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基本操作ガイド

STEP1

STEP2

ログイン･ログアウトする ライブ映像を見る

STEP3

パソコン操作編
本ガイドでは､VioStor シリーズの機能の中でも特に基本的
な「ログイン･ログアウトする」
「ライブ映像を見る」
「録画
データを再生する」
「SMB でデータを取り出す」「取り出し
たデータを再生する」の操作方法をご説明します｡詳しいこ
とは､マニュアルをご参照下さい。

録画データを再生する

STEP4

STEP5

SMB でデータを取り出す 取り出したデータを再生する

ログインする
VioStor の IP アドレスが分かっている場合
Explorer を起動して
① Internet
アドレスバーに IP アドレスを入力します。

VioStor の IP アドレスが分からない場合
Finder｣を起動して
②「QNAP
ネットワーク上の VioStor を探します。

※「QNAP Finder｣は､付属の CD-ROM からインストールできます。

直接入力する（入力例：192.168.00.000）

お客様のユーザー ID は

③ ユーザー ID とパスワードを入力し､「OK」をクリックします。

パスワード は

です。※初期設定では､ユーザー
ID とパスワードはともに
「admin」です。

ログアウトする

④ 下のようなセキュリティ警告が表示されたら……
警告部分をクリックし､“ アドオンのインストール ”
を選択してください。

ログアウトする時は､基本ライブ画面の右上に
あるログアウトアイコンをクリックします。
ログアウト

インストール終了後､ログインします。
ログインすると基本ライブ画面が表示されます。

※各種アイコンについては STEP2 をご参照ください。
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ログイン･ログアウトする ライブ映像を見る

ライブ映像を見る

STEP3

録画データを再生する

STEP4

SMB でデータを取り出す

STEP5

取り出したデータを再生する

ログインに成功するとウィンドウにこのような画面があらわれます。

各ボタンの説明
※ヘルプボタンを押すと各ボタンの詳細がご確認いただけます。

全画面表示

言語設定

設定画面へ

ヘルプ

録画再生画面へ

サーバー カ
･メラツリー
コントロールパネル
左から
シングル / 4/ 6/ 8/ 9/ 10/ 12 分割画面です。
ここをクリックすると
16/ 20（4×5､5×4）/ 25/ 36/42（6×7､7×6）/64 の
分割レイアウトを選択できます。

デジタルズーム

表示ページ

シーケンシャルモード
シーケンシャル設定

PTZ
コントロール

プリセットの移動

レイアウトの変更─マウスでドラッグ＆ドロップ
カメラの画面を移動させたい場所まで
ドラッグ & ドロップすると
表示場所が入れ替わります。
※表示ページの数が複数にわたる時 ( 例：8 台のカメラを
4 台ずつ 2 ページにわたって表示させている時など ) には､
ページを越えてレイアウトを変更することはできません。
8 台の場合なら 9 分割以上の表示画面にした上で､変更を
行ってください。
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録画データを再生する
各ボタンの説明
※ヘルプボタンを押すと各ボタンの詳細がご確認いただけます。

画面表示切替

ヘルプ

モニタリング画面へ

カメラリスト
AVIファイルへ変換

このグラフィックバーで再生したい時間帯をクリックします。

日付選択

停止
デジタルズーム

再生

逆再生 倍速設定

コマ送りボタン

1. 虫眼鏡をクリック
2.「＋」で拡大
3.「−」で縮小
4. 画像のドラッグで表示場所を移動

再生方法
①再生を行いたいカメラをカメラリストでクリックします。
②再生ボタンをクリックし、再生をスタートします。

日付･時間を指定して再生

A. 日付：日付選択ボタンで選択
B. 時間：グラフィックバーで選択
再生時にコマ送りしたりデジタルズームで拡大したりすることもできます。
また、再生速度も変更可能です。

AVI ファイルへ変換
①データの切り出しを行いたいカメラをカメラリストから選択します。
②
「AVI ファイルへ変換」ボタンを押します。
③以下のウィンドウが表示されますので、日付と時間を指定して「OK」をクリックします。

録画タイプでは
①全録画データ
②アラーム録画データのみ
③標準録画データのみ
が選択できます。
時間の設定は分刻みで行えます。
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SMB でデータを取り出す

STEP5
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SMB 接続で VioStor のデータを PC にダウンロードできます。

① Windows画面左下の「スタートメニュー」ボタンをクリックします。
●Windows XP

※SMB接続はローカルエリアネットワークのみの機能です。

●Windows 7

スタートボタン

ここをクリックします。

②「スタートメニュー」から「ファイル名を指定して実行」を選択します。
●Windows XPの場合

●Windows7の場合

「すべてのプログラム」から
「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」
を選択します。

「スタートメニュー」から
「ファイル名を指定して実行」
を
選択します。

ここをクリックします。

③ 入力欄に「 \\ VioStorのIPアドレス」を入力し、OKをクリックします。

※「 \ 」バックスラッシュは、
「¥」
（半角）
で代用可能です。
入力例

\\192.168.14.231

¥¥192.168.14.232

④ データの保管は以下のようになっています。データを取り出したい場合は、PCにドラッグするとコピーします。
データ格納例

record̲nvr
（録画ファイルフォルダ）

年月日フォルダ

録画ファイル

例：2011-02-05 16-05-00~16-09-59
※2011年2月5日
16時05分00秒〜16時09分59秒
の録画ファイルという意味です。

カメラ番号フォルダ

時間フォルダ

お気に入りに追加（Internet Explorer）
Internet Explorerの
「お気に入り追加」
または
「お気に入りバーに追加」機能で
「名前を決めて保存」
をしておくと、
次回からのアクセスがお気に入りから簡単に行えます。
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再生には専用のコーデックとアプリケーションが必要です。

■ Windows Media Player（ウィンドウズ・メディア・プレイヤー）
での再生
コーデックファイルを
ダブルクリックすると
インストーラーが起動します。

① コーデックをインストールします。
再生したい録画ファイルを選んで
② ダブルクリックすると

Windows Media Player

Windows Media Playerが起動し、
ファイルの再生が始まります。

■ VioStor Player（バイオスタープレイヤー）
での再生

① VioStor Playerをインストールします。

④ ファイルを選んで再生します。
選んで

ソフトウェアをダブルクリックすると
インストーラーが起動します。
ソフトウェアをダブルクリックすると
インストーラーが起動します。

再生ボタンを押します
複数ファイルを同時に見ることもできます。
分割された一画面ごとに
③〜④の作業を
繰り返してください。

Playerでは､
⑤ VioStor
再生中にデジタルズームを使用できます。

② VioStor Playerを起動します。
起動には以下の方法があります。
①インストール時にデスクトップに作成された
ショートカットから起動
②スタート→すべてのプログラム→QNAP
→VioStor Player をクリックして起動
③スタート→「プログラムとファイルの検索」
「VioStor Player」と入力して実行

ここをクリックして
「デジタルズームを有効」
にします。
「＋」
が拡大
「ー」
が縮小です。
マウスの左ボタンを長押しすると
ズームします
（「＋」
と同じ）。
マウスの右ボタンを長押しすると
その逆です
（「ー」
と同じ）。

VioStor Player

③「＋」をクリックして、再生したい録画データを選択します。
ここをクリックすると､
録画データ選択画面になります。

●その他のボタンの説明
設定
再生
レイアウト

再生したいファイルを
選択して「OK」を押すと

全画面表示
スナップショット
マイクON/ OFF
(音声のある場合）

再生速度
1＝1倍速

数字が大きく
なるほど再生は
早くなります。

VioStor Player
に追加されます。

左から順に
再生/停止
戻る/コマ戻し/逆再生/コマ送り/次へ

ファイルを削除

戻る：前のファイルに戻って再生します。
次へ：次のファイルを再生します。

コーデック･VioStor Player は http://www.rodweb.co.jp よりダウンロードしていただけます。
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