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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、複数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 

⚫ 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。 

⚫ 本機の出荷時の IPv4 アドレスの設定は、DHCP です。 

 

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、次の規則があります。 

⚫ 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。 



9 
 

⚫ 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。 

⚫ [工場設定値復旧]をチェックして、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、全ての画面で「適用」、「確認」、「保存」を

クリックします。 

 

1.4 機能の特徴 

NVR の主な機能は次のとおりです。 

⚫ H.265+/H.264+ビデオ圧縮形式をサポートし、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。 

⚫ 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。 

⚫ マルチチャンネル外部アラーム入力および出力をサポートしています。 

⚫ 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、録画、再生、バックアップをサポートします。 

⚫ USB2.0 ポートを装備し、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,NTFS,exFAT 形式の HDD をサポートします。 

⚫ 表示言語は、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。 
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第 2章 外観と基本操作 

2.1 フロントパネル 

フロントパネルの概略図は次のとおりです。 

 

 

 

図 2-1 

 

図 2-1 の各部に対応する説明を表 2-1 に示します。 

表 2-1 

 

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。 
 

No. 名 称 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 にアクセスしている時に点灯します。 

4 USB2.0 ポート 

USB2.0 のポートです。マウスや USB ディスク

（USB フラッシュメモリなど）の外部記憶装置

を接続します。 

1 2 3 

4 
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2.2 リアパネル 

背面パネルの概略図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

図 2-2 

※図は、8CH モデルです。 

 

図 2-2 の各部に対応する説明を表 2-2 に示します。 

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 
アラーム 

入力／出力 

アラーム入力4系統とアラーム出力1系統の接続端子で

す。 

3 USB2.0 ポート マウスや USB 記憶装置などを接続します。 

4 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。 

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 
音声 

入力／出力 

音声信号の入力／出力端子です。信号レベルは、入力／

出力共にラインレベルです。 

7 LAN ポート  外部ネットワークに接続します。 

8 
PoE 

LAN ポート 

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。 

表 2-2 

8 

7 

6 5 

4 3 

2 1 
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2.3 IP カメラ 

 
 

 

 

  
図 2-3 

 

No. 名 称 接続に関する説明 

1 
電源入力 

コネクタ 

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。 

2 
イーサネット

ポート 

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、電

源供給する必要はありません。 

表 2-3 

 

2.4 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 機 能 

左クリック 

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。 

3. 再生中にタイムラインをクリックして、再生の進行状況

を切り替えます。 

右クリック 

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。 

1 

2 
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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。 

左ボタンを 

ダブルクリック 

プレビューと再生の状態で、シングルスクリーンとマルチ

スクリーンを切り替えます。 

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 

1. パン/チルト制御状態では、方向が回転します。 

2. ビデオオクルージョンアラームとモーション検知アラ

ームのエリア設定で、エリア範囲を設定します。 

3. 電子ズームの領域をドラッグします。 

4. プレビューインターフェイスで、チャンネルを選択し、

を押してドラッグし、他のチャンネルの場所に切り替え

ます。5.ビデオを再生するときは、プログレスバーをド

ラッグして、再生するビデオファイルを切り替えます。 

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。 

3. プレビュー時にプレビューチャンネルを切り替えるこ

とができます。 

4. 電子的にズームインすると、ビデオ画像をズームインお

よびズームアウトできます。 
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2.5 入力方法 

入力方法には、小文字と大文字の英字と記号が含まれます。左側の「 」ボタン

をクリックすると大文字－小文字の入力に切り替えることができ、「 」ボタン

で記号入力になります。「 」は誤った入力を削除します。 

 

 
図 2-4 小文字のアルファベット入力 

 

 

図 2-5 大文字のアルファベット入力 

 

 

図 2-6 記号入力 
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第 3章 NVR への接続 

3.1 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 3-1 

※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。 

 

【重要】 
NVR の IP アドレスの初期値は、DHCP に設定されています。IP アドレスを

固定して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。 
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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。 

①NVR 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  

 

4.2 起動ウィザード 

4.2.1 クイック設定ウィザード 

NVR の起動後、NVR の通常の操作である起動ウィザードを使用して簡単に設定が

行えます。 

 

図 4-2 に示すように、NVR をすばやく設定します: 

①使用する言語を選択して[適用]をクリックします。既に使用する言語が選択され

ている場合は、[終了する]をクリックします。 
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図 4-2① 

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 4-2② 
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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。[修正]をクリックします。 

 

図 4-2③ 

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、対応する回答を入力して、

[保存]をクリックします。NVR に USB ディスクを挿入し、[エクスポートキー]

をクリックします。これによってキーファイルを USB ディスクに保存します。

キーファイルを保存することによって、パスワードがわからなくなった場合でも

この USB ディスクを挿入して NVR の操作が可能になります。 

 

図 4-2④ 
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ロック解除パターン：「ロック解除パターン」にチェックを入れ、マウスで 4 点

以上のロック解除パターンを 2 回描画して、ロック解除パターンの設定を完了し

ます。 

 

⑤「日付と時刻」画面に移動し、NVR 設定と日付を設定し、「次へ」をクリック

します。  

 
図 4-2⑤ 

 

⑥「ネットワーク」画面に移動し、NVR のネットワークパラメーターを設定して

「次へ」をクリックします。  

 
図 4-2⑥ 
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⑦「HDD」画面に移動すると、HDD の使用状況を確認できます。状況が「使用中」

になったら、「次へ」をクリックしてください。ステータスが「マウントされて

いません」と表示されたら、HDD を選択し、「フォーマット→確認」をクリッ

クすると、NVR が再起動し、HDD がフォーマットされます。 

 

 
図 4-2⑦ 

 

⑧「カメラ」画面に移動し、｢検索｣をクリックして IP カメラを検索して必要なカ

メラをチェックして「追加」をクリックします。「次へ」をクリックします。 

 

 
図 4-2⑧ 
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⑨「パスワードの変更」画面に移動し、実際のニーズに応じてシステムパスワード

とセキュリティの質問を設定し、「完了」をクリックすると、ブートウィザード

が設定されます。 

 

 
図 4-2⑨ 

注意 

⚫ 起動ウィザード画面で、「終了→確認」をクリックして起動ウィザードを終

了します。 

⚫ 日付と時刻の設定画面で、[起動ウィザード有効]のチェックを外すと、次回

の起動後にシステムに[起動ウィザード]画面が表示されなくなります。 

⚫ パスワードが単純すぎると、ログイン後にパスワード強度のセキュリティ画

面がポップアップ表示されます。「後で変更」をクリックすると、既存のパ

スワードを引き続き使用できます。 

⚫ ブートウィザード画面で変更する必要がない場合は、[次へ]をクリックして

次の画面で必要な入力をしてください。 

⚫ ネットワークパラメータを設定する前に、NVR がネットワークに正しく接続

されていることを確認してください。 

⚫ 本製品に搭載された HDD は、フォーマット済みなので、通常は、フォーマ

ットする必要はありません。 
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4.2.2 パスワード忘れ 

パスワードを忘れた場合は、ログインページの[パスワード忘れ]をクリックして

[パスワードを忘れ]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）。

パスワードをリセットするには、「質問に答える」、「キーをインポートする」、

「動的パスワード」の 3 つの方法があります。 

 
図 4-3 

 

◼ 質問への回答：図 4-4 に示すように、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、対応する質問への回答を入力し、[次へ]をクリッ

クして新しいパスワード設定画面に入ります。 

 

注意 

⚫ セキュリティ質問への回答は、英数字で入力してください。漢字の入力は、

できません。 
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図 4-4 

◼ キーのインポート: 図 4-5 に示すように、認証方法を「インポートキー」と

して選択します。 

 

 
図 4-5 

 

①USB ディスク（NVR のパスワード修正の保存時にキーファイルをエクスポート

した）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。 

②変更ユーザーインターフェイスで、図 4-6 に示すように、「パスワードの変更」

を選択し、新しいパスワードを入力してパスワードを確認し、「保存」をクリッ

クします。 
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図 4-6 

◼ 動的パスワード：図 4-7 に示すように、認証方法を「動的パスワード」とし

て選択します。 

 

 
図 4-7 
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①サプライヤに連絡してセキュリティコードを取得し、セキュリティコードの場所

を入力して、[次へ]をクリックします。 

②ユーザーインターフェイスの変更で、「パスワードの変更」にチェックを入れ、

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。 

 

注意 

⚫ 「質問への回答」を選択する場合は、少なくとも 2 つの質問に回答する必要

があります。また、「ユーザーの変更」画面に入る前に、パスワードを設定

するときに設定した回答とまったく同じ回答である必要があります。 

⚫ 「キーのインポート」を選択した場合、USB ディスク内のキーファイルは、

ご使用の NVR によって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 4-8 に示すように、デフォルトのプレビューが

表示されます。 

 
図 4-8 

NVR が正常に起動した後、デフォルト設定はマルチスクリーン表示モードでプレ

ビューします。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。
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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。  

各アイコンの機能を次の表に示します: 

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モーション検出の状態です。 

 

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。（本製品では、サポートしていません） 

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 4-9 に示します。 

①チャンネルメニューで、IP カメラが接続されていないチャンネルは「＋」アイ

コンが表示されます。ここで、画面左下の検索をクリックします。 

 

 
図 4-9① 

 

②デバイス検索のリストから追加する IPカメラを選択し、[ ]をクリックします。 
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図 4-9② 

➢ 検索：[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 カメラをクリックして検索します。 

➢ 追加：選択した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、5.3.5.1

を参照してください。 

➢ フィルター：表示フィルター条件を選択し、[検索]をクリックすると、NVR

は、条件を満たす LAN 内のすべての IP カメラを検索して表示します。 

 

注意 

⚫ フィルター検索デバイスの追加：デバイスの追加画面で、「フィルター」設

定→「検索」→デバイスの選択→「 」をクリックして、対応するプロトコ

ルを選択します。 

⚫ 手動追加：デバイス検索画面で、「手動追加」をクリック→「有効」をクリ

ック→プロトコルの選択、パスワード、IP、ポートの入力→「保存」をクリ

ックします。 

 

4.5 チャンネルショートカットメニュー 

カメラをチャンネルに追加したら、チャンネルをクリックします。図 4-10 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 4-10 
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各アイコンの機能を次の表に示します。  

 

アイコン 機 能 

 

手動キャプチャーの場合、ボタンをクリックしてビデオ画像

をキャプチャーします。写真の検索、表示、バックアップは

「 ファイル管理」→「全てのファイル」で行えます。 

 

5 分前再生ボタン、このボタンをクリックすると、該当チャ

ンネルの録画ビデオの 5 分前を再生します。 

 

PTZ インターフェイスに入るためにクリックします。（本

製品では非対応） 

 

オーディオ出力コントロールボタンです。クリックして、チ

ャンネル出力の音量とミュートを設定します。 

 

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、画面右下にチャンネルの拡大されていない画像を表示

し、拡大されていない画像の赤い枠をマウスでドラッグして

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。 

 

画像のボタンをクリックして、画像調整を選択すると、チャ

ンネルの明るさ、コントラスト、補助光、露出設定、ホワイ

トバランスなどのパラメータ値の調整ができます。 

 

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

ラメータが表示されます。 

 
チャンネルの終日録画をオン/オフします。 

 
メインストリームとサブストリームを切り替えます。 

 
魚眼レンズ展開機能(本製品では非対応) 

表 4-2 
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4.5.1 PTZ（本製品では非対応） 

PTZ カメラが接続されているチャンネルの「 」をクリックして PTZ 設定イン

ターフェイスに入り、図 4-11①に示すように、PTZ の速度、方向、ズームなどの

操作を実行できます。 

 
図 4-11① 

PTZ セットアップ画面は、PTZ 制御と一般制御に分かれています。 

 

◼ PTZ 制御 

PTZ 制御画面は、PTZ カメラの PTZ 方向回転（上、下、左、右、左上、左下、右

上、右下を含む）、フォーカス調整、ズーム、アイリス、高速ポジショニング、ク

ルージングなどを設定するために使用されます。図 4-11②に示すように、設定時

に方向キーとともに使用します。 
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図 4-11② 

➢ チャンネル：PTZ カメラが接続されているチャンネルを選択します。 

➢ ズーム： / をクリックして、カメラのズームイン/ズームアウトを調整し

ます。 

➢ 焦点： / をクリックしてカメラのフォーカスを調整します。 

➢ アイリス： / をクリックしてカメラの明るさを調整します。 

➢ 速度：たとえば、パン/チルトの速度を制御するには、7 ステップの回転速度

が 1 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：  /  /  /  /  /  /  / を使用して PTZ カ

メラの方向を調整します。 

 
 

◼ 一般制御 

図 4-11③に示すように、PTZ セットアップ画面で、[一般制御]をクリックして一

般制御画面（プリセットポイントを呼び出すための制御）に入り、クルーズライン

を選択してクルーズを開始/終了します。 
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図 4-11③ 

➢ プリセット：プリセットポイントを選択します。 

➢ 呼出：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。 

➢ クルーズ開始：クルーズラインに従って、クルーズを開始します。 

➢ クルーズ終了：現在のクルーズラインを閉じます。 

 

4.5.2 画像 

画像調整画面では、明るさ、コントラスト、ホワイトバランスなどの IP カメラの

画像パラメータを調整できます。 

 

画像設定の手順は次のとおりです。 

手順 1：図 4-12 に示すように、IP カメラチャンネルから[ ]をクリックして、

チャンネル画像の調整画面に入ります。 
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図 4-12 

手順 2：設定するチャンネルを選択します。 

手順 3：必要に応じて、画像調整、補助光、露出設定、逆光補正設定、ホワイトバ

ランス、ビデオ調整を設定します。 

手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

➢ 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することで、プ

レビュー画面の明るさ、コントラスト、サチュレーション、シャープネスを

調整できます。 プログレスバーの後ろの値、「明るさ」、「コントラスト」、

「サチュレーション」、「シャープネス」を設定することもできます。有効

な値の範囲は 0〜255 で、初期値は 128 です。 

➢ 補助光：初期値はオート、感度は 3、フィルタリング時間は 3、補助光の明

るさは 100 です。補助光モードが「オート」の場合、実際の環境に応じて補

助光をオンにします。ユーザーは、実際のビデオシーンに応じて、補助光モ

ードを「昼」、「夜」、「定刻切換」に設定したり、補助光モードに応じて

感度とフィルタリング時間を変更することができます。補助光モードが「定

刻切換」の場合、 

➢ 夜明けの時間（明るくなる時間）と暗い時間をあらかじめ入力して補助光の

点灯、消灯時刻を設定できます。 

✓ 補助光モードが「昼」の場合は、補助光は、昼間の状態のように常に消

灯した状態になります。 
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✓ 補助光モードが「夜」の場合は、補助光は、夜間の状態のように常に点

灯した状態になります。 

✓ フィルタリング時間：周囲が徐々に明るくなることにより補助光が頻繁

にオン/オフが繰り返すことを防ぐため、フィルタリング時間を設定し

ます。この時間中は、カメラは周囲光に影響されません。単位は秒です。 

✓ 補助光の明るさ：補助光が点灯する際の明るさを調整するために使用し

ます。調整可能な範囲は 0〜100 です。 

➢ 逆光補正設定：逆光補正とその強度を設定するために使用されます。デフォ

ルトはオフで、手動でオンにでき、逆光補正を 3 段階に設定できます。 

➢ 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: 赤（R）、緑（G）、青（B）ゲイン調整ができ

ます。調整範囲は、それぞれ（0-255）です。設定後、[保存]をクリッ

クしてください。 

➢ ノイズ低減：ここでは、2D または 3D デジタルノイズ低減モードをオンに設

定できます。 

➢ 画像処理：ここでは、フリッカー制御モードを選択し、ワイドダイナミック

レンジをオンにします。 

✓ フリッカー制御：フリッカー制御モードは、IP カメラの設置環境に応じ

て選択します。PAL 規格は 50HZ で、NTSC 規格は 60HZ です。 

✓ センサーリニア WDR：初期値は「オフ」です。ドロップダウンメニュ

ーでワイドダイナミックレンジの強度（オフ、自動、弱、中、強、最強）

を切り替えることができます。 

➢ デフォグモード: デフォグ（霧補正）モードとその強度を設定します。 

✓ デフォグモード: 初期値はオフです。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、デフォ

グ強度を設定できます。値の範囲は 0〜255 の範囲で設定できます。 

注意 

⚫ 画像調整の画面には、IPカメラがサポートする機能のみが表示されます。設

定項目は製品によって異なります。 
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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た後、マウスカーソルをプレビュー画面の下部に移動する

と、図 5-1 に示すように、ショートカットメニューがポップアップします。メニ

ューに入ると、関連する設定を行うことができます。以下のような機能を設定でき

ます。基本操作（ファイル管理、システム設定、ログアウト、シャットダウン）、

再生、アラーム、録画ステータス、アラームステータス、HDD ステータス、ネッ

トワークステータス、システム情報、画面巡回設定、OSD のオン/オフ、終日録画

のオン/オフ、画面分割（1 画面、4 画面、8 画面、9 画面）および全画面表示を終

了（メインメニューモードに入ります） 

 

 
図 5-1 

 

ショートカットメニューのアイコンと特定の機能を以下の表 5-1 に示します。 

 アイコン 機 能 

 

クリックして、アラーム画面に入ります。（詳細な操作は、

5.1.1 アラーム状態参照） 

 

クリックして録画状態画面に入り、チャンネルの録画ステ

ータス、ストリームタイプ、ビットレート、およびその他

の関連情報を表示できます。 

 

クリックしてアラーム状態（アラーム入力）画面に入り、

各アラーム入力チャンネルのアラーム名、タイプ、ステー

タス、およびその他の関連情報を表示できます。 

 

クリックしてディスク状態画面に入り、HDD のステータ

ス、容量、その他の関連情報を表示できます。 

 

クリックしてネット状態画面に入り、IP アドレス、サブ

ネットマスク、ゲートウェイ、その他のネットワーク情報

を表示できます。  
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クリックするとシステム情報画面を表示します。（詳細な

操作は、5.1.2 システム情報参照。 

 

クリックすると画面巡回の設定画面を表示します。（詳細

な操作は、5.1.3 画面巡回参照。 

 

各チャンネルの OSD 表示（チャンネル名とチャンネル番

号）のオン/オフを切り替えます。 

 
全てのチャンネルの終日録画をオン/オフします。 

分割画面 

分割画面設定は、ＮＶＲがサポートしているチャンネル数

に応じて、画面を 1、4、9、16 に分割します。 

 

 

クリックして全画面表示を終了し、メインメニューモード

に入ります。 

表 5-1 

 

注意 

⚫ 分割画面表示は、NVR でサポートされているチャンネルの最大数によって異

なります。例えば、4 チャンネル NVR のショートカットメニューには最大で

9 分割画面があり、8 チャンネル NVR のショートカットメニューには最大

16 分割画面があります。 

 

5.1.1 アラーム状態 

以下の図 5-2 に示すように、ショートカットメニューの[ ]をクリックしてアラ

ーム画面に入り、NVR のアラーム出力ステータスを表示したり、アラーム出力を

手動で作動オン/オフにすることができます。 
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図 5-2 

 
 

5.1.2 システム情報 

ショートカットメニューの[ ]をクリックしてシステム情報画面に入り、下の図

5-3 に示すように、デバイス名、モデル番号、シリアル番号、およびその他の情報

を表示できます。 
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図 5-3 

5.1.3 画面巡回 

NVR は、画面巡回表示機能をサポートしています。設定後、システムは分割画面

に従ってビデオフレームを順番に再生します。図 5-4 に示すように、各グループ

の画像が一定時間表示されると、自動的に次のグループの画像にジャンプします。 

手順 1: ショートカットメニューの[ ]をクリックして、画面巡回設定画面に入

ります。 

手順 2: [有効]をチェックして、時間(秒)と画面モードを設定します。 

手順 3: [保存]をクリックします。 
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図 5-4 

➢ 有効：画面巡回機能のオン/オフを切り替えます。初期値はオフです。 

➢ 時間：表示時間を設定します。初期値は 10 秒です。 

➢ モード：分割画面の数を設定します。初期値は 1 画面表示です。 

 
 

5.2 メインメニュー 

プレビュー画面上でマウスの右ボタンをクリックして、メインメニュー（上部のメ

ニューバー）とショートカットメニュー（下部のメニューバー）で構成されるメイ

ンメニュー画面が表示されます。メインメニューには、図 5-5 に示すように、プ

レビュー、再生、ファイル管理、チャンネル、ストレージ、システム、メンテナン

スが含まれます。 
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図 5-5 

メインメニューのアイコンとその機能を以下の表 5-2 に示します。 

アイコン 機 能 

 

クリックしてプレビュー画面に入ります（詳細な操作は、

5.3.1 プレビュー参照）  

 

クリックして再生画面に入ります（詳細な操作は、5.3.2 

再生参照） 

 

クリックしてファイル管理画面に入ります（詳細な操作

は、5.3.3 ファイル管理参照）  

 

クリックしてスマート分析画面に入ります（詳細な操作

は、5.3.4 スマート分析参照） 

 

クリックしてチャンネル画面に入ります（詳細な操作は、

5.3.5 チャンネル参照）  

 

クリックしてストレージ画面に入ります（詳細な操作は、

5.3.6 ストレージ参照）  

 

クリックしてシステム画面に入ります（詳細な操作は、

5.3.7 システム参照） 
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クリックしてメンテナンス画面に入ります（詳細な操作

は、5.3.8 メンテナンス参照）  

 

クリックしてアラーム画面に入ります（詳細な操作は、

5.3.9 アラーム参照）  

 

クリックしてバックアップ進行状況画面に入ります（詳細

な操作は、5.3.10 バックアップ参照） 

 

クリックして終了画面に入ります（詳細な操作は、5.3.11 

終了参照） 

表 5-2 

5.3 操作 

5.3.1 プレビュー 

メインメニューで、「 」をクリックして、図 5-6 に示すようにプレビュー画面

に入ります。 

 
図 5-6 

 

➢ チャンネル：システムのすべてのチャンネルを表示します。チャンネルをダ

ブルクリックすると、チャンネルのリアルタイム画像が現在のプレビューボ

ックス（赤いボックス）に表示されます。 
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➢ ターゲット(本製品では非対応)：スナップショットの結果を表示するには、

オプション（[顔検出]、[人物検出]、[スマート検出]、[車両認識]）をオンに

して、リアルタイムのスナップショットを表示します。 

 

5.3.2 再生 

5.3.2.1  チャンネル再生 

図 5-7 に示すように、メインメニューで[ ]をクリックして、ビデオ再生画面に

入ります。 

 

図 5-7 

 

再生画面の説明を次の表に示します。  

No. 機 能 説 明 

1 チャンネル 

最小/最大 CH：再生チャンネル数をインテリジェン

トに選択します。最小チャンネル数は、デフォルト

で一度に 1 つのチャンネルを選択します。最大数は、

4 チャンネルなど、NVR が一度にサポートする最大

チャンネルを選択します。 

チャンネル：チャンネル番号を選択します。（NVR

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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2 カレンダー 

カレンダーに緑色のドットが付いている日付はビデ

オ録画があることを示し、緑色のドットがない日付

はその日に録画がないことを示します。どの再生モ

ードでも、録画の種類とチャンネルを選択し、表示

する日付をクリックすると、タイムラインがその日

の録画トラックに更新されます。 

3 
再生制御 

エリア 1 

: 外部ファイル 

: 時間による再生 

:メイン/サブストリームに切換え 

: POS オーバーレイ切換え 

/ : 編集 / 編集終了 

: クリップ時間設定 

: クリップをエクスポート、クリップファイ

ルを選択し、[OK]をクリックして、選択したファイ

ルを USB ドライブにバックアップします。 

/ : 速度アップ / 速度ダウン 

/ : コマ戻し / コマ送り 

: 逆再生 

/ : 再生 / 一時停止 

/ : 前へ / 次へ 



43 
 

/ / / : 1/4/9/16 分割画面 

: 全画面再生 

4 再生バー 

現在の状態での録画の種類と期間を表示します。複

数分割画面になっている場合は、再生画面をクリッ

クしてチャンネルを選択します。最初の時間軸は、

選択したチャンネルの録音時間軸です。色付きの領

域のポイントをマウスでクリックして、その時点か

ら再生を開始します。 

5 
再生制御 

エリア 2 

/ : タブ オフ / オン 

ビデオタイプ: 

All: 全てのビデオ 

N: 通常録画 

M: モーション検出録画 

A: アラーム録画 

M&A: モーション検出録画とアラーム録画 

I: インテリジェント録画 

 
: 時間軸調節バー 

6 非表示メニュー 

再生画面をクリックして、非表示のポップアップを

表示します 

: キャプチャ 

: ボリューム オン / オフ 

: デジタルズーム 
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: タグ追加、再生中のファイルにタグを追加

します 

: 魚眼レンズ 

: このメニューを閉じます 

7 
表示 

ウインドウ 

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 画面再生するマルチ画面再生、

画面をダブルクリックして、単一画面再生にし、こ

の時点で右クリックすると元の画面再生に戻りま

す。 

表 5-3 

◼ 再生：チャンネル、日付、ビデオタイプに応じて対応するビデオファイルを

取得し、条件を満たす再生バーから順番にビデオファイルを再生します。 

 

具体的な手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ ]をクリックして再生画面に入ります。 

手順 2：ビデオ再生チャンネルを選択すると、カレンダーに当月のビデオ録画が自

動的に表示されます。 

 

 

✓ シングルチャンネル再生 

1.チャンネルリストで再生するチャンネルを選択します。 

2.再生する日付をダブルクリックして[ ]をクリックすると、下の図 5-8 に示す

ように、ディスプレイ画面が録画映像の再生を開始します。 
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図 5-8 

✓ マルチチャンネル再生 

1.チャンネルリストで再生する必要のある複数のチャンネルを選択します。 

2.再生する日付をダブルクリックして[ ]をクリックするとすると下の図 5-9 に

示すように、ディスプレイ画面がマルチチャンネル同期再生ビデオを開始しま

す。 

 

  
図 5-9 
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注意 

⚫ マルチチャンネル再生は MAX スピード再生に対応しています。 

⚫ 図 5-7 に示す画面は参照用のサンプルです。モデルが異なると、同時再生機

能の最大チャンネル数も異なります。実際の画面を参照してください。 

⚫ チャンネルの録画情報は第 1 プログレスバー表示ボックスで選択でき、チャ

ンネルのインテリジェント検索録画情報は第 2 プログレスバー表示ボックス

で選択できます。 

 

◼ タグ再生 

タグ再生機能は、ユーザーが動画を再生する際の特定の時点で関連情報を記録する

のに役立ち、これらのマークされた動画をいつでも表示できます。 

手順 1：メインメニューで[ ]をクリックして、ビデオ再生画面に入ります。 

手順 2：ビデオ再生のチャンネルとビデオが録画された日付を選択すると、検索し

たビデオがプログレスバーに表示されます。 

手順 3：タグボタンを「 」に切り替えるとタグを追加した再生プログレスバ

ーに白いラベルポイントが表示され、現在の位置にタグがあることを示し

ます。 

 
図 5-10 

注意 

⚫ タグを追加すると、システムはタグを付けた時間の前後の 5 秒間のビデオを

自動的にクリップして保存します。 
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5.3.2.2  再生支援機能 

◼ デジタルズーム 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ ]をクリックして、ビデオ再生画面に入ります。 

手順 2：ビデオ再生のチャンネルとビデオが録画された日付を選択すると、検索し

たビデオがプログレスバーに表示されます。 

手順 3：「 」をクリックして、再生します。 

手順 4：下の図 5-11 に示すように、再生画面をクリックして、非表示メニューを

ポップアップし、[ ]をクリックしてデジタルズーム画面に入ります。 

 

 
図 5-11 

 

注意 

⚫ デジタルズーム画面に入ると、元の画像が拡大されます。画像の最大倍率は

16 倍です。 

⚫ 最初に元の画像の中央が拡大されます。マウスの左ボタンを押したまま画像

をドラッグして、拡大する領域に切り替えます。 
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⚫ マウスホイールを使用して、画像をズームインおよびズームアウトできます。 

マウスホイールを下にスライドさせて画像を拡大します。上にスライドして

画像を縮小します。 

 

◼ クリップ 

ビデオ再生中のクリップビデオ保存をサポートします。  

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ ]をクリックして、ビデオ再生画面に入ります。 

手順 2：ビデオ再生のチャンネルとビデオが録画された日付を選択すると、検索し

たビデオがプログレスバーに表示されます。 

手順 3：[ "]をクリックすると、開始文字と停止文字がプログレスバーに表示

されます。下の図 5-12 に示すように、手動で調整して、ビデオファイル

の目的の長さにすることができます。 

 
図 5-12 

手順 4：下の図 5-13 に示すように、[ "]をクリックしてビデオクリップを USB

ディスクに保存します。 

 

図 5-13 
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注意 

⚫ 下の図 5-14 に示すように、「 」をクリックしてクリップ設定画面で開始

時刻と終了時刻を設定し、ビデオファイルを直接エクスポートすることもで

きます。 

 

図 5-14 

 

5.3.3 ファイル管理 

5.3.3.1  全ファイル 

全てのファイルの検索。ここでは、ユーザー定義の検索条件に従って記憶装置内の

全てのタイプのファイルを取得し、カテゴリ別に表示できます。 

手順 1：図 5-15 に示すように、メインメニューで[ ]をクリックしてファイル

管理画面に入ります。 
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図 5-15 

 

手順 2：検索条件（時間、チャンネル、ファイルタイプ、タグ、イベントタイプ）

を設定し、[検索]をクリックすると、下の図 5-16 に示すように、検索結

果に条件を満たすファイルが表示されます。 

 

図 5-16 

➢ チャンネル：検索結果はチャンネルごとにグループ化されて表示されます。 

➢ 時間：検索結果は時間ごとにグループで表示されます。 
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➢ 全て：検索結果には、条件を満たすビデオファイルと画像ファイルが表示さ

れます。 

➢ ビデオ：検索結果には、条件を満たすビデオファイルのみが表示されます。 

➢ 画像：検索結果には、条件を満たす画像ファイルのみが表示されます。 

➢ ：検索結果をサムネイルで表示します。 

➢ ：検索結果をリスト別に表示します。 

➢ ：検索結果の最初のページにジャンプします。 

➢ ：1 ページ進む 

➢ ：1 ページ戻る 

➢ ：検索結果の最後のページにジャンプします。 

➢ ：検索結果を折りたたんで、検索条件ページに戻ります。 

➢ ：前の検索の結果を表示します。 

 

手順 3：バックアップ、ビデオや写真の表示などの関連操作は、検索結果に対して

実行できます。 

➢ ビデオの表示：検索結果のビデオファイルに対応する「 」をクリックし

て、ビデオクリップを表示します。 

➢ 画像の表示：検索結果の画像ファイルに対応する「 」をクリックして、

画像を表示します。 

 
 

5.3.3.2  人物ファイル（本製品では非対応） 

ヒューマンファイル機能は、人員の写真やビデオを取得して表示できます。それら

は記憶装置にバックアップできます。 

手順 1：図 5-17 に示すように、メインメニューで[ →人物ファイル]をクリッ

クして、人物ファイル画面に入ります。 
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図 5-17 

 

手順 2：検索条件（時間、チャンネル、ファイルタイプ）を設定し、[検索]をクリ

ックすると、下の図 5-18 に示すように、条件を満たすファイルが表示さ

れます。 

 

 
図 5-18 

 

手順 3：バックアップ、ビデオや写真の表示などの関連操作は、検索結果に対して

実行できます。 
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5.3.3.4  エクスポート 

ファイル管理機能は、USB メモリやモバイル HDD などの USB ディスクを使用し

たビデオファイルと画像ファイルのバックアップをサポートします。 

前提条件:  

NVR にバックアップ用の記憶装置が正しく接続されていること。 

手順 1：メインメニューで[ ]をクリックして、ファイル管理画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-19 に示すように、検索条件を設定し、検索結果でビデオまたは

画像ファイルを選択します。 

 

図 5-19 

 

手順 3：下の図 5-20 に示すように、[エクスポート]→[新フォルダ]をクリックす

ると新しいフォルダを作成することができます。フォルダ名を入力して、

[OK]をクリックします。 
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図 5-20 

手順 4：[OK]→[OK]をクリックして、USB ドライブの新しいフォルダへのファイ

ルのバックアップを開始します。 

手順 5：下の図 5-21 に示すように、画面右上の[ ]をクリックしてダウンロー

ドの進捗状況を表示させることができます。 

 

図 5-21 

注意 

⚫ 一度に複数のファイルをバックアップする場合にグラフの進行が途中で停止

することがあります。1〜2 分程度待てば、進行しますのでお待ちください。 

⚫ ファイルのバックアップ時に、「 」、「 」、「 」を使用してバッ

クアップファイルを削除および一時停止できます。 
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5.3.4 スマート分析（本製品では非対応） 

スマート分析には、顔データベース、顔比較検索、人数カウント、ヒートマップが

含まれます。 

 

5.3.4.1  顔データベース 

顔データベースは、顔写真の保存に使用され、顔の比較やアラームの比較にも使用

できます。下の図 5-22 に示すように、顔データベースを追加、削除、編集する機

能を備えています。 

 
図 5-22 

◼ 顔データベースの追加 

手順 1：メインメニューで、[ →顔データベース]をクリックして、顔データベ

ース画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-23 に示すように、顔データベースの名前で[追加]をクリックし

ます。 
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図 5-23 

手順 3：新しい顔データベースの名前を入力し、[保存]をクリックすると、新しい

顔データベースが顔データベースリストに追加されます。 

 

◼ 顔データベースの削除 

手順 1：メインメニューで、[ →顔データベース]をクリックして、顔データベ

ース画面に入ります。 

手順 2：リストから顔データベースを選択し、[ ]をクリックします。 

 

◼ 顔データベースの参照 

手順 1：メインメニューで、[ →顔データベース]をクリックして、顔データベ

ースに入ります。 

手順 2：顔データベースを選択し、[ ]をクリックすると、詳細情報リストに顔

データベースのすべての写真番号が表示されます。 
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◼ 顔リストの追加 

顔リストを追加すると、一度に顔データベースにアップロードできる写真は

1 つだけになります。写真をインポートするには、ローカル画像と写真の撮

影の 2 つの方法があります。 

 

◆ ローカル画像のインポート固有の操作手順： 

手順 1：顔画像を保存している USB ディスクを NVR に挿入します。 

手順 2：メインメニューで[ →顔データベース]をクリックして、顔データベー

ス画面に入ります。 

手順 3：顔データベースを選択して顔写真を追加します。 

手順 4：下の図 5-24①に示すように、[追加]→[ローカル画像]をクリックし、[名

前]を選択してインポートした画像の名前を入力します。 

 

 
図 5-24① 

手順 5：下の図 5-24②に示すように、[画像のインポート]→[USB ディスクから

画像を選択]をクリックします。 
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図 5-24② 

手順 6：下の図 5-24③に示すように、[OK]→[抽出]をクリックします。 

 
図 5-24③ 

手順 7：下の図 5-24④に示すように、[OK]をクリックして顔リストの追加を終了

します。  



59 
 

 
図 5-24④ 

 

◆ キャプチャした写真をインポートするための特定の手順： 

手順 1：メインメニューで、「 →顔データベース」をクリックして顔データベ

ース画面に入ります。 

手順 2：顔データベースを選択して顔写真を追加します。 

手順 3：「追加→撮影」をクリックし、撮影チャンネルを選択します。 

手順 4：下の図 5-25 に示すように、[撮影]→[抽出]をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 5-25 
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手順 5：インポートした画像の名前を[名前]に入力し、[OK]をクリックして単一

の顔リストの追加を完了します。 

 

◼ 顔データベースから画像を削除する 

顔データベース画面の詳細で、削除したい画像を選択し、「 」をクリックして

現在の顔データベースから画像を削除します。 

◼ 複数の顔リストを追加する 

これは「バッチインポート」を意味し、一度に複数の写真を顔データベースにアッ

プロードできます。 

手順 1：複数の顔写真をフォルダーに保存し、フォルダーを保存する USB ディス

クを NVR に挿入します。 

手順 2：メインメニューで[ →顔データベース]をクリックして、顔データベー

ス画面に入ります。 

手順 3：[バッチ追加]をクリックします。 

手順 4：下の図 5-26 に示すように、画像を保存するフォルダを選択し、[OK]をク

リックします。 

 

 
図 5-26  
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手順 5：画像のインポートの進行が完了するのを待ちます 

手順 6：[OK]をクリックして、複数の顔のリストの追加を終了します。  

 
 

5.3.4.2  顔比較検索 

顔比較検索は、顔検出イベントの画像検索と、画像がキャプチャされたときの最初

の 5 秒間と最後の 10 秒間の再生に基づいています。現在、この NVR は、イベン

トによる検索と画像による検索の 2 つの検索方法をサポートしています。 

◼ イベントによる検索 

イベントごとに取得結果を表示およびバックアップする手順は次のとおりです。 

手順 1：バックアップする前に、USB ディスクを NVR の USB ポートに挿入しま

す。 

手順 2：メインメニューで[ →顔比較検索]をクリックして、下の図 5-27①に

示すように、顔比較検索画面に入ります。 

 

 

図 5-27① 

手順 3：検索条件（チャンネル、時間、タイプ）を設定します。 

手順 4：[検索]をクリックすると、検索結果が下の図 5-27②に表示されます。 
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図 5-27② 

➢ チャンネル:検索結果が見つかったチャンネル 

➢ 時間：設定された時間内の検索結果 

➢ 類似性：検索結果がサンプルとの類似性の値 

➢ 画像バックアップ：検索した画像を USB ディスクにバックアップします。 

➢ 録画バックアップ：検索した画像に対応するビデオを USB ディスクにバック

アップします。（写真がキャプチャされたときの最初の 5 秒と最後の 10 秒） 

➢ :写真がキャプチャされたときの最初の 5 秒と最後の 10 秒を再生。 

 

➢ :検索結果はサムネイルで表示されます 

➢ :検索結果が一覧表で表示されます。. 

➢ : 1 ページ送る 

➢ : 1 ページ戻る 

➢ :検索した画像の前後に 5 秒間のビデオを再生します。 

➢   : ビデオの再生を停止します 

➢ 精密検索：検索結果からイベントを選択し、選択したイベントのデータベー

スに従って、設定された条件内で結果を検索します。 検索条件（開始時間、
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終了時間、チャンネル）を設定し、「確認」をクリックして検索結果を絞り

込みます。下図 5-27③を参照してください。 

 
図 5-27③ 

手順 5：検索結果から画像を選択し、必要に応じて[画像バックアップ]と[録画の

バックアップ]を選択し、[バックアップ]をクリックします。 

手順 6：ファイルのバックアップが開始され、右上隅にある[ ]をクリックして

バックアップの進行状況を表示し、バックアップの進行が完了するのを待

ちます。 

◼ 画像による検索 

画像による検索とは、サンプル画像のアップロード、類似性に応じた HDD 内の要

件を満たす画像の検索、サンプルのローカルアップロードのサポート、サンプルの

フェイスデータベースアップロードを意味し、サンプルは一度に 1 つの画像をア

ップロードします。 
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画像による検索結果の表示とバックアップの具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：バックアップする前に、サンプル画像を保存する USB ディスクを NVR

の USB ポートに挿入します。 

手順 2：メインメニューで「 →顔比較検索→画像検索」をクリックし、下図

5-28①に示すように、画像画面による顔比較検索を入力します。 

 
図 5-28① 

◆ ローカルアップロード 

手順 3：下の図 5-28②に示すように、[ローカルアップロード]をクリックしてUSB

ディスクを開き、サンプルを選択し、[保存]をクリックします。 

 
図 5-28② 
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◆ データベースアップロード 

手順 4：下の図 5-28③に示すように、[データベースのアップロード]をクリック

し、顔データベース→サンプル画像→確認を選択し、画像が正常にアップ

ロードされたことを確認します。 

 

 
図 5-28③ 

手順 5：検索条件（チャンネル、時間、類似度）を設定し、「検索」をクリックす

ると、取得した顔の比較結果を下図 5-28④の「ように表示します。  

 

 
図 5-28④ 
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手順 6：検索結果で画像を選択し、必要に応じて[画像のバックアップ]と[録画の

バックアップ]を選択し、[バックアップ]をクリックします。 

手順 7：ファイルのバックアップが開始され、右上隅にある[ ]をクリックして

バックアップの進行状況を表示し、バックアップの進行が完了するのを待

ちます。 

 

注意 

⚫ 検索結果画面のボタンの詳細については、イベント画面による検索の概要を

参照してください。 

 
 

5.3.5 チャンネル設定 

この画面では NVR とエンコードパラメータの設定を行い、NVR でカメラ、PoE、

OSD、画像、PTZ、プライバシー、名前の変更、メイン/サブストリームを操作で

きます。 

5.3.5.1  カメラ 

IP カメラを追加した後、その映像を NVR で直接表示し、保存や管理などの操作を

実行できます。実際の状況に基づいて、必要な IP カメラを追加できます。 

前提条件： IP カメラを追加する前に、IP カメラが NVRが配置されているネット

ワークに接続されているかどうかを確認し、ネットワークパラメータを

正しく設定してください。 

 

注意 

⚫ インターネットに接続すると、ネットワークセキュリティの問題が発生する

場合があります。個人情報・データの保護を強化してください。 
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⚫ すべてのパスワードおよびその他の関連製品のセキュリティ設定を適切に構

成し、ユーザー名とパスワードを適切に保持する責任があることを理解して

ください。 

◼ IP カメラの追加 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-29①に示すように、[ →カメラ]をクリ

ックしてカメラ画面に入ります。 

 

 

図 5-29① 

 

手順 2：画面左下の[ ]をクリックすると、下の図 5-29②に示すように

NVR は、フィルタ条件「Onvif とプライベート」に従って LAN 内のすべ

ての IP カメラを検索し、検索結果を表示します。 
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図 5-29② 

 

➢ ：ドロップダウンアイコンをクリックして、[デバイスの検索]リ

ストを非表示にします。 

➢ ：現在のカメラをデバイスリストに追加します。 

➢ ：デバイスリストから現在の IP カメラを削除します。 

➢ ：クリックして、この画面でカメラの IP アドレス、ポート、および

その他のネットワーク情報を変更し、カメラ管理者パスワードを入力して、

[OK]をクリックして変更を完了します。 

➢ 検索：ローカルエリアネットワークでフィルタリング条件を満たす

IP カメラを検索し、検索デバイスリストに表示します。 

➢ 追加：選択した IP カメラをシステムに追加します。 

➢ IP 修正：IP を変更する必要のある IP カメラを選択し、[IP の変更]

をクリックして、[IP の開始]、[ネットワークマスク]、[ゲートウェイ]、

[DNS]、[ポート]、[ユーザーパスワード]を入力し、[OK]をクリックします。 
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➢ フィルター：検索デバイスタイプをフィルターします。Onvif、プライ

ベート、Onvif とプライベート、マルチネットセグメントプロトコルから選

択できます。 

 

手順 3：追加する IP カメラを選択し、下の図 5-29③に示すように[ 追

加→ ]をクリックします。 

 

 

図 5-29③ 

 

注意 

⚫ 下図 5-29④に示すように、右上の「 」をクリックしてリスト表示に切り

替えます。 
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図 5-29④ 

➢ 自動追加：[NVR]をクリックして、LAN 内のすべてのカメラ IP およびそ

の他のネットワークパラメーターを変更し、NVR に接続します。 

➢ 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 5-29⑤

に示すように、チャンネルを閉じたり、切り替えたり、プロトコルを変更し

たり、デバイス関連情報を手動で入力して IP カメラを追加したりできます。

IP とドメイン名を手動で追加する方法は 2 つあります。ドメイン名を介して

IP カメラを追加する場合、プライベートプロトコルと ONVIF プロトコルの

みがサポートされます。 

 

図 5-29⑤ 
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✓ 有効：チャンネルの有効のオン/オフ。初期値ではオフになっています。 

[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

プレビューして録画できます。 

✓ チャンネル：設定するチャンネルを選択します。 

✓ 追加方法：現在のチャンネルをどのように追加するかを設定します。 

✓ プロトコル：[Onvif、プライベート、および RTSP オプションを使用し

てデバイスプロトコルを追加]を選択します。 

✓ ユーザー名：IP カメラのログインユーザー名（デフォルトのユーザー名

が admin でない場合は、有効なユーザー名に変更してください） 

✓ パスワード：IP カメラのログインパスワード（デフォルトのログインパ

スワードが admin でない場合は、有効なパスワードに変更してくださ

い） 

✓ IP：IP カメラに IP アドレスを追加する必要があります。 

✓ ドメイン：必要に応じて DDNS アドレスなどのドメイン名を追加してく

ださい。 

✓ ポート：IP カメラが使用するポートの設定です。デフォルトは 80 です。 

➢ アップデート：アップデートする IP カメラを選択（同型の場合、複数選

択可能）し、アップグレードパッケージを保存している USB ディスクを NVR

に挿入し、[アップグレード]をクリックすると、システムは USB ディスク内

でアップグレードパッケージを見つけて表示しますので選択します。[アップ

グレード]をクリックし、同時に IP カメラを一括でアップグレードできます。 

➢ 削除：追加されたデバイスのリストで、削除するチャンネルを選択し、[削

除]ボタンをクリックして、選択したすべての IP カメラを削除します。 

➢ H264+/H265+有効：クリックすると全てのチャンネルで H264+／

H265+エンコードをオンにします。H.264+／H.265+のエンコードを無効

にするには、エンコードパラメータのメインストリーム設定でチャンネル毎

に H264+／H265+を無効化に設定します。 



72 
 

➢ ：クリックしてチャンネル設定画面に入ります。この機能は「手動追加」

と同じです。 

➢ ：デバイスリストから現在の IP カメラを削除します。 

➢ リンク：「 」は接続が成功したことを示し、「 」は接続が失敗したこ

とを示します。接続に失敗した場合、接続ステータスには失敗の原因を表示

します。パスワードが間違っていますと表示された場合は、IP カメラのログ

インパスワードが正しくないということになります。 

 

注意 

⚫ IP カメラの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カメラ

に対応するアップグレードパッケージを USB ドライブにコピーし、USB ド

ライブを 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、選択できるのは同じ IP カメラ

だけです。アップグレード中は、全ての NVR と IP カメラの電源をオフ（LAN

ケーブルを抜くなど）にしないでください。そうしないと、アップグレード

に失敗し、IP カメラが故障することがあります。 

 

5.3.5.2  PoE（Power over Ethernet） 

PoE は、「パワーオーバーイーサネット」の略で、イーサネットケーブルを介して

機器に電力を供給することを意味します。PoE の画面では、NVR の各 PoE チャン

ネルの給電状況の表示及び設定するために使用されます。 

 

◼ PoE 電源供給状態  

具体的な操作手順は以下のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →PoE→PoE 電源供給状態]をクリックして、下

の図 5-30 に示すように PoE 電源供給状態画面に入ります。 
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図 5-30 

手順 2：PoE の各ポートの接続状態と電力使用量を確認し、実際の接続距離に応じ

て「長距離」または「短距離」を選択します。カメラとの接続距離が 100

ｍ以内の場合は、「短距離」を選択してください。接続距離が 100ｍを

超える場合には、｢長距離｣を選択してください。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

◼ PoE 接続状態 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →PoE→PoE 接続状態]をクリックして、下の図

5-31 に示すように PoE 接続状態画面に入ります。 

 

図 5-31 
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手順 2：バインドされたチャンネルを選択し、IP カメラが PoE から電力を供給す

るチャンネルを設定します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

5.3.5.3  OSD（On-Screen Display） 

OSD は「オンスクリーンディスプレイ」の略で、画面上に各種情報を表示します。

ローカルプレビューの OSD には主に日時とチャンネル名が表示されます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-32 に示すように、[ →OSD]をクリック

して OSD 設定画面に入ります。 

 

図 5-32 

手順 2：チャンネルを選択します。  

手順 3：選択したチャンネルの OSD を設定します。 

 

注意  

⚫ OSD 設定には、チャンネル名、時刻、テキスト、日付形式、OSD 位置、ミ

ラーが含まれます。 

⚫ OSD 機能は、プライベートプロトコルのみサポートしています。 

 

手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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5.3.5.4  画像設定 

画像調整画面では、IP チャンネルビデオの明るさ、コントラスト、サチュレーシ

ョン、シャープネスを調整できます。また、補助光、露出設定、逆光補正設定、ホ

ワイトバランス、ノイズ低減、画像処理など、IP カメラに関連するパラメータを

設定できます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →画像]をクリックして、下の図 5-33 に示すよ

うに、画像設定画面に入ります。 

 

図 5-33 

手順 2：画像設定するチャンネルを選択します。 

手順 3：選択したチャンネルの画像パラメータを調整します。 

注意 

⚫ ユーザーはスライダーをドラッグしてパラメーターを調整できます。 

⚫ 画像調整、補助光、露出設定、逆光補正、ホワイトバランス、ビデオ調整、

ノイズ低減、画像処理、デフォグモードを調整できます。 

⚫ パラメータを調整すると、画像のプレビューでの効果だけでなく、録画映像

の画質も変化しますので、ご注意ください。 
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手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

➢ 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することで、プ

レビュー画面の明るさ、コントラスト、サチュレーション、シャープネスを

調整できます。プログレスバーの右側の値、「明るさ」、「コントラスト」、

「サチュレーション」、「シャープネス」を設定することができます。有効

な値の範囲は 0〜255 で、初期値は 128 です。 

➢ 補助光：デフォルトは自動、感度は 3、フィルタリング時間は 3、光の強さ

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、補助光モードを「昼」、「夜」、「定刻切換」に設定したり、補助

光モードに応じて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「定刻切換」の場合、夜明けの時間と暗い時間（つまり、開

始時間と終了時間）と補助光の強さを設定できます。 

✓ 補助光モードが「昼」の場合、映像は昼間を想定した設定になります。

（常時、赤外線 LED は点灯しません） 

✓ 補助光モードが「夜」の場合、映像は夜間を想定した設定になります。

（常時、赤外線 LED が点灯します） 

✓ フィルタリング時間：周囲が徐々に明るくなる際にライトが頻繁にオン

/オフされることを防ぐためにフィルタリング時間が設定されます。 

✓ 明るさ：補助光（赤外線 LED）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：デフォルトは自動で、必要に応じて手動モードを切り替えます。

「手動」を選択すると、露出時間（シャッター速度）とゲインコントロール

が有効になります。 

➢ 逆光補正設定：逆光補正は、強力な光を抑制するために使用されます。初期

値はオフで、手動でオンにでき、バックライトを設定できます。 
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➢ 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：赤、緑、青ゲインを調整可能、調整範囲は

（0-255）です。設定後、[保存]をクリックしてください。 

➢ ノイズ低減：ここでは、2D または 3D デジタルノイズリダクションをオンに

設定できます。 

➢ 画像処理：ここでは、フリッカー制御モードを選択し、オンにしたり、ワイ

ドダイナミックレンジを設定できます。 

✓ フリッカー制御：フリッカー制御モードは、IP カメラの設置環境とフリ

ッカー規格に応じて選択します。PAL 規格は 50HZ で、NTSC 規格は

60HZ です。屋外に設置する場合は、屋外を選択できます。 

✓ センサーリニア WDR：初期値は「オフ」です。ドロップダウンメニュ

ーで WDR 強度（オフ、自動、弱、中、強、最強）を切り替えることが

できます。 

➢ デフォグモード：デフォグモードとその強度を設定するために使用されます。 

✓ 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：デフォルトは 0 です。デフォグモードがオンの場合、デ

フォグ強度を設定できます。値の範囲は 0〜255の範囲で設定できます。 

注意 

⚫ 画像調整画面には、IPカメラがサポートしている機能だけが表示されます。

画面は実際の製品によって異なります。 

 

5.3.5.5  PTZ（本製品では非対応） 

下の図 5-34①に示すように、メニューページで[ →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。 

 



78 
 

 
図 5-34① 

PTZ 設定画面は、PTZ の方向、速度とレンズのズーム、フォーカスとアイリス（絞

り）の設定、クルーズ設定のショートカットボタンを設定するために使用されます。 

➢ 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： / キー、長距離/広角機能でカメラの倍率を調整します。 

➢ 焦点： / キー、を使用して、フォーカスが合うように調整します。 

➢ アイリス： / キーを使用して、アイリス（絞り）機能を調整します。 

➢ 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 1 の回転速度よりもはるかに高速に

なります。 

➢ プリセット設定：方向ボタンで PTZ を目的の位置に移動し、[設定]ボタンの

下にある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、 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数、滞留時間（秒）、及び速度を選

択します。（図 5-34②を参照）[確認]ボタンをクリックし、クルーズ設定画

面に戻り、もう一度[クルーズ開始]をクリックして設定を保存し、PTZ カメ

ラがクルーズを開始します。 
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図 5-34② 

 

✓ プリセット No.：プリセットポイントを選択します。 

✓ 滞在時間：プリセット地点での滞在時間。 

✓ 速度：クルーズの速度。 

➢ クルーズ開始：クリックすると PTZ カメラは、選択したクルーズルートに従

ってクルーズします。 

➢ 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、

クルーズラインの削除を完了します。 

➢ 全てのクルーズ削除：クリックすると設定されている全てのクルーズライン

を削除します。 

注意 

⚫ NVR は最大 256 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、カメラが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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具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：図 5-34③に示すように、メインメニューで[ →PTZ]をクリックして

PTZ 設定画面に入ります。 

 

図 5-34③ 

手順 2：PTZ カメラが接続されているチャンネルを選択し、[PTZ パラメータ設定]

をクリックして、図 5-34④に示すように PTZ パラメータ設定画面に入り

ます。 

 
図 5-34④ 
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手順 3：必要に応じて、接続されたカメラの関連パラメーター（プロトコル、ボー

レート、データビット、ストップビット、パリティビットなど）を設定し、

[確認]をクリックして完了します。 

➢ チャンネル：パン/チルト機能を使用するカメラチャンネルを選択します。 

➢ プロトコル：アクセスする PTZ カメラのブランドとモデルのパン/チルトプ

ロトコルを選択します（チャンネルがネットワークパン/チルトに接続されて

いる場合は[プライベート]を選択し、チャンネルが RS485 パン/チルトに接

続されている場合は他のプロトコルを選択します。 

➢ ボーレート：PTZ にアクセスして、対応するチャンネルの PTZ とカメラを制

御するために使用するボーレートを選択します。デフォルトは 2400 です。 

➢ データビット：デフォルト値は 8 です。 

➢ ストップビット：デフォルト値は 1 です。 

➢ パリティビット：初期値は EVEN です。 

➢ アドレス（0-255）：PTZ カメラにアクセスするためのアドレスを設定しま

す。デフォルトは 0 です。 

 

注意 

⚫ PTZ 設定は、PTZ カメラを制御するために必要な設定を行います。全てのパ

ラメーター（プロトコル、アドレス、ボーレート、データビット、ストップ

ビット、パリティビット）は、PTZ カメラのパラメーターに合わせる必要が

あります。 

 

5.3.5.6  プライバシーマスク 

プライバシーマスクの機能は、監視映像内の特定の機密またはプライバシー関連の

領域を隠すことができます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-35①に示すように、メインメニューで[ →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。 
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図 5-35① 

手順 2：マスクするチャンネルを選択します。 

手順 3：下の図 5-35②に示すように、マウスを使用してマスクする画像の領域を

定義します。 

 

 

図 5-35② 

手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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➢ チャンネル：マスクするチャンネルを選択します。 

➢ 全て削除：選択したすべての領域のマスクを削除します。 

➢ マスク領域 1、2、3：選択したマスク領域 1、2、3 を削除します。 

注意 

⚫ 最大 3 つのマスク領域を設定できます。マスク領域をクリックすると、この

領域の設定が削除されます。 

 

5.3.5.7  チャンネル名 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-36 に示すように、[ →チャンネル名]を

クリックしてチャンネル名の設定画面に入ります。 

 

図 5-36 

手順 2：設定するチャンネルを選択し、チャンネル名を変更します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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5.3.5.8  メインストリーム 

メインストリーム画面は、録画パラメータの設定に使用されます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-37 に示すように、メインメニューで[ →メインストリーム]

をクリックして、メインストリームパラメータ設定画面に入ります。 

 

図 5-37 

手順 2：録画パラメータを設定します。具体的なパラメータの説明については、表

5-4 を参照してください。 

名 称 詳 細 設定方法 

チャンネル 
チャンネルを選択して録画パラメー

タを設定します 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 

録画セット 

映像圧縮パラメータには、メインスト

リームの通常とイベントの2種類があ

ります。 

メインストリーム（通常）：通常の録

画用のエンコードパラメータ。 

メインストリーム（イベント）：モー

ション検出、アラーム入力、スマート

検出などのイベント発生時のエンコ

ードパラメータ。 

注意： イベントパラメータ

は設定できません。通常パ

ラメータと同じになってい

ます。 
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解像度 

解像度とは、映像の水平方向、垂直方

向のピクセル数です。解像度が高い

程、高精細な映像となります。 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。  

注意：解像度の設定は IP カ

メラの仕様に依存していま

す。 

ストリーム 

タイプ 

ストリームタイプは Video＆Audio

（複合ストリーム）で、録画情報には

ビデオとオーディオが含まれます。 

注意：Video&Audio 以外は

選択できません。 

ビットレート

タイプ 

ビットレートタイプは、バリアブルと

コンスタントの 2 種類があります。 

バリアブル：映像の内容によってビッ

トレートが変動します。 

コンスタント：一定のビットレートで

変動しません。 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 

注意： ビットレートタイプ

は IP カメラの仕様に依存

します。 

フレーム 

レート 

ビデオフレームレートとは、1 秒あた

りのビデオフレーム数を指します。 
スライダーで調整します。 

ビットレート

（Kbps） 

ビットレートの値を設定して画質を

変更します。値が大きいほど、画質が

向上しますが、録画するデータ量が増

大します。 

入力ボックスに直接、値を

入力します。 

ビットレート

幅 
6000-12000(Kbps)  

映像圧縮 

方式 
H264, H265 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。注意：映像

圧縮方式は IP カメラの仕

様に依存します。 

H265+ 有効化／無効化  

表 5-4 

注意 

⚫ H.265+を有効化に設定している場合は、ビットレートタイプの設定にかか

わらずバリアブル（可変）となります。 
 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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5.3.5.9  サブストリーム 

サブストリームは、主にネットワークでの映像送信に使用されます。ネットワーク

環境が悪い場合、ユーザーはネットワークプレビューにサブストリームを使用して

伝送帯域幅を減らすことができます。サブストリームは携帯電話での監視にも使用

されます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →サブストリーム]をクリックして、下の図 5-38

に示すように、サブストリームパラメータ設定画面に入ります。 

 
 

図 5-38 

手順 2：録画パラメータを設定します。 

 

具体的なパラメータの説明については、表 5-5 を参照してください。 

名 称 詳 細 設定方法 

チャンネル 
チャンネルを選択して録画パラメー

タを設定します。 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 
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解像度 

解像度とは、映像の水平方向、垂直

方向のピクセル数です。解像度が高

い程、高精細な映像となります。 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 

注意：解像度は IP カメラの

仕様に依存します。 

ストリーム 

タイプ 

ストリームタイプは複合ストリーム

で、録画情報にはビデオとオーディ

オが含まれます。 

注意：Video&Audio 以外は

選択できません。 

ビットレート 

タイプ 

ビットレートタイプは、バリアブル

とコンスタントの 2 種類がありま

す。 

バリアブル：映像の内容によってビ

ットレートが変動します。 

コンスタント：一定のビットレート

で変動しません。 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 

注意：ビットレートタイプ

は IP カメラの仕様に依存

します。 

フレーム 

レート 

ビデオフレームレートとは、1 秒あ

たりのビデオフレーム数を指しま

す。 

スライダーで調整します。  

ビットレート

（Kbps） 

ビットレートの値を設定して画質を

変更します。値が大きいほど、画質

が向上しますが、録画するデータ量

が増大します。 

入力ボックスに直接、値を

入力します。 

ビットレート幅 512-853(Kbps)  

映像圧縮 

方式 
H264, H265 

ドロップダウンボックスか

ら選択します。 

注意：映像圧縮方式は、IP

カメラの仕様に依存してい

ます。 

表 5-5 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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5.3.6 ストレージ 

ストレージの項目では、録画スケジュール、記憶装置、ストレージモード、自動バ

ックアップ及び高度な設定があります。 

 

5.3.6.1  録画スケジュール 

NVR は、描画方法と編集方法の 2 つの録画スケジュールの設定方法をサポートし

ています。 

◼ 描画方法による録画スケジュールの設定 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-39①に示すように、[ →録画]をクリック

して[録画]画面に入ります。 

 

図 5-39① 

手順 2：録画のニーズに応じて、有効にします。チャンネルの有効を選択し、録画

タイプ（通常、モーション、アラーム、M＆A、インテリジェント）、週

およびその他のオプションを設定します。 

手順 3：図 5-39②に示すように、マウスの左ボタンをクリックして作図領域の開

始点を見つけ、マウスをドラッグして録画計画の時刻を決定し、マウスの

左ボタンを離して録画スケジュールとして保存します。 
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図 5-39② 

 

手順 4：手順 3 を繰り返して、完全な録画スケジュールを設定します。 

手順 5：録画プランを設定すると、下の図 5-39③に示すように、チャンネルに録

画プランのタイプ（色）が表示されます。 

 

図 5-39③ 

注意 

⚫ 毎日 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

の録画を開始します。 
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⚫ 期間設定の最小単位は 1 時間です。 

⚫ 「全て」をチェックして、1 週間のすべての曜日を編集することができます。 

⚫ 曜日の前にある「 」を複数個所にチェックして、選択した曜日を同時に編

集して、スケジュールを描画することができます。 

⚫ 同じ期間に、モーションと M＆A（モーション＆アラーム）は、どちらか一

方しか選択できません。 

 

◼ 編集方法による録画スケジュールの設定 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →録画]をクリックして、録画設定画面に入ります。  

手順 2：下の図 5-39④に示すように、画面右下の[編集]をクリックして[録画スケ

ジュール]設定画面に入ります。 

 

図 5-39④ 

手順 3：各期間の「録画タイプ」を選択します。1 日に設定できる期間は 6 つあり

ます。「用途：」で対応する曜日を選択して、対応する曜日に適用します。 

手順 4：「保存」をクリックして設定を完了すると、システムは「録画」画面に戻

ります。 

➢ チャンネル：最初にチャンネル番号を選択してください。チャンネル全体に

設定する場合は、「全て」を選択できます。 
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➢ 録画タイプ：チェックボックスをオンにして、対応する録画タイプを選択し

ます。録画タイプには、通常、モーション、アラーム、M&A、インテリジェ

ントがあります。 

➢ 用途：週番号を選択します。「全て」を選択すると、1 週間全体を意味しま

す。または、曜日の前の「 」を選択して、個々の日を設定することもでき

ます。 

➢ その他の設定：下の図 5-39⑤に示すように、事前録画時間と事後録画時間を

設定できます。 

 

図 5-39⑤ 

➢ コピー：設定が完了したら、図 5-39⑥に示すように、[コピー]ボタンをクリ

ックして、現在の設定を他のチャンネルにコピーできます。 

 

図 5-39⑥ 
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5.3.6.2  記憶装置 

記憶装置では、HDD をフォーマットし、HDD のステータスと容量を表示するため

に使用されます。 

◼ HDD のフォーマット 

前提条件： 

HDD を正しくインストールしていることを確認してください。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-40①に示すように、[ →記憶装置]をクリ

ックして記憶装置画面に入ります。 

 

図 5-40① 

手順 2：下の図 5-40②に示すように、フォーマットする必要のある HDD を選択

し、[フォーマット]→[確認]をクリックします。 

 

図 5-40② 
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手順 3：フォーマットの進行状況バーが終了するのを待ち、[確認]をクリックする

と、NVR が再起動してフォーマットを完了します。HDD の状態は「使用

中」となります。 

➢ No.：システムに接続された HDD の番号です。 

➢ 状態：HDD の現在の動作状態を検出します。「使用中」と表示されている

HDD だけが使用できます。フォーマットが完了したら、NVR は、自動的に

再起動します。フォーマットが成功すると状態表示には「使用中」と表示さ

れます。 

➢ 総容量：利用可能な HDD の総容量です。1 台の HDD の容量は最大 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：クリックするとディスクリスト情報の更新をします。 

 

注意 

⚫ 「HDD なし」の表示の場合は、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 を初めて NVR に接続したとき、または「フォーマットされていません」

と表示されたときは、最初に HDD をフォーマットする必要があります。 

⚫ HDD の状態が「使用中」の場合、HDD を改めて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。 
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5.3.7 システム 

5.3.7.1  一般設定 

一般画面では、言語、録画モード、録画日数、ビデオ標準、待機時間と日付の設定

を表示および設定できます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-41 に示すように、[ →一般]をクリック

して一般セットアップ画面に入ります。 

 

図 5-41 

手順 2：必要に応じて、使用する言語、タイムゾーン、録画モード、録画日数、そ

の他の情報を設定します。 

➢ 言語：システムのデフォルト言語を設定します。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、韓国語、オランダ

語、ギリシャ語、ベトナム語、日本語をサポートしています。デフォルトは

英語です。 

➢ タイムゾーン：ドロップダウンボックスから NVR の設置場所のタイムゾーン

を選択します。例：日本は GMT+9：00 です。 
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➢ 日付/時刻：必要に応じてクリックし、キーボードをポップアップし、キーボ

ードから日付と時刻を入力します。 

➢ 録画モード：「上書き」の場合、HDD の容量がフルになると、最も古い録画

データが自動的に上書きされます。HDD の容量がフルではない場合でも、次

の設定項目で指定した日数に達すると、最も古いビデオが自動的に上書きさ

れます。この項目は、「上書き」以外を選択することはできません。 

➢ 録画日数：NVR に記録する録画の日数を設定します。ドロップダウンメニュ

ーでは、制限なし、30、15、7、6、5、4、3、2、1 が選択できます。「制

限なし」を選んだ場合は、HDD の容量がフルになると古い録画データから上

書きされます。 

➢ デバイス名：必要に応じて NVR に任意の名前を入力することができます。デ

フォルトは“NVR”です。 

➢ マウスポインタ速度：マウスカーソルの移動速度を設定します。値が大きい

ほどマウスの応答が速くなり、値が小さいほどマウスの応答が遅くなります。

0〜5 を設定できます。 

➢ 自動ログイン：デフォルトはオフで、NVR の電源がオンになると自動的にシ

ステムにログインします。 

➢ 自動ログアウト：初期値は 10 分で、範囲を設定できます：1 分、2 分、5 分、

10 分、20 分、30 分、60 分、無し。ログアウトしない場合は「無し」を選

択してください。 

➢ 全画面表示時間（秒）：アラーム連動の「全画面表示」時間を設定するため

に使用されます。初期値は 10 秒です。5 秒、10 秒、15 秒、および 20 秒に

設定できます。 

➢ 起動ウィザード有効：[ ]にチェックが入っていると起動するたびに[起動ウ

ィザード]画面が表示されます。 

➢ 日付表示形式：「日月年」、「月日年」、「年月日」などの日付表示形式を

選択します。 

➢ 時刻表示形式：24 時間形式または 12 時間形式を選択します。 

➢ 分離記号：日付表示の年月日の間に入る分離記号を選択します。 

➢ DST 有効：「 」をチェックし、下のサマータイム設定機能でタイプ、日

付、開始時刻、終了時刻などの関連パラメーターを設定します。この機能は、

日本国内では、使用しません。 

➢ タイプ：サマータイム設定の方式を選択します。 
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➢ 開始時刻：サマータイムの開始時刻を設定します。 

➢ 終了時刻：サマータイムの終了時刻を設定します。 

➢ オフセット（分）：サマータイムのオフセット時間を設定します。 

➢ チャンネル時間確認：時刻をチェックする必要のあるチャンネルを選択し、

更新間隔を設定します。[保存]をクリックすると選択したチャンネル時刻を

NVR の時刻に合わせる設定になります。 

 

手順 3：画面右下の[適用]をクリックしてこの画面で設定した内容を保存します。 

 

 

5.3.7.2  ネットワーク設定 

ネットワーク設定は、TCP / IP、アドレスフィルター、高度な設定などの設定を行

います。 

■ TCP / IP 

TCP / IP は、以下の図 5-42 に示すように、TCP / IP、DDNS、PPPOE、NTP、

FTP、および UPNP の設定を行います。 

 

 

図 5-42 

 

 

 



97 
 

❖ TCP / IP 

NVR の IP アドレス、DNS サーバー、およびその他の情報を設定して、ネットワ

ーク内の他のデバイス（パソコン等）と通信できるようにします。 

注意 

⚫ NVR をネットワーク経由で監視に使用する場合は、ネットワークを接続する

LAN に合わせて設定する必要があります。 

⚫ IP アドレスの初期値：192.168.1.88 は、DHCP 有効に設定して出荷してい

るため LAN に接続するとその LAN 環境に合わせて変更されます。 

⚫ NVR のシステム設定をデフォルトに復元すると IP アドレスは、

192.168.1.88 に固定されます。また、DHCP 有効になりませんのでご注意

ください。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 5-43 に示すように、メインメニューで[ →TCP / IP]をクリ

ックして TCP / IP 画面に入ります。 

 

図 5-43 
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手順 2：IP アドレス、ネットワークマスク、ゲートウェイ、プライマリ DNS、お

よびその他の関連するネットワークパラメーターを設定します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ IP アドレス：NVR の IP アドレスを入力します。 

➢ DHCP 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 が有効になっている場合、「IP アドレス」、「ネットワークマスク」、

「ゲートウェイ」は設定できません。 

➢ ネットワークマスク：設定された実際の状況に応じて設定してください。 

➢ 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内の IP ア

ドレスを使用します。 

➢ プライマリ DNS：これは DNS サーバーの IP アドレスであり、通常はローカ

ルアクセスポイントサービスプロバイダー（ISP）によって提供されます。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 が機能しないときにセカンダリ DNS を

使用します。 

➢ MAC アドレス：NVR のネットワーク上での固有の識別番号を表示します。

この項目は、変更できません。 

➢ TCP ポート：必要に応じて設定します。デフォルト値は 5000 です。 

➢ HTTP ポート：必要に応じて設定します。デフォルト値は 80 です。 

➢ RTSP ポート：必要に応じて設定します。デフォルト値は 554 です。 

➢ プライベートポート：必要に応じて設定します。デフォルト値は 6000 です。 

➢ 伝送速度：ネットワークの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。デフォルト値は 192.168.11.2 です。 

注意 

⚫ IPアドレスとデフォルト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 対応の DHCP が有効で、DHCP をオフにすると、元の IP 情報を表示で

きなくなります。IP アドレスやその他のパラメータをリセットする必要があ

ります。 

⚫ 内部ネットワークアダプタの IPアドレスとNVRの IPアドレスを同じネット

ワークセグメントに配置することはできません。 
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❖ DDNS 

DDNS（ダイナミックドメインネームサーバー）パラメーターを設定すると、NVR

のグローバル IP アドレスが変更されても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。ドメイン名を使用して、絶えず変

化する IP アドレスを入力しなくても 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が使用する DDNS サービスをサポートしていること

を確認し、パソコンから 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登録します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：図 5-44 に示すように、メニューページで[ →TCP/IP→DDNS]を選択

して、DDNS 画面に入ります。 

 

図 5-44 

手順 2：DDNS を有効にし、DDNS タイプを選択して、更新時間（秒）、ユーザ

ー名、およびパスワードを入力します。 

手順 3：[適用]をクリックして DDNS 設定を保存します。 

手順 4：パソコンの Web ブラウザー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、設定は失敗しています。 

➢ DDNS 有効：DDNS 機能を有効にします。 
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➢ DDNSタイプ：使用するDDNSタイプを選択します。（現在は、ORAY、NO-IP、

DYN、CHANGEIP、A-PRESS、MYQSEE、SKDDNS、SMART-EYES、ZEBEYE

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、ユーザーは選択できます。必要に応じて設定します） 

➢ リフレッシュ時間（秒）：頻繁にリフレッシュするように設定しないでくだ

さい。登録の間隔は 60 秒以上でなければなりません。登録リクエストが多

すぎると、サーバー攻撃になる可能性があります。 

➢ ユーザー名：DDNS サービスに登録されているアカウント名を入力してくだ

さい。 

➢ パスワード：DDNS サービスに登録されているアカウントのパスワードを入

力してください。 

➢ 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を入力し

てください。 

注意 

⚫ DDNS を設定した後、NVRが WAN に接続されていることを確認して、DDNS

ドメイン名を介して NVR にアクセスします。 

 
 

❖ PPPOE 

PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet）は、NVR がネットワークにア

クセスする方法の 1 つです。インターネットサービスプロバイダーから提供され

た PPPoE ユーザー名とパスワードを取得した後、PPPoE ダイヤルアップを介して

ネットワーク接続を確立できます。接続が成功すると、NVR は WAN の動的 IP ア

ドレスを自動的に取得します。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →TCP / IP→PPPOE]をクリックして PPPOE 画

面に入り、下の図 5-45 に示すように各項目を設定します。 
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図 5-45 

 

手順 2：[有効]をチェックし、PPPoE のユーザー名とパスワードを入力します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ 有効：NVR の PPPoE 機能をオン/オフにします。 

➢ ユーザー名：ISP（インターネットサービスプロバイダー）から提供された

PPPoE ユーザー名です。 

➢ パスワード：ユーザー名に対応するパスワードです。 

 

注意 

⚫ 設定に成功したら、「 メンテナンス→ネットワーク」から PPPOE の状態

を確認できます。 

⚫ 設定が完了すると、再起動後に自動的にダイヤルします。ダイヤルに成功す

ると、ネットワーク情報がネットワークステータスに表示され、ユーザーは

IP アドレスを介して NVR にアクセスできます。 

⚫ 設定が完了すると、TCP / IP 画面の IP アドレスは変更できません。 
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❖ NTP 

NTP（Network Time Protocol）を有効にすると、システムは NTP サーバーを介

して NVR の時刻を定期的に調整し、システム時刻を正確に合わせることができま

す。 

手順 1：以下の図 5-46 に示すように、メインメニューで[ →TCP / IP→NTP]

をクリックして NTP 設定画面に入ります。 

 

 

図 5-46 

手順 2：[NTP 有効]をチェックして、NTP 関連のパラメータを設定します。 

➢ NTP サーバー：NTP サービスがインストールされているサーバーのドメイン

名を選択します。 

➢ 使用者定義：NTP サーバーに「使用者定義」を選択した場合、NTP サーバー

のドメイン名を手動で入力します。 

➢ NTP ポート：NTP サーバーに対応するポートを選択します。 

➢ 間隔（分）：NTP 時間補正の間隔。デフォルトは 720 分、設定可能な範囲は

30〜1440 分です。 

 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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❖ 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て、PC に FTP サーバーのソフト

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 フォルダーへ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、画像をアップロードすることができません。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：図 5-47 に示すように、メインメニューページで[ →TCP/IP→FTP]を

クリックして FTP 画面に入ります。 

 

図 5-47 

手順 2：[FTP 有効]を選択し、FTP サーバー、FTP ポート、ユーザー名、パスワー

ド、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。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

手順 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

かを確認します。 

注意 

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

さい。 
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➢ FTP 使用する：FTP 機能をオン/オフします。 

➢ FTP サーバー：FTP サーバーの IP アドレスを入力します。 

➢ FTP ポート：デフォルトの FTP ポートは 21 です。FTP サーバーに合わせた

ポート番号を設定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ためのユーザー名を入力してくだ

さい。 

➢ パスワード：ユーザー名に対応するパスワードを入力してください。 

➢ 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、システムはアップロードされた画像

を FTP サーバーのルートディレクトリに保存します。 

✓ 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

レクトリの下に対応する名前のフォルダを作成し、アップロードされた

画像をこのフォルダに保存します。 

➢ 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：FTP ファイルをアップロードする日を選択します。設定毎に 2 つの時間

帯を設定できます。 

➢ 期間 1＆2：FTP ファイルを 1 日の中でアップロードする時間帯を設定しま

す。 

➢ テスト：[テスト]をクリックすると NVR は FTP サーバーにファイルを正常

にアップロードできるかテストします。 

 

 

❖ 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 デバイス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、その IP アドレスに外部ネットワークからアクセスす

るための WAN ポートを設定します。 

2）ルーターが第 1 レベルルーター（または仮想第 1 レベルルーター）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アクセ

スします。 



105 
 

4）メインメニューで「 →TCP / IP→IP /ポート」を選択してルーターのプライ

ベート IP として「IP アドレス」（例：192.168.1.101）を設定するか、「DHCP」

を選択して IP アドレスを自動的に取得します。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューページで、[ →TCP / IP→UPnP]をクリックして、図

5-48 に示すように UPnP 画面に入ります。 

 

 

図 5-48 

 

手順 2：UPnP 機能を有効にし、UPnP ルートの内部 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構成します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ 有効：NVR の UPnP 機能をオン/オフします。 

➢ 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 ポートアドレスを入力します。マッピングが成功

すると、IP アドレスは設定せずに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、IP アドレスは設定せずに自動的に取得されます。 
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➢ 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。 

✓ サーバー名：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のあるポート。 

✓ 外部ポート：ルーターにマップされたポート。 

➢ 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：任意のサービス名を入力します。 

➢ 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。内部ポートは同じにすることができます。

しかし、NVR の他のポートと同じにはできません。 

➢ 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、そのマッピン

グ設定を削除します。 

 

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ときは、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、変更することは

できません。 

 

◼ ブラック・ホワイトリスト 

ブラックリストとホワイトリストは、IP アドレスまたは MAC アドレスをフィルタ

リングすることにより、PC から NVR の Web クライアントにログインすることを

制限します。ブラックリストとホワイトリストの 2 種類があります。 
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➢ ブラックリスト： 

1. NVR はブラックリストの IP カメラの IP アドレスまたは MAC アドレスに接続

できません。 

2. ブラックリストに IP アドレスまたは MAC アドレスが含まれているパソコン

は、NVR の Web ページにログインできません。 

➢ ホワイトリスト： 

1. NVR はホワイトリストの IP カメラにのみ接続できます。 

2. ホワイトリストのパソコンのみが NVR にアクセスできます。 

ブラックリストの追加/ホワイトリストの操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →ブラック・ホワイトリスト」を選択して、下

の図 5-49 に示すように、アドレスフィルタ設定画面に入ります。 

 

図 5-49 

手順 2：制限タイプのドロップダウンボックスから「ブラックリスト」か「ホワイ

ト・リスト」を選択します。 

手順 3：[追加]をクリックし、IP アドレス（または MAC アドレス）を選択して、

そのアドレスを入力します。 

手順 4：[適用]をクリックすると、IP アドレスまたは MAC アドレスが NVR のブ

ラックリスト（または、ホワイト・リスト）に追加されます。 
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IP アドレスと MAC アドレスのフィルタリング手順は以下のとおりです。  

手順 1：メインメニューで「 →ブラック・ホワイトリスト」を選択して、ブラ

ック・ホワイトリスト設定画面に入ります。 

手順 2：[有効]をチェックして[制限タイプ]を選択します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ 有効：NVR のアドレスフィルタ機能を有効/無効にします。 

➢ 制限タイプ：「ブラックリスト」と「ホワイトリスト」の 2 つのオプション

があります。 

➢ 制限リスト：現在選択されているタイプのリストに対応して、リストに追加

されたすべての IP アドレス、MAC アドレス、およびステータス（有効/無効）

を表示します。 

➢ 追加：ブラックリストとホワイトリストに追加します。 

➢ 削除：リスト上で選択したアドレスを削除します。 

➢ 全て削除：リストに追加されたすべてのリストを削除します。 

注意 

⚫ リストに追加できるアドレスは、ホワイトリスト、ブラックリスト共に 128

件です。 

⚫ リストのアドレスをダブルクリックして追加画面に入り、IP アドレスまたは

MAC アドレスを変更できます。 

⚫ ブラックリスト/ホワイトリストを追加する場合、MAC アドレスの文字は大

文字でも小文字でもかまいません。「00：bb：f2：00：15」のように「：」

で区切ります。 

⚫ IP 制限タイプがブラックリスト/ホワイトリストの場合、一度に有効になるリ

ストはどちらか 1 つだけです。 

 

◼ クラウドストレージ 

❖ Google 

クラウドストレージを設定すると NVR のアラームが作動する際に、キャプチャさ

れたアラーム画像をクラウドサーバーに保存できます。 
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前提条件： 

1）Dropbox または Google クラウドストレージのアカウントが必要です。 

2）この機能を使用するには、NVR を外部ネットワークに接続する必要があります。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューページで、[ →クラウドストレージ→Google]を選択し

て、図 5-50 に示すように Google 設定画面に入ります。 

 

図 5-50 

手順 2：[有効]→[Google]をチェックして、[認証コード]を取得します。説明に従

ってパソコンから Web サイトにログインし、「認証コード」を入力して

Google サーバークラウドサービスをバインドします。 

手順 3：[適用]をクリックします。 

手順 4：[テスト]をクリックして、XVR 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「Google」のユーザー名、合計容量、使用済み

容量が表示されます。 

➢ 有効：NVR のクラウドストレージ機能をオン/オフにします。 

➢ Google：クラウドストレージタイプを選択し、バインディング画面で認証コ

ードを入力します。 

➢ アップロードフォルダー：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。 
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➢ ユーザー名：Google 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合

計容量が表示されます。 

➢ 使用量：クラウドストレージのバインドは成功しています。クラウドスペー

スの表示は使用済み容量です。 

➢ テスト：バインド後、画面下部の[テスト]をクリックして、バインドが成功

したかどうかを確認します。テストが失敗した場合は、NVR がネットワーク

接続とクラウドストレージ設定が正しいかどうかを確認してください。 

 

❖ IPEYE（本製品では非対応） 

⚫ NVR のチャンネルに対して IPEYE を有効にした後、IP カメラを IPEYE アカ

ウントに追加し、IPEYE を介して NVR チャンネルのリアルタイムオーディ

オ/ビデオを表示できます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-51①に示すように、「 →クラウドスト

レージ→IPEYE」を選択して IPEYE 設定画面に入ります。 

 

図 5-51① 

手順 2：[チャンネル]→[有効]を選択し、[適用]をクリックすると、以下の図 5-51

②に示すように、IPEYE クライアントの IP アドレスが画面に表示されま

す。 
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図 5-51② 

手順 3：図 5-51③に示すように IPEYE クライアント

http://182.18.195.253:8282 にログインし、IPEYE および XVR アカウ

ントとパスワードを入力し、IPEYE を有効にする IP カメラを選択し、[ク

ラウドに追加]をクリックしてデバイスを IPEYE アカウントに追加しま

す。 

 
図 5-51③ 

注意 

⚫ 新規ユーザーは http://www.ipeye.ru/にログインしてアカウントを登録し

てください。 
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手順 4：http：//www.ipeye.ru/にログインし、IPEYE デバイスリストに入力し

て、新しく追加されたデバイス名を「cloud_xxxxx」として表示し、「 」

をクリックしてデバイスのリアルタイムビデオを表示します。 

注意 

⚫ IPEYE 機能は、H264 でエンコードされたビデオストリームのみをサポート

します。IP カメラが H264 エンコードされていない場合、チャンネルのリア

ルタイムビデオを IPEYE でプレビューすることはできません。 

 

◼ 高度な設定 

❖ E メール 

E メール情報を設定し、アラーム連動 E メール機能を有効にした後、NVR がアラ

ームを作動すると、システムはユーザーメールボックスに E メールを送信します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューページで、「 →高度な設定→E メール」をクリックし

て、図 5-52 に示すように Eメール設定画面に入ります。 

 

図 5-52 
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手順 2：E メール通知を有効にし、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、添

付ファイル、及びその他のパラメーターを選択します。 

手順 3：[E メールテスト]をクリックし、[成功しました。受信トレイを確認して

ください]というメッセージを表示された場合は、メールの設定は成功で

す。「メールが届きません！」というメッセージが表示された場合は、メ

ール設定が失敗しています。 

手順 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。 

➢ E メール オン：E メール送信を有効/無効にします。 

➢ SMTP サーバー：SMTP サーバーの種類を選択します。 

➢ SMTP ポート：対応するポート番号をここに入力してください。 

➢ ユーザー名：送信者の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。  

➢ 送信者：ここに送信者の受信サーバー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 E メールボックスをサポートしています。 

➢ 題名：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「XNVR_ALERT」です。 

➢ メッセージインターバル（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暗号化を選択します。これには、NONE、

SSL、TLS が含まれます。デフォルトは「SSL」です。 

➢ ファイル添付：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：メールを送信する曜日を選択します。次の項目で 1 日あたり 2 つの時間

帯を指定できます。 
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➢ 時間帯 1/2：1 日の中でメールを送信する時間帯を設定します。 

➢ 自動 E メール有効：自動 E メール送信を有効/無効にします。 

➢ 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。テストが失敗した場合は、パラメータまたはネッ

トワークの状態を確認してください。 

 

 

❖ P2P 

P2P はプライベートネットワークへの通過技術です。動的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、トランジットサーバーを設置したりする必要

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。アカウントを登録すると、モバイルクライアントで複数の IP カメ

ラ、NVR、XVR デバイス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、「Bitvision リモート接続」のマニュアル

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て、シリアル番号を

介して NVR 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に接続する必要がありま

す。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューページで、[ →高度な設定→P2P]をクリックして、図

5-53 に示すように P2P 画面に入ります。 
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図 5-53 

手順 2：NVR が外部ネットワークにアクセスしていることを確認し、[P2P 有効]

にチェックします。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

手順 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 が有効になっていて、正常に使用できることを示しています。 

➢ 状態：NVR の P2P オンライン状態を表示します。 

➢ P2P 有効：NVR の P2P 機能をオン/オフにします。 

➢ チャンネル数：アプリクライアントで現在のユーザーが見ている NVR のチャ

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。SSL を選択すると、NVR とサーバー間

の全ての通信が暗号化されます。 

➢ プッシュ時間間隔（分）：NVR がアラーム画像をモバイルクライアントに転

送する時間間隔を設定します。また、[プッシュを終了]を選択して、NVR が

画像をモバイル端末にプッシュしないようにすることもできます。 

➢ Android＆IOS：モバイル用の P2P クライアントソフトウェアのダウンロー

ドリンクです。 

➢ SN：NVR の P2P のシリアル番号を表示します。このシリアル番号は NVR

の個体特有の番号です。 

➢ 更新：P2P 画面の関連情報を更新します。 
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BitVisionApp（クライアントアプリケーション）の操作例  

BitVisionApp は、ホームユーザーとビジネスユーザーに映像サービスプラットフ

ォームを提供します。ユーザーは、リアルタイムビデオ、履歴ビデオ、アラームサ

ービス、およびその他のサービスを簡単に表示できます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：Android または iOS の携帯電話を使用して、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。 

手順 2：クライアントを実行し、アカウントにログインします。（最初に登録する

ためにアカウントは必要ありません） 

手順 3：モバイルクライアントにカメラを追加します。 

ログイン後、「デバイス→ → デバイスの追加→SN 追加」をクリックし、

デバイス本体のQRコードまたはP2P画面のQRコードを揃えます→QRコード（ラ

ベルに印刷されている確認コード）をスキャンした後、デバイスのユーザー名、パ

スワード、確認コードを入力します。[追加]をクリックしてデバイスのメモとグル

ープを設定し、追加に成功したら[送信]をクリックします。 

手順 4：リアルタイムプレビュー 

メイン画面で、[リアルタイム]→[ ]→プレビューを表示する IP カメラを選択

し、[完了]をクリックして、リアルタイムビデオを再生するチャンネルを選択しま

す。 

注意 

⚫ BitVision での接続方法の詳細につきましては、

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/  

から「BitVision リモートアクセス説明書」をダウンロードしてご覧ください。 

https://glanshield.com/poe-camera-gsp/
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5.3.7.3  設定 

設定項目では、ユーザーの設定を行います。 

 

◼ ユーザー 

注意 

⚫ 工場出荷時のデフォルトの管理者ユーザー名は admin で、パスワードは

12345 です。 

⚫ 管理者は、ユーザーを追加および削除したり、ユーザーパラメーターの設定

ができます。 

⚫ ユーザーレベルには、管理者、操作者、操作者：一般ユーザーの 3 つのレベ

ルがあります。 

 

注意 

⚫ 製品のネットワーク使用のセキュリティを向上させるために、製品のパスワ

ードを定期的に更新してください。3 か月ごとに更新および保守することを

お勧めします。製品環境に高いセキュリティ要求がある場合は、パスワード

を毎月または毎週更新することをお勧めします。 

⚫ 管理者は、アカウントとユーザー権限を効果的に管理し、無関係なユーザー

と権限を削除し、不要なネットワークポートを閉じることをお勧めします。 

⚫ 管理者は、ユーザー権限を適切に設定して、日常のメンテナンスでカスタム

ユーザーを使用して管理することをお勧めします。 

 

◼ ユーザーの追加 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-54①に示すように、メインメニューで[ →ユーザー]を選択し

てユーザー画面に入ります。 
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図 5-54① 

➢ ユーザーリスト：現在の全てのユーザーを表示します。管理者はパスワード

のみ変更でき、権限は変更できません。 

手順 2：下の図 5-54②に示すように、[ 追加]をクリックして[許可を確認]の

画面に入り、最初にパスワードを確認します。 

 

図 5-54② 
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手順 3：管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックします。権限を確認したら、

下の図 5-54③に示すように、ユーザーの追加画面に入力してユーザーを

追加できます。 

 

図 5-54③ 

手順 4：新しいユーザー情報（ユーザー名、パスワード、パスワードの確認）を入

力し、レベルを選択して、[保存]をクリックします。 

手順 5：権限を設定します。 

正常に追加され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

ックして権限画面に入り、ユーザー権限を設定します。 

 

➢ 権限の説明 

権限はローカル設定、リモート環境設定、チャンネル設定に分けられ、管理者ユー

ザーは必要に応じて対応するアクセス許可を有効/無効にできます。 

⚫ ローカル設定 

✓ ローカルパラメーターセット：パラメーターの設定、デフォルトパラメ

ーターの復元、パラメータのインポート/エクスポート。 

✓ ローカルカメラ管理：IP チャンネルの設定ファイルを追加、削除、変更、

インポート、およびエクスポートします。 

✓ ローカルユーザー管理：ローカルユーザー管理をチェックします。 

✓ ローカルディスク：録画計画を表示および設定し、ストレージデバイス

をフォーマットできます。 
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✓ ローカルログ検索：システムログ、システム情報を表示します。 

✓ ローカルアップデート：NVR をローカルでアップグレードします。 

✓ ローカルデフォルト復元：デフォルトパラメータを復元できます。 

✓ ローカルシャットダウン再起動：デバイスをシャットダウンして再起動

できます。 

⚫ リモート環境設定 

✓ リモートパラメーターセット：パラメーターをリモートで設定し、デフ

ォルトパラメーターを復元し、パラメーターをインポート/エクスポー

トします。 

✓ リモートカメラ管理：IP チャンネルをリモートで追加、削除、変更しま

す。 

✓ リモートユーザー管理：ユーザー管理画面をリモートで表示します。 

✓ リモートディスク：録画スケジュールを表示および設定し、ストレージ

デバイスをリモートでフォーマットします。 

✓ リモートログ検索：システムログをリモートで表示します。 

✓ リモートアップデート：リモートで NVR をアップグレードします。 

✓ リモートデフォルト復元：デフォルトのパラメータをリモートで復元で

きます。 

✓ リモートシャットダウン再起動：NVR をリモートでシャットダウンして

再起動できます。 

⚫ チャンネル設定 

✓ プレビュー：各チャンネルのライブビデオをローカルでプレビューしま

す。この許可はチャンネルごとに詳述されます。 

✓ リモートプレビュー：各チャンネルのライブビデオをリモートでプレビ

ューします。この権限は、チャンネルごとに詳しく説明されています。 

✓ 録画：各チャンネルの録画計画をローカルに設定します。この権限は、

チャンネルごとに詳しく説明されています。 
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✓ リモート録画：各チャンネルの録画スケジュールをリモートで設定しま

す。この権限はチャンネルごとに詳しく説明されています。 

✓ 再生：NVR でビデオファイルをローカルで再生します。この許可はチャ

ンネルごとに詳述されます。 

✓ リモート再生：リモート再生、NVR でのビデオファイルのダウンロード、

この許可はチャンネルごとに詳述されます。 

✓ PTZ 制御：この許可はチャンネルごとに詳述されます。 

✓ ローカルバックアップ：NVR でビデオファイルをローカルにバックアッ

プします。この許可はチャンネルごとに詳述されます。ローカルバック

アップ権限を持つチャンネルには、ローカル再生権限が必要です。 

✓ リモートバックアップ：NVR からビデオファイルをリモートバックアッ

プします。この許可はチャンネルごとに詳述されます。 

 

注意 

⚫ 管理者だけが「デフォルトパラメータを復元する」権限を持っています。 

⚫ チャンネル権限は、チャンネルの個別の権限設定をサポートします。 

 

手順 6：下の図 5-54④に示すように、[保存]をクリックして設定した権限を保存

し、管理画面に戻ります。 

 

図 5-54④ 

◼ ユーザー修正 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで「 →ユーザー」を選択してユーザー画面に入ります。 
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手順 2：下の図 5-55 に示すように、[ユーザー]を選択し、[ 修正]をクリックし

てユーザー修正の画面に入ります。 

 

 

図 5-55 

手順 3: 必要に応じてユーザーを変更し（ユーザー名、パスワード）、「保存」

をクリックします。 

 

◼ ユーザー削除 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで「 →ユーザー」を選択してユーザー画面に入ります。 

手順 2：削除するユーザーを選択し、下の対応する[ 削除]をクリックして削除

します。 

手順 3：[確認]をクリックして、ユーザーの削除を完了します。 
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◼ パスワード変更 

✓ 操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで「 →ユーザー」を選択してユーザー画面に入ります。 

手順 2：管理者を選択し、[ 修正]をクリックして権限確認画面に入り、最初に

パスワードを確認します。 

手順 3：管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックします。権限が確認された

ら、下の図 5-56 に示すように、ユーザー修正画面に入ることができます。 

 

図 5-56 

 

手順 4：新しいパスワードを入力し、次に確認パスワードを入力して確認します。 

手順 5：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。 

手順 6：USB ディスクを NVR に挿入し、[エクスポートキー]をクリックします。 

 

注意 

⚫ 管理者パスワードを初めて変更する場合、パスワードを正常に変更するには、

セキュリティの質問とそれに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、キーがエクスポートされない場合がありま

す。 

⚫ パスワードを変更する場合、同時にロック解除パターンを設定することがで

き、ユーザーは NVR にログインするもう 1 つの方法を持つことができます。 

✓ 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。 
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手順 1：メインメニューで「 →ユーザー」を選択してユーザー画面に入ります。 

手順 2：管理者を選択し、[ 変更]をクリックして権限確認画面に入り、最初に

パスワードを確認します。 

手順 3：管理者パスワードを入力し、[保存]をクリックします。権限が確認された

ら、下の図 5-57 に示すように、ユーザー修正画面に入ることができます。 

 

図 5-57 

手順 4：古いパスワード、新しいパスワードを入力して確認します。 

手順 5：セキュリティの質問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。 

手順 6：[保存]をクリックして変更を完了します。 

注意 

⚫ NVR のパスワードを再度変更する場合、セキュリティの質問を設定してキー

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場合、同時にロック解除パターンを設定することがで

き、ユーザーは NVR にログインするもう 1 つの方法を持つことができます。 



125 
 

5.3.7.4  イベント 

イベントは、通常のイベントとインテリジェントなイベントで構成されています。 

◼ 通常のイベント 

通常のイベントには、下の図 5-58 に示すように、モーション検出、ビデオロス、

アラーム入力、アラーム出力、異常、およびブザーがあります。 

 

図 5-58 

❖ モーション検出 

モーション検出は、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。移動するターゲットが監視画面に表示され、映像

の変化が事前設定された感度に達すると、システムはアラーム連動アクションを実

行します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →通常のイベント→モーション検出」を選択し

て、下の図 5-59①に示すように、モーション検出画面に入ります。 
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図 5-59① 

手順 2：モーション検知を有効にして、チャンネルを選択します。 

手順 3：検出エリア、感度を設定します。 

✓ 下の図 5-59②に示すように、マウスを使用して、映像にモーショ

ン検出が必要な領域を描画します。 

 

図 5-59② 

✓ 感度スライダーをスライドさせて、適切なモーション検出感度を選

択します。 

手順 4：下の図 5-59③に示すように、[実行期間設定]をクリックして実行期間設

定画面に入ります。作図エリアに実行時間を描くか、「編集」をクリック

して曜日と実行時間 1 から 6 を設定します。 
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図 5-59③ 

手順 5：[連動機能]をクリックして連動機能画面に入り、下の図 5-59④に示すよ

うに、必要に応じて通常のリンクとアラーム出力を設定します。 

 

図 5-59④ 

手順 6：[適用]をクリックして設定を保存します。  

注意 

⚫ 他のチャンネルのモーション検出を設定する必要がある場合は、上記の手順

を繰り返してください。 
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⚫ モーション検出のメール通知を有効に設定した後、「メインメニュー→ →

高度な設定→メール」をクリックし、メール設定画面に入り、メールを設定

します。システムが設定された時間内に E メールを送信すると、受信者はア

ラームの電子メールを受信します。 

⚫ メール通知を有効にして特定の週と期間を設定した後、設定した期間内にア

ラームが作動された場合にのみ、NVR は設定したメールボックスにメールを

送信してユーザーに通知できます。 

⚫ 他のチャンネルと同じモーション検出を設定する場合は、「コピー」をクリ

ックして別のチャンネルを選択し、このチャンネルの設定を他のチャンネル

にコピーすることができます。 

➢ チャンネル：選択したチャンネルの設定を行います。 

➢ 有効：「 」をチェックして、モーション検出を有効にします。 

➢ 領域設定：デフォルトですべてのエリアを選択されています。クリックして

領域設定画面に入り、検出領域の範囲を設定し、マウスの左ボタンを押した

ままにしてアラームエリアを選択します。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。赤いグリッドをもう一度選択して、アラーム領域

の設定を消去します。 

➢ 感度：必要に応じて、0〜10 までの 11 段階の検出感度を設定できます。値

が高いほど感度が高くなります。 

➢ 週：E メール通知は、曜日または「1 週間全て」を選択し、アラームメール

を送信する時間を設定します。毎日最大 2 つの期間を設定できます。 

➢ ：「全て」を選択した場合は、「 」をクリックすると、常時録画し

ないように設定できます。「全て」を選択していない場合は、「 」をクリ

ックして、録画しない日付を設定してください。 

➢ 編集：クリックして[録画スケジュール]画面に入ります。毎日録画する 6 つ

の期間を手動で設定し、[用途]から他の曜日に設定をコピーできます。 

➢ ブザーアラーム：「 」にチェックを入れて、ブザーアラーム機能のオン/

オフを切り替えます。 
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➢ E メール通知：E メール機能をオン/オフにするには、「 」をチェックしま

す。 

➢ チャンネル録画：「 」にチェックを入れて、チャンネル録画機能をオン/

オフにします。 

➢ 全画面表示：プレビュー画面でイベントが発生すると、そのチャンネルのリ

アルタイムビデオが全画面で表示されます。 

➢ アラーム出力：これは、設定された期間内でイベントが発生した際に、アラ

ーム出力端子が作動します。 

➢ 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

ンネルに適用することができます。 

 

❖ ビデオロス 

ビデオ信号が失われたチャンネルがある場合に NVR がユーザーに通知します。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →通常のイベント→ビデオロス」を選択して、

下の図 5-60 に示すように、ビデオロス画面に入ります。 

 

図 5-60 

手順 2：チャンネルを選択し、ビデオロス検出を有効にします。 

手順 3：必要に応じて連動機能で通常のリンクとアラーム出力を設定します。 

手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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➢ チャンネル：チャンネルを選択します。 

➢ 有効：「 」をチェックして、ビデオロス検出を有効/無効にします。 

➢ 画面表示：ビデオロスが発生すると、NVR は通知画面をポップアップして警

告を表示します。 

➢ E メール通知：ビデオロスが発生すると、NVR 警告の電子メールを送信しま

す。 

➢ ブザーアラーム：ビデオロスが発生すると、NVR はビープ音を鳴らして警告

知らせます。 

➢ コピー：チャンネルの設定が完了したら、[コピー]をクリックして設定を別

のチャンネルにコピーすることができます。 

 

❖ アラーム入力 

アラーム入力は、外部のアラーム装置と接続するNVRのアラーム入力ポートです。

アラーム入力を介してアラーム信号がNVRに送信されたときにアラーム連動機能

で設定された動作を実行します。 

前提条件： 

NVR アラーム入力ポートが外部のアラーム装置に接続されていることを確認して

ください。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-61①に示すように、「 →通常イベント

→アラーム入力」を選択して、アラーム入力画面に入ります。 

 

 

図 5-61① 

手順 2：アラーム入力チャンネルを選択し、[ ]をクリックして、下の図 5-61

②に示すように、アラーム入力編集画面に入ります。 
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図 5-61② 

手順 3：アラーム入力ポートの番号、アラームの名前、タイプを選択し、有効にし

ます。 

手順 4：下の図 5-61③に示すように、描画領域にアラーム時間を描画するか、[編

集]でアラーム時間を設定します。 

 

図 5-61③ 

 

手順 5：下の図 5-61④に示すように、[連動機能]をクリックして、アラーム連動

機能（通常のリンク、チャンネル録画、アラーム出力を作動、全画面表示）

を設定します。 
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図 5-61④ 

手順 6：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ ブザーアラーム：アラーム入力が発生すると NVR は、ビープ音を鳴らして知

らせます。 

➢ E メール通知：アラーム入力が発生すると NVR は、電子メールを送信します。 

➢ 画面表示：アラーム入力が発生すると、NVR は、通知画面をポップアップし

て警告を表示します。 

➢ チャンネル録画：アラーム入力が発生すると、指定したチャンネルの録画を

行います。 

➢ アラーム出力を作動：アラーム入力が発生すると、NVR のアラーム出力ポー

トが連動します。 

➢ 全画面表示：アラーム入力が発生するとプレビュー画面にリアルタイム映像

が全画面に表示されます。複数のチャンネルを指定すると、チャンネル番号

順にリアルタイム映像が表示されます。 

➢ コピー：アラーム入力チャンネルを設定したら、[コピー]をクリックして設

定内容を別のチャンネルにコピーすることができます。 

 

注意 

⚫ アラーム入力信号は、GND 端子と各チャンネル入力端子間の電圧（ロー、ハ

イ）による入力となります。ロー検出電圧は、0~3V 未満、ハイ検出電圧は、

3V 以上（最大 20V）となります。タイプ設定は N.O に設定するとハイ電圧

を検出し、N.C に設定するとロー電圧を検出します。 
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❖ アラーム出力 

アラーム出力は、NVR がアラーム出力ポートを介して外部のアラーム装置（ライ

ト、サイレンなど）に接続し、作動させることができます。 

アラーム出力は、C 端子と NO 端子の接点出力となります。端子に接続できる最大

電圧 DC 24V で最大電流は、1A です。 

 

NO

C

NVR側

最大24V DC

アラームデバイス
（ライト、ブザー等）

 

 

前提条件： 

NVR アラーム出力ポートがアラームに接続されていることを確認してください。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、以下の図 5-62①に示すように、「 →通常イベン

ト→アラーム出力」を選択して、アラーム出力画面に入ります。 

 

 

図 5-62① 

手順 2：アラーム出力チャンネルを選択し、[ ]をクリックして、下の図 5-62②

に示すように、アラーム入力編集画面に入ります。 
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図 5-62② 

手順 3：アラーム出力番号、ディレー時間を選択し、アラーム名を入力します。 

手順 4：作図エリアに実施スケジュールを描くか、「編集」でアラーム時間を設定

します。 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

➢ コピー：[コピー]をクリックして、アラーム出力ポート設定を他のアラーム

出力ポートに適用します。（本機では、出力ポートは 1 チャンネルだけです） 

➢ 作動：「作動」をクリックすると、アラーム出力ポートに接続された外部ア

ラーム装置に出力を開始します。その際には、アラーム状態の表示が「有効」

となります。再度、クリックすると出力を停止し、アラーム状態の表示は「無

効」となります。 

 

❖ 異常 

異常事象のアラームモードを設定します。NVR の動作中に異常なイベントが発生

すると NVR は、アラーム連動アクションを実行します。NVR でサポートされてい

るイベントタイプは、「ディスクなし」、「ディスクエラー」、「インターネット

なし」、「IP 衝突」です。 
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具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 5-63 に示すように、メインメニューで[ →通常→異常]を選

択して、異常設定画面に入ります。 

 

 

図 5-63 

手順 2：イベントタイプを選択し、「 」をクリックして異常アラーム機能を有

効にし、連動機能（画面表示、E メール通知、ブザーアラーム）とアラー

ム出力を選択します。イベントタイプごとに[適用]をクリックして設定を

保存してください。 

 

➢ 画面表示：該当する異常事象が発生すると、NVR は通知画面をポップアップ

して警告を表示します。 

➢ E メール通知：該当する異常事象が発生すると、NVR は警告として E メール

を送信します。 

➢ ブザーアラーム：該当する異常事象が発生すると、NVR はビープ音を鳴らし

て知らせます。 
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❖ ブザー 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →通常のイベント→ブザー」を選択して、下の

図 5-64 に示すように、ブザー設定画面に入ります。 

 

図 5-64 

手順 2：アラームのブザーの鳴動時間を設定します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

➢ テスト：[テスト]をクリックして、ブザーアラームの音と鳴動時間を確認し

ます。 

 
 

❖ インテリジェント（本製品では非対応） 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 5-65 に示すように、メインメニューで[ →インテリジェン

ト]を選択して、インテリジェント設定画面に入ります。 
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図 5-65 

手順 2：チャンネルのインテリジェント検出およびアラームモードを設定します。 

NVR でサポートされているインテリジェント検出は、顔検出、顔比較、

ラインクロス、地域侵入、徘徊、人の集合などです。 

注意 

⚫ 全てのインテリジェント検出モードは、カメラがその機能をサポートしてい

る場合にのみ設定できます。 

⚫ インテリジェント検出をサポートするカメラは、各チャンネルに最大 1 つの

顔検出ルール、4 つのラインクロス検出ルール、4 つの地域侵入ルール、4 つ

の徘徊ルール、および 4 つの人の集合ルールを設定できます。 

 
 

❖ 顔 

顔検出機能を使用すると、映像に現れる顔を検出できます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

トイベント設定画面に入ります。 



138 
 

手順 2：顔検出を設定するチャンネルを選択し、[顔]をクリックして顔検出設定モ

ードに入ります。 

手順 3：[有効]→[ルール設定]をクリックして、感度を設定します。 

手順 4：[処理方式]をクリックして、必要に応じてアラーム連動（ブザー、E メー

ル通知、チャンネル録画、全画面表示）を設定し、下の図 5-66 に示すよ

うに警報を作動します。 

 

 

図 5-66  

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

注意 

⚫ 感度には、低、中、高、最高の 4 つのオプションがあります。感度が低いほ

ど、側面や透明度の低い顔を検出するのが難しくなります。ユーザーは実際

の環境に応じて調整できます。 

 

 

❖ 顔比較 

顔比較は、検出された顔を比較するために使用されます。顔データベースに保存さ

れている顔がチャンネルに表示されると、対応する警報が作動します。 
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具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

トイベント設定画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-67①に示すように、顔の比較を設定する必要のあるチャンネル

を選択し、[顔比較]をクリックして顔比較設定モードに入ります。 

 

 
図 5-67① 

 

手順 3：下の図 5-67②に示すように、[有効]→[ルール設定]をクリックし、顔デ

ータベースを選択し、[ ]をクリックして類似性設定画面に入ります。 

 
図 5-67② 
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手順 4：下の図 5-67③に示すように、[OK]→[処理方法]をクリックして、必要に

応じてアラーム連動を設定します。（ブザー、E メール通知、チャンネル

録画とアラーム出力、全画面表示） 

 
図 5-67③ 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 

➢ 顔データベースリスト：NVR のすべての顔データベースを表示および設定す

るために使用されます。 

➢ データベース名：データベースの名前を表示します。 

➢ モード：データベースのタイプ、ブラックリストまたはホワイトリストを表

示します。 

➢ 類似性：カメラによって認識された顔と、顔データベースに保存されている

顔との類似性。 

➢ ：対応する顔データベースの類似性とモードを設定するために使用され

る編集機能です。類似度の値が高いほど、キャプチャされた顔画像は顔デー

タベースに保存されている顔のように見え、顔データベースでの顔認識はよ

り正確になります。ただし、表示される比較結果は少なくなります。 

注意  

⚫ 一部の NVR は、1 チャンネルから 4 チャンネルで顔比較機能をサポートして

います。4 つのチャンネルは、任意のモデルに接続でき、任意のプロトコル

を介して IP カメラにアクセスできます。 
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❖ ラインクロス 

ラインクロス検出は、動画の設定した線を横切る物体の有無を検出し、判定結果に

応じて連動アラームを作動します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

トイベント設定画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-68①に示すように、ラインクロス検出を設定する必要のあるチ

ャンネルを選択し、[ラインクロス]をクリックしてラインクロス検出設定

モードに入ります。 

 

図 5-68① 

手順 3：[有効化]→[ルール設定]をクリックして、ライン交差検出のルールを設定

します。 

具体的な手順を以下に示します。 

1. [ルール]ドロップダウンリストで、必要に応じて任意のルールを選択します。 

 

注意 

⚫ ラインクロス検出は 4 つのルールを設定できます。 

2. ルールの時間しきい値（秒）と感度を設定します。 
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➢ 感度：コントロールターゲットオブジェクトのサイズを設定するために使用

されます。感度が高いほど、対象物と判断されやすくなります。感度が低い

ほど、対象物として判断されます。感度は 0〜100 の範囲で設定できます。 

➢ 方向：「A <-> B（双方向）」、「A-> B」、「B-> A」の 3 つのオプショ

ンがあります。これは、オブジェクトが警告領域を通過してアラームが作動

する方向を示します。 

✓ 「A <-> B（双方向）」アラームが両方向で作動されることを示します。 

✓ 「A-> B」オブジェクトが A から B に交差したときにアラームが作動す

ることを示します。 

✓ 「B-> A」オブジェクトが B から A に交差したときにアラームが作動す

ることを示します。 

3. [ ラインを描く]をクリックし、マウスをプレビュー画面に移動し、マウスの

左ボタンを順番にクリックして、警告線の 2 つの端点を描画します。 

 

注意  

⚫ 「 全て削除」および「 ラインを描く」ボタンを使用して、描かれた警

報線を変更できます。 

手順 4：下の図 5-68②に示すように、[処理方法]をクリックし、必要に応じてア

ラーム連動を設定します。（ブザー、E メール通知、チャンネル録画、お

よびアラーム出力） 

 

図 5-68② 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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❖ 地域侵入 

地域侵入検出機能は、動画内の物体が設定エリアに入ったかどうかを検出し、判定

結果に基づいて連動アラームを行うことができます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

ト設定画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-69①に示すように、地域侵入を設定する必要のあるチャンネル

を選択し、[地域侵入]をクリックして地域侵入設定モードに入ります。 

 

図 5-69① 

手順 3：[有効化]→[ルール設定]をクリックして、地域侵入のルールを設定します。 

具体的な手順を以下に示します。 

1. [ルール]ドロップダウンリストで、必要に応じて任意のルールを選択します。 

注意  

⚫ 地域侵入は 4 つのルールを設定でき、任意のルールを選択できます。 

 

2. ルールの時間しきい値（秒）と感度を設定します。 
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➢ 感度：コントロールターゲットオブジェクトのサイズを設定するために使用

されます。 感度が高いほど、対象物と判断されやすくなります。感度は 0〜

100 の範囲で設定できます。 

➢ 時間しきい値（秒）：ターゲットが連続滞留時間の間警告ゾーンに入った後、

アラームが作動します。時間しきい値が 5 秒に設定されている場合、ターゲ

ットが領域侵入 5 秒間で作動します。範囲は 1〜10（秒）です。 

3.  [ 四角形を描画]をクリックし、マウスをプレビュー画面に移動し、マ

ウスの左ボタンを順番にクリックして、四角形の警告ゾーンの端点を描画し、

ゾーンの描画を完了します。 

注意  

⚫ 「 全て削除」ボタンと「 四辺形を描く」ボタンで、描いた警告線を変

更できます。 

 

手順 4：下の図 5-69②に示すように[処理方法]をクリックし、必要に応じてアラ

ーム連動（ブザー、E メール通知、チャンネル録画、全画面表示）を設定

し、アラーム出力を作動します。 

 

 
図 5-69② 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 
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◼ 徘徊検出 

徘徊検出機能は、設定エリア内のターゲットの滞在時間を検出できます。 滞在時

間が設定された時間しきい値を超えると、アラーム連動が作動します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

トイベント設定画面に入ります。 

手順 2：下の図 5-70①に示すように、徘徊検出を設定する必要のあるチャンネル

を選択し、[徘徊]をクリックして徘徊設定モードに入ります。 

 

図 5-70① 

手順 3：[有効]→[ルール設定]をクリックして、徘徊のルールを設定します。 

具体的な手順を以下に示します。 

1. [ルール]ドロップダウンリストで、必要に応じて任意のルールを選択します。 

注意 

⚫ 徘徊は 4 つのルールを設定でき、任意のルールを選択できます。 

 

2. ルールの時間しきい値（秒）と感度を設定します。 

 

➢ 感度：ターゲットのサイズを設定するために使用されます。 感度が高いほど、

対象物と判断されやすくなります。感度は 0〜100 の範囲で設定できます。 



146 
 

➢ 時間しきい値（最小）：ターゲットが連続滞留時間の間警告ゾーンに入った

後、アラームが発生します。 時間しきい値が 5 秒に設定されている場合、タ

ーゲットが領域侵入 5 秒間で作動します。設定範囲は 1〜10（秒）です。 

3. [ 四角形を描画]をクリックし、マウスをプレビュー画面に移動し、マウスの

左ボタンを順番にクリックして、四角形の警告ゾーンの端点を描画し、ゾーン

の描画を完了します。 

注意 

⚫ 「 全て削除」ボタンと「 四辺形描画」ボタンで描画した警告線を変更

できます。 

手順 4：[処理方法]をクリックし、下の図 5-70②に示すように、必要に応じてア

ラーム連動（ブザー、E メール通知、チャンネル録画、全画面表示）を設

定し、アラーム出力を作動します。 

 
図 5-70② 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

◼ 人の集合 

人の集合検出機能は、設定されたエリア内の人体の密度を検出でき、設定されたし

きい値を超えると、アラーム連動を作動します。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →インテリジェント]を選択して、インテリジェン

トイベント設定画面に入ります。 
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手順 2：人の集合検出設定に必要なチャンネルを選択し、「人の集合」をクリック

して人の集合検出設定モードに入ります。（下図 5-71①） 

 

 

図 5-71① 

 

手順 3：[有効]→[ルール設定]をクリックして、人の集合検出のルールを設定しま

す。 

 

具体的な手順を以下に示します。  

1. [ルール]ドロップダウンリストで、必要に応じて任意のルールを選択します。 

注意 

⚫ 人の集合検出は 4 つのルールを設定でき、任意のルールを選択できます。 

2. ルールの比率を設定します。 

➢ 比率：警告領域全体における人員の割合を表します。人員の割合が設定され

た割合の値を超えると、システムアラームがトリガーされます。それ以外の

場合、システムはアラームを発しません。 
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3. [ 四角形を描画]をクリックし、マウスをプレビュー画面に移動し、マウスの

左ボタンを順番にクリックして、四角形の警告ゾーンの端点を描画し、ゾーン

の描画を完了します。 

 

注意 

⚫ 「 全て削除」ボタンと「 四辺形描画」ボタンで描画した警告線を変更

できます。 

手順 4：[処理方法]をクリックし、必要に応じてアラーム連動（ブザー、E メール

通知、チャンネル録画、全画面表示）を設定し、下の図 5-71②に示すよ

うにアラーム出力を作動します。 

 

 
図 5-71② 

手順 5：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

注意 

⚫ NVR が外部アラーム装置をサポートしている場合、アラーム処理方法でアラ

ーム出力を選択して作動させることができます。 
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5.3.7.5  ライブビュー 

ライブビューでは、ディスプレイとビューの設定を行います。 

◼ ディスプレイ 

ディスプレイは、解像度、UI透明性、OSD 時間の表示、起動後の分割画面表示な

ど、プレビュー画面の表示効果を設定するために使用されます。具体的な操作手順

は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-72 に示すように、「 →ディスプレイ」

を選択して表示設定画面に入ります。 

 

図 5-72 

手順 2：解像度、透明度、及びその他の関連パラメーターを設定します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

➢ 解像度：選択可能な値は 1024 x 768、1280 x 720、1280 x 1024、1920 x 

1080、3840 x 2160 です。HDMI ポートは、最大 4K の解像度出力をサポー

トします。（VGA 出力の解像度は、1024 x 768、1280 x 720、1280 x 1024、

1920 x 1080 です。） 

➢ UI の透明性：ユーザーインターフェイスの透明性を設定します。数値が高い

ほど、NVR のローカルメニューの透明性が高くなります。 



150 
 

➢ OSD 時間表示：モニター画面に表示される NVR の時刻表示をオン/オフにし

ます。 

➢ 再起動後表示：再起動後の画面分割数を選択します。 

注意 

⚫ 解像度が保存された後、正常に設定するには、NVR を再起動します。 

 

◼ ビュー 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →ビュー」を選択して、下の図 5-73 に示すよ

うに、表示設定画面に入ります。 

 

図 5-73 

手順 2：映像出力、チャンネル、画像分割アイコンを選択します。 

手順 3：[バインド]→[適用]をクリックして、設定を保存します。 

➢ 映像出力：NVR の外部モニターポートです。 

➢ チャンネル：ユーザー設定する NVR の全てのチャンネルを表示します。 

➢ 画像分割：NVR でサポートされているチャンネルの数に応じて、1 画面、4

画面、8 画面、9 画面、16 画面があります。 
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➢ バインド：クリックすると、既存の構成を NVR の映像出力ポートにバインド

できます。 

➢ バインド解除：クリックして、バインドされた映像出力ポートのバインドを

解除します。 

注意 

⚫ NVR ごとに画面分割数も異なります。実物を参照してください。 

 

◼ ログアウト後の画面 

ログアウト後の画面を有効にするとログアウトした後に、対応するチャンネルのリ

アルタイムビデオをプレビューできます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →ログアウト後の画面」を選択して、下の図

5-74 に示すように、ログアウト後の画面設定画面に入ります。 

 

図 5-74 

手順 2：プレビューチャンネルを選択します。 

手順 3：[適用]をクリックして、設定を保存します。 
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5.3.8 メンテナンス 

メンテナンスでは、システム情報、アップグレード、ネットワーク情報、システム

サービス、および HDD などを参照、操作します。 

 

5.3.8.1  システム情報 

◼ 装置 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-75 に示すように、メインメニューで[ →装置]を選択して装

置画面に入ります。 

 

 

図 5-75 

手順 2：NVR のモデル番号、機器バージョン、システムバージョン、Web バージ

ョン、その他の情報を表示します。 

◼ カメラ 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →カメラ]を選択して、下の図 5-76 に示すよう

にカメラ画面に入ります。 
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図 5-76 

手順 2：NVR の全チャンネルのステータス情報を表示します。 

 
◼ 録画 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-77 に示すように、「 →録画」を選択し

て録画画面に入ります。 

 

図 5-77 

手順 2：NVR の各チャンネルの録画状態とビットレートを表示します。 
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◼ アラーム録画 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →アラーム録画]を選択して、下の図 5-78 に示

すように、アラーム録画画面に入ります。 

 

図 5-78 

手順 2：NVR のアラーム入力の各チャンネルのアラーム状態を表示します。 

 

◼ ネットワーク 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-79 に示すように、メインメニューで[ →ネットワーク]を選

択してネットワーク画面に入ります。 

 

図 5-79 

手順 2：ネットワーク接続と NVR の設定を確認します。 
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◼ HDD 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-80 に示すように、メインメニューで[ →HDD]を選択して

HDD 画面に入ります。 

 

図 5-80 

手順 2：NVR に接続されている HDD の状態と総容量、残容量などを表示します。 

 

◼ ログ 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 5-81 に示すように、メインメニューで[ →ログ]を選択して

ログ画面に入ります。 

 

図 5-81 
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手順 2：タイプ（検索条件、時間範囲）を設定します。 

手順 3：[問合せ]をクリックしてログを検索します。 

手順 4：ログをエクスポートします。USB ディスクを 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のを待ちます。検

索したログを USB ディスクにエクスポートできます。 

➢ タイプ：検索するログのタイプを選択します。 

➢ 開始時刻/終了時刻：検索するログの時間範囲を入力します。 

➢ エクスポート：検索したログ情報をエクスポートし、接続された USB ディス

クに保存します。 

➢ 全てエクスポート：すべてのログ情報をエクスポートして、NVR に接続され

た USB ディスクに保存します 

➢ 問合せ：検索条件を設定してログ検索を実行し、ログリストに表示します。 

➢ 前ページ/次ページ：問合せした期間にログが多い場合は、クリックして別の

ページのログ情報を表示します。 

➢ 消去：ログのすべての情報を消去します。 

 

◼ エクスポート/インポート 

複数の NVR で同じ設定を採用する必要がある場合は、最初に 1 台の NVR を設定

し、その設定ファイルを「エクスポート」してバックアップしてから、「インポー

ト」操作を介して設定内容を他の NVR に適用できます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、「 →エクスポート/インポート」を選択して、以下

の図 5-82 に示すように、設定エクスポート/設定インポート画面に入り

ます。 

 

 



157 
 

図 5-82 

手順 2：設定ファイルをエクスポート/インポートします。 

✓ 設定エクスポート：USB ディスクを NVR に挿入し、[設定エクスポート]

をクリックして、エクスポートの進行が完了するのを待ち、[確認]をク

リックします。 

✓ 設定インポート：設定ファイルを保存した USB ディスクを NVR に挿入

し、[設定インポート]→[確認]をクリックして、インポートの進行が完

了するのを待ちます。NVR が再起動します。 

 

 

5.3.8.2  アップグレード 

◼ 手動アップグレード 

アップグレードファイルを含む USB ディスクを NVR に挿入して、NVR のバージ

ョンをアップグレードします。NVR が USB ディスク内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に関する情報（シリアル番号、名前、サ

イズ、日付）がリストに表示されます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：アップグレードファイル（xx_BD_V5_update_Vx.x.x.x.bin という名前）

を含む USB ディスクを NVRに挿入します。 

手順 2：メインメニューで[ →手動アップグレード]を選択して、下の図 5-83

に示すように手動アップグレード画面に入ります。 
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図 5-83 

手順 3：[ 更新]をクリックしてアップグレードファイルを選択し、[ アップ

グレード]→[確認]をクリックして、画面上で進行状況バーを終了するの

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。 

 

注意 

⚫ 更新を数回試みても、NVR がアップグレードパッケージを検出できない場合

は、USB ディスクが NVR の USB コネクタに確実に装着されているか、また

アップグレードファイル名が正しいかどうかを確認してください。  

⚫ NVR がアップグレード中は、電源を切断したり、USB ドライブを抜いたりし

ないでください。アップグレードが完了すると、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。アップグレード後は、NVR

を使用する前に工場出荷時の設定に戻すことをお勧めします。 

 

❖ 手動アップグレード 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →オンラインアップグレード]を選択して、オンラ

インアップグレード画面に入ります。 

手順 2：[チェック]をクリックすると、プロンプト画面がポップアップします。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に関する情

報を表示します。 

手順 3：[更新]をクリックして、NVR がアップグレードされたファイルをダウン

ロードするのを待ちます。NVR がアップグレードされると自動的に再起

動します。 

➢ ステータス：NVR の現在のバージョン表示。 
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➢ 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：最新のオンラインバージョンを検出します。 

注意 

⚫ 新しいオンラインバージョンをテストする前に、NVR がネットワークに正し

く接続されていることを確認してください。 

⚫ アップグレード中は、電源を切ったり、USB ディスクを外したりしないでください。

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。）ここでは、アップグレード後に工場出荷時の設定に復元することをお

勧めします。 

 

◼ デフォルト 

NVR の動作速度が遅い場合、または設定が間違っている場合は、デフォルトに戻

すことで問題の解決を試みることができます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →デフォルト]を選択して、以下の図 5-84 に示す

ようにデフォルトの設定画面に入ります。 
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図 5-84 

手順 2：工場出荷時の設定に復元する必要がある項目をチェックします。 

手順 3：[適用]→[OK]をクリックします。 

➢ ストレージデフォルトパラメーター復元：全てのストレージパラメーターを

デフォルト値に復元します。 

 

➢ チャンネルデフォルトパラメーター復元：全てのチャンネルのパラメータを

デフォルト値に復元するためにチェックします。  

 

➢ システムデフォルトパラメーター復元：全てのシステム設定パラメータをデ

フォルト値に復元するためにチェックします。 

 

➢ メンテナンスデフォルトパラメーター復元：メンテナンスの全ての設定パラ

メータをデフォルト値に復元するためにチェックします。 

 

➢ 工場設定値復旧：全ての NVR 設定パラメーターを工場設定に戻すためにチェ

ックします。 

 

注意 



161 
 

⚫ 工場出荷時の設定に戻すと、選択した項目が工場出荷時の設定に戻ります。

ユーザーの既存の設定が失われる可能性があります。注意して進めてくださ

い。 

 

5.3.8.3  ネットワーク情報 

◼ ネットワーク通信状況 

ネット通信量とは、映像の転送によって単位時間に送信されるデータ量のことで

す。ネット通信量の監視により、各チャンネルのデータの流れとその変化をリアル

タイムで表示します。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、[ →ネットワーク通信状況]を選択して、下の図 5-85

に示すようにネットワーク通信状況画面に入ります。 

 
図 5-85 

手順 2：各チャンネルの通信速度をリアルタイムで表示します。 

 

◼ ネットワーク検出 

ネットワーク検出は、ネットワークの遅延とパケット損失をテストします。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 
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手順 1：メインメニューで、[ →ネットワーク検出]を選択して、下の図 5-86

に示すように、ネットワーク検出画面に入ります。 

 

図 5-86 

手順 2：NIC 選択でテストする LAN を選択し、宛先アドレスバーにテストアドレ

スを入力します。 

手順 3：[テスト]をクリックして、ネットワークの遅延とパケット損失のテストを

実行します。テスト後、システムはパケット損失率と平均遅延のテスト結

果を表示します。 

 

◼ 自動リブート 

NVR を長時間連続動作させる場合は、定期的に再起動するように設定することに

より、NVR の動作速度を上げて、安定した運用することができます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 5-87 に示すように、メインメニューで[ →自動リブート]を

選択して、自動リブート画面に入ります。 
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図 5-87 

手順 2：「自動リブート」の周期を[毎日]、[毎週]、[毎月]、[使用しない]の中か

ら選択し、時刻を設定します。 

手順 3：[適用]をクリックして設定を保存します。 

注意 

⚫ システムの自動リブートは、NVR を再起動するように設定された一定時間

（毎月、毎週、毎日）のサイクルに従って実行させることができます。また、

「使用しない」を選択することもできます。 

⚫ 自動リブートが実行されると起動が完了するまでの時間（1〜2 分間）は、録

画が途切れます。 

5.3.8.4  HDD 操作 

◼ S.M.A.R.T 

S.M.A.R.T は、HDD の温度、使用時間、各種項目のエラーレートなどを監視し、

HDD の問題の分析及び故障の予測をするために使用されます。 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで[ →S.M.A.R.T]を選択して、下の図 5-88 に示すよ

うに S.M.A.R.T 画面に入ります。 
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図 5-88 

 

手順 2：テストするディスク番号を選択し、「テストタイプ」を設定します。 

手順 3：NVR が HDD の検出を開始します。 

手順 4：HDD が検出された後、HDD の詳細が S.M.A.R.T 情報リストに表示され

ます。 

➢ S.M.A.R.T 設定と表示内容： 

✓ ディスク番号：プルダウンしてドライブ番号を選択します。 

✓ テスト状態：検出された HDD の状態を表示します。 

✓ テストタイプ：テスト方法を「短く」か「長く」を選択します。 

✓ 温度：HDD の現在の温度を表示します。 

✓ 使用時間（時間）：HDD の使用時間（時間）を示します。 

✓ 自己診断：S.M.A.R.T 情報から HDD が合格（パス）したかどうかを表

示します。 

✓ 総合評価：HDD 全般の数値から合格（パス）したかどうかを表示しま

す。 

➢ S.M.A.R.T 情報: HDD の各種情報を表示します。 
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注意 

⚫ 自己診断または総合評価の結果が「パス（合格）しなかった」場合は、録画

データの欠損を防ぐために HDD を交換する必要があります。 

⚫ S.M.A.R.T セルフテスト機能により、ユーザーは S.M.A.R.T コマンドを使用

して HDD のセルフテストを実行し、HDD の全体的なステータスを検出でき

ます。 

 

5.3.9 アラーム 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-89 に示すように、画面右上の「 」をクリ

ックしてアラーム情報画面に入ります。 

 

図 5-89 

手順 2：NVR の異常情報とさまざまなアラームを表示します。 

手順 3：[設定]をクリックして、下の図 5-90 に示すように、検出したいさまざま

なアラーム項目をチェックします。 
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図 5-90 

 

手順 4：[適用]をクリックして設定を保存します。 

 

 

5.3.10 バックアップ進捗 

以下の図 5-92 に示すように、メインメニューで[ ]をクリックしてバックアッ

プ進捗画面に入ります。ファイルのバックアップ中に、ファイルのバックアップの

進捗状況を表示したり、バックアップを一時停止および削除したりできます。 

 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メインメニューで、下の図 5-91 に示すように、[ ]をクリックしてバッ

クアップ進捗画面に入ります。 
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図 5-91 

 

手順 2：ファイルのバックアップの進行状況を表示し、バックアップファイルを一

時停止して削除することができます。 
 

注意 

⚫ USB ディスクが NVR に挿入され、バックアップファイルが対象として選択

されている状態で、バックアップ進捗画面でバックアップ関連の情報を表示

できます。 
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5.3.11 終了 

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：下の図 5-92 に示すように、メインメニューで[ 終了]をクリックして

ログアウト画面に入ります。 

 

 

図 5-92 

 

手順 2：必要に応じて、対応する操作（ログアウト、再起動、電源オフ）を実行し

ます。 

 

注意 

⚫ 電源オフをクリックした後、すぐに電源を切らないでください。画面が消え

て、フロントパネルの HDD のアクセスランプが消灯したことを確認してか

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 

⚫ パソコンの種類や OS によって、画面表示も異なります。以下の写真は参考

用です。実際の画面を参照してください。 

⚫ NVR は、Web を介した PC 上のデバイス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、メモリ 4GB 以上、Intel Core i3 以上の性能を有する

CPU 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。 

⚫ ユーザーは、複数の PC から同時に NVR の WEB 制御画面にアクセスするこ

とができます。 

 

6.1 インターネット接続 

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。 

手順 1：NVR がネットワークに正しく接続されていることを確認します。 

手順 2：パソコンと NVR の IP アドレス、サブネットマスク、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。 
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✓ NVR のデフォルトの IP アドレスは 192.168.1.88 です。（DHCP に設

定されていると LAN 環境に合わせて変更されます） 

手順 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、「ネットワーク検出」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、5.3.８.３ネットワーク情報－■ネットワ

ーク検出を参照してください。 

 
 

6.2 ブラウザによるログイン  

NVR がインターネットに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。例えば、192.168.1.88（DHCP により変更さ

れていることもあります）で、図 6-1 に示すようにログイン画面を入力します。 

 

図 6-1 
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画面の右上隅（赤矢印参照）で使用する言語を選択します。現在は、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、初期値は英語が選べます。 

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 

⚫ パスワードの変更：Web ページにログインした後、システムは「現在のパス

ワードは単純すぎます。パスワードを変更してください！」というプロンプ

トを表示し、[変更]をクリックして、新しいパスワードを入力し、パスワー

ドを確認し、セキュリティの質問を設定し、エクスポートします。キーを押

しながら「OK」をクリックし、パスワードの変更を完了します。 

⚫ パスワードを忘れた場合：WEB ログイン画面で「忘れた」をクリックし、「質

問に答える」などの確認方法を選択し、パスワード変更時に設定した質問を

選択し、対応する答えを入力し、「次へ」をクリックして新しいものをリセ

ットします プロンプトに従ってパスワード。「再ログイン」をクリックして、

ログイン画面に戻ります。 

⚫ HTTP ポートが 80 以外のポートに設定されている場合は、ブラウザのアドレ

スバーに「http://192.168.1.88:8000」のように「http:// IP アドレス+ :(コ

ロン）+ポート番号」と入力します。 
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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。 

 
 

 
 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。 
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      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。 

 

 

図 6-3 
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6.4 プレビュー  
NVR へのログインに成功した後、プレ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。また、画面下部の をクリックすると接続されたカメラの映像が

全て表示されます。 

 

図 6-4 

1. システムメニュー：プレビュー、再生、画像、環境設定、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、録画、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 説 明 

 対応するプレビューチャンネルを閉じる。 

 
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 

 

音声通話の場合は、クリックして NVR に自動的に接続し、

リアルタイム通話を発信します。 

ローカルデバイス呼び出しの前提条件：ローカルデバイスに

オーディオ入力/オーディオ出力機能があり、マイクとスピ

ーカーの両方が接続されている。 

注： アプリとウェブは同時にローカルデバイスと通信する

ことはできません。 

表 6-1 
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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 説 明 

 

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。 

 
全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 

/  全てのプレビューチャンネルを開く/閉じる。 

 

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:\NVR\Record で

す。[環境設定]→[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。録画の初期状態のストレージパスは

C:\NVR\Record です。[環境設定]→[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 

 /  
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、コノアイコンをクリックします。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（本製品では、PTZ 機能は使用できません） 

マーク 説 明 

 PTZ 制御方向ボタン 

 PTZ セルフテスト 

 ズームボタン 
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 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 環境設定 

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[環境設定]→[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、「フォルダ参

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。 

 

図 6-5 
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6.5.2 チャンネル 

6.5.2.1  カメラ 

◼ カメラ 

以下の図 6-6 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[チャンネル]→[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 

 

◼ PoE 電源供給状態 

メイン画面で、[環境設定]→[チャンネル]→[カメラ]→[PoE 電力供給状態]をクリ

ックして、PoE 電力供給状態画面に入ります。ここでは、実際の PoE チャンネル

に接続されているネットワークカメラの距離に応じて設定し、下の図 6-7 に示す

ようにチャンネルの接続ステータスを確認できます。 
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図 6-7 

 

◼ PoE 接続状態 

メイン画面で、[環境設定]→[チャンネル]→[カメラ]→[PoE 接続状態]をクリック

して、PoE 接続状態画面に入ります。ここでは、カメラとバインドするように各

PoE ポートを設定できます。 

 

 

図 6-8 
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6.5.2.2  OSD 

以下の図 6-9 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[チャンネル]→[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 6-9 

 

6.5.2.3  映像 

下の図 6-10 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[チャンネル]→[映像]をク

リックして、映像設定画面に入ります。ここでは、各チャンネルの映像（明るさ、

コントラスト、サチュレーション、シャープネス）、補助光、露出設定、逆光補正

設定、ホワイトバランス、ビデオ調整、画像処理、デフォグモードなどを表示及び

設定できます。関連するパラメータは、NVR のローカル設定と一致しています。 

 

図 6-10 
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6.5.2.4  プライバシーマスク 

以下の図 6-11 に示すように、メイン画面で[設定]→[チャンネル]→[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 6-11 

 

6.5.2.5  チャンネル名 

以下の図 6-12 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[チャンネル]→[チャンネ

ル名]をクリックして、チャンネル名設定画面に入ります。ここでは、NVR の全て

のチャンネル名の表示および変更ができます。関連するパラメータと NVR 側の設

定は一致しています。 
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図 6-12 

 

 

6.5.3 ストレージ 

6.5.3.1  録画 

◼ 録画 

録画設定手順は次のとおりです。 

手順１：メイン画面で、[環境設定]→[ストレージ]→[録画]をクリックして、図

6-13 に示すように、録画設定画面に入ります。 
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図 6-13 

 

手順 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 説 明 

チャンネル 

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。全てのチャン

ネルに同じ設定をした場合、「全て」を選択します。 

有効 現在のチャンネル録画機能を有効/無効にします。  
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削除 選択した録画期間を削除します。 

全て削除 クリックすると、すべての録画設定が削除されます。 

全て選択 
クリックして、月曜日から日曜日までの全てのチャンネルを

通常のビデオおよびモーション検出録画に設定します。 

 
コピー先 

1 日分を設定したら" " 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。 

期間設定 

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。 

その他 

の設定 

クリックしてその他の設定画面に入り、事前録画時間と事後

録画時間を設定します。０秒から 30 秒の間の秒数を設定し、

[OK]をクリックします。 

表 6-4 

手順 3：「保存」をクリックして設定を完了します。 
 
 

◼ エンコード 

以下の図 6-14 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[ストレージ]→[録画]→

[エンコード]のタブをクリックして、エンコード設定画面に入ります。ここでは、

IP カメラにアクセスするためのエンコードパラメータ値を表示および設定できま

す。関連するパラメータと NVR 側の設定は一致しています。 
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図 6-14 

 

6.5.3.2  記憶装置 

◼ HDD 

以下の図 6-15 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[ストレージ]→[記憶装置]

→[HDD]をクリックして、HDD 画面に入ります。ここでは、接続されている NVR

の HDD 情報を表示し、HDD をフォーマットできます。HDD をフォーマットする

操作手順は、NVR のローカル設定と同じです。 

 

図 6-15 
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◼ クラウドストレージ 

以下の図 6-16 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[ストレージ]→[記憶装置]

→[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と IPEYE 設定画面

に入ります。ここでは、クラウドストレージと IPEYE の機能を有効に設定できま

す。特定の設定手順は、NVR のローカル設定と同じです。 

 

 

図 6-16 

 

6.5.4 システム 

6.5.4.1  一般 

◼ デバイス設定 

以下の図 6-17 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[一般]をク

リックして、デバイス設定画面に入ります。ここでは、言語、録画モード、録画日

数、標準映像、解像度などの情報を表示および確認し、[保存]をクリックして設定

を完了します。 
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図 6-17 

 

◼ 日付設定 

必要に応じて、NVR システムの日付、時刻を設定します。システム時刻を手動で

設定するか、パソコンと同期するか、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することができます。 

 

具体的には、システムの日付を次のように設定します。 

手順 1：メイン画面で、[環境設定]→[システム]→[一般]→[日付]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。 

手順 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。 

✓ パソコンと同期をオンにし、[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パソコンと時刻を自動的に同期します。 
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✓ 「NTP オン」を有効にし、NTP サーバーを選択し（または使用者定義

のサーバーを選択し、サーバーのドメイン名を入力し）、NVR が設置さ

れている地域のタイムゾーンを選択し、NTP ポートを入力し、NTP 更

新間隔を設定します。日付表示形式、分離記号、時刻形式、[保存]をク

リックすると、システム時刻と NTP サーバー時刻が同期されます。 

 

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 説 明 

NTP サーバー 
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。 

カスタム NTP 

サーバー 

NTP サーバーに「使用者定義」を選択したら、NTP サー

バーのドメイン名を入力します。 

NTP ポート 
NTP サーバーにアクセスするためのポートを入力しま

す。 

日付表示形式 年、月、日など、NVR の日付表示形式を設定します。 

時刻形式 
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 

時刻確認 
時刻を NVR に同期させるチャンネルを選択します。 

表 6-5 

 

チャンネル時刻確認を次のように設定します。 

手順 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。 

手順 2：使用するチャンネルを選択するか、「すべて選択」を選択して「保存」を

クリックして設定を完了します。 
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図 6-18 

 
◼ サマータイム（DST） 

サマータイムは次のように設定します。 

手順 1：メイン画面で、[環境設定]→[システム]→[一般]→[サマータイム]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。 

手順 2：サマータイムを有効にして、タイプ、開始時刻、終了時刻、オフセットを

設定します。 

手順 3：[保存]をクリックして設定を完了します。 

 

 
図 6-19 



189 
 

6.5.4.2 ネットワーク 

◼ TCP/IP 

以下の図 6-20 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]をクリックして、TCP/IP 設定画面に入ります。ここでは、IP アドレス、ネッ

トワークマスク、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、

を設定します。TCP/IP とポートの設定は、NVR 設定と一致しています。 

 

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[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[DDNS]をクリックして、DDNS 設定画面に入ります。ここで、DDNS 機能

を有効に設定できます。DDNS 設定は NVR ローカル設定と一致しています。 

 

 

図 6-21 

 
 

◼ E メール 

以下の図 6-21 に示すように、メイン画面で、[環境設定]→[システム]→[ネットワ

ーク]→[E メール]をクリックして、E メール設定画面入ります。ここでは、E メー

ル機能の各種設定、送信する期間などの設定を設定することができます。 
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図 6-21 
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◼ P2P 

以下の図 6-22 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[P2P]をクリックして、P2P 設定画面に入ります。ここでは、P2P 機能の有

効化/無効化、NVR のシリアル番号の確認、携帯電話を使用した QR コードのスキ

ャンによるアプリのダウンロードが可能です。P2P の設定は NVR のローカル設定

と一致しています。 

 

図 6-22 

 

◼ FTP 

以下の図 6-23 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[FTP]をクリックして、FTP 設定画面に入ります。ここでは、FTP サーバー

機能を有効にして設定できます。FTP 設定の内容は、NVRのローカル設定と同じ

です。 
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図 6-23 

 

◼ UPNP 

以下の図 6-24 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[UPNP]をクリックして、UPNP 設定画面に入ります。ここで、UPNP 機能を

有効にして設定できます。UPNP 設定は NVR ローカル設定と一致しています。 

 

図 6-24 
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◼ PPPOE 

以下の図 6-25 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[PPPOE]をクリックして、PPPOE 設定画面に入ります。ここで PPPOE 機能

を有効にして設定できます。PPPOE 設定は NVR のローカル設定と一致していま

す。 

 

図 6-25 

 

◼ ブラック・ホワイトリスト 

以下の図 6-26 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ネットワー

ク]→[ブラック・ホワイトリスト]をクリックして、ブラック・ホワイトリスト設

定画面に入ります。ここでは、NVR のアドレスフィルター機能を有効にして設定

できます。特定のアドレスフィルター設定は、NVR のローカル設定と一致してい

ます。 

 

図 6-26 
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6.5.4.3  ユーザー 

以下の図 6-27 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ユーザー]

をクリックして、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、

編集を行うことができます。ーザー設定は NVRのローカル設定と一致しています。 

 

図 6-27 

 
 

6.5.4.4  ローカルアラーム 

 

◼ アラーム入力 

以下の図 6-28 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[ローカルア

ラーム]→[アラーム入力]をクリックして、アラーム入力設定画面に入ります。こ

こでは、NVR のアラーム入力に関するパラメーターの設定ができます。アラーム

入力設定は、NVR のローカル設定と一致しています。 
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図 6-28  
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◼ アラーム出力 

以下の図 6-29 に示すように、メイン画面で[設定]→[システム]→[ローカルアラー

ム]→[アラーム出力]をクリックして、アラーム出力設定画面に入ります。ここで

は、NVR のアラーム出力を外部アラーム装置に出力する設定を行います。アラー

ム出力設定は、NVR のローカル設定と一致しています。 

 

図 6-29 
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6.5.4.5  通常のイベント 

◼ モーション検出 

以下の図 6-30 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[通常のイベ

ント]→[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 のモーション検出に関連する情報を表示および設定できます。関

連するパラメータは、NVR のローカル設定と一致しています。 

 

図 6-30 
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◼ 異常 

下の図 6-31 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[通常のイベン

ト]→[異常]をクリックして、異常設定画面に入ります。ここで、異常アラーム（デ

ィスクなし、HDD エラー、インターネットなし、IP アドレス衝突）を設定できま

す。異常設定の内容は、NVR のローカル設定と一致しています。 

 

図 6-31 

 

◼ ビデオロス 

以下の図 6-32 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[通常のイベ

ント]→[ビデオロス]をクリックして、ビデオロス設定画面に入ります。ここでは、

各チャンネルのビデオロス検出を有効にし、ビデオ信号が失われたときに対応する

通知を行うように設定できます。関連するパラメータは、NVR のローカル設定と

一致しています。 

 

図 6-32 



200 
 

◼ ブザー 

以下の図 6-33 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[通常のイベ

ント]→[ブザー]をクリックして、ブザーアラーム設定画面に入ります。ここで、

ブザーアラームの遅延時間（持続時間）を設定できます。このパラメータは、NVR

のローカル設定と一致しています。 

 

図 6-33 

 

 

6.5.4.6 インテリジェント（本製品では非対応） 
インテリジェントな検出には、顔検出、ラインクロス検出、地域侵入検出、徘徊検

出、人の集合検出が含まれます。 

◼ 顔検出 

以下の図 6-34 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[顔]をクリックして、顔検出設定画面に入ります。ここでは、顔検出の

アラームを設定できます。関連するパラメータは、NVR のローカル設定と一致し

ています。 

 

図 6-34 
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◼ ラインクロス 

以下の図 6-35 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[ラインクロス]をクリックして、ラインクロス検出設定画面に入ります。 

ここで、ラインクロス検出のアラームを設定できます。関連するパラメータは、

NVR のローカル設定と一致しています。 

 
図 6-35 

◼ 地域侵入 

以下の図 6-36 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[地域侵入]をクリックして、地域侵入検出設定画面に入ります。ここで

は、地域の侵入検出を設定できます。関連するパラメータは、NVR のローカル設

定と一致しています。 

 

図 6-36 
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◼ 徘徊 

以下の図 6-37 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[徘徊]をクリックして、徘徊検出設定画面に入ります。ここでは、人々

の徘徊を検出する設定ができます。関連するパラメータは、NVR のローカル設定

と一致しています。 

 
図 6-37 

◼ 人の集合 

以下の図 6-38 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[人の集合]をクリックして、人の集合の検出設定画面に入ります。ここ

では、人の集合検出を設定できます。関連するパラメータは、NVR のローカル設

定と一致しています。 

 
図 6-38 
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◼ 顔比較（未実装機能） 

顔比較は、NVR の CH01-CH04 の顔比較機能を設定するために使用されます。  

具体的な操作手順は次のとおりです。 

手順 1：メイン画面で、[環境設定]→[システム]→[インテリジェント]→[顔比較]

をクリックして、下の図 6-39 に示すように、顔の比較設定画面に入りま

す。 

 

 
図 6-39 

手順 2：設定するチャンネルを選択し、顔比較機能を有効にし、顔比較データベー

スと処理方法を設定します。 

✓ 顔比較ライブラリの設定：顔ライブラリとモードを選択し、類似性を設

定します。 

✓ 処理方法の設定：「 」をクリックして処理方法の画面に入り、必要

に応じて「ブザーアラーム」、「電子メール通知」、「チャンネル録画」、

「アラーム出力」ポートを選択します。 
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手順 3：[保存]をクリックして設定を保存します。 

◼ 顔データベース（未実装機能） 

以下の図 6-40 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[システム]→[インテリジ

ェント]→[顔データベース]をクリックして、顔データベース設定画面に入ります。

ここでは、顔データベースを追加および削除できます。関連する操作手順は、ロー

カル NVR と同じです。ここでは、データベースの追加、削除などの操作を実行で

きます。関連する操作手順は、NVR の操作手順と同じです。 

 

 
図 6-40 
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6.5.5 メンテナンス 

6.5.5.1 装置 

以下の図 6-41 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[メンテナンス]→[装置]

をクリックして、装置のバージョン情報画面に入ります。システムのハードウェア

機能、ソフトウェアバージョン、およびリリース日は、バージョン情報画面で確認

できます。 

 
図 6-41 

 
 

6.5.5.2 ログの参照 

次の図 6-42 に示すように、メイン画面で、[環境設定]→[メンテナンス]→[ログ]

をクリックして、ログ参照画面に入ります。ここでは、NVR のログを検索したり、

消去することができます。ログ検索の設定は、NVR のローカル設定と一致してい

ます。 
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図 6-42 

 

6.5.5.3 手動アップデート 

手動アップデート画面では、NVR を再起動してアップグレードできます。 

NVR の再起動とアップデートの手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 6-43 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[メンテナンス]

→[手動アップデート]をクリックして、手動アップグレード画面に入りま

す。 

手順 2：  

✓ システムの再起動：[再起動]→[OK]をクリックすると、WEB は NVR の

再起動を行い、NVR が起動するのを待ち、ログイン画面に入り、再度ロ

グインします。 

✓ アップグレード：[フォルダ参照]をクリックしてアップグレードファイ

ルが配置されてい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]をクリックすると、NVR がアップグレードを開始

し、WEB が NVR アップグレード画面に入ります。NVR のアップグレ

ードが完了して再起動したら、ログインページからログインします。 
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図 6-43 

 

6.5.5.4 自動リブート 

以下の図 6-44 に示すように、メイン画面で、[環境設定]→[メンテナンス]→[自動

リブート]をクリックして、自動リブート画面に入ります。ここでは、NVR を再起

動する周期、時刻を設定できます。この設定は NVR 側の設定と一致します。 

 

 

図 6-44 

 

6.5.5.5 デフォルト復旧 

NVR の各種パラメータを工場出荷時の設定値に復元します。 

復元する手順は次のとおりです。 

手順 1：以下の図 6-45 に示すように、メイン画面で[環境設定]→[メンテナンス]

→[デフォルト]をクリックして、デフォルトに戻す画面に入ります。 

手順 2：「チャンネル録画」などの復元するパラメータを選択します。 

手順 3：[保存]をクリックすると、選択したパラメータが工場出荷時の設定値に戻

ります。 
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図 6-45 

 
 

6.6 再生  

次の図 6-46 に示すように、メイン画面で[再生]をクリックして再生画面に入りま

す。ここでは、NVR の映像、キャプチャ、ダウンロード、その他のアクションを

表示でき、この設定は NVR の設定と一致します。 

 

図 6-46 
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➢ 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。 

➢ 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。 

➢ 速度ダウン（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。 

➢ 速度アップ（早送り再生）：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フ/オンを切り替えます。 

➢ 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、拡大画面が表示されます。マウスボタンの右クリックで元の画面表示

に戻ります。 

➢ 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。 



210 
 

➢ 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 6-47 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、全てのビデ

オファイルをスクロールして参照するために使用されます。ビデオファイル

は、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。 

 

 

図 6-47 

 

➢ 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＆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。 
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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。 

手順 1：メイン画面で、[画像]をクリックして、下の図 6-48 に示すように、画像

の画面に入ります。 

 

図 6-48 

手順 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。 

手順 3：[ ]をクリックすると、下の図 6-49 に示すように、検索した

画像が画面の右側に表示されます。 

 
図 6-49 

手順 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画像を選

択します。プレビュー位置に対応する「 」にマウスカーソルを合わせ
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ると画像を表示します。さらにダブルクリックすると拡大表示させること

もできます。 

➢ 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。 

➢ イベントタイプ：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、全て、マニュアルキャプチャ、モーション、顔検出、領域

侵入検知、ラインクロス検出、徘徊検出、及び人の集合検出を選択すること

ができます。 

➢ 検索：「 」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検索し、ファイ

ルリストに表示します。 

 

➢ 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 6-50 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 6-50 

➢ ダウンロード：画像を選択し、[ダウンロード]をクリックし、保存パスを選

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します。 

 



213 
 

 

第 7章 仕様 
 

7.1 パッケージ内容 

NVR 本体 NVR-B08-2T ｘ1 【NVR-B04-2T ｘ1】 

カメラ PBF-B50 または PDF-A50 ｘ8 【ｘ4】 

ケーブル／防水コネクタ CAT5e ケーブル 20ｍ／防水コネクタ x8 【ｘ4】 

マウス USB 2.0 マウス ｘ1 

電源アダプター DC 48V / 2.5A 

質量 約 12.0kg/セット 【約 8.0kg/セット】 

【 】内は 4 チャンネルモデル 

 
7.2 仕様 
7.2.1 カメラ（バレット型、【ドーム型】） 

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 ネットワーク経由 

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 【14μｘ12】 

赤外線照射距離 25ｍ【15ｍ】 

赤外線 LED制御 自動 / 常時点灯 / 常時消灯 / 定刻切換 

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 

ONVIF ONVIF 2.4  
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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 2592×1944@30fp  

インストリーム２ 2560×1440@30fp 

メインストリーム３ 
1920×1080@30fps 

1280×720@30fps 

サブストリーム１ 1280×720@30fps,720×480@30fps,352×288@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、2D/3D DNR、ホワイトバランス、フリッカーレス 

ノイズリダクション 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 

モーション検出 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%,700mA または、PoE ポートより供給 

【DC12V±10%,650ｍA または、PoEポートより供給】 

寸法 175(W)×66(H)×72(D) mm 【 φ110x76(H)mm 】 

質量 約 520g【 約 380g 】（本体、ケーブル含む） 

【 】内はドーム型カメラ 
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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 
16CH【9CH】 (2592×1944, 2560×1440, 1920×1080,  

1280×960, 1280×720, etc)  

映像出力 VGA ×1、HDMI ×1 

音声入力/出力 RCA ジャック ×1 / RCA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 

モーション検出 16CH【9 CH】 検出領域分割：396 (22×18) 

センサー入力 4 系統 

アラーム出力 1 系統 

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、アラーム出力 

HDMI 出力 
解像度：3840×2160/30Hz,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 
16CH×D1(8CH モデルのみ) , 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(2592x1944/2560×1920),4MP(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 

PAL :5MP@16×25fps, 4MP@16×25fps, 

3MP@16×25fps, 1080P@16×25fps,  

960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps 

NTSC: 5MP@16×30fps,4MP@16×30fps, 

3MP@16×30fps,1080P@16×30fps,  

960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps 

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, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 

4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 

720P@30fps 
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デコード機能 4CH 1080P(1920×1080)@20fps 

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 100Mbps 【最大 80Mbps】 

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 Microsoft 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 インターフェイス 

PoE LAN ポート ×8CH【×4CH】（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＆プレイサポート 

PoE 通信距離 最大 200ｍ（長距離モード）※環境により変化します。 

HDD インターフェイス SATA ×1  

HDD 容量 2TB  

システム言語 

Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, 

Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, ulgarian,German, 

French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, 

Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese, 

Japanese 

USB ポート USB 2.0 ポート ×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) 260×215×47mm（突起部除く） 

質量 1.4kｇ  

【 】内は 4 チャンネルモデル 
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第 8章 付録 

8.1 録画時間の目安 

 

録画時間は、以下の表を参考にして各パラメーターを設定してください。 

メインストリーム 

H.265+、バリアブル 

2TB HDD 

録画日数（日） 
備考 

解像度 

フレーム 

レート

（FPS) 

ビット 

レート 

（Kbps) 

1CH 4CH 8CH 

2592×1944 20 1920 130.8  32.7  16.7  

サブストリーム 

H.265 

バリアブル 

720×480 

10FPS 

256Kbps 

2592×1944 10 1920 172.8  43.2  21.6  

2592×1944 5 1920 250.0  62.5  31.2  

2560×1440 20 1920 179.8 44.9 22.5 

2560×1440 10 1920 249.9 62.5 31.2 

2560×1440 5 1920 361.9 90.5 45.2 

1920ｘ1080 20 1920 408.0  102.0  51.0 

1920ｘ1080 10 1920 596.9  149.2  74.6  

1920ｘ1080 5 1920 772.8 193.2 96.6 

この表は、一般的なオフィスの平日（1 日の内、約 12 時間照明 ON で人の活動有り、約

12 時間照明 OFFで人の活動なし）での実測値です。 

※ 録画時間は、映像の内容によって大きく変動します。 
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8.2 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. カメラの映像が映らない 

 

回答：以下の手順で確認してください 

チェックポイント 1：NVR 本体背面の PoE LAN ポートの LED が点灯しているこ

とを確認します。緑色の LED が点灯、橙色の LED が点滅していれば正常です。LED

が正常でない場合は、ケーブルの異常が考えられます。コネクタの配線、コネクタ

とケーブルの接触不良などがないかどうかをチェックしてください。 

 

チェックポイント 2：メインメニューから[チャンネル]-[PoE]の画面で使用中の電

力を確認します。１つのチャンネルが昼間(明るい時間)3W 前後、夜間（暗い時間）

6W 前後の消費電力であれば正常です。 

0.0W や 10.0W 以上などの電力になる場合は、コネクタなどに接触不良、または

短絡がある可能性があります。 

 

チェックポイント 3：メインメニューから[チャンネル]-[カメラ]の画面で映って

いないチャンネルの[編集アイコン]をクリックして[有効]になっていること、追加

方式がプラグ＆プレイになっていることを確認してください。 

2 つの設定に異常がない場合は、画面の下の[検索]をクリックして接続されている

カメラの一覧を確認します。緑の[＋]が表示されるカメラは、接続されていても未

登録の状態です。緑の[＋]をクリックするとカメラ一覧に追加されます。 

メインメニューの[ プレビュー]をクリックして映像を確認してください。 
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２．カメラの映像が横長に表示される 

 

回答：５００万画素（2592ｘ1944）の映像は、画面のアスペクト比が 4：3 とな

ります。この映像を 16：9 のワイドモニターに映すと横長に伸びた映像になるこ

とがあります。この場合は、ワイドモニター側の設定で画面のアスペクト比を 4：

3 に固定してください。 

 

３. プレビューの画面が、カメラの台数以上の分割画面になる 

 

回答：プレビュー画面で画面右下の格子のアイコン をクリ

ックすることで画面分割数を変更できます。また、再起動時の画面分割数を決める

こともできます。メインメニューから[システム]-[ディスプレイ]の画面で再起動

後表示を選択します。1、4、8、9、16 画面を選択できます。（16 画面は、8CH

モデルのみ）選択後に[適用]を押してください。 

 

4. チャンネルの表示位置を変更したい 

 

回答：プレビュー画面で移動したいチャンネルの画面を左クリックしたままマウス

カーソルを移動先に合わせてクリックを解除する（ドラッグ＆ドロップ）と画面位

置を移動できます。移動先に映像が表示されている場合は、そのチャンネルと位置

が入れ替わります。 

 

5. 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：本マニュアルの 4.2.2 パスワード忘れの項目を参照して対処してください。

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、「1111」などの単純なパスワードを設

定しないでください） 

 

6. 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は、熱が発生します。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ることがあります。NVR を安全で換気され

た場所に置いてください。 
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7. パソコンの 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仕様であれば動作

しますが、録画用の HDD でない場合は、早期に故障することがあります。使用す

る場合は、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。 

 

8. 録画中に再生できますか？ 

 

回答：はい。できます。 

 

9. 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。

全てのビデオ録画を削除する場合は、HDD をフォーマットすることで消去できま

す。 

 

10. 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 コネクタの接続が問題

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。 

 

11. 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検索条件があるかを

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。 
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8.3 メンテナンス 

 

1. NVR をシャットダウンするときは、直接、電源を切らないでください。メニュ

ーの［終了］-［電源オフ］をクリックして、映像が消えてから 5 秒以上経過

後に電源を切ることにより、データの破損や HDD の損傷を避けることができ

ます。 
 

2. NVR を高温の熱源から離して設置してください。 

 

3. 定期的に筺体に付着したホコリを取り除き、シャーシ周辺の通気性を保ち、放

熱が良くなるようにしてください。 

 

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 SATA 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。  


