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1 安全にご使用いただくために

1.1 安全に関する注意

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－清掃する際は、本機の電源を切ってください。 付属の説明書の手順に従ってください。 

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お使いいた
だくこともできます。 液体やエアスプレー状の洗剤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. 換気－本機には、過熱を防いで動作を安定させるための、換気用の開口部が設けられていま
す。 開口部を塞いだり、覆ったりしないでください。 換気が不十分な密閉空間や、メーカーの
指示を満たしていない場所に本機を設置しないでください。

4. 水気－浴槽や洗面台、流し台、洗濯機の周辺などの湿気の多い場所、または高湿度で結露の多
い地下室やプール、屋外など、水や雨のかかる場所に本機を設置しないでください。 本機を雨
や湿気にさらすと、火災や感電のおそれがあります。

5. 異物や液体の侵入－本機の開口部にいかなる異物も挿入しないでください。危険な高電圧部分
に触れたり、内部の部品がショートしたりして、発火や感電を引き起こす危険があります。 ま
た、本機に絶対に液体をかけないでください。 花瓶やカップなど、液体が入ったものを本機の
上に置かないでください。

6. 雷－雷が発生しているときや、長期間使用しないときは、本機の電源を切り、 雷や電源サージ
から本機を保護してください。

7. コントロールの調整－操作説明書に記載されているコントロールの調整のみを行ってくださ
い。 その他のコントロールを不適切に調整すると、故障する場合があります。 説明書に明記さ
れていないコントロールや調整を行ったり、指定されていない手順を実行すると、危険な放射
線が放出される可能性があります。

8. 過電流－コンセントや延長コードの定格電流を超えないように注意してください。 指定された
定格を超えると、火災や感電が発生する危険があります。

9. 電源コードやプラグの保護－電源コードやプラグを足で引っ掛けたり、上に物を置いたり、電
源コンセントや本体コード接続部に物を押し付けたりしないでください。 本機を AC 230V、
50Hz の環境で使用する場合は、IEC 60227 の最新版に準拠する電源コードを使用する必要があ
ります。 本機を AC 120V、60Hz の環境で使用するには、UL 62 および CSA 22.2 No.49 の最新
版に準拠する電源コードを使用する必要があります。

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
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
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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10. 電源の遮断－電源コードを電源コンセントに接続している間は、常に電力が供給されます。 電
源供給を遮断するには、電源コードのプラグを抜きます。

11. 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。 本機にケーブルを取
り付ける際は、ケーブルが電源に接続されていないことを確認してください。

12. 修理－有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 カバーを開いたり取り外したりす
ると、高電圧などの危険にさらされるおそれがあります。 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。

13. 修理が必要な損傷－次のような損傷が発生した場合は、AC 主電源との接続を遮断して、有資格
のサービススタッフにお問い合わせください。
– 電源コードまたはプラグが損傷している。
– 湿気や水、または悪天候 （雨、雪など）にさらされた。
– 液体がかかった、または液体が内部に侵入した。
– 異物が内部に入り込んだ。
– 本機を落とした、または筐体が損傷した。
– 性能に明らかな変化が見られる。
– 操作説明書に従って正しく使用しても正常に動作しない。

14. 交換部品－弊社指定品、または元の部品と同じ特性を持つ部品を使用してください。 部品を許
可なく交換すると、保証が無効になり、火災や感電、その他の危険な状況が発生する可能性が
あります。

15. 安全チェック－修理や点検が完了したら、安全チェックを実施して正常に動作することを確認
してください。

16. 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。
17. 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。

18. 電源プラグをコンセントに接続する前に必ず接地を行って下さい。また、電源プラグを抜く前
に接地を外さないで下さい。
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1.3 重要な通知

全極型電源スイッチ - 各極に最低 3mm の接点間隔を設けた、全極型電源スイッチを建物の電気設備
に組み込んでください。修理などのために筐体を開ける必要がある場合は、この全極スイッチを使
用して、ユニットへの電力供給を切断してください。
バッテリーの交換 （有資格のサービススタッフのみ）－本機には、リチウムイオンバッテリーが 1
つ内蔵されています。 破裂を防ぐため、バッテリ交換は指示に従って行ってください。 弊社推奨品、
またはそれと同等のタイプのバッテリと交換してください。 交換したバッテリーは、環境を配慮し
た方法で、他の廃棄物とは別に処理してください。 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。

同軸アース：
– 外部のケーブルシステムを本機に接続する際は、ケーブルをアースに接続してください。
– 本機のアースプラグをアース極に差し込むか、アース端子を正しくアースに接続してから、屋

外の機器を本機の入力に接続してください。
– アースプラグまたはアース端子を取り外す前に、本機の入力コネクタを屋外の機器から取り外

してください。
– 本機を屋外の機器に接続する場合は、アース接続など、安全のための注意事項に従ってくださ

い。
米国 モデルのみ－ National Electrical Code、ANSI/NFPA No.70 のセクション 810 に、取り付け器具
および支持構造の適切なアース、放電装置に接続する同軸ケーブルのアース、アースコンダクター
のアースサイズ、放電装置の設置場所、アース電極への接続、アース電極の要件に関する情報が記
載されています。

環境に対する取り組み－ Bosch は環境保護に全力で取り組んでいます。 本機は環境にできるだけ配
慮して設計されています。
静電気の影響を受けやすいデバイス－適切な CMOS/MOS-FET 取扱手順に従って、静電気放電を防
いでください。
注意：静電気の影響を受けやすいプリント回路板を取り扱う際は、規定の静電気除去リストストラ
ップを着用し、適切な ESD 安全事項に従ってください。

付属品－本機を不安定なスタンドや三脚、ブラケット、取り付け器具の上に設置しないでくださ
い。 本機が落下して、深刻な怪我を与えたり、本機が完全に破損する可能性があります。 弊社が指
定するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルのみを使用してください。 カートに機器を
載せて移動する際は、慎重に動かし、転倒などによって怪我をしないように注意してください。 急
に止めたり、強く押しすぎたり、平らでない面に置くと、カートと機器が横転する危険がありま
す。 マウントへの取り付けは、弊社の指示に従って行ってください。

警告
クラス I レーザー製品
筐体を開けると、不可視光線が放射されます。 光線が直接当たらないように注意してください。

注意
本機は公共の場所での使用のみを目的としています。
米国 連邦法により、会話の無断での録音は固く禁止されています。

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。 ★削除でよろしいでしょうか？★これらのユニット
は、EU 指令 2002/66/EC に従い、環境に適合したリサイクル施設に廃棄してください。
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ヒューズ定格－機器を保護するため、分岐回路保護は 16A の最大ヒューズ定格で安全を確保する必
要があります。 NEC800 （CEC セクション 60）に従ってください。
アースプラグおよび分極プラグ－本機には、交流線の分極プラグ （一方のブレードの幅が他方より
も広い）が付属している場合があります。 これは、一定の方向でしかプラグを電源コンセントに差
し込めないようにする安全機能です。 プラグをコンセントに完全に差し込めない場合は、最寄りの
正規の電気店に依頼して旧式のコンセントを交換してください。 分極プラグの安全機能を無効にし
ないでください。
地域によっては、3 極アースプラグ （アース接続用の 3 本目のピンが付いたプラグ）が付属してい
る場合もあります。 このプラグは、アース端子付きの電源コンセントにしか差し込めないようにす
る安全機能です。 プラグをコンセントに差し込めない場合は、最寄りの正規の電気店に依頼して旧
式のコンセントを交換してください。 アースプラグの安全機能を無効にしないでください。
移動－本機を移動する前に、電源を遮断してください。 本機は慎重に移動してください。 力を入れ
すぎたり、衝撃を与えると、本機やハードディスクドライブが損傷する可能性があります。
屋外の映像信号－屋外の映像用に設置する場合、特に電源や避雷針との間隔、および過度電流から
の保護については、NEC725 および NEC800 （CEC 規則 16-224 および CEC セクション 60）に従
ってください。
常時接続機器－機器の外部に、簡単にアクセスできる遮断装置を用意します。
プラグ着脱可能な機器－機器の近くにソケットコンセントを設置し、簡単にアクセスできるように
してください。
電源の再供給－指定された動作温度を超過して本機の電源が強制的に遮断された場合は、電源コー
ドを取り外し、30 秒以上待機してから、電源コードを再び接続してください。
ラックへの取り付け：
– 動作温度の上昇－閉鎖型のラックやマルチユニットラックに収容すると、ラック内での動作温

度が周辺の室温よりも高くなる場合があります。 このため、メーカーが指定する最高周囲温度
（Tma）に適合した環境になるように本機を設置してください。

– 通気量の減少－本機をラックに取り付ける際は、機器を安全に動作させるために必要な通気量
が確保されるように配慮してください。

– 機械的負荷－本機をラックに取り付ける際は、負荷の偏りによって危険な状態が生じることの
ないように配慮する必要があります。

– 回路のオーバーロード－機器と電源回路との接続には十分注意してください。回路が過負荷に
なると、過電流保護や電源配線にダメージを及ぼすことがあります。 この問題を防止するため
に、機器の銘板に記載されている定格情報を参照してください。

– 適切なアース接続－ラックに取り付けた機器の適切なアース接続を維持してください。 分岐回
路への直接接続以外の電源接続には、特に注意してください （電源タップの使用など）。
詳細については、セクション 4.2 の 「ラック取付」を参照してください。

SELV －すべての入力／出力ポートは、Safety Extra Low Voltage （SELV）回路です。 SELV 回路は
他の SELV 回路にのみ接続してください。
映像断－映像断は、デジタルビデオ録画に固有の現象です。このため、Bosch Security Systems は、
映像情報の損失による損害に対して一切責任を負いません。 デジタル情報を損失するリスクを最小
限に抑えるために、Bosch Security Systems では、複数の録画システムを用意して冗長化し、すべ
てのアナログおよびデジタル情報のバックアップを取ることをお勧めします。
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1.4 FCC および UL
FCC および ICES に関する情報
（米国 およびカナダモデルのみ）
本機は、FCC 規則第 15 部に記載されているクラス B デジタル装置の制限に適合していることが、
テストによって確認されています。 この制限は、住宅環境での設置を想定した、有害な干渉からの
保護を目的に策定されています。 本機は、無線周波エネルギーを生成、使用し、放射することがあ
ります。指示どおりに設置して使用しないと、無線通信に対して有害な干渉を及ぼすことがありま
す。 これは、特定の設置状況において干渉が発生しないことを保証するものではありません。 本機
がラジオやテレビの受信に対して有害な干渉を発生させ、本機のオン／オフによって干渉の原因で
あることが確認できる場合は、次のいずれかを行ってください。
– 受信アンテナの方向や位置を変える。
– 装置と受信機間の距離を離す。
– 装置と受信機の電源コードを別々の回路のコンセントに接続する。
– 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に相談する。
準拠に対して責任を負う事業者が明示的に承認していない改造を行うことは、意図的であるか否か
を問わず禁止されています。 そのような改造を行うと、この装置を使用する権限が無効になること
があります。 必要に応じて、販売店またはラジオやテレビの技術者に、詳しい対処方法について相
談してください。
米国連邦通信委員会が発行している 『How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems
（無線／テレビの干渉の問題の特定と解決方法）』も参考にしてください。 この冊子は米国 政府印刷
局 （Washington、DC 20402、Stock No. 004-000-00345-4）で入手可能です。

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 Information 
Technology Equipment, UL 60950-1」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。

1.5 Bosch からの通知
著作権
本マニュアルは、Bosch Security Systems の知的財産であり、著作権で保護されています。
無断転載を禁じます。

商標
本マニュアルで使用されているすべてのハードウェアおよびソフトウェアの製品名は登録商標であ
る可能性があります。このため、しかるべき方法で取り扱う必要があります。

注意：
本マニュアルは細心の注意を払って作成されており、記載されている情報については十分な検証を
行っています。 本マニュアルの内容は、印刷時点での情報に基づいています。 製品開発は継続的に
進められているため、本マニュアルの内容は予告なく変更される場合があります。  Bosch Security 
Systems は、誤り、不完全な記述、またはユーザーガイドと対象製品の間の不一致によって直接的
または間接的に発生する損害について一切責任を負いません。

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。



6 ja | 安全にご使用いただくために DVR 700

2011.6 Bosch Security Systems


