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Divar 700では、次の新機能がサポートされるようになりました。 

• 大録画ビットレートは、1080p30／チャンネルです。 
• 保存した設定ファイルを、ファームウェアのアップグレード後に呼び出すことが

できます。 
• IPカメラの音声を録音して再生することができます。 

 

追記 
 
DVDやUSB接続されたソースの再生 
［エクスポート］メニューの［再生］タブで、DVDやUSB接続されたソースのファイル

を選択して［再生開始］をクリックすると、まずファイルがユニットに読み込まれます

。 
ファイルが読み込まれると再生が開始され、ライブモードに切り替えても引き続き再生

されます。 再生中に、エクスポートやイベント検索を行うことはできません。 
これらの機能を使用するには、ローカルディスクセットに切り替えます。 
 
特殊文字  
名前に（&などの）特殊文字を使用しないでください。 
 
テキストイベント 
テキストイベントを表示するには、テキストライセンスが必要です。 
 
カメラのエンコーダープロファイル 
Divarは、カメラのエンコーダープロファイルセットより優先されます。 

 
HDカメラのビットレート 
HDカメラには、2Mbpsのビットレートが必要です。 

 
セカンダリネットワークポート 
セカンダリネットワークポートは、ローカルサブネットにのみ使用できます。リモート

アクセスはサポートされません。 
 
DVR動体検出 
［イベント］ページで動体検出イベントを完全に無効にします。 
 
テキスト表示 
ライブモードでもテキストを表示するには、カメラを右クリックして［テキスト］のオ

ン／オフを選択するか、OSDボタンを押したままにしてテキスト表示のオン／オフを切

り替えます。 
 
ディスクの交換 
ディスクを交換する場合は、必ず古いディスクをストレージセットから取り外してから

、新しいディスクをストレージセットに追加してください。 
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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
以下の安全のための注意事項をすべてお読みになり、これらの注意事項に従って製品を安全にお使
いください。また、この冊子は今後も参照できるように確実に保管してください。 レコーダーを操
作する前に、レコーダーに貼付されている警告や操作マニュアルに明記されている警告をすべて確
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。 レコーダーに付属のマニュアルの手順に

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. 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。 レコーダーは、換気が十分でない密閉さ
れた場所や、メーカーの指示を満たしていない場所には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。 火災や感
電の危険を避けるために、このレコーダーを雨や湿気にさらさないでください。

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て、発火や感電を引き起こす危険があります。 レコーダ
ーの上に液体をこぼさないでください。 花瓶やカップなど、液体が入ったものをレコーダーの
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、 こうすること
で、雷や電源サージからレコーダーを保護することができます。

7. 制御調整－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
の制御や調整をおこなうと、レコーダーが故障する場合があります。 マニュアルに明記されて
いない制御や調整を行ったり、指定されていない手順を実行すると、危険な電磁波が放出され
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。 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

危険
High risk: This symbol indicates an imminently hazardous situation such as "Dangerous Voltage" 
inside the product.
If not avoided, this will result in an electrical shock, serious bodily injury, or death.

警告
Medium risk: Indicates a potentially hazardous situation.
If not avoided, this could result in minor or moderate bodily injury.

注意
Low risk: Indicates a potentially hazardous situation.
if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.
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下さい。 本機を日本国内で使用する場合には、添付の電源ケーブル以外のものは使用しないで
ください。   

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
源コードのプラグは、レコーダーへの電圧を遮断する主電源遮断デバイスです。

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。 操作を続ける前に、
レコーダーに取り付けられているケーブルから電源を遮断してください。

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、危険な高電圧やその他の危険物が露出する恐れがあります。 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。
- レコーダーが湿気や水、または悪天候にさらされた （雨、雪など）。
- 液体がレコーダーにかかった、またはレコーダー内部に侵入した。
- 異物がレコーダー内に入り込んだ。
- レコーダーを落としたか、レコーダーのキャビネットが損傷した。
- レコーダーの性能がはっきりと変化した。
- 操作マニュアルに従って正しく使用してもレコーダーが正常に動作しない。

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 からの明示的な許可を得ずに本機を変更または改造した場合、保証が無効になる場
合があります。また、承諾契約を交わしている場合は、本機を操作する権限が無効になる可能
性があります。
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1.3 重要な通知

全極型電源スイッチ - 各極に 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、バッテリー交換は指示に従って行ってください。 交換用バ
ッテリーは、同じバッテリーか、メーカーが推奨する同等のバッテリーのみを使用してください。 
交換したバッテリーは環境を配慮した方法で廃棄し、他の固形ゴミと一緒に廃棄しないでください。 
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。

同軸アース：
- 外部のケーブルシステムをレコーダーに接続する際は、ケーブルをアースに接続してくださ

い。
- このレコーダーのアースプラグをアースをとった電源に接続するか、アース端子を正しくアー

ス元に接続してから、屋外の機器をレコーダー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、レコーダーの入力コネクターを屋外の機器か

ら取り外してください。
- このレコーダーに接続されている屋外の機器のアース接続などについての、安全のための注意

事項に従ってください。
 

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。 このレコーダーは環境をで
きるだけ配慮した上で設計されています。
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。 レコーダーが落下して、深刻な怪我を負ったり、レコーダーが完全に破損する可能性がありま
す。 メーカーが指定するカート、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。 カートを使用する場合は、カート／器材を慎重に移動するようにし、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、力をかけすぎたり、平らでない面に置くと、カー
ト／レコーダーが横転する危険があります。 レコーダーはメーカーの指示に従って固定してくださ
い。

注意
クラス I レーザー製品
開放時に目に見えないレーザーが放射されます。 光線をまともに受けないように注意してください。

注意

 

廃棄－ Bosch 製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高画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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ヒューズ定格－機器を保護するため、分岐回路保護は 16A の 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。 この安全機能により、電源コンセントへのプラグの接続
方向が 1 方向に制限されます。 プラグをコンセントに完全に差し込めない場合は、 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 本目のピンが設置されているプラグ）を搭
載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
ため安全です。 プラグをコンセントに差し込めない場合は、 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。 レコーダー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、レコーダー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－扉付きのラックやマルチユニットラックアセンブリに設置する場合は、ラッ

ク環境の動作温度が室内の温度を超える場合があります。 このため、メーカーが指定する 高
周囲温度 （Tma）に適合した環境になるように機器を設置する必要があります。

- エアフローの減少－機器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エ
アフロー量が減少しないように配慮する必要があります。

- 機械的負荷－機器をラックに取り付ける際は、不安定な機械の負荷によって危険な状態になら
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－機器の電源回路への接続には十分注意し、回路のオーバーロードが過
電流保護や電源配線に与える影響を考慮してください。 この問題に対処するには、機器のネー
ムプレート定格を確認します。

- 安定したアース接続－ラック取付機器の安定した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 （電源コードの使用など）。
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。 デジタル情報が途切れるリスクを 小
限に抑えるために、Bosch Security Systems では、複数の冗長録画システムを使用し、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。

1.4
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
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radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- reorient or relocate the receiving antenna;
- increase the separation between the equipment and receiver;
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected;
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible for 
compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to operate the 
equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television 
technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from 
the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

     
-
-
-
-
 
  

免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本製品のセキュリティや信号出力に関するパフ
ォーマンス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、本製品のセキュリティや信号出力に関するパフォーマ
ンスや信頼性を保証するものではありません。
UL は、本製品のセキュリティまたは信号出力関連の機能のパフォーマンスや信頼性に関して、一切
の表明、保証、認証を提供しません。

1.5 Bosch からの通知事項
Copyright
This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by copyright.
All rights reserved.

Trademarks
All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks 
and must be treated accordingly.

NOTE:
This manual has been compiled with great care and the information it contains has been thoroughly 
verified. The text was complete and correct at the time of printing. The ongoing development of the 
products may mean that the content of the user guide can change without notice.  Bosch Security 
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Systems accepts no liability for damage resulting directly or indirectly from faults, incompleteness or 
discrepancies between the user guide and the product described.

More information
For more information please contact the Bosch Security Systems location nearest you or visit 
www.boschsecurity.com
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2 はじめに

2.1 監視システム向けのデジタルビデオレコーダー
Divar 700 シリーズは、複数のカメラ信号を記録しながら、マルチスクリーンでのライブ表示と再生
が可能な映像録画システムです。
レコーダーには、保存した映像を表示するための総合的な検索および再生機能が搭載されています。 
設定により、オペレーターの操作なしですべての録画をバックグラウンドで実行することができま
す。 アナログおよび SD ネットワークカメラの場合、 大録画レートは、チャンネルあたり 30 フレ
ーム／秒 （NTSC 方式）または 25 フレーム／秒 （PAL 方式）が保証されています。 HD ネットワー
クカメラの場合、 大録画レートは、チャンネルあたり 60 フレーム／秒 （720p60）がサポートさ
れています。 録画レートと画質はカメラごとに選択できます。 大 4 台の内蔵ハードディスクを使
用して、さまざまなストレージ容量で録画できます。
すべてのモデルで、さまざまなアラーム操作機能や遠隔操作機能を採用しています。 アラーム機能
には、任意のカメラ入力のユーザー定義可能な映像領域内での動体検出機能などがあります。 
フロントパネルのコントロールキーまたはマウスを使用してオンスクリーンディスプレイのメニュ
ーを選択して、簡単に操作や設定を行うことができます。 PTZ コントロール用に Intuikey キーボー
ドを接続することで、さらに使いやすくなります。 全画面、4 分割画面、およびマルチスクリーン表
示に対応しています。 NTSC 方式および PAL 方式の VGA、コンポジット映像、および Y/C 出力に対
応しています。 

2.1.1 バージョン
Divar 700 シリーズにはさまざまなモデルがあります。

モデル番号 アナログ AV
入力

モニター出力 デュアルモノ
ラル出力

IP チャンネ
ル

DVD 書
き込み

ネットワー
クポート

DHR754 16 2 2 0 （オプショ
ンで 16 追加
可能）

あり 2

DHR753 16 2 2 0 （オプショ
ンで 16 追加
可能）

あり 1

DHR751 16 2 2 0 （オプショ
ンで 16 追加
可能）

なし 1

DHR732 8 2 2 0 （オプショ
ンで 8 追加
可能）

あり 1

DHR730 8 2 2 0 （オプショ
ンで 8 追加
可能）

なし 1

DNR754 0 1 1 16 （オプシ
ョンで 16 追
加可能）

あり 2
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オプションの IP チャンネルをアクティブにするには、別途ライセンスが必要です。 
各モデルのストレージ容量は、500GB、2TB、4TB、8TB から選択できます。 4TB と 8TB のモデル
には、4 台のハードディスクが搭載されています。 これらのモデルは、オプションの RAID-4 ライセ
ンスで、RAID-4 モードで操作できます。 このため、いずれか 1 台のディスクが故障しても保護され
ます。

DNR753 0 1 1 16 （オプシ
ョンで 16 追
加可能）

あり 1

DNR732 0 1 1 8 （オプショ
ンで 8 追加
可能）

あり 1

モデル番号 アナログ AV
入力

モニター出力 デュアルモノ
ラル出力

IP チャンネ
ル

DVD 書
き込み

ネットワー
クポート
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ハイブリッドモデル （DHR）
DHR ハイブリッドモデルには、ループスルー自動終端機能付きアナログ映像入出力端子および音声
入出力端子が付いています。 2 つの VGA コネクターは、モニター A とモニター B の出力が備わって
います。 モニター A では、デジタル映像を全画面またはマルチスクリーンで表示し、静止画にした
り映像を拡大／縮小することができます。 モニター B には、全画面またはマルチスクリーンでライ
ブ映像が表示されます。 8 チャンネルバージョンと 16 チャンネルバージョンはまったく同じように
動作しますが、カメラ、音声、アラーム入力の数や、利用可能なマルチスクリーンビューの数が異
なります。

ネットワークモデル （DNR）
DNR ネットワークモデルには、単一の VGA、コンポジット映像、Y/C 映像出力コネクターがあり、
モニター A に接続されます。 モニター A では、デジタル映像を全画面またはマルチスクリーンで表
示し、静止画にしたり映像を拡大／縮小することができます。 

2.1.2 ソフトウェア
BVC アプリケーションは、ネットワーク経由のライブ表示と再生に使用します。 Configuration 
Manager アプリケーションは、IP デバイスを検出して BVIP デバイスを設定します。 Divar 700 
Configuration Tool は、ネットワーク上の Divar 700 レコーダーの設定に使用します。 
7 人のユーザーが同時に複数のユニットを制御できます。 ローカルおよびリモート再生用の信頼性チ
ェック機能が搭載されています。 専用の PC プレーヤーを使用することで、保存された映像ファイル
の信頼性を失うことなく再生することができます。 PC ベースの設定ツールにより、レコーダーを容
易にインストールできます。
SDK （ソフトウェアデベロップメントキット）を使用すると、本機をサードパーティの管理ソフト
ウェアに統合することも可能です。

2.1.3 ファームウェアアップグレード
ファームウェアアップグレードは、定期的にリリースされています。 新のバージョンについては、
Bosch Security の Web サイトでご確認ください。
注意：
Divar 700 を新しいソフトウェアバージョンにアップグレードすると、旧バージョンのソフトウェア
で保存した設定のバックアップファイルをエクスポートしても、新しいソフトウェアでは使用でき
ません。 アップグレードプロセスにおいて、Divar 700 の既存の設定は新しいバージョンに自動的に
移行されます。 新しいバージョンのソフトウェアでバックアップファイルから設定を復元できるよ
うに、設定を新しいバックアップファイルにエクスポートしてください。

2.1.4 マニュアル
2 冊のマニュアル （印刷版）が付属しています。
- クイックインストールガイド－製品の設定および設置方法を大まかに説明しています。
- 設置・操作マニュアル （本書）－製品の設置および操作方法を詳しく説明しています。
CD-ROM には、さらに次の 3 種類のマニュアル （PDF 形式）が収録されています。
- Configuration Tool 操作マニュアル－管理者を対象として、Divar 700 シリーズを設定するため

の Configuration Tool の使用方法を詳しく説明しています。
- Bosch Video Client 操作マニュアル－エンドユーザーと管理者を対象として、Bosch Video 

Client ソフトウェアの設定および操作方法を詳しく説明しています。
- Archive Player 操作マニュアル－エンドユーザーと管理者を対象として、Archive Player ソフト

ウェアの設定および操作方法を詳しく説明しています。

2.1.5 機能
Divar 700 シリーズには、次のような特徴があります。
- 8 または 16 個のループスルー・自動終端機能付きカメラ入力 （ハイブリッドモデル）
- 8 または 16 個の音声入力 （ハイブリッドモデル）
- 2 個のデュアルモノ音声出力 （ハイブリッドモデル）
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- デュアルモニター出力 （ハイブリッドモデル）
- ライブおよび再生モードによる全画面および各種マルチスクリーン表示機能
- シーケンス機能、マルチスクリーン、OSD を搭載したスポットモニター出力 （ハイブリッド

モデル）
- オプションで 大 8 台 （または 16 台）の SD または HD ネットワークカメラをサポート （ハ

イブリッドモデル）
- 大で 32 台の SD または HD ネットワークカメラをサポート （ネットワークモデル）
- 録画と再生の同時実行
- 内蔵ハードディスクへの映像記録 （フロントパネルから交換対応）
- イーサネット接続およびネットワーク用の 10/100/1000Base-T イーサネットポート
- 外部キーボード接続
- 8 個または 16 個の切り替え式 （アラーム）入力と 4 個のアラーム出力
- 動体検出
- 映像断検出
- アラーム音
- RS485 および Biphase によるパン、チルト、ズームカメラ制御
- 2 個のシリアル接続用 RS232 シリアルポート
- USB によるローカル保存
- 内蔵の DVD 書き込みドライブによるローカル保存 （搭載バージョンのみ）
- 外部ネットワークストレージ用の iSCSI をサポート
- テキスト入力をサポート
- 時刻、イベント／アラーム、録画した動作、テキストなどに基づく拡張検索機能
- オンボード RAID4 （オプション）

2.1.6 オンスクリーンヘルプ
選択中の項目に応じたオンスクリーンヘルプを参照できます。 ヘルプ  キーを押すと、現在の操

作に関連するヘルプテキストが表示されます。 ヘルプを終了するには、  キーを押します。

2.2 開梱
梱包に明らかな損傷がないか確認してください。 輸送中に損傷したと思われる場合は、配送会社に
お知らせください。 慎重に梱包を解いてください。 このレコーダーは電子機器です。レコーダーが
破損しないように注意してお取り扱いください。 部品のいずれかが損傷している場合は、レコーダ
ーを使用しないでください。 付属品のいずれかが同梱されていない場合は、カスタマーサービス担
当者か、Bosch Security Systems の営業担当者にお知らせください。 発送用のダンボール箱は、レ
コーダーを も安全に運搬できるコンテナです。 今後の運搬に備えて、発送時の箱とすべての梱包
材は大切に保管してください。 レコーダーを返品する場合は、元の梱包材を使用してください。

2.2.1 パッケージの内容
次の品目が入っていることを確認してください。
- Divar 700 シリーズユニット
- USB マウス
- クイックインストールガイド
- Divar 700 シリーズ設置・操作マニュアル （本書）
- 25 ピン D タイプスイッチおよびアラームコネクターボード
- 15 ピン D タイプコネクターボード （Biphase PTZ 接続用）
- 3 ピンネジ式端子台コネクター （RS485 PTZ 接続用）
- 電源コード
- シールドネットワークケーブル （クロス、サービスおよびテスト用）
- ラック取付キット
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- ソフトウェアとマニュアルを収録した CD-ROM
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2.3 インストール環境
2.3.1 取り付け

Divar 700 シリーズは、卓上設置向けに設計されていますが、 必要に応じてレコーダーに付属のラッ
ク取付キットを使用することで、ラックに取り付けることもできます。

2.3.2 換気
レコーダーの設置予定場所の換気状態を確認してください。 レコーダー本体の冷却通気口の位置を
確認し、通気口が遮断されないように注意してください。

2.3.3 温度
設置スペースを選択する際は、レコーダーの周囲温度の仕様に注意してください。 指定された動作
温度より周囲温度が極端に高くなる、または低くなる場所に設置すると、レコーダーが故障する場
合があります。 熱を発する機器の上にレコーダーを設置しないでください。

2.3.4 電源
AC 電源が安定して供給され、レコーダーの定格電圧の範囲内の電圧が供給されることを確認してく
ださい。 AC 電源で瞬間的な電圧上昇や電力低下が発生する可能性がある場合は、電源回線調整器や
無停電電源装置 （UPS）を使用してください。

2.4 関連機器
一般的なシステムは次のようなコンポーネントで構成されます （レコーダー本体には付属していま
せん）。
- マルチスクリーン監視用のプライマリモニター （モニター A）
- スポット／アラーム監視用のセカンドモニター （モニター B、ハイブリッドモデルのみ）
- Vp-p コンポジット映像出力を持つカメラ
- ネットワークカメラ （サポートされるモデルについてはデータシートを参照）
- アンプ付きマイク
- スピーカーが接続されたオーディオアンプ
- 映像同軸ケーブルおよび BNC コネクター （映像信号の接続用）

音声ケーブルおよび RCA コネクター （音声信号の接続用）
- 安全に電力を遮断するためのレコーダー用 AC 電源コンセント （セキュリティのため、レコー

ダーにオン／オフスイッチは設置されていません）
- Intuikey キーボード
- Bosch Video Client および Configuration Tool アプリケーション用の PC
- パン／チルト／ズーム制御ユニット
- RS232C または TCP/IP ソケットインターフェース経由で ATM/POS アプリケーションと統合

するための ATM/POS ブリッジデバイス
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3 クイックインストール
レコーダーをすばやく稼働させるには、以下の手順に従って接続を行い、［クイックインストール］
メニューで必要なデータを入力します。 
［クイックインストール］メニューは、レコーダーの初回起動時に表示されます。 必要な情報を入力
すると、レコーダーが操作できる状態になります。

3.1 接続

図 3.1 リアパネルの接続 （ハイブリッドおよびネットワークモデル）

1. ハイブリッドモデルでは、カメラを BNC Video in コネクターに接続します （自動終端機能付
き）。 

2. モニター A を、A 側のコンポジット映像信号、Y/C、または VGA （1280×1024 に対応）出力に
接続します。

3. USB マウスを USB ポートに接続します。
4. モニター B を、B 側のコンポジット映像信号、Y/C、または VGA （1024×768 に対応）出力に

接続します。
5. 大 16 個の音声信号を RCA Audio in コネクターに接続します *。
6. RCA Audio out コネクターをモニターまたはオーディオアンプに接続します。
7. 大 16 個の入力を Alarm I/O に接続します （25 ピンコネクターボードを使用）。
8. 大 4 個のアラーム出力を Alarm I/O に接続します （25 ピンコネクターボードを使用）。
9. 異常出力 （MALOUT）を接続します （付属のネジ式端子台アダプターを使用）。
10. Intuikey キーボードを KBD in コネクターに接続し、ターミネーター （キーボードに付属）を

KBD out コネクターに接続します。
11. Bosch のパン／チルト／ズーム制御ユニットを Biphase ポートに接続します （15 極 D タイプ

コネクターボードを使用）。
12. サードパーティのパン／チルト／ズーム制御ユニットを使用する場合は、RS485 ポートに接続

します （ネジ式端子台アダプターを使用）。
13. Ethernet ポート経由でネットワークに接続します （一部のバージョンにはセカンダリイーサネ

ットポートがあり、別のネットワークに接続できます）。
14. ネットワークカメラをネットワークに接続します。 

接続したすべての機器の電源をオンにします。
15. 電源コードをレコーダーに接続します。
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3.2 初回起動時の操作
まずカメラ入力が PAL または NTSC であるかどうかを確認し、モニターの出力モードを選択しま
す。 ネットワークカメラのみが接続されている場合は、デフォルトで PAL が選択されます。 レコー
ダーはマルチスクリーン表示で起動します。 
操作モードの上書きの詳細と手順については、28 ページのセクション 「4.4  カメラの接続」を参照
してください。
［クイックインストール］メニューは、レコーダーの初回起動時に表示されます。 各タブに基本設定
を入力し、本機を使用できる状態にします。 ［クイックインストール］メニューを閉じると、レコ
ーダーは自動的に録画を開始します。
初回起動以降に ［クイックインストール］メニューを開くには、次の手順に従います。

1. メニュー  キーを押します。
2. モニター A にメインメニューが表示されます。
3. ［設定］をクリックし、［クイックインストール］をクリックします。

操作
USB マウスを使用するか、フロントパネルキーで次のように操作します。

- Enter  ボタンで、サブメニューや項目を選択します。

- 矢印    ボタンで、メニューやリスト内を移動します。

- ESC  ボタンを使用して、前の画面に戻るか、メニューを終了します。
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3.3 ［クイックインストール］メニュー
［クイックインストール］メニューには、［地域と言語］、［ネットワーク］、［スケジュール］、
［録画］という 4 つのタブがあります。 これらのタブは、［戻る］や ［次へ］を使用して切り替える
ことができます。 ［元に戻す］をクリックすると、アクティブなタブで行った変更がキャンセルさ
れます。 ［閉じる］をクリックすると、［クイックインストール］メニューが終了します。 クイッ
クインストール設定を変更すると、カスタマイズされた設定が上書きされます。 

3.3.1 地域と言語

図 3.2 ［クイックインストール］メニュー－地域と言語

言語 — メニューで使用する言語をリストから選択します。
タイムゾーン — タイムゾーンをリストから選択します。
時刻の形式 — 時刻の形式を ［12 時間表示］または ［24 時間表示］から選択します。
時刻の形式 — 現在の時刻を入力します。
日付の形式 — 月 （MM）、日 （DD）、年 （YYYY）の表示順序を選択します。
日付 — 現在の日付を入力します。
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3.3.2 スケジュール

図 3.3 ［クイックインストール］メニュー－スケジュール

現在アクティブな週間スケジュールが表示されます。 それぞれの色が利用可能なプロファイルに対
応しています。
- イエロー－プロファイル 1
- ダークブルー－プロファイル 2
- グリーン－プロファイル 3
- ピンク－プロファイル 4
- ライトブルー－プロファイル 5
- ブラウン－プロファイル 6
［上書き］をクリックすると、変更が反映されます。
- 週が開始および終了する曜日を選択します。
- 平日の開始時間と終了時間を選択します。
- 週末の開始時間と終了時間を選択します。
設定を変更すると、表示が自動的に更新されます。
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3.3.3 録画

図 3.4 ［クイックインストール］メニュー－録画

テーブル内のプロファイルごとに、通常録画の解像度、画質、フレームレートを設定します。 アラ
ームおよび動体検出録画の解像度、画質、フレームレートを設定します。 この設定はすべてのプロ
ファイルに対して適用されます。 詳細録画設定が指定されていても、［上書き］をクリックすると、
クイックインストール設定に置き換えられます。

注意：
選択可能な解像度としては、CIF、2CIF、4CIF のみが表示されます。 これ以外の解像度をサポート
しているカメラで、この 3 つのいずれかを選択した場合は、次のように変換されます。

変換が適用されたり、帯域幅の管理設定によってビットレート制限が強制されたりした場合は、録
画パネルに表示されます。

設定 QVGA ／ VGA カメラ 1080p ／ 720p カメラ 720p カメラ

CIF QVGA 720p 720p

2CIF QVGA 720p 720p

4CIF VGA 720p 720p
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3.3.4 ネットワーク

図 3.5 ［クイックインストール］メニュー－ネットワーク

レコーダーのネットワーク動作を制御するための設定を入力します。

［レコーダー名］ — ネットワーク内で使用する一意のレコーダー名を入力します。

［DHCP］ — ［DHCP］をオンにすると、ネットワークの DHCP サーバーによって IP アドレス、
サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが自動的に割り当てられます。 これらのフィールドに
は実際の値が表示されます。
［IP アドレス］ — ［DHCP］をオフにした場合は、IP アドレスを入力します。
［サブネットマスク］ — ［DHCP］をオフにした場合は、サブネットマスクを入力します。
［デフォルトゲートウェイ］ — ［DHCP］をオフにした場合は、デフォルトゲートウェイを入力
します。
［自動 DNS アドレス］ — オンにすると、DNS サーバーの IP アドレスが自動的に割り当てられま
す。 割り当てられたアドレスが表示されます。
［DNS サーバー］ — ［DNS アドレス自動取得］をオフにした場合は、DNS サーバーのアドレス
を入力します。
［MAC アドレス］ — MAC アドレスは読み取り専用です。
［接続］ — プライマリイーサネット接続の現在のネットワーク速度を表示します。

［リモートストリーミングの制限］ — 0 ～ 1,000Mbps の値を入力して、すべての BVC ワークス
テーションの組み合わせで使用できるストリーミング音声／映像のネットワークの帯域幅を制限し
ます。
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4 ハードウェアの設定
この章では、ハードウェアの設置方法と外部機器のレコーダーへの接続方法について詳しく説明し
ます。 コネクターのタイプとピン信号についても解説します。 ほとんどのコネクターはレコーダー
のリアパネルに設置されています。 本機の正面には、マウスやメモリーデバイスを簡単に接続でき
るように USB ポートが 1 つ用意されています。
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。

4.1 デスクトップでの設置
レコーダーを安定した平らな面に置きます。 次の手順に従って、2 つの銀色のサイドカバーを取り付
けます。
1. 左右の側面にカバーを挿入します。
2. 本機の正面に向かってカバーをスライドさせます。

図 4.1 サイドカバーの取り付け

4.2 ラック取付
レコーダーは 19 インチラックに取り付けることができます。 ラック取付キットはレコーダーに付属
しており、2 つのラック取付ブラケットが含まれています。

取り付け
1. レコーダーのフロントパネル寄りの左右側面にある 4 個のプラスネジ （左右 2 個ずつ）を外し

ます。
2. 外した 4 個のプラスネジを使用して、付属のブラケットをレコーダーの左右に固定します （ネ

ジは片側 2 個ずつ使用します）。
3. 複数のレコーダーを重ねて設置するには、レコーダーの底面にあるゴム足を小さなドライバー

でこじって取り外します。
4. ラックに付属のハードウェアを使用し、ラックメーカーが指定する手順に従ってレコーダーを

ラックに設置します。

図 4.2 ラック取付ブラケットの固定
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4.3 ハードディスクの取り付け
レコーダーには、 大 4 個のハードディスクを取り付けることができます。 すべてのハードディス
クには、フロントパネルを取り外してレコーダーの正面からアクセスします。 上部カバーを開いた
り、レコーダーを自分で修理したりしないでください。 ユーザー側で修理できる部品はありません。 
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。 取り扱い方法や取り付け方法が不適
切な場合、ハードディスクとレコーダーの両方の保証が無効になることがあります。

注意：
Divar 700 シリーズで動作するのは、Bosch 純正のハードディスクのみです。 購入可能なハードディ
スクについては、Bosch の Web サイトをご覧いただくか、 寄りの Bosch 販売店までお問い合わせ
ください。
ハードディスクの取り付けおよび取り外しは、保証ラベルが破損していない限り、保証条件への違
反にはなりません。

4.3.1 取り付け手順

フロントパネルの取り外し

図 4.3 フロントパネルの取り外し

1. フロントパネル下部にある 2 個の専用プラスネジを緩めます。
2. フロントパネルを右にスライドさせて外します。
3. フラットケーブルに無理な力がかからないように、フロントパネルをレコーダーの上に置きま

す。 レコーダーの上にスペースがない場合は、フラットケーブルを外してフロントパネルを近
くに置いておきます。

注意
アセンブリをラックに取り付ける場合は、サイドパネルにある通気口の周囲のエアフローが制限さ
れたり、推奨動作温度を超えないようにしてください。
接続ケーブルをラックに固定して、レコーダーの背面に過剰な重量がかからないようにします。

注意
静電気の放電
静電エネルギーがハードディスクやその他のデリケートな内部部品に流れると、それらの部品が完
全に損傷する可能性があります。 取り扱い方法が不適切な場合、ハードディスクの保証が無効にな
ることがあります。
ハードディスクやレコーダー本体など、静電気の影響を受けやすいデバイスの作業は、静電気が蓄
積しない作業場所で行ってください。

危険
電圧。 感電の危険。
ハードディスクは、レコーダーの電源コードを抜いて 30 秒以上待ってから取り付けてください。

Divar
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ハードディスクの配置

図 4.4 ハードディスクの配置

1. 1 つ目の空きハードディスクベイの位置を確認します。 ハードディスクは、ラベルに記載され
ている番号の 1 番から 4 番の順に取り付けることをお勧めします （ディスク 3 および 4 はダ
ブルベイに取り付けます）。

2. 選択したベイを固定している 2 本の T10 トルクスネジを外します。 ベイを前方にスライドさせ
てレコーダーから引き出します。

3. 取り付けられていたハードディスクを交換するには、左右に 2 本ずつある 4 本の取付ネジをベ
イの側面から外します。 ハードディスクを取り外します。
4 本のネジを左右 2 本ずつ締め付けて、新しいハードディスクをベイに取り付けます （ハード
ディスクについてのマニュアルを参照してください）。

4. レコーダーのスロットにベイをスライドさせて、一番奥まで押し込みます。
5. 前述の手順 （手順 2）で取り外した 2 本の T10 トルクスネジを使用してベイを固定します。
6. その他のハードディスクも手順 1 ～ 5 を繰り返して取り付けます。

フロントパネルの取り付け
1. ディスクの取り付けが完了したら、必要に応じてフラットケーブルをフロントパネルに接続し

ます。
2. フロントパネルの位置を合わせて左にスライドさせ、所定の位置に固定します。
3. 2 本の専用プラスネジでフロントパネルを固定します。

ハードディスクの場所は重要ではありません。取り付け先のベイについてはユニットが特定できる
ためです。 他のユニットからの録画が含まれるハードディスクを取り付けると、レコーダーがこれ
を検知し、このようなドライブを読み取り専用モードにします。 

正しい設定手順については、99 ページのセクション 「6.10  ストレージ」を参照してください。 
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4.4 カメラの接続
ハイブリッドモデルでは、BNC コネクター付きの 75Ω 映像同軸ケーブルを使用して、カメラを本機
背面にある Video in コネクターに接続します。 オプションとして、この信号を、該当する Video out
コネクター経由で他の機器にループスルーすることもできます。 カメラ入力コネクターには自動終
端機能があります。 その他の機器を接続しない場合に、出力コネクターにターミネーターを追加す
る必要はありません。
カメラ信号を他の機器にループスルーする場合は、映像回線の端部が 75Ω のターミネーターで終端
処理されていることを確認してください。

ユニット自体で、PAL または NTSC ユニットとして自動的に設定されます。 レコーダーは、 初に
接続されたカメラ （ も小さいカメラ入力番号）の信号フォーマットを検出して規格を判断しま
す。。
アナログカメラが接続されていないネットワークモデルやハイブリッドモデルの場合は、検出処理
が失敗し、レコーダー自体で PAL ユニットとして設定されます。 この場合、NTSC モニターにはビ
デオが表示されません。 
この動作を変更するには、使用する映像モードを起動時に選択します。
- PAL に設定するには、電源投入時にモニターボタンとカメラ 1 ボタンを同時に 10 秒間押しま

す。 
- NTSC に設定するには、電源投入時にモニターボタンとカメラ 2 ボタンを同時に 10 秒間押しま

す。 
これらの手動設定は、以後の起動時にも保持されます。

仕様
入力信号：コンポジットビデオ 1Vpp、75Ω
カラー規格：PAL/NTSC、自動検出
ゲイン調整：映像入力ごとに自動または手動ゲイン調整
コネクタータイプ：BNC ループスルー／自動終端機能付き

図 4.5 8 個の映像入力 （ループスルー出力付き）
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Video out
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1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8
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4.5 音声接続 （ハイブリッドモデルのみ）
大 16 個の音声入力と 4 個の音声出力をサポートしています。 RCA 互換コネクターを搭載した音

声ケーブルを使用して接続してください。

仕様
入力信号：モノ RCA、1Vpp、10kΩ

出力信号：デュアルモノ RCA、1Vpp、10kΩ

図 4.6 音声入力コネクター

図 4.7 音声出力コネクター

4.6 モニターコネクター
ハイブリッドモデルでは、 大 2 台のモニターの VGA、コンポジット映像、Y/C 接続が可能です。 
ネットワークモデルで接続できるモニターは 1 台になります。 

注意：
HD モデルでは HD 録画を行うことはできますが、HD ローカル表示を行うことはできません。 メイ
ンプロファイルストリームを使用する HD カメラや SD カメラをライブ表示したり、これらのカメラ
で録画した映像を表示したりするには、Bosch Video Client を使用します。

4.6.1 VGA
標準 VGA ケーブルを使用して、モニターを接続します。 

注意：
縦横比が 4:3 の、17 インチか 19 インチの LCD モニターを推奨します。

仕様
出力信号：VGA
解像度：1280 x 1024 （モニター A）、1024 X 768 （モニター B）
カラー：True カラー （32 ビット）
コネクタータイプ：DE-15

図 4.8 VGA モニターコネクター （ハイブリッドモデル）
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4.6.2 コンポジット映像信号
BNC コネクター付きの 75Ω 映像同軸ケーブルを使用して、レコーダーをモニターに接続します。 レ
コーダーは 1Vpp コンポジット映像信号を供給します。
ループスルー接続に対応しているモニターでループスルー出力を使用しない場合は、モニターに
75Ω の終端処理を行ってください。 モニターのループスルー出力を他のデバイスに接続する場合は、
デバイスの終端処理を 75Ω に設定し、モニターの終端処理をハイインピーダンスに設定します （自
動終端機能付きのデバイスの場合、この設定は必要ありません）。

仕様
出力信号：コンポジット映像信号 1Vpp、75Ω、同期 0.3Vpp ±10%
解像度：704×576 PAL、704×480 NTSC
コネクタータイプ：BNC

図 4.9 コンポジット映像信号モニターコネクター （ハイブリッドモデル）

4.6.3 Y/C
標準 Y/C 接続ケーブルを使用して、レコーダーを Y/C 入力付きの CCTV モニターに接続します。

図 4.10 Y/C モニターコネクター （ハイブリッドモデル）

4.7 モニターストリーミング接続 （ハイブリッドモデル）
リモートストリーミング構成でモニターを接続するには、コンポジット映像信号モニター出力を映
像入力に接続します。 その後、対応するループスルーコネクターにモニターを接続します。

図 4.11 一般的なモニターストリーミング接続 （ハイブリッドモデル）
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4.8 RS232 COM ポートの接続
RS232 COM ポートは、修理のために PC をレコーダーに接続する際に使用します。 ヌルモデムケー
ブルを使用して、PC のシリアルポートをレコーダーに接続します。 ボーレートはメニューシステム
で選択できます。

仕様
コネクタータイプ：9 極 D タイプオスコネクター

大入力電圧：±25V
通信プロトコル：EIA/TIA-232-F に準拠した出力信号

図 4.12 RS232 COM ポートの接続

表 4.1 RS232 コンソールコネクター

信号名 ピン番号 説明

DCD_in 1 キャリア検出信号 （未使用）
RX 2 RS232 受信信号
TX 3 RS232 送信信号
N/C 4 接続なし
システムアース 5 システムアース
N/C 6 未使用
RTS 7 RS232 信号送信要求
CTS 8 RS232 信号送信クリア
N/C 9 未使用

COM 1 COM 2
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4.9 キーボードの接続
キーボードの入力および出力コネクターは、Bosch Intuikey キーボードを 1 台または複数の Divar レ
コーダーに接続するために使用します。 レコーダーを 1 台だけ接続する場合は、キーボードを KBD 
in コネクターに接続します。 複数のレコーダーを接続する場合は、1 台目のレコーダーの KBD out
コネクターと、その他のレコーダーの KBD in コネクターをケーブルで接続します。 この方法で、
大 16 台の Divar 700 レコーダーを接続して 1 つのキーボードで制御できます。 また、 大 10 台の
Divar 2 レコーダーを 1 つのキーボードで制御できます。
次のアクセサリを使用できます。
- 短距離 （ 大 30m）の場合は、標準の 6 芯テレコムフラットケーブルを使用して、キーボード

の電力供給と信号接続を実施できます （LTC 8558/00）。
- キーボードとレコーダーの距離が 30m を超える場合は、キーボード延長キット （LTC 8557）

を使用する必要があります。 このキットには、ジャンクションボックスとケーブルとともに、
外部キーボードに対応する電源が付属します。 推奨ケーブルタイプは、Belden 8760 または同
等品です。

- キーボードポート拡張ユニット （LTC 2604）を使用すると、 大 4 台の Intuikey キーボードで
レコーダーユニットを操作できます。

- Video Manager （LTC 2605）を使用すると、 大 16 台の Divar レコーダーと 6 台のモニター
を 1 ～ 4 台の Intuikey キーボードから個別に操作できます。

終端処理
キーボードターミネーター （Intuikey キーボードに付属）を KBD out コネクターに接続します。 複
数のレコーダーを 1 つのキーボードで制御する場合は、 後のレコーダーの KBD out コネクターを
終端処理する必要があります。

仕様
通信プロトコル：RS485

大信号電圧：±12V
電源：DC11 ～ 12.6V、 大 400mA

大ケーブル長：30m （標準 6 芯テレコムフラットケーブルを使用）、または 1.5km （Belden 8760
または同等品と LTC 8557 を組み合わせて使用）。
ケーブルタイプ：クロスケーブル （黒、キーボードに付属）
終端処理：390Ω ターミネーター

図 4.13 キーボード入力および出力コネクター

表 4.2 キーボード入力－ RJ11 コネクター （KBD in）

ピン番号 信号
1 +DC12V （ 小 11V ～ 大 12.6V、 大 400mA）
2 システムアース
3 キーボードプラス配線
4 キーボードマイナス配線
5 システムアース
6 システムアース

KBD IN

KBD OUT
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表 4.3 キーボード出力－ RJ11 コネクター （KBD out）

4.10 イーサネット接続
標準の RJ-45 イーサネットコネクターは、レコーダーを PC、ネットワークカメラ、またはネットワ
ークに直接接続するために使用します。 ネットワークハブやスイッチに接続するには、ストレート
のネットワークケーブルを使用します。 PC またはネットワークカメラに直接接続するには、付属し
ているクロスのネットワークケーブルを使用します。 必要なケーブルのタイプについては、IT 担当
者に適宜確認してください。 ノード間の 大ケーブル長は 100m （300 フィート）に制限されます。

仕様
接続：10/100/1000 BaseT、IEEE 802.3
差動信号電圧： 大 ±2.8V、入力には一時的過電圧保護を適用
イーサネットポートの詳細：IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T 物理レイヤー
自動ネゴシエーション：10/100/1000、全／半二重
ケーブル長：100m （100Ω アンシールドツイストペアケーブルまたは 150Ω シールドツイストペア
ケーブル、カテゴリ 5 以上）。
インピーダンス：インピーダンスマッチング用の補償機能を内蔵
インジケーター：ACT、10/100/1000

図 4.14 イーサネットコネクター

表 4.4 LAN - RJ-45 イーサネットコネクター

4.11 RS485 ポート
パン、チルト、ズーム制御を使用するには、サードパーティ製の制御可能なカメラをレコーダーに
接続します。
（Pelco D プロトコルは、次のボーレートでサポートされます：2400 ボー、1 スタートビット、8 デ
ータビット、1 ストップビット、パリティなし )。

ピン番号 信号

1 未使用
2 システムアース
3 キーボードマイナス配線

4 キーボードプラス配線
5 システムアース
6 未使用

信号名 ピン番号 説明
LAN_TX + 1 イーサネット送信 （プラス）
LAN_TX - 2 イーサネット送信 （マイナス）
LAN_RX + 3 イーサネット受信 （プラス）
N/C 4 未使用
N/C 5 未使用
LAN_RX - 6 イーサネット受信 （マイナス）
N/C 7 未使用
N/C 8 未使用

ETHERNET
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図 4.15 RS485 コネクター

表 4.5 RS485 のピン定義

推奨ケーブル径は AWG 28-16 （0.08 ～ 1.5mm2）です。
制御可能なカメラと通信するには、カメラが接続されている入力番号と同じポート番号を選択しま
す （例：制御可能なカメラがチャンネル 16 に接続されている場合はポート 16 に設定する）。

4.12 Biphase ポート
制御可能な Biphase 互換カメラの接続には、Biphase ポートを使用します。 ドーム型カメラとパン
／チルト／ズーム制御用に 5 個の Biphase 出力が用意されています。 レコーダーに付属のネジ式端
子台接続ボードを使用することで、レコーダーに対するすべての Biphase 接続を簡素化し、一時的
な過電圧からポートを保護することができます。

仕様
出力インピーダンス：128Ω
過電圧保護： 大 ±40V
差動電圧振幅： 小 1V、 大 2V （差動出力間の接続時の特性負荷 220Ω）
ケーブル長： 大 1.5km
推奨ケーブル：Belden 8760
ケーブル径：AWG 26-16 （0.13 ～ 1.5mm2）
出力ごとのロード数： 大 4

信号名 ピン番号 説明
TX - 1 データ送信
TX + 2 データ送信

GND 3 シールド

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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図 4.16 Biphase ポートコネクターおよび接続ボード

表 4.6 制御ポート－ 15 極 D タイプコネクター

制御可能なカメラと通信するには、カメラが接続されている入力番号と同じポート番号を選択しま
す （例：制御可能なカメラがチャンネル 16 に接続されている場合はポート 16 に設定する）。

信号名 ピン番号 説明
コード 1 - 1 Biphase 制御チャンネル 1 （マイナス）
コード 1 + 2 Biphase 制御チャンネル 1 （プラス）
シールド 3 システムアース／ケーブルシールド
コード 2 - 4 Biphase 制御チャンネル 2 （マイナス）
コード 2 + 5 Biphase 制御チャンネル 2 （プラス）
シールド 6 システムアース／ケーブルシールド
コード 3 - 7 Biphase 制御チャンネル 3 （マイナス）
コード 3 + 8 Biphase 制御チャンネル 3 （プラス）
シールド 9 システムアース／ケーブルシールド
コード 4 - 10 Biphase 制御チャンネル 4 （マイナス）
コード 4 + 11 Biphase 制御チャンネル 4 （プラス）
シールド 12 システムアース／ケーブルシールド
コード 5 - 13 Biphase 制御チャンネル 5 （マイナス）

コード 5 + 14 Biphase 制御チャンネル 5 （プラス）
シールド 15 システムアース／ケーブルシールド

+
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CTRL 1
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4.13 USB コネクター
4 個の USB コネクターがレコーダーのリアパネルに設置されています。 レコーダーの正面には、マ
ウスやメモリーデバイスを簡単に接続できるように USB ポートが 1 つ設置されています。

図 4.17 USB ポート

4.14 外部アラーム I/O 接続
アラーム入力と出力は、25 極 D タイプコネクターで供給されます。 レコーダーに付属のネジ式端子
台接続ボードを使用することで、レコーダーへのすべてのアラーム接続を簡素化することができま
す。

入力の接続
各アラーム入力線は、圧力パッド、パッシブ赤外線検出器、煙探知機などのデバイスからの接点に
よって切り替えることができます。 これらの配線は、N/O または N/C として接続します。 アラーム
入力は、メニューシステムで N/O または N/C として設定できます。 デフォルトは N/O です。 入力 9
～ 16 は、8 チャンネルのアナログユニットでは使用できません。

仕様
アラーム入力インピーダンス：10KΩ で +5V にレコーダー内でプルアップ
入力電圧範囲： 小 -DC5V ～ 大 DC40V
入力電圧しきい値：低電圧時 大 0.8V、高電圧時 小 2.4V
ケーブル径：AWG 26-16 （0.13 ～ 1.5mm2）

アラーム出力の接続
4 個のアラーム出力リレーは入力アラームとトリガーに応答します。 アラーム出力は、メニューシス
テムで N/O または N/C として設定します。 リレーは駆動イベントの間アクティブになります。 アラ
ーム出力リレーには抵抗負荷のみを接続します。 アラーム出力リレーの接点で AC 30V、DC 40V、
500mA （連続）、または 10VA を超えないようにしてください。

表 4.7 外部アラーム I/O

仕様
大開閉電流：500mA

搬送電力： 大 10VA
大開閉電圧：AC30V/DC40V

ケーブル径：AWG 26-16 （0.13 ～ 1.5mm2）

USBUSB

出力番号 機能
1 アラーム
2 映像断
3 Control Center で制御可能
4 Control Center で制御可能

危険
電圧に注意。 感電とレコーダーへの損傷の危険があります。
AC 電源で接点を使用しないでください。
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図 4.18 外部アラーム入力および出力コネクターと接続ボード
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表 4.8 外部 I/O － 25 極 D タイプコネクター

4.15 異常リレー
異常リレーは重大なシステムエラー （ユニット内部の高温、過剰電圧、ディスクが認識されない、
ディスク障害など）が発生したときにアクティブになります。 付属のネジ式端子台アダプターを使
用して接続します。 推奨ケーブル径は AWG 28-16 （0.08 ～ 1.5mm2）です。

図 4.19 異常リレー出力

仕様
大開閉電流：500mA

搬送電力： 大 10VA
大開閉電圧：AC30V/DC40V

信号名 ピン番号 説明

Alarm_in_1 1 アラーム入力 1
Alarm_in_2 2 アラーム入力 2
Alarm_in_3 3 アラーム入力 3

Alarm_in_4 4 アラーム入力 4
Alarm_in_5 5 アラーム入力 5
Alarm_in_6 6 アラーム入力 6

Alarm_in_7 7 アラーム入力 7
Alarm_in_8 8 アラーム入力 8
Alarm_in_9 9 アラーム入力 9

Alarm_in_10 10 アラーム入力 10
Alarm_in_11 11 アラーム入力 11
Alarm_in_12 12 アラーム入力 12
Alarm_in_13 13 アラーム入力 13
Alarm_in_14 14 アラーム入力 14
Alarm_in_15 15 アラーム入力 15
Alarm_in_16 16 アラーム入力 16
Relay1_A 17 リレー 1 出力極 1
Relay1_B 18 リレー 1 出力極 2
Relay2_A 19 リレー 2 出力極 1
Relay2_B 20 リレー 2 出力極 2
Relay3_A 21 リレー 3 出力極 1
Relay3_B 22 リレー 3 出力極 2
Relay4_A 23 リレー 4 出力極 1
Relay4_B 24 リレー 4 出力極 2
システムアース 25 シャーシアース

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

- | + | G

RS
485
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4.16 電源
電力は、IEC 型コネクターを介してレコーダーに供給されます。 セキュリティのため、レコーダー
にはオン／オフスイッチがありません。 つまり、レコーダーの電源ケーブルを通電状態の電源コン
セントに接続している限り、常にレコーダーに電力が供給されます。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。

仕様
入力電圧：AC100 ～ 240V ±10%
電流：0.7A ～ 0.3A
入力周波数：50/60Hz

図 4.20 電源コンセント

表 4.9 電源コンセント

4.17 保守
このレコーダーの保守作業は、外装の清掃と点検に制限されます。 修理が必要な場合は、資格を持
ったサービス担当者に依頼してください。

信号名 ピン 説明
LIVE 上 AC ライブ
NEUTRAL 下 AC ニュートラル
PE 中央 保護用アース

AC

危険
電圧に注意。 感電の危険があります。
上部カバーを開いたり、本機を自分で修理したりしないでください。 ユーザーが修理できる部品は
ありません。 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。 上部カバーを開くと、
保証が無効になります。
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5 操作方法
ここでは、フロントパネルキーの用途について説明します。 使用可能な機能は、パスワードを設定
することで制限できます。 一部の機能では、ソフトウェアライセンスが必要になる場合があります。
管理者は、メニューからさらに多数の機能にアクセスできます。

5.1 フロントパネルの制御

図 5.1 フロントパネルのコントロール

5.1.1 キー
フロントパネルのキーを使用して、すべての機能を制御します。 キーに表示されている記号によっ
て、そのキーの機能を確認できます。 アクティブでないキーを押すと、警告音が鳴ります。

矢印キー：

 上  下  左  右
- メニューモードでは、任意のメニュー項目や値に移動できます。
- PTZ モードでは、選択したカメラのパン、チルト、ズーム機能を制御できます。
- デジタルズームモードでは、選択した映像の表示領域を移動できます。

 Enter キー
- サブメニュー項目やメニュー項目の選択や、メニューで選択した内容を確定するときに使

用します。
- 映像をマルチスクリーンモードで表示しているときに、選択した分割画面を全画面で表示

します。

 ESC キー
- 1 つ前のレベルに戻るか、保存せずにメニューシステムを終了します。

 全画面キー
- 全画面モードに切り替えます。

 4 分割キー
- 4 分割モードに切り替えます。
- 4 分割モードでこのキーを押すと、有効な 4 分割画面が順に切り替わります。

 マルチスクリーンキー
- マルチスクリーンモードに切り替えます。
- マルチスクリーンモードでこのキーを押すと、9 分割画面と 16 分割画面の間で切り替わ

ります。

 デジタルズームキー
- アクティブな全画面カメラ表示を拡大します。

 シーケンスキー
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- 全画面または 4 分割表示でカメラを順に表示します。

 OSD キー
- 日時とカメラ情報を表示、日時のみを表示、表示なしの間で切り替わります。

 検索キー
- 録画された映像を検索するための日時検索メニューが開きます。

 PTZ キー
- パン／チルトモード、またはパン／ズームモードを有効にします。

 一時停止キー
- ライブモードで、選択した映像を一時停止できます。

 メニューキー
- メニューシステムを開きます。

 ヘルプキー
- ヘルプを表示します。

 消音キー
- 音声モニターを消音します。

 開閉キー
- DVD トレイを開閉します。

 エクスポートキー
- エクスポートメニューを開きます。キーにインジケーターランプがあります。

 モニターキー
- モニター A とモニター B の間でコントロールを切り替えます。

 確認キー
- アラームイベントを確認します。キーにインジケーターランプがあります。

 カメラキー （1 ～ 16）
- アナログ映像入力を全画面で表示します。
- もう一度押すと、ネットワークカメラの映像を全画面で表示します （接続されている場

合）。

 一時停止キー
- 再生モードで、再生映像を一時停止します。

 逆再生キー
- ライブモードでこのキーを押すと、表示されているカメラの録画映像の逆再生が開始され

ます。
- 再生モードでこのキーを押すと、逆再生が開始されるか、再生速度がアップします。
- 一時停止モードでこのキーを押すと、1 フレームずつ戻ります。

 再生キー
- ライブモードでこのキーを押すと、 後に選択した再生位置から再生を再開します。
- 一時停止モードまたは早送り／逆再生モードでこのキーを押すと、再生が再開されます。

 早送りキー
- ライブモードでこのキーを押すと、1 分前から再生が開始されます。
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- 再生モードでこのキーを押すと、早送りの再生速度がアップします。
- 一時停止モードでこのキーを押すと、1 フレームずつ進みます。

 停止キー
- 再生モードでこのキーを押すと、ライブモードに戻ります。

注意：
ネットワークカメラの番号は、8 チャンネルハイブリッドモデルの場合は 9 番から、16 チャンネル
ハイブリッドモデルの場合は 17 番からスタートします。 このため、16 チャンネルのハイブリッド
モデルでネットワークカメラを使用する場合は、カメラキー 1 を押すとアナログカメラ 1 が選択さ
れ、もう一度カメラキー 1 を押すとネットワークカメラ 17 が選択されます。

5.1.2 インジケーター
フロントパネルには、点灯または点滅することによってさまざまな動作状態を知らせるインジケー
ターがあります。

 電源－電源がオンになると点灯します。

 DVD － DVD が挿入されると点灯します。

 USB － USB メモリーデバイスを接続すると点灯します。

 ネットワーク－リモートユーザーが接続すると点灯します。

 録画－映像を録画しているときに点灯します。

 再生－再生モードのときに点灯します。

 モニター A －モニター A を制御していることを示します。

 モニター B －モニター B を制御していることを示します。

 温度－内部温度が動作範囲外になったときに点滅します。

 アラーム－アラームを検出したときに点滅します。

 動体検出－映像信号で動体を検出したときに点滅します。

 映像断－映像入力で映像断を検出したときに点滅します。

 システム障害－システム障害を検出したときに点滅します。

5.2 マウスによる制御
フロントパネルで制御できるすべての機能には、付属の USB マウスでアクセスすることもできま
す。 すべてのメインレコーダー機能は、オンスクリーンボタンパネルからもアクセスできます。 ボ
タンパネル （モニター A のみ）を表示するには、マウスポインターを画面の左下に移動します。 画
面を閉じるには、ESC キーを押します。

図 5.2 オンスクリーンボタンパネル

オンスクリーンボタンパネルのボタンおよびインジケーターは、フロントパネルのキーおよびイン
ジケーターと同じように機能します。
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5.3 映像の表示
ハイブリッドモデルには、モニター A とモニター B という 2 つのモニター出力があります。 この 2
つのモニターでの映像の表示方法は、システムの設定により異なります。 アラームまたは動体入力
を検出したときに、カメラ画像とアラーム／動体検出インジケーターをモニター A またはモニター
B に表示するか、両方のモニターに表示するように設定できます。 複数のアラームや動体を検出し
たときは、モニター A またはモニター B、あるいは両方のモニターでカメラ画像がマルチスクリー
ンウィンドウに合わせて表示されます。

5.3.1 モニター A
モニター A はメインモニターです。 全画面、4 分割、またはマルチスクリーンで、アナログおよび
ネットワークカメラのライブ画像または再生画像を表示します。 ステータスメッセージ、アラーム、
動体検出、または映像断の警告もこのモニターに表示されます。 メニューシステムをアクティブに
すると、このモニターに表示されます。

5.3.2 モニター B （ハイブリッドモデルのみ）
モニター B には、アナログカメラの全画面、4 分割、またはマルチスクリーンのライブ画像が表示
されます。

制御するモニターの選択
モニター A の表示を制御するには、次の手順に従います。

1. フロントパネルの  ランプが点灯していることを確認します。

2. が点灯していない場合は、モニター  キーを押します。
モニター B の表示を制御するには、次の手順に従います。

1. フロントパネルの  ランプが点灯していることを確認します。

2. が点灯していない場合は、モニター  キーを押します。

5.3.3 表示
以下の図は、モニター A とモニター B で選択できるすべてのビューを示したものです。 マルチスク
リーンビューの一部は、設定時に無効になっている場合があります。 また、Divar モデルと接続カメ
ラの数によっても、選択できるマルチスクリーンビューが異なります。

図 5.3 全画面、4 分割、9 分割、16 分割画面表示に対応しています。

マルチスクリーンモードでは、すべてのカメラ画像を順に表示するように異なるマルチスクリーン
を設定できます。
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マルチスクリーン
モニター A またはモニター B で異なるマルチスクリーン映像を表示するには、次の手順に従いま
す。

1. マルチスクリーン  キーを押します。
- カメラ映像のマルチスクリーン表示がアクティブなモニターに表示されます。
- 選択したカメラのカメラキーが点灯します （緑色）。

2. マルチスクリーン  キーをもう一度押すと、プログラムされた次のマルチスクリーンビュー
に切り替わります。

- マルチスクリーン  キーを押し続けると、すべてのマルチスクリーンビューに順に切
り替わります。

全画面
カメラの全画面映像を表示するには、次の手順に従います。
1. カメラキーを押します。

- 選択されたアナログカメラの全画面映像が表示されます。
- 選択したアナログカメラのカメラキーが点灯します （緑色）。
- カメラキーをもう一度押すと、リンクされているネットワークカメラが表示されます。
- 選択したネットワークカメラのカメラキーが点灯します （オレンジ色）。

2. マルチスクリーンモンドで入力  キーを押すと、アクティブな分割画面が全画面で表示され
ます。

注意：
ネットワークカメラの番号は、8 チャンネルハイブリッドモデルの場合は 9 番から、16 チャンネル
ハイブリッドモデルの場合は 17 番からスタートします。 このため、16 チャンネルのハイブリッド
モデルでネットワークカメラを使用する場合は、カメラキー 1 を押すとアナログカメラ 1 が選択さ
れ、もう一度カメラキー 1 を押すとネットワークカメラ 17 が選択されます。

シーケンス
複数のカメラのライブカメラ映像のシーケンス （全画面またはマルチスクリーン）を表示するに
は：

1. シーケンス  キーを押します。
- 事前にプログラムした移行時間でカメラ映像のシーケンスが表示されます。

2. シーケンス  キーを押すと、シーケンス表示が停止します。
- ズーム機能を使用したり、マルチスクリーンキーを押したり、単一のカメラを選択した場

合も、シーケンス表示が停止します。

分割画面の割り当て
マルチスクリーンビューでカメラを分割画面に割り当てるには、次の手順に従います。
1. 矢印キーを使用して、任意の分割画面を選択します。
2. カメラキーを押してカメラの映像を表示し、キーを押し続けてアクティブな分割画面に割り当

てます。
3. または、分割画面をマウスで右クリックして、コンテキストメニューから任意の映像入力を選

択します。
ここで指定した映像の割り当ては、再生モードとライブモードで使用されます。

映像の一時停止
モニター A のカメラ映像を一時停止するには、次の手順に従います。

1. 一時停止  キーを押して、アクティブな分割画面の映像を一時停止します。

2. ライブ表示に戻るには、一時停止  キーをもう一度押します。
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または、マウスで右クリックし、コンテキストメニューから ［一時停止］または ［一時停止解
除］を選択することもできます。

カメラ映像を全画面モードで表示すると、映像は停止します。 停止した画像でズーム機能を使用す
ることもできます。 表示モードを変更すると、画像の停止が解除されます。

ズーム
映像をズームインするには、次の手順に従います。

1. ズーム  キーを押します。
- 映像が 2 倍の大きさに拡大されます。

2. 矢印キーを使用して、表示する映像領域を選択します。

3. ズーム  キーをもう一度押すと、拡大倍率が大きくなります。
- 映像が 4 倍の大きさに拡大されます。

4. 矢印キーを使用して、表示する映像領域を選択します。

5. ズーム  キーをもう一度押すと、フル映像に戻り、ズームモードが解除されます。
または、マウスで右クリックし、［ズーム］または ［ズーム終了］を選択してズームモードを
有効または無効にすることもできます。 ズームモードで、拡大する映像の任意の領域をクリッ
クします。 スクロールホイールを使用して、映像をズームイン／ズームアウトします。

5.4 ライブモードと再生モード
5.4.1 ライブモード

ライブモードは本機の標準動作モードで、カメラからのライブ映像を視聴できます。 ライブモード
から、再生モードやシステムメニューに切り替えることができます。

5.4.2 再生機能へのアクセス
再生機能へのアクセスにはパスワードが必要な場合があります。 管理者にお問い合わせください。
1. 検索するには、トップメニューから検索アイコンをクリックします。
2. プルダウンメニューから ［イベントを検索］または ［日時で検索］を選択します。

または、検索  キーを押して日時検索に直接切り替えます。
再生モードに切り替えるには、次のいずれかのキーを使用します。

- 逆再生  キーを押すと、表示されているカメラの録画映像の逆再生が開始されます。

- 早送り  キーを押すと、1 分前からの再生が開始されます。

- 再生  キーを押すと、 後に選択した再生位置からの再生が再開されます。

停止  キーを押すと、ライブ表示に戻ります。 アラームが発生した場合も、ライブ表示に戻りま
す。

5.4.3 再生モード
再生モードで、映像コントロールキーは次のように動作します。

- 逆再生  キーを押すと、録画の逆再生が開始されます。 続けて押すと、再生速度が 高レベ

ルまで上がり、さらに押すと標準速度に戻ります。 一時停止モードのときに逆再生  キーを
押すと、1 フレームずつ戻すことができます。

- 一時停止  キーを押すと、映像が一時停止します。

- 早送り  キーを押すと、録画の再生が開始されます。 続けて押すと、再生速度が 高レベル

まで上がり、さらに押すと標準速度に戻ります。 一時停止モードのときに早送り  キーを押
すと、1 フレームずつ進めることができます。

- 再生  キーを押すと、再生が再開されます。

停止  キーを押すと、ライブ表示に戻ります。 アラームが発生した場合も、ライブ表示に戻りま
す。
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5.5 メニューシステムの概要
このメニューから、このレコーダーのさまざまな機能にアクセスできます。 一部のメニュー項目へ
のアクセスはパスワードで保護されている場合があります。 メニューシステムにアクセスするには、
次の 3 通りの方法があります。
- フロントパネルキー
- USB マウス
- Intuikey キーボード
レコーダー上のキー、キーボード、マウスによってナビゲーションと選択方法は若干異なりますが、
操作自体はほとんど変わりません。 メニュー構造はすべて同じです。
トップメニューは、4 つのメインメニュー、ドロップダウンサブメニュー、ヘルプボタン、終了ボタ
ンで構成されます。

図 5.4 トップメニュー

検索

［検索］メニューは 2 つのサブメニューで構成されます。
- 日時－特定の日時から映像を再生します。
- イベントを検索－特定の期間のイベントを検索します。

これらのサブメニューには再生権限がある場合のみアクセスできます。

エクスポート

［エクスポート］メニューは、映像クリップを USB メモリーデバイスや DVD に保存して、ローカル
で再生するために使用します。
このサブメニューにはエクスポート権限がある場合のみアクセスできます。

設定

［設定］メニューには 3 つのサブメニューがあります。
- クイックインストール－基本的なレコーダー設定を指定するためのウィザードが開きます。
- 詳細設定－すべてのレコーダー設定を指定するためのメニューが開きます。
- モニターの設定－モニターの出力設定を指定するためのメニューが開きます。
これらのサブメニューには設定権限がある場合のみアクセスできます。



Divar 700 シリーズ  操作方法 | ja 47

Bosch Security Systems 設置・操作マニュアル F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

システム情報

［システム情報］メニューには 2 つのサブメニューがあります。
- ステータス－ステータス情報を確認するためのメニューが開きます。
- ログ表示－システムログを参照するためのメニューが開きます。

ヘルプ

ヘルプ機能ではヘルプテキストを参照できます。 

終了

クリックするとログオフします。 

5.5.1 フロントパネルキーによるアクセス
メニューを開くには、メニュー  キーを押します。

- モニター A にトップメニューが表示されます。

メニューまたはリスト内を移動するには、フロントパネルの     キーを使用
します。

サブメニューまたはアイテムを選択するには、入力  キーを押します。

戻るには、ESC  キーを押します。

ヘルプテキストを開くには、ヘルプ  キーを押します。

メニューを終了するには、ESC  キーを押します。

5.5.2 マウスによるアクセス
メニューを開くには、ポインターを画面の一番上に移動します。

- モニター A にトップメニューが表示されます。
メニュー項目を選択するには、ポインターをその項目に合わせて左クリックします。

5.5.3 Intuikey キーボードによるアクセス
メニューキーを押してトップメニューにアクセスします。 キーボードのジョイスティックを使用し
て、メニュー項目内を移動します。

メニュー項目を選択するには、キーボードの Enter  キーを押します。
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5.6 検索

図 5.5 トップメニュー－検索

1. 検索するには、トップメニューで ［検索］をクリックします。
2. プルダウンメニューから ［日時で検索］、［イベントを検索］、［テキスト検索］を選択しま

す。

または、検索  キーを押して日時検索に直接切り替えることもできます。

5.6.1 日時検索

開始日時を入力して ［OK］をクリックすると、再生がスタートします。
表示されている分割画面の再生が開始されます。

図 5.6 日時で検索
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5.6.2 検索

イベント検索条件

図 5.7 ［検索］メニュー－ ［イベント］

- ［開始時刻］と ［終了時刻］で、日付と時刻の値を入力して検索期間を指定します。
- ［検索方向］で、開始日時から終了日時の方向に検索する場合は ［前］を、終了日時から開始

日時の方向に検索する場合は ［後］を選択します。
- ［映像入力］で、検索する入力をオンにします （番号のないボックスをオンにすると、すべて

選択されます）。 選択した入力が強調表示されます。
- ［検索対象 :］で、［接点入力］、［動体検出］、［映像断］、［システムイベント］のうち、検索

対象に含めるもののボックスをオンにします。 アラームイベントのみを検索する場合は、［ア
ラームのみ］ボックスをオンにします。

- ［検索］を選択して検索を開始します。
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［スマートモーション］の検索条件

図 5.8 ［検索］メニュー－ ［スマートモーション］

1. ［スマートモーション］の検索パラメーターは次のように設定します。
- ［開始時刻］と ［終了時刻］で、日付と時刻の値を入力して検索期間を指定します。
- ［検索方向］で、開始日時から終了日時の方向に検索する場合は ［前］を、終了日時から開始

日時の方向に検索する場合は ［後］を選択します。
- ［トリガーレベル］スライダーを調整して、動体の検出レベルを設定します。 右にスライドさ

せると感度が高くなり、左にスライドさせると感度は低くなります。レベルを も高くする
と、わずかな動きでも検出されるようになります。

- ［映像入力］で、検索する入力を選択します。
2. ［スマートモーション］のプレビューウィンドウで動体検出領域を定義するには、次の手順に

従います。
- 検出領域を追加したり、拡大するには、［セルを表示］を選択して、プレビューウィンド

ウで描画します。
- 検出領域を削除したり、縮小するには、［セルを消去］を選択して、プレビューウィンド

ウで描画します。
3. 領域全体をアクティブにしたり、クリアにするには、次のいずれかのオプションを選択しま

す。
- ［すべてのセルを表示］を選択すると、動体検出領域全体をアクティブにすることができ

ます。
- ［すべてのセルを消去］を選択すると、動体検出領域全体をクリアすることができます。
- ［グリッドを表示］ボックスをオンにすると、グリッドの枠線が表示されます。

4. ［検索］を選択して検索を開始します。
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テキスト検索条件

図 5.9 ［検索］メニュー－ ［テキストデータ］

- ［開始時刻］と ［終了時刻］で、日付と時刻の値を入力して検索期間を指定します。
- ［検索方向］で、開始日時から終了日時の方向に検索する場合は ［前］を、終了日時から開始

日時の方向に検索する場合は ［後］を選択します。
- ［映像入力］で、検索する入力をオンにします （番号のないボックスをオンにすると、すべて

選択されます）。 選択した入力が強調表示されます。
- ［検索文字列］に、選択した映像入力に記録したテキストの中から検索する文字列を入力しま

す。
- 大文字と小文字を区別して検索するには、［大文字／小文字を区別］ボックスをオンにします。
- ［検索］を選択して検索を開始します。
テキスト検索の検索結果は、イベント検索と同様に表示されます。
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検索結果

図 5.10 ［検索］メニュー－ ［検索結果］

- フィルタに適合し、選択した日時に も近い録画が先頭に表示されます。
- 上下の矢印キーを使用してリスト内を移動します。 選択した録画はプレビューウィンドウに表

示されます。

- 選択した録画を全画面で再生するには、［全画面］をクリックするか、  キーを押します。

- ESC  キーを押すと、［検索］メニューに戻ります。
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5.7 エクスポートとローカル再生

図 5.11 トップメニュー－映像をエクスポート

［エクスポート］メニューにはトップメニューからアクセスします。 このメニューを使用すると、録
画した映像と音声のセグメントを USB ストレージデバイスや記録可能な DVD に書き込むことがで
きます。 ［再生］メニューを使用して、ローカルディスクセット、USB ストレージデバイス、記録
可能な DVD から、録画した映像や音声のセグメントを再生することができます。

5.7.1 エクスポート
メインのエクスポート画面には、接続されているメディアに関する情報と保存する映像セグメント
のリストが表示されます。

図 5.12 ［映像をエクスポート］メニュー

- ［保存先］選択ボックスから記録メディアを選択します。 ［メディアのステータス］には、選
択した記録メディアのステータスが表示されます。［空き領域］には、録画に使用できる容量
が表示されます。
［消去］を選択すると、選択した記録メディアが空の状態になります。

- 保存する映像セグメントのリストが表示されます。
- 映像セグメントをリストに追加するには、［追加］をクリックします。

保存する映像セグメントの開始時刻と終了時刻を入力します。
［OK］をクリックすると、セグメントがリストに追加されます。
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保存するカメラ番号を選択します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されま
す）。

- 別の映像セグメントをリストに追加するには、［追加］をクリックします。
- リスト内の映像セグメントを変更するには、そのセグメントを選択して ［変更］をクリックし

ます。
- 映像セグメントをリストから削除するには、そのセグメントを選択して ［削除］をクリックし

ます。
リストは保存を実行するまで記憶されます。 内蔵ハードディスク上で一部上書きされたか、削除さ
れた映像セグメントは、リストから削除されます。
- ［信頼性チェック］の横にあるチェックボックスをオンにして、保存する前に映像セグメント

の信頼性を確認します。
- ［開始］を選択すると、保存先のデバイスに映像セグメントが書き込まれます。
- ［停止］を選択すると、処理がキャンセルされます。
- 信頼性チェックや書き込み処理が失敗した場合は、［詳細］を選択してエラーレポートを参照

します。
映像セグメントの合計サイズがメモリーデバイスの空き領域より大きい場合は、空き領域に保存で
きるセグメントのみが先頭から順に保存されます。 保存できなかったセグメントは、別のデバイス
に保存できるようにリスト内に残ります。

5.7.2 再生

図 5.13 ［ローカル再生］メニュー

デフォルトでは、ローカルディスクセットを使用して再生操作が実行されます。 このパネルでは、
保存したデータが含まれるローカル接続デバイスを、再生用として選択することができます。 この
機能を使用すると、エクスポートした映像データをユニットでローカルに検証できます。
- ［Current source （現在のソース）］には、再生用に現在選択されているデバイスが表示されま

す。
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- リストからソースファイル名を選択します。
- ［Start Local Playback （ローカル再生の開始）］を選択して、選択したソースから再生します。
ローカル保存再生は、独自形式の保存でのみ機能します。



56 ja | 操作方法 Divar 700 シリーズ

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

5.8 設定

図 5.14 トップメニュー－設定

［設定］メニューにはトップメニューからアクセスします。 ［設定］メニューには 3 つのサブメニ
ューがあります。
- クイックインストール－基本的な設定を指定するためのウィザードが開きます。 詳細について

は、セクション 3 「クイックインストール」を参照してください。
- 詳細設定－すべての設定を指定するためのメニューが開きます。
- モニターの設定－モニターの設定を指定するためのメニューが開きます。

5.8.1 モニターの設定

［モニターの設定］サブメニューには、モニター A （およびハイブリッドモデルのモニター B）の設
定が表示されます。

表示オプション
［背景の透過］を選択すると、メニューの背景のカメラ映像が透過表示されます。 
分割画面の境界線の色を選択します （黒、白、灰色）。
［Click to open menus （クリックしてメニューを開く）］ボックスをオンにした場合は、画面メニュ
ーを開く際にモニター A の上または下の部分をクリックする必要があります。 このボックスをオフ
のままにした場合は、モニター A の上または下の部分にカーソルを移動するとメニューが開きま
す。

マルチスクリーン
表示するマルチスクリーンを選択します。
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シーケンス

図 5.15 ［モニターの設定］メニュー－シーケンス

［シーケンス移行時間］フィールドで、次のカメラの映像に移るまでの時間 （1 ～ 60 秒）を選択し
ます。 
［追加］ボタンを使用して、カメラ入力やマルチスクリーンビューをシーケンスリストに移動しま
す。 ［上へ移動］または ［下へ移動］ボタンを使用して、シーケンスリストのカメラ入力の順序を
変更できます。 ［削除］を使用すると、シーケンスリストから項目を 1 つずつ削除できます。 ［消
去］を使用すると、シーケンスリストからすべての項目を消去できます。

注意：
HD カメラがシーケンスリストに含まれている場合、シーケンスの間には表示されません。これは、
HD カメラの表示がローカルユーザーインターフェースでサポートされていないためです。
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イベント表示

図 5.16 ［モニターの設定］メニュー－イベント表示

モニター A とモニター B でのイベントの表示方法を選択します。

［接点入力イベント］、［動体検出イベント］、［Text events （テキストイベント）］、［映像断アラ
ーム］ボックスなどをオンにすると、これらのイベントが画面に表示されます。
［表示時間］フィールドで、これらのイベントの表示時間を設定します （アラーム以外のイベント
のみ）。

イベントのリストに表示する行数と、アラームイベントのみを表示するかどうかを入力します。

ライブモードと再生モードの場合は、分割画面でのアイコン表示 （常時、アラーム時のみ、表示し
ない）を選択します。
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テキスト表示

図 5.17 ［モニターの設定］メニュー－テキスト表示

モニター A とモニター B でのテキストイベントの表示方法を選択します。
- モニターにテキストデータを重ねて表示するには、［Show text data （テキストデータの表

示）］を有効にします。
- テキストの位置を選択します。
- テキストイベントの表示時間を設定します。
- テキストの前景色を選択します。
- テキストの背景色を選択します。
- 必要なフォントサイズを選択します。
- 画面のフォントスペースを等幅にするか自動調整にするか選択します。
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5.9 システム情報

図 5.18 トップメニュー－システム情報

［システム情報］メニューにはトップメニューからアクセスします。 ［システム情報］メニューに
は 2 つのサブメニューがあります。
- ステータス－ステータス情報を確認するためのメニューが開きます。
- ログ表示－システムログを参照するためのメニューが開きます。

5.9.1 ステータス

［ステータス］サブメニューには、ステータス情報を表示する 5 つのタブがあります。

バージョン情報
［バージョン情報］タブには、修理時に使用するインストール済みのファームウェアバージョン、シ
リアル番号、その他のバージョン関連の情報が表示されます。

ストレージのステータス
［ストレージのステータス］タブには、ディスク容量と保存されている内容に関する情報が表示され
ます。
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図 5.19 ［ステータス］メニュー－ストレージのステータス

- 初の録画－ディスク上の 初の （ も古い）録画の日付と時刻が表示されます。
- 後の録画－ディスク上の 後の （ も新しい）録画の日付と時刻が表示されます。
- ディスク容量合計－インストール済みハードディスクの合計容量が表示されます。
- RAID ステータス－ディスクが RAID アレイとして使用されている場合は、［有効］と表示され

ます。
- 保存期間 ( 上書きされるまでの概算 ) －上書きされるまでの概算時間が表示されます。
- 信頼性チェック ... －クリックすると、録画した音声と映像の信頼性を確認できます。
- アクティブなディスクセットのディスク：

- このリストには、アクティブなディスクセットで録画に使用できる内蔵ディスクや iSCSI
アレイ上の LUN が表示されます。

- 現在録画が実行またはスケジュールされているディスクや LUN は、赤い点付きで表示さ
れます。 ディスクセット内の、録画に使用できるその他のディスクや LUN には、緑色の
点マークが付きます。 
RAID がアクティブな場合は、4 台のローカルドライブすべてに赤い点が表示されます。 
RAID がアクティブな場合は、iSCSI LUN を録画に使用することはできません。

- 複数のディスクセットが検出された場合は、ブート時にアクティブなディスクセットが選
択されます。 アクティブなディスクセットは、［ストレージ］の設定ページで変更するこ
ともできます。

映像信号
［映像信号］タブには、システムの映像モード （PAL または NTSC）と映像入力のステータスが表
示されます。

録画ステータス
現在アクティブなプロファイル－現在のプロファイルが表示されます。
アラーム録画の入力－アラーム録画モードの入力が表示されます。
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動体検出録画の入力－動体検出録画モードの入力が表示されます。
現在の録画ステータス－各入力の映像および音声の記録モードとステータスが表示されます。

センサー
実際の温度と電圧センサーの値が表示されます。 温度レベルが標準範囲外になると、値が黄色で表
示されます。 この場合は、周囲温度が推奨仕様の範囲内に保たれ、適切な換気が確保されているこ
とを確認してください。 温度が危険レベルに達すると、レコーダーが自動的にシャットダウンされ
ます。 レコーダーを再起動するには、電源コードを外して 30 秒以上待機してから、電源コードを再
び接続します。

表 5.1 温度センサー

表 5.2 電源レベル

センサー名 下限 上限

プロセッサー 5°C/41°F 100 ℃ /212 ℉
吸気 5°C/41°F 45 ℃ /113 ℉
排気 5 ℃ 55 ℃ /131 ℉

ハードディスク #1 5 ℃ 55 ℃
ハードディスク #2 5 ℃ 55 ℃
ハードディスク #3 5 ℃ 55 ℃
ハードディスク #4 5 ℃ 55 ℃

電圧レベル 下限 上限
12V 10.8V 13.2 V
12V 4.7 V 5.3 V
12V 3.1 V 3.5 V
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5.9.2 ログ表示

［ログ表示］メニューは、システムイベントの履歴をフィルターで絞り込んで表示するために使用し
ます。

ログ検索フィルター
さまざまなフィルタ条件を設定して、指定した期間でさまざまなシステムイベントを検索します。

図 5.20 ［ログ表示］メニュー－ログ検索フィルター

- 開始時刻と終了時刻を入力します。
- 表示するシステムイベントを選択します。
- ログの内容－閲覧可能な 初と 後のログコンテンツが表示されます。
- 表示－結果が表示されます。

ログ検索の結果
さまざまなシステムイベントの日付、時刻、およびイベントタイプが表示されます。 映像がある場
合は、選択したイベントの映像プレビュー画面が表示されます。
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5.10 イベントの操作
レコーダーの動作は、さまざまなイベントタイプによって変化します。 次のようなイベントが動作
の変化の原因となります。
- レコーダーに適用された接点入力信号
- カメラ信号の動体検出
- いずれかのカメラの映像断
- レコーダー自体の内部アラーム （ディスク障害、温度アラームなど） 
- ユニットに送信され、1 台以上のカメラで記録される文字列
レコーダーがイベントにどのように対応するかは、プログラムによって異なります。
レコーダーの動作に影響を与えるイベントもあり、アラームの場合は、ユーザーによる対応が必要
になることもあります。

バックグラウンドイベント
イベントによって、ユーザーが気付かないバックグラウンドタスクが変更される場合があります。 
ユーザーが気付かないレコーダーの動作としては、録画速度の変更、出力リレーの有効化、イベン
トログの生成などがあります。 また、イベントの発生時に録画するように設定したり、ユーザーの
操作なしでカメラ映像のモニターへの表示方法を変更することもできます。

5.10.1 アラーム
アラームが発生すると、レコーダーは次のように反応します。
- 警告音が鳴ります。
- ステータスメッセージが表示されます。
- アラームアイコンが表示されます。
- 分割画面の境界線が赤色に変わります。

- アラーム  インジケーター、動体検出  インジケーター、または映像断  インジケー
ターが点滅します。

-  キーのインジケーターが点滅します。
- 出力リレーがアクティブになります。
- モニターのビューモードが変化します。
- 制御可能なカメラは所定の位置に移動する場合があります。
- 録画動作が変化します。
- 指定したプロファイルによってレコーダーの動作が変化します。

アラームの確認

確認キー  を押してアラームを確認するか、マウスでオンスクリーンボタンパネルの  
をクリックします。

- 警告音が停止します。

- アラーム表示が消え、  インジケーターが消灯します。
- アラームの状態メッセージが消えます。
- 後に使用していたビューモードが復元されます。

アラームアイコンは、アラームの原因となった入力がアクティブになるまで消えません。
アラームを確認しないまま放置すると、指定した継続時間後に警告音は停止しますが、アラームの
確認操作は解除されません。

自動確認を有効にすると、アラーム継続時間の経過後に、警告音とアラーム  および  
インジケーターが解除されます。
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5.10.2 接点入力
接点入力によってアラームが発生した場合
- モニター A とモニター B （ハイブリッドモデルのみ）にあらかじめ選択されたカメラグループ

が表示されます。
- モニター A：表示されている分割画面の境界線が赤色になります。 対応する分割画面にアラー

ムアイコンが表示されます。 アラームの状態メッセージが表示されます。

- アラームの警告音が鳴ります。 アラーム  および  インジケーターが点滅しま
す。

- 制御可能なカメラは所定の位置に移動する場合があります。

5.10.3 動体検出イベント
動体検出信号によってアラームが発生した場合
- モニター A とモニター B （ハイブリッドモデルのみ）の画面が動体検出イベントの表示に変わ

ります。
- 対応する分割画面に動体検出アイコンが表示されます。 アラームの状態メッセージが表示され

ます。

- フロントパネルの動体検出  インジケーターが点滅します。

5.10.4 テキストイベント
動体検出信号によってアラームが発生した場合
- モニター A とモニター B （ハイブリッドモデルのみ）の画面がテキストイベントの表示に変わ

ります。
- テキストイベントアイコン （黄色）またはテキストアラームアイコン （赤）が対応する分割画

面に表示されます。 アラームの状態メッセージが表示されます。

5.10.5 映像断アラーム
映像断信号によってアラームが発生した場合
モニター A またはモニター B （ハイブリッドモデルのみ）で映像断信号を表示するように設定でき
ます。
- モニターのいずれかまたは両方をマルチスクリーンビューに切り替えることができます。 途切

れたカメラ信号は、映像断メッセージとともに黒い分割画面として表示されます。 モニター A
で、映像断が発生した分割場面の境界線が赤色になります。 アラームの状態メッセージが表示
されます。

- アラームの警告音が鳴ります。

- 映像断  および  インジケーターが点滅します。

映像断アラームの確認

確認キー  を押して、映像断アラームを確認します。
- 警告音が停止します。

- 映像断  および  インジケーターが消灯します。
- アラームの状態メッセージが消えます。
- 後に使用していたビューモードが復元されます。

映像断が発生した分割画面を表示できる場合は、映像がなくなるまで、黒い分割画面と映像断メッ
セージが表示されます。
アラームを確認しないまま放置すると、指定した継続時間後に警告音は停止しますが、アラームの
確認操作は解除されません。



66 ja | 操作方法 Divar 700 シリーズ

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

自動確認を有効にすると、アラーム継続時間の経過後に、警告音と映像断  および  
インジケーターが解除されます。
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6 詳細設定
トップメニューの ［設定］メニュー項目から、レコーダーの設定に使用するすべてのパラメーター
にアクセスします。 多くのパラメーターが用意されているため、さまざまな機能を自由にプログラ
ミングすることができます。 ［設定］メニューにアクセスするには、管理者権限が必要です。
詳細設定メニューには、トップメニューの ［設定］メニュー項目からアクセスできます。詳細設定
メニューを使用することで、レコーダーで設定可能なすべての項目を調整できます。 

このメニューでは、12 種類のメインメニューグループが画面の左側に一覧表示されます。 各グルー
プの 上段にはタブが表示され、このタブから値や機能を選択して変更するためのページにアクセ
スできます。

左側のタブ 上部のタブ
地域と言語 言語

時刻／日付
タイムサーバー

映像と音声 チャンネル 1 ～ 32 （モデルにより異なります）
全般
コントロール

スケジュール スケジュール
例外

録画 プロファイル 1 ～ 6
チャンネル 1 ～ 32 （モデルにより異なります）
－通常
－接点入力
－動体検出
－テキスト

接点入力 接点入力 NC
リレー出力 NC

動体検出 チャンネル 1 ～ 8 （または 1 ～ 16。モデルにより異なります）
テキストデータ ブリッジ

ダイレクト IP
イベント プロファイル 1 ～ 6

－全般
－接点入力
－動体検出
－テキスト
－映像断

ネットワーク セットアップ
IP アドレス範囲
モニターストリーミング
SNMP

ストレージ ディスクセット
ディスク
サービス
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6.1 地域と言語
6.1.1 言語

図 6.1 ［設定］メニュー－地域と言語－言語

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

ユーザー 全般
管理者
ユーザー 1 ～ 7

システム サービス
KBD
シリアルポート
ライセンス
ログ作成

左側のタブ 上部のタブ
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6.1.2 時刻／日付

図 6.2 ［設定］メニュー－地域と言語－時刻／日付

- ［タイムゾーン］をリストから選択します （夏時間は自動的に調整されます）。
- 時刻の形式を ［24 時間表示］から選択します。
- ［時刻］に実際の時刻を入力します。
- ［日付の形式］で、月 （MM）、日 （DD）、年 （YYYY）の表示順序を選択します。
- ［日付］に実際の日付を入力します。
- ［夏時間］を ［自動］に設定して有効にします。 タイムゾーンに関連付けられている情報と異

なる場合は、［手動］に設定し、［開始時刻］および ［終了時刻］、［補正時間］を入力しま
す。

注意：
時刻同期によってレコーダーの時刻が 10 分未満内で戻される場合は、レコーダーの時計の速度が低
下します。 録画は継続されますが、レコーダーの 1 秒ごとの保存フレーム数が増えます。 レコーダ
ーの速度は進んだ分数に応じて低下し、通常の時計のペースに戻ります。 
速度が低下した時計で録画された映像を再生すると、再生速度も遅くなります。

時刻同期によってレコーダーの時刻が 10 分以上前に設定された場合は、録画が一時停止されます。 
実際の時刻が 後の録画タイムスタンプに到達するまで、レコーダーの時計が停止します。 この状
態では、アラームを受け入れるまでアラームメッセージが表示されます。 レコーダーの時刻が 新
の録画のタイムスタンプに到達すると、時計が再び通常のペースで進むようになり、通常の録画動
作が再開されます。 
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レコーダーの時計を 10 分より前に戻したいが、録画をすぐ再開したい場合は、すべての録画を手動
で削除するか、レコーダーの時刻を 新の録画時刻より前に設定する必要があります。

6.1.3 タイムサーバー

図 6.3 ［設定］メニュー－地域と言語－タイムサーバー

- ［タイムサーバーを使用］を有効にすると、本機の時刻がネットワークサーバーや他の Divar 本
機と同期されます。 ネットワークタイムサーバーの IP アドレスを入力します。 同じサブネット
上にタイムサーバーが存在しない場合、外部ネットワーク上の適合するタイムサーバーが自動
検索されます。 タイムサーバーを検索できるように、Divar のゲートウェイが正しく設定されて
いることを確認してください。 ファイアウォールによって、ポート 123 番を通る NTP トラフ
ィックが遮断されないようにしてください。

- ［同期］をクリックすると、時刻の同期が開始されます。
4 日ごとに実行される自動時刻同期機能では、10 分以上の時刻補正は行われません （セクション
6.1.2 「時刻／日付」の 「注意」を参照してください）。
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6.2 映像と音声
このメニューは、映像と音声の入力を設定するために使用します。
DHR 730 モデルでは、1 ～ 8 のタブはアナログカメラ用です。 それより後のタブはネットワークカ
メラ用です。 
DHR 750 モデルでは、1 ～ 16 のタブはアナログカメラ用です。 それより後のタブはネットワークカ
メラ用です。 
DNR 730 モデルでは、1 ～ 16 のタブはネットワークカメラ用です。 
DNR 750 モデルでは、1 ～ 32 のタブはネットワークカメラ用です。 
拡張メモリ搭載モデル （リビジョン B モデル）では、ビットレートタブがカメラ番号タブの後にあ
ります。

6.2.1 アナログチャンネル
メニューの 上段にあるタブ 1 ～ 8 またはタブ 1 ～ 16 に、デジタルハイブリッドレコーダーの各ア
ナログ入力の設定が表示されます。

図 6.4 ［設定］メニュー－ ［映像と音声］－ ［アナログカメラ］

アナログカメラごとに、［全般］タブと ［制御］タブを使用できます。

［全般］タブ
- 選択した入力の名前を入力します。 名前は 16 文字以内で入力します。
- ［映像入力を有効にする］の設定で、映像および対応する音声入力を有効 （デフォルト）また

は無効にします。
- オートコントラスト－映像入力のコントラストの自動調整を有効にします。
- コントラスト－ ［オートコントラスト］を無効にしたときに、スライダーを使用して手動で設

定できます。
- 音声ソースを接続したときに音声入力を有効にします。
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- ［レベル］メーターは、音声入力信号の強度を示します。
- ［ゲイン調整］スライダーを使用して、入力感度を調整します。

［制御］タブ
- 制御可能なカメラが接続されたときに PTZ を有効にします。 デフォルトでは、PTZ は無効で

す。
- PTZ バス上のプロトコルとデバイスアドレスを選択します。 （PTZ コマンドは RS485 と二相

バス経由で同時に転送されます。 各カメラは、0 より大きい一意のアドレスを持つ必要があり
ます。）

6.2.2 IP チャンネル
各カメラでは、［全般］タブと ［制御］タブを使用できます。

注意：
IP ストリーミングは、1 台の Divar レコーダーの 1 つのチャンネルにのみ接続する必要があります。 
IP デバイスの設定に影響する他のデバイスには接続しないようにします。

図 6.5 ［設定］メニュー－ ［映像と音声］－ ［ネットワークカメラ］

ネットワークカメラ
IP 接続の設定が完了している場合は、IP アドレス、入力タイプ、ストリーミング番号が表示されま
す。 接続がすでに確立されている場合は、映像のプレビューが表示されます。
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手動セットアップ

図 6.6 ［設定］メニュー－ ［映像と音声］－ ［IP camera manual setup （ネットワークカメラの手動セットアッ

プ）］

1. ［手動セットアップ ...］をクリックして、ネットワークカメラ接続の設定や変更を行います。
- IP アドレス－ネットワークカメラの IP アドレスを入力します。
- ［入力］－カメラかシングルチャンネルエンコーダーの場合は、［カメラ］を選択します。 

マルチチャンネルエンコーダーの場合は、［映像ライン 1 ～ 4］を選択します。
- ストリーミング－ストリーミング番号を入力します。
- ［エンコーダープロファイル］－ IP デバイスのエンコーダープロファイルを表示します。
- ユーザー名／パスワード－ユーザー名と、必要に応じてパスワードを入力します。

2. ［OK］をクリックして設定を確定します。
数秒後に接続が正常に確立されると、映像のプレビューが表示されます。
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自動検出

図 6.7 ［設定］メニュー－ ［映像と音声］－ ［ネットワークカメラ］－ ［自動検出］

［自動検出 ...］をクリックして、検出されたネットワークカメラを選択したチャンネルに割り当てま
す。 ［設定 ...］を選択して、選択したカメラの IP パラメーターを変更します。

入力名
選択した入力の名前を入力します。 名前は 16 文字以内で入力します。

映像入力を有効にする
この設定により、映像入力を有効 （デフォルト）または無効にします。

カメラの解像度
接続されているネットワークカメラで使用できる解像度に合う解像度のセットを選択します。

ローカルモニターでの SD 表示を有効にする
この設定をオンにすると、カメラからの映像ストリームは、ユニットがローカルにデコードおよび
表示できるストリームに限定されます。 オフにすると、このネットワークカメラからの映像は録画
されますが、ローカルでは表示されません。

［制御］タブ
- リモート制御されるカメラが接続されている場合に、パン／チルト／ズームを有効にします。 

デフォルトでは、PTZ は無効です。
- エンコーダーに接続されているカメラの PTZ プロトコルに必要なプロトコルおよび通信パラメ

ーターを選択します。
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6.2.3 ［ビットレート］タブ
IP チャンネル対応ユニットには、全体で使用可能な IP 帯域幅を個々のカメラに割り当てるための
［ビットレート］タブがあります。 8 または 16 の IP チャンネルに対応した DHR モデルの場合、ネ
ットワークカメラからの映像ストリーム用に、合計で 36Mbit/s の帯域幅を使用できます。 DNR レコ
ーダーモデルでは、合計で 72Mbit/s の帯域幅を使用できます。

図 6.8 ［設定］メニュー－ ［映像と音声］－ ［ビットレート］タブ

［ビットレート］タブには、すべての IP チャンネルが制約なしビットレート、上限ビットレート、
およびステータスと一緒に表示されます。

制約なしビットレートとは、すべての録画プロファイルの解像度、フレームレート、および品質を
大に設定した場合の、カメラの 大ビットレートです。

上限ビットレートとは、このカメラで可能な 大ビットレートです。 この値は、次の方法で変更で
きます。
1. チャンネルをクリックします。
2. ［Bitrate ceiling on channel xx （チャンネル xx のビットレート上限）］リストボックスで値を選

択します。 

［ステータス］列が表示されます。 
- 解像度、フレームレート、品質の設定が適切であり、いずれのプロファイルにも制限を適用し

ない場合は、［OK］を選択します。
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- 録画パネルのプロファイルの解像度、フレームレート、品質の設定に基づく計算結果よりもカ
メラの上限値が小さい場合は、［Capped to Ceiling （上限値に制限）］を選択します。 この結
果、カメラのビットレートが録画プロファイルで設定した値より小さくなります。

- ビットレートの制限により、カメラが映像データをストリーミングできない場合は、［No 
Bitstream （ビットストリームなし）］を選択します。

必要な帯域幅の合計が使用できる帯域幅の合計を超えた場合、カメラは番号の大きいネットワーク
カメラから順に、ビットストリームなしの状態になります。 

上限値とユニットで使用できる帯域幅の合計に基づいて、すべてのカメラの必要な帯域幅の合計が
表示されます。 

注意：
サポートされるネットワークカメラとエンコーダーのリストについては、データシートを参照して
ください。
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6.3 スケジュール
6.3.1 動的特性の設定

［スケジュール］メニューでは、本機の主要な機能であるスケジュール運用の設定を行います。 使用
できるプロファイルを計画して設定することで、ソースを有効利用してほとんどの動作状況に対応
することができます。 週間カレンダーでプロファイルを使用してスケジュールを組むことで、特定
の日付や時刻 （週末や夜間など）の録画やイベント動作を変更することができます。 次の図には、
［録画］メニューで定義した 6 種類のプロファイルが表示されています。

図 6.9 ［設定］メニュー－ ［スケジュール］

プロファイルは、グラフィック形式の週間スケジュールで異なる色によって示されます。 スケジュ
ールは、プロファイル番号を選択し、グラフィックスケジュールでアクティブな領域を指定するこ
とで変更できます。

6.3.2 スケジュール
設定
- プロファイルの使用は、1 週間単位のカレンダーで定義されます。 このカレンダーは次の週に

も繰り返し使用されます。
- プロファイルは曜日ごとに 15 分間隔で指定します。
- 除外日を設定することで、特別な日や休日用にプロファイルを変更できます。

1. プロファイル番号を選択します。 選択したプロファイルが強調表示されます。
2. ［プロファイル名の編集］をクリックし、選択したプロファイルの名前を編集します。
3. 下のスケジュールに移動します。 矢印キーおよび入力キー、またはマウスを使用して、アクテ

ィブな領域を指定します。
4. 設定が終わったら、［保存］をクリックして更新されたスケジュールをアクティブにします。
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6.3.3 例外
- スケジュールを上書きする 大 32 件の例外を設定できます。
- 例外を追加するには、［追加］を選択します。 ［日付］、［時刻］、［期間］、および ［プロフ

ァイル］を入力します。
- 例外を編集するには、その例外を選択して ［変更 ...］をクリックします。
- 例外を削除するには、その例外を選択して ［削除］をクリックします。
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6.4 録画
［録画］メニューを使用して、6 種類のプロファイルの録画設定をそれぞれ指定します。

注意：
プロファイルの音声／映像の設定は、リモートライブ表示に使用するストリームにも適用されます。

図 6.10 ［設定］メニュー－ ［録画］－ ［通常］

6 種類のプロファイルの録画動作は、3 つのサブメニューで指定した後、各チャンネルで指定しま
す。
1. プロファイルを選択します。
2. 任意の入力チャンネルを選択し、映像と音声の録画設定を指定します。
3. ［通常］、［接点入力］、または ［動体検出］録画のサブメニューを選択します。

- 通常録画－デフォルトの録画モードです。
- 接点入力録画－接点入力イベントが発生したときにアクティブになります。
- 動体検出録画－動体検出イベントが発生したときにアクティブになります。

6.4.1 通常
次のフィールドの値を設定します。
- 通常録画モード：

- 連続－連続録画します。
- イベントのみ－イベントのみを録画します。
- 録画しない－録画を無効にします。

- イベント発生前の時間：
- 1 ～ 120 秒の範囲で設定します （［イベントのみ］録画に対してのみ適用されます）。 イ

ベントの録画は、イベントの発生よりこの時間分前に開始されます。
- 解像度：
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- アナログカメラの場合、映像の解像度を 4CIF （704×576 ／ 480 PAL ／ NTSC）、2CIF
（704×288 ／ 240 PAL ／ NTSC）、または CIF （352×288 ／ 240 PAL ／ NTSC）に設定
します。

- ネットワークカメラの場合、［映像と音声］／ ［全般］タブの ［Camera resolutions （カ
メラ解像度）］フィールドで選択した解像度から、映像の解像度を設定します。

- 画質：
- 録画品質設定を高、中、または標準に設定します。

- フレームレート：
- 映像のフレームレートを 25/30、12.5/15、6.25/7.5、3.125/3.75、または 1/1 IPS （PAL/

NTSC での 1 秒あたりの画像数）に設定します。 ネットワークカメラの場合、フレームレ
ート値が制限されるため、現在のビットレート値が上限値を超えることはありません。

アナログカメラの場合：
- 録音する：

- オンにすると、音声の録音が有効になります。
- 音質：

- 音質を高、中、または標準に設定します。
ネットワークカメラの場合：
- 現在のビットレートが表示されます。
- ビットレート上限が表示されます。

注意：
映像の圧縮効率を 大限まで高めるために、カメラを正しく設定し、十分な光量を確保してカメラ
ノイズを防いでください。 また、風やその他の影響で揺れないようにカメラをしっかりと固定して
ください。

6.4.2 接点入力
フィールドのパラメーターは ［通常］タブとほとんど同じです。 接点入力録画には、さらに別のフ
ィールドがあります。
- 接点入力録画：

- 指定時間－イベントの開始時から設定した時間だけ録画します。
- イベント発生中および完了後－イベントがアクティブな間は録画を行い、イベントが非ア

クティブになった後も、［録画時間］フィールドで設定した時間だけ録画を続けます。
- イベント発生中－イベントがアクティブな間だけ録画します。
- 録画しない

- 期間を分秒単位で設定します。

6.4.3 テキスト
フィールドのパラメーターは ［通常］タブとほとんど同じです。 テキスト記録には、さらに別のフ
ィールドがあります。
- テキスト記録：

- 指定時間－イベントの開始時から設定した時間だけ記録します。
- 記録しない

- 期間を分秒単位で設定します。

6.4.4 動体検出
フィールドのパラメータは ［通常］タブとほとんど同じです。 動体検出録画には、さらに別のフィ
ールドがあります。
- 動体検出録画：

- 指定時間－イベントの開始時から設定した時間だけ録画します。
- 録画しない

- 期間は、分と秒単位で設定します。
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注意：
［通常］タブで ［イベントのみ］録画を選択すると、イベント発生前の時間は接点入力、動体検出、
およびテキストの記録にも適用されます。

6.4.5 コピー
「録画設定をコピー」の機能を使用すると、すべてのプロファイルとすべてのカメラの録画を簡単に
設定することができます。 コピー機能では、1 つのプロファイル内の内容を別のプロファイルにコピ
ーします。 これらの各プロファイル内のカメラ入力と録画モードを選択できます。
録画設定をコピーするには、次の手順に従います。
1. ［開始］プロファイル内の複数のカメラ入力をコピーする場合は、［複数のカメラをコピー］ボ

ックスをオンにします。 
2. コピー元となるプロファイルの番号を選択します。
3. コピー先となるプロファイルを強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて

選択されます）。
4. コピーするプロファイルのコピー元となるカメラ入力を選択します。
5. コピー先となるカメラ入力を選択します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択さ

れます）。
6. コピーする録画モードのみオンにします （［通常］、［アラーム］、または ［動体検出］）。
7. ［コピー］をクリックします。



82 ja | 詳細設定 Divar 700 シリーズ

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

6.5 接点入力
［接点入力］メニューを使用して、アラーム入力とリレー出力を設定します。

図 6.11 ［設定］メニュー－ ［接点入力］

6.5.1 接点入力
デフォルトでは、すべての接点入力は常開 （NO）です。 必要に応じて、NC 接点として機能させる
接点入力を強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。

注意：
ネットワークカメラがユニットに接続されている場合、ネットワークカメラの物理接点入力 1 は、
同じ番号の物理接点入力と OR （論理和）として扱われます。 この OR された状態は、アラームや
イベントのソースとして使用されます。 たとえば、カメラ 3 がネットワークカメラの場合は、その
接点入力はレコーダーの接点入力番号が 3 の OR 扱いとされます。 レコーダーは、接点 1 以外の接
点入力を無視します。

6.5.2 リレー出力
デフォルトでは、すべてのリレー出力は常開 （NO）です。 必要に応じて、NC 接点として機能させ
るリレー出力を強調表示します。

注意：
ローカルインターフェースでは、IP デバイスでのリレー出力を制御できません。

6.5.3 接点入力のプロパティ
16 個の接点入力には、それぞれ名前とプロファイル上書きモードを割り当てることができます。
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プロファイルの上書き
アラーム入力によって、プロファイルの上書きをアクティブにすることができます。 3 種類のモード
があります。
- 上書きなし （デフォルト）
- イベント発生中：入力がアクティブになっている間は、プロファイルが無効になり、違う動作

を優先させることができます （上書き時間は設定できません）。
- 指定時間：入力がアクティブになるとプロファイルが無効になり、［上書き時間］フィールド

で設定した時間だけ継続されます。
プロファイルの上書きを選択したら、6 種類のプロファイルから、プロファイルの上書きに使用する
プロファイルを選択し、上書き時間を指定します。
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6.6 動体検出
6.6.1 アナログカメラでの動体検出

動体検出機能は、各アナログ映像入力に対応するタブを選択して設定します。

図 6.12 ［設定］メニュー－アナログカメラでの動体

1. プレビューウィンドウの横の ［セルを指定］モードを選択します。
- セルを追加するには、動体検出領域を四角形で描画します。
- セルを削除するには、動体検出領域の四角形を消去します。
- ［すべてのセルを指定］を選択すると、プレビュー領域全体の動体検出をアクティブにす

ることができます。
- ［すべてのセルを消去］を選択すると、プレビュー領域全体の動体検出をクリアにするこ

とができます。
- ［グリッドを表示］ボックスをオンにすると、グリッドの枠線が表示されます。

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

3. ［動体検出インジケーター］には、動きの検出状況がグラフィカルに表示されます。
4. ピークレベルをリセットするには、［インジケーターのクリア］を選択します。

注意：
動体検出をスムーズに実行するためのヒント
- 動体検出領域のサイズによって、領域の感度は変化します。 小さい物体を検出する場合は、動

体検出領域を小さくし （高感度）、大きい物体を検出する場合は、領域を大きくします （低感
度）。
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- カメラ映像のノイズの影響により、特に小さい物体を検出する場合は、動体検出イベントが誤
って生成されることがあります。 ノイズのない映像が得られるように、カメラを正しくセット
アップして、十分な光量を確保してください。

- 風やその他の影響で揺れないようにカメラをしっかりと固定してください。

6.6.2 ネットワークカメラでの動体検出
ネットワークカメラでの動体検出には、2 つの方法があります。
- カメラか
- レコーダーで行います。

図 6.13 ［設定］メニュー－ネットワークカメラでの動体

カメラでの動体検出を有効にするには：
1. ［Motion detection by （動体検出方法）］フィールドに ［カメラ］が表示されるまで、［変更］

ボタンをクリックします。 
- この設定によって、Divar はカメラが検出した動体イベントのみを受信するようになりま

す。
2. カメラのブラウザーインターフェースを使用して動体検出アルゴリズムの種類 （IVA または

Motion+）を選択し、カメラの動体検出機能を設定します。 
IVA と Motion+ の両方のイベントが、動体検出されたイベントとしてレコーダーに報告されます。 
レコーダーは IVA メタデータを記録せず、横断などの IVA 固有のイベントもサポートしていませ
ん。
Divar による動体検出を設定するには： 
1. ［Motion detection by （動体検出方法）］フィールドに ［DVR］が表示されるまで、［変更］ボ

タンをクリックします。 
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2. 描画領域のトリガーレベルを使用して、アナログカメラと同様の方法で DVR 動体検出を設定し
ます。 

カメラ自体の検出機能は使用しません。

注意：
このページでの設定は、［保存］ボタンをクリックした後にのみ有効になります。
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6.7 テキストデータ
6.7.1 ブリッジ

テキストデータを入力するためのブリッジまたはターミナルは、ここで設定します。

図 6.14 ［設定］メニュー－ ［Bridge text data （テキストデータのブリッジ）］

- ポート：ブリッジデバイスのポートを入力します。
- ブリッジの追加：クリックして、ブリッジの IP アドレスを入力します。
- 設定：クリックして、選択したデバイスの設定を変更します。
- 削除：リストからデバイスを選択して ［削除］をクリックすると、そのデバイスが削除されま

す。

注意：
このオプション機能は、ソフトウェアライセンスを取得しないとアクティブにすることができませ
ん。 セクション 6.12.3 のライセンスを参照してください。

6.7.2 ダイレクト IP
テキストデータを入力するためのダイレクト IP ソケットは、ここで設定します。
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図 6.15 ［設定］メニュー－ ［DirectIP text data （ダイレクト IP のテキストデータ）］

ダイレクト IP を使用すると、外部システムが Divar ユニットにテキストデータを送信して、1 台以
上のカメラと記録することができます。

［追加］をクリックしてテキストデータを送信する新しいソースシステムを定義します。
1. 外部システムからのデータを受け入れるには、テキストデータか 0.0.0.0 を送信する外部システ

ムのソース IP アドレスを入力します。
2. TCP ポート 7100 ～ 7131 のうち 1 つを選択します。このポートでテキストデータを受信状態

（Listen）にします。
3. ソースシステムが使用するコードページを選択して、文字をエンコードします。
4. テキストデータを保存するカメラを選択します。

リスト内のエントリーをクリックして ［設定］を選択し、特定のテキストソースシステムの設定デ
ータを確認して更新します。

リスト内のエントリーをクリックして ［削除］を選択し、選択したテキストソースシステムをリス
トから削除します。

テキストソースシステムからのテキストデータは、複数台のカメラと記録できます。 ???? を使用し
て同じソースシステムの IP アドレスとコードページを、別の宛先ポートと割り当てられたカメラに
関連付けます。 同様に、［追加］を使用して複数のテキストソースシステムを同じカメラに関連付け
ます。
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6.8 イベント
［イベント］メニューを使用して、アクティブな接点入力、動体検出、または映像断に対する動作を
指定できます。 イベントの通常の動作もこのメニューで設定します。 6 種類のプロファイルに、それ
ぞれ ［全般］、［接点入力］、［動体検出］、［テキスト］、および ［映像断］タブがあります。

図 6.16 ［設定］メニュー－ ［イベント］－ ［全般］

6.8.1 全般
アラームの自動確認
- アラームを自動的に確認する場合にオンにします。 デフォルトでは、アラームは手動で確認す

る必要があります。

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

アラーム発生時に警告音
- アラームの発生時に警告音を鳴らします。

映像断発生時に警告音
- 映像断の発生時に警告音を鳴らします。

このプロファイル入力時のアクション
［編集 ...］をクリックし、このプロファイルが開始されたときの PTZ カメラの登録ポジションを指
定します。 
- 各 PTZ カメラの登録ポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （対応するカメラ入力

の PTZ を有効にする必要があります）。
設定したすべてのアクションがリストに表示されます。 
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6.8.2 接点入力
イベント動作は、16 個の入力接点ごとに順に設定できます。
- 接点入力によってイベントをアクティブにする場合は、［有効］ボックスをオンにします。
- 接点入力によってアラームをアクティブにする場合は、［アラーム］ボックスをオンにします。

アクション
［編集 ...］をクリックし、この接点がアクティブになったときに実行する ［録画］、［モニター］、
［PTZ］アクションを設定します。 
- 録画：この入力接点がアクティブになったときに接点入力録画設定で録画する映像チャンネル

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

- モニター：この入力接点がアクティブになったときにモニター A およびモニター B に表示する
映像チャンネルを強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されま
す）。

- PTZ：各 PTZ カメラの登録ポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （該当するカメラ
入力で PTZ を有効にする必要があります）。

設定したアクションがリストに表示されます。 

6.8.3 動体検出
動体検出のイベント動作は、映像チャンネルごとに順に設定できます。
- 動体検出によってイベントをアクティブにする場合は、［有効］ボックスをオンにします。
- 動体検出によってアラームをアクティブにする場合は、［アラーム］ボックスをオンにします。

アクション
［編集 ...］をクリックし、動体が検出されたときに実行する ［録画］、［モニター］、［PTZ］アク
ションを設定します。 
- 録画：動体が検出されたときに動体検出録画設定で録画する映像チャンネルを強調表示します

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

- モニター：動体が検出されたときにモニター A およびモニター B に表示する映像チャンネルを
強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。

- PTZ：各 PTZ カメラの登録ポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （該当するカメラ
入力で PTZ を有効にする必要があります）。

設定したアクションがリストに表示されます。 

6.8.4 テキスト
テキストのイベント動作は、映像チャンネルごとに順に設定できます。
- テキストによってイベントをアクティブにする場合は、［有効］ボックスをオンにします。
- テキストによってアラームをアクティブにする場合は、［アラーム］ボックスをオンにします。

アクション
［編集 ...］をクリックし、テキストが検出されたときに実行する ［録画］、［モニター］、［PTZ］
アクションを設定します 
- 録画：テキストが検出されたときにテキスト記録設定で録画する映像チャンネルを強調表示し

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

- モニター：テキストが検出されたときにモニター A およびモニター B に表示する映像チャンネ
ルを強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択されます）。

- PTZ：各 PTZ カメラの登録ポジション番号を 1-1023 の範囲から入力します （該当するカメラ
入力で PTZ を有効にする必要があります）。

設定したすべてのアクションがリストに表示されます。 
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6.8.5 映像断
映像断信号のイベント動作は、映像チャンネルごとに順に設定できます。
- 映像断でイベントをアクティブにする場合は、各映像チャンネルで ［有効］ボックスをオンに

します。

6.8.6 コピー
イベントの設定をコピーの機能を使用すると、すべてのプロファイルとすべてのカメラの膨大な数
のイベントを簡単に設定することができます。 コピー機能では、1 つのプロファイルの内容を別のプ
ロファイルにコピーします。 これらの各プロファイル内のカメラ入力とアクションの種類を選択で
きます。
イベント設定をコピーするには、次の手順に従います。
1. ［開始］プロファイル内の複数のカメラ入力をコピーする場合は、［複数のカメラをコピー］ボ

ックスをオンにします。
2. コピー元となるプロファイルの番号を選択します。
3. コピー先となるプロファイルを強調表示します （番号のないボックスをオンにすると、すべて

選択されます）。
4. コピーするプロファイルのコピー元となるカメラ入力を選択します。
5. コピー先となるカメラ入力を選択します （番号のないボックスをオンにすると、すべて選択さ

れます）。
6. コピーするアクションのみオンにします （［全般］、［接点入力］、［動体検出］、または ［映

像断］）。
7. ［コピー］をクリックします。
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6.9 ネットワーク
6.9.1 ［セットアップ］－ ［全般］

図 6.17 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク ] － ［セットアップ］－ ［全般］

- ネットワーク内で使用する一意のレコーダー名を入力します。
- ［自動検出］をオンにすると、レコーダーを自動的に検出して、IP アドレスを読み込むことが

できます。
- 必要に応じて、デフォルトの ［HTTP ポート］（80）を新しい値に変更します。
- ［リモートストリーミングの制限］ — 0 ～ 1,000Mbps の値を入力して、すべての BVC ワー

クステーションの組み合わせで使用できるストリーミング音声／映像のネットワークの帯域幅
を制限します。
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6.9.2 セットアップ－接続 1

図 6.18 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］－ ［セットアップ］－ ［接続 1］

プライマリイーサネットポートのネットワークパラメーターを設定します。
- ［DHCP］をオンにすると、ネットワーク DHCP サーバーによって IP アドレス、サブネットマ

スク、デフォルトゲートウェイが自動的に割り当てられます。 これらのフィールドには実際の
値が表示されます。

- ［DHCP］をオフにした場合は、［IP アドレス］、［サブネットマスク］、［デフォルトゲートウ
ェイ］のアドレスを入力します。

- ［自動 DNS アドレス］をオフにした場合は、DNS サーバーのアドレスを入力します。
- ［MAC アドレス］は読み込み専用で、イーサネットアダプターの MAC アドレスが表示されま

す。
- ［接続］には、物理ネットワーク接続のステータスが表示されます。 
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6.9.3 セットアップ－接続 2

図 6.19 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］－ ［セットアップ］－ ［接続］

セカンダリイーサネットポートのネットワークパラメーターを設定します。
- ［DHCP］をオンにすると、ネットワーク DHCP サーバーによって IP アドレス、サブネットマ

スク、デフォルトゲートウェイが自動的に割り当てられます。 これらのフィールドには実際の
値が表示されます。

- DHCP が無効の場合は、［IP アドレス］と ［サブネットマスク］を入力します。
- ［MAC アドレス］は読み込み専用で、イーサネットアダプターの MAC アドレスが表示されま

す。
- ［接続］には、物理ネットワーク接続のステータスが表示されます。 
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6.9.4 IP アドレス範囲

図 6.20 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］－ ［IP アドレス範囲］

- 8 桁の IP アドレス範囲を入力してアクセスを許可します。
- 開始アドレスと終了アドレスに同じアドレスを入力すると、単一の IP アドレスを指定できま

す。 開始アドレスと終了アドレスに異なるアドレスを入力すると、IP アドレス範囲を指定でき
ます。

指定した範囲内の IP アドレスを持ち、Bosch Video Client または Configuration Tool がインストール
されたワークステーションだけが、本機にアクセスすることができます。

6.9.5 モニターストリーミング
ハイブリッドモデルでのみ使用できるリモートモニターストリーミング機能を使用すると、1 つまた
は複数のアナログ映像入力を介して、モニター出力 A ／モニター出力 B をリモートストリーミング
することができます。 この機能を使用する主な利点は、1 つの映像ストリームを使用するだけでマル
チスクリーン映像をリモート視聴できるということです。つまり、限られたネットワーク帯域幅と
コンピューターリソースしか必要としません。
アナログ映像入力は、それぞれ次のように設定できます。
- カメラ入力 （デフォルト）。
- ストリーミング出力 A （入力はモニター出力 A のストリーミングに使用されます）。
- ストリーミング出力 B （入力はモニター出力 B のストリーミングに使用されます）。

注意：
モニターストリーミングに使用するチャンネルの録画は ［録画］タブで無効にしてください。
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図 6.21 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］－ ［モニターストリーミング］
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6.9.6 SNMP

図 6.22 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］－ ［SNMP］

SNMP
- SNMP をアクティブにするには、［SNMP］を有効にします。
- ［コミュニティ］－ SNMP 認証文字列を入力します。
- ［System contact （システムの接点）］－管理者の接点のデータを入力します。
- ［システム記述］－録画システムについて記述します。
- ［System location （システムの場所）］－システムの場所を入力します。
- ［Enable white list host （ホワイトリストホストを有効にする）］－本ユニットの SNMP 機能へ

のアクセスを許可されている IP アドレスを持つホストをアクティブにするためのチェックボッ
クスです。

- ［ホスト］－ホワイトリストホストの IP アドレスを追加または削除します。
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トラップ

図 6.23 ［設定］メニュー－ ［ネットワーク］- ［SNMP］- ［トラップ］

- ［トラップ］を有効にしてトラップを送信できるようにします。
- 次のトラップから、送信するトラップを選択します。コールドブート、温度アラーム、電源ア

ラーム、映像断イベント、HDD アラーム、テキストブリッジ接続断アラーム
- ［ホスト］－トラップの送信先のホスト IP アドレスを追加または削除します。
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6.10 ストレージ
［ストレージ］メニューから、ハードディスクと iSCSI ストレージ LUN の情報にアクセスできま
す。

図 6.24 ［設定］メニュー－ ［ストレージ］－ ［ディスクセット］

6.10.1 ディスクセット
ディスクセットは、1 台以上のディスクドライブや iSCSI LUN から構成されます。 通常は、特定の
レコーダーユニットに関連付けられます。 レコーダーユニットがこのようなディスクセットを複数
認識する場合がありますが、アクティブなディスクセットは 1 つだけです。 

アクティブなディスクセットの選択
システムブートの際に複数のディスクセットが検出されると、ユーザーはアクティブなディスクセ
ットを選択するよう求められます。 使用するディスクセットをクリックし、オプションで読み取り
専用ボックスをオンにして、ディスクセットに録画されないようにします。 ［OK］をクリックして
通常の操作を開始します。
このパネルでタイマーを期限切れにすると、ユニット内の 後に録画に使用したディスクセットが
書き込みモードで使用するアクティブなディスクセットになります。 アクティブなディスクセット
を選択すると、その他のディスクセットは無視されます。 このようなその他のディスクセットに属
するドライブを、アクティブなディスクセットに追加することができます。 この場合、ドライブ上
の映像は失われます。

［アクティブなディスクセットのプロパティ］の設定は、アクティブなハードディスク全体に適用さ
れます。
- ［セット内のディスク］には、使用されているハードディスクが表示されます。
- ［ディスクセットを書き込み保護］は、ディスクセットが読み取り専用になっているかどうか

を示します。 ???? をクリックすると、別のモードに切り替えることができます。
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- ［RAID］（Redundant Array of Independent Disks）をオンにすると、録画されたコンテンツの
信頼性を高めるための冗長ストレージ構成 （RAID 4）がアクティブになります。 RAID 機能を
アクティブにするには、4 台のハードディスクをインストールした上で、RAID ライセンスのア
クティベーションを行う必要があります。 RAID 4 をアクティブにした場合、映像の録画に使用
できるストレージ容量は、セット内の 小ディスクサイズの 3 倍になります。 4 台目のディス
クはパリティ情報用に使用されます。 
4 台のディスクのいずれかが故障しても、データは失われません。 RAID 4 による保護は無効に
なりますが、録画は 3 台のディスクで継続されます。 故障したディスクを交換すると、通常の
動作を継続したまま、新しいディスクでデータが再構築されます （通常、このプロセスには約
24 時間かかります）。

- 上書きされるまでの日数－ディスクセットがいっぱいなると、一番古い映像が自動的に上書き
されます。 必要に応じて、ディスクセットがいっぱいになる前に強制的に上書きすることもで
きます （法律上の規定に従う場合など）。

- ディスクセットの合計容量はギガバイト （GB）単位で表示されます。

6.10.2 ディスク

図 6.25 ［設定］メニュー－ ［ストレージ］－ ［ディスク］－ ［使用中］

使用中
アクティブなディスクセットで使用中のディスクのプロパティを表示します。
- 各ディスクの容量がギガバイト （GB）単位で表示されます。
- アクティブなディスクセットからディスクを削除するには、［削除］をクリックします。
- リストから個々のハードディスクをクリックして選択します。

- ［プロパティ］をクリックすると、選択したディスクのステータスが表示されます。
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図 6.26 ［設定］メニュー－ ［ストレージ］－ ［ディスク］－ ［すべて］

すべてのディスク
使用可能なすべてのディスクがリストに表示されます。 
- ［内蔵ディスク］を選択すると、装着されている内蔵ディスクのリストと、その容量がギガバ

イト （GB）単位で表示されます。
- iSCSI ディスクの場所も表示されます。 リストに場所を追加または削除するには、［場所を追

加］または ［場所を削除］をクリックします。
- ［場所を追加］を選択してポップアップウィンドウが表示されたら、追加する iSCSI アレ

イの IP アドレスとポートを入力します。
- リストから個々のハードディスクを選択して ［プロパティ］をクリックすると、選択したディ

スクのステータスが表示されます。

6.10.3 サービス
- 次の日付より古い録画を削除 ... －指定した日付より古い映像を削除するためのサブメニューを

開きます。
- すべての録画を削除－アクティブなディスクセット内のすべてのハードディスク上のすべての

映像を消去します （保護されているドライブも消去されます）。
- 録画を一時停止 ... －すべての録画を指定した時間だけ一時停止します。

6.10.4 Raid 4 保護
Divar 700 シリーズのレコーダーには、ライセンスされた RAID 4 保護機能があります。 この機能が
アクティブであると、1 台のハードディスクに障害が発生しても安全に録画できます。 RAID 機能で
は、4 台のドライブが機能する必要があります。 RAID モードで使用できるハードディスク空き容量
の正味容量は、レコーダー内の 小のハードディスクの 3 倍のサイズです。 したがって、1TB のハ
ードディスクが 4 台取り付けられている場合、録画に使用できる正味容量は 3TB です。 500GB のハ
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ードディスクが 1 台と、1TB のハードディスクが 3 台ある場合は、正味容量は 500GB×3 （1.5TB）
です。

RAID モードをアクティブにします。
RAID 4 ライセンスがインストール済みであることを確認します。 アクティブなディスクセットに 4
台のドライブが取り付けられている場合は、［変更］を選択し、［ディスクセット］タブで内蔵
RAID オプションを有効にすることができます。 すべての録画が失われるという警告が表示されま
す。 ［OK］をクリックして続行します。

ハードディスクドライブに障害が発生した場合
RAID 4 モードで動作中にディスクドライブの 1 台に障害が発生すると、「RAID が安全ではありま
せん、ディスクが見つかりません」というアラームが表示されます。
ひき続き 3 台のドライブに録画されるため、映像データが失われることはありません。 ただし 3 台
のドライブしか使用できないため、RAID 保護機能は使用できません。 ［ディスクセット］タブに
は、アクティブディスクセット内の 4 台のディスクがひき続き表示されます。 使用できないディス
クは、［ディスク］／ ［使用中］タブに黄色いアイコン付きで赤で表示されます。 ドライブのリス
トで、障害の発生したドライブスロットを確認できます。

新しいディスクの設定
レコーダーの電源をオフにし、障害の発生したドライブを予備のドライブと交換して再起動します。

［ディスクセット］タブには、アクティブディスクセット内の 4 台のディスクがひき続き表示されま
す。 ［ディスク］／ ［使用中］タブには、障害の発生したドライブと、問題のない 3 台のドライブ
が一緒に表示されます。 ［ディスク］／ ［すべて］タブには、問題のない 3 台のドライブと交換用
ドライブが一緒に表示されます。 
1. ［ディスク］／ ［使用中］タブで、アクティブなディスクセットから問題のあるドライブを削

除します。
2. ［ディスク］／ ［すべて］タブで、交換用ドライブをアクティブなディスクセットに追加しま

す。
RAID セット内のドライブが同じサイズでない場合は、ドライブを RAID セットに追加すると交
換用ドライブ上の映像が失われることを示すメッセージが表示されます。 

3. ［OK］をクリックして続行します。

「RAID が安全ではありません」というメッセージがひき続き表示されます。 また、RAID 構築中で
あることと、その進捗状況がパーセンテージで表示されます。

RAID の再構築は、すべての通常の録画操作を継続しながら、バックグラウンドで実行されます。 再
構築にはかなり時間がかかりますが （サイズの大きいハードディスクの場合は 24 時間超）、これに
よってレコーダーの通常動作に悪影響が出ることはありません。

ハードディスクのスロットの位置は関係ありません。 各ドライブは署名によって認識され、どのデ
ィスクセットに属しているかがわかります。
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6.11 ユーザー
6.11.1 全般

- デフォルトユーザーを設定します。 このユーザーは、電源投入時にデフォルトで本機にログオ
ンします。

6.11.2 管理者

図 6.27 ［設定］メニュー－ ［ユーザー］－ ［管理者］

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

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

るようになります。
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6.11.3 ユーザー 1 ～ 7

図 6.28 ［設定］メニュー－ ［ユーザー］－ ［User 1 access rights （ユーザー 1 のアクセス権）］

7 つのタブで、 大 7 ユーザーのアクセス権を定義できます。
- ［ユーザー名］を入力します。使用できる文字数は 16 文字以内です。
- ［パスワード］を入力します。使用できる文字数は 12 文字以内です。
- 該当するチェックボックスをオンにして、各種ユーザー権限を設定します。
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図 6.29 ［設定］メニュー－ ［ユーザー］－ ［User 1 control rights （ユーザー 1 の制御権）］

［制御権］タブで、カメラの映像表示、カメラ制御、カメラプリセットポジション機能、リレー制御
の実行権限を設定します。
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6.12 システム
6.12.1 サービス

- ［初期設定に戻す］を選択すると、メニューシステムの設定がデフォルト値に戻ります （デフ
ォルト値のリストについては、セクション 7 「メニューのデフォルト値」を参照してくださ
い）。

- ［診断データのエクスポート］を選択すると、システム情報ファイルが USB メモリーデバイス
に保存されます （USB メモリーデバイスが接続されている場合）。 この情報は修理作業でのみ
使用します。

- ［システム設定のエクスポート］を選択すると、システム設定のコピーが USB メモリーデバイ
スに保存されます。

- ［エクスポート処理のログをエクスポート］を選択すると、エクスポートした映像のリストを
含むログファイルが USB メモリーデバイスに保存されます。

- ［システム設定のインポート］を選択すると、USB メモリーデバイスに以前保存したシステム
設定が読み込まれます。

- ［ログを消去］を選択すると、ログの内容が削除されます。

6.12.2 KBD

図 6.30 ［設定］メニュー－ ［システム］－ ［KBD］

KBD は次の用途で使用します。 
- 複数の Diva レコーダーを 1 つのキーボードで制御する場合に、各レコーダーに 1 ～ 16 の ID

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

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

のアクセス権限を設定します。
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6.12.3 シリアルポート

図 6.31 ［設定］メニュー－ ［システム］－ ［シリアルポート］

COM ポート
COM ポートは、修理や統合時に使用します。 必要な通信パラメーターを設定します。

RS485 ポート
COM ポートは、修理や統合時に使用します。 必要な通信パラメーターを設定します。



108 ja | 詳細設定 Divar 700 シリーズ

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 設置・操作マニュアル Bosch Security Systems

6.12.4 ライセンス

図 6.32 ［設定］メニュー－ ［システム］－ ［ライセンス］

一部のオプション機能は、ソフトウェアライセンスを取得しないとアクティブにすることができま
せん。
- ［MAC アドレス］には、レコーダーの MAC アドレスが表示されます。 MAC アドレスと有効な

ライセンス番号が、以下のサイトでアクティベーションキーを取得するために必要になりま
す。
https://activation.boschsecurity.com
ライセンス番号とアクティベーションキーの取得方法については、Divar ライセンスの購入時に
配布される書面に記載されています。

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

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

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

6.12.5 ログ作成
ログに記録する項目を選択します。
- 接点入力を記録 
- 動体検出を記録 
- リモートアクセスを記録する 
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7 メニューのデフォルト値
次の表は、レコーダーのメニューシステムの項目をまとめたものです。 デフォルト値の列は、［シス
テム］設定メニューの ［初期設定］項目を選択したときに復元される値を示します。 リセットの列
の 「N」は、初期設定に戻してもリセットされない値であることを示します。 

7.1 ［クイックインストール］メニューのデフォルト
表 7.1 ［クイックインストール］メニューのデフォルト値

メニュー 設定 デフォルト値 リセッ
ト

地域と言語 言語 English N
タイムゾーン GMT+1 西ヨーロ

ッパ
N

時刻の形式 24 時間表示 N
時刻 0:00 N
日付の形式 DD-MM-YYYY N

スケジュール 週 月曜日～金曜日 Y
平日 08.00-18.00 Y
週末 08.00-18.00 Y

録画 プロファイル 1 ～ 6 通常 解像度 4CIF Y
画質 中 Y
フレームレート PAL/
NTSC

6.25/7.5IPS Y

接点入力 解像度 4CIF Y
画質 高 Y
フレームレート PAL/
NTSC

25/30IPS Y

動体検出 解像度 4CIF Y
画質 高 Y
フレームレート PAL/
NTSC

25/30IPS Y

ネットワーク セットアップ レコーダー名 DIVAR N
DHCP 有効 N

DNS アドレス自動取得 有効 N
リモートストリーミン
グの制限

100Mbps Y
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7.2 モニタービュー設定のデフォルト
表 7.2 モニタービュー設定のデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト

表示オプショ
ン

モニター A 背景の透過 有効 Y

分割画面の境界 黒 Y
クリックしてメニュー
を開く

無効 Y

モニター B 背景の透過 有効 Y
分割画面の境界 黒 Y

マルチスクリ
ーン

モニター A、B 16 分割 あり Y
9 分割 （1） あり Y
9 分割 （2） あり Y

4 分割 1 あり Y
4 分割 2 あり Y
4 分割 3 あり Y
4 分割 4 あり Y

シーケンス モニター A、B シーケンス移行時間 5 秒 Y
シーケンスリスト カメラ 1 ～ 32 Y

イベント表示 モニター A、B 接点入力イベント 有効 Y
動体検出イベント 有効 Y
テキストイベント 有効 Y
映像断アラーム 有効 Y
表示時間 10 秒 Y
イベントのリスト 8 行 Y
イベントリストのアラ
ームのみ

無効 Y

分割画面のアイコン－
ライブ

常時 Y

分割画面のアイコン－
再生

常時 Y

テキスト表示 モニター A、B テキストデータの表示 無効 Y

テキストの位置 左上 Y
表示時間 3 秒 Y
前景色 白 Y
背景色 透明 Y
フォントサイズ 標準 Y
等幅フォントの使用 有効 Y
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7.3 ［設定］メニューのデフォルト
表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト

地域と言語 言語 言語 English N

温度単位 摂氏 N
時刻／日付 タイムゾーン GMT+1 西ヨーロ

ッパ
N

時刻の形式 24 時間表示 N

時刻 0:00 N
日付の形式 DD-MM-YYYY N
日付 1-1-2008 N

サマータイム 自動 N
開始時刻 （DS） N
終了時刻 （DS） N
補正時間 （DS） N

タイムサーバー タイムサーバーを使用 無効 N
IP アドレス 0.0.0.0 N
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映像と音声 1 ～ 16 入力名 カメラ 1 ～ 32 Y
映像入力を有効にする 有効 Y

PTZ 無効 Y
オートコントラスト 有効 Y
コントラスト 50% Y

音声入力を有効にする 無効 Y
ゲイン調整 50% Y

17 ～ 32 全般 IP アドレス 0.0.0.0 N

入力 カメラ （値 0） N
ストリーミング 1 N
エンコーダープロファ
イル

1 N

ユーザー名 サービス N
パスワード — N

コントロール 有効な PTZ 無効 N
プロトコル BOSCH プロトコ

ル
N

デバイスアドレス 17 32 N
インターフェース RS485 N
ボーレート 2400 N
パリティ なし N
ストップビット 1 N

ビットレート チャンネル 17 32 N
制限なし 2.25Mbps N
上限 2.25Mbps N
ステータス OK N

スケジュール スケジュール プロファイル 1 常にアクティブ Y
除外日 除外日 なし Y

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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録画 プロファイル 1 ～
6

1 ～ 32 通常 録画モード 連続 Y
イベント発生前の時間 30 秒 Y

解像度 4CIF Y
画質 中 Y
フレームレート 6.25IPS Y

録音する 無効 Y
音質 中 Y

1 ～ 32 接点入力 接点入力録画 指定時間 Y

期間 30 秒 Y
解像度 4CIF Y
画質 高 Y
フレームレート 25IPS Y
録音する 無効 Y
音質 中 Y

1 ～ 32 動体検出 動体検出録画 指定時間 Y
期間 30 秒 Y
解像度 4CIF Y
画質 高 Y
フレームレート 25IPS Y
録音する 無効 Y
音質 中 Y

1 ～ 32 テキスト テキスト記録 指定時間 Y
再生時間 30 秒 Y
解像度 4CIF Y
画質 高 Y
フレームレート 25IPS Y
録音 無効 Y
音質 中速度 Y

接点入力 接点入力 NC なし Y
リレー出力 NC なし Y

1 ～ 32 接点入力名 接点入力 1 ～ 32 Y
プロファイル上書きモ
ード

上書きなし Y

プロファイル プロファイル 1 Y
期間 1 時間 Y

動体検出 1 ～ 16 トリガーレベル 50％ Y
動体検出領域 すべてクリア Y

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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テキストデー
タ

ブリッジ レコーダーの TCP ポー
ト

4200 N

ブリッジとターミナル
のリスト

Empty （空白） N

ダイレクト IP ダイレクト IP 接続のリ
スト

Empty （空白） N

イベント プロファイル 1 ～
6

全般 アラームの自動確認 無効 Y
アラーム継続時間 10 秒 Y

発生時に警告音 有効 Y
映像断発生時に警告音 有効 Y
このプロファイル入力
時のアクション

アクションなし Y

接点入力 1 ～ 32 有効 1 ～ 16 有効 Y
アラーム 無効 Y
アクション 次の動体検出録画

を適用：1
モニター A で表
示：1
モニター B で表
示：1

Y

動体検出 1 ～ 32 有効 1 ～ 16 Y
アラーム 無効 Y
アクション 次の動体検出録画

を適用：1
モニター A で表
示：1
モニター B で表
示：1

N

テキスト 1 ～ 32 有効 1 ～ 16 Y
アラーム 無効 Y
アクション 1 のテキスト記録

を適用
モニター A で表
示：1

N

映像断 1 ～ 32 有効 1 ～ 16 有効 Y

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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ネットワーク セットアップ 全般 レコーダー名 Divar 700 シリー
ズ

N

自動検出 有効 N
リモートストリーミン
グの制限

100Mbps N

HTTP ポート 80 N

接続 1 DHCP 有効 N
DNS アドレス自動取得 有効 N

接続 2 DHCP 有効 N

IP アドレス範囲 開始アドレス 0.0.0.0 N
終了アドレス 255.255.255.255 N

モニターストリーミング 入力 1 ～ 16 カメラ入力 Y
SNMP SNMP SNMP を有効にする 無効 N

コミュニティ パブリック N
ホワイトリストホスト
を有効にする

無効にする N

トラップ トラップを有効にする 無効にする N
コールドブート 無効にする N
温度範囲 無効にする N
電源 無効にする N
映像ロス 無効にする N
HDD のステータス変更 無効にする N
テキストブリッジオフ
ライン

無効にする N

ホスト 空のリスト N
ストレージ ディスクセット 書き込み保護 無効 N

内部 RAID 無効 N
上書きされるまでの日
数

ディスクセットが
いっぱいです 

Y

ディスク NA
サービス N/A

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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ユーザー 全般 デフォルトユーザー 管理者 Y
管理者 ユーザー名 管理者 Y

パスワード Y
ローカルログオンを許
可

有効 N/A

リモートログオンを許
可

有効 Y

自動ログオフ 無効 Y
ユーザー 1 ～ 7 アクセス権 ユーザー名 ユーザー 1 ～ 7 Y

パスワード — Y
ローカルログオンを許
可

有効 Y

リモートログオンを許
可

有効 Y

自動ログオフ 無効 Y
設定の変更を許可 無効 Y
再生を許可 有効 Y
エクスポートを許可 有効 Y
録画の削除を許可 無効 Y
テキストデータを表示
する

無効 N

制御権 カメラ表示権 有効 Y
カメラ制御権 有効 Y
カメラポジションの登
録を許可

有効 Y

リレー制御を許可 有効 Y

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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システム サービス N/A
KBD ID 1 N

初のカメラ番号 1 N
キーボード 1 ～ 4 のア
クセス

モニター A ＋モニ
ター B

N

シリアルポート COM ポート ボーレート 38400 N
パリティ なし N

データビット 8 N
ストップビット 1 N
RTS/CTS 有効 N

RS485 ポート ボーレート 2400 N
パリティ なし N
データビット 8 N
ストップビット 1 N

ライセンス N/A
ログ作成 接点入力を記録 有効 Y

動体検出を記録 有効 Y
リモートアクセスを記
録する

有効 Y

表 7.3 ［設定］メニューのデフォルト値

ナビゲーショ
ン

設定 デフォルト値 リセッ
ト
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8 技術仕様
ここでは、レコーダーの技術仕様について説明します。

8.1 電気的仕様
電圧および電力

映像

音声

アラーム操作

入力電圧 AC100 ～ 240V、0.7 ～ 0.3A、50/60Hz

消費電力 250 W835 BTU/h

入力 （ハイブリッドモデルの
み）

コンポジットビデオ 0.5 ～ 2Vpp、75Ω、自動終端機能

出力 （ハイブリッドモデルの
み）

1Vpp、75Ω、RG59、同期 0.3V ± 10%

映像規格 PAL/NTSC、自動検出
解像度 704×576 PAL ～ 704×480 NTSC
AGC 各映像入力でゲインの自動調整または手動調整
デジタルズーム 1.5 ～ 6 倍
圧縮 H.264

入力 （ハイブリッドモデルの
み）

モノ RCA、1Vpp、10kΩ

出力 デュアルモノ RCA、1Vpp、10kΩ
サンプリングレート 24kHz ／チャンネル
圧縮 MPEG-1 layer II

入力 設定対応型 NO/NC （x 8 または 16）
大入力電圧 DC 40V

出力 リレー出力 （x 4）、異常リレー出力 （x 1）、設定対応型 NO/
NC、 大定格 AC30V ／ DC40V ／ 0.5A （連続）／ 10VA
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コントロール

コネクター

RS232 EIA/TIA-232-F 準拠の出力信号、 大入力電圧 ±25V
キーボード入力 RS485 準拠

大信号電圧 ±12V、
電源 11V ～ 12.6V （ 大 400mA）

Biphase インピーダンス 128Ω、
大過電圧保護 ±40V、 大ケーブル長 1.5km

RS485 RS485 準拠
大信号電圧 ±12V

映像入力 
（ハイブリッドモデルのみ）

ルーピング BNC （x 8 または 16）、自動終端機能付き

音声入力 
（ハイブリッドモデルのみ）

RCA （x 8 または 16）

イーサネット RJ45 シールド付き、10/100/1000 BaseT （IEEE802.3 準拠）
（×1 または 2）

モニター BNC、Y/C、VGA D-sub
音声出力 RCA （x 4）
アラームコネクター 外部 PCB （付属）経由のネジ式端子台入力、ケーブル径

AWG 26 ～ 16 （0.13 ～ 1.5mm2）
障害時リレー 外部アダプター （付属）経由のネジ式端子台出力、ケーブル

径 AWG 28 ～ 16 （0.08 ～ 1.5mm2）
Biphase 外部 PCB （付属）経由のネジ式端子台出力、ケーブル径

AWG 26 ～ 16 （0.13 ～ 1.5mm2）
RS232 D-sub9 ピン オス （2）
RS485 外部アダプター （付属）経由のネジ式端子台出力、ケーブル

径 AWG 28 ～ 16 （0.08 ～ 1.5mm2）
キーボード入力 RJ11 （6 ピン）
キーボード出力 RJ11 （4 ピン）、RS485 準拠、

大 16 台
USB タイプ A コネクター （5）
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ストレージ

表示モード

8.1.1 機械的仕様

8.1.2 環境

ハードディスク フロント交換対応 SATA ハードディスクドライブ （x 4）
録画レート （FPS） PAL：合計 400、カメラごとに設定可能：25、12.5、6.25、

3.125、1
NTSC：合計 480、カメラごとに設定可能：30、15、7.5、3.75、
1
720p60/50：60/50、30/25、15/12.5、7.5/6.25、3.75/3.125、1/
1720p30/25 または 1080p30/25：30/25、15/12.5、7.5/6.25、
3.75/3.125、1/1

録画解像度 SD 704 x 576 PAL ～ 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL ～ 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL ～ 352 x 240 NTSC

録画解像度 HD 720p60 または 720p30：1280×7201080p30：1920×1080

モニター A 全画面、フルシーケンス、4 分割、マルチスクリーン、アラーム
呼び出し （ライブおよび再生、アナログおよびネットワークカメ
ラ）

モニター B 
（ハイブリッドモデルのみ）

全画面、フルシーケンス、4 分割、マルチスクリーン、アラーム
呼び出し （ライブ、アナログカメラのみ）

外観図 
（ケーブルを除く）

446×443×88mm （W×D×H）

重量 約 11kg
ラック取付キット （付属） 1 台のレコーダーを EIA 19 インチラックに取り付け可能。

温度 動作時：+5°C ～ +45°C （+41°F ～ +113°F）
保管時：-25°C ～ +70°C （-13°F ～ +158°F）

相対湿度 動作時：＜ 93％、結露なし
保管時：＜ 95％、結露なし
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8.1.3 電磁波と安全性について

8.1.4 アナログおよび SD ネットワークカメラの映像ビットレート （Kbps）

注意：
上記のビットレートは理論値です。 実環境では、ビットレートはカメラ映像に応じて 大 50% 低下
する可能性があります。 映像の圧縮効率を 大限まで高めるために、カメラを正しく設定し、十分
な光量を確保してカメラノイズを防いでください。 また、風などの影響で揺れたりしないようにカ
メラをしっかりと固定してください。

8.1.5 HD ネットワークカメラの映像ビットレート （Kbps）

EMC 要件
USA FCC 第 15 部、クラス B

EU EMC 指令 89/336/EEC
イミュニティ EN50130-4
エミッション EN55022、クラス B

高調波電流 EN61000-3-2
電圧変動およびフリッカー EN61000-3-3
安全にお使いいただくために

USA UL、60950-1
EU CE、EN60950-1
カナダ CAN/CSA - C22.2 no. E60950-1

フレームレート （FPS）
解像度 画質 25/30 12.5/15 6.25/7.5 3.125/3.75 1
CIF/QVGA 標準 225 124 73 48 30
CIF/QVGA 中 619 340 201 131 82
CIF/QVGA 高 1013 557 329 215 135
2CIF 標準 317 174 103 67 42
2CIF 中 871 479 283 185 116
2CIF 高 1425 784 463 303 190
4CIF/VGA 標準 500 275 163 106 67
4CIF/VGA 中 1375 756 447 292 183
4CIF/VGA 高 2250 1238 731 478 299

フレームレート （FPS）
解像度 画質 50/60 25/30 12.5/15 6.25/7.5 3.125/3.75 1
720p 規格 1000 750 330 210 160 120
720p 中速度 2400 1800 780 510 380 280
720p 高 4000 3000 1300 850 630 470
1080p 規格 1500 1000 490 320 230 180
1080p 中速度 3600 2400 1170 770 560 420
1080p 高 6000 4000 1950 1270 940 710
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8.1.6 アクセサリ （オプション）
キーボード KBD －デジタル／ユニバーサル Intuikey キーボード （ジョイ

スティック付き）
キーボード延長キット （LTC 8557）
キーボードポート拡張ユニット （LTC 2604）

ストレージ 500GB、1TB または 2TB のストレージ拡張キット
RAID 4 ストレージ用のライセンス

映像マネージャー LTC 2605/91 
IP 入力 1、4、8 台のカメラ用のライセンス
ATM/POS テキスト テキストライセンス
Biphase コード変換器 LTC 8782
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