
 

 

16ch デコーダー 

NVR301-16X 
 

運用マニュアル 

 
 

このたびは本製品をご採用いただき、ありがとうございます。 

ご利用前には必ずこの運用マニュアルをお読みいただき、正しくご利用

ください。 

この運用マニュアルは、本製品（NVR301-16X）を16chデコーダ

ーとして使用するための接続・設定・運用に限って情報が掲載されて

います。本製品の仕様、ならびに通常の利用方法については別途メ

ーカー提供の取扱説明書を参照してください。 

本書‘は大切に保管し、必要なときにいつでも読めるようにしておいてく

ださい。 

 

注意事項 

・ 本製品は録画機ではありません。 

・ 本製品は屋内設置専用です。 

・ 本製品は横置き（前面の文字が読める方向）専用です。通風

孔をふさがない状態であっても縦置きや盤付けはできません。 

・ 本製品にはブザーが内蔵されています。寝室等、音が気になる場

所には設置しないでください。 

・ 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、イ

ンターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）

に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続す

る場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。 

 

１ はじめに 

２ 本製品を正しく取り扱っていただくために 

３ 製品の特徴 

４ 各部の名称と働き 

５ 設置 

６ 基本操作 

７ 運用設定 

８ 運用 

９ 付録 
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はじめに 
この「運用マニュアル」では、本製品を安全に設置していただくと同時に、本製品をご使用になる方や他の人への危害、財産へ

の損害を未然に防止するための、守っていただきたい事項を下記の「シンボルマーク」で表示しています。この「シンボルマーク」の

意味を十分にご理解のうえ、この「運用マニュアル」をお読みいただくようお願い申し上げます。 

 

表  示 意    味 

 
このシンボルマークの欄は、「死亡または重傷を負う可能性がある」場合を示しています。 

 

このシンボルマークの欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性がある」

場合を示しています。 

 

お守りいただく内容の種類を、次のシンボルマークで区分し、説明しています。 

表  示 意    味 

 
このシンボルマークは、してはいけない「禁止」内容です。 

 
このシンボルマークは、必ず実行していただく「強制」内容です。 

要  点 正しい設置の仕方や点検上のポイントを示しています。 

 

● 本書は、ご使用になるお客様に必ずお渡しください。 

● 定期点検は必ず実施してください。 

 
商標及び登録商標について 

イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 

その他、本書に記載されている各会社名および各商品名は、各会社の商標または登録商標です。 

 

警 告 

注 意 
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本製品を正しく取り扱っていただくために 

 

 

分解・改造は、本製品の性能や機能を損ないます。 

分解・改造の結果、火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

分解・改造をしないでください。 

 

水などの液体が本製品の内部に入ると、本製品の機能が損なわれます。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

水などの液体をかけないでください。 

 

本製品内部に金属、紙その他の異物が入ると本製品の機能が損なわれます。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

通風孔などから本製品内部に異物を入れないでください。 

 

本製品の通風孔および排気孔をふさぐと、内部に熱がこもります。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

通風孔はふさがないでください。 

 

故障や異常を放置したまま使用すると、本製品の性能や機能を損ないます。 

故障の拡大や予期せぬ事故が発生する可能性があります。 

このような場合はただちに使用を中止して、お買い上げの販売店にお申し出ください。 

そのまま使用すると、故障の拡大や思わぬ事故の原因となります。 

 

設置の際にお守りいただく内容 

 

 

本製品は屋内設置専用です。 

屋外に設置すると、風雨や雷により本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

屋外には設置しないでください。 

 

直射日光や雨の当たる場所に設置すると、本製品の性能や機能を損ないます。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

直射日光や雨の当たる場所に設置しないでください。 

 

本製品はAC100V 専用です。 

AC100V 以外の電源電圧で使用すると、火災や感電、故障の原因となります。 

本製品をAC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。 

 

本製品には使用温度範囲および使用湿度範囲が定められています。 

使用温度範囲および使用湿度範囲を超える場所に本製品を設置すると故障の原因となります。 

本製品を使用温度範囲および使用湿度範囲を超える場所に設置しないでください。 

 

本製品に強い衝撃や振動を与えると、性能や機能を損ないます。 

その結果、故障や破損に至る可能性があります。 

強い衝撃や振動が発生する場所に設置しないでください。 

 

本製品は水平設置を前提に設計されています。 

本製品を水平に設置しなかった場合、故障の原因となります。 

本製品が水平にならない場所には設置しないでください。 

  

警 告 

警 告 
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本製品を磁石や強い磁気の発生する機器の近くで使用すると、性能や機能を損ないます。 

誤作動や故障を起こす可能性があります。 

磁石や強い磁気の発生する機器の近くに設置しないでください。 

 

本製品を風通しの悪い場所で使用すると、内部に熱がこもります。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

本製品から壁面までは背面15cm 以上、左右それぞれ5cm 以上の間隔を確保し、風通しの良い場所に設置してく

ださい。 

 

電気的ノイズや電磁波は本製品の性能や機能を損ないます。 

誤作動や故障を起こす可能性があります。 

携帯電話や無線機、電子レンジなどの電磁波を発生するものの近くに設置しないでください。 

 

本製品を腐食性ガスや粉じんの多い場所で使用すると、性能や機能を損ないます。 

そのまま使用を続けると、故障や寿命低下の可能性があります。 

腐食性ガスや粉じんが多量に発生する場所には設置しないでください。 

 

設置場所の強度が不足していると、本製品が脱落します。 

その結果、本製品の変形や故障、けがの可能性があります。 

強度不足の場所には設置しないでください。 

 

本製品は雷サージへの対策はされておりません。 

雷サージを受けると本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

本製品に接続する配線に屋外配線が含まれる場合は、地中配管による配線や市販の雷サージアブソーバを接続する

などの対策をして、機器の保護をしてください。 

 

本製品にはブザーが内蔵されており、起動や再起動のときに必ず鳴動します。 

ブザー音が聞こえると問題のある場所（寝室や静かな事務所など）には設置しないでください。 

 

工事・保守点検の際にお守りいただく内容 

 

 

電源を、数多く分岐するタコ足配線状のタップなどから取ると、電圧の不安定化や配線の過熱などが起きます。 

火災・故障・誤動作の原因となります。 

本製品の電源は、必ず壁面のコンセントまたは専用の電源ボックスから直接取ってください。 

 

電源を入れたまま工事・配線をすると、本製品の機能が損なわれます。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

電源を入れたまま工事・配線をしないでください。 

 

雷のときは、直撃や側撃を受けることがあります。 

それにより本製品からの火災や感電、故障が起きる可能性があります。 

雷のときは工事・配線をしないでください。 

 

本製品の電源を他機器（カメラ用電源装置など）のサービスコンセントから取ると、電圧の不安定化や配線の過熱が

起きます。 

故障や誤動作の原因となります。 

本製品の電源は、必ず壁面のコンセントまたは専用の電源ボックスから直接取ってください。 

  

注 意 

警 告 
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服装によっては人体に静電気が蓄積している場合があります。 

静電気は機器の故障や誤作動の原因となります。 

工事・点検の前には、必ず金属部分などに触れて、体の静電気を除去してください。 

 

 

 

すべての人には、自己の容貌などをみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーに関する

権利の一つとして憲法13 条（個人の尊重）により保障されています。集音される音声についても同様です。 

カメラ・マイクの設置の際は、個人のプライバシーを侵害することがないよう、十分にご注意ください。また、「隠し撮り」とな

らないよう、防犯カメラが設置されていることを表示するなどのご配慮をお願いします。 

 

使用するネットワーク（回線事業者、プロバイダを含みます）やブロードバンドルーター、ADSL モデムなど、ネットワーク

を構成する機器の状態によっては、本製品との通信ができない場合があります。 

その点をご理解いただいたうえでご使用ください。 

 

本製品には工場出荷時に管理者用IDとパスワードが登録されていて、本書内にはそれらの初期値が記載されていま

す。 

初期値のまま使用すると、不正なアクセスによる画像・音声・情報の閲覧、漏洩につながる恐れがあります。 

管理者用パスワードは必ず工場出荷時の初期値から変更してご使用ください。 

 

本製品は、電磁波の放射について業務用環境で使用する前提で設計されています。 

設置環境によっては、本製品から生じる電磁波によりラジオ等の機器に影響を与える可能性があります。 

設置環境には十分にご注意いただき、場合によっては本製品の使用を中止してください。 

 
何らかの異常にお気付きの場合、速やかにお買い上げの販売店にご相談ください。 

 

ご使用の際にお守りいただく内容 

 

 

本製品の設定情報および画像・音声などの利用情報は、お客様の責任管理下にあります。 

お客様およびお客様が許可した利用者以外の第三者が情報に触れることのないよう、十分にご注意ください 

 

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線

LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接

続してください。 

 
何らかの異常にお気づきの場合、速やかにお買い上げの販売店にご相談ください。 

 

警 告 

注 意 

注 意 
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製品の特徴 
 

● 16 台までのライブ表示 

本製品は NVR を中核とする IP カメラシステムに接続し、最大 16 台までのカメラ映像をライブ表示するための 「デコーダー」 

です。接続可能なカメラ台数は、表示する映像の解像度により変化します。 

解像度 表示可能台数 

2688ｘ1520 (4M) 1 

1920ｘ1080 (1080) 1 

1280ｘ720 (720p) 2~8 

720ｘ576 (D1) 9~16 

 

● ４K 出力 

本製品の HDMI 出力は４K 対応です。 

高精細な４K 映像で、ライブ映像の監視ができます。 

 

● 柔軟なシステム構成 

映像信号を NVR から取得するため、カメラ用ネットワーク内への設置はもちろん、NVR の遠隔接続側ネットワークにも設

置できます。 

設置する環境や条件により、柔軟にシステムを設計できます。 

 

● 簡単設定 

本製品に接続したモニター・マウスを使用して、運用に必要なすべての設定を行えます。 

 

● 高信頼性 

本製品は定期的に再起動することで長期安定動作を図っています。 

再起動の間隔・時間は設定可能です。 
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各部の名称と働き 
● 前面 

 

番号 名称 機能 

1 RUN 灯（青） システムが動作しているとき青点灯します。 

2 NET 灯（青） ネットワークに接続しているとき青点灯します。 

3 HD 灯（赤） システムが動作しているとき赤点灯します。 

 

  

1 2 3 
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● 背面 

 

番号 名称 機能 

1 GND（接地）端子 アース接続用端子です。 

2 AUDIO IN（音声入力）端子 使用しません。 

3 AUDIO OUT（音声出力）端子 使用しません。 

4 ETHERNET 端子 ネットワーク接続のための LAN ケーブルを接続します。 

要  点 

LAN ケーブルはカテゴリー6 以上を使用してください。 
 

5 HDMI 端子 HDMI 対応モニターを接続します。 

HDMI 端子と VGA 端子には同じ映像が出力されます。 

出荷時の解像度は 1920×1080/60Hz です。 

6 USB ポート USB マウスを取り付けることができます。 

7 VGA 端子 VGA 対応モニターを接続します。 

HDMI 端子と VGA 端子には同じ映像が出力されます。 

ただし、解像度が 3840×2160/30Hz(4K) のとき、VGA 端子に映

像は出力されません。 

出荷時の解像度は 1920×1080/60Hz です。 

8 DC12V（電源）端子 電源アダプター接続用端子です。 

必ず本製品付属の電源アダプターを接続してください。 

 

 

1 2 3 8 7 6 4 5 



５設置 

10/40 

設置 

設置場所について 

本製品の設置場所については、以下の点にご注意ください。 

・ 安定した水平な場所に設置してください。 

・ 音が気になる場所（例：寝室や静かな事務所）を避けて設置してください。 

・ 腐食性ガスや粉じんが大量に発生する場所を避けて設置してください。 

・ 直射日光や雨の当たる場所や、使用温度範囲および使用湿度範囲を超える場所を避けて設置してください。 

・ 本製品から壁面までは、背面 15cm 以上、左右それぞれ 5cm 以上の間隔を確保してください。 

 

デコーダーの配線 

以下の図を参考にデコーダーの配線を行ってください。 

 

  

アース線 
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M
I
ケ

ー
ブ

ル
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ブ

ル
 

映像取得先ネットワークへ 
LAN ケーブル 

（カテゴリー6 以上） 

HDMI 対応モニター 

VGA 対応モニター 

マウス 

A
C
/D

C
ア

ダ
プ

タ
ー
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映像取得先ネットワークへの接続 

デコーダーの ETHERNET 端子に接続した LAN ケーブルのもう一端は、映像取得先ネットワークに接続します。 

映像取得先のネットワークとしては、 

1. NVR のカメラ側ネットワーク 

2. NVR のリモートアクセス側ネットワーク 

以上 2 種類のうち任意のネットワークを選択可能です。 

それぞれメリット・デメリットを理解の上、デコーダーを接続するネットワークを選定してください。 

 

 NVR のカメラ側ネットワーク NVR のリモートアクセス側ネットワーク 

メリット NVR ⇔ デコーダー間の通信がカメラ側ネット

ワーク内を流れるので、リモートアクセス側のネ

ットワークがエンドユーザー所有のものであっても

NVR ⇔ デコーダー間の通信がエンドユーザ

ーのネットワークに与える影響を考慮する必要

がありません。 

カメラ ⇔ NVR の通信と NVR ⇔ デコーダーの

通信が独立するため、ネットワークの帯域設計が

単純化できます。 

デメリット NVR ⇔ デコーダー間の通信がカメラ側ネット

ワーク内を流れるので、カメラ側ネットワークの

帯域について注意する必要があります。 

特に将来的にカメラを増設する可能性がある

場合はあらかじめボトルネック部に余裕を持っ

たネットワーク設計が必要となります。 

NVR ⇔ デコーダー間の通信がリモートアクセス

側のネットワークを流れるので、リモートアクセス側

のネットワーク影響が出ないか見極める必要があり

ます。特にリモートアクセス側ネットワークとしてエン

ドユーザーのネットワークを使用している場合には

慎重な判断が必要です。 

 

 

● NVR のカメラ側ネットワークへの接続イメージ 

 

  

NVR 

デコーダー 

カメラ側ネットワークハブ 

IP カメラ 
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● NVR のリモートアクセス側ネットワークへの接続イメージ 

 

 

NVR 

カメラ側ネットワークハブ 

デコーダー 

IP カメラ 

リモートアクセス側ネットワークハブ 
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基本操作 

電源オン（起動） 

デコーダーの電源オン（起動）は以下の手順で行います。 

1 AC/DC アダプターの DC12V側プラグが、デコーダー背面の DC12V ジャックに接続されていることを確認 

2 AC/DC アダプターの AC100V 側プラグを、AC100V コンセントに接続 

 

要  点 

NVR301-16X には電源スイッチがありません。AC100V が接続されるとそのまま電源がオンになります。 

 

出荷時パスワード 

デコーダーは、出荷状態で以下の管理者 ID とパスワードが設定されています。設置時作業においてログイン画面が表示された

ときは、この管理者 ID とパスワードを使用してログインしてください。 

管理者 ID admin 

パスワード unv@123456 

 

要  点 

パスワードを初期値のまま使用すると、不正なアクセスによる画像・音声・情報の閲覧、漏洩につながる恐れがあります。管理者用パ

スワードは必ず出荷時の初期値から変更してご利用ください。 

 

要  点 

デコーダーの出荷時に登録されているパスワードは上記の通りです。 

ただし、デコーダーを工場出荷設定（「メニュー ＞ メニュー ＞ メンテナンス ＞ リストア」 から 「工場出荷設定」 ボタンを押すこと

で実施）にしたとき、デコーダーは以下のパスワードで起動します。 

 

管理者 ID admin 

パスワード 123456 

 

工場出荷設定を実施すると、デコーダーとして出荷する際に登録された設定はすべて失われます。「9-3 出荷時設定」 

を参考にして必要な設定を再登録してください。 
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ユーザーインターフェースと呼び出し方 

デコーダーを操作するためのユーザーインターフェースと、ユーザーインターフェースの呼び出し方と消し方は以下の通りです。 

 

ウィンドウツールバー 各カメラの画面をクリックすると表示されます。 

5 秒間無操作の状態が続くとツールバーは非表示になります。 

ショートカットメニュー 画面上でマウスを右クリックすることで表示されます。 

ショートカットメニュー以外の画面をマウスで左クリックすると非表示になります。 

スクリーンツールバー マウスを画面下側に持っていくことで表示されます。 

5 秒間無操作の状態が続くとツールバーは非表示になります。 

 

要  点 

運用中、不用意にウィンドウツールバー・ショートカットメニュー・スクリーンツールバーが表示されることを防ぐため、設置・設定作業完了

後はマウスを取り外しておいてください。 

 

  

ショートカットメニュー 

ウィンドウツールバー 

スクリーンツールバー 
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電源オフ（シャットダウン） 

デコーダーの電源オフ（シャットダウン）は以下の手順で行います。 

1 システムのシャットダウン 

① 「スクリーンツールバー」を表示し、[メニュー (   ) ] ＞ [電源オフ] を選択します。 

 

② 確認画面が表示されるので 「はい」 を選択します。 

 

2 デコーダー電源オフ 

システムのシャットダウンが完了すると、デコーダー前面の RUN 灯が消灯します。 

RUN 灯の消灯を確認したら、AC/DC アダプターの AC100V 側コンセントを外します。 
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運用設定 

ログインパスワードの変更 

要  点 

パスワードを初期値のまま使用すると、不正なアクセスによる画像・音声・情報の閲覧、漏洩につながる恐れがあります。管理者用パ

スワードは必ず出荷時の初期値から変更してご利用ください。 

 

管理者「admin」のパスワード変更は以下の手順で行います。 

1 「ユーザー」 画面の表示 

① 「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [システム] ＞ [ユーザー] を選択

します。 

 

② ユーザー名「admin」の編集アイコン(   )をクリックします。 

 

2 現在のパスワードを入力 

「認証」ウィンドウが表示されるので、[パスワード(確認)] 欄に現在のパスワードを入力して [次へ] をクリックし

ます。 

 

 

  



７運用設定 

17/40 

 

3 パスワードの変更と各種パラメーターの設定 

 

ユーザー名 パスワードを変更中のユーザー名を表示します。 

パスワード変更 この項目をチェックするとパスワード、ならびにパスワード(確認)の編集ができるようにな

ります。 

パスワード 新しいパスワードを入力します。 

英大文字・英小文字・数字・記号の内３種類以上を使用し、かつ 8 文字以上のパ

スワード（画面表示で         になるもの）を設定してください。 

パスワード(確認) 「パスワード」 と同じ文字列を入力してください。 

カメラと同期します 「オンラインのプライベートプロトコルカメラパス...」のチェックが外れていることを確認して

ください。 

パターン 「アンロックパターン有効」のチェックが外れていることを確認してください。 

E メール クリックしてチェックを外します 
 

4 [確認] ボタンを押して新しいパスワードを確定する。 
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解像度設定 

HDMI 端子、ならびに VGA 端子に出力する映像の解像度は以下の手順で設定します。 

1 「画面表示」 画面の表示 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [システム] ＞ [画面表示] ＞ ［画面

表示］ を選択します。 

 

2 解像度の設定 

 

① HDMI 端子、ならびに VGA 端子に出力する解像度を選択します。 

② [適用] ボタンをクリックして解像度の変更を実行します。 

要  点 

「3840*2160/30Hz(4K)」の映像は、HDMI 端子のみ出力します。 
 

3 解像度の確定 

HDMI 端子、ならびに VGA 端子に出力される解像度が変更され、画面上に確認メッセージが表示されます。 

[はい] ボタンをクリックすると、変更されたの解像度に確定します。 

[いいえ] ボタンをクリックするか、20 秒程度放置すると元の解像度に戻ります。 
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ネットワーク設定 

デコーダーが映像取得先ネットワークに参加できるように、ネットワークを設定します。 

1 「TCP/IP」 画面の表示 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [ネットワーク] ＞ [基本] ＞ 

［TCP/IP］ を選択します。 

 

2 各種ネットワーク設定 

デコーダーが映像取得先ネットワークに参加できるように各設定項目を編集します。 

 

3 [適用] ボタンを押して編集内容を確定 
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カメラの登録 

デコーダーに表示するカメラを登録する手順は以下の通りです。 

要  点 

出荷時、「IP Camera 01」が登録されていますが、この設定は使用しません。   アイコンをクリックして情報を削除し、カメラの登録

情報がない状態にしてから初回の登録作業を開始してください。 

 

 登録情報の削除処理の詳細手順については「7-6 カメラの削除」の項目を参照ください。 

 カメラの登録情報が無い状態で、デコーダーを再起動すると、デコーダーはネットワーク上にあるカメラを検索して自動登録しま

す。ただしこのときの登録情報はデコーダー運用としては不適切なものであり、そのまま運用に用いることはできません。カメラの登

録情報が無い状態での再起動は行わないでください。万一再起動をしてしまい、カメラ情報が自動登録されてしまったときは、自

動登録されたカメラ情報をすべて削除し、本項の手順に従って再度手動で登録をしてください。 

 

1 「IP カメラの追加」 ウィンドウの呼び出し 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [カメラステータス] ＞ [カメラステータス] 

を選択して 「カメラステータス」 画面を表示し、[カスタム追加] ボタンを押します。 

 

 

  

削除します 

登録情報 

なし状態 
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2 接続先情報を入力 

 

① 接続先の情報を入力します。 

追加モード 「IP アドレス」 を選択します。 

プロトコル 「カスタム」 を選択します。 

「カスタム」 を選択すると、サブ項目として 「Custom1~Cunstam32」 を選

択できるようになります。出荷時は、 

 Custom1~Custom16：NVR のストリーム情報 Ch1~Ch16 

 Custom16~Custom32：未定義 

と設定されていますので、通常は表示したい NVR の ch に対応した番号の

Custom を選択してください。 

16ch 以上から映像を取得するときは、Custom17~Cusom32 まで選択し

てください。 

Custom17~Custom32 までを選択したときの詳細設定の仕方については、

項番「３」で詳述します。 

IP アドレス 映像取得先 NVR の IP アドレスを入力します。 

ポート 未設定項目です。 

ユーザー名 映像取得先 NVR のログインユーザー名を入力します。 

パスワード 映像取得先 NVR のログインパスワードを入力します。 

カメラ総数 「1」を入力します。 

② [確認] ボタンを押して設定内容を確定します。 

③ [プロトコル] ボタンを押してプロトコル設定画面に遷移します。 
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3 プロトコルの設定 

 

カスタム／プロトコル名 項番「２」で選択したプロトコルが表示されていることを確認してください。 

ポート 「554」を入力します。 

伝送プロトコル 「TCP」を選択します。 

リソースパス 映像取得先のリソースパスを入力します。 

【書式】 

 

【例】 

1ch のメインストリームを取得する場合 

rtsp://<ip>:<port>/unicast/c1/s0/live 

16ch のサブストリームを取得する場合 

rtsp://<ip>:<port>/unicast/c16/s1/live 

要  点 

出荷時設定として、Custom1~Custom16 には、Ch1~Ch16 のサブストリームを

取得するリソースパスが入力されています。 
 

サブストリーム有効 チェックを外します。 
 

4 [確認] ボタンを押して設定内容を確定 

 

  

rtsp://<ip>:<port>/unicast/c[ch]/[ストリーム]/live 

メインストリーム：s0 
サブストリーム：s1 

映像取得先 NVR の ch 
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5 録画停止処理 

 

① 「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [ストレージ] ＞ [録画] を選択し

て 「スケジュール」 画面を表示し、[カメラ選択] 欄で追加したカメラを選択します。 

② [スケジュール有効] のチェックマークを外します。 

③ [適用] ボタンをクリックして設定内容を確定します。 

 

要  点 

録画停止処理を行わないと、録画・スナップショット異常が発生します。 
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カメラ登録内容の編集 

デコーダーに登録済みのカメラに対し、登録内容の編集を行う手順は以下の通りです。 

1 「IP カメラの変更」 ウィンドウの呼び出し 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [カメラステータス] ＞ [カメラステータス] 

を選択して 「カメラステータス」 画面を表示し、[カメラ設定] の   アイコンをクリックします。 

 

2 カメラ登録内容を編集 

カメラ登録内容の編集方法は、カメラ登録時と同じです。詳細については「7-3 カメラの登録」を参照してくださ

い。 

 

 

  



７運用設定 

25/40 

カメラの削除 

デコーダーに登録済みのカメラを削除する手順は以下の通りです。 

1 「カメラステータス」 画面で削除するカメラを選択 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [カメラステータス] ＞ [カメラステータス] 

を選択して 「カメラステータス」 画面を表示し、[追加/削除] の   アイコンをクリックします。 

 

2 削除処理の決定 

① 確認ウィンドウが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。 

 

② カメラ情報が削除されます。 
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要  点 

複数のカメラをまとめて削除することもできます。 

 

① 削除するカメラ情報行の右側にあるチェックボックスをチェック状態にします。 

② [削除] ボタンをクリックします。 

③ 確認ウィンドウが開くので [はい] ボタンをクリックします。 

④ 選択したカメラ情報がまとめて削除されます。 
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カメラの並べ替え 

登録済みのカメラの順番を並べ替える手順は以下の通りです。 

1 「カメラソート」 ウィンドウの呼び出し 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [カメラステータス] ＞ [カメラステータス] 

を選択して 「カメラステータス」 画面を表示し、[…もっと] ＞ [カメラソート] の順でボタンをクリックします。 

 

2 「カメラソート」ウィンドウでカメラを並べ替える 

 

① マウスのドラッグ＆ドロップ操作でカメラの映像を並べ替えます。 

② 並べ替えが完了したら、マウスを右クリックします。 

③ 確認画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックすると、並べ替えの結果が保存されます。 

 

  

※ 実際の作業ではカメラのライブ映像を見ながら並べ替えができます。 
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定期再起動の設定 

定期再起動の設定は以下の手順で行います。 

1 「自動機能」 画面の表示 

「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [メンテナンス] ＞ [自動機能] を選択

します。 

 

2 再起動間隔と時間を設定 

 

再起動間隔 無効、毎日、月~日から選択 

再起動時間 00:00~23:00 までの毎 00 分から選択 
 

3 [適用] ボタンをクリックして設定を確定 
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運用 

画面分割の変更（ショートカットメニュー） 

ショートカットメニューから画面分割の変更は、以下の手順で行います。 

1 画面分割を変更 

 

① 画面上でマウスを右クリックしてショートカットメニューを表示します。 

② ショートカットメニューの [シングルウィンドウ]、[マルチウィンドウ]、[コリドーモード] から表示したい画面分

割を選択します。 

 

要  点 

選択した画面分割は、デコーダーの再起動を行った場合も保持します。 

 

  

● シングルウィンドウ ● マルチウィンドウ 

● コリドーモード 



８運用 

30/40 

画面分割の変更（スクリーンツールバー） 

スクリーンツールバーから画面分割の変更は、以下の手順で行います。 

1 画面分割を変更 

 

① 「スクリーンツールバー」を表示し、[マルチウィンドウ (   )] アイコンをクリックします。 

② 表示したい画面分割をクリックします。[シングルウィンドウ] をクリックしたときはさらに表示するカメラの選択

が可能です。 

 

要  点 

選択した画面分割は、デコーダーの再起動を行った場合も保持します。 
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運用上の注意事項 

本製品は通常の NVR に特別な設定を施すことでデコーダーとしてのサービスを提供しています。 

そのため本製品の画面上にメニューが存在するものの、デコーダー運用では使用しない、または使用できない機能があります。 

ご理解の上で運用をお願いいたします。 

 

1. 本製品のハードウェア仕様による制限事項 

本製品に使用しているハードウェアの仕様により、以下の制限事項が発生します。 

 4M（2688×1520）超えるカメラの映像には対応しません。 

 魚眼カメラの映像には対応しません。 

 デコーダーに接続したマウスを動かすと、スクリーンツールバー・ウィンドウツールバー・ショートカットメニューが表示される

ことがあります。不用意にスクリーンツールバー・ウィンドウツールバー・ショートカットメニューが画面に表示されないよう、

設定作業後はマウスを取り外して運用してください。 

 

2. HDD が搭載されていないことによる制限事項 

本製品には HDD が搭載されていません。それに伴い以下の制限事項が発生します。 

 録画・再生はできません。 

 システムログは作成されません。 

 

3. NVR から RTSP プロトコルで映像を取得していることによる制限事項 

本製品は映像取得先の NVR から RTSP（Real Time Streaming Protocol）を利用して映像を取得します。それに

伴い以下の制限事項が発生します。 

 画面の再表示に時間を要するので、画面分割数の変更を前提とした運用は推奨しません。 

 画面の切り替えに時間を要するので、シーケンス機能は使用しないでください。 

 イベント連動 (モーション検知など) のポップアップ機能は使用できません。 

 PTZ カメラの映像を表示しているときでも PTZ 制御はできません。 

 本製品の設定画面からカメラの設定（画質・OSD・モーション検知など）を行うことはできません。 

 設定変更後、ライブ映像の表示が設定どおりにならない場合があります。そのときはデコーダーを再起動してください。 

 カメラのエンコード設定によっては表示の遅延、コマ飛びが発生する場合があります。 
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付録 

カメラ映像数と表示解像度・ストリームの関連ならびに設定上のポイント 

本製品はハードウェア上の制約から、表示するカメラ映像数に応じて表示可能な解像度が変化します。 

表示するカメラ映像数と表示解像度、その際 NVR から取得する映像のストリームと設定上のポイントを以下に示します。 

表示するカメラ映像数に応じて映像取得先 NVR の設定、ならびに本製品の設定を調整してください。 

カメラ映像数 表示解像度 ストリーム 設定上の注意点 

1 2688ｘ1520 (4M) 

1920ｘ1080 (1080p) 

メインストリーム ① NVR 側カメラ設定で、[メインストリーム]の

[フレームレート (fps)] をノーマル/イベン

ト共に「10」以上に設定してください

（「9-2 NVR 側カメラ設定変更手順」を

参照）。 

② デコーダーにカメラを登録するときは、[リソ

ースパス] としてメインストリームを設定して

ください（「7-4 カメラの登録」 項番 3 を

参照）。 

2~8 1280ｘ720 (720p) サブストリーム ① NVR 側カメラ設定で、[サブストリーム] の

[解像度] を 「1280*720(720P)」 、

[U-Code] を[OFF] に設定してください

（「9-2 NVR 側カメラ設定変更手順」を

参照）。 

② デコーダーにカメラを登録するときは、[リソ

ースパス] としてサブストリームを設定してく

ださい（「7-4 カメラの登録」 項番 3 を

参照）。 

9~16 720ｘ576 (D1) サブストリーム ① NVR 側カメラ設定で、[サブストリーム] の

[解像度] を 「720*576(D1)」 、

[U-Code] を[OFF] に設定してください

（「9-2 NVR 側カメラ設定変更手順」を

参照）。 

② デコーダーにカメラを登録するときは、[リソ

ースパス] としてサブストリームを設定してく

ださい（「7-4 カメラの登録」 項番 3 を

参照）。 
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NVR 側カメラ設定変更手順 

カメラの映像（解像度・フレームレートなど）の調整は NVR 側で行います。 

NVR 側の設定変更は以下の手順で行います。 

1 「エンコード」 画面で設定するカメラを選択（NVR 側作業） 

 

① 「スクリーンツールバー」を表示し、[   (メニュー)] ＞ [メニュー] ＞ [カメラステータス] ＞ [エンコード] 

を選択します。 

② [カメラ選択] で設定を行うカメラを選択します。 

2 メインストリーム・サブストリームの設定を変更（NVR 側作業） 

 

3 [適用] ボタンをクリックして設定を確定（NVR 側作業） 

  

メインストリームの設定を変更する際は、ストリームタイプ 

「ノーマル」 「イベント」 両方の設定があることに注意 
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出荷時設定 
カメラステータス 

カメラステータス カメラステータス H.265 への自動切換え チェック無 

  拡張エンコードへの自動切換え OFF 

  D1 － 

  D2 － 

  D3 － 

  D4 － 

  D5 － 

  D6 － 

  D7 － 

  D8 － 

  D9 － 

  D10 － 

  D11 － 

  D12 － 

  D13 － 

  D14 － 

  D15 － 

  D16 － 

 アドバンスド － － 

エンコード エンコード － － 

スナップショット スナップショット D1～D16 スケジュール／イベント共に 

  解像度：704*576(4CIF) 

  画質：中 

  スナップショット間隔：5 秒 

画面表示設定  － － 

画像  － － 

プライバシーマスク  － － 

PTZ  － － 
 

VCA 

VCA 設定  － － 

VCA 検索  － － 
 

ネットワーク 

基本 TCP/IP NIC 選択 NIC1 

  DHCP 有効 チェック有 

  IPv4 アドレス 192.168.1.30 

  IPv4 サブネットマスク 255.255.255.0 

  IPv4 デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 

  IPv6 モード ルーター通知 

  IPv6 アドレス :: 

  IPv6 プリフィックス長 0 

  IPv6 デフォルトゲートウェイ :: 

  MAC アドレス － 

  MTU(Bytes) 1454 

  優先 DNS サーバー 8.8.8.8 

  代替 DNS サーバー 8.8.4.4 
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ネットワーク 

基本 EZCloud EZCloud を有効 チェック有 

  サーバーアドレス en.ezcloud.uniview.com 

  登録コード － 

  デバイス状態 － 

  サービス同意書 http://en.ezcloud.uniview.com/doc/terms

ofservice,html 

  アカウント無しで追加できる チェック有 

 DDNS DDNS を有効 チェック無 

  DDNS タイプ ダイナミック DNS 

  サーバーアドレス members.dyndns.org 

  ポート 80  

  ドメイン名 空欄 

  ユーザー名 空欄 

  パスワード 空欄 

  パスワード(確認) 空欄 

 E メール サーバー認証を有効 チェック無 

  ユーザー名 空欄 

  パスワード 空欄 

  SMTP サーバー 空欄 

  SMTP ポート 25 

  TLS/SSL チェック無し 

  送信者名 空欄 

  送信者アドレス 空欄 

  受信者 1～6：受信者名 空欄 

  受信者 1～6：受信者アドレス 空欄 

  スケジュール － 

  添付画像 チェック無 

  スナップショット間隔 2 秒 
 

ネットワーク 

プラットフォーム SNMP SNMP を有効 チェック無 

 アラームサービス アラームサービスを有効にします チェック有 

  サーバーアドレス 192.168.1.1 

  SIP サーバーポート 445 

アドバンスド PPPoE PPPoE を有効 チェック無 

  ユーザー名 空欄 

  パスワード 空欄 

 ポート HTTP ポート 80 

  RTSP ポート 554 

  HTTPS ポート 443 

  HTTP リダイレクトポート 8081 

  RTSP リダイレクトポート 8082 

 ポートマッピング ポートマッピングを有効 チェック有 

  マッピングモード 手動 

  HTTP ポート 80 

  RTSP ポート 554 

  HTTPS ポート 443 

  HTTP リダイレクトポート 8081 

  RTSP リダイレクトポート 8082 
 

http://en.ezcloud.uniview.com/doc/termsofservice,html
http://en.ezcloud.uniview.com/doc/termsofservice,html
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ネットワーク 

アドバンスド マルチキャスト マルチキャストを有効 チェック無 

  マルチキャスト IP 空欄 

  ポート 空欄 

 FTP FTP を有効 チェック無 

  IP アドレス 空欄 

  ポート 21 

  匿名 チェック無 

  ユーザー名 admin 

  パスワード 空欄 

  リモートディレクトリ 空欄 

  アップロード間隔 30 

  カメラステータス D1～D16（登録済み ch のみ表示） 

  スケジュール － 

  コピー － 
 

システム 

基本 基本設定 デバイス名 NVR301-16X 

  デバイス名 ID 1 

  表示言語 日本語 

  即時再生(分) 5 

  オートログアウト時間(分) 5 

  マウスポインタの速度 1 

  パスワード保護を有効にします チェック有 

  スタートアップウィザード有効 チェック無 

画面表示 画面表示 ビデオ出力 HDMI/VGA 

  解像度 1920*1080/60Hz(1080p) 

  表示形式 16 分割 

  アラーム連動のライブ画面数 全画面 

  シーケンス チェック無 

  シーケンス間隔(秒) 8 

 アドバンスド サブストリーム優先 チェック無 

時刻 時刻 タイムゾーン (GMT+09:00) Tokyo,Osaka,Seoul,Yakutsuk 

  日付形式 YYYY-MM-DD 

  時間形式 24 時間 

  システム時刻 － 

  自動更新を有効 チェック無 

  NTP サーバーアドレス 空欄 

  NTP ポート 123 

  更新間隔 10 分 

 サマータイム サマータイム有効 チェック無し 

  から 3 月 第 2 週 日曜 2 時 

  まで 11 月 第 1 週 日曜 2 時 

  サマータイム調整 60 分 

 時刻同期 カメラの時刻同期 チェック無 

 休日 － － 
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システム 

ユーザー ユーザー admin ユーザータイプ：管理者／Pass：unv@123456 

  default ユーザータイプ：予備ユーザー／Pass：無し 

セキュリティ IP アドレスフィルタリング IP アドレスフィルタリングを有効にし

ます 

チェック無 

  制御タイプ ブラックリスト 

  開始 IP 空欄 

  終了 IP 空欄 

 ONVIF 認証 認証を有効 チェック有 

 ARP 保護 NIC 選択 NIC1 

  ARP 保護を有効 チェック無 

  ゲートウェイ － 

  ゲートウェイ MAC － 

 ウォーターマーク カメラステータス D1～D16（登録済み ch のみ表示） 

  ウォーターマークを有効 チェック無 

 

バックアップ 

録画  － － 

画像  － － 

 

ストレージ 

録画 スケジュール D1～D16：スケジュール有効 チェック無 

  D1～D16：事前録画時間(秒) 10 

  D1～D16：事後録画時間(秒) 60 

  （スケジュール） 月～日・休日：終日ノーマル録画 

スナップショット スナップショット D1～D16：スケジュール有効 チェック無 

  （スケジュール） 月～日・休日：終日ノーマル録画 

ハードディスク ハードディスク － － 

容量設定 容量設定 － － 

アドバンスド アドバンスド HDD フル時 上書き 

 

アラーム 

動体検知 動体検知 － － 

タンパリング  － － 

人体検知  － － 

ビデオロス ビデオロス D1～D16：状態 有効 

  D1～D16：連続動作 別ウィンドウに遷移 

  ブザー：無 

  E メール送信：無 

  ポップアップウィンドウ：無 

  録画ステータス：全 ch チェック無 

  プリセットへ移動：設定無 

  画面表示：全 ch チェック無 

  アラーム出力：全アラームチェック無 

  スナップショット：全 ch チェック無 

入力/出力  － － 
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アラーム 

システム警告 システム警告 IP 競合 ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  ネットワーク未接続 ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  ディスクオフライン ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  ディスク異常 ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  不正アクセス ブザー：有 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  ハードディスクの空き容量が少ない ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  ハードディスクフル ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

  録画/スナップショット異常 ブザー：無 

E メール送信：無 

ポップアップウィンドウ：無 

音声検知  － － 

ブザー ブザー アラーム持続時間 カスタム 

  カスタム期間（秒） 30 

ドアベルコール  － － 
 

メンテナンス 

システム情報 基本情報 － － 

 カメラステータス － － 

 録画 － － 

 オンラインユーザー － － 

 ディスク － － 

ネットワーク情報 トラフィック － － 

 ネット検出 － － 

 ネットワーク － － 

 ネットワーク合計 － － 

ログ ログ表示 － － 

バックアップ インポート/エクスポート － － 

 診断情報 － － 

リストア リストア － － 

自動機能 自動機能 自動再機能 毎日,02:00 

  ファイルの自動削除 無効 

アップグレード NVR アップグレード － － 

 IPC アップグレード － － 
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メンテナンス 

HDD S.M.A.R.T テスト － － 

 不良セクタ検出 － － 

プライバシーポリシー プライバシーポリシー － － 

オープンソース通知 オープンソース通知 － － 

ワンクリック収集 ワンクリック － － 

 
 

Custom1~Custom32 設定詳細 

カス 

タム 

プロトコル 

名 
ポート 

伝送 

プロトコル 

メインストリーム 

有効 
(メインストリーム)リソースパス 

サブストリーム 

有効 

1 Custom1 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c1/s1/live チェック無 

2 Custom2 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c2/s1/live チェック無 

3 Custom3 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c3/s1/live チェック無 

4 Custom4 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c4/s1/live チェック無 

5 Custom5 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c5/s1/live チェック無 

6 Custom6 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c6/s1/live チェック無 

7 Custom7 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c7/s1/live チェック無 

8 Custom8 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c8/s1/live チェック無 

9 Custom9 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c9/s1/live チェック無 

10 Custom10 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c10/s1/live チェック無 

11 Custom11 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c11/s1/live チェック無 

12 Custom12 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c12/s1/live チェック無 

13 Custom13 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c13/s1/live チェック無 

14 Custom14 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c14/s1/live チェック無 

15 Custom15 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c15/s1/live チェック無 

16 Custom16 554 TCP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/unicast/c16/s1/live チェック無 

17 Custom17 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

18 Custom18 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

19 Custom19 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

20 Custom20 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

21 Custom21 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

22 Custom22 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

23 Custom23 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

24 Custom24 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

25 Custom25 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

26 Custom26 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

27 Custom27 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

28 Custom28 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

29 Custom29 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

30 Custom30 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

31 Custom31 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

32 Custom32 554 UDP チェック有 rtsp://<ip>:<port>/ チェック有 

 



 

 

 

販売店 

 

 

・ 仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

・ 万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店にお申し出ください。 


