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安全のために
本機は正しく使用すれば事故が起きないように、安全には
充分配慮して設計されています。しかし、間違った使いか
たをすると、火災などにより死亡や大けがなど人身事故に
つながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
6 ～ 14 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般
の安全上の注意事項が記されています。

定期点検をする
長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をするこ
とをおすすめします。点検の内容や費用については、お買
い上げ店にご連絡ください。

故障したら使わない
すぐに、ソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

1 電源を切る。
2 電源ケーブルや接続ケーブルを抜いてください。
3 お買い上げ店までご相談ください。

･ 煙が出たら
･ 異常な音、においがしたら
･ 内部に水、異物が入ったら
･ 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしていま
す。表示の内容をよく理解してから本文をお読みくださ
い。

この表示の注意事項を守らないと、火災などにより死亡
や大けがなどの人身事故につながることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、火災やその他の事故
によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりするこ
とがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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商標について
• Blu-ray Disc™、Blu-ray™ 及びロゴは Blu-ray Disc Association の商標です。
• 本書に記載されているシステム名、製品名、会社名は一般に各開発メーカーの

登録商標または商標です。
なお、本文中では、®、™ マークは明記していません。

• 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の
内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸すること
は、著作権法上禁止されております。

• 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、
逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切そ
の責任を負いかねます。

• 本機の保証条件は、同梱の当社規定の保証書の規定をご参照ください。
• 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
• ソニーが配布した本機用のソフトウェア以外のソフトウェアをインストールす

ることはできません。
• 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更す

ることがありますが、ご容赦ください。
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下記の注意を守らないと、
火災や感電などにより死亡や大けがに
つながることがあります。

表示された電源電圧で使用する
製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、
火災や感電の原因となります。
日本国内では 100 V でお使いください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い
場所には設置しない
上記のような場所や取扱説明書に記されてい
る使用条件以外の環境に設置すると、火災や
感電の原因となることがあります。

水にぬれる場所で使用しない
水ぬれすると、漏電による感電発火の原因と
なることがあります。

電源ケーブルを傷つけない
電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原
因となることがあります。
• 設置時に、製品と壁やラック、棚などの間

に、はさみ込まない。
• 電源ケーブルを加工したり、傷つけたりし

ない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしな

い。
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
• 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを

もって抜く。
万一、電源ケーブルが傷んだら、ソニーの
サービス担当者または営業担当者に交換をご
依頼ください。

分解や改造をしない
分解や改造をすると、火災や感電、けがの原
因となることがあります。
内部の点検や修理は、ソニーのサービス担当
者または営業担当者にご依頼ください。

移動の際は電源ケーブルや接続
ケーブルを抜く
ケーブル類を接続したまま本機を移動させる
と、ケーブルに傷がついて火災や感電の原因
となることがあります。

警告
火災 感電

運搬時には、接続ケーブルを取り
外す
本機を運搬する際には、電源ケーブルおよび
接続ケーブルを必ず取り外してください。接
続ケーブルに引っ掛かると、転倒や落下の原
因となることがあります。

ディスクトレイに異物を入れない
指定のディスク以外のものを入れると、火災
の原因となることがあります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、キャビネッ
トや裏蓋を開けたり改造したりすると、火災
や感電の原因となることがあります。内部の
調整や設定、点検、修理はソニーのサービス
担当者または営業担当者にご依頼ください。

電源ケーブルのプラグおよびコネ
クターは突き当たるまで差し込む
真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、
火災や感電の原因となります。
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下記の注意を守らないと、
けがをしたり周辺の物品に損害を与える
ことがあります。

指定された電源ケーブル、接続
ケーブルを使う
取扱説明書に記されている電源ケーブル、接
続ケーブルを使わないと、火災や故障の原因
となることがあります。

安全アースを接続する
安全アースを接続しないと、感電の原因とな
ることがあります。
付属の電源ケーブルを使用することで安全
アースが接続されます。
安全アースを取り付けることができない場合
は、ソニーのサービス担当者または営業担当
者にご相談ください。

ケーブル類は正しく配置する
電源ケーブルや接続ケーブルは、足に引っか
けると本機の落下や転倒などによりけがの原
因となることがあります。
充分注意して接続・配置してください。

通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や
故障の原因となることがあります。風通しを
よくするために次の項目をお守りください。
• 周囲から 10 cm 以上離し、後面は開放して

設置する。
• 密閉された狭い場所に押し込めない。
• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）

の上に設置しない。
• 布などで包まない。
• あお向けや横倒し、逆さまにしない。

製品の上にのらない、重いものを
載せない
倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの
原因となることがあります。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置する
と、倒れたり落ちたりしてけがの原因となる
ことがあります。また、設置・取り付け場所
の強度を充分にお確かめください。

注意
ファンが止まったままの状態で使
用しない
ファンモーターが故障すると、火災の原因と
なることがあります。
交換は、ソニーのサービス担当者または営業
担当者にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となるこ
とがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源
を切り、電源ケーブルや接続ケーブルを抜い
て、ソニーのサービス担当者または営業担当
者にご相談ください。

ぬれた手で電源プラグをさわらな
い
ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感
電の原因となることがあります。

接続の際は電源を切る
電源ケーブルや接続ケーブルを接続するとき
は、電源を切ってください。感電や故障の原
因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切る
電源を接続したままお手入れをすると、火災
や感電の原因となることがあります。

ひび割れ、変形したディスクや補
修したディスクを使用しない
ひび割れ、変形したディスクや補修したディ
スクを使用しないでください。火災の原因と
なることがあります。
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電池の使いかたを誤ると、液漏れ・発熱・破裂・発火・誤
飲による大けがや失明の原因となるので、次のことを必ず
守ってください。ここでは、本機で使用可能な（コイン型）
リチウム電池についての注意事項を記載しています。

• 乳幼児の手の届かないところに置く。
• 電池は充電しない。
• 火の中に入れたり、加熱・分解・改造をしない。
• 電池の（＋）と（－）を正しく入れる。
• 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、

こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗っ
た後、医師の治療を受ける。

• 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に
相談する。

• ショートの原因となるので、金属製のネックレス、ヘア
ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。

• 電池に液漏れや異臭があるときは、すぐに火気から遠ざ
ける。

• 電池に直接はんだ付けをしない。
• 電池を保管する場合および廃棄する場合は、テープなど

で端子（金属部分）を絶縁する。
• 皮膚に障がいを起こすおそれがあるので、テープなどで

貼り付けない。

• 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させた
りしない。

• 直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・多湿
の場所で使用、放置、保管しない。

• 電池を水で濡らさない。
• ショートさせないように機器に取り付ける。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、
けがややけどの原因となります。使い切ったときや、長時
間使用しないときは、電池を取り出してください。

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。
必ず指定の電池に交換してください。
使用済みの電池は、国または地域の法令に従って処理して
ください。

感電の危険を避けるため、必ず安全アース付きの電源コン
セントに接続してください。

主電源を切断するには、電源プラグを抜いてください。
設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮
断装置を設けるか、使用中に容易に抜き差しできる、機器
に近いコンセントに電源プラグを接続してください。
電源プラグを抜くことが困難な場所に ME 機器を設置しな
いでください。
万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源
プラグを抜いてください。

機器を水滴のかかる場所に置かないでください。また水の
入った物、花瓶などを機器の上に置かないでください。

直射日光の下や火気の近くなど、高温のところにバッテ
リーを置かないでください。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、本機からのみ電源を供給して動作す
る USB 対応の外付け HDD や USB メモリー以外の接続は
禁止します。
交流電源で動作する機器を接続されると、接続した機器か
ら漏洩電流が流入し、患者や操作者に対して感電の危険が
あります。
やむを得ずご使用になる場合は、接続する機器側の電源に
絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブル間に
アイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、システム
として IEC 60601-1 に適合できるレベルに感電のリスクが
充分低減されていることを確認してからご使用ください。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、IEC 60601-1 に適合した機器以外の接
続は禁止します。
交流電源で動作する IT 機器や AV 機器を接続されると、
接続した機器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対し
て感電の危険があります。

電池についての安全上
のご注意

警告

注意

その他の安全上の
ご注意

警告

警告

警告

警告

警告

警告
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やむを得ずご使用になる場合は、IT 機器や AV 機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブル
間にアイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、シス
テムとして IEC 60601-1 に適合できるレベルに感電のリス
クが充分低減されていることを確認してからご使用くださ
い。

後面パネルのコネクターの端子と患者を同時にさわらない
でください。
本機の故障時に患者に悪影響を与える電圧が発生する可能
性があります。コネクターの抜き差しは必ず電源ケーブル
を外した状態で行ってください。

機器内部の回路と患者を同時にさわらないでください。
本機の故障時に患者に悪影響を与える電圧が発生する可能
性があります。

ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険
なレーザー放射の被爆をもたらします。

本機は「クラス 1 レーザー製品」です。
（IEC 60825-1:2007）

安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可
能性があるコネクターをこの端子に接続しないでください。
接続については取扱説明書の指示に従ってください。

警告
イヤホンやヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎ
ないようにご注意ください。
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴
力に悪い影響を与えることがあります。 

注意

注意

注意

グラフィカルシンボルの説明
取扱説明書参照
本機にこのマークがある箇所は、取扱説明書
の指示にしたがってご使用ください。

このシンボルは製造業者を表し、隣接して製
造業者名と住所が併記されます。

このシンボルは製造日付を表します。

このシンボルはシリアルナンバーを表します。

このシンボルは附属文書の版を表します。

このマークは、本機の各部を等電位にするた
めの等電位端子を示します。

保存・輸送温度
このシンボルは保存と輸送環境の温度制限を
表します。

保存・輸送湿度
このシンボルは保存と輸送環境の湿度制限を
表します。

保存・輸送気圧
このシンボルは保存と輸送環境の大気圧制限
を表します。

注意 ネットワーク端子（RJ-45）
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医療環境で使用するため
の重要なお知らせ

1. 本機に接続する全ての機器は、安全規格の IEC 60601-1、
IEC 60950-1、IEC 60065、あるいは機器に適用できる他
の IEC/ISO 規格等に従って承認または適合しているもの
をご使用ください。

2. さらにシステム全体として IEC 60601-1 規格に適合して
いなければなりません。信号入力部分あるいは信号出力
部分に接続する全ての周辺機器が医療用のシステムとし
て構成されるため、システム全体として IEC 60601-1 の
規格要求に適合する責任があります。疑義がある場合に
は、ソニーの営業担当にご相談ください。

3. 他の機器と接続すると、漏れ電流を増加させる可能性が
あります。

4. この特定の機器のために、すべての周辺機器は上記のよ
うに接続し、IEC 60601-1 の構造要求と最小基礎絶縁を備
えている追加した絶縁トランス経由で商用電源に接続し
てください。

5. この機器は無線周波エネルギーを発生、利用しており、
周囲に放射する可能性があります。取扱説明書に従って
設置、使用されない場合、他の機器に対して電磁波障害
を引き起こすかも知れません。この機器が電磁波障害を
起こす場合は（この機器から電源ケーブルのプラグを抜
くことにより確認できます）、以下の方法を試してくださ
い。
電磁波障害を受けている機器に対して、この機器を移動
してください。この機器と電磁波障害を受けている機器
を異なる電源系統のコンセントに接続してください。

ソニーの営業担当にご相談ください。
（適合規格：IEC 60601-1-2 と CISPR11、Class B、Group1）
10



医療環境で使用するためのEMCに関する重要なお知ら
せ

• HVO-3300MT は、EMC に関し特別に注意する必要があり、取扱説明書中で提供される EMC 情報に従って設置および使用す
る必要があります。

• 携帯型および移動型の無線通信機器は HVO-3300MT に影響を与えることがあります。

ソニー株式会社によって指定されたもの以外のアクセサリーやケーブルを使用すると、HVO-3300MT のエミッション（電磁
妨害の放射）増加やイミュニティ（電磁妨害の耐性）低下を招くことがあります。

HVO-3300MT を他の機器と隣接または積み重ねて使用する場合には、その使用構成で正常に動作していることを確認する必
要があります。

警告

指針および製造業者の宣言－電磁エミッション
HVO-3300MT は、下記に規定した電磁環境での使用を意図しています。
お客様または HVO-3300MT の使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認してください。

エミッション試験 適合性 電磁環境－指針
無線周波エミッション

CISPR 11

グループ 1 HVO-3300MT は、内部機能のためだけに無線周波エネルギーを使用
しています。そのため、無線周波エミッションは非常に低く、近傍
の電子機器を妨害することは、ほぼありません。

無線周波エミッション

CISPR 11

クラス B HVO-3300MT は、家庭および家庭用に使用される建物に給電する公
共の低電圧配電網に直接接続されている建造物を含むすべての建造
物での使用に適しています。

電源高調波エミッション

IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動 / フリッカ　エミッション

IEC 61000-3-3

適合する

警告
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指針および製造業者の宣言－電磁イミュニティ
HVO-3300MT は、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様または HVO-3300MT の使用者は、それが下記の環境
で使用されることを確認してください。

イミュニティ 試験 IEC 60601
試験レベル 適合性レベル 電磁環境－指針

静電気放電（ESD）

IEC 61000-4-2

± 6 kV 接触

± 8 kV 気中

± 6 kV 接触

± 8 kV 気中

床材は木材、コンクリートまたは陶製タイル
としてください。床材が合成物質で覆われて
いる場合、相対湿度が、少なくとも 30％以
上であることを条件とします。

電気的ファストトラン
ジェント（高速過渡現
象）/ バースト

IEC 61000-4-4

± 2 kV 対電源線

± 1 kV 対入出力線

± 2 kV 対電源線

± 1 kV 対入出力線

電源の品質は、典型的な商用または病院環境
のものを利用してください。

サージ

IEC 61000-4-5

± 1 kV 線間

± 2 kV 線 - アース間

± 1 kV 差動モード

± 2 kV コモンモード

電源の品質は、典型的な商用または病院環境
のものを利用してください。

電源入力ラインでの電
圧ディップ、瞬停、お
よび電圧変動

IEC 61000-4-11

< 5% UT 
（> 95% ディップ、UT 時）
0.5 サイクルの間

40% UT 
（60% ディップ、UT 時）
5 サイクルの間

70% UT 
（30% ディップ、UT 時）
25 サイクルの間

< 5% UT 
（> 95% ディップ、UT 時）
5 秒間

< 5% UT
（> 95% ディップ、 UT 時）
0.5 サイクルの間

40% UT
（60% ディップ、 UT 時）
5 サイクルの間

70% UT
（30% ディップ、 UT 時）
25 サイクルの間

< 5% UT
（> 95% ディップ、 UT 時）
5 秒間

電源の品質は、典型的な商用または病院環境
のものを利用してください。
HVO-3300MT の使用者が、停電中も継続し
て運用することが必要な場合は、無停電電源
装置またはバッテリーから HVO-3300MT に
電源供給することを推奨します。

電源周波数
（50/60 Hz）
磁界

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁界は、典型的な商用または病院
環境内の典型的な場所での特性レベルである
必要があります。

備考 : UT は、試験レベルを加える前の交流電源電圧です。
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指針および製造業者の宣言－電磁イミュニティ
HVO-3300MT は、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様または HVO-3300MT の使用者は、下記の環境で使用
されることを確認してください。

イミュニティ試験 IEC 60601
試験レベル 適合性レベル 電磁環境－指針

伝導性妨害

IEC 61000-4-6

放射無線周波電磁界

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz ～ 80 MHz

3 V/m

80 MHz ～ 2.5 GHz

3 Vrms

3 V/m

携帯型および移動型の無線通信機器は、ケーブルを含
む HVO-3300MT のどの部分に対しても、無線通信機
器の周波数に対応した式から計算された推奨分離距離
以下に近づけて使用しないでください。

推奨分離距離 

d = 1.2 √P 

d = 1.2 √P   80 MHz ～ 800 MHz

d = 2.3 √P   800 MHz ～ 2.5 GHz

ここで P は送信機器メーカーによる送信機の最大出力
定格を表し単位はワット（W）、d は推奨分離距離で単
位はメートル（m）です。

固定の無線送信機からの電磁界強度は電磁気の現地調
査 a によって決定されますが、これは各周波数範囲 b

において適合レベル未満である必要があります。

次の記号が表示された機器の近くでは、干渉が生じる
可能性があります。

備考 1 : 80 MHz および 800 MHz においては、高い方の周波数範囲を適用します。

備考 2 : これらの指針は、すべての状況に適用するとは限りません。
電磁気の伝搬は、建物、物体および人体による吸収や反射の影響を受けます。

a 固定の無線送信機、例えば、無線（携帯 / コードレス）電話基地局および陸上移動局、アマチュア無線、AM および FM
ラジオ放送および TV 放送からの電磁界強度は、理論上、正確には予測することはできません。固定の無線送信機に起因
する電磁環境を評価するために、電磁気の現地調査を考慮する必要があります。HVO-3300MT が使用される測定電磁界強
度が適用される上記の無線適合性レベルを超える場合、HVO-3300MT が正常に動作していることを確認してください。も
し異常な動作が観測される場合、HVO-3300MT の向きや場所を変えるといった追加措置が必要となることがあります。

b 周波数範囲が 150 kHz ～ 80 MHz において、電界強度は 3 V/m 未満である必要があります。
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本製品またはアクセサリーを廃棄するときは、環境汚染等のリスクに配慮し、関連した地域または国の法律、および関連した
病院の規則にしたがってください。

携帯型および移動型の無線通信機器と、HVO-3300MTとの間の推奨分離距離
HVO-3300MT は、放射無線妨害が制御される電磁環境内での使用を意図されています。お客様または HVO-3300MT の使用
者は、携帯型および移動型の無線通信機器（送信機）と HVO-3300MT の最小距離を維持することによって、電磁干渉を防
ぐことができます。最小距離は、下記に推奨されるように、通信機器の最大出力に従ってください。

送信機の最大定格出力
W

送信機の周波数による分離距離
m

150 kHz ～ 80 MHz
d = 1.2 √P 

80 MHz ～ 800 MHz
d = 1.2 √P 

800 MHz ～ 2.5 GHz
d = 2.3 √P 

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

上記に記載されていない最大出力定格の送信機については、推奨分離距離 d（単位：メートル（m））は、送信機の周波数に
適用される式を使用して決定できます。ここで P（単位：ワット（W））は送信機の最大出力定格であり、送信機器メーカー
により指定されたものになります。

備考 1 : 80 MHz および 800 MHz においては、高い方の周波数範囲の分離距離を適用します。

備考 2 : これらの指針は、すべての状況に適用するとは限りません。
電磁気の伝搬は、建物、物体および人体による吸収や反射の影響を受けます。

注意
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必ずお読みください

電気メスなどの機器との同時使用について
本機と電気メスなどの機器を同時に使用する場合、当該機
器から生じる強い電磁波又は電圧の影響のため、使用中に、
画乱れ、画がゆがむ、その他本機が正常に動作しなくなる
可能性がありますが、故障ではありません。
強い電磁波又は電圧を発生する機器と同時に使用する場合
には、予めその影響を確認し、影響を受けにくい場所に設
置するか、使用を取りやめてください。

著作権について
本機を使用して映像や音声を記録したり、ネットワーク等
で配信したりする場合、それらの映像、音声について著作
権者の承諾が必要な場合があります。著作権保護のため、
本製品をご使用の際は下記の点に充分ご注意ください。
• 映像、音声の記録を目的とした機器を本製品に接続して

映像、音声を記録する場合は、著作権に関する法律に充
分ご注意ください。

• 権利者の許諾を得ずに、第三者の著作物である映像、音
声素材を上映、配信したり、本機の HDD（ハードディス
クドライブ）に記録してフォルダーを共有状態にし、特
定多数または不特定多数からアクセス可能とすることは
法律で禁止されています。

• ソフトウェアバージョンアップや機能拡張に伴い、著作
権保護の目的のため、入力可能な映像、音声信号の仕様
等について予告なく変更されることがあります。

• あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど
の他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として
楽しむなどの目的であっても撮影を制限している場合が
ありますのでご注意ください。

録画内容の補償に関する免責事項
本機の不具合など何らかの原因で記録ができなかった場合、
不具合・修理など何らかの原因で記録内容が破損、消滅し
た場合等、いかなる場合においても記録内容の補償および
それに付随するあらゆる損害について、当社は一切の責任
を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社に
て記録内容の修復、復元、複製等はいたしません。あらか
じめご了承ください。
以下のような操作を行うと不具合が生じる場合があります。
• 本機で記録されたディスクを他の BD（ブルーレイディス

ク）／ DVD レコーダーやパソコンの BD/DVD ドライブ
で動作させた場合。本機で記録されたディスクは、他の
BD/DVD レコーダーで再生できません。

• 上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させた場
合。

• 他のBD/DVDレコーダーやパソコンのBD/DVDドライブ
で記録したディスクを本機で使用した場合。他の BD/
DVD レコーダーやパソコンで記録したディスクは、本機
では再生できません。

廃棄時などのデータ消去について
本製品を廃棄するときは、本製品内に保存されている患者
情報などのデータを削除する必要があります。
削除しないまま廃棄を行うと、記録されている患者等の個
人情報が、第三者に知られてしまう可能性があります。本
製品を廃棄するときは、ソニーのサービス担当者、営業担
当者にご相談ください。

セキュリティについて
通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結果、ま
たは、通信仕様上の、やむを得ない事情により、データ漏洩
等、セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社ではそれに
よって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者から
製品にアクセスされる可能性があります。本機をネット
ワークに接続する際には、セキュアなネットワークである
ことをご確認の上ご使用ください。

結露について
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときな
ど、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。これを結
露といいます。結露が起きたときは電源を切り、結露がなく
なるまで放置し、結露がなくなってからご使用ください。結
露時のご使用は機器の故障の原因となる場合があります。

LCD（液晶）パネルについて
本機の LCD（液晶）パネルは有効画素 99.99％以上の非常
に精密度の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点
が現れたり（画素欠け）、常時点灯している輝点（赤、青、
緑など）や滅点がある場合があります。また、LCD（液晶）
パネルの特性上、長期間ご使用の間に画素欠けが生じるこ
ともあります。これらの現象は故障ではありませんので、
ご了承の上本機をお使いください。なお、これらの点が記
録されることはありません。

LCD（液晶）画面の表示について
LCD（液晶）パネルの特性上、長期間ご使用の間に輝度が下
がり、色温度が変化することがあります。これらの現象は故
障ではありませんので、ご了承の上本機をお使いください。
なお、これらの現象が記録に影響することはありません。
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有寿命部品について
• HDD、ファン、バッテリー、BD/DVD ドライブは有寿命

部品として定期的な交換が必要です。常温でのご使用の
場合、2 ～ 3 年を目安に交換してください。ただし、交
換時期は目安であり、部品の寿命を保証するものではあ
りません。交換の際はお買い上げ店にご相談ください。

• 電解コンデンサの寿命は約 5 年です。
（常温で 1 日に 8 時間、1 カ月で 25 日間、通常に使用す
ると想定した場合）
したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿
命は短くなります。

HDD内蔵機器に対する注意事項
本機には、ハードディスクドライブ（以下 HDD と称する）
が搭載されています。HDD は精密部品であり、衝撃・振
動・静電気・温度・湿度が原因で故障したり、HDD 内の
データが破損する恐れがあります。本機を設置・使用する
ときは、以下の注意事項をよくお読みのうえ、慎重に取り
扱ってください。

衝撃・振動を与えない
衝撃・振動が加わると HDD が故障あるいは HDD 内のデー
タが破損される恐れがあります。
• 本機を輸送する場合は、指定の梱包材料で梱包してくだ

さい。台車などで搬送する場合は、振動の少ない台車を
使用してください。過度な衝撃・振動が加わると HDD
が故障するおそれがあります。

• 通電中は本機を移動しないでください。
• 本機の外装を取り外さないでください。
• 本機を床などに置くときは、本機の底に必ず指定のゴム脚

がついている状態で、静かに降ろしてください。脚が付い
ていない場合は、脚を取り付けてから置いてください。

• 振動を発生する機器の近くには置かないでください。

電源オフ後30秒間は作業しない
電源をオフにした後もしばらくの間は、HDD 内のディスク
は慣性で回転しており、ヘッドは不安定な状態にあります。
この期間は、通電中以上に衝撃・振動に弱い状態です。電
源オフ後、最低 30 秒間は軽い衝撃も与えないようにご注意
ください。30 秒以上経過すれば、（ディスクが静止するの
で）作業を開始できます。

温度・湿度に関するご注意
適正範囲内の温度・湿度のある場所で、保管・使用してく
ださい。（仕様を守ってお使いください。）

HDDに不良症状が現れた場合
万一、本機の HDD が故障した（不良症状が現れた）と思
われる場合でも、本機の取り扱いは、上記と同様に行って
ください。不良内容の確認や不良解析を行うまでの損傷の
拡大を防ぎます。

HDDを含む有寿命部品の交換
HDD、バッテリーは有寿命部品として定期的な交換が必要
です。常温でのご使用の場合、2 ～ 3 年を目安に交換する
ことを推奨します。ただし、交換時間は目安であり、部品
の寿命を保証するものではありません。交換の際はお買い
上げ店にご相談ください。

光ディスクドライブ内蔵機器に対する注意
事項
本機には、光ディスクドライブが搭載されています。光
ディスクドライブは、精密部品であり、ほこり・温度・湿
度が原因で故障する恐れがあります。本機を設置・使用す
るときは、以下の注意事項をよくお読みのうえ、慎重に取
り扱ってください。
• ほこりの多い場所では使用しない

ほこりの多いところを避けて保管・使用してください。
ほこりがピックアップレンズやモーターに付着すると、
光ディスクへの書き込みエラーの原因になります。

• 温度・湿度に関するご注意
適正範囲内の温度・湿度のある場所で、保管・使用して
ください。（仕様を守ってお使いください）

メディアについて
ご使用になる光学メディアおよび USB メディアは、すべて
を保障するものではありません。ご使用になるメディアに
ついては、お買い上げ店にご相談ください。
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使用上のご注意

通風孔をふさがない
本機内部の温度上昇を防ぐために、本機周囲は 10 cm 以上
のスペースを空けてください。

強い衝撃を与えない
内部構造や外観の変形などの損傷を受けることがあります。

動作中は布などで包まないでください
内部の温度が上がり、故障することがあります。

使い終わったら
1（オン／スタンバイ）スイッチを押して、スタンバイ状
態にしてください。長時間使わないときは、スタンバイ状
態にしてから、主電源スイッチを「a」（オフ）側にし、さ
らに電源ケーブルを取り外してください。

輸送
• BD/DVD は必ず取り出しておいてください。
• トラック、船、航空機など、本機を貨物として扱う輸送

では、お買い上げ時の梱包材をご使用ください。

お手入れ
キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く
ふきとってください。
汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚
れをふきとり、乾いた布で仕上げてください。アルコール、
ベンジン、シンナー、殺虫剤など、揮発性のものをかける
と、変質したり塗装がはげたりすることがあります。
本体表面の清掃は、濃度 50 ～ 70 v/v％のイソプロピルアル
コール、または濃度 76.9 ～ 81.4 v/v％のエタノールで清拭
してください。

万一、異常が生じたときは
ソニーのサービス担当者、営業担当者にご相談ください。
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本機の特長

ソニーのメディカルレコーダーは、超音波、デジタル X
線、内視鏡や腹腔鏡、顕微鏡、その他の診断画像システム、
外科用イメージングシステムなどからビデオや静止画を記
録するためのレコーダーです。記録画像は、本機の内蔵
ハードディスクや USB メモリー、Blu-ray、ネットワーク
サーバーなどに保存できます。
また、録画データは、患者記録やトレーニング、教育など
に利用できます。
本機は、病院の手術室や外科センター、検査室、医療所、
医局などの医療環境での使用に適しています。

術中・術後の作業効率を向上

動画・静止画を記録
内視鏡装置や術場カメラなどから、動画・静止画を記録で
きます。HD/SD に対応しているので、高画質で記録／再生
ができます。また、3D 画像の記録や再生ができます。

Ch1/Ch2同時録画
Ch1 の録画と同時に Ch2 の録画を自動的に行う Ch1/Ch2
同時録画機能を備えています。
Ch とは、録画や再生を行うチャンネルのことで、本機では
最大 2 チャンネルを同時に制御することができます。

2つの外部メディアに同時保存可能
内蔵ハードディスクへ記録しながら、同時に 2 つの外部メ
ディアへも保存することができます。

プリンターに接続可能
本機をプリンターに接続し、「画像一覧」画面から簡単な操
作で画像を印刷できます。また、設定により同時プリント
も可能です。手術や検査の簡易レポート用に便利です。

生体情報の取り込みが可能
生体情報（バイタルデータ）の映像を本機に取り込んで記
録できます。また、PinP 機能を使って、内視鏡などの映像
に生体情報映像を合成して録画できます。

生体情報を取り込むには、RGB 出力を持つ端末である必要
があります。

多様な外部ストレージに接続可能
簡単な操作で、USB 対応の外付け HDD や USB メモリーに
同時記録が行えます。また、後から録画データをコピーす
ることも可能です。PC で画像を編集したりするときに便利
です。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、本機からのみ電源を供給して動作す
る USB 対応の外付け HDD や USB メモリー以外の接続は
禁止します。
交流電源で動作する機器を接続されると、接続した機器か
ら漏洩電流が流入し、患者や操作者に対して感電の危険が
あります。
やむを得ずご使用になる場合は、接続する機器側の電源に
絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブル間に
アイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、システム
として IEC 60601-1 に適合できるレベルに感電のリスクが
充分低減されていることを確認してからご使用ください。

記録したデータの編集が可能
市販のソフトウェアを使って、外部メディアに記録した画
像をコンピューター上で再生したり、目的に応じて編集す
ることが可能です。

◆ 再生や編集のソフトウェアについては、ソニーのサービス担当
者または営業担当者にお問い合せください。

ネットワーク経由でファイル転送
院内ネットワーク経由で、手術室から PC に直接録画デー
タを転送できます。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、IEC 60601-1 に適合した機器以外の接
続は禁止します。
交流電源で動作する IT 機器や AV 機器を接続されると、
接続した機器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対し
て感電の危険があります。
やむを得ずご使用になる場合は、IT 機器や AV 機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブル間
にアイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、システム
として IEC 60601-1 に適合できるレベルに感電のリスクが充
分低減されていることを確認してからご使用ください。

1章  概要

メモ

警告

警告
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システム構成例

院内ネットワーク

医局 ICU

内視鏡装置
HVO-3300MT

2つの外部メディアに
録画データを同時保存
できます。

手術部門

ファイルサーバー

プリンター
タッチパネルモニター

赤外線リモートコント
ロールユニット
RM-M010

カードリーダー／
バーコードリーダー
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各部の名称とはたらき

前面

BDドライブ内のレーザーピックアップには触れない
レーザーピックアップに触れると静電気により、ドライブ
がハングアップし、書き込みができない場合があります。
もしハングアップしてしまった場合は、レコーダーの電源
を切り、再度オンにすることで復帰します。

a フロントパネルディスプレイ
Ch1 側の入出力映像や再生静止画像および本体の状態
やエラー情報などが表示されます。

出力チャンネルが Ch2 に設定されている場合でも、フ
ロントパネルディスプレイには、Ch1 側の映像が表示
されます。

b メニュー操作ボタン
メニュー操作時に使用します。

MENU（メニュー）ボタン
メニューを表示／非表示します。

Vボタン
フォーカスを上に移動させたり、上の項目を選択する
ときに使用します。

B ／ mボタン
フォーカスを左に移動させたり、左の項目を選択する
ときに使用します。
また、録画データの再生時に、巻き戻し再生します。

vボタン
フォーカスを下に移動させたり、下の項目を選択する
ときに使用します。

b ／ Mボタン
フォーカスを右に移動させたり、右の項目を選択する
ときに使用します。
また、録画データの再生時に、早送り再生します。

ご注意

メモ
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ENTER（確定）ボタン
選択しているメニューや項目を決定したり、操作を実
行するときに使用します。
また、録画や再生などが行われていないときは、5 秒
間長押しするたびに、Ch1 側の入力信号を切り換える
ことができます。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［入力信号
2］タブの［Ch1 入力信号表示］で選択されている信号
が切り換えの対象となります。

BACK（戻る）ボタン 
メニュー画面や操作画面の表示時に、1 つ前の画面に
戻ります。
画面に何も表示されていない場合に押すと、フロント
パネルディスプレイに表示されている文字が非表示に
なります。

c ディスクトレイ
ディスクの出し入れをするトレイです。

d ディスク排出穴
Z ディスクトレイ開ボタンを押してもディスクトレイ
が開かないとき、先を伸ばしたクリップなどで押して、
ディスクトレイを開きます。

e Z EJECT（ディスクトレイ開）ボタン
ディスクトレイを開けるときに押します。

f X PAUSE（一時停止）ボタン
録画中にこのボタンを押すと、録画を一時的に停止す
ることができます。再度押すと、録画が再開されます。
なお、録画を一時停止した場合、停止した位置でチャ
プターが区切られます。
また、再生を一時停止します。
このボタンを再度押すか、B PLAY ボタンを押すと、
再生が再開されます。
一時停止中は、フロントパネルディスプレイに

「PAUSE」の文字が表示されます。

g x STOP（停止）ボタン
録画、または再生を停止します。
なお、録画を停止した位置でタイトルが区切られます。

h z REC（録画）ボタン
このボタンを押すと、動画／音声の録画が開始します。
録画中は、フロントパネルディスプレイに「REC」の
文字と時間が表示されます。

◆ 操作方法については、「手動で録画する」 （48 ページ）を
ご覧ください。

i B PLAY（再生）ボタン
• 本機の内蔵ハードディスクに保存されている最新の

録画データや、「録画一覧」画面や「画像一覧」画面
で選択されている録画データを再生します。

• 再生が一時停止中の場合は、再生を再開します。

j CAPTURE（キャプチャー）ボタン
画像を静止画としてキャプチャーするときに使用します。
キャプチャーすると、その位置でチャプターが区切ら
れます。

◆ 操作方法については、「静止画をキャプチャーする」 （49
ページ）をご覧ください。

k NEW FOLDER（ニューフォルダー）ボタン
新規手術や検査の録画を開始するための「録画準備」
画面を表示します。

◆ 操作方法については、「録画準備をする」 （45 ページ）を
ご覧ください。

CLOSE FOLDER（クローズフォルダー）ボタン
手術や検査を終了するための「録画終了」画面を表示
します。

◆ 操作方法については、「Step 4 録画を終了する」 （44 ペー
ジ）をご覧ください。

l 赤外線受光部
赤外線リモートコントロールユニットは、ここに向け
て操作します。

m BD/DVD インジケーター
BD/DVD ドライブの状態を示します。

このインジケーターが緑色に点滅しているときは、
ディスクを取り出せません。

n HDD インジケーター
内蔵ハードディスクの状態を示します。

メモ

インジケーター 状態

緑点滅 BD/DVD に書き込み中。

緑点灯 BD/DVD の記録領域がなくなりました。ディ
スクを交換してください。

オレンジ点灯 エラー発生。

ご注意

インジケーター 状態

緑点滅 内蔵ハードディスクに記録中。

オレンジ点灯 エラー発生。
内蔵ハードディスクの記録領域がなくなりま
した。不要な録画データを削除してください。
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o SERVER インジケーター
サーバーへのアクセス状態を示します。

p USB 1端子、USB 2端子／インジケーター
USB メモリーや外付けハードディスクなどの USB メ
ディアを接続します。
インジケーターで USB メディアへのアクセス状態を示
します。

このインジケーターが緑色に点滅しているときは、絶
対に USB メディアを抜かないでください。

USB接続機器について 
• USB メディアはソニー製のものをお使いください。
• 一般的な USB 機器に対応する端子ではありません。
• ハブやハブ内蔵の機器には対応しておりません。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、本機からのみ電源を供給して動
作する USB 対応の外付け HDD や USB メモリー以外
の接続は禁止します。
交流電源で動作する機器を接続されると、接続した機
器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対して感電
の危険があります。
やむを得ずご使用になる場合は、接続する機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケー
ブル間にアイソレーターを接続し絶縁を行うことによ
り、システムとして IEC 60601-1 に適合できるレベル
に感電のリスクが充分低減されていることを確認して
からご使用ください。

q 1（オン／スタンバイ）スイッチ／インジケーター
押すと電源が入り、フロントパネルディスプレイが点
灯します。もう一度押すと電源が切れ、スタンバイ状
態となります。

また、インジケーターで以下の状態を示します。

スタンバイ状態から後面の主電源スイッチを切った際、
インジケーターの消灯に 15 秒程度時間がかかります。

インジケーター 状態

緑点滅 サーバーにアクセス中。

オレンジ点灯 エラー発生。
サーバーの記録領域がなくなりました。

インジケーター 状態

緑点滅 USB メディアに書き込み中。

緑点灯 USB メディアの記録領域がなくなりました。
不要な録画データを削除するか、メディアを
交換してください。

オレンジ点灯 エラー発生。

ご注意

メモ

警告

インジケーター 状態

消灯 後面の主電源スイッチが「a」（オフ）側の
とき。

オレンジ点灯 スタンバイ状態。（後面の主電源スイッチは
「?」（オン）側

緑点灯 電源オンの状態。（1（オン／スタンバイ）
スイッチを押して、電源オンにした状態）

メモ
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後面

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、IEC 60601-1 に適合した機器以外の接
続は禁止します。
交流電源で動作する IT 機器や AV 機器を接続されると、
接続した機器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対し
て感電の危険があります。
やむを得ずご使用になる場合は、IT 機器や AV 機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブル間
にアイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、システム
として IEC 60601-1 に適合できるレベルに感電のリスクが充
分低減されていることを確認してからご使用ください。

後面パネルのコネクターの端子と患者を同時にさわらない
ください。
本機の故障時に患者に悪影響を与える電圧が発生する可能
性があります。
コネクターの抜き差しは必ず電源ケーブルを外した状態で
行ってください。

a 等電位端子
等電位接地接続に使用します。

b AC IN（AC 電源入力）端子
付属の電源ケーブルを接続します。

c 主電源スイッチ
「?」（オン）側を押すと電源が入ります。「a」（オフ）
側を押すと電源が切れます。
本機の使用時は、通常この主電源スイッチを「?」側に
設定しておき、前面の qj 1（オン／スタンバイ）ス
イッチで本機の可動状態とスタンバイ状態を切り換え
ます。

本機が可動状態のときに前面の qj 1（オン／スタンバ
イ）スイッチを押すと、データの保存が行われてから
本機はスタンバイ状態になります。主電源を切るとき
は、必ず本機がスタンバイ状態になっていることを確
認してから、主電源スイッチの「a」（オフ）側を押し
てください。

d AUDIO出力（アナログオーディオ信号出力）端子
（ステレオミニジャック）
アナログオーディオ信号を出力します。

e MIC入力端子（ステレオミニジャック）
マイクからのアナログオーディオ信号を入力します。
また、設定により本体から電源の供給を行います。

AUDIO入力（アナログオーディオ信号入力）端
子（LINE）（ステレオミニジャック）
アナログオーディオ信号を入力します。

警告

注意

ご注意
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f REMOTE接点スイッチ端子1～4（ステレオミニ
ジャック）
接点スイッチを使って本機を制御するときに使用しま
す。

接点スイッチ端子 4 は、接点スイッチ端子 3 の入力を
スルーで出力し、またスルーした先のステータスを返
します。

◆ 接点スイッチについては、「［接点スイッチ］タブ」 （72
ページ）をご覧ください。

g USB 7端子（Type B/USB 2.0）
システム制御を行うときに使用します。

◆ 詳しくは、「［制御］タブ」 （71 ページ）をご覧ください。

h ネットワーク端子（RJ-45）
1000 Base-T/100 Base-TX のネットワークケーブルを
接続します。

安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を
持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しない
でください。
接続については取扱説明書の指示に従ってください。

i USB 3 ～ 6端子（Type A/USB 2.0）
USB デバイスを接続します。

USB接続機器について 
• USB メディアはソニー製のものをお使いください。
• 一般的な USB 機器に対応する端子ではありません。
• ハブやハブ内蔵の機器には対応しておりません。

この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、本機からのみ電源を供給して動
作する USB 対応の外付け HDD や USB メモリー以外
の接続は禁止します。
交流電源で動作する機器を接続されると、接続した機
器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対して感電
の危険があります。
やむを得ずご使用になる場合は、接続する機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケー
ブル間にアイソレーターを接続し絶縁を行うことによ
り、システムとして IEC 60601-1 に適合できるレベル
に感電のリスクが充分低減されていることを確認して
からご使用ください。

j MENU MONITOR端子（ミニD-sub 15 ピン）
タッチパネルモニターなどを接続します。

k RS-232C 端子（D-sub 9 ピン）
システム制御を行うときに使用します。

◆ システム制御については、「［制御］タブ」 （71 ページ）を
ご覧ください。

1 映像入出力部

a DVI-D 入力 1～ 2端子（シングルリンク）
DVI 信号を入力します。
DVI-D 入力 1 端子からの信号は Ch1 に、DVI-D 入力 2
端子からの信号は Ch2 に入力されます。

b DVI-D 出力端子（シングルリンク）
DVI 信号を出力します。

c SDI 入力 1～ 2端子（BNC型）
SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 信号を入力します。
SDI 入力 1 端子からの信号は Ch1 に、SDI 入力 2 端子
からの信号は Ch2 に入力されます。

• SDI 入力の映像が映らない場合は、本機の電源を先に
入れ、完全に起動したことを確認してから、入力装
置側の電源を入れなおしてください。

• エンベデッドオーディオはサポートしていません。

d SDI 出力端子（BNC型）
SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 信号を出力します。

e VIDEO出力端子（BNC型）
アナログのコンポジットビデオ信号を出力します。

f VIDEO入力端子（BNC型）
アナログのコンポジットビデオ信号を入力します。

g RGB入力端子（ミニD-sub 15 ピン）
RGB 信号を入力します。

h S VIDEO出力端子（4ピンミニDIN端子）
アナログの S ビデオ信号を出力します。

メモ

注意

メモ

警告

メモ
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i S VIDEO入力端子（4ピンミニDIN端子）
アナログの S ビデオ信号を入力します。

赤外線リモートコントロールユニット
（RM-M010）

a CAPTURE（キャプチャー）ボタン
画像を静止画としてキャプチャーするときに使用しま
す。
キャプチャーすると、その位置でチャプターが区切ら
れます。

◆ 操作方法については、「静止画をキャプチャーする」 （49
ページ）をご覧ください。

b z REC（録画）ボタン
このボタンを押すと、動画／音声の録画が開始します。
録画中は、フロントパネルディスプレイに「REC」の
文字と時間が表示されます。

◆ 操作方法については、「手動で録画する」 （48 ページ）を
ご覧ください。

c X PAUSE（一時停止）ボタン
録画中にこのボタンを押すと、録画を一時的に停止す
ることができます。再度押すと、録画が再開されます。
なお、録画を一時停止した場合、停止した位置でチャ
プターが区切られます。
また、再生を一時停止します。
このボタンを再度押すか、B PLAY ボタンを押すと、
再生が再開されます。
一時停止中は、フロントパネルディスプレイに

「PAUSE」の文字が表示されます。

d m REWボタン
録画データの再生時に、巻き戻し再生します。

B PLAY（再生）ボタン
• 本機の内蔵ハードディスクに保存されている最新の

録画データや、「録画一覧」画面や「画像一覧」画面
で選択されている録画データを再生します。

• 再生が一時停止中の場合は、再生を再開します。

M FF ボタン
録画データの再生時に、早送り再生します。

x STOP（停止）ボタン
録画、または再生を停止します。
なお、録画を停止した位置でタイトルが区切られます。

e NEW FOLDER（ニューフォルダー）ボタン
新規手術や検査の録画を開始するための「録画準備」
画面を表示します。

◆ 操作方法については、「録画準備をする」 （45 ページ）を
ご覧ください。

f CLOSE FOLDER（クローズフォルダー）ボタン
手術や検査を終了するための「録画終了」画面を表示
します。

◆ 操作方法については、「Step 4 録画を終了する」 （44 ペー
ジ）をご覧ください。

g メニュー操作ボタン
メニュー操作時に使用します。

MENU（メニュー）ボタン
メニューを表示／非表示します。

vボタン
フォーカスを下に移動させたり、下の項目を選択する
ときに使用します。

b ボタン
フォーカスを右に移動させたり、右の項目を選択する
ときに使用します。

ENTER（確定）ボタン
選択しているメニューや項目を決定したり、操作を実
行するときに使用します。

B ボタン
フォーカスを左に移動させたり、左の項目を選択する
ときに使用します。
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V ボタン
フォーカスを上に移動させたり、上の項目を選択する
ときに使用します。

BACK（戻る）ボタン
メニュー画面や操作画面の表示時に、1 つ前の画面に
戻ります。
画面に何も表示されていない場合に押すと、フロント
パネルディスプレイに表示されている文字が非表示に
なります。

赤外線リモートコントロールユニットをご
使用になる前に
絶縁シートを引き抜いてください。

赤外線リモートコントロールユニットのリチウム電池を交
換するには
赤外線リモートコントロールユニットにはソニー製のリチ
ウム電池 CR2025 を使用します。CR2025 以外の電池は使用
しないでください。

1 ロックレバーを押したまま（1）、電池ホルダーを引き
出す（2）。

2 ＋を上向きにして新しい電池を入れ（1）、カチッと音
がするまで電池ホルダーを押し込む（2）。

直射日光の下や火気の近くなど、高温のところにバッテ
リーを置かないでください。

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。
必ず指定の電池に交換してください。
使用済みの電池は、国または地域の法令に従って処理して
ください。

電池の交換時期
リチウム電池の能力が低下すると、ボタンを押しても操作
できないことがあります。リチウム電池の寿命は通常約 1
年ですが、使用頻度によって変わります。リモコンのボタ
ンを押しても本機がまったく動作しない場合は、電池を交
換し、動作を確認してください。

ステータス表示
ステータスを表示するように設定している場合は、以下の
情報が表示されます。

◆ ステータス表示は、［システム管理者設定］－［機能設定］－
［一般 1］タブで設定します。設定方法は、「［一般 1］タブ」 
（66 ページ）をご覧ください。

録画ステータス表示／停止ステータス表示

録画ステータス表示

絶縁シート

1
2

＋を上向きにする

警告

注意
26



停止ステータス表示

a 患者 ID
患者 ID が表示されます。

b キャプチャーカウンター
取得した静止画数が表示されます。

c 録画ステータス
録画の状態が表示されます。
REC：録画中
REC PAUSE：録画一時停止中
REC STOP：録画準備完了／録画停止中

d 音声記録ステータス
音声記録の状態が表示されます。
♪：音声記録中
表示なし：音声記録をしていない状態

e 録画時間
録画時間が秒単位でカウントされ、「HH:MM:SS」の形
式で表示されます。

f HDDステータス
内蔵 HDD の状態と残り時間が表示されます。
ステータスの色は、以下の状態を示します。
緑：録画中／静止画記録中
オレンジ：録画データの件数の上限値を超えた状態／

内蔵 HDD の残量がなくなった状態
グレー：上記以外の状態

g ［外部保存先1］の外部メディアステータス
［外部保存先 1］の外部メディアの状態と残容量時間が
表示されます。
ステータスの色は、以下の状態を示します。
• BD/DVD 転送の場合
緑：転送中／フォーマット中
オレンジ：BD/DVD への追記不可／未サポートの

BD/DVD が挿入されている／ BD/DVD の交換

枚数を超えた状態／ファイナライズ済みの DVD
が挿入されている

グレー：上記以外の状態
• USB 転送の場合
緑：転送中
オレンジ：未サポートの USB メディアが挿入されて

いる／ USB メディアの交換枚数を超えた状態／
転送エラー状態

グレー：上記以外の状態
• SERVER 転送の場合
緑：転送中
オレンジ：サーバーの容量不足／転送エラー状態
グレー：上記以外の状態

h ［外部保存先2］の外部メディアステータス
［外部保存先 2］の外部メディアの状態と残容量時間が
表示されます。
ステータスの見かたは、［外部保存先 1］の外部メディ
アステータスと同じです。

i 印刷ステータス
プリンターの状態と用紙の残り枚数が表示されます。
ステータスの色は、以下の状態を示します。
緑：静止画を印刷中
オレンジ：印刷エラー状態
グレー：上記以外の状態

再生ステータス表示

a 患者 ID

b 再生ステータス
再生の状態が表示されます。
PLAY：動画再生中
FF x2 ～ FF x60：2 倍速～ 60 倍速で早送り中
REW x2～ REW x60：2 倍速～ 60 倍速で巻き戻し中
PAUSE：一時停止中
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c 動画のチャプター番号／静止画再生状態
CHAPTER:xxx/xxx：再生中のチャプター番号が表

示されます。
STILL:xxx/xxx：再生中の静止画番号が表示されま

す。

外部機器ステータス表示

「メニュー」画面

a 入力信号ステータス
Ch1 と Ch2 の各入力信号が /（スラッシュ）で区切っ
て表示されます。
信号が未入力の場合は、未入力側の信号名が 1 秒間隔
で点滅します。
3D の 2 ストリームでは、どちらか一方でも未入力の場
合は「No signal」となり、信号名が点滅します。

b 外部保存先1～2のステータス
外部保存先 1 ～ 2 の状態と空き容量が時間で表示され
ます。
サーバーの場合は、空き容量は表示されません。

c プリンターのステータス
USB プリンターの状態と用紙の残り枚数が表示されま
す。
ビデオプリンターの場合は、「□ Printer：」とグレー
で表示され、状態と用紙の残り枚数は表示されません。
プリンターが設定されていない場合は、本項目はグ
レーアウトされます。

設定画面

画面例）「ユーザー設定」画面

a タブ
設定画面は、タブ形式になっています。
タブを切り換えるときは、フロントパネル／リモコン
の B、b ボタンを押してタブを選びます。
表示されているタブの前後にもタブがあるときは、 
（前へ）、 （後ろへ）が表示されます。 または
を選ぶと、順にタブが表示されます。

b 設定項目
V、v、B、b ボタンを押して項目を選び、ENTER ボ
タンを押すと、項目に応じた画面が表示されます。表
示される画面で設定値を選択したり、値を入力して設
定します。

操作例）設定値を選択する場合
項目を選び、ENTER ボタンを押します。
元の画面に戻り、設定値が入力されます。

操作例）チェックマークを付ける場合
項目を選び、ENTER ボタンを押すと、チェックマー
クが付きます。ENTER ボタンを押すたびに、オン／
オフが切り換わります（複数選択可）。

［OK］を選んで ENTER ボタンを押すと、元の画面に
戻り、設定値が入力されます。
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c ［キャンセル］
このボタンを選び、ENTER ボタンを押すと、設定を
キャンセルし、設定画面を閉じます。

d ［設定］
このボタンを選び、ENTER ボタンを押すと、設定内
容を保存し、設定画面を閉じます。

ソフトキーボードの使い
かた（文字入力）

文字入力が必要な項目では、文字入力用のソフトキーボー
ド画面が表示されます。

ソフトキーボードの各部の名称とはた
らき
ソフトキーボードには、英数表示、記号表示、半角カナ表
示があります。
ソフトキーボードの各部の機能と使いかたは、以下のとお
りです。

例）英数表示の場合

a タイトルバー
ソフトキーボードを起動した項目名が表示されます。

b 入力表示欄
キーボードで選択した文字が入力されます。

USB キーボードを使用している場合も、ここに文字が入力
されます。

c キーボード
V、v、B、b ボタンを押して入力したい文字を選び、
ENTER ボタンを押すと、2入力表示欄に文字が入力
されます。

d 半角カタカナ
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、キーボード
を半角カタカナ表示に切り換えます。

e 前削除
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、カーソルの
前の文字が 1 つずつ削除されます。

メモ
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f 後削除
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、カーソルの
次の文字が 1 つずつ削除されます。

g キャンセル
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、入力をキャ
ンセルし、ソフトキーボード画面を閉じます。

h OK
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、入力表示欄
の文字が設定画面に入力されます。

i B／ b

ここを選択して ENTER ボタンを押すと、カーソルが
右または左に 1 つずつ移動します。

j 小文字
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、キーボード
を小文字表示に切り換えます。

k 大文字
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、キーボード
を大文字表示に切り換えます。

l 英数字
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、キーボード
を英数字表示に切り換えます。

m 記号
ここを選択して ENTER ボタンを押すと、キーボード
を記号表示に切り換えます。

漢字、ひらがな、全角カタカナは入力できません。

ディスクの取り扱い

使用可能なディスク
本機では、以下の BD と DVD ディスクが利用できます。
• DVD-R
• BD-R/BD-R DL
• BD-RE/BD-RE DL

ディスクはソニー製のものをお使いください。

ディスクの初期化について
本機では、未使用のディスクをご使用になる場合は、自動
的に初期化します。

取り扱い上の注意

取り扱いかた
• 記録､再生面に手を触れないように持ってください。

• 次のようなディスクは使用しないでください。本機の故
障の原因となることがあります。
－紙やシールの貼られたディスク
－セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり､はが

した跡のあるディスク
－ひびの入っているディスク
－割れたり、欠けたりしたディスクを接着剤で修復した

ディスク

保管のしかた
• 直射日光が当たるところなど、温度の高い所、湿度の高

い所には置かないでください。
• ケースに入れて保管してください。
• 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の乱れや画

質低下の原因になります。いつもきれいにしておいてく
ださい。

メモ

メモ
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お手入れのしかた
• 柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽くふきま

す。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布
でふいた後､さらに乾いた布で水気をふき取ってくださ
い。

• ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、
ディスクを傷めることがありますので、使わないでくだ
さい。

ディスクを出し入れする

ディスクを入れるには

1 本機の電源を入れる。

◆ 操作については、「電源を入れるには」 （32 ページ）をご
覧ください。

2 Z ディスクトレイ開ボタンを押す。

ディスクトレイが開きます。

3 ディスクを入れる。

ディスクの中心部を、カチッと音がするまで押し込み、
しっかりセットしてください。

4 ディスクトレイを押す。

ディスクトレイが閉まります。

本機で使用できないディスクを入れたとき
インジケーターがオレンジ色に点灯します。また、メ
ニュー画面上にサポート外メディアであることを知らせる
メッセージが表示されます。ディスクを取り出して、本機
で使用できるディスクに入れ替えてください。

ディスクを取り出すには

1 電源が入った状態でZディスクトレイ開ボタンを押す。

ディスクトレイが開きます。

2 ディスクを取り出す。

3 ディスクトレイを押して閉める。

BD/DVD に同時保存している場合、録画中および録画
一時停止中はディスクトレイを開くことはできません。

Zディスクトレイ開ボタン

記録／再生面を下に

メモ

メモ
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接続する

1 付属の電源ケーブルを本機後面の AC IN 端子に接続
する。

2 医療機器の出力信号を本機後面の入力端子に接続する。

3 電源ケーブルのプラグを AC 電源に接続する。

4 信号源となる医療機器の電源を入れる。

電源を入れる・切る

電源を入れるには

1 後面の主電源スイッチを「?」（オン）側にする。

2 前面の 1（オン／スタンバイ）スイッチを押す。

電源が入ると、フロントパネルディスプレイにスプラッ
シュが表示されます。
フロントパネルディスプレイの表示が、「BOOTING...」と
変わり、その後患者 ID や現在の年月日などが表示される
と、操作が可能となります。

通常の操作時の電源オン／スタンバイは
1（オン／スタンバイ）スイッチで、電源オン／スタンバ
イを切り換えます。
フロントパネルディスプレイに終了処理中であることを示
す「FINISHING」が表示され、処理終了後に「GOOD 
BYE」が表示された後消灯し、スタンバイ状態になりま
す。

長期間使用しないときは
本機を長い間使用しないときなどは、後面の主電源スイッ
チも切っておきます。

1 前面の 1（オン／スタンバイ）スイッチを押して、ス
タンバイ状態にする。

1（オン／スタンバイ）インジケーターがオレンジ点
灯します。

2 後面の主電源スイッチを「a」（オフ）側にする。

電源が切れます。

2章  準備

1（オン／スタンバイ）スイッチ

前面
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電源を完全に遮断するには、主電源スイッチを「a」（オ
フ）側にした後で、電源ケーブルを抜いてください。

システム環境を設定する

実際のオペレーションを始める前に、システムの設定を
行ってください。システムの設定はシステム管理者が行っ
てください。

◆ システムの設定については、「システム管理者設定」 （61 ペー
ジ）をご覧ください。

システム管理者設定が行われていないと、意図した正しい
動作が行われない場合があります。
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（

録画に関する設定をする
ユーザー設定）

「ユーザー設定」メニューで、入力信号や画質の設定を行い
ます。
メニューの操作は、本機前面の操作ボタンから行います。

「ユーザー設定」メニューを表示する

1 MENU ボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

2 ［設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「設定」画面が表示されます。

3 ［ユーザー設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

4 タブを選び、必要な設定を行う。

入出力信号に関する設定をする
映像や音声の入出力信号を選択します。

1 ［入出力切替］タブを表示し、各項目を設定する。

［ビデオ Ch1］
Ch1 の入力信号を選択します。
選択肢には、［システム管理者設定］－［機能設定］－

［入力信号 2］タブの［Ch1 入力信号表示］で設定され
ている信号のみ表示されます。ただし、［システム管理
者設定］－［機能設定］－［録画］タブで［HD/SD 録

画モード］を［SD 記録］に設定している場合は、3D
の入力信号は表示されません。
初期値は［システム管理者設定］－［機能設定］－

［入力信号 2］タブの［Ch1 入力信号表示］で選択され
ている最上位の入力信号です。

◆［詳細設定］で出力モードを設定します。設定方法は、「出
力モードを設定する」 （35 ページ）をご覧ください。

［ビデオ Ch2］
Ch2 の入力信号を選択します。
Ch2 では、2D の入力信号のみサポートしています。
選択肢には、［システム管理者設定］－［機能設定］－

［入力信号 2］タブの［Ch2 入力信号表示］で設定され
ている信号のみ表示されます。
初期値は［システム管理者設定］－［機能設定］－

［入力信号 2］タブの［Ch2 入力信号表示］で選択され
ている最上位の入力信号です。

•［ユーザー設定］－［録画］タブで［Ch2 録画］を
［Ch1 から 2D を作成］に設定している場合は、Ch1
と同じ信号の 2D 固定となります。

•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ
ブで［CMS モード］を［使用する］に設定している
場合は、この項目は設定できません。

［オーディオ］
オーディオの入力形式を選択します。

［LINE］、［MIC］から選択できます。
初期値は［LINE］です。

［マイクプラグインパワー］
マイクの電源を本機から供給するかどうかを選択します。
この項目は、［オーディオ］で［MIC］が選択されてい
る場合に有効になります。
初期値は［使用しない］です。
また、供給される電圧は「システム管理者設定」に従
います。

［出力チャンネル］
出力映像のチャンネルを選択します。
初期値は［Ch1］です。

2 続けて画質の設定をする場合は、「画質の設定をする」 
（35 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。
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出力モードを設定する

1 ［詳細設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

出力モードの「詳細設定」画面が表示されます。

2 出力モードを選択する。

入力信号によって、選択できる出力モードと初期値が
異なります。

3 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

元の画面に戻ります。

入力信号を変更した場合は、その信号の出力モードの
初期値にリセットされます。

画質の設定をする
動画や静止画の画質に関する設定を行います。

1 ［画質］タブを表示し、［動画］エリアで、動画に関す
る設定をする。

［録画時間］には、BD1 層（25 GB）に Ch1/Ch2 の両
方を録画できる目安が表示されます。ただし、［録画］
タブで［Ch2 録画］を［使用しない］に設定している
場合は、Ch1 だけの目安になります。

［画質］
録画する動画の画質を選択します。

［最高画質］、［高画質］、［標準］から選択できます。
初期値は［高画質］です。

ここで設定した内容が、「録画準備」画面の［動画の画
質］の初期値になります。

2 ［静止画］エリアで、静止画に関する設定をする。

［フォーマット］
静止画のフォーマット（ファイル形式）を選択します。

［ビットマップ］、［TIFF］、［JPEG］から選択できま
す。
初期値は［ビットマップ］です。

［画質］
記録する静止画（JPEG）の画質を選択します。

［最高画質］、［高画質］、［標準］から選択できます。
この項目は、［フォーマット］で［JPEG］が選択され
ている場合に有効になります。
初期値は［高画質］です。

［キャプチャー］
キャプチャー時およびマルチオートライブ時の静止画
形式を選択します。

［フレーム］、［フィールド 1］、［フィールド 2］から選
択できます。
初期値は［フレーム］です。

• 入力信号がプログレッシブの場合は、［フィールド 1］
または［フィールド 2］に設定されていても［フレー
ム］でキャプチャーされます。

•［録画枚数］には、BD1 層（25 GB）に Ch1 側の入力
信号に従って録画できる目安が表示されます。

3 続けて録画に関する設定をする場合は、「録画の設定を
する」 （35 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。

録画の設定をする

1 ［録画］タブを表示し、録画に関する設定をする。

［Ch2録画］
Ch2 側の録画を行うかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

◆［使用する］を選択すると、［詳細設定］が表示されます。
設定方法は、「Ch2 側の録画設定を行う」 （36 ページ）を
ご覧ください。

入力信号 選択可能な出力モード

（2 ストリーム）
［Side by Side］、［Line by Line］
初期値：［Sideby Side］

（Side by Side）
［Side by Side］、［Line by Line］
初期値：［Side by Side］

［Side by Side］では、スルー出力が可能です。

（Line by Line）
［Line by Line］、［Top and Bottom］
初期値：［Line by Line］

［Line by Line］では、スルー出力が可能です。

（2D） ［Side by Side］、［Line by Line］、［Top and 
Bottom］
初期値：［Sideby Side］

VIDEO

S VIDEO
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◆ Ch1/Ch2 同時録画については、「Ch1/Ch2 同時録画機能を
使う」 （50 ページ）をご覧ください。

•［使用しない］を選択すると、Ch2 側の制御はすべて
無効となり、Ch2 の録画ができなくなります。

•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ
ブで、［CMS］モードを［使用する］に設定している
場合は、［使用する］固定となります。

2 続けて保存に関する設定をする場合は、「保存に関する
設定をする」 （36 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。

Ch2側の録画設定を行う
Ch2 側の録画を行う場合に、録画方法を設定します。

1 ［詳細設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

Ch2 録画の「詳細設定」画面が表示されます。

2 Ch2 の録画方法を選択し、［設定］を選んで、ENTER
ボタンを押す。

[Ch1 と連動しない ]、[Ch1 と連動する ]、［Ch1 から 2D
を作成］から選択できます。
初期値は［Ch1 と連動しない］です。

•［Ch1 と連動する］または［Ch1 から 2D を作成］に設
定すると、タッチパネルモニターの［Link On］

（Ch1/Ch2 連動）がオン（緑）になります。
•［Ch1 から 2D を作成］を選択した場合は、以下のよう

に動作します。
－ Ch1 側に 3D の信号が入力された場合は、3D の信

号から 3D と 2D の録画データが作成されます。
3D の録画データは Ch1 に、2D の録画データは
Ch2 に作成されます。

－ Ch1 側に 2D の信号が入力された場合は、Ch1、
Ch2 とも 2D の録画データが作成されます。

［録画］タブに戻ります。

保存に関する設定をする
録画データの保存先や同時転送、メタデータの出力先に関
する設定を行います。

1 ［外部保存 1］タブを表示し、録画データの保存先に関
する設定をする。

［Ch1外部保存先］
同時記録時の外部メディアを選択します。

「外部保存先設定」画面で、［外部保存先 1］または
［外部保存先 2］を選び、表示される画面で外部メディ
アを選びます。
初期値は［使用しない］です。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タブ
で［CMS モード］を［使用する］に設定している場合
は、現在選択されているもので固定となります。

外部保存先 1 と 2 で、同じ保存先を設定することはで
きません。

［Ch2外部保存先］
［Ch1 外部保存先］で選択した外部メディアと同じもの
が表示されます。

［録画一覧コピー先］
「録画一覧」画面や「画像一覧」画面で、録画一覧や画
像一覧をコピーする外部メディアを選択します。

［BD/DVD］、［USB 1］、［USB 2］、［SERVER］から選
択できます。
初期値は［USB 1］です。

［フォルダー構成］
外部メディアに書き出すファイルの構成を選択します。

［録画日＋患者 ID］、［患者 ID］から選択できます。
初期値は［録画日＋患者 ID］です。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タブ
で［CMS モード］を［使用する］に設定している場合
は、現在選択されているもので固定となります。

同じ患者 ID で録画データが追加された場合、患者 ID
フォルダーの下に新たに録画日のフォルダーが作成さ
れ、そこに録画データが格納されます。
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2 ［外部保存 2］タブを表示し、同時転送に関する設定を
する。

［動画保存］
同時転送する動画形式にチェックマークを付けます

（複数選択可）。
［Ch1 2D］、［Ch1 3D］、［Ch2 2D］から選択できます。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付い
ている状態）です。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タブ
で［CMS モード］を［使用する］に設定している場合
は、Ch2 の選択肢は表示されません。

［静止画保存］
静止画の保存形式にチェックマークを付けます（複数
選択可）。

［3D］、［2D］、［2D DICOM 化］、［2D レフト］、［2D レ
フト DICOM 化］、［2D ライト］、［2D ライト DICOM
化］から選択できます。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付い
ている状態）です。

•［静止画保存］で［3D］を選択した場合は、MPF
フォーマットで保存されます。

• チェックマークを 1 つも付けていない場合は、［動画
保存］、［静止画保存］は空欄となります。複数の形
式を選択した場合は、スラッシュ（/）で区切って表
示されます。表示しきれないときは「...」が表示され
ます。

3 ［メタデータ］タブを表示し、メタデータ出力に関する
設定をする。

［メタデータ出力］
外部メディアに転送したいメタデータにチェックマー
クを付けます（複数選択可）。

［録画日］、［患者情報］、［術者］、［症例］、［施設名］か
ら選択できます。
初期値は選択なし（チェックマークが付いていない状
態）です。

• メタデータは、録画フォルダーの最上位ディレクト
リーに保存されます。

•［患者情報］では、患者 ID、患者名、性別、生年月日
の情報がメタデータ出力されます。

［メタデータ形式］
出力するメタデータの形式を表示します。

［暗号化］
メタデータを出力するときに、暗号化するかどうかを
選択します。
初期値は［使用しない］です。

［キー］
この項目は、［暗号化］を［使用する］に設定している
場合に有効になります。
暗号化のキーを 32 文字の 16 進数で入力します。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タブ
で［CMS モード］を［使用する］に設定している場合
は、現在の設定のままで固定となり、変更できません。

4 続けて印刷に関する設定をする場合は、「印刷の設定を
する」 （37 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。

印刷の設定をする
静止画の印刷に関する設定を行います。

使用するプリンターは、［システム管理者設定］－［周辺機
器設定］－［周辺機器 1］タブで設定できます。

◆ 設定方法は、「［周辺機器 1］タブ」 （68 ページ）をご覧くださ
い。

1 ［印刷 1］タブを表示し、印刷方法や印刷項目に関する
設定をする。

［プリンター］には、接続されているプリンター名が表
示されます。
プリンターによって、表示される設定項目が異なりま
す。

［分割パターン］
1 枚の用紙に対して、何枚の静止画を印刷するかを選
択します。
プリンターによって、分割パターンと初期値が異なり
ます。

［自動印刷］（USBプリンターの場合）
静止画キャプチャーと同時に印刷するかどうかを選択
します。
初期値は［使用しない］です。
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［付加情報］（USBプリンターの場合）
印刷する付加情報の項目にチェックマークを付けます

（複数選択可）。
［録画日］、［患者情報］、［術者］、［症例］、［録画時刻］、
［ロゴ］、［施設名］、［ウォーターマーク］から選択でき
ます。
初期値は選択なし（チェックマークが付いていない状
態）です。

• 使用プリンターにUP-D25MDを設定している場合は、
［付加情報］の［術者］、［症例］、［施設名］、［ウォー
ターマーク］は表示されません。

• ウォーターマークやロゴを印刷するには、あらかじ
め条件を満たしたウォーターマークファイルやロゴ
ファイルのインポートが必要です。ウォーターマー
クファイルやロゴファイルのインポートは「システ
ム管理者設定」メニューの［周辺機器設定］－［周
辺機器 1］タブで行います。

◆ インポートについては、「［ウォーターマークのインポー
ト］（UP-DR80MD のみ）」 （69 ページ）、「［ロゴのイン
ポート］」 （69 ページ）をご覧ください。

［キャプション］（ビデオプリンターの場合）
キャプションを印刷するかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

［キャプション内容］（ビデオプリンターの場合）
印刷するキャプションの内容を選択します。

［録画日］、［録画日と患者 ID］から選択できます。
初期値は［録画日］です。

2 ［印刷 2］タブを表示し、用紙サイズや部数を設定する。

プリンターによって、設定できる項目が異なります。

［用紙］
プリンターの用紙サイズを選択します。
プリンターによって、初期値が異なります。

［向き］
印刷する向きを選択します。
初期値は［縦］です。

［部数］
印刷部数を 1 ～ 10 の範囲で設定します。
初期値は 1 部です。

使用プリンターが UP-D25MD やビデオプリンターの場
合、［用紙］と［向き］は無効になり、設定できませ
ん。また、使用プリンターがビデオプリンターの場合、

［部数］は「1」固定で変更できません。

3 続けて画面表示に関する設定などをする場合は、「その
他の設定をする」 （38 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。

その他の設定をする
画面表示に関する設定などを行います。

1 ［その他］タブを表示し、以下の設定を行う。

［メニュー表示］
メニュー画面の表示方式を 2D にするか 3D にするかを
選択します。
初期値は［2D］です。

［画像左右選択］
静止画画像や同時記録を行う場合の Ch2 録画で、左右
どちらの画を使用するかを選択します。
初期値は［レフト］です。

2 続けてPinP機能に関する設定を行う場合は、「PinPの設
定をする」 （38 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押します。

PinP の設定をする
PinP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能に関する設定
を行います。

◆ PinP 機能について詳しくは、「生体情報映像を合成する
（PinP）」 （50 ページ）をご覧ください。

1 ［PinP］タブを表示し、以下の設定を行う。

［合成］
RGB 入力信号の画像を PinP として合成させるかどう
かを選択します。

［使用しない］、［Ch1］、［Ch2］、［Ch1 ＋ Ch2］から選
択できます。

［Ch1 ＋ Ch2］を選択した場合は、Ch1 と Ch2 の映像の
両方に RGB 入力信号を合成します。
初期値は［使用しない］です。

メモ
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［録画］タブで［Ch2 録画］を［使用しない］に設定し
ている場合は、Ch2 の合成は行われません。［Ch1 ＋
Ch2］を選択しても、Ch1 の映像にのみ合成が行われ
ます。

［位置］
子画面を表示させる位置を選択します。

［左上］、［右上］、［左下］、［右下］から選択できます。
初期値は［左上］です。

［サイズ］
子画面の大きさを選択します。

［1/3］、［1/4］から選択できます。
初期値は［1/4］です。

2 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

「設定」画面に戻ります。

ファンクションキー

本機では、録画や再生などの一部の機能を、USB キーボー
ド上のファンクションキー（F1 ～ F12）に任意に割り当て
て、機能を操作することが可能です。
お使いになる環境やワークフローに従って、使用頻度の高
い機能を割り当ててお使いください。

タッチパネルモニターを使用せずに Ch2 のみの操作を行う
場合、ファンクションキーに Ch2 の操作を割り当てておく
必要があります。ただし、Ch2 のすべての操作がファンク
ションキーで行えるわけではありません。

ファンクションキーを使用する

ファンクションキーは、［ハードキーボード］モードに設定
されている場合のみ有効になります。

1 MENU ボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

2 ［設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「設定」画面が表示されます。

3 ［システム管理者設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「システム管理者設定」画面が表示されます。

4 ［周辺機器設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「周辺機器設定」画面が表示されます。

5 ［周辺機器 2］タブを表示し、［キーボードモード］を
［ハードキーボード］に設定する。

6 ［キーボードモード］の［詳細設定］を選び、ENTER
ボタンを押す。

ファンクションキーの「詳細設定」画面が表示されま
す。

7 必要なファンクションキーにチェックマークを付け、
［編集］を選び、ENTER ボタンを押す。

メモ
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「編集」画面が表示されます。

8 ［機能］でファンクションキーに割り当てる機能を選
び、［設定］を選んで、ENTER ボタンを押す。

「ファンクションキー設定」画面に戻ります。

9 ［設定］を選び、ENTER キーを押す。

「ファンクションキー設定」画面が閉じ、［周辺機器 2］
タブに戻ります。

工場出荷時に割り当てられている機能
工場出荷時は、以下の機能がそれぞれのファンクション
キーに割り当てられています。

以下の機能は、次のように動作します。
•［録画準備／ニューフォルダー］：「録画準備」画面を表示

します。新規フォルダーが作成されます。
•［録画］：動画や音声を録画します。

•［チャプター設定］：録画中に静止画画像を保存せずに、
チャプターを区切ります。

•［クローズフォルダー］：録画を終了します。

その他の割り当て可能な機能
工場出荷時に割り当てられている機能の他に、割り当て可
能な機能は以下のとおりです。
•［音声記録オン］：音声を記録します。
•［音声記録オフ］：無音を記録します。
•［SDI 2D］：Ch1 の入力信号を SDI 2D に切り換えます。
•［SDI 3D（2 ストリーム）］：Ch1 の入力信号を SDI 3D（2 ス

トリーム）に切り換えます。
•［SDI 3D（Side by Side）］：Ch1 の入力信号を SDI 3D
（Side by Side）に切り換えます。

•［SDI 3D（Line by Line）］：Ch1 の入力信号を SDI 3D
（Line by Line）に切り換えます。

•［DVI-D 2D］：Ch1 の入力信号を DVI-D 2D に切り換えま
す。

•［DVI-D 3D（2 ストリーム）］：Ch1 の入力信号を DVI-D 3D
（2 ストリーム）に切り換えます。

•［DVI-D 3D（Side by Side）］：Ch1 の入力信号を DVI-D 3D
（Side by Side）に切り換えます。

•［DVI-D 3D（Line by Line）］：Ch1 の入力信号を DVI-D 3D
（Line by Line）に切り換えます。

•［VIDEO］：Ch1 の入力信号を VIDEO に切り換えます。
•［S VIDEO］：Ch1の入力信号をS VIDEO に切り換えます。
•［メニュー表示］：「メニュー」画面を表示します。
•［チャプター送り］：1 つ先のチャプターに進みます。
•［チャプター戻し］：1 つ前のチャプターに戻ります。
•［1GOP 送り］：1GOP 先の映像に進みます。
•［1GOP 戻し］：1GOP 前の映像に戻ります。
•［イジェクト］：挿入されているディスクをイジェクトし

ます。
•［録画一覧表示］：「録画一覧」画面を表示します。
•［ステータス表示オン］：録画・再生・停止ステータスを

表示します。
•［ステータス表示オフ］：録画・再生・停止ステータスを

非表示にします。
•［PinP ON（Ch1)］：Ch1 側の PinP 機能を有効にします。
•［PinP ON（Ch2)］：Ch2 側の PinP 機能を有効にします。
•［PinP OFF（Ch1)］：Ch1 側の PinP 機能を無効にします。
•［PinP OFF（Ch2）］：Ch2 側の PinP 機能を無効にします。
•［PinP（子画面）］：Ch1 側の RGB 入力映像を子画面に表示

します。
•［PinP（メイン）］：Ch1 側の RGB 入力映像をメイン画面に

表示します。
•［録画テスト］：録画テストを実行します。
•［Ch2 録画］：Ch2 の録画を開始します。
•［Ch2 停止］：Ch2 の録画や再生を停止します。
•［Ch2 再生］：Ch2 の録画データを再生します。

ファンクションキー 機能

F1 キー 録画準備／ニューフォルダー

F2 キー 再生

F3 キー 早送り

F4 キー 巻き戻し

F5 キー 停止

F6 キー 一時停止

F7 キー 録画

F8 キー キャプチャー

F9 キー リスト呼出

F10 キー リストに追加

F11 キー チャプター設定

F12 キー クローズフォルダー

メモ
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•［Ch2 一時停止］：Ch2 の録画や再生を一時停止します。
•［Ch2 キャプチャー］：Ch2 の入力映像を静止画としてキャ

プチャーします。

ファンクションキーで Ch1 の入力信号を切り換えても、
［ユーザー設定］は変更されません。

メモ
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操作の流れ

本章では、本機前面のボタンを使って、本機前面のフロン
トパネルディスプレイを見ながら録画・簡易再生・静止画
キャプチャーを行うときの操作の流れについて説明します。

◆ 録画準備や録画、再生時の操作の詳細については、「第 4 章　録
画・再生」 （45 ページ）をご覧ください。

録画データについて
［ニューフォルダー］または録画開始から、［クローズフォ
ルダー］を行うまでの範囲を録画データと呼びます。録画
データの中には、タイトルが含まれます。タイトルは、1
つの録画データの中に複数含まれる場合もあります。タイ
トルは、STOP 操作により区切られます。
また、タイトルには動画の録画データや、キャプチャー操
作による静止画が含まれます。
本機では、録画データは最大 15,000 件まで登録することが
可能です。
1 つの録画データには、Ch ごとに最大 255 件のタイトルを
持つことができます。

入力信号が途切れ、その後復活した場合はチャプターが区
切られます。外部保存を行うと、チャプターごとにファイ
ルが区切られます。

Step 1 録画する

1 z REC（録画）ボタンを押す。

録画が開始されます。
録画中は、「REC」と表示されます。

「録画準備」画面で患者情報を入力せずに記録を行った場
合、患者 ID には自動的に番号が振られます。自動採番さ
れた患者 ID は、冒頭に「U」の文字が付加されます。

2 録画を停止するときは、x STOP（停止）ボタンを押
す。

録画が停止し、「STOP」と表示されます。

3章  簡単操作

Step 1
録画する

本機前面のボタンを使って、手動で録画します。

v

Step 2
静止画をキャプ
チャーする

ライブ画像の任意の場面を静止画でキャプチャー
します。

v

Step 3
簡易再生する

今録画したデータを再生します。

v

Step 4
録画を終了する

内蔵 HDD への録画を終了し、外部メディアへの
転送を終了します。

メモ
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z REC（録画）ボタン

患者 ID

音声も録画されている
ときに表示

x STOP（停止）ボタン
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ここで手術／検査を終了し、録画を終了するときは、
「Step 4 録画を終了する」 （44 ページ）に進み、録画終
了の操作を行ってください。

再度● REC（録画）ボタンを押すと、新規録画データとし
て記録が開始されます。

Step 2 静止画をキャプ
チャーする

ライブ画像の任意の場面を静止画でキャプチャーします。
1 つの録画データにつき 500 枚まで静止画をキャプチャー
できます。

CAPTURE（キャプチャー）ボタンを押す。

キャプチャーすると、キャプチャー数が表示されます。

静止画データが保存されます。

◆ 静止画キャプチャーについて詳しくは、「静止画をキャプチャー
する」 （49 ページ）をご覧ください。

静止画キャプチャーを行った場合でも、録画データが作成
されます。

ここで手術／検査を終了し、録画を終了するときは、「Step 
4 録画を終了する」 （44 ページ）に進み、録画終了の操作
を行ってください。

メモ
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患者 ID

キャプチャーカウンター
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Step 3 簡易再生する

Step 1 で録画したデータを再生してみましょう。

B PLAY（再生）ボタンを押します。

最新の録画データが再生されます。
再生中は、「PLAY」と再生中のチャプター番号表示されま
す。

再生中は、次の操作が行えます。

早送り再生する
M FF（早送り）ボタンを押します。

巻き戻し再生する
m REW（巻き戻し）ボタンを押します。

再生を一時停止する
X PAUSE（一時停止）ボタンを押します。
再生を再開するときは、もう一度 X PAUSE（一時停止）
ボタンを押すか、B PLAY（再生）ボタンを押します。

再生を停止する
x STOP（停止）ボタンを押します。

Step 4 録画を終了する

内蔵 HDD への録画や外部メディアへの転送を終了して、
録画を終了します。この操作を「クローズフォルダー」と
呼びます。

1 録画を行っているときは、x STOP（停止）ボタンを
押して停止する。

2 CLOSE FOLDER（クローズフォルダー）ボタンを押
す。

確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押すと、「録画終了」画面が表示され
ます。

3 書き込みが終了したら、［閉じる］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

「メニュー」画面に戻ります。

B PLAY（再生）ボタン

患者 ID

チャプター番号

CLOSE FOLDER（クローズフォルダー）ボタン
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録画準備をする

録画を開始する前に、手術や検査対象患者の情報を入力し
たり、録画データの保存先や画質などを設定し、録画テス
トを行います。
また、事前に複数の患者情報をまとめて登録し、手術や検
査当日に対象者の患者情報を呼び出すこともできます。
録画の準備や録画テストは、「録画準備」画面で行います。

患者情報や録画データの保存に関する
設定をする
手術や検査対象患者の情報を入力したり、録画データの保
存先や画質などを設定します。
文字を入力するときはソフトキーボードを使います。

◆ 操作方法については、「ソフトキーボードの使いかた（文字入
力）」 （29 ページ）をご覧ください。

1 NEW FOLDER（ニューフォルダー）ボタンを押す。

または、「メニュー」画面で［録画準備］を選び、
ENTER ボタンを押します。

「録画準備」画面が表示されます。

2 患者情報を設定する。

患者情報の入力は省略することもできます。

［患者 ID］
患者 ID を入力します。

患者 ID には、「¥ / : ? * " < > | .\」の文字は使用できま
せん。

［患者名］
各フィールド 64 文字以内で患者の名前を入力します。

◆ 患者名の入力フィールドについては、「［患者名フィール
ド］」 （64 ページ）をご覧ください。

［性別］
患者の性別を選択します。
空欄、［男性］、［女性］、［不明］から選択できます。

［生年月日］
年（西暦）、月、日を選択します。

3 録画データの保存に関する設定をする。

［術者］
手術や検査の術者を選択します。
この項目は省略することもできます。

あらかじめ「システム管理者設定」の［術者リスト編
集］で術者を登録しておく必要があります。

◆ 設定方法は、「術者リスト登録」 （75 ページ）をご覧くだ
さい。

［症例］
症例を選択します。
この項目は省略することもできます。

あらかじめ症例を登録しておく必要があります。

◆ 設定方法は、「症例を登録する」 （78 ページ）をご覧くだ
さい。

4章  録画・再生

NEW FOLDER（ニューフォルダー）ボタン
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メモ
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［動画の画質］
動画の画質を選択します。

［最高画質］、［高画質］、［標準］から選択できます。
この設定は、Ch1 と Ch2 の両方に反映されます。

初期値は、「ユーザー設定」の［画質］タブで設定でき
ます。

◆ 設定方法は、「画質の設定をする」 （35 ページ）をご覧く
ださい。

［外部保存先］
本機の内蔵ハードディスクに録画すると同時に、外部
メディアにも記録する場合に、録画データの保存先を
選択します。
挿入されているメディアを自動で認識させる場合は、

［自動］を選択してください。
「外部保存先設定」画面で、［外部保存先 1］または
［外部保存先 2］を選び、表示される画面で外部メディ
アを選びます。
初期値は［使用しない］です。

• 外部保存先 1 と 2 で、同じ保存先を設定することはで
きません。

• 本機にメディアが認識されているときは、録画可能
時間が表示されます。

• 自動認識が設定されている場合は、その他のメディ
アを設定できません。また、複数のメディアが挿入
されている場合は、USB 1 t BD/DVD t USB2 の
優先順で、上位 2 つのメディアに記録されます。な
お、記録の途中で記録メディアの種類を変更するこ
とはできません。

• サーバーは自動認識の対象外です。
• Ch2 の録画データは、Ch1 の設定と同じ外部保存先に

保存されます。
•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ

ブで［CMS モード］を［使用する］に設定している
場合は、現在設定されているもので固定となります。

4 続けて録画テストをする場合は、「録画テストをする」 
（47 ページ）に進む。

設定を終了する場合は、［準備完了］を選び、ENTER
ボタンを押します。

USBキーボードモードで、患者情報
や録画データの保存に関する設定をす
る

［システム管理者設定］の［周辺機器設定］で、［キーボー
ドモード］が［ハードキーボード］に設定されている場合、
接続している USB キーボードのみを使って、患者情報や録
画データの保存先設定ができます。

［ハードキーボード］モードにすると、画面右側にガイドが
表示され、以下のキーが次のように動作します。

複数の患者を事前に登録する
複数の手術／検査対象者の患者情報を、事前にまとめて登
録します。手術／検査当日は、登録済みのリストから対象
者を選ぶだけなので、準備に時間がかかりません。

患者を登録する
手術／検査対象者を患者リストに登録します。

1 「録画準備」画面で、患者情報や録画データの保存に関
する設定を行い、［リストに追加］を選んで、ENTER
ボタンを押す。

患者情報や録画データの保存に関する設定については、
「患者情報や録画データの保存に関する設定をする」 
（45 ページ）をご覧ください。

患者がリストに追加されます。

2 同様にして、必要な患者を追加する。

メモ
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キー アクション

Tab 次のフィールドに移動する。

Shift ＋ Tab 前のフィールドに移動する。

R r（矢印） 選択肢を変更する。

T t（矢印） テキスト間を移動する。

Enter 設定を確定し、「録画準備」画面を閉じる。

Esc 設定をキャンセルし、「録画準備」画面を閉じる。
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患者リストは 100 人まで登録できます。100 人を超えると、
古いものから自動的に上書きされます。

患者を呼び出す
事前に登録した患者を呼び出します。

1 「録画準備」画面で、［リスト呼出］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

「患者リスト」画面が表示されます。

2 対象の患者を選び、ENTER ボタンを押してチェック
マークを付ける。

3 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画準備」画面に戻り、事前に呼び出した患者情報が
反映されます。

登録した患者の設定内容を変更する
事前に登録した患者の患者情報や録画データの保存に関す
る設定を変更します。

1 「録画準備」画面で、［リスト呼出］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

「患者リスト」画面が表示されます。

2 設定を変更したい患者を選び、ENTER ボタンを押して
チェックマークを付ける。

3 ［変更］を選び、ENTER ボタンを押す。

「患者リスト変更」画面が表示されます。

4 変更したい項目を設定したら、［設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

「患者リスト」画面に戻ります。

5 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画準備」画面に戻ります。

登録した患者をリストから削除する
事前に登録した患者をリストから削除します。

1 「録画準備」画面で、［リスト呼出］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

「患者リスト」画面が表示されます。

2 削除したい患者を選び、ENTER ボタンを押してチェッ
クマークを付ける。

3 ［削除］を選び、ENTER ボタンを押す。

4 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

患者が削除されます。

5 ［戻る］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画準備」画面に戻ります。

録画テストをする
正常に録画が行われるか確認できます。
録画テストを実行すると、5 秒間録画され、その後自動的
に再生されます。

1 「録画準備」画面で、［録画テスト］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

2 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

録画が開始され、テスト中は録画テスト中のメッセー
ジが表示されます。
5 秒間録画された後、自動的に再生されます。
テストが終了すると、「録画準備」画面に戻ります。

3 ［準備完了］を選び、ENTER ボタンを押す。

「メニュー」画面に戻ります。

メモ
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録画する

録画の方法は、ユーザーによる手動録画と、接点スイッチ
による録画があります。ここでは、手動で録画する手順に
ついて説明します。

◆ 患者情報や録画データの保存先などの事前設定については、「録
画準備をする」 （45 ページ）をご覧ください。

接点スイッチによる録画については、お買い上げの販売店
にお問い合わせください。

録画データの自動削除機能についてのご注意
本機の内蔵ハードディスクの空き容量を常に確保しておく
ために、内蔵ハードディスクの空き容量が不足すると、自
動削除機能が働き、外部メディアに保存済みの録画データ
から優先して、記録開始日の古い順に自動削除が行われま
す。
録画データの自動削除機能を使用しない場合は、［システム
管理者設定］の［自動削除］を［使用しない］に設定して
ください。

［自動削除］を［使用しない］に設定した場合、空き容量が
不足すると、録画が自動で停止します。

手動で録画する

1 z REC（録画）ボタンを押す。

録画が開始されます。
録画中は、フロントパネルディスプレイに「REC」と
表示されます。

2 x STOP（停止）ボタンを押して、録画を停止する。

3 手術／検査を終了するときは、CLOSE FOLDER（ク
ローズフォルダー）ボタンを押す。

録画を終了する確認メッセージが表示されます。

4 ［OK］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画終了」画面が表示され、外部メディアへの転送状
況などが表示されます。
書き込みが終了するまで、しばらくお待ちください。

5 書き込みが終了したら、［閉じる］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

外部メディアへの転送を中止する場合は［中止］を選
び、ENTER ボタンを押します。

「メニュー」画面に戻ります。

連続記録可能時間は、録画を開始、または静止画キャプ
チャーを行ってから 24 時間です。24 時間に達すると、自
動的に記録を停止し、［クローズフォルダー］を行います。

録画データの保存ディレクトリー
録画データは、「システム管理者設定」に従って、以下の
ディレクトリーに保存されます。

録画データの保存先
（外部メディアの最上位フォルダー）／＜記録開始年月日時
分秒 _ 患者 ID ＞／ MOVIE ／＜タイトル番号＞／
または

（外部メディアの最上位フォルダー）／＜患者 ID ＞／＜記
録開始年月日時分秒＞／ MOVIE ／＜タイトル番号＞／

• 保存先ディレクトリーの記録年月日の順番は、システム
設定の日付形式に従います。

• 終了処理が完了する前に電源が落ちた場合、書き込みの
保証はできません。

• 外部メディアに記録を行う場合、1 つの録画データに対し
てメディアの交換は 15 回までです。メディアの交換回数
の限度に達すると、「録画終了」画面に「交換メディア数
の上限超え」というメッセージが表示されます。

• 再度 z REC（録画）ボタンを押すと、同じ患者の新規タ
イトルとして記録が開始されます。

メモ
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静止画をキャプチャーす
る

ライブ画像の一場面をキャプチャーし、静止画ファイルと
して保存できます。
静止画キャプチャーの方法は、ユーザーによる手動操作と、
接点スイッチによる操作があります。ここでは、ユーザー
による手動操作について説明します。

接点スイッチによる操作については、お買い上げの販売店
にお問い合わせください。

手動で静止画をキャプチャーする
静止画をキャプチャーしたい場面で、 CAPTURE（キャ
プチャー）ボタンを押すと、静止画がキャプチャーされま
す。
なお、静止画をキャプチャーした位置で、チャプターが区
切られます。
静止画キャプチャーを行った場合でも、録画データが作成
されます。
手術／検査を終了し、録画を終了するときは録画終了の操
作を行ってください。

◆ 操作方法については、「Step 4 録画を終了する」 （44 ページ）を
ご覧ください。

• PinP 機能を使って子画面を表示しているときに静止画
キャプチャーを行った場合は、メイン画面の画像のみ
キャプチャーされます。子画面の画像はキャプチャーさ
れません。

• 静止画データのファイル形式は、「ユーザー設定」メ
ニューの［画質］タブで設定できます。

◆ 設定方法は、「画質の設定をする」 （35 ページ）をご覧くださ
い。

静止画データの保存ディレクトリー
静止画データは、「システム管理者設定」に従って、以下の
ディレクトリーに保存されます。

静止画データの保存先
（外部メディアの最上位フォルダー）／＜記録開始年月日時
分秒 _ 患者 ID ＞／ STILL ／

または
（外部メディアの最上位フォルダー）／＜患者 ID ＞／＜記
録開始年月日時分秒＞／ STILL ／

保存先ディレクトリーの記録年月日の順番は、システム設
定の日付形式に従います。

メモ
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メモ
49



Ch1/Ch2同時録画機能
を使う

Ch1 の録画と同時に Ch2 の録画を自動的に行うことができ
ます。

Ch1/Ch2同時録画を行うための設
定をする

「ユーザー設定」画面の［録画］タブで、以下のように設定
します。

［Ch2録画］
［Ch2 録画］を［使用する］に設定し、［詳細設定］の
［Ch2 録画］で［Ch1 と連動する］を選択します。

◆［録画］タブについては、「録画の設定をする」 （35 ページ）を
ご覧ください。

Ch1/Ch2同時録画を行う
Ch1/Ch2 同時録画の操作は、Ch1 の録画操作と同じです。
● REC（録画）ボタンを押すと、Ch1 の録画開始に従っ
て、Ch2 の録画も開始されます。

生体情報映像を合成する
（PinP）

PinP 機能を使用して、内視鏡などの録画映像に RGB 入力
端子からの生体情報映像を合成して録画できます。
また、メイン画面と子画面の映像を入れ替えることもでき
ます。

• 入力信号が 3D の場合は、PinP 機能は使用できません。
• PinP の使用時は、スルー設定は無効となります。
• 生体情報の録画を行う場合は、［システム管理者設定］－
［機能設定］－［録画］タブで、［HD/SD 録画モード］が
［SD 記録］に設定されていても、HD で録画されます。

• RGB 入力でサポートされている解像度は、640 × 480、
800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024 です。

• RGB 入力端子からの入力がない場合は、表示が以下のよ
うになります。
－合成映像が子画面の場合は、子画面自体が表示されま

せん。
－合成映像がメイン画面の場合は、黒画が表示されます。

• 子画面とメイン画面の映像を入れ替えたときに、録画
フォーマットと RGB の解像度が異なる場合は、以下のよ
うに処理されます。
－アスペクト比を保った状態で、左右または上下に黒帯

が付加されて録画されます。
－出力映像が欠けてしまうときは、上下左右に黒帯が付

加されて録画されますが、切り出して出力されます。
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PinP 機能を使うための設定をする
「ユーザー設定」画面で、以下の項目を設定します。

［録画］タブ

［Ch2録画］
Ch2 の映像にも生体情報画像を合成する場合は、［使用
する］を選択します。

◆［録画］タブについては、「録画の設定をする」 （35 ペー
ジ）をご覧ください。

［PinP］タブ

［合成］
生体情報（RGB 入力信号）を合成させる映像のチャン
ネルに合わせて、［Ch1］または［Ch2］、［Ch1 ＋ Ch2］
を選択します。

［位置］
子画面を表示させる位置を選択します。

［サイズ］
子画面の大きさ（メイン画面に対する水平方向の割合）
を選択します。

◆［PinP］タブについては、「PinP の設定をする」 （38 ペー
ジ）をご覧ください。

PinP を操作する
USB キーボード上のファンクションキーに以下の機能を割
り付けて、PinP を操作します。
•［PinP ON（Ch1)］：Ch1 側の PinP 機能を有効にします。
•［PinP ON（Ch2)］：Ch2 側の PinP 機能を有効にします。
•［PinP OFF（Ch1)］：Ch1 側の PinP 機能を無効にします。
•［PinP OFF（Ch2）］：Ch2 側の PinP 機能を無効にします。
•［PinP（子画面）］：Ch1 側の RGB 入力映像を子画面に表示

します。
•［PinP（メイン）］：Ch1 側の RGB 入力映像をメイン画面に

表示します。

◆ ファンクションキーの設定方法については、「ファンクション
キーを使用する」 （39 ページ）をご覧ください。

タッチパネルモニターでも、PinP の操作が行えます。

再生する

本機の内蔵ハードディスクに保存されている最新の録画
データを簡単な操作で再生できます。

◆ 録画データを検索して再生することもできます。詳しくは、「検
索する」 （52 ページ）をご覧ください。

最新の録画データを再生する（簡易再
生機能）
B PLAY（再生）ボタンを押すと、本機の内蔵ハードディ
スクに保存されている最新の録画データが再生されます。

簡易再生で再生される録画データは、Ch1 の動画です。
Ch1 の動画がない録画データは再生されません。

再生操作をするには
本機前面のボタンで、以下の再生操作ができます。

早送り再生するには
M FF（早送り）ボタンを押します。

データの構成によっては、最後まで早送りされない場合が
あります。

巻き戻し再生するには
m REW（巻き戻し）ボタンを押します。

再生を一時停止するには
X PAUSE（一時停止）ボタンを押します。
再生を再開するときは、もう一度 X PAUSE（一時停止）
ボタンを押すか、B PLAY（再生）ボタンを押します。

再生を停止するには
x STOP（停止）ボタンを押します。

• 再生中に MENU ボタンを押すと、再生が停止します。
•［システム管理者設定］で、ビデオ信号を NTSC に設定し

ている場合、PAL の録画データは再生できません。ま
た、PAL に設定している場合、NTSC の録画データは再
生できません。
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検索する

本機の内蔵ハードディスクに保存されている録画データを
検索できます。
文字を入力するときはソフトキーボードを使います。

◆ 操作方法については、「ソフトキーボードの使いかた（文字入
力）」 （29 ページ）をご覧ください。

条件を指定して検索する
患者 ID や録画日時などの条件を指定して、録画データを
検索できます。

1 MENU ボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

2 ［録画一覧］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面が表示されます。

3 ［検索］を選び、ENTER ボタンを押す。

「検索」画面が表示されます。

4 検索条件を指定して、［検索］を選び、ENTER ボタン
を押す。

［患者 ID］
患者 ID を入力します。

［患者名］
患者の名前を入力します。

［術者］
手術や検査の術者を選択します。

［録画日］
年（西暦の下 2 桁）、月、日を選択します。

［ステータス］
外部メディアへの保存状況を選択します。
空欄、［外部保存済み］、［外部未保存］、［DICOM 未転
送］から選択できます。

［DICOM 未転送］は、［システム管理者設定］－
［DICOM 設定］－［サーバー］タブで、［DICOM］を
［使用する］に設定している場合にのみ表示されます。

［2D/3D］
2D の録画データか 3D の録画データかを選択します。

［クリア］を選んで ENTER ボタンを押すと、入力した
選択条件がクリアされ、各項目が空欄に戻ります。

5 ［検索］を選び、ENTER ボタンを押す。

指定した条件で録画データが検索され、検索結果が表
示されます。

録画データのステータスについて
録画データのステータスによって、以下のアイコンが表示
されます。

録画データのサムネイルを表示する
画像一覧で録画データのサムネイル表示ができます。

1 「録画一覧」画面の操作のボックスで、［画像一覧］を
選んでおく。

2 「録画一覧」画面で、録画データを選び、ENTER ボタ
ンを押す。

「画像一覧」画面が表示され、録画データのサムネイル
が表示されます。

3 表示したいサムネイルの種類を変更したいときは、表
示のボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

メモ
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ステータス 説明 アイコン

外部未保存 録画データが外部メディアに保存さ
れていない状態です。保存が完了す
ると、表示が消えます。

保護 録画データが保護されていて、削除
が不可の状態です。保護が解除され
ると、表示が消えます。

DICOM 転送失敗 DICOM 転送に失敗した状態です。転
送が成功すると、表示が消えます。

3D データ 3D の録画データです。

2D データ 2D の録画データです。
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「表示」画面が表示されます。

4 ［動画］、［静止画］、［すべて］から任意のものを選び、
ENTER ボタンを押す。

表示が切り換わります。

•［動画］を選択した場合は、［システム管理者設定］－
［機能設定］－［一般 1］タブにある［画像一覧表示］の
設定に従って、タイトル単位またはチャプター単位でサ
ムネイルが表示されます。

• CMS モードで録画した場合、画像一覧には Ch1 のオリジ
ナルの録画データのみが表示されます。プロキシデータ
は表示されません。

• サムネイル表示から録画データを選んで印刷したり、外
部メディアにコピーすることもできます。

◆ 操作方法は、「録画データを操作する」 （54 ページ）をご覧くだ
さい。

検索結果の一覧から再生する

1 「録画一覧」画面の操作のボックスで、［画像一覧］を
選んでおく。

2 タイトルを再生したい場合は、「録画一覧」画面（検索
結果の一覧）で、再生したい対象の録画データを選び、
B PLAY（再生）ボタンを押す。

3 チャプター単位で再生したい場合は、対象の録画デー
タを選び、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面が表示され、録画データのサムネイル
が表示されます。

チャプター単位で表示するには、［システム管理者設
定］の［機能設定］で、［画像一覧表示］を「チャプ
ター」に設定しておく必要があります。

4 再生したい録画データを選び、B PLAY（再生）ボタ
ンを押す。

フォーカスがあたっている録画データの Ch1 の動画が
再生されます。

• 再生されるのは、フォーカスがあたっている録画
データだけです。Ch1 の動画がない場合は、Ch2 の
動画が再生されます。

• CMS モードでは、Ch1 のオリジナルの録画データが
再生されます。

録画データの一覧を並べ替える
録画データの一覧を、録画日、患者 ID、患者名、ステータ
ス、サイズで並べ替えができます。

「録画一覧」画面に表示されるサイズは、Ch1 と Ch2 を合
計したサイズです。

1 「録画一覧」画面で、［並び替え］を選び、ENTER ボタ
ンを押す。

「並び替え」画面が表示されます。

2 ［項目］ボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「項目」画面が表示されます。

3 並べ替えのキーとなる項目を選び、ENTER ボタンを押
す。

「並び替え」画面に戻ります。

4 ［順番］ボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「順番」画面が表示されます。

5 ［降順］または［昇順］を選び、ENTER ボタンを押す。

項目に応じて、降順／昇順は以下のようになります。

「並び替え」画面に戻ります。

6 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

指定した順番で録画データが並べ替えられます。
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項目 降順 昇順

録画日 新しい順 古い順

患者 ID カナ t アルファベット
t 数字

数字 t アルファベット
t カナ

患者名 カナ t アルファベット
t 数字

数字 t アルファベット
t カナ

ステータス 外部未保存 t 外部保存
済み

外部保存済み t 外部未
保存

サイズ 大きい順 小さい順
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録画データを操作する

本機の内蔵ハードディスクに保存されている録画データに
対して、以下の操作ができます。
• 印刷する （54 ページ）
• 外部メディアにコピーする （54 ページ）
• 患者情報を変更する （56 ページ）
• 録画データを保護する （57 ページ）
• 録画データを削除する （57 ページ）
• 録画データの情報を見る （57 ページ）

印刷する
「録画一覧」画面で指定した静止画を印刷できます。

1 枚の用紙に印刷する画像数や画質などの設定については、
「印刷の設定をする」 （37 ページ）をご覧ください。

1 「録画一覧」画面の操作のボックスで、［画像一覧］を
選んでおく。

2 「録画一覧」画面で、録画データを選び、ENTER ボタ
ンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

「画像一覧」画面が表示されます。

3 動画のサムネイルが表示されている場合は、静止画に
切り換える。

◆ 表示の切り換えについては、「録画データのサムネイルを
表示する」 （52 ページ）をご覧ください。

4 印刷したい録画データにチェックマークを付ける。

5 ［操作］ボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「操作」画面が表示されます。

6 ［印刷］を選び、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

7 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「印刷」画面が表示されます。

8 必要に応じて設定を変更する。

必要に応じて、60 文字以内のコメントを付けて印刷す
ることもできます。

◆ その他の設定項目については、「印刷の設定をする」 （37
ページ）をご覧ください。

印刷が開始されます。
印刷中は印刷用紙の残り枚数も表示されます。

印刷を中止したいときは、［中止］を選んで ENTER ボ
タンを押します。

9 印刷が終了したら、［閉じる］が選択されている状態
で、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

外部メディアにコピーする
本機の内蔵ハードディスクに保存されている録画データを
BD/DVD ディスクや USB メモリー、サーバーにコピーで
きます。
録画データのコピーは、「録画一覧」画面と「画像一覧」画
面（サムネイル表示）から行えます。

プロキシデータを持つ録画データの場合は、プロキシデー
タもコピーされます。

「録画一覧」画面から録画データを選んでコ
ピーする

「録画一覧」画面で録画データを選んで外部メディアにコ
ピーする手順について説明します。動画、静止画ともコ
ピーできます。

• 終了処理が完了する前に電源が落ちた場合、書き込みの
保証はできません。

メモ

メモ

メモ

メモ
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• 外部メディアに記録を行う場合、1 つの録画データに対し
てメディアの交換は 15 回までです。メディアの交換回数
の限度に達すると、「コピー」画面に「交換メディア数の
上限超え」というメッセージが表示されます。

1 BD/DVD ディスクや USB メモリーに録画データをコ
ピーするときは、本機にメディアを挿入する。

2 「録画一覧」画面を表示させ、操作のボックスを選び、
ENTER ボタンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

「操作」画面が表示されます。

3 ［コピー］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面に戻ります。

4 コピーしたい録画データにチェックマークを付ける。

5 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「コピー」画面が表示されます。

6 録画データの保存に関する設定をし、［実行］を選ん
で、ENTER ボタンを押す。

［外部保存先］
保存先のメディアを選択します。

［BD/DVD］、［USB 1］、［USB 2］、［SERVER］から選
択できます。

［保存先サーバー］
外部保存先に［SERVER］を選択した場合は、保存先
サーバー（術者ごとに設定されているサーバー）を選
択します。

［動画保存］
動画の録画データを選択した場合に有効になります。
保存する動画の形式を選択し、チェックマークを付け
ます。

［Ch1 2D］、［Ch1 3D］、［Ch2 2D］から選択できます
（複数選択可）。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付い
ている状態）です。

［静止画保存］
3D 形式の静止画の保存方法を選択し、チェックマーク
を付けます。

［3D］、［2D］、［2D DICOM 化］、［2D レフト］、［2D レ
フト DICOM 化］、［2D ライト］、［2D ライト DICOM
化］から選択できます（複数選択可）。
DICOM 化を選択した場合は、選択した静止画フォー
マットを DICOM 化して保存します。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付い
ている状態）です。

録画データのコピーが開始されます。

コピーを中止したいときは、［中止］を選んで ENTER
ボタンを押します。

7 コピーが終了したら、［閉じる］が選択されている状態
で、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面に戻ります。

「画像一覧」画面（サムネイル表示）から録
画データを選んでコピーする

「画像一覧」画面のサムネイルから録画データを選んで外部
メディアにコピーする手順について説明します。動画、静
止画とも同様の操作でコピーできます。

1 BD/DVD ディスクや USB メモリーに録画データをコ
ピーするときは、本機にメディアを挿入する。

2 「録画一覧」画面の操作のボックスで、［画像一覧］を
選んでおく。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

3 「録画一覧」画面で、録画データを選び、ENTER ボタ
ンを押す。

「画像一覧」画面が表示されます。

4 動画をコピーしたいときは動画のサムネイル表示に、
静止画をコピーしたいときは静止画のサムネイル表示
に切り換える。

◆ 表示の切り換えについては、「録画データのサムネイルを
表示する」 （52 ページ）をご覧ください。

メモ
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5 コピーしたい録画データにチェックマークを付ける。

6 操作のボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「操作」画面が表示されます。

7 ［コピー］を選び、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

8 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「コピー」画面が表示されます。

9 録画データの保存に関する設定をし、［実行］を選ん
で、ENTER ボタンを押す。

◆ 設定項目については、「「録画一覧」画面から録画データを
選んでコピーする」の手順 6（55 ページ）をご覧くださ
い。

コピーを中止したいときは、［中止］を選んで ENTER
ボタンを押します。

10 コピーが終了したら、［閉じる］が選択されている状態
で、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

DICOMを再送する
DICOM 未転送の静止画を再送します。

1 「録画一覧」画面の操作ボックスで、［画像一覧］を選
んでおく。

2 「録画一覧」画面で、録画データを選び、ENTER ボタ
ンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

「画像一覧」画面が表示されます。

3 操作のボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「操作」画面が表示されます。

4 ［DICOM 再送］を選び、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

5 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「DICOM 再送」画面が表示されます。

6 DICOM の再送が終了したら、［OK］が選択されている
状態で、ENTER ボタンを押す。

「画像一覧」画面に戻ります。

［システム管理者設定］－［DICOM 設定］－［サーバー］
タブで［DICOM］を［使用する］に設定する前や、転送済
みの静止画は、DICOM 再送できません。

患者情報を変更する
未設定の患者 ID や患者名などの情報を変更できます。

［システム管理者設定］－［機能設定］－［患者情報］タブ
で、［患者情報変更］を［使用しない］に設定している場
合、患者情報の変更ができるのは、未入力の項目だけです。
ユーザーが自身で設定した患者情報は変更できません。

1 「録画一覧」画面を表示させ、操作のボックスを選び、
ENTER ボタンを押す。

「操作」画面が表示されます。

2 ［変更］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面に戻ります。

3 患者情報を変更したい録画データにチェックマークを
付ける。

患者情報の変更は 1 回に 1 つの録画データのみ行えま
す。複数の録画データを選択した場合は、患者情報の
変更はできません。

4 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

「変更」画面が表示されます。

5 必要に応じて各項目を変更し、［変更］を選んで、
ENTER ボタンを押す。

◆ 各項目については、「患者情報や録画データの保存に関す
る設定をする」 （45 ページ）をご覧ください。

患者情報が変更され、「録画一覧」画面に戻ります。

メモ

メモ

ご注意

メモ
56



プロキシデータを持つ録画データの場合は、プロキシデー
タも変更されます。

録画データを保護する
誤って録画データを削除しないように保護できます。
録画データの保護／解除は、「録画一覧」画面から行いま
す。

「録画一覧」画面から録画データを選んで保
護する

「録画一覧」画面で録画データを選んで保護する手順につい
て説明します。動画、静止画とも保護されます。

1 「録画一覧」画面を表示させ、操作のボックスを選び、
ENTER ボタンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

「操作」画面が表示されます。

2 ［保護］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面に戻ります。

3 保護したい録画データにチェックマークを付ける。

4 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

録画データが保護され、 が表示されます。

プロキシデータを持つ録画データの場合は、プロキシデー
タも保護されます。

保護を解除するには
上記の手順 2 で［保護解除］を選び、ENTER ボタンを押
します。以降は、保護するときと同様の手順で解除します。

録画データを削除する
本機の内蔵ハードディスクに保存されている録画データを
手術／検査単位で削除できます。
録画データの削除は、「録画一覧」画面から行います。

削除した録画データは元に戻せませんので、充分に注意し
て操作してください。

1 「録画一覧」画面を表示させ、操作のボックスを選び、
ENTER ボタンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。

「操作」画面が表示されます。

2 ［削除］を選び、ENTER ボタンを押す。

「録画一覧」画面に戻ります。

3 削除したい録画データにチェックマークを付ける。

4 ［実行］を選び、ENTER ボタンを押す。

5 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

録画データが削除されると、完了メッセージが表示さ
れます。
ENTER ボタンを押すと、「録画一覧」画面に戻りま
す。

プロキシデータを持つ録画データの場合は、プロキシデー
タも削除されます。

録画データの情報を見る
本機の内蔵ハードディスクに保存されている録画データの
情報を見ることができます。

1 「録画一覧」画面の操作のボックスで、［画像一覧］を
選んでおく。

2 「録画一覧」画面で、見たい録画データにチェックマー
クを付け、ENTER ボタンを押す。

◆「録画一覧」画面の表示のしかたについては、「検索する」 
（52 ページ）をご覧ください。
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「画像一覧」画面が表示されます。

3 ［録画情報］を選び、ENTER ボタンを押す。

録画データの情報が表示されます。

「録画一覧」画面に表示されるサイズは、Ch1 と Ch2 を合
計したサイズです。

メモ
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再生解像度について

動画の場合
［Ch1 録画］モードや［Ch1/Ch2 同時録画］モードで録画された映像は、録画の解像度に関係なく、録画時の入力端子の解像
度で再生されます。

例）S VIDEOで入力した映像をSD記録した場合

例）S VIDEOで入力した映像をHD記録した場合
HD にアップコンバートして録画され、SD に切り出されて再生されます。

• 3D の録画データは、現在設定されている出力モードの形式で再生されます。ただし、録画が Top and Bottom で、出力モー
ドが Side by Side など、出力できない形式が設定されている場合は、録画した形式で再生されます。

• DVI-D 入力の場合は、［システム管理者設定］－［機能設定］－［一般 2］タブの［DVI レンジモード］の設定に従って再生
されます。

メモ

入力画像
（S VIDEO）

録画画像 再生画像
（S VIDEO）

SD記録 SD記録

入力画像
（S VIDEO）

録画画像 再生画像
（S VIDEO）

HD記録
（アップコンバート） SD切り出し再生
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静止画の場合

例）DVI-D で入力した静止画を再生した場合
入力と同じ解像度で録画され、1920 × 1080 60i で再生されます。ただし、3D の Line by Line 出力時は、1920 × 1080 60p で再
生されます。

• SD 出力端子の場合は、720 × 480 59.94i / 720 × 576 50i にダウンコンバートされた画像となります。
• 3D の録画データは、現在設定されている出力モードの形式で再生されます。ただし、出力できない形式が設定されている場

合は、録画した形式で再生されます。

メモ

入力画像（DVI-D）
WUXGA（1920 × 1200）

録画画像
WUXGA（1920× 1200）

再生画像
HD-SDI（1920× 1080）

DVI-D（1920× 1080）

S VIDEO（720× 480）
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「
システム管理者設定」メ
ニューを表示する

「システム管理者設定」では、本機の各種初期設定を行いま
す。

「システム管理者設定」は、システム管理者が行います。
• 言語と時刻の設定 （62 ページ）

画面の表示言語と日付と時刻の設定をします。
• 機能設定 （64 ページ）

録画や一般的な機能に関する初期設定を行います。
• 周辺機器設定 （68 ページ）

外部接続機器に関する初期設定を行います。
• パスワード設定 （73 ページ）
［システム管理者設定］のパスワードの登録や編集を行い
ます。

• ネットワーク設定 （74 ページ）
ネットワークやサーバーに関する初期設定を行います。

• 術者リスト登録 （75 ページ）
手術／検査の術者の登録や編集を行います。

• 症例編集 （78 ページ）
手術／検査の症例の登録や編集を行います。

• 自動削除 （80 ページ）
自動削除に関する設定を行います。

• DICOM 設定 （80 ページ）
DICOM に関する設定を行います。

文字を入力するときはソフトキーボードを使います。

◆ 操作方法については、「ソフトキーボードの使いかた（文字入
力）」 （29 ページ）をご覧ください。

1 MENU ボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

2 ［設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

「設定」画面が表示されます。

3 ［システム管理者設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

パスワードロックを使用する設定になっている場合、
パスワード入力を促すメッセージが表示されます。

4 システム管理者設定であることを知らせる確認メッ
セージが表示されたら、ENTER ボタンを押す。

「システム管理者設定」画面が表示されます。

5 設定したい項目を選び、ENTER ボタンを押す。

選択した項目に応じた設定画面が表示されます。
また、画面左下に本機のシリアル番号および現在のソ
フトウェアバージョンが表示されます。

サービスメニューについて
サービスメニューは、サービス担当者が使用する機能です。
一般のユーザーは使用できません。

5章  システム管理者設定
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61



言語と時刻の設定

画面の表示言語や現在時刻、日付の表示形式などを設定し
ます。

1 「システム管理者設定」画面で、［言語と時刻の設定］
を選び、ENTER ボタンを押す。

「言語と時刻の設定」画面が表示されます。

2 ［言語］タブで、各項目を設定する。

［言語］
画面の表示言語を選択します。

［English］（英語）、［日本語］、［Deutsch］（ドイツ語）、
［Français］（フランス語）、［Italiano］（イタリア語）、
［Español］（スペイン語）、［中国（簡体）］（中国語簡体
字）、［Português］（ポルトガル語）から選択できます。

［タイムゾーン］
タイムゾーンを選択します。
選択肢には、GMT（グリニッジ標準時）に対する時差
のみ表示されます。

◆ タイムゾーンについては、「タイムゾーン一覧」 （62 ペー
ジ）をご覧ください。

［夏時間の運用］
夏時間を運用するかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

3 ［日付・時刻］タブで、各項目を設定する。

［日付形式］
年月日の表示形式を選択します。
年は西暦です。

［YYYY/MM/DD］（年 / 月 / 日）、［MM/DD/YYYY］
（月 / 日 / 年）、［DD/MM/YYYY］（日 / 月 / 年）から
選択できます。
初期値は［MM/DD/YYYY］です。

［日付］
本日の日付を設定します。

［時刻］
現在の時刻を設定します。

4 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

タイムゾーン一覧

タイムゾーン DST

UTC-12:00 国際日付変更線　西側

UTC-11:00 協定世界時 -11

UTC-10:00 ハワイ

UTC-09:00 アラスカ ○

UTC-08:00 バハカリフォルニア ○

UTC-08:00 太平洋標準時（米国およびカナダ） ○

UTC-07:00 アリゾナ

UTC-07:00 チワワ、ラパス、マサトラン ○

UTC-07:00 山地標準時（米国およびカナダ） ○

UTC-06:00 グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレー ○

UTC-06:00 サスカチュワン

UTC-06:00 中央アメリカ

UTC-06:00 中部標準時（米国およびカナダ） ○

UTC-05:00 インディアナ東部

UTC-05:00 ボゴタ、リマ、キト、リオブランコ

UTC-05:00 東部標準時（米国およびカナダ） ○

UTC-04:30 カラカス

UTC-04:00 アスンシオン ○

UTC-04:00 クイアバ ○

UTC-04:00 サンティアゴ

UTC-04:00 ジョージタウン、ラパス、マナウス、サンファン

UTC-04:00 大西洋標準時（カナダ） ○

UTC-03:30 ニューファンドランド ○

UTC-03:00 カイエンヌ、フォルタレザ

UTC-03:00 グリーンランド ○

UTC-03:00 サルバドル

UTC-03:00 ブエノスアイレス ○

UTC-03:00 ブラジリア ○

UTC-03:00 モンテビデオ ○

UTC-02:00 協定世界時 -02 ○

UTC-01:00 アゾレス諸島 ○

UTC-01:00 カーボベルデ諸島

UTC カサブランカ

UTC ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン ○

UTC モンロビア、レイキャビク

UTC 協定世界時

UTC+01:00 アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、
ストックホルム、ウィーン

○

UTC+01:00 ウィントフック ○

UTC+01:00 サラエボ、スコピエ、ワルシャワ、ザグレブ ○

UTC+01:00 ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリード、
パリ

○
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UTC+01:00 ベオグラード、ブラチスラバ、ブタペスト、
リュブリャナ、プラハ

○

UTC+01:00 西中央アメリカ

UTC+02:00 アテネ、ブクレシュチ ○

UTC+02:00 アンマン ○

UTC+02:00 イスタンブール ○

UTC+02:00 エルサレム ○

UTC+02:00 カイロ ○

UTC+02:00 カリーニングラード（RTZ 1）

UTC+02:00 ダマスカス ○

UTC+02:00 トリポリ

UTC+02:00 ハラーレ、プレトリア

UTC+02:00 ベイルート ○

UTC+02:00 ヘルシンキ、キエフ、リガ、スコピエ、ソフィ
ア、タリン、ビリニュス

○

UTC+02:00 東ヨーロッパ ○

UTC+03:00 クウェート、リヤド

UTC+03:00 ナイロビ

UTC+03:00 バグダッド

UTC+03:00 ミンクス

UTC+03:00 モスクワ、サンクトペテルスブルグ、ボルゴグ
ラード（RTZ 2）

○

UTC+03:30 テヘラン ○

UTC+04:00 アブダビ、マスカット

UTC+04:00 イジェフスク、サマーラ（RTZ 3）

UTC+04:00 エレバン ○

UTC+04:00 トビリシ

UTC+04:00 バク ○

UTC+04:00 ポートルイス ○

UTC+04:30 カブール

UTC+05:00 アシハバート、タシケント

UTC+05:00 イスラマバード、カラチ ○

UTC+05:00 エカテリンブルグ（RTZ 4）

UTC+05:30 スリジャヤワルダナプラコッテ

UTC+05:30 チェンマイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデ
リー

UTC+05:45 カトマンズ

UTC+06:00 アスタナ

UTC+06:00 ダッカ

UTC+06:00 ノボシビルスク（RTZ 5） ○

UTC+06:30 ヤンゴン（ラングーン）

UTC+07:00 クラスノヤルスク（RTZ 6） ○

UTC+07:00 バンコク、ハノイ、ジャカルタ

UTC+08:00 イルクーツク（RTZ 7）

UTC+08:00 ウランバートル ○

UTC+08:00 クアラルンプール、シンガポール

UTC+08:00 パース ○

UTC+08:00 台北

UTC+08:00 北京、重慶、香港特別行政区、ウルムチ

UTC+09:00 ソウル

タイムゾーン DST

UTC+09:00 ヤクーツク（RTZ 8） ○

UTC+09:00 大阪、札幌、東京

UTC+09:30 アデレード ○

UTC+09:30 ダーウィン

UTC+10:00 ウラジオストク、マガダン（RTZ 9） ○

UTC+10:00 キャンベラ、メルボルン、シドニー ○

UTC+10:00 グアム、ポートモレスビー

UTC+10:00 ブリスベン

UTC+10:00 ホバート ○

UTC+10:00 マガダン

UTC+11:00 ソロモン諸島、ニューカレドニア

UTC+11:00 チョクルダフ（RTZ 10）

UTC+12:00 アナディリ、ペトロパブロフスク・カムチャツ
キー（RTZ 11）

UTC+12:00 オークランド、ウェリントン ○

UTC+12:00 フィジー

UTC+12:00 世界協定時 +12

UTC+13:00 サモア ○

UTC+13:00 ヌクアロファ

タイムゾーン DST
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機能設定

患者情報や入力信号、各種機能についての初期設定を行い
ます。

1 「システム管理者設定」画面で、［機能設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

「機能設定」画面が表示されます。

2 タブを選び、ENTER ボタンを押す。

3 各タブで、必要な設定を行う。

各タブでの設定については、以下をご覧ください。

◆［患者情報］タブ （64 ページ）

◆［入力信号 1］タブ （64 ページ）

◆［入力信号 2］タブ （65 ページ）

◆［録画］タブ （65 ページ）

◆［オートライブ］タブ （66 ページ）

◆［一般 1］タブ （66 ページ）

◆［一般 2］タブ （67 ページ）

◆［施設］タブ （67 ページ）

◆［CMS］タブ （68 ページ）

4 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

［患者情報］タブ
患者情報に関する初期設定を行います。

［患者 IDの桁数］
患者 ID の桁数を選択します。
4 桁～ 16 桁まで選択できます。
初期値は 8 桁です。

［患者 IDに0を付加］
患者 ID の桁数が満たない場合に 0 を付加して桁を補うか
どうかを選択します。
初期値は［使用する］です。

［患者名フィールド］
患者名フィールドの表示分割数を選択します。

［2］または［3］を選択すると、患者名フィールドが、
First/Middle/Last Name に分割されます。
初期値は［1］です。

［患者名フィールド］を［2］または［3］に設定している場
合でも、カードリーダーやバーコードリーダーで患者名を
設定した場合は、First フィールドに入力されます。

［患者情報変更］
いつでも患者情報の変更をできるようにするかどうかを選
択します。
初期値は［使用しない］です。

［入力信号1］タブ
入力信号に関する初期設定を行います。

［ビデオ信号］
［NTSC］または［PAL］から選択します。
初期値は［NTSC］です。

［入出力タイミング］
入出力のタイミングを［通常］または［スルー］から選択
します。
通常は信号処理を行うので［通常］を選択します。［通常］
を選択した場合は、遅延して信号が出力されます。
信号処理を行わず、入出力のタイミングを同時にするとき
は［スルー］を選択します。
初期値は［通常］です。

［入力信号検出時間］
入力信号の検出時間を、0 秒～ 3 秒の間で設定します。
初期値は［3 秒］です。

2 秒以下に設定している場合は、画像が乱れることがあり
ます。

［3D Line by Line 信号］
3D の Line by Line 信号の入力時に、1 ライン目を左画（L 
First）にするか右画（R First）にするかを選択します。
初期値は［L First］です。

メモ

ご注意
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［入力信号2］タブ
入力信号に関する初期設定を行います。

［Ch1入力信号表示］
Ch1 の入力信号を選択する画面の選択肢に表示する入力信
号にチェックマークを付けます（複数選択可）。
入力信号は、1 つ以上選択されている必要があります。
以下の入力信号から選択できます。
•［SDI ］（2D）
•［SDI ］（3D 2 ストリーム）
•［SDI ］（3D Side by Side）
•［SDI ］（3D Line by Line）
•［DVI-D ］（2D）
•［DVI-D ］（3D 2 ストリーム）
•［DVI-D ］（3D Side by Side）
•［DVI-D ］（3D Line by Line）
•［VIDEO］
•［S VIDEO］
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付いてい
る状態）です。

［Ch2入力信号表示］
Ch2 の入力信号を選択する画面の選択肢に表示する入力信
号にチェックマークを付けます（複数選択可）。
入力信号は、1 つ以上選択されている必要があります。
以下の入力信号から選択できます。
•［SDI ］（2D）
•［DVI-D ］（2D）
•［VIDEO］
•［S VIDEO］
初期値は［SDI ］と［DVI-D ］が選択されている
状態です。

［VIDEO］と［S VIDEO］は、Ch1 と Ch2 のいずれか一方
にしか表示できません。どちらか一方のチャンネルで

［VIDEO］か［S VIDEO］のいずれか、または両方が選択
されている場合は、もう一方のチャンネルでは［VIDEO］
と［S VIDEO］は選択できません。

［DVI-D入力解像度］
DVI-D 信号入力時の解像度を選択します。
初期値は［1920 × 1200 60p］です。

［録画］タブ
録画に関する初期設定を行います。
本機では、入力端子には依存せず、入力信号とは異なる解
像度で録画できます。

ここでの設定は、Ch1 と Ch2 の両方に反映されます。

［HD/SD録画モード］
入力信号を HD、SD のどちらで録画するかを選択します。

［HD 記録］、［HD/SD 記録］、［SD 記録］から選択できま
す。

［HD 記録］では、入力が SD だった場合に、HD にアップ
コンバートして録画します。

［HD/SD 記録］では、入力解像度に従って、HD または SD
で録画します。

［SD 記録］では、入力が HD だった場合に、SD にダウン
コンバートして録画します。
初期値は［HD/SD 記録］です。

入力解像度と記録モードの関係は、以下のようになります。

入力信号をダウンコンバートまたはアップコンバートした
場合は、以下のように表示されます。

［HDフォーマット］
HD で録画する場合のフォーマットを選択します。

［1080i］、［720p］、［1080p］から選択できます。
この項目は、［HD/SD 録画モード］で［HD 記録］または

［HD/SD 記録］選択している場合に有効となります。
初期値は［1080i］です。

入力解像度と記録時の HD フォーマットの関係は、以下の
ようになります。

メモ

入力解像度 HD記録 HD/SD 記録 SD記録

640 × 480 ～
720 × 480 (576)

1920 × 1080i 720 × 480 (576)i 720 × 480 (576)i

800 × 600 ～
1600 × 1200

1280 × 720p
1920 × 1080i
1920 × 1080p

1280 × 720p
1920 × 1080i
1920 × 1080p

720 × 480 (576)i

1920 × 1080i 1920 × 1080i 1920 × 1080i 720 × 480 (576)i

1920 × 1080p ～
1920 × 1200

1280 × 720p
1920 × 1080i
1920 × 1080p

1280 × 720p
1920 × 1080i
1920 × 1080p

720 × 480 (576)i

記録モード 入力信号のアスペクト比 表示

SD 記録 4：3 より縦長のとき レターボックス

4：3 より横長のとき ピラーボックス

HD 記録 16：9 のとき 黒帯なし

16：9 縦長のとき ピラーボックス

入力解像度 1080i モード 720p モード 1080p モード

1920 × 1080p 1920 × 1080i 1280 × 720p 1920 × 1080p

レターボックス表示 ピラーボックス表示
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入力がインターレースの場合、［HD フォーマット］を
［720p］または［1080p］に設定しても、1080i で録画されま
す。

［オートライブ］タブ
オートライブ機能についての初期設定を行います。

［オートライブ］
オートライブ機能を使用するかどうかを選択します。
オートライブ機能を使用すると、静止画をキャプチャーし
たときに、［オートライブ設定］の［時間］で指定した時間
分、キャプチャーされた画像が表示されます。
オートライブ機能を使用する場合は、使用時の画像数を

［シングル］または［マルチ］から選択します。
［マルチ］では、表示位置の設定に従い、キャプチャーされ
た画像を 3 つまたは 4 つ表示します。
初期値は［使用しない］です。

◆［シングル］または［マルチ］を選択すると、［詳細設定］が表
示されます。設定方法は、「オートライブ設定を行う」 （66 ペー
ジ）をご覧ください。

入出力タイミングを［スルー］に設定している場合は、
オートライブ機能を［使用する］に設定しても機能しませ
ん。

［オートライブ停止画像］
シングルオートライブ機能を使用する場合に、一時停止時
に表示させる画像を選択します。

［フレーム］、［フィールド 1］、［フィールド 2］から選択で
きます。
初期値は［フレーム］です。

入力信号がプログレッシブの場合は、ここでの設定に関わ
らず［フレーム］固定となります。

オートライブ設定を行う
オートライブを行うときに表示するキャプチャー画像の表
示時間や、表示位置を設定します。

1 ［詳細設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

オートライブの「詳細設定」画面が表示されます。

2 各項目を設定する。

［時間］
キャプチャーされた静止画を表示している時間を選択
します。

［シングル］の場合は、0.5 秒～ 2 秒の間で設定します。
初期値は［0.5 秒］です。

［マルチ］の場合は、1 秒～ 5 秒の間で設定します。初
期値は［3 秒］です。

［位置］
マルチオートライブ時に、キャプチャーされた静止画
を表示する位置を上下左右から選択します。
初期値は［左］です。
表示位置が上または下に設定されている場合は最新の
4 つの静止画が、左または右が設定されている場合は
最新の 3 つの静止画が表示されます。

［モニター］
モニターのモードを選択します。

［通常］、［フル］から選択できます。
初期値は［通常］です。

接続されているモニターがフルモードになっている場
合は、表示されるオートライブの静止画画像の左右が
欠けることがあります。［モニター］を［通常］に設定
してください。

3 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

［オートライブ］タブに戻ります。

［一般1］タブ
システムに関する初期設定を行います。

［ステータス表示］
表示したいステータスにチェックマークを付けます。

［録画ステータス表示］、［再生ステータス表示］、［停止ス
テータス表示］から選択できます。
初期値は選択なし（チェックマークが付いていない状態）
です。

［入出力タイミング］を［スルー］に設定している場合は、
［録画ステータス表示］や［停止ステータス表示］を［使用
する］に設定してもステータスは表示されません。また、
オートライブ中は、状態は更新されません。

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ
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［画像一覧表示］
「画像一覧」画面に表示させる動画のサムネイルの単位を選
択します。
初期値は［タイトル］です。

◆［詳細設定］については、「画像一覧の詳細設定を行う」 （67
ページ）をご覧ください。

［BD/DVD自動イジェクト］
BD や DVD がフルになった場合に、自動的にディスクをイ
ジェクトするかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

［リモコン操作禁止］
リモコンのボタンによる本機の操作を禁止するかどうかを
選択します。
初期値は［使用しない］です。

画像一覧の詳細設定を行う
「画像一覧」画面でコピーや印刷の操作を行う際に、録画
データの選択状態を設定します。

1 ［画像一覧表示］の［詳細設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押す。

画像一覧表示の「詳細設定」画面が表示されます。

2 各項目を設定し、［設定］を選んで、ENTER ボタンを
押す。

［コピー］
操作のボックスで［コピー］を選択している場合の録
画データの選択状態を選択します。

［未選択］、［全選択］、［動画］、［静止画］から選択でき
ます。
初期値は［未選択］です。

［印刷］
操作のボックスで［印刷］を選択している場合の録画
データの選択状態を選択します。

［未選択］、［静止画］から選択できます。
初期値は［未選択］です。

［一般2］タブ
システムに関する初期設定を行います。

［リカバリー］
リカバリー時に、そのとき行っていた録画の動作状態に復
帰するかどうかを選択します。
初期値は［使用する］です。

状態復帰を［使用しない］に設定している場合は、録画
データの復旧のみを行います。

［DVI レンジモード］
DVI 入力時のレンジモードを選択します。

［リミテッドレンジ］、［フルレンジ］から選択できます。
［リミテッドレンジ］の階調レベルは 16 ～ 235、［フルレン
ジ］の階調レベルは 0 ～ 255 です。
初期値は［フルレンジ］です。

［無信号一時停止］
入力信号がない場合に、録画を自動的に一時停止するかど
うかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

［使用する］に設定すると、入力信号が 10 分間なかった場
合に、録画を一時停止します。

［マイクプラグインパワー］
本機からマイクの電源を供給する場合に電圧を選択します。

［2.5V］、［3.2V］、［4.2V］から選択できます。
初期値は［2.5V］です。

［LCDバックライト調整］
フロントパネルディスプレイの明るさを選択します。

［25％］、［50％］、［75％］、［100％］から選択できます。
初期値は［75%］です。

［施設］タブ
施設についての初期設定を行います。

［施設名］
施設名を 32 文字以内で入力します。
使用可能な文字は、半角英数字、アンダースコア（_）、ハ
イフン（-）、スペースです。

［ロゴ表示］
「メニュー」画面に任意のロゴを表示するかどうかを選択し
ます。
初期値は［使用しない］です。
ロゴ表示を［使用する］に設定したい場合は、「ロゴのイン
ポート」を行ってください。

ロゴをインポートする
表示するロゴファイルをインポートします。

1 USB メモリーにロゴファイルをコピーし、本機前面の
USB 1 端子に挿入する。

2 ［インポート］を選び、ENTER ボタンを押す。
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3 メディアの挿入を促すメッセージが表示されたら、
ENTER ボタンを押す。

ロゴファイルの読み込みが成功すると、完了メッセー
ジが表示されます。

ロゴファイルを用意する
ロゴを表示する場合は、あらかじめ本機で読み込み可能な
ロゴファイルを用意し、USB メモリーにコピーします。

1 ロゴファイルを用意する。

以下の条件に適合するロゴファイルを用意します。
ファイルフォーマット：24 ビット ビットマップ
ファイル名：MenuLogo.bmp
サイズ：43（高さ） × 400（幅）ピクセル
背景：RGB（102、102、102）のグレー

2 USB メモリーにロゴファイルをコピーする。

USB メモリーの最上位ディレクトリーに以下の名前の
フォルダーを作成し、ロゴファイルをコピーします。
フォルダー名：DisplayLogo

［CMS］タブ
CMS モードについての初期設定を行います。CMS モード
とは、Content Management System に録画データを転送す
るモードです。

［CMSモード］
CMS モードを使用するかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

［プロキシビットレート］
CMS モードでプロキシデータを作成する際のビットレート
を選択します。
初期値は、1080i/1080p フォーマットで記録する場合は

［8 Mbps］、720p フォーマットで記録する場合は［4 Mbps］
固定となります。

• 1080 記録でビットレートが 8 Mbps 未満の場合は、ここで
の設定に関わらず、［プロキシビットレート］は

［4 Mbps］となります。
• SD 記録の場合は、プロキシデータは生成されません。
• Content Management System についての詳細は、ソニー

のサービス担当者または営業担当者にお問い合せくださ
い。

周辺機器設定

外部接続機器に関する設定を行います。

1 「システム管理者設定」画面で、［周辺機器設定］を選
び、ENTER ボタンを押す。

「周辺機器設定」画面が表示されます。

2 タブを選び、ENTER ボタンを押す。

3 各タブで、必要な設定を行う。

各タブでの設定については、以下をご覧ください。

◆［周辺機器 1］タブ （68 ページ）

◆［周辺機器 2］タブ （71 ページ）

◆［制御］タブ （71 ページ）

◆［接点スイッチ］タブ （72 ページ）

4 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

［周辺機器1］タブ
本機に接続されている USB 機器の設定を行います。

◆ 本機に接続可能な周辺機器については、お買い上げの販売店に
お問い合わせください。

［USB 3］～［USB 6］
本機後面の USB 3 端子～ USB 6 端子に接続されている機器
を選択します。
選択肢には、本機で使用できる機器が表示されます。
初期値は［接続機器なし］です。
プリンターを選択したときは、「プリンター設定」を行って
ください。

◆ 設定方法は、「プリンター設定を行う」 （69 ページ）をご覧くだ
さい。

• ソニー製プリンター UP-DR80MD は、自動認識が可能で
す。UP-DR80MD を自動認識させる場合は、周辺機器設
定で、プリンターを接続する側の USB コネクターを「接
続機器なし」に設定してください。なお、録画中や再生
中、および周辺機器設定画面の表示中は自動認識できま
せん。
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• 本機の起動中にカードリーダーの接続先の USB 端子を変
更すると、カードリーダーは認識されなくなります。そ
の場合は、本機を再起動してください。

［バーコードリーダー］または［カードリーダー］を選択し
たときは、「リーダー設定」を行ってください。

◆ 設定方法は、「リーダー設定を行う」 （70 ページ）をご覧くださ
い。

［タッチパネル／マウス］を選択したときは、「タッチパネ
ル／マウス設定」を行ってください。

◆ 設定方法は、「タッチパネル／マウスを使用するための設定を行
う」 （82 ページ）をご覧ください。

プリンター設定を行う
USB プリンターを設定したときに、カラーバランスや明る
さなどの設定を行います。

1 プリンターを接続した USB 端子の［詳細設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

［詳細設定］は、［USB 3］～［USB 6］でプリンターが
選択されているときに表示されます。

プリンターの「詳細設定」画面が表示されます。

2 ［カラーバランス］タブを表示し、シアン、マゼンタ、
イエローまたは赤、緑、青ごとに、色あいを補正する。

各色とも－ 32 ～＋ 32 の範囲で補正値を選択できます。

3 ［グレーバランス］タブを表示し、無彩色のバランスを
補正する。

プリンターによって、補正値の範囲が異なります。

4 ［明るさ］タブを表示し、印刷される画像の明るさを
［シャープネス］、［ダーク］、［ガンマ］、［ライト］、［ガ
ンマカーブ］で補正する。

プリンターによって、補正値の範囲が異なります。

［ガンマカーブ］は、ソニー UP-D25MD でのみ設定が
可能です。

5 ［その他］タブを表示し、ロゴファイルのインポートな
どを行う。

プリンターによって、設定項目が異なります。

［高速印刷］（UP-D25MDのみ）
高速印刷するかどうかを設定します。

［使用する］を選択すると、印刷時間は早くなります
が、画質は粗くなります。
初期値は［使用する］です。

［ウォーターマークのインポート］（UP-DR80MDの
み）
ウォーターマークファイルをインポートします。
ウォーターマークファイルは、USB メモリーにコピー
して、本機の USB 端子に挿入します。

◆ ウォーターマークファイルの準備については、「ウォー
ターマークファイルを用意する」 （69 ページ）をご覧くだ
さい。

［ウォーターマークのインポート］を選んで ENTER ボ
タンを押すと、メディアの挿入を促すメッセージが表
示されるので、［OK］を選び、ENTER ボタンを押し
ます。
ウォーターマークファイルの読み込みが成功すると、
完了を知らせるメッセージが表示されます。

［ロゴのインポート］
ロゴファイルをインポートします。
ロゴファイルは、USB メモリーにコピーして、本機の
USB 端子に挿入します。

◆ ロゴファイルの準備については、「ロゴファイルを用意す
る」 （70 ページ）をご覧ください。

［ロゴのインポート］を選んで ENTER ボタンを押す
と、メディアの挿入を促すメッセージが表示されるの
で、［OK］を選び、ENTER ボタンを押します。
ロゴファイルの読み込みが成功すると、完了を知らせ
るメッセージが表示されます。

6 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、［周辺機器 1］タブに戻ります。

ウォーターマークファイルを用意する
ウォーターマークを印刷する場合は、あらかじめ本機で読
み込み可能なウォーターマークファイルを用意し、USB メ
モリーにコピーします。

1 ウォーターマークファイルを用意する。

以下の条件に適合するウォーターマークファイルを用
意します。

• 用紙がA4サイズの場合
ファイルフォーマット：24 ビット　ビットマップ
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ファイル名：watermark_A4.bmp
サイズ：2392 × 3400 ピクセル
色：

　　背景：RGB（255、255、255）の白
　　ウォーターマーク：RGB（0、0、0）の黒

• 用紙がレターサイズの場合
ファイルフォーマット：24 ビット　ビットマップ
ファイル名：watermark_85x11.bmp
サイズ：2464 × 3192 ピクセル
色：

　　背景：RGB（255、255、255）の白
　　ウォーターマーク：RGB（0、0、0）の黒

2 USB メモリーにウォーターマークファイルをコピーす
る。

USB メモリーの最上位ディレクトリーに以下の名前の
フォルダーを作成し、ウォーターマークファイルをコ
ピーします。
フォルダー名：Watermark

ロゴファイルを用意する
ロゴを印刷する場合は、あらかじめ本機でロゴファイルを
用意し、USB メモリーにコピーします。

1 ロゴファイルを用意する。

以下の条件に適合するロゴファイルを用意します。

• UP-D25MDの場合
ファイルフォーマット：24 ビット ビットマップ
ファイル名：printlogo_UP-D25MD.bmp
サイズ：70（高さ）× 320（幅）ピクセル

• UP-DR80MDの場合
ファイルフォーマット：24 ビット ビットマップ
ファイル名：printlogo_UP-DR80MD.bmp
サイズ：94（高さ） × 900（幅）ピクセル

2 USB メモリーにロゴファイルをコピーする。

USB メモリーの最上位ディレクトリーに以下の名前の
フォルダーを作成し、ロゴファイルをコピーします。
フォルダー名：PrintLogo

リーダー設定を行う
バーコードリーダーまたはカードリーダーを選択したとき
に、データを読み込むための設定を行います。バーコード
リーダー、カードリーダーとも設定方法は同じです。

1 バーコードリーダーまたはカードリーダーを接続した
USB 端子の［詳細設定］を選び、ENTER ボタンを押
す。

バーコードリーダーまたはカードリーダーを選択する
と、［詳細設定］が表示されます。

リーダーの「詳細設定」画面が表示されます。

2 ［患者 ID/ 患者名］タブを表示し、各項目を設定する。

［患者 ID］
患者 ID の先頭位置と患者 ID の長さを設定します。

［患者名］
患者名の先頭位置と患者 ID の長さを設定します。

3 ［性別 / 生年月日］タブを表示し、各項目を設定する。

［性別］
性別の先頭位置、男性、女性を設定します。

［生年月日］
生年月日の先頭位置と日付の形式を設定します。
日付の形式は、空欄、［YYYY/MM/DD］、［MM/DD/
YYYY］、［DD/MM/YYYY］、［YYYYMMDD］、

［MMDDYYYY］、［DDMMYYYY］から選択できま
す。

4 カードを読み込む。

カードの情報が［解析］タブの［読み込みデータ］領
域に表示されます。

情報に空欄が含まれている場合、表示上は「＊（アス
タリスク）」で表示されます。

5 ［解析］を選び、ENTER ボタンを押す。

［解析］タブに解析結果が表示されます。

6 解析結果に問題がないことを確認したら、［設定］を選
び、ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、［周辺機器 1］タブに戻ります。
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［周辺機器2］タブ
本機に接続されているプリンターやキーボードモードを設
定します。

［使用プリンター］
使用するプリンターを選択します。

［キーボードモード］
「録画準備」画面でソフトキーボードを使用するか、USB
キーボードを使用するかを選択します。
初期値は［ソフトキーボード］です。

◆［詳細設定］では、ファンクションキーの設定が行えます。設定
法保については、「ファンクションキーを使用する」 （39 ペー
ジ）をご覧ください。

［制御］タブ
本機を外部機器からシステム制御したり、モニター制御を
行う場合に設定します。

［USB 7］
USB 7 端子に接続する機器を設定します。
初期値は［接続機器なし］です。

［システム制御］を選択したときは、「システム制御設定」
で通信速度を確認したり、プロトコルモードを設定できま
す。

◆ 確認方法は、「システム制御設定を行う」 （71 ページ）をご覧く
ださい。

［RS-232C］
RS-232C 端子に接続する機器を設定します。
初期値は［接続機器なし］です。

［システム制御］を選択したときは、「システム制御設定」
で通信速度やプロトコルモードを設定してください。

◆ 設定方法は、「システム制御設定を行う」 （71 ページ）をご覧く
ださい。

［モニター制御］を選択したときは、「モニター制御設定」
で映像を出力するポートと入力信号を設定してください。

◆ 設定方法は、「モニター制御を設定する」 （72 ページ）をご覧く
ださい。

［リモート起動］
USB 7 端子または RS-232C 端子経由でリモートシステムの
電源オン／オフ動作に連動させるかどうかを選択します。
初期値は［連動しない］です。

［USB 7］や［RS-232C］を選択している場合、その端子経
由でリモートシステムの電源動作に連動します。

システム制御設定を行う
USB 7 端子または RS-232C 端子経由でシステム制御を行う
場合に、通信速度を表示または設定します。
また、ソニー製 HVO-1000MD や HVO-3000MT との互換
モードを設定します。

1 ［USB 7］または［RS-232C］の［詳細設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

［詳細設定］は、［USB 7］を［システム制御］に設定
しているときや、［RS-232C］を［システム制御］また
は［モニター制御］に設定しているときに表示されま
す。

システム制御の「詳細設定」画面が表示されます。

2 通信速度を選択する。

USB 7 端子の場合は、115200 bps 固定となります。
RS-232C 端子の場合は、9600 bps、19200 bps、
38400 bps、57600 bps、115200 bps から選択できます。
初期値は［9600bps］です。

3 ［プロトコルモード］でどのモードを使用するかを選択
し、［設定］を選んで、ENTER ボタンを押す。

［HVO-1000MD］、［HVO-3000MT］、［HVO-3300MT］
から選択できます。
初期値は［HVO-1000MD］です。
選択したモードにより、その機種のプロトコルコマン
ドとの互換を持ちます。

•［プロトコルモード］での設定は、コマンドを使って
USB 7/RS-232C 経由で制御する場合のみに作用し、
本機やリモコン、タッチパネルメニュー画面の「ク
ローズフォルダー」および「停止」の操作には影響
しません。

•［プロトコルモード］は、USB 7 と RS-232C で異なる
モードを設定することはできません。後から選択し
たモードで上書きされます。

設定が保存され、［制御］タブに戻ります。
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モニター制御を設定する
内視鏡などの装置からの映像や本機からの映像をモニター
に出力する際に、映像を出力するポートと入力信号を設定
します。

1 ［モニター制御］の［詳細設定］を選び、ENTER ボタ
ンを押す。

モニター制御の「詳細設定」画面が表示されます。

2 各項目を設定し、［設定］を選んで、ENTER ボタンを
押す。

［装置入力ポート］
内視鏡などの装置からの映像をモニターに出力する場
合に、モニター側の入力ポートを選択します。

［PORT A］、［PORT B］から選択できます。
初期値は［PORT A］です。

［装置入力信号］
内視鏡などの装置からの映像をモニターに出力する場
合に、モニター側に入力する信号を選択します。

［SDI 1］、［SDI 2］、［DVI-D 1］、［DVI-D 2］、
［VIDEO］、［S VIDEO］から選択できます。
初期値は［SDI 1］です。

［レコーダー入力ポート］
本機からの映像をモニターに出力する場合に、モニ
ター側の入力ポートを選択します。

［PORT A］、［PORT B］から選択できます。
初期値は［PORT B］です。

［レコーダー入力信号］
本機からの映像をモニターに出力する場合に、モニ
ター側に入力する信号を選択します。

［SDI 1］、［SDI 2］、［DVI-D 1］、［DVI-D 2］、
［VIDEO］、［S VIDEO］から選択できます。
初期値は［SDI 2］です。

［装置入力信号］と［レコーダー入力信号］で同じ入力
信号は設定できません。

［接点スイッチ］タブ
本機後面の接点スイッチ端子に接点スイッチデバイスを接
続して本機の制御を行う場合に設定します。

［接点スイッチ1］～［接点スイッチ3］
接点スイッチごとに、接点スイッチデバイスで何を制御す
るかを設定します。

［接点スイッチ 1］～［接点スイッチ 3］の設定方法は同じ
です。
初期値は［使用しない］です。

［使用しない］
接点スイッチデバイスを使用しません。

［動画記録 /一時停止］
動画記録時の一時停止／再開を制御します。

［静止画記録］
静止画をキャプチャーします。

［音声ON/OFF］
音声の記録をオン／オフします。

［インデックス設定］
録画中に静止画画像を記録せずに、インデックスを付
加します。

接点スイッチを設定する

1 制御を行う接点スイッチの［詳細設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

接点スイッチの「詳細設定」画面が表示されます。

2 動作のタイミングを設定し、［設定］を選んで、
ENTER ボタンを押す。

［ダウンエッジ］、［アップエッジ］、［ステート］から選
択できます。
初期値は［ダウンエッジ］です。
制御内容が［静止画記録］および［インデックス設定］
の場合は、［ステート］は選択できません。

［接点スイッチ］タブに戻ります。

メモ
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パスワード設定

［システム管理者設定］を自由に変更できないように、パス
ワードを設定できます。
パスワードロックを有効にすると、「設定」画面で［システ
ム管理者設定］を選択したときに、パスワードの入力を促
す画面が表示されます。

工場出荷時は、パスワードが未設定です。初めてパスワー
ドを設定する場合は、「パスワード変更」画面で古いパス
ワードを入力せずに、新しいパスワードを設定してくださ
い。また、パスワードを紛失しないように、必ず控えてお
いてください。パスワードを紛失すると、［システム管理者
設定］にアクセスできなくなります。また、パスワードは
厳重に管理してください。

パスワードロックを有効にする

1 「システム管理設定」画面で、［パスワード設定］を選
び、ENTER ボタンを押す。

「パスワード設定」画面が表示されます。

2 パスワードロックのボックスを選び、ENTER ボタンを
押す。

3 ［使用する］を選び、ENTER ボタンを押す。

初期値は［使用しない］です。

4 ［設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

設定が保存されます。

パスワードを変更する

1 「パスワード設定」画面で、［変更］ボタンを選び、
ENTER を押す。

「パスワード変更」画面が表示されます。

2 各項目を設定し、［設定］を選んで、ENTER ボタンを
押す。

［古いパスワード］
古いパスワードを入力します。

［新しいパスワード］
新たに設定したいパスワードを 255 文字以内で入力し
ます。
ソフトキーボードで入力できる文字であれば、パス
ワードに使用できます。

［新しいパスワードの確認］
新しいパスワードと同じパスワードをもう一度入力し
ます。

新しいパスワードが保存されます。

ご注意
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ネットワーク設定

ネットワークやサーバーに関する初期設定を行います。

1 「システム管理者設定」画面で、［ネットワーク設定］
を選び、ENTER ボタンを押す。

「ネットワーク設定」画面が表示されます。

2 タブを選び、ENTER ボタンを押す。

3 各タブで、必要な設定を行う。

各タブでの設定については、以下をご覧ください。

◆［ネットワーク］タブ （74 ページ）

◆［IP アドレス］タブ （74 ページ）

◆［DNS サーバー］タブ （74 ページ）

◆［保存先サーバー］タブ （75 ページ）

◆［共有］タブ （75 ページ）

◆［NTP］タブ （75 ページ）

4 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

［ネットワーク］タブ
ネットワークを使用する場合に設定します。

［ネットワーク］
ネットワークを使用するかどうかを選択します。
初期値は［使用しない］です。

［使用する］を選択したときは、各タブで必要な設定を行っ
てください。

［IP アドレス］タブ

［IPアドレスの自動取得］
DHCP を利用してアドレス設定を自動取得する場合は［使
用する］を、固定の IP アドレスを割り当てる場合は［使用
しない］を選択します。

［使用する］を選択したときは、IP アドレス、サブネット
マスク、デフォルトゲートウェイが読み取り専用で表示さ
れます。

［使用しない］を選択したときは、［IP アドレス］、［サブ
ネットマスク］、［デフォルトゲートウェイ］を設定してく
ださい。

［IPアドレス］
IP アドレスを入力します。

［サブネットマスク］
サブネットマスクを入力します。

［デフォルトゲートウェイ］
デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。
ローカルネットワークのみで使用する場合や他のネット
ワークへの接続が必要ない場合は、入力しないでください。

［DNSサーバー］タブ

［DNSサーバーの自動取得］
DNS サーバーの IP アドレスを自動取得する場合は［使用
する］を、IP アドレスを指定する場合は［使用しない］を
選択し、ENTER ボタンを押します。

［使用しない］を選択したときは、［優先 DNS サーバー］、
［代替 DNS サーバー］を設定してください。

［優先DNSサーバー］
優先 DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
優先 DNS サーバーがない場合や必要としない場合は、入力
しないでください。

［代替DNSサーバー］
代替 DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
代替 DNS サーバーがない場合や必要としない場合は、入力
しないでください。
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［保存先サーバー］タブ
録画データの保存先にサーバーを指定する場合に設定しま
す。

［サーバー］
保存先にサーバーを指定するときは、［共通設定（共有）］
を選択します。
初期値は［使用しない］です。

［共通設定（共有）］を選択したときは、［共有］タブで共有
名などを設定してください。

◆ 設定方法は、「［共有］タブ」 （76 ページ）をご覧ください。

［サーバー名］
サーバー名を入力します。

［共有名］
共有名を入力します。
使用可能な文字は、半角英数字、記号（" = / \ [ ] : | < > + ; 
, ? * を除く）です。

［共有］タブ
保存先にサーバーを使用する場合に、必要な設定を行いま
す。

［ユーザー名］
ユーザー名を入力します。

［パスワード］
パスワードを入力します。

［NTP］タブ
現在の時刻を NTP サーバーから取得する場合に設定しま
す。

［NTP］
NTP サーバーから現在時刻を取得するときは、［使用する］
を選択します。
初期値は［使用しない］です。

［使用する］を選択したときは、［アドレス］と［ポート番
号］を設定してください。

［アドレス］
NTP サーバーのアドレスを入力します。

［ポート番号］
ポート番号を入力します。
初期値は［123］です。

術者リスト登録

術者の名前や、術者ごとの初期値を登録します。
ここで登録した術者の情報が、各画面での術者の一覧や初
期値に使用されます。術者は 100 人まで登録できます。

術者を登録する

1 「システム管理者設定」画面で、［術者リスト編集］を
選び、ENTER ボタンを押す。

「術者リスト」画面が表示されます。

2 ［追加］を選び、ENTER ボタンを押す。

「術者追加」画面が表示されます。

3 タブを選び、ENTER ボタンを押す。

4 各タブで、必要な設定を行う。

各タブの設定については、以下をご覧ください。

◆［一般］タブ （75 ページ）

◆［保存先サーバー］タブ （76 ページ）

◆［共有］タブ （76 ページ）

◆［印刷］タブ （76 ページ）

◆［外部保存］タブ （76 ページ）

5 設定が完了したら、［追加］を選び、ENTER ボタンを
押す。

術者が追加されます。

［一般］タブ
術者の名前や保存先など、一般的な設定を行います。

［No］
術者の番号です。
自動的に連番が振られますので変更できません。

［名前］
術者の名前を 64 文字以内で入力します。

［動画の画質］
録画する動画の画質を選択します。

［最高画質］、［高画質］、［標準］から選択できます。
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［外部保存先］
同時記録時の外部メディアを選択します。

「外部保存先設定」画面で、［外部保存先 1］または［外部
保存先 2］を選び、表示される画面で外部メディアを選び
ます。
初期値は［使用しない］です。
Ch2 の外部保存先は、Ch1 と同じ外部先を表示してグレー
アウトとなります。

外部保存先 1 と 2 で、同じ保存先を設定することはできま
せん。

［保存先サーバー］タブ
保存先にサーバーを指定する場合に設定します。

［サーバー］
サーバーの種類を［システム設定］または［共有（CIFS）］
から選択します。
初期値は［使用しない］です。

［共有（CIFS）］を選択したときは、［サーバー名］に加え
て［共有］タブで、必要な設定を行ってください。

◆ 設定方法は、「［共有］タブ」 （76 ページ）をご覧ください。

［サーバー名］
サーバー名を入力します。

［共有名］
共有名を入力します。
使用可能な文字は、半角英数字、記号（" = / \ [ ] : | < > + ; 
, ? * を除く）です。

［共有］タブ
［保存先サーバー］タブで［サーバー］を［共有（CISF）］
に設定した場合に、必要な設定を行います。

［ユーザー名］
ユーザー名を入力します。

［パスワード］
パスワードを入力します。

［印刷］タブ

［プリンター］
接続されているプリンター名が表示されます。

［分割パターン］
1 枚の用紙に対して、何枚の静止画を印刷するかを選択し
ます。
プリンターによって、分割パターンと初期値が異なります。
システムに従う場合は、［ユーザー設定］を選択します。

［外部保存］タブ
動画や静止画の保存に関する設定を行います。

［動画保存］
保存する動画の保存形式にチェックマークを付けます。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付いてい
る状態）です。

［静止画保存］
保存する静止画の保存形式にチェックマークを付けます。
初期値はすべて選択（すべてにチェックマークが付いてい
る状態）です。
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術者リスト編集

1 「システム管理者設定」画面で、［術者リスト編集］を
選び、ENTER ボタンを押す。

「術者リスト」画面が表示されます。

2 術者を編集する。

◆ 術者を並べ替える （77 ページ）

◆ 術者の設定内容を変更する （77 ページ）

◆ 術者を削除する （77 ページ）

3 ［設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

術者を並べ替える

1 「術者リスト編集」画面で、並び順を変更したい術者を
選んでから、［上へ］または［下へ］を選び、ENTER
ボタンを押す。

術者の位置が 1 つずつ移動します。

術者の設定内容を変更する

1 「術者リスト編集」画面で、設定内容を変更したい術者
を選んでから、［編集］を選び、ENTER ボタンを押
す。

「術者編集」画面が表示されます。

2 各項目を変更したら、［設定］を選び、ENTER ボタン
を押す。

設定が保存されます。

各項目については、以下をご覧ください。

◆［一般］タブ （75 ページ）

◆［保存先サーバー］タブ （76 ページ）

◆［共有］タブ （76 ページ）

◆［印刷］タブ （76 ページ）

◆［外部保存］タブ （76 ページ）

術者名を変更した場合は、古い術者のデータを術者名で検
索できなくなります。

術者を削除する

1 「術者リスト編集」画面で、削除したい術者を選んでか
ら、［削除］を選び、ENTER ボタンを押す。

2 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

術者が削除されます。

ご注意
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症例編集

手術／検査の症例やカテゴリーを編集して、各画面の症例
の一覧に使用する症例リストを作成します。

1 「システム管理者設定」画面で、［症例リスト編集］を
選び、ENTER ボタンを押す。

「症例リスト編集」画面が表示されます。

2 症例を編集する。

◆ 症例を登録する （78 ページ）

◆ 症例を削除する （78 ページ）

◆ 症例を並べ替える （78 ページ）

◆ 症例名を変更する （78 ページ）

◆ カテゴリーを登録する （78 ページ）

◆ カテゴリーを選択する （79 ページ）

◆ 症例カテゴリーを編集する （79 ページ）

3 「症例リスト編集」画面で、［設定］を選び、ENTER ボ
タンを押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

症例を登録する
1 つのカテゴリーに 100 件まで症例を登録できます。

1 「症例リスト編集」画面で、［症例］エリアの［追加］
を選び、ENTER ボタンを押す。

「追加」画面が表示されます。

2 症例名を 20 文字以内で設定し、［追加］を選んで、
ENTER ボタンを押す。

「症例リスト編集」画面のリストに症例が追加されま
す。

症例を削除する

1 「症例リスト編集」画面で、削除したい症例を選んでか
ら、［症例］エリアの［削除］を選び、ENTER ボタン
を押す。

2 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

症例を並べ替える

1 「症例リスト編集」画面で、並び順を変更したい症例を
選んでから、［症例］エリアの［上へ］または［下へ］
を選び、ENTER ボタンを押す。

症例の位置が 1 つずつ移動します。

症例名を変更する

1 「症例リスト編集」画面で、名前を変更したい症例を選
んでから、［症例］エリアの［編集］を選び、ENTER
ボタンを押す。

「編集」画面が表示されます。

2 症例の名前を変更し、［設定］を選んで、ENTER ボタ
ンを押す。

設定が保存され、「症例リスト編集」画面に戻ります。

カテゴリーを登録する
カテゴリーは 10 件まで登録できます。

1 「症例リスト編集」画面で、［カテゴリー］エリアの
［編集］を選び、ENTER ボタンを押す。

「症例カテゴリーリスト編集」画面が表示されます。

2 ［追加］を選び、ENTER ボタンを押す。

「追加」画面が表示されます。

3 カテゴリー名を 20 文字以内で設定し、［追加］を選ん
で、ENTER ボタンを押す。

［No.］は自動的に連番が振られますので変更できませ
ん。

4 設定が終了したら、［設定］を選び、ENTER ボタンを
押す。

設定が保存され、「症例カテゴリーリスト編集」画面に
戻ります。
78



カテゴリーを削除するには

1 「症例カテゴリーリスト編集」画面で、削除したいカテ
ゴリーを選んでから、［削除］を選び、ENTER ボタン
を押す。

2 確認メッセージが表示されたら、［OK］を選び、
ENTER ボタンを押す。

カテゴリーを削除すると、そのカテゴリーに登録されてい
る症例もすべて削除されます。

カテゴリーを選択する

1 「症例リスト編集」画面で、［カテゴリー］エリアの
ボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

「症例カテゴリー選択」画面が表示されます。

2 症例のカテゴリーを選択し、ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、「症例リスト編集」画面に戻ります。

症例カテゴリーを編集する

1 「症例リスト編集」画面で、［カテゴリー］エリアの
［編集］を選び、ENTER ボタンを押す。

「症例カテゴリーリスト編集」画面が表示されます。

2 カテゴリーを編集する。

◆ カテゴリーを並べ替える （79 ページ）

◆ カテゴリー名を変更する （79 ページ）

3 「症例カテゴリーリスト編集」画面で、［設定］を選び、
ENTER ボタンを押す。

「症例リスト編集」画面に戻ります。

カテゴリーを並べ替える

1 「症例カテゴリーリスト編集」画面で、並び順を変更し
たいカテゴリーを選んでから、［上へ］または［下へ］
を選び、ENTER ボタンを押す。

カテゴリーの位置が 1 つずつ移動します。

カテゴリー名を変更する

1 「症例カテゴリーリスト編集」画面で、名前を変更した
いカテゴリーを選んでから、［編集］を選び、ENTER
ボタンを押す。

「編集」画面が表示されます。

2 カテゴリーの名前を変更し、［設定］を選んで、
ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、「症例カテゴリーリスト編集」画面に
戻ります。
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自動削除

自動削除を行うかどうかと、自動削除のしきい値を設定し
ます。

1 「システム管理者」画面で、［自動削除］を選び、
ENTER ボタンを押す。

「自動削除閾値」画面が表示されます。

2 各項目を設定し、［設定］を選んで、ENTER ボタンを
押す。

［自動削除］
自動削除を行うかどうかを選択します。
初期値は［使用する］です。

［自動削除の閾値］
自動削除を行う場合に、しきい値を選択します。

［10％］、［20％］、［30％］から設定できます。
初期値は［10％］です。

設定が保存されます。

DICOM設定

静止画を DICOM 転送する場合に必要な設定を行います。

1 「システム管理者設定」画面で、［DICOM 設定］を選
び、ENTER ボタンを押す。

「DICOM 設定」画面が表示されます。

2 タブを選び、ENTER ボタンを押す。

3 各タブで、必要な設定を行う。

各タブでの設定については、以下をご覧ください。

◆［サーバー］タブ （80 ページ）

◆［自局 1］タブ （81 ページ）

◆［自局 2］タブ （81 ページ）

4 設定が終了したら、［設定］を選んで、ENTER ボタン
を押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻りま
す。

［サーバー］タブ
DICOM 転送を行う場合に設定します。

［DICOM］
DICOM を使用するかどうかを選択します。
DICOM 転送を行う場合は、［使用する］を選択します。
初期値は［使用しない］です。

［サーバー名］
サーバー名を入力します。
最大 253 文字まで設定可能です。

［ポート番号］
ポート番号を入力します。
初期値は［104］です。

［AEタイトル］
AE タイトルを入力します。
最大 16 文字まで設定可能です。
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［自局1］タブ

［AEタイトル］、［ステーション名］
最大 16 文字まで設定可能です。

［施設名］
最大 64 文字まで設定可能です。

［施設住所］
最大 128 文字まで設定可能です。

［自局2］タブ
自局に関する設定を行います。

［SOPクラスUID］
SOP クラスの UID を［SC］または［VL］から選択しま
す。
初期値は［SC］です。

［指定文字セット］
指定文字セットを選択します。

［IR6］、［IR13］、［IR100］、［IR101］から選択できます。
初期値は［IR6］です。
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概要

本機では、市販のタッチパネルモニターやマウスを接続し、
画面を操作することが可能です。
本章では、タッチパネルモニターやマウスを使用するため
の設定と、タッチパネルモニターやマウスを使用するとき
の操作画面について説明します。

タッチパネル／マウスモードで使用できる機器がない場合
に、［システム管理者設定］－［周辺機器設定］－［周辺機
器 1］タブで［USB 3］～［USB 6］のいずれかを［タッチ
パネル／マウス］に設定すると、操作ができなくなります
ので注意してください。万一操作ができなくなった場合は、
以下の手順で通常モードに戻すことができます。

A フロントパネルのMENUボタンを押す。
フロントパネルディスプレイに、通常モードで起動す
るかの確認メッセージが表示されます。

B ［OK］を選び、ENTERボタンを押す。
本機が再起動し、通常モードで起動します。

• タッチパネルモニターの解像度は、1366× 768以上必要で
す。

•［システム管理者設定］－［周辺機器設定］－［周辺機器
1］タブで［USB 3］～［USB 6］のいずれかを［タッチ
パネル／マウス］に設定するときは、以下のことに注意
してください。
－設定後は、本機の再起動が必要です。
－設定後は、フロントパネルおよび赤外線リモートコン

トロールユニットの V、v、B、b ボタン、ENTER ボ
タン、MENU ボタンは無効になります。

• 本機で使用可能なタッチパネルモニターについては、ソ
ニーのサービス担当者、営業担当者にお問い合わせくだ
さい。

タッチパネル／マウスを
使用するための設定を行
う

タッチパネルモニターやマウスを使用するには、以下の設
定を行います。

1 「システム管理者設定」画面で、［周辺機器設定］を選
び、ENTER ボタンを押す。

◆「システム管理者設定」画面の表示のしかたについては、
「「システム管理者設定」メニューを表示する」 （61 ペー
ジ）をご覧ください。

「周辺機器設定」画面が表示されます。

2 ［周辺機器 1］タブを表示し、タッチパネルモニターや
マウスを接続する USB 端子（［USB 3］～［USB 6］）
を［タッチパネル / マウス］に設定する。

3 ［詳細設定］を選び、ENTER ボタンを押す。

タッチパネル／マウスの「詳細設定」画面が表示され
ます。

4 ［カーソル表示］を［使用する］に設定し、［設定］を
選んで、ENTER ボタンを押す。

［使用する］に設定すると、タッチパネルモードやマウ
スの使用時に、画面上にマウスカーソルが表示されま
す。
初期値は［使用しない］です。
この項目を変更したときは、本機の再起動が必要な旨
のメッセージが表示されます。

5 タッチパネルモニターやマウスを接続し、メッセージ
に従って本機を再起動する。

6章  タッチパネル／マウス

ご注意

メモ
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タッチパネル／マウスモード時の画面

タッチパネル／マウスモード時では、通常時とは異なる画面が表示されます。
ここでは、通常時とは異なる主な画面やボタンについて説明します。

「メニュー」画面

a 患者情報
患者 ID、患者名、性別、生年月日が表示されます。

b ［ニューフォルダー］
患者情報をリセットします。

［クローズフォルダー］
録画を終了し、「録画終了」画面を表示します。

c ［録画準備］タブ
録画を開始する前に、患者情報の入力や録画データの
保存先を設定します。

◆ 設定項目については、「録画準備をする」 （45 ページ）を
ご覧ください。

生年月日を入力するとき、タッチパネルモニターの画
面では、年を入力する部分がソフトウェアキーボード
での入力になります。

d ［録画］タブ
Ch2 の録画や再生操作が行えます。

［ユーザー設定］－［録画］タブで、［Ch2 録画］を
［使用しない］に設定している場合、［録画］タブ内の
項目はグレーアウトされ、設定できません。

［入力］
Ch2 の入力信号を選択します。
Ch2 には、各端子の 2 側の入力信号が録画されます。

•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ
ブで、［CMS］モードを［使用する］に設定している
場合、Ch2 の入力信号は選択できません。

•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］
の［詳細設定］で、Ch2 の録画方法を［Ch1 から 2D
を作成］に設定している場合、Ch2 の入力信号は
Ch1 と同じとなり、変更できません。

［Ch2外部保存先］
Ch2 の録画データの外部保存先は Ch1 と同じです。

メモ

メモ

メモ
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Ch2画像表示、再生・録画ステータス
Ch2 の入力画像や再生画像、再生時や録画時の各種状
態が表示されます。
各項目については、「qd Ch1 画像表示、再生・録画ス
テータス」の説明を Ch2 に読み替えてください。

•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］
の［詳細設定］で、Ch2 の録画方法を［Ch1 から 2D
を作成］に設定している場合、Ch2 画像表示エリア
には以下の画像が表示されます。
－ Ch1 の入力が 2D の場合は、Ch1 と同じ画像が表

示されます。
－ Ch1 の入力が 3D の場合は、［ユーザー設定］－
［その他］タブの［画像左右選択］の設定に従っ
て、右画または左画が表示されます。

•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］
の［詳細設定］で Ch2 の録画方法を［Ch1 から 2D
を作成］に設定し、かつ Ch1 の入力信号が 3D の場
合は、録画形式のボタンはグレーアウトされ、無効
となります。

各種ボタン
再生や録画コントロールするときに使います。
使いかたや機能は、Ch1 側の「qs各種ボタン」と同じ
です。

以下の場合、ボタンはグレーアウトされ、無効となり
ます。
•［Link On］がオンになっている場合
•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］

で、［使用しない］に設定している場合
•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］

の［詳細設定］で、Ch2 の録画方法を［Ch1 から 2D
を作成］に設定している場合

•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ
ブで、［CMS モード］を［使用する］に設定してい
る場合

e ［設定変更］タブ
画質や静止画フォーマットを設定します。

［画質］

［Ch1動画画質］
Ch1 で録画する動画の画質を選択します。

［Ch2動画画質］
Ch2 の動画の画質は、Ch1 と同じで固定となりま
す。

［静止画フォーマット］
静止画のフォーマット（ファイル形式）を選択しま
す。

［静止画画質］
記録する静止画（JPEG）の画質を選択します。
この項目は、［静止画フォーマット］で［JPEG］が
選択されている場合に有効になります。

［入力切替］

［オーディオ］
オーディオの入力形式を選択します。

f ［Link On］（Ch1/Ch2連動）
Ch1/Ch2 同時録画を行うときに使います。
このボタンは、Ch1 または Ch2 のいずれかが録画中は
無効になります。
オン（緑）：Ch1 と Ch2 の録画を連動させます。
オフ（グレー）：Ch1 と Ch2 を連動させません。

以下の場合、ボタンはオンの状態でグレーアウトされ、
操作できません。
•［ユーザー設定］－［録画］タブにある［Ch2 録画］

の［詳細設定］で、Ch2 の録画方法を［Ch1 から 2D
を作成］に設定している場合

•［システム管理者設定］－［機能設定］－［CMS］タ
ブで、［CMS モード］を［使用する］に設定してい
る場合

g ［AUDIO］（音声オン /オフ）
音声を記録するときに使います。
オン（緑）：音声を記録します。
オフ（グレー）：音声の記録を停止します。

h ステータスボタン
「「ステータス」画面」 （85 ページ）が表示されます。

i ［録画一覧］
「録画一覧」画面が表示されます。

j HDD残量／エラー表示
通常時は、内蔵 HDD の残量が表示されます。
エラー発生時は、プロントパネルディスプレイと同じ
エラーが表示されます。

k 1（オン／スタンバイ）ボタン
本機をスタンバイ状態にするときに使います。
タッチすると、確認メッセージが表示されます。

メモ

メモ

メモ
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l 各種ボタン
再生や録画をコントロールするときに使います。
それぞれの機能は、本体のフロントパネルや赤外線リ
モートコントロールユニットのボタンと同じです。

◆ 詳しくは、「各部の名称とはたらき」 （20 ページ）をご覧
ください。

m Ch1画像表示、再生・録画ステータス
Ch1 の入力画像や再生画像、再生時や録画時の各種状
態が表示されます。

（出力チャンネル切り換え）：出力映像を Ch1 側に
切り換えます。

（PinP 画面切り換え）：PinP 時にメイン画面と子画
面を切り換えます。

再生・録画カウンター：再生または録画時間を
「00:00:00」形式で表示されます。

静止画キャプチャー枚数：キャプチャーした静止画の
枚数を「CAP:001」の形式で表示されます。

録画形式：Ch1 の録画形式を表示／選択します。
外部メディア記録状況：各外部メディアの録画状況が

「x メディア名　h　m」の形式で表示されます。
プリンター状況：印刷の状態やプリント用紙の残り枚

数が表示されます。
インジケーター：各メディアやプリンターの状況に

従って、インジケーターが点灯します。
（グレー）：通常状態
（緑色）：書き込み中／印刷中の状態
（オレンジ色）：エラー状態

入力信号が検知されない場合は、画像表示エリアに
「No Signal」と表示されます。3D の 2 ストリームでは、
どちらか一方でも未入力の場合は「No Signal」と表示
されます。

n ［入力］
Ch1 の入力信号を設定します。
Ch1 には、各端子の 1 側の入力信号が録画されます。

［Ch1外部保存先］
Ch1 の録画データの外部保存先を設定します。

「ステータス」画面
「ステータス」画面では、外部メディアへの記録状況や、接
続機器などの状態を表示します。

a ［ユーザー設定］
「ユーザー設定」画面を表示します。

◆ 詳しくは、「「ユーザー設定」メニューを表示する」 （34
ページ）をご覧ください。

b ［システム管理者設定］
「システム管理者設定」画面を表示します。

◆ 詳しくは、「「システム管理者設定」メニューを表示する」 
（61 ページ）をご覧ください。

動画再生画面
動画の再生時に表示される画面です。
下部のボタンで、再生をコントロールします。

簡易再生では、Ch1 の動画が再生されます。

メモ

メモ
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静止画再生画面
静止画の再生時に表示される画面です。
下部のボタンで、順に静止画を再生します。
3D の静止画を再生するときは、3D データボタンをタッチ
します。

［L］／［R］で、2D の静止画の右画または左画を再生しま
す。
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エラーメッセージ一覧

ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い合わせになるときは、エラーメッセージとエラー ID をお伝えください。

7章  その他

フロントパネルディスプレイ 意味 対処方法

エラーメッセージ エラー ID

SYSTEM ERR. 0100 番台 マザーボードエラー 本機を起動し直してください（0600 番台のキャプチャーボード異
常では、自動で再起動を行います）。それでも解決しない場合は、
ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い合わせくださ
い。

SYSTEM ERR. 0200 番台 内蔵 HDD 異常

SYSTEM ERR. 0300 番台 データベース異常

SYSTEM ERR. 0400 番台 リカバリー失敗

SYSTEM ERR. 0500 番台 ファイルのデータ異常

SYSTEM ERR. 0600 番台 キャプチャーボード異常

SYSTEM ERR. 0700 番台 光学ドライブ異常

SYSTEM ERR. 0800 番台 オーディオデバイス異常

SYSTEM ERR. 0900 番台 フロントパネル異常

SYSTEM ERR. 1000 番台 アプリケーション異常

SYSTEM ERR. 1101 アクティベーションエラー アクティベーションに失敗しました。ソニーのサービス担当者また
は営業担当者にお問い合わせください。

SYSTEM ERR. 1102 アップデートエラー ファームウェアのアップデートに失敗しました。ソニーのサービス
担当者または営業担当者にお問い合わせください。

SYSTEM ERR. 1200 番台 LCD コントローラーエラー LCD コントローラーのエラーです。自動で再起動を行いますが、
それでも解決しない場合はソニーのサービス担当者または営業担当
者にお問い合わせください。

MAX REC DATA － 録画データ数の上限超え 録画データ数が上限に達しました。不要な録画データを削除してく
ださい。

MAX CHAPTER － チャプター数の上限超え チャプター数が上限に達しました。［クローズフォルダー］を行っ
てください。

MAX STILL IMAGE － 静止画記録枚数の上限超え 不要な静止画を削除してください。

NO RECORD － 録画データなし 簡易再生する録画データが存在しません。

HDD LACK － 内蔵 HDD 容量不足 内蔵 HDD の容量が不足しています。不要な録画データを削除して
ください。

HDD FULL － 内蔵 HDD 残容量なし 内蔵 HDD がいっぱいになりました。不要な録画データを削除して
ください。

KEY INHIBIT － 本機前面のキー禁止 本機前面のキー操作が禁止されています。

WARN. FAN － システム／ CPU ファン回転数警告 ファンの回転数が異常です。ソニーのサービス担当者または営業担
当者にお問い合わせください。

WARN. TEMP. － システム／ CPU 温度警告 機器内部の温度が異常です。設置環境を確認してください。

WARN. HDD － 内蔵 HDD の警告または異常 内蔵 HDD が異常です。ソニーのサービス担当者または営業担当者
にお問い合わせください。

ERR.BATTERY － バッテリー切れ バッテリーが切れました。ソニーのサービス担当者または営業担当
者にお問い合わせください。

WARN.HDD.2 － 破損ファイルが存在 内蔵 HDD に破損ファイルが存在しています。内蔵 HDD の修復を
行ってください。内蔵 HDD の修復方法は、 「故障かな？と思った
ら」 （89 ページ）の説明を参照してください。
それでも解決しない場合は、ソニーのサービス担当者または営業担
当者にお問い合わせください。
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WARN.DB1 － データベースが破損 データベースが破損しています。データベースの修復を行ってくだ
さい。データベースの修復方法は「故障かな？と思ったら」 （89
ページ）の説明を参照してください。
それでも解決しない場合は、ソニーのサービス担当者または営業担
当者にお問い合わせください。

WARN.DB2 －

HDD RECOVERING
…

－ 内蔵 HDD 修復中 内蔵 HDD の修復中です。修復が完了するまでお待ちください。

DB1 RECOVERING... － データベース修復中 データベースの修復中です。修復が完了するまでお待ちください。

DB2 RECOVERING... －

ERR.HDD － 内蔵 HDD 異常 内蔵 HDD が異常です。ソニーのサービス担当者または営業担当者
にお問い合わせください。

ERR.SSD － SSD 異常 ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い合わせくださ
い。

WARN LCD － LCD バックライト警告 LCD の使用時間が 10,000 時間を超えました。ソニーのサービス担
当者または営業担当者にお問い合わせください。

PLAYBACK ERR. － 再生に失敗 再度再生操作を行ってください。それでも解決しない場合はソニー
のサービス担当者または営業担当者にお問い合わせください。

フロントパネルディスプレイ 意味 対処方法

エラーメッセージ エラー ID
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故障かな？と思ったら

まず初めに、下記の項目をもう 1 度チェックしてみてくだ
さい。それでも解決しないときは、ソニーのサービス担当
者、営業担当者にご相談ください。

• 1（オン／スタンバイ）スイッチを押しても、電源が入
らない。
→ 本機後面の主電源スイッチが「a」（オフ）側になって

います。
主電源スイッチをを「?」（オン）側にしてください。

（23 ページ、23 ページ）
→ 電源ケーブルが電源コンセントから抜けていないか確

認してください。

• 本機の操作ボタンが働かない。
記録、再生ができないなど、正常に動作しない。
→ 静電気などの影響で正常に動作しなくなる場合があり

ます。
1（オン／スタンバイ）スイッチを切ってから、電源
ケーブルを抜き、しばらく置いてから、再び、電源
ケーブルを接続し、電源を入れてください。

• Zディスクトレイ開ボタンを押してもディスクトレイが
開かない。
→ 記録をしたとき、ディスクトレイが開くのに数秒かか

ることがあります。これは、本機がディスク情報を追
加しているためで故障ではありません。

• 電源は入るが、画像が出ない。乱れる。
→ 本機後面の入出力端子が正しく接続されているか確認

してください。（23 ページ）
→ 使用しているケーブルが断線していないか確認してく

ださい。

• 音が出ない。雑音が入る。
→ 本機後面の入出力端子が正しく接続されているか確認

してください。（23 ページ）
→ 使用しているケーブルが断線していないか確認してく

ださい。
→ 順方向・逆方向の早送り再生中の場合は、B PLAY
（再生）ボタンを押してください。（21 ページ）

• 記録できない。
→ 書き込み可能なメディアに交換してください。
→ メディアの空き容量がなくなりました。メディアを交

換してください。
→ 本機に対応している BD/DVD を使用してください。
（30 ページ）

• ディスク内のデータが破損した。
→ ソニーのサービス担当者、営業担当者にお問い合わせ

ください。

• フロントパネルディスプレイに「WARN.HDD.2」が表
示される。
→ 内蔵 HDD に破損ファイルが存在しています。BACK

ボタンを 5 秒以上長押しして、内蔵 HDD の修復を
行ってください。

→ 内蔵 HDD の修復を行ってもこの表示が出続ける場合
は、内蔵 HDD がダメージを受けています。ソニーの
サービス担当者または営業担当者にお問い合わせくだ
さい。

• フロントパネルディスプレイに「WARN.DB1」や
「WARN.DB2」が表示される。
→ データベースが破損しています。BACK ボタンを 5 秒

以上長押しして、データベースの修復を行ってくださ
い。

→ データベースの修復を行ってもこの表示が出続ける場
合は、データベースを修復できません。ソニーのサー
ビス担当者または営業担当者にお問い合わせくださ
い。

• メニュー画面が一部欠けて見えない。
→ 本機後面の MENU MONITOR 端子に何も接続されて

いないことを確認してください。
→ ○（オン／スタンバイ）スイッチを切ってから、再度

電源を入れてください。

• 内蔵 HDD やデータベースの修復中は、本機の電源を切ら
ないでください。自動で再起動が行われた後、修復が開
始されます。

• 内蔵 HDD やデータベースの修復には、それぞれ最大で 1
時間ほどかかります。1 時間を超えても修復が完了しな
い場合、自動的にシャットダウンします。

ご注意
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保証書とアフターサービ
ス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ
の際お受け取りください。所定事項の記入および記載内容
をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときはサービスへ
ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。
お買い上げ店にご相談なさるときは、次のことをお知らせ
ください。
• 型名：HVO-3300MT
• 購入年月日

ライセンスについて

DCMTK
This product uses the OFFIS DICOM Toolkit DCMTK (C) 
1993-2008, OFFIS e.V.

libjpeg
This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

LibTIFF
Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and 
its documentation for any purpose is hereby granted 
without fee.

zlib
(C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェア
に関するお知らせ
本製品には、以下の GNU General Public License（以下

「GPL」とします）または GNU Lesser General Public 
License（以下「LGPL」とします）の適用を受けるソフト
ウェアが含まれております。
ライセンスの内容については、CD-ROM 内の「Software 
License Information」をご覧ください。
お客様は GPL/LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアの
ソースコードを入手、改変、再配布の権利があることをお
知らせいたします。

パッケージリスト
• DCMTK
• gSOAP
• Live555 Streaming Media
• Postgre SQL
• libjpeg
• LibTIFF
• zlib
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これらのソースコードは、Web でご提供しております。
ダウンロードする際には、以下の URL にアクセスしてくだ
さい。
http://www.sony.net./Products/Linux/
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠
慮ください。

仕様

録画機能
録画ビデオフォーマット

MPEG-4 AVC/H.264
録画オーディオフォーマット

AAC LC
録画ファイルフォーマット

MP4
記録メディア

内蔵ハードディスクドライブ（2 TB）
外部 USB ストレージ
ネットワーク（CIFS）
DVD-R
BD-R/BD-R DL
BD-RE/BD-RE DL

入力解像度
640 × 480
720 × 480
720 × 576
800 × 600
1024 × 768
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 1024
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200

RGB 入力解像度
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 1024

記録解像度
720 × 480i
720 × 576i
1280 × 720p
1920 × 1080i
1920 × 1080p

記録ビットレート（Full HD）
24 Mbps（最高画質）
18 Mbps（高画質）
12 Mbps（標準）

記録ビットレート（HD）
20 Mbps（最高画質）
12.5 Mbps（高画質）
6 Mbps（標準）
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記録ビットレート（SD）
6 Mbps（最高画質）
4 Mbps（高画質）
2 Mbps（標準）

端子
入力端子

SDI（BNC 型）（2）
DVI-D（シングルリンク）（2）
S VIDEO（4 ピンミニ DIN 端子）（1）

Y：1.0 Vp-p（75 Ω）同期負
C（BURST）：0.286 Vp-p（75 Ω）（NTSC）
C（BURST）：0.3 Vp-p（75 Ω）（PAL）

VIDEO（BNC 型）（1）
コンポジット
1.0 Vp-p（75 Ω）
同期負

AUDIO（ステレオミニジャック）（1）
MIC（ステレオミニジャック）（1）
RGB（ミニ D-Sub 15 ピン）（1）
AC 電源入力（3 ピン）（1）

出力端子
SDI（BNC 型）（1）
DVI-D（シングルリンク）（1）
S VIDEO（4 ピンミニ DIN 端子）（1）

Y：1.0 Vp-p（75 Ω）同期負
C（BURST）：0.286 Vp-p（75 Ω）（NTSC）
C（BURST）：0.3 Vp-p（75 Ω）（PAL）

VIDEO（BNC 型）（1）
コンポジット
1.0 Vp-p（75 Ω）
同期負

AUDIO（ステレオミニジャック）（1）
その他インターフェース

USB 3.0（Type A）（2）
USB 2.0（Type A）（4）
USB 2.0（Type B）（1）
ネットワーク（RJ-45、1000 Base-T/100 Base-TX）
（1）

REMOTE RS-232C（D-Sub 9 ピン）（1）
REMOTE 接点スイッチ（ステレオミニジャック）
（4）

MENU MONITOR（ミニ D-Sub 15 ピン）（1）
等電位端子

一般
電源 AC 100 V、50/60 Hz
入力電流

1.25 A
動作温度

5 ℃～ 40 ℃

動作湿度
20％～ 80％（最大湿球温度：30 ℃）（ただし結露な

きこと）
動作気圧

700 hPa ～ 1,060 hPa
輸送保存温度

－ 20 ℃～＋ 60 ℃
輸送保存湿度

20％～ 90％（最大湿球温度：30 ℃）（ただし結露な
きこと）

輸送保存気圧
700 hPa ～ 1,060 hPa

質量 約 6.5 kg
外形寸法

305.0 × 329.0 × 115.5 mm（幅×奥行き×高さ）
（突起部含む）

付属品
ご使用になる前に（1）
CD-ROM（取扱説明書、PROTOCOL MANUAL）
（1）

保証書（1）
電源ケーブル（1）
セールス会社窓口のしおり（1）
赤外線リモートコントロールユニット RM-M010
（1）

European Representative（欧州代理人）（1）

付属の電源ケーブルは本機の専用品です。
他の機器には使用できません。

電源ケーブルの接続には、3 極 t 2 極変換プラグを
使用しないでください。

REMOTE 接点スイッチ端子
端子仕様（ステレオミニジャック）

1 GND
2 TRIGGER SIGNAL（TTL）

100 msec 以上状態が変化すると、REMOTE 接点スイッ
チの設定に従った動作が開始されます。

3 BUSY STATUS（TTL）
REMOTE 接点スイッチの設定に従って、HIGH レベルに
なります。

注意

注意

3

2

1

92



本機は 「高調波電流規格　JIS C 61000-3-2 適合品」 です。

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあり
ますが、ご了承ください。

安全に関する仕様
電撃に対する保護の形式：

クラス I
水の浸入に対する保護等級：

0 級 （特に保護がされていない）
可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護：

空気、酸素または亜酸化窒素と混合した可燃性麻
酔ガスが存在する環境での使用には適していませ
ん。

作動モード：
連続

• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されている
ことを確認してください。本機や記録メディア、外部
ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により
記録されなかった場合の記録内容の補償については、
ご容赦ください。

• お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お
よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね
ますのでご了承ください。

• 本製品を使用したことによるお客様、または第三者か
らのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負
いかねます。

• 本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録さ
れたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます。

• 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断
について、一切の責任を負いかねます。
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