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1 はじめに
Configuration Tool は、Divar レコーダーのインストールや設定をすばやく簡単に行うためのソフト
ウェアです。 Configuration Tool は、イーサネット経由で Divar レコーダーにネットワーク接続され
ている PC 上で動作します。
システムの設定は Divar レコーダーに接続されているモニターで行うことができますが、
Configuration Tool を使用すると非常に簡単に設定できます。 設定データは、PC のハードディスク
に保存することもできます。 保存した設定データは、設定を以前の状態に戻したり、別の Divar レコ
ーダーに設定したりする際に使用します。

1.1 はじめに
Configuration Tool を使って設定を変更するには、Divar レコーダーと PC をネットワーク接続しま
す。 ネットワーク接続する PC には、Configuration Tool がインストールされている必要がありま
す。

1.1.1 システム必要条件
動作プラットフォーム：Windows XP または Windows Vista を実行している PC
 Configuration Tool の推奨する PC の必要条件は以下のとおりです。
- CPU：Intel Pentium 4 相当
- RAM メモリー：512MB
- ハードディスクの空き容量：10GB
- グラフィックスカード：NVIDIA GeForce 6200 以上
- ネットワークインターフェース：10/100-BaseT

1.1.2 Configuration Tool のインストール
Configuration Tool は、Control Center を PC にインストールするときにオプションとしてインスト
ールすることができます。 Configuration Tool を単体でインストールする場合は、次の手順に従って
操作します。
1. CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブに挿入します。

- インストールプログラムが自動的に起動します。
2. インストールが自動的に開始されない場合は、CD-ROM 内の Setup.exe ファイルをダブルク

リックします。
3. 画面に表示される指示に従って、プロンプトが表示されたら、Configuration Tool をインストー

ルするよう選択しインストールします。

1.1.3 Configuration Tool の起動
ネットワーク接続
Divar Control Center を使用せずに Divar Configuration Tool を起動するには、デスクトップ画面の
Divar Configuration Tool アイコンをダブルクリックします。 また、タスクバーの ［スタート］－
［プログラム］- ［Divar Configuration Tool］を選択します。 ログオン手順に従って操作します。
Divar Control Center から Divar Configuration Tool を起動するには、Divar Control Center の画面で
［設定］をクリックします。 ログオンダイアログボックスが表示され、認識されているすべての
Divar レコーダーが表示されます。

オフラインで使用する場合
オフラインでログオンする場合は、Divar レコーダーのバージョン、モデル、映像規格 （NTSC ／
PAL）、接続されているカメラを選択します。
Divar レコーダーからも設定できます。設定内容をファイルとして保存し、互換性のある Divar レコ
ーダーにその設定ファイルをアップロードすることもできます。 
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1.1.4 互換性
設定ファイル
設定ファイルについて、次の点に注意してください。
- Divar Configuration Tool のバージョンが異なる場合は、設定ファイルに互換性はありません。 

たとえば、Divar Configuration Tool 1.0 の設定ファイルを Divar Configuration Tool 2.5 にインポ
ートすることはできません。

- 全ての Divar Configuration Tool のバージョンに共通して、同じバージョンの Divar レコーダー
にしか接続できません。 たとえば、Configuration Tool 2.5 は、ファームウェアバージョン 2.5
の Divar レコーダーにしか接続できません。

- Divar Configuration Tool のバージョンが同じでも、レコーダーの型式が異なる場合は、設定フ
ァイルに互換性はありません。 たとえば、Divar DHR-751 用の Configuration Tool 3.0 の設定フ
ァイルを、Divar DNR-730 に使用することはできません。
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2 操作

2.1 ログオン方法
Divar Configuration tool を起動すると、［ログオン］画面が表示されます （［キャンセル］をクリッ
クしてログオンを中断し、Divar Control Center を終了します）。

図 2.1 ネットワーク経由のログオン画面

Divar Configuration Tool の初回起動時、Divar レコーダーのリストには何も表示されません。 初
に、Divar レコーダーをリストに追加する必要があります。 Divar レコーダーをリストに追加したり、
変更したりするには、［編集 ...］をクリックします。

Divar レコーダーのリストを変更するには、次の手順に従って操作します。
［Divar レコーダーリストの編集］画面で、Divar レコーダーをリストに追加したり、削除したりす
ることができます。

図 2.2 ログオン画面に表示される Divar レコーダーのリストの編集

ネットワーク上で有効なすべての Divar レコーダーを自動的に検出するには、次の手順に従って操作
します。
1. ［検出］をクリックします。

- Divar レコーダーを検出するには、対象のレコーダーの ［自動検出］をオンにする必要が
あります。

2. Divar レコーダーを選択して ［OK］をクリックし、選択したレコーダーをリストに追加しま
す。

Divar レコーダーをリストに手動で追加するには、次の手順に従って操作します。
1. ［追加］をクリックします。
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2. 追加した Divar レコーダーの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。
- 入力する IP アドレスは、Divar レコーダーの ［設定］メニューまたは ［ネットワーク］

メニューで設定されています。
3. ［名前］に名前を直接入力するか、［Divar から取得］をオンにして Divar レコーダーから名前

を取得します。
4. ［追加］をクリックします。
Divar レコーダーをリストから削除するには、次の手順に従って操作します。
1. リストから、削除する Divar レコーダーを選択します。
2. ［削除］をクリックします。

- 選択した Divar レコーダーがリストから削除されます。

ログオン
Divar Configuration tool を起動すると、［ログオン］画面が表示されます （［キャンセル］をクリッ
クしてログオンを中断し、Divar Control Center を終了します）。

図 2.3 ログオン画面に表示される Divar レコーダーのリストの編集

特定の Divar レコーダーを制御するには、次の手順に従って操作します。
1. 制御する Divar レコーダーをダブルクリックまたは選択します。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。

- 入力するユーザー名とパスワードは、Divar レコーダーの ［設定］メニューまたは ［ネッ
トワークアクセス ] メニューで設定されています。 ログオンが拒否された場合は、Divar レ
コーダーへのアクセス権限について管理者に確認してください。

- 次回以降、ユーザー名とパスワードが自動入力されるようにするには、［ログオン情報を
保存する］ボックスをオンにします。

3. ［編集 ...］または ［ログオン］をクリックします。

大ユーザー数
大ユーザー数 （8 人）を超えると、警告画面が表示されログインできなくなります。
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2.2 メイン画面について
Divar Configuration Tool の画面は、3 つの領域に分かれています。 左領域のボタンはいつでも使用で
きます。 いずれかのボタンをクリックすると、中央領域の内容が変化します。 上領域のボタンは、
さまざまな機能や設定が直接操作できるコントロールボタンです。

図 2.4 Divar Configuration Tool － ［設定］画面

2.2.1 ［概要］ボタン

［概要］ をクリックすると、接続されている Divar レコーダーに関する概要情報が表示されま
す。

2.2.2 ［ログ表示］ボタン

［ログ表示］  をクリックすると、中央領域にイベントのリストが表示されます。 このリストで
は特定のイベントのみを表示するようフィルターで絞り込むことができます。
- 日付と時刻を入力すると、指定した範囲内のイベントのみ表示されます。
- 表示しないイベントタイプのチェックボックスをオフにします。

新のイベントが先頭に表示されます。

2.2.3 ［設定］ボタン

［設定］  をクリックすると、Divar レコーダーの設定ページが表示されます。 メニューのツリー
構造と選択したサブメニューが中央の領域に表示されます。
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2.2.4 ［サービス］ボタン

［サービス］  をクリックすると、診断メッセージのリストが表示されます。
- ［デバイスを再起動 ...］をクリックすると、本機が再起動します。 Divar Configuration Tool か

ら接続した本機が切断されます。
- ［初期設定 ...］をクリックすると、Divar レコーダーの設定が初期設定にリセットされます。 初

期設定値については、『設置・操作マニュアル』の第 7 章を参照してください。
- ［すべてのユーザーをログオフ ...］をクリックすると、自分以外のすべてのユーザーがログオ

フされます。

2.2.5 ［ヘルプ］ボタン

［ヘルプ］  をクリックするといつでもヘルプを参照できます。 ヘルプのダイアログ画面が表示
されます。

2.2.6 ［ログアウト］ボタン

Divar Control Center に戻るか、別の Divar レコーダーにログオンするには、［ログアウト］  を
クリックします。

2.2.7 ネットワーク接続インジケーター
ネットワークに接続しているかどうか  を示します。
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2.3 コントロールボタンの使いかた
メイン画面の上領域には、機能を操作するためのボタンが表示されます。

インポート／エクスポート
Divar Configuration Tool で設定したすべての Divar レコーダーの設定を、ファイルとして PC のハー
ドディスクに保存します。 複数の Divar レコーダーを使用している場合は、Divar レコーダーごと
に、設定ファイルに名前を付け保存します。 設定ファイルは、全体または一部のサブグループのみ
を選択して、Divar Configuration Tool に読み込むことができます。 これらのファイルはテキストフ
ァイルとして保存されるので、テキストビューアーで表示することができます。しかし、ファイル
内容を変更したり編集したりすると、設定ファイルとして使えなくなくなるので注意してください。

インポート

1. ［インポート］  をクリックして、設定ファイルを開きます。
2. ダイアログボックスで、開くファイルの場所とファイル名を選択します。
3. 読み込む設定グループを選択して、［OK］をクリックします。
4. 選択した設定が Divar レコーダーにダウンロードされます。

エクスポート

1. ［エクスポート］  をクリックして、現在の設定内容をファイルとして PC に保存します。
2. ダイアログボックスで、ファイルの保存場所を選択しファイル名を入力します。
3. 保存する設定グループを選択し、［OK］をクリックして設定を保存します。

印刷
［概要］ページまたは ［サービス］ページから、ページまたはリスト全体を印刷するには、次の手
順に従って操作します。

1. ［印刷］  をクリックして、現在の設定を印刷します。
2. ［OK］をクリックすると印刷されます。

保存

［概要］ページまたは ［サービス］ページから、［保存］  をクリックすると、ページまたはリス
ト全体が保存されます。

対象となる設定内容の選択
［インポート］、［エクスポート］、または ［ダウンロード］を選択すると、対象となる設定内容を
選択するダイアログボックスが表示されます。 All settings、［次を除くすべての設定］、または
［Only］を選択します。

元に戻す／やり直し

をクリックすると、 後に行った操作をキャンセルし、元に戻すことができます。  をクリッ
クすると、 後に行った操作をもう一度行うことができます。 大 100 件の操作を元に戻すことが
できます。

初期設定

［初期設定］  をクリックすると、現在のページのすべての設定を初期設定値に戻すことができま
す。 初期設定値については、『設置・操作マニュアル』の第 7 章を参照してください。

更新

［更新］  をクリックすると、現在のページ設定の内容のみ更新されます。



12 ja | 設定 Divar Configuration Tool

AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11 操作マニュアル Bosch Security Systems

3 設定
メニューツリーの使いかた

［設定］  をクリックすると、メニューツリーが中央領域の左側に表示されます。 メニューツリ
ーを使って、メニューを移動することができます。
- ［+］をクリックすると、サブメニューが展開され、ツリー構造で表示されます。
- ［-］をクリックすると、サブメニューが閉じます。
- ［エントリー］ボタンをクリックすると、サブメニューの設定値が表示されます。
- 表示された設定値を選択または入力します。
- 選択または入力された設定値は、すぐに Divar レコーダーに保存されます。

次の章では、メニューツリーの項目について説明します。

3.1 地域と言語
3.1.1 言語

- ドロップダウンリストから、使用する ［言語］を選択します。
- 使用する ［温度単位］を選択します。

3.1.2 時刻／日付
- ［タイムゾーン］をリストから選択します （サマータイムは自動的に設定されます）。
- ［時刻の形式］で ［12 時間形式］または ［24 時間形式］のどちらかを選択します。
- 現在の時刻を入力します （以下の注意を参照）。
- ［日付の形式］で、月 （MM）、日 （DD）、年 （YYYY）の表示方法を選択します。
- 実際の日付を入力します。
- ［サマータイム］を ［自動］に設定します。 タイムゾーンに表示されている値と設定する内容

が異なる場合は、［手動］をクリックして、［開始時刻］および ［終了時刻］、［補正時間］を
入力します。

注意：
時刻を手動で同期させたことにより、実際の時刻が 10 分以上前に戻されると、ハードディスクに保
存されているすべての映像コンテンツは削除されます （確認メッセージが表示されます）。 戻す時
間が 10 分未満であれば、録画は継続されますが、ビデオフレームのタイムスタンプは次のように変
更されます。
DVR700 のシステム時刻が、 後に保存された （時間を戻す前の）ビデオフレームのタイムスタン
プと同じ時刻になるまで、各フレームのタイムスタンプが 1/90000 秒ずつ増加していきます。 これ
により、映像信号は正しい順序で再生されます。
実際の時刻または日付を進めた場合は、DVR700 のシステム時刻が同期された値まで進みます。

3.1.3 タイムサーバー
- ［タイムサーバーを使用］を有効にすると、本機の時刻がネットワークサーバーやネットワー

ク接続されている別の Divar レコーダーと同期します。 ネットワークのタイムサーバーの IP ア
ドレスを入力します。 同じサブネット上にタイムサーバーが存在しない場合は、外部ネットワ
ーク上の適合するタイムサーバーが自動検索されます。 タイムサーバーが検索できるように、
Divar のゲートウェイが正しく設定されていることを確認してください。 ファイアウォールの設
定を確認して、ポート 123 経由の NTP トラフィックが遮断されないようにしてください。

-  ［同期］をクリックすると、時刻の同期が開始します。
4 日ごとに実行される自動時刻同期方式では、10 分以上の時刻補正は行われません （セクション
4.1.2 「時刻設定」の 「注意」を参照してください）。
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3.2 映像と音声
このメニューでは、映像と音声の入力を設定します。 アナログ入力チャンネルが 8 個あるハイブリ
ッドモデルでは、ネットワークカメラには 9 ～ 16 チャンネルが設定されます。アナログ入力チャン
ネルが 16 個あるハイブリッドモデルでは、ネットワークカメラには 17 ～ 32 チャンネルが設定され
ます。 アナログ入力チャンネルのないモデルでは、ネットワークカメラには 1 チャンネルから順に
設定されます。

3.3 スケジュール
3.3.1 スケジュールの設定

［スケジュール］メニューでは、本機のメイン機能であるスケジュール運用の設定を行います。 緻密
な計算に基づいたプロフィールを設定することで、リソースを効率的に活用しながら、あらゆる業
務状況に効果的に対応することができます。
プロフィールでは、1 週間のカレンダー単位でスケジュールを作成し、特定の日付や時刻 （週末や
夜間など）の録画やイベント動作が設定できます。
次の図は、［録画］メニューで定義した 6 種類のプロフィールです。

3.3.2 スケジュール
構成
- プロフィールは、1 週間単位のカレンダーとして設定します。 カレンダーは毎週繰り返して使

います。
- プロフィールは各週ごとに毎日 15 分間隔で設定します。
- プロフィールには、例外として、特別日や休日を設定することができます。

1. プロフィール番号を選択します。 選択したプロフィールが強調表示されます。
2. ［プロフィール名の編集］をクリックし、選択したプロフィールの名前を編集します。
3. 下のスケジュールに移動します。 矢印キーと ［Enter］キー、またはマウスを使って、領域を指

定します。
4. 設定が終わったら、［保存］をクリックして更新したスケジュールを有効にします。

3.3.3 例外
- 例外は 大 32 件設定でき、スケジュールよりも優先的に適用されます。
- 例外を追加するには、［追加］を選択します。 ［日付］、［時刻］、［期間］、および ［プロフ

ィール］を入力します。
- 例外を編集するには、該当する例外を選択して ［変更 ...］をクリックします。
- 例外を削除するには、該当する例外を選択して ［削除］をクリックします。
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3.4 録画
［録画］メニューから、6 種類のプロフィールの録画設定をそれぞれ指定します。

注意：
プロフィールの音声または映像の設定は、リモートライブ表示で使われるストリームにも適用され
ます。

6 種類のプロフィールの録画設定は、3 つのサブメニューとそれぞれの入力チャンネルで指定しま
す。
1. プロフィールを選択します。
2. ［通常］、［接点入力］、または ［動体検出］からサブメニューを選択します。

- 通常録画－初期設定時の録画モードです。
- 接点入力録画－接点入力イベントが発生すると録画が始まります。
- 動体検出録画－動体検出イベントが発生すると録画が始まります。

3. それぞれの入力チャンネルを選択し、映像と音声の録画設定を行います。

3.4.1 通常
次の項目を設定します。
- 通常録画モード：

- 連続－連続して録画を行います。
- イベント発生中－イベント発生時に録画します。
- 録画しない－録画を無効にします。

- イベント発生前の時間：
- 1 ～ 120 秒の範囲で設定します （［イベントのみ］を選択した場合に対してのみ適用され

ます）。
イベント発生時から設定された時間をさかのぼって、録画を開始します。

- 解像度：
- 映像の解像度を 4CIF （704×576/480）、2CIF （704×288/240）、または CIF （352×288/

240）に設定します。
- 画質

- 録画品質設定を 「高」「中」または 「標準」に設定します。
- フレームレート：

- 映像のフレームレートを 25/30、12.5/15、6.25/7.5、3.125/3.75、または 1/1 ips （1 秒あ
たりの画像数）に設定します。

- 音声録画：
- オンにすると、音声録音が有効になります。

- 音質：
- 音質を 「高」「中」または 「標準」に設定します。

注意：
画像の圧縮効率を 大限まで高めるために、カメラを正しい位置に設定し、十分な光量を確保して
カメラノイズを少なくしてください。 また、風などの影響で揺れたりしないように、カメラはしっ
かりと固定してください。
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3.4.2 接点入力
設定項目は ［通常］タブとほとんど同じです。 接点入力録画には、さらに別の項目があります。
- 接点入力録画：

- 指定時間－イベントが開始してから設定した時間だけ録画します。
- イベント発生中および完了後－イベントが発生している間と、イベント完了後、「期間」

で設定した時間を録画します。
- イベント発生中－イベントが発生している間だけ録画します。
- 録画しない

                        
- 範囲は分と秒単位で設定します。

3.4.3 動体検出
設定項目は ［通常］タブとほとんど同じです。 接点入力録画には、さらに別の項目があります。
- 動体検出録画：

- 指定時間－イベントが開始してから設定した時間だけ録画します。
- 録画しない

- 範囲は分と秒単位で設定します。

注意：
［通常］タブで ［イベント発生中］の録画を選択すると、イベント発生前の時間は接点入力および
動体検出の録画にも適用されます。

3.5 接点入力
［接点入力］メニューでは、アラーム入力とリレー出力を設定します。

3.5.1 接点入力
初期設定では、すべての接点入力は NO 接点 （常に開）になっています。 必要に応じて、NC 接点
として機能させる接点入力を強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択さ
れます）。

3.5.2 リレー出力
初期設定では、すべての接点入力は NO 接点 （常に開）になっています。 必要に応じて、NC 接点
として機能させるリレー出力を強調表示します。

3.5.3 接点入力のプロパティ
16 個の接点入力には、それぞれ名前とプロフィール上書きモードを割り当てることができます。

プロフィールの上書き
アラームが入力されると、プロフィールは無効となります （上書きされます）。 アラーム入力のモ
ードには、3 種類あります。
- 上書きなし （初期設定）
- イベント発生中：イベントが発生している間、アラームを入力するモードです。この間、プロ

フィールは無効になり、異なる動作が優先されます （プロフィールの上書き時間は設定できま
せん）。

- 指定時間：アラームが入力されると、「上書き時間」で設定した時間だけプロフィールが無効
になります。

プロフィールの上書きを設定すると、6 種類のプロフィールから上書きするプロフィールを選択し、
上書き時間を設定します。
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3.6 動体検出
対象となるアナログ映像入力に対応する番号のタブを選択して、動体検出を設定します。 IP チャン
ネルからの動体検出も可能ですが、その場合、ネットワークカメラまたはエンコーダー （動体検出
付き）の設定ツールで、ネットワークカメラまたはエンコーダーが表示領域全体をカバーするよう
に設定しておく必要があります。
1. ［動体検出領域］のプレビュー画面で、ラジオボタンを選択して感知領域を設定します。 いず

れかをクリックします。
- 追加－動体検出領域の指定や拡大を行います。
- 削除－画面上の動体検出領域の消去や縮小を行います。
- 切り替え－プレビュー画面で指定されている領域のモードを切り替えます （アクティブ →

非アクティブ、非アクティブ → アクティブ）。
2. 領域全体を有効にしたり、解除したりするには、次のいずれかのオプションを選択します。

- ［すべて選択］を選択すると、動体検出領域全体が有効になります。
- ［すべてクリア］を選択すると、動体検出領域全体を解除します。
- ［グリッドを表示］をオンにすると、グリッドの枠線が表示されます。

3. ［トリガーレベル］スライダーを調整して、動体検知の感度を設定します。 スライダーを右に
スライドさせると感度が高くなり、左にスライドさせると感度は低くなります。トリガーレベ
ルを も高く設定すると、わずかな動きでも検出されるようになります。

4. ［動体検出インジケーター］は、検出された動きを視覚的に表示します。
5. ［インジケーターのクリア］を選択すると、インジゲータの 高レベルに設定されていたイン

ジゲータのレベルがリセットされます。

注意：
動体検出をスムーズに動作するためのヒント 
- 領域の感度は、動体検出領域のサイズによって変化します。 小さい被写体を検出する場合は、

動体検出領域を小さくし （高感度）、大きい被写体を検出する場合は、動体検出領域を大きく
します （低感度）。 

- カメラ画像のノイズの影響により、特に小さい被写体を検出しようとすると、動体検出が間違
って検出されることがあります。 ノイズのない画像になるよう、カメラを正しくセットアップ
して、十分な光量を確保してください。 

- また、風などの影響で揺れたりしないように、カメラはしっかりと固定してください。

3.7 テキストデータ
テキストデータを入力するためのブリッジまたはターミナルを設定します。
- ポート：デバイスのポート情報を入力します。
- デバイスの追加：入力欄をクリックして、デバイスの IP アドレスを入力します。
- 設定：選択したデバイスの設定を変更します。
- 削除：リストからデバイスを選択して ［削除］をクリックすると、そのデバイスが削除されま

す。

注意：
このオプション機能は、ソフトウェアライセンスを取得している場合のみ使用できます。 25 ページ
のセクション 4.12.2 「ライセンス」を参照してください。
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3.8 イベント
［イベント］メニューでは、接点入力、動体検出、または映像断に関する動作を設定できます。 イベ
ントに関する通常の動作もこのメニューで設定します。 6 種類のプロフィールには、それぞれ ［全
般］、［接点入力］、［動体検出］、および ［映像断］タブがあります。

3.8.1 全般
アラームの自動確認
- アラームを自動的に確認する場合にオンにします。 初期設定ではアラームがオフになっている

ので、手動で確認する必要があります。

アラーム継続時間
- アラーム発生後の出力リレーと警告音の継続時間を 1 ～ 59 秒の範囲で設定します。

アラーム発生時の警告音
- アラームの発生時に警告音を鳴らします。

映像断発生時に警告音
- 映像断発生時に警告音を鳴らします。

プロフィール開始時の動作
［編集 ...］をクリックし、プロフィールが開始されたときの PTZ カメラのプリセットポジションを
指定します。 
- 各 PTZ カメラのプリセットポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （対応するカメ

ラ入力の PTZ を有効にする必要があります）。
設定した動作がリストに表示されます。

3.8.2 接点入力
イベント動作は、16 チャンネルの入力接点ごとに設定します。
- 接点入力時、イベントを動作させるには、［有効］をオンにします。
- 接点入力時、アラームを動作させるには、［アラーム］をオンにします。

動作の設定
［編集 ...］をクリックし、接点入力時に起動させる ［録画］、［モニター］、［PTZ］の動作を設定
します。 
- 録画：接点入力時に起動する録画設定で、録画される映像チャンネルを強調表示します （番号

のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。 選択したチャンネルとその録画プロ
パティのリストが表示されます。

- モニター：接点入力時、モニター A およびモニター B に表示される映像チャンネルを強調表示
します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。

- PTZ：各 PTZ カメラのプリセットポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （該当する
カメラ入力で PTZ を有効にする必要があります）。

設定した動作がリストに表示されます。
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3.8.3 動体検出
動体検出のイベント動作は、映像チャンネルごとに設定します。
- 動体検出時、イベントを動作させるには、［有効］をオンにします。
- 動体検出時、アラームを動作させるには、［アラーム］をオンにします。

動作の設定
［編集 ...］をクリックし、動体検出時に起動させる ［録画］、［モニター］、［PTZ］アクションを
設定します。 
- 録画：動体検出時に起動する録画設定で、録画される映像チャンネルを強調表示します （番号

のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。 選択したチャンネルとその録画プロ
パティのリストが表示されます。

- モニター：接点入力時、モニター A およびモニター B に表示される映像チャンネルを強調表示
します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。

- PTZ：各 PTZ カメラのプリセットポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （該当する
カメラ入力で PTZ を有効にする必要があります）。

設定した動作がリストに表示されます。 

3.8.4 映像断
映像断発生時のイベント動作は、映像チャンネルごとに設定します。
- 映像断発生時にイベントを動作させる場合は、各映像チャンネルで ［有効］をオンにします。
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3.9 ネットワーク
3.9.1 設定－全般

- ネットワーク内で使用する ［レコーダー名］を入力します。
- ［自動検出］をオンにすると、Divar レコーダーを自動的に検出して、IP アドレスを読み取るこ

とができます。
- ［（DNS 情報を自動取得］をオフにした場合は、DNS サーバーのアドレスを入力します。
- 必要に応じて、初期設定の ［HTTP ポート］（80）を新しい値に変更します。

3.9.2 設定－接続
セカンダリーポートを使っている Divar レコーダーの場合、セカンダリーポートとプライマリポート
の設定項目が表示されます。
- ［DHCP］をオンにすると、DHCP サーバーによって IP アドレス、サブネットマスク、デフォ

ルトゲートウェイが自動的に割り当てられます。 これらの項目には実際の値が表示されます。
- ［DHCP］をオフにした場合は、［IP アドレス］、［サブネットマスク］、［デフォルトゲートウ

ェイ］のアドレスを入力します。
- ［MAC アドレス］は読み取り専用で、イーサネットアダプターの MAC アドレスが表示されま

す。
- ［接続］には、ネットワーク接続のステータスが表示されます。 
- ［帯域幅制限］に 0.1 ～ 100Mbps の値を入力して、ネットワークの帯域幅を制限します。

3.9.3 IP アドレスの範囲
- アクセスを許可する IP アドレスの範囲を 8 桁で入力します。
- 単一の IP アドレスを設定する場合は、開始アドレスと終了アドレスに同じ値を入力してくださ

い。 開始アドレスと終了アドレスに異なるアドレスを入力すると、IP アドレスの範囲が指定さ
れます。

IP アドレスが指定された範囲内のもので、Divar Control Center または Divar Configuration Tool がイ
ンストールされたワークステーションのみ、本機にアクセスできます。

3.9.4 モニターストリーミング
リモートモニターストリーミング機能を使って、モニター出力 A とモニター出力 B のいずれかまた
は両方を、アナログ映像入力経由でストリーミングすることができます。 この機能の主な特長は、1
つの映像信号を使うだけでマルチスクリーン画像をリモートで確認できるということです。そのた
め、限られたネットワーク帯域幅とコンピューターのリソースしか必要としません。
アナログ映像入力は、それぞれ次のように設定します。
- カメラ入力 （初期設定）。
- ストリーミング出力 B （入力はモニター出力 B のストリーミングに使われます）。
- ストリーミング出力 B （入力はモニター出力 B のストリーミングに使われます）。

注意：
モニターストリーミングに使用するチャンネルは ［録画］タブで録画を無効にしてください。

3.10 ストレージ
［ストレージ］メニューでは、ハードディスクに関する情報を確認できます。
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3.10.1 ディスクセット
［アクティブなディスクセットのプロパティ］の設定内容は、起動しているすべてのハードディスク
に適用されます。
- ［セット内のディスク］には、使われているハードディスクが表示されます。
- ［ディスクセットを書き込み保護］には、ディスクセットが読み取り専用になっているかどう

かが表示されます。 ［変更］をクリックすると、別のモードに切り替えることができます。
- ［RAID］（Redundant Array of Independent Disks）をオンにすると、録画映像の処理の高速化

や安全性を高めるための冗長ストレージ構成 （RAID 4）が起動します。 RAID4 を起動するに
は、本機にハードディスクを 4 台取り付けて、それぞれのハードディスクごとに RAID ライセ
ンスを取得しておく必要があります。 RAID 4 を起動すると、映像録画用のハードディスク容量
は、ハードディスク 3 台分になります。 4 台目のハードディスクは、パリティ情報の記録用に
使われます。 
4 台のハードディスクのいずれかが故障しても、データが失われることはありません。 RAID 4
は無効になりますが、映像データの録画は 3 台のハードディスクで継続されます。 故障したハ
ードディスクを交換すると、通常の動作を継続したまま、新しいハードディスクにも映像デー
タが録画されます （通常、このプロセスには約 24 時間かかります）。

- 上書きされるまでの日数－ハードディスクの空き容量が無くなると、自動的に一番古い録画映
像から順に新しい録画映像が上書きされます。 必要に応じて、ハードディスクの空き容量が無
くなる前に強制的に録画データを上書きするよう設定することもできます （たとえば、法律上
の規定に従う場合など）。

- ハードディスクの容量は、ギガバイト （GB）単位で表示されます。

3.10.2 ディスク
使用中
有効なハードディスクのうち、起動しているハードディスクのプロパティを表示します。
- ハードディスクの容量は、ギガバイト （GB）単位で表示されます。
- ハードディスクを削除するには、［削除］をクリックします。
- リストから該当するハードディスクをクリックして選択します。

- ［プロパティ］をクリックすると、選択したハードディスクのステータスが表示されま
す。

すべてのディスク
使用できるすべてのハードディスクがリストに表示されます。 
- ［内蔵ディスク］を選択すると、内蔵ハードディスクのリストと、その容量がギガバイト

（GB）単位で表示されます。
- iSCSI 接続されているハードディスクの場所も表示されます。 リストにハードディスクを追加

または削除するには、［ディスク追加］または ［ディスク削除］をクリックします。
- ［ディスク追加］を選択してポップアップ画面が表示されたら、追加する iSCSI アレイの

IP アドレスとポート番号を入力します。
- リストから該当するハードディスクを選択して ［プロパティ］をクリックすると、選択したハ

ードディスクのステータスが表示されます。

3.10.3 サービス
- ［次の日付より古い録画映像を削除 ...］－指定した日付より古い録画映像を削除するためのサ

ブメニューを表示します。
- ［すべての録画映像を削除］－起動しているハードディスク内にあるすべての録画映像を削除

します （保護されているドライブ内の映像データも削除されます）。
- ［録画を一時停止 ...］－すべての録画を指定した時間だけ一時停止します。
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3.11 ユーザー
3.11.1 全般

- デフォルトユーザーを設定します。 電源投入時には、デフォルトユーザーで本機にログオンし
ます。

3.11.2 Administrator
- ［ユーザー名］を 16 文字以内で入力します。
- ［パスワード］を 12 文字以内で入力します。
- ［ローカルログオンを許可］をオンにすると、ローカルアクセスが有効になります （常に有効

になります）。
- ［リモートログオンを許可］をオンにすると、リモートアクセスが有効になります。
- ［自動ログオフ］をオンにすると、操作しない状態が 3 分間続いた場合に、自動的にログオフ

するようになります。

3.11.3 ユーザー 1 ～ 7
7 個のタブを使って 大 7 人のユーザーを設定できます。
- ［ユーザー名］を 16 文字以内で入力します。
- ［パスワード］を 12 文字以内で入力します。
- 該当するチェックボックスをオンにして、それぞれのユーザー権限を設定します。
- ［制御権］タブから、カメラの映像表示、カメラ制御、カメラプリセットポジション機能、リ

レー制御の実行権限を設定します。

3.12 システム
3.12.1 シリアルポート

KBD
KBD 設定は次の場合に行います。 
- 複数の Diva レコーダーを 1 つのキーボードで制御する場合、各 Divar レコーダーに 1 ～ 16 の

ID 番号を設定します。
- 先頭のカメラ番号を設定して、マルチ Divar システムを作成します （Divar 1 にカメラ 1 ～ 16

を割り当てて、Divar 2 にカメラ 17 ～ 32 を割り当てるなど）。
- キーボード拡張ユニットを使って複数のキーボードで Divar を制御する場合は、各キーボード

のアクセス権限を設定します。

COM ポート
COM ポートは、メンテナンスや統合時に使用します。

3.12.2 ライセンス
一部のオプション機能は、ソフトウェアライセンスを取得しないと起動することができません。
- ［MAC アドレス］には、本機の MAC アドレスが表示されます。 以下のサイトでアクティベー

ションキーを取得する際、MAC アドレスと有効なライセンス番号が必要になります。
https://activation.boschsecurity.com
ライセンス番号とアクティベーションキーの取得方法は、Divar ライセンスの購入時に配布する
書面に記載されています。

- ［インストールされているキー］には、システムにすでにインストールされているすべてのラ
イセンスキーが表示されます。

- ［インストールキー］をクリックして、新しいライセンスアクティベーションキーを入力しま
す。

- ［使用可能な機能］には、インストールされているすべてのオプション機能が表示されます。



22 ja | 設定 Divar Configuration Tool

AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11 操作マニュアル Bosch Security Systems

3.12.3 ログ作成
ログに記録する項目を選択します。
- 接点入力ログ
- 動体検出ログ
- リモートアクセスログ

3.13 モニターの設定
［モニターの設定］サブメニューには、モニター A とモニター B の設定が表示されます。

モニター A の設定
（または）
モニター B の設定
［背景の透過表示］を選択すると、メニューの背景にカメラ映像が透過表示されます。 
分割画面の境界線の色を選択します （黒、白、灰色）。

マルチモード
表示するマルチスクリーンを選択します。

イベント表示
［接点入力イベント］、［映像断アラーム］、または ［動体検出イベント］をオンにすると、これら
のイベントが画面に表示されます。
［表示時間］で、これらのイベントの表示時間を設定し （アラームイベント以外のイベントのみ）、
イベントのリストに表示する行数を入力します。

シーケンスリスト
［シーケンス移行時間］スライダーを使用して、次のカメラの画像に移行するまでの時間 （1 ～ 60
秒）を選択します。
［＋］ボタンを使用して、カメラ入力をシーケンスリストに移動します。 ［上へ移動］または ［下
へ移動］矢印ボタンを使用して、シーケンス動作順を変更します。 - を使用すると、シーケンスリス
トから項目を 1 つずつ削除できます。
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