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クイックインストール
レコーダーをすばやく稼働させるには、以下の手順に従って接続を
行い、［クイックインストール］メニューで必要なデータを入力し
ます。 

接続
1. ハイブリッドモデルでは、カメラを BNC Video in コネクタ

ーに接続します （自動終端機能付き）。 
2. モニター A を、A 側のコンポジット映像信号、Y/C、または

VGA （1280×1024 に対応）出力に接続します。
3. USB マウスを USB ポートに接続します。
4. モニター B を、B 側のコンポジット映像信号、Y/C、または

VGA （1024×768 に対応）出力に接続します。
5. 大 16 個の音声信号を RCA Audio in コネクターに接続しま

す *。
6. RCA Audio out コネクターをモニターまたはオーディオアン

プに接続します。
7. 大 16 個の入力を Alarm I/O に接続します （25 ピンコネク

ターボードを使用）。
8. 大 4 個のアラーム出力を Alarm I/O に接続します （25 ピン

コネクターボードを使用）。
9. 異常出力 （MALOUT）を接続します （付属のネジ式端子台

アダプターを使用）。
10. Intuikey キーボードを KBD in コネクターに接続し、ターミネ

ーター （キーボードに付属）を KBD out コネクターに接続し
ます。

11. Bosch のパン／チルト／ズーム制御ユニットを Biphase ポー
トに接続します （15 極 D タイプコネクターボードを使用）。

12. サードパーティのパン／チルト／ズーム制御ユニットを使用
する場合は、RS485 ポートに接続します （ネジ式端子台ア
ダプターを使用）。

13. Ethernet ポート経由でネットワークに接続します （一部の
バージョンにはセカンダリイーサネットポートがあり、別の
ネットワークに接続できます）。

14. ネットワークカメラをネットワークに接続します。 

接続したすべての機器の電源をオンにします。
15. 電源コードをレコーダーに接続します。

初回起動時の操作
［クイックインストール］メニューは、レコーダーの初回起動時に
表示されます。 各タブに基本設定を入力し、本機を使用できる状態
にします。 ［クイックインストール］メニューを閉じると、レコ
ーダーは自動的に録画を開始します。

操作
USB マウスを使用するか、フロントパネルキーで次のように操作
します。

– Enter  ボタンで、サブメニューや項目を選択しま
す。

– 矢印    ボタンで、メニューや
リスト内を移動します。

– ESC  ボタンを使用して、前の画面に戻るか、
メニューを終了します。

［クイックインストール］メニュー
［クイックインストール］メニューには、［地域と言語］、［ネット
ワーク］、［スケジュール］、［録画］という 4 つのタブがありま
す。 これらのタブは、［戻る］や ［次へ］を使用して切り替えるこ
とができます。 ［元に戻す］をクリックすると、アクティブなタ
ブで行った変更がキャンセルされます。 ［閉じる］をクリックす
ると、［クイックインストール］メニューが終了します。 クイック
インストール設定を変更すると、カスタマイズされた設定が上書き
されます。 

地域と言語
言語 — メニューで使用する言語をリストから選択します。
タイムゾーン — タイムゾーンをリストから選択します。
時刻の形式 — 時刻の形式を ［12 時間表示］または ［24 時間表
示］から選択します。
時刻の形式 — 現在の時刻を入力します。
日付の形式 — 月 （MM）、日 （DD）、年 （YYYY）の表示順序
を選択します。
日付 — 現在の日付を入力します。

スケジュール
現在アクティブな週間スケジュールが表示されます。 それぞれの色
が利用可能なプロファイルに対応しています。
［上書き］をクリックすると、変更が反映されます。
– 週が開始および終了する曜日を選択します。
– 平日の開始時間と終了時間を選択します。
– 週末の開始時間と終了時間を選択します。
設定を変更すると、表示が自動的に更新されます。

録画
テーブル内のプロファイルごとに、通常録画の解像度、画質、フレ
ームレートを設定します。 アラームおよび動体検出録画の解像度、
画質、フレームレートを設定します。 この設定はすべてのプロファ
イルに対して適用されます。 詳細録画設定が指定されていても、
［上書き］をクリックすると、クイックインストール設定に置き換
えられます。

ネットワーク
レコーダーのネットワーク動作を制御するための設定を入力しま
す。

［レコーダー名］ — ネットワーク内で使用する一意のレコーダ
ー名を入力します。

［DHCP］ — ［DHCP］をオンにすると、ネットワークの DHCP
サーバーによって IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲ
ートウェイが自動的に割り当てられます。 これらのフィールドには
実際の値が表示されます。
［IP アドレス］ — ［DHCP］をオフにした場合は、IP アドレス
を入力します。
［サブネットマスク］ — ［DHCP］をオフにした場合は、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］ — ［DHCP］をオフにした場合は、
デフォルトゲートウェイを入力します。
［自動 DNS アドレス］ — オンにすると、DNS サーバーの IP ア
ドレスが自動的に割り当てられます。 割り当てられたアドレスが表
示されます。
［DNS サーバー］ — ［DNS アドレス自動取得］をオフにした場
合は、DNS サーバーのアドレスを入力します。
［MAC アドレス］ — MAC アドレスは読み取り専用です。
［接続］ — プライマリイーサネット接続の現在のネットワーク
速度を表示します。

［リモートストリーミングの制限］ — 0 ～ 1,000Mbps の値を入
力して、すべての BVC ワークステーションの組み合わせで使用で
きるストリーミング音声／映像のネットワークの帯域幅を制限しま
す。
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操作方法
ここでは、フロントパネルキーの用途について説明します。 使用可
能な機能は、パスワードを設定することで制限できます。 一部の機
能では、ソフトウェアライセンスが必要になる場合があります。
管理者は、メニューからさらに多数の機能にアクセスできます。

フロントパネルの制御
キー
フロントパネルのキーを使用して、すべての機能を制御します。 キ
ーに表示されている記号によって、そのキーの機能を確認できま
す。 アクティブでないキーを押すと、警告音が鳴ります。

矢印キー：

 上  下  左  右
– メニューモードでは、任意のメニュー項目や値に移動

できます。
– PTZ モードでは、選択したカメラのパン、チルト、ズ

ーム機能を制御できます。
– デジタルズームモードでは、選択した映像の表示領域

を移動できます。

 Enter キー
– サブメニュー項目やメニュー項目の選択や、メニュー

で選択した内容を確定するときに使用します。
– 映像をマルチスクリーンモードで表示しているとき

に、選択した分割画面を全画面で表示します。

 ESC キー
– 1 つ前のレベルに戻るか、保存せずにメニューシステ

ムを終了します。

 全画面キー
– 全画面モードに切り替えます。

 4 分割キー
– 4 分割モードに切り替えます。
– 4 分割モードでこのキーを押すと、有効な 4 分割画面

が順に切り替わります。

 マルチスクリーンキー
– マルチスクリーンモードに切り替えます。
– マルチスクリーンモードでこのキーを押すと、9 分割

画面と 16 分割画面の間で切り替わります。

 デジタルズームキー
– アクティブな全画面カメラ表示を拡大します。

 シーケンスキー
– 全画面または 4 分割表示でカメラを順に表示します。

 OSD キー
– 日時とカメラ情報を表示、日時のみを表示、表示なし

の間で切り替わります。

 検索キー
– 録画された映像を検索するための日時検索メニューが

開きます。

 PTZ キー
– パン／チルトモード、またはパン／ズームモードを有

効にします。

 一時停止キー
– ライブモードで、選択した映像を一時停止できます。

 メニューキー
– メニューシステムを開きます。

 ヘルプキー
– ヘルプを表示します。

 消音キー
– 音声モニターを消音します。

 開閉キー
– DVD トレイを開閉します。

 エクスポートキー
– エクスポートメニューを開きます。キーにインジケー

ターランプがあります。

 モニターキー
– モニター A とモニター B の間でコントロールを切り

替えます。

 確認キー
– アラームイベントを確認します。キーにインジケータ

ーランプがあります。

 カメラキー （1 ～ 16）
– アナログ映像入力を全画面で表示します。
– もう一度押すと、ネットワークカメラの映像を全画面

で表示します （接続されている場合）。

 一時停止キー
– 再生モードで、再生映像を一時停止します。

 逆再生キー
– ライブモードでこのキーを押すと、表示されているカ

メラの録画映像の逆再生が開始されます。
– 再生モードでこのキーを押すと、逆再生が開始される

か、再生速度がアップします。
– 一時停止モードでこのキーを押すと、1 フレームずつ

戻ります。

 再生キー
– ライブモードでこのキーを押すと、 後に選択した再

生位置から再生を再開します。
– 一時停止モードまたは早送り／逆再生モードでこのキ

ーを押すと、再生が再開されます。

 早送りキー
– ライブモードでこのキーを押すと、1 分前から再生が

開始されます。
– 再生モードでこのキーを押すと、早送りの再生速度が

アップします。
– 一時停止モードでこのキーを押すと、1 フレームずつ

進みます。

 停止キー
– 再生モードでこのキーを押すと、ライブモードに戻り

ます。

注意：
ネットワークカメラの番号は、8 チャンネルハイブリッドモデルの
場合は 9 番から、16 チャンネルハイブリッドモデルの場合は 17 番
からスタートします。 このため、16 チャンネルのハイブリッドモ
デルでネットワークカメラを使用する場合は、カメラキー 1 を押す
とアナログカメラ 1 が選択され、もう一度カメラキー 1 を押すとネ
ットワークカメラ 17 が選択されます。


