使用できません）
メインメニューの[検索バックアップ]→[行動検索]ボタンをクリックして、行動検
索画面に入ります。図 5-14 に示すように、インテリジェントビデオとスナップシ
ョットを表示およびバックアップできます。

図 5-14
行動検索のバックアップ手順は次のとおりです。
ステップ 1：バックアップ前に USB メモリなどの記憶装置を NVR の USB コネク
タ挿入します。
ステップ 2：メインメニューの[検索バックアップ]→「行動検索」をクリックし、
バックアップチャンネルとタイプを選択して、検索時間（開始時間と終了時
間）を設定し、[検索]をクリックします。
ステップ 3：実際のニーズに応じて、[バックアップ画像]、[バックアップビデオ]
を選択し、[バックアップ]をクリックして、バックアップの進行がバックア
ップを完了するのを待ちます。


チャンネル：ファイルが属するビデオチャンネル。
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タイプ：[全て]、[クロスボーダー]、[領域侵入]、[人の滞在]、[人の集合]の選択
があります。



開始時間/終了時間：ファイルの時間範囲。



検索：タイプ、チャンネル、時間範囲を対応するファイルに設定し、ファイルリス
トに表示します。

注意


取得したビデオファイルは、画面の右上隅で再生できます。

5.3.4 HDD 管理
図 5-15 に示すようにメニューで、[HDD]をクリックして HDD 管理画面を開きま
す。 HDD 情報を表示したり、HDD をフォーマットできます。

図 5-15


No.: システムに接続された HDD の台数。（本機では 1 台だけです。）



状態：HDD の現在の動作ステータスを検出します。「使用中」と表示される
ものだけが使用できます。フォーマットが完了したら、NVR を再起動する必
要があります。HDD に問題がなければ、ステータスには「使用中」と表示さ
れます。



総容量：利用可能な HDD 容量の合計、1 台の HDD の最大容量は、8TB を超
えることはできません：



残容量：現在の HDD の残容量を表示します。



デバイスタイプ：SATA。



更新：HDD リスト情報の更新をクリックします。



フォーマット：HDD をフォーマットし、HDD を選択→[フォーマット]ボタ
ンをクリック→[確認]ボタンをクリック

注意
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「HDD なし」は、HDD が接続されていないか、HDD が検出されていないこ
とを示します。



HDD が正常に使用されていると、HDD 情報が表示されます。



HDD を初めて NVR に接続するとき、または「フォーマットされていません」
が表示されます。この場合は、HDD を最初にフォーマットする必要がありま
す。



HDD のステータスが「使用中」と表示されている場合は、HDD をフォーマ
ットする必要はありません。



HDD をフォーマットした後、NVR を再起動して有効にします。

5.3.5 録画
5.3.5.1 スケジュール
メニューで、[録画]→[スケジュール]をクリックして、録画設定を開きます。シ
ステムは、図 5-16 に示すように、録画スケジュールを設定した後、設定された
スケジュール時間に従って、対応するタイプの録画を自動的に実行します。

図 5-16


チャンネル：最初にチャンネル番号を選択してください。全チャンネルに設
定する場合は、「全て」を選択します。
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録画タイプ: 選択すると、対応する録画タイプを選択するためのチェックボ
ックスがオンになります。 録画、モーション、アラーム、M＆A、インテリ
ジェントが選べます。



曜日: 週番号を選択します。 「全て」を選択した場合、週全体を意味します。
または、日数の前にある「



」を選択して個々の日を設定できます。

その他の設定：モーション検出時の事前録画時間を設定できます。事前録画
時間は 0 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、および 30 秒です。



:現在選択されている記録タイプの期間を削除します。



:クリックしすると録画スケジュールに入ります。



コピー：セットアップが完了したら、「コピー」ボタンをクリックして、現
在のセットアップを他のチャンネルにコピーできます。



スケジュール録画の設定

ステップ 1：設定する録画チャンネルを選択します。（図 5-17_1 を参照）
ステップ 2：設定する録画タイプを選択します。緑は通常の録画、黄色はモーショ
ン検出の録画、水色は動きの測定とアラームの録画、青はインテリジェント録画で
す。（図 5-17_ 2 を参照）
ステップ 3：マウスの左ボタンを押したままマウスをドラッグして、スケジュール
図に期間を描画します。（図 5-17_3 を参照）

図 5-17

注意


1 日に 6 つの期間が設定でき、NVR は設定された時間範囲内で対応するタイ
プの記録を開始します。.



「全て」を選択して、すべての週の期間を編集します。
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「

」を週に複数回選択して、編集を同期し、複数の週の期間を描画できま

す。 週の前のボックスが「√」の場合、同時に編集できることを意味します。



同じ期間に、モーション検出録画と M＆A 録画はどちらか 1 つしか選択でき
ません。



スケジュール録画のデータ入力

ステップ 1: 図 5-18 に示すように、「

」をクリックして、録画スケジュール

画面に入ります。
ステップ 2：各期間の「録画タイプ」を設定します。毎日の設定には 6 つの期間
があります。「使用」の週を選択し、対応する週に適用します。
ステップ 3：「保存」をクリックして設定を完了します。 システムは「録画」画
面に戻ります。

図 5-18

注意


モーション検出録画を行う場合は、メニューから[カメラ]→[モーション]に
入り、使用するチャンネルのモーション検出の設定を行ってください。詳細
は、「5.3.6.4 モーション検出」を参照してください。



通常録画とモーション検出録画が同時に有効になっている場合、モーション
検出が発生すると、NVR にはモーション検出のみが録画され、通常の録画は
行われません。
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5.3.5.2 パラメーター
実際のネットワーク帯域幅に応じて、エンコードタイプ、解像度などを含むビデオ
ストリームパラメーターを設定します。
ステップ 1：図 5-19 に示すように、メニュー画面で[録画]→[パラメーター]をク
リックして、エンコードパラメーター画面に入ります。
ステップ 2：実際のネットワーク帯域幅の状態に応じて、ビデオストリームのパラ
メーター設定には、解像度、ストリームタイプ、フレームレート、および対応する
チャンネルサブストリームが含まれます。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-19










チャンネル：選択してチャンネルを設定します。
ビデオエンコード：システムは、NVR のパフォーマンスに応じて H.264、
H.264 +、H.265、H.265 +をサポートします。
解像度：メインおよびサブストリームの解像度を読んで設定します。システ
ムはさまざまな解像度をサポートしています。 ドロップダウンリストから選
択できます。 さまざまなタイプの IP カメラがさまざまな解像度をサポート
しているため、実機を確認してください。
ストリームタイプ：ビデオとビデオ/音声を選択します。
ビットレート（Kb / S）：ビットレートを変更すると、画質が変わります。
ビットレートが大きいほど、画質は良くなります。
フレームレート：ビデオが表示する 1 秒あたりのフレーム数。フレームレー
トが高いほど、画像はよりリアルで滑らかになります。フレームレートは解
像度によって異なります。PAL：1〜25 フレーム/秒。NTSC：1〜30 フレー
ム/秒。
H.265 +：H.265+をサポートする IP カメラに対して H.265+機能の有効/
無効を設定します。

49

5.3.6 カメラ
5.3.6.1 カメラ追加


カメラ追加

カメラを追加した後、NVR でカメラのビデオ画面を直接表示し、ストレージや管
理などの操作を実行できます。実際の条件に基づいて、必要なカメラを追加できま
す。次のようにカメラを追加します。
ステップ 1：メニューで[カメラ→カメラの追加]をクリックするか、プレビューで
右クリックして[カメラ追加]を選択し、図 5-20 に示すようにカメラの追加画面に
入ります。
ステップ 2：
「追加→追加するカメラの選択→追加→キャンセル」をクリックして、
図 5-21 に示すようにカメラの追加を完了します。

図 5-20


アイドル状態の帯域幅：NVR の残りの帯域幅をリアルタイムで表示します。



サブに追加：追加したチャンネルを選択し、[サブに追加]をクリックして、
サブチャンネルにカメラを追加します。



サブから削除：サブ画面を選択してチャンネルを追加し、「サブから削除」
をクリックすると、カメラがサブ画面から削除されます。



追加：クリックして「デバイス検索」画面に入ります。
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図 5-21


フィルター：検索カメラタイプをフィルターします。 カメラの追加画
面で、NVR は Onvif およびプライベートプロトコルに準拠する LAN 内
のすべてのカメラを自動的に検索します。フィルターの場所を表示する
必要に応じて、プロトコルまたはネットワークセグメント内の IP カメ
ラを選択します。「検索」をクリックして、LAN 内の対応するカメラを
検索します。



検索：クリックして IP アドレスを検索します。IP カメラの IP アドレス、
ポート、およびプロトコルが含まれます。



並べ替え：検索リストのメニューバーで[IP]をクリックすると、システ
ムは小さなものから大きなものまで「IP」を表示し、IP カメラを検索し
て並べ替えます。 もう一度「IP」をクリックすると、システムは IP ア
ドレスの大きい順から小さい順を表示します。他のアイテムをクリック
して並べ替えて、見やすくすることもできます。



追加：選択した IP カメラをシステムに追加します。



有線ペアリングの手順は次のとおりです。
ステップ 1: パッケージ内の Wi-Fi IP カメラおよび Wi-Fi NVR
LAN ポートをネットワークケーブルで同じスイッチ（HUB）に接
続します。
ステップ 2: NVR メインメニューページで、[カメラ→カメラ追加]
を選択するか、プレビュー画面を右クリックして[カメラ追加]を選
択し、IP カメラ管理の追加画面に入ります。
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ステップ 3：追加された IP カメラを削除するには「

」をクリ

ックします。
ステップ 4：「追加」をクリック→デバイスの追加を選択→一致コ
ード→キャンセルして追加を完了します。


ワイヤレスコードの手順は次のとおりです。
ステップ 1：NVR を右クリックし、ショートカットメニューの[カ
メラ追加]をクリックして、カメラの追加画面に入ります。
ステップ 2：NVR ペアコードのカウントダウンから 120 秒以内に
「ワイヤレスコードの追加」をクリックします。
ステップ 3：NVR がコードペアをペアリングしてから 120 秒以内
に、カメラの赤外線ライトが点滅するまでカメラテールラインのボ
タンを長押しします。（約 6 秒）この時点で、コードのペアリン
グが実行され、映像が自動的に出力されます。



手動追加：クリックして「チャンネル設定」画面に入ります。 図 5-23 に示
すように、チャンネルを閉じる、チャンネルを切り替える、プロトコルを変
更する、プレビューストリームを切り替える、または IP カメラ関連の情報を
手動で入力することにより、IP カメラを追加できます。 IP とドメイン名の
追加を手動で追加するには、2 つの方法があります。ドメイン名を介して IP
カメラを追加する場合、プライベートおよび ONVIF プロトコルのみがサポー
トされます。

図 5-22
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有効：チャンネルの有効化のオン/オフ。初期値はオフです。 [有効]に
チェックマークを付けると、関連するチャンネルを通常どおりプレビュ
ーおよび録画ができます。



チャンネル：[チャンネル設定]を選択します。



方法の追加：現在のチャンネルが追加される方法を示します。



プロトコル：Onvif、Private、および RTSP オプションで IP カメラプ



プレビュー：初期値はサブストリームプレビュー、IP カメラ側はデュア

ロトコルの追加を選択します。
ルストリームに設定され、H264、H264+エンコード形式から通常のプ
レビュー（H.265、H.265+エンコード形式の NVR をサポートすること
もできます）、サブストリームの解像度は D1 または CIF です。


ユーザー名：IP カメラのログインユーザー名（初期値のユーザー名が



パスワード：IP カメラのログインパスワード（初期値のログインパスワ



IP: IP カメラの IP アドレスを追加する必要があります。



ドメイン：IP カメラのドメイン名アドレスを追加する必要があります。



ポート：IP カメラが使用するポートへのアクセス。初期値は 80 です。

admin でない場合は、有効なユーザー名に変更してください）
ードが admin でない場合、有効なパスワードに変更してください）



自動追加：ネットワークを再構成するための LAN 内のすべての機器は、自動
的に NVR に追加されます。



削除：追加した IP カメラを削除します。 追加したカメラのリストで、「
アイコンをクリックして、チャンネルをすばやく削除します。 「

」

」アイ

コンをクリックして複数のカメラを選択し、「削除」ボタンをクリックして、
選択したすべてのカメラを削除することもできます。


H.264 + / H.265 +を開く：クリックすると、すべてのチャンネル H.264+
/ H.265+エンコードが有効になります。 H.264+ / H.265+エンコードをオ
フにするには、
エンコードパラメーター画面でチャンネル H.264+ / H.265+
を閉じます。



アップグレード：[アップグレード]ボタンをクリックして IP カメラを検索し、
検索された 1 つ以上の IP カメラの前に[

]をチェックし、[アップグレード]

をクリックして IP カメラを一括アップグレードします。


ステータス：

（緑丸）は接続が成功したことを示し、

(赤丸)は接続が失

敗したことを示します。接続が失敗した場合、接続ステータスは失敗の原因
を示します。パスワードが正しくない場合、「ユーザーパスワードは正しく
ありません」と表示されます。
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設定：「 」アイコンをクリックして「エンコード」画面を開きます。エン
コードタイプ、解像度、ビットレート、フレームレート、その他のコーディ
ング関連情報を変更できます。

【重要】
各チャンネルの解像度は、特に高解像度が必要なチャンネルを除いてはフル
ＨD(1920×1080）に設定することをお勧めします。フル HD を超える解像度で
は、同時に再生できるチャンネル数が制限されます。フル HD の場合は、同期再
生は 4 チャンネルまで可能ですが、解像度 2560×1920 の場合は、1 チャンネル
のみの再生となります。（各チャンネルのフレームレートが 20FPS の場合）



編集：「 」アイコンをクリックして、チャンネル設定画面に入ります。機
能は「手動で追加」と同じです。

注意











すべてのデジタルチャンネルにリモート IP カメラが追加されている場合、そ
れらを再度追加すると、NVR は追加が失敗したことを通知します。
プレビュー画面のショートカットメニューの[カメラ追加]画面でのみ H.264
+ / H.265 +ボタンを開きます。
一括で IP を変更する場合、選択したすべての IP カメラのユーザー名とパス
ワードが同じであることを確認してください。
一括で IP を変更する場合に IP アドレスが競合する時は、システムは競合す
る IP を自動的にスキップし、それらを増分的に再割り当てします。
IP を一括で変更した後、リモート IP カメラを再度検索します。新しい IP ア
ドレスがリストに表示されます。
IP カメラを選択してボタンを追加すると、すべての IP カメラが IP アドレス
を再割り当てします。注意してください。
追加モードは、PoE NVR で「手動」または「プラグアンドプレイ」に設定で
きますが、通常の NVR では設定できません。
アップグレード機能を使用する前に、アップグレードする NVR に対応するア
ップグレードパッケージを USB メモリにコピーし、その USB メモリを NVR
に挿入します。
複数の IP カメラをアップグレードする場合、同じ IP カメラのみを選択でき
ます。アップグレード中、すべての IP カメラの電源をオフにすることはでき
ません。そうしないと、アップグレードが失敗するか、カメラが起動できな
くなります。
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PoE
PoE カメラを追加した後、PoE 設定ページで各 PoE ポートのステータスと電力を
表示できます。
手順は以下の通りです：
ステップ 1：メニューページで、[カメラ]→[カメラ追加]→[PoE]タブを選択して、
図 5-23 に示すように、PoE 設定画面に入ります.
ステップ 2：PoE カメラの接続状態、現在の電力、および残りの電力を確認します。

図 5-23

注意


本キットに付属のカメラを接続した場合は、1CH あたり 10W 以下（赤外線
LED 点灯時含む）の電力になります。これ以上の消費電力の場合は、何らか
の異常が発生している可能性があります。



カメラのパフォーマンスに応じて、各画面には各 PoE ポートの定格電力と通
常の電力範囲のラベルが付けられています。実際の PoE 消費電力が定格電力
を超えると、消費電力が定格電力を下回るまでシステムはチャンネル番号に
従って PoE ポートを 1 つずつ自動的にシャットダウンします。

5.3.6.2 OSD
メニューページで、[カメラ]→[OSD]設定を選択して、図 5-24 に示すように、OSD
管理画面に入ります。 ここで、IP カメラ OSD テキスト、時間、およびその他の
IP カメラ関連情報を取得および設定できます。
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図 5-24


チャンネル：選択してチャンネルを設定します。



OSD テキスト：IP カメラに取得された OSD テキスト情報を表示します。



時刻：IP カメラディスプレイ画面の時刻情報のオン/オフを切り替えます。



テキスト： IP カメラディスプレイ画面のテキストメッセージのオン/オフを
切り替えます。



日付形式：IP カメラディスプレイ画面の日付形式、ドロップダウンメニュー
の「年月日」、「月日年」、「日月年」オプションを設定します。



OSD の位置：時間と OSD テキストの位置を設定します。ドロップダウンメ
ニューには、「左上」、「左下」オプションがあります。



ミラー：IP カメラにミラーを設定して方向を反転し、ドロップダウンメニュ
ーで「オフ、水平、垂直、両方」オプションを選択します。

注意


現在の OSD 機能は、IP カメラを追加するために情報取得および設定するプ
ライベートプロトコルのみをサポートしています。

5.3.6.3 画像
メニューページで[カメラ]→[画像]を選択して、NVR 画像の色設定画面に入りま
す。図 5-25 に示すように、IP カメラチャンネルの輝度、コントラスト、彩度、
シャープネスの値を表示および設定できます。
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図 5-25


チャンネル：選択してチャンネルを設定します。



輝度：IP カメラの輝度の値を取得し、設定します。



コントラスト：IP カメラのコントラストの値を取得し、設定します。



彩度：IP カメラの彩度の値を取得し、設定します。



シャープネス：IP カメラのシャープネスの値を取得し、設定します。

注意


Wi-Fi NVR 画像カラー画面では、IP チャンネルのビデオ調整の輝度、コント
ラスト、彩度、彩度の設定に加えて、補助光、露出などの Wi-Fi IP カメラの
関連パラメーターも設定できます。調整項目は、逆光補正、ホワイトバラン
ス、ビデオ調整、画像強調やデフォグなどのパラメーターです。

イメージのセットアップ手順は次のとおりです。（本キットでは使用できません）
ステップ 1：メニューページで、[カメラ]→[画像]を選択して NVR に入り、図 5-27
に示すように、チャンネル画像の色を設定します。
ステップ 2：設定するチャンネルを選択します。
ステップ 3：実際のニーズに応じて、画像調整、補助光、露出、逆光補正、ホワイ
トバランス、ビデオ調整、画像補正、およびデフォグを設定します。
ステップ 4：[適用]をクリックして設定を保存します。
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図 5-26


画像調整：実際の環境に応じて、プログレスバーをドラッグしてプレビ
ュー画面の輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整できます。 プ
ログレスバーの背後にある値、「明るさ」、「コントラスト」、「彩度」、
「シャープネス」も設定できます。 有効な値の範囲は 0〜255 で、初期
値は 128 です。



補助光：初期値は自動、感度は 3、フィルタリング時間は 3、照明の明る
さは 100 です。補助光モードが「自動」の場合、IP カメラは実際の環境
に応じて補助光をオンにします。 ユーザーは、シーン内の実際のビデオ
シーンに応じて、フィルモードを「昼」、「夜」、および「スケジュー
ル切替」に切り替え、フィルモードに応じて IP カメラの感度とフィルタ
リング時間を切り替えることができます。補助光モードが「スケジュー
ルされたスイッチ」の場合、夏時間と暗時（つまり、補助時間の開始と
終了）と補助光の明るさを設定できます。



フィルモードが「昼」の場合、映像が昼間に合わせて調整されます。



フィルモードが「夜」の場合、映像が夜間に合わせて調整されます。



フィルター時間：周囲の照度に応じてフィルターが切り替わりますが、
ライトが頻繁にオン/オフされても、フィルター時間が設定されている
期間は、カメラは周囲の光の影響を受けません。



明るさ：補助光の明るさを調整するために使用され、調整可能な範囲は
0〜100 です。



露出設定：初期値は自動で、実際のニーズに応じて手動モードを切り替え
ます。「手動」を選択すると、露光時間とゲイン制御が有効になります
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逆光補正：逆光補正と強い光の抑制を設定するために使用されます。初
期値はオフです。手動でオンにすることができ、逆光補正を設定できま
す。



ホワイトバランス：初期値は自動で、「手動」に切り替えることができ
ます。



手動ホワイトバランス：R、G、B ゲインを調整可能、調整範囲は（0-255）
です。設定後に[保存]をクリックしてください。



ビデオ調整：ここで、2D または 3D デジタルノイズリダクションをオン
にして設定できます。



画像向上：ここでは、フリッカー制御モードを選択し、オンにして広い
ダイナミック強度を設定できます。



フリッカー制御：フリッカー制御モードは、IP カメラインストール環境
とフリッカー標準に従って選択されます。PAL 規格は 50HZ、NTSC 規
格は 60HZ です。IP カメラを屋外に設置する場合、屋外で選択できま
す。初期設定は PAL です。



センサーリニア WDR：初期値は「シャットダウン」です。ドロップダ
ウンメニューで幅広い動的強度（自動、弱、中、強、最強）を切り替え
ることができます。



デフォグ（曇り除去）モード：デフォグモードとその強度の設定に使用
します。



デフォグモード：初期値はオフで、ドロップダウンメニューから[オン]
または[自動]を選択できます。



デフォグ強度：初期値は 0 です。デフォグモードがオンの場合、曇り除
去の強度を設定できます。値の範囲は 0〜255 に設定できます。

注意


カメラ設定画面には、IPカメラのサポート機能のみが表示されます。特定の
設定画面は、実際の製品に依存します。

5.3.6.4 モーション検出
モーション検出では、コンピュータービジョンと画像処理技術を使用してビデオ画
像を分析し、画像に十分な変化があるかどうかを確認します。監視画面に移動ター
ゲットが表示され、移動速度がプリセット感度に達すると、システムはアラーム連
動アクションを実行します。
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ステップ 1：メニューページで、[カメラ→モーション]を選択して、下の図 5-27
に示すように、モーション検出画面に入ります。
ステップ 2：モーション検出を有効にし、チャンネル、エリア、感度、記録、E メ
ールなどのパラメーターを設定します。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-27


チャンネル：設定するチャンネルを選択します。



感度：必要に応じて、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 のファイル感度
を設定できます。値が大きいほど、感度が高くなります。



領域の設定：初期状態ですべての領域を選択し、クリックして領域設定画面
に入り、動的検出領域の範囲を設定し、左マウスボタンを押したままにして
アラーム領域を選択します。 選択後、アラーム領域は赤いグリッドに置き換
えられます。 アラーム領域の設定をキャンセルするには、もう一度赤いグリ
ッドを選択します。



検出を有効にする：「 」をチェックして、モーション検出アラームをオン/
オフにします。



ブザーアラーム：「

」をチェックして、ブザーアラーム機能のオン/オフを

切り替えます。


E メール通知：NVR がメール機能で警告するのをオン/オフするには、「

」

をチェックします。


録画チャンネル：「

」をチェックして、チャンネル録画機能のオン/オフを

切り替えます。
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録画時間（秒）：アラームがトリガーされたときの各録画の継続時間を設定
します。



週：曜日に応じて「全て」または「X」を選択して、モーション検出アラーム
を有効にする時間を設定します。1 日あたり最大 2 つの期間を設定できます。



期間 1 /期間 2：モーション検出アラームを有効にする時間帯を設定します。



コピー：チャンネルを設定したら、[コピー]をクリックして、設定を別のチ
ャンネルに適用します。

注意


モーション検出を設定して E メール通知を開くと、「メインメニュー→設定
→ネットワーク→E メール」をクリックして、E メール設定画面に入ります。
設定された時間帯内にシステムが連携アラームを送信すると、受信者はアラ
ーム E メールを受信します。



E メール通知が有効になり、特定の週と期間が設定された後、NVR は、設定
された E メールボックスに E メールを送信して、その週の期間内にアラーム
がトリガーされた場合にのみユーザーに通知します。

5.3.6.5 ビデオロス
図 5-28 に示すように、メニューページで[カメラ]→[ビデオロス]を選択して、ビ
デオロス設定画面を表示します。ここでは、NVR が対応するチャンネルのビデオ
信号が失われた時に適切なアラームを出すように設定できます。

図 5-28


チャンネル：チャンネルを選択します。



有効：「



画面表示：画面が表示されたときに IP カメラのオン/オフを切り替えるに

」をチェックして、ビデオロスアラームをオン/オフにします。

は、「 」をチェックします。
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E メール通知：NVR がメール機能で警告するのをオン/オフするには、
「



」をチェックします。

ブザーアラーム：「 」をチェックして、アラーム発生時にブザーをオン
/オフを切り替えます。



コピー：チャンネルを設定したら、[コピー]をクリックして、設定を別の
チャンネルに適用します。

5.3.6.6

PTZ（本キットでは、使用できません）

下の図 5-29①に示すように、メニューページで[カメラ→PTZ]をクリックして、
PTZ 設定画面に入ります。 PTZ 設定画面では、他のチャンネルを切り替えてパン
/チルトの移動速度を調整し、パン/チルトの移動方向を制御できます。

図 5-29 ①
PTZ セットアップ画面は、マウスを使用して PTZ 方向、速度とレンズズーム、フ
ォーカスと絞りの設定、およびクルーズ設定のショートカットボタンを設定しま
す。


チャンネル：PTZ カメラが NVR に接続されているチャンネルを選択します。



ズーム：



フォーカス：

/

キー、長距離/広角機能によりカメラの倍率を調整します。
/

キーを使用して、ズームイン/アウト機能を使用し、カメ

ラを調整して焦点を合わせます。


アイリス：

/

キーを使用して、絞り機能を拡大/縮小し、カメラの絞りを

調整します。


速度：主にパン/チルト回転速度の操作を設定するために使用されます。例え
ば、ステップ 7 の回転速度は、ステップサイズ 1 の回転速度よりもはるかに
高速になります。
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プリセット設定：ボタンの方向から PTZ を目的の場所に回し、[設定]ボタン
の下のプリセットボタンをクリックして、プリセットポイントの設定を完了
します。



クルーズ設定：クルーズラインを選択した後、設定ボタンをクリックし、ポ
ップアップクルーズライン設定画面でプリセット番号、滞留時間（秒）およ
びクルーズ速度を選択します（図 5-29 ②を参照）。[OK]ボタンをクリック
して、クルーズ設定画面に戻り、もう一度[クルーズオン]をクリックして設
定を保存し、PTZ カメラのクルーズを開始します。

図 5-29 ②





プリセット番号：プリセットポイントを選択します。



滞在時間：プリセットの滞在時間。



速度：クルーズの速度。

クルーズ削除：クルーズラインを選択し、[クルーズ削除]をクリックして、
クルーズラインを削除します。



クルーズ全削除：クリックした後、設定されているすべてのクルーズライン
を削除します。

注意


NVR は最大 128 のプリセットポイントをサポートしますが、実際のプリセ
ットの数は、カメラで設定できるプリセットポイントの数によって制限され
ます。 異なる PTZ カメラでサポートされるプリセットポイントの最大数は、
必ずしも同じではありません。
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5.3.6.7 プライバシーマスク
図 5-30 に示すように、メニュー画面で[カメラ]→[プライバシーマスク]をクリッ
クして、プライバシーマスク画面に入ります。 ここでは、IP カメラのプライバシ
ーマスク関連情報を取得および設定できます。設定後、「適用」をクリックして設
定を保存します。

図 5-30


チャンネル：プライバシーマスクをオンに設定するチャンネルを選択します。



プライバシーエリアの選択：左のビデオウィンドウで、マウスの左ボタンを
押したままにして、ブロックするエリアを選択します。



全消去：選択したすべてのエリアマスクを消去します。



領域 1、2、3 削除：選択した不要なエリア 1、2、3 を個別に消去します。

5.3.6.8 チャンネル名
図 5-31 に示すように、メニューで[カメラ]→[チャンネル名]をクリックしてチャ
ンネル名画面に入ります。ここで、設定後に対応するチャンネルの名前を設定でき
ます。 設定後、「適用」をクリックして設定を保存します。
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図 5-31


チャンネル：プライバシーマスクをオンに設定するチャンネルを選択します。

5.3.6.9 IPEYE、インテリジェント検出

本キットでは、IPEYE、インテリジェント検出は使用できません。

5.3.7 設定
5.3.7.1 一般
一般設定は、NVR 設定と日付設定の 2 つの部分に分かれています。ここで、NVR
言語、録画モード、録画日、ビデオ規格、スタンバイ時間と日付の設定、およびそ
の他の関連情報を取得および設定できます。


NVR 設定

図 5-32 に示すように、メニューで[設定]→[一般]をクリックして、NVR 設定画面
に入ります。
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図 5-32


起動時にセットアップウィザードを有効にする：「

」をクリックして起動

ウィザードを設定すると、起動するたびに「起動ウィザード」画面に直接入
ります。


言語：システムの言語を設定します。現在、簡体字中国語、繁体字中国語、
英語、ポーランド語、チェコ語、ロシア語、タイ語、ヘブライ語、ブルガリ
ア語、アラビア語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、トルコ語、スペ
イン語、イタリア語、ハンガリー語、ローマ語をサポートしています 、韓国
語、オランダ語、ギリシャ語、ベトナム語、日本語です。初期値は、英語で
す。



録画モード：「上書き」の場合、HDD がいっぱいになると、最も古い録画デ
ータが自動的に上書きされます。HDD がいっぱいではないが、次項の｢録画
日数｣で指定した日数に達すると、最も古い録画データが自動的に上書きされ
ます。



録画日数：NVR に録画する日数を設定します。ドロップダウンメニューには、
無制限、30、15、7、6、5、4、3、2、1 があります。



ビデオ規格: 地域の標準に合わせて PAL または NTSC を選択します。日本で
は、NTSC が標準です。



ログ出力時間（分）：初期値は 10 分で、範囲を設定できます：0〜120 分。
ここで、常時出力の場合は「0」です。



NVR 名：実際のニーズに応じて NVR の名前を入力します。初期値は NVR
です。
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マウスポインターの速度：マウスの移動速度を設定します。値を大きくする
とマウスの応答が速くなり、値を小さくするとマウスの応答が遅くなり、0
〜5 に設定できます。



設定インポート：“.ini”形式の NVR 設定ファイルを NVR に保存する USB メ
モリなどの記憶装置を挿入します。「設定インポート→確認」をクリックし
ます。 NVR は自動的にデータのインポートを開始されるので待ちます。



設定エクスポート：USB メモリを NVR に挿入し、「設定エクスポート→確
認」をクリックすると、設定ファイルが USB メモリに保存されます。設定フ
ァイルの形式は“.ini”です。


日付設定
図 5-33 に示すように、メニューで[設定]→[一般]→[日付設定]をクリックして、
日付設定画面に入ります。 NVR の日時を設定したら、「適用」をクリックして設
定を保存します。

図 5-33


手動で日時設定：「

」にチェックマークを付けた場合、日付/時刻、日付区

切り記号、日付形式、および時刻形式を調整して現地時間に設定します。


日付/時刻：場所を変更する必要がある場合、ポップアップキーボードをクリ
ックして、キーボードから日付と時刻を入力します。
67



日付形式：「日月年」、「月日年」、「年月日」などの日付表示形式を選択
します。



区切り記号：日付形式の区切り記号を選択します。



時刻形式：24 時間形式または 12 時間形式を選択します。



NTP から時刻を受信：「

」をチェックして NTP 時刻更新機能を有効にし

ます。サーバー、ポートを設定し、タイムゾーンと NTP 更新間隔を選択して、
NTP サーバーをリセットすることもできます。



NTP サーバー：NTP サーバーがインストールされている IP アドレスまたは
ドメイン名を入力します。



タイムゾーン：ドロップダウンボックスから NVR が設置された地域のタイム
ゾーンを選択します。例えば、日本は GMT +9：00 です。



NTP ポート：NTP サーバーのポートを設定します。



更新間隔（分）：NTP による時刻の更新間隔は 0〜255 分に設定できます。



サマータイム：「

」をチェックし、サマータイム機能を開き、タイプ、日

付、開始時間、終了時間などの関連パラメーターを設定します。


チャンネルチェック時間：チャンネルを選択し、[保存]をクリックして、チ
ャンネルの時間を NVR 時間と一致するように設定します。

5.3.7.2 ネットワーク


IP/ポート

NVR の IP アドレスと DNS サーバーを設定して、ネットワーク内の他のデバイス
が相互に通信できるようにします。
IP /ポートのセットアップ手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューで、[設定]→[ネットワーク]→[IP /ポート]をクリックして、
図 5-45 に示すように、IP /ポート画面に入ります。
ステップ 2：IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS などの関
連ネットワークパラメーターを設定します。
ステップ 3：「適用」をクリックして設定を保存します。
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図 5-34


IP アドレス：NVR の IP アドレスを入力します。



DHCP を有効：DHCP（動的ホスト設定プロトコル）機能を有効/無効にしま
す。DHCP を有効にした場合、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、お
よび「ゲートウェイ」は設定できません。



サブネットマスク：実際の状況により設定します。



ゲートウェイ：実際の状況に応じて、同じネットワークセグメントに IP アド
レスを設定します。



プライマリ DNS：これは、通常ローカルアクセスポイントサービスプロバイ
ダー（ISP）によって提供される DNS サーバーの IP アドレスです。 ここに
ドメインネームサーバーの IP アドレスを入力します。



セカンダリ DNS：プライマリ DNS が機能しない場合にセカンダリ DNS を
開始します。



MAC アドレス：NVR の MAC アドレスを表示します。



TCP ポート：ユーザーの実際のニーズに応じてポートを設定します。初期値
は 5000 です。
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HTTP ポート：ユーザーの実際のニーズに応じてポートを設定します。初期
値は 80 です。
RTSP ポート：ユーザーの実際のニーズに応じてポートを設定します。初期
値は 554 です。
プライベートポート：ユーザーの実際のニーズに応じてポートを設定します。
初期値は 6000 です。
ネットワーク速度：ネットワーク伝送速度を表示します。
内部ネットカード IP：PoE デバイスを接続するためのイントラネット IP ア
ドレスを設定します。

注意









IP アドレスとゲートウェイは同じネットワークセグメントにある必要があり
ます。
NVR 対応 DHCP が有効で、DHCP をオフにすると、元の IP 情報を表示でき
ません。 IP アドレスおよびその他のパラメーターをリセットする必要があ
ります。
PoE 対応カメラのみが内部ネットワークカード機能を備えています。 実際の
製品を参照してください。
内部ネットワークアダプターの IP アドレスと NVR IP アドレスを同じネット
ワークセグメントに置くことはできません。
画面に対応する Wi-Fi モジュールを備えた NVR は、設定をサポートしていま
せん。
DDNS

DDNS（ダイナミックドメインネームサーバー）パラメーターが設定された後、
NVR の IP グローバルアドレスが頻繁に変更されると、システムはドメイン名と
DNS サーバー上の IP アドレスの関係を動的に更新できます。絶えず変化する IP
アドレスを記録せずに、ドメイン名を使用して NVR に直接アクセスできます。
前提条件
DDNS を設定する前に、NVR がドメイン名解決サーバーのタイプをサポートして
いることを確認し、DDNS サービスプロバイダーの Web サイトにログインして、
ユーザー名、パスワード、ドメイン名、およびその他の情報を WAN PC に登録し
ます。
DDNS は、次のように設定します。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[ネットワーク]→[DDNS]を選択して、
図 5-36 に示すように、DDNS 画面に入ります。
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ステップ 2：DDNS を有効にし、DDNS タイプを選択し、更新時間（秒）、ユー
ザー名、およびパスワードを入力します。
ステップ 3：[適用]をクリックして、DDNS 設定を保存します。
ステップ 4：PC Web ブラウザにドメイン名を入力し、[Enter]を押します。NVR
の Web 画面を表示できる場合、設定は成功しています。 表示されない場合、設
定は失敗です。

図 5-35


DDNS を有効：DDNS 機能を有効にします。



DDNS タイプ：DDNS タイプを選択します。
（現在、NVR は、ORAY、NO-IP、
DYN、CHANGEIP、A-PRESS、MYQSEE、SKDDNS、SMART-EYES を含む
複数の DDNS をサポートしています。これらの複数の DDNS は同時に共存
でき、ユーザーは必要に応じて選択および設定が可能です。）



更新時間（秒）：頻繁に登録を更新しないようにしてください。登録の間隔
は 60 秒以上でなければなりません。登録要求が多すぎると、サーバーの負
荷が大きくなることがあります。



ユーザー名：DNS サービスプロバイダーに登録されているアカウントです。



パスワード：DNS サービスプロバイダーに登録されているアカウントのパス
ワードです。



ドメイン：DNS サービスプロバイダーに登録されているドメイン名です。

注意


DDNS をセットアップしたら、NVR が WAN に接続され、DDNS ドメイン名
を使用して NVR にアクセスできることを確認します。
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E メール

Ｅメール情報を設定し、アラーム連携Ｅメール機能を有効にすると、システムは自
動的に E メールを送信して、NVR でアラームイベントが発生したときにユーザー
に通知します。
メール設定の操作手順は次のとおりです。
ステップ 1: ステップ 1：メインメニューページで、[設定]→[ネットワーク]→[E
メール]をクリックして、E メール設定画面に入ります。（図 5-36 を参照）
ステップ 2：E メールアラーム通知を有効にし、SMTP サーバー、SMTP ポート、
ユーザー名、パスワード、送信者、件名、メッセージ間隔を設定し、暗号化タイプ
を選択し、ファイルおよびその他のパラメーターを添付します。
ステップ 3：[E メールテスト]をクリックし、「成功しました。受信ボックスを確
認してください。」というメッセージをクリックします。それで、メールの設定は
成功です。「メールを配信できません！」というメッセージが表示された場合はメ
ール設定は失敗です。
ステップ 4：メールが正常に送信されたら、「適用」をクリックしてメール設定を
保存します。

図 5-36
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E メールアラーム通知有効：E メール送信を有効/無効にします。
SMTP サーバー: E メール SMTP サーバーIP またはサーバードメイン名を入
力してください。



SMTP ポート: ここに対応するポート値を入力してください。



ユーザー名: ユーザー名を入力して、送信者のメールボックスにログインし
てください。



パスワード: ここに対応するパスワードを入力してください。



送信者: ここに送信者のメールボックスを入力してください。



受信者 1 / 2 / 3: ここに受信者のメールアドレスを入力してください。最
大 3 つのメールボックスをサポートしています。1 つの受信者を繰り返し入
力すると、システムは自動的に同じアドレスをフィルタリングします。



件名：ここにメールの件名を入力してください。システムは英語の文字とア
ラビア数字をサポートします。初期値は「NVR_ALERT」です。



メッセージ間隔（分）：E メールの送信間隔を設定します。E メールの送信
間隔が設定された後、アラームがトリガーされると、システムはアラーム信
号に従って E メールの即時送信をトリガーしません。代わりに、同じタイプ
のイベントメールの間隔に従ってメールが送信されます。頻繁なアラームと
大量のメールを生成し、メールサーバーに過剰な負荷がかかることを回避し
ます。時間範囲は 0〜600 分です。0 分は、間隔を空けずにメールが送信さ
れることを意味します。



暗号化：メールボックスサーバーの採用している暗号化方式を選択します。
（暗号化なし、SSL、TLS、初期値の「SSL」など）



ファイルの添付：メール添付機能のオン/オフを切り替えます。アラームがオ
ンになると、システムはアラームが送信されたときにスナップショットを送
信できます。



週：曜日によってメールを送信する時間を選択します。1 日あたり 2 つの期
間を設定します。



期間 1 と 2：1 日の中でメールを送信する時間帯を設定します。



自動 E メールを有効：自動 E メールを有効にするには「

」をチェックしま

す。NVR は、指定された受信者に、E メール間隔に従って定期的に E メール
を送信します。


E メール間隔(分): メールを送信する間隔を設定します。1〜1440 分に設定
します。



E メールテスト：正しい設定であれば、テスト E メールを受信することがで
きます。E メールテストの前に、[適用]をクリックして E メール設定情報を
保存する必要があります。
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P2P

P2P は、プライベートネットワーク接続技術です。動的なドメイン名を申請した
り、ポートマッピングを実行したり、中継サーバーを展開したりする必要はありま
せん。QR コードを直接スキャンして、モバイルクライアントをダウンロードでき
ます。アカウントを登録した後、モバイルクライアントで複数の IP カメラ、NVR、
XVR を同時に追加および管理できます。
次の 2 つの方法でデバイスを追加して、複数のデバイスを管理できます。
1）携帯電話システムの QR コードをスキャンし、アプリをダウンロードしてアカ
ウントを登録します。詳細については、別紙｢BitVision リモート接続」を参照して
ください。
2）P2P プラットフォームにログオンし、アカウントを登録し、シリアル番号を介
してデバイスを追加します。

注意


この機能を使用するには、NVR を外部ネットワーク（WAN）に接続する必
要があります。そうしないと、正常に機能しません。

P2P の手順は次のとおりです。
ステップ 1：メインメニューページで、[設定]→[ネットワーク]→[P2P]をクリッ
クして、下の図 5-37 に示すように、P2P 画面に入ります。
ステップ 2：NVR が外部ネットワークに接続していることを確認し、「

」をク

リックして P2P を有効にします。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。
ステップ 4：[更新]をクリックすると、ステータスに[オンライン]と表示されます。
これは、P2P が有効になっており、正常に使用できることを示しています。
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図 5-37


ステータス：NVR の P2P オンラインステータスを表示します。



P2P を有効にする：NVR の P2P 機能のオン/オフを切り替えます。



チャンネル数：アプリケーションソフト上で現在、ユーザーが NVR 映像を閲
覧しているチャンネル数を表示します。



暗号化：暗号化タイプを選択します。NVR が有効になると、NVR とサーバー
間のすべての信号通信が暗号化されます。



モーションプッシュイメージ：モバイルアプリケーションへのアラーム画像
のプッシュのオン/オフを切り替えます。



Android: Android システム用の P2P アプリケーションソフトのダウンロー
ドリンクです。



iOS: iOS システム用の P2P アプリケーションソフトのダウンロードリンク
です。



更新：P2P 画面の関連情報を更新します。

スマートフォンでの操作例
以下のコンテンツは、スマートフォンのアプリケーションソフト（BitVision App）
の操作を例として紹介しています。 手順は次のとおりです。
ステップ 1：Android または iOS のスマートフォンを使用して、対応する QR コ
ードをスキャンし、BitVision アプリをダウンロードしてインストールします。
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ステップ 2：クライアントを実行して、BitVision にアクセスします。（最初に登
録する時にアカウントは必要ありません）
ステップ 3：デバイスをアプリケーションソフトに追加する。
ログイン後、「デバイス」、「

」、「

デバイスの追加」をクリックし、「SN

追加」を選択し、QR コード（ラベルに印刷された検証コード）をスキャンした後、
デバイスのユーザー名、パスワード、および検証コードを入力し、[追加]をクリッ
クしてデバイスノートとグループを設定し、追加が正常に完了したら[送信]をクリ
ックします。
ステップ 4:ライブプレビュー
「リアルタイム」と「

」を選択してメイン画面でデバイスリストに入り、タッ

チペンとグループでプレビューするチャンネルを選択します。「完了」をクリック
するとライブビデオが表示されます。

注意
BitVision による接続の詳細に関しては、別紙｢BitVision リモート接続｣をご参照
ください。



FTP

FTP（ファイル転送プロトコル）サーバーを使用すると、FTP サーバーにアラーム
画像を保存できます。
【前提条件】
FTP サービスツールを購入またはダウンロードし、PC にソフトウェアをインスト
ールする必要があります。

注意


FTP ユーザーを作成するには、FTP フォルダーの書き込み権限を設定する必
要があります。 そうしないと、写真は正常にアップロードされません。

FTP 操作を次のように設定します。
ステップ 1：メインメニューページで、「設定」→「ネットワーク」→「FTP」を
クリックして、下の図 5-38 に示すように FTP 画面に入ります。
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ステップ 2：「FTP を有効にする」を選択し、FTP サーバー、ポート、ユーザー
名、パスワード、FTP ファイルアップロードパスなどのパラメーターを入力しま
す。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。
ステップ 4：[テスト]をクリックして、ネットワーク接続と FTP 設定が正しいか
どうかを判断します。

注意


テストが失敗した場合、
ネットワークまたは FTP 設定を再確認してください。

図 5-38


FTP を有効：NVR の FTP 機能のオン/オフを切り替えます。



FTP サーバー：FTP サーバーのホスト IP アドレスです。



FTP ポート：FTP サーバーが異なる場合、初期値の FTP ポートは 21 です。
FTP サーバーで同じポート名を使用する必要があります。



ユーザー名: FTP サーバーにログインするには、ユーザー名を入力してくだ
さい。



パスワード：対応するパスワードをここに入力してください。



ファイルのアップロード：FTP アカウントディレクトリのルールに従ってフ
ォルダーを作成します。


リモートディレクトリが空の場合、システムは IP と時間に従って異な
るフォルダーを自動的に作成します。
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リモートディレクトリの名前を入力すると、システムは FTP ルートディ
レクトリに対応する名前のフォルダを作成し、別のフォルダを作成する
ために IP と時間を定めます。



チャンネル：キャプチャファイルをアップロードするチャンネルを選択しま
す。



週：曜日に従って FTP ファイルをアップロードする時間を選択します。 1
日に 2 つの時間帯を設定できます。



期間 1 および 2：1 日に FTP ファイルをアップロードする時間帯を設定しま
す。



テスト：[テスト]をクリックします。テスト NVR はファイルを FTP サーバ
ーに正常にアップロードできます。



UPnP

内部ネットワークと外部ネットワーク間のマッピングが UPnP プロトコルを介し
て確立された後、外部ネットワークユーザーは外部ネットワーク IP アドレスを使
用してイントラネット上の NVR に直接アクセスできます。
【前提条件】
1）ルーターにログインし、外部ネットワークにアクセスするためにルーターの
WAN ポートの IP アドレスを設定します。
2) ルーターが第 1 レベルのルーター（または仮想第 1 レベルのルーター）である
ことを確認し、UPnP 機能をオンにします。
3) NVR をルーターの LAN ポートに接続し、プライベートネットワークに接続し
ます。
4) メインメニューで、[設定]→[ネットワーク]→[IP /ポート]を選択し、ルーター
のプライベート IP として[IP アドレス]を設定する（例：192.168.1.101）または
[DHCP]を選択して IP アドレスを自動的に取得します。
手順は次のとおりです。
ステップ 1：メインメニューページで、[設定]→[ネットワーク]→[UPnP]をクリ
ックして、下の図 5-39 に示すように、UPnP 画面に入ります。
ステップ 2：UPnP 機能を有効にして、UPnP ルートのイントラネット IP、外部 IP、
ポートマッピング情報などの関連パラメーターを設定します。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。
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図 5-39


有効：NVR の UPnP 機能のオン/オフを切り替えます。



状態：UPnP のマッピングステータスを表示します。



内部 IP：ルーターの LAN ポートアドレス 1 を入力します。マッピングが成
功すると、設定せずに IP アドレスが自動的に取得されます。



外部 IP：ルーターの WAN ポートアドレスを入力します。マッピングが成功
すると、設定せずに IP アドレスが自動的に取得されます。



ポートマッピングテーブル：これは、ルーターの UPnP マッピングテーブル
情報に対応します。





サービス名：Web サーバー名。



プロトコル：プロトコルの種類。



内部ポート：ローカルマシンがマップする必要があるポート。



外部ポート：ルーターにマップされているポート。

追加：[追加]をクリックしてマッピングを増やし、サービス名、内部ポート、
および外部ポートを入力します。



サーバー名：サービス名を入力し、自分で定義します。



内部ポート：対応する HTTP ポート、RTSP ポート、TCP ポートを入力する
必要があります。



外部ポート：自己定義できます。また、内部ポートは同じにすることはでき
ます。しかし、NVR のその他のポートと同じにできません。
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削除：ポートマッピングテーブルでマッピング情報を選択し、マッピング関
係を削除します。

注意


ルーターマッピングポートの外部ポートを設定する場合、1024 から 65535
の間のポートを使用してください。競合を避けるために、既知のポート 1〜
255 とシステムポート 256〜1023 の使用は避けてください。



同一の LAN 上に複数のデバイスを接続する場合は、複数のデバイスが同じ外
部ポートにマッピングされないようにポートマッピングを計画してくださ
い。



ポートマッピングを実行する場合、マッピングされたポートが占有または制
限されていないことを確認してください。



TCP の内部ポートと外部ポートは一貫している必要があり、変更できません。


クラウドストレージ
クラウドストレージを設定します。NVR がアラームをトリガーすると、キャプチ
ャされた NVR のアラーム画像をクラウドサーバーに保存できます。
【前提条件】
1) Dropbox または Google Cloud Storage アカウントが必要です。
2)この機能を使用して、NVR を外部ネットワークに接続する必要があります。そ
うしないと、正常に機能しません。
次のようにクラウドストレージをセットアップします。
ステップ 1：メインメニューページで、[設定]→[ネットワーク]→[クラウドスト
レージ]を選択して、下の図 5-41 に示すように、クラウドストレージ設定画面に
入ります。
ステップ 2：クラウドストレージを有効にし、クラウドストレージタイプ、Dropbox
または Google を選択し、[バインド]をクリックし、プロンプトに従ってコンピュ
ーターのブラウザを使用して対応する Web サイトにログインし、取得した「認証
コード」を「バインディング」 画面の「認証コード」列で、「確認」をクリック
します。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。
ステップ 4：[テスト]をクリックして、NVR がファイルをクラウドサーバーに正
常にアップロードできるかどうかをテストします。バインドが成功すると、クラウ
ドストレージ画面に「Dropbox」ユーザー名、総容量、使用済みスペースが表示
されます。
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図 5-40









有効：クラウドストレージ機能のオン/オフを切り替えます。
Dropbox: クラウドストレージタイプを選択します。
Google: クラウドストレージタイプを選択します。
アップロードフォルダ：アップロードクラウドスペースフォルダー名を設定
します。
ユーザー名：対応するクラウドストレージタイプのユーザー名を表示します。
容量：クラウドストレージのバインドが成功すると、クラウドスペースの総
容量が表示されます。
使用済み：クラウドストレージのバインドが成功すると、クラウドスペース
の使用済み容量が表示されます。
テスト：バインドして[テスト]をクリックし、クラウドストレージのバイン
ドが成功したかどうかを保存します。

5.3.7.3 表示
表示は、表示とビューの設定で指定します。

表示
出力解像度、透明度、OSD 時間の表示、チャンネル名の表示、起動後の表示など、
プレビュー画面の表示効果を設定します。
手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[表示]を選択して、図 5-41 に示すよう
に、ビデオ表示画面に入ります。
ステップ 2：解像度、透明度、およびその他の関連パラメーターを設定します。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-41
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メイン画面の解像度（解像度）：選択可能な値は 1024 x 768、1280 x 720、
1280 x 1024、1920 x 1080 です。



UI 透明度：割合が高いほど、NVR のローカルメニューが透明になります。



OSD 時間の表示：モニター画面に表示される NVR 時間情報のオン/オフを切
り替えます。



起動後に表示（メイン）：（メイン画面）を選択して、画面分割画面番号を
表示します。

注意


設定解像度が保存したら、設定を反映するために NVR を再起動します。



ビュー

この設定は、各チャンネルの表示を画面の任意の場所に映すように設定を行うこと
ができます。
手順は次のとおりです。
ステップ 1：図 5-42 に示すように、メニューページで[設定]→[表示]→[ビュー]
を選択して、表示画面に入ります。
ステップ 2：ビデオ出力画面、チャンネル、画面分割アイコンを選択後に[バイン
ド]をクリックします。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-42
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ビデオ出力インターフェイス：NVR の外部モニターに接続するポートです。



CH：チャンネル。 ユーザー設定のために NVR のすべてのチャンネルを表示
します。



分割画面：単一画面、4 画面、および９画面があります。



バインド：クリックすると、既存の設定をビデオ出力ポートにバインドでき
ます。



バインド解除：クリックすると、バインドされたビデオ出力ポートのバイン
ドが解除されます。

注意


異なる NVR からアクセスできるモニターの数は異なり、画面分割の数も異な
ります。実際の機種を参照してください。

5.3.7.4 異常処理
異常なイベントが発生した際のアラームを設定します。NVR の操作中に異常なイ
ベントが発生すると、システムはアラーム連携動作を実行します。


HDD 異常

手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[異常処理]→[HDD 異常]を選択して、
図 5-43 に示すように、HDD 異常設定画面に入ります。
ステップ 2：イベントタイプを選択し、「 」をクリックして HDD アラーム機能
を有効にし、画面表示、E メール通知、およびブザーアラームを開きます。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-43
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イベントタイプ：“HDD なし”および“HDD エラー”の 2 つのケースがありま
す。
有効：HDD 異常アラームのオン/オフを切り替えます。
画面表示：画面プロンプト機能のオン/オフを切り替えます。 HDD 異常が発
生すると、NVR 画面にプロンプトがポップアップして、HDD が異常である
ことをユーザーに通知します。
E メール通知：HDD 異常が発生した時の E メール送信機能のオン/オフを切
り替えます。オンで指定されたメールボックスにメールを送信します。
ブザーアラーム：HDD 異常が発生した時に鳴動するブザーアラーム機能のオ
ン/オフを切り替えます。
ネットワーク異常

手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[異常処理]→[ネットワーク異常]を選択
して、図 5-45 に示すように、ネットワーク異常設定画面に入ります。
ステップ 2：イベントタイプを選択し、「 」をクリックして HDD アラーム機能
を有効にし、画面表示、E メール通知、およびブザーアラームを開きます。
ステップ 3：[適用]をクリックして設定を保存します。

図 5-44


イベントタイプ：“ネットワーク障害”と“IP の競合”の 2 つのケースがありま
す。



有効：ネットワーク異常アラームのオン/オフを切り替えます。



画面表示：画面プロンプト機能のオン/オフを切り替えます。 ネットワーク
異常が発生すると、NVR 画面にプロンプトがポップアップして、ネットワー
クが異常であることをユーザーに通知します。
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E メール通知：ネットワーク異常が発生した時の E メール送信機能のオン/
オフを切り替えます。オンで指定されたメールボックスにメールを送信しま
す。



ブザーアラーム：ネットワーク異常が発生した時に鳴動するブザーアラーム
機能のオン/オフを切り替えます。

5.3.7.5 ユーザー
図 5-45 に示すように、メニューページで[設定]→[ユーザー]を選択して、ユーザ
ー管理画面に入ります。 NVR ユーザー管理は、ユーザーを追加、変更、削除でき
ます。

注意


工場出荷時の初期の管理者管理（administrator admin）グループ、管理者
（administrator）ユーザー、管理（admin）ユーザー、管理（admin）グル
ープ、および管理（admin）ユーザーは、権限を削除または変更できません。



グループ内のユーザーは、そのグループでの許可を変更できます。



各ユーザーは 1 つのレベルにのみ属している必要があります。ユーザーが属
するレベルを選択すると、ユーザーの権限はレベル内の権限のサブセットの
みになります。レベルの権限属性を超えることはできません。



管理者ユーザーの初期値のパスワードは 12345 です。管理者（admin）ユー
ザーは、ユーザーの追加、削除、編集、グループへのユーザーの追加、ユー
ザー権限の制御の設定ができます。



ユーザーレベルには、オペレーターと一般ユーザーの 2 つのレベルがありま
す。 2 つのレベルの初期設定の許可は異なります。（「リモート許可」、オ
ペレーターには初期状態のリモート標準設定、リモートネットワーク設定、
リモート表示設定、リモート異常設定許可があり、一般ユーザーにはありま
せん）。



ユーザー管理を容易にするため、オペレーターの許可を通常のユーザーの許
可よりも低く設定することをお勧めします。
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図 5-45


ユーザーリスト：NVR の現在のすべてのユーザーを表示します。admin は管
理者ユーザーであり、パスワードのみを変更でき、権限を変更することはで
きません。


ユーザー追加
手順は次のとおりです。
ステップ 1：[ユーザー追加]ボタンをクリックして、ユーザーの追加画面に入りま
す。
ステップ 2：ユーザー情報を入力し、レベルを選択して、「保存」をクリックしま
す。
ステップ 3：権限を設定します。
追加したユーザーを選択し、権限の下にある対応する「 」ボタンをクリックし
て、権限設定画面に入り、ユーザー権限を設定します。

注意
権限は、ローカル設定、リモート設定、チャンネル設定に分かれています。


「ローカル設定」：すべて、ローカルポーリング、ローカル HDD 管理、ロ
ーカルチャンネルセットアップ、ローカル設定、ローカルネットワーク、ロ
ーカル表示、ローカル異常、ローカルユーザー、ローカルシステム情報、ロ
ーカルログ、ローカル手動更新、ローカルオンライン更新、 ローカル自動メ
ンテナンス、ローカル初期値復元、ローカルシャットダウン再起動、ローカ
ルアラーム。を含みます。
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「リモート設定」：すべてを含む、リモート HDD、リモートチャンネルのセ
ットアップ、リモート設定、リモートネットワーク、リモート表示、リモー
ト異常、リモートユーザー、リモートシステム情報、リモートログ、リモー
ト手動更新、リモート自動メンテナンス、リモート初期値復元、リモートシ
ャットダウン再起動、リモートアラームを含みます。
「チャンネル設定」：ローカルプレビュー、ローカル PTZ、ローカル再生、
ローカルレコード、ローカルエンコードパラメーター、ローカル OSD、ロー
カル画像、ローカルモーション検出、ローカルエクスポート、ローカルプラ
イバシーマスク、ローカルビデオ損失、ローカルインテリジェント検出、ロ
ーカルチャンネル名 、ローカル IPEYE、リモートプレビュー、リモート PTZ、
リモート再生、リモートレコード、リモートエンコードパラメーター、リモ
ート OSD、リモートイメージ、リモートモーション検出、リモートバックア
ップ、リモートプライバシーマスク、リモートビデオロス、リモートインテ
リジェント検出、リモートチャンネル名、リモート すべてのチャンネルの
IPEYE を含みます。
ユーザー設定の変更

手順は次のとおりです。
ステップ 1：ユーザーを選択して、「 」ボタンに対応する「変更」をクリック
して、「ユーザーの変更」画面に入ります。
ステップ 2：ユーザーパスワードまたはユーザーレベルを変更し、「保存」をクリ
ックして変更を完了します。

ユーザー削除
手順は次のとおりです。
ステップ 1：管理者ユーザーのログインユーザーを決定するには、ユーザー管理画
面で削除するユーザーを選択し、対応する「 」ボタンの下にある「削除」をク
リックしてポップアッププロンプトを表示します。
ステップ 2：
「確認」をクリックしてユーザーを削除し、ユーザー管理に戻ります。
パスワード変更

Admin（管理者）パスワードを変更する最初の手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[ユーザー]→[変更]を選択して、図 5-47
に示すようにパスワード変更画面を入力します。
ステップ 2：新しいパスワードを入力し、パスワードを確認します。
ステップ 3：セキュリティの質問 1、2、3 を選択し、対応する回答を設定して、[保
存]をクリックします。
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ステップ 4：USB メモリを NVR に挿入し、[キーのエクスポート]をクリックして
管理者パスワードの変更を完了します。

図 5-46

注意



管理者パスワードを初めて変更するとき、セキュリティの質問と対応する回
答を設定する必要があります。
管理者パスワードを変更すると、キーはエクスポートされません。


Admin（管理者）パスワードを再度変更する手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[設定]→[ユーザー]→[変更]を選択して、パスワ
ード変更画面を表示させます。
ステップ 2：[パスワードの変更]チェックボックスをオンにして、古いパスワード、
新しいパスワード、および確認パスワードを入力します。
ステップ 3：セキュリティの問題と対応する回答をリセットし、キーをエクスポー
トします。
ステップ 4：「保存」をクリックして、パスワードの変更を完了します。

注意



NVR のパスワードを再度変更する場合、セキュリティの問題を設定してキー
をエクスポートする必要はありません。
パスワードを変更するときは、NVR へのログイン方法を増やすためにロック
解除パターンを同時に設定してください。
88

5.3.8 メンテナンス
5.3.8.1 システム


バージョン情報

図 5-47 に示すように、メニューページで[メンテナンス]→[システム]→[バージョ
ン情報]をクリックして、バージョン情報画面を開きます。ここでは、製品モデル、
バージョン、日付などのシステムバージョン情報を表示できます。

図 5-47


NVR 名：NVR のフルネームを表示します。Network Video Recorder に固
定されています。



モデル番号：NVR がサポートするチャンネルの最大数を表示します。



NVR バージョン：プログラムのバージョン番号を表示します。



システムバージョン：NVRP2P SDK のバージョン番号を表示します。



日付：プログラムが作成された日付を表示します。



チャンネルの合計数：表示は、チャンネルの最大数をサポートします。



POE チャンネルの総数：デバイス上の POE ポートの数。接続できる PoE IP
カメラの最大数を示します。

注意


異なるモデルの NVR で表示されるバージョン情報は異なります。実際の画面
表示を参照してください。
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録画ステータス

図 5-48 に示すように、メニューページで[メンテナンス]→[システム]→[録画ステ
ータス]をクリックして、録画ステータス画面に入ります。ここでは、NVR に接続
されているすべての IP カメラの録画ステータス、ストリームタイプ、ビットレー
ト、録画タイプを表示できます。

図 5-48


チャンネル：対応するチャンネルのチャンネル番号を表示します。



録画ステータス：各チャンネル録画ステータス、「オン/オフ」。



ストリームタイプ：各チャンネルの録画ストリームタイプ、「ビデオストリ
ーム/コンポジットストリーム（ビデオストリーム+オーディオストリー
ム）」。



ビットレート（Mbps）：各チャンネル録画レート。



録画タイプ：「録画」や「モーション」録画など、各チャンネルの録画タイ
プ。



HDD 番号：各チャンネルの録画を記録する HDD 番号。（本機では 1 のみと
なります）
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5.3.8.2 ログ
ここで、システムログを表示およびエクスポートができます。
手順は次のとおりです。
ステップ 1：図 5-49 に示すように、「メニュー」→「メンテナンス」→「ログ」
を選択してログ表示画面に入ります。
ステップ 2：必要に応じて、ログタイプ、検索期間（開始時間と終了時間）を選択
します。
ステップ 3：[クエリ]ボタンをクリックしてログを表示します。
ステップ 4：USB 記憶装置を NVR に挿入し、[エクスポート]をクリックして、エ
クスポートの進行が完了するまで待ちます。検索したログを USB 記憶装置に記録
することができます。

図 5-49








タイプ：要求する情報のタイプを選択します。
開始時間/終了時間：検索ログの時間範囲を入力します。
エクスポート：検索されたログ情報を接続された USB 記憶装置にエクスポー
トします。
全てエクスポート：NVR のすべてのログ情報を、接続された NVR の USB 記
憶装置にエクスポートします。
クエリ：クエリをクリックしてログを照会します。
PgUp / PgDn：ページ送り機能です。クリックして他のページのログ情報
を表示します。
消去：すべての情報を消去します。
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5.3.8.3 手動アップグレード
アップグレードファイルを含む USB メモリを NVR に挿入して、NVR のシステム
バージョンをアップグレードします。NVR が USB メモリ上でアップグレードファ
イルを検出すると、アップグレードパッケージ情報（番号、名前、サイズ、日付）
がリストに表示されます。
アップグレード手順は次のとおりです。
ステップ 1：アップグレードファイル（xxxxx_update_x_Vx.x.xx.x.bin という
名前）を含む USB メモリを NVR に挿入します。
ステップ 2：メニューページで、[メニュー]→[メンテナンス]→[手動更新]を選択
して、図 5-66 に示すように、手動更新画面に入ります。
ステップ 3：[更新]をクリックします。アップグレードファイルを選択し、[アッ
プグレード→確認]をクリックします。進行状況バーが完了を示すのを待ちます。
NVR が自動的に再起動して、アップグレードが完了します。

図 5-50


更新：現在の画面情報を更新します。



アップグレード：クリックするとアップグレードを開始します。

注意


アップグレードパッケージを繰り返し、更新または検出しようとするときは、
USB メモリが NVR の USB ポートと適切に接続されているかどうか、アップ
グレードファイル名が正しいかどうかを確認します。



アップグレード進行中は、電源を切ったり、USB メモリを外したりしないで
ください。アップグレード完了後、システムは自動的に再起動します。（こ
のプロセスには約 1〜6 分かかります。）ここでは、アップグレード後に工
場設定を復元することをお勧めします。
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5.3.8.4 オンラインアップグレード
NVR がインターネットに接続された後、オンラインでシステムをアップグレード
できます。オンラインアップグレードは、自動アップグレードと手動検出アップグ
レードに分かれており、現在の NVR システムバージョンが表示されます。
自動オンラインアップグレード手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メニュー]→[メンテナンス]→[オンライン更新]
を選択して、図 5-67 に示すように、NVR アップグレード画面に入ります。
ステップ 2：[自動更新]を選択します。
ステップ 3：NVR のアップグレード時間を設定し、
「適用」をクリックします。 ク
ラウドに新しいバージョンがある場合、システムは設定された時間に NVR をアッ
プグレードするためのバージョンを自動的に検出します。
手動でのオンラインアップグレード手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メニュー]→[メンテナンス]→[オンライン更新]
を選択して、図 5-51 に示すように、NVR アップグレード画面に入ります。
ステップ 2：[チェック]をクリックして、クラウド内の NVR の最新バージョンを
リアルタイムで表示します。新しいバージョンが検出されると、システムは新しい
バージョンの関連情報を検出するようプロンプトを表示します。
ステップ 3：[更新]をクリックします。NVR がアップグレードファイルをダウン
ロードしてアップグレードが完了するのを待ちます。アップグレード後、NVR は
自動的に再起動します。

図 5-51






ステータス：NVR の現在のバージョン。
自動更新：「 」をクリックして、システムの自動アップグレード機能を有
効にします。 NVR が新しいオンラインバージョンを検出すると、設定され
たアップグレード時間に従って自動的にアップグレードされます。
更新時間：自動更新時間を設定します。
チェック：クリックすると最新のオンラインバージョンをチェックします。
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注意



新しいオンラインバージョンをテストする前に、NVR がネットワークに適切
に接続されていることを確認してください。
アップグレード進行中は、電源を切らないでください。アップグレード後、
システムは自動的に再起動します。（このプロセスには約 1〜6 分かかりま
す。）

5.3.8.5 自動メンテナンス
NVR を長時間動作させる場合、一定期間で再起動するように NVR を設定して、
NVR の動作安定および信頼性を上げることができます。
自動メンテナンス手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メンテナンス]→[自動メンテナンス]を選択して、
図 5-53 に示すように、自動メンテナンス画面に入ります。
ステップ 2：NVR を自動再起動の時間を選択します。
ステップ 3：[適用]をクリックして、自動メンテナンスセットアップを完了します。

図 5-52

注意


システムの自動再起動は、NVR を再起動するように設定された一定の時間
（毎月、毎週、毎日）のサイクルに従って実行できます。また、「なし」を
選択することもできます。

5.3.8.6 初期値に戻す
NVR 動作が遅い場合、設定エラーなどが発生した場合などに初期値に戻すことで
問題が解決することがあります。
初期値に戻す手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メンテナンス]→[初期値に復元]を選択して、図
5-54 に示すように初期値に戻す画面に入ります。
ステップ 2：工場出荷設定に復元する必要がある設定アイテムを選択します。
ステップ 3：「適用」→「確認」をクリックします。NVR は、システムパラメー
ターを選択して、工場出荷時の初期設定値に復元します。
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図 5-53






録画設定を初期値に復元：録画画面のすべての設定値を初期値に戻します。
カメラ設定を初期値に復元：カメラ画面のすべての設定値を初期値に戻しま
す。
一般設定を初期値に復元：一般設定画面の設定値を初期値に戻します。
システムメンテナンスを初期値に復元：メンテナンス画面のすべての設定値
を初期値に戻します。
工場出荷設定の復元：すべての NVR の設定値を工場出荷時の初期値に戻しま
す。

注意


工場出荷時の設定が復元されると、対応する機能の設定値が全て復元されま
す。ユーザーの既存の設定が失われる可能性があります。注意してください。

5.3.8.7 ネットワーク検出
ネットワーク検出は、ストリーム情報とネットテストに分かれています。


ストリーム情報

コードストリームは、単位時間でビデオファイルが使用するデータトラフィックを
指します。 各チャンネルのリアルタイムストリームと波形変化チャートを表示で
きます。
ストリーム情報を確認する手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メンテナンス]→[ネットワーク検出]→[ストリ
ーム情報]を選択して、図 5-54 に示すように、[ストリーム情報]画面に入ります。
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ステップ 2：チャンネルを選択して、チャンネル画像のリアルタイムストリームレ
ート（Kb / s）、解像度、受信ビットレート、および送信ビットレートを表示しま
す。

図 5-54


ネットワーク検出

ネットワーク検出では、ネットワーク遅延、パケット損失、ネットワークパケット
キャプチャバックアップをテストできます。
ネットワーク遅延とパケット損失のテスト手順は次のとおりです。
ステップ 1：メニューページで、[メンテナンス]→[ネットワーク検出]→[ネット
ワーク検出]を選択して、下の図 5-55 に示すように、ネットワーク検出画面に入
ります。
ステップ 2：宛先アドレス（使用されているアドレス）を入力し、「テスト」をク
リックします。 システムは、「平均遅延」およびパケット損失率の総合評価を含
むテスト結果を表示します。

図 5-55
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5.3.9 シャットダウン
メニューページで[シャットダウン]を選択してシャットダウンシステム画面に入
り、図 5-56 に示すようにシステムからログオフ、システムを再起動、または、シ
ャットダウンを選択します。

図 5-56


ログアウト：現在のユーザーをログアウトし、ユーザーログイン画面に切り
替えます。



再起動：NVR を再起動します。起動後は、ユーザーログイン画面になります。



シャットダウン：PC を安全にシャットダウンするのと同様に、NVR をシャ
ットダウンします。NVR の電源を切る場合には、必ずこのシャットダウンを
行ってください。このシャットダウンボタンをクリックしてから、数秒後に
モニター画面が消えますので、本体の HDD アクセスランプが消灯している
ことを確認（電源ランプとネットワークランプは消灯しません）してから電
源を取り外してください。
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第 6 章 WEB 操作
注意


NVR は、Web を介した PC 上の機器へのアクセスと管理をサポートします。



Web ページは、リアルタイムのプレビュー、再生、設定、ログアウトなどの
アプリケーションモジュールを提供します。



NVR は、Internet Explorer 11 によるブラウザ監視をサポートしています。
また、使用する PC は、IntelCore2 Duo 以上の CPU 採用の PC をお勧めしま
す。低速の CPU の場合は、機能が制限されることがあります。

6.1 ネットワーク接続
ブラウザを使用して Web 画面にログインする前に、PC と NVR 間のネットワーク
が正常かどうかを確認してください。
ステップ 1：NVR がネットワークに適切に接続されていることを確認します。
ステップ 2：PC および NVR の IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウ
ェイをそれぞれ設定します。


ネットワーク上にルーティングデバイスがない場合は、同じネットワー
クセグメントの IP アドレスを割り当てます。ネットワーク上にルーテ
ィングデバイスがある場合、対応するゲートウェイとサブネットマスク
を設定する必要があります。



メニューから[設定]→[ネットワーク]→[IP /ポート]をクリックして
NVR の IP アドレスを確認してください。

ステップ 3：PC と NVR 間のネットワークが正常かどうかを確認します。方法は
次のとおりです。PC と NVR 間のネットワークが正常な場合、PC を介して NVR
の Web 画面にログインできます。


PC からは、ping ***.***.***.***（NVR の IP アドレス）を打ち、
ネットワークが接続が正常な場合は、返された TTL 値が通常 255 であ
ることを確認します。



NVR のローカル画面にログインし、「ネットワークテスト」画面で PC
の IP アドレスを入力して、ネットワークが接続されているかどうかを
テストします。 詳細については、5.3.8.7 ネットワーク検出を参照して
ください。
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6.2 ブラウザによるログイン
NVR が LAN 経由で正常に接続することを確認するには、ブラウザを開き、必要な
IP アドレスを入力します。図 6-1 のようにログイン画面を表示します。

図 6-1
画面の右上隅でシステム言語を選択します（現在、簡体字中国語、繁体字中国語、
英語、ポーランド語、チェコ語、ロシア語、タイ語、ヘブライ語、ペルシャ語、ブ
ルガリア語、アラビア語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、トルコ語、スペ
イン語、 イタリア語、ハンガリー語、ローマ語、韓国語、オランダ語、ギリシャ
語、ベトナム語、日本語、初期値は英語です。ユーザー名とパスワードを入力しま
す初期状態のユーザー名は“admin”、パスワードは“12345”です「ログイン」をク
リックしてリモートでログインします。

注意


パスワードを忘れた場合は、NVR のローカルログインページに移動し、[パ
スワード忘れ]をクリックし、プロンプトに従ってパスワードを回復し、WEB
画面に戻って再度ログインする必要があります。

6.3 Active X のダウンロード、インストール
NVR に初めてログインするときは、図 6-2 に示すように、ブラウザプラグインを
最初にダウンロードしてインストールする必要があります。[インストール]をクリ
ックし、表示に従ってインストールを完了します。
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図 6-2

注意


NVR のファームウェアを新しいバージョンにアップグレードした後、元のプ
ラグインを削除し、新たにプラグインをダウンロードして再度インストール
する必要があります。



Windows7 の場合、
バックアップと録画に問題が発生する可能性があります。
その場合は、次の手順に従って管理者設定を確認してください。

WIN7-1



WIN7-2

Active X をロードできない場合は、 セキュリティレベルとファイアウォール
設定を最低に調整し、IE にもいくつか調整を行ってください。ツール-インタ
ーネットオプション-カスタムレベル-ActiveX-ActiveX の下のすべてのオプ
ションを有効にし、[OK]をクリックしてください！ 最後に、Active X が自
動的にダウンロードおよびインストールされます。図 6-3 を参照してくださ
い。
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図 6-3

6.4 ライブビュー
クライアントのログインに成功した後、ライブビュー画面に入ります。中央の画面
をクリックして表示画面を指定して、左側のチャンネル番号をクリックすると任意
の場所に指定のチャンネルを表示させることができます。すると図 6-4 のような
画面が表示されます。

図 6-4
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1. システムメニュー： ライブビュー、再生、設定、ヘルプ、ログアウト、および
ログインユーザー名が表示されます。
2. リアルタイム監視チャンネル：プレビュー、記録、ストリームの切り替えを開
く/閉じるが表示されます。
マーク

仕様
対応するプレビューチャンネルを開く/閉じる。
録画を開始/停止し、ローカルコンピューターの HDD に録
画を保存します。
メインおよびサブストリーム切替え
表 6-1

3. プレビューチャンネルのショートカットボタン
マーク

仕様
プレビューウィンドウの切り替え。左から順に、1 画面、4
分割画面、9 分割画面です。NVR でサポートされているチ
ャンネルの数に応じて、プレビューウィンドウは異なりま
す。 実際の状態を確認してください。
すべてのプレビューチャンネルマスター、サブストリーム
を切り替え、プレビューを開く

/

すべてのプレビューチャンネルを開く/閉じます。
このアイコンをクリックして写真を撮ります。
画像の初期状態のストレージパスは C:\Record です。[設
定]→[ローカル設定]画面で変更できます。
このアイコンをクリックして、すべてのチャンネルで録画
を開始します。録画を停止するには、アイコンをもう一度
クリックします。
記録の初期状態のストレージパスは C:\Record です。[設
定]→[ローカル設定]画面を入力して変更できます。
デジタルズームです。このアイコンをクリックしてデジタ
ルズーム機能を開き、チャンネルの拡大を選択し、マウス
の左ボタンを押してズームインする領域を選択し、左ボタ
ンを放して、拡大する領域を選択します。 ズームチャンネ
ルで、マウスの右ボタンをクリックして元の状態に戻しま
す。
1 画面プレビューをクリックしてチャンネルを切り替え
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/

スピーカーのオン/オフを切り替えます。音声がオンになっ
ていない場合は、音が出ません。
全画面再生するには、クリックします。キーボードの Esc
キーを押して全画面を終了します。
表 6-2

4. PTZ 設定操作ウインドウ（本キットでは、PTZ 機能は使用できません）
マーク

仕

様

PTZ 制御方向ボタン
PTZ セルフテスト
ズームボタン
フォーカスボタン
絞り（アイリス）制御ボタン
ステップサイズは主に速度制御に使用されます。 値が大き
いほど、回転速度が速くなります。 たとえば、ステップ 7
の回転速度は、ステップ 1 の回転速度よりもはるかに大き
くなります。
プリセットポイント設定
コールプリセット
設定
設定削除
クルーズパス設定
クルーズ

オン／オフ
表 6-3

6.5 設定
6.5.1 ローカル設定
以下の図 6-5 に示すように、メイン画面で[設定]→[ローカル設定]→[ローカル設
定]の順にクリックして、ローカル設定画面を開きます。ここで、ローカルコンピ
ュータの保存パスに対応する録画ファイル、キャプチャ、およびクリップを設定し、
「参照」をクリックして保存するパスを選択し、「保存」をクリックしてパス設定
を完了します。
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図 6-5

6.5.2 カメラ
6.5.2.1 カメラ追加


カメラ追加

以下の図 6-6 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[カメラ追加]の順に
クリックして、カメラの追加画面に入ります。ここで、必要に応じて NVR に IP
カメラを追加、編集、削除できます。関連するパラメーターは、NVR 側の設定と
一致しています。

図 6-6
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PoE
以下の図 6-7 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[カメラの追加]→
[PoE]タブをクリックして、PoE 画面に入ります。ここでは、PoE 設定画面で各
PoE ポートの接続ステータス、使用中の電力、残りの電力を表示できます。

図 6-7
6.5.2.2 OSD
以下の図 6-8 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[OSD]をクリックし
て、OSD 設定画面を開きます。 ここでは、IP カメラのテキスト、日付、その他
の関連情報を表示および設定できます。関連するパラメーターは、NVR 側の設定
と一致します。

図 6-8
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6.5.2.3 画像
以下の図 6-9 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[画像]をクリックし
て、画像設定画面に入ります。ここで、チャンネルの輝度、コントラスト、サチュ
レーション、シャープネスを表示および設定できます。関連するパラメーターは、
NVR 側の設定と一致します。

図 6-9

注意


本機では IR カット、露出、逆光補正、ホワイトバランス、ビデオ調整、画
像補正、デフォグモードのをサポートしていません。

6.5.2.4 モーション検出
下の図 6-10 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[モーション検出]を
クリックして、モーション検出設定画面に入ります。 ここでは、NVR のモーショ
ン検出関連情報を表示および設定できます。関連するパラメーターは NVR 側の設
定と一致します。
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図 6-10
6.5.2.5 ビデオロス
メイン画面で、[設定]→[カメラ]→[ビデオロス]をクリックして入力します。下の
図 6-11 に示すように、ビデオロス設定画面では、チャンネルのビデオロスをオン
にし、ビデオ信号が失われたときに対応するアラームを設定できます。関連するパ
ラメーターは、NVR ローカル設定と一致します。

図 6-11
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6.5.2.6 プライバシーマスク
以下の図 6-12 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[プライバシーマス
ク]の順にクリックして、プライバシーマスク設定画面に入ります。 ここで、マス
ク領域を設定できます。 関連するパラメーターと NVR 側の設定に一致した 3 つ
の領域を設定できます。

図 6-12
6.5.2.7 チャンネル名
以下の図 6-13 に示すように、メイン画面で[設定]→[カメラ]→[チャンネル名]の
順にクリックして、チャンネル名設定画面に入ります。 ここで、NVR のすべての
チャンネルの名前を表示および変更できます。関連するパラメーターと NVR 側の
設定は一致します。
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図 6-13

6.5.2.8 インテリジェント検出、IPEYE
本キットでは、インテリジェント検出、IPEYE は、使用できません。
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6.5.3 録画
6.5.3.1 録画
録画設定手順は次のとおりです。
ステップ 1：メインイ画面で、[設定]→[録画]→[録画]をクリックして、図 6-14
に示すように、録画設定画面に入ります。

図 6-14
ステップ 2：パラメーターを設定します。下の表を参照してください。
パラメーター
チャンネル
削除

説

明

録画を設定するためのチャンネル番号を選択すると、チャン
ネルごとに異なる録画プランを設定できます。すべてのチャ
ンネルに同じ設定をした場合、「全て」を選択します。
選択した録画期間を削除します。
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全て削除
全て選択
コピー先

期間設定

その他
の設定

クリックすると、すべての録画設定が削除されます。
クリックして、月曜日から日曜日までのすべてのチャンネル
を通常のビデオおよびモーション検出録画に設定します。
1 日分を設定したら、[コピー先]をクリックして、その日の
録画期間の設定を他の曜日にコピーできます。
設定された録画期間のいずれかをクリックし、期間設定をポ
ップアップし、録画タイプを選択し、期間を設定し、「保存」
をクリックして設定を完了します。 [削除]をクリックする
と、選択した期間が削除されます。
クリックして事前録画時間設定画面に入り、録画前に事前録
画アクションのステータスを 0 秒から 30 秒に設定し、[OK]
をクリックします。
表 6-1

ステップ 3：「保存」をクリックして設定を完了します。
6.5.3.2 エンコード
以下の図 6-21 に示すように、メイン画面で[設定]→[録画]→[エンコード]をクリ
ックして、エンコード設定画面を開きます。 ここでは、IP カメラのチャンネルパ
ラメーターを表示および設定できます。関連するパラメーターは NVR 設定と一致
します。

図 6-15
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6.5.4 HDD
以下の図 6-16 に示すように、メイン画面で[設定]→[HDD]→[HDD]をクリックし
て、HDD 管理画面を開きます。ここでは、HDD 情報を表示したり、HDD をフォ
ーマットしたり、NVR 設定を一貫したものにしたりできます。

図 6-16

6.5.5 システム
6.5.5.1 一般

NVR 設定
以下の図 6-17 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[一般]をクリッ
クして、NVR 設定画面に入ります。ここで、NVR の言語、録画モード、録画日数、
解像度などの情報を表示および設定し、[保存]をクリックして設定を完了します。

図 6-17
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日付

必要に応じて、NVR システムの日付を設定し、システム時刻を手動で設定し、コ
ンピューターと同期するか、ネットワークタイムプロトコル（NTP）機能を使用し
てシステムの日付を設定します。
システムの日付を次のように設定します。
ステップ 1：メイン画面で、[設定]→[システム]→[一般]→[日付]をクリックして、
以下の図 6-24 に示すように、日付設定画面に入ります。
ステップ 2：設定日付タイプを選択します。次の 3 つの方法があります。


日付/時刻の設定を手動でオンにします。手動で日付と時刻を選択し、[保
存]をクリックすると、システムは自動的に手動設定時刻と同期します。



コンピューターとの同期をオンにし、[保存]をクリックすると、システ
ムは WEB ページにログインするコンピューターと時刻を自動的に同期
します。



NTP からの日付/時刻の受信をオンにし、NTP サーバーを選択（または
カスタムサーバーを選択、カスタムサーバードメイン名を入力）、NVR
のタイムゾーンを選択、NTP ポートを入力、NTP 間隔、日付形式、日
付区切り記号、時刻形式を設定、 [保存]をクリックして、システム時
刻を NTP サーバー時刻と同期します。

次の表で、日付設定パラメーターについて説明します。
パラメーター
NTP サーバー
カスタム NTP
サーバー
NTP ポート

説明
NTP サービスが登録されているサーバードメイン名を選
択します。
NTP サーバーに「カスタム」を選択したら、NTP サーバ
ーのドメイン名を入力します。
NTP サーバーにアクセスするためのポートを入力しま
す。

日付書式

年、月、日など、NVR の日付表示形式を設定します。

時刻書式

24 時間表示および 12 時間表示など NVR の時刻形式を
設定します。

日付区切り記号

年、月、日の間の区切り記号を設定します。

タイムゾーン

NVR のタイムゾーンを設定します。日本は、GMT+9：
00 です。

チャンネル
チェック時間

NVR チャンネルを選択します。
表 6-2

113

チャンネルチェック時間を次のように設定します。
ステップ 1：メイン画面で、[設定] →[録画]→[システム]→[一般]→[日付]タブを
クリックして、以下の図 6-18 に示すように、日付設定画面に入ります。
ステップ 2：使用するチャンネルを選択するか、「すべて」を選択して「保存」を
クリックして設定を完了します。

図 6-18
■ DST（サマータイム）
DST は次のように設定します。
ステップ 1：メイン画面で、[設定]→[録画]→[システム]→[一般]→[DST]タブを
クリックして、図 6-19 に示すように、DST 設定画面に入ります。
ステップ 2：サマータイムをオンにし、タイプ、開始時間、終了時間、オフセット
を設定します。
ステップ 3：[保存]をクリックして設定を完了します。
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図 6-19
6.5.5.2 ネットワーク


IP/ポート

以下の図 6-20 に示すように、メイン画面で[設定]→[録画]→[ネットワーク]をク
リックして、IP /ポート設定画面に入ります。ここでは、NVR の IP アドレス、サ
ブネットマスク、ゲートウェイ、ポート、DNS およびその他のネットワーク情報、
IP /ポートを設定し、これは NVR 側の設定と一致します。

図 6-20
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DDNS

以下の図 6-21 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[DDNS]タブの順にクリックして、DDNS 設定画面に入ります。ここで、DDNS
機能、DDNS および NVR の設定を開いて設定できます。

図 6-21


E メール

以下の図 6-22 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[E メール]の順にクリックして、E メール設定画面を開きます。ここで、E メー
ル機能、E メール設定、および NVR 設定と一致した設定になります。

図 6-22
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P2P

以下の図 6-23 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[P2P]の順にクリックして、P2P 設定画面に入ります。ここで、P2P 機能のオン
/オフ、P2P と NVR 側の設定と一致します。

図 6-23



FTP

以下の図 6-24 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[FTP]をクリックして、FTP 設定画面を開きます。ここで、FTP サーバー機能を
設定して NVR 側の設定と一致します。
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図 6-24


UPnP

以下の図 6-25 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[UPnP]をクリックして、UPnP 設定画面を開きます。ここで、UPnP 機能を設定
して NVR 側の設定と一致します。

図 6-25
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クラウドストレージ

以下の図 6-26 に示すように、メイン画面で、[設定]→[システム]→[ネットワーク]
→[クラウドストレージ]をクリックして、クラウドストレージ設定画面に入りま
す。ここで、クラウドストレージをオンにして NVR の設定と一致します。

図 6-26
6.5.5.3 異常処理
以下の図 6-27 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[異常]をクリッ
クして、異常処理設定画面を開きます。ここで、異常（HDD なし、HDD エラー、
ネットワーク切断、IP 競合）アラームを設定します。この設定は NVR 設定と一致
します。

図 6-27
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6.5.5.4 ユーザー
以下の図 6-28 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ユーザー]の順
にクリックして、ユーザー管理画面に入ります。ここで、ユーザーの追加、削除、
編集、ユーザー設定をすると NVR 側の設定と一致します。

図 6-28

6.5.6 メンテナンス
6.5.6.1 バージョン情報
以下の図 6-29 に示すように、メイン画面で[設定]→[メンテナンス]→[バージョン
情報]をクリックして、バージョン情報画面を表示させます。ここでは、NVR のバ
ージョンに関する情報を見ることができます。

図 6-29
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6.5.6.2 ログ
以下の図 6-30 に示すように、メイン画面で[設定]→[メンテナンス]→[ログ]の順
にクリックして、ログ画面に入ります。ここで、ログを検索および消去できます。
ログ検索設定は、NVR ローカル設定と一致します。

図 6-30
6.5.6.3 手動アップグレード
手動アップグレード画面では、NVR を再起動してアップグレードできます。
NVR システムの再起動とアップグレードの手順は次のとおりです。
ステップ 1：メイン画面で、[設定]→[メンテナンス]→[手動アップグレード]の順
にクリックして、図 6-31 に示すように、手動アップグレード画面に入ります。
ステップ 2:


システムの再起動：[再起動→OK]をクリックすると、WEB から NVR
の再起動画面に入り、NVR が再起動するのを待ち、ログイン画面に入り、
再度ログインします。
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システムアップグレード：[参照]をクリックして、アップグレードファ
イルがあるフォルダーを開き、アップグレードファイルを選択し、[ア
ップグレード]をクリックします。NVR がアップグレードを開始し、再
起動したら、ログインページからログインします。

図 6-31
6.5.6.4 自動メンテナンス
以下の図 6-32 に示すように、メイン画面で[設定]→[メンテナンス]→[自動メンテ
ナンス]の順にクリックして、自動メンテナンス画面に入ります。 ここでは、NVR
の再起動時間、自動メンテナンス設定を行い、この設定は NVR 側の設定と一致し
ます。

図 6-32
6.5.6.5 初期値の復元
NVR のパラメーターを工場出荷時の初期値に復元します。
復元する手順は次のとおりです。
ステップ 1：メイン画面で、[設定]→[メンテナンス]→[初期値の復元]の順にクリ
ックして、図 6-33 に示すように、初期値の復元画面に入ります。
ステップ 2：「録画」などの復元したいパラメーターを選択します。
ステップ 3：[保存]をクリックすると、選択したパラメーターが工場出荷時の初期
値に復元されます。
122

図 6-33

6.6 再生
メイン画面で、[再生]をクリックして、下の図 6-34 に示すように、再生画面に入
ります。ここでは、機器のビデオ、キャプチャ、ダウンロード、その他のアクショ
ン、設定、および NVR 設定を確認できます。



図 6-34
タイムライン：現在の状況での録画の種類と、録画が存在する期間を表示し
ます。 4 画面再生モードでは、選択した 4 チャンネルに対応する 4 つの再生
時間軸を表示できます。他の単一画面再生モードでは、1 つの時間軸のみが
表示されます。 マウスを使用して青い領域のポイントをクリックし、黄色の
線の位置にドラッグします。その時点から再生します。
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レイアウト：「

/

」をクリックして、ビデオ再生ウィンドウを切り替え

ます。


再生/一時停止：録画ファイルを照会した後、「

/

」をクリックして、検

索したビデオの再生を開始/一時停止します。


停止：ビデオが再生されたら、「

」を押してビデオの再生を停止します。



スロー再生：ビデオを再生するとき、「

」をクリックするとビデオがゆっ

くり再生され、選択した特定の速度は 1 / 2、1 / 4、1 / 8 です。 切り替え
後、プレビュー画面の右上隅の現在のステータスで現在の再生速度を確認で
きます。


早送り：ビデオの再生時に、「

」をクリックするとビデオの再生が速くな

ります。選択した特定の速度 2、4、8 倍速になります。切り替え後、プレビ
ュー画面の右上隅の現在のステータスで現在の再生速度を確認できます。


音声のオフ/オン：ビデオの再生中に、「

/

」をクリックして、録画し

たビデオの音声のオン/オフを切り替えます。


デジタルズームの有効化：ビデオを再生するとき、「

/

」をクリックし

て、録画した画面のデジタルズーム機能をオン/オフします。デジタルズーム
機能をオンにし、マウスの左ボタンを押したまま、再生画面でズームインす
る位置を選択し、マウスを放し、場所画面を選択して、「

」をクリックす

ると、拡大画面が復元されます。


スナップショット：ビデオが再生されたら、「

」をクリックするとローカ

ル設定で指定したフォルダにキャプチャします。


クリップ：ビデオが再生されたら、「

」をクリックして録画を開始し、[ク

リップファイルの保存]を再度クリックします。これはローカル設定で指定し
たフォルダに保存されます。


ダウンロード：ビデオファイルを照会した後、「

」をクリックしてビデオ

ファイルリストに入り、ダウンロードファイルを選択し、「ダウンロード」
をクリックします。ビデオファイルはローカル設定のフォルダに保存されま
す。ファイルのダウンロード画面を図 6-35 に示します。「最初のページ」、
「前のページ」、「次のページ」、および「最後のページ」は、すべてのビ
デオファイルをスクロールするために使用されます。 ビデオファイルは、正
しいカレンダー、ファイルタイプ、およびチャンネルの場所で再検索できま
す。

124

図 6-35


全画面：ビデオが再生されたら、フルスクリーン再生ビデオの「

」をクリ

ックします。 キーボードの「Esc」を押して、全画面再生を終了します。


ドラッグアンドドロップ：ビデオの再生、時間軸上でマウスの左ボタンをク
リックして左右にドラッグして位置を調整し、黄色のタイムポイント位置の
中央にドラッグし、指定時刻のビデオを再生します。

6.7 画像
画像の画面では、NVR 側でキャプチャされたすべての画像を表示およびダウンロ
ードできます。
手順は次のとおりです。
ステップ 1：メイン画面で、[画像]をクリックして、下の図 6-36①②に示すよう
に、画像画面に入ります。

6-36 ①
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6-36 ②
ステップ 2：チャンネルを選択し、[OK]をクリックして、イベントタイプを選択
し、検索時間範囲を設定します。
ステップ 3：「

」をクリックすると、検索された画像が画面の右側に

表示されます。
ステップ 4：画像を選択し、[ダウンロード]をクリックしてストレージパスを選択
し、[OK]をクリックして、指定したフォルダーにダウンロードするイメージを選
択します。 プレビュー位置に対応する「


」をクリックして、画像を表示します。

チャンネル：画像ファイルを検索するチャンネルを選択します。 1 つのチャ
ンネルを個別に選択することも、複数のチャンネルを選択することも、同時
に「すべて選択」することもできます。



イベントの種類：画像の種類をキャプチャします。ドロップダウンボックス
のオプションは、すべて、手動キャプチャ、顔検出、領域侵入検出、クロス
ボーダー検出、欠陥検出、および人の集合検出で設定されます。



開始/終了時間：画像ファイルをキャプチャする時間範囲。



クエリ：「

」をクリックすると、システムは設定されたチャンネ

ル、イベントタイプ、時間範囲に従って対応する画像ファイルをクエリし、
ファイルリストに表示します。


詳細：次の図 6-37 に示すように、「
細情報としてリストに表示されます。
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」をクリックして検索した画像が詳

図 6-37



大きなアイコン：「

」をクリックして検索された画像は、下の図 6-48 に

示すように、大きなアイコンとしてリストに表示されます。

図 6-38



ダウンロード：画像を選択し、[ダウンロード]をクリックし、ストレージパ
スを選択し、[OK]をクリックし、指定したフォルダーにダウンロードする画
像を選択します。
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第7章
7.1

仕様

パッケージ内容

NVR 本体

NVRC836P ｘ1 【NVRC436Pｘ1】

カメラ

IPR25HS500 ｘ8 【ｘ4】

ケーブル

CAT5e ケーブル 20ｍ x8 【ｘ4】、自己融着テープ ｘ1

マウス

USB 2.0 マウス ｘ1

HDD

2TB ｘ1

電源アダプター

DC48V/2.5A

質量

10.8kg/セット 【7.3kg/セット】

【 】内は 4 チャンネルモデル

7.2

仕様

７.２.１

カメラ

撮像素子

1/2.8 インチ SONY 製 STARVIS センサー

画素数

5M ピクセル

有効画素数

2616(H)×1964(V)

映像圧縮方式

H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG

信号形式

PAL／NTSC

シャッター速度

オート: PAL 1/25-1/10000 秒; NTSC 1/25-1/10000 秒

S/N 比

52dB 以上

スキャン方式

プログレッシブ

映像出力

ネットワーク

レンズ焦点距離

3.6mm 固定

フォーカス調整

固定

対応画素数

5M ピクセル

赤外線 LED

42μ ×2

赤外線照射距離

25M

赤外線 LED 制御

自動

イーサネット

RJ-45 (10/100Base-T)

プロトコル

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,R
TSP,RTCP,NTP,SMTP
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ONVIF

ONVIF 2.4

P2P

サポート（QR コード対応）

POE

IEEE 802.3af

映像遅延

0.3 秒 （LAN 内の場合)

メインストリーム１
メインストリーム２
メインストリーム３
サブストリーム１

2592×1944@20fp
2560×1920@20fp
2560×1440@25fp
1920×1080@30fps
1280×720@30fps
720×480@15fps
720×480@30fps

対応ブラウザ

Micosoft Internet Explorer 8〜11

スマートフォン

iPhone, iPad, Android, Android Pad

デイ＆ナイト

カラー/白黒（赤外線カットフィルタによる切替）

映像設定

サチュレーション、輝度、コントラスト、シャープネス、
ミラー、3D NR、ホワイトバランス、フリッカーレス

廊下パターン

サポート

デフォグ

サポート

ROI

サポート

逆光補正

サポート

WDR

サポート

動体検出

サポート

プライバシーマスク

3 エリア

録画モード

NVR/CMS/Web

サポート言語

Chinese Simplified, Chinese Traditional, English,
Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French,
Korean,Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish,
Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese

筺体材質・防水性能

金属、IP67

赤外線カットフィルター

サポート

動作温度

-20℃ 〜 +60℃ RH95%以下（氷結・結露のないこと）

保存温度

-20℃ 〜 +60℃ RH95%以下

電源

DC12V±10%, 900mA または、
PoE インターフェイスより供給

寸法

157(W) × 70(H) × 66(D) mm

質量

約 340g（本体、ケーブル含む）
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７.２.2

NVR

メインプロセッサー

ARM Cortex A7 Processor

OS

エンベデッド Linux

映像入力

9CH (2560×1920, 2048×1536, 1920×1080,
1280×960, 1280×720, etc)

映像出力

VGA ×1、HDMI ×1

音声出力

3.5mm ミニジャック ×1

音声ビットレート

64kbps

音声圧縮方式

G.711u, G.711a, ADPCM_DVI4

動体検出

9 CH

トリガーイベント

録画、E メール、FTP、スナップショット、ブザー、
画面表示

HDMI 出力

解像度：1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

VGA 出力

解像度：1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

分割表示

9CH×D1/ 8CH×D1/ 4CH×D1/ 1CH×1080P/
1CH×3MP/ 1CH×4MP/ 1CH×5MP

デジタルズーム

サポート

OSD

カメラ名、時刻、録画、モーション検出、イベント

映像圧縮方式

H.264/H.264+/H.265/H.265+

録画解像度

5MP(2560×1920), 4MP(2688×1520/2560×1440),
3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),
960P(1280×960), 720P(1280×720),
D1 (720×576/720×480)

録画
フレームレート

検出領域分割：396 (22×18)

PAL :5MP@9×25fps, 4MP@9×25fps,
3MP@9×25fps, 1080P@9×25fps,
960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps
NTSC: 5MP@9×30fps,4MP@9×30fps,
3MP@9×30fps,1080P@9×30fps,
960P@9×30fps, 720P@9×30fps, D1@9×30fps

録画モード

手動／時間／モーション検出／スマートアラーム

ローカル同期再生

1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps,
4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH
720P@30fps

デコード機能

4CH 1080P@20fps
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リモート同期再生

サポート

検索モード

全部、チャンネル、手動、時間、日付、モーション検出、
イベントアラーム

再生機能

再生、一時停止、停止、巻戻し、早送り再生、スロー再生、
全画面、コマ送り、逆コマ送り、デジタルズーム

バックアップモード

USB 記憶装置／ネットワーク経由

ネットワーク
インターフェイス

カメラ用 PoE LAN ポート RJ45 ｘ8【ｘ4】
外部接続用 LAN ポート RJ45 ×1

入力帯域幅

最大 60Mbps

ネットワーク機能

TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP,
DDNS, RTSP, RTCP,P2P

Onvif バージョン

Onvif 2.8

Web ブラウザ

Micosoft Internet Explorer 8〜11

CMS ソフトウェア

Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS

クラウド(P2P)

サポート

スマートフォン

iPhone, iPad, Android, Android Pad

PoE

PoE LAN ポート ×8CH【ｘ4CH】（最大 30W/CH 但し、 消
費電力の合計が 100W【50W】を超えないこと）、プラグア
ンドプレイサポート

HDD インターフェイス

SATA ×1

HDD 容量

最大 8TB

言語

Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish,
Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic,
Bulgarian,German, French, Portuguese, Turkic,
Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch,
Greek, Vietnamese, Japanese

USB インターフェイス

USB 2.0 インターフェイス ×2（フロント、リア各 1）

AC アダプター

DC 48V/2500mA

消費電力

6W 以下（HDD,PoE を除く）

動作温度／湿度

-10〜55℃／10〜90%（氷結・結露のないこと）

寸法(W×D×H)

260×215×43(mm)

質量

2.0Kｇ (HDD 除く)

【 】内は 4 チャンネルモデル
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第8章

付録

8.1 Q&A
1. HDD を検出できない場合の対処方法
回答：システムが HDD を検出しない場合、HDD の SATA ケーブルと電源ライン
が正しく接続されているかどうか、マザーボード上の HDD のインターフェイスに
問題があるかどうか、使用する HDD が仕様上サポートされているかどうかを確認
してください。

2. パスワードを変更後、パスワードを忘れた場合は、どうすれば良いですか？
回答：管理者がパスワードを忘れた場合は、セキュリティ解除ができなくなります。
パスワードを設定するときは、覚えやすく比較的安全なパスワードをお勧めします。
（セキュリティ上の必要性がある場合は、123 などの単純なパスワードを設定し
ないでください）

3. NVR が動作中の熱により、どのような結果が生じる可能性がありますか？
回答：NVR が動作しているときに熱が発生します。NVR を安全で換気された場所
に置いて、NVR が長期的な高温環境によりシステムの安定性と寿命が影響を受け
ないようにしてください。

4. コンピューターの HDD を NVR にインストールすれば使用できますか？
回答：使用する HDD が NVR のシステムでサポートされている場合は動作します
が、NVR 上でフォーマットする必要があります。フォーマットすると、HDD 内の
全てのデータが失われますので注意が必要です。

5. 録画中に再生できますか？
回答：はい。できます。

6. NVR の HDD 上の録画の一部を削除できますか？
回答：セキュリティを考慮して、ビデオ録画の一部を削除することはできません。
すべてのビデオ録画を削除する必要がある場合は、HDD をフォーマットできます。
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7. NVR クライアントにログインできないのはなぜですか？
回答：ネットワーク接続の設定が正しいかどうか、RJ-45 インターフェイスの接
続が問題ないかどうか、またログインできない場合は、ユーザー名とパスワードが
正しいかどうかを確認してください。

8. 再生時に録画情報が見つからないのはなぜですか？
回答：HDD のデータラインの接続が良好かどうか、システムの時刻が変更されて
いないか、ビデオファイルを保存するように設定されていないクエリ条件があるか
を確認してください。再起動後にも問題がある場合は、HDD が故障していないか
どうかを確認してください。

8.2 メンテナンス
1. NVR がシャットダウンするときは、電源スイッチを直接オフにしないでくださ
い。システムのシャットダウンを使用して、データの損失や HDD の損傷を避けて
ください。
2. NVR の設置場所が高温の熱源や場所から離れていることを確認してください。
3.本体に埃が堆積した場合は、埃を除去してください。また、シャーシの周囲の換
気を維持し、放熱を促してください。

4. 音声/ビデオ信号ラインについては、ホットスワップ（電源を入れたまま、抜き
差しする）しないでください。故障の原因となります。

5. NVR の HDD 電源ケーブルとデータケーブルを定期的に確認し、経年劣化して
いないかどうかを確認してください。
6. 音声/ビデオ信号に影響のある他の回路や電子機器を可能な限り遠ざけてくだ
さい。静電気または誘導電圧による HDD の損傷を防ぎます。
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