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ネットワークビデオレコーダ

NVR-04/09/16NASⅡ
取扱説明書

取扱説明書について
■ネットワークビデオレコーダ取扱説明書（本紙）

・CD-ROM に PDF ファイル形式で収録しています。詳細設定について

記載しています。
・CD-ROM の説明書を読む PC にアドビシステム社の Adobe Reader が
インストールされている必要があります。
■ネットワークビデオレコーダ簡易マニュアル（別紙）
本書では、設置や設定の方法について基本的な部分を説明しています。

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下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。
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［1］はじめに
［1］1 商品概要

このネットワークビデオレコーダは、弊社 IP カメラを接続して（NVR-04NAS Ⅱは 4 台、NVR-09NAS Ⅱは 9 台、
NVR-16NAS Ⅱは 16 台まで）録画できます。各カメラの解像度は最大 1920x1080、フレームレートは最大 30
fps 録画できるため、高精細で滑らかな映像を録画できます。スタンドアローンタイプで小型ですので、機器の操作

はパソコンが無くても行え設置場所にも困りません。パソコンや携帯端末からもモニタができるので、場所を問わず
監視を行えます。

［1］2 特徴
●
●
●
●

各カメラ解像度は最大 1920x1080、フレームレートは最大 30fps でライブモニタ及び録画可能
H.264 圧縮方式対応

●

モニタ用出力として HDMI 対応
全チャネル録音可能

●
●

遠隔からの監視、バックアップ及び設定可能
DDNS サービスサポート

スマートフォン対応（iPhone、Android）

［1］3 仕様
モデル名

NVR-04NAS Ⅱ

HDMI × 1（出力解像度 1920 × 1080）、
VGA × 1（出力解像度 1920 × 1080）

ライブ画面

1/4 分割 (04NAS Ⅱ )、1/4/9 分割 (09NAS Ⅱ )
1/4/9/16 分割 (16NAS Ⅱ ) シーケンス、全画面

カメラ台数

記録装置

4
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モード

マニュアル／スケジュール／アラーム

解像度

最大 5Mpixel

フレームレート（合計）

120fps

76Mbps

圧縮方式

H.264、MJPEG( カメラに依存 )

アラーム録画時間設定

検知前 5 ～ 60 秒、検知後 5 ～ 60 秒

録音

全チャンネル対応

内部 HDD

2TB(SATA HDD)
4TB まで増設可能

バックアップ

ネットワーク

その他仕様

16

270fps

ビットレート（合計）

外部 HDD
再生

NVR-16NAS Ⅱ

モニタ出力
映像

録画

NVR-09NAS Ⅱ

3TB(SATA HDD)
6TB まで増設可能

480fps

4TB(SATA HDD)
8TB まで増設可能

未対応

検索方法

スマート／日時／イベント

デバイス

USB、遠隔ブラウザ、Samba、FTP、Googledrive、Dropbox

ファイル形式

MKV 形式

対応プロトコル

HTTP/TCP/IP/SMTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP /FTP/RTSP/SAMBA

対応ブラウザ

Internet Explorer 11

ネットワーク

集中監視用ソフト、スマートフォン用 (iPhone,Android) ソフト

電源／消費電力

DC12V ／ 27W

使用温度／湿度

0 ～ 45℃／ 0 ～ 85%RH（結露なきこと）

操作用デバイス

マウス

寸法

115（W) × 175（H) × 145（D)mm

重量

1.6Kg (HDD 含まず )
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［1］4 各部の名称と機能
フロントパネル
No.

①
●

名

称

機

能

①

USB コネクタ

USB コネクタです。
（２ポート）
外付けメモリ、マウスなどを
接続します。
片方に、付属のマウスを
接続してください。

②

HDD LED

HDD のアクセス状態を示す LED です。

③

REC LED

REC 時に点灯します。

④

POWER
LED

電源 ON 時に点灯します。

②●
●
③●
④

背面パネル

①
●

No.

名 称

①

FAN 通風孔

FAN 通風孔です。
孔が塞がらない位置に設置してください。

②

VGA 出力

モニタの VGA 端子に接続します。

③

DC12V
入力端子

DC 入力端子です。付属の AC アダプターを接続し
てください。
（DC12V,4.16A）

④

HDMI 出力

モニタの HDMI 端子に接続します。

⑤

イーサネット
端子

⑥

音声入力端子

音声信号を入力します。
φ 3.5mm ミニジャック

⑦

音声出力端子

オーディオ機器に出力します。
φ 3.5mm ミニジャック

⑦
●

②
●

⑥
●

DC12V
HDMI

③
●

④
●

⑤
●
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機 能

イーサネットの接続端子です。
RJ-45,10/100/1000Mbps に対応しています。

［1］5 システム構成

HUB を経由し、ネットワークカメラと接続します。PC レスでの操作や監視が可能です。
インターネット経由での監視が可能です。

■ 監視するカメラが同じＬＡＮ内にある場合
IP-H700P

NVR
（NVR-04NASⅡ)

モニター

IP-H770PS
VGA OUT
Audio Out
Audio in
Ethernet

DC12V
HDMI

IP-H800P

PoE HUB

HDMI or VGA

HUB

NVR と接続しない場合のモニタ用 PC
クライアント PC

LAN ケーブル
（※ Cat 5e 以上推薦）

モニター

IP-H800PV

HDMI or VGA or DVI

■ インターネット経由で監視するカメラがある場合

設定用 PC

モニター

IP-H700P

PoE HUB
IP-H770PS

HDMI or VGA or DVI

HUB

ルータ

LAN ケーブル
（※ Cat 5e 以上推薦）

インター
ネット
IP-H800P
ルータ
PoE HUB

HUB

NVR と接続しない場合のモニタ用 PC

IP-H800PV

クライアント PC

LAN ケーブル
（※ Cat 5e 以上推薦）

モニター

HDMI or VGA or DVI
NVR
（NVR-04NASⅡ)

モニター

VGA OUT
Audio Out
Audio in
Ethernet

DC12V
HDMI

HDMI or VGA
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［1］6 付属品

本体 / 簡易マニュアル / AC アダプタ / USB マウス / CD-ROM

［1］7 安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、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。

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求され
る場所では使用しないでください。

● 表示マークについて ●
警告

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

注意

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及び物的損害の発生が想定されます。
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。

警

告

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。

火災、感電、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。

本商品内部にクリップやピンなど金属物、異物を
入れないでください。

感電、故障の原因となります。

SD メモリーカード（別売り）は乳幼児の手の届く
場所に保管しないでください。

誤って飲み込む危険があります。

落下させたり、強い衝撃を加えないでください。

けがや故障の原因となります。

振動の激しい場所には設置しないでください。

落下により故障の原因となります。

注

意

本製品に重いものをのせたりしないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

火気を近づけないでください。

火災、故障の原因となります。

水や湿気、ほこり、油などの多い場所には
設置しないでください。

感電、故障の原因となります。

ぬれた手で触らないでください。

感電の原因となります。

通気口はふさがないでください。

火災の原因となります。
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［2］準備
［2］1 モニタと接続する

背面パネル

HDMI と VGA 経由でモニタと接続することができ、
両方のインターフェースを同時に使用できます。

HDMI は 3m 以内の HDMI ケーブルで VGA OUT は

5m 以内の VGA ケーブルでそれぞれ接続してください。

VGA ケーブル
DC12V
HDMI

HDMI ケーブル

［2］2 マウスを接続する

前面パネル

前面パネルのどちらかの USB 端子に

USB マウス（付属品）を接続します。

USB マウス

［2］3 起動する

付属の AC アダプタを背面 DC12V に接続します。

電源投入後、ライブ画面が表示されるまで、そのまま待機してください。
※不具合の原因となりますので、起動中に電源を切らないでください。

この状態の時は、電源を切らないでください。

ライブ画面が表示されれば、起動完了です。

［2］4 電源を切る

電源を切ると録画も停止しますので、録画中は電源を切らないでください。ライブ画面右上のコントロールボタン内

の電源ボタンを選択し Shutdown をクリック後「あなたの NVR をオフにしても安全です」のメッセージが表示され
たら AC アダプタの電源コード抜いてください。
（※電源スイッチ等は、ありません）
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［3］クイックセットアップ（ウィザード設定）
ウィザード設定は、基本的な NVR の設定を行うことができます。初めて NVR を使用する場合は、自動的に開始し
ます。それ以外の場合、メインメニューから［Wizard Setup］アイコンをクリックしてしてください。

ウィザード設定
ウィザード設定は、基本設定をナビゲートします。

［3］1 ようこそ

言語を確認してください。
［ 注意］を読み、設定を続けるには［次へ］または、終了させるには

［終了］をクリックしてください。

NVR からアクセスするカメラが、同じネットワーク環境内
で接続されていることを確認してください。

［3］2 NVR パスワードを確認

最初に NVR を操作する場合は、管理者パスワードを設定する必要があります。初期パスワードと変更したいパスワ
ードを入力してください。空欄をマウスでクリックすると、キーボードがポップアップ表示されます。

初期の管理者 ID とパスワードは両方とも［ admin ］です。
パスワードを変更しない場合は［パスワードを変更します］
のチェックを外してください。

次の設定へ進むために［次へ］をまたは、中止するには

［終了］をクリックします。

パスワードを忘れた場合、
をク
リックすると、下図メッセージウィンドウが出てきます。

手順に従い NVR をリセットしてください。パスワードは
初期の admin に戻ります。
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［3］3 NVR の日付と時刻設定
①
●
②
●

①

③
●

日付・時間・タイムゾーンを確認してくだ
さい。ずれている場合は修正してください。
※タイムゾーンは（GMT+9:00）です。

②［NTP サーバーと同期］にチェックを入れ
ると、NVR の時間は NTP サーバーと同

期されます。右のドロップダウンリストか
ら選択してください。

③

[ サマータイムを有効化 ] にチェックを入れると、サマータイムの開始時刻と終了時刻をドロップダウンリストから
設定することができます。次の設定へ進むために［次へ］をまたは、中止するには［終了］をクリックします。

［3］4 NVR の HDD 設定

ストレージ機器の情報が表示されます。記録用の HDD にチェックを入れてください。
※ストレージ機器情報の文字の色が赤色の場合、フォーマット（初期化）が必要です。

をクリックすると、下記メッセージ画面が出てきます。
［OK］をクリックしてください。
HDD の初期化が実行されます。

次の設定へ進むために［次へ］をまたは、中止するには［終了］をクリックします。
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［3］5 インターネット接続設定

スタティック IP または DHCP モードのいずれかか
らネットワーク接続設定を行います。

IP アドレス、 サ ブ ネットマ ス ク、 ゲ ート ウェイ、
DNS1、および DNS2 の値を入力してください。

次の設定に進むためには［次へ］を、または中止する
には［終了］をクリックします。

［3］6 自動検索およびカメラ追加

同一 LAN 内に接続されているカメラが表示されます。表示されない場合は、
追加したいカメラにチェックを入れてください。

次の設定へ進むために［次へ］を、または中止するには［終了］をクリックします。

セットアップが完了しました。

上記のメッセージ ウィンドウが出て、設定が完了したことを知らせます。

［NVR 情報］と［カメラリスト］を確認し［完了］をクリックしてください。
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をクリックしてください。

［4］ライブモード
メインメニュー

サイド
メニュー

クイック
メニュー

タイムラインメニュー

■ メインメニュー

メインメニューは、NVR 操作のために使用するアイコンが並んでいます。

アイコンにマウスのカーソルを移動すると、青色でハイライト表示されます。操作を始めるには、
マウスを左クリックします。

［4］1 ウィザード
NVR の基本的な設定することができます。

詳細については、3. クイックセットアップの章をお読みください。

［4］2 セットアップ
ネットワーク、カメラ、スケジュール、イベントとメンテナンス設定を
行うことができます。
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■ ネットワーク

［4］2-1 ネットワークセットアップ
①

ネットワークセットアップ：
DHCP：自動的にすべてのネットワーク

パラメータを取得します。DHCP にチェ

①
●

ックを入れてください。

スタティック IP：IP アドレス、サブネッ
トマスク、ゲートウェイを入力、ISP に

②
●

より提供される DNS1 と DNS2 を入力
してください。

②

③
●

④
●

PPPoE を有効にした場合、ユーザー名、

⑤
●

⑥
●

を入力してください。そして PPPoE 機

ローカル ISP から提供されたパスワード
能の状態を確認してください。

DHCP サーバー：DHCP サーバーを使用する場合は [DHCP サーバーを有効化 ] にチェックを入れてください。
IP アドレス範囲（開始と終わりの IP アドレス。）に従って、接続しているカメラに IP アドレスを割り当てます。
または、IP アドレスを配布する DHCP サーバーとして作動します。
（セットアップ DHCP 機能）

DHCP IP アドレス範囲の DHCP サーバーの開始 IP アドレスと終了 IP アドレスの両方を入力します。
DHCP サーバーのリース時間を設定します。

③

Apple：Apple のシステムがこの NVR への接続を許可するように Bonjour を有効にしてください。
Bonjour の欄に NVR 名を入力してください。

Web ブラウザの Safari も Bonjour 機能を有しています。Bonjour カテゴリ下に表示させるためにブックマー
ク設定で [ コレクション：Bonjour を表示 ] にチェックを入れます。NVR に接続するアイコンをクリックして

ください。

Safari ブラウザ上の Bonjour 機能は、HTTPS プロトコルをサポートしていません。

NVR の https を選択した場合、Safari のブックマークに表示されますが、アクセスできません。
参考画像（Safari ブラウザの画面）

3.

4.

2.

1.

ライブ画面を Safari で見る設定手順です。

④
⑤

TCP Nortification：TCP Nortification を有効にするには、[ 有効化 ] にチェックを入れてください。

⑥

UPnP Port Forwarding：インターネットから NVR にアクセスする場合チェックを入れます。
このオプショは、ビデオストリームが LAN から送出できるように自動的にルーターのポートを開くことを許可し

UPnP：カメラは UPnP をサポートします。このサービスがお使いのコンピュータで有効ならば、NVR は自動的
に検出し、新しいアイコンがマイネットワークに追加されます。

ます。設定する 3 つの外部ポート：ウェブポート、HTTP ポート、RTSP ポート

お使いのルータが UPnP をサポートして、この機能を利用できるか確認してください。
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［4］2-2 ダイナミック DNS 設定
ダイナミック DNS を使用する場合は、[ ダイナミック

DNS] の [ 有効化 ] にチェックを入れ、DDNS サー

バーをドロップダウンリストから選んでください。選

んだプロバイダの登録済のホスト名、ユーザー名、

●
①
②
●

登録済パスワードを入力してください。

①

タイムアウト：タイムアウトの時間に応じて、
DDNS のウェブサイトを自動的に更新します。
時間範囲は、5 から 5000 分です。

② ステータス：DDNS に適用された後の状態です。
（下記になります）
アップデート

情報が更新されます。

インアクティブ

サービスを停止しています。

http：// < ユーザー名 > .ddns.camddns.
com：Registered successfully.
Failed

DDNS 登録されると、左記のメッセージが出ます。
すでに登録されているか、インターネット接続が切断された場合。

［4］2-3 IP フィルタ

フィルタリストに入 力した IP アドレスのオンライン

ビジターを拒否する場合は［拒否リストを有効化］に、
許可する場合は［許可リストを有効化］にチェックを
入れてください。

［4］2-4 SNMP
①

①
●
②
●

SNMPv1、SNMPv2c を有効：
読み取り／書き込みコミュニティと、読み取り専
用コミュニティの名前を書きます。

②

SNMPv3 を有効：
読み取り／書き込みセキュリティ名の認証タイプ、
認証パスワード、暗号化タイプ、暗号化パスワ

③
●

ード、読み取り専用セキュリティ名の認証タイプ、
認証パスワード、暗号化タイプ、暗号化パスワ
ードを設定します。

③

SNMPv1 / v2c のトラップ：トラップサーバを検出するには［SNMPv1/v2c のトラップ］にチェックを入れます。
どのような検出をするか設定してください。また、トラップイベントを選択してください。
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■ カメラ

［4］2-5 音声およびビデオ
オーディオおよびビデオパラメータ

上部のカメラリストからカメラをクリックして選んでください。選んだカメラのオーディオおよびビデオパラメータの
調整ができるようになります。ビデオ、オーディオ、画像、動体、Mask の設定を変更できます。
変更を保存するには [ 保存 ] をクリックしてください。
ビデオ

●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●
⑥
●
①

メインプロファイル：Web ストリーミングに最適な値を選択してください。

②

ビデオフォーマット：ストリーミング形式は接続しているカメラによって異なります。H.264 を選択してください。

③

フレームレート：カメラのフレームレートを変更するには、ドロップダウンリストから選択してください。

④

解像度：カメラの解像度を変更するには、ドロップダウンリストから選択してください。

⑤

ビットレート：画像の乱れや遅れを回避するために最適なビットレートを選択してください。
※データ配信の安定性を確保するためには、メインは 4Mbps 以下を、サブは 512Kbps 以下を選択してください。

⑥

品質：画像品質を変更するには、ドロップダウンリストから選択します。1 メガピクセル以上の H.264 IP カメ
ラでは、解像度オプションは 1M、2M、4M、6M、8M をサポートしています。1 メガピクセル以下の場合

は、解像度オプションは、Best、Hight、Standard、Medium および Low になります。MPEG IP カメラの場合は、
Standard、Medium、Low になります。
（IP カメラの性能制限で最高解像度オプションが Standard になります）
設定が終了したら［保存］をクリックしてください。

各チャンネルの画面左上にビットレートとフレームレートが表示されます
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オーディオ

音声のストリーミングタイプのオーディオ形式を選択してください。
［マイクを有効化］／［スピーカを有効化］
をクリックして、各ドロップダウンリストでレベルを選択してください。
画像

[ 明るさ ]、[ コントラスト ]、[ 色相 ]、[ 彩度 ]、[ 鮮明度 ] のパラメータ設定ができます。カメラにより異なる場合
があります。また、選択したカメラによっては、[Day&Night Mode]、[AES（自動電子シャッタ）] などの設定もで
きます。ドロップダウンリストから選択してください。
動体（モーション）

1、2、3 エリアの設定感度を変更するにはドロップダウンリストで変更してください。

［Area1］
、
［Area2］
、
［Area3］にチェックを入れ、
［ Motion Area Setup］をクリックしライブ映像のサムネイルに
マウスカーソルを移動し、モーション検出の青、緑、赤の領域をマウス右ボタンでドラッグし設定してください。

Mask（マスク）

マスクされた領域は、ライブ映像や再生モードで隠されます。

［Area1］
、
［Area2］
、
［Area3］にチェックを入れ、
［ Mask Area Setup］をクリックし、ライブ 映像のサムネイルに
マウスカーソルを移動し、マスクする青、緑、赤の領域をマウス右ボタンでドラッグし設定してください。
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■ スケジュール

［4］2-6 スケジュール設定
●
①
④
●

③
●
①

スケジュール録画を有効化：
スケジュール録画を割り当て

たいカメラをカメラリストから
選択してください。

スケジュールを設定するため

に
［スケジュール録画を有効化］
にチェックを入れてください。

②
●

赤色、緑色、青色、水色のそれぞれの色は録画の種類を表しています。
赤色

連続録画

連続常時録画をします。

緑色

イベント録画

カメラでイベントを検知した時録画をします。

青色

動体録画

カメラで動体検知した時録画をします。

水色

デジタルでの録画

本機では使用できません。

連続録画、イベント録画、動体録画から録画のタイプを選択します。日曜日から土曜日の
タイムライン上にマウスのドラッグ＆ドロップで時間を設定してください。

連続録画をすべての曜日・時間に設定するには、
［常に］をクリックしてください。

②

スケジュールの編集 / 追加：スケジュール設定画面で、スケジュール録画の種類、開始時間、終了時間、曜日を
設定することができます。スケジュール設定画面を開くには
［スケジュールの編集 / 追加］
をクリックしてください。

タイムライン上の録画スケジュールを削除するには、マウスで 1 個のタイムラインバーを選択し、
［削除］をクリッ

クしてください。選択したスケジュールを他の曜日とチャンネルへコピーさせたい場合、マウスで 1 個のタイムラ
インバーを選択し［コピー］をクリックしてください。右図画面が表示されますので、曜日とチャンネルを選択し

[ 保存 ] をクリックしてください。

③

オーディオ録画を有効化：カメラからの音声は、ビデオファイルの一部として記録されます。

④

自動上書きを有効化：HDD の容量がいっぱいになった時、ビデオファイルは上書録画されます。
HDD への上書きを停止するにはチェックボックスを外します。
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■ イベント設定

［4］2-7 E-Mail 設定
①

①
●

SMTP 設定：[ 送信者 Email アドレス ]、
[ サーバーアドレス ]、[ ユーザー名 ]、イベントが
発生した時に送信するメールアカウントの

②
●

[ パスワード ]、[ ポート ] を設定してください。

②

コンタクト：送信者の詳細を記入してください。

［4］2-8 E-Map 設定

E-Map は、視覚的なレイアウトでカメラの位置を簡単に識別し、監視ネットワークの全体システムとして、
監視エリアを見ることができます。E-Map 設定は、2 ブロックに分割されます。

1

2

Map の追加
ボタン（ブロック１）をクリックして
1. 新しい E-Map を追加するには最初にノードを選んでください。
ください。E-Map Select 画面が表示されます。NVR に接続した USB デバイスから地図を選んでください。
そして地図を保存するには [OK] をクリックしてください。

2. 選んだ地図はノード E-Map のカテゴリの下に表示されます。このノード下に地図をインストールすることが
できます。右側の画面（ブロック 2）で E-Map 全体を見るにはノード下の map をクリックしてください。

3. 削除するには、E-Map ノードを選択し上部の [ 削除］ボタンをクリックしてください。
カメラの追加
リスト内（ブロック１）のカメラを選択し、マウ

カメラ の 種 類 が
認 識 で きな い 場
合、
「？」 マ ー ク
が表示されます。

カメラの種類をベ
ンダー情報をもと
に表示します。

スで選択したカメラをドラッグ＆ドロップします。
任意の場所に置くとカメラアイコンが表示され

ます。E-Map からカメラを削除するには、選ん
だカメラアイコンをマウスで右クリックをしてく
ださい。

小さな［削除］ウィンドウが表示されますので、
それをクリックしてください。
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［4］2-9 カメライベント設定

イベ ント 設 定 するチャンネル を 選 択してくだ さい。

（NVR-16NAS Ⅱの場合はチャンネルを左・右にスクロ

ールすることができます。ウィンドウの右上隅にある [

矢印 ] をクリックしてください）設定するイベントをタ

ブの
［接続が失われました］
［動体検知］
、
［デジタル入力］
、
から選択してください。

イベント発生時のアクションを実行するには、[ 有効化

] にチェックを入れ、それぞれのイベント発生時に実行
させたいアクションにチェックを入れてください。
（ユー

ザー名、E-mail アドレスは E-mail 設定で設定した情
報が反映されます）

他のチャンネルに同じ設定を適用させたい場合には、
［コピー］をクリ
ックしてください。左の画面が表示されますので、コピーするカメラ
を選択し［OK］をクリックしてください。

［4］2-10 システムイベント設定

設定するイベントをタブの［ハードディスクの空きがあり

ません］
、
［ハードディスクエラー］
、
［ネットワークが切断
されました］から選択してください。イベント発生時の

アクションを実行するには、[ 有効化 ] にチェックを入れ、
それぞれのイベント発生時に実行させたいアクションに
チェックを入れてください。

［4］2-11 ログ

システムログ、NVR ログ、イベントログを表示します。
［ダ

ウンロード］ボタンをクリックすると、USB ストレージデ
バイスに各ログをダウンロードできます。過去と現在の
ログを表示するには、各ログの欄右にある
アイコンをクリックしてください。
［クリア］ボタンで各ロ
グをクリアできます。
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■ メンテナンス

［4］2-12 ディスプレイと言語
●
①
②
●

①

③
●
②

言語：英語、簡体字中国語、繁体字中国語、スペイン語、
イタリア語、オランダ語、フランス語、日本語からシステム
の言語を選択できます。

ディスプレイ：オンラインで他のデバイスと同じネットワーク内で検索する場合、デバイス名に NVR の名前を入
力することができます。モニタの解像度がドロップダウンリストからパラメータを選択することにより調整できま
す。調整の前にお使いの LCD モニターの仕様を確認してください。LCD モニタ－が対応していない解像度を選

③

択した場合、自動的に最新の変更、オートスキャン間隔を元に戻します。

OSD：カメラ名、カメラ番号、ビットレート、フレームレートを OSD 表示させるには、それぞれのチェックボッ
クスにチェックを入れてください。サイズ、色、Bois、イタリックなど OSD テキストを調整することができます。

［4］2-13 ユーザーアカウント
管理者は、ユーザー管理許可とユーザー権限管理を設定することがで

きます。
［ 追加］ボタンをクリックすると、下の［New Account］設定

画面が表示されます。管理者は新しいユーザー名とパスワードを入力
してください。

権限とアクセス許可を出すことが出来ます。ユーザーの権限を修正変

更する場合、ユーザー名を選択し修正変更したいチェックボックスにチ
ェックを入れてください。

［4］2-14 システム
●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●
⑥
●

①

システム再起動・システムシャットダウン：
NVR を再起動またはシステムシャットダ
ウンさせるには［再起動］または［シャッ

②

⑦
●

トダウン］をクリックしてください。

工場出荷時設定にリストア：
［リストア］を
クリックすることで、設定を工場出荷時
に戻すことができます。

⑧ ●
●
⑨
③
④

設定を保存：NVR の設定状態を USB デバイスに保存することができます。
［保存］をクリックしてください。

⑤
⑥
⑦

アイドルタイム：アイドルタイムは、長時間操作しないときに NVR をロックする設定ができます。

⑧
⑨

設定を起動：前の設定状態に戻すため、前に保存した状態を USB デバイスから構成を参照しロードすることが
できます。
ブザー：イベント発生時、NVR のブザーをオンにできます。

自動ログインを有効にします：自動ログインの設定ができます。
［自動ログインを有効にします］にチェックを入れ
ユーザーアカウントを選択してください。
自動再起動を有効にします：決まった曜日と時間に再起動させることができます。
［自動再起動を有効にします］
にチェックを入れドロップダウンリストから曜日と時間を設定してください。
Display Mode：
［Local Display Mode］でお使いください。
［Nas Mode］は現在使用できません。
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［4］2-15 時間と日付
①
●
●
②
③
●
④
●

④

①
②

時間と日付：NVR の日付と時刻を設定します。

NTP サーバー：システム時間として NVR の時間を設定、同期
させるためには、
［NTP サーバーと同期］にチェックを入れてく
ださい。NTP サーバーがある場合は、NTP サーバーの名前

を入力します。または右側のドロップダウンリストから選択し

③

てください。

タイムゾーン：使用場所のタイムゾーンを選択します。
（日本は GMT+09：00 です）

サマータイム：
［サマータイムを有効化］を有効にした場合、夏時間の開始日時と終了日時をドロップダウンリスト
から選択できます。サマータイム設定を自動で設定するか手動で設定するかも選択してください。

［4］2-16 ファームウェア更新
ファームウェア情報を見ることができます。また、ファームウェア
を更新することができます。
ファームウェア更新方法

更新用ファームウェアが保存されている USB デバイスを USB ポー
トに接続し、更新をクリックしてください。

［4］2-17 ハードドライブ

ストレージデバイス

ストレージデバイスの情報が表示されます。
［Info］ボタンをクリックすることにより、HDD の状態をチェックできる

［S.M.A.R.T Information］見ることができます。

ここに [WARNING] 表示されている場合は HDD を交換
する必要があります。
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［4］3 カメラ検索
NVR からカメラを接続して操作できるようにします。

同一 LAN 内にカメラ、NVR が接続されていることを確認してください。
カメラ検索に入るにはこのアイコンをクリックしてください。
同一 LAN 内のカメラを検索するには

をクリックします。

左図で示したように、検索リスト内に検索
検索リスト

カメラリスト

されたカメラが表示されます。カメラリス
トから追加するチャンネルをクリックして選

択し、次にそのチャンネルに追加するカメ

ラを検索リストからクリックして選択します。
左横の［+］アイコンをクリックすると、選

択されたカメラは右側のカメラリストに追
加されます。

接続したいカメラを有効にするには、チェックボックスにチェックを入れてください。設定後［保存］をクリックしてく

ださい。※［IP camera plug & play］を選択した場合は、カメラリストのカメラは選択できません。

［4］3-1 カメラ情報編集

検索画面左側の検索リスト内の
表示されます。

をクリックすると編集画面が

カメラのネットワーク接続等の設定の変更ができます。変更後
［保存］
をクリックしてください。

［4］3-2 ユーザーアカウント編集（Set Default Account）
検索画面左側リスト左上の
をクリックすると、
カメラのユーザーアカウントを変更できます。
変更後［OK］をクリックしてください。
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［4］3-3 IP インストーラ

検索画面左側リスト右上の
をクリック すると IP Installer 画面が出てきます。カメラを選択してください。
右の欄で IP アドレスからポート番号までを変更することができます。同一 LAN で検索された全てのカメラに IP 番
号を適用する場合効率的です。

スタティック

カメラの IP アドレス等を手動で詳細に編集 / 変更する場合に選択します。

Auto IP

同一 LAN 内にあるカメラを開始 IP アドレスから IP アドレス範囲の終了 IP アドレスの間で自動的に割り当てられま
す。カメラに割り当てられる IP 番号は、NVR の IP 番号の生成に基づいて作成されています。

■ カメラリスト

［4］3-4 IPcam Mode

カメラリスト内のカメラを選択します。Mode のドロップダウンリストから［IPCam］を選択します

①
●

②
●

①
②

選択したカメラの IP アドレス、ポート番号、ユーザー名、パスワードを確認または入力してください。
また、ベンダーとモデルを確認または設定してください。
接続が正常な場合、
［Test Connect］をクリックすると、左の画面でカメラ映像を確認することができます。
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［4］3-5 RTSP モード

カメラリスト内のカメラを選択します。Mode のドロップダウンリストから［RTSP］を選択します。

※ サブストリームのカメラの解像度が
VGA（640 × 480）であるか確認
してください。そうでない場合は
警告メッセージが表示されます。

IP アドレス表示、ライブビデオ、RTSP モードの記録のみをサポートしています。動き検出の様な他の機能はサポー
トされていません。接続しているカメラの IP アドレス、RTSP ポート、ユーザー名、パスワードを入力してください。
（カ
メラ本体設定から情報を見つけることができます）カメラにリンクするには、カメラの RTSP パス設定を確認してく
ださい。
［RTSP Path 1］と［RTSP Path 2］の 2 ストリームの対応値をキー入力してください。

［4］3-6 ROI モード

カメラリスト内のカメラを選択します。Mode のドロップダウンリストから［ROI］を選択すると有効になります。

①
●
●
②

この機能は設定されているノーマル /RTSP チャネルに基づいて、添付のチャンネルとしてチャンネルを設定すること

ができます。そして、ノーマル /RTSP チャネルと同じライブ画面を表示することができます。また、添付チャネル上
のモーション検知設定や画像調整することはできません。

①
②

Attach Channel：ノーマル / RTSP IP カメラチャンネルの割り当て。

Ratio：ドロップダウンメニューからズーム比を調整したり、ライブ画面上の所望の領域に赤いフレームを
ドラッグ & ドロップします。
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［4］4 アルバム
NVR で撮ったスナップショットファイルを見ることができ、

HDD または USB ストレージデバイスへ保存することができます。

スナップショットを撮る・見る
サイドメニューのスナップショット
アイコンをクリックするかクイック操作メニューからスナップショットを選択し
てスナップショットを撮ります。スナップショットは、既定のストレージとして NVR 本体の HDD に保存されます。
USB ストレージデバイスが接続されている場合、画面左上の [HDD] か [USB] かを選択することにより、スナップシ

ョットを HDD または USB で切り換えて見ることができます。

保存された他のスナップショットをみるには、アルバム画面右下にある［前へ］または［次へ］をクリックしてください。
スナップショットをコピーする

スナップショットを USB ストレージデバイスにコピーするには、コピーしたいスナップショットの名前のチェックボッ
クスにチェックを入れアルバム画面右下の［Export］をクリックしてください。

スナップショットを削除する

HDD または、USB ストレージデバイスからスナップショットを消去するには、削除したいスナップショットを選択し

［削除］をクリックしてください。下の画面が表示されるので [OK] をクリックしてください。
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［4］5 バックアップ
ビデオバックアップファイルを設定および管理ができます。

ファイルをバックアップする場合、自動または手動を選択できます。
また、バックアップファイルの保存先を選択することができます。
※ バックアップファイルは MKV 形式でバックアップされます。
ファイル画像を見るには MKV 形式が再生できるソフトを使用してください。

［4］5-1 バックアップのスケジュール設定＆保存先
自動バックアップまたは手動バックアップを選択します。

この画面からバックアップ ファイルの保存場所を指定することも可能です。

①
●

②
●

①

自動バックアップ / 手動バックアップ：
自動バックアップ：自動バックアップのタブを選択し［自動バックアップを有効化］にチェックを入れます。

毎日のバックアップ時間を設定し、開始時間、終了時間、そしてバックアップファイルを記録するチャンネルを

設定してください。バックアップタイプについては、USB ストレージデバイスまたは他の保存先を設定してください。
バックアップを続行させるには［保存］をクリックしてください。

手動バックアップ：手動バックアップのタブを選択し、日付、開始時間、終了時間、バックアップファイルを記録

するチャンネル、バックアップタイプを設定し［開始］をクリックしてください。手動バックアップが実行されてい

る時、バックアップを中止するには［停止］をクリックしてください。

②

USB Information/ Samba Settings/ FTP 設定 /Google Drive/Dropbox：
バックアップのタイプから USB を選択した場合、USB Information が下記の様に表示されます。
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また、他に、Samba 、FTP、Google Drive、Dropbox を選択することができます。

［4］6 ヘルプ
NVR の設定、操作方法等の説明を見ることができます。画面左側のタイトルを選択してください。
説明をスクロールして読むには、マウスの中央ボタンをロールします。
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［4］7 コントロールボタン

他のモードからライブ映像画面に戻る場合
このアイコンをクリックしてください。

（遠隔操作モードのみ）
下記コントロールボタンは、ライブモード、再生モードで操作ができます。

REC
録画中です。クリックすると停止します。録画を再開するには

をクリックします。

アウトログイン / アウト

許可されていない人々が NVR を操作することを防止するために、ログアウトできます。

画面は、モニター画面の中央にログインウィンドウだけが表示されブラックアウトとなります。

ログインのためにはユーザー名と
パスワードが必要です。

シャットダウン
ボタンをクリックすると、
がポップアップ表示されます。
再起動（Reboot) するかシャットダウン（Shutdown) するかを選択してください。
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■ クイック操作メニュー（画面表示切換え）

クイック操作メニューからデジタルズーム、スナップショットなどの操作ができます。

●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●
⑥
●
⑦
●
⑧
●
⑨
●
⑩
●
⑪
●
⑫
●
⑬
●
①

クイック操作メニューを表示させるには、チャネル画像上でマウスの右ボタンをクリックします。

⑭
●

Enable EPTZ：デジタルズームができます。

EPTZ ミニウィンドウでグレーのブロックをマウス左ボタンを押しながら
動かすことによりカメラの表示領域を移動させるこができます。
EPTZ ミニウィンドウ

②

Snap shot：チャンネルのスナップショットを撮ることができます。
アルバムに正常保存された場合、メッセージが表示されます。

③

Enable Audio：サイドメニューのオーディオ ボリューム コントロール バーを有効 / 無効にできます。
有効にした場合、ボリュームを調整できます。
有効

④
⑤

無効

Full Screen：1 つチャネルまたは複数チャンネルを全画面表示で見ることができます。
終了させるには、クイック操作メニューを再選択し [Full Screen] をマウスでクリックします。
Fast Playback：選択したチャンネルの再生画を見ることができます。再生ビデオのタイムラインを選択するには、
マウスにてタイムラインバーを赤いアンカーラインへドラッグ＆ドロップしてください。再生や一時停止をするこ
とができます。

一時停止
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再生

⑥
⑦

OSD：カメラ名、カメラ番号、ビットレートなどのカメラ情報をチャンネル画面の左上隅に表示または
非表示にすることができます。
Swap：見ているチャンネルと選択したチャンネルの画像を入れ替えます。

⑧

Single Split：1ch を表示させる場合に選んでください。

⑨

Quad Split：4 分割画面で表示させる場合に選んでください。

⑩

9 Split：9 分割画面で表示させる場合に選んでください。

⑪

10 Split：10 分割画面で表示させる場合に選んでください。

⑫

13 Split：13 分割画面で表示させる場合に選んでください。

⑬

16 Split：16 分割画面で表示させる場合に選んでください。

⑭

状態表示
ビデオロス

カメラ接続が切れた場合に
表示されます。

モーション
トリガー

録画

ライブ映像を記録している
時に表示されます。

IO

カメラが動体検知した時に表示
されます。

カメラの I/O 端子が動作した時に
表示されます。

各チャンネル画面の右隅の上に状態を表示します。上記の状態の時、小さなアイコンが表示されます。
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■ サイドメニュー

サイドメニューには、ディスプレイコントローラー、カメラリスト、PTZ コントロール、システム情報、
ストレージ情報、ログ、E-Map のメニューがあります。

マウスカーソルをサイドメニュー上へ

移動させ、マウスの中ボタンを上下
にロールすることによりサイドメニュ
ーを上下にスクロールすることがで
きます。

［4］8 サイドメニュー操作説明

レイアウト切り換えメニュー

レイアウト切り換えメニューを開くには、サイドメニュー上に
マウスカーソルを動かしマウスの右ボタンをクリックします。

タイトルの表示

タイトルの表示 / 非表示を選択できます。レイアウ

ト切り換えメニューにおいて、表示させたいタイト
ルにチェックを入れてください。チェックされてい
るタイトルのみ表示します。
タイトル順番変更

サイドメニュー内のタイトルをマウス左ボタンでド
ラッグ＆ドロップすることにより、サイドメニューの

タイトル順番を変更できます。レイアウト切り換え
メニューの Fixed にチェックされている時は修正で
きません。

Open All
サイドメニューの
全てを表示します

Collapse All
サイドメニューの
全てを隠します
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［4］8-1 ディスプレイコントローラー
画面表示方法、スナップショット、映像調整、バックアップ、オーティオ、トーク設定をすることができます。
分割画面パターン

ライブ / 再生画面を表示させるパターンを選択してください。
全画面表示

全画面表示にするにはアイコンを左クリックしてください。このモードを終了するには、
クイック操作メニューを表示させ [Full Screen] をクリックしてください。

オートスワップ

オートスワップを開始するにはアイコンをクリックしてください。
画面切り替えの間隔は 10 秒です。

実サイズ

実際の画サイズでカメラの画像を表示するには、
アイコンをクリックしてください。

OSD

カメラの情報を画面表示させる場合、
アイコンをクリックしてください。

スナップショット

現在の画面のスナップショットを撮る場合クリックしてください。メインメニュー内のアルバムを
クリックすることにより全てのスナップショットを見ることができます。

映像調整

カメラの明るさとコントラストを調整する場合に
クリックしてください。

オーディオ

音量コントロールバーを有効にするには、この
アイコンをクリックしてください。音量を調節す

るにはマウスの左ボタンでドラッグしてください。

有効

無効

有効

無効

トーク

NVR からの音声を有効または無効にするには、
このアイコンをクリックします。

複数のチャンネルに同時に適用できます。
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［4］8-2 カメラリスト
接続されたカメラの設定変更ができます。

接続されている全てのカメラが表示されます。カメラの種類が認識されない場合、
カメラ名の左側に

マークが表示されます。

最適化

カメラの帯域幅を最適にしたい場合はカメラを選択し、
をクリックします。

プラグ＆プレイ

正しくカメラを接続させたい場合はカメラを選択し、
をクリックしてください。

③
●
①
●
②
●

①
②

ポップアップウィンドウが表示され、ユーザーアカウント名とパスワードを確認または入力してください。

③

[ 有効化 ] ＆ [ 無効化 ]：NVR を初めて使う、または、IP アドレスの 1 つが無効になった場合、
自動接続するカメラに IP アドレスを割り振るか確認してきます。

カメラ選択を制限するために、カメラのベンダーを選択することができます。
カメラを簡単に接続するために、自動で IP アドレスを割り振りさせるには［OK］をクリックしてください。
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［4］8-3 PTZ コントロール
PTZ カメラの設定を調整することができます。

①
●

①

③
●
②
●

8 方向矢印：8 方向にカメラを動かす場合にクリックします。
矢印にマウスを移動しクリックすると
方向が変わります。

④
●

②

ホーム：
イニシャルポジションに戻す場合に

⑤
●

クリックします。

⑥
●
●
⑧
⑨
●
⑤

③

⑦
●

フォーカス：
カメラのフォーカスを合わせる場合に
クリックします。

⑩
●

⑪
●

⑫
●

④

ズーム：
カメラをズームイン / アウトする
場合にクリックします。

プリセット名：

プリセットポイントへ指定したいカメラ映像を選択します。
［プリセットへ移

動］のドロップダウンメニューで [nonsetting] が表示されているプリセット
ポイントを選択してください。

［プリセット名］の欄にプリセット名を入力してください。
ると入力完了です。

をクリックす

⑥

プリセットへ移動：ドロップダウンメニューからプリセットポイントを選択すると、カメラはそのポイントに
をクリックしてください。
移動します。プリセットポイントを削除するには右の

⑦

制御モード：カメラを動かすには連続モードとステップモードがあります。
連続モード：矢印ボタンを押している間カメラが動きます。

ステップモード：矢印ボタンをクリックするとカメラが一定距離動きます。

⑧

Speed：値が大きくなるほど、カメラの動作速度が速くなります。
（0 ～ 9）

⑨

パトロール：プリセットへ移動のドロップダウンリストに設定されたプリセットポイントからパトロールを行います。
カメラはあらかじめ設定されたパトロールルートと停止時間にしたがって動きます。
パトロールを開始させるには、パトロールをクリックしてください。

⑩

オートパン：カメラが 2 つのプリセットポイント間をパトロールします。
オートパンを開始させるには、オートパンをクリックしてください。

⑪

オートパン設定：始点終点などのオートパンの設定ができます。
クリックするとオートパンのセットアップ画面が表示されます。実行期間、
停止時間、フォーカスモード、方向、パンスピード、始点、終点を設定し

［保存］をクリックしてください。

⑫

停止：パトロールやオートパンを停止する場合にクリックします。
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［4］8-4 システム情報
NVR のシステム情報を表示します。

［4］8-5 ストレージ情報
NVR のストレージ情報を表示します。

［4］8-6 ログ

システム、NVR、イベントのログを表示することができます。
ドロップダウンメニューから選択してください。

［4］8-7 E-Map

監視エリアのカメラ配置を図として視覚的に表示します。

表示させたい Map は E-Map Select のドロップダウンリストから
選択してください。

詳細についてはメインメニューの E-Map を参照してください。

［4］8-8 デジタル出力

この機種では使用しません。
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［5］再生モード
■ タイムラインメニュー

［5］1 タイムラインメニュー

再生モードに入るには、マウスでアンカーラインへタイムラインの記録ビデオデータ
（赤線）をドラッグ＆ドロップします。
最新 1hr（1 時間）、2hr（2 時間）、12hr（12 時間）、24hr（24 時間）のタイムライン範囲から記録ビデオデータを
選択してください。

記録ビデオデータ

アンカーライン

24 時間表示（デフォルト）

12 時間表示

2 時間表示

1 時間で表示

チャネル選択

タイムラインメニューの左隅にあるドロップダウンリストからチャネルの範囲を選択します。
範囲は［1-4］
、
［5-8］
、
［9-12］
、および［13-16］になっています。
再生コントロール

［再生］/［一時停止］/［早送り］をする場合それぞれをクリックしてください。
再生

マウスでアンカーラインへ記録ビデオデータ（赤線）をドラッグ＆ドロップすると再生開始します。
再生中は画面の右上に

が表示されます 。
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カレンダー表示

年 / 月 / 日で記録されたビデオを探すのに役立ちます。

タイムラインメニューから再生ビデオを見るにはカレンダーの赤字で表示された日付を選んでください。
選んだ日付のタイムライン最初の時点（00：00：00）から再生開始されます。
左右の矢印をクリックすると、他の月へ移動します。

［5］2 再生検索（IVS）

検索時間設定で検索の開始 / 終了時間を設定し、スマート検索を実行することによりイベントを

見つけることができます。再生ビデオ画像のスナップショットを撮ることができ、アルバムへ保存
できます。また USB ストレージデバイスへバックアップも行うことができます。再生検索画面を
表示させるには

をクリックします。

作業手順は次の様になります。

1. 検索するチャンネルを選択します。

2. Date Time Period メニューから

Set Search Time をクリックします。

左上のカレンダーから検索したい日付を選択してくださ
い。
（赤字で表示された日付が選択可能です）

記録の種類が検索したい種類であることをタイムライン

上の線の色で確認してください。上図の場合、通常モー
ド（連続録画）で記録されています。記録の種類を変更
するには、
［4］ライブモードのメインメニュー、

［4］2-6 スケジュール設定の章を参照してください。

3. View Recorded Files 画面が表示されます。
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細かい時間枠を決めるには、タイムラインをズームイン
/ アウトできる虫眼鏡のアイコンを使用してください。
4. 参照したい時間枠を見つけるためにタイム
ライン上にマウスカーソルを置きます。

マウスで使い選びたい時間枠をドラッグ＆ドロップします。
検索を続けるには、View Recorded Files 画面右下の

［OK］をクリックしてください。前画面へ戻る場合は
［キャンセル］をクリックします。

5. 再生検索画面へ戻りますので右側のスマート検索画面の、

［Alarm Event Type］をドロップダウンリストから選択し、
Region Definition へ進みます。

6. Region Definition は再生ビデオ画像の検索領
域を決めることができます。中央の再生ビデオ

画面でマウスをドラッグ＆ドロップすることによ
り検索領域を設定することができます。

また［All］をクリックすると検索領域を全画面

に設定することができます。

元に戻すには［クリア］をクリックします。

7. 検索感度を調整することができます。下図のグ
ラフで赤いラインをドラック＆ドロップすること

で、検索感度を 1 〜 10 でレベル調整できます。
数値が大きいほど、より詳細に検索することが
できます。
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再生ビデオ画面下のコントロールボタンを使い検索してください。

8. スマート検索を実行するには [ 検索 ] をクリックしてください。1 個のイベントが発見されると、検索を自動的に
停止させることができます。
［Stop when found］のチェックボックスにチェックを入れてください。
この場合スマート検索を続けるには [ 検索 ] を再度クリックしてください。

チェックを外している場合、検索は再生ビデオ全部の検索が完了するまでに続きます。

9. Fast Search を実行する場合は［Fast Search］をクリックして
ください。通常のスマート検索より早く検索ができます。

Fast Search を実行した場合、Fast Smart Search 画面が表示
されスキャン中の進捗状況が表示されます。
［Cancel］をクリッ

クすると、検索をいつでも中止することができます。

10. Search Result の欄に、検索で見つかったすべてのイベントを
表示します。イベントを再生したい場合は、イベントを選択し

ダブルクリックをしてください。イベントの左の［+］印をクリッ

クすると、保存されたデータとして Pre-bookmark 欄に入ります。
同様にイベント再生をしたい場合は、イベントを選択しダブルク
リックしてください。

イベントを削除するには、Pre-bookmark の選んだイベント先
頭にある［－］印をクリックしてください。

他のチャネルの検索を始めるには、同じ手順を繰り返します。
検索結果を Pre-bookmark 欄に追加することができます。

11. スマート検索中のビデオ画像のスナップショットを撮ることができます。
スナップショットはアルバムに保存されます。保存するにはアルバムアイコン

をクリックしてください。

12. スマート検索している時間枠を USB ストレージデバイスへバックアップで
をクリックしてください。バックアップ
きます。バックアップアイコン
画面が表示されますので、チャンネルを選択してください。
［保存］をクリッ
クするとバックアップが開始されます。

※ バックアップファイルは MKV 形式でバックアップされます。
ファイル画像を見るには MKV 形式が再生できるソフトを使用してください。
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［6］遠隔地から監視するには
［6］1 準備

監視を行う前に監視に使用する PC、NVR 及びネットワーク機器の設定が必要です。

［6］1-1 監視に使用する PC の設定

IP アドレスの設定を行います。PC は、下記スペック以上の PC を推奨します。
CPU

：Intel Core i3 3.5GHz

Memory ：4GB

以上

以上

VGA 解像度
OS

：1024x768 以上

：Windows 7 以上

PC に IP アドレスの設定を行います。使用する環境に合わせて設定してください。
1. PC のデスクトップ上の

[ ネットワーク ] アイコン
上で右クリックします。

6. [ インターネットプロトコルバージョン 4
(TCP/Pv4)] を左クリックします。

2. [ プロパティ ] を右クリックします。

3. [ コントロールパネルホーム ] の
[ アダプターの設定の変更 ] を

7. [ プロパティ ] を左クリックします。

左クリックします。

4. [ ローカルエリア接続 ] を選択し、
右クリックします。

8. [ 次の IP アドレスを使う ] を選択し、
[OK] を左クリックします。

※上記 IP アドレス等の設定値は、一例です。

5. [ プロパティ ] を左クリックします。

ネットワーク環境に合わせて設定してください。
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［6］1-2 NVR 設定

NVR と監視用 PC が同一 LAN 内にある場合とネットワーク経由の場合で設定が異なります。
同一 LAN 内にある場合は、カメラと接続できていれば、NVR 設定は不要です。

ネットワーク経由の場合は、NVR のネットワーク設定やルータのポート開放設定が必要となります。
（A）固定グローバル IP を使用している場合

NVR 側では、環境に合わせて IP アドレス設定を行う必要があります。

ルータ側では、NVR 側で設定した HTTP ポートを開放する必要があります。開放の方法は、
ルータによって異なりますので、ルータの取扱説明書等で確認してください。

1. メインメニューの［セットアップアイコン］をクリックします。

2. Set up 画面左の［ネットワークセットアップ］
をクリックします。

3. [ スタティック IP] を選択し、
ネットワークセットアップの

各項目を設定してください。

[IP アドレス ]

本機の IP アドレスを入力します。

[ サブネットマスク ]

使用するネットワーク環境に合わせて設定してください。

[ ゲートウェイ ]

通常はルータの LAN 側 IP アドレスを入力してください。

[DNS1]

通常はルータの LAN 側 IP アドレスを入力してください。

[DNS2]

使用するネットワーク環境に合わせて設定してください。

[HTTP ポート ]

本機の HTTP ポートを入力します。HTTP ポートは 8000 以上の設定を推奨します。

4. Set up 画面右下の

［保存］をクリックします。

5. Set up 画面右上の［×］印を

クリックし、設定を終了します。
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（B）動的なグローバル IP を使用している場合

ルータの DDNS 機能を使用していない場合は、1. 項の設定以外に NVR 側に下記設定が必要です。

ルータに DDNS 機能が実装されている場合は、NVR の DDNS を使用せず、ルータの DDNS 機能の使用を
推奨します。ルータの DDNS 機能を使用する場合は、本項の設定は不要です。

1. メインメニューの［セットアップアイコン］をクリックします。

2. Set up 画面左の［ダイナミック DNS 設定］を
クリックします。

3. DDNS の［ダイナミック DNS を有効化］にし、
サーバーアドレスを [dyndns.org] から

[ddns.camddns.com] に変更します。

4. ［ダイナミック DNS］を有効化にチェックを

●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●

③
④
⑤

		

入れ DDNS の各項目を入力してください。

①
②

ダイナミック DNS：有効化にチェックを入れる
と NVR の DDNS 機能が有効になります。
サーバーアドレス：DDNS サーバー名です。
[ddns.camddns.com] を選択してください。

ホスト名：ホスト名（ドメイン名）を入力します。24 文字以内で設定してください。

タイムアウト：単位は分です。[5] に設定してください。
ステータス：DDNS 機能の動作状態を表示します。
Updating

更新中です。

インアクティブ

DDNS 機能停止中です。

http://<username>.ddns.camddns.com:
Register successfully.

DDNS への登録が正常に完了すると表示されます。

Update Failed, the name is already registered.

ユーザ名が既に使用されています。ユーザ名を変更してください。

Update Failed, please check your internet connection. ネットワーク接続に問題がありますので、確認してください。

5. Set up 画面の [ 保存 ] をクリックし、

右上の［×］印をクリックして設定を終了します。
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［6］2 ライブモニタ

監視に使用する PC 上でウィンドウズ

インターネット

NVR のライブ画面をモニタすることができます。

エクスプローラ (IE) を起動し、

［6］2-1 ウィンドウズ インターネット エクスプローラ（IE）の初期設定
初めて IE でモニタする場合には、IE に下記の設定が必要になります。

1. IE の上記赤枠の辺りで右クリックします。

2. 表示されたポップアップの

6. セキュリティ - インターネットゾーンで

[ スクリプトを実行しても安全だとマークされてい

[ メニューバー ] を左クリックします。

ない ActiveX コントロールの初期化と実行 ] の

[ ダイアログを表示する ] を選択し、

[ 未署名の ActiveX コントロールのダウンロード ]
の [ ダイアログを表示する ] を選択します。

その後、[OK] ボタンを押して設定を終了します。
3. 表示されたメニューバーの

[ ツール ] をクリックします。

4. 表示されたポップアップの

[ インターネット オプション ]
をクリックします。

7. [ セキュリティ ] のタブに戻り [ 信頼済みサイト ] を
クリックします。

5. インターネットオプションで [ セキュリティ ]

タブをクリックし、インターネットを選択し、

[ 保護モードを有効にする ] のチェックを外し
ます。その後、[ レベルのカスタマイズ ] を
クリックします。
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9. [ この Web サイトをゾーンに追加する ] に NVR
の IP アドレスまたはドメイン名を入力し、

[ 追加 ] をクリックします。

[Web サイト ] に NVR の IP アドレスが追加され

たら、[ 閉じる ] をクリックして設定を終了します。

8. [ サイト ] をクリックします。

［6］2-2 ウィンドウズ インターネット エクスプローラ（IE）でライブ映像を見る
IE に NVR の IP アドレスまたは、ドメイン名を入力し、NVR のライブ映像を見ます。

1. IE に NVR の IP アドレスまたはドメイン名を設定します。
http://<NVR の IP アドレスまたはドメイン名 >: ポート
番号を入力します。

2. NVR の ID とパスワードを入力して [OK] ボタンを
押すとライブ映像を見ることができます。

ユーザー名及びパスワードの初期値は admin です。

［6］2-3 WebPlugin のインストール

1. 初めて NVR-xxNAS Ⅱへ IE11 で接続すると左上に下記の
メッセージが出ます。
［インストールプログラムをダウン

ロードするにはこちらをクリックしてください。
］
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2. 青い文字の部分をクリックすると画面下部にメッセージが表示されますので［実行］を選んでクリックします。

3. Name Set up という画面が軌道しますので、

［IE を終了させて］から［Next］を押して進めます。

4. インストール先は変更せず、そのまま
［Install］を押してください。

5. しばらくするとインストールが完了するので
［Finish］をクリックして完了です。

6. あらためて IE から NVR へ接続すると、
ライブ映像が表示されます。
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［6］2-4 ライブ画面

注意：画面モード表示は遠隔操作では使用できません。

②
●

①
●

③
●

④
●

①

メインメニュー：メインメニューは、NVR 操作のために使用するアイコンが並んでいます

アイコンにマウスカーソルを移動すると、青でハイライトされます。操作を始めるには、マウスの左ボタンを
クリックします。遠隔操作画面は、NVR 本体の操作画面とほぼ同じように操作することができます。
ウィザード

簡単に NVR の初期設定ができます。詳細については、

［3］クイックセットアップの章を参照してください。
セットアップ

詳細については、
［4］ライブモードのメインメニュー、

［4］2 セットアップの章を参照してください。
カメラ検索

詳細については、
［4］ライブモードのメインメニュー、

［4］3 カメラ検索の章を参照してください。IP スキャナ設定ページはありません。
アルバム

HDD または USB ドライブに NVR で撮ったスナップショットファイルを

保存することができます。詳細については、
［4］ライブモードのメインメニュー、

［4］4 アルバムの章を参照してください。
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バックアップ

ビデオバックアップファイルを設定および管理ができます。詳細については、

［4］ライブモードのメインメニュー、
［4］5 バックアップの章を参照してください。
ヘルプ

詳細については、
［4］ライブモードのメインメニュー、

［4］6 ヘルプの章を参照してください。

ライブ（遠隔操作時のみのモード）

他のモードからのライブモード画面へ戻るには、アイコンをクリックしてください。

②

ライブビデオコントロール：詳細につては、ライブビデオの章を参照してください。

③

サイドメニュー

ディスプレイコントローラーは、NVR 本体

ライブモードと同じように機能します。それ

以外の、カメラリスト、PTZ コントローラ、
システム情報、ストレージ情報、ログ、E マ
ップは NVR 本体のサイドメニューの同じ項
目を参照してください。

※スナップショットとバックアップは、それ
ぞれのデータを PC 保存します。

④

タイムラインメニュー：詳細については NVR 本体のタイムラインメニューを参照してください。

［6］3 携帯端末などでモニタする方法

携帯端末などでモニタする方法につきましては、別紙［AskyViewer Pro 活用法］を参照してください。
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■ テクニカルサポート・保証書
テクニカル
サポート

株式会社ダイワインダストリ 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 3-7-10 DAIWA ビル

TEL.044-396-0396 FAX.044-396-2253（土、日、祝日は除く9：00 ～12：00/13：00 ～17：00）
E-mail：info@daiwa-industry.co.jp HP：http://www.daiwa-industry.co.jp/

201709
きりとり

購入年月日
型

式

お 客 様

ご住所
お名前

販 売 店

電話
店名・住所

年

月

日

NVR-04/09/16NASⅡ

保

証

書

１: 保証期間はお買い上げ月日より1 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。
■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
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