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1 はじめに

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、Viewer プログラムを操作する人を対象としていま
す。 本マニュアルでは、Viewer の操作について説明します。

1.2 本マニュアルの表記上の規則
本マニュアルでは、注意を促す必要がある場合、以下の記号と表記
を使用しています。

メニューオプションやコマンドなど、プログラム内に表示される用
語は、太字で表記されます。

1.3 Viewer
Viewer は、デジタルビデオシーケンスを表示するソフトウェアで
す。    Viewer 複数のカメラからの映像データを PC モニターに表示
して、1 台のワークステーションからデータを集中管理できるよう
にします。
ライセンスを追加せずに、 大 16 台のカメラを接続して使用でき
ます。 この設定から、Viewer は小規模な小売業の警備に適していま
す。

注意
従わないとデータの損失を招くなどのセキュリティに関する指示で
す。

注
特別な機能の説明に表記され、ソフトウェアをより簡単に使いやす
くするためのヒントや情報です。
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1.4 システム要件

1.5 その他のマニュアル
Viewer のインストールが完了すると、本マニュアルは、プログラム
内のオンラインヘルプとしても使用できるようになります。 システ
ムの設定によって、次のマニュアルも参照してください。
- Configuration Manager

この設定プログラムは、各 Viewer インストールに含まれてい
ます。

- カメラのマニュアル
カメラのマニュアルは、メーカーから入手してください。

- VideoJet、VIP、その他
各デバイスのマニュアルは、Bosch から入手してください。 マ
ニュアルでは、標準的なデバイス設定について説明していま
す。

オペレーティング
システム

Windows XP Home
Windows XP Professional
Windows Vista

CPU Pentium 4、3.0GHz 以上
RAM 256MB 以上
グラフィックカー
ド

NVIDIA Quadro NVS 290 PCIe
NVIDIA Quadro FX 370 PCIe
ATI FireGL V5600 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe
または同等以上の製品

ネットワークアダ
プター

100Mbps

サウンドカード 推奨
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2 インストールと起動

2.1 インストール
Viewer は、Bosch BVIP Lite Suite のコンポーネントとしてインス
トールされます。  Configuration Manager も、これらのプログラムと
一緒にインストールされます。
1. インストールを開始する前に、その他のアプリケーションをす

べて終了してください。
2. インストール CD を PC の CD-ROM ドライブに入れます。 CD

が自動的に実行されます。
CD が自動的に実行されない場合は、CD 内のルートディレク
トリにある index.html ページを開いてください。

3. ユーザーインターフェースの言語を選択します。
4. ［インストールパッケージ］の下に表示されているエントリー

のいずれかをクリックすると、そのエントリーに関連するイン
ストールパッケージのインストールが開始されます。 画面に表
示される各パッケージのインストール手順に従って、インス
トールを実行します。

5. パッケージを個別にインストールする場合、複数のインストー
ルプロセスが続けて実行されます。
インストール中、プログラムをインストールするディレクトリ
を選択するよう求めるメッセージが表示されます。 デフォルト
のディレクトリ設定のまま、インストールすることをお勧めし
ます。

コンポーネントを選択する際、各コンポーネントの上にマウスカー
ソルを合わせると、説明が表示されます。
すでに PC にインストールされているプログラムがある場合は、［コ
ンポーネントの選択］ダイアログボックスで、該当するプログラム
をインストール対象から外します。
Configuration Manager プログラムは、Viewer ワークステーション
の設定に必要です。
インストールが完了すると、デスクトップに次のアイコンが配置さ
れます。
- Viewer
- Archive Player
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- Player
- Configuration Manager

［スタート］メニューでは、これらのエントリが Bosch BVIP Lite 
Suite の下に表示されます。

2.2 プログラムの起動
インストールが完了するとデスクトップに次のアイコンが配置され
ます。

 このアイコンをダブルクリックするとプログラムが起動しま
す。

Viewer は、Windows の［スタート］メニューから、または
Configuration Manager プログラム内からも起動できます。
Configuration Manager を使用してユーザー管理の設定を行います。 
必要に応じてログインダイアログボックスが表示されます。 プログ
ラムを起動するには、このダイアログボックスでユーザー名および
関連付けられたパスワードを使用してログインしておく必要があり
ます。

2.3 アンインストール
PC で Viewer を使用する必要がなくなった場合は、プログラムをア
ンインストールします。
1. ［スタート］＞［設定］＞［コントロール パネル］をクリック

します。
2. ［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。
3. ［Bosch Viewer］エントリーを選択します。
4. ［削除］をクリックします。
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2.4 ライセンス
Viewer プログラムでは、 大 16 の映像チャンネルをライセンスな
しで使用できます。 映像チャンネルは、直接接続されたネットワー
クカメラや、ビデオエンコーダー経由で統合された映像入力として
定義されます。 このため、4 チャンネルエンコーダーは、カメラが 1
台しか接続されていなくても Viewer チャンネルを 4 つ使用します。 
システムに 16 を超える映像チャンネルを統合する場合は、ライセ
ンスが必要になります。
Viewer のライセンス管理は、ライセンスを受ける PC 上の
Configuration Manager プログラムを使用して実行されます。
1. ライセンスを受ける PC で Configuration Manager プログラム

を起動します。
2. ［ヘルプ］＞［オンラインヘルプ ...］をクリックします。
3. ［Configuration Manager のバージョン情報］ダイアログボック

スで、［ライセンス］タブをクリックし、次に［ライセンス
ビューワー ...］をクリックします。

［ライセンスビューアー］ウィンドウが表示されます。
4. ［インストールコード］（［コード 2］）エントリーをメモします

（コピーアンドペースト機能を使用できます）。 ライセンスのア
クティベーションキーを生成するためにこの操作が必要です。

5. 任意の PC から次の Web サイトを開きます。
https://activation.boschsecurity.com/
Bosch Security SystemsSoftware License Manager ユーザーイ
ンターフェースが表示されます。 このページは英語のみで表示
されます。

6. すでにアカウントを持っている場合はログインします。
必要に応じて新しいアカウントを作成できます。 アカウントを
使用する利点は、これまでに有効にしたライセンスすべてを一
覧にできることです。
ログインすると、welcome のメッセージが表示されます。

注
ライセンスが必要な製品を購入すると、各ライセンスおよび各ワー
クステーションに個別の認証番号を受け取ります。関連するアク
ティベーションキーを生成するには、この番号が必要です。

https://activation.boschsecurity.com/
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ログインせずに処理を進めることもできます。
次に、［License Activation］画面が表示されます。

7. 必要なアクティベーションキーを生成します。
8. Configuration Manager に戻ります。
9. 手順 2 ～ 3 の説明に従って、［ライセンスビューアー］ウィン

ドウをもう一度開きます。
10. ［アクティベーションキー］をクリックし、 初のアクティ

ベーションキー（［Activation Key 1］）を入力します（コピーア
ンドペースト機能を使用できます）。

11. ［OK］をクリックして、アクティベーションキーを保存しま
す。

12. この処理を繰り返して、2 番目のアクティベーションキー
（［Activation Key 2］）を保存します。
これにより、ライセンスが有効になります。

いつでもライセンスビューワーを使用して、どのライセンスがその
PC で有効なのかを判断できます。

注意
ライセンスは PC にリンクされています。 Viewer をアンインストー
ルした後に別の PC へ再インストールする場合は、新しいアクティ
ベーションキーを要求する必要があります。
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2.5 Configuration Manager による設定
Configuration Manager プログラムは、Viewer プログラムとともに
インストールされます。 Configuration Manager を使用して、デバイ
スをシステムに統合したり、デバイスおよびカメラを設定したりす
ることができます。

Configuration Manager プログラムには、プログラムの使用に関する
情報が含まれている詳しいマニュアルが付属しています。
Configuration Manager プログラムには、Viewer に影響を与える次
の設定もあります。
1. Configuration Manager プログラムで、左側にある［システム］

タブをクリックします。
2. ツリー表示から［アプリケーション］＞［Viewer］を選択しま

す。

右側に、次の設定オプションが表示されます。
- 同時デコーダー 大再生数

Viewer にリアルタイムに同時に表示する映像ストリーム
の数を設定します。 このほか、モニターの接続を追加する
こともできますが、その場合はプレビュー画面としての
み表示されます。 このようにして、ネットワーク負荷を抑
制します。

- リップシンク

注
Viewer では、Configuration Manager プログラムを使用してシステ
ムに統合されたカメラおよびデバイスのみにアクセスできます。
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接続状況によっては、音声データが転送時に遅延するこ
とがあります。この設定を有効にすると、音声データと
映像データを同期させることができます。

- 「インスタント再生」の時間範囲（分）
インスタント再生の表示時間を入力します。

- VCA メタデータを表示する
この設定を有効にすると、Viewer に映像が表示される際
に、オブジェクトの輪郭線などの映像コンテンツ解析

（Video Content Analysis）メタデータも表示されます。
- モニターレイアウトの変更をアニメーション表示

この機能のオン／オフを切り替えます。
- デバイスの自動再接続

このオプションを有効にすると、Viewer を起動したとき
に前回有効だったすべての接続が復元されます。

3. ツリー表示から［全般］＞［ディレクトリ］を選択します。
右側に、次の設定オプションが表示されます。
- スクリーンショットフォルダー

Viewer で作成するスクリーンショットの保存場所を選択
します。

- 録画フォルダー
Viewer で作成する録画映像の保存場所を選択します。

何も入力しなかった場合、次のデフォルト設定が使用されま
す。
- %current user%\My Documents

\Bosch\VIDOS\Snapshots
および

- %current user%\My Documents
\Bosch\VIDOS\Recordings

4. ツリー表示から［全般］＞［クライアント／サーバー］を選択
します。

［iSCSI メディア］タブで、録画にアクセスするためのパス
ワードを入力します。 これは、Viewer でインスタント再生する
ために必要です。

5. ツリー表示から［全般］＞［ハードウェアモニター］を選択し
ます。
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ハードウェアモニターは、ビデオデコーダーを使用してシステ
ムに統合される映像モニターです。 ソフトウェアモニターは、
Viewer 再生ウィンドウに表示されるモニターです。 ハードウェ
アモニターとソフトウェアモニターは、相互に関連付けること
ができます。 関連付けを行うことで、ソフトウェアモニターが
Viewer で起動されるとすぐに、関連付けがされているハード
ウェアモニターにも同じ映像が表示されるようになります。
この機能の詳細については、Configuration Manager のマニュ
アルを参照してください。

6. ツリー表示から［アプリケーション］＞［Configuration 
Manager］を選択します。

［外観］タブでは、［デバイス名をカメラ名の前に付ける］オプ
ションをアクティブにできます。 カメラがビデオエンコーダー
を経由している場合、カメラリストのカメラ名の前にエンコー
ダーデバイス名が表示されます。
そのためカメラリストをフィルタリングするときに、エンコー
ダー名を含めることができます（セクション    ツリーフィル
ター , ページ  21 を参照）。

カメラのグループ化
Configuration Manager では、カメラを明確なグループに分けること
ができます。 このグループは Viewer で確認できます。
この機能の詳細については、Configuration Manager のマニュアルを
参照してください。

デバイスの設定
システムに統合されたデバイスを設定するには、Configuration 
Manager を使用します。 次の設定があります。
- デバイスおよびカメラの名前
- デバイスへアクセスするためのパスワード
- 映像のオーバーレイ情報表示（アラーム、カメラ名、時刻）
- デバイスのネットワーク設定、IP アドレス
- エンコーダーパラメーター
- アラーム設定
- 録画設定
- カメラコントローラー
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2.6 暗号化データ交換の準備
暗号化データを Viewer で再生できるようにするには、
Configuration Manager を使用して該当する送信ユニットの設定を調
整する必要があります。
1. Configuration Manager プログラムの［デバイス］メインタブ

を選択し、適切な送信ユニットを強調表示します。
2. ［ファイル］＞［詳細モード］オプションがアクティブである

ことを確認します。
3. 表示ウィンドウの［ネットワーク］タブ、またはファームウェ

アバージョン 4.0 以降のデバイスの場合は［ネットワーク詳
細］タブを選択します。

［暗号化］の下にある［自動キー交換］オプションをアクティ
ブにします。

をクリックして設定を保存します。
4. ［ユニットアクセス］タブを選択します。

［デバイスアクセス］の［プロトコル］リストフィールドにあ
る［HTTPS］設定を選択します。

をクリックして設定を保存します。
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3 操作
Viewer プログラムでは、Configuration Manager を使用して、シス
テムに統合されたすべてのカメラにアクセスできます。また、  
Configuration Manager では、カメラを場所別などでグループ化でき
ます。 詳細については、Configuration Manager のマニュアルを参照
してください。
Viewer は、簡単で直観的に操作できるプログラムです。このプログ
ラムを使用して、防犯カメラシステムのカメラを制御したり、PC
モニターにライブ映像データを表示することができます。 ビデオ
シーケンスやスクリーンショットをローカル録画することもできま
す。 仮想ツアー（カメラツアー）を作成すると、監視を自動化でき
ます。
使用可能な録画映像を表示およびエクスポートするには、Archive 
Player を使用します。
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3.1 ユーザーインターフェース

1 ジョイスティックパネル
（セクション  3.4  ジョイスティックパネル , ページ  25 を参
照）

2 ソフトウェアズーム
（セクション  3.5  ソフトウェアズーム , ページ  31 を参照）

3 カメラツアー
（セクション  3.6  カメラツアー , ページ  32 を参照）

4 インスタント再生
（セクション  3.7  インスタント再生 , ページ  35 を参照）

5 モニターが含まれた再生ウィンドウ
アクティブなモニターは、緑の枠線で囲まれます。

6 Archive Player への切り替え
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個々のモニターのボタンを表示または非表示にするには、F9 キーを
押します（セクション    モニター上の機能 , ページ  23 を参照）。
再生ウィンドウのスペースを大きくするには、マウスを再生ウィン
ドウの下端に移動させ、カーソルがに変わったら、

マウスボタンを押しながら再生ウィンドウの下端を上下にドラッグ
します。 アラームメッセージリストのサイズが変化し、それに合わ
せて再生ウィンドウのサイズも変化します。 表示されるモニターの
数も自由に調整できます。 PC モニターに全画面表示できるモニター
はすべて明るい灰色で表示されます。

7 Configuration Manager への切り替え

8 音量の微調整

9 CPU 負荷表示

10 現在の日付と時刻
11 カメラリストのフィルター（必要に応じて表示可能）

（セクション    ツリーフィルター , ページ  21 を参照）
12 カメラリスト

ポップアップメニューでは、カメラリストをクリップボード
にコピーできます。

13 現在アクティブなモニターのリモートステーションのデジタ
ル入出力用の表示／操作フィールド（必要に応じて表示可
能）

14 アラームメッセージのリスト
15 録画映像のフォルダーを Windows エクスプローラで開きま

す
16 スクリーンショットのフォルダーを Windows エクスプロー

ラで開きます
17 別のモニターレイアウトを選択できます

（セクション    モニターレイアウトの変更 , ページ  23 を参
照）
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3.2 メインメニュー
メインメニューで使用できるコマンドは次のとおりです。 一部の機
能は、キーの組み合わせまたはファンクションキーを使用して呼び
出すこともできます。

3.2.1 ファイル

3.2.2 編集

3.2.3 表示

終了 プログラムを終了します

スクリーンショッ
トを保存
(P)

接続されているすべてのモニターのスクリー
ンショットを指定のフォルダーに保存します

スクリーンショッ
トを印刷 ...
(Alt+P)

接続されているすべてのモニターのスクリー
ンショットを指定のフォルダーに保存し、
PC のデフォルトプリンターでスクリーン
ショットを印刷します

スクリーンショッ
トを送信 ...

接続されているすべてのモニターのスクリー
ンショットを指定のフォルダーに保存し、選
択した E- メールアドレスへスクリーン
ショットを送信します

アクティブなモニ
ターを録画
(Alt+E)

アクティブなモニターの録画を開始または停
止します。
録画サイズが 2GB に達すると、自動的に停
止します

アクティブなモニ
ターを録画
F9

各モニターのボタンを表示／非表示します

1 画面表示
F10

現在のモニターレイアウトとモニター 1 つの
み（つまりアクティブなモニター）のレイア
ウトを切り替えます

全画面
F12

全画面表示とウィンドウ表示を切り替えます
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3.2.4 オプション

3.2.5 ヘルプ

レイアウト 別なモニターレイアウトを選択できます（セ
クション    モニターレイアウトの変更 , ペー
ジ  23 を参照）

透かし すべてのモニターにおける追加情報表示のオ
ン／オフを切り替えます

デジタル I/O カメラリストの下にあるリモートステーショ
ンのデジタル入出力の表示／操作フィールド
の表示／非表示を切り替えます（セクション
   デジタル I/O, ページ  21 を参照）

ツリーフィルター カメラリストの上にあるフィルターの表示／
非表示を切り替えます（セクション    ツリー
フィルター , ページ  21 を参照）

オンラインヘルプ
...

オンラインヘルプを表示します

バージョン情報 ... ソフトウェアのバージョンに関する情報が表
示されます
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3.3 モニター
Viewer では、1 つ以上のソフトウェアモニターウィンドウを使用で
きます。 モニターウィンドウは、再生ウィンドウ内にさまざまなレ
イアウトで表示できます。
モニターの 1 つ 1 つが、ソフトウェアデコーダー 1 つに対応しま
す。 ネットワークと PC に過大な負荷がかからないようにするため、
Configuration Manager の同時デコーダー再生数を制限することがで
きます（セクション  2.5 Configuration Manager による設定 , ページ
 11 を参照）。
ここで指定する数値は、モニターの数を制限するものではありませ
ん。 リアルタイムで伝送可能な接続数を定義します。 この数値を超
える接続については、接続されたカメラの、定期的に更新されるプ
レビュー画面のみがモニターに表示されます。
各種のタブとタブでトリガーされるコマンド（たとえば、ジョイス
ティックパネルを介したカメラ制御）における表示内容は、アク
ティブなモニターと常に関連します。
モニターをアクティブにするには、マウスでそのモニターをクリッ
クします。
アクティブなモニターは、緑の枠線で示されます。 
アラームイベントがトリガーされると、モニターの枠線が赤く点滅
します。

3.3.1 カメラとモニターの接続
Viewer を起動したら、個々のモニターをカメラと接続する必要があ
ります。
カメラリストには、システムに統合されたすべてのカメラが表示さ
れます。 名前フィルターを使用して表示を絞り込むことができます

（セクション    ツリーフィルター , ページ  21 を参照）。
1. カメラリストからカメラを選択します。
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2. 左マウスボタンを押したまま、カメラをモニターの 1 つにド
ラッグします。

接続を確立している間は、そのことを通知するメッセージがモ
ニターに表示されます。

ツリーフィルター
この入力フィールドの表示を切り替えるには、［オプション］＞

［ツリーフィルター］を使用します。
カメラ名でフィルタリングして、カメラリストの表示を特定のカメ
ラに制限することができます。
1. 入力フィールドに、文字、数字、および空白文字を組み合わせ

た検索語を入力します。
名前にこの組み合わせが含まれるカメラのみが表示されます。

2. をクリックすると、使用可能なすべてのカメラが再び表
示されます。

Configuration Manager では、カメラがビデオエンコーダー経由で接
続されている場合に、このデバイスの名前がカメラ名の前に自動的
に配置されるように指定できます（セクション  2.5 Configuration 
Manager による設定 , ページ  11 を参照）。

デジタル I/O
カメラリストの下にあるリモートステーションのデジタル入出力の
表示フィールドの表示／非表示を切り替えるには、オプション＞デ
ジタル I/O を選択します。 表示フィールドは、アクティブなモニ
ターと関連します。 表示される入出力の数は、デバイスとその設定
によって変わります。
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丸いアラームアイコン（例の上の行）は、アラーム入力の状態を参
照情報として示します。 アラームが存在する場合、対応するアイコ
ンが点灯します。 リモートステーションの設定によって、アラーム
が表示されるかどうかが決まります。

リレーのトリガー
正方形のリレーアイコン（例の下の行）を使用して、照明やドアの
自動開閉装置など接続した機器の状態を切り替えることができま
す。
 リレーをアクティブにするには、該当す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、アイコンが緑色になります。

音声機能
アクティブなモニターに割り当てられたリモートステーションが音
声をサポートしている場合、Viewer で音声を送受信できます。 リ
モートステーションから送信される音声信号は、接続しているどの
ユーザーも受信できます。
リモートステーションに音声信号を送信できるのは、 初に機器に
接続したユーザーのみです。
1. F4 キーを押したままにして、リモートステーションとの音声

接続を確立します。
2. リモートステーションへの音声信号の送信を停止するには、F4

キーを放します。
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3.3.2 追加情報およびコントロール
モニター上の機能
各モニターでは、次のボタンを使用できます。

個々のモニターでこれらのボタンの表示／非表示を切り替えるに
は、F9 キーを押します。

モニターレイアウトの変更
Viewer には、モニターの各種レイアウトが用意されています。 モニ
ターレイアウトは、接続されているカメラの数に依存しません。 モ
ニターのレイアウトを変更するには、［表示］＞［レイアウト］を
選択します。
または、再生ウィンドウの下にある次のボタンを使用できます。

1. をクリックします。
選択できるレイアウトがすべて表示されます。

モニターに現在表示されている映像データの録画を開始しま
す。
このボタンをクリックすると、アイコンが次のように変化し
ます。
この場合は、データがローカル録画されていることを示しま
す。 録画は、Configuration Manager を使用して設定された
ファイルに保存されます（セクション  2.5 Configuration 
Manager による設定 , ページ  11 を参照）。
このボタンをもう一度クリックすると、録画が停止します。 
録画サイズが 2GB に達すると、自動的に停止します 停止後
は、必要に応じて新しい録画を開始してください。
関連するモニターのスクリーンショットを指定のフォルダー
に保存します。
関連するモニターのスクリーンショットを指定のフォルダー
に保存し、選択した電子メールアドレスに送信します。
関連するモニターのスクリーンショットを保存し、PC のデ
フォルトプリンターで印刷します。
カメラとモニターの接続を終了します
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2. 必要なレイアウトを選択します。
選択に応じて、再生ウィンドウのレイアウトが調整されます。

Configuration Manager では、［モニターレイアウトの変更をアニ
メーション表示］で、モニターレイアウトの変更をアニメーション
表示するように指定できます。 これにより、個々のモニターの位置
の変更をトレースできます（セクション  2.5 Configuration Manager
による設定 , ページ  11 を参照）。
個々のモニターのレイアウトを変更するには、モニター上でマウス
ボタンを押し、そのまま別の位置へドラッグします

全画面表示
プログラムインターフェースと全画面表示を切り替えるには、F12
キーを押します。
選択した映像表示に応じて、 大 25 台までのカメラ映像を全画面
表示で表示できます。
全画面表示では、カメラをマウスで制御できます。 さらに、スク
リーンショットを印刷、保存、送信したり、録画の開始も可能で
す。
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3.4 ジョイスティックパネル
制御可能なカメラは、Viewer で直接移動したり制御できます。 これ
には、選択したカメラを正しく接続して、適切に設定する必要があ
ります。 カメラがビデオエンコーダー経由で接続されている場合、
Configuration Manager で適切なコントローラーを選択する必要があ
ります（詳細について、Configuration Manager のマニュアルを参照
してください）。

3.4.1 ジョイスティックパネルでのカメラの制御
ジョイスティックパネルには、カメラを制御するさまざまな機能が
備わっています。 機能の種類は、カメラがサポートする機能によっ
て異なります。

1 パン方向キー
2 チルト方向キー
3 ジョイスティック
4 ズーム
5 プリセット
6 高度オプションの表示／非表示
7 高度カメラ制御オプション
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1. 画面の左上にジョイスティックパネルを表示します。
2. 緑色の方向キーのいずれかをクリックします。

キーをクリックしている間、カメラがその方向に移動します。
3. マウスでジョイスティックをクリックしながら、カメラを直観

的に制御します。

4. シーンを 大化または 小化するには、 または をクリッ
クします（ズーム）。

ジョイスティックの端の方を軽くクリックすると、カメラの画角を
少し移動させることが可能です。

プリセットへのアクセス
プリセットとは、あらかじめ指定したカメラ位置のことです。 プリ
セットは保存できます（セクション   ［機能］タブ , ページ  27 を参
照）。 プリセットのリストがジョイスティックパネルの下に表示され
ます。

 、 、または をクリックします。 
カメラがプリセット位置に移動します。

プリセットは、カメラごとに別々に保存されます。 別のカメラが割
り当てられているモニターを選択すると、別のプリセットが表示さ
れます。

その他のオプション
ジョイスティックパネルの下にあるその他のカメラ制御設定で、さ
らに詳しく設定できます。

 をクリックします。 
その他のオプションが表示されます。



Viewer 3.0 操作 | ja 27

Bosch Security Systems 操作ガイド DOC | 3.0 | 2009.06

［レンズ］タブ

これらのオプションは、選択したカメラが対応している場合のみ、
操作が可能です。
アイリス

フォーカス

［機能］タブ

このタブでプリセットを保存します。 ここにある設定は、定義する
と保存されます。保存後は、設定をクリックすることで直接アクセ
スできます（セクション    プリセットへのアクセス , ページ  26 を
参照）。 このタブを使用して、カメラに備わっている他の機能にアク
セスすることもできます。
1. カメラを必要な位置にパンします。

ズームを設定すると、その設定も保存されます。

カメラのアイリスを閉じます（画像が暗くなります）

カメラのアイリスを開きます（画像が明るくなります）

自動アイリスを有効にします

クローズアップ範囲の物体にフォーカスを合わせます

遠くにある物体にフォーカスを合わせます

オートフォーカスを有効にします
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2. をクリックします。
［プリセットエディター］が表示されます。

3. 上書きする既存のプリセットの番号を選択します。
または
他にプリセットを追加する場合は、新しい番号を入力します。

4. をクリックします。
プリセットが保存されます。

5. プリセットに名前を付けます。
6. をクリックします。 

プリセットの番号と名前が保存されます。
3 つあるデフォルトのプリセットは常に使用され、直接選択できま
す。 4 つ目のプリセットから、追加の設定のプリセットリストを使
用して、保存したカメラ位置を選択できます。
アクティブなカメラによっては、追加の機能を使用できる場合があ
ります。追加の機能は、Auxiliary（AUX）リストを使用して呼び出
すことができます。

詳細設定タブ
現在接続されているカメラによって異なりますが、このタブでは追
加の制御オプションを使用できます。 たとえば、一部のカメラでは、
詳細設定オプションで画面メニューを呼び出すことができます。
追加オプションがないカメラの場合は、このタブには何も表示され
ません。
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3.4.2 マウスカーソルによるカメラ制御
カメラは、マウスカーソルでも直接制御できます。 これにより、た
とえば全画面表示の場合でもカメラを制御できます。
1. アクティブにする必要があるモニターをクリックします。

アクティブなモニターは、緑の枠線で囲まれます。
2. カーソルをモニターの左または右の端に移動します。

カーソルが次のように矢印に変わります。

3. 短く移動させる場合はマウスボタンをクリックします。
または
長い距離をパンさせる場合は、マウスボタンを押したままにし
ます。

4. カーソルをモニターの上または下の端に移動します。
カーソルが次のように矢印に変わります。
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5. 短く移動させる場合はマウスボタンをクリックします。
または
長い距離をチルトさせる場合は、マウスボタンを押したままに
します。

6. カーソルをモニターの角に動かします。 カーソルが矢印に変わ
ります。

7. 短く移動させる場合はマウスボタンをクリックします。
または
カメラを斜め方向に長い距離を移動させる場合は、マウスボタ
ンを押したままにします。

8. マウスのスクロールホイールを使用して、画像をズームインま
たはズームアウトします。
- ホイールを上にスクロールすると、カーソルが＋記号の

付いた虫眼鏡に変わり、カメラがズームインします。

- ホイールを下にスクロールすると、カーソルが－記号の
付いた虫眼鏡に変わり、カメラがズームアウトします。
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3.5 ソフトウェアズーム
デジタルズームツールを使用すると、ビューポートを拡大表示でき
ます。

1. アクティブなモニターで画像のソフトウェアズームを使用する
にはズームを有効にするをクリックします。

2. マウスを緑の四角形内へ移動します。 マウスカーソルが変化し
たら、左マウスボタンを押したまま四角形を動かして、アク
ティブなモニターに別のビューポートを表示できます。

3. 四角形の角または辺を左マウスボタンを押したままドラッグす
ると、選択の四角形のサイズが変化します。
それに合わせてアクティブなモニターのビューポートが変化し
ます。

4. ［ビューポートをリセット］をクリックすると、選択の四角形
がプリセットサイズで中央に表示されます。

5. ズームを無効にするをクリックすると、アクティブなモニター
のカメラの画像全体がふたたび表示されます。

同じカメラを複数のモニターに接続して、同じカメラのデータを複
数表示することができます。これにより、異なる抽出映像を拡大表
示できます。

1 アクティブなズームで表示されたビューポート
2 ズームを有効にする／ズームを無効にする
3 ビューポートをリセット
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3.6 カメラツアー
カメラツアーとは、1 つのモニターについて、設定された順に変化
するカメラの割り当てを録画したものです。 カメラツアーは仮想ツ
アーです。 
Viewer では、 大 8 つのカメラツアーを設定できます。

カメラツアーが呼び出されると、さまざまなカメラからの映像デー
タがアクティブなモニターに順番に表示されます。 これによって、
複数のカメラで監視される広いエリアを体系的に監視できます。

カメラツアーの呼び出し
1. アクティブにする必要があるモニターをクリックします。 

アクティブなモニターは、緑の枠線で囲まれます。
2. リストで、対象のカメラツアーの前に表示されている番号をク

リックします。
アクティブなモニターでカメラツアーが開始されます。

カメラツアーの作成
1. をクリックします。 

1 カメラツアーのリスト
2 カメラツアーエディターの表示／非表示
3 カメラツアーエディター
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カメラツアーの録画や編集の設定など、その他のオプションが
表示されます。

2. ［学習］タブをクリックします。
3. リストで、対象のカメラツアーの前に表示されている番号をク

リックします。
カメラツアーの番号が緑色で点灯し、選択したカメラツアーの
名前が［名前］フィールドに表示されます。

4. カメラツアーにわかりやすい名前を新たに付けます。
5. 遅延の値（秒）を入力します。

この値によって、該当するカメラから転送された映像をカメラ
ツアーで表示する時間の長さが決まります。 ここに値を入力し
ないと、デフォルト値（10 秒）が使用されます。

6. 録画を開始します。 開始するには、学習タブで をクリック
します。
録画中は、カメラツアー番号が緑色で点滅します。

7. 右マウスボタンを押したまま、カメラをカメラリストからアク
ティブなモニターに移動します。
カメラツアーの次のステップの番号が［ステータス］の下に表
示されます。

8. カメラツアーに必要なすべてのステップが設定されるまで、こ
のプロセスを繰り返します。

9. 録画を終了します。 終了するには、 をもう一度クリックしま
す。

10. 録画を中止する場合は、 をクリックします。

カメラツアーの編集
1. 詳細設定で、編集タブをクリックします。

2. をクリックします。
これにより、すべてのカメラツアーが停止して、編集モードに
切り替わります。

3. リストで、対象のカメラツアーの前に表示されている番号をク
リックします。 
カメラツアー番号は緑色で点灯します。

4. 必要な変更をすべて加えます。
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ここでは、次の処理を行えます。
- カメラツアーの名前を変更できます。
- 個々のステップの実行時間を変更できます。
- 個々のステップに他のカメラを接続できます。

5. 前または次のステップに進むには、 または をクリックしま
す。
現在のステップで使用されているカメラの名前が、アクティブ
なモニターに表示されます。

6. 変更を行なうたびに、 をクリックしてその変更内容を保存し
ます（このボタンが有効になるのは、カメラツアーが変更され
た場合のみです）。
または

このカメラツアーに加えた変更をキャンセルする場合は、 を
クリックします。

7. 3 ～ 6 の手順を繰り返して、必要な変更をすべて加えます。

8. をクリックします。
これで編集モードが終了します。
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3.7 インスタント再生
［インスタント再生］タブでは、アクティブなモニターに接続した
カメラの 後に保存された映像データを、ライブ映像と並列して表
示できます。
リモートステーション録画は、対象デバイスの Web ブラウザー表
示または Configuration Manager を使用して設定されます。

関連するパスワードが Configuration Manager に保存されている場
合は、このタブを開くとすぐに小さなウィンドウでインスタント再
生が始まります。 再生時間は、Configuration Manager の設定によっ
て異なります（セクション  2.5 Configuration Manager による設定 , 
ページ  11 を参照）。
録画を表示するウィンドウの下には、さまざまな再生制御機能があ
ります。

1 再生マーカーとタイムライン
2 スクリーンショットの保存
3 スクリーンショットの印刷
4 コントロールホイール（早送り／逆再生）
5 次のフレーム
6 前の I- フレーム
7 一時停止／再生
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タイムライン
録画データ内を移動するには、タイムラインを使用します。 緑の再
生マーカーは、現在表示されている映像が作成された時刻を示しま
す。 録画映像の長さ（時間）は、明るい灰色で示されます。
 タイムライン上の任意のポイントをクリックします。

再生マーカーがクリックしたポイントにジャンプし、このポイ
ントの再生が始まります。

タイムスケールに表示される期間は変更できます。
- 表示される範囲を移動するには、左マウスボタンを押したま

ま、タイムスケールに沿ってマウスを動かします。
- マウスカーソルをタイムラインの上のタイムスケールに置い

て、スクロールすると、表示される範囲を延長したり、微調整
することができます（マウスにスクロールホイールがある場合
のみ可能）。

その他の制御機能

コントロールホイール（早送り／逆再生）
録画映像を早送りまたは逆再生にします。
これを行うには、コントロールホイールをマウスボタンを
押したまま左右にドラッグします。 ドラッグするほど、録画
映像の早送り／逆再生のスピードが速くなります。
一時停止／再生
選択した録画映像を一時停止するときにこのボタンを使用
します。再生を再開するにはもう一度クリックします。
前の I- フレーム
前の I- フレームへ逆方向にジャンプします。
I- フレームとは映像ストリームで定期的に生成される完全
な画像であり、I- フレーム間の個々のフレームは変更のみ
を記録します。 I- フレームの頻度は映像送信ユニットで設定
します（詳細については、関連するデバイスのマニュアル
を参照してください）。
次のフレーム
次のフレームへ順方向にジャンプします。
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3.8 プログラムの終了
Viewer を終了する場合は、メインメニューから［ファイル］＞［終
了］を選択します。

スクリーンショットを保存
再生中の録画のスクリーンショットを指定のフォルダーに
保存します
スクリーンショットを印刷
再生中の録画のスクリーンショットを保存して、PC のデ
フォルトのプリンターで印刷します。
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4 付録
トラブルシューティング
動作不良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。
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。

動作不良 考えられる原因 推奨解決策
接続が確立されてい
ない

Viewer のインストール
または設定が正しくない

Configuration Manager プログ
ラムを使用して、デバイスを
正しく統合しますIP アドレスが正しくな

い
デバイスの追加の割
り当てができない

ライセンスの期限が切れ
ている

追加の映像チャンネル用にラ
イセンスを購入します

モニターに、映像で
はなくスクリーン
ショットが表示され
る

デコーダー再生数がユー
ザーによって制限されて
いる

Configuration Manager を使用
して、可能なデコーダー再生
数を増やします

カメラを移動できな
い

コントローラーを選択し
ていない

Configuration Manager を使用
して、対象のカメラ用にコン
トローラーを選択します

カメラをゆっくりと
しか移動できず、映
像が遅れて転送され
る

ネットワークに過大な負
荷がかかっている

たとえば Configuration 
Manager による可能なデコー
ダー再生数を減らすなどして、
ネットワークアクセスの数を
減らします
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