
MAC 用 QNAP Surveillance Client 

1章 QNAP Surveillance Clientのインストール 

 

1. 「QNAP Surveillance Client V1.0.1 Build 5411.dmg」をダブルクリックします。  数秒後、

次の画像が表示されます。 

 

2. QNAP Surveillance Client のアイコンを Application (アプリケーション) のアイコンにドラッグしま

す。 

3. 「QNAP Surveillance Client」を実行します。 

  



2章 VioStor NVRへのログイン 

[重要な通知] 

1. NVR が構成されていない場合は、先に Internet Explorer (Windows) を使用して「Quick 

Configuration (クイック構成)」に入ります。 

2. QNAP Surveillance Client は、2048× 1536 (QXGA) の最大画面解像度をサポートしてい

ます。 

 

NVR をオンにすると、ログイン画面が表示されます。  言語を選択します。  管理者の名前とパスワードを

入力します。  

デフォルトの user name(ユーザー名): admin 

Password (パスワード): admin 

 

「Remember IP address/port (IP アドレス / ポートを記憶する)」を有効にした後、「Remember 

user name and password(ユーザー名とパスワードを記憶する)」を有効にできます。  前回ログインに

成功した後設定が保存されます。 

USBキーボードが使用できない場合は、キーボードアイコン  をクリックして必要な情報を入力します。 



 

ログインに成功すると監視ページが表示されます。 



 

3章 監視 

 

ログインに成功すると、監視画面が表示されます。  IP カメラの監視、表示モードの変更、手動録画の有

効化または無効化、PTZ カメラの制御などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

アイコン 説明 

 

モニター: 

監視ページに入ります。 

 

再生： 

再生ページに入ります。 

 

左パネルを非表示: 

監視ページの左側のパネルを非表示にします。 

 

左パネルを表示: 

監視ページの左側のパネルを表示します。 

 

オプション: 

イベント通知、ビデオ画面表示、画面解像度などを設定します。 

ビデオ画像と

IP カメラ情報

を表示 

カメラリスト 

監視モードを選択 

PTZ カメラのコントロールパネル 



 

バージョン情報: 

アプリケーションのバージョンを表示します。 

 

ログアウト: 

NVR をログアウトします。 

 

手動録画: 

IPカメラでの録画を有効または無効にします。  管理者は、Webベース

の管理者インターフェイスの「Camera Settings (カメラ設定)」 > 

「Recording Settings (録画設定)」 でこの機能の有効または無効

を選択できます。 

 

オーディオ (オプション): 

監視ページでオーディオのサポートをオンまたはオフにします。 

 

イベント通知: 

アラーム録画を有効にしてイベントを検出すると、このアイコンが表示され

ます。  このアイコンをクリックすると、アラートの詳細が表示されます。 

 

アラート音はオンまたはオフにすることができます。  すべてのログをクリアするには「Clear All (すべてをクリ

ア)」をクリックします。 

 



 

PTZ コントロールパネル 

 

「PTZ」は、「Pan/Tilt/Zoom (パン/チルト/ズーム)」の略です。  IPカメラが PTZをサポートしている場合

は、NVRのコントロールパネルを使用して IPカメラの表示アングルを調整します。  この機能が使用できるか

はカメラの機種によって異なります。  詳細についてはカメラのマニュアルをご参照ください。  デジタルズーム

機能は、PTZ機能が使用中の時は無効になることにご注意ください。 

 

アイコン 説明 

 

パンとチルト: 

PTZ カメラがパンとチルト機能をサポートしている場合、このボタンをクリックしてカメ

ラのパンまたはチルトを行います。 

 

プリセット位置: 

PTZ カメラのプリセット位置を選択します。 

 

ズームイン / ズームアウト: 

PTZ カメラがズームをサポートしている場合、このボタンをクリックしてズームインまた

はズームアウトします。 

 

デジタルズーム: 

チャンネルを選択してから、このボタンをクリックしてデジタルズーム機能を有効にし

ます。  有効の場合、「+」でズームイン、「-」でズームアウトします。 

 

フォーカス制御: 

PTZ カメラのフォーカス制御を調整します。 



 

表示モード 

 

NVRは、監視の各種表示モードをサポートしています。  適切なアイコンをクリックして表示モードを切り替え

ます。 

アイコン 説明 

 

フルスクリーン 

 

シングルチャンネルモード 

 

4 チャンネルモード 

 

6 チャンネルモード 

 

8 チャンネルモード 

 

9 チャンネルモード 

 

10 チャンネルモード 

 

12 チャンネルモード 

 

表示ページ番号を選択します。 

 

シーケンスモード。  このモードは他の表示モードと共に使用します。  シーケンスモードを有

効または無効にするには  をクリックします。  チャンネルを表示する時間間隔を定義

するには  をクリックします。 

 

注:  

NVR モデルは、現在 MAC用 QNAP Surveillance Client の UI において 1～12 チャンネルの表示モ

ードをサポートしています。 



 

ライブビュー画面 

 

IP カメラ設定が成功したら、監視画面に入り、カメラからライブビデオを表示させます。 

 

 

カメラがパンとチルト機能をサポートしている場合は、画面上のチャンネルをクリックし、マウスで表示アングルを

調整します。  ズームをサポートしている場合、マウスホイールをスクロールしてビデオのズームインまたはズーム

アウトを行います。  この機能が使用できるかはカメラの機種によって異なります。  詳細についてはカメラの

マニュアルをご参照ください。 

 



 

カメラステータス 

カメラステータスは、以下のアイコンで表示します。 

アイコン カメラステータス 

 スケジュール録画または連続録画が進行中です 

 IP カメラはオーディオ機能をサポートしています 

 IP カメラは PTZ機能をサポートしています 

 手動録画が有効です 

 

高度イベント管理によってトリガーされる録画 「Camera Settings (カメラ設定)」 > 

「Alarm Settings (アラーム設定)」 > 「Advanced Mode (詳細モード)」) が進行中です 

 IP カメラのアラーム入力 1 がトリガーされています 

 IP カメラのアラーム入力 2 がトリガーされています 

 IP カメラのアラーム入力 3 がトリガーされています 

 モーション検出録画が進行中です 

 デジタルズームが有効です 

 



 

接続メッセージ 

NVRが IP カメラのビデオの表示に失敗した場合、ステータスを示すメッセージがチャンネル画面に表示されま

す。 

メッセージ 説明 

Connecting 

(接続中) 

IP カメラがリモートネットワークまたはインターネット上にある場合は、カメラへの接続を

確立するのに時間がかかることがあります。 

Disconnected 

(接続解除) 

NVR は IPカメラに接続できません。  コンピューターのネットワーク接続、および IPカ

メラが使用可能かを確認してください。  IP カメラがインターネット上にインストールされ

ている場合は、ルーターまたはゲートウェイのポートを開き、IP カメラに接続します。  

錯誤! 找不到參照來源。をご参照ください。 

No Permission 

(許可なし) 

チャンネルを表示するアクセス権がありません。  アクセス権を有するユーザーとしてログ

インするか、またはシステム管理者にお問い合わせください。 

Server Error 

(サーバーエラー) 

カメラ設定を確認するか、または (もしあれば) IP カメラのファームウェアを更新します。  

エラーが持続する場合はテクニカルサポートにお問い合わせください。 

 

注: 

1. 手動録画の有効化または無効化は、スケジュール録画またはアラーム録画のタスクに影響しません。  

これらは独立した処理です。 

2. IP カメラのチャンネルを右クリックしてから次のオプションを選択します。 

a. Full screen (フルスクリーン) 

b. Keep aspect ratio (縦横比を保持) 

c. Deinterlace (インターレース解除) (特定のカメラ機種のみで使用可能) 

d. Keep original size (オリジナルサイズを保持) 



 

オプション 

 

高度な監視設定を行うには  をクリックします。 

 

 

次のオプションは、「General (全般)」 タブにあります。 

 Event Notification (イベント通知): このオプションを有効にしてイベントがトリガーされると、アラート

アイコン が即座に監視チャンネルに表示されます。  アイコンをクリックすると、アラートの詳細が表

示されます。 

 Display Order (表示順序): 「Reset (リセット)」をクリックすると、監視チャンネルの優先順序をデフ

ォルトの順序に付け直します。 

 



 

次のオプションは、「Video (ビデオ)」 タブにあります。 

 Highlight the video window when an event is triggered (イベントがトリガーされた時にビ

デオ画面を強調表示します): イベントがトリガーされるとビデオ画面が点滅します。 

 Display unauthorized channels (権限のないチャンネルの表示): このオプションを選択すると、

ユーザーが監視のアクセス権を有していないチャンネルを表示します。 

 Display unconfigured channels (未設定チャンネルの表示): このオプションを選択すると、未設

定のチャンネルを表示します。 

 



 

4章 ビデオ再生 

 

NVR上のビデオは QNAP Surveillance Client で再生できます。  この機能を利用するには、監視画

面で  をクリックします。  再生画面のほとんどのアイコンは、監視画面のアイコンと同じです。  

 

注: ビデオの再生には、IP カメラへの再生アクセス権が必要です。  管理者として NVRにログインし、Web

ベースの管理インターフェイスにより「User Management (ユーザー管理)」で再生アクセス権を編集しま

す。 

 

再生画面が表示されたら、NVR のカメラチャンネルを選択します。  次に、ビデオの開始時間と終了時間を

選択します。  をクリックして検索を開始します。  検索基準に符合するビデオが自動的に再生され

ます。 

 

 

 

注: 開始時間と終了時間の時間間隔は最大 3日です。 



 

再生設定： 

 

ビデオファイルの再生、一時停止、停止、逆再生を行うか、または前のファイルや次のファイルを選択して再生

します。  ビデオ再生時、スクロールバーを使用して再生速度を調整するか、または Digital Zoom (デジタ

ルズーム) アイコン  をクリックしてビデオをズームインまたはズームアウトします。  IP カメラのチャンネル

を右クリックしてから次のオプションを選択します。 

a. Full screen (フルスクリーン) 

b. Keep aspect ratio (縦横比を保持) 

c. Deinterlace (インターレース解除) (特定のカメラ機種のみで使用可能) 

d. Keep original size (オリジナルサイズを保持) 

 



 

ビデオ変換とエクスポート 

 

QNAP Surveillance Client により NVR上のビデオファイルを AVI ファイルに変換し、ローカルのMACに

エクスポートするには、次のステップに従います。 

 

注: この機能を使用するには、IP カメラへの再生アクセス権が必要です。 

 

1. NVR の再生インターフェイスに入ります。   (AVI ファイルへ変換) をクリックします。  

 

2. 次の画面が表示されます。 

 

3. IP カメラを選択します。 

4. ビデオファイルの開始時間と終了時間を指定します。 

5. 「Save As… (別名で保存)」 をクリックします。  ファイル名を入力してから、ファイルを保存する場所を



指定します。 

 

6. 「OK」をクリックします。 検索基準を満たすビデオファイルがすべて AVI ファイルに変換されます。 


