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1 ヘルプの使いかた
Bosch Video Management System の操作方法を調べる場合、次のいずれかの方法でオンラインヘル
プを表示します。
ヘルプの目次や索引を使ったり、検索したりするには、次の手順に従って操作します。
 ヘルプメニューのヘルプをクリックします。 ボタンやリンクを使用して、画面内を移動できま

す。
ウィンドウまたはダイアログのヘルプを表示するには、次の手順に従って操作します。 

 ツールバーで、 をクリックします。
または
 任意のプログラムウィンドウまたはダイアログのヘルプについては F1 キーを押します。

1.1 検索
ヘルプの情報はいくつかの方法で検索することができます。
オンラインヘルプで情報を検索するには、次の手順に従って操作します。
1. ヘルプメニューのヘルプをクリックします。
2. 左ウィンドウが表示されない場合は、［表示］ボタンをクリックします。 
3. ヘルプ画面では次のように操作します。

画面内のボタン名やメニュー名などは、太字で表示されます。
 下線が引かれたテキストやアプリケーションの項目名など、クリックできる個所には矢印が表

示されます。

 ステップバイステップガイドを表示するには、 をクリックします。
関連トピック
 クリックすると、現在使用しているアプリケーションに関するトピックとその情報が表示され

ます。  
トピックは、アプリケーション画面の操作のしかたについて説明しています。

セクション 「13  コンセプト」に、選択した問題に関するバックグラウンド情報を説明しています。

（クリック）ボタ
ン

動作

目次 オンラインヘルプの目次が表示されます。 ブックアイコンをクリックすると、
トピック内のすべてのページが表示されます。ページアイコンをクリックする
と、対応するトピックの解説が右ウィンドウに表示されます。

索引 用語や文章を検索したり、キーワードを入力して検索し、検索結果一覧から確
認したい内容を選択できます。 キーワードをダブルクリックすると、対応する
トピックが右ウィンドウに表示されます。 

検索 目的のトピックに関連する用語または文章を検索できます。 テキスト項目に用
語または文章を入力して Enter キーを押し、トピックリストからトピックを選
択します。

注意
警告 （安全に関する警告記号なし）：死亡や重傷を負うおそれがある内容を示しています。

データの損失やシステムの破損を避けるために、警告メッセージに注意する必要があります。
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1.2 ヘルプの印刷
オンラインヘルプの表示中、Web ブラウザーからトピックやその解説を印刷することができます。 
ヘルプトピックを印刷するには、次の手順に従って操作します。
1. 右ウインドウを右クリックして ［印刷］を選択します。 

［印刷］ダイアログボックスが開きます。
2. ［印刷］をクリックします。 指定したプリンターからトピックが印刷されます。

注
この記号は、ユーザーの安全または所有物の保護に直接的または間接的に関係のある情報または企
業ポリシーを示してします。
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2 はじめに
Bosch Video Management System は IP ネットワーク上のデジタル映像、音声、およびデータを統
合します。 
システムは次のソフトウェアモジュールから構成されます。
- Central Server
- NVR （ネットワークビデオレコーダー）
- Operator Client （DiBos DVR ／ VRM 録画／ iSCSI 録画／ VIDOS NVR ／ローカル録画）
- Configuration Client

動作するシステムを実現するには、次のタスクを実行する必要があります。
- （Central Server および VRM）サービスのインストール
- Operator Client と Configuration Client のインストール
- ネットワークへの接続
- デバイスのネットワークへの接続
- 基本設定

- デバイスの追加 （デバイススキャンなどによる）
- 論理構造の構築
- スケジュール、カメラ、イベント、アラームの設定
- ユーザーグループの設定

- 基本操作
Bosch VMS Archive Player には、エクスポートされた録画が表示されます。
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3 システムの概要
Bosch Video Management System のインストールと設定を予定している場合、Bosch Video 
Management System のシステムトレーニングに参加してください。
サポート対象バージョンのファームウェアとハードウェア、およびその他の重要な情報については、
現在の Bosch Video Management System バージョンのリリースノートを参照してください。
Bosch Video management System をインストールできるコンピュータに関する情報については、
Bosch のワークステーションおよびサーバーに関するデータシートを参照してください。
以下のすべてのソフトウェアモジュールは、オプションで 1 台の PC にインストールできます。
ソフトウェアモジュールのタスク
- Central Server：ストリーム管理、アラーム管理、優先度管理、中央ログブック、ユーザー管理
- VRM：エンコーダへの iSCSI デバイス上のストレージ容量の配分と、複数の iSCSI デバイス間

での負荷分散の処理。 
iSCSI から Operator Client への再生映像／音声データのストリーミング。

- Configuration Client：Operator Client のシステム設定および管理。
- Operator Client：ライブ監視、ストレージ取得、再生、アラーム。

3.1 ハードウェア要件
Bosch Video Management System のデータシートを参照してください。 プラットフォーム PC 用の
データシートも入手できます。

3.2 ソフトウェア要件
Bosch Video Management System のデータシートを参照してください。 
Bosch VMS Archive Player をインストールしようとしているコンピューターに、Bosch Video 
Management System をインストールしないでください。

3.3 ライセンス要件
使用可能なライセンスについては Bosch Video Management System のデータシートを参照してくだ
さい。
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4 はじめに
この章では、Bosch Video Management System および Bosch VMS Archive Player. を初めて使う方
法について説明します。

4.1 Operator Client の起動
注意：
- システムを使用する前に、購入したライセンスをアクティブにしてください。 ライセンスのア

クティベーションの方法については、設定マニュアルまたは Configuration Client のオンライン
ヘルプで説明しています。

- Bosch Video Management System で必要な言語を使用できるように、Configuration Client にそ
の言語を設定してください。 詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。

アプリケーションの新しいバージョンが Central Server に格納されている場合、ログオン時に、ノー
タッチデプロイメントによって、このバージョンが自動的にインストールされます。

Operator Client を起動するには、次の手順に従って操作します。
1. ［スタート］メニューから、［プログラム］＞ ［Bosch VMS］＞ ［Operator Client］を選択し

ます。
ログオンのためのダイアログボックスが表示されます。 

2. ［ユーザー名：］フィールドに、ユーザー名を入力します。 
初めてアプリケーションを起動する場合、ユーザー名に Admin を入力します。パスワードは必
要ありません。

3. ［パスワード：］フィールドに、パスワードを入力します。 
4. ［接続］リストで、Central Server の IP アドレスまたは DNS 名を選択します。 
5. ［OK］をクリックします。 

ユーザーグループにデュアル認証が設定されている場合、次のログオンダイアログが表示され
ます。
設定された第 2 ユーザーグループのユーザーが必要な情報を入力します。
アプリケーションが起動します。
デュアル認証がオプションの場合、2 番目のログオンダイアログボックスで、再度 ［OK］をク
リックします。 ただし、そうすると、ユーザーグループのユーザー権限のみが与えられ、デュ
アル認証グループの拡張可能なユーザー権限は与えられません。

Operator Client を終了するには、次の手順に従って操作します。
1. ［システム］メニューの ［終了］をクリックします。

アプリケーションが終了します。
アプリケーションを終了する権限のないユーザーとして Operator Client にログオンしていた場
合、［ログオフパスワードの入力］ダイアログボックスが表示されます。

2. 対応するユーザー権限を持つユーザーに、ユーザー名とパスワードを入力してプロセスを確認
するように頼みます。

4.2 新しい設定の承諾
システム管理者が Configuration Client 内から新しい設定をアクティブにすると、すぐに各 Operator 
Client が自動的に再起動されます。あるいは、ワークステーションのユーザーに対して、新しい設定
に関する通知が行われ、ユーザーは後でそれを承諾することができます。 システム管理者は、これ
ら 2 つのケースのどちらが実行されるかを設定します。
システム管理者が、新しい設定の承諾を各 Operator Client ワークステーションに強制しないで新し
い設定をアクティブにした場合、すべての Operator Client ワークステーションにダイアログボック
スが表示されます。 ユーザーは、新しい設定の拒否や承諾を行うことができます。 ユーザーが対応
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しない場合、ダイアログボックスは数秒後に閉じられます。 この場合、新しい設定は承諾されませ
ん。

新しい設定を承諾するには：
 ログオフして、もう一度ログオンします。 

新しい設定がこれで適用されます。
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5 カメラ映像を表示する
この章では、カメラの画像を表示する方法について説明します。 
この章で説明する機能の一部は、ユーザーグループによっては無効になっている場合があります。

5.1 カメラを画像枠で表示する
メイン画面
カメラ映像を画像枠に割り当てるには、次の手順に従って操作します。
 ［論理ツリー］ウィンドウからカメラを画像枠にドラッグします。

選択したカメラ映像が画像枠に表示されます。 
または
1. 画像枠を選択します。
2. ［論理ツリー］ウィンドウで、カメラをダブルクリックします。

選択したカメラ映像が画像枠に表示されます。 
3. 上記の手順を、表示するすべてのカメラについて繰り返します。

また、マップとドキュメントを画像枠にドラッグすることもできます。
または
 論理ツリーで、カメラを右クリックし、［次の空き画像枠に表示］をクリックします。

カメラが表示されます。

画像ウィンドウ内でカメラを動かすには、次の手順に従って操作します。 
 カメラを別の画像枠にドラッグします。 

デジタルズームを行うには、次の手順に従って操作します。 
 画像枠内の任意の場所を右クリックし、［ズームイン］をクリックします。 

5.2 論理ツリー内の項目を検索する
メイン画面
論理ツリー内の項目を検索するには、次の手順に従って操作します。
1. 論理ツリーのルートノードまたは子ノードを右クリックし、［ツリー検索］をクリックします。

［検索］ダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスが表示される場所は、
前回このダイアログボックスが閉じられたモニターです。 つねに 上部に表示されます。

2. ［検索対象：］フィールドで、項目の表示名を表す検索文字列を入力します。
3. ［検索］をクリックします。

検索文字列と一致する 初の項目がマークされます。 この項目を画像枠で表示するには、この
項目をダブルクリックします。

4. ［次へ］をクリックすると、一致する次の項目がマークされます。
5. ［閉じる］をクリックします。

5.3 画像枠を整理する
メイン画面 
画像枠を整理するには、次の手順に従って操作します。
1. 画像枠パターンのスライダーを動かします。
2. ［論理ツリー］ウィンドウから項目を画像枠にドラッグします。 目的のカメラがすべて表示さ

れるまで上記の手順を繰り返します。 
オブジェクトがドラッグ先の画像枠にすでに存在している場合、オブジェクトは置き換えられ
ます。

3. 必要があればカメラを画像枠間でドラッグします。
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画像枠のサイズを変更するには、次の手順に従って操作します。
1. 画像枠の角にポインターを移動します。 ポインターが双方向矢印に変わります。
2. 角をドラッグし、画像枠のサイズを変更します。

5.4 アラーム映像ウィンドウを表示する
メイン画面
アラームリストに 1 つ以上のアラームが存在する場合、画像ウィンドウからアラーム映像ウィンド
ウに切り替えることができます。

アラーム映像ウィンドウを表示するには、次の手順に従って操作します。 

 画像ウィンドウで をクリックします。 
アラーム映像ウィンドウが表示されます。

画像ウィンドウを再度表示するには、次の手順に従って操作します。 

 画像ウィンドウで をクリックします。 
前に表示されていたモードによって、ライブモードと再生モードのいずれかが表示されます。 

5.5 手動録画を開始する
メイン画面
各カメラの録画は手動で開始できます。 アラーム録画モードの画質レベルが使用されます。 アラー
ム録画の継続時間は Configuration Client で設定されます。
選択したカメラがすでに録画中の場合、画質レベルがアラーム録画モードに切り替わります。 NVR
録画が使用されている場合、アラーム録画を保護できます。 VRM 録画では、アラーム録画は保護さ
れません。
注意：DiBos カメラでは手動録画を行うことはできません。
録画を開始するには、次の手順に従って操作します。
1. カメラを表示している画像枠を選択します。

2. をクリックします。
録画が開始されます。

注意：

NVR 録画のみ：画像枠のバーが に変わります。 クリックすると、録画が停止します。 クリック
して録画を停止しない場合、手動録画は設定されている手動録画時間が経過した後に停止します。 
カメラのタイムラインでは、手動録画はアラーム録画として表示されます。
VRM 録画のみ：手動で録画を停止することはできません。 録画は設定されているアラーム録画時間
が経過した後に停止します。 Configuration Client でアラーム前録画が設定されている場合、カメラ
のタイムラインでは、アラーム前録画はアラーム録画として表示されます。

5.6 設定済みカメラシーケンスを開始する
メイン画面 
カメラシーケンスを使用すると、複数のカメラが順番に表示されます。 設定済みカメラシーケンス
は、Configuration Client で設定され、論理ツリーに表示されます。

注
［アラーム画像］枠に表示されるマップは、表示用に 適化されていて、基本的な .dwf ファイルの
初期表示のみが含まれます。
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シーケンスで複数の画像枠を使用するよう設定することもできます。 シーケンス全体を表示できる
だけの画像枠がない場合は、画像ウィンドウに入る分の画像枠だけが表示されます。 残りの画像枠
は表示されず、所定のメッセージが表示されます。 
次の状況では、シーケンスは表示されません。
- 映像断
- カメラとの接続が確立されていない
- カメラを表示する権限がない
- カメラが設定されていない
また、デコーダーを使用してアナログモニターで表示するシーケンスについては、DiBos カメラの表
示はできません。

カメラシーケンスを開始して制御するには、次の手順に従って操作します。

1. を ［論理ツリー］ウィンドウから目的のシーケンスを画像枠にドラッグします。 

シーケンスは で表されます。 
2. 画像ウィンドウの再生制御アイコンをクリックして、シーケンスを制御します。 

5.7 自動カメラシーケンスを開始する
メイン画面
カメラシーケンスを使用すると、複数のカメラが順番に表示されます。 
これらのシーケンスに対しては、［オプション］ダイアログボックス （［予備］メニューの ［オプ
ション ...］コマンド）で移行時間を設定します。 
次の状況では、シーケンスは表示されません。
- 映像断
- カメラとの接続が確立されていない
- カメラを表示する権限がない
- カメラが設定されていない
また、デコーダーを使用してアナログモニターで表示するシーケンスについては、DiBos カメラの表
示はできません。

カメラシーケンスを開始するには、次の手順に従って操作します。
1. シーケンスを再生する画像枠を選択します。

注
設定を変更してアクティブにした場合、通常、カメラシーケンス （設定済みまたは自動）は
Operator Client の再起動後に続行されます。
ただし、次の場合は、シーケンスは続行されません。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターが取り外された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターのモード （全画面／ 4 分割表示）が変

更された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターの論理番号が変更された。

注
設定を変更してアクティブにした場合、通常、カメラシーケンス （設定済みまたは自動）は
Operator Client の再起動後に続行されます。
ただし、次の場合は、シーケンスは続行されません。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターが取り外された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターのモード （全画面／ 4 分割表示）が変

更された。
- シーケンスが表示されるように設定されているモニターの論理番号が変更された。
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2. ［論理ツリー］ウィンドウまたは ［お気に入りのツリー］ウィンドウで、フォルダーを右クリ
ックし、［選択した画像枠のシーケンスとして表示］をクリックします。

選択したフォルダーのカメラが、選択した画像枠で順番に表示されます。  はシーケンスが実
行中であることを示しています。 

カメラシーケンスを一時停止するには、次の手順に従って操作します。

 画像ウィンドウツールバーで をクリックします。

シーケンスの再生が停止し、 が表示されます。
カメラシーケンスの 1 つ前または後のステップに移動するには、次の手順に従って操作します。

 画像ウィンドウツールバーで、 または をクリックします。
シーケンスが 1 つ前または後のステップに移動します。

5.8 1 チャンネル音声モードを使用する
メイン画面 
カメラに割り当てられている音源を 1 つだけ再生する場合には、1 チャンネル音声モードを使用しま
す。 別のカメラの音声を有効にすることはできません。 
マルチチャンネル音声モードを有効または無効にするには、次の手順に従って操作します。 
1. 予備メニューのオプション ... をクリックします。
2. ［選択した画像ペインの音声を再生］チェックボックスをオンにします。 

5.9 マルチチャンネル音声モード
メイン画面 
複数の音源を同時に再生する場合は、マルチチャンネル音声モードを使用します。 カメラに割り当
てられている複数の音源は、各カメラの画像枠で有効にできます。 
マルチチャンネル音声モードを有効または無効にするには、次の手順に従って操作します。
1. 予備メニューのオプション ... をクリックします。
2. ［マルチチャンネル音声の再生］チェックボックスをオンにします。 

5.10 デジタルズームを使用する
メイン画面 
画像枠にはデジタルズーム機能があります。 1x、1.35x、1.8x、2.5x、3.3x、4.5x、6x、8.2x、11x、
14.9x、20.1x の 11 のデジタルズームレベルを備えています。
お気に入りビューを保存すると、デジタルズームの現在の設定と画像セクションが保存されます。

［ ］をクリックすると、デジタルズームの現在の設定と画像セクションが簡易再生に使用され
ます。
Operator Client を再起動した場合も、デジタルズームの現在の設定と画像セクションが維持されま
す。
デジタルズームを使用するには、次の手順に従って操作します。
1. 画像枠内の任意の場所を右クリックし、［ズームイン］をクリックします。 

はデジタルズームを使用中であることを表します。 
2. 上記の手順を繰り返してズームインします。
3. 画像をドラッグして、目的の画像セクションに移動します。
4. 画像枠を右クリックし、［ズーム 1：1］をクリックすると元のサイズに戻ります。

は消えます。
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注意：
また、［PTZ コントロール］ウィンドウでもデジタルズームのコントロールを使用できます。

5.11 1 件の画像を保存する
メイン画面 
1 件の画像を保存するには、次の手順に従って操作します。 
1. 画像枠を選択します。

2. をクリックします。
画像ファイルを保存するためのダイアログボックスが表示されます。

3. 目的のディレクトリを選択し、ファイル名を入力して、目的のファイルの種類を選択します。 
使用できるのは JPG と BMP です。

4. ［OK］をクリックします。
画像が保存されます。 ファイルにはカメラに関する追加情報が含まれています。

5.12 1 件の画像を印刷する
メイン画面 
1 件の画像を印刷するには、次の手順に従って操作します。 
1. 画像枠を選択します。

2. をクリックします。
プリンターを選択するためのダイアログボックスが表示されます。

3. ［OK］をクリックします。
画像が印刷されます。 印刷結果にはカメラに関する追加情報が含まれています。

5.13 全画面モードに切り替える
メイン画面
どのアラームモニターも全画面モードに切り替わっていない場合、全画面モードではメニューコマ
ンドやアラームリストなどの多くの制御要素が非表示になります。 これらのコントロール要素にア
クセスするには、全画面モードを解除してください。
画像ウィンドウ全体を全画面モードで表示するには、次の手順に従って操作します。

 Image window ツールバーで、 をクリックします。
画像ウィンドウが全画面モードで表示されます。 

全画面モードを解除するには、次の手順に従って操作します。

 をクリックします。
選択した画像枠を 大化するには、次の手順に従って操作します。
 画像枠を右クリックし、［ 大化］をクリックします。

選択した画像枠が、画像ウィンドウ全体を使用して表示されます。

5.14 画像枠のバーの表示と非表示を切り替えます。
メイン画面 
ツールバーの表示と非表示を切り替えるには、次の手順に従って操作します。 

 をクリックすると、ツールバーが表示されます。 

をクリックすると、ツールバーが非表示になります。 
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5.15 カメラについての情報の表示
メイン画面 
情報を表示するには、次の手順に従って操作します。
 カメラが割り当てられている画像枠を右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

カメラのプロパティのダイアログボックスが表示されます。

5.16 簡易再生を開始する

メイン画面＞  
ライブモードで画像枠にカメラの録画を表示できます。 
デジタルズームの現在の設定と画像セクションが簡易再生に使用されます。
簡易再生の開始時刻 （経過時間または巻き戻し時間）は、［オプション］ダイアログボックス
（［予備］メニュー、［オプション ...］コマンド）で設定されます。 
簡易再生を開始するには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の画像枠を選択します。 

2. をクリックします。
録画が再生されます。

ライブ画像に戻るには、 をクリックします。
注意：同じカメラの複数の簡易再生の場合でも、複数の画像枠の簡易再生が可能です。

5.17 モニターへのカメラの割り当て

メイン画面＞ ＞ タブ
IP デバイスをデコーダーに割り当てることができます。 これによって、アナログモニターに映像信
号が表示され、デコーダーにスピーカーが接続されている場合は、スピーカーで音声信号が再生さ
れます。 DiBos カメラと Bosch Allegiant カメラは、このように割り当てることができません。 
カメラ画像をモニターに割り当てるには、次の手順に従います。

1. タブと タブをクリックします。
2. ［論理ツリー］ウィンドウからカメラを目的のモニターにドラッグします。

5.18 音声モードの使用
メイン画面 
使用可能な場合、選択したカメラで音声をアクティブにできます。 
複数のカメラから同時に音声信号を再生するには、マルチチャンネル音声モードをアクティブにし
ます。 
音声モードは ［オプション］ダイアログボックス （［予備］メニュー、［オプション ...］コマンド）
で切り替えます。 
音声をアクティブ／非アクティブにするには、次の手順に従って操作します。 
1. 画像枠を選択します。

2. をクリックして音声を非アクティブにするか、または をクリックしてアクティブにしま
す。
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5.19 メタデータの表示 （NVR 録画の場合のみ）

メイン画面＞  
表示できる場合、選択したカメラのメタデータ （ATM / POS / Barcode）を表示できます。 
個別のウィンドウにメタデータを表示するには、次の手順に従って操作します。
1. 画像枠を選択します。 
2. ［カメラ］メニューの ［メタデータを表示 ...］をクリックします。

ウィンドウに使用できるメタデータが表示されます。 
選択した画像枠を閉じると、［メタデータ］ウィンドウも閉じられます。

5.20 インターカム機能を使用する

メイン画面＞
インターカム機能は、ライブモードがアクティブな場合にのみ使用できます。
サウンドカードでマイクがアクティブになっていて、ボリュームが 0 でないことを確認します。 ワ
ークステーションコンピューターのコントロールパネルでこのタスクを実行します。 さらに、サウ
ンドカードの録音コントロール設定で、ステレオミキサーではなく、マイクのみが選択されている
ことを確認します。 Windows 7 の場合：インターカム機能に使用する入力デバイス以外のすべての
入力デバイスを無効にします。
次のスクリーンショットに例を示します。

Operator Client を 初に起動した後でこの設定をステレオミキサーからマイクに変更する場合、次
に Operator Client を起動したときにこの設定が上書きされます。 73 ページのセクション 「14.2  イ
ンターカム機能の録音設定の修復」の手順に従って、この動作を修正してください。
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マイクとラウドスピーカーの組み合わせの代わりに、ヘッドセットを使用して、ハウリングを回避
することをお勧めします。
インターカム機能は、音声入力と音声出力の両方があるエンコーダーでのみ動作します。 エンコー
ダーのマイクとラウドスピーカーの音量設定が 0 でないことを確認します。 このタスクは
Configuration Client で実行します。
ワークステーションでインターカム機能を使用するには、ユーザーグループにこれを使用する権限
が与えられている必要があります。 このタスクは Configuration Client で実行します。
［オプション］ダイアログボックスで、半二重モードまたは全二重モードに設定できます。

インターカム機能を使用するには、次の手順に従って操作します。
1. 音声エンコーダーの画像枠を選択します。

2. を左クリックし、クリックしたまま保持します。 この画像枠の音声がオフになっている場
合、自動的にオンに切り替わります。

アイコンが に変わります。

これで通話できるようになります。 設定されている場合、アイコンがクリックされているかど
うかにかかわらず、相手側も通話できます。

3. マウスボタンを放します。 転送が中断されます。
この画像枠の音声はオンのままです。

5.21 PTZ カメラの制御のロック

メイン画面＞
他のユーザーに対する PTZ カメラの制御をロックできます。 優先度の高いユーザーは制御を引き継
ぎ、カメラ制御をロックできます。 この明示的な PTZ ロックにタイムアウトを設定できます。 事前
に手動でロックせずに制御の引き継ぎのみを行う場合、優先度の低いユーザーに対する制御が 5 秒
間ロックされます。

PTZ 制御をロックするには、次の手順に従って操作します。
1. 次のいずれかの項目を選択します。

- PTZ カメラの画像枠
- 論理ツリーの PTZ カメラ
- お気に入りツリーの PTZ カメラ
- マップウィンドウ の PTZ カメラ

2. 画像枠または PTZ カメラを右クリックし、［ロック］をクリックします。
優先度の低いユーザーは PTZ 制御を使用できなくなります。 各ユーザーのディスプレイに、対
応するメッセージボックスが表示されます。
PTZ 制御のロックを停止するには、画像枠または PTZ カメラを右クリックし、［ロック解除］
をクリックします。
設定された期間の経過後、またはログオフしたときに、ロックが自動的に終了します。

5.22 参照画像の更新

メイン画面＞
参照画像を更新できます。

注
受信音声ポップアップアラームによって転送が中断される可能性があります。
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参照画像を更新するには、次の手順に従って操作します。
1. 画像枠を右クリックし、［参照画像 ...］をクリックします。

［参照画像］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［更新］をクリックします。

［更新］をクリックした時点の画像が表示されます。
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6 マップと PTZ カメラの使用
この章では、［マップ］ウィンドウと ［PTZ コントロール］ウィンドウの使用方法についての情報
を提供します。 
目的の縦横比とズーム倍率でマップを表示できます。 したがって、すべてのデバイスとその場所を
一目で確認できます。 
この章で説明する機能の一部は、ユーザーグループによっては無効になっている場合があります。

6.1 マップの表示
メイン画面
［マップ］ウィンドウまたは画像枠にマップを表示できます。 画像枠で、4:3 の縦横比が適用されま
す。 

マップを ［マップ］ウィンドウで表示するには、次の手順に従って操作します。 

 マップを論理ツリーから ［ ］タブにドラッグし、［マップ］ウィンドウが表示されるま
で待ち、マップを ［マップ］ウィンドウにドロップします。
マップが表示されます。

マップを画像枠に表示するには、次の手順に従って操作します。
 ［論理ツリー］ウィンドウからマップを画像枠にドラッグします。

マップが画像枠に表示されます。

6.2 PTZ カメラの制御

メイン画面＞ タブ
［PTZ コントロール］ウィンドウまたは画像枠でカメラをズームしたり、制御したりすることができ
ます。 
ドームおよびパン／チルトカメラではデジタルズーム機能を使用できません。

［PTZ コントロール］ウィンドウでカメラの制御／ズームを行うには、次の手順に従って操作しま
す。
1. 目的の画像枠を選択します。 
2. ［PTZ コントロール］ウィンドウのさまざまな制御要素をクリックして、カメラを制御します。

6.3 カメラのウィンドウ内制御の使用
メイン画面
PTZ カメラを画像枠に割り当てると、この画像枠で直接カメラ制御機能を使用できます。 

カメラ機能を使用するには、次の手順に従って操作します。
1. PTZ カメラを表示する画像枠でカーソルを移動します。

画像枠内の位置に応じて、カーソルが変化します。
2. カーソルを画像枠の左側に移動します。

カーソルが矢印に変わります。
クリックして少し左にスウィーベルします。 スウィーベルを継続するには、マウスのボタンを
押したままにします。 外側にドラッグすると、加速します。

注
［アラーム画像］枠に表示されるマップは、表示用に 適化されていて、基本的な .dwf ファイルの
初期表示のみが含まれます。
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3. カーソルを別の方向に移動し、対応するチルトまたはスウィーベルタスクを実行します。
4. カーソルを画像枠の中央に移動します。

カーソルが虫眼鏡に変わります。
上部領域で、ズームイン機能を使用します。
下部領域で、ズームアウト機能を使用します。
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7 お気に入りの使用
この章では、お気に入りツリーを使用する方法について説明します。
論理ツリーのすべての項目をお気に入りツリーに追加して、論理ツリーの独自のサブセットを作成
できます。 お気に入りツリーには、いつでもデバイスを追加または削除できます。
さらに、カメラまたはその他のオブジェクトの割り当てを画像枠および画像枠パターンに保存でき
ます。
このビューはいつでも復元できます。

7.1 項目をお気に入りツリーに追加

メイン画面＞ ＞ タブ
または 

メイン画面＞ ＞ タブ 
論理ツリーの各項目をお気に入りツリーに追加できます。 これによって、論理ツリーの独自のサブ
セットを定義できます。
項目を追加するには、次の手順に従って操作します。
 項目を右クリックし、［お気に入りに追加］をクリックします。

7.2 ビューの作成／編集

メイン画面＞ ＞ タブ
または 

メイン画面＞ ＞ タブ 
カメラ、マップ、HTML ファイルを画像枠に割り当てると、この割り当ておよび画像枠パターンを
ビューに保存できます。
新しいビューを作成するには、次の手順に従って操作します。
1. ライブモードおよび再生モードで ［画像］ウィンドウのカメラを並べ替えます。

必要に応じて、デジタルズームを使用し、画像セクションを選択します。
ビューを表示すると、カメラのライブ画像がライブモードで表示され、カメラの録画された映
像が再生モードで表示されます。 

2. 画像ウィンドウツールバーで をクリックします。

新しいビュー が追加されます。 新しいビューの名前を入力します。
ビューを表示するには、次の手順に従って操作します。
 ビューをダブルクリックします。 このビューに保存されている割り当てが画像ウィンドウに表

示されます。
注意：［ビュー］を右クリックし、［分割画面表示のロード］クリックして表示することもできま
す。
ビューを編集するには、次の手順に従って操作します。

1. 編集するビュー をクリックします。
2. 必要な変更 （たとえば、カメラの画像枠への割り当て）を行います。
3. 目的のビューを右クリックし、［分割画面ビューの更新］をクリックします。
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ビューの名前を変更するには、次の手順に従って操作します。

1. 目的のビュー を右クリックし、［名前の変更］をクリックします。
2. ビューの名前を入力し、Enter キーを押します。
ビューを削除するには、次の手順に従って操作します。
 ビューを右クリックし、［削除］をクリックします。

ビューがお気に入りツリーから削除されます。
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8 録画された映像の管理
この章では、録画を管理する方法について説明します。 
この章で説明する機能の一部は、ユーザーグループによっては無効になっている場合があります。

8.1 タイムラインの使用

メイン画面＞ ＞ タブ
マーカーを介してタイムラインの特定の時刻にアクセスできます。
タイムラインで移動するには、次の手順に従って操作します。
 タイムラインのどこかをクリックします。

選択した時点の画像が画像ウィンドウに表示されます。
または
1. 日付と時刻のフィールドに、目的の値を入力します。

2. をクリックします。 
マーカーがこの時刻にジャンプします。 入力した時点の画像が画像ウィンドウに表示されま
す。 目的の再生オプションに対してタイムライン制御を使用します。

マーカーを使用してタイムラインの特定の期間を選択できます。 この選択範囲を使用して、映像デ
ータのエクスポートなどのタスクを実行できます。
 下部のマーカーのハンドルをドラッグして期間を選択するか、またはこの選択を変更します。

上部のハンドルをドラッグして、マーカーまたは選択範囲を移動します。

8.2 特定の録画モードの再生

メイン画面＞ ＞ タブ 
アラームや映像断録画映像などの特定の録画映像を再生できます。
特定の録画モードを再生するには、次の手順に従って操作します。
 録画モードのリストで、目的のモードを選択します。

マーカーがこの時刻にジャンプします。 入力した時点の画像が画像ウィンドウに表示されま
す。 

をクリックして録画モードの前の変更にジャンプするか、 をクリックして録画モード
の次の変更にジャンプします。 

8.3 録画された映像の再生

メイン画面＞ ＞ タブ

注意： 
Bosch Allegiant カメラは、Bosch Video Management System で録画されません。
録画された映像を再生するには、次の手順に従って操作します。
1. カメラを画像枠に割り当てます。
2. 目的の再生オプションに対してタイムライン制御を使用します。

8.4 映像データの信頼性の確認 （NVR 録画の場合のみ）

メイン画面＞ ＞ タブ 
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選択した画像ウィンドウに表示されているすべてのカメラの映像データが変更されたかどうかを確
認するために、信頼性がチェックされます。 チェックできるのは DiBos カメラと Bosch VMS NVR
カメラの信頼性だけです。 その他のカメラは無視されます。
信頼性なしのデータが見つかった場合、処理が停止され、該当データの日付と時刻が表示されます。
複数の画像の信頼性を確認するには、次の手順に従って操作します。
1. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択します。
2. この期間を右クリックし、［認証の確認 ...］をクリックします。 

［認証の確認］ダイアログボックスが表示されます。
［タイムライン］の現在のマーカーの値が ［開始：］リストおよび ［終了：］リストにコピー
されます。 必要に応じて値を変更します。

3. ［確認］をクリックすると、信頼性の確認が開始されます。
映像データに信頼性があるかどうかを示すメッセージが表示されます。

8.5 再生速度の変更

メイン画面＞ ＞ タブ＞
映像の通常再生と逆再生の再生速度を変更するには、次の手順に従って操作します。
 スライダーを左に動かすと、再生速度が下がり、右に動かすと、再生速度が上がります。 

設定された速度で映像を再生できない場合、システムアラームがトリガーされます。 再生スピ
ードが自動的に下がります。

8.6 映像の保護

メイン画面＞ ＞ タブ
表示されるカメラの画像が上書きされないように保護できます。
1. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択します。
2. この期間を右クリックし、［映像の保護 ...］をクリックします。

［映像の保護］ダイアログボックスが表示されます。
選択した期間が ［開始：］フィールドおよび ［終了：］フィールドにコピーされます。
必要に応じて値を変更します。

3. ［保護］をクリックします。
映像データが保護されます。

注意：
保護を解除するには、タイムラインで保護されている期間を選択して右クリックし、［映像の保護を
解除 ...］をクリックします。

8.7 映像データの削除

メイン画面＞ ＞ タブ 
注意：削除した映像データを復元することはできません。
録画の先頭から、マーカーの位置までの映像データを削除できます。
タイムラインで使用可能なすべてのカメラの映像データが削除されます。
VRM 録画：保護された録画は削除されません。 
NVR 録画：保護された録画がある場合、削除は開始されません。
映像を削除するには、次の手順に従って操作します。
1. マーカーをタイムラインの目的の位置に移動します。
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タイムラインメニューの映像の削除 ... をクリックします。
［映像の削除］ダイアログボックスが表示されます。

2. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
3. ［削除］をクリックします。

警告メッセージを確認します。
削除が完了したら、［完了］をクリックします。

8.8 映像データのエクスポート

メイン画面＞  
映像および音声のデータをローカルドライブ、CD/DVD ドライブ、ネットワークドライブ、または
USB ドライブにエクスポートできます。 
注意：USB ドライブを使用する場合は、障害の発生を回避するためにも、高性能な USB デバイスを
使用してください。
データはネイティブ （Bosch VMS Archive Player）または ASF フォーマットでエクスポートされま
す。 ネイティブ形式で映像をエクスポートする場合、Bosch VMS Archive Player をビューワーとし
て追加できます。 ASF フォーマットのデータは、Windows Media Player などの標準的なソフトウェ
アで再生できます。
表示されているカメラの映像および音声データのみがエクスポートされます。
注意：エクスポートするカメラに対する権限が必要です。
注意：CD/DVD ドライブに正常に書き込めなかった場合、エクスポートした映像データは、CD/DVD
ドライブがあるコンピュータ－の一時ディレクトリに保存されています。 正常に書き込まれた場合、
映像データは削除されます。
ハードドライブ上の映像データが正常にエクスポートされなかった場合、すでにエクスポートされ
た映像データは削除されます。
期間をエクスポートするには、次の手順に従って操作します。

1. タブをクリックします。
2. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択します。

3. をクリックします。 
［映像のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。
選択した期間が ［開始：］フィールドおよび ［終了：］フィールドにコピーされます。

4. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
5. ［OK］をクリックします。 選択したデータメディアにファイルがエクスポートされます。
1 つの検索エントリーをエクスポートできます。 複数のエントリーをエクスポートする場合は、1 つ
ずつエクスポートする必要があります。
1 つの検索エントリーをエクスポートするには、次の手順に従って操作します。
1. 映像データの検索を実行します。

2. タブまたは タブをクリックします。
3. 検索結果のリストのエントリーをクリックします。

4. をクリックします。 
［映像のエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。
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5. 適切な設定を行います。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
6. ［OK］をクリックします。 選択したデータメディアにエントリーがエクスポートされます。

8.9 映像データのインポート

メイン画面＞
エクスポートされた音声ファイルおよび映像ファイルをインポートして、保存された画像を表示で
きます。
1. ［タイムライン］メニューの ［エクスポートされた映像のロード ...］コマンドをクリックしま

す。
エクスポートされたファイルを開くためのダイアログボックスが表示されます。

2. 必要なファイルを選択し、開くをクリックします。 
インポートされた映像は、［エクスポートツリー］ウィンドウに表示されます。

インポートされた映像を表示するには、エントリーを展開して を画像枠にドラッグしま
す。
Operator Client を終了すると、［ツリーのエクスポート］のエントリーが削除されます。

エクスポートされた映像を削除するには、［ ］を右クリックし、［エクスポートのアンロー
ド］をクリックします。

8.10 フォレンジックサーチを実行する （VRM 録画のみ）

メイン画面＞ ＞ タブ＞画像枠を選択
選択した画像枠で映像の動体を確認できます。 フォレンジックサーチにより、特定のプロパティを
検索できます。

1. 動体を検出する画像枠を選択します。
2. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択し、対応する画像枠を選択します。

3. ［ ］をクリックします。
［フォレンジックサーチ］ダイアログボックスが表示されます。
選択した期間が ［開始：］フィールドおよび ［終了：］フィールドにコピーされます。

必要に応じて値を変更します。 ［ ］をクリックします。
4. ［アルゴリズム：］リストで、［IVA］エントリ－を選択します。
5. ［監視タスク］フィールドで、フォレンジックサーチを設定します。

使用している IVA バージョンのオンラインヘルプを参照してください。
6. ［検索］クリックすると、フォレンジックサーチが開始します。

ウィンドウに一致するエントリが表示されます。
7. 対応する映像を再生するには、エントリーをダブルクリックします。 対応する映像が表示され

ます。

注
フォレンジックサーチにはライセンスが必要で、ワークステーションで有効になっている必要があ
ります。



Bosch Video Management System  録画された映像の管理 | ja 29

Bosch Sicherheitssysteme GmbH オペレーターマニュアル Operator Client | V2 | 2011.12

8.11 動体の検索 （NVR 録画のみ）

メイン画面＞ ＞ タブ＞画像枠を選択
選択した画像枠で映像の動体を確認できます。 
動体を検索するには、次の手順に従って操作します。
1. 動体を検出する画像枠を選択します。
2. マーカーを使用して、タイムライン上の期間を選択します。

3. をクリックします。  
［動体検索］ダイアログボックスが表示されます。
選択した期間が ［開始：］および ［終了：］フィールドにコピーされます。 
必要に応じて値を変更します。

4. 必要に応じて、［枠線の表示］を選択します。 画像の上にグリッドが配置されます。 グリッド
内の検索するすべてのセルを選択できます。

5. 動体を確認するセルを選択します。 セルを選択するには、領域をドラッグします。 
選択した領域が半透明の黄色で表示されます。
選択した領域をクリアするには、選択した領域を再びドラッグします。

6. ［検索の開始］をクリックします。 選択した画像枠の検索結果が ［ ］ウィンドウに表示
されます。

7. 対応する映像を再生するには、エントリーをダブルクリックします。 対応する映像が表示され
ます。

8.12 ログブックのエントリーの検索
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメータの
選択］ダイアログボックス
ログブックで、特定のイベント、アラーム、デバイス、イベントの設定を検索できます。 検索条件
をフィルターとして保存できます。
ログブックのエントリーを検索するには、次の手順に従って操作します。
1. 以前に定義したフィルターがある場合は、［フィルター］リストでフィルターを選択します。

フィルターには、このダイアログボックスで行ったすべての設定が含まれます。
選択したフィルターを保存、ロード、または削除できます。 選択したフィルターの設定をリセ
ットできます。

2. ［日付と時刻］フィールドに、検索処理の開始日時と終了日時を入力します。
3. ［結果の数］リストで、検索による一致エントリ－の数を制限します。
4. ［イベントの追加］をクリックして、検索対象を特定のイベントに限定します。
5. ［ATM ／ POS］をクリックして、これらのデバイスの検索条件を入力します。
6. ［仮想入力］をクリックして、これらのデバイスの検索条件を入力します。
7. ［アラーム］フィールドで、検索対象を特定のアラームに限定する検索条件を選択します。
8. ［デバイスの追加］をクリックして、検索対象を特定のデバイスに限定します。
9. ［詳細：］フィールドに、検索条件を入力します。 ワイルドカードとして * を使用できます。
10. ［ユーザー：］フィールドに、検索するユーザー名を入力します。
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。
11. ［検索］をクリックします。

一致するエントリーを含む ［ログブックの結果：］ダイアログボックスが表示されます。

注意：
検索からイベントまたはデバイスを削除できます。
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8.13 録画された映像データの検索

メイン画面＞ ＞ ［ツール］メニュー＞ ［映像の検索 ...］コマンド＞ ［検索パラメータの選択］
ダイアログボックス
さまざまなフィールドの詳細については、該当するアプリケーション画面のオンラインヘルプを参
照してください。

映像データを検索するには、次の手順に従って操作します。
1. 目的の検索条件を入力するか、または選択します。
2. ［検索］をクリックします。

ウィンドウに一致するエントリが表示されます。
3. 対応する映像を再生するには、エントリーをダブルクリックします。 対応する映像が表示され

ます。
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9 アラームの処理
この章では、アラームを処理する方法について説明します。
この章で説明する機能の一部は、ユーザーグループによっては無効になっている場合があります。

9.1 アラームの受諾

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
ワークフローをクリアまたは開始する 1 つのアラームまたは複数のアラームを受諾できます。 
アラームを受諾するには、次の手順に従って操作します。

1. 目的のアラームエントリーを選択し、 をクリックします。

2. 画像ウィンドウに戻るには、 をクリックします。 
アラームが受諾されると、いくつかのことが同時に発生します。
- そのアラームは、他のすべてのユーザーのアラームリストから削除されます。
- まだ表示されていない場合、アラームが有効になっているモニターで、ライブ画像ウィンドウ

に代わってアラーム画像ウィンドウが表示されます。
- アラームコンテンツ （ライブ映像、簡易再生映像、またはサイトマップ）がアラーム画像ウィ

ンドウのアラーム画像枠の行に表示されます。

- アラームに関連付けられたワークフローがある場合、ワークフローボタン が有効です。
アラームをクリアしたり、ワークフローを開始したりできます。 アラームが 「強制ワークフロ
ー」に設定されている場合、アラームをクリアできるようにするには、ワークフローを完了す
る必要があります。 
アラームの状態が変更された場合 （たとえば、［アクティブ］から ［受け入れ済み］へ）、イ
ベントリストに新しいエントリーとして表示されます。 したがって、イベントリストにアラー
ムの状態の移行を示すいくつかのエントリーが存在している場合がありますが、アラームリス
トではエントリーは 1 つだけです。 

アナログモニターにアラームカメラを表示するには、次の手順に従って操作します。
 アラーム画像枠からアナログモニターグループにカメラ画像をドラッグします。

9.2 アラームへのコメントの追加

メイン画面＞ ＞ タブ＞目的のアラームを選択＞
または

メイン画面＞ ＞ タブ＞目的のアラームを選択＞
承諾した後にのみ、アラームにコメントを追加できます。 

注
［アラーム画像］枠に表示されるマップは、表示用に 適化されていて、基本的な .dwf ファイルの
初期表示のみが含まれます。
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アラームにコメントを追加するには、次の手順に従って操作します。

1. をクリックします。
このアラームにコメントを入力したり、アクションプランを表示するための ［ワークフロー］
ダイアログボックスが表示されます。 アクションプランがアラームに割り当てられていない場
合、ダイアログボックスには ［コメント：］フィールドのみが表示されます。

2. ［コメント：］フィールドに、コメントを入力します。
3. ［閉じる］をクリックします。
4. アラームをクリアします。 

コメントはログブックの個々のエントリーとして追加され、［ログブック］のアラームエント
リーとして追加されます。

9.3 アラームのクリア

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
アラームをクリアするには、次の手順に従って操作します。

 目的のアラームエントリーを選択し、 をクリックします。
アラームにコメント属性または強制ワークフロー属性がある場合、アラームを直接クリアする
ことはできません。 このような場合、まずアクションプランを表示して、コメントを入力する
必要があります。
アラームがクリアされ、アラームリストから削除されます。
現在、他のアラームが表示されていない場合、アラーム画像ウィンドウが閉じられ、画像枠が
表示されます。

9.4 ［アラームリスト］ウィンドウのカスタマイズ

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
テーブルを並べ替えるには、次の手順に従って操作します。
1. 列見出しをクリックします。

列見出しの矢印は、テーブルが昇順または降順のどちらで並べ替えられるかを示します。 
2. 並べ替え順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。
列を追加または削除するには、次の手順に従って操作します。
 列見出しを右クリックし、マークされたエントリーをクリックして対応する列を削除するか、

またはマークされていないエントリーをクリックして対応する列に追加します。 
列の順序を変更するには、次の手順に従って操作します。
 列のタイトルをドラッグして、目的の位置に移動します。
列の幅を変更するには、次の手順に従って操作します。

 列見出しの右側の枠線をポイントします。 ポインターが双方向矢印 に変わります。 列の枠線
を左または右にドラッグします。 
または
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 すべての内容が表示されるように列の幅をすばやく変更するには、列見出しの右側の枠線をダ
ブルクリックします。 

9.5 ライブ映像ウィンドウの表示

メイン画面＞ ＞アラーム画像ウィンドウ 
または

メイン画面＞ ＞アラーム画像ウィンドウ 
アラーム画像ウィンドウが表示されているとき、ライブまたは再生画像ウィンドウを切り替えるこ
とができます。 
画像ウィンドウを表示するには、次の手順に従って操作します。

 アラーム画像ウィンドウで、 をクリックします。 映像ウィンドウが表示されます。 

9.6 ワークフローの開始

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
ワークフローを開始するには、次の手順に従って操作します。

1. 目的のアラームエントリーを選択し、 をクリックします。
ワークフローを強制するようにアラームが設定されている場合、アクションプランが表示され
ます （このアラームに設定されている場合）。 さらに、これが設定されている場合、コメント
を入力できます。

2. 目的のアクションを実行します。
3. アラームをクリアします。 

9.7 アラームの受諾取り消し

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
アラームの受諾を取り消す場合、アラームリストでアクティブ状態に戻り、 初にアラームを受け
取ったすべてのユーザーのアラームリストに再表示されます。
アラームの 「受諾を取り消す」には、次の手順に従って操作します。

 受諾したアラームエントリーを選択し、 をクリックします。
アラームが再びアクティブとして表示されます。 
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10 CCTV キーボードの使用
この章では、Bosch Video Management System を CCTV キーボードとともに使用する方法を説明し
ます。 キーボードの表示テキストの言語は英語です。

10.1 CCTV キーボードのユーザーインターフェイス

この章では、CCTV キーボードのユーザーインターフェイスについて説明します。
次の図に、キーボードのさまざまなインターフェイス要素を示します。

注
キーボードの入力がそれ以上行われない場合、数秒後にキーボードのすべての入力がクリアされま
す。

1 ソフトキーとソフトキーのディスプ
レイ

コマンドの固定セットを使用したり、論理ツリーを
制御したりできます。 ソフトキーに表示されるコマ
ンドは、操作モードに応じて変わります。

2 ステータスのディスプレイ 動的に変化し、現在の操作モードの情報が表示され
ます。

Prod Mon

Clr

321

654

987

0

Shot

Monitor     Camera

Bosch VMS
1        1

1

1 2

3

4
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10.1.1 ステータスのディスプレイ
ステータスのディスプレイが動的に変化して、操作のキーボードの現在のモードについての情報が
表示されます。
次の図に、ステータスのディスプレイのさまざまな要素を示します。

10.2 ワークステーションに接続されたキーボードの使用
Bosch Video Management System ワークステーションに接続されたキーボードには、幅広い機能が
あります。 アナログモードとデジタルモードの両方を利用できます。 

3 ファンクションキー 特定の機能を直接制御できます。
Prod：スキャン処理を開始し、接続されたワークス
テーションを検索します。 スキャンに成功した場合、
ソフトキーのディスクプレイで Terminal メニューと
Keyboard Control メニューが表示されます。 Bosch 
Video Management System を選択するには、
Terminal ソフトキーを押します。
Mon：モニターの番号 （デジタルモニターまたはア
ナログモニター）を入力します。
Clr：数値エントリーをクリアします。戻る機能もあ
ります。

：現在はサポートされていません。
Shot：カメラのプリセットポジションを選択するこ
とも、選択モードを解除することもできます。

4 ENTER キーのある数値キーパッド 論理番号を入力できます。 ステータスディスプレイ
に番号が表示されます。 
先に Mon キーまたは Shot キーを押さない限り、数
値エントリーが論理カメラ番号として解釈されます。 
入力した番号のカメラが画像枠またはアナログモニ
ターに表示されます。

1 モニター 選択されたアナログモニター番号または画像枠番号が表示
されます。

2 カメラ 選択したカメラ番号が表示されます。

3 PTZ ／ジョグシャトル 現在の操作モードが表示されます。
4 D1 選択したコンピューターモニター番号が表示されます。
5 A0 選択したアナログモニター番号が表示されます。

MON CAM
A0
D1
PTZ BOSCH VMS

11

1

5

4

3

2
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キーボードがデコーダーに接続されている場合、機能セットが減少します。 アナログモードのみを
使用できます。

10.2.1 キーボードの起動
キーボードをワークステーションの COM ポートに接続する必要があります。
1. ワークステーションで Operator Client を起動します。
2. Prod ボタンを押します。

キーボードで、接続されたデバイスがスキャンされます。 
3. Terminal ソフトキーを押します。

選択モードが表示されます。

10.2.2 操作モードの入力
次のモードでキーボードを使用できます。
- 選択モード

このモードでは、ジョイスティックを目的の方向に移動することによって、画像枠を選択でき
ます。 

- PTZ モード
このモードでは、ライブモードで固定カメラおよび PTZ カメラ、マップ、ドキュメントを制御
できます。

- ジョグシャトルモード
このモードでは、簡易再生または再生モードでカメラを制御できます。

選択モードに切り替えるには、次の手順に従って操作します。
 Operator Client とキーボードを起動します。 

または
 ENTER キーを押して、PTZ モードまたはジョグシャトルモードを離れ、選択モードに戻りま

す。
PTZ モードに切り替えるには、次の手順に従って操作します。
1. PTZ カメラを選択します。 
2. Shot キーを押します。 

登録ポジションを起動するには、もう一度 Shot を押し、登録ポジションの番号を押し、
ENTER キーを押します。

ジョグシャトルモードに切り替えるには、次の手順に従って操作します。
1. 再生モードを起動します。
2. Shot キーを押します。 
PTZ モードまたはジョグシャトルモードを解除するには、次の手順に従って操作します。
 ENTER キーを押して、PTZ モードまたはジョグシャトルモードを解除して、再び選択モードを

起動します。

10.2.3 カメラの表示
数値コマンドを入力し、この論理番号のカメラをアクティブな画像枠またはアナログモニターに表
示します。

アナログモードとワークステーションモードの間の切り替え
 Mon を 2 回押します。

コンピューターモニターにカメラを表示
1. デジタルモードに切り替えます。
2. Mon を押し、1~4 を押して目的のワークステーションモニターを選択し、目的の画像枠の番号

を押して、ENTER キーを押します。
画像枠の番号付けは左から右、上から下の順です。
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3. 目的のカメラの番号を押し、Enter キーを押します。
目的のカメラが表示されます。
例：Mon、412、ENTER キーを押します。 次に、7、ENTER キーを押します。 ワークステーシ
ョンモニター 4 の 12 番目の画像枠にカメラ 7 が表示されます。

アナログモニターでのカメラの表示
1. アナログモードに切り替えます。
2. Mon を押し、目的のモニターの番号を押し、Enter キーを押します。

モニター番号は Configuration Client で設定されます。
3. 目的のカメラの番号を押し、Enter キーを押します。

目的のカメラが表示されます。
例：Mon、3、ENTER キーを押します。 次に、4、ENTER キーを押します。 カメラ 4 は 3 番目
のアナログモニターに表示されます。

10.2.4 ジョイスティックの使用
選択モードでジョイスティックを使用すると、次の機能を使用できます。
- ジョイスティックを傾けて、画像枠を選択します。
PTZ モードでジョイスティックを使用すると、次の機能を使用できます。
- ジョイスティックをひねり、映像をズームイン／ズームアウトします。
- ジョイスティックを傾けて、PTZ カメラをパンおよびチルトします。
- PTZ カメラに Focus ボタンおよび Iris ボタンを使用します。
ジョグシャトルモードで、ジョイスティックをひねると、次の機能を使用できます。
- ジョイスティックをひねり、通常再生／逆方向に再生します。
- 再生速度の変更：速度は回転の角度に応じて異なります。
- 再生中に映像を停止します。
ジョグシャトルモードで、ジョイスティックを傾けると、次の機能を使用できます。
- 映像が停止したときに上／下にチルト：通常再生／逆方向に再生します。
- 映像の再生中に上／下にチルト：再生速度を設定します。
- 左／右にチルト：一時停止し、コマ送り／コマ戻しします。
ジョグシャトルモードで、Focus ボタンおよび Iris ボタンを使用すると、次の機能を使用できます。
- Focus または Iris を押すと、タイムラインでマーカーを前後に移動できます。  Focus ではマー

カーをより長く前後に移動し、Iris ではマーカーをより短く前後に移動します。
- システムで現在の再生速度をロックするには、ジョイスティックを傾けながら Shot ボタンを押

します。

10.2.5 ソフトキーの使用
次の操作モードを使用できます。
- ツリーモード

この操作モードを使用すると、Operator Client の論理ツリーで使用できるデバイスを制御でき
ます。

- コマンドモード
この操作モードを使用すると、再生モードへの切り替えなどのコマンドを送信します。

ツリーモードとコマンドモードの間を切り替えるには、次の手順に従って操作します。
 ツリーモードで、必要に応じて左側の Level Up ソフトキーを押すと、ルートレベルが表示さ

れ、Exit ソフトキーを押すと、コマンドモードが表示されます。
または

注
数値コマンドによって PTZ カメラを呼び出すと、自動的に PTZ モードに切り替わります。
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 コマンドモードで、Tree Mode ソフトキーを押します。

論理ツリーモードを使用するには、次の手順に従って操作します。
 ツリーモードに切り替えるには、次の手順に従って操作します。
ソフトキー表示の右側：
 ソフトキーを押して、項目 （カメラの表示やリレーの切り替え）を制御します。

マップまたはフォルダー （黒の背景）を押すと、左側に移動します。 右側に内容が表示されま
す。

ソフトキー表示の左側：
 左側のソフトキーを押すと、フォルダーまたはマップを選択でき、ソフトキー表示の右側に内

容が表示されます。
マップを表示するには、ソフトキーを 1 回押して （四角形で）マークし、もう一度ソフトキー
を押して、選択した画像枠に表示します。

 Level Up を押して、論理ツリーの次に上のレベルに切り替えます。
 UP を押して選択を上に移動するか、または DOWN を押して選択を下に移動します。

次の図に、論理ツリーおよびそのキーボードのソフトキーでの表示の例を示します。

コマンドモードを使用するには、次の手順に従って操作します。
1. コマンドモードに切り替えます。
2. ソフトキーを押して、目的のコマンドを実行します。
以下のコマンドを使用できます。

- ：シーケンスをロードします。 ステータスのディスプレイで、シーケンス番号を入力しま
す。

- ：シーケンス再生、一時停止

- ／ ：シーケンスのコマ送り／コマ戻り

- ：選択した画像枠の 大化／復元

- ：選択した画像枠を閉じる

- ：ライブモードと再生モードの間の切り替え

- ：選択した画像枠のライブモードと簡易再生モードの間の切り替え

Map1

 

Map2

Map3

DOWN

Level Up

DOWN

Camera2

Camera1

Folder1
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- ／ ：より多くの画像枠／より少ない画像枠の表示

- ／ ：アラーム録画の開始／停止

- ：音声オン／オフ

- ／ ／ ／ ：ユーザーイベント （1~4）のトリガー

- ：画像枠のバーの表示／非表示

- ：全画面オン／オフ
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10.3 デコーダーに接続されたキーボードの使用
デコーダーに接続されたキーボードを使用すると、Operator Client ソフトウェアなしで Central 
Server にアクセスできます。 したがって、ログオンする必要があります。 アナログモードのみを使
用できます。

10.3.1 キーボードの起動
キーボードを起動した後で、Central Server にログオンする必要があります。

キーボードを起動するには、次の手順に従って操作します。
1. Terminal ソフトキーを押します。

次のログイン画面が表示されます。

2. ユーザー名を入力します。

ログインに成功すると、Terminal ソフトキーと Keyboard Control ソフトキーがソフトキー画面に表
示されます。

10.3.2 カメラの表示
1. Mon を押し、目的のモニターの番号を押し、Enter キーを押します。

モニター番号は Configuration Client で設定されます。
2. 目的のカメラの番号を押し、Enter キーを押します。

目的のカメラが表示されます。
例：Mon、3、ENTER キーを押します。 次に、4、ENTER キーを押します。 カメラ 4 は 3 番目
のアナログモニターに表示されます。
選択したモニターに PTZ カメラが表示される場合、キーボードが自動的に PTZ モードに切り
替わります。

注
ユーザー名が数字のみ、パスワードが数字のみの Bosch Video Management System ユーザーだけが
CCTV キーボードのアナログモードを使用できます。
ユーザーは CCTV キーボードに接続されたデコーダーのアクセス権を持っている必要があります。

User #

BOSCH VMS

_ _ _

Password

BOSCH VMS

_ _ _ _ _ _
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10.3.3 ジョイスティックの使用
ジョイスティックを使用すると、次の機能を使用できます。
- ジョイスティックをひねり、映像をズームイン／ズームアウトします。
- ジョイスティックを傾けて、PTZ カメラをパンおよびチルトします。
- PTZ カメラに Focus ボタンおよび Iris ボタンを使用します。

10.3.4 ソフトキーの使用
次の操作モードを使用できます。
- コマンドモード

コマンドモードを使用するには、次の手順に従って操作します。
 ソフトキーを押して、目的のコマンドを実行します。
以下のコマンドを使用できます。
- アラーム録画の開始／停止
- ログオフ



42 ja | ユーザーインターフェース Bosch Video Management System

Operator Client | V2 | 2011.12 オペレーターマニュアル Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 ユーザーインターフェース
この章では、Bosch Video Management System の Operator Client で使用可能なすべての画面につい
て説明します。

11.1 ライブモード （通常表示）

メイン画面＞
ログインするたびに、自動的にライブモードにアクセスします。
必要に応じて、すべてのコントロール要素を移動したり、サイズ変更したり、非表示にしたりでき
ます。 
右クリックすると、コンテキストメニューを表示できます。

受信アラームの優先度が現在表示されている画像ウィンドウよりも低い場合、 タブが点滅し始
め、アラームを示します。 
受信アラームの優先度が現在表示されている画像ウィンドウよりも高い場合、受信アラームが自動
的に表示されます （自動ポップアップアラーム）。

1 メニューバー メニューコマンドを選択できます。
2 ツールバー 使用可能なボタンが表示されます。 アイコンをポイントすると、

ヒントが表示されます。
3 再生コントロール 簡易再生またはカメラシーケンスまたはアラームシーケンスを制

御できます。
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詳細情報 :
- 49 ページのセクション 「11.4  メニューコマンド」
- 55 ページのセクション 「11.13  ［論理ツリー］ウィンドウ」
- 55 ページのセクション 「11.15  ［お気に入りのツリー］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.17  ［マップ］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.18  ［PTZ コントロール］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.19  ［モニター］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.20  画像ウィンドウ」
- 58 ページのセクション 「11.21  画像枠」
- 64 ページのセクション 「11.31  ［アラームリスト］ウィンドウ」

4 ステータスインジケーター Central Server への接続の現在の接続ステータスを表示します。
オンライン：接続が確立されています。
オフライン：接続が切断されています。
利用可能な設定：設定がアクティブですが、この Operator Client
のユーザーによって受け入れられていません。 ユーザーが拒否し
ない場合、この設定は数秒後に自動的にアクティベーションされ
ます。

5 パフォーマンスメーター CPU 使用率およびメモリ使用率が表示されます。
6 画像枠パターンのスライダー 必要な数の画像枠を選択できます。
7 画像ウィンドウ 画像枠が表示されます。 画像枠を並べて配置することができます。 

8 画像枠 カメラ、マップ、画像、ドキュメント （HTML ファイル）が表示
されます。 

9
［アラームリスト］ウィンドウ

システムによって生成されたすべてのアラームが表示されます。 
メンテナンス担当者に電子メールを送ることなどによって、アラ
ームを受け入れたり、クリアしたり、ワークフローを開始したり
できます。
イベントリストを表示できます。

10

［モニター］ウィンドウ （少なくとも 1
つのアナログモニターグループが設定されてい
る場合にのみ使用可能）

設定されているアナログモニターグループが表示されます。
次または前のアナログモニターグループがあれば切り替えること
ができます。

［PTZ コントロール］ウィンドウ

PTZ カメラを制御できます。 

11

［論理ツリー］ウィンドウ

ユーザーグループがアクセス権を持っているデバイスが表示され
ます。 画像枠に割り当てるデバイスを選択できます。

［お気に入りのツリー］ウィンドウ

必要に応じて論理ツリーのデバイスを分類できます。

［マップ］ウィンドウ

サイトマップが表示されます。 マップをドラッグして、マップの
特定のセクションを表示できます。
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11.2 再生モード

メイン画面＞  
右クリックすると、コンテキストメニューを表示できます。 

受信アラームの優先度が現在表示されている画像ウィンドウよりも低い場合、 タブが点滅し始
め、アラームを示します。  
受信アラームの優先度がライブまたは再生画像ウィンドウよりも高い場合、アラーム画像ウィンド
ウが自動的に表示されます。 優先度は Configuration Client で設定されます。

1 メニューバー メニューコマンドを選択できます。
2 ツールバー 使用可能なボタンが表示されます。 アイコンをポイントすると、

ヒントが表示されます。



Bosch Video Management System  ユーザーインターフェース | ja 45

Bosch Sicherheitssysteme GmbH オペレーターマニュアル Operator Client | V2 | 2011.12

詳細情報 :
- 49 ページのセクション 「11.4  メニューコマンド」
- 55 ページのセクション 「11.13  ［論理ツリー］ウィンドウ」

4 ステータスインジケーター Central Server への接続の現在の接続ステータスを表示します。
オンライン：接続が確立されています。
オフライン：接続が切断されています。
利用可能な設定：設定がアクティブですが、この Operator Client
のユーザーによって受け入れられていません。 ユーザーが拒否し
ない場合、この設定は数秒後に自動的にアクティベーションされ
ます。

5 パフォーマンスメーター CPU 使用率およびメモリ使用率が表示されます。
6 画像枠パターンのスライダー 必要な数の画像枠を選択できます。
7 画像ウィンドウ 画像枠が表示されます。 画像枠を並べて配置することができま

す。
8 画像枠 カメラ、マップ、画像、ドキュメント （HTML ファイル）が表示

されます。 
9

［タイムライン］ウィンドウ

録画映像の中の特定の時間に移動することができます。

［動体検出検索の結果］ウィンドウ

動体を探すことができます。

［映像検索の結果］ウィンドウ

録画映像を探すことができます。

［アラームリスト］ウィンドウ
システムによって生成されたすべてのアラームが表示されます。 
メンテナンス担当者に電子メールを送ることなどによって、アラ
ームを受け入れたり、クリアしたり、ワークフローを開始したり
できます。
イベントリストを表示できます。
Central Server への接続が切断されると、アラームリストは表示
されません。

10

［モニター］ウィンドウ （少なくとも
1 つのアナログモニターグループが設定され
ている場合にのみ使用可能）

設定されているアナログモニターグループが表示されます。
次または前のアナログモニターグループがあれば切り替えること
ができます。

［PTZ コントロール］ウィンドウ

PTZ カメラを制御できます。 

11

［論理ツリー］ウィンドウ

ユーザーグループがアクセス権を持っているデバイスが表示され
ます。 画像枠に割り当てるデバイスを選択できます。

［お気に入りのツリー］ウィンドウ

必要に応じて論理ツリーのデバイスを分類できます。

［エクスポートツリー］ウィンドウ

エクスポートした映像データをロードして表示したり、特定のデ
ータを検索したりできます。

［マップ］ウィンドウ

サイトマップが表示されます。 マップをドラッグして、マップの
特定のセクションを表示できます。
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- 55 ページのセクション 「11.15  ［お気に入りのツリー］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.16  ［エクスポートツリー］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.17  ［マップ］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.18  ［PTZ コントロール］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.19  ［モニター］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.20  画像ウィンドウ」
- 58 ページのセクション 「11.21  画像枠」
- 59 ページのセクション 「11.22  ［タイムライン］ウィンドウ」
- 64 ページのセクション 「11.29  ［動体検出検索の結果］ウィンドウ」
- 64 ページのセクション 「11.30  ［映像検索の結果］ウィンドウ」
- 64 ページのセクション 「11.31  ［アラームリスト］ウィンドウ」

11.3 アラームモード （アラーム表示）

メイン画面＞ または ＞ タブ＞アラームを選択＞
アラーム画像ウィンドウには、アラームの発生時にカメラからライブ映像または簡易再生映像を再
生できます。 縦横比は常に 4:3 です。 受信アラームの優先度がライブまたは再生画像ウィンドウより
も高い場合、アラーム画像ウィンドウが自動的に表示されます。 優先度は Configuration Client で設
定されます。
アラームカメラを表示できます。 アラームカメラは Configuration Client で設定されます。

受信アラームの優先度が現在表示されている画像ウィンドウよりも低い場合、 タブが点滅し始
め、アラームを示します。 
使用できるアラーム画像の行よりも多くのアラームが表示される場合、 後の行がシーケンス表示
になります。 アラーム画像ウィンドウのツールバーにある再生コントロールでアラームシーケンス
を制御できます。 後の行では簡易再生を実行できません。

注
［アラーム画像］枠に表示されるマップは、表示用に 適化されていて、基本的な .dwf ファイルの
初期表示のみが含まれます。
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1 メニューバー メニューコマンドを選択できます。
2 ツールバー 使用可能なボタンが表示されます。 アイコンをポイントすると、

ヒントが表示されます。
3 再生コントロール 簡易再生またはカメラシーケンスまたはアラームシーケンスを制

御できます。

4 ステータスインジケーター Central Server への接続の現在の接続ステータスを表示します。
オンライン：接続が確立されています。
オフライン：接続が切断されています。
利用可能な設定：設定がアクティブですが、この Operator Client
のユーザーによって受け入れられていません。 ユーザーが拒否し
ない場合、この設定は数秒後に自動的にアクティベーションされ
ます。

5 パフォーマンスメーター CPU 使用率およびメモリ使用率が表示されます。

6 アラーム画像ウィンドウ アラーム画像枠が表示されます。 
7 アラーム画像枠 カメラ、マップ、画像、ドキュメント （HTML ファイル）が表示

されます。 
8 アラーム優先度 自動表示のために Configuration Client で設定された優先度の値が

表示されます。
9 時刻 アラームがトリガーされた時刻が表示されます。
10 アラームシーケンスボタン クリックすると、前の画像枠または次の画像枠が表示されます。
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詳細情報 :
- 49 ページのセクション 「11.4  メニューコマンド」
- 55 ページのセクション 「11.13  ［論理ツリー］ウィンドウ」
- 55 ページのセクション 「11.15  ［お気に入りのツリー］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.17  ［マップ］ウィンドウ」
- 56 ページのセクション 「11.18  ［PTZ コントロール］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.19  ［モニター］ウィンドウ」
- 57 ページのセクション 「11.20  画像ウィンドウ」
- 58 ページのセクション 「11.21  画像枠」
- 64 ページのセクション 「11.31  ［アラームリスト］ウィンドウ」

11 アラーム数 現在表示されているアラームの数と、すべてのアラームの数が表
示されます。

1※2 イベントの種類 アラームをトリガーしたイベントの種類を示します。
13

［アラームリスト］ウィンドウ
システムによって生成されたすべてのアラームが表示されます。 
メンテナンス担当者に電子メールを送ることなどによって、アラ
ームを受け入れたり、クリアしたり、ワークフローを開始したり
できます。
イベントリストを表示できます。

14

［モニター］ウィンドウ （少なくとも 1
つのアナログモニターグループが設定されて
いる場合にのみ使用可能）

設定されているアナログモニターグループが表示されます。
次または前のアナログモニターグループがあれば切り替えること
ができます。

［PTZ コントロール］ウィンドウ

PTZ カメラを制御できます。 

15

［論理ツリー］ウィンドウ

ユーザーグループがアクセス権を持っているデバイスが表示され
ます。 画像枠に割り当てるデバイスを選択できます。

［お気に入りのツリー］ウィンドウ

必要に応じて論理ツリーのデバイスを分類できます。

［マップ］ウィンドウ

サイトマップが表示されます。 マップをドラッグして、マップの
特定のセクションを表示できます。
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11.4 メニューコマンド
［システム］メニューコマンド

再生モード／ライブモード 現在の状態に応じて、再生モードまたはライブモード
に切り替えます。

パスワードの変更 ... 新しいパスワードを入力するためのダイアログボック
スを表示します。

ログオフ プログラムを終了し、ログオンのためのダイアログボ
ックスが表示されます。

終了 プログラムを終了します。

［カメラ］メニューコマンド

画像の保存 ... 選択したカメラの画像を保存するためのダイアログボ
ックスが表示されます。

画像の印刷 ... 選択したカメラの画像を印刷するためのダイアログボ
ックスが表示されます。

音声オン／音声オフ 選択したカメラの音声をオンまたはオフにします。
カメラの録画 選択したカメラでの録画を開始します。 アラーム録画

モードの画質レベルが使用されます。
簡易再生 設定した逆再生時間に、選択したカメラの再生を開始

します。 （再生モードでは表示されません）
参照画像 ... 現在選択されている画像枠の ［参照画像］ダイアログ

ボックスが表示されます。 （再生モードでは表示され
ません）

メタデータを表示 ... メタデータがある場合は、［メタデータ］ウィンドウ
が表示されます。 （ライブモードでは表示されませ
ん）

閉じる 選択した画像枠を閉じます。

［ツール］メニューコマンド
ログブックを検索します ... ［検索パラメータの選択］ダイアログボックスおよび

［ログブックの結果：］ダイアログボックスが表示さ
れます。

映像の検索 ... 再生モードのみで使用できます。 
クリックすると、［検索パラメータの選択］ダイアロ
グボックスが表示されます。

画像枠の表示／非表示を切り替える 画像枠バーの表示と非表示を切り替えます。
小さな画像枠を表示 表示する画像枠の数を減らします。
大きな画像枠を表示 表示する画像枠の数を増やします。

［タイムライン］メニューコマンド （再生モードのみ）
初の録画 マーカーを も古い録画に移動します。

後の録画 マーカーを 新の録画に移動します。
再生 マーカーの現在の位置から再生を開始します。
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一時停止 現在の位置で再生を停止します。 ［再生］をクリック
すると、再開します。

逆再生 マーカーの現在の位置から逆方向に再生します。
映像の保護 ... 映像の保護ダイアログボックスを表示します。

映像の保護を解除 ... 映像の保護を解除ダイアログボックスを表示します。
映像の削除 ... 映像の削除ダイアログボックスを表示します。
認証の確認 ... 認証の確認ダイアログボックスを表示します。

（NVR 録画の場合のみ）
映像のエクスポート ... 映像のエクスポートダイアログボックスを表示しま

す。
エクスポートされた映像のロード ... エクスポートファイルを選択するためのダイアログボ

ックスが表示されます。 エクスポートされたファイル
は、［エクスポートツリー］に表示されます。

［アラーム］メニューコマンド
選択したアラームを受け入れる 選択したすべてのアラームの状態を ［受け入れ済み］

に設定し、［アラーム画像］ウィンドウに表示しま
す。

新しいアラームをすべて受け入れる 新しいすべてのアラームの状態を ［受け入れ済み］に
設定します。

受け入れられたすべてのアラームを
クリア

受け入れたすべてのアラームの状態を ［クリア済み］
に設定します。 ［アラームリスト］および ［アラー
ム画像］ウィンドウからエントリーが削除されます。

選択したアラームのクリア 選択したすべてのアラームの状態を ［クリア済み］に
設定します。 ［アラームリスト］および ［アラーム
画像］ウィンドウからエントリーが削除されます。

ワークフロー ... 選択したアラームのアクションプランが表示されます
（利用できる場合）。

［予備］メニューコマンド
ビューをお気に入りに保存 現在の画像枠パターンを ［お気に入りのツリー］のビ

ューとして保存します。
システムを消音 使用できる画像枠の音声およびアラーム音をオフにし

ます。
オプション ... オプションダイアログボックスを表示します。

デフォルト設定 モニターレイアウト、ユーザーインターフェース、お
よびオプションの設定を初期設定に戻します。

後の設定 モニターレイアウト、ユーザーインターフェース、お
よびオプションの設定を 後にロードした設定に戻し
ます。

［ヘルプ］メニューコマンド
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11.5 参照画像ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞画像枠を右クリック＞ ［参照画像 ...］コマンド
参照画像を表示および更新できます。

カメラビュー：
選択したカメラのライブ表示を表示します。

参照画像：
［更新］をクリックすると、参照画像が表示されます。

更新
クリックすると、参照画像が設定されます。 ［更新］をクリックした時点の画像が使用されます。

11.6 検索パラメータの選択ダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド
ログブックのエントリーを検索するための検索条件を定義して保存できます。 再生モードからこの
ダイアログボックスを呼び出した場合、［タイムライン］で選択した期間が ［日付と時刻］フィー
ルドにコピーされます。

フィルター
事前定義済みの検索条件のフィルター名を選択するか、新しいフィルターの名前を入力します。

削除
クリックすると、［フィルター］リストで選択されているエントリーが削除されます。

ロード
クリックすると、選択したフィルター名の検索条件がロードされます。

保存
クリックすると、選択したフィルター名の検索条件が保存されます。 

リセット
クリックすると、選択したフィルター名の検索条件がクリアされます。

日付と時刻
日付と時刻を入力して、検索範囲を設定します。 

結果の数
リストでエントリ－を選択して、検索による一致の数を制限します。

イベントの追加
クリックすると、［イベントの選択］ダイアログボックスが表示されます。

イベントの削除
クリックすると、選択したイベントエントリーを削除できます。

すべてのイベントを削除
クリックすると、すべてのイベントエントリーを削除できます。

ヘルプの表示 Bosch Video Management System オンラインヘルプ
が表示されます。

概要 ... バージョン番号などのインストールされたシステムに
関する情報を示すダイアログボックスが表示されま
す。
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ATM ／ POS
クリックすると、［ATM ／ POS のオプション］ダイアログボックスが表示されます。

仮想入力
クリックすると、［仮想入力フィルター設定の選択］ダイアログボックスが表示されます。

優先度：
検索するアラームの優先度を選択します。

アラームの状態：
検索するアラームの状態を選択します。

録画のみ
クリックすると、録画のみのアラームを検索するように選択できます。

ワークフローの強制実行
クリックすると、強制ワークフローアラームを検索するように選択できます。

自動クリア
クリックすると、自動クリアアラームを検索するように選択できます。

デバイスの追加
クリックすると、［デバイスの選択］ダイアログボックスが表示されます。

デバイスの削除
クリックすると、選択したデバイスエントリーを削除できます。

すべてのデバイスを削除
クリックすると、すべてのデバイスエントリーを削除できます。

詳細：
検索する文字列を入力します。 重要なイベントには、見つけやすい文字列が含まれていることがあ
ります。 たとえば、特定の SystemErrorEvent には文字列 「サーバーアラームキューの空きがなくな
りました。」が含まれています。 ワイルドカードとして * を使用できます。 たとえば、
*triggered* と入力すると、文字列 An alarm was triggered by a network failure. を
検索できます。 *triggered または triggered* ではこの文字列が検出されません。

ユーザー：
検索するユーザー名を入力します。

検索
クリックすると、検索を開始します。 ［ログブックの結果：］ダイアログボックスが表示されま
す。

閉じる
クリックするとダイアログボックスが閉じます。 検索は実行されません。 フィルター名を付けて検
索条件を保存しなかった場合、検索条件は失われます。

11.7 ATM ／ POS のオプションダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメ
ータの選択］ダイアログボックス＞ ［ATM ／ POS］ボタン 
ログブックのエントリと録画映像を見つけるための適切な ATM/POS 検索条件を選択できます。

ATM データ
クリックすると、ATM データを検索できます。
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POS データ
クリックすると、POS データを検索できます。

ATM 番号：
デバイスの番号を入力します。

取引番号：
適切なトランザクション番号を入力します。

銀行口座：
適切な口座番号を入力します。

銀行支店コード：
適切な銀行支店コードを入力します。

量：
適切な出金額を入力します。

POS 文字列：
適切な検索文字列を入力します。

11.8 仮想入力フィルター設定の選択ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメ
ータの選択］ダイアログボックス＞ ［仮想入力］ボタン 
仮想入力の検索条件を入力できます。

11.9 デバイスの選択ダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメータの
選択］ダイアログボックス＞ ［デバイスの追加］ボタン
ログブックのエントリと録画映像を見つけるための適切なデバイスを選択できます。

11.10 イベントの選択ダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメータの
選択］ダイアログボックス＞ ［イベントの追加］ボタン
フィルタリングのためにイベントを追加することができます。

11.11 ログブックの結果：ダイアログボックス
メイン画面＞ ［ツール］メニュー＞ ［ログブックを検索します ...］コマンド＞ ［検索パラメータの
選択］ダイアログボックス＞ ［検索］ボタン
ログブック検索の結果を表示します。

フィルターに戻る
クリックすると、［検索パラメータの選択］ダイアログボックスが表示されます。

結果の保存
クリックすると、ログブックのエントリを CSV ファイルとしてテキストファイルに保存するための
ダイアログボックスが表示されます。



54 ja | ユーザーインターフェース Bosch Video Management System

Operator Client | V2 | 2011.12 オペレーターマニュアル Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11.12 オプションダイアログボックス
メイン画面＞ ［予備］メニュー＞ ［オプション ...］コマンド
Bosch Video Management System を使用するためのパラメーターを設定できます。

［コントロール］タブ

自動シーケンスの継続時間 [ 秒 ]：
カメラを画像枠に表示する長さ （秒数）を入力します。 この時間の長さは、アラームシーケンスに
対しても有効です。 

PTZ 制御速度
スライダーを動かして、PTZ カメラの制御速度を調整します。

簡易再生の逆再生時間 [ 秒 ]：
簡易再生の巻き戻し時間 （秒数）を入力します。

［ディスプレイ］タブ

画像枠の縦横比
接続されている各モニターで、Operator Client の画像枠用の縦横比を選択します。 HD カメラの場合
は、16:9 を使用します。 この設定により、Configuration Client で設定した Operator Client の初期ス
タートアップ用の設定が上書きされます。

論理番号の表示
選択すると、論理ツリー内のカメラの論理番号が表示されます。

［音声］タブ

選択した画像ペインの音声を再生
選択すると、選択されている画像枠内の映像の音声再生がアクティブになります。 

マルチチャンネル音声の再生
選択すると、画像枠に表示されているすべての映像の音声同期再生が有効になります。

アラームとイベントの音量：
スライダーを動かしてアラーム音の音量を調節します。

半二重
選択すると、インターカム機能に対して半二重モードが有効になります。

全二重
選択すると、インターカム機能に対して全二重モードが有効になります。

［再生］タブ
再生モードで画像枠に割り当てられているすべてのカメラの録画を取得するためにストレージを設
定できます。 プライマリ VRM サーバーが故障したときに、この設定を使用します。

プライマリ VRM ( デフォルト )
選択すると、プライマリ VRM サーバーからの録画の取得が有効になります。

注
このようにエクスポートされた CSV ファイルを Microsoft Excel で開くと、時間関連のセルに秒が表
示されない場合があります。 
この動作を変更するには、これらのセルのフォーマットを ［m/d/yyyy h:mm］から ［m/d/yyyy 

h:mm:ss］に変更します。
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エンコーダー
選択すると、エンコーダーに直接接続された iSCSI ストレージデバイスからの録画の取得が有効に
なります。

11.13 ［論理ツリー］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
ユーザーが属するユーザーグループがアクセスできる、すべてのデバイスの階層構造が表示されま
す。
Configuration Client の論理ツリーの作成と変更を実行できるのは、管理者だけです。
次のユーザーインターフェース要素に項目をドラッグすることができます。
- カメラ、マップ、ドキュメントを画像枠に
- 各項目を ［お気に入りのツリー］ウィンドウに
- マップを ［マップ］ウィンドウに
- カメラを ［モニター］ウィンドウに

11.14 検索ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ タブ＞ルートノードを右クリック＞ ［ツリー検索］をクリック
または

メイン画面＞ ＞ タブ＞項目を右クリック＞ ［ツリー検索］をクリック
論理ツリー内の特定の項目を見つけることができます。

検索対象：
項目の表示名を表す検索文字列を入力します。 「*」と 「?」を 使用できます。

前の
クリックすると、検索文字列に一致する直前の項目が選択されます。

次へ
クリックすると、検索文字列に一致する次の項目が選択されます。

検索
クリックすると、検索文字列に一致する 初の項目が選択されます。

閉じる
クリックするとダイアログボックスが閉じます。 

11.15 ［お気に入りのツリー］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ
または

メイン画面＞ ＞ タブ
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［お気に入りのツリー］では、必要に応じて論理ツリーのデバイスや画像枠のビューの保存、整理、
削除を行うことができます。
デジタルズームの現在の設定と画像セクションが保存されます。

11.16 ［エクスポートツリー］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ
エクスポートした映像データのインポート、画像枠への表示、映像データ内の特定データの検索、
およびアンロードを実行できます。

11.17 ［マップ］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞マップを から タブにドラッグ
または

メイン画面＞ ＞マップを から タブにドラッグ
サイトマップを表示します。このウィンドウには、映像コンテンツは表示できません。また、縦横
比 4:3 には限定されません。
［マップ］ウィンドウにマップ全体を表示できない場合は、マップをドラッグできます。 特別なカー
ソルが表示されます。

11.18 ［PTZ コントロール］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞  PTZ コントロールタブ
［PTZ コントロール］ウィンドウがアクティブになるのは、選択されている画像枠内に PTZ カメラ
またはスウィーベル／チルトカメラが表示されているときです。 
カメラを制御するには、選択されている画像枠に表示されている、対応する機能を使用します。 

デジタルズームインまたはズームアウトするときにクリックします。 このコン
トロールは、PTZ ではないカメラが選択されているときでもアクティブになります。

矢印をクリックするか中央のジョイスティックをドラッグして、カメラを任意
の方向に回転 （スウィーベル）させます。

画角を小さく （ズームアングル）または大きく （ワイドアングル）するときにクリ
ックします。 
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フォーカスを近くまたは遠くに設定するときにクリックします。

アイリスを閉じたり開いたりするときにクリックします。

登録ポジション：
エントリの 1 つを選択すると、事前登録されたポジションに PTZ コントロールが移動します。

クリックすると、選択されている登録ポジションエントリに PTZ カメラの現在のポジションが保存
されます。

AUX コマンド：
このコマンドを実行するためのエントリを選択します。

11.19 ［モニター］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞  モニタータブ＞
使用可能なアナログモニターグループが一覧表示されます。 このタブが表示されるのは、少なくと
も 1 つのアナログモニターグループが設定済みで、かつそのアナログモニターグループがこのワー
クステーションに割り当てられている場合です。 コンピューターがワークステーションとして設定
されていない場合は、この割り当ては必要ありません。
次または前のアナログモニターグループに切り替えることができます。 
使用可能なモニターの数よりもアラームカメラの方が多い場合に、前または次のアラームに切り替
えることができます。

11.20 画像ウィンドウ
メイン画面 
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画像枠が表示されます。表示される画像枠の数は可変です。 少なくとも 1 つの画像枠が表示されま
す。 1 つのカメラを多数の画像枠に同時に表示することができます。
次のタスクを実行できます （Bosch VMS Archive Player では実行できないタスクもあります）。
- 表示する画像枠の数を設定する
- 画像枠を自由に並べ替え、画像枠のパターンを変更し、この配置をビューとして ［お気に入り

のツリー］に保存する
- ライブモードと再生モードとを切り替える （アラームがある場合はアラームモードへの切り替

えも可能）
- すべての音源のオンとオフを切り替える （マルチチャンネルモードに対応するようにアプリケ

ーションが設定されている必要があります）
- シーケンスを開始する
- 画像枠のツールバーのオンとオフを切り替える
- 簡易再生を実行する
- インターカム機能を使用する

11.21 画像枠
メイン画面 
Bosch VMS Archive Player では、一部の機能のみを実行できます。
表示できるものは次のとおりです。
- 任意の映像ソースからのライブ映像 （ライブモードのみ）
- 映像の簡易再生
- 録画映像 （再生モードのみ）
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- マップ
- ドキュメント （HTML ファイル）
黄色の境界線は、この画像枠が、たとえばカメラ映像表示のために選択されていることを示します。 
縦横比は常に 4:3 です。
マップ内のカメラは、ホットスポットとして表示されます。 マップ内のカメラをアクティブにする
には、ダブルクリックするか、コンテキストメニューを使用するか、画像枠の 1 つにドラッグアン
ドドロップします。 
PTZ カメラが表示されているときは、ウィンドウ内制御機能を使用できます。
論理ツリー内のカメラをダブルクリックすると、そのカメラが、次の空き画像枠に表示されます。

11.22 ［タイムライン］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ
録画映像の再生を制御できます。 多数のカメラを同時に表示することができます。
音声を再生できるのは、映像を標準速度で再生しているときだけです。

1 音声 クリックすると音声のオンとオフが切り替わります。
2 手動アラーム録画 手動録画を開始または停止するときにクリックしま

す。
3 簡易再生 クリックすると簡易再生が開始します。
4 デジタルズーム アクティブのときは、デジタルズームされているこ

とを示します。

5 カメラシーケンス アクティブのときは、カメラシーケンスの再生中で
あることを示します。

6 カメラ カメラの種類と、その録画状態を示します。
7 カメラ名 カメラの名前が表示されます。
8 番号 番号 現在表示されているカメラシーケンスステップの番

号と、このシーケンスに含まれるすべてのステップ
の数が表示されます。

9 小化／ 大化 画像枠を 小化または 大化するときにクリックし
ます。

10 閉じるボタン クリックすると画像枠が閉じます。
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録画映像の表示が許可されているユーザーは、付随する音声録音も聞くことができます。
録画映像の中の特定の時間に移動することができます。 表示されているすべての画像枠の再生は同
期します。
探しているシーンを正確に見つけるためのさまざまな機能があります。
Operator Client および Bosch VMS Archive Player の NVR 録画のタイムラインには、次の情報が色
または斜線として表示されます。

NVR 録画 色
連続録画 濃灰青色
アラーム録画 赤

プレアラーム録画 薄赤色
動体検出録画 黄色
イベント発生前の録画 薄黄色
動体検出検索の結果 白

映像信号なし 黒
録画しない 薄灰色
保護されたデータ 斜めの縞
音声データあり タイムラインの上の細い緑色の線

/
タイムラインをズームインまたはズームアウトするときにクリックします。

スライダーを動かして、選択されているカメラの再生速度を調節します。

セクション 「8.5  再生速度の変更」
各コントロールを使用して、選択されているカメラの再生を制御します。 
左から右：
- も古い録画へジャンプ
- フレームのタイプを問わず、コマを 1 フレーム戻します
- 逆方向に再生します。再生速度は速度スライダーで変更できます
- 再生または逆方向に再生を一時停止します
- 再生します。再生速度は速度スライダーで変更できます
- フレームのタイプを問わず、コマを 1 フレーム送ります
- 後の録画へジャンプ
タイムライン内のマーカーを高速移動させる時間を入力します。

セクション 「8.1  タイムラインの使用」
クリックすると、フィールドに入力された時間にマーカーが移動します。

セクション 「8.1  タイムラインの使用」
ジャンプ先の録画モードを選択します。

クリックすると、［検索パラメータの選択］ダイアログボックスが表示されま
す。

セクション 「8.12  ログブックのエントリーの検索」
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11.23 動体検索ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞   タブ＞
カメラ画像内の指定した領域の中で動体を検索するためのフィルターを設定できます。 どのゾーン
で動体を検出するかを選択します。 選択されている画像枠内の動体検出のみが可能です。

開始：
動体検索を開始する日時を入力します。 チェックボックスをオフにすると、検索は録画の先頭から
開始します。

終了：
動体検索を終了する日時を入力します。 チェックボックスをオフにすると、検索は現在の時点で停
止します。

すべてを選択
クリックすると、画像全体が選択されます。 

選択内容のクリア
クリックすると、選択が解除されます。

選択の反転
クリックすると、選択が反転します。

枠線の表示
クリックすると、動体検索を実行する感知エリアを定義するためのグリッドを表示するかクリアす
るかを選択できます。

クリックすると、［動体検索］ダイアログボックスが表示されます。

セクション 「8.11  動体の検索 （NVR 録画のみ）」
クリックすると、［映像のエクスポート］ダイアログボックスが表示されま
す。

セクション 「8.8  映像データのエクスポート」
画像ウィンドウに表示されているすべてのカメラが表示されます。

カメラリスト内のカメラのタイムラインが表示されます。 
時間を指定して、対応する映像をその位置から再生することができます。

セクション 「8.1  タイムラインの使用」
セクション 「8.8  映像データのエクスポート」
セクション 「8.11  動体の検索 （NVR 録画のみ）」
セクション 「8.13  録画された映像データの検索」
セクション 「8.4  映像データの信頼性の確認 （NVR 録画の場合のみ）」
セクション 「8.6  映像の保護」
セクション 「8.7  映像データの削除」
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検索の開始
クリックすると、検索が開始します。 結果が ［動体検出検索の結果］ウィンドウに表示されます。

11.24 映像のエクスポートダイアログボックス
メイン画面＞ ＞ ［タイムライン］メニュー＞ ［映像のエクスポート ...］コマンド
映像データを Bosch VMS Archive Player または ASF の形式でエクスポートできます。
映像および音声のデータをローカルドライブ、CD/DVD ドライブ、ネットワークドライブ、または
USB ドライブにエクスポートできます。 
注意：USB ドライブを使用する場合は、障害の発生を回避するためにも、高性能な USB デバイスを
使用してください。
データはネイティブ （Bosch VMS Archive Player）または ASF フォーマットでエクスポートされま
す。 ネイティブ形式で映像をエクスポートする場合、Bosch VMS Archive Player をビューワーとし
て追加できます。 ASF フォーマットのデータは、Windows Media Player などの標準的なソフトウェ
アで再生できます。
表示されているカメラの映像および音声データのみがエクスポートされます。
注意：エクスポートするカメラに対する権限が必要です。
注意：CD/DVD ドライブに正常に書き込めなかった場合、エクスポートした映像データは、CD/DVD
ドライブがあるコンピュータ－の一時ディレクトリに保存されています。 正常に書き込まれた場合、
映像データは削除されます。
ハードドライブ上の映像データが正常にエクスポートされなかった場合、すでにエクスポートされ
た映像データは削除されます。

名前：
エクスポート先のファイルの名前を入力します。

開始：
チェックボックスをオンにすると、エクスポートの開始時間を設定できます。
リストから日時を選択します。

終了：
チェックボックスをオンにすると、エクスポートの終了時間を設定できます。
リストから日時を選択します。

ネイティブフォーマット
クリックすると、Bosch VMS Archive Player 形式が選択されます。

ファイルビューアのエクスポート
クリックすると、Bosch VMS Archive Player のセットアップを ［データメディア］で選択した場所
に保存できます。

ASF （Media Player 対応）
クリックすると、ASF 形式 （Windows Media Player 互換）が選択されます。
リストから、画質に対応するエントリを選択します。

ディスク：
参照をクリックして、エクスポート先のハードディスクパーティションを選択します。 

CD ／ DVD への書き込みドライブ
リストから、エクスポートに使用する CD/DVD 書き込みデバイスを選択します。
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11.25 映像の削除ダイアログボックス

メインウィンドウ＞ ＞  タイムラインタブ＞マーカーを目的の位置に移動＞ ［タイムライ
ン］メニューで ［映像の削除 ... ］をクリック
録画の先頭から、マーカーの位置までの映像データを削除できます。

次を含める：
マーカーの現在の選択が表示されます。 必要に応じて、値を変更します。

11.26 ［フォレンジックサーチ］ダイアログボックス （VRM 録画のみ）

メイン画面＞ ＞  タイムラインタブ＞マーカーで期間を選択＞ ［ ］をクリック
フォレンジックサーチのタイプ（たとえば IVA）を選択して映像データを見つけることができます。 
フォレンジックサーチの設定は、［監視タスク］フィールドで行います。 選択されている画像枠内の
動体検出のみが可能です。

アルゴリズム：
解析アルゴリズムを選択します。 デフォルトでは、MOTION+ だけが選択可能です。このアルゴリズ
ムには、動体検出機能といたずら検出機能があります。 現在のアラームの状態が参照情報として表
示されます。

プリセット：
保存済みのフォレンジックサーチ設定のうち、ロードするものに対応するエントリを選択します。

フォレンジックサーチの設定を保存するときにクリックします。 わかりやすい名前を入力すること
ができます。

開始：
マーカーの現在位置が表示されます。
検索を開始する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した終了日までのすべての録画が検索の対象となります。

終了：
マーカーの現在位置が表示されます。
検索を終了する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した開始日以降のすべての録画が検索の対象となります。

クリックすると、タイムライン内の選択が ［開始：］フィールドと ［終了：］フィールドのデータ
に基づいて更新されます。 選択されている映像だけが管理の対象となります。

検索
クリックすると、フォレンジック検索が開始します。

11.27 映像の保護ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ ［タイムライン］メニュー＞ ［映像の保護 ...］コマンド 

注
この他にも、IVMD や IVA などの包括的な機能を持つ解析アルゴリズムがあります。
これらのアルゴリズムのいずれかを選択した場合は、対応するパラメーターを直接設定できます。
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選択されている映像データを保護することができます。 

開始：
マーカーの現在の選択が表示されます。
保護を開始する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した終了日までのすべての録画が保護の対象となります。

終了：
マーカーの現在の選択が表示されます。
保護を終了する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した開始日以降のすべての録画が保護の対象となります。

保護
クリックすると、選択されている期間が保護されます。

11.28 映像の保護を解除ダイアログボックス

メイン画面＞ ＞ ［タイムライン］メニュー＞ ［映像の保護を解除 ...］コマンド 
選択されている映像データを保護することができます。 

開始：
マーカーの現在の選択が表示されます。
保護を開始する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した終了日までのすべての録画の保護が解除されます。

終了：
マーカーの現在の選択が表示されます。
保護を終了する時点を入力します。
オフにした場合は、指定した開始日以降のすべての録画の保護が解除されます。

保護を解除
クリックすると、選択されている期間の保護が解除されます。

11.29 ［動体検出検索の結果］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ 
選択されている画像枠に表示されているカメラの、動体が含まれている映像データに対応するエン
トリが表示されます。 エントリを選択して再生、保護、信頼性チェック、アーカイブ、またはエク
スポートを実行できます。 
検索条件に一致する録画が一覧表示されます。 

11.30 ［映像検索の結果］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞ タブ 
検索条件に一致する映像データに対応するエントリが表示されます。 エントリを選択して再生、保
護、信頼性チェック、アーカイブ、またはエクスポートを実行できます。
検索条件に一致する録画を再生することができます。 

11.31 ［アラームリスト］ウィンドウ

メイン画面＞ ＞  アラームリストタブ



Bosch Video Management System  ユーザーインターフェース | ja 65

Bosch Sicherheitssysteme GmbH オペレーターマニュアル Operator Client | V2 | 2011.12

または

メイン画面＞ ＞  アラームリストタブ＞
ユーザーが属するユーザーグループに表示が許可されているイベントとアラームがすべて表示され
ます。 
次のタスクを実行できます。
- 特定のエントリをすばやく見つけられるように、リストをカスタマイズする。
- アラームを受諾またはクリアする。
- ワークフローを開始する。たとえば、メンテナンス担当者に E- メールを送信します。
- アラームにコメントを追加する。
- 特定のイベントまたはアラームを検索する。

アラームを受諾するときにクリックします。
そのアラームは、他のオペレーターのすべてのアラームリストおよびアラーム映像表示から削除さ
れます。

クリックすると、ダイアログボックスにアクションプランが表示されます。 設定済みの場合は、コ
メントを入力できます。

アラームをクリアするときにクリックします。
アラームにコメントまたは強制ワークフロー属性が付いている場合は、アクションプランの表示と
コメント入力の前にアラームをクリアすることはできません。  
アラームが自動クリアアラームとして設定されている場合は、自動クリア時間 （Configuration 
Client で設定）の経過後にアラームリストから削除されます。

アラームの受諾を取り消すときにクリックします。

／  
アラーム音のオンとオフを切り替えるときにクリックします。

後に到着したアラームによって、アラーム音が鳴ります。

クリックするとアラームリストが表示されます。

11.32 使用されるアイコン
次の表は、Operator Client で使用されるアイコンの一覧です。

新しい設定は使用可能です。 承諾するには、ログオフしてもう一度ログオンします。

Operator Client は、Central Server に接続されます。

Operator Client は、Central Server に接続されません。

ライブモード
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再生モード

簡易再生

すべての画像枠の音量を調節するスライダー

ルートノード （論理ツリーのユーザー割り当て名）

各種項目が格納されているフォルダー

各種項目が格納されマップが割り当てられているフォルダー

カメラ

接続断

録画中カメラ

映像断

マトリックスカメラ

ライブ専用カメラ （ローカルストレージ付き）

DiBos カメラ

録画中 DiBos カメラ

輝度異常アラーム

視野妨害アラーム

ノイズアラーム

参照チェック不合格 （たとえば、カメラが移動してしまったため）

リレー

入力

コマンドスクリプト

ドキュメント

カメラシーケンス

カメラシーケンス中断 

カメラシーケンス再生中

デジタルズーム
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お気に入りツリーのルートノード

お気に入りビュー

クリックするとアラーム映像ウィンドウが表示されます （アラームが保留中の場合の
みクリック可能）。
クリックすると、ライブモードまたは再生モードが再び表示されます （アラーム映像
ウィンドウが表示されているとき）。
クリックすると、各画像枠のツールバーの表示と非表示が切り替わります。 

クリックすると、画像枠が全画面モードで表示されます。

クリックすると、選択されている画像枠の画像が印刷されます。

クリックすると、選択されている画像枠が画像ファイルに保存されます。

／

 

音声オン／オフ

クリックして押し続けると、音声設定済みのエンコーダーのラウドスピーカーを使用
して話すことができます。 このボタンがクリック可能になるのは、音声機能付きエン
コーダーが画像枠で選択されているときです。
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12 キーボードショートカット
ここでは、US キーボードレイアウトで使用できるキーボードショートカットの一覧を示します。
「+」は、各キーを同時に押す必要があることを示します （たとえば、Ctrl + z ならば、Ctrl キーと z
キーを同時に押します）。
セットアップ CD に、印刷用の Acrobat ファイルが収録されています。 このファイルの名前は、
keyboard_layout_en.pdf です。

12.1 全般的コントロール

12.2 再生コントロール

12.3 画像ウィンドウのコントロール
次に示すキーボードショートカットが機能するのは、画像ウィンドウにフォーカスがあるときだけ
です。

目的 キー
オンラインヘルプを表示する F1
名前の変更 （お気に入りなどで） F2

目的 キー
再生／一時停止 スペース
前のフレーム ,
次のフレーム  
方向を順方向に設定する Enter
方向を逆方向に設定する BackSpace

も古い録画にジャンプする Home
も新しい録画にジャンプする End

再生速度を上げる PageUp
再生速度を下げる PageDown

目的 キー
選択されている画像枠を移動する 方向キー
画像枠を閉じる Delete
すべての画像枠を閉じる Ctrl + Delete
表示する画像枠の数を減らす F7
表示する画像枠の数を増やす F8
画像枠のバーの表示と非表示を切り替
える

F9
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13 コンセプト
この章では、主要事項に関する予備知識を提供します。

13.1 アラーム処理
アラームの 1 つ 1 つについて、どのユーザーグループに処理させるかを設定することができます。 
アラームが発生すると、そのアラームを受け取るように設定されたユーザーグループのすべてのユ
ーザーのアラームリストにアラームが表示されます。 グループのユーザーの 1 人がそのアラームの
処理を開始すると、アラームは他のユーザー全員のアラームリストから消去されます。
アラームは、ワークステーションのアラームモニターに表示されます。さらに、アナログモニター
に表示することもできます。 この動作について、以降の段落で説明します。

アラームのフロー
1. システム内でアラームが発生します。
2. このアラームに対して設定されているすべてのユーザーのアラームリストに、アラーム通知が

表示されます。 アラーム映像がただちに、設定されたモニターに表示されます。 このアラーム
が自動表示アラーム （自動ポップアップ）の場合は、アラーム映像も自動的に、Operator 
Client ワークステーションのアラームモニターに表示されます。 
アラームが自動クリアアラームとして設定されている場合は、自動クリア時間 （Configuration 
Client で設定）の経過後にアラームリストから削除されます。
アナログモニターに、VIP XD からの映像が 4 分割表示されている場合は、一時的に全画面表示
で置き換えられます。

3. ユーザーの 1 人がこのアラームを受諾します。 このユーザーのワークステーションにアラーム
映像が表示されます （自動ポップアップによって表示されなかった場合）。 他のすべてのユー
ザーのアラームリストとアラーム映像表示から、このアラームが消去されます。

4. アラームを受諾したユーザーによってワークフローが開始されます。このワークフローに、ア
クションプランの表示とコマンドの入力を入れることもできます。 このステップは省略可能で
す。ワークフローに関する要件は、管理者が設定できます。 

5. 後に、このユーザーがアラームをクリアします。 このユーザーのアラームリストとアラーム
表示から、このアラームが消去されます。
アナログモニターグループの表示は、アラーム発生前に表示されていたカメラの映像に戻りま
す。

アラーム画像ウィンドウ
1. アラームを表示するように設定されているモニターでは、ライブまたは再生の画像ウィンドウ

に代わってアラーム画像ウィンドウが表示されます。
2. アラームが発生するたびに、1 行分の画像枠が表示されます。 アラーム 1 つに 大 5 つの画像

枠を関連付けることができます。 これらの画像枠には、ライブ映像、再生映像、またはマップ
を表示できます。
アナログモニターグループでは、アラームが発生するたびに、カメラの映像が 1 行分のアナロ
グモニターに表示されます。 1 行あたりのカメラの数の上限は、そのアナログモニターグルー
プの列数となります。 この行のモニターのうちアラーム映像に使用されないものについて、現
在の表示を続行するか空白画面を表示するかを設定できます。

3. アナログモニター行と Operator Client ワークステーション表示アラーム行の両方において、優
先度の高いアラームは、優先度の低いアラームよりも上の行に表示されます。

4. アラーム画像ウィンドウのすべての行にアラーム映像が表示されているときに、別のアラーム
映像を表示する必要があるときは、優先度が も低いアラームがアラーム画像ウィンドウの一
番下の行に 「スタック」されます。 このスタックされたアラームを順番に切り替えるには、ア
ラーム行の左側にあるコントロールを使用します。 
アナログモニターグループのアラームスタックを順に切り替えるには、Operator Client ワーク
ステーション表示の ［モニター］ウィンドウのコントロールボタンを使用します。 アナログモ
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ニターでは、アラームが発生していることは赤色のアイコンと LED の点滅で示されます。
アラームのタイトルと日時も、すべてのアナログモニターに、またはアラーム行の 初のモニ
ターだけに表示することができます。

5. 同じ優先度のアラームが複数ある場合の順序の動作については、管理者が次のように設定する
ことができます。
- 後入れ先出し （LIFO）モード：新しいアラームは、同じ優先度の古いアラームの上に挿

入されます。 
- 先入れ先出し （FIFO）モード：新しいアラームは、同じ優先度の古いアラームの下に挿

入されます。
6. アラームの画像行をアラーム画像ウィンドウに表示する方法は、次の 2 つがあります。

- アラームが生成されたとき （自動ポップアップ）。 この方法で表示されるのは、アラーム
の優先度が表示の優先度よりも高いときです。

- アラームが受諾されたとき。 この方法で表示されるのは、アラームの優先度が表示の優先
度よりも低いときです。

アラームの自動ポップアップ
アラームの優先度に基づいて自動的にアラーム画像ウィンドウに表示 （ポップアップ）するよう
に、アラームを設定することができます。 ユーザーグループごとに、ライブ表示と再生表示の優先
度も割り当てられます。 受け取ったアラームの優先度がユーザーの表示の優先度よりも高い場合は、
アラーム画像ウィンドウにそのアラームの行が自動的に表示されます。 その時点でアラーム画像ウ
ィンドウが表示されていない場合は、アラーム用として設定されたモニターに表示されているライ
ブまたは再生画像ウィンドウに代わって、自動的にアラーム画像ウィンドウが表示されます。
自動ポップアップアラームは、アラーム画像ウィンドウに表示されますが、自動的に受諾されるわ
けではありません。 このアラームは、複数のユーザーのディスプレイに同時に表示することができ
ます。 ユーザーの 1 人が自動ポップアップアラームを受諾すると、他のすべてのユーザーのアラー
ムリストとアラーム表示からそのアラームが削除されます。
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13.2 Bosch VMS でサポートされている Allegiant CCL コマンド
CCL コマンドを使用するには、『CCL ユーザーガイド』が必要です。 このマニュアルは、各 LTC 
Allegiant マトリックスのドキュメントセクションにあるオンラインの製品カタログで入手できます。

サポートされているコマンド 説明 注記
切り替え／シーケンス
LCM 論理カメラをモニターに切り

替え
LCM、LCM+、および LCM- は等価
です。

LCMP 論理カメラを登録ポジション
コール付きのモニターに切り
替え

MON+CAM 物理カメラをモニターに切り
替え

MON-RUN モニター番号によりシーケン
スを実行

MON-HOLD モニター番号によりシーケン
スを保留

SEQ-REQ シーケンス要求
SEQ-ULD シーケンスのアンロード
受信ユニット／ドライバー 
R/D 基本制御コマンド
REMOTE-ACTION 同時パン／チルト／ズーム制

御コマンド
REMOTE-TGL パン／チルト／ズーム切り替

え制御コマンド
PREPOS-SET 登録ポジションの設定
PREPOS 登録ポジションの呼び出し
AUX-ON
AUX-OFF

外部制御コマンド
- 外部オン
- 外部オフ

VARSPEED_PTZ 可変速度制御コマンド
アラーム 仮想入力の制御に使用されます。 た

とえば、「+alarm 1」で仮想入力 1
が閉じられ、「-alarm 1」で仮想入力
1 が開きます。

+ALARM アラームをアクティブにしま
す。

Bosch VMS で仮想入力を開きます。

-ALARM アラームを無効にします。 Bosch VMS で仮想入力を閉じます。
システム
TC8x00>HEX 16 進数モードの設定
TC8x00>DECIMAL 10 進数モードの設定
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14 トラブルシューティング
ここでは、Bosch Video Management System Operator ClientBosch VMS Archive Player の使用に関
する既知の問題への対処方法を説明します。

録画映像の再生の問題

サウンドカードの録音コントロールの設定の問題

Operator Client のクラッシュ

14.1 古いバージョンの Bosch VMS Archive Player の更新
更新するには、次の手順に従って操作します。
 映像データをエクスポートします （27 ページのセクション 「8.8  映像データのエクスポート」

を参照）。

注意
Bosch Video Management System V.1.1 でエクスポートした録画映像を、Bosch Video Management 
System V.1.0 の Archive Player で再生しないでください。 再生しようとすると、データが失われま
す。

問題 原因 解決方法
録画映像を Archive Player で再
生できない。

Archive Player は Bosch Video 
Management System V.1.0 のも
ので、 録画映像データは Bosch 
Video Management System 
V.1.1 でエクスポートされたもの
です。

Archive Player を Bosch Video 
Management System V.1.1 に更
新してください。
72 ページのセクション 「14.1 
古いバージョンの Bosch VMS 
Archive Player の更新」を参照
してください。

問題 原因 解決方法
マイクをインターカム機能に使
用しているときにハウリングが
発生する。

サウンドカードの録音コントロ
ール設定で、ステレオミキサー
などではなく、そのマイクが選
択されている必要があります。
Operator Client の起動時に、設
定ファイルの内容に合わせて録
音コントロールの設定が変更さ
れます。 この設定ファイルに格
納されているデフォルトのエン
トリが、実際のシステム構成と
一致していない可能性がありま
す。 この設定は、Operator 
Client の起動のたびに復元され
ます。

Operator Client の設定ファイル
内の設定をマイクに変更してく
ださい。
73 ページのセクション 「14.2 
インターカム機能の録音設定の
修復」を参照してください。

問題 原因 解決方法
Operator Client がクラッシュす
る。

Operator Client がインストール
されているコンピューター上に
DiBos Web クライアントがイン
ストールされており、起動済み
です。

DiBos Web クライアントをアン
インストールします。
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［映像のエクスポート］ダイアログボックスで、［ネイティブフォーマット］と ［ファイルビ
ューアのエクスポート］を選択します。
Bosch VMS Archive Player をインストールするためのセットアップが、選択した場所に保存さ
れます。

14.2 インターカム機能の録音設定の修復
録音設定を修復するには、次の手順に従って操作します。
1. Operator Client を起動します。
2. 新の Operator Client ログファイルを表示します。 

C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Bosch\VMS\Log\BvmsClientLog.* 

3. Operator Client の設定ファイルを編集します。 
C:\<Bosch installation 

directory>\Bosch\VMS\bin\OperatorClient.exe.config 

4. 次のような行を見つけます。
<add key="MicrophoneInputNr" value="2"/>

マイクの数を変更します。 0、1、2 または 2 よりも大きい別の値を試してみてください。 次の
手順を実行して、正しく動作するまで、機能をチェックします。

5. Operator Client を再起動します。
これで、マイクが入力ソースとして使用されるようになります。
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用語集

0…9
802.1x IEEE 802.1x は、IEEE-802 ネットワークでの認証および承認方式を定めた規格です。 認証は認証機

関によって行われます。認証機関は認証サーバー （「RADIUS サーバー」を参照）を使用して、転
送された認証情報を確認し、その結果に応じて、提供するサービス （LAN、VLAN または WLAN）
へのアクセスを認可または拒否します。

A
アラーム アラームとして設定されたイベント。 これは、直ちに注意を喚起する必要のある特定の状況 （動体

が検出された、玄関のチャイムが鳴った、信号が失われたなど）の 1 つです。 アラームが発生した
ときに、ライブ映像、再生映像、アクションプラン、またはマップを表示することができます。

アラーム画像ウィンドウ
1 つ以上のアラーム画像枠を表示するための画像ウィンドウ。

アラームリスト Bosch Video Management System のウィンドウの 1 つ。アクティブなアラームの一覧表示に使用さ
れます。

アラーム優先度 各アラームには優先度が割り当てられます。 アラームの優先度に基づいて自動的にアラーム画像ウ
ィンドウに表示 （ポップアップ）するように、アラームを設定することができます。 各ユーザーの
ライブ／再生映像表示にも、優先度が割り当てられます。 受け取ったアラームの優先度がユーザー
の表示の優先度よりも高い場合は、アラーム画像ウィンドウにそのアラームの行が自動的に表示さ
れます。 その時点でアラーム画像ウィンドウが表示されていない場合は、アラーム用として設定さ
れたモニターに表示されているライブまたは再生画像ウィンドウに代わって、自動的にアラーム画
像ウィンドウが表示されます。

Allegiant Bosch のアナログマトリックススイッチングシステムのファミリー。

アナログモニター 映像ストリームやアーカイブの表示にビデオデコーダーを必要とする、外部のコンポジット映像モ
ニター。 

アナログモニターグループ
デコーダーに接続されたアナログモニターの集合。 アナログモニターグループは、特定の物理的エ
リアでのアラーム処理に利用できます。 たとえば、物理的に分かれたコントロール室が 3 つある場
合に、モニターグループを 3 つ設定します。 同じアナログモニターグループに属するモニターは、
論理的に行と列に編成されます。また、グループを全画面表示するか 4 分割表示するかを設定でき
ます。

ANR Automatic Network Replenishment （自動ネットワーク補充）。ネットワーク障害発生後に、欠落し
た映像データを映像送受信機からネットワークビデオレコーダーにコピーするソフトウェアプロセ
ス。 ネットワーク障害後に発生したギャップは、このコピーされた映像データによってぴったりと
埋められます。 ANR が正しく機能するには、ネットワーク障害がいつ開始し、いつ復旧したかとい
う情報と、映像送受信機上で録画された映像データが必要です。 したがって、映像送受信機には何
らかの種類のローカルストレージが必要です。 このローカルストレージの録画容量の計算式は、（ネ
ットワーク帯域幅 × ネットワークダウンタイム見積り＋安全マージン）×2 です。 この録画容量を 2
倍にする必要があるのは、コピープロセスの実行中も録画を継続する必要があるからです。

ASF Advanced Systems Format。Microsoft Windows Media の音声／映像形式。

非同期再生
保存されている複数の映像を同時に、ただし各映像の時間の同期はせずに再生すること。
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ATM Automatic Teller Machine （現金自動預払機）

オーディオデコーダー 圧縮された音声ストリームを再生のためにデコードするデバイスまたはソフトウェア。

オーディオエンコーダー映像圧縮アルゴリズムを使用して音声ストリームをエンコードするデバイスまたはソフトウェア。

認証
映像ストリームの信頼性を検証するプロセス。 ユーザーは認証プロセスを開始することができます。 
データの信頼性を確認できなかった場合は、メッセージが表示されます。

自動ポップアップアラームOperator Client のアラーム画像ウィンドウに自動的に表示されるアラームとして設定されたイベ
ント。

B
B- フレーム 双方向 （Bidirectional）フレーム。 映像圧縮方式の一部です。

BIS Building Integration System

ビットレート 所定の時間内にデバイス間で転送されるビットの数。キロビット／秒 （Kbps）で表します。

Bosch ATM/POS ブリッジ
文字列をシリアルケーブル／ COM インターフェース経由で受信して、イーサネットケーブル
（TCP/IP）経由で転送します。 この文字列は一般に、POS データや ATM からのトランザクションで
す。

ブロードキャスト 受信者を指定せずにネットワーク上で伝送すること。

C
カメラ制御

スクロール （パン／チルト）とズームの機能があります。 選択されている画像ウィンドウに対して
機能します。

カメラシーケンス
順に表示される一連のカメラ。 各カメラが表示される時間は事前に指定されます （移行時間）。 シ
ーケンスには、「事前定義済み」と 「自動」の 2 種類があります。 事前定義済みシーケンスは、管
理者によって定義されます。 このシーケンスのアイコンは、論理ツリー内に表示されます。 自動シ
ーケンスが作成されるのは、ユーザーが複数のカメラまたは 1 つのフォルダーを論理ツリーから画
像枠またはデコーダーまでドラッグしたときです。 このフォルダー内の、または選択されたすべて
のカメラが画像枠内に順に並べられます。 ユーザーは、自分のお気に入りツリー内にフォルダーを
作成して独自のシーケンスを作成することができます。

CCL Command Console Language （コマンドコンソール言語）。 Bosch Allegiant デバイスの機能の制御
に使用されるコマンドの集合です。

Central Server Bosch Video Management System 環境内のコンピューターのうち、集中管理に使用されるもの。

CIF Common Intermediate Format （共通中間フォーマット）。 ビデオ画像の行とピクセルの数を定めま
す。 「ビデオ解像度」を参照。

クライアントワークステーションBosch Video Management System 環境内のコンピューターのうち、ライブや再生の映像の
表示や設定作業に使用されるもの。

コマンドスクリプト
マクロ。管理者が PTZ カメラの位置決めや E- メールの送信などの自動アクションをプログラミング
するときに使用します。 Bosch Video Management System は、この機能のためのコマンドのセット
を備えています。 コマンドスクリプトは、クライアントスクリプトとサーバースクリプトに分類さ



76 ja | 用語集 Bosch Video Management System

Operator Client | V2 | 2011.12 オペレーターマニュアル Bosch Sicherheitssysteme GmbH

れます。 クライアントスクリプトは、クライアントワークステーション上で使用されます。クライ
アントワークステーション上で実行可能なタスクの実行に使用されます。 サーバースクリプトは、
システム内でイベントがトリガーされたときに自動的に実行されます。 そのイベントから、日時な
どの引数がサーバースクリプトに渡されます。 1 つのコマンドスクリプトが、多数のスクリプトレッ
トで構成されることもあります。 コマンドスクリプトの作成に使用できるスクリプト言語は、C# と
VB.Net です。 コマンドスクリプトは、イベントやアラームへの応答として自動的にスケジュールに
従って実行されるか （サーバースクリプトのみ）、手動で論理ツリーから実行されるか、手動でア
イコンから、またはマップ上で実行されます。

複合イベント
複数のイベントを組み合わせたもの。 この組み合わせには、ブール式 （AND と OR）を使用しま
す。 状態の変化の組み合わせだけが可能です。状態の変化とは、たとえば、接続状態から切断状態
への変化や、スケジュールのアクティブ化です。 

圧縮 「映像圧縮」を参照。

Configuration Client Bosch Video Management System を設定するのに使用されるアプリケーション。

D
データベース データの集合を、アクセス、管理、および更新がしやすいように編成したもの。

デバウンス時間
イベントの発生によって始まる時間間隔。 この時間間隔中は同じ種類の他のイベントが新しいイベ
ントとして受け入れられることはありません。 これにより、たとえば、切り替えセンサーが大量の
イベントを生成しないようにします。  
例 1：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中に別の動
体検出イベントが発生します。 この動体検出イベントは、新しいイベントとして受け入れられませ
ん。
複数の状態があるイベントの場合、優先度を設定できます。  
例 2：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中に同じ優
先度で動体停止イベントが発生します。 この動体停止イベントは、新しいイベントとして受け入れ
られません。
例 3：動体検出イベントが発生して、設定されたバウンス時間が開始されます。 この時間中により高
い優先度で動体停止イベントが発生します。 この動体停止イベントは、新しいイベントとして受け
入れられます。

デコーダー デジタルストリームをアナログストリームに変換します。たとえば、デジタル映像をアナログモニ
ターに表示するときに使用されます。

検出ゾーン
動体検出ゾーン。 単にビデオ画像全体で動体を検出するのではなく、画像内の特定の部分で動体を
検出するためのユーザー定義テンプレート。

デバイス エンコーダー／デコーダー、NVR、DiBos、アナログマトリックス、ATM/POS ブリッジなどのハー
ドウェアコンポーネント。

デバイスファミリー Bosch エンコーダー／ IP カメラは次のデバイスファミリーのいずれかに属することができます：
-VIPX （H.263 または H.264）
-ARM SD （標準画質）
-ARM HD （高画質）
各デバイスファミリーはさまざまな機能を持つ別のプラットフォームを使用します。 ARM HD は
新のプラットフォームで、H.264 および HD ビデオ解像度の拡張サポートを提供します。

デバイスツリー システム内の使用可能なすべてのデバイスを階層形式でまとめたリスト。
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デジタル入力 Bosch Video Management System に接続され、オン／オフ信号をアプリケーションに送出する外部
デバイス。  Bosch Video Management System は、このデジタル入力に、事前決定されたアクション
を関連付けることができます。 デジタル入力のソースとしては、ドア接点、動体検出センサー、カ
ードリーダーなどのデバイスがあります。

デジタルズーム ソフトウェアによる画像操作の一つ。画像をトリミングして拡大します。新しいピクセルは補間法
によって作成されます。

DNS Domain Name System  TCP/IP プロトコルを使用するネットワーク上では、DNS サーバーによって
URL （たとえば、 www.myDevice.com）が IP アドレスに変換されます。

ドームカメラ 「PTZ カメラ」を参照。

デュアル認証
2 人の異なるユーザーが Operator Client にログオンすることを必須とするセキュリティポリシー。 
ユーザーは両方とも、通常の Bosch Video Management System ユーザーグループのメンバーでなけ
ればなりません。 このユーザーグループは （ユーザーがそれぞれ別のユーザーグループのメンバー
である場合はどちらのグループも）、デュアル認証グループに属している必要があります。 デュアル
認証グループには、Bosch Video Management System 内での独自のアクセス権が付与されます。 こ
のデュアル認証グループに付与されたアクセス権は、ユーザーが属する通常のユーザーグループの
ものよりも多くなければなりません。  
例：ユーザー A は、 Group A というユーザーグループのメンバーです。 ユーザー B は Group B の
メンバーです。 さらに、 Group A と Group B をメンバーとしてデュアル認証グループが設定され
ています。  Group A のユーザーの場合、デュアル認証はオプションで、 Group B のユーザーの場
合、デュアル認証は必須です。
ユーザー A がログオンすると、ログオンを確認する 2 つ目のダイアログ ボックスが表示されます。 
このダイアログ ボックスで、2 番目のユーザーがいればログオンできます。 いなければ、ユーザー A

は続行し、Operator Client を起動できます。 そうすると、そのユーザーは Group A のアクセス権限
のみを持ちます。
ユーザー B がログオンすると、再度ログオンのための 2 つ目のダイアログ ボックスが表示されま
す。 このダイアログボックスでは、2 番目のユーザーがログオンする必要があります。 そうしない
と、ユーザー B は Operator Client を起動できません。

デュアルストリーミング
デュアルストリーミング機能によって、2 つの異なる個別に設定された設定で受信データストリーム
を同時にエンコーディングすることができます。 これにより、2 つのデータストリームが作成されま
す。1 つはライブ録画とイベント発生前の録画用で、もう 1 つは連続録画、動体検出録画、およびア
ラーム録画用です。

二重 2 者間のデータ転送の方向を定義するために使用する用語。
半二重では、両方向でデータ転送が可能ですが、同時にはできません。
全二重では、同時データ転送が可能です。

移行時間 カメラシーケンスで次のカメラが表示されるまでの画像ウィンドウにカメラが表示されるプリセッ
トされた時間。

DWF Design Web Format。 コンピュータモニターに製図を表示するために使用します。

DynDNS Dynamic Domain Name System  データベースに IP アドレスを準備しておく DNS ホストサービス。 
動的 DNS により、デバイスのホスト名を使用して、インターネット経由でデバイスに接続できま
す。 「DNS」を参照してください。
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E
エンコーダー たとえば、アナログカメラを Bosch Video Management System などのデジタルシステムに組み込む

ために、アナログストリームをデジタルストリームに変換します。 一部のエンコーダーでは、フラ
ッシュカード、USB ハードディスクなどのローカルストレージを使用することができ、映像データ
を iSCSI デバイスに保管できます。 IP カメラにはエンコーダーが組み込まれています。

イベント アラームやアクションにリンクされた状況や状態。 イベントは、カメラ、アーカイバー、ディレク
トリ、デジタル入力などの多くのソースから発生させることができます。イベントには、録画開始
状態、信号損失状態、ディスクフルメッセージ、ユーザーログオン、デジタル入力トリガーなどが
あります。

F
フェイルオーバー NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR で障害が発生した場合に、

このサーバーのタスクを引き継ぎます。 この引き継ぎは Central Server が動作していない場合でも発
生する可能性があります。 フェールオーバー NVR がプライマリ NVR のすべてのカメラを録画する
ようになります。 プライマリ NVR が修復され、再度オンラインになると、再度録画がこの NVR に
保存されるようになり、カメラが自動的に元に切り替えられます。 フェールオーバー NVR が録画を
停止します。 プライマリ NVR の停止時間の録画はフェールオーバー NVR に留まります。

FIFO 先入れ先出し。 同じ優先度でアクティブなアラームの順番を定義する Bosch Video Management 
System のアラーム処理のモード。

フレーム 単一の映像。

フレームレート 「IPS」を参照してください。

G
GOP Group of Pictures （画像のグループ）。GOP の長さは、2 つの I- フレーム間の圧縮された映像ファ

イルの画像数です。 

GSM Global System for Mobile Communication。 デジタル携帯電話の規格。

GUID Global Unique Identifier。

H
H.264 マルチメディアアプリケーションのデジタル音声および映像のエンコーディング （圧縮）規格。 こ

の規格には、メーカーに依存する可能性のあるさまざまなプロファイルが含まれます。 使用可能な
プロファイルは、Baseline、Baseline+、Main Profile です。 Baseline （Bosch Video Management 
System では使用されていません）は 2CIF をサポートしています。 Baseline+ は 4CIF をサポート
し、Baseline より優れた画質を提供します。 Main Profile は 4CIF をサポートし、CABAC （Context-
adaptive binary arithmetic coding）という高効率圧縮アルゴリズムを備えています。 これは、ストレ
ージ用の高画質エンコーディングに役立ちます。

半二重 「二重」を参照してください。

ホットスポット Configuration Client に設定されたマップ内のマウス反応型アイコン。 ホットスポットはカメラ、リ
レー、コマンドスクリプトです。 ユーザーは、建物内のデバイスのローカライズや選択に使用しま
す。

HTML Hypertext Markup Language
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I
I- フレーム Intra Frame。 映像圧縮方式の部分。 完全な画像の情報を含みます。前または次のフレームと比較し

た変更の情報を含む P- フレームや B フレームと異なります。

IIS Internet Information Server

画像枠 単一のカメラ、マップ、または HTML ファイルのライブ映像および録画映像の表示に使用します。

画像枠バー
画像枠のツールバー

画像枠パターン
画像枠の配置

画像ウィンドウ
画像ウィンドウパターンによって構築された画像枠のコンテナ。

簡易再生
ライブ画面の画像枠で、選択したカメラの録画映像を再生します。 開始時間 （過去の秒数または逆
再生時間）を設定できます。

インターカム機能
エンコーダーのラウドスピーカーで話すために使用します。 このエンコーダーには音声入力と音声
出力が必要です。 インターカム機能はユーザーグループ単位で与えることができます。

FPS 1 秒あたりの画像数。 1 秒あたりに転送または録画される映像数。

IQN iSCSI Qualified Name。 IQN 形式のイニシエーター名は、iSCSI イニシエーターとターゲットの両方
にアドレスをプロビジョニングするために使用します。 IQN マッピングでは、iSCSI ターゲット上の
LUN へのアクセスを制御するイニシエーターグループを作成し、各エンコーダーおよび VRM のイニ
シエーター名をこのイニシエーターグループに書き込みます。 イニシエーター名がイニシエーター
グループに追加されたデバイスのみ LUN へのアクセスが許可されます。 「LUN」および 「iSCSI」
を参照してください。

iSCSI Internet Small Computer System Interface。 TCP/IP ネットワーク経由でストレージを管理するプロト
コル。 iSCSI により、ネットワークのどこからでも保存されたデータにアクセスできます。 特に
Gigabit Ethernet の出現によって、手ごろな価格で、iSCSI ストレージサーバーを単純にリモートハ
ードディスクとしてコンピュータネットワークに接続できるようになりました。 iSCSI 用語では、ス
トレージリソースを提供するサーバーは iSCSI ターゲットと呼ばれ、サーバーに接続し、サーバー
のリソースにアクセスするクライアントは iSCSI イニシエーターと呼ばれます。

IVA Intelligent Video Analysis （インテリジェント映像解析）。 ビデオカメラによって監視されたシーン
で特定のプロパティとオブジェクトの動作を検出するアルゴリズムで、これから CCTV システムで
処理可能なアラームイベントが生成されます。  
IVA 設定をアクティブにした録画は、後で映像素材を個別に迅速に検索できるようにするための前提
条件です。
IVA により、オブジェクトの動きをキャプチャし、評価できるため、誤報をかなりの範囲で防止しま
す。
IVA は変化する環境条件に自動的に適応するため、雨や木の動きなどの混乱させる影響を感知しませ
ん。
特にフォレンジンクサーチに使用する場合、IVA は動いているオブジェクトをそれらの色の仕様によ
ってフィルタリングできます。 IVA アルゴリズムの支援によって、膨大な映像素材から、特定の色プ
ロパティを持つオブジェクトを個別に検索できます。

IVMD Intelligent Video Motion Detection （インテリジェントビデオ動体検出）。 ビデオカメラによって監視
されている環境内の動いているオブジェクト検出し、Bosch Video Management System で詳しく処
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理できるアラームイベントを生成するソフトウェアアルゴリズム。
IVMD により、オブジェクトの動きをキャプチャし、評価できるため、誤報をほとんど防止します。
IVMD は変化する環境条件に自動的に適応するため、雨や植物の動きなどの混乱させる影響を感知し
ません。

K
Kbps 1 秒あたりのキロビット数、データ転送速度の測定単位。

キーフレーム 「I-Frame」を参照してください。

L
LAN Local Area Network （ローカルエリアネットワーク）

LDAP Lightweight Directory Access Protocol。 ディレクトリへのアクセスを許可する TCP/IP で実行するネ
ットワークプロトコル。 ディレクトリとは、ユーザーグループとそれらのアクセス権限のリストな
どです。  Bosch Video Management System はこれを使用して、MS Windows や他の企業ユーザー管
理システムと同じユーザーグループにアクセスできます。

LIFO 後入れ先出し。 同じ優先度でアクティブなアラームの順番を定義する Bosch Video Management 
System のアラーム処理のモード。

ローカルストレージ
ローカルストレージを備えたエンコーダーでは、録画がブロック単位で実行されます。つまり、デ
ータが事前に割り当てられたブロックに格納されます。 1 つのブロックがいっぱいになると、デバイ
スは引き続き次のブロックに書き込みます。 すべてのブロックがいっぱいになると、ブロックが上
書きされます。 ローカルストレージデバイスは、ブロックとしてみなされる任意のサイズの複数の
パーティションをサポートします。
ブロックは 2 つの部分に分けられ、1 つはアラーム発生前の録画およびアラーム録画用、もう 1 つは
連続録画用です。
アラーム録画部分は 1~128 トラックで編成されます。 システムが連続録画からアラーム録画に切り
替えられた場合、データはいずれかのトラックに保存されます。 アラームごとに 1 つのトラックが
使用されます。 トラックはディスク上で固定のサイズを持ちます。
アラームトラックのサイズは、ビットレートおよびユーザーが設定した発生前の時間とアラームの
持続時間によって決まります。 これらの設定を使用して、アラームトラックのサイズが計算されま
す。

ログブック Bosch Video Management System ですべてのイベントのログを作成するためのコンテナ。

論理番号
論理番号は参照しやすいようにシステム内の各デバイスに割り当てられる一意の ID です。 論理番号
は、特定のデバイスの種類内でのみ一意です。 論理番号の一般的な使用例はコマンドスクリプトで
す。

論理ツリー
すべてのデバイスのカスタマイズされた構造を持つツリー。 論理ツリーは Operator Client で、カメ
ラやその他のデバイスを選択するために使用します。 Configuration Client で、「完全論理ツリー」を
設定し （［マップと構造］ページで）、各ユーザーグループに合わせてカスタマイズします （［ユー
ザーグループ］ページで）。

LUN Logical Unit Number （論理装置番号）。 iSCSI 環境で、各ディスクドライブまたは仮想パーティショ
ン （ボリューム）を処理するために使用します。 パーティションは RAID ディスクアレイ （iSCSI
ターゲット）の一部です。
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M
マップウィンドウ マップまたはドキュメントの表示に使用します。映像コンテンツは表示できず、4:3 比に制限されま

せん。

Master Control Software
Bosch Video Management System と Allegiant デバイス間のインターフェースとして使用するソフト
ウェア。 バージョン 2.8 以上を使用します。

メタデータ 対応する映像データと共に保存された日時や銀行口座などの POS や ATM のデータで、検証のため
の追加情報を提供します。

MHT 「Web アーカイブ」とも呼ばれます。 インターネットサイトのすべての HTML ファイルと画像ファ
イルを 1 つのファイルに保存できるファイル形式。 問題を避けるため、Internet Explorer 7.0 以上を
使用して MHT ファイルを作成することをお勧めします。

MIB Management Information Base （管理情報ベース）。 ネットワークデバイスの状態および制御データ
を格納するテーブルに対する SNMP 環境の用語。 MIB のすべてのエントリはその OID によって識別
されます。 MIB はデバイスに保存されます。 MIB ファイルは、MIB データを MIB にインポートする
ために使用します。

動体検出
映像の変化に注意するソフトウェアコンポーネント。 動体を識別するために必要な変化量のしきい
値は設定可能です。

MPEG-4 Motion Picture Expert Group。 マルチメディアアプリケーションのデジタル音声および映像のエンコ
ーディング （圧縮）規格。

MSS Maximum Segment Size （ 大セグメントサイズ）。 コンピュータまたは通信デバイスが単一の断片
化されていない部分として処理可能なバイト単位で指定されたデータの 大量。

MTU Maximum Transmission Unit。 断片化されずに転送可能なデータの 大量 （バイト単位）を示しま
す。

マルチユニキャスト ネットワーク上の 1 つの送受信機と複数の受信ユニット間の通信で、デバイス内のデータストリー
ムが複製され、その後、多数の受信ユニットに配信されます。

マルチキャスト ネットワーク上の 1 つの送受信機と複数の受信ユニット間の通信で、ネットワーク上の単一のデー
タストリームが、定義されたグループ内の多数の受信ユニットに配信されます。 マルチキャスト処
理の要件は、マルチキャスト準拠のネットワークと UDP プロトコルおよび IGMP プロトコルの実装
です。

N
ネットワーク監視

ネットワーク関連値の測定と、設定可能なしきい値に対するこれらの値の評価。

ノータッチデプロイメント
レジストリまたは共有システムコンポーネントを変更せずに .NET アプリケーションを自動的にダウ
ンロード、インストール、および実行する方法。 Bosch Video Management System では、ノータッ
チデプロイメントは Central Server から Operator Clients を更新するために使用します。 更新は、新
しいバージョンが Central Server に保存されており、各ユーザーが Operator Client にログオンした
場合に実行されます。
複数の Central Servers に対して 1 つの Operator Client を操作する場合、ノータッチデプロイメント
では、Operator Client が 後に正常にログオンした Central Server に保存されているソフトウェアバ
ージョンのみが使用されます。 別のアプリケーションバージョンがある別の Central Server にログオ
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ンしようとすると、ソフトウェアのバージョンが一致しないため、「Central Server がオンラインで
ありません」と表示されます。

NTP Network Time Protocol はネットワーク経由でコンピュータのクロックを同期させるために設計され
たプロトコルです。 NTP バージョン 3 は、RFC 1305 で形式化されているインターネットドラフト
規格です。 NTP バージョン 4 は NTP 規格の重要なリビジョンであり、現在の開発バージョンです
が、RFC で形式化されていません （「RFC」、「SNTP」を参照）。

NVR Bosch ネットワークビデオレコーダー。Bosch Video Management System の音声および映像データ
を格納し、フェールオーバー NVR、または冗長 NVR として動作するコンピュータ。 この NVR は、
Bosch Video Management System に統合可能な VIDOS NVR と異なります。

O
OID オブジェクト識別子。 SNMP 環境の用語。 MIB 変数を決定します。

OPC OLE for Process Control。

OPC サーバー OPC 仕様に定義されているとおりに、イベントを発行し、コマンドを受け取るサーバー。

OSD オンスクリーンディスプレイメニューはディスプレイモニターに表示されます。

出力リレー ソフトウェア制御によって開くことができる電気接点。 ライトの点灯、アラームを鳴らすなどのア
クションを作成する場合に役立ちます。

P
P- フレーム Predicted Frame （予測フレーム）。 映像圧縮方式の部分。

ペイロード
転送される情報のパケットのユーザートラフィックを伝送する部分を示します。 すべてのヘッダー
とトレーラーを破棄した場合に、事実上パケットに残る部分です。

再生モード
アーカイブされた映像を再生し、検索するために使用します。

ポート 1）コンピュータおよび電気通信デバイスでは、ポート （名詞）は一般に、何らかの種類のソケット
とプラグによって、他のデバイスに物理的に接続されている特定の場所です。 一般にパソコンには、
1 つ以上のシリアルポートと通常 1 つのパラレルポートが備えられています。 2）プログラミングで
は、ポート （名詞）は 「論理的な接続箇所」であり、具体的には、インターネットプロトコル
TCP/IP を使用して、クライアントプログラムがネットワーク上のコンピュータの特定のサーバープ
ログラムを指定する方法です。 Web プロトコル、Hypertext Transfer Protocol （ハイパーテキスト転
送プロトコル）などの TCP/IP を使用する上位アプリケーションには、事前に番号が割り当てられて
いるポートがあります。 これらは Internet Assigned Numbers Authority （IANA）によって割り当て
られた 「既知のポート」と呼ばれています。 その他のアプリケーションプロセスは接続ごとに、動
的にポート番号が与えられます。 サービス （サーバープログラム）が 初に起動すると、その指定
されているポート番号にバインドするように指示されます。 クライアントプログラムがそのサーバ
ーを使用する場合、指定されたポート番号にバインドするように要求する必要もあります。 ポート
番号は 0 から 65535 です。 ポート 1 から 1023 は特定の特権サービスで使用するために予約されて
います。 HTTP サービスの場合、ポート 80 がデフォルトとして定義され、Uniform Resource 
Locator （URL）で指定する必要はありません。

POS Point of Sale。

アラーム発生後の録画時間
「イベント発生後の録画時間」を参照してください。
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イベント発生後の録画時間
イベントが発生した後の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存します。

アラーム発生前の録画時間
アラームが発生する前の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存します。

イベント発生前の録画時間
イベントが発生する前の期間。 システムはこの期間、録画した映像を保存できます。

プライマリ NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR は音声データと映像デー
タを保存します。 

PTZ カメラ パン、チルト、ズーム機能を持つカメラ。

Q
QCIF Quarter CIF。 「録画解像度」を参照してください。

R
RADIUS サーバー Remote Authentication Dial-In User Service。コンピューターネットワークでダイヤルアップしたユ

ーザーの認証、承認およびアカウント管理に使用されるクライアント／サーバープロトコル。
RADIUS サーバーにはサーバープロトコルが実装される。 RADIUS は、モデム、
ISDN、VPN、ワイヤレス LAN （「802.1x」を参照）および DSL 経由のダイヤルアップ接続の認証
を集中管理する、事実上の業界標準プロトコルです。

RAID Redundant Array of Independent Disks。 複数のハードディスクを 1 つのドライブであるかのように
編成するために使用します。 そのようなドライブでは、データが共有または複製されます。 これは、
容量、信頼性、速度の向上のために使用します。

画質
エンコーダー （カメラ）の調整可能な設定。 スライダーの範囲は、映像信号をエンコーディングお
よび圧縮する場合に、エンコーダーで使用される圧縮度を表します。 スライダーを左に設定すると、
エンコーダーは可能な限り高い圧縮を行います （帯域幅要件、ファイルサイズ、画質が低くなりま
す）。 スライダーを右に設定すると、エンコーダーは可能な限り低い圧縮を行います （帯域幅要件、
ファイルサイズ、画質が高くなります）。

録画スケジュール
録画をスケジュールする場合およびバックアップの開始やログオンの制限などのイベントをスケジ
ュールする場合に使用します。 録画スケジュールにはギャップやオーバーラップが存在しません。 
これによって、録画の画質も決まります。

録画設定
録画スケジュールとカメラの状態に依存して設定できます。 状態には、録画の無効、手動録画、連
続録画、動体録画、アラーム録画があります。

冗長 NVR Bosch Video Management System 環境のコンピュータ。 プライマリ NVR と同じ映像および音声デ
ータを録画します。 プライマリ NVR には 大 1 台の NVR を指定できます。

参照画像
参照画像は、現在の画像と絶えず比較されます。 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。

逆再生時間
画像枠が簡易再生に切り替わった時の過去の秒数。
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RFC Request for Comment。 インターネットの開発を指導する伝統ある一連の非公式の情報ドキュメント
および規格の 1 つ。

RMon リモート監視。 ネットワーク管理の目的で、ネットワークデバイスから統計データを収集するため
の規格。 

RTSP Real Time Streaming Protocol （リアルタイムストリーミングプロトコル）。 IP ベースのネットワー
ク上で、音声映像データの連続的な伝送やソフトウェアを制御できるネットワークプロトコル。

S
サイレントアラーム カメラをアラーム録画モードにするが、他のアラーム応答をしないアラーム。 これらのアラームは

イベントリストに表示されますが、アラームリストには表示されません。

サイト 表示と管理を簡単にするために、関連するシステムリソースをグループ化するためのユーザー作成
エンティティ。 一般に、サイトは建物やフロアなどの物理的な場所に対応しますが、何らかの概念
を表すために使用することもあります。

SNMP Simple Network Management Protocol。 ネットワークデバイスから情報を取得 （GET）し、ネット
ワークデバイスにパラメータを設定 （SET）して、特定のイベントについて通知させる （EVENT）
ことができる IP ベースのプロトコル。

SNTP Simple Network Time Protocol は NTP の簡易バージョンです （「NTP」を参照）。 SNTP は、RFC 
1305 に記述されている完全な NTP の実装による 大のパフォーマンスを必要としないか、正当化す
る場合に使用できます。 SNTP バージョン 4 は RFC 2030 に記述されています （「RFC」を参照）。

SSL Secure Sockets Layer。 ネットワークでの通信に必要なアプリケーションのセキュリティ保護に使用
するプロトコル。

サブネットマスク番号
IP アドレス番号と組み合わせて、コンピュータが存在するネットワークセグメントを識別するため
に使用します。 サブネットマスクは、255.255.255.192 のようにドット付き 10 進表記で記述される
32 ビットの数値です。

同期再生
時間で同期させたアーカイブ映像の同時再生。

T
タスク 特定のイベント （動体検出、ドアベルが鳴る、アラームのトリガーなど）によってトリガーされる

ユーザーによってプログラムされた動作。タスクには、PTZ カメラの制御、リレー出力、カメラシ
ーケンス、アラーム録画の開始などがあります。 一般的なタスクには、イベントがアラームをトリ
ガーする、イベントがコマンドスクリプトを実行する、イベントがログに記録される、ユーザーロ
グインを午前 8 時から 午後 5 時までのみ許可する、コマンドスクリプトを午後 11 時に実行するなど
があります。

タスクスケジュール
コマンドスクリプトの実行など、Bosch Video Management System で発生する可能性のあるイベン
トのスケジュールに使用します。 ［イベント］で、イベントにタスクスケジュールを割り当てま
す。 イベントをスケジュールする場合、録画スケジュールも使用できます。 標準タスクスケジュー
ルで、毎日、休日、除外日の時間帯を設定します。 定期的なタスクスケジュールで、定期的に実行
する時間帯を設定します。 毎日、毎週、毎月、または毎年実行できます。

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol。 IP ネットワークでデータを伝送するために使用す
る接続指向プロトコル。
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タイムライン Bosch Video Management System ユーザーインターフェースの一部。 選択したカメラの録画のグラ
フィック表示として、ラインを表示します。 タイムラインを使用して、録画映像を移動できます。

トラップ SNMP 環境の、監視対象デバイス （エージェント）からネットワーク監視システム （マネージャ）
への、このデバイスのイベントに関する要求されていないメッセージに対する用語。

トランクライン エンコーダーデバイスに接続されているアナログマトリックスのアナログ出力。 それによって、マ
トリックス映像ソースを Bosch Video Management System で使用できます。

U
UDP User Datagram Protocol。 IP ネットワーク上でデータの交換に使用されるコネクションレスプロトコ

ル。 UDP は、オーバーヘッドが小さいため、映像の伝送に TCP より効率的です。

ユニキャスト ネットワーク経由での単一の送受信機と単一の受信ユニット間の通信。

ユーザーグループ ユーザーグループは、権限や PTZ 優先度などの一般的なユーザー属性の定義に使用します。 ユーザ
ーはグループのメンバーになると、自動的にグループのすべての属性を継承します。

ユーザー権限
ユーザーが実行する権利を与えられた特定の操作。

ユーザープロファイル ユーザーの種類、E- メールなどの特定のユーザーに関する情報のリスト。各ユーザープロファイル
は一意のユーザー名で識別します。

ユーザーツリー 「論理ツリー」を参照してください。

V
映像圧縮

映像ファイルのサイズを小さくする方法。 圧縮が大きいほど、画質が低下します。 映像圧縮により、
映像データの空間および時間的な冗長性が削減されます。 空間的冗長性の削減には、画像圧縮が使
用されます。 一時点のフレームが画像ファイルとして圧縮されます。 時間的冗長性の削減には、動
き補償が使用されます。 動き補償は、2 つの連続したフレームがほぼ同一であることを利用します。 
そのため、1 つのフレームだけが完全に保存されます。 次のフレームについては、相違のみが保存さ
れます。 これが特定数のフレーム後に繰り返されます （GOP）。

映像形式 録画映像の解像度。 一般に QCIF、CIF、2CIF、4CIF の 4 つの録画解像度を使用できます。 「録画
解像度」を参照してください。

録画解像度 映像信号によって転送される水平方向および垂直方向のピクセル数の仕様。
PAL:
1CIF = 352 x 288
2CIF = 704 x 288
4CIF = 704 x 576
QCIF = 176 x 144
NTSC
1CIF = 352 x 240
2CIF = 704 x 240
4CIF = 704 x480
QCIF = 176 x120
HD
720p = エンコードされた 1920 x 720
1080p = エンコードされた 1280 x 720
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VIDOS NVR VIDOS ネットワークビデオレコーダー。 RAID 5 ディスクアレイまたはその他の任意のストレージメ
ディアに、IP エンコーダーの映像および音声データを保存するソフトウェア。  VIDOS NVR には、
録画映像の再生と取得の機能があります。 VIDOS NVR コンピュータに接続されたカメラを Bosch 
Video Management System に組み込むことができます。

ビュー 簡易ライブ表示のために呼び出すことができる画像枠に割り当てられたカメラのコレクション。 マ
ップや HTML ファイルを表示した画像枠をビューの一部にすることができます。 シーケンスはビュ
ーの一部にできません。

仮想入力 サードパーティシステムから Bosch Video Management System にイベントを転送するために使用し
ます。

VRM Video Recording Manager。 ネットワーク内の iSCSI デバイスへの映像 （MPEG-4 SH++ と H.264）
および音声データの保存を管理する Bosch Video Management System のソフトウェアパッケージ。 
VRM は、録画ソース情報と関連 iSCSI デバイスのリストを格納するデータベースを保守します。 
VRM は、Bosch Video Management System ネットワーク内のコンピュータ上で実行するサービスと
して認識されます。 VRM は、それ自体はデータを保存しませんが、iSCSI デバイスの保存容量をエ
ンコーダーに配分し、複数の iSCSI デバイス間の負荷分散を処理します。
VRM は、iSCSI からの再生映像／音声データを Operator Clients にストリーミングします。

W
WAN Wide Area Network

WatchDog 他の Bosch VMS サービスの監視に使用するアプリケーション。 サービスが失敗すると、WatchDog
は、サービスの再起動と、クラッシュの理由および時間についての E- メールまたはイベントログに
よるユーザーへの通知を担当します。
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