
Full HD Hybrid MINI DVR

取付け場所などを移動するときは、
必ずすべての電源を切った状態で線を
はずしてから移動してください。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの
異常状態の場合はすぐに電源を切り、
電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

この表示を無視して誤った取扱いをすると
人が損害を負う可能性および物的損害の発生
が想定されます。

電源コード類を傷つけたり加工したり、
引っ張らないでください。電源コード類が破損し、
火災、感電の原因となります。

本製品は精密機械ですから分解したり、
改造しないでください。故障の原因となります。

内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

重いものをのせたりすると本製品が破損し、
火災、感電の原因となります。

ぬれた手で触らないでください。
感電の原因となります。

禁止の行為を伝えるものです。

強制事項の内容を伝えるものです。

設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では
責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼
するようおすすめいたします。

警告

警　告 注　意

注意

●安全上のご注意●

●表示マークについて●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止する
ために絵表示を使用しています。なお本機は、事件や事故を未然に防ぐものではありませんのでご理解願います。

〔 取扱説明書 〕

MODEL DVR-ME02AT

小型デジタルビデオレコーダー

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。
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【はじめに】
DVR-ME02AT をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書および本書に記載されているソフトウェア、ハードウェアは著作権法により保護されます。
したがって、著作権法内で一般的な使用のためのコピーを除いて、株式会社ダイワインダストリの許可なしに本
書の一部または全部のコピー、再印刷、他国語への翻訳などはできません。
仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

【商品の保証について】
この商品の保証期間はお買い上げ日から 2 年間です。

但し、下記の場合は保証期間内であっても保証対象外になります。

 ● お客様の取扱上の不備により生じた不具合の場合

 ● お客様から商品に加工・交換などが行われた場合

 ● 定格電源以外の電源をお使いの場合

 ● 火災・地震・洪水・落雷などの天災により生じた不具合の場合

【安全のため必ずお守りください】

　  警 告
 ● 煙が出ている、変な音やにおいがするなどの異常状態のまま使用しない

 ● 電源コードを傷つけない

 ● 電源プラグやコンセントにほこりなどを付着させない

 ● 分解したり、改造しない

 ● 内部に異物を入れない

 ● 接続する機器の上に、水などの入った容器を置かない

 ● ぬらさない

 ● 雷が鳴り出したら使わない

 ● 不安定な場所に設置しない 

 ● 衝撃や振動を与えない

 ● 爆発の危険があるところでは使わない
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　  注 意
 ● 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらない 

 ● ぬれた手で電源プラグをさわらない

 ● 上に乗らない

 ● コード類は正しく配線する

 ● 接続する機器の上に重いものを置かない

 ● 電源プラグをコンセントに接続したまま移動させない

 ● 電源プラグをコンセントに接続したままお手入れしない

 ● 通風孔や放熱ファンをふさがない

 ● 急激な温度・湿度変化の場所に置かない 

【ネットワーク設定に関するお問い合わせについて】
お問い合わせ頂いた内容によっては、弊社技術者が、直接設置場所に伺い対応いたします。
その場合には、別途費用が発生いたします。詳細についてはお問い合わせください。

※ご注意※

■ 安全にご使用いただくために

危険
火災や感電の危険を防止するために、この製品を雨または湿気にさらさないでください。

警告
製造者の明確な承認なしに変更や改造を加えた場合にはこの機器を操作する使用者の権限が無効にされます。

警告
誤ったバッテリー交換は破裂の恐れがあります。同じものか製造者が推奨する互換性のあるものだけに交換してく
ださい。製造者の示すとおりに廃棄してください。

製品の筐体の中に、絶縁されていない “ 危険な電圧 ” が存在していることを示します。
感電の恐れがあります。

操作とメンテナンスサービスに関する重要な説明書が付属しています。

危険に関するシンボルについて
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［1］製品構成
［1］	1	 特徴

 ● 小型軽量 2 チャンネル　スタンドアローン HD 出力 DVR (1080p)
 ● 多様なアナログ HD 映像入力に対応 (4MP 30fps / Full HD / HD / NTSC)
 ● 1920×1080 / 1280×1440 録画対応
 ● UTC 機能サポート
 ● GPS 時刻補正機能サポート　(USB GPS ANT： オプション )
 ● アラーム拡張 I/O (IOT 装置使用時、入力センサー最大 18 個、17 個のリレー出力 )
 ● DVR ステータス ( 録画、ビデオロス、イベント )　映像表示機能　(HMS-300 使用時 )
 ● VSU (Video Surveillance Unit) を利用した Full HD 表示、分割画面 SPOT 機能 (VSU-200 使用時 )
 ● E メール アラート通知機能 ( AVI ファイル添付機能 )
 ● SSD 250GB 標準搭載
 ● チャンネル別に解像度 / 画質 / フレームレートの設定が可能
 ● 最大 256 倍の高速再生機能
 ● バックアップデータ　パスワード保護機能サポート (HAV 形式 )
 ● ブックマークを利用したバックアップ機能
 ● ブックマーク間のリピート再生機能
 ● ネットワーク接続状態自己診断機能
 ● MAC アドレスベースの基本ドメイン名とユーザー設定によるドメイン名をサポート
 ● ストレージ (SSD) チェックとして、S.M.A.R.T 機能をサポート
 ● Admin 及び、ユーザーアカウント ( 最大 100 件 ) の登録サポート
 ● カメラ用電源供給　( カメラ 2 台対応、最大 700mA/ 端子 )
 ● 外付け録画 LED サポート ( 録画 LED Ass’y： オプション )
 ● Windows 版 CMS(Central Management Software) を提供
 ● iPhone、iPAD、Android 機器サポート

［1］	2	 構成品

DVR 本体 リモコン
( 電池込み）

簡易
マニュアル 電源アダプター

取扱説明書
(CD) 端子台

マウス
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［1］	3	 各部の名称 /機能

● 前面部

● 背面部

No. 名　称 機　能

① PWR LED 電源 LED

② REC LED 録画 LED

③ GPS LED GPS LED

④ IR 受信部 リモコン受信部

1 2 3 4

No. 名　称 機　能

① VIDEO IN カメラ映像入力× 2

② マルチポート センサー入力、リレー出力、録画 LED 出力、RS-485 ポート

③ HD OUTPUT HD 出力 (HDMI)

④ ETHERNET イーサーネット

⑤ USB USB ポート× 2

⑥ POWER OUTPUT（DC12V） カメラ用電源出力 (DC12V) × 2  ※最大 700mA/ 端子

⑦ POWER INPUT（DC12V） 電源入力コネクタ（DC12V）

1

2 3 4

5 6

7
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［1］	4	 仕様

モデル DVR-ME02AT

ビデオ入力 入力チャンネル 2ch BNC

ビデオ出力 モニター HD 出力 (HDMI) ×1

マルチタスク Quadplex

映像圧縮方式 H.264

録画

解像度
4MP：1280 ×1440 (100%)、1280 × 720 (50%)、640 × 720 (25%)
Full HD：1920 ×1080 (100%)、1920 × 540 (50%)、960 × 540 (25%)
HD：1280 × 720 (100%)、1280 × 360 (50%)、640 × 360 (25%)
NTSC： 960 × 480 (100%)、960 × 240 (50%)、480 × 240 (25%)

フレームレート 1、2、3、4、5、6、8、10、15、30  (10 ステップ )

画質 4 段階 ( 低画質、中画質、高画質、最高画質 )

モード スケジュール録画、イベント録画 ( センサー、モーション検出 )
手動録画、常時録画、常時＋イベント録画

ディスプレイ 解像度 1024 × 768、1280 × 720、1280 ×1024、1440 × 900、1920 ×1080

検索 モード クイック、カレンダー、ブックマーク、イベント ( センサー、モーション検出 )、USB

再生
スピード ×1、× 2、× 4、× 8、×16、× 32、× 64、×128、× 256

( 再生時及び、逆再生時 ) ×1/4、×1/2　( 再生時のみ )、リピート (A-B)

マルチ画面 1 画面、2 分割画面、シーケンス

センサー入力 2 入力 (NO/NC 選択可 )

アラーム出力　( リレー ) 1リレー出力 

録画 LED 出力 外付け録画 LED 端子 ×1 　※録画 LED ( オプション )

音声 入力 なし

ネットワーク

スピード 10/100 Base-T

TCP/IP スタティック、DHCP、PPPoE、自動 UPnP、E メール、DDNS サーバー利用可

コード Dual Codec. (H.264)

帯域幅制限 Yes

時刻補正 手動、ネットワーク (NTP)、USB GPS ( オプション )

モーション検出 22 ×15( エリア )、8 レベル ( 感度 )

ストレージ SSD 250GB ( 内部 ) ×1

バックアップ
方式 USB メモリー、ネットワーク　※ HAV 形式はパスワード保護設定可

パスワード
プロテクション Yes

インターフェース PTZ コントロール RS-485

ソウトウェア
更新

方式 USB メモリー、ネットワーク

ブラックアウト
プロテクション Yes

電源
入力 AC アダプター　入力 100 -240V　50/60Hz　DC12V 3A

出力 カメラ用電源出力 (DC12V) × 2  ※最大 700mA/ 端子

消費電力 6.5W　※カメラ用電源出力を含まない

動作温度 , 湿度 -5℃～ +50℃、20%RH ～ 80%RH ( 結露無き事 )

外形寸法 174(W) × 75(D) × 40(H)mm ( 突起物含まない )

重量 約 450g
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［2］操作方法
［2］	1	 製品インストール

1. ストレージ
 本機は、SATA SSD(250GB) が標準搭載されています。

2. カメラ接続
 カメラを接続します。

3. 電源供給
 AC アダプターを接続し、製品を立ち上げます。

4. 製品設定
 本機は、工場出荷設定のままでご使用頂けますが、ユーザーの監視目的に合わせて録画設定の変更や
 ユーザーのネットワーク環境に合わせたネットワーク設定などが出来ます。

［2］	2	 システム運営

［2］	2-1　スタートメニュー
2 種類のスタートメニューが使用できます。マウスポインターを画面の下に移動させると現れるスタートメニュー
とマウスを右クリックすると現れるマウスメニューです。

● ブートイメージ
 製品が立ち上がるまで、ブートメージ画像

が表示されます。ブート完了まで 1 分程度
時間が必要です。

No. 名　称 機　能
① メニュー 設定メニュー

② 2 分割画面 2 分割画面選択

③ 検索 検索メニュー

④ バックアップ バックアップメニュー

⑤ 録画 強制録画開始 / 停止

⑥ 電源オフ 電源オフ

●① ●② ●③ ●④ ●⑤ ●⑥
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［2］	2-2　マウスメニュー

［2］	3	 設定

DVR 設定メニュー画面です。
詳しい内容は、［3. 設定メニュー］
で説明します。

［2］	4	 検索

左記のような検索メニューが表示されます。
検索方法は、［クイック］、［カレンダー］、

［ブックマーク］、［イベント］、［USB］から
選択できます。

名　称 機　能

View 1 1 画面表示選択メニュー

View 2 2 分割画面選択メニュー

シーケンス シーケンスモード実行

PTZ PTZ メニュー (1 画面表示選択時のみ )

フリーズ 画面停止

ズーム ズーム実行 （1 画面表示選択時のみ )

録画 強制録画開始 / 停止

メニュー 設定メニュー

検索 検索メニュー

バックアップ バックアップメニュー

遠隔 DVR 遠隔にて他の DVR を表示 / 検索

ログオフ ログオフ

電源オフ 電源オフ
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［2］	4-1　クイック検索
左記のような画面が表示されます。再生開始時間を選択します。

2 分前 現在の時間から
２分前の映像を再生します。

10 分前 現在の時間から
10 分前の映像を再生します。

1 時間前 現在の時間から
1 時間前の映像を再生します。

6 時間前 現在の時間から
6 時間前の映像を再生します。

1 日前 現在の時間から
１日前の映像を再生します。

［2］	4-2　カレンダー検索

［2］	4-3　ブックマーク検索

ブックマーク検索機能がサポートされています。 ブックマークを
選択すると、ブックマークリストが表示されます。
再生やバックアップでブックマークを使用すると便利です。

［2］	4-4　イベント検索

イベント検索がサポートされています。
［開始時刻］、［終了時刻］、［チャンネル］を選択して検索を実行し
ます。その時間帯に発生したイベントリストが表示されます。

カレンダー検索機能がサポートされています。チャンネルごとに録画
データの有無を確認するのに便利です。
録画データがある時間帯は、異なる色で表示されます。

赤 手動録画、常時録画

緑 モーション録画

黄 センサー録画
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［2］	5	 再生
	 5-1　再生メニューバー

●① ●② ●③ ●④ ●⑤ ●⑥ ●⑦ ●⑧ ●⑨
No. 名　称 機　能
① 時間 再生時間表示

② 再生スピード 再生スピード表示

③ 検索 検索メニューへ移動

④ 停止 再生停止

⑤ 逆再生 逆再生

⑥ 再生 再生

⑦ 一時停止 再生一時停止

⑧ スロー再生 スロー再生 ( ×1/4 ～×1/2)

⑨ 高速再生 高速再生 ( × 2 ～× 256)

［2］	5-2　再生マウスメニュー

［2］	6	 バックアップ
	 6-1　バックアップメニュー

● AVI 形式を選択したとき、バックアップするファイルにパスワード保護を設定することはできません。
 AVI 形式でバックアップされたファイルは、Windows Media player などで再生することができます。

●①
●②
●③

●④

① デバイス：バックアップするデバイスを選択します。
 USB メモリーが使用可能です。
② ファイル形式：バックアップするファイル形式を選択しま

す。HAV、AVI から選択できます。
● HAV 形式を選択したとき、バックアップするファイルに

パスワード保護を設定することができます。HAV 形式で
バックアップされたファイルは、EZPlayer が一緒にダウ
ンロードされますので、追加のプログラムをインストー
ルすることなく、EZPlayer で再生することが可能です。

再生中のメニューは、分割画面選択、再生関連のボタンが表示されます。

1 画面表示 /2 分割画面モードを選択できます。1 画面表示モードでは、ズーム機能
をサポートします。ユーザーは再生中にブックマークを設定できます。
保存したブックマークは、再生中に A-B の繰り返し再生が可能です。
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③ 時刻設定：バックアップする時間を選択します。
 バックアップの開始時刻と終了時刻は、時間あるいはブックマーク選択で設定することができます。
④ チャンネル選択：バックアップするチャンネルを選択します。全チャンネルまたは、個別にチャンネルを選択
 することができます。

● HAV 形式　バックアップ手順
 ファイル形式 HAV を選択した場合、バックアップボタンを押すとパスワード保護の確認画面が表示さ
 れます。［はい］を選択すると、バックアップパスワード入力画面が表示されます。希望するパスワード
 を入力し、［OK］ボタンを押します。確認のため同じパスワードをもう一度入力し、［OK］ボタンを押すと
 バックアップが開始します。この時入力したバックアップパスワードは、EZPlayer などでバックアップデ
 ータを再生するときに必要となります。パスワード保護確認画面で［いいえ］を選択すると、バックアップ
 は直ぐに開始します。バックアップデータを EZPlayer などで再生するときパスワード入力をする必要は
 ありません。バックアップ中は、ステータスバーが表示されますのでバックアップの進行状況が容易に
 把握できます。

● AVI 形式　バックアップ手順
 ファイル形式 AVI を選択した場合、バックアップボタンを押すとバックアップは直ぐに開始します。
 バックアップ中は、ステータスバーが表示されますのでバックアップの進行状況が容易に把握できます。

［2］	7	 ネットワーク監視
	 7-1　CMS

Window 版 PC をサポートするネットワーク
監視用プログラムです。

［2］	7-2　Mobile

スマートフォンアプリケーションもサポートしています。
iPhone、iPAD、Android スマートフォンに対応しています。
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［3］設定メニュー

設定メニュー画面

● メニュー構造 1

レベル1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

システム

名前 &ID 名前
ID

日付 & 時刻

日付形式
時刻形式
タイムゾーン
時刻同期
日付
時間

言語
ソフトウェア更新 タイプ アプリケーション、カーネル

設定
工場出荷設定
設定ファイルエクスポート
設定ファイルインポート

ブザー

センサー
モーション
ビデオロス
録画エラー
録画警告

ディスプレイ

カメラ名
カメラ解像度
モーションアイコン
センサーアイコン
録画アイコン
ステータスバー
解像度
HD OUT

自動再起動 曜日
時間
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● メニュー構造 2

レベル1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

Network

TCP/IP タイプ Auto UPnP、スタティック、DHCP、PPPoE

DDNS
DDNS タイプ Private DDNS、Dyndns DDNS
初期値
ホスト名

ストリーム チャンネル 解像度、画質、フレームレート

ステータス

IP アドレス
EXT. IP アドレス
ネットワークテスト
UPnP Test
DNS Test
DDNS Test

クライアント情報
遠隔 DVR

システム診断
アドレス
ポート
システム診断 録画、ビデオロス、モーション、センサー

録画

チャンネル

チャンネル ALL Ch、Ch1 ～ Ch2
解像度 100%、50%、25%
画質 低画質、中画質、高画質、最高画質
フレームレート

モード
手動、常時、モーション、センサー、
モーション＋センサー、常時＋イベント、
スケジュール

スケジュール 番号 1 ～ 4

Etc. 録画
時刻表示
手動録画時間

再生
チャンネル ALL Ch、1Ch ～2Ch

開始位置 開始データ 2 分前、10 分前、1 時間前、
6 時間前、1 日前

SSD

モード
モード 上書き ( 有効 / 無効 )
強制削除 0、1 日～ 99 日

S.M.A.R.T
S.M.A.R.T オン/ オフ
チェック間隔

フォーマット
情報 1 モデル、使用領域

情報 2 モデル、温度、
SMART テスト結果

録画時間 録画可能時間
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● メニュー構造 3

レベル1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

イベント

モーション
チャンネル

感度
検出エリア
ポップアップ
E-mail (AVI ファイル )
サウンド

ポップダウン 連続、5 秒、10 秒、30 秒

センサー
番号

タイプ
リンクチャンネル
ポップアップ
E-mail (AVI ファイル )
サウンド

ポップダウン 連続、5 秒、10 秒、30 秒

リレー

センサー
モーション
ビデオロス
録画エラー
録画警告
持続時間 なし、5 秒間、10 秒間、30 秒間

E-mail

アドレス
SMTP アドレス、ポート、ID、パスワード、SSL
コンディション 周期、制限

コンテンツ
モーション、センサー、
ビデオロス、
録画ステータス
システムアクセス

ポスト録画 ポストアラーム録画 なし、10 秒～ 60 秒
IOT IOT オフ、1 ～ 4EA

アカウント

Admin パスワード

ユーザー

名前
パスワード

権限
チャンネル、PTZ、再生、
バックアップ、ネットワーク、
ネットワークタイムアウト、
ネットワーク制限

ログオフ
自動
待機時間 30 秒、1 分、3 分、5 分、10 分
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● メニュー構造 4

レベル1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

カメラ

名前
非表示

調整 チャンネル

チャンネル
コントラスト
明るさ
彩度
シャープネス

UTC チャンネル

PTZ

チャンネル Ch1 ～ Ch2
モデル PELCO_D、UTC、UTC2、UCC
ID 0 ～255
逆転制御 パン、チルト、ズーム、フォーカス

ボーレート 1200、2400、4800、9600、19200、
38400、57600、115200

PTZ ツアー
チャンネル
番号 プリセット、時間

シーケンス
チャンネル Ch1、Ch2、Ch1 ー Ch2

持続時間 1 秒、2 秒、4 秒、5 秒、8 秒、
10 秒、15 秒、30 秒

プライバシー
チャンネル
有効
エリア

情報

イベントログ
システムログ

情報

モデル
ビデオ形式
バージョン ハードウェア、カーネル、ソフトウェア
MAC アドレス
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［3］	1	 システム
	 1-1　名前&ID

●①
●② ① 名前：DVR 名を設定します。

 キーボードボタンをクリックすると、キーボード入力ウィ
ンドウが開き DVR 名を登録できます。［CapsLock］ボタ
ンを使用すると、大文字と小文字を切替えることができ
ます。［OK］ボタンは入力した情報を保存し、［キャンセル］
ボタンは保存せずに前の画面に戻ります。

② ID：ID は、複数の DVR をリモートコントローラまたは RS-485 制御時に DVR を区別するために使用されます。
 選択を保存するためには、適用ボタンをクリックする必要があります。

［3］	1-2　日付&時刻

① 日付形式：日付形式をを選択します。
 年 / 月 / 日、月 / 日 / 年、日 / 月 / 年の 3 つから選択

できます。
② 時刻形式：時刻形式を選択します。
 24 時間 /12 時間の表示方式から選択できます。
③ タイムゾーン：タイムゾーンを選択します。選択地域によ

っては、サマータイム設定が可能です。

●①
●②
●③
●④

④ 時刻同期：時刻補正方法を選択します。［オフ］、［NTP］、［USB GPS］から選択できます。
● オフを選択すると、自動時刻補正は行いませんが、手動で日付、時間を調整することができます。
● NTP を選択すると、ネットワーク経由で NTP サーバーより時刻情報を取得し、DVR 時刻に適用します。

 選択したタイムゾーンに応じて、サマータイムは自動的に適用されます。
 NTP サーバーのアドレスは、任意に入力することができます。初期値は、ntp.nict.jpです。

● USB GPS を選択すると、GPS 衛星より時刻情報を取得し、DVR 時刻に適用します。

● 設置手順
 1. 本機の USB ポートに、GPS アンテナを接続してください。　※ GPS アンテナ ( オプション )
 2. GPS アンテナは、下記条件を参考に設置してください。
  ・上空に障害物がないこと。
  ・近くに放送または、通信用アンテナや避雷針などがないこと。
  ・GPS アンテナの上面に障害物がないように、両面テープで固定してください。
  ・更に固定が必要な場合は、GPS アンテナ底面の磁石を鉄板などに装着することもできます。
 3. GPS アンテナの設置終了後、本機の電源を投入してください。
 4. ステータスバー右端の GPS マークが［青色］から［白色］に変われば GPS 時刻を受信しています。
  約 2 分以上経っても GPS マークが［青色］のままの場合、GPS アンテナの設置場所を調整してください。
  　GPS マーク ［青色］： サーチ中

  　GPS マーク ［白色］： 受信済み

  GPS マーク表示なし： GPS アンテナ未接続または、時刻同期で USB GPS が選択されていません。
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［3］	1-3　言語

●①

① 言語 : 使用する言語を選択します。

［3］	1-4　ソウトウェア更新

DVR のアプリケーションおよび、カーネルは、
USB メモリーから更新ができます。
ホームページからダウンロードした更新プログラム
を USB メモリーにコピーしてご使用ください。

① タイプ：更新するソフトウェアを選択します。
 アプリーションまたは、カーネルのいずれかを選択

してください。

●①
●②

② ファイル：更新するファイルを選択します。
 USB メモリーを DVR の USB ポートに挿入し、［更新］ボタンを押します。更新プログラムファイル選択後、
 ［更新］ボタンを押すとソフトウェアの更新が始まります。ソフトウェア更新中は、電源を切らないように注
 意してください。ソフトウェアの更新中に停電が発生した場合、USB メモリーを使用して緊急復旧が可能です。
 ［6］緊急復旧 を参照してください。

［3］	1-5　設定

●①
●②

●③
① 工場出荷設定：DVR の設定値を出荷設定に初期化

します。
② 設定ファイルエクスポート：現在の DVR 設定値を

USB メモリーに保存します。

③ 設定ファイルインポート：USB メモリーから設定ファイルを読込み、DVR に適用します。
 USB メモリーを挿入して、リフレッシュボタンを押すと UBS メモリー内のファイルを読取ります。
 ファイルを選択して、インポートボタンを押すと設定値が DVR に適用されます。
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［3］	1-6　ブザー
ブザーの動作条件を設定します。

［3］	1-7　ディスプレイ
情報を画面に表示するか選択します。

⑥ ステータスバー：ステータスバーを画面に表示するか選択します。
⑦ 解像度：HD OUTPUT (HDMI) のディスプレイ解像度を選択します。
 選択可能な解像度は［1024 × 768/1280 × 720/1280 × 1024/1440 × 900/1920 × 1080］です。
⑧ HD OUT（調整）：  HD OUTPUT(HDMI) の画質調整をします。
 ［輝度］、［コントラスト］、［色相］、［彩度］の調整ができます。

［3］	1-8　自動再起動
DVR 自動再起動の設定ができます。

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧

① カメラ名：カメラ名を画面に表示するか選択します。
② カメラ解像度：カメラ解像度を画面に表示するか選

択します。各チャンネルの右上に表示されます。
③ モーションアイコン：モーション検出アイコンを画面

に表示するか選択します。
④ センサーアイコン：センサー入力検出アイコンを画面

に表示するか選択します。
⑤ 録画アイコン：録画状態のアイコンを画面に表示する

か選択します。

●①
●②
●③
●④
●⑤

① センサー：センサー入力検出時、ブザーを動作させ
るか選択します。

② モーション：モーション検出時、ブザーを動作させ
るか選択します。

③ ビデオロス：ビデオロス検出時、ブザーを動作させ
るか選択します。

④ 録画エラー：録画エラー発生時、ブザーを動作させ
るか選択します。

⑤ 録画警告：録画警告発生時、ブザーを動作させるか
選択します。

① 曜日：自動再起動機能を使用するか選択します。
 自動再起動機能を使用しない場合は、オフを選択し

ます。自動再起動機能を使用する場合は、
 ［月］、［火］、［水］、［木］、［金］、［土］、［日］、［毎日］

のいずれかを選択します。
② 時間：自動再起動機能を使用する場合、時間の設定

ができます。

●①
●②
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［3］	2	 Network
	 2-1　TCP/IP

●ⓐ
ⓐ タイプ：ネットワークタイプを選択
 します。［自動 UPnP］、［スタティック］、
 ［DHCP］、［PPPoE］を選択できます。

● 自動 UPnP
 ルーターを使用する環境下で、自動 UPnP モードがサポートされているとき選択します。

 

① ポートの初期値は 8000 ですが、ユーザーは自由に
変更することが可能です。

 ステータステストに問題がなければ、ネットワーク
のセットアップは完了します。

② 帯域幅制限機能は、ネットワークへの送信データを
制限するときに使用します。

 ［0（オフ）］、［100 ～ 10000KBps］を設定できます。

●②
●①

● スタティック

 

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧

●① ① IP アドレス：キーボードアイコンをクリックして、使
用する IP アドレスを入力します。

② サブネットマスク：キーボードアイコンをクリックし
て、サブネットマスクを入力します。

③ ゲートウェイ：キーボードアイコンをクリックして、
ゲートウェイ番号を入力します。

	 ④ ポート：キーボードアイコンをクリックして、ポート番号を入力します。
  ポート番号は、［1 ～ 65535］まで選択可能です。CMS 接続時に使用するポート番号です。
	 ⑤ UPnP：UPnP 機能を使用するか選択します。
	 ⑥ DSN IP：現在の DNS IP を表示します。初期値は、Google のパブリック DNS サーバー、
  DNS IP（8.8.8.8）です。ユーザーは使用したい DNS IP を設定できます。
	 ⑦ DDNSリンク：DDNS 接続を使用するかを選択します。外部ネットワークから DVR にアクセスする場合、
  オンにする必要があります。但し、固定のグローバル IP を使用している場合は、オフを選択できます。
  また、内部ネットワークからのアクセスのみの場合も、オフを選択できます。
	 ⑧ 帯域幅制限：ネットワークへの送信データを制限する時に使用します。
  ［0（オフ）］、［100 ～ 10000KBps］を設定できます。
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● DHCP

 

① ポート：キーボードアイコンをクリックして、ポート
番号を入力します。

 ポート番号は、［1 ～ 65535］まで選択可能です。
 CMS 接続時に使用するポート番号です。
② UPnP：UPnP 機能を使用するか選択します。
③ 帯域幅制限：ネットワークへの送信データを制限す

るときに使用します。
 ［0（オフ）］、［100 ～ 10000KBps］を設定できます。

●①
●②
●③

［3］	2-2　DDNS

ⓐ DDNS タイプ：DDNS タイプを選択します。
 ［Private DDNS］、［Dyndns DDNS］
 を選択できます。

●ⓐ

● Private DDNS

 

DVR が提供している Private DDNS を使用します。

① 初期値：DVR の MAC アドレスをベースにした
 初期値の DDNS アドレスを表示します。
② ホスト名：キーボードボタンを押すとホスト名
 入力ウィンドウが開きます。希望する名前を
 入力し、［OK］ボタンを押して保存します。

●②
●①

 ホスト名入力後、チェックボタンを押すと DDNS サーバーが使用可否の確認を行ないます。
 有効なホスト名ウィンドウが表示された場合、そのホスト名は使用可能です。
 適用ボタンを押すと DDNS サーバーにホスト名が登録され使用可能となります。
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● Dyndns DDNS
 Dyndns サービスを使用するユーザーは、DVR の Dyndns セットアップメニューを使用します。

 
	 ⑤ パスワード：dyndns.com のユーザーパスワードを入力します。
	 ⑥ 周期：DVR の IP 情報アップデート周期を選択します。［10 分］、［30 分］、［1 時間］から選択できます。

［3］	2-3　ストリーム
チャンネルストリームタイプは H.264 です。
チャンネルごとの個別設定、または全チャンネルまとめ
ての設定が可能です。

① 解像度：480 × 270 に固定されています。
② 画質：［低画質］、［中画質］、［高画質］、［最高画質］

の 4 つの中から選択可能です。
③ フレームレート：1チャンネルあたり最大 15fps ま

で設定が可能です。

●③
●②
●①

［3］	2-4　ステータス
ネットワーク設定後、現在のネットワーク状態を確認することができます。
テストボタンを押して、現在のネットワークステータスを確認することができます。

① IP アドレス：現在割り当てられている IP アドレスを表示します。
② EXT. IP アドレス：現在割り当てられているグローバル IP アドレスを表示します。
③ ネットワークテスト：ルーターとの接続テスト結果を表示します。
④ UPnP テスト：UPnP 機能の動作状態を確認します。
⑤ DNS テスト：DNS サーバーの動作状態を確認します。
⑥ DDNS テスト：DDNS に情報が正しく登録されているか確認します。

ステータス ステータステスト完了

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

① DDNS サーバー：members.dyndns.org と入力し
ます。

② ドメイン名： dyndns.comで使用するドメインを入
力します。　例 ) dyndns.org

③ ホスト名： dyndns.com に使用するために登録した
ホスト名を入力します。　例 ) test

④ ユーザー名：dyndns.com のユーザーアカウント名
を入力します。

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
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［3］	2-5　クライアント情報

DVR に接続されているクライアント情報を表示します。
リフレッシュボタンを押すとクライアント情報が更新されます。

［3］	2-6　遠隔DVR
接続する遠隔 DVR のネットワーク情報を登録、削除、変更ができます。
接続する遠隔 DVR のネットワーク情報を入力します。［登録］ボタンを押して情報を順番に入力します。

マウスメニュー

遠隔 DVR 再生画面

マウスメニューで［遠隔 DVR 切断］をクリックすると遠隔 DVR との接続が解除されます。

No. 名　称 機　能

① 名前 遠隔 DVR の名前
（名前は自由に登録できます）

② アドレス 遠隔 DVR の IP アドレス

③ ポート ポート番号

④ ユーザー 遠隔 DVR のユーザー ID

⑤ パスワード 遠隔 DVR のパスワード

●①●②●③●④●⑤

遠隔 DVR のライブ画面が
表示され、画面右下に接続
されている遠隔 DVR の名
前が表示されます。

遠隔 DVR に録画されている映像は、同じインターフェースの DVR であれば
検索、再生が可能です。

マウスメニューで遠隔 DVR をクリックすると、登録されている遠隔 DVR の名前が表示され
ます。それを選択すると遠隔 DVR に接続されます。



25

［3］	2-7　システム診断

［3］	3	 録画
	 3-1　チャンネル

① チャンネル：［ALL Ch］または個別チャンネル［Ch1、Ch2］の選択が可能です。
 全チャンネルを同じ設定にする時、［ALL Ch］を選択すると便利です。
② 解像度：チャンネル選択が［ALL Ch］の場合は［100%］、［50%］、［25%］の選択が可能です。
 これは、選択された割合の解像度で映像が記録されることを意味します。チャンネル選択が個別チャンネル
 の場合は入力映像によって選択できる解像度が変わります。
 ・ 4MP 映像入力の場合、［1280 × 1440］100％、［1280 × 720］50％、［640 × 720］25％
 ・ Full HD 映像入力の場合、［1920 × 1080］100％、［1920 × 540］50％、［960 × 540］25％
 ・ HD 映像入力の場合、［1280 × 720］100％、［1280 × 360］50％、［640 × 360］25％
 ・ NTSC 映像入力の場合、［960 × 480］100％、［960 × 240］50％、［480 × 240］25％
③ 画質：［低画質］、［中画質］、［高画質］、［最高画質］の 4 つから選択が可能です。
④ フレームレート：チャンネル別の解像度に関係なく 30fps まで設定ができます。
 注意：フレームレート 0fps 設定は、録画を行いません。
⑤ モード：［手動］、［常時］、［モーション］、［センサー］、［モーション + センサー］、［常時＋イベント］、
 ［スケジュール 1 ～スケジュール 4］からモード選択が可能です。

●②

●③

●①

DVR のステータス情報を受取るシステム診断サーバ
ー (HMS-300) の設定を行ないます。
① アドレス：システム診断サーバーのアドレスを入

力します。IP アドレスまたは、ドメインアドレス
を入力します。

② ポート：システム診断サーバーのポート番号を
入力します。

③ システム診断：システム診断サーバーに情報を
送信するか選択をします。送信する情報は、［録
画］、［ビデオロス］、［センサー］の中から複数
選択ができます。

解像度、画質、フレームレート、録画モードの全
チャンネルまとめての設定または、チャンネル別
に個別設定をすることが可能です。

録画中は前面部の録画 LED が点灯します。
カメラ映像を 2 チャンネルとも入力し、どちらか
のチャンネルにビデオロスが発生した場合、前面
部の録画 LED は点滅します。

※ 背面部マルチポートの録画 LED 出力も同じ
 動作となります。

録画モードを常時 + イベントに設定したとき
の画面です。常時録画とイベント録画において、
画質とフレームレートを別々に設定することが
できます。

●②
●③
●④
●⑤

●①

常時 + イベント モード
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［3］	3-2　スケジュール

● スケジュール設定ウィンドウ

 

1 時間単位でモードの設定ができます。
設定可能なモードは、［手動］、［常時］、［モーション］、

［Mot ＋センサー ( モーション＋センサー )］、［常時
＋イベント］です。リモコンを使用する場合、［OK］
ボタンを押すと録画モードが順番に選択されます。

［3］	3-3　Etc.（録画）

① 時刻表示：録画映像に時刻表示をするかを選択します。
② 手動録画時間：手動録画開始後、録画持続時間を

選択します。
 ［連続］、［5 分］、［10 分］、［30 分］から選択できます。

●②
●①

［3］	3-4　再生

●②
●①

この項目は、リモコン操作で再生するときの設定です。

① 再生するチャンネルを選択します。［All Ch］を選択
すると 2 チャンネル同時に再生します。

② 開始位置：再生開始位置を選択します。
 ［開始データ］、［2 分前］、［10 分前］、［1 時間前］、
 ［6 時間前］、［1 日前］から選択できます。

スケジュール設定をします。最大 4 つの違う
スケジュールを設定できます。
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［3］	4	 SSD
	 4-1　モード

② 強制削除：録画データを強制的に削除する機能です。現在の時刻に基づいて、選択した日数より前のデータ
 が強制的に消去されます。ストレージ（SSD）の容量が十分で、選択日以上のデータが保存できる場合のみ
 意味があります。　［0（オフ )］、［1 日～ 99 日］を設定できます。

［3］	4-2　S.M.A.R.T.

② チェック間隔：S.M.A.R.T. テスト周期を選択します。［6 時間］、［12 時間］、［24 時間］から選択できます。

［3］	4-3　フォーマット

［3］	4-4　情報 1

① S.M.A.R.T.：S.M.A.R.T. テストを 実 施 するか を 選 択します。
S.M.A.R.T. オン選択時のみチェック間隔を選択できます。テ
スト結果はシステムログに記録されます。結果は PASSED、
WARNING、ERROR の３つです。WARNING は S.M.A.R.T. テ
スト項目中、一つでも正常でない場合に発生しますので、潜在的
問題がある可能性を意味します。ERROR は、24 時間以内に重
大な問題が発生する可能性があることを意味するので、重要なデ
ータをバックアップしストレージ(SSD)を交換する必要があります。

●②
●①

① モード：ストレージ (SSD) に保存する方法を選択します。［上書き
( 有効 )］または［上書き ( 無効 )］の選択ができます。

● 上書き ( 有効 ) モードはストレージ (SSD) が一杯になると、一番
古いデータを消去しながら録画を進めます。

● 上書き ( 無効 ) モードはストレージ (SSD) が一杯になると、DVR
は録画を停止します。

●②
●①

ストレージ (SSD) をフォーマットします。録画データが完全に消去さ
れるため、必要なデータは必ずバックアップをしてください。

インストールされているストレージ (SSD) の情報を表示します。モデ
ル名および、全容量と使用領域を表示します。
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［3］	4-5　情報 2

インストールされているストレージ (SSD) の温度と
S.M.A.R.T. テスト結果を表示します。

［3］	4-6　録画時間

録画可能時間は現在の状況に基づいて表示されます。
入力映像、録画モードなどの条件が変更されると、録画
可能時間は自動的に変更されます。

［3］	5	 イベント
	 5-1　モーション

モーション検出の設定です。ユーザーは感度、検出
エリア、ポップアップ、E メール (AVI ファイル )、サ
ウンド、ポップアップの保持時間をチャンネルごとに
設定することができます。

① チャンネル：詳細設定をするチャンネルを選択
 します。
② 感度：モーション検出の感度を設定します。
 ［0 ～ 15］まで設定が可能で、初期値は 8 です。
 15 は感度が最も高い設定となります。

③ 検出エリア：モーション検出エリアを設定します。
 検出エリアは 16 × 12 のブロックで構成されています。

マウスを使用するときは、マウスの左ボタンを押したま
まドラッグすると検出エリアが選択されます。選択され
た検出エリア上で、左ボタンを押したままドラックすると
検出エリアが解除されます。マウスの右ボタンを押すか、
リモコンの［MENU］ボタンを押すとモーション設定メ
ニューが表示されます。

 ［全部オン］、［全オフ］、［保存］、［終了］を選択できます。

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦

●①
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④ ポップアップ：モーション検出されたとき該当チャンネルをポップアップするか選択します。
⑤ E-mail (AVI ファイル )：モーション検出時、該当チャンネルの録画データを AVI ファイルで E メール送信
 するか選択します。オン設定にするとモーション検出時の約 3 秒前から10 秒間の映像 (AVI ファイル ) を
 E メールで送信します。
⑥ サウンド：モーション検出時、警告メッセージを出力するか選択します。警告メッセージは、
 HD OUT(HDMI) に出力されます。
 ［オフ］、［サウンド１］、［サウンド 2］、［サウンド 3］から選択できます。

 警告メッセージは、日本語で［防犯カメラ作動中です］を以下の言語で 3 回繰返します。
 サウンド 1： 日本語 ＋ 英語 ＋ 中国語 
 サウンド 2： 英語 ＋ 英語 ＋ 英語 
 サウンド 3： 日本語 ＋ 日本語 ＋ 日本語
⑦ ポップダウン：選択したエリアでモーション検出が解除された後、ポップアップチャンネルが保持される時間
 を設定します。
 ［連続］、［5 秒］、［10 秒］、［30 秒］を選択できます

［3］	5-2　センサー

センサー設定です。センサーに合わせた接点タイプの
選択、リンクチャンネル、リンクチャンネルのポップア
ップ選択、ポップアップチャンネルの保持時間を設定
します。

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦

●①

① 番号：詳細設定するセンサー番号を選択します。
② タイプ：使用するセンサーに合わせて、［NO( ノーマルオープン )］、［NC( ノーマルクローズ )］を選択します。
③ リンクチャンネル：センサーと接続するチャンネルを選択します。
 録画モードがセンサー録画の場合、センサー動作時にリンクチャンネルが録画されます。
④ ポップアップ：センサー入力時リンクチャンネルをポップアップするか選択します。
⑤ E-mail (AVI ファイル )：センサー入力時リンクチャンネルの録画データを AVI ファイルで E メール送信
 するか選択します。オン設定にするとセンサー入力の約 3 秒前から10 秒間の映像 (AVI ファイル ) を
 E メールで送信します。
⑥ サウンド：センサー入力時、警告メッセージを出力するか選択します。
 警告メッセージは、HD OUT(HDMI) に出力されます。
 ［オフ］、［サウンド１］、［サウンド 2］、［サウンド 3］から選択できます。

 警告メッセージは、日本語で［防犯カメラ作動中です］を以下の言語で 3 回繰返します。
 サウンド 1： 日本語 ＋ 英語 ＋ 中国語 
 サウンド 2： 英語 ＋ 英語 ＋ 英語 
 サウンド 3： 日本語 ＋ 日本語 ＋ 日本語
⑦ ポップダウン：センサー入力が解除された後、ポップアップチャンネルが保持される時間を設定します。
 ［連続］、［5 秒］、［10 秒］、［30 秒］から選択できます。
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［3］	5-3　リレー

② モーション：モーション検出時、リレー出力するか選択します。
③ ビデオロス：ビデオロス発生時、リレー出力するか選択します。
④ 録画エラー：録画エラー時、リレー出力するか選択します。
⑤ 録画警告：録画警告時、リレー出力するか選択します。
⑥ 持続時間：リレー出力持続時間を設定します。
 ［なし］、［5 秒］、［10 秒］、［30 秒］を選択できます。

［3］	5-4　E-mail
イベント発生時、E メールを送信することができます。

③ 認証：SMTP サーバーによっては、認証が必要な場合があります。認証が必要な場合は、［オン］を選択します。
④ ID：使用する ID を入力します。
⑤ パスワード：使用するパスワードを入力します。
⑥ SSL：初期値は［オン］です。　注意： Google の SMTP サーバーを使用する場合は、安全性の低いアプリ
 の許可を［有効］にする必要があります。

リレーの動作条件を設定します。

① センサー：センサー入力時、リレー出力するか選択
します。

●②
●③
●④
●⑤
●⑥

●①

●アドレス　

① 送信者：送信者の E メールアドレスを入力します。
 E メールアドレスは SMTP サーバーの登録アドレス

である必要があります。
② 受信者：受信者の E メールアドレスを入力します。

最大 4 つまで設定できます。

●②

●①

● SMTP　

SMTP 関連情報を入力します。入力する情報は、使用
する SMTP サービスプロバイダに確認してください。

① アドレス：使用する SMTP サーバーのアドレスを入
力します。初期値は Google の SMTP サーバーです。

② ポート：使用する SMTP サーバーのポート番号を入
力します。

 初期値は Google の SMTP サーバーポート番号です。

●②
●①
●③
●④
●⑤
●⑥
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④ 録画ステータス：録画ステータスを E メールの送信内容に含めます。
⑤ システムアクセス：システムログ情報を E メールの送信内容に含めます。

［3］	5-5　ポスト録画

イベント終了後の録画継続時間を設定します。
［なし］、［10 秒］、［20 秒］、［30 秒］、［40 秒］、［50 秒］、
［60 秒］から選択できます。

［3］	5-6　IOT

●コンディション　

E メールの送信条件を設定します。
① 周期：E メールの送信周期を設定します。
 ［オフ］、［30 分］、［1 時間］、［2 時間］、［5 時間］、
 ［12 時間］、［24 時間］、［イベント後 2 分］から
 選択できます。
② 制限：E メールを送信しない時間を設定します。
 開始時刻～終了時刻間は E メールを送信し
 ません。時刻形式は 24 時間表示です。

●②
●①

●コンテンツ　

E メールに送信する内容を選択します。
① モーション：モーション検出情報を E メールの送信内

容に含めます。
② センサー：センサー入力情報を E メールの送信内容に

含めます。
③ ビデオロス：ビデオロス情報を E メールの送信内容に

含めます。

●②
●①
●③
●④
●⑤

IOT は、4 つのセンサー入力と 4 つのリレー出力を提供
する I/O 拡張デバイス装置です。最大 4 個の IOT を RS-
485 ポートに接続して、18 個のセンサー入力と 17 個の
リレー出力を制御できます。
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［3］	6	 アカウント
	 6-1　Admin（管理者）

Admin（管理者）のパスワードを設定します。
初期値は［1234］です。

［3］	6-2　ユーザー
ユーザーのアカウント管理を行ないアカウント別に権限設定が可能です。ユーザーアカウントの最大数は
100 です。メニュー下部にあるボタンを使用して登録、削除、変更を行なうことができます。

●②
●①

●③ ●④

① 名前：ユーザーアカウントの名前を設定します。
② パスワード：ユーザーアカウントのパスワードを設定します。
③ チャンネル権限：アカウント別に許可するチャンネルを設

定します。
④ 機能権限：アカウント別に操作できる機能を設定します。

［PTZ 制御］、［再生］、［バックアップ］、［ネットワーク
監視］、［ネットワーク接続時間制限］、［ネットワーク接
続禁止時刻］の設定が可能です。

［3］	6.3.　ログオフ

① 自動：自動ログオフを使用するかを選択します。
② 待機時間：自動ログオフの待機時間を設定します。
 ［30 秒］、［1 分］、［3 分］、［5 分］、［10 分］
 から選択できます。

●②
●①

［3］	7	 カメラ
	 7-1　名前

チャンネル名を入力します。
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［3］	7-2　非表示

チャンネルを非表示にする機能です。選択したチャンネルは
画面に表示されません。

［3］	7-3　調整

①	チャンネル：チャンネルごとに表示パラメータを調整しま
す。［コントラスト］、［明るさ］、［彩度］、［シャープネス］
を調整することができます。

●①

［3］	7-4　UTC

UTC カメラコントロールメニューです。UTC をサポートし
ているカメラを接続すると、カメラの OSD メニューが操作
できます。

［3］	7-5　PTZ
モデル、ID、逆転制御、ボーレート、および動作テストは、チャンネルごとに設定することができます。
詳細項目を設定し、保存前に正常動作するかテストすることができます。
① チャンネル：PTZ 設定するチャンネルを選択します。
② モデル：PTZ モデルを選択します。［PELCO_D］、［UTC］、［UTC2］、［UCC］から選択できます。

③ ID：PTZ の ID を設定します。
④ 逆転制御：PTZ カメラ設置後、PTZ の制御方向を逆転

させたい場合、ユーザーは再設置することなく制御方向
を変更できます。［パン］、［チルト］、［ズーム］、［フォー
カス］の逆転制御が可能です。

⑤ ボーレート：通信速度を設定します。
 ［1200］、［2400］、［4800］、［9600］、［19200］、

［38400］、［57600］、［115200］から選択します。

●②
●①
●③

●④

●⑤
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［3］	7-6　PTZツアー
チャンネルごとに PTZ ツアーを設定します。

① チャンネル：PTZ ツアーを設定するチャンネルを
選択します。

② 番号：PTZ ツアー番号選択後、該当する番号の
 ［プリセット］、［保持時間］を選択し PTZ ツアー

のシナリオを設定します。

●②
●①

［3］	7-7　シーケンス
自動画面切替え ( シーケンス ) の設定です。

① チャンネル：［1 画面 (Ch1、Ch2)］、［2 分割画面
 (Ch1-2)］の中から選択し、画面を自動で切替える
 ことができます。

② 持続時間：自動画面切替えの持続時間を設定します。
 ［1 秒］、［2 秒］、［4 秒］、［5 秒］、［8 秒］、［10 秒］、
 ［15 秒］、［30 秒］から選択できます。

●②
●①

［3］	7-8　プライバシー
プライバシーマスクの設定です。
チャンネルごとにプライバシーマスクを使用するかを選択および、プライバシーマスクのエリア設定をします。

●①

① チャンネル：詳細設定をするチャンネルを選択します。
● 有効：プライバシーマスクを使用するか選択します。
● エリア：プライバシーマスクエリアを設定します。マスクエリアは 16x12 ブロックの構成です。マウス

 を使用するときは、マウスの左のボタンを押したままドラッグするとマスクエリアが指定できます。
 チャンネルごとに最大 4 つのエリア指定が可能です。マウスの右ボタンを押すか、リモコンの［MENU］
 ボタンを押すとポップアップメニューが表示されます。［全オフ］、［保存］、［終了］の選択ができます。
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［3］	8	 情報
	 8-1　イベントログ

イベントログを表示します。イベントログ検索時、時刻とチャンネルを指定できます。

［3］	8-2　システムログ
DVR に保存されているシステムログを読込みます。

システムログリストシステムログ

直近のシステムログから順番にシステムログを表示します。
エクスポートボタンを押して、システムログ情報を USB メモリーにエクスポートすることが可能です。
ファイル形式は .txt ファイルです。

［3］	8-3　情報

［モデル名］、［ビデオ形式］、［バージョン ( ハ
ードウェア、カーネル、ソフトウェア )］、［MAC
アドレス］情報を表示します。
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［4］CMS
［4］	1	 概要

CMS (Central Management Software) は、ネットワーク経由で複数の DVR を効率的に管理するプログラ
ムです。映像のリアルタイムモニタリング、録画データの検索およびバックアップ、各種設定機能が提供されます。
最大 256 チャンネルの映像を同時にモニターすることができます。

［4］	2	 システム要求事項
Item Windows PC

CPU Intel(r) Core(TM) i3-4160 / 3.6GHz 以上

メインメモリー 8GB 以上

モニター解像度 1280 ×1024 (with 32bit color) 以上

ハードディスク 120GB 以上

OS Windows XP SP3 以上

DirectX バージョン 9.0 以上

［4］	3	 プログラム	インストール
付属の CD-ROM に格納されている CMS_VerX.X.X_Setup.exe ファイルをダブルクリックするか、ダウ
ンロードしてください。パソコンのデスクトップに CMS アイコンが作成されます。

［4］	4	 プログラム
	 4-1　画面構成

③ 接続リスト管理ウィンドウ：登録、修正、削除の機能を使用してグループおよび DVR を管理します。
④ 画面選択ウィンドウ： 映像表示ウィンドウに映像を出すチャンネルを選択するか画面構成を選択します。
⑤ 制御ウィンドウまたはカレンダーウィンドウ： ライブ S とライブ M モード時は、［PTZ］、［自動プリセット］、
 ［リモートポート］、［ピクチャコントロール］、［UTC 制御］ができます。再生とバックアップモード時は、
 カレンダーが表示されます。

① 機能画面：
 ［ライブ S］、［ライブ M］、［検索］、

［再生］、［バックアップ］、
 ［E マップ］、［情報］、［DVR 設定］、
 ［CMS 設定］を選択できます。

② 映像表示ウィンドウ：DVR の
 映像を表示します。

●②

●①

●③

●④

●⑤
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［4］	4-2　ライブ S
１台の DVR を制御するモードです。

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② フレームレート ネットワークに転送された 1 秒あたりの総フレームを表示します。

③ 機能選択 ライブ S を選択すると、ボタンはスカイブルーに表示されます。

④ DVR 名、アカウント、時間 現在接続されている DVR 名とアカウント、DVR の時刻を表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR のライブ映像を表示します。

⑥ リスト管理ウィンドウ
DVR リストを登録、変更、削除します。マウス右ボタンを押すと切断、グループ
の登録、グループの変更、グループの削除、DVR の登録、DVR の変更、DVR
の削除が表示されます。

⑦ チャンネル選択ボタン チャンネルを選択すると選択されたチャンネルが 1 画面表示されます。

⑧ 画面構成ボタン
2 分割画面 (1-2)、４分割画面 (1-4、5-8、9-12、13-16)、9 分割画面 (1-9、
8-16)、16 分割画面、フル画面 ( 映像のみ )、シーケンス、ポップアップを選択
することができます。

⑨ 機能 ズーム、キャプチャー、PC 録画、リモート DVR 録画のコントロールボタンです。
PC 録画時、録画データのパスワード保護を有効にすることが可能です。

⑩ マイクボタン

マイクボタンを押すと、ボタンがスカイブルーに変わり、音声送信が可能である
ことを示します。接続されたマイクの音声は、DVR に送信されます。マイクボタ
ンをもう一度押すと、ボタンがグレーに変わり音声送信がオフになります。マイ
クボタンをもう一度押して音声送信するには、ボタンをオフにしてから 7 秒以上
経過する必要があります。マイク音声を転送するには、ルーターで音声ポートを
開放する必要があります。DVR ネットワーク設定が自動 UPnP の場合、DVR の
音声ポートとして初期値＋100 を自動的に開放しますが、他のネットワーク設定
では、ルーターで音声ポート 初期値＋100 のポート開放することにより、CMS
またはモバイルアプリケーションから DVR に音声を送信できるようになります。
例として、ネットワーク設定ポートが 8000 の場合、音声ポートは 8000 ＋100
で 8100 です。映像監視および双方向音声伝送を可能にするには、ルーターで
8000 および 8100 のポートを開放する必要があります。

⑪ 制御ボタン

PTZ、自動プリセット、リモートポート、ピクチャコントロールボタン。
PTZ 制御モードでは、プリセットの設定とスタート、パン/ チルト制御 (4 段階
スピード制御 )、ズーム、フォーカス、アイリスを制御することができます。自動
プリセットモードでは、開始プリセット、終了プリセット、指定したインターバル
でプリセット間を移動できます。DVR のリレーは自動 ( 時間選択可 ) または手動
で制御することができます。ピクチャーコントロールは、コントラスト、明るさ、
彩度およびシャープネスを調整することができます。UTC は、DVR に接続され
ているカメラの OSD メニューを制御できます。

⑫ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な
状態で最大化します。

●②
●③

●①

●④

●⑤

●⑫

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨

●⑪ ●⑩
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［4］	4-3　ライブM
複数台 DVR を制御するモードです。最大 256 チャンネルを 64 チャンネルごと、4 ページで管理できます。

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② フレームレート ネットワークに転送された 1 秒あたりの総フレームを表示します。

③ 機能選択 ライブ M を選択すると、ボタンはスカイブルーに表示されます。

④ DVR 名、アカウント 現在接続されている DVR 名とアカウントを表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR のライブ映像を表示します。

⑥ リスト管理ウィンドウ
DVR リストを登録、変更、削除します。マウス右ボタンを押すと切断、グループ
の登録、グループの変更、グループの削除、DVR の登録、DVR の変更、DVR
の削除が表示されます。

⑦ 画面構成ボタン 2 × 2、3 × 3、4 × 4、5 × 5、6 × 6、7 × 7、8 × 8、フル画面（映像のみ）、
前ページ移動、次ページ移動ボタンを選択することができます。

⑧ 機能 ズーム、キャプチャー、PC 録画、リモート DVR 録画のコントロールボタンです。
PC 録画時、録画データのパスワード保護を有効にすることが可能です

⑨ 制御ボタン

PTZ、自動プリセット、リモートポート、ピクチャコントロールボタン。
PTZ 制御モードでは、プリセットの設定とスタート、パン/ チルト制御 (4 段階
スピード制御 )、ズーム、フォーカス、アイリスを制御することができます。自動
プリセットモードでは、開始プリセット、終了プリセット、指定したインターバル
でプリセット間を移動できます。DVR のリレーは自動 ( 時間選択可 ) または手
動で制御することができます。ピクチャーコントロールは、コントラスト、明るさ、
彩度およびシャープネスを調整することができます。UTC は、DVR に接続され
ているカメラの OSD メニューを制御できます。

⑩ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な
状態で最大化します。

●①
●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨

●⑩
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［4］	4-4　検索

●①
●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨
●⑩●⑪

●⑫

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② フレームレート ネットワークに転送された 1 秒あたりの総フレームを表示します。

③ 機能選択 検索を選択すると、ボタンはスカイブルーに表示されます。

④ DVR 名、アカウント、
時間、再生スピード 現在接続されている DVR 名とアカウント、時刻、再生スピードを表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR の再生映像を表示します。

⑥ リスト管理ウィンドウ
DVR リストを登録、変更、削除します。マウス右ボタンを押すと切断、グル
ープの登録、グループの変更、グループの削除、DVR の登録、DVR の変更、
DVR の削除が表示されます。

⑦ チャンネル選択ボタン チャンネルを選択すると選択されたチャンネルがフル画面表示されます。

⑧ 画面構成ボタン
2 分割画面 (1-2)、４分割画面 (1-4、5-8、9-12、13-16)、9 分割画面 (1-9、
8-16)、16 分割画面、フル画面 ( 映像のみ )、シーケンス、ホップアップを選択
することができます。

⑨ 機能 ズーム、キャプチャーのコントロールボタンです。

⑩ 再生関連ボタン 逆再生、再生、一時停止、停止、コマ戻し、コマ送り、
スロー再生、高速再生

⑪ カレンダー

録画データがカレンダーに表示されます。スクロールバーを使用して、最大 16
チャンネルの録画データを一度に確認できます。録画データは異なる色で表示
されます。赤 ( 手動または常時録画 )、緑 ( モーション録画 )、橙 ( センサー録画 )。
全ネャンネルまたは特定チャンネルを ALL ボタン、Ch-1 ～ Ch16 ボタンで選択
できます。選択したチャンネルが再生されます。

⑫ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な
状態で最大化します。
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［4］	4-5　再生

●①
●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨
●⑩●⑪

●⑫

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② フレームレート ネットワークに転送された 1 秒あたりの総フレームを表示します。

③ 機能選択 再生を選択すると、ボタンはスカイブルーに表示されます。

④ DVR 名、アカウント、
時間、再生スピード 現在接続されている DVR 名とアカウント、時刻、再生スピードを表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 再生映像を表示します。

⑥ リスト管理ウィンドウ
DVR リストを登録、変更、削除します。マウス右ボタンを押すと切断、グループ
の登録、グループの変更、グループの削除、DVR の登録、DVR の変更、DVR
の削除が表示されます。

⑦ チャンネル選択ボタン チャンネルを選択すると選択されたチャンネルがフル画面表示されます。

⑧ 画面構成ボタン
2 分割画面 (1-2)、４分割画面 (1-4、5-8、9-12、13-16)、9 分割画面 (1-9、
8-16)、16 分割画面、フル画面 ( 映像のみ )、シーケンス、ホップアップを選択
することができます。

⑨ フォルダ開く、
キャプチャー

フォルダ開くボタンは、PC に保存されている録画データを開くためのボタンで
す。キャプチャーボタンは、再生中に画像をキャプチャーするためのボタンです。

⑩ 再生関連ボタン 逆再生、再生、一時停止、停止、コマ戻し、コマ送り、
スロー再生、高速再生

⑪ カレンダー

録画データがカレンダーに表示されます。スクロールバーを使用して、最大 16
チャンネルの録画データを一度に確認できます。録画データは異なる色で表示
されます。赤 ( 手動または常時録画 )、緑 ( モーション録画 )、橙 ( センサー録画 )。
全ネャンネルまたは特定チャンネルを ALL ボタン、CH-1 ～ CH16 ボタンで選択
できます。選択したチャンネルが再生されます。

⑫ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な
状態で最大化します。
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［4］	4-6　バックアップ

●①
●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨
●⑩
●⑪

●⑫

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② フレームレート ネットワークに転送された 1 秒あたりの総フレームを表示します。

③ 機能選択 バックアップを選択すると、ボタンはスカイブルーに表示されます。

④ DVR 名、アカウント 現在接続されている DVR 名とアカウントを表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR の再生映像を表示します。

⑥ リスト管理ウィンドウ
DVR リストを登録、変更、削除します。マウス右ボタンを押すと切断、グループ
の登録、グループの変更、グループの削除、DVR の登録、DVR の変更、DVR
の削除が表示されます。

⑦ チャンネル選択ボタン チャンネルを選択すると選択されたチャンネルがフル画面表示されます。

⑧ 画面構成ボタン
2 分割画面 (1-2)、４分割画面 (1-4、5-8、9-12、13-16)、9 分割画面 (1-9、
8-16)、16 分割画面、フル画面 ( 映像のみ )、シーケンス、ホップアップを選択
することができます。

⑨ バックアップ
関連ボタン

カレンダー上でマウスの右または左ボタンを押すと、青色バーが表示されます。
この状態で開始時刻、終了時刻または時間ボタン (10 分、30 分、1 時間 ) を使
用してバックアップ範囲を指定してください。選択した時間の録画データが濃い
色で表示されます。開始時刻がチェックされている場合、青色のバーは開始位
置になります。終了時刻がチェックされている場合、青色のバーは終了位置です。
バックアップするには、バックアップボタンを押します。キャンセルボタンを押す
とバックアップは停止します。尚、HAV 形式でのバックアップは、パスワード保
護を有効にすることが可能です。

⑩ カレンダー

録画データがカレンダーに表示されます。スクロールバーを使用して、最大 16
チャンネルの録画データを一度に確認できます。録画データは異なる色で表示
されます。赤 ( 手動または常時録画 )、緑 ( モーション録画 )、橙 ( センサー録画 )。
全ネャンネルまたは特定チャンネルを ALL ボタン、Ch-1 ～ Ch16 ボタンで選択
できます。選択したチャンネルが再生されます。

⑪ バックアップ進行度 バックアップの進行状況を表示します。

⑫ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な
状態で最大化します。
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［4］	4-7　Eマップ
● 表示 ● 編集

● E マップ設定

No. 名　称 機　能
① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② 機能選択
表示、編集、設定、終了の機能ボタンです。機能が選択されるとボタンはス
カイブルーで表示されます。表示モードで E マップ表示、編集モードは E マッ
プとカメラの変更、設定モードはポップアップ、ポップダウン時間設定、画
像サイズの選択が可能です。

③ E マップ表示ウィンドウ 選択された E マップを表示します。

④ カメラアイコン E マップ上のカメラ位置を表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ カメラ映像を表示します。

⑥ E マップ管理ウィンドウ E マップのリストを登録、変更、削除します。

⑦ カメラログ表示ウィンドウ E マップ上に表示それているカメラ情報を表示します。

⑧ ログ保存ボタン E マップ上のカメラ情報を保存します。

⑨ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。特に最大化は画像
を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な状態で最大化します。

No. 名　称 機　能
1 パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

2 機能選択
表示、編集、設定、終了の機能ボタンです。機能が選択されるとボタンはス
カイブルーで表示されます。編集モードでは E マップ画像の設定、カメラの
選択および移動ができます。

3 E マップ表示ウィンドウ 選択された E マップを表示します。

4 カメラアイコン E マップ上のカメラ位置を表示します。

5 E マップ管理ウィンドウ

E マップリストを登録、編集、削除します。リストエリア内で右ボタンを押す
と、E マップ登録、E マップ編集、E マップ削除のメニューが表示されます。
E マップ登録のメニューで、グループ名、E マップ名を入力、画像フォルダを
選択して OK ボタンを押すとリストに登録されます。E マップ画像は、bmp、
jpg、png ファイルが使用できます。

6 カメラリスト表示ウィンドウ カメラリスト表示ウィンドウでカメラをマウス左ボタン選択後、E マップ上の
目的の位置にドラックします。

7 プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。特に最大化は画像
を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な状態で最大化します。

■1
■2

■3

■4
■5

■6

■7

●①
●②
●③

① ポップアップ：イベントが発生したときにポップアップ
 するか選択します。
② ポップダウン：イベントが発生したときにポップダウン
 する時間を選択します。
③ 画像サイズ：E マップに表示させる画像サイズを選択
 します。［調整 ( 画面に合わせたサイズ )］、［オリジ
 ナル ( オリジナルサイズ )］を選択できます。

●①
●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦ ●⑧

●⑨
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［4］	4-8　情報

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② 機能選択 情報が選択されるとボタンはスカイブルーで表示されます。

③ グループ選択ウィンドウ DVR の情報を確認するためのグループ選択です。情報またはログを選択できます。

④ 情報表示ウィンドウ
DVR の情報とシステムログが表示されます。情報には、モデル名、ビデオ形式、バー
ジョン情報、MAC アドレス、HDD 番号および使用状況が表示されます。ログに
は DVR のシステムログが表示されます。

⑤ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。特に最大化は画像を
最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な状態で最大化します。

［4］	4-9　DVR設定

●①

●②

●③

●④

●⑤

No. 名　称 機　能

① パソコンの時間 パソコンの時間を表示します。

② 機能選択

開く（設定パラメータを開く）、保存（設定パラメータを保存）、設定モデル（NTSC 
/ PAL を選択）、初期値 ( 初期値パラメータの読込み )、DVR 設定読込み（DVR パ
ラメータの読込み）、適用 ( 現在選択されている DVR にタップパラメータを送信 )、
すべて適用 (DVR に全パラメータを送信 )、ソフトウェア更新（カーネルまたはアプ
リケーションの更新）、日付と時間 ( 日付と時刻の変更）、再起動、終了（設定を終了）

③ グループ選択ウィンドウ DVR 設定のグループ選択ウィンドウ。システム、ネットワーク、録画、HDD、イベント、
アカウント、カメラを選択できます。

④ 設定表示ウィンドウ DVR のメニューグループ別、設定値を表示します。

⑤ プログラムウィンドウ
制御ボタン

プログラムウィンドウ最小化、最大化、および閉じるボタン。
特に最大化は画像を最大化するだけでなく、すべての機能ボタンを使用可能な状
態で最大化します。

●①

●②

●③

●④

●⑤
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［4］	4-10　CMS設定
パソコンの CMS プログラム関連の設定を行ないます。

● 表示設定

 

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧

No. 名　称 機　能

① チャンネル名 チャンネル名を表示するかを選択します。

② 録画アイコン
録画アイコンの表示方法を選択します。［なし］、［アイコン］、［アウトライン］を選択
できます。アウトラインが選択されると、録画されているチャンネルは赤い輪郭で表
示されます。

③ イベントアイコン
ベントアイコン表示方法を選択します。なし、アイコン、アウトラインを選択できます。
アウトラインを選択されると、モーション検出チャンネルは緑の輪郭、センサー入力
発生チャンネルは橙の輪郭で表示されます。

④ OpenGL

パソコン・グラフィックカードの OpenGL 機能を有効にするかを選択します。
選択によって CMS プログラムの品質とパフォーマンスが異なる場合がありますので
状況に応じて適切な設定を選択してください。OpenGL( 高い PC)、 OpenGL( 低い
PC)、オフを選択できます。OpenGL をサポートしてないパソコンではオフを選択
してください。

⑤ 日付形式 日付形式を選択します。YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY を選
択できます。

⑥ 時刻形式 時刻形式：時刻形式を選択します。24 時間 /12 時間の表示方式を選択できます。

⑦ 言語 CMS で使用する言語を選択します。

⑧ フォント DVR 名（接続リスト）、および、カメラ 1チャンネル名（DVR 設定）で使用するフォ
ントを選択します。
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● 機能設定

 

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

●⑦

●⑧

●⑨

No. 名　称 機　能

① アラーム音 アラーム音のオン、オフの選択をします。

② ストリームタイプ ネットワークのストリームタイプを選択します。 メイン、サブ、自動を選択できます。

③ 再生モード
再生時モードを選択します。連続モード、スキップモードを選択できます。連続モー
ドはフレームスキップなしですべての映像を再生します。スキップモードは指定され
た再生速度に合わせてフレームスキップする再生モードです。

④ 音声サポート 音声入力をパソコンのオーディオポートに接続するか選択します。
オフを選択すると、音声入力はパソコンのオーディオポートに出力されません。

⑤ 再接続 ネットワーク接続に失敗した場合、自動的に再接続をするか選択します。

⑥ 高速バックアップ
高速バックアップのオン、オフを選択します。オンを選択すると、バックアップ時間
を短縮できます。但し、バックアップ中は、フレームレート、バックアップ時間、バッ
クアップ再生映像を表示しません。

⑦ ポップアップ
ポップアップのタイプ選択と保持時間を設定します。ポップアップは、選択したイベ
ントが発生した時に設定された時間だけ保持されます。分割画面モードで複数のイ
ベントが同時に発生した場合、発生した全てのチャンネルを表示します。5 秒、10 秒、
20 秒、30 秒、60 秒を選択できます。

⑧ DVR シーケンス

ライブ S モードで同じグループ内の DVR シーケンス時間を選択します。5 秒、10
秒、20 秒、30 秒、60 秒を選択できます。リスト管理ウィンドウのグループ名でマ
ウス右ボタンを押すとポップアップメニューが表示さます。ポップメニューの DVR
シーケンス開始ボタンを押すと設定した時間間隔で DVR シーケンスが実行されま
す。グループ名でもう一度マウス右ボタンを押すとポップアップメニューに DVR シー
ケンス停止が表示されます。

⑨ シーケンス ライブ S モードでシーケンスを実行した時のチャンネルの選択とシーケンスタイム
の設定をします。 2 秒、4 秒、5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、30 秒を選択できます。
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● 保存設定

 

●①

●②
●③

● 情報設定

 

●①

●②

No. 名　称 機　能

① 保存先 CMS プログラムの静止画、PC 録画、バックアップデータの保存先を設定します。

② ファイル形式
PC 録画、バックアップ時のファイル形式を選択します。HAV、AVI を選択できます。
PC 録画および、HAV 形式でのバックアップは、パスワード保護を有効にすることが
可能です。

③ 静止画ファイル形式 静止画キャプチャー時のファイル形式を選択します。JPEG,PNG を選択できます。

No. 名　称 機　能

① 情報 CMS プログラムのバージョン情報を表示します。

② HDD パソコンのストレージデバイス情報を表示します。
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［5］Mobile
［5］	1	 概要

スマートフォンを使用したリアルタイム映像監視、録画データの検索機能、双方向音声機能をサポートしています。
iPhone、iPAD、Android のスマートフォンをサポートしています。

［5］	2	 プログラム	インストール
	 2-1　Android	スマートフォン

Android マーケットから「DAIWA Security」を検索してアプリケーションをインストールします。

［5］	2-2　iPhone
Apple Store から「DAIWA Security」を検索してアプリケーションをインストールします。

［5］	3	 プログラム
	 3-1　実行

［5］	3-2　DVRリスト管理メニュー

アプリケーションを実行すると、
右記の画面が表示されます。

DVR リスト管理メニューです。
［検索］、［登録］、［編集］、［削除］、
［エクスポート］、［インポート］、
［終了］、［アプリについて］を表示します。
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● 登録 ● 編集 ● 削除

［5］	3-3　接続

リストから接続する DVR を選択
し、［接続］ボタンを押して DVR
に接続します。

［登録］ボタンを押して DVR 情
報を入力することができます。

［OK］ボタンを押すとリストに
登録されます。

［編集］ボタンを押すと、選択し
た DVR 情報を編集できます。

［削除］ボタンを押すと、リスト
から選択した DVR 情報を削除
できます。

 DVR リスト編集DVR リスト登録 DVR リスト削除
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［5］	3-4　画面構成
DVR 接続画面です。

［5］	3-5　画面モード選択メニュー

映像表示ウィンドウに表示される
分割画面を選択します。

［4 分割］、［9 分割］、［16 分割］を選択できます。

［5］	3-6　PTZ制御

●① ●② ●③
●④●⑤

●⑥

●⑦ ●⑧ ●⑨ ●⑩ ●⑪

No. 名　称 機　能

① 切断 切断ボタン

② DVR 名 接続している DVR 名を表示します。

③ マイク 音声送信機能オン/ オフボタンです。ボタンはトグル動
作で、テキストが赤色の場合、音声送信機能はオンです。

④ キャプチャー 画像キャプチャーボタンです。

⑤ DVR の時間 現在接続されている DVR の時間を表示します。

⑥ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR の映像を表示します。

⑦ 画面モード
選択メニュー

映像表示ウィンドウに表示する
分割画面を選択します。

⑧ PTZ 制御 PTZ 制御メニューボタン。1 画面表示で動作します。

⑨ 検索ボタン DVR の録画データを検索します。

⑩ リレー制御ボタン DVR のリレー制御ボタンです。

⑪ 設定ボタン アプリケーションの設定ボタンです。

No. 名　称 機　能

① PTZ 終了 PTZ 制御モードを終了するボタンです。

② DVR 名 接続している DVR 名を表示します。

③ マイク 音声送信機能オン/ オフボタンです。ボタンはトグル動作で、
テキストが赤色の場合、音声送信機能はオンです。

④ DVR の時間 現在接続されている DVR の時間を表示します。

⑤ 映像表示ウィンドウ 現在接続されている DVR の映像を表示します。

⑥ プリセット プリセット関連ボタン。セット、スタート、
キャンセルを選択できます。

⑦ スピード選択 パン、チルトスピード制御ボタン低速、標準、高速、超
高速から選択できます。

⑧ ズーム ズーム制御ボタンです。

⑨ フォーカス フォーカス制御ボタンです。

⑩ アイリス アイリス制御ボタンです。

●① ●② ●③
●④

●⑤

●⑥ ●⑦ ●⑧ ●⑨ ●⑩
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［5］	3-7　検索メニュー

［5］	3-8　再生画面

ユーザーの利便性向上のために、カレンダー検索を採
用しております。検索する時間を選択して［OK］ボタ
ンを押すと再生画面が表示されます。

No. 名　称 機　能

① ライブ ライブモード切替えボタン。

② 検索 検索モード切替えボタン。

③ DVR 名 接続している DVR 名を表示します。

④ マイク
音声送信機能オン/ オフボタンです。
ボタンはトグル動作で、テキストが赤
色の場合、音声送信機能はオンです。

⑤ キャプチャー 画像キャプチャーボタンです。

⑥ DVR の時間 現在接続されている DVR の時間を
表示します。

⑦ 再生スピード表示 再生スピードを表示します。

⑧ 映像表示ウィンドウ 再生映像を表示します。

⑨ 画面モード
選択メニュー

映像表示ウィンドウに表示する分割
画面を選択します。

⑩ 逆再生 逆再生ボタンです。

⑪ 再生 再生ボタンです。

⑫ 一時停止 一時停止ボタンです。

⑬ スロー再生 スロー再生ボタンです。
×1/4、×1/2 を選択できます。

⑭ 高速再生 高速再生ボタンです。× 2 ～× 256
を選択できます。

●① ●② ●③
●④ ●⑤

●⑥

●⑧

●⑦

●⑨ ●⑩ ●⑪ ●⑫ ●⑬ ●⑭
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［5］	3-9　リレー制御

［5］	3-10　設定

［5］	3-11　横長表示

DVR リレー制御ウィンドウです。自動およびオン、オ
フを選択できます。自動制御は自動オフ時間を選択
し、コマンドで自動ボタンを押すとリレーがオンとな
り、選択された時間で自動オフとなります。オンまた
はオフのボタンは選択された時間と関係なく、リレー
をオンまたはオフにします。また、イベント発生時の
リレー出力持続時間も設定できます。

プログラム環境設定メニューです。ストリームタイプ
( メイン、サブ、自動 )、アスペクト比 ( フル、4：3)、
再生オプション ( スキップ、非スキップ )、音声オン/
オフ、OSD 表示オン/ オフを選択できます。ソフト
ウェアバージョン情報を表示します。また、リレー名
を自由に登録することができます。

横長表示ではスマートフォンのステータスバー
とボトムメニューは基本的に表示されず、画
面をタッチすることにより表示します。
よって、画面をできるだけ広く使用することが
できます。
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［6］緊急復旧
● 概要

 USB メモリーに特定ファイルを保存して DVR の電源を入れると、DVR は破損したファイルを置換えて起動
 します。ソフトウェア更新中に停電などで重要ファイルが損傷し、DVR が動作しなくなった場合に使用します。

● 準備
 ホームページから 3 つのファイル ( ブートローダー、カーネル、アプリケーション ) をダウンロードします。

 ・ブートローダー：mini100boot_restore.bin
 ・カーネル：mini100kernel_restore.bin
 ・アプリケーション：mini100app_restore.bin

 パソコンで USB メモリーを FAT32 にフォーマットします。DVR は他のフォーマットの USB メモリーを認識
 できません。更新するファイルを USB メモリーにコピーします。3 種類すべてを更新する場合は、3 つのファ
 イルをコピーします。

● 実行
 DVR に USB メモリーを挿入した状態で DVR の電源を入れると、DVR はブートしながら USB メモリーを検
 査し、ソフトウェア更新を実行します。(USB メモリーに更新ファイルが保存されている必要があります )

緊急復旧の進行状況を表示しながらブートローダー、
カーネルまたはアプリケーションを更新します。すべて
のファイルを更新する場合、進行状況はブートローダ
ー、カーネル、アプリケーションの順に 3 回表示され
ます。ブートローダーが更新されている途中で電源を
切らないでください。カーネル、アプリケーションは
更新中に電源が切れても USB メモリーで復旧が可能
ですが、ブートローダーが破損してしまうと更新はでき
ません。この場合、ボードを修理する必要があります。

ソフトウェア更新が完了するとブートロゴが表示され、
システムが自動的に起動します。

起動後、メニューの情報ウィンドウから更新されたバ
ージョンを確認できます。

応急復旧完了

緊急復旧 進行状況表示
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[7] 録画時間目安表（単位：日数）250GB

[8] 外形図

（mm）

■ DVR-ME02AT 174

158

2
05

4-R2.5

2-φ10

R10

R2

4
0

144

7
5

AHD2.0 入力
録画解像度 録画画質 15f/s 10f/s 5f/s NTSC 入力

録画解像度 録画画質 30f/s 15f/s 5f/s

100%
1920 × 1080

最高画質 4.2 日 4.8 日 6.2 日

100%
960 × 480

最高画質 9.3 日 16.1 日 26.2 日
高画質 5.0 日 6.3 日 9.4 日 高画質 13.5 日 21.8 日 32.3 日
中画質 8.3 日 10.1 日 13.8 日 中画質 17.0 日 25.9 日 37.8 日
低画質 13.0 日 15.2 日 19.3 日 低画質 23.5 日 32.6 日 45.0 日

50%
1920 × 540

最高画質 6.8 日 8.7 日 12.2 日

50%
960 × 240

最高画質 17.2 日 26.8 日 40.0 日
高画質 11.0 日 13.0 日 17.4 日 高画質 22.6 日 33.3 日 46.9 日
中画質 17.0 日 19.3 日 24.1 日 中画質 27.8 日 39.1 日 53.6 日
低画質 24.1 日 26.3 日 32.2 日 低画質 34.2 日 47.2 日 62.0 日

25%
960 × 540

最高画質 13.5 日 15.8 日 20.7 日

25%
480 × 240

最高画質 31.1 日 44.8 日 59.5 日
高画質 20.2 日 22.8 日 28.0 日 高画質 38.8 日 52.6 日 67.8 日
中画質 28.9 日 32.2 日 36.2 日 中画質 45.2 日 59.5 日 74.2 日
低画質 37.8 日 41.3 日 45.7 日 低画質 54.6 日 68.3 日 82.7 日

・録画時間表は目安として参考にしてください ・被写体の動き等によって実際の録画時間と異なる場合があります。
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購入年月日  

お
　客
　様

販  

売  

店

店名・住所

保     　証    　書 
１: 保証期間はお買い上げ月日より2 年です。
２: 修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えて

お出しください。なお、保証期間内でも､本保証書の提示がない場合
や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合
の修理は有料となります。

     ・使用方法の誤り､または乱用による故障。
     ・不当な修理､改造､分解掃除等による故障。
     ・天災（落雷､火災）による故障及び損傷。 
３: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
４: 本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたしかねます。 
５: 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

ご住所
          
お名前

電 話　

 　　     年   　       月            日 

型      式

■本社サ－ビス  〒212-0058   
　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
　TEL:044-396-0395　　　 FAX:044-396-2253

DVR-ME02AT

きりとり
201811

■ お問合せ
商品の内容
商品購入関係
設置工事関係

　等のお問合せ 技術問題に関する
お問合せ

修理に関する
お問合せ

首都圏営業所／関西営業所 セキュリティ事業部 サービス部

044-396-8127 ／ 06-6683-2800 044-396-0396 044-396-0395

info@daiwa-industry.co.jp technical@daiwa-industry.co.jp service@daiwa-industry.co.jp

●お客様に最適な監視カメラシステム
　をご提案させて頂きます。

●現場調査を行い、設置工事費を
　お見積りさせて頂きます。

●平面図による設置工事費を概算で
　お見積りすることも可能です。

●簡単な技術解説はホームページの
　” テクニカルメモ ” をご覧ください。

●修理のお問合せの際には、製品
　保証書をご用意ください。

お気軽にお問合せください。

関西営業所／TEL.06-6683-2800   FAX.06-6683-2801 
〒559-0014　大阪府大阪市住之江区北島2-7-34
名古屋出張所／TEL.052-355-8410　FAX.052-355-8411
〒454-0932　名古屋市中川区中島新町1-1220
 アベニュー中新ビル203号室

本社・企画営業本部／TEL.044-396-0396㈹   FAX.044-396-2253
首都圏営業所／TEL.044-396-8127   FAX.044-396-2253　
〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
E-mail : info@daiwa-industry.co.jp
http://www.daiwa-industry.co.jp


