
VIP XD
VIPXD

ja 設置・操作マニュアル





VIP XD 目次 | ja 3

Bosch Security Systems 設置・操作マニュアル DOC | V4.0 | 2009.06

目次

1 はじめに 5
1.1 本マニュアルについて 5
1.2 本マニュアルの表記上の規則 5
1.3 使用目的 5
1.4 EU 指令 6
1.5 銘板 6

2 安全に関する注意 7
2.1 感電のおそれ 7
2.2 取り付けおよび操作 7
2.3 メンテナンスおよび修理 7

3 製品の説明 8
3.1 機器構成 8
3.2 システム要件 9
3.3 機能の概要 10
3.4 各部の名称 （前面パネル） 12
3.5 各部の名称 （後面パネル） 13

4 インストール 14
4.1 準備 14
4.2 接続 15
4.3 電源オン／電源オフ 17
4.4 Configuration Manager を使用したセットアップ 17

5 Web ブラウザーを使用した設定 19
5.1 接続中 19
5.2 設定メニュー 22
5.3 識別情報 23
5.4 パスワード 24
5.5 日付／時刻 25
5.6 外観設定 27
5.7 デコーダープロファイル 28
5.8 VGA 29
5.9 モニター表示 32
5.10 ［Audio］（音声バージョンのみ） 33
5.11 アラーム接続 34
5.12 Audio Alarm （音声バージョンのみ） 37
5.13 アラーム E- メール 38
5.14 Alarm Task Editor 40
5.15 アラーム入力 41
5.16 リレー 41
5.17 COM1 43
5.18 ネットワーク 44
5.19 詳細設定 48



4 ja | 目次 VIP XD

DOC | V4.0 | 2009.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

5.20 暗号化 49
5.21 メンテナンス 50
5.22 ライセンス 52
5.23 システムの概要 52
5.24 機能テスト 53

6 操作 54
6.1 接続中 54
6.2 ［CONNECTIONS］ページ 56
6.3 送信ユニットと受信ユニットの間の接続 57
6.4 ハードウェア接続 58
6.5 管理ソフトウェアによる操作 59

7 メンテナンスとアップグレード 61
7.1 ネットワーク接続をテストする 61
7.2 ユニット初期化 61
7.3 修理 62
7.4 譲渡および廃棄 62

8 付録 63
8.1 トラブルシューティング 63
8.2 LED 65
8.3 CPU 負荷 65
8.4 ネットワーク接続 65
8.5 シリアルインターフェース 66
8.6 端子台 66
8.7 ターミナルプログラムによる通信 67
8.8 著作権 68

9 仕様 70
9.1 ユニット 70
9.2 プロトコル／規格 71

用語集 72

索引 76



VIP XD はじめに | ja 5

Bosch Security Systems 設置・操作マニュアル DOC | V4.0 | 2009.06

1 はじめに

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、VIP XD の設置、操作を行う人を対象に説明しています。 国際規定および国内の電
気設備技術基準を厳守してください。 基礎的なネットワークの知識や使用するネットワーク機器に
ついての知識が必要です。 本マニュアルでは、VideoJet の取り付けおよび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、以下の記号と表記法を使用しています。

1.3 使用目的
VIP XD ネットワークビデオサーバーは映像および制御信号をネットワーク （Ethernet、LAN、イン
ターネット）経由で受信します。 音声信号は、ユニットの音声バージョンで送受信することもでき
ます。 本機は、防犯カメラシステムでの使用を目的として設計された製品です。 外部センサーから
の入力をトリガーにして、さまざまな機能を自動的に起動することができます。 これ以外の用途で
使用しないでください。
このマニュアルに説明されていない本機の使い方や、ご不明な点がありましたら、販売店または下
記までお問い合わせください。
Bosch Security Systems
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Germany
www.boschsecurity.com

注意
この記号は、記載された安全に関する指示に従わないと、人体への危害、本機またはその他の機器
への損傷を引き起こす恐れがあることを示しています。
この記号は、重大な物的損害が生じる可能性のあることを示しています。

注
この記号は、機能を表し、本機をより簡単に使いやすくするためのヒントや情報を示しています。
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1.4 EU 指令
VIP XD ネットワークビデオエンコーダーは EU 指令 89/336 （電磁適合性）および 73/23 （93/68 で
改訂、低電圧指令）の要件に準拠しています。

1.5 銘板
製品を正しく識別するための型名およびシリアル番号が印刷された銘板がハウジングの下部に貼ら
れています。 本機を取り付ける前に、これらをメモしてくことをお勧めします。お問い合わせや交
換部品をご注文の際に、型名・シリアル番号が必要になります。
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2 安全に関する注意

2.1 感電のおそれ
- 本機を指定外の電源に接続しないでください。
- 付属の電源装置以外は使用しないでください。
- 本機の筐体を絶対に開けないでください。
- 電源装置の筐体を絶対に開けないでください。
- 障害が発生した場合は、電源装置を電源およびその他すべての機器から切り離してください。
- 電源装置および本機は、湿気の多い場所、水や雨のかかる場所には設置しないでください。
- 本機の動作の安全性が確認できない場合は、運用を中断し、安全が確認できるまで使用しない

でください。 このような場合は、本機の点検を Bosch Security Systems に依頼してください。
以下の状態では、安全を確保できません。
- 本機または電源ケーブルに損傷がある
- 本機が正しく動作しない
- 本機が雨にさらされたり湿気が多いところに設置されている
- 本機に異物が侵入した
- 悪条件のもとで長期間保管された 
- 輸送中に強い衝撃を受けた

2.2 取り付けおよび操作
- 本機の取付作業を行う場合は、電気設備技術基準に従ってください。
- 本機の取り付けには、ネットワークに関する技術的な知識が必要です。
- 本機の取り付けまたは操作の前に、本機に接続されているモニターなどの周辺機器のマニュア

ルを理解しておいてください。 マニュアルには、安全に関する重要な注意事項や用途に関する
情報が記載されています。

- 本機の取り付けおよび操作は、本マニュアルに記載している手順に従って行ってください。 そ
れ以外の手順で行うと、怪我や、資産の損害または機器の損傷につながる場合があります。

2.3 メンテナンスおよび修理
- VIP XD 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。 
- 電源装置の筐体を絶対に開けないでください。 電源装置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。
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3 製品の説明

3.1 機器構成
- VIP XD ネットワークビデオサーバー （基本バージョンまたは音声バージョン）
- 4 つの主要アダプター付きの電源装置
- 設定ケーブル
- クイックインストールガイド
- 以下を納めた製品 CD：

- クイックインストールガイド
- マニュアル
- System Requirements （システム要件）のドキュメント
- Bosch Security Systems 製品に関するその他のマニュアル
- Configuration Manager
- MPEG ビューワープログラム （ActiveX コントロール）
- Player と Archive Player
- DirectX コントロール
- Microsoft Internet Explorer
- Sun JVM
- Adobe Acrobat Reader

注
同梱品がすべて揃っているか、破損しているものがないかを確認してください。 同梱物に破損があ
る場合は、販売店または Bosch Security Systems にご連絡ください。
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3.2 システム要件
一般要件
- OS が Windows XP または Windows Vista のコンピューター
- ネットワーク （イントラネットまたはインターネット）
- 画面解像度 1,024×768 ピクセル
- 色深度 16 または 32 ビット
- Sun JVM のインストール

その他の構成要件
- Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）

または
- インストール済みの Configuration Manager プログラム （バージョン 2.0 以上）

その他の動作要件
- Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）

または
- 管理ソフトウェア （VIDOS （バージョン 3.11 以上）または Bosch Video Management System

（バージョン 2.02 以上）など）

注
製品 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュメントも確認してくだ
さい。 同梱の製品 CD から、それぞれのプログラムをインストールできます （8 ページのセクショ
ン 「3.1  機器構成」を参照）。
本機の IP アドレスから Cookie を保存できるように Web ブラウザーを設定する必要があります。
Windows Vista では、［インターネット オプション］の ［セキュリティ］タブで保護モードを ［無
効］にします。
Microsoft Internet Explorer の使い方については、Internet Explorer のオンラインヘルプを参照してく
ださい。
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3.3 機能の概要
4 分割表示のネットワーク映像受信ユニット
VIP XD は、 大 4 つの映像ストリーム同時受信の超小型ネットワーク映像受信ユニットです。 主な
機能は、映像データを IP ネットワーク経由で送信後にデコーディングし、制御データを伝送するこ
とです。 モニターに接続され、互換性のある MPEG-4 映像サーバーと使用に試用される場合、
VIP XD は既存のアナログ CCTV システムを IP 対応にするのに 適です。
また、VIP XD は小型ハウジングに簡単に統合できます。 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。
たとえば VIP X1600 を送信ユニットとして、VIP XD を受信ユニットとして設定すると、PC を使わ
ない独立したデータ伝送システムとして構築できます。 1 台の送信ユニットからの映像を複数の受信
ユニットで同時に受信できます。 VIP XD 受信ユニットは、1 つまたは複数の互換性のある送信ユニ
ットから 大 4 つの映像ストリームを同時に受信できます。
また、VIP XD の音声バージョンでは、互換性のあるユニットとの音声信号の伝送が可能です。

送信ユニット
互換性のあるハードウェアエンコーダーを送信ユニットとして使用できます。たとえば、VIP X1、
VIP X1600 または VideoJet X40 などです。 VIDOS ソフトウェアがインストールされたコンピュータ
ーでは、要求された送信ユニットをそれぞれの受信ユニットに簡単に接続できます。

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
プロトコルに対応している必要があります。

暗号化
VIP XD 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
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。

設定
VIP XD 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経由で Web ブラウザを
使用して設定できます。 あるいは、Configuration Manager プログラムを使用して設定を実行するこ
ともできます。このプログラムは本機に付属の製品 CD に収録されています。
同様に、ファームウェアの更新やデバイス設定の高速ロードが可能です。
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概要
VIP XD には、主に以下の機能があります。
- IP データネットワーク経由での映像およびデータの受信
- 4 つの映像ストリームの同時デコーディング時の 4 分割表示機能
- アナログモニターを接続するための BNC コンポジット映像出力 （PAL/NTSC）とコンピュー

ターのモニターを接続するための Sub-D 映像インターフェース （VGA/SVGA）
- MPEG-4、MPEG-2 および H.264 を使用した映像のデコーディング
- 内蔵イーサネットポート （10/100 Base-T）
- RS-232 ／ RS-422 ／ RS-485 シリアルインターフェースを介した双方向の透過的データ転送
- すべての内部機能を TCP/IP 経由で設定して、遠隔制御が行えます （HTTPS によるセキュリテ

ィ保護に対応）。
- 不正な接続や設定変更を防ぐためにパスワードで保護できます。
- 外部センサー （ドア接点など）のための 4 つのアラーム入力
- ランプやサイレンなどの外部ユニットを動作させるためのリレー出力
- イベントごとの自動接続
- アップロード機能によりメンテナンスが容易
- 制御およびデータチャンネルの柔軟な暗号化
- 国際規格 802.1x に基づく認証

音声バージョンでは、次のことも可能です。
- 音声信号の伝送および受信
- ラインまたはマイク／スピーカーリンクの音声双方向通信 （モノラル）
- 国際規格 G.711 に基づく音声エンコーディング



12 ja | 製品の説明 VIP XD

DOC | V4.0 | 2009.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

3.4 各部の名称 （前面パネル）

1 Line In 音声ライン入力 （音声バージョンのみ）
3.5mm 音声ライン入力接続用ステレオコネクター

2 マイクおよびラウドスピーカーの接続用端子台コネクター
（音声バージョンのみ）

3 Line Out 音声ライン出力 （音声バージョンのみ）
3.5mm 音声ライン出力接続用ステレオコネクター

4 VGA 映像出力
コンピューターモニターの接続用 Sub-D コネクター

5 Video Out 映像出力
映像モニターの接続用 BNC コネクター
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3.5 各部の名称 （後面パネル）

6 初期化ボタン
設定を初期化します

7 端子台
アラーム入力、リレー出力、シリアルインターフェース、電源

8 動作ステータス LED
動作準備が完了すると緑色で点灯します

9 L LED
ネットワークに接続されているときに緑色で点灯します

10 T LED
ネットワーク経由でのデータの転送中にオレンジ色で点滅します

11 ETH RJ45 コネクタ
イーサネット LAN （ローカルネットワーク）、10/100 MBit Base-T 接続用

注
LED の詳細については、65 ページのセクション 「8.2 LED」を参照してください。
端子台の割り当てについては、66 ページのセクション 「8.6  端子台」を参照してください。



14 ja | インストール VIP XD

DOC | V4.0 | 2009.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

4 インストール

4.1 準備
超小型の VIP XD は、スペースに余裕がないキャビネット内またはコンソール内に設置する場合に特
に適しています。

の設置条件は以下の通りです。
- ヒーター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。 直射日光の当たる場所

は避けてください。
- ケーブルの配線用に十分なスペースを空けてください。
- 適切な通気を確保してください。
- 接続には、同梱のケーブル、または電磁波の影響を受けないケーブルを使用してください。 
- ケーブルの損傷や、ケーブルが引っ張られることによるトラブルを防ぐために、すべてのケー

ブルの位置を決めてから配線してください。
- 衝突、衝撃および激しい振動を避けてください。ユニットに修理不能な損傷を与える恐れがあ

ります。

注意
本機は屋内またはハウジング内での利用を対象としています。
環境条件に合った設置場所でお使いください。 周囲温度条件は 0 ～ +50°C です。 相対湿度が 95% 以
下の場所で使用してください。
VIP XD は作動中は高温になりますので、適切な通気を確保し、熱に弱い物や機器から十分に離して
設置してください。
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4.2 接続
モニター
必要に応じて、アナログ映像モニター （PAL/NTSC）または VGA 対応コンピューターモニターに接
続できます。
 映像ケーブル （75Ω、BNC プラグ）を使用して、アナログ映像モニターを BNCVideo Out コネ

クタに接続するか、または
 映像ケーブル （VGA、

15 ピン D-sub プラグ）を使用して VGA 対応コンピューターモニターを VGASub-D コネクタに
接続します。

音声接続 （音声バージョンのみ）
VIP XD の音声バージョンには音声ライン信号用の 2 つの音声ポートと、マイク入力、ラウドスピー
カー出力があります。
音声信号は双方向で伝送され、映像信号と同期されます。 これにより、たとえば、スピーカーやイ
ンターフォンと接続できます。

ステレオプラグは次のように接続してください。

1. 音源を 3.5mm ステレオプラグ付き VIP XD の Line In コネクタにラインレベルで接続します。
2. 機器を 3.5mm ステレオプラグ付き VIP XD の Line Out コネクタにラインイン接続で接続しま

す。

マイクとラウドスピーカーに直接接続する場合 :
1. プッシュイン式端子台の MIC と GND の接続のためにマイクコードを接続します。
2. プッシュイン式端子台の SPK 接続のためにラウドスピーカーコードを接続します。

注
可能であれば、インターカムシステムで音声信号を伝送するためにインターカムのラインポートを
使用してください。 いかなる場合でも、以下の仕様に従う必要があります。

Line In: インピーダンス 9kΩ （通常）、 大入力電圧 5.5Vp-p

Line Out: インピーダンス 16kΩ （ 小値）、 大出力電圧 3Vp-p

MIC （マイク）: インピーダンス 2kΩ （通常）、 大入力電圧 2.8Vp-p、
–20dB、電源 2.3V （通常）

SPK （ラウドスピー
カー）:

インピーダンス 4kΩ （ 小値）、 大出力電圧 6Vp-p、
電源出力 RMS 1W

接点入力 機能
プラグ先端 チャンネル 1
中間リング －
根元部分 アース
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ネットワーク
RJ45 コネクタ付きの標準 UTP CAT 5 ケーブルを使用して、VIP XD を 10/100 Base-T ネットワーク
に接続します。
 VIP XD を ETH コネクタ経由で、ネットワークに接続します。

データインターフェース
VIP XD に接続された電動ズームレンズ付きドームカメラ用のコントロールパネルなどの機器は、双
方向データインターフェースで制御することができます。 この接続は、RS-232、RS-422 および
RS-485 通信規格に対応しています。
VIP XD では、オレンジ色の端子台を経由したシリアルインターフェースも使用できます （66 ペー
ジのセクション 「8.6  端子台」を参照）。
制御可能な機器の一覧は常に更新されています。 関連機器の取り付けと制御に関する情報について
は、それぞれのメーカーに確認してください。

アラーム入力
VIP XD のオレンジ色の端子台には 4 つのアラーム入力があります （66 ページのセクション 「8.6 
端子台」を参照）。 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の接続する
場合に使用します。 たとえば、アラームセンサーの発報で VIP XD が自動的に特定の送信ユニットに
接続するような構成も可能です。
ゼロ電位のクローズ接点またはスイッチをアラーム入力ソースとすることができます。

 配線をオレンジ色の端子台の適切な端子 （IN1 ～ IN4）に接続し、しっかりと接続されているこ
とを確認します。

リレー出力
VIP XD には、ランプやサイレンなどの外部ユニットを動作させるためのリレー出力があります。 こ
のリレー出力は、VIP XD との接続セッション中に手動でアクティブにすることができます。 これら
の出力は、アラーム信号に反応して、自動的にサイレンやその他のアラームユニットを自動的に作
動させるように設定することもできます。 リレー出力は、オレンジ色の端子台に存在します （66 ペ
ージのセクション 「8.6  端子台」を参照）。

 配線をオレンジ色の端子台の適切な端子 （R）に接続し、しっかりと接続されていることを確
認します。

注意
本機が制御する機器のインストールや操作を行う際は、該当するマニュアルをご確認ください。
マニュアルには、安全に関する重要な注意事項や用途に関する情報が記載されています。 

注
透過的データ伝送をする場合、映像ストリームの接続が必要です。

注
チャタリングのない接点をアラーム入力ソースとして使用することをお勧めします。

注意
リレー接点の 大定格は 30V および 2A （SELV）です。
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4.3 電源オン／電源オフ
電源
VIP XD には、4 つの主要アダプターおよび端子台付きのプラグイン電源装置 （PSU）が付属してい
ます。 VIP XD には、電源スイッチがありません。 VIP XD は電源に接続されるとすぐに動作準備が
完了します。

1. 電源ケーブルを接続した端子台を VIP XD のオレンジ色のコネクタに接続してください。
2. 電源装置に適切な主要アダプターが接続され、適切な電源コンセントが使用可能であることを

確認してください。
3. 電源装置をアース端子付きの電源コンセントに差し込みます。 起動時に動作ステータス LED の

赤色の点滅が停止し、緑色に点灯するとすぐに本機を使用できるようになります。
ネットワーク接続が正しく設定されている場合、緑色の LLED が点灯します。 点滅しているオレン
ジ色の TLED は、ネットワーク上のデータトラフィックを示します。

4.4 Configuration Manager を使用したセットアップ
Configuration Manager プログラムは、本機に付属の製品 CD に収録されています。 このプログラム
を使うことによって、新しいビデオエンコーダーをネットワークに簡単に接続、セットアップでき
ます。

プログラムのインストール
1. 製品 CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 
2. CD が自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラーで Configuration Manager ディレ

クトリを開き、Setup.exe をダブルクリックします。
3. 画面に表示される指示に従います。

注意
VIP XD は付属の PSU および電源コンセントに適した主要アダプターを使用しないと動作しません。
必要に応じて、適切な機器を使用して、電源がサージ電圧、スパイクまたは電圧降下などの影響を
受けないようにしてください。
他の接続がすべて完了するまで、VIP XD を電源装置に接続しないでください。

注
Configuration Manager では、VIP XD のすべてのパラメーターを設定できますが、このプログラムの
代わりに Web ブラウザーを使って設定することもできます。これについては、このマニュアルの第
5 章で説明します。
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VIP XD を設定する
Configuration Manager はインストール後すぐに起動できます。
1. デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、［スタート］メニューからプログラムを起

動します。 プログラムの起動後、ネットワークですぐに互換性のあるビデオエンコーダーが検
索されます。

2. ウィンドウの左のリストに VIP XD が表示されたら、設定を開始します。 設定を開始するには、
本機のエントリを右クリックします。

3. ポップアップメニューの ［Unit network settings...］をクリックします。
4. ［Unit IP address］フィールドにネットワークで動作する有効な IP アドレス （例：

192.168.0.32）を入力して、OK をクリックします。 本機が再起動され、IP アドレスが有効に
なります。

5. 必要に応じて、IP アドレスのサブネットマスクおよびその他のネットワーク情報を入力しま
す。

再起動
Configuration Manager からを再起動することもできます。
 ウィンドウの左側のリストにある本機のエントリを右クリックし、メニューから、［リセット］

コマンドを選択します。

追加パラメーター
Configuration Manager を使用して、その他のパラメーターを確認、設定ができます。 その他のパラ
メーターの設定に関する詳細は、プログラムのマニュアルを参照してください。

注
IP アドレス、サブネットマスクまたはゲートウェイ IP アドレスを新たに入力したときは、設定を有
効にするために再起動する必要があります。
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5 Web ブラウザーを使用した設定

5.1 接続中
VIP XD には HTTP サーバーが内蔵されているため、Web ブラウザーを使用して、ネットワーク経
由で本機を設定することができます。 この方法は、Configuration Manager プログラムを使用した設
定の代用となり、ターミナルプログラムを使用するよりも、機能が多く便利です。

システム要件
- OS が Windows XP または Windows Vista のコンピューター
- ネットワーク （イントラネットまたはインターネット）
- Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）
- 画面解像度 1,024×768 ピクセル
- 色深度 16 または 32 ビット
- Sun JVM のインストール

MPEG ActiveX のインストール
ライブ映像と再生映像を表示するには、適切な MPEG ActiveX ソフトウェアのインストールが必要
です。 同梱の製品 CD からプログラムをインストールできます。
1. 製品 CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 CD が自動的に起動しない場合、

Windows エクスプローラーで CD のルートディレクトリを開き、MPEGAx.exe をダブルクリッ
クしてください。

2. 画面に表示される指示に従います。

注
製品 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュメントも確認してくだ
さい。 同梱の製品 CD から、それぞれのプログラムをインストールできます （8 ページのセクショ
ン 「3.1  機器構成」を参照）。
本機の IP アドレスから Cookie を保存できるように Web ブラウザーを設定する必要があります。
Windows Vista では、［インターネット オプション］の ［セキュリティ］タブで保護モードを ［無
効］にします。
Microsoft Internet Explorer の使い方については、Internet Explorer のオンラインヘルプを参照してく
ださい。
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接続確立
がネットワークで動作するためには、VIP XD に有効な IP アドレスを割り当てる必要があります。
デフォルトでは 「192.168.0.1」が設定されています。
1. Web ブラウザーを起動します。
2. VIP XD の IP アドレスを URL として入力します。 接続が確立されると ［CONNECTIONS］ペ

ージが表示されます。 

大接続数
接続ができない場合、本機の 大接続数に達している場合があります。 ユニットおよびネットワー
クの設定に応じて、VIP XD 1 台ごとに、Web ブラウザー接続で 大 25、Bosch Video Management 
System 経由で 大 50 の接続が可能です。
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VIP XD の保護
VIP XD に不正なアクセスに対するパスワードが設定されている場合、保護エリアにアクセスしよう
とすると、Web ブラウザーにメッセージが表示され、パスワードの入力が求められます。

1. ユーザー名とパスワードをそれぞれのテキストフィールドに入力します。
2. ［OK］をクリックします。 正しいパスワードを入力すると、呼び出されたページが Web ブラ

ウザ画面に表示されます。

ネットワーク保護
RADIUS サーバーをネットワークのアクセス管理 （802.1x 認証）として使用する場合、VIP XD を
このサーバーに対応した設定にしないと通信できません。
本機を設定するには、ネットワークケーブルを使用して、VIP XD とコンピューターを直接接続する
必要があります。 これは、［ID］と ［パスワード］のパラメーターが設定されて正しく認証される
まで、ネットワーク経由の通信が有効にならないためです （49 ページのセクション 「  認証」を参
照）。

注
VIP XD では、さまざまな権限レベルを使用して、アクセス範囲を制限することができます （24 ペ
ージのセクション 「5.4  パスワード」を参照）。
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5.2 設定メニュー
［設定］ページには、本機のすべてのパラメーターをグループごとにまとめた設定メニューがありま
す。
設定画面を開くと、現在の設定が表示されます。 新しい値を入力するか、リストから事前定義の値
を選択して、設定を変更できます。
この章では、すべてのパラメーターのグループについて設定メニューの表示順に説明します。

設定はすべて VIP XD のフラッシュ EPROM に保存されるため、電源が落ちても失われることはあ
りません。

メニュー
1. ウィンドウの左側にあるメニューのいずれかをクリックします。 対応するサブメニューが表示

されます。
2. サブメニューのエントリのいずれかをクリックします。 Web ブラウザーに対応するページが開

かれます。

設定の変更
各設定画面に現在の設定が表示されます。 新しい値を入力するか、リストから事前定義の値を選択
して、設定を変更できます。
 を変更した後に ［セット］をクリックして、設定内容を保存します。

注意
設定メニューの設定または変更は、専門知識を有するユーザーまたはシステムサポート担当者だけ
が行ってください。

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

デバイス ID
デバイスを識別できるように、それぞれの VIP XD に任意の ID を割り当てます。

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

VIP XD は、通常、不正アクセスの防止のためにパスワードによって保護されています。 さまざまな
認証レベルを使用して、アクセスを制限できます。

パスワード
VIP XD は、service、user の 2 つの認証レベルで動作します。

高の認証レベルは service です。 正しいパスワードを入力することにより、VIP XD のすべての機
能にアクセスして設定を変更することができます。
user 認証レベルを使用して、本機をネットワーク内の送信ユニットに接続したり、接続を解除した
りできますが、設定を変更することはできません。
各認証レベルのパスワードを定義および変更は、service としてログインしている場合、または本機
がパスワード保護されていない場合に行えます。
適切な認証レベルのパスワードをここで入力します。

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

注
上位の認証レベル service がパスワードで保護されている場合にのみ、user パスワードによる適切な
パスワード保護が保証されます。 パスワードを割り当てる場合は常に 上位の認証レベルである
service から設定し、異なるパスワードを使用してください。

注
新しいパスワードは ［セット］ボタンをクリックしたときにのみ有効になります。 パスワードの入
力、確認入力した後に、すぐに ［セット］ボタンをクリックしてください。
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5.5 日付／時刻 

日付書式
日付の表示形式を選択します。

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

はありません。曜日は自動的に追加されます。
2. 現在の時刻を入力するか、［PC に同期］ボタンをクリックして、コンピューターのシステム時

刻を VIP XD にコピーします。

ユニットのタイムゾーン
システムが所在するタイムゾーンを選択します。

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

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

2. ［詳細］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開き、空のテーブルが表示されます。
3. テーブルの下のリストフィールドからシステムがある場所に一番近い地域または都市を選択し

てください。
4. ［Generate］ボタンをクリックしてデータを生成します。生成されたデータがテーブルに出力

されます。
5. テーブルのエントリをクリックして、変更を行います。 エントリが選択されます。
6. ［削除］ボタンをクリックすると、テーブルからエントリが削除されます。

注
テーブルを作成しないと、自動切り替えはできません。 個々の設定を変更したり削除したりする場
合、2 つの設定 （サマータイムと標準時間）が相互に関連し、依存していることに留意してくださ
い。
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7. エントリを変更するには、テーブルの下のリストフィールドから他の値を選択します。 変更は
すぐに実行されます。

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

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

タイムサーバーの IP アドレス
タイムサーバーの IP アドレスを入力します。

タイムサーバーの種類
VIP XD は、さまざまなタイムサーバープロトコルのタイムサーバーから時報を受信することにより
内部クロックを設定できます。 本機は、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリングします。
選択したタイムサーバーでサポートされているプロトコルを選択します。 可能であれば、［SNTP サ
ーバー］をプロトコルとして選択してください。 SNTP サーバーは精度が高いので、特殊な用途での
使用やその後の機能拡張には不可欠です。
［タイムサーバー］で、RFC 868 プロトコルで動作するタイムサーバーを選択します。
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5.6 外観設定

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

Web サイト言語
ここで、ユーザーインターフェースの言語を選択します。

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

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

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

注
英語と英語以外の言語の 2 つの言語を選択できます。 必要な言語を選択できない場合は、Web サイ
ト （www.boschsecurity.com）から、別言語の組み合わせの 新ファームウェアをダウンロードして
ください。

注
元の画像ファイルに戻す場合は、［メーカーロゴ］および ［デバイスロゴ］欄の入力を削除します。
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5.7 デコーダープロファイル

この画面では、アナログモニターまたは VGA モニターでの映像の表示のためのさまざまなオプショ
ンを設定できます。 多数のプリセット値を使用して、VGA 映像出力信号を設定します。 これらのプ
リセット値は、必要に応じて個々の要件に適用できます。

モニター名
VIP XD に接続されたモニターにわかりやすい名称を付けることができます。 名称が設定されていれ
ば、比較的大規模な映像監視システムで、Bosch Video Management System プログラムなどを使用
した複数の機器の管理作業が容易になります。
モニター名によって、モニターの場所を離れた場所から特定できます。 場所の特定が容易な名称を
設定することを推奨します。

標準

ご使用のモニターで映像出力信号を調整できます。 アナログ映像モニターの PAL オプションと
NTSC オプションに加えて、VGA モニターの 8 つのあらかじめ設定された設定を使用できます。
あらかじめ設定された各設定よりも、さまざまな要因 （解像度、枠の設定、リフレッシュレート）
が優先されます。
設定の詳細は、［VGA］フィールドに表示されます。 ここで、必要に応じて各要件にオプションを適
用することもできます。
1. リストのさまざまなあらかじめ設定された設定をテストし、モニター画像を 適化してくださ

い。
2. 設定を選択した後、［Set］ボタンをクリックして、映像出力で設定をアクティブにします。

注意
モニターを損傷しないように、正しい映像規格を選択してください。 モニターの技術仕様の範囲外
の値を VGA 設定で選択すると、モニターが損傷を受ける恐れがあります。 ご使用のモニターの技術
マニュアルを参照してください。
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オーバースキャン
オーバースキャン機能を使用すると、モニターの右上に透明でまっすぐなエッジ付きで画像を表示
できます。
アナログモニターおよび全画面表示を使用する場合は、オーバースキャン機能を非アクティブにし
ます。

ウィンドウレイアウト
モニターのデフォルト画像レイアウトを指定できます。 また、画像レイアウトは、
［CONNECTIONS］ページの操作中にいつでも選択できます。

VGA 画面サイズ
ここで画面のアスペクト比 （たとえば、4×3）または画面の物理的なサイズをミリ単位で入力でき
ます。 本機ではこの情報を使用して、映像表示のゆがみをなくすために、映像を正確に設定します。

5.8 VGA

あらかじめ設定された設定は Profile 1 ～ Profile 8 として保存されます。 プロファイル内のさまざま
なパラメータ値を変更できます。 該当するタブをクリックして、プロファイルを切り替えることが
できます。
あらかじめ設定された設定 （プロファイル）は、すべての標準アプリケーションに適用されます。 
いずれのプロファイルでも満足できる結果を得られない場合にだけプリセット値を変更してくださ
い。
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解像度
ここで、目的の画面解像度をピクセル単位で入力できます。 デジタルフラット画面 （LCD、TFT お
よびその他）では、 適な解像度が実際のピクセル数に対応します。 デフォルトでは、 大
800×600 ピクセルの解像度がサポートされます。

リフレッシュレート
ご使用のモニターの技術仕様に基づいて、必要なリフレッシュレートを入力します。 スムーズな映
像再生のために、PAL のソースには 50Hz の設定が、NTSC のソースには 60Hz の設定をお勧めしま
す。

Border top ／ bottom ／ left ／ right
映像の周囲にフレームを配置して、見やすくすることができます。 4 つの境界の幅は個々に調整でき
ます。 フレームの色 （グレートーン）は、［Details］ウィンドウで指定できます （31 ページのセク
ション 「  詳細」を参照）。

Horiz. spacing ／ Vert. spacing
4 分割表示画面の場合、外側のフレームと同様に、さまざまな画像の間の分割線を定義できます。 水
平分割線と垂直分割線の幅は別々に設定できます。 色はフレームの色と同じです。

画面位置
画面領域内でビデオ画像を水平および垂直に移動できます。 また、映像の幅と高さも調整できます。
1. モニターの大きなグラフィック表示内の 4 つの矢印のいずれかをクリックし、目的の方向に画

像を移動します。
2. モニターの小さなグラフィック表示の横にあるプラスまたはマイナスのアイコンをクリック

し、画像のサイズを変更します。

注意
モニターの技術仕様の範囲外の値を設定で選択すると、モニターが損傷を受ける恐れがあります。 
ご使用のモニターの技術マニュアルを参照してください。

注
プロファイルは、パラメーターの組み合わせで構成されています。 パラメータは部分的に相互に関
連しています。 
変更するたびに、Test ボタンをクリックして、接続されたモニターに対する変更の影響を確認しま
す。

注
ブラウン管モニターの場合、人間工学上の理由により、より高いリフレッシュレートをお勧めしま
す。 ただし、高いリフレッシュレートをサポートしていないモニターの損傷を避けるために、 初
にターミナルプログラムを使用して正確なモニターデータを設定する必要があります （67 ページの
セクション 「8.7  ターミナルプログラムによる通信」を参照）。

注
モニターの画像の水平または垂直のスケールが変更された場合、Hor. scan rate および Dot clock の
値がただちにモニターのグラフィック表示の上のフィールドに表示されます。 実際のフィールドで
これらの設定を入力したり、変更したりすることはできません。
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詳細

Details ウィンドウでは、特定の要件に対する映像出力信号を詳細に調整できます。 また、画像の境
界のフレーム色を設定することもできます。

Horizontal synchronization ／ Vertical synchronization
ここで、同期パルスを出力する方法を選択できます。

境界色
必要に応じて、外側のフレームと 4 分割表示画面のビデオ画像間の分割線にグレートーンを設定で
きます。
矢印をクリックするか、またはマウスボタンを押したままスライドコントロールを移動します。

Sync. length ／ Retrace length ／ Sync. position
ここで、必要に応じて、同期信号の設定を特定の要件に合わせることができます。
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変更のリセット
プロファイルに対して行ったすべての変更を元に戻し、各プロファイルを元の設定に戻すことがで
きます。
1. ［Defaults］ボタンをクリックすると、現在表示されているプロファイルの設定をデフォルト値

にリセットすることができます。
2. まだ保存していないプロファイルへの変更を破棄する場合は、［Discard］ボタンをクリックし

ます。 そのプロファイルの 後に保存された設定が表示されます。

変更の保存
［Test］ボタンをクリックして、接続されたモニターで設定をテストすると、新しい設定を保存でき
ます。 設定は、現在表示されているプロファイルに対してのみ保存されます。
［Save］ボタンをクリックして、表示されている設定で現在のプロファイルを保存します。

5.9 モニター表示

モニターに警告が表示されるように設定されている場合、VIP XD で伝送の中断が認識されると、モ
ニターに警告が表示されます。

伝送障害を表示する
伝送の中断が発生したときに、モニターに警告が表示されるようにするには、［On］を選択します。

障害感度
表示がトリガーされる中断のレベルを設定できます。

障害通知テキスト
VIP XD によってモニターに表示されるテキストを入力します。 テキストの長さは、31 文字以内で
す。
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5.10 ［Audio］（音声バージョンのみ）

音声信号のゲインを特定の要件に合わせて設定できます。 変更はすぐに有効になります。
Web ブラウザー経由で接続する場合は ［CONNECTIONS］ページで音声伝送を有効にする必要が
あります （56 ページのセクション 「6.2  ［CONNECTIONS］ページ」を参照）。 その他の接続の場
合は、音声伝送はそれぞれのシステムの音声設定によって変わります。

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

Line In ／ Microphone (MIC)
ライン入力およびマイク入力の音声信号のゲインを設定できます。 調整中は表示が緑色のゾーンを
超えないようにしてください。

ライン出力／スピーカー （SPK）
ライン出力およびラウドスピーカー出力のゲインを設定できます。 調整中は表示が緑色のゾーンを
超えないようにしてください。

選択
オプションボックスのいずれかをクリックし、［Set］をクリックして、それぞれの音声入力のレベ
ルを表示し、ゲインを設定します。
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5.11 アラーム接続

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

アラーム接続
［オン］を選択すると、アラーム発生時に、事前に設定した IP アドレスに VIP XD を自動的に接続
します。
［Follows input 1］を設定すると、アラーム入力 1 のアラームが継続している間、VIP XD がリモー
トステーションに自動的に接続され、接続が維持されます。 このオプションは、VIP XD に接続され
たスイッチを介して、送信ユニットと受信ユニットの 2 つのユニットを接続する場合にも使用でき
ます。 この場合、コンピューターで接続を行う必要はありません。

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

接続先 IP アドレス
番号ごとに、必要なリモートステーションの対応する IP アドレスを入力します。

接続先パスワード
リモートステーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力してください。
リモートステーションに接続するための IP アドレスは 大 10 個まで設定できますので、それぞれ
のパスワードとして 10 個まで保存できます。 リモートステーションの接続が 10 以上必要な場合
（VIDOS や Bosch Video Management System などの上位ランクのシステムによって接続を開始する
場合など）、汎用パスワードを設定します。 VIP XD は同じパスワードで保護されたすべてのリモー

注
デフォルトでは、ストリーム 2 は自動接続用の映像ストリーム伝送に使用されます。 対応する送信
ユニットにプロファイルを割り当てるときは、この点に注意してください。
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トステーションに、設定した汎用パスワードで接続することができます。 この場合、つぎのように
操作します。
1. ［接続先 IP アドレス数］リストフィールドから 10 を選択します。
2. ［接続先 IP アドレス］フィールドに 「0.0.0.0」と入力します。
3. 汎用パスワードを ［接続先パスワード］フィールドに入力します。
4. 入力したパスワードを、接続する user すべてのリモートステーションのパスワードに設定しま

す。

映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして ［TCP (HTTP port)］を選択して
ください。 ローカルネットワークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

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

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

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

［暗号化］ページでメディアデータ （映像、音声およびメタデータ）の暗号化を有効にして設定し
ます （49 ページのセクション 「5.20  暗号化」を参照）。

自動接続
自動接続を ［オン］を選択すると、再起動した後や、接続が中断したりネットワーク障害が起こっ
た後で、以前に指定した IP アドレスのいずれかへの接続が自動的に再確立されます。

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

注意
マルチキャスト処理ができない場合、アラーム発生時の追加映像ストリーム用にネットワーク上で
より大きな帯域幅を確保しなければならないことがあります。 マルチキャスト処理ができるように
するには、このページおよび ［ネットワーク］ページの ［映像伝送］パラメーターで ［UDP］オプ
ションを選択します （45 ページのセクション 「  映像伝送」を参照）。

注
SSL 暗号化は送信側と受信側の両方で設定して有効にしておく必要があります。 このためには、適
切な証明書を VIP XD にアップロードする必要があります （51 ページのセクション 「  デコーダー
ロゴの削除」を参照）。

注
デフォルトでは、ストリーム 2 は自動接続用の映像ストリーム伝送に使用されます。 対応する送信
ユニットにプロファイルを割り当てるときは、この点に注意してください。
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［Audio］（音声バージョンのみ）
アラーム接続と共に、G.711 エンコーディングされた独立音声ストリームを追加で伝送する場合は、
［オン］を選択します。

デフォルトのカメラ
ここで、アラーム接続が確立されたときに、 初に受信ユニットで自動的に画像が表示されるカメ
ラを選択できます。 システム設定に応じて、その他のカメラも選択できます。

注
対応する送信ユニットの映像入力の番号に対応して番号が付けられます。
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5.12 Audio Alarm （音声バージョンのみ）

VIP XD は、音声信号に基づいてアラームを作成できます。 信号強度や周波数範囲を設定すること
で、機械ノイズや背景ノイズによる誤報を防止することができます。

音声アラーム
本機で音声アラームを生成する場合は、［オン］を選択します。

名前
各アラームに名称を設定しておくと、VIDOS や Bosch Video Management System プログラムでシ
ステムを管理する際にアラームの識別が簡単になります。 任意の名称を入力します。

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

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

注
音声アラームを設定する前に、まず通常の音声伝送を設定します （33 ページのセクション 「5.10 
［Audio］（音声バージョンのみ）」を参照）。

注意
名称には特殊文字 （& など）を使用しないでください。
特殊文字はシステムの内部録画管理ではサポートされていないため、Player または Archive Player
で録画再生できなくなる場合があります。
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信号範囲
誤報を防止するために特定の信号範囲を除外します。 このため、信号全体が 13 のトーン範囲 （旋律
的音階）に分割されています。 個別の範囲を設定／解除するには、図の下のボックスを選択／解除
します。

5.13 アラーム E- メール

アラーム発生時に自動的に受信ユニットに接続する代わりに、アラームの状態を E- メールで報告で
きます。 映像受信ユニットを持たない受信者にもアラームをメールで通知することができます。 自
動的に E- メールを送信するには、あらかじめ VIP XD に E- メールアドレスを設定しておく必要があ
ります。

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

メールサーバー IP アドレス
SMTP （Simple Mail Transfer Protocol）規格で動作するメールサーバーの IP アドレスを入力しま
す。 メールは入力したアドレス経由でメールサーバーに送信されます。 それ以外の場合は、このボ
ックスを空白 「0.0.0.0」のままにしておきます。

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

SMTP パスワード
登録されたユーザー名に必要なパスワードを入力します。
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フォーマット
アラームメッセージのデータ形式を選択できます。
- Standard

E- メール。
- SMSSMS ゲートウェイへ SMS 形式 E- メールを送信 （携帯電話にアラームを送信する場合な

ど）。

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

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

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

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

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

か表示されます。 新しいウィンドウが開きます。
2. Alarm Task Editor フィールドに新しいスクリプトを入力するか、既存のスクリプトをアラーム

要件に合わせて変更します。
3. 終了したら、［セット］ボタンをクリックして、スクリプトを本機に転送します。 正しく転送

されると、「Script successfully parsed」というメッセージがテキストフィールドに表示されま
す。 転送が失敗すると、エラーメッセージとその詳細情報が表示されます。

注意
このページでスクリプトを編集すると、他のアラームページのすべての設定および入力事項が上書
きされます。 上書きされた設定は、元に戻すことはできません。
このページを編集するには、プログラミングの知識を持ち、Alarm Task Script Language マニュアル
の情報を熟知している必要があります。 マニュアルは同梱の製品 CD に収録されています （8 ペー
ジのセクション 「3.1  機器構成」を参照）。
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5.15 アラーム入力 

VIP XD のアラーム入力を設定できます。

アラーム入力
接点が閉じるときにアラームをトリガーする場合は、［アクティブハイ］を選択します。 接点が開く
ときにアラームをトリガーする場合は、［アクティブロー］を選択します。

名前
簡単に識別するために、アラーム入力ごとに名前を入力できます。

5.16 リレー

リレー出力の切り替え動作を設定します。 個別にオープンスイッチリレー （NC 接点）またはクロ
ーズスイッチリレー （NO 接点）の動作を設定できます。
出力が双安定リレー （ラッチングリレー）として動作するか、単安定リレーとして動作するかも指
定できます。 双安定モードでは、リレーのトリガーされた状態が保持されます。 単安定モードでは、
リレーがアイドル状態に戻るまでの時間を設定します。 
出力を自動的にアクティブにするさまざまなイベントを選択します。 たとえば、動体検出アラーム
がトリガーされると投光照明をオンに、アラームが停止したら投光照明をオフにすることができま
す。

アイドル状態
リレーを NO 接点として動作させる場合は、［開］を選択し、リレーを NC 接点として動作させる場
合は、［閉］を選択します。

操作モード
リレーの操作モードを選択します。



42 ja | Web ブラウザーを使用した設定 VIP XD

DOC | V4.0 | 2009.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

たとえば、アラーム終了後にアラーム起動のランプを点灯させたままにする場合は、［双安定］を選
択します。 アラームの発報を 10 秒間継続する場合は、「10 秒」を選択します。

リレートリガーイベント
必要に応じて、リレーをトリガーするイベントを選択します。 トリガーイベントには以下の種類が
あります。
- オフ

イベントでリレーはトリガーされません
- 接続

接続が確立されるとトリガーが実行されます
- Local input 1

対応する外部アラーム入力 1 によってトリガーが実行されます
- Remote input 1

リモートステーション側の対応するスイッチング接点 1 によってトリガーが実行されます （接
続が存在する場合のみ）

リレー名
リレーに名称を割り当てます。 リレー名は、［リレーをトリガー］の横のボタンに表示されます。

リレーをトリガー
テストを行う場合やドアの自動開閉を操作する場合など、リレーを任意にトリガーさせたい場合は、
このボタンをクリックします。
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5.17 COM1

シリアルインターフェースのパラメーター （オレンジ色の端子台）を要件に合わせて設定できま
す。

シリアルポートの機能
リストからシリアルポートの機能を選択します。 たとえば、コントロールデスクを使用する場合、
シリアルポートを使用して透過的にデータを伝送するには、Transparent を選択します。 ターミナル
モードで本機を操作する場合は、［ターミナル］を選択します。

ボーレート
伝送速度の値 （bps）を選択します。

データビット
1 文字当たりのデータビットの数は変更できません。

ストップビット
1 文字当たりのストップビットの数を選択します。

パリティチェック
パリティチェックの種類を選択します。

インターフェースモード
シリアルインターフェースのプロトコルを選択します。
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5.18 ネットワーク 

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

ります。
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IP 自動割当
ネットワークに DHCP サーバーが実装されている場合、VIP XD に自動的に割り当てられた IP アド
レスの受け入れを有効にすることができます。
一部のアプリケーション （VIDOS、Bosch Video Management System、Archive Player、
Configuration Manager）は、本機を任意に割り当てるために IP アドレスを使用します。 これらのア
プリケーションを使用する場合、DHCP サーバーが MAC アドレスへの固定 IP アドレス割り当てに
対応していること、IP アドレスが割り当てられたらシステムが再起動してもその IP アドレスが保持
されるように適切に設定されている必要があります。

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

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

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

DNS サーバーアドレス
本機は DNS サーバーを使用して、名称で指定されたアドレスをトリガーできます。 DNS サーバー
の IP アドレスをここに入力します。

映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして ［TCP （HTTP ポート）］を選
択してください。 ローカルネットワークで使用する場合は、［UDP］を選択します。

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

HTTPS ブラウザーポート
ネットワークによるセキュリティ保護された接続からブラウザーのアクセスを許可する場合は、リ
ストから HTTPS ブラウザーポートを選択します。 デフォルトは 443 です。 ［オフ］オプションを
選択して HTTPS ポートを無効にすると、セキュリティ保護されていない接続のみ使用できるように
なります。
VIP XD は TLS 1.0 暗号化プロトコルを使用しています。 ブラウザー側で、このプロトコルを有効に
しなければならない場合があります。 Java アプリケーションのプロトコルも有効にする必要があり
ます （Windows コントロールパネルの Java コントロールパネルを使用）。

注意
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更すると、VIP XD は再起動後に新しいアドレス
で使用できます。

注意
マルチキャスト接続は、UDP プロトコルでのみ可能です。 TCP プロトコルはマルチキャスト接続に
対応していません。
UDP モードの MTU 値は 1,514 バイトです。
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［暗号化］ページでメディアデータ （映像、音声およびメタデータ）の暗号化を有効にして設定し
ます （49 ページのセクション 「5.20  暗号化」を参照）。

RCP+ ポート 1756
接続データを交換するために、セキュリティ保護されない RCP+ ポート 1756 を有効にすることがで
きます。 暗号化されている場合のみ接続データを伝送する場合は、［オフ］オプションを選択して、
ポートを無効にします。

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

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

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

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

ホスト名
DynDNS.org に登録した VIP XD のホスト名をここに入力します。

ユーザー名
DynDNS.org で登録したユーザー名をここに入力します。

パスワード
DynDNS.org で登録したパスワードをここに入力します。

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

注
SSL 暗号化によるセキュリティ保護の接続のみ許可する場合は、［HTTP browser port］、［RCP+ 
port 1756］および ［Telnet support］の各パラメーターで ［Off］オプションを選択します。 これに
より、セキュリティ保護されていない接続はすべて無効になります。 HTTPS ポート経由の接続のみ
が可能になります。

注
サービス、登録プロセスおよび使用可能なホスト名については、DynDNS.org を参照してください。
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ステータス
DynDNS 機能のステータスが、参照情報としてここに表示されます。 これらの設定は変更できませ
ん。
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5.19 詳細設定

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

ります。

SNMP
VIP XD は、ネットワークコンポーネントの管理と監視用として SNMP V2 （Simple Network 
Management Protocol）をサポートしており、SNMP メッセージ （トラップ）を IP アドレスに送信
することができます。 本機は、共通コードで SNMP MIB II をサポートしています。 SNMP トラップ
を送信する場合は、1 つまたは 2 つの必要なターゲットユニットの IP アドレスをここに入力しま
す。
［SNMP］パラメーターに ［オン］を選択して、SNMP ホストアドレスを入力しない場合は、
VIP XD は SNMP パラメーターを自動的には送信せずに SNMP 要求に応答します。 1 つまたは 2 つ
の SNMP ホストアドレスを入力すると、SNMP トラップが自動的に送信されます。 SNMP 機能を無
効にするには、［オフ］を選択します。

1. SNMP host address ／ 2. SNMP host address
本機から他のユニットへ SNMP トラップを自動的に送信する場合は、それらのユニットに設定され
た IP アドレスを入力します。
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SNMP トラップ
送信するトラップを選択できます。
1. ［選択］をクリックします。 リストが開きます。
2. チェックボックスをクリックして、必要なトラップを選択します。 選択したトラップが送信さ

れるようになります。
3. OK をクリックして、選択を反映させます。

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

ID
RADIUS サーバーが VIP XD の識別に使用する名称を入力します。

パスワード
RADIUS サーバーに保存されているパスワードを入力します。

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

5.20 暗号化
ユーザー情報を暗号化するには、対応するアクティベーションキーを受け取るためのライセンスが
必要です。 ［ライセンス］ページでアクティベーションキーを入力すると、この機能が有効になり
ます （52 ページのセクション 「5.22  ライセンス」を参照）。
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5.21 メンテナンス

ファームウェア
VIP XD は、ファームウェアによって機能やパラメーターを更新できるように設計されています。 選
択したネットワーク経由でファームウェアパッケージが本機に転送され、更新されます。 転送され
たファームウェアは自動的にインストールされます。
技術者が現場に赴いて変更する必要がないため、VIP XD の保守や更新を離れた場所から行うことが
できます。

新のファームウェアは、カスタマーサービスまたは弊社インターネットサイトのダウンロードエ
リアから入手できます。

1. まず、ファームウェアをハードディスクに保存します。
2. ファームウェアファイルのフルパスをフィールドに入力するか ［参照］をクリックして、ファ

イルを選択します。
3. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転送を開始します。 プログレスバ

ーで転送の進捗をモニターできます。

新しいファームウェアが解凍され、フラッシュ EPROM が再プログラムされます。 「going to reset 
Reconnecting in ... seconds」というメッセージで残り時間が表示されます。 アップロードが無事に
完了すると、本機が自動的に再起動されます。
アップロードの成否は動作ステータス LED の点灯色でわかります。赤色で点灯する場合、アップロ
ードは失敗ですのでやり直してください。 アップロードを再試行するためには、特別なページに切
り替える必要があります。
1. ブラウザーのアドレスバーで VIP XD の IP アドレスの後に /main.htm を入力します （たとえ

ば、192.168.0.32/main.htm）。
2. アップロードをもう一度実行します。

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

を選択します。
2. ロードするファイルが、設定する本機向けの設定ファイルであることを確認します。
3. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転送を開始します。 プログレスバ

ーで転送の進捗をモニターできます。
アップロードが完了すると、新しい設定が有効になります。 「going to reset Reconnecting in ... 
seconds」というメッセージで残り時間が表示されます。 アップロードが無事に完了すると、本機が
自動的に再起動されます。
ダウンロード
1. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。 ダイアログボックスが開きます。
2. 画面の指示に従って、現在の設定を保存します。

SSL 証明書
SSL 暗号化データ接続を実行するには、送信側と受信側の両方で関連証明書が必要です。 1 つまた
は複数のファイルで構成される SSL 証明書を VIP XD にアップロードします。 
複数のファイルを VIP XD にアップロードする場合、それらのファイルを続けて選択する必要があり
ます。

1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］をクリックして、必要なファイル
を選択します。

2. 次に、［アップロード］をクリックして、本機へのファイル転送を開始します。
3. アップロード完了後、本機を再起動してください。 ブラウザーのアドレスバーで VIP XD の IP

アドレスの後に /reset を入力します （たとえば、192.168.0.32/reset）。
新しい SSL 証明書が有効になります。

デコーダーロゴ
ビデオカメラが選択されていない場合、カメラ映像の代わりにデコーダーのロゴが表示されます。 
独自のデコーダーロゴを作成し、VIP XD にロードすることができます。
ロゴを作成するには、Bosch Security Systems から入手できる特別なプログラムが必要です。 デコ
ーダーロゴには、標準イメージフォーマットがサポートされません。
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］をクリックして、必要なファイル

を選択します。
2. Upload をクリックして、本機にファイルを転送します。

デコーダーロゴの削除
［Delete decoder logo］をクリックして、デコーダーロゴを削除します。

メンテナンスログ
サポートを依頼する場合は、内部メンテナンスログを本機からダウンロードして、カスタマーサー
ビスに送信します。 ［ダウンロード］をクリックして、ファイルの保管場所を選択します。

注
本機に設定する証明書は、*.pem 形式で作成されている必要があります。
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5.22 ライセンス

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

5.23 システムの概要

このページのデータは、情報を表示するだけで、変更することはできません。 技術サポートを受け
る場合は、これらの番号を記録しておいてください。

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

注
たとえば、電子メールで送信する場合、表示されている必要な情報をすべてマウスで選択し、Ctrl ＋
C キーでクリップボードにコピーできます。
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5.24 機能テスト
VIP XD 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 VIP XD がアラーム発生時に設定どおりに動作することを確認することができま
す。 
機能テストは、以下の項目を含めて実施してください。
- VIP XD をリモートステーションから呼び出すことができるか。
- VIP XD が必要なデータをすべて転送するか。
- VIP XD が必要に応じて、アラームイベントに応答するか。
- 周辺機器を制御できるか。
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6 操作

6.1 接続中
Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）がインストールされているコンピューターでは、
互換性のあるビデオサーバーへの接続を確立し、VIP XD に接続されたモニターで受信したライブ画
像を再生できます。

システム要件
- OS が Windows XP または Windows Vista のコンピューター
- ネットワーク （イントラネットまたはインターネット）
- Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）
- 画面解像度 1,024×768 ピクセル
- 色深度 16 または 32 ビット
- Sun JVM のインストール

MPEG ActiveX のインストール
ライブ映像と再生映像を表示するには、適切な MPEG ActiveX ソフトウェアのインストールが必要
です。 同梱の製品 CD からプログラムをインストールできます。
1. 製品 CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 CD が自動的に起動しない場合、

Windows エクスプローラーで CD のルートディレクトリを開き、MPEGAx.exe をダブルクリッ
クしてください。

2. 画面に表示される指示に従います。

注
製品 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュメントも確認してくだ
さい。 同梱の製品 CD から、それぞれのプログラムをインストールできます （8 ページのセクショ
ン 「3.1  機器構成」を参照）。
本機の IP アドレスから Cookie を保存できるように Web ブラウザーを設定する必要があります。
Windows Vista では、［インターネット オプション］の ［セキュリティ］タブで保護モードを ［無
効］にします。
Microsoft Internet Explorer の使い方については、Internet Explorer のオンラインヘルプを参照してく
ださい。
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接続確立
VIP XD がネットワーク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。
デフォルトでは 「192.168.0.1」が設定されています。
1. Web ブラウザーを起動します。
2. VIP XD の IP アドレスを URL として入力します。 接続が確立されると ［接続］ページが表示

されます。

大接続数
接続ができない場合、本機の 大接続数に達している場合があります。 ユニットおよびネットワー
クの設定に応じて、VIP XD 1 台ごとに、Web ブラウザー接続で 大 25、Bosch Video Management 
System 経由で 大 50 の接続が可能です。

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

1. ユーザー名とパスワードをそれぞれのテキストフィールドに入力します。
2. ［OK］をクリックします。 正しいパスワードを入力すると、呼び出されたページが Web ブラ

ウザー画面に表示されます。

ネットワーク保護
RADIUS サーバーをネットワークのアクセス管理 （802.1x 認証）に使用する場合は、VIP XD をこ
のサーバに対応した設定にしないと通信ができません （49 ページのセクション 「  認証」を参照）。

注
VIP XD では、さまざまな権限レベルを使用して、アクセス範囲を制限することができます （24 ペ
ージのセクション 「5.4  パスワード」を参照）。
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6.2 ［CONNECTIONS］ページ
接続が確立されると、Web ブラウザーに ［CONNECTIONS］ページが表示され、VIP XD で自動的
にネットワーク上で利用できる送信ユニットが検索されます。

Preview
この領域で、ネットワーク上に見つかった映像ソースのいずれかを選択できます。 選択したソース
からビデオ画像のスナップショットが表示されます。 ユニット名の横に表示されるスナップショッ
トでは、送信ユニットを識別することもできます。

Monitor
接続が確立されるとすぐに、接続された送信ユニットからのビデオ画像が表示されます。 この画像
は 1 秒ごとに更新されます。
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6.3 送信ユニットと受信ユニットの間の接続
［CONNECTIONS］ページを開くと、VIP XD で自動的にネットワーク上で利用できる送信ユニット
がスキャンされます。 ネットワーク送信ユニットが検出されるとすぐに、VIP XD で送信ユニットか
らの JPEG スナップショットが表示されます。 見つかったすべての送信ユニットが ［Video 
sources］リストフィールドに表示されます。

接続確立

1. ［Video sources］リストフィールドから送信ユニットを選択します。
2. 必要に応じて、パスワードを入力してください。
3. OK をクリックします。 パスワードが正しい場合、選択した映像ソースの JPEG スナップショ

ットが Preview 領域に表示されます。
4. 送信ユニットがマルチチャンネルユニットの場合 （たとえば、VideoJet X40）、再生のために

Video input を設定できます。 
5. 送信ユニットがデュアルストリーミングで動作する場合 （たとえば、VIP X1600）、再生のた

めに ［Stream］を選択できます。
6. 透過的データ伝送をする場合は、［Serial data］チェックボックスをオンにします。 送信ユニッ

トと受信ユニットでデータ伝送が正しく設定されていることを確認します。
7. 音声データ伝送をする場合は、［Audio］チェックボックスをオンにします。 送信ユニットと受

信ユニットで音声伝送が正しく設定されていることを確認します。
8. 適切なチェックボックスをもう一度クリックし、データまたは音声の接続を非アクティブにし

ます。
9. MPEG-2 ->、MPEG-4 SH++ -> または H.264 -> ボタンをクリックし、接続されたモニターでの

ビデオ画像の表示を開始します。 Monitor 領域に、接続された送信ユニットからの映像が表示さ
れます。 この画像は 1 秒ごとに更新されます。

注
ハードウェアを接続するには、送信ユニットと受信ユニットを同じサブネットに置く必要がありま
す。

注
接続ができない場合、本機の 大接続数に達している場合があります。 大接続数は、本機および
ネットワークの設定に応じて異なります。
データおよび音声の伝送をアクティブ化するために接続を確立する前に、［Serial data］チェックボ
ックスおよび ［Audio］チェックボックスをオンにする必要があります。 音声接続が 初に確立され
るとき、ウィンドウでビデオ画像の右下に緑色のラウドスピーカーアイコンが表示されます。 この
アイコンは、アクティブな音声リンクを保持している送信ユニットを示します。
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接続の制御
Monitor 領域の映像の上にあるボタンを使用して、選択された接続およびモニター表示を制御できま
す。 これらのボタンには以下の機能があります。

4 分割表示のデコーダーの選択
の 4 分割表示を選択する場合、表示に適したデコーダーを選択できます。 これによって、映像を 4
分割表示のどこに表示するかを自由に割り当てることができます。
1. Monitor 領域で、4 分割表示のボタンをクリックします。
2. 4 分割表示の目的の画面をクリックします。 選択された 4 分割表示の画面が赤いフレームでマ

ークされます。
3. 接続を確立し、モニターでの表示を開始します （57 ページのセクション 「  接続確立」を参

照）。 選択された 4 分割表示の画面に映像が表示されます。

マルチキャストスキャン
マルチキャストスキャンを使用すると、VIP XD が配置されているサブネット以外の映像ソースを検
索できます。 ［プレビュー］領域のチェックボックスをオンにすると、［Multicast scan］がアクテ
ィブになります。

6.4 ハードウェア接続
選択されたモニターを受信ユニットとして、イーサネットネットワーク経由でカメラが接続された
互換性のある送信ユニット （たとえば、VIP X1600）とともに VIP XD と簡単に接続できます。 大規
模設備の導入や専用のケーブル配線作業をすることなく、長距離伝送を実現できます。

接続の履歴で前の接続に切り替えます。

接続の履歴で次の接続に切り替えます。

1 画面表示

4 分割表示

自動接続をアクティブまたは非アクティブにします （35 ページのセクション 「  自
動接続」を参照）。

接続されたモニターの接続を解除し、映像の表示を終了します。

映像の表示を更新します。

スタートアップ接続 （VIP XD を選択した後の 初の接続）に切り替えます。
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インストール
互換性のあるハードウェアは、正しく設定されていれば、相互に自動的に接続するように設計され
ています。 必要な作業は、論理的に閉じたネットワークにこれらを組み込むことだけです。 以下の
手順に従って、ユニットを取り付けます。
1. イーサネットケーブルを使用して、ネットワークにユニットを接続します。
2. ユニットを電源に接続します。

接続中
ネットワーク内で、送信ユニットと互換性のある受信ユニットの接続を確立するために、3 つのオプ
ションがあります。
- アラーム、
- ターミナルプログラム、または
- Web ブラウザー

アラーム接続
設定が適切であれば、送信ユニットと受信ユニットの接続は、アラームがトリガーされると自動的
に確立されます （34 ページのセクション 「5.11  アラーム接続」を参照）。 接続後まもなく、送信
ユニットからのライブビデオ画像が受信ユニットのモニターに表示されます。
このオプションは、アラーム入力に接続されたスイッチを使用して、送信ユニットと受信ユニット
を接続する場合にも使用できます。 この場合、コンピューターで接続を行う必要はありません。

ターミナルプログラムによる接続
本機をターミナルプログラムで操作するためには、さまざまな要件を満たす必要があります （67 ペ
ージのセクション 「8.7  ターミナルプログラムによる通信」を参照）。
1. ターミナルプログラムを起動し、メインメニューでコマンド 「1」を入力して、IP メニューに

切り替えます。
2. IP メニューで、コマンド 「4」を入力して遠隔地 IP アドレスを変更し、接続するユニットの IP

アドレスを入力します。
3. コマンド 「0」を入力してメインメニューに戻り、コマンド 「4」を入力して、Rcp+ メニュー

に切り替えます。
4. Rcp+ メニューで、コマンド 「5」を入力して、自動接続を有効にします。

ターミナルプログラムによる接続の終了
1. ターミナルプログラムを起動し、メインメニューでコマンド 「4」を入力して、Rcp+ メニュー

に切り替えます。
2. Rcp+ メニューで、コマンド 「5」を入力して、自動接続を無効にします。

6.5 管理ソフトウェアによる操作
複数の送信ユニットおよび受信ユニットがある大規模なシステムを操作する場合、VIDOS などの管
理ソフトウェアの使用をお勧めします。
VIDOS は遠隔地に設置された CCTV （監視システムなど）を操作、制御および管理するためのソフ
トウェアパッケージです。 VIDOS は Microsoft Windows オペレーティングシステムで動作します。 

注
ハードウェアを接続するには、送信ユニットと受信ユニットを同じサブネットに置く必要がありま
す。

注
接続させたいユニットがネットワーク環境に沿って設定され、アラーム発生時に接続する受信ユニ
ットの IP アドレスが ［アラーム接続］設定ページで正しく設定されていることを確認します （34
ページのセクション 「5.11  アラーム接続」を参照）。 
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VIDOS の主要な機能は、遠隔地にある送信ユニットから受信した映像、音声および制御データのデ
コーディング、ハードウェア接続の簡単な制御です。
VIP XD を VIDOS と一緒に使用する場合の操作と設定のために多数のオプションが提供されていま
す。 詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

VIP XD をサポートするプログラムとして、Bosch Video Management System があります。 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 IP ビデオセキュリティソリューションです。 このプログラムは、Bosch CCTV 製品
と連携するビデオセキュリティ管理システムの 1 コンポーネントとして開発されました。 Bosch 
Video Management System を使用すれば、既存のコンポーネントを制御の簡単な 1 つのシステムに
統合して Bosch のソリューションで集中管理することが可能になり、 新技術と長年の経験に基づ
く完全なセキュリティソリューションのさまざまなメリットを活用できるようになります。
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7 メンテナンスとアップグレード

7.1 ネットワーク接続をテストする 
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、ネットワーク
内のユニットがアクティブかどうかをテストできます。
1. DOS コマンドプロンプトを開きます。
2. 「ping」と入力し、続けてユニットの IP アドレスを入力します。
ユニットが検出されると、「... から再生します」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、ネットワーク経由で
ユニットにアクセスすることができません。 この場合、以下の理由が考えられます。
- ユニット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。
- またはユニット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の設定を確認してください。

7.2 ユニット初期化
初期化ボタンを使用して、ユニットに加えた設定をデフォルトに戻すことができます。 加えた変更
はすべてデフォルトに戻ります。 たとえば、ユニットの設定が無効で、意図するとおりに動作しな
い場合に初期化が必要になることがあります。

1. 必要に応じて、［メンテナンス］設定ページの ［ダウンロード］ボタンを使用して、現在の設
定のバックアップを取ってください （50 ページのセクション 「5.21  メンテナンス」を参
照）。

2. 先の尖った物を使用して、デフォルトへのリセットボタンを動作ステータス LED が赤色で点滅
するまで押します （13 ページのセクション 「3.5  各部の名称 （後面パネル）」を参照）。 設定
がすべてデフォルトに戻ります。

3. 必要に応じて VIP XD の IP アドレスを変更します。
4. ユニットを要件に合うように再設定します。

注意
それまでに行った設定は、初期化中にすべて破棄されます。
必要に応じて、［メンテナンス］設定ページの ［ダウンロード］ボタンを使用して、現在の設定の
バックアップを取ってください （50 ページのセクション 「5.21  メンテナンス」を参照）。

注
初期化した後、ユニットにアクセスするにはデフォルトの IP アドレス （192.168.0.1）を使用してく
ださい。 この IP アドレスは、「取り付け」の章の説明にしたがって変更できます （17 ページのセク
ション 「4.4 Configuration Manager を使用したセットアップ」を参照）。
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7.3 修理

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。

7.4 譲渡および廃棄
VIP XD を譲渡する場合は、必ずこの 『取り付けおよび操作マニュアル』を添付してください。
Bosch 製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の原料およびコンポーネントで設計および
製造されています。

この記号は、使用を終えるときに家庭ごみとは別に廃棄しなければならない電気および電子機器で
あることを示しています。
EU では、使用済みの電気および電子機器製品を個別に回収するシステムがあります。 この機器は、
お住まいの地域の廃棄物収集／リサイクルセンターで廃棄してください。

注意
VIP XD 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。
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8 付録

8.1 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。
［システムの概要］ページで本機のバージョンについて詳細な情報を見ることができます （52 ペー
ジのセクション 「5.23  システムの概要」を参照）。 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。 内部メンテナンスログを E- メールでカスタマーサービス
に送る場合は、［メンテナンス］ページでログを本機からダウンロードできます （51 ページのセク
ション 「  メンテナンスログ」を参照）。

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
本機とターミナルプログラ
ムが接続されない

ケーブル接続が間違っている ケーブル、プラグ、接点、端子お
よび接続をすべて確認します

コンピューターのシリアルインタ
ーフェースが接続されていない

他のシリアルインターフェースを
試してください

インターフェースパラメーターが
一致していない

必要であれば別のインターフェー
スを選択して、コンピューターの
インターフェースパラメーターが
本機のインターフェースパラメー
ターと一致していることを確認し
ます。 次の標準パラメーターを試
してみます：19,200 ビット／秒、
8 データビット、パリティなし、1
ストップビット。 次に、本機を電
源から切り離して、数秒後にもう
一度接続します。

モニターに画像が表示され
ない

モニターエラー ローカルカメラまたはその他の画
像ソースをモニターに接続し、モ
ニターの機能を確認します。

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。

接続が確立されず、画像が
転送されない

ユニット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 Configuration Manager プログラム
を使い本機に設定された IP アドレ
スを確認します

LAN 内のデータ転送エラー ping でデータ転送を確認します。
大接続数に達している 接続が空くまで待って、送信ユニ

ットに再接続します。
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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 ［Audio］設定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 アラームのソースが選択されてい
ない

［Alarm Inputs］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 Alarm Connections 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
べてのプラグが正しく取り付けら
れていることを確認します。

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。

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ユニットの
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 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 Sun 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 CD 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。

送信ユニットが受信ユニッ
トに接続されている場合、

初の接続が残っている

自動接続が設定されている 自動接続をオフにします。

動作不良 考えられる原因 推奨解決策
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8.2 LED
VIP XD 本機の後面パネルには、多数の LED があります。これらの LED は、動作ステータスを示
し、動作不良の可能性がある場合はそれを示します。

動作ステータス LED

L LED

T LED

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

グラフィック表示の上でマウスのカーソルを動かすと、プロセッサのステータスが数値とともに表
示されます。 この情報はトラブルシューティングやユニットの調整に役立つ場合があります。

8.4 ネットワーク接続

ネットワーク接続に関する情報を表示できます。 これを行うには、カーソルを i アイコンに合わせま
す。

消灯： VIP XD の電源がオフ
緑色で点灯： VIP XD の電源がオン

緑色で点滅： VIP XD がアクセスされている
赤色で点滅： スタートアップ中
赤色で点灯： VIP XD でエラー発生 （ファームウェアのアップロード失敗な

ど）

消灯： ネットワーク接続なし

緑色で点灯： ネットワーク接続が確立されている

オレンジ色で点滅： ネットワーク経由でデータ転送中

リンク イーサネットリンク種別

UL アップリンク：送信データトラフィックの伝送速度
DL ダウンリンク：受信データトラフィックの伝送速度
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8.5 シリアルインターフェース
シリアルインターフェースは、透過的データの転送、接続されたユニットの制御、ターミナルプロ
グラムによるユニットの操作などに使用されます。 
シリアルインターフェースは、RS-232、RS-422 および RS-485 通信規格に対応しています。 使用さ
れるモードは、現在の設定によって異なります （43 ページのセクション 「5.17 COM1」を参照）。 
接続は端子台経由で行われます。

8.6 端子台
端子台には、次のような複数の接点があります。
- アラーム入力 ×4
- リレー出力 ×1
- シリアルデータ転送

ピン配置
シリアルインターフェースのピン配置は使用されるインターフェースモードによって変わります
（43 ページのセクション 「5.17 COM1」を参照）。

アラーム入力を接続するときは、それぞれの入力をアース接点 （GND）に接続します。

接点入力 RS-232 モード RS-422 モード RS-485 モード
CTS CTS （送信可） RxD- （受信データマイナス） Data-
RTS RTS （送信可） TxD- （送信データマイナス）
RXD RxD （受信データ） RxD+ （受信データプラス） Data+
TXD TxD （送信データ） TxD+ （送信データプラス）
GND GND （アース） — —

接点入力 機能
IN1 アラーム入力 1
IN2 アラーム入力 2
IN3 アラーム入力 3
IN4 アラーム入力 4
GND アース
R リレー出力
+ DC 12 ～ 24V （電源）
– アース
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8.7 ターミナルプログラムによる通信
データ端末
VIP XD 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中断されている場合は、デー
タ端末を VIP XD 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。
9 ピン、D-sub プラグ付きのシリアルケーブルをコンピューターに接続し、VIP XD の端子台接続用
に両端を空けておく必要があります （66 ページのセクション 「  ピン配置」を参照）。
Microsoft Windows に含まれる通信用アクセサリのハイパーターミナル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、VIP XD 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、VIP XD のシリアルインタ

ーフェースと接続します。

ターミナル設定
ターミナルプログラムで VIP XD と通信する前に、同じ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、VIP XD 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 VIP XD に転送する前に、入力

した文字を確認します。

注
ハイパーターミナルのインストールおよび使い方の説明は、Microsoft Windows のマニュアルおよび
オンラインヘルプに記載されています。 
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IP アドレス割り当て
ネットワークを介して VIP XD 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。
デフォルトでは 「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 アドレスを入力して、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。

再起動
再起動するには、VIP XD 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。

8.8 著作権
ファームウェア 4.0 は、Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--24-240-75-75-P-138-ISO10646-1 フォント
および Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1 フォントを以下の著作権に
基づいて使用しています。
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.

注
IP アドレス、サブネットマスクまたはゲートウェイ IP アドレスを新たに入力したときは、設定を有
効にするために再起動する必要があります。
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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.

このソフトウェアは Independent JPEG Group の成果の一部に基づいています。
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9 仕様

9.1 ユニット

音声バージョンのみ :

動作電圧 DC 12 ～ 24V、さまざまな主要アダプターが組み込まれた外部
電源装置で供給

消費電力 約 7 W
LAN インターフェース 1× イーサネット 10/100 Base-T、自動調整、

半二重／全二重、RJ45
データインターフェース 1×RS-232 ／ RS-422 ／ RS-485、双方向、プッシュイン式端

子台
アラーム入力 4× プッシュイン式端子台 （非絶縁クローズ接点）、 大入力

抵抗 10Ω
リレー出力 1× プッシュイン式端子台、30Vp-p、2A （SELV）、2 接点

映像出力 1×BNC、1.0Vp-p、75Ω、PAL ／ NTSC
1×D-sub15 ピン、VGA ／ SVGA、1.0Vp-p、RGB アナログ

モニター 3×LED （動作電圧、ネットワーク接続、データ転送）（後面パ
ネル）

動作条件 温度：0 ～ +50°C
相対湿度：0 ～ 95%、結露なきこと

認定規格 IEC 60950、UL 1950、AS/NZS 3548、EN 55103-1、-2、
EN 55130-4、EN 55022、EN 55024、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、FCC 47 CFR Chapter 1 Part 15

寸法 （高さ × 幅 × 奥行き） 85×107×26mm
足およびコネクタを含む

重量 約 300g

音声入力 1×3.5mm ステレオコネクタ
大 5.5Vp-p、インピーダンス 9kΩ （通常）

音声出力 1×3.5mm ステレオコネクタ
大 3.0Vp-p、インピーダンス 16kΩ （ 小値）

マイク入力 1× プッシュイン式端子台、 大 2.8Vp-p （–20dB、
インピーダンス 2kΩ、通常）、電源 2.3V （通常）

ラウドスピーカー出力 1× プッシュイン式端子台、
大 6Vp-p、RMS 1W、インピーダンス 4kΩ （ 小値）
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9.2 プロトコル／規格

音声バージョンのみ :

映像規格 PAL、NTSC

動画コーディングプロトコル MPEG-4、MPEG-2 および H.264 BP+ （ベースラインプロフ
ァイルプラス）

映像データレート 大 6Mbps ／ストリーム
画像解像度 （PAL ／ NTSC） 704×576 ／ 480 ピクセル （4CIF ／ D1）

704×288 ／ 240 ピクセル （2CIF）
464×576 ／ 480 ピクセル （2/3 D1）
352×576 ／ 480 ピクセル （1/2 D1）
352×288 ／ 240 ピクセル （CIF）
176×144 ／ 120 ピクセル （QCIF）

総遅延時間 （秒） 120ms （PAL ／ NTSC、MPEG-4、ネットワーク遅延なし）
画像リフレッシュレート 大 25 ／ 30fps

ネットワークプロトコル RTP、Telnet、UDP、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DHCP、
IGMP V2、IGMP V3、ICMP、ARP、SNTP、SNMP （V1/
V2c/V3、MIB-II）、802.1x

音声コーディングプロトコル G.711、300Hz ～ 3.4kHz
音声サンプリングレート 8kHz
音声データレート 80kbps



72 ja | 用語集 VIP XD

DOC | V4.0 | 2009.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

用語集

0…9
10 ／ 100 ／ 1000 Base-T10、100 または 1000Mbps イーサネット用の IEEE-802.3 規格。

802.1x IEEE 802.1x は、IEEE-802 ネットワークでの認証および承認方式を定めた規格です。 認証は認証機
関によって行われます。認証機関は認証サーバー （「RADIUS サーバー」を参照）を使用して、転
送された認証情報を確認し、その結果に応じて、提供するサービス （LAN、VLAN または WLAN）
へのアクセスを認可または拒否します。

A
ARP Address Resolution Protocol （アドレス解決プロトコル）。MAC アドレスおよび IP アドレスの割り

当てに使用されるプロトコル。

B
Baud データ転送速度の計測単位。

ビット／秒 Bits per second （ビット／秒）。実際のデータ転送速度。

BVIP Bosch Video over IP ユニット。

C
CABAC コンテキストベースのアダプティブバイナリ計算コード。バイナリデータを失敗なく圧縮するため

の効果的な方法。 映像規格 MPEG-4/Part10 （H.264/AVC）では、CABAC が高品質映像、高い圧縮
率、および高度な処理要件によって特徴付けられています。

CF CompactFlash （コンパクトフラッシュ）。デジタルストレージメディアに多く使用されるインター
フェース規格。 CF カード形式は、コンピューター、デジタルカメラ、PDA で使用されています。

CIF Common Intermediate Format （共通中間フォーマット）。352×288 ／ 240 ピクセルの映像形式。

D
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol （動的ホスト構成プロトコル）。適切なサーバーを使用して、

ネットワーク （インターネットまたは LAN）上のコンピューターに IP アドレスやその他の設定パラ
メーターを柔軟に割り当てることができるようにします。

DNS Domain Name System （ドメインネームシステム）。主にドメイン名の IP アドレスへの変換に使用
されます。

DynDNS RFC 2845 に基づいて動作し、クライアントの IP アドレスをデータベースに保存して、提供する
DNS ホスティングサービス。

F
FTP File Transfer Protocol （ファイル転送プロトコル）。

Full Duplex 双方向 （送信と受信）の同時データ転送。
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G
GBIC GigaBit Interface Converter （ギガビットインターフェースコンバーター）。ネットワークで使用さ

れ、電子信号を光信号に変換するなど、各種インターフェースを柔軟に使用できるようにします。 
これにより、ツイストペアケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用して、Gigabit Ethernet のイ
ンターフェースを柔軟に接続できるようになります。

GOP Group of Pictures （画像のグループ）。

H
H.264 映像圧縮規格 H.262 をさらに発展させた規格で、より画質が高く、圧縮因子が高くなっています。

HTTP Hypertext Transfer Protocol （ハイパーテキスト転送プロトコル）。ネットワーク経由のデータ転送
用プロトコル。

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure。Web サーバーとブラウザー間の通信を暗号化して、認証しま
す。

I
ICMP Internet Control Message Protocol （インターネット制御メッセージプロトコル）。IP のエラーメッ

セージや制御メッセージを転送するプロトコル。

ID 識別情報。機械可読な文字列。

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers。アメリカ合衆国に本部を持つ電気・電子技術の学
会。

IGMP Internet Group Management Protocol （インターネットグループマネジメントプロトコル）。IP マル
チキャストを実現するためのプロトコルの 1 つ。

Internet Protocol インターネットで使用される主要プロトコルで、通常 TCP （Transfer Control Protocol ＝転送制御プ
ロトコル）と一緒に使用されます。（参照：TCP/IP）

IP 「Internet Protocol」を参照。

IP アドレス インターネット上の各ユニットを一意に定義する 4 バイトの数値。 通常、「209.130.2.193」のよう
なドット付き 10 進表記で記述されます。

iSCSI IP 接続によるストレージネットワークの通信プロセス。IP 経由でのストレージプロトコルの動作方
法を指定します。

ISDN Integrated Services Digital Network （総合デジタル通信網）。

J
JPEG Joint Photographic Experts Group。静止画のエンコーディングプロセス。

K
kbps Kilobits per second （キロビット／秒）。実際のデータ転送速度。

L
LAN 「Local Area Network」を参照。
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Local Area Network （ローカルエリアネットワーク）ローカルエリアネットワーク。建物や大学のキャンパスなど、限定さ
れた地理上のエリア内のユーザーにサービスを提供する通信ネットワーク。 ネットワークオペレー
ティングシステムによって制御され、転送プロトコルを使用します。

LUN Logical Unit Number （論理装置番号）。iSCSI ストレージシステム内の論理ドライブ。

M
MAC Media Access Control （メディアアクセス制御）。OSI 参照モデルの第 2 層にあたるデータリンク層

の一部 （副層）を成す通信プロトコル。

MIB Management Information Base （管理情報ベース）。SNMP プロトコルを使用するリモートサービス
用に公開される情報の集まり。

MPEG-2 画質が向上した映像／音声圧縮規格。 高レベルの圧縮により、スタジオ品質の画像を実現してお
り、現在では放送規格として確立されています。

MPEG-4 MPEG-2 をさらに発展させた規格で、インターネット配信などの非常に低い転送速度での映像／音
声データの転送を目的として設計されています。

MSS Maximum Segment Size （ 大セグメントサイズ）。データパケット内のユーザーデータの 大バイ
ト数。

N
Net mask （ネットマスク）ネットマスク。IP アドレスのネットワークアドレス部とホストアドレス部を指定するマスク。 通

常、「255.255.255.192」のようにドット付き 10 進表記で記述されます。

NTP Network Time Protocol （ネットワークタイムプロトコル）。コンピューターのシステムの時間を、
パケットベースの通信ネットワークによって同期するための規格。 NTP は、コネクションレス型ネ
ットワークプロトコルの UDP を使用します。 この規格は、特に、時間を可変長パケットランタイム
として （Ping）、ネットワーク経由で確実に伝送することを目的として開発されました。

O
OF Optical Fiber （光ファイバー）。ケーブル接続のデータ伝送メディアとして、現在主流となっていま

す （グラスファイバーケーブル）。

P
パラメーター パラメーター。設定に使用される値。

Q
QCIF Quarter CIF。176×144 ／ 120 ピクセルの映像形式。

R
RADIUS サーバー Remote Authentication Dial-In User Service。コンピューターネットワークでダイヤルアップしたユ

ーザーの認証、承認およびアカウント管理に使用されるクライアント／サーバープロトコル。
RADIUS サーバーにはサーバープロトコルが実装される。 RADIUS は、モデム、ISDN、VPN、ワイ
ヤレス LAN （「802.1x」を参照）および DSL 経由のダイヤルアップ接続の認証を集中管理する、事
実上の業界標準プロトコルです。
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RFC 868 システムの時間のインターネット経由での同期に使用されるプロトコル。

RS-232/422/485 シリアルデータ転送用の規格。

RTP Realtime Transport Protocol （リアルタイム転送プロトコル）。映像と音声をリアルタイムで伝送す
るためのプロトコル。

RTSP Real-Time Streaming Protocol （リアルタイムストリーミングプロトコル）。映像と音声データ （ス
トリーム）や IP ベースのソフトウェアネットワークの連続的な伝送を制御するネットワークプロト
コル。

S
SFP Small Form-factor Pluggable。ネットワーク接続用の小型の標準化されたモジュールで、高速ネット

ワーク接続用のプラグコネクタとして設計されています。

SNIA Storage Networking Industry Association。iSCSI 規格を策定する業界団体。

SNMP Simple Network Management Protocol。ネットワークコンポーネントの管理と監視を行うためのネッ
トワーク管理プロトコル。

SNTP Simple Network Time Protocol。NTP の簡易バージョン （「NTP」を参照）。

SSL Secure Sockets Layer （セキュアソケットレイヤー）。IP ベースのネットワーク内でのデータ転送に
使用される暗号化プロトコル。

サブネットマスク サブネットマスク。「Net Mask （ネットマスク）」を参照

T
TCP Transmission Control Protocol

Telnet ユーザーがインターネット上のリモートコンピューター （ホスト）にアクセスするためのログイン
プロトコル。

TLS Transport Layer Security。TLS 1.0 と 1.1 は、SSL 3.0 をさらに発展させた規格です （「SSL」を参
照）

TTL Time-To-Live：ステーション転送におけるデータパケットのライフサイクル （有効期間）。

U
UDP User Datagram Protocol。インターネットで利用される OSI 参照モデルのトランスポート層にあたる

標準プロトコル。

URL Uniform Resource Locator。インターネット上の場所を指し示す記述方式。

UTP Unshielded Twisted Pair。電線を 2 本対でより合わせたケーブルでシールドしていないもの。

W
WAN 「Wide Area Network」を参照

Wide Area Network ワイドエリアネットワーク。離れた場所にあるローカルエリアネットワークを拡張または接続する
ために使用される長距離のリンク。
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