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1 はじめに
『VG5 AutoDome インストールガイド』に従って、AutoDome の設置と配線を行います。 一般的な
システムは、イーサネット接続、映像管理システム、モニター、適切な配線で構成されます。 各シ
ステムコンポーネントの詳細な設置およびセットアップ手順については、各製品のマニュアルを参
照してください。

1.1 電源オン
AutoDome の電源をオンにすると、10 秒待機した後、ドームがホーム復帰フェーズで開始します。 
ホーム復帰フェーズ中に、カメラは左右にパンし、上下にチルトします。 また、レンズのフォーカ
スが調整されます。 ホーム復帰フェーズは全体で 40 秒程度かかり、 後はファームウェアのバージ
ョンの画面になります。

図 1.1 VG5 スタートアップファームウェアバージョンの画面例

スプラッシュ画面には、AutoDome の種類、取り付けられているカメラ、各種ファイルのファーム
ウェアレベル、現在の IP アドレス （VG5 AtoDome 700 シリーズモデルの場合）が表示されます。

1.2 AutoDome コントロールの確立
AutoDome と通信する場合の一般的な方法は次のとおりです。
- VG5 AutoDome 700 シリーズモデルに内蔵されている Bosch IP Web インターフェースを使用

する。 6 ページのセクション 「2 AutoDome 700 シリーズの使用」を参照してください。
- Bosch Video Management System （VMS）または Bosch Video Client を使用する。
- Bosch Configuration Manager を使用してカメラ設定を調整する。

Bosch Security Sys. AutoDome

700 Series
Day/Night 36X

SC Boot
FPGA
Lang. Table
VCA_boot
IP-Panel
IP Address
Subnet Mask
No Heater

FastAddress:  Not Set

5.00.00.03/1.05.00.02
1.00.00.00

5.00.00.03
1.13.01.05
1.00.00.01
1.02.00.01
4.53.50.13

192.169.0.0
255.255.248.   0
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2 AutoDome 700 シリーズの使用
AutoDome 700 シリーズは、TCP/IP ネットワーク経由で PTZ 制御コマンドや映像を伝送します。 さ
らに、カメラの表示設定、カメラの動作設定、およびネットワークパラメーターの設定も行うこと
ができます。
AutoDome 700 シリーズには、ネットワークビデオサーバー機能が IP モジュールに組み込まれてい
ます。 サーバーの主な役割は、映像および制御データを TCP/IP ネットワーク経由で転送できるよう
にエンコードすることです。 エンコーディングには、IP 通信およびデジタル映像レコーダーやマル
チプレクサーへのリモートアクセスに 適な H.264 形式を採用しています。 既存のネットワークを
使用することにより、防犯カメラシステムやローカルネットワークと簡単に統合できます。 1 台のカ
メラの映像を複数の受信ユニットで同時に受信できます。

2.1 機能の概要
AutoDome 700 シリーズは、次の機能を備えています。

機能 説明
ビデオエンコーデ
ィング

H.264 圧縮規格を採用することで、高画質でもデータレートを低く抑えること
ができ、ローカル環境のさまざまな条件に幅広く適応します。

ストリーミング 個別にカスタマイズされたプロファイルに従って、複数のデータストリームを
同時にエンコードできます。 この機能は、異なる目的にしたがってデータスト
リームを生成できます。 たとえば、1 つのデータストリームは録画に使用し、
もう 1 つのデータストリームは LAN 経由で転送するために 適化することが
できます。

マルチキャスト 複数の受信ユニットにリアルタイムの映像を同時に転送します。 マルチキャス
トを使用するには、ネットワークに UDP および IGMP V2 プロトコルが実装さ
れていることが前提になります。

設定 すべてのカメラ設定は、ローカルネットワーク （イントラネット）やインタ
ーネットで Web ブラウザーから設定できます。 また、ファームウェアを更新
したり、デバイス設定を読み込んだり、設定情報を保存したり、これらの設定
をカメラ間でコピーすることもできます。

スナップショット Web ブラウザーインターフェースから、個々の映像フレームを JPEG 画像と
して取得して保存できます。

録画 IP モジュールの録画オプションを設定できます。 映像はライブページからハ
ードドライブに記録できます。
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2.2 システム要件
AutoDome 700 シリーズでライブ映像を表示したり、TCP/IP ネットワーク経由でカメラ設定を調整
するには、特定のソフトウェアとハードウェアが必要です。 次の要件を満たす必要があります。
- Microsoft Windows XP、Vista、または Windows 7 オペレーティングシステム、ネットワークア

クセス、Microsoft Internet Explorer Web ブラウザーバージョン 7.0 以上を搭載したコンピュー
ター、または

- Microsoft Windows XP、Vista、または Windows 7 オペレーティングシステム、ネットワークア
クセス、および Bosch Video Management System や Bosch Video Client などの受信ソフトウェ
アを搭載したコンピューター、または

Microsoft Internet Explorer または任意の Bosch ソフトウェアを実行するコンピューターは、次の
小要件を満たす必要があります。
- オペレーティングシステム：Windows XP （Service Pack 3）または Windows 7 （32 ビット版

または 64 ビット版）
- CPU：Intel Pentium Quad Core 3.0GHz 相当
- RAM：2,048MB
- ハードディスクの空き容量：10GB
- グラフィックス：NVIDIA GeForce 8600 以上、 低 16 ビットのカラー表示に対応したディス

プレイ
- ネットワークインターフェース：100/1000-BaseT
- ソフトウェア：

- Microsoft Internet Explorer バージョン 7.0 以上
- Bosch Video Client （BVC）
- DirectX 9.0c
- MPEG ActiveX ユーティリティ
- Sun Java Virtual Machine

Bosch Video Client、DirectX、ActiveX、および Sun Java Virtual Machine ソフトウェアの 新バージ
ョンをダウンロードするには、www.jp.boschsecurity.com に接続し、AutoDome 700 シリーズの製品
ページに移動して、ソフトウェアをダウンロードします。

注
本機の IP アドレスから Cookie を保存できるように Web ブラウザーを設定する必要があります。
Windows Vista では、［インターネット オプション］の ［セキュリティ］タブで保護モードを ［無
効］にします。
Microsoft Internet Explorer の使い方については、Internet Explorer のオンラインヘルプを参照してく
ださい。

注
グラフィックカードが 16 ビットまたは 32 ビットカラーに設定されていることを確認します。 さら
に詳細な手順については、PC システム管理者にお問い合わせください。
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2.3 AutoDome 700 シリーズの PC 接続
1. 『VG5 AutoDome インストールガイド』の指示に従って、AutoDome 700 シリーズを設置しま

す。
2. イーサネットケーブルを AutoDome 700 シリーズの RJ45 コネクターから専用ネットワークス

イッチに経由して、LAN を分岐します。
3. 専用ネットワークスイッチから PC の RJ45 コネクターに接続します （下図のオプション A を

参照）。

図 2.1 AutoDome 700 シリーズのシステム構成

2.4 AutoDome 700 シリーズカメラの設定
ネットワークでカメラを操作するには、有効なネットワーク IP アドレスを割り当てる必要がありま
す。 デフォルトの IP アドレスは 192.168.0.1 ですが、ネットワーク上の別のデバイスと競合する場
合は、このアドレスを変更する必要があります。 詳細については、19 ページのセクション 「4.3  基
本モード：ネットワーク」を参照してください。
カメラをネットワークで操作できるように設定するには、次の情報が必要です。
- 装置の IP アドレス：TCP/IP ネットワーク上でカメラを特定する情報です。 たとえば、

140.10.2.110 などの IP アドレスになります。
- サブネットマスク：IP アドレスが属するサブネットを定義します。
- ゲートウェイ IP アドレス：別のネットワークへの入り口の役割を果たすネットワーク上のノー

ドを示します。
- ポート：TCP/IP および UDP ネットワークの論理接続に対するエンドポイントを示します。 ポ

ート番号は、ファイアウォール接続を通過して使用するポートを示します。

注
AutoDome 700 シリーズは、RJ45 コネクター付きクロスケーブルを使用して、PC に直接接続する
こともできます （下図のオプション B を参照）。

1 AutoDome 700 シリーズ
2 IP 接続
3 ネットワークスイッチ
4 コンピューター

注
Bosch Video Client ユーティリティを使用して、AutoDome 700 シリーズカメラのネットワーク設定
を構成することもできます。 Configuration Manager ソフトウェアおよび操作マニュアルは、
www.jp.boschsecurity.com からダウンロードできます。
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AutoDome 700 シリーズのデフォルト設定は次のとおりです。
- IP アドレス：192.168.0.1
- サブネットマスク：255.255.255.0
- ゲートウェイ IP アドレス：0.0.0.0
次のセクションでは、IP 接続経由で画像を表示するために必要なソフトウェアのインストール方法
と IP ネットワークの設定方法、Web ブラウザーから AutoDome 700 シリーズの映像にアクセスする
方法について説明します。

2.4.1 ネットワーク設定の変更
AutoDome 700 シリーズの IP アドレスのデフォルトは 192.168.0.1 です。 IP アドレスやネットワー
ク設定を変更するには、Configuration Manager ソフトウェアまたは AutoDome 700 シリーズのサー
バー機能を使用します。 

Configuration Manager の使いかた
Configuration Manager は、Bosch Security Systems Web サイトで公開されているオプションのネッ
トワークユーティリティです。 設定を変更する場合は、Configuration Manager のマニュアルを参照
してください。

AutoDome 700 シリーズ Web サーバー機能の使用
AutoDome 700 シリーズサーバー機能を使用してカメラを設定するには、次の手順に従います。
1. PC で IP アドレスを設定して、 192.168.0.10PC と AutoDome 700 シリーズが同じサブネッ

トマスクに存在するようにします。
2. Microsoft Internet Explorer を起動し、次の URL にアクセスします。http://192.168.0.1

Web ブラウザーで AutoDome 700 シリーズのライブページを開くと、セキュリティ警告メッセ
ージが表示されます。

3. ［Always Trust］ボックスをオンにして、 YES をクリックします。
4. ライブページの上部にある ［Settings］リンクをクリックします。
5. ［Settings］ウィンドウの左ペインにある ［Service Settings］リンクをクリックします。

注
設定を開始する前に、カメラのネットワークパラメーターを確認してください。

注
有効な IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスについては、ネットワーク管理者
にお問い合わせください。 

注
PC のネットワークセキュリティ設定によっては、IP AutoDome コントロールを操作するために新し
い IP アドレスをブラウザーの信頼済みサイトの一覧に追加しなければならない場合があります。
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6. ［Network］リンクをクリックして ［Network Settings］ページを開きます。

図 2.2 ［Network Settings］ページ

7. ネットワーク管理者から指示されたアドレスに基づいて、このページで設定を指定します。

8. ［Set］ボタンをクリックして設定を保存します。
9. 別の Microsoft Internet Explorer ウィンドウを開きます。
10. アドレスバーに、元の IP アドレスに続けて 「/reset」と入力し （http://192.168.0.1/reset な

ど）、［Go］ボタンをクリックして AutoDome 700 シリーズを再起動します。 AutoDome 700
シリーズを再起動したら、新しい IP アドレスを使用してライブページにアクセスします。

11. AutoDome 700 シリーズイーサネットケーブルを専用ネットワークスイッチから取り外して、
イーサネットケーブルを LAN に再び接続します。

2.5 ライブページ
接続が確立されると、Web ブラウザーに ［ライブページ］が表示されます。 ブラウザーウィンドウ
の右側にライブ映像が表示されます。 設定に応じて、さまざまなテキストがライブビデオ画像にオ
ーバーレイ表示されます。
［ライブページ］のライブ映像の横にその他の情報が表示される場合があります。 表示される内容
は、［ライブページ設定］ページの設定によって異なります （AutoDome 700 シリーズのオンライン
ヘルプを参照）。

注
不明な点がある場合は、［Help on this page?］ リンクをクリックします。
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映像オーバーレイ情報
映像には、重要なステータス情報をオーバーレイ表示 （映像上に表示）できます。 オーバーレイで
は、次の情報が表示されます。

大接続数
接続ができない場合、本機の 大接続数に達している場合があります。 ユニットやネットワークの
設定に応じて、AutoDome 700 シリーズ 1 台ごとに、Web ブラウザー接続で 大 25、Bosch Video 
Management System 経由で 大 50 の接続が可能です。

AutoDome 700 Series の保護
AutoDome 700 Series に不正なアクセスに対するパスワードが設定されている場合、保護エリアに
アクセスしようとすると、Web ブラウザーにメッセージが表示され、パスワードの入力が求められ
ます。

1. ユーザー名とパスワードをそれぞれのテキストフィールドに入力します。
2. ［OK］をクリックします。 正しいパスワードを入力すると、呼び出されたページが Web ブラ

ウザー画面に表示されます。

ネットワーク保護
RADIUS サーバーをネットワークのアクセス管理 （802.1x 認証）として使用する場合、AutoDome 
700 シリーズをこのサーバーに対応した設定にしないと通信できません。

デコードエラー。 デコードエラーにより、フレームにノイズが発生する場合があります。 破
損したフレームを後続のフレームが参照すると、このフレームにもデコードエラーが発生す
る場合がありますが、「デコードエラー」のマークは付きません。
メディア項目のアラームフラグセット

通信エラー。 通信エラーが発生すると、このアイコンが表示されます。 原因は、ストレージ
メディアとの接続に失敗したか、サブコンポーネントとのプロトコル違反、または単なるタ
イムアウトが考えられます。 このエラーから回復するために、自動再接続手順がバックグラ
ウンドで開始されます。
ギャップ （映像は録画されません）

透かしが無効

メディア項目の透かしフラグセット

メディア項目の動体フラグセット

ストレージの検出が完了していません。 録画映像に関する情報が取得されていない場合は、
すべての録画映像を見つけるために検出手順が開始されます。 この間は、「検出」記号が表
示されます。 検出の実行中は、まだ検出されていない位置にギャップが表示される場合があ
ります。 接続情報が取得されると、ギャップが実映像で自動的に置き換えられます。

注
AutoDome 700 シリーズでは、さまざまな権限レベルを使用して、アクセス範囲を制限することがで
きます （AutoDome 700 シリーズのオンラインヘルプを参照）。
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映像選択
カメラの映像をさまざまな表示形式で表示できます。
 映像表示ウィンドウの下にある ［ストリーム 1］、［ストリーム 2］、［M-JPEG］の各タブをク

リックして、映像表示を切り替えることができます。

ビュー制御
ビュー制御タブでは、カメラの機能 （パン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリス）を制御した
り、オンスクリーンメニューを操作したり、プリセットショットを表示したりできます。

1. 周辺機器を制御するには、該当する GUI をマウスで操作します。
2. マウスカーソルを映像表示ウィンドウに合わせます。 マウスカーソルが変化し、周辺機器を制

御するための追加オプションが有効になります。
3. 画像領域を手動でパンするには、ライブ映像の任意の場所へカーソルを移動します。 画像領域

には、方向を表す矢印 （ ）が表示されます。右マウスキーをクリックしたままカメ
ラをパンします。

デジタル I/O
アラームアイコンは参照用で、アラーム入力のステータスを示します。アラームがトリガーされる
と、アイコンが青色に点灯します。 アラームを表示するかどうかおよび詳細情報を追加で表示する
かは、デバイスで設定します （AutoDome 700 シリーズのオンラインヘルプを参照）。

リレーのトリガー
AutoDome 700 Series のリレーを使用して、ライトやドアの自動開閉装置など接続機器の状態を切
り替えることができます。
 映像表示ウィンドウの横にあるリレーのアイコンをクリックします。 リレーがアクティブにな

ると、アイコンが赤色になります。

参照番号 説明 参照番号 説明
1 カメラを上にチルト 8 ????????2

2 カメラを下にチルト 9 ????????2

3 カメラを左にパン 10 ????????2

4 カメラを右にパン 11 ???????2

5 カメラをあらゆる方向にパン／チルト 12 対応するボタン 1、2、3、4、5、6 のいず

れかにプリセットショットを設定
6 ??????1 13 カメラをプリセットショット番号 1、2、

3、4、5、6 へ動かす
7 ?????1

1. この機能は、ライブビデオフレームでマウスのスクロールホイールを使用してもアクセスできます。

2. このボタンは、［AUX］タブからメニュー項目を使用するときの Enter ボタンとしても使用されます。
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システムログ／イベントログ

［システムログ］には、AutoDome 700 Series の動作ステータスと接続に関する情報が表示されま
す。 これらのメッセージを自動的にファイルに保存できます （AutoDome のオンラインヘルプを参
照）。
［イベントログ］フィールドには、アラームのトリガーや終了などのイベントが表示されます。 これ
らのメッセージを自動的にファイルに保存できます （AutoDome のオンラインヘルプを参照）。
1. ログを削除する場合は、右上のログ削除アイコンをクリックします。
2. 詳細ログを表示する場合は、右上のログ表示アイコンをクリックします。 新しいウィンドウが

開きます。

2.5.1 キーボードコントロールコマンドの入力
［Aux Control］タブは、キーボードコントロールコマンドを入力するときに使用します。 これらの
コマンドは、コマンド番号と適切なファンクションキー （Show Shot、Set Shot、Aux On、Aux 
Off）で構成されます。 有効なコマンドを入力すると、コマンドをカメラに発行するか、またはオン
スクリーンメニューを表示します。
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［Aux Control］タブ
［Aux Control］タブは、事前にプログラミングされたキーボードコントロールコマンドを入力する
ときに使用します。 
すべてのコマンドのリストについては、62 ページのセクション 「6  ユーザーコマンド一覧」を参照
してください。 
［Aux Control］タブにアクセスするには、ライブページに移動して、［Aux Control］タブをクリック
します （後述の図  2.3 を参照）。 

図 2.3 ［Aux Control］タブ

キーボード制御コマンドを入力するには
1. カーソルをコマンド番号フィールドに置きます。
2. 画面上のキーパッドをクリックし、目的のコマンド番号を入力します。
3. コマンドを開始するには ［Aux On］ボタン、コマンドを停止するには ［Aux Off］ボタンをそ

れぞれクリックします。
4. コマンドによりメニューが表示される場合は、［ビュー制御］の上矢印または下矢印を使用し

てメニューを移動します。 ［Focus］または ［Iris］ボタンをクリックして、メニュー項目を選
択します。

プリセットショットを設定するには
プリセットショット （またはシーン）は、メモリーに保存して後で使用できるようにするカメラ位
置です。
1. カーソルをライブ映像の上に移動し、領域に矢印が表示されるのを待ちます。
2. マウスをクリックしたまま保持して、保存する位置にパンします。
3. 画面上のキーパッドで任意の番号の組み合わせを 1 ～ 99 から選んでクリックし、シーン番号

を指定します。
4. ［ショットを設定］ボタンをクリックします。 画像領域に、保存されたショット番号を示すメ

ッセージが表示されます。

1 コマンド番号フィールド
2 キーパッド （0 ～ 9 の数字）
3 プリセットショットの表示
4 プリセットショットを設定
5 コマンドを開始
6 コマンド番号フィールドの数字を削除
7 メニュー項目の選択に使用
8 コマンドを停止
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プリセットショットを表示するには
1. 画面上のキーパッドで、表示するシーンの番号をクリックします。
2. ［ショットを表示］ボタンをクリックします。

2.6 スナップショット保存
［ライブページ］に表示されているライブ映像からスナップショットを作成し、JPEG 形式でコンピ
ューターのハードディスクに保存できます。 本機でこの作業が有効になっている場合には、スナッ
プショットを保存するためのアイコンが Web ブラウザーに表示されます。
 アイコンをクリックします。 保存先は、AutoDome 700 Series の設定によって変わります。

2.7 録画
［ライブページ］に表示されているライブ映像をコンピューターのハードディスクに保存できます。 
本機でこの作業が有効になっている場合には、録画の開始／停止を制御するアイコンが Web ブラウ
ザーに表示されます。
1. アイコンをクリックして録画を開始します。 保存先は、AutoDome 700 シリーズの設定によっ

て変わります。 アイコン内の赤い点は、録画が進行中であることを示します。

2. 録画を停止するには、アイコンをもう一度クリックします。
3. 録画した映像の保存先を変更するには、［設定］ページの ［ライブページ］の設定に移動しま

す。

画像解像度
録画映像は、エンコーダー設定であらかじめ設定した解像度で保存されます （19 ページのセクショ
ン 「4.3  基本モード：ネットワーク」を参照）。

2.8 CPU 負荷
AutoDome 700 シリーズが Web ブラウザーにアクセスすると、ウィンドウ右上のメーカーロゴの横
に、CPU 負荷が表示されます。

本機のトラブルシューティングや設定の微調整を行うときに役立つ追加情報を確認できます。 表示
される数値は、エンコーダーの負荷を機能別に百分率で表示したものです。
 カーソルをグラフィック表示に合わせます。 追加の数値がいくつか表示されます。

注
AutoDome 700 シリーズの設定と制御の詳細については、［このページのヘルプを表示する］ リンク
をクリックして、AutoDome 700 シリーズオンラインヘルプを開きます。
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3 VG5 音声接続 
AutoDome 700 シリーズの音声バージョンにはライン信号用の音声入力が 1 つあります。 音声信号
は一方向で伝送され、映像信号と同期されます。 その結果、インターフォンをカメラの場所に接続
できるようになります。

3.1 音声ライン入力の仕様 
いかなる場合でも、以下のライン入力の仕様に従う必要があります。 
- 大 5.5Vpp、入力電圧インピーダンス 9KΩ （通常）
- サンプリングレート 8KHz、16 ビット （モノラル）

3.1.1 ケーブルの仕様
長くすると信号にノイズがまじる可能性が高くなります。

3.1.2 接続
音声入力は次のように Biphase 入力に接続する必要があります。 
1. 110ΩBiphase 終端抵抗を取り外します。
2. 下の図のように、音源を VG5 の Biphase 入力にラインレベルで接続します。

3.1.3 音声受信の開始
Web ブラウザーで音声を設定するには、次の手順に従います。
1. AutoDome 700 シリーズライブページを開き、［設定］タブをクリックします。 
2. 左枠で ［カメラ設定］リンクをクリックし、次に ［音声］をクリックします。 ［音声］設定

が表示されます。
3. 音声プロトコルを選択し、IP 経由の音声受信を開始します。

注
インターカムのラインポートは、インターカムの音声信号の伝送に使用します。 

注
信号レベルが低すぎる場合のための内部ゲインレベル調整機能があります。 

ケーブルの種類： 同軸ケーブル、AWG は選択されたコネクターのスタイルにより異なる
大長： 信号レベルにより異なる 

接点入力 説明
Biphase + 音声入力
Biphase - アース

注
音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して送信されるため、ネットワーク
の負荷が増大します。 音声データは G.711 または L16 でエンコーディングされ、各接続には約
80kbps の追加の帯域幅が必要です。 
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3.1.4 音声伝送の有効化
IP 接続により音声を伝送するには、次の手順に従います。
1. AutoDome 700 シリーズライブページを開き、［設定］タブをクリックします。 
2. 左枠で ［Web インターフェース］をクリックし、次に ［ライブページ機能］をクリックしま

す。 ［ライブページ機能］画面が表示されます。
3. ［音声伝送］ラジオボタンをクリックして音声を有効にします。

3.1.5 ゲインの設定 （オプション）
入力ゲイン調整は－ 34dB ～＋ 12dB の範囲でサポートされています。 ［設定］ページで ［音声］
リンクをクリックします。 現在の映像がスライドコントロールの横の小さなウィンドウに表示され
るため、音源を確認してピークレベルを調整することができます。 音声信号のゲインを所定の要件
に合わせて設定します。 変更はすぐに有効になります。 わかりやすいように、現在のレベルがスラ
イドコントロールの横に表示されます。 調整中は表示が緑色のゾーンを超えないようにしてくださ
い。
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4 AutoDome 700 シリーズの設定
［設定］ページには、本機のすべてのパラメーターをグループごとにまとめた設定メニューがありま
す。 設定画面を開くと、現在の設定が表示されます。 新しい値を入力するか、リストから定義済み
の値を選択すると、設定を変更できます。
本機の設定または現在の設定の確認には 2 つのオプションがあります。
- 基本モード
- 詳細モード
基本モードでは、 も重要なパラメーターが 7 つのグループにまとめられています。 このモードで
は、わずかな入力だけで、基本設定を変更して、デバイスを稼働させることができます。
詳細モードは専門ユーザーやシステムサポート担当者にお勧めです。 このモードでは、本機の全パ
ラメーターにアクセスできます。 本機の基盤となる機能に影響を与える設定 （ファームウェアの更
新など）は、詳細モードでのみ変更できます。
この章では、すべてのパラメーターのグループについて設定メニューの表示順に説明します。

設定はすべて AutoDome 700 Series のメモリーに保存されるため、電源が切断されても失われるこ
とはありません。

設定の開始
 ウィンドウ上部の ［設定］リンクをクリックします。 Web ブラウザーで設定メニューのページ

が開かれます。

メニュー
1. ウィンドウの左側にあるメニュー項目のいずれかをクリックします。 該当するサブメニューが

表示されます。
2. サブメニューのエントリのいずれかをクリックします。 Web ブラウザーで該当するページが開

かれます。

設定の変更
各設定画面には現在の設定が表示されます。 新しい値を入力するか、リストから定義済みの値を選
択すると、設定を変更できます。
すべてのページに ［セット］ボタンがあるわけではありません。 ［セット］ボタンがないページの
変更はすぐに設定されます。 ページに ［セット］ボタンがある場合は、［セット］ボタンをクリッ
クして変更を有効にする必要があります。

4.1 基本モード：デバイスアクセス
デバイス名
AutoDome 700 Series にわかりやすい名称を付けることができます。 名称が設定されていれば、比
較的大規模な映像監視システムで、Bosch Video Management System プログラムなどを使用した複
数の機器の管理作業が容易になります。
デバイス名を設定するとアラームが発生したときなどに離れた場所にある機器を識別できます。 場
所の特定が容易な名称を設定することを推奨します。

注意
詳細モードの設定または変更は、専門知識を有するユーザーまたはシステムサポート担当者だけが
行ってください。

注意
設定はそれぞれ対応する ［セット］ボタンで保存します。
［セット］ボタンをクリックすると、現在画面に表示されている設定のみが保存されます。 他の画面
で設定した変更内容はすべて無視されます。
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パスワード
通常、AutoDome 700 シリーズは、不正アクセスの防止のためにパスワードによって保護されていま
す。 さまざまな認証レベルを使用して、アクセスを制限できます。
AutoDome 700 シリーズは service、user、live の 3 つの認証レベルで動作します。

高の認証レベルは service です。 正しいパスワードを入力することにより、AutoDome 700 シリー
ズのすべての機能にアクセスして設定を変更することができます。
user 認証レベルでは、たとえば本機の操作やカメラの制御は可能ですが設定の変更はできません。

低の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ映像の表示と、ライブ映像表示の切り替
えにのみ使用できます。
各認証レベルのパスワードの定義および変更は、service としてログインしている場合、または本機
がパスワード保護されていない場合に行えます。
適切な認証レベルのパスワードをここで入力します。

新しいパスワードの確認入力
それぞれの認証レベルにおいて、入力ミスをなくすために、新しいパスワードをもう一度入力して
ください。

4.2 基本モード：日付／時刻
デバイスの日付／デバイスの時間／デバイスのタイムゾーン
システムまたはネットワーク内で複数のデバイスが動作している場合、それぞれのデバイスの内部
クロックを同期させることが重要です。 たとえば、すべての機器が同じ時刻で動作していないと、
同時録画を特定して、正しく検証することができません。 必要に応じて本機をコンピューターのシ
ステム設定と同期させることができます。
 ［PC に同期］ボタンをクリックして、コンピューターのシステム時刻を AutoDome 700 Series

にコピーします。

タイムサーバーの IP アドレス
AutoDome 700 Series は、さまざまなタイムサーバープロトコルのタイムサーバーから時報を受信
することにより内部クロックを設定できます。 本機は、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリングしま
す。
 タイムサーバーの IP アドレスをここに入力します。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないため、Player や Archive Player で録
画再生できなくなる場合があります。

注
上位の認証レベルがすべてパスワードで保護されている場合にのみ、適切なパスワード保護が保証
されます。 たとえば、live にパスワードを割り当てる場合、service と user のパスワードも設定する
必要があります。 パスワードを割り当てる場合は常に 上位の認証レベルである service から設定
し、レベルごとに異なるパスワードを使用してください。

注
新しいパスワードは ［セット］ボタンをクリックしたときにのみ有効になります。 パスワードの入
力、確認入力した後に、すぐに ［セット］ボタンをクリックしてください。
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タイムサーバーの種類
選択したタイムサーバーでサポートされているプロトコルを選択します。 可能であれば、［SNTP サ
ーバー］をプロトコルとして選択してください。 SNTP サーバーは精度が高いので、特殊な用途での
使用やその後の機能拡張には不可欠です。
［タイムサーバー］で、RFC 868 プロトコルで動作するタイムサーバーを選択します。

4.3 基本モード：ネットワーク
このページの設定は、AutoDome 700 Series を既存のネットワークに導入するために使用されます。
本機を再起動しないと有効とならない設定があります。 この場合、［セット］ボタンが ［セットし
て再起動］に変わります。
1. 必要な変更を行います。
2. ［セットして再起動］ボタンをクリックします。 AutoDome 700 シリーズが再起動し、変更した

設定が有効になります。

DHCP
ネットワークに DHCP サーバーが設置されている場合、AutoDome 700 シリーズに動的に割り当て
られた IP アドレスの受け入れを有効にすることができます。
一部のアプリケーション （VIDOS、Bosch Video Management System、Archive Player、
Configuration Manager）は、本機を一意に割り当てるために IP アドレスを使用します。 これらのア
プリケーションを使用する場合、DHCP サーバーが MAC アドレスへの固定 IP アドレス割り当てに
対応していること、IP アドレスが割り当てられたらシステムが再起動してもその IP アドレスが保持
されるように適切に設定されている必要があります。

IP アドレス
ここに AutoDome 700 Series に必要な IP アドレスを入力します。 この IP アドレスは、ネットワー
クで有効なものでなくてはなりません。

サブネットマスク
ここに選択した IP アドレスの適切なサブネットマスクを入力します。

ゲートウェイアドレス
本機で別のサブネットの遠隔地に接続する場合は、ここにゲートウェイの IP アドレスを入力しま
す。 それ以外の場合は、このボックスを空白 「0.0.0.0」のままにしておきます。

4.4 基本モード：エンコーダー
非録画プロファイル
映像信号をエンコードするプロファイルを選択できます。
このプロファイルを使用して、映像データの伝送を動作環境 （ネットワーク構成、帯域幅、データ
負荷）に適応させることができます。
特性が異なる複数のプロファイルを事前に設定して状況に応じて使用することができます。 プロフ
ァイルを選択すると、詳細がリストとして表示されます。

注意
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更すると、AutoDome 700 シリーズは再起動後
に新しいアドレスでしか使用できなくなります。
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- 高解像度 1
ターゲットビットレート：2000kbps

大ビットレート：4000kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- 高解像度 2
ターゲットビットレート：1500kbps

大ビットレート：3000kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- 低帯域幅
ターゲットビットレート：700kbps

大ビットレート：1500kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- DSL
ターゲットビットレート：400kbps

大ビットレート：500kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- ISDN （2B）
ターゲットビットレート：80kbps

大ビットレート：100kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- ISDN （1B）
ターゲットビットレート：40kbps

大ビットレート：50kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- モデム
ターゲットビットレート：20kbps

大ビットレート：22kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

- GSM
ターゲットビットレート：7kbps

大ビットレート：8kbps
エンコーディング間隔：30.00ips

4.5 基本モード：音声
音声信号のゲインを特定の要件に合わせて設定できます。 現在の映像がスライドコントロールの横
の小さなウィンドウに表示されるため、音源を確認して音量を調整することができます。 変更はす
ぐに有効になります。
Web ブラウザー経由で接続する場合は ［ライブページ機能］ページで音声伝送を有効にする必要が
あります （10 ページのセクション 「2.5  ライブページ」を参照）。 その他の接続の場合は、音声伝
送はそれぞれのシステムの音声設定によって変わります。

音声
音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して送信されるため、ネットワーク
の負荷が増大します。 音声データは G.711 でエンコーディングされ、各接続には約 80kbps の追加
の帯域幅が必要です。 音声データを伝送しない場合は ［オフ］を選択します。
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ライン入力
ライン入力の音量を設定できます。 調整中は表示が緑色のゾーンを超えないようにしてください。

4.6 基本モード：録画
AutoDome 700 シリーズから送られた映像は、ローカルの各種ストレージメディアや適切に設定され
た iSCSI システムに記録できます。
ここでストレージメディアを選択すると、すぐに録画を開始できます。

ストレージメディア
1. 必要なストレージメディアをリストから選択します。
2. ［開始］ボタンをクリックして、録画を開始します。

4.7 基本モード：システムの概要
このページのデータは表示専用で、変更することはできません。 技術サポートを受ける場合は、こ
の情報を記録しておいてください。

4.8 詳細モード：全般

4.9 識別情報
デバイス ID
デバイスを識別できるように、各 AutoDome 700 シリーズに一意の ID を割り当てます。

デバイス名
カメラ名を設定すると、アラームが発生したときなどに、離れた場所にあるカメラをより簡単に特
定できます。 カメラ名は設定に応じて映像画面に表示されます。 カメラ名が設定されていれば、比
較的大規模な監視システムで、Bosch Video Management System プログラムなどを使用して複数の
カメラを管理作業が容易に行えます。
ここにカメラを明確に特定できる任意の名称を入力します。 カメラ名として 2 行設定できます。

2 番目の行に文字を追加入力できます。ここに入力する文字はテーブルから選択できます。
1. 2 行目の横にあるアイコンをクリックします。 新しいウィンドウが開き、文字テーブルが表示

されます。
2. 必要な文字をクリックします。 選択された文字は ［結果］欄に挿入されます。
3. 文字テーブルで、<< および >> アイコンをクリックしてテーブルの別のページに移動したり、

リストからページを選択したりすることができます。
4. ［結果］フィールドの右の < アイコンをクリックすると文字列の 後の文字が削除されます。

また、X アイコンをクリックすると、すべての文字が削除されます。
5. ここで ［OK］ボタンをクリックして、選択した文字を ［カメラ 1］パラメーターの 2 行目に

反映させます。 ウィンドウが閉じます。

注
たとえば、電子メールで送信する場合、表示されている必要な情報をすべてマウスで選択し、
［Ctrl］＋ ［C］キーでクリップボードにコピーできます。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないため、Player または Archive Player
で録画再生できなくなる場合があります。
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イニシエーター拡張
大規模な iSCSI システムで本機をより容易に識別するために、AutoDome 700 シリーズのイニシエ
ーター名に独自の文字列を設定できます。 この文字列はピリオドで区切られて、イニシエーター名
として追加されます。 イニシエーター名は ［システムの概要］で確認できます。

4.10 パスワード
AutoDome 700 Series は、通常、不正アクセスの防止のためにパスワードによって保護されていま
す。 さまざまな認証レベルを使用して、アクセスを制限できます。

パスワード
AutoDome 700 シリーズは service、user、live の 3 つの認証レベルで動作します。

高の認証レベルは service です。 正しいパスワードを入力することにより、AutoDome 700 Series
のすべての機能にアクセスして設定を変更することができます。
user 認証レベルでは、たとえば本機の操作やカメラの制御は可能ですが設定の変更はできません。

低の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ映像の表示と、ライブ映像表示の切り替
えにのみ使用できます。
各認証レベルのパスワードの定義および変更は、service としてログインしている場合、または本機
がパスワード保護されていない場合に行えます。
適切な認証レベルのパスワードをここで入力します。

新しいパスワードの確認入力
それぞれの認証レベルにおいて、入力ミスをなくすために、新しいパスワードをもう一度入力して
ください。

4.11 日付／時刻
日付書式
日付の表示形式を選択します。

デバイスの日付／デバイスの時間
システムまたはネットワーク内で複数のデバイスが動作している場合、それぞれのデバイスの内部
クロックを同期させることが重要です。 たとえば、すべての機器が同じ時刻で動作していないと、
同時録画を特定して、正しく検証することができません。
1. 現在の日付を入力します。 本機の時刻は内部クロックで制御されるため、曜日を入力する必要

はありません。曜日は自動的に追加されます。
2. 現在の時刻を入力するか、［PC に同期］ボタンをクリックして、コンピューターのシステム時

刻を AutoDome 700 シリーズにコピーします。

デバイスのタイムゾーン
システムが所在するタイムゾーンを選択します。

注
上位の認証レベルがすべてパスワードで保護されている場合にのみ、適切なパスワード保護が保証
されます。 たとえば、live にパスワードを割り当てる場合、service と user のパスワードも設定する
必要があります。 パスワードを割り当てる場合は常に 上位の認証レベルである service から設定
し、レベルごとに異なるパスワードを使用してください。

注
新しいパスワードは ［セット］ボタンをクリックしたときにのみ有効になります。 パスワードの入
力、確認入力した後に、すぐに ［セット］ボタンをクリックしてください。
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サマータイム
内部クロックは、標準時間とサマータイム （DST）を自動的に切り替えます。 本機には 2018 年ま
での DST 切り替え用データが組み込まれています。 これらのデータを使用することも、必要に応じ
て代わりのサマータイムデータを使用することもできます。

1. 初に、正しいタイムゾーンが選択されているか確認してください。 タイムゾーンが正しくな
い場合は、システムの適切なタイムゾーンを選択し、［セット］ボタンをクリックします。

2. ［詳細］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開き、空のテーブルが表示されます。
3. テーブルの下のリストフィールドからシステムがある場所に一番近い地域または都市を選択し

てください。
4. ［生成］ボタンをクリックしてユニットのデータベースからデータを生成します。生成された

データはテーブルに出力されます。
5. テーブルのエントリをクリックして、変更を行います。 エントリが選択されます。
6. ［削除］ボタンをクリックすると、テーブルからエントリが削除されます。
7. エントリを変更するには、テーブルの下のリストフィールドから他の値を選択します。 変更は

すぐに実行されます。
8. エントリを削除した後などに、テーブルの下に空の行がある場合、行をマークしてリストフィ

ールドから値を選択することにより、新しいデータを追加できます。
9. 編集が終わったら ［OK］ボタンをクリックして、テーブルを保存し、有効にします。

タイムサーバーの IP アドレス
AutoDome 700 Series は、さまざまなタイムサーバープロトコルのタイムサーバーから時報を受信
することにより内部クロックを設定できます。 本機は、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリングしま
す。
タイムサーバーの IP アドレスをここに入力します。

タイムサーバーの種類
選択したタイムサーバーでサポートされているプロトコルを選択します。 可能であれば、［SNTP サ
ーバー］をプロトコルとして選択してください。 SNTP サーバーは精度が高いので、特殊な用途での
使用やその後の機能拡張には不可欠です。
［タイムサーバー］で、RFC 868 プロトコルで動作するタイムサーバーを選択します。

4.12 映像オーバーレイ情報
映像には、重要な補足情報をオーバーレイ表示 （映像上に表示）できます。 オーバーレイ表示させ
る情報は個別に設定でき、映像上に簡単に配置できます。

カメラ名
カメラ名の表示位置を設定します。 ［トップ］または ［ボトム］を選択するか、［カスタム］オプ
ションを選択して表示したい位置を個別に指定できます。 ???? に設定するとオーバーレイ情報は表
示されません。
1. リストから目的のオプションを選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示したい位置を示す値を入力します。

注
テーブルを作成しないと、自動切り替えはできません。 個々の設定を変更したり削除したりする場
合、2 つの設定 （サマータイムと標準時間）が相互に関連し、依存していることに留意してくださ
い。
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時刻
時刻の表示位置を設定します。 ［トップ］または ［ボトム］を選択するか、［カスタム］オプショ
ンを選択して表示したい位置を個別に指定できます。 ???? に設定するとオーバーレイ情報は表示さ
れません。
1. リストから目的のオプションを選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示したい位置を示す値を入力します。

ミリ秒単位表示
必要に応じて、時刻をミリ秒単位で表示することもできます。 ミリ秒単位の時刻表示は、録画した
映像を見る際に役立ちますが、CPU に負荷がかかります。 ミリ秒単位で時刻を表示させない場合は
［オフ］を選択します。

アラームモード
アラーム発生時にテキストメッセージを画像にオーバーレイ表示させる場合は ［オン］を選択しま
す。 テキストメッセージを指定した位置に表示する場合は ［カスタム］オプションで設定します。 
［オフ］に設定するとオーバーレイ情報は表示されません。
1. リストから目的のオプションを選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示したい位置を示す値を入力します。

アラームメッセージ
アラーム発生時に画像に表示されるメッセージを入力します。 テキストの長さは、31 文字以内で
す。

タイトル OSD
セクターやショットのタイトルを画像に継続的にオーバーレイ表示させる場合は、［オン］を選択し
ます。 セクターやショットのタイトルを画像に数秒間オーバーレイ表示させる場合は、［一時的］を
選択します。 指定した位置に OSD タイトルを表示できます。オーバーレイ情報を表示しない場合
は、［オフ］に設定します。
1. リストから目的のオプションを選択します。
2. 正確な位置を指定します （［位置指定 （XY）］）。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入力します。

Camera OSD
カメラの応答情報 （デジタルズーム、アイリスを開く／閉じる、近く／遠くにフォーカスなど）を
画像に一時的にオーバーレイ表示させる場合は、［オン］を選択します。 情報を表示しない場合は、
［オフ］を選択します。
1. リストから目的のオプションを選択します。
2. 正確な位置を指定します （［位置指定 （XY）］）。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入力します。

透かし
伝送された映像に 「透かし」を表示する場合は、［オン］を選択します。 オンにすると、すべての
映像に緑色の W マークが付きます。 赤色の W はシーケンス （ライブまたは録画映像）が操作され
たことを示します。
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4.13 詳細モード：Web インターフェース

4.14 外観設定
ここでは、Web インターフェースの外観や Web サイトの言語を要件に合わせて変更することができ
ます。 ウィンドウの上部のメーカーロゴ （右上）や製品名 （左上）は別の画像で置き換えることが
できます。

Web サイト言語
ここで、ユーザーインターフェースの言語を選択します。

メーカーロゴ
メーカーロゴを置き換える場合は、該当する画像ファイルのパスを入力します。 画像ファイルは、
ローカルのコンピューターまたは、ローカルネットワークやインターネット経由でアクセスできる
場所に保存できます。

デバイスロゴ
製品名の画像を置き換える場合は、該当する画像ファイルへのパスを入力します。 画像ファイルは、
ローカルのコンピューターまたは、ローカルネットワークやインターネット経由でアクセスできる
場所に保存できます。

JPEG 生成間隔
［ライブページ］に表示される M-JPEG 画像が生成される間隔が指定できます。

4.15 ライブページ機能
ここでは ［ライブページ］の機能をユーザーの要件に合わせて設定できます。 情報やコントロール
の表示に関するさまざまなオプションがあります。
1. ［ライブページ］で利用できるようにする項目のボックスをオンにします。 選択した項目には

チェックマークが表示されます。
2. 必要な機能が ［ライブページ］で使用可能になっているかどうかを確認します。

音声伝送
このオプションは音声伝送が実際に有効になっている場合のみ選択できます （36 ページのセクショ
ン 「4.30  音声」を参照）。音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して送信
されるため、ネットワークの負荷が増大します。 音声データは G.711 でエンコーディングされ、各
接続には約 80kbps の追加の帯域幅が必要です。

注
置き換えることができる画像は GIF または JPEG 形式です。 ファイルのパスはアクセスモードに対
応した形式で指定してください （たとえば、ローカルファイルにアクセスする場合は、
C:\Images\Logo.gif、インターネットやイントラネット経由でアクセスする場合は、http://
www.mycompany.com/images/logo.gif など）。 
インターネットやイントラネット経由で画像にアクセスする場合は、画像が表示されるよう、ネッ
トワークに常時接続できるようにしてください。 画像ファイルは、AutoDome 700 シリーズ内には保
存できません。

注
元の画像ファイルに戻す場合は、［メーカーロゴ］および ［デバイスロゴ］欄の入力を削除します。
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リース時間 （秒）
カメラを制御しているユーザーからの制御信号が受信されなくなってから、別のユーザーの認証が
許可されるまでの間隔を、秒単位で指定します。 この時間を過ぎるとカメラが自動的に有効になり
ます。

アラーム入力表示
アラーム入力は、ビデオ画像の横に割り当てられた名称とアイコンとで表示されます。 アラーム入
力がオンになると、それに対応するアイコンの色が変わります。

リレー出力表示
リレー出力は、映像の横に割り当てられた名称とアイコンとで表示されます。 リレーのオン／オフ
でアイコンの色が変わります。

VCA 軌跡表示
映像コンテンツ解析 （VCA）を有効にする場合は、この項目をオンにし、オブジェクトのパスを追
跡する追加情報を表示します。

VCA メタデータ表示
映像コンテンツ解析 （VCA）を有効にすると、ライブビデオストリームに追加情報が表示されま
す。 たとえば Motion+ モードでは、動体検出のセンサーフィールドがマーキングされます。

イベントログ表示
映像の横のフィールドに、イベントメッセージが日付および時刻と共に表示されます。

システムログ表示
映像の横のフィールドに、システムメッセージが日付および時刻と共に表示され、接続の確立およ
び終了などの情報を確認できます。

スナップショット許可
映像や画像を保存するためのアイコンをライブ映像の下に表示するかどうかを設定できます。 この
アイコンが表示されている場合にのみ映像や画像を保存できます。

ローカル録画許可
ローカルストレージに映像を保存するためのアイコンをライブ映像の下に表示するかどうかを設定
できます。 このアイコンが表示されている場合にのみ映像を保存できます。

JPEG ／映像ファイル保存先
1. ［ライブページ］から映像と画像を保存する場合の保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。

4.16 ログ作成
イベントログ保存
イベントメッセージをテキストファイルとしてローカルのコンピューターに保存する場合は、この
オプションをオンにします。
保存したファイルは、任意のテキストエディターまたは標準の Office ソフトウェアを使って、表示、
編集、印刷できます。

イベントログ保存先
1. このフィールドには、イベントログの保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。

システムログ保存
システムメッセージをテキストファイルとしてローカルのコンピューターに保存する場合は、この
オプションをオンにします。
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保存したファイルは、任意のテキストエディターまたは標準の Office ソフトウェアを使って、表示、
編集、印刷できます。

システムログ保存先
1. このフィールドには、システムログの保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。

4.17 詳細モード：カメラ

4.18 インストーラメニュー
向き
画像の向きを 180 度逆にします （上下逆さまに設置する場合に 適です）。 向きは ［標準］（デフ
ォルト）または ［反転］に設定します。

SC 設定
［デフォルト］ボタンをクリックすると、すべてのカメラ設定が元のデフォルト設定に戻ります。

SC データ
デフォルトボタンをクリックすると、すべての登録ポジション、プライバシーマスク、その他のユ
ーザー設定がクリアされます。

4.19 エンコーダープロファイル
映像信号のエンコードでは、コードのアルゴリズムを選択したり、プロファイルのプリセット値を
変更できます。
映像データの伝送を動作環境 （ネットワーク構成、帯域幅、データ負荷など）に適応させることが
できます。 このために、AutoDome 700 Series では 2 つのデータストリームが同時に生成されます
（デュアルストリーミング）。これらのデータストリームの圧縮設定は、たとえば、1 つはインター
ネットへの伝送用に設定し、もう 1 つは LAN 接続用に設定するなどのように個別に設定できます。
特性が異なる複数のプロファイルを事前に設定して状況に応じて使用することができます。
- 高解像度 1

ターゲットビットレート：2000kbps
大ビットレート：4000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 高解像度 2

ターゲットビットレート：1500kbps
大ビットレート：3000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 低帯域幅

ターゲットビットレート：700kbps
大ビットレート：1500kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- DSL

ターゲットビットレート：400kbps
大ビットレート：500kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

注意
向きが ［反転］に設定されている場合、AutoDome ではプライバシーマスク機能が無効になります。
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- ISDN （2B）
ターゲットビットレート：80kbps

大ビットレート：100kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- ISDN （1B）
ターゲットビットレート：40kbps

大ビットレート：50kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- モデム
ターゲットビットレート：20kbps

大ビットレート：22kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- GSM
ターゲットビットレート：7kbps

大ビットレート：8kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

プロファイルの各パラメーターの値、および名前を変更できます。 該当するタブをクリックして、
プロファイルを切り替えることができます。

プロファイル名
ここでプロファイルの新しい名前を入力できます。 この名前は、［プロファイル名］フィールドの使
用可能なプロファイルのリストに表示されます。

ターゲットデータレート
ネットワークの帯域幅の使用を 適化するために、AutoDome 700 シリーズのデータレートを制限す
ることができます。 ターゲットデータレートは、激しい動きのない標準的なシーンの画質に合わせ
て設定してください。
映像が複雑な場合や、動きが多く映像の内容が頻繁に変わる場合は、［ 大データレート］フィール
ドに入力された値を限度として、一時的にこの制限値を超えるデータレートを適用できます。

大データレート
この 大データレートは、どんな場合でも超えることはできません。 このため、I- フレームおよび
P- フレームの画質設定に応じて、一部の画像がスキップされる場合があります。
ここで入力する値は、［ターゲットデータレート］フィールドに入力する値よりも 10% 以上高くな
ければなりません。 ここで入力した値が低すぎる場合、自動的に調整されます。

録画解像度
映像の解像度を選択できます。 次の解像度は、標準画質設定でのみ使用できます。

注意
プロファイルはかなり複雑です。 プロファイルには、相互に関連する色々なパラメーターが含まれ
ているため、通常はデフォルトのプロファイルをそのまま使用することをお勧めします。
プロファイルの変更にあたっては、すべての設定オプションを十分に理解してください。
デフォルトではストリーム 2 はアラーム接続および自動接続用の伝送になります。 この点に注意し
てプロファイルを割り当ててください。

注
プロファイルは、相互に依存しているパラメーターの組み合わせで構成されています。 特定のパラ
メーターで許容範囲外の設定を行った場合、その設定に も近い許容値に置き換えられます。
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- CIF
352×288 ／ 240 ピクセル

- 4CIF ／ D1
704×576 ／ 480 ピクセル

エンコーディング間隔
映像のエンコーディングと伝送を実行する間隔を指定します。 テキストフィールドの横に画像速度
が ips （fps:frames per second）単位で表示されます。 
スライドバーを使用して、フレームレートを 30.00 ～ 1ips(fps) の範囲で選択します。 

上級設定
上級設定を使用すると、I- フレーム画質と P- フレーム画質を必要に応じて調整できます。 設定は
H.264 量子化パラメーター （QP）に基づいています。

GOP 構造
Group of Pictures （画像のグループ）に必要な構造を選択します。 遅延を可能な限り 小限にする
ことを優先するか （IP フレームのみ）、それとも使用する帯域幅を可能な限り 小限にすることを
優先するかに応じて、IP、IBP、IBBP から選択できます。

I- フレーム間隔
このパラメーターを使用して、I- フレームを符号化する間隔を設定できます。 「0」は自動モードを
意味し、ビデオサーバーが必要に応じて I- フレームを挿入します。 「1」を入力すると、I- フレーム
が連続的に生成されます。 「2」を入力すると I- フレームは 1 つおきになり、「3」を入力すると 2
つおきになります。間には符号化された P- フレームが挿入されます。

I- フレーム画質
この設定により、I- フレームの画質を調整できます。 基本設定の ［オート］を適用すると、P- フレ
ームの画質設定にあわせて画質が自動的に調整されます。 また、スライドコントロールを使用して、
9 ～ 51 の間で値を設定することもできます。 値 「9」は 高画質を表します。 大データレートの
設定によっては、フレームのリフレッシュレートが低くなります。 値を 「51」にすると、リフレッ
シュレートが非常に高くなって、画質が低下します。

P- フレーム画質
この設定により、P- フレームの 高画質を調整できます。 基本設定の ［オート］を適用すると、動
きと画像定義 （フォーカス）が 適な組み合わせになるように自動的に調整されます。 また、スラ
イドコントロールを使用して、9 ～ 51 の間で値を設定することもできます。 値 「9」は 高画質を
表します。 大データレートの設定によっては、フレームのリフレッシュレートが低くなります。 
値を 「51」にすると、リフレッシュレートが非常に高くなって、画質が低下します。

デフォルト
プロファイルをデフォルト値に戻すには、［デフォルト］をクリックします。

4.20 エンコーダーストリーム
H.264 ストリームごとにプロパティとデフォルトプロファイルを選択し、M-JPEG ストリームのパ
ラメーターを設定します。 
- H.264 BP+ ビットレート制限

ハードウェアデコーダーを使用する場合は、この設定を選択します。 ビットレートは 1.2Mbps
に制限されます。
CABAC：オフ
CAVLC：オン
GOP 構造：IP
I- フレーム間隔：15



30 ja | AutoDome 700 シリーズの設定 AutoDome 700 Series IP PTZ Camera

F.01U.215.777 | 1.0 | 2011.07 ユーザーガイド Bosch Security Systems, Inc.

デブロッキングフィルター：オン
- H.264 MP SD

ソフトウェアデコーダーや PTZ を使用する場合、または画像内に高速運動がある場合は、この
設定を選択します。
CABAC：オン
CAVLC：オフ
GOP 構造：IP
I- フレーム間隔：30
デブロッキングフィルター：オン

ストリームのオプションを選択する場合は、次の手順に従います。
1. 必要なエンコーダープロパティを選択し、データストリームごとに 1 つのエンコーダープロフ

ァイルを選択します。
2. ［Preview］ボタンをクリックします。 両方のデータストリームのプレビュー画面が表示されま

す。
3. プレビュー画面の下にある ［1：1 ライブビュー］ボタンをクリックすると新しい画面が開いて

元のデータストリームが表示され、画質と伝送速度を確認できます。

プロパティ
ストリームごとに H.264 規格のいずれかを選択します。

デフォルトプロファイル
ストリームごとに次のプロファイルのいずれかを選択します。
- 高解像度 1
- 高解像度 2
- 低帯域幅
- DSL
- ISDN （2B）
- ISDN （1B）
- モデム
- GSM
各ストリームの詳細については、27 ページのセクション 「4.19  エンコーダープロファイル」を参
照してください。

プレビュー
［プレビュー］ボタンをクリックすると、ストリームごとに小さな静的プレビューウィンドウが開き
ます。 プレビューを拡大したり、ライブ映像を表示するには、［1：1 ライブビュー］ボタンをクリ
ックします。

JPEG ストリーム
M-JPEG ストリームの解像度、フレームレート、画質のパラメーターを選択します。 
- フレームレート：5、10、15、20、25、30ips (fps) のいずれかのフレームレートを選択します。
- 画質：この設定で画質を調整できます。 スライドバーを使用して画質 （［低］または ［高］）

を選択します。

4.21 プライバシーマスク
プライバシーマスクは、シーンの特定領域が表示されないようにブロックするときに使用します。 
マスクは、4 つのコーナーがあるグレーの領域として設定できます。 合計 24 のプライバシーマスク
を設定できます。 
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プライバシーマスクをシーンに追加するには、次の手順に従います。 
1. プライバシーマスクを適用するシーンに移動します。

a. ［ビュー制御］リンクをクリックします。
b. PTZ 制御を使用してシーンを表示します。

2. プライバシーマスクの番号を選択し、シーンに適用します。 
プレビューウィンドウが表示され、シーンにグレーの四角形が表示されます。

3. ［有効］チェックボックスをオンにし、プライバシーマスクを有効にします。
プレビューウィンドウのプライバシーマスクがオレンジに変わります。これは、マスクが ［ラ
イブページ］のビデオストリームに表示されることを示します。

4. プレビューウィンドウのプライバシーマスク領域にカーソルを置いてクリックし、ドラッグし
てプライバシーマスクに移動します。

5. マスクの四角形の角または上辺にカーソルを置いてクリックし、ドラッグしてプライバシーマ
スク領域を拡大または縮小します。

6. ［セット］をクリックし、プライバシーマスクのサイズと位置を保存します。 
画像ウィンドウにプライバシーマスクが表示されます。

7. マスクを個別に非表示にするには、マスクの番号を選択して ［有効］チェックボックスをオフ
にします。

8. すべてのマスクを画像から非表示にするには、［Hide Masks （マスクの非表示）］チェックボ
ックスをオンにします。
注意：すべてのマスクを非表示にする場合は、各マスクを有効にしてマスクをシーンに表示す
る必要があります。

4.22 カメラ設定
ホワイトバランス
画像の白い部分の画質を維持するためのカラー設定を調整します。
- ATW：カラー再現が自動的に調整されます。
- 屋内：屋内用にホワイトバランスがトラッキングされます。
- 屋外：屋外用にホワイトバランスがトラッキングされます。
- AWB 維持：ATW を固定し、カラー設定を保存します。
- 拡張 ATW （デフォルト）：常に 適なカラー再現が得られるようにホワイトバランスを自動調

整します。
- マニュアル：赤と青のゲインを目的の位置に手動で設定できます。
- Outdoor Auto （屋外自動）：ホワイトバランスを自動的に調整し、明るくなったときや暗くな

ったときの暗い色調を抑えます。
- Sodium Lamp Auto （ナトリウムランプ自動）：ナトリウム灯を自動的に調整し、オブジェクト

を元の色に戻します。
- Sodium Lamp （ナトリウムランプ）：ナトリウム灯を 適化し、オブジェクトを元の色に戻し

ます。 

注
- カメラの向きが ［反転］に設定されている場合、AutoDome ではプライバシーマスク機能が無

効になります。 向きの設定については、26 ページのセクション 「4.18  インストーラメニュ
ー」を参照してください。

- プライバシーマスクは、水平より下方 70° （チルト方向）以上には適用できません。

注
AutoDome がズームイン／アウトしても対象を完全に覆うことができるように、マスクは対象よりも
10％大きく描画します。
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赤ゲイン
赤ゲイン調整は、工場出荷時のホワイトポイント位置合わせを補正します （赤を減らすとより青色
に近くなります）。

青ゲイン
青ゲイン調整は、工場出荷時のホワイトポイント位置合わせを補正します （青を減らすとより黄色
に近くなります）。 ホワイトポイントのオフセットは、撮影環境の条件が特殊な場合のみ変更しま
す。

ゲイン調整
自動ゲイン調整 （AGC）の設定を行います。 高画質を維持するためにゲインを自動的に 低限の値
に設定します。
- AGC （デフォルト）：暗いシーンを電子的に明るくなるよう処理します。この場合、低光量の

シーンが粗く写る場合があります。
- 固定：拡張機能は適用されません。 この設定では ［ 大ゲインレベル］オプションが無効にな

ります。 
このオプションを選択すると、AutoDome 700 シリーズで次の設定が自動的に変更されます。
- ナイトモード：［カラー］に切り替わります。
- オートアイリス：［コンスタント］に切り替わります。

大ゲインレベル
AGC 動作中のゲインの 大値を制御します。 大ゲインレベルを設定するには、次の中から選択し
ます。
- 標準
- 中速度
- 高 （デフォルト）

鮮やかさ
画像のシャープネスを調整します。 シャープネスを設定するには、1 ～ 15 の中から値を入力しま
す。 デフォルトの設定は 12 です。

シャッターモード
- オフ：オート感度アップがオフになります。
- オート感度アップ：カメラでの統合時間を増やし、カメラの感度を上げます。 この処理は、さ

まざまな連続した映像フレームからの信号を統合して信号ノイズを減らすことにより行われま
す。
このオプションを選択すると、AutoDome で次の設定が自動的に変更されます。
- オートアイリス：［コンスタント］に切り替わります。
- シャッター：無効になります。

シャッター
電子シャッター速度 （AES）を調整します。 集光装置により集光を行う時間を制御します。 デフォ
ルト設定は、NTSC カメラで 1/60 秒、PAL カメラで 1/50 秒です。 設定範囲は 1/1 ～ 1/10000 秒で
す。 

逆光補正
選択された画像範囲の映像レベルが 適化されます。 この範囲外の部分は露出がアンダーまたはオ
ーバーになる可能性があります。 画像の中央部分の映像レベルを 適化する場合は ［オン］を選択
します。 デフォルトの設定は ［オフ］です。

高感度設定
映像の輝度レベルを調整します。 ［Auto WD （自動 WD）］、［オフ］、［オン］のうちいずれかを
選択します。
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スタビライゼーション
映像のブレ補正をオンにします。

ワイドダイナミックレンジ
ワイドダイナミックレンジ機能をオンに切り替えます。 ワイドダイナミックレンジでは、コントラ
ストが極端に高い環境における画像の再現が改善されます。 ［オフ］、［オン］、［Auto Mode （オ
ートモード）］のいずれかを選択します。

ナイトモード
ナイトモード （B/W）を選択すると、低光量のシーンで光量を増やします。 次のオプションから選
択します。
- モノクロ：カメラをナイトモードに設定し、モノクロ画像を伝送します。
- カラー：周囲の光量に関係なく、ナイトモードには切り替わりません。
- オート （デフォルト）：事前に定義されたしきい値に周囲の光量が達すると、ナイトモードか

ら切り替わります。

Night Mode Threshold
カメラが自動的にナイトモード （B/W）動作から切り替わる光量を調整します。 10 ～ 55 （5 刻み）
の値を選択します。10 が早く、55 が遅くなります。

ノイズリダクション
2D および 3D のノイズリダクション機能をオンに切り替えます。

ノイズリダクションレベル
撮影条件に適したレベルにノイズレベルを調整します。 1 ～ 5 の値を選択します。 

4.23 レンズ設定
オートフォーカス
レンズのフォーカスを 適な状態に自動調整し、 も鮮明な画像を実現します。
- One Push （ワンプッシュ）（デフォルト）：カメラの移動が停止した後、オートフォーカス機

能をアクティブにします。 フォーカスが設定されると、カメラがもう一度動き出すまでオート
フォーカスは非アクティブです。

- オートフォーカス：オートフォーカスが常に有効になります。
- マニュアル：オートフォーカスが無効になります。

フォーカス極性
- 標準 （デフォルト）：フォーカス制御は通常どおり機能します。
- リバース：フォーカス制御が逆になります。 

Focus Speed
フォーカスがぶれる場合にオートフォーカスが再調整を行う速度を制御します。 次のオプションか
ら選択します。
- Super Slow （超低速度）
- 低速度 （デフォルト）
- 中速度
- 高速度

オートアイリス
カメラセンサーの照明が適切になるようにレンズを自動調整します。 このようなレンズは、暗い場
所や光量が変わりやすい場所での使用にお勧めです。
- コンスタント （デフォルト）：光量の変化に合わせてカメラが調整されます。

このオプションを選択すると、AutoDome で次の設定が自動的に変更されます。
- ゲイン調整：［AGC］に切り替わります。
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- シャッター速度：デフォルトに切り替わります。
- マニュアル：光量の変化に合わせてカメラを手動で調整する必要があります。

アイリス極性
コントローラのアイリスボタンの動作を逆にします。 
- 標準 （デフォルト）：アイリス制御は通常どおり機能します。
- リバース：アイリス制御が逆になります。 

オートアイリスレベル
光量に応じて輝度を増減させます。 1 ～ 15 の範囲で値を入力します。 デフォルトの設定は 5 です。 

大ズーム速度
ズーム速度を制御します。 デフォルトの設定は中速度です。

ズーム極性
コントローラのズームボタンの動作を逆にします。
- 標準 （デフォルト）：ズーム制御は通常どおり機能します。
- リバース：ズーム制御が逆になります。 

デジタルズーム
デジタルズームはデジタル映像の見掛けの角度を狭くする方法です。 この処理はカメラの光学レン
ズを調整せずに電子的に行われます。この処理では光学解像度は向上しません。 この機能を無効に
するには ［オフ］、有効にするには ［オン］をそれぞれ選択します。 デフォルトの設定は ［オン］
です。

4.24 PTZ 設定
オートパン速度
左右の制限設定の間の速度でカメラをパンします。 度単位の値を 1 ～ 60 の範囲で入力します。 デフ
ォルトの設定は 30 です。

不活動
ここで選択した期間の間ドームの制御が行われないと、不活動イベントが実行されます。
- オフ （デフォルト）：カメラは現在のシーンで時間制限なく動作します。
- シーン 1：カメラはプリセット 1 に戻ります。
- 前の AUX：カメラは前の活動に戻ります。

不活動時間
ドームの制御が非アクティブの場合のドームの動作を指定します。 プルダウンリストで期間 （3 秒 
～ 10 分）を選択します。 デフォルトの設定は 2 分です。 

オートピボット
オートピボットは、画像の向きを正しく維持するためにカメラが回転すると、カメラが上下に向き
を変える機能です。 オートピボットを ［オン］（デフォルト）に設定すると、カメラの真下を移動
する物体を追跡する場合に自動的にカメラが 180 度回転します。 この機能を無効にするには、［オ
フ］をクリックします。

フレームのフリーズ
［オン］を選択すると、あらかじめ設定されたシーン位置に AutoDome が移動すると画像がフリー
ズします。 ［オフ］がデフォルト設定です。

オートパン左方向リミットの設定
ユーザーが定義したオートパンの左方向のパンリミットを設定します。 

オートパン右方向リミットの設定
ユーザーが定義したオートパンの右方向のパンリミットを設定します。 
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上側チルトの制限
カメラを上にチルトするときの制限を設定します。 

チルトの制限
［リセット］ボタンをクリックすると、上にチルトするときの制限がクリアされます。

4.25 Diagnostics （診断）
内蔵セルフテスト （BIST）にアクセスします。 BIST では、カウンターではなく、 近のホーム復
帰イベントの合格または不合格のステータスが表示されます。  その他の項目ではカウンターが維持
されます。
［BIST］ボタンをクリックすると、AutoDome 700 シリーズで実行された次の回数が表示されます。
- ホーム復帰イベントの実行回数
- 正しくホームに復帰しなかった回数
- 再起動の回数
- 映像が失われた回数

4.26 登録ポジションとツアー
AutoDome 700 シリーズでは、 大 99 のプリセットのシーンを保存できます。このセクションで
は、各シーンを定義し、定義したシーンで構成される登録ポジションツアーを定義できます。
登録ポジションのシーンを定義したら、これらのシーンを使用して登録ポジションツアーを定義し
ます。 ツアーはシーン番号の小さいシーンから開始し、大きい番号のシーンに順に進みます。 ツア
ーの各シーンは、次のシーンに進む前に指定した時間 （移行時間）表示されます。
デフォルトでは、削除されない限りすべてのシーンが登録ポジションツアーの一部になります。

各シーンを定義および設定するには、次の手順に従います。
1. 登録ポジションとして定義するシーンに移動します。

a. ［ビュー制御］リンクをクリックします。
b. PTZ 制御を使用して、カメラをポジションに移動します。

2. ［Add scene （シーンの追加）］（［＋］）ボタンをクリックし、登録ポジションを定義します。
3. 1 ～ 99 の中からシーンの番号を選択します。
4. シーンのオプション名 （ 大 20 文字）を入力します。
5. ［OK］をクリックし、シーンを ［登録ポジション］リストに保存します。

シーン名の左側のアスタリスク （*）は、そのシーンが登録ポジションツアーの一部であること
を示します。

6. シーンをリストから削除するには、シーンを選択して ［Delete scene （シーンの削除）］
（［X］）ボタンをクリックします。
注意：シーンを削除すると、AutoDome のメモリーからもシーンが消去されます。

7. 既存のシーンを上書きするには、次の手順に従います。
a. ［ビュー制御］リンクをクリックして、PTZ 制御にアクセスします。
b. PTZ 制御を使用して、新しいシーンに移動します。
c. ［登録ポジション］リストで、上書きするシーンをクリックします。
d. ［Overwrite scene （シーンの上書き）］ボタンをクリックし、新しいシーンを既存の登録

ポジションに適用します。
e. シーンの名前を変更するには、リストでシーンをダブルクリックします。 次に、［Edit 

Scene （シーンの編集）］ダイアログ ボックスで名前を変更し、［OK］をクリックしま
す。

8. プレビューウィンドウにシーンを表示するには、リストからシーンを選択し、［Show scene
（シーンの表示）］ボタンを表示します。

9. ［ライブページ］からシーンを表示するには、次の手順に従います。
a. ［ビュー制御］タブの ［PTZ 制御］で、シーン番号をクリックします。
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b. キーパッドと ［AUX 制御］タブの ［ショットを表示］ボタンを使用します。

登録ポジションツアーを定義するには、次の手順に従います。
1. 各シーンを作成します。

デフォルトでは、［登録ポジション］リストのすべてのシーンが登録ポジションツアーの一部
になります。

2. シーンをツアーから削除するには、リストからシーンを選択し、［Include in standard tour （標
準ツアーに含める）］ボックスをオフにします。

3. ［Standard preposition tour （標準登録ポジションツアー）］ドロップダウンリストから移行時
間を選択します。

4. 登録ポジションツアーを開始するには、次の手順に従います。
a. ［ライブページ］に戻ります。
b. ［AUX 制御］タブをクリックします。
c. 入力ボックスに 「8」と入力し、［AUX オン］ボタンをクリックします。 

5. ツアーを停止するには、「8」と入力し、［AUX オフ］ボタンをクリックします。

4.27 セクター
セクター
AutoDome 700 シリーズのパン動作機能は 360° で、16 等分のセクターに分割されます。 このセクシ
ョンでは、各セクターのタイトルを適用し、セクターをブランクセクターとして指定できます。

セクターのタイトルを定義するには、次の手順に従います。
1. セクター番号の右側の入力ボックスにカーソルを置きます。
2. セクターのタイトル （ 大 20 文字）を入力します。
3. セクターをブランクにするには、セクターのタイトルの右側のチェックボックスをオンにしま

す。 

4.28 その他
アドレス
制御システム内の数値アドレスにより、所定のドームを操作できます。 カメラの識別番号を 0000 ～
9999 の範囲で入力します。

4.29 ログ
ログファイルの情報を保存するには、次の手順に従います。
1. ［ダウンロード］をクリックしてログ情報を取得します。
2. ［保存］をクリックします。
3. ログ情報を保存するディレクトリに移動します。
4. ログファイルの名前を入力して ［保存］をクリックします。

4.30 音声
音声信号のゲインを特定の要件に合わせて設定できます。 現在の映像がスライドコントロールの横
の小さなウィンドウに表示されるため、音源を確認して音量を調整することができます。 変更はす
ぐに有効になります。
Web ブラウザー経由で接続する場合は ［ライブページ機能］ページで音声伝送を有効にする必要が
あります （10 ページのセクション 「2.5  ライブページ」を参照）。 その他の接続の場合は、音声伝
送はそれぞれのシステムの音声設定によって変わります。
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音声
音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して送信されるため、ネットワーク
の負荷が増大します。 音声データは G.711 でエンコーディングされ、各接続には約 80kbps の追加
の帯域幅が必要です。 音声データを伝送しない場合は ［オフ］を選択します。

ライン入力
ライン入力の音量を設定できます。 調整中は表示が緑色のゾーンを超えないようにしてください。

記録フォーマット
音声録音のフォーマットを選択します。 デフォルト値は G.711 です。 高いサンプリングレートの高
音質にする場合は、L16 を選択します。 この場合は、G.711 の約 8 倍の帯域幅が必要です。

4.31 詳細モード：録画

4.32 ストレージ管理
AutoDome 700 シリーズから送られた映像は、ローカルの各種ストレージメディアや適切に設定され
た iSCSI システムに記録できます。
また、iSCSI システムにアクセスして、VRM Video Recording Manager ですべての録画を制御する
こともできます。 これはビデオサーバーの録画タスクを設定するための外部プログラムです。 詳細
については、お住まいの地域の Bosch Security Systems カスタマーサービスまでお問い合わせくだ
さい。

デバイスマネージャー
この画面で VRM オプションを有効にすると、VRM Video Recording Manager がすべての録画を管
理するため、この画面のその他の設定ができなくなります。

録画メディア
ここで必要な録画メディアを選択すると、それらを有効にして、録画パラメーターを設定できるよ
うになります。

iSCSI メディア
iSCSI システムを録画メディアとして使用する場合は、その iSCSI システムへの接続と、設定パラメ
ーターの設定が必要です。

1. 保存先の iSCSI の IP アドレスを ［iSCSI IP アドレス］フィールドに入力します。
2. iSCSI がパスワード保護されている場合、［パスワード］フィールドにパスワードを入力しま

す。
3. ［読み込む］ボタンをクリックします。 設定した IP アドレスへの接続が確立されます。 ［スト

レージの概要］フィールドに、対応する論理ドライブが表示されます。

ローカルメディア
［ストレージの概要］フィールドにローカルの録画メディアが表示されます。

注意
VRM を有効または無効にすると、現在の設定が失われるため、元に戻すには再度設定する必要があ
ります。

注
選択した iSCSI ストレージシステムを、ネットワーク上で使用できるようにセットアップしておい
てください。 特に、IP アドレスが割り当てられ、論理ドライブ （LUN）に分割されていることが重
要です。
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ストレージメディアのアクティブ化と設定
［ストレージの概要］に使用できる録画メディアが表示されます。 個別のメディアまたは iSCSI ドラ
イブを選択して、これらを ［管理対象ストレージメディア］リストに転送できます。 このリストで
ストレージメディアをアクティブにして、録画用に設定することができます。

1. ［録画メディア］セクションで、［iSCSI メディア］や ［ローカルメディア］タブをクリックし
て、適用できるストレージメディアをストレージの概要に表示します。

2. ［ストレージの概要］セクションで、該当するストレージメディア、iSCSI LUN またはその他
のドライブの 1 つをダブルクリックします。 メディアが ［管理対象ストレージメディア］リス
トに追加されます。 ［ステータス］列に、新しく追加されたメディアが ［非アクティブ］のス
テータスで表示されます。

3. ［セット］ボタンをクリックすると、［管理対象ストレージメディア］リスト内のすべてのメデ
ィアがアクティブになります。 アクティブになったメディアは ［ステータス］列の表示が ［オ
ンライン］ステータスになります。

4. ［録画 1］または ［録画 2］のチェックボックスをオンにして、選択したストレージメディアに
録画するデータストリームを指定します。 ［録画 1］にはストリーム 1 が格納され、［録画 2］
にはストリーム 2 が格納されます。 たとえば、標準のデータストリームを内蔵のハードディス
クに録画し、アラーム映像をコンパクトフラッシュカードに録画することができます。

5. ［古い録画の上書き］オプションのボックスをオンにすると、記録容量をオーバーした時に、
古い録画データに新しい録画データを上書きするかどうかが設定できます。 ???1? はストリー
ム 1 に、［録画 2］はストリーム 2 にそれぞれ対応しています。 

ストレージメディアのフォーマット
ストレージメディア上のすべての録画はいつでも消去できます。

1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディアをクリックして、選択します。
2. リストの下の ［編集］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
3. ［フォーマット］ボタンをクリックして、ストレージメディア内のすべての録画を消去します。
4. ［OK］をクリックして画面を閉じます。

ストレージメディアの非アクティブ化
［管理対象ストレージメディア］リストからストレージメディアを非アクティブにすることができま
す。 非アクティブにすると、録画に使用されなくなります。
1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディアをクリックして、選択します。
2. リストの下の ［削除］ボタンをクリックします。 ストレージメディアが非アクティブになり、

リストから削除されます。

注意
各ストレージメディアは、1 人のユーザーにのみ関連付けることができます。 ストレージメディアが
すでに別のユーザーによって使用されている場合、そのユーザー切り離してから、ドライブを
AutoDome 700 Series で接続できます。 ストレージメディアのユーザー設定を解除する場合は、現在
のユーザーがそのストレージメディアを使用しないことを事前に確認してください。

注意
録画容量をオーバーしたときに、古い録画データの上書き設定をしていない場合には、その録画は
停止されます。 録画データの保存期間を設定して、古い録画の上書きを制限することができます
（39 ページのセクション 「4.34  保存期間」を参照）。

注意
録画データを消去する前に必ず内容を確認し、重要な録画データはバックアップをコンピューター
のハードディスクに保存してください。
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4.33 録画プロファイル
録画プロファイルは 10 種類まで設定できます。 設定した録画プロファイルは、録画スケジューラで
使用します。録画スケジューラでは、これらのプロファイルを特定の曜日と時間帯にリンクさせる
ことができます （40 ページのセクション 「4.35  録画スケジュール」を参照）。

1. タブをクリックして、対応するプロファイルを編集します。
2. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。
3. 現在表示されている設定を他のプロファイルにコピーする場合は、［設定のコピー］ボタンを

クリックします。 新しいウィンドウが開いて、設定をコピーするプロファイルを選択できま
す。

4. プロファイルごとに、［セット］ボタンをクリックして、設定を本機に保存します。

標準録画
標準録画のモードを選択できます。 
［連続］を選択すると、連続して録画が行われます。 記録容量をオーバーした時に、古い録画データ
に新しい録画データが自動的に上書きされます。 ［プレアラーム］オプションを選択すると、設定
されたアラーム発生前の時間、アラーム発生中、アラーム発生後の時間だけが録画されます。
［オフ］を選択すると、自動録画は行われません。

標準プロファイル
録画に使用するエンコーダープロファイルを設定することができます （27 ページのセクション
「4.19  エンコーダープロファイル」を参照）。

アラーム発生前の録画時間
リストフィールドから、必要なアラーム発生前の録画時間を選択できます。

アラーム発生後の録画時間
リストフィールドから、必要なアラーム発生後の録画時間を選択できます。

アラーム発生後のプロファイル
アラーム発生時の録画に使用されるエンコーダープロファイルを選択できます （27 ページのセクシ
ョン 「4.19  エンコーダープロファイル」を参照）。
［標準プロファイル］オプションを選択すると、ページ上部の選択内容が採用されます。

アラーム入力／動体検出アラーム／映像断アラーム
録画のトリガーとなるアラームセンサーを選択できます。

仮想アラーム
RCP+ コマンドやアラームスクリプトによって録画をトリガーする仮想アラームセンサーを選択で
きます。

注
［録画スケジューラ］ページの各タブで録画プロファイルの名前を変更と追加ができます （40 ペー
ジ を参照）。

注意
保存期間を設定すると、［連続］モードでの古い録画の上書きを制限できます （39 ページのセクシ
ョン 「4.34  保存期間」を参照）。

注
録画プロファイルはアクティブな録画にのみ有効で、設定の変更は ［アクティブプロファイル］か
ら行います。
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同時記録
映像データのほかに、メタデータ （アラーム、VCA データおよびシリアルデータなど）も記録する
かどうかを指定できます。 メタデータは録画の検索に役に立ちますが、メタデータを同時録画する
とその分のメモリー容量が必要になります。

4.34 保存期間
録画の保存期間を指定できます。 メディアの記録容量がいっぱいになると設定された保存期間を過
ぎた録画だけが上書きされます。

保存期間
録画ごとの保存期間を時間または日単位で入力します。 ［録画 1］はストリーム 1 に、［録画 2］は
ストリーム 2 にそれぞれ対応しています。

4.35 録画スケジュール
録画スケジューラでは、作成した録画プロファイルを特定の曜日と時間帯にリンクさせることがで
きます。リンクさせた曜日と時間帯にアラームが発生すると、録画プロファイルにおいてカメラの
画像録画が実行されます。
曜日ごとに、15 分単位で録画プロファイルにリンクさせることができます。 マウスカーソルをテー
ブルに合わせると、下方に時間が表示され、 どの時間帯が設定されているかを確認できます。
通常の平日のほかに、週単位の標準録画スケジュールにない休日を設定することができます。 これ
により、休日の録画スケジュールを平日に適用することができます。
1. ［時間帯］フィールドでリンクさせるプロファイルをクリックします。
2. テーブル内のフィールドをクリックし、マウスボタンを押しながらカーソルをドラッグして、

選択したプロファイルに割り当てる時間帯を指定します。
3. 時間帯を選択解除するには、右マウスボタンをクリックします。
4. すべての時間帯を、選択したプロファイルにリンクさせるには、［すべて選択］ボタンをクリ

ックします。
5. すべての時間帯を選択解除するには、［すべてクリア］ボタンをクリックします。
6. 選択が完了したら、［セット］ボタンをクリックして、設定をユニットに保存します。

休日
週単位の標準録画スケジュールとは別の休日を定義できます。 これにより、休日の録画スケジュー
ルを平日に適用することができます。
1. ［休日］タブをクリックします。 すでに選択されている日がテーブルに表示されます。
2. ［追加］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
3. 設定する日付をカレンダーから選択します。 複数の日付を続けて選択するには、マウスボタン

を押しながらドラッグします。 これらの設定は、テーブル表示に戻ったときに 1 つの設定内容
として表示されます。

注
詳細については、Alarm Task Script Language のマニュアルおよび RCP+ のマニュアルを参照して
ください。 これらのマニュアルは、同梱の製品 CD に収録されています。

注意
録画に対して映像コンテンツ解析を行うには、メタデータが必要です。

注
使用可能な記録容量に応じた保存期間になっていることを確認してください。 必要なメモリーの目
安は、フルフレームレートで高画質の 4CIF を録画する場合、1 時間あたり 1GB 必要です。
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4. ［OK］をクリックして、設定します。 ウィンドウが閉じます。
5. 上記の手順で、個々の休日を録画プロファイルに割り当てます。

休日の削除
設定した休日はいつでも削除できます。
1. ［削除］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
2. 削除する日付をクリックします。
3. ［OK］をクリックします。 項目がテーブルから削除され、ウィンドウが閉じます。
4. 別の日を削除するには、この手順を繰り返します。

時間帯
録画プロファイルの名前を変更できます。
1. プロファイルをクリックし、［名前の変更］ボタンをクリックします。
2. 変更する名前を入力して、［名前の変更］ボタンを再度クリックします。 

録画開始
設定が完了したら、録画スケジューラをアクティブにして、録画を開始します。 録画が開始される
と、［録画プロファイル］と ［録画スケジューラ］は入力できなくなり、設定の変更もできません。
設定の変更は、録画を停止すればいつでも実行できます。
1. 録画スケジューラをアクティブにするには、［開始］ボタンをクリックします。
2. 録画スケジューラを非アクティブにするには、［停止］ボタンをクリックします。 録画が中断

され、設定を変更できるようになります。

録画ステータス
AutoDome 700 シリーズの録画状態を示すマークです。 録画が行われている間は、録画状態を示すア
ニメーションが表示されます。

4.36 録画ステータス
録画ステータスに関する詳細情報が、ここに表示されます。 これらの設定は変更できません。

4.37 詳細モード：アラーム

4.38 アラーム接続
アラーム発生時の AutoDome 700 Series の対応を選択できます。 アラーム発生時に、本機は事前に
設定した IP アドレスに自動接続できます。 IP アドレスは 10 個まで入力できます。アラームが発生
すると、AutoDome 700 シリーズは接続が確立されるまで順番に接続を試みます。

アラーム接続
［オン］を選択すると、AutoDome 700 Series はアラーム発生時に事前に設定した IP アドレスに自
動的に接続します。
［入力 1 をフォロー］を設定すると、アラーム入力 1 のアラームが継続している間、本機で自動的に
確立された接続が維持されます。

接続先 IP アドレス数
アラーム発生時に接続する IP アドレスの数を指定します。 本機は接続が確立されるまで、リモート
ステーションに番号順に接続します。

注
デフォルトでは、ストリーム 2 はアラーム接続用の映像伝送に使用されます。 プロファイルを割り
当てるときは、この点に注意してください （27 ページのセクション 「4.19  エンコーダープロファ
イル」を参照）。
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接続先 IP アドレス
番号ごとに、目的のリモートステーションに対応する IP アドレスを入力します。

接続先パスワード
リモートステーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力してください。
リモートステーションに接続するための IP アドレスは 大 10 個まで設定できますので、それぞれ
のパスワードとして 10 個まで保存できます。 リモートステーションの接続が 10 以上必要な場合
（Bosch Video Management System などの上位ランクのシステムによって接続を開始する場合な
ど）汎用パスワードを設定します。 AutoDome 700 シリーズでは、設定した汎用パスワードを使用し
て、同じパスワードで保護されたすべてのリモートステーションに接続できます。 この場合、つぎ
のように操作します。
1. ［接続先 IP アドレス数］リストボックスで 「10」を選択します。
2. ［接続先 IP アドレス］フィールドに 「0.0.0.0」と入力します。
3. 選択したパスワードを ［接続先パスワード］フィールドに入力します。
4. 入力したパスワードを、接続するすべてのリモートステーションのユーザーパスワードに設定

します。

映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして ［TCP （HTTP ポート）］を選
択してください。 ローカルネットワークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

リモートポート
ネットワーク構成に応じて、ここでブラウザー接続用のポートを選択します。 HTTPS 接続用のポー
トは、［SSL 暗号化］パラメーターで ［オン］を選択した場合にのみ使用できます。

映像出力
受信ユニットとして使用する機器が明確な場合、どのアナログ映像出力に信号を切り替えるかを選
択できます。 接続先の機器が不明の場合は、［使用可能な 初のユニット］オプションを選択するこ
とをお勧めします。 この場合、映像は 初の空いている映像出力に伝送されます。 これは映像信号
の入っていない映像出力です。 アラームがトリガーされたときにのみ、受信ユニットに接続された
モニターに映像が表示されます。 選択された特定の映像出力が受信ユニットで分割表示するように
設定されている場合、アラーム映像の表示に使用する受信ユニットのデコーダーを ［デコーダー］
から選択することもできます。 

デコーダー
アラーム映像を表示する受信ユニットのデコーダーを選択します。 選択したデコーダーは、分割画
面内の映像の位置に関連しています。 たとえば、VIP XD でデコーダー 2 を選択すると、アラーム映
像が 4 分割表示の右上に表示されます。 

注
10 番目の接続先 IP アドレスに 「0.0.0.0」と設定した場合、このアドレスは、アラーム発生時の自
動接続のとき、10 回目の接続試行の対象にはなりません。 このパラメーターは汎用パスワードを保
存するためにのみ使用します。

注意
マルチキャスト処理ができない場合、アラーム発生時の追加映像ストリーム用にネットワーク上で
より大きな帯域幅を確保しなければならないことがあります。 マルチキャスト処理ができるように
するには、このページおよび ［ネットワーク］ページの ［映像伝送］パラメーターで ［UDP］オプ
ションを選択します （49 ページ を参照）。

注
映像表示オプションおよび利用できる映像出力については、接続先機器のマニュアルを参照してく
ださい。
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SSL 暗号化
パスワードなどの接続用のデータは、SSL 暗号化によって安全に伝送されます。 ???? を選択してい
る場合、［リモートポート］パラメーターには暗号化されたポートのみが表示されます。

［暗号化］ページでメディアデータ （映像およびメタデータ）の暗号化を有効にして設定します
（54 ページのセクション 「4.52  暗号化」を参照）。

自動接続
自動接続を ［オン］を選択すると、再起動した後や、接続の中断またはネットワーク障害が起こっ
た後で、以前に指定した IP アドレスのいずれかへの接続が自動的に再確立されます。

4.39 VCA
AutoDome 700 Series には、映像コンテンツ解析 （VCA）機能が内蔵されているため、画像処理に
基づいて映像の変化を検出して解析することができます。 映像の変化は、カメラの視野の移動によ
って生じる可能性があります。
VCA 設定はさまざまな設定が可能で、用途に応じて設定を変更することもできます。 デフォルトで
は、Silent MOTION+ 設定がオンになっています。 この設定では、録画の検索を容易にするためメタ
データが作成されますが、アラームはトリガーされません。

1. VCA 設定を選択して、必要な設定を行ってください。
2. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。

VCA プロファイル
異なる VCA 設定の 2 つのプロファイルを設定できます。 プロファイルはコンピューターのハードデ
ィスクに保存可能で、そこから読み込むこともできます。 これは、さまざまな設定を確認するのに
便利です。 正常に機能する設定を保存して、新しい設定の確認を行います。 保存した設定を読み込
むことによって、いつでも元の設定を復元することができます。

1. VCA プロファイルを選択して、設定を行います。
2. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。
3. ［保存 ...］ボタンをクリックして、プロファイル設定を別のファイルに保存します。 新しいウ

ィンドウが開き、ファイルの保存先および保存時の名前を設定できます。
4. 保存したプロファイルを読み込むには、［ロード ...］ボタンをクリックします。 新しいウィン

ドウが開き、ファイルを選択して読み込みます。

VCA 設定
有効にする、または編集するプロファイルを選択します。 

注
SSL 暗号化は送信側と受信側の両方で設定して有効にしておく必要があります。 このためには、適
切な証明書を AutoDome 700 Series にアップロードする必要があります。

注
デフォルトでは、ストリーム 2 は自動接続用の映像ストリーム伝送に使用されます。 プロファイル
を割り当てるときは、この点に注意してください （27 ページのセクション 「4.19  エンコーダープ
ロファイル」を参照）。

注
処理能力が不足する場合は、ライブ映像と録画が 優先となります。 このため、映像コンテンツ解
析が行えなくなる場合があります。 その場合は、CPU 負荷を確認し、必要に応じてエンコーダー設
定や映像コンテンツ解析設定を 適化してください。
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プロファイルの名前を変更できます。
1. プロファイルの名前を変更するには、リストフィールドの右側のアイコンをクリックして、新

しいプロファイル名を入力します。
2. アイコンをクリックします。 新しいプロファイル名が保存されます。

アラームステータス
アラームの状態が参照情報として表示されます。 アラームの設定内容が確認できます。

解析タイプ
解析アルゴリズムを選択します。 デフォルトでは、MOTION+ だけが選択可能です。このアルゴリズ
ムには、動体検出機能といたずら検出機能があります。

設定で解除しない限り、映像コンテンツ解析によってメタデータが作成されます。 選択された解析
タイプと設定内容に応じて、追加情報がパラメーター設定の横の映像プレビューウィンドウにオー
バーレイ表示されます。 たとえば、解析タイプに ［MOTION+］を使用した場合、動体検知で録画し
た映像のセンサーフィールドに四角いマークが表示されます。

動体検出機能 （MOTION+ のみ）
動体検出機能を動作させるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 解析がアクティブになっている。
- 1 つ以上のセンサーフィールドがアクティブになっている。
- 各パラメーターが、動作環境に適した望ましい応答を返すように設定されている。
- 感度が 「0」より大きい値に設定されている。

感度 （MOTION+ のみ）
動体検出の基本感度を、監視場所の状態に合うように調整します。 
動体検出は、映像の明るさの変動に対して応答させることが可能です。 監視エリアが暗い場合は、
基本感度を高く設定してください。

小オブジェクトサイズ （のみ）
ここで指定した数のセンサーフィールドが動体を検知するとアラームが生成されます。 これにより、
小さすぎる物体によりアラームが生成されることがなくなります。
設定値は、 小値の 「4」にすることをお勧めします。 この値はセンサーフィールド 4 つを表しま
す。

範囲選択 （MOTION+ のみ）
動体検出機能によって監視する映像の範囲を選択します。 映像は、858 の正方形のフィールドに分
割されています。 各フィールドを個別にアクティブまたは非アクティブにすることができます。 風

注
Bosch Security Systems, inc は、IVMD や IVA などの包括的な機能を持つ追加の解析アルゴリズムを
提供しています。
これらのアルゴリズムのいずれかを選択して、対応するパラメーターを設定します。 詳細について
は、同梱の製品 CD に収録されている関連マニュアルを参照してください。

注
［ライブページ機能］ページ内の設定で、［ライブページ］に追加情報をオーバーレイ表示させるこ
ともできます （25 ページのセクション 「4.15  ライブページ機能」を参照）。

注意
光の反射 （ガラスの表面反射など）、ライトの明滅、晴れた日の雲の動きによる光量の変化に動体
検出機能が反応し、誤報が発生する場合があります。 日中や夜間など時間帯をかえて、動体検出機
能が正しく動作するかどうか確認してください。
屋内監視の場合は、日中および夜間の照度を一定に保ってください。
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に揺れる木など継続的に動いている物体をカメラの監視対象から外したい場合は、該当するフィー
ルドを非アクティブにします。
1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定します。 新しいウィンドウが開きま

す。
2. 現在の選択内容 （黄色でマークされたフィールド）を削除するには、［すべてクリア］をクリ

ックしてください。
3. 非アクティブなフィールドをアクティブにするには、画面上でクリックします。 アクティブな

フィールドが黄色でマークされます。
4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックしてください。
5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で右クリックします。
6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウのタイトルバーの ［X］ボタンを

クリックしてください。

いたずら検出
オプションでカメラや映像ケーブルに対するいたずら検出を設定します。 日中や夜間など時間帯を
かえて、動体検出機能が正しく動作するかどうか確認してください。

感度

いたずら検出の基本感度を、監視場所の状態に合うように調整します。
いたずら検出は参照画像と現在の映像を比較して、その違いを検出します。 監視エリアが暗い場合
は、基本感度を高く設定してください。

トリガー遅延 （秒）
アラームがトリガーされるまでの遅延時間を設定できます。 設定した遅延時間が経過した後、アラ
ーム生成条件が成立している場合にアラームがトリガーされます。 設定した遅延時間内にアラーム
生成条件が無効になった場合、アラームはトリガーされません。 この設定では、カメラの清掃等で
ライブ映像に軽微な変化が生じた際に、誤報を防止します。

広範囲の変化アラーム
映像内で生じる変化の許容範囲 （面積）を定義し、アラームをトリガーすることができます。 この
設定は、［範囲選択］で選択されたセンサーフィールドの数には依存しません。 変化が生じるセンサ
ーフィールドが少ない場合にもアラームをトリガーさせたい場合は、設定値を高くしてください。 
設定値が低い場合、多数のセンサーフィールドで同時に変化が発生しないとアラームがトリガーさ
れません。
このオプションは、動体検出とは別に、カメラ取付金具の回転などによって生じるカメラの向きや
位置の変化を検出する場合に役立ちます。

広範囲の変化アラーム
［広範囲の変化］スライドコントロールの設定に応じた広範囲の変化によってアラームをトリガーす
る場合は、この機能をオンにします。

注
いたずら検出のオプション設定は、固定カメラに限り設定可能です。 パンチルトズーム機能がある
ドームカメラやその他の電動雲台付きカメラの場合、カメラが動くと映像の変化を引き起こし、そ
の変化が大きすぎるのでこの方法では保護できません。

注
感度のパラメーターとこれ以降のパラメーターは、参照チェックがオンになっている場合にのみア
クセスできます。
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輝度異常アラーム
懐中電灯の光をレンズに直接当てるなど、光を過剰に照射するいたずらをトリガーとしてアラーム
を設定する場合は、この機能をオンにします。 シーンの平均の明るさを基本にして異常が認識され
ます。

視野妨害アラーム
レンズにスプレー塗料を吹き付けるなど、レンズの視野を妨害するいたずらをトリガーとしてアラ
ームを設定する場合は、この機能をオンにします。 シーンの平均の明るさを基本にして異常が認識
されます。

映像ノイズアラーム
レンズ近傍に強力な干渉信号を発生させることで映像にノイズを発生させるなど、EMC 干渉に関連
したいたずらをトリガーとしてアラームを設定する場合は、この機能をオンにします。

領域選択
参照画像の範囲を選択します。 映像は、858 の正方形のフィールドに分割されています。 各フィー
ルドを個別にアクティブまたは非アクティブにすることができます。

1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定します。 新しいウィンドウが開きま
す。

2. 現在の選択内容 （黄色でマークされたフィールド）を削除するには、［すべてクリア］をクリ
ックしてください。

3. 非アクティブなフィールドをアクティブにするには、画面上でクリックします。 アクティブな
フィールドが黄色でマークされます。

4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックしてください。
5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で右クリックします。
6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウのタイトルバーの ［X］ボタンを

クリックしてください。

4.40 音声アラーム
AutoDome 700 シリーズでは、音声信号に基づいてアラームを作成できます。 信号強度や周波数範囲
を設定することで、機械ノイズや背景ノイズによる誤報を防止することができます。

音声アラーム
本機で音声アラームを生成する場合は、［オン］を選択します。

名前
各アラームに名称を設定しておくと、VIDOS や Bosch Video Management System プログラムで広
範なビデオ監視システムを管理する際にアラームの識別が簡単になります。 任意の名称を入力しま
す。

注
参照画像には、動きがなく、照度が安定した範囲を選択します。適切な範囲を選択しないと誤報が
発生する可能性があります。

注
音声アラームを設定する前に、まず通常の音声伝送を設定します （36 ページのセクション 「4.30 
音声」を参照）。
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しきい値
図に表示される信号に基づいて、しきい値を設定します。 しきい値は、スライドコントロールや、
マウスを使用して図の中の白線を直接動かして設定することもできます。

感度
音響環境に合わせて感度を設定します。 個別の信号ピークを効率的に抑制することができます。 設
定数値が高いと、感度レベルが高いことを表しています。

信号範囲
誤報を防止するために特定の信号範囲を除外します。 このため、信号全体が 13 のトーン範囲 （旋律
的音階）に分割されています。 個別の範囲を設定／解除するには、図の下のボックスを選択／解除
します。

4.41 アラーム E- メール
アラーム発生時に自動的に受信ユニットに接続する代わりに、アラームの状態を E- メールで報告で
きます。 これにより、映像受信ユニットを持たない受信者にもアラームを通知できるようになりま
す。 この場合、AutoDome 700 シリーズはあらかじめ設定された E- メールアドレスに自動的に E- メ
ールを送信します。

アラーム E- メール送信
アラーム発生時に本機から自動的にアラーム E- メールを送信するには、［オン］を選択します。

メールサーバー IP アドレス
SMTP （Simple Mail Transfer Protocol）規格で動作するメールサーバーの IP アドレスを入力しま
す。 メールは入力したアドレス経由でメールサーバーに送信されます。 それ以外の場合は、このボ
ックスを空白 「0.0.0.0」のままにしておきます。

SMTP ユーザー名
選択したメールサーバーに登録されたユーザー名を入力します。

SMTP パスワード
登録されたユーザー名に必要なパスワードを入力します。

フォーマット
アラームメッセージのデータ形式を選択できます。
- 標準 （JPEG）

JPEG 画像ファイルを添付した E- メール。
- SMSSMS ゲートウェイへ画像添付なしの SMS 形式 E- メールを送信 （携帯電話にアラームを

送信する場合など）。

画像添付
このチェックボックスをクリックすると、カメラから JPEG 形式の画像が送信できるようになりま
す。 JPEG 形式の画像送信が有効になると、ライブ映像にチェックマークが表示されます。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないため、Player や Archive Player で録
画再生できなくなる場合があります。

注意
携帯電話を受信ユニットとして使用する場合、形式に応じて、必ず E- メールまたは SMS 機能を有
効にして、メッセージを受信できるようにしてください。
携帯電話の操作方法については、携帯電話のプロバイダーにお問い合わせください。
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宛先アドレス
アラーム時に E- メールを送信するメールアドレスを入力します。 アドレスの長さは、49 文字以内で
す。

送信者名
E- メール送信ユニットの任意の名称 （設置場所など）を入力します。 これにより、E- メール送信元
の識別が簡単になります。

送信テスト
［今すぐ送信］ボタンをクリックして、E- メール機能を確認します。 アラーム E- メールが作成およ
び送信されます。

4.42 Alarm Task Editor

アラームページでアラームを設定する代わりに、必要なアラーム機能をスクリプト形式で入力する
こともできます。 このページでスクリプトを編集すると、アラームページのすべての設定および入
力事項が上書きされます。
1. Alarm Task Editor フィールドの下の ［例］リンクをクリックすると、スクリプトの例がいくつ

か表示されます。 新しいウィンドウが開きます。
2. Alarm Task Editor フィールドに新しいスクリプトを入力するか、既存のスクリプトをアラーム

要件に合わせて変更します。
3. 終了したら、［セット］ボタンをクリックして、スクリプトを本機に転送します。 正しく転送

されると、「スクリプトの構文解析が正常に終了しました」というメッセージが表示されます。 
転送が失敗すると、エラーメッセージとその詳細情報が表示されます。

4.43 アラームルール
AutoDome 700 シリーズはアラームルールエンジンを備えています。 も単純な形式では、アラーム
ルールによりどの入力がどの出力をアクティブにするかを定義できます。 基本的に、アラームルー
ルにより AutoDome 700 シリーズをカスタマイズし、各種のアラーム入力に自動的に応答できるよ
うにすることができます。 
アラームルールを設定するには、物理接続、動体検出トリガー、またはカメラのライブページとの
接続から入力を 1 つ指定します。 物理入力接続は、圧力パッドなどのドライ接点デバイス、ドア接
点などのデバイスによりアクティブにできます。
次に、ルールオプション （ 大 2 つ）または入力に対するカメラの反応を指定します。 出力には、
物理アラームリレー、AUX コマンド、または登録ポジションシーンが含まれます。

1. ［有効］チェックボックスをクリックし、アラームを有効にします。
2. 次のいずれかのアラーム入力を選択します。

- ローカル入力 1：物理アラーム接続
- ローカル入力 2：物理アラーム接続
- IVA/MOTION+：IVA または動体検出がアクティブになった場合に発生するアラーム
- 接続：カメラの IP アドレスにアクセスしようとした場合に発生するアラーム

3. ［出力 1］または ［出力 2］の両方の設定で、次の出力コマンドのいずれかを選択します。
- なし：コマンドは定義されていません。
- アラームリレー：オープンコレクターアラーム出力からの物理接続を定義します。

注意
このページでスクリプトを編集すると、他のアラームページのすべての設定および入力事項が上書
きされます。 上書きされた設定は、元に戻すことはできません。
このページを編集するには、プログラミングの知識を持ち、Alarm Task Script Language マニュアル
の情報を熟知している必要があります。 
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- Aux オン：標準またはカスタムキーボードオンコマンドを定義します。 
有効なコマンドのリストについては、62 ページのセクション 「6  ユーザーコマンド一
覧」を参照してください。
注意：サポートされているコマンドは、1、8、18、20、43、60、80、86 のみです。 残り
のコマンドのサポートは将来のリリースで予定されています。

- Aux オフ：標準またはカスタムキーボードオンコマンドを定義します。
有効なコマンドのリストについては、62 ページのセクション 「6  ユーザーコマンド一
覧」を参照してください。
注意：サポートされているコマンドは、1、8、18、20、43、60、80、86 のみです。 残り
のコマンドのサポートは将来のリリースで予定されています。

- ショット：プリセットシーンをショット 1 ～ 99 の中から指定します。
4. ［セット］をクリックすると、アラームルールが保存され、アクティブになります。

4.44 詳細モード：インターフェース

4.45 アラーム入力
物理アラームごとに入力のタイプを選択します。 N.O. （常開）または N.C. （常閉）を選択し、各
入力のオプション名を指定します。

4.46 リレー
AutoDome 700 シリーズには、1 つのオープンコレクターアラーム出力が組み込まれています。 次の
設定を使用して、リレーを設定します。

アイドル状態
開または閉のアイドル状態を指定します。

操作モード
次のいずれかの動作モードを選択します：双安定、0.5 秒、1 秒、5 秒、10 秒、または 60 秒。

リレートリガーイベント
リレーがトリガーされた後で AutoDome が実行するアクションを以下から 1 つ選択します。
- オフ
- 接続
- 映像アラーム 1
- 動体検出アラーム 1
- ローカル入力 1
- リモート入力 1

リレー名
リレー接続のオプション名 （ 大 20 文字）を入力します。

リレーのトリガー
［リレー 1］をクリックしてリレー接続をテストします。

4.47 詳細モード：ネットワーク

4.48 ネットワークアクセス
このページの設定は、AutoDome 700 シリーズを既存のネットワークに導入するために使用されま
す。
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本機を再起動しないと有効とならない設定があります。 この場合、［セット］ボタンが ［セットし
て再起動］に変わります。
1. 必要な変更を行います。
2. ［セットして再起動］ボタンをクリックします。 AutoDome 700 シリーズが再起動し、変更した

設定が有効になります。

IP 自動割当
ネットワークに DHCP サーバーが設置されている場合、AutoDome 700 シリーズに動的に割り当て
られた IP アドレスの受け入れを有効にすることができます。
一部のアプリケーション （VIDOS、Bosch Video Management System、Archive Player、
Configuration Manager）は、本機を一意に割り当てるために IP アドレスを使用します。 これらのア
プリケーションを使用する場合、DHCP サーバーが MAC アドレスへの固定 IP アドレス割り当てに
対応していること、IP アドレスが割り当てられたらシステムが再起動してもその IP アドレスが保持
されるように適切に設定されている必要があります。

IP アドレス
ここに AutoDome 700 シリーズに必要な IP アドレスを入力します。 この IP アドレスは、ネットワ
ークで有効なものでなくてはなりません。

サブネットマスク
ここに選択した IP アドレスの適切なサブネットマスクを入力します。

ゲートウェイアドレス
本機を別のサブネットで遠隔地に接続する場合は、ここにゲートウェイの IP アドレスを入力しま
す。 それ以外の場合は、このボックスを空白 「0.0.0.0」のままにしておきます。

DNS サーバーアドレス
AutoDome 700 Series を DNS サーバーに登録すると、カメラへのアクセスが容易になります。 DNS
サーバーに登録されたカメラ名を URL としてブラウザーに入力するだけで、AutoDome 700 Series
にインターネット接続できます。 DNS サーバーの IP アドレスをここに入力します。 サーバーはセキ
ュアなダイナミック DNS に対応しています。

映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして ［TCP （HTTP ポート）］を選
択してください。 ローカルネットワークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

HTTP ブラウザーポート
必要に応じて、リストから別の HTTP ブラウザーポートを選択します。 デフォルトは 80 です。 
HTTPS 経由でセキュリティ保護された接続のみ許可する場合は、HTTP ポートを無効にする必要が
あります。 この場合、［オフ］を選択します。

HTTPS ブラウザーポート
セキュリティ保護された接続によりブラウザーがネットワークにアクセスできるようにするには、
リストから HTTPS ブラウザーポートを選択します。 デフォルトは 443 です。 ［オフ］オプション

注意
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更すると、AutoDome 700 シリーズは再起動後
に新しいアドレスでしか使用できなくなります。

注意
マルチキャスト接続は、UDP プロトコルでのみ可能です。 TCP プロトコルはマルチキャスト接続に
対応していません。
UDP モードの MTU 値は 1,514 バイトです。
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を選択して HTTPS ポートを無効にすると、セキュリティ保護されていない接続のみ使用できるよう
になります。
AutoDome 700 Series は TLS 1.0 暗号化プロトコルを使用しています。 ブラウザー側で、このプロ
トコルを有効にしなければならない場合があります。 Java アプリケーションのプロトコルも有効に
する必要があります （Windows コントロールパネルの Java コントロールパネルを使用）。

［暗号化］ページでメディアデータ （映像およびメタデータ）の暗号化を有効にして設定します
（54 ページのセクション 「4.52  暗号化」を参照）。

RCP+ ポート 1756
接続データを交換するために、セキュリティ保護されない RCP+ ポート 1756 を有効にすることがで
きます。 暗号化されている場合のみ接続データを伝送する場合は、［オフ］オプションを選択して、
ポートを無効にします。

Telnet サポート
暗号化されたデータ伝送によるセキュリティ保護された接続のみを許可する場合は、［オフ］オプシ
ョンを選択して、Telnet サポートを無効にします。 これで、本機への Telnet プロトコルによるアク
セスはできなくなります。

インターフェースモード ETH
必要に応じて、ETH インターフェースのイーサネットリンクの種類を選択します。 接続されている
ユニットによっては、特殊な処理を選択する必要があります。

ネットワーク MSS （バイト）
IP パケットのユーザーデータについて、 大セグメントサイズを設定できます。 データパケットの
サイズをネットワーク環境に合わせて調整し、データ伝送を 適化します。 UDP モードでの MTU
値は 1,514 バイトにしてください。

iSCSI MSS （バイト）
iSCSI システムへの接続には、ネットワーク経由の他のデータトラフィックよりも高い MSS 値を指
定できます。 指定できる値は、ネットワーク構造によって異なります。 iSCSI システムが AutoDome 
700 シリーズと同じサブネットにある場合に限り、MMS 値を高くするメリットがあります。

DynDNS の使用
DynDNS.org は、データベースに登録された IP アドレスをいつでも参照できる DNS ホスティングサ
ービスです。 サービスを有効にすると、本機の IP アドレスがわからない場合でも、ホスト名を使用
して、AutoDome 700 シリーズをインターネット経由で選択できます。 必要であれば、ここでサービ
スを有効にします。 サービスを実行するには、DynDNS.org のアカウントを取得し、DynDNS.org の
サイトにユニットのホスト名を登録しておく必要があります。

ホスト名
DynDNS.org に登録した AutoDome 700 シリーズのホスト名をここに入力します。　

ユーザー名
DynDNS.org で登録したユーザー名をここに入力します。

注
SSL 暗号化によるセキュリティ保護の接続のみ許可する場合は、［HTTP browser port］、［RCP+ 
port 1756］および ［Telnet support］の各パラメーターで ［Off］オプションを選択します。 これに
より、セキュリティ保護されていない接続はすべて無効になります。 HTTPS ポート経由の接続のみ
が可能になります。

注
サービス、登録プロセスおよび使用可能なホスト名については、DynDNS.org を参照してください。
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パスワード
DynDNS.org で登録したパスワードをここに入力します。

DynDNS への登録
DynDNS サーバーに IP アドレスを転送すると、すぐに登録されます。 頻繁に変更されるエントリ
は、DNS （Domain Name System）で提供されません。 本機をはじめてセットアップするときに、
登録を実行することをお勧めします。 サービスプロバイダーによってブロックされるのを防ぐため
に、この機能は必要な場合にのみ実行し、1 日に 1 回以上更新しないことをお勧めします。 
AutoDome 700 Series の IP アドレスを転送するには、［実行］ボタンをクリックします。

ステータス
DynDNS 機能のステータスが、参照情報としてここに表示されます。 これらの設定は変更できませ
ん。

4.49 Advanced
このページの設定はネットワークの詳細設定を実装するために使用されます。
本機を再起動しないと有効とならない設定があります。 この場合、［セット］ボタンが ［セットし
て再起動］に変わります。
1. 必要な変更を行います。
2. ［セットして再起動］ボタンをクリックします。 AutoDome 700 シリーズが再起動し、変更した

設定が有効になります。

SNMP
AutoDome 700 Series は、ネットワークコンポーネントの管理と監視用として SNMP V2 （Simple 
Network Management Protocol）をサポートしており、SNMP メッセージ （トラップ）を IP アドレ
スに送信することができます。 本機は、共通コードで SNMP MIB II をサポートしています。 SNMP
トラップを送信する場合は、1 つまたは 2 つの必要なターゲットデバイスの IP アドレスをここに入
力します。
［SNMP］パラメーターに ［オン］を選択して、SNMP ホストアドレスを入力しない場合は、
AutoDome 700 Series は SNMP パラメーターを自動的には送信せずに SNMP 要求に応答します。 1
つまたは 2 つの SNMP ホストアドレスを入力すると、SNMP トラップが自動的に送信されます。 
SNMP 機能を無効にするには、［オフ］を選択します。

1. SNMP ホストアドレス／ 2.  SNMP ホストアドレス
本機から他のユニットへ SNMP トラップを自動的に送信する場合は、それらのユニットに設定され
た IP アドレスを入力します。

SNMP トラップ
送信するトラップを選択できます。
1. ［選択］をクリックします。 リストが開きます。
2. チェックボックスをクリックして、必要なトラップを選択します。 選択したトラップが送信さ

れるようになります。
3. ［セット］をクリックして、選択を受け入れます。

認証
ネットワークのアクセス権管理に RADIUS サーバーを使用している場合、ここで認証を有効にし
て、本機との通信を許可する必要があります。 RADIUS サーバー側でも、対応するデータを設定し
ます。
本機を設定するには、ネットワークケーブルを使用して、AutoDome 700 Series とコンピューター
を直接接続する必要があります。 これは、［ID］および ［パスワード］パラメーターが設定され、
正しく認証されるまで、ネットワーク経由の通信が有効にならないためです。
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ID
RADIUS サーバーが AutoDome 700 Series の識別に使用する名称を入力します。

パスワード
RADIUS サーバーに保存されているパスワードを入力します。

RTSP ポート
RTSP データ交換用の別のポートをリストから選択します。 標準は 554 です。 RTSP 機能を無効に
するには、［オフ］を選択します。

NTCIP
交通管理情報の整理や記述を行い、交通管理アプリケーションと交通用機器との間でこれらの情報
を交換して相互操作ができるようにするための一連のルールとプロトコルを指定します。
ドロップダウンリストで NTCIP のポートとアドレスを選択します。

UPnP
ネットワークに接続されたデバイスがネットワークで相互の存在をシームレスに検出し、データ共
有と通信の機能的なネットワークサービスを確立できるようにするネットワークプロトコルのセッ
トです。 このプロトコルを有効にするには、［オン］を選択します。

TCP メタデータポート
送信元の IP アドレスのポートおよびタイプを選択します。

4.50 マルチキャスト
本機と受信ユニットの 1 対 1 接続 （ユニキャスト）以外に、AutoDome 700 Series では複数の受信
ユニットが本機からの映像ストリームを受信するように設定できます。 デバイスがデータストリー
ムを複製して、複数の受信ユニットに配信する方法 （マルチユニキャスト）と、単一のデータスト
リームをネットワークに送信し、ネットワーク内で、設定されたグループ内の複数の受信ユニット
にデータストリームが同時に配信される方法 （マルチキャスト）があります。 ストリームごとに専
用のマルチキャストアドレスとポートを指定できます。 該当するタブをクリックして、使用するス
トリームを切り替えることができます。

マルチキャスト対応ネットワークでは、マルチキャスト用の特殊な IP アドレス （クラス D アドレ
ス）を設定する必要があります。
ネットワークは、グループ IP アドレスと IGMP （Internet Group Management Protocol）V2 に対応
している必要があります。 アドレス範囲は、225.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。
複数のストリームに、同じマルチキャストアドレスを指定することができます。 ただし、複数のデ
ータストリームが同じポートとマルチキャストアドレスを経由して同時に送信されることがないよ
うに、それぞれ別のポートを指定する必要があります。

有効
複数の受信ユニットでの同時データ受信を可能にするには、マルチキャスト機能を有効にする必要
があります。 マルチキャスト機能を有効にするには、ボックスにチェックを入れます。 オンにする
と、マルチキャスト用のアドレスが入力できるようになります。

注
マルチキャストを実行するには、UDP と IGMP （Internet Group Management Protocols）を使用す
るマルチキャスト対応ネットワークが必要です。 他のグループ管理プロトコルには対応していませ
ん。 TCP プロトコルはマルチキャスト接続に対応していません。

注
この設定はストリームごとに個別に行わなければなりません。
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マルチキャストアドレス
ストリームごとに、マルチキャストモード （ネットワーク内でデータストリームを複製する）で使
用するマルチキャスト用の有効なアドレスを入力します。
「0.0.0.0」を設定すると、該当するデータストリームのエンコーダーはマルチユニキャストモードで
動作します （ユニット内でデータストリームをコピーします）。 AutoDome 700 Series は、 大 5
台の受信ユニットに同時送信する、マルチユニキャスト接続に対応しています。

ポート
同じマルチキャストアドレスに対してデータストリームの送信が複数発生する場合は、データスト
リームごとに別々のポートを割り当てます。
必要なストリームのポートアドレスをここに入力します。

ストリーミング
チェックボックスをクリックして、ストリームのマルチキャストストリーミングモードを有効にし
ます。 有効にすると、ストリームにチェックマークが表示されます。

マルチキャストパケット TTL
ネットワークにおけるマルチキャストデータパケットの有効期間を数値で入力します。 マルチキャ
ストをルーター経由で実行する場合は、2 以上の値を入力してください。

4.51 FTP 転送
個別の JPEG 画像を特定の間隔で FTP サーバーに保存できます。 保存した画像を参照して、必要に
応じて、アラームイベントを再構築することができます。

ファイル名
転送される画像のファイル名の設定方法を選択します。
- 上書き

常に同じファイル名が使用されます。ファイルは上書きされます。
- インクリメント

000 から 255 までの数字をインクリメント （＋ 1）し、ファイル名に追加します。 インクリメ
ントの数字が 255 に達すると、新たに 000 から始めます。

- 日付／時刻を付加
日付と時刻がファイル名に自動的に付加します。 パラメーターを設定する場合、本機の日付と
時刻が常に正しく設定されていることを確認してください。 例：2005 年 10 月 1 日 11 時 45 分
30 秒に保存されたファイルは、「snap011005_114530.jpg」となります。

転送間隔
画像が FTP サーバーに送信される間隔を入力します。 画像を送信しない場合は 「0」と入力しま
す。

FTP サーバーの IP アドレス
JPEG 画像を保存する FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

FTP サーバーのログイン情報
FTP サーバーのログイン名を入力します。

FTP サーバーのパスワード
FTP サーバーへのアクセス許可が設定されているパスワードを入力します。

注
データの複製処理は CPU 負荷が大きく、場合によってはの画質が劣化することがあります。



AutoDome 700 Series IP PTZ Camera  AutoDome 700 シリーズの設定 | ja 55

Bosch Security Systems, Inc. ユーザーガイド F.01U.215.777 | 1.0 | 2011.07

FTP サーバーの保存パス
画像の転送先となる FTP サーバーのパスを正確に入力します。

大ビットレート
JPEG 画像の 大ビットレートを入力します。

4.52 暗号化
ユーザー情報を暗号化するには、対応するアクティベーションキーを受け取るためのライセンスが
必要です。 ??????? ページでアクティベーションキーを入力すると、この機能が有効になります
（56 ページのセクション 「4.55  ライセンス」を参照）。

4.53 詳細モード：サービス

4.54 メンテナンス
ファームウェア
AutoDome 700 Series は、ファームウェアによって機能やパラメーターを更新できるように設計さ
れています。 選択したネットワーク経由でファームウェアパッケージが本機に転送され、更新され
ます。 転送されたファームウェアは自動的にインストールされます。
技術者が現場に赴いて変更する必要がないため、AutoDome 700 シリーズの保守や更新を、離れた場
所から行うことができます。

注意
ファームウェアのアップロードを実行する前に、正しいアップロードファイルが選択されているこ
とを確認してください。 間違ったファイルをアップロードすると本機にアクセスできなくなり、修
理が必要になることがあります。
ファームウェアのインストールは中断しないでください。 インストールを中断すると、フラッシュ
EPROM が誤ってプログラムされる恐れがあります。 本機にアクセスできなくなり、交換が必要にな
ることがあります。 別のページに変更したり、ブラウザーウィンドウを閉じたりするだけでもイン
ストールが中断されます。
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設定
AutoDome 700 シリーズの設定データをコンピューターに保存し、その設定データをコンピューター
から本機にダウンロードすることができます。
アップロード
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］をクリックして、必要なファイル

を選択します。
2. ロードするファイルが、設定する本機向けの設定ファイルであることを確認します。
3. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転送を開始します。 プログレスバ

ーで転送の進捗をモニターできます。
アップロードが完了すると、新しい設定が有効になります。 「going to reset Reconnecting in ... 
seconds」というメッセージで残り時間が表示されます。 アップロードが無事に完了すると、本機が
自動的に再起動されます。
ダウンロード
1. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。 ダイアログボックスが開きます。
2. 画面の指示に従って、現在の設定を保存します。

SSL 証明書
SSL 暗号化データ接続を実行するには、送信側と受信側の両方で関連証明書が必要です。 1 つまた
は複数のファイルで構成される SSL 証明書を AutoDome 700 Series にアップロードします。 
複数のファイルを AutoDome 700 Series にアップロードする場合、それらのファイルを続けて選択
する必要があります。
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］をクリックして、必要なファイル

を選択します。
2. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転送を開始します。
3. アップロード完了後、本機を再起動してください。 ブラウザーのアドレスバーで AutoDome 

700 Series の IP アドレスの後に 「/reset」を入力します （「192.168.0.10/reset」など）。
新しい SSL 証明書が有効になります。

メンテナンスログ
サポートを依頼する場合は、内部メンテナンスログを本機からダウンロードして、カスタマーサー
ビスに送信します。 ???????? をクリックして、ファイルの保管場所を選択します。

4.55 ライセンス
アクティベーションキーを入力すると、機能またはソフトウェアモジュールを追加することができ
ます。

4.56 システムの概要
このページのデータは表示専用で、変更することはできません。 技術サポートを受ける場合は、こ
の情報を記録しておいてください。

注
入力後に有効になったアクティベーションキーを取り消すことはできません。また、他の機器に転
送することもできません。

注
たとえば、電子メールで送信する場合、表示されている必要な情報をすべてマウスで選択し、
［Ctrl］＋ ［C］キーでクリップボードにコピーできます。
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5 トラブルシューティングガイド

5.1 VG5 AutoDome の操作とコントロール
問題 解決方法
映像が表示されない - AutoDome CPU 基板の緑色の LED が点灯していることを確認します。 この LED はカメラか

らの映像の有無を示します。
緑色の LED が点灯していない場合：
- AutoDome CPU 基板の赤色の LED がゆっくり点滅していることを確認します。 この LED

は、AutoDome 電源基板と CPU モジュールへの電力供給の有無を示します。
AutoDome CPU モジュールの赤色の LED 
点滅パターンの状態：
- 5 秒 点灯／ 0.5 秒 消灯：通常の動作状態
- 常時点灯：CPU がロックされています
赤色の LED が常時点灯している場合：
- AutoDome の電源をオフにして再びオンにしてください。
赤色の LED が点灯していない場合：
Bosch Pendant 電源ボックスを使用している場合：
- 電源ボックスの緑色の LED が点灯していることを確認してください。 この LED は、電源か

ら主電力が供給されていることを示します。
緑色の LED が点灯していない場合：
- 電源をオフにします。
- 電源ボックスへの主電力 FX101 ヒューズを点検します。
正常な場合：
- AutoDome Pendant への 24V 電圧 FX102 ヒューズを点検します。
正常な場合：
Bosch 以外の電源を使用している場合：
- 電源ボックスに主電力が供給されていることを確認します。
正常な場合：
- 電源から 24V 出力が供給されていることを確認します。
- AutoDome ハウジングの上部にあるコネクターのベントピンを確認します。
正常な場合：
- AutoDome に接続するすべての配線と端子接続を確認します。
正常な場合：
AutoDome に電力が供給されている場合：
- カメラおよび CPU モジュールを AutoDome ハウジングから取り外して、ハウジング電源基

板の緑色の LED が点灯していることを確認します。
緑色の LED が点灯していない場合：
- ハウジングの電源基板のヒューズが正常なことを確認します。
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5.2 VG5 700 シリーズ AutoDome の映像およびコントロール
問題 解決方法

ネットワーク接続なし - すべてのネットワーク接続を確認します。
- 任意の 2 か所のイーサネット接続の間隔が、 大でも 100m 以下であるか確認します。

詳細については、『VG5 AutoDome インストールガイド』を参照してください。
正常な場合：
- ファイアウォールを使用している場合、映像伝送モードが UDP に設定されているか確認しま

す。
a. IP 対応デバイスの場合は ［設定］Web ページにアクセスします。 
b. ［Service Settings］リンクを展開し、［ネットワーク］をクリックします。
c. ［映像伝送］ドロップダウンリストで ［UDP］を選択します。 その後 ［セット］をクリ

ックします。
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5.3 VG5 シリーズ AutoDome の音声
次の各図は、マイク／ AutoDome と、音声を再生するコンピューターとの間の音声伝送の経路を示
しています。

VG5 700 シリーズ AutoDome との音声接続
VG5 700 シリーズ AutoDome では、イーサネット接続により既存のネットワークに直接接続してい
ます。

図 5.1 IP 対応 AutoDome の一般的な音声接続

1 マイク
2 同軸ケーブル - 長 10m
3 VG5 700 シリーズ AutoDome
4 イーサネットネットワーク
5 Bosch DiBos ソフトウェアがインストールされているコンピューター
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問題 解決方法

音声が再生されない - VG5 AutoDome または IP エンコーダーから音声を受信するコンピューターを確認します。
- コンピューターの音声設定を確認します。 音量が聞こえるレベルに設定されているか確

認します。
- コンピューターの音声出力カードとスピーカーを確認します。 コンピューターで二次音

源を再生します。 それでも音声が聞こえない場合は、スピーカーを交換してもう一度試
してみます。 

正常な場合：
- IP デバイスに対して音声オプションが有効になっているか確認します。

a. IP 対応デバイスの場合は ［設定］Web ページにアクセスします。 
b. ［Encoder Settings］リンクを展開し、［音声設定］をクリックします。
c. ［Enable Audio］ドロップダウンリストで ［オン］が選択されているか確認します。 そ

の後 ［セット］をクリックします。
正常な場合：
- マイクを確認します。

適切なスピーカーを直接カメラ側のマイクに接続し、音声が明確に聞こえるか確認します。
音源側での音声の問題やノイズが発生していると、ケーブルや接続を経由する間にさらに音声
が劣化します。

正常な場合：
- マイクと VG5 AutoDome の間の音声接続に使用するケーブルの種類と取り付けを確認しま

す。
- ケーブルの種類：同軸
- ケーブルの長さ： 大 10m

詳細については、『VG5 AutoDome インストールガイド』を参照してください。
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正常な場合：
- すべてのネットワーク接続を確認します。

- 映像が明確で、歪んでいない場合、音声の問題はネットワーク接続が原因ではないと考
えられます。

- 任意の 2 か所のイーサネット接続の間隔が、 大でも 100m 以下であるか確認します。
詳細については、『VG5 AutoDome インストールガイド』を参照してください。

音声が聞こえにくい - VG5 AutoDome または IP デコーダーから音声を受信するコンピューターを確認します。
- コンピューターの音声出力カードとスピーカーを確認します。 コンピューターで二次音

源を再生します。雑音が聞こえる場合は、スピーカーを交換してもう一度試してみます。
- コンピューターの音声出力カードとスピーカーを確認します。 コンピューターで二次音

源を再生します。 それでも音声が聞こえない場合は、スピーカーを交換してもう一度試
してみます。

正常な場合：
- ゲイン設定とピークゲインの値を確認します。

a. IP 対応デバイスの場合は ［設定］Web ページにアクセスします。 
b. ［Encoder Settings］リンクを展開し、［音声設定］をクリックします。
c. ゲインレベルを調整し、ピーク値が緑色の範囲におさまるようにします。

詳細については、『VG5 AutoDome インストールガイド』を参照してください。
正常な場合：
- マイクと音声ケーブルの場所を確認します。

- ラインレベル音声は通常 700mV ～ 2V の範囲です。そのため、AC 電源や伝送元の影響
を受ける場合があります。 

- マイクと音声ケーブルと AC 電源の間に十分な距離 （AC100V ごとに 1 フィート以上）
があるか確認します。

正常な場合：
- マイクと VG5 AutoDome の間の音声接続に使用するケーブルの種類と取り付けを確認しま

す。
- ケーブルの種類：同軸
- ケーブルの長さ： 大 10m

詳細については、『VG5 AutoDome インストールガイド』を参照してください。

問題 解決方法
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6 ユーザーコマンド一覧
ロック

済み

アラームルールの出

力

ファンクショ

ンキー

コマンド番

号

コマンド 説明

Y On ／ Off 1 360° スキャン リミットなしでオートパンします
Y On ／ Off 8 登録ポジションツアーの再

生
有効化／無効化

Y Y On ／ Off 18 オートピボットの有効化 オートピボットを有効化／無効化しま
す

Y On ／ Off 20 逆行補正 逆光補正

Y On ／ Off 24 スタビライゼーション 電子スタビライゼーション
Y On ／ Off 40 カメラ設定の復元 すべての設定を元のデフォルトに復元

します
Y Y On ／ Off 43 オートゲイン調整 オートゲイン調整オン、オート、オフ

Y On/Off 57 ナイトモード設定 ナイトモードを有効／無効にします
（デイ／ナイトのみ）

Y Y On/Off 60 オンスクリーンディスプレ
イ

On －有効
Off －無効

Y Y On/Off 80 デジタルズームのロック デジタルズームのオン／オフを切り替
えます

Y Y On/Off 86 セクターブランク On －有効
Off －無効

Y Y On/Off 87 プライバシーマスク On －有効
Off －無効

Y On/Off 90 コマンドのロック／ロック
解除

On －ロックオン
Off －ロックオフ

Y On/Off 94 Set Azimuth Zero Point
（方位角ゼロに設定）

ゼロ度のパン位置を設定します。 

On/Off 95 Display Azimuth/Elevation 
Readings （方位角／高さ
のデータ表示）

On －方位角／高さのデータを表示し
ます
Off －方位角／高さのデータを非表示
にします

On ／ Off 96 コンパスの向きの表示 On －コンパスの向きを表示します
Off －コンパスの向きを非表示にしま
す
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