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1 安全にご使用いただくために

1.1 安全に関する表示
危険
危険：この記号は 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」を示し
ています。

警告
警告：この記号は 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示して
います。

注意
注意：この記号は 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれ
がある内容」を示しています。
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1.2 安全に関するご注意
安全にお使いいただくために、以下の注意事項をよくお読みいただ
き、必ずお守りください。また、後で参照できるよう、本マニュア
ルを大切に保管してください。 作業を行う前に、本機や本マニュア
ルに記載されている注意事項を必ず確認してください。
1. 清掃－通常は、乾いた布で拭くだけで十分ですが、湿らせた毛

羽立たない布やセーム皮を使ってクリーニングすることもでき
ます。 液体クリーナーやクリーニングスプレーは使用しないで
ください。

2. 熱源－ラジエーターやヒーター、ストーブなどの熱を発する機
器 （アンプを含む）の近くに本機を設置しないでください

3. 水気－本機の上に液体をこぼさないでください。
4. 雷－電源や雷サージから本機を保護するための対策を実施して

ください。
5. コントロールの調整－操作マニュアルに記載されている制御と

調整のみを行ってください。 誤ってその他の制御や調整を行う
と、本機が故障する場合があります。

6. 電源－ラベルに記載されている種類の電源以外、使用しないで
ください。

7. 修理－有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 本
機の修理は有資格のサービススタッフへ依頼してください。

8. 交換部品－交換部品は弊社指定品を使用してください。
9. 設置－本機の設置は、弊社の規定や設置する地域の法規に従っ

て行ってください。
10. 付属品の取り付け、本機の変更や改造－付属品やアクセサリは

弊社指定品を使用してください。 Bosch の明示的な許可を得ず
に本機を変更または改造すると、保証が無効になる場合があり
ます。また、使用許諾契約を交わしている場合は、本機を使用
できなくなることがあります。
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1.3 FCC および ICES への準拠

    
-
-
-
-

   本機の動作は以下の 2 つの条件に準じています。
1. 本機は有害な干渉を起こしません。
2. 本機は、予期せぬ動作をもたらす可能性のある干渉を含め、あ

らゆる受信干渉を許容できます。

  
  

1.4 UL 認証
免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本機のセキュリ
ティや信号伝送に関する性能や信頼性のテストは行っていません。 
UL は、UL の 「Standard(s) for Safety for Closed Circuit Television 
Equipment, UL 2044」で規定している火災、衝撃、事故の危険性に
ついてのみテストを行っています。 UL の認証は、本機のセキュリ
ティや信号伝送に関する性能や信頼性を保証するものではありませ
ん。
UL は、本機のセキュリティまたは信号伝送に関する機能の性能や
信頼性に関して、一切の表明、保証、認証を提供しません。
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1.5 Bosch からの通知事項

その他の情報
詳細については、Bosch Security Systems までお問い合わせいただ
くか、www.boschsecurity.com をご覧ください。

廃棄－ Bosch 製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の
材質やコンポーネントを使用して開発、製造されています。 この
記号は、使用済みの電子部品や機器を家庭用のごみと分別して、
回収および廃棄しなければならないことを示しています。 通常、
電子部品や機器は、国や地方自治体によって分別回収や廃棄方法
が異なります。  
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1.6 著作権
The firmware 4.1 uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--
24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under the following 
copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
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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2 はじめに

2.1 特長
この WLAN  IP カメラは、ネットワークビデオ監視システムを提供
するコンパクトカメラです。 本機は、さまざまな用途向けの低コス
トのソリューションを提供します。 H.264 圧縮技術を使用すること
で、鮮明な画像が得られるとともに、帯域幅とストレージが削減さ
れます。本機は追加の機器を使用せずにスタンドアロンビデオ監視
システムとして使用できます。また、簡単に Bosch DVR 700 シリ
ーズレコーダーと統合することもできます。 
本機には次の特長があります。
- トリプルストリーミング：2 つの H.264 ストリームと 1 つの

M-JPEG ストリーム
- 動きのある物体の鮮明な画像を得るためのプログレッシブスキ

ャン
- 双方向オーディオとオーディオアラーム
- いたずらおよび動体検出 
- ONVIF 規格への準拠による幅広い互換性
- ワイヤレス LAN 接続
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2.2 開梱
機器は慎重に開梱し、丁寧に扱ってください。 
梱包には次のものが含まれています。
- IP カメラとレンズ
- ユニバーサル電源と米国・日本、EU、英国向けプラグ
- カメラ取付キット
- クイックインストールガイド
- CD-ROM

- Bosch Video Client
- マニュアル
- ツール

- ワイヤレスアンテナ

輸送中に機器が損傷した場合は、元どおりに梱包し、発送元の代理
店または購入先にご連絡ください。

警告
本機の設置は、米国電気工事規程 （NEC）または該当する地域の法
規に従って有資格者が行ってください。

注意
カメラモジュールは壊れやすいため、慎重に扱ってください。
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3 取り付け

3.1 ワイヤレスアンテナ

図 3.1 ワイヤレスアンテナ

1. アンテナをカメラ背面のネジコネクターにネジ止めします。 
2. アンテナを伸ばします。 

O
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3.2 SD カード

図 3.2 SD カード

1. 本機の右側にあるカバーのネジを外します。 
2. SD カードをスロットに挿入します。 
3. カバーを閉じて固定します。 
本機はほとんどの SD ／ SDHC カードをサポートしています。

N

O

T
W

C
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3.3 本機の取り付け 
本機は上部または下部から取り付けることができます （1/4"-
20 UNC ネジ）。 取付ソケットは、グラウンドループを避けるため
に、アース端子から絶縁されています。

図 3.3 カメラの取り付け

1. 3 本のねじを使用して取付ユニットの基部を木材 （直径
3.8mm、深さ 26mm）またはコンクリート （直径 6mm、深さ
26mm）の面に固定します。 

2. 取付ユニットのボールソケット調整リング （2）を緩めます。 

注意
カメラまたはレンズを直接太陽に向けないでください。センサーが
損傷する恐れがあります。

3x Ø3.8 mm
D: 26 mm

3x Ø6 mm
D: 26 mm

120°

120°
27 mm
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3. 本機の取付ユニットが必要な角度になるようにボールソケット
を調整します。

4. 取付ユニットに本機をねじ込み、適切な場所でロックリング
（1）をしっかりと締めます。 

5. ボールソケット調整リング （2）をしっかりと締めます。 
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3.4 ネットワークコネクター

図 3.4 ネットワーク接続

- カメラを 10/100 Base-T ネットワークに接続します。
- RJ45 コネクター付きの標準 UTP CAT 5e ケーブルを使用しま

す。

1 2 3 4

DC12V
Ethernet

Line-out
Reset

Line-in

I/O
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3.5 電源接続
3.5.1 DC 電源接続

図 3.5 DC 電源接続

1. コンセントに合ったプラグアダプターを付属の電源に差し込み
ます。

2. 電源から伸びている電源コネクターのジャックを、本機の DC 
12V ソケットに挿入します。

3. 電源を AC 230V または AC 120V または AC 100V のコンセン
トに接続します。

本機が通電すると、本機前面の下部にある LED が点灯します （こ
の LED は、［インストーラー］メニューから無効にできます）。

注意：
電源をオンにした後は、必ず日付と時刻を合わせる必要がありま
す。 録画に際しては、日付と時刻を正しく保つことが重要です。 日
付と時刻の設定が正しくない場合、正しく録画されないことがあり
ます。

1 2 3 4

DC12V
Ethernet

Line-out
Reset

Line-in

I/O
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3.6 I/O コネクター

図 3.6 I/O コネクターピン

- より線および単線の 大ケーブル直径 AWG 22 ～ 28、絶縁体
を 5 mm 除去。

- リレー出力切り替え機能： 大電圧 AC 24V または DC 24V。 
大連続 1A、12VA。

- トリガーイン： 小 DC +9V、 大 DC +30V。 非アクティブの
接続は無効になります。

- アラーム入力：アクティブハイまたはアクティブローに設定可
能。

機能 ピン I/O ソケット
リレー 1 リレー出力接点 1

2 リレー出力接点 2
アラーム入力 3 リレー （プラス）

4 リレー （マイナス）

1 2 3 4

DC12V
Ethernet

Line-out
Reset

Line-in

I/O

5 mm 
(0.2 in)

I/O

Pin 1 Pin 4
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3.7 音声コネクター

図 3.7 音声コネクター

音声デバイスをラインインおよびラインアウトコネクターに接続し
ます。

1 2 3 4

DC12V
Ethernet

Line-out
Reset

Line-in

I/O

Line - R

GND

Line - L

Line in: 9 kOhm typ., 200 mVrms
Line out: 16 Ohm min. 200 mVrms 
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3.8 本機のリセット 
IP アドレスの変更により本機を接続できなくなった場合は、LED が
赤く点滅し工場出荷時のデフォルト値に戻るまで、リセットボタン
を押し続けます （約 7 秒間）。 工場出荷時のデフォルトの IP アド
レス：192.168.0.1

図 3.8 リセットボタン

1 2 3 4

DC12V
Ethernet

Line-out
Reset

Line-in

I/O



58 ja | ブラウザー接続 ネットワークカメラ 200 シリーズ

AR18-10-B012 | v1.54 | 2011.08 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

4 ブラウザー接続
Microsoft Internet Explorer がインストールされているコンピュータ
ーを使用して、本機からのライブ画像の受信、本機の制御、保存し
た映像の再生を行うことができます。 本機の設定は、ブラウザーま
たは Bosch Video Client （製品に添付）を使用して、ネットワーク
経由で行います。

4.1 システム必要条件
- Microsoft Internet Explorer バージョン 7.0 以上
- モニター解像度 1024×768 ピクセル以上、16 ビットまたは 32

ビットカラー
- イントラネットまたはインターネットネットワークアクセス

本機の IP アドレスから Cookie を保存できるように Web ブラウザ
ーを設定する必要があります。
Windows Vista では、［インターネット オプション］の ［セキュリ
ティ］タブで保護モードを ［無効］にします。

ライブ映像を再生するには、適切な 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。 ソフトウェアは必要に応じて付属
の製品ディスクからインストールできます。

a. ディスクをコンピューターの光学式ドライブに挿入しま
す。 ディスクが自動的に起動しない場合、Windows エク
スプローラーでディスクのルートディレクトリを開き、
BVC-installer.exe をダブルクリックしてください。

b. 画面に表示される指示に従います。

4.2 接続確立
本機がネットワーク上で動作するためには、有効な IP アドレスを割
り当てる必要があります。 工場出荷時に設定されているデフォルト
のアドレス：192.168.0.1

1. Web ブラウザーを起動します。
2. 本機の IP アドレスを URL として入力します。 
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注意：
接続が確立されない場合、すでに 大可能接続数に達している可能
性があります。 カメラやネットワーク構成によって異なりますが、

大 25 の Web ブラウザー、または 50 の Bosch VMS 接続がサポー
トされています。

4.2.1 本機のパスワード保護
本機には、さまざまな認証レベルでアクセスを制限するためのオプ
ションがあります。 本機がパスワード保護されている場合、パスワ
ードの入力を求めるメッセージが表示されます。 
1. ユーザー名とそれに対応する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。 パスワードが正しい場合、目的のペ

ージが表示されます。

4.3 ネットワーク保護
RADIUS サーバーを使用してネットワークアクセスを制御 （802.1x
認証）する場合は、はじめにカメラを設定する必要があります。 カ
メラを Radius ネットワーク用に設定するには、クロスケーブルを
使用してカメラを PC に直接接続し、ID とパスワードの 2 つのパラ
メーターを設定します。 これらのパラメーターを設定してからでな
いと、ネットワークを介してカメラと通信できません。
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4.4 接続の確立
接続が確立すると、まず ［ライブページ］が表示されます。 アプリ
ケーションタイトルバーには、接続されているカメラの型番と ［ラ
イブページ］、［録画］、［設定］の 3 つの項目が表示されます。

注意：
［録画］リンクは、ストレージメディアがある場合のみ表示されま
す。

図 4.1 ライブページ

4.4.1 ライブページ
［ライブページ］では、ビデオストリームを表示したり、制御した
りできます。 詳細については、セクション  7.1  ライブページ , ペー
ジ  131 を参照してください。

4.4.2 録画
アプリケーションのタイトルバーにある ［録画］をクリックして、
再生ページを開きます。 詳細については、セクション  7.2  ［録画］
ページ , ページ  137 を参照してください。

4.4.3 設定
アプリケーションのタイトルバーにある ［設定］をクリックして、
カメラおよびアプリケーションインターフェイスを設定します。 設
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定メニューを含む新しいページが開きます。 すべての設定 （日付と
時刻を除く）は本機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。
本機の基本的な機能に影響を与える変更 （たとえばファームウェア
のアップデート）は、必ず設定メニューを使用して行います。
設定メニューツリーでは、本機のすべてのパラメーターを設定でき
ます。 設定面は、基本モードと詳細モードに分かれています。 
基本設定の詳細については、セクション  5  基本モード , ページ  63
を参照してください。詳細設定の詳細については、セクション  6 
詳細モード , ページ  68 を参照してください。

注意：
詳細モードは、熟練したユーザーまたはシステム管理者だけが使用
することをお勧めします。
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5 基本モード

5.1 ［基本モード］メニューツリー
基本モード設定メニューでは、本機の基本的なパラメーターを設定
できます。

現在の設定を表示するには、次の手順に従います。
1. 必要に応じて ［基本モード］メニューをクリックして展開し

ます。 サブメニューが表示されます。
2. サブメニューをクリックします。 対応するページが開きます。
設定を変更するには、新しい値を入力するか、リストフィールドで
定義済みの値を選択します。

変更内容の保存
ウィンドウで変更を行ったら、［セット］をクリックして、新しい
設定をデバイスに送信し、保存します。
［セット］をクリックすると、現在のウィンドウでの変更のみが保
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。

変更を保存せずにウィンドウを閉じる場合は、アプリケーションの
タイトルバーにある ［設定］をクリックします。

注意：
名前を入力するときには、& などの特殊文字は使用しないでくださ
い。 特殊文字は内部録画管理システムでサポートされていません。

基本モード
 > デバイスアクセス
 > 日付／時刻
 > ネットワーク
 > エンコーダー
 > 音声
 > 録画
 > システムの概要
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5.2 デバイスアクセス
5.2.1 カメラ名

本機には識別しやすいように名前を付けることができます。 名前を
付けることにより、大規模なシステムで複数のデバイスを容易に管
理できるようになります。
カメラ名は、アラーム発生時など、本機をリモートで識別するため
に使用されます。 できるだけはっきりと場所を識別できるような名
前を入力してください。

5.2.2 パスワード
パスワードを使用することで本機への不正なアクセスを防ぐことが
できます。 本機には、service、user、および live の 3 つの認証レベ
ルがあります。
- service は、 も高い認証レベルです。 正しいパスワードを入

力することにより、本機のすべての機能にアクセスでき、すべ
ての設定を変更できます。

- user は中間の認証レベルです。 このユーザーは、本機の操作、
録画再生、制御を行うことができますが、設定を変更すること
はできません。

- live は も低い認証レベルです。 この認証レベルは、ライブ映
像の表示と、ライブ画像表示の切り替えにのみ使用できます。

各認証レベルを使用してアクセスを制限してください。 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 にパスワードが割り
当てられている場合、service と user の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。

パスワード
各レベルの個別のパスワードの定義と変更は、service としてログイ
ンしているときか、本機がパスワードで保護されていないときに行
います。 選択したレベルのパスワード （ 大 19 文字）を入力しま
す。
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新しいパスワードの確認入力
タイプミスがないことを確認するため、新しいパスワードを再度入
力します。
新しいパスワードは、［セット］をクリックするまでは保存されま
せん。 そのため、他のレベルにもパスワードを設定する予定の場合
でも、パスワードと確認用のパスワードを入力した後は、すぐに
［???］をクリックしてください。

5.3 日付／時刻
本機の日付、時刻、およびゾーン
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、同時
録画を特定して、正しく検証することができません。
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。 曜日は自動的に設定されます。 システムが所在する
タイムゾーンも自動的に設定されます。
 ［PC に同期］をクリックすると、コンピューターのシステム時

刻が本機に適用されます。

注意：
録画に際しては、日付と時刻を正しく保つことが重要です。 日付と
時刻の設定が正しくない場合、正しく録画されないことがありま
す。
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5.4 ネットワーク
本機をネットワークに組み込むには、このページの設定を使用しま
す。 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. セットして再起動をクリックします。

- 本機が再起動し、変更した設定が有効になります。 IP ア
ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを変
更した場合は、再起動しないと新しいアドレスが有効に
なりません。

DHCP
ネットワークで動的 IP アドレス割り当てのために DHCP サーバー
を使用している場合は、このパラメーターを ［オン］に設定して、
DHCP によって割り当てられた IP アドレスの自動受信を有効にし
ます。

注意：
一部のアプリケーション （Bosch Video Management System など）
は、本機を一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おり、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
本機の 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
設定した 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
異なるサブネットにある遠隔地への接続を確立するには、ゲートウ
ェイの IP アドレスを入力します。 使用しない場合は、このフィール
ドを空 （0.0.0.0）にします。
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5.5 エンコーダー
映像信号をエンコードするプロファイルを選択します。 異なるパラ
メーターに重点を置いた、事前にプログラムされたプロファイルが
使用できます。 プロファイルを選択すると、その詳細が表示されま
す。

主要周波数と操作環境
主要周波数として ［50Hz］または ［60Hz］を選択し、動作環境と
して ［屋内］または ［屋外］を選択します。

5.6 音声
本機のマイクを ［オン］または ［オフ］にします。

5.7 録画
本機からの映像をストレージメディアに記録します。 長期間、高品
質の画像を保存する場合は、NVR か適切なサイズの iSCSI システム
を使用してください。

5.7.1 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］をクリックすると録画を開始し、［停止］をクリック

すると録画を終了します。

5.8 システムの概要
このページには、ハードウェアとファームウェアシステムに関す
る、バージョン番号などの一般的な情報が表示されます。 このペー
ジの項目は変更できませんが、トラブルシューティング時の情報収
集のためにコピーすることができます。
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6 詳細モード

6.1 ［詳細モード］メニューツリー
詳細モード設定メニューには、設定可能な本機のすべてのパラメー
ターが含まれています。

現在の設定を表示するには、次の手順に従います。
1. ［詳細モード］メニューをクリックして展開します。 関連する

メニューのサブ見出しが表示されます。
2. メニューのサブ見出しをクリックして展開します。
3. サブメニューをクリックします。 対応するページが開きます。
設定を変更するには、新しい値を入力するか、リストフィールドで
定義済みの値を選択します。

変更の保存
ウィンドウで変更を行ったら、［セット］をクリックして、新しい
設定をデバイスに送信し、保存します。
［セット］をクリックすると、現在のウィンドウでの変更のみが保
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。
行った変更を保存せずにウィンドウを閉じる場合は、アプリケーシ
ョンのタイトルバーにある ［設定］をクリックします。

注意：
名前を入力するときには、& などの特殊文字は使用しないでくださ
い。 特殊文字は内部録画管理システムでサポートされていません。

詳細モード
 > 全般
 > Web インターフェー

ス
 > カメラ 
 > 録画
 > アラーム
 > インターフェース
 > ネットワーク
 > サービス



ネットワークカメラ 200 シリーズ 詳細モード | ja 69

Bosch Security Systems 設置・操作マニュアル AR18-10-B012 | v1.54 | 2011.08

6.2 全般

6.2.1 識別情報
カメラ ID
識別のための追加の手段として、ここでそれぞれのカメラに一意の
ID を割り当てることができます。

カメラ名
識別しやすいようにカメラに名前を割り当てます。 VIDOS や Bosch 
VMS ソフトウェアなど、大規模なシステムでは、名前を使用するこ
とで、複数のデバイスの管理が簡単になります。 カメラ名は、アラ
ーム発生時など、本機をリモートで識別するために使用されます。 
できるだけはっきりと場所を識別できるような名前を入力してくだ
さい。

イニシエーター拡張
大規模な iSCSI システムで識別しやすいように、イニシエーター名
にテキストを追加します。 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。

6.2.2 パスワード
パスワードを使用することで本機への不正なアクセスを防ぐことが
できます。 本機には、service、user、および live の 3 つの認証レベ
ルがあります。
- service は、 も高い認証レベルです。 正しいパスワードを入

力することにより、本機のすべての機能にアクセスでき、すべ
ての設定を変更できます。

- user は中間の認証レベルです。 このユーザーは、本機の操作、
録画再生、制御を行うことができますが、設定を変更すること
はできません。

全般
 > 識別情報
 > パスワード
 > 日付／時刻
 > 映像のオーバーレイ情

報
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- live は も低い認証レベルです。 この認証レベルは、ライブ映
像の表示と、ライブ画像表示の切り替えにのみ使用できます。

各認証レベルを使用してアクセスを制限してください。 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 にパスワードが割り
当てられている場合、service と user の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。

パスワード
各レベルの個別のパスワードの定義と変更は、service としてログイ
ンしているときか、本機がパスワードで保護されていないときに行
います。 選択したレベルのパスワード （ 大 19 文字）を入力しま
す。

新しいパスワードの確認入力
タイプミスがないことを確認するため、新しいパスワードを再度入
力します。
新しいパスワードは、［セット］をクリックするまでは保存されま
せん。 別のレベルのパスワードを続けて指定する場合でも、パスワ
ードを入力および確認したらすぐに ［セット］をクリックしてくだ
さい。
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6.2.3 日付／時刻
日付書式
日付の表示形式を選択します。

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

れるため、曜日を入力する必要はありません。曜日は自動的に
追加されます。

2. 現在の時刻を入力するか、［PC に同期］をクリックして、コ
ンピューターのシステム時刻をデバイスに適用します。

注意：
録画に際しては、日付と時刻を正しく保つことが重要です。 日付と
時刻の設定が正しくない場合、正しく録画されないことがありま
す。

デバイスのタイムゾーン
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 2015 年までの DST 切り替え用データが組み込
まれています。 このデータを使用するか、必要に応じて別の DST
データを作成します。
まずタイムゾーン設定を確認します。 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ます。
1. セットをクリックします。
2. 詳細をクリックします。 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. ［生成］ボタンをクリックして、プリセットされているデータ

をテーブルに出力します。
4. テーブルの下のリストボックスからシステムの所在地に一番近

い地域または都市を選択してください。
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5. 変更するにはテーブルのいずれかのエントリーをクリックしま
す。 エントリーが強調表示されます。

6. ［削除］ボタンをクリックすると、テーブルからエントリーが
削除されます。

7. 選択したエントリーを変更するには、テーブルの下のリストボ
ックスから他の値を選択します。 変更はすぐに行われます。

8. エントリーを削除した後などに、テーブルの下に空の行がある
場合、新しいデータを追加するには、行をマークしてリストボ
ックスから値を選択します。

9. 終わったら ［OK］ボタンをクリックして、テーブルを保存
し、アクティブにします。

注意：
テーブルを作成しないと、自動切り替えはできません。 テーブルの
データは対で指定する必要があります （サマータイムの開始日およ
び終了日）。

タイムサーバーの IP アドレス
本機は、さまざまなタイムサーバープロトコルのタイムサーバーか
ら時報を受信することにより内部クロックを設定できます。 本機
は、1 分間に 1 回自動的に時報をポーリングします。 タイムサーバ
ーの IP アドレスを入力します。

タイムサーバーの種類
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。 SNTP???? プロトコルを選択することをお勧めします。 この
プロトコルは、高い精度を提供し、特別なアプリケーションや将来
の機能拡張で必要になります。 サーバーが RFC 868 プロトコルを使
用している場合は、タイムサーバーを選択してください。

6.2.4 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
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別に指定できます。［オフ］を選択するとオーバーレイ情報は表示
されません。
［カスタム］オプションを選択した場合は、X および Y の座標フィ
ールドに値を入力します。

時刻
時刻と日付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］を選択するとオーバーレイ情報は表
示されません。
［カスタム］オプションを選択した場合は、X および Y の座標フィ
ールドに値を入力します。

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。 ミリ秒を表示する必要がない場合は、
［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オーバーレイ表示するに
は、［オン］を選択します。 ［カスタム］オプションを使用して表
示位置を設定できます。オーバーレイ情報を表示しない場合は ［オ
フ］に設定します。
［カスタム］オプションを選択した場合は、X および Y の座標フィ
ールドに値を入力します。

アラームメッセージ
アラーム発生時に画像上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、すべての映像にアイコンのマークが付きま
す。 このアイコンはシーケンス （ライブまたは録画映像）が操作さ
れたかどうかを示します。
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6.3 Web インターフェース

6.3.1 外観設定
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
て変更します。 必要に応じて、ウィンドウの上部のメーカーロゴ
（右上）やデバイス名 （左上）を別の画像で置き換えます。
GIF 画像または JPEG 画像を使用できます。 ファイルパスは、アク
セスモード （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、インターネットまたはイントラネット経由でア
クセスする場合は http://www.myhostname.com/images/logo.gif）に
対応している必要があります。 インターネットまたはイントラネッ
ト経由のアクセスの場合、画像を表示するには接続できることが必
要です。 画像ファイルは本機には保存されません。
元のグラフィックスに戻すには、［メーカーロゴ］フィールドおよ
び ［デバイスロゴ］フィールドのエントリを削除します。

Web サイト言語
ここで、ユーザーインターフェースの言語を選択します。

メーカーロゴ
このフィールドには適切な画像へのパスを入力します。 画像は、ロ
ーカルのコンピューターまたは、ローカルネットワークやインター
ネット経由でアクセスできる場所に保存できます。 

注意：
画像がローカルコンピュータに保存されている場合、このローカル
コンピュータだけで表示できます。

デバイスロゴ
このフィールドには、デバイスロゴの適切な画像のパスを入力しま
す。 画像は、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。

Web インターフェース
 > 外観設定
 > ライブページ機能
 > ログ
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6.3.2 ライブページ機能
この画面では、要件に合わせて ［ライブページ］の機能を調整しま
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］に表示する機能のチェックボックスをオンに

します。 選択した項目にチェックマークが表示されます。
2. 目的の項目が使用できるかどうかを確認するには、［ライブペ

ージ］を確認します。

音声伝送
選択すると、本機からの音声がコンピューターに送信されます （本
機がオンの場合）。

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。

VCA メタデータ表示
映像解析 （VCA）を有効にすると、ライブ映像ストリームに追加情
報が表示されます。 たとえば、［Motion+］モードでは、動体検出し
ているセンサーエリアがマークされます。

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画像の下に表示する
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。
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ローカル録画許可
ローカルストレージにビデオシーケンスを保存するためのアイコン
をライブ画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ビデオシーケンスを保存できます。

JPEG ／映像ファイル保存先
［ライブページ］から画像とビデオシーケンスを保存する場合の保
存先を入力します。 ［参照］をクリックして、適切なフォルダーを
選択することも可能です。

6.3.3 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
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。 ［参
照］をクリックして、適切なフォルダーを選択することも可能で
す。

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
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。 ［参
照］をクリックして、適切なフォルダーを選択することも可能で
す。
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6.4 カメラ

6.4.1 インストーラメニュー
カメラ LED
カメラのスイッチをオフにするには、［カメラ LED］をオフにしま
す。

鏡像
カメラ画像を垂直方向にフリップする （水平軸を中心に回転させ
る）画像を得るには、［鏡像］を有効にします。

主要周波数と操作環境
主要周波数として ［50Hz］または ［60Hz］を選択し、動作環境と
して ［屋内］または ［屋外］を選択します。

露出／フレームレート
- 自動露出／フレームレート：フレームレートが自動的に設定さ

れます。 選択されたデフォルトシャッター速度をシーンの光量
の許容範囲内で維持するように試みられます。

小フレームレートを 4 ～ 30FPS の範囲で選択します。

- 固定露出：シャッター時間をユーザーが定義できます。
露出調整が固定に設定されている場合のシャッター速度を選択
します （50Hz：1/25、1/33、1/50、1/100、60Hz：1/30、1/
40、1/60、1/120）。

カメラ 
 > インストーラメニュー
 > 映像設定
 > エンコーダープロファイル
 > エンコーダーストリーム
 > 音声
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注意：
自動フレームレートモードの場合、シャッター時間はフレームレー
トの影響を受けます。 たとえば、フレームレートが 30FPS の場合、
選択できる も長いシャッター時間は 1/30 秒です。

6.4.2 映像設定
コントラスト （0 ～ 255）
映像のコントラストを調整します。

彩度 （0 ～ 255）
彩度を調整します。0 を設定するとモノクロ画像になります。

輝度 （0 ～ 255）
映像の輝度を調整します。

ホワイトバランス
- ATW：自動トラッキングホワイトバランスを使用すると、常

に 適な色再現が得られるようにホワイトバランスを自動調整
します。

- ［マニュアル］モードでは、赤、緑、青のゲインを目的の位置
に手動で設定できます。

ホワイトバランスを適用 維持：ATW を固定し、カラー設定を保存
します。

R- ゲイン
赤ゲイン調整は、工場出荷時のホワイトポイント位置合わせを補正
します （赤を減らすとより青色に近くなります）。

G- ゲイン
緑ゲイン調整は、工場出荷時のホワイトポイント位置合わせを補正
し、ホワイトポイントを 適化します。

B- ゲイン
青ゲイン調整は、工場出荷時のホワイトポイント位置合わせを補正
します （青を減らすとより黄色に近くなります）。
ホワイトポイントのオフセットは、撮影環境の条件が特殊な場合の
み変更します。
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デフォルト
すべての映像の値を工場出荷時の設定に戻すには、［デフォルト］
をクリックします。
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6.4.3 エンコーダープロファイル
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。 本機では、2 つの H.264
ビデオストリームと 1 つの M-JPEG ストリームが同時に生成されま
す。 これらの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。 この設定はストリームごとに個別
に行います。

プロファイルの定義
8 つのプロファイルを使用できます。 異なるパラメーターに重点を
置いた、事前にプログラムされたプロファイルが用意されていま
す。
- High resolution 1

低遅延の VGA 解像度
- High resolution 2

低データレートの VGA 解像度
- Low bandwidth

低帯域幅接続向けの VGA 解像度
- DSL

大 500kbps の DSL 接続向けの VGA 解像度
- ISDN (2B)

大 100kbps の ISDN 接続向けの QVGA 解像度
- ISDN (1B)

大 50kbps の ISDN 接続向けの QVGA 解像度
- MODEM

大 22kbps のアナログモデム接続向けの QVGA 解像度
- GSM

GSM 接続向けの QVGA 解像度
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プロファイル設定
H.264 エンコーダーストリーム用のプロファイルを設定できます。 
プロファイルを選択するには適切なタブをクリックします。 プロフ
ァイルの名称およびプロファイル内の各パラメーター値を変更でき
ます。

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
の変更は、すべての設定オプションを十分に理解している場合にだ
け行ってください。
プロファイルは、相互に関連しているパラメーターのグループで構
成されています。 パラメーターに許容範囲外の値を入力した場合、
保存時に、その設定に も近い許容値に置き換えられます。

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。 （名前には特殊
文字 （& など）を使用しないでください）。

ターゲットビットレート
ネットワーク帯域幅を 適に利用できるように、ビットレートを制
限します。 ターゲットビットレートは、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。
画像が複雑な場合や、動きが多く画像の内容が頻繁に変わる場合
は、［ 大ビットレート］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。

大ビットレート
この 大ビットレートは、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、［ターゲットビットレート］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
［エンコーディング間隔］スライダーにより、画像をエンコードし
て転送する間隔が決まります。 これは特に低帯域幅の場合に適して
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います。 スライダーの横に画像速度が fps （frames per second）単
位で表示されます。

録画解像度
ここでは、ビデオ映像の解像度を選択します。 VGA （640x480）と
QVGA （320x240）の解像度が選択できます。

エキスパート設定
上級設定を使用すると、I- フレーム画質と P- フレーム画質を必要に
応じて調整できます。 設定は H.264 量子化パラメーター （QP）に
基づいています。

GOP 構造
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）、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 から構造を選択できます。

I- フレーム間隔
スライダーを使用して I- フレーム間の距離を ［オート］に設定する
か、3 ～ 60 の範囲で設定します。 「3」を入力すると、I- フレーム
が 2 つおきになります。数値を小さくするほど、生成される I- フレ
ームが多くなります。 

I- フレーム画質
この設定では、I- フレームの画質を調整します。 基本設定の ［オー
ト］を適用すると、P- フレームの画質設定にあわせて画質が自動的
に調整されます。 または、スライダーを使用して、9 ～ 51 の間で値
を設定します。 値 「9」は 高画質を表します。 大データレート
の設定によっては、フレームのリフレッシュレートが低くなりま
す。 値を 「51」にすると、リフレッシュレートが非常に高くなっ
て、画質が低下します。

P- フレーム画質
この設定では、P- フレームの 高画質を調整します。 基本設定の
［オート］を適用すると、動きと画像定義 （フォーカス）が 適な
組み合わせになるように自動的に調整されます。 または、スライダ
ーを使用して、9 ～ 51 の間で値を設定します。 値 「9」は 高画質
を表します。 大データレートの設定によっては、フレームのリフ
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レッシュレートが低くなります。 値を 「51」にすると、リフレッシ
ュレートが非常に高くなって、画質が低下します。

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。
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6.4.4 エンコーダーストリーム
H.264 設定の選択
1. ストリーム 1 と 2 のコーデックアルゴリズムを選択します。 以

下のアルゴリズムを使用できます。
- H.264 BP+ ビットレート制限
- H.264 MP 標準解像度

2. 定義済みの 8 つのプロファイルから、ストリーム 1 と 2 のデフ
ォルトプロファイルを選択します。

アルゴリズムのプロパティには、次の設定があります。

プレビュー >>
ストリーム 1 と 2 のプレビューを表示できます。 
1. ［プレビュー >>］をクリックすると、ストリーム 1 と 2 の映

像のプレビューを表示します。 プレビューの上部に現在のプロ
ファイルが表示されます。

2. プレビューの下にある ［1：1 ライブビュー］をクリックする
と、そのストリームの表示ウィンドウが開きます。 ウィンドウ
の上部に、さまざまな追加情報が表示されます。

3. ［プレビュー <<］をクリックすると、プレビュー表示を閉じま
す。

H.264 BP+ ビットレ
ート制限

H.264 MP 標準解像
度 

CABAC オフ オン
CAVLC オン オフ
GOP 構造 IP IP
I- フレーム間隔 15 30
デブロッキングフィ
ルター

オン オン

ビットレート 1.2Mbps に制限
推奨用途 ハードウェアデコー

ダー、
DVR 700 Series

ソフトウェアデコー
ダー、PTZ、および
被写体の動きが速い
画像
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注意：
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します。

JPEG ストリーム
M-JPEG ストリームのパラメータを設定します。
- 画像の ［ 大フレームレート 大フレームレート］を ips

（images per second）単位で選択します。 
- ［画質］スライダーで、M-JPEG 画質を ［低］から ［高］ま

で調整できます。

注意：
M-JPEG の解像度は、ストリーム 1 とストリーム 2 の も高い解像
度に従います。 たとえば、ストリーム 1 が VGA で、ストリーム 2
が QVGA の場合、JPEG 解像度は VGA になります。 M-JPEG のフ
レームレートはシステム負荷によって変化します。

6.4.5 音声
［音声入力］としてマイクまたはライン入力コネクターを選択する
か、オフにします。 スライダーで入力ボリュームを調整します。
［音声出力］を ［オン］または ［オフ］にします。
音声録画形式として ［G.711］または ［L16］を選択します。 デフ
ォルト値は G.711 です。 高いサンプリングレートの高音質にする場
合は、L16 を選択します。 この場合は、G.711 の約 8 倍の帯域幅が
必要です。
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6.5 録画

本機からの画像をローカルストレージメディアに記録するか、適切
に設定された iSCSI システムに記録します。 
SDHC カードは、比較的短期間の保存や一時的な録画 （ネットワー
ク中断時のローカルでの一時保存）に適しています。

注意：
録画時間の表は参考値であり、実際の状況とは異なる場合がありま
す （シーンやネットワーク状態などが異なるため）。

長期間、高品質の画像を保存する場合は、適切なサイズの iSCSI シ
ステムを使用してください。

録画
 > ストレージ管理
 > 録画プロファイル
 > 保存期間
 > 録画スケジューラー
 > 録画ステータス

連続録画時間

プロファイル
SDHC カードの容量

4GB 8GB 16GB 32GB
High resolution 1 （VGA、30F/
S、H.264 MP、T:2000Kb、
M:4000Kb）

4 時間 8 時間 16 時
間

32 時
間

Low bandwidth （VGA、30F/S、
H.264 MP、T:700Kb、
M:1500Kb）

11 時
間

22 時
間

44 時
間

88 時
間

DSL （VGA、30F/S、H.264 
MP、T:400Kb、M:500Kb）

19 時
間

38 時
間

76 時
間

152 時
間

ISDN （2B）（VGA、30F/S、
H.264 MP、T:80Kb、M:100Kb）

78 時
間

156 時
間

312 時
間

624 時
間
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Video Recording Manager （VRM）は、iSCSI システムにアクセス
しているときにすべての録画を制御できます。 VRM は、映像サーバ
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。

6.5.1 ストレージ管理
デバイスマネージャー
［VRM］オプションがアクティブな場合、VRM Video Recording 
Manager はすべての録画を管理し、ここではそれ以上の設定はでき
ません。

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。

録画メディア
必要な録画メディア選択してアクティブにし、録画パラメーターを
設定します。

iSCSI メディア
ストレージメディアとして ［iSCSI システム］を選択し、目的とす
る iSCSI システムに接続する場合、設定パラメーターを設定する必
要があります。
選択した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。
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］フィールドに論
理ドライブが表示されます。

ローカルメディア
［ストレージの概要］フィールドにローカルの録画メディアが表示
されます。
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SD カードの録画性能は、SD カードの速度 （クラス）と性能に大
きく依存します。 クラス 4 以上の SD カードの使用をお勧めしま
す。

注意：
プライマリ録画とセカンダリ録画を SD カード上で実行している装
置を VRM システムに追加すると、プライマリ録画用に使用するブ
ロックが再利用されないため、ANR 録画用の録画容量が少なくなり
ます。 これは SD カードを再フォーマットすることで解決できま
す。

録画と 100% の再生速度でのローカルリプレイを同時に実行する場
合のスループット上限は次の通りです。
- 外部 iSCSI 録画の 大合計録画ビットレート：7Mbps
- SD カード録画の 大総録画ビットレート：10Mbps （SD カー

ドの性能により異なる）

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。 
個別のメディアまたは 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。

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すで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、ドライブを本
機に接続します。 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。

1. ［録画メディア］セクションで、［iSCSI メディア］や ［ロー
カルメディア］タブをクリックして、適用できるストレージメ
ディアをストレージの概要に表示します。

2. ［ストレージの概要］セクションで、該当するストレージメデ
ィア、SD カード、iSCSI LUN またはその他のドライブの 1 つ
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
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メディア］リストに追加されます。 新しく追加されたメディア
は、［ステータス］列に ［非アクティブ］と表示されます。

3. ［セット］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が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。

4. ［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 を格納し、［録
画 2］はストリーム 2 を格納します。 

5. ［古い録画を上書きする］オプションのボックスをオンにする
と、メモリー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。 

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。 保存期間を設定し
て、古い録画データを上書きする上限を指定します。

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。 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。
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］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］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。
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
非アクティブにします。 非アクティブにすると、録画に使用されな
くなります。
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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］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。
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6.5.2 録画プロファイル
大 10 個の録画プロファイルを定義し、それらを ［録画スケジュ

ーラ］ページで特定の曜日や時間帯に割り当てます。 ［録画スケジ
ューラ］ページの各タブに表示される録画プロファイル名を変更し
ます。
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。
2. 必要に応じて、［デフォルト］をクリックして、すべての設定

を規定の値に戻します。
3. 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。 コピーした設
定のコピー先プロファイルを選択するためのウィンドウが開き
ます。

4. プロファイルごとに ［セット］をクリックして保存します。

ストリームプロファイル設定
録画の際に各データストリームで使用するプロファイル設定を選択
します。 ここで選択する内容は、データストリームのライブ送信の
設定には依存しません （プロファイルのプロパティは ［エンコー
ダープロファイル］ページで定義します）。

同時記録
映像データに加え、音声やメタデータ （たとえば、アラームまたは
VCA データ）も記録するかどうかを指定します。 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。 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。

標準録画
標準録画のモードを選択します。
- 連続：連続して録画が行われます。 記録容量をオーバーしたと

きに、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：設定されたアラーム発生前の時間、アラーム発
生中、アラーム発生後の時間の間だけ録画が行われます。

- オフ：自動録画は行われません。

［ストリーム］リストボックスで、標準録画用に ［ストリーム 1］、
［ストリーム 2］、または ［I- フレームのみ］を選択します。
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アラーム録画
リストボックスから、［アラーム発生前の録画時間］オプションを
選択します。
リストボックスから、［アラーム発生後の録画時間］オプションを
選択します。
アラーム録画に使用する ［アラームストリーム］を選択できます。 
［次のプロファイルのエンコーディング間隔を使用：］ボックスを
オンにして事前に定義されたプロファイルを選択し、アラーム録画
の特定の録画間隔を設定します。
［FTP にエクスポート］ボックスをオンにすると、表示されている
アドレスの FTP サーバーに標準 H.264 ファイルを送信できます。

アラームトリガー
動画をトリガーするアラームタイプ （アラーム入力／動体／音声検
出アラーム／映像断アラーム）を選択します。 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
ーを選択します。
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6.5.3 保存期間
録画の保存期間を指定します。 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。
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 VGA
を録画する場合、1 時間あたり 1GB 必要です。
録画ごとの保存期間を時間または日単位で入力します。［  ??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。
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6.5.4 録画スケジューラ
録画スケジューラでは、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。 平日および休日のスケジュールを定義できま
す。

平日
対象の曜日について、必要な時間の長さ （15 分間隔）を指定しま
す。 マウスカーソルをテーブルに合わせると、時間が表示されま
す。 
1. ［時間帯］ボックスで、割り当て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、マウスの左ボタンを押

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割り当てるには、
［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］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
デバイスに保存します。

休日
通常の週単位のスケジュールの設定を上書きする休日を定義しま
す。
1. 休日タブをクリックします。 すでに定義されている曜日がテー

ブルに表示されます。
2. 追加をクリックします。 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。 日付を範囲指定す

る場合はマウスをドラッグします。 これらの設定は、テーブル
表示では 1 つの設定内容として扱われます。

4. ［OK］をクリックして、選択を確定します。 ウィンドウが閉じ
ます。

5. 上記の手順で、休日を録画プロファイルに割り当てます。
ユーザーが定義した休日はいつでも削除できます。
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1. ［休日］タブで ［削除］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。 テーブルから選択が削除され、ウィン

ドウが閉じます。
4. 他の日付を削除する場合は同じ手順を繰り返します。

プロファイル名
［時間帯］ボックスに表示される録画プロファイルの名前を変更す
るには、次の手順に従います。
1. プロファイルをクリックします。
2. 名前の変更をクリックします。
3. 新しい名前を入力して、もう一度 ［名前の変更］をクリック

します。

録画のアクティブ化
設定が完了したら、録画スケジュールをアクティブにして録画を開
始します。 設定はいつでも変更できます。
1. 録画スケジュールをアクティブにするには、［開始］をクリッ

クします。
2. 録画スケジュールを非アクティブにするには、［停止］をクリ

ックします。 現在動作中の録画が中断されます。

録画ステータス
録画の状態がグラフィックで表示されます。 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。

6.5.5 録画ステータス
ここには録画ステータスの詳細が表示されます。 これらの設定は変
更できません。
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6.6 アラーム

6.6.1 アラーム接続
アラーム発生時のカメラの反応を選択します。 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。 本機は、接
続が確立されるまで、 大 10 個の IP アドレスに、リストの順番で
接続を試みます。

アラーム接続
［オン］を選択すると、アラーム発生時に、事前に設定した IP アド
レスに自動的に接続します。 ［入力 1 をフォロー］を選択すると、
アラームが継続している間、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。 本機は接
続が確立されるまで、遠隔地に番号順に接続します。

接続先 IP アドレス
番号ごとに、目的のリモートステーションに対応する 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。
ここで定義できるパスワードは 10 個までです。 VIDOS や Bosch 
Video Management System などの制御システムから接続する場合な
ど、11 個以上の接続が必要な場合には、汎用パスワードを定義しま
す。 本機は、同じ汎用パスワードによって保護されたすべてのリモ
ートステーションに接続します。 汎用パスワードを定義するには、
次の手順に従います。

アラーム
 > アラーム接続
 > VCA
 > 音声アラーム
 > アラーム E- メール
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1. ［接続先 IP アドレス数］リストボックスから、［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」を入力しま
す。

3. ［接続先パスワード］フィールドにパスワードを入力します。
4. すべてのリモートステーションのユーザーパスワードを、汎用

パスワードを使用してアクセスできるように設定します。
接続先 10 に IP アドレス 0.0.0.0 を設定すると、10 番目に試みるア
ドレスとしての機能が上書きされます。

映像伝送
デバイス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。
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。 マルチキャスト動作のために、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。

ストリーム
送信するストリームを選択します。

リモートポート
ネットワーク設定に応じて、ブラウザーポートを選択します。 
HTTPS 接続用のポートは、［SSL 暗号化］で ［オン］オプション
が選択されている場合にだけ使用できます。

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します。 接続先のデバイスが不明
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たときにのみ、受信ユニットに接続されたモニ
ターに映像が表示されます。 選択された特定の画像出力が受信ユニ
ットで分割表示するように設定されている場合、アラーム画像の表
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
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することもできます。 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。

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。

SSL 暗号化
SSL 暗号化により、パスワードなど、接続の確立に使用されるデー
タを保護できます。 ［オン］を選択することで、暗号化されたポー
トだけが ［リモートポート］パラメーターで使用できます。 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。 また、適切な証明書もアップロードされている必要がありま
す。

自動接続
［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
［オン］を選択すると、音声ストリームがアラーム接続を使用して
送信されます。
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6.6.2 映像コンテンツ解析 （VCA）
本機には、VCA 機能が内蔵されているため、画像処理アルゴリズム
により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. VCA 設定を選択して、必要な設定を行ってください。
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

の設定を規定の値に戻します。
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6.6.3 VCA 設定－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］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 ...］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。 ファイル名と保存先を指定する新しいウィンド
ウが開きます。

4. ［ロード ...］をクリックし、保存したプロファイルを読み込み
ます。 新しいウィンドウが開き、プロファイルのファイルとそ
の保存先を指定できます。

プロファイルの名前を変更するには、次の手順に従って操作しま
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。 （名前には特殊文字 （& など）を使用しな
いでください）。

2. アイコンをもう一度クリックします。 新しいプロファイル名が
保存されます。

現在のアラームの状態が参照情報として表示されます。

集約時間 ［秒］
集約時間を 0 ～ 20 秒の範囲で設定します。 集約時間はアラームイ
ベントの発生時を起点とします。 ここで設定された値によりアラー
ムイベントが拡張されます。 これにより、短い時間で連続してアラ
ームイベントが発生した場合に、複数のアラームがトリガーされて
イベントが短時間の間に連続して発生することがなくなります。 集
約時間中はアラームがそれ以上発生することはありません。
アラーム録画用に設定されたアラーム発生後の録画時間が開始され
るのは、集約時間の終了時のみです。



ネットワークカメラ 200 シリーズ 詳細モード | ja 101

Bosch Security Systems 設置・操作マニュアル AR18-10-B012 | v1.54 | 2011.08

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、録画した映像の動体が録画されたセンサーフィールド
には四角いマークが表示されます。 

動体検出機能
動体検出は、［Motion+］解析タイプで使用できます。 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。

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変えて、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。

感度
感度は、［Motion+］解析タイプで使用できます。 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。

小物体サイズ
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。 この設定により、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事態を防止できます。 小
値の 「4」を設定することをお勧めします。 この値はセンサーフィ
ールド 4 つを表します。
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デバウンス時間 1 秒
デバウンス時間を設定すると、非常に短いアラームイベントにより
アラームがトリガーされることがなくなります。 ［デバウンス時間
1 秒］オプションを有効にすると、アラームイベントが 1 秒以上継
続しないとアラームがトリガーされません。

領域の選択
動体検出機能によって監視する映像の領域を選択します。 映像は、
正方形のセンサーフィールドに分割されています。 各センサーフィ
ールドを個別にアクティブまたは非アクティブにします。 風に揺れ
る木など継続的に動いている物体をカメラの画角から外したい場合
は、該当するフィールドを非アクティブにします。
1. ［領域選択］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 （赤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赤色でマークされ
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. 非アクティブにするフィールドを右クリックします。
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］（X）ボタン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変えて、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］と ［トリガー遅延 ［秒］］は、［参照チェック］がオンに
なっている場合にだけ変更できます。

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
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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
定により、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
誤報が発生するのを防止します。

広範囲の変化アラーム （スライダー）
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、［領域選択］で選択したセ
ンサーフィールド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、多数のセンサーフィー
ルドで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。

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
懐中電灯の光を対象に直接当てるなど、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、レンズの画角を妨害する
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。
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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. ［領域選択］をクリックして監視対象領域を選択します。
3. ［参照チェック］ボックスをオンにして、ライブ映像とのチェ

ックを有効にします。 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、参照チェックをもう一度指定できます。

エッジ消失
参照画像で選択された範囲には目立つ構造物が必要です。 この構造
物が隠されたり移動されたりすると、参照チェック機能によりアラ
ームがトリガーされます。 選択された範囲の映像が均質で、構造物
を隠したり移動したりしてもアラームが発生しないと判断された場
合、参照画像が不適切であることを示すアラームがただちにトリガ
ーされます。

エッジ出現
参照画像の選択範囲にきわめて均質な領域がある場合は、このオプ
ションを選択します。 この範囲に構造物が出現した場合、アラーム
がトリガーされます。

領域の選択
参照画像の監視対象領域を選択します。 映像は正方形のフィールド
に分割されています。 各センサーフィールドを個別にアクティブま
たは非アクティブにします。
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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1. ［領域選択］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. 非アクティブにするフィールドを右クリックします。
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］（X）ボタンをクリックしてくださ
い。
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6.6.4 VCA 設定 - スケジュール
スケジュール設定により、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ことができます。 
平日および休日のスケジュールを定義できます。 

平日
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。
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］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］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
カメラに保存します。

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。
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。 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、選択を受け入れます。 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。
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休日の削除
ユーザーが定義した休日はいつでも削除できます。
1. 削除をクリックします。 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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6.6.5 VCA 設定 - 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。このメタデータにより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
物理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。

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、そのトリガーは非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。 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。 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+ 設定が継続されます。
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6.6.6 音声アラーム
音声信号に基づいてアラームを作成します。 機械ノイズや背景ノイ
ズによる誤報を防止するため、信号強度と周波数範囲を設定しま
す。
音声アラームを設定する前に、通常の音声転送を設定してくださ
い。

音声アラーム
本機で音声アラームを生成する場合は、［オン］を選択します。

名称
各アラームに名称を設定しておくと、Bosch Video Client や Bosch 
Video Management System プログラムなどを使用する大規模ビデオ
監視システムでアラームの検索や識別が簡単になります。 フォレン
ジックサーチ機能で、この名前を録画のクイック検索のフィルター
オプションとして使用することもできます。 任意の名称を入力しま
す。 （名前には特殊文字 （& など）を使用しないでください）。

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。

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
接動かして設定します。

感度
この設定は、音響環境に合わせて感度を調整したり、個別の信号ピ
ークを効率的に抑制するために使用します。 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。
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6.6.7 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。 これにより、映像受信ユ
ニットを持たない受信者にもアラームをメールで通知することがで
きます。 自動的に E- メールを送信するには、あらかじめ 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
アラーム発生時にデバイス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。 E- 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。 ボックスを空 （0.0.0.0）にし
ておくこともできます。

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

SMTP パスワード
登録されたユーザー名に必要なパスワードを入力します。

形式
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。
- SMS：SMS 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）。
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。

画像添付
このボックスをオンにすると、カメラから JPEG 形式の画像が送信
できるようになります。 

宛先アドレス
アラーム発生時に 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。
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送信者名
E- メール送信ユニットの一意の名称 （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］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。
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6.7 インターフェース

6.7.1 アラーム入力
本機のアラームトリガーを設定します。
接点が開いたときにアラームをトリガーする場合は、［NC 接点］
（常閉）を選択します。
接点が閉じたときにアラームをトリガーする場合は、［NO 接点］
（常開）を選択します。

名称
アラーム入力の名称を入力します。 入力した名前は、［ライブペー
ジ］のアラーム入力アイコンの下に表示されます。 （名前には特殊
文字 （& など）を使用しないでください）。

6.7.2 リレー
リレー出力の切り替え動作を設定します。 
出力を自動的にアクティブにするさまざまなイベントを選択しま
す。 たとえば、動体検出アラームがトリガーされると投光照明をオ
ンに、アラームが停止したら投光照明をオフにします。

アイドル状態
リレーを常開接点 （N.O.）として動作させる場合は ［開］ を選択
し、リレーを常閉接点 （N.C.）として動作させる場合は ［閉］を
選択します 。

操作モード
リレーの操作モードを選択します。
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。

インターフェース
 > アラーム入力
 > リレー
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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：イベントによるリレーのトリガーはありません
- 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 %s：映像信号の中断によってトリガーが実行さ

れます
- VMD 動体検出アラーム %s：［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
- ローカル入力 %s：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 %s：リモートステーション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
リレーに名前を付けることができます。 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
アイコンの横にリレー名を表示するように設定することもできま
す。 （名前には特殊文字 （& など）を使用しないでください）。

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

6.8.1 ネットワークアクセス
このページの設定は、本機を既存のネットワークに導入するために
使用されます。 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］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. セットして再起動をクリックします。
本機が再起動し、変更した設定が有効になります。 IP アドレス、サ
ブネットマスク、ゲートウェイアドレスを変更した場合は、再起動
しないと新しいアドレスが有効になりません。

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、本機に自動的に割り当てられた IP アド
レスの受け入れを有効にします。
一部のアプリケーション （Bosch Video Management System、
Archive Player、Configuration Manager、）は、デバイスを一意に割
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おり、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
本機の 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
設定した IP アドレスの適切なサブネットマスクを入力します。

ネットワーク
 > ネットワークアクセス
 > 詳細
 > WLAN
 > マルチキャスト
 > FTP 転送
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ゲートウェイアドレス
本機を別のサブネットで遠隔地に接続する場合は、ここにゲートウ
ェイの IP アドレスを入力します。 使用しない場合は、このフィール
ドを空 （0.0.0.0）にします。

DNS サーバーアドレス
本機では、DNS サーバーを使用して、名称で指定されたメールまた
は FTP サーバーのアドレスを検索できます。 DNS サーバーの IP ア
ドレスをここに入力します。

詳細 >>

映像伝送
本機をファイアウォール内で使用する場合、転送プロトコルとして
TCP （ポート 80）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。
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。

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 への接続を制限するには HTTP
ポートを非アクティブにします。 非アクティブにするには、［オ
フ］オプションを選択します。

HTTPS ブラウザーポート
ブラウザーでのアクセスを、暗号化された接続のみに制限するに
は、リストから HTTPS 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 ポートを非アクティブ
にすると、暗号化されていないポートへの接続のみに制限されま
す。
本機は TLS 1.0 プロトコルを使用します。 ブラウザーが TLS 1.0 プ
ロトコルをサポートするように設定されていることを確認してくだ
さい。 また、Java アプリケーションのサポートが有効になっている
ことも確認してください （Windows の ［コントロールパネル］の
Java プラグインのコントロールパネル）。
SSL 暗号化に接続を限定するには、HTTP ブラウザーポート、
RCP+ ポート、Telnet サポートで ［オフ］オプションを設定しま
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す。 これにより、暗号化されていない接続がすべて非アクティブと
なり、HTTPS ポートでの接続のみが可能になります。

RCP+ ポート 1756
［RCP+ ポート 1756］をアクティブにすると、このポートでの暗号
化されていない接続が許可されます。 暗号化された接続だけを許可
するには、［オフ］オプションを設定してポートを無効にします。

Telnet サポート
［Telnet サポート］をアクティブにすると、このポートでの暗号化
されていない接続が許可されます。 暗号化された接続のみを許可す
るには、［Telnet サポート］を ［オフ］に設定して非アクティブに
し、Telnet 接続を無効にします。

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

ネットワーク MSS ［バイト］
IP パケットのユーザーデータについて、 大セグメントサイズを設
定します。 これによって、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 システムが本機と同じ
サブネットにある場合に限り、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、本機をインターネット経由で選択することができます。 このサ
ービスはここで有効にできます。 サービス実行するには、
DynDNS.org でアカウントを取得し、そのサイトにユニットのホス
ト名を登録します。
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注意：
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。

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

ユーザー名
DynDNS.org で登録したユーザー名をここに入力します。

パスワード
DynDNS.org で登録したパスワードをここに入力します。

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

ステータス
DynDNS 機能のステータスが表示されます。これは情報提供が目的
のため、変更できません。
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6.8.2 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。 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］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. セットして再起動をクリックします。
本機が再起動し、変更した設定が有効になります。 

SNMP
本機は、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。 共通コードで SNMP MIB II をサポートしています。
［SNMP］パラメーターに ［オン］を選択して、SNMP ホストアド
レスを入力しない場合は、デバイスはトラップ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
ドレスが入力されている場合は、SNMP トラップが自動送信されま
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
SNMP トラップを自動送信するには、1 つまたは 2 つのターゲット
デバイスの IP アドレスをここに入力します。

SNMP トラップ
送信するトラップを選択するには、次の手順に従います。
1. 選択をクリックします。 ダイアログボックスが表示されます。
2. 該当するトラップのチェックボックスをオンにします。
3. ［セット］をクリックしてウィンドウを閉じ、選択したトラッ

プをすべて送信します。

認証 （802.1x）
Radius サーバーの認証を設定するには、ネットワークケーブルを使
用して、本機とコンピューターを直接接続します。 Radius サーバー
を使用してネットワークでアクセス権を制御する場合は、［オン］
を選択してカメラとの通信の認証を有効にします。 
1. Radius サーバーで設定されているカメラのユーザー名を

［ID］フィールドに入力します。
2. Radius サーバーで設定されているカメラのパスワードを入力

します。
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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。 デフォ
ルトは 554 です。 RTSP 機能を無効にするには、［オフ］を選択し
ます。

UPnP （ユニバーサルプラグアンドプレイ）
［オン］を選択すると、UPnP 通信が有効になります。 無効にする
には、［オフ］を選択します。
UPnP を有効にすると、カメラはネットワークからの要求で反応
し、照会するコンピューターに新しいネットワークデバイスとして
自動的に登録されます。

注意：
Windows XP または Windows Vista を搭載したコンピューターで
UPnP 機能を使用するには、ユニバーサルプラグアンドプレイホス
トと SSDP 検出サービスを有効にする必要があります。
登録通知の数が多くなるため、この機能は大規模なインストールで
は使用しないでください。

TCP メタデータ入力
このデバイスでは、ATM や POS デバイスなどの外部の TCP ユニッ
トからデータを取得して、メタデータとして保存できます。 TCP 通
信のポートを選択します。 機能を無効にするには、［オフ］を選択
します。 有効な送信者 IP アドレスを入力してください。

6.8.3 WLAN
ワイヤレス LAN 接続を使用するには、次の手順に従ってください。
1. ワイヤレス LAN 接続を有効化するには、ドロップダウンボッ

クスから ［オート］を選択します。
2. ［地域コード］ドロップダウンボックスで、お住まいの地域を

選択します。
3. サービスセット ID が分かる場合は、［SSID］ボックスに入力

します。 サービスセット ID がわからない場合は、スキャンを
実行して使用可能なサービスのリストを表示し、サービスをク
リックします。

4. 暗号化キーを入力して、［PSK］ボックス中のネットワークに
アクセスできるようにします。
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注意：
ネットワークセキュリティを高めるため、暗号化は WPA-PSK
（TKIP）と WPA2-PSK （AES）のみがサポートされています。

6.8.4 マルチキャスト
このカメラは、1 台の受信ユニットとの 1 対 1 の接続 （ユニキャス
ト）だけでなく、複数の受信ユニットへの映像信号の同時伝送にも
対応しています。 そのためには、本機で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、
ネットワーク内の個々のデータストリーム自体を設定されたグルー
プ内の複数の受信ユニットに配信する方法 （マルチキャスト）があ
ります。 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
を指定します。 関連するタブをクリックして、ストリーム間で切り
替えできます。
マルチキャストを行うには、UDP プロトコルと IGMP プロトコルを
使用するマルチキャスト対応のネットワークを準備する必要があり
ます。 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。
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
スの範囲は 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。 この設定はストリームごとに個別
に行わなければなりません。

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、このチェックボックスをオンにして、マルチキャ
ストアドレスを入力します。

マルチキャストアドレス
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
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す。 「0.0.0.0」を設定すると、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）。 本機は、 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。
データの複製処理は CPU 負荷が大きく、場合によっては画質が劣
化することがあります。

ポート
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オンして、マルチキャストストリーミングモー
ドを有効にします。 有効化されたストリームにはチェックが表示さ
れます （通常、標準のマルチキャスト処理ではストリーミングは
必要ありません）。

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。 ルーターを経由してマルチキャストを実行する
場合は、1 よりも大きい値を入力します。

6.8.5 FTP 転送
個別の JPEG 画像を特定の間隔で FTP サーバーに保存します。 保
存した画像を取り出して、アラームイベントを再作成することもで
きます。 JPEG 解像度は、2 つのデータストリームのうち高い値に
設定されている方の解像度に対応します。

ファイル名
転送される画像のファイル名を作成する方法を選択します。
- 上書き：常に同じファイル名が使用されます。既存のファイル

があれば、すべて上書きされます。
- 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：日付と時刻が自動的にファイル名に付加さ
れます。 この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。 たとえ
ば、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。
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転送間隔
画像が FTP サーバーに送信される間隔を入力します。 画像を送信し
ない場合は 「0」を入力します。

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。

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
FTP サーバーに画像を送信するための正確なパスを入力します。

大ビットレート
ビットレートの上限値を kbps 単位で入力します。
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6.9 サービス

6.9.1 メンテナンス

ファームウェア
新しいファームウェアをアップロードすることで、本機の機能やパ
ラメーターを更新できます。 ネットワーク経由で 新のファームウ
ェアパッケージが本機に転送されます。 ファームウェアは自動的に
インストールされます。 このように、本機の保守や更新は離れた場
所から行うことができ、技術者が現場で本機を変更する必要があり
ません。 新のファームウェアは、カスタマーサービスセンターま
たは Bosch Security Systems のダウンロードエリアから入手できま
す。
ファームウェアをアップデートするには、次の手順に従います。
1. まず、ファームウェアファイル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. ［アップロード］をクリックして、デバイスへのファイル転送

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。

サービス
 > メンテナンス
 > システムの概要

注意
ファームウェアのアップデートを開始する前に、正しいアップロー
ドファイルを選択し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、交換が必
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を中断しないでください。 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。 中断すると、フラッシュメモリーのコ
ードが壊れる恐れがあります。 その場合、本機にアクセスできなく
なり、交換が必要になることがあります。
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新しいファームウェアが解凍され、フラッシュメモリーが再プログ
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。 アップロードが正常に終
了すると、本機が自動的に再起動されます。
アップロードの成否は動作ステータス LED の点灯色でわかります。
赤色で点灯する場合、アップロードは失敗ですのでやり直してくだ
さい。 アップロードをやり直す場合は専用のページに移動します。
1. ブラウザーのアドレスバーで本機の IP アドレスの後に 「/

main.htm」を入力します。たとえば次のように入力します。
192.168.0.10/main.htm

2. アップロードを再度実行します。

設定
本機の設定データをコンピューターに保存し、その設定データをコ
ンピューターから本機にダウンロードします。
カメラの設定を保存するには次の手順に従います。
1. ［ダウンロード］をクリックします。ダイアログボックスが表

示されます。
2. 指示に従って現在の設定を保存します。
コンピューターから本機に設定データをダウンロードするには、次
の手順に従います。
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］を

クリックして、必要なファイルを選択します。
2. ロードするファイルが、再設定するユニットと同じデバイスタ

イプ用であることを確認します。
3. ［アップロード］をクリックして、デバイスへの転送を開始し

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。 アップロードが正常に終了すると、本機が
自動的に再起動されます。

SSL 証明書
SSL 接続を行うには、送信側と受信側の両方で関連証明書が必要で
す 証明書ファイルを 1 つずつカメラにアップロードします。 
1. アップロードするファイルの保存先を入力するか、［参照］を

クリックしてファイルを選択します。
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2. ［アップロード］をクリックして、ファイル転送を開始しま
す。

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
ドレスフィールドに、本機の IP アドレスの後に 「/reset」と入力し
ます。たとえば、次のように入力します。
192.168.0.10/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本機からダウ
ンロードして、カスタマーサービスに送信します。 
［ダウンロード］をクリックして、ファイルの保管場所を選択しま
す。

注意：
［HTTPS ブラウザーポート］が ［オフ］に設定されておらず、ブ
ラウザーで TLS 1.0 サポートが有効になっていることを確認してく
ださい。

6.9.2 システムの概要
このウィンドウは情報提供を目的としており、変更はできません。 
テクニカルサポートを受ける際には、この情報を手元に用意してお
いてください。
必要に応じて、このページ上のテキストを電子メールにコピーアン
ドペーストしてください。
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7 ブラウザーからの操作

7.1 ライブページ
接続が確立すると、まず ［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。 ［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
る場合もあります。 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。

図 7.1 ライブページ

7.1.1 CPU 負荷 
ブラウザーでカメラにアクセスすると、プロセッサーの負荷とネッ
トワーク情報がウィンドウ右上の Bosch ロゴの横に表示されます。

マウスカーソルをアイコン上に移動すると、数値が表示されます。 
この情報は、問題解決やカメラの調整時に役立ちます。

7.1.2 映像選択
映像を全画面に表示します。
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- ビデオ映像の下の ［ストリーム 1］、［ストリーム 2］、または
［M-JPEG］タブをクリックすると、カメラ画像の表示が切り
替わります。

映像オーバーレイ情報
映像には、重要なステータス情報をオーバーレイ表示できます。 オ
ーバーレイでは、次の情報が表示されます。

デコードエラー 
デコードエラーにより、フレームにノイズが発生す
る場合があります。 破損したフレームを後続のフレ
ームが参照すると、このフレームにもデコードエラ
ーが発生する場合がありますが、デコードエラーの
マークは付きません。

メディア項目のアラームフラグセット

通信エラー 
通信エラーが発生すると、このアイコンが表示され
ます。 原因は、ストレージメディアとの接続に失敗
したか、サブコンポーネントとのプロトコル違反、
または単なるタイムアウトが考えられます。 このエ
ラーから回復するために、自動再接続手順がバック
グラウンドで開始されます。

ギャップ 
（映像は録画されません）

透かしが無効

メディア項目の透かしフラグセット
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7.1.3 デジタル I/O
カメラの設定によっては、アラーム入力とリレー出力がカメラ映像
の横に表示されます。 アラームアイコンは、アラーム入力の状態を
示します （アクティブ 1 ＝アイコンが点灯する、アクティブ 0 ＝ア
イコンは点灯しない）。 
本機のリレーを使用してデバイスを操作できます （たとえば、ライ
トやドアの自動開閉）。
 操作するには、リレーアイコンをクリックします。 リレーがア

クティブな場合、記号が赤色になります。

7.1.4 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、カメラ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はファイルに自
動保存できます。 ［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
はファイルに自動保存できます。
フィールドからエントリを削除する場合は、右上のアイコンをクリ
ックします。

7.1.5 スナップショット保存
［ライブページ］に表示されているビデオシーケンスからスナップ
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。

メディア項目の動体フラグセット

ストレージの検出が完了していません 
録画映像に関する情報が取得されていない場合は、
すべての録画映像を見つけるために検出手順が開始
されます。 この間は、「検出」記号が表示されます。 
検出の実行中は、まだ検出されていない位置にギャ
ップが表示される場合があります。 接続情報が取得
されると、ギャップが実映像で自動的に置き換えら
れます。
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 カメラアイコン  をクリックすると、個々の画像が保存
されます。

保存先はカメラの設定によって異なります。

7.1.6 録画
［ライブページ］に表示されているライブ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。 シーケンスは、エンコーダー設定
で指定された解像度で録画されます。 保存先はカメラの設定によっ
て異なります。

1. ビデオシーケンスを録画するには録画アイコン  をクリ

ックします。
- すぐに録画が開始されます。 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、録画アイコンをもう一度クリックしま

す。

保存したビデオシーケンスは、Bosch Security Systems の Player ソ
フトウェアで再生できます。

7.1.7 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、
録画中に変化します。

アイコンが点灯し、動きのあるグラフィック  が表示されて
いる場合、録画中であることを示します。 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。

7.1.8 音声通信
カメラのアクティブなモニターとリモートステーションが音声をサ
ポートしている場合は、ライブページ経由で音声を送受信できま
す。 
1. カメラに音声信号を送信するには、F12 キーを押し続けます。
2. 音声の送信を停止するには、キーを放します。
カメラから送信される音声信号は、接続しているどのユーザーも受
信できますが、音声信号を送信できるのは、 初に F12 キーを押し
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たユーザーのみです。他のユーザーは、 初のユーザーがキーを放
すまで待つ必要があります。
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7.2 ［録画］ページ
［ライブページ］または ［設定］ページで、［録画］をクリックし
て ［録画］ページにアクセスします （［録画］リンクは保存メディ
アが選択されている場合のみ表示されます）。 

注意：
［録画］ページが正しく表示されるように、PC に BVIP Lite Suite
をインストールしてください。

録画の選択
保存されたすべてのシーケンスがリストに表示されます。 各シーケ
ンスには、トラック番号が割り当てられます。 開始時間および終了
時間、録画時間、アラーム数、録画タイプが表示されます。
録画したビデオシーケンスを再生するには、次の手順に従います。 
1. ドロップダウンメニューで ［録画 1］または ［録画 2］を選択

します （1 と 2 の内容は同一で、品質と場所のみに違いがあ
る場合があります）。

2. 矢印ボタンを使用してリストを参照します。
3. トラックをクリックします。 選択したシーケンスの再生が始ま

ります。

FTP へのエクスポート 
現在のトラックを FTP サーバーに送信するには、［FTP にエクスポ
ート］をクリックします。 必要に応じて、選択した範囲内で時間を
変更します。

7.2.1 再生の制御
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。 映像に関連付けられている時間間隔が、灰色で
バーに表示されます。 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、シーケンス内およびシーケンス間での移動に使用で
きる、さまざまなオプションがあります。
- プラスアイコンまたはマイナスアイコンをクリックすると、表

示される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。
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- 必要に応じて、再生を開始する時点に緑色の矢印をドラッグし
ます。 

- 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。

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。
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 
次のビデオシーケンスの開始位置にジャンプ

スライドコントロール
調整スライダーを使用して、再生速度を継続的に選択できます。

ブックマーク
映像内にマーカー （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。
 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
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。 ［録画］ページから移動すると、すべ
てのブックマークは削除されます。
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8 トラブルシューティング

8.1 LED インジケーター
このカメラには、前面と背面のパネルに動作ステータスと動作不良
の可能性を示す LED が付いています。

8.2 問題の解決
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。

8.3 カスタマーサービス
障害を解決できない場合は、販売店またはシステムインテグレータ
ーにお問い合わせいただくか、直接 Bosch Security Systems のカス
タマーサービスまでお問い合わせください。

保証や修理で参照できるように、設置者は本機に関するすべての情
報を書き留めておく必要があります。 ファームウェアのバージョン
番号と、その他のステータス情報は、本機の起動時か ［サービス］
メニューで確認できます。 カスタマーサービスに問い合わせる前
に、この情報と、本機のラベルに記載されている情報を書き留めて
ください。

動作不良 考えられる原因 解決方法
遠隔地に映像を転送
できない

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

本機の設定が間違っている 設定パラメーターをすべて
確認します。

取付不良 ケーブル、プラグ、接点お
よび接続をすべて確認しま
す。
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9 メンテナンス

9.1 修理

9.1.1 譲渡および廃棄
本機を譲渡する場合は、必ずこのインストールガイドを添付してく
ださい。 このカメラに使用されている材料には環境に害を与えるも
のが含まれています。廃棄する際は、必ず法律に従ってください。 
故障したり不要になったカメラや部品を廃棄する際は、専門業者に
依頼するか、地域の有害廃棄物収集場所に搬送する必要がありま
す。

注意
本機のケース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。 メンテナンスまたは修理作業は、資格
のある担当者 （電気技術者またはネットワーク技術の専門家）に依
頼してください。 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。
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10 技術データ

10.1 仕様

入力電圧 DC +12V

消費電力 4.6W （ 大）

センサータイプ ¼ インチ CMOS 

センサーピクセル 640×480

感度 1.0lux （F1.4 時）

録画解像度 VGA、QVGA

映像圧縮 H.264 MP （メインプロファイル）、H.264 BP+
（Baseline Profile Plus）、M-JPEG 

大フレームレート 30fps （M-JPEG のレートはシステム負荷によって
変化します）

レンズタイプ バリフォーカル 2.8 ～ 10mm、F1.4 ～クローズ

レンズ取り付け CS 取り付け

アラーム入力 DC +9 ～ 30V

リレー出力 AC/DC 24V、1A

音声入力 組み込みマイク、ライン入力ジャックコネクター

音声出力 ライン出力ジャックコネクター

音声通信 双方向、全二重

音声圧縮 G.711、L16 （ライブおよび録画 )

SD カードスロット 大 32GB の SD ／ SDHC カードをサポート

録画 連続録画、リング録画 アラーム／イベント／スケジ
ュール録画
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ユニット設定 Web ブラウザーまたは PC 監視ソフトウェア

プロトコル HTTP、HTTPs、SSL、TCP、UDP、ICMP、
RTSP、RTP、RTCP、IGMPv2/v3、SMTP、
SNTP、FTP、DHCP クライアント、ARP、DNS、
DDNS、NTP、SNMP、UPnP、802.1X、iSCSI

イーサネット 10/100 Base-T、自動検知、半二重／全二重、RJ45 

ワイヤレス LAN IEEE 802.11b/g

ワイヤレスセキュリテ
ィ

WPA-PSK （TKIP）、WPA2-PSK （AES）

レンズを含む寸法
（幅 × 高さ × 奥行き）

55×72×178mm

重量 （レンズ含む） 約 245g

取り付け 上部と下部に ¼ インチ取付ソケット

動作温度 （カメラ） 0 ℃～ +45 ℃

動作温度 （電源） 0 ℃～ +40 ℃

保管温度 -20 ℃～ +70 ℃

湿度 相対湿度 10％～ 80％ （結露なきこと）
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10.1.1 寸法

図 10.1 外観図

10.1.2 アクセサリ
LTC 9348/00 シリーズ屋内用ドーム
- ハウジング （カメラ／レンズ 大 216mm、天井埋め込み型マ

ウント、スモーク、金属製のスイッチボックス）

新のアクセサリについては、 寄りの Bosch 販売店までお問い合
わせいただくか、Web サイト www.boschsecurity.com をご覧くだ
さい。
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