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1. DVR の特徴 
 4 チャンネル BNC 映像入力 

 1 チャンネル BNC 映像出力 

 NTSC / PAL 

 4 ｾｯﾄ NO/NC センサー入力 

 1 リレー出力(2A 28VDC / 0.5A 125 VAC) 

 One ATA-100 ハードディスクインターフェイス, 着脱式ラック 

 Built-In モーション探知 

 録画設定時間, センサー録画 

 USB 2.0 インターフェイスとパソコンバックアップソフトウエア 

 ネットワークインターフェイス  

2. 概観 

フロントパネル 
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バックパネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   メニューボタン: 設定画面への切り替え。 

2.     録画ボタン: 録画開始。 

3.    ストップボタン: 録画停止、再生停止。 

      (録画停止の際、パスワードの入力が必要です。初期設定はch1ボ タ

ンを6回です。) 

4.    早送りボタン: 再生早送り。 

5.   再生ボタン: 再生。 

6.   一時停止ボタン: 再生一時停止。 

7.   巻き戻しボタン: 再生巻き戻し。 

8. CH1   １モニターボタン: １モニター。 

9. CH2    ２モニターボタン: ２モニター。 

10.CH3   ３モニターボタン: ３モニター。 

11.CH4   ４モニターボタン: ４モニター。 

12.QUAD   全４モニター表示ボタン: 全４モニターを表示。 

13.   上下ボタン: メニュー選択の際、使用します。 

15.   選択ボタン: 設定変更やサブメニューの際、使用します。  



 - 5 - 

3. DVR インストール 
 

ハードディスクのインストール 

録画装置からハードディスク取り付けようのラックを取り出して下さい。 

 

 

 

ラックのカバーを開け、ハードディスクと IDE ケーブル、電源ケーブルを接続し、録画装置に取

り付けて下さい。 



 - 6 - 

 
 

カメラとテレビ接続  

 4 チャンネルカメラ入力と画面出力と BNC コネクター. 

 

・ MONITOR：録画装置の映像出力となります。テレビの映像入力へ接続して下さい。 

・ CH1～CH4：録画装置への映像入力となります。カメラからの映像ケーブルを接続して下さ

い。 
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                              録画装置の出力、入力端子は BNC コネクタと 

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源接続 

付属の電源アダプタを録画装置に接続して下さい。 

 

  

4. DVR システムブート 

録画用ハードデスクのインストール 

電源を繋いだ後、 システムは起動し、インストールしたハードディスクを探知し

ます。モニターにマスターとハードディスクの情報が表示されます。ハードディス

クの表示に従ってください。（マスターかスレーブ） 

 

HDD Checking......... 

  HARD DISK 1  

   IBM-DHEA-36481 

  HARD DISK 2 
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   NO DETECTED 

録画データの回復 

停電などにより発生したエラーはデータを失ったりシステムが録画データを次回

の起動時に修復するかを聞いてきます。「  Select」セレクトキーを押してくださ

い。 

 

停電後の録画処理 

録画中の電源によるエラーは、電源入力後、再び自動的に録画が始まります。  

  

メイン画面 

 

 始めて起動する際、全てのカメラ 

は OFF となっています。 chapter 

5-2 にしたがって全てのカメラを ON

にしてください。 

 

 

 

 

 左上  ハードディスク使用量 

 真ん中    チャンネル( CH1 ～ CH4) 

 右下      日付と時刻 

DVR がコマンド待ちになります。「  Menu」を押し、 DVR 設定 か「  Play」,

「  Record」を選択します。 
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5. DVR 設定 

メニュー設定 

「  」を押して設定メニュー画面にします。「  上」 と 「  下」 を使って選択

し 「  Select」で決定します。 「  」により戻ります。. 

 

カメラの選択（Camera select） 

大 4 台まで、カメラを映し出します。利用者はそれぞれのカメラを設定します。

例えば、 1234 のように設定すると４つのカメラを映し出します。  

「  Select」を押し、設定して「CH1」,「CH2」,「CH3」,「CH4」をそれぞれに設定し
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てください。もしチャンネルが ON にならない場合、システムはディスプレーを

OFF と表示します。. 

録画選択 (Record select) 

どのチャンネルを録画するか設定します。 

録画モード（Record mode） 

「each モード」：   各カメラ 1 台ごとの録画が可能です。例え

ば CH-1 と CH-2 の録画機能を OFF にして CH3 と CH4 を

録画できるように設定でます。 「CH1」,「CH2」,「CH3」,「CH4」

のチャンネルスイッチを押して、録画されたビデオのご覧に

なりたいチャンネル選んでください。  

再生時には、各カメラの映像を1画面表示と4分割画面表示

の両方が行えます。  

「quadモード」：   4分割画面の映像をそのまま1つの映像として、録画します。 

再生時は 4 分割画面のみとなり、各カメラ映像を 1 画面にす

ることは出来ません。 

録画フレームレート (Record FrameRate) 

レコードフレームレートは録画されるビデオの動きに反応します。ほとんどのフ

レームの意味は、きれいな動きとはーディスクの空き容量を使用することとなり

ます。デフォルト方法の大きさは 30 fps で、一秒間に３０フレームです。 

一秒間に 30, 15, 10,7,5,4,3,2,1 フレームと設定できます。. 

録画品質 （Video Quality） 

録画質のレベルは３種類で高、普通、低 （High, Normal, Low,）とあります。高が

一番ハードデスクの容量を使います。 

録画フレームレート, 録画質とハードデスクの空き が DVR の録画時間に影響

します。 

 

 

録画スケジュール （Record Schedule） 

録画設定を一時間単位できます。 

 

 「－」 録画無し 

 「T」    継続録画, (デフォルト方法) 

 「S」    センサーまたはモーション探知 
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DVR は外部のセンサーと PIR やガスセンサーのような沢山の種

類の外部センサーと共同いたします。DVR は外部のセンサーが

切り替わったり出力信号が DVR に出されないと録画いたしませ

ん 。 

 

モーション探知とはカメラの前で動きがあった時、録画に切り替

わります。画面上に動きがあった時のみ録画を開始し、アラーム

を ON にします。 

 

Chapter 5.11 にしたがって詳しく設定してください。 

 

 

 「T」  継続 「S」センサー切り替え 「－」録画無し 

   「  Up」  上  「  Down」下    「  Select」メソッド（切り替え） 

サブメニュー（Sub menu）パスワード 

デフォルトパスワード:「CH1」ボタンを６回押します。 

 

「  Menu」以外の全てのキーをパスワードキーとしてご利用いただけます。

「  Menu」はキャンセルして戻るキーです。  

 

サブメニュー（Sub menu）時刻 

DVR システム時間を設定します。「  Move Up」 と 「  Move Down」で選択し

「  Select」で変更します。「 Menu」キーで戻ります。  
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ハードドライブ設定(Hard drive setup) 

 上書き可能 （OVER WRITE ENABLE） 

YES を選択し、ハードディスクが一杯になると,自動的に上書きされます。  

NO を選択し、ハードディスクが一杯になると自動的に録画が中止されま

す。 

 マスターHDD サイズ (MASTER HDD SIZE) 

DVR のインストールされた HDD の基本的なサイズをあらわします。 

 使用されたマスターHDD （MASTER HDD USED） 

第１HDD の録画に使用された空き容量を表します。 

 初期化マスターHDD （MASTER HDD FORMAT） 

マスターのハードディスクを初期化します。初期化した場合、録画データは 

すべて、失われます。 

 スレーブ HDD サイズ （SLAVE HDD SIZE） 

DVR のインストールされた第２HDD の基本的なサイズをあらわします 

 使用されたスレーブ HDD （SLAVE HDD USED） 

基本的な HDD の録画に使用された空き容量を表します。 

初期化スレーブ HDD （SLAVE HDD FORMAT） 

スレーブのハードディスクを初期化します。初期化した場合、録画データは 

すべて、失われます。 

 

 

センサー設定 （Sensor setup） 

 センサー録画時間 

センサーが反応してから、何秒間録画するかの設定を行います。 
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 アラームアウト時間 

アラームの出力時間の設定を行います。 

 

 センサー設定の 3 種類の違うモード 

 

どんなタイプのセンサーを使うかにより設定します。 

出力が NORMAL-OPEN であれば、DVR の NORMAL-OPEN モードを選択

します。. 

 

モーション探知設定 

3 つのレベルの感受度があります。（HIGH 高 MID 中, LOW 低.） 

モーション探知のときそれぞれのチャンネルは NC か NO モードで設定さ

れます。センサーコネクターのない Normal-Open モードのように設定せず

センサー録画時間は 0 になりません。 

 

 

 

Example diagram： 
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NTSC/PAL 出力設定 

通常は NTSC で設定して下さい。 

 

6. 録画 

録画開始 

「  Record」録画ボタンを押し録画を始めます。画面に文字が表示されます。 

DVR 

アラー

電源 

PIR センサー 

電源 

コネクターPIRセンサー

NO/NC DVR出力ターミナ

ル入力. 

(Max. 5V DC) 
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 Name CH1～ CH4, 録画中 

 Mode QUAD か EACH 

ＥＡＣＨ MODE のみ１つのチャンネルが画面に大きく表示されます。  

Status 録画, 再生 FF1, FF2, FF3, REW, 一時停止 

 HD Info. [1]マスターデスク [2]スレーブデスク 

 Schedule (T) 継続 (S) センサー(－) 録画無し 

「＊」日付時刻が表示されているとき、 システムがハードディスクを上書きを示

します。  

録画終了 

「  Stop」停止ボタンを押し、パスワードを入力します。 パスワード入力後、録

画を中止できます。 

 

 

録画の長さ 

録画時間を設定します。（１分に７フレーム１２０ギガバイト） 

 

あ 120 (G byte) x 1024 (M byte) x 1024 (K byte) 

  15 (Kbyte/frame)  x 7 (frame/sec) x 60 (sec) x 60 (min) 

Estimate hours is 332 Hours  
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それぞれのフレームに 5～20 キロバイトかかります。 

 

7. 再生 
「  Play」再生ボタンを押します。ハードディスクの全てのイベントを録画クリップを表示し

ます。 も新しい録画が上になります。. 

 

二つの方法で録画を検索します・ 

 

 イベントリスト 

 

「  Move Up」上矢印キーや 「  Move Down」下矢印キーを押し選び「  Play」再

生を押します。 

 

 



 - 17 - 

 

 

 時刻入力 

直接時間を入力します。「  Forward」をおし、カーソルがを「  Move Up」と 「  

Move Down」で動かし 「  Select」で設定します。「  Play」を押し再生します。 

 

 

 

 

8. ビデオからパソコンへ via USB 
 

DVR ﾌﾟﾛ倍度 USB 2.0 インターフェイスとバックアップソフトウエアをバックアップビデオク

リップし、コンピューターに記憶させます。バックアップしたソフトウエアは DVR ビデオをパ

ソコンに接続できます。CD-R や DVD をバックアップできます。  

 

DVR 録画中または再生中  

DVR とパソコンを繋げないでください。  

DVR がエラーとなります。 

 

HD Information 

TIME: Continue record 
SENSOR: Sensor triggered 

Start Time End Time 
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DVR 再生ソフトウエアのインストール 

CD を CD-ROM にいれます。[my computer] [CD driver] 

の順に処理します。[Setup.exe] 下記に従いインストールしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック [Next]                             クリック[Yes] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インストールを選択し [Next]をクリック              インストール完了 

録画停止またはパソコンに繋ぐ前の再生 

再生または録画中、DVR をコンピューターと

つなげないでください。 
 DVR が [Menu] モードか確認ください。 

[Menu] キーを押し、HDD LED がフロントパネルで点滅されていないか確認ください。 

DVR とパソコン via USB ケーブル接続 

USB で接続すると自動的に windows が認識します。(Windows XP/2000/ME) 
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DVR のハードドライブはフォーマットが違います。したがって、DVR ソフトウェア 

以外では、データを読み取ることが出来ません。 

 [DVR Play] ソフトウエアのみビデオデータを DVR より読み取ります。 

 

Execute [DVR 再生]ソフトウエア 

 [Start] [DVR Play] の順にクリックし再生します。 

 

始めにソフトウエアがハードドライブを探し USB ハードドライバーに接続します。

2～4 分かかります。もしソフトウエアが USB インターフェイスハードドライブで確

認してあるならビデオデーターを読みます。ハードドライブを発見しない場合、ソ

フトウエアーは警告を表示します。DVR のメニューモードで USB ケーブルと接

続されているかもう一度ご確認ください。 

 

DVR のおもな再生画面 
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フレームセーブ：１つにする。JPG もしくは BMP 写真 

 

ビデオクリップ：２つのフォーマットがあります。 

MYS：フォーマット, DVR のみ mys ファイルを再生できます。  

AVI：ウインドウズスタンダードフォーマットとサイズの違う圧縮されたフォ

ルダーがあります。圧縮されたコデックの違ったサイズのファイル

があるため沢山の容量を必要とします。 

. 

AVI フォーマットを推薦いたします。ほとんどのコンピュータは AVI ファイ

ル再生いたします。CD-R を焼いたり再生などが簡単に行えます。 

コンフィグ：それぞれのディファインホルダー写真を保存します。 

イベントリスト：イベント時刻が下記のようにリストとして表示されます。 

わかりやすく時間を選ぶことができます。 

 

ビデオクリップの節約方法 

Step1: Event か Play video を選びます。 

Step2:  [Save Video Clip]キーをクリックするとシステムがビデオクリップ

のフォルダーとファイルの名前を聞いてきます。 [avi]フォーマットを選

択します。 
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Step3: 圧縮メソッドを選択します。 [uncompress]を選択し一番良い設定として

ください。 

Step4: step 3 を終えた後、 DVR は再生を続けビデオデータの保存をします。シ

ステムが終わり次第終了しますが、 キーをもう一度クリックするこ

とにより終了が可能です。. 

.mys ファイルの再生 

Mys ファイルご利用の際には[DVR Play]ソフトウエアが必要となります。Click 

[PC] アイコンをクリックし、右上のウインドウズ再生のファイルを選択します。 

 [DVR] アイコンをクリックし DVR モードにしてください。  

  

9. ハードディスクのその他の接続方法 
  ハードディスクを PC の IDE ケーブルに直接接続し、再生ソフトウェアを使用して 
  録画データの確認が可能です。 

 

10. パスワードリセット 
DVR のケースを開け、電池を取り出します。 

5分後元に戻しますと全ての設定がリセットされ初

期化とされます。  

初期化パスワード[Ch1 ボタン 6 回 ]  
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11. スペック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 23 - 

遠隔監視マニュアル 

遠隔監視には録画装置の LAN ポートを使用します。 
 

遠隔監視接続イメージ 

DVR の IP：192.168.0.100、DVR 設置場所の WAN IP：61.221.19.97 の場合 
 
下記のように遠隔地のパソコンで DVR が設置している場所の WAN IP（インターネット

に 
接続している IP)を専用ソフトに入力します。 
専用ソフトに WAN IP を入力すると DVR を設置しているルーターにアクセスします。 
この時、ルーターを設定し、アクセスを DVR の IP：192.168.0.100 に変換することが必

要です。ルーターの設定をしていない場合、アクセスはルーターで止まってしまいます。 
 

 

１． PC の IP アドレス設定 

DVR の初期設定 IP アドレスは、192.168.0.100. 
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DVR に接続するには、PC の IP アドレスを手動で設定しなければなりません。 
例）PC の IP アドレスを 192.168.0.20.と入力します。 
 
⇒Windows98／Me 
スタート＞設定＞コントロールパネルをクリックし、ネットワークをダブルクリックし

ます。TCP／IP＞イーサネットカードを探し、プロパティをクリックします。IP アドレ

ス入力を選択し、192.168.0.20 と入力。 ＞サブネットマスク＞255.255.255.0 
ゲートウエイ IP アドレスを入力してください。 
DNS Server IP アドレスを入力してください。 
後に、OK をクリックして、変更を保存します。 

 
Windows XP 
スタート（Start）＞マイネットワーク＞ネットワーク接続を表示する 
ローカルエリア接続を探し、右クリックし、プロパティを選択します。 
次の IP アドレスを使うを選択し、入力します。 
次の DNS サーバーのアドレスを使うを選択し、入力します。 後に、OK をクリックし

変更を保存します。 
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２． PC と DVR の接続 

ネットワークモジュールは遠隔映像を表示するのに Java を使用します。Java 使用のどの

ウエブブラウザーでも DVR に接続できます。 
例）Microsoft Internet Explorer with JAVA VM 
    Browser with Sun Micro Java Runtime Environment (JRE) 
       http://www.java.com 
       http://ftp.isu.edu.tw/pub/Sun/java/ 
 
ブラウザーを開き、DVR の IP アドレスを入力してください。 
ログインの画面で default User Name is admin, password 1234 と入力します。 
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３． 録画装置の操作 

ネットワーク DVR のメインスクリーン 

 
① DVR の解像度 640×480、320×240、160×120 
② DVR キーボード 
③ 拡大イメージ 320×240 x2=640×480 

Flip:上下反転 
④ DVR 設定 

A. ネットワーク設定 
B. パスワード設定 
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■ ネットワーク設定 

 
Video ボタンをクリックして、メインメニューに戻ります。 
IP 設定を変更し、適用（Apply）をクリックした後、DVR を有効化するため、シス

テムは再起動することを要求します。 
 
ビデオパスワード 
ネットワークカメラの設定 Network Camera Setup 
 

 
■ パスワードの設定 
 
Video をクリックしてメインメニューに戻ります。 
 
初期設定のユーザーネーム（User Name）は admin, パスワード（password）は 1234 で

す。 
Video Setup 
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パスワードの変更（Change Password） 
旧パスワード（Old Password） 
新パスワード（New Password） 
新パスワード再入力（Confirm New Password） 
適用 リセット キャンセル 
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４． ルーターの設定例 

DVR の IP にアクセスを変換する為に、ルーターの設定をして下さい。 

下記は NTT のルーターでの設定例です。 

 

静的アドレス変換設定を設定してください。 

 

 

 
 
 
 

５． DDNS サービス設定 

・ ダイナミックＤＮＳサービスを利用すると任意のＵＲＬによるアクセスが可能にな

ります。 
変動 IP アドレス（一般的な光・ADSL 等）はサーバーとの接続が切れると IP アドレ

スが変わる為、再度カメラ側の IP を調べることが必要になりますが、ダイナミック

DNS サーバーに任意の URL を登録しておけば、IP アドレスが変わってもその URL
を入力すれば変わった後の IP アドレスに接続してくれるので、簡単に再度、アクセ

スできます。 
・ ダイナミック DNS については下記 URL をご参照下さい。 
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http://ddo.jp/ 
http://www.dyndns.org/ 
http://www.ddnn.jp/ 
 

６． 遠隔監視仕様 

 
■ 解像度 

VGA640×480 ピクセル、QVGA320×240 ピクセル、CIF160×120 ピクセル 
 

■ イメージ圧縮 
  モーション JPEG 
 
■ ローカルフレームレート 

30 fps @ QSIF, 15 fps @ CIF, 8 fps @ VGA (java のバージョンによる) 
 

■ リモートエンドフレームレート 
  1～6 fps @ CIF, 1～3 fps @ VGA 0×240、160×120 
 
■ マルチユーザーのログイン 
  3 セッションまで。 
 
■ ネットワーク 
  イーサーネット 10／100Mbps 
 
■ ブラウザーサポート 

JAVA をサポートする全てのウエブブラウザー 
例）Microsoft Internet Explorer with JAVA VM 
    Browser with Sun Micro Java Runtime Environment(JRE) 
      http://www.java.com 
      http://ftp.isu.edu.tw/pub/Sun/java 

 
 


