このたびは、”EX-SDI レコーダー集中監視ソフトウェア CMS
Pro”をご採用いただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いくだ
さい。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

EX-SDIレコーダー

＜おことわり＞
本製品は、EX-SDIレコーダーとの接続、遠隔監視を行うソフ

集中監視ソフトウェア
CMS Pro

トウェアであり、盗難防止器ではありません。お客様の十分な
管理体制のもとに、本製品を有効にご使用されるようお願いい
たします。
盗難等により発生した損害につきましては、責任を負いかねま

取扱説明書

すのでご了承ください。
本製品は性能向上のため、予告なく仕様・機能を変更するこ
とがあります、ご了承ください。

商標および登録商標について
● イーサネットは、富士ゼロックス社の登録商標です。
● Microsoft®、Windows®、Windows®7、 Windows®8.1 およびWindows®10 は、米国Microsoft Cor
poration の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
● 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。
● Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system です。
● Windows®10 は、Microsoft®Windows®10 Home、 Microsoft®Windows®10 Pro および Microso
ft®Windows®10 Enterprise の各日本語版の略です。
● Windows®8.1 は、Microsoft®Windows®8.1、 Microsoft®Windows®8.1 Pro および Microsoft®
Windows®8.1 Enterprise の各日本語版の略です。
● Windows®7 は、Microsoft®Windows®7 Starter、 Microsoft® Windows®7 Home Premium、
Microsoft®Windows®7 Professional およびMicrosoft®Windows®7 Ultimateの各日本語版の略です。
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特 長

１

1.1 はじめに
 CMS Pro は、ネットワーク経由でデジタルレコーダー(以下 DVR)から送られる映像、音声、イベント信号を用いて多数の場所
を監視する集中監視システムです。
 本プログラムは、ライブウィンドウ、検索ウィンドウ、イベントログウィンドウなどの、種々のウィンドウによって構成されています。

1.2 特長
 本プログラム上では、登録、監視する DVR の数に制限はありません。1 画面に最大 256 チャンネル、2 画面で、合計 512
箇所までのカメラのライブ映像を監視可能です。
 ネットワーク経由で各 DVR からイベント信号を受信し、リアルタイムで表示することが可能です。
 DVR の PTZ カメラや、アラーム出力の制御が可能です。
 各 DVR に集音マイク、スピーカを接続することにより、ネットワーク経由での双方向音声通信を行うことが可能です。
 検索ウィンドウより、さまざまな方法で DVR 上の録画データの検索、再生が可能です。

1.3 システム条件
 本プログラムは、以下に示す推奨環境を満たしていない場合には、正しく動作しない場合があります。
 本プログラム実行中は他のプログラムを同じパソコン上で使用しないでください。CMS Pro が正常に動作しない可能性がありま
す。
推奨環境
CPU

Quad Core 2.5GHz 以上

メインメモリ

2GB 以上

ビデオメモリ

1GB 以上

表示解像度

1024×768(32bit カラー)以上

ネットワーク

100~1000Mbps

OS

Windows7, Windows8.1, Windows10

ブラウザ

最新版の Internet Explorer(IE11 以降)

ネットワーク回線

有線の光ネットワーク回線

その他

DirectX9.0c 以上
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インストール

２

2.1 ソフトウェアのダウンロード
 CMS Pro ソフトウェアはアツミ電氣のホームページよりダウンロードしてお使いください。
【ダウンロード先】 トップページ ＞製品情報 ＞映像製品 ＞EX-SDI ソリューション
＞デジタルレコーダー ＞(ご利用の DVR 名) ＞資料ダウンロード ＞集中監視ソフト

2.2 ソフトウェアのインストール
 以下の手順に従い、ソフトウェアをインストールしてくださ

⑤ ショートカットの登録先を指定して「Next」をクリックします。

い。
① 以前のバージョンの CMS Pro がインストールされている



Start Menu Icon：スタートメニューに登録します。



Desktop Menu Icon：デスクトップ上にアイコンを

場合、旧バージョンのものを完全にアンインストールしてく

登録します。

ださい。
注 意
 プログラム間の干渉を避けるため、新しいバ
ージョンをインストールする前には、旧バー
ジョンのアンインストールを必ず行ってくだ
さい

② CMS Pro の Setup.exe ファイルを実行します。

⑥ 以下の画面が表示されたら「Install」をクリックします。

③ 以下の画面が表示されたら、「Next」をクリックします。

⑦ インストール完了後、「Finish」をクリックすればインストー
ルは完了です。

④ 次に、インストール先フォルダを指定して「NEXT」をクリッ
クします。

注 意
 インストール時、Windowsの「ユーザーア
カウント制御」がプログラムのインストール
許可を求める場合があります。その場合、
「はい」を選択してコンピュータへの変更を
許可してください。
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2.3 ログイン
④ 「OK」をクリックします。

① CMS Pro を起動します。
Windows のスタートメニューから「全てのプログラム
>CMS Pro>CMS Pro」をクリックして起動するか、デ

注 意

 adminのパスワードは、[設定] > [パスワー

スクトップ上のショートカットをダブルクリックしてプログラム

ドの変更]から変更が可能です。

を起動します。

 ユーザーIDは、[設定] > [ローカル設定-ア

② 「Login」ウィンドウでユーザ ID を選択します。
「ID」右側の「▼」をクリックすると、全 ID を一覧表示

カウント]から追加が可能です。

します。
初期設定では「admin」が登録されています。

③ 選択した ID のパスワードを入力します。
「admin」の初期パスワードは、「1111」です。

３

アンインストール

 CMS Pro をアンインストールするには、パソコンのスタ

注 意

ートメニュー内、[CMS Pro]>[Uninstall]を起動し



てください。以下のような画面が表示されます。

アンインストール時、登録されていた接続
先等の設定内容はすべて削除されます。設
定を保存する場合は、5.2.4 設定を参考に
して、事前に設定をエクスポートしてくだ
さい。

 「はい」をクリックすると、アンインストールが行われます。



その際、エクスポート先の初期値となって

アンインストール成功時、以下のような画面が表示さ

いるフォルダも同時に削除されるため、エ

れます。

クスポートした設定データは必ず別の場所
にコピーしてからアンインストールしてく
ださい。
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メニュー

No.

名称

No.

名称

1

アプリケーション

11

全画面表示ボタン

2

ビュー

12

ビープ音 On/Off ボタン

3

設定

13

マイク On/Off ボタン

4

ヘルプ

14

アラーム制御ボタン

5

ライブウィンドウ

15

音量調節バー

6

サーバーリスト

16

Full Frame ボタン

7

マップリスト

17

リモートデバイスシステムログ

8

ヘルスチェック

18

リモートデバイスイベントログ

9

画面分割数選択ボタン

19

CMS システムログ

10

シーケンスボタン

注 意
 メニュー表示が英語での表示になっている場合、以下の手順で日本語表示に変更してください。
1.

画面上部、[Setup] > [Local Setup - Environment]を開く。

2.

[System]項目内、[Language]を[English]から[日本語]に変更する。

3.

[Apply] > [OK]の順にクリックする。

4.

CMS Proをいったん終了して、再度起動する。
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設定
画面上部、「設定」項目のメニューについて説明します。
 IP アドレス：

5.1 ローカル設定-デバイス

DVR の IP アドレス、またはドメイン名を入力しま

 接続先 DVR の IP アドレスまたはドメイン名、ポー

す。ドメイン名は、DVR 設定上 [デバイス] >

ト番号等を設定する項目です。

[ネットワーク] > [DDNS]の項目で確認可能で

 設定の前に、DVR のネットワークが正しく設定され

す。

ていることをご確認ください。

 コマンドポート：

 [設定] > [ローカル設定-デバイス] の順にクリック

DVR に設定されているポート番号の、「コマンドポ

すると、以下のような設定画面が開きます。

ート」の値を入力します。DVR 設定上 [デバイ
ス] > [ネットワーク] > [Ethernet]の項目で確
認可能です。コマンドポートの初期値は「5920」
です。
 ストリームポート：
DVR に設定されているポート番号の、「ストリーム
ポート」の値を入力します。DVR 設定上 [デバイ
ス] > [ネットワーク] > [Ethernet]の項目で確
認可能です。ストリームポートの初期値は「5921」
です。

5.1.1 デバイス接続リスト

 Web Port：
DVR に設定されているポート番号の、「Http」の

5.1.1.1 新規DVRの登録

値を入力します。DVR 設定上 [デバイス] > [ネ

 ウィンドウ左側、「デバイス接続リスト」を選択した状
態で「新規」をクリックすると、以下のような接続先

ットワーク] > [Ethernet]の項目で確認可能で

DVR の登録ウィンドウが開きます。

す。Http の初期値は「80」です。
 ログイン ID：
DVR に登録されているユーザー名を入力します。
DVR 設定上 [システム] > [基本設定] > [ア
カウント]の項目で確認、登録が可能です。初期
登録のユーザー名は「admin」です。
 ログインパスワード：
「ログイン ID」に入力したユーザー名に対応したパ
スワードを入力します。「admin」の初期設定パス
ワードは「1111」です。

 接続情報の入力

 パスワードを確認：

登録ウィンドウ上、文字が太字になっている項目が

確認のため、ログインパスワードを再度入力してく

必須入力項目です。

ださい。

デバイス

 ビープ：

 デバイス名：
サーバーリスト上に表示される DVR 名を入力しま

チェックを入れると、接続中に DVR 上でイベントが

す。この名前は、DVR 本体の設定上での名前と

発生した時に、CMS Pro 上でビープ音を鳴らすよ

は関連しません。任意の名前を入力してください。

うになります。(イベントの内容については DVR 本
体で設定してください。)

 詳細：
DVR の情報等を任意で入力してください。
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 イベントポップアップ表示：

 イベントログ表示：

チェックを入れると、接続中に DVR 上でイベントが

チェックを入れることで、リモートデバイスイベントログ

発生した時に、そのイベントに対応したカメラをポッ

に表示されるアラーム入力の名前を、「CMS アラ

プアップするようになります。(イベントの内容につい

ーム入力名」で設定した名前に変更することが可

ては DVR 本体で設定してください。)

能です。

 テキスト入力：

 テキストをすべて消去：

チェックを入れると、DVR 本体に入力した POS

「CMS アラーム入力名」に入力されている名前を

情報に対応した動作を行うようになります。

すべて消去します。

カメラ

デバイスを探索
 現在、パソコンがつながっているローカルネットワーク

 カメラ名を表示：
DVR 接続時に画面上に表示するカメラの名前に

上に接続されている DVR を検知し、登録します。

ついて設定します。

 「デバイスを探索」をクリックすると、以下のようなウ

デバイスのカメラ名 :

ィンドウが表示されます。

DVR 本体で設定したカメラ名を表示します。
CMS カメラ名 :
「CMS のカメラ名」で設定したカメラ名を表示し
ます。
両方(デバイスと CMS)のカメラ名 :
[デバイスのカメラ名]-[CMS カメラ名]といった
形でカメラ名を表示します。
 CMS のカメラ名：

 検知した DVR を選択して「デバイスを探索追加」

「カメラ名を表示」の設定を「CMS カメラ名」、もし

をクリックすることで探索された DVR を接続先とし

くは「両方(デバイスと CMS)のカメラ名」と設定した

て登録可能です。

ときに表示するカメラ名を設定する項目です。
 サーバーリスト表示：

 設定入力後、「OK」をクリックすることで設定が保存さ

チェックを入れると、サーバーリストに表示されるカメ

れます。

ラ名に「CMS のカメラ名」で設定したカメラ名が表

 設定を保存しない場合は「キャンセル」をクリックしてく

示されるようになります。

ださい。

 次カメラ：
クリックすると、ch17~32 のカメラ名設定画面に

5.1.1.2 登録DVR設定の編集

切り替わります。(通常は使用しません)

 ローカル設定-デバイスの設定画面で、DVRを選択して

 カメラテキストをすべて消去：

「編集」をクリックすることで、登録済みDVRの設定変更

「CMS カメラ名」に入力されている名前をすべて消

を行うことが可能です。

去します。

 「デバイス名」を変更することはできません。変更したい
アラーム入力

場合は、一度設定を削除してから再度登録し直してく

「アラーム入力」のタブをクリックすると、以下のような

ださい。

画面が表示されます。

 接続中のDVRでは変更可能な設定に制限がかかりま
す。
 設定変更後、「OK」をクリックすると設定が保存されま
す。
5.1.1.3 登録DVR設定の削除
 ローカル設定-デバイスの設定画面で、DVRを選択して
「削除」をクリックすると、登録されたDVR設定が削除さ

 CMS アラーム入力名：

れます。

DVR のアラーム入力に名前を付ける項目です。
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3. 接続した DVR をダブルクリックして、カメラのツ

5.1.2 デバイスグループリスト

リーを開きます。

 複数の DVR を一つのグループとしてまとめて扱う機能

4. 登録したいカメラを右側の画面にドラッグアン

です。

ドドロップします。

 別々の DVR につながったカメラを、同じ画面で同時

5. 別の DVR のカメラを登録したい場合は、1～

に監視することが可能となります。

4 の手順を同様に行ってください。

 グループに登録できる DVR は、「デバイス接続リスト」

 登録したいカメラをグループから外したい場合は、カ

に登録済みの DVR のみです。事前の登録をお願い

メラの上で右クリック>Channel Clear を選択し

します。

てください。
 全カメラ登録後、「OK」をクリックすることで保存さ

5.1.2.1 新規グループの登録

れます。

 「ローカル設定-デバイス」の画面で「デバイスグループ

 保存しない場合は「キャンセル」をクリックしてくださ

リスト」を開き、「新規」をクリックします。以下のような

い。

グループ設定画面が表示されます。

5.1.2.2グループ設定の編集
 「デバイスグループリスト」で、グループを選択して「編集」
をクリックすることで、登録済みグループの設定変更を行
うことが可能です。
 「グループ名」を変更することはできません。変更したい
場合は、一度設定を削除してから再度登録し直してく
ださい。
 グループ名：

 設定変更後、「OK」をクリックすると設定が保存されま

サーバーリスト上に表示されるグループ名を入力し

す。

ます。任意の名前を入力してください。

5.1.2.3グループ設定の削除

 分割：

 「デバイスグループリスト」で、グループを選択して「削除」

登録するカメラの台数に合わせて設定します。

をクリックすることで、登録済みグループが削除されます。

 詳細：

5.2 ローカル設定-環境

グループの情報を任意で入力してください。
 ビープ：

 CMS Pro の言語設定や、画面表示設定などの環

チェックを入れると、接続中にグループ内に含まれ

境の設定を行う項目です。

る DVR 上でイベントが発生した時に、CMS Pro



上でビープ音を鳴らすようになります。(イベントの

[設定] > [ローカル設定-環境] の順にクリックする
と、以下のような設定画面が開きます。

内容についてはそれぞれの DVR 本体で設定して
ください。)
 イベントポップアップ表示：
チェックを入れると、接続中にグループ内に含まれ
る DVR 上でイベントが発生した時に、そのイベン
トに対応したカメラをポップアップするようになります。
(イベントの内容についてはそれぞれの DVR 本体
で設定してください。)
 任意の DVR のカメラをグループ登録するには、以
下の手順で操作を行ってください。
1. 「分割」の設定をグループに登録したいカメラ
台数に合わせて設定します。
2. 画面左側のリストで、登録したい DVR をダブ
ルクリック、もしくは右クリック>Connect を選
択して、DVR に接続します。
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 コンバートされた映像を表示：

5.2.1 システム設定

DVR本体、[デバイス]>[カメラ]>[マスク]の設定

 現在のバージョン：

で映像隠しを行っていた場合、この項目にチェックを

使用しているCMS Proのバージョンが表示されます。

入れると、映像隠しを無視してライブ映像を表示す

 言語：

るようになります。

CMS Proのメニュー表示に使用する言語を選択します。

 ビデオロス表示：

変更後、CMS Proを再起動した時点から有効となり

接続中のDVRでビデオロスが発生した時に、以下の

ます。

ようなウィンドウを開いてビデオロスが発生したことをお
知らせする機能です。

5.2.2 ビューワー
5.2.2.1 音声
 音量の調節を行います。

「Do not show this window」を左クリックする
と、この「ビデオロス表示」の設定自体が無効になり
ます。「Close」をクリックすると、再度ビデオロスが起
こるまでウィンドウの表示が消えます。
 日付/時間：

5.2.2.2 映像表示

現在の時刻が表示されます。時刻は、パソコンの内

 ライブウィンドウの表示設定環境を設定します。

部時間に依存します。

 この項目の設定は、設定変更してから一度CMS Pro

 日付フォーマット：

を再起動した時点から有効になります。

日付表示の年・月・日の並び順を設定します。
 時間フォーマット：
時間の表示方法を、24時間表記か12時間表記
かで設定します。
 表示フォント
カメラ名、時間表示の表示種別について設定します。
タイプ：フォントの種類をArialとcourierのどちらか
から設定します。

 表示モード：

サイズ：フォントのサイズを10~20の範囲で設定し

画面の表示形式の設定です(YUVモード固定)

ます。

 デフォルト分割：

色：フォントの色を設定します。

CMS Proを起動した直後の画面分割数の設定で

5.2.2.3 テキストメッセージ登録

す。「前の分割を覚えている」にチェックを入れると、



前回CMS Proを終了した時点での画面分割数で

POS等を使用してテキスト表示を使用する場合に
設定する項目です。

起動するようになります。
 ディインターレス：
映像のディインタレース処理を行います。画面のちら
つき等、画面表示に異常が発生したらチェックを入
れてください。改善する場合があります。
 テキスト表示：
DVRにPOS情報を入力している場合に使用します。
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5.2.3 記録

5.2.4 設定
 CMS Pro の接続先等の設定データについて、データ

5.2.3.1 バックアップ

の出力、入力を行う項目です。

 スクリーンショットを保存した際の保存先と保存形式を
設定する項目です。

 ディレクトリー保存：
設定データを出力したときの、データの保存先を指

 ディレクトリー保存(スクリーンショット)：

定します。

ライブ映像、録画映像のキャプチャーを行った際の

 データ選択：

画像の保存先を設定します。「フォーマット保存」
の項目で、画像のフォーマットを.jpg か.bmp かで

「設定をエクスポート」を行ったときに出力するデータ

設定可能です。

の種別を選択します。「設定データ」にチェックを入れ

 ディレクトリー保存(ズームインスクリーンショット)

ると接続先設定等の設定が、「ログデータ」にチェック

キャプチャーした画像の一部を切り出した画像の

を入れるとCMSシステムログのログが出力されます。
 デフォルト設定：

保存先を設定します。「フォーマット保存」の項目
で、画像のフォーマットを.jpg か.bmp かで設定

CMS Pro の設定をインストール直後の状態に初

可能です。

期化します。初期化後、CMS Pro はシャットダウ
ンされます。
 設定をインポート：

5.2.3.2 緊急録画

「設定をエクスポート」によって出力した設定データ、

 ライブ映像の緊急録画を行った際に、録画データを保

ログデータを指定することで、CMS Pro に設定を

存するハードディスクを設定する項目です。

入力して読込ませます。設定データ読込み後、
CMS Pro はシャットダウンされます。
設定データのファイル名は「Setup.cbf」、ログデー
タのファイル名は「Log.cbf」です。ファイル名を変
更すると読込みができなります。ご注意ください。
 設定をエクスポート：
設定データを「ディレクトリー保存」で指定したフォ
ルダに出力します。指定されているフォルダに設定

 「ドライブの選択」で保存先のハードディスクを選択し、

データが既に入っていた場合、上書きされて保存さ

「追加」をクリックして保存先に指定します。

れます。ご注意ください。

 保存先に指定したハードディスクには、「InstantRec」
といった名称のフォルダが保存先として自動で作成さ
れます。
 「ストレージのリスト」で保存先として使用するハードデ
ィスクに優先度を設定することが可能です。
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 「異常終了の時に自動接続」にチェックを入れると、

5.2.5 インスタント再生

DVR の接続が何らかの原因で切断されたとき、以下
 DVR の録画映像を簡易的に再生する機能です。

のような画面が表示されて再接続を試みるようになり
ます。

 インスタント再生実行時に、現在時間から見て何分
前の映像から再生するかを選択します。

 「異常終了の時に自動接続」の動作は、「自動接続」

(1,3,5,10,15,30 分,1,3 時間から選択可能で

欄のチェックの有無に関わらず行われます。

す)

5.3 ローカル設定-アカウント
5.2.6 自動切替

この設定は、admin の ID でログインした時のみ編集

 カメラ映像を一台ずつ切り替えてシーケンス表示させ

可能です。

る機能です。

5.3.1 ユーザーアカウント
 本プログラムを複数の人間が操作する場合、各人に
ユーザーアカウントを作成して、アカウントごとに操作権
限を制限することができます。

 カメラ 1 台あたりの表示時間を設定します。3~60
秒の範囲で設定可能です。

5.2.7 デバイス接続
 CMS Pro 起動時、指定した DVR に自動で接続を

5.3.1.1 ユーザーアカウントの追加

行う機能です。

 「新規」をクリックすると以下の画面が表示されます。

 「自動接続」の項目にチェックを入れると、CMS Pro
起動時に以下に示すような画面が表示され、自動で
接続を行うようになります。

 自動接続機能を利用できる DVR は 8 台までです。
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 タイプ：

5.4 ローカル設定-Eマップ

ユーザータイプとして、「マネージャー」または「ユーザ
ー」を選択します。「ユーザー」タイプは、CMS Pro

 E マップの設定を行う項目です。

の設定変更ならびに DVR 本体の設定変更の権

 読み込んだマップ上に DVR、カメラを配置して、DVR

限が制限されているユーザータイプです。

監視の補助とすることができます。

 ユーザー名：
任意のユーザー名を入力します。

5.5 リモートデバイス設定

 パスワード：
任意のパスワードを入力します。使用できる文字

 CMS Pro 上で DVR 本体の設定を変更するための

列は半角英数字、文字数は 16 文字までです。

項目です。

 詳細：
ユーザーの情報等を任意で入力してください。
 認証：
ユーザーに対して許可する権限にチェックを入れて
ください。「全てチェック」をクリックすると、すべての権
限に一括でチェックが入ります。「全てのチェックを
外す」をクリックすると、すべての権限のチェックが一
括で外れます。
 「OK」をクリックすると設定が保存されます。
 DVR を選択して「OK」をクリックすると、DVR の設定
5.3.1.2 ユーザーアカウントの編集

画面が開きます。

 ユーザーを選択した状態で「編集」をクリックすると、選

注 意

択したユーザーの「認証」と「パスワード」を変更可能で

 リモートデバイス設定を使用してDVRの設定

す。

を変更する場合、デバイス接続リストにおい

 「タイプ」と「ユーザー名」は編集できません。

て「Web Port」の入力が必須となります。

5.3.1.3 ユーザーアカウントの削除
 ユーザーを選択して「削除」をクリックすると、選択した
ユーザーの設定が削除されます。

5.3.2 ログイン設定
 指定した機能を実行する際に ID とパスワードの入力
を要求するように設定する項目です。

 「ログイン要求」でチェックを入れた項目の機能を実行
する際に、ID とパスワードを要求するようになります。
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5.6 パスワードの変更

5.7 ヘルプ>情報

 管理者アカウントである、「admin」のパスワードを変

 CMS Pro のバージョン情報を確認します。

更する項目です。

 パスワード：
現在設定されているパスワードを入力します。
 新パスワード：
新たに設定したいパスワードを入力します。使用で
きる文字列は半角英数字、文字数は 16 文字ま
でです。
 パスワード確認：
「新パスワード」に入力したパスワードを、確認のた
め再度入力してください。
 「OK」をクリックすることでパスワードが変更されます。
注 意

 管理者アカウントである「admin」は名称変
更ができません。
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６

ビュー

画面上部、「ビュー」項目の設定について説明します。
 「ビュー」設定内、「リモートデバイスシステムログ」の設

6.1 サーバーリスト

定内、「表示」のチェックの有無でウィンドウの表示/非

 CMS Pro に登録した DVR が表示されるウィンドウで

表示を選択可能です。

す。

6.3 リモートデバイスイベントログ
 接続中の DVR にイベントが発生した時、イベントの
内容を表示するウィンドウです。

 「ビュー」設定内、「サーバーリスト」の設定で表示位置
を選択可能です。

 表示するイベントは、アラーム入力、モーション、ビデオ
ロス、アラーム出力の中から個別に選択可能です。チ
ェックを外すと、外した時点から該当のイベント発生に
ついては表示が停止します。
 「表示」のチェックを外すとウィンドウが表示されなくなり

 「一時停止」をクリックすると、その時点から新規に発

ます。

生したイベントについて表示が停止します。「戻る」をク

 「左」もしくは「右」のどちらかをチェックすることでウィンド

リックすると、「一時停止」状態が解除されます。

ウの表示位置が移動します。

 サーバーリスト上の DVR 名を右クリックしたときに表示
されるサブメニュー内、「イベントログ Off」をクリックする

6.2 リモートデバイスシステムログ

と、該当の DVR に関するイベントの表示が停止しま

 DVR 本体のシステムログを表示するウィンドウです。

す。「イベントログ On」をクリックすると表示が復旧しま
す。

 「ログをアップデート」をクリックすると、最新のシステムロ
注 意

グに内容が更新されます。

 アラーム入力、モーションについてイベント
表示するには、DVR側でイベント録画が行わ
れる設定になっている必要があります。
 イベントを停止している間、表示されなかっ
たイベントについてはすべて破棄されます。
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 「ビュー」設定内、「リモートデバイスイベントログ」の設

6.5 ヘルスチェック

定内、「表示」のチェックの有無でウィンドウの表示/非
表示を選択可能です。

 接続中 DVR の状態を監視するためのウィンドウです。

6.4 CMSシステムログ
 CMS Pro のシステムログが表示されるウィンドウです。

 「ログをアップデート」をクリックすると、最新のログに内
容が更新されます。
 「ビュー」設定内、「CMS システムログ」の設定内、「表
示」のチェックの有無でウィンドウの表示/非表示を選
択可能です。
 サーバーリスト上で接続中の DVR をクリックすると、選
択した DVR の状態が表示されます。内容は以下の
通りです。


カメラ接続状態：
カメラ接続中
ビデオロス中
カメラ接続なし

 録画状態：
録画中
録画停止中
 モーション状態：
モーション発生なし
モーション発生中
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6.6 すべてのウィンドウを表示

 アラーム入力状態：
アラーム入力なし

 「ビュー」設定内、「全てのウィンドウを表示」をクリックす
ると、「サーバーリスト」、「リモートデバイスシステムログ」、

アラーム入力中

「リモートデバイスイベントログ」、「CMS システムログ」、
 アラーム出力状態：

「ヘルスチェック」の各ウィンドウが一括で表示状態にな
ります。

アラーム出力なし
アラーム出力中
 リレー出力状態：
リレー出力なし
リレー出力中
 HDD 状態：
HDD 通常動作
HDD 異常動作
 バージョン：
CMS Pro の現在のバージョンが表示されます。
 記録データ：
DVR 内で現在録画されている期間を表示されま
す。
 ネットワーク接続：
選択した DVR に対して現在接続しているネットワ
ーク機器の総数を表示します。


「ビュー」設定内、「CMS システムログ」の設定内、
「表示」のチェックの有無でウィンドウの表示/非表示
を選択可能です。
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７

ライブ

DVR に接続して、ライブ映像を見るときの設定について説明します。

7.2 ライブウィンドウメニュー

7.1 サーバーリスト
 「サーバーリスト」上に表示される接続先リストより、

 ライブ映像上で右クリックすると、以下のようなメニュー

DVR への接続が可能です。

が表示されます。

 サーバーリストには、5.1.1.1 新規 DVR の登録で
登録を行った DVR が表示されます。DVR 上で右ク
リックすると、以下のようなサブメニューが表示されます。

7.2.1 全画面ON
 サブメニュー内、「接続」をクリックすると、ライブウィンド

 「全画面 ON」をクリックすると、ライブウィンドウの映像

ウにて選択した DVR のライブ映像が表示されます。

が画面全体に表示される全画面表示状態になります。

 「デバイスを編集」をクリックすると、5.1.1.2 登録DV

 表示状態を終了するには、画面上で右クリックして

R設定の編集と同様の接続設定画面が表示されます。

「全画面 OFF」をクリックします。

 接続中の DVR の上で右クリックすると、以下のような

7.2.2 自動切替

サブメニューが表示されます。

 「自動切替」をクリックしてチェックを入れると、カメラ映
像を一定間隔で切り替えて表示する、シーケンス動
作が始まります。
 シーケンス動作は単画面シーケンスのみ行えます。分
割画面のシーケンス動作はできません。
 切り替え時間の設定は、[設定]>[ローカル設定-環
境]>[自動切替]で設定可能です。
 「切断」をクリックすると、選択した DVR との接続を切

 動作を終了するには、画面上で右クリックして再度

断します。

「自動切替」をクリックしてチェックを外します。

 「イベントログ Off」をクリックすると、「リモートデバイスシ

7.2.3 インスタント再生

ステムログ」において、選択した DVR のイベントログが
表示されなくなります。「イベントログ On」をクリックする

 「インスタント再生」にカーソルを合わせると、「再生」と

と、再度表示されるようになります。

「設定」の選択項目が表示されます。

 「デバイスを編集」をクリックすると、DVR の接続設定

 再生：

画面が表示されます。DVR への接続中は、変更でき

クリックすると、あらかじめ設定した時間の録画映

る項目が制限されます。

像がライブウィンドウ上で表示されます。

 「デバイスのアップグレード」をクリックすると、DVR ファー

 設定：

ムウェアのアップデートが可能です。

「再生」をクリックした際に、現在時間から見てどの

この機能でのアップデート中に通信障害等発生すると、

程度前の映像を再生するかを設定する画面が開

DVR に重大な異常が発生する可能性があります。

きます。[設定]>[ローカル設定-環境]>[インスタ

DVR 本体でのアップデートをお勧めします

ント再生]と同一の画面です。
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 インスタント再生時に画面上で右クリックすると、「画

 ズーム

像キャプチャ―」を選択可能です。機能については、

：ズームイン

7.2.6 キャプチャ―＆スクリーンをご参照ください。
 インスタント再生を終了するには、画面上で右クリック

：ズームアウト

して「閉じる」をクリックします。
 フォーカス

7.2.4 デジタルズーム開始

：フォーカス Near(近)

 単画面表示時のみ選択可能です。
 クリックすると画面表示が拡大表示に切り替わり、右

：フォーカス Far(遠)

下に映像を縮小表示したサブウィンドウが表示されま
す。

 絞り
：絞り開
：絞り閉
 プリセット

 サブウィンドウ内の緑色の枠をクリックしながら移動させ

：プリセット位置を保存

ることで、拡大表示する箇所を指定可能です。
 サブウィンドウ左側の、「＋」をクリックすると拡大率が

：プリセット位置へ移動

増加します。「－」をクリックすると拡大率が減少します。
「□」をクリックすると初期値の拡大率に戻ります。

：プリセット番号指定

 拡大表示を終了するには、画面上で右クリックし
て「デジタルズーム終了」をクリックします。

7.2.5 PTZ制御

：プリセット名設定

 カメラ映像の上で右クリックして「PTZ 制御」をクリック

入力後「保存」で設定

すると、右クリックしたカメラに対して PTZ 制御を行うた
めの「PTZ 制御パネル」が表示されます。

 PTZ 制御が可能なのは、PTZ カメラやマシンフォーカ
スカメラ等の、PTZ に対応する機能が搭載してあるカ
メラのみとなります。
 PTZ 制御を終了する場合は、パネル右上の「×」をク
リックしてください。

 制御パネル上の各部機能は以下の通りです。
 視点移動
：カメラの視点移動
(パン・チルト対応カメラのみ)
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 ウィンドウ左上のテキストボックスにテキストを入力

7.2.6 キャプチャ―&プリントスクリーン

すると、印刷時にそのテキストが追加で印刷されま
 「キャプチャー＆プリントスクリーン」をクリックすると、映

す。

像をキャプチャーして画像を保存するためのウィンドウが

 ウィンドウ右上のテキストボックスにテキストを入力

開きます。

した後「テキストを追加」をクリックすることで、画像
の下部にそのテキストが追加されます。追加できる
テキストの行数は 10 行までです。
 「テキストを削除」をクリックすると画面下部に入力
したテキストを 1 行ずつ、「全てのテキストを削除」
をクリックするとすべての行を削除します。
 ウィンドウ上部の「印刷」をクリックすることで、画像
の印刷が可能です。
 「キャプチャー画像を表示」をクリックすると、保存フォル
ダ内の保存済みキャプチャー画像が一括で表示され
ます。
(保存フォルダの設定は、5.2.3.1 バックアップをご

 「オリジナル画像」をクリックすると、映像の明るさ、

参照ください)

コントラスト、彩度が調整可能となります。

 ウィンドウ左上のオリジナル画像上でマウスをドラッ
グすると緑色の枠が表示されます。マウスをドロップ
すると、枠に囲われた映像を切り取った画像がウィ
 「画像として保存」をクリックすると、調整後の画像

ンドウ下部に表示されます。

を任意の場所に保存可能です。

 右下の「印刷」をクリックすることで、切り取った画
像の印刷が可能です。


 「プレビューを印刷」をクリックすると、キャプチャー画像

 切り取った画像の保存先については、5.2.3.1

の印刷ウィンドウが開きます。

バックアップをご参照ください

7.2.7 音声 On/Off
 カメラ映像の上で右クリックして「音声 On/Off」をクリ
ックすると、右クリックしたカメラに対応したチャンネルに
接続している集音マイクの音声が再生されます。
 カメラに対応する集音マイクは、DVR 本体の設定内、
[デバイス]＞[オーディオ]の設定に依存します。
 一度に再生できる音声は 1 チャンネルのみです。
 音声の再生を止めるには、再度右クリックしてから「音
声 On/Off」をクリックしてチェックを外してください。
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・ 「録画持続時間」の設定で、緊急録画を行った

7.2.8 マイク On/Off

際の録画時間が設定されます。
 「マイク On/Off」をクリックすると、パソコンに接続した

・ 「連続録画」と設定した場合、録画開始後手動

集音マイクを通して DVR のスピーカーから音声を出

で録画停止を行わない限り緊急録画が継続して

力させることが可能です。

行われます。

 DVR 本体には音声を出力する機能はありません。別

・ 「持続時間」と設定した場合、録画開始後に指

途スピーカーを接続する必要があります。

定した時間が経過すると自動的に録画を停止し

 音声出力を止めるには、再度右クリックしてから「マイク

ます。指定時間中の手動での録画停止も可能で

On/Off」をクリックしてチェックを外してください。

す。
・ 「デフォルトディレクトリ」では、録画ファイルの保存

7.2.9 緊急録画

先が表示されます。保存先を変更する場合は、

 リアルタイムの映像をパソコン内に保存する機能です。

5.2.3.2 緊急録画をご参照ください。

 保存したいカメラ映像の上で右クリックして、「緊急録

・ 録画ファイルは、保存先のフォルダ内でカメラ名ごと

画」にカーソルを合わせます。

にフォルダ分けされて保存されます。

 「緊急録画」にカーソルを合わせると、「録画開始」、

 フォルダを開く：

「設定」、「フォルダを開く」の選択項目が表示されます。

録画ファイルの保存先をエクスプローラーで開きま

 録画開始：

す。

「録画開始」をクリックすると、以下のような画面が

7.2.10 表示オプション

表示されます。

 「表示オプション」にカーソルを合わせると、「カメラ名を
表示」、「日付/時間を表示」の選択項目が表示され
ます。
 「カメラ名を表示」をクリックしてチェックを外すと、カメラ
映像右上のカメラ名が表示されなくなります。
 「日付/時間を表示」をクリックしてチェックを外すと、カ
メラ映像下の日付/時間表示が表示されなくなります。
・ 緊急録画したバックアップファイルにパスワードを設

7.3 画面レイアウト変更

定する場合は、「パスワードを使う」にチェックを入
れて、「パスワード」の項目に使用したいパスワード

 カメラ映像をドラッグ&ドロップすることでチャンネル表示

を入力します。

の入れ替えが可能です。

・ パスワードが不要の場合は「パスワードを使わない」

 「ヘルスチェック」、「リモートデバイスシステムログ」、「リ

にチェックを入れてください。

モートデバイスイベントログ」、「CMS システムログ」の

・ 「OK」をクリックすると緊急録画を開始します。

各ウィンドウは、タイトルバーをドラッグ&ドロップすること

・ 緊急録画を手動で停止するには、再度右クリック

で配置の変更が可能です。

して表示されたメニューから[緊急録画]>[録画停

 ライブウィンドウ上の「Live1」、「Live2」のタブをドラッ

止]をクリックします。

グ&ドロップすることで、ライブウィンドウを分離して表示

 設定：

することが可能です。デュアルディスプレイ使用時等に

「設定」をクリックすると以下のような画面が表示さ

お使いください。分離したウィンドウは右上の×ボタンを

れます。

クリックすることでタブの状態に戻ります。

7.4 画面分割数の変更
 「画面分割数選択ボタン」をクリックすることで、表示す
るカメラの数を 1~256 の範囲で選択可能です。

画面分割数選択ボタン
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7.5 シーケンス

7.7 ビープ On/Off

 「シーケンスボタン」をクリックすると、映像のシーケンス

 「ビープ音 On/Off ボタン」をクリックすると、イベント発

表示が開始されます。(7.2.2 自動切替と同様の動

生時のビープ音を一時的に停止することができます。

作)

(5.1.1.1 新規 DVR の登録にて「ビープ」にチェック
を入れた場合に有効となる機能)
 再度ビープ音を鳴らしたい場合は、もう一度クリックし

シーケンス(Off)

シーケンス(On)

て「ビープ音 (On)」の状態に切り替えてください。

 シーケンス動作は単画面シーケンスのみ行えます。分
ビープ音(On)

割画面のシーケンス動作はできません。
 シーケンス動作を停止するには、もう一度クリックして

ビープ音(Off)

7.8 マイク On/Off

「シーケンス (Off)」の状態に切り替えてください。

 「マイク On/Off ボタン」をクリックすると、パソコンに
接続した集音マイクを通して DVR のスピーカーから

7.6 全画面表示

音声を出力させることが可能となります。(7.2.8 マ

 「全画面表示ボタン」をクリックすると、ライブウィンドウ

イク On/Off と同様の動作)

の映像が画面全体に表示される全画面表示状態に

 DVR 本体には音声を出力する機能はありません。

なります。(7.2.1 全画面 ON と同様の動作)

別途スピーカーを接続する必要があります。
 音声出力を止めるには、もう一度クリックして「マイク

全画面表示ボタン

(Off)」の状態に切り替えてください。
 全画面表示状態中に画面上で右クリックすると、以
下のようなメニューが表示されます。
マイク(Off)

マイク(On)

7.9 アラームアウトコントローラ
 DVR 本体のアラーム出力端子の出力を制御する
機能です。
 「アラーム制御ボタン」をクリックすると、以下のような
「アラームアウトコントロール」ウィンドウが開きます。

アラーム制御ボタン

 全画面 OFF：
全画面表示状態を終了します。
 ライブウィンドウを変更：
ライブウィンドウのタブ、「Live1」、「Live2」のどち
らかに画面表示を切り替えます。

アラームアウトコントロール

 分割変更：
画面の分割数を変更します。

 ボタンをクリックすることで、対応したアラーム出力端

 他項目は 7.2 ライブウィンドウメニューと同様

子から信号を出力させることが可能です。

です。

 信号の出力時間は「Duration」の項目で設定しま
す。設定が「Toggle」の場合、再度ボタンをクリック
するまで出力を続けます。5sec~60sec に設定す
ると、設定した秒数経過すると自動で出力が止まり
ます。
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7.10 音量調節

7.11 Full Frame On/Off

 「音量調節バー」をスライドさせることで、CMS Pro

 「Full Frameボタン」をクリックしてOff状態にすると、

から出力される音の音量を調節可能です。

ライブ映像が1秒あたりのコマ数を落とした映像になり
ます。ネットワーク回線の利用可能帯域が狭い場合
等にご使用ください。

Full Frame(On)

８

Full Frame (Off)

検索

DVR に録画されている過去映像の検索・再生方法について説明します。
 DVR への接続に成功すると、検索画面が以下のよ

8.1 検索方法選択

うな画面となります。

 画面上部、[アプリケーション] > [検索]とクリックする
と、以下のような検索画面が表示されます。

 録画再生を行うには、まず「カレンダー」上で再生す
る日付を、次に「タイムバー」上で再生する時間を、
 画面上部の検索タブから検索方法を選択して過去

クリックして指定します。

映像の再生を行います。

8.2 タイムバー検索
 「タイムバー検索」はカレンダーから録画再生したい日
付・時間を直接指定する検索方法です。

カレンダー

 タイムバー検索のタブを選択して、画面左上、「リモー
ト」に表示されている録画再生を行いたい DVR を右
タイムバー

クリック、「接続」をクリックしてください。
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 再生メニューにて録画映像の再生が可能です。再

画面下部の「音量調節バー」にて音量の調節が

生メニュー内各ボタンの機能は以下の通りです。

可能です。

：映像の巻き戻しを行います

音量調節バー

 デジタルズーム開始：

：映像の等倍再生を行います

1 画面表示時のみ選択可能です。画面の一部を
拡大して表示します。操作方法については、

：映像の再生を一時停止します

7.2.4 デジタルズーム開始をご参照ください。
 キャプチャー&プリントスクリーン：

：映像の早送りを行います

クリックすると、映像をキャプチャーして画像を保存
するためのウィンドウが開きます。操作方法につい

：指定した日付内での最初の映像

ては、7.2.6 キャプチャ―&プリントスクリーンを

を表示します

ご参照ください。
 「Archive ボタン」をクリックすることで、DVR の録画

：映像のコマ戻しを行います

映像をパソコンに保存することが可能です。
：映像のコマ送りを行います
Archiveボタン

：指定した日付内での最後の映像

クリックすると、以下のような画面が表示されます。

を表示します
 「速度設定ボタン」で速度を事前に選択することで、
早送り/巻き戻し時の再生速度を変更可能です。

速度設定ボタン

 「画面分割ボタン」をクリックすることで、映像の分割
数の変更が可能です。

 開始時間：

画面分割ボタン

保存したい録画映像の開始時間を指定します。

 映像上で右クリックすると、以下のようなメニューが表

 終了時間：

示されます。

保存したい録画映像の終了時間を指定します。
 Use Password：
保存したファイルを開く際にパスワードをかけたい場
合にチェックを入れます。「Password」の欄にパス

 Audio On/Off：

ワードの文字列を入力します。

1 画面表示時のみ選択可能です。クリックしてチェ

 ファイル名：

ックを入れると、DVR に録音されている音声が再

保存ファイルの保存先と名前を指定します。

生されます。音声再生中は、画面下部に再生中

 カメラチェック：

のチャンネルが表示されます。

保存するカメラのチャンネルをチェックして指定しま
す。「(De)Select All」をクリックすると、全カメラ一
括でチェック/解除を行います。

音声Off

音声On(チャンネル1)
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注 意

 開始/終了時間、ファイル名、カメラチェックを入力後、

 巻き戻し、早送りについては、速度の調節は

「EXE バックアップ開始」をクリックすると保存を開始

できません。

します。
 保存時、バックアップデータは自動的に 2GB 単位に
分割されます。

8.3 イベント検索

 データの保存が終わったら、「終了」をクリックしてアー
カイブ画面を閉じます。

 「イベント検索」は指定した範囲に発生したアラーム
入力やモーションを検索する検索方法です。

注 意
 長時間のバックアップは負荷等による問題を
引き起こす可能性があります。一度に保存す
る期間は、最長でも半日程度までの保存期間
に納めることをお勧めいたします。

 保存を行ったファイルは、以下のようなアイコンで表
示されます。

 「イベント検索」のタブを選択して、画面左上、「リモ
ート」に表示されている録画再生を行いたい DVR
を右クリック、「接続」をクリックしてください。
 検索条件として、以下のものを指定します。
 ファイルをダブルクリックすることで再生ソフトが立ち上

 イベントタイプ：

がります。再生ソフトは以下のような画面構成です。

緊急、アラーム、モーションのうち、検索したいイベ
ントにチェックを入れます。
 カメラ選択：
検索するカメラを選択します。(選択できるカメラは
1 台のみです)
 日付/時間設定：
検索を行う範囲を指定します。
 上記検索条件指定後に「検索」をクリックすると、指
定した範囲内に発生したイベントが一覧で表示され
ます。
 再生したいイベントをダブルクリックすることで録画映
像の再生を開始します。早送り、巻き戻し等の操作
については、タイムバー検索と同様です。(早送り、
巻き戻しの再生速度は変更できません)

：映像の等倍再生を行います
：映像の再生を一時停止します
：映像のコマ戻しを行います
：映像のコマ送りを行います
：映像の巻き戻しを行います
：映像の早送りを行います
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8.4 サムネイル検索

8.5 スマート検索

 「サムネイル検索」は指定した範囲内の録画映像を

 「スマート検索」は、映像内の動き検知を行い、動き

一定間隔ごとにキャプチャーして、その画像をサムネ

があった時間を抜き出して検索する検索方法です。

イル形式で表示させる機能です。

 「スマート検索」のタブを選択して、画面左上、「リモ
ート」に表示されている録画再生を行いたい DVR
を右クリック、「接続」をクリックしてください。
 「サムネイル検索」のタブを選択して、画面左上、「リ

 検索条件として、以下のものを指定します。

モート」に表示されている録画再生を行いたい DVR

 カメラ選択：

を右クリック、「接続」をクリックしてください。

動き検知を行うカメラを選択します。(選択できるカ

 検索条件として、以下のものを指定します。

メラは 1 台のみです)

 カメラ選択：

 地域設定：

検索するカメラを選択します。(選択できるカメラは

動きを検知する範囲を指定します。枠に囲まれて

1 台のみです)

いるマスが検知範囲です。ドラッグ&ドロップすること

 検索の持続時間

で、範囲内の検知/非検知の切り替えが可能です。

表示する画像のキャプチャー間隔を指定します。

範囲指定後、右クリック>保存によって変更を保

1~60 分の間で指定可能です。

存します。

 最大キャプチャー：
表示する画像の最大キャプチャー数を指定します。
32~256 枚の間で指定可能です。指定した枚
数分画像を表示すると、検索を停止します。
 日付/時間設定：
検索を行う時間の範囲を指定します。
 上記検索条件指定後に「検索」をクリックすると、指

 感度：

定した条件でサムネイル画面に画像が表示されます。

検知感度を Super、High、Standard の中から

 サムネイル上の画像をダブルクリックすることで、録画

指定します。

映像の再生を開始します。早送り、巻き戻し等の操

 最大キャプチャー：

作については、タイムバー検索と同様です。(早送り、

表示する画像の最大キャプチャー数を指定します。

巻き戻しの再生速度は変更できません)

32~256 枚の間で指定可能です。指定した枚
数分画像を表示すると、検索を停止します。
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 日付/時間設定：
検索を行う時間の範囲を指定します。
 ユーザーログインを表示：
チェックを入れると、映像表示内に検知単位を示
す白い枠表示が表示されます。
 検知した地域を表示：
チェックを入れると、検索中に動きがあった箇所が
赤い枠で表示されます。
 上記検索条件指定後に「検索」をクリックすると、動
きがあった時間の画像がサムネイル形式で表示され
ます。
 再生したい画像をダブルクリックすることで録画映像
の再生を開始します。早送り、巻き戻し等の操作に
ついては、タイムバー検索と同様です。(早送り、巻
き戻しの再生速度は変更できません)
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