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安全上のご注意

安全にお使いいただくために－必ずお守りください

この「安全上のご注意」および製品（本機）への表示では、本機を正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項
を示しています。
ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告�
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、�
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される�
内容を示しています。�

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、�
人が傷害を負う可能性が想定される内容および�
物的損害のみの発生が想定される内容を示して�
います。�

注意�

図記号の意味�

名称：注意�
意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、�
　　　具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。�

名称：禁止�
意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体�
　　　的な注意内容は近くに文章や絵で示します。�

名称：風呂場・シャワー室での使用禁止�
意味：製品を風呂場やシャワー室で使用することで火�
　　　災・感電などの損害が起こる可能性を示すもの�
　　　で、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。�

名称：強制�
意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注�
　　　意内容は近くに文章や絵で示します。�
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名称：接触禁止�
意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示す�
　　　もので、図の中に具体的な禁止内容が描かれてい�
　　　ます。�

名称：分解禁止�
意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可�
　　　能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が�
　　　描かれいます。�

名称：電源プラグをコンセントから抜け�
意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指�
　　　示するもので、図の中に具体的な指示内容が描か�
　　　れています。�
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警告
万一、煙が出ている、変なにおいや音がするとき、すぐに
機器本体の主電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。
異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙などが出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼
ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめく
ださい。

万一、機器の内部に水などが入った場合は、まず機器本体
の主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜
く。ただちに販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

万一、異物が機器の内部に入った場合は、まず機器本体の
主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
ただちに販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。（特に
お子様のいる環境ではご注意ください。）

万一、画面が映らない、音が出ないなどの故障の場合には、
機器本体の主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン
トから抜く。
それから販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用す
ると火災・感電の原因となります。

万一、機器を落としたり、キャビネットなどを破損した場
合は、機器本体の主電源スイッチを切り、電源プラグをコ
ンセントから抜く。それから販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に
交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
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この機器に水を入れたり、ぬらさない。
火災・感電の原因となります。
雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

警告
この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。内
部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。

この機器を改造しない。
火災・感電の原因となります。

この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や
水などの入った容器を置かない。こぼれたり、中に入った
場合、火災・感電の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かな
い。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

表示された電源電圧（交流100V）で使用する。
表示された電源電圧以外では火災・感電の原因となりま
す。

この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの
など異物を差し込んだり、落とし込んだりしない。火災・
感電の原因になります。（特にお子様のいる環境ではご注
意ください。）

電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下
敷きにしない。
コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。（コー
ドの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重
い物をのせてしまうことがあります。）
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警告
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。コードが
破損して、火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では使用しない。
火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら本体、同軸ケーブルや電源プラグなどに
は触れない。
感電の原因となります。

電源プラグの刃や取付面にほこりが付着している場合は、
機器本体の主電源スイッチを切り、電源プラグを抜き、ほ
こりを取り除く。
電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。
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注意
湿気やほこりの多い場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気・水滴が当たるよ
うな場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない。コードの被ふくが溶け
て、火災・感電の原因となることがあります。

この機器の通風孔をふさがない。通風孔をふさぐと内部に
熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のよう
な使い方はしない。
この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。
押し入れ、本箱などの風通しの悪い狭いところに押し込む。
じゅうたんや布団の上に置く。
また、この機器の設置は、壁から10cm以上の間隔をおく。

この機器に乗らない。特に小さなお子様のいる環境ではご
注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因とな
ることがあります。

この機器の上に重いものを置かない。バランスがくずれて
倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因とな
ることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。コ
ードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。
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愛情点検�●長年ご使用の機器の点検をぜひ！� 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により製品が劣化し�
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。�

このような�
症状は�

ありませんか�

ご使用を�
中　　止�

●電源スイッチを入れても映像が出ない。�
●コードを動かすと通電しないことがある。�
●映像が時々、消えることがある。�
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。�
●電源スイッチを切っても、映像が消えない。�

故障や事故防止のため、�
電源スイッチを切り、コンセントから�
電源プラグをはずして�
必ず販売店にご相談下さい。�

電源プラグは根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセン

トに接続しない。

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気

工事店にコンセントの交換を依頼してください。

注意

購入後、定期的な点検や内部の掃除を販売店にご相談くだ
さい。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を
しないと火災や故障の原因となることがあります。

移動させる場合は、主電源スイッチを切り、必ず電源プラ
グをコンセントから抜く。機器間の接続コードなど外部の
接続コードを外したことを確認の上、移動してください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから
抜いて行う。感電の原因となることがあります。

この機器を長期間、ご使用にならないときは、安全のため
必ず電源プラグをコンセントから抜く。
火災の原因となることがあります。

設置および配線工事には経験と技術が必要ですので販売店
にご相談ください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災

の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触

れると感電することがあります。



- 8 -

ご使用になる前に必ず知っておいて頂きたいことについて説明しています。

使用環境

● 温度が5～40℃、湿度が30～80%（非結露）のところに設置してください。
● 設置場所を変える場合には、必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜
いてください。

● ほこりの多い場所や、油煙、蒸気、直射日光の当たる場所には設置しないでください。本
機は空冷ファンによる冷却を行なっています。そのため、特にほこりが多くない場所でも、
通風孔にほこりがたまる場合があります。このような状態での使用は内部温度の異常な上
昇の原因となるため、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、通風
孔の掃除をしてください。通風孔の掃除は年1回程度実施する事をお勧めします。

● 強力な磁界や強い電波のある場所には設置しないでください。
● 本機をラジオ、テレビ等の無線機に隣接して設置されますと、受信障害の原因となる場合
があります。

● 本機は水平で安定した場所に置いてください。また、本機を立てて設置しないでください。
● 本機はハードディスクを使用しています。衝撃や振動はハードディスクに対して、内部の
キズや故障の原因となります。設置場所の環境には十分にご注意ください。

取扱い

● 本機はハードディスクを使用しています。故障の原因となりますので、本機の動作・非動
作に関わらず、振動や衝撃を与えないよう、取扱いには十分にご注意ください。

● 録画・再生中、その他の動作中に、電源プラグを抜かないでください。

EIA ラックでの使用

● 本機はEIAラックに取付けることができます。取付金具ERM-02U（別売）を使用し、次の
手順で取付けます。
1. 側面の前側にある上カバー取付ネジＭ4×8（左右各2本）を取外します。
2. ERM-02Uと上カバーを共締めして取付けます。
3. 底面のゴム足４個を取外します。
4. ERM-02Uに付属の飾りワッシャー付きネジを使ってラックに固定します。

設置

ご使用になる前に
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記録媒体（ハードディスク）について

● 本体に内蔵しているハードディスクは消耗品です。ハードディスクは3年を目安に交換し
てください。（ただし3年は交換の目安であり、部品の保証期間ではありません。）

モーションディテクト（動き検出）機能について

● 本機に内蔵しているモーションディテクト機能を使用する場合は、検出したい対象に合わ
せて、各種の設定を行なってください。

● 本機のモーションディテクト機能を使用して警報を発するようなシステムを構築されてい
る場合、誤動作などにご注意ください。誤動作や非動作が問題となる場合には、適切なセ
ンサとの併用を検討してください。

システム構築について

● 監視システム構築上、本機をRS-232C端子やEthernet端子から制御する場合、本機あるい
は外部機器の設定内容、接続や組み合わせの内容によっては、本機あるいは外部機器の誤
動作などにより、監視システム全体に影響を与える可能性があります。

● 本機を使用して監視用のシステムを構築する場合には、他の機器との接続や組み合わせ時
の動作確認などを事前に十分行うことをお勧めします。

Ethernet端子について

● ネットワーク接続を行なう場合、必要な設定や機材に関して、事前に必ずネットワーク管
理者などに確認を取られることをお勧めします。

● 本機のネットワーク機能は、他の全てのネットワーク機器との接続を保証するものではあ
りません。

異常が発生したとき

● 万一、異常が発生した場合には主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い
て、販売店担当者にご連絡ください。修理は専門技術者にお任せください。

記録データの取り扱い

● 大切な記録の場合、運用の前にテスト記録を行い、正常に記録されている事を確認してく
ださい。また、画質を低くすることで記録時間を長く設定する場合、記録映像に必要な画
質が確保されていることを確認してください。

● 本機を使用中、本機あるいは接続機器等の、故障もしくは不具合により生じた付随的な損
害（録画されないまたは正常に再生できない、録画・録音の内容の消失など）については
補償いたしかねますのでご容赦ください。

● 本機は映像をデジタル記録する機能を持っています。著作権を有する映像などを記録する
場合には、注意が必要です。

● 本機に録画する目的で監視カメラを設置する場合、プライバシーや肖像権の保護の観点か
ら、目的に応じて、撮影方向や撮影場所を適切に選択してください。

● 本機により録画された映像は、その内容によっては「個人情報の保護に関する法律」に定
める「個人情報」に該当する可能性があります。このような場合の録画データの取り扱い
には注意が必要です。

その他の注意事項
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■高品質なデジタル映像・音声記録
ハードディスクによりデジタル記録を行ないますので、テープに記録する従来のVTRに比べ
て、高品質な映像・音声の記録が可能です。また、テープへの記録のように、巻き戻しや頭
出しに手間がかかることはありません。
映像1枚あたりの記録画素数は720×240画素です。映像の録画時のデータ圧縮処理方式には、
定評ある技術であるMotion-JPEGを採用。10段階の画質設定と、最短1/60秒から最長60秒ま
での録画間隔設定により、目的に応じたトータル記録時間での運用が可能です。
また、どの録画設定においても、音声を同時に記録することができます。

■大容量ハードディスクを最大4台内蔵
映像・音声を記録する大容量のハードディスクドライブを標準で2台内蔵しています。
ハードディスクドライブに1台ずつ記録する長時間記録のほか、2台のディスクに同時に記録
して信頼性を高めるミラーリング記録にも対応します。
ハードディスクは増設により最大で4台まで内蔵が可能です。（ハードディスクの増設につい
ては、お求めの販売店へご相談ください。）

■9台のカメラ入力が可能
9つの映像信号入力端子を装備しています。標準的なビデオカメラからの信号を入力し、録画
することができます。録画時の画質や録画間隔は、カメラ毎に設定が可能です。
入力されているカメラの映像は、分割や自動切替など、目的に応じた形でテレビモニタに表
示させることができます。
さらに、モニタ出力は2系統を装備。それぞれの出力ごとに、独立して画面表示を操作できま
すので、より幅広い監視形態に対応可能です。

■録画、再生、ライブ表示の同時動作
録画を継続したまま、記録映像の再生を行うことができます。（デュープレックス動作）
再生時には、単画面表示のほか各種の分割画面での表示も可能です。分割表示のときには、
録画動作を継続したままハードディスクからの再生映像とカメラからのライブ映像とを混在
して表示させる、トリプレックス再生も可能です。
録画動作を停める必要がないので、記録の確認中に重要な場面を撮り逃すことがありません。

■ふたつの録画モード
録画ボタンを押して録画を開始する、一般的な「手動録画モード」のほか、あらかじめカメ
ラ毎にプログラムしたスケジュールに従って、タイマーやアラーム入力、画面内の動き検出
により録画を開始する「自動録画モード」を装備しています。
自動録画モードでは、タイマー・アラーム入力・動き検出の設定の組み合わせを、AからLま
での12種類のグループとしてあらかじめ決めておき、スケジュール内のどの時間にどのグル
ープの設定を適用するかをプログラムします。これにより、さまざまな監視形態に合わせた
柔軟な運用が可能です。

■モーションディテクト（動き検出）機能
入力されているカメラ映像の中で、あらかじめ設定した範囲の映像に動きがあった場合に、
自動的に録画を開始させるようにプログラムできます。

本機の特長
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■便利な検索、再生機能
記録した日時を指定して検索する「日時検索」のほか、録画を開始したイベント（手動、ア
ラーム入力、動き検出など）で検索する「イベント検索」により、目的の記録映像をすばや
く探すことができます。
イベント検索では、カメラ番号やイベント発生の時間帯を指定して絞り込みが可能です。
再生は通常の再生のほか、高速再生やイベント飛ばし再生、さらにそれらの逆再生が可能で
す。

■ネットワークによる遠隔監視にも対応
Ethernet端子を標準装備していますので、ネットワークへの接続が容易です。
同一ネットワーク上の他のホストから、汎用のブラウザを用いて本機に内蔵のWebサーバー
にアクセスすることにより、カメラからのライブ映像の配信、記録映像の検索や再生、本機
の遠隔操作や設定など、さまざまな機能を利用できます。
また、弊社製のパンチルトズームカメラや雲台カメラを接続していれば、ブラウザ画面から
これらのカメラの遠隔操作（RS-485）を行うことができます。
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USB端子

電源キー

カメラ選択
～ キー

分割切替キー

自動切替キー

ズームキー

モニタ2操作キー

機器アラームランプ

ディスク残量ランプ

市販のUSBメディアを接続します。
・本機の記録映像をコピーしたり、設定内容の保存
や読み込みができます。

主電源「入」の状態で押すと、システムチェック（キ
ー上ランプ点滅）を行った後、本機が起動します。
（キー上ランプ点灯）

ライブ表示および再生時に、押された番号のチャンネ
ルを単画面表示します。

画面表示の分割数を切替えます。

画面表示を自動的に切替えます。

ライブ表示および再生時、単画面表示中に押すと、ズ
ームモードに入ります。
分割画面での表示中は無効です。

モニタ2の操作を行うときに押します。（キー上ランプ
点灯）
再生、メニュー、検索以外の操作がモニタ1と同等に操
作できます。
もう一度押すと、モニタ１操作に戻ります。（キー上ラ
ンプ消灯）

本機で障害発生時に赤色点滅します。障害の要因が取
り除かれた時に消灯します。

ハードディスクの残量時間が、設定した時間を下回っ
たときに赤色点滅し、残量時間がなくなると点灯しま
す。（「録画設定」の＜上書＞が“しない”の場合のみ）

名　称 機　　　能No. 参照ページ

→P.19, 
35～37

→ P.20

→ P.21, 23.
30

→ P.21, 23,
30, 31

→ P.22, 23

→ P.22

→ P.23

→ P.24, 88,
89

→ P.24

前面

各部の名称とはたらき
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自動録画キー／
ブザー停止キー

録画キー（ ）／
録画停止キー（ ）

逆再生キー（ ）／
左キー（ ）

再生キー（ ）／
右キー（ ）

一時停止キー（ ）／
上キー（ ）

停止キー（ ）／
下キー（ ）

メニューキー

検索キー

自動録画状態となり、キー上ランプが点灯します。自
動録画が開始されるとキー上ランプが点滅します。
ブザーが鳴っているときに押した場合は、ブザー音の
停止となります。1秒以上長押しする、または「録画」
キーを押すと、自動録画を終了し、自動録画状態は解
除され、キー上ランプが消灯します。

手動録画設定の内容で録画を開始します。録画中はキ
ー上ランプが点滅します。
1秒以上長押しする、または「自動録画」キーを押す
と、録画を終了し、キー上ランプが消灯します。

画像を逆方向に再生します。続けてキーが押されるた
びに、×2、×4、×8の速度で逆再生します。×8の時
に再度キーを押すと1分スキップ、さらに押すと10分
スキップで逆再生します。10分スキップの時にキーを
押すと×1に戻ります。
一時停止キーと同時押しで逆方向コマ送りします。
メニューや検索画面では、左カーソルキーとして使用
します。

画像を順方向に再生します。続けてキーが押されるた
びに、×2、×4、×8の速度で再生します。×8の時に
再度キーを押すと1分スキップ、さらに押すと10分ス
キップで再生します。10分スキップの時にキーを押す
と×1に戻ります。
一時停止キーと同時押しで順方向コマ送りします。
メニューや検索画面では、右カーソルキーとして使用
します。

再生画像を一時停止します。
メニューや検索画面では上カーソルキーとして使用し
ます。

再生動作を停止します。
メニューや検索画面では下カーソルキーとして使用し
ます。

1 秒以上長押しすると、メニュー設定画面が表示され
ます。キー上ランプが消灯します。

日時やイベントごとに記録映像を検索する検索画面を
表示します。キー上ランプが消灯します。

名　称 機　　　能No. 参照ページ

→P.26

→ P.26

→ P.29

→ P.29

→ P.29

→ P.29

→ P.56

→ P.32
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主電源スイッチ

映像入力コネクタ

ACインレット

ループスルーコネクタ

映像出力コネクタ

音声コネクタ

RS-232Cコネクタ

RS-485端子台

RS-485終端スイッチ

Ethernet端子

アラーム端子台

機器本体の電源スイッチです。

チャンネル ～ の映像入力コネクタです。

AC100V、50/60Hzを入力します。
電源ケーブルを接続します。

チャンネル ～ の映像入力のループコネクタです。

モニタ1/2の映像信号の出力コネクタです。

音声信号の入出力コネクタです。
RS-232C用Dsub9Pコネクタです。

RS-485用の6P端子台です。

RS-485の接続時、本機の後に他の機器が接続されない
場合にONにします。

Ethernet用RJ-45コネクタです。

アラーム信号の入力および出力の端子台です。

名　称 機　　　能No. 参照ページ
→P.20

→ P.15, 16

－

→ P.15

→ P.15, 16

→ P.15, 16

→ P.18, 52

→ P.19

→ P.19

→ P.18, 38

→ P.17

背面
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EDR901

CCDカメラ

BNCーBNC
同軸ケーブル

BNCーBNC
同軸ケーブル

映像入力 
端子へ

カメラ入力端子へ

モ
ニ
タ
コ
ネ
ク
タ
へ

モ
ニ
タ
コ
ネ
ク
タ
へ

映像入力 
端子へ

1

9

1

9

BNCーBNC
同軸ケーブル

映像入力 
端子へ

マイク
制御器

カラーモニタ 
テレビ

カラーモニタ 
テレビ

カラーモニタ 
テレビ

映像入力 
端子へ

音声入力 
端子へ

本機と他の機器との接続は、かならずすべての機器の電源を切った状態でおこなってくださ
い。

■モニタの接続
本機はモニタ出力をモニタ1、モニタ2の2系統持っており、それぞれにモニタを接続し、ライ
ブ映像を表示させることが可能です。
ただし、録画・再生など動作状態に関する情報や時刻のOSD（オン・スクリーン・ディスプ
レイ）による表示、録画映像の再生表示については、モニタ1のみで行なうことができます。

■カメラの接続
映像入力端子に、カメラなどの映像出力端子を接続します。
一般的な電源一体型のカメラのほか、弊社製のVP多重（電源重畳型）カメラを使用すること
もできます。この場合には、専用のVP電源ユニットを併用します。
映像ループスルー端子を装備していますので、他の機器への分配が可能です。

■PTZ（パン・チルト・ズーム）カメラについて
弊社製のPTZカメラを接続し、RS-485を通じて制御することができます。本機のネットワー
ク機能を使用、または外部制御機器から制御を行います。（P.19「PTZカメラの接続例」参照）

標準接続例

接続
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EDR901

VP多重
電源ユニット

BNCーBNC
同軸ケーブル

BNCーBNC
同軸ケーブル

映像入力 
端子へ

映像入力 
端子へ

カラーモニタ 
テレビ

音声入力 
端子へ

音声出力 
端子へ

音
声
入
力
端
子
へ

音
声
出
力
端
子
へ

VP多重カメラ
BNCーBNC
同軸ケーブル

1

9 カメラ入力端子へ

映像入力コネクタへ

VP多重電源ユニットとの接続例
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EDR901

制御器

照明機器等

G
N
D

G
N
D

ア
ラ
ー
ム
入
力
1

アラーム入力
　　1～9へ

G
N
D

ア
ラ
ー
ム
入
力
9

ア
ラ
ー
ム
出
力

■センサの接続
アラーム信号の入力用として、背面の端子台にセンサを接続することができます。センサに
は、無電圧メイク接点出力のものを使用してください。

アラームの接続例

端子仕様

入出力端子 入出力端子回路 信号仕様

・アラーム入力 TTL負論理または
無電圧メイク接点
パルス幅100ms以上

・アラーム出力 定格 20mA/DC24V

VCC (+3.3V)

10kΩ

アラーム入力

GND

LVX245

GND

アラーム出力�

GND
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○RS-232C

パソコンなどを接続し、各種コマンドを送ることで本機を制御することができます。パソ
コンを接続する場合には、クロスケーブルを使用します。

○Ethernet
各種ネットワークへの接続が可能になるよう、Ethernet端子を装備しています。他のホス
トと直接接続する場合にはUTP・カテゴリ5のクロスケーブルを、ハブを介してネットワ
ークに接続する場合には同じくUTP・カテゴリ5のストレートケーブルを、それぞれ使用
します。

• HUBを使用した接続

本機のEthernet端子とHUBのポートを市販のEthernetストレートケーブル（UTPカテゴリ
5）で接続します。HUBのポートはMDIポート以外を使用してください。

• 1台のホストとの接続

本機のEthernet端子とホストのEthernet端子とを、市販のEthernetクロスケーブル（UTP
カテゴリ5）で直接接続します。

EDR901

パソコンなどの
RS-232C端子へ

EDR901

HUB
ホスト

ホストEthernet ストレートケーブル

EDR901

ホスト

Ethernet クロスケーブル

外部制御機器との接続例
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本機の前面扉内にあるUSB端子とUSBメディアを、USBケーブルで接続します。

注意

●使用可能なUSBメディアは、USB準拠USBマスストレージ対応（Windows2000/XPで「USB
大容量記憶装置デバイス」を認識されるもの）、容量2GB以下、消費電流500mA以下のもの
です。（ただし、全ての機器との接続を保証するものではありません。）
不明な点につきましては、販売店担当者にお問い合せください。

●本機で使用するメディアは、FAT12/FAT16形式でフォーマット（初期化）されている必要が
あります。本機で使用する前に、PCなどで初期化してください。初期化の方法については、
お使いになるPCあるいはOSの説明書を参照してください。

● USB端子はUSB1.1に準拠しています。

EDR901

USBメディア

USB ケーブル

USB端子

外部記憶装置との接続例

注意

●ネットワーク機能を使用して本機から操作する場合、カメラ側のRS-485IDアドレスを接続し
ているカメラ番号に合わせて設定する必要があります。
（例：カメラ3に接続しているとき→カメラ側のRS-485用IDアドレスを3に設定）

PTZカメラの接続例

EDR901

ツイストペア線�

ツイストペア線�　PTC-400C�
（終端　OFF）�

　PTC-400C�
（終端　ON）�



本機の終了

1. 「電源」キーを1秒長押しします。
この時、すべての動作が停止してスタンバイ状態となります。

2. 主電源スイッチを「切」にします。
この時、電源「切」の状態となります。

注意

・録画中であっても「電源」キーを1秒長押しすることで本機を終了することができます。ただ
し、次回起動時の録画状態は、「システム設定」＜起動時の録画状態＞（P.81）によります。

・「電源」キー上のランプが点灯中に、主電源スイッチを「切」にしないでください。主電源
スイッチを「切」にする時は、必ずスタンバイ状態で行なってください。ハードディスクへ
のアクセス中に主電源を「切」にすると、記録データを破壊するおそれがあります。

ここでは本機の基本的な操作を説明します。

本機の起動

1. 各機器を正しく接続します。
2. 背面パネルの主電源スイッチを「入」にします。
約5秒間、電源キー上のランプが点灯し、内部の初期化を行ないます。
この後、スタンバイ状態になります。スタンバイ中は、電源キー上のランプが10秒お
きに一瞬点灯します。

3. スタンバイ状態で「電源」キーを押します。システムチェック画面となり、システム
チェックが始まります。システムチェック中は「電源」キー上のランプが点滅します。

→

システムチェックが終了すると、「電源」キー上のランプが点灯に変わり、ライブ表
示状態となります。（工場出荷設定の場合）

「システム設定」の＜起動時の録画状態＞で、次回の起動時の録画状態を選択するこ
とがきます。（P.81「システム設定」参照）

2005/01/01（土）
00:00:00

AB

システムチェック中
しばらくお待ちください

ＥＤＲ９０１
Ｖｅｒ＊．＊＊
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使い方



モニタで見る

接続したカメラの映像をモニタに表示し、監視を行うことができます。
本機はモニタ1、モニタ2の2系統の映像出力を持っています。キー操作は通常、モニタ1に対
して行われます。モニタ2を操作するときは「モニタ2操作」キーを押します。この時「モニ
タ2操作」を押すと、モニタ1を操作できます。
ここではモニタ1、2それぞれで選択できる機能について説明します。

モニタ1の操作

モニタ1では次の表示が可能です。

単画面表示
ライブ・再生表示時に切り替え可能。
カメラ1台分の映像がモニタ全体に表示されます。
カメラ選択キー「1」～「9」を押して選択します。

分割表示
ライブ・再生表示時に切り替え可能。
カメラ複数台分の映像がモニタに分割して表示されます。
「分割切替」キーを押す毎に、“4分割A（カメラ1～4）”、“4分割B（カメラ5～8）”、“4分割C
（カメラ9・1～3）”、9画面表示の4パターンの映像が表示されます。
9分割表示時はカメラ名は表示されません。
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L2

L4

L1

L3

L3

L1

L3

L9

L2

L8

L2

L5

L7

L1

L4

L9

L3

L6

L6

L8

L5

L7

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー
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自動切替表示
ライブ表示時に切り替え可能。
「自動切替」キーを押すと、設定に従って画面を自動的に切り替えます。設定方法は「画面表
示設定」の「自動切替設定」（→P.75）を参照してください。

ズーム表示
ライブ・再生の単画面時表示時に使用可能。
「ズーム」キーを押すとズームモードになり、画面上に「 」が表示されます。
「メニュー」キーを押すと、「 」の指す点を中心に2倍表示します。もう一度「メニュー」
キーを押すと、拡大が解除されます。
「 」が表示されている場合、又は拡大中に ボタンで、拡大箇所を移動できます。
ズームモードを終了するときはもう一度「ズーム」キーを押します。



モニタ2の操作

モニタ2の操作をするときは、「モニタ2操作」キーを押して、キー上のランプを点灯させます。
モニタ2の操作を終了するときはもう一度「モニタ2操作」キーを押します。キー上のランプ
は消灯します。

単画面表示
ライブ・再生表示時に切り替え可能。
カメラ1台分の映像がモニタ全体に表示されます。
カメラ選択キー「1」～「9」を押して選択します。

分割表示
ライブ・再生表示時に切り替え可能。
カメラ複数台分の映像がモニタに分割して表示されます。
「分割切替」キーを押す毎に、“4分割A（カメラ1～4）”、“4分割B（カメラ5～8）”、“4分割C
（カメラ9・1～3）”、9画面表示の4パターンの映像が表示されます。
9分割表示時はカメラ名は表示されません。

自動切替表示
ライブ表示時に切り替え可能。
「自動切替」キーを押すと、設定に従って画面を自動的に切り替えます。設定方法は「画面表
示設定」の「自動切替設定」（→P.75）を参照してください。
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L3

L2

L4

L1

L3

L1

L3

L9

L2

L8

L2

L5

L7

L1

L4

L9

L3

L6

L6

L8

L5

L7

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー
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録画する

録画には手動録画、自動録画（タイマー録画、アラーム録画、モーション録画）があります。
手動録画、自動録画はライブ表示状態、自動録画状態、メニュー設定中で有効です。
タイマー録画、アラーム録画、モーション録画は自動録画中のみ有効です。

各録画動作に対して、画質や録画間隔を個別に設定することができます。
画質はレベル1～10の10段階で、レベル1は画質が最もきめ細かくなります。

「録画設定」の＜上書＞が“しない”のとき、画質がきめ細かく録画間隔が短くなるほど記録
可能時間は短くなり、また、画質が粗く録画間隔が長くなるほど記録可能時間は長くなりま
す。（P.97「記録時間表」参照）

本機では、録画の開始から終了までの記録データを1つの記録ブロックとして扱います。
イベント検索は、この記録ブロック単位で実行されます。

「手動録画設定」、「自動録画設定」で“録画しない”に設定されたカメラは録画されません。

全ての録画動作において、「録画設定」の＜上書＞が“しない”の場合、残時間（ディスクに
残っている録画可能時間）が設定された時間を下回った時、「ディスク残量」ランプが点滅し
ます。ディスク容量がなくなると「ディスク残量」ランプが点灯となり、録画は停止します。

注意

・「録画設定」、「機器メンテナンス」を設定中に手動録画または自動録画を開始した場合は、
設定中の値は無効となり強制的にメインメニューに戻ります。

・メニューの録画間隔が「1/60秒」の場合でも、ミラーリング録画開始時に、「1/30秒」の録画
間隔で録画を行います。

・長時間録画は、HDD–Aから優先的に録画を行います。HDD–AがいっぱいになるとHDD–Bに
移ります。

・ディスクモード表示は、障害のある時は表示設定が非表示でも“×”表示をします。
録画中に映像入力の同期信号が検出できなくなった場合、ビデオ異常となり、機器アラーム
ランプ点滅、ブザー音（設定による）、アラーム出力（設定による）、異常ログの記録をそれ
ぞれおこないます。

・自動録画中に「録画」キーを押すと、自動録画は停止し、手動録画に切り替わります。手動
録画中は、タイマー、アラーム、モーション録画は動作しません。また、手動録画中に「自
動録画」キーを押すと、手動録画は停止し、自動録画に切り替わります。



録画中画面

録画状態を表示します。
手動：手動録画中を表します。
自動：自動録画中を表します。

音声記録の有無を表示します。
♪ ：録音しています。
表示無し：録音していません。
上書き設定を表示します。
⇔：上書する
⇒：上書しない
ディスクモードを表示します。
ミラー：ミラーリング録画
長時間：長時間録画
録画中の画質と録画間隔より計算したハードディスクの残時間を表示します。
「録画設定」の＜上書＞が“する”の場合は、表示されません。
ハードディスクの認識状態を示します。録画中のハードディスクは文字がハーフ
トーン上に表示します。AがHDD–A，BがHDD–Bを示します。HDD–AのHDDが2
台とも認識できない場合、Aが×と表示されます。HDD–BのHDDが2台とも認識
できない場合、Bが×と表示されます。
現在の日付、時刻を表示します。

注意

～ は、全てメニューで表示／非表示を設定できます。（P.73「OSD表示設定」参照）

２００５／０１／０１（土）
００：００：００

●手動　♪　⇔　ミラー　残００００００日００時００分００秒　　ＡＢ
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手動録画を使う

「手動録画設定」でカメラ毎に手動録画を“する”か“しない”か、録画間隔、画質を設定します。
ライブ表示、自動録画、メニュー設定状態で「録画」キーを押すと録画設定に従って手動録画が
開始されます。録画中はキー上のランプが点滅します。
「録画」キーを1 秒以上長押しすると録画は停止し、キー上ランプが消灯します。また「自動録画」
キーを押すと手動録画を終了し自動録画状態になります。
「録画設定」の＜上書＞が“しない”の場合、ハードディスクの残量がなくなると、録画は自動的
に停止します。

自動録画を使う　

「自動録画設定」でカメラ毎に自動録画を“する”か“しない”かを設定します。
「自動録画設定」の「スケジュール設定」で、カメラ毎に自動録画を有効にする日、時間帯を設
定します。また、設定した時間帯に動作する設定グループをA 設定～L 設定から選択します。
「自動録画設定」の「受付CH 設定」で、カメラ毎にどのチャンネルのアラーム、モーションに
対して録画動作をするかを設定します。
「自動録画設定」の「グループ設定」で、タイマー、アラーム、モーション録画それぞれの動
作、非動作や録画間隔等の設定を行います。A 設定～L 設定の12 個の設定グループを個別に設
定できます。
ライブ表示、手動録画、メニュー設定状態で「自動録画」キーを押すと、自動録画状態となりキ
ー上ランプが点灯します。設定に従って自動録画が開始されると、キー上ランプが点滅します。
「自動録画」キーを1 秒以上長押しすると自動録画状態は解除され、キー上ランプが消灯します。
また「録画」キーを押すと自動録画を終了し手動録画に切り替わります。

自動録画－タイマー録画を使う

「自動録画設定」の「グループ設定」でタイマー録画の設定を行い、「自動録画」キーを押し
て自動録画状態にします（キー上ランプ点灯）。
設定された時間になるか、すでに時間内であればタイマー録画が開始されます（キー上ランプ
点滅）。「グループ設定」の＜タイマー＞が“OFF ”の場合にはタイマー録画動作を行いません。
設定された終了時間になるか、ハードディスクの残量がなくなった時（「録画設定」の＜上
書＞が“しない”の場合）に停止します。
タイマー録画中でも「自動録画」キーを1 秒長押しするとタイマー録画は停止し、キー上ラ
ンプが消灯します。タイマー録画を再開するには、再度「自動録画」キーを押して自動録画
状態にします。
タイマー録画中にアラーム信号が入力されたりモーション（動き検出）機能がはたらいた場
合、設定が有効であれば、一時的にアラーム、モーション録画になります。アラーム、モー
ション録画が終了したとき、タイマー録画の設定時間内であればタイマー録画に移行します。

自動録画－アラーム録画を使う

「自動録画設定」の「グループ設定」でアラームの設定を行い、「自動録画」キーを押して自
動録画状態にします（キー上ランプ点灯）。
設定したチャンネルにアラーム信号が入力されると、アラーム録画を開始します（キー上ラ
ンプ点滅）。
システム設定でブザー音の出力を「有効」に設定してある場合にはブザーが鳴ります。（自動
録画キーでブザーを解除できます。）
設定された終了時間になるか、ハードディスクの残量がなくなった時（「録画設定」の＜上
書＞が“しない”の場合）に停止します。
アラーム録画中でも「自動録画」キーを1 秒長押しするとアラーム録画は停止し、キー上ラ
ンプが消灯します。アラーム録画を再開にするには、再度「自動録画」キーを押して自動録
画状態にします。
アラーム録画中に、別のアラーム入力や、モーションが発生した場合、その時点で後に発生
したアラーム録画またはモーション録画に移行します。
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アラーム入力、 
モーション

録画状態

プリ時間

録　画

ポスト時間

オン

自動録画－モーション録画を使う

「自動録画設定」の「モーション設定」で検出エリアを設定し、「自動録画設定」の「グルー
プ設定」でモーション録画を有効にします。
「自動録画」キーを押して自動録画状態にします（キー上ランプ点灯）。
検出エリア内の映像に動きがあった場合、モーション録画が開始されます（キー上ランプ点
滅）。
設定された終了時間になるか、ハードディスクの残量がなくなった時（「録画設定」の＜上
書＞が “しない”の場合）に停止します。
モーション録画中でも「自動録画」キーを1秒長押しするとモーション録画は停止し、キー上
ランプが消灯します。モーション録画を再開するには、再度「自動録画」キーを押して自動
録画状態にします。
モーション録画中に、別のアラーム入力や、モーションが発生した場合、その時点で後に発
生したアラーム録画またはモーション録画に移行します。

アラーム入力、モーションの検出方法

自動録画のアラーム、モーションでは、検出方法を「立上がり」、「レベル」のいずれかから
選択します。それぞれの入力モードで以下のような録画動作の違いがあります。

【検出方法＝「立上がり」の場合】
プリ時間（→P.65）とポスト時間（→P.69）の間、録画します。

【検出方法＝「レベル」の場合】
設定されたプリ時間、アラーム入力またはモーションがオン中の時間とポスト時間の間、
録画します。

アラーム入力、 
モーション

録画状態

プリ時間

オン

録　画

ポスト時間
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アラーム入力、
モーション

録画状態

1秒

録　画

アラーム出力

アラーム録画中

1秒

アラーム出力時間について

アラーム出力端子からオープンコレクタ信号を出力することができます。
メニュー設定項目中の「システム設定」＜アラーム出力時間＞を設定します。＜アラーム出
力時間＞は“1秒” “アラーム録画中”のいずれかから選択します。
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再生する

再生機能は録画機能とは独立しているため、録画中、または自動録画中でも記録を再生する
ことができます。

通常再生

ライブ表示（=再生停止状態）から「 （再生）」キーまたは「 （逆再生）」キーを押すと、
前回再生／逆再生を停止した位置から、再生／逆再生を開始します。先頭または最終記録位
置まで再生した場合は、再生を停止し、ライブ表示に戻ります。
電源投入時や、前回再生／逆再生を停止した位置が上書きされてしまった場合は、再生は先
頭から、逆再生は最終記録位置から再生を開始しますが、上書録画中は再生を開始すること
はできません。検索を行った後、再生してください。
「 （停止）」キーを押しながら「 （再生）」キーを押すと先頭から再生し、「 （停止）」
キーを押しながら「 （逆再生）」キーを押すと最終記録位置から逆再生することができます。

再生状態を表示します。
：早戻し
：早送り
：逆再生
：再生
：一時停止

高速再生の速度は×2、×4、×8、1分、10分と表示されます。
再生中に「 （逆再生）」キーまたは「 （再生）」キーを押すと、順に“通常速度→
2倍速→4倍速→8倍速→1分飛ばし→10分飛ばし→通常速度”となります。
再生中に「分割切替」キーを1秒長押しすると、トリプレックス設定画面になります。
詳細は、「トリプレックス設定」（→P.31）を参照してください。
再生中に「 （一時停止）」キーを押すと、再生を一時停止します。
一時停止中に「 （逆再生）」キーまたは「 （再生）」キーを長押しすると、イベン
ト送りを行います。詳細は「イベント送り」（→P.35）を参照してください。
一時停止中に「メニュー」キーを押すと、コピー画面になります。詳細は、「コピー
機能」（→P.35）を参照してください。
一時停止中に「 （一時停止）」キーを押しながら「 （逆再生）」キーまたは「
（再生）」キーを押すと、コマ送りができます。

２００５／０１／０１（土）
００：００：００

再生×２　●　M Ａ
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注意

高速再生時、必ずしも表示速度で再生されるわけではありません。

録画状態を表示します。
：手動録画または自動録画中です。

表示無し：録画停止状態です。
再生映像の属性を表示します。
M ：ミラー録画されたデータ
表示無し：上記以外のデータ
再生中のハードディスクを表示します。
A ：HDD－Aの再生
B ：HDD－Bの再生
録画した日時を表示します。

・ 録画・WEB ライブ配信、WEB 再生配信・WEB ダウンロードのいずれかを行っている
と再生のパフォーマンスが低下する場合があります。

・ 時刻設定を過去に戻して録画を行った場合、1 分飛ばし・10 分飛ばしが正常に動作し
ないことがあります。

注意

・ , , , は、メニューで表示／非表示を設定できます。（P.73「OSD表示設定」参照）
・高速再生時に、録画状態によっては画面中央に「しばらくお待ちください」と表示されて再
生が一時的に停止する場合があります。

再生の表示について

本機は再生した映像をモニタ1にのみ表示する事ができます。
ここでは表示選択とトリプレックス設定について説明します。トリプレックス設定では、再
生中の分割表示時に、任意のライブ映像を混入表示させるように設定できます。
なお、再生を一時停止中に、画面表示の切替を行った場合、一時的に再生映像が表示されな
くなり、黒画面になる場合があります。これはハードディスクからの再生映像の読み出しが
止まっているためで、異常ではありません。再生を開始すれば、順次再生画面が表示されま
す。

単画面表示
カメラ1台分の映像がモニタ全体に表示されます。
カメラ選択キー「1」～「9」を押して選択します。
録画映像がない場合、映像は映りません。

分割表示
カメラ複数台分の映像がモニタに4分割・9分割で表示されます。
「分割切替」キーを押す毎に4分割A、B、C、9分割と表示が変わります。それぞれの画面に表
示される映像は、「トリプレックス設定」（→P.31）に従います。
再生映像には「PB」、ライブ映像には「L」の文字と、チャンネル番号を表示します。
再生表示で録画映像がない場合やライブ表示で映像入力がないチャンネルの映像は映りませ
ん。

PB3
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PB2

PB4

PB1

PB3

PB1

PB3

PB9

PB2

PB8

PB2

PB5

PB7

PB1

PB4

PB9

PB3

PB6

PB6

PB8

PB5

PB7

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

「分割切替」
キー

トリプレックス設定
再生中（早送り、巻き戻し、一時停止を含む）で分割表示している時に、「分割切替」キーを
長押しすると、トリプレックス設定画面を表示します。
この画面では、4分割A、B、Cおよび9分割それぞれの画面について、どの位置に何番のチャ
ンネルのライブ映像を混入表示するかを設定し、保存できます。

カーソルキー（ ）を押すと、カーソルが移動します。
カメラ選択（1～9）のキーを押すと、カーソルで選択されている位置に、押された番号に対
応したチャンネルのライブ映像が表示されます。映像が入力されていない（カメラが接続さ
れていない）番号のキーが押された場合は黒画面が表示されます。

「自動切替」キーを押すと、選択された位置のライブ画面表示を再生画面に戻します。
「メニュー」キーを押すと、現在の設定が保存され設定画面を終了します。

注意

カメラ選択（1～9）のキーを押し、ライブ映像が表示される時、一瞬映像が乱れる場合があり
ますが、故障ではありません。
同じカメラのライブ映像を複数設定することはできません。
すべての分割画面をライブ映像表示に設定することはできません。

トリプレックス設定例

PB1
トリプレックス設定

PB3 PB4

PB2
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網掛け部分はカーソル位置です。カーソルキーを押すと移動します。
この状態で「5」キーを押すと、チャンネル2の再生映像が表示されていた位置に、チ
ャンネル5のライブ映像を表示します。

このまま「メニュー」キーを押すと、現在の状態を保存して設定画面を終了します。
「自動切替」キーを押すと、チャンネル5のライブ画面表示をチャンネル2の再生映像
表示に戻します。

検索から再生する

ライブ表示（=再生停止状態）で「検索」キーを押すと、検索メニュー画面が表示されます。
検索の方法は、時刻指定による日時検索と、タイマー、アラームなどのイベントを指定する
イベント検索があります。

でカーソルを移動し、「メニュー」キーで項目を決定します。カーソルが項目にあ
る状態で を押すとでライブ画面に戻ります。

注意

モニタ1自動切替中は検索できません。

検索

日時検索　　　　　ENTER
イベント検索　　　ENTER

PB1
トリプレックス設定

PB3 PB4

L5
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・日時検索

再生したい日時を入力し検索を実行すると、指定された時刻より後の最も近いイベントの先
頭の録画映像が一時停止した状態で、9分割表示されます。
該当する録画映像がない場合は、画面右上にエラーメッセージが表示されます。
録画映像が一時停止した状態からは、通常再生と同様の操作で再生／逆再生が行なえます。

でカーソルを移動し、「分割切替」キー（－）、「自動切替」キー（＋）で設定値を変更し
ます。
「検索実行　ENTER」で「メニュー」キーを押すと、指定した条件で検索を開始します。
画面の一番左にある項目を選択した状態で を押すと、検索メニュー画面に戻ります。

注意

時刻設定を過去に戻して録画を行って、HDD内に同時刻のデータが複数存在する場合、日時検
索で該当なしとなることがあります。
再生モードが「すべて」の場合の検索は、HDD－B → HDD－Aの順で行い、該当する映像があ
った時点でそのハードディスクの映像を表示します。

・イベント検索

カメラ番号，イベント，時間を選択し検索を実行すると、指定した条件でイベント検索を開
始します。

でカーソル移動し、「分割切替」キー（－）、「自動切替」キー（＋）で設定値を変更し
ます。

「検索実行　ENTER」で「メニュー」キーを押すと、指定した条件で検索を開始します。
検索中に を押すと、イベント検索を中止し、元の画面に戻ります。
該当する録画映像がない場合は、画面右上にエラーメッセージが表示されます。
画面の一番左にある項目を選択した状態で を押すと、検索メニュー画面に戻ります。

イベント検索 検索中
検索キャンセル：

イベント検索

カメラ　　　カメラ1
イベント　　モーション
開始時間　　2005年　2月24日　13時　0分　0秒
終了時間　　2005年　2月24日　13時　0分　0秒
検索実行　　ENTER

日時検索

時刻　　　　2005年　2月24日　13時　0分　0秒
検索実行　　ENTER
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項目 選択 説明

カメラ カメラ1～9 選択したカメラを検索条件に指定します。

すべて すべてのカメラを検索条件に指定します。

イベント 手動 手動録画を検索条件に指定します。

タイマー タイマー録画を検索条件に指定します。

アラーム アラーム録画を検索条件に指定します。

モーション モーション録画を検索条件に指定します。

すべて すべての録画を検索条件に指定します。

開始時間 検索条件の開始時間を指定します。

終了時間 検索条件の終了時間を指定します。

指定した条件で検索が合致した場合、合致したイベントが録画開始日時とともに表示されま
す。

現在表示されているイベントより後に記録されたデータがある場合は画面右端に を表示
し、現在表示されているイベントより前に記録されたデータがある場合は同様に を表示し
ます。画面の一番左の項目を選択した状態で を押すと、検索メニュー画面に戻ります。

でカーソル移動してイベントを選択し、「検索」キーを押すと、そのイベントの先頭の
録画映像が一時停止した状態で表示されます。

カメラ番号を表示します。
イベントの種類を表示します。
再生映像の属性を表示します。
ミラー　：ミラー録画されたデータ
表示無し：長時間モードで録画されたデータ
再生中のハードディスクを表示します。
A ：HDD－Aの再生
B ：HDD－Bの再生
録画した日時を表示します。

この状態で、イベント送りを行うと、次または前のイベントの先頭を表示します。（P.35
「イベント送り」参照）
録画映像が一時停止した状態からは、通常再生と同様の操作で再生／逆再生が行えます。

イベント検索
CH       イベント ミラー　HD      開始時刻
０５　 手動　　 ミラー A 2005 02 28 11 00 00　　 　　　 　　　 　　 　　　　　　　　　
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イベント送り

再生／逆再生中に キーを押して一時停止した状態で、 を長押しするとそのイベントの録
画開始時の映像を表示し、 を長押しするとイベント単位に録画開始時の映像を送っていき
ます。この時、 または を押すと、表示している映像から通常再生／逆再生を行います。
（プリアラーム録画を含む）

イベント検索を実行後、記録イベントの先頭で一時停止している状態で「 （再生）」キーま
たは「 （逆再生）」キーを長押しすると、イベントの先頭を表示し、イベント単位に送って
いきます。この時、「 （再生）」キーまたは「 （逆再生）」キーを押すと、そのイベントを
繰り返し再生／逆再生します。対象となる記録イベントがアラーム録画イベントであり、か
つプリアラーム録画が設定されていた場合には、イベント送りで表示されるのはプリアラー
ム録画の先頭の映像となります。イベント検索を実行して再生停止するまでの間に、逆再生
キー長押しによるイベント送りを行うと、再生中のイベントの前のイベントの先頭を表示し
ます。

注意

同時刻に複数の映像が録画されている場合、イベント送りは1 回のみとなります。
次の映像を送るには再度 またはを 押して、通常再生／逆再生し、 を押して一時停止した
状態で または を長押ししてください。

コピー機能

再生一時停止中に「メニュー」キーを押すとコピー画面が表示されます。コピーはHDDに記
録されたデータをUSB端子に接続されたUSBメディアに転送する機能です。開始位置と終了
位置、カメラ番号を指定してデータを転送します。

注意

・USB メディアをUSB 端子に接続してください。
・USBメディアの接続方法と注意事項については「外部記憶装置との接続例」（P.19）を参照し
てください。

でカーソル移動し、「メニュー」キーで現在表示している録画データを開始位置あるい
は終了位置に設定します。
カメラは、データを転送するカメラ番号を設定します。「カメラ１」～「カメラ９」と「すべ
て」が選択できます。
で一時停止画面へ戻ります。

「転送実行　ENTER」で「メニュー」キーを押すと確認メッセージが表示されます。
で「はい」にカーソルを移動し、「メニュー」キーを押すと、転送を開始します。

コピー

開始位置　　2009／　2／5 15：00：00
終了位置　　2009／　2／5 16：00：00
カメラ　　　カメラ3
転送実行　　ENTER
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転送中はインジケータで進捗表示します。

転送が終了すると終了画面を表示します。

「メニュー」キーを押すと一時停止画面に戻ります。

転送中に「停止」キーを押すと転送中止確認メッセージを表示します。

で「はい」にカーソルを移動し、「メニュー」キーを押すと、転送を中止し一時停止画面
に戻ります。
で「キャンセル」にカーソルを移動し、「メニュー」キーを押すと、転送を継続します。

転送中に、転送先メディアがいっぱいになった場合、「メディアに空き領域が無いため、終了
しました」と表示され、転送を中止します。

転送中に、エラーが発生した場合、「転送エラーが発生しました」と表示され、転送を中止し
ます。
USBメディアが接続されていない場合、転送中に転送元データが上書録画された場合もエラ
ーになります。
「メニュー」キーを押すと一時停止画面に戻ります。

注意

時刻設定を過去に戻して録画を行って、HDD内に同時刻のデータが複数存在する場合、開始位
置・終了位置の指定ができない場合があります。
転送されるデータは映像データのみです。音声データは転送されません。

USBメディアにコピーされた画像ファイル形式

停止しますか　　はい　　キャンセル

終了しました　　ＯＫ

コピー

開始位置　　2009／　2／5 15：00：00
終了位置　　2009／　2／5 16：00：00
カメラ　　　カメラ3
転送実行　　ENTER
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USBメディアにコピーされた画像は以下の形式で格納されます。
ルートディレクトリに“IMG＿xxxx”フォルダを作成します。
xxxxは“0001～9999”を表し、すでにIMG＿xxxxフォルダが存在した場合、最も番号の大
きいフォルダの番号に＋1したフォルダ名でフォルダを作成します。9999が存在した場合エ
ラーとなり、エラーメッセージを表示し、転送を中止します。
“IMG＿xxxx”フォルダ内に以下のファイル名で書込みを行います。
“年、月、日” フォルダ
“時、分、秒、番号＋．JPG”

JPEGファイルは720×240のサイズで保存されますが、コピー時に同時に保存されるソフトで
表示すると720×480に補正して表示することができます。
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WEBサーバー機能

1. 機能
(1) WEBサーバーの機能を持ち、最大１０のクライアントより同時接続が可能です。
(2) WEBブラウザでライブ映像の閲覧が可能です。
(3) WEBブラウザでカメラコントロールができます。
(4) WEBブラウザで過去の映像の検索及び再生が可能です。
(5) WEBブラウザで本体フロントパネルのキー操作と同等の操作ができます。
(6) WEBブラウザでメニュー設定の参照及び変更ができます。
(7) WEBブラウザで過去の映像のダウンロードが可能です。

2. 物理的接続形態

本体

端末

端末

端末

端末

配信

クライアント

カメラ１

カメラ２

カメラ８

カメラ９

ルータ インター
ネット

・
・
・

・
・
・

3. 動作環境
オペレーティングシステム
Windows 2000/XP/Vista

ブラウザ
Internet Explorer 6 以降

Java
Sun JRE 1.5/1.6

ただし、Windows Vista での運用については、Internet Explorer の設定で保護モードを無
効にした状態で使用可となります。

WEB 接続に必要な設定については、ネットワーク管理者にご確認ください。



- 39 -

4. 認証
本機のコンテンツにアクセスする時は、アドレス入力欄へ「http://192.168.0.000/index.html」
を入力してください。
本機のコンテンツに最初にアクセスしたとき、ユーザー名とパスワードの入力を要求す
る画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力し「OK 」をクリックするとトッ
プ画面が表示されます。パスワードは入力時「●」で表示されます。
(パスワード未設定時はユーザー名の入力のみでログインできますが、第三者による不正
使用を防止するため、パスワードを設定されることをお勧めします。）

認証アカウントは一般アカウントと設定アカウントの２種類があります。一般アカウン
トはライブ映像配信とカメラコントロールのみ操作できます。設定アカウントはすべて
の操作が可能です。
一般アカウントのユーザー名「user 」
設定アカウントのユーザー名「root 」

間違ったユーザー名やパスワードを入力しても画面は変化せず、パスワード入力画面の
ままとなります。接続人数が最大人数に達している場合は、以下のような画面が表示さ
れ操作することができません。
また設定アカウントでは複数のログインを禁止しているため、他の設定アカウントがロ
グインしているときに設定アカウントでログインしようとした場合も同様の画面が表示
されます。

「OK」を押すと認証画面に戻ります。

アドレス

現在、最大接続人数に達しているため
ブラウザからの操作はできません。

時間を空けて、もう一度アクセスしてください。

ＯＫ

アドレス http://192.168.0.000/index.html

認証

ユーザー名

パスワード

ログイン
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5.トップページ
認証に成功すると、トップページにアクセスできます。

■一般アカウントの場合

■設定アカウントの場合

「ログアウト」をクリックするとログアウトします。操作が終わったときは必ずログアウ
トしてください。ただし、PCが強制終了した場合のためにタイムアウトによる自動ログ
アウト機能があります。サーバー側でクライアントからのアクセスを監視し、最後のア
クセスから5分経過したら自動的にログアウトします。

注意

・自動ログアウト機能に本体の時計を使用しているので、ログインしているときに本体メニュ
ーまたはWEBメニューで時刻設定が変更されると自動的にログアウトしてしまうことがあり
ます。その場合再度ログインし直してください。

アドレス

・ライブ配信

・再生配信

・リモートコントロール

・メニュー

・ダウンロード

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト

アドレス

・ライブ配信

トップページ　　ライブ配信　　ログアウト
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6. ライブ配信
ライブ映像の閲覧・カメラコントロールができます。

■一般アカウントの場合

一般アカウントの場合、カメラコントロール部の「登録」「ホーム」「リセット」ボタン
が表示されません。

■設定アカウントの場合

映像表示部にライブ映像を表示します。各映像の上部にカメラ番号が表示されます。画
面下のボタンで表示するカメラを切り替えます。デフォルトは9分割画面で表示されます。
画面右のカメラコントロール部でカメラコントロールができます。
ライブ／再生映像の配信において画像データは720×240で送信され、表示は以下のサイ
ズで表示されます。
単画面：720×480 4分割：360×240 9分割：240×160

注意

・4 人以上同時にライブ配信・再生配信・ダウンロードを行うと、パフォーマンスが低下する
場合があります。

カメラ１ カメラ２

カメラ３ カメラ４

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ４分割Ａ

登録 移動

４分割Ｂ ４分割Ｃ ９分割

制御権

ホーム リセット

アドレス

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト

トップページ

１ ▼プリセット選択

アドレス

カメラ１ カメラ２

カメラ３ カメラ４

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ４分割Ａ

カメラ番号

映像表示部

移動

４分割Ｂ ４分割Ｃ ９分割

カメラコントロール部

制御権

１ ▼プリセット選択

トップページ   ライブ配信               ログアウト

トップページ
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6.1 カメラコントロール

本機に接続されているカメラのコントロールができます。
カメラコントロールは単画面表示のときのみ操作可能で、分割画面表示のときはカメラ
コントロール部がすべてグレー表示となり操作できません。
カメラコントロールを行うには単画面表示にして、「制御権」ボタンを押してください。
「制御権」ボタンを押したとき他のアカウントが操作中でなければカメラコントロール部
が使用可能になります。カメラコントロール部が使用可能なときにもう一度「制御権」
ボタンを押すと制御権を開放し、再びカメラコントロール部が使用不可のグレー表示と
なります。他のアカウントが操作中の場合も、カメラコントロール部がグレー表示とな
ります。カメラ制御権を獲得後、1分間無操作で自動的に制御権が解放されます。

パン・チルト制御部でカメラのパン・チルト制御を行います。ボタンを押すと押したボ
タンの方向にカメラの向きが移動します。続けて押すと移動が速くなります。中央のボ
タンを押すと停止します。
ズーム制御部でカメラのズーム制御を行います。上ボタンを押すと、ズームインします。
下ボタンを押すと、ズームアウトをします。続けて押すとズームが速くなります。中央
のボタンを押すと停止します。
プリセット番号を選択後、「登録」ボタンを押すと、現在カメラの位置が選択番号に設定
されます。「移動」ボタンを押すと、選択されているプリセット番号の位置に移動します。
本機では登録・移動のプリセット番号を最大64まで選択できます。
ただし、実際に使用できる値の範囲は、制御カメラの種類により異なりますので、必ず
各カメラの取扱説明書をご確認ください。
「ホーム」ボタンを押すとホームポジションへ移動します。
「リセット」ボタンを押すとプリセット位置のずれの補正を行います。
プリセット位置の登録・ホーム・リセットは設定アカウントでのみ可能です。一般アカ
ウントではそれらのボタンが表示されません。

注意

同じ種類の制御カメラを複数接続することは可能です。異なる種類の制御カメラを同時に接続
すると正常に動作しません。
制御カメラで使用可能な範囲以外のプリセット番号を選択した場合、正常に動作しません。

パン・チルト
制御ズーム制御

登録 移動

制御権

ホーム リセット

１ ▼プリセット選択
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7. 再生配信
過去の映像を再生及び検索できます。設定アカウントでのみアクセス可能です。

映像表示部に再生映像を表示します。デフォルトで前回再生していた画像を一時停止表
示しますが、本体電源投入直後や録画データがない場合は再生映像が表示されず黒画面
になります。画面右の再生操作部で再生操作と検索操作を行います。再生中は録画時刻
表示部に再生中の時刻を表示します。

注意

・4 人以上同時にライブ配信・再生配信・ダウンロードを行うと、パフォーマンスが低下する
場合があります。

アドレス

カメラ１ カメラ２

カメラ３ カメラ４

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ４分割Ａ ４分割Ｂ ４分割Ｃ ９分割

表示

時間検索

�2 0 0 9

年

２

月

17

日

１０

時

9

日

検索

イベント検索

カメラ

録画モード

すべて

前１０件　　 次１０件

日付

2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：10
2009/02/17　09：10：11
2009/02/20　12：15：00
2009/02/20　12：15：00
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　12：10：01

タイマー
タイマー
タイマー
タイマー
手動
手動

タイマー
アラーム
アラーム
手動

1 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

録画モード カメラ
 

２００9／０2／１7　09：10：09

再生操作部

映像表示部

録画時刻表示部

カメラ番号

�

�

�

�

�

�

開始時間

�

検索

�

��

�

終了時間

� �

��

�

検索操作部

すべて

20 0 9 ２ 17

１０ 9

2 0 0 9 ２ 25

20１2

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト
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7.1 再生操作

再生操作部は各ボタンによって以下のような再生制御ができます。

： 逆高速再生を行います。（×2、×4、×8）
： 逆再生を行います。
： 再生を行います。
： 高速再生行います。（×2、×4、×8）
： 一時停止中に逆コマ送りをします。
： 一時停止します。
： 一時停止中にコマ送りをします。
： 最古画像を一時停止表示します。
： 最新画像を一時停止表示します。

注意

・再生・逆再生で録画データの最新または最古に達した場合、最終映像で一時停止となります。

7.2 検索操作

検索部は、本機に記録されている画像データの検索が行えます。検索は、「時刻検索」と
「イベント検索」が行えます。
時刻検索は、検索したい時刻を設定し「検索」ボタンを押すと、検索が開始されます。
指定した時刻より新しいデータで最も近い映像を表示します。指定した時刻より新しい
データがない場合は表示が変わりません。
イベント検索は、検索したいカメラ番号・録画モード・時間帯を選択し、検索ボタンを
押すと検索が開始されます。検索結果が複数ある場合は、最新データから順に表示され
ます。
イベント検索の検索結果は一度に最大10件結果が表示されます。10件以上検索結果があ
る場合は、「次の10件」をクリックすると続きの結果が表示されます。

「前の10件」をクリックすると、前のページに戻ります。
ただし、次に検索結果が無い場合、「次の10件」は無効となります。最新データが表示さ
れている場合は、「前の10件」は無効となります。
検索結果の項目で「日付」は、イベントの日付です。「録画モード」は、イベントの種別
です。「カメラ」はそのイベントを発生したカメラの番号です。

表示前１０件　　 次１０件

日付

2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：10
2009/02/17　09：10：11
2009/02/20　12：15：00
2009/02/20　12：15：00
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　12：10：01

タイマー
タイマー
タイマー
タイマー
手動
手動

タイマー
アラーム
アラーム
手動

1 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

録画モード カメラ
 

クリック
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検索結果から左端の番号を選択し「表示」ボタンを押すと、選択したイベントの先頭画
像が一時停止表示されます。

↓　「表示」ボタン押し

注意

4 人以上同時にライブ配信・再生配信・ダウンロードを行うと、パフォーマンスが低下する場
合があります。

カメラ１ カメラ２

カメラ４ カメラ５

カメラ７ カメラ８

カメラ３

カメラ６

カメラ９

一時停止の

再生映像

表示前１０件　　 次１０件

日付

2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：09
2009/02/17　09：10：10
2009/02/17　09：10：11
2009/02/20　12：15：00
2009/02/20　12：15：00
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　10：15：05
2009/02/22　12：10：01

タイマー
タイマー
タイマー
タイマー
手動
手動

タイマー
アラーム
アラーム
手動

1 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

録画モード カメラ
 

番号をクリック

クリック
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7.3 デュープレックス表示

分割画面表示で再生中にいずれかの映像表示部をライブ映像に切り替えて、再生映像と
ライブ映像を同時に表示することができます。いずれかの映像表示部で右クリックする
とポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューでカメラ1～9のいずれかを選択するとポップアップメニューを表
示した映像表示部が選択したカメラのライブ映像に切り替わります。ライブ混入を解除
するにはポップアップメニューで解除を選択してください。ライブ混入位置は分割画面
ごとにそれぞれ個別に保存されます。

注意

・単画面表示中はデュープレックス設定はできません。
・すべての分割画面をライブ画面に設定することはできません。最後の映像でポップアップメ
ニューでライブ映像を表示しようとしても操作は無効となります。

・同じカメラのライブ画面を複数設定することはできません。

カメラ１ カメラ２

カメラ３ カメラ４

　カメラ１
　カメラ２
　カメラ３
　カメラ４
　カメラ５
　カメラ６
　カメラ７
　カメラ８
　カメラ９

　解除

右クリックで
ポップアップ
メニュー
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8. リモートコンロトール
本体のフロントパネルと同様の操作が行えます。設定アカウントでのみアクセス可能で
す。

状態表示部は、現在の本機の画面表示状態と録画状態を表示します。状態の表示は10 秒
毎に更新します。表示される状態は以下のとおりです。

リモート操作部は、本体のフロントパネルと同様の動作が行えます。ボタンについての
説明は、＜前面＞（→P.12）を参照してください。
長押しについては、長押しボタンを押したあと他のボタンを押すと、長押しの動作を行
います。

アドレス

　　　　現在の状態：   ライブ画面　   　／　　         手動録画

表示画面　　　　／　     録画状態

電源

ＣＨ１ ＣＨ２ ＣＨ３ ＣＨ４ ＣＨ５ ＣＨ６ ＣＨ７ ＣＨ８ ＣＨ９

自動録画 録画

←　　→　　  ↑　　  ↓

サーチ

長押し

トップページ

メニュー逆再生 再生 一時停止 停止

分割切替 自動切替 モニタ２ズーム

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト

状態表示部

リモート操作部

状　態 内　　容

表示画面 電源ＯＦＦ状態 本機のＳＷ電源ＯＦＦ状態（スタンバイ状態）

ライブ画面 ライブ画面表示中

再生画面 再生画面表示中

検索画面 検索画面表示中

メニュー画面 メニュー画面表示中

トリプレックス設定画面 トリプレックス設定画面を表示中

録画状態 録画停止 録画停止状態

手動録画 手動録画状態

自動録画 自動録画状態
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9. メニュー
本機のメニュー設定の参照・変更・保存ができます。設定アカウントでのみアクセス可
能です。画面左に下記のメニューが表示されます。各項目をクリックすることで設定画
面を表示します。画面表示に関する設定は即座に画面に反映されます。

メインメニュー
ー録画設定

ー手動録画設定
ー自動録画設定

ーカメラ1
ースケジュール
ーモーション
ー受付CH

・　　　・
・　　　・
・　　　・

ーカメラ9
ースケジュール
ーモーション
ー受付CH

ーグループ設定
ー特定日設定
ー最高録画間隔設定

ー画面表示設定
ー OSD表示設定
ーモニタ出力設定
ー自動切替設定
ーカメラ名設定

ーネットワーク設定
ーメール設定
ーシステム設定
ーログ表示

ー録画ログ
ー異常ログ
ー起動ログ

ー機器メンテナンス

注意

・WEBサーバー機能のメニューでは以下の設定項目は参照・設定できません。
IPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
メールのテスト送信
キーロック設定
ディスクモード
ハードディスク初期化
設定初期化
ログ初期化
設定外部出力
設定外部入力

・本機側の動作状態がライブ状態で、かつ録画停止状態のときのみ設定が可能です。
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10. ダウンロード
本機に記録された過去の映像をクライアントPCのハードディスクにダウンロードしま
す。設定アカウントでのみアクセス可能です。
画像ダウンロードは署名付きアプレットを使用するため、署名付きアプレットを信頼す
るかどうかのダイアログが表示されます。（お使いのPCにより画面や名称が異なること
があります。）

「実行」を選択すると画像ダウンロードが可能となります。

画像ダウンロードにおいて画像データは720×240で送信され、同じく720×240のサイズ
でクライアントPCのハードディスクに保存されますが、ダウンロード時に同時に保存さ
れるソフトで表示すると720×480に補正して表示することができます。JPEG表示ソフト
については＜JPEG表示ソフト「Resize Viwer」＞（→P.115）を参照ください。

アドレス

2000  開始 年 1  月  日  時  分  秒

2000  終了 年 1

1

1 月  日  時

0

0  分  秒

画像ダウンロード

保存先 参照

進捗

ダウンロード キャンセル

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼▼▼▼▼▼

カメラ すべて ▼

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト

0

0

0

0

トップページ

"xxxx"から渡された署名付きアプレットを信頼しますか？

"xxxxxx"によって発行者の信頼性が検証されました。

　　このセキュリティ証明書は信頼できない団体によって発行されています。

　　このセキュリティ証明書は期限が切れておらず、依然として有効です。
注意："xxxx"
はこの内容が安全であることを表明します。この表明を行っている
"xxxx"を信頼する場合のみこの内容を承認してください。

警告－セキュリティ

はい(Y) 常に(A)いいえ(N)

詳細
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開始時間・終了時間・カメラ・保存先を選択し、「ダウンロード」ボタンを押すとダウン
ロードを開始します。ダウンロード中は開始時間・終了時間・カメラ・保存先・「ダウ
ンロード」ボタンが無効、「キャンセル」ボタンが有効になります。「キャンセル」ボタ
ンを押すとダウンロードを中止します。再開はできません。ダウンロード中は進捗を表
示します。
ダウンロードが終了または中止すると、開始時間・終了時間・カメラ・保存先・「ダウ
ンロード」ボタンが有効、「キャンセル」ボタンが無効になります。

ダウンロードされた画像は保存先のフォルダに以下のようなファイル名で複数のJPEGフ
ァイルとして格納されます。
「04年02月13日00時00分00秒01.JPG」

注意

・開始時間～終了時間まで連続的に画像が記録されていない場合進捗が正確に表示されないこ
とがあります。

・4人以上同時にライブ配信・再生配信・ダウンロードを行うと、パフォーマンスが低下する場
合があります。

・音声データはダウンロードできません。
・保存先となるフォルダを選択せずにダウンロードすると画像データは保存されません。
あらかじめフォルダを作成した上で、保存先のフォルダとして選択してください。

２００３  開始 年 ２  月 １２  日 ００  時 ００  分 ００  秒

２００３  終了 年 ２  月 １３  日 ００  時 ００  分 ００  秒

画像ダウンロード

保存先 c¥work 参照

進捗

ダウンロード キャンセル

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼▼▼▼▼▼

カメラ 1 ▼

アドレス http://xxx.xxx.xxx.xxx/live/index.html

トップページ

トップページ   ライブ配信   再生配信   リモートコントロール   メニュー   ダウンロード   ログアウト
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メール機能について

アラーム入力またはモーションディテクトによる録画開始時、及び内部アラーム発生時に以
下の内容でメールを送信します。
メール送信に関する設定はメニューの「メール設定」（→P.79）で設定します。

件名
「EDR901」

送信内容

発生したアラーム “ 送信内容 ”
内部アラーム発生時 “ REPORT ERROR ”
アラーム1検出時 “ REPORT ALARM1”
アラーム2検出時 “ REPORT ALARM2”
アラーム3検出時 “ REPORT ALARM3”
アラーム4検出時 “ REPORT ALARM4”
アラーム5検出時 “ REPORT ALARM5”
アラーム6検出時 “ REPORT ALARM6”
アラーム7検出時 “ REPORT ALARM7”
アラーム8検出時 “ REPORT ALARM8”
アラーム9検出時 “ REPORT ALARM9”
テスト送信時 “ TEST”
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STX A0H固定
LEN CMDからDATAまでのバイト数
CMD コマンド
PARA パラメータ
DATA データ部(コマンド＆パラメタによって可変)
ETX AFH固定

応答
ACK(06H) STX～ETXの電文を受信した場合
NAK(15H) データ間タイムアウトが発生した場合

通信全体に関する規則

(1) 全ての通信は制御器からの指令によって成立します。
(2) 相互の通信における応答が必ず存在します。
(3) 応答のタイムアウト時間は1秒、連続するデータ間のタイムアウト時間は100msとし、
タイムアウト発生時はいかなる場合でも該当する通信は不成立とします。

RS-232C通信フォーマット

項目 STX LEN CMD PARA DATA ETX

バイト数 1 1 2 2 可変 1

通信プロトコル

転送方式 ：全二重　調歩同期方式
パリティービット：なし
転送速度 ： 9,600、19,200、38,400bps
符号 ：バイナリコード
データ長 ： 8bit
フロー制御 ：CTS／RTSハンドシェーク、なし
ストップビット ： 1
誤り制御 ：なし

コネクタの接続

制御器（IBM PC ／AT 互換機）との接続には、以下のようなケーブルを使用します。

信号名

NC

RD

SD

NC

SG

NR

RS

CS

NC

ピン番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

信号名

NC

RD

SD

NC

SG

NC

RS

CS

NC

ピン番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

［制御器］側

Dsub9P メス

［EDR901］側

Dsub9P メス

RS-232C通信
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RS-232C通信コマンド

コマンドとパラメタはそれぞれ2バイトです。適時数バイトのDATA部が続きます。DATA
LENがゼロの場合、DATAはありません。

コマンド PARA DATA LEN 内　　容 動　　作

BT PL 0 再生

F2 0 順方向高速再生×２

F4 0 順方向高速再生×４

F8 0 順方向高速再生×８

F1 0 順方向高速再生１分飛ばし

F0 0 順方向高速再生１０分飛ばし

ST 0 再生停止

RV 0 逆再生

R2 0 逆方向高速再生×２

R4 0 逆方向高速再生×４

R8 0 逆方向高速再生×８

R1 0 逆方向高速再生１分飛ばし

R0 0 逆方向高速再生１０分飛ばし

BF 0 順方向イベント送り

BB 0 逆方向イベント送り

PS 0 一時停止

RD 0 手動録画開始

DC 0 アラーム音消音

MO 0 メニューキー長押し

MN 0 メニューキー

SF 0 コマ送り

SR 0 コマ戻し

ON 0 自動録画開始

PO 0 電源キーＯＮ

PF 0 電源キーＯＦＦ

SO 0 検索キー（検索画面を開く）

SC 0 検索キー

QT 0 定期的な状態問い合わせ（返信あり）

AL 0 アラーム動作

RS 0 手動録画停止

AS 0 自動録画停止

ZO 0 ズームＯＮ

ZF 0 ズームＯＦＦ

ZI 0 ズームイン

ZU 0 ズームアウト
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応答

コマンドとパラメータはそれぞれ2バイトで、数バイトのDATA部が続きます。

コマンド PARA DATA LEN 内　　容 動　　作

BT 4A 1 0:モニタ１／1:モニタ２ ４分割Ａ

4B 1 0:モニタ１／1:モニタ２ ４分割Ｂ

4C 1 0:モニタ１／1:モニタ２ ４分割Ｃ

9A 1 0:モニタ１／1:モニタ２ ９分割

SQ 1 0:モニタ１／1:モニタ２ 自動切替

C1 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル１

C2 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル２

C3 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル３

C4 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル４

C5 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル５

C6 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル６

C7 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル７

C8 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル８

C9 1 0:モニタ１／1:モニタ２ チャンネル９

コマンド PARA DATA LEN 内　　容 動　　作

BT QT 1 電源状態 0:電源OFF
1:電源ON

1 動作状態 0:ライブ
1:一時停止中
2:再生動作中
3:早送り動作中
4:逆再生動作中
5:早戻し動作中
6:メニュー，検索画面表示中
7:ディスクエラー中、ディスク認識中等の
ディスク操作中

1 録画状態 0:録画停止
1:手動録画
2:自動録画

1 異常 0:異常なし
1:ハードディスク異常
2:映像断異常
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通信シーケンス

q ホストから送られて来たコマンドに対して、ユニットが受付可能な状態であれば、
ACKにて応答します。

w ホストから送られて来たコマンドに対して応答が必要な場合は、ACK応答後に応
答します。

［ホスト］ ［ユニット］

受付可能状態

コマンド

ＡＣＫ

［ホスト］ ［ユニット］

受付可能状態

コマンド（要求）

ＡＣＫ

コマンド（回答）
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メニュー画面で設定できる内容と設定方法を説明します。

メニューモードの始めかたと終わりかた

ライブ画面で「メニュー」キーを長押しすると、下図のメインメニュー画面が表示されます。

注意

・手動録画中または自動録画中は、録画設定・機器メンテナンスは選択できません。
・録画設定または機器メンテナンスを設定中に手動録画または自動録画を開始した場合は、設
定中の値は無効となり、強制的にメインメニューに戻ります。

・「保存しています」のメッセージが表示されているときに手動録画または自動録画を開始し
た場合、設定後の値で録画を開始します。

カーソルが項目にある状態で を押すとライブ画面に戻ります。

メニュー画面の操作

メニューモードの各画面の基本操作を説明します。

例）自動録画設定

自動録画設定
録画　　スケジュール　モーション　受付ＣＨ

カメラ１　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ２　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ３　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ４　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ５　しない　　　－　　　　　－　　　　　－
カメラ６　しない　　　－　　　　　－　　　　　－
カメラ７　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ８　する　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ９　しない　　　－　　　　　－　　　　　－

グループ設定　ＥＮＴＥＲ　最高録画間隔設定 ＥＮＴＥＲ
特定日設定　　ＥＮＴＥＲ
音声　　　　　あり　　 プリ時間　　　　　０秒

メインメニュー

録画設定　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
画面表示設定　　　　　ＥＮＴＥＲ
ネットワーク設定　　　ＥＮＴＥＲ
メール設定　　　　　　ＥＮＴＥＲ
システム設定　　　　　ＥＮＴＥＲ
キーロック設定　　　　ＥＮＴＥＲ
ログ表示　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
機器メンテナンス　　　ＥＮＴＥＲ

設定のしかた
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・ でカーソルを移動し、「分割切替」キー（－）、「自動切替」キー（＋）で設定値
を変更します。

・ ENTERにカーソルを合わせて「メニュー」キーを押すと、選択した項目を実行します。
・ カーソルが画面の一番左にある項目を選択した状態で を押すと前画面に戻ります。
・ 設定を変更後、 またはENTERによる画面移動時に画面右上に設定を保存するかどうか
選択するメッセージが表示されます。

保存しますか？　　はい　　いいえ　　キャンセル

でカーソル移動し、「メニュー」キーで決定します。
「はい」 ：設定を保存します。

保存中はメッセージが表示され、保存が終わると画面移動します。

保存しています

「いいえ」 ：設定を破棄して画面移動します。
「キャンセル」：画面移動せず、元のカーソル位置に戻ります。

・ 項目によってENTERによる実行操作をすると画面右上に再確認のメッセージが表示され
ます。 でカーソル移動し、「メニュー」キーで決定します。

実行しますか？　　　　はい　　　　キャンセル

「はい」 ：選択された内容を実行します。
実行中は実行中のメッセージが表示されます。

実行しています

終了すると終了のメッセージが表示されます。
「メニュー」キーを押すと元のカーソル位置に戻ります。

終了しました　　　　ＯＫ

失敗すると失敗のメッセージが表示されます。
「メニュー」キーを押すと元のカーソル位置に戻ります。

失敗しました　　　　ＯＫ

「キャンセル」：実行しないで元のカーソル位置に戻ります。
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メニュー機能一覧

設定内容の（ ）内は、工場出荷時の設定値です。

メニュー 詳細
項目 設定内容

項目 ページ
録画設定 手動録画設定 録画 する/しない 64

(カメラ毎) (全カメラする)
録画間隔 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 64
(カメラ毎) 3, 5, 10, 20, 30, 60秒

(全カメラ1/4秒)
画質 画質1～10 64
(カメラ毎) （全カメラ画質）
音声 あり/なし（あり） 64

自動録画設定 録画 する/しない(全カメラする) 65
スケジュール 曜日[日～土], 特定日それぞれに設定 66
(カメラ毎) 開始時間：0:00～24:00(0:00)

終了時間：0:00～24:00(24:00)
時間内：A設定～L設定/OFF

(A設定)
時間外：A設定～L設定/OFF

(A設定)
モーション エリア：ON/OFF(全てOFF) 67
(カメラ毎) 感度：感度1～感度5(感度1)
受付CH アラーム：CH毎に有効/無効 68
(カメラ毎) (自CHのみ有効)

モーション：CH毎に有効/無効
(自CHのみ有効)

グループ設定 タイマー録画間隔：最高/１秒/OFF 69
(A設定～L設定) タイマー画質：画質1～画質10

アラーム録画間隔：最高/１秒/OFF
アラーム画質：画質1～画質10
アラーム検出：立上がり/レベル
アラームポスト時間：0～999秒 注1

モーション録画間隔：最高/１秒/OFF
モーション画質：画質1～画質10
モーション検出：立上がり/レベル
モーションポスト時間：0～999秒 注1

(P.62表「グループ設定初期値」参照)
最高録画間隔設定 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1秒 70
(カメラ毎) (全て1/2秒)
特定日設定 番号01～80それぞれに設定 71

1/1～12/31 / なし(なし)
ただし、2/31など存在しない日付
は設定不可

音声 あり/なし(あり) 65
プリ時間 0～300秒(0秒) 65

上書 する/しない(する) 63
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メニュー 詳細
項目 設定内容

項目 ページ
画面表示 OSD表示設定 録音状態表示 表示／非表示(表示) 73
設定 上書表示 表示／非表示(表示) 73

録画中表示 表示／非表示(表示) 73
再生中表示 表示／非表示(表示) 73
残時間表示 表示／非表示(表示) 73
ディスクモード表示 表示／非表示(表示) 73
ディスク状態表示 表示／非表示(表示) 73
日付表示 表示／非表示(表示) 73
時間表示 表示／非表示(表示) 73
日時表示位置 左上／中央上／右上／左下／中央下 73

／右下(右上)
モニタ1カメラ名表示 表示／非表示(表示) 73
モニタ2カメラ名表示 表示／非表示(表示) 73

モニタ出力設定 モニタ1(カメラ毎) 表示/非表示（表示） 74
モニタ2(カメラ毎) 表示/非表示（表示） 74

自動切替設定 モニタ1 ステップ1～16それぞれに設定 75
カメラ1～9／4分割A～C／9分割
(ステップ1～9：カメラ1～9
(その他　　　：カメラ1)
0～60秒(ステップ1～9：3秒
0～60秒(その他　　　：0秒)

モニタ2 カメラ1～9／4分割A～C／9分割 75
(1 ：4分割A
(2 ：4分割B
(3 ：4分割C
(その他：カメラ1)
0～60秒(ステップ1～3：3秒
0～60秒(その他　　　：0秒)

カメラ名設定 大小英字・数字・記号・カタカナで 76
(カメラ毎) 15文字(カメラ1～カメラ9)
モニタ1起動時画面 カメラ1～9／4分割A～C／9分割／ 72

自動切替(9分割)
モニタ2起動時画面 カメラ1～9／4分割A～C／9分割／ 72

自動切替(9分割)
アラームカメラ表示時間 0～9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 72

100, 110, 120秒／無制限(10秒)
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メニュー 詳細
項目 設定内容

項目 ページ
ネット IPアドレス 0～255、4桁 (192.168.0.100) 77
ワーク サブネットマスク 0～255、4桁 (255.255.255.0) 77
設定 デフォルトゲートウェイ 0～255、4桁 (0.0.0.0) 77

WEBポート番号 標準／1024～65535(標準) 77
WEB一般パスワード 大小英字・数字・記号で10文字(なし) 77
WEB設定パスワード 大小英字・数字・記号で10文字(なし) 77
ライブ配信画質 画質1～10(画質1) 77
転送速度 32, 64, 128, 256, 512Kbps／1, 2, 4Mbps 77

／最高(最高)
メール設定 送信者アドレス 大小英字・数字・記号で46文字(なし) 79

送信先アドレス1 大小英字・数字・記号で46文字(なし) 79
送信先アドレス2 大小英字・数字・記号で46文字(なし) 79
送信先アドレス3 大小英字・数字・記号で46文字(なし) 79
送信先アドレス4 大小英字・数字・記号で46文字(なし) 79
SMTPサーバー 0～255、4桁 (0.0.0.0) 79
POP3認証 する／しない(しない) 79
暗号化 する／しない(しない) 79
ユーザー名 大小英字・数字・記号で23文字(なし) 79
パスワード 大小英字・数字・記号で23文字(なし) 79
POP3サーバー 0～255、4桁 (0.0.0.0) 79
送信条件設定 内部アラーム する／しない(しない) 80

カメラ1～9 する／しない(しない) 80
テスト送信 題名「EDR901」、本文「TEST」の 79

メールを設定した送信先アドレスに
送信します。

システム 再生ディスク 全て／HDD-A／HDD-B(全て) 81
設定 起動時の録画状態 録画停止／手動録画／自動録画／ 81

前回の状態を維持(前回の状態を維持) 
残量警告時間 0～999時間(1時間) 81
ブザー 有効／無効(有効) 81
アラーム出力 アラーム録画／内部アラーム／ 81

残量警告／全て(全て)
アラーム出力時間 アラーム録画中／1秒間 81

(アラーム録画中)
RS-232C通信速度 9600bps／19200bps／ 81

38400bps (9600bps)
RS-232Cフロー制御 あり／なし(なし) 81
制御カメラRS-485 PTC-200C

（PTC-200C） 注2 81
キーロック キーロック － 82
設定 パスワード登録 0～9, 4桁（1234） 82
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■設定値について

［画質表］
「ファイルサイズ」は、圧縮処理後のデータの大きさのことで、大きいほど元の映像に近
く、画質が良いことをあらわします。
レベル1が最も高画質ですが、記録可能な時間は短くなります。逆にレベル10では、画質
は劣りますが、より長時間の記録が可能です。
必要な記録の条件に合わせて設定してください。（P.97「記録時間表」参照）

メニュー 詳細
項目 設定内容

項目 ページ
ログ表示 録画ログ 発生日時 年/月/日　時:分:秒 83

カメラ 1～9 83
内容 手動録画開始／手動録画終了／ 83

自動録画開始／自動録画終了／
タイマー録画開始／タイマー録画終了／
アラーム録画開始／アラーム録画終了／
モーション録画開始／モーション録画終了

異常ログ 発生日時 年/月/日　時:分:秒 84
カメラ 1～9 84
内容 ビデオロス/ハードディスクエラー 84

起動ログ 発生日時 年/月/日　時:分:秒 85
内容 主電源ON/電源キーON 85

機器メンテ 時刻設定 2000／1／1～2099／12／31 86
ナンス (2005/1/1 00:00:00)

ただし、2/31など存在しない日付は
設定不可

ハードディスク初期化 ハードディスクを初期化します。 86,87
設定初期化 設定を初期化します。 86
ログ初期化 ログを初期化します。 86
設定外部出力 設定をコピー用USB端子に接続さ 86

れているメディアに書き込みます。
設定外部入力 設定をコピー用USB端子に接続さ 86

れているメディアから読み込みます。

注1：アラーム検出が“立上がり”の場合、1～999秒。
注2：以下のカメラを制御できます。（P.19「PTZカメラの接続例」参照）

PTC-200C，PTC-201C IP
PTC-400C，PTC-401C IP
PTC-1000

画質 ファイルサイズ
画質1 64KB
画質2 56KB
画質3 48KB
画質4 40KB
画質5 36KB
画質6 32KB
画質7 28KB
画質8 24KB
画質9 20KB
0画質10 16KB



- 62 -

［グループ設定初期値］
各グループの初期設定として、次の条件があらかじめ設定されています。

グループ 録画モード 録画間隔 画質 検出 ポスト時間

A タイマー １秒 レベル５ － －
アラーム OFF － － －
モーション OFF － － －

B タイマー 最高 レベル５ － －
アラーム OFF － － －
モーション OFF － － －

C タイマー 1秒 レベル５ － －
アラーム OFF － － －
モーション 最高 レベル１ 立上り 10

D タイマー 最高 レベル５ － －
アラーム OFF － － －
モーション 最高 レベル１ 立上り 10

E タイマー OFF － － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 1秒 レベル５ 立上り 10

F タイマー OFF － － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 最高 レベル５ 立上り 10

G タイマー OFF － － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 1秒 レベル１ 立上り 10

H タイマー OFF － － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 最高 レベル１ 立上り 10

I タイマー 1秒 レベル５ － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 1秒 レベル１ 立上り 10

J タイマー 1秒 レベル５ － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 最高 レベル１ 立上り 10

K タイマー 1秒 レベル１ － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 最高 レベル５ 立上り 10

L タイマー 1秒 レベル１ － －
アラーム 最高 レベル１ 立上り 10
モーション 最高 レベル１ 立上り 10
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録画設定

ここでは録画に関する設定を説明します。
なお、手動録画中または自動録画中には、この設定を行うことはできません。
また、この設定中に手動録画または自動録画を開始した場合は、設定中の値は無効となり、
強制的にメインメニューに戻ります。

録画設定

手動録画設定　　　　ＥＮＴＥＲ
自動録画設定　　　　ＥＮＴＥＲ　
上書　　　　　　　　する

項目 設定値 内容
手動録画設定 － 手動録画設定画面を表示します。（→P.64）
自動録画設定 － 自動録画設定画面を表示します。（→P.65）
上書 する ハードディスクが一杯になったとき、記録日時の古い

ものから自動的に録画を削除し、上書きします。録画
は継続されます。

しない ハードディスクが一杯になったとき、過去の記録データ
保存のため、以降の録画を行いません。



・1秒あたり総録画枚数
各カメラの録画間隔から算出した1秒間に録画する枚数の合計を枚／秒で表示します。60
枚／秒を超えた状態で画面移動をしようとするとエラーメッセージが表示され画面移動
ができません。60枚／秒以下になるように設定してください。

最大録画枚数を超えています　　　ＯＫ

「メニュー」キーを押すと、元のカーソル位置に戻ります。

・見積録画時間
現在の録画設定とディスクの空き容量から計算した録画可能時間の目安を表示します。
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手動録画設定

各カメラの手動録画条件を設定します。

手動録画設定
録画　　　　録画間隔　　　画質

カメラ１　　　　　　する　　　　１／８秒　　　画質４
カメラ２　　　　　　する　　　　１／２秒　　　画質２
カメラ３　　　　　　する　　　　１／１５秒　　画質２
カメラ４　　　　　　する　　　　１／１５秒　　画質１
カメラ５　　　　　　しない　　　－　　　　　　－
カメラ６　　　　　　しない　　　－　　　　　　－
カメラ７　　　　　　しない　　　－　　　　　　－
カメラ８　　　　　　しない　　　－　　　　　　－
カメラ９　　　　　　しない　　　－　　　　　　－

音声　　　　　　　　あり

１秒あたり総録画枚数　３９．３７５０枚／秒
見積録画時間　　　　　１２日１２時３４分５５秒

項目 設定値 内容
録画 する／しない 手動録画を行うかどうかを設定します。

「しない」にすると右側は「－」となりカーソル移
動ができなくなります。ただし、すべてのカメラを
「しない」にすることはできません。

録画間隔 1/60, 1/30, 1/15,1/8,  手動録画時の各カメラの録画間隔を設定します。
1/4, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10, 

20, 30, 60秒
画質 画質1～10 手動録画時の各カメラの画質を設定します。

（P.61「画質表」
参照）

音声 あり／なし 手動録画時に音声を同時に録音するかどうかを設定
します。
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自動録画設定

各カメラの自動録画条件を設定します。

自動録画設定
録画　　スケジュール　モーション　　受付ＣＨ

カメラ１　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ２　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ３　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ４　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ５　しない　－　　　　　　－　　　　　－
カメラ６　しない　－　　　　　　－　　　　　－
カメラ７　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ８　する　　ＥＮＴＥＲ　　ＥＮＴＥＲ　ＥＮＴＥＲ
カメラ９　しない　－　　　　　　－　　　　　－

グループ設定　ＥＮＴＥＲ　最高録画間隔設定　ＥＮＴＥＲ
特定日設定　　ＥＮＴＥＲ
音声　　　　　あり　　　　プリ時間　　　　　０秒

項目 設定値 内容
録画 する／しない 自動録画を行うかどうか設定します。

「しない」にすると右側は「－」となりカーソル移動
ができなくなります。ただし、すべてのカメラを
「しない」にすることはできません。

スケジュール － スケジュール設定画面を表示します。（→P.66）
モーション － モーション設定画面を表示します。（→P.67）
受付CH － 受付CH設定画面を表示します。（→P.68）
グループ設定 － グループ設定画面を表示します。（→P.69）
最高録画間隔設定 － 最高録画間隔設定画面を表示します。（→P.70）
特定日設定 － 特定日設定画面を表示します。（→P.71）
音声 あり／なし 自動録画時に音声を同時に録音するかどうか設定しま

す。
プリ時間 0秒～300秒 アラーム入力直前の映像を何秒前から録画するかを設

定します。
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スケジュール設定

自動録画のスケジュールを設定します。

開始時間　　　　　　　終了時間

カメラ１スケジュール
曜日　　　　　　　　　時間内　　　　　　　　　　時間外
日　　　０　：００～　Ｄ設定　　～　２４：００　ＯＦＦ
月　　　０　：００～　Ａ設定　　～　２４：００　Ｂ設定
火　　　０　：００～　Ａ設定　　～　２４：００　Ｉ設定
水　　　０　：００～　Ａ設定　　～　２４：００　Ｂ設定
木　　　０　：００～　Ａ設定　　～　２４：００　Ｂ設定
金　　　０　：００～　Ａ設定　　～　２４：００　Ｌ設定
土　　　０　：００～　Ｅ設定　　～　２４：００　ＯＦＦ
特定日　０　：００～　ＯＦＦ　　～　２４：００　ＯＦＦ

注意

日～土と特定日で設定が重複した日については、特定日の設定が優先されます。

項目 設定値 内容
開始時間 0:00～24:00 各曜日の自動録画開始時間を設定します。
終了時間 0:00～24:00 各曜日の自動録画終了時間を設定します。
時間内 A設定～L設定、各曜日の時間内のグループ設定（A設定～L設定）を選

OFF 択します。ＯＦＦを選択すると自動録画を行いません。
ただし、すべてＯＦＦに設定することはできません。
グループ設定については、「グループ設定」（→P.69）を
参照してください。

時間外 A設定～L設定、各曜日の時間外のグループ設定を選択します。
OFF



- 67 -

モーション

動き検出（モーションディテクト）の設定をします。
画面の背景は各カメラのライブ映像です。
映像を28×22のエリアに分け、各エリアに対してモーション検出の有無を設定します。

［モーション設定方法］
・ で設定するエリアにカーソル（ピンク）を移動します。
「メニュー」キーを押すとON（グリーン）／OFF（無色）を切り替えます。
・「検索」キーを押すと、最後にON／OFFしたエリアを始点として範囲ON／OFFします。
・「メニュー」キーを長押しすると、設定保存のメッセージが表示され、自動録画設定画面
に戻ります。

ONになっているエリアの動きが検出されると、そのエリアの色がオレンジになります。

カメラ１モーション設定

感度１

項目 設定値 内容
エリア ON／OFF 各エリアのモーション検出をするかどうかを設定しま

す。
感度 感度1(高い)～ エリア全体のモーション検出の感度を設定します。

感度5(低い) 「分割切替」キー(－)，「自動切替」キー(＋)で感度を変
更します。

注意

・接続するモニタによっては実際の撮影映像より表示される範囲が狭いことがあります。この
場合、エリアの一部が表示されない可能性があります。

・モーションディテクト機能を使用する場合は、必ず事前に動作確認を行い、正常に検出する
ことをお確かめください。
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受付CH設定

どのチャンネルのアラーム入力、モーションで自動録画を開始するかを設定します。

カメラ１受付ＣＨ
アラーム　　モーション

ＣＨ１　　　有効　　　　有効
ＣＨ２　　　有効　　　　無効
ＣＨ３　　　有効　　　　無効
ＣＨ４　　　有効　　　　無効
ＣＨ５　　　無効　　　　無効
ＣＨ６　　　無効　　　　無効
ＣＨ７　　　無効　　　　無効
ＣＨ８　　　無効　　　　無効
ＣＨ９　　　無効　　　　無効

項目 設定値 内容
アラーム 有効／無効 どのチャンネルのアラーム入力により自動録画を開始

するかを設定します。
モーション 有効／無効 どのチャンネルのモーションにより自動録画を開始す

るかを設定します。
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グループ設定

自動録画（タイマー、アラーム、モーション）条件をグループごとに設定します。

グループ設定（１／３）
Ａ設定　　　　録画間隔　画質　　　検出　　　ポスト時間
タイマー　　　最高　　　レベル３　－　　　　－
アラーム　　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
モーション　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
Ｂ設定
タイマー　　　１秒　　　レベル３　－　　　　－
アラーム　　　最高　　　レベル１　立上がり　０秒
モーション　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
Ｃ設定
タイマー　　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
アラーム　　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
モーション　　最高　　　レベル１　レベル　　９９９秒
Ｄ設定
タイマー　　　ＯＦＦ　　－　　　　－　　　　－
アラーム　　　最高　　　レベル５　レベル　　０秒
モーション 最高　　　レベル５　レベル　　９９９秒
次ページ　　　ＥＮＴＥＲ

項目 設定値 内容
タイマー録画 最高／1秒／OFF タイマー録画の録画間隔を設定します。
間隔 OFFにすると右側の項目には「－」が表示され、

選択できなくなります。タイマー・アラーム・モー
ションすべての録画間隔をOFFにすることはできま
せん。

タイマー画質 レベル1～10 タイマー録画の画質を設定します。
（P.61「画質表」参照）

アラーム録画 最高／1秒／OFF アラーム録画の録画間隔を設定します。
間隔
アラーム画質 レベル1～10 アラーム録画の画質を設定します。

（P.61「画質表」参照）
アラーム検出 立上がり／レベル アラーム入力を立上がり検出するかレベル検出する

かを設定します。
アラーム 0秒～999秒 アラーム入力により録画する時間を設定します。
ポスト時間
モーション 最高／1秒／OFF モーション録画の録画間隔を設定します。
録画間隔
モーション レベル1～10 モーション録画の画質を設定します。
画質 （P.61「画質表」参照）
モーション 立上がり／レベル モーションを立上がり検出するかレベル検出するか
検出 を設定します。
モーション 0秒～999秒 モーションにより録画する時間を設定します。
ポスト時間

注意

アラーム、モーションについて、＜ポスト時間＞は＜検出＞が “立上がり”の場合 “0秒”には設
定できません。
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最高録画間隔設定

自動録画時の各カメラの最高録画間隔を設定します。
自動設定で録画を「しない」に設定したカメラは「－」となり、選択できません。

［録画間隔］

設定値
1/60秒､1/30秒､1/15秒､1/8秒､1/4秒､1/2秒､1秒

・1秒あたり総録画枚数
画面右下に、各カメラの録画間隔から算出した1秒間に録画する枚数の合計を、枚／秒で
表示します。60枚／秒を超えた状態で画面移動をしようとするとエラーメッセージが表
示され画面移動ができません。60枚／秒以下になるように設定してください。「メニュー」
キーを押すと、元のカーソル位置に戻ります。

最大録画枚数を超えています　　　　　ＯＫ

最高録画間隔設定

カメラ１　　　１／１５秒
カメラ２　　　１／４秒
カメラ３　　　１／８秒
カメラ４　　　１／８秒
カメラ５　　　－
カメラ６　　　－
カメラ７　　　１／４秒
カメラ８　　　１／４秒
カメラ９　　　－

１秒あたり総録画枚数　　６０．００００枚／秒
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特定日設定

自動録画を行いたい特定の日を設定します。1年分の設定ができます。
月が日のいずれかを「－」にするともう片方も「－」になります。
2／31（2月31日）など存在しない日付は設定できません。

特定日設定

０１　１/１　２１　　－/－　４１　　－/－　６１　　－/－
１/２　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
１/３　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－

１０　－/－　３０　　－/－　５０　　－/－　７０　　－/－
１１　－/－　３１　　－/－　５１　　－/－　７１　　－/－

－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－
－/－　　　　　－/－　　　　　－/－　　　　　－/－

２０　－/－　４０　　－/－　６０　　－/－　８０　　－/－



画面表示設定

モニタの表示について設定します。

画面表示設定

ＯＳＤ表示設定　　　　　ＥＮＴＥＲ
モニタ出力設定　　　　　ＥＮＴＥＲ
自動切替設定　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ名設定　　　　　　ＥＮＴＥＲ
モニタ１起動時画面　　　９分割
モニタ２起動時画面　　　９分割
アラームカメラ表示時間　　３秒
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項目 設定値 内容
OSD表示設定 － OSD表示設定画面を表示します。（→P.73）
モニタ出力 － モニタ出力設定画面を表示します。（→P.74）
設定
自動切替設定 － 自動切替設定画面を表示します。（→P.75）
カメラ名設定 － カメラ名設定画面を表示します。（→P.76）
モニタ1起動 カメラ1～9／ モニタ1の起動時画面を設定します。
時画面 4分割A～C／9分割

／自動切替
モニタ2起動 カメラ1～9／ モニタ2の起動時画面を設定します。
時画面 4分割A～C／9分割

／自動切替
アラーム 0～9, 10, 20, 30, 40, 50, アラーム入力・モーションにより録画開始したとき
カメラ表示 60, 70, 80, 90, 100, 110, に対応したカメラの単画面表示する時間を設定しま
時間 120秒／無制限 す。0秒に設定すると単画面表示しません。
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OSD表示設定

再生中または録画中の画面文字の表示／非表示を設定します。

ＯＳＤ表示設定

録音状態表示　　　　　　　表示
上書表示　　　　　　　　　表示
録画中表示　　　　　　　　表示
再生中表示　　　　　　　　表示
残時間表示　　　　　　　　表示
ディスクモード表示　　　　非表示
ディスク状態表示　　　　　非表示
日付表示　　　　　　　　　非表示
時間表示　　　　　　　　　非表示
日時表示位置　　　　　　　右上
モニタ１カメラ名表示　　　非表示
モニタ２カメラ名表示　　　非表示

項目 設定値 内容
録音状態表示 表示／非表示 録画時に録音状態（「♪」）を表示するかどうかを設定し

ます。
上書表示 表示／非表示 録画時に上書設定（⇒、⇔）を表示するかどうかを設定

します。
録画中表示 表示／非表示 録画時に録画状態（ ）を表示するかどうかを設定しま

す。
再生中表示 表示／非表示 再生時に再生状態（ ）、再生スピードを表示

するかどうかを設定します。
残時間表示 表示／非表示 録画時に録画残時間を表示するかどうかを設定します。
ディスクモード 表示／非表示 録画時にディスクモード（ミラー，長時間）を表示する
表示 かどうかを設定します。
ディスク状態表示 表示／非表示 ライブ時にハードディスクの認識状態（A，B）を表示

するかどうかを設定します。
日付表示 表示／非表示 ライブ時は現在の日付を、再生時は再生中画像の日付を

表示するかどうかを設定します。
時間表示 表示／非表示 ライブ時は現在の時間を、再生時は再生中画像の時間を

表示するかどうかを設定します
日時表示位置 左上／中央上 日時表示位置を設定します。

／右上／左下
／中央下／右下

モニタ1カメラ名 表示／非表示 モニタ1にカメラ名を表示するかどうかを設定します。
表示
モニタ2カメラ名 表示／非表示 モニタ2にカメラ名を表示するかどうかを設定します。
表示



- 74 -

モニタ出力設定

各カメラのライブ映像をモニタ１または２に表示するかしないかを設定します。
再生時はこの設定にかかわらず録画されている全てのカメラの映像が表示されます。

モニタ出力設定
モニタ１　　モニタ２

カメラ１　　　　　表示　　　　非表示
カメラ２　　　　　表示　　　　非表示
カメラ３　　　　　表示　　　　非表示
カメラ４　　　　　表示　　　　非表示
カメラ５　　　　　表示　　　　非表示
カメラ６　　　　　表示　　　　非表示
カメラ７　　　　　表示　　　　非表示
カメラ８　　　　　表示　　　　非表示
カメラ９　　　　　表示　　　　非表示

項目 設定値 内容
モニタ1 表示／非表示 モニタ1にライブ映像を表示するかどうかを設定します。
モニタ2 表示／非表示 モニタ2にライブ映像を表示するかどうかを設定します。
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注意

ステップ1の表示時間は0秒に設定することができません。

項目 設定値 内容
モニタ1 カメラ1～9 各ステップの表示画面を設定します。
（表示画面） ／4分割A～C／9分割
モニタ1 0～60秒 各ステップの表示時間を設定します。
（表示時間）
モニタ2 カメラ1～9 各ステップの表示画面を設定します。
（表示画面） ／4分割A～C／9分割
モニタ2 0～60秒 各ステップの表示時間を設定します。
（表示時間）

自動切替設定

「自動切替」キーを押したときの画面表示動作について設定します。
なお、自動切替動作中には、この設定を行うことはできません。

表示画面　表示時間　

自動切替設定
モニタ１　　　　　　　モニタ２

ステップ１　　　４分割Ａ　１秒　　　　カメラ１　３秒
ステップ２　　　カメラ６　３秒　　　　カメラ２　３秒
ステップ３　　　カメラ７　１０秒　　　カメラ３　３秒
ステップ４　　　９分割　　０秒　　　　９分割　　０秒
ステップ５　　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ６　　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ７　　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ８　　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ９　　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１０　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒　
ステップ１１　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１２　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１３　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１４　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１５　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
ステップ１６　　カメラ１　０秒　　　　カメラ１　０秒
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カメラ名

カメラ名設定

各カメラの名称を設定します。
設定範囲は、大小英字・数字・記号・カタカナで１５文字以内です。

カメラ名

［カメラ名設定方法］
・ で名称を設定するカメラにカーソルを移動し、「メニュー」キーでカメラ名入力画面
に移動します。

・ で入力したい文字にカーソルを移動し、「メニュー」キーで決定します。入力し
た文字が画面に表示されます。

・「←」は1文字削除、「戻」はカメラ名設定画面へ移動します。
・ 入力を終了するときは、「戻」で「メニュー」キーを押します。
・ 入力した文字を修正したい場合は、「←」で「メニュー」キーを押します。

カメラ　１　　カメラ名

ＣＡＭＥＲＡ１

０１２３４　５６７８９　アイウエオ　カキクケコ
ＡＢＣＤＥ　ＦＧＨＩＪ　サシスセソ　タチツテト
ＫＬＭＮＯ　ＰＱＲＳＴ　ナニヌネノ　ハヒフヘホ
ＵＶＷＸＹ　Ｚ　　　　　マミムメモ　ヤ　ユ　ヨ
ａｂｃｄｅ　ｆｇｈｉｊ　ラリルレロ　ワ　ヲ　ン
ｋｌｍｎｏ　ｐｑｒｓｔ　ァィゥェォ　ャ　ュ　ョ
ｕｖｗｘｙ　ｚ　　　　　ッ゛゜
！”＃＄％　＆’（）＊
＋，－．／　：；＜＝＞
？＠＾＿` ｛｜｝～ ←戻

カメラ名設定

カメラ１　　　ＣＡＭＥＲＡ１　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ２　　　ＣＡＭＥＲＡ２　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ３　　　カメラ３　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ４　　　カメラ４　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ５　　　　　　　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ６　　　　　　　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ７　　　　　　　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ８　　　　　　　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
カメラ９　　　　　　　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
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ネットワーク設定

ＬＡＮの接続時に必要なパラメータについて設定します。

ネットワーク設定

ＩＰアドレス　　　　　　１９２. １６８. ０. １００
サブネットマスク　　　　２５５. ２５５. ２５５. ０
デフォルトゲートウェイ　　　０. ０. ０. ０
ＷＥＢポート番号　　　　標準
ＷＥＢ一般パスワード　　＊＊＊＊＊　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
ＷＥＢ設定パスワード　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　ＥＮＴＥＲ
ライブ配信画質　　　　　画質１
転送速度　　　　　　　　最高

項目 設定値 内容
IPアドレス 0～255、4桁 IPアドレスを設定します。
サブネット 0～255、4桁 サブネットマスクを設定します。
マスク
デフォルト 0～255、4桁 デフォルトゲートウェイを設定します。
ゲートウェイ
WEBポート 標準／1024～65535 WEBサーバーのポート番号を設定します。
番号 標準は80番となります。
WEB一般 大小英字・数字 一般アカウントでログインするときのパスワードを
パスワード ・記号で10文字 設定します。一般アカウントは、ライブ映像の閲覧

とカメラコントロールのみ可能。（→P.78）
WEB設定 大小英字・数字 設定アカウントでログインするときのパスワードを
パスワード ・記号で10文字 設定します。設定アカウントは、全ての操作が可能。

（→P.78）
ライブ配信画 画質1～10 ライブ配信の画質を設定します。
質 (P.61「画質表」参照）
転送速度 32Kbps／64Kbps／ 転送速度の上限を設定します。

128Kbps／256Kbps／
512Kbps／1Mbps／
2Mbps／4Mbps／最高

注意

・ネットワーク設定を変更した場合には、変更した内容を有効にするため、メニュー終了後に
以下の操作を行って下さい。
1. 本体前面の電源キーを“OFF”にする。
2. 本体背面の主電源スイッチを“切”にする。
3. ５秒程度間隔をあけてから起動する。（P.20「本機の起動」参照）

・転送速度を最高に設定しても性能上約8Mbpsに制限されます。
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［パスワード設定方法］

・ で入力したい文字にカーソルを移動し、「メニュー」キーで決定します。
・「←」は1文字削除、「戻」はカメラ名設定画面へ移動します。
・ 入力を終了するときは、「戻」で「メニュー」キーを押します。
・ 入力した文字を修正したい場合は、「←」で「メニュー」キーを押します。

ＷＥＢ一般パスワード

ｐａｓｓｗｏｒｄ

０１２３４　　５６７８９
ＡＢＣＤＥ　　ＦＧＨＩＪ
ＫＬＭＮＯ　　ＰＱＲＳＴ
ＵＶＷＸＹ　　Ｚ
ａｂｃｄｅ　　ｆｇｈｉｊ
ｋｌｍｎｏ　　ｐｑｒｓｔ
ｕｖｗｘｙ　　ｚ
！”＃＄％　　＆’（）＊
＋，－．／　　：；＜＝＞
？＠＾＿` ｛｜｝～　　　　　　←戻



- 79 -

メール設定

アラーム入力時及び障害発生時に送信される電子メールについて設定します。

メール設定

送信者アドレス　　ｔｅｓｔ　　　　　　　ＥＮＴＥＲ
送信先アドレス１　ｔｅｓｔ１　　　　　　ＥＮＴＥＲ
送信先アドレス２　ｔｅｓｔ２　　　　　　ＥＮＴＥＲ　
送信先アドレス３　ｔｅｓｔ３　　　　　　ＥＮＴＥＲ
送信先アドレス４　ｔｅｓｔ４　　　　　　ＥＮＴＥＲ
ＳＭＴＰサーバー　２５５　　　２５５　　２５５　　　２５５
ＰＯＰ３認証　　　する
暗号化 しない
ユーザー名　　　　ｕｓｅｒ５５５　　　　ＥＮＴＥＲ
パスワード　　　　＊＊＊＊＊＊＊　　　　ＥＮＴＥＲ
ＰＯＰ３サーバー　２５５　　　２５５　　２５５　　　０
送信条件設定　　　ＥＮＴＥＲ
テスト送信　　　　ＥＮＴＥＲ

項目 設定値 内容
送信者 大小英字・数字 本機のメールアドレスを設定します。
アドレス ・記号で46文字
送信先 大小英字・数字 送信先アドレス1の入力画面を表示します。（→P.80）
アドレス１ ・記号で46文字
送信先 大小英字・数字 送信先アドレス2の入力画面を表示します。（→P.80）
アドレス２ ・記号で46文字
送信先 大小英字・数字 送信先アドレス3の入力画面を表示します。（→P.80）
アドレス３ ・記号で46文字
送信先 大小英字・数字 送信先アドレス4の入力画面を表示します。（→P.80）
アドレス４ ・記号で46文字
SMTPサーバー 0～255、4桁 SMTPサーバーのIPアドレスを設定します。
POP3認証 する／しない メール送信時にPOP3による認証を行うかどうかを

設定します。
暗号化 する／しない POP3認証時にユーザー名・パスワードを暗号化す

るかどうかを設定します。
ユーザー名 大小英字・数字 POP3認証のユーザー名の入力画面を表示します。

・記号で23文字 （→P.80）
パスワード 大小英字・数字 POP3認証のパスワードの入力画面を表示します。

・記号で23文字 （→P.80）
POP3サーバー 0～255、4桁 POP3サーバーのIPアドレスを設定します。
送信条件設定 － 送信条件設定画面を表示します。(→P.80)
テスト送信 － 題名「EDR901」，本文「TEST」のメールを、設定

した送信先アドレスへ送信します。
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［アドレス、ユーザ名、パスワード設定方法］

画面例）送信者アドレス
送信者アドレス

・ で入力したい文字にカーソルを移動し、「メニュー」キーで決定します。
・「←」は1文字削除、「戻」はカメラ名設定画面へ移動します。
・ 入力を終了するときは、「戻」で「メニュー」キーを押します。
・ 入力した文字を修正したい場合は、「←」で「メニュー」キーを押します。

送信条件設定

内部アラーム発生、アラーム入力・モーションによる録画を開始したときにメール送信する
かどうかを設定します。

送信条件設定

内部アラーム　　　　する
カメラ１　　　　　　する
カメラ２　　　　　　する
カメラ３　　　　　　する
カメラ４　　　　　　する
カメラ５　　　　　　しない
カメラ６　　　　　　しない
カメラ７　　　　　　する
カメラ８　　　　　　する
カメラ９　　　　　　しない

ｔｅｓｔ

０１２３４　　５６７８９
ＡＢＣＤＥ　　ＦＧＨＩＪ
ＫＬＭＮＯ　　ＰＱＲＳＴ
ＵＶＷＸＹ　　Ｚ
ａｂｃｄｅ　　ｆｇｈｉｊ
ｋｌｍｎｏ　　ｐｑｒｓｔ
ｕｖｗｘｙ　　ｚ
！”＃＄％　　＆’（）＊
＋，－．／　　：；＜＝＞
？＠＾＿` ｛｜｝～　　　　　　←戻

項目 設定値 内容
内部アラーム する／しない 内部アラームが発生したときにメール送信するかどうか

を設定します。
カメラ1～9 する／しない アラーム入力・モーションによる録画を開始したときに

メール送信するかどうかを設定します。
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注意

・停電後の電源復帰を含む主電源のOFF・ONでも起動時のモードの設定に従います。

システム設定

システム設定

再生ディスク　　　　　　　　全て
起動時の録画状態　　　　　　前回の状態を維持
残量警告時間　　　　　　　　　　１時間
ブザー　　　　　　　　　　　有効
アラーム出力　　　　　　　　全て
アラーム出力時間　　　　　　アラーム録画中
ＲＳ２３２Ｃ通信速度　　　 ９６００ｂｐｓ
ＲＳ２３２Ｃフロー制御　　 なし
制御カメラ　　　　　　　　　ＰＴＣ－２００Ｃ

項目 設定値 内容
再生ディスク 全て どのハードディスクを再生の対象とするかを設定

／HDD－A／HDD－B します。ただしディスクモードが「ミラー」の場合
は「HDD－A／HDD－B」のみの選択となります。

起動時の録画 録画停止／手動録画 電源投入時の録画状態を設定します。
状態 ／自動録画

／前回の状態を維持
残量警告時間 0～999時間 録画設定で「上書き」を“しない”に設定されたとき、

録画残時間が何時間以下になったらディスク残量
ランプを点滅させるかを設定します。

ブザー 有効／無効 ブザーを鳴らすかどうかを設定します。
アラーム出力 アラーム録画 アラーム録画時に出力します。

内部アラーム ビデオ障害、ディスク障害が発生したときに出力し
ます。

残量警告 ディスク残量ランプが点滅または点灯している間出
力します。

全て アラーム録画、内部アラーム、残量警告が発生した
ときに出力します。

アラーム出力 アラーム録画中 アラームが発生している間、アラーム出力します。
時間 １秒間 アラームが発生時、１秒間アラーム出力します。
RS-232C通信 9600bps／19200bps RS-232Cの通信速度を設定します。
速度 ／38400bps
RS-232Cフロー あり／なし RS-232Cでフロー制御するかどうかを設定します。
制御
制御カメラ PTC-200C RS-485で以下のカメラを制御できます。

PTC-200C, PTC-201C IP, 
PTC-400C, PTC-401C IP,
PTC-1000（P.19「PTZカメラの接続例」参照）
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キーロック設定

パスワードによるキーロックを設定します。

パスワードは、ズームキー(0)およびカメラ選択の各キー(1～9)を使って4桁の数字を入力し
ます。
パスワード(工場出荷時は「1234」)が正しく入力されるとキーロックが有効になります。

キーロック状態でライブ画面からメニューキーを長押しすると、キーロック解除画面を表示
します。

パスワードの登録方法を説明します。

パスワードが正しく入力されると新しいパスワードの入力を2回要求します。

ズームキー(0)、カメラ選択の各キー(1～9)で正しく2回入力されると、新しいパスワードが
登録されます。

注意

・パスワード入力時、パスワードを間違えたり、ズームおよびカメラ選択以外のキーを押した
りした場合には、「パスワードが間違っています。」と表示されます。左キー(←)でキーロック
設定画面に戻りますので、設定をやり直してください。

・工場出荷時のパスワードは「1234」です。安全上、任意のパスワードに変更される事を強く
お勧めします。

・「機器メンテナンス」の「設定初期化」では、パスワードは初期化されません。任意のパス
ワードを設定した状態でパスワードを紛失した場合は、弊社拠点またはお買い上げの販売店
へご相談いただくしかありません。パスワードの漏洩はもちろん、紛失にも十分にご注意く
ださい。

キーロック設定

キーロック ENTER
パスワード登録 ENTER

キーロックを選択して
メニューキーを押す

キーロック

パスワードを入力してください。
[＊＊＿■]

キーロック

キーロックが有効になりました。
左キー(←)でライブ画面に戻ります。

キーロック解除

パスワードを入力してください。
[＊＊＿■]

パスワードが正しく入力されるとキーロックが解除され、
メインメニュー画面が表示されます。

キーロック設定

キーロック ENTER
パスワード登録 ENTER

パスワード登録を選択し
てメニューキーを押す

パスワード登録

現在のパスワードを入力してく
ださい。

[＊＊＿■]

パスワード登録

現在のパスワードを入力してください。
[＊＊＊＊]

新しいパスワードを入力してください。
[＊＊＿■]

2回目入力

現在のパスワードを入力してください。
[＊＊＊＊]

新しいパスワードを入力してください。
[＊＊＊＊]

もう一度パスワードを入力してください。
[＊＊＿■]

パスワード登録

パスワードを登録しました。
左キー(←)でキーロック設定に戻ります。
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ログ表示

録画開始と録画終了時刻を記録した「通常録画ログ」「アラーム録画ログ」と、障害が発生し
た時の時刻と内容を記録する「異常ログ」を表示します。
また、「起動ログ」には電源を投入した時や、停電から復帰した時の時刻が記録されます。

録画ログ

録画開始と録画終了の時刻を記録し、最新のものから表示します。最大1000件まで保持し、
以降は古い順に削除されます。

でスクロールします。
１画面に最大20件表示され、最も古いログより下は「－」で表示されます。

録画ログ
発生日時　　　　　　　　　　　　　　カメラ　内容
０５／　２／１５　１２：００：００　　９　　モーション録画終了　　▲
０５／　２／１４　１２：００：００　　９　　モーション録画開始
０５／　２／１３　１２：００：００　　５　　タイマー録画終了
０５／　２／１２　１２：００：００　　５　　タイマー録画開始
０５／　２／１１　１２：００：００　　　　　自動録画開始
０５／　２／１０　１２：００：００　　　　　手動録画終了
０５／　２／　９　　９：０５：００　　　　　手動録画開始
０５／　２／　８　　７：００：００　　　　　自動録画終了　
０５／　２／　７　１２：００：００　　１　　アラーム録画終了
０５／　１／３１　１２：００：００　　１　　アラーム録画開始
０５／　１／２０　１２：００：００　　２　　モーション録画終了
０５／　１／１９　１２：００：００　　２　　モーション録画開始
０５／　１／１９　１１：００：００　　２　　モーション録画終了　
０５／　１／１０　１０：００：００　　２　　モーション録画開始
０５／　１／　９　１２：００：００　　２　　モーション録画終了　
０５／　１／　８　１２：００：００　　２　　モーション録画開始
０５／　１／　７　１２：００：００　　２　　モーション録画終了
０５／　１／　７　１１：００：００　　２　　モーション録画開始
０５／　１／　７　１０：００：００　　　　　自動録画開始
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　－－－－－－－－－－

ログ表示

録画ログ　　　　ＥＮＴＥＲ
異常ログ　　　　ＥＮＴＥＲ
起動ログ　　　　ＥＮＴＥＲ
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異常ログ

本機で発生した障害の発生時刻と内容を記録し、最新のものから表示します。最大100件まで
保持し、以降は古い順に削除されます。

でスクロールします。
1画面に最大20件表示され、最も古いログより下は「－」で表示されます。

異常ログ
発生日時　　　　　　　　　　　　　　カメラ　　内容
０５／　２／１５　１１：３１：００　　９　　　ビデオロス　　　　　▲
０５／　２／１４　　５：４３：００　　９　　　ビデオロス
０５／　２／１３　１２：００：００　　５　　　ビデオロス
０５／　２／１２　　９：３０：００　　　　　　ハードディスクエラー
０５／　２／１１　１２：００：００　　３　　　ビデオロス
０５／　２／１０　　７：０２：００　　３　　　ビデオロス
０５／　２／　９　１２：００：００　　１　　　ビデオロス
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　－－　　　－－－－－－－－－－

項目 設定値 内容
発生日時 事象が発生した日時を表示します。
カメラ 1～9 事象が発生したカメラ番号を表示します。手動

録画開始／終了、自動録画開始／終了はカメラ
番号が表示されません。

内容 手動録画開始／手動録画終了 発生した事象の内容を表示します。
／自動録画開始／自動録画終了
／タイマー録画開始／タイマー
録画終了／アラーム録画開始／
アラーム録画終了／モーション
録画開始／モーション録画終了

項目 設定値 内容
発生日時 事象が発生した日時を表示します。
カメラ 1～9 事象が発生したカメラ番号を表示します。

残量警告開始／残量警告解除／ディスクFULL
／ディスクFULL解除／ハードディスクエラー
はカメラ番号が表示されません。

内容 ビデオロス発生／ビデオロス 発生した事象の内容を表示します。
解除(映像入力)／ビデオロス
解除(設定無効)／残量警告

解除／残量警告開始／ディスク
FULL／ディスクFULL解除
／ハードディスクエラー
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起動ログ

電源投入や停電からの復帰により、本機が起動した時刻を記録し、最新のものから表示しま
す。最大100件まで保持し、以降は古い順に削除されます。

でスクロールします。
1画面に最大20件表示され、最も古いログより下は「－」で表示されます。

起動ログ
発生日時　　　　　　　　　　　　　　　　内容
０５／　２／１５　１２：００：００　　　主電源ＯＮ　　　　　　　　▲
０５／　２／１４　１１：００：００　　　電源キーＯＮ
０５／　２／１４　１２：００：００　　　主電源ＯＮ
０５／　２／１２　１２：００：００　　　主電源ＯＮ
０５／　２／１１　１２：００：００　　　主電源ＯＮ
０５／　２／１０　　９：００：００　　　電源キーＯＮ
０５／　２／　９　１２：００：００　　　主電源ＯＮ
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－
－－／　－／－－　－－：－－：－－　　　－－－－－－－－－－

項目 設定値 内容
発生日時 事象が発生した日時を表示します。
内容 主電源ON／ 起動の種類を表示します。

電源キーON
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機器メンテナンス

設定、ログの初期化やハードディスクのフォーマットを行います。
なお、録画動作中にこの設定を行うことはできません。
また、この設定中に録画動作を開始した場合は、設定中の値は無効となり、強制的にメイン
メニューに戻ります。

機器メンテナンス

時刻設定　　　　　　　２００５　年　１　月　１　日　０　時　０　分　０　秒

ハードディスク初期化　ＥＮＴＥＲ

設定初期化　　　　　　ＥＮＴＥＲ

ログ初期化　　　　　　ＥＮＴＥＲ

設定外部出力　　　　　ＥＮＴＥＲ

設定外部入力　　　　　ＥＮＴＥＲ

項目 内容
時刻設定 現在時刻を設定します。

初めて使用する場合、または長時間電源OFFで、日付及び時刻
が消えていた場合に設定します。

ハードディスク初期化 ハードディスクを初期化します。設定内容、ログ記録は保持さ
（録画・録音を消去） れます。

初期化のしかたは、「ハードディスク初期化方法」（→P.87）を
参照してください。
フォーマット中にディスクエラーが発生した場合は、「ハード
ディスクエラー」（→P.88）を参照してください。

設定初期化 保存されているメニュー設定を初期化します。
ログ初期化 ログを初期化します。
設定外部出力 設定内容をUSB端子に接続されているメディアに書き込みます。

メディアが接続されていない場合、書込み中にエラーが発生し
た場合は、エラーメッセージを表示します。

設定外部入力 設定内容をUSB端子に接続されているメディアから読み込みま
す。
設定書込みで出力した設定ファイルをPCで編集して設定読込み
すると読込みエラーとなりますのでご注意ください。
メディアが接続されていない場合、書込み中にエラーが発生し
た場合は、エラーメッセージを表示します。
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［ハードディスク初期化方法］
ハードディスク初期化を実行すると画面右上に再確認のメッセージとが表示されます。
ディスクモードを でカーソル移動し、「メニュー」キーで決定します。

実行しますか？　　長時間　　ミラー　　キャンセル

注意

・設定外部出力：設定の書込みを行うと、USBメディアのルートに“PARAM09.DAT”という
ファイル名で格納されます。

・設定初期化：設定初期化を行っても、キーロック・時刻設定・ディスクモードは初期化され
ません。

・設定外部入力・設定外部出力を行っても、キーロック・時刻設定・ディスクモードは変化し
ません。

項目 内容
長時間 長時間録画モードでハードディスク初期化を実行します。
ミラー ミラーリング録画モードでハードディスク初期化を実行します。
キャンセル 実行せず、元のカーソル位置に戻ります。
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ハードディスクエラー

プリアラームを含む録画中にハードディスクにエラーが発生した場合、ディスクモードに関
わらず別のハードディスクで録画を継続します。このとき機器アラームランプ点滅、ブザー
音（設定による）、アラーム出力（設定による）、異常ログの記録を行います。
起動中・録画中に全てのハードディスクにエラーが発生した場合またはディスクフォーマッ
ト中にいずれかのハードディスクにエラーが発生した場合、下記のメッセージが表示されま
す。

電源キー長押しで電源を切り、再度電源キーを押すことで再起動することができます。また、
「メニュー」キーを長押しすることで、ハードディスク初期化ができます。
ハードディスク初期化を実行すると画面最下行に再確認のメッセージが表示されます。
でディスクモードにカーソルを移動し、「メニュー」キーで決定します。

実行しますか？　長時間　　　ミラー　　キャンセル　

ハードディスクにエラーが発生しました

電源キーで再起動してください

異常時の動作

項目 内容
長時間 長時間録画モードでハードディスク初期化を実行します。
ミラー ミラーリング録画モードでハードディスク初期化を実行します。
キャンセル 実行せず、元の画面に戻ります。
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再生中のハードディスクにエラーが発生し、再生が継続できない場合、次の画面を表示しま
す。
このとき機器アラームランプ点滅、ブザー音（設定による）、アラーム出力（設定による）、
異常ログの記録を行います。

停止キー（ ）を押すとライブ画面に戻ります。

ビデオロス

スタンバイ以外のすべての状態において、ビデオロスの監視を行います。ビデオロスを検出
すると機器アラームランプ点滅、ブザー音（設定による）、アラーム出力（設定による）、異
常ログの記録を行います。ビデオロス検出の対象となるカメラは「手動録画設定」「自動録画
設定」で録画が「する」になっているカメラです。
ビデオロスしたカメラのライブ映像は黒画面表示になります。ビデオロスしたカメラは手動
録画・自動録画ともに黒画面が録画されます。

再生中のハードディスクにエラーが発生しました
再生を停止します

確認：停止キー
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異常時の出力

アラーム出力

アラーム出力
設定

アラーム録画

内部アラーム

残量警告

すべて

アラーム出力
時間設定

アラーム録画
中
1秒間

―

―

アラーム録画
中

1秒間

アラーム入力・モ
ーションによる録
画
録画している間出
力する
録画開始から１秒
間出力する
出力しない

出力しない

録画している間出
力する

録画開始から1秒
間出力する

ハードディスクエ
ラー
ビデオロス
出力しない

出力しない

エラーが回復する
まで出力する
自動録画キーを押
すと解除する
出力しない

エラーが回復する
まで出力する
自動録画キーを押
すと解除する
エラーが回復する
まで出力する
自動録画キーを押
すと解除する

録画残時間が残量警
告時間を下回った

出力しない

出力しない

出力しない

下回っている間出力
する
自動録画キーを押す
と解除する
下回っている間出力
する
自動録画キーを押す
と解除する
下回っている間出力
する
自動録画キーを押す
と解除する

メール

送信条件

内部アラーム
カメラ1～9

アラーム入力
による録画

送信しない
送信する

モーションによる
録画

送信しない
送信する

ハードディスクエ
ラー
ビデオロス
送信する
送信しない

録画残時間が残量警
告時間を下回った

送信しない
送信しない

ブザー

ブザー設定

ＯＮ

ＯＦＦ

アラーム・モーションに
よる録画
録画している間出力する

出力しない

ハードディスクエラー
ビデオロス
エラーが回復するまで出
力する
自動録画キーを押すと解
除する
出力しない

録画残時間が残量警
告時間を下回った
出力しない

出力しない
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次のような症状があるときには、下記のことを調べてください。
それでも直らない場合には、デジタルレコーダーの主電源スイッチを“OFF”にしてお求め
の販売店にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

症　状

映像が出ない

電源キーを押し
ても起動しない

電源キーを押し
ても終了しない

録画ができない

自動録画
（タイマー、ア
ラーム・モーシ
ョン）録画がで
きない

アラーム・モー
ション録画がで
きない

アラーム録画が
できない

モーション録画
ができない

原　因

電源が入っていない

電源プラグが正しく差し込まれ
ていない

ビデオケーブルが正しく接続さ
れていない

モニタ出力設定が「非表示」に
なっている

主電源が入っていない

「電源」キーを1 秒以上長押しし
ていない

録画設定で「上書」が“しない”
になっていてハードディスクの
残量がなくなっている

自動録画状態ではない

設定が正しくされていない

時刻設定が正しくされていない

アラーム・モーションが「無効」
になっている

アラーム入力用のコードが正し
く接続されていない

モーション設定がされていない
か適切でない。

処　置

本機を起動してください。（→P.20）

主電源を切ってから電源プラグをしっ
かりと差し込み、本機を起動してくだ
さい。プラグが汚れている場合は清掃
してください。

ビデオケーブルの接続を確認し、正し
く接続してください。（→P.15～P.19）

モニタ出力設定を「表示」にしてくだ
さい。（→P.74）

主電源を入れてください。（→P.14）

「電源」キーを1 秒以上長押ししてくだ
さい。

すべての録画映像を消去（→P.86）す
るか、録画設定（→P.63）の「上書」
を“する”に設定してから録画を行って
ください。

自動録画状態にしてください。（→P.26）

スケジュール設定（→P.66）、グループ
設定（→P.69）を確認し、正しく設定
してください。

現在の日付・時刻を正しく設定してく
ださい。（→P.86）

受付CH設定でアラーム・モーションを
「有効」にしてください。（→P.68）

アラーム入力用のコードの接続を確認
し、正しく接続してください。（→P.17）

適切な検知エリア、感度を設定してく
ださい。（→P.67）
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症　状

音声が記録され
ない

検索、再生がで
きない

画面表示が表示
されない

画面表示の時刻
がずれている

アラームランプ
が点滅したまま
消灯しない

画面上に
「ハードディス
クにエラーが発
生しました」の
メッセージが出
ている

原　因

各録画モードでの音声の設定が
「なし」になっている

音声用のケーブルが正しく接続
されていない

ハードディスクが初期化されて
いるか録画されていない

指定したディスクに録画されて
いない

表示の設定が「非表示」になっ
ている

時刻合わせをしていないか長時
間主電源を入れていない

録画中にビデオロス（→P.89）な
どの障害が起きた

ハードディスクのフォーマット
情報が破壊されている

ハードディスクが故障した

処　置

各録画モードでの「音声あり」に設定
してください。（→P.64,65）

音声用のケーブルの接続を確認し、正
しく接続してください。（→P.15,16）

録画をしてから検索、再生を行ってく
ださい。（→P.24）

再生ディスクを変更してください。
（→P.81）

OSD表示設定で表示の設定を確認し、
設定しなおしてください。（→P.73）

30日間以上主電源を入れない状態が続
くと、時刻データは消失します。また、
内蔵の時計の精度は月差±30 秒以内、
時刻精度5±5ppmです。
適宜時刻の設定を行ってください。
（→P.86）

異常ログを表示して障害の内容を確認
し、障害の原因を取り除いてください。

ハードディスクを再起動、初期化して
ください。（→P.86,P.87）

お求めの販売店にご相談ください。
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保証書について

保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめにな
り、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
本体の保証期間は、お求めの日から１年間です。

保証期間中に修理を依頼されるとき

お求めの販売店にご相談ください。保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
なお、この場合かならず保証書をご提示ください。
ご連絡していただきたい内容は次のとおりです。

住所・氏名・電話番号
購入日（保証書をご覧ください）
故障または異常の内容

保証期間経過後の修理

保証期間経過後に修理を依頼される時は、まずお求めの販売店にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

お問い合わせ

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点はお求めの販売店にお問い合
わせください。

補修用性能部品について

当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造
打ち切り後６年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきま
す。

保証とサービス
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仕　様

項目 内容 備考

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 70W（HDD増設時） 標準時：HDD×2、増設時：HDD×4

外形寸法 幅: 420.5 高さ:88 奥行: 350 (mm) EIAラック収納可能（2Uハイト）

質量 約8kg（HDD増設時） 標準時：HDD×2、増設時：HDD×4

設置場所 屋内　卓上（横置き）及び
EIAラック収納

使用周囲温度・湿度 5℃～40℃ 30%～80% 強制空冷　結露なきこと

付属品 EDR901取扱説明書、ACケーブル、
保証書

1. 基本仕様

項目 内容 備考

映像 信号方式 NTSC方式準拠

映像入力 9入力（BNC） VBS 1.0V（p-p） スルー出力接続時はHi-Z受け
75Ω自動終端

映像出力 2出力（BNC） VBS 1.0V（p-p）
75Ω

映像スルー出力 9出力（BNC） 映像入力のループスルー

音声 音声入力 1入力（RCAピン）–10dBV（316mV）
10kΩ以上不平衡

音声出力 1出力（RCAピン）–10dBV（316mV）
600Ω不平衡

アラーム 入力 9入力（端子台）
TTLレベル負論理パルス
（VIL=0.8Vmax、VIH=2.0Vmin）
またはメイク接点
パルス幅100ms以上

出力 1出力（端子台）
オープンコレクタ出力
定格　20mA/DC24V

ネットワーク 1ポート（RJ-45） 100BASE-TX
IEEE802.3準拠

RS-232C 1ch（D-sub 9P） 外部シリアル制御入力
全二重　調歩同期方式　
9600、19.2k、38.4k bps

RS-485 1ch（端子台 6P） PTZカメラ等制御出力
半二重　調歩同期方式　9600bps

USB 1ch USB1.1準拠（Aコネクタ） コピー用

2. 入出力仕様
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項目 内容 備考

録画 映像処理方式 符号化方式：モーションJPEG
入力　：13.5MHｚ　4:2:2フォーマット

8ビット
画素数：720×240画素/フィールド

音声処理方式 符号化方式：PCMデジタル方式
入力：16kHz 8ビット　モノラル

録画媒体 3.5"HDD（IDE）内蔵 フォーマット時にディスク構成決定
標準2台（Master） 増設2台（Slave） （長時間またはミラーリング）

手動録画設定 録画間隔：14段階（1/60秒～60秒） 録画間隔はカメラ毎に設定可
（台数による制約あり）

録画画質：10段階（16KB～64KB） 録画画質はカメラ毎に設定可
音声録音：あり/なし

自動録画設定 自動録画：する/しない （カメラ毎）
音声録音：あり/なし
プリ時間：0秒～300秒 （全カメラに適用）

スケジュール 開始時刻、終了時刻を設定 （カメラ毎）
時間内、時間外の設定グループまたは
OFFを選択（曜日毎、特定日に独立設定）

モーション 検出エリア：28×22ブロックの中から （カメラ毎）
（動き検出） 任意に設定

検出感度　：5段階　

受付CH アラーム　：有効/無効 （カメラ毎）どのチャンネルのアラ
モーション：有効/無効 ーム、およびどのカメラのモーショ

ンを受け付けるかを設定

グループ設定 12グループ（グループA～L） （グループ毎に下記内容を設定）
タイマー
録画間隔：最高/1秒/ＯＦＦ
録画画質：10段階（16KB～64KB）
アラーム
録画間隔：最高/1秒/ＯＦＦ
録画画質：10段階（16KB～64KB）
検出方法：立上がり/レベル
ポスト（0～999秒）
モーション
録画間隔：最高/1秒/ＯＦＦ
録画画質：10段階（16KB～65KB）
検出方法：立上がり/レベル
ポスト（0～999秒）

最高録画間隔設定 7段階（1/60秒～1秒） （カメラ毎）

特定日設定 80日分（月/日を指定）

その他録画機能 録画中の再生動作可能（デュープレックス）
デュープレックス動作中にライブ映像を
混入して表示可能（トリプレックス）
停電復帰時の録画動作継続
ミラーリング録画（2台のHDDに同時録画）

3. 機能仕様
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項目 内容 備考

画面表示 ライブ 単画面　4/9分割　シーケンス（モニタ1/2） フロントキー/外部制御

再生 単画面　4/9分割（モニタ1）

トリプレックス 4/9分割でライブ/再生映像を混在（モニタ1）

OSD表示 文字構成　：24×32ドット モニタ1のみ
（メニューなど）表示文字数：24文字×12行

文字種類　：英数記号、カタカナ、漢字

動作状態表示 起動中：メッセージ モニタ1のみ
待機中：時計、HDD認識状態
録画中：時計、HDD認識状態

録画中表示および各種設定状態
再生中：時計、HDD認識状態

再生中表示および各種設定状態
設定中：メニュー画面表示
検索中：検索画面表示

OSD表示 文字構成　：16×16ドット
（タイトル） 表示文字数：最大15文字

文字種類　：大小英字・数字・記号・
カタカナ

タイトル表示 9分割表示時は非表示
トリプレックス動作中にはカメラ番号前
に「L（ライブ）」「PB（再生）」を表示

時計 表示内容 年月日時分秒　24時間制表示 モニタ1のみ

精度 5±5ppm（25℃）月差30秒以内

閏年 2099年まで対応

ズーム機能 2倍ズーム（任意部指定で拡大可能） 単画面表示中のみ

再生機能 通常/高速/逆/高速逆/イベント送り/
相対時間早送り/相対時間巻き戻し/
一時停止/コマ送り/スキップ/スキップ逆

検索機能 日時指定検索 イベント検索はカメラ番号および
イベント検索 イベントを指定

ログ機能 アラームログ 起動、録画開始、録画終了、機器異常 機器異常：ビデオロス、
上記要因および日時を録画 ハードディスクエラー

シリアル RS-232C 外部から本機を制御する

RS-485 PTZカメラ等を本機ネットワーク機能を PTC-200C、PTC-400C、
使用して制御する PTC-1000など

ネットワーク機能 TCP/IPベース　Webサーバー内蔵 通信ポート番号は可変
汎用のブラウザによる、以下の機能 複数クライアントからの同時接続
ライブおよび録画再生映像の遠隔モニタリング
本体機能の遠隔からのモニタおよび操作
RS-485を使用するカメラ制御
ファームウェアバージョンアップ
アラーム時のE-mailによる発報

コピー機能 USB端子に市販のUSBメディアを接続 USBメディアは別売
録画画像を出力し保存可能
現在の設定内容を出力し保存可能
USBメディア上の設定内容を読み込み可能

キーロック機能 パスワードにより本体操作をロックする WEBサーバー・RS-232Cによる操作
はロックされない

画像データ改ざん検出機能 外部保存画像およびネットワーク配信画像
に判定コードを挿入し改ざんを検出可能

3. 機能仕様（続き）
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※記録時間の単位は時間です。※記録時間は録画間隔の設定が全カメラ同じ場合の参考値です。

■ 500GB HDD 1台で録画または 500GB HDD 2台でミラーリング録画

記録時間表

付　録
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■ 500GB HDD 2台で長時間録画または 500GB HDD 4台でミラーリング録画
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■ 500GB HDD 4台で長時間録画
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JPEG表示ソフト「Resize Viewer」

1. 概要

EDR901から出力されるJPEGファイルは解像度が720×240のため上下につぶれたように表
示されます。
JPEG表示ソフトは縦横比を正常化して表示するものです。
JPEG表示ソフトはEDR901のUSBコピー機能（→P.35）及びWEB画像ダウンロード（→
P.49）を実行したときに同時に出力されます。

2. 動作条件

Windows 2000/XP/Vista

PCは以下のスペックが必要です。
CPU Pentium2 400MHz
メモリ 64MB
ハードディスク 10MBの空き
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3. 画面と操作

元データの解像度に関わらずすべて720×480で表示します。
自動再生は1/10秒で再生します。（速度はPCのスペックにより増減することがあります）。
自動再生中に逆／順のコマ送りを押すと一時停止となります。
自動再生中は印刷ボタンと改ざんチェックボタンとファイル選択ボタンが無効となります。
最大化・リサイズはできません。
右クリックによるポップアップメニューはありません。
Windowタイトル（上部の青い部分）の右クリックは「移動」「最小化」「閉じる」「バー
ジョン表示」が可能です。
改ざんチェックボタンを押すと、改ざんありと判断された場合は「ERROR」のメッセー
ジを表示します。改ざんなしと判断された場合は、何も表示されません。
改ざんチェックボタンが押されたままで（順／逆）再生・コマ送りのボタンを押すと、
改ざんチェックを行いながら再生・コマ送りを実施します。
ファイル選択ボタンを押すとファイルを開くダイアログが表示され、ファイルを選択す
るとJPEG画像が表示されます。表示不可能なファイルが選択された場合は、ダイアログ
を表示します。フォルダを選択すると、フォルダ内のJPEG画像が表示されます。
音声は再生できません。

現在表示中のファイルが作
成された「年月日時分秒」
+「秒内の記録順」+「.jpg」
を表示します

ファイル名の右側に
-Resize Viewer
を表示します。

逆自動再生
します

逆コマ送り
します

順コマ送り
します

順自動再生
します

表示のファイル
を印刷します

表示中のファイルの改ざん
チェックをおこないます

再生中のフォルダを表
示します（編集不可）

再生するファイ
ルを選択します
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4. ファイルの表示順序

例1）USBコピーしたとき

ルートフォルダ

ー IMG_0001

ー 090217

ーCAMERA01

ー 11073701.JPG ←q

ー 11073702.JPG ←w

ー 11073703.JPG ←e

ー 11073704.JPG ←r

例2）WEBダウンロードしたとき

ルートフォルダ

ーカメラ1

ー 09年02月17日00時00分00秒01.JPG ←q

ー 09年02月17日00時00分00秒02.JPG ←w

ー 09年02月17日00時00分00秒03.JPG ←e

ー 09年02月17日00時00分00秒04.JPG ←r

上記構成の場合、参照 ボタンで選択されたファイルが格納されているフォルダ内を
ループします。（上記構成でqを表示している場合、q～rの順で表示されます。）
起動時は、画面非表示（白）とします。
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メ　モ
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メ　モ



株式会社　エルモ社

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本 社

東 京 支 店

名古屋支店

大 阪 支 店

仙台営業所

広島営業所

名 古 屋 市 瑞 穂 区 明 前 町 6 番 1 4 号

東 京 都 港 区 三 田 3 丁 目 1 2 番 1 6 号 　 山 光 ビ ル 4 階

名 古 屋 市 瑞 穂 区 明 前 町 6 番 1 4 号

大 阪 市 中 央 区 東 高 麗 橋 2 番 4 号

仙台市青葉区北目町1番 1 8号　ピースビル北目町4階

広 島 市 中 区 小 町 5 番 8 号 　 ド ル チ ェ 2 階

〒467-8567

〒108-0073

〒467-8567

〒540-0039

〒980-0023

〒730-0041

(052)811-5131

(03)3453-6471

(052)824-1571

(06)6942-3221

(022)266-3255

(082)248-4800

URL:http://www.elmo.co.jp

は、株式会社エルモ社の商標です。
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