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警告
異常の状態で使用しないでください

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。

万が一強く発熱していたり、異臭がする、煙が出ているなどの異常状態のままご使用
になると、火災・感電等の事故の原因となります。直ちに電源供給を止めてください。

設置について
本機の質量と設置場所の強度を充分にご確認の上、設置ください。万が一落下すると、
非常に危険です。

電源について
電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

分解・改造しないでください
修理者以外の人は、絶対に本機を分解・改造しないでください。
火災、感電等の事故の原因となります。

水などがかからないようにしてください
本機を水につけたり、水をかけたり、雨がかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。
また、濡れた手で本機や電源に触れないでください。感電の原因となります。

ほこりの多いところでのご使用は充分にご注意ください
本機の電源端子等、各端子部にほこりがかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。

温度は、仕様の範囲内でご使用ください
ご使用になる際は、本機の使用温度範囲内かどうかを充分にご確認ください。
使用温度範囲を超えた場合、故障、火災等の事故の原因となります。

電源電圧をお守りください
ご使用になる際は、本機の電源電圧仕様をご確認いただき、それ以外の電圧で使
用しないでください。故障、火災等の事故の原因となります。

！

注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人あるいは物的損害
を負う可能性が想定されます。！

免責条項
製造者・輸入者・または代理店は傷害を含む偶発的な損傷または本製品の不

適切な使用及び操作による損傷に対し一切の責任を負いません。また、本製

品の故障・使用によって生じた保存データの消失などの直接または間接的な

傷害についても一切責任を負いません

はじめに
この度は本製品をお買い求め頂き誠にありがとう御座います。
本製品はH.264圧縮方式を採用し、これまでのデジタルレコーダーと比較して高画質・高
圧縮を実現しました。
ご使用前には本取扱説明書をお読みになり正しい使い方で末永くご使用頂きます様お願い
申し上げます。



主要ＩＮＤＥＸ

３

製品仕様

本体パネル

ログイン

電源ＯＮ／ＯＦＦ

メインメニュー一覧

メインメニュー詳細

録画する

ネットワーク

サブメニュー

ＰＴＺカメラの操作

外部メモリへバックアップ

再生する

リムーバブルＨＤＤの着脱方法

パソコン遠隔監視

４～５

６～９

１２

１３

１６～２４

２５～５０

３９～４０

４１～４３

５１～５２

５３

５４

５５～５６

５７

５８～６５

内容 ページ



型番

映像入力端子

映像出力端子

音声入力端子

音声出力端子

センサー入力端子

アラーム出力端子

接続ポート

リアルタイム映像解像度

リアルタイム表示

映像圧縮方式

録画解像度/フレーム数

録画画質

録画機能

再生表示

サーチ

再生

イーサネット

プロトコル

ネットワークアプリケーション

パソコン推奨仕様

ストレージ

バックアップ

本体操作方法

電源

動作周囲温度

外形寸法

質量

付属品

電源アダプター

ＵＳＢマウス

リモコン（テスト用電池）

ＣＤ（クライアントソフト）

ケーブル固定具

取扱説明書

（本書、DDNSﾏﾆｭｱﾙ）

４ｃｈ入力タイプ

ＴＨ－Ｒ７００４                                        

ＢＮＣ×４

〔メイン〕　ＢＮＣ×１　ＶＧＡ×１　〔スポット〕ＢＮＣ×１

ＲＣＡ×４ (ＬＩＮＥ ＩＮ)

ＲＣＡ×１ (ＬＩＮＥ ＯＵＴ)　

ＴＴＬ×４

リレー×２　ＴＴＬ×２

ＲＳ２３２、ＲＳ４８５、〔バックアップ〕ＵＳＢ２．０×１、〔マウス〕ＵＳＢ１．１×１

７２０×４８０

単画面、４分割、ＰＩＰ、デジタルズーム、シーケンス

Ｈ．２６４

３６０×２４０/最大１２０ｆｐｓ

７２０×２４０/最大６０ｆｐｓ

７２０×４８０/最大３０ｆｐｓ

４段階　最高/高/標準/中

スケジュール録画、イベント録画（プリアラーム５～３０秒、ポストアラーム５秒～３０分）

スケジュール＆イベント録画、緊急録画（５秒～無制限）

イベント（センサー入力、モーション検知、映像ロス、テキスト）

単画面、４分割、デジタルズーム

時間指定（日付・時刻、カレンダ）、イベント、テキストイン

再生（順逆）、一時停止、コマ送り、

早送り・早戻し（２倍・４倍・８倍・１６倍・３２倍）、

１０/１００　Ｂａｓｅ

ＴＣＰ/ＩＰ、ＨＴＴＰ、ＤＨＣＰ

ライブ表示、再生、設定、アラーム通知

ＣＰＵ　１．０ＧＨｚ以上、ＲＡＭ　５１２ＭＢ以上、ビデオメモリ　１２８ＭＢ以上

ＳＡＴＡ　ＨＤＤ(内蔵)×１、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マルチドライブ（ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＵＳＢメモリ、外付けＨＤＤ（ＵＳＢタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フロントパネル、リモコン、ＵＳＢマウス

ＤＣ１２Ｖ　３．３３Ａ　（約４０Ｗ）

５℃～４５℃

３４０（Ｗ）×６７（Ｈ）×２６５（Ｄ）ｍｍ

約４．３ｋｇ

４

製品仕様 製品仕様

ＴＨ－７００４ＲＭ

　　　　　ＳＡＴＡ ＨＤＤ×２ (リムーバブル×１

　　内蔵×１)　※内蔵はオプション

              ＵＳＢメモリ、

            外付けＨＤＤ（ＵＳＢタイプ）



型番

映像入力端子

映像出力端子

音声入力端子

音声出力端子

センサー入力端子

アラーム出力端子

接続ポート

リアルタイム映像解像度

リアルタイム表示

映像圧縮方式

録画解像度/フレーム数

録画画質

録画機能

再生表示

サーチ

再生

イーサネット

プロトコル

ネットワークアプリケーション

パソコン推奨仕様

ストレージ

バックアップ

本体操作方法

電源

動作周囲温度

外形寸法

質量

付属品

電源アダプター

ＵＳＢマウス

リモコン（テスト用電池）

ＣＤ（クライアントソフト）

取扱説明書

（本書、DDNSﾏﾆｭｱﾙ）

８ｃｈ入力タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　１６ｃｈ入力タイプ

ＴＨ－Ｒ７００８　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＨ－Ｒ７０１６

ＢＮＣ×８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＮＣ×１６

〔メイン〕　ＢＮＣ×１　ＶＧＡ×１　〔スポット〕ＢＮＣ×４

 ＲＣＡ×８ （ＭＩＣ ＩＮ×４、ＬＩＮＥ ＩＮ×４）　　　ＲＣＡ×１６ （ＭＩＣ ＩＮ×４、ＬＩＮＥ ＩＮ×１２）

ＲＣＡ×１ （ＬＩＮＥ ＯＵＴ)

ＴＴＬ×８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＴＬ×１６

リレー×４　ＴＴＬ×４　　　　　　　　　　　　　　リレー×４　ＴＴＬ×１２

ＲＳ２３２、ＲＳ４８５、〔バックアップ〕ＵＳＢ２．０×３、〔マウス〕ＵＳＢ１．１×１

７２０×４８０

　　　単画面、４・９分割、ＰＩＰ、Ｄズーム　　　　単画面、４・９・１３・１６分割、ＰＩＰ、Ｄズーム

Ｈ．２６４

３６０×２４０/最大２４０ｆｐｓ　　　　　　　　　　　３６０×２４０/最大４８０ｆｐｓ

７２０×２４０/最大１２０ｆｐｓ　　　　　　　　　　　７２０×２４０/最大２４０ｆｐｓ

７２０×４８０/最大６０ｆｐｓ　　　　　　　　　　　　７２０×４８０/最大１２０ｆｐｓ

４段階　最高/高/標準/中

スケジュール録画、イベント録画（プリアラーム５～３０秒、ポストアラーム５秒～３０分）

スケジュール＆イベント録画、緊急録画（５秒～無制限）

イベント（センサー入力、モーション検知、映像ロス、テキスト）

　　単画面、４・９分割、ＰＩＰ、Ｄズーム　　　　単画面、４・９・１３・１６分割、ＰＩＰ、Ｄズーム

時間指定（日付・時刻、カレンダ）、イベント、テキストイン

再生（順逆）、一時停止、コマ送り、

早送り・早戻し（２倍・４倍・８倍・１６倍・３２倍）、

１０/１００　Ｂａｓｅ

ＴＣＰ/ＩＰ、ＨＴＴＰ、ＤＨＣＰ

ライブ表示、再生、設定、アラーム通知

ＣＰＵ　１．０ＧＨｚ以上、ＲＡＭ　５１２ＭＢ以上、ビデオメモリ　１２８ＭＢ以上

３×ＳＡＴＡ　ＨＤＤ、マルチドライブ（ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ）

ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＵＳＢメモリ、外付けＨＤＤ（ＵＳＢタイプ）

フロントパネル、リモコン、ＵＳＢマウス

ＤＣ１２Ｖ　６．６７Ａ　（約８０Ｗ）

５℃～４５℃

４３０（Ｗ）×８８（Ｈ）×４２８（Ｄ）ｍｍ

約９．３ｋｇ

５

製品仕様 製品仕様



A-① ＣＤ・ＤＶＤドライブ　

B-① リムーバブルHDD

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

録画データのバックアップに使用

リムーバブルHDD　　※着脱方法はP57へ

（通常時・再生時）　「１ｃｈ画面表示」

（ＰＴＺモード時）　「フォーカスイン」

（通常時・再生時）　「２ｃｈ画面表示」

（ＰＴＺモード時）　「フォーカスアウト」

（通常時・再生時）　「３ｃｈ画面表示」

（ＰＴＺモード時）　「ズームアウト」

（通常時・再生時）　「４ｃｈ画面表示」

（ＰＴＺモード時）　「ズームイン」

メニュー画面を起動

メニュー画面で一つ前の画面へ戻る

再生画面を起動

単画面・分割画面・シーケンス画面の表示切替

（ＰＴＺモード時）　「プリセット保存」

バックアップメニュー画面を起動

（ＰＴＺモード時）　「プリセット呼び出し」

（メニュー時）　カーソル移動「上」

（再生時）　「コマ送り」（一時停止状態）

（メニュー時）　カーソル移動「左」

（再生時）　「逆再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

（メニュー時）　カーソル移動「下」

（再生時）　「逆コマ送り」（一時停止時）

Ａ－① ⑭② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

⑪
⑫

⑬
⑯ ⑰⑱

⑲
⑳⑮

1

2

3

4

－

＋

MENU

EXIT

MOVE

PLAYBACK

DISPLAY

PRESET

BACKUP

４ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７００４
〔前面〕

６

本体パネル 本体パネル

４ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７００４ＲＭ
〔前面〕

Ｂ－① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

⑪
⑫

⑬
⑯ ⑰⑱

⑲
⑳⑮

⑭



①　     VIDEO IN　

②　　　LOOP OUT

③　　　SPOT OUT

④      VIDEO OUT

⑤           VGA

⑥        RS-232C

⑦       NETWORK

⑧        AUDIO IN

⑨       AUDIO OUT

⑩  RS-485/ALARM&SENSOR

⑪         RESET 　　　

⑫         DC12V

　　　　

映像入力端子　（ＢＮＣ）

映像スルーアウト出力端子　（ＢＮＣ）

映像スポット出力端子　（ＢＮＣ）

映像出力端子　（ＢＮＣ）

映像出力端子　（ＶＧＡ）

ＲＳ－２３２Ｃ端子　（テキストイン機能を用いたＡＴＭ・ＰＯＳ機器連動に用います）

イーサネット（ネットワーク）端子

音声入力端子　（ＲＣＡ　ライン入力）

音声出力端子　（ＲＣＡ　ライン出力）

ＲＳ－４８５端子　（ＰＴＺコントロール用）、アラーム出力端子、センサー入力端子

リセットボタン　ピン等で押すと、工場出荷時の設定に戻る

電源アダプター接続端子

① ③ ⑤

⑦

⑧

⑨ ⑪ ⑫⑩

④ ⑥②

４ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７００４/７００４RM
〔背面〕

T
R
X
＋

T
R
X
－ R1

ALARM SENSOR

R2
G 1 2 G 1 2 3 4

７

本体パネル 本体パネル

（メニュー時）　カーソル移動「右」

（再生時）　「再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

緊急録画

（メニュー時）　「決定」　　（再生時）　「一時停止」

ＨＤＤアクセスランプ　内蔵ＨＤＤと通信の際に点灯

ネットワークアクセスランプ　ネットワーク経由で本機にアクセスしている場合に点灯

アラームランプ　アラームが出力された際に点灯

ＵＳＢポート　ＵＳＢメモリを接続

マウスポート　ＵＳＢマウスを接続

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳　　　　

HDD

NET

ALARM

！　E.REC



①　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧　ＣＤ・ＤＶＤドライブ

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰　　リモコン受光部

⑱

⑲

⑳

　　　　　カーソル　　

ＵＳＢポート　ＵＳＢメモリを接続　/　マウスポート　ＵＳＢマウスを接続

（再生時）　「逆再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

（ＰＴＺモード時）　「ズームアウト」

（再生時）　「逆コマ送り」（一時停止時）

（ＰＴＺモード時）　「ズームイン」

（再生時）　「一時停止」

（ＰＴＺモード時）　「プリセット保存」

（再生時）　「コマ送り」（一時停止状態）

（ＰＴＺモード時）　「フォーカスイン」

（再生時）　「再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

（ＰＴＺモード時）　「フォーカスアウト」

ＣＤ・ＤＶＤドライブの開閉

（ＰＴＺモード時）　「プリセット呼び出し」

録画データのバックアップに使用

再生画面を起動

バックアップメニュー画面を起動

（ライブ映像・再生時）　「デジタルズーム」（ズーム後 カーソルで上下左右　移動）

ＰＴＺメニュー画面を起動

単画面・分割画面の表示切替

画面シーケンス（スイッチャー機能）のＯＮ／ＯＦＦ

ピクチャーイン機能のＯＮ／ＯＦＦ

画面フリーズ機能のＯＮ／ＯＦＦ

製品の電源ＯＮ／ＯＦＦ状態を表示

ＨＤＤアクセスランプ　内蔵ＨＤＤと通信の際に点灯

アラームランプ　アラームが出力された際に点灯

ネットワークアクセスランプ　ネットワーク経由で本機にアクセスしている場合に点灯

緊急録画

メニュー画面を起動

メニュー画面で一つ前の画面へ戻る

（ライブ映像・再生時）画面上の情報（ステータスバー等）表示のＯＮ／ＯＦＦ

システム履歴・イベント履歴の表示

（メニュー時）　カーソル移動「上下左右　決定（真中）」

（ライブ映像・再生時）　カメラ表示切替

①

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑨

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑩ ⑪ ⑫

⑧

－

＋

MENU

ZOOM

PTZ

EXIT

MOVE

HDD

NET

OSD

LOG

PIP

PLAYBACK

SEQUENCE

DISPLAY

EJECT

PRESET

ALARM

POWER

BACKUP

FREEZE

！　E.REC

８ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７００８
１６ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７０１６

〔前面〕

⑰ ⑱ ⑲

⑳

22

21

23 24 25

21

22

８

本体パネル



①　     VIDEO IN　

②　　　LOOP OUT

③        AUDIO IN

④   　　SPOT OUT

⑤       VIDEO OUT

⑥           VGA

⑦      AUDIO OUT

⑧        RS-232C

⑨       NETWORK

⑩           USB

⑪         RESET 　　　

⑫         DC12V

⑬  RS-485/ALARM&SENSOR

　　　　

映像入力端子　（ＢＮＣ）

映像スルーアウト出力端子　（ＢＮＣ）

音声入力端子　（ＲＣＡ）　〔１～４マイク入力　/　５～８（１６）ライン入力〕

映像スポット出力端子　（ＢＮＣ）

映像出力端子　（ＢＮＣ）

映像出力端子　（ＶＧＡ）

音声出力端子　（ＲＣＡ　ライン出力）

ＲＳ－２３２Ｃ端子　（テキストイン機能を用いたＡＴＭ・ＰＯＳ機器連動に用います）

イーサネット（ネットワーク）端子

ＵＳＢポート

リセットボタン　ピン等で押すと、工場出荷時の設定に戻る

電源アダプター接続端子

ＲＳ－４８５端子　（ＰＴＺコントロール用）、アラーム出力端子、センサー入力端子

　　数字ボタン （ライブ映像・再生時）　該当するチャンネルの画面を単画面表示

（メニュー起動時）　パスワードの入力用

入力されている音声のｃｈ選択

スポットモニター出力の表示設定

８ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７００８
１６ｃｈ入力　ＴＨ－Ｒ７０１６

〔背面〕

SPOT

AUDIO
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24

25

９

①

②

③

④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪
⑫

⑬

R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4

SENSOR IN
G G1 2 3 4 5 6 7 8

G5 6 7 8

G G9 10 11 12 13 14 15 16

GG G9 10 11 12 13 14 15 16 TRX＋ TRX－

ALARM OUT
RS485

本体パネル 本体パネル



１０

　　数字ボタン

SPOTAUDIO

① ③

⑧

⑨

②

　　シーケンス（スイッチャー）

③

－

＋

ZOOM

PTZ

MENU EXIT

MOVE

OSD

LOG

PIPPLAYBACK

SEQUENCE

⑥

⑦

DISPLAY

PRESET

BACKUP

！　E.REC 緊急録画 リモコンＩＤ　ボタン

⑤ カーソル

④ 単画面・分割画面の

　　　　　　　表示切替

（ライブ映像・再生時）

　該当するチャンネルの画面を

　単画面表示

（メニュー起動時）

　パスワードの入力用

（メニュー時）　カーソル移動

　「上下左右　決定（真中）」

（ライブ映像・再生時）

　カメラ表示切替

メニュー画面を起動

メニュー画面で一つ前の画面へ戻る

（ライブ映像・再生時）

画面上の情報（ステータスバー等）

表示のＯＮ／ＯＦＦ

バックアップメニュー画面を起動

ＰＴＺメニュー画面を起動

※アイコンの詳細はＰ６をご覧ください

※アイコンの詳細はＰ６をご覧ください

ＣＤ・ＤＶＤドライブＥＪＥＣＴ

リモコンの説明 リモコンの説明



１１

メモ メモ



ログイン

１２

メニュー画面を表示させる際に、下図のようなログイン画面が表示されます。

ログアウトすると、本機を操作しようとした際に、再度ログインが必要となります。

録画を停止したり、電源をＯＦＦしたりするものではありません。

※工場出荷時は、パスワード「空欄」のまま「ＯＫ」

ログイン画面

権限画面

ログインの際には、上記のような権限画面は出てきません

１　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ（管理者）/Ｕｓｅｒ（使用者）を選択

２　パスワードを入力　（８桁までの数字）

　　※出荷時は「空欄」のまま「ＯＫ」

３　「ＯＫ」をクリック

パスワードの設定　→　２７ページ

利用者権限は以下の通りです。

「Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ（管理者）」

　→全ての操作が可能

「Ｕｓｅｒ（使用者）」（右絵参照）

　→ライブ映像の画面表示切替

　　　ＰＴＺカメラコントロール

　　　再生　/　バックアップ

新たな利用者グループを作成し、

　　　　　　権限を選択することも可能です。　　

新グループの設定　→　２７ページ

ログイン／ログアウト ログイン／ログアウト

ログアウト



電源ＯＮ

１３

※シャットダウンしても、ＡＣアダプターから電源が

　　供給されている際、内部ファンは動作します

１　左絵のようにメニュー画面を表示させる

２　「ＭＥＮＵ」より「シャットダウン」を選択

３　「終了してもよいですか？」で「はい」を選択

４　「システムは正常に終了しました」と表示され、

　　電源ＯＦＦ完了

５　ＡＣアダプターを抜いてください

電源のＯＮ／ＯＦＦ電源のＯＮ／ＯＦＦ

電源ＯＦＦ（シャットダウン）

※本機は、カメラが接続されると

　　自動で録画を開始します

ＴＨ－Ｒ７００４背面 ＴＨ－Ｒ７００８/

ＴＨ－Ｒ７０１６背面

DC12V

付属のＡＣアダプターを本体背面につなぎ、ＡＣ１００Ｖコンセントへ差し込みます。

メニュー画面内で「電源ＯＦＦ（シャットダウン）」します。

（機器を安全に終了させるために、電源をＯＦＦする際は、以下の手順を必ず行なってください）

DC12V

－ ＋



１４

電源をＯＮすると左絵のような画面が立ち上がります

各カメラの映像を表示します

①　マウス操作でクリックすると、「メインメニュー」を表示

②　ハードディスクの使用量

③　上書き録画

④　画面シーケンス（スイッチャー）

⑤　ネットワークからのアクセス時

⑥　アラーム発生

⑦　アーカイブ時

⑧　緊急録画時

⑨　現在日時表示

画面表記について画面表記について

画面上の主な表記についてご説明いたします

基本画面

ステータスバーなし　画面
ステータスバーを一定時間表示後に非表示できます

ＭＥＮＵ ＞ ディスプレイ ＞ 表示

詳細は３６ページ

５秒～６０秒〔５秒単位〕

画面表記について

① ② ③ ⑤④ ⑥⑦⑧ ⑨



１５

赤

画面表記について画面表記について

画面上に表示される「アイコン」についてご説明いたします

録画中

画面上アイコンについて

青 録画停止中

赤 イベント録画中

青 プリイベント録画中

モーション検知中

センサー入力検知中

テキストインモード中

ＰＴＺカメラモード中

ビデオロス（映像信号ロス）×



１６

メニュー　一覧メニュー　一覧

メインメニュー

システム　（設定値の初期化、設定値の保存、バージョンアップ、パスワードの変更　など）

【　システム　＞　情報　】 　詳細２５ページ

【　システム　＞　日付・時間　＞　ＮＴＰ　】 　詳細２６ページ

【　システム　＞　日付・時間　＞　日付・時間　】 　詳細２６ページ

【　システム　＞　日付・時間　＞　休日　】 　詳細２７ページ



１７

メニュー　一覧メニュー　一覧

【　システム　＞　ユーザー　＞　ユーザー　】 　詳細２７ページ 【　システム　＞　ユーザー　＞　グループ　】 　詳細２８ページ

【　システム　＞　クイック設定　＞　システム　】 　詳細２９ページ 【　システム　＞　クイック設定　＞　ネットワーク　】 　詳細２９ページ

【　システム　＞　クイック設定　＞　録画　】 　詳細２９ページ

【　システム　＞　システム履歴　】 　詳細３０ページ

【　システム　＞　クイック設定　＞　記録装置　】 　詳細２９ページ



１８

メニュー　一覧メニュー　一覧

デバイス　（カメラの表示、音声録音の設定、ＰＴＺカメラの通信設定　など）

【　デバイス　＞　カメラ　＞　カメラ　】 　詳細３１ページ

【　デバイス　＞　カメラ　＞　ＰＴＺ　】 　詳細３２ページ

【　デバイス　＞　アラーム　＞　アラーム　】 　詳細３４ページ

【　デバイス　＞　コントローラー　】 　詳細３５ページ

【　デバイス　＞　アラーム　＞　スケジュール　】 　詳細３４ページ

【　デバイス　＞　ＲＳ２３２＆ＲＳ４８５　】 　詳細３５ページ

【　デバイス　＞　音声　】 　詳細３３ページ



１９

メニュー　一覧メニュー　一覧

ディスプレイ　（ステータスバーの非表示、メイン・スポットモニターの設定、シーケンス時間の設定　など）

【　ディスプレイ　＞　表示　＞　表示　】 　詳細３６ページ

【　ディスプレイ　＞　表示　＞　ＰＩＰ　】 　詳細３６ページ

【　ディスプレイ　＞　メイン・スポット　＞　スポット　】 　詳細３７ページ

【　ディスプレイ　＞　表示　＞　ＶＧＡ　】 　詳細３６ページ

【　ディスプレイ　＞　メイン・スポット　＞　メイン　】 　詳細３７ページ



２０

メニュー　一覧メニュー　一覧

録画　（録画の設定、録画ステータスの確認、イベント録画の時間設定、ハードディスクのフォーマット　など）

【　録画　＞　記録装置　＞　ＳＭＡＲＴ　】 　詳細３８ページ

【　録画　＞　録画　＞　イベント　】 　詳細３９ページ

【　録画　＞　録画　＞　録画　】 　詳細３９ページ

【　録画　＞　録画　＞　スケジュール　】 　詳細４０ページ

【　録画　＞　その他　＞　ＨＤＤ容量　】 　詳細４０ページ 【　録画　＞　その他　＞　録画ステータス　】 　詳細４０ページ

【　録画　＞　記録装置　＞　情報　】 　詳細３８ページ

その他 その他



２１

メニュー　一覧メニュー　一覧

ネットワーク　（ＩＰアドレスの登録、ポートの設定、メール通知の設定、ネットワーク帯域の制限　など）

【　ネットワーク　＞　アドレス　＞　アドレス　】 　詳細４１ページ 【　ネットワーク　＞　アドレス　＞　ポート　】 　詳細４１ページ

【　ネットワーク　＞　ダイナミックＤＮＳ　】 　詳細４２ページ 【　ネットワーク　＞　遠隔通知　＞　コールバック　】 　詳細４２ページ

【　ネットワーク　＞　遠隔通知　＞　Ｅメール　】 　詳細４３ページ 【　ネットワーク　＞　映像転送設定　】 　詳細４３ページ



２２

メニュー　一覧メニュー　一覧

イベント　（センサー入力、モーション検知、映像ロス、ＨＤＤエラー等の発生からの出力設定）

【　イベント　＞　センサー　＞　センサー　】 　詳細４４ページ 【　イベント　＞　センサー　＞　録画　】 　詳細４４ページ

【　イベント　＞　センサー　＞　アラーム　】 　詳細４５ページ 【　イベント　＞　センサー　＞　遠隔通知　】 　詳細４５ページ

【　イベント　＞　モーション　＞　モーション　】 　詳細４６ページ 【　イベント　＞　モーション　＞　録画　】 　詳細４６ページ



２３

メニュー　一覧メニュー　一覧

【　イベント　＞　モーション　＞　アラーム　】 　詳細４７ページ 【　イベント　＞　モーション　＞　遠隔通知　】 　詳細４７ページ

【　イベント　＞　映像ロス　＞　録画　】 　詳細４８ページ 【　イベント　＞　映像ロス　＞　アラーム　】 　詳細４８ページ

【　イベント　＞　映像ロス　＞　遠隔通知　】 　詳細４８ページ 【　イベント　＞　テキスト　＞　テキスト　】 　詳細４９ページ

【　イベント　＞　テキスト　＞　録画　】 　詳細４９ページ 【　イベント　＞　テキスト　＞　アラーム　】 　詳細４９ページ

イベント　（センサー入力、モーション検知、映像ロス、ＨＤＤエラー等の発生からの出力設定）



２４

メニュー　一覧メニュー　一覧

【　イベント　＞　システム　＞　アラーム　】 　詳細５０ページ 【　イベント　＞　システム　＞　遠隔通知　】 　詳細５０ページ

【　イベント　＞　テキスト　＞　遠隔通知　】 　詳細４９ページ 【　イベント　＞　システム　＞　システム　】 　詳細５０ページ

イベント　（センサー入力、モーション検知、映像ロス、ＨＤＤエラー等の発生からの出力設定）



２５

【　メニュー　＞　システム　＞　情報　】

　設定値の初期化

【　ＤＶＲ名　】

【　ＭＡＣアドレス　】

【　バージョン　】

【　アップグレード　】

【　リモコンＩＤ　】

【　映像信号規格　】

【　システム設定　】　

【　出力　】

【　入力　】

【　初期値　】

システム　－　情報 システム　－　情報

本機の名称を設定します。

　　　を選択すると、右上のｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称を設定ください。

本機のＭＡＣアドレスを表記しています。

本機のファームウエアのバージョンを現しています。

アップグレードファームウエアを保存したＵＳＢメモリを、本機へ差し込んだ状態で

「アップグレード」を選択すると、アップグレードを開始します。

本機のリモコンのＩＤ番号を設定します。

複数のＤＶＲを、1個のリモコンで操作する場合に必要です。

リモコンのＩＤボタンをＤＶＲへ向けて押すと、右絵のように

ＩＤ番号が表示されますので、リモコン上で、そのＩＤ番号を

押すと、そのＤＶＲだけ、操作が可能になります。

映像規格の種類を表示しています。

「ＮＴＳＣ」に設定ください。

設定の初期化や保存などを行ないます。

ＤＶＲで設定した値を、他のＤＶＲへコピーできます（ＵＳＢメモリ使用）。

「出力」　　本機の設定値をＵＳＢメモリに保存

「入力」　　ＵＳＢメモリに保存されている設定値を本機へインストール

出荷時の設定に初期化します。（但し、「システム」「ネットワーク」の設定は変わりません）

バージョンアップ、設定値の初期化、設定値の保存コピー　等



２６

【　メニュー　＞　システム　＞　日付・時間　＞　日付・時間　】

【　メニュー　＞　システム　＞　日付・時間　＞　ＮＴＰ　】

【　時間帯　】

【　サマータイム設定　】

【　日付　】

【　時間　】

システム　－　日付・時間 システム　－　日付・時間

地域帯を表示しています。（出荷時の日本時間のままご使用ください）

サマータイム制を導入する場合に使用します。

現在日付を設定します。「フォーマット→2009/00/00、00/00/2009の表示変更」　

現在時間を設定します。「フォーマット→AM/PM、24:00の表示変更」

【　ＮＴＰを使用する　】

【　間隔　】

【　アップデート　】

ＮＴＰサーバに同期させ、本機の日時を自動調整する機能です。

（ネットワークの状態によっては同期できない場合がございます）

　　　を押すとサーバーのアドレス入力画面が表示されます。

同期する間隔を設定します。「30分、1・２・３・６・１２時間、1日」

押すと同期（更新して時間調整）します。

日付・時間の設定

ＮＴＰサーバの設定



２７

【　メニュー　＞　システム　＞　日付・時間　＞　休日　】

【　メニュー　＞　システム　＞　ユーザー　＞　ユーザー　】

休日（祝日）の入力を行なう画面です。　ここで設定した休日（祝日）は、録画設定のスケジュール上の「休日」で

録画の時間帯や画質等の条件を設定できるようになります。

（ご注意！）　祝日などは毎年日付が変わります。本機の「休日」は、あくまでも日付ベースでの設定ですので、

　　　　　　　　　予めご了承ください。

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ（管理者）やＵｓｅｒ（使用者）等、利用者の追加・削除、それに伴う権限の付与などを行ないます。

システム　－　日付・時間/ユーザー

休日（祝日）の登録

利用者の追加・削除、パスワードの変更　等

システム　－　日付・時間/ユーザー

パスワードの変更

【　自動ログアウト　】

【　ユーザー　】

（パスワードの変更）

【　グループ　】

何も操作したい状態が続くと、一定時間後にログアウトします。

「１～６０分（1分単位）」

ユーザー名を表示します。ユーザ名を選択すると、右上の画面が表示され、

パスワードを変更できます。

グループ名を表示します。

「利用権限＝グループ単位」　に付与します。

グループ名を選択すると、右の用に利用権限が

表示されます。

③　追加

①　削除

②　追加

④　ページ

①　削除

②　日時を選択してから、上下で値を変更



２８

【　メニュー　＞　システム　＞　ユーザー　＞　グループ　】

システム　－　ユーザー

利用者権限の付与　等

システム　－　ユーザー

利用権限の付与

グループ名を表示します。

本機では、各設定や操作に利用権限を付与できます。

「利用権限＝グループ単位」

グループ名を選択すると、現在の利用権限が表示されます。

③の追加ボタンを押すと、右上の用に「グループ名」と「利用権限」の設定が行なえます。

①　削除

③　追加



２９

【　メニュー　＞　システム　＞　クイック設定　＞　システム　】

【　メニュー　＞　システム　＞　クイック設定　＞　録画　】

【　メニュー　＞　システム　＞　クイック設定　＞　ネットワーク　】

【　メニュー　＞　システム　＞　クイック設定　＞　記録装置　】

システム　－　クイック設定

全カメラ・２４時間３６５日同じ画質で録画するなら、、　「クイック設定機能」

※　設定を行なう場合は、必ず最後の④記録装置まで進んでください。途中で「閉じる」と、設定が無効となります。

システム　－　クイック設定

本機は、電源投入後にカメラが接続されている場合には、自動で録画を開始します（出荷時設定）。

「クイック設定機能」を利用することで、最小限の設定で本機をご利用いただけます。

①　【　ＤＶＲ名　】

　　 【　言語　】

　　 【　パスワード　】

　 　【　時間帯　】

　 　【　日付・時間　】

②　ネットワークを利用したパソコンによる監視を行なう場合に設定します。

　　　ＩＰアドレス、ポート情報を入力してください。

　　 ※ネットワーク機能をご利用になら無い場合は「＞＞（次）」へ進んでください。

③　【　上書き　】

　　 【　解像度　】

　　 【　画質　】

　　 【　ｉｐｓ　】

④　ハードディスクのステータスを表示しています。　ステータスが「良」であることを確認してください。

　　　「良」出ない場合、「フォーマット」を行なってください。

本機の名称を設定します。

　　　を選択すると、ｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称を設定ください。

出荷時のまま（日本語）

パスワードを変更できます（出荷時は空欄のまま「ＯＫ」）

本機の表示地域を選択します　（出荷時のまま　日本地域）

現在日時を設定します

ハードディスクの上書き録画の可否を設定します

録画解像度を設定します　「Ｄ１」７２０×４８０　「Ｈａｌｆ　Ｄ１」７２０×２４０　「ＣＩＦ」３６０×２４０

画質を設定します　「最高」　「高」　「標準」　「中」

毎秒の録画フレーム数を設定します。「１～３０フレーム」

① ②

③ ④

必ず次へ進んでください

必ず次へ進んでください



３０

【　メニュー　＞　システム　＞　システム履歴　】

システム　－　システム履歴

システム履歴　（ログイン・再生・映像ロス発生などの履歴を表示）

システム　－　システム履歴

システム上で発生した内容を表示（リスト化）しています。

【　出力　】

【　再読込　】

ＵＳＢメモリへ保存します（ＣＳＶ形式）。

履歴を更新します。

　ページ



３１

【　メニュー　＞　デバイス　＞　カメラ　＞　カメラ　】

デバイス　－　カメラ

カメラの表示・非表示、色合いの設定　等

デバイス　－　カメラ

【　　　　　　　】

【　タイトル　】

【　形式　】

（録画しながら非表示）

【　色　】

チェック有　：　カメラ有効

チェック無　：　カメラ無効　（録画しない、表示しない）

〔ご注意〕　チェックが無いと録画も行なわれません。

カメラのタイトルを表示します。

　　を押すとｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称をご登録ください。

録画しながら、カメラのライブ映像を非表示できます。

　　　非表示の際、画面色はグレー

カメラ表示の色合い等を設定できます（下絵参照）。

「明るさ」「対比（コントラスト）」「濃さ」「色合い」

本機に接続したカメラの「表示・非表示」「タイトル」「表示形式」「色合い」を設定します。

　　　形式　　　　録画　　　ライブ映像表示　　　アイコン表示

「通常」　　　　　　○　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　○

「映像隠１」　　　 ○　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　○

「映像隠２」　　 　○　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　× 



３２

【　メニュー　＞　デバイス　＞　カメラ　＞　ＰＴＺ　】

デバイス　－　カメラ

パンチルトズーム（ＰＴＺ）カメラに関する設定

デバイス　－　カメラ

【　　　　　　　】

【　プロトコル　】

【　アドレス　】

　（カメラＩＤ）

【　スピード　】

チェック有　：　ＰＴＺカメラ有効

チェック無　：　ＰＴＺカメラ無効　（接続されていても動作しない）

〔ご注意〕　チェックが無くても、録画は行なわれます。

ご利用されるＰＴＺカメラのプロトコルを選択してください。

ＰＴＺカメラの識別ＩＤ番号を設定します。

ＰＴＺカメラに設定されたＩＤ番号を選択してください。

（０～２５５）

パンチルト動作のスピードを設定します。

（１～１０）

本機で、パンチルトズーム（ＰＴＺ）カメラの簡易的な操作が行なえます。

（但し本機に搭載しているプロトコルに対応している必要があります）

※　通信速度に関する設定は、「デバイスーＲＳ２３２＆ＲＳ４８５」（３５ページ）

※　実際のＰＴＺカメラの操作方法については、「ＰＴＺカメラを操作する」（５３ページ）



３３

【　メニュー　＞　デバイス　＞　音声　】

【　メニュー　＞　録画　＞録画　＞　録画　】

デバイス　－　音声

音声録音の設定

デバイス　－　音声

【　　　　　　　】

【　タイトル　】

チェック有　：　音声入力　有効（ＯＮ）

チェック無　：　音声入力　無効（ＯＦＦ）

　　　を選択すると、ｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称を設定ください。

各チャンネル毎に音声の入力の有効/無効を設定します。

音声入力のＯＮ／ＯＦＦについて

音声録音のＯＮ／ＯＦＦについて

音声を聞く

メニュー内　「録画」　＞　「録画」　にて、「音声録音」にチェックをしてください。

映像表示画面にて、下のような画面を表示させます。　聞きたい音声のチャンネルを選択してください。

聞きたい音声のチャンネルを選択

表示方法　：　マウス＝右クリック　　リモコン＝ＡＵＤＩＯボタン　　本機フロントパネル＝



３４

【　メニュー　＞　デバイス　＞　アラーム　＞　アラーム　】

【　メニュー　＞　デバイス　＞　アラーム　＞　スケジュール　】

デバイス　－　アラーム

アラームの基本設定

デバイス　－　アラーム

【　アラーム接続　】

【　タイトル　】

【　形式　】

【　曜日　】

【　開始～終了　】

【　モード　】

【　アラーム　】

アラーム（本機背面出力からの信号発信）を出力させる時間の長さを設定します。

（５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１・２・３・４・５・１０分）

　　　を選択すると、ｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称を設定ください。

接点開閉の状態を選択します。

「ＮＯ」　ノーマルオープン　　「ＮＣ」　ノーマルクローズ

アラーム出力を有効にする曜日を選択します。

（毎日・日・月・火・水・木・金・土・休日・月～金・土日）

アラーム出力を有効にする開始・終了時刻を選択します。

（２４時間に設定する場合は、００：００～２４：００に設定してください）

アラーム発生のＯＮ／ＯＦＦ、発生させるときの録画モード（常時／イベント時）を選択します。

「イベント」＝イベント発生時のみ出力

「ＯＮ」＝常時アラーム出力　「ＯＦＦ」＝アラーム常時ＯＦＦ

出力させるチャンネルを表示しています。

　　を押すと、右上のように、チャンネルの選択ができます。　

Ｂ（Ｂｕｚｚｅｒ）を選択すると、アラーム発生時と同時に本機からブザー音がなります。

イベント（センサー入力や動体検知、ビデオロス等）が発生

した際、アラーム出力（本機背面から外部機器へ信号発信）

が行なえます。

アラーム出力をＯＮ／ＯＦＦさせる時間帯などの条件を、各ＣＨ毎に、細かくスケジュール設定できます。

【　出力端子について　】

　４ＣＨタイプ　　      ＣＨ１・２　リレー出力

                            ＣＨ３・４　ＴＴＬ出力

　８/１６ＣＨタイプ　　ＣＨ１～４　リレー出力

　　　　　　　　　　    　その他ＣＨ　ＴＴＬ出力

削除

追加



３５

【　メニュー　＞　デバイス　＞　コントローラー　】

【　メニュー　＞　デバイス　＞　ＲＳ２３２＆ＲＳ４８５　】

【　ＴＨ－ＺＣＴ０１　】

デバイス　－　コントローラ/ＲＳ２３２＆ＲＳ４８５

ＰＴＺカメラ専用コントローラ（ＴＨ－ＺＣＴ０１）との連動について

ＲＳ－２３２　ＲＳ－４８５　の通信速度の設定　（９６００ｂｐｓなど）

デバイス　－　コントローラ/ＲＳ２３２＆ＲＳ４８５

【　コントローラモデル　】

【　ＤＶＲ　ＩＤ　】

【　ｂｐｓ　】

１　ＤＶＲへ接続させる　　　　　　　　　　　        （上記で設定したＩＤ番号）

２　メニューの起動　　　　　　　

　　ジョイスティックの上下左右でメニュー内のカーソルが移動します

３　再生　　　　　ボタンを押すと、再生モードになります。

　　右絵のボタンで再生・早送りなどが行なえます。

　　ジョイスティックの移動で倍速などの変換が出来ます。　

そのままでご利用ください（ＴＨ－ＺＣＴ０１）

　　　を選択すると、ｷｰﾎﾞー ﾄﾞが表示されますので、任意の名称を設定ください。

複数のＤＶＲを１台のコントローラで操作する場合に、各ＤＶＲにＩＤ番号を付与します。

（０～９９９）

本機とＰＴＺカメラ等、ＲＳ２３２・ＲＳ４８５にて接続する外部機器との通信速度を設定します。

双方の通信速度が合致するように設定してください。

（３００・６００・１２００・２４００・４８００・９６００・１９２００・３８４００・５７６００・１１５２００　ｂｐｓ）

ＰＴＺカメラ用コントローラ（ＴＨ－ＺＣＴ０１）の操作方法

東邦技研社製のＰＴＺカメラ用コントローラ（ＴＨ－ＺＣＴ０１）

と本機を同時に使用する場合、コントローラで本機の操作が

行なえます。

「ＭＥＮＵ」

「ＤＶＲ」

「数字キー」

「ＰＬＡＹ」　「ＦＦ」

「ＲＥＷ」　など
カーソル移動

「ＳＲＣＨ」

（再生起動）

①

③

④

②

MENU

ＳＲＣＨ

++ +DVR 0 0 1

それ以外の項目は、出荷時設定のままでご使用ください

STOP
PLAY/
PAUSEREWFF

早送り 早戻り 停止再生
一時停止



３６

【　メニュー　＞　ディスプレイ　＞　表示　＞　表示　】

【　メニュー　＞　ディスプレイ　＞　表示　＞　ＶＧＡ　】 【　メニュー　＞　ディスプレイ　＞　表示　＞　ＰＩＰ　】

ディスプレイ　－　表示

ステータスバーの非表示、ディスプレイ解像度、ＰＩＰの表示位置　等

ディスプレイ　－　表示

【　言語　】

【　ステータスバー消去　】

【　表示位置　】

【　フリーズ　】

そのままでご利用ください（日本語）

ステータスバーの表示を、操作が終了してから一定時間後に非表示させます（右上参照）。

「ＯＦＦ＝非表示させない」　　「ＯＮ＝５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１分」

カメラ映像画面内にあるカメラタイトル表示位置を若干変更できます。

ディスプレイの仕様上、タイトル文字が画面の端に切れてしまう場合に有効です。

画面をフリーズ（ボタンを押した時点の映像でストップ）させる時の仕様を選択します。

「フィールド仕様」　「フレーム仕様」

ＰＩＰを画面のどこに表示させるかを選択してください。ご使用のモニターの表示解像度に合わせ、

　　　　　　　　　　　　　　　最適な解像度で表示できます。

ＰＩＰ（ピクチャーインピクチャー）表示位置の設定ディスプレイに合わせた表示解像度の設定



３７

ディスプレイ　－　メイン・スポット

映像出力　「メインモニター」　「スポットモニター」について

ディスプレイ　－　メイン・スポット

【　メニュー　＞　ディスプレイ　＞　メイン・スポット　＞　メイン　】 【　メニュー　＞　ディスプレイ　＞　メイン・スポット　＞　スポット　】

シーケンス（画面切替）時間、イベントポップアップ表示の設定　等

【　イベントポップアップ　】

【　自動切換間隔　】

【　スポット　】

【　カメラ　】

イベント発生時（センサー入力や動体検知、ビデオロスなど）に、画面をポップアップさせます。

シーケンス機能（画面自動切替）を使用する際の、切替時間を設定します。

（１・２・３・４・５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１分）

スポット出力の端子番号を表示しています。

（４ＣＨタイプ＝スポット端子×１　８/１６ＣＨタイプ＝スポット端子×４）

スポット出力するカメラを表示しています。

　　　を押すと、下のような画面が表示され、カメラを選択できます。

本機から出力される映像は、２種類あります。

上記端子より出力される映像です。

通常はこちらを使用します。

スポットモニターは、「単画面」表示です。

複数のカメラを選択すると、

「シーケンス（自動切替）」できます。

上記端子より出力される映像です。

「リアルタイム映像」のみ表示されます。

メインモニターでメニューや再生の操作をしていても、

スポットモニターには表示されません。

画面表示は「単画面」のみです。

「シーケンス（自動画面切替）」が行えます。

「ＶＩＤＥＯ　ＯＵＴ（ＢＮＣ端子）」　

「ＶＧＡ」

「ＳＰＯＴ　ＯＵＴ（ＢＮＣ端子）」

メインモニターの表示について

メインモニター　　（通常こちらを使用） スポットモニター

スポットモニターの表示について



３８

録画　－　記録装置

ハードディスク容量　フォーマット

ＳＭＡＲＴ表示（ハードディスクの状態）

録画　－　記録装置

【　メニュー　＞　録画　＞　記録装置　＞　情報　】

【　メニュー　＞　録画　＞　記録装置　＞　ＳＭＡＲＴ　】

【　容量　】

【　形式　】

【　用途　】

【　ステータス　】

【　フォーマット　】

【　録画　】

ハードディスクのメモリ容量を表示しています。

内蔵されているドライブの種類を表示します。

「ＨＤＤ」　ハードディスク

「ＯＤＤ」　ＣＤ・ＤＶＤドライブ

内蔵ドライブの使用用途を表示しています。

ハードディスクの状態を表示しています。

「良」　　異常なし

「ＨＤＤエラー」　ＨＤＤを認識できていません。

ハードディスクのフォーマットを行なってください。「残容量なし」　ハードディスクの容量がいっぱいです。

ハードディスクのフォーマットを行なうか上書き録画に設定してください。（３９ページ）　　

ハードディスクをフォーマット（初期化）します。

録画した期間を表示します。「再読込」を押すと最新の期間に更新します。

【　ステータス　】

【　温度　】

ハードディスクの状態を表示しています。

「良」　　異常なし

「不良」　異常あり　規定の温度を超えています。（規定温度の設定は５０ページ）

ハードディスクの温度を表示します。

「アップデート」を押すと最新の状態に更新します。

　     ミラーリング機能をご使用になる

　     場合にはミラーリング使用の  

       項目にチェックを入れて下さい。

　※　ミラーリング機能は7004RM/7008/7016/

　　　 で使用できる機能です。

　※   ミラーリング時はHDDを2台必要です。

        (オプション)

　　　

ミラーリング

【　メニュー　＞　録画　＞　記録装置　＞　フォーマット　】

 



３９

録画　－　録画

録画する

録画の基本設定

イベント録画の時間設定

録画　－　録画

【　メニュー　＞　録画　＞　録画　＞　録画　】

【　メニュー　＞　録画　＞　録画　＞　イベント　】

【　上書き録画　】

【　音声録音　】

【　解像度　】

【　自動消去　】

【　ｉｐｓ　】

【　画質　】

【　イベント前録画時間　】

【　緊急録画時間　】

【　イベント録画時間　】

ハードディスクのメモリが一杯になると上書き録画を開始します。

音声録音を行います。

録画解像度を選択します。

「Ｄ１」＝７２０×４８０　　「Ｈａｌｆ　Ｄ１」＝７２０×２４０　　「ＣＩＦ」＝３６０×２４０

選択した期間ごとに録画データの消去を行います。

ＯＦＦ（消去しない）、ＯＮ（消去する→　１～１８０日　〔１日単位〕）

毎秒の録画フレーム数を設定します。　「１～３０ｉｐｓ　（１ｆｐｓ単位）」

録画の画質を設定します。　４段階　「最高」「高」「標準」「中」

イベントが発生した時点より遡って録画します。　「ＯＦＦ」　「ＯＮ　５～３０秒　５秒単位」

緊急録画ボタンが押されたときの録画時間を設定します。

「無制限」　「制限＝５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１・２・３・４・５・１０・１５・２０・３０分」

イベント録画時間を設定します。

「５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１・２・３・４・５・１０・１５・２０・３０分」

本機は、カメラが接続されると自動で録画を開始します。

その際、右絵のように各画面の左上に赤丸を表示します。

ＣＡＭ１

※　左の設定は、基本設定です。

　　　「録画」ー「スケジュール」において設定された

　　　内容が優先されます。

　　　〔　解像度、フレーム数、画質　〕

プリアラーム　５～３０秒

ポストアラーム　５秒～３０分



４０

録画　－　録画

スケジュール録画、カメラ別の画質フレーム数など　録画の詳細設定

録画時間の計算 録画ステータスの確認

録画　－　録画

【　メニュー　＞　録画　＞　録画　＞　スケジュール　】

【　メニュー　＞　録画　＞　その他　＞　ＨＤＤ容量　】 【　メニュー　＞　録画　＞　その他　＞　録画ステータス　】

※　左の設定は、最優先設定です。

　　　「録画」ー「録画」において設定された

　　　内容よりも優先されます。

　　　〔　解像度、フレーム数、画質　〕

※　フレーム数のスペックを超えて設定した場合、最適な限界フレーム数に自動で振り分けて録画します。
　　例）　１６ＣＨタイプのＤ１サイズにおける最大フレーム数は１２０ｉｐｓ　　全ＣＨ３０ｉｐｓで設定した場合、３０×１６＝４８０　となりスペックオーバー
　　　　　これを本機は、最大フレーム数である１２０ｉｐｓになるように、各ＣＨのフレーム数を７～８フレームに自動で調整して録画します。

【　曜日　】

【　開始～終了　】

【　モード　】

【　カメラ　】

【　設定　】

録画をを有効にする曜日を選択します。

（毎日・日・月・火・水・木・金・土・休日・月～金・土日）

録画を有効にする開始・終了時刻を選択します。

（２４時間に設定する場合は、００：００～２４：００に設定してください）

「録画しない」　＝録画ＯＦＦ

「連続録画　Ｔ　」　＝常時連続録画　（指定された日時）

「イベント録画　Ｅ　」　＝イベント発生時のみ録画

「連続・イベント録画」　＝通常は連続録画し、イベント発生時にはイベント録画を行います。

録画するカメラを任意に選択します。　　　を押すと、カメラ選択画面に変わります。

録画フレーム／画質を設定します。

設定数値を押すと、右絵のような

選択画面に変わります。

フレーム数「１～３０ｉｐｓ　（１ｆｐｓ単位）」

画質４段階　「最高」「高」「標準」「中」

録画する時間帯や録画フレーム数などの条件を、各ＣＨ毎に、細かくスケジュール設定できます。

録画条件を入力し、「計算」ボタンを押すと、

推定録画時期間が算出されます。

実際に録画している現在条件

を表示します。

※　あくまでも目安の時間です

削除

追加

その他 その他



４１

ネットワーク　－　アドレス

インターネットで遠隔監視する

ネットワーク　－　アドレス

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　アドレス　＞　アドレス　】

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　アドレス　＞　ポート　】

※　ポート番号を登録した後、ご利用のブロードバンドルータ

　　において、該当のポート番号を開放する設定を行なって

　　ください。

　　開放されない場合、グローバルネットワーク上で、本機の

　　ネットワーク機能を使用できません。

※　ブロードバンドルータでの下記　【ネットワークポート】　の

　　開放は、「ライブ」「再生」「設定」の３点を行なってください。

　　

【　形式　】

上記　【　形式　】で、「固定ＩＰ」を選択した場合、以下の設定項目に入力してください。

【　ＩＰアドレス　】　　【　サブネットマスク　】　　【　ゲートウエイ　】　　【　ＤＮＳサーバー　】

ネットワークをご使用になる環境　「固定ＩＰ」　か　「ＤＨＣＰ」　かを選んでください。

「固定ＩＰ」　本機専用の固定ＩＰを取得した場合、こちらを選んでください。

「ＤＨＣＰ」　ＬＡＮ接続している場合、自動で（ＬＡＮ上の）ＩＰアドレスが割り当てられます。

【　ネットワークポート　】

【　ウェブポート　】

【　ライブ　】

【　再生　】

【　設定　】

【　ウェブ　】

ＬＡＮ上で本機を認識（識別）するために、ポート番号を割り当ててください。

「８０００～１２０００」（出荷時１０１０１）

※　他の機器が同じポート番号を使用している場合、本機は正常に動作しません。

インターネットエクスプローラ上で本機の遠隔監視を行う場合、ウェブ用のポートを開放して

ください。ここに開放するポート番号を入力してください。（出荷時８０）

上記【ネットワークポート】に値を入力すると、「ライブ」（ライブ映像監視用）、「再生」（再生確認

用）、「設定」（設定変更用）のポート番号が設定され、ここに表示します。

これらすべてのポートを、ブロードバンドルータで開放してください。

上記【ウェブ】で入力した値を表示します。

本機は、ネットワーク（ＬＡＮ／ＷＡＮ）に接続することにより、

お手持ちのパソコンで本機の映像確認や設定の変更など

が行なえます。

・　本機付属のソフトウエア「ＮＥＭＯＮ」　を使用します。

ＩＰアドレスの登録

ポートの登録



４２

ネットワーク　－　ダイナミックＤＮＳ/遠隔通知

ダイナミックＤＮＳを用いたネットワーク監視

遠隔通知機能のアドレス登録　（コールバック、Ｅメール）

ネットワーク　－　ダイナミックＤＮＳ/遠隔通知

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　ダイナミックＤＮＳ　】

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　遠隔通知　＞　コールバック　】

※　本機は、弊社運営のダイナミックＤＮＳサービスを無料で

 　　ご提供しています。

　　サービスを受けるためには、「ｗｗｗ．ｄｖｒ-ｄｄｎｓ．ｃｏｍ」に

　　加入し、アドレスの割り当てを受ける必要があります。

※　ダイナミックＤＮＳサーバーへの自動更新（アクセス）は、

　　１０分に1回定期的に行ないます。

　　手動による更新は、下記【アップデート】で行なえます。

【　　　　　　】

（ダイナミックＤＮＳを使用する）

【　ＤＤＮＳサーバー　】

【　ホスト名　】

【　　　　　　】

（ＩＤ情報を使用する）

【　ＩＤ　】

【　パスワード　】

【　アップデート　】

【　コールバック間隔　】

【　　　　　　】

【　アドレス　】

【　ポート　】

ダイナミックＤＮＳを利用した、ネットワークでの遠隔監視を行なう場合に、チェックしてください。

本機が受けることのできるダイナミックＤＮＳサーバーです。

「ｗｗｗ．ｄｖｒ-ｄｄｎｓ．ｃｏｍ」に加入して割り当てられたアドレスを入力してください。

ダイナミックＤＮＳを用いた遠隔監視において、パスワードによる保護を利用する場合、

チェックし、下記　【ＩＤ】　【パスワード】の設定を行なってください。

ＩＤ番号を登録してください。

パスワードを登録してください。

ダイナミックＤＮＳサーバーへアクセスし、情報を手動で更新します。

発信後、指定した時間内は発信しません。（５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１・２・３・４・５・１０分）

コールバックするパソコンを追加します。

コールバックするパソコンのＩＰアドレスを入力してください。

コールバックするパソコンがＷＡＮ上にある場合、パソコン識別のためポート番号を設定して

ください。（ブロードバンドルータでポートを開放してください）

本機は、イベント（異常）発生時に、コールバック（遠隔監視パソコンの画面ポップアップ）やＥメール通知ができます。

ポップアップをクリックするとコールバックリストが表示され、

リストを選択すれば、映像を確認できます。

コールバックするパソコンのアドレス登録

192.168.1.26

ｗｗｗ．ｄｖｒ-ｄｄｎｓ．ｃｏｍ



４３

ネットワーク　－　遠隔通知/映像転送設定

ネットワークの転送フレームレート ・ 帯域の制限について

ネットワーク　－　遠隔通知/映像転送設定

【　ライブ映像　】

【　帯域制限　】

ライブ映像を転送するフレームレート数を設定します。（１～６０ｉｐｓ　1単位　初期値３０）

転送帯域を制限できます。

「無制限」＝制限しません

「制限」＝１～１００Ｍｂｐｓ

本機は、ネットワークの転送に使用する帯域の制限やライブ映像の転送フレームレートの調整が行なえます。

【　Ｅメール間隔　】

【　ＳＭＴＰサーバー　】

【　送信アドレス　】

【　受信アドレス　】

Ｅメールする間隔を設定します。（５・１０・１５・２０・２５・３０・４０・５０秒、１・２・３・４・５・１０分）

ＳＭＴＰサーバーのアドレスを入力してください。

送信アドレスを入力してください。

受信アドレスを入力してください。

Ｅメールアドレスの登録

イベント（異常）発生時に、Ｅメール通知

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　遠隔通知　＞　Ｅメール　】

【　メニュー　＞　ネットワーク　＞　映像転送設定　】



４４

イベント　－　センサー

イベント　（センサー入力、モーション検知、映像ロス、ＨＤＤエラー 等）　の詳細設定

イベント　－　センサー

【　　　　　　】

【　タイトル　】

【　形式　】

ここでは、イベント発生の検知方法と、それに合わせた出力（接点出力・ブザー・メールなど）の、詳細設定を行ないます。

センサー反応（外部機器からの信号入力）があると、イベント発生と認識します。

外部センサーを本機背面へ設置します。

有効にするセンサー入力端子を選びます。

センサー名を変更できます。（メール通知などに表示されます）

「ＮＯ」　ノーマルオープン

「ＮＣ」　ノーマルクローズ

センサー

【　メニュー　＞　イベント　＞　センサー　＞　センサー　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　センサー　＞　録画　】

４ＣＨタイプ
背面端子

１６ＣＨタイプ背面端子
（８ＣＨタイプは１６ＣＨタイプと類似形状）

SENSOR

G 1 2 3 4

SENSOR IN
G G1 2 3 4 5 6 7 8

G G9 10 11 12 13 14 15 16

【　録画　】 各センサーが反応した際に録画するカメラ（チャンネル）を表示しています。

　　を押すと右上のような、カメラ選択画面が表示されます。

録画するカメラを選択してください。



各センサーが反応した際に出力するアラームを表示しています。

　　を押すと右上のような、アラーム出力の選択画面が表示されます。

出力チャンネル（本機背面からのＡＬＡＲＭ出力）、ブザー音　を任意でを選択してください。

４５

イベント　－　センサー イベント　－　センサー

【　遠隔通知　】

【　タイトル　】

【　形式　】

各センサーが反応した際に遠隔通知する手段を表示しています。

「数字」　コールバック登録番号　　「Ｅ」　Ｅメール

　　を押すと右上のような、遠隔通知あて先が表示されますので、選択してください。

あて先の設定は、４２ページの「ネットワークー遠隔通知」を参照ください。

【　メニュー　＞　イベント　＞　センサー　＞　アラーム　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　センサー　＞　遠隔通知　】

【　アラーム　】



画面左の数字は、各カメラ（チャンネル）番号です。

チャンネル毎にモーションのＯＮ／ＯＦＦを選択してください。

検知の感度を５段階で設定できます。　「最高」　「高」　「通常」　「中」　「低」

モーション検知した際に、検知している画面をちらつかせて、検知をお知らせします。

そのちらつき表示のＯＮ／ＯＦＦを設定します。

モーションを検知させる箇所を指定します。（右上画面参照）

「設定」を押すと、右上のような画面が表示されます。（ライブ映像を表示します）

①　カーソルあり　→　モーション検知します

②　カーソルなし　→　モーション検知しません

画面上のカーソルを選択しながら、モーション検知可否の箇所を選択してください。

４６

イベント　－　モーション イベント　－　モーション

カメラ映像にモーション（動体検知）反応があると、イベント発生と認識します。

②

①

モーション

【　メニュー　＞　イベント　＞　モーション　＞　モーション　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　モーション　＞　録画　】

【　　　　　　】

【　感度　】

【　表示　】

【　設定　】

【　録画　】 モーション反応した際に録画するカメラ（チャンネル）を表示しています。

　　を押すと右上のような、カメラ選択画面が表示されます。

録画するカメラを選択してください。



４７

イベント　－　モーション イベント　－　モーション

モーション反応した際に出力するアラームを表示しています。

　　を押すと右上のような、アラーム出力の選択画面が表示されます。

出力チャンネル（本機背面からのＡＬＡＲＭ出力）、ブザー音　を任意でを選択してください。

【　遠隔通知　】

【　タイトル　】

【　形式　】

モーション反応した際に遠隔通知する手段を表示しています。

「数字」　コールバック登録番号　　「Ｅ」　Ｅメール

　　を押すと右上のような、遠隔通知あて先が表示されますので、選択してください。

あて先の設定は、４２ページの「ネットワークー遠隔通知」を参照ください。

【　メニュー　＞　イベント　＞　モーション＞　アラーム　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　モーション　＞　遠隔通知　】

【　アラーム　】



４８

イベント　－　映像ロス イベント　－　映像ロス

カメラ映像が断線すると、イベント発生と認識します。映像ロス（ビデオロス）

映像ロスした際に出力するアラームを表示しています。

　　を押すと右上のような、アラーム出力の選択画面が表示されます。

出力チャンネル（本機背面からのＡＬＡＲＭ出力）、ブザー音　を任意でを選択してください。

【　遠隔通知　】

【　タイトル　】

【　形式　】

映像ロスした際に遠隔通知する手段を表示しています。

「数字」　コールバック登録番号　　「Ｅ」　Ｅメール

　　を押すと右上のような、遠隔通知あて先が表示されますので、選択してください。

あて先の設定は、４２ページの「ネットワークー遠隔通知」を参照ください。

【　メニュー　＞　イベント　＞　映像ロス　＞　アラーム　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　映像ロス　＞　録画　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　映像ロス　＞　遠隔通知　】

【　アラーム　】

【　録画　】

映像ロスした際に録画するカメラ（チャンネル）を表示して

います。

　　を押すと右上のような、カメラ選択画面が表示されます。

録画するカメラを選択してください。



４９

イベント　－　テキスト イベント　－　テキスト

他のイベント機能と同様に録画チャンネル・出力・通知の設定を行ないます。

テキスト

出力するアラームを選択してください。

出力チャンネル（本機背面からのＡＬＡＲＭ出力）、ブザー音　を

任意でを選択してください。

遠隔通知する手段を選択してください。

あて先の設定は、４２ページの「ネットワークー遠隔通知」を

参照ください。

【　メニュー　＞　イベント　＞　テキスト　＞　テキスト　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　テキスト　＞　録画内　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　テキスト　＞　アラーム内　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　テキスト　＞　遠隔通知内　】

テキストイン機能を使用する場合、左記メニュー画面の

「テキストイン使用」にチェックし、メニューに従って必要

事項を設定してください。

テキストインの際に録画するカメラを選択してください。



５０

イベント　－　システム イベント　－　システム

ハードディスクエラーが発生すると、イベント発生と認識します。システム

ハードディスクを認識できていません。ハードディスクのフォーマットを行なってください。（３８ページ）

ハードディスクの容量がいっぱいです。ハードディスクのフォーマットを行なう（３８ページ）か上書き

録画に設定してください（３９ページ）。　※ＨＤＤフォーマットをすると、録画データは全て消去されます。

温度が設定値を超えた場合

【　メニュー　＞　イベント　＞　システム　＞　システム　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　システム　＞　アラーム　】

【　メニュー　＞　イベント　＞　システム　＞　遠隔通知　】

【　ＳＭＡＲＴ限界温度　】

内蔵しているハードディスクの表面温度において、エラーと

する温度を設定します。

「４５・５５・６０・６５・７０℃」（初期値６５℃）

ハードディスクエラーの内容と、それによって出力するアラームを表示しています。

※　ここでの表示は、実際にエラーが発生しているわけではありません。　「エラー表示は、録画ー記録装置内に表示」　

【　ＨＤＤエラー　】

【　残容量なし　】

【　ＳＭＡＲＴ　】

上記アラームと同様に、それぞれのエラー項目によって遠隔通知する手段を表示しています。

【　数字　】　コールバックの登録番号　　　【　Ｅ　】　　　Ｅメール　　　　　　　　　　　　　　　　　

あて先の設定や内容は、４２ページの「ネットワークー遠隔通知」を参照ください。



５１

サブメニュー　（分割表示、ＰＩＰ　等） サブメニュー　（分割表示、ＰＩＰ　等）

ライブ画面上で、「右クリック」（マウス）もしくは「　　　ボタン」（リモコン）もしくは「　　　ボタン」（本機パネル）を

押すと、下絵のような画面が表示されます。

【　ライブ　】

【　カメラ　】

【　表示レイアウト　】

（４ＣＨタイプにはありません）

【　ＯＳＤ　】

【　テキストインＯＳＤ　】

【　フリーズ　】

【　画面自動切替　】

【　ズーム　】

【　ＰＩＰ　】

ライブ画面のサブメニューであることを意味しています。

選択したチャンネルが単画面

で拡大表示されます。

分割画面表示を行ないます。

２×２＝４分割画面

３×３＝９分割画面

４×４＝１６分割画面

次／前のページ＝分割画面上でチャンネルを切替

画面表記を切替えます。

「なし」＝カメラ映像以外表示しない

「ＯＳＤ」＝ステータスバーを表示しない

「ＯＳＤ＋ステータスバー」＝基本画面表示

テキストインを表示します。

選択した時点の画面で固定します。

（何かボタンを押すと解除されます）

映像チャンネルを自動で切替えます。

（カメラ入力があるチャンネルのみ）

詳細設定は、メインメニュー＞ディスプレイ　３７ページ参照

２倍のデジタルズームを行ないます。

上下左右カーソル選択で表示画面が移動します。

ピクチャーインピクチャー表示を行ないます。

詳細設定は、メインメニュー＞ディスプレイ　３６ページ参照

「右クリック」（マウス）

「　　　ボタン」（リモコン）

「　　　ボタン」（本機パネル）

ライブ

カメラ

表示レイアウト

メニュー設定

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

フリーズ

画面自動切替

ズーム

ＰＩＰ

スポット

音声

ＰＴＺ

１　ＣＡＭ１

２　ＣＡＭ２

３　ＣＡＭ３

４　ＣＡＭ４

ＡＬＬ

なし

ＯＳＤ

ＯＳＤ＋ステータスバー

次のページ

前のページ

２×２

３×３

４×４

ＣＡＭ１

ＭＥＮＵ

ＣＡＭ３

１　ＣＡＭ１

２　ＣＡＭ２

３　ＣＡＭ３

４　ＣＡＭ４

ＰＩＰ



５２

サブメニュー　（スポット、イベント履歴再生） サブメニュー　（スポット、イベント履歴再生）

スポットモニター出力のカメラ選択やシーケンス機能の

ＯＮ／ＯＦＦを行ないます。

イベント発生時

を再生します

音声出力を行なうチャンネルを切替えます。

ＰＴＺカメラを操作する画面に切替わります。

（詳細は　５３ページ）

録画した映像を、外部メモリへバックアップします。

（詳細は　５４ページ）

録画したデータを再生します。　（詳細は　５５ページ）

緊急録画を行ないます。

緊急録画の詳細設定は、メインメニュー＞録画（３９ページ）

システム履歴、イベント履歴を表示します。

ＣＤ・ＤＶＤドライブを開きます。

メインメニューを表示します。

※　メニューや再生画面は表示されません。

　　 画面表示は「単画面」のみです。

スポットモニター出力を選択します。

（８／１６ＣＨタイプのみ）

４ＣＨタイプは出力×１

８／１６ＣＨタイプは出力×４

「画面自動切替」

メインメニュー＞画面で設定した条件で

シーケンス表示します。（３７パージ参照）

「１　ＣＡＭ１」

選択したカメラを単画面表示します。

ライブ

カメラ

表示レイアウト

メニュー設定

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

フリーズ

画面自動切替

ズーム

ＰＩＰ

スポット

音声

ＰＴＺ

スポットモニター　１

スポットモニター　２

スポットモニター　３

スポットモニター　４

スポットモニター

１　ＣＡＭ１

２　ＣＡＭ２

３　ＣＡＭ３

４　ＣＡＭ４

スポットモニター　１

画面自動切替

１　ＡＵＤＩＯ１

２　ＡＵＤＩＯ２

３　ＡＵＤＩＯ３

４　ＡＵＤＩＯ４

音声

音声消去

【　スポット　】

【　音声　】

【　ＰＴＺ　】

【　バックアップ　】

【　再生　】

【　緊急録画　】

【　履歴　】

【　ディスク取り出し　】

【　メニュー設定　】

※　イベント履歴ごとに頭出し再生

ＭＥＮＵ

履歴

システム履歴 イベント履歴

時　間

２００９－１０ー２７　９：５３：３８ＡＭ　　　　１　ＣＡＭ１

イベント



５３

ＰＴＺカメラを操作する ＰＴＺカメラを操作する

ＰＴＺカメラを操作する

ＰＴＺカメラをオートパン（自動旋回）させます。

予め、ＰＴＺカメラ側の設定が必要です。

ＰＴＺカメラのツアー機能（プリセット間を自動巡回）を行ない

ます。　予め、ＰＴＺカメラ側の設定が必要です。

ＰＴＺカメラのパターン機能（専用コントローラで任意に設定

した旋回動作で自動巡回）を行ないます。

予め、ＰＴＺカメラ側の設定が必要です。

ＰＴＺカメラ内のメニューを表示させます。

ホームポジションへカメラが移動します。

予め、ＰＴＺカメラ側の設定が必要です。

５１～５２ページを参照ください。

ＰＴＺ操作を終了して、ライブ映像に戻ります。

ライブ

カメラ

表示レイアウト

メニュー設定

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

フリーズ

画面自動切替

ズーム

ＰＩＰ

スポット

音声

ＰＴＺ

ＰＴＺ

オートパン

ツアー

パターン

メニュー

ホームポジション

ＰＴＺ終了

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

フリーズ

ＰＩＰ

スポット

音声

【　オートパン　】

【　ツアー　】

【　パターン　】

【　メニュー　】

【　ホームポジション　】

【　フリーズ　】　～

【　ディスク取り出し　】

【　ＰＴＺ終了　】

※　最初に、ＰＴＺカメラの基本設定を行なってください。→３２ページ

操作したいカメラを単画面表示にしてください。

サブメニューより　「ＰＴＺ」　を選択　もしくは　　　　　ボタン（本機パネル・リモコン）を

押すと、下絵の操作画面に切替わります。

ＰＴＺの操作画面上で、右クリック　もしくは　　　　　　ボタンを押すと、下絵のようなサブメニューを表示します。

※　ＰＴＺカメラとの通信の相性や機能の違いにより、上記全ての機能をご利用になれない場合がございます。
　　 予めご了承ください。

カメラを矢印の方向に動かします。

ズームアウト

ズームイン

フォーカスイン

フォーカスアウト

プリセット保存

プリセット移動

－

＋

PTZ

MENU



５４

外部メモリへバックアップ 外部メモリへバックアップ

外部メモリへバックアップする

ライブ

カメラ

表示レイアウト

メニュー設定

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

フリーズ

画面自動切替

ズーム

ＰＩＰ

スポット

音声

ＰＴＺ

サブメニューより　「バックアップ」　を選択　もしくは　　　　　　　　ボタン（本機パネル・リモコン）を押すと、

下絵の操作画面に切替わります。

録画した映像を、ＤＶＤやＵＳＢメモリなどのメディアへバックアップします。

付属のパソコン監視用ソフト「ＮＥＭＯＮ」で再生バックアップ

汎用パソコン用ソフト「Ｇｏｍ　Ｐｌａｙｅｒ」で再生クリップ作成

【　ソース　】

【　デバイス　】

【　ファイル名　】

【　開始　】

【　終了　】

【　カメラ　】

【　音声　】

【　ステータス　】

【　アップデート　】

【　スタート　】

録画データをバックアップすることを表示しています。（変更できません）

保存する外部メモリを選択してください。

「ＯＤＤ」＝ＣＤ・ＤＶＤドライブ

「ＵＳＢ」＝ＵＳＢメモリ

ファイル名を入力できます。（英数字）

バックアップ開始日時を指定してください。

バックアップ終了日時を指定してください。

バックアップするカメラのチャンネルを選択してください。

（クリップ作成は１ＣＨ分のみのバックアップとなります。保存するＣＨ番号を選んでください。）

音声を同時にバックアップする場合は、チェックしてください。

外部メモリの空き容量を表示します。

上記ステータスを更新します。

バックアップを開始します。

BACKUP



５５

再生する 再生する

再生する

選択したチャンネルが単画面で表示されます。（５１ページ）

分割画面表示を行ないます。（５１ページ）

日時を入力して再生の検索（頭出し）を行ないます。

検索（再生頭出し）の利便性に優れた機能です。（５６ページ）

５１、５２ページを参照ください。

再生画面を終了し、ライブ映像に戻ります。

上記サブメニューより

再生を選択した場合、

内蔵ＨＤＤのデータか、

外部メモリへのバック

アップデータかを選択

ください。

再生の頭出しを行なう日時を設定して

ください。

「最初に移動」

　録画データの一番最初へジャンプ

「最後に移動」

　録画データの一番最後へジャンプ

ライブ

カメラ

表示レイアウト

メニュー設定

バックアップ

再生

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

フリーズ

画面自動切替

ズーム

ＰＩＰ

スポット

音声

ＰＴＺ

再生

カメラ

表示レイアウト

指定

検索

再生終了

バックアップ

緊急録画

履歴

ディスク取り出し

ＯＳＤ

テキストインＯＳＤ

ズーム

スポット

音声

【　カメラ　】

【　表示レイアウト　】

【　指定　】

【　検索　】

【　ＯＳＤ　】　～

【　ディスク取り出し　】

【　再生終了　】

サブメニューより　「再生」　を選択　もしくは　　　　　　　　ボタン（本機パネル・リモコン）を押すと、

下絵の操作画面に切替わります。

録画した映像を、再生します。

【　　　　　　　】

【　　　　　　　】

【　　　　　　　】

【　　　　　　　】

【　　　　　　　】

「逆再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

「逆コマ送り」（一時停止時）

「一時停止」

「コマ送り」（一時停止状態）

「再生」（押す毎に倍速　１・２・４・８・１６・３２倍速）

PLAYBACK

再生画面上で　「右クリック」　もしくは　　　　　　ボタンを押すと、下絵のサブメニューを表示します。

ＰＬＡＹ

MENU



５６

再生する

カレンダー検索

再生する

　　　を押すと　該当するイベントの発生時を検索

（頭出しスタート）

画面右上の「イベント」　を選択すると、イベントごとに

リストをソート表示できます。

イベント別検索

年月を選択します

「詳細」を押すとカメラ別の録画状況を表示します（下絵）

カーソルを選択した

時間を表示

「指定」を押すと検索

（頭出しスタート）

日を選択します

（録画している日は文字がオレンジ）

緑のバーグラフは、録画している時間帯を表示しています

赤いカーソルを左右に移動させて時間帯を指定します

５５ページ左下絵のサブメニューより　検索＞カレンダー検索を選択すると、下絵の画面が表示されます。

イベント検索

５５ページ左下絵のサブメニューより　検索＞イベント検索を選択すると、下絵の画面が表示されます。

イベントリストより、見たいイベントを選択して素早く再生ができます。

ＡＬＬ

ＡＬＬ

ＡＬＬ



５７

リムーバブルハードディスクの着脱方法 リムーバブルハードディスクの着脱方法

１　録画や再生を停止して電源を切ります。

２　付属の鍵を差込み、反時計回りに90度回してロックを解除します。

　

交換手順

３　リムーバブルハードディスクの下側にあるレバーを手前に引いて

　　リムーバブルハードディスクを引き出します。

４　新しいリムーバブルハードディスクを奥までしっかり挿入して下さい。

５　レバーを倒してから付属の鍵を差込み、時計回りに９０度回してロックして下さい。

※　重要

　　 リムーバブルハードディスクを挿入後、

     必ず付属のカギでロックをかけて下さい。



５８

パソコン遠隔監視

ネットワークに関する設定

パソコン遠隔監視

パソコンで遠隔監視を行なう

付属ソフト「ＮＥＭＯＮ」 インターネットエクスプローラ

本機をネットワークに接続することで、映像を遠隔地で確認することができます。

最初に、ネットワーク接続の基本設定を行なってください。→４１ページ

パソコン推奨仕様

ＯＳ　：　WINDOWS　ＸＰ／Ｖｉｓｔａ

ＣＰＵ　：　インテル　ペンティアムⅣ　以降　または　１．０ＧＨｚ以上の同等性能

ＲＡＭ　：　５１２ＭＢ以上

ビデオメモリ　：　１２８ＭＢ以上　ＤｉｒｅｃｔＸ ７以上

遠隔監視について

本機は、以下の２種類の方法で遠隔監視を行なえます。



５９

パソコン遠隔監視 パソコン遠隔監視

付属ソフト「ＮＥＭＯＮ」をインストール

１　付属の「ＣＤ－ＲＯＭ」をパソコンへ挿入してください。

２　左絵のようなアイコンが表示されます。

３　「Ｎｅｍｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」ファイルをダブルクリックしてください。

１　左絵画面が表示されます。

　　「ＮＥＸＴ」を選択してください。

５　左絵画面が表示されます。

　　「ＮＥＸＴ」を選択してください。

６　左絵画面が表示され、インストール完了です。

　　「Ｃｌｏｓｅ」を選択してください。

７　インストールが完了すると、

　　右絵のアイコンがデスクトップ

　　に表示されます。

２　プログラムファイルを保存する場所を指定してください。

３　下記いずれかを選択してください。

　　Ｅｖｅｒｙｏｎｅ　パソコンのユーザーアカウント全てがＮＥＭＯＮを使用可能

　　Ｊｕｓｔ ｍｅ　　パソコンに現在ログインしているユーザーアカウントのみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用可能

４　「ＮＥＸＴ」を選択してください。



６０

パソコン遠隔監視

表記を日本語にします

パソコン遠隔監視

「ＮＥＭＯＮ」の基本画面　（ライブ映像）

インストールが完了すると、左絵のアイコンがデスクトップに表示されます。

ダブルクリックして、起動させてください。下絵のような画面が表示されます。

ＩＰアドレスを選んで「接続」で監視スタート

ＩＰアドレス登録の追加・変更・削除など

バージョンアップ、言語変更　など

【ライブ映像接続中】

ＤＶＲの設定を変更できます

接続／切断

接続／切断

を選択

「Ｄｉｓｐｌａｙ」タブ内、「Ｌａｎｇｕａｇｅ」を

「日本語」にして「ＯＫ」

設定画面へ
設定画面へ
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パソコン遠隔監視

画面右側

パソコン遠隔監視

「ＮＥＭＯＮ」の基本画面　（ライブ映像）

「ＮＥＭＯＮ」を終了

「ライブ映像」モードに切替

４

８

１２

１６

「再生」モードに切替

単画面表示

４分割画面表示

９分割画面表示

１６分割画面表示

２５分割画面表示

３６分割画面表示

４９分割画面表示

６４分割画面表示

イメージ保存（静止画保存）　※　ライブ映像モードでは行なえません

ＡＶＩ保存（動画保存＿ＡＶＩ形式）　※　ライブ映像モードでは行なえません

バックアップ（動画保存＿ＮＥＭＯＮ形式）　

※　ライブ映像モードでは行なえません

フル画面表示（パソコンの画面全体に映像部分のみ表示）

音声送信 画面切替

音声ボリューム
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パソコン遠隔監視

ライブ映像／再生モードの切替

パソコン遠隔監視

「ＮＥＭＯＮ」の基本画面　（再生映像）

「ライブ映像」モード

「再生」モード

ＮＥＭＯＮ画面右上部

再生モードの基本画面

※　回線を切断した状態でないと、

　　 切り替わりません。

接続／切断 使用しません

時間検索バー

カーソルをあてると、その時間帯の再生映像へ

アドレスを選んで「接続」で監視スタート

「サイト」

「保存装置」

「バックアップ」

登録したＤＶＲ

外付けＨＤＤ

ＵＳＢメモリなどの

　　バックアップデータ

接続／切断
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パソコン遠隔監視 パソコン遠隔監視

「ＮＥＭＯＮ」の基本画面　（再生映像）

４

８

１２

１６

単画面表示

「ＮＥＭＯＮ」を終了

イベント検索画面

イベント検索後

モードタグ

時間指定検索

左から

カレンダー検索モード

イベント検索モード

テキスト検索モード

左から

時間指定検索

データ更新

カレンダー検索

再生・早送りなど

（早送り・早戻し２・４・８・１６・３２倍速）

「ライブ映像」モードに切替

「再生」モードに切替

４分割画面表示

９分割画面表示

１６分割画面表示

２５分割画面表示

３６分割画面表示

４９分割画面表示

６４分割画面表示

イメージ保存（静止画保存）

ＡＶＩ保存（動画保存＿ＡＶＩ形式）

バックアップ（動画保存＿ＮＥＭＯＮ形式）

フル画面表示

（パソコンの画面全体表示）

データの最初へ
コマ送り

停止 再生 早送り早戻し 逆再生

データの最後へ
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パソコン遠隔監視 パソコン遠隔監視

ＩＰアドレスの追加

多地点を同時に監視する　（お気に入りモード）

１　画面左下の　　　　　　　　　ボタンを押すと、接続画面が表示されます。

本機は、複数の拠点に設置したＤＶＲをまとめて同時に監視することができます。

同時監視可能なカメラ台数は６４台です。

※ネットワークの回線の状況により、「見えない」もしくは「見えにくい」場合がございますので、予めご了承ください。

２　接続画面左下の「追加」ボタンを押すと、下絵のような画面が表示されます。

サイト名を任意で設定

ＤＶＲのＩＰアドレスを入力

ＤＶＲのポート番号を入力

メモとしてご利用ください

ソフトを立ち上げた際に自動で接続

使用者ＩＤを選択

ＤＶＲのログインパスワードを入力

接続の際に表示する画面分割形式

１　ＮＥＭＯＮ画面左下の　　　　　　　　　ボタンを押すと、接続画面が表示されますので、「お気に入り」タグをお選びください。

お気に入り登録

２　接続画面左下の「追加」ボタンを押すと、右下のような画面が表示されます。

ＮＥＭＯＮの各チャンネルごとに、各拠点のＤＶＲ、

各カメラを任意に選定できます

「接続」を押すと、お気に入りモード

　　　　　　　　　　　　での映像を表示

サイト名を任意に設定

メモとしてご利用ください

ＮＥＭＯＮの表示ＣＨ番号

各拠点のサイト（ＤＶＲ）名

左記ＤＶＲ内

　　　　　　のカメラＣＨ番号
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パソコン遠隔監視

イベント検索

再生

イベント検索完了

ログイン ライブ映像

設定変更

パソコン遠隔監視

「インターネットエクスプローラ」で遠隔監視する

インターネットエクスプローラ　７　以降のバージョンを推奨いたします。

ＤＶＲのＩＰアドレスを入力すると、下絵のようなログイン画面が表示されます。

ＤＶＲのＩＰアドレスを入力
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パソコン遠隔監視 パソコン遠隔監視

コールバック機能

イベント発生時に、遠隔監視上のパソコン画面へ自動でポップアップしてお知らせします。

１　コールバックさせるパソコンのＩＰアドレスを本機（ＤＶＲ）に登録します。→４２ページ

２　コールバックさせるイベントを選択します。→４４～５０ページ

３　「ＮＥＭＯＮ」を立ち上げ、画面左下の　　　　　　　を押し、設定画面から「コールバック」タグを選択します。

４　Ｗｉｎｄｏｗｓ画面の左下　　　　　　　　　から「すべてのプログラム」内にある下記「Ｎｅｍｏｎ　Ｃａｌｌｂａｃｋ」を選択

５　Ｗｉｎｄｏｗｓ画面の右下に　　　　　　が表示されます。

６　コールバックを受信すると、右絵のようにポップアップされます。

７　アイコンをクリックすると、コールバックリストが表示され、

　　映像を素早く確認できます。

チェックするとＷｉｎｄｏｗｓの起動時に自動的にコールバック機能が

ＯＮとなります。

上記設定後、画面を閉じてください。

異常
検知

ＰＣ画面にお知らせ リストから選んで

映像
確認

ＩＰアドレス

ＤＶＲ名

時刻

イベントの種類　等

映像確認へ

コールバック用のポート番号を設定してください



６７

メモ メモ



保　証　書

機種名　ＴＨ－Ｒ７０００シリーズ

設置日　　　　　　　　年　　月　　日 販売者名/住所/TEL

ご氏名

ご住所

電話番号　　　　　（　　　　　）
印

保証期間：1年間

お客様へ
この度は、当製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証書は下記の条件に従い、上記製品に対する
保証サービスをご提供申し上げるものです。記入事項に記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無をご確認の上、
記入漏れの事項がございましたら、直ちにお買い上げの販売店にお申し付けください。本保証書は、再発行いたしませんので、
紛失しないように大切に保管ください。

販売者様へ
本保証書は、所定事項を記入して効力を発揮するものです。必ず、お買上げ日・貴販売者名・ご住所・電話番号をご記入あ
るいはご捺印、あるいは同一情報を添付の上、お客様へお渡しください。

保証規定
正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に従って無料にて故障の修理をさせていただ
きます。保証期間はお買い求めになった日より１年間です。次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

　１．本製品の取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障・損傷・第三者に
　　　よる行為（戦争・暴動等の社会的混乱）の場合
　２．お買上げ後の輸送や振動・落下・衝撃など、お取扱いが不当であるために生じた故障・損傷の場合
　３．火災・地震・風水害・落雷・その他転変地変・公害・塩害・ガス害・異常電圧や指定以外の電源使用などにより生じた故
　　　障・損害の場合
　４．接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損害の場合
　５．不適当な改造・調整・部品交換などをされたことにより生じた故障・損害の場合
　６．本保証書のご提示がない場合
　７．本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句が書き換えられている場合
　８．本保証書に販売店印のない場合

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねま
すので、予めご了承ください。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、アフターサービスな
どについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサービス実施店へお問い合わせください。

◆本製品の動作の正常異常とに関わらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。
◆製品の設置により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
◆本製品は日本国内専用です。

〒１１０－００１６　東京都台東区台東２－３０－１０

TEL 03-5816-4678   FAX 03-5816-4540

www.toho-giken.com




