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安全上の指示 
これらの指示は、危険や財産の損失を回避してユーザーが製品を正しく使用できるように

するものです。注意事項は、「警告」と「注意」に分けられます。 

警告：これらの警告のいずれかを無視した場合、重傷または死亡に至る可能性がありま

す。 

注意：これらの注意のいずれかを無視した場合、怪我や機器の損傷が発生する可能性が

あります。 

 

  

警告：怪我や死亡を防止するためにこれらの安

全対策に従ってください。 

注意：怪我や物的損害を防止するために、これ

らの安全対策に従ってください。 

警告 

 設置は有資格のサービス担当者が行い、現地の電気安全規制に厳密に準拠

する必要があります。 

 火災や感電の危険を防止するため、設置する前に製品を雨や湿気から遠ざけ

てください。 

 ヒートシンク、電源レギュレータ、プロセッサなど、高温になる可能性がある部

品には触れないでください。 

 電源：DC 12VまたはPoE 

 プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。 

 本製品を壁や天井に取り付ける場合は、装置をしっかりと固定してください。 

 製品が正しく動作しない場合は、販売店にご連絡ください。絶対に自分でカメラ

を分解しようとしないでください。 

  

注意 

 カメラを使用する前に、電源電圧が正しいことを確認してください。 
 極端に高温または低温の場所、ほこりの多い場所、または湿気の多い場所で

装置を保管または設置したり、強い電磁波にさらしたりしないでください。 

 メーカーが推奨するコンポーネントおよび部品のみを使用してください。 

 カメラを落としたりカメラに衝撃を与えたりしないでください。 

 熱の蓄積を防止するため、カメラ周辺の空気の循環を妨げないでください。 

 レーザービームがイメージセンサーを損傷する可能性があります。イメージセ

ンサーの表面をレーザービーム装置が使用されている場所に暴露しないでく

ださい。 

 ブロワーを使ってレンズカバーのほこりを取り除いてください。 

 柔らかい乾いた布でカメラの表面を拭いてください。頑固な汚れは、少量の洗

剤溶液を含ませた柔らかい布で拭き取ることができます。その後、乾拭きして

ください。 



 

  

 アルコール、ベンゼン、シンナーなどの揮発性のものは表面の仕上げを傷め

るので使用しないでください。 

 

EU適合宣言 

本製品および付属品は CE マークが付いており、EMC 指令2004/30/EC, the 

LVD 指令 2014/35/EU, the RoHS 指令 2011/65/EUの下に記載されている該

当欧州統一規格に準拠しています。 

 

2012/19/EU（WEEE(電機電子廃棄物)指令）：この記号の付いた製品は、分別

されていない自治体の廃棄物として欧州連合内で処分することはできません。

適切にリサイクルするために、同等の新しい機器を購入したとき、この製品を

最寄りのサプライヤーに返却するか、指定された収集場所で処分してくださ

い。 

 

2006/66/EC（電池指令）：この製品には、分別されていない自治体の廃棄物

として欧州連合内で処分できない電池が含まれています。特定の電池情報

については、製品資料を参照してください。バッテリーにはこの記号が付いて

います。記号には、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、または水銀（Hg）を示す文字が

含まれている場合があります。適切にリサイクルするために、電池をサプライヤーまたは

指定された収集場所に返却してください。 
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第Ⅰ章 製品紹介 

1.1 はじめに 

当社の NVR シリーズは、組み込み型 Linux オペレーションシステムに基づいて HD ビデオデー

タを管理・保存します。マルチディスク管理システム、フロントエンド HD デバイス管理システム、

HD ビデオ分析システムとビデオ用の大容量システムが含まれています。これらはインテリジェ

ント管理、保管の安全性、HD 復号化などの機能を達成するためにマルチチャンネルビデオ復

号化と共に大容量のデータネットワークの送信と送信技術を採用しています。 

1.2 製品の主要機能 

基本情報 

 当社の NVR シリーズは NVR シリーズ （NVR 1000 スマートシリーズ, NVR 5000 プロ

シリーズ, NVR 7000 プロシリーズ, NVR 8000 プロシリーズ）、PoE NVR シリーズ（PoE 

NVR 1000 スマートシリーズ, PoE NVR 5000 シリーズ、PoE NVR 7000 シリーズ）が含ま

れ、ネットワークカメラと連携し ONVIF をサポートする汎用のネットワークカメラと接続

することができます。 

モニタリング 

 最大 3840*2160 の解像度の HDMI ビデオ出力をサポート 

 PAL/NTSC アダプティブビデオ入力をサポート  

 ライブビューのマルチスクリーン表示をサポート 

 1/4/8/9/12/14/16/32 画面ライブビューをサポートし、チャンネルシーケンスは調整

可能 

 ライブビューでクイックメニューとツールバーをサポート 

 一括 IP 編集、カメラのビデオパラメータと記録スケジュールの設定をサポート 

 ライブビューグループスイッチ、手動スイッチ、自動パトロールをサポート。自動シーケ

ンスの間隔は調整可能 

 動体検知とビデオ損失アラートをサポート 

 様々な PTZ プロトコルや PTZ 操作（プリセット、パトロール含む）をサポート 

 マウスを任意の領域でクリックした際の中央ズームをサポート 

 PTZ カメラと魚眼レンズの測位制御をサポート 

 プライバシーマスクをサポート 

 OSD タイトルとデータ設定をサポート 

 インスタントプレイバック再生をサポート 

 ビューを元のサイズまたはサイズ変更設定をサポート 

HDD 管理 

 NAS とハードディスクをサポート 

 S.M.A.R.T 技術をサポート 
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 RAID と Group 管理をサポート 

 読み取り専用（読み取り/書き込み含む）HDD プロパティの設定をサポート 

 NVR 8000 プロシリーズの記録またはバックアップのための eSATA ディスクをサポート 

録画/スナップショットとプレイバック再生  

 リモートプレイバック再生のためのトランスコーディングをサポート 

 プライマリーストリーム、セカンダリストリーム、プライマリー+セカンダリストリームの記

録をサポート 

 一般的なプレイバック再生、イベントプレイバック再生、タグのプレイバック再生、画像

のプレイバック再生をサポート 

 ビデオのタグ付けとロックをサポート 

 休日のスケジュールをサポート 

 リサイクルおよび非リサイクル記録モードをサポート 

 別々の録音タイプで 12 の記録期間をサポート 

 動体検知、アラーム、スマートイベントの録音前後の時間設定をサポート。手動および

スケジュール記録の事前記録設定をサポート 

 手動での記録/スナップショットをサポート 

 プレイバック再生時では任意の領域でデジタルズーム機能をサポート 

 一時停止、巻き戻し、高速再生、スロープレイ、前方にスキップ、後方にスキップをマ

ウスが進行中バーをドラッグしてサポート 

 最大 128 倍の早送りプレイバック再生をサポート 

バックアップ 

 N+1 ホットスペアをサポート 

 検索インターフェイスで一般的なバックアップ、イベントバックアップ、画像バックアップ

をサポート 

 USBやeSATAデバイスへのビデオファイルのエクスポートやスナップショットのサポー

ト 

 バックアップデバイスのメンテナンス管理をサポート 

アラームと例外 

 動体検知設定とアラームをサポート 

 ビデオ損失アラーム、アラーム入力とアラーム出力をサポート 

 ネットワーク切断/ディスクフル/記録失敗/ディスクエラー/ディスク未初期化/ディスク

アラームなしをサポート 

 スマートイベントアラーム (範囲侵入, 範囲退出, 高度動体検知、干渉検知、ラインク

ロス検知、徘徊検知、人物検知、人物カウント含む）をサポート 

 警告音、E メール、録音、On/Off リレーアウトなど様々なアラーム応答をサポート 

ネットワーク 

 PoE カメラ用の PoE ポート完備(PoE NVR でのみ利用可能) 

 ビデオファイルの遠隔検索、再生およびダウンロードをサポート 

 パラメータの遠隔取得と設定をサポート  

 デバイスパラメータの遠隔インポートとエクスポートをサポート 
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 P2P リモートアクセスをサポート 

 IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, 

SNTP, SMTP, SNMP, UPnP をサポート 

 機器の状態、システムログ、アラーム状態の遠隔取得をサポート 

 ハードディスクの初期化、NAS の追加、ファームウェアのアップグレード、自動再起動

などにより、リモートオペレーティングシステムのメンテナンスをサポート 

 リモートホストへのアップロードアラームと異常をサポート 

 遠隔手動記録開始または記録停止をサポート 

 遠隔手動によるアラーム出力の開始または停止をサポート 

 リモート BMP 画像キャプチャをサポート 

 リモート PTZ 制御をサポート 

 キーボードコントロールをサポート 

 内蔵ウェブサーバー 

その他の機能 

 マルチレベルのユーザー管理をサポートし、管理者はアクセス権を持つ複数のユー

ザーを作成できます 

 手動によるアラームの起動と解除をサポート 

 情報のインポート/エクスポートの操作と設定をサポート 

 Windows および Linux システム用の CGI をサポート 
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第Ⅱ章 ハードウェア 

2.1 パネルボタン 

モデル ハードウェア/インターフェイス 

4K H.265 NVR 1000 

スマートシリーズ 

FULSUP-N1009-UT ( フ ァ ー ム ウ ェ ア バ ー ジ ョ ン : 

71.xx.xx.xx): 

 

 

 

 

 

 

 

FULSUP-N1009-UNT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4K H.265 NVR 5000 

プロシリーズ 

FULSUP-N5008-UT/FULSUP-N5016-UT: 

4K H.265 NVR 7000 

プロシリーズ 

FULSUP-N7016-UH/FULSUP-N7032-UH: 
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4K H.265 NVR 8000 

プロシリーズ 

FULSUP-N8032-UH/FULSUP-N8064-UH: 

 

 

 

 

4K H.265 PoE NVR シリーズ 

FULSUP-N1009-UPT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULSUP-N5008-UPT: 

 

 

 

 

 

FULSUP-N5016-UPT: 
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FULSUP-N7016-UPH: 

 

FULSUP-N7032-UPH: 

 

 

2.2 USB マウスの操作 

部位 クリック 説明 

左クリック 

シングルクリック 

ライブビュー: チャネルを選択肢、ライブビューのツール

バーを見せます 

メニュー: 選択と決定します 

ダブルクリック 
ライブビューモードと再生モードの時にシングルスクリ

ーンとマルチスクリーンで切り替えます 

ドラッグ 

(1) PTZ モードの時に回転方向の制御します 

(2) 動体検知、スマートイベント、プライバシーマスクの

アラーム反応の対象療育の設定します 

(3) デジタルズーム領域はドラッグで設定します 

(4) チャネルとタイムスクロールバーをドラッグします 

右クリック シングルクリック 
ライブビュー: ポップアップメニューを表示します 

メニュー: 終了してライブビューに移動します 

ホイール 上スクロール ページを上にスクロールします 
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スクロール 下スクロール ページを下にスクロールします 

2.3 ハードディスクの取り付け 

2.3.1 7000 シリーズ ハードディスクの取り付け 

ステップ１. 背面と両側のネジを緩めて上蓋を開きます。 

ステップ２. 下の図の通り、ネジでハードディスクを NVR に取り付けます。（ハードディスクの

SATA スロットは NVR の内側に向いていることを確認してください） 

ステップ３. 電源コネクタとデータコネクタを、対応するハードディスクの部分と接続します。 

 

 

 

 

ステップ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

ステップ 3                                    
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2.3.2 8000 シリーズ ハードディスクの取り付け 

ステップ１. 背面と両側のネジを緩めて上蓋を開きます。 

ステップ２. 上部ハードディスクパネルを取り外します。 

ステップ３. 下の図の通り、ネジでハードディスクを NVR に取り付けます（ハードディスクの

SATA スロットは NVR の内側を向くようにします。） 

ステップ４. 電源コネクタを対応するハードディスクに接続します（下部ハードディスクを上部ハ

ードディスクの前に取り付けます。） 

ステップ５. データコネクタを対応するハードディスクに接続します（以下の図で接続の手順を確

認してください。） 

 

 

ステップ１ 

 

 

 

 

 

                  

 

ステップ２ 

 

 

ステップ３ 
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ステップ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ステップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意： 

1） SATA スロットは SHORT HALF 側にあり、SATA slot は NVR の内側にあります。 

2） 7000 シリーズのデータコネクタシーケンスは 8000 シリーズとは異なります。
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第Ⅲ章 ローカル操作 
 

 

3.1 設定ウィザード 

デフォルトでは、NVR が読み込まれるとセットアップウィザードが開始します。「デバイス起動時

にウィザードを開始しますか？」のチェックボックスを選択すると、次回もセットアップウィザード

を使用できます。 

 

セットアップウィザードは NVR をより使いやすくするために重要な設定を完了するように案内し

ます。  

ステップ１. アクティブな管理者アカウントのパスワード設定  

 
注意： 

1）アクティベーション機能は、NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降で可能です。 

3） パスワードは数字と文字を含める 8 文字以上 32 文字以下で設定してください。 

ステップ２. パスワードの再設定に使用されるセキュリティ質問の設定 
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10 の質問が用意されていますが、その中から一つを選ぶか自分でカスタマイズした質問を使

用することも可能です。このステップを飛ばした場合は[設定]→[ユーザーインターフェイス]で設

定することもできます。  

 

注意： 

上記機能は NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降で可能です。 

 

ステップ３. 日付と時刻の設定 

NTP でタイムゾーンと日付を選択するか、手動で日付と時刻を設定できます。 

 

 

ステップ 4. ネットワーク設定 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS サーバーを入力します。 

PoE NIC IPv4 アドレスオプションは PoE NVR シリーズ専用です。 
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ステップ 5. カメラ管理 

プロトコルと IP 範囲をフィルタリングして、LAN 内のすべてのカメラを検索します。カメラを選択し

て  をクリックすると NVR に追加します。 

 

注意： 

1） PoE ポートに接続されているカメラの自動検出ができます。（PoE NVR のみ） 

2） カメラのステータスが無効になっている場合は  をクリックして有効にしてくださ

い。 

 

ステップ 6. 録画 

をクリックすると、すべてのチャネルの録画を開始できます。 
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ステップ 7. ログイン 

ユーザー名とパスワードを入力し、ログインします。 

 

パスワードを忘れた場合は をクリックしパスワードの再設定を行ってください。 

 

注意： 

パスワードを忘れた場合の再設定は NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降で可能です。 
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3.2 ライブビュー 

3.2.1 ライブビュー 

 

メインメニューとツールバーは、インターフェイスの右側または下部に自動的にポップアップを表

示したり非表示にしたりできます。 

注意： 

イベント通知があってもツールバーは非表示にはなりません。 

 
 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 ツールバーのロック/ロック解除 

 
 1 画面レイアウト 

 
 4 画面レイアウト 

 
 8 画面レイアウト 

 
 1+7 画面レイアウト 

 
 9 画面レイアウト 

 
 16 画面レイアウト 

 
 32 画面レイアウト 

 
 他の画面レイアウトを選択 

 
 全チャネルの録画を開始 

 
 全チャンネルの録画を停止 

 
 比例して画像の調整 

 
 ディスプレイの設定 

 
 シーケンス 

 

注意： 

すべてのチャンネルの録画を開始する、すべてのチャンネルの録画を停止する、比率に合わせ
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て画像を調整する、表示設定はすべての表示チャンネルに対して行われます。 

ライブビューで表示される各チャンネルのさまざまなステータスを示す複数のアイコンがありま

す。 

アイコン 説明 

 
 ビデオの損失を表示 

 
 動体検知アラームを表示 

 
 現在のチャンネルが録画中であることを表示 

 
 例外アラームを表示 

 
 スマートイベントアラームを表示 

ライブビューを右クリックするとクイック操作メニューのポップアップ画面が表示されます。  

 

Item 説明 

メニュー  メインメニューを表示します。 

シングルスクリーン 
選択されたチャンネルは全画面になります。前の画面レイアウトに戻ることができま

す。 

サブスクリーン 

コントロール 
サブ画面に切り替えて操作します(Pro NVR 8000 シリーズのみ)。 

マルチスクリーン  複数の画面レイアウトに切り替えます。 

情報表示 
 カメラ番号、ビットレート、フレームレート、フレームサイズなどのチャネル情報を表示し

ます。 

前の画面  前の画面に切り替えます。 

次の画面  次の画面に切り替えます。 
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ログアウト  現在のユーザーアカウントからログアウトします。 

シングルチャンネルのクイックオペレーション 

ライブビューインターフェイスで、チャンネルを左クリックするとクイックメニューが表示されます。  

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 手動で録画 

 
 イメージ設定 

 
 PTZ コントロール 

 
 元の画像/サイズを変更 

 
 音声のオン/オフ 

 
 デジタルズーム 

 
 手動スナップショット 

 
 インスタント再生 

 
 魚眼レンズモード 

 
 メニューを閉じる 

 

魚眼レンズモード: 

をクリックして魚眼レンズモードにすると、全画面が魚眼チャンネルになります。 魚眼レンズ

ツールバーでカメラの設置モードと表示モードを設定できます。 

 
設置モード: 天井/壁/テーブルのマウント 

表示モード: オリジナル魚眼ビュー/ 360°パノラマビュー/ ２枚の 180°パノラマビュー/ ４枚

の地域ビュー/ １枚のオリジナル魚眼ビューと３枚の地域ビュー/ １枚の 360°パノラマビュー

と３枚の地域ビュー 

魚眼レンズチャンネルを選択し（元のビューを除く）  をクリックして PTZ モードにします。こ

のチャンネルの PTZ、プリセット、パトロールを別々に操作できます。 
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注意： 

バンドルストリームモードの魚眼カメラ専用です。 

 

PTZ モード: 

 をクリックし、PTZ mode にすると選択したチャンネルが全画面に表示されます。 

 

PTZ パネルで PTZ、 プリセット、パトロールおよびパターン操作を行うことができます。ツールバ

ーには３つのアイコンがあります。説明は以下の通りです。 

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
ツールバーのロック/ロック解除 

 

 3D ポジショニングを有効化/無効

化 

 

 PTZ コントロールパネル表示/非

表示 
  

 

イベント通知:  

例外アラームが作動するとライブビュー下部のツールバーに  が表示されます。クリックす
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るとアラームの詳細を確認できます。 をクリックすることで取得したいアラーム通知を選

択することができます。 

 

3.2.2 レイアウト 

 

 

ステップ 1. レイアウト形式を選択します。 

 

ステップ 2. 希望のチャンネルを設定します。 

チャンネルを閉じるには  をクリックします。ウィンドウを選択してから追加したいチャンネル

を選択します。  

設定を保存するには  をクリックし、 レイアウトをリセットするには  

をクリックします。 
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3.3 プレイバック再生 

プレイバック再生は録画された時間に従ってビデオを再生し、指定された期間内に録画された

ビデオファイルを再生することをサポートする機能です。マルチチャンネルの同期再生もサポー

トされています。  

3.3.1 一般的なプレイバック再生 

 

ステップ 1. プレイバック再生の種類として基本プレイバックを選択します。 

 

ステップ 2. ストリームタイプを選択します。 

プライマリストリームとセカンダリストリームが利用可能です。 
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ステップ 3. チャンネルを選択します。 

プレイバック再生をしたいチャンネルを選択します。ユーザーは  をクリックし、最大

でプレイバック用のチャンネルは Smart PoE NVR シリーズは 9 チャンネル、その他の NVR は 16

チャンネルを選択できます。選択したチャンネルの数に応じて、再生レイアウトは自動的に調整

されます。 

 

ステップ 4. 日付を選択します。 

青い文字の日は録画したファイルがあることを意味します。 

 

ビデオプレイバック再生のツールバーの説明 

 
各チャンネルには独自のファイルバーがあり、選択したチャンネルと一致するファイルバーは一

つだけです。ツールバーは複数の種類の録画を表示でき、指定の録画期間にどんな種類の出

来事が起こったのかを表示します。各色の意味は次の通りです： 

青：一般  

赤：イベント 
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上の図のツールバーを例として見ると、選択された期間の間では連続的に録音されています。 

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 デジタルズーム 

 
 Snapshot 

 
 音声オン 

 
 音声オフ 

 
 早戻し 

 
 早送り 

 
 とび越し（戻る） 

 
 とび越し（進む） 

 
 巻き戻し 

 
 再生 

 
 停止 

 
 一時停止 

 
 タイムラインカット 

 
 ビデオファイルのロック 

 
 クイックタグ 

 
 カスタムタグ 

 
 ファイル管理 

 
 タイムバーにズーム 

 
 タイムバーを縮小する   

 

ビデオのロック: ビデオがロックされると、そのビデオがあるファイル全体の上書きはできません。

検索インターフェイスでロック状況を変更することは可能です。 

タグビデオ: プレイバックインターフェイスでのタグ操作にはクイックタグとカスタムタグがありま

す。ビデオのバックアップはタグを通じて検索インターフェイスで行うことができ、タグの再生はプ

レイバックインターフェイスで行うことができます。 
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3.3.2 イベントプレイバック再生 

 

ステップ 1.プレイバックタイプでイベントプレイバックを選択します。 

 

ステップ 2. ストリームタイプを選択します。 

プライマリストリームとセカンダリストリームが利用可能です。 

 

ステップ 3. チャンネルを選択します。 

プレイバック再生したいチャンネルを選択します。選択したチャンネルの数に応じて、再生のレイ

アウトが自動的に調整されます。 
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ステップ 4. イベントの種類を選択します。 

 

ステップ 5: 開始時間と終了時間を選択し、  をクリックし録画を検索します。 

 

ステップ 6: をクリックするとすべてのビデオがリストアップされます。プレイバッ

ク再生の前後の再生時間を設定し、 をクリックしてビデオを再生します。 

 

ビデオプレイバック再生ツールバーの説明は一般的なプレイバック再生と同じです。 
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3.3.3 タグプレイバック再生 

 

ステップ 1. タグプレイバックをプレイバックタイプとして選択します。 

 

ステップ 2. ストリームタイプを選択します。 

プライマリストリームとセカンダリストリームが利用可能です。 

 

ステップ 3.チャンネルを選択します 

プレイバック再生をしたいチャンネルを選択します。プレイバック再生のレイアウトは選択された

チャンネル数に応じて自動的に調整されます。 
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ステップ 4. I タグ名またはタグ付けに使えるキーワードを入力します。 

 
ステップ 5: 開始時間と終了時間を選択します。 

 

ステップ 6: をクリックするとタグされたビデオすべてが表示されます。プレイバ

ック再生の前後の時間を選択し、タグされたビデオを再生するには をクリックします。 

 

ビデオプレイバック再生ツールバーの説明は一般的なプレイバック再生と同じです。 

3.3.4 ファイル管理 

プレイバックインターフェイスを終了するまでに行ったすべての操作が一覧表示されます。操作

にはクリップビデオ、スナップショット、ロックファイル、タグが含まれます。また、クリップされたビ

デオ、プレイバック再生スナップショットとロックされたファイルを USB ドライブと eSATA にエクス

ポートできます。 
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クリップビデオの例 

ステップ 1. 録画ファイルをカットします。 

バックアップしたいチャンネルと日付を選択し、次にタイムラインの時間を選択し ,をクリックし

ます。タイムラインをドラッグしてビデオの開始時間と終了時間を選択します。 

 

ステップ 2. クリップされたビデオを保存するには  をクリックします。 

ステップ 3. ファイル管理インターフェイスのポップアップ画面を表示するには をクリックしま

す。クリップしたファイルを選択し をクリックしてエクスポートします。 

 

ステップ 4. エクスポートしたビデオを保存するデバイスを選択して をクリックしま

す。 
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注意： 

直接フォーマットしてストレージデバイスの新しいフォルダを作成することもできます。エクスポー

トの進捗状況はウインドウで表示されます。 

 

 

 

注意： 

ファイルのダウンロード時間はバックアップしたいビデオの時間によって異なります。  

3.3.5 画像のプレイバック再生 

 

ステップ 1. 画像プレイバック再生をプレイバックタイプとして選択します。 
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ステップ 2. チャンネルを選択します。 

 
ステップ 3. ライブビュースナップショットとプレイバック再生スナップショットを含むスナップショッ

トタイプを選択します。 

 

ステップ 4: 開始時間と終了時間を選択します。 

 

ステップ 5: をクリックするとすべてのスナップショットがリストアップされます。 

 をクリックし選択した画像を再生するか、  をクリックし画像を自動再生します。  

注意： 

画像をエクスポートするには  または  をクリックします。 
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アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 巻き戻す 

 
 再生 

 
 前の画像 

 
 次の画像 

 
 サーチインターフェイスに戻る   

 

3.4 検索 

3.4.1 一般的なバックアップ 

設定した様々なストリームタイプ、録画タイプ、ファイルタイプに従って録画ファイルの検索に対

応しています。 
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ステップ 1: 検索する条件を設定し、  をクリックしビデオを検索します。 

 

ステップ 2: バックアップしたいファイルを選択し、 をクリックします。録画したす

べのビデオをバックアップするには  をクリックします。 

一般的バックアップインターフェイスでは再生、ビデオロック、ビデオロック解除がサポートされて

います。再生には  をクリックし、ロックには  をクリックします。ビデオがロックされると、

ビデオが保存されているファイル全体が上書きされることはありません。  

 

3.4.2 イベントバックアップ 

イベントの種類に応じた画像の検索とバックアップのサポート。 

イベントタイプには動体検知、アラーム入力、アラーム出力、スマートイベントがあります。 
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ステップ 1: 検索条件を設定し  をクリックしビデオを検索します。 

 

ス テ ッ プ 2: バ ック アッ プ し た い フ ァ イ ル を 選択し 、 を ク リッ ク し ます 。

 をクリックすると録画したすべてのビデオのバックアップができます。 

イベントバックアップのインターフェイスでは をクリックするとビデオが再生します。 
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3.4.3 画像バックアップ 

画像の種類に応じて画像の検索とバックアップをサポートしています。画像の種類には全て、ラ

イブビュースナップショットとプレイバック再生スナップショットがあります。 

 

ステップ 1: 検索条件を設定して  をクリックしてスナップショットを検索します。 

 

ステップ 2: バックアップしたいファイルを選択し をクリックします。録画したすべ

てのビデオをバックアップしたい場合は  をクリックします。 

 

3.5 カメラの設定 

設定を始める前にカメラが NVR と同じネットワークに接続されていること、および NVR のネット
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ワーク設定が正しく設定されていることを確認します。 

3.5.1 カメラ管理 

 

ステップ 1. カメラの追加 

方法 1. デバイス検索インターフェイスからカメラを追加します。[設定]→[カメラ]→[デバイス検

索]の順にクリックします。 

 

1. IP 範囲、NIC とプロトコルを選択します。これには ALL、ONVIF と MSSP が含まれます。 

 

2. をクリックして NVR と同じ LAN にあるカメラを検索します。 

3. チャンネルを 1 つ選択し、 をクリックし、パスワードを入力し をクリックし

終了します。 

4. 同じパスワードを使用している場合は  をクリックしネットワークカメラを一括で追加するこ

とを確認します。その際に TCP または UDP transport プロトコルを選択できます。  

をクリックし一括追加を終了します。 

MSSP: LAN 内に異なるネットワークセグメントを持つすべてのカメラを検索できます。 
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注意： 

汎用品の PoE カメラを追加するためのステップ： 

① PoE NVR に接続する前にカメラの IP セグメントを NVR PoE NIC と同じに設定します。 

② デバイス検索インターフェイスで PoE for NIC を選択し  をクリックしてカメラを検

索します。 

③ カメラを選択して  をクリックし追加します。 

 

方法 2. カメラ管理インターフェイスを介してカメラを追加します。[設定]→[カメラ]→[カメラの管

理]の順にクリックします。 

チャンネル ID を選択し、すべての情報を入力し、[追加]ボタンをクリックします。カメラ接続に使

用できるプロトコルは 3 つあります: 

 ONVIF: ONVIF IP カメラは ONVIF プロトコルで追加できます。 

 

 RTSP: RSTPプロトコルストリーム(ポート：554)を持つ IP カメラを追加することがで

きます。追加するには IP カメラの完全なリソースパスを入力する必要があります。例えば、

当社のデバイスを例に取るとメインストリームのリソースパスは “rtsp://IP:port/main” 、

セカンダリストリームは“rtsp://IP:port/sub”です。 

 

 MSSP: MSSP プロトコルと同じ LAN にある当社のカメラを追加できます。 
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ステップ 2. 接続状態を確認してください。 

IP チャンネルを追加した後、カメラ管理インターフェイスの  をクリックし

がステータスの下に表示されます。表示されない場合は、ネットワークが接続され

ているかどうか、またはユーザー名とパスワードが正しいか確認してください。 

 

ステップ 3. カメラの設定をします。 

１台のカメラを設定する 

カメラを追加したら  をクリックしてチャンネル情報を再編集します。 

 

このチャンネルのパラメータを再編集するにはパラメータページを選択します。[OK]をクリックし

て設定を保存してください。 
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カメラを一括設定する 

 をクリックして複数のチャンネルを選択し、カメラのパラメータを設定します。  

 

ステップ 4. カメラの削除 

をクリックしてこのチャンネルを削除することも、複数のデバイスを選択して  を

クリックして削除することも可能です。 

 

ステップ 5. PoE チャンネルの設定 (PoE NVR のみ) 

1. カメラを PoE ポートに接続します。カメラが自動的に検出されます。 

2. カメラのパスワードが NVR 管理者パスワードと同じであれば、認証は成功し、内部 NIC の

IPv4 アドレスを使用して同じネットワークセグメントに変更されます。その後、カメラは正常に接

続されます。 

3. カメラのパスワードが NVR 管理者パスワードと異なる場合は、PoE チャンネルに切断ステー
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タスが表示されます。認証をするためには  をクリックしカメラのパスワードを入力し

てください（デバイスを複数選択してからこのボタンをクリックすることも可能です）。その後、カメ

ラは内部 NIC の IPv4 アドレスを持つ同じネットワークセグメントに変更され、正常に接続されま

す。再接続する際には NVR は認証するために入力したカメラのパスワードを使用します。 

 

3.5.2 デバイス検索 

プロトコルと NIC を選択してから IP 範囲を設定し、 をクリックして NVR と同じ LAN

で選択したプロトコルをサポートする IP デバイスをすばやく検索します。 

 

カメラのステータスが非アクティブと表示されている場合は、カメラを選択してから  

をクリックしアクティブな状態にしてから NVR に追加してください。 

また、チャンネルを選択して  をクリックして IP 情報を一括編集することもできま

す。 
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3.5.3 PTZ 設定 

高度な設定 

チャンネルを選択して PTZ パラメータを設定します。  をクリックして同じ設定を他

のチャンネルにコピーすることもできます。 

 

 

注意： 

1）PTZ カメラの設定は使用する前に行ってください。NVR の PTZ と RS-485 が正しく接続されて

いることを確認してください。 

2）PTZ プロトコルと IP チャンネルのアドレスは PTZ デコーダのものと一致している必要がありま

す。 

設定 

[プリセット] 

PTZ カメラを希望の位置に移動するようにプリセットを設定できます。 

ステップ 1. PTZ 方向キーを使ってプリセット位置にカメラを回転させます。次にプリセット番号を

選択し、  をクリックしプリセット位置を保存します。 
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ステップ 2. プリセット番号を選択し、  をクリックするとプリセット位置を削除します。 

ステップ 3. プリセット番号を選択し、  をクリックするとプリセット位置を確認できます。 

[Patrol] 

カメラはプリセット位置に従ってパトロールします。パトロールの速度と合計時間は変則的です。 

ステップ 1. パトロールパスを選択してください。最大 8 つのパスを設定できます。  

 

ステップ 2.  をクリックしてプリセット位置を追加します（最大 48 位置を追加できます）。プリ

セット位置番号、スキャン時間、スキャン速度などのプリセット位置のパラメータを設定し

をクリックします。 
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ステップ 3. プリセット位置を選択し をクリックし、ダイアログボックスの  を選択し

てプリセット位置を削除します。 

ステップ 4  をクリックしてパトロールを再生します。  をクリックして停止します。 

ステップ 5.  をクリックし、 をダイアログボックス内で選択してパトロールのすべて

のプリセット位置を削除します。 

注意： 

1）プリセット位置はパトロールパスを決め、巡回経路はプリセット位置の番号順に従って回転し

ます。 

2）スキャン時間はパトロールがプリセット位置に留まる時間です。 

3）スキャン速度はプリセット位置から次のプリセット位置への速度ドームの回転速度です。 

[パターン] 

カメラは一定速度で前後にパトロールします。始点と終点は１つずつだけです。 

ステップ 1. パターンを選択して をクリックします。最大 4 パターンまで設定可能です。 

 

ステップ 2. マウスをドラッグするか、または 8 つの方向キーをマウスでクリックして PTZ を回転
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させます。 

ステップ 3.  をクリックして PTZ の移動パターンを保存します。 

ステップ 4.  をクリックしてパターンをプレビューします。  をクリックして停止します。 

[PTZ 操作]  

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 

 PTZ 方向制御と自動スキャンボタ

ン  
 PTZ 速度 

 
 ズーム +, フォーカス +, 絞り + 

 
 ズーム -, フォーカス -, 絞り - 

 
 ズーム 

 
フォーカス 

 
 絞り   

3.5.4 プライバシーマスク 

当社のNVRはプライバシーマスクの設定をサポートします。これは、モニターに表示するのに適

切ではないプライバシー領域をカバーするために使用されます。  
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次の手順でプライバシーマスクを追加できます: 

ステップ 1. チャンネルを選択してプライバシーマスクを有効にします。 

ステップ 2. プライバシーマスクの種類を設定し、マウスをドラッグしてライブウィンドウのプライ

バシーとなる領域を設定します。最大 4 つの領域を追加できます。 

ステップ 3. ウィンドウ下部の をクリックして、プライバシー領域を他のチャンネルに

コビーします。 

ステップ 4. を選択して設定を保存します。 

3.5.5 OSD 設定 

YNVR で OSD (オンスクリーンディスプレイ)を設定することができ、OSD はカメラと同期されま

す。 

 

ステップ 1. チャンネルを選択してください。 

ステップ 2. 全ストリーム、プライマリーストリーム、セカンダリストリームを含むビデオストリーム

を選択します。 

ステップ 3. ビデオのタイトルとタイムスタンプを有効にします。 
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ビデオタイトルを表示: 有効にするとビデオタイトルが画面に表示されます。 

タイトル位置: ビデオタイトルの位置を左上または右上に設定します。 

日付位置: 日付の位置を左上、右上、または右下に設定します。 

日付フォーマット: 日付のフォーマットを YYYY-MM-DD, MM/DD/YY, DD/MM/YYYY のに設定し

ます。 

ステップ 4. ウィンドウ下部の をクリックして OSD 設定を他のチャンネルにコピーし

ます。 

ステップ 5. を選択して設定を保存します。 

 

 

3.5.6 画像の拡張 

NVR で画像補正を設定できます。設定はカメラと同期されます。 
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ステップ 1. チャンネルを選択してください。 

ステップ 2. 設定を行ってください。 

昼/夜モード: チャンネルの昼/夜モードを設定します 

昼から夜の値: 夜間モードに切り替わる最小照度を設定します。 

夜から昼の値: 昼モードに切り替わる最大照度を設定します。 

IR ライトセンサー値: IR ライトセンサーの現在の値を表示します。 

電力線の頻度: 50Hz と 60Hz は利用できます。 

コリドーモード: コリドーモード（9：16）を設定します。 

画像の回転: 画像の回転を設定します。 

IR バランスモード: IR 過剰露出を避けるためにオンにします。 

ホワイトバランス: チャンネルのホワイトバランスモードを選択します。 

デジタル防曇モード: 防曇モードのオン/オフの設定をします。 

WDR/HLC: クリックするとワイドダイナミックレンジまたはハイライトコントロールを設定します。 

ステップ 3. ウィンドウ下部の  をクリックして画像設定を他のチャンネルにコピーし

ます。 

ステップ 4.  をクリックして設定を保存します。 

3.6 ストレージ 

録画のための準備 

ステップ 1. NVR がインストールされ、HDD が初期化されていることを確認してから[ストレー

ジ]→[ディスク]のインターフェイスも確認してください。 
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ステップ 2. HDD に十分なストレージ容量があることを確認してください。 

[ストレージ]→[ディスクの管理]→[詳細設定インターフェイス]でストレージデバイスの容量が不

足している場合は[リサイクルモード]を有効にしてください。 

 

3.6.1 録画スケジュール 

ステップ 1. チャンネルを選択してください。 

ステップ 2. 録画スケジュールを設定してください。 

方法 1:  をクリックしてスケジュールの編集をしてください。編集を終了するには

日にち、録画タイプと時間を選択してください。 
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方法 2: 操作の種類を選択します: 連続, イベント（動体検知とアラーム）または削除。次にタイ

ムテーブル内の四角形をドラッグして録画有効時間を設定します。対応するすべてのスケジュ

ールを簡単に設定または削除したい場合は  または をクリックしてくださ

い。 

 

ステップ 3.  をクリックすると同じ録画設定が他のチャンネルにコピーされます。 

 
一括設定 

ステップ 1.  をクリックして一括設定インターフェイスを開いてください。  
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ステップ 2. チャンネルを選択し  をクリックしてすべて録画してください。ステップ 3. 

チャンネルを選択し  をクリックして停止してください。 

 

3.6.2 録画設定 

一般設定 

選択したチャンネルの一般設定を行います。 をクリックすると同じ設定を他のチャ

ンネルにコピーできます。 

チャンネル: 設定するチャンネルを選択します。 

録画前: イベント前の録画の継続時間。イベントが発生する前に録画を開始します。 

注）T で終わる NVR モデルは事前録画をサポートしていません。 

録画後: イベント終了後の録画継続時間。イベント終了後も録画を続けます。 

音声録音: 音声を録画するかを選択します。 

録画ストリームタイプ: 録画用意のメインストリームまたはサブストリームを選択します。プライマ

リストリームとセカンダリストリームは T で終わる NVR モデルのみ使用できます。 

期限: 録画ファイルの期限を設定します。1~120 日または無制限が利用可能です。 

 

高度な設定 

すべてのストレージデバイスのリサイクルモードを有効または無効にします。 
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3.6.3 ディスク 

 

ネットワークディスク 

NAS （ネットワーク接続ストレージ）はネットワーク内で使用可能であり、記録されたファイルとス

ナップショットを保存するように正しく設定されている必要があります。NAS を追加するにはクリ

ックしてから対応する NAS 情報を入力します。  

注意： 

1）ネットワークディスクの追加は NFS 付き NAS のみ可能です。 

2 ） ネ ッ ト ワ ー ク デ ィ ス ク で は な く ハ ー ド デ ィ ス ク を 使 用 す る こ と を お 勧 め し ま す 。

 

記録したいストレージデバイスを選択し、  をクリックし初期化してから をクリック
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してプロパティを編集します。  

 

HDD の種類: RAID は RAID, NAS はネットワーク接続ストレージを意味し、LOCAL は通常のディ

スクモードを意味します。 

3.6.4 RAID 

 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) は複数台のディスクドライブを組み合わせること

で 仮想的な１台のユニットとしてまとめるストレージ技術です。RAID 設定では、1 台のディスク

に障害が発生した場合にデータ回復ができるように十分な冗長性を確保するためにデータを複

数のハードドライブに保存します。  



 

50 
 

 

ステップ 1. RAID を有効にします。有効にした後 NVR は起動します。  

ステップ 2. HDD を選択し、  または  をクリックして新しいアレイを作

成します。しばらくすると新しいアレイが利用可能になります。 

 

ホットスペア: ディスクはシステム内に作成されたすべてのアレイのホットスペアとして使用でき

ます。 

再構築: アレイが Degraded(劣化)ステータスの場合、デバイスはホットスペアディスクを使用し

て自動的のアレイの再構築を開始します。それによってデータは高いセキュリティと信頼性を確

保できます。 

注意： 

1） RAID は 4K H.265 NVR 7000/8000 シリーズと 4K H.265 PoE NVR 7000 シリーズのみ利用

可能です。 

2） RAID の容量は 16TB 以下です。 

3） RAID5 のみクイック作成が利用可能です。 
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3.6.5 グループ 

ディスクを異なるグループに分けて異なるチャンネルの録画ファイルを異なるグループに保存す

ることができます。 

 

ステップ 1. グループを有効にしてください。 

 

ステップ 2. ディスクインターフェイスに切り替えます。 をクリックして描くディスクのグループ

番号を設定してください。 

注意： 

最大で１６グループ追加できます。 

 

ステップ 3. グループで記録したいグループとチャンネルを選択してください。 
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3.7 イベント  

3.7.1 動体検知 

 

ステップ 1. 動体検知を有効にしてください。 

チャンネルと感度を選択し  をクリックして動体検知を有効にします。 

 

ステップ 2. 動体検知を反応させる領域を設定します。 

ライブビューウィンドウの四角形をドラッグして領域を設定できます。 
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注意： 

動体検知はカメラと同期します。 

ステップ 3. をクリックして動体検知の有効時間を設定します。 

 または  をクリックするとすべての時間設定を選択または削除を簡

単にすることができます。 

 

ステップ 4. をクリックして動体検知アラームの動作を設定します。 

警告音 

動きが検出されると NVR は警告音を鳴らします。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類[可聴]または[削除]を選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグして

時間を設定します。  または  をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除することが簡単にできます。 

②  をクリックして手動で記録有効時間を編集します。 

反応間隔: イベント発生時の２つのアクション間の有効間隔。 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作種類の[メール]または[削除]を選択します。次にタイムテーブル上に四角をドラッグして

時間を設定します。 または  クリックするとすべての時間設定を設定ま

たは削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 

 

イベントポップアップ 

アラームが発生した時にアラームのポップアップ画面が全画面に表示されます。反応したすべ

てのチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップの時間]で設定できます。

反応したチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 
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アラーム出力 

アラームが発生した時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラームが発生した時に他のチャンネル録画が反応します。  

 

ステップ 5.  と  をクリックすると同じ設定を他のチャンネルにコピーできます。 
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3.7.2 ビデオ損失 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

 

ステップ 2. をクリックしてビデオ損失のアクションを設定します。 

警告音 

動きが検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

③ 操作種類の[メール]または[削除]を選択します。次にタイムテーブル上に四角をドラッグして

時間を設定します。 または  クリックするとすべての時間設定を設定ま

たは削除を簡単にすることができます。 

④  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 

 

アラーム出力 

アラームが発生した時にアラーム出力が反応します。 

 

ステップ 3.   と  をクリックすると同じ設定を他のチャンネルにコピーできま
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す。 

 

 

3.7.3 アラーム入力 

アラーム入力機能は FULSUP-N5016-UT, FULSUP-N7016-UH, FULSUP-N7032-UH, 

FULSUP-N8032-UH, FULSUP-N8064-UH, FULSUP-N5008-UPT, FULSUP-N5016-UPT, 

FULSUP-N7016-UPH, FULSUP-N7032-UPH をサポートしています。 

ステップ 1. アラーム入力番号、アラーム名、アラームタイプを設定します。 

 

アラーム入力番号: 入力信号があるチャンネル 

アラーム名: アラーム名を設定してください。 

アラームタイプ: アラームタイプは NO または NC アラームタイプを選択してください。 

ステップ 2. をクリックしてアラーム入力のアクションを設定してください。 

チャンネル録画 

アラーム起動時にチャンネル録画を開始します。 

反応チャンネルの録画: アラーム起動時に選択したチャンネルの録画を開始します 

他のチャンネルにコピー: をクリックして録画スケジュールを他のチャンネルにコピ

ーします。 
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警告音 

アラームが起動すると NVR から警告音が鳴ります。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 

 
E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

反応チャンネルスナップショット: アラームが発生すると選択されたチャンネルのスナップショット

が送信されます。 
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PTZ アクション 

アラーム起動時に PTZ アクションも反応します。PTZ アクションはプリセットとパトロールを含

みます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

 
アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力は反応します。 
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ステップ 3: アラーム入力設定を他の入力インターフェイスにコピーするには をクリ

ックしてください。 

 

3.7.4 アラーム出力 

ア ラ ー ム 出 力 機 能 は FULSUP-N5016-UT, FULSUP-N7016-UH, FULSUP-N7032-UH, 

FULSUP-N8032-UH,FULSUP-N8064-UH,FULSUP-N5008-UPT,FULSUP-N5016-UPT, 

FULSUP-N7016-UPH,FULSUP-N7032-UPH をサポートしています。 

 

ステップ 1. Set アラーム出力 channel, Alarm Name, Alarm Type and Record Channels. 

 

アラーム出力番号: アラーム信号を出力するチャンネル 

アラーム名: アラーム名を設定してください。 

アラームタイプ: アラームタイプは NO または NC アラームタイプを選択してください。 

滞留時間: アラームの出力時間。出力アラームが長すぎる場合は、手動クリアを選択して停止
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できます。 

ステップ 2. アラーム出力の有効時間を設定してください。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます: 

① 操作タイプを[AlarmOut]または[削除]を選択してください。次にタイムテーブル上の四角をド

ラッグして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間

設定を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

 

ステップ 3: アラーム出力設定を他の入力インターフェイスにコピーするには をクリ

ックしてください。 

 

3.7.5 例外 

ステップ 1. 例外の種類を選択してください。 

ネットワーク切断: ネットワークが切断されました。 

ディスクフル: ディスクフル。通常リサイクルモードがオフのときに起こります。 

記録失敗: HDD 失敗、HDD フルなど記録に失敗しました。 

ディスクエラー: HDD の認識に失敗しました。 

未初期化ディスク: ディスクは未初期化です。 

No Disk: ストレージデバイスがありません。 
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ステップ 2. 通常のリンクを選択すると、イベント通知、警告音、メール連絡が含まれます。 

イベント通知: アラーム起動時にライブビューで通知を受け取ります。 

警告音: NVR は警告音を鳴らします。 

E メール連絡: アラームが発生するとアラーム E メールが送信されます。 

 

3.7.6 スマートイベント 

スマートイベントは、エンターテインメント、ヘルスケア、小売、自動車、輸送、ホームオートメー

ション、安全性およびセキュリティを含む幅広い分野で適用される当社のビデオコンテンツ分析

技術を使用しています。 VCA は、当社のネットワークカメラに高度で正確なスマートビデオ分析

を提供します。基本的な機能と高度な機能に分けられる 8 つの検出モードを通してネットワーク

カメラの性能を強化し、包括的な監視機能と異なる監視場面へのカメラのより速い応答を可能

にします。 

注意： 

スマートイベントを最初に有効にするには、設定ページで選択したチャンネルのライセンスを入

力してください。 

範囲侵入検知 

範囲侵入検知機能は、事前に定義した範囲に外部から侵入する人物やその他物体を検知し、

アラーム起動時に特定のアクションを実行できます。 
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ステップ 1. チャンネルを選択し、範囲侵入検知を有効にします。 

 
ステップ 2. 検知する侵入範囲の設定をします。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 

 
ステップ 3. をクリックして効果的な検知範囲を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  

をクリックするとすべての設定の設定または削除が一括でできます。 

 

ステップ 4. をクリックして侵入範囲検知アラームのアクションを設定してくださ

い。 
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警告音 

侵入範囲が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 

 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔:イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

範囲退出検知 

範囲退出検知機能は事前に定義した範囲から退出する人物やその他物体を検知し、アラーム

起動時に特定のアクションを実行できます。  
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ステップ 1. チャンネルを選択し範囲退出を有効にします。 

 
ステップ 2. 検知する退出範囲の設定をします。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 

 
ステップ 3. をクリックして効果的な検知範囲を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  

をクリックするとすべての設定の設定または削除が一括でできます。 

 

ステップ 4. をクリックして退出範囲検知アラームのアクションを設定してくださ

い。 
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警告音 

侵入範囲が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔。 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角 

をドラッグして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時

間設定を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔:イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

高度な動体検知 

従来の動体検知とは異なり、高度な動体検知は照明の変化や自然の木の動きなどの「ノイズ」

を除去することができます。物体が選択した範囲内で移動するとアラームが起動します。  

ステップ 1. チャンネルを選択し高度な動体検知を有効にします。 
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ステップ 2.検知の範囲を設定します。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 

 
ステップ 3. 感度の設定をします。 

感度は様々な要件に応じて様々な動きを検知できるように設定できます。感度が低い場合はわ

ずかな動きでもアラームは起動しません。  

 

ステップ 4. をクリックして動体検知範囲の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 5. 動体検知アラームのアクションを設定するには をクリックします。 

警告音 

動きが検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角 

をドラッグして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時

間設定を設定または削除を簡単にすることができます。 

② をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 
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干渉検知 

干渉検知機能はカメラの焦点が合っていない、妨げられている、または勝手に動いているなど

の外部の干渉を検知するために使用されます。 

ステップ 1. チャンネルを選択し干渉検知を有効にします。 

 

ステップ 2. 感度の設定をします。 

感度は様々な要件に応じて様々な動きを検知できるように設定できます。感度が低い場合はわ

ずかな動きではアラームが起動しません。  

 

ステップ 3. をクリックして干渉検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 4. 干渉検知のアラームのアクションを設定するには をクリックします。 

 

警告音 

侵入範囲が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。   

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 



 

75 
 

 

イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 
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ラインクロス検知  

ラインクロス検知機能はほとんどの屋内・屋外環境で対応するように設計されています。定義さ

れた仮想ラインを横切る物体をカメラが検知するたびにイベントが発生します。 

設定ステップは以下通りです： 

 

ステップ 1. チャンネルを選択しラインクロス検知を有効にします。 

 

ステップ 2. 検知番号を選択し、方向を定義します。 

一度に 4 行まで設定できます。アラームを起動するために選択する 3 つの方向モードがありま

す。[A→B]は[A]側から[B]側に線を横切った物体があるとアラームが起動します。[B→A]は[B]

側から[A]側への移動物体に同様です。[A ↔ B]は物体が左右いずれかかから横切った時にア

ラームが起動します。  

 
ステップ 3. 検知ラインを引きます。 
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ステップ 4. をクリックしてライン交差の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 

 

ステップ 5. ラインクロス検知アラームのアクションを設定するには をクリックしま

す。 

警告音 

侵入範囲が検知されると NVR は警告音を鳴らします。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます: 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

 

徘徊検知 

徘徊検知機能は事前に定義した範囲を一定時間徘徊する物体を検知します。 
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ステップ 1. チャンネルを選択し徘徊検知を有効にします。 

 
ステップ 2. 徘徊検知の範囲を設定します。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 

 

ステップ 3. 最小徘徊時間と物体のサイズを設定します。 

設定された範囲を、最小徘徊時間（3～300 秒であらかじめ設定）と設定したサイズを超えて徘

徊している物体を検知します。 

 

ステップ 4. をクリックして徘徊検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 5. 徘徊検知アラームのアクションを設定するには をクリックします。 

警告音 

徘徊が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 
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人物検知 

人物検知機能はオブジェクトが人間か物体か判断するために使用されます。 

 

ステップ 1. チャンネルを選択し人物検知を有効にします。 

 

ステップ 2. トラック表示を有効または無効にします。 

 

ステップ 3. をクリックして人物検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 4. 人物検知アラームのアクションを設定するには をクリックします。 

警告音 

人物が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[可聴]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッグ

して時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定を

設定または削除を簡単にすることができます。  

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

ユーザーは次の 2 つの方法で効果的なスケジュールを設定できます。 

① 操作の種類を[E メール]または[削除]から選択します。次にタイムテーブル上の四角をドラッ

グして時間を設定します。  または をクリックするとすべての時間設定

を設定または削除を簡単にすることができます。 

②  をクリックして有効時間を手動で編集します。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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イベントポップアップ 

アラーム起動時にアラームポップアップスクリーンが全画面に表示されます。表示されたすべて

のチャンネルの表示時間は[設定]→[一般]→[イベントポップアップ]で設定できます。表示され

たチャンネルは継続時間として一つずつ表示されます。 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 
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人物カウント 

人物カウントは設定期間中に何人の人が出入りするかをカウントします。 

 

ステップ 1. チャンネルを選択し人物カウントを有効にします。 

 
ステップ 2. カウント OSD を設定します。 

入出人数を含めたカウントされた人数を表示します。 

をクリックしてカウントをクリアすることができます。 

 

注意： 

1）人物カウントを有効にするにはまず人体検知を有効にしてください。 

2）矢印の方向に横切ると「入室」反対側に横切ると「退室」と記録されます。 

ステップ 3. 検知線を引きます。 
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設定 

VCA はすべての VCA 機能の初期設定を提供しています。 

Draw Min. は物体が他の設定を起動する大きさかどうかを設定します。画面内で描く枠よりも物

体が大きい場合のみ他の VCA 機能の設定が有効になります。 

Draw Max. は反対で、画面上に描く枠より物体が小さい場合に限り他の 

VCA 機能の設定が有効になります。  

 

 

パラメータ 説明 

プロセス FPS 
5 つの異なる期間(5, 10, 15, 20, 25fps) があります 

 

シナリオモード ニーズに合わせて屋内モードまたは屋外モードを選択してください 

カメラの設置 
アングルビュー、水平ビューとオーバーヘッドビューからカメラ設置ビューを設定

してください 

分析タイプ 標準または詳細分析タイプから選択してください 

ライセンス カメラの情報から生成 
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ライセンス状況 
有効、無効、期限切れ、未有効化など現在のライセンスステータスを表示しま

す。 

3.8 設定 

3.8.1 一般設定 

デバイス名、デバイス ID、HDMI 解像度、言語、システム時間などを含む NVR の一般的な設定

をします。 

イベントポップアップ継続時間: 動体検知ポップアップ画面の表示時間 

起動ウィザード: 再起動後の起動ウィンドウをポップアップ表示します 

ローカル認証: 再起動後にユーザー認証を有効にします 

メニュー認証: メニューをクリックするたびにユーザー認証を有効にします 

設定ページのタイムアウト: 設定した時間に応じて、インターフェイスが自動的にライブビューに

切り替わります 

 

3.8.2 ネットワーク 

3.8.2.1 基本  

システムは 2 つの IP アドレスフォーマットをサポートします: IPv4、 IPv6  

IPv4 

IP を自動検索するには IPv4 DHCP を有効にします。DHCP 機能を有効にすると、IP/サブネット

マスク/ゲートウェイを変更することはできません。手動で IP/サブネットマスク/ゲートウェイを変

更するには IPv4 DHCP を無効にします。 

IPv6 

手動/ ルーター通知/ DHCPv6 が利用可能です。 

DNS サーバー 
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優先 DNS サーバー: DNS サーバーの IP アドレス 

代替 DNS サーバー: DNS サーバーの代替アドレス 

 

注意： 

1）ネットワーク内で DHCP サーバーが稼働している場合は[DHCP]チェックボックスをオンにしま

す。 

2）MTU の有効範囲は 500~9676 です。 

3）他の機器と競合する IP アドレスは入力しないでください。 

4）作業モードオプションは NVR 7000/8000 シリーズ専用です。内の NIC IPv4 アドレスは PoE 

NVR シリーズ専用です。 

3.8.2.2 UPnP 

こちらの機能を有効にすると、ルーターの各ポートにポートマッピングを設定する必要がなくなり

ます。ルーターが UPnP をサポートすると、ルーターのポートマッピングが自動的に行われます。 
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3.8.2.3 DDNS 

動的 IP アドレスの問題を解決するために DDNS を使用してください。[DDNS]のチェックボックス

をオンにして有効にし、DDNS サーバーを選択してユーザー名、パスワードおよびホスト名を入

力します。必ず設定を保存してください。  

注意： 

「ホスト名」は文字で始まるものにしてください。（数字、文字、ハイフンが使用できます） 

 

3.8.2.4 E メール 

アラームが起動するとスナップショットが受信者に送信されます。 

 

ユーザー名: 送信者の E メールアドレス 

パスワード: E メールのパスワード 

SMTP サーバー: E メールの SMTP サーバー 

SMTP ポート: SMTP サーバーのポート。通常は 25 です。 

送信者のメールアドレス: [ユーザー名]と同じでなければなりません 

受信者のメールアドレス: 受信者の E メールアドレス 

暗号化: TSL および SSL を含む電子メール送信のセキュリティプロトコル 

ホスト名: E メールに添付されます。 

メール機能をテスト確認するには  を選択してください。 
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注意： 

NVR にホスト名のIP を転送するポートがある場合は、そのポートを含む完全なアドレスを入力し

てください。 

3.8.2.5 P2P 

ルーターでポート転送を行わずに、i-Sight 上で P2P の WAN 内のリモート NVR ライブビューを見

ることができます。 「有効」と「保存」をクリックして P2P を有効にします。  

P2P ステータスが[有効]と表示されている場合、P2P は正常に有効になっています。 

有効にした後は「P2P」ページの QR コードを直接スキャンするか、手動でMAC アドレスを入力す

ることで、ライブビュー用の APP i-Sight に NVR を追加できます。 

 

[保存]をクリックすると[P2P ステータス]にいくつかのステータスが表示されます。下の表で確認

してください。 

P2P ステータス 説明 

ネットワーク利用不可 インターネットに接続できませんでした 

認証要求が失敗しました P2P 暗号化を認証できませんでした 

アイドル状態 UUID なし このステータスが表示された場合はお問い合わせください 

有効化 P2P が利用可能です 

ログインに失敗しました P2P サーバーにログインできませんでした 

初期化に失敗しました P2P を初期化できませんでした 

無効化 P2P は無効です 

原因不明のエラー その他のエラー 

注意： 
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有効にする前に NVR がインターネットで利用可能であることを確認してください。 

3.8.2.6 SNMP 

SNMP は Simple Network Management Protocol の略で、ネットワーク環境全体で NVR を監視

および管理するのに便利です。SNMP は、多くのネットワークデバイス、ソフトウェア、およびシス

テムで広く使用されています。 

SNMP を設定する前に、SNMP ソフトウェアをダウンロードし、SNMP ポート経由で NVR 情報を受

信するように管理してください。トラップアドレスを設定することで、NVR はアラームイベントと例

外メッセージ監視センターに送信できます。 

 

SNMP v1/2c/3: SNMP のバージョン。ご自分の SNMP ソフトウェアのバージョンを選択してください。 

SNMP v1: セキュリティ保護なし 

SNMP v2c: アクセスにパスワード要求あり 

SNMP v3: HTTPS プロトコルを有効にするため暗号化をサポート 

読み取りコミュニティ: 読み取りコミュニティの名前を入力してください 

書き込みコミュニティ: 書き込みコミュニティの名前を入力してください 

読み取りセキュリティ名: 読み取りセキュリティコミュニティの名前を入力してください 

セキュリティレベル: ３つのレベルがあります: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) 

書き込みセキュリティ名: 書き込みセキュリティコミュニティの名前を入力してください 

セキュリティレベル: ３つのレベルがあります: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) 

SNMP ポート: SNMP ポートのデフォルトは 161 です。 
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3.8.2.7 その他 

 

SSH  

SSH アクセスを有効または無効にします。セキュアシェル(SSH)には多くの機能があります。暗

号化される PPP、FTP、POP の安全なチャンネルを提供します。  

SSH ポート 

デフォルトの SSH ポートは 22 です。当社の R&D デバッグ専用です。 

HTTP ポート 

デフォルトの HTTP ポートは 80 です。実際のアプリケーションに合わせて HTTP ポートを変更し

てください。 

注意： 

1）IE ブラウザのデフォルト HTTP ポートは 80 です。 

2）HTTP ポートは 4k/H.265 NVR シリーズのリモートネットワークアクセスに使用されます。 

HTTPS ポート 

デフォルトの HTTPS ポートは 443 です。実際のアプリケーションに合わせて HTTPS ポートを変

更してください。 

注意： 

1）IE ブラウザのデフォルト HTTPS ポートは 443 です。 

2）HTTPS ポートは 4k/H.265 NVR シリーズのリモートネットワークアクセスに使用されます。 

RTSP ポート 

リアルタイムストリーミングプロトコル(RTSP) は、TCP/IP プロトコルシステムにおけるアプリケ

ーション層プロトコルです。 
デフォルトの RTSP ポートは 554 です。実際のアプリケーションに合わせて RTSP ポートを変更し

てください。 

注意： 

1）RTSP ポートはリモートネットワークのライブビューに使用されます。. 

2）RTSP ポートの有効範囲は 554 または 1024~65535 です。 

プッシュ通知 

このオプションを有効にすると、モバイルアプリケーションでアラームメッセージを受信できます。 

プッシュビデオストリーム 
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どのビデオストリームを APP i-Sight.にプッシュするか選択します。自動、プライマリストリーム、

セカンダリストリームが利用可能です 

注意: 

T で終わる NVR モデルのみこのオプションをサポートします。 

プッシュ種類 

どのアラームタイプを APP i-Sight にプッシュするか選択します。これには動体検知、ビデオ損

失、範囲侵入、範囲退出、高度動体検知、徘徊検知、干渉検知と人物検知が含まれます。 

3.8.3 休日  

今年度の休日の記録またはスケジュールの画像キャプチャを設定できます。  

 

をクリックすると休日情報（休日名、有効な休日、スタイル、開始日、終了日）を編集できます。

 をクリックして保存してください。 
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3.8.4 ユーザー 

 

注意： 

1）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以下の場合、デフォルトのユーザー名は 

“admin” 、デフォルトのパスワードは“123456”です。 

2）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以上の場合、ログイン前にパスワードを設定して

ください。 

 

新しいユーザーの追加 

をクリックしてユーザー情報を入力し、  をクリックして新しいユーザーを

追加してください。 

 

注意： 

1）ユーザー名は文字と数字しか使えません。 

2）権限には Operator と Viewer の２つのレベルがあります。 

 

ユーザー権限の編集 

ユーザーを選択します。背景が濃いグレー色に変わったら、 をクリックしてユーザー特権を編
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集します。  

① ローカル権限とはモニターへの権限が NVR に接続されていることを意味します。 

② リモート権限はウェブ設定に対する権限のことです。 

 

ユーザーパスワードの編集 

ユーザーを選択します。背景が濃いグレー色に変わったら、 をクリックしてユーザーパスワー

ドを編集します。  

PoE NVR シリーズでは、現在接続されている PoE チャンネルに新しいパスワードを同期するこ

とができます。 

 

ユーザーの削除 

ユーザーを選択し  をクリックしてユーザーを削除してください。 

 

セキュリティ質問の変更 
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管理者パスワードを入力し、セキュリティ質問と回答を選択します。  をクリックして保

存します。 

 

注意： 

1）NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降でのみ使用できるオプションです。 

2）セキュリティ質問は、現在の管理者パスワードを忘れた際にパスワードの再設定を行うため

に使用されます。 

3.8.5 メンテナンス 

アップグレード 

ステップ 1. USB デバイスを検索し、対応するファームウェアを選択してください。 

ステップ 2. アップグレード後に設定をデフォルト（IP アドレスとユーザー情報を除く）にリセットす

る必要があるか確認してください。 

ステップ 3.  をクリックしアップグレードを確認してください。 

 

注意： 

アップグレードの確認後、システムは自動再起動します。 

 

保存/ロード設定  

保存設定: フォルダを選択し をクリックして設定を USB デバイスにエクスポートしま

す。 

ロード設定: .cfg ファイルを選択し をクリックして設定を NVR にインポートします。 
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リセット 

すべてのパラメータは をクリックするとリセットします。 

 

アップグレード確認後システムは自動再起動します。 

3.8.6 自動再起動 

 

NVR を設定した日時に自動的に再起動します。  

日にち: 毎日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日 

時間: 00:00, 01:00, 02.00 ....... 22:00, 23:00. 

3.8.7 ホットスペア 

N 個のマスターNVR とホットスペアスレーブ NVR のアーキテクチャとして構成された N+1 ホット

スペアは、ビデオ監視システムのデータの完全性と信頼性を保証します。マスターNVR のいず

れかに障害が発生した場合、スレーブ NVR はビデオ録画を保障するためにチャンネル情報を

引き継ぐことができます。その間故障したNVRが回復すると、NVRは記録されたデータを送り返

します。 

マスターモード:  

ステップ 1: ホットスペアモードとしてマスターモードを選択します。 

ステップ 2: スレーブ IP アドレス、スレーブ管理者パスワードを入力し、適応をクリックします。 
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スレーブモード:  

ステップ 1: ホットスペアモードとしてスレーブモードを選択し、適応をクリックします。再起動後、

NVR は正常にスレーブモードに切り替わります。 

ステップ 2: 32 までマスターを追加してください。 

 

 

例えば, LAN 192.168.5.200、192.168.5.201、192.168.5.202 には 3 つの NVR があります。 

マスターNVR として 192.168.5.200 と 192.168.5.201 を設定し、192.168.5.202 をスレーブ NVR と

設定する場合次のように操作できます： 

① 192.168.5.200 と 192.168.5.201 をマスターモードに設定します。次に、192.168.5.202 の IP ア

ドレスとアカウント情報をスレーブとして入力します。  

② 192.168.5.202 をスレーブモードに設定します。次に、192.168.5.200 と 192.168.5.201 をマス

ターリストに追加します。 

マスターとスレーブのマッチングが成功すると、ホットスペア機能が動き始めます。 
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注意： 

1）FULSUP-N7016-UH, FULSUP-N7032-UH, FULSUP-N8032-UH, FULSUP-N8064-UH のみ

N+1 ホットスペア機能をサポートします。 

2）マスターNVR とスレーブ NVR を同じ NVR モデルにすることをお勧めします。 

3.9 ステータス 

デバイス、ネットワーク、カメラ、ディスクおよびイベントの情報を確認できます。特定の設定を行

いたい場合、それに対応する章を参照してください。 

3.9.1 デバイス情報 

デバイス情報にはモデル、MAC アドレス、ハードウェアバージョン、ソフトウェアバージョン、およ

び稼働時間が含まれます。  
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3.9.2 ネットワークステータス 

ネットワークステータス 

 

帯域幅ステータス 

 

3.9.3 カメラステータス 

カメラステータスはチャンネル、名前、IP アドレス、記録、フレームレート、ビットレート、フレーム
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サイズ、およびステータスが含まれます。 

 
PoE ポートステータスは PoE NVR のみ可能で、PoE ポートの現在の電力と接続ステータスが表

示されます。 

 

3.9.4 ディスクステータス 

ディスクステータス 

ディスクステータスにはポート、ベンダー、ステータス、合計(GB)、空き(GB)、HDDタイプとグルー

プが含まれます。ユーザーは総容量(GB)と使用可能容量(GB)も確認できます。 

 
S.M.A.R.T 

S.M.A.R.T は HDD の故障予測を検出し、様々な指標で報告する HDD の監視システムです。 

テストタイプ: 高速とフルが利用可能です。 

自己評価: HDD が良好な状態にあれば自己評価に合格します。  
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3.9.5 イベントステータス 

カメライベント 

ユーザーはここでカメライベント（ビデオ損失、動体検知、I/O）を確認できます。 アラームが起

動すると  が  に変わります。 

 

アラーム 

NVR が対応するインターフェイスを持っている場合、ユーザーはここでアラーム入力と出力リス

トを確認できます。アラームが起動すると  が  に変わります。 
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スマートイベント 

スマートイベントのステータスを表示します。アラームが起動すると  が  に変わります。 

 

 

人物カウント 

すべてのカメラの In/Out の人物カウントの数字を表示します。 
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3.9.6 グループステータス 

グループステータスの確認。作成されたすべてのグループのステータスはグループまたはチャ

ンネルで分けることができます。 

 

3.9.7 ログ 

ユーザーはログインターフェイスでログを確認、検索、エクスポートすることができます。ログの

規模を絞り込むことができる開始時刻、終了時刻、メインタイプ、サブタイプを選択することで必

要なログを検索できます。 

 

 

 をクリックして検索したログをメディアデバイスにエクスポートします。 
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3.10 ログアウト 

 

ログアウト: ログイン中のアカウントを終了します。 

再起動: NVR を再起動します。 

シャットダウン: NVR を閉じます。 

 

第Ⅳ章 ウェブ設定 

4.1 アカウント設定 

注意： 

アクティベーション機能は、NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降で可能です。 

 

ステップ 1. アクティブな管理者アカウントのパスワード設定 
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注意： 

パスワードは、少なくとも１つの数字と１つの文字を含めた8文字以上32 文字以下で設定してく

ださい。 

 

 

ステップ 2. パスワードの再設定に使用されるセキュリティ質問の設定 

10 の質問が用意されていますが、その中から一つを選ぶか自分でカスタマイズした質問を使

用することも可能です。このステップを飛ばした場合は設定→ユーザーインターフェイスで設定

することもできます。 

 

4.2 ログイン 

インターフェイスの右上の言語を選択してください。 

ユーザー名、パスワードを入力しログインをクリックして NVR ウェブページにログインしてくださ

い。 
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パスワードを忘れた場合は をクリックしパスワードの再設定を行ってください。 

 (NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降のみパスワードの再設定が可能です) 

 

注意： 

1）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以下の場合、デフォルトのユーザー名は 

“admin” 、デフォルトのパスワードは“123456”です。 

2）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以上の場合、ログイン前にパスワードを設定して

ください。 
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4.3 メニュー 

 

 

アイコン 説明 

 
 セカンダリメニューの表示/非表示 

 
 ライブビュー 

 
 ビデオのプレイバック再生します 

 
 カメラ、録画、イベント、システムの設定を行います 

 

デバイス情報、ネットワークステータス、カメラステータス、イベントステータスの確認を

します 

 
すべての操作ログを確認します 

 
NVR からログアウトします 

 

4.4 ライブビュー 

4.4.1 カメラリスト 

カメラリストページで追加されたカメラをリストアップして再生します。 

１台のカメラのウィンドウを選択して再生します。または をクリックするとすべてのカメラのライ

ブ映像を見ることもできます。 
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ライブビューのアイコン説明 

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 プライマリストリーム再生 

 
 セカンダリストリーム再生 

 
 ビュー保存 

 
 デフォルトビュー再生 

 
全画面表示 

 
 1 画面モード 

 
 4 画面モード 

 
 8 画面モード 

 
 9 画面モード 

 
 16 画面モード 

 
前のページ 

 
次のページ 

 
すべてのライブビュー停止 

 
すべてのライブビュー再生 

 
デジタルズーム 

 
スナップショット 

 
録画 

 
音声オン 

 
音声オフ 

 
元の画像に戻す 

 
画像のサイズ変更 

 

 
 

 

ライブビューに表示される各チャンネルに複数のアイコンがあり、チャンネルのビデオ損失とア

ラームステータスを表示します。 

 

アイコン 説明 
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ビデオを損失しました 

 
動体検知アラーム表示 

 
 スマートイベントアラーム表示 

 

4.4.2 PTZ 

PTZ カメラの場合は、PTZ ページで PTZ、プリセット、パトロールとパターンを直接操作できま

す。 

 

魚眼カメラの場合、魚眼チャンネルを選択するとチャンネルの PTZ、プリセット、パトロールを

別々に操作できます。 

注意： 

バンドルストリームモードの魚眼カメラ専用です。 
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4.4.3 画像設定 

画像設定ページで画像の明るさ、色相、彩度、鮮明度、ノイズリダクションレベルを調整します。 

 

4.5 プレイバック再生 

録画されたファイルを再生、バックアップします。 

 

4.5.1 プレイバック再生の仕方 

ステップ 1. プレイバック再生したいチャンネルを選択します。 

ステップ 2. ストリームタイプを選択します（プライマリストリームとセカンダリストリームが利用可

能です） 

ステップ 3. 日付を選択します。 

ステップ 4.  をクリックして再生します。 

注意： 

赤い印がある日付のみ録画ファイルがあります。 
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ビデオプレイバック再生のツールバーの説明 

 

ツールバーはマルチイベント録画を表示できます。この記録期間中にどのようなイベントが起こ

ったかを示します。各色の意味は以下の通りです： 

青—タイミング    

赤―イベント      

上の図のツールバーを例として見ると、選択された期間の間ではタイミングが作動しています。 

 

アイコン 説明 アイコン 説明 

 
 1 画面モード 

 
 4 画面モード 

 
 早戻し 

 
 再生 

 
 一時停止 

 
 停止 

 
 前に進む 

 
 早送り 

 
 トランスコーディング 

 
 デジタルズーム 

 
スナップショット 

 
 バックアップ 

 
音声オン 

 
音声オフ 

    
元の画像 

 
画像のサイズ変更 
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4.5.2  トランスコーディング 

トランスコーディング機能を使用すると、ネットワーク環境に関係なく、リモート再生のパフォーマ

ンスが向上します。 

ステップ 1. ビデオの検索または再生の成功後、トランスコードするチャンネルを選択し  をク

リックしてトランスコードパネルを展開します。 

 
 

ステップ 2. Set トランスコーディングパラメータを設定します。 

ネットワークの状況に応じて、トランスコーディング、フレームサイズ、ビットレートとフレームレー

トを設定します。ネットワーク状況が悪いとトランスコーディングパラメータも低くなります。 

ステップ 3.  をクリックするとトランスコードが有効になります。 

4.5.3 ビデオファイルのバックアップ 

記録したファイルはウェブから切り取りバックアップすることができます。 

ステップ 1. プレイバック再生インターフェイスでカメラと再生する日時を選択します。 

 

ステップ 2. バックアップ用の記録ファイルを選択します。 

をクリックしてからタイムバーの垂直線をドラッグして開始時間と終了時間を選択します。  
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ステップ 3. 記録ファイルをバックアップします。 

 をクリックしファイルパスを選択し、  をクリックして記録ファイルをバックアップします。 

 

4.5.4 画像ファイルのバックアップ 

ステップ 1. ローカル設定インターフェイスでファイルパスを参照します。 

 

ステップ 2. ビデオプレイバック再生中に  をクリックして画像を保存します。バックアップ画

像は前に設定したファイルパスにあります。 

注意： 
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ブラウザを管理者として再生スナップショットを取得してください。 

 

4.6 設定 

4.6.1 ローカル設定 

ローカル設定には録画ファイルパス、プレビュー画像パス、プレイバック再生パス、接続タイプ、

再生モード、およびフルスクリーン時のプライマリストリームオプションが含まれます。 

 

4.6.2 カメラ 

設定を行う前にカメラがNVRと同じネットワークに接続されており、NVRのネットワーク設定が正

しく設定されていることを確認してください。 
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4.6.2.1 カメラ管理 

 

ステップ 1. カメラの追加 

方法 1. デバイス検索インターフェイスからカメラを追加します。[設定]→[カメラ]→[デバイス検

索]の順にクリックします。 

 

 

1. IP 範囲、NIC とプロトコルを選択します。これには ALL、ONVIF と MSSP が含まれます。 

MSSP: LAN 内に異なるネットワークセグメントを持つすべてのカメラを検索できます。

 

2. Click  をクリックして NVR と同じ LAN にあるカメラを検索します。 

3.チャンネルを 1 つ選択し、 をクリックし、パスワードを入力し をクリック

し終了します。 

4. 同じパスワードを使用している場合は  をクリックしネットワークカメラを一括で追加する

ことを確認します。その際に TCPまたは UDP transportプロトコルを選択できます。  

をクリックし一括追加を終了します。 

注意： 

汎用品 PoE カメラを追加するためのステップ： 

①  PoE NVR に接続する前にカメラの IP セグメントを NVR PoE NIC と同じに設定します。 
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② デバイス検索インターフェイスで PoE for NIC を選択し  をクリックしてカメラを検

索します。 

③ カメラを選択して  をクリックし追加します。 

 

方法 2. カメラ管理インターフェイスを介してカメラを追加します。[設定]→[カメラ]→[カメラの管

理]の順にクリックします。 

 

チャンネル ID を選択し、すべての情報を入力し  をクリックします。 

カメラ接続に使用できるプロトコルは 3 つあります: 

: 

 ONVIF: ONVIF IP カメラは ONVIF プロトコルで追加できます 

 
 RTSP: RSTPプロトコルストリーム(ポート：554)を持つ IP カメラを追加することがで

きます。追加するには IP カメラの完全なリソースパスを入力する必要があります。 

（当社のデバイス例：メインストリームのリソースパスは “rtsp://IP:port/main”  

セカンダリストリームは“rtsp://IP:port/sub”） 

 
 MSSP: MSSP プロトコルと同じ LAN にある当社のカメラを追加できます。  
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ステップ 2. 接続状態を確認してください。 

IP チャンネルを追加した後、カメラ管理インターフェイスの をクリックし  がス

テータスの下に表示されます。表示されない場合は、ネットワークが接続されているかどうか、

またはユーザー名とパスワードが正しいか確認してください。 

 

ステップ 3. IP チャンネルの設定をします。 

１台のカメラを設定する 

カメラを追加したら をクリックしてチャンネル情報を再編集します。 

 

このチャンネルのパラメータを再編集するにはパラメータページを選択します。 を

クリックして設定を保存してください。 

 

をクリックしてこのチャンネルを削除することも複数のデバイスを選択して  をクリ

ックして削除することも可能です。 
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カメラを一括設定する 

 をクリックして複数のチャンネルを選択し、カメラのパラメータを設定します。  

 

注意： 

ここで入力されているユーザー名とパスワードはデフォルトです。管理ポートは 80 、デフォルト

のトランスポートプロトコルは UDP です。 

ステップ 5. PoE チャンネルの設定 (PoE NVR のみ) 

1. カメラを PoE ポートに接続すると、カメラが自動的に検出されます。 

2. カメラのパスワードが NVR 管理者パスワードと同じであれば認証は成功し、内部 NIC の IPv4

アドレスを使用して同じネットワークセグメントに変更されます。その後、カメラは正常に接続さ

れます。 

3. カメラのパスワードが NVR 管理者パスワードと異なる場合は、PoE チャンネルに切断ステー

タスが表示されます。認証をするためには  をクリックしカメラのパスワードを入力し

てください。（デバイスを複数選択してからこのボタンをクリックすることも可能です）その後、カメ

ラは内部 NIC の IPv4 アドレスを持つ同じネットワークセグメントに変更され、正常に接続されま

す。再接続する際には NVR は認証するために入力したカメラのパスワードを使用します。 

 

4. をクリックすると直接 PoE 接続されたカメラのウェブサイトにアクセスすることができ

ます。 
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注意： 

1） [ネットワーク]→[その他]でチャンネルアクセスを有効にしてください。 

2）PoE 接続カメラの転送プロトコルとして HTTP を選択してください。 

3）NVR ファームウェアバージョンは xx.8.1.6 以上にアップグレードしてください。 

4.6.2.2 デバイス検索 

 

プロトコルと NIC を選択してから IP 範囲を設定し  をクリックして NVR と同じ LAN で選

択したプロトコルをサポートする IP デバイスをすばやく検索します。 

 

カメラのステータスが非アクティブと表示されている場合は、カメラを選択してから  

をクリックしアクティブな状態にしてから NVR に追加してください。また、チャンネルを選択して 

 をクリックして IP 情報を一括編集することもできます。 
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4.6.2.3 PTZ 設定 

チャンネルを選択して PTZ パラメータを設定します。 [カメラにコピー] をクリックして同じ設定

を他のチャンネルにコピーすることもできます。 

 

注意： 

1）PTZ プロトコルと IP チャンネルのアドレスは PTZ デコーダのものと一致している必要がありま

す。 

2）PTZ カメラの設定は使用する前に行ってください。NVR の PTZ と RS-485 が正しく接続されて

いることを確認してください。 
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4.6.2.4 プライバシーマスク 

当社のNVRはプライバシーマスクの設定をサポートします。これは、モニターに表示するのに適

切ではないプライバシー領域をカバーするために使用されます。  

 

次の手順でプライバシーマスクを追加できます: 

ステップ 1. チャンネルを選択してプライバシーマスクを有効にします。 

ステップ 2. プライバシーマスクの種類を設定し、マウスをドラッグしてライブウィンドウのプライ

バシーとなる領域を設定します。最大 4 つの領域を追加できます。 

 
ステップ 3. [カメラにコピー] をクリックして同じ設定を他のチャンネルにコピーします。 

 

ステップ 4. [保存] を選択して設定を保存します。 
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4.6.2.5 OSD 設定 

NVR で OSD (オンスクリーンディスプレイ)を設定することができ、OSD はカメラと同期されます。 

 

チャンネルを選択し、情報を入力し、保存してください。 

ビデオストリーム：全ストリーム、プライマリストリーム、セカンダリストリームを含むビデオストリ

ームを選択します。 

ビデオタイトルを表示: 有効にするとビデオタイトルが画面に表示されます。 

ビデオタイトル: ビデオタイトルを設定します。 

タイトル位置: ビデオタイトルの位置を左上または右上に設定します。 

タイムスタンプを表示: タイムスタンプを有効または無効にします。 

日付フォーマット: 日付のフォーマットを YYYY-MM-DD, MM/DD/YY, DD/MM/YYYY のいずれ

かに設定します。 

日付位置: 日付の位置を左上、右上、または右下に設定します。 

 

[カメラにコピー] をクリックして同じ設定を他のチャンネルにコピーします。 
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4.6.2.6 画像改善 

NVR で画像補正を設定できます。設定はカメラと同期されます。 

 

ステップ 1. チャンネルを選択してください。 

ステップ 2. 設定を行ってください。 

昼/夜モード: チャンネルの昼/夜モードを設定します 

昼から夜の値: 夜間モードに切り替わる最小照度を設定します。 

  

夜から昼の値: 昼モードに切り替わる最大照度を設定します。 

IR ライトセンサー値: IR ライトセンサーの現在の値を表示します。 

電力線の頻度: 50Hz と 60Hz は利用できます。 

コリドーモード: コリドーモード（9：16）を設定します。 

画像の回転: 画像の回転を設定します。 

IR バランスモード: IR 過剰露出を避けるためにオンにします。 

ホワイトバランス: チャンネルのホワイトバランスモードを選択します。 

デジタル防曇モード: 防曇モードのオン/オフの設定をします。 

WDR/HLC: クリックするとワイドダイナミックレンジまたはハイライトコントロールを設定します。 

ステップ 4. [カメラにコピー] をクリックして同じ設定を他のチャンネルにコピーします。 

 

4.6.3 ストレージ 

録画のための準備 

ステップ 1. NVR がインストールされ、HDD が初期化されていることを確認してください。 
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ステップ 2. ストレージデバイスに十分な空き容量があることを確認してください。 

容量が不足している場合は[ストレージ]→[ディスクの管理]→[詳細設定インターフェイス]で[リ

サイクルモード]を有効にしてください。 

 

4.6.3.1 録画スケジュール 

録画スケジュール 

ステップ 1. 録画スケジュールを選択してください。 

ステップ 2. 希望のチャンネルを選択してください。 

 

ステップ 3. 録画スケジュールを設定してください。 

連続, イベント (動体検知とアラーム)の録画種類を選択し、録画したい時間を設定してください。

対応するすべてのスケジュールを簡単に設定または削除したい場合は  または 
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をクリックしてください。 

 

タイムバーをクリックして録画時間を再編集することができます。 

 

 をクリックすると時間設定が他の日にコピーされます。 

 

[カメラにコピー] をクリックして同じ設定を他のチャンネルにコピーします。 

 

一括設定 

ユーザーは常に選択したチャンネルの録画と停止の設定・削除が利用可能です。 
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4.6.3.2 録画設定 

選択したチャンネルの録画設定を行います。  

一般設定 

 

チャンネル: 設定するチャンネルを選択します。 

録画前: イベント前の録画の継続時間。イベントが発生する前に録画を開始します。 

録画後: イベント終了後の録画継続時間。イベント終了後も録画を続けます。 

音声録音: 音声を録画するかを選択します。 

録画ストリームタイプ: 録画用意のメインストリームまたはサブストリームを選択します。プライマ

リストリームとセカンダリストリームは T で終わる NVR モデルのみ使用できます。 

期日: 期日を有効または無効にします。 

有効期限: ファイルを録画する期限を設定します。 

[カメラへコピー] と をクリックして他のチャンネルに設定をコピーします。  
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高度な設定 

すべてのストレージデバイスのリサイクルモードを有効または無効にします。 

 

4.6.3.3 ディスク管理 

ディスク管理でディスクのステータスを確認し、ネットワークディスクを追加できます。  

HDD 管理 

プロパティ: このオプションでは R/W と読み取り専用が利用可能です。 

注意： 

録画スケジュールを設定する前に HDD を初期化して、録画が正しく機能するようにします。 

 

ネットワークディスク 

NAS (ネットワーク接続ストレージ)はネットワーク内で使用可能であり、記録されたファイルとス

ナップショットを保存するように正しく設定されている必要があります。 

注意： 

1）ネットワークディスクの追加は NFS 付き NAS のみ可能です。 

2）ネットワークディスクではなくハードディスクを使用することをお勧めします。 
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ローカル NAS の検索または手動で追加する場合は をクリックします。 

 

4.6.4 イベント 

4.6.4.1 動体検知 

 

ステップ 1. 動体検知を有効にしてください。 

チャンネルと感度を選択し  をクリックして動体検知を有効にします。 
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ステップ 2: 動体検知の反応範囲を設定します。 

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 

 

ステップ 3. をクリックして効果的な検知範囲を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  

をクリックするとすべての設定の設定または削除が一括でできます。 

 

ステップ 4. をクリックして動体検知アラームのアクションを設定してください。 

 

警告音 

動体検知が反応すると NVR から警告音が鳴ります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 
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反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 
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その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

ステップ 5. [カメラへコピー] と をクリックして他のチャンネルに設定をコピーします。  

 

4.6.4.2 ビデオ損失 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2. ビデオ損失のアクションを設定します。Set Action for video loss. 

警告音 

アラームが起動すると警告音がなります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

 
アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 
ステップ 3. [カメラへコピー] と をクリックして他のチャンネルに設定をコピーします。 
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4.6.4.3 アラーム入力 

アラーム入力機能は FULSUP-N5016-UT, FULSUP-N7016-UH, 

FULSUP-N7032-UH,FULSUP-N8032-UH, FULSUP-N8064-UH, FULSUP-N5008-UPT, 

FULSUP-N5016-UPT, FULSUP-N7016-UPH , FULSUP-N7032-UPH がサポートしています。 

ステップ 1. アラーム入力番号、アラーム名、アラームタイプを設定します。 

 

アラーム入力番号: 入力信号があるチャンネル 

アラーム名: アラーム名を設定してください。 

アラームタイプ: アラームタイプは NO または NC アラームタイプを選択してください。 

 

ステップ 2. アラーム入力のアクションを設定してください。 

チャンネル録画 

アラーム起動時にチャンネル録画を開始します。 

 

反応チャンネルの録画: アラーム起動時に選択したチャンネルの録画を開始します。録画スケ

ジュールの設定は[ストレージ]→[録画スケジュールインタフェイス]でおこなってください。 

アラームのコピー: アラーム設定をアラーム入力がある他のチャンネルにコピーします。 

 

警告音 

アラーム起動時に NVR から警告音が鳴ります。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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[アラームへコピー] と  をクリックして他のチャンネルにも設定をコピーしてください。 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

反応チャンネルスナップショット: アラームが発生すると選択されたチャンネルのスナップショット

が送信されます。 

 

[アラームへコピー] と  をクリックして他のチャンネルにも設定をコピーしてください。 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

4.6.4.4 アラーム出力 

アラーム出機能は FULSUP-N5016-UT, FULSUP-N7016-UH, FULSUP-N7032-UH, 

FULSUP-N8032-UH, FULSUP-N8064-UH, FULSUP-N5008-UPT, FULSUP-N5016-UPT, 

FULSUP-N7016-UP,FULSUP-N7032-UPH がサポートしています 

 

ステップ 1.アラーム出力チャンネル、アラームの種類、遅延とアラーム名を設定します。 

 

アラーム出力: アラーム信号を出力するチャンネル 

アラーム種類: アラームの種類は NO または NC を選択してください。 

遅延: アラームの出力時間。出力アラームが長すぎる場合は、手動クリアを選択して停止でき

ます。 

アラーム名: アラーム名を設定してください。 

ステップ 2: アラーム出力の有効時間を設定してください。 
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ステップ 3. [アラームへコピー] と  をクリックして他のチャンネルにも設定をコピーしてくださ

い。 

 

4.6.4.5 例外 

 

ステップ 1. 例外の種類を選択してください。 

 

ネットワーク切断: ネットワークが切断されました。 

ディスクフル: ディスクフル。通常リサイクルモードがオフのときに起こります。 
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記録失敗: HDD フルなど記録に失敗しました。 

ディスクエラー: HDD の認識に失敗しました。 

未初期化ディスク: ディスクは未初期化です。 

No Disk: ストレージデバイスがありません。 

 

ステップ 2. 通常のリンクを選択すると、イベント通知、警告音、メール連絡が含まれます。 

警告音: NVR から警告音を鳴ります。. 

E メール連絡: アラームが発生するとアラーム E メールが送信されます。 

4.6.4.6 スマートイベント 

スマートイベントは、エンターテインメント、ヘルスケア、小売、自動車、輸送、ホームオートメー

ション、安全性およびセキュリティを含む幅広い分野で適用される当社のビデオコンテンツ分析

技術を使用しています。 VCA は、当社のネットワークカメラに高度で正確なスマートビデオ分析

を提供します。基本的な機能と高度な機能に分けられる 8 つの検出モードを通してネットワーク

カメラの性能を強化し、包括的な監視機能と異なる監視場面へのカメラのより速い応答を可能

にします。 

注意： 

スマートイベントを最初に有効にするには、設定ページで選択したチャンネルのライセンスを入

力してください。 

範囲侵入検知 

範囲侵入検知機能は、事前に定義した範囲に外部から侵入する人物やその他物体を検知しま

す。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2.範囲侵入検知を有効にします。 

 

ステップ 3. 検知する侵入範囲の設定をします。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。このエリアはカメラと同期します。すべ

てのエリアの設定は  と をクリックすることで設定または削除を簡単

にできます。 
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ステップ 4. をクリックして範囲侵入の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  

をクリックするとすべての設定の設定または削除が一括でできます。 

 

ステップ 5. をクリックして範囲侵入検知のアクションを設定します。 

警告音 

侵入範囲が検知されると NVR から警告音が鳴ります。  

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 
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範囲退出検知 

範囲退出検知機能は事前に定義した範囲から退出する人物やその他の物体を検知します。  

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2.範囲退出検知を有効にします。 

 
ステップ 3. 範囲退出の領域を設定します。  

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。すべてのエリアの設定は  

と をクリックすることで設定または削除を簡単にできます。 

 

ステップ 4. クリックして範囲退出の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  

をクリックするとすべての設定の設定または削除が一括でできます。 
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ステップ 5. をクリックして範囲退出検知のアクションを設定します。 

警告音 

侵入範囲が検知されると NVR は警告音を鳴らします。  

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 
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その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

高度動体検知 

従来の動体検知とは異なり、高度な動体検知は照明の変化や自然の木の動きなどの「ノイズ」

を除去した上で、物体が選択した範囲内で移動するとアラームが起動します。  

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2. 高度動体検知を有効にします。 

 

ステップ 3. 高度動体検知範囲を設定します。  
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マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。すべてのエリアの設定は  

と をクリックすることで設定または削除を簡単にできます。 

 

ステップ 4. 感度の設定をします。 

感度は様々な要件に応じて様々な動きを検知できるように設定できます。感度が低い場合はわ

ずかな動きではアラームを起動しません。  

 

ステップ 5 をクリックして動体検知範囲の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 

 

ステップ 6. 動体検知アラームのアクションを設定するには をクリックします。 

警告音 

動きが検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 
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その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

干渉検知 

干渉検知機能はカメラの焦点が合っていない、妨げられている、または勝手に動いているなど

の外部の干渉を検知します。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2. 干渉検知を有効にします。 

 

ステップ 3. 感度の設定をします。 

感度は様々な要件に応じて様々な動きを検知できるように設定できます。感度が低い場合はわ

ずかな動きではアラームを起動しません。  

 

ステップ 4. クリックして干渉検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 5. 干渉検知アラームのアクションを設定するには をクリックしま

す。 

警告音 

干渉が検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

ラインクロス検知  

ラインクロス検知機能はほとんどの屋内・屋外環境で対応するように設計されています。定義さ

れた仮想ラインを横切る物体をカメラが検知するとアラームを起動します。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 
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ステップ 2. ラインクロス検知を有効にします 

 

ステップ 3. 検知番号を選択し、方向を定義します。 

一度に 4 ラインまで設定できます。アラームを起動するために選択する 3 つの方向モードがあり

ます。[A→B]は[A]側から[B]側に物体が横切った際にアラームが起動します。[B→A]は[B]側

から[A]側に物体が横切った際にアラームが起動します。[A ↔ B]は物体が左右のどちらから横

切った際にもアラームが起動します。  

 

ステップ 4. 検知ラインを引きます。 

 

ステップ 5. をクリックしてライン交差の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 



 

151 
 

 

ステップ 6. をクリックしてラインクロス検知アラームを設定します。 

警告音 

ラインクロスが検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

徘徊検知 

徘徊検知機能は事前に定義した範囲を一定時間徘徊する物体を検知します。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 
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ステップ 2. 徘徊検知を有効にします。 

 

ステップ 3. 徘徊検知の範囲を設定します。 

マウスを検知範囲にドラッグし範囲エリアを設定します。すべてのエリアの設定は  

と をクリックすることで設定または削除を簡単にできます。 

 

ステップ 4. 最小徘徊時間と物体のサイズを設定します。 

あらかじめ設定した最小徘徊時間（3～300 秒）とサイズを超えた物体が、指定した範囲を徘徊し

ている場合にアラームを起動します。 

 
ステップ 5. をクリックして徘徊検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受信します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 
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ステップ 6. をクリックして徘徊検知アラームのアクションを設定します。 

警告音 

徘徊物体が検知されると NVR は警告音を鳴らします。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

 

その他 

アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

人物検知 

人物検知機能はオブジェクトが人間か物体か判断します。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 
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ステップ 2. 人物検知を有効にします。 

 

ステップ 3. をクリックして人物検知の有効時間を設定します。 

有効時間が設定されると NVR はアラームを受診します。  または  を

クリックするとすべての時間設定の設定または削除が簡単に行えます。 

 

ステップ 4. をクリックして人物検知アラームのアクションを設定します。 

警告音 

人物が検知されると NVR から警告音が鳴ります。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 
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E メール連絡 

事前に設定したメールアドレスに NVR から E メールが送信されます。 

タイムテーブル状に線をドラッグして時間設定をするか、  か  をクリ

ックしてすべての設定の設定・削除を一括でおこなってください。タイムバーをクリックすると時

間を正確に編集できます。 

 をクリックして同じ時間設定を他の日にコピーしてください。 

反応間隔: イベント発生時の 2 つのアクション間の有効間隔 

 

アラーム出力 

アラーム起動時にアラーム出力が反応します。 

 

その他 
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アラーム起動時に他ののチャンネルの録画を開始します。 

 

 

人物カウント 

人物カウントは設定期間中に何人の人が出入りするかをカウントします。 

ステップ 1. チャンネルを選択します。 

 

ステップ 2. 人物カウントを有効にします。 

 

ステップ 3. 検知線を引きます。 

 

ステップ 4. カウント OSD を設定します。 
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入出人数を含めたカウントされた人数を表示します。 

をクリックしてカウントをクリアすることができます。 

 

注意： 

1）人物カウントを設定する際は、人体検知を有効にして行ってください。 

2）矢印の方向に横切ると「入室」反対側が「退室」と記録されます。 

 

設定 

VCA はすべての VCA 機能の初期設定を提供しています。 

Draw Min. は物体が他の設定を起動する大きさかどうかを設定します。画面内で描く枠よりも物

体が大きい場合のみ他の VCA 機能の設定が有効になります。 

Draw Max. は反対で、画面上に描く枠より物体が小さい場合に限り他の 

VCA 機能の設定が有効になります。  

 

 

パラメータ 説明 

プロセス FPS 
5 つの異なる期間(5, 10, 15, 20, 25fps) があります 

 

シナリオモード ニーズに合わせて屋内モードまたは屋外モードを選択してください 

カメラの設置 
アングルビュー、水平ビューとオーバーヘッドビューからカメラ設置ビューを設定

してください 

分析タイプ 標準または詳細分析タイプから選択してください 

ライセンス カメラの情報から生成 

ライセンス状況 
有効、無効、期限切れ、未有効化など現在のライセンスステータスを表示しま

す。 
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4.6.5 システム 

4.6.5.1 基本設定 

NVR の一般的なパラメータの設定を行うにはデバイス名の変更、起動ウィザードの設定、シス

テム時刻の手動設定、自動ログアウトが必要です。 

 

4.6.5.2 ネットワーク 

4.6.5.2.1 基本情報  

システムは 2 つの IP アドレスフォーマットをサポートします: IPv4 と IPv6  

IPv4 

IP を自動検索するには IPv4 DHCP を有効にします。DHCP 機能を有効にすると、IP/サブネット

マスク/ゲートウェイを変更することはできません。手動で IP/サブネットマスク/ゲートウェイを変

更するには IPv4 DHCP を無効にします。 

IPv6 

手動/ ルーター通知/ DHCPv6 が利用可能です。 

DNS サーバー 

優先 DNS サーバー: DNS サーバーの IP アドレス 

代替 DNS サーバー: DNS サーバーの代替アドレス 
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注意： 

1）ネットワーク内で DHCP サーバーが稼働している場合は[DHCP]チェックボックスをオンにしま

す。 

2）MTU の有効範囲は 500~9676 です。 

3）他の機器と競合する IP アドレスは入力しないでください。 

4.6.5.2.2 UPnP 

こちらの機能を有効にすると、ルーターの各ポートにポートマッピングを設定する必要がなくなり

ます。ルーターが UPnP をサポートすると、ルーターのポートマッピングが自動的に行われます。 

 

4.6.5.2.3 DDNS 

IP アドレスの問題を解決するために DDNS を使用してください。 

[DDNS]のチェックボックスをオンにして有効にし、DDNS サーバーを選択してユーザー名、パス

ワードおよびホスト名を入力します。必ず設定を保存してください。  

注意： 

「ホスト名」は文字で始まる必要がある、数字、文字、ハイフンを含めることができます。 
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4.6.5.2.4 E メール 

アラームが起動するとスナップショットが受信者に送信されます。 

 

ユーザー名: 送信者の E メールアドレス 

パスワード: E メールのパスワード 

SMTP サーバー: E メールの SMTP サーバー 

SMTP ポート: SMTP サーバーのポート。通常は 25 です。 

暗号化: TSL および SSL を含む電子メール送信のセキュリティプロトコル 

ホスト名: E メールに添付されます。 

送信者: 事前に決められた送信者 

送信者のメールアドレス: [ユーザー名]と同じ 

選択した受信者: 最大３名まで受信者を選択できます  

受信者: 事前に決められた受信者 

受信者のメールアドレス: 受信者の E メールアドレス 

メール機能をテスト確認するには  を選択してください。 

注意： 

NVR にホスト名のIP を転送するポートがある場合は、そのポートを含む完全なアドレスを入力し

てください。 

4.6.5.2.5 P2P 

ルーターでポート転送を行わずに、i-Sight 上で P2P の WAN 内のリモート NVR ライブビューを見

ることができます。 「有効」と「保存」をクリックして P2P を有効にします。  

P2P ステータスが[有効]と表示されている場合、P2P は正常に有効になっています。 

有効にした後は「P2P」ページの QR コードを直接スキャンするか、手動でMAC アドレスを入力す

ることで、ライブビュー用の APP i-Sight に NVR を追加できます。 
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[保存]をクリックすると[P2P ステータス]にいくつかのステータスが表示されます。下の表で確認

してください。 

P2P ステータス 説明 

ネットワーク利用不可 インターネットに接続できませんでした。NVR がネットに接続できるかネットワ

ーク設定（ゲートウェイ、DNS）を確認してください。 

認証要求が失敗しました P2P 暗号化を認証できませんでした。お問い合わせください。 

アイドル状態 UUID なし このステータスが表示された場合はお問い合わせください。 

有効化 P2P が利用可能です 

ログインに失敗しました P2P サーバーにログインできませんでした。お問い合わせください 

初期化に失敗しました P2P を初期化できませんでした。お問い合わせください。 

無効化 P2P は無効です 

原因不明のエラー その他のエラーです。お問い合わせください。 

 

注意： 

有効にする前に NVR がインターネットで利用可能であることを確認してくだい。 

4.6.5.2.6 SNMP 

SNMP は Simple Network Management Protocol の略で、ネットワーク環境全体で NVR を監視

および管理するのに便利です。SNMP は、多くのネットワークデバイス、ソフトウェア、およびシス

テムで広く使用されています。 

SNMP を設定する前に、SNMP ソフトウェアをダウンロードし、SNMP ポート経由で NVR 情報を受

信するように管理してください。 
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SNMP v1/2c/3: SNMP のバージョン。ご自分の SNMP ソフトウェアのバージョンを選択してください。 

SNMP v1: セキュリティ保護なし 

SNMP v2c: アクセスにパスワード要求あり 

SNMP v3: HTTPS プロトコルを有効にするため暗号化をサポート 

読み取りコミュニティ: 読み取りコミュニティの名前を入力してください 

書き込みコミュニティ: 書き込みコミュニティの名前を入力してください 

読み取りセキュリティ名: 読み取りセキュリティコミュニティの名前を入力してください 

セキュリティレベル: ３つのレベルがあります: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) 

書き込みセキュリティ名: 書き込みセキュリティコミュニティの名前を入力してください 

セキュリティレベル: ３つのレベルがあります: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) 

SNMP ポート: SNMP ポートのデフォルトは 161 です。 

 

4.6.5.2.7 HTTPS 

HTTPS を介して NVR に正常にアクセスできるようにインターフェイスを設定します。これにより、

通信データのセキュリティが保証されます。信頼性が高く安定した技術はユーザー情報のセキ

ュリティと機器の安全性を確保することができます。 

 

3 つの証明書インストールタイプがあります： 

プライベート証明書を作成する 

[作成]をクリックして以下のダイアログボックスを作成します。国、一般名、有効期限などの情報

を入力します。[OK]をクリックしてプライベート証明書を作成します。 

 
直接インストール 

[参照]をクリックして署名つき証明書ローカルに選択し[インストール]をクリックしてインストール
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します。 

 

 

証明書要求を作成する 

まず、[作成]をクリックします。国、一般名、その他情報を入力して証明書要求を作成します。証

明書要求をダウンロードして、信頼できる認証局に署名してもらうために送信します。署名され

た有効な証明書を受け取ったら、その証明書をデバイスにインポートします。 

 

証明書を正常に作成およびインストールした後、証明書情報を確認して下記のインターフェイス

の情報を削除できます。また、ウェブブラウザか https://ip:port を入力して NVR にアクセスする

こともできます。 

 

注意： 

デフォルトの HTTPS ポートは 443 です。[その他]インターフェイスで変更できます。 
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4.6.5.2.8 その他 

 

チャンネルアクセス 

このオプションを有効にすると、カメラ管理で PoE 接続のカメラのウェブサイトに直接アクセスで

きます。 

SSH を有効にする 

SSH アクセスを有効または無効にします。PPP、FTP、POP の安全なチャンネルを提供します。  

SSH ポート 

デフォルトの SSH ポートは 22 です。 

 

HTTP ポート 

デフォルトの HTTP ポートは 80 です。実際のアプリケーションに合わせて HTTP ポートを変更し

てください。 

注意： 

1）IE ブラウザのデフォルト HTTP ポートは 80 です。 

2）HTTP ポートは 4k/H.265 NVR シリーズのリモートネットワークアクセスに使用されます。 

HTTPS ポート 

デフォルトの HTTPS ポートは 443 です。実際のアプリケーションに合わせて HTTPS ポートを変

更してください。 

注意： 

1）IE ブラウザのデフォルト HTTPS ポートは 443 です。 

2）HTTPS ポートは 4k/H.265 NVR シリーズのリモートネットワークアクセスに使用されます。 

RTSP ポート 

リアルタイムストリーミングプロトコル(RTSP) は、TCP/IP プロトコルシステムにおけるアプリケ

ーション層プロトコルです。 
デフォルトの RTSP ポートは 554 です。実際のアプリケーションに合わせて RTSP ポートを変更し

てください。 

注意： 

1）RTSP ポートはリモートネットワークのライブビューに使用されます。. 

2）RTSP ポートの有効範囲は 554 または 1024~65535 です。 

プッシュ通知 

このオプションを有効にすると、モバイルアプリケーションでアラームメッセージを受信できます。 

プッシュビデオストリーム 

どのビデオストリームを APP i-Sight.にプッシュするか選択します。自動、プライマリストリーム、

セカンダリストリームが利用可能です 
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注意： 

T で終わる NVR モデルのみサポートします。 

プッシュ種類 

どのアラームタイプを APP i-Sight にプッシュするか選択します。これには動体検知、ビデオ損

失、範囲侵入、 範囲退出, 高度動体検知、徘徊検知、干渉検知と人物検知が含まれます。 

4.6.5.3 休日 

今年度の休日の記録またはスケジュールの画像キャプチャを設定できます。 

 

Click  をクリックして休日の設定ページを開き、休日名を変更し[休日を有効にする]のチェッ

クボックスをオンにして、[種類]を選択して開始日/終了日を設定します。[種類]モードには月、

週、日で選択できます。[OK]をクリックして設定を保存し、休日ページに戻ります。  
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4.6.5.4 ユーザー 

 

 

注意： 

1）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以下の場合、デフォルトのユーザー名は 

“admin” 、デフォルトのパスワードは“123456”です。 

2）NVR ファームウェアのバージョンが xx.9.1.3 以上の場合、ログイン前にパスワードを設定して

ください。 

 

新しいユーザーの追加 

をクリックしてユーザー追加インターフェイスを展開し、新しいユーザーの情報の入

力と権限を設定し  をクリックして設定を保存します。 
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注意： 

1）ユーザー名は文字と数字しか使えません。 

2）ユーザー権限は Operator と Viewer の２つのレベルがあります。 

 

ユーザー権限の編集 

ユーザーを選択し、背景の色が青に変わったら をクリックしてユーザー権限を編集

します。 

① ローカル権限とはモニターへの権限が NVR に接続されていることを意味します。 

② リモート権限はウェブ設定に対する権限のことです。 
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ユーザーパスワードの編集 

 をクリックしてパスワードを変更します。 

PoE NVR シリーズでは、現在接続されている PoE チャンネルに新しいパスワードを同期するこ

とができます。 

 

ユーザーを削除 

ユーザーを選択し  をクリックして削除します。 
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セキュリティ質問を変更する 

管理者パスワードを入力し、セキュリティ質問を選択し、答えを入力します。  をクリッ

クして保存します。 

 

 

注意： 

1）NVR ファームウェアバージョン xx.9.1.3 以降でのみ使用できるオプションです。 

2）セキュリティ質問は、管理者パスワードを忘れた場合にパスワードの再設定する際に使用し

ます。パスワードの長さは 8 文字以上 32 文字以下で設定してください。 

4.6.5.5 メンテナンス 

 

自動メンテナンス 

ログと写真の保存期間は 1-12 ヶ月または永久と設定できます。設定に応じて NVR は保存期間

が過ぎると自動的にログと写真を削除するか、ログと写真を永久保存します。 
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再起動 

 をクリックして NVR を再起動します。 

デフォルトに設定 

 をクリックして NVR をデフォルト設定にリセットします。IP パラメータを保持し、ユー

ザー情報を保持することが可能です。 

 

設定ファイルのインポート 

をクリックして一つのファイルを選択し  をクリックして NVR 設定をイン

ポートしてください。 

 

設定ファイルのエクスポート  

 をクリックして現在の NVR 設定をバックアップします。 

システムアップグレード  

 をクリックしてファームウェアファイルを選択し、  をチェックするとデフォルト設

定にリセットすることができます。  

 をクリックしてアップグレードします。 

 

注意： 

アップグレードには5-10 分程かかります。処理中はデバイスの電源は切らないでください。デバ

イスはアップグレード後に自動的に再起動します。 

 

4.7 ステータス 

デバイス、ネットワーク、カメラ、ディスクとイベントの情報を簡単に確認できます。特定の設定を

したい場合は対応するインターフェイスで行なってください。 
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4.7.1 デバイス情報 

デバイス情報にはモデル、MAC アドレス、ハードウェアバージョン、ソフトウェアバージョンおよ

び稼働時間が含まれます。 

 

4.7.2 ネットワークステータス 

ネットワークステータスには 3 つの主要部分があります: 受信帯域幅, LAN1 と LAN2。  

 

4.7.3 カメラステータス 

カメラのステータスにはチャンネル、名前、IPv4 アドレス, 記録, フレームレート, ビットレート, 

解像度とステータスが含まれます。 
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4.7.4 ディスクステータス 

ディスクのステータスにはポート、ベンダー、ステータス、合計(GB)、空き(GB)、種類、使用中とリ

サイクルモードがあります。総容量(GB)と空き容量も確認できます。 

 

4.7.5 イベントステータス 

カメライベント 

カメライベントはビデオの損失、動体検知、I/O などのカメライベントを表示します。アラームが反

応すると  が に変わります。 
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アラーム 

アラームはアラーム入力と出力のステータスを表示します。アラームが反応すると  が に

変わります。 

 

 

スマートイベント 

スマートイベントのステータスを表示します。アラームが反応すると  が に変わります。 

 

人物カウント 

すべてのカメラの In/Out の人物カウントの数字を表示します。 
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4.7.6 パケットキャプチャツール 

IP と Port を入力し、[開始]をクリックしてキャプチャを開始し、[終了]をクリックして停止します。

キャプチャしたパケットをローカルにバックアップするには[ダウンロード]をクリックします。 

 

4.8  ログ 

ログのインターフェイスではログを確認、検索、エクスポートできます。メインタイプ、サブタイプ、

開始時間と終了時間を選択することでログのスケールを絞り込み、必要なログを探し、ローカル

にエクスポートできます。 
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4.9 ログアウト 

をクリックし現在のアカウントからログアウトします。 
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