
取扱説明書

HEALTH MONITORING SERVER

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。

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。

ヘルスモニタリングサーバー

HMS-300
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［1］製品
［1］	1	 特徴

DVR ステータスとアラーム（録画、モーション、ビデオロス、センサー）をリアルタイムに通知するサーバーです。
HMS（Health Monitoring Server） 1 台で最大 60 台の DVR を管理できます。

●	各種アラーム監視
	 モーション検出通知
	 ビテオロス通知
	 センサー入力通知

●	DVRステータス確認
	 動作状態確認
	 録画状態確認

●	システムログとイベントログ表示機能

●	DVRの映像をリアルタイムモニタリング

●	DVRの録画データをリアルタイム検索機能（再生、バックアップ）

●	組込み Linux オペレーティングシステム搭載

●	コンパクトサイズ筐体（127mm× 87mm× 28mm）

●	低消費電力（0.2A	@	12V）

［1］	2	 構成品

●	HMS-300 本体
●	マウス
●	ACアダプター
●	取扱説明書	(CD)

HMS-300
本体 マウス

AC
アダプター

取扱説明書
(CD)
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［1］	3	 各部の名称 /機能

●	正面部	 	 	 ●	背面部

［1］	4	 ディスプレイ

① リモート DVR の名前が表示されます。
② リモート DVR のステータス（電源 / ネットワーク）を表示します。（緑：正常、赤：異常）
③ リモート DVR の録画ステータスを表示します。（緑：正常、赤：録画していません）
④ リモート DVR のビデオロスを表示します。（緑：正常、赤：ビデオロス）
⑤ リモート DVR のモーション検出を表示します。（緑：正常、赤：モーション検出）
⑥ リモート DVR のセンサー入力を表示します。（緑：正常、赤：センサー入力）
⑦ リモート DVR に接続するには、［接続］ボタンをクリックします。
⑧ リモート DVR のログ記録を表示します。（赤：エラー）
⑨ 表示画面を選択します。（1画面につき 30件のDVRリストを管理できます）

No. 名　称 機　能

① POWER LED 電源 LED

② VGA VGA 出力

③ HD OUTPUT HD 出力（HDMI）

④ NETWORK PORT イーサネットポート

⑤ USB USB ポート

⑥ POWER INPUT DC12V 電源入力コネクタ

1

2 3
4 5 6

●⑤ ●⑥●① ●⑦

●⑨

●⑧●② ●③ ●④
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［2］メニュー設定

［2］	1	 システム
	 1-1　名前&ID

② ID：ID は複数の HMS を RS-485 コントローラによって制御する場合に、HMS を区別するために使用され
 ます。選択を保存するには、［適用］ボタンをクリックする必要があります。

［2］	1-2　日付&時刻

④ NTP：NTP サーバーを使用するか選択します。オン設定に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、HMS の時刻に適用します。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。オン設定時のみ、NTP サーバーのアドレス入力ができます。
⑤ 日付：HMS の日付を手動で調整します。
⑥	時間：HMS の時刻を手動で調整します。

［2］	1-3　言語

① 名前：HMS の名前を設定します。 キーボードアイコンをク
 リックすると、キーボード入力ウィンドウが開きます。
 希望する名前を設定できます。［CapsLock］ボタンを使用す
 ると、大文字と小文字を切り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、［取消］ボタンは保
 存せずに前のメニューに戻ります。

① 日付形式：日付形式を選択します。
 ［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］の表示方式を選択できます。
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。

使用する言語を選択します。

●	オープンメニュー
画面上でマウスの右ボタンをクリックすると、左記の
ウィンドウが表示されます。［メニュー］を選択します。

●①

●①

●②

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
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［2］	1-4　ソフトウェア更新

② ファイル：USB メモリーを HMS 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。

［2］	1-5　設定

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、HMS 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 USB 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 HMS に適用されます。

［2］	1-6　ブザー

⑤ DVR ステータス：DVR ステータス異常時、ブザーを動作させるか選択します。

HMS のアプリケーションおよび、カーネルを
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 工場出荷設定：HMS 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 HMS
 設定値を USB メモリーに保存します。

ブザーの動作条件を設定します。
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。

●①
●②

●①
●②

●③

●⑤

●①
●②
●③
●④
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［2］	1-7　ディスプレイ

⑤ 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。
⑥ HD OUT & VGA：HD OUTPUT(HDMI)、VGA 出力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。

［2］	1-8　自動再起動

［2］	1-9　モード

③ 分割画面ストリーム： ［メイン］、［サブ］

情報を画面に表示するか選択します。
① カメラ名：カメラ名を表示するか選択します。
② 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。
③ センサーアイコン：センサー入力検出アイコン
 を画面表示するか選択します。
④ 録画アイコン：録画アイコンを画面に表示する
 か選択します。

HMS の自動再起動設定ができます。
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
 が可能です

① 再生： ［連続］、［スキップ］

② オペレーション： ［SD］、［HD］

連続
すべてのフレーム画像を再生します。（ネット
ワーク遅延が発生し、映像表示が遅くなる
場合があります）

スキップ フレームスキップをして、時間内に再生をし
ます。

メイン 分割画面表示でメインストリームを使用します。（ネットワーク遅延が発生し、映像表示が遅くなる場
合があります）

サブ 分割画面表示でサブストリームを使用します。（画質は低くなりますが、スムーズな映像表示ができます）

SD SD DVR を使用している場合に選択します。
HD HD DVR を使用している場合に選択します。

●⑤
●⑥

●②
●①
●③
●④

●①
●②

●①

●②

●③
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［2］	2	 Network
	 2-1　TCP/IP

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。
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。

ⓐ タイプ：ネットワークの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 モードをサポートす
るときに選択します。ポートの初期値は 80 ですが、ユーザー
は自由に変更することが可能です。ステータスメニューに問題
がなければ、ネットワークのセットアップが完了します。 帯域
幅制限機能は、ネットワークデータ帯域幅を制限するために使
用されます。

●	スタティック
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。

●	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。
② UPnP：UPnP 機能を使用するかを選択します。
③ 帯域幅制限：ネットワークへの送信データを制限する時に
 使用します。

●ⓐ

●⑤
●⑥
●⑦
●⑧

●①
●②
●③
●④

●①
●②
●③
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［2］	2-2　DDNS

① 初期値：HMS 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：キーボードアイコンをクリックする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。
 ホスト名入力後、［チェック］ボタンを押すと DDNS サーバーが可用性確認を行ないます。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。

［2］	2-3　ステータス

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。

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。

●①
●②

●⑤
●⑥

●①
●②
●③
●④
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［2］	2-4　クライアント情報

［2］	2-5　遠隔DVR

HMS 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］ボタンをクリックするとクラ
イアント情報が更新されます。

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。

●	登録
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。
① 名前：遠隔 DVR の名前
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：ユーザー ID
⑤ パスワード：パスワード
⑥ MAC アドレス：遠隔 DVR の MAC アドレス
 (下 6 桁 )

●	削除
矢印ボタンで削除する DVR リストを選択し、［削除］
ボタンをクリックします。
［OK］ボタンをクリックすると削除が完了します。

●	変更
登録内容に変更を加え、［変更］ボタンをクリックし
ます。

●⑤
●⑥

●①
●②
●③
●④
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［2］	3	 アカウント

［2］	4	 カメラ

［2］	5	 情報

Admin ( 管理者 ) のパスワードを設定します。
初期値は［1234］です。

新しいパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックします。

新しいパスワードを再入力し、［OK］ボタンをクリックします。
［適用］ボタンをクリックすると新しいパスワードが適用され
ます。

●	シーケンス（自動画面切替え設定）
① チャンネル：［1画面（Ch1-Ch16）］、［4分割画面（Ch1
	 -4、Ch5-8、Ch9-12、Ch13-16）］、［9分割画面（Ch1-9、
	 Ch8-16）］、［16分割画面（Ch1-Ch16）］を選択する
 ことができます。
② 持続時間：シーケンス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］を選択することができます。

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 ) 情報、MAC アドレス情報を表示します。

●①
●②
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［3］遠隔DVR
［3］	1	 遠隔DVRへの接続

画面上で、遠隔 DVR リストの［接続］ボタンをクリックします。遠隔 DVR に接続されています。

［3］	2	 メニュー設定
接続されている遠隔 DVR の画面上でマウスの右ボタンをクリックすると、メニューが表示されます。

［3］	2-1　遠隔DVRの録画データ検索
メニューより［検索］をクリックすると、次のメニューが表示されます。

項　目 名　称 機　能

遠隔 DVR 切断 遠隔 DVR の接続を切断します。

View 1 1 画面表示を選択できます。

View 4 4 分割画面を選択できます。

View 9 9 分割画面を選択できます。

Veiw16 16 分割画面で表示できます。

シーケンス 画面順次切り替えで表示します。

PTZ PTZ カメラを操作できます。

検索 検索モードに入ります。

バックアップ バックアップモードに入ります。

ログオフ 表示モードをログオフします。

項　目 名　称 機　能

クイック クイック検索ボタン。

カレンダー カレンダー検索ボタン。

終了 検索を終了します。

項　目 名　称 機　能

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。

終了 クイック検索を終了します。

●	クイック検索
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［3］	2-2　バックアップ

③ 時刻設定：バックアップする時間を選択します。バックアップ開始位置と終了位置を時間で設定できます。
④ チャンネル選択：全チャンネルまたは、個別チャンネルを選択します。
 バックアップするチャンネルを選択し［バックアップ］ボタンを押すとバックアップが開始します。
 バックアップ中は、ステータスバーが表示されるのでバックアップの進行状況が容易に把握できます。

［3］	3	 遠隔DVRの設定
HMS に登録されている遠隔 DVR の［Network］メニューから［システム診断］を選択します。

① アドレス：DVR のステータス情報を受信する HMS 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：HMS のポートを入力します。
③ システム診断：HMS に情報を送信するか選択します。
 送信する情報は、録画、ビデオロス、モーション、センサーが選択可能です。

キーボードアイコンをクリックして、HMS の接続アドレスとポート番号を入力します。

●	カレンダー検索
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、
赤（手動録画、常時録画）
グリーン（モーション録画）
オレンジ（センサー録画）
のように異なる色で表示されます。

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］を選択できます。HAV 形式が選択され
 たとき、EZPlayer が一緒に保存されます。
 バックアップされたデータは、追加プログラムをインスト
 ールすることなく、EZPlayer で再生可能です。AVI 形式で
 バックアップされたファイルは、Windows メディアプレー
 ヤーで再生することができます。

●①
●②
●③

●④

●①
●②

●③
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201704

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:044-396-0396（代） FAX:044-396-2253

HMS-300

きりとり

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

●	お問合せ先
株式会社ダイワインダストリ
TEL.044-396-0396	FAX.044-396-2253
E-mail　info@daiwa-industry.co.jp	

●	受付時間
平日(月～金 )	9：00～12：00/13：00～17：00
土、日、祝日は除く

■	テクニカルサポート、保証書


