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＜毎日行うこと＞
朝、モニタ前面の電源スイッチを入れます。
SuperGuard を起動していること、時刻表示のある情報パネルのカメラ状態欄に
「VIDEO」と出ていること、各画面にカメラ名、時刻の動き、時刻右脇 Video 表示、各
CH 画面右下に黄色のフィルムマークが出ていることを確認下さい。
退社の際はモニタ前面の電源スイッチを切って下さい。
この状態で、すでに録画開始していますが、設定などの操作は出来ません。
操作できるような状態にするためには、ユーザーのログインが必要です。

1.SuperGuard を起動する場合(SuperGuard が起動していない時)

キーボードの Esc ボタンを押すと、次図のログインダイアログが開きます。
SuperGuard の起動は、Windows デスクトップにある

アイコンをダブルクリッ

クするか、スタートから SuperGuard をクリックして起動します。
ここに、管理者、または、SuperGuard に登録されているユーザーの、ユーザー名と
パスワードを入力します。出荷時はどちらも「aaaa」です。

２．メイン画面の構成と機能について
設定パネルオープナーボタンをクリックすると、設定パネルが開きます。
SuperGuard が起動すると、次図のメイン画面が開きます。

メイン画面は、システムイメージセクション、システム機能セクション、操作パネルセ
クションの 3 セクションより構成されています。
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システム機能セクションの右上に、
最小化：

3 個のボタンがあります。

このボタンをクリックするとメイン画面が最小化になり、ウイ
ンドウズの右下に のアイコンを表示します。元に戻すとき
は、アイコンをダブルクリックします。

フルスクリーン：

このボタンをクリックするとフルスクリーンになり、システムイ
メージセクションだけが表示されます。元に戻すときには
Esc ボタンをクリックします。

次に 3 個のボタンの左側に、
システム機能セクション(画面の

録画･再生ボタンがあります。

は、ホストパネルオープナーボタン)
録画ボタン： このボタンをクリックすると、全てのカメラ映像の録画･録音
を開始します。

２－１． システムイメージセクション
各カメラからの映像を表示します。分割方法は4分割・9分割・16分割が基本になりま
すが、１映像を拡大表示し、周囲に他の映像を小さく表示したり、1 映像だけを表示し
たり出来ます。拡大したい映像の画面上へマウスを移動し、ダブルクリックする毎に
その映像が最大になるまで拡大され、さらにダブルクリックすると基本のサイズに戻
ります。また、スキャン機能を利用すると、一定の間隔で各映像を拡大表示すること
も出来ます。
さらに、画面上でドラッグ（マウスで右クリックをしたままカーソルを動かすこと）をす
ると、モーションディテクトマスクを設定することが出来ます。アラーム機能を設定しこ
のマスクを設定すると、マスク内で動きがあった場合にアラーム機能が作動します。
（モーション検知録画は連続録画の他にモーション検知した映像を録画しますので、
HDD の容量をその分使います。）

停止ボタン：

このボタンをクリックすると、全てのカメラ映像の録画･録音
を停止します。

再生ボタン：

２－２． システム機能セクション

このボタンをクリックすると、録画したファイルの再生をする
ために、検索/再生パネルが現れます。

ログイン/アウトボタン： このボタンをクリックすると、

このシステム機能セクションにある主なボタンを、下記に説明します。

ログアウトの確認ダイアログが開きます。 はい をクリック
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ホスト

スキャンマーク

現時刻

カメラ状態

グインする場合には、 Esc ボタンをクリックし、ユーザー名
とパスワードを入力します。
HDD 残容量

モーション検知枠消去

システム機能セクションの中央下には、機能パネルボード
があります。
スキャン：

ホスト：

HDD 残容量：

データベースを保存するハードディスクの

残容量を表示します。
スキャン：

スキャン表示されていることを表示します。何も表示されて
いないときは、スキャン表示されていません。

システム設定： システム機能の設定を行います。
録画コマ数/カメラ名/スキャン間隔/録画スケジュールなど
の変更やEマップ(カメラ配置図の登録利用はここで行います。
（ユーザーマニュアルをご覧下さい）

現時刻： 現在の時刻を表示しています。
カメラ状態： どの録画カードのどのカメラがアクティブになっているか
を表示しています。また、下の Video は録画されていることを、
Audio とあれば録音されていることを表しています。

ローカルユーザーやリモートユーザーのログイン/ログアウ
トの時間･操作内容などの記録を表示します。また、アラーム
が発生したときの時間・発生カメラ名などの記録を表示しま
す。

E-マップ：

ホストコンピュータ名を表示します。

このボタンを押すと一定の間隔で各映像を拡大表示します。
表示しても録画に影響を与えることはありません。スキャン
間隔はシステム設定内で行います。（ユーザーマニュアルを
ご覧下さい）

ログ：

文字表示
ON/OFF 映像調整

映像調整アイコン：

これらのアイコンには、下記の機能があり

ます。

地図/平面図などにカメラを設置している場所を登録し、カメ

モーションディテクトマスクの解除：

ラ映像と連動させる設定を行います。

設定したモーションディテクトマスクを解除します。モーションディテクトのア
ラーム機能も停止します。

システム機能セクションの中央上には、下図の情報パネルがあります。
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上図のダイアログで、照度、コントラスト、彩度、色相のスライドバーで調整し

写真撮影：

ます。初期設定に戻す場合には、 デフォルト ボタンをクリックしてください。

画面をクリックして、写真撮影したい場面でこのアイコンをクリックすると、
BMP フォーマットの静止画に変換し保存します。写した写真は、ファイルモー
ドから今日の日付のフォルダ→ホスト名→picture ファイルの中に保存されて
います。

調整が終わったら、 OK ボタンをクリックします。
情報パネル自体をクリックすると、下図のようにパネルを隠すことが出来ます。開く
場合には再度クリックします。

文字表示：
このアイコンをクリックすると、映像に録画カード名、カメラ名、録画開始日時、
現時刻などを表示させます。再度クリックすると表示は消えます。

左端には、次のものがあります。

電源：

SuperGuard システムを終了します。（このキーは、管理者で

ログインしているときにしか使用できません。）
２－３． 操作パネルセクション
操作パ ネ ル に は 、 次の 3 種類が あ り ま す 。 こ の パ ネ ル の 切 り 替え は 、
で行います。
画面調整：
このセクションは、ネットワーク遠隔監視している場合のホスト切り替え、PTZ カメラを
使っている場合の操作、I/O を使っている場合の操作などができます。

このアイコンをクリックすると、映像の画面調整が出来ます。
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３． 録画の方法について
録画を停止するときには、停止ボタンをクリックします。
まず、設定ボタン

をクリックし、カメラ をクリックして、録画したいカメラの

録画している場合は、カメラ毎に黄色のフィルムマークが出ており、下記 VIDEO が
表示されます。確認してください。

R のチェックボックスを有効にします。このときに、同時にカメラ名・画像の設定を行
います。出荷時および設置時に設定済みです。(変更操作はユーザーマニュアルを
ご覧下さい)

４． 検索と録画再生の方法について
検索と録画再生を行うには、システム機能セクションにある、再生（PLAY）ボタ ン
A は録音する/しないの選択です。録音する場合はその CH の□にチェックを入れま
す。録音しない場合は□のチェックは不要です。

をクリックし、下図の検索パネルを表示させます。

設定が終わったら、OK ボタンをクリックし終了します。
次に、録画ボタンをクリックします。

この検索パネルより、再生したい録画を選び再生させます。録画を選ぶ方法は、検
索モードとファイルモードの 2 通りがあります。
４－１． 検索モード

停止ボタン

検索には、日付指定と時間指定があります。時間が不明のときは、日時指定を、おお
よその時間がわかっているときには、時間指定を選択してください。その後、ホストを
指定します。ホストは、前記の指定された日に録画されているホストが表示されます
ので、その中から選択します。リモートで他のホストと接続されていても、リモート内
部の録画を選択し再生することはできません。（他のホストの録画を再生するには、
ファイルモードをご覧ください。）

録画ボタン

ホストページで自動録画 ON(□にチェック)の場合は電源 ON で録画まで自動で開
始します。
また、スケジュール録画を設定してある場合も、録画ボタンをクリックする必要はあり
ません。スケジュール録画で設定された時間になると録画を開始します。
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付、ホスト名となっており、その下に、Video（録画ファイル）、Clip（編集された録画ファ
イル）、Picture（写真撮影した静止画）のファイルあります。Clip や Picture は、編集し
たり写真撮影したときのみフォルダが作られます。
上部にある 5 つのボタンには、下記の機能があります。

ボタンをクリックすると、再生が始まります。4台以

上選択する場合には、4 台選択し、再生開始後に、再度ほかのカメラを選択してくださ
い。何台でも同時再生することができます。カメラ番号は、録画カード１カメラ 1から順
に１６までとなっています（録画カード 4枚装着時）。録画ファイルがない場合には、表
示が暗くなっていますので、選択することはできません。

開く：

フォルダから再生したいファイルを選んで、 開く ボタンをクリックす

るか、ダブルクリックすると再生が始まります。
ダウンロード：他のホストや SuperGuard 以外のフォルダからファイルを受け取りたい
ときに、ファイルをクリックした後に、ダウンロード のボタンをクリック

４－２． ファイルモード
ファイルモードは、右隅の

します。ダウンロードしたファイルは、そのファイルの日付と同じフォル
ダにホスト名と Video のフォルダを自動的に作成し、保存されます。
エクスポート：録画ファイルを、SuperGuard以外のフォルダに移動させたいときに、移
動させたいファイルをクリックし、エクスポート ボタンをクリックします。
クリックすると、移動先を選ぶダイアログが開きます。

ボタンをクリックします。クリックすると、下図のダ

イアログが開きます。

削除：

削除したい録画ファイル、編集ファイル、写真などを選び、削除 ボタ

閉じる：

ンをクリックします。
ファイルモードのダイアログを終了します。

４－３． プレビュー
録画している画面の数分前を再生する場合には、プレビューを利用すると、便利です。
画面の上でクリックをし、さらに右クリックをすると、プレビューのダイアログが開きま
す。これをクリックすると下図のダイアログが開きます。

使用方法は、Windows エクスプローラと同じです。左には、ツリーが、右側にはファイ
ルが表示されます。
ツリーは、SuperGuard ホストの下に、コンピュータアイコンのホスト名、ドライブ名、日

何分前から再生するかを入力します。数字は、1～99 までの入力が可能です。
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クします。また周囲のくぼみは、倍速再生になります。中
央が 1 倍速で、右に行くほど、2 倍速、4 倍速、6 倍速、8 倍
速になり、逆に左に行くほど、1/2倍速、1/4倍速、1/6倍速、
1/8 倍速になります。

５－４． 再生画面
再生画面は、下図のようになります。

再生状態： 再生している状態を表示しています。この
場合は、OSK2001 のホストを日本時間で、1 倍速で表示し
ていることを表しています。
閉じる：

再生画面を終了します。

バックスキップ：

約 160 フレーム元に戻ります。

コマ戻り：

1 フレーム元に戻ります。

コマ送り：

1 フレーム先に進みます。

スキップ：

約 160 フレーム先に進みます。

停止：

再生を停止します。

一時停止：

再生を一時停止します。

拡大：

再生画面を拡大表示します。

縮小：

再生画面を縮小表示します。

のボタンも同様です。
拡張機能表示： 再生にかかわらない、拡張機能があります。このボタン
タイムバー： この録画

をクリックすると、再生画面は、下図のものが画面の下に
表示されます。

ファイルでの再生している時間をバー表示しています。こ
のバーにあるレバーをスライドさせることにより、後に述
べる倍速再生やスキップより早く、目的の位置を探すこと
ができます。

再生ボタン：

編集開始：

録画ファイルを、目的に応じて編集（ファイルの切り取り）を
することができます。編集したい部分の開始時点で、この
ボタンをクリックします。

一時停止などをしているとき、再生を開始する場合にクリッ
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編集終了：

編集したい部分の終了時点で、このボタンをクリックしま
す。

編集保存：

５. ＨＤＤからＣＤ－Ｒへのコピー

編集した部分を保存します。保存先は、その日のフォルダ

HDD から CD-R へコピーするにはコピーするファイルをまとめておくとやりやすいで
す。そこで、C のハードディスクドライブにあらかじめまとめて入れておくファイルを作
っておきます。
たとえば、デスクトップにファイルを作っておく場合、SuperGuard を一旦最小化します
(検索パネルを閉じて、右隅のアンダーバーマークをクリックします)。Windows 画面上
でマウスを右クリックして
新しいフォルダを作り、判りやすい名前を付けておきます。(Cdcopy など)

の下に、Clip というフォルダを作成し、その中に保存されま
す。
編集再生：

編集したファイルを再生するときに、このボタンをクリックし
ます。

写真撮影：
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再生している場面を写真撮影したい場合に、このボタンを
ここをクリックすると
新しいファイルが画面上にできます

クリックします。保存先は、その日のフォルダの下に、
Picture というフォルダを作成し、その中に保存されます。
文字表示：

再生画面上に、文字（録画カード名･カメラ名･時刻など）を
表示します。時刻では、上にそのファイルの開始時刻、中
央にそのファイルの終了時刻、下に画面に再生している時
刻を表示しています。

文字の色：

文字の色を変えることができます。

この再生画面で、最後まで再生が終了すると、自動的に同じカメラの次のファイルの
再生を始めます。
再度、SuperGuard を最大化します（画面右下のアイコンをクリックします）。
戻る：

検索画面を終了するときには、このボタンをクリックすると、
検索パネルを開けて、右隅の

元の状態に戻ります。
その他、詳しい機能・操作はユーザーマニュアルをご覧下さい。

のダイアログが開きます。
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これを選択して OK を
クリック。

時間ごとでカメラごとの映像ファイル、再生画面で編集して Clip に保存した映像ファ
CD に焼きたい映像ファイル
をここにすべてドラッグア
ンドドロップして、書き込み
をクリック。

イル、写真撮影で Picture に保存したビットマップ(bmp)ファイルをマウスで選択して、
上部のエクスポートをクリックします。クリックすると、移動先を選ぶダイアログが開き
ます。
移動先を C ドライブのデスクトップの先ほど作ったフォルダにして、OK します。
すべて、このフォルダにエクスポートして下さい。
未使用の CD-R ディスクをトレイに挿入すると、WindowsXP が CD 書き込みの指示を
出しますので、それに従って操作して下さい。

これで HDD から画像データを CD-R ディスクにコピーできます。
※WindowsXP の機能では CD から CD へのコピーはできません。これには、専用の
ソフトが必要です。本機に付属の外付 CD ドライブに添付されていますので、イン
ストールすれば使用できます。

録画データと一緒に SuperGuard 再生専用ソフト
VG プレーヤーもコピーしま
すと、コピーした録画データを他の Windows パソコンで再生できます。
VG プレーヤーは次の場所にあります。
マイコンピュータ→ローカル ディスク（C）→Program Files→SuperGuardXP→
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② 右下のタスクバーの時刻を右クリックするとメニューが表示されます。
VG Player_JP
これを録画データファイルと同様に書込みウィンドウへドラッグアンドドロップします。

６. 時計の設定
表示、記録される時刻は、本体（ＰＣ自体）の内部時計により動作しています。
月差は６０秒（２５℃時）のため、正確な時刻を維持するためには定期的な時刻合わ
せを行う必要があります。出来れば週１回、最低でも月１回の時刻合わせをして頂く
ようお願いします。
時刻合わせの方法は、下記の通りです。
基本的には、Ｗｉｎｄｏｗｓの時刻設定で時刻の変更を行いますが、録画中の画面から
変更する場合の方法について説明します。
① 録画中の表示画面で、キーボードから ［Ｃｔｒｌ」 ＋ ［Ｅｓｃ］を押します。
下のようなメニューと画面下にタスクバーが表示されます。

③ 「日付と時刻の調整」をクリックしてください。

④ 日付と時刻のプロパティが表示されますので、ここで時刻を合わせてください。
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設定後は、［ＯＫ］を押して終了してください。
⑤ 終了後は、［Ｅｓｃ］キーを押して元の録画画面状態に戻ってください。
以上
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