
DS-JH580/JH570/JH560を
お買い上げのお客様へ

－取扱説明書変更点のお知らせ－

　このたびは日立ハイブリッドレコーダーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
　お買い上げいただいた製品は、新型PTZカメラ対応および新機能追
加にともない、操作方法などが取扱説明書の記載内容より一部変更になっ
ております。
　DS-JH580/JH570/JH560 をお使いになるときは、本書に記載の
変更点にご注意いただき、取扱説明書（設定編 / 運用編）と併せて
ご使用ください。
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１． はじめに
次の理由により、メニュー上に新機能が追加になりました。
また、既存の機能についても、対応カメラの仕様にあわせて、メニューの設定方法が一部異なりますので、本紙をご参照の
うえ、設定 /運用いただきますよう、お願いいたします。

変更理由
• 弊社製PTZ ネットワークカメラ（型式：DI-CZ211、以下PTZ カメラと称します）への追加対応
• 便利な新機能の追加

1 新機能の追加

 設定メニュー画面

設置時に必要な設定および確認を行うための画面です。メニュー を押すと表示されます。

項　目 内　　容
[ カメラ ] [ ＩＰカメラ調整 ] PTZカメラの画質などを設定します。(→４ページ )

[ ＩＰカメラ　ＰＴＺアラーム連動 ] PTZカメラに搭載されているアラーム連動機能を設定し
ます。(→７ページ )

[ ＩＰカメラ　詳細設定 ] PTZ カメラ接続時の本体機能および、PTZカメラに搭
載されている詳細機能を設定します。(→ 9ページ )

［スイッチャー］ [スポット表示順序 ] スポットモニターに表示するCHまたは簡易デジタルサ
イネージ画像の表示順序を設定します。(→ 11ページ )

[ アラーム連動サイネージ ] アラーム入力CHに連動して、スポットモニターへ表示
するアラーム連動サイネージ画像を設定します。
(→ 12ページ )

 ナビゲーションメニュー画面
ナビゲーション

を押すと表示されます。

項　目 内　　容
[ カメラコントロール ] 接続したPTZカメラを操作します。(→ 21ページ )

2 従来機能メニューの設定方法

項　目 内　　容
[ カメラ ] [ ＩＰカメラプライバシーマスク ] プライバシーマスク機能を設定します。

• PTZカメラ使用時 (→ 15ページ )
• その他の IPカメラ使用時 (→ 22ページ )

[ 記録 ] [ 連動記録CH ]‒[ アラーム入力 ] センサー入力によるアラーム記録の連動CHを設定しま
す。
• PTZカメラ使用時 (→ 17ページ )
• その他の IPカメラ使用時 (→ 17ページ )

[ 検知 ] [ モーションディテクタ ]‒[ 詳細 ] モーションディテクタ領域の設定をします。
• PTZカメラ使用時 (→ 18ページ )
• その他の IPカメラ使用時 (→ 22ページ )

[ いたずら検知 ] いたずら検知機能の感度などを設定します。
• PTZカメラ使用時 (→ 19ページ )
• その他の IPカメラ使用時 (→ 23ページ )

[ アラーム入力端子 ] アラーム入力端子の検知方法を設定します。
• PTZカメラ使用時 (→ 20ページ )
• その他の IPカメラ使用時 (→ 20ページ )
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２． PTZカメラ対応による新機能メニューの設定方法
お知らせ  • 本機で設定した項目は、PTZカメラ側で設定変更を行わないでください ｡
 • PTZカメラがタイマー /アラーム連動スタンバイ中は設定変更できません。
 • 各設定を行うまえに、まずカメラが正しく接続 /登録されていることを確認してください。
 • PTZカメラの性質上、プライバシーマスク設定とモーションディテクタ設定は、設定セーブ /ロード機能を用い

て他のレコーダーに正しく設定を反映することができません。設定ロードとは別に、手動で設定を行う必要があ
ります。

 • PTZカメラでタイマーを設定している場合、カメラの画角が変わるため、レコーダーは一般記録を設定するか、
PTZカメラの設定時刻に合わせてタイマー記録を設定してください。

 • PTZカメラでアラームを設定している場合、カメラの画角が変わるため、PTZカメラのアラーム終了時間とレ
コーダーのポスト記録設定時間を合わせてください。

1 [ カメラ ]‒[ ＩＰカメラ調整 ]メニューの設定項目について
PTZカメラの調整項目に関しては、下記をご参照ください。

(1) 色レベル
設定値：0～ 4（初期値）～8
色の濃さ（彩度）を調整できます。
数字が小さいほど淡く、大きいほど濃くなります。

(2) エンハンサレベル
設定値：0（初期値）～8
映像信号の水平方向と垂直方向の輪郭の見え方を調整できます。
数字が小さいほど弱く、大きいほど強くなります。

(3) ペデスタルレベル
設定値：0～ 4（初期値）～8
映像信号のペデスタルレベル（黒の基準）を調整できます。
数字が小さいほど低く（黒く）、大きいほど高く（白く）できます。

(4) ビデオレベル
設定値：0～ 4（初期値）～8
映像信号の出力レベル（明るさ）を調整できます。
数字が小さいほど狭く（暗く）、大きいほど広く（明るく）できます。

(5) ホワイトバランスモード
設定値：AUTO-NORM（初期値）／AUTO-HG／ AUTO-NA／ AUTO-R ／ AUTO-B
・AUTO-NORM ： オートホワイトバランスモード
・AUTO-HG ： 水銀灯モード
・AUTO-NA ： ナトリウムランプ灯モード
・AUTO-R ： オートホワイトバランスモード (赤み強調 )
・AUTO-B ： オートホワイトバランスモード (青み強調 )
被写体を照らす光源（色調）に合わせて、ホワイトバランスを選択できます。
通常は「AUTO-NORM」に設定することをおすすめします。
光源が水銀灯の場合には「AUTO-HG」に、光源がナトリウムランプ灯の場合には「AUTO-NA」に設定します。
赤み／青みを強調したい場合には、「AUTO-R」／「AUTO-B」に設定してください。

(6) 最大ゲインレベル
設定値：LOW／NORM（初期値）／HIGH
夕暮れ、夜間や倉庫など照明の暗い環境下で映像を明るくする程度（ゲイン）を３種類から選択できます。暗くても
ノイズを抑えたい場合には「LOW」を、ノイズが多くても明るく見たい場合には「HIGH」を選択してください。
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(7) シャッター速度
設定値：1/30／ 1/60／ 1/100／ 1/250／ 1/500／ 1/1000／ 1/2000／ 1/4000／ 1/10000／
AE（初期値）
被写体の動きや設置場所・照明環境などに合わせて、シャッター速度を変更できます。
■ 動きの速いものを撮影する場合：

速めのシャッター速度を設定すると、ぶれが少ない映像が撮影できます。ただし、シャッター速度を速くすればす
るほど画面が暗くなります。照明が不足しないように注意してください。逆に、シャッター速度を遅くすると、画
面を明るく保つことができますが、動きのある被写体で残像が出るようになります。

■ スメア（画面の明るい部分から縦線が出る現象）が強く発生する場合：
シャッター速度を遅くしてください。

■ フリッカー（画面がちらつく現象）が発生する場合：
蛍光灯など電源周波数に同期して発光している照明下では、1/250秒以上にすると、フリッカー（画面がちらつ
く現象）が強調されやすくなりますので、1/100秒以下でご使用ください。

■ ナイトモードとの関係について：
｢ シャッター速度 ｣が ｢AE｣ の場合のみ、「ナイトモード」の ｢AUTO｣ を選択できます。また、「ナイトモード」が
｢AUTO｣ のときは、｢シャッター速度 ｣を ｢1/30～ 1/10000｣ に設定することはできません。

(8) ナイトモード
設定値：AUTO／ COLOR（初期値）／MONO
本機には、赤外線光によるナイトモード機能が搭載されています。
人間の目では見えない赤外線光を利用することで、暗い環境下でも明るさを補います。ただし、明るくなる代わりに、
映像は白黒になります。
次の表を参考に、ナイトモードを設定してください。

表：ナイトモードの設定
AUTO 明るさを自動で判定し、暗くなるとナイトモードをONに、明るくなるとナイトモードをOFF

に切り替えます。
COLOR（初期値） 常にナイトモードをOFFにします。暗い環境下で、常にカラー映像で撮影したい場合にご使用

ください。
MONO 常にナイトモードをONにします。映像は白黒になります。常に暗い環境で、明るい映像を撮

影したい場合にご使用ください。

お知らせ  • ナイトモードは、赤外線光をあまり含まない蛍光灯などの光源では、思ったように明るくならないことがあ
ります。その場合、赤外線投光器を設置するなどの対応をしてください。詳しくは、お買い上げの販売店に
ご相談ください。

 •「AUTO」に設定するためには、「シャッター速度」を「AE」にしておく必要があります。
 •「シャッター速度」が「AE」の状態で「AUTO」を選択すると、自動的に「COLOR」に設定されます。

(9) ナイトモード切替感度
設定値：LOW／NORM（初期値）／HIGH
「ナイトモード」で「AUTO」を選択した場合の切替感度（明るさ）を指定できます。
「LOW」は暗め、「HIGH」は明るめ、「NORM」は中間の明るさで切り替わります。

お知らせ  • ナイトモードが「AUTO」の場合のみ有効です ｡

(10) DSS倍率指定
設定値：×1（初期値）／×2／×4
DSS（デジタル・スロー・シャッター）は、CCDセンサの露光時間を長くして、暗い環境下での映像を明るくする機
能です。倍率を高くするほど、暗い環境下で明るく撮影できますが、動きのある物体はぶれて映ります。

お知らせ  • 倍率を高くした状態で、動きの速い被写体を撮影した場合、動きが多少不自然に見えることがありますが、
故障ではありません ｡

 •「シャッター速度」が「AE」設定のときのみ動作します｡
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(11)明るさレベル
設定値：0～ 4（初期値）～8
数値が大きいほど明るく、小さいほど暗くなります。

(12) DNRレベル
設定値：OFF／ LOW（初期値）／MID／HIGH
暗い環境下でゲインやDSSによる明るさ補正を行うと、映像は明るくなりますが、ノイズも増加します。DNR（デ
ジタル・ノイズ・リダクション）は、このノイズを低減することができます。また、明るい環境下でもノイズを軽減
することができます。
「LOW」→「MID」→「HIGH」の順で、この機能の効果が強くなります。「OFF」はこの機能が動作しません。

お知らせ  •  DNRレベルを設定した状態で、動きの速い被写体を撮影した場合、動きが多少不自然に見えることがあり
ますが、故障ではありません ｡

(13) WDRモード
設定値：OFF（初期値）／WDR／逆光補正1／逆光補正2／逆光補正3
コントラストの差が大きい被写体を撮影する場合、WDR（ワイド・ダイナミック・レンジ）モードによって、一部が
暗すぎたり明るすぎたりしないように明るさを補正することができます。
WDR ： 画面全体に対して明るさが最適になるように調整します。
逆光補正1 ： 画面中心部、および下部の明るさが最適になるように調整します。
逆光補正2 ： 画面下部から上方向に、画面全体の2/3程度の範囲に対して、明るさが最適になるように調整します。
逆光補正3 ： 画面中心部の明るさが最適になるように調整します。

お知らせ  • 「シャッター速度」が「AE」の場合のみ、WDRモードは有効となります。
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 メニュー から [ 設定 ]を選び 決定、[ カメラ ]から

[ＩＰカメラ　ＰＴＺアラーム連動 ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラ　ＰＴＺアラーム連動 ]画面
が表示されます。

 連動設定したいPTZカメラ登録ＣＨを選び 決定、
設定する項目を選び 決定

[ ▼ ] を選び 決定  を押して、連動条件などを設定
します。

■  ｢ 動作種別 ｣　連動して動作させるモードを設
定します。
【オフ】 ：連動動作を行いません。
【プリセット】 ：プリセット動作と連動します。
【カメラ優先】 ：PTZカメラ側の設定を優先します。

2 [ カメラ ]‒[ ＩＰカメラ　ＰＴＺアラーム連動 ]メニューの設定方法
PTZカメラの各アラーム入力に連動して、カメラ位置の変更や連動動作の終了条件などを設定します。
PTZカメラのアラーム入力１～３およびプリセット１～６に設定されたモーションディテクタ検知のアラームごとに設定
を行ってください。

■  ｢ 動作No.｣　動作種別で設定したプリセットの
番号を設定します。
【１～６】 ：  選択したプリセット番号と連

動します。
■  ｢ 終了条件 ｣　連動動作の終了条件を設定しま
す。
【アラーム連動】 ：  アラーム入力の終了と連動し

ます。
【時間】 ：指定時間経過で終了します。
■  ｢ 終了時間 ｣　終了条件が【時間】の時の指定
時間を設定します。
【30秒】～【５分】： 設定した時間経過後に連

動動作を終了します。
■  ｢ 終了動作 ｣　連動動作終了時の動作を設定し
ます。
【前回位置】 ： 連動動作開始前の位置に戻って終

了します。
【ホーム】 ： ホームプリセット位置に戻って終

了します。
【̶】 ： 連動動作終了時の位置のまま終了

します。
〈動作説明〉
1）連動：入力1～3
  PTZカメラのアラーム入力端子1～3

のアラーム動作に連動して動作します。
2）連動：プリセット1～6
  プリセット登録されているPTZカメラ

位置でモーションディテクタの検知に
連動して動作します。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、 の一覧画面に戻
ります。

 [ スタンバイ ]を選び 決定

ＰＴＺカメラが連動動作のスタンバイモードに移
行します。
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お知らせ  • スタンバイ状態ではない場合は、連動動作は行
いません。

 • スタンバイ状態のときは [スタンバイ解除 ]ボタ
ン表示になります。

 • ＰＣなどからの設定によりPTZカメラの ｢動作
種別 ｣が【プリセット】【オフ】以外に設定され
ている場合や、動作No. が 1～ 6以外に設定さ
れている場合は【カメラ優先】に設定されます。

 •  「スタンバイ」状態（「スタンバイ解除」ボタン表示）
では、各設定が行えません。
「スタンバイ解除」状態（「スタンバイ」ボタン表示）
にしてから各設定を行ってください。

 • 設定対象がプリセットNo. の場合、終了条件に
【アラーム連動】は選択できません。
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ライブ映像リップシンク補正を設定する

 メニュー から [ 設定 ]を選び 決定、[ カメラ ]から

[ＩＰカメラ　詳細設定 ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラ　詳細設定 ]画面が表示され
ます。

 ｢ ライブ映像リップシンク補正 ｣を選び 決定

【する】 ：  映像と音声は同期しますが、映像遅延
が大きくなります。

【しない】 ：  映像と音声は同期せず、映像遅延が小
さくなります。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。

お知らせ  • 【しない】設定時は、映像に対し音声が約３秒程
度遅れます。

 • 本設定は接続している全てのＩＰカメラの映像
に反映されます。

 • 設定変更直後にライブ映像が一瞬途切れる場合
があります。

ホーム位置への自動復帰を設定する

 メニュー から [ 設定 ]を選び 決定、[ カメラ ]から

[ＩＰカメラ　詳細設定 ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラ　詳細設定 ]画面が表示され
ます。

 設定したいPTZカメラ登録ＣＨを選び 決定、

｢ホーム位置への自動復帰 ｣から復帰したい時間

を選び 決定

【オフ】 ：自動復帰は行いません。
【１０秒】～【90秒】 ：  コントロールカメラの操

作を中断した際、無操作
の状態で指定時間になる
と、自動復帰を行います。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。

3 [ カメラ ]‒[ ＩＰカメラ　詳細設定 ]メニューの設定方法
PTZカメラを接続する場合、ライブ映像をパン・チルト動作に追従できるよう、ライブ映像の遅延を少なくするための設
定や、ＰＴＺカメラ特有の機能について設定します。
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ホーム位置リフレッシュ (タイマー動作 )を設定する

 メニュー から [ 設定 ]を選び 決定、[ カメラ ]から

[ＩＰカメラ　詳細設定 ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラ　詳細設定 ]画面が表示され
ます。

 設定したいPTZカメラ登録ＣＨを選び 決定、

｢ホーム位置リフレッシュ (タイマー動作 )｣ を選

び 決定

■  ｢ タイマー動作 ｣　タイマーを実行するかどう
かを設定します。

【タイマーＯＦＦ】 ：タイマーを実行しません。
【タイマーＯＮ】 ：タイマーを実行します。
※ 実行間隔を【毎日】【毎週 (月 )】～【毎週 (日 )】
から設定します。

※ 実行時刻を【00～23】時、【００～５９】分
の間で設定します。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。

お知らせ  • 定期的にホーム位置リフレッシュを実行するこ
とにより、PTZカメラの長期間運用で生じるホー
ム位置のズレを解消することができます。

 • ホーム位置リフレッシュ (マニュアル動作 )の
[ 実行 ]を押すことにより手動で行うこともでき
ます。

 • リフレッシュ動作中は映像が途切れます。

フリーズプリセットを設定する

 メニュー から [ 設定 ]を選び 決定、[ カメラ ]から

[ＩＰカメラ　詳細設定 ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラ　詳細設定 ]画面が表示され
ます。

 設定したいPTZカメラ登録ＣＨを選び 決定、

｢フリーズプリセット ｣を選び 決定

【有効】：  “プリセット移動、ツアー動作”による
カメラ旋回中は、旋回直前のライブ映像
を静止画表示します。

【無効】：  カメラ旋回中もライブ映像を表示し続け
ます。

お知らせ  • ツアー動作は本機から設定および操作できませ
ん。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。
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3． 便利な新機能メニューの設定方法
1 [ スイッチャー ]‒[ スポット表示順序 ]設定メニューの設定方法

スポットモニターに表示するCHまたは簡易デジタルサイネージ画像の表示順序を設定します。

スポット表示順序を設定する

事前に取扱説明書【設定編】の「簡易デジタルサイネージ
画像の取り込み」（P.53）をご参照いただき、画像の取り
込みを行ってください。

お知らせ  • スポット表示順序はフル画面表示の時のみ有効
な機能です。

 • NTSCモニター出力がスポット設定になってい
ることを確認してください。通常になっている
とスポット表示順序は働きません。

 • ライブ映像リップシンク補正【しない】に設定
してご使用ください。

 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[スイッチャー ]か

ら [スポット表示順序 ]を選び 決定

 「スポット表示順序優先」を選び 決定、

【する】を選び 決定

【する】 ：  スポット表示順序機能が有効になり、
順序が設定できます。

   スポットモニターのスキップを設定し
ている場合、取扱説明書【設定編】の「画
面スキップの設定」（P.61）で設定し
たスポットモニターのスキップ設定が
無効になります。

【しない】 ：  スポット表示順序機能が無効になり、
通常の自動切換に戻ります。

   スポットモニターのスキップを設定して
いる場合、スキップは有効になります。

 表示する ｢CH｣ または ｢S( サイネージ )｣ を 1か

ら順番に設定

1から34は表示する順番を表しています。

お知らせ  • 登録されている CHと S（サイネージ）のみ設定
できます。

 • 【―】に設定することで、順番をスキップするこ
とができます。

 • 同じ CHおよび S（サイネージ）を重複して設定
することができます。

 • アラーム連動サイネージで設定されているサイ
ネージは設定できません。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。
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2 [ スイッチャー ]‒[ アラーム連動サイネージ ]設定メニューの設定方法

アラーム入力CHに連動して、スポットモニターへ表示させるアラーム連動用のサイネージを設定します。

アラーム連動サイネージを設定する

! 注意  • アラーム連動設定を変更した場合、HDDの
フォーマットおよびレコーダーの再起動が必要
となります。

     フォーマットをすると記録済み映像は消去され
ますのでご注意ください。

お知らせ  • NTSCモニター出力がスポットになっているこ
とを確認してください。通常になっているとス
ポットモニターにサイネージは出力されません。

 • アラーム連動記録CHに複数のCHを設定した場
合、アラーム発生時は最も早く記録を開始した
CHが表示されます。

1  メニュー から [設定 ]を選び 決定、[スイッチャー ]か

ら [アラーム連動サイネージ ]を選び 決定

2  「アラーム連動設定」を選び 決定、

【する】を選び 決定

【する】 ：  機能が有効になり、アラームに連動す
るCH、連動時間、Ｓ（サイネージ）が設
定できます。

   通常のアラーム自動切換を設定している
場合、自動切換は無効になります。

【しない】 ：  アラーム連動サイネージ機能が無効に
なります。

   通常のアラーム自動切換を設定している
場合、自動切換は有効になります。

3   メニュー から [設定 ]を選び 決定、

[一般 ]から [セーブ / ロード ]を選び 決定

「一般：セーブ / ロード」画面が表示されます。

4  「サイネージロード」を［実行］

5  画像の格納されているドライブを選び 決定
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▼

 確認画面が表示されますので、［OK］を選び 決定

▼

 完了画面が表示されますので、［OK］を選び 決定

■ アラーム連動サイネージに使用できる画像
• 画像サイズ ： VGA（640 × 480）
• データ形式 ： 24bit ビットマップ
• ファイルサイズ ： 約 900kB/ 枚
• 枚数  ： 最大 24 枚
• ファイル名称 ：  dsj_signage_alarm ＊＊ . bmp 

（bmp は小文字）
＊＊は01 ～ 24（サイネージ
の格納番号）

•  画像はUSB に「SIGNAGE」フォルダを作成し、
格納してください。サイネージセーブを実行する
と取り込んだ画像をUSB メモリに出力すること
ができます。

6  再度 1  を行い、「連動時間」を選び 決定

【10秒】、【20秒】、【30秒】、【40秒】、【50秒】、
【1分】、【2分】、【3分】、【5分】：

アラームに連動して表示しつづける時間を指定
します。初期値は【30秒】です。

 各 CHに連動する「サイネージ（S01から

S24）」を設定

お知らせ  • 登録されていない CHおよびＳ（サイネージ）は
設定できません。

 • 【―】に設定したCHは黒マスク表示になります。
（すべてのCHを【―】に設定した場合、全CH
が黒マスク表示になります。）

8  [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押すと、メニュー画面に戻り
ます。

お知らせ  • 簡易デジタルサイネージで設定されているサイ
ネージは設定できません。

 • アラーム連動サイネージファイルは、アラーム
連動を【する】に設定しないとロードできません。

 • アラーム連動サイネージ表示およびアラーム記
録（非常アラーム記録を除く）を中断するときは、
戻ると決定を同時に押してください。この操作は、
アラーム連動サイネージ中のみ有効です。また、
この操作後約１秒間はアラーム記録（非常アラー
ム記録を除く）を受け付けません。

 • アラーム連動サイネージ表示中に任意のCHボ
タンを押すと、メインモニター側のCHに合わ
せてスポットモニター側も任意のCHを約10秒
間表示し、自動的にアラームサイネージ表示に
戻ります。

 • アラーム連動サイネージ表示中は、ズーム操作
（フル画面上でのマウスダブルクリック、および
「ナビ」－「ズーム」画面での操作）は行えません。

 • アラーム連動サイネージ表示中に再生操作を
行った場合、スポットモニター側のサイネージ
表示は再生したCHに追従して切り換わります。

 • アラーム連動サイネージ表示はアラーム入力数
に応じて最大4分割画面まで表示します。

 • アラーム記録発生のタイミングによっては、5
つ目以降のCHが表示できないことがあります
ので、各CHのアラーム記録時間の設定や連動
時間の設定を短くしてください。
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【アラーム記録例】

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5

②
④

連動時間

アラーム連動サイネージ表示①

アラーム記録開始 アラーム記録停止

アラーム連動サイネージ表示②

①
③

⑤

⑥

連動時間

通常表示 通常表示

【動作説明】

通常表示 ：

アラーム記録を開始してない場合は、ライブ画面表示（通常表示）を行います。

アラーム連動サイネージ表示① ：

• アラーム記録を開始すると同時に、アラーム連動サイネージ表示に切り換わります。
• メインモニター画面上にはアラーム記録を開始した順番（①→②→③→④）で記録ＣＨを表示します。
• スポットモニター画面上には記録CHに連動したサイネージ画像を表示します。
•  「連動時間」は一番最初にアラーム記録を開始した時間から、設定した時間だけ表示します。（連動時間より早くアラー
ム記録が終了しても、「連動時間」で設定した時間だけ表示し続けます。）

•  表示可能なCH数は最大４CHなので、5番目にアラーム記録を開始したCH（⑤）は表示しません。

メイン
モニター

CH3
CH3 CH１ CH3

CH４

CH１ CH3

CH４

CH１

CH２

CH3
サイネージ
CH４
サイネージ

CH１
サイネージ

CH3
サイネージ
CH４
サイネージ

CH１
サイネージ

CH3
サイネージ

CH１
サイネージ

CH２
サイネージ

CH3
サイネージ

スポット
モニター

アラーム連動サイネージ表示② ：

•  「連動時間」を過ぎた場合でも、アラーム記録が継続している場合は、継続しているアラーム記録が開始した順番
（④→⑤）で表示します。
• 表示中に、新たなアラーム記録（⑥）を開始した場合、最大4CHまでは追加で表示を行います。

メイン
モニター

CH2 CH5 CH2

CH1

CH5

CH2
サイネージ
CH1
サイネージ

CH5
サイネージ

CH2
サイネージ

CH5
サイネージスポット

モニター

アラーム連動サイネージの動作例
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4． 従来機能メニューの設定方法
1 [ カメラ ]‒[ ＩＰカメラプライバシーマスク ]設定メニューの設定方法

PTZカメラはプライバシーマスク領域をひとつずつ設定します。

領域を新規に設定する

 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[カメラ ]から

[ＩＰカメラプライバシーマスク ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラプライバシーマスク ]画面が
表示されます。

 設定したいPTZカメラ登録ＣＨと ｢領域 ｣を選

び 決定、[ 確定 ]を選び 決定

 領域を設定したいカメラ位置に移動し、｢領域設

定 ｣の [ 追加 ]を選び 決定

[ 追加 ] 押下後は、本体カーソルボタンまたはマウ
ス操作にて領域の始点 /終点の位置を移動するこ
とができます。

■ ｢パン ｣ / ｢ チルト ｣
各方向ボタンを選択し、 決定  を押し続けてい
る間、各ボタンの方向に移動します。

■ ｢ 微調整 ｣
選択し、 決定  で有効になります。
有効時は ｢パン ｣、｢チルト ｣操作時の各方向
の移動量が少なくなります。

■ ｢ フォーカス ｣
ＡＦ (オートフォーカス )またはＭＦ (マニュ
アルフォーカス)でフォーカス調整を行います。
【ＡＦ】：  [ 実行 ] を選択し、 決定  を押し続けて

いる間、ＡＦ状態になります。
【ＭＦ】：  ｢ ↑ ｣、｢ ↓ ｣ を選択し、 決定  を押し

続け、フォーカス位置を設定します。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK]を選び 決定  を押すと、 の画面に戻ります。

お知らせ  • 画面上には最大で合計４領域まで設定が可能で
す。

 • 画面上に合計４領域設定した場合に、さらにそ
の付近の別画面上に別の領域を設定する場合は、
４領域設定済みの位置から充分離れた画面位置
に設定してください。(設定エラーになる場合が
あります。)

 • 領域設定中にカメラ位置を移動した場合は、設
定中の領域は破棄されます。

 • 領域設定中は、アラーム連動機能、ホーム位置
への自動復帰機能は動作しません。

 • 領域設定すると、チルト範囲は自動的に「0°～
-90°」に変更されます。

 • ズーム状態から領域設定を行う場合は、ズーム
状態が解除されます。

 • 「スタンバイ」状態（「スタンバイ解除」ボタン表示）
では、各設定が行えません。
「スタンバイ解除」状態（「スタンバイ」ボタン表
示）にしてから各設定を行ってください。
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設定済みの領域を削除する

 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[カメラ ]から

[ＩＰカメラプライバシーマスク ]を選び 決定

[ カメラ：ＩＰカメラプライバシーマスク ]画面が
表示されます。

 設定削除したいＣＨと ｢領域 ｣を選び 決定、

「確定」を選び 決定

 ｢ 領域設定 ｣の [ 削除 ]を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK] を選び 決定  を押します。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK]を選び 決定  を押すと、 の画面に戻ります。

お知らせ  •  [削除 ]を押下した時点ではまだ領域は削除され
ません。[確定 ]した時に領域が削除されます。

 •  [呼出 ]を押下すると設定した領域を確認できま
す。

 •  [呼出 ]を押下しなくても [削除 ]を実行すること
ができます。
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 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[記録 ]から [連動

記録CH]‒[ アラーム入力 ]を選び 決定

[ 記録：連動記録CH：アラーム入力 ]画面が表示
されます。

 PTZカメラのアラーム入力端子が３つ表示されま

す。設定したい入力端子を選び 決定

上記例では、PTZカメラの入力端子はＩＰ１－１
～３を表示しています。

お知らせ  • IPカメラのアラーム入力端子は、IP No.(IP１～
32)で表示します。

 • PTZカメラのアラーム入力端子は、IPn－１～
３で表示します。(n：１～32)

 • IP No.は CHを割り当てているカメラ構成画面
で確認できます。

 • IP No.は CHを割り当てている IPカメラの台数
分だけ表示します。

 ｢連動記録CH｣と ｢オン回数/一日 ｣を選び 決定、

[ 確定 ]を選び 決定

｢ 連動記録CH｣：
検知したときに記録するチャンネルを選びます。
記録を行わない場合 (記録しない )は、チェッ
クを外します。

｢ オン回数 /一日 ｣：
アラーム入力による検知が1日に何回行われる
か設定します。
｢メニュー：記録：一般 ｣の一覧画面上部および
｢タイマー：予約 (曜日 )｣の画面上部に表示さ
れる ｢記録可能時間 ｣の計算に使用されます。
記録日数を正確に計算する必要がある場合に設
定します。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK]を選び 決定  を押すと、 の画面に戻ります。

お知らせ  • ｢メニュー：記録：センサーアラーム設定 ｣内の
「アラーム入力 ｣画面も同様の設定方法で行うこ
とができます。

2 [ 記録 ]‒[ 連動記録CH]‒[ アラーム入力 ]メニューの設定方法
PTZカメラはアラーム入力端子を合計３つ搭載しているため、[連動記録ＣＨ ]‒[ アラーム入力 ]画面で、各アラーム入力
端子に対して設定します。 
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3 [ 検知 ]‒[ モーションディテクタ ]‒[ 詳細 ] メニューの設定方法
PTZカメラでモーションディテクタの領域設定を行うには、あらかじめ[セキュリティナビゲーション]‒[カメラコントロー
ル ]画面で、プリセット登録を行う必要があります。(→ 21ページ )

 メニュー から[設定]を選び 決定、[検知]から[モーショ

ンディテクタ ]‒[ 詳細 ]を選び 決定

[ 検知：モーションディテクタ：詳細 ]の CH選択
画面が表示されます。

 設定したいPTZカメラ登録CHを選び 決定

[ 検知：モーションディテクタ：詳細 ]の設定画面
が表示されます。

 設定したいプリセット（P1～P6）を選び 決定、

[プリセット呼出 ]を選び 決定

プリセット呼び出しを行うと、選択したプリセッ
ト位置にカメラ位置を移動し、領域設定が可能に
なります。

 ｢ 検知領域 ｣を選び 決定

その他のモーションディテクタ設定方法は、取扱
説明書【設定編】の ｢モーションディテクタの設
定 ｣（P.85）をご参照ください。

お知らせ  •  PTZカメラのモーションディテクタ設定では [コ
ピー ] / [ペースト ]ボタンは使用できません。

 •  [初期化 ]ボタンでは全プリセットのモーション
ディテクタ設定が初期化されます。

 •  ｢メニュー：記録：モーションディテクタ設定 ｣内
の ｢詳細 ｣画面も同様の設定方法で行うことがで
きます。
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 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[検知 ]から [いた

ずら検知 ]を選び 決定

[ 検知：いたずら検知 ]の CH選択画面が表示され
ます。

 設定したいPTZカメラ登録CHを選び 決定

[ 検知：いたずら検知 ]の CH設定画面が表示され
ます。

お知らせ  •  PTZカメラの登録CH部分には ｢設定>>｣と表
示されます。

4 [ 検知 ]‒[ いたずら検知 ]メニューの設定方法
PTZカメラはモーションディテクタ詳細設定と同様にいたずら検知設定についても各プリセット登録に対して設定します
ので、あらかじめ [セキュリティナビゲーション ]-[ カメラコントロール ]画面で、プリセット登録を行う必要があります。
(→ 21ページ )

 設定したいプリセットの｢感度 ｣、｢検知間隔｣、

｢いたずら分類｣を選び 決定

■ ｢ 感度 ｣：【オフ /低感度 /標準 /高感度】
　いたずら検知の検知感度を設定します。
■ ｢ 検知間隔 ｣：【短い /標準 /長い】
　いたずら検知の検知間隔を設定します。
■ ｢照度センサー｣：【オフ/低感度/標準/高感度】
　 いたずら検知の照度センサーの感度を設定 (対
応している IPカメラに対してのみ設定可能 )し
ます。

■ ｢ いたずら分類 ｣：【しない /する】
　 いたずら分類をしない /するを設定します。
【する】に設定すると、検知要因を画角ずれ、遮
蔽のいずれかに分類します。

お知らせ  •  登録されているプリセットのみ設定可能です。
 •  PTZカメラの ｢照度センサー ｣は設定できませ

ん。
 •  PTZカメラの ｢いたずら分類 ｣は“画角ずれ”のみ

対応しています。

 [ 確定 ] を選び 決定

確認画面が表示されます。
[OK]を選び 決定  を押すと、 の画面に戻ります。
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5 [ 検知 ]‒[ アラーム入力端子 ]メニューの設定方法
PTZカメラはアラーム入力端子を合計３つ搭載しているため、[検知 ]-[ アラーム入力端子 ]画面で、各アラーム入力端子
に対して設定します。

 メニュー から [設定 ]を選び 決定、[検知 ]から [アラー

ム入力端子 ]を選び 決定

[ 検知：アラーム入力端子 ]の設定画面が表示され
ます。

 設定したいアラーム入力端子の ｢短絡検知 ｣、｢開

放検知 ｣を選び 決定

上記例では、ＰＴＺカメラの入力端子はＩＰ１－
１～３を表示しています。
■ ｢ 短絡検知 ｣：
　 ＧＮＤとのショート (短絡 ) をアラーム発生と
する外部センサーを接続するときに選択します。

■ ｢ 開放検知 ｣：
　 オープン (開放 ) をアラーム発生とする外部
センサーを接続するときに選択します。

【アラーム開始 /停止】：
　 アラーム記録の開始または停止を行います。通
常のアラーム記録として使用する場合に選択し
ます。なお、｢アラーム停止 ｣は各記録設定の
ポスト記録の時間設定に依存します。(即時にア
ラーム記録停止を行う設定ではありません。)

【記録開始 /停止】：
　 一般記録の開始または停止を行います。

【タイマースタンバイ /解除】：
　 タイマースタンバイまたはタイマースタンバイ
解除を行います。タイマー記録設定が行われて
いる場合のみ動作します。

【モーションディテクタ開始 /停止】：
　 モーションディテクタ検知の開始または停止を
行います。検知の停止を行うと、開始するまで
の間はモーションディテクタ検知が無効になり
ます。(検知しません。)

　 [ 検知 ]‒[ モーションディテクタ ]‒[ 稼動時間帯 ]
設定では、任意の時間帯で検知を停止 /開始す
ることが出来るのに対して本設定では、センサー
に連動して検知を開始 /停止することができま
す。

【－】: 何も動作しません。

お知らせ  •  コントロール端子に接続した検知方法（短絡で検
知 /　開放で検知）は、外部センサーの動作モー
ドに合わせてください。

 •  短絡検知で設定した項目と開放検知で設定した
項目は排他項目となります。(例：短絡検知：ア
ラーム開始 /開放検知：アラーム停止 )

 •  ｢メニュー：記録：センサーアラーム設定 ｣内の
｢アラーム入力端子 ｣画面も同様の設定方法で行
うことができます。

 •  ｢タイマースタンバイ /　解除」とは、レコーダー
本体のタイマーを指します。
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ナビゲーション

から [カメラコントロール ]を選び 決定

[ カメラコントロール ]画面が表示されます。

 操作する機能を選び 決定

■ ｢パン ｣ / ｢ チルト ｣
各方向ボタンを選択し、 決定  を押し続けている
間、各ボタンの方向に移動します。

■ ｢ ズーム ｣
[ ][ ] を選択し、決定  を押し続けている間、
ズームイン /ズームアウトします。
TELE［  ］：ズームインします。
WIDE［  ］：ズームアウトします。

■ ｢ 微調整 ｣
選択し、 決定  で有効になります。
有効時は ｢パン ｣、｢チルト ｣、｢ズーム ｣操作
時の各方向の移動量が少なくなります。

■ ｢フォーカス ｣
ＡＦ (オートフォーカス )またはＭＦ (マニュ
アルフォーカス )でフォーカス調整を行います。
【ＡＦ】：  [ 実行 ] を選択し、 決定  を押し続けて

いる間、ＡＦ状態になります。
【ＭＦ】：  ｢ ↑ ｣、｢ ↓ ｣ を選択し、 決定  を押し

続け、フォーカス位置を設定します。
■ ｢ プリセット ｣
[ 登録開始 ]：  現在位置をプリセット（P1～

P6のいずれか）に登録します。
[ 移動 ]：登録済みのプリセットに移動します。
[ 削除 ]：登録済みのプリセットを削除します。

■ ｢ ホーム ｣
[ 登録開始 ]：  登録済みのプリセット (P1また

はP2) をホーム位置に登録しま
す。

[ 移動 ]：  ホーム位置に移動します。(登録済み
の場合のみ。)

お知らせ  •カメラ操作中は、再生することはできません。
 • 本機以外からPTZカメラを操作中、または操作

終了から一定時間（約1分）の間は、カメラコ
ントロール操作できません。

 • PTZカメラがタイマー /アラーム連動スタンバ
イ中はカメラコントロール操作できません。

 [ 終了 ] を選び 決定

メニュー画面に戻ります。

5． 従来機能メニューの操作方法

[セキュリティナビゲーション ]-[ カメラコントロール ]メニューの操作方法
PTZカメラを本機の ｢カメラコントロール ｣で制御することができます。
各設定の詳細は、PTZカメラWEB設定ツールの取扱説明書をご覧ください。
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6． 一部メニュー画面のレイアウト変更について
PTZ対応のＩＰカメラの追加対応にともない、従来機能メニューの設定画面の共通化により、画面レイアウトが一部変更
になりました。

1 [ カメラ ]‒[IP カメラプライバシーマスク ]メニュー（取扱説明書【設定編】P.128）

 ｢ カメラ設定 ｣するCHの [設定 ]を選び 決定   プライバシーマスク領域設定するCHを選び 決定

 ➡ 

 ＜レイアウト変更前＞ ＜レイアウト変更後＞

お知らせ  •プライバシーマスク領域を設定するCHの選択方法が変更になりました。
 •  CH選択項目の下部に領域選択項目が追加になりました。(領域選択項目が非活性となり、使用しません。)
 • CH選択以降の設定方法は変更ありません。

2 [ 検知 ]‒[ モーションディテクタ ]-[ 詳細 ] メニュー（取扱説明書【設定編】P.87～90）

 ～ 　詳細設定画面

 ➡ 

 ＜レイアウト変更前＞ ＜レイアウト変更後＞

お知らせ  • 画面右下部に [プリセット選択 ]プルダウンと [プリセット呼出 ]ボタンが追加になりました。(非活性となり、
使用しません。)

 • 画面内の各項目の設定方法は変更ありません。
 •  [ 記録 ]-[ モーションディテクタ設定 ]-[ 詳細 ] 画面も同様に変更になりました。
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3 [ 検知 ]‒[ いたずら検知 ]メニュー（取扱説明書【設定編】P.93）

 ｢ カメラ設定 ｣するCHの [設定 ]を選び 決定

 ➡ 

 ＜レイアウト変更前＞ ＜レイアウト変更後＞

お知らせ  • PTZカメラ対応により各項目の設定数が増えました。(非活性となり、使用しません。)
 •画面内の各項目の設定方法は変更ありません。
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7. 付録 PTZカメラおよび便利な新機能に関する追加情報

1 異常検出と通知、復旧方法
PTZカメラ対応にともない、以下の異常検出表示を追加しました。異常表示があった場合の検出内容と通知復旧方法は下
表の通りです。

異常種類 ワーニング情報表示 異常内容 通知 復旧方法

カメラファン異常 カメラファン異常 PTZカメラの内蔵ファンに異常
があったことを表示

有 (カメラ異常 ) 修理をご依頼ください。

カメラモーター異常 カメラモーター異常 PTZカメラの駆動機構に異常が
あったことを表示

有 (カメラ異常 ) 修理をご依頼ください。

カメラ基板異常 カメラ基板異常 PTZカメラの基板に異常があっ
たことを表示

有 (カメラ異常 ) 修理をご依頼ください。

カメラモジュール
異常

カメラモジュール
異常

PTZカメラの内部モジュールに
異常があったことを表示

有 (カメラ異常 ) 修理をご依頼ください。

2 RS-232C通信仕様
パソコンと本機を接続し、PTZカメラおよび便利な新機能の設定が行えます。

１．機器設定 /確認コマンド
(1)　カメラメニュー
特 記 機能 機能番号 項目 設定値
○ 可 ＩＰカメラ調整 0008 調整 チャンネル番号：※14 1～ 24

色レベル： 0～8
水平方向エンハンサレベル：
（DI-CZ211時は項目名は「エンハンサレベル」）

0～8

垂直方向エンハンサレベル：※16 0～ 8
ベデスタルレベル： 0～8
ビデオレベル： 0～8
画質コンセプト：※16 natural/vivid
ホワイトバランスモード： auto-norm/auto-hg/auto-na/manu

(DI-CZ211は auto-r/auto-b を含む）
ホワイトバランスの引き込み範囲：※16 narrow/norm/wide
ホワイトバランスの収束点の色：※16 0～ 14
Rゲイン：※2,　※ 16 1～ 255
Bゲイン：※2,　※ 16 1～ 255
最大ゲインレベル： low/norm/high
シャッター速度：※8 (1/15)/(1/30)/(1/60)/(1/100)/(1/250)/

(1/500)/(1/1000)/(1/2000)/(1/4000)/
(1/10000)/(1/30000)/(ae)
(DI-CZ211は (1/15)/(1/30000) 不可 )

ナイトモード：※9 auto/color/mono
ナイトモード切替感度： low/norm/high
カラー /モノクロ切替制御間隔：※16 10sec/30sec/1min
DSS倍率指定：※10 (x1)/(x2)/(x4)/(x8)/(x16)/(x32)/(x64)

（DI-CZ211は (x8)/(x16)/(x32)/(x64)
不可）

自動アイリス制御ON/OFF：※16 on/off
アイリス固定時レベル指定 (OFF 時設定 )：
（DI-CZ211時は項目名は ｢明るさレベル」）

0～255
（DI-CZ211時は0～8のみ）

WDR：※14 on/off
（DI-CZ211は off/e-wdr/ptn1/ptn2/ptn3)

WDRモード指定：※11,　※ 15,　※ 16 norm/back-light/manu
 高照度側シャッター速度：
※11,　※ 15,　※ 16

0～ 127

WDR時アイリスオフセットレベル：
※11,　※ 15,　※ 16

0～ 255
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次ページへつづく

特 記 機能 機能番号 項目 設定値
○ 可 ＩＰカメラ調整 0008 調整  合成時高速側比率指定：

※11,　※ 15,　※ 16
1～ 100

DNRレベル： off/low/norm/high
照明異常設定：※15,　※ 16 on/off
照明異常判定モード設定：※15,　※ 16 low/mid/high

○ 可 アラーム連動PTZ動作 0010 ＣＨ番号 1～24
連動設定する端子 sensor1 ～ sensor3/md_pre1 ～md_pre6
動作種別 preset/cam-priority/off
動作No. preset 時：1～6
終了条件 alarm/time
終了時刻 30s/1m/2m/3m/4m/5m
終了動作 last_time/home/off
動作スタンバイ (CH単位で有効） standby_on/standby_off

○ 可 ホーム位置への自動復帰 0011 ＣＨ番号 1～24
自動復帰までの時間 off/10s/20s/30s/40s/50s/60s/70s/

80s/90s
○ 可 ホーム位置リフレッシュ タイマー設定 0012 ＣＨ番号 1～24

種別 timer_on/timer_off
曜日 everyday/every_sun/every_mon/every_tu/

every_wed/every_th/every_fri/every_sat
時刻 00～ 23

00～ 59
○ 可 フリーズプリセット設定 0013 ＣＨ番号 1～24

設定 on/off
○ 可 ライブ映像リップシンク補正 0014 設定 on/off
○ 可 ホーム位置リフレッシュ マニュアル実行 0015 ＣＨ番号 1～24

実行 on
○ 可 スポット表示順序 0330 スポット表示順序優先 off/on
○ 可 スポット表示順序 0331 表示順序 ch01～ ch24/s01～ s10/―

※ 全て「－」時はERROR02となります。
○ 可 アラーム連動サイネージ 0332 連動時間 10s/20s/30s/40s/50s/1m/2m/3m/5m
○ 可 アラーム連動サイネージ 0333 サイネージ登録 s01～ s24/―
※１４　 アナログカメラ登録CH / 未登録CH / 型式：HC-IP3000カメラ登録CH / ロスト中の IP接続CHが指定された場合は

ERROR2を応答
※１５　DI-CB2x1/CD2x1/CS2x1は非対応（＝ERROR02応答 )
※１６　DI-CZ211は非対応（＝ERROR2応答）

(2)　記録メニュー
特 記 機能 機能番号 項目 設定値
○ 否 連動記録ＣＨ (アラーム記録ＣＨ設定 ) 0056 アラーム端子（IP）No. ※ 7,　※ 10 A1～ A16/IP1～ IP32

連動記録チャンネル [24] ※ DI-CZ211はＩＰ n-1/ ＩＰ n-2/ ＩＰ n-3
を指定

検知 off/on
一日あたりオン回数 0～99999

(3)　非対応メニュー
以下のコマンドは、DI-CZ211は非対応です。（＝ERROR2応答）
特 記 機能 機能番号
○ 可 ＩＰカメラプライバシーマスク 0009
○ 可 モーションディテクタ (領域設定 ) 0102
○ 可 モーションディテクタ (全体設定 ) 0103
○ 可 いたずら検知 0104
○ 可 モーションディテクタ (グループ検知条件設定 ) 0105
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機器状態確認

特 機能 コマンド
備考

パラメータ説明（パラメータ2以降） コマンド名 パラメータ番号
× アラーム端子状態（IPカメラのみ）

IP端子No.IP1 ～ 32

※複数端子を有する IPカメラは全端
子の状態を返信するが、送信側でカ
メラ構成を知っておく必要が有る。

送信
応答

H
H

almterminal2?
almterminal2=

パラメータ1 パラメータ2 パラメータ3 パラメータ4 IP 端子は登録済み IPカメラのみ
on/off を返す。
未登録 IPカメラ、未対応カメラ
は "off" で固定。
複数端子を有する場合は、その数
だけ on/off を返す。(3端子有
する場合は on off off のように
なる。)

on
off

on
off

on
off

on
off

パラメータ5 パラメータ6 パラメータ7 パラメータ8
on
off

on
off

on
off

on
off

パラメータ9 パラメータ10 パラメータ11 パラメータ12
on
off

on
off

on
off

on
off

パラメータ13 パラメータ14 パラメータ15 パラメータ16
on
off

on
off

on
off

on
off

パラメータ17 パラメータ18 パラメータ19 パラメータ20
on
off

on
off

on
off

on
off

パラメータ21 パラメータ22 パラメータ23 パラメータ24
on
off

on
off

on
off

on
off
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3 メニュー設定初期値一覧
PTZカメラに関連するメニュー項目の初期値は下表の通りです。

メニュー項目
初期設定値

PTZカメラ（DI-CZ211）

カメラ IPカメラ調整 色レベル ４
エンハンサレベル 0
ペデスタルレベル ４
ビデオレベル ４
ホワイトバランスモード AUTO-NORM
最大ゲインレベル NORM
シャッター速度 AE
ナイトモード COLOR
ナイトモード切替感度 NORM
ＤＳＳ倍率指定 ×１
明るさレベル 4
ＷＤＲ OFF
ＤＮＲレベル LOW

IPカメラ　PTZアラーム連動 動作種別 入力1～３ カメラ側の設定に依存し
ます。動作No. 入力 1～３

終了条件 入力1～３
終了時間 入力1～３
終了動作 入力1～３

IPカメラ　詳細設定 ライブ映像リップシンク補正 する
ホーム位置への自動復帰 オフ
ホーム位置リフレッシュ
(タイマー動作 )

タイマー動作 タイマーOFF
曜日 毎日
時刻 ００：００

フリーズプリセット 無効

便利な新機能に関連するメニュー項目の初期値は下表の通りです。

メニュー項目 初期設定値

スイッ
チャー

スポット表示順序 スポット表示順序優先 しない
1～34 ̶

アラーム連動サイネージ アラーム連動設定 しない
連動時間 30秒
CH1～ 24 ̶
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4 推奨品（２０１２年11月時点）

●カメラ / 外付HDD/ カメラ駆動ユニット

品　　名 型　　名 備　　考

アナログカメラ VK-C551 プログレッシブ対応（ODD/EVEN 設定なし )
VK-C676 プログレッシブ対応（ODD/EVEN 設定なし )
VK-C716 カメラ異常検知出力対応
VK-C736 カメラ異常検知出力対応
VK-C756 プログレッシブ対応（ODD/EVEN 設定あり )/

カメラ異常検知出力対応
VK-C839
VK-C916 カメラ異常検知出力対応
VK-C959 カメラ異常検知出力対応
VK-C979 プログレッシブ対応（ODD/EVEN 設定あり )/

カメラ異常検知出力対応
IPカメラ（ネットワークカメラ） DI-CB100 標準BOX型（生産終了品 )

DI-CD100 標準ドーム型（生産終了品 )
DI-CB200 標準BOX型
DI-CD200 標準ドーム型
DI-CB201 標準BOX型
DI-CD201 標準ドーム型
DI-CB110 メガピクセルBOX型（生産終了品 )
DI-CD110 メガピクセルドーム型（生産終了品 )
DI-CB210 メガピクセルBOX型
DI-CD210 メガピクセルドーム型
DI-CB211 メガピクセルBOX型
DI-CD211 メガピクセルドーム型
DI-CS211 メガピクセルBOX型（CSマウント対応）

パン・チルト・ズームカメラ
（アナログ）

PTC-400C
DMP-1235

パン・チルト・ズームカメラ
（PTZネットワークカメラ）

DI-CZ211 メガピクセルPTZ型
HC-IP3000 標準PTZ型

外付けHDD DS-HDD10 1TB（生産終了品 )
DS-HDD20 2TB
DS-HDD40 4TB

カメラ駆動ユニット VK-AC955 9 入力（DS-JH シリーズ専用）
VK-AC960 9 入力
VK-AC555R 5 入力
VK-AC110 1 入力



 Printed in Japan 12-11(I)CQT56093 　Hitachi, Ltd. 2012

〒101-8010 東京都千代田区外神田4丁目14番1号
 秋葉原UDXビル

お客様ご相談窓口

日立監視用機器についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、お買い上げの販売店がわからない製品の修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL　0120-3121-68
FAX　0120-3121-87

（受付時間）9：00～ 19：00（月～土）
9：00～ 17：30（日・祝日）

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL　0120-3121-19
FAX　0120-3121-34

（受付時間）9：00～ 17：30（月～土）

日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は
休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

●　 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●　 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など )
させていただくことがあります。

●　 ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと
があります。

●　 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただ
くことがあります。
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