Innovative Network Video Recorder

8bay / 64ch

RD-8264-SRM Pro+

2bay / max20ch

4bay / max49ch

RD-2105 UHD

RD-4120 UHD
16bay / 64ch

RD-16364-RM Pro+

マルチベンダー対応ネットワークビデオレコーダー

デジスターシリーズカタログ

64
ch

8 ベイ、64 チャンネル、VGA/HDMI 出力

RD-8264-SRM Pro+

■最大64台のネットワーク・カメラを登録・録画できるマ
ルチベンダーのネットワーク・ビデオ・レコーダーです。
■GPIO端子を備えており、
接点の入出力が可能です。
（入力4、
出力2）
■操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PC
レスでモニタリングや録画再生が可能です。
■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び
音声の再生が可能です。
■iPhone / iPad / iPod touch対応機器からDIGISTORに
アクセスし、
モニタリング、
録画再生などを行うことがで
きます*。
■ラックマウント金具が同梱されています。ロングタイプ
の金具
（※別売り）
もご用意しておりますので、詳しくは

RoHS
指令対応

営業担当までお問合せください。
* 専用アプリ
「DIGIMobile V2」
のインストールが必要です。
※その他・製品の詳細については、
営業担当までお問い合わせください。

スペック一覧
ハードウェア仕様
同時録画・録音カメラ台数
（対応ネットワークカメラ）
録画

最大 64 台（Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など）

録画モード

常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）

録画設定項目

解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）

映像圧縮方式

M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）

録画ファイル形式
記録媒体

インターフェース

最大 8 台

LAN ポート

RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2

USB 端子

USB3.0×1（前面）
、USB 2.0×4（背面）

映像出力端子

VGA×1（映像出力用）HDMI×1（映像・音声出力用）※同時出力可能

接点入出力

入力 4 ／出力 2
カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能

アラート通知

E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知

対応プロトコル

HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP

一般仕様

ローカルディスプレイ使用時

映像出力

電源

AC100V 50/60Hz

消費電力

約 110W（1TB HDD × 8 台使用時）

LED

HDD、電源

使用温度範囲

0℃～ +40℃

使用湿度範囲

20% ～ 80%RH（ただし、結露なきこと）

外形寸法

約 430（W）×88（H）×554（D）㎜（突起物含まず）

質量

約 12㎏（1TB HDD ×8 台搭載時）

モニター出力

HDMI 出力解像度 1920×1080（フル HD）

表示モード

ライブ：1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20/25/30/36/42/49/56/64&5+1/12+1分割、
シーケンシャル、
全画面表示
録画再生：1画面、4画面、
全画面表示

検索モード

日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日〜 1 週間に一度 PC を再起動してください。
OS

Intel®Core i7 2.8GHz以上

メモリ

4 ～ 8GB程度

ビデオカード

NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当

ネットワークアダプタ

1000Mbps程度

グラフィック解像度

1920×1080ピクセル以上

ブラウザ

Internet Explorer 11

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、
注意事項をご確認ください。
※ PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。また、DIGISTORの録画デー
タを再生するためのプレイヤーもご用意しています。
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外形図

Windows 7Pro /8.1Pro /10Pro
CPU

パソコン要件

※設定にて選択可能

SATA HDD

ユーザー管理

管理
ネットワーク

独自 AVI（※専用コーデックが必要）／ 汎用 AVI

筐体背面

NVR Series

64
ch

16 ベイ、64 チャンネル、VGA/HDMI 出力

RD-16364-RM Pro+

■最大64台のネットワーク・カメラを登録・録画できるマ
ルチベンダーのネットワーク・ビデオ・レコーダーです。
■GPIO端子を備えており、
接点の入出力が可能です。
（入力4、
出力2）
■操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PC
レスでモニタリングや録画再生が可能です。
■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び
音声の再生が可能です。
■iPhone / iPad / iPod touch対応機器からDIGISTORに
アクセスし、
モニタリング、
録画再生などを行うことがで
きます*。

RoHS

■ラックマウント金具が同梱されています。ロングタイプ

指令対応

の金具
（※別売り）
もご用意しておりますので、詳しくは
営業担当までお問合せください。
* 専用アプリ
「DIGIMobile V2」
のインストールが必要です。
※その他・製品の詳細については、
営業担当までお問い合わせください。

スペック一覧
ハードウェア仕様
同時録画・録音カメラ台数
（対応ネットワークカメラ）
録画

最大 64 台（Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など）

録画モード

常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）

録画設定項目

解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）

映像圧縮方式

M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）

録画ファイル形式
記録媒体

インターフェース

最大 16 台

LAN ポート

RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2

USB 端子

USB 2.0×5（前面 ×1、背面 ×4 周辺機器接続用）

映像出力端子

VGA×1（映像出力用）HDMI×1（映像・音声出力用）※同時出力可能

接点入出力

入力 4 ／出力 2
カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能

アラート通知

E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知

対応プロトコル

HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP

一般仕様

ローカルディスプレイ使用時

映像出力

電源

AC100V

消費電力

約 210W（1TB HDD × 16 台使用時）

LED

HDD、電源

使用温度範囲

0℃～ +40℃

使用湿度範囲

20% ～ 80%RH（ただし、結露なきこと）

外形寸法

約 430（W）×134（H）×551（D）㎜（突起物含まず）

質量

約 39㎏（1TB HDD ×16 台搭載時）

モニター出力

HDMI 出力解像度 1920×1080（フル HD）

表示モード

ライブ：1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20/25/30/36/42/49/56/64&5+1/12+1分割、
シーケンシャル、
全画面表示
録画再生：1画面、4画面、
全画面表示

検索モード

日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日〜 1 週間に一度 PC を再起動してください。
OS

外形図

Windows 7Pro /8.1Pro /10Pro
CPU

パソコン要件

※設定にて選択可能

SATA HDD

ユーザー管理

管理
ネットワーク

独自 AVI（※専用コーデックが必要）／ 汎用 AVI

Intel®Core i7 2.8GHz以上

メモリ

4 ～ 8GB程度

ビデオカード

NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当

ネットワークアダプタ

1000Mbps程度

グラフィック解像度

1920×1080ピクセル以上

ブラウザ

Internet Explorer 11

筐体背面

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、
注意事項をご確認ください。
※ PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。また、DIGISTORの録画デー
タを再生するためのプレイヤーもご用意しています。
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最大

49ch

4K・H.265※ 対応レコーダー

RD-4120 UHD

■最大49台（標準20台）のネットワーク・カメ
ラを登録・録画できるマルチベンダーのネッ
ト・ワーク・ビデオレコーダーです。別途ライ
センス
（DS-41EX）
を購入することで、登録・

RoHS

録画カメラ台数を追加することができます。

指令対応

■操作は、USB端子にマウスを接続すること
により、PCレスでモニタリングや録画再生
が可能です。
■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明
な映像及び音声の再生が可能です。
■4K録画および出力（HDMI）
、H.265対応。よ
り高精細な映像を録画できます。
■iPhone / iPad / iPod touch対応機器から
DIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画

※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発
された技術です。

ライセンス（DS-41EX）購入時の追加カメラ台数
標準

1UP

2UP

3UP

4UP

5UP

6UP

7UP

20ch

25ch

29ch

32ch

36ch

40ch

45ch

49ch

再生などを行うことができます*。
* 専用アプリ
「DIGIMobile V2」
のインストールが必要です。
※その他・製品の詳細については、
営業担当までお問い合わせください。

スペック一覧
ハードウェア仕様
同時録画・録音カメラ台数
（対応ネットワークカメラ）
録画

最大 49 台※ （Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など）
※別途 DS-41EX を購入することで、20ch（標準）→ 25ch → 29ch → 32ch → 36ch → 40ch → 45ch → 49ch へアップグレードできます。

録画モード

常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）

録画設定項目

解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）

映像圧縮方式

M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）

録画ファイル形式
記録媒体
インターフェース

最大 4 台

LAN ポート

RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2

USB 端子

USB 3.0×4（Type A×3、Type C×1）

映像出力端子

HDMI×2（映像・音声出力用）※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。
カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能

アラート通知

E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知

対応プロトコル

HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP

電源

AC100V（専用 AC アダプタにより供給）

消費電力

約 45W（1TB HDD × 4 使用時）

一般仕様

ローカルディスプレイ使用時

映像出力

※設定にて選択可能

SATA HDD

ユーザー管理

管理
ネットワーク

独自 AVI（※専用コーデックが必要）／ 汎用 AVI

LED

HDD、電源

使用温度範囲

0℃～ +40℃

使用湿度範囲

20% ～ 80%RH（ただし、結露なきこと）

外形寸法

約 170（W）×185.5（H）×230（D）㎜（突起物含まず）

質量

約 2.9㎏（HDD 含まず）

モニター出力

HDMI 最大出力解像度 4K ※ 4K 接続時はデュアル・モニターは使用できません。

表示モード

ライブ：1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20/25/30/36/42/49 & 5+1/12+1分割、
シーケンシャル、
全画面表示
録画再生：1画面、4画面、5画面、
全画面表示

検索モード

日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

筐体背面

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日〜 1 週間に一度 PC を再起動してください。
OS

Windows 7Pro /8.1Pro /10Pro
CPU

パソコン要件

Intel®Core i7 2.8GHz以上

メモリ

4 ～ 8GB程度

ビデオカード

NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当

ネットワークアダプタ

1000Mbps程度

グラフィック解像度

1920×1080ピクセル以上

ブラウザ

Internet Explorer 11

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、
注意事項をご確認ください。
※ PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。また、DIGISTORの録画デー
タを再生するためのプレイヤーもご用意しています。
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外形図

NVR Series

最大

20ch

4K・H.265※ 対応レコーダー

RD-2105 UHD

■最大20台（標準5台）のネットワーク・カメラ
を登録・録画できるマルチベンダーのネット
ワーク・ビデオ・レコーダーです。
別途ライセ
ンス
（DS-21EX）
を購入することで、登録・録

RoHS

画カメラ台数を追加することができます。

指令対応

■操作は、USB端子にマウスを接続すること
により、PCレスでモニタリングや録画再生
が可能です。
■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明
な映像及び音声の再生が可能です。
■4K録画および出力（HDMI）
、H.265対応。よ
り高精細な映像を録画できます。
■iPhone / iPad / iPod touch対応機器から
DIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画

※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発
された技術です。

ライセンス（DS-21EX）購入時の追加カメラ台数
標準

1UP

2UP

3UP

4UP

5ch

9ch

12ch

16ch

20ch

再生などを行うことができます*。
* 専用アプリ
「DIGIMobile V2」
のインストールが必要です。
※その他・製品の詳細については、
営業担当までお問い合わせください。

スペック一覧
ハードウェア仕様
同時録画・録音カメラ台数
（対応ネットワークカメラ）
録画

最大 20 台※ （Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など）
※別途 DS-21EX を購入することで、5ch（標準）→ 9ch → 12ch → 16ch → 20ch へアップグレードできます。

録画モード

常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）

録画設定項目

解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）

映像圧縮方式

M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）

録画ファイル形式
記録媒体
インターフェース

最大 2 台

LAN ポート

RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2

USB 端子

USB 3.0×4（Type A×3、Type C×1）

映像出力端子

HDMI×2（映像・音声出力用）※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。
カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能

アラート通知

E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知

対応プロトコル

HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP

電源

AC100V（専用 AC アダプタにより供給）

消費電力

約 35W（1TB HDD × 2 使用時）

一般仕様

ローカルディスプレイ使用時
映像出力

※設定にて選択可能

SATA HDD

ユーザー管理

管理
ネットワーク

独自 AVI（※専用コーデックが必要）／ 汎用 AVI

LED

HDD、電源

使用温度範囲

0℃～ +40℃

使用湿度範囲

20% ～ 80%RH（ただし、結露なきこと）

外形寸法

約 108（W）×164（H）×230（D）㎜（突起物含まず）

質量

約 2.0㎏（HDD 含まず）

モニター出力

HDMI 最大出力解像度 4K

※ 4K 接続時はデュアル・モニターは使用できません。

表示モード

ライブ：1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20 & 5+1/12+1分割、
シーケンシャル、
全画面表示
録画再生：1画面、4画面、5画面、
全画面表示

検索モード

日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

筐体背面

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日〜 1 週間に一度 PC を再起動してください。
OS

Windows 7Pro /8.1Pro /10Pro
CPU

パソコン要件

Intel®Core i7 2.8GHz以上

メモリ

4 ～ 8GB程度

ビデオカード

NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当

ネットワークアダプタ

1000Mbps程度

グラフィック解像度

1920×1080ピクセル以上

ブラウザ

Internet Explorer 11

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、
注意事項をご確認ください。
※ PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。また、DIGISTORの録画デー
タを再生するためのプレイヤーもご用意しています。

外形図
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SERVER

iSCSI サーバー

IDS-T16000-RM

■“iSCSI”を使用した拡張用のストレージ装置です。大規
模監視システムや、
長期保存用途で使用できます。
■iSCSIサーバー内に、個別に6つ（3つのボリューム
と3つのシングルディスク）の設定が可能なため、
DIGISTORは最大6台まで管理できます。

拡張ストレージの最大接続台数

RoHS

RD-16364-RM Pro+

5台

RD-8264-SRM Pro+、RD-4120 UHD

4台

RD-2105 UHD

2台

指令対応

拡張時のイメージ

システム構成イメージ

HUB

ネットワーク
カメラ

拡張ストレージ

拡張ストレージ

拡張ストレージ

レコーダー

（RD-16364-RM Pro+）

拡張ストレージ

拡張ストレージ

NVR1 台に対して、拡張ストレージ 5 台まで接続可能
（※RD-16364-RM Pro+ の場合）

SERVER

拡張ユニット（iSCSI サーバー）を DIGISTOR に登録し、
拡張 HDD として認識させる。

ストリーミングサーバー

SS-7000-RM

■大規模監視システム用に設計されたストリーミング転
送サーバーです。ネットワークを介してのストリーミ
ング配信も可能です。
■カメラの登録を行うことで（128台までのカメラ
登録）、最大1,000ビデオストリーミング（H.264
CIF）を配信できるようになります。
※Full HDの場合は300ビデオストリーミング

筐体背面

ストリーミングサーバー イメージ
最大1,000ストリーミング

スペック一覧

Network

Computer

Computer

NVR

配信
チャンネル数

Dual-Eye

パフォーマンス

カメラ（最大128ch）
※利用方法など、詳しくは営業担当までお問い合わせください。
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128台
300ストリーム
Full HD
※最大：4Mbps×300ストリーム
HD

500ストリーム
※最大：2Mbps×500ストリーム

CIF

1000ストリーム
※最大512Kbps×1000ストリーム

※ネットワークで使用出来る帯域幅により、パフォーマンスが異なる場合があります。

Server & Monitoring Unit
RoHS

ネットワーク・カメラ モニタリング専用ユニット

指令対応

Dual-Eye 2nd

Dual-Eye 2ndは、録画機能のないモニタリング専用ユニットです。
DIGISTOR ／ VioStorとの併用もできます。
4K出力にも対応しており、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタ
リングを実現しています。

簡単
設定

HDMI

かんたん設定

HDMI 出力

マルチ リモコン
メーカー 操作 36ch 36
マルチメーカー対応

リモコン操作

登録カメラ 36ch

ライブビュー 36 分割

PC
レス

4K
H.265

PC レス

4K・H.265 対応

製品の特長
■

かんたん設定

■

から自動でカメラを登録できます。

■

ネットワーク・カメラの細かい知識がなくても、かんたん設定
■

カメラは最大 36 台まで登録可能。

HDMI出力

■

PCレス

かんたん設定を使用することで、パソコンなしでもカメラ登

レイモード」と「映像分配モード」の 2 つの出力モード。
マルチメーカー対応

録・設定が可能です。

カメラはマルチメーカー対応。お客様のご要望に応じて様々
なカメラをご利用いただけます。
■

ライブビュー 36分割

ライブモニタリングは 36 分割の多彩な画像表示が可能。

モニターは HDMI 出力（HDMI×2）。「デュアル・ディスプ
■

登録カメラ36チャンネル

※カメラの設定は PC をご用意ください。
■

リモコン操作

4K ／ H.265対応

4K 出力対応で、細部まで確認できる高品質・高精細な映像

操作はリモコンでも行えます。パソコンの知識がなくても簡

モニタリングを実現。さらに、H.265 にも対応しており、

単に操作可能です。

最新機種のカメラが接続できます。

製品の使用例
1. 単独での使用

HDMI

DIGISTOR ／ VioStor 設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合でも、
Dual-Eye 2nd を設置することで簡単にネットワーク・カメラの映像を確認す
ることができます。

例：カメラ 1〜16 台まで表示

※録画機能はありません。

2.DIGISTOR ／ VioStor との併用
DIGISTOR ／ VioStor でネットワーク・カメラの映像を録画しながら、別箇

HDMI

所で同時にモニタリング監視することも可能です。また、DIGISTOR との連
動時は、その DIGISTOR の録画再生ができます（⇒ P15 参照）
。

例：カメラ 17〜32 台まで表示

製品仕様
表示能力
表示レイアウト
モニター出力端子

最大36台（対応カメラの詳細については弊社ホームページでご確認ください）
Full HD（1920×1080）30fps×16画面
※環境により異なります ※4K（3820×2160）出力時はモニター 1台まで

1/2/3/4/9/12/16/20/25/36 & 5+1/8/8+2/12+1分割、
シーケンシャル
HDMI×2

外形図
230

44

※4K使用時はモニター 1台まで

ネットワーク

RJ-45 100/1000BASE-T×2

外部端子

USB3.0×1（前面）、USB3.0×2（背面）

動作温度

0 〜 +40℃

電源

AC100V（専用ACアダプタにより供給）

消費電力

最大20W

寸法

約44（W）×177（H）×230（D）㎜（突起物、
スタンド含まず）

本体質量

約1.2㎏

付属品

ACアダプタ、スタンド、リモコン

2

HDIM 1.4

1

177

登録カメラ台数

HDIM 2.0

1

2

S/PDIF
Reset
DC-IN

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
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+α
ライセンスアップ

Lisense UP

DIGISTOR Original

ライセンスアップグレード

DIGISTOR UHDシリーズでは、ライセンスを追加することに

一般的なレコーダーの場合

よって、DIGISTOR1台あたりの登録カメラ台数の上限を増や
すことができます。
カメラを増設した場合、一般的なレコーダーだと買い換えた
り増設したりしなければなりませんが、DIGISTOR UHDシリー
ズは1台で多様なニーズに対応できます。

レコーダー 1 台あたりの最大登録カメラ台数を超過した場合、
レコーダーを買い換え／追加する必要があります

DIGISTOR シリーズの場合（※イメージ）
2 ライセンス追加
1 ライセンス追加
標準

●ライセンス追加時のカメラ登録台数
RD-2105 UHD
標準

1UP

2UP

3UP

4UP

5ch

9ch

12ch

16ch

20ch

ライセンス購入によって、カメラの登録台数を
増加させることができるので、本体を追加購入
したり買い換えたりする必要がありません！

RD-4120 UHD
標準

1UP

2UP

3UP

4UP

5UP

6UP

7UP

20ch

25ch

29ch

32ch

36ch

40ch

45ch

49ch

DIGISTOR Original

デュアル・モニター

Dual Monitor

デュアル・モニター仕様（ローカル・ディスプレイ）

映像出力用の端子※ 1 にそれぞれディスプレイを接続し、同時に映
像を出力することができます。
映像出力は、それぞれのディスプレイに異なる映像を表示する「個
別モード※ 2」と、2 台とも同じ映像を表示する「クローンモード」の
いずれかを選択可能です。
※ 1：RD-2105 UHD・RD-4120 UHD …HDMI/HDMI

RD-8264-SRM Pro+・RD-16364-RM Pro+ … VGA/HDMI

※ 2：個別モードは、ディスプレイ 2 台ともフル HD である必要があります。
＊4K モニター（解像度：3840×2160）使用時、デュアル・モニター機能は使用できません。

【組み合わせ A】
ディスプレイが、2 台ともフル HD（1980×
1080）解像度の場合、どちらもフル HD で
表示されます。
【組み合わせ B（※クローンモードのみ）】
デ ィ ス プ レ イ が、2 台 と も VGA（1024×
768）の場合、どちらも VGA で表示されます。
【組み合わせ C（※クローンモードのみ）】
ディスプレイの 1 台がフル HD、もう 1 台
が VGA 解像度の場合、どちらも VGA で表
示されます。
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《ディスプレイ 1 台のみ接続》

16：9

《デュアル使用 A》

16：9

16：9

両方ともフル HD 解像度なら
フル HD で表示

または

4：3

《デュアル使用 B》

4：3

4：3

両方とも VGA 解像度なら
VGA で表示

《デュアル使用 C》

4：3

4：3

どちらかが VGA 解像度なら
VGA で表示

機能説明

モニタリング
モニタリング画面
すっきりと分かりやすいシンプルな画面デザイン
画面表示は最大 64 分割まで対応

モニタリング画面

DIGISTOR のモニタリング画面は、すっきりと分かり

● 5 分割

やすいシンプルなデザインとなっています。画面上ではシ
ングルから最大 64 分割まで多彩な形で分割表示すること
ができ、カメラに登録したプリセットポジションへの移動
も可能。シーケンシャル機能もサポートしています。
また、モニタリング画面上にはハードディスクの使用状
況やシステムの稼働率、接続情報などが表示されており、
故障の原因の切り分けをスムーズに行えます。

各種操作

●シングル

● 64 分割

操作画面

モニタリング画面上から各種操作可能
シンプルな画面なので直感的な操作感
DIGISTOR では、カメラのコントロールや映像の再生と
いった各種操作をモニタリング画面上から行うことができま
す。すっきりと分かりやすい画面なので、直感的に操作する
ことが可能です。
また、PTZ コントローラーで PTZ 対応カメラを操作でき
るだけではなく、
「クリック＆センタリング機能」で制御す
ることもできます※。これは、モニタリング画面を直接クリッ
クして、クリックしたポイントを画面の中心へ移動させる機

プリセット自動巡回

能です。さらに、事前に登録したスケジュールに従って自動
的にプリセットポジションを巡回させる「プリセット自動巡
回機能」も搭載しています。
※一部の PTZ カメラには対応していません。

弊社ホームページの対応カメラ表などでご確認ください。

マルチサーバー機能（PC のみ）

「巡回設定」のボタン（左画像の○）をクリックすると、巡回設定
のウインドウ（右画像の□）が表示されます。自動巡回を行いたい
プリセットとその間隔（時間）を設定して下さい。

マルチ・サーバー画面（カメラ登録）

他の DIGISTOR もまとめて管理！

最大 256 台まで登録・管理が可能！
アクセス中の DIGISTOR に他の DIGISTOR を登録し、ま
とめて管理することができます（※最大 256 台まで）。
設定画面にて、NVR がリストに表示されたら、追加した
い NVR にチェックを入れて、ユーザー名・パスワードを入
力して「OK」をクリックしてください。自動ではなく手動
で追加する時は、「NVR を追加」をクリックして追加してく
ださい。
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インスタント再生（PC ／ローカル・ディスプレイ）
選択したカメラの録画映像を、別のウインドウですぐに再生することができます。録画データが溜まるまで待つ必要がなく、
その場で直前のデータを逆再生／再生して見ることも可能です。
インスタント再生画面
ライブ映像を右クリックすると、
ショートカットメニュー（画像の
□）が表示されます。
そのメニュー内にある「インスタ
ント再生」を選択すると、モニタ
リング画面上に別ウインドウで録
画再生画面が表示されます。

《ライブ映像表示画面》

《インスタント再生画面》

※ライブ映像表示画面の前面に、別ウインドウで全
画面表示されます。

ライブポップアップ機能（PC ／ローカル・ディスプレイ）
モーションイベントが発生したカメラをポップアップできます。
ライブポップアップ画面

イベント発生

▲

イベント設定画面

機能説明

録画再生
録画再生画面
記録した録画映像を再生できます（最大 16 分割まで同時再
生可能）。カレンダーとタイムライン表示によって、
スケジュー
ル録画やアラーム録画などの録画状況が一目で分かります。
また、映像のエクスポート機能により、PC にデータを保存
できる他、スナップショット機能により、画像のキャプチャも
保存できます。他にも、早送りや逆再生などの機能をサポート
しています。
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イベント検索

（※ ver2.1.0.66 ／ 3.1.0.66 からの機能です）

NVR やカメラで発生したイベントの録画データを検索する際、イベントが発生したログを起点として検索し、いち早く再生
することができる機能です。
再生画面右下にある「イベント検索」のボタンをクリックすると、検索画面（左画像）に

イベント検索画面

遷移します。カメラを選択し、検索したい NVR のイベント・カメラのイベント、時間の
範囲を指定した後、「検索実行」ボタンを押すと、検索結果が表示されます。

また、ビデオをクリックすると、別ウインドウが表示されて、該当する録画ファイルを再
生できます。

《検索可能なイベントの種類》
● NVR

のイベント

① http in イベント設定内 ユーザー定義による外部からの cgi イベント
② Digital Input（接点入力）によるイベント

● カメライベント

①温度検出 ②音声検知 ③モーション検知
⑤カメラの Digital Input（接点入力）

④侵入検知（クロスライン検知）

録画データのコピー（バックアップ）
再生画面下部にある「映像のエクスポート」ボタンをクリックする
と、録画データをコピー（バックアップ）することができます。最大
16 台までのカメラの録画データを選択・コピーできます。
※ローカル・ディスプレイの場合、USB を差し込むとそのアイコンがハイライト
され、録画データをコピーできるようになります。
※ USB メモリや DVD-R などの外部媒体にデータをエクスポートする際、パスワー
ドを設定してセキュリティを強化することもできます。

バックアップデータの再生
バックアップした録画データは、下記の方法で再生できます。
《専用の NVRPlayer で再生する》
エクスポートされた録画データのフォルダ内に、専用ソフトウェア「NVRPlayer」が含まれています。
ファイルを展開した後、実行ファイル（NVRPlayer.exe）をクリックし、ソフトウェアを起動後、再生を行ってください。
《Windows Media Player で再生する》
PC にデコーダーをインストールすると、Windows Media Player で再生できます。
デコーダーは、弊社ホームページよりダウンロードしてください。（ダウンロード URL）http://www.rodweb.co.jp/products/digi/digi-dl.html
※録画ファイルの形式を汎用 AVI に変換すると、デコーダーをインストールしなくても Windows Media Player で再生できます。

機能説明

その他の機能
多彩なイベント管理機能
カメラ異常や CPU の温度異常、FAN のエラー警告、ハードディ

イベント管理リスト

スクの容量不足、ハードディスクのエラー、RAID のサービス低
下、RAID 障害などを検出し、E-mail 送信、パトライトによる光・
音声通知、ブザー音など、外部イベントにて警告を通知すること
が可能です。
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E-Map 機能（PC のみ）
PC を利用してのモニタリングで、マップ機能が使用できま
す。ユーザーは、マップを貼り付けてカメラを配置することに
よって、視覚的にカメラを監視することができます。配置した
カメラアイコンをクリックすることで、小ウインドウで映像を
確認できます。
また、イベント発生時には該当カメラのポップアップ表示を
することもできます。

定期通知
「定期通知」は、ユーザーが指定した日付にメッセージを通
知することができる機能です。指定できる日付は開始日から起
算して最大 2,000 日まで、件名・メッセージ内容は規定の文
字数以内であれば自由に設定できます。期間設定後、ライブ画
面にその旨が通知されます。
カメラの点検や HDD 交換のお知らせなど、定期的なイベン
トの通知に便利です。

分割同時画像検索機能（PC のみ）
1 台のカメラで記録した録画データを、時
間ごとに分割表示して一度に検索／確認する
ことができます（例：1 時〜 4 時の映像を

分割同時画像検索画面

確認する場合、4 分割画面で 1 時間ごとに
映像を表示することが可能）。これにより、
必要な映像を迅速かつ的確に探すことができ
ます。
また、検索した時刻の録画データをダウン
ロードできる他、スナップショットとして保
存することも可能です。

閲覧したい時間をダブルクリックすると、さらに詳細な時間で表示されます。

VB Search（Canon 製カメラのみの機能です）
DIGISTORシリーズは、Canon製カメラを誰でも簡単に登録・設定できる「VB Search」機能を搭載しています。
煩わしい初期
設定が簡単にできるので、導入後もスムーズにご利用頂けます。
※VB Searchを使用できるカメラは、弊社HPにてご確認ください。

※この機能は、カメラが初期状態であることを前提として使用できます。

VB Search 設定方法
①レコーダーのIPの設定を行い、
「VB検索」のボタンを押します。
②検索されたカメラが表示されます。

※追加したいカメラにチェックを入れ、
「追加」をクリックしてください。

③変更を行いたい「IPアドレス」
「ユーザー名」
「パスワード」を入力
し、“すべてのカメラの追加”ボタンを押してください。
④DIGISTORより、カメラの設定および登録を行います。

※しばらくお待ちください。設定変更により、カメラを一度再起動します。

登録後、カメラを閲覧し、状況を確認した後、
「映像設定」
より録画
の設定を行ってください。また、カメラの状態で
「接続中」
になって
いれば設定は完了です。
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外部 IO 端子（※ RD-2105 UHD ／ 4120 UHD に、外部 IO 端子はありません）
本体にある外部 IO 端子を使用することで、センサー等の入力信号
に対してカメラの録画をスタートさせたり、また、カメラの接続不良・
HDD の異常等のイベントが発生した際に信号を出力させたりするこ
とが可能です（※無電圧接点）。

（左から）DO2,DO1,DI-4,DI-3,DI-2,DI-1,GND,Vcc5V

機能説明

オプション
CMS（中央管理システム）
CMSは、複数台のNVRを統合して一括管理することができるシステムです。専用のソフトウェアをPCにインストールし、
NVRを登録すると、NVRに登録されているカメラ最大1,024台をまとめて管理することができます（※64台までは無償）
。MAP
機能を使用することで、一元管理が可能となります。
CMSでは、DIGISTORシリーズはもちろん、VioStorシリーズも統合管理することができ、
同一画面でモニタリング・再生がで
きるほか、
モニターを組み合わせることによって、MAP・カメラモニタリングの表示・録画再生表示などもできます。
《ディスプレイ 1》

システム構成例

《ディスプレイ 2》

※システム構成例はイメージです。
詳細は営業担当まで
お問い合わせください。

PC がデュアル・ディスプレイでの運
用であれば、「ディスプレイ 1 にライ
ブ映像、ディスプレイ 2 に E-MAP 表
示」で管理できます。

VioStor

DIGISTOR

VioStor

PC
DIGISTOR

VioStor

CMS

VioStor
VioStor

DIGISTOR
VioStor

ソフトウェア仕様
モニタ
リング

クライアント PC 推奨仕様

最大カメラ登録数

1,024 台（64 台までは無償）

表示モード

単画面 /4/9/16/25/36/49/64 分割、全画面、ユーザー定義

CPU

他機能

お気に入りグループ管理、グループシーケンシャル、イベント通知

メモリ

最大カメラ再生数
再生

MAP

再生モード

16 台（※ 16 分割

OS

独立再生）

再生、逆再生、停止、一時停止、早送り（最大 16 倍速）
巻き戻し、コマ送り、コマ戻し

他機能

グループ再生、スマート検索、録画映像のエクスポート（16 台まで）
、
スナップショット、デジタルズーム、イベント検索

画像登録枚数

階層：5 階層まで／画像枚数：最大 1,000 枚

登録可能画像
フォーマット
他機能

BMP/GIF/JPEG/PNG
イベント通知機能

※解像度 1920×1080 程度まで

※アラート発生時、画面をポップアップする

Windows 10 Professional 64bit

パソコン ビデオカード
要件
ネットワーク
アダプタ
グラフィック
解像度

Intel®Core i7 2.8GHz以上
8GB以上
NVIDIA® GeForce®
GTX1660 Ti 相当
1000Mbps程度
1920×1080ピクセル以上

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

※最大 10 台まで
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フェイルオーバー機能
フェイルオーバー機能を有効にすると、そのレコーダーは「フェイルオーバーサーバー」として動作します。フェイルオーバー
サーバーとなったレコーダーは、通常運用されているレコーダーの動作を監視し、障害（＝録画不可状態）を検知すると、自動
的にカメラの設定を引き継いで録画処理を行います。フェイルオーバーサーバーでは、最大 4 台までの DIGISTOR を登録・監
視（管理）できます。
※引き継ぐことができるカメラ設定の上限は、フェイルオーバーサーバーのチャンネル数です。

（例：5 チャンネルモデルのレコーダーをフェイルオーバーサーバーに設定 → カメラ 5 台まで代替可能）

※フェイルオーバーサーバーが同時に代替処理できるのは、フェイルオーバーサーバー 1 台につきレコーダー 1 台までです。

フェイルオーバー機能のイメージ①
通

常

時

障害発生時
DIGISTOR

DIGISTOR

（フェイルオーバーサーバー）

（フェイルオーバーサーバー）

稼働状況を監視

設定を引き継ぎ

DIGISTOR

DIGISTOR

（通常運用）

（通常運用）

通常待機時（レコーダーが正常に稼働して
いる状態）、フェイルオーバーサーバーのカ
メラ設定は空白です。

監視先のレコーダーが録画停止状態になる
と、自動的に設定が引き継がれ、録画動作
を開始します。

フェイルオーバー機能のイメージ②
レコーダーのみ

障害発生

×

レコーダー

障害発生後の録画データは残らない・・・

レコーダー + フェイルオーバーサーバー

NVR
復旧

フェイルオーバー

フェイルバック

×

レコーダー
フェイルオーバー
サーバー

障害発生

状態監視

状態監視

NVR が復旧するまでの間、機能を引き継いでデータを保存！

通常のレコーダーと、フェイルオーバーサーバーに設定したレコーダーを組み合わせて運用することにより、レコーダー
の障害発生時に起こる「録画データの欠損」を可能な限り防ぐことができます。

拡張ストレージ

拡張ストレージの接続イメージ

DIGISTOR は、ネットワークを介して拡張ストレージを
追加し、記憶容量を増設できます。DIGISTOR1 台につき最
大 5 台※まで拡張ストレージを接続することができます。

HUB

ネットワーク
カメラ

レコーダー

（RD-16364-RM Pro+）

※接続できる拡張ストレージ数は、型番ごとに異なります。
詳細は、P6 をご覧ください。
拡張ストレージ

拡張ストレージ

拡張ストレージ

拡張ストレージ

拡張ストレージ

NVR1 台に対して拡張ストレージ 5 台まで接続可能（※RD-16364-RM Pro+ の場合）
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バックアップ機能
バックアップ機能を有効にすると、そのレコーダーが「バックアップサーバー」となり、10 分おきに、紐づけられた
DIGISTOR の録画データをバックアップします。スケジュール設定を行えば、
特定のカメラ／時間のみの録画データのバックアッ
プをとることも可能です。また万が一、バックアップサーバー - レコーダー間の通信が途切れた場合でも、720 分（12 時間）
以内であれば、そのデータの補填を行います。
バックアップされた録画データは、通常の録画再生と同様に、PC やローカル・ディスプレイを介して直接再生することがで
きます。再生を行うのに、PC やソフトウェアをインストールする必要はありません。また、バックアップサーバー側のデータ
の取り出し・コピーも可能です。
※ライブ映像の閲覧はできません。

バックアップ機能のイメージ
設定
画面
モニター

DIGISTOR

（通常運用）

レコーダーの IP アドレス、管理者のユーザー名、パス
ワードを入力し「適用」ボタンを押すと、レコーダーが
バックアップサーバーになります。

ネット
ワーク

録画データをバックアップ
（＝ミラーリング）

スマホ・PC

DIGISTOR

（バックアップサーバー）

スマートフォン・ソリューション「DIGIMobile V2」
DIGISTORは、iPhone/iPad/iPod touchに対応したアプリケーション「DIGIMobile V2」をご
用意しています。
「DIGIMobile V2」を使用すれば、遠隔地からモバイル端末でDIGISTORに接続
し、
ライブ映像の閲覧や録画再生を行うことができます。
主な機能

●ライブ映像の閲覧（1/2/4/6 分割、シーケンシャル）
● PTZ 操作

●音声受信

●複数の NVR の登録

●録画再生

など

※モバイル通信の際、多くのデータ量を消費しますので、ご注意ください。
※ DIGIMobile がアップデートされた際、DIGISTOR のバージョンによっては接続できなくなる可能性があります。
原則、アップデートはしないようにしてください。
※一度アップデートすると、アプリのバージョンをダウングレードすることはできませんので、ご注意ください。

DIGISTOR × Dual-Eye2nd

PC レスでのモニタリング & 再生（※ Dual-Eye2nd との連携時）
DIGISTORシリーズは、ネットワーク・カメラ・モニタリング専

運用イメージ

用ユニット「Dual-Eye2nd」と組み合わせて使用することができ
ます。
たとえば、DIGISTORの設置箇所と離れた場所で映像を確認

《工場》

《事務所》

カメラ／レコーダー

Dual-Eye 2nd ／モニター

したい場合、Dual-Eye2ndを設置することによって、PCレスで
簡単にカメラの映像を確認できます。また、Dual-Eye2ndから、
DIGISTORに保存されている録画データを再生することも可能で
す。

※Dual-Eye2ndの詳細は、P7をご覧ください。

Dual-Eye 2nd を使えば、PC レスでのモニタリング & 再生が可能に！
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VS-AI / VS-AI+Face

AI 検索装置
◆
◆
◆
◆
◆

最大 16ch（※VS-AI+Face は最大 4ch）
キーワード入力による検索が可能！
アラート機能により、外部機器への通知も OK!
外部ファイルのアップロードにも対応！
フェイスサーチ専用モデル「VS-AI+Face」も登場！

■登録し、分析された最大 16 台（VS-AI+Face は最大 4 台）のネットワーク・カメラの
過去画像を、指定されたキーワードを入力することで検索可能な装置です。ブラウザを
使用し、アクセスを行うことで、その検索が可能となります。
■DIGISTOR / VioStor と合わせて使用し、連携すると、キーワード検索および前後の録
画再生がシームレスに行えます。
■動画のアップロードを行い、キーワード検索を行うことも可能です。
■フェイスサーチ（顔検索）に特化した専用モデル「VS-AI+Face」もございます。

VioStor Series

ネットワークビデオレコーダー

2 ベイ・4ch・HDMI 出力・最大 8TB

VioStor-2204 Pro+

2 ベイ・8ch・HDMI 出力・最大 8TB

VioStor-2208 Pro+

4 ベイ・16ch・HDMI 出力・最大 12TB

VioStor-4116 Pro+

8 ベイ・48ch・HDMI 出力・最大 28TB

VioStor-8248 Pro+

対応カメラメーカー

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

エムアイディ・ファースト株式会社
http://www.mid1st.co.jp

0120-495-666

□京

都

□大

阪

□東

京

〒607-8142

京都府京都市山科区東野中井ノ上町13-17 MIDビル3F
TEL 075-584-1788 FAX 075-584-1789
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18-3F
TEL 06-7878-8001 FAX 06-7878-8203
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-15 オーク銀座木挽町ビル8F
TEL 0120-495-666 FAX 050-3588-8887

