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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、VIP X1600 XF 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、本機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 X1600 XF ネットワークビデオサーバーは、防犯カメラシステムと併用することを目的としてお
り、データネットワーク （イーサネット LAN やインターネット）を介して映像および制御信号を伝
送する役割を担います。 取り付けに使用するオプションモジュールによって、機能の範囲が決まり
ます。 エンコーダーモジュール （送信ユニット）およびデコーダーモジュール （受信ユニット）を
利用できます。 各エンコーダーモジュールには、接続したカメラの短時間録画用 RAM メモリーが搭
載されています。 音声信号も、音声バージョンのエンコーダーモジュールを使用すれば伝送できま
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 X1600 XF 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 VIP X1600 XF ベースの下
部およびモジュールの回路基板に貼られています。 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
- モジュールは、必ず適切な VIP X1600 XF ベースハウジングのみに取り付けてください。
- 障害が発生した場合は、VIP X1600 XF 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。
- モジュールの取り付けまたは操作の前に、 VIP X1600 XF ベースのマニュアル、およびモジュー

ル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 X1600 XF ベースのハウジング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。 モジュールの取り付け時は、付属のカバーのみを取り外してください。 
- VIP X1600 XF ベースまたはモジュールのコンポーネントは変更しないでください。 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 X1600 XFM4 エンコーダーモジュール
- VIP X1600 XF ベースでの取り付け用取付キット
- 端子プラグ
- クイックインストールガイド

3.2 システム要件
一般要件
- VIP X1600 XF ベースまたは VIP X1600 B ベースハウジング
- 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
- 受信ソフトウェア （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）
または

- ビデオモニターに接続し受信ユニットとして使用する Bosch Security Systems の MPEG-4 互換
ハードウェアデコーダー （VIP XD など）。

- 録画再生用の外部記録装置への接続

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。

注
VIP X1600 XF ベースの付属 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュ
メントを確認してください。 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。
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］にする必要があります。
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
ネットワークビデオエンコーダー
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールは、 大 4 つの独立した映像チャンネルに対応するネッ
トワークビデオサーバーです。 主な機能は、映像および制御データを IP ネットワーク経由で送信す
るためのエンコーディングです。 音声信号を互換ユニットへ伝送することもできます。  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。 全 4 チャンネル中のストリーム 2 本において、1 秒あたり 25 枚 （PAL）または 30 枚
（NTSC）の画像というフル画像レートで、4CIF のフル解像度を提供します。 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 X1600 XFM4 エンコーダーモジュールは、VIP X1600 XF ベース内に取り付けるように設計され
ています。 ユニットはすばやく簡単に取り付けることができ、他の工具は必要ありません。 すべて
のモジュールがホットスワップ可能であり、システムが稼働中であっても交換できます。

受信ユニット
受信ユニットには、互換性のある MPEG-4 対応ハードウェアデコーダー （VIP XD など）を使用し
ます。 VIDOS などのデコーディングソフトウェアや Microsoft Internet Explorer Web ブラウザーがイ
ンストールされたコンピューターを受信ユニットとして使用することもできます。

ビデオエンコーディング
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールは MPEG-4 動画圧縮規格を使用しています。 効率的なエ
ンコーディングにより、高画質でもデータレートを低く抑えることができ、ローカル環境のさまざ
まな条件に幅広く適応します。

デュアルストリーミング
デュアルストリーミング機能によって、異なる 2 つのモードでデータストリームを同時にエンコー
ディングすることができます。 たとえば、1 つは録画用、1 つは LAN 経由のライブ送信用というよ
うに、データストリームを異なる目的に使用できます。

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 X1600 XFM4 エンコーダーモジュールには、通信の盗聴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。
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リモートコントロール
カメラのパン・チルト雲台や、電動ズームレンズなど、外部機器を遠隔制御する場合、制御データ
はモジュールの双方向シリアルインターフェース経由で伝送されます。 このインターフェースは透
過的データ転送にも使用できます。

いたずら検出および動体検出機能
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールには、接続されたカメラでのいたずら検出時にアラーム
信号を発生させるためのさまざまなオプションがあります。 映像内の動体を検出するアルゴリズム
が標準装備されており、オプションで特殊な映像解析アルゴリズムを追加できます。

スナップショット
個別の映像フレーム （スナップショット）を JPEG 画像として呼び出し、コンピューターのハード
ディスクに保存したり、別のブラウザーウィンドウに表示できます。

バックアップ
表示される映像をコンピューターのハードディスクに保存する場合は、［ライブページ］、［録画］
から操作を行います。 映像はマウスを 1 回クリックするだけで保存でき、ベースに付属している
Player で再生できます。
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概要
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールには、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送信
- 同一映像を異なる 2 つのモードのストリーミングで送出するデュアルストリーミング機能
- 複数の受信ユニットへ画像を同時送信するマルチキャスト機能
- アナログ BNC コンポジット映像入力 （PAL/NTSC）×4
- 国際規格の H.264 に準拠したビデオエンコーディング
- 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。
- 広範で柔軟なストレージオプション
- アラーム入力 ×4、リレー出力 ×1
- 動体およびいたずら検出アラーム用の内蔵映像センサー
- 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
- IP データネットワーク経由での音声信号の送信
- 国際規格 G.711 に基づく音声エンコーディング
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3.4 接続

1 映像入力 Video In 1 ～ Video In 4
映像ソースを接続するための BNC コネクター

2 音声接続 （モノラル）Audio In および Audio Out
音声接続のライン出力用 3.5mm ステレオコネクター

3 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
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4 インストール

4.1 準備
モジュールは、VIP X1600 XF ベース内への取り付け専用に設計されています。 ユニットはすばやく
簡単に取り付けることができ、他の工具は必要ありません。

4.2 モジュールの取り付け
VIP X1600 XF ベースに各種の VIP X1600 XF モジュールを取り付ける方法については、それぞれの
『クイックインストールガイド』に記載されています。 本機を取り付けるときは、次の基本的な注意
事項を確認してください。

VIP X1600 XF ベースの取り付け手順と容量

VIP X1600 XF ベースには 大 4 つのモジュールを取り付けることができます。 スロット 1 を必ず
初に装着してください。 残りのスロットは、任意の順序で装着できます。 作動中でも、モジュール
の取り付けおよび取り外しが可能です。

冷却

取り付けたモジュールからは、作動時に大量の熱が発生します。 そのため、VIP X1600 XF が問題な
く動作するには、作動する放熱システムが機能を果たしていることが必要です。

注意
モジュールを異なるハウジングに取り付けたり、VIP X1600 XF ベースの外部で本機を作動させたり
しないでください。 取り付け時の周囲温度条件は 0 ～ +40 ℃で、相対湿度が 80％以下 （結露なし）
の場所で使用してください。

注意
スロット 1 は、取り付けを変更するときであっても常にモジュールが装着されます。 作動するモジ
ュールがスロット 1 に装着されていない場合、VIP X1600 XF の電源がオンになると、動作不良を起
こすことがあります。

注意
取り付けを変更するとき、またはモジュールを交換または追加するときは、VIP X1600 XF ベースの
後面パネルで未装着のスロットすべてが適切にふさがれている必要があります。
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銘板
各モジュールには回路基板上に印字された MAC アドレスのラベルがあり、この MAC アドレスを使
用してモジュールを一意に識別できます。 障害診断の実効時のように挿入後であってもモジュール
を識別できるように、取り付け前にこの MAC アドレスと VIP X1600 XF ベースでの位置を記録して
ください。

モジュールの取り外しと交換
作動中でも、モジュールの取り付け、取り外し、交換が可能です。

1. モジュールを取り外す前に、そのモジュールで現在実行中のすべての録画を終了してくださ
い。

2. モジュールを取り付けるときは、今後に備えてカバーを保管してください。
3. モジュールを取り外すときに今後そのスロットでモジュールを使用しない場合は、スロットに

カバーを取り付けてふさいでください。 本機の冷却状態を保つには、開口部をふさぐ必要があ
ります。

注意
スロット 1 は、取り付けを変更するときであっても常にモジュールが装着されます。 作動するモジ
ュールがスロット 1 に装着されていない場合、VIP X1600 XF の電源がオンになると、動作不良を起
こすことがあります。
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4.3 接続
カメラ

大 4 つの映像ソースをモジュールに接続することができます。 標準の PAL または NTSC 信号で出
力するカメラやその他の映像ソースが適しています。
1. 映像ケーブル （75Ω、BNC プラグ）を使用して、カメラまたはその他の映像ソースを BNC コ

ネクターの Video In 1 ～ Video In 4 に接続します。
2. 映像信号がループスルーでない場合、終端が必要な場合は、ソフトウェア設定によって終端が

行われます （39 ページのセクション 「5.17  詳細モード：映像入力」を参照）。

音声接続
VIP X1600 XFM4 モジュールには、音声ライン信号用の 2 つの音声インターフェースがあります。
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。 いかなる場合でも、以下の仕様に従う必要があります。

ステレオプラグは次のように接続してください。

1. 2 つの音源をモジュールの 3.5mm ステレオプラグ付き Audio In コネクターにラインレベルで接
続します。

2. 機器をモジュールの 3.5mm ステレオプラグ付き Audio Out コネクターにラインイン接続で接続
します。

データインターフェース
モジュールに接続された電動ズームレンズ付きドームカメラ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。
このモジュールでは、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
（107 ページのセクション 「8.8  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。

ライン入力 ×2： インピーダンス 9kΩ （通常）、 大入力電圧 5.5Vp-p

ライン出力 ×1： インピーダンス 10kΩ （通常）、 大出力電圧 3.0Vp-p、
インピーダンス 16Ω （ 小値）、 大出力電圧 1.7Vp-p

接点入力 Audio In Audio Out
プラグ先端 チャンネル 1 チャンネル 1
中間リング チャンネル 2 －
根元部分 アース アース

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。



VIP X1600 XFM4 インストール | ja 17

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

アラーム入力
このモジュールでは、オレンジ色の端子台を経由したアラーム入力を 4 つ使用できます （107 ペー
ジのセクション 「8.8  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 X1600 XF が
自動的に遠隔地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
このモジュールには、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 1 つのリレー出力
があります。 モジュールとの接続が有効であれば、このリレー出力を手動で操作できます。 この出
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 （107 ペー
ジのセクション 「8.8  端子台」を参照）。

 配線をオレンジ色の端子台の両方の R1 端子に接続し、しっかりと接続されていることを確認し
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、VIP X1600 XF ベースに付属の製品 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、新しいモジュールを簡単に接続、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。

モジュールの設定
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。

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 0.5A （SELV）です。

注
Configuration Manager では、モジュール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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2. ウィンドウの左のリストにモジュールが表示されたら、設定を開始します。 設定を開始するに
は、モジュール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：192.168.0.16）

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モジュールのエントリを右クリックし、Reset 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
モジュールには 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。

システム必要条件
- 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。 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。

接続確立
VIP X1600 XF がネットワーク上で動作するためには、少なくともスロット 1 のモジュールに有効な
IP アドレスおよび互換サブネットマスク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. モジュールの IP アドレスを URL として入力します。 接続が確立されると ［ライブページ］が

映像とともに表示されます。 

注
VIP X1600 XF ベースの付属 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュ
メントを確認してください。 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。
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］にする必要があります。
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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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、モジュール 1 台ごとに、Web ブラウザー接続で 大 25、VIDOS または Bosch 
Video Management System 経由で 大 50 の接続が可能です。

保護モジュール
モジュール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、アクセス保護エリアを開
くと、Web ブラウザーにその旨を通知する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、モジュール
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 X1600 XF 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 （75 ページのセクション 「5.38 
詳細モード：詳細設定」を参照）。

注
このモジュールでは、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
（32 ページのセクション 「5.11  詳細モード：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。
本機の設定または現在の設定の確認には 2 つのオプションがあります。
- 基本モード
- 詳細モード
基本モードでは、ほとんどの重要なパラメーターが 7 つのグループにまとめられています。 このモ
ードでは、わずかな入力だけで、基本設定を変更して、デバイスを稼働させることができます。
詳細モードは専門ユーザーやシステムサポート担当者に推奨します。 このモードでは、本機の全パ
ラメーターにアクセスできます。 本機の基盤となる機能に影響を与える設定 （ファームウェアの更
新など）は、詳細モードでのみ変更できます。
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。

すべての設定はモジュールのメモリーに保存され、電源が切断されても保持されます。

設定の開始
 ウィンドウ上部の ［設定］リンクをクリックします。 Web ブラウザーで設定メニューのページ

が開かれます。

注意
802.1x 認証を利用する場合、ネットワークに使用するスイッチでマルチホスト動作がサポートされ
ている必要があります。また、VIP X1600 XF に複数のモジュールが装着されている場合、ネットワ
ーク経由での通信に複数のホストを試すことができるようにスイッチを設定する必要があります。

注意
詳細モード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。
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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 基本モード：ユニットアクセス

デバイス名
モジュール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
なビデオ監視システムで、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モジュールを識別できま
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。

カメラ 1 ～カメラ 4
カメラ名を設定すると、アラームが発生したときなどに、離れた場所にあるカメラをより簡単に特
定できます。 カメラ名は設定に応じて映像画面に表示されます （34 ページのセクション 「  カメラ
名」を参照）。 カメラ名が設定されていれば、比較的大規模な監視システムで、Bosch Video 
Management System プログラムなどを使用して複数のカメラを管理作業が容易に行えます。
ここにカメラを明確に特定できる任意の名称を入力します。

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。

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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パスワード
モジュールは、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。
モジュールは、service、user、live の 3 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、このユーザー名は、モ
ジュールのすべての機能を使用して設定を変更することができます。
user 認証レベルでは、たとえば本機の操作やカメラの制御は可能ですが設定の変更はできません。

低の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ映像の表示と、ライブ映像表示の切り替
えにのみ使用できます。
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。

5.4 基本モード：日付／時刻 

ユニットの日付／ユニットの時刻／ユニットのタイムゾーン

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、

注
上位の認証レベルがすべてパスワードで保護されている場合にのみ、適切なパスワード保護が保証
されます。 たとえば、live パスワードが割り当てられている場合、service と user パスワードも設定
する必要があります。 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。

注
VIP X1600 XF のスロット 1 のモジュールは、スロット 2 ～ 4 のモジュールのタイムサーバーです。 
従って、［PC に同期］ボタンは、スロット 1 のモジュールのみで使用できます。 スロット 2 ～ 4 の
モジュールでは、このボタンを使用できません。
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同時録画を特定して、正しく検証することができません。 必要に応じてモジュールをコンピュータ
ーのシステム設定と同期させることができます。
 ［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モジュールにコピーし

ます。

タイムサーバーの IP アドレス
このモジュールは、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。 このモジュールは、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリング
します。
 タイムサーバーの IP アドレスをここに入力します。

タイムサーバーの種類
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。

5.5 基本モード：ネットワーク

この画面の設定は、このモジュールを既存のネットワークに導入するために使用されます。
このモジュール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。 モジュールが再起動し、変更した設定が有効

になります。

DHCP
IP アドレスを動的に割り当てるためにネットワークに DHCP サーバーが実装されている場合、モジ
ュールは割り当てられた IP アドレスを自動的に取得することが可能です。
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。

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、このモジュールは再起動後に新しい
アドレスで使用できます。
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IP アドレス
このモジュールの 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
このモジュール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。
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5.6 基本モード：エンコーダープロファイル

映像入力
ここでモジュールの映像入力を選択します。次のフィールドで選択したプロファイルはこの入力に
適用されます。 映像入力ごとにプロファイルを選択できます。

アクティブプロファイル
映像信号をエンコードするプロファイルを選択できます。
このプロファイルを使用して、映像データの伝送を動作環境 （ネットワーク構成、帯域幅、データ
負荷）に適応させることができます。
特性が異なる複数のプロファイルを事前に設定して状況に応じて使用することができます。 プロフ
ァイルを選択すると、詳細がリストとして表示されます。
- 低帯域幅 （CIF）

低帯域幅接続用の高フレームレート設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- 低遅延 （2/3 D1）

低遅延かつ高フレームレート設定、解像度 464×576 ／ 480 ピクセル
- 高解像度 （4CIF ／ D1）

高帯域幅接続用の高解像度設定、解像度 704×576 ／ 480 ピクセル
- DSL

帯域幅 500kbps の DSL 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- ISDN (2B)

2 つの B チャンネルによる ISDN 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- ISDN (1B)

1 つの B チャンネルによる ISDN 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- モデム

帯域幅 20kbps のアナログモデム接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- GSM

帯域幅 9,600bps の GSM 携帯電話接続用設定、解像度 176×144 ／ 120 ピクセル



28 ja | Web ブラウザーを使用した設定 VIP X1600 XFM4

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

5.7 基本モード：音声

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。 現在の映像がスライドコントロールの横
の小さなウィンドウに表示されるので、音源を確認して音量を調整することができます。 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 ［ライブページ機能］ページで音声伝送を有効にする必要が
あります （37 ページのセクション 「5.15  詳細モード：ライブページ機能」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。

ライン入力 1 ／ライン入力 2
ライン入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。

ライン出力
ライン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。

5.8 基本モード：録画

モジュールに接続されたカメラから送られた映像は、適切に設定された iSCSI システムに記録でき
ます。
ここで録画をすぐに開始または停止できます。

ストレージメディア
1. 必要なストレージメディアをリストから選択します。
2. ［開始］ボタンをクリックして、録画を開始します。
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5.9 基本モード：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
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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5.10 詳細モード：識別情報

デバイス ID
デバイスを識別できるように、それぞれのモジュールに任意の ID を割り当てます。

デバイス名
モジュール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
なビデオ監視システムで、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モジュールを識別できま
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。

カメラ 1 ～カメラ 4
カメラ名を設定すると、アラームが発生したときなどに、離れた場所にあるカメラをより簡単に特
定できます。 カメラ名は設定に応じて映像画面に表示されます （34 ページのセクション 「  カメラ
名」を参照）。 カメラ名が設定されていれば、比較的大規模な監視システムで、Bosch Video 
Management System プログラムなどを使用して複数のカメラを管理作業が容易に行えます。
ここにカメラを明確に特定できる任意の名称を入力します。 カメラ名として 2 行設定できます。

2 番目の行に文字を追加入力できます。ここに入力する文字はテーブルから選択できます。

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。

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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1. 2 行目の横にあるアイコンをクリックします。 新しいウィンドウが開き、文字テーブルが表示
されます。

2. 必要な文字をクリックします。 選択された文字は ［結果］欄に挿入されます。
3. 文字テーブルで、<< および >> アイコンをクリックしてテーブルの別のページに移動したり、

リストからページを選択することができます。
4. ［結果］欄の右の < アイコンをクリックすると文字列の 後の文字が削除されます。また、X

アイコンをクリックすると、すべての文字が削除されます。
5. ここで ［OK］ボタンをクリックして、選択した文字を ［カメラ］パラメーターの 2 行目に反

映させます。 ウィンドウが閉じます。

イニシエーター拡張
大規模な iSCSI システムで本機をより容易に識別するために、このモジュールのイニシエーター名
に独自の文字列を設定できます。 この文字列はピリオドで区切られて、イニシエーター名として追
加されます。 イニシエーター名は ［システムの概要］で確認できます （86 ページのセクション
「5.46  詳細モード：システムの概要」を参照）。
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5.11 詳細モード：パスワード

モジュールは、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
モジュールは、service、user、live の 3 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、このユーザー名は、モ
ジュールのすべての機能を使用して設定を変更することができます。
user 認証レベルでは、たとえば本機の操作やカメラの制御は可能ですが設定の変更はできません。

低の認証レベルは live です。 この認証レベルは、ライブ映像の表示と、ライブ映像表示の切り替
えにのみ使用できます。
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
上位の認証レベルがすべてパスワードで保護されている場合にのみ、適切なパスワード保護が保証
されます。 たとえば、live パスワードが割り当てられている場合、service と user パスワードも設定
する必要があります。 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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5.12 詳細モード：日付／時刻

日付書式 （スロット 1 のモジュールのみ）
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 （スロット 1 のモジュールのみ）
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

刻をこのモジュールにコピーします。

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。

注
VIP X1600 XF のスロット 1 のモジュールは、スロット 2 ～ 4 のモジュールのタイムサーバーです。 
従って、日付と時刻の設定は、スロット 1 のモジュールに対してのみ変更できます。 スロット 2 ～ 4
のモジュールでは、これらのパラメーターを使用できません。

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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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。
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
このモジュールは、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。 このモジュールは、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリング
します。
タイムサーバーの IP アドレスをここに入力します。

タイムサーバーの種類
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。

5.13 詳細モード：映像オーバーレイ情報

映像には、重要な補足情報をオーバーレイ表示 （映像上に表示）できます。 オーバーレイ表示させ
る情報は個別に設定でき、映像上に簡単に配置できます。

カメラ名
カメラ名の表示位置を設定します。 ［上部］または ［下部］を選択するか、［カスタム］オプショ
ンを選択して表示したい位置を個別に指定できます。 ［オフ］に設定するとオーバーレイ情報は表
示されません。
1. リストから ［オプション］を選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］フィールドに、表示する位置を示す値を入力します。

注
このページの設定は、このモジュールのすべてのカメラ入力に適用されます。
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時刻
時刻の表示位置を設定します。 ［上部］または ［下部］を選択するか、［カスタム］オプションを
選択して表示したい位置を個別に指定できます。 ［オフ］に設定するとオーバーレイ情報は表示さ
れません。
1. リストから ［オプション］を選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］欄に、表示する位置を示す値を入力します。

ミリ秒単位表示
必要に応じて、時刻をミリ秒単位で表示することもできます。 ミリ秒単位の時刻表示は、録画した
映像を見る際に役立ちますが、CPU に負荷がかかります。 ミリ秒単位で時刻を表示させない場合は
［オフ］を選択します。

アラームモード
アラーム発生時にテキストメッセージを画像にオーバーレイ表示させる場合は ［オン］を選択しま
す。 テキストメッセージを指定した位置に表示する場合は ［カスタム］オプションで設定します。 
［オフ］に設定するとオーバーレイ情報は表示されません。
1. リストから ［オプション］を選択します。
2. ［カスタム］オプションを選択すると、追加のフィールド （［位置指定 （XY）］）が表示され、

そこで正確な位置を指定できます。
3. ［位置指定 （XY）］欄に、表示する位置を示す値を入力します。

アラームメッセージ
アラーム発生時に画像に表示されるメッセージを入力します。 テキストの長さは、31 文字以内で
す。

透かし
伝送された映像に 「透かし」を表示する場合は、［オン］を選択します。 オンにすると、すべての
映像に緑色の W マークが付きます。 赤色の W はシーケンス （ライブまたは録画映像）が操作され
たことを示します。

5.14 詳細モード：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。
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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。

JPEG サイズ
［ライブページ］に表示される M-JPEG 画像のサイズを 3 種類から選べます。 ［ラージ］オプショ
ンと ［スモール］オプションは、特定の画像サイズに対応します。 From JPEG stream オプション
をオンにすると、エンコーダープロファイルで定義されている画像サイズが使用されます （41 ペー
ジのセクション 「5.19  詳細モード：エンコーダープロファイル」を参照）。

JPEG 生成間隔
［ライブページ］に表示される M-JPEG 画像が生成される間隔が指定できます。

JPEG 画質
［ライブページ］に表示される M-JPEG 画像の画質が指定できます。

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、モジュール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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5.15 詳細モード：ライブページ機能

ここでは ［ライブページ］の機能をユーザーの要件に合わせて設定できます。 情報やコントロール
を表示するかどうかを選択する、さまざまなオプションがあります。

1. ［ライブページ］で利用できるようにする項目のボックスをオンにします。 選択した項目には
チェックマークが表示されます。

2. 必要な機能が ［ライブページ］で使用可能になっているかどうかを確認します。

音声伝送
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。

Bilinx コントロール
［ライブページ］の左上のビュー制御のフィールドの横に、特別な Bosch Security Systems Bilinx コ
ントロールのフィールドが追加されます。

リース時間 （秒）
カメラを制御しているユーザーからの制御信号が受信されなくなってから、別のユーザーの認証が
許可されるまでの間隔を、秒単位で指定します。 この時間を過ぎるとカメラが自動的に有効になり
ます。

アラーム入力表示
アラーム入力は、映像の横に割り当てられた名称とアイコンとで表示されます。 アラーム入力がオ
ンになると、それに対応するアイコンの色が変わります。

リレー出力表示
リレー出力は、映像の横に割り当てられた名称とアイコンとで表示されます。 リレーのオン／オフ
でアイコンの色が変わります。
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VCA 軌跡表示
対応する解析が有効になっている場合、映像コンテンツ解析からの軌跡 （物体の動線）がライブ映
像上に表示されます （63 ページのセクション 「5.30  詳細モード：VCA イベントトリガー」を参
照）。

VCA メタデータ表示
解析機能が有効になっている場合、映像コンテンツ解析 （VCA）からの追加情報がライブ映像上に
表示されます （63 ページのセクション 「5.30  詳細モード：VCA イベントトリガー」を参照）。 た
とえば、解析タイプに MOTION+ を使用した場合、動体検知で録画した映像のセンサーフィールド
に四角いマークが表示されます。

イベントログ表示
映像の横のフィールドに、イベントメッセージが日付および時刻と共に表示されます。

システムログ表示
映像の横のフィールドに、システムメッセージが日付および時刻と共に表示され、接続の確立およ
び終了などの情報を確認できます。

スナップショット許可
映像や画像を保存するためのアイコンをライブ映像の下に表示するかどうかを設定できます。 この
アイコンが表示されている場合にのみ映像や画像を保存できます。

ローカル録画許可
ローカルストレージに映像を保存するためのアイコンをライブ映像の下に表示するかどうかを設定
できます。 このアイコンが表示されている場合にのみ映像を保存できます。

JPEG ファイルおよび MPEG ファイル保存先
1. ［ライブページ］から映像と画像を保存する場合の保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。

5.16 詳細モード：ログ作成

イベントログ保存
イベントメッセージをテキストファイルとしてローカルのコンピューターに保存する場合は、この
オプションをオンにします。
保存したファイルは、任意のテキストエディターまたは標準の Office ソフトウェアを使って、表示、
編集、印刷できます。

イベントログ保存先
1. このフィールドには、イベントログの保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。
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システムログ保存
システムメッセージをテキストファイルとしてローカルのコンピューターに保存する場合は、この
オプションをオンにします。
保存したファイルは、任意のテキストエディターまたは標準の Office ソフトウェアを使って、表示、
編集、印刷できます。

システムログ保存先
1. このフィールドには、システムログの保存先を入力します。
2. ［参照］をクリックして、適切なディレクトリを選択することも可能です。

5.17 詳細モード：映像入力

モジュールの各映像入力で 75Ω の終端抵抗器を有効にすることができます。 映像信号をループスル
ーさせる場合は、終端抵抗を無効にしてください。 映像入力は出荷時にはすべて終端されています。

75Ω 終端
映像信号をループスルーさせる場合は、［オフ］を選択します。

ソースの種類
ビデオカセットレコーダーを映像ソースとして接続できるようにするために、映像ソースの特性を
プリセット値の ［カメラ］から ［ビデオカセットレコーダー］に変更できます。    ビデオカセット
レコーダーでは、機械コンポーネントによってジッターが生じるため、内部 PLL の許容範囲を広く
設定する必要があります。

注
番号は、実際のモジュール上の映像入力のラベルの後に表示されます。

注
場合によっては、カメラが接続されていても ［ビデオカセットレコーダー］オプションを選択する
ことによって、映像が改善されることがあります。
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5.18 詳細モード：映像設定

各カメラの映像を要件に合わせて設定できます。 確認のため、 新の映像がスライドコントロール
の横の小さなウィンドウに表示されます。 変更はすぐに有効になります。
1. タブをクリックして対応するカメラを選択します。
2. スライドコントロールを必要な位置に移動させます。
3. すべての設定をリセットする場合は、［デフォルト］をクリックします。

コントラスト （0 ～ 255）
映像のコントラストを作業環境に合わせて調整できます。

彩度 （0 ～ 255）
モニター上での映像の色ができるだけ現実に近づくように彩度を調整できます。

輝度 （0 ～ 255）
映像の明るさを作業環境に合わせて調整できます。

ローパスフィルター （0 ～ 255）
映像の非常に細かいノイズを取り除くことができます。 これにより、ネットワーク経由での映像伝
送に必要な帯域幅が小さくなり、 適化することができます。 ローパスフィルターを設定すると映
像の解像度が低下する場合があります。
スライドコントロールで設定される値が高くなるほど、映像信号がフラットになります。 スライド
コントロールの横の画像ウィンドウで設定を確認します。
次に、ウィンドウ上部のメーカーロゴの近くに表示されるプロセッサー負荷インジケーターを確認
します （106 ページのセクション 「8.5 CPU 負荷」を参照）。
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5.19 詳細モード：エンコーダープロファイル

映像信号のエンコードについて、映像入力ごとに 2 つのプロファイルと 1 つのコードアルゴリズム
を選択できます。プロファイルのプリセット値を変更することもできます。
映像データの伝送を動作環境 （ネットワーク構成、帯域幅、データ負荷など）に適応させることが
できます。 このために、このモジュールでは 2 つのデータストリームが同時に生成されます （デュ
アルストリーミング）。 これらのデータストリームの圧縮設定は、たとえば、1 つはインターネット
への伝送用に設定し、もう 1 つは LAN 接続用に設定するなどのように個別に設定できます。 ストリ
ーミングプロファイルの他に、M-JPEG 画像伝送用のプロファイルを選択することもできます。
特性が異なる複数のプロファイルを事前に設定して状況に応じて使用することができます。
- 低帯域幅 （CIF）

低帯域幅接続用の高フレームレート設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル
- 低遅延 （2/3 D1）

低遅延かつ高フレームレート設定、解像度 464×576 ／ 480 ピクセル
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- 高解像度 （4CIF ／ D1）
高帯域幅接続用の高解像度設定、解像度 704×576 ／ 480 ピクセル

- DSL
帯域幅 500kbps の DSL 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル

- ISDN (2B)
2 つの B チャンネルによる ISDN 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル

- ISDN (1B)
1 つの B チャンネルによる ISDN 接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル

- モデム
帯域幅 20kbps のアナログモデム接続用設定、解像度 352×288 ／ 240 ピクセル

- GSM
帯域幅 9,600bps の GSM 携帯電話接続用設定、解像度 176×144 ／ 120 ピクセル

データストリームごとにエンコードアルゴリズム H.264 MP と H.264 BP+ を選択できます。

1. すべてのデータストリームに必要なプロファイルを選択します。
2. すべてのデータストリームに必要なエンコードアルゴリズムを選択します。

プロファイルの各パラメーターの値、および名前を変更できます。 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。 タブの下部にある H.264 MP、H.264 BP+、M-JPEG を
クリックすると、当該コードアルゴリズムの設定が変更されます。
- H.264 MP

このプロファイル設定は、H.264 メインプロファイルを意味し、H.264 コードアルゴリズムで
大の設定オプションを使用できます。 この設定では、画像品質が 高になり、帯域幅が 低

限になります。
- H.264 BP+

このプロファイル設定は、インターレースビデオをサポートするメインプロファイルツールセ
ットの 1 機能である、H.264 ベースラインプロファイルプラスを意味します。 純粋な H.264 ベ
ースラインプロファイルとは対照的に、4CIF 解像度が可能です。 ハードウェアデコーダーを使
用してビデオストリームを表示する場合は、この設定を選択してください。

- M-JPEG
M-JPEG ストリームのほうがビデオストリームよりも高いビットレート値を設定できます。

プレビュー対象
このプレビューに表示する映像データストリームを選択します。 データストリームのデコードでコ
ンピューターのパフォーマンスが大きく低下する場合は、映像の表示を無効にすることができます。

注意
VIP XD および VIP X1600 XFMD ハードウェアデコーダーは、H.264 BP+ アルゴリズムのみを処理
できます。 この点に注意してプロファイルを設定してください。

注意
プロファイルはかなり複雑です。 プロファイルには、相互に関連する色々なパラメーターが含まれ
ているため、通常はデフォルトのプロファイルをそのまま使用することをお勧めします。
プロファイルの変更にあたっては、すべての設定オプションを十分に理解してください。
デフォルトではストリーム 2 はアラーム接続および自動接続用の伝送になります。 この点に注意し
てプロファイルを割り当ててください。

注
プロファイルは、相互に関連しているパラメーターの組み合わせで構成されています。 特定のパラ
メーターで許容範囲外の設定を行った場合、その設定に も近い許容値に置き換えられます。
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1. 必要なデータストリームのボックスをオンにします。
2. 該当するデータストリームに関する追加情報を表示する関連プレビューの上の i アイコンをク

リックします。

プロファイル名
ここでプロファイルの新しい名前を入力できます。 この名前は、［アクティブプロファイル］フィー
ルドの使用可能なプロファイルのリストに表示されます。

ターゲットデータレート
ネットワークの帯域幅の使用を 適化するために、このモジュールのデータレートを制限すること
ができます。 ターゲットデータレートは、激しい動きのない標準的なシーンの画質に合わせて設定
してください。
映像が複雑な場合や、動きが多く映像の内容が頻繁に変わる場合は、［ 大データレート］フィール
ドに入力された値を限度として、一時的にこの制限値を引き上げることができます。

大データレート
この 大データレートは、どんな場合でも超えることはできません。 このため、I- フレームおよび
P- フレームの画質設定に応じて、一部の画像がスキップされる場合があります。
ここで入力する値は、［ターゲットデータレート］フィールドに入力する値よりも 10% 以上高くな
ければなりません。 ここで入力した値が低すぎる場合、自動的に調整されます。

エンコーディング間隔
映像のエンコーディングと伝送を実行する間隔を指定します。 たとえば、「4」と入力すると、4 コ
マごとに画像がエンコーディングされ、それに続く 3 つの画像はスキップされます。これは特に低
帯域幅の場合に適しています。 テキストフィールドの横に画像速度が fps （frames per second）単
位で表示されます。

録画解像度
映像の解像度を選択できます。 以下の解像度を使用できます。
- QCIF

176×144 ／ 120 ピクセル
- CIF

352×288 ／ 240 ピクセル
- 1/2 D1

352×576 ／ 480 ピクセル
- 2CIF

704×288 ／ 240 ピクセル
- 4CIF ／ D1

704×576 ／ 480 ピクセル
- 2/3 D1

464×576 ／ 480 ピクセル

デフォルト
プロファイルをデフォルト値に戻すには、［デフォルト］をクリックします。

I- フレーム間隔
このパラメーターを使用して、I- フレームを符号化する間隔を設定できます。「  0」は自動モードを
意味し、ビデオサーバーが必要に応じて I- フレームを挿入します。 「1」を入力すると、I- フレーム
が連続的に生成されます。 「2」を入力すると I- フレームは 1 つおきになり、「3」を入力すると 2
つおきになります。間には符号化された P- フレームが挿入されます。

デブロッキングフィルター
画像内のブロックを減らして、より滑らかな画像を提供するフィルターを有効にできます。 このオ
プションを有効にすると、処理に負荷がかかるので、注意してください。
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CABAC （H.264 MP のみ）
映像データで追加のロスレス圧縮を有効にできます。 データレートが低下しても、同等の画像品質
が維持されます。 この圧縮には、十分な CPU 能力が必要です。

GOP structure （H.264 MP のみ）
Group of Pictures （画像のグループ）に必要な構造を選択します。 遅延を可能な限り 小限にする
ことを優先するか （IP フレームのみ）、それとも使用する帯域幅を可能な限り 小限にすることを
優先するかに応じて、IP、IBP、IBBP、IBBRBP から選択できます。

5.20 詳細モード：音声 

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。 現在の映像がスライドコントロールの横
の小さなウィンドウに表示されるので、音源を確認して音量を調整することができます。 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 ［ライブページ機能］ページで音声伝送を有効にする必要が
あります （37 ページのセクション 「5.15  詳細モード：ライブページ機能」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。

ライン入力 1 ／ライン入力 2
ライン入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。

ライン出力
ライン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。
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5.21 詳細モード：ストレージ管理

モジュールに接続されたカメラから送られた映像は、適切に設定された iSCSI システムに記録でき
ます。
また、iSCSI システムにアクセスして、VRM Video Recording Manager ですべての録画を制御する
こともできます。 これはビデオサーバーの録画タスクを設定するための外部プログラムです。 詳細
については、お住まいの地域の Bosch Security Systems カスタマーサービスまでお問い合わせくだ
さい。

デバイスマネージャー
この画面で VRM オプションを有効にすると、VRM Video Recording Manager がすべての録画を管
理するため、この画面のその他の設定ができなくなります。

録画メディア
ここで必要な録画メディアを選択すると、それらを有効にして、録画パラメーターを設定できるよ
うになります。

注意
VRM を有効または無効にすると、現在の設定が失われるため、元に戻すには再度設定する必要があ
ります。
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iSCSI メディア
iSCSI システムを録画メディアとして使用する場合は、その iSCSI システムへの接続と、設定パラメ
ーターの設定が必要です。

1. 保存先の iSCSI の IP アドレスを ［iSCSI IP アドレス］フィールドに入力します。
2. iSCSI がパスワード保護されている場合、［パスワード］フィールドにパスワードを入力しま

す。
3. ［読み込む］ボタンをクリックします。 設定した IP アドレスへの接続が確立されます。 ［スト

レージの概要］フィールドに、対応する論理ドライブが表示されます。

ストレージメディアのアクティブ化と設定
［ストレージの概要］に使用できる録画メディアが表示されます。 個別の iSCSI ドライブを選択し
て、これらを ［管理対象ストレージメディア］リストに転送できます。 このリストでストレージメ
ディアをアクティブにして、録画用に設定することができます。

1. ［ストレージの概要］セクションで、［iSCSI LUN］をダブルクリックします。 メディアが ［管
理対象ストレージメディア］リストに追加されます。 ［ステータス］列に、新しく追加された
メディアが ［非アクティブ］のステータスで表示されます。

2. ［セット］ボタンをクリックすると、［管理対象ストレージメディア］リスト内のすべてのメデ
ィアをアクティブになります。 アクティブになったメディアは ［ステータス］列の表示が ［オ
ンライン］ステータスになります。

3. ［録画 1］列または ［録画 2］列のボックスをオンにして、選択したストレージメディアに録画
する必要のあるデータストリームを指定します。 ［録画 1］はストリーム 1 を、［録画 2］は
ストリーム 2 をそれぞれ格納します。

4. ［古い録画の上書き］オプションのボックスをオンにすると、記録容量をオーバーした時に、
古い録画データに新しい録画データを上書きするかどうかが設定できます。 ［録画 1］はスト
リーム 1 に、［録画 2］はストリーム 2 にそれぞれ対応しています。 

ストレージメディアのフォーマット
ストレージメディア上のすべての録画はいつでも消去できます。

1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディアをクリックして、選択します。
2. リストの下の ［編集］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
3. ［フォーマット］ボタンをクリックして、ストレージメディア内のすべての録画を消去します。

注
選択した iSCSI ストレージシステムを、ネットワーク上で使用できるようにセットアップしておい
てください。 特に、IP アドレスが割り当てられ、論理ドライブ （LUN）に分割されていることが重
要です。

注意
各ストレージメディアは、1 人のユーザーにのみ関連付けることができます。 ストレージメディアが
既に別のユーザーによって使用されている場合、そのユーザー設定を解除してから、ドライブをこ
のモジュールで接続できます。 ストレージメディアのユーザー設定を解除する場合は、現在のユー
ザーがそのストレージメディアを使用しないことを事前に確認してください。

注意
録画容量をオーバーしたときに、古い録画データの上書き設定をしていない場合には、その録画は
停止されます。 録画データの保存期間を設定して、古い録画の上書きを制限することができます
（49 ページのセクション 「5.23  詳細モード：保存期間」を参照）。

注意
録画データを消去する前に必ず内容を確認し、重要な録画データはバックアップをコンピューター
のハードディスクに保存してください。
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4. ［OK］をクリックして画面を閉じます。

ストレージメディアの非アクティブ化
［管理対象ストレージメディア］リストからストレージメディアを非アクティブにすることができま
す。 非アクティブにすると、録画に使用されなくなります。
1. ［管理対象ストレージメディア］リストでストレージメディアをクリックして、選択します。
2. リストの下の ［削除］ボタンをクリックします。 ストレージメディアが非アクティブになり、

リストから削除されます。

5.22 詳細モード：録画プロファイル

録画プロファイルは 10 種類まで設定できます。 設定した録画プロファイルは、録画スケジューラで
使用します。録画スケジューラでは、これらのプロファイルを特定の曜日と時間帯にリンクさせる
ことができます （50 ページのセクション 「5.24  詳細モード：録画スケジューラ」を参照）。

1. タブをクリックして、対応するプロファイルを編集します。

注
［録画スケジューラ］ページの各タブで録画プロファイルの名前を変更と追加ができます （51 ペー
ジのセクション 「  時間帯」を参照）。
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2. テーブルで、設定を編集するカメラ入力の名前をクリックします。
3. 複数のカメラ入力を選択するには、Windows での通常の操作と同様に、Shift キーまたは Ctrl キ

ーを押したまま選択します。 次の設定は、選択したすべてのエントリに適用されます。
4. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。
5. 現在表示されている設定を他のプロファイルにコピーする場合は、［設定のコピー］ボタンを

クリックします。 新しいウィンドウが開いて、設定をコピーするプロファイルを選択できま
す。

6. プロファイルごとに、［セット］ボタンをクリックして、設定を本機に保存します。

標準録画
標準録画のモードを選択できます。 
［連続］を選択すると、連続して録画が行われます。 記録容量をオーバーした時に、古い録画データ
に新しい録画データが自動的に上書きされます。 ［プレアラーム］オプションを選択すると、設定
されたアラーム発生前の時刻、アラーム発生中、アラーム発生後の時間だけが録画されます。
［オフ］を選択すると、自動録画は行われません。

標準プロファイル
録画に使用するエンコーダープロファイルを設定することができます （41 ページのセクション
「5.19  詳細モード：エンコーダープロファイル」を参照）。

アラーム発生前の録画時間
リストフィールドから、必要なアラーム発生前の録画時間を選択できます。

アラーム発生後の録画時間
リストフィールドから、必要なアラーム発生後の録画時間を選択できます。

アラーム発生後のプロファイル
アラーム発生時の録画に使用されるエンコーダープロファイルを選択できます （41 ページのセクシ
ョン 「5.19  詳細モード：エンコーダープロファイル」を参照）。
［標準プロファイル］オプションを選択すると、ページ上部の選択内容が採用されます。

アラーム入力／動体検出アラーム／映像断アラーム
録画のトリガーとなるアラームセンサーを選択できます。

仮想アラーム
RCP+ コマンドやアラームスクリプトによって録画をトリガーする仮想アラームセンサーを選択で
きます。

注意
保存期間を設定すると、［連続］モードでの古い録画の上書きを制限できます （49 ページのセクシ
ョン 「5.23  詳細モード：保存期間」を参照）。

注
録画プロファイルはアクティブな録画にのみ有効で、設定の変更は ［アクティブプロファイル］か
ら行います。

注
動体検出アラームの設定と有効化は、［VCA］ページで行います （63 ページのセクション 「5.30 
詳細モード：VCA イベントトリガー」を参照）。
アラーム入力の設定と有効化は、［アラーム入力］ページで行います （68 ページのセクション
「5.34  詳細モード：アラーム入力」を参照）。
アラーム入力のチェックボックスの番号は、このモジュール上のアラーム入力の番号に対応してい
ます。
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同時記録
映像データのほかに、音声データやメタデータ （アラーム、VCA データおよびシリアルデータな
ど）も記録するかどうかを指定できます。 メタデータは録画の検索に役に立ちますが、メタデータ
を同時録画するとその分の記録容量が必要になります。

5.23 詳細モード：保存期間

録画の保存期間を指定できます。 メディアの記録容量がいっぱいになると設定された保存期間を過
ぎた録画だけが上書きされます。

保存期間
録画ごとの保存期間を時間または日単位で入力します。 ［録画 1］はストリーム 1 に、［録画 2］は
ストリーム 2 にそれぞれ対応しています。

注
詳細については、Alarm Task Script Language のマニュアルおよび RCP+ のマニュアルを参照して
ください。 これらのマニュアルは、VIP X1600 XF ベースに同梱の製品 CD に収録されています。

注意
録画に対して映像コンテンツ解析を行うには、メタデータが必要です。

注
使用可能な記録容量に応じた保存期間になっていることを確認してください。 保存期間の目安は、
フルフレームレートで高画質の 4CIF を録画する場合、1 時間あたり 1GB 必要です。
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5.24 詳細モード：録画スケジューラ

録画スケジューラーでは、作成した録画プロファイルを特定の曜日と時間帯にリンクさせることが
できます。リンクさせた曜日と時間帯にアラームが発生すると、録画プロファイルにおいてカメラ
の画像録画が実行されます。
曜日ごとに、15 分単位で録画プロファイルにリンクさせることができます。 マウスカーソルをテー
ブルに合わせると、下方に時間が表示され、 どの時間帯が設定されているかを確認できます。
通常の平日のほかに、週単位の標準録画スケジュールで土日以外の休日を設定することができます。 
これにより、日曜日の録画スケジュールを平日に適用することができます。
1. ［時間帯］フィールドでリンクさせるプロファイルをクリックします。
2. テーブル内のフィールドをクリックし、マウスボタンを押しながらカーソルをドラッグして、

選択したプロファイルに割り当てるすべての時間帯を指定します。
3. 時間帯を選択解除するには、右マウスボタンをクリックします。
4. すべての時間帯を、選択したプロファイルにリンクさせるには、［すべて選択］ボタンをクリ

ックします。
5. すべての時間帯を選択解除するには、［すべてクリア］ボタンをクリックします。
6. 選択が完了したら、［セット］ボタンをクリックして、設定をユニットに保存します。

休日
週単位の標準録画スケジュールとは別の休日を定義できます。 これにより、日曜日の録画スケジュ
ールを平日に適用することができます。
1. ［休日］タブをクリックします。 すでに選択されている日がテーブルに表示されます。
2. ［追加］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
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3. 設定する日付をカレンダーから選択します。 複数の日付を続けて選択するには、マウスボタン
を押しながらドラッグします。 これらの設定は、テーブル表示に戻ったときに 1 つの設定内容
として表示されます。

4. ［OK］をクリックして、設定します。 ウィンドウが閉じます。
5. 上記の手順で、個々の休日を録画プロファイルに割り当てます。

休日の削除
設定した休日はいつでも削除できます。
1. ［削除］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
2. 削除する日付をクリックします。
3. ［OK］をクリックします。 項目がテーブルから削除され、ウィンドウが閉じます。
4. 別の日を削除するには、この手順を繰り返します。

時間帯
録画プロファイルの名前を変更できます。
1. プロファイルをクリックし、［名前の変更］ボタンをクリックします。
2. 変更する名前を入力して、［名前の変更］ボタンを再度クリックします。 

録画開始
設定が完了したら、録画スケジューラをアクティブにして、録画を開始します。 録画が開始される
と、［録画プロファイル］と ［録画スケジューラ］は入力できなくなり、設定の変更もできません。
設定の変更は、録画を停止すればいつでも実行できます。
1. 録画スケジューラをアクティブにするには、［開始］ボタンをクリックします。
2. 録画スケジューラを非アクティブにするには、［停止］ボタンをクリックします。 録画が中断

され、設定を変更できるようになります。

録画ステータス
このモジュールの録画状態を示すグラフィックです。 録画が行われている間は、録画状態を示すア
ニメーションが表示されます。
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5.25 詳細モード：録画ステータス

録画ステータスに関する詳細情報が、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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5.26 詳細モード：アラーム接続

アラーム発生時のこのモジュールの応答を選択できます。 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、接続が確立されるまで、モ
ジュールが順に選択されます。

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 アドレスにモジュールを自動的に接
続します。
［入力 1 をフォロー］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、本機で自動的に
確立された接続が維持されます。

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。 このモジュール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 11 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。 このモジュールは同じパスワードで保護されたすべての

注
デフォルトでは、ストリーム 2 はアラーム接続用の映像伝送に使用されます。 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 （41 ページのセクション 「5.19  詳細モード：エンコー
ダープロファイル」を参照）。
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リモートステーションに、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、接続するすべてのリモートステーションの user パスワードに設定しま

す。

映像伝送
VIP X1600 XF 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。

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。

映像出力
受信ユニットとして使用する機器が明確な場合、どのアナログ映像出力に信号を切り替えるかを選
択できます。 接続先の機器が不明の場合は、［使用可能な 初のユニット］オプションを選択するこ
とをお勧めします。 この場合、映像は 初の空いている映像出力に伝送されます。 これは映像信号
の入っていない映像出力です。 アラームがトリガーされると、受信ユニットに接続されたモニター
にのみ映像が表示されます。 選択された特定の映像出力が受信ユニットで分割表示するように設定
されている場合、アラーム映像の表示に使用する受信ユニットのデコーダーを ［デコーダー］から
選択することもできます。 

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、VIP XD でデコーダー 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。

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、このモジュールアドレスは、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 （72 ページのセクション 「  映像伝送」を参照）。

注
映像表示オプションおよび利用できる映像出力については、接続先機器のマニュアルを参照してく
ださい。

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
切な証明書をこのモジュールにアップロードする必要があります （84 ページのセクション 「  メン
テナンスログ」を参照）。
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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 （82 ページのセクション 「5.42  詳細モード：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。

音声
アラーム接続とともに、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、On を選択します。

デフォルトのカメラ
アラーム接続が確立されると画像を受信ユニットに 初に自動表示するカメラを選択できます。 シ
ステムの設定によっては、受信ユニットで他のカメラも選択することができます。

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。 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 （41 ページのセクション 「5.19  詳細モード：エ
ンコーダープロファイル」を参照）。

注
番号は、実際のユニットの映像入力の番号に対応しています。
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5.27 詳細モード：VCA

VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールには、映像コンテンツ解析 （VCA）機能が内蔵されてい
るため、画像処理に基づいて映像の変化を検出して解析することができます。 映像の変化は、カメ
ラの画角の移動によって生じる可能性があります。
VCA 設定はさまざまな設定が可能で、用途に応じて設定を変更することもできます。 デフォルトで
は、Silent MOTION+ 設定がオンになっています。 この設定では、録画の検索を容易にするためメタ
データが作成されますが、アラームはトリガーされません。

1. いずれかのタブをクリックして、対応する映像入力の設定を開きます。
2. VCA 設定を選択して、必要な設定を行ってください。
3. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。
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5.28 詳細モード：VCA プロファイル

異なる VCA 設定の 2 つのプロファイルを設定できます。 プロファイルはコンピューターのハードデ
ィスクに保存可能で、そこから読み込むこともできます。 これは、さまざまな設定を確認するのに
便利です。 正常に機能する設定を保存して、新しい設定の確認を行います。 保存した設定を読み込
むことによって、いつでも元の設定を復元することができます。

1. VCA プロファイルを選択して、設定を行います。
2. 必要に応じて、［デフォルト］ボタンをクリックして、すべての設定をデフォルト値に戻しま

す。
3. ［保存 ...］ボタンをクリックして、プロファイル設定を別のファイルに保存します。 新しいウ

ィンドウが開き、ファイルの保存先および保存時の名前を設定できます。

注
処理能力が不足する場合は、ライブ映像と録画が常に 優先となります。 このため、映像コンテン
ツ解析が行えなくなる場合があります。 その場合は、CPU 負荷を確認し、必要に応じてエンコーダ
ー設定や映像コンテンツ解析設定を 適化してください （106 ページのセクション 「8.5 CPU 負
荷」を参照）。
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4. 保存したプロファイルを読み込むには、［ロード ...］ボタンをクリックします。 新しいウィン
ドウが開き、ファイルを選択して読み込みます。

VCA 設定
有効、または編集するプロファイルを選択します。 
プロファイルの名前を変更できます。
1. プロファイルの名前を変更するには、リストフィールドの右側のアイコンをクリックして、フ

ィールドに新しいプロファイル名を入力します。
2. アイコンをクリックします。 新しいプロファイル名が保存されます。

アラーム状態
アラームの状態が参照情報として表示されます。 アラームの設定内容がすぐに確認できます。

解析タイプ
解析アルゴリズムを選択します。 デフォルトでは、動体検出機能といたずら検出機能がある
MOTION+ だけが使用できます。

設定で解除しない限り、映像コンテンツ解析によってメタデータが常に作成されます。 選択された
解析タイプと設定内容に応じて、追加情報がパラメーター設定の横の映像プレビューウィンドウに
オーバーレイ表示されます。 たとえば、解析タイプに MOTION+ を使用した場合、動体検知で録画
した映像のセンサーフィールドに四角いマークが表示されます。

動体検出機能 （MOTION+ のみ）
動体検出機能を動作させるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 解析がアクティブになっている。
- 1 つ以上のセンサーフィールドがアクティブになっている。
- 各パラメーターが、動作環境に適した望ましい応答を返すように設定されている。
- 感度が 「0」より大きい値に設定されている。

感度 （MOTION+ のみ）
動体検出の基本感度を、監視場所の状態に合うように調整します。 
動体検出は、映像の明るさの変動に対して応答させることが可能です。 監視エリアが暗い場合は、
基本感度を高く設定してください。

小オブジェクトサイズ （MOTION+ のみ）
センサーフィールドの数を指定して、物体の移動に対してアラームを生成するように定義します。 
この設定では、検知対象が小さすぎてアラームがトリガーされない、ということを防ぎます。

注
Bosch Security Systems は、IVMD や IVA などの包括的な機能を持つ追加の解析アルゴリズムを提供
しています。
これらのアルゴリズムのいずれかを選択して、対応するパラメーターを直接設定します。 詳細につ
いては、同梱の製品 CD に収録されている関連マニュアルを参照してください。

注
［ライブページ機能］ページ内の設定で、［ライブページ］に追加情報をオーバーレイ表示させるこ
ともできます （37 ページのセクション 「5.15  詳細モード：ライブページ機能」を参照）。

注意
光の反射 （ガラスの表面反射など）、ライトの明滅、晴れた日の雲の動きによる光量の変化に動体
検出機能が反応し、誤報が発生する場合があります。 日中や夜間など時間帯をかえて、動体検出機
能が正しく動作するかどうか確認してください。
屋内監視の場合は、日中および夜間の照度を一定に保ってください。
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設定値は、 小値の 「4」とすることをお勧めします。 設定値 1 に対して、センサーフィールドが 4
つ関連付けられます。

範囲選択 （MOTION+ のみ）
動体検出機能によって監視する映像の範囲を選択します。 映像は、858 の正方形のフィールドに分
割されています。 各フィールドを個別にアクティブまたは非アクティブにすることができます。 風
に揺れる木など継続的に動いている物体をカメラの監視対象から外したい場合は、該当するフィー
ルドを非アクティブにします。
1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定します。 新しいウィンドウが開きま

す。
2. 現在の選択内容 （黄色でマークされたフィールド）を削除するには、Clear All をクリックして

ください。
3. 非アクティブなフィールドをアクティブにするには、画面上でクリックします。 アクティブな

フィールドが黄色でマークされます。
4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックしてください。
5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で右クリックします。
6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウのタイトルバーの ［閉じる］ボタ

ン X をクリックしてください。

いたずら検出
オプションでカメラや映像ケーブルに対するいたずら検出を設定します。 日中や夜間など時間帯を
かえて、動体検出機能が正しく動作するかどうか確認してください。

感度

いたずら検出の基本感度を、監視場所の状態に合うように調整します。
いたずら検出は参照画像と現在の映像を比較して、その違いを検出します。 監視エリアが暗い場合
は、基本感度を高く設定してください。

トリガー遅延 （秒）
アラームがトリガーされるまでの遅延時間を設定できます。 設定した遅延時間が経過した後、アラ
ーム生成条件が成立している場合にアラームがトリガーされます。 設定した遅延時間内にアラーム
生成条件が無効になった場合、アラームはトリガーされません。 この設定では、カメラの清掃等で
ライブ映像に軽微な変化が生じた際に、誤報を防止します。

広範囲の変化アラーム
映像内で生じる変化の許容範囲 （面積）を定義し、アラームをトリガーすることができます。 この
設定は、［範囲選択］で選択されたセンサーフィールドの数には依存しません。 変化が生じるセンサ
ーフィールドが少ない場合にもアラームをトリガーさせたい場合は、設定値を高くしてください。 
設定値が低い場合、センサーフィールド全体に同時に変化が発生しないとアラームがトリガーされ
ません。
このオプションは、動体検出とは別に、カメラ取付金具の回転などによって生じるカメラの向きや
位置の変化を検出する場合に役立ちます。

注
いたずら検出のオプション設定は、固定カメラに限り設定可能です。 パンチルトズーム機能がある
ドームカメラやその他の電動雲台付きカメラの場合、カメラが動くと映像の変化を引き起こし、そ
の変化が大きすぎるのでこの方法では保護できません。

注
感度のパラメーターとこれ以降のパラメーターは、参照チェックがオンになっている場合にのみア
クセスできます。
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広範囲の変化アラーム
［広範囲の変化］スライドコントロールの設定に応じた広範囲の変化によってアラームをトリガーす
る場合は、この機能をオンにします。

輝度異常アラーム
懐中電灯の光を対物レンズに直接当てるなど、光を過剰に照射するいたずらをトリガーとしてアラ
ームを設定する場合は、この機能をオンにします。 シーンの平均の明るさを基本にして異常が認識
されます。

視野妨害アラーム
レンズにスプレー塗料を吹き付けるなど、レンズの視野を妨害するいたずらをトリガーとしてアラ
ームを設定する場合は、この機能をオンにします。 シーンの平均の明るさを基本にして異常が認識
されます。

映像ノイズアラーム
レンズ近傍に強力な干渉信号を発生させることで映像にノイズを発生させるなど、EMC 干渉に関連
したいたずらをトリガーとしてアラームを設定する場合は、この機能をオンにします。

参照チェック
監視映像と比較するために、正常な状態を参照画像として保存します。 マークしたフィールド内の
ライブ映像が参照画像と異なる場合、アラームがトリガーされます。 参照画像と比較することで、
カメラの向きを変えるなど、他の方法では検出が困難ないたずらを検出できます。
1. 現在表示されている映像を参照画像として保存する場合は、［参照］をクリックします。
2. ［範囲選択］をクリックして、参照画像の範囲を選択します。
3. Reference check ボックスをオンにして、現在の映像との比較を有効にします。 保存された参

照画像がライブ映像の下にモノクロで表示され、選択範囲が黄色でマークされます。
4. ［エッジ消失］または ［エッジ出現］オプションを選択すると、参照チェックを再指定するこ

とができます。

領域選択
参照画像の範囲を選択します。 映像は、858 の正方形のフィールドに分割されています。 各フィー
ルドを個別にアクティブまたは非アクティブにすることができます。

1. ［範囲選択］をクリックして、センサーフィールドを設定します。 新しいウィンドウが開きま
す。

2. 現在の選択内容 （黄色でマークされたフィールド）を削除するには、［すべてクリア］をクリ
ックしてください。

3. 非アクティブなフィールドをアクティブにするには、画面上でクリックします。 アクティブな
フィールドが黄色でマークされます。

4. 監視映像全体を選択するには、［すべて選択］をクリックしてください。
5. アクティブなフィールドを非アクティブにするには、画面上で右クリックします。
6. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
7. 変更を保存しないでウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウのタイトルバーの ［閉じる］ボタ

ン X をクリックしてください。

注
参照画像には、動きがなく、照度が安定した範囲を選択します。適切な範囲を選択しないと誤報が
発生する可能性があります。
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5.29 詳細モード：VCA スケジュール

作成した VCA プロファイルと映像コンテンツ解析をアクティブにする日付と時間帯をリンクさせる
ためには、VCA スケジュールを設定してください。
曜日別に、15 分単位で VCA プロファイルにリンクさせることができます。 マウスカーソルをテー
ブルに合わせると、下方に時間が表示され、 どの時間帯が設定されているかを確認できます。
通常の平日のほかに、週単位の標準録画スケジュールで土日以外の休日を設定することができます。 
これにより、日曜日の録画スケジュールを平日に適用することができます。
1. ［時間帯］フィールドでリンクさせるプロファイルをクリックします。
2. テーブル内のフィールドをクリックし、マウスボタンを押しながらカーソルをドラッグして、

選択したプロファイルに割り当てるすべての時間帯を指定します。
3. 時間帯を選択解除するには、右マウスボタンをクリックします。
4. すべての時間帯を、選択したプロファイルにリンクさせるには、［すべて選択］ボタンをクリ

ックします。
5. すべての時間帯を選択解除するには、［すべてクリア］ボタンをクリックします。
6. 選択が完了したら、［セット］ボタンをクリックして、設定をユニットに保存します。
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休日
休日には標準の週単位のスケジュールとは異なるプロファイルが有効になるように設定できます。 
これにより、日曜日の録画スケジュールを平日に適用することができます。
1. ［休日］タブをクリックします。 すでに選択されている日がテーブルに表示されます。
2. ［追加］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
3. 設定する日付をカレンダーから選択します。 連続した複数の日付を選択するには、マウスボタ

ンを押しながらドラッグします。 これらの設定は、テーブル表示に戻ったときに 1 つの設定内
容として表示されます。

4. ［OK］をクリックして、設定します。 ウィンドウが閉じます。
5. 上記の手順で、個々の休日と VCA プロファイルを関連付けます。

休日の削除
設定した休日はいつでも削除できます。
1. ［削除］ボタンをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。
2. 削除する日付をクリックします。
3. ［OK］をクリックします。 項目がテーブルから削除され、ウィンドウが閉じます。
4. 別の日を削除するには、この手順を繰り返します。
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5.30 詳細モード：VCA イベントトリガー

この設定によって、イベントによってトリガーされたときに限り映像コンテンツ解析を有効にする、
ということができます。 トリガーが非アクティブなときは、メタデータが作成される Silent 
MOTION+ 設定が有効になります。メタデータ作成が有効だと、録画の検索は簡単になりますが、ア
ラームはトリガーされません。

トリガー
デバイスのアラーム入力による物理的なアラーム、または仮想アラームをトリガーとして選択でき
ます。 仮想アラームは、RCP+ コマンドまたはアラームスクリプトなどのソフトウェアを使用して
作成できます。

注
詳細については、Alarm Task Script Language のマニュアルおよび RCP+ のマニュアルを参照して
ください。 これらのマニュアルは、VIP X1600 XF ベースに同梱の製品 CD に収録されています。
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トリガーアクティブ
トリガーがアクティブの場合に有効になる VCA 設定を選択します。 リストフィールドの右側に緑色
のチェックマークが表示されている場合は、そのトリガーがアクティブであることを示しています。

トリガー非アクティブ
トリガーが非アクティブの場合に有効になる VCA 設定を選択します。 リストフィールドの右側に緑
色のチェックマークが表示されている場合は、そのトリガーはアクティブになっています。

遅延 （秒）
映像コンテンツ解析が反応して信号をトリガーするまでの遅延時間を選択します。 遅延時間を設定
することで、誤報や頻繁なトリガー起動などを防止することができます。 遅延時間中は、Silent 
MOTION+ 設定が常に継続されます。

5.31 詳細モード：音声アラーム

このモジュールは、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。 各音声入力に必要な設
定を行ってください。

音声アラーム
本機でその入力から音声アラームを生成する場合は、On 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。

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 （44 ページのセクション 「5.20 
詳細モード：音声」を参照）。
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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。

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。

5.32 詳細モード：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。 こ
のモジュールが自動的に E- メールを送信するには、あらかじめに 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
アラーム発生時にこのモジュール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。

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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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。

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。
- 標準 （JPEG）

JPEG 画像ファイルを添付した E- メール。
- SMSSMS ゲートウェイへ画像添付なしの 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）。

画像添付
このチェックボックスをクリックすると、目的のカメラから JPEG 形式の画像が送信できるように
なります。 JPEG 形式の画像送信が有効になると、ライブ映像にチェックマークが表示されます。

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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5.33 詳細モード：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、VIP X1600 XF ベースと同梱の製品 CD に収
録されています。
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5.34 詳細モード：アラーム入力

このモジュール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
各アラーム入力の名称を入力します。名称が正しく設定されている場合、ライブページのアラーム
入力のアイコンの下に表示されます （37 ページのセクション 「5.15  詳細モード：ライブページ機
能」を参照）。

5.35 詳細モード：リレー

リレー出力の切り替え動作を設定します。 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再度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。
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操作モード
リレーの操作モードを選択します。
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
- 映像アラーム映像信号の中断によってトリガーが実行されます
- 動体検出アラーム VCA ページでの設定に従い、動体検出アラームによってトリガーが実行され

ます （63 ページのセクション 「5.30  詳細モード：VCA イベントトリガー」を参照）
- ローカル入力

対応する外部アラーム入力によってトリガーが実行されます
- リモート入力

リモートステーション側の対応するスイッチング接点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。 ラ
イブページのリレーアイコンの下にリレー名を表示するように設定することもできます。

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。

注
選択できるイベントのリスト内の数は、本機に設定している接続と対応しています （たとえば、
［映像アラーム 1］は Video In 1 接続に対応）。
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5.36 詳細モード：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
リストから制御可能なユニットを選択します。 シリアルポートを使用して透過的にデータを伝送す
る場合は、［透過］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。

カメラ ID
必要に応じて、ドームカメラやパン・チルト雲台など、制御する周辺機器の ID を入力します。

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。

注
このモジュールがマルチキャストモードで動作している場合 （79 ページのセクション 「5.40  詳細
モード：マルチキャスト」を参照）、本機への映像接続を確立する 初のリモート接続先にも透過的
データ接続が割り当てられます。 ただし、非アクティブな状態が約 15 秒続くと、データ接続は自動
的に終了し、別のリモート接続先が本機と透過的データを交換できるようになります。

注
ユニットを選択すると、ウィンドウ内の残りのパラメーターが自動的に設定され、変更することが
できなくなります。
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5.37 詳細モード：ネットワーク

この画面の設定は、このモジュール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。
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2. ［セットして再起動］ボタンをクリックします。 モジュールが再起動し、変更した設定が有効
になります。

IP 自動割当
IP アドレスを動的に割り当てるためにネットワークに DHCP サーバーが実装されている場合、モジ
ュールは割り当てられた IP アドレスを自動的に取得することが可能です。
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
このモジュールの 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
このモジュール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
このデバイスでは、DNS サーバーを使用して、名称として表示されたアドレスが解決されます。 
DNS サーバーの IP アドレスをここに入力します。

映像伝送
VIP X1600 XF 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。
このモジュールは 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、このモジュール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 （82 ページのセクション 「5.42  詳細モード：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 1 ／ ETH 2 ／ ETH 3 （スロット 1 のモジュールのみ）
必要に応じて、VIP X1600 XF の ETH 1、ETH 2、ETH 3 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。 
これらの設定はスロット 1 のモジュールのみに設定されます。

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。

iSCSI MSS （バイト）
iSCSI システムへの接続には、ネットワーク経由の他のデータトラフィックよりも高い MSS 値を指
定できます。 指定できる値は、ネットワーク構造によって異なります。 iSCSI システムが
VIP X1600 XF と同じサブネットにある場合に限り、MMS 値を高くするメリットがあります。

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、このモジュール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 に登録したこのモジュール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。

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 ブラウザーポート］、
［RCP+ ポート 1756］および ［Telnet サポート］の各パラメーターで ［オフ］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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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。 モジュー
ルの IP アドレスを転送するには、Register ボタンをクリックします。

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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5.38 詳細モード：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。 モジュールが再起動し、変更した設定が有効

になります。

SNMP
このモジュールは、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デバイスの IP アドレスをここに入力しま
す。
SNMP パラメーターに On を選択して、SNMP ホストアドレスを入力しない場合は、このモジュー
ルは 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 ホストアドレス／ 2. SNMP ホストアドレス
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。

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。
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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. ［セット］をクリックして、選択を受け入れます。

認証 （スロット 1 のモジュールのみ）
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 X1600 XF 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 （スロット 1 のモジュールのみ）
RADIUS サーバーが VIP X1600 XF の識別に使用する名称を入力します。

パスワード （スロット 1 のモジュールのみ）
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。

注意
802.1x 認証を利用する場合、ネットワークに使用するスイッチでマルチホスト動作がサポートされ
ている必要があります。また、VIP X1600 XF に複数のモジュールが装着されている場合、ネットワ
ーク経由での通信に複数のホストを試すことができるようにスイッチを設定する必要があります。
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5.39 詳細モード：設定の切り替え

このページのパラメーターは VIP X1600 XF に統合され、それをネットワークに適応させるスイッチ
の設定に使用できます。 VIP X1600 XF の複数のイーサネットインターフェースがネットワークに接
続されている場合、異なるプロトコルを使用してデータ転送を 適化することができます。 このペ
ージのパラメーターを設定するためには、VIP X1600 XF のあるネットワークの詳細な知識が必要で
す。

操作モード
スイッチに必要な操作モードを選択します。 操作モードは通信プロトコルの決定に使用されます。 
静的ポートトランキングでは、イーサネットインターフェースをバンドルすることで増大するデー
タ転送を可能にします。
RSTP （高速スパニングツリープロトコル）を継続的に確認するプロセスでは、ネットワークのデ
ータパケットに 速でアクセス可能なルートを決定します。 その他のパラメーターは詳しい設定の
定義に使用されます。 

注
スイッチ設定のパラメーターはスロット 1 のモジュールでのみ変更できます。 このページはスロッ
ト 2 および 4 のモジュールでは表示されません。
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LACP （Link Aggregation Control Protocol）では、RSTP で決定されたルートに基づいて、ネットワ
ークを束ね、それを経由してイーサネットインターフェースをルーティングします。 その場合、
RSTP に適用されるその他の設定があります。

バージョン
ここでは、ネットワークで使用可能なデバイスがどちらに対応するかに応じて、現在のプロトコル
（RSTP）または旧バージョン用の互換モード （STP compatible）を選択する必要があります。

優先度
スイッチに必要な優先度を選択します。 選択は 4096 のインクリメントの手順で実行されます。 も
小さく、 も重要な優先度は 0 です。 優先度が低くなると、ネットワーク経由でそのルートより優
位に実行される数は多くなります。

ハロータイム （秒）
必要なハロータイムを選択します。 ここで指定した間隔で、スイッチは別のネットワークにメッセ
ージを送り、利用可能状況 （アライブメッセージ）を知らせます。 このメッセージが失敗すると、
ネットワークが再構成されます。

大エイジ （秒）
大エイジはルート情報がまだ有効である時間について説明します。

転送遅延 （秒）
転送遅延は情報が転送される前にユニットが録画ステータスである時間について定義します。 ユニ
ットを起動すると、ネットワークの 初の情報取得が行われます。

RSTP を有効にする
RSTP を適用する VIP X1600 XF イーサネットインターフェースを選択します。

RSTP ／ LACP を有効にする
RSTP および LACP を適用する VIP X1600 XF イーサネットインターフェースを選択します。

エッジポート
RSTP チェーンのエンドポイントとして識別される VIP X1600 XF イーサネットインターフェースを
選択します。

パスコスト
パスコストを定義してネットワークの優先度を決定でする 1 つの方法があります。 必要に応じて、
VIP X1600 XF の各イーサネットインターフェースへの異なるパスコストを定義します。 パスコスト
はデータ転送ルートの検証に使用されます。

LACP キー
LACP キーはインターフェース使用時の識別子であり、ネットワークスイッチ上の設定と互換性があ
る必要があります。 同じキーのインターフェースのみがバンドリングに使用されます。

IGMP スヌーピング
IGMP スヌーピングをアクティブにすると、スイッチは関連するマルチキャストデータトラフィック
をインターフェースに割り当てます。 この機能によりネットワーク内のデータトラフィックととも
に、個々のモジュールのデータトラフィックも減少し、特に多数の VIP X1600 XF モジュールが高速
に連続して切り替わりネットワークが過負荷になっても対応することができます。

IGMP クエリアを有効にする
IGMP クエリアを有効にして、VIP X1600 XF スイッチをネットワーク内のマルチキャストデータト
ラフィックの集中管理ユニットとして定義することができます。 VIP X1600 XF が距離のある場所に
設置されており、マルチキャストデータも必要な場合、このオプションは中央ユニットへの接続が
失われたときに便利です。 アクティベーションが完了すると、必要な IP アドレスを入力する必要が
あります。
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IGMP ソース IP
ここで使用する IP アドレスを入力します。 使用する IP アドレスは少なくとも標準 IGMP クエリア
のアドレスと同等か、それより大きい必要があります。

5.40 詳細モード：マルチキャスト

本機と受信ユニットの 1 対 1 接続 （ユニキャスト）以外に、このモジュールでは複数の受信ユニッ
トが本機からの映像ストリームを受信するように設定できます。 デバイスがデータストリームを複
製して、複数の受信ユニットに配信する方法 （マルチユニキャスト）と、単一のデータストリーム
をネットワークに送信し、ネットワーク内で、設定されたグループ内の複数の受信ユニットにデー
タストリームが同時に配信される方法 （マルチキャスト）があります。 各エンコーダー （映像入
力）に対して、ストリームごとに専用のマルチキャストアドレスとポートを指定できます。 該当す
るタブをクリックして、使用するストリームを切り替えることができます。

マルチキャスト対応ネットワークでは、マルチキャスト用の特殊な IP アドレス （クラス D アドレ
ス）を設定する必要があります。
ネットワークは、グループ IP アドレスと IGMP （Internet Group Management Protocol）V2 に対応
している必要があります。 アドレス範囲は、225.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。
複数のストリームに、同じマルチキャストアドレスを指定することができます。 ただし、複数のデ
ータストリームが同じポートとマルチキャストアドレスを経由して同時に送信されることがないよ
うに、それぞれ別のポートを指定する必要があります。

注
マルチキャストを実行するには、UDP と IGMP （Internet Group Management Protocols）を使用す
るマルチキャスト対応ネットワークが必要です。 他のグループ管理プロトコルには対応していませ
ん。 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。

注
エンコーダーごと （映像入力）およびストリームごとのパラメーターをそれぞれ設定する必要があ
ります。 番号は、実際のユニットの映像入力の番号に対応しています。
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有効
複数の受信ユニットでの同時データ受信を可能にするには、マルチキャスト機能を有効にする必要
があります。 マルチキャスト機能を有効にするには、ボックスにチェックを入れます。 オンにする
と、マルチキャスト用のアドレスが入力できるようになります。

マルチキャストアドレス
関連するエンコーダー （映像入力）のストリームごとに、マルチキャストモード （ネットワーク内
でデータストリームを複製する）で使用するマルチキャスト用の有効なアドレスを入力します。
「0.0.0.0」を設定すると、該当するデータストリームのエンコーダーはマルチユニキャストモードで
動作します （ユニット内でデータストリームをコピーする）。 このモジュールは、 大 5 台の受信
ユニットに同時送信する、マルチユニキャスト接続に対応しています。

ポート
同じマルチキャストアドレスに対してデータストリームの送信が複数発生する場合は、データスト
リームごとに別々のポートを割り当てます。
必要なストリームのポートアドレスをここに入力します。

ストリーミング
チェックボックスをクリックして、ストリームのマルチキャストストリーミングモードを有効にし
ます。 有効にすると、ストリームにチェックマークが表示されます。

マルチキャストパケット TTL
ネットワークにおけるマルチキャストデータパケットの有効期間を数値で入力します。 マルチキャ
ストをルーター経由で実行する場合は、2 以上の値を入力してください。

注
データの複製処理は CPU 負荷が大きく、場合によってはの画質が劣化することがあります。
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5.41 詳細モード：JPEG 転送

個別の JPEG 画像を特定の間隔で FTP サーバーに保存できます。 保存した画像を参照して、必要に
応じて、アラームイベントを再構築することができます。

画像サイズ
JPEG 画像の解像度を選択します。
- スモール (176x144/120)

176×144 ／ 120 ピクセル （QCIF）
- ミディアム （352×288 ／ 240）

352×288 ／ 240 ピクセル （CIF）
- ラージ （704×576 ／ 480）

704×576 ／ 480 ピクセル （4CIF）

ファイル名
転送される画像のファイル名の設定方法を選択します。
- 上書き

常に同じファイル名が使用されます。ファイルは上書きされます。
- インクリメント

000 から 255 までの数字をインクリメント （+1）し、ファイル名に追加します。 インクリメン
トの数字が 255 に達すると、新たに 000 から始めます。

- 日付／時刻を付加
日付と時刻がファイル名に自動的に付加します。 パラメーターを設定する場合、本機の日付と
時刻が常に正しく設定されていることを確認してください。 例：2005 年 10 月 1 日 11 時 45 分
30 秒に保存されたファイルは、「snap011005_114530.jpg」となります。

転送間隔
画像が FTP サーバーに送信される間隔を秒単位で入力します。 画像を送信しない場合は 「0」と入
力します。

FTP サーバーの IP アドレス
JPEG 画像を保存する FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

FTP サーバーのログイン情報
FTP サーバーのログイン名を入力します。
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FTP サーバーのパスワード
FTP サーバーへのアクセス許可が設定されているパスワードを入力します。

FTP サーバーの保存パス
画像の転送先となる FTP サーバーのパスを正確に入力します。

カメラから JPEG を転送する
チェックボックスをクリックして、JPEG 画像を送信するカメラを選択します。 JPEG 形式の画像送
信が有効になると、ライブ映像にチェックマークが表示されます。

5.42 詳細モード：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 （85 ページのセクション 「5.44  詳細モード：ライセンス」を参照）。

注
JPEG 画像の作成は、エンコーディングや映像解析よりも優先度が低くなります。 このため、トリガ
ーイベントが発生してから JPEG 画像が作成されるまで、 大数秒の遅れが生じることがあります。 
信頼性の高い、リアルタイムのアラーム画像が必要な場合は、十分な処理能力が割り当てられてい
ることを確認してください。
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5.43 詳細モード：メンテナンス

ファームウェア
このモジュールは、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、このモジュール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 www.boschsecurity.com 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 Connect 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このモジュールの IP アドレスの後に /main.htm を入力します （た

とえば、192.168.0.16/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
このモジュール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モ
ジュール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フルパスを入力するか、［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 証明書をこのモジュールにアップロードします。
複数のファイルをこのモジュール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フルパスを入力するか、［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フィールドでの IP ア

ドレスの後に /reset を入力します （たとえば、192.168.0.16/reset）。
新しい SSL 証明書が有効になります。

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このモジュール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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5.44 詳細モード：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。

5.45 詳細モード：システムステータス

このウィンドウではファンおよび電源のステータスの情報が表示されます。

電源の冗長性をチェックする
VIP X1600 XF が 2 つの電源装置から供給される場合は、［オン］を選択します。 この選択は、電源
ステータスメッセージを正確に表示するために重要です。

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
このページはスロット 1 のモジュールのみで表示されます。
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5.46 詳細モード：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
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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5.47 機能テスト
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールには、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、このモジュール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。
- このモジュールをリモートステーションから呼び出すことができるか。
- すべての必要なデータが転送されたか。
- このモジュールが必要に応じて、アラームイベントに応答するか。
- 録画が設定したとおりに行われるか。
- 必要に応じて周辺機器を制御できるか。
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6 操作

6.1 Microsoft Internet Explorer による操作
Microsoft Internet Explorer （バージョン 6.0 以上）をインストールしたコンピューターで、
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールからのライブ映像の受信や、カメラまたはその他の周辺
機器の制御、録画映像の再生を実行できます。

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
- 録画再生用の外部記録装置への接続

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。 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
VIP X1600 XF ベースの付属 CD に収録されている System Requirements （システム要件）のドキュ
メントを確認してください。 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。
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］にする必要があります。
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
少なくともスロット 1 のモジュールが有効な IP アドレスおよび互換性のあるサブネットマスクに割
り当てられ、ネットワークの VIP X1600 XF で操作する必要があります。
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. モジュールの IP アドレスを URL として入力します。 接続が確立されると ［ライブページ］が

映像とともに表示されます。 
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6.2 ライブページ
接続が確立されると、Web ブラウザーに ［ライブページ］が表示されます。 ブラウザーウィンドウ
の右側にライブ映像が表示されます。 設定に応じて、さまざまなテキストがライブ映像にオーバー
レイ表示されます （34 ページのセクション 「5.13  詳細モード：映像オーバーレイ情報」を参照）。
［ライブページ］のライブ映像の横にその他の情報が表示される場合があります。 表示される内容
は、［ライブページ機能］ページの設定によって異なります （37 ページのセクション 「5.15  詳細
モード：ライブページ機能」を参照）。

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。 ユニットやネットワークの
設定に応じて、モジュールごとに、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。

保護モジュール
モジュール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、アクセス保護エリアを開
くと、Web ブラウザーにその旨を通知する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、モジュール
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 X1600 XF 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 （75 ページのセクション 「5.38 
詳細モード：詳細設定」を参照）。

モジュール間の切り替え
複数のモジュールが VIP X1600 XF にインストールされている場合、同じユニット内のモジュールを
簡単に切り替えることができます。
 ウィンドウの上部で、モジュール 1 ～モジュール 4 のリンクの一つをクリックして同じ

VIP X1600 XF にある対応するモジュールへ切り替えます。

映像選択
各カメラの画像をそれぞれ全画面で表示できます。 または、4 つすべての映像入力からのカメラ画像
を同時に表示することもできます （Quad View）。

注
このモジュールでは、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
（32 ページのセクション 「5.11  詳細モード：パスワード」を参照）。

注意
802.1x 認証を利用する場合、ネットワークに使用するスイッチでマルチホスト動作がサポートされ
ている必要があります。また、VIP X1600 XF に複数のモジュールが装着されている場合、ネットワ
ーク経由での通信に複数のホストを試すことができるようにスイッチを設定する必要があります。

注
他のベースにインストールされたモジュールは IP アドレスを使用して選択することができます。
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1. 映像の上にあるタブの一つをクリックして、1 つまたはすべてのカメラ画像を表示できます。
2. 映像表示ウィンドウの下にあるストリーム 1、ストリーム 2、M-JPEG の各タブをクリックし

て、映像表示を切り替えることができます。 選択内容はすべてのカメラ画像に適用されます。

ビュー制御
パン・チルト雲台やドームカメラなど周辺機器を制御するオプションは、取り付けられているユニ
ットの種類およびモジュールの設定によって変わります。
制御可能なユニットが設定され、このモジュールに接続されている場合、周辺機器コントロール用
の GUI が映像表示ウィウンドウの左側に表示されます。

1. 周辺機器を制御するには、該当する GUI をマウスで操作します。
2. マウスカーソルを映像表示ウィンドウに合わせます。 マウスカーソルが変化し、周辺機器を制

御するための追加オプションが有効になります。

デジタル I/O

Input1 から Input4 までのアラームアイコンは参照用で、アラーム入力のステータスを示します。ア
ラームがトリガーされると、対応するアイコンが青色に点灯します。 アラームを表示するかどうか
および詳細情報を追加で表示するかは、ユニットで設定します （37 ページのセクション 「5.15  詳
細モード：ライブページ機能」を参照）。

リレーのトリガー
このモジュールのリレーを使用して、ライトやドアの自動開閉装置などの接続機器を切り替えるこ
とができます。
 映像表示ウィンドウの横にあるリレーのアイコンをクリックします。 リレーがアクティブにな

ると、アイコンが赤色になります。
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システムログ／イベントログ

［システムログ］フィールドには、このモジュールの動作ステータスと接続に関する情報が表示され
ます。 これらのメッセージを自動的にファイルに保存できます （37 ページのセクション 「5.15  詳
細モード：ライブページ機能」を参照）。
［イベントログ］フィールドには、アラームのトリガーや終了などのイベントが表示されます。 これ
らのメッセージを自動的にファイルに保存できます （37 ページのセクション 「5.15  詳細モード：
ライブページ機能」を参照）。
1. エントリを削除する場合は、該当するフィールドの右上の削除アイコンをクリックします。
2. 詳細ログを表示する場合は、右上のログ表示アイコンをクリックします。 新しいウィンドウが

開きます。

音声機能
このモジュールでは、設定に応じて、音声信号を送受信できます。 このモジュールによって送信さ
れる音声信号は、Web ブラウザーで接続しているすべてのユーザーが受信できます。

初に本機に接続したユーザーのみがモジュールに音声信号を送信できます。
1. ［ライブページ］で、映像表示ウィンドウ以外の任意の場所をクリックして、ActiveX からフォ

ーカスを解除します。
2. F12 キーを押したままにして、VIP X1600 XFM4 への音声接続を確立します。 Web ブラウザー

のステータスバーに 「Send Audio ON」というメッセージが表示されます。
3. VIP X1600 XFM4 への音声信号の送信を停止する場合は、F12 キーを離します。 Web ブラウザ

ーのステータスバーに 「Send Audio OFF」というメッセージが表示されます。

注
VIP X1600 XFM4 このモジュールと音声通信していたユーザーとの通信が切断されると、モジュール
に接続した順に従い、音声データをに送信する権限が移譲されます。
カメラ 1 タブが選択されると、［音声 1］が転送されます。 カメラ 2 タブが選択されると、［音声 2］
が転送されます。 カメラ 3、カメラ 4 または Quad View タブが選択されると、音声は転送されませ
ん。
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6.3 スナップショット保存
［ライブページ］に表示されている映像から個別のスナップショットを作成し、JPEG 形式でコンピ
ューターのハードディスクに保存できます。 本機でこの作業が有効になっている場合には、スナッ
プショットを保存するためのアイコンが表示されます （38 ページのセクション 「  スナップショッ
ト許可」を参照）。
Quad View の 4 つのそれぞれのカメラからスナップショットを保存することができます。 カメラ画
像の下のアイコンは左上、右上、左下、右下の順で 4 つのカメラ画像に当てはまります。
 アイコンをクリックします。 スナップショットは、704×576 ピクセル （4CIF）の解像度で保存

されます。 保存先は、モジュールの設定によって変わります （38 ページのセクション
「 JPEG ファイルおよび MPEG ファイル保存先」を参照）。

6.4 録画
［ライブページ］に表示されている映像をコンピューターのハードディスクに保存できます。 本機で
この作業が有効になっている場合には、録画の開始／停止を制御するアイコンが Web ブラウザーに
表示されます （38 ページのセクション 「  ローカル録画許可」を参照）。
Quad View の 4 つのそれぞれのカメラから映像を保存することができます。 カメラ画像の下のアイ
コンは左上、右上、左下、右下の順で 4 つのカメラ画像に当てはまります。
1. アイコンをクリックして録画を開始します。 保存先は、モジュールの設定によって変わります

（38 ページのセクション 「 JPEG ファイルおよび MPEG ファイル保存先」を参照）。 アイコ
ン内の赤い点は、録画が進行中であることを示します。

2. 録画を停止するには、アイコンをもう一度クリックします。

画像解像度
録画映像は、エンコーダー設定であらかじめ設定した解像度で保存されます （41 ページのセクショ
ン 「5.19  詳細モード：エンコーダープロファイル」を参照）。

6.5 録画プログラム実行
［ライブページ］のカメラ画像の下のハードディスクアイコンが、自動録画中に変化します。

アイコンが変化している間は、録画プログラムが実行されていることを示します。 録画プログラム
が実行されていない場合は、アイコンは動きません。

注
録画映像を、VIP X1600 XF ベースに同梱の製品 CD に収録されている Bosch Security Systems の
Player で再生できます。

注
Quad View では、マウスカーソルをアイコンの上に移動させて、どのカメラで録画が実行されてい
るかを確認することができます。 マウスポインターの下にメッセージが表示されます。



94 ja | 操作 VIP X1600 XFM4

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

6.6 ［録画］ページ
［録画］ページで録画を再生できます。［ライブページ］および ［設定］メニューからアクセスでき
ます。
ストレージメディアが選択されている場合に限り、Web ブラウザーに ［録画］ページへのリンクが
表示されます （45 ページのセクション 「5.21  詳細モード：ストレージ管理」を参照）。
 ウィンドウの上部のナビゲーションバーの ［録画］リンクをクリックします。 再生ページが表

示されます。

カメラ
録画を表示するカメラを選択できます。選択した後、映像表示ウィンドウで  録画再生が始まりま
す。

録画
表示する録画を選択できます。選択後、映像表示ウィンドウで  録画再生が始まります。

再生制御

映像表示ウィンドウの下に表示される時間バーで、目的の映像を探すことができます。 時間バーの
上にある緑色の矢印は、シーケンス内の現在再生中の映像を示しています。
時間バーには、さまざまな便利な使い方があります。
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赤色のバーはアラームがトリガーされた時点を示します。 緑色の矢印をドラッグして、これらのポ
イントにすばやく移動できます。
1. ズームキー （虫眼鏡のアイコン）をクリックすると、時間間隔を変更できます。 2 か月から数

秒の範囲まで表示を調整できます。
2. 再生を開始する時点に緑色の矢印をドラッグします。 時間バーの下にある日付と時刻表示で秒

単位の操作ができます。

ボタン
映像表示ウィンドウの下にあるボタンによって再生を制御できます。 これらのボタンには以下の機
能があります。

スライドコントロール
スライドコントロールを使用して、再生速度を制御できます。

ブックマーク
ビデオ内にマーカー （ブックマーク）を設定しておき、その場所に直接ジャンプすることができま
す。 設定したブックマークは、時間間隔の上に黄色の矢印で示されます。 ブックマークは次のよう
に使用します。

 ブックマークを削除する場合は黄色の矢印にマウスカーソルを合わせ、右クリックします。

トリック再生モード
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処理能力が必要です。 ハード

再生開始または一時停止

現在の映像または過去の映像の開始位置にジャンプ

次の映像の開始位置にジャンプ

前のブックマークにジャンプ

ブックマークを設定

次のブックマークにジャンプ

注
ブックマークは ［録画］ページを表示している間のみ有効で、映像と一緒に保存はされません。 他
のページへ移動すると、ブックマークはすべて削除されます。
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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。

6.7 Player のインストール
録画映像を、VIP X1600 XF ベースに同梱の製品 CD に収録されている Bosch Security Systems の
Player で再生できます。

1. 製品 CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 製品 CD が自動的に起動しない場
合は、Windows エクスプローラーで CD を開き、index.html ファイルをダブルクリックして、
メニューを起動します。

2. リストフィールドから言語を選択し、メニューの ［ツール］をクリックします。
3. Archive Player オプションをクリックします。 インストールが開始されます。 インストールプ

ログラムの指示に従います。 Player と一緒に Archive Player がインストールされます。
4. インストールが成功すると、デスクトップに Player と Archive Player の 2 つの新しいアイコン

が表示されます。
5. Player アイコンをダブルクリックして、Player を起動します。

注
録画映像を Player で再生するためには、適切な MPEG ActiveX をコンピューターにインストールす
る必要があります。
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6.8 ハードウェア接続
イーサネットネットワークを経由して、接続され、送信ユニットとして動作するカメラを
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールに簡単に接続でき、受信ユニットとして動作するモニタ
ーを接続した互換ハードウェアデコーダー （VIP XD など）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。

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 （53 ページのセクション 「5.26  詳細モード：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接続された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、送信ユニットと互換性のある
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。

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。

注意
VIP XD および VIP X1600 XFMD ハードウェアデコーダーは、H.264 BP+ アルゴリズムのみを処理
できます。 プロファイルを設定するときは、この点に注意してください （41 ページのセクション
「5.19  詳細モード：エンコーダープロファイル」を参照）。

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 （53
ページのセクション 「5.26  詳細モード：アラーム接続」を参照）。 

注
Web ブラウザーによる接続については、受信ユニットとして使用されるユニット （VIP XD など）
のマニュアルで説明されています。
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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 （108
ページのセクション 「8.9  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。



VIP X1600 XFM4 操作 | ja 99

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

6.9 ソフトウェアデコーダーによる操作
VIP X1600 XF 本機を VIDOS と組み合わせて使用すると、高性能なシステムソリューションが実現
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。 
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
コーディングです。
VIP X1600 XF 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 X1600 XF 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。

さらに、VIP X1600 XF は DiBos 8 デジタルレコーダーと組み合わせて使用することもできます。
DiBos 8 は 大 32 の映像および音声ストリームの記録に対応し、IP ソフトウェア、または追加のア
ナログカメラと音声入力を備えたハイブリッド DVR として利用できます。 DiBos は、リレー動作、
周辺機器の遠隔制御および遠隔設定など、VIP X1600 XF の多彩な機能に対応しています。 DiBos 8
はアラーム入力を使用してイベントをトリガーすることができ、MOTION+ 動体検出機能の作動時に
はアクティブになったセルを録画して、インテリジェントな動体検出を可能にします。
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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、「Reply from ...」という応答が表示され、その後に返信パケットのサイズ
（byte）および往復時間 （ミリ秒）が表示されます。 表示されない場合、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。
- VIP X1600 XF 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。
- このモジュール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、モジュール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 （83 ページのセクション 「5.43  詳細モード：メンテナン
ス」を参照）。

2. 先の尖った物を使用して、オレンジ色の端子台の下にあるデフォルトへのリセットボタンを
VIP X1600 XF のフロントパネルのモジュールの LED が赤色で点滅するまで押します。 モジュ
ールの設定がすべてデフォルトに戻ります。

3. 必要に応じてのモジュールの IP アドレスを変更します。
4. モジュール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 （83 ページのセクション 「5.43  詳細モード：メンテナンス」を参
照）。

注
初期化した後、モジュールにアクセスするにはデフォルトの IP アドレス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 X1600 XF、VIP X1600 XF ベースまたはモジュールを譲渡する場合は、必ずこの 『設置・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
モジュールまたは VIP X1600 XF ベースの部品を変更しないでください。 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 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 （86 ペー
ジのセクション 「5.46  詳細モード：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 （84
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。
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8.2 一般的な動作不良
動作不良 考えられる原因 推奨解決策

モジュールとターミナルプ
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
このモジュールのインターフェー
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

モニターのエラーです カメラまたは別の映像ソースをモ
ニターに接続してモニター機能を
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

モジュールの設定が間違っていま
す

設定パラメーターをすべて確認し
ます

取付不良 ケーブル、プラグ、接点および接
続をすべて確認します

IP アドレスが間違っている IP アドレスを確認します （ターミ
ナルプログラム）

LAN 内のデータ転送エラー ping 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
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
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モジュールがアラームを発
しない

アラームのソースが選択されてい
ない

［アラーム入力］設定ページで使
用可能なアラームソースを選択し
ます

アラーム応答が指定されていない ［アラーム接続］設定ページで必
要なアラーム応答を指定し、必要
であれば、IP アドレスを変更しま
す

カメラまたはその他のユニ
ットを制御できない

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

ケーブル接続をすべて確認し、す
べての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
ード後にモジュールが動作
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モジュール
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 ブラウザーでモジュールの IP
アドレスに続けて 「/main.htm」と
入力し、もう一度ファームウェア
をアップロードします

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

コンピューターに 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

動作不良 考えられる原因 推奨解決策
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8.3 iSCSI 接続の動作不良

8.4 LED
VIP X1600 XF ネットワークビデオサーバーには、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。

RJ45 コネクタ 10 ／ 100 ／ 1000 Base-T

SFP

Module 1 ／ Module 2 ／ Module 3 ／ Module 4

Power/Fail

動作不良 考えられる原因 推奨解決策

iSCSI 接続先に接続した
後、LUN が表示されない

iSCSI システムの設定時の LUN 割
り当てが間違っている

iSCSI システムを確認して、接続
し直してください

iSCSI 接続先に接続した
後、ノードの下に 「LUN 
FAIL」と表示される

間違ったネットワークインターフ
ェースに割り当てられていたた
め、LUN リストを読み取ることが
できない

iSCSI システムを確認して、接続
し直してください

LUN 割り当てができない 一部の iSCSI システムでは、イニ
シエーター名の使用がサポートさ
れていない

［ID］設定ページでイニシエータ
ー名を削除します

緑色の LED が点灯： 10 MB ネットワーク接続が確立されている
緑色の LED が点滅： 10 MB ネットワーク接続を使用したデータ転送
緑色およびオレンジ色の LED が点
灯：

100 MB ネットワーク接続が確立されている

緑色およびオレンジ色の LED が点
滅：

100 MB ネットワーク接続を使用したデータ転送

オレンジ色の LED が点灯： 1 GB ネットワーク接続が確立されている
オレンジ色の LED が点滅： 1 GB ネットワーク接続を使用したデータ転送

消灯： 接続なし
黄色で点灯： 接続が確立されている
黄色で点滅： データ転送中

消灯： スロットが使用されていません
緑色で点灯： モジュールの電源がオン
緑色で点滅： モジュールはアクセス中
赤色で点滅： スタートアップ中
赤色で点灯： モジュールでエラー発生 （ファームウェアのアップロード失敗

など）

消灯： VIP X1600 XF の電源がオフ
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8.5 CPU 負荷
VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュールが Web ブラウザーにアクセスすると、ウィンドウ右上の
メーカーロゴの横に、CPU 負荷が表示されます。

マウスカーソルをグラフィック表示の上に移動させると、CPU のステータスと数値を表示できま
す。 この情報は、トラブルシューティングや本機の微調整を行う場合に役立ちます。

8.6 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。

緑色で点灯： スタートアップ完了、VIP X1600 XF は動作中
赤色で点滅： ファンまたは冗長型電源ユニットの故障

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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8.7 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 ／ 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 （70 ページのセクション 「5.36  詳細モード：
COM1」を参照）。 接続は端子台経由で行われます。

8.8 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
（70 ページのセクション 「5.36  詳細モード：COM1」を参照）。

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

接点入力 RS232 モード RS422 モード RS485 モード
CTS CTS （送信可） RxD- （受信データマイナス） Data-
TXD TxD （送信データ） 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+
RTS RTS （送信可） 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
R1 リレー出力 1
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8.9 ターミナルプログラムによる通信
データ端末
モジュール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、
データ端末を接続して、VIP X1600 XF 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、モジュールの端子台接続
用に両端を空けておく必要があります （107 ページのセクション 「8.8  端子台」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 X1600 XF 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、このモジュールのシリア
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モジュールと通信する前に、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、このモジュールにログオンして、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 キーを押して値をこのモジュールに転送する前

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、MS 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モジュールを操作するには、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 X1600 XF 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。

8.10 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.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
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9 仕様

9.1 VIP X1600 XFM4 エンコーダーモジュール

9.2 プロトコル／規格

動作電圧 VIP X1600 XF ベースハウジングを使用した供給
消費電力 大 12W
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

映像入力 4×BNC コネクター 0.7 ～ 1.2Vp-p、75Ω、PAL/NTSC

音声入力 1×3.5mm ／ 1/8 インチ ステレオコネクター、ステレオ
大 5.5Vp-p、インピーダンス 9kΩ （Typical 値）

音声出力 1×3.5mm ／ 1/8 インチ ステレオコネクター、モノラル
大 5.5Vp-p、インピーダンス 9kΩ （Typical 値）

温度 41 BTU/h
動作条件 温度：0 ～ +40°C （+32 ～ +104°F）、

相対湿度：20 ～ 80%、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

重量 約 120g

映像規格 PAL、NTSC
動画コーディングプロトコル H.264 MP （メインプロファイル）、H.264 BP+、M-JPEG
映像データレート 9.6kbps ～ 6Mbps ／チャンネル
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、H.264、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、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
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9.3 画像リフレッシュレート

4 カメラ 2 カメラ 1 カメラ

4CIF 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips

2/3 D1 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips

2CIF 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips 25 ／ 30ips
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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 Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding。損失なくバイナリデータを圧縮する効果的な方

法。 MPEG-4/Part10 （H.264/AVC）映像規格では、CABAC は高画質、高圧縮率、高処理能力など
の特徴があります。

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使用できる
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
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。

Local Area Network 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
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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。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
Parameters 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ー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。

Subnet mask 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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索引
C
COM1 70
CPU 負荷 106
CPU 負荷表示 106
D
DHCP サーバー 25
DynDNS 73
E
EPROM 83
E- メール 65
F
FTP サーバー 81
H
HTTPS ポート 72
HTTP ポート 72
I
IEEE 802.1x 76
IGMP 79
IP アドレス 26, 72, 109
iSCSI 設定 46
J
JPEG 画像サイズ 81
JPEG 転送 81
JPEG 転送間隔 81
M
MPEG ActiveX 19, 88, 96
MTU 値 72, 73
P
Player 96
R
RADIUS 76
S
SMS 66
SNMP 75
SNTP サーバー 25, 34
SSL 暗号化 54
SSL 証明書 84
T
TCP 54, 72
TLS 72
TTL 80
U
UDP 54, 72
URL 19, 89
V
VRM 45
Z
アクティベーションキー 85
アラーム 13, 35, 91
アラーム E- メール 65
アラームスクリプト 63
アラームセンサー 48
アラームメッセージ 35
アラーム接続 53
アラーム入力 17, 68
アラーム発生前の録画時間 48

アラーム発生後のプロファイル 48
アラーム発生後の録画時間 48
アラーム発生時の音声ストリーム 55
いたずら検出 59
イニシエーター名 31
イベントログ 38, 92
イベントログ保存 38
インストール 8, 14
インターフェース 107
インターフェースモード 70
エコー 108
エンコーディング 10
カメラ 16, 70
カメラの選択 90
カメラ名 23, 30
クローズ接点 17
ゲートウェイ 26, 72
コントラスト 40
コントロール 70
サブネットマスク 26, 72
サマータイム 33
システムログ 38, 39, 92
システムログ保存 39
システム必要条件 9, 19, 88
シリアルインターフェース 13
シリアルポートの機能 70
シリアル番号 7
ストップビット 70
ストリーミング 80
ストレージメディア 28, 45, 46
スナップショット 11, 93
センサーフィールド 59, 60
ソースの種類 39
ソフトウェアデコーダー 99
ターゲットデータレート 43
ターミナル 70
タイムサーバー 25, 34
タイムサーバーの IP アドレス 25, 34
タイムサーバーのプロトコル 25, 34
タイムゾーン 33
データインターフェース 16
データビット 70
データ端末 108
テスト 87
デバイス ID 30
デバイス名 23, 30
デフォルト 43, 48, 56, 57
デフォルトプロファイル 43
デュアルストリーミング 10, 41
ドームカメラ 16
トラップ 75
トリガー 17
トリック再生モード 95
ネットワーク 25, 71, 75
ネットワークの確認 100
ネットワーク接続 106
パスワード 20, 24, 32, 90
パラメーター 18, 109
パリティチェック 70
ビデオカセットレコーダー 39
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ピン配置 107
ファームウェアのアップロード 83
ファイアウォール 54, 72
フォーマット 46
ブックマーク 95
ブラウザーウィンドウ 90
プロトコル 70
プロファイル 27, 41
プロファイルの選択 41
プロファイル設定 42
ポート 72, 80
ボーレート 70
マルチキャスト 79
マルチキャストアドレス 80
マルチキャスト接続 72, 79
マルチキャスト機能 10
マルチユニキャスト 79
ミリ秒 35
メーカーロゴ 35
メディア再生 94
メニュー 22
メンテナンス 8
ユーザー名 24, 32
ユニキャスト 79
ユニットの日付 33
ユニットの時刻 25, 33
ユニット初期化 100
ユニット名 23, 30
ユニット識別情報 23, 30
ライセンス 85
ライブページ 37
ライブ映像 19, 88
リセット 100
リレー 13, 17
リレーをトリガー 69
リレー出力 17, 68
ルーター 80
ローパスフィルター 40
暗号化プロトコル 72
表記について 6
彩度 40
操作 8, 88
低電圧指令 7
反射光 58
光量変化 58
画面解像度 9, 19, 88
画像解像度 93
画像設定 40
画質 80
基本モード 21
接続数 20, 90
接続中 19, 97
接続確立 19, 89
内部クロック 33
日付 33
日付書式 33
受信ユニット 10
受信ユニットのパスワード 53
同期 24, 33
透かし 35
透過 70
信号ソース 17

休日 50, 62
修理 8, 101
言語 36
音声接続 13, 16
音声伝送 28, 37, 44
音声設定 28, 44
映像コンテンツ解析 56
映像センサー 56
映像のオーバーレイ情報 34
映像入力 39
映像選択 90
再起動 18, 109
再生 94
再生ボタン 95
再生制御 94
制御信号 37
制御機能 91
周辺デバイス制御 91
主な機能 12
自動接続 55
伝送プロトコル 54, 72
伝送速度 70
伝送規格 16, 107
値 40
動体検出オブジェクトサイズ 58
動体検出感度 58, 59
動体検出機能 56
動体検出機能のデフォルト値 56, 57
時刻 25, 33, 35
時報 25, 34
標準録画プロファイルの値 48
機能テスト 87
機器構成 9
汎用パスワード 53
範囲選択 59, 60
終端処理 39
製品名 35
規定 6
記号 6
設定 19, 84
設定ダウンロード 84
設定の保存 22
設定モード 21
設置条件 14
誤報 58
識別情報 7, 23, 30
転送パラメーター 108
遠隔制御 11
録画 93
録画スケジューラー 50
録画ステータス 51
録画プログラム 93
録画プロファイル 47
録画メディア 45
録画映像の削除 46
録画開始 51
電磁適合性 7



119 ja | 索引 VIP X1600 XFM4

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



120 ja | 索引 VIP X1600 XFM4

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



 



Bosch Security Systems
Robert-Koch-Straße 100
D-85521 Ottobrunn
Germany
Telefon 089 6290-0 
Fax 089 6290-1020
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2009


	VIP X1600 XFM4
	目次
	1 はじめに
	1.1 本マニュアルについて
	1.2 本マニュアルの表記上の規則
	1.3 使用目的
	1.4 EU指令
	1.5 銘板

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

	3 製品の説明
	3.1 機器構成
	3.2 システム要件
	一般要件
	その他の構成要件
	その他の動作要件

	3.3 機能の概要
	ネットワークビデオエンコーダー
	受信ユニット
	ビデオエンコーディング
	デュアルストリーミング
	マルチキャスト
	暗号化
	リモートコントロール
	いたずら検出および動体検出機能
	スナップショット
	バックアップ
	概要

	3.4 接続

	4 インストール
	4.1 準備
	4.2 モジュールの取り付け
	VIP X1600 XFベースの取り付け手順と容量
	冷却
	銘板
	モジュールの取り外しと交換

	4.3 接続
	カメラ
	音声接続
	データインターフェース
	アラーム入力
	リレー出力

	4.4 Configuration Managerを使用したセットアップ
	プログラムのインストール
	モジュールの設定
	再起動
	追加パラメーター


	5 Webブラウザーを使用した設定
	5.1 接続中
	システム必要条件
	MPEG ActiveXのインストール
	接続確立
	最大接続数
	保護モジュール
	ネットワーク保護

	5.2 設定メニュー
	設定の開始
	メニュー
	設定の変更

	5.3 基本モード：ユニットアクセス
	デバイス名
	カメラ1～カメラ4
	パスワード
	新しいパスワードの確認入力

	5.4 基本モード：日付／時刻
	ユニットの日付／ユニットの時刻／ユニットのタイムゾーン
	タイムサーバーのIPアドレス
	タイムサーバーの種類

	5.5 基本モード：ネットワーク
	DHCP
	IPアドレス
	サブネットマスク
	ゲートウェイアドレス

	5.6 基本モード：エンコーダープロファイル
	映像入力
	アクティブプロファイル

	5.7 基本モード：音声
	音声
	ライン入力1／ライン入力2
	ライン出力

	5.8 基本モード：録画
	ストレージメディア

	5.9 基本モード：システムの概要
	5.10 詳細モード：識別情報
	デバイスID
	デバイス名
	カメラ1～カメラ4
	イニシエーター拡張

	5.11 詳細モード：パスワード
	パスワード
	新しいパスワードの確認入力

	5.12 詳細モード：日付／時刻
	日付書式（スロット1のモジュールのみ）
	ユニットの日付／ユニットの時刻（スロット1のモジュールのみ）
	ユニットのタイムゾーン
	サマータイム
	タイムサーバーのIPアドレス
	タイムサーバーの種類

	5.13 詳細モード：映像オーバーレイ情報
	カメラ名
	時刻
	ミリ秒単位表示
	アラームモード
	アラームメッセージ
	透かし

	5.14 詳細モード：外観設定
	Webサイト言語
	メーカーロゴ
	デバイスロゴ
	JPEGサイズ
	JPEG生成間隔
	JPEG画質

	5.15 詳細モード：ライブページ機能
	音声伝送
	Bilinxコントロール
	リース時間（秒）
	アラーム入力表示
	リレー出力表示
	VCA軌跡表示
	VCAメタデータ表示
	イベントログ表示
	システムログ表示
	スナップショット許可
	ローカル録画許可
	JPEGファイルおよびMPEGファイル保存先

	5.16 詳細モード：ログ作成
	イベントログ保存
	イベントログ保存先
	システムログ保存
	システムログ保存先

	5.17 詳細モード：映像入力
	75Ω終端
	ソースの種類

	5.18 詳細モード：映像設定
	コントラスト（0～255）
	彩度（0～255）
	輝度（0～255）
	ローパスフィルター（0～255）

	5.19 詳細モード：エンコーダープロファイル
	プレビュー対象
	プロファイル名
	ターゲットデータレート
	最大データレート
	エンコーディング間隔
	録画解像度
	デフォルト
	I-フレーム間隔
	デブロッキングフィルター
	CABAC（H.264 MPのみ）
	GOP structure（H.264 MPのみ）

	5.20 詳細モード：音声
	音声
	ライン入力1／ライン入力2
	ライン出力

	5.21 詳細モード：ストレージ管理
	デバイスマネージャー
	録画メディア
	iSCSIメディア
	ストレージメディアのアクティブ化と設定
	ストレージメディアのフォーマット
	ストレージメディアの非アクティブ化

	5.22 詳細モード：録画プロファイル
	標準録画
	標準プロファイル
	アラーム発生前の録画時間
	アラーム発生後の録画時間
	アラーム発生後のプロファイル
	アラーム入力／動体検出アラーム／映像断アラーム
	仮想アラーム
	同時記録

	5.23 詳細モード：保存期間
	保存期間

	5.24 詳細モード：録画スケジューラ
	休日
	休日の削除
	時間帯
	録画開始
	録画ステータス

	5.25 詳細モード：録画ステータス
	5.26 詳細モード：アラーム接続
	アラーム接続
	接続先IPアドレス数
	接続先IPアドレス
	接続先パスワード
	映像伝送
	リモートポート
	映像出力
	デコーダー
	SSL暗号化
	自動接続
	音声
	デフォルトのカメラ

	5.27 詳細モード：VCA
	5.28 詳細モード：VCAプロファイル
	VCA設定
	アラーム状態
	解析タイプ
	動体検出機能（MOTION+のみ）
	感度（MOTION+のみ）
	最小オブジェクトサイズ（MOTION+のみ）
	範囲選択（MOTION+のみ）
	いたずら検出
	感度
	トリガー遅延（秒）
	広範囲の変化アラーム
	広範囲の変化アラーム
	輝度異常アラーム
	視野妨害アラーム
	映像ノイズアラーム
	参照チェック
	領域選択

	5.29 詳細モード：VCAスケジュール
	休日
	休日の削除

	5.30 詳細モード：VCAイベントトリガー
	トリガー
	トリガーアクティブ
	トリガー非アクティブ
	遅延（秒）

	5.31 詳細モード：音声アラーム
	音声アラーム
	名前
	しきい値
	感度
	信号範囲

	5.32 詳細モード：アラームE-メール
	アラームE-メール送信
	メールサーバーIPアドレス
	SMTPユーザー名
	SMTPパスワード
	フォーマット
	画像添付
	宛先アドレス
	送信者名
	送信テスト

	5.33 詳細モード：Alarm Task Editor
	5.34 詳細モード：アラーム入力
	アラーム入力
	名前

	5.35 詳細モード：リレー
	アイドル状態
	操作モード
	リレートリガーイベント
	リレー名
	リレーをトリガー

	5.36 詳細モード：COM1
	シリアルポートの機能
	カメラID
	ボーレート
	データビット
	ストップビット
	パリティチェック
	インターフェースモード

	5.37 詳細モード：ネットワーク
	IP自動割当
	IPアドレス
	サブネットマスク
	ゲートウェイアドレス
	DNSサーバーアドレス
	映像伝送
	HTTPブラウザーポート
	HTTPSブラウザーポート
	RCP+ポート1756
	Telnetサポート
	インターフェースモードETH 1／ETH 2／ETH 3（スロット1のモジュールのみ）
	ネットワークMSS（バイト）
	iSCSI MSS（バイト）
	DynDNSの使用
	ホスト名
	ユーザー名
	パスワード
	DynDNSへの登録
	ステータス

	5.38 詳細モード：詳細設定
	SNMP
	1. SNMPホストアドレス／2. SNMPホストアドレス
	SNMPトラップ
	認証（スロット1のモジュールのみ）
	ID（スロット1のモジュールのみ）
	パスワード（スロット1のモジュールのみ）
	RTSPポート

	5.39 詳細モード：設定の切り替え
	操作モード
	バージョン
	優先度
	ハロータイム（秒）
	最大エイジ（秒）
	転送遅延（秒）
	RSTPを有効にする
	RSTP／LACPを有効にする
	エッジポート
	パスコスト
	LACPキー
	IGMPスヌーピング
	IGMPクエリアを有効にする
	IGMPソースIP

	5.40 詳細モード：マルチキャスト
	有効
	マルチキャストアドレス
	ポート
	ストリーミング
	マルチキャストパケットTTL

	5.41 詳細モード：JPEG転送
	画像サイズ
	ファイル名
	転送間隔
	FTPサーバーのIPアドレス
	FTPサーバーのログイン情報
	FTPサーバーのパスワード
	FTPサーバーの保存パス
	カメラからJPEGを転送する

	5.42 詳細モード：暗号化
	5.43 詳細モード：メンテナンス
	ファームウェア
	設定
	SSL証明書
	メンテナンスログ

	5.44 詳細モード：ライセンス
	5.45 詳細モード：システムステータス
	電源の冗長性をチェックする

	5.46 詳細モード：システムの概要
	5.47 機能テスト

	6 操作
	6.1 Microsoft Internet Explorerによる操作
	システム要件
	MPEG ActiveXのインストール
	接続確立

	6.2 ライブページ
	最大接続数
	保護モジュール
	ネットワーク保護
	モジュール間の切り替え
	映像選択
	ビュー制御
	デジタルI/O
	リレーのトリガー
	システムログ／イベントログ
	音声機能

	6.3 スナップショット保存
	6.4 録画
	画像解像度

	6.5 録画プログラム実行
	6.6 ［録画］ページ
	カメラ
	録画
	再生制御
	ボタン
	スライドコントロール
	ブックマーク
	トリック再生モード

	6.7 Playerのインストール
	6.8 ハードウェア接続
	インストール
	接続中
	アラーム接続
	ターミナルプログラムによる接続
	ターミナルプログラムによる接続の終了

	6.9 ソフトウェアデコーダーによる操作

	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
	7.2 ユニット初期化
	7.3 修理
	7.4 譲渡および廃棄

	8 付録
	8.1 トラブルシューティング
	8.2 一般的な動作不良
	8.3 iSCSI接続の動作不良
	8.4 LED
	RJ45コネクタ10／100／1000 Base-T
	SFP
	Module 1／Module 2／Module 3／Module 4
	Power/Fail

	8.5 CPU負荷
	8.6 ネットワーク接続
	8.7 シリアルインターフェース
	8.8 端子台
	ピン配置

	8.9 ターミナルプログラムによる通信
	データ端末
	ターミナル設定
	コマンド入力
	IPアドレス割り当て
	再起動
	追加パラメーター

	8.10 著作権

	9 仕様
	9.1 VIP X1600 XFM4エンコーダーモジュール
	9.2 プロトコル／規格
	9.3 画像リフレッシュレート

	用語集
	索引


