
Divar Control Center
Divar Series

ja 操作マニュアル





Divar Control Center  | ja 3

Bosch Security Systems 操作マニュアル AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11

目次

1 概要 5
1.1 はじめに 5
1.2 システム要件 5
1.2.1 ソフトウェアのインストール 5
1.2.2 ファームウェアアップグレード 6
1.2.3 基本的な操作 6

2 ライブ操作 7
2.1 ログオン方法 7
2.2 ライブ映像画面 9
2.3 上部ボタンバー 10
2.3.1 Divar レコーダー（複数台）のライブ映像表示 10
2.3.2 Divar レコーダー（1 台）の再生 10
2.3.3 カメラビュー 10
2.3.4 静止画の保存 11
2.3.5 簡易再生 11
2.3.6 音声 11
2.3.7 ［設定］ボタン 11
2.3.8 モニターストリーミングモード 12
2.3.9 ［ヘルプ］ボタン 12
2.3.10 ［ログオフ］ボタン 12
2.4 Divar レコーダー、カメラ、グループ、およびビューの選択 13
2.4.1 コンテキストメニュー 13
2.4.2 ドロップダウンメニュー 13
2.4.3 システム管理アイコン 13
2.4.4 グループの管理 14
2.4.5 ビューの作成 14
2.5 アラームおよび動体検出イベントの確認 15
2.6 ステータス情報の確認 15
2.7 カメラを分割画面に割り当てる 16
2.7.1 分割画面アイコン 17
2.8 カメラの制御 17
2.9 出力リレーをアクティブにする 18

3 再生操作 19
3.1 再生画面 19
3.2 上部ボタンバー 20
3.2.1 1 画面またはマルチスクリーンビューの選択 20
3.2.2 テキストの表示 20
3.2.3 静止画の保存 20
3.2.4 表示画面のサイズの選択 20
3.2.5 音声 20
3.3 カメラの選択 21
3.4 再生コントロールの使いかた 22
3.5 ［概要］タブ 22
3.5.1 「 古」と「 新」の録画時刻 22



4 ja | Divar Control Center

AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 操作マニュアル Bosch Security Systems

3.5.2 選択した録画映像の日時範囲 22
3.5.3 タイムラインのスケール 23
3.5.4 タイムライン表示 23
3.5.5 日時軸 23
3.5.6 録画映像の選択 23
3.5.7 ディスクの空き容量（Divar Classic のみ） 23
3.6 ［検索］タブ 24
3.6.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻 24
3.6.2 検索範囲の設定 24
3.6.3 開始日時のみを指定して再生 24
3.6.4 カメラの選択 24
3.6.5 イベントの検索 25
3.6.6 検索開始 25
3.6.7 検索結果 25
3.7 ［スマートモーション］タブ 26
3.7.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻 26
3.7.2 検索範囲の設定 26
3.7.3 開始日時のみを指定して再生 26
3.7.4 カメラの選択 26
3.7.5 検索方向 26
3.7.6 感度 27
3.7.7 ［スマートモーション］タブ 27
3.7.8 グリッドを表示 27
3.7.9 検索開始 27
3.7.10 検索結果 27
3.8 ［テキスト］タブ 28
3.8.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻 28
3.8.2 検索範囲の設定 28
3.8.3 開始日時のみを指定して再生 28
3.8.4 カメラの選択 28
3.8.5 指定した文字列で検索 28
3.8.6 大文字 / 小文字を区別 29
3.8.7 検索結果 29
3.9 ［保護］タブ（Divar Classic のみ） 29
3.9.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻 29
3.9.2 使用済みのディスク容量 30
3.9.3 検索範囲の設定 30
3.9.4 保護されている録画の検索 30
3.9.5 検索結果 30
3.10 録画映像について 30
3.10.1 認証チェック 30
3.10.2 録画映像のエクスポート 31
3.10.3 録画映像の削除 31
3.10.4 録画映像の保護設定（Divar Classic のみ） 31
3.10.5 録画映像の保護設定解除（Divar Classic のみ） 31



Divar Control Center 概要 | ja 5

Bosch Security Systems 操作マニュアル AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11

1 概要

1.1 はじめに
Divar Control Center は、Divar 700 シリーズや Divar XF レコーダー、Divar Classic レコーダーを PC
からリモート制御するためのアプリケーションです。 ネットワークに接続された任意の Divar レコー
ダーを制御することができ、 大 8 ユーザー（同時接続は 5 ユーザーまで）のマルチアクセスに対
応しています。 複数の Divar レコーダーを同時に制御できます。

また、リモートでライブ画像を表示、検索、再生したり、システム設定も行うことができます（権
限が与えられたユーザーのみ）。 リモート制御機能には、カメラのパン、チルト、およびズーム

（AutoDome フルコントロールを含む）と、映像の保存機能があります。 また、レコーダーのオンラ
インステータスも確認できます。

Configuration Tool を使った Divar レコーダーのセットアップは、パスワード保護を使って制限をか
けることができます。 使用できる機能をリモートユーザーごとに制限することもできます（映像の保
存を制限するなど）。 詳細については、Divar レコーダーのユーザーマニュアルを参照してください。
録画映像の検索および再生も、リモートユーザーが直接行えないよう設定することもできます。 本マ
ニュアルでは、ユーザーが使用できるすべての機能を説明していますが、機能によっては一部の
ユーザーや一部のモデルでしか使用できないものもあります。

付属の Archive Player を使用すると、必要条件を満たした Windows PC があれば追加ソフトウェア
をインストールしなくても保存した録画映像を確認することができます。 すべての録画には認証コー
ドが埋め込まれています。 このため、信頼性チェックを実行して不正行為を防ぐことができます。

1.2 システム要件
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。
Divar Control Center および Divar Archive Player の推奨する PC 必要条件は以下のとおりです。
- CPU：Intel Pentium DualCore 3.0GHz 相当
- RAM メモリー：2048MB
- 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 8600 以上
- ビデオメモリー：256MB
- ネットワークインターフェース：10/100-BaseT

注意：
Divar Control Center で表示されるカメラ映像には、9MB のビデオメモリーがそれぞれ割り当てられ
ます。 マルチスクリーンビュー用のビデオメモリーが足りない場合は、警告メッセージが表示され、
マルチスクリーンが表示されません。

1.2.1 ソフトウェアのインストール
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 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、インストールを行います。

プログラムの起動
インストールが完了したら、デスクトップウィンドウの Divar Control Center アイコンをダブルク
リックして、プログラムを起動します。 または、タスクバーの［スタート］―［すべてのプログラ
ム］―[Divar Control Center] を選択します。
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1.2.2 ファームウェアアップグレード
ファームウェアアップグレードは、定期的にリリースされています。 更新については、Bosch 
Security の Web サイトで確認してください。

                  注意：
                
Divar Control Center を新しいバージョンにアップグレードすると、旧バージョンでエクスポートし
た設定のバックアップファイルは、新しいバージョンでは使用できなくなります。 Divar Control 
Center の既存の設定は、アップグレードの過程で新しいバージョンに自動的に移行されます。 新し
いバージョンに移行したら、バックアップファイルから設定を復元できるよう、設定をエクスポー
トしてバックアップファイルを作成してください。

1.2.3 基本的な操作
アイコンの色について
- 無効な機能は淡色表示されます。
- アクティブな選択項目やボタンを押した状態のときは、黄色で強調表示されます。

カレンダー画面
カレンダーアイコンをクリックすると、カレンダー画面が表示され、日付を入力できます。
- 矢印キーをクリックすると、月を変更できます。
- 日付をクリックすると、選択した値が入力された状態で［日付］ボックスに戻ります。
-

                      ESC キーを押すと、日付を変更せずに画面が閉じます。

リスト
- リストで列の見出しをクリックすると、その列の項目を基準にリストを並べ替えることができ

ます。
- もう一度クリックすると、リストが逆順で並べ替えられます。
- リストが長くて画面におさまらない場合は、スクロールバーを使用してリストをスクロールし

ます。

プログレスバー
- プログレスバーは、実行中のタスクが完了するまでに時間がかかる場合に表示されます。
-

                      ［キャンセル］をクリックすると、タスクが停止します。

確認画面
元に戻せない操作を選択すると、確認ウィンドウが表示されます。
- 操作を続行するには、［はい］をクリックします。
- 操作を中止するには、［キャンセル］をクリックします。

エラー画面
エラーが発生すると、エラーウィンドウが表示されます。
- エラー通知を解除するには、［OK］をクリックします。

更新
設定値とステータス表示を更新します。

リストの展開／非表示
システム管理画面では、ツリー構造のアイコンの横に［+］または［-］が表示されます。 ［+］をク
リックするとリストが展開され、［-］をクリックするとリストが非表示になります。
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2 ライブ操作

2.1 ログオン方法
Divar Control Center の初回起動時、ユーザー名とパスワードの入力ボックスは空欄です。 デバイス
リストにも何も表示されません。 1 台または複数の 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 レコーダーをリストに追加したり、リストから削除するには、［Divar リストの編集］画面を表
示します。 選択した Divar レコーダーの名前と IP アドレスもこの画面で変更できます。
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. 追加する Divar レコーダーを選択します。
3. ［OK］をクリックして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。
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［セットアップ］メニューで設定されていま
す。 必要に応じて、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。

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. ［OK］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. 削除する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 Control Center 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 ログオン画面に表示される Divar レコーダーのリスト
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特定の Divar レコーダーにログオンするには、次の手順に従って操作します。
1. ログオンする Divar レコーダーの横にあるボックスをチェックして選択します。

- をクリックすると、リストにあるすべての Divar レコーダーが選択されるか、すべての
Divar レコーダーの選択が解除されます。

- ログイングループが設定されている場合、このグループを選択すると、グループに登録さ
れている Divar レコーダーにログインできます。

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 レコーダーで設定されています。 Divar レコー

ダーへアクセスできない場合、管理者に確認してください。
- ［ログオン情報を保存する］をオンにすると、次の Divar Control Center の起動時、ユー

ザー名とパスワードが自動的に入力されます。 管理者パスワードは保存されません。
3. ［ログオン］をクリックします。
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2.2 ライブ映像画面
ログインすると、ライブ映像画面が表示されます。 これがメイン画面になります。 

図 2.2 ライブ映像画面

メイン画面は、次の 5 つの領域で構成されます。 
- 上部ボタンバー：画面制御とシステム設定用のボタンが表示されます。 
- サイドバー：システム管理、カメラ制御、リレー制御用のコントロールが表示されます。
- 画像表示領域：カメラや Divar レコーダーから出力されるライブ映像が表示されます。
- ステータス画面：接続されているすべての Divar レコーダーのライブステータス情報が表示さ

れます。
- ステータス画面のボタン、アラームや動体検出アイコン。

画面の左上にある Divar Control Center  アイコンをクリックすると、画面のサイズを調整したり、
アプリケーションを閉じたり、システム設定を選択したりすることができます。
システム設定を変更するには、次の手順に従って操作します。

1. Divar Control Center  アイコンをクリックして［設定 ...］を選択します。
- システム設定ダイアログ画面が開きます。

2. 設定したい項目の横にあるボックスをチェックします。
- 指定したアラームで PC の警告音を鳴らしたり、画面のサイズを 大にしたりすることが

できます。
3. シーケンス表示で次の映像に切り替わるまでの時間を 5 ～ 60 秒の範囲で設定します。
4. ［OK］をクリックして変更内容を保存して終了するか、［キャンセル］をクリックして設定を変

更せずに画面を閉じます。
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2.3 上部ボタンバー
2.3.1 Divar レコーダー（複数台）のライブ映像表示

［ライブ］  をクリックすると、ライブ映像画面が表示されます。 この画面では、次の操作を行う
ことができます。
- ライブ映像を表示する
- マルチスクリーン表示を切り替える
- カメラを分割画面に割り当てる
- 分割画面の簡易再生画面を表示する
- 分割画面の静止画を保存する
- カメラを制御する
- レコーダーのステータスとアラーム状態を監視する
- ネットワーク上の別の Divar レコーダーにログインする
- グループと映像表示に関する設定を行う

2.3.2 Divar レコーダー（1 台）の再生
［再生］  をクリックすると、再生画面が表示されます。 すべての録画映像の概要をグラフィック
形式のタイムラインで確認したり、イベントを条件に録画映像を検索して再生したりすることがで
きます。

2.3.3 カメラビュー
表示モードを切り替えるには、カメラビュー  アイコンのいずれかをクリックして、
カメラの表示設定を変更します。
- 全画面、4 分割画面、9 分割画面、16 分割画面のマルチスクリーンモードから選択できます。

シーケンスモードを選択するには、シーケンス  アイコンをクリックしてカメラリストのシーケ
ンス表示を開始します。
- ［システム管理］画面でグループを選択すると、そのグループに属しているすべてのカメラ（サ

ブグループのカメラは対象外）がシーケンス表示されます。
- ［システム管理］画面でビューまたはカメラを選択すると、シーケンス表示はできません。
- ［システム管理］画面で Divar レコーダーを選択すると、Divar レコーダーに登録されているす

べてのカメラが全画面でシーケンス表示されます。
- シーケンスの表示時間は、Divar Control Center のシステム設定で指定した時間となります。
複数の項目を選択するには、Ctrl キーを押しながら追加項目を選択します。

マルチスクリーン表示
サポートされる映像入力の数に応じて、複数のマルチスクリーン表示が行えます。 現在の表示は、選

択されているマルチスクリーン アイコンの番号によって示されます。
マルチスクリーンの分割画面には、カメラを個別に割り当てることができます。

- 分割画面を手動で切り替えるには、マルチスクリーン  アイコンをクリックします。
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2.3.4 静止画の保存
全画面表示しているカメラ画像を、静止画で PC のハードディスクにビットマップ形式で保存しま
す。
分割画面に表示されているカメラ画像を PC のハードディスクに保存するには、次の手順に従って操
作します。

1. 全画面  アイコンをクリックして 1 台のカメラの画像を表示します。

2. 静止画  アイコンをクリックします。
- ［静止画］ポップアップが表示されます。

3. 保存先を変更するには、画像データを保存する場所を入力します。
4. ファイル名を変更するには、新しいファイル名を入力します。
5. ［保存］をクリックします。
静止画はカメラ映像と同じ解像度で保存されます（CIF、2CIF、または 4CIF。録画設定により異な
ります）。 画像の下には認証情報が表示されます。

2.3.5 簡易再生
特定のカメラで録画された映像を現在時刻の 1 分前から表示するには、次の手順に従います。
1. 再生したいカメラの分割画面をクリックします。

2. 簡易再生  アイコンをクリックします。
- 新しい画面が表示され、選択したカメラで録画された映像が現在時刻の 1 分前から再生さ

れます。
- ［簡易再生］画面の下にあるボタンをクリックすると、再生の制御や静止画の保存が行え

ます。
- ［簡易再生］画面の右上隅にある［閉じる］をクリックすると、画面が閉じます。

［簡易再生］画面は、［システム管理］画面でカメラを右クリックして表示されるメニューから［簡
易再生］を選択して表示することもできます。

2.3.6 音声
［音声］  をクリックすると、音声ストリーミングのオン／オフを切り替えたり、音量を調整した
りすることができます。 オンにすると、選択した分割画面の音声が再生されます（音声が録音されて
いる場合）。

2.3.7 ［設定］ボタン
［設定］  をクリックすると、設定ツールプログラムが起動します。 このプログラムを使用すると、
サポート可能なデバイスのすべての設定をセットアップできます。 ［ログオン］ダイアログボックス
が表示され、Configuration Tool がインストールされているデバイスが表示されます。 Configuration 
Tool は、［システム管理］画面でレコーダーを右クリックして表示されるメニューの［設定］を選択
して起動することもできます。 このプログラムにアクセスするには権限が必要です。
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2.3.8 モニターストリーミングモード
をクリックすると、モニターストリーミングチャンネルを再生しながら Divar レコーダーを直接

制御できます。 モニターストリーミングチャンネルで再生されている間は、表示モードによって、表
示中のモニターの映像を直接制御できます。

図 2.3 ［モニターストリーミング］画面

2.3.9 ［ヘルプ］ボタン
トピックに関するヘルプを参照するには、［ヘルプ］  をクリックします。 ポップアップ画面が表示
されます。

2.3.10 ［ログオフ］ボタン
［ログオフ］  をクリックすると、接続されているすべての Divar レコーダーの接続を切断します。 
ログオフの画面が表示されます。 別の Divar レコーダーを選択して接続するか、［キャンセル］をク
リックしてプログラムを終了します。
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2.4 Divar レコーダー、カメラ、グループ、およびビューの選択
ライブモードでは、［システム管理］画面で、Divar レコーダーを選択して接続済みのカメラのリス
トを表示したり、カメラやビューのグループをセットアップしたり、そのグループを呼び出したり
することができます。 これらの項目はツリー構造で表示されます。 ［+］をクリックするとリストが
展開され、［-］をクリックするとリストが非表示になります。 

図 2.4 ［システム管理］画面

2.4.1 コンテキストメニュー
ツリーで任意の項目を右クリックすると、タスクメニューが表示されます。
- ［ログイングループの表示］または［論理グループの表示］の横のボックスにチェックを入れる

と、それらの項目がツリー構造で表示されます。
- 新しいツリー構造をファイルに保存します（［システムツリーの保存］）。
- 保存したツリー構造をディスクに読み込みます（［システムツリーの読み込み］）。
- 新しいグループやビューの作成、名前の変更、または削除を行います（14 ページのセクション

「2.4.4  グループの管理」を参照）。
- 論理グループをコピーします（［別名で保存 .  .］を選択します）。
- 接続されている Divar レコーダーまたは Divar レコーダーのグループ全体にログインまたはロ

グオフします。
- 特定の Divar レコーダーを設定します。
- 特定の Divar レコーダーのアラームを確認します。
- 任意のカメラの簡易再生を開始します。
- 選択した Divar レコーダー、カメラ、またはビューのプロパティを表示します。

2.4.2 ドロップダウンメニュー
上位のグループを選択するには、ドロップダウンメニューからグループを選択します（タスクメ
ニューで［論理グループの表示］が選択されていることを確認します）。

2.4.3 システム管理アイコン
使用可能な Divar レコーダー－ネットワーク上で定義されているすべての Divar レコーダーのリ

ストが表示されます。

単一レコーダー－ログイン状態のときは名前が太字で表示されます。

使用可能なカメラ－レコーダーに接続されているカメラが表示されます。 接続されているカメラ
の名前は太字で表示されます。

制御可能なカメラ－ Divar レコーダーに接続されている、リモート制御可能なカメラが表示され
ます。

モニターストリーミングチャンネル－モニターストリーミングに使用されるカメラが表示されま
す。

グループ－グループが表示されます。
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ビュー－ビューが表示されます。

2.4.4 グループの管理
グループは、Divar レコーダー、カメラ、または表示画面数をグループ化することで、簡単な操作で
映像を確認できるようにします。たとえば、建物にあるすべての Divar レコーダーをグループとして
まとめたり、建物の 1 つのフロアにあるすべてのカメラをグループとしてまとめたりすることがで
きます。 グループは入れ子構造で作成でき、グループ名を選択するだけで、グループ内の Divar レ
コーダーやカメラを呼び出すことができます。 ビューはグループに配置されます。
新しい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. 新しいグループを配置したい場所をツリー内で選択します。

- 上位のグループを作成するルートアイコンを選択します。
- 新しいグループを既存のグループの下に配置することもできます。

2. ツリー項目を右クリックして、［グループの追加］を選択します。
3. 新しいグループの名前を入力します。
4. この手順を繰り返して必要なグループを追加します。
5. そのグループに配置する Divar レコーダー、カメラ、ビューをドラッグアンドドロップします。
グループを削除するには、次の手順に従います。
1. 削除するグループを選択します。
2. グループを右クリックして、［削除］を選択します。

- このグループに属するすべてのサブグループとビューも削除されます。
グループをコピーするには、次の手順に従います。
1. コピーするグループを選択します。
2. グループを右クリックして、［別名で保存 .  .］を選択します。

- 新しいグループの名前を入力します。

2.4.5 ビューの作成
ビューはカメラと分割画面の割り当てをセット化したもので、簡易ライブ表示のときに使用できま
す。 ビューは常にグループ内に配置されます。 ビューは、建物のエントランスを表示するすべてのカ
メラをグループ化して表示したいときなどに便利な機能です。
ビューを作成するには、次の手順に従って操作します。

1. カメラビュー  アイコンのいずれかをクリックし、画面数を選択します。
2. カメラを分割画面に割り当てます。

- カメラは別のレコーダーに接続することができます。
3. 新しいビューを配置するグループを選択します。
4. グループを右クリックして、［ビューの追加］を選択します。
5. 新しいビューの名前を入力します。
6. 特定の分割画面表示を呼び出す場合は、ビュー名をクリックします。
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2.5 アラームおよび動体検出イベントの確認
［システム設定］メニューでこの機能を設定すると、アラーム条件に応じて PC の警告音を鳴らした
り、 小化表示していた Control Center 画面をポップアップ表示したりします。 アラームの詳細を確
認する前に、該当するアラーム映像を確認してください。 Divar レコーダーは、アラームを自動的に
認識するように設定できます。設定しておくと、ユーザーはアラーム発生時、何も操作する必要は
ありません。

アラーム入力または映像断アラームの確認

1. アラームが発生すると、アラーム  アイコンが点滅します。
- アラームを 1 つずつ確認するには、ステータスリスト領域でアラームメッセージをダブル

クリックします。
- Divar レコーダーに関連するすべてのアラームを確認するには、［システム管理］ツリーで

レコーダーを右クリックし［確認］を選択します。
- 接続されているすべての Divar レコーダーのすべてのアラームを確認するには、画面の右

下で点滅しているアラーム  アイコンをダブルクリックします。

2. すべてのアラームを確認すると、アラームアイコンが消え、選択できない  状態に戻ります。

アラーム発生場所の特定
アラームの発生場所は、小さいアラームアイコンが Divar レコーダーの正面に表示されることで確認
できます。また、表示されるステータスメッセージで簡単に特定できます。 アラーム発生中は分割画
面内のカメラアイコンに少し大きめのアラームアイコンが表示されます。

動体検出イベント

物体の動きが検出されると、動体検出  アイコンが点滅します。

2.6 ステータス情報の確認
画面の一番下のステータスリストには、入力アラームや動体検出イベントなど、接続されているす

べての Divar レコーダーのステータスメッセージが表示されます。 をクリックして、ステータス
リスト領域を拡大するか、非表示にします。
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2.7 カメラを分割画面に割り当てる

図 2.5 ［ライブ映像］画面－カメラを分割画面に割り当てる

マルチスクリーン表示の各分割画面には 1 台のカメラ画像が表示されます。 カメラ画像は、同時に 1
つの分割画面にしか表示できません。

カメラを分割画面に割り当てるには、カメラビュー  アイコンのいずれかをクリックして、
表示画面数を選択します。
1. 任意の Divar レコーダーを選択します。

- 必要に応じてログインします。
2. レコーダー名の横にある［+］をクリックします。

- 接続されているカメラのリストが表示されます。
3. カメラ画像を表示させる分割画面をクリックします。

- 分割画面の周囲の枠が黄色になります。
4. カメラをダブルクリックします。

- カメラ画像が選択した分割画面に表示されます。
または、カメラを分割画面にドラッグアンドドロップすることもできます。

分割画面へのカメラの割り当てを元に戻すには、［削除］  をクリックします。
- カメラの割り当てを削除すると、分割画面は空白になります。
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2.7.1 分割画面アイコン
各分割画面には、次のような 3 つのステータスアイコンがあります。

アラーム－カメラに何らかのアラームが発生している状態

動体検出－動体検出をしている状態

フレーム断－帯域幅不足が原因のフレーム断を検出している状態

2.8 カメラの制御
ユーザーは、カメラの分割画面でマウスを使用するか、［カメラ制御］に表示されるアイコンを使用
して、カメラを制御できます。

マウスを使用して画面内でパン、チルト、およびズーム動作を実行する場合
1. 操作したいカメラの分割画面をクリックして操作できる状態にします。

- カメラを操作するには、カメラの分割画面をアクティブにする必要があります。
2. 分割画面にポインターを合わせます（中央に合わせる必要はありません）。

- ポインターの矢印は、カメラの移動方向を示します。
3. マウスを左クリックし、クリックしたまま保持します。

- カメラが矢印の方向に移動します。
- カメラが目的の位置に移動したら、マウスを放します。

4. または、ポインターを目的の方向にドラッグしてカメラを移動します。
- ポインターを水平に動かすとカメラがパンし、垂直に動かすとカメラがチルトします。

5. マウスのスクロールホイールを使用して、画像をズームインまたはズームアウトします。
パン・チルトの速度は、分割画面上のポインターの位置によって変化します。 画面の端の方でクリッ
クすると速度が速くなり、中央の方でクリックすると速度が遅くなります。

パン・チルト

1. 操作したいカメラの分割画面をクリックして操作できる状態にします。
2. 上下の矢印をクリックしてそのまま保持すると、チルトします。
3. 左右の矢印をクリックしてそのまま保持すると、パンします。
4. 矢印をクリックし続けると、徐々に速度が速くなります。
5. マウスボタンを放すと、カメラの動作が停止します。

ズーム、フォーカス、アイリス

1. 操作したいカメラの分割画面をクリックして操作できる状態にします。
2. 左のズームボタンをクリックするとズームアウトし、右のズームボタンを押すとズームインし

ます。
3. 左のフォーカスボタンをクリックしてそのまま保持すると焦点距離が遠くなり、右のフォーカ

スボタンをクリックしてそのまま保持すると焦点距離が近くなります。
4. 左のアイリスボタンをクリックしてそのまま保持するとアイリスが閉じ、右のアイリスボタン

をクリックしてそのまま保持するとアイリスが開きます。
5. マウスボタンを放すと、カメラの動作が停止します。
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プリセットポジションへの移動

カメラをプリセットポジションに移動するには、次の手順に従って操作します。
1. キーボードを使って、プリセットポジション番号を入力します。
2. ［ショット］をクリックします（または入力キーを押します）。
1 ～ 6 番のボタンをクリックすると、カメラの向きが 初の 6 つのプリセットポジションのいずれ
かに移動します。

現在のカメラの向きをプリセットポジションに登録するには、次の手順に従って操作します。
1. カメラの向きを移動します。
2. プリセットポジション番号を入力します。
3. ［設定］をクリックします。

外部機器制御機能
AUX コマンドは、カメラを制御するための専用コマンドです。 AUX コマンドをオンにするには、次
の手順に従って操作します。
1. AUX 制御番号を入力します。
2. ［AUX オン］をクリックします（または入力キーを押します）。
3. AUX コマンドをオフにするには、［オフ］をクリックします。

2.9 出力リレーをアクティブにする
接続されている Divar レコーダーの出力リレーに、1 ～ 6 番の 6 つのポジション  
を割り当てることができます。 6 つのボタンのいずれかにポインターを合わせると、そのポジション
で制御する Divar レコーダーとリレーが表示されます。

番号のボタンをリレーに割り当てるには、次の手順に従って操作します。
1. いずれかの番号の［出力］を右クリックします。

- 設定画面が表示されます。
2. リストからレコーダーを選択します。

- 選択できるのは、レコーダーの特定の機能に割り当てられていない出力リレーのみです。
3. そのレコーダーのリレーを選択します。

リレーをアクティブにするには、次の手順に従って操作します。
1. いずれかの番号の［出力］をクリックして、出力リレーをアクティブにします。

- 出力がアクティブな場合、ボタンは赤くなります。
- 出力が非アクティブな場合、ボタンは青くなります。
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3 再生操作

3.1 再生画面
［再生］  をクリックすると、再生画面が表示されます。

図 3.1 再生画面－［概要］タブ

再生画面には 2 つのタブがあります。
- ［概要］タブでは、レコーダーに録画されている映像の概要がグラフィック形式で表示されま

す。
- ［検索］タブでは、アラームや動体検出イベントを条件に録画映像を検索できます。
- ［スマートモーション］タブでは、特定のカメラ画像の中で指定する領域内の動体検出を条件に

録画映像を検索できます。
- ［テキスト］タブでは、テキストストリングに基づいて録画を検索できます。
- ［Protected（保護）］タブでは、保護対象の録画を管理できます（Divar XF では使用不可）。

分割画面情報
再生画面の下に日時が表示されます。 表示されているすべてのカメラ映像の再生時間は同期していま
す。
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3.2 上部ボタンバー
3.2.1 1 画面またはマルチスクリーンビューの選択

通常サイズの再生画面で、次の手順に従って操作します。

1. ［全画面］  をクリックして 1 台のカメラの画像を表示します。

2. ［4 分割］  をクリックして 4 台のカメラの画像を表示します。
- 9 分割画面や 16 分割画面は選択できません。

拡大サイズの再生画面で、次の手順に従って操作します。

1. カメラビュー  ボタンのいずれかをクリックして、マルチスクリーン表示設定を変
更します。

2.  分割画面を手動で切り替えるには、マルチスクリーンアイコンをクリックします。

3.2.2 テキストの表示
Divar のテキストを表示するには、ATM/POS ブリッジユニットとライセンスをインストールする必
要があります。
録画されたトランザクションを表示するには、次の手順に従って操作します。
1. 分割画面をクリックして特定のカメラを選択します。

2. テキスト  アイコンをクリックします。
- テキストビューワー画面が表示されます。
- 選択したカメラに関連付けられているテキストデータがビューワー画面に表示されます。

3.2.3 静止画の保存
カメラ画像を静止画で PC のハードディスクにビットマップ形式で保存します。
分割画面に表示されているカメラ画像を PC のハードディスクに保存するには、次の手順に従って操
作します。

1. 静止画  アイコンをクリックします。
- ［静止画］ポップアップが表示されます。

2. 保存先を変更するには、画像データを保存する場所を入力します。
3. ファイル名を変更するには、新しいファイル名を入力します。
4. ［保存］をクリックします。
録画設定により、静止画はカメラ映像と同じ解像度で保存されます。 画像の下には認証情報が表示さ
れます。

3.2.4 表示画面のサイズの選択
再生表示画面には、通常サイズと拡大サイズの 2 種類があります。 通常サイズの場合は、検索条件と
結果と合わせて、画面を 4 分割した左上の部分に映像が表示されます。 拡大サイズでは、画面いっぱ
いに映像が表示されます。

［再生画面サイズ］  をクリックして、通常サイズと拡大サイズを切り替えます。

3.2.5 音声
［音声］  をクリックすると、音声ストリーミングのオン／オフを切り替えたり、音量を調整した
りすることができます。 オンにすると、選択した分割画面の音声が再生されます（音声が録音されて
いる場合）。
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3.3 カメラの選択
画面の左上のレコーダーツリーから任意の Divar レコーダーを選択します。 カメラ映像を表示するに
は、カメラ番号のカメラアイコンをダブルクリックするか、表示画面にドラッグします。

図 3.2 再生画面のレコーダーツリー
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3.4 再生コントロールの使いかた
再生

［再生］  をクリックすると、再生画面でストリーミングビデオが通常再生されます。
- 再生速度は再生速度スライダーで調節できます。
- PC のリソースと選択した再生速度によっては、フレームの一部が途切れる可能性があります。 

途切れると、フレーム断アイコンが黄色に点灯します。

逆再生

［逆再生］  をクリックすると、再生画面でストリーミングビデオが逆再生されます。
- 再生速度は再生速度スライダーで調節できます。
- 接続の帯域幅と再生速度によっては、フレームの一部が途切れる場合があります。 途切れると、

フレーム断アイコンが黄色に点灯します。

再生速度

スライダー  を使って、連続通常再生と連続逆再生のスピードを調節します。

一時停止

［一時停止］  をクリックすると、画像が停止します。
- 後にストリーミングされた画像が静止画像として再生画面に表示されます。

コマ送り
コマ送りアイコンは、一時停止中のみ使用できます。

1. ［コマ送り］  をクリックすると、画像が 1 フレームずつコマ送りされます。
2. そのまま押し続けると、この動作が継続されます。

コマ戻し
コマ戻しアイコンは、一時停止中のみ使用できます。

1. ［コマ戻し］  をクリックすると、画像が 1 フレームずつ前に戻ります。
2. そのまま押し続けると、この動作が継続されます。

現在表示されている静止画の認証情報を確認するには、コントロールバーの情報  アイコンをク
リックします。

［キーフレーム表示］チェックボックスをオンにすると、再生映像のキーフレームが表示されます。 
画像の更新レートは低下しますが、PC への負荷を抑えることができます。

3.5 ［概要］タブ
再生画面の［概要］タブには、Divar レコーダーに録画されている映像がグラフィック形式で表示さ
れます。 この映像の再生や認証チェック、保存、エクスポート、削除、保護などの操作を行うことが
できます。

3.5.1 「 古」と「 新」の録画時刻
- 「 古」には、 も古い録画映像の日時が表示されます。
- 「 新」には、 も新しい（ 近の）録画映像の日時が表示されます。

3.5.2 選択した録画映像の日時範囲
「From」と「To」の日時は、開始日時と終了日時がそれぞれマーカーで表示されるタイムライン上
で確認できます。
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3.5.3 タイムラインのスケール
「スケール」から次のいずれかのタイムスケールを選択して、タイムラインを調整します。
- 15 分／ 1 時間／ 1 日／ 1 週間／ 1 カ月／すべて。

「すべて」を選択すると、古いものから順にすべての録画映像が表示されます。
タイムラインをより細かい時間で確認したい場合は、選択する時間間隔を短くします。

3.5.4 タイムライン表示
タイムラインには、Divar ストレージシステムにあるすべてのカメラの録画映像が表示されます。 カ
メララインは、録画日時の範囲と登録されているアラーム、イベントを表しています。 カメラライン
の色は、次の状態を表しています。
- 半透明：何も録画されていません
- 青：カメラ映像が録画されています
- 黄：動体検出イベントが発生しました
- 黒：映像断が発生しました
- 赤：外部アラームイベントが発生しました
- 緑：音声が録音されています
- 黒の網かけ：録画映像が保護されています

同時に複数のイベントが発生した場合は、次の順序（優先度が高い → 低い）に従って 優先のイベ
ントが表示されます。
- 映像断
- 外部アラームイベント
- 動体検出イベント
- 録画データあり
- 録画データなし

3.5.5 日時軸
日時軸の上半分は日付を表示し、下半分は時刻マーカーを表示します。

3.5.6 録画映像の選択
1. 確認したい録画映像のタイムラインのポジションをクリックして、マーカー（縦線）をおきま

す。
2. タイムスケールを変更して、選択したポジションをズームインまたはズームアウトします。
3. タイムライン上のマーカーをドラッグして範囲を設定します。

- 再生画面には、選択したタイムラインのポジションの静止画が表示されます。
- ドラッグした領域は淡色表示されます。

4. 再生コントロールを使って、選択した範囲の再生を開始します。
選択範囲の詳細な日時は、「From」と「To」に表示されます。

3.5.7 ディスクの空き容量（Divar Classic のみ）
使用状況バーは、Divar ストレージシステムの使用容量をパーセンテージで表します。 濃い青の部分
は、使用容量の合計を表示します。 薄い青の部分は、上書き保護されている容量を表示します。 リニ
ア録画モードの場合、ディスクの使用量がディスクフルのしきい値（設定で定義）を超えると、

バーの色が赤に変わります。 使用状況バーの横にある情報  をクリックすると、ストレージシステ
ムの詳細な情報を確認できます。
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3.6 ［検索］タブ
再生画面の［検索］タブでは、イベントの検索条件を設定します。 検索結果リストから、再生する録
画映像を選択します。

図 3.3 再生画面－［検索］タブ

3.6.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻
- 「 古」には、 も古い録画映像の日時が表示されます。
- 「 新」には、 も新しい（ 近の）録画映像の日時が表示されます。

3.6.2 検索範囲の設定
「From」と「To」に日付と時刻を入力して、検索範囲を設定します。
- 初期設定では、［To］には、 新の録画映像の日時が表示され、［From］には、 古の録画映像

の日時が表示されます。

3.6.3 開始日時のみを指定して再生
「From」に日時を入力して、  コントロールをクリックすると、入力した日時から再生が開始され

ます。 または、 コントロールをクリックして、「To」に入力した時刻から再生を開始します。

3.6.4 カメラの選択
検索条件に設定したいカメラのチェックボックスをクリックして選択します。 をクリックすると、
すべてを選択、または、すべての選択を解除できます。
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3.6.5 イベントの検索
検索するイベントの種類を指定します。
なし：設定した範囲内で、選択したカメラで録画されたすべての映像を検索します（アラームおよ
び動体検出イベントを含む）。
アラームイベント：設定した範囲内で、選択したカメラで録画されたすべてのアラーム映像を検索
します。
アラームおよび動体検出イベント：設定した範囲内で、選択したカメラで録画されたすべてのア
ラームおよび動体検出映像を検索します。
動体検出イベント：設定した範囲内で、選択したカメラで録画されたすべての動体検出映像を検索
します。

3.6.6 検索開始
［検索開始］をクリックすると、検索が開始されます。

3.6.7 検索結果
検索が終了すると、検索条件を満たす録画映像のリストが表示されます。 このリストでは、 も新し
いイベント録画が一番上に表示され、 も古い録画が一番下に表示されます。
1. 列の見出しをクリックすると、その列の項目でリストを並べ替えることができます。 もう一度

クリックすると、リストが逆順で並べ替えられます。
2. スクロールバーを使用してリスト全体を確認できます。
3. リスト内のイベントをクリックして選択します。

- 選択したイベントが再生画面に表示されます。
4. 再生コントロールを使用して、再生速度や再生方向を調節します。
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3.7 ［スマートモーション］タブ
［スマートモーション］の［検索］タブで、検索フィルターを設定して、指定したカメラ画像領域の
動体のみを検索することができます。 Smart Motion/Area の［領域］タブで画像グリッドをクリッ
クして、動体を検出するエリアを設定します。 検索結果のリストから再生したい録画映像を選択しま
す。

図 3.4 再生画面－［スマートモーション］の［検索］タブ

3.7.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻
- 「 古」には、 も古い録画映像の日時が表示されます。
- 「 新」には、 も新しい（ 近の）録画映像の日時が表示されます。

3.7.2 検索範囲の設定
「From」と「To」に日付と時刻を入力して、検索範囲を設定します。
- 初期設定では、［To］には、 新の録画映像の日時が表示され、［From］には、 古の録画映像

の日時が表示されます。

3.7.3 開始日時のみを指定して再生
「From」に日時を入力して、  コントロールをクリックすると、入力した日時から再生が開始され

ます。 または、 コントロールをクリックして、「To」に入力した時刻から再生を開始します。

3.7.4 カメラの選択
カメラのチェックボックスをクリックしてカメラを選択します。

3.7.5 検索方向
［前］を選択すると、開始時刻から終了時刻に向かって検索され、［後］を選択すると、終了時刻か
ら開始時刻へ向かって検索されます。
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3.7.6 感度
感度スライダーを調整して、検出する動体の感度レベルを設定します。レベルを も高くすると、
わずかな動きでも検出されるようになります。

3.7.7 ［スマートモーション］タブ
［追加］、［削除］、または［切り替え］を選択して、その領域を検索に含めるかどうかを設定します。 
また、すべての領域を選択したり、解除したりすることもできます。
- ［追加］モードでは、クリックすると領域が追加され、右クリックすると領域が削除されます。
- ［削除］モードでは、クリックすると領域が削除され、右クリックすると領域が追加されます。
また、すべての領域を選択したり、解除したりすることもできます。

3.7.8 グリッドを表示
［グリッドを表示］を選択すると、画像の各ゾーンに枠線が表示されます。

3.7.9 検索開始
［検索開始］をクリックすると、検索が開始されます。

3.7.10 検索結果
検索が終了すると、検索条件を満たす録画映像のリストが表示されます。 このリストでは、 も新し
いイベント録画が一番上に表示され、 も古い録画が一番下に表示されます。
1. 列の見出しをクリックすると、その列の項目でリストを並べ替えることができます。 もう一度

クリックすると、リストが逆順で並べ替えられます。
2. スクロールバーを使用してリスト全体を確認できます。
3. リスト内のイベントをクリックして選択します。

- 選択したイベントが再生画面に表示されます。
4. 再生コントロールを使用して、再生速度や再生方向を調節します。
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3.8 ［テキスト］タブ
再生画面の［テキスト］タブで、文字列を基準に録画映像を検索する検索フィルターを設定します。 
Divar レコーダーを ATM/POS ブリッジユニット経由で接続し、テキストデータも記録するよう設定
する必要があります。 検索結果のリストから再生したい録画映像を選択します。

図 3.5 再生画面－［テキスト］タブ

3.8.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻
- 「 古」には、 も古い録画映像の日時が表示されます。
- 「 新」には、 も新しい（ 近の）録画映像の日時が表示されます。

3.8.2 検索範囲の設定
「From」と「To」に日付と時刻を入力して、検索範囲を設定します。
- 初期設定では、「To」には、 新の録画映像の日時が表示され、「From」には、 古の録画映像

の日時が表示されます。

3.8.3 開始日時のみを指定して再生
「From」に日時を入力して、  コントロールをクリックすると、入力した日時から再生が開始され

ます。 または、 コントロールをクリックして、「To」に入力した時刻から再生を開始します。

3.8.4 カメラの選択
検索条件に設定したいカメラのチェックボックスをクリックして選択します。 をクリックすると、
すべてを選択、または、すべての選択を解除できます。

3.8.5 指定した文字列で検索
検索する文字列を入力します（名前やクレジットカード番号など）。
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3.8.6 大文字 / 小文字を区別
大文字と小文字を区別して検索します。

3.8.7 検索結果
検索が終了すると、検索条件を満たす録画映像のリストが表示されます。 このリストでは、 も新し
いイベント録画が一番上に表示され、 も古い録画が一番下に表示されます。
1. 列の見出しをクリックすると、その列の項目でリストを並べ替えることができます。 もう一度

クリックすると、リストが逆順で並べ替えられます。
2. スクロールバーを使用してリスト全体を確認できます。
3. リスト内のイベントをクリックして選択します。

- 選択したイベントが再生画面に表示されます。
4. 再生コントロールを使用して、再生速度や再生方向を調節します。

3.9 ［保護］タブ（Divar Classic のみ）
再生画面の［保護］タブには、Divar レコーダーで保護された録画映像の概要が表示されます。 保護
された録画映像の再生や保護の解除、認証をチェックしたり、保護された録画映像の保存またはエ
クスポートができます。

図 3.6 再生画面－［保護］タブ

3.9.1 も古い録画時刻と も新しい録画時刻
- 「 古」には、 も古い録画映像の日時が表示されます。
- 「 新」には、 も新しい（ 近の）録画映像の日時が表示されます。
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3.9.2 使用済みのディスク容量
使用状況バーは、Divar ストレージシステムの使用容量をパーセンテージで表します。 濃い青の部分
は、使用容量の合計を表示します。 薄い青の部分は、上書き保護されている容量を表示します。 ディ
スクの使用量がディスクフルのしきい値（設定で定義）を超えると、バーの色が赤に変わります。
使用状況バーの横にある情報ボタンをクリックすると、ストレージシステムの詳細な情報を確認で
きます。

3.9.3 検索範囲の設定
「From」と「To」に日付と時刻を入力して、検索範囲を設定します。
- 初期設定では、［To］には、 新の録画映像の日時が表示され、［From］には、 古の録画映像

の日時が表示されます。

3.9.4 保護されている録画の検索
［検索開始］をクリックすると、検索が開始されます。

3.9.5 検索結果
検索が終了すると、検索条件を満たす録画映像のリストが表示されます。 このリストでは、 も新し
いイベント録画が一番上に表示され、 も古い録画が一番下に表示されます。
1. 列の見出しをクリックすると、その列の項目でリストを並べ替えることができます。 もう一度

クリックすると、リストが逆順で並べ替えられます。
2. スクロールバーを使用してリスト全体を確認できます。
3. リスト内のイベントをクリックして選択します。

- 選択したイベントが再生画面に表示されます。
4. 再生コントロールを使用して、再生速度や再生方向を調節します。
5. リスト内の自動保護クリップは「自動」と表示されます。
6. ［保護を解除］を選択すると、選択した録画映像の保護が解除されます。

3.10 録画映像について
3.10.1 認証チェック

1. 録画映像の選択
2. ［チェック］をクリックすると、選択した映像の認証がチェックされます。

- 情報画面に選択した映像の認証情報が表示されます。

録画映像の各フレームの認証をチェックするには、コントロールバーの  をクリックします。 
［認証情報］画面が表示されます。 この画面には、アイコンをクリックしたときに表示されていた分
割画面の映像フレームの詳細情報が表示されます。

［OK］をクリックして画面を閉じます。
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3.10.2 録画映像のエクスポート
PC のハードディスクにエクスポートされた録画映像は、専用の Divar レコーダーのファイル形式で
保存されます。 録画映像ファイルの再生に必要な Archive Player は、Divar Control Center から録画
映像を保存する場所に自動的にコピーされます。 Divar Archive Player を個別にインストールする必
要はありません。 録画映像は元の形式で保存されるため、認証は保護されます。
選択した範囲の録画映像を PC のハードディスクに保存するには、次の手順に従って操作します。
1. ［概要］、［検索］、または［Protected（保護）］（Divar Classic のみ）タブ画面で録画期間を選択

します。
2. ［エクスポート］をクリックします。

- ［エクスポート］ポップアップが表示されます。
3. 保存先を変更するには、録画映像ファイルを保存する場所を指定します。
4. ファイル名を変更するには、新しいファイル名を入力します。
5. 表示される確認画面で保存するカメラを選択します。

- 初期設定では、すべてのカメラが選択されています。
6. 「From」と「To」に新しい値を入力して、開始および終了日時を変更します。

- 録画映像ファイルの概算の容量が表示されます。 ファイルを保存する場所に十分な空きが
あることを確認してください。

7. ［エクスポート］をクリックすると、録画映像ファイルの保存が開始されます。
エクスポート中は、プログレスバーでエクスポートの進行状況を確認できます。 エクスポート中は、

［キャンセル］以外のすべてのコントロールが無効になります。

3.10.3 録画映像の削除
削除する映像の範囲は、マーカーのポジションで指定します。
1. ［削除］をクリックすると、終了位置を示すマーカーよりも前のすべての映像が削除されます。
2. 「To」の時間を設定します。
3. 確認画面が表示され、削除するか、キャンセルするか選択します。

3.10.4 録画映像の保護設定（Divar Classic のみ）
［概要］または［検索］タブで［保護］をクリックすると、選択した録画映像が削除または上書きさ
れないよう保護されます。
- 画面が表示され、保護対象の録画映像のファイル名を入力します。
- 初期設定は、録画開始日時（例：20091114 173125 など）になっています。
- 大 1000 件まで録画映像を保護できます。
- 検索結果のリスト内の録画映像を保護するよう設定すると、初期設定の時間範囲が 初に表示

されます。 初期設定では開始時間はイベント発生の 30 秒前です。 終了時間は開始時間の 1 分後
です。

- ディスク容量表示は、録画映像の保護操作を行った後のディスク上の保護領域の概算比率を表
します。

3.10.5 録画映像の保護設定解除（Divar Classic のみ）
［保護を解除］は、［保護］タブにのみ表示されます。
1. 保護されている録画映像のリストで保護を解除したい録画映像を選択します。
2. ［保護を解除］をクリックすると、選択した項目の保護が解除されます。
3. 確認画面が表示され、保護を解除するか、キャンセルするか選択します。
録画映像の保護を解除すると、その映像が も古い録画映像の場合、上書きされます。 録画映像の保
護解除は、システム管理者のみが操作できます。
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