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1 ヘルプの使いかた
Bosch Video Management System の操作方法を調べる場合、次のいずれかの方法でオンラインヘル
プを表示します。
ヘルプの目次や索引を使ったり、検索したりするには、次の手順に従って操作します。
 ヘルプメニューのヘルプをクリックします。 ボタンやリンクを使用して、画面内を移動できま

す。
ウィンドウまたはダイアログのヘルプを表示するには、次の手順に従って操作します。 

 ツールバーで、 をクリックします。
または
 任意のプログラムウィンドウまたはダイアログのヘルプについては F1 キーを押します。

1.1 検索
ヘルプの情報はいくつかの方法で検索することができます。
オンラインヘルプで情報を検索するには、次の手順に従って操作します。
1. ヘルプメニューのヘルプをクリックします。
2. 左ウィンドウが表示されない場合は、［表示］ボタンをクリックします。 
3. ヘルプ画面では次のように操作します。

画面内のボタン名やメニュー名などは、太字で表示されます。
 下線が引かれたテキストやアプリケーションの項目名など、クリックできる個所には矢印が表

示されます。

 ステップバイステップガイドを表示するには、 をクリックします。
関連トピック
 クリックすると、現在使用しているアプリケーションに関するトピックとその情報が表示され

ます。  
トピックは、アプリケーション画面の操作のしかたについて説明しています。

セクション 「25  コンセプト」に、選択した問題に関するバックグラウンド情報を説明しています。

（クリック）ボタ
ン

動作

目次 オンラインヘルプの目次が表示されます。 ブックアイコンをクリックすると、
トピック内のすべてのページが表示されます。ページアイコンをクリックする
と、対応するトピックの解説が右ウィンドウに表示されます。

索引 用語や文章を検索したり、キーワードを入力して検索し、検索結果一覧から確
認したい内容を選択できます。 キーワードをダブルクリックすると、対応する
トピックが右ウィンドウに表示されます。 

検索 目的のトピックに関連する用語または文章を検索できます。 テキスト項目に用
語または文章を入力して Enter キーを押し、トピックリストからトピックを選
択します。

注意
警告 （安全に関する警告記号なし）：死亡や重傷を負うおそれがある内容を示しています。

データの損失やシステムの破損を避けるために、警告メッセージに注意する必要があります。
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1.2 ヘルプの印刷
オンラインヘルプの表示中、Web ブラウザーからトピックやその解説を印刷することができます。 
ヘルプトピックを印刷するには、次の手順に従って操作します。
1. 右ウインドウを右クリックして ［印刷］を選択します。 

［印刷］ダイアログボックスが開きます。
2. ［印刷］をクリックします。 指定したプリンターからトピックが印刷されます。

注
この記号は、ユーザーの安全または所有物の保護に直接的または間接的に関係のある情報または企
業ポリシーを示してします。
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2 はじめに
Bosch Video Management System は IP ネットワーク上のデジタル映像、音声、およびデータを統
合します。 
システムは次のソフトウェアモジュールから構成されます。
- Central Server
- NVR （ネットワークビデオレコーダー）
- Operator Client （DiBos DVR ／ VRM 録画／ iSCSI 録画／ VIDOS NVR ／ローカル録画）
- Configuration Client

動作するシステムを実現するには、次のタスクを実行する必要があります。
- （Central Server および VRM）サービスのインストール
- Operator Client と Configuration Client のインストール
- ネットワークへの接続
- デバイスのネットワークへの接続
- 基本設定

- デバイスの追加 （デバイススキャンなどによる）
- 論理構造の構築
- スケジュール、カメラ、イベント、アラームの設定
- ユーザーグループの設定

- 基本操作
Bosch VMS Archive Player には、エクスポートされた録画が表示されます。
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3 システムの概要
Bosch Video Management System のインストールと設定を予定している場合、Bosch Video 
Management System のシステムトレーニングに参加してください。
サポート対象バージョンのファームウェアとハードウェア、およびその他の重要な情報については、
現在の Bosch Video Management System バージョンのリリースノートを参照してください。
Bosch Video management System をインストールできるコンピュータに関する情報については、
Bosch のワークステーションおよびサーバーに関するデータシートを参照してください。
以下のすべてのソフトウェアモジュールは、オプションで 1 台の PC にインストールできます。
ソフトウェアモジュールのタスク
- Central Server：ストリーム管理、アラーム管理、優先度管理、中央ログブック、ユーザー管理
- VRM：エンコーダへの iSCSI デバイス上のストレージ容量の配分と、複数の iSCSI デバイス間

での負荷分散の処理。 
iSCSI から Operator Client への再生映像／音声データのストリーミング。

- Configuration Client：Operator Client のシステム設定および管理。
- Operator Client：ライブ監視、ストレージ取得、再生、アラーム。

3.1 ハードウェア要件
Bosch Video Management System のデータシートを参照してください。 プラットフォーム PC 用の
データシートも入手できます。

3.2 ソフトウェア要件
Bosch Video Management System のデータシートを参照してください。 
Bosch VMS Archive Player をインストールしようとしているコンピューターに、Bosch Video 
Management System をインストールしないでください。

3.3 ライセンス要件
使用可能なライセンスについては Bosch Video Management System のデータシートを参照してくだ
さい。
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4 ネットワーク設定

次のハードウェアを Bosch Video Management System に接続できます。
- 各種 IP カメラおよびエンコーダー

ネットワーク経由で接続されている
- ライブ専用エンコーダー （ローカルストレージ付き）

ネットワーク経由で接続されている
- iSCSI ストレージデバイス

ネットワーク経由で接続されている
- VIDOS NVR コンピューター

ネットワーク経由で接続されている
- アナログカメラ

エンコーダー、DiBos System に接続されている
- デコーダー

ネットワーク経由で接続されている
- アナログモニター

デコーダー、Bosch Allegiant マトリックス、Bosch Video Management System クライアントワ
ークステーションに接続されている

- DiBos システム （サポートされるバージョンについては Bosch Video Management System の
データシートを参照）
ネットワーク経由で接続されている

- Bosch Allegiant マトリックス （ファームウェアバージョン：8.75 以上、MCS バージョン：
2.80 以上）
Central Server の COM ポートまたはリモートコンピューターおよびネットワーク上の IP エン
コーダーに接続されている

- CCTV キーボード
Bosch Video Management System ワークステーション （ファームウェアバージョン：1.82 以
上）の COM ポートまたはハードウェアデコーダー （VIP XD）に接続されている。
キーボードをワークステーションに接続した場合、キーボードでシステムを完全に制御できま
す。 キーボードを VIP XD デコーダーに接続した場合、キーボードによって制御できるのはア
ナログモニターのみです。
Bosch IntuiKey デジタルキーボードのみがサポートされています。

- SMS デバイス
Central Server の COM ポートに接続されている

- SMTP E- メールサーバー
ネットワーク経由で接続されている

- POS
ネットワーク経由で接続されている

- ATM
ネットワーク経由で接続されている

- ネットワーク監視デバイス
ネットワーク経由で接続されている

- I/O モジュール
ネットワーク経由で接続されている

注意
1 つのデバイスを複数の Bosch Video Management System に接続しないでください。 録画が途切れ
たり、好ましくない結果になることがあります。
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ADAM デバイスのみサポートされます。
ネットワーク経由で接続されているすべてのデバイスがスイッチに接続されます。 Bosch Video 
Management System のコンピューターもこのデバイスに接続されます。

4.1 ハードウェアのインストール
次の図に、NVR ／ DVR ストレージを備えた小規模 Bosch Video Management System ネットワーク
の例を示します。

さらに、次のデバイスを接続できます。
- ATM ／ POS （Automatic Teller Machine ／ Point of Sale）
- ストレージ容量を増やすための RAID サブシステム
- CCTV キーボード 

Bosch IntuiKey デジタルキーボードのみサポートされます。
- I/O モジュール

ADAM デバイスのみサポートされます。
- ローカルストレージエンコーダー

1 カメラとモニターを備えた Bosch Allegiant マトリックス：ネットワークの 1 台のコンピュ
ーターの COM ポートおよびネットワークに接続された IP エンコーダーに接続

2 Central Server
3 プライマリ NVR
4 フェイルオーバー NVR、冗長 NVR
5 アナログカメラを備えたエンコーダー 
6 IP カメラと IP AutoDome
7 通信デバイス：ネットワークに接続された SMTP 電子メールサーバー、Central Server の

COM ポートに接続された GSM デバイス
8 仮想入力
9 Operator Client ワークステーション、Configuration Client ワークステーション
10 デコーダーに接続されたモニター （アラーム処理を可能にするアナログモニターグループ）
11 カメラを備えた DiBos システム
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5 はじめに
この章では、Bosch Video Management System および Bosch VMS Archive Player. を初めて使う方
法について説明します。

5.1 ソフトウェアモジュールのインストール

このモジュールで使用することが想定されるすべてのソフトウェアモジュールをコンピューターに
インストールします。
インストールするには、次の手順に従います。
1. 製品 CD を挿入します。
2. setup.exe を起動するか、ようこそ画面の Bosch Video Management System のセットアップ

を起動します。
3. 次のダイアログボックスで、このコンピューターにインストールするモジュールを選択しま

す。
4. 画面の指示に従います。

5.2 Bosch VMS Archive Player のインストール

Bosch VMS Operator Client で作成するエクスポートに Bosch VMS Archive Player のセットアップを
含めることができます。
エクスポートで使用できるセットアップがない場合、Bosch VMS がインストールされているコンピ
ューター上にあります （C:\<Installation 

directory>\Bosch\VMS\Update\NvrArchivePlayer\NvrArchivePlayerSetup.exe）。
インストールするには、次の手順に従います。
1. Bosch VMS がインストールされていないコンピューターにセットアッププログラムファイルを

コピーします。
2. NVRArchivePlayerSetup.exe を起動します。
3. 画面の指示に従います。

5.3 Bosch VMS Archive Player の起動
Bosch Video Management System がインストールされていないコンピューターにのみ Bosch VMS 
Archive Player をインストールします。
Bosch VMS Archive Player を起動するには、次の手順に従って操作します。
 ［スタート］メニューから、［プログラム］＞ ［Bosch VMS］＞ ［Bosch VMS Archive 

Player］を選択します。
アプリケーションが起動します。 

5.4 ソフトウェアライセンスのアクティベーション
メイン画面

注意
Bosch VMS コンピューターに DiBos Web クライアントをインストールしないでください。 Web ク
ライアントをインストールした各コンピューター上の Operator Client が、Web クライアントの起動
後にクラッシュします。

注意
Bosch Video Management がインストールされていないコンピューターにのみ Bosch VMS Archive 
Player をインストールします。



18 ja | はじめに Bosch Video Management System

Configuration Client | V2 | 2011.12 設定マニュアル Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Bosch Video Management System を初めてインストールする場合、基本パッケージとすべての拡張
およびオプション機能を含めて、注文したソフトウェアパッケージのライセンスをアクティブにす
る必要があります。
ライセンスのアクティベーションキーを取得するには、認証番号が必要です。 この番号は製品の箱
に同梱されています。
バンドル情報ファイルを使用して、アクティベーションのプロセスを簡単にできます。

ソフトウェアをアクティブにするには、次の手順に従います。
1. Configuration Client を起動します。
2. ツールメニューのライセンスマネージャー ... をクリックします。

［ライセンスマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。
3. アクティブにするソフトウェアパッケージ、機能、拡張のボックスをクリックしてオンにしま

す。 拡張の場合、ライセンス数を入力します。
バンドル情報ファイルを受け取ったら、［バンドル情報のインポート］をクリックして、それ
をインポートします。

4. ［アクティブにする］をクリックします。
［ライセンス アクティベーション］ダイアログボックスが表示されます。

5. コンピューターの署名を書き留めるか、テキストファイルにコピーして貼り付けます。
6. インターネットにアクセスできるコンピューターで、ブラウザーに次の URL を入力します。 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Activation Center にアクセスするアカウントがない場合は、新しいアカウントを
作成する （推奨）か、ログオンせず新ライセンスをアクティベートするリンクをクリックしま
す。 アクティブにする前に、アカウントを作成しログオンした場合、ライセンスマネージャに
よってアクティベーションが追跡されます。 いつでもこれを確認できます。
手順に従って、ライセンスアクティベーションキーを取得します。

7. Bosch Video Management System ソフトウェアに戻ります。 ［ライセンス ?????????］ダイ
アログボックスに、ライセンスマネージャから取得したライセンスアクティベーションキーを
入力し、［アクティブにする］をクリックします。
ソフトウェアパッケージがアクティブになります。

5.5 Configuration Client の起動
デフォルトユーザーグループ Admin のユーザーのみが Configuration Client にログオンできます。

注意：
システムの別のコンピューターの別のユーザーが既に Configuration Client を起動している場合、
Configuration Client を起動できません。

注意
ライセンスには、コンピューターの署名を使用します。 このコンピューターの署名は、Central 
Server コンピューターのハードウェアの交換後に変更できます。 コンピューターの署名を変更する
と、基本パッケージのライセンスが無効になります。
ライセンスの問題を避けるため、ハードウェアとソフトウェアの設定が完了してから、コンピュー
ターの署名を生成してください。
次のハードウェアの変更によって、基本ライセンスが無効になる可能性があります。
- ネットワークインターフェイスカードの交換
- VMWare または VPN 仮想ネットワークインターフェイスの追加
- ワイヤレスネットワークインターフェイスの追加または有効化
- 設定を組み合わせない Stratus サーバーのメインボードの切り替え
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Configuration Client を起動するには、次の手順に従って操作します。
1. ［スタート］メニューから、［プログラム］＞ ［Bosch VMS］＞ ［Config Client］を選択しま

す。
ログオンのためのダイアログボックスが表示されます。 

2. ［ユーザー名：］フィールドに、ユーザー名を入力します。 
初めてアプリケーションを起動する場合、ユーザー名に Admin を入力します。パスワードは必
要ありません。

3. ［パスワード：］フィールドに、パスワードを入力します。 
4. ［OK］をクリックします。 

アプリケーションが起動します。

5.6 Configuration Client の言語の設定
Windows インストールの言語とは別に、Configuration Client の言語を設定できます。

言語を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. 設定メニューのオプション ... をクリックします。

［オプション］ダイアログボックスが表示されます。 
2. ［設定クライアントの言語：］リストで、目的の言語を選択します。

［デフォルトのシステム言語］を選択すると、インストールされている Windows の言語が使用
されます。

3. ［OK］をクリックします。 
アプリケーションの次回の再起動後に言語が切り替わります。

5.7 Operator Client の言語の設定
Windows インストールおよび Configuration Client の言語とは別に、Operator Client の言語を設定で
きます。 この手順は Configuration Client で実行します。

言語を設定するには、次の手順に従って操作します。

1. ［ユーザーグループ］＞ をクリックします。 ［ユーザーグループのプロパティ］タブをク
リックします。

2. ［言語：］リストで、目的の言語を選択します。 

3. をクリックして設定を保存します。 

4. をクリックして、設定をアクティブにします。 
Operator Client を再起動します。

5.8 新しいライセンスの追加
メイン画面
Bosch から受け取ったアクティベーションレターを手元に置いておきます。
新しいライセンスを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. ツールメニューのライセンスマネージャー ... をクリックします。

［ライセンスマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。
2. アクティブにするソフトウェアパッケージを選択します。
3. ［アクティブにする］をクリックします。

［ライセンス アクティベーション］ダイアログボックスが表示されます。
4. アクティベーションレターにあるライセンスアクティベーションキーを入力します。
5. ［アクティブにする］をクリックします。
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ソフトウェアパッケージがアクティブになります。
6. アクティブにするソフトウェアパッケージごとにこの手順を繰り返します。
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6 デバイスの設定

メイン画面＞  デバイス
この章では、システムのデバイスを設定する方法について説明します。 
デバイスツリーを変更すると、Configuration Client のその他のページに影響します。
- マップと構造

デバイスツリーのデバイスで、論理ツリーというユーザー定義構造を作成します。 そのため、
デバイスツリーからデバイスを削除すると、このデバイスが論理ツリーから自動的に削除され
ます。 ただし、デバイスツリーにデバイスを追加しても、このデバイスは論理ツリーに追加さ
れません。

- カメラと録画
デバイスツリーのすべてのカメラは、カメラテーブルおよび録画テーブルで使用できます。 
DiBos カメラまたは Bosch Allegiant カメラは変更できません。 

- イベント
デバイスツリーのすべてのデバイスは対応するイベントテーブルで使用できます。

- ユーザーグループ
いくつかの権限ページで、デバイスの機能範囲を縮小できます （ユーザーグループ単位）。

次のデバイスを設定できます。
- プライマリ NVR およびフェイルオーバー NVR
- エンコーダー
- ローカルストレージ付きまたはライブのみのエンコーダー
- デコーダー
- DiBos システム
- アナログマトリックス
- ワークステーション
- 通信デバイス
- ATM および POS デバイス
- 仮想入力
- I/O モジュール
- ネットワーク監視システム 
- CCTV キーボード
- アナログモニターグループ
- Video Recording Manager デバイス

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 89 ページのセクション 「17.2 NVR とデコーダースキャン () ダイアログボックス」
- 90 ページのセクション 「17.4  フェイルオーバー NVR マネージャーダイアログボックス」
- 90 ページのセクション 「17.5 IP デバイスの設定ダイアログボックス」
- 91 ページのセクション 「17.6 IP アドレスの設定ダイアログボックス」
- 91 ページのセクション 「17.7  表示名の設定ダイアログボックス」
- 91 ページのセクション 「17.8  ［NVR］／ ［フェイルオーバー NVR］／ ［冗長 NVR］ペー

ジ」
- 114 ページのセクション 「18  ［エンコーダー］／ ［デコーダー］ページ」
- 95 ページのセクション 「17.10  ［DiBos］ページ」
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- 96 ページのセクション 「17.11  ［マトリックススイッチ］ページ」
- 98 ページのセクション 「17.12  ［ワークステーション］ページ」
- 100 ページのセクション 「17.14  ［モニターグループ］ページ」
- 102 ページのセクション 「17.15  ［通信デバイス］ページ」
- 104 ページのセクション 「17.16  ［POS + ATM］ページ」
- 105 ページのセクション 「17.17  ［仮想入力］ページ」
- 106 ページのセクション 「17.18  ［SNMP］ページ」
- 107 ページのセクション 「17.19  ［CCTV キーボード］ページ」
- 108 ページのセクション 「17.20  ［I/O モジュール］ページ」

6.1 NVR、録画されたエンコーダー、およびデコーダーの検出

メイン画面＞  デバイス＞  NVR とデコーダースキャン () ＞ ［NVR とデコーダースキャ
ン ()］ダイアログボックス
ネットワークをスキャンして、次のデバイスを検出します。
- NVR
- デコーダー
- エンコーダー
システムは、検出されたデコーダーが割り当てられたデフォルトのアナログモニターグループを自

動的に追加します。 このアナログモニターグループは の下に追加されます。
ネットワークを初めてスキャンすると、NVR およびデコーダーが自動的にシステムに割り当てられ
ます。
検出されたエンコーダーを手動で NVR に割り当てる必要があります。
重複した IP アドレスによる競合を避けるため、初期デバイススキャンを起動します。 これは、重複
した IP アドレスまたはデフォルトの IP アドレス （192.168.0.1）を持つ新しいデバイスをネットワ
ークに組み込む場合に役立ちます。 パスワードで保護されているデバイスでは、この初期デバイス
スキャンを正常に実行できません。
同じサブネットに属さないデバイスを追加する場合、初期デバイススキャンを実行します。

初期デバイススキャンを起動するには、次の手順に従って操作します。
1. ハードウェアメニューの初回のデバイススキャン ... をクリックします。

［初回のデバイススキャン］ダイアログボックスが表示されます。
2. 目的のアドレスを変更するセルをクリックします。 複数のデバイスを変更する場合、目的の行

を選択します。 Ctrl キーまたは Shift キーを押して、複数のデバイスを選択できます。 次に、選
択した行を右クリックし、［IP アドレスの設定 ...］をクリックするか、［サブネットマスクの
設定 ...］をクリックして、対応する値を変更します。
IP アドレスを変更する前に、正しいサブネットマスクを入力する必要があります。

3. ［OK］をクリックします。

ネットワークをスキャンするには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
［NVR & デコーダースキャン］ダイアログボックスが表示され、使用可能なすべての NVR、デ
コーダー、およびエンコーダーが検出されます。

検出されたデコーダーは、［デコーダー］リストに表示され、デバイスツリーの ツリー項
目に自動的に割り当てられます。 アナログモニターグループがまだ作成されていない場合、

＞ の下で、検出されたデコーダーが新しいアナログモニターグループに追加されま
す。
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デコーダーまたは NVR を使用しない場合は、項目を手動で削除します。つまり、項目を右クリ
ックし、［削除］をクリックします。

検出された NVR がデバイスツリーの ツリー項目に自動的に割り当てられます。
2. ［割り当てられていないエンコーダー］リストで、エンコーダーを選択し、それを ［割り当て

られたエンコーダーと NVR］リストの NVR にドラッグします。 エンコーダーのカメラが、選
択した NVR 上で録画されます。

3. システムに含める検出されたすべてのエンコーダーごとに、上の手順を繰り返します。 NVR に
ドラッグしないエンコーダーは Bosch Video Management System で完全に非表示になります。

4. ［次へ  >］をクリックします。
必要に応じて、表示に使用する検出された IP デバイスの接続されたデバイスのデバイス名を変
更するダイアログボックスが表示されます。  Bosch Video Management System はデフォルト
の名前を持つデバイスに名前を付けます。 必要に応じて、デバイスの既存の名前を使用できま
す。

5. 必要な設定を行います。 列に表示されたデバイス名を一度に変更する場合は、チェックボック
スのある列を右クリックし、［列の選択］をクリックします。

6. ［完了］をクリックします。

6.2 VRM デバイス、ライブ専用およびローカルストレージエンコーダ
ー、VIDOS NVR の検出

メイン画面＞  デバイス＞  VRM と iSCSI デバイスのスキャン () ＞ ［Bosch VMS スキャ
ンウィザード］ダイアログボックス
ネットワークをスキャンして、次のデバイスを検出します。
- VRM
- iSCSI デバイス：手動で追加します。
- ライブ専用およびローカルストレージエンコーダー
- VIDOS NVR
各デバイスグループを別々にスキャンできます。 デバイスツリーで、該当する項目を右クリックす
るだけです。たとえば、［VRM デバイス］を右クリックし、［VRM デバイスのスキャン］をクリッ
クします。

VRM デバイスをスキャンするには、次の手順に従います。
1. 組み込むデバイスの種類の目的のチェックボックスを選択します。

［次へ >>］をクリックします。
2. 組み込む VRM デバイスの目的のチェックボックスを選択します。

［次へ >>］をクリックします。
3. ［iSCSI デバイスの追加］をクリックします。

［iSCSI デバイスの追加］ダイアログボックスが表示されます。
4. 目的の表示名、iSCSI デバイスの IP アドレス、デバイスの種類を入力し、［OK］をクリックし

ます。
iSCSI デバイスがスキャンウィザードに追加されます。

5. iSCSI デバイスを選択し、目的の VRM を選択して、［割り当て］をクリックして、iSCSI デバ
イスを VRM に割り当てます。
［次へ >>］をクリックします。

6. 必要なエンコーダーを選択し、目的の VRM を選択して、［割り当て］をクリックして、それら
を VRM に割り当てます。
これらのエンコーダーの映像データが割り当てた iSCSI デバイスに格納されます。
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［次へ >>］をクリックします。
7. 表示されたデバイスのすべてのユーザー名とパスワードを該当するセルに入力します。

［すべてをテスト］をクリックすると、すべてのデバイスの認証を受けます。
［選択されたテスト］をクリックすると、選択したデバイスのみの認証を受けます。 これは、
デバイススキャンを繰り返して、新しいデバイスのみの認証を受ける場合に役立ちます。

8. ［保存 >>］をクリックします。
スキャンするデバイスをそれ以上選択しない場合は、［完了］をクリックします。

ローカルストレージまたはライブのみエンコーダーをスキャンするには、次の手順に従って操作し
ます。
9. 目的のエンコーダーを選択し、［割り当て］をクリックします。

これらのエンコーダーの映像データがそれらのローカルストレージデバイスに保存されるか、
または映像データは保存されません （ライブのみ）。

10. 表示されたデバイスのすべてのユーザー名とパスワードを該当するセルに入力します。
［すべてをテスト］をクリックすると、すべてのデバイスの認証を受けます。
［選択されたテスト］をクリックすると、選択したデバイスのみの認証を受けます。 これは、
デバイススキャンを繰り返して、新しいデバイスのみの認証を受ける場合に役立ちます。

11. ［保存 >>］をクリックします。
スキャンするデバイスをそれ以上選択しない場合は、［完了］をクリックします。

VIDOS NVR をスキャンするには、次の手順を実行します。
12. 目的の VIDOS NVR を選択します。

［次へ >>］をクリックします。
13. 表示されたデバイスのすべてのユーザー名とパスワードを該当するセルに入力します。

［すべてをテスト］をクリックすると、すべてのデバイスの認証を受けます。
［選択されたテスト］をクリックすると、選択したデバイスのみの認証を受けます。 これは、
デバイススキャンを繰り返して、新しいデバイスのみの認証を受ける場合に役立ちます。

14. ［完了］をクリックします。

6.3 デバイスの追加

メイン画面＞  デバイス
次のデバイスはネットワークスキャンによって追加されないため、デバイスツリーに手動で追加し
ます。
- DiBos システム
- アナログマトリックス

Bosch Allegiant デバイスを追加するには、有効な Allegiant 設定ファイルが必要です。
- Bosch Video Management System ワークステーション

ワークステーションには、Operator Client ソフトウェアがインストールされている必要があり
ます。

- 通信デバイス
- Bosch ATM ／ POS ブリッジ、ATM デバイス
- 仮想入力 
- ネットワーク監視デバイス
- CCTV キーボード
- アナログモニターグループ
- I/O モジュール
- Allegiant CCL エミュレーション
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デコーダー、エンコーダー、VIDOS NVR を含む NVR、および VRM はネットワークスキャンで検出
されます。

DiBos システムを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックします。
2. ［DiBos レコーダーの追加］をクリックします。

［DiBos システムの追加］ダイアログボックスが表示されます。
3. 該当する値を入力します。
4. ［DiBos のスキャン］をクリックします。 

DiBos システムがシステムに追加されます。
5. 表示されたメッセージボックスで、［OK］をクリックして承認します。

Bosch Allegiant デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［Allegiant の追加］をクリックします。
Open ダイアログボックスが表示されます。

2. 該当する Allegiant 設定ファイルを選択し、［OK］をクリックします。 
Bosch Allegiant デバイスがシステムに追加されます。 

注意：追加できる Bosch Allegiant マトリックスは 1 つだけです。

Bosch Video Management System ワークステーションを追加するには、次の手順に従って操作しま
す。

1. を右クリックし、［ワークステーションの追加］をクリックします。
［ワークステーションの追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. 該当する値を入力し、［OK］をクリックします。 

ワークステーション がシステムに追加されます。 

アナログモニターグループを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 を右クリックして、［モニターグループの追加］をクリックします。
［新しいアナログモニターグループの作成］ダイアログボックスが表示されます。
既にネットワークスキャンを実行して、デコーダーが検出された場合、検出されたすべてのデ
コーダーが割り当てられたデフォルトのアナログモニターグループが既に存在します。

2. 適切な設定を行います。
3. ［OK］をクリックします。

アナログモニターグループがシステムに追加されます。
通信デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 を右クリックして、必要なコマンドをクリックします。
該当するダイアログボックスが表示されます。

2. 適切な設定を入力します。
3. ［OK］をクリックします。

通信デバイスがシステムに追加されます。

注

デバイスを追加したら、 をクリックして、設定を保存します。
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周辺デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 を右クリックして、必要なコマンドをクリックします。
該当するダイアログボックスが表示されます。

2. 適切な設定を入力します。
3. ［OK］をクリックします。

周辺デバイスがシステムに追加されます。

仮想入力を追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 をクリックします。
対応するページが表示されます。

2. ［入力の追加］をクリックします。
テーブルに行が追加されます。

3. 適切な設定を行います。
4. ［追加 ］をクリックします。

仮想入力がシステムに追加されます。

ネットワーク監視デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 を右クリックして、［SNMP の追加］をクリックします。
［SNMP の追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. SNMP デバイスの名前を入力します。
ネットワーク監視デバイスがシステムに追加されます。

CCTV キーボードを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 をクリックします。
対応するページが表示されます。

2. ［キーボードの追加］をクリックします。
テーブルに行が追加されます。

3. 適切な設定を行います。
キーボードがシステムに追加されます。

I/O モジュールを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 を右クリックして、［新しい ADAM デバイスの追加］をクリックします。
［追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. デバイスの IP アドレスを入力します。
現在選択されているデバイスをスキップし、次のデバイスにジャンプするには、［スキップ］
をクリックします。

3. デバイスの種類を選択します。
対応するページが表示されます。

4. 必要に応じて、［入力］タブをクリックして、入力の表示名を変更します。
5. 必要に応じて、［名前］タブをクリックして、リレーの表示名を変更します。

注
ADAM デバイスのスキャンを実行することもできます （［ADAM デバイスのスキャン］）。 デバイス
の IP アドレスが検出されます。 デバイスの種類がある場合、事前に選択されています。 この選択を
確認する必要があります。
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Allegiant CCL エミュレーションを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を展開し、 をクリックします。
［Allegiant CCL エミュレーション］タブが表示されます。

2. Enable Allegiant CCL Emulation をクリックしてオンにします。
3. 必要な設定を行います。

Central Server で Allegiant CCL エミュレーションサービスが起動します。

6.4 エンコーダー／デコーダーの設定
エンコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
または

メイン画面＞  デバイス＞ ＞

デコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞

エンコーダーまたはデコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。
 エンコーダーまたはデコーダーのタブページで適切な設定を行います。

詳細については、 のオンラインヘルプページを参照してください。

6.5 CCTV キーボードで使用するためにデコーダーを設定します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
次の手順を実行して、CCTV キーボードに接続されている VIP XD デコーダーを設定します。

デコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. CCTV キーボードの接続に使用する該当のデコーダーをクリックします。
2. ［周辺機器］タブをクリックします。
3. 次の設定が適用されていることを確認します。

- シリアルポートの機能：トランスペアレント
- ボーレート：19200
- ストップビット：1
- パリティチェック：なし
- インターフェースモード：RS232
- 半二重モード：オフ

注
ここで説明しているすべての設定ページを持たない IP デバイスを接続できます。
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6.6 複数のエンコーダー／デコーダーの設定
メイン画面 
複数のエンコーダーとデコーダーの次のプロパティを一度に変更できます。
- 表示名
- IP アドレス
- ファームウェアバージョン

複数の IP アドレスを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［ハードウェア］メニューの ［IP デバイスの設定 ...］をクリックします。

［IP デバイスの設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要なデバイスを選択します。

Ctrl キーまたは Shift キーを押して、複数のデバイスを選択できます。
3. 選択したデバイスを右クリックし、［IP アドレスの設定 ...］をクリックします。

［IP アドレスの設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［開始：］フィールドに、 初の IP アドレスを入力します。
5. ［計算］をクリックします。

［終了：］フィールドに、選択したデバイスの範囲の 後の IP アドレスが表示されます。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［IP デバイスの設定 ...］ダイアログボックスで、［適用］をクリックします。

選択したデバイスで新しい IP アドレスが更新されます。

複数の表示名を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［ハードウェア］メニューの ［IP デバイスの設定 ...］をクリックします。

［IP デバイスの設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要なデバイスを選択します。

Shift キーを押して、複数の選択ができます。
3. 選択したデバイスを右クリックし、［表示名の設定 ...］をクリックします。

［表示名の設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［開始：］フィールドに、 初の文字列を入力します。
5. ［計算］をクリックします。

［終了：］フィールドに、選択したデバイスの範囲の 後の文字列が表示されます。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［IP デバイスの設定 ...］ダイアログボックスで、［適用］をクリックします。

選択したデバイスで、計算された名前が更新されます。

複数のデバイスのファームウェアを更新するには、次の手順に従って操作します。
1. ［ハードウェア］メニューの ［IP デバイスの設定 ...］をクリックします。

［IP デバイスの設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要なデバイスを選択します。
3. ［ファームウェアの更新］をクリックします。
4. 更新を含むファイルを選択します。
5. ［OK］をクリックします。

6.7 DiBos システムの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

注
IP デバイスの IP アドレスを変更すると、それにアクセスできなくなります。
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新しい DiBos デバイスをスキャンするには、次の手順に従って操作します。 

 を右クリックし、［DiBos デバイスのスキャン］をクリックします。
DiBos システムの新しいデバイスがスキャンされ、それらが追加されます。

項目を削除するには、次の手順に従って操作します。
1. ［カメラ］タブ、［リレー］タブ、または ［入力］タブをクリックします。
2. 項目を右クリックし、［削除］をクリックします。

項目が削除されます。
DiBos デバイスの名前を変更するには、次の手順に従って操作します。
1. DiBos デバイスを右クリックし、［名前の変更］をクリックします。
2. 項目の新しい名前を入力します。

6.8 Bosch Allegiant デバイスの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
Bosch Allegiant デバイス自体を設定するのではなく、Bosch Video Management System 関連プロパ
ティのみを設定します。
エンコーダーに出力を割り当てるには、次の手順に従って操作します。
1. ［出力］タブをクリックします。
2. ［使用率］列で、目的のセルの ［デジタルトランク］をクリックします。
3. ［エンコーダー］列で、目的のエンコーダーを選択します。
Bosch Allegiant デバイスに入力を追加するには、次の手順に従って操作します。
1. ［入力］タブをクリックします。
2. ［入力の追加］をクリックします。

新しい行がテーブルに追加されます。
3. セルに必要な設定を入力します。
入力を削除するには、次の手順に従って操作します。
1. ［入力］タブをクリックします。
2. 必要なテーブル行をクリックします。
3. ［入力の削除］をクリックします。

テーブルから行が削除されます。

6.9 スタートアップコマンドスクリプトの設定
67 ページのセクション 「12.5  スタートアップコマンドスクリプトの設定」を参照してください。

6.10 ワークステーションのネットワークアドレスの変更

メイン画面＞  デバイス＞ を展開
IP アドレスを変更するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［ネットワークアドレスの変更］をクリックします。
［ネットワークアドレスの変更］ダイアログボックスが表示されます。

注
DiBos システム自体を設定するのではなく、Bosch Video Management System 関連プロパティのみ
を設定します。 
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2. 要件に応じて、フィールドのエントリを変更します。

6.11 ワークステーションでのフォレンジックサーチの有効化

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［設定］ページ
ワークステーションでフォレンジックサーチを有効にする必要があります。

注意：
各エンコーダーで映像コンテンツ解析を有効にします。 デバイスツリーのエンコーダーの VCA ペー
ジを使用します。
フォレンジックサーチを有効にするには、次の手順に従って操作します。
 ［フォレンジックサーチを有効にする］チェックボックスをクリックしてオンにします。

6.12 ワークステーションへのアナログモニターグループの割り当て

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［アナログモニターグループ］ページ
アナログモニターグループを Bosch Video Management System ワークステーションに割り当てま
す。 ［オプション］ダイアログボックスで、ここの設定に関係なく、すべてのワークステーション
でアナログモニターグループを制御できるように設定できます。
アナログモニターグループを割り当てるには、次の手順に従って操作します。
 ［割り当てられたアナログモニターグループ］列で、チェックボックスを選択します。

6.13 アナログモニターグループの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
行および列で、アナログモニターグループ内のモニターを論理的に設定します。 この配置は、モニ
ターの物理的配置と一致している必要はありません。
アナログモニターグループを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［名前：］フィールドに、アナログモニターグループの名前を入力します。
2. ［列：］および ［行：］フィールドに、目的の値を入力します。
3. 使用可能な各デコーダーを右側のアナログモニター画像にドラッグします。

モニター画像上に、デコーダーの論理番号が黒い数字で表示され、この画像の色が変わりま
す。
使用可能なデコーダーがない場合は、別のアナログモニターグループからデコーダーの割り当
てを解除し、ネットワークスキャンを繰り返します。

4. ［詳細設定］タブをクリックします。
5. 必要に応じて、割り当てられたデコーダーの論理番号を変更します。 既に使用されている番号

を入力すると、メッセージボックスが表示されます。
6. このデコーダーの 4 分割表示を有効にするには、［4 分割表示］をクリックします。

7. ［ 初のカメラ］列で、目的のカメラを選択します。
8. OSD 関連の列で、目的のオプションを選択します。

注
H.264 カメラの 4 分割表示は設定しないことをお勧めします。
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6.14 通信デバイスの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞  を展開
通信デバイスを設定するには、次の手順に従って操作します。

1. 必要なデバイス または をクリックします。
2. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.15 周辺デバイスの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ または
周辺デバイスを設定するには、次の手順に従って操作します。 
 必要な設定を変更します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.16 ネットワーク監視の設定

メイン画面＞  デバイス＞  を展開

SNMP trap receiver を設定するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックして、［SNMP トラップ受信ユニット］ページを表示します。
2. 必要な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.17 CCTV キーボードの設定 （ワークステーション）

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

ワークステーションに接続された CCTV キーボードを設定するには、次の手順に従って操作しま
す。
1. ［設定］タブをクリックします。
2. ［キーボードのシリアルポート設定］フィールドで、必要な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.18 CCTV キーボードの設定 （デコーダー）

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

デコーダーに接続された CCTV キーボードを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［接続］列で、セルをクリックし、該当するデコーダーを選択します。
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CCTV キーボードが接続されているワークステーションを選択することもできます。

ワークステーションは ページで設定されている必要があります。
2. ［接続の設定］フィールドで、必要な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.19 I/O モジュールの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞

I/O モジュールを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［ADAM］タブをクリックします。
2. ［ADAM のタイプ：］リストで、適切なデバイスの種類を選択します。

3. ［入力］タブをクリックします。
4. ［名前］列で、必要に応じて入力の表示名を変更します。
5. ［リレー］タブをクリックします。
6. ［リレー］列で、必要に応じてリレー名を変更します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.20 Allegiant CCL エミュレーションの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
CCL コマンドを使用するには、『CCL ユーザーガイド』が必要です。 このマニュアルは、各 LTC 
Allegiant マトリックスのドキュメントセクションにあるオンラインの製品カタログで入手できます。
176 ページのセクション 「25.3 Bosch VMS でサポートされている Allegiant CCL コマンド」に、
Bosch Video Management System でサポートされている CCL コマンドの一覧を示します。

Allegiant CCL エミュレーションを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. Enable Allegiant CCL Emulation をクリックします。
2. 必要に応じて通信設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

6.21 iSCSI ストレージを備えた VRM デバイスの追加

メイン画面＞  デバイス＞  
ネットワークには、コンピュータで VRM サービスが実行していることと、iSCSI デバイスが必要で
す。

注意
本当に必要でなければ、デバイスを変更しないでください。
たとえば、デバイスの種類を入力が少ない種類に変更すると、削除された入力のすべての設定デー
タが失われます。
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VRM デバイスおよび iSCSI デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［VRM デバイスのスキャン］をクリックします。
［Bosch VMS スキャンウィザード］が表示されます。

2. 目的の VRM コンピュータの IP アドレスをクリックしてオンにします。 複数のコンピュータを
選択できます。

3. ［次へ >>］をクリックします。
ウィザードの次の手順が表示されます。

4. ［iSCSI デバイスの追加］をクリックします。
［iSCSI デバイスの追加］ダイアログボックスが表示されます。

5. 目的の表示名、iSCSI デバイスの IP アドレス、デバイスの種類を入力し、［OK］をクリックし
ます。
スキャンウィザードダイアログボックスにデバイスが追加されます。

6. iSCSI デバイスを VRM に割り当てます。
必要に応じて、複数の iSCSI デバイスを割り当てます。

7. ［次へ >>］をクリックします。
ウィザードの次の手順が表示されます。

8. 目的の IP デバイスを VRM に割り当てます。
9. ［次へ >>］をクリックします。

ウィザードの次の手順が表示されます。
10. テーブルにデバイスのユーザー名とパスワードを入力します。
11. ［すべてをテスト］をクリックして、すべてのデバイスにログオンします。

必要に応じて、目的のデバイスを選択し、［選択されたテスト］をクリックして、これらのデ
バイスにログオンします。

［ステータス］列に、ログオンの成功が で示されます。

ログオンの失敗は で示されます。
12. ［完了］をクリックします。

iSCSI デバイスが VRM に接続されます。 この VRM に割り当てられた IP デバイスからの映像
ストリームが、割り当てられた iSCSI デバイスで録画されます。
必要に応じて、表示に使用する検出された IP デバイスのデバイス名を変更するダイアログボッ
クスが表示されます。  Bosch Video Management System はデフォルトの名前を持つデバイス
に名前を付けます。 必要に応じて、デバイスの既存の名前を使用できます。

注意：
- VRM または iSCSI デバイスなどのデバイスを手動で追加するには、親デバイスを右クリックし

ます。 たとえば、 を右クリックし、［VRM の追加］をクリックします。

注意
ターゲットおよび LUN が設定されていない iSCSI デバイスを追加すると、デフォルトの設定が起動
し、各エンコーダーの IQN がこの iSCSI デバイスに追加されます。
ターゲットおよび LUN が事前設定された iSCSI デバイスを追加すると、各エンコーダーの IQN がこ
の iSCSI デバイスに追加されます。
詳細については、34 ページのセクション 「6.22 iSCSI デバイスの設定」を参照してください。
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6.22 iSCSI デバイスの設定
VRM デバイス、iSCSI デバイス、エンコーダーの追加後、次のタスクを実行して、エンコーダーの
映像データを iSCSI デバイスに保存し、映像データをこれらの iSCSI デバイスから取得できるよう
にします。
- iSCSI デバイスの各ターゲットで LUN を作成するデフォルトの設定を実行します。

この手順はオプションです。 LUN が事前設定されている iSCSI デバイスでは、この手順を実行
する必要はありません。

- デフォルトの設定後、iSCSI デバイスをスキャンして、ターゲットと LUN をデバイスツリーに
追加します。

注意：
すべての iSCSI デバイスがデフォルトの設定と自動 IQN マッピングをサポートしているわけではあ
りません。

iSCSI デバイスのデフォルトの設定を実行するには、次の手順に従って操作します。

1. 該当する VRM デバイス を展開し、該当する iSCSI デバイス をクリックします。
2. ［デフォルト設定］タブをクリックします。

LUN が iSCSI デバイスのターゲットで作成されます。
3. これらの LUN をフォーマットします。

35 ページのセクション 「6.24 LUN のフォーマット」を参照してください。

4. プロセスが完了したら、 をクリックして設定を保存します。

5. をクリックして、設定をアクティブにします。

iSCSI デバイスをスキャンするには、次の手順に従って操作します。

1. 該当する VRM デバイス を展開し、該当する iSCSI デバイス をクリックします。

2. を右クリックし、［ISCSI デバイスのスキャン］をクリックします。
プロセスが開始します。
ターゲットおよび LUN が検出され、デバイスツリーの iSCSI ノードの下に追加されます。

3. をクリックして設定を保存します。

4. をクリックして、設定をアクティブにします。

IQN マッピングを実行するには、次の手順に従って操作します。

1. 該当する VRM デバイス を展開し、該当する iSCSI デバイス をクリックします。

2. を右クリックし、［マップ IQN］をクリックします。
［iqn-Mapper］ダイアログボックスが表示され、プロセスが開始します。

選択した VRM デバイス に割り当てられたエンコーダーが検証され、それらの IQN がこの
iSCSI デバイスに追加されます。

3. をクリックして設定を保存します。

4. をクリックして、設定をアクティブにします。
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6.23 LUN の追加

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
通常、ネットワークスキャンによって、目的の iSCSI デバイスがそれらのターゲットおよび LUN と
共に自動的に追加されます。 ネットワークスキャンが正しく機能しないか、iSCSI デバイスを実際に
ネットワークに組み込む前にオフラインで設定する必要がある場合、iSCSI デバイスでターゲットを
設定し、このターゲットに 1 つ以上の LUN を設定します。

設定するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［ターゲットの追加］をクリックします。
［ターゲットの追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. 目的のターゲット番号を入力し、［OK］をクリックします。

ターゲット が追加されます。
3. 新しいターゲットをクリックします。

［LUN］ページが表示されます。
4. ［追加］をクリックします。

［LUN の追加］ダイアログボックスが表示されます。
5. 目的の LUN 番号を入力し、［OK］をクリックします。

新しいテーブル行として LUN が追加されます。
目的の LUN ごとに、この手順を繰り返します。

注意：
- LUN を削除するには、［削除］をクリックします。

映像データはこの LUN に残ります。
- LUN をフォーマットするには、［フォーマット］をクリックします。

この LUN 上のすべてのデータが削除されます。

6.24 LUN のフォーマット

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞
LUN をフォーマットして、 初の使用に備えます。

設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［LUN］ページで、目的の LUN を選択し、［フォーマット］列をクリックしてオンにします。
2. ［LUN のフォーマット］をクリックします。
3. 表示されたメッセージを注意して読み、必要に応じてメッセージを確認します。

選択した LUN がフォーマットされます。 この LUN 上のすべてのデータが失われます。

6.25 ローカルストレージデバイスデバイスの追加

メイン画面＞  デバイス＞

注
フォーマット後は、LUN 上のすべてのデータが失われます。
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または

メイン画面＞  デバイス＞
追加できるのは、ローカルストレージ付きエンコーダーエンコーダーです。

ローカルストレージを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［ローカルストレージエンコーダーをスキャンする］をクリックします。
［Bosch VMS スキャンウィザード］が表示されます。

2. デバイスを割り当てます。
必要に応じて、複数のデバイスを割り当てます。

3. ［次へ >>］をクリックします。
ウィザードの次の手順が表示されます。

4. ［完了］をクリックします。
デバイスが Bosch Video Management System に接続されます。

ライブ専用デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. を右クリックし、［ライブのみのエンコーダーのスキャン］をクリックします。
［Bosch VMS スキャンウィザード］が表示されます。

2. デバイスを割り当てます。
必要に応じて、複数のデバイスを割り当てます。

3. ［次へ >>］をクリックします。
ウィザードの次の手順が表示されます。

4. ［完了］をクリックします。
デバイスが Bosch Video Management System に接続されます。
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7 NVR の設定

メイン画面＞  デバイス
この章では、システムに NVR を設定する方法について説明します。
プライマリ NVR は、システムに接続され、割り当てられたすべてのエンコーダーと IP カメラの映
像を録画します。
フェールオーバー NVR は、障害が発生したプライマリ NVR のタスクを引き継ぐサーバーです。 フ
ェールオーバー NVR はプライマリ NVR で障害が発生するとすぐに、録画を開始します。 フェール
オーバー NVR にはエンコーダーを直接割り当てることができません。 フェールオーバー NVR は、
Central Server が使用できない場合でもプライマリ NVR のタスクを引き継ぐことができます。

大 1 つのフェールオーバー NVR をプライマリ NVR に割り当てることができ、複数の NVR を 1
つのフェールオーバー NVR に割り当てることができます。
プライマリ NVR が再び正常に動作するようになると、自動的にフェールオーバー NVR からタスク
を取り戻します。 プライマリ NVR が録画を開始した数秒後に、フェールオーバー NVR が録画を停
止します。 ダウンタイムの録画はフェールオーバー NVR に留まります。
冗長 NVR は割り当てられたプライマリ NVR と同じ録画タスクを実行します。 プライマリ NVR には

大 1 つの冗長 NVR を割り当てることができます。 冗長 NVR では、プライマリ NVR とは別に、割
り当てられたデバイスの録画設定やイベント設定を行うことができません。 冗長 NVR は映像および
音声ストリームを取得し、それらをデータベースに転送するだけです。 プライマリ NVR の録画設定
を変更すると、それらの設定が冗長 NVR で同期されます。
デバイスツリーから NVR を削除しても、この NVR の録画は削除されません。 それらの録画は、こ
の NVR を含む以前の設定バージョンをアクティブにすることによって取得できます。
フェールオーバー NVR を冗長 NVR に割り当てることができます。 冗長 NVR で障害が発生すると、
フェールオーバー NVR はそのタスクを引き継ぎます。つまり、冗長 NVR のように動作します。
録画は設定に応じて、さまざまなモードで実行されます。
- 連続録画
- イベント発生前の録画
- 動体検出録画
- アラーム録画

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

7.1 プライマリ NVR の設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
次のタスクを実行して、選択した NVR を設定できます。
- 映像および音声ストレージの設定
- フェールオーバー NVR の割り当て
- バックアップの設定 
NVR を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. フェールオーバー NVR をこの NVR に割り当てるには、［グローバル設定］タブをクリックし

ます。
［次に切り替え：］リストには、フェールオーバー NVR として設定された NVR のみが含まれ
ます。
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2. 選択した NVR のストレージを設定するには、［ディスクストレージ］タブをクリックします。
3. 小および 大保存時間を定義し、保護された録画を管理、またオプションとして割り当てら

れたカメラのバックアップをスケジューリングするには、［カメラのストレージ］タブをクリ
ックします。
スケジューリングされたバックアップを必要とする場合は、まず、［スケジュール］でタスク
スケジュールを作成する必要があります。

7.2 NVR のフェールオーバー NVR への切り替え

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
フェールオーバー NVR を設定するには、まず NVR をフェールオーバー NVR に変更する必要があり
ます。
NVR を切り替えるには、次の手順に従って操作します。
1. NVR を右クリックします。

この NVR にはエンコーダーが割り当てられていない必要があります。
2. ［フェイルオーバー NVR として動作する］をクリックします。

NVR が ［フェイルオーバー NVR］ノードに移動します。

7.3 NVR の冗長 NVR への切り替え

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
冗長 NVR を設定するには、まず NVR を冗長 NVR に変更する必要があります。
NVR を切り替えるには、次の手順に従って操作します。
1. NVR を右クリックします。

この NVR にはエンコーダーが割り当てられていない必要があります。
2. ［冗長構成として動作する］をクリックします。

NVR が ［冗長 NVR］ノードに移動します。

7.4 フェールオーバー NVR の設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
フェールオーバー NVR を設定する前に、プライマリ NVR をフェールオーバー NVR に切り替える必
要があります。
フェールオーバー NVR を設定したら、それを 1 つまたは複数の NVR に割り当てます。
次のタスクを実行して、選択したフェールオーバー NVR を設定できます。
- 映像および音声ストレージの設定
- NVR の割り当て 
フェールオーバー NVR を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. 選択したフェールオーバー NVR のネットワーク設定を表示するには、［グローバル設定］タブ

をクリックします。
2. 選択したフェールオーバー NVR のストレージを設定するには、［ディスクストレージ］タブを

クリックします。
3. 選択したフェールオーバー NVR に NVR を追加または削除するには、［割り当てられた NVR］

タブをクリックします。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
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7.5 冗長 NVR の設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
冗長 NVR を設定する前に、プライマリ NVR を冗長 NVR に切り替える必要があります。
冗長 NVR を設定したら、それを 1 つまたは複数の NVR に割り当てます。
次のタスクを実行して、選択した冗長 NVR を設定できます。
- 映像および音声ストレージの設定
- NVR の割り当て 
冗長 NVR を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. 選択した冗長 NVR のネットワーク設定を表示するには、［グローバル設定］タブをクリックし

ます。
2. 選択した冗長 NVR のストレージを設定するには、［ディスクストレージ］タブをクリックしま

す。
3. 選択した冗長 NVR のカメラを設定するには、［カメラのストレージ］タブをクリックします。 

このページは、［割り当てられた NVR］ページで ［バックアップ］オプションがオンにされて
いる場合にのみ使用できます。

4. 選択した冗長 NVR に NVR を追加または削除するには、［割り当てられた NVR］タブをクリッ
クします。

さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

7.6 NVR のフェールオーバー NVR への割り当て

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
NVR では、NVR に障害が発生した場合にタスクを引き継ぐフェールオーバー NVR を設定できま
す。 
NVR がフェールオーバー NVR に切り替えられたことを確認します。
複数の NVR にフェールオーバー NVR が割り当てられるように簡単に設定できます。
NVR をフェールオーバー NVR に割り当てるには、次の手順に従って操作します。

1. を展開します。
2. 必要に応じて NVR を選択します。
3. ［グローバル設定］タブをクリックします。
4. ［フェイルオーバー NVR］リストで、必要なフェールオーバー NVR を選択します。
複数の NVR をフェールオーバー NVR に割り当てるには、次の手順に従って操作します。

1. を展開します。
2. 目的のフェールオーバー NVR を選択します。
3. ［割り当てられた NVR］タブをクリックします。
4. ［時間 [ 時間 ]］列で、必要な NVR を選択します。
5. ［NVR の追加］をクリックします。

追加した各プライマリ NVR に選択したフェールオーバー NVR が割り当てられます。 
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7.7 冗長 NVR への NVR の割り当て

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
冗長 NVR に割り当てることができる NVR は 1 つだけです。 既に別の冗長 NVR に割り当てられてい
るプライマリ NVR を選択した場合、以前の冗長 NVR への割り当てが削除されます。
NVR が冗長 NVR に切り替えられたことを確認します。
プライマリ NVR を冗長 NVR に割り当てるには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の冗長 NVR を選択します。
2. ［割り当てられた NVR］タブをクリックします。

テーブルにすべてのプライマリ NVR が表示されます。
3. 初の列で、目的の NVR をクリックしてオンにします。

オンにした各プライマリ NVR に選択したフェールオーバー NVR が割り当てられます。 
4. ［バックアップ］列で、目的の設定を行います。

選択を解除すると、［カメラのストレージ］タブがアクティブになります。

7.8 NVR についての情報の表示

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
NVR について次の情報を表示できます。
- ネットワーク関連情報
- NVR のディスクの使用量の統計情報および空きディスク容量 
NVR についての情報を表示するには、次の手順に従って操作します。
 選択した NVR についての情報を表示するには、［ディスクストレージ］タブをクリックします。

7.9 NVR ／フェールオーバー NVR ／冗長 NVR のネットワークアドレス
の変更

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞  を展開
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
NVR ／フェールオーバー NVR ／冗長 NVR の IP アドレスを変更するには、次の手順に従って操作
します。

1. ／ ／ を右クリックし、［ネットワークアドレスの変更］をクリックします。
［ネットワークアドレス］ダイアログボックスが表示されます。

2. 要件に応じて、フィールドのエントリを変更します。
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8 構造の設定

メイン画面＞  マップと構造 
この章では、論理ツリーの設定方法とマップなどのリソースファイルの管理方法について説明しま
す。 
［マップと構造］ページで、論理ツリーを設定します。
論理ツリーは Operator Client で、カメラやその他のデバイスを制御するために使用します。 
［ユーザーグループ］ページを使用して、Operator Client にアクセスできるユーザーグループごと
に、このツリーをカスタマイズします。 Operator Client では、ユーザーグループに対して許可され
ている論理ツリーの部分だけが表示されます。

要件に応じて、システムのすべてのデバイスを配置できます。 たとえば、建物の一部にあるすべて
のカメラを対応するフォルダーに追加できます。 
マップを構造に組み込むことができます。 これらのマップに、ユーザーのデバイスのローカライズ
に役立つカメラやその他のデバイスを配置できます。 インポートできるのは 2D DWF ファイルのみ
です。
マップ上で、他のマップへのリンクを作成できるため、ユーザーは 1 つのマップから、リンク先の
マップをクリックできます。
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 138 ページのセクション 「19.1  リソースマネージャーダイアログボックス」
- 138 ページのセクション 「19.2  リソースの選択ダイアログボックス」
- 138 ページのセクション 「19.3  シーケンスビルダーダイアログボックス」
- 139 ページのセクション 「19.4  シーケンスの追加ダイアログボックス」
- 140 ページのセクション 「19.5  シーケンスコマの追加ダイアログボックス」
- 140 ページのセクション 「19.6 URL の追加ダイアログボックス」
- 140 ページのセクション 「19.7  リンクのマップを選択ダイアログボックス」

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

8.1 論理ツリーの設定

メイン画面＞  マップと構造 
デバイス、リソースファイル、フォルダーを論理ツリーに追加できます。 デバイスはデバイスツリ
ーに表示され、デバイスツリーの任意のレベルを論理ツリーにドラッグできます。 
リソースファイルは、サイトマップ、ドキュメント、Web ファイル、音声ファイル、コマンドスク
リプト、またはカメラシーケンスファイルなどです。 
サイトマップは、2D DWF ファイルで、論理ツリーに追加できます。 マップを論理ツリーに追加す
ると、マップフォルダーが作成され、マップに固有の論理デバイスを整理できます。
フォルダーを使用して、論理ツリーのデバイスをさらに整理することができます。
Configuration Client を初めて起動した場合、論理ツリーは空です。 

注
論理ツリーのデバイスのグループを移動すると、これらのデバイスの権限設定が失われます。 ［ユ
ーザーグループ］ページで再度権限を設定する必要があります。
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ユーザーグループにデバイス （カメラなど）にアクセスする権限がない場合、デバイスがマップや
論理ツリーに表示されません。
デバイスツリーまたは論理ツリーから次の項目をマップに追加できます。
- カメラ
- リレー
- 入力
- ドキュメント
- コマンドスクリプト
- カメラシーケンス
マップに項目を追加すると、マップにホットスポットが作成されます。 
論理ツリーのマップフォルダーに項目を追加すると、それがマップの左上隅にも表示されます。 項
目をマップに追加すると、それが Operator Client の論理ツリーの対応するマップノードの下にも追
加されます。
論理ツリーを設定するには、次の一部またはすべての手順を何回か実行します。

論理ツリーを設定するには、次の手順に従って操作します。

1. 必要に応じて をクリックして、フォルダーを追加します。
2. デバイスツリーからデバイスを適切なフォルダーにドラッグします。

Ctrl キーまたは Shift キーを押して、複数のデバイスを選択できます。

3. をクリックして、リソースファイルを構造に追加します。

4. フォルダーを選択し、 をクリックして、選択したフォルダーの下にマップを追加します。 
5. フォルダーを右クリックし、［マップの割り当て］をクリックして、選択したフォルダーにマ

ップを割り当てます。

6. フォルダーを選択し、 をクリックして、選択したフォルダーの下にクライアントコマンド
スクリプトを追加します。 

7. フォルダーを選択し、 をクリックして、選択したフォルダーの下にドキュメントを追加し
ます。

8. フォルダーを選択し、 をクリックして、選択したフォルダーの下にカメラシーケンスを追
加します。

9. 論理ツリーまたはデバイスツリーからデバイスをマップにドラッグし、それらを位置付けま
す。
項目をマップに追加できるのは 1 回だけですが、論理ツリーの複数の場所や複数のマップに追
加できます。 

8.2 論理ツリーへのデバイスの追加

メイン画面＞  マップと構造
デバイスを追加するには、次の手順に従って操作します。
 デバイスツリーから項目を論理ツリーの必要な場所にドラッグします。 

デバイスツリーからすべてのサブ項目を含む完全なノードを論理ツリーにドラッグできます。 
Ctrl キーまたは Shift キーを押して、複数のデバイスを選択できます。
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8.3 ツリー項目の削除

メイン画面＞  マップと構造
論理ツリーからツリー項目を削除するには、次の手順に従って操作します。
 論理ツリーの項目を右クリックし、［削除］をクリックします。

選択した項目にサブ項目がある場合、メッセージボックスが表示されます。 ［OK］をクリッ
クして承認します。
項目が削除されます。 
論理ツリーのマップフォルダーから項目を削除すると、それがマップからも削除されます。 

8.4 リソースファイルの管理

メイン画面＞  マップと構造＞
または

メイン画面＞  アラーム＞
次の形式のリソースファイルをインポートできます。 
- DWF ファイル （2D、マップリソースファイル）

Operator Client で使用する場合、これらのファイルはビットマップ形式に変換されます。
- HTML ファイル （マップドキュメントファイル）
- MP3 （音声ファイル）
- TXT ファイル （コマンドスクリプトまたはカメラシーケンス）
- MHT ファイル （Web アーカイブ）
- URL ファイル （Web ページへのリンク）
- WAV （音声ファイル）
インポートされたリソースファイルはデータベースに追加されます。 それらは元のファイルにリン
クされません。 

リソースファイルをインポートするには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
［リソースのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

2. 1 つ以上のファイルを選択します。
3. 開くをクリックします。

選択したファイルがリストに追加されます。
ファイルが既にインポートされている場合、メッセージボックスが表示されます。
既にインポートされているファイルを再度インポートする場合、新しいエントリがリストに追
加されます。

リソースファイルを削除するには、次の手順に従って操作します。
1. リソースファイルを選択します。

2. をクリックします。

注
次の各タスクの実行後 

をクリックして設定を保存します。
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選択したリソースファイルがリストから削除されます。
リソースファイルの名前を変更するには、次の手順に従って操作します。
1. リソースファイルを選択します。

2. をクリックします。
3. 新しい名前を入力します。

元のファイル名と作成日は維持されます。
リソースファイルのコンテンツを置換するには、次の手順に従って操作します。
1. リソースファイルを選択します。

2. をクリックします。
［リソースの交換］ダイアログボックスが表示されます。

3. 該当するコンテンツのファイルを選択し、開くをクリックします。
リソース名が維持され、元のファイル名が新しいファイル名と交換されます。

リソースファイルをエクスポートするには、次の手順に従って操作します。
1. リソースファイルを選択します。

2. をクリックします。
ディレクトリを選択するダイアログボックスが表示されます。

3. 適切なディレクトリを選択し、［OK］をクリックします。
元のファイルがエクスポートされます。

8.5 コマンドスクリプトの追加

メイン画面＞  マップと構造 
コマンドスクリプトを追加する前に、コマンドスクリプトファイルをインポートしているか作成し
ている必要があります。 
必要に応じて、詳細について 66 ページのセクション 「12  コマンドスクリプトの設定」を参照して
ください。
コマンドスクリプトファイルを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 新しいコマンドスクリプトを追加するフォルダーを選択します。

2. をクリックします。
［クライアントスクリプトの選択］ダイアログボックスが表示されます。

3. リストのファイルを選択します。
4. ［OK］をクリックします。

選択したフォルダーの下に新しいコマンドスクリプトが追加されます。

8.6 設定済みカメラシーケンスを管理する

メイン画面＞  マップと構造 
次のタスクを実行して、カメラシーケンスを管理します。
- カメラシーケンスの作成
- 新しい移行時間の手順の既存のカメラシーケンスへの追加 
- カメラシーケンスからの手順の削除
- カメラシーケンスの削除
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カメラシーケンスを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. 論理ツリーで、カメラシーケンスを作成するフォルダーを選択します。

2. をクリックします。
［シーケンスビルダー］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［シーケンスビルダー］ダイアログボックスで、［ ］をクリックします。
［シーケンスの追加］ダイアログボックスが表示されます。

4. 該当する値を入力します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
5. ［OK］をクリックします。

新しいカメラシーケンス が追加されます。
新しい移行時間の手順をカメラシーケンスに追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 目的のカメラシーケンスを選択します。
2. ［コマの追加］をクリックします。

［シーケンスコマの追加］ダイアログボックスが表示されます。
3. 適切な設定を行います。
4. ［OK］をクリックします。

新しい手順がカメラシーケンスに追加されます。
カメラシーケンスから手順を削除するには、次の手順に従って操作します。
 目的のカメラシーケンスを右クリックし、［コマ送りを削除］をクリックします。

も数値の大きい手順が削除されます。
カメラシーケンスを削除するには、次の手順に従って操作します。
1. 目的のカメラシーケンスを選択します。

2. をクリックします。
選択したカメラシーケンスが削除されます。

8.7 カメラシーケンスの追加

メイン画面＞  マップと構造 
カメラシーケンスをルートディレクトリまたは論理ツリーのフォルダーに追加します。 

注
設定を変更してアクティブにした場合、通常、カメラシーケンス （設定済みまたは自動）は
Operator Client の再起動後に続行されます。
ただし、次の場合は、シーケンスは続行されません。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターが取り外された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターのモード （全画面／ 4 分割表示）が変

更された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターの論理番号が変更された。

注
次の各タスクの実行後 

をクリックして設定を保存します。
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カメラシーケンスを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 論理ツリーで、新しいカメラシーケンスを追加するフォルダーを選択します。

2. をクリックします。
［シーケンスビルダー］ダイアログボックスが表示されます。

3. リストで、カメラシーケンスを選択します。
4. ［論理ツリーに追加］をクリックします。

選択したフォルダーの下に新しい が追加されます。

8.8 フォルダーの追加

メイン画面＞  マップと構造 
フォルダーを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 新しいフォルダーを追加するフォルダーを選択します。 

2. をクリックします。
選択したフォルダーの下に新しいフォルダーが追加されます。

3. をクリックしてフォルダーの名前を変更します。
4. 新しい名前を入力して、Enter キーを押します。 

8.9 マップの追加

メイン画面＞  マップと構造
マップを追加する前に、マップリソースファイルをインポートしている必要があります。 
マップリソースファイルをインポートするには、詳細について 43 ページのセクション 「8.4  リソー
スファイルの管理」を参照してください。
マップを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 追加するマップリソースファイルが既にインポートされていることを確認します。
2. 新しいマップを追加するフォルダーを選択します。

3. をクリックします。
［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

4. リストのファイルを選択します。
リストに必要なファイルがない場合は、［管理 ...］をクリックして、ファイルをインポートす
るための ［リソースマネージャー］ダイアログボックスを表示します。 

5. ［OK］をクリックします。

選択したフォルダーの下に新しいマップ が追加されます。
マップが表示されます。
このフォルダー内のすべてのデバイスがマップの左上隅に表示されます。 

8.10 別のマップへのリンクの追加

メイン画面＞  マップと構造
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少なくとも 2 つのマップを追加すると、マップ間のリンクを追加して、ユーザーがマップからリン
ク先のマップにクリックできるようにすることができます。 
リンクを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. 論理ツリーのマップフォルダー をクリックします。
2. マップを右クリックし、［リンクの作成］をクリックします。

［リンクのマップを選択］ダイアログボックスが表示されます。

3. ダイアログボックスで、マップ をクリックします。
4. ［選択］をクリックします。
5. 項目をマップの該当する場所にドラッグします。

8.11 フォルダーへのマップの割り当て

メイン画面＞  マップと構造 
マップを割り当てる前に、マップリソースファイルをインポートしている必要があります。 
必要に応じて、詳細について 43 ページのセクション 「8.4  リソースファイルの管理」を参照してく
ださい。
マップリソースファイルを割り当てるには、次の手順に従って操作します。
1. フォルダーを右クリックし、［マップの割り当て］をクリックします。

［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。
2. リストのマップリソースファイルを選択します。
3. ［OK］をクリックします。

選択したフォルダーが と表示されます。
マップウィンドウにマップが表示されます。
このフォルダー内のすべての項目がマップの左上隅に表示されます。 

8.12 マップ上のデバイスの管理

メイン画面＞  マップと構造 
マップ上のデバイスを管理する前に、マップを追加するか、マップをフォルダーに割り当てて、デ
バイスをこのフォルダーに追加する必要があります。 

マップに項目を配置するには、次の手順に従って操作します。
1. マップフォルダーを選択します。
2. デバイスツリーからデバイスをマップフォルダーにドラッグします。

マップフォルダーのデバイスがマップの左上隅に配置されます。 
3. 項目をマップの該当する場所にドラッグします。
論理ツリー内の項目をマップからのみ削除するには、次の手順に従って操作します。
1. マップ上の項目を右クリックし、［不可視］をクリックします。

マップから項目が削除されます。
項目は論理ツリーに残ります。

注
次の各タスクの実行後 

をクリックして設定を保存します。
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2. それを再度表示するには、論理ツリー内のデバイスを右クリックし、［マップに表示可能］を
クリックします。

マップおよび完全論理ツリーから項目を削除するには、次の手順に従って操作します。
 論理ツリー内の項目を右クリックし、［削除］をクリックします。

項目がマップおよび論理ツリーから削除されます。
カメラの向きのアイコンを変更するには、次の手順に従って操作します。
 項目を右クリックし、［画像の変更］をポイントして、該当のアイコンをクリックします。

それに従ってアイコンが変わります。
項目の色を変更するには、次の手順に従って操作します。
 項目を右クリックし、［色の変更］をクリックします。 該当する色を選択します。

それに従ってアイコンが変わります。

8.13 ドキュメントの追加

メイン画面＞  マップと構造 
テキストファイル、HTML ファイル （MHT ファイルを含む）、または URL ファイル （インターネ
ットアドレスを格納する）をドキュメントとして追加できます。
ドキュメントを追加する前に、ドキュメントファイルをインポートしている必要があります。 
ドキュメントファイルをインポートするには、詳細について 43 ページのセクション 「8.4  リソース
ファイルの管理」を参照してください。
マップドキュメントファイルを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. 追加するドキュメントファイルが既にインポートされていることを確認します。
2. 新しいドキュメントを追加するフォルダーを選択します。

3. をクリックします。
［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

4. リストのファイルを選択します。
リストに必要なファイルがない場合は、［管理 ...］をクリックして、ファイルをインポートす
るための ［リソースマネージャー］ダイアログボックスを表示します。

5. ［OK］をクリックします。
選択したフォルダーの下に新しいドキュメントが追加されます。
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9 カメラと録画設定の設定

メイン画面＞  カメラと録画
この章では、Bosch Video Management System でカメラを設定する方法について説明します。
さまざまなカメラのプロパティと録画設定を設定します。 
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 143 ページのセクション 「21.1  ［カメラ］ページ」
- 145 ページのセクション 「21.2  ［スケジュールされた録画設定］ダイアログボックス （VRM

とローカルストレージのみ）」
- 147 ページのセクション 「21.5  ストリームの品質設定ダイアログボックス」
- 130 ページのセクション 「18.21.1 COM1」
- 148 ページのセクション 「21.6 PTZ 設定ダイアログボックス」
- 147 ページのセクション 「21.4  ［録画設定のコピー ］ダイアログボックス （NVR のみ）」

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

9.1 テーブル内のコピーと貼り付け
カメラテーブル、イベント設定テーブル、またはアラーム設定テーブル内の多数のオブジェクトを
同時に設定できます。 
テーブル行の設定可能な値を他の行にコピーできます。
- 行のすべての値を他の行にコピーします。 
- 行の 1 つの値を別の行にコピーします。
- 1 つのセルの値を完全な列にコピーします。
2 つの方法で値をコピーできます。
- クリップボードにコピーして貼り付けます。
- 直接コピーし貼り付けます。
貼り付け先の行を決定できます。
- すべての行にコピーします。
- 選択した行にコピーします。
行のすべての設定可能な値をコピーし貼り付けるには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の値の行を右クリックし、［行のコピー］をクリックします。
2. 変更する行の行見出しをクリックします。

複数の行を選択するには、Ctrl キーを押して、別の行見出しをポイントします。
3. テーブルを右クリックし、［貼り付け］をクリックします。

値がコピーされます。
行の 1 つの値をコピーし別の行に貼り付けるには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の値の行を右クリックし、［行のコピー］をクリックします。
2. 変更するセルを右クリックし、［セルの貼り付け先］をポイントして、［現在のセル］をクリッ

クします。
値がコピーされます。

すべての設定可能な値を直接コピーするには、次の手順に従って操作します。
1. 変更する行の行見出しをクリックします。

複数の行を選択するには、Ctrl キーを押して、別の行見出しをポイントします。
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2. 目的の値の行を右クリックし、［行のコピー先］をポイントして、［選択された行］をクリック
します。
値がコピーされます。

1 つの値を直接コピーするには、次の手順に従って操作します。
1. 変更する行の行見出しをクリックします。

複数の行を選択するには、Ctrl キーを押して、別の行見出しをポイントします。
2. 目的の値のセルを右クリックし、［セルのコピー先］をポイントして、［列の選択内容 ］をク

リックします。
値がコピーされます。

セルの値をこの列の他のすべてのセルにコピーするには、次の手順に従って操作します。
 目的の値のセルを右クリックし、［セルのコピー先］をポイントして、［完了列］をクリックし

ます。
値がコピーされます。

行を複製するには、次の手順に従って操作します。
 行を右クリックし、［複製行の追加］をクリックします。

新しい名前の付いた行が下に追加されます。

9.2 ストリームの品質設定

メイン画面＞  カメラと録画＞ ＞ ［ストリームの品質設定］ダイアログボックス

ストリームの品質設定エントリ－を追加するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックし、リストに新しいエントリを追加します。 
2. 名前を入力します。
ストリームの品質設定エントリ－を削除するには、次の手順に従って操作します。

 リスト内のエントリを選択し、 をクリックしてエントリを削除します。
デフォルトのエントリは削除できません。

ストリームの品質設定エントリ－の名前を変更するには、次の手順に従って操作します。
1. リストのエントリを選択します。
2. ［名前：］フィールドに、新しい名前を入力します。

注
XFM4 エンコーダーの場合は、 大ビットレートをターゲットビットレートに 10％加えた値に設定
します。 大ビットレートは、シーンが煩雑で動きが含まれている場合に使用されます。

注
Bosch Video Management System は、デュアルストリーミングエンコーダーで 2 つのストリームを
次のように使用します。 
VRM 録画とローカルストレージ：ストリーム 2 をライブに使用し、ストリーム 1 をすべての録画モ
ードに使用します。
ARM ベースのファームウェア：ストリーム 2 を録画に使用することもできます。
実現される圧縮は、ストリームの品質設定、映像の複雑さ、シーンの動体の検出レベルによって異
なります。 これらの相互依存性によって、エンコーダーパフォーマンスが過剰に要求される可能性
があります。 たとえば、動きの激しい高度に複雑なシーンでは、エンコーダーが両方のストリーム
で同時に 4 CIF のフルフレームレートを達成できないことがあります。 状況に合わせて 適な設定を
判断するには、エンコーダーのガイドラインを参照してください。



Bosch Video Management System  カメラと録画設定の設定 | ja 51

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

デフォルトのエントリの名前は変更できません。
3. ［OK］をクリックします。
ストリームの品質を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. リストのエントリを選択します。
2. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

9.3 カメラのプロパティの設定

メイン画面＞  カメラと録画＞
カメラのプロパティを変更するには、次の手順に従って操作します。
1. ［カメラ］で、セルをクリックし、カメラの新しい名前を入力します。

カメラがリストされている他のすべての場所にこの名前が表示されます。
2. ［VRM］と ［ライブのみ］の場合のみ：［ストリーム 1 －コーデック］列または ［ストリーム

2 －コーデック］列で、ストリーム 1 またはストリーム 2 をエンコーディングするための適切
なコーデックを選択します。

3. ［VRM］と ［ライブのみ］の場合のみ：［ライブ映像］列で、ライブ表示の画質を設定しま
す。 これらのデバイスの場合、スケジュール単位ではなく、カメラ単位でのみライブ画質を設
定できます。

4. 他の列で適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

9.4 録画設定の設定 （VRM およびローカルストレージのみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞
注意：録画では、対応する VRM またはローカルストレージが正しく設定されていることを確認して
ください。

VRM：［デバイス］＞ を展開＞

ローカルストレージ：［デバイス］＞ を展開＞
録画設定エントリを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックし、リストに新しいエントリを追加します。 
2. 名前を入力します。
録画設定エントリを削除するには、次の手順に従って操作します。

 リスト内のエントリを選択し、 をクリックしてエントリを削除します。
デフォルトのエントリは削除できません。

録画設定エントリの名前を変更するには、次の手順に従って操作します。
1. リストのエントリを選択します。
2. ［名前 :］フィールドに、新しい名前を入力します。

デフォルトのエントリの名前は変更できません。
3. ［OK］をクリックします。
録画設定を行うには、次の手順に従って操作します。
1. リストのエントリを選択します。
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2. 適切な設定を行って、［OK］をクリックします。

3. ［ ］または ［ ］をクリックします。
4. ［録画］列でエンコーダーごとに必要な録画設定を選択します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

9.5 録画設定の設定 （NVR のみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞ をクリック＞ ［録画スケジュール］タブ （ など）を
クリック
録画設定を行う前に、ストリームの品質レベルを設定します。
注意：録画の場合、対応する NVR が正しく設定されていることを確認してください （［デバイス］

＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ）。

録画設定を行うには、次の手順に従って操作します。

1. ［連続録画］の 列で、目的のストリーム品質を選択するか、連続録画を無効にします。

2. 列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。

3. ［ライブ／イベント発生前の録画］の 列で、目的のストリーム品質を選択するか、ストリー
ム 1 を選択します。

4. 列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。

5. ［動体録画］の 列で、目的のストリーム品質を選択するか、動体検出録画を無効にします。

6. 列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。
7. ［イベント発生前 [s]］列で、セルをクリックし、該当する時間を入力します。
8. ［イベント発生後 [s]］列で、セルをクリックし、該当する時間を入力します。

9. ［アラーム録画］の 列で、目的のストリーム品質を選択するか、アラーム録画を無効にしま
す。

10. 列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。
11. ［イベント発生前 [s]］列で、セルをクリックし、該当する時間を入力します。
12. ［イベント発生後 [s]］列で、セルをクリックし、該当する時間を入力します。

注
すべてのエンコーダーで、ライブ表示設定もイベント発生前の録画に使用されます。 
デュアルストリーミングをサポートするエンコーダーの場合、ライブ録画およびイベント発生前録
画、動体検出録画、アラーム録画の設定はすべて別々に設定します。 
シングルストリームのみをサポートするエンコーダー （VideoJet 8004 など）の場合、ライブ表示お
よび録画で同じストリームを使用します。 この場合、録画設定が優先されるため、ライブ表示では、
連続録画、動体検出録画、アラーム録画の、ストリームの品質設定が使われます。 連続録画を無効
にした場合にのみ、ライブ録画およびイベント発生前録画の設定を入力できます。
ライブストリームをストリーム 2 （デフォルト）からワークステーション用 （［デバイス］＞

を展開＞ ＞ ［設定］タブ＞ ［録画設定の上書き］）またはエンコーダー用のストリーム 1
に切り替えることができます。 この設定はイベント発生前録画には無効です。
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さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

9.6 ポート設定の設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［インターフェー
ス］タブ＞ ［周辺機器］タブ
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［インターフェース］タブ＞
［周辺機器］タブ
または

メイン画面＞  デバイス＞ ＞ ＞ ［インターフェース］タブ＞ ［周辺機器］タブ
カメラの制御が可能でアクティブにできるエンコーダーのポート設定のみ設定できます。
エンコーダーまたは PTZ カメラを交換した場合、ポート設定は維持されません。 それらを再度設定
する必要があります。
ファームウェアの更新後は、ポート設定を確認してください。
エンコーダーのポート設定を行うには、次の手順に従って操作します。
1. 適切な設定を行います。

設定は保存後、直ちに有効になります。 設定をアクティブにする必要はありません。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

9.7 PTZ カメラの設定

メイン画面＞  カメラと録画＞
まず PTZ カメラのポート設定を行ってから、PTZ カメラの設定を行ってください。 このようにしな
いと、このダイアログボックスで PTZ 制御が機能しません。
カメラの制御を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. カメラテーブルで、必要なエンコーダーを選択します。 

2. カメラの制御をアクティブにするには、 列で、チェックボックスを選択します。

3. ボタンをクリックします。
PTZ 設定を行うダイアログボックスが表示されます。

4. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
5. ［OK］をクリックします。

注
動体検出録画のイベント発生前の時間とアラーム録画のイベント発生前の時間が異なる場合、大き
い値が両方に使われます。
設定されたイベント発生前の時間が、先行のアラーム録画または動体検出録画と重なっている場合、
先行の録画の終了後にイベント発生前録画が開始されます。
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9.8 録画設定のコピー （NVR のみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞録画デバイスのアイコンをクリック （ など）＞ ［録画ス

ケジュール］タブをクリック （ など）
録画スケジュールから別の録画スケジュールに録画設定をコピーできます。 
選択したテーブル行の録画設定をコピーするには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の録画設定のあるテーブル行を選択します。

2. をクリックします。
［録画設定のコピー ］ダイアログボックスが表示されます。

3. リストから、設定をコピーする録画スケジュールを選択します。
4. ［現在の選択内容をコピー］をクリックします。 
5. ［OK］をクリックします。

選択したテーブル行の録画設定がコピーされます。
録画スケジュールのすべての録画設定をコピーするには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
［録画設定のコピー ］ダイアログボックスが表示されます。

2. リストから、設定をコピーする録画スケジュールを選択します。
3. ［すべてをコピー］をクリックします。 
4. ［OK］をクリックします。

すべてのテーブル行の録画設定がコピーされます。



Bosch Video Management System  スケジュールの設定 | ja 55

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

10 スケジュールの設定

メイン画面＞  スケジュール
2 つのスケジュールの種類を使用できます。
- 録画スケジュール 
- タスクスケジュール 
録画スケジュールテーブルには、 大 10 個の録画スケジュールを設定できます。 これらのセグメン
トで、カメラの動作は異なっていてもかまいません。 たとえば、カメラのフレームレートや解像度
設定を変えることができます （［カメラと録画］ページで設定）。 すべての時点において、厳密に 1
つの録画スケジュールのみが有効になります。 ギャップやオーバーラップは存在しません。
システムで発生する可能性のあるさまざまなイベントをスケジュールするためにタスクスケジュー
ルを設定します （［イベント］ページで設定）。
録画スケジュールとタスクスケジュールの定義については、「用語解説」を参照してください。
スケジュールは Configuration Client の他のページで使用されます。
- ［カメラと録画］ページ

録画の設定に使用されます。
- ［イベント］ページ

イベントによって、ログ、アラーム、またはコマンドスクリプトの実行が発生した時を判断す
るために使用されます。

- ［ユーザーグループ］ページ
ユーザーグループのメンバーがログオンしたときを判断するために使用されます。

使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 141 ページのセクション 「20.1  ［録画スケジュール］ページ」
- 141 ページのセクション 「20.2  ［タスクスケジュール］ページ」

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

10.1 録画スケジュールの設定

メイン画面＞  スケジュール 
録画スケジュールに除外日および休日を追加できます。 これらの設定によって、通常の週単位の設
定が上書きされます。 
優先度の高い順から、除外日、休日、平日になります。
録画スケジュールの 大数は 10 です。 初の 3 つのエントリはデフォルトで設定されます。 これら
の設定は変更できます。  

グレーのアイコンのエントリ－ は期間が設定されていません。
録画スケジュールは同じ平日を共有します。
各標準タスクスケジュールには固有の平日パターンがあります。
録画スケジュールを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［録画スケジュール］ツリーで、スケジュールを選択します。 
2. ［平日］タブをクリックします。
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3. ［スケジュール表］フィールドで、ポインターをドラッグし、選択したスケジュールの時間帯
を選択します。  
選択したセルが、選択したスケジュールの色で表示されます。 

注意：
- 録画スケジュールの平日の時間帯を別の録画スケジュールの色でマークできます。

10.2 タスクスケジュールの追加

メイン画面＞  スケジュール 
タスクスケジュールを追加するには、次の手順に従って操作します。
1. ［追加］をクリックします。

新しいエントリが追加されます。
2. 適切な名前を入力します。
3. 標準タスクスケジュールの場合は ［標準］、定期的なタスクスケジュールの場合は ［反復］を

クリックします。
設定を変更する場合、メッセージボックスが表示されます。 スケジュールの種類を変更する場
合は、［OK］をクリックします。

標準タスクスケジュールは と表示され、定期的なタスクスケジュールは と表示されま
す。

4. 選択したスケジュールを適切に設定します。

10.3 標準タスクスケジュールの設定

メイン画面＞  スケジュール 
各標準タスクスケジュールには固有の平日パターンがあります。
標準タスクスケジュールを設定するには、次の手順に従って操作します。 
1. ［タスクスケジュール］ツリーで、標準タスクスケジュールを選択します。
2. ［平日］タブをクリックします。
3. ［スケジュール表］フィールドで、ポインターをドラッグし、選択したスケジュールの時間帯

を選択します。 

10.4 定期的なタスクスケジュールの設定

メイン画面＞  スケジュール 
定期的な各タスクスケジュールには固有の日パターンがあります。
定期的なタスクスケジュールを設定するには、次の手順に従って操作します。 

1. ［タスクスケジュール］ツリーで、定期的なタスクスケジュール を選択します。
2. ［反復パターン］フィールドで、タスクスケジュールを定期的に実行する頻度 （［毎日］、［毎

週］、［毎月］、［毎年］）をクリックし、対応する設定を行います。
3. ［開始日：］リストで、適切な開始日を選択します。
4. ［日のパターン］フィールドで、ポインターをドラッグして、適切な時間帯を選択します。 
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10.5 タスクスケジュールの削除

メイン画面＞ ＞ ［タスクスケジュール］ツリーの項目を選択
タスクスケジュールを削除するには、次の手順に従って操作します。
1. ［タスクスケジュール］ツリーで、項目を選択します。
2. ［削除］をクリックします。

タスクスケジュールが削除されます。 このスケジュールに割り当てられているすべての項目が
スケジュールされません。

10.6 休日と除外日の追加

メイン画面＞  スケジュール 

録画スケジュールまたはタスクスケジュールに休日と除外日を追加できます。
録画スケジュールは同じ休日と除外日を共有します。
各標準タスクスケジュールには固有の休日や除外日パターンがあります。
スケジュールに休日と除外日を追加するには、次の手順に従って操作します。
1. ［録画スケジュール］ツリーまたは ［タスクスケジュール］ツリーで、スケジュールを選択し

ます。
2. ［休日］タブをクリックします。
3. ［追加］をクリックします。

［休日の追加］ダイアログボックスが表示されます。 
4. 1 つ以上の休日を選択し、［OK］をクリックします。

選択した休日がスケジュールテーブルに追加されます。 
5. ポインターをドラッグして、該当する時間帯を選択します （これは録画スケジュールでは選択

できません）。
選択したセルがクリアされます。

6. ［除外日］タブをクリックします。
7. ［追加］をクリックします。

［除外日の追加］ダイアログボックスが表示されます。
8. 1 つ以上の特殊日を選択し、［OK］をクリックします。

選択した除外日がスケジュールテーブルに追加されます。 
9. ポインターをドラッグして、該当する時間帯を選択します （これは録画スケジュールでは選択

できません）。
選択したセルがクリアされます。
追加された休日と除外日の並び順は日付順になります。

注意
空の除外日および休日を設定できます。 除外日および休日は、対応する曜日のスケジュールと置き
換わります。
例：
古い設定：
- 平日スケジュールは 9:00~10:00 がアクティブに設定されている
- 除外日スケジュールは 10:00~11:00 がアクティブに設定されている
結果：アクティビティは 10:00~11:00
同じ動作が休日に有効。
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注意：
- 録画スケジュールの休日または除外日の時間帯を別の録画スケジュールの色でマークできま

す。

10.7 休日と除外日の削除

メイン画面＞  スケジュール 
録画スケジュールまたはタスクスケジュールから休日と除外日を削除できます。
タスクスケジュールから休日および除外日を削除するには、次の手順に従って操作します。
1. ［録画スケジュール］ツリーまたは ［タスクスケジュール］ツリーで、スケジュールを選択し

ます。
2. ［休日］タブをクリックします。
3. ［削除］をクリックします。

［削除する休日を選択］ダイアログボックスが表示されます。 
4. 1 つ以上の休日を選択し、［OK］をクリックします。

選択した休日がスケジュールテーブルから削除されます。 
5. ［除外日］タブをクリックします。
6. ［削除］をクリックします。

［削除する除外日を選択します。］ダイアログボックスが表示されます。 
7. 1 つ以上の除外日を選択し、［OK］をクリックします。

選択した除外日がスケジュールテーブルから削除されます。 

10.8 スケジュール名の変更

メイン画面＞  
スケジュール名を変更するには、次の手順に従って操作します。
1. ［録画スケジュール］ツリーまたは ［タスクスケジュール］ツリーで、項目を選択します。 

2. をクリックします。
3. 新しい名前を入力し、Enter キーを押します。

エントリの名前が変更されます。
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11 イベントおよびアラームの設定

メイン画面＞  イベント
または

メイン画面＞  アラーム
この章では、システムのイベントとアラームを設定する方法について説明します。
使用可能なイベントのグループ化は、装置に関係なく行われます。
［イベント］ページで、Bosch Video Management System でのイベントによってアラームがトリガ
ーされ、コマンドスクリプトが実行され、ログが作成されるタイミングを設定します。 イベントの
ログが作成された場合、それが Operator Client のイベントリストにも表示されます。
例 （イベント設定テーブルの一部）： 

この例は次のことを意味します。
選択したカメラの映像信号が失われると、アラームがトリガーされ、イベントのログが作成され、
スクリプトは実行されません。 これは、イベントが 500ms 以上続いた場合にのみ発生します。
［アラーム］で、アラームの表示方法と、アラームの発生時に表示および録画されるカメラを指定し
ます。
デフォルトで、いくつかのシステムイベントがアラームとして設定されています。
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 151 ページのセクション 「22.1  コマンドスクリプトエディターダイアログボックス」
- 152 ページのセクション 「22.2  ［合成イベントの作成／合成イベントの編集］ダイアログボッ

クス」
- 152 ページのセクション 「22.3  スクリプト言語の選択ダイアログボックス」
- 155 ページのセクション 「23.1  グローバルアラーム設定ダイアログボックス」
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- 155 ページのセクション 「23.2  画像ペインの内容を選択ダイアログボックス」
- 156 ページのセクション 「23.4  アラームオプションダイアログボックス」

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

11.1 テーブル内のコピーと貼り付け
少ないクリックで、カメラテーブル、イベント設定テーブル、またはアラーム設定テーブル内の多
数のオブジェクトを同時に設定できます。 
詳細については、49 ページのセクション 「9.1  テーブル内のコピーと貼り付け」を参照してくださ
い。

11.2 テーブル行の削除

メイン画面＞  アラーム
削除できるテーブル行は、自分または他のユーザーが追加した行に限られます。つまり、重複した
イベントや、複合イベントを削除できます。 
複合イベントはイベントツリーの ［システムデバイス］＞ ［合成イベント］にあります。 
テーブル行を削除するには、次の手順に従って操作します。
1. 行を選択します。

2. をクリックします。

11.3 リソースファイルの管理
詳細については、次を参照してください。
- 43 ページのセクション 「8.4  リソースファイルの管理」 

11.4 イベントの設定

メイン画面＞  イベント
イベントを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ツリーで、イベントまたはイベントの状態を選択します。たとえば、［システムデバイス］＞

［認証］＞ ［オペレーター認証が拒否されました］を選択します。
対応するイベント設定テーブルが表示されます。 

2. ［アラームのトリガー - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択
します。
スケジュールによって、アラームがトリガーされるタイミングが決まります。 
［スケジュール］ページで設定したいずれかの録画スケジュールまたはタスクスケジュールを
選択します。

3. ［ログ - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択します。 
スケジュールによって、イベントのログが作成されるタイミングが決まります。 ログが作成さ
れたイベントのみが Operator Client のイベントリストに表示されます。



Bosch Video Management System  イベントおよびアラームの設定 | ja 61

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

4. ［スクリプト－スクリプト］列で、セルをクリックし、該当するコマンドスクリプトを選択し
ます。

5. ［スクリプト - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択します。
スケジュールによって、イベントがコマンドスクリプトの起動をトリガーするタイミングが決
まります。 

11.5 イベントの複製

メイン画面＞  イベント 
イベントを複製して、特定のイベントの別のアラームをトリガーできます。 
イベントを複製するには、次の手順に従って操作します。
1. ツリーで、イベント条件を選択します。

対応するイベント設定テーブルが表示されます。
2. テーブル行を選択します。 

3. をクリックします。
新しいテーブル行が下に追加されます。
デフォルトの設定があります。

11.6 ユーザーイベントのログ作成

メイン画面＞  イベント＞システムデバイスを展開＞ユーザーアクション
使用可能な各ユーザーグループに個別にユーザーアクションの動作のログを設定できます。
例：
ユーザーイベントのログを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーイベントを選択して、［オペレーターのログオン］などのログ作成動作を設定します。

対応するイベント設定テーブルが表示されます。 
［デバイス］列に、各ユーザーグループが表示されます。

2. 使用可能な場合：［アラームのトリガー－スケジュール］列で、セルをクリックし、適切なス
ケジュールを選択します。
スケジュールによって、ユーザーに通知することになっているアラームがトリガーされるタイ
ミングが決まります。 
［スケジュール］で設定したいずれかの録画スケジュールまたはタスクスケジュールを選択で
きます。

3. ［ログ - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択します。 
スケジュールによって、イベントのログが作成されるタイミングが決まります。
例では、管理グループと上級ユーザーグループのオペレータログオンのログは作成されません
が、［日］スケジュール中のライブユーザーグループのオペレータログオンのログは作成され
ます。 選択したスケジュール中に、ライブユーザーグループの各ユーザーのイベントリストに
各オペレータログオンが表示されます。

11.7 ユーザーイベントボタンの設定

メイン画面＞  イベント
Operator Client で使用可能なユーザーイベントボタンを設定できます。 Operator Client に 1 つまた
は複数のユーザーイベントボタンが表示されないように設定できます。
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［ユーザーグループ］ページで、対応するユーザーグループの Operator Client でのみ、ユーザーイ
ベントボタンを使用できるように設定します。
ユーザーイベントボタンを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ツリーで、［システムデバイス］＞ ［オペレータークライアントイベントのボタン］＞ ［イベ

ントボタンが押されています］を選択します。 
対応するイベント設定テーブルが表示されます。

2. 動作を設定するユーザーイベントボタンを選択します。 
3. ［アラームのトリガー - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択

します。
スケジュールによって、ユーザーに通知することになっているアラームがトリガーされるタイ
ミングが決まります。 

4. ［ログ - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択します。 
スケジュールによって、イベントのログが作成されるタイミングが決まります。 
［なし］を選択すると、そのユーザーイベントボタンの権限を持っているすべてのユーザーグ
ループの Operator Client で、ユーザーイベントボタンが使用できなくなります。 
選択したスケジュール中に、各イベントボタン押下のイベントが各ユーザーのイベントリスト
に表示されます。

5. ［スクリプト－スクリプト］列で、セルをクリックし、該当するコマンドスクリプトを選択し
ます。

6. ［スクリプト - スケジュール］列で、セルをクリックし、該当するスケジュールを選択します。
スケジュールによってコマンドスクリプトが実行されるタイミングが決まります。 

11.8 複合イベントの作成

メイン画面＞  イベント＞
合成イベントを作成するには、次の手順に従って操作します。 状態の変更とそれらのオブジェクト
のみ組み合わせることができます。 オブジェクトはスケジュールやデバイスなどです。 状態の変更
とそれらのオブジェクトの両方をブール式 AND および OR によって組み合わせることができます。 
たとえば、IP カメラとデコーダーの接続状態を組み合わせます。 複合イベントは、両方のデバイス
で接続が失われた場合にのみ発生します。 この場合、2 つのオブジェクト （IP カメラとデコーダ
ー）と、2 つの接続状態映像信号の ［映像信号の中断］と ［接続解除済み］に AND 演算子を使用し
ます。
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複合イベントを作成するには、次の手順に従って操作します。 
1. ［イベント名：］フィールドに合成イベントの名前を入力します。
2. ［イベント状態：］フィールドで、イベントの状態を選択します。

利用可能なオブジェクトが ［オブジェクト：］フィールドに表示されます。 
3. 必要に応じて、［オブジェクト：］フィールドでデバイスを選択します。

対応するイベントおよび選択されたデバイスが合成イベント枠に追加されます。
4. 必要に応じて、［合成イベント :］フィールドでブール演算を右クリックして変更します。

ブール演算は直接の子エレメントの組み合わせを定義します。
5. ［OK］をクリックします。

イベント設定テーブルに新しい複合イベントが追加されます。 これは、イベントツリーの ［シ
ステムデバイス］の下に表示されます。

11.9 複合イベントの編集

メイン画面＞  イベント 
以前に作成した複合イベントを変更できます。
複合イベントを編集するには、次の手順に従って操作します。
1. イベントツリーで、［システムデバイス］＞ ［合成イベントの状態］＞ ［合成イベントが成功

しました］を展開します。 
2. イベント設定テーブルの ［デバイス］列で、必要な複合イベントを右クリックし、［編集］を

クリックします。
［合成イベントの編集］ダイアログボックスが表示されます。

3. 必要な変更を行います。
4. ［OK］をクリックします。

複合イベントが変更されます。
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11.10 アラームの設定

メイン画面＞  アラーム
アラームを設定する前に、［イベント］でトリガーを設定する必要があります。
アラームを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ツリーで、アラームを選択します。たとえば、［システムデバイス］＞ ［認証］＞ ［オペレー

ター認証が拒否されました］を選択します。
対応するアラーム設定テーブルが表示されます。 

2. ［優先度］列で、セルの ... をクリックし、選択したアラームのアラーム優先度 （100 は低い優
先度、1 は高い優先度）を入力します。 
［タイトル］列で、セルの ... をクリックし、Bosch Video Management System でアラームリス
トなどに表示されるアラームのタイトルを入力します。
［色］列で、セルの ... をクリックすると、Operator Client でアラームリストなどに表示される
アラームの色を選択するダイアログボックスが表示されます。 

3. ［1-5］列で、セルの ... をクリックすると、［画像ペインの内容を選択］ダイアログボックスが
表示されます。
必要な設定を行います。

4. ［音声ファイル］列で、セルの ... をクリックすると、アラームの発生時に再生される音声ファ
イルを選択するダイアログボックスが表示されます。

5. ［アラームオプション］列で、セルの ... をクリックすると、［アラームオプション］ダイアロ
グボックスが表示されます。
このダイアログボックスを使用して、アラームの次の設定を行うことができます。 
- アラームの発生時に録画を開始するカメラ
- アラームの発生時の PTZ コマンドのトリガー
- アラームの発生時に送信される通知
- アラームの発生時に処理される必要があるワークフロー
- アラームの発生時にアナログモニターグループに表示されるカメラの割り当て

さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

11.11 すべてのアラームの設定

メイン画面＞  アラーム
次のグローバルアラーム設定を指定できます。
- アラーム操作のモード
- アラームあたりの画像枠数
- 自動クリア時間
- 簡易再生逆再生時間
- 手動アラーム録画時間
- アラーム音の繰り返し時間
- すべてのアナログモニターグループの動作の設定
すべてのアラームを設定するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
［グローバルアラーム設定］ダイアログボックスが表示されます。

2. 適切な設定を行います。
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さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
3. ［OK］をクリックします。
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12 コマンドスクリプトの設定
この章では、コマンドスクリプトの設定方法について説明します。 コマンドスクリプトは、Bosch 
Video Management System のさまざまな場所に表示されます。

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

12.1 コマンドスクリプトの管理
メイン画面
次のスクリプト言語を使用して、コマンドスクリプトを作成できます。
- C#
- VB.Net
既存のコマンドスクリプトのスクリプト言語を変更することはできません。
クライアントスクリプトまたはサーバースクリプトを作成できます。 
すべてのスクリプトにスクリプトレットを追加できます。
コード入力のヘルプを表示するには、［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスの

をクリックします。 Bosch Script API のヘルプが表示されます。
サーバースクリプトレットを追加するには、次の手順に従って操作します。 
1. ［ツール］メニューの ［コマンドスクリプトエディター ...］コマンドをクリックします。

まだコマンドスクリプトが作成されていない場合、［スクリプト言語の選択］ダイアログボッ
クスが表示されます。

2. ［スクリプト言語：］リストで、必要な項目を選択します。
［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスの左枠で、ServerScript を右クリック
し、［新しいスクリプトレット］をクリックします。
新しいスクリプトレットが追加されます。 

4. コードを入力します。
クライアントスクリプトレットを追加するには、次の手順に従って操作します。 
1. ［ツール］メニューの ［コマンドスクリプトエディター ...］コマンドをクリックします。

まだコマンドスクリプトが作成されていない場合、［スクリプト言語の選択］ダイアログボッ
クスが表示されます。

2. ［スクリプト言語：］リストで、必要な項目を選択します。
［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスの左枠で、ClientScript を右クリック
し、［新しいスクリプトレット］をクリックします。
新しいスクリプトレットが追加されます。 

4. コードを入力します。
スクリプトレットを削除するには、次の手順に従います。 
1. ［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスを開きます。
2. 必要に応じて、［サーバースクリプト］タブまたは ［クライアントスクリプト］タブをクリッ

クします。

3. イベントツリーで、必要なイベントを右クリックし、 をクリックします。
スクリプトレットが削除されます。
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［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスを閉じるには、次の手順に従います。

 をクリックします。

12.2 自動的に起動されるコマンドスクリプトの設定

メイン画面＞  アラーム＞ または ＞ ［アラームオプション］列＞ ...
次の場合にクライアントコマンドスクリプトが起動するように設定します。
- ワークステーションが起動する
- ユーザーがアラームを受け入れる

ワークステーションの起動時にコマンドスクリプトを設定するには
29 ページのセクション 「6.9  スタートアップコマンドスクリプトの設定」を参照してください。

ユーザーがアラームを受け入れた後に、コマンドスクリプトを設定するには
1. ［ワークフロー］タブをクリックします。
2. ［アラームが受け入れられている場合、次のクライアントスクリプトを実行します：］リスト

で、目的のクライアントスクリプトを選択します。
このスクリプトは、ユーザーが選択したアラームを受け入れるとすぐに起動します。

12.3 コマンドスクリプトのインポート
メイン画面 
別のコンピュータで開発されたコマンドスクリプトをインポートできます。 ファイルはシステムで
使用している同じスクリプト言語で書かれている必要があります。
コマンドスクリプトをインポートするには、次の手順に従って操作します。
1. ［ツール］メニューの ［コマンドスクリプトエディター ...］コマンドをクリックします。

［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスが表示されます。

2. をクリックします。
ファイルを開くためのダイアログボックスが表示されます。

3. 必要なスクリプトファイルを選択し、［OK］をクリックします。

12.4 コマンドスクリプトのエクスポート
メイン画面 
別のコンピュータで開発されたコマンドスクリプトをエクスポートできます。
コマンドスクリプトをエクスポートするには、次の手順に従って操作します。
1. ［ツール］メニューの ［コマンドスクリプトエディター ...］コマンドをクリックします。

［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスが表示されます。

2. をクリックします。
ファイルを保存するためのダイアログボックスが表示されます。

3. 必要なスクリプトファイル名を入力し、［OK］をクリックします。

12.5 スタートアップコマンドスクリプトの設定

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［設定］ページ
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コマンドスクリプトを、選択したワークステーション上の Operator Client の起動時に起動するよう
に設定します。
対応するコマンドスクリプトを作成する必要があります。
コマンドスクリプトの作成については、66 ページのセクション 「12.1  コマンドスクリプトの管理」
を参照してください。
スタートアップスクリプトを設定するには、次の手順に従って操作します。
 ［起動スクリプト：］リストで、必要なコマンドスクリプトを選択します。
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13 ユーザーグループの設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
この章では、ユーザーグループの設定方法について説明します。 すべての設定はユーザー単位では
なく、ユーザーグループ単位で行います。 ユーザーは 1 つのユーザーグループのメンバーにのみな
ることができます。 ユーザーグループのアクセスは、派性した論理ツリーのデバイスに制限されま
す。 
デフォルトのユーザーグループの設定は変更できません。
このユーザーグループは、完全論理ツリーのすべてのデバイスにアクセスでき、［常時］スケジュー
ルが割り当てられます。 
ドメインの Windows ユーザーグループのアクセスには、LDAP ユーザーグループを使用します。
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 160 ページのセクション 「24.1  ［ユーザーのプロパティ］ページ」
- 161 ページのセクション 「24.2  ［ユーザーグループのプロパティ］ページ」
- 161 ページのセクション 「24.3 LDAP サーバーの設定ダイアログボックス」
- 163 ページのセクション 「24.4  ユーザーグループの権限のコピーダイアログボックス」
- 164 ページのセクション 「24.5  ［ユーザーグループの選択］ダイアログボックス」
- 164 ページのセクション 「24.7  ［論理ツリー］ページ」
- 164 ページのセクション 「24.8  ［イベントとアラーム］ページ」
- 165 ページのセクション 「24.9  ［権限］ページ」
- 166 ページのセクション 「24.10  ［優先度］ページ」
- 167 ページのセクション 「24.11  ［カメラの権限］ページ」
- 168 ページのセクション 「24.12  ［デコーダーの権限］ページ」
- 168 ページのセクション 「24.13  ［ユーザーインターフェース］ページ」

 をクリックして設定を保存します。

 をクリックして、 後の設定を元に戻します。

 をクリックして、設定をアクティブにします。

13.1 ユーザーの作成

メイン画面＞  ユーザーグループ
既存のユーザーグループの新しいメンバーとして、ユーザーを作成します。

ユーザーを作成するには、次の手順に従って操作します。

1. ユーザーグループを選択して をクリックします。
新しいユーザーが ［ユーザーグループ］ツリーに追加されます。

2. 新しいユーザーを右クリックし、［名前の変更］をクリックします。
3. 目的の名前を入力し、Enter キーを押します。
4. ［ユーザーのプロパティ］ページで、ユーザー名とパスワードを入力します。

注
CCTV キーボードを操作するユーザーは、メンバーのみのユーザー名とパスワードが必要です。 ユー
ザー名には 大 3 つの数字を含めることができ、パスワードには 大 6 つの数字を含めることがで
きます。
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13.2 ユーザーグループの作成

メイン画面＞  ユーザーグループ
ユーザーグループ権限を要件に合わせるには、新しいユーザーグループを作成し、その設定を変更
する必要があります。
ユーザーグループを作成するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
新しいユーザーグループが ［ユーザーグループ］ツリーに追加されます。

2. 新しいユーザーグループを右クリックし、［名前の変更］をクリックします。
3. 目的の名前を入力し、Enter キーを押します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

13.3 ユーザーグループ権限のコピー

メイン画面＞  ユーザーグループ 
ユーザーグループからユーザーグループ権限を他のユーザーグループにコピーできます。 
ユーザー権限を他のユーザーグループにコピーするには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。 

2. をクリックします。
［ユーザーグループの権限のコピー］ダイアログボックスが表示されます。

3. 該当する権限と該当するユーザーグループを選択します。
4. ［OK］をクリックします。

このユーザーグループのユーザーグループ権限が他のユーザーグループにコピーされます。
ダイアログボックスが閉じます。

13.4 デュアル認証ユーザーグループの作成

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ＞ ［新しい二重認証グループ］ダイアログボッ
クス
2 つのユーザーグループを選択します。 これらのユーザーグループのメンバーは新しい二重認証グル
ープのメンバーになります。 
デュアル認証ユーザーグループを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. 各リストでユーザーグループを選択します。

2 つ目のリストで同じユーザーグループを選択することもできます。
2. 各ユーザーグループに対し、必要に応じて ［二重認証の強制実行］を選択します。

このチェックボックスが選択されている場合、1 つ目のグループの各ユーザーは 2 つ目のユー
ザーグループのユーザーと一緒の場合にのみログオンできます。
このチェックボックスがクリアされている場合、1 つ目のユーザーグループの各ユーザーは単
独でログオンできますが、自分のユーザーグループのアクセス権限だけになります。
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13.5 LDAP 設定

メイン画面＞  ユーザーグループ

LDAP 設定を行うには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［ユーザーグループのプロパティ］タブをクリックします。
3. ［LDAP のプロパティ］フィールドで、適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

13.6 LDAP グループの関連付け

メイン画面＞  ユーザーグループ
LDAP グループと Bosch Video Management System ユーザーグループを関連付けて、この LDAP グ
ループのユーザーに Operator Client へのアクセス権を与えます。 この LDAP グループのユーザー
は、LDAP グループを設定したユーザーグループのアクセス権を持ちます。
LDAP サーバーの責任者である IT 管理者の支援が必要な可能性があります。 

LDAP グループを関連付けるには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［ユーザーグループのプロパティ］タブをクリックします。
3. ［LDAP のプロパティ］フィールドで、［設定］をクリックします。

［LDAP サーバーの設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. LDAP サーバーの設定を入力し、［OK］をクリックします。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
5. ［LDAP グループ：］リストで、LDAP グループをダブルクリックします。

この LDAP グループが ［関連付けられた LDAP グループ：］フィールドに入力されます。

13.7 ユーザーログオン権限のスケジュール

メイン画面＞  ユーザーグループ
ユーザーグループのメンバーが、指定した時間帯にコンピューターにログオンするように制限でき
ます。
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
ログオンをスケジュールするには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［ユーザーグループのプロパティ］タブをクリックします。

注意
別の Bosch Video Management System ユーザーグループに LDAP グループを割り当てないでくださ
い。 割り当てるとこれらのユーザーに意図しない権限が与えられる可能性があります。

注
検索パスを正確に入力します。 パスが誤っていると、LDAP サーバーでの検索が著しく遅くなること
があります。
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3. ［ログオンスケジュール：］リストで、スケジュールを選択します。

13.8 デバイスの権限の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
論理ツリーのすべてのデバイスの権限を個別に設定できます。
このユーザーグループで許可されているデバイスを、許可されていないフォルダに移動したら、そ
のフォルダの権限を設定して、そのデバイスへのアクセス権を付与する必要があります。
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
権限を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［論理ツリー］タブをクリックします。
3. 必要に応じてチェックボックスをオンまたはオフにします。

ノードの下の項目を選択すると、自動的にノードが選択されます。
ノードを選択すると、その下のすべての項目が自動的に選択されます。

さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

13.9 イベントとアラームの権限の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
ユーザーグループが処理する権限を持つイベントを設定します。
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
イベントとアラームの権限を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［イベントとアラーム］タブをクリックします。
3. ［イベントとアラーム］チェックボックスを選択して、使用可能なすべてのイベントとアラー

ムを有効にします。
または
必要なチェックボックスを選択して、該当するイベントとアラームを有効にします。

13.10 グローバル権限の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
ログブックアクセスなどのグローバル権限を設定できます。
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
グローバル権限を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［権限］タブをクリックします。
3. 必要に応じてチェックボックスをオンまたはオフにします。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
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13.11 さまざまな優先度の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ
次の優先度を設定できます。
- PTZ 制御と Bosch Allegiant トランクラインを獲得する優先度を設定できます。
- ライブモードおよび再生モードのアラーム優先度を設定できます。
- PTZ ロックの期間を設定できます。つまり、優先度の高いユーザーは、優先度の低いユーザー

からカメラの制御を引き継ぎ、この期間中それをロックします。 
設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［プロパティの制御］フィールドで、必要に応じてスライダーを移動します。
3. ［自動的なポップアップの動作］フィールドで、必要に応じてスライダーを移動します。
4. ［ユーザーインターフェース］タブをクリックします。
5. ［タイムアウト （分）。］リストで、必要な項目を選択します。

13.12 カメラの権限の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
PTZ 制御など、カメラのさまざまな権限を設定できます。 
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
カメラの権限を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［優先度］タブをクリックします。
3. 必要に応じてチェックボックスをオンまたはオフにします。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

13.13 デコーダーの権限の設定

メイン画面＞  ユーザーグループ 
デコーダーの権限を設定できます。
デフォルトのユーザーグループのこれらの設定は変更できません。
デコーダーの権限を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
2. ［カメラの権限］タブをクリックします。
3. 必要に応じてチェックボックスをオンまたはオフにします。

13.14 ユーザーインターフェース設定

メイン画面＞  ユーザーグループ
4 台までのモニターのマルチモニターモードを設定できます。 各モニターに表示するものを設定しま
す。たとえば、モニター 2 にはライブ画像枠のみを表示する、またはモニター 1 とモニター 2 で HD
カメラ用の 16:9 の縦横比を使用するなどです。
ユーザーインターフェイス設定を行うには、次の手順に従って操作します。
1. ユーザーグループツリーで、ユーザーグループを選択します。
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2. ［デコーダーの権限］タブをクリックします。
3. 4 台のモニターリストで、必要なエントリを選択します。

［デフォルトに戻す］をクリックすると、すべてのリストエントリ－がデフォルトの設定にリ
セットされます。

4. 必要に応じて、［シャットダウン時に設定を保存］チェックボックスを選択して、ユーザーが
Operator Client のシャットダウン時に個人設定を保存できるようにします。 
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14 設定データの管理
メイン画面 
現在の設定をアクティブにして、Central Server and Operator Client でそれを有効にする必要があり
ます。 Configuration Client の終了時に、システムからアクティブにするように通知されます。 
アクティブにした設定は、データと、必要に応じて説明と共に保存されます。 
いつでも 近アクティブにした設定を復元できます。 その間に保存されたすべての設定が失われま
す。
使用可能なアプリケーション画面の詳細については、以下の参照先に従ってください。
- 83 ページのセクション 「16.3  アクティベーションマネージャダイアログボックス」
- 84 ページのセクション 「16.4  設定を有効にするダイアログボックス」
- 84 ページのセクション 「16.5  ライセンスマネージャーダイアログボックス」
- 85 ページのセクション 「16.6  ［ライセンス アクティベーション］ダイアログボックス」
- 85 ページのセクション 「16.7  グローバルアラーム設定ダイアログボックス」
- 85 ページのセクション 「16.8  ストリームの品質設定ダイアログボックス」
- 86 ページのセクション 「16.9  オプションダイアログボックス」

14.1 使用する設定の有効化
メイン画面 
現在使用する設定をアクティブにします。 ユーザーが承諾した場合、Operator Client の次回の起動
時に、アクティブにした設定が使用されます。 アクティベーションが強制されている場合、ネット
ワークの Operator Client のすべての開いているインスタンスが終了し、再起動します。 各 Operator 
Client インスタンスのユーザーは通常、再度ログオンする必要はありません。 過去 1 時間以内に自動
再起動と再ログオンが 3 回以上発生した場合にのみ、新しくログオンする必要があります。
アクティベーションの遅延時間を設定できます。 アクティベーションの遅延時間を設定した場合、
使用する設定はすぐにアクティブにされず、設定した時間にアクティブにされます。 別のアクティ
ベーションの時間をそれより後に設定すると （遅延するかどうかに関係なく）、この時間がアクテ
ィブになります。 初に設定したアクティベーションの時間は削除されます。
Configuration Client を終了する際に、システムから、現在使用する設定のコピーをアクティブにす
るように通知されます。

現在使用する設定をアクティブにするには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
［設定を有効にする］ダイアログボックスが表示されます。

2. 必要に応じて、アクティベーションの遅延時間を入力します。 デフォルトでは、現在の時点が
アクティベーションの時間として設定されます。 アクティベーションの遅延時間を変更しない
場合、アクティベーションはただちに実行されます。
必要に応じて、［すべてのオペレータークライアントの強制アクティベーション］をクリック
して、オンにします。

3. 説明を入力し、［OK］をクリックします。
現在の設定がアクティブになります。
ネットワークに接続されており、アクティベーションが強制されている場合、各 Operator 
Client ワークステーションはすぐに再起動されます。 ワークステーションが接続されていない
場合、接続されるとすぐに再起動されます。

注
アクティベーションが強制されている場合、Operator Client の各インスタンスは、設定をアクティ
ブにしたときに再起動されます。 必要な場合以外は、アクティベーションを実行しないでください。 
夜間またはアクティビティが少ない時間にアクティベーションを実行することをお勧めします。
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アクティベーションの遅延時間を設定した場合、設定が後でアクティブになります。

14.2 設定のアクティベーション
メイン画面 
過去に保存した以前のバージョンの設定をアクティブにすることができます。 
設定をアクティブにするには、次の手順に従って操作します。
1. システムメニューのアクティベーションマネージャ ... をクリックします。

［アクティベーションマネージャ］ダイアログボックスが表示されます。
2. リストでアクティブにする設定を選択します。
3. ［アクティブにする］をクリックします。

メッセージボックスが表示されます。
4. ［OK］をクリックします。

［設定を有効にする］ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要に応じて、［すべてのオペレータークライアントの強制アクティベーション］をクリック

して、オンにします。 各 Operator Client ワークステーションは新しい設定をアクティブにする
ために自動的に再起動されます。 ユーザーは新しい設定を拒否できません。
すべてのオペレータークライアントの強制アクティベーションがオンになっていない場合、各
Operator Client ワークステーションでは、数秒間、ダイアログボックスが表示されます。 ユー
ザーは、新しい設定の拒否や承諾を行うことができます。 ユーザーが対応しない場合、ダイア
ログボックスは数秒後に閉じられます。 この場合、新しい設定は承諾されません。

14.3 設定データのエクスポート
メイン画面
Bosch Video Management System のデバイス設定データをデータベースファイルとしてエクスポー
トしたり、ユーザーデータを .zip ファイルとしてエクスポートしたりすることができます。 この機
能をデータのバックアップに使用できます。
これらのファイルを使用して、システムの設定を復元できます。

設定データをエクスポートするには、次の手順に従って操作します。
1. システムメニューのアクティベーションマネージャ ... をクリックします。

［アクティベーションマネージャ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［エクスポート］をクリックします。
3. ファイル名を入力します。

現在の設定がエクスポートされます。 設定データを含む .bvms ファイルと、ユーザーデータを
含む .zip ファイルが作成されます。

14.4 設定データの OPC へのエクスポート
メイン画面
Bosch Video Management System のデバイス設定データを XML ファイルとしてエクスポートし、
それを OPC サーバーアプリケーションにインポートできます。 ファイルは、Bosch Video 
Management System インストールの bin ディレクトリに保存する必要があります。
Bosch VMS - BIS 接続の設定については、『Bosch VMS - BIS Interface Configuration Manual』を参
照してください。

注意
エクスポートした設定ファイルをコピーする前に、Bosch Video Management System Central Server
サービスを停止します。
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設定データをエクスポートするには、次の手順に従って操作します。
1. システムメニューの OPC のデバイス情報のエクスポート ... をクリックします。

［デバイス情報ファイルのエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイル名を入力して、保存をクリックします。

ファイルが保存されます。 
このファイルを OPC サーバーアプリケーションにインポートできます。

注意
OPC サーバーおよび Bosch Video Management System Central Server は別々のコンピュータにイン
ストールしてください。
両方のサーバーが同じコンピュータで実行していると、システムのパフォーマンスが低下します。 
さらに、深刻なソフトウェアのクラッシュが発生する可能性があります。
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15 設定例
この章では、Bosch Video Management System で選択したデバイスを設定する方法の例について説
明します。
次の例があります。
- 78 ページのセクション 「15.1 Bosch ATM/POS ブリッジの追加」
- 79 ページのセクション 「15.2 Bosch Allegiant 入力アラームの追加」
- 79 ページのセクション 「15.3 2 台の Dinion IP カメラと VRM 録画の追加と設定」

15.1 Bosch ATM/POS ブリッジの追加
この例では、Bosch ATM/POS ブリッジのセットアップ方法について説明します。

ATM/POS ブリッジの設定
1. デバイスの電源が入っていることを確認します。
2. デバイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定するには、RS232 ケーブルでデバイスをコ

ンピュータの COM ポートに接続します （接続には指定された Bosch ケーブルを使用）。 詳細
については、Bosch ATM/POS ブリッジのインストールマニュアルを参照してください。

3. このコンピュータで、ハイパーターミナルセッションを開始します （通常：［スタート］＞
［プログラム］＞ ［アクセサリー］＞ ［通信］＞ ［ハイパー ターミナル］）。

4. セッションの名前を入力して、［OK］をクリックします。
5. COM ポート番号を選択して、［OK］をクリックします。
6. 次の COM ポート設定を入力します。 

- 9600 ビット / 秒
- データビット：8
- パリティなし
- ストップビット：1
- ハードウェアフロー制御
［OK］をクリックします。

7. デバイスのシステムオプションメニューを表示するには、F1 キーを押します。
8. 必要に応じて、1 を入力して、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
9. ポートのデフォルトの設定はそのままにします。

- ポート 1：4201
- ポート 2：4200

Bosch Video Management System への ATM/POS ブリッジの追加
1. デバイスを Bosch Video Management System ネットワークに接続します。
2. Configuration Client を起動します。

3.  デバイスをクリックし、論理ツリーを展開して、 を展開します。次に、 を右ク
リックし、［Bosch ATM/POS-Bridge の追加］をクリックします。
［Bosch ATM/POS-Bridge の追加］ダイアログボックスが表示されます。

4. 必要に応じて名前を入力し、以前に指定した設定を入力します。
5. ［入力］タブをクリックし、必要な入力を選択します。

6. をクリックして設定を保存します。

7. ［  イベント］をクリックします。

8. を展開し、POS Bridge 入力を展開して、［データ入力］をクリックします。
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9. ［アラームのトリガー］リストで、［常時］を選択し、このイベントによって常にアラームがト
リガーされるようにします。 特定の期間だけイベントによってアラームがトリガーされるよう
にする場合は、スケジュールを選択します。

10. をクリックして設定を保存します。

11. ［  アラーム］をクリックします。
12. このイベントの目的のアラーム設定を行います。

13. をクリックして、設定を保存し、 をクリックして、設定をアクティブにします。
14. テストを実行して、アラームが目的通りに機能することを確認します。

15.2 Bosch Allegiant 入力アラームの追加
Bosch Allegiant デバイスを Bosch Video Management System に追加したら、Allegiant アラーム入
力を追加します。
1. デバイスツリーで、Allegiant デバイスエントリをクリックします。
2. ［入力］タブをクリックし、［入力の追加］をクリックします。 
3. 目的の入力アラームを追加します。
4. ［イベント］をクリックします。 
5. イベントツリーで、［Allegiant デバイス］を展開し、［Allegiant 入力］を展開して、［閉じられ

た入力］または ［開かれた入力］（アプリケーションによって異なります）をクリックしま
す。 

6. ［アラームのトリガー］リストで、［常時］を選択し、イベントによって常にアラームがトリガ
ーされるようにします。 特定の期間だけイベントによってアラームがトリガーされるようにす
る場合は、スケジュールを選択します。 

7. をクリックして、設定を保存し、 をクリックして、設定をアクティブにします。
8. テストを実行して、アラームが目的通りに機能することを確認します。

15.3 2 台の Dinion IP カメラと VRM 録画の追加と設定
このセクションでは、VRM 録画用の 2 台の Dinion IP カメラの追加方法、さまざまな録画設定の方
法、およびこれらのカメラのフォレンジックサーチの設定方法について説明します。

前提条件：
VRM と iSCSI デバイスが適切に設定されている。 
これは次のことを意味します。
- VRM がデバイスツリーに追加されます。
- ターゲットと LUN が設定された iSCSI デバイスがこの VRN に割り当てられます。

IP カメラを既存の VRM に追加するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

1. を右クリックし、［エンコーダーの追加］をクリックします。
［エンコーダーの追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. IP カメラの IP アドレスを入力し、エンコーダーの種類 （［Dinion IP］）を選択します。
［OK］をクリックします。
他の IP カメラについてこの手順を繰り返します。
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IP カメラを論理ツリーに追加するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  マップと構造 
 カメラを論理ツリーにドラッグします。

カメラのプロパティを変更するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  カメラと録画＞ ＞ タブ
1. ［ライブ映像］列で、ライブ表示の画質を設定します。 これらのデバイスの場合、スケジュー

ルに関係なく、カメラ単位でのみライブ画質を設定できます。
2. 他の列で適切な設定を行います。
カメラの録画設定を行うには、次の手順に従って操作します。

1. などのスケジュールタブをクリックします。

2. ［ ］列で、セルをクリックし、適切なストリーム品質を選択します。
3. ［連続録画またはアラーム発生前の録画］の下の ［選択］列で、目的の録画モードを選択しま

す。
［アラーム発生前］をクリックした場合、［期間］列のセルをクリックすると、アラーム前のア
ラーム録画時間を秒単位で設定できます。

4. ［アラーム録画］の下の ［期間］列で、セルをクリックし、目的の録画時間を入力します。
5. 上記の手順を繰り返して、他のカメラの録画設定を行います。

ワークステーションでフォレンジックサーチを有効にするには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開

1. ワークステーションの アイコンをクリックします。
2. ［設定］タブをクリックします。
3. ［フォレンジックサーチを有効にする］チェックボックスをクリックしてオンにします。

フォレンジックサーチの実行

Operator Client VRM メイン画面＞ ＞  タイムラインタブ
フォレンジックサーチを有効にしたワークステーションでフォレンジックサーチを実行します。
フォレンジックサーチを実行するには、次の手順に従って操作します。
1. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択し、対応する画像枠を選択します。

2. をクリックします。
［フォレンジックサーチ］ダイアログボックスが表示されます。
選択した期間が ［開始：］フィールドおよび ［終了：］フィールドにコピーされます。

必要に応じて値を変更します。 をクリックします。
3. ［アルゴリズム：］リストで、［IVA］エントリ－を選択します。
4. ［監視タスク］フィールドで、フォレンジックサーチを設定します。

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。
5. ［検索］クリックすると、フォレンジックサーチが開始します。

ウィンドウに一致するエントリが表示されます。
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16 グローバル Configuration Client ウィンドウ
この章では、Bosch Video Management System Configuration Client で使用可能ないくつかの基本的
なアプリケーション画面について説明します。

16.1 設定画面
メイン画面
システムを設定できます。 ツールバーのボタンは、動作するシステムを得るために設定する必要が
ある各種ページを表します。 それらの順序は、推奨される設定のワークフローを表します。
 ツリー項目をクリックして、使用可能なプロパティページを表示します。 

 デバイス 
クリックすると、システムに接続されたすべてのデバイスを含む ［デバイス］ページが表示されま
す。

 マップと構造 
クリックすると、論理ツリー、デバイスツリー、およびマップを含む ［マップと構造］ページが表
示されます。

 スケジュール 
クリックすると、［録画スケジュール］および ［タスクスケジュール］ページが表示されます。

 カメラと録画
クリックすると、カメラテーブルとすべてのカメラの録画設定を含む ［カメラと録画］ページが表
示されます。

 イベント 
クリックすると、［イベント］ページが表示されます。 

 アラーム 
クリックすると、［アラーム］ページが表示されます。 

 ユーザーグループ 
クリックすると、すべてのユーザーを含む ［ユーザーグループ］ページが表示されます。

現在の画面の変更した設定を保存する場合にクリックします。

現在の画面の保存された設定を復元する場合にクリックします。

クリックすると、［設定を有効にする］ダイアログボックスが表示されます。

選択した項目を削除する場合にクリックします （すべてのページで使用できるとは限りません）。
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選択した項目の名前を変更する場合にクリックします （すべてのページで使用できるとは限りませ
ん）。

現在の画面に関するヘルプ情報を表示する場合にクリックします。 

クリックすると、デバイスすべての状態情報が更新されます （すべてのページで使用できるとは限
りません）。 1 台のデバイスの状態を更新できます。更新するには、デバイスを右クリックして、
［状態の更新］をクリックします。 
注意：数千台のデバイスで構成される大規模システムの場合、状態の更新処理に長い時間がかかる
場合があります。

16.2 メニューコマンド
［システム］メニューコマンド

変更の保存 このページで行ったすべての変更を保存します。
ページ上のすべての変更を元に戻
す

後の保存からこのページの設定を復元します。

アクティベーションマネージャ ... アクティベーションマネージャダイアログボックスを
表示します。

OPC のデバイス情報のエクスポ
ート ...

サードパーティ管理システムにインポート可能な設定
ファイルを作成するダイアログボックスが表示されま
す。

終了 プログラムを終了します。

［ハードウェア］メニューコマンド
初回のデバイススキャン ... 初回のデバイススキャンダイアログボックスを表示し

ます。
ネットワークのスキャン ... NVR & デコーダースキャンダイアログボックスを表示

します。
IP デバイスの設定 ... IP デバイスを設定するダイアログボックスが表示され

ます。

フェイルオーバー NVR マネージ
ャー ...

固定 NVR にカメラを再割り当てするダイアログボッ
クスが表示されます。

［ツール］メニューコマンド
コマンドスクリプトエディター ... ［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボック

スを表示します。
リソースマネージャー ... リソースマネージャーダイアログボックスを表示しま

す。
シーケンスビルダー ... シーケンスビルダーダイアログボックスを表示しま

す。
リソースコンバーター DWF 形式の古いマップリソースが使用できる場合、

［リソースコンバーター］ダイアログボックスが表示
されます。
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16.3 アクティベーションマネージャダイアログボックス
メイン画面＞ ［システム］メニュー＞ ［アクティベーションマネージャ ...］コマンド
現在の設定をアクティブにしたり、以前の設定にロールバックしたりすることができます。 また、
設定ファイルをエクスポートすることもできます。

ライセンスマネージャー ... ライセンスマネージャーダイアログボックスを表示し
ます。

［設定］メニューコマンド

グローバルアラーム設定 ... グローバルアラーム設定ダイアログボックスを表示し
ます。

録画画質の設定 ... ストリームの品質設定ダイアログボックスを表示しま
す。

オプション ... オプションダイアログボックスを表示します。

［ヘルプ］メニューコマンド

ヘルプ Bosch Video Management System オンラインヘルプが
表示されます。

概要 ... バージョン番号などのインストールされたシステムに
関する情報を示すダイアログボックスが表示されま
す。
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エクスポート
クリックすると、エクスポートする設定ファイルの名前を入力するためのダイアログボックスが表
示されます。

アクティブにする
クリックすると、［設定を有効にする］ダイアログボックスが表示されます。

16.4 設定を有効にするダイアログボックス

メイン画面＞
アクティブにする設定の作業コピーに対する説明を入力できます。

遅延アクティベーション時刻の設定
クリックすると、アクティベーションの遅延時間を選択できます。

すべてのオペレータークライアントの強制アクティベーション
オンになっている場合、各 Operator Client ワークステーションは新しい設定をアクティブにするた
めに自動的に再起動されます。 ユーザーは新しい設定を拒否できません。
Operator Client がオンになっていない場合、各ワークステーションでは、数秒間、ダイアログボッ
クスが表示されます。 ユーザーは、新しい設定の拒否や承諾を行うことができます。 ユーザーが対
応しない場合、ダイアログボックスは数秒後に閉じられます。 この場合、新しい設定は承諾されま
せん。

16.5 ライセンスマネージャーダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ライセンスマネージャー ...］コマンド
注文した Bosch Video Management System パッケージのライセンスを取得したり、追加機能によっ
てアップグレードしたりできます。

基本パッケージ
使用可能なベースパッケージが表示されます。

タイプ番号
選択したパッケージ、機能、または拡張の CTN （Commercial Type Number：販売用タイプ番号）
が表示されます。

ステータス
該当する場合は、ライセンス取得状況が表示されます。

使用可能な機能
使用可能な機能が表示されます。

展開
使用可能な拡張とそれらの数が表示されます。 数を変更するには、チェックボックスの右側の上矢
印または下矢印をクリックします。

アクティブにする
クリックすると、［ライセンス アクティベーション］ダイアログボックスが表示されます。

バンドル情報のインポート
クリックすると、Bosch から受け取ったバンドル情報が格納されている XML ファイルをインポート
できます。

新しいパッケージの追加
クリックすると、新しいライセンスファイルを選択するためのダイアログボックスが表示されます。
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16.6 ［ライセンス アクティベーション］ダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ライセンスマネージャー ...］コマンド＞ ［ライセンスマネー
ジャー］ダイアログボックス＞ ［アクティブにする］ボタン
注文した Bosch Video Management System パッケージのライセンスを取得したり、追加のパッケー
ジでアップグレードしたりできます。 
ライセンスアクティベーションキーを取得するには、Bosch アクティベーションセンターに連絡し
て、必要なパッケージと Central Server のコンピューターシグネチャーを指定する必要があります。 
さらに、認証番号も必要です。 この番号は、ソフトウェアの箱に同梱されています。

アクティベーションキー：
Bosch アクティベーションセンターから受け取ったライセンスアクティベーションキーを入力でき
ます。

16.7 グローバルアラーム設定ダイアログボックス
メイン画面＞ ［設定］メニュー＞ ［グローバルアラーム設定 ...］コマンド
詳細については、155 ページのセクション 「23.1  グローバルアラーム設定ダイアログボックス」を
参照してください。

16.8 ストリームの品質設定ダイアログボックス

メイン画面＞  カメラと録画＞  
ストリーム品質プロファイルを設定できます。このプロファイルは後で録画モードに割り当てるこ
とができます。 
ストリーム品質は録画解像度、フレームレート、 大帯域幅、映像圧縮を組み合わせたものです。

クリックすると、新しいストリーム品質を追加できます。

クリックすると、選択したストリーム品質を削除できます。 デフォルトの録画設定は削除でき
ません。

名前：
ストリーム品質の名前が表示されます。 新しいストリーム品質を追加すると、名前を変更できるよ
うになります。

SD 映像解像度：
目的の録画解像度を選択します。 

画像エンコーディング間隔：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。 
システムにより、IPS （PAL および NTSC）の対応値が計算されます。 
画像エンコーディング間隔で、画像をエンコードして転送する間隔を設定します。 「1」と入力する
と、すべての画像がエンコーディングされます。 「4」と入力すると、4 コマごとに画像がエンコー
ディングされ、それに続く 3 つの画像はスキップされます。これは特に低帯域幅の場合に適してい
ます。 低帯域幅の場合、この値を大きくすると 高の映像画質が得られます。

ビットレート [Kbps]：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。
ネットワークの帯域幅の使用を 適化するために、encoder のデータレートを制限できます。 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。
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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、［ 大ビットレート [Kbps]：］
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。

大ビットレート [Kbps]：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。
ここで設定した 大ビットレートにより、 高伝送速度が設定されます。
ビットレートの限度を設定することにより、映像データの保存に必要なディスク容量を確実に特定
できます。
I- フレームおよび P- フレームの画質設定によっては、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、［ビットレート [Kbps]：］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。

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。 ［自動］をクリック
して、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。

フレーム画質レベル
I- フレームと P- フレームの両方に対して、［0］と ［100］のいずれかを設定できます。 小値を設
定すると、画質が 高になり、フレームのリフレッシュレートが 低になります。 大値を設定す
ると、フレームのリフレッシュレートが 高になり、画質が 低になります。
使用できる伝送帯域幅が小さい場合、画質を高く設定すると映像を高画質にできます。

注意：
画質の調整は映像の動きと詳細度を基準に行います。 ［自動］チェックボックスをオンにすると、
動きと画像の鮮明度の関係が 適になるよう自動的に調整されます。

VIP X1600 XFM4 の設定
VIP X 1600 XFM4 エンコーダーモジュールの次の H.264 設定を行うことができます。
H.264 ブロック解除フィルター選択すると、シャープなエッジがスムーズになり、画質と予測パフ
ォーマンスが向上します。
CABAC: 選択すると、高効率圧縮が有効になります。 大量の処理能力が使用されるようになります。

16.9 オプションダイアログボックス
メイン画面＞ ［設定］メニュー＞ ［オプション ...］コマンド

言語
Configuration Client の言語を設定できます。 ［デフォルトのシステム言語］を選択すると、インス
トールされている Windows の言語が使用されます。

スキャンオプション
スキャン処理を設定できます。［  サブネット］を選択すると、現在のサブネット内だけでスキャン
が有効になります。［  クロスサブネット］を選択すると、ルータを越えて他のサブネットのスキャ
ン処理を実行できます。 一方のオプションを選択してスキャン処理を実行してもデバイスが見つか
らない場合は、もう一方のオプションを選択してください。

アナログモニターグループ （AMG）の設定
ユーザーが個々の Bosch Video Management System クライアントコンピューターですべてのアナロ
グモニターグループを制御できるように設定できます。 その場合、デバイスツリーでこのコンピュ
ーターをワークステーションとして設定する必要はありません。 
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ログブックの設定
ログブックデータベースの接続文字列を設定できます （［データベース接続文字列：］）。 この文字
列は、SQL サーバーのテクノロジーを十分に理解した上で、ログブックのためにリモート SQL サー
バーを設定する場合にのみ変更してください。
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17 ［デバイス］ページ

メイン画面＞  デバイス 
デバイスツリーと設定ページが表示されます。
使用可能なデバイスを設定できます。たとえば、エンコーダー、デコーダー、NVR、VRM、ローカ
ルストレージエンコーダー、VIDOS NVR、アナログマトリックス、および ATM ／ POS ブリッジな
どの周辺機器を設定できます。

NVR、デコーダー、およびエンコーダーをシステムに追加するには、 をクリックします。 ネット
ワークで新しいデバイスがスキャンされます。 NVR とデコーダーは自動的にシステムに追加されま
す。 エンコーダーは、録画に使用されない場合でも、NVR に手動で割り当てる必要があります。 手
動で割り当てないと、システムにエンコーダーが組み込まれません。 NVR は、割り当てられたカメ
ラのイベントと録画映像を管理します。 
未割り当てのエンコーダーは、デバイスツリーに表示されず、 NVR に割り当てられるまでシステム
に組み込まれません。 
注意：
NVR に割り当てられているエンコーダーからの映像データは常に、MPEG-4 でエンコードされま
す。
デバイスは 1 つのツリーで表され、物理ネットワーク構造とデバイスカテゴリによってグループ化
されます。
エンコーダーなどの映像ソースは NVR の下にグループ化されます。 DiBos などのデジタルビデオレ
コーダーは別個に表示されます。

 NVR とデコーダースキャン ()
クリックすると、［NVR とデコーダースキャン ()］ダイアログボックスが表示されます。 
ネットワークで NVR、デコーダー、およびエンコーダーがスキャンされます。 スキャン処理が完了
すると、検出されたエンコーダーを NVR に割り当てるためのダイアログボックスが表示されます。

 VRM と iSCSI デバイスのスキャン ()
クリックすると、［Bosch VMS スキャンウィザード］ダイアログボックスが表示されます。
ネットワークで VRM、iSCSI デバイス、ライブ専用エンコーダー、ローカルストレージエンコーダ
ー、または VIDOS NVR がスキャンされます。

 フェイルオーバー NVR マネージャー
クリックすると、［フェイルオーバー NVR マネージャー］ダイアログボックスが表示されます。

 IP デバイスの設定
クリックすると、［IP デバイスの設定］ダイアログボックスが表示されます。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。
 ツリー項目をクリックすると、対応するページが表示されます。
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17.1 初回のデバイススキャンダイアログボックス
メイン画面＞ ［ハードウェア］メニュー＞ ［初回のデバイススキャン ...］コマンド
重複する IP アドレスまたはデフォルト IP アドレス （192.168.0.1）を持つデバイスが表示されま
す。
これらの IP アドレスとサブネットマスクを変更できます。
IP アドレスを変更する前に、正しいサブネットマスクを入力する必要があります。

17.2 NVR とデコーダースキャン () ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞  NVR とデコーダースキャン ()
検出されたエンコーダー、NVR、およびデコーダーが表示されます。 
検出されたエンコーダーを NVR に割り当てることができます。 この作業は、エンコーダーの映像デ
ータを NVR に格納したり、割り当てられたデバイスのイベントを管理したりするために必要です。 
割り当てられていないデバイスは、デバイスツリーに表示されません。

割り当てられていないエンコーダー
検出された割り当てられていないエンコーダーが表示されます。

割り当てられたエンコーダーと NVR
割り当てられたエンコーダーと NVR が表示されます。 NVR は、検出されると自動的に割り当てら
れます。 エンコーダーを割り当てるには、［割り当てられていないエンコーダー］リストからエンコ
ーダーを NVR にドラッグする必要があります。

デコーダー
検出されたデコーダーが表示されます。

デバイスの設定
クリックすると、［IP デバイスの設定］ダイアログボックスが表示されます。

次へ  >
クリックすると、このダイアログボックスの次のページが表示されます。 デバイス名が Bosch Video 
Management System での名前と異なる場合は、必要に応じて名前を変更するためのダイアログボッ
クスが表示されます。

完了
クリックすると、スキャン結果とエンコーダーの割り当てが確定し、ダイアログボックスが閉じま
す。

17.3 Bosch VMS スキャンウィザード

メイン画面＞  デバイス＞  VRM と iSCSI デバイスのスキャン ()
次のデバイスを検出し、Bosch Video Management System に割り当てることができます。
- VRM、iSCSI ストレージデバイス （スキャン処理中にエンコーダーを割り当てることができま

す）

注
自動的に検出されるのは、ローカルサブネット内のデバイスだけです。 別のサブネットにあるデバ
イスは、手動でデバイスツリーに追加してください。 そのためには、必要なノード （たとえば
NVR）を右クリックし、［エンコーダーの追加］をクリックして、デバイスの IP アドレスを入力し
ます。次に、［ネットワーク］タブをクリックし、デバイスのサブネットマスクを入力します。
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- ライブ専用およびローカルストレージエンコーダー
- VIDOS NVR

割り当て
クリックすると、選択したデバイスがその親デバイスに割り当てられます。 たとえば、エンコーダ
ーが VRM に割り当てられます。

すべての割り当て
クリックすると、スキャンされたすべてのデバイスがその親デバイスに割り当てられます。

削除
クリックすると、デバイスがその親デバイスから削除されます。 削除されたデバイスの録画映像は
削除されません。 このデバイスを再度追加したときに、その録画映像を見つけることができます。

すべてを削除
クリックすると、すべてのデバイスがその親デバイスから削除されます。 削除されたデバイスの録
画映像は削除されません。 このデバイスを再度追加したときに、その録画映像を見つけることがで
きます。

17.4 フェイルオーバー NVR マネージャーダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞
フェイルオーバー NVR のステータス情報が表示されます。 

17.5 IP デバイスの設定ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞
使用可能な IP デバイスの次のプロパティが表示されます。
- デバイスの名前と種類
- IP アドレス
- サブネットマスク
- システムパスワード
- ファームウェアバージョン
- ゲートウェイ IP アドレス
使用可能な IP デバイスの次のプロパティを設定できます。
- 表示名
- IP アドレス
- ファームウェアバージョン
複数のデバイスの表示名、IP アドレス、およびファームウェアバージョンを同時に設定できます。

クリックすると、デバイスすべての状態情報が更新されます （すべてのページで使用できるとは限
りません）。 1 台のデバイスの状態を更新できます。更新するには、デバイスを右クリックして、
［状態の更新］をクリックします。 
注意：数千台のデバイスで構成される大規模システムの場合、状態の更新処理に長い時間がかかる
場合があります。

ファームウェアの更新
クリックすると、選択したデバイスのファームウェアバージョンを更新できます。
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文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。

適用
クリックすると、ダイアログボックスが開いたまま、入力した値でデバイスが設定されます。

17.6 IP アドレスの設定ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ ＞ ［IP デバイスの設定］ダイアログボックス＞複数のエント
リーを右クリック＞ IP アドレスの設定 ... ］をクリック
複数の IP デバイスの IP アドレスを設定できます。

開始：
初の IP アドレスを入力します。

終了：
［計算］をクリックすると、選択したデバイスの 後の IP アドレスが表示されます。

計算
クリックすると、選択したデバイスの IP アドレスの範囲が計算されます。

17.7 表示名の設定ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ ＞ ［IP デバイスの設定］ダイアログボックス＞複数のエント
リーを右クリック＞表示名の設定 ...］をクリック
複数の IP デバイスの表示名を設定できます。

開始：
初の名前を入力します。

終了：
［計算］をクリックすると、選択したデバイスの 後の名前が表示されます。

計算
クリックすると、選択したデバイスの表示名の範囲が計算されます。

17.8 ［NVR］／ ［フェイルオーバー NVR］／ ［冗長 NVR］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
または
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メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
選択した NVR、フェイルオーバー NVR、または冗長 NVR のプロパティページが表示されます。 
 タブをクリックすると、対応するプロパティページが表示されます。

17.8.1 ［グローバル設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［グローバル設定］タブ
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［グローバル設定］タブ 
次の情報が表示されます。
- NVR の DNS 名または IP アドレス。 

この名前は、デバイスツリーに表示されるときに使用されます。 この名前は、NVR として機能
するコンピューターの Windows 設定でのみ変更できます。 

- MAC アドレスや Default Gateway など、一部のネットワーク関連設定。
現在選択している NVR のフェイルオーバー NVR を設定できます。

次に切り替え：
フェイルオーバー NVR に役割を変更するプライマリ NVR を選択します。

17.8.2 ［ディスクストレージ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ 
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ 
映像データを格納するディスクおよびネットワークディレクトリを設定できます。 

ネットワークパスの追加
クリックすると、ネットワークパスを選択するためのダイアログボックスが表示されます。

ローカルドライブの追加
クリックすると、ローカルドライブを選択するためのダイアログボックスが表示されます。 このボ
タンがアクティブになるのは、未設定のローカルドライブが存在する場合だけです。 ドライブ C:\ は
保存先として選択できません。

ストレージを削除
クリックすると、追加したストレージドライブを削除するためのダイアログボックスが表示されま
す。 

注意
すべての映像データを 1 つのストレージドライブに格納することをお勧めします。 複数のパスを使
用しないでください。 2TB を超える容量を使用する必要がある場合でも、フォーマットを適切に設
定すれば、そのような大容量のパーティションを作成できます。
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使用
保存先のドライブを選択するには、対応するチェックボックスを選択します。

ドライブ
ドライブ文字とドライブ名が表示されます。

使用率
使用済みの容量 （GB）が表示されます。

17.8.3 ［カメラのストレージ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［カメラのストレージ］タブ
割り当てられたカメラの映像データのバックアップ設定を行うことができます。

名前
［カメラと録画］ページで設定されたカメラの名前が表示されます。

場所
［マップと構造］ページで設定されたカメラの場所が表示されます。

小時間 [ 日数 ]
セルをクリックすると、このカメラの映像データを保存する 小日数を編集できます。 この日数が
経過していない録画は自動的には削除されません。

大時間 [ 日数 ]
セルをクリックすると、このカメラの映像データを保存する 大日数を編集できます。 経過日数が
この日数より長い録画映像は、保護された録画映像も含めてすべて自動的に削除されます。

保護されている録画の維持
このチェックボックスをオンにすると、タイムスタンプが 大保存期間を過ぎても、保護された録
画映像は削除されません。 デバイスツリーから削除されたカメラに対して後でこのオプションを設
定した場合は、 大保存期間を過ぎると、このカメラの保護された録画映像を含むすべての録画映
像が削除されます。

エクスポート先
映像をバックアップするためのエクスポート先のコンピューターを選択します。 セントラルサーバ
ーコンピューターまたはこの NVR コンピューターを選択できます。 セントラルサーバーにエクスポ
ートするとネットワークの負荷が増加するため、NVR にエクスポートする方が高速です。

注意
ディスクの空き容量に従って 大日数を選択するか、ディスクの容量を拡張してください。 大で
ディスクの空き容量の 85％が使用されるようにしてください。

注意
タイムスタンプが 小期間と 大期間の間にある録画映像は、保護された録画映像を除き、ディス
クの容量が少なくなると自動的に削除されます。

注意
プライマリ NVR コンピューターを選択すると、プライマリ NVR のダウンタイム中にフェイルオー
バー NVR に録画された映像データはバックアップされません。
映像データのバックアップには、使用可能な 大限のネットワーク帯域幅が使用されます。 使用可
能なネットワークの性能が十分であることを確認してください。
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パス
バックアップのパスを選択します。

スケジュール
バックアップのスケジュールを選択します。

時間 [ 時間 ]
スケジュールされた時間からさかのぼってバックアップする時間数を入力します。 

17.8.4 ［割り当てられた NVR］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［割り当てられた NVR］タブ 
システム内のプライマリ NVR と、選択したフェイルオーバー NVR へのプライマリ NVR の割り当て
が表示されます。 
必要に応じて、使用可能な NVR を割り当てたり、NVR の割り当てを解除したりできます。

NVR の削除
クリックすると、選択したプライマリ NVR が ［時間 [ 時間 ]］列に移動します。

エクスポート先
選択したフェイルオーバー NVR に割り当てられたすべてのプライマリ NVR が表示されます。

NVR の追加
クリックすると、選択したプライマリ NVR が ［エクスポート先］列に移動します。

時間 [ 時間 ]
選択したフェイルオーバー NVR に割り当てられていないすべてのプライマリ NVR が表示されま
す。

17.8.5 ［割り当てられた NVR］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［割り当てられた NVR］タブ 
システム内のプライマリ NVR と、選択した冗長 NVR へのプライマリ NVR の割り当てが表示されま
す。 
必要に応じて、使用可能な NVR を割り当てたり、NVR の割り当てを解除したりできます。
プライマリ NVR 名の左側をクリックすると、選択した冗長 NVR によってそのプライマリ NVR をミ
ラーリングするように設定されます。

バックアップ
クリックすると、プライマリ NVR と同じカメラストレージ設定が使用されます。 選択を解除する
と、［カメラのストレージ］タブがアクティブになり、この冗長 NVR 専用のカメラストレージ設定
を行うことができます。

17.8.6 ネットワークパスの追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ＞
［ネットワークパスの追加］ボタン
ネットワークパスを保存場所として追加できます。 

UNC パス （たとえば、\\VideoStorage2\NVR4）
ネットワークパスを入力します。 UNC パスに必要な次の構文を使用します。
\\<computer_name>\<directory>
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...
クリックすると、ネットワークパスを選択するためのダイアログボックスが表示されます。

ログオンが必要
ネットワークパスがユーザー ID で保護されている場合は、このチェックボックスを選択します。

ユーザー名
必要なユーザー名を入力します。

パスワード
必要なパスワードを入力します。

17.8.7 ローカル NVR ドライブの追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［ディスクストレージ］タブ＞
［ローカルドライブの追加］ボタン
選択した NVR のローカルドライブを保存場所として追加できます。 ドライブをアクティブにするに
は、対応するチェックボックスをオンにします。

すべてを選択
クリックすると、すべてのチェックボックスがオンになります。

すべてをクリア
クリックすると、すべてのチェックボックスがオフになります。

17.9 ［VIDOS NVR］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
VIDOS NVR を追加して設定できます。
Bosch Video Management System 内から VIDOS システムを設定することはできません。

ネットワークアドレス：
VIDOS NVR の DNS 名または IP アドレスを入力します。

ユーザー名：
VIDOS NVR にログオンするためのユーザー名を入力します。

パスワード：
VIDOS NVR にログオンするためのパスワードを入力します。

17.10 ［DiBos］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ ＞
選択した DiBos システムのプロパティページが表示されます。
DiBos システムを現在のシステムに統合できます。
Bosch Video Management System 内から DiBos システムを設定することはできません。
 タブをクリックすると、対応するプロパティページが表示されます。

17.10.1 DiBos システムの追加ダイアログボックス

メイン画面＞  ＞デバイス を右クリック＞ ［DiBos レコーダーの追加］コマンド 
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Bosch Video Management System に DiBos システムを追加できます。

ネットワークアドレス：
DiBos システムの DNS 名または IP アドレスを入力します。

ユーザー名：
DiBos システムにログオンするためのユーザー名を入力します。

パスワード：
DiBos システムにログオンするためのパスワードを入力します。

17.10.2 ［設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［設定］タブ
現在のシステムに接続された DiBos システムのネットワーク設定が表示されます。 必要な場合は設
定を変更できます。

17.10.3 ［カメラ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［カメラ］タブ
現在のシステムに接続された DiBos システムで使用できるすべてのカメラが表示されます。
カメラを削除できます。

17.10.4 ［入力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［入力］タブ
現在のシステムに接続された DiBos システムで使用できるすべての入力が表示されます。
項目を削除できます。

17.10.5 ［リレー］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［リレー］タブ
現在のシステムに接続された DiBos システムで使用できるすべてのリレーが表示されます。
項目を削除できます。

17.11 ［マトリックススイッチ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ ＞  
Bosch Allegiant デバイスのプロパティページが表示されます。 
Bosch Allegiant デバイス自体を設定するのではなく、Bosch Video Management System 関連プロパ
ティのみを設定します。 Allegiant デバイスを Bosch VMS に接続する方法については、このオンライ
ンヘルプの 「概念」の章を参照してください。 この章では、主要事項に関する予備知識を提供しま
す。
さらに、Allegiant の中継線の制御優先度を設定することもできます。
 タブをクリックすると、対応するプロパティページが表示されます。
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17.11.1 ［接続］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［接続］タブ
Bosch Allegiant の設定ファイル名が表示されます。
Bosch Video Management System は、Bosch Allegiant デバイスに接続されたすべてのカメラの名前
と設定情報によって構造化された保存形式の設定ファイルを読み出すことができます。

設定の更新
クリックすると、更新された Bosch Allegiant 設定ファイルを選択できます。

17.11.2 ［カメラ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［カメラ］タブ
Bosch Allegiant デバイスに接続されたカメラのテーブルが表示されます。

番号
カメラの連番が表示されます。

論理番号
カメラの論理番号が表示されます。

カメラ名
カメラの名前が表示されます。

17.11.3 ［出力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［出力］タブ
Bosch Allegiant デバイス出力の用途を設定し、出力にエンコーダーを割り当てることができます。 
Bosch Allegiant デバイス出力の映像データを Bosch Video Management System に保存するには、出
力にエンコーダーを割り当てる必要があります。 このエンコーダーは、出力に接続する必要があり
ます。

番号
出力の番号が表示されます。

Allegiant 論理番号
Allegiant 内での出力の論理番号が表示されます。

Bosch VMS の論理番号
Bosch Video Management System 内での出力の論理番号を変更できます。 使用済みの番号を入力す
ると、メッセージが表示されます。

名前
出力の名前が表示されます。

使用率
出力の用途を変更できます。
［デジタルトランク］を選択すると、［エンコーダー］フィールドでこの出力にエンコーダーを割り
当てることができます。 Allegiant 出力がネットワーク互換になります。
［Allegiant モニター］を選択すると、ユーザーは Operator Client でカメラ信号をハードウェアモニ
ターに割り当てることができます。 カメラを PTZ カメラとして設定すると、PTZ の制御が可能にな
ります。 Operator Client では、このカメラを画像ウィンドウにドラッグできません。



98 ja | ［デバイス］ページ Bosch Video Management System

Configuration Client | V2 | 2011.12 設定マニュアル Bosch Sicherheitssysteme GmbH

［未使用］を選択すると、ユーザーは Allegiant カメラにモニターを割り当てることができなくなり
ます。

エンコーダー
エンコーダーに出力を割り当てることができます。 エンコーダーを選択できるのは、［デジタルトラ
ンク］をオンにしたときだけです。 エンコーダーは論理ツリーに対してロックされます。 論理ツリ
ーにすでに含まれているエンコーダーを割り当てると、そのエンコーダーは論理ツリーから削除さ
れます。 Operator Client では、カメラを画像ウィンドウにドラッグできます。

17.11.4 ［入力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［入力］タブ
Bosch Allegiant デバイスに入力を追加できます。

入力の追加
クリックすると、テーブルに新しい入力を指定するための行が追加されます。

入力の削除
クリックすると、テーブルから行が削除されます。

入力番号
入力の番号を入力します （必須）。 使用済みの番号を入力すると、メッセージが表示されます。

入力名
入力の名前を入力します （必須）。 

17.12 ［ワークステーション］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
ワークステーションの次の設定を行うことができます。
- ワークステーションに接続されたデジタルキーボードの追加
- ワークステーションのスタートアップ時に実行されるコマンドスクリプトの割り当て
- ライブ表示用のデータストリームの選択 
- フォレンジックサーチの有効化
- ワークステーションへのアナログモニターグループの割り当て 
ワークステーションには、Operator Client ソフトウェアがインストールされている必要があります。

デコーダーに接続された CCTV キーボードを追加するには、 を展開して をクリックします。

アナログモニターグループを割り当てるには、 ＞ ＞ でグループを設定します。

17.12.1 ［設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［設定］タブ
ワークステーションの Operator Client が起動したときに実行されるスクリプトを設定できます。 
ライブ表示に使用する IP デバイスのストリームを設定できます。
このワークステーションのフォレンジックサーチを有効にすることができます。
このワークステーションに接続されているキーボードを設定できます。

ネットワークアドレス：
ワークステーションの DNS 名または IP アドレスを入力します。
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起動スクリプト：
ワークステーションの Operator Client が起動したときに起動するスクリプトを選択します。 このよ
うなスクリプトは、［イベント］ページで作成またはインポートできます。

録画設定の上書き
このチェックボックスをオンにすると、ライブ表示に使用するストリームを選択できるようになり
ます。 もう 1 つのストリームはこのワークステーションの連続録画、動体検出録画、およびアラー
ム録画に使用されます。
用語解説の 「デュアルストリーミング」を参照してください。

フォレンジックサーチを有効にする
クリックすると、このワークステーションのフォレンジックサーチが有効になります。

ストレージからダイレクト再生を使用
映像ストリームをストレージデバイスからこのワークステーションに直接送信するには、このチェ
ックボックスをオンにします。 これで、ストリームは VRM 経由では送信されなくなります。 正しく
再生するために、ワークステーションは VRM への接続を維持する必要があります。

キーボードのタイプ：
ワークステーションに接続されているキーボードの種類を選択します。

ポート：
キーボードの接続に使用されている COM ポートを選択します。

ボーレート：
このポートの 大データ転送速度 （ビット／秒）を選択します。 通常は、通信先のコンピューター
または装置で許容されている 大速度を設定します。

データビット：
送受信される各文字に使用されるデータビット数が表示されます。 

ストップビット：
転送される文字間の間隔 （ビット単位で測定）が表示されます。

パリティ：
選択したポートで使用されるエラーチェックの種類が表示されます。 

ポートタイプ：
CCTV キーボードとワークステーションの接続に使用される接続の種類が表示されます。

17.12.2 ［割り当てられたアナログモニターグループ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［割り当てられたアナログモニターグループ］
タブ

このワークステーションにアナログモニターグループを割り当てることができます。 事前に ＞

＞ でアナログモニターグループを追加しておく必要があります。

割り当てられたアナログモニターグループ
このチェックボックスをオンにすると、このワークステーションにアナログモニターグループを割
り当てることができます。 ［オプション］ダイアログボックスで、他のすべてのワークステーショ
ンもアナログモニターグループを制御できるように設定できます。

アナログモニターグループ
各アナログモニターグループの名前が表示されます。
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17.13 ［デコーダー］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
デコーダーを設定できます。
詳細については、114 ページのセクション 「18  ［エンコーダー］／ ［デコーダー］ページ」を参
照してください。

17.14 ［モニターグループ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

アナログモニターグループを追加および設定できます。 で、Bosch Video Management System
ワークステーションにアナログモニターグループを割り当てます。

17.14.1 ［設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［設定］タブ
次のタスクを実行できます。
- アナログモニターグループの設定
- アナログモニターグループへのデコーダーの割り当て
- 4 分割表示をサポートするデコーダーの 4 分割表示の有効化

名前：
アナログモニターグループの名前を入力します。

列：
アナログモニターグループの列の数を入力します。 入力結果が表示されます。

行：
アナログモニターグループの行の数を入力します。 入力結果が表示されます。

割り当てられていないデコーダーチャンネル
デコーダーを使用可能なアナログモニターにドラッグします。

モニター画像
白い数字は、 初のカメラの論理番号を示します （表示されている場合）。 黒い数字は、デコーダ
ーの論理番号を示します。
アナログモニター画像を右クリックして、1 画面表示と 4 分割表示を切り替えることができます。 
［詳細設定］ページの ［4 分割表示］列に、対応する設定が表示されます。
デコーダーの割り当てを解除するには、アナログモニター画像を右クリックし、［モニターのクリ
ア］をクリックします。

17.14.2 ［詳細設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ［詳細設定］タブ
次のタスクを実行できます。
- デコーダーまたはデコーダーチャンネルの論理番号の設定
- 4 分割表示をサポートするデコーダーの 4 分割表示の有効化
- OSD の設定
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Operator Client でデコーダーの 4 分割表示と 1 画面表示を切り替えるときは、次のヒントを参考に
してください。
- デコーダーを 4 分割表示で設定した場合でも、1 画面表示に手動で切り替えることができます。
- デコーダーを 1 画面表示または 4 分割表示に切り替えたときにシーケンスが実行中だった場合

は、 後の映像ストリームの表示だけが残ります。
- 4 分割表示に切り替えると、タイル 2~4 に 後に表示されていたカメラが再接続されます。
- これは、トランクラインでも同様です。 ただし、唯一の制限事項として、マトリックスカメラ

を再接続できない場合はこれが無視され、エラーメッセージも表示されません。 黒いタイルは
表示されます。

- 1 画面表示に切り替えると、タイル 2~4 に表示されているすべての中継線が切断されます。 後
で 4 分割表示に切り替えられるように、カメラの番号のみが保存されます。

デコーダー名
デコーダーの表示名が表示されます。

ネットワークアドレス
デコーダーの IP アドレスが表示されます。

論理番号
デコーダーの論理番号を入力します。 使用済みの番号を入力すると、メッセージが表示されます。

4 分割
4 分割表示でのデコーダーの位置が表示されます。 1 が左上、4 が右下です。

4 分割表示
このチェックボックスをオンにすると、このデコーダーの 4 分割表示が有効になります。 ［設定］
ページで、対応するアナログモニター画像が 4 分割表示になります。 論理番号は自動的に作成され
ます。 Operator Client ユーザーが 4 分割表示と全画面表示を切り替えることができるようにするに
は、［4 分割表示］をオンにします。 ［4 分割表示］をオフにすると、Operator Client ユーザーは切
り替えることができなくなります。

AMG
この行のデコーダーが割り当てられているアナログモニターグループが表示されます。

初のカメラ
クリックすると、Operator Client の起動後にモニターに 初に表示されるカメラを選択できます。 

初のカメラの論理番号は、［設定］ページのモニター画像に白い数字で表示されます。

OSD カメラ名
オンにすると、カメラ名が OSD として表示されます。

OSD カメラ番号
オンにすると、カメラの論理番号が OSD として表示されます。

OSD の位置
OSD の位置を設定するには、適当なエントリーを選択します。

注
H.264 カメラの 4 分割表示は設定しないことをお勧めします。
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17.15 ［通信デバイス］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
通信デバイスを追加または設定できます。
次の通信デバイスを設定できます。
- E- メール
- SMS （GSM または SMSC ダイヤルアッププロバイダー）

17.15.1 E- メール／ SMTP サーバーダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を右クリック＞ ［E- メール／ SMTP デバイスの
追加］コマンド 
Bosch Video Management System に E- メールサーバーを追加できます。

名前：
E- メールサーバーの表示名を入力します。

17.15.2 SMS デバイスの追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を右クリック＞ ［SMS デバイスの追加］コマン
ド 
システムに SMS デバイスを追加できます。

名前： 
E- メールサーバーの表示用の名前を入力します。

GSM モデム
クリックすると、GSM モデムを追加できます。

SMSC ダイヤルアップ
クリックすると、SMSC プロバイダーに接続できるヘイズ互換モデムを追加できます。 

17.15.3 ［SMTP サーバー］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
システムの E- メール設定を行うことができます。 ［イベント］ページで、E- メールにイベントを
割り当てることができます。 このイベントが発生すると、E- メールが送信されます。 Bosch Video 
Management System では E- メールを受信できません。

SMTP サーバー名：
E- メールサーバーの名前を入力します。 必要な入力項目の情報はプロバイダーから入手します。 通
常は、E- メールサーバーの IP アドレスまたは DNS 名が必要です。 

ポート：
メール送信に使用するネットワークポート番号を入力します。 必要な入力項目の情報はプロバイダ
ーから入手します。

接続のタイムアウト [ 秒 ]：
接続が切断されるまでの非アクティブな状態の秒数を入力します。 
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認証：
使用する認証方式のチェックボックスをオンにします。 必要な入力項目の情報はプロバイダーから
入手します。

ユーザー名：
E- メールサーバーでの認証に使用されるユーザー名を入力します。 必要な入力項目の情報はプロバ
イダーから入手します。

パスワード：
E- メールサーバーでの認証に使用されるパスワードを入力します。 必要な入力項目の情報はプロバ
イダーから入手します。

テスト E- メールの送信
クリックすると、［テスト E- メールの送信］ダイアログボックスが表示されます。

17.15.4 テスト E- メールの送信ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［テスト E- メールの送信］ボタ
ン
テスト E- メールを送信できます。

From：
送信者の E- メールアドレスを入力します。

宛先：
受信者の E- メールアドレスを入力します。

件名：
E- メールの件名を入力します。 

メッセージ：
メッセージを入力します。

テスト E- メールの送信
クリックすると、E- メールが送信されます。

17.15.5 ［GSM 設定］／ ［SMSC 設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
Bosch Video Management System の SMS 設定を行うことができます。 ［イベント］ページで、シ
ョートメッセージにイベントを割り当てることができます。 このイベントが発生すると、ショート
メッセージが送信されます。 入力した文字数が 大許容文字数 （通常は 160 文字）を超えている場
合は、SMS が複数のパートに分割されます。

デバイス：
外部モデムとの接続に使用される COM ポートを選択します。 コンピューターにモデムが内蔵されて
いる場合は、対応するエントリーを選択してください。

速度：
必要な転送速度を選択します。

ピン：（GSM デバイスのみ）
デバイスでの認証に使用される個人識別番号を入力します。 
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データ形式：（SMSC デバイスのみ）
必要なデータ形式を選択します。 必要な入力項目の情報はプロバイダーから入手します。

Unicode （GSM デバイスのみ）
このチェックボックスをオンにすると、Unicode 文字が有効になります。 その場合、 大許容文字数
は 80 文字に減少します。 

ダイヤル文字列：（SMSC デバイスのみ）
SMSC ダイヤルアッププロバイダーに接続するための番号を入力します。 この番号はプロバイダー
から入手します。

パスワード：（SMSC デバイスのみ）
デバイスが SMSC ダイヤルアッププロバイダーに接続するために必要なパスワードを入力します
（必要な場合）。 必要な入力項目の情報はプロバイダーから入手します。 

プロトコル：（SMSC デバイスのみ）
デバイスが SMSC ダイヤルアッププロバイダーに接続するときに使用されるプロトコルを入力しま
す （必要な場合）。 必要な入力項目の情報はプロバイダーから入手します。

受信者：
ショートメッセージの受信者の携帯電話番号を入力します。 番号にはプラス （＋）記号を付けずに
国コードを含めます （例：0049170123456）。

メッセージ （ 大 60 文字）：
ショートメッセージのテキストを入力します。

SMS テストメッセージ
クリックすると、テスト用のショートメッセージが送信されます。

17.16 ［POS + ATM］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞  
Bosch ATM/POS ブリッジなどの周辺機器を追加および設定できます。
1 つのサーバーで複数のブリッジを追加する場合は、異なるポートを使用する必要があります。

17.16.1 Bosch ATM/POS-Bridge の追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を右クリック＞ ［Bosch ATM/POS-Bridge の追
加］コマンド
Bosch ATM/POS ブリッジを追加できます。 

名前：
デバイスの適切な名前を入力します。

IP アドレス：
デバイスの IP アドレスを入力します。

ポート 1：
キープアライブ信号 （5 秒間隔）の送信に使用される適切なポート番号を入力します。

ポート 2：
デバイスからメッセージを送信するのに使用される適切なポート番号を入力します。
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17.16.2 ［Bosch ATM ／ POS-Bridge］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［Bosch ATM ／ POS-Bridge］タ
ブ
Bosch ATM/POS ブリッジを設定できます。 

IP アドレス：
デバイスの IP アドレスを入力します。

ポート 1：
キープアライブ信号 （5 秒間隔）の送信に使用される適切なポート番号を入力します。

ポート 2：
デバイスからメッセージを送信するのに使用される適切なポート番号を入力します。

17.16.3 ［入力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［入力］タブ
ATM デバイスを設定できます。 

17.16.4 ［ATM 設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞  
ATM デバイスを設定できます。 

シリアルポート：
リストから適切なポートを選択します。

入力
入力を有効にするには、対応するチェックボックスをオンにします。

17.17 ［仮想入力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞  
システムに設定されている仮想入力が表示されます。 
新しい仮想入力を追加したり、既存の仮想入力を削除したりできます。 

入力の追加
クリックすると、新しい仮想入力を追加するためのダイアログボックスが表示されます。

入力の削除
クリックすると、選択した仮想入力が削除されます。

番号
仮想入力の番号が表示されます。

名前
仮想入力の名前を変更するには、対応するセルをクリックします。
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17.17.1 仮想入力の追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ［入力の追加］ボタン
新しい仮想入力を追加できます。 

開始：
新しい仮想入力の 初の番号を選択します。

終了：
新しい仮想入力の 後の番号を選択します。

名前：
新しい仮想入力の名前を入力します。 末尾に連番が追加されます。

追加
クリックすると、新しい仮想入力が追加されます。

17.18 ［SNMP］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞  
ネットワークの品質を維持するための SNMP 計測を追加または設定できます。 

17.18.1 SNMP の追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を右クリック＞ ［SNMP の追加］コマンド 
Bosch Video Management System にネットワーク監視システムを追加できます。

名前：
ネットワーク監視デバイスの名前を入力します。

17.18.2 ［SNMP トラップ受信ユニット］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開
監視するデバイスを選択し、選択したデバイスに関するイベントを受信時にトリガーする SNMP ト
ラップ OID を選択できます。

SNMP トラップ送信デバイス：
監視するネットワークデバイスの IP アドレスの範囲を入力できます。 1 つのデバイスを監視するに
は、［範囲の先頭］セルに該当する IP アドレスを入力します。
アドレスを変更するときは注意してください。 間違ったアドレスを入力すると、このデバイスのネ
ットワーク監視が停止します。

SNMP トラップフィルターのルール：
OID と対応する値を入力できます。 * と ? をワイルドカードとして使用することにより、 フィルター
の範囲を拡張できます。 OID と値を複数の行に入力した場合は、すべてのフィルタールールが満た
されたときにだけイベントがトリガーされます。 どちらの列でも、正規表現を {} で囲んで入力でき
ます。 括弧の外側に文字があると、正規表現は評価されません。

注
監視するデバイス内のトラップレシーバーとして、Bosch Video Management System Central Server
の IP アドレスを入力する必要があります。
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トラップロガーツールを表示
クリックすると、SNMP トラップ OID を追跡するための ［SNMP トラップロガー］ダイアログボッ
クスが表示されます。 

17.18.3 SNMP トラップロガーダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞汎用 SNMP レシーバーを選択＞ ［トラ
ップロガーツールを表示］をクリック
SNMP トラップ OID を追跡できます。 ネットワーク内のすべてのデバイスから、または選択したデ
バイスのみからトラップを受信できます。 受信するトラップをフィルタリングしたり、［SNMP トラ
ップフィルターのルール：］テーブルに選択したトラップの OID と値を追加したりすることができ
ます。

開始／一時停止
クリックすると、追跡処理が開始または停止します。 

送信ユニットからのトラップのみ
デバイスの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 このデバイスからのトラップのみが追跡され
ます。

含むトラップのみ
トラップに含まれる文字列を入力します。 ワイルドカードとして * と ? を 使用できます。 {} で囲ま
れた文字列は正規表現として扱われます。 指定した文字列を含むトラップのみが追跡されます。

受信したトラップ
追跡処理によって受信されたトラップが表示されます。

クリックすると、［受信したトラップ］フィールドのすべてのエントリーが削除されます。

トラップの詳細
トラップの詳細が表示されます。 OID と値のエントリーを ［SNMP トラップフィルターのルー
ル：］テーブルにコピーできます。

17.19 ［CCTV キーボード］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
Bosch Video Management System ワークステーションまたはデコーダーに接続されている CCTV キ
ーボードを追加できます。

キーボードの追加
クリックすると、テーブルにキーボードを設定するための行が追加されます。 

キーボードの削除
クリックすると、選択した行が削除されます。

キーボードのタイプ
ワークステーションに接続されているキーボードの種類が表示されます。 

接続
セルで、このキーボードの必要な接続先としてワークステーションまたはデコーダーを選択します。 

ワークステーションを選択すると、このキーボードが ＞ ページにも追加されます。
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ポート
セルで、使用する COM ポートを選択します。

ボーレート
セルで、このポートの 大データ転送速度 （ビット／秒）を選択します。 通常は、通信相手のコン
ピューターまたはデバイスがサポートする 大速度に設定します。

データビット
送受信される各文字に使用されるデータビット数が表示されます。 

ストップビット
転送される文字間の間隔 （ビット単位で測定）が表示されます。

パリティ
選択したポートで使用されるエラーチェックの種類が表示されます。 

ポートタイプ
CCTV キーボードとワークステーションの接続に使用される接続の種類が表示されます。

17.20 ［I/O モジュール］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
I/O モジュールを追加または設定できます。 
現在は ADAM デバイスのみがサポートされています。

17.20.1 ［ADAM］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ＞ ［ADAM］タブ
選択した ADAM デバイスの情報が表示されます。
A：DAM デバイスの表示名を変更できます。

ADAM のタイプ：
適切なデバイスの種類を選択します。

入力の合計：
このデバイスの種類で使用可能な入力の合計数が表示されます。

リレー／出力の合計：
このデバイスの種類で使用可能なリレーの合計数が表示されます。

17.20.2 ［入力］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ＞ ［入力］タブ
選択した ADAM デバイスの入力の表示名を変更できます。

番号
入力の論理番号が表示されます。

名前
入力の表示名を変更するには、対応するセルをクリックします。
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17.20.3 ［リレー］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ ＞ ＞ ［リレー］タブ
選択した ADAM デバイスのリレーの表示名を変更できます。

番号
リレーの論理番号を変更するには、対応するセルをクリックします。

名前
リレーの表示名を入力します。

17.21 Allegiant CCL エミュレーションページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
Bosch Allegiant CCL エミュレーションをアクティブにすることができます。 このエミュレーション
は、Bosch VMS の内部サービスで、マトリックススイッチの CCL コマンドを Bosch VMS に変換し
ます。 ユーザーはこれらの CCL コマンドを待ち受けるように Central Server の COM ポートを設定
します。 CCL のエミュレーションによって、Bosch Video Management System との間で既存の
Allegiant デバイスをやり取りしたり、Allegiant CCL コマンドをサポートするアプリケーションとと
もに Bosch Video Management System を使用したりできます。
176 ページのセクション 「25.3 Bosch VMS でサポートされている Allegiant CCL コマンド」に、
Bosch Video Management System でサポートされている CCL コマンドの一覧を示します。

注意：
Allegiant CCL エミュレーションと Allegiant デバイスを同じ COM ポートに設定しないでください。 
同じ COM ポートを両方のデバイス用に設定すると、Allegiant デバイスが優先されます。 Allegiant 
CCL エミュレーションデバイスのアクセスは失敗し、所定のメッセージが表示されます。 
この問題を解決するには、セントラルサーバーに 2 つの COM ポートを用意するか、Allegiant デバ
イスを別のコンピューターに接続する必要があります。

Allegiant CCL エミュレーションの有効化
このチェックボックスをオンにすると、エミュレーションが有効になります。

ボーレート
伝送速度の値 （ビット／秒）を選択します。

ストップビット
1 文字当たりのストップビットの数を選択します。 

パリティチェック
パリティチェックの種類を選択します。

インターフェースモード
シリアルインターフェースのプロトコルを選択します。

半二重モード
アプリケーションに適した設定を選択します。

17.22 ［VRM デバイス］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
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VRM デバイスを追加および設定できます。 VRM デバイスには、少なくとも 1 つのエンコーダー、1
つの iSCSI デバイス、および iSCSI デバイスに割り当てられた 1 つの LUN が必要です。 新のファ
ームウェアバージョンについては、リリースノートおよびデータシートを参照してください。 この
設定をアクティブにすると、割り当てられたエンコーダーの録画モードが VRM に設定されます。

17.23 ［VRM 設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

VRM Server 名
Bosch Video Client のデバイスツリーに表示する名前を入力します。

サーバーのイニシエーター名
VRM Server の iSCSI イニシエーター名が表示されます。

システム全体の CHAP パスワード
iSCSI ストレージデバイスで設定したパスワードを入力します。 CHAP パスワードは、VRM で有効
であり、すべてのデバイスに自動的に送信されます。 再生クライアントには追加の設定は不要です。

セカンダリターゲットのブロック割り当て [GB]
フェールオーバー iSCSI ターゲット （セカンダリターゲット）上のデバイスに割り当てる 1GB のス
トレージブロックの数を入力します。 セカンダリターゲットに割り当てる各デバイスの 小のブロ
ック数は 8 です。 この手順を実行するときは、VIP X1600 の各モジュールが個別のデバイスとして
カウントされることに注意してください。
システムに設定された保存期間は、セカンダリターゲットのブロックにも適用されます。
デバイスのセカンダリターゲットのブロック数を選択するときは、プライマリターゲットが故障し
たときに必要な時間だけ録画を続けるのに十分なディスク容量が確保されるようにしてください。 
ビットレートによっては、およそ 1 時間記録するのに 1 ブロックで十分だと見なすことができます。
セカンダリターゲットでは、ブロックをバッファーとして空けておく必要があります。 デバイスに
割り当てられたブロックが十分でない場合、VRM システムはこのブロックを使用します。
次に計算例を示します。
- フェールオーバー iSCSI ターゲットのストレージ容量：5024GB
- 割り当て済み VIP X1600 デバイスの数：140 （それぞれ 4 モジュールで構成）
- フェールオーバーブロックの割り当て：8 （ 小）
- 割り当て済みのフェールオーバーブロック数の計算結果：

140 x 4 x 8 = 4480
- 空いているフェールオーバーブロック数の計算結果：

5024 - 4480 = 544

注意
Bosch Video Management System に個々のエンコーダーとともに iSCSI デバイスを追加した後は、
その iSCSI デバイスに各エンコーダーの IQN を追加する必要があります （一部の iSCSI デバイスタ
イプで有効）。
詳細については、34 ページのセクション 「6.22 iSCSI デバイスの設定」を参照してください。

注意
必ず VRM コンピューターの時間を Central Server に同期してください。 同期していないと、録画が
失われる場合があります。
Central Server 上のタイムサーバーソフトウェアを設定します。 VRM コンピューター上で、
Windows の標準の手順を使用して Central Server の IP アドレスをタイムサーバーとして設定しま
す。 
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544GB のバッファーがフェイルオーバー時の録画用に確保されます。必要な場合は、割り当て
られたデバイスがこのバッファーを使用することもできます。

VRM Server ダウンタイムのブロック予約 （日）
VRM サーバーがダウンしていても割り当てられたエンコーダーを録画する日数を入力します。
たとえば、4 を設定すると、VRM サーバーが約 4 日間ダウンしている間、エンコーダーは録画され
ます。
システムに低ビットレートのエンコーダーを使用する場合、事前に割り当てるディスク容量を大幅
に少なくすることができます。

17.23.1 ［詳細設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
VRM Server および Configuration Manager のさまざまなログをアクティブにし、ログファイルの保
存期間を日数で指定します。
VRM Server のログファイルは、VRM Server が起動されたコンピューター上に保存され、
VRM Monitor で表示またはダウンロードできます。
Configuration Manager のログファイルはローカルコンピューターの次のディレクトリに保存されま
す。
C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording 

Manager\Log

メモリダンプファイル
このオプションは、カスタマーサービスからメインメモリーの詳細な情報を求められた場合など、
必要な場合にのみアクティブにします。

Telnet サポート
このオプションは、Telnet プロトコルによるアクセスをサポートする場合にアクティブにします。 
必要な場合にのみアクティブにします。 

17.23.2 ［SNMP］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞

1. SNMP ホストアドレス 2. SNMP ホストアドレス
VRM 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
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。 本機から他のユニットへ
SNMP トラップを送信する場合は、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。
一部のイベントは、SNMP トラップとしてのみ送信されます。 詳細については、MIB ファイルを参
照してください。

17.23.3 ［iSCSI システムアクセス］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
VRM システムが設定時にこの iSCSI ストレージシステムにアクセスできるようにするためのパスワ
ードを入力できます。

注意
詳細なログ作成には、CPU 処理能力と HDD 容量を大量に必要とします。
継続的な運用では、詳細なログ作成を使用しないでください。
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17.23.4 ［デフォルト設定］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ をクリック＞ ［デフォルト設定］
タブ
iSCSI デバイスの基本設定を行うことができます。 iSCSI ハードドライブの LUN を作成し、作成し
た LUN をフォーマットします。
デバイスが Bosch でサポートされている iSCSI ストレージシステムのいずれか （NetApp など）で
ある場合にのみ表示されます。

容量 [MB]
ストレージシステムの合計容量に関する情報が表示されます。

LUN 数
LUN の数を変更できます。

初期化ステータス （％）
初期化時に詳細な情報が表示されます。 初期化が完了する （100％になる）と、すべての LUN を再
び削除できるようになります。
注意：NetApp ストレージシステムでは、LUN が完全に削除されるまで数時間かかることがありま
す。 削除が完了するまでの間は、新たに作成される LUN の合計容量が減少することがあります。 新
しい LUN を完全な容量で作成するには、古い LUN が完全に削除されている必要があります。

RAID-DP （信頼性重視）
NetApp DSA-N2B20 でのみ表示されます。
規定の RAID タイプである RAID-4 ではなく、より信頼性の高い RAID タイプである RAID-DP を使
用する場合は、このオプションをアクティブにします。

17.23.5 ［負荷分散］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［負荷分散］タブ
書き込みアクセスの制限値を設定できます。 指定した値より大きい場合は、データが iSCSI デバイ
スに書き込まれず、失われる可能性があります。 サポートされているデバイス （Bosch、NetApp、
Infortrend などの製品）については、デフォルト値のままにしてください。 その他のデバイスについ
ては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。 初は小さい値から試してください。

ソフトリミット
［ハードリミット］と同じ値、またはそれより小さい値を入力します。 この値以下の場合は、データ
が iSCSI デバイスに書き込まれるときに内部で再編成が行われません。 この値より大きく、［ハード
リミット］の値より小さい場合は、データが書き込まれる前に内部で再編成されます。

ハードリミット
この値より大きい場合は、データが失われます。 この iSCSI デバイスに録画されるカメラの数を減
らしてください。

注意
LUN の数を変更すると、iSCSI システム全体が再編成され、システムに保存された映像はすべて失
われます。
したがって、変更する場合は事前に録画映像を確認し、重要な映像を別の iSCSI ドライブまたはコ
ンピューターのハードドライブにバックアップしてください。
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17.23.6 iqn-Mapper ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を右クリック＞ ［マップ IQN］
IQN のマッピング処理を開始できます。 

17.23.7 ［LUN］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞
LUN の追加、削除、またはフォーマットを行うことができます。

追加
クリックすると、［LUN の追加］ダイアログボックスが表示されます。

削除
クリックすると、選択した LUN が削除されます。 メッセージボックスが表示されます。

LUN のフォーマット
クリックすると、選択した LUN がフォーマットされます。 メッセージボックスが表示されます。 
注意：
［フォーマット］列で、該当する LUN のチェックボックスをオンにします。 

17.23.8 LUN の追加ダイアログボックス

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞ ＞ ［追加］をクリッ
ク
LUN を追加できます。

Id
該当する LUN の ID を入力します。

17.24 ［ライブのみ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
ライブ専用エンコーダーを追加および設定できます。 

17.25 ［ローカルストレージ］ページ

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞
ローカルストレージ付きエンコーダーを追加および設定できます。 
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18 ［エンコーダー］／ ［デコーダー］ページ
エンコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞ を展開＞  
または

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞
または

メイン画面＞  デバイス＞ ＞

デコーダーを設定するには、次の手順に従って操作します。

メイン画面＞  デバイス＞ を展開＞ を展開＞

［エンコーダー］／ ［デコーダー］ページの設定の大部分は、 をクリックした直後にアクティブ

になります。 をクリックせずに別のタブをクリックして変更を行うと、対応する 2 つのメッセ
ージボックスが表示されます。 保存する場合は、この 2 つのメッセージボックスの内容を承認しま
す。
アクセスパスワードを変更するには、デバイスのアイコンを右クリックし、［パスワードの変更 ...］
をクリックします。
Web ブラウザーにデバイスを表示するには、デバイスのアイコンをクリックし、［Web ページをブ
ラウザーで表示］をクリックします。

注意：
選択したエンコーダーやカメラによっては、ここで説明している一部のページが表示されないこと
があります。 ここでフィールドラベルの説明に使用している表現は、実際のソフトウェアに使用さ
れている表現とは異なる場合があります。
 タブをクリックすると、対応するプロパティページが表示されます。

18.1 ［メインの設定］＞ ［ユニットアクセス］ページ
18.1.1 識別情報／カメラ識別情報

デバイス名
デバイスの名前を入力します。
名前を付けることにより、大規模なシステムで複数のデバイスを容易に管理できるようになります。 
この名前は、デバイスを識別するために使用されます。 できるだけ簡単に場所を識別できるような
名前を使用してください。
名前には特殊文字を使用しないでください。 特殊文字はサポートされていないため、再生時などに
問題が発生する可能性があります。

をクリックすると、デバイスツリーに表示される名前が更新されます。

デバイス ID
デバイスの ID を入力します。

カメラ ID
カメラの ID を入力します。
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イニシエーター名
iSCSIinitiator name が表示されます。 イニシエーター名は、接続の確立後に自動的に表示されます。

イニシエーター拡張子
大規模な iSCSI システムでユニットをより簡単に見分けるために、独自のテキストを入力します。 
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。

18.1.2 カメラ名
カメラ
カメラの名前を入力します。 映像入力の割り当てはカメラ 1 に対して映像入力 1、カメラ 2 に対し
て映像入力 2 などのようにします。
カメラ名を設定すると、アラームの発生時などにリモートカメラを簡単に識別できます。 できるだ
け簡単に場所を識別できるような名前を入力してください。
名前には特殊文字を使用しないでください。 特殊文字には対応していないため、録画した映像の再
生時などに問題が発生する場合があります。 このページの設定はすべてのカメラ入力に適用されま
す。

をクリックすると、デバイスツリーに表示される名前が更新されます。

18.1.3 ハードウェアのステータス
エラーコード
技術的欠陥などの理由でストレージデバイスが録画に使用できなくなった場合に、番号が表示され
ます。

コードリセット
デバイスをリセットしてもエラーが継続するかどうかを確認するには、［リセット］をクリックしま
す。 エラーが継続する場合は、番号を書き留めてテクニカルサポートに連絡してください。

18.1.4 バージョン情報
ハードウェアバージョン
ハードウェアのバージョンが表示されます。

ファームウェアバージョン
ファームウェアのバージョンが表示されます。

18.2 ［メインの設定］＞ ［日付／時刻］ページ
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は、各デバイスの内部クロッ
クを同期させる必要があります。

デバイスの日付の形式／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、すべてのデバイス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。

PC と同期
クリックすると、コンピューターのシステム時刻がデバイスに適用されます。

デバイスのタイムゾーン
タイムゾーンをリストから選択します。

サマータイム
［詳細］をクリックすると、［DST ダイアログ］ダイアログボックスが表示されます。 
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タイムサーバーの IP アドレス
Bosch VMS Central Server によって設定されます。

タイムサーバーの種類
Bosch VMS Central Server によって設定されます。 デフォルトの設定は SNTP です。

18.2.1 DST ダイアログダイアログボックス
［日付／時刻］ページ＞ ［詳細］

生成
Bosch VMS Central Server によって設定されます。

削除
Bosch VMS Central Server によって設定されます。

日／月／年／時／分／補正時間
Bosch VMS Central Server によって設定されます。

18.3 ［詳細設定］＞ ［映像入力］ページ
18.3.1 画像設定

各映像を必要に応じて調整できます。 すべての変更はただちに反映されます。 画質の変更は CPU の
パフォーマンスに影響します。

映像
調整するカメラの番号を入力します。 この操作を各カメラにたいして行う場合、カメラの番号を入
力し、設定 （明るさやコントラストなど）を調整した後、次のカメラの番号を入力し、設定を調整
します。

輝度
この値を入力すると、映像の明るさを作業環境に合わせて調整できます。

コントラスト
この値を入力すると、映像のコントラストを作業環境に合わせて調整できます。

彩度
この値を入力すると、モニターの映像の彩度を実際の風景に近くなるように調整できます。

ローパスフィルター
この値を入力すると、映像の非常に細かいノイズを取り除くことができます。 これにより、ネット
ワーク経由での映像伝送に必要な帯域幅が小さくなり、 適化することができます。 ローパスフィ
ルターを設定すると映像の解像度が低下する場合があります。 値が大きいほど、映像信号がフラッ
トになります。 

デフォルト
クリックすると、現在の設定が初期設定に変更されます。

画像の表示
クリックすると、エンコーダーの画像ウィンドウが表示されます。 映像のメニューバーでは表示す
る映像入力を選択できます。

18.3.2 入力終端
各映像入力で 75Ω の終端抵抗を有効または無効にできます。 
デバイスの映像入力のラベルの後に番号があります。 映像入力は出荷時にはすべて終端されていま
す。
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75Ω 終端
次のいずれかを選択します。
- オフ：75Ω の終端抵抗を無効にし、映像信号をループスルーします。
- オン：75Ω の終端抵抗を有効にします。 映像信号のループスルーは行いません。

18.3.3 ソースの種類
ビデオレコーダーを映像ソースとして使用できます。 ビデオレコーダーでは、機械コンポーネント
によってジッターが生じるため、許容範囲を広く設定する必要があります。

入力 1- 入力 4
映像ソースとしてビデオレコーダーを接続する場合は ［VCR］を選択します。 カメラを接続する場
合は、［カメラ］を選択します。
場合によっては、カメラに対して ［VCR］を選択すると映像の品質が向上することがあります。

18.4 ［詳細設定］＞ ［録画管理］ページ

アクティブな録画は、 によって示されます。
アイコンをポイントします。 アクティブな録画に関する詳細情報が表示されます。

管理モード
デバイスの録画の管理方法を指定します。
- 録画を手動で管理

そのデバイスがローカルで録画を管理します。 関連するすべての設定を手動で実行する必要が
あります。 デバイスは VRM システムから削除されます。
アクティブにした場合、このページでは、これ以上の設定は必要ありません。

- 録画 1 を VRM で管理
デバイスから見て外部にあたる VRM システムが録画を管理します。 
アクティブにした場合、このページでは、これ以上の設定は必要ありません。

- 録画 1 を VRM で管理 - 録画 2 は ANR に使用
サポートされていません。

録画メディア
画像は、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。 
固定された場所で長期間、高品質の画像を保存する場合は、iSCSI システムを使用してください。
必要な録画メディアを選択します。

iSCSI メディア
- iSCSI IP アドレス

必要な iSCSI の宛先の IP アドレスを入力します。
- パスワード

iSCSI メディアのパスワードを入力します。
- 読み込む

クリックして、IP アドレスへの接続を確立します。 ［ストレージの概要］に対応する論理ドラ
イブが表示されます。 

- 追加
クリックして、管理対象ストレージメディアリストにメディアを追加します。

- 削除
クリックして、管理対象ストレージメディアリストからメディアを削除します。

管理対象ストレージメディア
管理対象のストレージメディアが表示されます。
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古い録画を上書きする
録画 1 ／録画 2：アクティブにすると、メディアの空きがなくなったときに も古い録画が削除され
ます。 録画はループ処理されます。
アクティブになっていない場合、メディアの空きがなくなると録画がそれ以上保存されなくなりま
す。

18.5 ［詳細設定］＞ ［録画環境設定］ページ
［録画環境設定］ページはエンコーダーごとに表示されます。 このページは、デバイスが VRM シス
テムに割り当てられている場合のみ表示されます。

モード
必要なオプションを選択します。
- すべて

VRM システムは使用可能で設定済みの iSCSI ターゲットをすべて検出し、空き容量を自動的に
表示します。 ターゲットへの接続に失敗するか、メモリーの空き容量がない場合、別のターゲ
ットが自動的に選択されます。 この場合、このタブでターゲットを入力することはできませ
ん。

- 制限
録画は、ここで入力したターゲットに優先的に保存されます。 プライマリターゲットとセカン
ダリターゲットは同様に使用されます。
指定されたターゲットのいずれにもディスクの空き容量がない場合、指定されたターゲットに
十分な容量が確保されるまで、VRM システムの別のストレージブロックが使用されます。

- フェイルオーバー
録画はプライマリターゲットにのみ保存されます。 録画をこのターゲットに保存できない場合
は、セカンダリターゲットとして指定されたターゲットに保存されます。
2 つ目のリストを空白のまま残すこともできます。 この場合、フェールオーバーはできません
が、必要な iSCSI セッション数が少なくなります。

- 優先
録画はここで入力されたターゲットに、指定された順番で保存されます。 ここでは、プライマ
リとセカンダリの両方のターゲットを入力します。 セカンダリターゲットは、プライマリター
ゲットにストレージの空き容量がないときにのみ使用されます。
これらのターゲットが両方とも使用できない場合、録画は他のターゲットに保存されます。

プライマリターゲット
［モード］で ［すべて］以外の設定を選択した場合に、所定のターゲットを選択します。

セカンダリターゲット
［モード］で ［フェイルオーバー］を選択した場合に、所定のターゲットを選択します。
［制限］、［フェイルオーバー］または ［優先］を設定した場合、セカンダリターゲットの入力はオ
プションです。［  ??］とセカンダリターゲットが未指定の ［優先］は同じです。 

18.6 ［詳細設定］＞ ［VCA］ページ
デバイスには、映像コンテンツ解析 （VCA）機能が内蔵されているため、画像処理アルゴリズムに
よって映像の変化を検出および解析できます。 この変化はカメラの画角の移動によって発生します。
十分な処理能力がない場合、ライブ映像と録画が優先されます。 このため、VCA システムが実行で
きなくなる場合があります。 CPU 負荷を確認し、必要に応じてデバイスの設定や VCA 設定を 適化
してください。
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VCA 設定
異なる VCA 設定を含む複数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
ために便利です。 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。 
 必要に応じて、VCA プロファイルを選択し設定を変更します。
VCA プロファイルの名前を変更するには、次の手順に従って操作します。

 をクリックします。 ［編集］ダイアログボックスが表示されます。 新しい名前を入力し、
［OK］をクリックします。

プリセット
必要に応じて、プリセットを選択します。

アラームの状態
現在のアラーム状態を表示します。これにより、設定内容をすぐに確認できます。

集約時間 ［秒］
必要に応じて、集約時間を 0~20 秒の範囲で設定できます。 集約時間はイベントの発生時を起点とし
ます。 集約時間中に発生する後続のすべてのイベントは、1 つのイベントとしてカウントされます。 
これにより、短い時間で連続してイベントが発生した場合に、複数のアラームがトリガーされなく
なります。 集約時間中は、イベントがそれ以上カウントされることはありません。
アラーム録画用に設定されたアラーム発生後の録画時間の開始は、アグリゲーション時間の終了時
のみです。

解析の種類
解析アルゴリズムを選択します。 デフォルトでは、［MOTION+］しか使用できません。［  
MOTION+］を選択すると、動体検出機能といたずら検出機能が使用できます。
Bosch Security Systems は、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。
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ビデオ画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
120 ページのセクション 「18.6.1  動体検出機能 （MOTION+ のみ）」を参照してください。

いたずら検出
121 ページのセクション 「18.6.3  いたずら検出」を参照してください。

ロード ...
クリックして、保存したプロファイルを読み込みます。 ［開く］ダイアログボックスが表示されま
す。 読み込むプロファイルのファイル名を選択し、［OK］をクリックします。

保存 ...
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。 保存ダイアログボックスが表示さ
れます。 ファイル名を入力し、ファイルの保存先となるフォルダーを選択して、［OK］をクリック
します。

デフォルト
クリックして、すべての設定をデフォルト値に戻します。
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18.6.1 動体検出機能 （MOTION+ のみ）
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。 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。 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。

デバウンス時間 1 秒 （MOTION+ のみ）
デバウンス時間は、非常に短いイベントによってアラームがトリガーされることを防止するための
ものです。 ［デバウンス時間 1 秒］オプションを有効にすると、イベントが 1 秒以上継続しないと
アラームがトリガーされません。

領域の選択 ...
動体検出機能によって監視する映像の範囲を選択する場合にクリックします。 ［領域の選択］ダイ
アログボックスが表示されます。
120 ページのセクション 「18.6.2  領域の選択ダイアログボックス」を参照してください。

感度 （MOTION+ 機能が有効な場合のみ）
スライダーを動かして、動体検出機能の感度を調整します。 動体検出機能は、映像の明るさの変動
に対して反応します。 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。

小オブジェクトサイズ （MOTION+ 機能が有効な場合のみ）
センサーフィールドの数を指定して、物体の動きに対してアラームを生成するように定義します。 
この設定により、小さい物体が原因でアラームが発生することがなくなります。
設定値は、 小値の 「4」とすることをお勧めします。 この値は、センサーフィールドが 4 つに相当
します。

18.6.2 領域の選択ダイアログボックス
このダイアログボックスにはカメラ映像が表示されます。 このウィンドウでは、監視する映像の範
囲をアクティブにできます。

範囲をアクティブにするには、次の手順で操作します。
カメラ映像内で、アクティブにする範囲をドラッグします。 アクティブな範囲が黄色でマークされ
ます。

範囲を非アクティブにするには、次の手順に従って操作します。
カメラ映像で、SHIFT キーを押したまま、非アクティブにする範囲をクリックします。

ウィンドウ内でコマンドを取得するには、次の手順に従って操作します。
範囲をアクティブまたは非アクティブにするコマンドを表示するには、ウィンドウの任意の場所を
右クリックします。 以下のコマンドを使用できます。
- 元に戻す

後のコマンドによる操作を元に戻します。
- すべて設定

カメラ映像全体がアクティブになります。
- すべてクリア

カメラ映像全体が非アクティブになります。
- ツール

マウスポインタの形状を指定します。
- 設定

Editor Settings ダイアログボックスを表示します。 このダイアログボックスでは、感度と 小
オブジェクトサイズを変更できます。
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18.6.3 いたずら検出
各種のオプションにより、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。
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。

シーンが明るすぎる
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、このチェックボックスをオンにします。 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。

グローバル変更
［グローバル変更］スライダーで設定した変更をアラームの対象にする場合は、このチェックボック
スをオンにします。
スライダーを動かして、アラームのトリガーの基準となる映像内での変化の大きさを定義します。 
高い値を設定すると、同時に変化が発生する範囲が狭くてもアラームがトリガーされます。 低い値
を設定すると、同時に変化が発生する範囲が広い場合にアラームがトリガーされます。 この設定は、
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。
この設定は、［領域の選択］ウィンドウ （120 ページのセクション 「18.6.2  領域の選択ダイアログ
ボックス」を参照）で選択された範囲とは関係ありません。

シーンが暗すぎる
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、このチェックボックスをオンにします。 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。

シーンのノイズが多い
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
した妨害をトリガーとしてアラームを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。

18.7 ［詳細設定］＞ ［音声アラーム］ページ
一部のエンコーダーは、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できます。
注意：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。
129 ページのセクション 「18.19  ［カメラ］＞ ［音声］ページ」を参照してください。
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
一意な名称を簡潔に入力します。 各アラームに名称を設定しておくと、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。

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オンまたは
オフにします。 

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

18.8 ［詳細設定］＞ ［アラームルール］ページ
このデバイス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
デバイスをカスタマイズし、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。

有効
このチェックボックスをオンにすると、アラームが有効になります。

入力番号
エントリを選択します。
- 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 または動体検出が有効な場合のアラーム。
- 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。

出力 1 ／出力 2
出力ごとにエントリを選択します。
- なし：コマンドは定義されていません。
- 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。
- Aux オフ：標準またはカスタムキーボードオフコマンドを定義します。
- ショット：プリセットシーンをショット 1~64 の中から指定します。

18.9 ［カメラ］＞ ［映像のオーバーレイ情報］ページ
この機能を使用すると、重要な補足情報を映像内に表示できます。 この情報は個別に有効にできま
す。

カメラ名のオーバーレイ表示
カメラ名の表示位置を設定します。
選択する項目をクリックします。
- オフ

カメラ名は映像に表示されません。
- 下部

カメラ名が映像の下部に表示されます。
- 上部

カメラ名が映像の上部に表示されます。
- カスタム

映像内にカメラ名を表示する位置を入力します。

時刻のオーバーレイ表示
時刻の表示位置を設定します。
選択する項目をクリックします。
- オフ

日時は映像に表示されません。
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- 下部
日時が映像の下部に表示されます。

- 上部
日時が映像の上部に表示されます。

- カスタム
映像内に日時を表示する位置を入力します。

ミリ秒単位の表示
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。
選択する項目をクリックします。
- オン

ミリ秒が映像に表示されます。
- オフ

ミリ秒は映像に表示されません。

アラームモードのオーバーレイ表示
アラーム発生時に、必要に応じて、テキストメッセージが画像に表示されます。
- オン

テキストメッセージが映像に表示されます。
- オフ

テキストメッセージは映像に表示されません。
- カスタム

映像内にテキストメッセージを表示する位置を入力します。

アラームメッセージのオーバーレイ表示
アラーム発生時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。
選択する項目をクリックします。
- オン

アラームの発生時に映像にメッセージが表示されます。
- オフ

アラームメッセージは映像に表示されません。
- カスタム

映像内にテキストメッセージを表示する位置を入力します。

タイトル OSD
OSD 選択した位置にタイトルを表示できます。
- オン

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します。 位置を入力しま
す。

- オフ
セクターやショットのタイトルを画像にオーバーレイ表示しません。

- 一時的
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します。 位置を入力します。

カメラ OSD
カメラ情報 （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します。
- オン

カメラ情報をウィンドウに表示します。 位置を入力します。
- オフ
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カメラ情報をウィンドウに表示しません。

電子透かしのオーバーレイ表示
送信される画像に透かしを入れることができます。 
- オン

透かしをオンにします。 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。 
アクティブにすると、すべての映像にアイコンのマークが付きます。

- オフ
透かしをオフにします。

18.10 ［カメラ］＞ ［プライバシーマスク］ページ
プライバシーマスクは、シーンの特定領域が表示および録画されないようにブロックするときに使
用します。 たとえば、所有地に隣接する公共の場所を隠すことができます。 合計 15 のプライバシー
マスクを設定できます。

マスクを非表示
すべてのマスクを画像から非表示にするには、チェックボックスをオンにします。

プライバシーマスク
プライバシーマスク番号を選択します。 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。

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。 保存すると、プライバシーマ
スク内のコンテンツはプレビューに表示されなくなります。 この領域は、表示および録画からブロ
ックされます。

パターン
プライバシーマスクのパターン。

プレビューウィンドウ
必要に応じてプライバシーマスク領域のサイズを変更し、目的の位置に移動します。

18.11 ［カメラ］＞ ［カメラ］ページ
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。

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。
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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。
- 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 Junior HD などで次の設定が自動的に変更されます。
- ナイトモード：値 ［カラー］に切り替わります。
- オートアイリス：値 ［コンスタント］に切り替わります。

- 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。

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
- 標準
- 高

シャープネス
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：CCD 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 Junior HD などで次の設定が自動的に変更されます。
- オートアイリス：値 ［コンスタント］に切り替わります。

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
ルトの設定は 1x （60 Hz：1/30、50 Hz：1/25）です。

オート感度アップ 大
［オート感度アップ］を 小値に設定します。 ［オート感度アップ 小］の値は、カメラの感度を
上げる際に使用される係数です。 デフォルトの設定は 15x です。

逆光補正
- オン：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。
- オフ：デフォルト設定

スタビライゼーション
- オン：映像のブレ補正をオンにします。
- オフ：映像のブレ補正をオフにします。

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：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。
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ナイトモードしきい値
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。

18.12 ［カメラ］＞ ［レンズ］ページ 
18.12.1 フォーカス

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。
- 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。

フォーカス速度
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。
- 超低速度
- 低速度
- 標準
- 高速度

18.12.2 アイリス
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
合や光量が変わりやすい場合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 Junior HD など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。
- シャッターモード：［標準］に切り替わります。

- マニュアル：光量の変化にあ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 8 です。 

アイリス速度
アイリスがシーンの照明にあわせて開放を調整する速度を制御します。 1~10 の範囲で値を入力しま
す。 デフォルトの設定は 5 です。 

18.12.3 ズーム
大ズーム速度

ズーム速度を制御します。 デフォルト設定：高速度
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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。
- オフ （デフォルト）：デジタルズーム機能を有効にします。
- オン：デジタルズーム機能を無効にします。

18.13 ［カメラ］＞ ［PTZ］ページ
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、未動作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。 

映像の一時停止
［オン］を選択すると、あらかじめ設定されたシーン位置にカメラが移動すると画像がフリーズされ
ます。

チルトアップリミット
カメラを上にチルトするときの制限を設定するには、［セット］をクリックします。

チルトリミット
上へのチルトの制限を解除するには、［リセット］をクリックします。

18.14 ［カメラ］＞ ［登録ポジションおよびツアー］ページ
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。

シーンを追加するには、次の操作手順に従います。

［ ］をクリックします。

シーンを削除するには、次の操作手順に従います。

シーンを選択して、 をクリックします。
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シーンを上書き （保存）するには、次の操作手順に従います。

［ ］をクリックします。

シーンを表示するには、次の操作手順に従います。

シーンを選択して、 をクリックします。

標準ツアーに含める (* でマーク )
シーンを登録ポジションツアーの一部にする場合は、このチェックボックスをオンにします。 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。

18.15 ［カメラ］＞ ［セクター］ページ
セクター
パン動作機能 （AutoDome Junior HD カメラの場合など）は 360° で、8 等分のセクターに分割され
ます。 ここでは、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ポインターを置きます。
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。 

18.16 ［カメラ］＞ ［インストーラメニュー］ページ
主要周波数
電源入力の周波数を設定します。 この設定は工場出荷時の設定です。変更しないでください。

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］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］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。

18.17 ［カメラ］＞ ［その他］ページ
アドレス
制御システム内の数値アドレスにより、所定のデバイスを操作できます。 カメラの識別番号を
0000~9999 の範囲で入力します。

18.18 ［カメラ］＞ ［ログ］ページ
このページでログファイルを表示および保存することができます。

ダウンロード
クリックすると、ログファイル情報を取得できます。 ログファイルは概要に表示されます。

保存
クリックすると、ログファイルを保存できます。
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18.19 ［カメラ］＞ ［音声］ページ
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ので、選択した音源を確
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。
音声入力の番号はデバイスのラベル順で、関連する映像入力に割り当てられています。 Web ブラウ
ザー接続の場合、割り当ては変更できません。

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。
- オン：音声データを伝送します。
- オフ：音声データを伝送しません。

ライン入力 1 - ライン入力 4

音声信号のゲインの値を入力します。 スライダー の表示が緑色であることを確認します。

ライン出力

ゲインの値を入力します。 スライダー の表示が緑色であることを確認します。

マイク （MIC）
マイクのゲインの値を入力します。

ライン出力／スピーカー （SPK）
ラインおよびスピーカーのゲインの値を入力します。

録音フォーマット
音声録音のフォーマットを選択します。
G.711：デフォルト値。
L16：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。 

18.20 ［インターフェース］＞ ［リレー］ページ
リレー出力の切り替え動作を設定します。
リレー出力の切り替え動作を設定します。 各リレーに個別にオープンスイッチリレー （NC 接点）
またはクローズスイッチリレー （NO 接点）の動作を設定できます。
出力が双安定リレー （ラッチングリレー）として動作するか、単安定リレーとして動作するかも指
定できます。 双安定モードでは、リレーのトリガーされた状態が保持されます。 単安定モードでは、
リレーがアイドル状態に戻るまでの時間を設定します。 
出力を自動的にアクティブにするさまざまなイベントを選択します。 たとえば、動体検出アラーム
がトリガーされると投光照明をオンに、アラームが停止したら再度投光照明をオフにすることがで
きます。 

アイドル状態
リレーを NO 接点として動作させる場合は ［開く］を選択し、リレーを NC 接点として動作させる
場合は ［閉］を選択します。

操作モード
リレーの操作モードを選択します。
たとえば、アラーム終了後にアラーム起動のランプを点灯させたままにする場合は、［双安定］を選
択します。 アラームの発報を 10 秒間継続する場合は、［10 s］を選択します。
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リレートリガーイベント
必要に応じて、リレーをトリガーするイベントを選択します。 トリガーイベントには以下の種類が
あります。
オフ：イベントによるリレーのトリガーはありません 
接続：接続が確立されるとトリガーが実行されます 
映像アラーム：対応する入力の映像信号の中断によってトリガーが実行されます 
動体検出アラーム：［VCA］ページでの設定に従い、対応する入力時に、動体検出アラームによって
トリガーが実行されます
ローカル入力：対応する外部アラーム入力によってトリガーが実行されます 
リモート入力：リモートステーション側の対応するスイッチング接点によってトリガーが実行され
ます （接続が存在する場合のみ） 

注意：
選択できるイベントのリスト内の数は、デバイスに設定している接続と対応しています （たとえ
ば、［映像アラーム 1］は ［映像入力 1］接続に対応）。

リレーをトリガー
テストを行う場合やドアの自動開閉を操作する場合など、リレーを手動で切り替える場合は、リレ
ーボタンをクリックします。
リレーボタンによって各リレーの状態が表示されます。
赤色：リレーがアクティブです。
青色：リレーがアクティブではありません。

18.21 ［インターフェース］＞ ［周辺機器］ページ
18.21.1 COM1 

シリアルインターフェースのパラメーターを要件に合わせて設定できます。
デバイスがマルチキャストモードで動作している場合、デバイスへの映像接続を確立する 初のリ
モート接続先にも透過的データ接続が割り当てられます。 ただし、非アクティブな状態が約 15 秒続
くと、データ接続は自動的に終了し、別のリモート接続先がデバイスと透過的データを交換できる
ようになります。

シリアルポートの機能
リストから制御可能なデバイスを選択します。 シリアルポート経由で透過的データを伝送する場合
は、［Transparent data］をクリックします。 ターミナルからデバイスを操作する場合は、
［Terminal］を選択します。
デバイスを選択すると、ウィンドウ内の残りのパラメーターは自動的に設定されるため、変更しな
いでください。

ボーレート （bps）
伝送速度の値を選択します。

ストップビット
1 文字当たりのストップビットの数を選択します。

パリティチェック
パリティチェックの種類を選択します。

インターフェースモード
シリアルインターフェースのプロトコルを選択します。

18.22 ［ネットワーク］＞ ［ネットワークアクセス］ページ
このページの設定は、デバイス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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注意：
サブネットマスクやゲートウェイアドレスを変更した後は、コンピューターを再起動してください。

サブネットマスク：
ネットワーク管理者から入手した、デバイスのサブネットマスク番号を入力します。

ゲートウェイアドレス
異なるサブネット内のリモート接続先にデバイスを接続するには、ゲートウェイの IP アドレスを入
力します。 または、このボックスを空白 「0.0.0.0」のままにしてかまいません。

DNS サーバーアドレス
このデバイスの、DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
DNS サーバーに登録されているユニットには、簡単にアクセスできます。 たとえば、デバイスにイ
ンターネット経由の接続を確立する場合は、DNS サーバーで使用されているデバイスの名前をブラ
ウザーに URL として入力するだけで済みます。 セキュアおよびダイナミック DNS サーバーがサポ
ートされています。

映像伝送
ファイアウォールの内側で使用されるユニットの場合は、プロトコルとして TCP を選択します。 ロ
ーカルネットワークで使用されるユニットの場合は、UDP を選択します。
注意：
- UDP ではマルチキャストがサポートされますが、  TCP ではサポートされません。 UDP モード

の Maximum Transmission Unit (MTU) の値は 1514 バイトです。
- Bosch VMS NVR では、UDP のみがサポートされます。

HTTP ブラウザーポート
HTTP ブラウザーポートをリストから選択します。 デフォルトのポートは 80 です。 接続を
HTTPSHTTPS に限定するには、HTTP ポートを非アクティブにします。 そのためには、［オフ］を
選択します。

HTTPS ブラウザーポート
サポートされていません。

RCP+ ポート 1756
［オン］を選択すると、このポート上で暗号化されていない接続が許可されます。 ［オフ］を選択
すると、暗号化された接続のみが許可されます （サポートされていません）。

Telnet サポート
［オン］を選択すると、このポート上で暗号化されていない接続が許可されます。 ［オフ］を選択
すると、暗号化された接続のみが許可されます （サポートされていません）。

ETH 1 インターフェースモード／ ETH 2 インターフェースモード
必要に応じて、インターフェースの値 （100Mbps 半二重など）を選択します。 この値は、デバイス
によって異なるため、個別に設定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 （MSS）を入力します。
この設定を使用して、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 適化することができます。 UDP モードでの MTU 値は 1514 バイトにしてください。

iSCSI MSS ［バイト］
iSCSI システムとの接続に使用する 大セグメントサイズ （MSS）を入力します。
iSCSI システムとの接続に使用する 大セグメントサイズは、ネットワーク経由の他のデータトラフ
ィックより大きくすることができます。 指定できる値は、ネットワークの構造によって異なります。 
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値を大きくするメリットがあるのは、iSCSI システムがデバイスと同じサブネット内にある場合だけ
です。

MAC アドレス
MAC アドレスを表示します。

18.23 ［ネットワーク］＞ ［詳細設定］ページ
18.23.1 SNMP

デバイスは、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
できます。 デバイスは、共通コードで SNMP MIB II をサポートしています。

SNMP
［オン］を選択すると、SNMP 機能がアクティブになります。

1. SNMP ホストアドレス／ 2. SNMP ホストアドレス
ターゲットユニットの IP アドレスを 1 つまたは 2 つ入力します。 デバイス （エンコーダー、カメラ
など）は SNMP トラップをターゲットユニットに自動的に送信します。
IP アドレスを入力しないと、デバイスは SNMP 要求に応答するだけで、ターゲットユニットに
SNMP トラップを送信しません。

SNMP トラップ
デバイスがターゲットユニットに送信するトラップを選択できます。 そのためには、［選択］をクリ
ックします。
［SNMP トラップ］ダイアログボックスが表示されます。

SNMP トラップダイアログボックス
適切なトラップのチェックボックスをオンにし、［OK］をクリックします。

18.23.2 802.1x
ネットワーク内で RADIUS サーバーが使用されている場合は、IEEE 802.1x を使用してデバイスと
通信できます。

認証
［オン］を選択すると、802.1x がアクティブになります。

ID
RADIUS サーバーがデバイスを識別するために使用するユーザー名を入力します。

パスワード
RADIUS サーバーがデバイスを識別するために使用するパスワードを入力します。

18.23.3 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。 ［ライセンス］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。

関連項目：
135 ページのセクション 「18.26  ［サービス］＞ ［ライセンス］ページ」

18.23.4 RTSP
RTSP ポート
必要に応じて、RTSP データの交換用に別のポートを選択します。 デフォルトのポートは 554 です。
［  オフ］を選択すると、RTSP 機能が無効になります。 



Bosch Video Management System  ［エンコーダー］／ ［デコーダー］ページ | ja 133

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

18.23.5 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。

NTCIP
リストからポートを選択します。

アドレス
リストからアドレスを選択します。

18.23.6 UPnP
ユニバーサルプラグアンドプレイ機能 （UPnP）をアクティブにできます。 有効にすると、カメラは
ネットワークからの要求で反応し、照会するコンピューターに新しいネットワークデバイスとして
自動的に登録されます。 カメラの IP アドレスを知らなくても、Windows エクスプローラーでカメラ
にアクセスできます。

注意：
Windows XP または Windows Vista を搭載したコンピューターで UPnP 機能を使用するには、ユニ
バーサルプラグアンドプレイホストと SSDP ディスカバリーサービスをアクティブにする必要があ
ります。

18.23.7 TCP メタデータ入力
この機能で、ATM や POS デバイスなどの外部の TCP 送信ユニットからデータを取得して、メタデ
ータとして保存できます。 

TCP ポート
TCP 通信のポートを選択します。 TCP メタデータ機能を非アクティブにするには、［オフ］を選択
します。 

送信者 IP アドレス
TCP メタデータ送信ユニットの IP アドレスをここに入力します。

18.24 ［ネットワーク］＞ ［マルチキャスト］ページ
エンコーダーと受信デバイスの 1 対 1 接続 （ユニキャスト）以外に、デバイスでは、複数の受信デ
バイスがエンコーダーからの映像信号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。
マルチキャストを行うには、UDP プロトコルと IGMP プロトコルを使用した、マルチキャスト対応
の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。
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 Internet Group 
Management Protocol （IGMP V2）に対応している必要があります。 アドレスの範囲は
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同じ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。
注意：設定はエンコーダー （映像入力）ごと、およびストリームごとに行う必要があります。 デバ
イスの映像入力のラベルの後に番号があります。
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有効
複数の受信デバイス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。 これを行うには、チェックボックスをオンにします。 次にマルチキャストアドレスを
入力します。

マルチキャストアドレス
関連するエンコーダー （映像入力）のストリームごとに、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、関連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 （デバイス内でデータストリームをコピーします）。 デバイスは、 大 5 台の受信デバ
イスに同時送信する、マルチユニキャスト接続に対応しています。 
注意：データの複製処理は CPU 負荷が大きく、場合によっては画質が劣化することがあります。

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オンにして、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。 接続が切断されている場合でも、デバイスでマルチキャストデータがストリームされます。 
通常のマルチキャストの場合、上記設定は不要です。

パケット TTL （Dinion IP、Gen4、FlexiDome のみ）
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。 ルーターを
経由してマルチキャストを実行する場合は、1 よりも大きい値を入力します。

18.25 ［ネットワーク］＞ ［FTP 転送］ページ
18.25.1 JPEG 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。 必要に応じて、保存した画像を参
照してアラームイベントを再構築することができます。

画像サイズ
JPEG 画像の解像度を選択します。

ファイル名
転送される画像のファイル名を作成する方法を選択します。
- 上書き

同じファイル名が常に使用されます。 既存のファイルは現在のファイルにより上書きされま
す。

- インクリメント
000~255 の範囲で番号をインクリメント （+1）し、ファイル名に追加します。 番号が 255 に
達すると、番号はもう一度 000 から始まります。

- 日付／時刻を付加
日付と時刻が自動的にファイル名に付加されます。 デバイス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：2008 年 10 月 1 日 11 時 45 分 30 秒に保存されたファ
イルは、「snap011008_114530.jpg」となります。

転送間隔 （秒、0= オフ )
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」を入力しま
す。
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18.25.2 FTP サーバー
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 サーバーのパスワードを入力します。

FTP サーバー上のパス
FTP サーバーで画像の保存先となるパスを入力します。

カメラから JPEG を転送する
このチェックボックスをオンにすると、JPEG 画像のカメラ入力がアクティブになります。 デバイス
の映像入力のラベルの後に番号があります。

大ビットレート
FTP 転送のビットレートを制限できます。

18.26 ［サービス］＞ ［ライセンス］ページ
追加の機能やソフトウェアモジュールを有効にできます。

インストールコード
インストールコードが表示されます。

アクティベーションキー
アクティベーションキーを入力します。 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。 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。

インストール済みライセンス
有効になっているインストール済みライセンスが表示されます。

18.27 ［デコーダー］＞ ［デコーダー］ページ
18.27.1 デコーダープロファイル

アナログモニターまたは VGA モニターの映像の表示に関する各種のオプションを設定できます。

モニター名
モニターの名前を入力します。 モニター名を設定すると、リモートモニターの場所を簡単に識別で
きます。 できるだけ簡単に場所を識別できるような名前を入力してください。

をクリックすると、デバイスツリーに表示される名前が更新されます。

標準
使用するモニターの映像出力信号を選択します。 アナログビデオモニター用の VGA と PAL の他に、
NTSC モニター用の 8 種類の事前設定が用意されています。

ウィンドウレイアウト
モニターのデフォルトの画像レイアウトを選択します。

注意
VGA 設定の値をモニターの技術仕様の範囲にない値に設定すると、モニターに深刻な損傷が発生す
るおそれがあります。 使用するモニターの技術仕様を参照してください。
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VGA 画面サイズ
画面の縦横比 （4×3 など）または画面の物理的なサイズ （ミリメートル単位）を入力します。 デバ
イスはこの情報により映像のスケールを正確に算出し、表示に歪みが発生しないようにします。

18.27.2 モニター表示
デバイスは伝送の中断を認識し、モニターに警告を表示します。

伝送障害を表示する
［オン］を選択すると、伝送が中断した場合に警告が表示されます。

障害感度
スライダーを動かして、警告をトリガーする中断のレベルを調整します。

障害通知テキスト
接続が失われた場合にモニターに表示する警告のテキストを入力します。 テキストの長さは、31 文
字以内です。

デコーダーロゴの削除
クリックすると、デコーダーの Web ページで設定されているロゴが削除されます。
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19 ［マップと構造］ページ

メイン画面＞  マップと構造
権限は失われる場合があります。 デバイスのグループを移動すると、デバイスの権限設定が失われ
ます。 ［ユーザーグループ］ページで再度権限を設定する必要があります。 
デバイスツリー、論理ツリー、マップウィンドウが表示されます。 
Bosch Video Management System のすべてのデバイスの構造を表示できます。 構造は論理ツリーに
表示されます。
次のタスクを実行できます。 
- 完全な論理ツリーの設定 
- リソースファイルの管理と、ノードへのリソースファイルの割り当て
- マップ上でのホットスポットの作成 
リソースファイルには次のようなものがあります。
- サイトマップファイル
- ドキュメントファイル
- Web ファイル
- 音声ファイル
- コマンドスクリプト
- カメラシーケンスファイル
ホットスポットには次のようなものがあります。 
- カメラ
- 入力
- リレー
- コマンドスクリプト
- シーケンス
- 他のマップへのリンク

リソースファイルを管理するダイアログボックスを表示します。

コマンドスクリプトを論理ツリーに追加するためのダイアログボックスを表示します。

カメラシーケンスファイルを追加するためのダイアログボックスを表示します。

ノードを追加するためのダイアログボックスを表示します。

マップリソースファイルを追加するためのダイアログボックスを表示します。 

HTML ファイルを追加するためのダイアログボックスを表示します。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。
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19.1 リソースマネージャーダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞
または

メイン画面＞  マップと構造＞ ＞管理 ...
リソースファイルを管理します。 
次のファイル形式に対応しています。
- DWF ファイル （マップリソースファイル）

Operator Client で使用する場合、これらのファイルはビットマップ形式に変換されます。
- HTML ファイル （アクションプランなどの HTML ドキュメント）
- MP3 （音声ファイル）
- TXT ファイル （テキストファイル）
- URL ファイル （Web ページへのリンクがある）
- MHT ファイル （Web アーカイブ）
- WAV （音声ファイル）

クリックすると、リソースファイルをインポートするためのダイアログボックスが表示されま
す。

クリックすると、［  URL の追加］ダイアログボックスが表示されます。

クリックすると、選択したリソースファイルを削除できます。

クリックすると、選択したリソースファイルの名前を変更できます。

クリックすると、選択したリソースファイルを別のリソースファイルと置き換えることができ
ます。

クリックすると、選択したリソースファイルをエクスポートするためのダイアログボックスが
表示されます。

19.2 リソースの選択ダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞
DWF 形式のマップファイルを論理ツリーに追加できます。 

リソースファイルの選択：
ファイル名をクリックしてマップファイルを選択します。 選択したファイルの内容がプレビュー枠
に表示されます。

管理 ...
クリックすると、［リソースマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。

19.3 シーケンスビルダーダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞
カメラシーケンスを管理します。 
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クリックすると、［  シーケンスの追加］ダイアログボックスが表示されます。

クリックすると、カメラシーケンスの名前を変更できます。

クリックすると、選択したカメラシーケンスを削除できます。

コマの追加
クリックすると、［シーケンスコマの追加］ダイアログボックスが表示されます。

コマ送りを削除
クリックすると、選択したステップを削除できます。

ステップ
ステップの番号を表示します。 特定のステップのすべてのカメラには同じ移行時間が設定されてい
る必要があります。 

継続
移行時間 （秒単位）を変更できます。

カメラ番号
セルをクリックして、論理番号からカメラを選択します。

カメラ
セルをクリックして、名前からカメラを選択します。

カメラ機能
セルをクリックして、この行のカメラの機能を変更します。

データ
選択したカメラ機能の期間を入力します。 この設定を行うには、［カメラ］列のエントリ－と ［カ
メラ機能］列のエントリ－がそれぞれ選択されている必要があります。

データユニット
選択した時間の単位 （秒など）を選択します。 この設定を行うには、［カメラ］列のエントリ－と
［カメラ機能］列のエントリ－がそれぞれ選択されている必要があります。

論理ツリーに追加
クリックすると、選択したカメラシーケンスが論理ツリーに追加され、ダイアログボックスが閉じ
ます。

19.4 シーケンスの追加ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ ＞ ［マップと構造］ >  > シーケンスビルダー ダイアログボックス＞

カメラシーケンスのプロパティを設定できます。 

シーケンス名：
新しいカメラシーケンスの名前を入力します。

論理番号：
防犯カメラ用キーボードを使用する場合に、シーケンスの論理番号を入力します。

継続時間：
所定の移行時間を入力します。
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カメラのコマ送り：
各ステップのカメラの番号を入力します。 

コマ：
ステップ数を入力します。

19.5 シーケンスコマの追加ダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞ ＞ ［コマの追加］ボタン
既存のカメラシーケンスに、新しい移行時間が設定されたステップを追加できます。 

継続時間：
所定の移行時間を入力します。

19.6 URL の追加ダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞ ＞  
インターネットアドレス （URL）をシステムに追加できます。 このインターネットアドレスは論理
ツリーにドキュメントとして追加できます。 ユーザーは自分の Operator Client でインターネットペ
ージを表示できます。

名前：
URL の表示名を入力します。

URL:
URL を入力します。

19.7 リンクのマップを選択ダイアログボックス

メイン画面＞  マップと構造＞論理ツリーでマップフォルダー を選択＞マップを右クリッ
クし、［リンクの作成 ］をクリック
マップを選択して、他のマップへのリンクを作成できます。 

他のマップをクリックして選択します。

選択
クリックすると、選択したマップにリンクを挿入できます。
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20 ［スケジュール］ページ

メイン画面＞  
録画スケジュールとタスクスケジュールを設定できます。

クリックすると、選択した録画スケジュールまたはタスクスケジュールの名前を変更できます。

録画スケジュール
録画スケジュールツリーが表示されます。 設定するエントリを選択します。

タスクスケジュール
タスクスケジュールツリーが表示されます。 設定するエントリを選択します。

追加
クリックすると、新しいタスクスケジュールを追加できます。

削除
クリックすると、選択したタスクスケジュールを削除できます。

20.1 ［録画スケジュール］ページ

メイン画面＞ ＞録画スケジュールツリーの項目を選択
録画スケジュールを設定できます。

平日
クリックすると、平日のスケジュールテーブルが表示されます。 設定済みのすべての録画スケジュ
ールの期間が表示されます。
ポインターをドラッグして、選択したスケジュールの時間帯を選択します。 選択されたすべてのセ
ルの色が、選択されたスケジュールの色に変わります。
1 日の時刻が横に表示されます。 1 時間が 4 つのセルに分割されています。 1 つのセルは 15 分を表
します。 

休日
クリックすると、休日のスケジュールテーブルが表示されます。

除外日
クリックすると、除外日のスケジュールテーブルが表示されます。

追加
クリックすると、目的の休日や除外日を追加するためのダイアログボックスが表示されます。

削除
クリックすると、休日や除外日を削除するためのダイアログボックスが表示されます。

20.2 ［タスクスケジュール］ページ

メイン画面＞ ＞タスクスケジュールツリーの項目を選択
使用可能なタスクスケジュールを設定できます。 標準パターンまたは定期的なパターンを設定でき
ます。 
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標準 
クリックするとスケジュールテーブルが表示され、標準タスクスケジュールを設定できます。 標準
パターンを設定すると、選択したスケジュールで定期的なパターンは無効になります。

反復 
クリックするとスケジュールテーブルが表示され、選択したスケジュールの定期的なパターンを設
定できます。 例えば、毎月隔週の火曜日や毎年 7 月 4 日などに実行するスケジュールを設定できま
す。 定期的なパターンを設定すると、選択したスケジュールで標準パターンが無効になります。

平日
クリックすると、平日のスケジュールテーブルが表示されます。
ポインターをドラッグして、選択したスケジュールの時間帯を選択します。 選択したセルが、選択
したスケジュールの色で表示されます。
1 日の時刻が横に表示されます。 1 時間が 4 つのセルに分割されています。 1 つのセルは 15 分を表
します。 

休日
クリックすると、休日のスケジュールテーブルが表示されます。

除外日
クリックすると、除外日のスケジュールテーブルが表示されます。

すべてをクリア
クリックすると、使用可能なすべての日 （平日、休日、除外日）の期間が消去されます。 

すべてを選択
クリックすると、使用可能なすべての日 （平日、休日、除外日）の期間が選択されます。

追加 ...
クリックすると、目的の休日や除外日を追加するためのダイアログボックスが表示されます。

削除 ...
クリックすると、休日や除外日を削除するためのダイアログボックスが表示されます。

反復パターン
タスクスケジュールの発生頻度 （毎日、毎週、毎月、毎年）をクリックし、所定のオプションを選
択します。

日のパターン
ポインターをドラッグして、定期的なパターンの期間を選択します。
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21 ［カメラと録画］ページ

メイン画面＞  カメラと録画 
［カメラテーブル］ページまたは ［録画テーブル］ページが表示されます。 
カメラのプロパティと録画設定を設定できます。
表示されているカメラを、種類を基準にフィルタリングできます。

クリックすると、録画スケジュール間で設定をコピーできます。

クリックすると、［  ストリームの品質設定］ダイアログボックスが表示されます。 

クリックすると、［  スケジュールされた録画設定］ダイアログボックスが表示されます。

クリックするとダイアログボックスが表示され、選択した PTZ カメラの設定ができます。

ストレージデバイスを問わず、使用可能なすべてのカメラが表示されます。

  クリックすると、ストレージデバイスを基準に表示されているカメラをフィルタリン
グできます。

   該当するカメラテーブルが表示されます。 これらのカメラによる映像は Bosch 
Video Management System に録画されていないため、録画設定は使用できません。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。

21.1 ［カメラ］ページ

メイン画面＞  カメラと録画＞録画装置 （ など）をクリック
Bosch Video Management System で使用可能なカメラに関する各種の情報が表示されます。
次のカメラのプロパティを変更できます。 
- カメラ名
- 音源の割り当て
- 論理番号
- PTZ 制御 （使用可能な場合）
- ライブ画質 （VRM とライブ／ローカルストレージのみ）
- 録画設定プロファイル
- 小および 大保存期間
 列タイトルをクリックすると、テーブルがその列を基準に並べ替えられます。

エンコーダー
デバイスの種類が表示されます。

デバイスファミリー
エンコーダーで使用されているファームウェアの種類が表示されます。
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カメラ
カメラの名前が表示されます。

ネットワークアドレス
カメラの IP アドレスを表示します。

場所
カメラの場所を表示します。 カメラにまだ場所が割り当てられていない場合、［割り当てられていな
い場所］と表示されます。

番号
セルをクリックすると、カメラが検出された時点でカメラに自動的に設定された論理番号を編集で
きます。 すでに使用されている番号を選択すると、該当するエラーメッセージが表示されます。
カメラが削除されると、そのカメラの論理番号は再度空き番号となります。

音声
セルをクリックすると、カメラに音源を割り当てることができます。
優先度の低いアラームが、音声が設定されているカメラに対して発生した場合、この音声信号は優
先度の高いアラームを表示中の場合でも再生されます。 ただし、これは優先度の高い方のアラーム
に音声が設定されていない場合に限られます。

ストリーム 1 －コーデック／ストリーム 2 －コーデック （VRM とローカルストレージのみ）
セルをクリックすると、ストリームのエンコーディングに使用するコーデックを選択できます。
次のエントリが表示されます。
- MPEG-4 SH++ （H.264 をサポートしていないエンコーダー専用）

MPEG-4 エンコーディング用の標準的なコーデック。
- H.264 BP+ （VIPX と ARM 専用）

低ビットレート用に 適化されたベースライン + プロファイルによる H.264 エンコーディング
用のコーデック。 VIPX を使用したライブ表示に使用します。
注意：VIPX デコーダーでライブ映像を表示する場合は、［H.264 BP+］を選択します。

- H.264 MP （VIPX 専用）
効率的なエンコーディング用に 適化されたメインプロファイルによる H.264 エンコーディン
グ用のコーデック。 録画に使用します。

- H.264 MP Low Latency （ARM 専用）
低ビットレートと効率的なエンコーディング用に 適化されたメインプロファイルによる
H.264 エンコーディング用のコーデック。 ライブ表示と録画に使用します。 
ARM の場合：ライブ表示と録画の両方に H.264 MP Low Latency を使用します。

ストリーム 1 - 画質／ストリーム 2 - 画質
ライブ表示または録画に使用されるストリームに必要な画質を選択します。 ［ストリームの品質設
定］ダイアログボックスで画質を設定します。

ライブ映像 （VRM とライブ専用／ローカルストレージのみ）
セルをクリックすると、VRM またはローカルストレージ／ライブ専用エンコーダーのストリームを
選択できます。

録画 （VRM とローカルストレージのみ）
セルをクリックすると、必要な録画設定を選択できます。 ［スケジュールされた録画設定］ダイア
ログボックスで利用可能な録画設定を設定します。

（ ［すべて］をクリックした場合にのみ表示されます）
このチェックボックスをオンにすると PTZ 制御が有効になります。
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注意：
ポート設定については、130 ページのセクション 「18.21.1 COM1」を参照してください。

プロトコル （ ［すべて］をクリックした場合にのみ表示されます）
セルをクリックすると、PTZ 制御に応じたプロトコルを選択できます。

PTZ アドレス （ ［すべて］をクリックした場合にのみ表示されます）
PTZ 制御のアドレス番号を入力します。

ストレージ
小時間 [ 日 ] （VRM とローカルストレージのみ）

セルをクリックすると、このカメラによる映像データを保持する 小日数を編集できます。 この日
数が経過していない録画は自動的には削除されません。

ストレージ
大時間 [ 日 ] （VRM とローカルストレージのみ）

セルをクリックすると、このカメラによる映像データを保持する 大日数を編集できます。 この日
数が経過している録画のみが自動的に削除されます。

21.2 ［スケジュールされた録画設定］ダイアログボックス （VRM とロー
カルストレージのみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞
利用可能なデバイスファミリーごとにスケジュール依存の録画設定を行うことができます。 デバイ
スファミリーは、このデバイスファミリーのエンコーダーがデバイスツリーに 1 つ以上追加される
と利用できます。 カメラテーブルで、この録画設定を各カメラに割り当てます。
［スケジュール］ページで設定した ［録画スケジュール］を使用します。
注意：通常録画のオン／オフの切り替えはすべてのデバイスファミリーで有効です。

利用可能な録画設定
事前定義の録画設定を選択して、そのプロパティを変更します。 ユーザー定義の設定を追加または
削除できます。

名前 :
新しい録画設定の名前を入力します。 

必要なデバイスファミリーを選択し、このデバイスファミリーで有効な録画設定を行います。

選択したデバイスファミリーで ［録画スケジュール］を選択して、録画設定を行います。

録画 :
通常録画のオン／オフを切り替えます （連続およびアラーム発生前）。 

録画モード
目的の録画モードを選択します。 
以下の項目を使用できます。
- 連続
- アラーム発生前

ストリーム :
通常録画に使用されるストリームを選択します。 
注意：使用できるストリームは、デバイスファミリーによって異なります。
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画質 :
通常録画に使用するストリームの品質を選択します。 使用可能な画質設定は、［ストリームの品質設
定］ダイアログボックスで設定されます。

録画時間 :
必要なアラーム前の録画時間を入力します。 この時間は hh.mm.ss の形式で入力します。
注意：［アラーム発生前］を選択した場合にのみ有効です。

アラーム録画 :
このカメラのアラーム録画のオン／オフを切り替えることができます。

動体検出アラーム :
動体検出によってトリガーされるアラーム録画のオン／オフを切り替えることができます。

ストリーム :
アラーム録画に使用するストリームを選択します。
注意：使用できるストリームは、デバイスファミリーによって異なります。

画質 :
アラーム録画に使用するストリームの品質を選択します。 使用可能な画質設定は、［ストリームの品
質設定］ダイアログボックスで設定されます。

録画時間 :
必要なアラーム録画時間を入力します。 この時間は hh.mm.ss の形式で入力します。

21.3 録画設定ページ （NVR のみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞ ＞ ［録画スケジュール］タブ （ など）をクリック
システムの NVR に割り当てられているすべてのエンコーダーの録画設定を設定できます。
表示される録画スケジュールは ［スケジュール］で設定されます。
カメラテーブルを構成するものでない列についてのみ説明します。
 列タイトルをクリックすると、テーブルがその列を基準に並べ替えられます。 

連続録画
［画質］列でセルをクリックすると、録画を無効にするか、ストリーム 1 のストリーム品質を選択で
きます。

列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。

ライブ／イベント発生前の録画
［画質］列でセルをクリックすると、ライブ表示のストリーム品質 （簡易再生に必要）とストリー
ム 2 のイベント発生前録画のストリーム品質 （動体検出録画とアラーム録画に必要）を選択できま
す。 このエンコーダーでデュアルストリーミングが有効になっている場合は、ライブまたはイベン
ト発生前録画用にストリーム 1 を選択できます。

列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。

動体録画
［画質］列でセルをクリックすると、録画を無効にするか、ストリーム 1 のストリーム品質を選択で
きます。

列でセルをクリックすると音声が有効になります。
［イベント発生前 [s]］列でセルをクリックすると、動体検出イベントが発生するまでの録画時間を
秒単位で設定できます。
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［イベント発生後 [s]］列でセルをクリックすると、動体検出イベントが発生してからの録画時間を
秒単位で設定できます。 

アラーム録画
［画質］列でセルをクリックすると、ストリーム 1 のストリーム品質を選択できます。
アラーム録画を有効にするには、該当するアラームを設定します。

列で、チェックボックスをオンにして音声をアクティブにします。
［イベント発生前 [s]］列でセルをクリックすると、アラーム発生前の時間を秒単位で設定できます。
［イベント発生後 [s]］列でセルをクリックすると、アラーム発生後の時間を秒単位で設定できます。 

21.4 ［録画設定のコピー ］ダイアログボックス （NVR のみ）

メイン画面＞  カメラと録画＞録画デバイスのアイコンをクリック （ など）＞ ［録画ス

ケジュール］タブをクリック （ など）＞  
録画スケジュール間で設定をコピーできます。 

すべてをコピー
クリックすると、選択したスケジュールのすべての録画スケジュールを別のスケジュールにコピー
できます。

現在の選択内容をコピー
クリックすると、選択されたテーブルの行の録画設定のみを別のスケジュールにコピーできます。 

21.5 ストリームの品質設定ダイアログボックス

メイン画面＞  カメラと録画＞  
ストリーム品質プロファイルを設定できます。このプロファイルは後で録画モードに割り当てるこ
とができます。 
ストリーム品質は録画解像度、フレームレート、 大帯域幅、映像圧縮を組み合わせたものです。

クリックすると、新しいストリーム品質を追加できます。

クリックすると、選択したストリーム品質を削除できます。 デフォルトの録画設定は削除でき
ません。

名前：
ストリーム品質の名前が表示されます。 新しいストリーム品質を追加すると、名前を変更できるよ
うになります。

SD 映像解像度：
目的の録画解像度を選択します。 

画像エンコーディング間隔：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。 
システムにより、IPS （PAL および NTSC）の対応値が計算されます。 
画像エンコーディング間隔で、画像をエンコードして転送する間隔を設定します。 「1」と入力する
と、すべての画像がエンコーディングされます。 「4」と入力すると、4 コマごとに画像がエンコー
ディングされ、それに続く 3 つの画像はスキップされます。これは特に低帯域幅の場合に適してい
ます。 低帯域幅の場合、この値を大きくすると 高の映像画質が得られます。
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ビットレート [Kbps]：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。
ネットワークの帯域幅の使用を 適化するために、encoder のデータレートを制限できます。 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、［ 大ビットレート [Kbps]：］
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。

大ビットレート [Kbps]：
スライダーを動かすか、目的の値を入力します。
ここで設定した 大ビットレートにより、 高伝送速度が設定されます。
ビットレートの限度を設定することにより、映像データの保存に必要なディスク容量を確実に特定
できます。
I- フレームおよび P- フレームの画質設定によっては、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、［ビットレート [Kbps]：］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。

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。 ［自動］をクリック
して、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。

フレーム画質レベル
I- フレームと P- フレームの両方に対して、［0］と ［100］のいずれかを設定できます。 小値を設
定すると、画質が 高になり、フレームのリフレッシュレートが 低になります。 大値を設定す
ると、フレームのリフレッシュレートが 高になり、画質が 低になります。
使用できる伝送帯域幅が小さい場合、画質を高く設定すると映像を高画質にできます。

注意：
画質の調整は映像の動きと詳細度を基準に行います。 ［自動］チェックボックスをオンにすると、
動きと画像の鮮明度の関係が 適になるよう自動的に調整されます。

VIP X1600 XFM4 の設定
VIP X 1600 XFM4 エンコーダーモジュールの次の H.264 設定を行うことができます。
H.264 ブロック解除フィルター選択すると、シャープなエッジがスムーズになり、画質と予測パフ
ォーマンスが向上します。
CABAC: 選択すると、高効率圧縮が有効になります。 大量の処理能力が使用されるようになります。

21.6 PTZ 設定ダイアログボックス

メイン画面＞  カメラと録画＞ ＞ PTZ カメラを選択＞  
PTZ カメラの設定ができます。

注意：
まず PTZ カメラのポート設定を行ってから、PTZ カメラの設定を行ってください。 このようにしな
いと、このダイアログボックスで PTZ 制御が機能しません。
定義済みの位置と補助コマンドを設定します。 

クリックすると、カメラを定義済みの位置に移動したり、コマンドを実行したりすることがで
きます。
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クリックすると、定義済みの位置やコマンドを保存できます。

クリックすると、定義済みの位置やコマンドの名前を変更できます。

クリックすると、定義済みの位置やコマンドを削除できます。 

［定義済みの位置］タブ
クリックすると定義済み位置のテーブルが表示されます。

Nr
定義済み位置の番号を表示します。

名前
クリックすると定義済み位置の名前を編集できます。

［AUX コマンド］タブ
クリックすると補助コマンドのテーブルが表示されます。

Nr
補助コマンドの番号を表示します。

名前
クリックするとコマンドの名前を編集できます。

コード
クリックするとコマンドのコードを編集できます。
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22 ［イベント］ページ

メイン画面＞  イベント 
イベントツリーを表示します。イベントツリーには、使用可能なイベントと、各イベントのイベン
ト設定テーブルが表示されます。 イベントは種類別にグループ化されます。例えば、すべてのカメ
ラ録画イベント （連続録画やアラーム録画など）は録画モードの下にグループ化されます。 

使用可能なイベントのグループ化は、装置に関係なく行われます。 装置の状態の変化は、 から

に変わって表示されます。 その他のすべてのイベントは、装置ごとのグループで と表示さ
れます。
各イベントについて、次の設定ができます。
- スケジュールに従いアラームをトリガーする （一部のイベントでは設定できません）
- スケジュールに従いイベントをログに記録する。 イベントがログに記録されている場合、その

イベントは Operator Client のイベントのリストに表示されます。
- スケジュールに従いコマンドスクリプトを実行する （一部のイベントでは設定できません）
イベントが発生すると、設定が実行されます。
複数のイベントをブール式により結合した複合イベントを作成できます。 
 ツリーの項目をクリックして、該当するイベント設定テーブルを表示します。

クリックするとイベントをコピーできます。 特定のイベントに対して複数のアラームを生成す
る場合に使用します。

クリックすると、重複または合成イベントを削除できます。

クリックすると、選択した合成イベントの名前を変更できます。 

クリックするとダイアログボックスが表示され、他のイベント （ 大 10 件）のブール式を使用
して合成イベントを作成することができます。 
複合イベントはイベント設定テーブルに追加されます。

クリックすると、選択した合成イベントを編集できます。

クリックするとダイアログボックスが表示され、コマンドスクリプトの作成と編集ができます。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。

［デバウンス設定］タブ
注意：技術的な制限により、一部のイベントでは、［デバウンス設定］タブを使用できません。
選択したイベントのデバウンス設定を設定できます。

デバウンス時間 :
入力した時間間隔、その他のイベントはすべて無視されます。
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イベントの状態の優先度 :
イベントの状態に対して優先度を割り当てることができます。 

優先度の編集
クリックすると、優先度を設定するためのダイアログボックスが表示されます。

設定の追加
クリックすると、すべてのデバイスのデバウンス設定と異なるデバウンス設定を行うための行が追
加されます。

設定の削除
クリックすると、選択した行が削除されます。 行を選択するには、左の行見出しをクリックします。

［設定］タブ

デバイス
デバイスまたはスケジュールの名前が表示されます。

ネットワーク
当該の IP デバイスの IP アドレスを表示します。

アラームのトリガー
セルをクリックするとアラームをトリガーするための録画またはタスクスケジュールを選択できま
す。
どの時点でもアラームをトリガーできるようにするには、［常時］を選択します。
アラームをトリガーしない場合は、［なし］を選択します。

ログ
［スケジュール］列でセルをクリックすると、ログの記録を実行するための録画またはタスクスケジ
ュールを選択できます。
どの時点でもイベントをログに記録できるようにするには、［常時］を選択します。 イベントがログ
に記録されている場合、そのイベントは Operator Client のイベントのリストに表示されます。
イベントをログに記録しない場合は、［なし］を選択します。

スクリプト
［スクリプト］列でセルをクリックすると、コマンドスクリプトを選択できます。
［スケジュール］列でセルをクリックすると、コマンドスクリプトの実行するための録画またはタス
クスケジュールを選択できます。
どの時点でもコマンドスクリプトを実行できるようにするには、［常時］を選択します。
コマンドスクリプトを実行しない場合は、［なし］を選択します。

22.1 コマンドスクリプトエディターダイアログボックス

メイン画面＞  イベント＞
コマンドスクリプトの作成と編集ができます。

クリックすると変更された設定が保存されます。 

クリックすると保存されている設定に戻ります。

クリックするとスクリプトのコードをチェックできます。

クリックするとスクリプトレットファイルを作成できます。
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クリックするとスクリプトレットファイルを削除できます。

クリックすると、スクリプトファイルをインポートするためのダイアログボックスが表示され
ます。

クリックすると、スクリプトファイルをエクスポートするためのダイアログボックスが表示さ
れます。

クリックすると、既存のスクリプトを他の使用可能なスクリプト言語に変換できます。 既存の
スクリプトのテキストはすべて削除されます。

クリックすると Bosch Video Management System スクリプト API のオンラインヘルプが表示
されます。

クリックすると Bosch Video Management System のオンラインヘルプが表示されます。

クリックすると、［コマンドスクリプトエディター］ダイアログボックスが閉じます。

22.2 ［合成イベントの作成／合成イベントの編集］ダイアログボックス

メイン画面＞  イベント＞  
複合イベントの作成や変更ができます。 

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。

イベント名：
複合イベントの名前を入力します。

イベント状態：
複合イベントの一部となる状態の変化を選択します。

オブジェクト：
選択したイベントの状態のオブジェクトのうち、使用可能なものを 1 つ以上選択します。 この状態
と選択したオブジェクトが合成イベントツリーにルートオペレーターの直接の子として表示されま
す。

合成イベント :
合成イベントツリーに合成イベントを作成できます。 ブール演算子 （AND、OR）の直接の子がすべ
てこの演算子で結合されます。

22.3 スクリプト言語の選択ダイアログボックス

メイン画面＞  イベント＞
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コマンドスクリプトのスクリプト言語を設定できます。
既存のコマンドスクリプトのスクリプト言語は変更できません。

スクリプト言語：
所定のスクリプト言語を選択します。

22.4 ［イベントのタイプ］ダイアログボックスの ［優先度の編集］

メイン画面＞  イベント＞ ［デバウンス設定］タブ＞優先度の編集ボタン

優先度の名前 :
優先度設定の名前を入力します。

状態値
選択したイベントのイベント状態の名前を表示します。

状態の優先度
必要な優先度を入力します。 1= 高優先度、10= 低優先度。

22.5 デバイスの選択ダイアログボックス
選択
必要なエントリのチェックボックスをオンにして ［OK］をクリックし、選択したデバイスのデバウ
ンス設定テーブルに行を追加します。
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23 ［アラーム］ページ

メイン画面＞  アラーム
イベントツリーと各イベントのイベント設定テーブルが表示されます。 ［イベント］ページで設定
されたイベントのみが表示されます。
このテーブルで、イベントによりトリガーされたアラームの表示形式と、アラーム発生時の録画と
表示の対象となるカメラをイベントごとに指定します。 
システムエラーなどの一部のイベントは、デフォルトでアラームとして設定されています。
次のイベントにはアラームを設定できません。
- 録画モードの変更
- アラームの状態の変更
- 大部分のユーザーアクション （PTZ アクションなど）

クリックすると、［  リソースマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。

ダイアログボックスが開き、グローバルアラーム設定を設定できます。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。
 ツリーの項目をクリックして、該当するアラーム設定テーブルを表示します。

デバイス
イベントツリーで選択されたイベント条件の装置を表示します。 

ネットワークアドレス
当該の IP デバイスの IP アドレスを表示します。

アラーム ID
［優先度］列でセルをクリックすると、選択したアラームの優先度を入力できます （優先度は 100
が 低、1 が 高です）。  
［タイトル］列でセルをクリックすると、Bosch Video Management System でアラームリストなど
に表示するアラームのタイトルを入力できます。
［色］列でセルをクリックするとダイアログボックスが開き、Operator Client でアラームリストなど
に表示するアラームの色を選択できます。 

アラーム画像領域
［1］~ ［5］列のいずれかでセルの ... をクリックするとダイアログボックスが開き、カメラを選択
できます。
選択できるのは ［マップと構造］の論理ツリーに追加されたカメラだけです。
使用可能なアラーム画像枠の数は ［グローバルアラーム設定］ダイアログボックスで設定できま
す。 
［音声ファイル］列で、セルの ... をクリックすると、アラームの発生時に再生される音声ファイル
を選択するダイアログボックスが表示されます。

アラームオプション
セルの ... をクリックすると、［アラームオプション］ダイアログボックスが表示されます。
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23.1 グローバルアラーム設定ダイアログボックス

メイン画面＞  アラーム＞  

［アラーム設定］タブ

アラームの優先度が同じ場合の表示順：
Operator Client のアラーム表示でのアラーム画像枠の順番を設定するための値を入力します。

アラームごとの 大画像枠：
アラーム発生時に表示するアラーム画像枠の 大数を入力します。

自動クリア時刻：
アラームが自動的に消去されるまでの時間を秒単位で入力します。 
この設定は、アラームが ［アラーム］ページで ［自動クリア］に設定されている場合にのみ適用さ
れます。

簡易再生の巻き戻し時間：
簡易再生の継続時間を秒単位で入力します。

手動アラーム録画時間：
NVR 録画でのみ有効です。
ユーザーが Operator Client で手動で開始できるアラーム録画の継続時間を分単位で入力します。
ユーザーはこの時間が経過するより前に手動録画を停止できます。

アラーム音声の繰り返し：
このチェックボックスをオンにした場合、アラーム音が繰り返される間隔を秒単位で設定します。

受信アラームのために Windows スクリーンセーバーを中断
このチェックボックスをオンにすると、スクリーンセーバーが有効な場合でも受信アラームが表示
されます。 スクリーンセーバーの中断にユーザー名とパスワードが必要な場合、この設定は無効で
す。

［アナログモニターグループ］タブ

空白の画面を表示
クリックすると、アラーム表示に使用しないモニターには何も表示されなくなります。

ライブ表示の継続
クリックすると、アラーム表示に使用しないモニターにはライブ表示が表示されます。

23.2 画像ペインの内容を選択ダイアログボックス

メイン画面＞  アラーム＞ または ＞ ［アラーム画像領域］列＞ ［1］~ ［5］列のい
ずれかで ... をクリック
選択したアラームが発生した場合に表示および録画 （項目がカメラの場合）する論理ツリー項目を
選択できます。 

検索項目
テキストを入力して、論理ツリー内の項目を見つけることができます。

注
［アラーム画像］枠に表示されるマップは、表示用に 適化されていて、基本的な .dwf ファイルの
初期表示のみが含まれます。
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検索
クリックすると、入力した検索文字列が説明文にあるカメラを検索します。

ライブ
クリックすると、アラーム発生時にカメラのライブ画像が表示されます。

簡易再生
クリックすると、カメラの簡易再生が表示されます。
簡易再生の巻き戻し時間は ［グローバルアラーム設定］ダイアログボックスで設定します。155 ペ
ージのセクション 「23.1  グローバルアラーム設定ダイアログボックス」を参照してください。

再生の一時停止
このチェックボックスをオンにすると、アラーム簡易再生カメラが表示され、簡易再生は一時停止
します。 ユーザーは必要があれば簡易再生を開始できます。

このカメラの録画
このチェックボックスをオンにすると、アラーム発生時にこのカメラのアラーム録画が有効になり
ます。 アラームがトリガーされると、このカメラによる録画がアラーム録画画質で行われます。 録
画の継続時間は、アラーム状態の継続時間にアラーム発生前および発生後の録画時間を加えた時間
となります。 この設定を行うと、［アラームオプション］ダイアログボックスのアラーム録画設定が
自動的に変更されます。また、逆の場合も同様です。

23.3 リソースの選択ダイアログボックス

メイン画面＞  アラーム＞ または ＞ ［アラーム画像領域］列＞ ［音声ファイル］列
＞ ［...］をクリック
アラーム発生時に再生される音声ファイルを選択できます。 

再生
クリックすると、選択した音声ファイルが再生されます。 

一時停止
クリックすると、選択した音声ファイルが一時停止します。 

停止
クリックすると、選択した音声ファイルが停止します。 

管理 ...
クリックすると、［リソースマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。

23.4 アラームオプションダイアログボックス

メイン画面＞  アラーム＞ または ＞ ［アラームオプション］列＞ ［...］
アラームについて次の設定を行うことができます。 
- アラームの発生時に録画を開始するカメラ
- これらのアラーム録画の保護の有効化 （NVR 録画の場合のみ）
- アラームの発生時の PTZ コマンドのトリガー
- アラームの発生時に送信される通知
- アラームの発生時に処理される必要があるワークフロー
- アラームの発生時にアナログモニターグループに表示されるカメラの割り当て
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［カメラ］タブ

Nr
［カメラと録画］ページで設定されたカメラの番号が表示されます。 

名前
［カメラと録画］ページで設定されたカメラの名前が表示されます。 

場所
［マップと構造］ページで設定された場所が表示されます。 

録画
チェックボックスをオンにすると、アラーム発生時にこのカメラのアラーム録画が有効になります。 
アラームがトリガーされると、このカメラによる録画がアラーム録画画質で行われます。 録画の継
続時間は、アラーム状態の継続時間にアラーム発生前および発生後の録画時間を加えた時間となり
ます。 この設定を行うと、［画像ペインの内容を選択］ダイアログボックスのアラーム録画設定が自
動的に変更されます。また、逆の場合も同様です。

録画の保護 （NVR 録画の場合のみ）
チェックボックスをオンにすると、このカメラのアラーム録画が保護されます。 

AUX コマンド
セルをクリックすると、アラーム発生時に実行する補助コマンドを選択できます。 
このリストのエントリは PTZ カメラでのみ使用できます。 

定義済みの位置
セルをクリックすると、アラーム発生時に設定される定義済みの位置を選択できます。 
このリストのエントリは PTZ カメラでのみ使用できます。 

［通知］タブ

E- メール
このチェックボックスをオンにすると、アラーム発生時に電子メールが送信されます。 

サーバー：
電子メールサーバーを選択します。 

受信者：
受信者の電子メールアドレスを入力します （「name@provider.com」など）。

SMS
このチェックボックスをオンにすると、アラーム発生時に SMS が送信されます。 

デバイス：
SMS デバイスを選択します。 

受信者：
受信者の携帯電話番号を入力します。 

テキスト：
通知の本文を入力します。 

情報：
このチェックボックスをオンにすると、該当する情報が通知本文に追加されます。
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［ワークフロー］タブ

録画のみのアラーム
このチェックボックスをオンにすると、カメラはアラーム発生時に録画のみを行い、表示はしませ
ん。 このチェックボックスは、［カメラ］タブの ［録画］チェックボックスがオンになっている場
合にのみ使用できます。

設定時刻にアラームをクリア （［グローバルアラームオプション］ダイアログボックス）
このチェックボックスをオンにすると、このアラームは自動的に消去されます。

イベントの状態が通常に戻ったときにアラームを自動的にクリア
このチェックボックスをオンにすると、このアラームをトリガーしたイベントの状態が変化した時
点で自動的にこのアラームが消去されます。 アラームの状態が確認または拒否の場合、アラームは
自動的には消去されません。

アクションプランの表示
このチェックボックスをオンにすると、アラーム発生時に処理する必要があるワークフローが有効
になります。

リソース ...
クリックすると、［リソースマネージャー］ダイアログボックスが表示されます。 該当するワークフ
ローの説明があるドキュメントを選択します。

コメントボックスの表示
このチェックボックスをオンにすると、アラーム発生時にコメントボックスが有効になります。 こ
のコメントボックスでは、アラームに関するコメントを入力できます。

オペレーターにワークフローの処理を強制
このチェックボックスをオンにすると、ユーザーにワークフローの処理を強制できます。 オンにな
っている場合、ユーザーはアラームに関するコメントを入力するまでアラームを消去できません。

アラームが受け入れられている場合、次のクライアントスクリプトを実行します：
ユーザーがアラームを確認した時点で自動的に実行するクライアンコマンドスクリプトを選択しま
す。

［アナログモニターグループ］タブ

1~10
番号が割り当てられた列でセルをクリックすると、論理ツリーでカメラを選択できます。 このカメ
ラは、アラーム発生時に割り当てられたモニターに表示されます。

テーブルのクリア
クリックすると、アナログモニターグループに対するカメラの割り当てが全て消去されます。

アラームのタイトル
このチェックボックスをオンにすると、アラームのタイトルがオンスクリーンディスプレイとして
アナログモニターに表示されます。

アラーム時刻
このチェックボックスをオンにすると、アラームの時間がオンスクリーンディスプレイとしてアナ
ログモニターに表示されます。

アラームの日付
このチェックボックスをオンにすると、アラームの日付がオンスクリーンディスプレイとしてアナ
ログモニターに表示されます。
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アラームカメラ名
このチェックボックスをオンにすると、アラームカメラの名前がオンスクリーンディスプレイとし
てアナログモニターに表示されます。

アラームカメラ番号
このチェックボックスをオンにすると、アラームカメラの番号がオンスクリーンディスプレイとし
てアナログモニターに表示されます。

初のモニターのみ
このチェックボックスをオンにすると、アラームのタイトルと時間がアナログモニターグループの

初のモニターでのみオンスクリーンディスプレイとして表示されます。
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24 ［ユーザーグループ］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ
次のユーザーグループはデフォルトで使用できます。
- 管理者グループ （ユーザー名：Admin）
ユーザーグループを設定できます。 

クリックすると、選択したユーザーまたはユーザーグループを削除できます。 

クリックすると、新しいユーザーグループを追加できます。 

クリックすると、選択したユーザーグループに新しいユーザーを追加できます。 必要に応じて
デフォルトのユーザー名を変更できます。

クリックすると、新しい二重認証グループを追加できます。

クリックすると、二重認証用の新しいログオンペアを追加できます。

ダイアログボックスが開き、選択したユーザーグループから別のユーザーグループに権限をコ
ピーできます。

クリックすると、現在のユーザーグループのアクセス権を設定するためのページが表示されま
す。

クリックすると、現在のユーザーのプロパティを設定するためのページが表示されます。

クリックすると、現在のログオンペアのプロパティを設定するためのページが表示されます。

クリックすると、現在の二重認証グループのアクセス権を設定するためのページが表示されま
す。

文字列を入力し、ENTER キーを押して、表示された項目をフ
ィルターします。 この文字列を含む項目およびそれに対応する親項目 （ツリー内のみ）のみが表示
されます。 フィルタリングされた項目の数および項目の合計数が表示されます。 アクティブなフィ

ルターが によって示されます。 完全一致する文字列を検索するには、その文字列を二重引用符
で囲みます。たとえば、"Camera 1" は、camera 201 ではなく、この名前に完全一致するカメラをフ
ィルタリングします。
フィルタリングをキャンセルするには、［フィルター］フィールドの文字列を削除します。

24.1 ［ユーザーのプロパティ］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［ユーザーのプロパティ］タブ
新しいユーザーの設定ができます。

姓名：
ユーザーの完全な名前を入力します。

説明：
ユーザーに関するわかりやすい説明を入力します。
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新しいパスワードの入力：
新しいユーザーのパスワードを入力します。

新しいパスワードの確認：
新しいパスワードをもう一度入力します。

適用
クリックすると設定が適用されます。

24.2 ［ユーザーグループのプロパティ］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［ユーザーグループのプロパティ］タブ
選択したユーザーグループについて次の設定を行うことができます。
- ログオンスケジュール
- LDAP ユーザーグループの関連付け

説明：
ユーザーグループに関するわかりやすい説明を入力します。

言語：
Operator Client （NVR と VRM の両方）の言語を選択します。

ログオンスケジュール：
タスクまたは録画スケジュールを選択します。 選択したユーザーグループのユーザーは、このスケ
ジュールで指定された時間にしかシステムにログオンできません。

関連付けられた LDAP グループ：
システムで使用する LDAP ユーザーグループの名前を入力します。
また、［LDAP グループ：］リストで項目をダブルクリックすることもできます。

LDAP グループ：
使用可能な LDAP ユーザーグループを表示します。 LDAP グループは ［LDAP サーバーの設定］ダ
イアログボックスで設定します。

グループを検索
クリックすると、［LDAP グループ：］リストにある使用可能な LDAP ユーザーグループが表示され
ます。 ユーザーグループを検索するには、［LDAP サーバーの設定］ダイアログボックスで所定の設
定を行う必要があります。

設定
クリックすると、［LDAP サーバーの設定］ダイアログボックスが表示されます。

グループの関連付け
クリックすると、選択した LDAP グループと現在のユーザーグループを関連付けることができます。

グループのクリア
クリックすると、［関連付けられた LDAP グループ：］フィールドを消去できます。 LDAP グループ
と Bosch Video Management System ユーザーグループの関連付けは削除されます。

24.3 LDAP サーバーの設定ダイアログボックス

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［ユーザーグループのプロパティ］タブ＞ ［設定］
ボタン
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Bosch Video Management System 以外で設定された LDAP サーバー設定を入力します。 次の入力に
は、LDAP サーバーを設定した IT 管理者の協力が必要です。
［ユーザー／ユーザーグループをテスト］グループボックスの各フィールドを除き、すべてのフィー
ルドが入力必須です。

LDAP サーバーの設定

LDAP サーバー：
LDAP サーバーの名前を入力します。

ポート：
LDAP サーバーのポート番号を入力します。（デフォルトは暗号化なしが 389、暗号化ありが 636）

セキュアコネクション
このチェックボックスをオンにすると、暗号化されたデータ伝送が有効になります。

ユーザーの LDAP ベース：
ユーザーの検索に使用する LDAP パスの一意名 （DN= 識別名）を入力します。  
LDAP を基準とした DN の例：CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

ユーザーのフィルター：
一位のユーザー名の検索に使用するフィルターを選択します。
あらかじめサンプルが定義されています。 %username% は実際のユーザー名に置き換えます。

グループの LDAP ベース：
グループの検索に使用する LDAP パスの一意名を入力します。
LDAP を基準とした DN の例：CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

グループメンバー検索のフィルター：
グループメンバーの検索に使用するフィルターを選択します。
あらかじめサンプルが定義されています。 %usernameDN% は実際のユーザー名と DN に置き換えま
す。
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プロキシユーザー

ユーザー名 （DN）：
プロキシユーザーの一意名を入力します。 このユーザーは、この Bosch Video Management System
ユーザーグループのユーザーが LDAP サーバーにアクセスできるようにする必要があります。

パスワード：
プロキシユーザーのパスワードを入力します。

テスト
クリックすると、プロキシユーザーが LDAP サーバーにアクセスできるかどうかをテストできます。

ユーザー／ユーザーグループをテスト
このグループボックスのエントリ－は、［OK］をクリックしても保存されません。 あくまでテスト
専用です。

ユーザー名：
テストユーザーの名前を入力します。 DN は省略します。

パスワード：
ユーザーのパスワードを入力します。

テストユーザー
クリックすると、ユーザー名とパスワードの組み合わせが正しいかどうかをテストします。

グループ （DN）：
ユーザーに対して関連付けられる一意のグループ名を入力します。 

テストグループ
クリックすると、ユーザーとグループの関連付けをテストできます。

グループ検索フィルター：
このフィールドは空白にしないでください。 空白の場合、Bosch Video Management System ユーザ
ーグループに LDAP を割り当てることができません。
ユーザーグループを検索するためのフィルターを選択します。
あらかじめサンプルが定義されています。

24.4 ユーザーグループの権限のコピーダイアログボックス

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞
選択したユーザーグループにコピーするユーザーグループ権限を選択できます。

コピー元：
選択したユーザーグループが表示されます。 このユーザーグループの権限が別のユーザーグループ
にコピーされます。

コピーする設定
チェックボックスをオンにして、コピーするユーザーグループ権限を選択します。

コピー先：
チェックボックスをオンにして、選択したユーザーグループ権限のコピー先を指定します。
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24.5 ［ユーザーグループの選択］ダイアログボックス

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞
2 つのユーザーグループを二重認証グループに追加できます。 初のユーザーグループのユーザー
は、ログイン用の 初のダイアログボックスでログオンする必要があります。2 番目のユーザーグル
ープのユーザーはログオンを確認します。

ログオンペアを選択
各リストでユーザーグループを選択します。 

二重認証の強制実行
このチェックボックスをオンにした場合、各ユーザーは 2 番目のユーザーグループのユーザーと同
時にログオンする必要があります。 

24.6 ［ログオンペアのプロパティ］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞
二重認証グループの 2 つのユーザーグループの設定を変更できます。 初のユーザーグループのユ
ーザーは、ログイン用の 初のダイアログボックスでログオンする必要があります。2 番目のユーザ
ーグループのユーザーはログオンを確認します。

ログオンペアを選択
各リストでユーザーグループを選択します。 

二重認証の強制実行
このチェックボックスをオンにした場合、各ユーザーは 2 番目のユーザーグループのユーザーと同
時にログオンする必要があります。 

24.7 ［論理ツリー］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［論理ツリー］タブ
各ユーザーグループの論理ツリーを設定できます。

論理ツリー
チェックボックスをオンにすると、選択したユーザーグループのユーザーが該当するデバイスにア
クセスできるようになります。 
カメラへのアクセスの可否は ［優先度］ページで確認できます。

24.8 ［イベントとアラーム］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［イベントとアラーム］タブ
イベントツリーに対する権限を設定できます。具体的には、ユーザーグループに対して使用を認証
するイベントと仕様を拒否するイベントを設定します。
各イベントに対して、デバイスが 1 つ以上対応しています。 たとえば、［映像断］イベントでは、使
用可能なカメラがこのデバイスに該当します。 ［バックアップが完了しました］などのイベントで
は、［時間で制御されるバックアップ］がこのデバイスに該当します。 つまり、ソフトウェアプロセ
スがこのデバイスに該当する場合もあります。



Bosch Video Management System  ［ユーザーグループ］ページ | ja 165

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

 ツリーの項目を展開して、目的のチェックボックスをクリックするとイベントが有効になりま
す。
［カメラ］列でチェックボックスをオンにすると、使用可能なすべてのデバイスのイベントが
有効になります。 これにより、ユーザーグループはアクセス権がないデバイスからイベントを
取得できるようになります。 デバイスへのアクセスは ［論理ツリー］ページと ［優先度］ペー
ジで設定できます。

 すべてのイベントを一度に有効または無効にするには、［イベントとアラーム］チェックボッ
クスをオンまたはオフにします。

24.9 ［権限］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［権限］タブ
選択したユーザーグループに対して各種の設定ができます。

ドームカメラの PTZ コントロール 
このチェックボックスをオンにすると、カメラの制御ができるようになります。 
［優先度］ページ：［プロパティの制御］フィールドで、カメラの制御を取得する優先度を設定でき
ます。

Allegiant 接続
このチェックボックスをオンにすると、Bosch Allegiant トランクラインにアクセスできます。 
［優先度］ページ：［プロパティの制御］フィールドで、Bosch Allegiant トランクラインを取得する
優先度を設定できます。

映像データの印刷と保存
このチェックボックスをオンにすると、映像データの印刷と保存ができます。

アラーム処理
このチェックボックスをオンにすると、アラームの処理ができます。

アラーム表示
このチェックボックスをオンにすると、アラームの表示ができます。 このオプションを選択した場
合、［アラーム処理］は自動的に非アクティブになります。

再生
このチェックボックスをオンにすると、再生モードの優先度が高くなり、他の再生機能を使用でき
るようになります。
このチェックボックスをオフにすると、［映像ファイルのエクスポート］、［映像データの保護およ
び保護解除］、［映像の削除］、［ユーザーグループがログインを許可されていない期間に記録され
た映像データにアクセスします］権限と、［カメラの権限］ページで設定されている使用可能なすべ
てのカメラに対する ［ライブ映像］権限がオフになり、無効になります。

映像ファイルのエクスポート
このチェックボックスをオンにすると、映像データのエクスポートができます。
このチェックボックスをオフにすると、［カメラの権限］ページで設定されている使用可能なすべて
のカメラに対する権限も無効になります。

映像データの保護および保護解除
このチェックボックスをオンにすると、映像データが保護されます。

映像の削除
このチェックボックスをオンにすると、映像データを削除できます。
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ユーザーグループがログインを許可されていない期間に記録された映像データにアクセスします
このチェックボックスをオンにすると、該当する映像データにアクセスできます。

ログブックアクセス
このチェックボックスをオンにすると、ログブックにアクセスできます。

オペレーターイベントのボタン
このチェックボックスをオンにすると、Operator Client でユーザーイベントボタンを使用できます。

オペレータークライアントを閉じる
このチェックボックスをオンにすると、Operator Client を閉じることができます。

オペレータークライアントの 小化
このチェックボックスをオンにすると、Operator Client を 小化できます。

音声インターカム
このチェックボックスをオンにすると、音声入力機能と音声出力機能によりエンコーダーのスピー
カーで離すことができます。

手動アラーム録画
このチェックボックスをオンにすると、手動アラーム録画ができます。
このチェックボックスをオフにすると、［カメラの権限］ページで設定されている使用可能なすべて
のカメラに対する ［メタデータ］がオフになり、無効になります。

VRM モニターへのアクセス
このチェックボックスをオンにすると、VRM Monitor ソフトウェアにアクセスできます。

参照画像の設定
このチェックボックスをオンにすると、Operator Client で参照画像を更新できます。

参照画像の領域選択を設定
このチェックボックスをオンにすると、Operator Client で参照画像を更新するカメラ画像の領域を
選択できます。

録画された映像へのアクセスを 後の n 時間に制限します。
このチェックボックスをオンにすると、録画映像へのアクセスを制限できます。
リスト内で時間数を入力します。

24.10 ［優先度］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［優先度］タブ
設定された PTZ ロックのタイムアウトを設定できます。 PTZ 制御の優先度と受信アラームの表示を
設定できます。

プロパティの制御
所定のスライダーを右に動かすと、PTZ 制御と Bosch Allegiant トランクラインを取得する優先度が
下がります。 優先度の高いユーザーは、優先度の低いユーザーの PTZ 制御やトランクラインの制御
をロックできます。 PTZ 制御のロックのためのタイムアウトは ［タイムアウト （分）。］フィール
ドで設定します。 デフォルト設定は 1 分です。

自動的なポップアップの動作
スライダーを動かし、ライブ画像ウィンドウまたは再生画像ウィンドウの優先度を調整します。 こ
の値は、受信アラームをアラーム映像ウィンドウに自動的に表示するかどうかを決定するために必
要です。
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たとえば、ライブ画像ウィンドウのスライダーを 50、再生表示を 70 にそれぞれ設定し、受信した
アラームの優先度が 60 の場合、アラームが自動的に表示されるのはユーザーが再生表示をアクティ
ブにしている場合のみです。 ユーザーがライブ表示をアクティブにしている場合は、アラームは自
動的には表示されません。

タイムアウト （分）。
期間を分単位で入力します。

24.11 ［カメラの権限］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［カメラの権限］タブ
選択したユーザーグループに対して、選択したカメラまたはカメラグループの機能に対するアクセ
ス権を設定できます。
新しいコンポーネントを追加する場合、カメラの権限を後で設定する必要があります。
カメラへのアクセスの可否は ［論理ツリー］ページで確認できます。

カメラ
［カメラと録画］ページで設定されたカメラの名前が表示されます。

場所
［マップと構造］ページで設定されたカメラの場所が表示されます。

アクセス
チェックボックスをオンにすると、このカメラにアクセスできます。

ライブ映像
チェックボックスをオンにすると、ライブ映像を使用できます。

ライブ音声
チェックボックスをオンにすると、ライブ音声を使用できます。

手動録画
チェックボックスをオンにすると、手動録画 （アラーム録画）ができます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページで手動アラーム録画がグ
ローバルに有効になっている場合のみです。

映像の再生
チェックボックスをオンにすると、再生映像を使用できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページで再生がグローバルに有
効になっている場合のみです。

音声を再生
チェックボックスをオンにすると、再生音声を使用できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページで再生がグローバルに有
効になっている場合のみです。

メタデータ
チェックボックスをオンにすると、メタデータを表示できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページでメタデータの表示がグ
ローバルに有効になっている場合のみです。

エクスポート
チェックボックスをオンにすると、映像データのエクスポートができます。
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このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページで映像データのエクスポ
ートがグローバルに有効になっている場合のみです。

PTZ
チェックボックスをオンにすると、このカメラを制御できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページでカメラの PTZ 制御が
グローバルに有効になっている場合のみです。

Aux
チェックボックスをオンにすると、補助コマンドを実行できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページでカメラの PTZ 制御が
グローバルに有効になっている場合のみです。

プリセットの設定
チェックボックスをオンにすると、PTZ カメラの登録ポジションを設定できます。
このチェックボックスのオンとオフを切り替えられるのは、［権限］ページでカメラの PTZ 制御が
グローバルに有効になっている場合のみです。

参照画像
チェックボックスをオンにすると、このカメラの参照画像を更新できます。

24.12 ［デコーダーの権限］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［デコーダーの権限］タブ
現在のグループのユーザーがアクセスできるデコーダーを設定できます。

デコーダー 
使用可能なデコーダーが表示されます。
このチェックボックスをオンにすると、現在のユーザーグループがこのデコーダーにアクセスでき
るようになります。 

24.13 ［ユーザーインターフェース］ページ

メイン画面＞  ユーザーグループ＞ ＞ ［ユーザーインターフェース］タブ
Operator Client が使用する 4 つのモニターのユーザーインターフェースを設定できます。 

コントロールモニター
ライブモードのみを表示する制御モニターを選択します。

アラームモニター
ライブモードとアラームモードの両方、またはアラームモードのみを表示するアラームモニターを
選択します。

モニター 1 - 4
各リストで、必要な項目を選択します。 

画像枠の縦横比
各モニターで、Operator Client の初期スタートアップ用の縦横比を選択します。 HD カメラの場合
は、16:9 を使用します。
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シャットダウン時に設定を保存
このチェックボックスをオンにすると、システムはユーザーが Operator Client からログオフした時
点におけるユーザーインターフェースの 後の状態を記憶します。 このチェックボックスがオフの
場合、Operator Client の起動時には必ず設定されたユーザーインターフェースが表示されます。

デフォルトに戻す
クリックすると、現在のページのデフォルト設定が復元されます。

カスタムレイアウトのロード
クリックすると、ユーザーインターフェース設定がある CML ファイルをインポートできます。

カスタムレイアウトのアンロード
クリックするとダイアログボックスが開き、インポートされたインターフェース設定をロード解除
できます。
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25 コンセプト
この章では、主要事項に関する予備知識を提供します。

25.1 アラーム処理
アラームの 1 つ 1 つについて、どのユーザーグループに処理させるかを設定することができます。 
アラームが発生すると、そのアラームを受け取るように設定されたユーザーグループのすべてのユ
ーザーのアラームリストにアラームが表示されます。 グループのユーザーの 1 人がそのアラームの
処理を開始すると、アラームは他のユーザー全員のアラームリストから消去されます。
アラームは、ワークステーションのアラームモニターに表示されます。さらに、アナログモニター
に表示することもできます。 この動作について、以降の段落で説明します。

アラームのフロー
1. システム内でアラームが発生します。
2. このアラームに対して設定されているすべてのユーザーのアラームリストに、アラーム通知が

表示されます。 アラーム映像がただちに、設定されたモニターに表示されます。 このアラーム
が自動表示アラーム （自動ポップアップ）の場合は、アラーム映像も自動的に、Operator 
Client ワークステーションのアラームモニターに表示されます。 
アラームが自動クリアアラームとして設定されている場合は、自動クリア時間 （Configuration 
Client で設定）の経過後にアラームリストから削除されます。
アナログモニターに、VIP XD からの映像が 4 分割表示されている場合は、一時的に全画面表示
で置き換えられます。

3. ユーザーの 1 人がこのアラームを受諾します。 このユーザーのワークステーションにアラーム
映像が表示されます （自動ポップアップによって表示されなかった場合）。 他のすべてのユー
ザーのアラームリストとアラーム映像表示から、このアラームが消去されます。

4. アラームを受諾したユーザーによってワークフローが開始されます。このワークフローに、ア
クションプランの表示とコマンドの入力を入れることもできます。 このステップは省略可能で
す。ワークフローに関する要件は、管理者が設定できます。 

5. 後に、このユーザーがアラームをクリアします。 このユーザーのアラームリストとアラーム
表示から、このアラームが消去されます。
アナログモニターグループの表示は、アラーム発生前に表示されていたカメラの映像に戻りま
す。

アラーム画像ウィンドウ
1. アラームを表示するように設定されているモニターでは、ライブまたは再生の画像ウィンドウ

に代わってアラーム画像ウィンドウが表示されます。
2. アラームが発生するたびに、1 行分の画像枠が表示されます。 アラーム 1 つに 大 5 つの画像

枠を関連付けることができます。 これらの画像枠には、ライブ映像、再生映像、またはマップ
を表示できます。
アナログモニターグループでは、アラームが発生するたびに、カメラの映像が 1 行分のアナロ
グモニターに表示されます。 1 行あたりのカメラの数の上限は、そのアナログモニターグルー
プの列数となります。 この行のモニターのうちアラーム映像に使用されないものについて、現
在の表示を続行するか空白画面を表示するかを設定できます。

3. アナログモニター行と Operator Client ワークステーション表示アラーム行の両方において、優
先度の高いアラームは、優先度の低いアラームよりも上の行に表示されます。

4. アラーム画像ウィンドウのすべての行にアラーム映像が表示されているときに、別のアラーム
映像を表示する必要があるときは、優先度が も低いアラームがアラーム画像ウィンドウの一
番下の行に 「スタック」されます。 このスタックされたアラームを順番に切り替えるには、ア
ラーム行の左側にあるコントロールを使用します。 
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アナログモニターグループのアラームスタックを順に切り替えるには、Operator Client ワーク
ステーション表示の ［モニター］ウィンドウのコントロールボタンを使用します。 アナログモ
ニターでは、アラームが発生していることは赤色のアイコンと LED の点滅で示されます。
アラームのタイトルと日時も、すべてのアナログモニターに、またはアラーム行の 初のモニ
ターだけに表示することができます。

5. 同じ優先度のアラームが複数ある場合の順序の動作については、管理者が次のように設定する
ことができます。
- 後入れ先出し （LIFO）モード：新しいアラームは、同じ優先度の古いアラームの上に挿

入されます。 
- 先入れ先出し （FIFO）モード：新しいアラームは、同じ優先度の古いアラームの下に挿

入されます。
6. アラームの画像行をアラーム画像ウィンドウに表示する方法は、次の 2 つがあります。

- アラームが生成されたとき （自動ポップアップ）。 この方法で表示されるのは、アラーム
の優先度が表示の優先度よりも高いときです。

- アラームが受諾されたとき。 この方法で表示されるのは、アラームの優先度が表示の優先
度よりも低いときです。

アラームの自動ポップアップ
アラームの優先度に基づいて自動的にアラーム画像ウィンドウに表示 （ポップアップ）するよう
に、アラームを設定することができます。 ユーザーグループごとに、ライブ表示と再生表示の優先
度も割り当てられます。 受け取ったアラームの優先度がユーザーの表示の優先度よりも高い場合は、
アラーム画像ウィンドウにそのアラームの行が自動的に表示されます。 その時点でアラーム画像ウ
ィンドウが表示されていない場合は、アラーム用として設定されたモニターに表示されているライ
ブまたは再生画像ウィンドウに代わって、自動的にアラーム画像ウィンドウが表示されます。
自動ポップアップアラームは、アラーム画像ウィンドウに表示されますが、自動的に受諾されるわ
けではありません。 このアラームは、複数のユーザーのディスプレイに同時に表示することができ
ます。 ユーザーの 1 人が自動ポップアップアラームを受諾すると、他のすべてのユーザーのアラー
ムリストとアラーム表示からそのアラームが削除されます。

25.2 Bosch Allegiant マトリックスと Bosch Video Management System と
の接続
Bosch Video Management SystemAllegiant Matrix インターフェースを利用すると、アナログマトリ
ックスカメラに Operator Client インターフェースからシームレスにアクセスできるようになりま
す。 Allegiant カメラは、ネットワークカメラとほぼ同じように表示されます。 唯一の違いは、
Allegiant カメラであることを示す小さな格子記号がカメラ上にあることです。 カメラを表示するた
めのタスクは、ネットワークカメラの場合と同じです。 このカメラは論理ツリーとサイトマップの
両方に表示され、ユーザーはこのカメラを自分のお気に入りツリーに追加することができます。 
Allegiant に接続された PTZ カメラの映像ウィンドウ内コントロールもサポートされます。また、IP
デコーダーに接続されたアナログモニターに Allegiant カメラを表示することも容易です。
Bosch Video Management System は、Allegiant MCS （Master Control Software）アプリケーション
を介してマトリックススイッチと連携するようになっています。 MCS は、この場合は画面に表示さ
れずにバックグラウンドで実行されます。 このソフトウェアが、効率に優れたイベント駆動型のイ
ンターフェースとなって Allegiant との連携を実現します。 イベント応答を、高速かつリアルタイム
に Allegiant から Bosch Video Management System に送ることができます。 したがって、たとえば
同軸ケーブルの欠陥が原因で Allegiant 内で映像断状態になった場合は、ただちに通知が Bosch 
Video Management System に送信されます。 また、Allegiant のアラームに Bosch Video 
Management System が応答するようにプログラミングすることもできます。
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25.2.1 Bosch Allegiant 接続の概要
Bosch Video Management System と Allegiant マトリックススイッチングシステムとを接続するに
は、Bosch Video Management System と Allegiant マトリックスとの間に制御チャンネルを設定しま
す。
次の 2 つのシナリオが考えられます。
- ローカル接続

Central Server が Allegiant マトリックスを制御します。
- リモート接続

ネットワークに接続された専用の Bosch Allegiant PC が Allegiant マトリックスを制御します。

ローカル接続

図 25.1 Bosch Video Management System から Bosch Allegiant マトリックススイッチへのローカル接続

1 Bosch Video Management System クライアントワークステーション
2 Central Server （Master Control Software を実行）
3 RS-232 接続
4 Allegiant マトリックス

5 エンコーダー
6 ネットワーク
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リモート接続

図 25.2 Bosch Video Management System から Bosch Allegiant マトリックススイッチへのリモート接続

25.2.2 制御チャンネルの設定
制御チャンネルを設定するには、次のタスクを実行します。
- 配線
- ソフトウェアのインストール
- Allegiant 設定ファイルの作成
- Allegiant マトリックスを Bosch Video Management System に追加
- ユーザー名の設定

配線
Bosch Video Management System と Allegiant マトリックスの間の制御チャンネルを設定するには、
PC 1 台を、RS-232 シリアルポートを介して Allegiant のコンソールポートに接続します （接続に
は、指定の Bosch 製ケーブルを使用してください）。 この PC は、Bosch Video Management 
System Central Server でも、ネットワーク上の他の PC でもかまいません。

Allegiant Master Control Software のインストール
1. Central Server サービスが実行中の場合は停止させます （スタートボタン＞コントロール パネ

ル＞サービス＞ Bosch VMS Central Server を右クリック＞停止）
2. Allegiant Master Control Software を、Central Server と Allegiant PC （存在する場合）にイン

ストールします。

1 Bosch Video Management System クライアントワークステーション
2 Central Server （Master Control Software を実行）
3 ネットワーク
4 Allegiant PC （Master Control Software を実行）
5 RS-232 接続
6 エンコーダー
7 Allegiant マトリックス
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3. リモートの Allegiant PC 上で、この PC の起動時に Allegiant Network Host プログラム
（ld_alghw.exe）を起動するように設定します。 このように設定すると、ネットワーク上の他の
PC が Allegiant にアクセスするのに必要な Allegiant サービスが起動されるようになります。 こ
のソフトウェアは、バックグラウンドで実行されます。 このコンピューターにドングルを接続
しておく必要はありません。
コンピューターの起動時にサービスが自動的に起動されるように設定するには、ld_alghw.exe
へのリンクをコンピューターのスタートアップフォルダーにコピーしてください。 

Bosch Allegiant 設定ファイルの作成
1. Allegiant Master Control Software を使用して、Allegiant 設定ファイルを作成します。このファ

イルの中で、Allegiant マトリックスに接続されるコンピューターを指定します。 このタスクを
実行するには、Master Control のドングルが必要です。

2. Transfer メニューの Communication Setup をクリックします。 Current Host の一覧で、
Allegiant マトリックスに接続されるコンピューターの DNS 名を入力し、Allegiant に接続され
るシリアルポートのパラメーター （COM ポート番号、ボーレートなど）を入力します。 これ
で、Central Server または PC 上の Master Control Software がオンラインで Allegiant システム
に接続できるようになります。 接続できない場合は、Allegiant マトリックスに接続されたコン
ピューター上で Master Control Software または Allegiant Network Host プログラムが実行され
ていることを確認してください。また、このコンピューターへのリモートアクセスを許可する
ようにネットワークセキュリティが設定されていることを確認してください。

3. Transfer メニューの Upload をクリックします。 すべてのテーブルを選択して Upload をクリッ
クします。 設定ファイルを保存するには、ディレクトリを選択します。 

4. Master Control Software を終了します。 

Bosch Allegiant マトリックスを Bosch Video Management System に追加
1. Bosch Video Management System Central Server サービスを開始し、Configuration Client を起

動してから、Allegiant デバイスを追加します。追加するには、この設定ファイルを追加します
（手順については、24 ページのセクション 「6.3  デバイスの追加」を参照してください）。

2. Bosch Video Management System で使用されている Allegiant Master Control Software 設定フ
ァイルが、Allegiant の現在の設定に一致していることを確認してください。
Bosch Video Management System によって、Master Control Software の必須コンポーネントが
バックグラウンドで実行されます。 

Allegiant サービスにログオンするためのユーザー名の設定
Allegiant マトリックスがネットワーク内の PC に接続されており、Central Server には接続されてい
ない場合は、この PC 上と Central Server 上のどちらの Allegiant サービスもログオンに同じユーザ
ーアカウントを使用していることを確認してください。 このユーザーは、管理者グループのメンバ
ーであることが必要です。

マニュアル内のその他の注記
次の参照先には、使用可能なウィンドウに関する詳細な情報があります。
- 96 ページのセクション 「17.11  ［マトリックススイッチ］ページ」
次の参照先には、詳しい手順の説明があります。
- 29 ページのセクション 「6.8 Bosch Allegiant デバイスの設定」

25.2.3 Bosch Allegiant サテライトシステムのコンセプト
Allegiant マトリックススイッチでは、複数の Allegiant システムを、「サテライト」コンセプトを使
用して結合することができます。 この場合は、複数の Allegiant システムが Bosch Video 
Management System からは 1 つの大規模システムとして認識されるので、すべてのシステムのすべ
てのカメラへのアクセスが可能になります。
Allegiant サテライトシステムでは、スレーブ Allegiant のモニター出力がマスター Allegiant の映像入
力に接続されます。 この接続を 「トランクライン」と呼びます。 さらに、マスターとスレーブの間
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に制御チャンネルが確立されます。 スレーブ Allegiant のカメラの 1 つがマスター Allegiant から要求
されたときは、そのカメラをトランクラインにスイッチするように指示するコマンドがスレーブに
送られます。 同時に、マスター Allegiant は、トランク入力を、要求された Allegiant モニター出力に
スイッチします。 これで、要求されたスレーブカメラからマスターモニターへの映像接続が完了し
ます。

図 25.3 Bosch Allegiant システムを 「サテライト」スイッチで拡張

「サテライト」コンセプトを適用するときに、1 つの Allegiant がマスターとスレーブの両方となるよ
うに設定することもできます。 このようにすると、Allegiant はそれぞれ、他の Allegiant からのカメ
ラを表示できるようになります。 そのために必要なのは、トランクラインと制御ラインを両方向に
接続することと、Allegiant のテーブルを適切に設定することだけです。
このコンセプトはさらに、実質的に無制限に、複数の Allegiant システムへと拡張することもできま
す。 1 つの Allegiant が複数のスレーブを持つことも、1 つの Allegiant が複数のマスターのスレーブ
となることも可能です。 サイトのポリシーに応じて、カメラ映像表示へのユーザーアクセスを許可
するかどうかを Allegiant のテーブルで指定します。

1 Bosch Video Management System クライアントワークステーション
2 Central Server （Master Control Software を実行）
3 ネットワーク
4 Allegiant PC （Master Control Software を実行）
5 RS-232 接続
6 エンコーダー
7 Allegiant マトリックス
8 Allegiant サテライトマトリックス
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25.3 Bosch VMS でサポートされている Allegiant CCL コマンド
CCL コマンドを使用するには、『CCL ユーザーガイド』が必要です。 このマニュアルは、各 LTC 
Allegiant マトリックスのドキュメントセクションにあるオンラインの製品カタログで入手できます。

25.4 Bosch Video Management System への CCTV キーボードの接続
ここでは、CCTV キーボードの設定に関する背景情報を説明します。

サポートされているコマンド 説明 注記
切り替え／シーケンス
LCM 論理カメラをモニターに切り

替え
LCM、LCM+、および LCM- は等価
です。

LCMP 論理カメラを登録ポジション
コール付きのモニターに切り
替え

MON+CAM 物理カメラをモニターに切り
替え

MON-RUN モニター番号によりシーケン
スを実行

MON-HOLD モニター番号によりシーケン
スを保留

SEQ-REQ シーケンス要求
SEQ-ULD シーケンスのアンロード
受信ユニット／ドライバー 
R/D 基本制御コマンド
REMOTE-ACTION 同時パン／チルト／ズーム制

御コマンド
REMOTE-TGL パン／チルト／ズーム切り替

え制御コマンド
PREPOS-SET 登録ポジションの設定
PREPOS 登録ポジションの呼び出し
AUX-ON
AUX-OFF

外部制御コマンド
- 外部オン
- 外部オフ

VARSPEED_PTZ 可変速度制御コマンド
アラーム 仮想入力の制御に使用されます。 た

とえば、「+alarm 1」で仮想入力 1
が閉じられ、「-alarm 1」で仮想入力
1 が開きます。

+ALARM アラームをアクティブにしま
す。

Bosch VMS で仮想入力を開きます。

-ALARM アラームを無効にします。 Bosch VMS で仮想入力を閉じます。
システム
TC8x00>HEX 16 進数モードの設定
TC8x00>DECIMAL 10 進数モードの設定
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25.4.1 CCTV キーボード接続のシナリオ
CCTV キーボードの接続先には、Bosch Video Management System ワークステーションの COM ポ
ート （シナリオ 1）と、VIP XD などのハードウェアデコーダー （シナリオ 2）があります。
キーボードを Bosch Video Management System ワークステーションに接続すると、システム全体を
制御できます。 キーボードをデコーダーに接続した場合は、制御できるのはシステムのアナログモ
ニターだけです。

CCTV キーボードを Bosch VMS ワークステーションに接続

図 25.4 シナリオ 1：CCTV を Bosch Video Management System ワークステーションに接続

注
CCTV キーボードを Bosch Video Management System ワークステーションに接続する場合は、指定
の Bosch 製ケーブルを使用してください。
CCTV キーボードを VIP XD デコーダーに接続する場合は、キーボードのシリアル COM ポートとデ
コーダーのシリアルインターフェースとを接続するケーブルが必要です。 接続方法については、178
ページのセクション 「25.4.2  デコーダーへの CCTV キーボードの接続」を参照してください。

1 さまざまなカメラをエンコーダー経由でネットワークに接続
2 Bosch Video Management System ワークステーション

3 CCTV キーボード
4 Bosch Video Management System ネットワーク
5 デコーダー
6 アナログモニター
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CCTV キーボードをデコーダーに接続

図 25.5 シナリオ 2：CCTV キーボードをデコーダーに接続

次の参照先には、使用可能なウィンドウに関する詳細な情報があります。
- 107 ページのセクション 「17.19  ［CCTV キーボード］ページ」
次の参照先には、詳しい手順の説明があります。
- 31 ページのセクション 「6.17 CCTV キーボードの設定 （ワークステーション）」
- 31 ページのセクション 「6.18 CCTV キーボードの設定 （デコーダー）」
- 27 ページのセクション 「6.5 CCTV キーボードで使用するためにデコーダーを設定します。」

25.4.2 デコーダーへの CCTV キーボードの接続
デコーダーの設定
詳細については、27 ページのセクション 「6.5 CCTV キーボードで使用するためにデコーダーを設
定します。」を参照してください。

COM ポートと VIP XD デコーダーの接続
RS232 アダプターと VIP XD デコーダーのシリアルインターフェースとの接続は、次の表のとおり
です。

1 さまざまなカメラをエンコーダー経由でネットワークに接続
2 Bosch Video Management System ワークステーション
3 Bosch Video Management System ネットワーク
4 CCTV キーボード
5 デコーダー
6 アナログモニター

RS232 アダプター VIP XD デコーダーのシリアルインターフェース
1

2 TX
3 RX
4

5 GND
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次の図に、標準 RS232 アダプターのピンアウト （1）と、デコーダーのシリアルアダプターのピン
アウト （2）を示します。

25.4.3 CCTV キーボードのファームウェアの更新
1. 任意の PC に IntuiKey ダウンローダーをインストールします。
2. IntuiKey Firmware Upgrade Utility を起動します。
3. キーボードとこの PC とを、有効なシリアルケーブルを使用して接続します （これに該当する

ケーブルが入手不可能な場合は、Bosch サポートにお問い合わせください）。
4. キーボードの Keyboard Control ソフトキーを押してから、Firmware Upgrade を押します。
5. パスワードを入力します。 0 と 1 を同時に押してください。

キーボードがブートローダーモードになります。
6. PC で、Browse をクリックしてファームウェアのファイル （たとえば kbd.s20）を選択しま

す。
7. COM ポートを設定します。
8. Download ボタンをクリックすると、ファームウェアがダウンロードされます。

キーボードディスプレイに、「Programming」と表示されます。
この時点では、Clr キーを押さないでください。 このキーを押すと、再起動後にキーボードが使
用不可能になります （後の注記を参照してください） 

9. Browse をクリックして言語を選択します （たとえば 8900_EN_..82.s20）
キーボードディスプレイに、「Programming」と表示されます。

10. IntuiKey Firmware Upgrade Utility を終了します。
11. キーボードの Clr キーを押して終了します。

キーボードが再起動します。 数秒後に、キーボードの言語を表示するためのメニューが表示さ
れます。

12. ソフトキーを使用して目的の言語を選択します。
デフォルトのスタート表示が表示されます。

6

7 CTS
8 RTS
9

RS232 アダプター VIP XD デコーダーのシリアルインターフェース

21

12345

6789
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注
ブートローダーモードを直接開始するには、キーボードの電源コードを外し、 0 と 1 を同時に押し
ながら電源コードを再び接続して、 0 と 1 を放します。
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26 トラブルシューティング
ここでは、Bosch Video Management System Configuration Client の使用に関する既知の問題への対
処方法を説明します。 

Bosch Video Management System の更新後の問題

インストール時の問題

アプリケーション起動直後の問題

問題 原因 解決方法

Bosch Video Management 
System の更新後に NVR で録画
が行われない。

更新後に NVR と Central Server
との接続が失われました。 更新
を行ったときに、Central Server
上の Bosch VMS データベース
が更新された可能性がありま
す。 NVR は、この変更を認識し
ている必要があります。

NVR と Central Server との接続
を再度確立します。

問題 原因 解決方法
セットアップの画面に表示され
る文字が正しくない。

Windows の言語設定が正しくあ
りません。

セクション 「26.1 Windows で
の目的の言語の設定」

セットアップが停止し、OPC 
Server をインストールできない
というメッセージが表示され
る。

OPC Server のファイルは上書き
できません。

OPC Core Components 
Redistributable をアンインスト
ールしてから、Bosch VMS のセ
ットアップを再起動してくださ
い。

セットアップを実行してもソフ
トウェアをアンインストールで
きない。

［スタート］ボタン＞ Control 
Panel ＞ Add/Remove Programs
を使用して Bosch Video 
Management System をアンイ
ンストールしてください。

問題 原因 解決方法
Bosch Video Management 
System に表示される言語が正し
くない。

Windows が目的の言語に切り替
えられていません。

セクション 「5.6 Configuration 
Client の言語の設定」
または
セクション 「5.7 Operator 
Client の言語の設定」

Operator Client のログオンダイ
アログボックスに表示される言
語が正しくない。

Operator Client の言語を
Configuration Client で変更した
後でも、Operator Client のログ
オンダイアログボックスの言語
は、Windows の言語によって決
まります。

セクション 「26.1 Windows で
の目的の言語の設定」
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表示言語の問題

CCTV キーボードの問題

サウンドカードの録音コントロールの設定の問題

問題 原因 解決方法
Configuration Client や Operator 
Client に外国語のテキストが表
示されることがある （多くの場
合は英語）。

Central Server がインストール
されているコンピューターの
OS の言語が英語の可能性があ
ります。
したがって、このコンピュータ
ー上で Bosch Video 
Management System のデータ
ベースが生成されるときに、表
示テキストの多くが英語で作成
されます。 このテキストは、
Operator Client コンピューター
の Windows の言語が変更されて
も、変更されません。 このよう
な言語の不統一を回避するに
は、Windows インターフェース
が目的の言語に設定されたコン
ピューターに、Central Server
ソフトウェアをインストールし
てください。

これは変更しないでください。

問題 原因 解決方法
CCTV キーボードによってアラ
ームがトリガーされ、ソフトキ
ーディスプレイに 「Off Line」
と表示される。

ワークステーションへの接続が
失われています。 ケーブルが損
傷しているか外れています。ま
たは、ワークステーションがリ
セットされました。

セクション 「26.2 CCTV キーボ
ードへの接続の再確立」

問題 原因 解決方法
マイクをインターカム機能に使
用しているときにハウリングが
発生する。

サウンドカードの録音コントロ
ール設定で、ステレオミキサー
などではなく、そのマイクが選
択されている必要があります。
Operator Client の起動時に、設
定ファイルの内容に合わせて録
音コントロールの設定が変更さ
れます。 この設定ファイルに格
納されているデフォルトのエン
トリが、実際のシステム構成と
一致していない可能性がありま
す。 この設定は、Operator 
Client の起動のたびに復元され
ます。

Operator Client の設定ファイル
内の設定をマイクに変更してく
ださい。
183 ページのセクション 「26.3 
インターカム機能の録音設定の
修復」を参照してください。
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Configuration Client のクラッシュ

Operator Client のクラッシュ

26.1 Windows での目的の言語の設定
Bosch Video Management System のセットアップの表示言語を設定するには、Windows の言語を切
り替える必要があります。 言語設定を有効にするために、次に示す手順を実行するとコンピュータ
ーが再起動します。
目的の言語を設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［スタート］ボタン、［コントロール パネル］の順にクリックし、［地域と言語のオプション］

をダブルクリックします。
2. ［詳細設定］タブをクリックし、［Unicode 対応でないプログラムの言語］の下で目的の言語を

選択します。
3. ［OK］をクリックします。
4. 以降の各メッセージボックスで、［はい］をクリックします。

コンピューターが再起動します。

26.2 CCTV キーボードへの接続の再確立
1. ケーブルをもう一度接続するか、ワークステーションがオンラインになるまで待ちます。

「Off Line」のメッセージが消えます。
2. Terminal ソフトキーを押して Bosch Video Management System を開始します。

26.3 インターカム機能の録音設定の修復
録音設定を修復するには、次の手順に従って操作します。
1. Operator Client を起動します。
2. 新の Operator Client ログファイルを表示します。 

C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Bosch\VMS\Log\BvmsClientLog.* 

3. Operator Client の設定ファイルを編集します。 
C:\<Bosch installation 

directory>\Bosch\VMS\bin\OperatorClient.exe.config 

4. 次のような行を見つけます。

問題 原因 解決方法
Configuration Client がクラッシ
ュする。

Allegiant ファイルの中で多数の
カメラが設定されているけれど
も、そのカメラが Bosch Video 
Management System に接続さ
れていない場合は、この数を減
らします。 このようにすれば、
不要なシステム負荷を回避でき
ます。 

セクション 「26.4 Allegiant カメ
ラの数の削減」を参照してくだ
さい。

問題 原因 解決方法
Operator Client がクラッシュす
る。

Operator Client がインストール
されているコンピューター上に
DiBos Web クライアントがイン
ストールされており、起動済み
です。

DiBos Web クライアントをアン
インストールします。
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<add key="MicrophoneInputNr" value="2"/>

マイクの数を変更します。 0、1、2 または 2 よりも大きい別の値を試してみてください。 次の
手順を実行して、正しく動作するまで、機能をチェックします。

5. Operator Client を再起動します。
これで、マイクが入力ソースとして使用されるようになります。

26.4 Allegiant カメラの数の削減
Allegiant ファイルを編集するには、Allegiant Master Control Software が必要です。
Allegiant カメラの数を減らすには、次の手順に従って操作します。
1. Master Control Software を起動します。
2. Allegiant ファイルを開きます。
3. Camera タブをクリックします。
4. 必要のないカメラを選択します。
5. Edit メニューの Delete をクリックします。
6. ファイルを保存します。 ファイルのサイズは変化しません。
7. 必要のないモニターに対して、 後のステップを再度実行します。 Monitors タブをクリックし

ます。
8. このファイルを、Bosch Video Management System にインポートします （24 ページのセクシ

ョン 「6.3  デバイスの追加」を参照）。

26.5 システム設定を復元する
エクスポートした設定データとユーザーデータを使用して、システム設定を復元できます。
復元するには、次の手順に従って操作します。
1. Central Server サービスとすべての NVR サービスを停止します。
2. .zip ファイルを解凍します。
3. elements.bvms を export.bvms で置き換えます。
4. UserData フォルダーの内容を、解凍した UserData フォルダーの内容で置き換えます。
5. すべての NVR インスタンスですべての NVR.elements.bvms を削除します。
6. Central Server サービスとすべての NVR サービスを開始します。
その他の設定ファイル：
- Elements.bvms.bak （V.2.2 以降）：前回のアクティブ化前のバックアップファイル （履歴

を含む）
- Elements_Backup******.bvms：以前のバージョンの設定。 ソフトウェアの更新後に作成さ

れます。
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用語集

0…9
802.1x IEEE 802.1x は、IEEE-802 ネットワークでの認証および承認方式を定めた規格です。 認証は認証機

関によって行われます。認証機関は認証サーバー （「RADIUS サーバー」を参照）を使用して、転
送された認証情報を確認し、その結果に応じて、提供するサービス （LAN、VLAN または WLAN）
へのアクセスを認可または拒否します。

A
アラーム アラームとして設定されたイベント。 これは、直ちに注意を喚起する必要のある特定の状況 （動体

が検出された、玄関のチャイムが鳴った、信号が失われたなど）の 1 つです。 アラームが発生した
ときに、ライブ映像、再生映像、アクションプラン、またはマップを表示することができます。

アラーム画像ウィンドウ
1 つ以上のアラーム画像枠を表示するための画像ウィンドウ。

アラームリスト Bosch Video Management System のウィンドウの 1 つ。アクティブなアラームの一覧表示に使用さ
れます。

アラーム優先度 各アラームには優先度が割り当てられます。 アラームの優先度に基づいて自動的にアラーム画像ウ
ィンドウに表示 （ポップアップ）するように、アラームを設定することができます。 各ユーザーの
ライブ／再生映像表示にも、優先度が割り当てられます。 受け取ったアラームの優先度がユーザー
の表示の優先度よりも高い場合は、アラーム画像ウィンドウにそのアラームの行が自動的に表示さ
れます。 その時点でアラーム画像ウィンドウが表示されていない場合は、アラーム用として設定さ
れたモニターに表示されているライブまたは再生画像ウィンドウに代わって、自動的にアラーム画
像ウィンドウが表示されます。

Allegiant Bosch のアナログマトリックススイッチングシステムのファミリー。

アナログモニター 映像ストリームやアーカイブの表示にビデオデコーダーを必要とする、外部のコンポジット映像モ
ニター。 

アナログモニターグループ
デコーダーに接続されたアナログモニターの集合。 アナログモニターグループは、特定の物理的エ
リアでのアラーム処理に利用できます。 たとえば、物理的に分かれたコントロール室が 3 つある場
合に、モニターグループを 3 つ設定します。 同じアナログモニターグループに属するモニターは、
論理的に行と列に編成されます。また、グループを全画面表示するか 4 分割表示するかを設定でき
ます。

ANR Automatic Network Replenishment （自動ネットワーク補充）。ネットワーク障害発生後に、欠落し
た映像データを映像送受信機からネットワークビデオレコーダーにコピーするソフトウェアプロセ
ス。 ネットワーク障害後に発生したギャップは、このコピーされた映像データによってぴったりと
埋められます。 ANR が正しく機能するには、ネットワーク障害がいつ開始し、いつ復旧したかとい
う情報と、映像送受信機上で録画された映像データが必要です。 したがって、映像送受信機には何
らかの種類のローカルストレージが必要です。 このローカルストレージの録画容量の計算式は、（ネ
ットワーク帯域幅 × ネットワークダウンタイム見積り＋安全マージン）×2 です。 この録画容量を 2
倍にする必要があるのは、コピープロセスの実行中も録画を継続する必要があるからです。

ASF Advanced Systems Format。Microsoft Windows Media の音声／映像形式。

非同期再生
保存されている複数の映像を同時に、ただし各映像の時間の同期はせずに再生すること。
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ATM Automatic Teller Machine （現金自動預払機）

オーディオデコーダー 圧縮された音声ストリームを再生のためにデコードするデバイスまたはソフトウェア。

オーディオエンコーダー映像圧縮アルゴリズムを使用して音声ストリームをエンコードするデバイスまたはソフトウェア。

認証
映像ストリームの信頼性を検証するプロセス。 ユーザーは認証プロセスを開始することができます。 
データの信頼性を確認できなかった場合は、メッセージが表示されます。

自動ポップアップアラームOperator Client のアラーム画像ウィンドウに自動的に表示されるアラームとして設定されたイベ
ント。

B
B- フレーム 双方向 （Bidirectional）フレーム。 映像圧縮方式の一部です。

BIS Building Integration System

ビットレート 所定の時間内にデバイス間で転送されるビットの数。キロビット／秒 （Kbps）で表します。

Bosch ATM/POS ブリッジ
文字列をシリアルケーブル／ COM インターフェース経由で受信して、イーサネットケーブル
（TCP/IP）経由で転送します。 この文字列は一般に、POS データや ATM からのトランザクションで
す。

ブロードキャスト 受信者を指定せずにネットワーク上で伝送すること。

C
カメラ制御

スクロール （パン／チルト）とズームの機能があります。 選択されている画像ウィンドウに対して
機能します。

カメラシーケンス
順に表示される一連のカメラ。 各カメラが表示される時間は事前に指定されます （移行時間）。 シ
ーケンスには、「事前定義済み」と 「自動」の 2 種類があります。 事前定義済みシーケンスは、管
理者によって定義されます。 このシーケンスのアイコンは、論理ツリー内に表示されます。 自動シ
ーケンスが作成されるのは、ユーザーが複数のカメラまたは 1 つのフォルダーを論理ツリーから画
像枠またはデコーダーまでドラッグしたときです。 このフォルダー内の、または選択されたすべて
のカメラが画像枠内に順に並べられます。 ユーザーは、自分のお気に入りツリー内にフォルダーを
作成して独自のシーケンスを作成することができます。

CCL Command Console Language （コマンドコンソール言語）。 Bosch Allegiant デバイスの機能の制御
に使用されるコマンドの集合です。

Central Server Bosch Video Management System 環境内のコンピューターのうち、集中管理に使用されるもの。

CIF Common Intermediate Format （共通中間フォーマット）。 ビデオ画像の行とピクセルの数を定めま
す。 「ビデオ解像度」を参照。

クライアントワークステーションBosch Video Management System 環境内のコンピューターのうち、ライブや再生の映像の
表示や設定作業に使用されるもの。

コマンドスクリプト
マクロ。管理者が PTZ カメラの位置決めや E- メールの送信などの自動アクションをプログラミング
するときに使用します。 Bosch Video Management System は、この機能のためのコマンドのセット
を備えています。 コマンドスクリプトは、クライアントスクリプトとサーバースクリプトに分類さ
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れます。 クライアントスクリプトは、クライアントワークステーション上で使用されます。クライ
アントワークステーション上で実行可能なタスクの実行に使用されます。 サーバースクリプトは、
システム内でイベントがトリガーされたときに自動的に実行されます。 そのイベントから、日時な
どの引数がサーバースクリプトに渡されます。 1 つのコマンドスクリプトが、多数のスクリプトレッ
トで構成されることもあります。 コマンドスクリプトの作成に使用できるスクリプト言語は、C# と
VB.Net です。 コマンドスクリプトは、イベントやアラームへの応答として自動的にスケジュールに
従って実行されるか （サーバースクリプトのみ）、手動で論理ツリーから実行されるか、手動でア
イコンから、またはマップ上で実行されます。

複合イベント
複数のイベントを組み合わせたもの。 この組み合わせには、ブール式 （AND と OR）を使用しま
す。 状態の変化の組み合わせだけが可能です。状態の変化とは、たとえば、接続状態から切断状態
への変化や、スケジュールのアクティブ化です。 

圧縮 「映像圧縮」を参照。

Configuration Client Bosch Video Management System を設定するのに使用されるアプリケーション。

D
データベース データの集合を、アクセス、管理、および更新がしやすいように編成したもの。

デバウンス時間
イベントの発生によって始まる時間間隔。 この時間間隔中は同じ種類の他のイベントが新しいイベ
ントとして受け入れられることはありません。 これにより、たとえば、切り替えセンサーが大量の
イベントを生成しないようにします。  
例 1：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中に別の動
体検出イベントが発生します。 この動体検出イベントは、新しいイベントとして受け入れられませ
ん。
複数の状態があるイベントの場合、優先度を設定できます。  
例 2：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中に同じ優
先度で動体停止イベントが発生します。 この動体停止イベントは、新しいイベントとして受け入れ
られません。
例 3：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中により高
い優先度で動体停止イベントが発生します。 この動体停止イベントは、新しいイベントとして受け
入れられます。

デコーダー デジタルストリームをアナログストリームに変換します。たとえば、デジタル映像をアナログモニ
ターに表示するときに使用されます。

検出ゾーン
動体検出ゾーン。 単にビデオ画像全体で動体を検出するのではなく、画像内の特定の部分で動体を
検出するためのユーザー定義テンプレート。

デバイス エンコーダー／デコーダー、NVR、DiBos、アナログマトリックス、ATM/POS ブリッジなどのハー
ドウェアコンポーネント。

デバイスファミリー Bosch エンコーダー／ IP カメラは次のデバイスファミリーのいずれかに属することができます：
-VIPX （H.263 または H.264）
-ARM SD （標準画質）
-ARM HD （高画質）
各デバイスファミリーはさまざまな機能を持つ別のプラットフォームを使用します。 ARM HD は
新のプラットフォームで、H.264 および HD ビデオ解像度の拡張サポートを提供します。

デバイスツリー システム内の使用可能なすべてのデバイスを階層形式でまとめたリスト。
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デジタル入力 Bosch Video Management System に接続され、オン／オフ信号をアプリケーションに送出する外部
デバイス。  Bosch Video Management System は、このデジタル入力に、事前決定されたアクション
を関連付けることができます。 デジタル入力のソースとしては、ドア接点、動体検出センサー、カ
ードリーダーなどのデバイスがあります。

デジタルズーム ソフトウェアによる画像操作の一つ。画像をトリミングして拡大します。新しいピクセルは補間法
によって作成されます。

DNS Domain Name System  TCP/IP プロトコルを使用するネットワーク上では、DNS サーバーによって
URL （たとえば、 www.myDevice.com）が IP アドレスに変換されます。

ドームカメラ 「PTZ カメラ」を参照。

デュアル認証
2 人の異なるユーザーが Operator Client にログオンすることを必須とするセキュリティポリシー。 
ユーザーは両方とも、通常の Bosch Video Management System ユーザーグループのメンバーでなけ
ればなりません。 このユーザーグループは （ユーザーがそれぞれ別のユーザーグループのメンバー
である場合はどちらのグループも）、デュアル認証グループに属している必要があります。 デュアル
認証グループには、Bosch Video Management System 内での独自のアクセス権が付与されます。 こ
のデュアル認証グループに付与されたアクセス権は、ユーザーが属する通常のユーザーグループの
ものよりも多くなければなりません。  
例：ユーザー A は、 Group A というユーザーグループのメンバーです。 ユーザー B は Group B の
メンバーです。 さらに、 Group A と Group B をメンバーとしてデュアル認証グループが設定され
ています。  Group A のユーザーの場合、デュアル認証はオプションで、 Group B のユーザーの場
合、デュアル認証は必須です。
ユーザー A がログオンすると、ログオンを確認する 2 つ目のダイアログ ボックスが表示されます。 
このダイアログ ボックスで、2 番目のユーザーがいればログオンできます。 いなければ、ユーザー A

は続行し、Operator Client を起動できます。 そうすると、そのユーザーは Group A のアクセス権限
のみを持ちます。
ユーザー B がログオンすると、再度ログオンのための 2 つ目のダイアログ ボックスが表示されま
す。 このダイアログボックスでは、2 番目のユーザーがログオンする必要があります。 そうしない
と、ユーザー B は Operator Client を起動できません。

デュアルストリーミング
デュアルストリーミング機能によって、2 つの異なる個別に設定された設定で受信データストリーム
を同時にエンコーディングすることができます。 これにより、2 つのデータストリームが作成されま
す。1 つはライブ録画とイベント発生前の録画用で、もう 1 つは連続録画、動体検出録画、およびア
ラーム録画用です。

二重 2 者間のデータ転送の方向を定義するために使用する用語。
半二重では、両方向でデータ転送が可能ですが、同時にはできません。
全二重では、同時データ転送が可能です。

移行時間 カメラシーケンスで次のカメラが表示されるまでの画像ウィンドウにカメラが表示されるプリセッ
トされた時間。

DWF Design Web Format。 コンピュータモニターに製図を表示するために使用します。

DynDNS Dynamic Domain Name System  データベースに IP アドレスを準備しておく DNS ホストサービス。 
動的 DNS により、デバイスのホスト名を使用して、インターネット経由でデバイスに接続できま
す。 「DNS」を参照してください。
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E
エンコーダー たとえば、アナログカメラを Bosch Video Management System などのデジタルシステムに組み込む

ために、アナログストリームをデジタルストリームに変換します。 一部のエンコーダーでは、フラ
ッシュカード、USB ハードディスクなどのローカルストレージを使用することができ、映像データ
を iSCSI デバイスに保管できます。 IP カメラにはエンコーダーが組み込まれています。

イベント アラームやアクションにリンクされた状況や状態。 イベントは、カメラ、アーカイバー、ディレク
トリ、デジタル入力などの多くのソースから発生させることができます。イベントには、録画開始
状態、信号損失状態、ディスクフルメッセージ、ユーザーログオン、デジタル入力トリガーなどが
あります。

F
フェイルオーバー NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR で障害が発生した場合に、

このサーバーのタスクを引き継ぎます。 この引き継ぎは Central Server が動作していない場合でも発
生する可能性があります。 フェールオーバー NVR がプライマリ NVR のすべてのカメラを録画する
ようになります。 プライマリ NVR が修復され、再度オンラインになると、再度録画がこの NVR に
保存されるようになり、カメラが自動的に元に切り替えられます。 フェールオーバー NVR が録画を
停止します。 プライマリ NVR の停止時間の録画はフェールオーバー NVR に留まります。

FIFO 先入れ先出し。 同じ優先度でアクティブなアラームの順番を定義する Bosch Video Management 
System のアラーム処理のモード。

フレーム 単一の映像。

フレームレート 「IPS」を参照してください。

G
GOP Group of Pictures （画像のグループ）。GOP の長さは、2 つの I- フレーム間の圧縮された映像ファ

イルの画像数です。 

GSM Global System for Mobile Communication。 デジタル携帯電話の規格。

GUID Global Unique Identifier。

H
H.264 マルチメディアアプリケーションのデジタル音声および映像のエンコーディング （圧縮）規格。 こ

の規格には、メーカーに依存する可能性のあるさまざまなプロファイルが含まれます。 使用可能な
プロファイルは、Baseline、Baseline+、Main Profile です。 Baseline （Bosch Video Management 
System では使用されていません）は 2CIF をサポートしています。 Baseline+ は 4CIF をサポート
し、Baseline より優れた画質を提供します。 Main Profile は 4CIF をサポートし、CABAC （Context-
adaptive binary arithmetic coding）という高効率圧縮アルゴリズムを備えています。 これは、ストレ
ージ用の高画質エンコーディングに役立ちます。

半二重 「二重」を参照してください。

ホットスポット Configuration Client に設定されたマップ内のマウス反応型アイコン。 ホットスポットはカメラ、リ
レー、コマンドスクリプトです。 ユーザーは、建物内のデバイスのローカライズや選択に使用しま
す。

HTML Hypertext Markup Language
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I
I- フレーム Intra Frame。 映像圧縮方式の部分。 完全な画像の情報を含みます。前または次のフレームと比較し

た変更の情報を含む P- フレームや B フレームと異なります。

IIS Internet Information Server

画像枠 単一のカメラ、マップ、または HTML ファイルのライブ映像および録画映像の表示に使用します。

画像枠バー
画像枠のツールバー

画像枠パターン
画像枠の配置

画像ウィンドウ
画像ウィンドウパターンによって構築された画像枠のコンテナ。

簡易再生
ライブ画面の画像枠で、選択したカメラの録画映像を再生します。 開始時間 （過去の秒数または逆
再生時間）を設定できます。

インターカム機能
エンコーダーのラウドスピーカーで話すために使用します。 このエンコーダーには音声入力と音声
出力が必要です。 インターカム機能はユーザーグループ単位で与えることができます。

FPS 1 秒あたりの画像数。 1 秒あたりに転送または録画される映像数。

IQN iSCSI Qualified Name。 IQN 形式のイニシエーター名は、iSCSI イニシエーターとターゲットの両方
にアドレスをプロビジョニングするために使用します。 IQN マッピングでは、iSCSI ターゲット上の
LUN へのアクセスを制御するイニシエーターグループを作成し、各エンコーダーおよび VRM のイニ
シエーター名をこのイニシエーターグループに書き込みます。 イニシエーター名がイニシエーター
グループに追加されたデバイスのみ LUN へのアクセスが許可されます。 「LUN」および 「iSCSI」
を参照してください。

iSCSI Internet Small Computer System Interface。 TCP/IP ネットワーク経由でストレージを管理するプロト
コル。 iSCSI により、ネットワークのどこからでも保存されたデータにアクセスできます。 特に
Gigabit Ethernet の出現によって、手ごろな価格で、iSCSI ストレージサーバーを単純にリモートハ
ードディスクとしてコンピュータネットワークに接続できるようになりました。 iSCSI 用語では、ス
トレージリソースを提供するサーバーは iSCSI ターゲットと呼ばれ、サーバーに接続し、サーバー
のリソースにアクセスするクライアントは iSCSI イニシエーターと呼ばれます。

IVA Intelligent Video Analysis （インテリジェント映像解析）。 ビデオカメラによって監視されたシーン
で特定のプロパティとオブジェクトの動作を検出するアルゴリズムで、これから CCTV システムで
処理可能なアラームイベントが生成されます。  
IVA 設定をアクティブにした録画は、後で映像素材を個別に迅速に検索できるようにするための前提
条件です。
IVA により、オブジェクトの動きをキャプチャし、評価できるため、誤報をかなりの範囲で防止しま
す。
IVA は変化する環境条件に自動的に適応するため、雨や木の動きなどの混乱させる影響を感知しませ
ん。
特にフォレンジンクサーチに使用する場合、IVA は動いているオブジェクトをそれらの色の仕様によ
ってフィルタリングできます。 IVA アルゴリズムの支援によって、膨大な映像素材から、特定の色プ
ロパティを持つオブジェクトを個別に検索できます。

IVMD Intelligent Video Motion Detection （インテリジェントビデオ動体検出）。 ビデオカメラによって監視
されている環境内の動いているオブジェクト検出し、Bosch Video Management System で詳しく処



Bosch Video Management System  用語集 | ja 191

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 設定マニュアル Configuration Client | V2 | 2011.12

理できるアラームイベントを生成するソフトウェアアルゴリズム。
IVMD により、オブジェクトの動きをキャプチャし、評価できるため、誤報をほとんど防止します。
IVMD は変化する環境条件に自動的に適応するため、雨や植物の動きなどの混乱させる影響を感知し
ません。

K
Kbps 1 秒あたりのキロビット数、データ転送速度の測定単位。

キーフレーム 「I-Frame」を参照してください。

L
LAN Local Area Network （ローカルエリアネットワーク）

LDAP Lightweight Directory Access Protocol。 ディレクトリへのアクセスを許可する TCP/IP で実行するネ
ットワークプロトコル。 ディレクトリとは、ユーザーグループとそれらのアクセス権限のリストな
どです。  Bosch Video Management System はこれを使用して、MS Windows や他の企業ユーザー管
理システムと同じユーザーグループにアクセスできます。

LIFO 後入れ先出し。 同じ優先度でアクティブなアラームの順番を定義する Bosch Video Management 
System のアラーム処理のモード。

ローカルストレージ
ローカルストレージを備えたエンコーダーでは、録画がブロック単位で実行されます。つまり、デ
ータが事前に割り当てられたブロックに格納されます。 1 つのブロックがいっぱいになると、デバイ
スは引き続き次のブロックに書き込みます。 すべてのブロックがいっぱいになると、ブロックが上
書きされます。 ローカルストレージデバイスは、ブロックとしてみなされる任意のサイズの複数の
パーティションをサポートします。
ブロックは 2 つの部分に分けられ、1 つはアラーム発生前の録画およびアラーム録画用、もう 1 つは
連続録画用です。
アラーム録画部分は 1~128 トラックで編成されます。 システムが連続録画からアラーム録画に切り
替えられた場合、データはいずれかのトラックに保存されます。 アラームごとに 1 つのトラックが
使用されます。 トラックはディスク上で固定のサイズを持ちます。
アラームトラックのサイズは、ビットレートおよびユーザーが設定した発生前の時間とアラームの
持続時間によって決まります。 これらの設定を使用して、アラームトラックのサイズが計算されま
す。

ログブック Bosch Video Management System ですべてのイベントのログを作成するためのコンテナ。

論理番号
論理番号は参照しやすいようにシステム内の各デバイスに割り当てられる一意の ID です。 論理番号
は、特定のデバイスの種類内でのみ一意です。 論理番号の一般的な使用例はコマンドスクリプトで
す。

論理ツリー
すべてのデバイスのカスタマイズされた構造を持つツリー。 論理ツリーは Operator Client で、カメ
ラやその他のデバイスを選択するために使用します。 Configuration Client で、「完全論理ツリー」を
設定し （［マップと構造］ページで）、各ユーザーグループに合わせてカスタマイズします （［ユー
ザーグループ］ページで）。

LUN Logical Unit Number （論理装置番号）。 iSCSI 環境で、各ディスクドライブまたは仮想パーティショ
ン （ボリューム）を処理するために使用します。 パーティションは RAID ディスクアレイ （iSCSI
ターゲット）の一部です。
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M
マップウィンドウ マップまたはドキュメントの表示に使用します。映像コンテンツは表示できず、4:3 比に制限されま

せん。

Master Control Software
Bosch Video Management System と Allegiant デバイス間のインターフェースとして使用するソフト
ウェア。 バージョン 2.8 以上を使用します。

メタデータ 対応する映像データと共に保存された日時や銀行口座などの POS や ATM のデータで、検証のため
の追加情報を提供します。

MHT 「Web アーカイブ」とも呼ばれます。 インターネットサイトのすべての HTML ファイルと画像ファ
イルを 1 つのファイルに保存できるファイル形式。 問題を避けるため、Internet Explorer 7.0 以上を
使用して MHT ファイルを作成することをお勧めします。

MIB Management Information Base （管理情報ベース）。 ネットワークデバイスの状態および制御データ
を格納するテーブルに対する SNMP 環境の用語。 MIB のすべてのエントリはその OID によって識別
されます。 MIB はデバイスに保存されます。 MIB ファイルは、MIB データを MIB にインポートする
ために使用します。

動体検出
映像の変化に注意するソフトウェアコンポーネント。 動体を識別するために必要な変化量のしきい
値は設定可能です。

MPEG-4 Motion Picture Expert Group。 マルチメディアアプリケーションのデジタル音声および映像のエンコ
ーディング （圧縮）規格。

MSS Maximum Segment Size （ 大セグメントサイズ）。 コンピュータまたは通信デバイスが単一の断片
化されていない部分として処理可能なバイト単位で指定されたデータの 大量。

MTU Maximum Transmission Unit。 断片化されずに転送可能なデータの 大量 （バイト単位）を示しま
す。

マルチユニキャスト ネットワーク上の 1 つの送受信機と複数の受信ユニット間の通信で、デバイス内のデータストリー
ムが複製され、その後、多数の受信ユニットに配信されます。

マルチキャスト ネットワーク上の 1 つの送受信機と複数の受信ユニット間の通信で、ネットワーク上の単一のデー
タストリームが、定義されたグループ内の多数の受信ユニットに配信されます。 マルチキャスト処
理の要件は、マルチキャスト準拠のネットワークと UDP プロトコルおよび IGMP プロトコルの実装
です。

N
ネットワーク監視

ネットワーク関連値の測定と、設定可能なしきい値に対するこれらの値の評価。

ノータッチデプロイメント
レジストリまたは共有システムコンポーネントを変更せずに .NET アプリケーションを自動的にダウ
ンロード、インストール、および実行する方法。 Bosch Video Management System では、ノータッ
チデプロイメントは Central Server から Operator Clients を更新するために使用します。 更新は、新
しいバージョンが Central Server に保存されており、各ユーザーが Operator Client にログオンした
場合に実行されます。
複数の Central Servers に対して 1 つの Operator Client を操作する場合、ノータッチデプロイメント
では、Operator Client が 後に正常にログオンした Central Server に保存されているソフトウェアバ
ージョンのみが使用されます。 別のアプリケーションバージョンがある別の Central Server にログオ
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ンしようとすると、ソフトウェアのバージョンが一致しないため、「Central Server がオンラインで
ありません」と表示されます。

NTP Network Time Protocol はネットワーク経由でコンピュータのクロックを同期させるために設計され
たプロトコルです。 NTP バージョン 3 は、RFC 1305 で形式化されているインターネットドラフト
規格です。 NTP バージョン 4 は NTP 規格の重要なリビジョンであり、現在の開発バージョンです
が、RFC で形式化されていません （「RFC」、「SNTP」を参照）。

NVR Bosch ネットワークビデオレコーダー。Bosch Video Management System の音声および映像データ
を格納し、フェールオーバー NVR、または冗長 NVR として動作するコンピュータ。 この NVR は、
Bosch Video Management System に統合可能な VIDOS NVR と異なります。

O
OID オブジェクト識別子。 SNMP 環境の用語。 MIB 変数を決定します。

OPC OLE for Process Control。

OPC サーバー OPC 仕様に定義されているとおりに、イベントを発行し、コマンドを受け取るサーバー。

OSD オンスクリーンディスプレイメニューはディスプレイモニターに表示されます。

出力リレー ソフトウェア制御によって開くことができる電気接点。 ライトの点灯、アラームを鳴らすなどのア
クションを作成する場合に役立ちます。

P
P- フレーム Predicted Frame （予測フレーム）。 映像圧縮方式の部分。

ペイロード
転送される情報のパケットのユーザートラフィックを伝送する部分を示します。 すべてのヘッダー
とトレーラーを破棄した場合に、事実上パケットに残る部分です。

再生モード
アーカイブされた映像を再生し、検索するために使用します。

ポート 1）コンピュータおよび電気通信デバイスでは、ポート （名詞）は一般に、何らかの種類のソケット
とプラグによって、他のデバイスに物理的に接続されている特定の場所です。 一般にパソコンには、
1 つ以上のシリアルポートと通常 1 つのパラレルポートが備えられています。 2）プログラミングで
は、ポート （名詞）は 「論理的な接続箇所」であり、具体的には、インターネットプロトコル
TCP/IP を使用して、クライアントプログラムがネットワーク上のコンピュータの特定のサーバープ
ログラムを指定する方法です。 Web プロトコル、Hypertext Transfer Protocol （ハイパーテキスト転
送プロトコル）などの TCP/IP を使用する上位アプリケーションには、事前に番号が割り当てられて
いるポートがあります。 これらは Internet Assigned Numbers Authority （IANA）によって割り当て
られた 「既知のポート」と呼ばれています。 その他のアプリケーションプロセスは接続ごとに、動
的にポート番号が与えられます。 サービス （サーバープログラム）が 初に起動すると、その指定
されているポート番号にバインドするように指示されます。 クライアントプログラムがそのサーバ
ーを使用する場合、指定されたポート番号にバインドするように要求する必要もあります。 ポート
番号は 0 から 65535 です。 ポート 1 から 1023 は特定の特権サービスで使用するために予約されて
います。 HTTP サービスの場合、ポート 80 がデフォルトとして定義され、Uniform Resource 
Locator （URL）で指定する必要はありません。

POS Point of Sale。

アラーム発生後の録画時間
「イベント発生後の録画時間」を参照してください。
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イベント発生後の録画時間
イベントが発生した後の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存します。

アラーム発生前の録画時間
アラームが発生する前の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存します。

イベント発生前の録画時間
イベントが発生する前の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存できます。

プライマリ NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR は音声データと映像デー
タを保存します。 

PTZ カメラ パン、チルト、ズーム機能を持つカメラ。

Q
QCIF Quarter CIF。 「録画解像度」を参照してください。

R
RADIUS サーバー Remote Authentication Dial-In User Service。コンピューターネットワークでダイヤルアップしたユ

ーザーの認証、承認およびアカウント管理に使用されるクライアント／サーバープロトコル。
RADIUS サーバーにはサーバープロトコルが実装される。 RADIUS は、モデム、
ISDN、VPN、ワイヤレス LAN （「802.1x」を参照）および DSL 経由のダイヤルアップ接続の認証
を集中管理する、事実上の業界標準プロトコルです。

RAID Redundant Array of Independent Disks。 複数のハードディスクを 1 つのドライブであるかのように
編成するために使用します。 そのようなドライブでは、データが共有または複製されます。 これは、
容量、信頼性、速度の向上のために使用します。

画質
エンコーダー （カメラ）の調整可能な設定。 スライダーの範囲は、映像信号をエンコーディングお
よび圧縮する場合に、エンコーダーで使用される圧縮度を表します。 スライダーを左に設定すると、
エンコーダーは可能な限り高い圧縮を行います （帯域幅要件、ファイルサイズ、画質が低くなりま
す）。 スライダーを右に設定すると、エンコーダーは可能な限り低い圧縮を行います （帯域幅要件、
ファイルサイズ、画質が高くなります）。

録画スケジュール
録画をスケジュールする場合およびバックアップの開始やログオンの制限などのイベントをスケジ
ュールする場合に使用します。 録画スケジュールにはギャップやオーバーラップが存在しません。 
これによって、録画の画質も決まります。

録画設定
録画スケジュールとカメラの状態に依存して設定できます。 状態には、録画の無効、手動録画、連
続録画、動体録画、アラーム録画があります。

冗長 NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR と同じ映像および音声デ
ータを録画します。 プライマリ NVR には 大 1 台の NVR を指定できます。

参照画像
参照画像は、現在の画像と絶えず比較されます。 マークしたフィールド内のライブ映像が参照画像
と異なる場合、アラームがトリガーされます。 参照画像と比較することで、カメラの向きを変える
など、他の方法では検出が困難ないたずらを検出できます。

逆再生時間
画像枠が簡易再生に切り替わった時の過去の秒数。
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RFC Request for Comment。 インターネットの開発を指導する伝統ある一連の非公式の情報ドキュメント
および規格の 1 つ。

RMon リモート監視。 ネットワーク管理の目的で、ネットワークデバイスから統計データを収集するため
の規格。 

RTSP Real Time Streaming Protocol （リアルタイムストリーミングプロトコル）。 IP ベースのネットワー
ク上で、音声映像データの連続的な伝送やソフトウェアを制御できるネットワークプロトコル。

S
サイレントアラーム カメラをアラーム録画モードにするが、他のアラーム応答をしないアラーム。 これらのアラームは

イベントリストに表示されますが、アラームリストには表示されません。

サイト 表示と管理を簡単にするために、関連するシステムリソースをグループ化するためのユーザー作成
エンティティ。 一般に、サイトは建物やフロアなどの物理的な場所に対応しますが、何らかの概念
を表すために使用することもあります。

SNMP Simple Network Management Protocol。 ネットワークデバイスから情報を取得 （GET）し、ネット
ワークデバイスにパラメータを設定 （SET）して、特定のイベントについて通知させる （EVENT）
ことができる IP ベースのプロトコル。

SNTP Simple Network Time Protocol は NTP の簡易バージョンです （「NTP」を参照）。 SNTP は、RFC 
1305 に記述されている完全な NTP の実装による 大のパフォーマンスを必要としないか、正当化す
る場合に使用できます。 SNTP バージョン 4 は RFC 2030 に記述されています （「RFC」を参照）。

SSL Secure Sockets Layer。 ネットワークでの通信に必要なアプリケーションのセキュリティ保護に使用
するプロトコル。

サブネットマスク番号
IP アドレス番号と組み合わせて、コンピュータが存在するネットワークセグメントを識別するため
に使用します。 サブネットマスクは、255.255.255.192 のようにドット付き 10 進表記で記述される
32 ビットの数値です。

同期再生
時間で同期させたアーカイブ映像の同時再生。

T
タスク 特定のイベント （動体検出、ドアベルが鳴る、アラームのトリガーなど）によってトリガーされる

ユーザーによってプログラムされた動作。タスクには、PTZ カメラの制御、リレー出力、カメラシ
ーケンス、アラーム録画の開始などがあります。 一般的なタスクには、イベントがアラームをトリ
ガーする、イベントがコマンドスクリプトを実行する、イベントがログに記録される、ユーザーロ
グインを午前 8 時から 午後 5 時までのみ許可する、コマンドスクリプトを午後 11 時に実行するなど
があります。

タスクスケジュール
コマンドスクリプトの実行など、Bosch Video Management System で発生する可能性のあるイベン
トのスケジュールに使用します。 ［イベント］で、イベントにタスクスケジュールを割り当てま
す。 イベントをスケジュールする場合、録画スケジュールも使用できます。 標準タスクスケジュー
ルで、毎日、休日、除外日の時間帯を設定します。 定期的なタスクスケジュールで、定期的に実行
する時間帯を設定します。 毎日、毎週、毎月、または毎年実行できます。

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol。 IP ネットワークでデータを伝送するために使用す
る接続指向プロトコル。
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タイムライン Bosch Video Management System ユーザーインターフェースの一部。 選択したカメラの録画のグラ
フィック表示として、ラインを表示します。 タイムラインを使用して、録画映像を移動できます。

トラップ SNMP 環境の、監視対象デバイス （エージェント）からネットワーク監視システム （マネージャ）
への、このデバイスのイベントに関する要求されていないメッセージに対する用語。

トランクライン エンコーダーデバイスに接続されているアナログマトリックスのアナログ出力。 それによって、マ
トリックス映像ソースを Bosch Video Management System で使用できます。

U
UDP User Datagram Protocol。 IP ネットワーク上でデータの交換に使用されるコネクションレスプロトコ

ル。 UDP は、オーバーヘッドが小さいため、映像の伝送に TCP より効率的です。

ユニキャスト ネットワーク経由での単一の送受信機と単一の受信ユニット間の通信。

ユーザーグループ ユーザーグループは、権限や PTZ 優先度などの一般的なユーザー属性の定義に使用します。 ユーザ
ーはグループのメンバーになると、自動的にグループのすべての属性を継承します。

ユーザー権限
ユーザーが実行する権利を与えられた特定の操作。

ユーザープロファイル ユーザーの種類、E- メールなどの特定のユーザーに関する情報のリスト。各ユーザープロファイル
は一意のユーザー名で識別します。

ユーザーツリー 「論理ツリー」を参照してください。

V
映像圧縮

映像ファイルのサイズを小さくする方法。 圧縮が大きいほど、画質が低下します。 映像圧縮により、
映像データの空間および時間的な冗長性が削減されます。 空間的冗長性の削減には、画像圧縮が使
用されます。 一時点のフレームが画像ファイルとして圧縮されます。 時間的冗長性の削減には、動
き補償が使用されます。 動き補償は、2 つの連続したフレームがほぼ同一であることを利用します。 
そのため、1 つのフレームだけが完全に保存されます。 次のフレームについては、相違のみが保存さ
れます。 これが特定数のフレーム後に繰り返されます （GOP）。

映像形式 録画映像の解像度。 一般に QCIF、CIF、2CIF、4CIF の 4 つの録画解像度を使用できます。 「録画
解像度」を参照してください。

録画解像度 映像信号によって転送される水平方向および垂直方向のピクセル数の仕様。
PAL:
1CIF = 352 x 288
2CIF = 704 x 288
4CIF = 704 x 576
QCIF = 176 x 144
NTSC
1CIF = 352 x 240
2CIF = 704 x 240
4CIF = 704 x480
QCIF = 176 x120
HD
720p = エンコードされた 1920 x 720
1080p = エンコードされた 1280 x 720
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VIDOS NVR VIDOS ネットワークビデオレコーダー。 RAID 5 ディスクアレイまたはその他の任意のストレージメ
ディアに、IP エンコーダーの映像および音声データを保存するソフトウェア。  VIDOS NVR には、
録画映像の再生と取得の機能があります。 VIDOS NVR コンピュータに接続されたカメラを Bosch 
Video Management System に組み込むことができます。

ビュー 簡易ライブ表示のために呼び出すことができる画像枠に割り当てられたカメラのコレクション。 マ
ップや HTML ファイルを表示した画像枠をビューの一部にすることができます。 シーケンスはビュ
ーの一部にできません。

仮想入力 サードパーティシステムから Bosch Video Management System にイベントを転送するために使用し
ます。

VRM Video Recording Manager。 ネットワーク内の iSCSI デバイスへの映像 （MPEG-4 SH++ と H.264）
および音声データの保存を管理する Bosch Video Management System のソフトウェアパッケージ。 
VRM は、録画ソース情報と関連 iSCSI デバイスのリストを格納するデータベースを保守します。 
VRM は、Bosch Video Management System ネットワーク内のコンピュータ上で実行するサービスと
して認識されます。 VRM は、それ自体はデータを保存しませんが、iSCSI デバイスの保存容量をエ
ンコーダーに配分し、複数の iSCSI デバイス間の負荷分散を処理します。
VRM は、iSCSI からの再生映像／音声データを Operator Clients にストリーミングします。

W
WAN Wide Area Network

WatchDog 他の Bosch VMS サービスの監視に使用するアプリケーション。 サービスが失敗すると、WatchDog
は、サービスの再起動と、クラッシュの理由および時間についての E- メールまたはイベントログに
よるユーザーへの通知を担当します。
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