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1 はじめに
本マニュアルは、VRM Video Recording Manager アプリケーションのセットアップ、コンフィグレ
ーション、および操作を行う人を対象に説明しています。
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2 システムの概要
VRM Video Recording Manager は、防犯カメラシステムでの映像の録画を体系化するためのツール
です。 IP カメラやエンコーダー （例：Dinion IP カメラや VIP X1600 など）からシステムに送られ
る映像シーケンスを、iSCSI RAID ディスクアレイに録画します。 録画映像は、Bosch Video Client
を使用して再生したり、エクスポートしたり、CD や DVD に書き込んだりすることができます。

2.1 VRM の機能
アプリケーションは、次のモジュールで構成されます。
- VRM Server
- VRM Monitor
- Configuration Manager

2.2 VRM Server
VRM Server はコンフィグレーションの詳細とシステム設定を管理するとともに、個々のモジュール
が通信する際の集中型サービスとしても機能します。 

2.3 Configuration Manager
VRM システムを設定するには、Configuration Manager を使用します。 このプログラムは、
VRM Server が起動しているコンピューターにネットワークからアクセス可能な 1 台以上の
Windows PC にインストールできます。
このプログラムを使用して、どの IP カメラとエンコーダーの録画映像を VRM の管理対象とするか
を指定したり、録画映像を保存する iSCSI ストレージシステムを指定したりします。
Configuration Manager では、異なる権限を持つ複数のユーザーグループへの所属が可能なユーザー
を作成できます。 システム設定、および VRM システムで管理されている録画映像にアクセスできる
のは、ここでセットアップしたユーザーのみです。
VRM システムへのアクセスは、有効なユーザー ID を使用してログインしたユーザーにのみ許可さ
れます。 複数のアクセス権限を設定することもできます。
VRM システムで管理されている録画映像は、Bosch Video Management System や Bosch Video 
Client を使用して再生したり、エクスポートしたりすることができます。必要であれば、CD や DVD
へ書き込むことができます。

2.4 VRM モニター
VRM Monitor モジュールは、VRM システムを監視します。 このモジュールは、VRM Server のイン
ストール時に自動的にインストールされます。 システムに接続されている BVIP デバイス （Bosch 
Video over IP）とストレージシステム、および、録画に関する情報を表示します。
VRM Monitor は、録画映像の再生に関する一部のオプションを備えています。 VRM Monitor を使用
して VRM を設定することはできません。

注
画面を正確に表示するには、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降が必要です。
Windows のファイアウォールの設定を確認してください。 デフォルト設定では、ライブ映像を表示
できない可能性があります。

注意
VRM Monitor から再生するには、Video SDK V. 4.4x をインストールしておく必要があります。 
Video SDK V. 5.x では再生が正しく機能しません。
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3 取り付け
システム要件と Bosch サーバーの推奨ハードウェアについては、 http://

www.boschsecurity.com ＞ ［映像］＞ ［管理システム］＞ ［VRM］ - ［Video Recording 
Manager］のオンライン製品カタログにある Video Recording Manager のデータシートを参照して
ください （このナビゲーションパスは予告なく変更される場合があります）。

VRM Server
VRM Server サービスは、Windows ベースのコンピューターにインストールします。 
インストールされている可能性のある Web サーバーが VRM の HTTP および HTTPS ポートと干渉
しないことを確認します。
以下のアプリケーションを VIDOS Pro Suite から VRM をインストールするコンピューターにインス
トールしないでください。
- VIDOS Server
- VIDOS-NVR
- VIDOS Monitor Wall
VRM Server は専用のコンピューターにインストールすることをお勧めします。
注意：VRM Server をインストールするには、Windows の管理者権限が必要です。

VRM Monitor
VRM Monitor は、VRM システムを監視する HTML ベースのインターフェースです。 このモジュール
は、VRM Server のインストール時に自動的にインストールされます。

Configuration Manager
Configuration Manager は VRM Server と一緒にインストールされます。 このプログラムは、
VRM Server が起動しているコンピューター、および管理対象のデバイスにネットワークからアクセ
ス可能な他の PC にもインストールできます。

3.1 インストール
1. インストールを開始する前に、他のアプリケーションをすべて終了してください。
2. オンライン製品カタログからソフトウェアパッケージをダウンロードして、zip ファイルをロー

カルに解凍します。
3. 解凍先のディレクトリを選択して、 index.htm をダブルクリックします。
4. ユーザーインターフェースの言語を選択します。
5. ［インストール］から VRM Video Recording Manager をクリックします。

セットアップウィザードが表示され、インストール手順が指示されます。
コンポーネントを選択する際、各コンポーネントの上にマウスカーソルを合わせると、説明が表示
されます。

3.2 インストールの確認
Video Recording Manager サービスは、インストール後およびコンピューターを起動するたびに自動
的に開始されます。
次の手順に従って、VRM Server が正しくインストールされているかを確認します。
1. ［スタート］＞ ［コントロール パネル］をクリックします。
2. ［管理ツール］を選択します。
3. ［コンポーネント サービス］を選択します。
4. ［サービス ( ローカル )］を選択します。
5. インストールされるサービスのリストで ［Bosch Video Recording Manager］エントリーを探

します。
次のような情報が表示されているはずです。
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- 状態：開始
- スタートアップの種類：自動

3.3 アンインストール
いずれかのプログラムがコンピューターで不要になった場合、いつでもそのプログラムをアンイン
ストールすることが可能です。

注意
ライセンスを必要とするプログラムのライセンスはコンピューターのハードウェアに適用され、別
のコンピューターでは使用できません。 別のコンピューターで使用する場合は、販売店までお問い
合わせください。

注
ライセンス取得済みのプログラムをアンインストールして、同じ PC に 新のプログラムをインスト
ールしても、ライセンスには影響はありません。
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4 ライセンス
VRM Video Recording Manager を購入すると、認証番号が発行されます。 この番号は同梱の封筒に
入っています。また、E- メールでも通知されます。
この番号とプログラムから確認できるインストールコードを使用して、インターネット上の
Configuration Manager で Bosch Software Licensing Manager アクティベーションキーを生成できま
す。
その後、Configuration Manager を使用してこれらのキーを入力します。 この処理が完了すると、ラ
イセンス条件に従って VRM Video Recording Manager を恒久的に使用できるようになります。
インストール後 30 日間は VRM を試用できます。

4.1 ソフトウェアのライセンス取得

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［サービス］＞ ［ライセンス］タブ
1. ［インストールコード］エントリをメモします （コピーアンドペースト機能を使用できます）。
2. インターネットにアクセスできるコンピューターで、ブラウザーに次の URL を入力します。 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Activation Center にアクセスするアカウントがない場合は、新しいアカウントを
作成する （推奨）か、ログオンせず新ライセンスをアクティベートするリンクをクリックしま
す。 アクティブにする前に、アカウントを作成しログオンした場合、ライセンスマネージャに
よってアクティベーションが追跡されます。 いつでもこれを確認できます。
手順に従って、ライセンスアクティベーションキーを取得します。

3. Configuration Manager ＞ ［ライセンス］タブに戻ります。
4. ［アクティベーションキー］で、 初のアクティベーションキー （Activation Key 1）を入力し

ます。コピーアンドペースト機能を使用できます。 

5. ［ ］をクリックして、 初のアクティベーションキーを保存します。 
6. ［アクティベーションキー］で、2 番目のアクティベーションキー （Activation Key 2）を入力

します。 

7. ［ ］をクリックして、2 番目のアクティベーションキーを保存します。 
8. ライセンスを入力した VRM Server サービスを再起動します。

これで、フルバージョンの Video Recording Manager が使用可能になります。 
ライセンスに関する情報は、Configuration Manager の ［ライセンス］タブに表示されます。

注意
ライセンスは、VRM Server がインストールされているコンピューターに適用されます。 
VRM Server をアンインストールした後に別のコンピューターへ再インストールする場合は、新しい
アクティベーションキーを要求する必要があります。
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5 使用されるアイコン
VRM サーバー

フェイルオーバー VRM サーバー

iSCSI ストレージデバイス

保存
クリックすると、変更内容が適用され、保存されます。
オンラインヘルプ ...
クリックすると、オンラインヘルプが表示されます。
デバイスは使用可能です。

デバイスにアクセスできません。
たとえば、ネットワーク接続が切断されたためにアクセスできないデバイスは、
赤い × 印付きのアイコンで表されます。
デバイスはパスワード保護されています。
パスワードで保護されているデバイスは、デバイスのユーザー認証が終了するま
で南京錠付きのアイコンで表されます。
デバイスはビジー状態です。
何らかのアクションを実行中のデバイスは、再び使用可能になるまで砂時計付き
のアイコンで表されます。
デバイスにエラーが発生しています。
エラーが確認されたデバイスは、！マークと黄色い三角形付きのアイコンで表さ
れます。
デバイスは ANR モードになっています。
ANR モードのデバイスは、半分だけ塗りつぶされた角の丸い四角付きのアイコン
で表されます。 ネットワーク接続がある間は緑色になり、接続が失われると灰色
になります。
カメラは使用可能です。

カメラにアクセスできません。
たとえば、ネットワーク接続が中断されたためにアクセスできないカメラは、赤
い × 印付きのアイコンで表されます。
カメラはパスワード保護されています。
パスワードで保護されているカメラは、カメラのユーザー認証が終了するまで南
京錠付きのアイコンで表されます。

カメラはビジー状態です。
何らかのアクションを実行中のカメラは、再び使用可能になるまで砂時計付きの
アイコンで表されます。
カメラにエラーが発生しています。
エラーが確認されたカメラは、！マークと黄色い三角形付きのアイコンで表され
ます。
カメラは ANR モードになっています。
ANR モードのカメラは、半分だけ塗りつぶされた四角付きのアイコンで表されま
す。 ネットワーク接続がある間は緑色になり、接続が失われると灰色になります。
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6 Getting started
Configuration Manager プログラムは、VRM システムの設定と調整に使用します。 このプログラム
は、VRM Server が起動しているコンピューター、および管理対象のデバイスにネットワークからア
クセス可能な PC にインストールできます。

6.1 VRM Monitor の起動
1. VRM Server コンピューターへのネットワークアクセスが可能な PC で、Internet Explorer を起

動します。
2. アドレスバーで、VRM Server コンピューターの IP アドレスを入力し、［<ENTER>］を押しま

す。
VRM Server コンピューターで VRM Monitor を起動している場合は、ローカルホストの IP アド
レスに続けてポート番号を入力します （ポート番号が 80 でない場合）：
http://127.0.0.1:<port number>/

3. 認証を受けたユーザーのみが VRM Monitor にアクセスできます。 そのため、ユーザー ID の入
力を促すログオンウィンドウが表示されます。 適切な権限を持っていないと、録画映像を見る
ことは一切できません。

次のセクションで、使用可能な機能について説明します。
ウィンドウの左側にはナビゲーションバーがあります。 適切なエントリをクリックします。 右側に
情報が表示されます。

6.2 Configuration Manager の起動
プログラムを起動するには、次の手順に従います。
 ［スタート］をクリックし、［プログラム］、［Bosch Configuration Manager］の順にポインタ

ーを合わせて、［Configuration Manager］をクリックします。

6.3 ［カメラ］タブの有効化
メイン画面＞システムタブ
［カメラ］タブを有効にします （表示されていない場合）。
1. アプリケーションフォルダーを展開します。
2. ［Configuration Manager］をクリックします。
3. ［外観］タブをクリックします。
4. ［［カメラ］タブの表示］チェックボックスをクリックして、オンにします。
5. Configuration Manager を再起動します。

注意
ログオン情報は注意して取り扱ってください。
ブラウザーにパスワードが残らないように注意してください。

注意
VRM Server が起動しているコンピューターに複数の Configuration Manager プログラムが同時にア
クセスすると、VRM の設定に矛盾が生じることがあります。 複数のユーザーが同時に設定を変更す
ることがないよう、注意してください。
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7 VRM システムの設定
VRM システムを設定するには、次のタスクを実行します。
- 12 ページのセクション 「7.1  システムに VRM を追加する」
- 12 ページのセクション 「7.2   iSCSI システムの管理」
- 13 ページのセクション 「7.3  検出されたデバイスの割り当て」
- 14 ページのセクション 「7.5  デバイス割り当ての解除」
- 14 ページのセクション 「7.6  割り当てられたデバイスのグループの作成」
- 14 ページのセクション 「7.7  デバイスを手動で割り当てる」
- 15 ページのセクション 「7.8  録画の管理」
- 16 ページのセクション 「7.9  手動録画モードの設定」
- 16 ページのセクション 「7.10  自動録画モードの設定」
- 16 ページのセクション 「7.11  ログの設定」

7.1 システムに VRM を追加する
メイン画面＞ネットワークタブ
システムに VRM を追加して、ストレージシステムとエンコーダーをこの VRM に割り当てることが
できるようにします。
1. 目的の VRM を右クリックし、［システムに追加 ...］をクリックします。

［システムへのデバイスの追加］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［グループ］リストで、［Configuration Manager］を選択します。

VRM がシステムに追加され、デバイスページに表示されます。
必要な設定の変更が自動的に実行されます。

7.2 iSCSI システムの管理
使用する iSCSI ストレージを設定するには、iSCSI システムを追加して、LUN を追加する必要があ
ります。

7.2.1 iSCSI システムの追加

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ［ ］を右クリック＞ ［iSCSI システムを追加しています ...］
コマンド＞ ［iSCSI システムの追加］ダイアログボックス
1. iSCSI ストレージシステムの IP アドレスを入力します。
2. 種類を選択します。

利用可能なデバイスの種類を設定します （Bosch、一部の Infortrend および NetApp ストレージ
システムなど）。 その他の種類のストレージシステムは、製品固有の管理ソフトウェアを使用
して直接設定します。

3. iSCSI ストレージシステムの設定パスワードを入力し、確定します。
VRM システムがデバイスとの接続確立を開始します。

デバイスがシステムに追加され、ツリー構造に表示されます。

7.2.2 iSCSI システムの削除

メイン画面＞ を展開＞目的の を右クリック＞ ［削除］コマンド

7.2.3 LUN の追加

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞ ［ ］
個々の LUN をシステムに追加して設定します。 
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別の VRM システムで使用されているバックアップ LUN を追加できます。 バックアップ LUN が
VRM 2.10 またはそれ以降でフォーマットされている場合、自動的にバックアップ LUN として検出
されます。
LUN の種類 （標準／読み取り専用／バックアップ）は LUN 自体に保存されるため、設定が失われ
ても、データを失うことなく LUN を追加できます。 LUN の適切な種類が読み取られ、正しく設定さ
れます。

1. iSCSI システム を右クリックし、［LUN 割り当て ...］をクリックして、新しい LUN を追
加します。 ［LUN 割り当て］ダイアログボックスが表示されます。
このターゲットで使用でき、まだシステムに追加されていない LUN が左ペインに表示されま
す。 右ペインには、システムに既に追加されている LUN が表示されます。

2. LUN を左ペインから右ペインへドラッグして追加します。
3. LUN が追加されたときにデータをそのまま保持したい場合は、［データベースの復元］オプシ

ョンを有効にします。
4. ［OK］をクリックします。

LUN が VRM システムに追加されます。 ［LUN 割り当て］ダイアログボックスが閉じます。

LUN の削除
LUN をシステムから削除するには、［LUN 割り当て］ダイアログボックスを開き、削除対象の LUN
を右ペインから左ペインにドラッグします。
システムに LUN を追加した後は、必要に応じてさらに設定します。

7.2.4 LUN のフォーマット

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞ を展開＞

［ ］＞ ［ターゲット設定］
追加したそれぞれの LUN をフォーマットできます。 フォーマットすると、この LUN 上のデータは
すべて削除されます。
1. ［形式］列で、フォーマットする各 LUN に対応するチェックボックスを選択します。
2. ［セット］をクリックして、フォーマットを開始します。

7.2.5 LUN の種類の設定

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞ を展開＞

［ ］＞ ［ターゲット設定］
追加した各 LUN の種類を設定できます。 一部の種類では LUN をフォーマットする必要があります。
1. ［種類］リストで、設定する各 LUN の対応する項目を選択します。
2. ［セット］をクリックして、設定を開始します。

7.3 検出されたデバイスの割り当て
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［デバイスの割り当て ...］コマンド＞ ［デバイスの割り当て］
ダイアログボックス
録画中に割り当てられたデバイスでは、録画が行われている間、設定の変更は実行されません。 録
画が停止した後に設定の変更を実行してください。
注意：エンコーダーを VRM に追加すると、このデバイスの録画は自動的に停止します。
1. デバイスを VRM 項目の左ペインから右ペインにドラッグします。

エンコーダーは VRM 項目の子項目になります。
2. ［OK］をクリックします。

エンコーダーは VRM システムに割り当てられて、録画されます。
必要な設定の変更が自動的に実行されます。
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7.4 エンコーダーを永続的に認証する

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  デバイスを展開＞ ＞ ［全般］＞ ［ユニット
アクセス］タブ
エンコーダーのアクセスデータを入力して、Configuration Manager を再起動するたびに認証を繰り
返さなくてもいいようにします。 VRM の場合、必ず service という名前のユーザーと対応するパス
ワードを選択してください。
永続的に認証するには、次の手順に従います。
1. ［デバイスアクセス］ペインで、ユーザー名とパスワードを入力します。

2. ［ ］をクリックします。

7.5 デバイス割り当ての解除
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［デバイスの割り当て ...］コマンド＞ ［デバイスの割り当て］
ダイアログボックス
割り当てを解除することで、いつでも VRM システムからデバイスを削除できます。 デバイスはツリ
ー構造に表示されなくなります。

1. デバイスを右ペインから左ペインにドラッグします。
2. ［OK］をクリックします。

ストレージメディアの種類が自動的に ［Off］に設定されます。手動で元に戻さない限り、この
デバイスではこれ以降録画が実行されません。

同じ方法でグループを削除することもできます。 グループを削除した場合、そのグループに割り当
てたすべてのデバイスの割り当ても解除されます。

7.6 割り当てられたデバイスのグループの作成
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［デバイスの割り当て ...］コマンド＞ ［デバイスの割り当て］
ダイアログボックス
［デバイスの割り当て］ダイアログボックスのコンテキストメニューで、リスト内のデバイスをグル
ープ化できます。
1. ［割り当てられたデバイス］エリアで、［新しいグループ ...］を右クリックします。
2. 新しいグループの名前を入力します。
3. ［OK］をクリックします。

リストにグループが表示されます。
コンテキストメニューを使用して、後でグループの名前を変更できます。

4. リストからデバイスをグループ名にドラッグします。
デバイスがグループに追加されます。

5. ［OK］をクリックします。
［デバイスの割り当て］ダイアログボックスで、グループを別のグループの名前にドラッグすること
で、サブグループを作成することもできます。

7.7 デバイスを手動で割り当てる
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［デバイスの割り当て ...］コマンド＞ ［デバイスの割り当て］
ダイアログボックス

注意
デバイスまたはグループの割り当てを解除すると、保存されているすべての関連データが恒久的に
削除されます。
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別のサブネットに属するデバイスや電源の入っていないデバイスなど、ネットワークスキャン時に
検出されなかったデバイスを VRM システムに割り当てます。 
1. コンテキストメニューから、［新しいデバイス ...］コマンドを選択します。

［デバイスの編集］ダイアログボックスが表示されます。
2. リストに表示させたいデバイス名を設定します。
3. サポートされているデバイスのリストから、デバイスの種類を選択します。
4. デバイスの IP アドレスを入力します。 デバイス自体の IP アドレスはすでに設定されているは

ずです。
5. ［OK］をクリックします。 

デバイスがウィンドウの右側にリストされ、VRM に割り当てられます。

7.8 録画の管理 
通常はエンコーダーをシステムに追加した直後、VRM システムが管理する設定項目のうち変更の必
要があるものは、すべて自動的に実行されます。
次のセクションでは、VRM ストレージ管理の設定項目について説明します。 ファームウェアバージ
ョンが 4.0 またはそれ以降のデバイスと、3.5 以下のデバイスの設定方法は、分けて記載していま
す。

7.8.1 ローカルストレージの設定 （ファームウェアバージョン 4.0 以降）

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［録画管理］ 
設定を変更する前に、アクティブな録画をすべて停止してください。 アクティブな録画がアイコン

で表示されます：
ポインターをアイコンに合わせると、アクティブな録画に関する詳細情報が表示されます。
 録画を停止するには、［録画スケジューラー］タブをクリックして、［録画停止］をクリックし

ます。
ローカルストレージを設定するには、次の手順に従います
1. ［ローカルメディア］タブで、ローカル録画を行うストレージメディアを選択します。 使用可

能なメディアはデバイスの種類によって異なります。
2. ［追加］をクリックして、選択したメディアを記録容量に追加します。
3. リスト内のメディアの ［録画 2］オプションがアクティブになっていることを確認します。 ア

クティブになっていない場合、ANR は使用できません。
［古い録画を上書きする –  録画 2］をクリックしてオンにします。

関連トピック
- 26 ページのセクション 「11.9   ［録画管理］タブ （ファームウェアバージョン 4.0 以降の場合

のみ）」

7.8.2 アラームトラックの設定 （ファームウェアバージョン 3.5x 以下）

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［ストレージメディ
ア ］
アラームトラックを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. ［パーティション］ウィンドウで、エントリを選択します。
2. ［編集 ...］をクリックします。

［パーティション設定］ダイアログボックスが表示されます。

注
サポートされているデバイスのみ割り当てが可能です。 
ツリー表示には、割り当て実行中のデバイスがネットワークに接続できるようになるまで、赤い ×
印が表示されます。
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3. ［アラームトラック数］で、必要な数を選択します。 各アラームトラックで、アラームイベン
トを 1 つ録画できます。 入力した数のアラームが録画され、保存されます。

4. ［アラーム発生前のプロファイル］で、プリアラーム録画のプロファイルを選択します。
5. ［アラーム発生前の録画時間］で、プリアラーム録画の時間を選択します。
6. ［アラーム発生後のプロファイル］で、ポストアラーム録画のプロファイルを選択します。
7. ［アラーム発生後の録画時間］で、ポストアラーム録画の時間を選択します。
8. ［OK］をクリックします。
指定した数のアラームトラックがカメラに予約されます。 これで、［録画プロファイル］タブでアラ
ームトラック録画をアクティブにし、適切な設定を行うことができるようになります。

7.9 手動録画モードの設定

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［録画環境設定］
このエンコーダーの手動録画モードを設定できます。
録画モードを設定するには、次の手順に従います。
1. ［モード］で、必要なオプションを選択します。
注意：［負荷分散］タブに入力した値は、［すべて］オプションまたは ［制限］オプションが選択さ
れている場合にのみ有効になります。
2. ［モード］で ［すべて］以外の設定を選択している場合は、［プライマリターゲット］で、必

要なターゲットのエントリを選択します。 ［ストレージシステム］で入力されているすべての
ストレージシステムがリストに表示されます。

3. ［セカンダリターゲット］で、必要なターゲットのエントリを選択します。 ［フェイルオーバ
ー］、［制限］、および ［優先］の場合、セカンダリターゲットはオプションです。［  制限］
とセカンダリターゲットが未指定の ［優先］は同じです。 ［ストレージシステム］で入力され
ているすべてのストレージシステムがリストに表示されます。

4. ［ ］をクリックします。

7.10 自動録画モードの設定

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［録画環境設定］
録画モードを設定するには、次の手順に従います。
1. ［モード］リストで、［自動］を選択します。

2. ［ ］をクリックします。

7.11 ログの設定

メイン画面＞ ［ ］＞ ［サービス］タブ＞ ［詳細設定］タブ
1. ログに記録するファイルですべてのログ作成オプションを選択します。

2. ［ ］をクリックします。
VRM Monitor 内からログを含む zip ファイルをエクスポートできます。
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8 フェイルオーバーサーバーの設定

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［VRM 設定］タブ
VRM サービスは、マスターサーバー上およびフェイルオーバーサーバー上で動作します。
マスターサーバーおよびフェイルオーバーサーバーを設定するには、次の手順に従って操作します。
1. フェイルオーバーグループおよびフェイルオーバーユーザーと対応するパスワードを作成しま

す。 各グループおよびユーザーの名前は 「backup」にしてください。 グループには権限を付与
しません。

2. Configuration Manager を起動し、フェイルオーバーサーバーにログオンします。
3. ［フェイルオーバーサーバーとして使用］をクリックしてオンにします。
4. ［マスターサーバーの IP アドレス］フィールドで、マスターサーバーの IP アドレスを入力しま

す。
緑色の矢印をクリックして、使用可能な VRM サーバーのリストを表示します。 エントリを選
択できます。

5. ［パスワード］フィールドで、フェイルオーバーユーザーのパスワードを入力します。

6. ［ ］をクリックします。 
これで、接続中のコンピューターがマスターサーバーに対するフェイルオーバーサーバーにな
ります。
通常の動作状態では、フェイルオーバーサーバーはパッシブになります。

注
マスターサーバーとフェイルオーバーサーバー間の接続を確認するには、VRM Monitor を使用して
マスターサーバーに接続し、「フェイルオーバーサーバーがマスターサーバーに接続されていま
す。」エントリが ログにリストされていることを確認します。
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9 ユーザーグループと権限の管理
VRM を設定するためのユーザーとグループを作成して、ライブ映像と録画にアクセスします。

9.1 ユーザーおよびユーザーグループの設定

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ

ユーザーグループの作成
ユーザーグループを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. ［Groups］リストをクリックします。
2. ［追加 ...］をクリックします。

［グループ］ダイアログボックスが表示されます。
3. グループの名前を入力します。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［VRM 権限］タブをクリックして、必要な権限をグループに割り当てます。

ユーザーグループの編集
既存のユーザーグループを設定するには、次の手順に従います。
1. ［Groups］リストから目的のユーザーグループを選択します。
2. ［編集 ...］をクリックします。

［グループ］ダイアログボックスが表示されます。
3. 必要に応じてグループの名前を変更します。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［VRM 権限］タブをクリックして、必要な権限をグループに割り当てます。

ユーザーの作成
ユーザーを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. ［ユーザー］リストをクリックします。
2. ［追加 ...］をクリックします。

［ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。
3. ユーザーの名前とパスワードを入力します。

パスワードを確認します。
4. 新しいユーザに設定するグループを選択します。
5. ［OK］をクリックします。

ユーザーの編集
既存のユーザーを設定するには、次の手順に従います。
1. ［ユーザー］リストから目的のユーザーを選択します。
2. 必要に応じてパスワードまたはグループの割り当てを変更します。

ユーザーを別のグループにドラッグすることができます。

ユーザーグループまたはユーザーの削除
1. エントリを選択します。
2. ［削除］をクリックします。
3. 表示されたダイアログボックスで ［OK］をクリックします。

デフォルトのユーザーグループは削除できません。

デフォルト efault のユーザーグループ
admin グループの権限は無制限で変更できません。
グループ自体を削除することもできません。 少なくとも 1 名のメンバーを含んでいる必要がありま
す。 これによって、システムへのアクセスが保証されます。
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Configuration Manager のすべてのデバイスに書き込みアクセス権を持つのは、admin グループのメ
ンバーのみです。 したがって、新規ユーザーの作成や権限の設定はこのグループのユーザーのみが
実行できます。
observer グループは二重認証に使用されます。

デュアル認証 （セキュリティログイン）
VRM では、二重認証の原則に従い、同時ログインだけが可能なユーザーを作成することができま
す。
二重認証を設定するには、次の手順に従います。
1. ［デュアル認証］オプションが有効なユーザーグループを作成します。
2. このユーザーグループにユーザーを作成し、パスワードを設定します。
3. ［observer］ユーザーグループに、ユーザーを作成し、パスワードを設定します。

［observer］ユーザーグループには、何の権限も設定されていません。 Observer は事実上、同
時にログインするメインユーザーの権限を引き継ぎます。

二重認証を有効にしてログオンするには、次の手順に従います。
1. ログインするメインユーザーが、自分のユーザー名の後ろにコロンを 1 つ入力します。
2. 次にメインユーザーが、自分のパスワードの後ろにコロンを入力します。
3. Observer は、メインユーザーがユーザー名の末尾に付けたコロンのすぐ後ろに、自分のユーザ

ー名を入力します （例：username_user:username_observer）。
4. Observer は、メインユーザーがパスワードの末尾に付けたコロンのすぐ後ろに、自分のパスワ

ードを入力します （例：password_user:password_observer）。
5. ［OK］をクリックします。

9.2 カメラの権限の設定
メイン画面＞ ［カメラ］タブ＞ ［サービス］
特定のユーザーグループのメンバーが特定のカメラにアクセスできないようにするには、次の手順
に従います。
1. ツリー表示で 1 つまたは複数のカメラを選択します。
2. ［権限］タブをクリックします。

作成済みのすべての VRM ユーザーグループと、接続されているすべてのカメラを示すテーブ
ルが表示されます。

3. 右クリックで次の操作が実行されます。 
- ボックスを右クリックして、単一エントリーを変更します。
- ユーザーグループを右クリックして、そのグループに対するすべてのエントリーを変更し

ます。
- カメラ名を右クリックして、すべてのグループに対するそのエントリーを変更します。

4. コンテキストメニューから、［アクセスオン］または ［アクセスオフ］を選択します。

5. ［ ］をクリックします。

意味
緑 ユーザーからアクセス可能

赤 ユーザーからアクセス不可

M 複数選択の場合：
異なる設定が混在しています
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10 Automatic Network Replenishment の設定
メイン画面＞ ［????］タブ＞  ???? を展開＞ ［ ］＞ ［??］＞ ［???? ］
VRM はファームウェアバージョンが 4.0 またはそれ以上のデバイスの Automatic Network 
Replenishment （ANR）をサポートしています。  ANR 技術は、ネットワーク障害イベント発生時の
データ損失から VRM システムを 善な状態で保護します。 ネットワーク障害は 10 秒未満の場合、
直ちに登録されます。 ネットワーク接続が復旧すると、録画の欠落部が自動的に補完されます。 
ANR 技術ではデバイス上のローカルな録画映像を利用して、録画中の VRM システムに足りない映
像を欠落部分にはめ込みます。
ANR モードのカメラは、一時的 LUN というローカルストレージに録画映像を保存します。 VRM シ
ステムとカメラの間でネットワーク障害が発生した後、障害の間にローカルに保存されたデータは
自動的に VRM システムに転送されます。
VRM server が ANR デバイスとのネットワーク接続を確立できるときは常に、このデバイスに保存
されているデータが即座に VRM が管理する iSCSI システムに転送されます。
ファームウェア 4.10 以降のデバイスの場合は、BVIP デバイスに直接接続されている iSCSI ターゲ
ットに対して ANR を使用できます。
??? フェイルオーバー VRM サーバーは ANR ジョブを実行できません。
???VRM サーバーは 大 3 個の ANR ジョブを同時に実行できます。
???1 つのデバイスで複数の ANR ジョブを設定した場合 （4 チャンネルを使用するなど）、これら
のジョブは順番に実行されます。 これにより、デバイスの過負荷が防止されます。
??：一時的 LUN で使用可能なディスク領域は、ネットワーク接続が失われている間の録画が十分可
能な量を確保してください。
ANR モードで動作するデバイスがあらかじめシステムに追加されている必要があります。
ANR モードで動作するデバイスを設定するには、次の手順に従います。
1. ［?????］で、［??1?VRM??? - ??2?ANR???］オプションを選択します。
2. ［????????］タブで、ローカル録画を行うストレージメディアを選択します。 使用可能なメデ

ィアはデバイスによって異なります。
3. ［??］をクリックして、選択したメディアを記録容量に追加します。
4. リスト内のストレージメディアの ［??2］オプションがアクティブになっていることを確認し

ます。アクティブになっていない場合、ANR は使用できません。
［?????????? –  ??2］をクリックしてオンにします。

??? 使用可能なストレージメディアのリストからメディアを削除するには、デバイスを選択し、
［??］をクリックします。

5. ［?????????］メインノードで目的のターゲットを選択し、対応する LUN の種類が ［???］に
設定されていることを確認します。
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11 ユーザーインターフェース
この章では、Configuration Manager で使用可能なすべての VRM 関連ページについて説明します。

11.1 デバイスの割り当てダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［デバイスの割り当て ...］コマンド＞ ［デバイスの割り当て］
ダイアログボックス

インストールされているデバイス／割り当てられたデバイス
左ペインにはネットワークで検出されたすべての IP カメラとエンコーダーが表示され、右ペインに
は VRM システムに割り当て済みの IP カメラとエンコーダーが表示されます。 関連するテーブルの
見出しをクリックするとリストのエントリーが並べ替えられます。

録画を VRM で管理
このデバイスの録画を VRM デュアル管理したくない場合は、クリックしてオフにします。 これは、
たとえば、このデバイスに ANR を設定したい場合などです。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 13 ページのセクション 「7.3  検出されたデバイスの割り当て」

11.2 フェイルオーバー VRM サーバー情報

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユニットアクセス］タブ

フェイルオーバー VRM サーバー情報
フェイルオーバーサーバーの IP アドレス
Archive Player の場合のみ：［VRM 設定］タブで設定したフェイルオーバー VRM の IP アドレスを
入力します。 これにより、Archive Player はフェイルオーバー VRM の録画に確実にアクセスできま
す。

11.3 ［VRM 設定］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［VRM 設定］タブ

VRM Server 名
Bosch Video Client のデバイスツリーに表示する名前を入力します。

サーバーのイニシエーター名
VRM Server の iSCSI イニシエーター名が表示されます。

システム全体の CHAP パスワード
iSCSI ストレージデバイスで設定したパスワードを入力します。 CHAP パスワードは、VRM で有効
であり、すべてのデバイスに自動的に送信されます。 再生クライアントには追加の設定は不要です。

注
デバイスの設定オプションの詳細については、デバイスのマニュアルまたは Web ブラウザー表示の
オフラインヘルプを参照してください。

注
一部の設定 （［Date/Time］タブ内の項目など）は、録画していないときだけ変更することができま
す。
必要に応じて、変更を行う前に録画を停止します。
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フェイルオーバーサーバーとして使用／マスターサーバーの IP アドレス／パスワード
VRM Server が起動しているコンピューターをマスターサーバーとしてセットアップし、別のコンピ
ューターをフェイルオーバーサーバーとしてセットアップできます。 このようにすると、フェイル
オーバーサーバーでは、マスターサーバーのコンフィグレーション設定と同期されます。 マスター
サーバーに障害が発生すると、フェイルオーバーサーバーが自動的に VRM システムの管理を引き継
ぎます。

セカンダリターゲットのブロック割り当て [GB]
フェールオーバー iSCSI ターゲット （セカンダリターゲット）上のデバイスに割り当てる 1GB のス
トレージブロックの数を入力します。 セカンダリターゲットに割り当てる各デバイスの 小のブロ
ック数は 8 です。 この手順を実行するときは、VIP X1600 の各モジュールが個別のデバイスとして
カウントされることに注意してください。
システムに設定された保存期間は、セカンダリターゲットのブロックにも適用されます。
デバイスのセカンダリターゲットのブロック数を選択するときは、プライマリターゲットが故障し
たときに必要な時間だけ録画を続けるのに十分なディスク容量が確保されるようにしてください。 
ビットレートによっては、およそ 1 時間記録するのに 1 ブロックで十分だと見なすことができます。
セカンダリターゲットでは、ブロックをバッファーとして空けておく必要があります。 デバイスに
割り当てられたブロックが十分でない場合、VRM システムはこのブロックを使用します。
次に計算例を示します。
- フェールオーバー iSCSI ターゲットのストレージ容量：5024GB
- 割り当て済み VIP X1600 デバイスの数：140 （それぞれ 4 モジュールで構成）
- フェールオーバーブロックの割り当て：8 （ 小）
- 割り当て済みのフェールオーバーブロック数の計算結果：

140 x 4 x 8 = 4480
- 空いているフェールオーバーブロック数の計算結果：

5024 - 4480 = 544
544GB のバッファーがフェイルオーバー時の録画用に確保されます。必要な場合は、割り当て
られたデバイスがこのバッファーを使用することもできます。

VRM Server ダウンタイムのブロック予約 （日）
VRM サーバーがダウンしていても割り当てられたエンコーダーを録画する日数を入力します。
たとえば、4 を設定すると、VRM サーバーが約 4 日間ダウンしている間、エンコーダーは録画され
ます。
システムに低ビットレートのエンコーダーを使用する場合、事前に割り当てるディスク容量を大幅
に少なくすることができます。

録画優先モード
自動：負荷分散が自動的に設定されます。 各エンコーダーが自動的に 2 台の iSCSI ターゲットに割
り当てられ、これら 2 台の iSCSI ターゲット上のブロックがエンコーダーに割り当てられます。
手動：従来の録画モードで負荷分散を手動で設定できます。
28 ページのセクション 「11.11   ［録画環境設定］タブ」

サニティチェック期間 （日）
スライダーを動かして、必要な時間間隔を設定します。 この時間間隔の経過後、iSCSI ターゲットが
チェックされ、必要に応じてブロックが再割り当てされます。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 17 ページのセクション 「8  フェイルオーバーサーバーの設定」
- 16 ページのセクション 「7.9  手動録画モードの設定」
- 16 ページのセクション 「7.10  自動録画モードの設定」
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11.4 ［ユーザー管理］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ
VRM サーバーの設定に使用されるユーザーグループとユーザーを設定できます。

追加 ...
クリックすると、［ユーザー］または ［グループ］ダイアログボックスが表示されます。

編集 ...
クリックすると、［ユーザー］または ［グループ］ダイアログボックスが表示されます。

削除
クリックすると、［ユーザーの削除］または ［グループの削除］ダイアログボックスが表示されま
す。

［VRM 権限］タブ
クリックすると、選択したユーザーグループに権限を設定できます。

パスワード
選択したユーザーのパスワードを入力します。

確認
パスワードを確認します。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 18 ページのセクション 「9.1  ユーザーおよびユーザーグループの設定」

11.4.1 ユーザーダイアログボックス

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ＞ ［追加 ...］ボタン
または

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ＞ ［編集 ...］ボタン

名前
このユーザーの名前を入力します。

パスワード
このユーザーのパスワードを入力します。

確認パスワード
パスワードを確認します。

グループ
このユーザーを選択したグループに割り当てるグループを選択します。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 18 ページのセクション 「9.1  ユーザーおよびユーザーグループの設定」

11.4.2 グループダイアログボックス

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ＞ ［追加 ...］ボタン
または

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［全般］＞ ［ユーザー管理］タブ＞ ［編集 ...］ボタン
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名前
このユーザーグループの名前を入力します。

PTZ コントロールの優先度 （VIDOS の場合のみ）
数字を入力して、このユーザーグループの各ユーザーの PTZ コントロールの優先度を設定します。 
「1」が も低く、「100」が も高い優先度になります。 「0」は、アクセスできないことを意味し
ます。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 18 ページのセクション 「9.1  ユーザーおよびユーザーグループの設定」

11.5 ［iSCSI システムアクセス］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞目的の iSCSI デバ

イス :  ＞ ［iSCSI システムアクセス］タブ

設定パスワード
パスワードを入力して、VRM システムから iSCSI ストレージシステムを設定できる状態にします。

SNMP IP アドレス
RAID システムに SNMP 要求用のポートを独自に設定した場合は、ここに SNMP IP アドレスを入力
します。

11.6 ［デフォルト設定］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞目的の iSCSI デバ

イス :  ＞ ［デフォルト設定］タブ
デバイスが Bosch でサポートされている iSCSI ストレージシステムのいずれか （NetApp など）で
ある場合にのみ表示されます。

容量 [MB]
ストレージシステムの合計容量に関する情報が表示されます。

LUN 数
LUN の数を変更できます。

初期化ステータス （％）
初期化時に詳細な情報が表示されます。 初期化が完了する （100％になる）と、すべての LUN を再
び削除できるようになります。
注意：NetApp ストレージシステムでは、LUN が完全に削除されるまで数時間かかることがありま
す。 削除が完了するまでの間は、新たに作成される LUN の合計容量が減少することがあります。 新
しい LUN を完全な容量で作成するには、古い LUN が完全に削除されている必要があります。

RAID-DP （信頼性重視）
このオプションは NetApp DSA-N2B20 でのみ表示されます。
指定の RAID タイプである RAID-4 を使用せずに、より信頼性の高い RAID-DP を使用したい場合
は、このオプションを選択します。

注意
LUN の数を変更すると、iSCSI システム全体が再編成され、システムに保存されたシーケンスはす
べて失われます。
したがって、変更する場合は事前に録画映像を確認し、重要なシーケンスをバックアップしてくだ
さい。
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11.7 ［負荷分散］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞目的の iSCSI デバ

イス :  ＞ ［負荷分散］タブ
各 iSCSI システムに対して、許容ビットレートの上限、および iSCSI 同時接続が可能な数を設定し
ます。 上限を超えるとその iSCSI システムにはそれ以上データが書き込まれなくなるため、データ
は失われます。 
対応システム （Bosch RAID、NetApp、DLA など）の場合は、デフォルト値を使用してください。 
その他のデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。 初は小さい値か
ら試してください。
注意：［負荷分散］タブに入力した値は、［すべて］オプションまたは ［制限］オプションが選択さ
れている場合にのみ有効になります。

ソフトリミット
［ハードリミット］フィールドと同じ値、またはそれよりも小さい値を入力します。 この値以下の場
合は、データが iSCSI デバイスに書き込まれるときに内部で再編成が行われません。 この値よりも
大きく、［ハードリミット］フィールドの値よりも小さい場合は、データが書き込まれる前に内部で
再編成されます。

ハードリミット
この値は、ソフトリミット値からのセキュリティマージンを示します。 この範囲内で書き込みアク
セスがあると、アドレスが指定されたブロックの内部割り当てを再編成する必要があります。 この
処理は現在進行中の録画には影響しません。 
この値を上回ると、録画は数秒間中断され、アドレスが指定されたブロックの内部割り当てが再編
成されます。
割り当てたデバイスに対してシステム全体から十分な帯域幅や iSCSI 接続を供給できないと、録画
ができない状態が定期的に発生します。 そのような場合は、さらにストレージシステムを増設して
有効な全帯域幅や iSCSI 接続を増やすか、または iSCSI システム上の録画カメラの数を減らしてく
ださい。

11.8 ［ターゲット設定］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞  iSCSI システ

ムアクセスを展開＞ ［ ］＞ ［ターゲット設定］タブ

形式
このオプションは、再フォーマットしたい LUN のそれぞれで有効にします。 ［すべて選択］および
［すべて選択解除］ボタンも使用できます。

種類
LUN の種類を定義します。
- 標準

録画映像の保存や再生に使用する標準的な VRMLUN です。
- 読み取り専用

録画映像を LUN から再生することはできますが、新しいデータを LUN へ書き込むことはでき
ません。

種類の後に ［( フォーマット )］と書かれている場合、その種類を選択すると、LUN が自動的にフォ
ーマットされます。
LUN にはもう 1 種類ありますが、このタブでは定義できません。 この種類は自動的に、VRM システ
ムの管理対象でない録画映像用の LUN に割り当てられます。
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- バックアップ
Archive Player でのバックアップに使用する LUN です。
バージョン 1.2 未満の Bosch Video Client ではサポートされていません。

- 一時的
ANR モードになっているローカルストレージメディアのデバイスなど、一時的なデータを含む
LUN です。 一時的なメモリーは VRM ではなく、デバイスがローカルで管理します。 一時的な
LUN は、ツリー表示の ［非管理対象］の下に表示されます。

ステータス
現在の状態を示します。使用可能な LUN は ［  準備完了］と表示されます。

セット
すべての変更が保存され、必要な処理 （種類の変更、フォーマット）が開始されます。 ［ステータ
ス］列には進行状況が表示されます。

11.8.1 LUN 割り当てダイアログボックス

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ を展開＞  ストレージシステムを展開＞  iSCSI システ

ムアクセスを展開＞ ［ ］＞ ［ターゲット設定］＞ ［LUN 割り当て ...］
個々の LUN をシステムに追加して設定します。 
別の VRM システムで使用されているバックアップ LUN を追加できます。 LUN が VRM 2.10 または
それ以降でフォーマットされている場合、自動的にバックアップ LUN として検出されます。
LUN の種類 （標準／読み取り専用／バックアップ）は LUN 自体に保存されるため、設定が失われ
ても、データを失うことなく LUN を追加できます。 LUN の適切な種類が読み取られ、正しく設定さ
れます。

ソース
このターゲットで使用でき、まだシステムに追加されていない LUN が表示されます。

VRM システム
システムに既に追加されている LUN が表示されます。

データベースの復元
LUN を追加したときに、他のシステムからの録画映像など、既存データを残しておきたい場合は、
［VRM］オプションをアクティブにします。 こうすると必要に応じてデータが検証され、そのデー
タが参照しているすべてのカメラが現在の VRM システムに追加されます。

11.9 ［録画管理］タブ （ファームウェアバージョン 4.0 以降の場合のみ）

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［録画管理 ］
設定を変更する前に、アクティブな録画をすべて停止してください。 アクティブな録画がアイコン

で表示されます：
ポインターをアイコンに合わせると、アクティブな録画に関する詳細情報が表示されます。
 録画を停止するには、［録画スケジューラー］タブをクリックして、［録画停止］をクリックし

ます。

録画を手動で管理
このエンコーダーがローカルで録画を管理します。 関連するすべての設定を手動で実行する必要が
あります。 エンコーダーは VRM システムから削除されます。

録画 1 を VRM で管理
このエンコーダーの録画映像は、VRM システムによって管理されます。
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録画 1 を VRM で管理 - 録画 2 は ANR に使用
このエンコーダーの録画 1 は VRM で管理され、録画 2 はローカルで ANR のエンコーダーに保存さ
れます。 詳細については、20 ページのセクション 「10   Automatic Network Replenishment の設定」
を参照してください。

［iSCSI メディア］タブ
録画を手動で管理をクリックした場合にのみ使用できます。 クリックすると、このエンコーダーに
接続された、使用可能な iSCSI ストレージが表示されます。

［ローカルメディア］タブ
録画を手動で管理をクリックした場合にのみ使用できます。 クリックすると、このエンコーダーで
使用可能なローカルストレージが表示されます。

追加
録画を手動で管理をクリックした場合にのみ使用できます。 クリックして、管理対象ストレージメ
ディアのリストにストレージデバイスを追加します。

削除
録画を手動で管理をクリックした場合にのみ使用できます。 クリックして、管理対象ストレージメ
ディアのリストからストレージデバイスを削除します。

古い録画を上書きする
アクティブにすると、メディアの空きがなくなったときに も古い録画が削除されます。 録画はル
ープ処理されます。
アクティブになっていない場合、ディスクの空きがなくなるとそれ以上録画されなくなります。
ANR モードのエンコーダーの場合は、ネットワーク接続が存在しないときに発生する録画に対して
ローカルストレージが十分かどうかを確認してください。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 15 ページのセクション 「7.8.1  ローカルストレージの設定 （ファームウェアバージョン 4.0 以

降）」

11.10 ［ストレージメディア］タブ （ファームウェアバージョン 3.5 以下の
場合のみ）

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞  デバイスを展開＞ ［ ］＞ ［録画］＞ ［ストレージメディ
ア ］
ファームウェアバージョンが 3.5 以前のエンコーダーでは、［ストレージメディア］タブが表示され
ます。 iSCSI ストレージシステムをすでに割り当て済みで、かつ、エンコーダーが （コンパクトフ
ラッシュなど）他のメディアにアクティブな録画を行っていなかった場合は、エンコーダーを VRM
システムに割り当てると、ストレージメディアの種類は自動的に VRM に設定されます。
パーティションは VRM システムが自動的に作成し、管理します。 そのため、［パーティション］に
は、デバイスに接続されているカメラごとに、連番、指定された名前、およびおよそ 1GB という固
定されたパーティションサイズのみが表示されます。 パーティションサイズは、VRM システムで管
理できる 小単位を示します。 送信ユニットの録画に現在使用できるディスク容量は、［ストレージ
システム］でシステムに含めたストレージの合計、および、送信ユニットが使用可能な記録容量を
［録画環境設定］で制限しているかどうかによって異なります。
VRM システムを使用してアラーム録画を行う場合は、［ストレージメディア］タブを呼び出す必要
があります。

注意
アラーム録画用のパーティションにアラームトラックを設定してください。
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アラーム録画の際、エンコーダーは特別な録画モードを使用してストレージ容量を 適に利用しま
す。アラーム録画に設定した時間差を迎えると、アラームシーケンス （プリアラームからポストア
ラームまで）を完全に収容できるサイズの 1 つのセグメント上に連続して録画されます。
パーティション内のこのセグメントはリングバッファーと同じように機能し、アラームが実際にト
リガーされるまで上書きを続けます。 プリセットされたポストアラーム期間内のみセグメントに録
画され、後続の新しいセグメントも同様にして使用されます。

クリックすると、ステップバイステップガイドが表示されます。
- 15 ページのセクション 「7.8.2  アラームトラックの設定 （ファームウェアバージョン 3.5x 以

下）」

11.11 ［録画環境設定］タブ

メイン画面＞デバイス ＞ を展開＞デバイスを展開＞ ＞ ［録画］タブ＞ ［録画環境設
定］タブ
［録画環境設定］ページはエンコーダーごとに表示されます。 このページは、デバイスが VRM シス
テムに割り当てられている場合のみ表示されます。
注意：自動録画モードを設定した場合、ここで設定を変更できません。
21 ページのセクション 「11.3   ［VRM 設定］タブ」

モード
必要なオプションを選択します。
- すべて

VRM システムは使用可能で設定済みの iSCSI ターゲットをすべて検出し、空き容量を自動的に
割り当てます。 ターゲットへの接続に失敗するか、メモリーの空き容量がない場合、別のター
ゲットが自動的に選択されます。 この場合、このタブでターゲットを入力することはできませ
ん。

- 制限
録画は、ここで入力したターゲットに優先的に保存されます。 プライマリターゲットとセカン
ダリターゲットは同様に使用されます。
指定されたターゲットのいずれにもディスクの空き容量がない場合、指定されたターゲットに
十分な容量が確保されるまで、VRM システムの別のストレージブロックが使用されます。

- フェイルオーバー
録画はプライマリターゲットにのみ保存されます。 録画をこのターゲットに保存できない場合
は、セカンダリターゲットとして指定されたターゲットに保存されます。
プライマリターゲットが何らかの理由 （システム停止、ネットワークエラー、空き容量不足な
ど）でストレージブロックを提供しない場合、エラー状態が発生します。
2 つ目のリストを空白のまま残すこともできます。 この場合、フェールオーバーはできません
が、必要な iSCSI セッション数が少なくなります。

- 優先
録画はここで入力されたターゲットに、指定された順番で保存されます。 ここでは、プライマ
リとセカンダリの両方のターゲットを入力します。 セカンダリターゲットは、プライマリター
ゲットにストレージの空き容量がないときにのみ使用されます。
これらのターゲットが両方とも使用できない場合、録画は他のターゲットに保存されます。

プライマリターゲット
［モード］で ［すべて］以外の設定を選択した場合に、所定のターゲットを選択します。
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セカンダリターゲット
［モード］で ［フェイルオーバー］を選択した場合に、所定のターゲットを選択します。 ［制限］、
［フェイルオーバー］または ［優先］を選択した場合、セカンダリターゲットの入力はオプション
です。［  ??］とセカンダリターゲットが未指定の ［優先］は同じです。 

11.12 ［保存期間］タブ
メイン画面＞ ［カメラ］タブ＞カメラを選択
注意：［カメラ］タブが表示されていない場合、このタブを有効にします。 
11 ページのセクション 「6.3   ［カメラ］タブの有効化」
各カメラの録画映像の保存期間を指定できます。

大保存期間 （日）
この値を超え、かつ 小保存期間を超えた録画映像は自動的に削除されます。

大保存期間は既存の録画に対しても有効です。
値 「O」は、無限を意味します。 この場合、VRM Server は 小保存期間 （10 日間など）に従って
録画映像を保存しようとします。 ただし、十分にストレージ容量がある場合、古い録画映像 （20 日
以上経過している映像など）も保持されることがあります。
VRM Server は、 大保存期間および 小保存期間を超えた録画映像が利用可能かどうかを 60 分す
べてチェックします。 このデータは削除されます。

小保存期間 （日）
この値を超えるまでの録画映像は削除できません。
この値は、データをディスクに書き込むときに保存されます。 それ以後は変更できません。 変更し
ても、新しい録画映像にしか適用されません。
注意：利用可能な容量よりも多くのディスク容量を必要とする 小保存期間を設定すると、設定し
た 小保存期間を超えるまでに録画が停止します。
ロック
このオプションをアクティブにすることで、保存期間の値を誤って変更するのを防止できます。

11.13 ［権限］タブ
メイン画面＞カメラタブ＞サービス
カメラごとに、［権限］タブが表示されます。 ここから、カメラのアクセス権を VRM ユーザーグル
ープ単位で設定できます。 
特定のユーザーグループのメンバーに対して、カメラのアクセス権を削除することができます。 ア
クセス権を削除されたユーザーは、それ以降 VRM Monitor や Bosch Video Client のカメラリストで
そのカメラを確認できなくなります。 カメラ自体にアクセスすることも、カメラの録画映像にアク
セスすることもできなくなります。
デフォルト設定では、すべてのユーザーグループがすべてのカメラにアクセスできるようになって
います。 

11.14 ［詳細設定］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［サービス］＞ ［詳細設定］タブ
VRM Server および Configuration Manager のさまざまなログをアクティブにし、ログファイルの保
存期間を日数で指定します。
VRM Server のログファイルは、VRM Server が起動されたコンピューター上に保存され、
VRM Monitor で表示またはダウンロードできます。
Configuration Manager のログファイルはローカルコンピューターの次のディレクトリに保存されま
す。
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C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording 

Manager\Log

メモリダンプファイル
このオプションは、カスタマーサービスからメインメモリーの詳細な情報を求められた場合など、
必要な場合にのみアクティブにします。

Telnet サポート
このオプションは、Telnet プロトコルによるアクセスをサポートする場合にアクティブにします。 
必要な場合にのみアクティブにします。 

11.15 ［ライセンス］タブ

メイン画面＞ ［デバイス］タブ＞ ＞ ［サービス］＞ ［ライセンス］タブ
ライセンスに関する情報を確認できます。 

注意
詳細なログ作成には、CPU 処理能力と HDD 容量を大量に必要とします。
継続的な運用では、詳細なログ作成を使用しないでください。
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