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1 安全にご使用いただくために

1.1 安全に関する表示
危険
危険：この記号は 「死亡や重傷を負う可能性が高い内容」を示して
います。 
 指示に従わなかった場合は、感電、重度の怪我、または死亡につな
がります。

警告
警告：この記号は 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示して
います。
 指示に従わなかった場合は、軽度または中程度の怪我を負うおそれ
があります。

注意
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
する危険が生じたりします。
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1.2 安全のための重要な注意事項
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。 作業を行う前に、本機や本マニュア
ルに記載されている注意事項を必ず確認してください。
1. 清掃－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機
器 （アンプを含む）の近くに本機を設置しないでください

3. 水気－本機の上に液体をこぼさないでください。
4. 雷－電源や雷サージから本機を保護するための対策を実施して

ください。
5. コントロールの調整－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、本機が故障する場合があります。

6. 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。

7. 修理－有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 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。

8. 交換部品－交換部品は弊社指定品を使用してください。
9. 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。
10. 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。
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1.3 FCC および ICES への準拠
FCC および ICES の情報
       本機は、無線周波エネルギーを生成、使用、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。 ただし、これら考慮された設置方法であ
っても、電波干渉が発生しないことは保証されません 本機により、
ラジオやテレビの電波受信に有害な電波干渉が発生するかどうか
は、本機の電源を入れたり切ったりすると特定できます。発生する
場合は、次の対策のいずれかを講じて、電波干渉を解消してくださ
い。 
- 受信アンテナの向きまたは場所を変える 
-  本機と受信機の間の距離を伸ばす
-  本機を、受信機が接続されている回路とは別の回路にあるコ

ンセントに接続する
-  販売店や、経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する

   本機の動作は以下の 2 つの条件に準じています。
1. 本機は有害な干渉を起こしません。
2. 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。

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。  このよ
うな改造を行うと、本機を使用できなくなる場合があります。 必要
な場合は、対処方法について、 販売店や、経験豊富なラジオ／テレ
ビ技術者に相談してください。
  この冊子は、米国政府印刷局（Washington D. C. 20402, Stock No. 
004-000-00345-4）より提供されています。

1.4 UL 認証
免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本機のセキュリ
ティや信号伝送に関する性能や信頼性のテストは行っていません。 
UL は、UL の 「Standard(s) for Safety for Closed Circuit Television 
Equipment, UL 2044」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
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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。

1.5 Bosch からの通知事項

その他の情報
詳細については、Bosch Security Systems までお問い合わせいただ
くか、www.jp.boschsecurity.com をご覧ください。

廃棄－ 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。  
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1.6 著作権
The firmware 4.1 uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--
24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under the following 
copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and 
its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notices appear in all copies and 
that both those copyright notices and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the names of Adobe Systems 
and Digital Equipment Corporation not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without specific, 
written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG 
Group.
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2 はじめに

2.1 機能
Bosch NTC-265-PI 720p 赤外線 IP ブレット型カメラは、すぐに使
用することができる堅牢なネットワークカメラです。 本機は、さま
ざまな用途向けの低コストのソリューションを提供します。 堅牢な
アルミ製のカメラ本体は IP66 仕様で、防水および防塵機能を備え、
厳しい環境にも対応しています。 内蔵のアクティブ赤外線照明を使
用して極端に暗い条件下でも有効な映像が得られます。 また、
Bosch DVR 700 シリーズに簡単に統合したり、iSCSI サーバーとネ
ットワーク経由で接続して長時間録画を保存したりすることもでき
ます。
次のような特長を備えています。
- カメラ内蔵の高性能なアクティブ赤外線照明器により、照明条

件が極端に悪い場所でも視野を確保
- トリプルストリーミング：2 つの H.264 ストリームと 1 つの

M-JPEG ストリーム
- 動きのある物体の鮮明な画像を得るための HD 720p プログレ

ッシブスキャン
- IP66 仕様の堅牢なカメラ設計
- 双方向音声と音声アラーム
- Power over Ethernet （IEEE 802.3af 準拠）
- いたずらおよび動体検出 
- ONVIF 規格への準拠による幅広い互換性
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2.2 機器構成
開梱の際はカメラの取り扱いに注意してください。 
パッケージには次のものが含まれています。
- IP カメラとレンズ
- トルクスドライバー
- カメラ固定ネジキット
- 取り付け用ステッカー
- クイックインストールガイド
- CD-ROM

- Bosch Video Client
- マニュアル
- ツール

カメラに配送中の破損が見られる場合は、元のパッケージに詰め直
して、運送業者または販売店に連絡してください。

警告
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
カメラモジュールは壊れやすいため、慎重に扱ってください。
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3 取り付け

3.1 アセンブリ
カメラ／ハウジングユニットのサンフードは調整できます。

サンフードを調整するには、次の手順に従います。
1. 付属の専用ドライバービットを使用して、ハウジングの上部調

整ねじ （1）を緩めます。
2. サンフード （2）を適当な位置までスライドさせます。
3. 上部調整ねじ （1）を締めて固定します。

1. 調整ねじ
2. サンフード
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3.2 取り付け

図 3.1 本機の取り付け

本機を壁または天井に取り付けるには、次の手順に従います。
1. 付属の取り付け用ステッカーを、正しい向きにして、取り付け

面に貼り付けます。 
2. 直径 6mm の穴を 4 つ開けます。
3. 付属のプラグを穴に差し込みます。
4. 付属の M4 ネジを使用して、カメラとベースユニットを取り付

け面にしっかりと取り付けます。 

M4 (Ø3.3 mm)

Ø6 mm

x4

x4

注意
カメラまたはレンズを直接太陽に向けないでください。センサーが
損傷する恐れがあります。
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3.3 ネットワーク （および電源）コネクター

図 3.2 ネットワーク接続

- カメラを 10/100 Base-T ネットワークに接続します。
- RJ45 コネクター付きの標準 UTP CAT 5e ケーブルを使用しま

す。
- Power-over-Ethernet （IEEE 802.3af）規格に準拠したイーサ

ネットケーブルを通じて本機に電力を供給することができま
す。

RJ45

Ethernet (PoE)

注意
本機は外部設備につながっていない PoE ネットワークにのみ接続し
ます。
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3.4 電源接続
DC 12V 電源とイーサネット入力の両方から同時に本機に電力を供
給できます。 カメラの動作を妨げることなく、いずれかの電源を取
り外すことができます。

3.4.1 DC 電源接続

図 3.3 DC 電源接続

次のようにして、電源を DC 12V のクラス 2 電源から接続します。
1. AWG22 ケーブルを使用します。先端から 5mm の絶縁体を切

り取ります。
2. カメラケーブルツリーから 2 極コネクターを取り外します。 
3. ねじを緩めてケーブルを差し込みます。 
4. ねじを締めて固定し、2 極コネクターをカメラケーブルツリー

の電源コネクターに再び接続します。

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC

22AWG
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3.5 I/O コネクター

図 3.4 I/O コネクターピン

- 先端から 5mm の絶縁体を切り取ります。
- リレー切り替え機能： 大電圧 AC 24V または DC 24V。 大

連続 1A、12VA。
- アラーム入力：ショートまたは DC +5V 作動。
- アラーム入力：アクティブハイまたはアクティブローに設定可

能。

機能 ケーブル 色
リレー出力 AWG20 グレー

AWG20 赤 
アラーム入力 AWG30 オレンジ 

AWG30 茶 

5 mm 
(0.2 in)

In: AWG30
Out: AWG20
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3.6 音声コネクター

図 3.5 音声コネクター

音声デバイスをラインインおよびラインアウトコネクターに接続し
ます。
- ライン入力：9kΩ （通常）、200mVrms
- ライン出力：16Ω （ 小）、200mVrms （イヤフォン互換）

Line - R

GND

Line - L
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3.7 カメラのセットアップ
モニターをカメラケーブルツリーの BNC コネクターに接続すると、
簡単にカメラをセットアップできます。 このコネクターにより、設
置専用のコンポジット映像信号が供給されます （同期有り）。
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3.7.1 カメラの角度調整
カメラの角度は 3 軸にそって調整します。 モニターに表示される映
像が水平になるように調整してください。 

付属のトルクスドライバーを使用して、カメラを目的の角度に調整
します。
1. 垂直方向の調整 （1）の場合は、ロックねじを緩めてカメラハ

ウジングを目的の角度まで動かします。 ねじを締めて固定しま
す。 

2. 水平方向の調整 （2）の場合は、ロックねじを締めてカメラハ
ウジングをベース内で回転させます。 ねじを締めて固定しま
す。 

3. 正確な水平状態にするには （3）、カメラ本体を必要なだけ回
転させて、モニターに表示される画像を水平にします。
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3.8 本機のリセット 
IP アドレスの変更により本機を接続できなくなった場合は、工場出
荷時のデフォルト値に戻るまで、リセットコネクターをショートさ
せます （約 7 秒間）。 工場出荷時のデフォルトの IP アドレス：
192.168.0.1
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4 ブラウザ接続
Microsoft Internet Explorer がインストールされているコンピュータ
ーを使用して、本機からのライブ画像の受信、本機の制御、保存し
た映像の再生を行うことができます。 本機の設定は、ブラウザーま
たは Bosch Video Client （製品に添付）を使用して、ネットワーク
経由で行います。

4.1 システム要件
- Microsoft Internet Explorer バージョン 7.0 以上
- モニター解像度 1024×768 ピクセル以上、16 ビットまたは 32

ビットカラー
- イントラネットまたはインターネットネットワークアクセス

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。

ライブ映像を再生するには、適切な ActiveX をコンピューターにイ
ンストールする必要があります。 ソフトウェアは必要に応じて付属
の製品ディスクからインストールできます。

a. ディスクをコンピューターの光学式ドライブに挿入しま
す。 ディスクが自動的に起動しない場合、Windows エク
スプローラーでディスクのルートディレクトリを開き、
BVC-installer.exe をダブルクリックしてください。

b. 画面に表示される指示に従います。

録画とスナップショットのフルサポートを受けるには、
MPEG_ActiveX を製品ディスクからコンピューターにインストール
してください。
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4.2 接続確立
本機がネットワーク上で動作するためには、有効な IP アドレスを割
り当てる必要があります。 工場出荷時に設定されているデフォルト
のアドレス：192.168.0.1

1. Web ブラウザーを起動します。
2. 本機の IP アドレスを URL として入力します。 

注意：
接続が確立されない場合、すでに 大可能接続数に達している可能
性があります。 カメラやネットワーク構成によって異なりますが、

大 25 の Web ブラウザー、または 50 の Bosch VMS 接続がサポー
トされています。

4.2.1 本機のパスワード保護
本機には、さまざまな認証レベルでアクセスを制限するためのオプ
ションがあります。 本機がパスワード保護されている場合、パスワ
ードの入力を求めるメッセージが表示されます。 
1. ユーザー名とそれに対応する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。 パスワードが正しい場合、目的のペ

ージが表示されます。

4.3 ネットワーク保護
RADIUS サーバーを使用してネットワークアクセスを制御 （802.1x
認証）する場合は、まずカメラを設定する必要があります。 カメラ
を Radius ネットワーク用に設定するには、クロスケーブルを使用
してカメラを PC に直接接続して、ID とパスワードの 2 つのパラメ
ーターを設定します。 これらのパラメーターを設定してからでない
と、ネットワークを介してカメラと通信できません。
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5 トラブルシューティング

5.1 問題解決
次の表は、動作不良の原因を特定する際にご利用ください。

5.2 カスタマーサービス
障害を解決できない場合は、販売店またはシステムインテグレータ
ーにお問い合わせいただくか、直接 Bosch Security Systems のカス
タマーサービスまでお問い合わせください。

保証や修理で参照できるように、設置者は本機に関するすべての情
報を書き留めておく必要があります。 ファームウェアのバージョン
番号と、その他のステータス情報は、本機の起動時か ［サービス］
メニューで確認できます。 カスタマーサービスに問い合わせる前
に、この情報と、本機のラベルに記載されている情報を書き留めて
ください。

動作不良 考えられる原因 解決方法
遠隔地に映像を転送
できない。

ケーブル接続が間違ってい
る。

ケーブル、プラグ、接点お
よび接続をすべて確認しま
す。

接続が確立されず、
画像が転送されな
い。

カメラの設定が間違ってい
る。

設定パラメーターをすべて
確認します。

取付不良。 ケーブル、プラグ、接点お
よび接続をすべて確認しま
す。



24 ja | メンテナンス ネットワークカメラ 200 シリーズ

AM18-Q0610 | v1 | 2012.02 設置マニュアル Bosch Security Systems

6 メンテナンス

6.1 修理

6.1.1 譲渡および廃棄
本機を譲渡する場合は、必ずこのインストールガイドを添付してく
ださい。 このカメラに使用されている材料には環境に害を与えるも
のが含まれています。廃棄する際は、必ず法律に従ってください。 
故障したり不要になったカメラや部品を廃棄する際は、専門業者に
依頼するか、地域の有害廃棄物収集場所に搬送する必要がありま
す。

注意
本機のケースは絶対に開けないでください。 カメラの部品をお客様
自身で交換しないでください。 メンテナンスまたは修理作業は、資
格のある担当者 （電気技術者またはネットワーク技術の専門家）に
依頼してください。 よくわからない場合は、販売店の技術サービス
センターにお問い合わせください。
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7 技術データ

7.1 仕様

入力電圧 DC +12V または Power-over-Ethernet

消費電力 6.72W （ 大）

センサータイプ ¼ インチ CMOS 

センサーピクセル 1280×800

感度 0.3lx （IR オフ時）
0lx （IR オン時）

録画解像度 720p、480p、240p

映像圧縮 H.264 MP 720p30 
H.264 MP 標準解像度 
H.264 BP+ （ベースラインプロファイルプラス） 
M-JPEG 

大フレームレート 30fps 

暗視画像 25m

LED 32 LED 高効率アレイ、850nm

レンズタイプ バリフォーカル 2.7 ～ 9mm、F1.2 ～クローズ、デイ
ナイトスイッチ

アナログ映像出力 BNC コネクター

アラーム入力 ショートまたは DC 5V 作動

リレー出力 スイッチ定格： 大 1A AC ／ DC 24V

音声入力 ライン入力ジャックコネクタ

音声出力 ライン出力ジャックコネクタ
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7.1.1 アクセサリ

新のアクセサリについては、 寄りの Bosch 販売店までお問い合
わせいただくか、Web サイト www.boschsecurity.com をご覧くだ
さい。

音声通信 双方向、全二重

音声圧縮 G.711、L16 （ライブおよび録画）

ユニット設定 Web ブラウザーまたは PC 監視ソフトウェア

プロトコル HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP、ICMP、RTSP、
RTP、Telnet、IGMPv2 ／ v3、SMTP、SNTP、
FTP、DHCP クライアント、ARP、DNS、DDNS、
NTP、SNMP、UPnP、802.1X、iSCSI

イーサネット 10/100 Base-T、自動検知、半二重／全二重、RJ45 

PoE IEEE 802.3af 準拠

寸法
（高さ × 幅 × 奥行き）

100x100x291mm

重量 約 1.6kg

浸入保護 IP66

使用温度範囲 -20 ℃～ +50 ℃

保管温度範囲 -20 ℃～ +70 ℃

湿度 相対湿度 90% 未満 （結露なきこと）
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