
この保証書はWR-2000取付説明書の記載内容に基づく正常な使用において製造上の理由
による故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ日以降1年以内の無償修理をお約束する
ものです。ご購入の際、販売店名、製造番号を直ちにご記入のうえ、大切に保管してください。
但し、お客様の使用上の不注意、改造、不当な修理、天災地変による故障や損傷、日本国外で
のご使用、あるいは本書の提示が無い場合は保証期間内であっても有償修理となります。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全
点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画できなかった場合の内容の補償、録画・編
集した内容(データ)の損失、及び直接・間接の損害に対して、当社及び製造会社は一切の責
任を負いません。予めご了承下さい。

保 証 書
保 証 期 間

品　　　名

型 番

製 造 番 号

ご 購 入 日

ご 氏 名

ご 住 所

：　お買い上げ日より1年間 

：　2ch防水ドライブレコーダー

：　WR-2000

：

：　　　　　年　　　　月　　　　日

：

：　〒

　　　

　　電話

販 売 店 名

住 所

電 話

ファックス

株式会社シルバーアイ 
〒222-0033    神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4シルバービル2Ｆ 
TEL 045-474-1451 　FAX 045-474-1522    http://www.silver-i.co.jp

取扱説明書

WR-2000
本製品をお買上頂き誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

*  本製品でSD64GB以上をご使用される場合は、必ず専用のPCビューアーマネージャーに
てSDカードをフォーマットしてからご使用ください。PRINTED IN KOREA

ver. 1.0

2CH HD 
Driving Video Recorder
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使用前の注意事項

ケーブルやコード類の取り付け配線は高熱の場所には置かないでください。
- ケーブルやコード類の被覆が溶けてしまい、感電及び火災の原因となります。

電源プラグのほこり等は定期的に掃除してください。 
- 取り付け不良による感電及び火災の原因となります。

エアバッグ付きの車両に取り付ける場合、車両メーカーの注意事項をご確認ください。
- エアバッグの動作に支障が発生する場所に取り付ける場合、エアバッグの誤動作の原因となります。

本体・ケーブル及び付属品に異物を入れないでください。 
- 異物が入ったまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

発煙や異臭がする等、問題が発生した常態では使用しないでください。
- 火災の危険性がございます。直ちに使用を中止し、販売店に修理依頼をお願い致します。

取付はエンジンを切ってキーを抜いた状態で行ってください。 
 - エンジンがかかったまま取り付けを行うと、感電や事故の原因となります。

運転中のリモコン操作などは絶対にしないでください。 
-わき見運転は事故の原因となります。機器の操作や調整は安全な場所に停車した状態で行ってください。 

温度が著しく高くなる場所に設置または放置しないでください。必ず指定電圧、温度及び湿度範囲内でご使用
ください。
- 変形や発火、破裂の原因となります。

確実に固定できない場所や振動が激しい所は取り付けないでください。
-  走行時、振動により製品が外れたら運転に支障が発生し、交通事故及び負傷の原因となります。

電源ケーブルを抜く時は、プラグ部分を持って抜いて下さい
- ケーブル部分を引っ張るとケーブルの断線や破損、ショートの原因になります。

製品の清掃の際はシンナー、アルコール、ベンジン等揮発性剤や有機溶剤は使用しないで下さい。又、合成繊
維(ゴム、ビニール等)の接触を避けて下さい 。 
- 表面変質になったり、塗装が剥がれたり、製品の故障と火災の原因になります。

アップデート途中に電源を切らないでください。
製品不具合の原因となります。
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製品に強い衝撃を与えないでください。
- 製品の破損及び故障の原因となります

製品の近くに磁気のあるものを置かないでください。
- 誤作動及び故障の原因となります。

ダッシュボードの上に取り付ける場合、配線の位置を確認し、干渉や接触されることがないよう、ご注意ください。
- 車両の電線とショートし、故障の原因となります。

付属品は必ず弊社指定の部品をお使いください。
- 指定以外の部品は、製品内部の部品損傷や、固定が確実に出来ず、故障や交通事項の原因となります。

車両に製品を取り付ける時、ケーブルがショートにならないように絶縁テープ で巻いた後、クランプやテープ等を利
用して、車の操作の妨げにならず同乗者に踏まれない場所にしっかり固定してください。
-脱皮状態のケーブルは車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となることがあります。
- ケーブルを整理及び固定せず、走行時、シフトレバーブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

ケーブルやコードは、車体のシートレール、ドアなどの可動部分に挟み込まないように配線して下さい。
- 断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

サービスマン以外絶対に機器本体及び付属品を分解、修理、改造しないで下さい。
- 故障及びケガの原因となります。内部の点検、修理は販売店にお問合せ下さい。

SDカードは DVR録画のみご使用ください。
-SDカードをDVR録画以外の目的で兼用しますと、録画映像を損傷したり、SDカードやDVR本体に問題が発
生する可能性がございます。こういう場合は使用者不注意故障で、保証対象外になります。ＳＤフォーマット
は、同製品の専用ビューアソフトにて行ってください。

21

2系統

1系統

1系統

HD(1280x720) or 960H(960x480)

30fps*2

normal / Event (G-sensor)

H.264

SDカード (min.16GB ~ max.512GB)

DC 12~24V (with super cap) max.32V

-10˚C ~ 60˚C

-20˚C ~ 70˚C

198 x 34.5 x 100 mm

822g (本体のみ)

製品仕様7
入力

出力

解像度

フレーム

モード

映像

音声

録画

録画方式

メモリ

定格電圧

動作温度範囲

保管温度範囲

外形寸法（ 幅 x 高さ x 奥行き）

重量
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環境設定

環境設定ボタンを押して、環境設定ウィンドウを開きます。

GPS情報の速度計表示単位を選択します。

録画画質を設定します。 (High/Normal/Low)

Gセンサーの感度を設定します。(6段階 : 1(鈍感)→5(敏感) / 0(オフ))

オーディオ録音付き機能を選択します。

年月日・時間を設定できます。(時間適用： でPCのRTCと自動同期出来ます。Sync同期：設定し
た時間を同期するためのボタン標準時間帯を選択します。)

標準時間帯を選択します。

サマータイムを適応する際に選択します。

プログラムにパスワードを設定します。(最大8桁、数字/文字可能)

ユーザー車両番号を設定できます。(最大8桁、数字/文字可能)

プログラムのバージョン情報が表示されます。

SDカードをフォーマットする際に使用します。
* 64GB以上のSDカードは、必ずこちらのビューアでフォーマットして下さい。

全ての設定を最初の状態に戻します。(工場出荷時の状態)

変更された設定値を保存します。

WiFi(Option)を使用するための設定が出来ます。

1. 速度計の単位

2. 録画画質

3. Gセンサー感度

4. オーディオ録音

6. 標準時間帯

7. サマータイム適用

8. ユーザーパスワード設定

9. ユーザー車両番号設定

10. プログラム情報

11. SDカードフォーマット

12. 初期化

13. 設定保存

14. WiFi設定

5. 時間設定

5

製品の特徴

セット内容確認2
※ 製品購入時、本体及び下記の付属品が含まれない場合、購買先にてお問い合わせください。

1

DVR本体

SDカード

スクリューセット 取扱説明書

トリガーケーブル
電源ケーブル

GPSアンテナ
(両面テープを含む)

MIC.
(別売)

•  AHD/TVI/CVBSのカメラと互換可能
•  IP69K（放水/防塵）
•  アルミニウムのダイカストケース
•  電源印加時、自動的に録画（一般走行途中及び外部衝撃、他の事故の時など）
•  H-264
•  専用のPC Viewer Manager使用
•  メモリロック機能（Lock system)
•  各状況別のビープ音案内（メモリ離脱、イベント、ファームウェアのアップデート等）
•  外装型GPS
•  3G衝撃センサーを搭載
•  Free volt対応（DC 12V~24V, Max.32V)
•  音声録音可能（外部マイク使用/別売り）

*  各構成品のイメージは使用者の理解させる為で、現品とは異なる場合があります。尚、製
品の品質向上の為にお知らせなく、変更する場合がありますのでご了承ください。 

+ -

Trigger
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ケーブル取り付け図

*    Trigger :  モニター(別売)に本器を接続している時triggerに信号が
入るとCAM１カメラの映像が１面に表示されます。
(通常はCAM１とCAM2が2分割表示されます)

CAM1

CAM2

GPS

MIC

VIDEO OUT

POWER(+)

POWER(-)

TRIGGER

3 各部の名称及び機能

1. 動作LED
2. 電源スイッチ
3. SDカード挿入口
4. 録画ON/OFF （メモリキーロック）

1

2 4
3

モニター (別売)

カメラ（別売）

マイク（別売)

映像ケーブル
(別売)

MIC / GPS 接続時に使用

Insulation Tape

19

付加機能について

① をクリックすると事故報告書が表示されま
す。事故報告書のメモ欄にコメントを記入しメ
モ追加ボタンをクリックすると印刷イメージに
表示されます。プリント出力をクリックすると印
刷されます。

②をクリックすると現在再生している映像を保存します。
１．バックアップタイプ　         AVIをクリックすると動画映像を保存
　　　　　　　　　　　      BMPをクリックすると静止画映像を保存
２．バックアップ設定　            カメラ１をクリックするとフロント映像のみ保存
　　　　　　　　　　　　 カメラ２をクリックすると室内映像のみ保存
　　　　　　　　　　　　 カメラ１と２をクリックすると両方の映像を保存
３．経路　　　　　　　　    PC側の保存先を選択する
４．開始時間　　　　　　    該当する録画ファイル開始時間表示
　   終了時間　　　　　　    該当する録画ファイル終了時間表示
５．バックアップパス　　           PC側の保存先フォルダーを開く
６．スタート　　　　　　　  バックアップを開始する
７．停止　　　　　　   　      バックアップ作業を終える
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①の拡張ボタンをク
リックすると地図画面
が拡大されます。
再度①ボタンをクリッ
クすると元の地図表
示に戻ります。

画面切り替え

地図情報の確認

GPS情報確認

運行当時の速度、時間、方向、位置情報を表示します。
運行当時の日付及び時間

運行当時の速度(グラフィカル)

運行当時の位置
Latitude（緯度：北緯）・Longitude(経度：東経）

運行当時の速度(数字)

-  ビューアーを起動し、ファイルを選択すると車内・車外の映像が表示
されます。（左絵）

- 2ch画像再生中に、画像部分をダブルクリック
すると、各画面表示に切り替わります。同様の
操作で戻ります。

<車外画面> <車内画面>

7

車両取り付け方法4

GPSアンテナの接続
GPSアンテナを本体に接続すれば、運転経路・速度・方向・位置情報を確認することが出来ます。

製品を設置する前に下記の内容を必ず確認して下さい。
- 設置前にエンジンを切って、キーを抜いた状態で設置して下さい。
- 同梱されたケーブル以外の検証されてないケーブルを混用して使用しないでください。
-濃いスモークガラスやメタルコーティングした車両ではGPS受信感度が低下する場合があります。
-GPSアンテナ周囲に電波障害物がないようにETC、ナビ等の機器と30cm以上離して下さい。

* 推奨設置位置

GPSが受信出来ない車両もあります。特に、断熱ガラス・防磁ガラス・コーティングされたガラス・アン
テナシールド式のガラスなどの場合にGPS受信が出来ない場合があります。

GPS取り付け時、取り付け面を綺麗にして頂き、“GPS”刻印部分が空を向けるよう、両面テープを貼り
確実に固定してください。貼った両面テープは24時間後接着力が安定的になります。 

“GPS”刻印した部分が上側に設置
フロントガラスの上部にガラスコーティング
区間と重ならないように設置

ガラスコー

ティング区間GPS区間
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※各機能の動作詳細は、10ページ、11ページをご参照ください。

点灯後、点滅

点灯後、消灯

点灯後、消灯

点滅

早い点滅

点滅

点滅

点灯後、消灯

-

-

-

-

-

点滅

点灯後、点滅

点灯後、消灯

点灯後、消灯

点滅

早い点滅

点滅

点滅

点灯後、消灯

-

-

-

-

-

点滅

点灯

点灯後、消灯

点灯後、消灯

-

-

点滅

-

-

点灯

-

-

-

-

点滅

点灯

点灯後、消灯

点灯後、消灯

-

-

点滅

-

-

-

-

点灯

点滅

-

点滅

点灯

点灯後、消灯

点灯後、消灯

-

-

点滅

-

-

-

-

-

-

-

点滅

O

O

O

-

O

O

-

O

-

-

-

-

-

-

Firmware

Camera

MIC
(AUDIO)

GPS

CAM1
LED

CAM2
LED

MIC
LED

GPS
LED

WiFi
LED ブザー

電源ON

電源ＯＦＦ

録画モード

その他

機能動作状態

正常

エラー

正常終了

常時(Normal)

衝撃(Event)

UP DATE

正常

エラー 

接続

未接続

接続 - 受信

接続 - 未受信

未接続

SDカードのフォーマット

DVR本体LED

ブザー及びLED動作説明

カメラ接続状態
　    (1~2)

※各ケーブルと接続したLEDのみ点灯します。/イベント発生時、2台のカメラLEDが全部点滅します。
※Wi-Fi機能は、カスタムモデルになります。

MIC
接続状態

GPS
接続状態

Wifi
接続状態
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録画データの再生

1.  ④ファイルリストに全てのファイル、イベント録画
ファイル、LOGデータを切り換えて表示できます。
2.  [ALL] : SDカード内すべてのファイルを表示
3.  [EVENT] : SDカード内のイベントファイルを表示
4.  [LOG] : 電源及び録画ON/OFFデータを表示

ファイルリスト切り替え

1.  ①「フォルダ」ボタンをクリックすると、ディスク読
み込み画面が表示されます。
2.  ②ディスク読み込み画面で、接続されたドライブ
を選択して確認ボタンを押すとファイルリストが
表示されます。
3.  接続されたドライブの確認が取れない場合、「他
のフォルダー開く」ボタンをクリックして映像を直
接探し、読み込み出来ます。

ディスク読み込み

1.  ⑤日付と時間を指定した上で確認したい映像
開始時間帯をダブルクリックすれば連続再生し
ます。

ファイルの再生

常時録画ファイルリスト画画

ファイルリスト拡張
１．⑥「リスト拡張」ボタンをクリックすると画
面右側にウィンドウが開きより多くのファイルを
表示されます。
再度⑥をクリックすると元のファイルリストに戻
ります。

ファイルリスト拡張画面
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2分割録画映像が表示されます。(画面をダブルクリックすると1つのチャネル画面が拡大します。)
3Gセンサー情報を表示します。
音量調節部です。 （ミュート / 音量 +,-）
停止/前のファイル/巻戻し/再生（一時停止）/早送り/次のファイル
再生速度調節  （1/4倍速～4倍速）
ビューアーを最小化（タスクバーに）します。
映像を1:1比率で維持/解除します。
映像部分のみ全体画面状態に表示します。
ビューアーを全画面表示します。(プログラムをモニター画面サイズに合わせて最大化)
ビューアーを終了します。
SDカードに保存した映像を読み取ります。
再生可能なファイルが表示します。(右側ボタンを押すと拡張目録表示)
運行当時の経路が地図に表示します。(右側ボタンを押すと拡張目録表示)
運行当時のGPS情報が表示します。
現在再生中の映像をキャプチャーし、報告書フォームに出力します。
SDカードの録画データを写真(＊.bmp)又は映像(＊.AVI)としてPCに保存します。
チャネルによってボタン数が違います。(例.　2チャネル1,2/　4チャネル1)
SDカードの録画設置値を変更します。

1. 再生画面
2. 3軸Gセンサ
3. 音量調節
4. 映像コントロール
5. 再生速度調節
6. 最小化
7.画面比率維持/解除
8. 全体画面
9. 最大化
10. 終了
11. ファイル開き
12. ファイルリスト/拡張
13. 地図情報/拡張
14. GPS 情報
15. 事故報告書出力

16. バックアップ

17. 環境設定

ビューアー操作ボタンの説明

9

SDカードはチップ部分が上を向くよう挿入してください。

※反対方向に強制挿入した場合、SDカードスロット
が損傷され、映像録画に問題が生じたり、故障の原
因になります

製品作動5

電源ON/OFF及びSDカード取り出し

製品を作動する前に下記の内容をご確認ください。
-  車両走行中には操作してはいけません。
- GPSアンテナ、VIDEO OUT、マイクなどは電源を入れる前に接続してください。
--電源印加後、接続すると再起動する場合があります。それは製品の不具合ではありません。
-  映像録画は必ず MEMORY(SDカード)が挿入された状態のみ記録出来ます。
-  映像録画中 MEMORY(SDカード)が外れた場合、警告ビープ音が鳴りMEMORY(SDカード)が損傷する恐れ
があります。損傷した MEMORY(SDカード)の録画映像は復元出来ませんので、ご注意お願い致します。 
-  録画データを確認した後、パソコンから MEMORY(SDカード)を外す時は必ず”ハードウェアを安全に取り外
してメディアを取り外す”をクリックしてからSDを外して下さい。そのまま外すと MEMORY(SDカード)へ損傷
の恐れがあります。

1.  エンジンキーをOFFにした状態でSDカードを
挿入し、カバーを閉めてエンジンキーをONに
して下さい。
(カバーを閉めないと電源は入りません)

2.  事故や衝撃を受けた場合、SDカード離脱を防
止するため、キーロックでもう一度閉めてお
使いください。(SDカード盗難防止)

3.  SDカードを本体から取り出す際はエンジンキ
ーをOFFにして、LEDランプが完全に消灯した
後に取り出して下さい。

閉 開
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1. 正常に立ち上がれば、全体LED点灯（10秒）後 > CAM１、２のみが
点灯（10秒）後 > CAM１，２LEDが1秒間隔に点滅し、約3秒後に録画
が始まります。
*30秒以内に立ち上らない場合は電源又はSDカードの接続状態を
確認してください。

CAM 1,2

GPS

MIC

録画状態及びLED確認

電源ON

録画モード

録画終了

1. 録画が始まればCAM1、2のLEDが1秒に1回点滅します。
2. 衝撃（イベント）が発生した場合、イベント発生から終了までCAM1、2
のLEDが1秒に5回点滅します。

1. 録画が正常終了した場合、全てのLEDが点灯した後に消灯になります。

1. カメラが正常に接続すれば該当CAM LEDが1秒間隔で点滅しま
す。（ex.カメラをCAM1のみに接続した場合、CAM2は消灯状態にな
ります）
2.正しく接続にならなかった場合はCAM LEDは消灯状態になります。

1. MIC接続時、MIC LEDが点灯になります。
2. MIC未接続時、MIC LEDは消灯状態になります。

1.GPSアンテナが接続されている場合、電源ONと同時に信号探索を
開始します。信号を受信した場合、GPS LEDが点灯になります。接続後
に受信が不安定になった場合はGPS LEDが１秒間隔で点滅になりま
す。
2. GPSアンテナが接続されていない場合、LEDは消灯状態になります。

* 常時録画は２分単位でファイルを作ります。
* イベント録画は、イベント発生時より前10秒後20秒の計30秒単位で録画します。
* 録画映像がSDカードの容量を超えた場合、古い映像から順番に上書き録画します。

15

PCビューアーマネージャーのインソール手順

※ 付属のCDをPCに入れてCAMOS-DVR-setup.exeをダブルクリックし、インストールします。

1.｢setup.exe]をダブルクリックする 3. インストール先の指定 インス
トール先のフォルダ画面が表
示されますので、インストール
先を指定し、｢Next]をクリック
する

2.セットアップウィザードの開始 
｢Next｣をクリックする

※ビューアーソフトは予告なく変更される場合があります。
最新ビューアーソフトは弊社ホームページでダウンロードが出来ます。

4. インストールの準備完了 ｢Next]
をクリックする

5. インストールの完了 ｢Close]を
クリックする

※インストール画面
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PC VIEWER MANAGER6
PC VIEWER Managerを起動するための推奨スペック
CPU : Pentium 4 3.0GHz 以上
OS : WINDOWS 7/ 8/ 10

Memory : 2GB RAM 以上
HDD : 1GB 以上の余裕空間
使用者の権限 : Administrator

-  VIEWERからファイルを開ける時、SDカードに保存された映像が現在のパソコンの時間よりも一週間以上を
経過した場合はSDカードのフォーマットを勧奨するメッセージが出ます。 
- SDカードのフォーマットを定期的に実施してください。エラーの場合、正常に作動は出来ません。
-  VIEWERのファイル項目に録画リストが現れない場合、SDカードの確認をお願い致します。パソコンに外装ハ
ード又はUSBが一緒に接続した場合は選択ミスが発生する場合があります。

パソコンから録画ファイルを確認した場合の表記

録画ファイルは”CH_年月日_時分秒_N/A_N/A_録画モード”で構成し、常時録画ファイ
ルは’N’、衝撃録画ファイルは’G’、Wifi設定（衝撃の時、写真ファイルの生成）は’Ｓ’で表示
します。
例）ch1_0183_20130528_180426_753_56991_N.avi
2013年05月28日の18時04分26秒に保存されたch1、常時録画ファイルです。

初めてのSDカードとVIEWERをご使用した場
合、SDカードをフォーマット後にチャンネルの選択
を要請するメッセージが出ます。この場合、2CHを
選択してください。

11

ファームウェア・アップデート

動作異常確認

*64GB SDカード以上からは下記内容を必ずお読みになったうえでご使用してくださ
い。
- CAMOSドライブレコーダー製品は64GB以上のメモリを初めてご使用になる場合、
本機から自動的にフォーマット(FAT32)を行います。
- フォーマットはパソコンのOSではなく、同製品の専用ビューアソフトで行って下さい。
（20ページ参照）

ファームウェア・アップデート

動作異常確認

1.電源ON時、SDカード内のアップデートデータを確認後、実行され
ます。アップデート後は、旧バージョンのファイルは自動的に削除さ
れます。
* アップデートの途中、電源が切らないように注意してください。

1．録画不良時や通電時にＳＤカードを抜いた場合、全てのLEDが1秒
間隔で点滅し、ビープ音が鳴り続けます。
電源OFFもしくは、SDカードを再挿入するとビープ音が鳴りやみます。

* 本機はカバーの開閉でON/OFFになります。 但し、 SDカードのデー
タ損傷を予防のために車両の電源をOFFしてLED全部消灯を確認し
た後、カバーを開閉してSDカードを挿入又はお取りください。
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録画モード及び時間

1. 常時録画

2. イベント録画区間及び強制録画

持続…2分 2分 2分 2分 2分 2分

* 常時録画 :2分単位で録画します。

ex)事故が発生した場合

常時録画区間
イベント録画区間

常時録画 (2分)
ファイルに保存 重複映像

重複映像

常時録画

総30秒のイベント映像

総30秒のイベント映像

イベント録画が開始されましたら信号音が鳴ります。
イベント録画:イベント(事故)発生前10秒/発生後20秒を録画します(合計30秒)。

常時録画ファイル（15秒映像保存）イベント映像（30秒）

事故発生

事故発生

事故発生

2分 2分 2分 2分 2分
10秒

15秒
10秒 20秒

発生前10秒 発生後20秒

ex)常時録画2分ファイルを保存後＞新しく2分録画スタート後、15秒でイベント
が発生した場合

20秒

録画映像を保存する時間はSDカード容量、使用されたカメラ数量、設定値及び録画品質により
異なることがございます(高画質/標準)。

映像損失及び欠損に備え1~2秒程度で、次の映像ファイル場面と映像が重複される場合
がございます。この現象は不具合ではございません。(ex. 2分２秒のNomal映像）

録画時間は基本2分単位からSD CARDの容量によって下記の内容通りに変更して適用されます。

- SD CARD 512Gを使用した場合、4分録画 (960Hのみ適用)
- SD CARD 1Tを使用した場合、8分録画 (960Hのみ適用)
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* カメラ接続Channelの構成

カメラを１台のみ接続した場合、画面構成の例です。

カメラ２台を接続した場合、画面構成の例です。

モニター画面構成及び機能

1. 現在時刻
2. GPS接続
3. 録画状態
4. 速度
5. バージョン情報
6. MICの接続表示
7. 画質表示

現在の日付と時間を示します。
GPS接続状態を示します。（接続〇、未接続Ｘ）
録画状態を示します。（NORMAL / GSENSOR）
GPSに接続した時、移動速度を示します。
ファームウェアのバージョンを示します。
MICが接続した場合は’M’、そして未接続の場合は’Ｘ’が表示します。
一般画質で録画中には’N’、高画質で録画中には’Ｈ’、低画質で録画中には’Ｌ’で表示します。


