
ネットワークカメラ用録画・配信サーバー「ネカ録」
ハードウエア仕様
機種名 NS-5850 NS-3850 NS-1860 NS-850

HDD物理容量 96TB
（8TB×12）

72TB 
（6TB×12）

48TB 
（4TB×12）

24TB 
（2TB×12）

64TB
（8TB×8）

48TB 
（6TB×8）

32TB 
（4TB×8）

24TB 
（6TB×4）

16TB 
（2TB×8）

8TB 
（2TB×4）

12TB 
（6TB×2）

8TB 
（4TB×2）

4TB 
（2TB×2）

－RAID RAID6 RAID6 RAID5 RAID6 RAID5 RAID1
HDD実効容量 80TB 60TB 40TB 20TB 48TB 36TB 24TB 18TB 12TB 6TB 6TB 4TB 2TB
HDDホットスワップ 対応
SSD物理容量（実効容量） － 960GB 480GB 240GB
最大録画日数（カメラ4台）※1 約2249日 約1688日 約1125日 約561日 約1349日 約1012日 約674日 約505日 約336日 約167日 約167日 約111日 約54日 約27日 約13日 約6日
最大録画日数（カメラ16台）※1 約563日 約422日 約281日 約140日 約337日 約253日 約168日 約126日 約84日 約41日 約41日 約27日 約13日 約6日 推奨外※2

ネットワーク（RJ-45） 1000BASE-T（100BASE-TX/10BASE-T対応）×2※3 1000BASE-T×2※4

冗長電源 あり（ホットスワップ対応） －
接点入出力 「ネカ録５」でサポートしているLAN対応接点入出力装置または「ネカ録５」で接点入力をサポートしているカメラを使用することで対応可※5

ダイレクトモニター －
ディスプレイポート×1、

VGAポート×1※6

解像度：1024×768以上

サイズ W429×D502×H133mm 
（本体突起部およびハンドルを含まず）

W320×D485×H133mm（本体突起部を含まず）
W429×D485×H133mm

（ラックマウントキット取付時［ハンドルを含まず］）

W350×D280×H100mm
（本体突起部を含まず）

W150×D150×H66mm
（本体突起部、ACアダプターを含まず）

電源 AC100V、50/60Hz AC100V、50/60Hz
（ACアダプター）

消費電力 390VA/380W 220VA/220W 90VA/90W 40VA/20W

質量 27kg 17kg 14kg 17kg 14kg 7.5kg（スタンドを含まず） 1.2kg
（ACアダプター、スタンドを含まず）

動作環境 温度＋5～40℃、湿度20～80％（但し、結露なきこと） 温度 0～50℃、湿度20～80％
（但し、結露なきこと）

ソフトウエア仕様
機種名 NS-5850 NS-3850 NS-1860 NS-850
ユニット数 3ユニット（録画・配信用2ユニット+配信専用1ユニット） 1ユニット（録画・配信用）
ユニット単位の最大接続カメラ数 64 32 16 16
最大接続カメラ数

（録画・配信用+配信専用） 192（128+64） 96（64+32） 48（32+16） 16

録画領域分割
（ユニット#1：ユニット#2） 100%：0%または90%：10%から10%：90%まで1%単位で変更可能 －

映像圧縮方式 H.265、H.264、JPEG（モーションJPEG）
解像度（横×縦） 3840×2160（4K）、1920×1080（フルHD）、1280×960（SXVGA）、1280×720（HD）、640×480（VGA）など
録画機能 常時、スケジュール、動体検知、センサー連動※7

映像フォーマット 独自形式（PC上でAVI形式、MP4形式※8、JPEG形式に変換可能）
映像検索機能 ダイジェストサムネイル表示、日時指定、イベント指定、映像間隔指定、映像変化量指定※9

対応プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP、NTP、RTP、RTSP、SMTP、SNMP
接続可能カメラメーカー※5 三菱電機、AXIS、キヤノン、TOA、ソニー、パナソニック、ボッシュ、JVC

付属ソフト PC画面キャプチャーソフト※10、ネカ録ビューアソフト、ネカ録統合監視ソフトなど
PC画面キャプチャーソフト※10、

ネカ録コンパクトビューア（本体内蔵）、
ネカ録ビューアソフト、

ネカ録統合監視ソフトなど

ネカ録ビューアソフト仕様

ライブ映像表示
全カメラ/選択カメラ表示（最大81分割）、指定レイアウト表示、
D&D（ドラッグ＆ドロップ）選択モード、巡回表示（自動/手動）、フル
スクリーン表示、マルチモニター表示

記録映像検索 ダイジェストサムネイル表示、日時指定、イベント指定、映像間隔指
定、映像変化量指定※9

記録映像の再生、保存、 
エクスポート

再生（巻戻し、早送り、コマ戻し、コマ送り、速度可変）、保存（独自形
式、AVI形式、MP4形式※8、JPEG形式）、エクスポート（独自形式※9、
MP4形式※8）

映像モニター用PC推奨仕様

ハードウエア仕様

CPU：Intel Core i3 2GHz以上推奨（H.264/H.265のH/Wデコ
ード使用時は、第6世代(Skylake)以降のインテル® Core™プロ
セッサが必要）、メモリ：1GB以上推奨（H.264/H.265映像表示
時は4GB以上推奨、分割表示数64以上の場合は8GB以上推奨）、
ストレージ：インストールするドライブに200MB以上の空き容
量が必要（映像保存用の領域として2GB以上の容量を推奨）、モ
ニター：解像度1024×768ピクセル以上（ライブウィンドウ機
能を使用する場合は、1ウィンドウあたり1モニター必要）

動作OS※11 Windows 8.1 Pro 32bit/64bit
Windows 10 Pro Version 1903以降 32bit/64bit

※1：HD、H.264、768Kbps、秒5コマで録画し、かつ外部連携領域を使わない場合。NS-850以外は録画・配信用ユニットの録画領域を50%：50%に分割して各ユニットに同数のカメラを登録することが前提。録画日数は、カメラの機種、
画質設定、撮影対象などの条件により変化します。　　※2：録画日数が5日未満になると7年以内にSSDの交換が必要になる場合があるため推奨外としています。　　※3：カメラはLAN1に接続してください。　　※4：1G bps対応の
ポートに接続し、オートネゴシエーションの設定で使用してください。カメラはLAN1に接続してください。　　※5：「ネカ録５」でサポートしているLAN対応接点入出力装置およびカメラの機種や制限事項等はホームページでご確認く
ださい。　　※6：ディスプレイポートとＶＧＡポートの同時使用は未サポートです。　　※7：センサー連動は、「ネカ録５」でサポートしているLAN対応接点入出力装置または「ネカ録５」で接点入力をサポートしているカメラが必要で
す。　　※8：H.265、H.264のみ。　　※9：JPEGのみ。　　※10：PC画面キャプチャーソフトが動作するOSは、映像モニター用PC推奨仕様の動作OSと同じです。　　※11：H.265の映像を表示するには、Windows 8.1 Pro 64bit
またはWindows 10 Pro 64bitが必要です。　　※12：キーボード、マウスは付属していません。必要に応じ市販品をご使用ください。　　※13：ライブ映像、記録映像とも、音声のモニタリングは出来ません。音声をモニタリングする
場合は、別途PCが必要になります。　　※14：設定情報のバックアップ/リストアを行う場合は、別途PCが必要になります。
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お問い合わせ TEL:03-6771-4806

www.mind.co.jp/necaroku

〒108-0023　東京都港区芝浦 4-6-8（田町ファーストビル）

お断りなしに仕様を変更する事がありますのでご了承ください。

「ネカ録」について、さらに詳しくお知りになりたい方は、インターネットでもご覧いただけます。

ネカ録コンパクトビューア仕様（NS-850のみ本体内蔵）※12 ※13 ※14

ライブ映像表示 最大4分割表示（選択したカメラを表示）、巡回表示（自動/手動）、
フルスクリーン表示

記録映像検索 ダイジェストサムネイル表示、日時指定、イベント指定、映像間隔
指定、映像変化量指定※9

記録映像の再生、エクスポート 再生（巻戻し、早送り、コマ戻し、コマ送り、速度可変）、エクスポー
ト（独自形式※9、MP4形式※8）

オプション
スーパーマルチビューアソフト 複数の「ネカ録」に同時に接続し、カメラ配置図表示やカメラ9台

までの同時再生が可能
ネカ録画像集積ソフトLite 「ネカ録」から映像をダウンロードしてPCのHDDにバックアップ

ネカ録画像集積ソフト 複数の「ネカ録」から同時に映像をダウンロードしてWindowsサー
バーのHDDにバックアップ（大規模バックアップシステム用）

ラックマウントキット NS-3850をラックマウントするときに使用（NS-5850は同梱）
●「ネカ録」は、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社の登録商標です。
●「ネカ録5」は、「ネカ録 Version5」の略称です。
●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
●その他、会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

（田町ファーストビル）

お断りなしに仕様を変更する事がありますのでご了承ください。

※1：カメラ192台の内64台はライブ映像配信専用です。HDD72TBは物理容量です。

※2：PC画面キャプチャー機能は標準装備です。追加費用なしで使えます。
※1：カメラ192台の内64台はライブ映像配信専用です。HDD96TBは物理容量です。

※2：PC画面キャプチャー機能は標準装備です。追加費用なしで使えます。

ネカ録5
カメラがなくてもネカ録とPCだけで利用可能
PC画面をビューアで表示・再生！※2

映像監視ソリューションをさらに進化させる映像監視ソリューションをさらに進化させる

ネットワークカメラ用録画・配信サーバー「ネカ録」

MINDパンフ_201908.indd   2 2019/08/20   9:06:33

［  3U ］サイズで実現
※１

H D D［ 96TB］内蔵を

カメラ［ 192台］接続と

HDD容量拡大

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
　必ず「同梱の説明書」をよくお読みください。

熱、湿気、油煙、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

「ネカ録5」本体の保守サポートは製品出荷後7年間可能です。1年目はオンサイト保守が無償です。2年目以降は有償サポートになります。
ハードディスクは消耗品です。周囲温度25℃でのご使用時、ハードディスクは3万時間を目安に交換してください。（ただし、この時間はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。）

「ネカ録」はインターネットに接続して使用することを前提としておりません。インターネット接続が必要な場合は、「ネカ録」を含めたシステム全体でセキュリティー対策を実施してください。
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信頼性の高いハードとソフトで
さらに多くのカメラ映像を
長期間安定録画できます。

入 口

待 合 室 ロ ビ ー

カ フ ェ テ リ アエ ス カ レ ー タ ー

滑 走 路

A 空 港A 空 港

B 空 港B 空 港

C 空 港C 空 港
D 空 港D 空 港E 空 港E 空 港

F 空 港F 空 港

日 時  接 続 先  カ メ ラ 名 　 　 　 　 イ ベ ン ト
2017/10/08 02:18:35 A 空港 (NS-3850) 1 号機 出入口 1 画像変化

2017/10/09 01:37:16 C 空港 (NS-3850) 2 号機 出入口 3 画像変化

2017/10/11 04:48:57 F 空港 (NS-3850) 1 号機 コンコース 2 画像変化

2017/10/12 03:59:08 B 空港 (NS-3850) 2 号機 出入口 4 画像変化

2017/10/12 02:14:41 A 空港 (NS-3850) 2 号機 コンコース 5 画像変化

2017/10/15 05:31:19 D 空港 (NS-3850) 1 号機 出入口 3 画像変化

2017/10/16 08:09:47 B 空港 (NS-3850) 1 号機 P 社カウンター カメラ停止

2017/10/18 03:15:28 C 空港 (NS-3850) 2 号機 出入口 7 画像変化

2017/10/18 04:48:31 D 空港 (NS-3850) 1 号機 出入口 3 画像変化

P 社カウンターP 社カウンター

Q 社カウンター

R 社カウンター

Q 社カウンター

R 社カウンター
S 社カウンターS 社カウンター

T 社カウンターT 社カウンター

U 社カウンターU 社カウンター

P 社カウンター Q 社カウンター R 社カウンター

S 社カウンター T 社カウンター U 社カウンター

全空港一括表示 日本地図 A 空港カメラ配置図

表示する拠点を
地図から指定可能

全拠点の特定位置のカメラに
1クリックで切り替え可能

カメラ配置図から
直感的にカメラを選択可能

A拠点本 部

Ｙ社カメラ Ｚ社カメラ

ネットワークカメラ
本部内カメラ
録画用ネカ録

本部内
映像モニター用PC

全拠点のカメラ映像監視
全ネカ録・カメラの状態監視

・・・・・
X社カメラ

Ｙ社カメラ Ｚ社カメラ

ネットワークカメラ
A拠点内カメラ
録画用ネカ録

A拠点内
映像モニター用PC

・・・・・
X社カメラ

イベントや異常の通知履歴を表示
（ダブルクリックで発生日時から再生可）

全拠点のカメラのライブ映像を同時表示
記録映像の同時再生も可能

広域
ネットワーク

B拠点 C拠点 D拠点 E拠点 F拠点 ※1：オプションのスーパーマルチビューアソフトが必要です。同時再生はカメラ9台まで可能です。　　※2：NS-5850に搭載しています。　　※3：NS-5850とNS-3850はハードウエアRAIDを搭載しています。RAID1とRAID5はHDD1台まで、RAID6はHDD2台までの故障に
対応しています。　　※4：保守パックの付かない製品でも出荷後1年間はオンサイト保守が無償です。2年目以降は有償です。　　※5：オプションのラックマウントキットでラックマウント可能です。　　※6：チャンネル数の1/3はライブ映像配信専用です。録画はできません。
※7：NS-850はRAIDおよびホットスワップをサポートしていません。　　※8：SSDはSolid State Driveの略でフラッシュメモリーを用いた記憶装置のことです。

システム構成例[多拠点遠隔監視]※1

ネットワークカメラは、防犯や防災だけでなく、業務の効率化やマーケティングなど、幅広い用途で

使われ始めています。三菱電機インフォメーションネットワークは、ネットワークカメラの可能性

にいち早く注目し、2005年に業界初のネットワークカメラ用録画・配信サーバーとして「ネカ録」

の販売を開始しました。最新の「ネカ録５」では、より高画質化した映像やさらに広がる用途にも

対応できる性能と拡張性を持たせており、「ネカ録５」をお使いいただくことでより進化した映像監視

ソリューションを実現できます。

NS-5850
最大
96TB 192CH

※6

ラックマウント

HDD搭載

96TB/72TB/48TB/24TB

RAID6

HDDホットスワップ

冗長電源

オープン価格

NS-3850
最大
64TB 96CH

※6

デスクトップ※5

HDD搭載

64TB/48TB/32TB/24TB/16TB/8TB

RAID6/RAID5

HDDホットスワップ

オープン価格

縦置き時

NS-1860
最 大
12TB 48CH

※6

デスクトップ

HDD搭載

コンパクトデスクトップ

12TB/8TB/4TB

RAID1

HDDホットスワップ

オープン価格

縦置き時

NS-850
最 大
960GB 16CH

SSD※8搭載

960GB/480GB/240GB

オープン価格

縦置き時

使いやすさ
●  ハード・ソフト一体のアプライアンス
 サーバーなので簡単に導入可能

●  ダイジェストサムネイル表示機能で
 目的とする映像を素早く検索

●  マルチモニター機能により複数のモニター
を使ってライブ映像を表示可能

高 機 能
●  様々なメーカーのカメラを接続できるので
 お客様のご要望に柔軟に対応可能

●  録画を停止せずに故障したHDDや電源※2を
 交換できるホットスワップ対応※7

●  地図やカメラ配置図を使って拠点やカメラを
 選択できるので多拠点監視が簡単※1

信 頼 性
●  自社生産のハードと自社開発のソフトにより
 高い信頼性を実現

●  RAID搭載※7でHDDが1台または
 2台故障しても記録映像を保持※3

●  保守サポートを製品出荷後7年間提供し
 保守パック付の製品も用意※4

拡 張 性
●  カメラ映像の録画は最大128台、
 ライブ配信は最大192台まで可能

●  最大4000台の「ネカ録」と接続された
 カメラを一元管理可能

●  各種システムやソリューションとの
 連携を容易にする豊富なAPIを用意

NEW

NEW

NEWNEW
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再生・ダウンロード

ライブ映像表示

設定・管理・運用

ネカ録統合管理ツールで
「ネカ録５」の設定・管理をトータルサポート

録画・録音

WEBインターフェースによるネカ録統合管理ツールを提供。
設定ツールの機能だけでなく接続カメラの映像確認など、
設定と管理をトータルにサポートします。ネカ録統合管理ツール
を使って簡単にUPS※連携できます。

サブモニターにライブ映像表示専用ウィンドウ（ライブウィン
ドウ）を表示する機能を追加。最大３台のサブモニターにライ
ブウィンドウを表示でき、メインウィンドウや配置図※ウィン
ドウと合わせて、最大５台までのモニター構成が可能です。

２つの録画期間を設定でき
運用開始後も変更可能※

マルチモニター機能で
運用の効率アップ

「ネカ録５」ではカメラ情報をユニットという単位で管理します。
登録するカメラの台数や録画領域の割合を変えることで、
2つのユニットで録画期間を変更可能です。例えば出入口
だけ録画期間を長くしたいというご要望にも対応できます。
運用を始めた後でも録画領域の割合を変更可能です。

動き検知やセンサー入力※でのプリアラーム録画および接点
入力※がオンまたはオフの間だけの録画が可能です。
ユニットごとに接点※を16入力・8出力まで、NS-850以外は
合計32入力・16出力までサポートしています。

多彩な録画機能で
必要な映像だけを効率よく録画

異常等の発生時は配置図内の
カメラアイコンを強調表示

モニター1
（メイン）

モニター2
（ライブ）

モニター4
（ライブ）

モニター5
（配置図※）

モニター3
（ライブ）

Ｐ
Ｃ
本
体

ダイジェストサムネイル表示で
記録映像を簡単検索
記録映像を1日間隔から1秒間隔まで指定した間隔でサムネイル
表示できます。状況の変化が一目で分かり、目的とする映像を
より簡単に探し出せます。

プリアラーム録画

遡って録画を開始

現在N秒前

センサー入力や
動き検知の発生

指定した時間分録画

全方位カメラの記録映像の
切り出し補正表示
360度の映像を録画しておくだけで、再生時に任意の領域を切り
出し歪みを補正して表示できます。表示領域は移動やズーム
（デジタル）が可能なので、記録した映像を隅々まで確認できます。

動きを検知した映像だけをダウンロードできるので、映像の
効率的な確認や保管容量の削減が可能です。ダウンロードした
映像は、サムネイル表示や標準的なファイル形式に変換できます。

豊富なダウンロード機能と
ファイル形式変換機能

※「ネカ録５」でサポートしているUPSはホームページでご確認ください。 ※配置図を表示するには、オプションのスーパーマルチビューアソフトが必要です。
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次のコマでスーツケースが無くなっているので次のコマとの間を細分化してサムネイル
表示することでいつ無くなったのかを簡単に特定。指定したコマからの再生も可能

CV2
独自形式

AVⅠ

MP4
記録映像をPCにダウンロード
（動きを検知した映像だけをダウンロード可）

Windowsの
メディアプ
レイヤーで
再生できる
AVI形式や
MP4形式に
変換可能

オーバービュー（360度）表示 PTZ※操作可能

切り出し補正表示

50%

50%

30%

70%

ユニット#1
5ヶ月録画

ユニット#2
5ヶ月録画

変更前 変更後

ユニット#1
3ヶ月録画

ユニット#2
7ヶ月録画

2つのユニットで
容量を自在に分割

UPS※連携等の設定画面

カメラ登録画面
（カメラ情報をコピー可）

※PTZは、パン（左右移動）、チルト（上下移動）、ズーム（拡大縮小）の略です。

複数のメーカーのカメラを組み合わせる事でお客様のご要望
に柔軟に対応可能。H.265カメラを使うとより長期間の録画
が可能になり、4Kカメラを使うと1台で広範な領域をカバー
でき、より鮮明な映像を表示可能です。

H.265カメラや4Kカメラなど様々なメーカーの
ネットワークカメラをサポート
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PC画面キャプチャーソフト

PC画面やカメラ映像を
最大81台同時表示

PC画面
（最大4K・秒5コマ）

カメラ映像

録画・配信

4K 3840×21604K 3840×2160

フル HD 1920×1080フル HD 1920×1080

HD
1280×720

HD
1280×720

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

主
な
カ
メ
ラ
メ
ー
カ
ー
※

三菱電機
AXIS
キヤノン
TOA
ソニー
パナソニック
ボッシュ
JVC

※「ネカ録５」でサポートしているカメラの機種や制限事項等はホームページでご確認ください。

※「ネカ録５」でサポートしているLAN対応接点入出力装置または「ネカ録５」で接点入力をサポートしているカメラが必要です。※NS-850は2つの録画期間設定をサポートしていません。

卓越した機能と柔軟性が
先進の使いやすさを生み出します。

●  狭スペースで高低温・塵埃・振動が発生する場
所に設置可能

●  定期交換部品（HDDとファン）がないので保
守費を削減可能※

●  PCレスでライブ映像表示や記録映像の再生が可能
●  HDDを搭載するNS-1860と比べて消費電力
を約1/4に削減 ※録画日数が5日未満になる設定で使用すると、7年以内にSSDの交換が必要になる場合があります。

　その際は本体のLEDが点灯しモニターにも表示されます。

SSD搭載「NS-850」の特長

入口 エスカレーター

待合せ ロビー

コンパクト

モニターを
直接接続

設置面積は
ほぼ「はがき」サイズ

（縦置き時）

PCレス

PCの操作や画面の推移をカメラと同様に表示・録画できるPC
画面キャプチャー機能を標準搭載。ビューア上に表示位置と
大きさを自由に定義して、PC画面やカメラ映像を最大81台
同時表示可能です。

内部統制の強化や異常発生時の原因究明に
活用できるPC画面キャプチャー機能

NEW



様々な機器やシステムと連携させて、
多彩な映像監視ソリューションを実現できます。

画像解析システムと連携 ネカ録間で連携（ネカ録リンク機能）

●  異なるメーカーのカメラのライブ・記録映像や制御等を統一されたインターフェースで提供可能
●  AIやDeep Learningの技術を活用した画像解析システムなどでマルチベンダーカメラ対応が容易
●  同時に多くのPCやサーバーにライブ映像を配信できるので大規模システムにも対応可能

●  ネカ録からライブ映像を再配信して別のネカ録でカメラからの映像として受信（ネカ録リンク機能）
●  各拠点のネカ録で録画・再配信することで広域ネットワークの障害による映像の消失リスクを低減
●  カメラ側ネットワークと広域ネットワークを分離できるのでセキュリティーを強化可能

センター集中録画システムでの適応例

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【 センター 】
全拠点の集中録画および集中監視

全拠点の映像モニター用ＰＣ「NS-5850」

入口 エスカレーター

待合せ ロビー

【 拠点A 】

ライブ映像
広域ネットワーク

ライブ映像再配信
（ネカ録リンク機能）

入口 エスカレーター

待合せ ロビー

ダイレクトモニター

コンパクトモデル「NS-850」

・・・・・・・・

【 拠点B 】 【 拠点C 】

A社カメラ
メーカーごとに異なる
インターフェース

ライブ映像

統一された
インターフェース

記録映像

内蔵HDD/SSD

画像解析サーバー

・ 人/物検知　　 
・ 顔認証  
・ 物体の追跡/判別　他

B社カメラ

C社カメラ

監視センターシステムと連携（PC画面キャプチャー機能）

●  刻々と表示内容が変化する監視センターのモニター画面を録画（最大4K・秒5コマ）
●  異常発生時に発生前後のモニター画面を再生することで原因究明をサポート
●  広域ネットワークで接続された遠隔地のPCでモニター画面を表示・再生可能

遠隔地のPCで
モニター画面を表示

モニター画面を録画・配信

監視センター

広域ネットワーク

色々なシーンで フレキシブルに対応
金融機関 データセンター 工場・倉庫 ビル・公共施設 医療・介護施設 ショッピングセンター

65

テープバックアップシステムと連携

●  LTO※テープに記録映像をバックアップすることで年単位の長期間保管を低コストで実現
●  テープの種類（LTO7/LTO6等）やテープ装置（テープ収納本数）はご要望に合わせて選択可能
●  直近の記録映像はHDDに保管し、すぐに再生できるようにシステムを構成することも可能

テープオートローダー

映像集積サーバー
テープに自動バックアップ

記録映像の自動ダウンロード

テープに自動バックアップ

ネカ録画像集積ソフト

※LTOは、Linear Tape-Openの略で、コンピューター用の磁気テープ技術の一つです。




