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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、Archive Player の設定や操作を行う人を対象に説
明しています。 本マニュアルでは、Archive Player 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 Archive Player
Archive Player は、録画を表示、エクスポート、バックアップする
ソフトウェアです。    Archive Player は、特定のカメラによる録画映
像がシステム内で保存されている場所を示します。 録画映像は個別
に検索したり再生したりすることができます。
VRM Video Recording Manager を使用して録画映像を管理する場合
は、Archive Player を使用して録画映像を表示できます。
Archive Player は、録画映像の分析を容易にする各種の動体検出ア
ルゴリズム（MOTION+、IVMD、IVA）を使用するとさらに便利で
す。
エクスポート機能では、録画映像をエクスポートするオプションも
あるほか、別途使用するために録画映像から抽出して CD や DVD
に書き込むことができます。

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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VRM を使用して録画映像を管理するシステムでは、Archive Player
で選択したデータをバックアップするオプションも用意されていま
す。
Archive Player では、Contour Design 製の ShuttlePRO V.2 マルチメ
ディアコントローラーを使用できます。
Archive Player とともに Configuration Manager プログラムもインス
トールされます。このプログラムは、システムを設定するために使
用されます。

1.4 システム要件
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

注
Configuration Manager プログラムはインストール CD からインス
トールしてください。 そうすることで、Archive Player と互換性のあ
るバージョンを確実に使用できます。
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1.5 その他のマニュアル
Archive Player 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 Archive Player インストールに含ま
れています。

- VRM、IVMD、IVA
それぞれのプログラムについては個別のマニュアルで説明しま
す。

- Forensic Search
フォレンジックサーチライセンスを購入した場合は、設定オプ
ションに関する包括的なマニュアルが提供されます。

- 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。
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2 インストールと起動

2.1 インストール
設定プログラムである Configuration Manager、およびエクスポート
した映像データの再生プログラムである Player は、Archive Player
ととも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

のオートランが実行されます。
CD のオートランが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から、該当するプログラ
ムをインストールの対象から外します。
Archive Player のエクスポート機能を使用するには、インストール
時に［エクスポート CD の追加要素］オプションを有効にする必要
があります。
Archive Player で ShuttlePRO V.2 を使用するには、インストール時
に［Contour Design ShuttlePRO2］オプションを有効にする必要が
あります。
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Bosch Player を使用して .mpg、.mp2、および .mp4 ファイルを自
動的に開くには、［ファイルの関連付けを更新する］オプションを
有効にします。 この関連付けは、PC 上にすでにあるファイルに対し
ても適用されます。

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。

 アイコンをダブルクリックすると、関連するプログラムが起動
します。

Archive Player 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。

Archive Player および VRM
録画映像の管理に VRM Video Recording Manager を使用するシス
テムで Archive Player を使用する場合は、Archive Player の起動時
にログインする必要があります。
プログラムの起動前にログインウィンドウが表示されます。 この
ウィンドウにユーザー名とパスワードを入力します。
Enter キーを押して入力内容を確認します。
必要に応じて、VRM Configurator を使用して、一部の Archive 
Player 機能の使用を制限するような権限を割り当てることができま
す。
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Archive Player を使用して、VRM で管理されているシステム内にあ
る録画映像のバックアップを作成することもできます。
詳細については、VRM（Video Recording Manager）のマニュアル
を参照してください。

2.3 アンインストール
PC で Archive Player 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 Archive Player］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
インストール後、検索機能とエクスポート機能を含む Archive 
Player プログラムを 30 日間のデモバージョンとして使用できます。 
その後も録画映像を再生する場合はライセンスなしで
Archive Player を使用できます。 ファイルをエクスポートして CD や
DVD に保存したり VRM データをバックアップしたりする場合は、
追加のエクスポート機能用ライセンスが必要です。 
同様に、録画映像内で映像解析オプション（IVMD、IVA）による
フォレンジックサーチを使用する場合もライセンスが必要です。 動
体検出のベースモジュール（MOTION+）もライセンスなしで使用
できます。
Archive Player 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。

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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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。
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。 Archive Player 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 ManagerConfiguration Manager
を使用した設定
Configuration Manager プログラムは、Archive Player 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。

VRM Video Recording Manager を使用して録画映像を管理している
システムでは、VRM Configurator でこれらほとんどのタスクを処理
します。 ただし、Archive Player を VRM システムに統合するにはや
はり Configuration Manager が必要です。
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、Archive Player 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］＞［Archive Player］を

選択します。

3. 次のいずれかのタブを選択します。
- セクション  2.5.1  全般 , ページ  15
- セクション  2.5.2  エクスポート , ページ  16

注
Archive Player 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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- セクション  2.5.3 VRM Server, ページ  17
必要な設定を入力します。

Configuration Manager で次に示す追加の Archive Player 設定を行い
ます。
4. 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

Archive Player 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
Archive Player 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

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。
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、
Archive Player 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 Archive Player で起動されると、すぐに同じ映像が
関連付けられているハードウェアモニターにも表示されるよう
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
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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  29 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 Archive Player 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

2.5.1 全般
トリック再生モード 大再生数
ハードウェアの仕様によっては、トリック再生を同時に行う再生数
が選択できます。

再生をなめらかにする
この機能のオン／オフを切り替えます。

イベント発生前のオフセット（ミリ秒）
選択したイベントが発生する前の再生開始位置を、ミリ秒単位で入
力します。 たとえば、「5000」と入力すると、イベント発生の 5 秒
前から再生が始まります。

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。
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COM ポート
IntuiKey コントロールパネルからプログラムを操作している場合は、
COM ポート番号を入力します。

2.5.2 エクスポート
デフォルトのエクスポート形式
エクスポートするファイル形式を選択します。 エクスポートした
ファイルを Archive Player または Player で表示する場合は、［送信
ユニット（Bosch MPEG）］を選択します。 メタデータとブックマー
クも保存されます。 
防犯カメラシステムを使用せずに、データを Windows PC で表示す
る場合は、［Windows（*.wmv）］オプションを選択します。 メタ
データとブックマークは保存されません。

デフォルトのエクスポートパス
Archive Player が録画データをエクスポートするファイルの保存先
を指定できます。 保存先は、Archive Player でエクスポートする際、
毎回変更できます。
何も入力しなかった場合、次の保存先（デフォルト設定）に保存さ
れます。
%current user%\My Documents\Bosch\VIDOS\Export

同時ダウンロード 大数
Archive Player では、ネットワーク内で使用可能なすべてのデバイ
スの映像を PC に録画し、また、その録画されたファイルをエクス
ポートすることもできます。 場合によっては、録画データをエクス
ポートする際、ネットワークに負荷がかかることがあります。 その
ため、同時に実行できるダウンロード数を制限できます。 ネット
ワークの状況と PC の仕様によって、同時に実行できるダウンロー
ド数を設定してください。

ダウンロード試行 大回数
録画のエクスポートに失敗すると、Archive Player は何度かダウン
ロードを繰り返します。 ダウンロードが繰り返されている間は、未
処理のエクスポートは中断されてしまいます。 そのため、ここでダ
ウンロード試行回数を制限できます。
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ダウンロード 大速度（％）
［送信ユニット（Bosch MPEG）］形式でエクスポートする場合のダ
ウンロード速度を調整できます。 たとえば、「100」と入力すると、
ダウンロードは通常の速度で実行されますが、「200」と入力すると
2 倍の速度になります。 「0」を選択すると、すべてのエクスポート
が 大速度で実行されます。
このオプションは、［Windows（*.wmv）］形式でエクスポートする
場合は適用されません。

中止したエクスポートの再開
中断した［送信ユニット（Bosch MPEG）］形式のデータのエクス
ポートを、プログラムの再起動時に再開させるときは、「オン」を
選択します。
このオプションは、［Windows（*.wmv）］形式でエクスポートする
場合は適用されません。

2.5.3 VRM Server
このタブの設定は、Archive Player/VRM Server 接続のみに適用され
ます。 クライアント／サーバー環境での基本設定は、［全般］＞［ク
ライアント／サーバー］タブで設定します。
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。

サーバーに接続
システムで VRM Video Recording Management を使用する場合は、
この設定を有効にします。

サーバー IP アドレス／ IP アドレスバックアップサーバー 
VRM Server が動作している PC の IP アドレスと、必要に応じて
バックアップサーバーの IP アドレスを入力します。
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2.6 暗号化データ交換の準備
暗号化データを Archive Player 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
Archive Player プログラムでは、Configuration Manager または 
VRM Configurator 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。 どちらのプログラムでも、たとえば場所に
従って、カメラをグループへまとめることができます。 詳細につい
ては、該当するマニュアルを参照してください。
Archive Player には、以下の機能があります。
- すべてのアーカイブでのファイル検索

1 台のカメラからの録画映像すべてがリストされます。 録画映
像は、送信ユニット（たとえば VideoJet X40）のローカルメモ
リー、iSCSI ストレージシステム、または PC のハードディス
クに保存できます。 フィルターを使用して、録画映像の検索を
制限できます。

- 表示
既存の録画映像を PC で再生できます。 録画映像は、可変速度
で逆再生したり早送りしたりすることができます。

- ブックマーク
ユーザーにとって意味のある時点にブックマークを設定できま
す。 これにより、長時間の録画映像で特定のシーケンスをすば
やく探すことができます。 アラームイベントのマーカーが表示
され、ブックマークの場合と同様の方法でマーカーへ移動する
ことができます。

- 録画でのフォレンジックサーチ（ライセンスが必要な機能）
各種のアルゴリズムを利用して、録画映像の変化や動体を分析
できます。 物体は、特定の条件（速度、色、移動方向など）に
従ってフィルタリングできます。

- エクスポートおよびバックアップ（ライセンスが必要な機能）
録画映像はエクスポートして CD または DVD に書き込むこと
ができます。
VRM で管理されるシステムでは、録画映像をバックアップで
きます。
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3.1 ユーザーインターフェース

1 ファイル検索
（セクション  3.4  ファイル検索 , ページ  37 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  40 を参照）

3 VCA（Video Content Analysis）を使用した動体検出
（セクション  3.6.2  フォレンジックサーチ , ページ  44 を参
照）

4 エクスポート／バックアップ
（セクション  3.7  エクスポートとバックアップ , ページ  49
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、緑の線で囲まれます。
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検索結果およびタイムラインの表示領域を広げるには、カーソルが
以下の記号に変わるまで、適切な部分の上端にマウスを置きます。

マウスボタンを押したまま、上端を上下にドラッグします。 セク
ション表示のサイズが変化し、それに合わせて再生ウィンドウのサ
イズが変化します。 表示されるモニターの数も可変で調整されます。 
PC モニターの全画面表示でも表示されるすべてのモニターは明る
い灰色で表示されます。
注意：タイムラインの表示サイズを変更するには、1 つ以上の録画
映像を選択する必要があります。

6 Viewer への切り替え

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  29 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 タイムライン
（セクション  3.3.3  タイムライン , ページ  31 を参照）

14 検索結果
（セクション  3.4.2  検索結果 , ページ  39 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
フォルダーを開く
...

フォルダーを開くための選択ダイアログボッ
クスが表示されます。 このフォルダーに保存
されているすべての録画映像が検索結果に表
示されます。

ファイルを開く ... mp* ファイルを開くための選択ダイアログ
ボックスが表示されます。 アクティブなモニ
ターに表示する録画映像を選択するときに使
用できます。
BVIP プログラムまたはカメラの Web ブラウ
ザー表示から保存された録画映像のみを再生
できます。

検索フォルダーを
追加 ...

フォルダーを開くための選択ダイアログボッ
クスが表示されます。 フィルター条件によっ
て検索に含める録画映像が含まれているフォ
ルダーを選択します。 たとえばすでに CD に
書き込んである録画映像を検索に含めること
ができます。
検索に含めるフォルダーを選択しておくと、
以後のすべての検索にそのフォルダーが含ま
れるようになります。 Archive Player を終了
するとフォルダーの割り当ては失われるた
め、プログラムを次に起動したときに追加し
直す必要があります。

信頼性チェック ... 選択した録画映像が過去に操作されたものか
どうかを検証します。

終了 プログラムを終了します。
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3.2.2 編集
選択の開始点を設
定
F5

選択の開始マーカーを設定します

選択の終了点を設
定
F6

選択の終了マーカーを設定します

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
ンショットを指定された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
ンショットを指定されたフォルダーに保存
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
ンショットを指定されたフォルダーに保存
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

エクスポート選択
... 
(Alt+E)

選択のエクスポートを開始します
（セクション    エクスポートマーカー , ペー
ジ  52 を参照）

ブックマークを追
加 ... 
(B)

ブックマークを追加します

次のイベント 
(Page Up)

アクティブな再生で次のイベントへリープし
ます（ブックマーク、アラームイベント、保
護されたシーケンス、録画映像など）

前のイベント
(Page Down)

アクティブな再生で前のイベントへリープし
ます。
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3.2.3 表示
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
みのレイアウト（つまりアクティブなモニ
ター）を切り替えます

全画面（コント
ロール付き）
F11

全画面表示（コントロール付き）とウィンド
ウ表示を切り替えます

全画面
F12

全画面表示とウィンドウ表示を切り替えます

レイアウト 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  29 を参照）

透かし すべてのモニターにおける信頼性情報表示の
オン／オフを切り替えます
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3.2.4 オプション
トリック再生モード トリック再生モードをオンにします。

トリック再生モードを使用すると、開いて
いるすべての録画映像を同期再生できます。
スクロールホイール付きマウスを使用して
いる場合、トリック再生モードで録画映像
をフレーム単位で表示できます。 これを行
うには、マウスカーソルをタイムスケール
の下のタイムラインに置いて、スクロール
ホイールを回します。 スクロールホイール
を回している間、再生は自動的に停止（一
時停止）します。
トリック再生モードには、十分なメモリー
容量と CPU 能力が必要です。 ハードウェア
の条件に従い、このモードで使用されるカ
メラの数を Configuration Manager プログ
ラムで制限できます（セクション
 2.5 Configuration ManagerConfiguration 
Manager を使用した設定 , ページ  13 を参
照）。
トリック再生モードでは、オーディオデー
タが再生されません。

自動リープ オプションを個別にアクティブにできるた
め、再生時に録画映像の特定のポイントへ
自動的に移動することができます。 これに
より、関心のない部分を再生から除外して
すばやく概要をつかむことができます。
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次のオプションがあります。
- すべてを有効にする

以降のすべてのポイントへ順番に移動
します。

- すべてを無効にする
選択したオプションより前にある
チェックマークを削除します。 自動
リープ機能が無効になります。

- 映像
使用可能な次の録画映像の開始点へ移
動します。 特定の時刻のみ、または特
定条件でのみ録画するように設定され
たデバイスで便利なオプションです。

- アラーム
次のアラームイベントへ移動します。

- 保護
使用可能な次の録画映像の保護の開始
点へ移動します。

モニター自動割り当
て

デフォルト設定では、検索結果内から呼び
出された各録画映像はアクティブなモニ
ターに表示されます。 アクティブなモニ
ターは、緑の枠線で示されます。 そのモニ
ターですでに実行されている録画映像への
接続は終了します。
希望する各録画映像を別々のモニターで順
番に開始する場合はこのオプションを選択
します。 選択した表示レイアウトで表示さ
れるすべてのモニターが使用されている場
合、選択した録画映像は接続の時間が も
長いモニターで開始します。
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3.2.5 ヘルプ

ツリーフィルター このオプションをアクティブにすると、リ
ストをフィルタリングするための入力
フィールドがカメラリストの上部に表示さ
れます（セクション    ツリーフィルター , 
ページ  29 を参照）。

バックアップトラッ
クを表示

このオプションをアクティブにすると、
バックアップ機能を使用して保存された録
画映像のみが表示されます（セクション
 3.7.4  バックアップ , ページ  56 を参照）。
このオプションをアクティブにしないと、
バックアップされていないすべての録画映
像が表示されます。

オンラインヘルプ
...

オンラインヘルプが開きます。

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
Archive Player 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、再生ウィンドウ内でさまざ
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 のトリック再生モードにおける再生数を制限
することができます（セクション  2.5 Configuration 
ManagerConfiguration Manager を使用した設定 , ページ  13 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。 モニターと録画映像の間でトリック再生モードがアクティブな
ときに確立可能な接続数を定義します。 指定された数に達すると、
トリックモードでそれ以上の接続を確立できなくなります。
各種のタブとタブでトリガーされるコマンド（たとえばソフトウェ
アズーム）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。

3.3.1 録画映像とモニターの接続
録画映像をモニターに接続すると再生が開始します。
録画映像とモニターの接続を確立するには、以下の方法がありま
す。
- カメラリストからモニターへカメラをドラッグします。

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  29 を参
照）。

- 検索結果の 1 つをクリックします。 現在アクティブなモニター
が新しい接続に使用されます。または、［モニター自動割り当
て］オプションがアクティブな場合は次のモニターが使用され
ます。
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モニターと録画映像の接続を終了するには、以下の方法がありま
す。
- モニターを右クリックし、［再生セッションを切断］を選択し

ます。
- カメラリストからモニターへ別のカメラをドラッグします。

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
続されているときには、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することができます（セクション
 2.5 Configuration ManagerConfiguration Manager を使用した設定 , 
ページ  13 を参照）。

モニターレイアウトの変更
Archive Player 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。
表示されるモニターの数とレイアウトを選択します。 定義済みのレ
イアウトを使用できます。 PC モニターで使用可能な領域に合わせて
レイアウトが自動的に調整されます。 検索結果またはタイムライン
の表示サイズを変更すると、それに応じて選択したレイアウトが調
整されます。 必要に応じて、大きいサイズのモニターを 1 つまたは
2 つ使用できます。 
それまでよりも少ない数のモニターによるモニターレイアウトを選
択した場合は、一部の接続が終了します。
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
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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 
ManagerConfiguration Manager を使用した設定 , ページ  13 を参
照）。
個々のモニターのレイアウトを変更するには、マウスボタンを押し
たままモニターを別の位置へドラッグします。

全画面表示
ユーザーインターフェースと全画面表示を切り替えるには、F11
キー（コントロール付き表示）または F12 キー（映像表示のみ）を
押します。

3.3.2 選択した録画映像の表示
検索結果からエントリーを選択すると、録画映像の再生が自動的に
開始します。
カメラリストからカメラをモニターへ直接ドラッグアンドドロップ
します。 使用可能な 新の録画映像の開始点で再生が開始します。

逆方向に移動すると、それぞれ 後の I- フレームが表示されます。 I-
フレーム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）。

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移動します。
次のフレーム
次のフレームへ順方向に移動します。



Archive Player 3.0 操作 | ja 31

Bosch Security Systems 操作マニュアル DOC | 3.0 | 2009.06

3.3.3 タイムライン
タイムラインはナビゲーションに使用します。 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。

録画映像が使用可能な期間は、明るい灰色で表示されます。
タイムスケールに表示される期間は変更できます。
- 表示される期間を移動するには、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。
- 表示される期間の詳細さを変更するには、以下の方法がありま

す。 
- 右側にあるいずれかの虫眼鏡アイコンをクリックします。
- マウスカーソルをタイムラインの上のタイムスケールの

タイムラインに置いて、スクロールホイールを回します。
タイムスケールを十分に詳細に表示すると、他の色が付いたマー
カーがタイムラインに表示されることがあります。    これらをシス
テムアラームと呼びます。 これらのアラームの録画は、
Configuration Manager の［Recording Profiles］またはデバイスの
Web ブラウザー表示からアクティブになります。 システムアラーム
の例としては、アラーム入力経由のアラーム（赤のマーカー）、映

1 カメラ名またはファイル名
（アクティブなモニターは太字）

2 タイムスケール
3 選択した録画映像で表される期間
4 タイムスケールの詳細表示
5 タイムスケールの簡易表示
6 ブックマーク
7 再生マーカー
8 マークされた範囲
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像信号が中断されたときにトリガーされるアラーム（黒のマー
カー）などがあります。
別の期間を表示するには、検索結果から別の録画映像を選択する
か、または別の灰色のマーカーをクリックします。
複数の録画映像が表示されている場合は、モニターごとのタイムラ
インに対応するトラックとマーカーが表示されます。

映像スクラッチング
映像スクラッチングは、具体的なあるイベントを探している場合の
ように、大量の映像データをすばやく検索する場合に便利です。
これを行うには、カメラトラックの上にある緑の再生マーカーを左
マウスボタンを押したまま左右にドラッグします。 ドラッグ時に、
関連するモニターの I- フレームが更新されるため、強調表示された
領域の概要をすばやく把握できます。

ポップアップメニュー
カメラトラックを右クリックすると、以下のポップアップメニュー
が開きます。

ズーム
さらにサブメニューが開き、タイムラインに表示される期間を選択
できます。
ブックマークを追加 ...
再生マーカーの位置にブックマークを追加します。 ブックマークは
すべてのトラックに追加されます。
簡単な説明を入力できるダイアログボックスが表示されます。
ブックマークを削除
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既存のブックマークを右マウスボタンでクリックすると、そのブッ
クマークを削除するオプションが表示されます。 ブックマークはす
べてのトラックで削除されます。
選択の開始点を設定
再生マーカーの位置に選択開始マーカーを追加します。
選択開始マーカーを設定するには、メインメニューを使用するか F5
キーを押します。
選択はエクスポートモジュールに切り替えても記録されています。
選択の終了点を設定
選択の終了を設定します。
注意：
- 選択を作成するには、タイムラインの領域上で左マウスボタン

を押したままマウスカーソルを動かす方法もあります。
- 選択を解除するには、タイムラインをクリックします。
消去（VRM システムのみ）
先に選択した映像をメモリーから削除します。 削除は元に戻せませ
ん。
保護（VRM システムのみ）
先に選択した映像を削除されないように保護します。
保護されたシーケンスは、赤色のマーカーで示されます。
保護を解除（VRM システムのみ）
シーケンスの保護を解除します。
エクスポート選択（エクスポート機能のライセンスがある場合の
み）
タイムラインに表示されるすべてのカメラトラックについて、選択
したシーケンスをエクスポートします。
VRM Video Recording Manager を使用して録画映像を管理する場合
VRM システムを使用して割り当てられたユーザー権限が原因で、前
述の機能の一部が制限されることがあります。
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3.3.4 追加情報およびコントロール
情報
ここには、録画が行われた時刻が表示されます。
別の時刻を入力して Enter キーを押します。 再生マーカーが
当該位置へ移動し、再生が開始されます。
現在の再生スピードが表示されます。
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。
長期間にわたって特定のスピードで録画映像が早送り／逆
再生されるように、コントロールホイールの位置を固定す
ることができます。 これを行うには、必要なスピードになる
位置まで緑の四角形を下へドラッグします。 四角形はその位
置に固定されたままになり、四角形をもう一度上へドラッ
グするか［開始］をクリックするまで、録画映像は早送り
／逆再生し続けます。
ブックマークを追加 ...
現在の位置にブックマークを設定します。 ブックマークはす
べてのトラックに追加されます。
簡単な説明を入力できるダイアログボックスが表示されま
す。
前へ
録画映像内で、リストフィールド内の選択に対応する も
近い時点まで再生マーカーが逆方向に移動します。
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このリストフィールドは、矢印アイコンをクリックしたと
きに移動先となる時点を選択するときに使用されます。    
以下の項目を使用できます。
- すべて

（リスト内のすべての時点）
- 映像

（新しい録画映像ごとの開始時点）
- ブックマーク

（ブックマークごと）
- アラーム

（アラームイベントごと）
- 保護

（保護された録画映像ごとの開始時点）
- プロファイル

（新しい VCA プロファイルごとの開始時点）
- フレーム

（I- フレームごと）
次へ
録画映像内で、リストフィールド内の選択に対応する次の
時点まで再生マーカーが順方向に移動します。
エクスポートを開始
選択のエクスポートを開始します
スクリーンショットを保存
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
指定されたフォルダーに保存します
スクリーンショットを印刷 ...
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
指定された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
指定された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
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スクリーンショットフォルダーを開く ...
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。
録画フォルダーを開く ...
録画映像のフォルダーを Windows エクスプローラで開きま
す。
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3.4 ファイル検索
ここでは、特定の時間内に行われた録画映像を検索できます。 さら
に、保存場所とカメラについて検索のフィルターを設定できます。 

［ファイル］＞［検索フォルダーを追加 ...］を選択して、検索にそ
の他の録画映像を含めます。

ファイル検索のいずれかのパラメーターを変更すると（たとえば別
のカメラを選択すると）すぐに、新しい検索が自動的に開始しま
す。

1 1 カ月戻る
2 選択した月
3 1 カ月進む
4 マークされた日付
5 データソースに応じたフィルター
6 フィルタリングの開始時刻と終了時刻
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3.4.1 フィルターの設定
Archive Player を起動すると、ファイル検索タブに現在の月が表示
されます。
1. または をクリックすると、前／次の月が表示されます。 
2. 日付をクリックして、その日付を強調表示します。

または
希望する日付上で左マウスボタンを押したままマウスを動かし
て、長い期間を選択します。
選択した期間が緑で強調表示されます。

3. Shift キーを押したままにすると、すでに選択された期間を延
ばすことができます。 必要に応じてカレンダーで 1 カ月前また
は 1 カ月後に移動します。

4. 開始時刻と終了時刻を入力できます。
選択した期間が複数日にわたる場合、開始時刻は 初に選択さ
れた日付に適用され、終了時刻は 後に選択された日付に適用
されます。 これにより、選択した期間を正確に限定することが
できます。

5. ［フィルター：］ドロップダウンリストを使用すると、検索の
対象を特定の保存場所に制限することができます。

6. カメラリストからカメラを選択します。
または
Ctrl キーまたは Shift キーを押したままカメラをクリックし、
複数のカメラを選択します。
カメラがフォルダーでグループ化されている場合（たとえば設
置場所ごと）、フォルダーを選択できます。 この場合は、フォ
ルダー内のすべてのカメラによる録画映像が検索されて表示さ
れます。
フィルタリングすることで、広範なリスト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  29 を参照）。

カメラの選択を終えるとすぐに録画の検索が開始されます。 選択し
たカメラを使用し、選択した期間に録画画が行われ、選択した場所
に保存されたすべての録画映像が検索結果としてリストされます。 
既存の録画映像を表示するために、カメラ自体が動作可能な状態で
ある必要や現在も設置されている必要はありません。 録画データが
保存されているデバイス（たとえばローカルストレージメディアを
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使用した映像送信ユニット VRM）がネットワーク上で利用可能であ
る必要があるだけです。
注意：カメラ名を変更しても、そのカメラによる録画映像が古いカ
メラ名を使用したままシステムに保存される場合、これらの録画映
像は古いカメラ名を使用してリストされます。 ただし、カメラ自体
は使用不可としてマークされます。

3.4.2 検索結果
保存されている録画映像を並べ替えるには、列見出し（［開始］、

［終了］、［ソース］、または［情報］）のいずれかをクリックします。 
もう一度クリックすると、並べ替えの順序が反転します。 スクロー
ルバーを使用してリストをスクロールします。

初の列では、録画映像の保存場所がアイコンで示されます。

 エントリーをクリックします。
対応する録画映像の再生が開始します。

録画映像は PC に保存されています。

録画映像は VRM システムまたは NVR（Network Video Recorder）
に保存されています。
録画映像は、設置された映像送信ユニット（たとえば VideoJet 
X40）のストレージメディアにローカル保存されています。
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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
ターで録画映像の画像全体がふたたび表示されます。

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 動体検出
録画映像で動体を検出するために、各種のアルゴリズムを使用でき
ます。 この機能を使用すると、大量の映像素材であっても、動きが
記録された位置をすばやく検索できます。 
前提条件は以下のとおりです。 
- 当該の動体検出アルゴリズムが録画時にすでにアクティブで

あったこと
および

- 録画された素材にメタデータが含まれていること これを行う
には、Configuration Manager の［録画プロファイル］でその
デバイスに対して関連オプションがアクティブである必要があ
ります。

録画時に検出領域として強調表示（黄色の影付き表示）された領域
のみが動きの検索対象となります。
以下のアルゴリズムを使用できます。
- MOTION+

強調表示された画像領域内の動きを検出するライセンス不要の
アルゴリズムです。 感度と 小オブジェクトサイズを変更でき
ます。

- IVMD および IVA
これらのアルゴリズムは、30 日間のデモ期間が過ぎるとライ
センスが必要です（セクション  3.6.2  フォレンジックサーチ , 
ページ  44 を参照）。
これらのアルゴリズムを使用する場合、サイズ、色、方向、ス
ピードなどの要素に従って、動きの検出対象となるオブジェク
トを正確に定義して、フィルタリングすることができます。

動体検出だけでなく、他のアルゴリズムも検索フィルターとして使
用できます。
- ［アラーム検索］アルゴリズムは、録画時にアクティブだった

すべてのシステムアラームを検索結果にリストします。 アラー
ムの種類は、結果リストの［情報］列に表示されます。 これら
のアラームは、タイムラインで異なる色つきのマーカーで示さ
れます（セクション  3.3.3  タイムライン , ページ  31 を参照）。

- ［アラームメッセージ］アルゴリズムを使用すると、検索を特
定のメッセージで示されたアルゴリズムに制限できます（セク
ション  3.6.3  アラームメッセージ , ページ  46 を参照）。
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これらの設定を編集できるのは、1 つ以上のモニターが録画映像に
割り当てられている場合に限られます。

1 保存済みの設定
2 アルゴリズムのプリセットに応じて、アクティブなモニター

で動体の輪郭線を表示します。
黄色の輪郭線は、検出された動きを示します。
赤の輪郭線は、アラームイベントをトリガーした動きを示し
ます。

3 アクティブなモニターの現在の設定を表示します。
4 設定に対する変更を有効にします。

選択したアルゴリズムに応じて、追加の設定オプションを使
用できます。追加のオプションは、アクティブなモニターの
ポップアップメニュー、および該当する場合は別の設定ウィ
ンドウからアクセスします。

5 アルゴリズムのドロップダウンリスト
6 変更した設定を保存するウィンドウを開きます。
7 アクティブなモニターに選択した設定に従って、動体の検索

を開始します。
8 プロファイルの選択（IVA 4.0 以降）
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3.6.1 カメラのプリセットを使用した動体検出
動体検出アルゴリズムが設定されていて録画時にアクティブな場合
は、対応するメタデータが動画データとともに保存されます。 
ファームウェアバージョン 4.0 以上のデバイスとカメラの場合、録
画時にメタデータの保存の関連オプションがアクティブである必要
があります。
このプリセットによって生成されるアラームイベントは、録画に次
のように表示されます。
1. ［ファイル検索］タブのカメラのリストからカメラを選択しま

す。
2. 検索結果のリストから録画を選択します。

3. ［動体検出］タブ  に切り替えます。
［検索アルゴリズム］表示は、元の録画時にアクティブだった
アルゴリズムを示します。

4. タイムライン上で、解析したい時間帯を強調表示します。

5.  アイコンをクリックして、アラームイベントの生成要因
となった動きを強調表示した時間帯から検索します。

検索によって見つかったイベントは、カメラトラック上で黄色で強
調表示されます。

検索によって見つかったすべてのイベントがタイムラインの下のリ
スト領域に表示されます。 ここに、特にアラームの時刻とトリガー
に関する情報が表示されます。

6.  アイコンをクリックし、動体検出設定を表示します。

注
MOTION+ の設定オプションについては、対応するデバイスのマ
ニュアルで説明しています。
IVMD、IVA、およびフォレンジックサーチのライセンス文書ととも
に独立した包括的なマニュアルが用意されています。
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3.6.2 フォレンジックサーチ
新しい検索のためなど他のフィルター設定で録画を検索する場合、
感知領域の解析に、自己定義した設定によるアルゴリズムを使用す
ることもできます。
MOTION+ アルゴリズムは常時使用できます。
MOTION+ は、カメラ映像の強調表示された領域内の動きを検出し
ます。 感度および 小オブジェクトサイズを設定できます。
30 日のデモ期間後に IVMD および IVA を使い続けるには、ライセン
スを購入し、Configuration Manager を使用してライセンスコードを
入力する必要があります。
IVMD および IVA アルゴリズムを使用すると、動きの方向、速度、
色、または動作に従ってオブジェクトをフィルターすることもでき
ます。

選択と設定
1. ［ファイル検索］タブのカメラのリストからカメラを選択しま

す。
2. 検索結果のリストから録画を選択します。

3. ［動体検出］タブ  に切り替えます。
4. タイムラインで解析する領域を強調表示します。
5. ［検索アルゴリズム］リストからアルゴリズムを選択します。

6.  アイコンをクリックすると、動いているオブジェクトの輪
郭線が表示されます。 
動きが検出された場合などにのみオブジェクトを選択できま
す。 そのため、再生が一時停止している場合はオブジェクトを
検出できません。

7.  アイコンをクリックすると、現在の設定が表示されます。

8.  アイコンをクリックして、選択したアルゴリズムの設定を
変更します。 モニターフレームが黄色で表示されます。

注
ライセンスを購入すると、さまざまなアルゴリズムの設定オプショ
ンの詳細を記載されたフォレンジックサーチのマニュアルを入手で
きます。
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9. ポップアップメニューを開くには、アクティブな黄色のフレー
ムのモニター内を右クリックします。
ポップアップメニューには、選択したアルゴリズムによって異
なるメニュー項目が表示されます。 特定のアルゴリズムについ
ては、個別の設定画面も表示されます。

10. 要件に従って、アルゴリズムのパラメーターを変更します。

11.  アイコンをクリックすると、設定がプリセットとして保存
されます。 後で、保存したプリセットを他の録画に使用できま
す。

12. ［設定を保存］ダイアログボックスで、プリセットを保存する
番号（1、2、3、4）を選択します。 プリセットにわかりやすい
名前を付けます。

13.  アイコンをクリックしてプリセットを保存します。

14. 、 、 、または  をクリックして、保存したプリ
セットをアクティブなモニターに適用します。

15.  アイコンをクリックして、選択したプリセットに従って
アラームイベントの生成要因となった動きを強調表示した選択
部から検索します。

検索によって見つかったイベントは、カメラトラック上で黄色で強
調表示されます。
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検索によって見つかったすべてのイベントがタイムラインの下のリ
スト領域に表示されます。 ここに、特にアラームの時刻とトリガー
に関する情報が表示されます。

16.  または  をクリックすると、録画の前のアラームまた
は次のアラームにリープします。

3.6.3 アラームメッセージ
このアルゴリズムを使用して、アラームとともに自動的に示された
メッセージのメタデータを検索できます。 これらのメッセージは、
検索結果の［情報］列に表示されます。 これにより、広範な検索結
果をさらに制限できます。
注意：これらのメッセージと、Configuration Manager の［映像の
オーバーレイ情報］の下またはデバイスの Web ブラウザー表示か
ら手動で入力できるアラームメッセージと混同しないでください。
1. ［ファイル検索］タブのカメラのリストからカメラを選択しま

す。
2. 検索結果のリストから録画を選択します。

3. ［動体検出］タブ  に切り替えます。
4. タイムライン上で、解析したい時間帯を強調表示します。
5. ［検索アルゴリズム］リストから［アラームメッセージ］アル

ゴリズムを選択します。

6.  アイコンをクリックして、アルゴリズムの設定を変更しま
す。 モニターフレームが黄色で表示されます。 設定画面が開き
ます。

7. ［設定］タブを選択します。
メッセージが表示された前後の時間の関連時間を入力して、エ
クスポート用にマークするセクションの長さを指定します。

8. ［検索］タブを選択します。
検索するテキストを入力します。一部のテキストおよびプレー
スホルダーで検索することもできます。

注
録画とモニター間の接続を終了すると、検出されたアラームイベン
トは保存されません。 ただし、対応する位置にブックマークを設定
できます。 ブックマークが保存されます。
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たとえば、次のテキストは、アラームを含むメッセージとして
保存されます。
- VCA タスクの名前
- IVA Task Script によって入力されたテキスト
- いたずら検出アラーム（著しいノイズのあるシーンなど）

を示すテキスト
- システムアラーム（アラーム入力によるアラームなど）

を示すテキスト
9. これらの設定を設定画面の［設定］＞［ファイルに保存 ...］で

保存し、［ファイルから読み込み ...］で別の検索に使用できま
す。

10. ポップアップメニューを開くには、アクティブな黄色のフレー
ムのモニター内を右クリックします。
ポップアップメニューには次のメニュー項目があります。
- OSD を表示

モニター上のアラームメッセージの表示をオンまたはオ
フに切り替えます。

- OSD フォントを選択
アラームメッセージを表示するフォントの種類とサイズ
を選択するダイアログボックスが開きます。

11.  アイコンをクリックすると、設定がプリセットとして保存
されます。 後で、保存したプリセットを他の録画に使用できま
す。

12. ［設定を保存］ダイアログボックスで、プリセットを保存する
番号（1、2、3、4）を選択します。 プリセットにわかりやすい
名前を付けます。

13.  アイコンをクリックしてプリセットを保存します。
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14. 、 、 、または  をクリックして、保存したプリ
セットをアクティブなモニターに適用します。

15.  アイコンをクリックして、マークした選択でオーバーレ
イを検索します。

カメラトラック上では、認識されたイベントは黄色で強調表示され
ます。

16.  または  をクリックすると、録画の前のオーバーレイ
または次のオーバーレイにリープします。
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3.7 エクスポートとバックアップ
エクスポートモジュールを使用して、すべての録画を PC または
ネットワークの別の保存場所にエクスポートできます。 
エクスポートが成功すると、CD または DVD に録画を書き込むこと
ができます。
VRM によって管理されるシステムで、このモジュールを使用して、
システムの選択した録画をバックアップすることもできます。

注
このモジュールを使用するには、ライセンスを購入する必要があり
ます。 デモ期間が終了すると、［エクスポート／バックアップ］タブ
は使用できなくなります。
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エクスポート
選択した録画をさまざまな形式でエクスポートできます。
- 送信ユニット（Bosch MPEG）

これらのエクスポートは Viewer または Player で表示できま
す。 メタデータとブックマークも保存されます。 Configuration 
Manager によってエクスポート速度を設定できます（セクショ
ン  2.5 Configuration ManagerConfiguration Manager を使用し
た設定 , ページ  13 を参照）。

- Windows（*.wmv）
これらのエクスポートは、Windows Media Player などで表示
できます。 メタデータとブックマークは保存されません。 この
形式のエクスポートでは、エクスポート速度を上げることがで
きません。

バックアップ
Configuration Manager を使用して、システムに VRM を統合してい
る場合、Archive Player を使用して、選択した録画を iSCSI 形式で
プリセットバックアップ LUN に保存することもできます。 バック
アップ LUN のセットアップの詳細については、VRM のマニュアル
を参照してください。 そこから、データをテープバックアップデバ
イスなどにアーカイブできます（セクション  3.7.4  バックアップ , 
ページ  56 を参照）。

1 カレンダー
2 エクスポートの詳細
3 エクスポートステータス
4 フィルターを表示したカメラリスト
5 検索結果
6 保存先
7 エクスポート形式
8 追加情報
9 エクスポート項目
10 ディスクの作成を開始
11 CD ／ DVD ドライブの選択
12 エクスポートジョブを削除
13 エクスポートを一時停止
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3.7.1 録画のエクスポート

1. ［エクスポート／バックアップ］タブ：
エクスポートモジュールが表示されます。

2. 目的の録画を検索します
（セクション  3.4  ファイル検索 , ページ  37 を参照）。
検索結果がリストに表示されます。

3. ［エクスポート形式 ] リストからエクスポートするファイルの
必要な形式を選択します。
- 送信ユニット（Bosch MPEG）

メタデータも保存されます
- Windows（*.wmv）

メタデータは保存されません
- iSCSI バックアップ

注意：このオプションはバックアップにのみ有効です
（セクション  3.7.4  バックアップ , ページ  56 を参照）。

4. ［保存先］フィールドの横の  アイコンをクリックします。 
［保存先フォルダーを選択］ダイアログボックスが表示されま
す。

5. エクスポートしたファイルを保存するフォルダーを選択しま
す。

［保存先］フィールドの下に、保存先の空き容量に関する情報
が表示されます。

選択した保存先は、タイムラインポップアップメニューまたはメイ
ンメニューから起動するエクスポートにも有効です。 ここに何も入
力しない場合、Configuration Manager に設定されたエクスポートパ
スが適用されます。
6. ［エクスポート項目］をクリックします：

ファイルのエクスポートが開始されます。
［エクスポートステータス］の下に、現在エクスポート中のす
べての録画のリストが表示されます。 エクスポートに関する詳
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細情報は、選択したエントリーの［エクスポートの詳細］に表
示されます。

7. 各ファイルのエクスポートを一時停止する場合、［エクスポー
トステータス］の下の対応するエントリーを強調表示し、［エ

クスポートを一時停止］アイコン  をクリックします。
8. 各ファイルのエクスポートをキャンセルし、それらのファイル

を削除する場合は、［エクスポートステータス］の下の対応す
るエントリーを強調表示し、［エクスポートジョブおよび関連

ファイルを削除］アイコン  をクリックします。
CD または DVD に書き込まれた録画は削除できません。

9.  アイコンを再度クリックすると、エクスポートが続行され
ます。

10. エクスポートされたすべての録画は［エクスポートステータ
ス］の下にリストで表示されます。
エクスポートが成功すると、［エクスポートステータス］の

［情報］列に「完了しました」というメッセージが表示されま
す。

11. 必要に応じて、他のカメラや異なる期間で、手順 2 ～ 8 を繰り
返します。
エクスポートされた録画が保存先の場所に保存されました。

エクスポートマーカー
エクスポートモジュールによって録画の特定のセクションのみがエ
クスポートされるように、再生中にエクスポートする録画をマーク
できます。

注意
リングモードでは、一時停止中に、 初に選択された録画が上書き
される可能性があります。 この場合、エクスポートは続行できませ
ん。

注
負荷が 50% 以上（メニューバーの CPU 表示が赤に変わる）の場
合、エクスポートできません。
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1. 録画を検索し（セクション  3.4  ファイル検索 , ページ  37 を参
照）、再生を開始します。

2. 再生マーカーがエクスポートを開始するポイントに来たら、F5
を押します。
エクスポート開始時刻が設定されます。

3. 再生マーカーがエクスポートを停止するポイントに来たら、F6
を押します。
エクスポート終了時刻が設定されます。

タイムラインのポップアップメニューを使用して開始マーカーおよ
び終了マーカーを設定したり、マウスボタンを押したままドラッグ
して必要な領域を強調表示することもできます。
強調表示した領域はタイムラインに緑色で表示されます。

4. タイムラインのポップアップメニューの［エクスポート選択］
をクリックします。 
強調表示されたセクションは、Configuration Manager の［デ
フォルトのエクスポート形式］にプリセットされた形式でエク
スポートされます。 ［エクスポート／バックアップ］タブの

［保存先］に何も入力しなかった場合、データは Configuration 
Manager の［デフォルトのエクスポートパス］に入力された
フォルダーに直接エクスポートされます。 エクスポートされる
録画に関する情報が新しいウィンドウに表示されます。

5.  アイコンをクリックして、ウィンドウを閉じます。
6. 必要に応じて、エクスポートモジュールに切り替え、エクス

ポート処理を監視します。

エクスポート時の遅延やエラーの考えられる原因
- 一部のデバイスは再生接続を 1 つしか確立できません。 既に使

用中の可能性があります。
- 録画が存在していません（リングモードで上書きされたか、

ファイルが手動で削除された）。 
- エクスポート処理中にネットワーク接続が切断されました。
- エクスポートを続行する録画がその間に PC で開かれました。
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- エクスポートを続行する録画の接続ポイントが映像ストリーム
で見つかりません。

Configuration Manager の設定に応じて、Archive Player は複数回
ファイルのエクスポートを試みることができます。

3.7.2 追加情報
CD または DVD に書き込まれるファイルの名前は、録画の作成に使
用されたデバイスとカメラの名前から付けられます。 
書き込み処理の前に、ファイル名を編集できます。
1. エクスポートされるファイルのリストのエントリーをクリック

します。
［エクスポート形式］情報の上に［追加情報］エントリーが表
示されます。

2. 詳細を入力し（32 文字まで）、  アイコンをクリックします。
入力した名前でファイルが CD または DVD に書き込まれます。

3.7.3 CD または DVD へのデータの書き込み
1. 空の書き込み可能 CD または DVD を PC のドライブに挿入し

ます。
2. ドライブを選択します。

3. ［エクスポートステータス］で、CD または DVD に書き込む録
画を選択します。 これを実行するには、エントリーの横のボッ
クスをクリックして、チェックマークを付けます。

警告
関連データが完全にエクスポートされたことが確認できるまで、元
の録画データを削除しないでください。
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録画のエクスポートが完了するまで、その録画は選択できませ
ん。
CD または DVD の残量が、ボタンの横に表示されます。 

4. 選択したエントリーの追加情報を入力します（セクション
 3.7.2  追加情報 , ページ  54 を参照）。

5. ［ディスクの作成を開始］  をクリックします。
このボタンは、少なくとも 1 つの録画が CD へのエクスポート
に選択されている場合にのみ使用できます。 1 つの書き込み処
理が現在進行中の場合、別の処理を開始できません。

データが CD または DVD に書き込まれます。 
さらに、別の PC でビデオデータを再生するために使用できるプロ
グラムが CD または DVD に書き込まれます。
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3.7.4 バックアップ 
Archive Player を使用して、VRM によって管理される録画を、同様
に VRM によって管理されるバックアップ LUN に保存できます。 こ
れにより、複数の LUN に分割されているデータを 1 つのファイル
にマージできます。 関連バックアップソフトウェアを使用して、こ
のデータをテープドライブなどに保存し、そこから VRM によって
管理されるシステムに戻すことができます。 バックアップも VRM に
よって管理されるため、同時録画に影響しないように、必要な読み
取りおよび書き込みアクセスが制御されます。
バックアップ機能を使用する手順
1. VRM で少なくとも 1 つのバックアップ LUN をセットアップし

ます。 バックアップ LUN のセットアップの詳細については、
VRM のマニュアルを参照してください。

2. Archive Player が、VRM によって管理される録画にアクセスで
きるように、 Configuration Manager を使用してシステムに
VRM を統合します（セクション  2.5 Configuration 
ManagerConfiguration Manager を使用した設定 , ページ  13 を
参照）。

3. ［エクスポート／バックアップ］タブ：
エクスポートモジュールが表示されます。

4. 目的の録画を検索します
（セクション  3.4  ファイル検索 , ページ  37 を参照）。
検索結果がリストに表示されます。

5. ［エクスポート形式］リストから、［iSCSI バックアップ］形式
を選択します。

6. 必要なバックアップ LUN の IP アドレスを保存先として選択し
ます。 アドレスが IP/Target-ID/LUN-ID 形式で表示されま
す。

7. ［エクスポート項目］をクリックします：

データのバックアップ処理が開始されます。
［エクスポートステータス］の下に、現在バックアップ中のす
べての録画のリストが表示されます。 バックアップに関する詳



Archive Player 3.0 操作 | ja 57

Bosch Security Systems 操作マニュアル DOC | 3.0 | 2009.06

細情報は、選択したエントリーの［エクスポートの詳細］に表
示されます。

8. 各ファイルのバックアップを一時停止する場合、［エクスポー
トステータス］の下の対応するエントリーを強調表示し、［エ

クスポートを一時停止］アイコン  をクリックします。
9. 各ファイルのバックアップをキャンセルし、それらのファイル

を削除する場合は、［エクスポートステータス］の下の対応す
るエントリーを強調表示し、［エクスポートジョブおよび関連

ファイルを削除］アイコン  をクリックします。

10.  アイコンを再度クリックすると、バックアップが続行され
ます。

11. バックアップされたすべての録画は［エクスポートステータ
ス］の下にリストで表示されます。
バックアップが成功すると、［エクスポートステータス］の

［情報］列に「完了しました」というメッセージが表示されま
す。

12. 必要に応じて、他のカメラや異なる期間で、手順 4 から 10 を
繰り返します。
バックアップされた録画がバックアップ LUN に保存されまし
た。

3.8 プログラムの終了
Archive Player 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。

注意
リングモードでは、一時停止中に、 初に選択された録画が上書き
される可能性があります。 この場合、バックアップは続行できませ
ん。
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4 Contour Design ShuttlePRO V.2

4.1 はじめに
Archive Player では、Contour Design 製の ShuttlePRO V.2 マルチメ
ディアコントローラーを使用できます。
マルチメディアコントローラーを使用する多くの利点には、直観的
な操作、簡単なスクロール、画像によって映像を表示するオプショ
ンなどがあります。
Contour Design ShuttlePRO V.2 は Archive Player と一緒にオプショ
ンのコンポーネントとしてインストールされます。 インストール後、
ShuttlePRO は USB で接続されます。  ShuttlePRO は Archive Player
で使用できるようになります。

4.2 Contour Design ShuttlePRO V.2 のインストー
ル

4.2.1 要件
- Archive Player バージョン 2.23 以上
- USB 接続

直接接続し、使用することをお勧めします。 接続はアクティブ
ハブ経由でも可能です。 USB アダプターは使用しないでくださ
い。
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4.2.2 インストール

Contour Design ShuttlePRO V.2 は Archive Player と一緒にインス
トールされます。 ShuttlePRO を使用するには、Archive Player のイ
ンストール時に Contour Design ShuttlePRO2 オプションをアク
ティブにします。

インストール後、ShuttlePRO を PC のいずれかの USB コネクタに
接続します。    ShuttlePRO を Archive Player で使用できるようにな
ります。
キーおよびコントロールホイールの設定の正確な情報については、
次のページを参照してください。
設定は復元できないため変更しないでください。

注
インストールを開始する前に、他のマルチメディアコントローラー
をアンインストールします。
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4.3 キーの設定

Contour Design ShuttlePRO V.2 を接続した場合も、引き続きマウ
スとキーボードで Archive Player を使用できます。 対応するキーと
ファンクションキーを次の表の右側の列に示します。
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キー 機能 説明

1 エクスポートを開
始

選択のエクスポートを開始します

2 リストを上にスク
ロール

リストフィールドにリストの前のエント
リーが表示されます

3 選択の開始点を設
定

選択の開始マーカーを設定します F5

4 前へ 再生マーカーがリストフィールドの選択に
対応する録画の も近いポイントに戻りま
す

5 後 選択の再生の巻き戻しを開始します
6 ESC 既に開始したエントリーをキャンセルしま

す
7 ズームアウト タイムスケールを詳細度を下げて表示しま

す
8 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。

9 ズームイン タイムスケールを詳細に表示します

10 ブックマークを追
加 ...

現在の位置にブックマークを設定します。 
ブックマークはすべてのトラックに追加さ
れます。

11 再生 選択の再生を開始します
12 次へ 再生マーカーがリストフィールドの選択に

対応する録画の次のポイントに進みます
13 選択の終了点を設

定
選択の終了マーカーを設定します F6

14 リストを下にスク
ロール

リストフィールドにリストの次のエント
リーが表示されます

15 スクリーンショッ
トを保存

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されたフォルダーに
保存します
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コントロールホイール

実行速度を上げるには、コントロールホイールを 7 の位置に維持し
ます。

商標
Contour は Contour Design, Inc. の登録商標です。
ShuttlePRO2 は Contour Design, Inc. の商標です。

左の位置：
逆再生

右の位置：
前

1 x 0.5 1 x 0.5
2 x 1 2 x 1
3 x 2 3 x 2
4 x 4 4 x 4
5 x 8 5 x 8
6 x 16 6 x 16
7 x 32 7 x 32



Archive Player 3.0  | ja 63

Bosch Security Systems 操作マニュアル DOC | 3.0 | 2009.06

索引
C
CD/DVD へのデータの書き込み 54
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F
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F6 キー 53
I
IVA 41
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M
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V
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Z
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エラー 53
ジョブ 51, 56
ステータス 52, 57
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一時停止 52, 57
削除 52, 57
遅延 53

エクスポートするファイルの保存先
（Archive Player） 16
エクスポートの再開 17
エクスポートマーカー 52, 57
エクスポート形式（Archive Player） 16
カメラ

グループ化 15
カメラリスト 21
システムアラーム 31, 41, 47
ズーム、デジタル 40
ソフトウェア 27

ソフトウェアズーム 40
タイムライン 31
ダウンロード速度 17
デバイス

設定 15
トリック再生 15

大数 28
トリック再生モード 25
バージョン番号 27
パスワード 9
ビューポートツール 40
ファイル検索 37
フィルター 38
フォレンジックサーチ 44
ブックマーク

設定 34, 61
プログラム

起動 9
終了 22

マニュアル
その他 7

モニター
緑の線 28

モニターレイアウト 29
モニター割り当て、自動 26
ライセンス 11
リープフィルター 25
レイアウト 24
レイアウト変更のアニメーション 15
ログイン 9
暗号化 18
一時停止 30
音量 21
記号 5
検索アルゴリズム 44, 46
検索結果 39
再生 28, 30
再生スピード 34
再生マーカー 31
信頼性チェック 22
制限

ダウンロードの試行回数 16
トリック再生モード再生数 15
ファイルのエクスポート 16
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静止画
保存場所 14

選択 33
全画面 24, 30
操作 19
虫眼鏡 31
透かし 24
動体検出

プリセット 43
独自の設定 44

表示 19
保護 33
保存先 51
緑の線 28
輪郭線 42
録画映像

保存場所 14
録画映像の時刻 34
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