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1．はじめに
本取扱説明書に記載された内容は、原則として表紙に記載された日付での情報を記載したものです。
従って、仕様変更により、記載内容とお客様がご購入された製品が多少異なる場合があります(記載内容
はDS-NR108を元に記載しています)。また、モニターの解像度設定によっても、本説明図とボタンの位置
等が異なって見える場合がありますのでご了承ください。

1.1

重要な情報

この製品をご使用の前に、取扱説明書に記載された内容と注意事項をよくお読みいただき、内容をご理解
の上、正しくお使いください。製品を梱包箱から取り出す際、部品の不足、破損など異常があった場合に
は、ご使用になる前に、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。

1.2

主な特長

日立ネットワークレコーダ(以下、NVR)は、主に以下に示す特長を持っています。
■高画質ネットワークカメラに対応
ネットワークカメラ（以下、IPカメラ）を合計9台まで接続可能。IPカメラは、高画質のメガピクセルIP
カメラ（125万画素、200万画素）も使用でき、用途に応じて使い分け可能。また、ONVIFにも対応してい
るため、日立製の推奨IPカメラ以外を接続することも可能（ただし、すべてのIPカメラの動作を保証する
ものではありません。接続確認機器については販売店にご確認ください）
。
■高画質での長時間録画
情報量の多いメガピクセルIPカメラの高画質映像を長時間録画するために、動画圧縮技術H.264を採用。
音声対応IPカメラは、G.726で音声も同時記録。
■拡張端子で、録画データを簡単バックアップ
本体前面と背面に装着された拡張端子により、必要な録画データを外部のUSBストレージにバックアップ
することが可能。
■PCブラウザ対応
パソコン（以下、PC）を本機のWAN端子に接続し、Microsoft Internet Explorer(※)11を用いて、ライブ映
像や録画映像の確認、さらにはNVRの一部設定操作を行うことが可能。
■マウスを使用しての簡単操作
シンプルかつわかりやすいUIデザインで、マウスを使用して簡単に操作することが可能。
■高解像度モニター対応
VGA端子にくわえ、HDMI端子も搭載。
■PoE内蔵
NVR本体にPoE端子を内蔵（8端子）しているので、NVR本体から直接IPカメラに給電することが可能。
低コストかつ省スペースを実現。
※

Microsoft Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標
です。

4

1.3

安全にお使いになるためのご注意

この取扱説明書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産へ
の損害を未然に防ぐために、重要な注意事項を記載しています。
注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」
「注意」
の２つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
表示について

警告
注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷（※１）を負う可能性
が想定される」内容を示しています。
誤った取り扱いをすると、「人が傷害（※２）を負う可能性が想定され
る」内容および「物的損害（※３）のみの発生が想定される」内容を示
しています。

※１重傷..................... 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残る
もの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※２傷害..................... 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電な
どを指します。
※３物的損害................. 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味
この記号は、手を触れてはい
けない「接触禁止」を表して
います。

この記号は、気をつけていた
だきたい「注意」内容です。
注意

接触禁止

この記号は、「ぬれた手で扱
うことを禁止する」を表して
います。

この記号は、してはいけない「禁止」
内容です。
ぬれ手禁止

禁止

この記号は、「水にぬらすこ
とを禁止する」ことを表して
います。

この記号は、必ず実行してい
ただく「強制」内容です。
強制

水ぬれ禁止

この記号は、コンセントから
「電源プラグを抜く」ことを
表しています。

この記号は、「分解禁止」を
表しています。
プラグを抜く

分解禁止
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警告
煙が出ている、へんな臭いがする
など異常なときは、電源プラグを抜く

水にぬらさない

水ぬれ禁止

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電・漏
電の原因となります。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ・内部に水が入ってしまったときは、使用を
中止し、販売店にご相談ください。
異常状態に気づいたらすぐに使用を中止し、
・風呂、シャワー室では使用しないでください。
販売店にご相談ください。お客様による修理は
危険ですから絶対におやめください。
プラグを抜く

落としたり、キャビネットを破損しない
電源コードを破損させない
電源コードの破損につながるので、取り扱い
の際は、次の点を守ってください。
―
―
―
―

傷つけない
ねじらない
無理に曲げない
重いものや角が鋭利
な物を乗せない

―
―
―
―
―

加熱しない
引っ張らない
加工しない
たばねない
敷物などでおおわない

禁止

落としたり、キャビネットを破損した場合は、正常
に動作しているように見えても内部に異常がある
場合があります。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相
談ください。

禁止

電源プラグにほこりや汚れ・金属物などの
異物を付着させない

破損したまま使用すると、火災・感電の原因とな
ります。
万一、コードが破損したときは、電源プラグを
コンセントから抜いて販売店にご相談ください。

電源プラグが不完全な接続のまま使わない
禁止

電源プラグに異物が付着したまま使用すると発熱
し、火災・感電の原因となります。
万一、付着しているときは、電源プラグを
コンセントから外し、取り除いてください。

禁止

接触不良で発熱し、火災の原因となります。
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警告
分解・改造しない、カバーを開けない

水の入った容器をのせたり、小さな金属物を
置かない

分解禁止

分解・改造すると、火災・感電・漏電・けがの
原因となります。
カバーの内部には電圧の高い危険な部分もありま
す。内部の点検・調整は販売店にご相談ください。

水ぬれ禁止

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水など
の入った容器、または小さな金属物を本機の上や
近くに置かないでください。こぼれたり、中に入
ると、火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない

雷が鳴るときは電源コードに触れない

禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所
に置かないでください。落ちたり、倒れたりし
て、けがや故障の原因となります。

接触禁止

雷が鳴り始めたら、電源コードに触れないでくだ
さい。感電の原因となります。

本機より小さい機器や台の上に置かない

電源コードだけをコンセントに差し込んだ
ままにしない

禁止

本機より小さい機器や台の上に置かないでく
ださい。落ちたり、倒れたりして、故障の原
因となります。

禁止

電源コードだけを、コンセントに差し込んだまま
放置しないでください。
火災・感電の原因となります。

表示された電源電圧で使用する

タコ足配線をしない

AC100～240V

強制

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電
の原因となります。

禁止

タコ足配線しないでください。火災・過熱の原因
となります。
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注意
電源コードを持って引っ張らない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

禁止
ぬれ手禁止

電源コードを持って引っ張るとコードが傷つき、
火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグをコンセントから抜くときは、プラグ
部分を持って抜いてください。

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

湿気、ほこり、湯気は避ける
振動が激しい場所は避ける
火災・感電を防止するため、次のような
場所に置かないでください。
・湿気やほこりの多い場所
・湯気や湯煙が当たる場所
・温風または冷風が当たる場所
・振動が激しい場所

禁止

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となる
ことがあります。

許容動作温度（湿度）範囲外では使用しない

禁止
注意

長期間ご使用にならないときは電源プラグを
抜く

許容動作温度(湿度)5～40℃(10～75％)の範囲外で
使用するとハードディスクの故障や機器の故障の
原因となることがあります。

移動させるときは注意する

プラグを抜く

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。
注意

移動させるときは、必ず電源プラグをコンセント
から抜き、機器間の接続コードを外したことを確
認のうえ、行ってください。外さないで移動する
とコードが傷つき、火災・感電の原因となること
があります。

ACアダプターは端子部分を持って抜き差しす
る

注意

端子部分をもって確実に抜き差しを行って
ください。接触不良の原因になります。
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注意
通風孔をふさがない

重いものを置かない

禁止

禁止

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。本機を本箱や押し入れな
ど風通しの悪い狭い所に押し込んだり、テーブル
クロスを掛けたり、じゅうたんやふとんの上に置
いたりしないでください。

重いものやテレビなどを上に置かないでくださ
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。

保守点検について

本機の上に乗らない

注意

保守点検を販売店へお問い合わせください。長い
間、掃除しないと本機内部にほこりがたまり火災や
故障の原因となることがあります。
湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的
です。なお、保守点検の費用については、販売店に
ご相談ください。

禁止

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。

お手入れするときは電源プラグを抜く

温度差のある場所への移動について

プラグを抜く

注意

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

・特に、移動する場所で温度差が大きい場合は、
表面や内部に結露が生じることがあります。結
露※したまま使用すると、ハードディスクの故
障や、火災・感電の原因となります。
・温度差のある場所へ移動した場合には、使用す
る場所で数時間そのまま放置してからご使用く
ださい。
※表面や内部に水滴がつくことを結露といいます。

消耗品について
・ハードディスクは消耗部品です。３年を目安に交換してください（目安であり、保証ではありません）。
・交換したハードディスクの取り扱いについては、販売店などにご相談ください。
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1.4

設置上のお願いおよび使用上のご注意

本機には、ハードディスク等大変デリケートな精密部品が搭載されています。設置環境や取り扱いによ
り、それらの精密部品に重大な影響を及ぼす場合もございますので、ご使用に際しては、以下の内容を
必ず守ってください。
・キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることが
直射日光が当たるところや
あります。
熱器具の近くに置かない
・キャビネットが変形したり、内部の温度が上昇して故障の原因となります。
本機の上にものを置かない
熱を発するものの上に、本機を置 ・熱を発するものの上には置かないでください。内部の温度が上昇して、故障の原
因となります。
かない
通風孔や冷却ファンをふさがな
い
端子にストレスを与えない
強力な磁気、および電波のある
ところに置かない

ハードディスクについて

本機を移動するとき

本機に衝撃を与えない
振動のあるところで使わない
縦置きはしない
屋外では使わない
ACアダプターおよび電源コード
は本機専用品です
トランシーバーを使うとき

・内部の温度が上昇して、故障の原因となることがあります。壁などに近づけて
設置しないでください。（本体の左右に15㎝以上のスペースを設けてください）
また、本機底面のゴム足を取り外して設置しないでください。
・各種ケーブルの端子部分にストレスを与えると、断線の原因となることがありま
す。本機を設置する際には、背面に15㎝以上のスペースをあけてください。
・磁気、および電波の影響を受けて映像が乱れたり、故障の原因となることがあ
ります。
・当社指定のハードディスク以外は、使用できません。
・ハードディスクは、精密機器です。落としたり、ぶつけたり、過大な衝撃を与
えないよう取り扱いには注意してください。故障の原因となります。
・ハードディスクは、結露したまま使用すると破壊につながります。
寒い屋外などから暖かい室内に持ち込んだ場合は、半日ほど放置してから使用し
てください。
・電源コードを抜く前に、必ずメニュー操作または本機の電源ボタンで電源を切っ
てください。
・電源プラグを抜いて30秒以上たってから、振動や衝撃を与えないよう本機を移動
してください。
・本機は精密機器です。落としたりして衝撃を与えると、故障の原因となること
があります。
・輸送するときは、付属のカートン、または同じようなもので梱包し、本機に衝
撃を与えないようご注意ください。
・本機は精密機器です。振動を与えると故障の原因となることがあります。
・本機は、水平位置で使用するよう設計してあります。垂直にしたり、極端に傾
けて使用しないでください。
・本機は、屋内での使用を目的に設計されています。屋外では、使用しないでく
ださい。
・付属品のACアダプターおよび電源コードは本機専用品です。他の機器では使用
しないでください。
・トランシーバー等を本機に近づけて使用しないでください。誤動作の原因とな
る場合があります。

本機の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害（営業損失などの補償）の責については、ご容
赦ください。
ハードディスクが故障した場合、録画した映像音声データの保管および復旧はご容赦ください。

・化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
・キャビネットの汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕
上げてください。

お手入れについて

・キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質したりすること
があります。
・キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。
また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあ
ります。
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2．付属品
AC アダプター
(型式:EA10951F-120)

電源
コード

保証書

CD-ROM
(取扱説明書等)

USB マウス
(型式:Vio-MS6400)

PSE 案内文書

…

…

…..

はじめに、上記の付属品が梱包箱に含まれていることを確認してください。製品を梱包箱から取り出す
際、部品の不足、破損など異常があった場合には、ご使用になる前に、販売店に連絡してください。
付属の AC アダプターおよび電源コードは本製品専用です。他の機器には使用し
ないでください。
同梱の USB マウスは光学マウスです。光学マウスはその特性上、光沢のある面な
どで使用すると正常に動作しないことがあります。
マウスが動作しないまたは動きがなめらかでないときは、マウスパッドをご使用
ください。
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3．設置と接続
3.1

各部の名称とはたらき
前面パネル

4
1

電源ボタン

2
3
4

REC ランプ
拡張端子 1
拡張端子 2

7

1
2
3
4
5
6

VGA 端子
WAN 端子
LAN 端子
PoE 端子 1～8
DC12V 入力端子
AUDIO OUT 端子

7
8
9
10

HD OUT 端子
ALARM I/O 端子
拡張端子 3
拡張端子 4

2

3
電源に接続すると、青色ランプが点滅します。
電源 ON 状態で、青色ランプが点灯します。
録画中、青色ランプが点滅します。
USB マウス、USB ストレージを接続します。
USB マウス、USB ストレージを接続します。

2

1

6

1

8

9

背面パネル
3

4

5

10

VGA/RGB 対応モニターを接続します。
PC を接続します。
9 台目の IP カメラを接続する場合に使用します。
IP カメラを接続します。
AC アダプターのジャック部を接続します。
音声出力端子です。
本端子にはアンプ内蔵のスピーカーを接続してください。アンプが内蔵され
ていないスピーカーやヘッドフォンでは音がでません。
HDMI 対応モニターに接続します。
「3.3 ALARM I/O 端子の機能」を参照してください。
USB ストレージを接続します。
USB ストレージを接続します。

USB ストレージについて
映像や画像のエクスポートでUSBストレージを使用できます。
使用するUSBストレージは、あらかじめPCなどで初期化してください。初期化形式は、FAT32になります。
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3.2

基本接続

IPカメラは最大9台まで接続することができます（PoE端子×8、LAN端子×1）
。推奨IPカメラは「推奨品
（2017年8月時点）」をご覧ください。LAN端子に接続するIPカメラの種類によっては、PoEインジェクタ
の代わりにACアダプターから給電することも可能です。ACアダプターは専用のものをご使用ください。
映像出力はHDMI対応モニターまたはRGB端子対応モニターを接続できます。

RGBモニター
スイッチングHUB

HDMIモニター

PC

VGA端子

WAN端子

HD OUT端子
USBストレージなど

拡張端子

PoE端子1～8
LAN端子

PoEインジェクタ

IPカメラ

IPカメラ（最大8台）

・本機の解像度を、ご使用になるモニターの解像度に合せて使用してください。なお、解像
度は HD OUT 端子と VGA 端子で独立した設定はできません。2 台のモニターを同時に使用
する場合は、双方が同じ解像度に対応している必要があります。
・HD-OUT 端子と HDMI モニターを接続するケーブルは、以下の条件を満たす製品を使用して
ください。
・HDMI 規格認証製品
・伝送帯域 340MHz
・ケーブル長 2m 以下
なお、上記条件を満たしたケーブルであっても、端子の腐食や、折り曲げに伴う伝送性能
の劣化により、映像が出ないことがあります。その場合は、新品のケーブルに交換するよ
うにお願いします。
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登録した IP カメラを取り外した場合は、必ずカメラの登録を削除（または、チャンネ
ルへの登録を解除）してください。
ビデオロスの状態で運用すると、処理負荷がかかるため通信データが取得できないなど
の影響がでる場合があります。削除方法については「6.3 登録／削除手順」を参照し
てください。

■前面の接続
メニュー操作のため、付属のマウスを接続してください。どの拡張端子に接続してもご使用になれます。

拡張端子

USBストレージ

USBマウス
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3.3

ALARM I/O 端子の機能

アラーム機能を使用するための端子です。
A1

A2

NC_A

COM_A

№

A1

A2
A3
A4
GND
GND
GND
GND
NC_A

COM_A

NO_A
GND
NC_B

COM_B

NO_B
S

A3

NO_A

A4

GND

GND

NC_B

GND

GND

COM_B

NO_B

GND

S

機 能
アラーム入力端子です。
本端子は、主に外部センサーのアラーム出力端子と接続し、その出力信号に本機を連動
させて録画する場合に使用します。
端子を GND にショートしたとき、アラーム入力有りと判断します。
接点電圧：1.47V、ショート時電流：33μA
〃
〃
〃
グランド端子です。
〃
〃
〃
アラーム出力端子です。
アラーム入力無しのとき、COM_A 端子とショートします。
アラーム入力有りのとき、出力 OPEN となります。
最大出力電流：50mA、最大印加電圧：35V
Common 端子です。
アラーム入力無しのとき、NC_A 端子とショートします。
アラーム入力有りのとき、NO_A 端子とショートします。
アラーム出力端子です。
アラーム入力無しのとき、出力 OPEN となります。
アラーム入力有りのとき、COM_A 端子とショートします。
最大出力電流：50mA、最大印加電圧：35V
グランド端子です。
アラーム出力端子です。
アラーム入力無しのとき、COM_B 端子とショートします。
アラーム入力有りのとき、出力 OPEN となります。
最大出力電流：50mA、最大印加電圧：35V
Common 端子です。
アラーム入力無しのとき、NC_B 端子とショートします。
アラーム入力有りのとき、NO_B 端子とショートします。
アラーム出力端子です。
アラーム入力無しのとき、出力 OPEN となります。
アラーム入力有りのとき、COM_B 端子とショートします。
最大出力電流：50mA、最大印加電圧：35V
S 端子(交番出力端子)です。
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ALARM I/O 端子への電線のつなぎ方／外し方
電線を接続するときは、
電線の被覆を7㎜ほど剥がし、ドライバーなどでつめの部分を押しながら電線を挿入します。
電線を外すときは、
接続するときと同様にドライバーなどでつめの部分を押しながら、電線を引き抜きます。
つめ
ドライバー

使用可能電線
・単線：AWG28～16
・撚線：AWG28～16
適合工具
・マイナスドライバー
(刃先幅 2.6)

電線

7㎜
※つめの中央部を確実に押してください。
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4．操作画面
NVRでは、画面上部の機能タブメニューにより画面を切り換えて各種機能を使用します。

画面構成
機能タブメニューのある画面上部は各機能で共通です。タブ選択により機能を切り換えて使用します。
1

2

3

4

5

以下で、赤枠で囲んだ各項目について説明します。

1．機能タブ
機能タブには6つのメニューがあります。タブメニューを選択することで画面が切り換わります。それぞ
れの機能は以下を参照してください。
 【ライブビュー】
ライブ映像の画面に切り換えます（
「7．ライブ表示」参照）
 【再生／エクスポート】 録画映像の画面に切り換えます（「9．再生／エクスポート／保護」参照）
 【デバイス追加】
IP カメラを登録時に使用します（
「6．IP カメラの登録／削除」参照）
 【録画】
録画スケジュールの設定時に使用します（「8．録画」参照）
 【設定】
NVR の各種機能の設定画面です（「10．NVR の設定」参照）
 【ログ】
操作履歴やイベントについて表示する画面です（
「11．ログ」参照）
2．ユーザーログイン／ログアウト
ログイン中のユーザーアカウントを表示します。また、プルダウン選択によりログアウトできます。
 起動時のユーザーアカウントは「Guest」になります。
 Guest アカウントからログアウトすると、ログイン画面となり別のユーザーアカウントでログイン
することができます。
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 Guest 以外のユーザーアカウントからログアウトした場合は、Guest アカウントに切り換わります。
ユーザーアカウントについては、
「10.6 ユーザーマネジメント設定」を参照してください。
3．システム通知
システム通知アイコン<
>は、NVRの警告を示すときに赤くなります。<
>が黒くなった後はアイコ
ンをクリックすることで、画面右側に通知パネルを表示・非表示でき、以下の警告メッセージを確認で
きます。
通知情報

発生要因

備考

(1)

ディスク容量が一杯です

NVRのHDD容量が一杯になったとき

上書き録画をしない設定のときのみ通知

(2)

HDD使用量 80％

HDDへの録画済み領域がおよそ80%に達

上書き録画をしない設定のときのみ通知

したとき
(3)

HDD使用量 85％

HDDへの録画済み領域がおよそ85%に達

上書き録画をしない設定のときのみ通知

したとき
(4)

HDD使用量 90％

HDDへの録画済み領域がおよそ90%に達
したとき

上書き録画をしない設定のときのみ通知
使用量の更新タイミングによって通知さ
れない場合があります。

(5)

Network link error

ネットワークのリンクに失敗したとき

PCなどからのリモート接続状態を確認し
てください。

(6)

PoEウォッチドッグリセット！ポート：*

PnP接続に失敗したとき

PoEのPnP接続を見直してください。

*はポート番号
(7)

停電有り

NVRの電源が正常に切れなかったとき

NVRの状態を確認してください。

(8)

ディスクエラー

HDDに異常が発生したとき

HDDの状態を確認してください。

(9)

ファンエラー

FANに異常が発生したとき

FANの状態を確認してください。

4．日／時
現在の日付と時刻を表示します。
時刻の設定については、
「10.3 システム設定」を参照してください。
5．電源パネル
電源アイコン< >をクリックすると、電源パネルが表示されます。アイコンを選択することで、再起動
やNVRの電源を安全に切ることができます。
詳細は、
「5.2 電源を切るとき」を参照してください。
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5．電源を入れる
NVRの電源は、必ず周辺機器の接続が終わってから入れてください。また、本機の移動を行う場合は、必
ず電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で移動を行うと、HDDの故障原因となる可能性
があります。

5.1

はじめて使うとき

はじめてお使いになるときは、下記の手順で設定をしてください。
（1）必要なデバイスの接続
USBマウス、モニターを接続し、基本操作ができるようにしてからNVRの電源を入れます。
初期状態では、本機の電源が入ると接続IPカメラの録画が始まる設定になってい
ます。
録画を始めたくない場合はIPカメラを接続しないで起動し、録画スケジュールを
変更してからIPカメラを接続してください。詳細は「6．IPカメラの登録／削除」
ならびに「8．録画」を参照してください。
（2）本機の電源を入れる
 コンセントと、本体を付属の AC アダプターで接続すると電源ボタンの青色ランプが点滅します。
 本機の電源ボタン< >を押します。電源が入ると電源ボタンの青色ランプが点灯します。
拡張端子に抜き差しして使用する機器（たとえば USB ストレージ）を接続する場
合は、NVR が認識できるよう、NVR の電源を入れてから接続してください。
NVR の電源が入り、完全に立ち上がった後でないと、外部デバイスの接続を認識
できません。
（3）言語選択
使用する言語(日本語または英語)を選択します。
工場出荷時または【設定】→[一般]から初期設定に戻した場合にのみ表示されます。
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（4）ログイン／ログアウト
NVRはGuestアカウントで起動します。NVRの設定を変更するためには、管理者でログインする必要があり
ます。
以下に従って、管理者としてログインします。
 モニター右上部の<
>をクリックして、
【ログアウト】を選択します。ログインウインドウが
表示されます。
 ログインウインドウで、管理者アカウントの【Admin】を選択します。パスワードフィールドをダブ
ルクリックすると、バーチャルキーボードが表示されます。
 パスワード【123456】を入力します。バーチャルキーボードの<入力>をクリックすると、管理者と
して NVR システムにログインできます。

パスワード
フィールド

・不正なアクセスを防ぐために、パスワードの変更を推奨します。
・パスワードを忘れた場合、設定変更や録画映像の確認ができなくなります。
変更したパスワードは忘れないよう管理してください。
ユーザーアカウントの詳細については、
「10.6 ユーザーマネジメント設定」を参照してください。

（5）日／時設定
録画をする前に、必ず NVR の時刻を合わせてください。
【設定】→[システム]→[日／時]でメニューを選択し、設定画面を表示します。
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以下に従って、設定します。
 カレンダーから日付をクリックして、日付を設定します。
 カレンダーの下にある時間を設定します。変更したい箇所をクリックし、マウスホイールまたは上
下ボタンを使用して、選択したフィールドの値を変更します。
 必要であれば、日付フォーマット、タイムゾーン、NTP サーバー設定を行います。
<適用>をクリックしたタイミングで、時刻は設定されます。設定の詳細については、
「10.3 システム設
定」を参照してください。
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5.2

電源を切るとき

以下に従って、正しい手順でNVRの電源を切ってください。

モニター上で行う場合


マウスでモニターの右上にある電源アイコン<





<電源オフ>をクリックすると、NVR の電源が切れます。
<キャンセル>をクリックすると、操作をキャンセルします。
<再起動>をクリックすると、NVR が再起動します。

>をクリックすると、電源パネルが表示されます。

電源ボタンで行う場合


電源ボタンを 10 秒以上長押ししてください。
・NVRの電源が完全に切れ、電源ボタンのランプが点滅するまで電源ケーブルを
抜かないでください。
・Guestアカウントでは、電源アイコンを操作できません。
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6．IP カメラの登録／削除
はじめてお使いになるときや、IPカメラを交換するときはIPカメラの登録が必要になります。
IPカメラの接続端子を決め、「6.3 登録／削除手順」に従い、自動登録または手動登録を行ってくださ
い。また、登録したIPカメラを取り外した場合は、登録を削除してください。

6.1

IP カメラ接続について

IP カメラ設定について
IPカメラの設定によっては、映像が表示されないなど正しく動作しない可能性があります。
工場出荷状態以外のIPカメラの場合は、初期設定に戻してからご使用することを推奨します。日立IPカ
メラは、リセットボタンを約10秒間押し続けることで初期化されます。詳しい内容はIPカメラの取扱説
明書を参照してください。
接続端子について
NVRには、IPカメラを最大9台まで登録することができます。
IPカメラはNVRの背面にある、PoE端子またはLAN端子に接続してください。WAN端子はPC用になります。
PoE端子には1台ずつ8台まで、LAN端子には1台を接続してください。PoE端子については給電オン／オフ
が可能です。詳細は「10.8 PoEマネジメント」を参照してください。
CH 番号について
PoE端子へ接続したIPカメラのCH番号は、端子番号と同じになります。
たとえば、PoE端子1へ接続したIPカメラはCH1、PoE端子5の場合はCH5のように登録され、
【ライブビュー】
タブメニューの[ビューマネジメント]パネルに表示されます。
LAN端子に接続したIPカメラについては、PnP登録されていない一番小さい値のCH番号で登録されます（初
期状態ではCH9になります）
。
・LAN接続のIPカメラの場合、PnP登録の状態によりCH番号が変わることがありま
すので注意してください。
・登録したIPカメラを取り外した場合は、必ずカメラの登録を削除（または、チ
ャンネルへの登録を解除）してください。
ビデオロスの状態で運用すると、処理負荷がかかるため通信データが取得でき
ないなどの影響がでる場合があります。削除方法については「6.3 登録／削
除手順」を参照してください。
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6.2

デバイス追加について

【デバイス追加】タブメニューでは、NVRに接続されているデバイスの確認と登録ができます。
メニューの各機能を説明します。
1

2

3

4

5

6

7

以下で、赤枠で囲んだ各項目について説明します。
1．初期設定アカウントパネル
各カメラタイプの設定アカウント名とパスワードをプリセットします。
3のデバイスフィルタで選択したカメラタイプが、2のデバイス検索により見つかると5のデバイスリスト
に表示されます。このとき、ユーザー名、パスワードについては初期設定アカウントパネルの設定がリ
ストにそのまま登録されます。この設定が実際のIPカメラのアカウントと違う場合は、ライブストリー
ムや録画ストリームなどの設定ができません。
設定できるカメラタイプは 3 種類で、アカウント名とパスワードの初期値は以下になります。
カメラタイプ
HITACHI
IP Cam
ONVIF

アカウント名
root
Admin
Admin

パスワード
admin
1234
1234

カメラタイプが「IP Cam」はダイナカラー社製IPカメラを、
「ONVIF」はONVIF接続に対応したIPカメラを
検索時に使用します。また、「HITACHI」カメラタイプでは、あらかじめ日立IPカメラの初期値と同じ値
が登録されています。
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2．デバイスの再スキャン（デバイス検索）
デバイスの再スキャンアイコン<
>をクリックすると、デバイスフィルタで指定したカメラタイプを、
NVR に接続されている IP カメラから探します。IP カメラが見つかるとデバイスリストに表示します。
3．デバイスフィルタ
デバイス検索時に、検索カメラタイプを選択することができます。通常は「HITACHI」
「IP Cam」
「ONVIF」
または「ALL」を選択してください。そのほかのカメラタイプは本機では正しく動作しない場合がありま
すので、使用しないでください。
4．デバイスリスト表示選択
デバイスリストの表示を変更します。
<詳細>と<アイコン大>があり、<詳細>を選択すると IP カメラの情報がリスト化され詳細表示されます。
<アイコン大>を選択するとアイコン表示になります。ただし、一部情報は表示しません。
5．デバイスリスト
デバイス検索の結果、条件にあった IP カメラの情報を表示します。MAC アドレス、IP アドレス、モデル
タイプ、ポート番号などの IP カメラの基本情報を確認します。









表示の追加
チェックすると、IP カメラを CH 登録します。
「表示の追加」のチェックを外すと、削除アイコン< >が表示されます。削除アイコンをクリック
すると、デバイスリストより登録 IP カメラを削除できます。
画像表示
チェックすると、IP カメラから取得した画像を 1 枚表示します。ただし、HITACHI カメラタイプの
場合は未対応です。
サイト名
IP カメラが直接 PoE 端子に接続されている場合、
【
（PoE0X）】のようにサイト名の後に端子情報が追
加されます。
例：
【DI-CB320（PoE03）
】これにより、IP カメラが直接 PoE 端子 3 に接続されていることが確認で
きます。
タイプ
カメラタイプを表示します。
プロトコル
HITACHI カメラタイプの場合は、この設定は自動で選択されます。
他社 IP カメラの場合に選択し、使用するプロトコルを指定します。

6．手動で追加
デバイス検索のほかに、NVR のデバイスリストに手動で IP カメラを追加することができます。<手動で
追加>をクリックすると、デバイスリストに新しい空白のデバイス列が追加されます。<サイト名>、<タ
イプ>、<IP アドレス>、<プロトコル>、<ストリーミングポート>、<ポート>、<ユーザー名>、<パスワー
ド>を含む IP カメラの必須項目を入力します。
「表示の追加」をチェックすると、NVR が IP カメラを CH 登録します。
7．すべてのデバイスを消去
モニターの右下にある<すべてのデバイスを消去>をクリックすると、NVR に PnP 登録された IP カメラ以
外の接続を切断します。これにより「表示の追加」チェックが外れ、削除アイコンが表示されますので
削除が可能となります。
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6.3

登録／削除手順

IPカメラの登録は、プラグ＆プレイによる自動登録（PnP登録）または手動登録で行います。
PnP登録はPoE端子に接続したIPカメラでのみ可能です。通常は、PoE端子に接続したIPカメラの登録はPnP
登録で行ってください。LAN端子に接続したIPカメラは手動登録になります。

登録の事前準備
PoE 端子の確認
PnP登録を使用するには、
【設定】→[PoEマネジメント]（「10.8 PoEマネジメント」参照）のPoE情報で、
PnPスイッチが「オン」になっている必要があります。
「オン」になっていることを確認してください（初
期値は「オン」
）
。
初期化アカウントの確認
【デバイス追加】タブメニューで、初期設定アカウント（ユーザー名・パスワード）が、IPカメラのア
カウントと同じか確認します。
IP カメラ側の設定
 DHCP 機能が有効になっていると、自動接続が正常に動作しません。
必ず IP カメラの DHCP 機能が無効化していることを確認してください（日立 IP カメラの場合、DHCP
機能の初期値は無効）
。
 手動登録の場合は、IP アドレスを設定する必要があります。事前に IP カメラの IP アドレスを変更
してください。変更方法は IP カメラの取扱説明書を参照してください。
PnP 登録の場合は、NVR が自動で IP アドレスを割り当てますので IP アドレスを設定しておく必要は
ありません。

自動登録（PnP 登録）
NVRのPoE端子にIPカメラを接続すると、NVRは自動的にIPカメラのIPアドレスを割り当て登録します。
【デバイス追加】タブメニューのデバイスリストに登録されていることを確認してください。
IP カメラの IP アドレス割り当てルール
IPカメラには、192.168.（50+端子番号）.（25～99）が割り当てられます。
IPアドレスの4番目の設定（25～99）は、NVRが範囲内の番号をランダムに割り当てます。
例）PoE端子8のIPアドレスは【192.168.58.xxx】となります。
WAN から IP カメラへのアクセス方法
WAN端子に接続されているPCから、Webブラウザ経由でPoE端子に接続されているIPカメラに直接アクセス
することができます。
Webブラウザでアドレスを指定するとき、NVRのWAN端子IPアドレスの後に「：」とPoE端子番号を指定し
ます（8000+希望IPカメラのPoE端子番号）
。
たとえば、NVRのIPアドレスが192.168.1.200の場合で、PoE端子4に接続されているIPカメラにアクセス
する場合、アドレス指定は“http ://192.168.1.200:8004”のようになります。
・自動登録ができるのは、カメラタイプが「HITACHI」の機器です。機種につい
ては「推奨品（2017年8月時点）」を参照してください。
・WAN端子に接続のPCから、Webブラウザ経由で直接アクセスできるのはDI-Cx3xx
シリーズ、EZ-Cx1xxシリーズです。
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手動登録
NVRのLAN端子に接続されているIPカメラは、以下の手順で手動登録します。
（1）LAN端子にIPアドレスを設定したIPカメラを接続します。
IPアドレスはLAN端子に設定したネットワークアドレスにします。NVRのネットワークアドレスを変
更したい場合は「10.4 ネットワーク設定」を参照してください。
（2）
【デバイス追加】タブメニューの<デバイスフィルタ>から「HITACHI」
「IP Cam」
「ONVIF」または「ALL」
を選択し、検索アイコンをクリックします。検索項目に合うIPカメラが検索されると、デバイスリ
ストに追加されます。
（3）デバイスリストに追加されたIPカメラを選び、
「表示の追加」チェックボックスをチェックすると、
NVRは自動的にCH9に登録します。ただし、PnPスイッチをOFFにしている場合は、PnPスイッチをOFF
にしている番号で、一番小さい値のCH番号にIPカメラを登録します（
「10.8 PoEマネジメント」参
照）
。
・手動登録の場合は、デバイスリストに登録されているユーザー名、パスワード
を直接修正できます。ユーザー名またはパスワードにマウスカーソルを合わせ
ダブルクリックし、バーチャルキーボードから修正してください。
・WAN端子からLAN端子接続IPカメラへのアクセスはできません。PoE端子のIPカ
メラのみアクセス可能です。

登録削除
NVRに登録されているIPカメラは、以下の手順で削除します。
 自動登録（PnP 登録）の IP カメラ
PnP 登録の IP カメラは、
【設定】→[PoE マネジメント]（「10.8 PoE マネジメント」参照）の PoE
情報で、PnP スイッチを「オフ」にします。
これにより、手動登録の状態になりデバイスリストの「表示の追加」チェックが操作できるように
なります。
「表示の追加」のチェックを外すと、チャンネルへの登録が解除され、ライブや録画が停
止します。デバイスリストの登録を完全に削除する場合は、削除アイコン< >が表示されますので、
削除アイコンをクリックしてください。
 手動登録の IP カメラ
デバイスリストで「表示の追加」のチェックを外すと、チャンネルへの登録が解除され、ライブや
録画が停止します。デバイスリストの登録を完全に削除する場合は、削除アイコン< >が表示され
ますので、削除アイコンをクリックしてください。
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7．ライブ表示
【ライブビュー】タブメニューに切り換えることで、登録したIPカメラのライブ映像を確認することが
できます。
画面レイアウトを変更したい場合には、表示レイアウト設定で変更することができます。変更したレイ
アウトは、
【再生／エクスポート】タブメニューにも反映されます。

7.1

ライブビュー

接続IPカメラのライブ表示画面です。
11

7

6

10

8 9

1

B

A

2
3
4
5

画面左側のメニュータイトル部分の右側が「∨」の場合は、メニューパネルが折りたたまれている状態
です。タイトルをクリックすると「∧」表示になり、隠れているパネルが表示されます。
また、現在選択されているチャンネルの映像画面には、黄色い枠線が表示されます（フォーカス画面）
。
映像画面を直接クリックするか、ビューマネジメントパネルからIPカメラを選択すると、フォーカス画
面が移動します。
以下で、赤枠で囲んだ各項目について説明します。
1．ビューマネジメントパネル
パネルを開くと、NVRに接続されたIPカメラを一覧で確認できます。
2．カメラ PTZ コントロールパネル
ダイナカラー社製PTZカメラを操作する場合に使用します（別途対応予定）
。
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3．カメラライブストリームパネル
選択しているIPカメラのライブストリームの表示と設定を行います。本設定は、カメラタイプが「HITACHI」
の機器のみ対応しています。機種については「推奨品（2017年8月時点）
」を参照してください。
シングルウインドウ／マルチウインドウ
1画面（シングルウインドウ）と複数画面（マルチウインドウ）のストリームを設定します。
シングルウインドウとマルチウインドウで別々の設定ができます。
解像度
シングルウインドウでは、下記5種類の解像度が選択できます。
1920x1080（FHD）
、1280ｘ960（SXVGA）
、1280ｘ720（HD）
、704ｘ480（D1）
、640ｘ480（VGA）
マルチウインドウでは、下記3種類の解像度が選択できます。
1280ｘ720（HD）
、704ｘ480（D1）
、640ｘ480（VGA）
ビットレート
64～8192kbps
FPS（フレームレート）
1～30fps
カメラ設定結果
各IPカメラにライブストリームの設定をしたときの結果を表示します。
< >の場合は設定成功、< >の場合は設定失敗、< >は未適用状態です。<
ラに登録済みの設定でストリームが流れます。

><

>の場合は、IPカメ

適用
クリックにより、シングルウインドウとマルチウインドウの設定値がNVRに登録され、同時に表示ウイン
ドウ（シングルまたはマルチウインドウ）に対応した設定値がIPカメラへ設定されます。
IPカメラへの設定結果は、設定実施のウインドウの「カメラ設定結果」に表示されます。
・接続されたIPカメラによって設定できない値や選択できない解像度があります。
「13．付録」の「日立IPカメラのビットレートについて」を参照してください。
・表示ウインドウの切り換えを行った場合も、表示ウインドウに対応した設定値が、
IPカメラへ設定されます。
4．露光設定
選択しているIPカメラのフリッカーモードの表示と設定を行います。本設定は、カメラタイプが「HITACHI」
の機器のみ対応しています。機種については「推奨品（2017年8月時点）
」を参照してください。
フリッカーモード
下記 6 種類のモードが選択できます。
モード

内容

用途

1(1/30)

シャッター速度が1/30固定になります。

DI-Cx21xシリーズの初期値になります。

2(1/60)

シャッター速度が1/60固定になります。

DI-Cx20xシリーズの初期値になります。

3(1/100)

シャッター速度が1/100固定になります。

DI-Cx2xxシリーズでフリッカーが発生する場合に使用します。

4(AE)

シャッター速度が自動になります。

DI-Cx3xxシリーズ、EZ-Cx1xxシリーズの初期値になります。

5(50Hz FIXED)

シャッター速度が50Hz固定になります。

DI-Cx3xxシリーズ、EZ-Cx1xxシリーズで照明の電源周波数が
50Hzのとき、フリッカーが発生する場合に使用します。

6(60Hz FIXED)

シャッター速度が60Hz固定になります。

DI-Cx3xxシリーズ、EZ-Cx1xxシリーズで照明の電源周波数が
60Hzのとき、フリッカーが発生する場合に使用します。
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カメラ設定結果
各IPカメラにフリッカーモードの設定をしたときの結果を表示します。
< >の場合は設定成功、< >の場合は設定失敗、< >は未適用状態です。<
ラに登録済みの設定になります。

><

>の場合は、IPカメ

5．カメラ情報パネル
カメラ情報パネルでは、選択されたIPカメラの基本情報を確認できます。
カメラ情報には、サイト名・IPアドレス・タイプ・ビデオフォーマットなどが含まれます。

6．メニュー表示／非表示アイコン
画面左側のメニューを、表示／非表示します。
<＜>をクリックすると、メニューを非表示にします。<＞>をクリックすると、メニューを表示します。
7．表示レイアウト設定
NVRの表示レイアウトを変更したい場合に使用します。
ここでの設定は、【再生／エクスポート】タブメニューの画面にも反映されます。
<ビデオ自動レイアウトビュー>
自動的に、画面と表示位置を設定します。
接続されているIPカメラ台数によって4または9画面になります。また、登録チャンネル順に表示します。
チャンネルが抜けている場合は、つめて表示されます。
ただし、
【再生／エクスポート】タブメニューの画面については、9画面固定になります。
<ビデオカスタムレイアウトビュー>
任意に分割画面と表示位置を設定できます。
選択すると下記の設定アイテムが表示されます。

現在の表示レイアウトは<New Layout>ボタンに登録されています。このレイアウトボタンに設定を保存
します。レイアウトボタンは追加により複数作成できますので、設定が違うレイアウトボタンを用意す
ることで、画面レイアウトを簡単に変更することができます。
レイアウトの追加、修正、保存、削除手順は以下を参照してください。
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■表示レイアウトの追加／名前編集／削除




>をクリックすると新しいレイアウトボタンがレイアウトリストに追加されます。
追加アイコン<
最大 4 つまで追加可能です。
レイアウト名が同じであるため、レイアウト名を右クリックし、プルダウンより<名前編集>を選択
して変更します。
レイアウトの削除は、希望のレイアウトボタンを右クリックし、プルダウンより<削除>を選択しま
す。

■表示レイアウトの修正








レイアウトリストより修正するレイアウトボタンを選択します。
編集アイコン<
>をクリックし、レイアウト設定モードに入ります。
画面の列／行を増やす場合は、<
> ／ <
>をクリックし、チャンネル画面を
追加します。ただし、9 画面表示されている場合は、それ以上追加はできません。
画面を列／行を減らす場合は、<
> ／ <
>をクリックし、チャンネル画面を
削除します。
チャンネル画面をリサイズする場合、まずチャンネル画面をクリックします。その後、黄色フレー
ムの端をドラッグして希望するグリッドレイアウトにします。
チャンネル位置を交換する場合、元のチャンネル画面をクリックしてから希望の画面にドラッグ＆
ドロップします。2 つのチャンネルの位置が交換されます。
設定後、保存アイコン<
>をクリックしてレイアウト設定を保存します。

8．スナップショットアイコン
スナップショットアイコン< >をクリックすると、現在の表示画面をキャプチャします。ポップアップ
したスナップショットウインドウの<保存>をクリックし、キャプチャした画像を保存できます。保存し
た画像は、
【再生／エクスポート】→[スナップショット]で確認できます。
9．フルスクリーンアイコン
フルスクリーンアイコン< >をクリックすると、フルスクリーンモードになります。マウスカーソルを
中央上部に移動すると、機能バーが表示されます。ピンアイコン< >をクリックし、機能バーを固定し
ます。< >をクリックすると、現在の映像をキャプチャします。フルスクリーンモードを終了するには
フルスクリーン終了アイコン< >をクリックすると、以前の表示モードに戻ります。

10．映像表示画面
画面上の操作で、音声出力、デジタルズーム、表示ウインドウの変更が可能です。また、イベント発生
時、画面にアイコンが表示されます。
■音声アイコン
音声機能が有効な IP カメラのチャンネル画面にマウスカーソルを移動すると、音声アイコン< >が画
面右下（A の位置）に表示されます。< >をクリックすると、音声出力が有効化し、アイコンが< >
に変化します。また、音声出力アイコン< >も左下に表示され（B の位置）
、IP カメラの音声が ON にな
っていることを通知します。
無効化する場合は、< >をクリックします。音声出力は 1 つのチャンネルのみ有効です。別のチャンネ
ルで音声出力を有効にすると、それまで有効だったチャンネルの音声出力は無効になり、左下に表示さ
れる音声アイコンが消えます。
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■デジタルズーム
チャンネル画面にマウスカーソルを移動し、マウスホイールを前後に回すとズームイン／アウトが可能
です。ズームインの倍率はカメラタイトルバー右上に表示します。最高拡大倍率はx10です（ただし、解
像度によって変化します）
。表示スクリーンの中央部を中心に拡大しますので、表示位置を移動したい場
合はマウスで画面をドラッグして移動してください。
■ウインドウ表示切換
画面上でマウスをダブルクリックすると、シングルウインドウ／マルチウインドウ表示を交互に切り換
えます。
■イベントアイコン
イベント発生時、チャンネル画面の左下（Bの位置）に、イベントタイプに対応したアイコンが表示され
ます。
アイコン

説明
動き検知
アラーム入力トリガー

・デジタルズーム中は、音声出力制御はできません。
・タブメニューを切り換えると、音声出力はOFFになり状態は保持されません。
音声を確認する場合は、再度音声をONにしてください。
・音声機能が無効なIPカメラでも音声アイコンが出ることがあります。

11．カメラタイトルバー
各チャンネル画面に各IPカメラのタイトルバーが表示されます。IPカメラの接続状況をタイトルバーの
色で確認できます。
灰色
チャンネル画面にIPカメラが接続されていないことを示します。
NVRをはじめて起動または現在IPカメラが接続されていない場合にこの状態になります。
緑
タイトルバーが緑の場合、NVRがIPカメラに接続していることを示します。
青
NVRとIPカメラの接続が良好の場合、タイトルバーが青になります。
赤
NVRがIPカメラの接続に失敗した場合、タイトルバーが赤になります。
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7.2

ライブストリームについて

ライブビュー表示のシングルウインドウとマルチウインドウで、ビットレートを変更することができま
す。マルチウインドウでは、表示チャンネル分ビットレートが加算されます。シングルウインドウのビ
ットレートを超えない値を目安に指定してください。
NVRの初期値とD1での設定参考値を掲載します。
FHDが使用できないDI-Cx2xxシリーズ等のIPカメラをご使用の場合は、D1での設定目安を参考にして設定
してください。
■NVR初期値
解像度

ビットレート
(kbps)

フレームレート
(fps)

シングル

FHD

2500

10

マルチ

HD

2000

15

■D1での設定目安
解像度

ビットレート
(kbps)

フレームレート
(fps)

シングル

D1

1800

15

マルチ

D1

450

8

上記以外の設定をする場合は、
「13．付録」の「日立IPカメラのビットレートについて」を参照してビッ
トレート等を設定してください。

・カメラ設定結果が< >の状態のままで、ご使用にならないでください。意図し
ない解像度やビットレート、FPS（フレームレート）になっている可能性があり
ます。
・ビットレートは、5000kbps 以下でご使用ください。ご利用環境や被写体によっ
ては、映像や音声にロストやブロックノイズが発生することがあります。
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8．録画
【録画】タブメニューに切り換えることで、録画に関する設定ができます。
イベント録画を行う場合は、
「イベント設定」
（
【設定】→[システム]→[イベント]）で設定後、録画スケ
ジュール設定を行ってください。

8.1

録画スケジュール設定

録画スケジュールメニューでは、各チャンネルを何曜日の何時に録画するかスケジュールを設定します。
スケジュール設定は、録画タイプをチャンネルごとのテンプレートに設定することで行います。
録画タイプには、[連続]・[録画なし]・[イベントのみ]の3つのタイプがあります。
 [連続]
：指定した時間を録画します。また、イベント発生時にはイベント録画を行います
 [録画なし]
：指定した時間は録画しません
 [イベントのみ] ：イベントが発生したときのみ録画を行います
イベントの設定については「10.3 システム設定」を参照してください。

録画スケジュール選択
現在使用できるチャンネル情報が表示されます。
録画テンプレート構成
テンプレートと祝日設定が表示されます。
テンプレートはCH1～9まで表示されますが、有効なテンプレートは録画スケジュール選択に表示された
>をクリックすることで、祝日を登録するこ
テンプレートになります。また、祝日の設定アイコン<
とができます。
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設定手順
（1）録画テンプレート構成より、設定したいテンプレート（CH1～CH9）を選択します。
（2）<連続>・<録画なし>・<イベントのみ>の録画タイプを選択します。
（3）録画タイプを指定する表の上で、マウスカーソルをドラッグし曜日と時間を指定します。また、表
項目部分をクリックすることで曜日・時間を、左上の欄をクリックすることで全選択が可能です。

表のスケジュールを変更すると、すぐに録画状態に反映されます。

8.2

一般録画設定

一般録画設定メニューでは、上書き録画とアラームの録画時間を設定します。

上書き録画
録画によりNVRのHDD容量が一杯になったとき、最も古い録画映像に上書きしながら新しい映像を録画す
るか、録画を停止するかを選択します。
<上書き録画>をチェックすると、上書き録画になります。ただし、
「9.3 映像範囲指定による操作」で
映像を保護した箇所は上書きされません。
アラーム動作構成
イベント録画時、プリアラーム録画とポストアラーム録画の録画時間を設定します。
マウスカーソルを変更したいところに合わせダブルクリックするとバーチャルキーボードが現れますの
で、ポストアラームは15～120秒、プリアラームは0～120秒の範囲で設定してください。
・録画スケジュールが[イベントのみ]の期間は、プリアラーム録画はされません。
ただし、
【再生／エクスポート】-[イベントによるローカル再生]からの再生時
には、プリアラーム録画時間を考慮した再生になります（プリアラーム録画で
設定した時間に映像がある場合には、その場所から再生が開始します）
。
・ポストアラーム記録中に新たにアラームが発生した場合には、ポストアラーム
記録が延長されます。
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8.3

録画ストリーム設定

ノーマル録画とイベント録画時の、カメラの解像度、ビットレート、FPS（フレームレート）をNVRに設
定します。録画時には、ここで指定した設定をカメラに送信して録画します。
<適用>をクリックすると、実際にノーマル録画とイベント録画の設定が可能か、設定をカメラに送信し
てチェックします。本設定は、カメラタイプが「HITACHI」の機器のみ対応しています。機種については
「推奨品（2017年8月時点）
」を参照してください。

録画ストリームタイプ
設定データの<適用>実行時の方法を選択します。
 ノーマルタイプ
<適用>時、設定を NVR に保存し、ノーマル録画設定（ノーマル解像度、ノーマルビットレート、ノ
ーマル FPS）のみを IP カメラに送信して、設定可能か確認します。
 イベントタイプ
<適用>時、設定を NVR に保存し、イベント録画設定（イベント解像度、イベントビットレート、イ
ベント FPS）を IP カメラに送信して、設定可能かを確認後、ノーマル録画設定も IP カメラに送信
して、設定可能かを確認します。
録画中に実行した場合は、上記の設定確認を行うため、録画設定が一瞬切り換わ
ることがあります。
ノーマル解像度／イベント解像度
以下の5種類が選択できます。
1920x1080（FHD）
、1280ｘ960（SXVGA）
、1280ｘ720（HD）
、704ｘ480（D1）
、640ｘ480（VGA）
ノーマルビットレート／イベントビットレート
64～8192 kbpsの範囲で指定できます。
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ノーマル FPS／イベント FPS
1～30fpsの範囲で指定できます。
ノーマル設定結果／イベント設定結果
<適用>実行の結果を表示します。
ただし、日立IPカメラのみ対応しています。
< >の場合は設定が成功、< >の場合は設定失敗、< >は未適用状態です。<
カメラに登録されている設定値のまま録画を行います。

><

>の場合は、IP

適用
録画ストリームタイプの設定に従い、ノーマルタイプまたはイベントタイプのストリーム設定のチェッ
クを行い、設定可能な場合は、その設定値を使用して各録画を行います。設定のチェック結果は設定結
果に表示します。
・接続されたIPカメラによっては、設定できない値や選択できない解像度があり
ます。
・NVRのネットワークの最大帯域は録画ストリーム、ライブストリームを含め
100Mbpsです。ネットワークのパケット送受信の負荷も考慮して十分余裕がある
帯域でご使用ください。帯域を超えると映像や音声がロストすることがありま
す。
・ビットレートは、5000kbps以下でご使用ください。ご利用環境や被写体によっ
ては、映像や音声にロストやブロックノイズが発生することがあります。
■録画ストリーム
録画ストリームの初期値は以下になります。
HDが使用できないDI-Cx2xxシリーズ等のIPカメラをご使用の場合は、解像度をD1などに変更して設定し
てください。ビットレートに関しては、
「日立IPカメラのビットレートについて」などを参考にしてくだ
さい。

8.4

解像度

ビットレート
(kbps)

フレームレート
(fps)

ノーマル

HD

620

5

イベント

HD

1240

10

録画時間について

録画ストリーム設定のノーマルビットレートから、およその録画可能時間算出が可能です。
録画可能時間 ＝ HDD容量 /（
（録画ビットレート＋音声ビットレート）× カメラ台数 ）
HDD容量：有効領域 806 GB（DS-NR208は1643GB）
録画ビットレート：録画ストリーム設定のノーマルビットレート値
音声ビットレート：16/24/32 kbps（IPカメラの設定による）
連続録画の場合、録画時間と録画ストリームビットレート（kbps）の関係はおよそ以下のようになりま
す。
カメラ台数
録画時間

1CH

4CH

８CH

9CH

2 週間

5000

1250

620

550

１カ月

2300

550

260

225

２カ月

1160

260

115

３カ月

760

165

65

100
64
(設定
下限値)
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9．再生／エクスポート／保護
【再生／エクスポート】タブメニューに切り換えることで、録画された映像を再生することができます。
また、指定した範囲の録画映像をUSBストレージへエクスポートしたり、上書きされないよう保護するこ
とができます。

9.1

再生／エクスポート

「再生／エクスポート」画面です。
5

8

6

9

7

1

B

A

2
3
4

画面左側のメニュータイトル部分の右側が「∨」の場合は、メニューパネルが折りたたまれている状態
です。タイトルをクリックすると「∧」表示になり、隠れているパネルが表示されます。
また、現在選択されているチャンネルの映像画面には、黄色い枠線が表示されます（フォーカス画面）。
映像画面を直接クリックすると、フォーカス画面が移動します。
以下で、赤枠で囲んだ各項目について説明します。
1．時間によるローカル再生パネル
月表示のカレンダーが表示されます。黒四角で白抜きになっている日付は、時刻ポインタで指定されて
いる日になります。
カレンダーは、上部の年月表示や左右のボタンをクリックすることにより、任意の月に変更することが
できます。また、カレンダーの下線付き日付は、その日に録画映像が存在することを示しています。
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2．イベントによるローカル再生パネル
発生したイベントを、時間、チャンネル、イベントタイプ別で検索し映像を確認します。
3．スナップショットメニュー
スナップショットで保存した静止画を確認したり、USBストレージにエクスポートできます。
4．カメラ情報パネル
カメラ情報パネルでは、選択されたIPカメラの録画情報（ビデオサイズ・フレームレート・ストリーム
BPS）を確認できます。
5．メニュー表示／非表示アイコン
画面左側のメニューを、表示／非表示します。
<＜>をクリックすると、メニューを非表示にします。<＞>をクリックすると、メニューを表示します。
6．スナップショットアイコン
スナップショットアイコン< >をクリックすると、現在の表示画面をキャプチャします。ポップアップ
したスナップショットウインドウの<保存>をクリックし、キャプチャした画像を保存できます。保存し
た画像は、3 のスナップショットメニューで確認できます。
7．フルスクリーンアイコン
フルスクリーンアイコン< >をクリックすると、フルスクリーンモードになります。マウスカーソルを
中央上部に移動すると、機能バーが表示されます。ピンアイコン< >をクリックし、機能バーを固定し
ます。< >をクリックすると、現在の映像をキャプチャします。フルスクリーンモードを終了するには
フルスクリーン終了アイコン< >をクリックすると、以前の表示モードに戻ります。
8．映像表示画面
画面上の操作で、音声出力、デジタルズーム、表示ウインドウの変更が可能です。
■音声アイコン
音声対応の IP カメラのチャンネル画面にマウスカーソルを移動すると、音声アイコン< >が画面右下
（A の位置）に表示されます。< >をクリックすると、音声出力が有効化し、アイコンが< >に変更さ
れます。また、音声出力アイコン< >も左下に表示され（B の位置）
、IP カメラの音声が ON になってい
ることを通知します。
無効化する場合は、< >をクリックします。音声出力は 1 チャンネルのみ有効です。別のチャンネルで
音声出力を有効にすると、それまで有効だったチャンネルの音声出力は無効になり、左下に表示される
音声アイコンが消えます。
■デジタルズーム
チャンネル画面にマウスカーソルを移動し、マウスホイールを前後に回すとズームイン／アウトが可能
です。ズームインの倍率はカメラタイトルバー右上に表示します。最高拡大倍率はx10です（ただし、解
像度によって変化します）
。表示スクリーンの中央部を中心に拡大しますので、表示位置を移動したい場
合はマウスで画面をドラッグして移動してください。なお、一時停止中にズーム機能は動作しません。
■ウインドウ表示切換
画面上でマウスをダブルクリックすると、シングルウインドウ／マルチウインドウ表示を交互に切り換
えます。表示レイアウトについては、「7.1 ライブビュー」の「表示レイアウト設定」を参照してくだ
さい。
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・デジタルズーム中、音声アイコンは表示されません。
・音声は自動で記録されます。音声アイコンでは制御できません。
・音声アイコンは、現在接続されているカメラが音声対応の場合に表示します。
このため、運用途中で音声未対応カメラに交換すると、音声アイコンは表示さ
れません。ただし、接続カメラによっては音声未対応のカメラでもアイコンが
表示される場合があります。
・タブメニューを切り換えると、音声出力はOFFになります。状態は保持されま
せんので、音声を確認する場合は再度音声アイコンで設定してください。
9．カメラタイトルバー
各チャンネル画面にタイトルバーがあります。再生開始前／再生中の状態をタイトルバーの色で確認で
きます。
灰色
再生開始前の状態であることを示します。
青
再生中または一時停止の状態であることを示します。

9.2

録画映像再生

時間によるローカル再生パネルにより、再生したい年月日を選択して再生します。
再生コントロールバーはスクリーン下部に表示されます。

タイムバー

再生コントロールアイコン
アイコン
再生

機能

アイコン

機能
一時停止

再生スピード
x 1/4
再生スピード
x 2

再生スピード
x 1/2
再生スピード
x 4

再生
録画した映像を、時刻ポインタの時刻から再生します。
一時停止
再生を一時停止します。
逆再生
録画した映像を逆再生します。
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アイコン

機能
逆再生
再生スピード
x 1
時刻ポインタ

再生スピード
再生スピード 1/4、1/2、×1、×2、×4 のアイコン下にあるコントロールバーをドラッグして、再生の
スピードを選択できます。

時間による録画再生方法





カレンダーの下線付き日付は、その日の録画映像があることを示しています。その内の一つを選択
します。タイムバーの黄線は、その時間に録画映像があることを示しています。
タイムバーをドラッグし、希望の時刻にタイムバーを移動します。
タイムバー上でマウスホイールを前後に回すと、時間軸を拡大縮小させることが可能です。
再生アイコン<
>をクリックすると、該当時刻の録画映像の再生が開始されます。

マルチウインドウで再生したときに録画映像がない期間は最後の再生した映像
が表示されます。

9.3

映像範囲指定による操作

指定した範囲の録画映像を、USBストレージへエクスポートします。また、録画映像の削除や保護もでき
ます。

機能アイコン
アイコン

機能
時間間隔位置（タグ位置）を設
定するピン
タグ消去

アイコン

エクスポート開始アイコン

機能
時間間隔位置の調整用タグ
アイコン
タイムバー調整のヘルプ
データの保護／削除アイコン

指定範囲のエクスポート
以下の手順で、録画映像のエクスポートを行ってください。
・エクスポート開始前に、必ずUSBストレージが接続されていることを確認して
ください。
・エクスポート中は、USBストレージを抜かないようにお願いします。





カレンダーより下線付の日付を選択します。録画範囲がタイムバーに表示されます。
時間間隔ピンアイコン< >をタイムバーにドラッグすると、タグアイコンが表示されます。
タグアイコン<
>を移動することで、時間範囲を調整します。時間軸の拡大縮小をしたい場合は、
マウスホイールを前後に回して調整してください。
エクスポート開始アイコン<
>をクリックすると、エクスポートウインドウが表示されます。
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希望する外部デバイスを選択し、エクスポートするビデオフォーマットを選択します。ビデオフォ
ーマットの拡張子は、*.avi、*.raw、*.mp4、*.mkv、*.mov です。
映像のエクスポートをする際、デジタル署名の有無を選択できます。署名有の場合は、
【署名】ボッ
クス横の【はい】にチェックを入れて、デジタル署名機能を有効化します。無署名の場合は、チェ
ックを入れません。
音声の有無を選択します。ただし、*.raw 以外は音声の選択はできません。
希望するチャンネルにチェックを入れると、推定サイズにエクスポートデータのサイズが表示され
ますので、<確認>をクリックして画像をエクスポートします。
エクスポート完了のメッセージが表示されたら<OK>をクリックし、エクスポートウインドウを閉じ
ます。
・チャンネルごとのエクスポート可能な最大サイズは 2GB です。
また、同時にエクスポート可能な合計サイズは 5GB です。
・エクスポート範囲の再生開始時刻がファイル名になります。
・デジタル署名が必要な場合、*.sig、*.avi（*.raw、*.mp4、*.mkv、*.mov）と
*.gpgの3つのファイルがエクスポートされます。
raw ファイルの映像、音声を再生するためにはフォーマット変換が必要になりま
す。付属品の CD-ROM に同梱してあります変換ツールをインストールしてご使用
ください。また、再生には CD-ROM に同梱している再生ビュアーをご使用くださ
い。

指定範囲の映像削除と保護
以下の手順で、映像（音声）の消去、保護ができます。
保護した範囲の映像は、上書き録画時に消去されません。





カレンダーより下線付の日付を選択します。録画範囲がタイムバーに表示されます。
時間間隔ピンアイコン< >をタイムバーにドラッグすると、タグアイコンが表示されます。
タグアイコン<
>を移動することで、時間範囲を調整します。時間軸の拡大縮小をしたい場合は、
マウスホイールを前後に回して調整してください。
>をクリックすると、削除、保護、保護のキャンセル、保護リスト
データ削除／保護アイコン<
が表示されるので必要な項目を選択し実行してください。
・削除の場合、ユーザーが指定した期間（ポップアップメッセージに表示される
時刻範囲）より短く削除されます。また、保護の場合は反対に長く保護されま
す。
・複数箇所で保護した範囲が上書き録画されると、保護リスト内の項目が1つに
纏められて表示されます。(纏められた保護範囲の先頭の開始時間と末尾の終
了時間のみ表示されます)
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9.4

イベント録画映像の検索とエクスポート

イベント録画した映像を、時間、チャンネル、イベントタイプ別で検索できます。
[イベントによるローカル再生]パネルを開きます。

イベント録画の検索と再生
以下の手順に従って、イベント映像を検索してください。
 [イベントによるローカル再生]メニューをクリックし、イベント検索フィルタを表示します。
 イベント検索フィルタにて、
【時間で検索】ボックスにチェックを入れて、開始・終了時間を指定し
ます。
 【チャンネルで検索】ボックスにチェックを入れて、チャンネルを指定します。
 【タイプで検索】ボックスにチェックを入れて、動き検知、ビデオロス、アラームを含むイベント
タイプを指定します。
 <検索>をクリックすると、検索条件に合うイベント録画の一覧がイベント検索フィルタ横に表示さ
れます。検索条件をチェックしなかった場合は、全イベントが表示されます。
 一覧には、各イベントの、日付、時刻、イベントタイプ、チャンネルが時間順に表示されます。イ
ベントが多い場合は< >/<
>が表示されますので、クリックしてイベントリストの前後ページに
移動します。
 イベントをクリックすると、該当の映像が再生されます。
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イベント録画映像のエクスポート
以下の手順に従って、録画映像のエクスポートを行ってください。
・エクスポート開始前に、必ずUSBストレージが接続されていることを確認して
ください。
・エクスポート中は、USB ストレージを抜かないようにお願いします。
・イベントの録画時間に関わらず、エクスポートデータの映像期間は3分となり
ます。









イベントリストより、エクスポートしたいイベントを選択します。
エクスポート開始アイコン< >をクリックすると、エクスポートウインドウが表示されます。エク
スポートのデータ、使用可能の外部デバイスの情報が表示されます。
希望する外部デバイスを選択し、エクスポートするビデオフォーマットを選択します。ビデオフォ
ーマットの拡張子は、*.avi、*.raw、*.mp4、*.mkv、*.mov です。
映像のエクスポートをする際、デジタル署名の有無を選択できます。署名有の場合は、
【署名】ボッ
クス横の【はい】にチェックを入れて、デジタル署名機能を有効化します。無署名の場合、チェッ
クは入れません。
音声の有無を選択します。ただし、*.raw 以外は音声の選択はできません。
<確認>をクリックして、画像をエクスポートします。
エクスポート完了のメッセージが表示されたら<OK>をクリックし、エクスポートウインドウを閉じ
ます。
デジタル署名が必要な場合、*.sig、*.avi（*.raw、*.mp4、*.mkv、*.mov）と*.gpg
の3つのファイルがエクスポートされます。
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9.5

スナップショットの検索とエクスポート

【ライブビュー】タブまたは【再生／エクスポート】タブメニューでスナップショットした静止画を、
表示したり、USBストレージへエクスポートすることができます。

4
1

2

3

以下で、赤枠で囲んだ各項目について説明します。
1．プレビューウインドウ
スナップショットリストよりスナップショットファイルを選択し、プレビューできます。
2．スナップショット機能アイコン
アイコン
アイコン

機能
スナップショットの削除

アイコン

機能
スナップショットのエクスポー
ト

全スナップショットの選択

全選択
アイコンをクリックすると、スナップショットリスト内のスナップショットをすべて選択できます。エ
クスポートまたは削除アイコンをクリックし、すべてのファイルをエクスポートまたは削除できます。
エクスポート
スナップショットファイルを選択し、このアイコンをクリックすると、エクスポートできます。
削除
スナップショットファイルを選択し、このアイコンをクリックすると、通知なしで削除できます。
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3．スナップショットリスト
キャプチャ画像がすべて一覧できます。サムネイル画像をクリックし、スナップショットのプレビュー
と該当する情報をスナップショット情報パネルで確認できます。
4．スナップショット情報
スナップショットリストよりキャプチャ画像を選択すると、キャプチャ日時、画像解像度、画像サイズ
を含む情報がこのパネルに表示されます。

スナップショットのエクスポート
以下の手順に従って、キャプチャ画像のエクスポートを行ってください。
・エクスポート開始前に、必ずUSBストレージが接続されていることを確認して
ください。
・エクスポート中は、USB ストレージを抜かないようにお願いします。







スナップショットリストより、ご希望のスナップショットを選択、または< >をクリックし全スナ
ップショットファイルを選択します。
エクスポート開始アイコン< >をクリックすると、エクスポートウインドウが表示されます。

デバイス選択の下に、使用可能な外部デバイスが表示されます。希望する外部デバイスを選択して
ください。
データのエクスポートには選択したファイル数が表示されます。<確認>をクリックして、画像をエ
クスポートします。
エクスポート完了のメッセージが表示されたら<OK>をクリックし、<閉じる>をクリックしてエクス
ポートウインドウを閉じます。
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10．NVR の設定
【設定】タブメニューに切り換えることで、NVRの基本設定ができます。

10.1 言語設定
[言語]メニューで、表示言語を選択します。
<適用>ボタンクリックにより設定を適用し、NVRに登録します。

言語
言語ドロップダウンリストから、日本語または英語を選択できます。
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10.2 一般設定
本設定については、保守用のメニューです。通常使用することはありません。
[一般]メニューでは、設定を工場初期値に戻したり、保存していたNVRの設定をロードすることができま
す。また、NTSC/PALの選択も可能です。

工場初期値
NVRの設定を、工場初期値に戻す場合に実行します。
<設定>をクリックすると、警告メッセージ画面が表示されます。<Yes>を選択すると工場出荷値への設定
を実行後、NVRが再起動します。
工場初期値では、HDD の内容はフォーマットされません。また、ログ情報もクリ
アされません。

エクスポート構成
NVRの設定を、USBストレージなどの外部デバイスへエクスポート（保存）します。
設定ファイルをエクスポートする前に、外部デバイスがNVRに接続されていることを確認してください。
<エクスポート>をクリックするとエクスポート画面が表示されます。<確認>を選択し、エクスポートを
開始します。
エクスポート完了のメッセージが表示されたら<OK>をクリックし、<閉じる>をクリックしてエクスポー
トウインドウを閉じます。
NVR システムのファームウェア更新前に、設定をエクスポートすることを推奨し
ます。
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インポート構成
外部デバイスに保存されたNVR設定ファイルをインポート（ロード）します。





設定ファイルが保存された外部デバイスを NVR に接続します。
<インポート>をクリックすると警告メッセージ画面が表示されます。問題ない場合は<Yes>を選択し
ます。
選択ファイルのウインドウが表示され、どの設定を NVR にインポートするのか選択します。
<確認>を選択し、ファイルのインポートを開始します。設定ファイルをインポートした後、NVR シ
ステムが再起動します。
時刻・ビデオタイプ・ネットワーク・ユーザーマネジメントの設定については、
インポートされません。

ファームウェア情報
NVR の現在のファームウェアバージョンが確認できます。
また、<アップグレード>ボタンによりファームウェアを更新することができます。更新するファームウ
ェア（拡張子 tgz、および tgz.md5）が保存してある USB ストレージを NVR に接続して実行してください。
システムの更新が完了すると、NVRは自動的に再起動します。
ビデオタイプ選択
NTSCまたはPALに変更したい場合に選択します。
設定変更後、再起動します。
システム情報
システム情報を表示します。
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10.3 システム設定
システムメニュー上で、日付／時間、イベントのNVRシステム設定をします。
それぞれの機能の説明は、以下を参照してください。

日／時設定
[日／時]メニューで、現在の日付と時間、その他の設定ができます。
<適用>をクリックすることにより各設定を適用し、NVRに登録します。

日／時・設定
カレンダーから日付をクリックして、現在日時を設定します。
時刻を設定するには、時刻フィールドの変更したい箇所をクリックし、マウスホイールまたは上下ボタ
ンを使用して値を変更します。
日付フォーマット
画面上に表示される日付表示方法を設定します。
<YYYY/MM/DD>、<YYYY/DD/MM>、<MM/DD/YYYY>、<DD/MM/YYYY>の4つのオプションから選択します。
“Y”は
年、
“M”は月、
“D”は日を表します。
【24時間使用】をチェックすると24時間表示となり、チェックを外
すと12時間表示となります。
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タイムゾーン
タイムゾーンを変更する場合に使用します。設置場所のタイムゾーンを選択してください。日本国内の
場合は、初期設定のままで変更の必要はありません。
NTP サーバー設定
タイムゾーンの選択後、NTP（ネットワーク タイム プロトコル）サーバーを設定できます。初期NTPサ
ーバーはtime.nist.govです。
タイムサーバーを設定した後に<更新>をクリックすると、サーバーとの時刻同期ができます。
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イベント設定
[イベント]メニューで、動き検知とアラームのイベント発生を制御できます。
<適用>をクリックすることにより各設定をNVRに登録します。

イベント発生に連動して、録画やアラーム出力が可能です。イベントには以下の6つがありますが、(1)(3)
およびアラーム出力1～2については、本メニューで有効化／無効化が可能です。
イベント

イベント設定

備考

(1)

IPカメラの動き検知

(2)

IPカメラのアラーム入力

(3)

NVRのアラーム入力

アラーム1～4

NVRのアラーム端子状態

(4)

ビデオロス

アラーム出力1～2

NVR起動中のIPカメラの通信切

検知には一度IPカメラの通信確立が必

S端子出力

断またはNVR起動時のIPカメラ

要です。NVRの起動から約3分後に検知

接続異常

を開始します。

(5)

ディスクエラー

動き検知

発生要因

－

アラーム出力1～2

IPカメラからのアラーム通知

IPカメラ側の設定が必要です。

IPカメラからのアラーム通知

IPカメラ側の設定が必要です。

HDDエラー発生時

S端子出力
(6)

ファンエラー

アラーム出力1～2

－

エラー発生後は再起動します。
再起動後にブザーはなりません。

FANの停止時

異常時にブザーはなりません。

S端子出力

・アラーム出力端子1～2とS端子出力は、複数のイベント要因を兼用しています。
イベント要因については、システム通知またはログデータを確認してくださ
い。
・S端子出力の有効化／無効化設定はありません。常に有効化の状態です。
・ビデオロス、ディスクエラー、ファンエラーのイベント発生によるアラーム出
力1～2の有効化／無効化は、チャンネルに関係しません。いずれか1つ以上の
チャンネルのイベント欄を有効にするとアラーム出力されます。
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ブザー
【ブザー有効】ボックスにチェックを入れると、イベント発生時にブザーが鳴ります。
イベント設定
各イベントの欄をクリックし、<

>にすると有効になり、<

>にすると無効になります。

─ 動き検知
IP カメラから動き検知情報を受信した場合に、イベントを有効化／無効化します。
動作には、IP カメラ側から動き検知情報を送信する必要があります。設定方法については「12.2
日立 IP カメラの設定方法について」を参照してください。
─ アラーム 1～アラーム 4
背面パネルのアラーム入力端子にアラーム信号が入力された場合、イベントを有効化／無効化
します。
─ アラーム出力 1～アラーム出力 2
アラーム出力を有効化／無効化します。
有効にすると、対応するチャンネルのイベント発生時にアラーム出力します。この出力信号に
警告灯やサイレンなどを接続して使用することができます。
アラーム出力1～2は、[ネットワーク]-[日立アプリケーション（システム2）]
のシステム設定スイッチが「オン」の場合は、表示されません。
（別用途に使用
されます）

10.4 ネットワーク設定
[ネットワーク]メニューは、イーサネット、メールの設定、日立アプリケーションとの接続などネット
ワーク関係の設定をします。設定するIPアドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。

53

イーサネット設定
ネットワークインターフェイスの設定ができます。インターフェイスを選択してから、各設定を実施し
てください。
<適用>をクリックすることにより各設定をNVRに登録します。

インターフェイス
設定するインターフェイスを切り換えます。
<WAN（eth0）>：WAN 端子の設定メニューになります。
MAC アドレスの確認、DHCP 設定、IPv4 の設定が可能です。
<PoE（eth1）>：PoE 端子の設定メニューになります。
MAC アドレスの確認のみ可能です。IP アドレスは自動で設定されます（「自動登録（PnP
登録）
」参照）
<LAN（eth2）>：LAN 端子の設定メニューになります。
MAC アドレスの確認、DHCP 設定、IPv4 の設定を行います。ただし、ポート番号の設定
はありません。
MAC アドレス
選択したインターフェイスの MAC アドレスを表示します。
DHCP 設定
NVR 起動時に DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）よりダイナミック IP アドレスを取得でき
ます。DHCP 使用時はダイナミック設定となり、ネットワーク設定により NVR がオン／オフするたびに変
更されます。
【DHCP の有効化】ボックスにチェックを入れて、<再起動>をクリックすると NVR にダイナミック IP ア
ドレスが指定されます。この場合、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS 設
定を含む IPv4 セクションのイーサネット設定をする必要がありません。この設定は、読み取りのみとな
ります。
固定アドレスを使用する場合、
【DHCP の有効化】ボックスのチェックを外し、IP アドレス、サブネット
マスク、デフォルトゲートウェイ、DNS 設定を手動で設定します。ネットワークシステム管理者または
IT 技術者に適切な値を確認してください。
IPv4
NVR に固定 IP アドレスを設定する場合、NVR のイーサネット設定を手動で行う必要があります。
─ アドレス
NVR の IP アドレスを設定します。IP アドレスは NVR が TCP/IP の LAN 上にあるときの識別子と
なります。入力欄でダブルクリックをすると、バーチャル数値キーボードが表示されるので、
NVR の固定 IP アドレスを入力します。
─ サブネットマスク
32 ビットマスクのネットマスクは、IP アドレスをサブネットに分類し、使用可能なネットワー
クホストを指定します。ネットワーク管理者により値が決定します。***.***.***.*** （例：
255.255.255.0）という形になります。入力欄でダブルクリックをすると、バーチャル数値キー
ボードが表示されるので、NVR のサブネットマスクを入力します。
─ デフォルトゲートウェイ
ゲートウェイは別のネットワークに入る際の接点の役割を持ちます。ゲートウェイの IP アドレ
ス、または関連するルーターを指定します。
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─ プライマリーDNS＆セカンダリーDNS
Domain Name System（DNS）に関連する IP アドレスを指定できます。DNS を設定しないと、NVR
はネットワークサーバーを検索し起動が遅くなります。ネットワーク検索はタイムアウトにな
るまで行われます。
─ Http ポート
初期値はポート 80 ですが、他のデバイスが 80 を使用している場合は別のポートに変更できま
す。ポートを変更するには入力欄をダブルクリックし、バーチャル数値キーボードで数値を入
力します。
─ Https ポート
HTTPS ポートは 443 固定です。
─ RTSP サーバーポート
RTSP サーバーポートは 554 固定です。
WAN（eth0）とLAN（eth2）に同じネットワークアドレスを設定しないようにして
ください。また、192.168.51.xxx～192.168.58.xxx は PoE（eth1）で使用され
ます。この範囲のアドレスは設定しないでください。
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メール設定
イベント通知をメールで送信することができます。
ビデオロスを除くイベント発生時と、PoE 接続に異常が発生した場合にイベント通知を行います。
[メール]メニューで、イベント通知を行うチャンネルと送信先を設定します。
<適用>をクリックすることにより各設定をNVRに登録します。

SMTP サーバー
SMTP サーバーを指定します。
─ サーバーサイト
SMTP サーバーの IP アドレスまたはサイト名を入力してください。
─ ポート
SMTP ポートを変更する場合に使用します。通常 SMTP はインターネットポート 25 で稼働するよ
うに設定されています。
メール受信者
イベント通知の送信先メールアドレスを設定することができます。
─ メールアドレス
イベント通知を送信するメールアドレスを入力します。
入力欄をダブルクリックすると、バーチャルキーボードが表示されますので、希望する E メー
ルアドレスを入力します。
─ イベント通知
どのチャンネルのイベント通知をするか選択します。
通知したいチャンネルをチェックします。チェックしていないチャンネルの通知はしません。
メール送信者
イベント通知の送信元メールアドレスを設定します。
─ メールアドレス
イベント通知の送信元メールアドレスを入力します。
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日立アプリケーション（システム 1）
日立システムでの遠隔監視機能専用設定です。通常は変更しないで使用してください。
専用のソフトウェア VisionNet Manager(別売)を使用して、ネットワークに接続した PC 上で本機に接続
されているカメラのライブ映像の確認や記録済み映像の再生、早送り、静止、検索、ダウンロードなど
ができます。VisionNet Manager の詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

システム 1 設定
─ システム 1 設定スイッチ
専用のソフトウェア VisionNet Manager(別売)を使用する場合にオンにします。
─ コマンドポート番号
VisonNet Manager のインストールされている PC とデータのやりとりをするための
ポート番号を入力します。
─ 音声

ポート番号

VisonNet Manager のインストールされている PC から音声データを出力するための
ポート番号を入力します。
・システム1設定スイッチがオンの場合には、Webブラウザ上のメニューにある再生/エ
クスポート機能は使用できません。当該メニューが非表示になります。
・
「コマンド」と「音声出力」はVisionNet Managerと同じ番号に設定してください。
・設定するポート番号については、ネットワーク管理者にご確認ください。
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日立アプリケーション（システム 2）
日立システムでの遠隔接点出力制御機能専用設定です。通常は変更しないで使用してください。
専用のシステムを使用して NVR のアラーム出力端子を制御したり、カメラまたは NVR で発生した異常を専用
の CGI で通知することができます。詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

システム 2 設定
─ システム 2 設定スイッチ
NVR のアラーム出力端子をシステム側で制御するときにオンにします。
システム 2 設定スイッチがオンの場合は[システム]→[イベント]メニューのイベント設定にア
ラーム出力 1～2 が表示されません。
─ IP アドレス
通知先の IP アドレスを入力します。
─ ポート
通知先のポート番号を入力します。
─ スイッチ
通知する場合にはスイッチをオンにします。
システム2設定スイッチがオンの場合は、Webブラウザ上のメニューにある再生/エクス
ポート機能は使用できません。当該メニューが非表示になります。
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日立アプリケーション（システム 3）
日立システムでの専用設定です。通常は変更しないで使用してください。
専用のソフトウェア VisionNet Manager(別売)を使用して遠隔監視側の音声を NVR の音声出力端子に
出力することができます。詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

システム 3 設定
─ 拡声音声スイッチ
NVR の拡声音声を有効にする場合にはオンにします。
拡声音声スイッチがオンの場合に、遠隔監視側から音声が出力されると、ライブまたは再生時
の音声よりも優先して NVR の音声出力端子から音声出力されます。
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日立アプリケーション（SNMP）
日立システムでの専用設定です。通常は変更しないで使用してください。
ネットワーク上から本機の状態を確認するための機能です。SNMP 機能を使用する場合は、
別途 SNMP マネージャーの設置が必要です。本機の設定に合わせて PC 側の設定を行ってください。

SNMP 設定
─ SNMP 機能
SNMP の機能を有効にする場合にはオンにします。
─ SNMP エージェント名
SNMP のエージェント名を入力します。
─ コミュニティー名 GET/SET
コミュニティー名は以下のように表示します。
コミュニティー名 GET:public
コミュニティー名 SET:private
─ IP アドレスにトラップ送信
トラップ送信先 IP アドレスを 2 つまで設定できます。
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10.5 ストレージ
本設定は保守用のメニューです。通常使用することはありません。
[ストレージ]メニューでは、内蔵HDDの使用状況の確認や、ディスクのフォーマットができます。また、
選択した内蔵HDDの基本情報やスマート情報も確認できます。

HDDアイコン< >をクリックすると、下記のドロップダウンリストが表示されます。リストには、<ディ
スクフォーマット>、<ディスク表示／スマート情報>の2つのオプションがあります。

ディスクフォーマット
このアイテムを選択すると、内蔵HDDをフォーマットできます。アイテムをクリックすると、警告ウイン
ドウが表示されます。<OK>をクリックすると、内蔵HDDをフォーマットします。
ディスク表示／スマート情報
内蔵HDDの基本情報やスマート情報を確認できます。

・使用スペースはおおよその目安であり、最大約90%までの使用となります。
・内蔵HDDの基本情報や使用スペースはモデルにより異なります。
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10.6 ユーザーマネジメント設定
[ユーザーマネジメント]メニューでは、プリセットされたAdminとGuestアカウント以外に、6つのユーザ
ーを追加登録することができます。
<適用>をクリックすることにより各設定をNVRに登録します。

追加
アカウント作成ウインドウが表示されますので、希望するユーザー名とパスワードをユーザーアカウン
トに入力します。<OK>をクリックすると、ユーザー権限設定の一覧表に追加されます。
ユーザー権限設定一覧
「デバイス」
「PTZ」
「再生」
「設定」
「隠す」機能についてのユーザー許可設定を変更できます。< >はユ
ーザーアカウントが機能アクセスを許可されていることを示します。< >はユーザーアカウントが機能
アクセスを許可されていないことを示します。機能アイテムをクリックすることで、許可設定を変更で
きます。
─ デバイス
許可すると、【デバイス追加】タブメニューが有効になります。また、【ライブビュー】-[カメ
ラライブストリーム]メニューも有効になります。
─ PTZ
許可すると、
【ライブビュー】-[カメラ PTZ コントロール]メニューが有効になります。
─ 再生
許可すると、
【再生／エクスポート】タブメニューが有効になります。
─ 設定
許可すると、
【録画】
【設定】
【ログ】タブメニューと電源アイコン< >が有効になります。
─ 隠す
アイコン< >をクリックすると、チャンネル選択画面が表示されます。
指定チャンネルにチェックすることで、対象チャンネルの映像を非表示にできます。
編集
ユーザーアカウントを選択し、<編集>をクリックしてユーザー情報設定ウインドウに入ります。
ユーザー情報設定ウインドウで、ユーザー名、パスワードの変更をします。
設定後、<OK>をクリックし、編集した設定を適用します。
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消去
ユーザーアカウントを選択し、<消去>をクリックします。
・
「Admin」はパスワードのみ変更可能で、権限の変更やアカウントの削除はでき
ません。
・
「Guest」は権限の「再生」機能と「隠す」機能のみ変更可能です。アカウント
の削除はできません。

10.7 ディスプレイ設定
ディスプレイ設定メニューでは、表示された画質を調整できます。
<適用>をクリックすることにより各設定をNVRに登録します。

モニター設定
─ 解像度
NVR に接続されたモニターの最適解像度を選択できます。
1024x768、1280x1024、720P、1080P より選択できます。

解像度設定の変更適用後、システムは変更を適用するために再起動します。

─ 輝度
モニターの輝度を調整します。スクロールをクリック、ドラッグし、値を調整します。値の設
定範囲は「-32」から「31」です。
─ コントラスト
モニターのカラーコントラストを調整します。スクロールをクリック、ドラッグし、値を調整
します。値の設定範囲は「-32」から「31」です。
─ 彩度
モニターの彩度を調整します。スクロールをクリック、ドラッグし、値を調整します。値の設
定範囲は「-32」から「31」です。
未対応の解像度を設定するとモニター出力されなくなります。対応した解像度で
設定してください。
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10.8

PoE マネジメント

PoEマネジメントメニューでは、各PoE端子状況とPoE端子管理ができます。
<適用>をクリックすることにより、各設定をNVRに登録します。

一覧表内容

PoE 端子接続状況アイコン
アイコン

PoE 状況
接続なし

アイコン

PoE 状況
接続成功

PoE 情報
各PoE端子状況とPoE端子設定ができます。
─ 合計電源
IP カメラの合計消費電力を確認できます。最大電源容量は 60W です。
60W を超える場合は IP カメラを接続できません。また、接続後に 60W を超えた場合はエラー表
示され、60W 以下になるまで接続 IP カメラを 1 台ずつ切断します。
─ RJ45 ポート
PoE 端子番号になります。
─ 名前
IP カメラの名前を確認できます。
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─ モデル
IP カメラのモデル名を確認できます。
─ IP
NVR で指定された IP カメラの IP アドレスが確認できます。詳しくは、
「6.3 登録／削除手順」
を参照してください。
─ MAC
IP カメラの MAC アドレスを確認できます。
─ 電力（W）
PoE 端子の消費電力を確認できます。
─ PoE スイッチ
<オン>にすると、端子の PoE 給電を有効化します。
<オフ>にすると、端子の PoE 給電を無効化します。
─ PnP スイッチ
<オン>にすると、プラグ＆プレイでの自動登録（PnP 登録）が有効になります。
<オフ>にすると、PnP 登録が無効となり手動登録となります。
─ PoE 状態
PoE 端子に IP カメラが接続されているか確認できます。
・PoE 端子に接続される IP カメラの DHCP 機能が必ず無効化していることを確認
してください。有効になっていると IP カメラの接続ができません。
・PnP スイッチが<オフ>の場合には名前、モデル、IP、MAC の状況は表示されま
せん。
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11．ログ
保守用のメニューです。通常使用することはありません。
【ログ】タブメニューでは、ログデータの確認、閲覧、検索、エクスポートが可能です。
ログ情報は、工場初期値により初期設定に戻しても消去されません。IPカメライベントログはHDDをフォ
ーマットした場合のみ消去されます。録画していないチャンネルのIPカメライベントログは記録されま
せん。また、上書き録画時はログ情報も上書きされます。

11.1 ログデータの検索
ログデータは、[ユーザーオペレーションログ]と[IPカメライベント]の2つのカテゴリーに分かれます。
画面左側のメニューより希望するカテゴリーを選択します。下記の手順に従って、検索と希望するログ
データを閲覧します。
 画面左上部の、[開始日]と[終了日]を設定し、ログデータ検索の期間を設定します。
 <検索>をクリックすると、NVR が検索を始め、希望設定期間内のログデータを一覧化します。
 左のログメニューの各ログカテゴリーをクリックし、該当するログデータを閲覧します。

11.2 ログデータのエクスポート
ログデータ検索後、必要であれば希望するデータをエクスポートすることができます。画面右上のバッ
クアップログアイコン<
>をクリックすると、エクスポートウインドウがポップアップします。
<確認>をクリックすると、ログデータのエクスポートを開始します。
エクスポート完了のメッセージが表示されたら<OK>をクリックし、<閉じる>をクリックしてエクスポー
トウインドウを閉じます。
エクスポートするとフォルダが自動作成され、その中にログデータを保存しま
す。エクスポートするログデータのファイルフォーマットの拡張子は*.txt です。
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12．その他の使い方
その他の機能や使い方について説明します。

12.1

Web ブラウザ

WAN端子に接続しているPCのWebブラウザInternet Explorerから、本機のライブ映像や録画映像の確認と、
一部設定を行うことができます（システム通知の表示、システム、ネットワーク、ディスプレイ、PoE
マネジメントの各設定、ライブストリーム設定は変更できません）
。
本機能に対応したInternet Explorerのバージョンは11になります。下記手順で操作してください。
1．PC の Internet Explorer を起動し、アドレス入力欄に本機 WAN の IP アドレスを入力
Internet Explorerのアドレス入力欄に「http ://xxx.xxx.xxx.xxx」と入力すると認証画面が表示され
ます（実際にはxxx.xxx.xxx.xxx部分に本機のIPアドレスを入力します）
。
ポート番号指定する場合は「http ://xxx.xxx.xxx.xxx :ポート番号/login.html」と入力します。
2．アカウントとパスワードを入力
認証画面にログインIDとパスワードを入力すると操作画面が表示されます。
表示内容に従って操作してください。
3．プラグインのインストール
プラグインの要求画面が表示された場合には、Downloadボタンを押してインストールを実行してくださ
い。また、インストール後に再度プラグインの要求画面が表示される場合には、下部の“link”に表示
されるリンク先からアップデートファイルをダウンロードしてインストールしてください(ダウンロー
ドにはインターネット接続環境が必要です)。
・複数の Web ブラウザからは同時再生できません。再生中のときに、他の Web ブ
ラウザから再生要求を行っても一時停止状態となります。
・ライブ映像表示時の音声出力はできません。
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12.2 日立 IP カメラの設定方法について
NVRは日立IPカメラの、DI-Cx3xxシリーズとDI-Cx2xxシリーズ、EZ-Cx1xxシリーズに対応しています。
ただし、動き検知などを使用する場合は、カメラ側の設定が必要になります。
なお、EZ-Cx1xx シリーズは動き検知やアラーム入力、拡声音声機能には対応していません。
設定にはPCを使用してIPカメラへアクセスする必要があります。DI-Cx3xxシリーズとEZ-Cx1xxシリーズ
はNVRのPoE端子に接続したまま設定可能ですが、DI-Cx2xxシリーズの場合は一旦PoE端子から接続を切り
離して、PCと接続する必要があります。また、LAN端子に接続しているカメラはWAN端子に接続したPCか
ら直接アクセスできません。一旦LAN端子から接続を切り離して、PCと接続するか、またはLAN側に接続
したHUBを経由して設定用PCを接続してください。EZ-Cx1xxシリーズの接続方法については、IPカメラ側
の取扱説明書(設置編)、また、IPカメラの設定方法はIPカメラ側の取扱説明書(WEB設定ツール)を参照し
てください。

日立
IP カメラ

PoE 接続
LAN 接続

WAN 端子に接続した PC から、NVR に接続したカメラへのアクセス方法
DI-Cx3xx シリーズ
DI-Cx2xx シリーズ
EZ-Cx1xx シリーズ(※1)
IE11 からカメラ WEB 設定ツールを使用。(※2) NVR 経由でのアクセス不可。
「DI-Cx2xx シリーズの設定方法」を参照
NVR 経由でのアクセス不可。
(PC と直接接続してください)

(※1)Ver01.24.13以降で対応
(※2)・DI-Cx3xxシリーズについては、
「DI-Cx3xxシリーズの設定方法」を参照
(※2)・EZ-Cx1xxシリーズの接続方法については、IPカメラ側の取扱説明書(設置編)、また、IPカメラの
設定方法はIPカメラ側の取扱説明書(WEB設定ツール)を参照
■IPカメラ側の設定が必要になる項目
 映像の画質を調整する場合
 映像にプライバシーマスクを設定する場合
 イベント録画を使用する場合（動き検知、アラーム入力）
 DI-Cx2xx シリーズで音声を使用する場合
・IPカメラの設定ツールの設定画面には、
「レコーダーと組合せて･･･変更しない
でください」と表示されていることがあります。これは、日立ハイブリッドレ
コーダー（DS-JH5x0/DS-JH2x0）との組合せ時の注意になります。
本機と組合せて運用する場合は、設定が必要になる場合があります。
・IPカメラの設定ツールの一部機能は、NVR経由では使用できません(メンテナン
スのファームウェアアップデート機能等)。
・NVRが再起動等をしてIPカメラの接続が切れた場合、NVRで設定した録画設定が
反映されるまでに時間がかかります。反映されるまでは設定値と異なる値で録
画が行われる場合があります。
・拡声音声機能はPoEポートに接続したカメラのみ利用可能です。

68

DI-Cx3xx シリーズの設定方法
Internet Explorer（IE11）から、ネットワークカメラWEB設定ツール(以下、WEB設定ツール)を起動して
設定します。
詳細については、WEB設定ツール取扱説明書を参照してください。
（1）接続
PCをNVRのWAN端子またはHUBを経由してLAN端子に接続します。
（2）IPカメラのWEB設定ツールへのアクセス
WAN端子のアドレスが192.168.1.200で、CH3にアクセスする場合、「http ://192.168.1.200：8003」
のように入力します。IDとパスワードの入力画面が表示されますので、IPカメラのIDとパスワード
を入力します。
（3）準備
 設定時、映像を確認する場合は、ライブ映像を表示する必要があります。WEB 設定ツール取扱
説明書を参考に、ActiveX コントロールをインストールしてください。


映像を送信するデフォルト設定の RTP は、PC と IP カメラ間にある NVR を通過できません。RTP
ではなく HTTP を使用するよう変更します。
WEB 設定ツールの[一般]-[その他]で、ライブ配信プロトコルを「HTTP」にしてください。

（4）各種設定
 画質の調整
WEB 設定ツールの[カメラ]-[画質調整]で、画質の調整が可能です。


プライバシーマスク
映像の一部をマスクする場合に設定します。
WEB 設定ツールの[カメラ]-[プライバシーマスク]で、マスクの設定と解除が可能です。



動き検知の設定
イベント録画（動き検知）をする場合、設定してください。
WEB 設定ツールの[検知]-[動き検知]で、動き検知を設定できます。
検知を「動体」または「滞留」にし、検知枚数と感度を設定します。



アラーム入力の設定
カメラのアラーム入力により、イベント録画をする場合設定してください。
WEB 設定ツールの[検知]-[アラーム入力]で、設定を「make」または「break」にします。



アラーム通知設定
イベント録画をする場合、設定してください。
動き検知やアラーム入力の発生時に、NVR へアラーム通知を送信します。
WEB 設定ツールの[一般]-[アラーム通知先]で、IP アドレス（IPv4）に接続ポートに応じた NVR
アドレス（WAN または LAN）を設定します(PoE 端子に繋いだカメラは WAN に設定します)。
モード切替は「不要（モードレス）」
、通報対象は「PC」に設定します。
次に、[一般]-[通知種別]で通知したい異常種別を選択し、アラーム通知を「ON」にします。
NVR が対応している異常種別は次の表になります。
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IPカメラの異常種別

NVRイベント

アラーム入力

IPカメラのアラーム入力

動き検知
急激変化検知
滞留検知

IPカメラの動き検知

長時間暗い
長時間動き無し

（5）終了
WEB設定ツールを終了します。

DI-Cx2xx シリーズの設定方法
PCにインストールした、ネットワークカメラ設定ツール（以下、カメラ設定ツール）から設定します。
詳細については、カメラ設定ツール取扱説明書を参照してください。
（1）接続
NVRのPoE端子に接続されているIPカメラを外します。用意したPCとIPカメラが通信できるように、
PoEHUBなどを使用して接続します。
（2）PCの準備
PCにカメラ設定ツールをインストールします。詳細は、カメラ設定ツール取扱説明書を参照してく
ださい。
（3）IPカメラへのアクセス
カメラ設定ツールから、IPカメラのアドレスならびにユーザIDとパスワードを入力して接続します。
（4）各種設定
 画質の調整
カメラ設定ツールの[カメラ]-[画質調整]で、画質調整値の確認と変更が可能です。
ただし、映像の確認はできませんので、Fine Vision XD Viewer などの PC ツールで確認するか、
NVR に接続して確認します。


プライバシーマスク
映像の一部をマスクする場合に設定します。
カメラ設定ツールの[アプリケーション]-[プライバシーマスク]で、マスクの設定と解除が可能
です。



動き検知の設定
動き検知によるイベント録画をする場合、設定してください。
カメラ設定ツールの[アプリケーション]-[動き検知]で、動き検知を設定できます。
検知枚数と感度を設定します。



アラーム入力の設定
カメラのアラーム入力によるイベント録画をする場合、設定してください。
カメラ設定ツールの[アプリケーション]-[接点]で、アラーム入力設定を「make」または「break」
にします。
※DI-Cx201/Cx211 はアラーム入力に対応していません。
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アラーム通知設定
動き検知やアラーム入力によるイベント録画をする場合、設定してください。
アラーム発生時に、NVR へアラーム通知を送信します。
カメラ設定ツールの[アプリケーション]-[ホスト通知]で、IP アドレス（IPv4）に NVR アドレ
ス（WAN または LAN）を設定します。
アラームリセットは「不要（モードレス）」、通報対象は「PC」に設定します。
（DI-Cx2xx シリーズでは、異常種別によるアラーム通知の ON/OFF はありません）
NVR が対応している異常種別は次の表になります。
IPカメラの異常種別

NVRイベント

アラーム入力

IPカメラのアラーム入力

動き検知
急激変化検知
IPカメラの動き検知

滞留検知
長時間暗い
長時間動き無し

（5）終了
カメラ設定ツールを終了し、IPカメラをNVRに接続します。
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13．付録
日立 IP カメラのビットレートについて
日立IPカメラを使用する場合、機種によって解像度やフレームレートにより下限ビットレートが決まっ
ています。DI-Cx3xxシリーズ（DI-CF310を除く）の下限ビットレート表を掲載しますので、表を参考に
設定してください。
DI-Cx2xxシリーズやDI-CF310では、解像度のFHDやHDは使用できません。その他の詳細やEZ-Cx1xxシリー
ズはカメラ設定ツール取扱説明書またはWEB設定ツール取扱説明書を参照してください。

解像度

FHD

SXVGA

HD

FPS

下限ビットレート

(フレームレート)

（kbps）

15

3529

12

2890

10

2461

8

2091

6

1818

5

1470

4

1349

3

1076

2

680

1

476

15

2003

12

1706

10

1480

8

1336

6

1133

5

902

4

813

3

683

2

369

1

282

30

2077

15

1356

12

1147

10

1003

8

902

6

726

5

583

4

463

3

369

2

225

1

176

D1

VGA

72

30

843

15

553

12

470

10

404

8

364

6

310

5

260

4

220

3

186

2

127

1

83

30

860

15

543

12

453

10

371

8

342

6

264

5

240

4

235

3

183

2

125

1

79

故障かな・・・と思ったら
症
状
電源ランプが
点滅しない。

お調べください
●電源コードはコンセントおよびACアダ
プターに差し込まれていますか。
●本機背面の電源入力端子から、ACアダプ
ターのプラグが抜けていませんか。
画面の一部、ま ●マスクを設定していませんか。
たは全部が灰色
画である。
映像がまった
●IPカメラの電源は入っていますか。
くでない。

処
置
●電源コードがコンセントとACアダプターに差
し込まれているか確認してください。
●本機背面の電源入力端子にACアダプターのプ
ラグが差し込まれているか確認してください。
●IPカメラ側でマスク設定している可能性があ
ります。IPカメラ側の設定ツールなどで設定を
確認してください。
●IPカメラの電源が入っているか確認してくだ
さい。また、PoEスイッチがオンになっている
か確認してください。
●IPカメラからの接続ケーブルは断線し ●ケーブルが断線していないか確認してくださ
ていませんか。
い。
●モニターへの接続ケーブルが断線して ●ケーブルが断線していないか確認してくださ
いませんか。
い。
●VGA/RGB端子につないだモニターの解像 ●Web接続によるNVR画面表示から、
【設定】→[デ
度と設定があっていますか。
ィスプレイ]で、VGA端子につないだモニターの
解像度に合わせてください。
音声が記録で
●音声対応のIPカメラが接続されていま ●音声対応のIPカメラを使用してください。自動
きていない。
すか。
で音声を記録します。
●再生画面で、音声出力の設定が「オン」 ●表示画面上で、音声マークをクリックして音声
になっていますか。
出力を「オン」に設定してください。
●IPカメラの使用するマイクにあった音 ●正しい設定にしてください。詳細はカメラ設定
声設定にしていますか。内蔵マイクと外
ツールやWEB設定ツールの取扱説明書を参考に
部マイクでは設定が異なります。
してください。
録画ができてい ●上書き録画になっていますか。
●上書き録画でない場合、HDDフルになると録画
ない。
が停止します。【録画】→[一般録画設定]で上
書き録画をチェックしてください。
●録画スケジュール選択は正しいですか。 ●【録画】→[録画スケジュール]で、対象時間の
録画タイプが「連続」になっていることを確認
してください。
●【ライブビュー】→[カメラ情報]で、録 ●録画ストリームが流れていません。【録画】→
画ストリームBPSは0以外の値になって
[録画スケジュール]の設定が正しいか確認し
いますか。
てください。
●再生ができない状態ではないですか。
●ユーザー許可設定により、指定チャンネルの画
ユーザーアカウントによっては、指定チ
面を表示できないことがあります。管理者
ャンネルを非表示にできます。
（Adminアカウント）にユーザーアカウントの
権限を確認してもらってください。
イベント録画が ●上書き録画になっていますか。
●上書き録画でない場合、HDDフルになると録画
できない。
が停止します。【録画】→[一般録画設定]で上
書き録画をチェックしてください。
●録画スケジュール選択は正しいですか。 ●【録画】→[録画スケジュール]で、対象時刻の
録画タイプが「連続」または「イベントのみ」
になっていることを確認してください。
●アラーム入力端子にセンサーなどの出 ●正しく接続してください。
力が正しく接続されていますか。
●IPカメラ側の設定を確認してください。
●IPカメラの設定は正しいですか。
IPカメラの動き検知やアラーム入力で
のイベント録画には、カメラ側の設定も
必要です。
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症
状
USBストレージ
が使用できな
い。
再生映像がス
ムーズに動か
ない。
時計が標準時
刻と比較して
大きくずれて
いる。

お調べください
●USBストレージが破損していませんか。
●USBストレージは、初期化されています
か。
●録画フレームレートが小さくありませ
んか。

処
置
●USBストレージを交換してください。
●USBストレージを、PCなどで初期化をしてくだ
さい。フォーマット形式はFAT32です。
●録画フレームレートを大きくしてください。

●設置されている温度環境が極端に高い
または低い場所では時計精度の仕様を
超える場合があります。

●内蔵時計の精度は月差±60秒以内
(周辺温度25℃時)です。【設定】→[システム]
→[日／時]で、時刻を適宜合わせてください。

上記以外の異常な動作が発生したときは・・・

電源オフを実施後、電源プラ
グをコンセントから
抜いて再び差し込む

それでも
直らない時
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修理をご依頼ください。

ソフトウェアのライセンス情報
対象ソフトウエアモジュール
関連ソフトウェア使用許諾契約書
Linux Kernel
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2
U-Boot
ライセンスの内容に関しては、同梱 CD-ROM に記載されています。CD-ROM 内の License.pdf をご覧ください。
GPL の記載(英文)が収録されています。

仕様
形式
映像入出力

DS-NR108
ネットワークカメラ入力
モニター出力

音声入出力

入力
モニター出力

PC 接続
録画

圧縮方式

フレームレート
録画モード
ライブ表示
再生スピード
検索
拡張端子（USB ストレージ接続用）
アラーム端子
録画ストレージ
電源
許容周囲温度
許容周囲湿度
外形寸法(W×H×D)
質量（本体）

DS-NR208

最大 9 入力
（PoE 端子×8、LAN 端子×1）
HD OUT 端子×1
VGA 端子×1
最大 9 入力
（PoE 端子×8、LAN 端子×1）
HD OUT 端子×1
AUDIO OUT 端子(3.5 ㎜)×1
WAN 端子×1
映像：H.264
音声：G.726(日立 IP カメラ)
G.711(他社製 IP カメラ)
解像度 FHD/SXVGA：最大 15fsp
解像度 HD/D1/VGA：最大 30fps
連続、イベント
1、4、9 分割、カスタム(4 系統)
1/4、1/2、1、x2、x4
カレンダー、イベント
前面 2 端子
背面 2 端子
入力 4、出力 2、S 端子(交番出力端子)1
HDD×1(1TB)
HDD×1(2TB)
AC アダプター
（AC100-240V 2.5A）
5～40℃
10～75％（結露無きこと）
220×44×330（突起部を除く）
約 2.6kg
約 2.8kg

定格ラベルは、本体の底面にあります。
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保証とアフターサービス
保証書（別添）
について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売
店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読み
の後、大切に保存してください。保証期間はお買い上げの日から１年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に
関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、取扱説明書
に記載されたお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

転居されるときは

修理を依頼される
ときは（出張修理）

ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、
前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店をご紹介させて
いただきます。
転居に伴い本機を設置する環境（建物内部の配線等）が変わると、所定の性能がえられ
なかったり、故障の原因になりますので、設置業者による配線工事や調整が必要です。
本機が正常に動作しないときは、「故障かな・・・と思ったら」をお調べください。そ
れでも不具合が改善されない場合は、ご使用を中止し、必ず電源を切ってから、お買い
上げ販売店に修理をご依頼ください。なお、日立ネットワークレコーダーの故障もしく
は不具合により発生した、付随的損害（営業損失などの補償）の責については、ご容赦
ください。

※万が一、ハードディスクが故障した場合、保証期間内であっても録画した映像音声デー
タの保管および復旧はご容赦ください。
保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

品 名
形 名
お買い上げ日
故障の状況
ご住所
お名前
電話番号
訪問ご希望日

ご連絡していただきたい内容
日立ネットワークレコーダー
DS-NR108/DS-NR208
年
月
日
できるだけ具体的に
付近の目印等も併せてお知らせください

保証期間がすぎているときは
販売店にご相談ください。修理することで機能の維持が可能な場合は、ご希望により有
料にて修理いたします。

技術料

部品代
出張料

保守点検サービスの
おすすめ

修理料金のしくみ
診断、部品交換、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理
費などが含まれています。
修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含
む場合があります。
製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車
料金をいただく場合があります。

保守契約を結んでいただきますと、保守契約期間中は保守契約条項により、安心で有
利なサービスが受けられます。
● 障害が発生した場合は、保守員を派遣して装置の修理を行うとともに、必要により
点検を実施します。
● 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
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推奨品（2017 年 8 月時点）
IPカメラ
製品名

型

式

カメラタイプ

備

考

日立ネットワーク

DI-CB200/CD200

HITACHI

カメラ

DI-CB210/CD210

HITACHI

DI-CB201/CD201

HITACHI

音声未対応モデル

DI-CB211/CD211/CS211

HITACHI

音声未対応モデル

DI-CB320/CD320

HITACHI

Ver000.013.018 以降で対応

DI-CF310

HITACHI

Ver000.001.019 以降で対応

DI-CB325/CD325

HITACHI

DI-CD322LE

HITACHI

ただし、PoE 端子には最大 7 台まで接続
可能

DI-CB322LEW

HITACHI

ただし、PoE 端子には最大 6 台まで接続
可能

EZ-CB120

ONVIF/HITACHI

音声未対応モデル
カメラタイプ HITACHI は Ver01.24.13 以
降で対応

EZ-CB120LE

ONVIF/HITACHI

音声未対応モデル
ただし、PoE 端子には最大 6 台まで接続
可能
カメラタイプ HITACHI は Ver01.24.13 以
降で対応

EZ-CD120

HITACHI

音声未対応モデル

EZ-CD120LE

HITACHI

音声未対応モデル
ただし、PoE 端子には最大 5 台まで接続
可能

接続確認機器
接続確認機器の注意事項
･接続確認を行った機器に関する最新情報は http://www.hitachi.co.jp/bouhan/ をご覧ください。
・接続確認機器リストに記載している機器であっても、すべての条件下で確認を行っているわけではありません。
ご使用になる個々の機器の動作を保証するものではありません。
･接続確認機器リストに記載している機器をご使用の結果生じた製品、機器の故障、映像の消失および付随的損害
（営業損失などの補償）等の責についてはご容赦ください。
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お客様ご相談窓口

日立監視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、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL
0120-312-168
携帯・PHS 0570-0031-68(有料)
0120-312-187
FAX

TEL
0120-778-404
携帯・PHS 0294-54-0820(有料)
FAX
0294-53-6567(有料)

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

（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。

●ご相談窓口の名称、所在地は変更になることがありますのでご了承ください。
●「監視機器に関する情報、別売り品など」については日立インターネット・ホームページ
（http://www.hitachi.co.jp/bouhan/）をご覧ください。
●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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ご購入店名：

電話（

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。

－

－

）

ご購入年月日：

年

月

0120-778-404

製造番号は品質管理上重要なものです。
お買い上げの際は、製造番号と保証書の
番号が一致しているかご確認ください。

携帯電話・PHS から 0294-54-0820(有料)

カスタマーサポートセンター 平日午前 9 時～午後 5 時 30 分
日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

〒110-0006 東京都台東区秋葉原６番１号
秋葉原大栄ビル
Ⓒ Hitachi Industry & Control Solutions,Ltd. 2 0 1 7

日

