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1 安全にご使用いただくために

1.1 安全に関するご注意
安全にお使いいただくために、以下の注意事項をよくお読みいただ
き、必ずお守りください。また、後で参照できるよう、本マニュア
ルを大切に保管してください。 本機を使用する前に、本機に貼付さ
れている警告や操作マニュアルに明記されている警告をすべて確認
してください。
1. 清掃－清掃する際は、本機の電源を切ってください。 本機に付

属のマニュアルの手順に従ってください。 通常は、乾いた布で
拭くだけで十分ですが、湿らせた毛羽立たない布やセーム皮を
使ってクリーニングすることもできます。 液体クリーナーやク
リーニングスプレーは使用しないでください。

2. 熱源－ラジエーターやヒーター、ストーブなどの熱を発するデ
バイス （アンプを含む）の近くに本機を設置しないでくださ
い。

3. 換気－本機ハウジングには、過熱を防いで動作を安定させるた
めの、換気用の開口部が設けられています。 開口部を塞いだ
り、覆ったりしないでください。 本機は、換気が十分でない密
閉された場所や、メーカーの指示を満たしていない場所には設
置しないでください。

4. 水気－浴槽や洗面台、流し台、洗濯機の周辺などの湿気の多い
場所、または高湿度で結露の多い地下室やプールなど、水や雨
のかかる場所に本機を設置しないでください。 火災や感電の危
険を避けるために、本機を雨や湿気にさらさないでください。

5. 異物や液体の侵入－本機の開口部にいかなる異物も挿入しない
でください。危険な高電圧部分に触れたり、内部の部品がショ
ートして、発火や感電を引き起こす危険があります。 本機の上
に液体をこぼさないでください。 花瓶やカップなど、液体が入
ったものを本機の上に置かないでください。

6. 雷－雷雨時に本機を保護したり、本機を使用しないまま長時間
保管したりする場合は、本機を電源コンセントから外してケー
ブル類を抜いてください。 こうすることで、雷や電源サージか
ら本機を保護することができます。

7. 制御調整－操作マニュアルに記載されている制御と調整のみを
行ってください。 誤ってその他の制御や調整を行うと、本機が
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故障する場合があります。 マニュアルに明記されていない制御
や調整を行ったり、指定されていない手順を実行すると、危険
な電磁波が放出される可能性があります。

8. 過電流－コンセントや延長コードの定格電流を超えないように
注意してください。 指定された定格を超えると、火災や感電が
発生する危険があります。

9. 電源の遮断－オン／オフスイッチの有無に関わらず、電源コー
ドを電源コンセントに接続している間は、常に電力が供給され
ます。ただし本装置が動作するのは、オン／オフスイッチがオ
ン位置にある場合に限られます。 電源コードは、すべての装置
への電圧を遮断する主電源遮断デバイスです。

10. 電源－ラベルに記載されている種類の電源以外、使用しないで
ください。 本機にケーブルを接続する際は、他電源が接続され
ていないことを確認してください。
- バッテリーで動作する装置の場合は、操作マニュアルを

参照してください。
- 外部電源を使うユニットの場合は、推奨または認可され

た電源のみ使用してください。
- 制限電源装置の場合、電源が EN60950 に準拠する必要が

あります。 それ以外の電源を使用すると、本機の損傷ま
たは火災や感電を引き起こす危険があります。

- AC 24V のユニットでは、VG4-A-PSUxx 電源ユニットが
EN 50130-4 主電圧源の電圧低下および瞬断の要件に準拠
しています。電源入力に供給される電圧が ±10％または
AC 21.6V ～ 26.4V の範囲を超えないようにしてくださ
い。 ユーザーによる配線は、地域の法規 （Class 2 電源レ
ベル）に従う必要があります。 接点または装置の電源の
接点で電源をアースに接続しないでください。

- 使用する電源の種類が不明な場合は、販売店または地元
の電力会社にお問い合わせください。

11. 修理－有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 カ
バーを開いたり取り外したりすると、危険な高電圧やその他の
危険物が露出する恐れがあります。 修理が必要な場合は、有資
格のサービス担当者に依頼してください。

12. 修理が必要な損傷－次のような損傷が発生した場合は、AC 主
電源との接続を遮断した上で、有資格のサービス担当者にお問
い合わせください。
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- 電源コードまたはプラグが損傷している。
- 本機が湿気や水、または悪天候 （雨、雪など）にさらさ

れた。
- 液体が本機にかかった、または本機の内部に侵入した。
- 異物が本機の内部に入り込んだ。
- 本機を落としたか、本機のキャビネットが損傷した。
- 性能が明らかに変わった。
- 操作マニュアルに従って正しく使用しても本機が正常に

動作しない。
13. 交換部品－弊社指定品、または元の部品と同じ特性を持つ部品

を使用してください。 部品を許可なく交換すると、火災や感
電、その他の危険な状況が発生する可能性があります。

14. 安全確認－修理や点検が完了したら、安全チェックを実施して
本機が正常に動作することを確認してください。

15. 設置－本機の設置は、弊社の規定や設置する地域の法規に従っ
て行ってください。

16. 付属品の取り付け、本機の変更や改造－付属品やアクセサリは
弊社指定品を使用してください。 Bosch の明示的な許可を得ず
に本機を変更または改造すると、保証が無効になる場合があり
ます。また、使用許諾契約を交わしている場合は、本機を使用
できなくなることがあります。

1.2 安全に関する表示
危険
この記号は 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」を示していま
す。  

警告
この記号は 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある
内容」を示しています。 指示に従わなかった場合は、軽度または中
度の傷害を負うおそれがあります。 本機に伴う重要な注意事項をユ
ーザーに警告します。
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1.3 重要な通知

付属品－本機を不安定なスタンドや三脚、ブラケット、取付器具の
上に設置しないでください。 本機が落下して、深刻な怪我を負った
り、本機が完全に破損する可能性があります。 メーカーが指定する
カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルのみを使用してく
ださい。 カートを使用する場合は、カート／器材を慎重に移動する
ようにし、転倒などによって怪我をしないように注意してくださ
い。 急に止めたり、力をかけすぎたり、平らでない面に置くと、カ
ートやモニターが横転する危険があります。 本機はメーカーの指示
に従って固定してください。
全極型電源スイッチ－各極に 低 3mm の接点間隔を設けた、全極
型電源スイッチを建物の電気設備に組み込んでください。 修理など
のためにハウジングを開ける必要がある場合は、この全極スイッチ
を使用して、ユニットへの電力供給を切断してください。
カメラのアース－湿度の高い環境にカメラを設置する場合は、必ず
本機の金属製ハウジングを使用してアースしてください （「電源の
接続」のセクションを参照）。
カメラ信号－カメラ信号が 42 メートルを超える場合は、NEC800
（CEC Section 60）に従い、ケーブルを一次保護装置で保護してく
ださい。

注意
この記号は 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある
内容」を示しています。 指示に従わなかった場合は、物的損害を被
ったり、本機自体が損傷する危険があります。

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。

注
HD Conference Dome は会議用途向けに設計されています。 この製
品はセキュリティや監視システムの用途には適していません。
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同軸アース：
- 外部のケーブルシステムを本機に接続する際は、ケーブルをア

ースに接続してください。
- アースつき電源に本機のアースプラグを接続するか、アース端

子を正しくアース元に接続してから、機器を本機の入力に接続
してください。

- アースプラグまたはアース端子を取り外す前に、本機の入力コ
ネクターを機器から取り外してください。

- 本機に接続されている機器のアース接続などに関する安全のた
めの注意事項に従ってください。

米国 モデルのみ－ National Electrical Code、ANSI/NFPA No.70 の
セクション 810 に、取付器具および支持構造の適切なアース、放電
装置に接続する同軸ケーブルのアース、アースコンダクターのアー
スサイズ、放電装置の設置場所、アース電極への接続、アース電極
の要件に関する情報が記載されています。
Bosch 製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の材質やコ
ンポーネントを使用して開発、製造されています。 この記号は、使
用済みの電子部品や機器を家庭用のごみと分別して、回収および廃
棄しなければならないことを示しています。 通常、電子部品や機器
は、国や地方自治体によって分別回収や廃棄方法が異なります。 こ
れらの装置は、European Directive 2002/96/EC に従って、環境に適
合したリサイクル施設で廃棄してください。
環境に対する取り組み－ Bosch は環境保護に全力で取り組んでいま
す。 本機は環境をできるだけ配慮した上で設計されています。
静電気の影響を受けやすいデバイス－適切な CMOS/MOS-FET 取扱
手順に従って、静電気放電を防いでください。
注意：静電気の影響を受けやすいプリント回路基板を取り扱う際
は、規定の静電気除去リストストラップを着用し、適切な ESD 安
全事項に従ってください。
ヒューズ定格－機器を保護するため、分岐回路保護は 16A の 大ヒ
ューズ定格で安全を確保する必要があります。 NEC800 （CEC セク
ション 60）に従ってください。
アースプラグおよび分極プラグ－本機には、交流線の分極プラグ
（一方のブレードの幅が他方よりも広い）が取り付けられている場
合があります。 この安全機能により、電源コンセントへのプラグの
接続方向が 1 方向に制限されます。 プラグをコンセントに完全に差
し込めない場合は、 寄りの正規の電気店に依頼して旧式のコンセ
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ントを交換してください。 分極プラグの安全機能を無効にしないで
ください。
地域によっては、3 極アースプラグ （アース接続用の 3 本目のピン
が付いたプラグ）が取り付けられている場合もあります。 このプラ
グは、アース端子付きの電源コンセントにしか差し込めないため安
全です。 プラグをコンセントに差し込めない場合は、 寄りの正規
の電気店に依頼して旧式のコンセントを交換してください。 アース
プラグの安全機能を無効にしないでください。 
屋外の映像信号－屋外の映像用に設置する場合、特に電源や避雷針
との間隔、および過度電流からの保護については、NEC725 および
NEC800 （CEC 規則 16-224 および CEC セクション 60）に従って
ください。
移動－本機を移動する前に、電源を遮断してください。 本機は慎重
に移動してください。 
PoE （屋内モデルのみ）－電力がすでに電源コネクターから供給さ
れている場合は、イーサネット接続経由 （PoE）で電力を供給しな
いでください。
常時接続機器－建物の配線図内に、簡単にアクセスできる遮断装置
を用意します。
プラグ着脱可能な機器 - 本機の近くにコンセントを設置し、簡単に
アクセスできるようにしてください。
電源の遮断－電源コードを電源コンセントに接続している間は、常
に電力が供給されます。 電源コードは、すべての装置で主電源遮断
デバイスです。
送電線－カメラは、送電線、電力回路、電灯の近く、またはそうし
た送電線、回路、電灯に接触する可能性のある場所には設置しない
でください。
SELV
すべての入力／出力ポートは、Safety Extra Low Voltage （SELV）
回路です。 SELV 回路は他の SELV 回路にのみ接続してください。 
ISDN 回路は電話網電圧と同様に扱われるため、SELV 回路を電話網
電圧 （TNV）回路に接続しないでください。
映像断－映像断は、デジタルビデオ録画に固有の現象です。このた
め、Bosch Security Systems は、映像情報の損失による損害に対し
て一切責任を負いません。 デジタル情報が途切れるリスクを 小限
に抑えるために、Bosch Security Systems では、複数の冗長録画シ
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ステムを使用し、すべてのアナログおよびデジタル情報のバックア
ップを取ることをお勧めします。

FCC および ICES 関連情報 
（米国 およびカナダモデルのみ）
本機は FCC 規則の第 15 部に準拠しています。 本機の動作は以下の
2 つの条件に準じています。
- 本機は有害な干渉を起こしません。
- 本機は、予期せぬ動作をもたらす可能性のある干渉を含め、あ

らゆる受信干渉を許容できます。
注意 
本機は、FCC 規則の第 15 部およびカナダ産業省の ICES-003 に基
づく Class A デジタルデバイスの規制に準拠することがテストによ
り確認されています。 これらの制限は、本機を商業環境で作動させ
たときに有害な干渉から適切に保護するためのものです。 本機は、
無線周波エネルギーを生成、使用し、放射します。指示どおりに設
置して使用しないと、無線通信に対して有害な電波干渉を及ぼすこ
とがあります。 本機を住宅地で作動させた場合、有害な干渉を引き
起こす可能性があり、その場合はユーザーが自己の費用による干渉
の是正を要求されることがあります。
準拠に対して責任を負う事業者が明示的に承認していない改造を行
うことは、意図的であるか否かを問わず禁止されています。    
     

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en 
service est soumises aux deux conditions suivantes :
- cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences 

auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui 
pourraient influer sur son bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé 
conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de 

注この製品はクラス A 製品です。 この製品を家庭環境で使用する
と、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユー
ザーが適切な対策を講じることが必要になる場合があります。
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Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes 
sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une 
installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de 
l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou 
d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences 
nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit dans 
une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le 
cas échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses 
propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien 
qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. 
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des 
communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and 
Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et 
résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). 
Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-
000-00345-4.
AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son 
utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des 
interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier.

免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本製品のセキュ
リティや信号出力に関するパフォーマンスや信頼性のテストは行っ
ていません。 UL/IEC は、UL の 「Standard(s) for Safety for 
Information Technology Equipment, UL 60950-1」で規定している火
災、衝撃、事故の危険性についてのみテストを行っています。 UL
の認証は、本機のセキュリティや信号伝送に関する性能や信頼性を
保証するものではありません。
UL は、本製品のセキュリティまたは信号出力関連の機能のパフォ
ーマンスや信頼性に関して、一切の表明、保証、認証を提供しませ
ん。
著作権
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本マニュアルは、Bosch Security Systems, Inc. の知的財産であり、
著作権によって保護されています。
無断転載を禁じます。
商標
本マニュアルで使用されているすべてのハードウェアおよびソフト
ウェアの製品名は登録商標である可能性があります。このため、し
かるべき方法で取り扱う必要があります。

注
本マニュアルは細心の注意を払って作成されており、記載されてい
る情報については十分な検証を行っています。 テキストについては
印刷の時点で誤字脱字がないことを確認しています。 製品開発は継
続的に進められているため、本マニュアルの内容は予告なく変更さ
れる場合があります。 Bosch Security Systems は、誤り、不完全な
記述、またはユーザーガイドと対象製品の間の不一致によって直接
的または間接的に発生する損害について一切責任を負いません。
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1.4 カスタマサポートおよびサービス
本機の修理が必要な場合、 寄りの Bosch Security Systems サービ
スセンターにご連絡いただき、修理手続きについて、ご確認くださ
い。
サービスセンター
米国
修理センター
電話：800-566-2283
FAX：800-366-1329
E- メール：repair@us.bosch.com
カスタマーサービス
電話：888-289-0096
FAX：585-223-9180
E- メール：security.sales@us.bosch.com
米国テクニカルサポート
電話：800-326-1450
FAX：585-223-3508 または 717-735-6560 
E- メール：technical.support@us.bosch.com
カナダ
電話：514-738-2434 
FAX：514-738-8480 
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域
修理センター
電話：31 (0) 76-5721500
FAX：31 (0) 76-5721413
E- メール：RMADesk.STService@nl.bosch.com
アジア地域
修理センター
電話：65 63522776
FAX：65 63521776
E- メール：rmahelpdesk@sg.bosch.com
保証、その他の情報
その他サポートに関する詳細情報や保証に関するお問い合わせは、
日本国内 Bosch Security Systems 代理店、または Web サイト
（www.jp.boschsecurity.com）にてお問い合わせください。 
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2 機器構成
本機は十分に注意して取り扱い、開梱してください。 製品出荷時に
生じたと思われる損傷がある場合は、すぐに発送元までお問い合わ
せください。 パーツ一覧に記載された付属品がすべて揃っているこ
とを確認してください。 不足品がある場合は、Bosch Security 
Systems の営業担当者またはカスタマーサービス担当者にお知らせ
ください。 
この梱包箱は、この製品を輸送するうえで安全上 も適していま
す。修理のために製品を返送する際は必ずこの梱包箱を使用してく
ださい。 梱包箱は大切に保管しておいてください。

2.1 パーツ一覧
HD Conference Dome には、次のコンポーネントが含まれます。 
- PTZ ドームカメラ ×1
- 4 線アラーム入出力ケーブル ×1
- 2 線カメラ用電源ケーブル ×1 （赤と黒のケーブル）
- 取付プレート ×1
- ユーザーマニュアル ×1

2.2 安全のためのルール
安全のため、次のルールに従ってください。
- 本機の設置と保守は、熟練した技術者が行う必要があります。
- 本機を電源に接続する際は、ラベルの表示に従ってください。
- 付属品やアクセサリは弊社指定品を使用してください。
- 雷が発生しているときや、長期間使用しないときは、本機の電

源を切ってください。
- 水のそばで本機を使用しないでください （屋内用モデルの

み）。
- 可燃物のそばで本機を使用しないでください。
- お子様や関係者以外の人間が本機を使用しないように注意して

ください。
- 通気口をふさがないでください。
- 本マニュアルを参照できるように保管しておいてください。
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3 説明
HD Conference Dome は、さまざまな音声／映像システムのための
会議用途向け製品です。 

一般的な設置例を次の図に示します。

注
HD Conference Dome は会議用途向けに設計されています。 この製
品はセキュリティや監視システムの用途には適していません。

1 HD Conference Dome
2 HD Conference Dome
3 75Ω 同軸ケーブル
4 Local Area Network
5 CAT-5E ケーブル
6 DCN 次世代会議システム
7 コンピューター
8 HD-SDI シームレススイッチャー／スケーラー
9 表示
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HD Conference Dome を設定するためのソフトウェア要件およびイ
ンフラストラクチャ要件については、セクション  11 IP インターフ
ェースの使用 , ページ  59 を参照してください。
本機の設置は、有資格者が米国電気工事規程 （NEC）および該当す
る地域の法規に従って行ってください。 

注
EMC の規制要件を満たすには、アースされたコンジットが必要で
す。
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4 天井／壁面への設置

4.1 説明
この章では、硬質面に HD Conference Dome を取り付ける方法につ
いて説明します。 HD Conference Dome は、壁面取付 （セクション
 5  壁面マウントの設置 , ページ  26）、埋め込み型取付 （セクショ
ン  6  埋め込み型マウントの設置 , ページ  33）、およびパイプマウ
ント （セクション  7  パイプマウントの設置 , ページ  42）にも対応
します。 本機の取り付け方法の各詳細については、付属のマニュア
ルを参照してください。

4.1.1 必要なその他の工具
- 適切なサイズのマイナスドライバー
-  プラスドライバー #2
- 乾式壁または天井タイルに穴を開けるために 適なツール

（必要な場合）
- 4 インチ ×4 インチ 90mm の取り付け穴が開いたジャンクショ

ンボックス （屋内設置のみ）
- アース ×1
- T-10 トルクスレンチ

注
新型カメラに内蔵される画像センサーは非常に精密な部品のた

め、正常な動作と長寿命を確保するには、設置条件に特に注意する
必要があります。 カメラの性能を 大限に発揮させるには、ガイド
ラインに従ってください。
- 使用状態および未使用状態のどちらにおいても、直射日光や強

い照明に当てないでください。 
- また、カメラの画角に明るい光が入らないようにしてくださ

い。 強い光が入ると 「スミア」効果によって、ハイライトの
上下に白線が生じます。 長時間にわたって強い光にさらされる
と、センサーのカラーフィルターが褪色することがあります。 
この褪色は、画像上で色付きの斑点として表示され、もとに戻
せません。



HD Conference Dome 天井／壁面への設置 | ja 21

Bosch Security Systems, Inc. 設置マニュアル F.01U.265.806 | 1.0 | 2012.12

4.1.2 天井用マウントの屋内設置準備
以下では、取付面の準備および天井マウント設置手順の詳細を説明
します。
1. 表面実装用ドームの設置に適した安全な場所を決定します。

図 4.1 屋内における天井マウントの寸法

2. 4 インチの ギャングボックスまたは正方形の金属製ジャンクシ
ョンボックス （非付属品）を取り付けます。 ジャンクション
ボックスと取付ねじが、 大 11.33kg の荷重を保持できること
を確認します。

図 4.2 市販のジャンクションボックスの取り付け

 ø 175.0
  (6.89)

166.9
(6.57)

R64.2
(2.53)

90 mm
(3.54 in.)
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3. 市販の金具を使用して、ジャンクションボックスに取付プレー
トを固定します （図  4.3 を参照）。

図 4.3 取付プレートを設置します。

4. セクション  4.1.3  取付プレートへのカメラの取り付け , ページ
 22 に進み、設置手順を続けます。

4.1.3 取付プレートへのカメラの取り付け
取付面または吊り天井用の取付プレートにカメラを取り付けるに
は、次の手順でおこないます。
1. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを取り

回します （ 図  4.3 の項目 2 を参照）。 
2. ユニットのアース線をジャンクションボックスに接続します。 
3. 市販のアースをジャンクションボックスに接続します。
4. フライングリードの付いた連結コネクターを市販のケーブルに

接続します （ケーブルについては、セクション  8  ケーブルの
準備 , ページ  49 を参照）。

1 ジャンクションボックスの穴 
2 ケーブル穴 （ 大 40mm）、三日月形
3 マウンティングプレート
4 ジャンクションボックス

121.16 mm

40 .0 mm1.57 in.

4.77 in.
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5. 市販の六角レンチで、ユニットのベースにある、安全ロックね
じのロックを解除します。 

図 4.4 安全ロックねじのロック解除

6. 天井からの連結コネクターに、カメラの対応するコネクターを
接続します。

図 4.5 ケーブルの接続

7. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを位置
合わせします。 

1 ロックねじ
2 垂直タブ
3 マウンティングプレート
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8. カメラドームの上部にある安全ロックねじ （項目 2）の右側の
くぼんだスロット （項目 3）にプレートの垂直タブ （下図の
項目 1）を挿入することによって、取付プレートにカメラを取
り付けます。
注意：真ちゅう製の 3 つのボタン （項目 4）を緩めないでくだ
さい。 これらの真ちゅう製のボタンは、取付プレートのスロッ
トタブ （項目 5）にはめ込みます。

図 4.6 タブ／スロットの位置合わせの詳細

1 垂直タブ （取付プレート）
2 ロックねじ
3 くぼんだスロット （ドームハウジング）
4 真ちゅう製のボタン （ハウジングに合計 3 つ）
5 スロットタブ （取付プレートに合計 3 つ）
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9. 次の図に示すように、カメラを時計回りの方向に約 15° 回転さ
せ、所定の位置にしっかりとロックします。

図 4.7 取付プレートへのドームの取り付け

10. 市販のロックトルクスレンチ （T-10）で、安全ロックねじを
締めます。

1 垂直タブ

5
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5 壁面マウントの設置

5.1 説明
この章では、壁面に HD Conference Dome を取り付ける方法につい
て説明します。 HD Conference Dome は、天井取付 （セクション
 4  天井／壁面への設置 , ページ  20）、埋め込み型取付 （セクショ
ン  6  埋め込み型マウントの設置 , ページ  33）、およびパイプマウ
ント （セクション  7  パイプマウントの設置 , ページ  42）にも対応
します。 本機の取り付け方法の各詳細については、付属のマニュア
ルを参照してください。

5.1.1 必要なその他の工具 
- 適切なマイナスドライバー 
-  プラスドライバー #2
- 乾式壁または天井タイルに穴を開けるために 適なツール

（必要な場合）
- T-10 トルクスレンチ

注
新型カメラに内蔵される画像センサーは非常に精密な部品のた

め、正常な動作と長寿命を確保するには、設置条件に特に注意する
必要があります。 カメラの性能を 大限に発揮させるには、ガイド
ラインに従ってください。 
- 使用状態および未使用状態のどちらにおいても、直射日光や強

い照明に当てないでください。 
- また、カメラの画角に明るい光が入らないようにしてくださ

い。 強い光が入ると 「スミア」効果によって、ハイライトの
上下に白線が生じます。 長時間にわたって強い光にさらされる
と、センサーのカラーフィルターが褪色することがあります。 
この褪色は、画像上で色付きの斑点として表示され、もとに戻
せません。
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5.1.2 屋内設置のための壁面マウントの準備
屋内の壁面に取り付けるには、次の手順に従います。 
1. 壁面マウント （別途提供）に適した安全な場所を決定します。

図 5.1 壁面マウントのサイズ

2. 金属製のシングルギャングジャンクションボックス （市販品）
を壁面に取り付けます。

3. アースされた金属製コンジットをジャンクションボックスの取
付金具に接続します。

図 5.2 金属製コンジット

220.4
(8.68)

 333.0
(13.11)

 366.0
(14.1)

 291.0
(11.46)
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4. コンジットを通してケーブルを配線します。
5. すべてのケーブルは、金属製ジャンクションボックスからアー

ムを通して配線します。
6. 取付キャップをアームに装着します。
7. 金属製のシングルギャングジャンクションボックスにアームを

取り付けます。

図 5.3 ギャングジャンクションボックスへの取り付け 

8. 市販のばね座金組み込み型セムスねじを使用して塗料を貫通
し、アームハウジングまたはアース取り付け用ラグへの電気ア
ース接続を確保します。

9. セクション  5.1.3  取付プレートへのカメラの取り付け , ページ
 29 に進み、設置手順を続けます。

注
金属製ジャンクションボックスと取付表面は、 大 11.33kg の荷重
を保持できる必要があります。
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5.1.3 取付プレートへのカメラの取り付け
取付プレートにカメラを取り付けるには、次の手順に従います。
1. 付属の 3 本のねじを使用して、取付プレート （ドームに付属）

をドーム取付キャップに装着します。 

図 5.4 ドームキャップへの取付プレートの取り付け

2. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを取り
回します （ 図  5.4 の項目 2 を参照）。 

3. ユニットからのアース線を取付キャップに接続します。
4. 市販のアースをジャンクションボックスに接続します。
5. フライングリードの付いた連結コネクターを市販のケーブルに

接続します （ケーブルについては、セクション  8  ケーブルの
準備 , ページ  49 を参照）。

1 ケーブル穴 （ 大 40mm）、三日月形 
2 ドームキャップ取付ねじ

40 .0 mm1.57 in.
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6. 市販の六角レンチで、ユニットのベースにある、1 つの安全ロ
ックねじのロックを解除します。 

図 5.5 安全ロックねじのロック解除

7. 天井からの連結コネクターに、カメラの対応するコネクターを
接続します。

図 5.6 ケーブルの接続

8. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを位置
合わせします。 
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9. カメラドームの上部にある安全ロックねじ （項目 2）の右側の
くぼんだスロット （項目 3）にプレートの垂直タブ （下図の
項目 1）を挿入することによって、取付プレートにカメラを取
り付けます。
注意：真ちゅう製の 3 つのボタン （項目 4）を緩めないでくだ
さい。 これらの真ちゅう製のボタンは、取付プレートのスロッ
トタブ （項目 5）にはめ込みます。

図 5.7 タブ／スロットの位置合わせの詳細

1 垂直タブ （取付プレート）
2 ロックねじ
3 くぼんだスロット （ドームハウジング）
4 真ちゅう製のボタン （ハウジングに合計 3 つ）
5 スロットタブ （取付プレートに合計 3 つ）
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10. 次の図に示すように、カメラを時計回りの方向に約 15° 回転さ
せ、所定の位置にしっかりとロックします。 注意：真ちゅう製
の取付ボタンを緩めないでください。

図 5.8 取付プレートへのドームの取り付け

11. 市販のロックトルクスレンチ （T-10）で、安全ロックねじを
締めます。

12. ケーブルの余った部分を引き出し、取付チューブの中に戻しま
す。

13. ハウジングが電気アースされていることを確認します。
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6 埋め込み型マウントの設置

6.1 説明
この章では、HD Conference Dome を埋め込み型マウントによって
設置する方法について説明します。 
HD Conference Dome は、天井取付 （セクション  4  天井／壁面へ
の設置 , ページ  20）、壁面取付 （セクション  5  壁面マウントの設
置 , ページ  26）、およびパイプマウント （セクション  7  パイプマ
ウントの設置 , ページ  42）にも対応します。 本機の取り付け方法の
各詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

6.1.1 その他の必要項目 
- 適切なマイナスドライバー
-  プラスドライバー #2
- 乾式壁または天井タイルに穴を開けるために 適なツール

（必要な場合）
- 4 インチ ×4 インチ ジャンクションボックス （オプション）
- T-10 トルクスレンチ
- VJR-A3-SP、VJR-A3-IC 取付キットのサポートキット

注
新型カメラに内蔵される画像センサーは非常に精密な部品のた

め、正常な動作と長寿命を確保するには、設置条件に特に注意する
必要があります。 カメラの性能を 大限に発揮させるには、ガイド
ラインに従ってください。 
- 使用状態および未使用状態のどちらにおいても、直射日光や強

い照明に当てないでください。 
- また、カメラの画角に明るい光が入らないようにしてくださ

い。 強い光が入ると 「スミア」効果によって、ハイライトの
上下に白線が生じます。 長時間にわたって強い光にさらされる
と、センサーのカラーフィルターが褪色することがあります。 
この褪色は、画像上で色付きの斑点として表示され、もとに戻
せません。
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6.1.2 設置のための天井の準備
埋め込み型マウントを取り付けるには、次の手順に従います。
1. 埋め込み型マウント （別売）に適した安全な場所を決定しま

す。

図 6.1 埋め込み型マウントの寸法

2. 200mm の穴 （公差 2.2mm 以内）を 開けます。
3. オプション：吊り天井タイルなど、追加の支持が必要な表面に

HD Conference Dome を設置する場合、VJR-A3-SP 取付キッ
ト （別売）の使用をお勧めします。 

104.9
(4.13)

71.6
(2.82)

mm
(in.)  229.0

(9.02)
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4. 取付プレート （ドームに付属）の穴を取付ブラケットに合わ
せ、ねじで固定します。 取付プレートの三日月形と、取付ブラ
ケットの三日月形がそろっていることを確認します。

図 6.2 取付ブラケットへの取付プレートの取り付け

5. 2 つの打込みねじ （上図の項目 5）を緩め、締付プレートが自
由に動くようにします。 

1 取付ブラケット
2 マウンティングプレート
3 締付プレート
4 三日月形
5 取付金具の打込みねじ
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6. マウントを穴に通し、天井に挿入します。 取付金具を外側にス
ライドさせた後下方向にスライドさせ、取付金具とブラケット
フランジの間に天井／乾式壁を挟みます。 天井／乾式壁の厚さ
は、 大 41.7mm、

小 12.7mm 内にする必要があります。

図 6.3 天井への埋め込み型マウントの取り付け

7. 取付金具の打込みねじ （アセンブリに取り付け）とプラスド
ライバー #2 を使用して、両方の取付金具を締めます。

注
取付金具の締め付けは、天井に接触し、少し抵抗を感じ始めるまで
にしてください。 天井に接触し、少し抵抗を感じ始めるまで取付金
具を締め付けるだけにしてください。 電動ドライバーを使用する場
合は、トルクレベルを 低設定に設定してください。

注
VJR-A3-SP サポートブラケットを取り付ける必要がある場合は、ブ
ラケットに付属のガイドを参照してください。 ブラケットを取り付
けたら、次のセクションに進みます。
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6.1.3 取付プレートへのカメラの取り付け
付属の取付プレートを使用して取付面または吊り天井にベースを取
り付けるには、次の手順に従います。
1. 市販の T-10 トルクスレンチで、ユニットのベースにある、1

つの安全ロックねじのロックを緩めます。

図 6.4 安全ロックねじのロック解除

2. 取付ブラケットの上部のアース （ ）からねじを取り外しま

す。
3. 市販のアース線を取付ブラケットのアース （ ）のねじ穴に

取り付け、ねじで固定します。
4. 付属の専用ねじワッシャーを使用して、ユニットからの緑色の

アース線を取付ブラケットのアース （ ）のねじ穴に取り付
けます。

5. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを取り
回します。 

6. フライングリードの付いた連結コネクター （アクセサリキッ
トに付属）を市販のケーブルに接続します （ケーブルについ
ては、セクション  8  ケーブルの準備 , ページ  49 を参照）。

注意
設置のためのすべてのケーブルは、アースされたコンジットを経由
する必要があります。
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7. 天井からの連結コネクターに、カメラの対応するコネクターを
接続します。

図 6.5 コネクターの接続

1 ロックねじ
2 三日月形
3 マウンティングプレート
4 垂直タブ
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8. カメラドームの上部にある安全ロックねじ （項目 2）の右側の
くぼんだスロット （項目 3）にプレートの垂直タブ （下図の
項目 1）を挿入することによって、取付プレートにカメラを取
り付けます。 
注意：真ちゅう製の 3 つのボタン （項目 4）を緩めないでくだ
さい。 これらの真ちゅう製のボタンは、取付プレートのスロッ
トタブ （項目 5）にはめ込みます。

図 6.6 タブ／スロットの位置合わせの詳細

1 垂直タブ （取付プレート）
2 ロックねじ
3 くぼんだスロット （ドームハウジング）
4 真ちゅう製のボタン （ハウジングに合計 3 つ）
5 スロットタブ （取付プレートに合計 3 つ）
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9. カメラを時計回りに約 15° 回転させ、 次の図に示すように、所
定の位置にしっかりとロックします。 

図 6.7 取付プレートへのドームの取り付け

10.  ユニットが中央に取り付けられていることを確認します。 

1 埋め込み型マウントブラケット
2 マウンティングプレート
3 マウントブラケットの係留部

注
埋め込み型マウントブラケットには、安全のため係留部がありま
す。 怪我をしないように、天井の上のしっかりした強固な部分から
この係留部にセーフティワイヤーを取り付けます。
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11. 4 つの位置合わせポスト （下図の項目 1）とカメラハウジング
のくぼみ （項目 2）の位置が合い、2 つの安全ねじとロック取
付金具のオフセンターの穴 （項目 3）の位置が合うように、ト
リムリングの位置合わせをします。 
注意：トリムリングの両側の 2 組のスタンドオフタブ （項目
4）と、ロック取付金具の位置がそろいます。

図 6.8 トリムリングの位置合わせ

12. トリムリングを所定の位置にはめ込みます。 ユニットを軽く回
してみて、トリムリングがしっかりとはめ込まれていることを
確認します。 注意：ユニットは回さないでください。

13. 付属の T-10 トルクレンチを使用して、トリムリングのセーフ
ティロックねじ 2 つを取付ブラケットに固定します。 

1 位置合わせタブ （4 つ）
2 ハウジングのくぼんだ部分にタブの位置を合わせる
3 これらの接続位置に安全ロックねじを合わせる
4 スタンドオフタブ （2 つ）
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7 パイプマウントの設置

7.1 説明
この章では、HD Conference Dome をパイプに取り付ける方法につ
いて説明します。 HD Conference Dome は、天井 （セクション  4 
天井／壁面への設置 , ページ  20）、壁面取付 （セクション  5  壁面
マウントの設置 , ページ  26）、および埋め込み型取付 （セクション
 6  埋め込み型マウントの設置 , ページ  33）にも対応します。 本機
の取り付け方法の各詳細については、付属のマニュアルを参照して
ください。

7.1.1 必要な工具／品目
- 適切なマイナスドライバー 
-  プラスドライバー #2
- 乾式壁または天井タイルに穴を開けるために 適なツール

（必要な場合）
- T-10 トルクスレンチ

注
新型カメラに内蔵される画像センサーは非常に精密な部品のた

め、正常な動作と長寿命を確保するには、設置条件に特に注意する
必要があります。 カメラの性能を 大限に発揮させるには、ガイド
ラインに従ってください。 
- 使用状態および未使用状態のどちらにおいても、直射日光や強

い照明に当てないでください。 
- また、カメラの画角に明るい光が入らないようにしてくださ

い。 強い光が入ると 「スミア」効果によって、ハイライトの
上下に白線が生じます。 長時間にわたって強い光にさらされる
と、センサーのカラーフィルターが褪色することがあります。 
この褪色は、画像上で色付きの斑点として表示され、もとに戻
せません。
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7.1.2 設置のための天井の準備
以下では、取付面の準備およびパイプマウントの設置手順の詳細を
説明します。
1. パイプマウント （別売）に適した安全で強固な取付面を決定

します。

図 7.1 パイプマウントのサイズ

2. フランジにある 4 つの穴をテンプレートとして使用して、マウ
ント取付穴のドリル位置に印を付けます。

図 7.2 フランジ穴の位置決め

3. 設置位置にドリルで 4 つの穴を開けます。ねじは付属していま
せん。10mm 以上の長さのねじを使用してください。

 768.2
(30.24)

 461.2
(18.16)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)
(0.44)

3/4-14 NP 
SM Threads

Ø175.0
(6.89)

 561.2
(22.09)

注意
設置のためのすべてのケーブルは、アースされたコンジットを経由
する必要があります。
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4. 4 つの穴の中央に、フランジを取り付けるための 5 番目の穴
（20mm 以下）を開けます。 マウントへのケーブル配線は、こ
の穴を通します。

5. フランジ側からのケーブルをパイプに通して下側へ引っ張りま
す。

図 7.3 天井への吊り下げパイプマウントの取り付け

注
留め具と取付面は、 大 11.33kg の荷重を保持できる必要がありま
す。

注意
HD Conference Dome カメラに過剰な振動が発生しないように、取
付には強度の高い場所を選択します。 
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6. 市販のアース取り付け用ラグの取り付け 
7. 取付プレートの穴をドーム取付キャップに合わせ、付属のねじ

3 本で取り付けます （図 1.9）。 

図 7.4 ドームキャップへの取付プレートの取り付け

1 三日月形
2 アース取り付け用ラグ
3 ドームキャップ
4 マウンティングプレート
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7.1.3 取付プレートへのカメラの取り付け
付属の取付プレートを使用して、天井マウントにカメラを取り付け
るには、次の手順に従います。
1. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを取り

回します。
2. ユニットからのアース線を取付キャップに接続します。
3. 市販のアースをジャンクションボックスに接続します。
4. フライングリードの付いた連結コネクターを市販のケーブルに

接続します （ケーブルについては、セクション  8  ケーブルの
準備 , ページ  49 を参照）。

5. 市販の六角レンチで、ユニットのベースにある、1 つの安全ロ
ックねじのロックを解除します。 

図 7.5 安全ロックねじのロック解除

6. 天井からの連結コネクターに、カメラの対応するコネクターを
接続します。

7. 取付プレートの三日月形の切り込みがある側にケーブルを位置
合わせします。 
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8. カメラドームの上部にある安全ロックねじ （項目 2）の右側の
くぼんだスロット （項目 3）にプレートの垂直タブ （下図の
項目 1）を挿入することによって、取付プレートにカメラを取
り付けます。 
注意：真ちゅう製の取付ボタンを緩めないでください。

図 7.6 タブ／スロットの位置合わせの詳細

1 垂直タブ （取付プレート）
2 ロックねじ
3 くぼんだスロット （ドームハウジング）
4 真ちゅう製のボタン （ハウジングに合計 3 つ）
5 スロットタブ （取付プレートに合計 3 つ）
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9. 次の図に示すように、カメラを時計回りの方向に約 15° 回転さ
せ、所定の位置にしっかりとロックします。 

図 7.7 取付プレートへのドームの取り付け

10. 市販のロックトルクスレンチ （T-10）で、安全ロックねじを
締めます。

11. ケーブルの余った部分を引き出し、取付チューブの中に戻しま
す。

12. ハウジングが電気アースされていることを確認します。
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8 ケーブルの準備
HD Conference Dome には、同軸ケーブル、制御データ伝送用のイ
ーサネットケーブル、AC 24V の電源入力ケーブル、アラーム入出
力ケーブルの 4 本のケーブルが付属しています。 
同軸ケーブルは HD-SDI 映像信号を伝送します。 イーサネット接続
による制御情報の伝送、および PoE+ （Power-over-Ethernet+）仕
様による電力供給を行います。 アラーム接続については、セクショ
ン  9  音声、アラーム、およびリレー接続 , ページ  53 を参照してく
ださい。

8.1 電源
推奨される電源ケーブルは、2 芯、14 ～ 18 ゲージケーブル （距離
に応じて使い分け）です。

表 8.1 電源から HD Conference Dome までのケーブルの 大長

注意
本機の設置は、米国電気工事規程 （NEC）または該当する地域の法
規に従って有資格者が行ってください。

注意
設置のためのすべてのケーブルは、アースされたコンジットを経由
する必要があります。

ワット 14AWG

（2.5mm）

16AWG

（1.5mm）

18AWG

（1.0mm）
カメラ、屋内モデル
AC 24V （HD Conference Dome へ）  17 670 フィート

（204m）

421 フィート 
（128m）

265 フィート

（81m）
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8.2 電源ケーブルの接続
HD Conference Dome は屋内用モデルとしてのみ使用できます。 す
べての屋内用モデルのカメラに対する電源は、単一の独立した AC 
24V 電源コネクターまたは既存の CAT 5E イーサネットケーブルを
使用した PoE+ （IEEE 802.3at クラス 4）接続経由で供給されま
す。

8.2.1 屋内用カメラへの電源接続 

図 8.1 電源ケーブル

警告
HD Conference Dome モデルは、AC 24V 電源入力またはイーサネ
ットからの入力に対応します。 必ず１系統の電源ソースからのみ電
力を供給してください。 
PoE の接続方法の詳細については、セクション  8.5  イーサネット
接続 , ページ  52 を参照してください。

注
認定済みのクラス 2 準拠の電源変換器のみを使用してください。

警告
HD Conference Dome は、AC 24V 電源入力またはイーサネットか
らの入力に対応します。 必ず１系統の電源ソースからのみ電力を供
給してください。 
PoE の接続方法の詳細については、セクション  8.5  イーサネット
接続 , ページ  52 を参照してください。

番号 線 色
1 AC 24V 赤 
2 AC 24V 黒 
3 電源装置 （非付属品） N/A
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屋内用モデルに電源を接続するには、次の手順に従います。
1. 一端に 3 ピン連結コネクター、もう一端に赤と黒のフライング

リードが付いたケーブルアセンブリを確認します。
2. 1 本の AC 24V 電源のリードを黒いケーブルに接続します。
3. AC 24V 電源のもう 1 本のリードを赤いケーブルに接続しま

す。
4. 緑のアースケーブルをアースされた適切なコンジットに接続し

ます。

8.3 ビデオ接続
HD Conference Dome は、HD-SDI （High Definition Serial Digital 
Interface）を使用して、BNC コネクターを搭載した公称インピーダ
ンスが 75Ω の標準的な同軸ケーブルで映像を伝送します。 非圧縮デ
ジタルコンポーネント信号が伝送されます。 出力解像度を設定する
には、セクション  12.19  エンコーダープロファイル , ページ  92 を
参照してください。

注
本カメラユニットは、AC 24V、1.2A の電源にのみ対応しています。 
このカメラに、120V または 230V を接続しないでください。 

推奨される同軸ケーブル仕様
サイズ 外周直径 4.6mm から 7.9mm まで
シールド 銅編組：95%
中心導体 標準銅中心
端子台コネクター BNC

ケーブルの 大距離 
ケーブルの種類
Belden 1694A SD （270Mbps）の場合は 400m （1312ft）

HD （1.485Gbps）の場合は 220m （722ft）
RG-59/U 1.485Gbps で 140m （459ft）
RG-6 87m （285ft）
サイズ 外周直径 4.6mm から 7.9mm まで
シールド 銅編組：95%

中心導体 標準銅中心
端子台コネクター BNC
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8.4 映像の接続
BNC コネクターで終端処理された同軸ケーブルは、HD-SDI 映像を
伝送するための も一般的な方法です。 映像を接続するには、次の
手順に従います。
1. ヘッド側システムからの同軸ケーブルは、オス BNC コネクタ

ーで終端します。
2. カメラのベースからの Video Out メス BNC コネクターに、オ

ス BNC コネクターを接続してください。

8.5 イーサネット接続
HD Conference Dome は、10 Base-T ／ 100 Base-TX ネットワーク
に、直接またはスイッチ経由で接続できます。 制御信号は、内蔵
Web サーバーを使用して標準 TCP/IP ネットワーク経由で転送され
ます。 さらに、屋内用 HD IP カメラには、PoE+ （IEEE 802.3at ク
ラス 4）規格に準拠したイーサネットケーブルを通じて電力を供給
できます。

注意
イーサネット接続は、雨風にふれない屋内ネットワークでのみで使
用可能です。

ケーブルの種類 CAT-5E または CAT 6 イーサネット
大距離 100m

帯域幅 10 Base-T ／ 100 Base-TX
PoE+ （屋内モデルのみ） IEEE 802.3at クラス 4 規格
端子台コネクター RJ45、メス
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9 音声、アラーム、およびリレー接続

9.1 アラーム入力
HD Conference Dome には、2 つのアラーム入力、1 つのアラーム
出力、および 1 つの音声入力用の接続が用意されています。 各アラ
ーム入力は、圧力パッド、パッシブ赤外線検出器、ドア接点などの
ドライ接点デバイスによってアクティブにすることができます。

図 9.1 6 線音声およびアラーム入出力ケーブル

次の表に、ケーブルのサイズと長さをまとめます。

表 9.1 アラームケーブルの説明

アラームを常開 （N.O.）または常閉 （N.C.） のいずれかで配線し、 
アラーム入力を N.O. （デフォルト）または N.C. にプログラミング
する必要があります （HD Conference Dome のメインメニューを使
用）。 

ケーブル色 機能
白 アラーム出力
茶 アラーム入力 1
オレンジ アラーム入力 2
緑 アース
黄色 音声入力
青 音声アース

ケーブルのサイズ 大距離
AWG mm フィート m

22 0.644 500 152.4
18 1.024 800 243.8
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9.2 アラームの接続 （入力 1 ～ 2）
N.O. または N.C. アラームとしてアラーム 1 ～ 2 を設定できます。

9.2.1 N.O. アラームの接続
1. HD Conference Dome の適切な入力 （1 ～ 2）およびアースに

アラームを接続します。

図 9.2 N.O. - 常開 

2. HD Conference Dome の ［設定］ページから、［インターフェ
ース］> ［アラーム入力］を選択します。 ［設定］ページのア
クセス方法については、セクション  12 HD Conference Dome
の設定 , ページ  75 を参照してください。

番号 ユーザー接点 ドームカメラ 色
1 常開 アラーム入力 1 またはアラ

ーム入力 2 （ 項目 3 を参
照）

茶入力 1 また
はオレンジ入
力 2

2 共通 アース （ 項目 4 を参照） 緑

HD Conference Dome でプログラミングされた
N.O. 接点
回路 アラーム表示
開 標準

閉 アラーム
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9.2.2 N.C. アラームの接続
1. HD Conference Dome の適切な入力 （1 ～ 2）およびアースに

アラームを接続します。

図 9.3 N.C. N.C. 接続

2. HD Conference Dome の ［設定］ページから、［インターフェ
ース］> ［アラーム入力］を選択します。 ［設定］ページのア
クセス方法については、セクション  12 HD Conference Dome
の設定 , ページ  75 を参照してください。

番号 ユーザー接点 ドームカメラ 色
1 常閉 アラーム入力 1 またはアラ

ーム入力 2 （ 項目 3 を参
照）

茶入力 1 また
はオレンジ入
力 2

2 共通 アース （ 項目 4 を参照） 緑

HD Conference Dome で設定された N.C. 接点
回路 アラーム表示
開 アラーム
閉 標準
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9.3 アラーム出力
HD Conference Dome は、オープンコレクターの 1 つのアラーム出
力が組み込まれています。 

図 9.4 N.O. - 常開 

9.3.1 オープンコレクター出力の接続 
出力 1 は、オープンコレクターです。 この出力は、DC 32V で
150mA の 大定格電圧で 5 ～ 32V の正電圧に接続して回路を閉じ
る必要があります。
1. 適切な裸ケーブルを使って、トランジスターの白ケーブルのオ

ープンコレクターに接続します。
2. 適切な裸ケーブルをアース （GND）コネクターに接続します。

番号 説明 色
1 ドームカメラ N/A 
2 常開 白
3 アース 緑
4 アラーム入力 N/A
5 ユーザー提供のデバイス （デジタルビデオレコ

ーダー）
N/A

6 アース／共通 N/A
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9.4 音声ケーブル
HD Conference Dome はライン入力音声信号の受信およびネットワ
ーク経由の転送が可能です。 音声信号は一方向で伝送され、映像信
号と同期されます。
セクション  12.5  基本モード：音声 , ページ  80 を参照してくださ
い。
音声ライン入力の仕様

ケーブルの仕様

大入力電圧 5.5Vpp
インピーダンス 9KΩ
サンプリングレート G.711：8 ビット @ 8KHz L16：16 ビッ

ト @ 16 kHz PCM
シールド 裸銅編組：95% カバー
内部ゲインレベル調整を利用可能

配線タイプ 同軸 3 （推奨）
距離 10m
ゲージ 22AWG
シールド 裸銅編組：95% カバー
中心導体 より線裸銅
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10 はじめに
設置が完了すると、HD Conference Dome を設定できるようになり
ます。

10.1 電源オン
HD Conference Dome の電源をオンにすると、10 秒待機した後、ド
ームカメラがホーム復帰フェーズで動作を開始します。 ホーム復帰
フェーズ中に、カメラは左右にパンし、上下にチルトします。 ま
た、レンズのフォーカスが調整されます。 ホーム復帰フェーズは全
体で 20 秒程度かかり、 後はスプラッシュ画面になります。 
カメラの設定に関する情報については、セクション  11 IP インター
フェースの使用 , ページ  59 を参照してください。

注
HD Conference Dome は会議用途向けに設計されています。 この製
品はセキュリティや監視システムの用途には適していません。

警告
ドームカメラに電源を投入する前に、ドームカバーにかかっている
保護用の透明のビニールシートを取り外します。 
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11 IP インターフェースの使用
HD Conference Dome は、TCP/IP ネットワーク経由で PTZ 制御コ
マンドや映像を伝送します。 さらに、カメラの表示設定、カメラの
動作設定、およびネットワークパラメーターの設定も行うことがで
きます。
HD Conference Dome には、ネットワークビデオサーバー機能が IP
モジュールに組み込まれています。 このサーバーは、TCP/IP ネット
ワークを経由する映像および制御データをエンコードする機能をも
っています。 既設ネットワークを使用することにより、ローカルネ
ットワークと簡単に統合することができます。

11.1 機能の概要
HD Conference Dome は、次の機能を備えています。

機能 説明
ビデオエンコーデ
ィング

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

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

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

設定 すべてのカメラ設定は、ローカルネットワーク （イントラ
ネット）やインターネットで Web ブラウザーから設定でき
ます。 また、ファームウェアを更新したり、デバイス設定
を読み込んだり、設定情報を保存したり、これらの設定を
カメラ間でコピーすることもできます。
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11.2 システム要件
HD Conference Dome でライブ画像を表示したり、TCP/IP ネットワ
ーク経由でカメラを設定するには、特定のソフトウェアとハードウ
ェアが必要です。 次の要件を満たす必要があります。
- Microsoft Windows XP、Vista、または Windows 7 オペレーテ

ィングシステム、ネットワークアクセス、Microsoft Internet 
Explorer Web ブラウザーバージョン 7.0 以上を搭載したコンピ
ューター。

Microsoft Internet Explorer または任意の Bosch ソフトウェアを実行
するコンピューターは、次の 小要件を満たす必要があります。
- プロセッサー：クアッドコア 
- RAM：256MB
- グラフィックス：128MB のビデオメモリー、1024×768 の解像

度／ 低 16 ビットのカラー表示に対応したディスプレイ
- ネットワークインターフェース：100-BaseT
- Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以上
- DirectX 9.0c
- MPEG ActiveX ユーティリティ
- Sun Java Virtual Machine

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

録画 IP モジュールの録画オプションを設定できます。 ライブペ
ージからハードディスクに映像を録画したり、IP モジュー
ルに 大 8MB の映像を保存することもできます。

機能 説明

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

注
グラフィックカードが 16 ビットまたは 32 ビットカラーに設定され
ていることを確認します。 さらに詳細な手順については、PC シス
テム管理者にお問い合わせください。
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11.3 HD Conference Dome から PC への接続
1. このマニュアルに従って、HD Conference Dome を設置しま

す。
2. イーサネットケーブルを HD Conference Dome の RJ45 コネク

ターから専用ネットワークスイッチに接続して、LAN を分岐さ
せます。

3. 専用ネットワークスイッチから PC の RJ45 コネクターに接続
します （下図のオプション A を参照）。

図 11.1 HD Conference Dome のシステム構成

注
HD Conference Dome は、RJ45 コネクター付きクロスケーブルを
使用して PC に直接接続することもできます （下図のオプション B
を参照）。

1 HD Conference Dome 
2 IP 接続
3 ネットワークスイッチ
4 コンピューター

注
Bosch Configuration Manager ユーティリティを使用して、HD 
Conference Dome のネットワーク設定を構成することもできます。 
Configuration Manager ソフトウェアおよび操作マニュアルは、
www.jp.boschsecurity.com からダウンロードできます。
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11.4 HD Conference Dome カメラの設定
ネットワークでカメラを操作するには、有効なネットワーク IP アド
レスを割り当てる必要があります。 デフォルトの IP アドレスは
192.168.0.1 ですが、ネットワーク上の別のデバイスと競合する場
合は、このアドレスを変更する必要があります。 
カメラをネットワークで操作できるように設定するには、次の情報
が必要です。
- 装置の IP アドレス：TCP/IP ネットワーク上でカメラを特定す

る情報です。 たとえば、140.10.2.110 などの IP アドレスにな
ります。

- サブネットマスク：IP アドレスが属するサブネットを定義しま
す。

- ゲートウェイ IP アドレス：別のネットワークへの入り口の役
割を果たすネットワーク上のノードを示します。

- ポート：TCP/IP および UDP ネットワークにおける論理接続の
エンドポイントを示します。 ポート番号は、ファイアウォール
接続を通過して使用するポートを示します。

HD Conference Dome のデフォルト設定は次のとおりです。
- IP アドレス：192.168.0.1
- サブネットマスク：255.255.255.0
- ゲートウェイ IP アドレス：0.0.0.0
次のセクションでは、IP 接続経由で画像を表示するために必要なソ
フトウェアのインストール方法と IP ネットワークの設定方法と、
Web ブラウザーから HD Conference Dome の映像にアクセスする
方法について説明します。

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



HD Conference Dome IP インターフェースの使用 | ja 63

Bosch Security Systems, Inc. 設置マニュアル F.01U.265.806 | 1.0 | 2012.12

11.4.1 ネットワーク設定の変更
HD Conference Dome の IP アドレスのデフォルトは 192.168.0.1 で
す。 IP アドレスまたはネットワーク設定を変更するには、
Configuration Manager ソフトウェアまたは HD Conference Dome
の IP サーバー機能を使用します。 

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

HD Conference Dome Web サーバー機能の使用
HD Conference Dome サーバーを使用してカメラを設定するには、
次の手順に従います。
1. PC で、 192.168.0.10PC と HD Conference Dome が同じサ

ブネットマスクに属するように IP アドレスを設定します。
2. Microsoft Internet Explorer を起動し、次の URL にアクセスし

ます。http://192.168.0.1
Web ブラウザーで HD Conference Dome のライブページを開
くと、セキュリティ警告メッセージが表示されます。

3. ［Always Trust］ボックスをオンにして、 YES をクリックし
ます。

4. ライブページの上部にある ［Settings］リンクをクリックしま
す。

5. ［Settings］ウィンドウの左枠にある ［Service Settings］リン
クをクリックします。

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

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

図 11.2 ［Network Settings］ページ

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

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

（http://192.168.0.1/reset など）、［Go］ボタンをクリックして
HD Conference Dome を再起動します。 HD Conference Dome
を再起動したら、新しい IP アドレスを使用してライブページ
にアクセスします。

注
不明な点がある場合は、［Help on this page?］ リンクをクリックし
ます。
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11. HD Conference Dome イーサネットケーブルを専用ネットワー
クスイッチから取り外して、イーサネットケーブルを LAN に
再び接続します。

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

映像オーバーレイ情報
映像には、重要なステータス情報をオーバーレイ表示 （映像上に表
示）できます。 オーバーレイでは、次の情報が表示されます。

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

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

透かしが無効

メディア項目の透かしフラグセット
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大接続数
接続ができない場合、本機の 大接続数に達している場合がありま
す。 ユニットやネットワークの設定に応じて、HD Conference 
Dome1 台ごとに、Web ブラウザー接続で 大 25、Bosch Video 
Management System 経由で 大 50 の接続が可能です。

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

1. ユーザー名とパスワードをそれぞれのテキストフィールドに入
力します。

2. ［OK］をクリックします。 正しいパスワードを入力すると、呼
び出されたページが Web ブラウザー画面に表示されます。

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

メディア項目の動体フラグセット

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

注
HD Conference Dome では、さまざまな権限レベルを使用して、ア
クセス範囲を制限することができます （HD Conference Dome のオ
ンラインヘルプを参照）。
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映像選択
カメラの映像をさまざまな表示形式で表示できます。
 映像表示ウィンドウの下にある ［ストリーム 1］、［ストリー

ム 2］、［M-JPEG］の各タブをクリックして、映像表示を切り
替えることができます。

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

参照番号 説明 参照番号 説明
1 カメラを上にチルト 8 遠くにフォーカス 2

2 カメラを下にチルト 9 近くにフォーカス 2

3 カメラを左にパン 10 アイリスを閉じる 2

4 カメラを右にパン 11 アイリスを開く 2

5 カメラをあらゆる方向

にパン／チルト

12 コントロール 1、2、3、4、5、6 および 7 の

PTZ 速度を設定する
6 ズームアウト 1 13 カメラをプリセットショット番号 1、2、3、4、

5、6 へ動かす
7 ズームイン 1

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

2. このボタンは、［AUX］タブからメニュー項目を使用するときの Enter ボタンとしても使用されます。
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1. 周辺機器を制御するには、該当する GUI をマウスで操作しま
す。

2. マウスカーソルを映像表示ウィンドウに合わせます。 マウスカ
ーソルが変化し、周辺機器を制御するための追加オプションが
有効になります。

3. 画像領域を手動でパンするには、ライブ映像の任意の場所へカ
ーソルを移動します。 画像領域には、方向を表す矢印
（ ）が表示されます。右マウスキーをクリックし

たままカメラをパンします。

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

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

ます。 リレーがアクティブになると、アイコンが赤色になりま
す。

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

ます。
2. 詳細ログを表示する場合は、右上のログ表示アイコンをクリッ

クします。 新しいウィンドウが開きます。

11.5.1 キーボードコントロールコマンドの入力
［Aux Control］タブは、キーボードコントロールコマンドを入力す
るときに使用します。 これらのコマンドは、コマンド番号と適切な
ファンクションキー （Show Shot、Set Shot、Aux On、Aux Off）で
構成されます。 有効なコマンドを入力すると、コマンドをカメラに
発行するか、またはオンスクリーンメニューを表示します。
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［Aux Control］タブ
［Aux Control］タブは、事前にプログラミングされたキーボードコ
ントロールコマンドを入力するときに使用します。 
［Aux Control］タブにアクセスするには、ライブページに移動し
て、［Aux Control］タブをクリックします （後述の図  11.3 を参
照）。 

図 11.3 ［Aux Control］タブ

キーボード制御コマンドを入力するには
1. カーソルをコマンド番号フィールドに置きます。
2. 画面上のキーパッドをクリックし、目的のコマンド番号を入力

します。
3. コマンドを開始するには ［Aux On］ボタン、コマンドを停止

するには ［Aux Off］ボタンをそれぞれクリックします。
4. コマンドによりメニューが表示される場合は、［ビュー制御］

の上矢印または下矢印を使用してメニューを移動します。 
［Focus］または ［Iris］ボタンをクリックして、メニュー項目
を選択します。

1 コマンド番号フィールド
2 キーパッド （0 ～ 9 の数字）
3 プリセットショットの表示
4 プリセットショットを設定
5 コマンドを開始
6 コマンド番号フィールドの数字を削除
7 メニュー項目の選択に使用
8 コマンドを停止
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プリセットショットを設定するには
プリセットショット （またはシーン）は、メモリーに保存して後で
使用できるようにするカメラ位置です。
1. カーソルをライブ映像の上に移動し、領域に矢印が表示される

のを待ちます。
2. マウスをクリックしたまま保持して、保存する位置にパンしま

す。
3. 画面上のキーパッドで任意の番号の組み合わせを 1 ～ 64 の中

から選んでクリックし、シーン番号を指定します。
4. ［ショットを設定］ボタンをクリックします。 画像領域に、保

存されたショット番号を示すメッセージが表示されます。

プリセットショットを表示するには
1. 画面上のキーパッドで、表示するシーンの番号をクリックしま

す。
2. ［ショットを表示］ボタンをクリックします。

11.6 スナップショット保存
［ライブページ］に表示されているライブ映像からスナップショッ
トを作成し、JPEG 形式でコンピューターのハードディスクに保存
できます。 本機でこの操作が有効になっている場合には、スナップ
ショットを保存するためのアイコンが Web ブラウザーに表示され
ます。
 アイコンをクリックします。 保存先は、HD Conference Dome

の設定によって変わります。

注
HD Conference Dome の設定と制御の詳細については、［このペー
ジのヘルプを表示する］ リンクをクリックして、HD Conference 
Dome オンラインヘルプを開きます。
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11.7 録画
［ライブページ］に表示されているライブ映像をコンピューターの
ハードディスクに保存できます。 本機でこの操作が有効になってい
る場合には、録画の開始／停止を制御するアイコンが Web ブラウ
ザーに表示されます。
1. アイコンをクリックして録画を開始します。 保存先は、HD 

Conference Dome の設定によって変わります。 アイコン内の
赤い点は、録画が進行中であることを示します。

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

イブページ］の設定に移動します。

画像解像度
録画映像は、エンコーダー設定であらかじめ設定した解像度で保存
されます。

11.8 CPU 負荷
Web ブラウザーで HD Conference Dome にアクセスすると、ウィ
ンドウ左上のメーカーロゴの横に、CPU 負荷が表示されます。

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

つか表示されます。

注
録画映像は、同梱の製品 CD に収録されている Player で再生できま
す。
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11.9 ［録画］ページ
［録画］ページで録画を再生できます。［ライブページ］および
［設定］メニューからアクセスできます。
ストレージメディアが選択されている場合に限り、［録画］リンク
が表示されます。
 ウィンドウの上部のナビゲーションバーの ［録画］リンクを

クリックします。 再生ページが表示されます。

録画の選択
保存されたすべてのシーケンスがリストに表示されます。 各シーケ
ンスには、通し番号 （トラック）が割り当てられます。 開始時刻お
よび停止時刻、録画時間、アラーム数、録画の種類が表示されま
す。
1. リストのエントリをクリックします。 映像表示ウィンドウで、

選択したシーケンスの再生がすぐに始まります。
2. リストの下の矢印ボタンを使用してリストを参照します。
3. 同時に表示するエントリの数を選択します。

再生制御
映像表示ウィンドウの下に表示される時間バーで、目的の映像を探
すことができます。 時間バーの上にある緑色の矢印は、シーケンス
内の現在再生中の画像を示しています。
時間バーには、さまざまな便利な使い方があります。
赤色のバーは、アラームがトリガーされた時点を示します。 緑色の
矢印をドラッグして、これらの時点にすばやく移動できます。
1. ズームキー （虫眼鏡のアイコン）をクリックすると、時間間

隔を変更できます。 2 カ月から数秒の範囲まで表示を調整でき
ます。

2. 再生を開始する時点に緑色の矢印をドラッグします。 時間バー
の下にある日付と時刻表示で秒単位の操作ができます。
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ボタン
映像表示ウィンドウの下にあるボタンによって再生を制御できま
す。 これらのボタンには以下の機能があります。

スライドコントロール
スライドコントロールを使用して、再生速度を制御できます。

ブックマーク
ビデオ内にマーカー （ブックマーク）を設定しておき、その場所に
直接移動できます。 設定したブックマークは、時間インターバルの
上に黄色の矢印で示されます。 ブックマークは次のように使用しま
す。

再生開始または一時停止

現在の映像または過去の映像の開始位置に移動

次の映像の開始位置に移動

前のブックマークにジャンプ

ブックマークを設定

次のブックマークにジャンプ

注
ブックマークは ［録画］ページを表示している間のみ有効で、映像
と一緒に保存はされません。 他のページへ移動すると、ブックマー
クはすべて削除されます。
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12 HD Conference Dome の設定
［設定］ページには、本機のすべてのパラメーターをグループごと
にまとめた設定メニューがあります。 設定画面を開くと、現在の設
定が表示されます。 新しい値を入力するか、リストから定義済みの
値を選択すると、設定を変更できます。
本機の設定または現在の設定の確認には 2 つのオプションがありま
す。
- 基本モード
- 詳細モード
基本モードでは、 も重要なパラメーターが 7 つのグループにまと
められています。 このモードでは、わずかな入力だけで、基本設定
を変更して、デバイスを稼働させることができます。
詳細モードは専門ユーザーやシステムサポート担当者にお勧めで
す。 このモードでは、本機の全パラメーターにアクセスできます。 
本機の基盤となる機能に影響を与える設定 （ファームウェアの更新
など）は、詳細モードでのみ変更できます。
この章では、すべてのパラメーターのグループについて設定メニュ
ーの表示順に説明します。

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

設定の開始
 ウィンドウ上部の ［設定］リンクをクリックします。 Web ブ

ラウザーで設定メニューのページが開かれます。

メニュー
1. ウィンドウの左側にあるメニュー項目のいずれかをクリックし

ます。 該当するサブメニューが表示されます。
2. サブメニューのエントリのいずれかをクリックします。 Web

ブラウザーで該当するページが開かれます。

注意
詳細モードの設定または変更は、専門知識を有するユーザーまたは
システムサポート担当者だけが行ってください。
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設定の変更
各設定画面には現在の設定が表示されます。 新しい値を入力する
か、リストから定義済みの値を選択すると、設定を変更できます。
 変更した後に ［セット］をクリックして、設定内容を保存し

ます。

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

パスワード
通常、HD Conference Dome は、不正アクセスの防止のためにパス
ワードによって保護されています。　 さまざまな認証レベルを使用
して、アクセスを制限できます。
HD Conference Dome は service、user、live の 3 つの認証レベルで
動作します。

も厳しい認証レベルは service です。 正しいパスワードを入力す
ることにより、HD Conference Dome のすべての機能にアクセスし
て設定を変更することができます。

注意
設定はそれぞれ対応する ［セット］ボタンで保存します。
［セット］ボタンをクリックすると、現在画面に表示されている設
定のみが保存されます。 他の画面で設定した変更内容はすべて無視
されます。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないた
め、Player または Archive Player で録画再生できなくなる場合があ
ります。
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user 認証レベルでは、たとえば本機の操作やカメラの制御は可能で
すが設定の変更はできません。

も低い権限の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ
映像の表示と、ライブ映像表示の切り替えのみ使用できます。
各認証レベルのパスワードの定義および変更は、service としてログ
インしている場合、または本機がパスワード保護されていない場合
に行えます。
適切な認証レベルのパスワードをここで入力します。 テキストの長
さは 19 文字以内です。

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

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

ム時刻を HD Conference Dome にコピーします。

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

注
新しいパスワードは ［セット］ボタンをクリックしたときにのみ有
効になります。 パスワードの入力、確認入力した後に、すぐに ［セ
ット］ボタンをクリックしてください。
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タイムサーバーの IP アドレス
HD Conference Dome は、さまざまなタイムサーバープロトコルの
タイムサーバーから時刻情報を受信することにより、内部クロック
を設定できます。 本機は、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリング
します。
 タイムサーバーの IP アドレスをここに入力します。

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

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

Conference Dome が再起動し、変更した設定が有効になりま
す。

DHCP
ネットワークに DHCP サーバーが設置されている場合、HD 
Conference Dome の IP アドレス自動割り当てを有効にすることが
できます。
一部のアプリケーション （VIDOS、Bosch Video Management 
System、Archive Player、Configuration Manager）は、機器固有管
理のために IP アドレスを使用します。 これらのアプリケーションを
使用する場合、DHCP サーバーが MAC アドレスへの固定 IP アドレ

注意
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更すると、HD 
Conference Dome は再起動後に新しいアドレスでしか使用できなく
なります。
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ス割り当てに対応している必要があります。また、IP アドレスが割
り当てられた場合、システムが再起動してもその IP アドレスが保持
されるように適切に設定されている必要があります。

IP アドレス
このフィールドに、HD Conference Dome に必要な IP アドレスを入
力します。 この IP アドレスは、ネットワークで有効なものでなくて
はなりません。

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

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

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

ターゲットビットレート：5000kbps
大ビットレート：10000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 高解像度 2

ターゲットビットレート：1500kbps
大ビットレート：3000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 低帯域幅

ターゲットビットレート：700kbps
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大ビットレート：1500kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- DSL
ターゲットビットレート：400kbps

大ビットレート：500kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- ISDN （2B）
ターゲットビットレート：80kbps

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

- ISDN （1B）
ターゲットビットレート：40kbps

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

- モデム
ターゲットビットレート：20kbps

大ビットレート：22kbps
エンコーディング間隔：15.00ips

- GSM
ターゲットビットレート：7kbps

大ビットレート：8kbps
エンコーディング間隔：7.50ips

12.5 基本モード：音声
音声信号のゲインを特定の要件に合わせて設定できます。 現在の映
像がスライドコントロールの横の小さなウィンドウに表示されるた
め、音源を確認して音量を調整することができます。 変更はすぐに
有効になります。
Web ブラウザー経由で接続する場合は ［ライブページ機能］ペー
ジで音声伝送を有効にする必要があります （セクション  11.5  ライ
ブページ , ページ  65 を参照）。 その他の接続の場合は、音声伝送は
それぞれのシステムの音声設定によって変わります。



HD Conference Dome HD Conference Dome の設定 | ja 81

Bosch Security Systems, Inc. 設置マニュアル F.01U.265.806 | 1.0 | 2012.12

音声
音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して
送信されるため、ネットワークの負荷が増大します。 音声データは
G.711 でエンコーディングされ、各接続には約 80kbps の追加の帯
域幅が必要です。 音声データを伝送しない場合は ［オフ］を選択し
ます。

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

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

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

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

12.8 詳細モード：全般

12.9 識別情報
カメラ ID
デバイスを識別できるように、各 HD Conference Dome にユニーク
な ID を割り当てます。

注
たとえば、電子メールで送信する場合、表示されている必要な情報
をすべてマウスで選択し、［Ctrl］＋ ［C］キーでクリップボードに
コピーできます。
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カメラ名
カメラ名を設定すると、アラームが発生したときなどに、離れた場
所にあるカメラをより簡単に特定できます。 カメラ名は設定に応じ
て映像画面に表示されます。 カメラ名が設定されていれば、比較的
大規模な監視システムで、Bosch Video Management System プログ
ラムなどを使用して複数のカメラを管理作業が容易に行えます。
ここにカメラを明確に特定できる任意の名称を入力します。 カメラ
名として 2 行設定できます。

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

ウが開き、文字テーブルが表示されます。
2. 必要な文字をクリックします。 選択された文字は ［結果］欄

に挿入されます。
3. 文字テーブルで、<< および >> アイコンをクリックしてテーブ

ルの別のページに移動したり、リストからページを選択したり
することができます。

4. ［結果］フィールドの右の < アイコンをクリックすると文字列
の 後の文字が削除されます。また、X アイコンをクリックす
ると、すべての文字が削除されます。

5. ここで ［OK］ボタンをクリックして、選択した文字を ［カメ
ラ 1］パラメーターの 2 行目に反映させます。 ウィンドウが閉
じます。

イニシエーター拡張
大規模な iSCSI システムで本機をより容易に識別するために、HD 
Conference Dome のイニシエーター名に独自の文字列を設定できま
す。 この文字列はピリオドで区切られて、イニシエーター名として
追加されます。 イニシエーター名は ［システムの概要］で確認でき
ます。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないた
め、Player または Archive Player で録画再生できなくなる場合があ
ります。
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12.10 パスワード
HD Conference Dome は通常、不正アクセスの防止のためにパスワ
ードによって保護されています。 さまざまな認証レベルを使用し
て、アクセスを制限できます。

パスワード
HD Conference Dome は service、user、live の 3 つの認証レベルで
動作します。

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

も低い権限の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ
映像の表示と、ライブ映像表示の切り替えのみ使用できます。
各認証レベルのパスワードの定義および変更は、service としてログ
インしている場合、または本機がパスワード保護されていない場合
に行えます。
適切な認証レベルのパスワードをここで入力します。 テキストの長
さは 19 文字以内です。

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

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

注
新しいパスワードは ［セット］ボタンをクリックしたときにのみ有
効になります。 パスワードの入力、確認入力した後に、すぐに ［セ
ット］ボタンをクリックしてください。
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12.11 日付／時刻
日付書式
日付の表示形式を選択します。

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

れるため、曜日を入力する必要はありません。曜日は自動的に
追加されます。

2. 現在の時刻を入力するか、［PC に同期］ボタンをクリックし
て、コンピューターのシステム時刻を HD Conference Dome
にあわせます。

デバイスのタイムゾーン
システムが所在するタイムゾーンを選択します。

サマータイム
内部クロックは、標準時間とサマータイム （DST）を自動的に切り
替えます。 本機には 2018 年までの DST 切り替え用データが組み込
まれています。 これらのデータを使用することも、必要に応じて代
わりのサマータイムデータを使用することもできます。

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

2. ［詳細］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開き、
空のテーブルが表示されます。

3. テーブルの下のリストフィールドからシステムがある場所に一
番近い地域または都市を選択してください。

注
テーブルを作成しないと、自動切り替えはできません。 個々の設定
を変更したり削除したりする場合、2 つの設定 （サマータイムと標
準時間）が相互に関連し、依存していることに留意してください。
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4. ［生成］ボタンをクリックしてユニットのデータベースからデ
ータを生成します。生成されたデータはテーブルに出力されま
す。

5. テーブルのエントリをクリックして、変更を行います。 エント
リが選択されます。

6. ［削除］ボタンをクリックすると、テーブルからエントリが削
除されます。

7. エントリを変更するには、テーブルの下のリストフィールドか
ら他の値を選択します。 変更はすぐに実行されます。

8. エントリを削除した後などに、テーブルの下に空の行がある場
合、行をマークしてリストフィールドから値を選択することに
より、新しいデータを追加できます。

9. 編集が終わったら ［OK］ボタンをクリックして、テーブルを
保存し、有効にします。

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

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

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

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

（［位置指定 （XY）］）が表示され、そこで正確な位置を指定
できます。

3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入
力します。

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

（［位置指定 （XY）］）が表示され、そこで正確な位置を指定
できます。

3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入
力します。

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

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

（［位置指定 （XY）］）が表示され、そこで正確な位置を指定
できます。

3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入
力します。
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アラームメッセージ
アラーム発生時に画像に表示されるメッセージを入力します。 テキ
ストの長さは、31 文字以内です。

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

力します。

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

力します。

透かし
伝送された映像に 「透かし」を表示する場合は、［オン］を選択し
ます。 オンにすると、すべての映像に緑色の W マークが付きます。 
赤色の W はシーケンス （ライブまたは録画映像）が操作されたこ
とを示します。 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。 このアイコンはシーケンス （ライブまたは録画映
像）が操作されたかどうかを示します。

12.13 詳細モード：Web インターフェース

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

Web サイト言語
ここで、ユーザーインターフェースの言語を選択します。

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

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

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

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

注
元の画像ファイルに戻す場合は、［メーカーロゴ］および ［デバイ
スロゴ］欄の入力を削除します。
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12.15 ライブページ機能
このページでは、［ライブページ］の機能をユーザーの要件に合わ
せて設定できます。 情報やコントロールの表示に関するさまざまな
オプションがあります。
1. ［ライブページ］で利用できるようにする項目のボックスをオ

ンにします。 選択した項目にはチェックマークが表示されま
す。

2. 必要な機能が ［ライブページ］で使用可能になっているかど
うかを確認します。

音声伝送
このオプションは音声伝送が実際に有効になっている場合のみ選択
できます （セクション  12.30  音声 , ページ  106 を参照）。音声信
号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して送信さ
れるため、ネットワークの負荷が増大します。 音声データは G.711
でエンコーディングされ、各接続には約 80kbps の追加の帯域幅が
必要です。

リース時間 （秒）
カメラを制御しているユーザーからの制御信号が受信されなくなっ
てから、別のユーザーの認証が許可されるまでの間隔を、秒単位で
指定します。 この時間を過ぎるとカメラが自動的に有効になりま
す。

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

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

VCA 軌跡表示
映像コンテンツ解析 （VCA）を有効にする場合は、この項目をオン
にし、オブジェクトのパスを追跡する追加情報を表示します。
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VCA メタデータ表示
映像コンテンツ解析 （VCA）を有効にすると、ライブビデオストリ
ームに追加情報が表示されます。 たとえば Motion+ モードでは、動
体検出のセンサーフィールドがマーキングされます。

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

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

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

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

JPEG ／映像ファイル保存先
1. ［ライブページ］から映像と画像を保存する場合の保存先を入

力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択すること

も可能です。

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

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

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

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

も可能です。

12.17 詳細モード：カメラ

12.18 インストーラメニュー
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］ボタンをクリックすると、すべてのカメラ設定が元
のデフォルト設定に戻ります。

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

ビュー制御
［有効］ボタンをクリックすると、［ビュー制御］ウィンドウが表
示されます。 ［ビュー制御］の矢印キーとズームキーを使用して、
目的のビューに設定します。
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12.19 エンコーダープロファイル
映像信号のエンコードでは、コードのアルゴリズムを選択したり、
プロファイルのプリセット値を変更できます。
映像データの伝送を動作環境 （ネットワーク構成、帯域幅、データ
負荷など）に適応させることができます。 このために、HD 
Conference Dome では 2 つのデータストリームが同時に生成されま
す （デュアルストリーミング）。これらのデータストリームの圧縮
設定は、たとえば、1 つはインターネットへの伝送用に設定し、も
う 1 つは LAN 接続用に設定するなどのように個別に設定できます。
特性が異なる複数のプロファイルを事前に設定して状況に応じて使
用することができます。
- HD 高品質／低遅延

ターゲットビットレート：5000kbps
大ビットレート：10000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 高解像度 2

ターゲットビットレート：1500kbps
大ビットレート：3000kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- 低帯域幅

ターゲットビットレート：700kbps
大ビットレート：1500kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- DSL

ターゲットビットレート：400kbps
大ビットレート：500kbps

エンコーディング間隔：30.00ips (fps)
- ISDN （2B）

ターゲットビットレート：80kbps

注
［ビュー制御］ウィンドウは開いてから 15 分後に無効になります。 
［ビュー制御］ウィンドウが無効になっている場合、カメラの位置
とズームレベルの設定を再開するには、ウィンドウを閉じてから再
度開く必要があります。
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大ビットレート：100kbps
エンコーディング間隔：30.00ips (fps)

- ISDN （1B）
ターゲットビットレート：40kbps

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

- モデム
ターゲットビットレート：20kbps

大ビットレート：22kbps
エンコーディング間隔：15.00ips

- GSM
ターゲットビットレート：7kbps

大ビットレート：8kbps
エンコーディング間隔：7.50ips

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

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

注
プロファイルは、相互に依存しているパラメーターの組み合わせで
構成されています。 特定のパラメーターで許容範囲外の設定を行っ
た場合、その設定に も近い許容値に置き換えられます。
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プロファイル名
ここでプロファイルの新しい名前を入力できます。 この名前は、
［プロファイル名］フィールドの使用可能なプロファイルのリスト
に表示されます。

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

大データレート
どのような場合においても、この 大データレートは超えません。 
そのため、I- フレームおよび P- フレームの画質設定に応じて、一部
の画像がスキップされる場合があります。
ここで入力する値は、［ターゲットデータレート］フィールドに入
力する値よりも 10% 以上高くなければなりません。 ここで入力し
た値が低すぎる場合、自動的に調整されます。

録画解像度
映像の解像度を選択できます。 以下の解像度を使用できます。

- CIF
352×288 ／ 240 ピクセル

- 4CIF ／ D1
704×576 ／ 480 ピクセル

- QVGA
320×240 ピクセル

- VGA
640x480 ピクセル

- 720p
1280×720 ピクセル

注
このオプションを変更すると、HD-SDI 出力信号の解像度も変更さ
れます。
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- 1080p
1920×1080 ピクセル

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

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

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

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

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

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

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

初の H.264 ストリームでは、次のオプションから選択できます。
HD ストリームのオプション：
- H.264 MP 720p60 固定
- H.264 MP 1080p 固定
SD ストリームのオプション （2 番目の H.264 ストリームが許可さ
れている場合は、次のオプションを使用）：
- H.264 BP+ bit-rate-limited

ハードウェアデコーダーまたは Divar XF デジタルビデオレコ
ーダーを使用している場合は、この設定を選択します。 ビット
レートは 1.2Mbps に制限されます。
CABAC：オフ
CAVLC：オン
GOP 構造：IP
I- フレーム間隔：15
デブロッキングフィルター：オン

- H.264 MP SD
ソフトウェアデコーダーや PTZ を使用する場合、または画像
内に高速運動がある場合は、この設定を選択します。
CABAC：オン
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CAVLC：オフ
GOP 構造：IP
I- フレーム間隔：30
デブロッキングフィルター：オン

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

とに 1 つのエンコーダープロファイルを選択します。
2. ［Preview］ボタンをクリックします。 両方のデータストリー

ムのプレビュー画面が表示されます。
3. プレビュー画面の下にある ［1：1 ライブビュー］ボタンをク

リックすると新しい画面が開いて元のデータストリームが表示
され、画質と伝送速度を確認できます。

プロパティ
ストリームごとに H.264 規格のいずれかを選択します。

デフォルトプロファイル
ストリームごとに次のプロファイルのいずれかを選択します。
- HD 高品質／低遅延
- 高解像度 2
- 低帯域幅
- DSL
- ISDN （2B）
- ISDN （1B）
- モデム
- GSM
各ストリームの詳細については、セクション  12.19  エンコーダー
プロファイル , ページ  92 を参照してください。

プレビュー
［プレビュー］ボタンをクリックすると、ストリームごとに小さな
静的プレビューウィンドウが開きます。 プレビューを拡大したり、

注
H.264 MP 720p30/60 固定または H.264 MP 1080p 固定を 初のス
トリームとして選択すると、ストリーム 2 のオプションとしてスト
リーム 1 のコピーしか選択できません。
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ライブ映像を表示するには、［1：1 ライブビュー］ボタンをクリッ
クします。

JPEG ストリーム
M-JPEG ストリームの解像度、フレームレート、画質のパラメータ
ーを選択します。 
- 解像度：4CIF/D1 または CIF を選択します。
- フレームレート：5、10、15、20、25、30ips (fps) のいずれか

のフレームレートを選択します。
- 画質：この設定で画質を調整できます。 スライドバーを使用し

て画質 （［低］または ［高］）を選択します。

12.21 プライバシーマスク
プライバシーマスクは、シーンの特定領域が表示されないようにブ
ロックするときに使用します。 マスクの種類は黒、白、グレーで、
4 個の角を使用して設定できます。 合計 15 のプライバシーマスクを
設定できます。 
プライバシーマスクをシーンに追加するには、次の手順に従いま
す。 
1. プライバシーマスクを適用するシーンに移動します。

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

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

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

4. ［パターン］リストボックスからマスクの色を選択します。
5. プレビューウィンドウのプライバシーマスク領域にカーソルを

置いてクリックし、ドラッグしてプライバシーマスクに移動し
ます。

6. マスクの四角形の角または上辺にカーソルを置いてクリック
し、ドラッグしてプライバシーマスク領域を拡大または縮小し
ます。
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7. ［セット］をクリックし、プライバシーマスクのサイズと位置
を保存します。 
画像ウィンドウにプライバシーマスクが表示されます。

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

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

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

ようにホワイトバランスを自動調整します。
- マニュアル：赤と青のゲインを目的の位置に手動で設定できま

す。

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にのみ変更しま
す。

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

理します。この場合、低光量のシーンが粗く写る場合がありま
す。
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- 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、HD Conference Dome で次の設
定が自動的に変更されます。
ナイトモード：［カラー］に切り替わります。
オートアイリス：［コンスタント］に切り替わります。

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

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、HD Conference Dome で次の設
定が自動的に変更されます。
オートアイリス：［コンスタント］に切り替わります。

シャッター
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 （60Hz：1/30、
50Hz：1/25）です。 

オート感度アップ 大
HD Conference Dome でのオート感度アップの 小値を設定しま
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。
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逆光補正
選択された画像範囲の映像レベルが 適化されます。 この範囲外の
部分は露出がアンダーまたはオーバーになる可能性があります。 画
像の中央部分の映像レベルを 適化する場合は ［オン］を選択しま
す。 デフォルトの設定は ［オフ］です。

スタビライゼーション
映像のブレ補正をオンにします。

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。

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。

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

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

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

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

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

調整されます。
このオプションを選択すると、HD Conference Dome 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：光量の変化に合わせてカメラを手動で調整する必
要があります。

アイリス極性
コントローラのアイリスボタンの動作を逆にします。 
- 標準 （デフォルト）：アイリス制御は通常通り機能します。
- 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。 

絞り速度
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。

大ズーム速度
ズーム速度を制御します。 デフォルトの設定は ［高速度］です。

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

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

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

不活動
ここで選択した期間の間ドームの制御が行われないと、不活動イベ
ントが実行されます。
- オフ （デフォルト）：カメラは現在のシーンで時間制限なく動

作します。
- シーン 1：カメラはプリセット 1 に戻ります。
- 前の AUX：カメラは前の活動に戻ります。

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

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

フレームのフリーズ
［オン］（デフォルト）を選択すると、あらかじめ設定されたシー
ン位置に HD Conference Dome が移動すると画像がフリーズしま
す。
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上側チルトの制限
カメラを上にチルトするときの制限を設定します。 

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

12.25 診断
内蔵セルフテスト （BIST）にアクセスします。 ［BIST］ボタンを
クリックすると、HD Conference Dome で実行された次の回数が表
示されます。
- ホーム復帰イベントの実行回数
- 正しくホームに復帰しなかった回数
- 再起動の回数
- 映像が失われた回数

12.26 登録ポジションとツアー
HD Conference Dome では、 大 64 のプリセットのシーンを保存
できます。このセクションでは、各シーンを定義し、定義したシー
ンで構成される登録ポジションツアーを定義できます。
登録ポジションのシーンを定義したら、これらのシーンを使用して
登録ポジションツアーを定義します。 ツアーはシーン番号の小さい
シーンから開始し、大きい番号のシーンに順に進みます。 ツアーの
各シーンは、次のシーンに進む前に指定した時間 （移行時間）表示
されます。
デフォルトでは、削除されない限りすべてのシーンが登録ポジショ
ンツアーの一部になります。

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

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

2. ［Add scene （シーンの追加）］（［＋］）ボタンをクリック
し、登録ポジションを定義します。

3. 1 ～ 64 の中からシーンの番号を選択します。
4. シーンのオプション名 （ 大 20 文字）を入力します。
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5. ［OK］をクリックし、シーンを ［登録ポジション］リストに
保存します。
シーン名の左側のアスタリスク （*）は、そのシーンが登録ポ
ジションツアーの一部であることを示します。

6. シーンをリストから削除するには、シーンを選択して［Delete 
scene （シーンの削除）］（［X］）ボタンをクリックします。

7. 既存のシーンを上書きするには、次の手順に従います。
a. ［ビュー制御］リンクをクリックして、PTZ 制御にアクセ

スします。
b. PTZ 制御を使用して、新しいシーンに移動します。
c. ［登録ポジション］リストで、上書きするシーンをクリッ

クします。
d. ［Overwrite scene （シーンの上書き）］ボタンをクリック

し、新しいシーンを既存の登録ポジションに適用します。
e. シーンの名前を変更するには、リストでシーンをダブル

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

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

9. ［ライブページ］からシーンを表示するには、次の手順に従い
ます。
a. ［ビュー制御］タブの ［PTZ 制御］で、シーン番号をク

リックします。
b. キーパッドと ［AUX 制御］タブの ［ショットを表示］ボ

タンを使用します。

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

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

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

3. ［Standard preposition tour （標準登録ポジションツアー）］ド
ロップダウンリストから移行時間を選択します。
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4. 登録ポジションツアーを開始するには、次の手順に従います。
a. ［ライブページ］に戻ります。
b. ［AUX 制御］タブをクリックします。
c. 入力ボックスに 「8」と入力し、［AUX オン］ボタンをク

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

をクリックします。

12.27 セクター
セクター
HD Conference Dome のパン動作機能は 360° で、8 等分のセクター
に分割されます。 このセクションでは、各セクターのタイトルを適
用し、セクターをブランクセクターとして指定できます。

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

チェックボックスをオンにします。 

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

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

12.30 音声
音声信号のゲインを特定の要件に合わせて設定できます。 現在の映
像がスライドコントロールの横の小さなウィンドウに表示されるた
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め、音源を確認して音量を調整することができます。 変更はすぐに
有効になります。
Web ブラウザー経由で接続する場合は ［ライブページ機能］ペー
ジで音声伝送を有効にする必要があります （セクション  11.5  ライ
ブページ , ページ  65 を参照）。 その他の接続の場合は、音声伝送は
それぞれのシステムの音声設定によって変わります。

音声
音声信号は、個別のデータストリームとして映像データと並行して
送信されるため、ネットワークの負荷が増大します。 音声データは
G.711 でエンコーディングされ、各接続には約 80kbps の追加の帯
域幅が必要です。 音声データを伝送しない場合は Off を選択しま
す。

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

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

12.31 詳細モード：録画

12.32 ストレージ管理
HD Conference Dome から送られた映像は、ローカルの各種ストレ
ージメディアや適切に設定された iSCSI システムに記録できます。
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。
また、iSCSI システムにアクセスして、VRM Video Recording 
Manager ですべての録画を制御することもできます。 これはビデオ
サーバーの録画タスクを設定するための外部プログラムです。 詳細
については、お住まいの地域の Bosch Security Systems カスタマー
サービスまでお問い合わせください。
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デバイスマネージャー
この画面で VRM オプションを有効にすると、VRM Video 
Recording Manager がすべての録画を管理するため、この画面のそ
の他の設定ができなくなります。

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

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

1. 保存先の iSCSI の IP アドレスを ［iSCSI IP アドレス］フィー
ルドに入力します。

2. iSCSI がパスワード保護されている場合、［パスワード］フィ
ールドにパスワードを入力します。

3. ［読み込む］ボタンをクリックします。 設定した IP アドレスへ
の接続が確立されます。 ［ストレージの概要］フィールドに、
対応する論理ドライブが表示されます。

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

ストレージメディアのアクティブ化と設定
［ストレージの概要］に使用できる録画メディアが表示されます。 
個別のメディアまたは iSCSI ドライブを選択して、これらを ［管理
対象ストレージメディア］リストに転送できます。 このリストでス

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

注
選択した iSCSI ストレージシステムを、ネットワーク上で使用でき
るようにセットアップしておいてください。 特に、IP アドレスが割
り当てられ、論理ドライブ （LUN）に分割されていることが重要で
す。
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トレージメディアをアクティブにして、録画用に設定することがで
きます。

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

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

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

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

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

注意
各ストレージメディアは、1 人のユーザーにのみ関連付けることが
できます。 ストレージメディアがすでに別のユーザーによって使用
されている場合、そのユーザー切り離してから、ドライブを HD 
Conference Dome で接続できます。 ストレージメディアのユーザー
設定を解除する場合は、現在のユーザーがそのストレージメディア
を使用しないことを事前に確認してください。
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ストレージメディアのフォーマット
ストレージメディア上のすべての録画はいつでも消去できます。

1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディア
をクリックして、選択します。

2. リストの下の ［編集］ボタンをクリックします。 新しいウィ
ンドウが開きます。

3. ［フォーマット］ボタンをクリックして、ストレージメディア
内のすべての録画を消去します。

4. ［OK］をクリックして画面を閉じます。

ストレージメディアの非アクティブ化
［管理対象ストレージメディア］リストからストレージメディアを
非アクティブにすることができます。 非アクティブにすると、録画
に使用されません。
1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディア

をクリックして、選択します。
2. リストの下の ［削除］ボタンをクリックします。 ストレージ

メディアが非アクティブになり、リストから削除されます。

12.33 録画プロファイル
録画プロファイルは 10 種類まで設定できます。 設定した録画プロ
ファイルは、録画スケジューラで使用します。録画スケジューラで
は、これらのプロファイルを特定の曜日と時間帯にリンクさせるこ
とができます （セクション  12.35  録画スケジュール , ページ  113
を参照）。

注意
録画容量をオーバーしたときに、古い録画データの上書き設定をし
ていない場合には、その録画は停止されます。 録画データの保存期
間を設定して、古い録画の上書きを制限することができます （セク
ション  12.34  保存期間 , ページ  113 を参照）。

注意
録画データを消去する前に必ず内容を確認し、重要な録画データは
バックアップをコンピューターのハードディスクに保存してくださ
い。
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1. タブをクリックして、対応するプロファイルを編集します。
2. 必要に応じて ［デフォルト］ボタンをクリックして、すべて

の設定をデフォルト値に戻します。
3. 現在表示されている設定を他のプロファイルにコピーする場合

は、［設定のコピー］ボタンをクリックします。 新しいウィン
ドウが開いて、設定をコピーするプロファイルを選択できま
す。

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

標準録画
標準録画のモードを選択できます。 
［連続］を選択すると、連続して録画が行われます。 記録容量をオ
ーバーした時に、古い録画データに新しい録画データが自動的に上
書きされます。 ［プレアラーム］オプションを選択すると、デバイ
スは特殊な録画モードを使用してストレージを 適に利用します。
アラーム発生前後のアラームシーケンス （プリアラームからポスト
アラームまで）を収容できるサイズの 1 つのセグメント上に連続し
て録画します。 
このセグメントはリングバッファーと同じように機能し、アラーム
が実際にトリガーされるまで上書きを続けます。 プリセットされた
ポストアラーム期間内のみセグメントに録画され、後続の新しいセ
グメントも同様にして使用されます。
［オフ］を選択すると、自動録画は行われません。

標準プロファイル
録画に使用するエンコーダープロファイルを設定することができま
す （セクション  12.19  エンコーダープロファイル , ページ  92 を参
照）。

注
［録画スケジューラ］ページの各タブで録画プロファイルの名前を
変更と追加ができます （ページ  113 を参照）。

注意
保存期間を設定すると、［連続］モードでの古い録画の上書きを制
限できます （セクション  12.34  保存期間 , ページ  113 を参照）。
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アラーム発生前の録画時間
リストフィールドから、必要なアラーム発生前の録画時間を選択で
きます。

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

アラーム発生後のプロファイル
アラーム発生時の録画に使用されるエンコーダープロファイルを選
択できます （セクション  12.19  エンコーダープロファイル , ペー
ジ  92 を参照）。
［標準プロファイル］オプションを選択すると、ページ上部の選択
内容が採用されます。

FTP にエクスポート
［録画］ページで FTP へのエクスポート機能を使用する場合は、こ
のパラメーターを選択します （103 ページのセクション 6.8 「［録
画］ページ」を参照）。 FTP 転送ですべての関連データを挿入しま
す （88 ページのセクション 5.41 「詳細モード：FTP 転送」を参
照）。

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

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

注
録画プロファイルはアクティブな録画にのみ有効で、設定の変更は
［アクティブプロファイル］から行います。

注
詳細については、Alarm Task Script Language のマニュアルおよび
RCP+ のマニュアルを参照してください。 これらのマニュアルは、
同梱の製品 CD に収録されています。
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同時記録
映像データのほかに、メタデータ （アラーム、VCA データおよび
シリアルデータなど）も記録するかどうかを指定できます。 メタデ
ータは録画の検索に役に立ちますが、メタデータを同時録画すると
その分のメモリー容量が必要になります。

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

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

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

します。

注意
録画に対して映像コンテンツ解析を行うには、メタデータが必要で
す。

注
使用可能な記録容量に応じた保存期間になっていることを確認して
ください。 必要なメモリーの目安は、フルフレームレートで高画質
の 4CIF を録画する場合、1 時間あたり 1GB 必要です。
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2. テーブル内のフィールドをクリックし、マウスボタンを押しな
がらカーソルをドラッグして、選択したプロファイルに割り当
てる時間帯を指定します。

3. 時間帯を選択解除するには、右マウスボタンをクリックしま
す。

4. すべての時間帯を、選択したプロファイルにリンクさせるに
は、［すべて選択］ボタンをクリックします。

5. すべての時間帯を選択解除するには、［すべてクリア］ボタン
をクリックします。

6. 選択が完了したら、［セット］ボタンをクリックして、設定を
ユニットに保存します。

休日
週単位の標準録画スケジュールとは別の休日を定義できます。 これ
により、休日の録画スケジュールを平日に適用することができま
す。
1. ［休日］タブをクリックします。 すでに選択されている日がテ

ーブルに表示されます。
2. ［追加］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きま

す。
3. 設定する日付をカレンダーから選択します。 複数の日付を続け

て選択するには、マウスボタンを押しながらドラッグします。 
これらの設定は、テーブル表示に戻ったときに 1 つの設定内容
として表示されます。

4. ［OK］をクリックして、設定します。 ウィンドウが閉じます。
5. 上記の手順で、個々の休日を録画プロファイルに割り当てま

す。

休日の削除
設定した休日はいつでも削除できます。
1. ［削除］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きま

す。
2. 削除する日付をクリックします。
3. ［OK］をクリックします。 項目がテーブルから削除され、ウィ

ンドウが閉じます。
4. 別の日を削除するには、この手順を繰り返します。
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時間帯
録画プロファイルの名前を変更できます。
1. プロファイルをクリックし、［名前の変更］ボタンをクリック

します。
2. 変更する名前を入力して、［名前の変更］ボタンを再度クリッ

クします。 

録画開始
設定が完了したら、録画スケジューラーをアクティブにして、録画
を開始します。 設定はいつでも変更できます。 
設定の変更は、録画を停止すればいつでも実行できます。
1. 録画スケジューラをアクティブにするには、［開始］ボタンを

クリックします。
2. 録画スケジューラを非アクティブにするには、［停止］ボタン

をクリックします。 録画が中断されます。

録画ステータス
HD Conference Dome の録画状態を示すマークです。 録画が行われ
ている間は、録画状態を示すアニメーションが表示されます。

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

12.37 詳細モード：アラーム

12.38 アラーム接続
アラーム発生時の HD Conference Dome の対応を選択できます。 ア
ラーム発生時に、本機は事前に設定した IP アドレスに自動接続でき
ます。 IP アドレスは 10 個まで入力できます。アラームが発生する
と、HD Conference Dome は接続が確立されるまで順番に接続を試
みます。

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

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

接続先 IP アドレス
番号ごとに、目的のリモートステーションに対応する IP アドレスを
入力します。

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

す。
2. ［接続先 IP アドレス］フィールドに 「0.0.0.0」と入力しま

す。
3. 選択したパスワードを ［接続先パスワード］フィールドに入

力します。
4. 入力したパスワードを、接続するすべてのリモートステーショ

ンのユーザーパスワードに設定します。

注
デフォルトでは、ストリーム 2 はアラーム接続用の映像伝送に使用
されます。 プロファイルを割り当てるときは、この点に注意してく
ださい （セクション  12.19  エンコーダープロファイル , ページ  92
を参照）。
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映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして
［TCP （HTTP ポート）］を選択してください。 ローカルネットワ
ークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

ストリーム
アラームが発生した場合は、伝送のストリームを選択します。

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

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

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

注意
マルチキャスト処理ができない場合、アラーム発生時の追加映像ス
トリーム用にネットワーク上でより大きな帯域幅を確保しなければ
ならないことがあります。 マルチキャスト処理ができるようにする
には、このページおよび ［ネットワーク］ページの ［映像伝送］
パラメーターで ［UDP］オプションを選択します （ページ  130 を
参照）。



118 ja | HD Conference Dome の設定 HD Conference Dome

F.01U.265.806 | 1.0 | 2012.12 設置マニュアル Bosch Security Systems, Inc.

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

SSL 暗号化
パスワードなどの接続用のデータは、SSL 暗号化によって安全に伝
送されます。 ???? を選択している場合、［リモートポート］パラメ
ーターには暗号化されたポートのみが表示されます。

［暗号化］ページでメディアデータ （映像およびメタデータ）の暗
号化を有効にして設定します （セクション  12.52  暗号化 , ページ
 139 を参照）。

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

12.39 VCA
HD Conference Dome には、映像コンテンツ解析 （VCA）機能が内
蔵されているため、画像処理に基づいて映像の変化を検出して解析

注
映像表示オプションおよび利用できる映像出力については、接続先
機器のマニュアルを参照してください。

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

注
デフォルトでは、ストリーム 2 は自動接続用の映像ストリーム伝送
に使用されます。 プロファイルを割り当てるときは、この点に注意
してください （セクション  12.19  エンコーダープロファイル , ペ
ージ  92 を参照）。
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できます。 映像の変化は、カメラの視野の移動によって生じる可能
性があります。
VCA 設定はさまざまな設定が可能で、用途に応じて設定を変更する
こともできます。 デフォルトでは、Silent MOTION+ 設定がオンに
なっています。 この設定では、録画の検索を容易にするためメタデ
ータが作成されますが、アラームはトリガーされません。

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

の設定をデフォルト値に戻します。

VCA プロファイル
異なる VCA 設定の 2 つのプロファイルを設定できます。 プロファ
イルはコンピューターのハードディスクに保存可能で、そこから読
み込むこともできます。 これは、さまざまな設定を確認するのに便
利です。 正常に機能する設定を保存して、新しい設定の確認を行い
ます。 保存した設定を読み込むことによって、いつでも元の設定を
復元することができます。
1. VCA プロファイルを選択して、設定を行います。
2. 必要に応じて ［デフォルト］ボタンをクリックして、すべて

の設定をデフォルト値に戻します。
3. ［保存 ...］ボタンをクリックして、プロファイル設定を別のフ

ァイルに保存します。 新しいウィンドウが開き、ファイルの保
存先および保存時の名前を設定できます。

4. 保存したプロファイルを読み込むには、［ロード ...］ボタンを
クリックします。 新しいウィンドウが開き、ファイルを選択し
て読み込みます。

VCA 設定
有効にする、または編集するプロファイルを選択します。 
プロファイルの名前を変更できます。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないた
め、Player または Archive Player で録画再生できなくなる場合があ
ります。
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1. プロファイルの名前を変更するには、リストフィールドの右側
のアイコンをクリックして、新しいプロファイル名を入力しま
す。

2. アイコンをクリックします。 新しいプロファイル名が保存され
ます。

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

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

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

動体検出機能 （MOTION+ のみ）
動体検出機能を動作させるためには、以下の条件を満たす必要があ
ります。
- 解析がアクティブになっている。
- 1 つ以上のセンサーフィールドがアクティブになっている。

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

注
［ライブページ機能］ページで、［ライブページ］に追加情報をオ
ーバーレイ表示させることもできます （セクション  12.15  ライブ
ページ機能 , ページ  89 を参照）。
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- 各パラメーターが、動作環境に適した望ましい応答を返すよう
に設定されている。

- 感度が 「0」より大きい値に設定されている。

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

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

範囲選択 （MOTION+ のみ）
動体検出機能によって監視する映像の範囲を選択します。 映像は、
858 の正方形のフィールドに分割されています。 各フィールドを個
別にアクティブまたは非アクティブにすることができます。 風に揺
れる木など継続的に動いている物体をカメラの監視対象から外した
い場合は、該当するフィールドを非アクティブにします。
1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定しま

す。 新しいウィンドウが開きます。
2. 現在の選択内容 （黄色でマークされたフィールド）を削除す

るには、［すべてクリア］をクリックしてください。
3. 非アクティブなフィールドをアクティブにするには、画面上で

クリックします。 アクティブなフィールドが黄色でマークされ
ます。

注意
光の反射 （ガラスの表面反射など）、ライトの明滅、晴れた日の雲
の動きによる光量の変化に動体検出機能が反応し、誤報が発生する
場合があります。 日中や夜間など時間帯をかえて、動体検出機能が
正しく動作するかどうか確認してください。
屋内監視の場合は、日中および夜間の照度を一定に保ってくださ
い。
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4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックして
ください。

5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で
右クリックします。

6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウの

タイトルバーの ［X］ボタンをクリックしてください。

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

感度

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

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

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

注
感度のパラメーターとこれ以降のパラメーターは、参照チェックが
オンになっている場合にのみアクセスできます。
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広範囲の変化アラーム
映像内で生じる変化の許容範囲 （面積）を定義し、アラームをトリ
ガーすることができます。 この設定は、［範囲選択］で選択された
センサーフィールドの数には依存しません。 変化が生じるセンサー
フィールドが少ない場合にもアラームをトリガーさせたい場合は、
設定値を高くしてください。 設定値が低い場合、多数のセンサーフ
ィールドで同時に変化が発生しないとアラームがトリガーされませ
ん。
このオプションは、動体検出とは別に、カメラ取付金具の回転など
によって生じるカメラの向きや位置の変化を検出する場合に役立ち
ます。

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

輝度異常アラーム
懐中電灯の光をレンズに直接当てるなど、光を過剰に照射するいた
ずらをトリガーとしてアラームを設定する場合は、この機能をオン
にします。 シーンの平均の明るさを基本にして異常が認識されま
す。

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

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

領域選択
参照画像の範囲を選択します。 映像は、858 の正方形のフィールド
に分割されています。 各フィールドを個別にアクティブまたは非ア
クティブにすることができます。
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1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定しま
す。 新しいウィンドウが開きます。

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

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

4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックして
ください。

5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で
右クリックします。

6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウの

タイトルバーの ［X］ボタンをクリックしてください。

12.40 音声アラーム
HD Conference Dome では、音声信号をもとにアラームを生成する
ことが可能です。 信号強度や周波数範囲を設定することで、機械ノ
イズや背景ノイズによる誤報を防止することができます。

音声アラーム
本機で音声アラームを生成する場合は、On を選択します。

名前
各アラームに名称を設定しておくと、VIDOS や Bosch Video 
Management System プログラムで広範なビデオ監視システムを管
理する際にアラームの識別が簡単になります。 任意の名称を入力し
ます。 さらに、フォレンジックサーチプログラムでは、録画のクイ

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

注
音声アラームを設定する前に、まず通常の音声伝送を設定します
（セクション  12.30  音声 , ページ  106 を参照）。
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ック検索のフィルターオプションとして名前を使用できます。 任意
の名称を入力します。

しきい値
図に表示される信号に基づいて、しきい値を設定します。 しきい値
は、スライドコントロールや、マウスを使用して図の中の白線を直
接動かして設定することもできます。

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

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

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

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

メールサーバー IP アドレス
SMTP （Simple Mail Transfer Protocol）規格で動作するメールサー
バーの IP アドレスを入力します。 メールは入力したアドレス経由で

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないた
め、Player や Archive Player で録画再生できなくなる場合がありま
す。
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メールサーバーに送信されます。 それ以外の場合は、このボックス
を空白 「0.0.0.0」のままにしておきます。

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

SMTP パスワード
登録されたユーザー名に必要なパスワードを入力します。

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

JPEG 画像ファイルを添付した E- メール。
- SMS

SMS ゲートウェイへ画像添付なしの SMS 形式 E- メールを送
信 （携帯電話にアラームを送信する場合など）。

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

宛先アドレス
アラーム時に E- メールを送信するメールアドレスを入力します。 
アドレスの長さは、49 文字以内です。

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

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

注意
携帯電話を受信ユニットとして使用する場合、形式に応じて、必ず
E- メールまたは SMS 機能を有効にして、メッセージを受信できる
ようにしてください。
携帯電話の操作方法については、携帯電話のプロバイダーにお問い
合わせください。
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12.42 Alarm Task Editor

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

すると、スクリプトの例がいくつか表示されます。 新しいウィ
ンドウが開きます。

2. Alarm Task Editor フィールドに新しいスクリプトを入力する
か、既存のスクリプトをアラーム要件に合わせて変更します。

3. 終了したら、［セット］ボタンをクリックして、スクリプトを
本機に転送します。 正しく転送されると、「スクリプトの構文
解析が正常に終了しました」というメッセージが表示されま
す。 転送が失敗すると、エラーメッセージとその詳細情報が表
示されます。

12.43 アラームルール
HD Conference Dome 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 HD Conference Dome をカスタマイズし、各種のアラーム入力
に自動的に応答できるようにすることができます。 
アラームルールを設定するには、物理接続、動体検出トリガー、ま
たはカメラのライブページとの接続から入力を 1 つ指定します。 物
理入力接続は、圧力パッドなどのドライ接点デバイス、ドア接点な
どのデバイスによりアクティブにできます。

注意
このページでスクリプトを編集すると、他のアラームページのすべ
ての設定および入力事項が上書きされます。 上書きされた設定は、
元に戻すことはできません。
このページを編集するには、プログラミングの知識を持ち、Alarm 
Task Script Language マニュアルの情報を熟知している必要があり
ます。 
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次に、ルールオプション （ 大 2 つ）または入力に対するカメラの
反応を指定します。 出力には、物理アラームリレー、AUX コマン
ド、または登録ポジションシーンが含まれます。

1. ［有効］チェックボックスをクリックし、アラームを有効にし
ます。

2. 次のいずれかのアラーム入力を選択します。
- ローカル入力 1：物理アラーム接続
- ローカル入力 2：物理アラーム接続
- IVA/MOTION+：IVA または動体検出がアクティブになっ

た場合に発生するアラーム
- 接続：カメラの IP アドレスにアクセスしようとした場合

に発生するアラーム
3. ［出力 1］または ［出力 2］の両方の設定で、次の出力コマン

ドのいずれかを選択します。
- なし：コマンドは定義されていません。
- Aux オン：標準またはカスタムキーボードオンコマンド

を定義します。 
有効なコマンドのリストについては、セクション  13  キ
ーボードコマンド （番号順）, ページ  143 を参照してく
ださい。
注意：サポートされているコマンドは、1、8、18、20、
43、60、80、86 のみです。 残りのコマンドのサポートは
将来のリリースで予定されています。

- Aux オフ：標準またはカスタムキーボードオンコマンド
を定義します。
有効なコマンドのリストについては、セクション  13  キ
ーボードコマンド （番号順）, ページ  143 を参照してく
ださい。
注意：サポートされているコマンドは、1、8、18、20、
43、60、80、86 のみです。 残りのコマンドのサポートは
将来のリリースで予定されています。

- ショット：プリセットシーンをショット 1 ～ 64 の中から
指定します。

4. ［セット］をクリックすると、アラームルールが保存され、ア
クティブになります。
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12.44 詳細モード：インターフェース

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

アラーム入力
接点が閉じるときにアラームをトリガーする場合は、［NO 接点］ 
を選択します。 接点が開くときにアラームをトリガーする場合は、
［NC 接点］ を選択します。

名前
各アラーム入力の名称を入力します。名称が正しく設定されている
場合、［ライブページ］のアラーム入力のアイコンの下に表示され
ます （セクション  12.15  ライブページ機能 , ページ  89 を参照）。 
さらに、フォレンジックサーチプログラムでは、録画のクイック検
索のフィルターオプションとして名前を使用できます。

12.46 リレー
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できます。 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できます。 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。

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

リレー名
リレーに名称を割り当てます。 リレー名は、［リレーをトリガー］
の横のボタンに表示されます。 ［ライブページ］のリレーアイコン
の下にリレー名を表示するように設定することもできます。 さら
に、フォレンジックサーチプログラムでは、録画のクイック検索の
フィルターオプションとして名前を使用できます。

リレーのトリガー
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
任意にトリガーさせたい場合は、このボタンをクリックします。

12.47 詳細モード：ネットワーク

12.48 ネットワークアクセス
このページの設定は、HD Conference Dome を既存のネットワーク
に導入するために利用します。
本機を再起動しないと有効とならない設定があります。 この場合、
［セット］ボタンが ［セットして再起動］に変わります。
1. 必要な変更を行います。
2. ［セットして再起動］ボタンをクリックします。 HD 

Conference Dome が再起動し、変更した設定が有効になりま
す。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないた
め、Player や Archive Player で録画再生できなくなる場合がありま
す。
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IP 自動割当
ネットワークに DHCP サーバーが設置されている場合、HD 
Conference Dome の IP アドレス自動割り当てを有効にすることが
できます。
一部のアプリケーション （VIDOS、Bosch Video Management 
System、Archive Player、Configuration Manager）は、機器固有管
理のために IP アドレスを使用します。 これらのアプリケーションを
使用する場合、DHCP サーバーが MAC アドレスへの固定 IP アドレ
ス割り当てに対応している必要があります。また、IP アドレスが割
り当てられた場合、システムが再起動してもその IP アドレスが保持
されるように適切に設定されている必要があります。

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

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

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

DNS サーバーアドレス
本機では、DNS サーバーを使用して、名称で指定されたメールまた
は FTP サーバーのアドレスを取得できます。 DNS サーバーの IP ア
ドレスをここに入力します。

注意
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更すると、HD 
Conference Dome は再起動後に新しいアドレスでしか使用できなく
なります。
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映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして
［TCP （HTTP ポート）］を選択してください。 ローカルネットワ
ークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

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

HTTPS ブラウザーポート
セキュリティ保護された接続によりブラウザーがネットワークにア
クセスできるようにするには、リストから HTTPS ブラウザーポー
トを選択します。 デフォルトは 443 です。 ［オフ］オプションを選
択して HTTPS ポートを無効にすると、セキュリティ保護されてい
ない接続のみ使用できるようになります。
HD Conference Dome は TLS 1.0 暗号化プロトコルを使用していま
す。 ブラウザー側で、このプロトコルを有効にしなければならない
場合があります。 Java アプリケーションのプロトコルも有効にする
必要があります （Windows コントロールパネルの Java コントロー
ルパネルを使用）。

［暗号化］ページでメディアデータ （映像およびメタデータ）の暗
号化を有効にして設定します （セクション  12.52  暗号化 , ページ
 139 を参照）。

注意
マルチキャスト接続は、UDP プロトコルでのみ可能です。 TCP プ
ロトコルはマルチキャスト接続に対応していません。
UDP モードの MTU 値は 1,514 バイトです。

注
SSL 暗号化によるセキュリティ保護の接続のみ許可する場合は、
［HTTP browser port］、［RCP+ port 1756］および ［Telnet 
support］の各パラメーターで ［Off］オプションを選択します。 こ
れにより、セキュリティ保護されていない接続はすべて無効になり
ます。 HTTPS ポート経由の接続のみが可能になります。
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RCP+ ポート 1756
接続データを交換するために、セキュリティ保護されない RCP+ ポ
ート 1756 を有効にすることができます。 暗号化されている場合の
み接続データを伝送する場合は、［オフ］オプションを選択して、
ポートを無効にします。

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

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

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

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

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

ユーザー名
DynDNS.org で登録したユーザー名をここに入力します。

パスワード
DynDNS.org で登録したパスワードをここに入力します。

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

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

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

Conference Dome が再起動し、変更した設定が有効になりま
す。

注
サービス、登録プロセスおよび使用可能なホスト名については、
DynDNS.org を参照してください。
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SNMP
HD Conference Dome 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。 SNMP トラップを送信する場合は、1 つまたは 2 つの必
要なターゲットデバイスの IP アドレスをここに入力します。
［SNMP］パラメーターに ［オン］を選択して、SNMP ホストアド
レスを入力しない場合は、HD Conference Dome は SNMP パラメー
ターを自動的には送信せずに SNMP 要求に応答します。 1 つまたは
2 つの SNMP ホストアドレスを入力すると、SNMP トラップが自動
的に送信されます。 SNMP 機能を無効にするには、［オフ］を選択
します。

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

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

す。 選択したトラップが送信されるようになります。
3. ［セット］をクリックして、選択を受け入れます。

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

ID
RADIUS サーバーが HD Conference Dome の識別に使用する名称を
入力します。
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パスワード
RADIUS サーバーに保存されているパスワードを入力します。

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

UPnP
ユニバーサルプラグアンドプレイ機能 （UPnP）を有効にできま
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。

登録通知の数が多くなるため、この機能は大規模なインストールで
は使用しないでください。

TCP メタデータの入力
このデバイスでは、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、メタデータとして保存できます。 TCP
通信のポートを選択します。 ［オフ］を選択すると、TCP メタデ
ータ機能が無効になります。

送信ユニットの 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。

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

12.50 マルチキャスト
本機と受信ユニットの 1 対 1 接続 （ユニキャスト）以外に、HD 
Conference Dome では複数の受信ユニットが本機からの映像ストリ

注
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有効にする必要があります。
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ームを受信するように設定できます。 デバイスがデータストリーム
を複製して、複数の受信ユニットに配信する方法 （マルチユニキャ
スト）と、単一のデータストリームをネットワークに送信し、ネッ
トワーク内で、設定されたグループ内の複数の受信ユニットにデー
タストリームが同時に配信される方法 （マルチキャスト）がありま
す。 ストリームごとに専用のマルチキャストアドレスとポートを指
定できます。 該当するタブをクリックして、使用するストリームを
切り替えることができます。

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

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

マルチキャストアドレス
ストリームごとに、マルチキャストモード （ネットワーク内でデー
タストリームを複製する）で使用するマルチキャスト用の有効なア
ドレスを入力します。

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

注
この設定はストリームごとに個別に行わなければなりません。
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「0.0.0.0」を設定すると、該当するデータストリームのエンコーダ
ーはマルチユニキャストモードで動作します （ユニット内でデータ
ストリームをコピーします）。 HD Conference Dome は、 大 5 台
の受信ユニットに同時送信する、マルチユニキャスト接続に対応し
ています。

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

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

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

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

ファイル名
転送される画像のファイル名の設定方法を選択します。
- 上書き

常に同じファイル名が使用されます。ファイルは上書きされま
す。

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

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

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

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

FTP サーバーのログイン情報
FTP サーバーのログイン名を入力します。

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

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

大ビットレート
FTP 転送のビットレートを制限できます。

12.52 暗号化
ユーザー情報を暗号化するには、対応するアクティベーションキー
を受け取るためのライセンスが必要です。 ??????? ページでアクテ
ィベーションキーを入力すると、この機能が有効になります （セク
ション  12.55  ライセンス , ページ  142 を参照）。
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12.53 詳細モード：サービス

12.54 メンテナンス
ファームウェア
HD Conference Dome は、ファームウェアによって機能やパラメー
ターを更新できるように設計されています。 選択したネットワーク
経由でファームウェアパッケージが本機に転送され、更新されま
す。 転送されたファームウェアは自動的にインストールされます。
技術者が現場に行って変更する必要がないため、HD Conference 
Dome の保守や更新を、離れた場所から行うことができます。
ファームウェアのアップグレード手順については、セクション
 16 BVIP ファームウェアの更新 , ページ  147 を参照してください。

注意
ファームウェアのアップロードを実行する前に、正しいアップロー
ドファイルが選択されていることを確認してください。 間違ったフ
ァイルをアップロードすると本機にアクセスできなくなり、修理が
必要になることがあります。
ファームウェアのインストールは中断しないでください。 インスト
ールを中断すると、フラッシュ EPROM が誤ってプログラムされる
恐れがあります。 本機にアクセスできなくなり、交換が必要になる
ことがあります。 別のページに変更したり、ブラウザーウィンドウ
を閉じたりするだけでもインストールが中断されます。
ファームウェアのアップグレード手順については、セクション
 16 BVIP ファームウェアの更新 , ページ  147 を参照してください。
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設定
HD Conference Dome の設定データをコンピューターに保存し、そ
の設定データをコンピューターから本機にダウンロードすることが
できます。
アップロード
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］を

クリックして、必要なファイルを選択します。
2. ロードするファイルが、設定する本機向けの設定ファイルであ

ることを確認します。
3. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転

送を開始します。 プログレスバーで転送の進捗をモニターでき
ます。

アップロードが完了すると、新しい設定が有効になります。 
「going to reset Reconnecting in ... seconds」というメッセージで残
り時間が表示されます。 アップロードが無事に完了すると、本機が
自動的に再起動されます。
ダウンロード
1. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。 ダイアログボック

スが開きます。
2. 画面の指示に従って、現在の設定を保存します。

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

クリックして、必要なファイルを選択します。
2. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転

送を開始します。
3. アップロード完了後、本機を再起動してください。 ブラウザー

のアドレスバーで HD Conference Dome の IP アドレスの後に
「/reset」を入力します （「192.168.0.10/reset」など）。

新しい SSL 証明書が有効になります。
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メンテナンスログ
サポートを依頼する場合は、内部メンテナンスログを本機からダウ
ンロードして、カスタマーサービスに送信します。 この場合は、
［HTTPS ブラウザーポート］を ［オフ］に設定せず、ブラウザー
で TLS 1.0 サポートを有効にする必要があります。 ［ダウンロー
ド］をクリックして、ファイルの保管場所を選択します。

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

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

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

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

* HD Conference Dome PTZ カメラおよび固定カメラに適用可能な
コマンドを表します。

アラームル

ールの出力

ファンク
ションキ
ー

コマン

ド番号

コマンド 説明

Y ON ／
OFF

1 360° スキャン リミットなしでオートパンしま
す

Y ON ／
OFF

8 登録ポジション
ツアーの再生

標準ツアーを有効化／無効化し
ます

Y ON ／
OFF

18 オートピボット
の有効化

オートピボットを有効化／無効
化します

Y ON ／
OFF

20* 逆光補正 逆光補正をトグル切り替え

Y ON ／
OFF

43* オートゲイン調
整

AGC をトグル切り替え

Y ON ／
OFF

60* オンスクリーン
ディスプレイ

On －有効
Off －無効

Y ON ／
OFF

80* デジタルズーム
のロック

デジタルズームのオン／オフを
切り替えます

Y ON ／
OFF

86 セクターブラン
ク

セクターブランクを有効／無効
にします
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14 不具合防止メンテナンス 
次の予防的メンテナンスを定期的に実行することにより、小さな障
害が悪化して機器の故障を生じる前に、それらを検出して修正する
ことができます。 次のメンテナンスを定期的に実行してください。 
- 接続ケーブルの劣化やその他の損傷がないか調べます。 
- 清潔な湿った布でハウジングを拭きます。 
- 許可されている P.C （EXAN）クリーナー （Novus LEXAN ク

リーナー－プラスチッククリーナー）で、ドームやウィンドウ
を清掃します。

- すべての取付金具がしっかりと固定されていることを確認しま
す。

ドームカバーの清掃時には、次のことに注意してください。
- アルコール入りの液剤を使用してドームカバーを清掃しないで

ください。 それによって、ドームカバーが曇ったり、消耗が早
まったりして、ドームカバーが壊れやすくなります。

- ドームカバーに研磨剤や強いアルカリ性のクリーナーを使用し
ないでください。

- かみそりやその他の鋭利な器具でドームカバーをこすらないで
ください。

- ドームカバーにベンジン、ガソリン、アセトン、四塩化炭素を
使用しないでください。

- 直射日光の下や非常に気温の高い日にドームカバーを清掃しな
いでください。
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15 トラブルシューティング 
HD Conference Dome カメラの使用に際して問題が発生した場合
は、以下を参照してください。 これらのガイドラインに従っても問
題が解決しない場合は、認定技術者にお問い合わせください。 

問題 チェック
トリムリングを取り外
す必要がある

マイナスドライバーでクリップを外側に押しながら、
トリムリングの端を慎重に引き下げます。

画面に何も表示されな
い 

電源コードやカメラとモニターの間のケーブルは正し
く接続されていますか。 

画面の画像がぼやけて
いる

レンズが汚れていませんか。 汚れている場合は、柔ら
かい清潔な布で拭いてください。

画面のコントラストが
弱すぎる

モニターのコントラスト機能を調整してください。 カ
メラに強い光が当たっていませんか。 その場合は、カ
メラの位置を調整してください。

画面の画像がちらつく カメラに日光や蛍光灯の光が直接入っていませんか。 
その場合は、カメラの位置を調整してください。 

画面の画像が歪んでい
る

電力周波数が正しく同期していますか。 電力周波数が
正しく設定されていない場合、ラインロック同期モー
ドは使用できません。 LL モードで、同期モードを内部
NTSC モデルの電力周波数である 60Hz に設定しま
す。 
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15.1 HD Conference Dome の操作および制御
問題 解決方法
ネットワーク接続なし - すべてのネットワーク接続を確認します。

- 任意の 2 か所のイーサネット接続の間隔が、
大でも 100m 以下であるか確認します。

正常な場合：
- ファイアウォールを使用している場合、映像伝送

モードが UDP に設定されているか確認します。
a. IP 対応デバイスの場合は ［設定］Web ペー

ジにアクセスします。 
b. ［Service Settings］リンクを展開し、［ネッ

トワーク］をクリックします。
c. ［映像伝送］ドロップダウンリストで

［UDP］を選択します。 その後 ［セット］を
クリックします。

映像が歪んでいる
（HD Conference Dome）

- ［設定］ページに移動します。
- ［詳細設定］リンクをクリックし、続いて ［設

定］ウィンドウの左枠にある ［カメラ］リンクを
クリックします。

- ［カメラ］リンクの下にある ［インストーラーメ
ニュー］をクリックします。

- ［周波数］プルダウンリストから ［50Hz］または
［60Hz］を選択します。
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16 BVIP ファームウェアの更新
HD Conference Dome には、ネットワークビデオサーバー機能が IP
モジュールに組み込まれています。 サーバーの主な役割は、映像お
よび制御データを TCP/IP ネットワーク経由で転送できるようにエ
ンコードすることです。 HD Conference Dome では、オペレータが
TCP/IP ネットワーク経由で BVIP ファームウェアを更新することも
できます。 

新の BVIP ファームウェアは、Bosch Security Systems Web サイ
トで入手できます。 この Web サイトからサービスパックをダウン
ロードするには、www.jp.boschsecurity.com に接続し、HD 
Conference Dome の製品ページに移動します。 ソフトウェアのダウ
ンロードを行います。

16.1 HD Conference Dome のアップグレード
HD Conference Dome を更新するには、カメラと PC を直接接続し
ます。 この方法では、カメラから PC のイーサネットポートに直接
イーサネットケーブルを接続する必要があります。 
直接接続できない場合、LAN 経由で HD Conference Dome を更新す
ることもできます。 WAN またはインターネット経由で HD 
Conference Dome を更新することはできません。
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16.2 ファームウェアの更新プロセスの開始
次の手順に従って HD Conference Dome に接続し、［Firmware 
Update （ファームウェアの更新）］ページに移動します。
1. Internet Explorer を起動し、アドレスバーに HD Conference 

Dome のアドレスを入力し、［Go （移動）］をクリックしま
す。
Internet Explorer にライブページビューが表示されます。

2. ライブページの上部にある ［設定］リンクをクリックします。
3. 左枠の ［サービス］リンクをクリックします。
4. ［サービス］リンクの下の ［メンテナンス］リンクをクリック

します。
5. ［検索］ボタンをクリックしてファームウェアファイル

（*.fw）に移動します。 ［OK］をクリックします。
6. ［アップロード］ボタンをクリックします。 
7. 警告メッセージが表示されるので、［OK］をクリックしてファ

ームウェアのアップロードを続行するか、［キャンセル］をク
リックしてアップロードを停止します。
ファームウェアのアップロードとともに、ページにプログレス
バーが表示されます。 
注意：プログレスバーが 100％に達すると、リセットページが
表示されます。 リセットページの動作が完了するまで待ってく
ださい。

8. リセットが完了すると、アップグレードが完了します。 
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索引
Symbols
/reset 64
A
AutoDome

IP
/reset 64
ネットワーク設定ページ 64
ライブページ 63
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AUX オフ 69
AUX オン 69
B
BNC コネクター 52
C
CAT-5E 52
CAT-6 52
CCD カメラ 20, 26, 33, 42
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connecting

video 4, 52
CPU 負荷 72
CPU 負荷表示 72
D
DHCP サーバー 78
DirectX 60
DynDNS 134
E
EPROM 140
E- メール 125
F
FTP サーバー 138, 139
H
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I
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IEEE 802.1x 135
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J
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JPEG 転送 138
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R
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T
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TTL 138
U
UDP 59, 117, 132, 146
UTP CAT-5 52
V
VRM 107
Z
アクティベーションキー 142
アラーム 86
アラーム E- メール 125
アラームセンサー 112
アラームメッセージ 87
アラームルール 127
アラーム出力 56

オープンコレクター出力 56
アラーム接続 115
アラーム入力

N.C. 監視なし 55
N.O. 監視なし 54
監視なし 54

アラーム発生前の録画時間 112
アラーム発生後のプロファイル 112
アラーム発生後の録画時間 112
イーサネット

ケーブル 65
いたずら検出 122
イニシエーター名 82
イベントログ 69, 90
イベントログ保存 90
エンコーディング 59

映像 59
カメラ

選択 67
カメラ名 82
キーパッド 70
キーボードコマンド 69, 70

AUX オフコマンド 69
AUX オン 69

ゲートウェイ 79, 131
ゲートウェイアドレス 62
ケーブル

イーサネット 61
同軸 52
電源 49

ケーブル補正機能 51

コネクター
BNC 52
ピン連結 51

コマンド
/reset 64
AUX オフ 69
AUX オン 69
キーボード 69
ショットを表示 69
ショットを設定 69, 71
プリセットショット 71

コマンド番号 69
サブネットマスク 62, 79, 131
サマータイム 84
システムログ 69, 90, 91
システムログ保存 91
ショットを表示コマンド 69
ショットを設定 69, 71
ストリーミング 138
ストレージメディア 81, 107, 108
スナップショット 60, 71
センサーフィールド 121, 123
ソフトウェア

DirectX 60
ターゲットデータレート 94
タイムサーバー 78, 85

IP アドレス 78
プロトコル 78

タイムサーバーの IP アドレス 85
タイムサーバーのプロトコル 85
タイムゾーン 84
タブ 70
デバイス ID 81
デバイス名 76
デフォルトの VCA プロファイル 119
デフォルトの録画プロファイル 111
デフォルトプロファイル 96
デュアルストリーミング 59, 92
トラップ 135
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ネットワーク 78, 130, 134
IGMP V2 59
IP 59
IP アドレス 62
TCP/IP 59
UDP 59
イーサネットケーブル 61
ゲートウェイアドレス 62
サブネットマスク 62
ポート 62

ネットワーク設定ページ 64
パスワード 66, 76, 77, 83
ファームウェアのアップロード 140
ファイアウォール 117, 132
ファイル

JPEG 60
フォーマット 110
ブックマーク 74
ブラウザーウィンドウ 65
プリセットショット 71
プロトコル

IGMP V2 59
TCP/IP 59
UDP 59

プロファイル 79, 92
プロファイルの選択 92
プロファイル設定 93
ヘッド側 52
ポート 62, 132, 138
ホーム復帰 58
マルチキャスト 59, 136
マルチキャストアドレス 137
マルチキャスト接続 132, 137
マルチユニキャスト 136
ミリ秒 86
メーカーロゴ 87
メディア再生 73
メニュー 75
ユーザー名 76, 83
ユニキャスト 136
ユニットの日付 84
ユニットの時刻 77, 84
ユニット名 76
ユニット識別情報 76
ライセンス 142

ライブページ 63, 89
リレー 56
ルーター 138
暗号化プロトコル 132
表示

オンスクリーンメニュー 69
反射光 121
光量変化 121
画像センサー 20, 26, 33, 42
画像解像度 72
画質 138
基本モード 75
接続数 66
埋め込み型マウント 34
内部クロック 84
乾式壁天井 21
日付 84
日付書式 84
受信ユニットのパスワード 116
同期 77, 84
同軸ケーブル 52
透かし 87
休日 114
言語 88
音声伝送 81, 107
音声設定 80, 106
映像オーバーレイ情報 65, 85
映像コンテンツ解析 118
映像センサー 118
映像伝送 146
映像選択 67
再生 73
再生ボタン 74
再生制御 73
制御

画像領域 68
制御信号 89
自動接続 118

大距離 51
伝送

映像 52
伝送プロトコル 117, 132
動体検出オブジェクトサイズ 121
動体検出感度 121, 122
動体検出機能 118
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動体検出機能のデフォルト値 119
時刻 77, 78, 84, 85, 86
標準録画プロファイルの値 111
汎用パスワード 116
準備

乾式壁天井 21
監視なしアラーム 54
範囲選択 121, 124
製品名 87
設定

IP AutoDome
/reset 64
ネットワーク設定 64
ライブページ 63

設定ダウンロード 141
設定の保存 141
設定モード 75
設置

ベース 22
乾式壁天井 21
天井マウント 22
電源ケーブル 49

誤報 121
説明 3, 33
識別情報 76
録画 60, 72
録画スケジューラー 113
録画ステータス 115
録画プロファイル 110
録画メディア 108
録画映像の削除 110
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