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５００万画素防犯カメラ・取扱説明書（型番 CAMTECK－500）
重要なお知らせ
DVR の上に重い物を置かないでください。
DVR に固体または液体が落下したり、侵入したりしないようにしてください
プリント基板、コネクタ、ファン、機械箱などを定期的に埃を掃除してださい。
掃除は電源を切ってプラグを抜いてください。
DVR を分解したり修理したりしないでください。コンポーネントを自分で交換しないでください。
環境
直射日光を避け、熱源から遠ざけてください。
湿気の多い環境に DVR を設置しないでください。
煙や埃の多い環境で DVR を使用しないでください。
衝突や強い落下を避けてください。
DVR は固定された職場設置を保証してください。
換気の良い場所に設置してください。換気口をきれいにしてください。
定格入出力の範囲内で使用してください。
目次
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１．初期設定
図等
説明
NO.
１
モ ニ タ ー 又 は テ レ ビ に HDMI 又 は 初期設定は 1280*720、
VGA 端子で NVR に接続してください。 又は 2560*1440 になっています。モニター
解像度によっては映らない恐れがあり で映らない場合はテレビに接続してくだ
ます。
さい。
NVR の 出 力 解 像 度 は 、 1024*768, モニターの表示性能を超えると映像が写
1280*720,
1280*1024,
1440*900, らない可能性があります。
1920*1080, 2560*1440 です。
２
全ての配線を終えてからカメラ、NVR
へ電源を入れてください。
３
電源がＯＮ

４

ブートウィザード画面
「次」をクリック
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５

システムログイン画面
パスワードには何も入れず
「OK」をクリック

６

時間帯：東京へ変更
言語：日本語
時刻設定：正確な時間へ設定（なお時刻
は時々修正要※）
「次」クリック
注※：アンドロイドスマホの
Xmeye ソ フ ト で 『 ホ ー ム 』 ボ タ ン →
「about」→「device time」クリックでスマホ
時間と同期できます

７

インターネットに接続できていないと左
記画面が出ますが、正常です。
「網設定」をクリックする。

８

DHCP にチェックを入れる。
「OK」をクリックする。

９

30 秒程度時間をおいてから「再試行」をク
リックする。
左記画面が出ればネット接続ができた。
出来ていない時は LAN ケーブル差し込み
チェック。
それでも出来ない時は NO.10 へ。
出来た場合は NO.11 へ。

１０

DHCP のチェックを外し、
ゲートウェイと DNS1 の両方に、接続する
ルータの IP アドレスをインプットしてか
ら DHCP に チ ェ ッ ク を 入 れ 、 そ の 後
NO.9 を再試行する。
それでもダメな場合はＩＰアドレスに使
っていない IP アドレスをインプットする。
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１１

DHCP のチェックを外す。
「OK」→ゲートワークテスト画面で「次」を
クリックする。

１２

スマートフォンでも見るならば、アプリを
入手しアプリを起動後、シリアル NO.の 2
次元バーコードをスキャンして NVR を登
録する。
「次」→「よし」

２．メインメニュー＆デスクトップメニュー画面
図等
説明
NO.
メインメニュー画面
1
メニューには 2 種類の画面があります。
左記はメインメニュー画面

２

デスクトップメニュー画面
（マウス右クリックで表示される）
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３．電源 OFF
NO.
１

図等

４．E メールの登録方法
図等
NO.
１

説明
デスクトップメニューで、ログアウトをク
リックすると左記画面が出る。
電源 OFF を選択しコードを抜く。

説明
メインメニューの「メニュー」→「網設定」
を開く。
画面左下の「メール設定」をクリックする。
クリックすると各種設定画面が出てくる
が、EMAIL 設定を選ぶ。右端の鉛筆マーク
をクリックすると、メール設定画面が出る
。この時、クラウドが接続されている事を
確認する事（外部からスマホで見る際は
クラウドが接続されている必要がある）

２

ヤフーメールの場合
・SMTP サーバ：smtp.mail.yahoo.co.jp
・ポート：587
・SSL：チェックを付けない
・ユーザ名：自分の yahoo メルアド
・パスワード：上記ユーザ名に入れたメ
ールアドレスのパスワード
・送信者：自分の yahoo メールアドレス
・受信者：受信したいメールアドレス
・タイトル：受信時の件名
上記を入れて、「メールテスト」を実施。
成功すると左記のようにテストは成功で
す と表示される

３

G メールでの設定方法
・SMTP サーバ：smtp.gmail.com
・ポート：465
・SSL：チェックを付ける
以下 yahoo と同様に G メール用の設定を
行う。
なお、G メール側で安全性が低いアプリか
らの接続を許可しますか？と尋ねられる
場合がある。その場合は許可しなければ接
続はできない。

４

その他（注意事項）

「メール設定」を開くと各種設定画面が出
てくるが、基本的に初期設定を維持する。
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変更する場合は専門家に任せる事を推奨
します。変更した場合 HDD 保存が出来な
くなったり他にもっと重大な影響が出る
可能性もあります。なお「クラウド」を無効
にするとスマートフォン等の外部からの
遠隔監視ができなくなります。
外部流出を避け、ローカルだけで見る場合
は「クラウド」を無効にする。確実を期すな
らば LAN ケーブルを抜く等をします
PPOE 設定を行う事ができます。これらの
設定はプロバイダーの資料に基づき設定
下さい。詳細はプロバイダーにご相談くだ
さい。

５．メニュー画面
NO.
１

（メインメニュー
図等

→

メニュー）
説明
録画再生：4ch 同時再生（AHD）
可能

２

画面右下の
を押すと左記画
面になります。
1． 再生操作、
2． 操作ヒント情報
3． ファイル検索、バックアップ
4． ファイルリスト
5． ファイル情報
右上の時間欄に再生する時間を指
定する事もできます。

３

同期モード（左下画面）にチェッ
クを入れると同時刻の複数の画面
が再生される。
右下でピッチ（24h、2h、1h、30m）
を変える事ができる。
一度映像をストップさせる事で切
替操作ができる。
マウス右クリックで画面移動
再生スピードは MAX ８倍速まで
可 能 （ NO.2 の 操 作 ヒ ン ト 情 報 参
照）

４

本ビデオは他に 2 個機能追加があ
ります。ビデオを見ながらファイル
のスタート、エンドを選び、選んだ
部分のみをバックアップ処理
（NO.3 の画面で一番右側のボタン
２個で操作します）
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注）バックアップは USB メモリー
等を NVR の裏面に事前挿入してお
いてください。
スケジュール
カメラ 1 台毎、曜日毎に詳細録画設
定可能。
全てカメラ、全ての曜日で設定可能。
冗長化は本システムでは適用外。
設定録画：動体検知、警報等を含め
録画設定する場合に使用。
マニュアル：24 時間録画設定
常時を外すと、自動（動体検知等）
警報（ペリメータ等）だけの録画
設定ができます。
セット XVI は本システム適用外

５

６

その他

６．システム
NO.
１

図等

２

説明
システム画面では 9 種類の操作が可能で
す。

「画像保存」
動画でなく画像を定期的に保存する場合
使用します。
目的：HDD の容量を節約する為に動画は
警報だけ録画し、後は画像を２０秒毎に保
存する等（但し画像は 1080P なので精度
が落ちます）
☆グラブサイクル
一定周期で画像を記録又は送信します。
☆タイミングキャプチャ
設定された時間の映像を記録送信しま
す。

３

シリアルポート設定画面

メモリ（HDD）に記録する場合は、「管理
ルール」→「ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ情報」で事前に映像
用の容量をパーティッションで確保する
必要があります。
録画された画像を取り出すには「システ
ム」→「バックアップ」→「コピー」で、HDD
でなく静止画像を選び、追加、削除等を実
施し目的の画像を USB ﾒﾓﾘｰに取出し確認
します。（ここで削除をクリックしても画
像は消えません）
通常ユーザは使用しません。
（プログラムのデバック等で設定）
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４

「録画品質」
画面左が HDD 録画品質、右がスマートフ
ォン、PC へ送信するストリーム画質の設
定です。
h264+のチェックを外せば通常の h264 に
なります。
フレームレートは１秒間のコマ数です。
画質は１～６まで最高画質が６歳低画質
が１になります。

５

ストリーム画面解像度
スマートフォン等の通信環境、通信料を考
慮し設定してください。
《参考》
D1：約 35 万画素
CIF：約 10 万画素
「出力」
モニター、テレビに映す画面の設定
・CAM 番号「設定」でカメラの名称変更
・時刻等を表示する際は必要な項目にチ
ェックを入れます。
・ストロボ、光の変化等画面チラツキ防止
をしたいならばデフリッカーにチェック
を入れます。
・解像度はモニターの能力により調整し
てください。モニター能力によっては表示
できない場合があります。
その際は PC ソフトで解像度を変える事に
なるので、事前に PC ソフトを理解してか
ら操作する事をお勧めします。
ループ表示
１画面で順にカメラ表示を変えるならル
ープ表示を設定します。
マスキング
プライバシー保護等の関係で画面に映さ
ない範囲を設定します。
下の時刻表示、CAM タイトルは録画デー
タに入れる場合はチェックを入れる。

６

バックアップ
「自動」USB を探します
「コピー」USB に書込みます
「同期書込」リアルタイムで書込みます
「初期化」USB メモリーを初期化します
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７

「コピー」について
録画種類を選択、HDD 又は画像を選択、
時間を選択し、「追加」をクリックする。
条件に合致したリストが出てくるので、
良ければ右下の「開始」をクリックすると
USB にコピーが開始される。
繰返し作業する場合は「消去」をクリック
しリスト削除する（リストから削除され
るだけで、元画像は消えていない）
アカウント

８

まずパスワードを忘れた時に役立つ質問
項目を埋めます。
パスワードを忘れると接続できなくなる
ので必ず質問項目２項目を埋めること。
パスワードを忘れると NVR 交換しか方法
はありません。
admin のパスワード変更を行います。
現状空欄、新しいパスワードを設定する。
他に複数の人、グループの権限に応じた設
定も可能です。
チャンネル管理

９

接続しているカメラの種類に応じてチャ
ンネル構成を変更します。
下記５パターンの変更が可能です。
AHD 5M ４ ch
AHD 5M ２ ch ＋ IP ５Ｍ ２ ch
IP 1080P 8ch ＋ IP 960P ８ ch
IP 5M 4ch
IP 3M 4ch
７．アラーム
NO.
１

図等

説明
有効にチェックを入れると動体検知が
有効になります。
カメラ１台毎に警報が出た場合、録画す
るカメラ NO.、画像も記録するか、メイ
ルへ通知するかをチェックします。
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２

「エリア設定」
赤いところが警戒区域になります。

３

「時間帯」設定
各曜日、時間で警戒時間を設定できます。

４

映像遮断：カメラが覆われたり、ライト
で映像が一時的に失われたりした場合
に警報をします。

その他

信号ロス：カメラからの映像信号が送
られてこなかった場合に警報します。
HDD 異常表示：HDD に何らかの不良が
発生した際に警報します。
５

「分析する」
1ch 1 機能だけの警報システム
トレース：動体を緑枠で表示する
表示ルール：警戒域を画面に表示する
この機能を使うと、アラーム警報の一部
機能（映像遮断）が使えなくなります。

6

「ペリメータ警告」
コードン：線を引き、右から左、
左から右、そのどちらも、通過した際に
警報を出す。
アラームリンケージの設定画面で録画
チャンネル、画像記録、ブザー警報、メー
ル通知等の設定が可能。
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7

「アイテムケア」
座礁したアイテム：設定した範囲内に
物体が留まった場合に警報する。違法駐
車取締り等に活用
アイテム盗まれたシフト：設定した範
囲にある物体が無くなった場合に警報
する。

8

「ビデオ診断」

その他

画面に変化が現れた場合警報する。
使い道が難しいが何らかの変化を敏感
に検知したいなら使えるようだ。

８．管理ツール
NO.
１

図等

説明
9 種類の管理データを扱える

２

ハードディスク情報
空き容量等の確認ができます。
画像を保存する場合はパーティションで画像領域の確保をして下さい。
冗長化は 2 個以上の HDD 搭載機種に適用のため関係ありません。
「録画時間」をクリックすると、録画時間が確認できます。
「静止画像保存」を選び「フォーマット」をクリックすれば画像だけ削除できます。

３

初期化
最初の状態に戻します。機器作動不良となった時に初期化して最初から設定すると直る場合も
あります。
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４

表示調整
モニター出力の画像ズレ、色調等を補正します。

５

アップグレード
真ん中の「自動アップグレードの重要な更新」はチェックを入れ「調査」をクリックすると、最新
版がある場合はアップグレードできる。
他はメーカからデータで入手した場合のアップグレードなので関係は無いです。

６

自動保全
設定情報を１回／週

７

保存する設定。

インポート輸出
ログ情報の取り出し等

８

（異常発生時の分析等で使用する）

バージョン
現在のソフトバージョン、及びスマートフォーンで登録する機器のシリアル NO.が二次元バー
コードで見れる（スマートフォンの登録等で活用）

９．デスクトップメニュー

（マウス右クリックで表示されるメニュー）

色彩調整、ログアウト等のデスクトップメニュー専用メニューも装備されている。
また、ワンクリックで素早く録画再生等できるので活用されたい。
以上
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