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SM-Y8872A 

MELOOK4ﾚｺｰﾀﾞｰ ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ 
(NR-9000/00/02/04/08/12/02C) 

 
  本製品は､MELOOK4ﾚｺｰﾀﾞｰのﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟです｡ｶﾒﾗから送出された映像を最大16分割でﾗｲﾌﾞ表示する
とともに､HDDに記録した映像を再生表示することが可能です｡また､遠隔監視やｶﾒﾗへの電源供給が可能
です｡ 
 
映像 入力(*1) MELOOK4ｶﾒﾗ × 16ch (NR-9000/02C以外)  

※ｶﾒﾗ増設端子にPoE内蔵HUBを接続することで最大32ch可 
× 4ch (NR-9000/02C) 

出力 ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ HDMI出力×1系統 
ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ(*2) HDMI出力×1系統 

音声 入力(*1) MELOOK4ｶﾒﾗ   × 16ch (NR-9000/02C以外) 
※ｶﾒﾗ増設端子にPoE内蔵HUBを接続することで最大32ch可 

× 4ch (NR-9000/02C) 
出力 HDMI出力×1系統(ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ) 

記録 容量 内蔵HDD2TB（2TB×1）ﾓﾃﾞﾙ(NR-9000/02､NR-9000/02C) 
内蔵HDD4TB（2TB×2）ﾓﾃﾞﾙ(NR-9000/04) 
内蔵HDD8TB（4TB×2）ﾓﾃﾞﾙ(NR-9000/08) 
内蔵HDD12TB（6TB×2）ﾓﾃﾞﾙ(NR-9000/12)  
内蔵HDDﾚｽ外付けHDD専用ﾓﾃﾞﾙ(NR-9000/00) 
※記録するには、別途、増設HDDﾕﾆｯﾄが必要 

記録符号化方式 映像 H.264/H.265 
音声 G.711(μ-LAW) 

AAC-LC 
記録ﾚｰﾄ 映像 

(1chあたり最大) 
1920x1080 6Mbps/30fps 
1280x960 3Mbps/15fps(*3) 
1280x720 3Mbps/30fps 
640x480 3Mbps/15fps(*3) 
640x360 3Mbps/30fps 
1280x480 3Mbps/10fps  
640x240 3Mbps/10fps 
720x480 3Mbps/30fps 

音声 
(1chあたり) 

G.711(μ-LAW) 64kbps固定 
AAC-LC 64kbps固定 

記録ﾓｰﾄﾞ 通常記録 全てのﾌﾚｰﾑを記録 
間欠記録 IDRﾌﾚｰﾑのみ記録 
ｱﾗｰﾑ記録 接点入力およびｶﾒﾗでのﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ等により記録(*16) 
ﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ記録 ｱﾗｰﾑ入力前(10秒､30秒)から記録 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ記録 独立16ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ×1ｾｯﾄ 

日時設定:毎日･任意曜日･特定日指定 
動作指定:ｶﾒﾗ毎に設定可能 

ﾘﾋﾟｰﾄ記録 古い記録部分から上書き記録(ON/OFF設定可能) 
ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ 単画表示時にﾗｲﾌﾞ映像､再生映像を静止画保存 

記録時間(*4) ｶﾒﾗの台数と記録ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄによる 
再生 再生ﾓｰﾄﾞ 通常再生､ｼｰﾑﾚｽ再生､ちょっと前再生､ﾗｲﾌﾞ中再生 

特殊再生 早送り､早戻し､ｺﾏ送り､ｺﾏ戻し､一時停止､逆再生 
検索機能 ｱﾗｰﾑ検索､ﾀｲﾑﾃﾞｰﾄ検索､ｻﾑﾈｲﾙ検索(*12)､顔ｻﾑﾈｲﾙ検索(*5) 
音声 ﾗｲﾌﾞ:ﾗｲﾌﾞ映像表示画面で選択した任意のｶﾒﾗからの音声を出力 

再生:再生表示画面で選択した任意の再生映像に対応する音声を出力 
表示 画面分割数(*6) ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ 単画面､4分割､9分割､16分割 

ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ 単画面､4分割､9分割､16分割 
表示ﾓｰﾄﾞ ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ ﾗｲﾌﾞ､再生､ﾗｲﾌﾞ中再生､ｼｰｹﾝｽ 

ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ ﾗｲﾌﾞ､ｼｰｹﾝｽ 
言語表示 日本語/英語(*7) 
表示ﾚｰﾄ ﾗｲﾌﾞ 最大30fps 

再生 最大30fps 
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外部保存 記録媒体 USBﾒﾓﾘ、USB-HDD(外部より電源供給) ※FAT32でﾌｫｰﾏｯﾄ 
記録方式 指定区間の記録(映像･音声)を最大32系統で記録媒体に保存 

ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄの記録(静止画)を記録媒体に保存 
再生方式 本体およびWindowsPCでの再生が可能､WindowsPC専用再生S/Wを記録と同時に

記録媒体へ保存 
ｾｷｭﾘﾃｨ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 操作範囲に対し､ﾛｸﾞｲﾝ時のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞにより､3段階で管理 

暗号化 外部保存時に記録(映像)に対し暗号化(ON/OFF設定可能) 
遠隔監視機能 遠隔監視機器 WindowsPC ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(*8) WindowsPC(*9) 

表示方法 PCﾌﾞﾗｳｻﾞ 
Microsoft Edge(*10) 

専用ｱﾌﾟﾘ 
M-ﾓﾊﾞｲﾙﾋﾞｭｰﾜ2 

専用ｱﾌﾟﾘ 
NR-SW5000 

必要ﾈｯﾄﾜｰｸ伝送速度 実効ﾚｰﾄ:32kbps~10Mbpsの9段階で設定可能 
同時接続数 最大5台 
ﾗｲﾌﾞ･再生 
同時配信数 

映像:最大16ch（ﾗｲﾌﾞ時) 
  :最大 4ch（再生時)  
音声:最大1ch 

映像:最大4ch 
音声:最大1ch 

映像:最大16ch 
音声:最大1ch 

配信ﾚｰﾄ 映像 設定実効ﾚｰﾄ依存で､ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ配信 
(ﾚｰﾄによりｺﾏ数→画像ｻｲｽﾞの順にﾃﾞｰﾀ量を落とす) 配信ﾚｰﾄ 音声 

対応OS Windows 10 64bit 
 

iOS 
Android 
※詳細は動作確認済機種

をご確認ください｡ 

Windows 10 64bit 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｻｲｽﾞ推奨値 FullHD ― FullHD 
再生制御 通常再生 
特殊再生 一時停止  早送り､早戻し､ｺﾏ送り､ｺﾏ

戻し､一時停止､逆再生 
検索機能 ｱﾗｰﾑ検索､ﾀｲﾑﾃﾞｰﾄ検索 
ｾｷｭﾘﾃｨ ﾛｸﾞｲﾝ/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる認証 
ｶﾒﾗ制御 ﾌﾟﾘｾｯﾄ､PTZ制御(*11) 

その他 簡単設定 簡易なｼｽﾃﾑ設定が可能 
簡単操作 ﾏｳｽ操作のみのGUI 
故障通知 各種故障の発生状況を画面表示および外部出力 

外部監視/制御ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
(他ｼｽﾃﾑ連携) 

接点14点(入力9点(ﾊﾟﾙｽ幅200ms以上)､出力5点)+12V出力､GND 

ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾙｰﾀｰ接続端子×1ﾎﾟｰﾄ(PoE無し,10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 
ｶﾒﾗ増設端子×1ﾎﾟｰﾄ(PoE無し,1000BASE-Tのみ) (NR-9000/02C以外) 

内蔵時計精度 月差±13秒 
電源電圧 AC100~240V±10%  

1.85A以下(185W以下) (NR-9000/02C以外) 
0.8A以下(80W以下) (NR-9000/02C) 

ｶﾒﾗ電源 PoE(IEEE802.3af準拠) ※全ｶﾒﾗ合計で最大110W 
周囲温度･湿度 5℃~40℃､20~80%RH(但し結露なきこと) 
外形寸法 420(W)×269(D)×101(H)(ｺﾞﾑ足および突起物除く) 
質量 10kg以下 
天面荷重  6.1kg以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可。 
付属品 簡易取扱説明書/保証書､AC電源ｺｰﾄﾞ､AC電源ｺｰﾄﾞ抜け防止､ 

設置注意ｼｰﾄ 
互換性 μⅡｶﾒﾗ､DGⅡｶﾒﾗ、MELOOK3ｶﾒﾗ、μ+ｶﾒﾗ(*13)、MELOOK3同軸ｶﾒﾗ(*13)が接続可｡

ただし､μⅡｶﾒﾗ､DGⅡｶﾒﾗ、μ+ｶﾒﾗは画像ｻｲｽﾞ､ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄにより､画面表示に制約あり｡ 
拡張性 ①ｶﾒﾗ増設端子にPoE内蔵HUB(*14)/X-9000を接続することで､最大16台(ch)のｶﾒﾗ

を追加可｡ただし､全ch合計の記録ｺﾏ数:480fps､映像記録ﾚｰﾄ:114Mbps以下(ﾐﾗｰﾘﾝ
ｸﾞ設定時は95Mbps以下) (NR-9000/02Cは未対応) 
②当社指定の増設HDDﾕﾆｯﾄ(12TB/24TB)を最大4台接続可能 
③UPS(無停電電源装置)を接続可能 
④外部NTP時刻同期ｻｰﾊﾞｰとﾈｯﾄﾜｰｸ経由で時刻同期可能 
⑤他社ｶﾒﾗを接続可能（Onvif ProfileS/T対応ｶﾒﾗ）(*15)  

ｵﾌﾟｼｮﾝ品 ①縦置きｽﾀﾝﾄﾞ（K-9500） 
②ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具（K-9501） 

その他 ①指定期間ｱﾗｰﾑ連動機能を停止する「ｱﾗｰﾑﾏｽｸ」機能あり 
②NR-9000/04/08/12は、内蔵HDDのﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定が可能 
③増設HDDﾕﾆｯﾄでは、RAID0/5/6の設定が可能 
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(*1) 接続可能なｶﾒﾗ機種は､当社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「接続可能なｶﾒﾗと接続台数一覧（SM-Y8873）」をご参照ください｡ 
(*2) 1920ｘ1080＠30fps が表示可能なﾓﾆﾀｰをご使用ください。動作確認済みﾓﾆﾀｰは当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「動作確認済み周辺機器一覧

（SM-Y8874）」をご参照ください。 
(*3) μⅡ/DGⅡｶﾒﾗの場合のみ使用する解像度です。 
(*4) 記録時間に関しては、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「記録時間表（SM-Y8875）」をご参照ください。 
(*5) 顔検出用の専用S/Wを搭載したMELOOK3ﾌﾙHDｶﾒﾗと接続した場合のみ有効な機能です。 
(*6) 接続ｶﾒﾗがすべてMELOOK4若しくはMELOOK3ｶﾒﾗの場合の分割画面数になります。 
(*7) 対応言語は､日本語､英語の2言語を納入時選択します｡(以降切替不可) 
(*8) ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄの動作確認機種は、当社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「動作確認済みｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄ一覧（SM-Y8876）」をご参照ください。 
(*9) 専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝについては、別途販売店にご相談ください｡ 
(*10) Microsoft EdgeのIEﾓｰﾄﾞにてご使用ください。 
(*11) 接続ｶﾒﾗが旋回機能付ｶﾒﾗの場合に可能です。 
(*12) ｶﾒﾗによってはｻﾎﾟｰﾄしていません。詳しくは、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「接続可能なｶﾒﾗと接続台数一覧（SM-Y8873）」をご参照くださ

い。 
(*13) 同軸ｶﾒﾗは別途、X-9000が必要になります。 
(*14) 動作確認済み PoE 内蔵 HUB は当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「動作確認済み周辺機器一覧（SM-Y8874）」をご参照ください｡ 
(*15) すべてのｶﾒﾗの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済ｶﾒﾗは当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「接続可能なｶ

ﾒﾗと接続台数一覧（SM-Y8873）」をご参照ください｡ 
(*16) 入力可能なｱﾗｰﾑ種別は、接点入力、ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ、いたずら検知、大音量検知になります。ｶﾒﾗによってはｻﾎﾟｰﾄしていません。 

詳しくは、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「接続可能なｶﾒﾗと接続台数一覧（SM-Y8873）」をご参照ください。 
 
※当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞはhttp://www.mitsubishielectric.co.jp/nwcamera 
 
※Windowsは米国Microsoft Corprationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

MELOOKは、三菱電機株式会社の登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
 
(本仕様は予告なしに変更することがあります) 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/nwcamera
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