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はじめに Windows XP へのインストール

本ソフトウェア“ガードレコーディング”（以下、ガードレコーディング）は専用受信

機RX-WL1000（以下、受信機）で受信したカメラ映像をパソコン（以下、PC）上で

ライブ映像を確認したり、PC のハードディスクに録画をすることができます。

ガードレコーディングを使用するためには、CD-ROM（付属）よりソフトウェアとド

ライバをインストールする必要があります。

ガードレコーディングで確認・操作できる主な機能は以下のとおりです。

【注意】インストール中に他のアプリケーションの操作をしないでください。

商標および登録商標について

MicrosoftR 、WindowsR 、WindowsR XP、WindowsR Vista は、

米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

（WindowsR の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。）

その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。（なお、本文中

では「®」は明記していません。）

必要なPC の環境

PC でガードレコーディングを操作するためには下記の環境が必要です。

※条件に満たない場合、正しく動作しないおそれがあります。

◇PC 本体 Windows 機

◇OS Windows XP、Windows Vista（32bit 版）

 ※64bit 版のWindows Vista には対応していません。

◇CPU Pentium3 以上

◇メモリ 512MB 以上（Vista の場合は1GB 以上）

◇USB 2.0

■ ライブ映像の確認

■ 2 時間ごとのスケジュール録画

■ モーション検知録画（動体検知録画）

■ 動画の保存

■ 静止画の保存

PC の電源をON にして、OS を起動します。1
CD-ROM をPC のCD ドライブに

セットします。

自動的にCD-ROM が読み込まれ、

ソフトウェエアのインストール画面

が立ち上がります。

※自動的に画面が表示されない場合は、

デスクトップ上やスタートメニューの「マ

イコンピュータ」を開き、CD-ROMの入っ

ているドライブをダブルクリックしてく

ださい。

2

言語を日本語に設定（国旗の下に

チェック）し、「次へ（＞＞）」をクリック

します。

次の画面が表示されますので、「次へ

（＞＞）」をクリックします。

3

4

Ｘ
Ｐ
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Windows XP へのインストール Windows XP へのインストール

セ ットア ッ プ の 言 語 が 日 本 語

（Japanese）に設定されていること

を確認し「OK」をクリックします。

【インストール先の指定】の画面が表

示されますので内容を確認の上、「次

へ」をクリックします。

5

8

【セットアップウィザード】の画面が

表示されますので、「次へ」をクリック

します。

【プログラムグループの指定】の画面

が表示されますので、「次へ」をクリッ

クします。

【使用許諾契約】の画面が表示され

ますので内容を確認の上、「同意す

る」を選択し「次へ」をクリックします。

【インストール準備完了】の画面が表

示されますので内容を確認の上、「イ

ンストール」をクリックします。

インストールが始まります。

6

9

7

10

11

Ｘ
Ｐ

Ｘ
Ｐ
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Windows XP へのインストール Windows XP へのインストール

【デジタルワイヤレスカメラ用のイン

ストールウィザード】の画面が表示さ

れますので、「次へ」をクリックします。

【セットアップウィザードの完了】の

画面が表示されたら、「完了」をクリッ

クします。

「完了」をクリックすると、自動的に

“ガードレコーディング”が起動しま

す。

※“ガードレコーディング”をすぐに起動さ

せない場合は、［動作ガードレコーディン

グ］のチェックを外してください。

【インストール準備】の画面が表示さ

れますので、「インストール」をクリッ

クします。

デスクトップ上に“ガードレコーディ

ング”のアイコンが作成されていま

す。

インストールが始まります。

【セットアップウィザードの完了】の

画面が表示されたら、「完了」をクリッ

クします。

12

1613

17

14

15

以上で“ガードレコーディング”のインストールは完了です。

Ｘ
Ｐ

Ｘ
Ｐ
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Windows Vista へのインストール

【注意】インストール中に他のアプリケーションの操作をしないでください。

PC の電源をON にして、OS を起動します。

※管理者（Administrator）権限のユーザーでログインしてください。1
CD-ROM をPC のCD ドライブに

セットします。自動的にCD-ROM が

読み込まれ、ソフトウェアのインス

トール画面が立ち上がります。

※自動的に画面が表示されない場合は、

デスクトップ上やスタートメニューの「マ

イコンピュータ」を開き、CD-ROMの入っ

ているドライブをダブルクリックしてく

ださい。

2

言語を日本語に設定（国旗の下に

チェック）し、「次へ（＞＞）」をクリック

します。

次の画面が表示されますので、「次へ

（＞＞）」をクリックします。

設定により【ユーザーアカウント制御】の画面が表示されることがあり

ます。表示された場合は「許可（A）」または「続行（C）」をクリックして

ください。

3

4

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

セ ットア ッ プ の 言 語 が 日 本 語

（Japanese）に設定されていること

を確認し「OK」をクリックします。

5

【セットアップウィザード】の画面が

表示されますので、「次へ」をクリック

します。

6

Windows Vista へのインストール
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【インストール先の指定】の画面が表

示されますので内容を確認の上、「次

へ」をクリックします。

8

【プログラムグループの指定】の画面

が表示されますので、「次へ」をクリッ

クします。

【使用許諾契約】の画面が表示され

ますので内容を確認の上、「同意す

る」を選択し「次へ」をクリックします。

【インストール準備完了】の画面が表

示されますので内容を確認の上、「イ

ンストール」をクリックします。

インストールが始まります。

9

7

10

11

【デジタルワイヤレスカメラ用のイン

ストールウィザード】の画面が表示さ

れますので、「次へ」をクリックします。

12

Windows Vista へのインストールWindows Vista へのインストール

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
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【インストール完了】の画面が表示さ

れますので、「完了」をクリックします。

【インストール準備】の画面が表示さ

れますので、「インストール」をクリッ

クします。

インストールが始まります。

【インストールウィザードの完了】の

画面が表示されますので、「完了」をク

リックします。

【インストールウィザードの完了】

の 画 面とともに【Device Driver 

Installation Wizard（デバイスド

ライバのインストールウィザード）】

の画面が表示されますので、「次へ」

をクリックします。

16

13

14

15

Windows Vista へのインストールWindows Vista へのインストール

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ



14 15

【セットアップウィザードの完了】の

画面が表示されたら、「完了」をクリッ

クします。

デスクトップ上に“ガードレコーディ

ング”のアイコンが作成されていま

す。

「完了」をクリックすると、自動的に

“ガードレコーディング”が起動しま

す。

※“ガードレコーディング”をすぐに起動さ

せない場合は、［動作ガードレコーディン

グ］のチェックを外してください。

17

18

以上で“ガードレコーディング”のインストールは完了です。

Ｖ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ

PC と専用受信機の接続

【注意】

PC と専用受信機の接続は、“ガードレコーディング”のインストールを完了してから

行ってください。

付属のUSB ケーブルを使用しPC と専用受信機を接続します。

自動的に次のような表示が出ます。

表示が消えるまでしばらくお待ちください。

そのまましばらく待つと専用受信機のセットアップが自動的に完了します。

※PC 接続時、専用受信機の電源は、PC のUSB ポートから供給されます。

▼ XP の場合

▼ Vista の場合

接続

1

2

3



16 17

ガードレコーディングの使い方 ガードレコーディングの使い方

■ 製品の登録

アイコンをダブルクリックして“ガー

ドレコーディング”を起動させます。

設定により【Windows セキュリティ

の重要な警告】の画面が表示される

ことがあります。表示された場合は

「ブロックを解除する（U）」をクリッ

クしてください。

【登録情報】の画面が表示されますの

で、「登録」をクリックします。

入力にまちがいがない場合、次の画

面が表示されます。

「閉じる」をクリックしてください。

【注意】
「登録名（NAME）」、「登録コード（CODE）」はCD-ROM のパッケージに記載され

ています。

PC を新規にする場合や再インストールする場合に必要となりますので、「登録名

（NAME）」、「登録コード（CODE）」はお客様で管理してください。

付属のCD-ROM のパッケージ表面

に記載されている「登録名（NAME）」、

「登録コード（CODE）」を入力し、「登

録」をクリックします。

2

1

4

3

NAME：　登録名

CODE：　登録コード

CD-ROM パッケージ
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ガードレコーディングのメイン画面の表示、はたらきは次のとおりです。

操作画面について 操作画面について

2009/05/08 19:49:13

現在時刻 PC の設定時刻になります

カメラ切替ボタン

ウインドウ切替ボタン

電波受信状態

警報音切替

現在状況

ズームボタン/方向ボタン
デジタルズームおよびズーム時に

表示範囲を調整ができます。

選択されているカメラ

チャンネルの電波受信

状況を表示します。

カメラチャンネルを

切替えます。

（複数台登録時）

操作メニューの

表示/非表示を行います。

画面の表示を切替えます

[□最小化 ＿タスクトレイ ×終了]

①セキュリティ設定

②ビデオキャプチャ

③スナップショット 

④イベントリスト

⑤その他の設定

⑥情報

設定画面開閉ボタン

各設定ボタン

メインモニター

ダブルクリックで
[全画面/通常]を切替えます

①　②　③　④　⑤　⑥

ズームボタン/方向ボタン

警報音を鳴らす

クリックでズーム画面
ズーム画面上でモニター
する範囲を変更します。

クリックで通常画面

警報音を鳴らさない

最もよい受信状態
受信状態で本数が変化します

クリックするごとに切替わります

メインモニター
ダブルクリックで[全画面/通常]を切替えます

設定画面開閉ボタン

電波受信状態

警報音切替

設定画面の表示/非表示を行います。各設定ボタンをクリックした場合も設定画面が開きます。

受信されていない状態

2009/05/08 19:49:13

2009/05/08 19:49:13

2009/05/08 19:49:13 2009/05/08 19:49:13

クリックするごとにズーム画面と通常画面が切り替わります

モニター上を

ダブルクリック

クリック

設定画面が開きます

全画面表示になります
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設定画面は、メイン画面の各設定ボタンをクリックすることで表示されます。

①     ②      ③      ④     ⑤      ⑥

① セキュリティ設定

② ビデオキャプチャ

③ スナップショット

④ イベントリスト

⑤ その他の設定

⑥ 情報

設定画面が表示されます。

各項目設定各項目の設定

ガードレコーディングの主な設定画面は次のとおりです。

【モーション検出】

【イベントリスト】
再生（静止画）

【言　語】

【イベントリスト】
再生（動画）

【ディスプレイ】

【イベントリスト】

【デバイス】

【スナップショット】

【ビデオキャプチャ】【ストレージ】【録　画】

2009/05/08 19:49:13

2009/05/08 19:49:13

設定する項目をクリック
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■アラーム時間　【初期設定値：約30 秒】

　モーション検出したときのアラーム時間と録画時間を設定します。

■警報のみ・警報と録画　【初期設定値：警報と録画】

　モーション検出したときの動作を設定します。

※モーション録画時に録画のみで警報音を鳴らさない場合は、メイン画面の「警報音の切替」

　を　　　　にしてください。

2 時間ごとにスケジュール（連続）録画とモーション（動体検知）録画の設定ができ

ます。

モーション録画を設定する場合の検知感度レベル・アラーム時間・検知時の動作

などを設定します。

■感度レベル　【初期設定値：75】

　［モーション検出］の感度レベルを設定します。

①セキュリティ設定

［警報のみ］または［警報と録画］を

選択します。

■［警報のみ］に設定した場合
検知したときに設定した時間警報
が鳴ります。（録画はしません）

■［警報と録画」に設定した場合
検知したときに設定した時間警報
が鳴り、映像を録画します。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

モーション検出

【○】部分をクリックして感度レベル

を変更します。

感度は９段階で設定ができます。

数字が大きくなるほど検知感度が上

がります。

【○】部分をクリックして感度レベル

を変更します。

時間は９段階で設定ができます。

アラーム（録画）中に再度モーション

検出すると時間は延長されます。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

セキュリティ設定
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【設定の例】

■記録形式と記録サイズ

　記録形式の選択（AVI［動画］/JPEG［静止画］）と記録サイズを設定します。

2 時間ごとの録画方法や録画するカメラチャンネルを設定します。また記録形式の

選択や記録サイズの選択ができます。（録音はされません）

■録画スケジュール

スケジュール（連続）録画、またはモーション（動体検知）の設定や録画するカメ

ラチャンネルを設定します。

録画

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

クリックして録画方法（スケジュール

/ モーション）を設定します。

クリックするたびに、「■」⇒「●」⇒

「　」の順に表示が切り替わります。

　■：スケジュール（連続）録画

　●：モーション（動体検知）録画　

クリックして、録画するカメラチャン

ネルを設定します。
（設定できるのは、カメラ1台のみです）

連続録画になるとメインモニターに「録画中」

の文字が表示されます。

2 時から6 時の間、カメラ２でスケ

ジュール（連続）録画になります。

8 時から12 時の間、カメラ４でモー

ション（動体検知）録画になります。

12 時から14 時の間、カメラ4 でスケ

ジュール（連続）録画になります。

クリックして記録形式を選択しま

す。

クリックして記録サイズを設定しま

す。 （記録サイズの目安はP29 を参

照ください）

「保存」ボタンを押すと設定が完了

します。

セキュリティ設定セキュリティ設定

録画中

動体検知録画になるとメインモニターに「警告」

の文字が表示されます。

警告

⇒

【注意】 
連続録画や動体検知は、設定されたカメラチャンネルがメインモニター画面に表示されていないと
録画や検知はされません。

【注意】 
設定がされている時間に、設定されている以外のカメラチャ
ンネルへ手動で切り替えた場合でも、約5 分で設定されてい
るカメラチャンネルに切り替わります。
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録画ファイルなどを保存する場所やファイルの保存日数の設定、またファイルを自

動削除しないなどの設定ができます。

■録画ディレクトリ

録画ファイルを保存する場所を設定します。

初期設定の保存先
［C:\Documents and Settings\ ユーザー名\My Documents\ ガードレコーディング］

に設定されています。

保存先の変更方法

ストレージ

【注意】

「OK」ボタンが押せない場合は、設定した保存

先は設定できない場所になっています。

フォルダマークをクリックします。

【フォルダの参照】の画面が表示されま

すので、新しく保存先にしたい場所を

選択し「OK」をクリックしてください。

録画ディレクトリに新しい保存先が

表示されます。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

セキュリティ設定セキュリティ設定

【注意】 

連続録画など容量を多く使用することが想

定される場合は、PC 内蔵のHDD 以外の記

録媒体に保存されることをおすすめします。

※保存先の変更は、PC の操作に詳しい方

が行うことをおすすめします。
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セキュリティ設定セキュリティ設定

■記録データのサイズは次の表のとおりです。

※上記内容は、あくまでも目安です。入力される映像の色・明るさ・動き等で録画可能の

時間は異なります。

■録画ファイルの保存日数

記録したファイルをPC 上に保存する日数を設定します。

ファイルは、設定した日数を過ぎるとガードレコーディングの立ち上げ時に自動

的に削除されます。　（ビデオキャプチャで録画したファイルは削除されません

ので、ハードディスク容量には十分注意をしてください。削除する場合は、フォル

ダから手動で削除してください。）

日数は、1日～9999 日まで設定できます。

PC のハードディスク等の容量を確認の上、設定してください。

（PC やアプリケーションの動作に影響が出る場合があります。）

■録画ファイルを自動削除をしない

録画ファイルを指定のフォルダに保存し続けます。

自動削除しない場合、ハードディスクの空き容量に十分注意してください。

録画ファイルを自動で削除しない場

合は、チェックをいれてください。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

記録データサイズの目安

保存する日数を設定し、録画ファイル

保存日数にチェックを入れます。

「保存」ボタンを押すと設定が完了し

ます。

記録サイズ 320 ×240 640 ×480

時間 1 分 2 時間 1 分 2 時間

動画［.avi］ 約1.5MB 約240MB 約2MB 約150MB

静止画［.jpeg］ 約4MB 約200MB 約10MB 約1GB
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②ビデオキャプチャ

手動で動画を録画することができます。

動画のファイル形式は、AVI 形式になります。

録画

ビデオキャプチャ

［録画］ボタンをクリックすると、メイン

モニターに表示されているカメラ映像

の録画が開始します。

録画中は次のような状態になります。

　①［録画］ボタンの中央部が赤色に変化

　②メインモニター右上に「録画中」が点滅表示

　③再生画面部分に経過時間、ファイルサイズ、ディスクの空き容量が表示

録画するカメラチャンネルを選択しま

す。

メインモニターに選択したカメラチャン

ネルのカメラ映像が表示されます。

●録画ディレクトリのフォルダ以外に

も保存したい場合
［保存］ボタンをクリックすると、【名前を付け

て保存】の画面が表示されます。

ファイル名をいれフォルダを指定して「保存

（S）」をクリックしてください。

録画中

2009/05/08 19:49:13

ビデオ停止中

再度［録画］ボタンをクリックすると録画が

停止し、ファイルが一時保存状態になりま

す。

画面には「ビデオ停止中」と表示されます。

［録画］ボタンをクリックして次の録画をス

タートさせると、一時保存状態のファイル

は、設定されている【録画ディレクトリ】の

フォルダに自動的に保存されます。

ビデオ停止中

①

③

②モニター画面右上

1

2

4

3
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再生

ビデオキャプチャ

2009/05/14   20:59:06　　　　　　　　　　　×1

ビデオキャプチャ

削除

［再生］ボタンをクリックして再生

します。

※操作ボタンについては、下記をご

確認ください。　

※再生される画像は、ビデオキャプ

チャで録画された最新のファイル

になります。
再生画面表示部分をダブルクリッ

クするとモニター全画面に切り替

わります。

「削除」ボタンをクリックすると【確

認】の画面が表示されます。

「はい（Y）」をクリックして削除しま

す。

モニター全画面をダブルクリック

すると通常画面に戻ります。

●操作ボタンについて

●画面切り替え

① 再生ボタン

② 一時停止ボタン

③ 録画ボタン

④ 再生速度を下げるボタン

⑤ 再生速度を上げるボタン

⑥ 停止ボタン

① ②③ ③④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥

⇔

⇒
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❷ 保存（選択した1ファイルの保存）

保存するファイルをクリックして選択します。

「保存」ボタンをクリックすると【名前をつけて保存】の画面が表示されます。

「保存（S）」をクリックして保存します。

❸ 削除（選択した1ファイルの削除）

削除するファイルをクリックして選択します。

「削除」ボタンをクリックすると【確認】の画面が表示されます。

「はい（Y）」をクリックして削除します。（削除しない場合は「いいえ（N）」をクリッ

クしてください。）

❹ すべて保存

「すべて保存」ボタンをクリックすると【フォルダの参照】の画面が表示されます。

保存するフォルダを指定して「OK」をクリックして保存します。

③スナップショット スナップショット

手動で静止画を撮ることができます。

静止画のファイル形式は、bmp（ビットマップ）形式になります。

各画面のはたらきは次のとおりです。

❶ スナップショット

「スナップショット」ボタンをクリックするごとに、選択されているカメラチャンネ

ルのスナップを撮ります。

スナップショット

❶ スナップショット（撮影）

❷ 保存（選択した1 ファイルの保存）

❸ 削除（選択した1 ファイルの削除）

❹ すべてのファイルを保存

❺ すべてのファイルを削除

❻ 印刷

❼ 撮影（クリック）時間

❽ 撮影画像

メインモニターに表示されている

カメラ映像を静止画で撮影します。

  ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

　❼

    ❽

2009/05/08 19:49:13

⇒
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記録した動画や静止画をリストから選んで再生することができます。

スナップショット

❺ すべて削除

「削除」ボタンをクリックすると【確認】の画面が表示されます。

「はい（Y）」をクリックして削除します。（削除しない場合は「いいえ（N）」をクリッ

クしてください。）

❻ 印刷

印刷するファイルをクリックして選択します。

「印刷」ボタンをクリックするとPC に設定されているプリンターで画像を印刷す

ることができます。

（プリンターが設定されていない場合は、画像の保存になります。）

④イベントリスト

動画の再生画面

■リストの並び替え

① カメラ順に並び替え

② 日時順に並び替え

③ モード別に並び替え

④ 選択したファイルを削除

⑤ すべてのファイルを削除

⑥ ファイルのリスト

⑦ 再生画面

⑧ 再生速度を下げる

⑨ 再生／一時停止

⑩ 再生速度を上げる

⑪ 停止

⑫ 再生タイムバー

2009/05/08 19:49:13

  ①   ②    ③  ④ ⑤ 

　⑥

 
 ⑦                           ⑧
                               ⑨
                               ⑩
                               ⑪
     ⑫

【動画の再生方法】

再生するファイルをクリックして選択し

し、［再生］ボタンをクリックして再生しま

す。

［+］ボタンをクリックするごとに×2・×4・×

6・×8・×10 と再生スピードが上がります。

［－］ボタンをクリックするごとに×1/2・×

1/4・×1/8・×1/16 と再生スピードが下がり

ます。

再生の終了または、［停止］ボタンで再生を停止

した場合、再生スピードは×1 に戻ります。

2009/05/08 19:49:13
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リストを並び替えます。

リストを削除します。

モニター全画面をダブルクリックする

と通常画面に戻ります。

再生画面表示部分をダブルクリックす

るとモニター全画面に切り替わります。

イベントリストの並び替え

A. カメラナンバーごとに表示されます。

B. 録画の日時順に表示されます。

C. モーション（動体検知）録画［動画、静止画］・

スケジュール（連続）録画［動画、静止画］・

ビデオキャプチャー別に表示されます。

リストの削除

D. 選択したファイルを削除します。

　ボタンをクリックすると【確認画面】が表

示されます。「はい」をクリックすると選択

したリストが削除されます。

E. すべてのリストを削除します。

　ボタンをクリックすると【確認画面】が表

示されます。「はい」をクリックするとすべ

てのリストが削除されます。

イベントリスト イベントリスト

【静止画の再生方法】

静止画の再生画面

① カメラ順に並び替え

② 日時順に並び替え

③ モード別に並び替え

④ 選択したファイルを削除

⑤ すべてのファイルを削除

⑥ ファイルのリスト

⑦ 再生画面

⑧ 前の画像へ

⑨ 次の画像へ

⑩ 再生位置の表示

  ①   ②    ③  ④ ⑤ 

　⑥

 
 ⑦                           
                               
                               
                               

    ⑧  ⑩           ⑨

再生するファイルをクリックして

選択します。

［再生］ボタンをクリックして再生

します。

2009/05/08 19:49:13
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⑤その他の設定

ワイヤレスカメラと専用受信機のペアリングの設定や、各カメラに名前をつけるな

どの設定ができます。

デバイス

設定するカメラのナンバーをクリックし

ます。

Pairing Key

ペアリングキー

点滅中（60 カウント以内）に、登録するワ

イヤレスカメラの後面にある「ペアリング

キー」を押してください。

受信機のペアランプが点滅し、メインモニ

ター上でカウント（60 カウント）が始まり

ます。

登録が完了すると、メインモニターには

登録したカメラチャンネルのカメラ映

像が表示されます。

「保存」ボタンを押すと設定が完了しま

す。

その他の設定

2

3

ワイヤレスカメラと専用受信機のペアリングを設定します。

60

1

4

5
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その他の設定その他の設定

モニター画面上の日時表示のON/OFF やワイヤレスカメラに名前をつけるを設定

します。

ディスプレイ

表示する言語を変更できます。

※日本在住の外国の方へのお手伝いとして表示しております。

言語

［例：カメラ1の名前を「玄関」に変更

玄関

玄関

変更したい言語の国旗をクリック

すると表示の言語が変更されます。

【時間スタンプ】
現在日時の表示/ 非表示の切り替え

ができます。

【カメラ名】
メインモニター上にカメラナンバ

ーを表示することができます

【カメラ名を変更する】
名前を変更するカメラナンバーに文

字を入力します。

表示させる項目にチェックを入れ、

「保存」ボタンを押すクリックすると

設定が完了します。

「保存」ボタンをクリックすると設定

が完了し、メインモニター上に変更し

たカメラ名が表示されます。

⇒
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ソフトウェアのバージョンが表示されます。

ソフトウェアが登録されている場合は、次の画面が表示されます。

登録されていない場合は、次のような画面が表示されますので、P17 をご覧になり

登録してください。

製造工程上で使用するものです。お客様が使用する項目ではありません。

バージョン情報

登録

アップデート

⑥情報
MEMO
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故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合や操作方法がわからない時は、下記の事例をご覧の

うえ再度使用方法を確認してください。

Q 専用受信機がPC に正しく認識されない

⇒同一の差込口で以前別のUSB 機器を利用していた場合、�正しくドライバの

割り当てが行われない場合がございます。。

現在、差し込んでいるＵＳＢポートを別の場所に変更してみてください。

Q アプリケーションを起動しても映像が表示されない

⇒ワイヤレスカメラとのペアリングが正しく行われているか確認してください。

PC に接続した際に、一時的にカメラとのリンクが途切れてしまうことがあり

ます。

その際は、別冊の取扱説明書P26「ペアリング」をご覧の上、再度ペアリング

を行ってからＵＳＢ接続を行ってください。

⇒また、�ワイヤレスカメラの電源が入っているか？を確認してください。

⇒ペアリングしているカメラチャンネルになっていますか？

⇒アンテナを装着していますか？

Q 録画が行われていない

⇒正しく録画スケジュールが設定されていますか？

　P24 をご確認の上、再度設定を行ってください。

⇒録画したいカメラチャンネルがモニターに表示されていましたか？

録画するカメラチャンネルは、モニターに表示されている必要があります。

Q 録画データが突然消えてしまった

⇒ストレージは、�正しく設定されていますか？

録画ファイルの保存日数を過ぎるとアプリケーションの立ち上げ時に自動的

に削除されてしまいます。P27「録画ファイルの保存日数」をご確認の上、設

定を変更してください。

Q 録画中にPC がフリーズしてしまった

⇒録画データの保存先がパソコンの内蔵HDD なっていませんか？

映像データはデータサイズが大きいので、PC を長時間放置されますとHDD

容量を上回る場合があります。必要なデータのみ残し、不要なデータは削除

するようにしてください。

また、PC の内蔵HDD 以外の専用メモリ内に保存されることをおすすめしま

す。

Q 音声が出力されない

⇒「ガードレコーディング」を使用した場合、�音声出力されない仕様となって

おります。また、�録画時も音声記録は行えません。
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