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1ハードディスクの取り付け説明 

本商品を使用して録画、録画ファイル再生にはハードディスクが必要となります。 

ハードディスク取り付ける際には以下の方法で取り付けてください。 

取り付けにはドライバーが必要となります。 

 

ハードディスクは日立 IBM社のハードディスクを推奨しております。 

3.5 インチ SATA タイプ で 500GB以上のハードディスクをご使用ください。 

 

1：録画装置の両辺にあるネジを回して録画装置の蓋を外します。 

2：ハードディスクに電源ケーブルとデーター用ケーブルを挿入し、ハードディスクをネジで固定します。 

3：ハードディスクを取り付けが完了後、録画装置の蓋をネジで固定します。 

 

 

取り付けが完了しましたら、ハードディスクのフォーマットを行ってください。 

ハードディスクのフォーマットは 16 ページハードディスクのフォーマットの項目を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 



2 モニターへ映像を出力する 

 

録画装置に（録画装置用の電源アダプター）を挿入し、電源スイッチをいれると 

録画装置が作動します。 

 

BYR038 ではパソコンモニター表示モード（VGA）とテレビ出力モード（CVBS）表示モードがあります。 

初期の設定ではパソコン表示モードになっております。 

 

 

 

図の赤枠で囲っている画面表示切り替えボタンを 5秒以上長押しをして離してください。 

パソコン出力モードの場合→テレビ出力モードに 

テレビ出力モードの場合→パソコン出力モードへ変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 パネルの説明 

 

 

 

① 画面表示切り替え 1画面表示 4画面表示 6画面表示 8画面表示の切り替え 

② 表示チャンネルの切り替え 1CH/5CH のどちらかを 1画面に表示します。 

③ 表示チャンネルの切り替え 2CH/6CH のどちらかを 1画面に表示します。 

④ 表示チャンネルの切り替え 3CH/7CH のどちらかを 1画面に表示します。 

⑤ 表示チャンネルの切り替え 4CH/8CH のどちらかを 1画面に表示します。 

⑥ MENU メニュー画面を表示します。 

⑦ ESC 現在の操作をキャンセルし前の画面にもどります。 

⑧ REC 手動録画を行います。スケジュール録画中は使用できません。 

⑨ BACKUP データのバックアップを行います。12Pバックアップをご参照ください。 

⑩ 再生/一時停止 ハードディスク内に保存されている映像を再生/一時停止を行います。 

⑪ PTZ 回転カメラ等の操作を行います。 

⑫ ENTAER メニュー画面のカーソルの移動を行います ENTAER キーで決定します。 

4 マウス操作 

マウスを録画装置の後部のＵＳＢ端子に接続します。マウスの左クリックが確定、右クリックがメニューになりま

す。 

 

5 メニュー説明 

メニュー画面に下記のアイコンが表示されます。 

 
録画中 手動録画中に表示されます。 

 
動き感知 動きを感知すると表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6基本操作 

右クリックでタスクバーを呼び出し 

「設定」の項目でメインメニューを表示します。 

その際にパスワードの入力を行いますので 

設定をしたパスワードを入力してください。 

初期値のパスワードは「888888」となります。 

 

 

 

本商品の機能すべてはメインメニューから設定することができます。 

 

操作方法 

パネルより操作の場合 

メインメニューに表示された後、【↑】、【↓】、【←】、【→】ボタンで必要な項目を選択します。 

選択後、ENTER ボタンで確定して設定を行います。 

 

 

 

設定の保存 

設定を行った後、メインメニューの「確認」を選択してＥＮＴER ボタンを押してください。「確認」「適用」にて

設定を更新します。 

 

 



6-1時間設定と上書き機能 

 

録画を行う前に正確な時間設定が必要となります。時間設定操作は、メインメニューより「システム」→「事前

設定」選択します。次に「時刻の書式」を選択し時間の表示形式を選択します。 

※この設定では時間の変更はできません。 

表示形式を選択後適用を選択しデーターを反映させます。 

 

ハードカバー・・・・ハードディスクの容量が一杯になった時、上書き機能を「有効」「無効」を設定します。 

次に共通設定を選択し時間の変更を行います。 

 

「時間」を選択し現在の時刻を入力して「確認」にてデーターを反映させてください。 

これで時間の設定は完了します。 



7録画設定 

7-1 通常録画（手動録画） 

手動で録画をする場合、パネル上の REC ボタンを押します 

のアイコンが各チャンネル画面に表示され録画を開始します。 

 

 

録画中は画面右上に マークが表示されます。 

再度 REC ボタンを押すと録画は停止されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-2 スケジュール録画 

 

予約録画の設定：メニュー→「レコード」より「スケジュール記録」で設定を行います。 

まずチャンネルでスケジュール設定を行うチャンネルを選択します。 

オーディオ録画 

 たったの：「ビデオ録画」のみを表します。 

は、ビデオ＆オーディオビデオ：「ビデオ＆オーディオ（音声）」録画を表します。 

※表示文字は、システムのバージョンアップで変更、改善される場合があります。 

スケジュール記録を選択し「設定」にて指定したチャンネルより「曜日」と「時間」ごとの 

録画スケジュールを設定します。 

 

青・・・「連続録画」 動き感知等関係なく録画を続けます 

黄・・・「イベント録画」動き感知、アラームを感知し録画を開始します。 

赤・・・「アラーム録画」アラームを感知し録画を開始します。 

緑・・・「動き感知録画」動きを感知し録画を開始します。 

※アラーム録画は専用の機器必要になります。 



コピーパラメーターの設定 

1 つのチャンネルで設定したデーターを他のチャンネルにコピーします。 

「すべてのチャンネルが」・・・データー１つ１つを設定します。 

「をコピーされていない」･･･設定したデーターを全チャンネルにコピーします。 

「01～08」・・・指定したチャンネルにコピーします。 

※表示文字は、システムのバージョンアップで変更、改善される場合があります。 

 

7-3動き感知設定 

スケジュールで作動する動き感知の設定を行います。 

 

「チャンネル」＞「ビデオ設定」 

チャンネル：動き感知を設定するチャンネルを選択してください。 

モーション感度：動き感知録画は画像の変化より分析し、録画をする機能であります。光、影などにも反応し

ますので使用環境により動き感知のレベルを選択してください。 

動き感知のレベルは５段階選択ができます。 

[禁止]＜[低]＜[で]＜[高]＜[最高] 

※表示文字は、システムのバージョンアップで変更、改善される場合があります。 

イベント処理を移動する・・・設定チャンネルで動きを感知した際に連動する設定を行います。 

トリコガレード（トリガーレコードの誤植です）・・・連動録画 

設定チャンネルで動きを感知した場合チェックを入れたチャンネルも録画を開始します。 

リンケージアラーム出力・・・設定チャンネルで動きを感知した場合アラームへ出力を行います。 

トリガーブザー・・・動きを感知した際ブザー音でお知らせします。 

トリガーメール・・・動きを感知した際メールでお知らせします。（当機能は現在使用できません） 

 



モーションエリア：動き感知を作動させる範囲を設定します。 

 

青く囲った範囲が動きを感知した際に録画を開始する範囲となります。 

モーションの範囲指定にはマウスをご利用いただくと設定がやりやすくできます。 

左ドラッグで設定範囲を広げます。 

右クリックで設定を終了します。 

カバーの設定 

指定した範囲内の録画、撮影を青く塗りつぶします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8録画の検索と再生 

8-1録画ファイルの検索 

マウスの右クリックでメニューバーを表示させます。 

 

再生を選択し検索画面を表示させます。 

録画機より検索画面を表示させるには 

 

⑩の再生/一時停止ボタンより検索画面を表示させることができます。 

カレンダーが表示されましたら再生をしたい日時を選びます。 

 

（録画がされている日時は文字の色が変わります） 

 

日時を選択後「再生」を選択して再生を行います。 

 

 



8-2 録画ファイルの再生

 

 

①24時間再生モード 

②巻き戻し（24時間再生の場合 10分単位 1時間再生の場合 1分単位） 

③早送り（24時間再生の場合 10分単位 1時間再生の場合 1分単位） 

④1時間再生モード 

⑤再生バー 

⑥録画ステータスの詳細表示 

バーの種類 

青・・・「連続録画」 動き感知等関係なく録画を続けます 

黄・・・「イベント録画」動き感知、アラームを感知し録画を開始します。 

赤・・・「アラーム録画」アラームを感知し録画を開始します。 

緑・・・「動き感知録画」動きを感知し録画を開始します。 

⑦再生ボタン 

⑧一時停止 

⑨巻き戻し 

⑩早送り 

⑪コマ送り（スロー再生） 

⑫停止（再生画面の終了） 

 



8-3 USB バックアップ 

録画ファイルをバックアップする際には USB メモリを録画装置に挿入してください。 

（USB認識が正常にされない場合録画装置を再起動してください） 

 

マウスの右クリックでメニューバーを表示させます。 

 

「バックアップ」を選択しバックアップ画面を表示させます。 

録画機より検索画面を表示させるには 

 

⑨の「BACKUP」バックアップボタンを押してください。 

 

バックアップの手順 

１．USB メモリを録画装置に差し込みます。 

２．バックアップファイルデータの検索画面を表示 

３．バックアップするファイルをカレンダーより選択してください。 

４．日時を選択後「クエリ」でデーターを表示させます。 

※表示文字は、システムのバージョンアップで変更、改善される場合があります。 



 

バックアップの取りたいデータファイルにチェックをいれ「バックアップ」にて 

バックアップを開始します。 

 

データーは AVI形式での保存となりますので 

一般的な再生プレーヤーで再生を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 インターネット設定 

ネット設定を行った後、インターネットでの監視、録画ファイル再生することができます。 

 

 
 
インターネット設定で必要なもの 

固定、もしくはダイナミック DDNS の IP アドレス 

 

9-1 設定前にご確認頂くこと 

・録画装置とルーターまたは HUB を接続する LAN ケーブルは繋がっていますか？ 

・録画装置が繋がっているルーターに、パソコンは繋がっていますか？ 

   上記項目が設定されていることを前提にご説明させていただきます。 

録画装置が繋がっているルーターに、同じく接続されているパソコンで、IP アドレスの確認をお願い致しま

す。 

 

 画面左下のスタート→アクセサリ→コマンドプロンプトを起動して、「ipconfig」と入力して、「Enter」を押し

て下さい。 画面表示が切り替わり、「192.168・・・」といった番号が表示されると思いますので、次の 3つの

番号をメモして下さい。 

  アドレス：192.168・・・の番号 

  サブネットマスク：255.255.255.0など 

  デフォルトゲートウェイ：192.168・・・の番号 

  上記のアドレスは、パソコンに現在設定されている IP アドレスになります。 



9-2 ネット設定の手順 

メモを参考に、録画装置へ設定をお願いします。 

 

「メニュー画面」の「ネットワーク」より設定を行う事ができます。 

IP アドレスの設定・・・静的 IP・・・設定には静的 IP アドレス（固定。DDNS）をお選びください。 

DHCPは基本的に使用しません。 

 

IP アドレスは 4 つの番号で分かれておりますので、メモを確認して初めの 3 つはパソコンと 

同じ番号で、4 つ目の数字をパソコンに設定されている 4 つ目の番号以降で、 

好きな番号を設定して下さい。 

（例）パソコンが 192.168.1.3の場合は、録画装置へ 192.168.1.4など 

  サブネットマスク／ゲートウェイはパソコンと同じ番号を入力して下さい。 

  

パソコンに戻って、Internet Explorer（インターネットをする画面）を起動して、 

上記のアドレスバーに録画装置に設定した IP Address を入力して、「Enter」を押して下さい。 

  ※アドレスバーは「http://www.yahoo.co.jp」などと記載される部分です。 

  ※入力する IP Address は、192.168.1.4などと録画装置に設定したものです。 

 

外出先など、離れた場所から遠隔監視する場合は、固定 IP アドレスか、 

ダイナミック DNS のサービスが必要となりますので、ご用意下さい。 

           ・固定 IP アドレスは、契約されているプロバイダよりご提供されるサービスになりますので、 

現在サービスを契約されているかについては、プロバイダへご確認下さい。 

  ・ダイナミック DNSは、固定 IP アドレスに変わるサービスで、ご利用されるルーターのメーカー 

   が提供されるサービスになります。 

次に、ルーターの設定が必要となります。ルーターの設定は、ご使用される 

ルーターによって設定方法が異なりますので、ルーターの業者様へご確認をお願い致します。 

  

ご連絡いただく際には、下記内容をお伝えしていただくと、スムーズに進みます。 

① 防犯カメラの映像を遠隔監視したいため、設定方法を教えて下さい。 

② 防犯カメラには、IP アドレスなど設定しており、内部のパソコンからは見れます。 

③ 防犯カメラ（録画装置）ポート番号をお伝えして下さい。 

ポート番号は「8038」 「6001」 「6002」 「6003」 の４つとなります。 

 

 

 

 

 

http://www.yahoo.co.jp/


10 システム管理 

10-1初期設定 

すべての設定の工場出荷の初期値の戻す際には「デフォルトを復元します」から戻すことができます。 

10-2ハードディスクのフォーマット 

 

ハードディスクを管理、確認することができます。ハードディスクが不具合がある場合には 

確認ができない場合があります。 

ハードディスクのフォーマット 

メニューよりシステム＞メンテナンス＞HD の管理を選択してください。 

 

ハードディスクを選択後 

「フォルマ」をクリックしてハードディスクのフォーマットを行います。 

フォーマット中は電源を切らないでください。ハードディスクの故障 

データーの損失等不具合が生じる場合ございます。 

 

 

 



11製品概要 

 

 

 


