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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 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」を示し
ています。

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。

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。

注意
低電圧電源ユニットは、EN/UL 60950 に準拠する必要があります。 
電源は SELV-LPS （Safety Extra Low Voltage - Limited Power 
Source）ユニット、または SELV －クラス 2 ユニットでなければな
りません。 

注意
カメラはアース接続する必要があります。 
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1.2 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。 本機を操作する前に、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すべての警告に従
ってください。
1. 清掃するときは乾いた布を使用してください。 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. 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の近

くに本機を設置しないでください。 長時間直射日光に当てない
でください。

3. 本機の上に液体をこぼさないでください。
4. 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. 本機の調整は、本マニュアルの記載内容に従って行ってくださ

い。
6. 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. 有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 本機の修

理は有資格のサービススタッフに依頼してください。
8. 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。 付属品やアクセサリは弊社指定品を使用してくだ
さい。 本機の部品をお客様自身で交換するなどした場合、保証
契約や使用許諾契約が無効になる場合があります。

9. カメラの黄／緑のアース線をシステムのアースに接続して、適
切な安全および EMC ／ RFI 保護を確保します。
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1.3 各用途における接続
アース
カメラの黄／緑の安全用 （電源）アース線をシステムのアースに接
続する必要があります。
米国：適切なアースの詳細については、National Electrical Code の
セクション 810 を参照してください。

DC 12V ／ AC 24V 電源：本機は、特定の電源電圧で動作するよう
に設計されています。 本機は DC 12V または AC 24V （PoE が使用
できない場合）で使用してください。 配線をユーザーが用意する場
合は、電気工事規定 （クラス 2）に準拠する必要があります。 

PoE：許可されている PoE デバイス以外は使用しないでください。 
PoE は、DC 12V または AC 24V 電源と同時に接続できます。 

補助電源 （DC 12V または AC 24V）と PoE が同時に印加された場
合、カメラは補助電源を選択し、PoE を遮断します。

1.4 タイプラベル
タイプラベルは、カメラモジュールの背面にあります。
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1.5 FCC および ICES への準拠

        
-
-
-
-
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。  
 How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems"  

1.6 microSD カード
Bosch Security Systems では、アラーム録画および Automatic 
Network Replenishment （ANR：自動ネットワーク補充）に使用す
る場合のみ、microSD カードをローカルストレージとして使用する
ことをお勧めします。 デジタル情報の損失リスクを 小限に抑える
ために、複数の録画システムを用意して冗長化し、すべてのデジタ
ル情報のバックアップを取ることをお勧めします。

1.7 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 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、本機のセキュリティや信号伝送に関する機能の性能や信頼
性に関して、一切の表明、保証、認証を提供しません。
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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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1.8 Bosch からの通知事項
映像ロス
映像ロスは、デジタル映像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、複数の録画システムを
用意して冗長化し、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。

光学素子
光学素子はデリケートなため常に取り扱いに注意してください。 ガ
ラス面に物を接触させたり、光学素子を指で触ったりしないでくだ
さい。

著作権
本マニュアルは、Bosch Security Systems の知的財産であり、著作
権で保護されています。
All rights reserved.

商標
本書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。

注意
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、ユーザーガイド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。

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.boschsecurity.com をご覧ください。
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1.9 著作権
The firmware 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.



FlexiDomeHD 1080p IP カメラ はじめに | ja 13

Bosch Security Systems 設置マニュアル AM18-Q0601 | v1.0 | 2011.09

2 はじめに

2.1 特長
FlexiDomeHD 1080p IP デイナイトカメラは、高性能なカラー監視
カメラです。 
H.264 圧縮技術により、鮮明な画像が得られるとともに、帯域幅と
ストレージの要件が削減されます。 また、ONVIF 準拠により、シス
テム統合時の互換性を高めます。 このカメラはネットワークビデオ
サーバーとして機能し、映像信号や制御信号をイーサネット LAN や
インターネット経由で伝送します。 簡単な取り付けで、すぐに利用
できます。 次のような特長を備えています。
- プログレッシブスキャン 1/2.7 インチ CMOS HD センサー
- 赤外線フィルターの切り替え機能が付いた、本格的なデイナイ

ト性能
- 自動モーター駆動型バックフォーカス調整
- クワッドストリーミング
- microSD カードスロット
- ONVIF 準拠
- 双方向オーディオとオーディオアラーム
- 外部デバイスとのアラーム入力とアラーム出力
- アダプティブダイナミックノイズリダクション
- 強化された映像動体検出機能
- IP データネットワーク経由での映像およびデータ送信
- マルチキャスト機能
- 内蔵イーサネットインターフェース （10/100 Base-T）
- Power-over-Ethernet （PoE）
- パスワード保護 
- ブラウザーを介したライブ表示および設定用の統合 Web サー

バー
- フラッシュメモリーによるファームウェアアップデート
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3 システム情報

3.1 機能の概要
このカメラにはネットワークビデオサーバーが組み込まれていま
す。 主な機能は、映像および制御データを IP ネットワーク経由で送
信するためのエンコーディングです。 エンコーディングには、IP 通
信およびデジタル映像レコーダーや IP システムへのリモートアクセ
スに 適な H.264 形式を採用しています。 既存のネットワークを使
用することにより、防犯カメラシステムやローカルネットワークと
簡単に統合できます。 1 台のカメラの映像を複数の受信ユニットで
同時に受信できます。

3.1.1 プログレッシブスキャン
カメラはプログレッシブスキャン画像を撮影して処理します。 映像
シーンに速い動きがあると、一般に、プログレッシブスキャン画像
はインターレース画像よりも鮮明になります。

3.1.2 デイナイト機能
ナイトモードでは、IR （赤外線）フィルターを光路から外してモノ
クロ画像に切り替えることで、低照度下での監視能力を強化しま
す。 カラーモードからモノクロモードへの切り替えは、照度による
自動切り替え、アラーム入力による手動切り替え、Web ブラウザー
経由のリモート切り替えのいずれかの方法で行うことができます。

3.1.3 クワッドストリーミング
クワッドストリーミングにより、3 つの H.264 ストリーム （HD ス
トリーム、低解像度ストリーム、HD I- フレームのみのストリーム）
と M-JPEG ストリームをまとめて送信できます。 これら 4 つのスト
リームを使用することで、帯域幅を効率的に利用した表示、録画オ
プションの使用、他社製の映像管理システムとの統合が簡単になり
ます。

3.1.4 ONVIF （Open Network Video Interface Forum）
カメラは ONVIF 規格に準拠しているため、大規模なシステムへの
設置や統合がより簡単です。 ONVIF 規格は、ネットワークビデオ製
品のインターフェースに関するグローバル規格です。 
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3.1.5 音声
双方向二重オーディオは、ライブ音声通信や音声録音に使用できま
す。

3.1.6 アラーム I/O
アラーム入力は、本機の機能を制御するために使用できます。 アラ
ーム出力は、外部デバイスを制御できます。

3.1.7 いたずら検出および動体検出機能
このカメラには、いたずら検出時にアラーム信号を発生させるため
のさまざまなオプションがあります。 また、映像内の動体を検出す
る Motion+ アルゴリズムが組み込まれています。 

3.1.8 映像エンコーディング
このカメラは H.264 圧縮規格に対応しています。 効率的なエンコー
ディングにより、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。

3.1.9 マルチキャスト
マルチキャスト機能とは、構成されたネットワーク上で、複数の受
信ユニットにリアルタイムの映像を同時に送信する機能です。 この
機能を有効にするには、ネットワークが UDP および IGMP V2 ／
V3 プロトコルに対応している必要があります。

3.1.10 PoE 対応
PoE （Power over Ethernet）に準拠したネットワークケーブルを接
続してカメラに電力を供給できます。 この場合は、1 本のケーブル
接続で、カメラへの電力供給、カメラの制御、映像の表示を行いま
す。

3.1.11 データインターフェース
イーサネットインターフェース経由で精密な PTZ 制御を行うため
に、RS485 ／ RS422 ／ RS232 との外部通信ポートを使用してパン
・チルト雲台などの外部デバイスにデータを提供できます。

3.1.12 暗号化 
本機には、通信の傍受を防ぐためのさまざまなオプションが用意さ
れています。 Web ブラウザー接続では、安全性の確保のために
HTTPS を使用することができます。 SSL 暗号化プロトコルを使用
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して、制御チャンネルを保護することもできます。 また、ライセン
スを追加すれば、ユーザー情報自体を暗号化することもできます。

3.1.13 録画
カメラをネットワーク経由で iSCSI サーバーに接続すると、長時間
録画を保存できます。また、比較的短期間の保存や一時的な録画に
は、ローカル microSD カードを使用できます。 

3.1.14 設定
このカメラは、ローカルネットワーク （イントラネット）またはイ
ンターネットに接続したブラウザーを使用して設定できます。 ま
た、ファームウェアのアップデートやデバイスの設定の迅速な読み
込みも、ブラウザーで実行できます。 設定はファイルとしてコンピ
ューターに保存でき、1 つのカメラから別のカメラにコピーできま
す。
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3.2 外部システムとの連携
このカメラは、次のような幅広い Bosch システムとともに使用でき
ます。 
- Bosch Video Management System
- Bosch Video Client
- Bosch Recording Station （日本未発売）
これらのシステムに接続すると、カメラの設定パラメーターの多く
はそのシステムによって制御されるようになり、Web ブラウザーか
ら設定した値は無効になります。

Bosch Video Management System
Bosch Video Management System は、デジタル映像、音声およびデ
ータを IP ネットワーク経由でシームレスに管理できる、エンタープ
ライズ IP 映像監視ソリューションです。 Bosch CCTV 製品と連携し
て包括的な映像監視管理システムを構築できるように設計されてい
ます。 

Bosch Video Client
カメラの映像サーバーと Bosch Video Client ソフトウェアを組み合
わせることで高性能なシステムソリューションが実現します。 
Bosch Video Client は、CCTV （監視システムなど）を遠隔地で表
示、操作、制御、および管理するための Windows アプリケーショ
ンです。 

Bosch Recording Station （日本未発売）
このカメラは Bosch Recording Station と組み合わせて使用すること
もできます。 Bosch Recording Station では、 大 32 の映像および
音声ストリームを記録できます。 Bosch Recording Station は、リレ
ー制御、周辺機器のリモート制御、リモート設定など、さまざまな
カメラ機能をサポートしています。 アラーム入力をトリガーとして
アクションを起動でき、さらに Motion+ を有効にすれば、関連する
セルを記録してインテリジェントな動体検出が可能になります。
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4 準備

4.1 開梱
機器は慎重に開梱し、丁寧に扱ってください。 梱包には次のものが
含まれています。
- FlexiDomeHD 1080p IP カメラ
- トルクスドライバーキット
- カメラ取付キット
- RJ45 メス - メスネットワークケーブルコネクター
- 光ディスク

- マニュアル
- Bosch Video Client

- 『クイックインストールガイド』および 『安全に関するご注
意』

輸送中に機器が損傷した場合は、元どおりに梱包し、発送元の代理
店または購入元にご連絡ください。

4.2 システム必要条件
- Windows XP ／ Vista ／ 7 オペレーティングシステム搭載のコ

ンピューター、ネットワーク接続、Microsoft Internet Explorer
ブラウザー （バージョン 7.0 以降）
または

- ネットワークアクセスに対応し、受信ソフトウェア （Bosch 
Video Client、Bosch Video Management System、Bosch 
Recording Station など）をインストールしたコンピューター
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5 設置

5.1 パーツ
このカメラとハウジングは次のパーツで構成されています。

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。

1. ハウジング
2. 天井取付リング
3. 固定リング付きカメラモジュール
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5.2 本機の取り付け
5.2.1 天井取付

図  5.1  天井取付 

カメラを壁または天井の面に取り付けるには、次の手順に従いま
す。
1. ハウジングをテンプレートとして使用して、図面に示されてい

る穴の印を付けます。 ピッチ円直径 （PCD）は 123mm です。 
2. 直径 8mm の穴を 3 つ開けます。
3. 付属のプラグを穴に差し込みます。
4. 付属のねじ 3 つを使用して、ハウジングを取付面にしっかりと

取り付けます。 

PCD 123 mm (4.84 in)

Ø8 mm

3x

3x

9.5 mm (0.375 in)
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5. 天井取付リングをケーブルツリーの上に配置します。
6. 接続が完了するまで、カメラモジュールスをハウジング内のプ

ラスチック製フックから吊り下げます。
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5.2.2 フラッシュマウント

図  5.2  フラッシュマウント 

本機を壁または天井にフラッシュマウントするには、次の手順に従
います。
1. ハウジングをテンプレートとして使用して、埋め込み型取付の

位置を区切り、図面に示されている穴の印を付けます。 ピッチ
円直径 （PCD）は 178mm です。

2. 埋め込み型取付の穴を切り抜きます。
3. 直径 8mm の穴を 3 つ開けます。
4. 付属のプラグを穴に差し込みます。
5. 付属のねじ 3 つを使用して、ハウジングをしっかりと取り付け

ます。 

PCD 178 mm (7 in)

Ø8 mm

3x

3x

156 mm (6.14 in)



FlexiDomeHD 1080p IP カメラ 設置 | ja 23

Bosch Security Systems 設置マニュアル AM18-Q0601 | v1.0 | 2011.09

6. 接続が完了するまで、カメラモジュールスをハウジング内のプ
ラスチック製フックから吊り下げます。
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5.3 接続
5.3.1 配線

本機のフライングリードに接続端子があります。 湿気の多い場所や
屋外での取り付け時は、NEMA Type 4X または IP66 以上の保護等
級である屋外配線ボックスを利用してください。 耐水性ケースの内
部で接続を行います。 接続が完了したら、耐水性ケースがしっかり
閉じられていて、水分の進入を防ぐように、ケーブルとコンジット
が適切に密閉されていることを確認します。

ケーブルツリー
次の表を使用して、ケーブルツリー内のケーブルを識別します。

注意：
接続には、少なくとも同じ太さのケーブルをしてください。 

ケーブルの色 AWG 信号
赤 26 DC ＋ 12V ／ AC 24V
茶 26 DC － 12V ／ AC 24V
黄／緑 24 アース 

黒／オレンジ 28 アラーム出力 A
白／オレンジ 28 アラーム出力 B
白／紫 28 グランド （アラーム入力＋デー

タ）
オレンジ／紫 28 アラーム入力 1
紫 28 アラーム入力 2
白 28 音声入力
（シールド） 28 アース （音声入力）
黒 28 音声出力
（シールド） 28 アース （音声出力）
青 28 データ CTS （Rx-）
青／白 28 データ RTS （Tx+）
グレー 28 データ RXD （Rx+）
グレー／白 28 データ TXD （Tx-）
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電源接続
1. クラス 2 電源 AC 24V または DC ＋ 12V を使用します。
2. 電源ケーブル （赤が＋、茶が－）を電源に接続します。
3. アース線 （黄／緑）をカメラからシステムのアースに接続し

て、適切な EMC ／ RFI および安全保護が確保されるようにし
ます。

ネットワーク （および PoE）接続
1. シールドツイストペア （STP）カテゴリ 5e ケーブルを使用し

ます。 大長は 100 メートルです。
2. RJ45 メス－メスネットワークケーブルコネクターを使用し

て、システムのネットワークケーブルをカメラの RJ45 コネク
ターに接続します （Auto MDIX 準拠 - ケーブル接続の種類を自
動的に検出）。

PoE （Power over Ethernet）規格に準拠したイーサネットケーブル
を使用してカメラに電力を供給できます。

注意：
付属の RJ45 メス－メスネットワークケーブルコネクターはシール
ドされていません。 
EMC アラームイミュニティ規格 （EN50130-4）または EMC 鉄道
イミュニティ規格 （EN50121-4）に準拠するには、シールドツイス
トペア （STP）接続ケーブルおよびシールドされた RJ45 メス－メ
スネットワークケーブルコネクター （付属していません）を使用し
てください。

アラーム入力
アラーム入力は、ドア接点やセンサーなどの外部アラームデバイス
と接続する場合に使用します。 ゼロ電位の開閉接点をアラーム入力
ソースとすることができます （チャタリングのない接点を使用）。

注意
正しい定格電力は、カメラモジュールの背面にあるタイプラベルを
チェックします。
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- ケーブルツリーの表を参照して、アラーム入力を接続するケー
ブルの色を確認します。

- アクティブハイまたはアクティブローに設定可能。

アラーム出力
アラームリレー出力は、ランプやサイレンなどの外部デバイスを動
作させる場合に使用します。 
- ケーブルツリーの表を参照して、アラーム出力を接続するケー

ブルの色を確認します。
- メニューシステムで、リレー出力を常開 （NO）または常閉

（NC）として動作するように設定します。

音声入出力
本機では全二重のモノラル音声が採用されています。 双方向通信
は、スピーカーやインターフォンシステムを接続するときに使用で
きます。 音声入力信号は、映像信号と同期して伝送されます。 
ケーブルツリーの表を参照して、音声入出力を接続するケーブルの
色を確認します。
音声入力：ライン入力レベル （ダイレクト接続のマイク信号には適
していません）。
音声出力：ライン出力レベル （スピーカーのダイレクト接続には適
していません）。
配線：音声接続用のシールドケーブルをお勧めします。
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5.4 カメラモジュールの取り付け
1. ケーブルツリーをカメラからカメラモジュールの背面へと取り

回し、すべてのケーブルを固定します。
2. 天井取付の場合は、天井取付リングをハウジングの上に配置し

ます。 
- 側面接続の場合は、側面の引き込み口のタブを取り外し

ます。上面接続の場合は外さないでください。
3. 固定リングを使用して、カメラモジュールをハウジングに固定

します。
- 固定リングのねじをハウジングのねじ穴に合わせます。
- 付属のドライバービットを使用して、3 本のねじを締め

ます （ 大トルク 2N-m）。 

x3 x3

<2 Nm <2 Nm
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5.5 カメラモジュールの開き方
1. 付属のドライバービットを使用して、カメラモジュールのカメ

ラウィンドウセクションを固定している 2 つのねじを緩めま
す。

2. カメラウィンドウセクションを慎重にアース線でぶら下げま
す。

x2
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5.6 コントロール

1. インジケーター
LED

2 色の LED は、障害 （赤）、通常動作
（緑）または確立された接続 （緑の点
滅）を示します。 この LED は、インス
トーラメニューから無効にできます。

2. ［Menu］ボタン インストールウィザードを開始するに
は、［Menu］ボタンを使用します。

3. リセットボタン デフォルトの IP アドレスに戻したり、
ファームウェアの新しいバージョンのア
ップロードに失敗した場合に以前のバー
ジョンに戻したりします。 電源をオンに
したら、先の尖った物を使用してリセッ
トボタンを 10 秒以上押したままにする
と、出荷時のデフォルトに戻すことがで
きます。 

4. microSD カードス
ロット

microSD カードをスロットに挿入しま
す。
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5.7 カメラのセットアップ
設置のためにカメラをセットアップするには、次の手順に従いま
す。 
1. コンポジット映像信号を供給する （設置専用）オプションの

モニターケーブル （S1460）を使用して、モニターを 2.5mm
ジャックに接続します。

2. 内部ネットワークケーブルを取り外します。
3. 外部ネットワークケーブル （PoE）を電源と接続します。
4. 電源投入後、少し待ちます （20 秒未満）。
5. ［Menu］ボタンを押します。 IP ビデオストリームが停止し、

映像アナログ出力が有効になります。 

PoE

S1460
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1. ［Menu］ボタン
2. ズーム （焦点距離）およびフォーカス制御

（レンズタイプにより、これらの制御の位置は異なる場合があ
ります。 焦点範囲をフルに拡大するには、レンズスリップリン
グや自動バックフォーカスメカニズムを使用します。）
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5.8 カメラの角度調整
カメラモジュールの角度は 3 軸にそって調整します。

5.8.1 パン
水平方向の調整 （パン）：
1. 付属のドライバーを使用して、固定リングの 3 つのねじを少し

ゆるめます。
2. カメラモジュールをハウジング内で回転させます。 いずれの方

向にも 180° 以上回転させないでください。
3. 付属のドライバーを使用して、固定リングの 3 つのねじを締め

ます。

注意
センサーを直射日光に当てないでください。
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5.8.2 チルト
垂直方向の調整 （チルト）：
1. 付属のドライバーを使用して、カメラモジュールウィングにあ

る 2 つのねじをゆるめます。
2. カメラモジュールをウィングの間で回転させます。 100° 以上

回転させないでください。
3. 付属のドライバーを使用して、カメラモジュールウィングにあ

る 2 つのねじを締めます。

5.8.3 ひねり
正確な水平状態にするには （天井が傾いている場合や側壁に取り付
ける場合など）、緑のレバーを押しながら回し、モニターに表示さ
れる画像を水平にします。 

x2

x2

x2
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5.9 設置ウィザードの使用
カメラ設置ウィザードにアクセスするには、操作パネルの
［Menu］ボタンを使用します。 ウィザードに選択項目がある場合
は、ボタンの短押しまたは長押しで選択します。
ウィザードには以下の機能があります。
- レンズ識別情報
- ズームおよびフォーカス調整条件
- 画像の向き
- 自動バックフォーカス

フォーカスを調整するには、ウィザードを実行します。 これによ
り、周囲が明るい場合と光量が低レベルの場合の両方のケースで、
画像のシャープネスが 適化されます。

5.9.1 調整手順
セクション  5.7  カメラのセットアップ , ページ  30 の説明に従っ
て、カメラをセットアップし、［Menu］ボタンを押すと、モニター
画面に次のものが表示されます。

- レンズタイプが識別され、画面に表示されます。
- アイリスが 大値まで開かれます。

1. レンズで焦点距離を手動で調整して （ズーム）、必要な視野を
確保します。 

2. レンズでフォーカスを手動で調整して、画像が も鮮明になる
ようにします。 

3. 画像を 180° 回転するには、画像が反転するまで ［Menu］ボ
タンを長押しします。

Lens type

MBF feedback

Auto MBF 180° MBF info
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4. ［Menu］ボタンを短押しし、自動モーター駆動型バックフォ
ーカス （Auto MBF）の調整を開始します。 
- 自動モーター駆動型バックフォーカスの動作音がします。 
- 進行状況はモニターに表示されます。 

5. カメラのフォーカスが合っていない場合は、［Menu］ボタン
を長押ししてウィザードを再起動します。 

6. カメラのフォーカスが正しく設定された場合は、［Menu］ボ
タンを短押しして結果を保存します。 
- バックフォーカス位置が保存されます。
- アイリスが元の値に設定されます。
- 映像サービス出力が無効化されます。

5.10 本機を閉じる
カメラの角度が定まり、すべての調整が終了したら、本機を閉じま
す。
1. 一時的に使用する外部ネットワークケーブルを取り外します。
2. 内部ネットワークケーブルを再び接続します。
3. カメラウィンドウセクションをカメラモジュールに配置し、次

の点を確認します。 
- 接続ケーブルがはさまったり外れたりしておらず、
- ゴム製パッキンがぴったり収まっている。

4. 付属のドライバービットを使用して、2 つのねじを締め （ 大
トルク 3.5N-m）て、カメラウィンドウセクションをカメラモ
ジュールに固定します。
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6 カメラ設定
このカメラは通常、詳細な調整をしなくても 適な画質を提供しま
す。 カメラの設定は、ネットワーク経由で Web ブラウザーを使用
して行うことができます。 

6.1 デイナイトの切り替え
カメラは、電動の赤外線 （IR）フィルターを備えています。 光量の
少ない場所で使用する場合、機械式の赤外線フィルターは光路から
外されます。 
赤外線フィルターは次のいずれかによって制御されます。
- アラーム入力経由
- 検知された光量レベルに基づく自動切り替え

オート切り替えモードを選択すると、検知された光量レベルに応じ
てカメラが自動的にフィルターを切り替えます。 切り替えレベルは
プログラムできます。 

注意：
オートモードを選択し、切り替えレベルを -15 に設定すると、シー
ンの光量が境界域のときに、デイモードとナイトモードの頻繁な切
り替えが発生することがあります。 これを回避するには、切り替え
レベルを別の値に設定します。
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7 ブラウザー接続
Microsoft Internet Explorer をインストールしたコンピューターで、
カメラからのライブ画像の受信や、カメラの制御、保存したシーケ
ンスの再生を実行できます。 このカメラはブラウザーを使用してネ
ットワーク経由で設定できます。 
カメラ本体のメニューシステムでは、レンズとネットワークのみ設
定できます。

注意：
カメラは、同梱の Bosch Video Client や Bosch Video Management 
System を使用して設定することもできます。

7.1 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、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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8 トラブルシューティング

8.1 機能テスト
このカメラには、さまざまな設定オプションがあります。 インスト
ールおよび設定後にオプションが正しく機能することを確認してく
ださい。 機能テストを行うと、カメラがアラーム発生時に設定どお
りに動作することを確認できます。
機能テストは、以下の項目を含めて実施してください。
- カメラにリモートから接続できるか。
- カメラが必要なデータをすべて転送するか。
- カメラが必要に応じてアラームイベントに応答するか。
- 必要に応じて周辺機器を制御できるか。
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8.2 問題の解決
次の表は、動作不良の原因を特定して解決する際にご利用くださ
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。

カメラの故障。 モニターをカメラに接続し
て、カメラの機能を点検し
ます。

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。

ハードウェアデコーダーへ
の接続に対して、エンコー
ダーストリームのプロパテ
ィが正しく設定されていな
い。

［エンコーダーストリー
ム］設定ページで、
［H.264 MP SD］オプショ
ンを選択します。

接続が確立されず、
画像が転送されな
い。

本機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。

IP アドレスが間違ってい
る。

IP アドレスを確認します
（ターミナルプログラム）。

LAN 内のデータ転送エラ
ー。

ping コマンドでデータ転送
が可能か確認します。

大接続数に達している。 接続が空くまで待って、も
う一度送信ユニットに接続
します。
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受信ユニットに音声
が転送されない。

ハードウェアの故障。 接続された音声ユニットが
すべて正しく動作している
ことを確認します。

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。

設定が間違っている。 ［音声］設定および ［ライ
ブページ機能］ページで音
声パラメーターを確認しま
す。

別の受信ユニットが音声接
続を使用している。

接続が空くまで待って、も
う一度送信ユニットを呼び
出します。

本機がアラームを発
しない。

アラームソースが選択され
ていない。

［アラーム入力］設定ペー
ジで使用可能なアラームソ
ースを選択します。

アラーム応答が指定されて
いない。

［アラーム接続］設定ペー
ジで必要なアラーム応答を
指定し、必要であれば、IP
アドレスを変更します。

カメラまたはその他
のユニットを制御で
きない。

シリアルインターフェース
と接続されたユニットの間
のケーブル接続が間違って
いる。

ケーブル接続をすべて確認
し、すべてのコネクターが
正しく取り付けられている
ことを確認してください。

インターフェースパラメー
ターが、接続されている他
ユニットのインターフェー
スパラメーターと一致して
いない。

すべての関連ユニットの設
定に互換性があることを確
認します。

動作不良 考えられる原因 解決方法
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8.3 カスタマーサービス
問題を解決できない場合は、購入元やシステムインテグレーター、
または Bosch Security Systems カスタマーサービスまで直接お問い
合わせください。
内部ファームウェアのバージョン番号は、専用ページに表示されま
す。 カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に、この情報を
メモしておいてください。
1. ブラウザーのアドレスバーで、本機の IP アドレスの後に 「/

version」を入力します。
例：192.168.0.80/version

2. 表示された情報を書き写すか、そのページを印刷してくださ
い。

ファームウェアのア
ップロード後に本機
が動作しない。

ファームウェア更新中の電
源障害。

カスタマーサービスに本機
の点検を依頼し、必要であ
れば修理します。

ファームウェアが間違って
いる。

Web ブラウザーで本機の
IP アドレスに続けて 「/
main.htm」と入力し、もう
一度ファームウェアをアッ
プロードします。

ActiveX コンポーネン
トの代わりに赤い x
印のプレースホルダ
ーが表示される。

コンピューターに JVM が
インストールされていない
か、有効になっていない。

製品同梱の光ディスクから
Sun JVM をインストールし
ます。

Web ブラウザーに空
白のフィールドが表
示される。

ネットワーク内のプロキシ
サーバーを参照している。

ローカルのコンピューター
のプロキシ設定に、ローカ
ルの IP アドレスを除外す
るルールを作成します。

POWER LED が赤で
点灯する。

ファームウェアのアップロ
ードに失敗しました。

ファームウェアのアップロ
ードをもう一度実行しま
す。

動作不良 考えられる原因 解決方法
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9 メンテナンス

9.1 ネットワーク接続のテスト
ping コマンドを使用して、2 つの IP アドレス間の接続を確認できま
す。 これにより、カメラがネットワーク内で有効かどうかを確認で
きます。
1. DOS コマンドプロンプトを開きます。
2. 「ping」と入力し、続けてカメラの IP アドレスを入力します。
カメラが検出されると、「Reply from ... 」という応答が表示され、
その後に返信パケットのサイズ （byte）および往復時間 （ミリ秒）
が表示されます。 表示されない場合は、ネットワーク経由でカメラ
にアクセスできません。 この場合、以下の理由が考えられます。
- カメラがネットワークに正しく接続されていません。 この場合

は、ケーブルの接続を確認してください。
- カメラがネットワークに正しく組み込まれていません。 IP アド

レス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスの設定
を確認してください。 

9.2 ターミナルプログラムによる通信
データ端末
カメラがネットワークに見つからない場合やネットワークへの接続
が切断されている場合は、データ端末を camera に接続して、初期
設定や重要なパラメーターを設定できます。 データ端末とは、ター
ミナルプログラムがインストールされたコンピューターを指しま
す。
シリアルケーブルをコンピューターに接続する必要があります。

Windows に含まれる通信用アクセサリをターミナルプログラムとし
て使用できます。

1. ターミナルプログラムを操作する前に、カメラをイーサネット
ネットワークから切断します。

2. コンピューターで使用可能なシリアルインターフェースを使用
して、カメラのシリアルインターフェースと接続します。
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ターミナル設定
ターミナルプログラムで camera と通信する前に、適合する転送パ
ラメーターを設定する必要があります。 ターミナルプログラムで以
下の設定を行います。
- 19,200 ビット／秒
- データビット：8
- パリティチェックなし
- ストップビット：1
- フロー制御：なし

コマンド入力
接続が確立されたら、camera にログオンして、メインメニューに
アクセスしてください。 他のサブメニューや機能には、画面上のコ
マンドを使用してアクセスできます。
1. 必要に応じて、ローカルエコーをオフにして、入力した値が表

示されないようにします。
2. 一度に 1 つのコマンドを入力します。
3. IP アドレスなどの値を入力するときは、Enter キーを押して値

を camera に転送する前に、入力した文字を確認します。

IP アドレス割り当て
ネットワークを介して camera を操作するには、ネットワークで有
効な IP アドレスを割り当てる必要があります。
すべてのモジュールのデフォルトのアドレスは 「192.168.0.1」が
設定されています。
1. ハイパーターミナルなどのターミナルプログラムを起動しま

す。
2. 「service」というユーザー名を入力します。 ターミナルプログ

ラムのメインメニューが表示されます。
3. コマンド 「1」を入力して、IP メニューを開きます。
4. もう一度 「1」を入力します。 ターミナルプログラムに現在の

IP アドレスが表示され、新しい IP アドレスを入力するように
求められます。

5. 必要な IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。 ターミナ
ルプログラムに新しい IP アドレスが表示されます。

6. 必要に応じて、表示されているコマンドを使用してその他の設
定を行います。
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注意：
新しい IP アドレス、新しいサブネットマスク、またはゲートウェイ
IP アドレスを入力したときは、設定を有効にするために再起動する
必要があります。

再起動
再起動するには、カメラの電源を切り、しばらく待ちます （電源ユ
ニットを主電源から切り離し、数秒後にもう一度電源を入れま
す）。

追加パラメーター
ターミナルプログラムを使用して、パラメーターを確認し、必要に
応じて変更します。 これを行うには、各種サブメニューの画面上の
コマンドを使用します。

9.3 修理

9.3.1 譲渡および廃棄
このカメラを譲渡する場合は、必ずこの 『設置マニュアル』を添付
してください。 本機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りし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
本機の筐体は絶対に開けないでください。 本機の部品をお客様自身
で交換しないでください。 本機のメンテナンスおよび修理は、有資
格のサービススタッフ （電気技術者またはネットワーク技術者）が
すべて行います。 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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10 技術データ

10.1 仕様
撮影装置 1/2.7 インチ CMOS HD センサー
定格電圧 AC 24V ±10％、50/60Hz

DC 12V ±10％
Power-over-Ethernet DC 48V （公称）

消費電流 0.8A | 1A IVA （DC 12V）
0.7A | 0.8A IVA （AC 24V）
0.25A | 0.3A IVA （PoE DC 48V）

低照度 0.5lx カラー、30IRE
0.08lx モノクロ、30IRE

デイナイト カラー、モノクロ （IR コントラスト）、オート
ダイナミックレンジ 69dB 
SNR > 50dB
スマート BLC オン／オフ
自動ゲイン調整 自動ゲイン調整オン （0 ～ 35dB）またはオフ 
ホワイトバランス ATW、AWB 維持、およびマニュアル （2500 ～

10000K） 
彩度 モノクロ （0％）～ 133％カラーの範囲で調整可能
シャッター オート （1/60 ［1/50］～ 1/10000）を選択可能 

オート （1/60 ［1/50］～ 1/150000）自動、
デフォルト付き AES （自動電子シャッター）

感度アップ オフ～ 10 倍まで調整可能
オートブラック 自動連続
DNR 自動ノイズフィルタリング 

シャープネス 輪郭強調
プライバシーマスク 4 つの独立したエリア、すべてプログラム可能
映像動体解析 Motion+、IVA オプション
レンズタイプ DC アイリスを自動検出
コントロール Web ブラウザーまたは Configuration Manager を使用
制御フィードバック 実際のシャッター、実際のゲイン
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LAN インターフェイス STP、イーサネット 10/100 Base-T、オートセンス、
半 / 全二重、RJ45

映像エンコーディング
プロトコル

H.264 （ISO/IEC 14496-10）、M-JPEG

画像解像度 1920×1080 ピクセル
画像のグループ IP、IBP、IBBP
ネットワークプロトコ
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

暗号化 TLS 1.0、SSL、AES （オプション）

アラーム入力 非絶縁クローズ接点
TTL ロジック、＋ 5V （公称）、DC ＋ 40V （ 大）、
DC ＋ 3.3V （DC プルアップ抵抗 22kΩ） 

リレー出力 大電圧 AC 30V または DC ＋ 40V。 大 0.5A （連
続）、10VA

音声入力 1Vrms、インピーダンス 12kΩ
音声出力 1Vrms、インピーダンス 1.5kΩ
音声規格 G.711、8kHz サンプリングレート

L16、16kHz サンプリングレート
音声の SN 比 > 50dB
データポート RS-232 ／ 422 ／ 485
メモリーカードスロッ
ト

大 1.2TB の microSD カードをサポート

重量 2200g 
環境 IP66、NEMA Type 4X
動作温度 － 50 ℃～＋ 55 ℃
動作温度 （IVA） － 50 ℃～＋ 50 ℃
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10.1.1 外観図
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