付属品をご確認ください

取扱説明書 設置編
日立監視用ネットワークカメラ

DI-CB322LEW
お買い上げのお客様へ
このたびは、日立監視用ネットワークカメラをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
本書では、設置手順と画角調整について記載しています。
本書をお読みいただく前に「取扱説明書 運用編」を必ずお読みください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

取扱説明書 設置編（本紙）…………１枚
取扱説明書 運用編 …………………１枚

保証書 ………………………………１式

サンシェード …………………………１個
サンシェード用ねじ …………………１個
PFコネクターカバー ………………１個
コネクターガイド ……………………１個

レンチ ………………………………１本
取付板 ………………………………１枚
ケーブルパッキン（予備品） ………１個

1. 各部のなまえ
お知らせ
カメラを屋外に設置するときは、サンシェードは必ず取り付けてください。
直射日光によるカメラ内部の温度上昇をおさえます。
またサンシェードを前 方にスライドすることで、フロントパネルへの雨当
たりや太陽光・照明などによるレンズへの影響が軽減できます。
ベース
[→2-2項]

ベースねじ
（六角星型､4本）

付属品
サンシェード

リヤケース
[→2-2項]

付属品
サンシェード用
ねじ（プラス型）

Contents

レンズ
(内蔵)

1. 各部のなまえ

SDフタ
[→3-8項]

2. カメラを設置する前の準備
3. カメラの設置と画角調整

マイク（内蔵）

4. その他

赤外LED
（内蔵）

落下防止ワイヤー用
ねじ穴 [→3-1項]

〒110-0006 東京都台東区秋葉原６番１号
秋葉原大栄ビル
QR87941

フロントパネル

Printed in Japan 2016

Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd. 2016

カメラ固定ねじ（六角星型）
[→3-8項]

ベース固定ねじ（六角星型）
[→3-8項]

お知らせ
カメラの取り付けには下記のドライバーが必要です。その他の工具は必要に応じて
ご準備ください。
・プラス型ねじ用ドライバー：M3
・六角型ねじ用ドライバー ：3ｍｍ
・六角星型ねじ用ドライバー（トルクスドライバー）：T10（T10 L型レンチは付属）

状態表示LED
[→3-7項]

お知らせ
・市販品のねじ（ステンレス製：呼び径
3mm、長さ6mm以下）と平ワッシャー
（ス テ ン レ ス 製：M3用）を 使 用 し て、
ワイヤーを接続することで、落下防止
対応が可能です。
・ワイヤーはステンレス製で直径１ｍｍ
以下のものをご使用ください。
落下防止ワイヤー用
ねじ穴 [→3-1項]

定格ラベル

ジョイント固定ねじ（六角型）
[→3-8項]

SDフタねじ
（六角星型､2本）

三脚取り付け用ねじ穴
ケーブルパッキン
[→2-3項]

コネクターカバー
[→2-5項]

ご注意
本書で指示した以外のねじをゆるめますと、ケースの隙間から
浸水することがあります。絶対にゆるめないでください。

2. カメラを設置する前の準備
カメラを設置する前にご準備いただく内容です。準備作業は必ず安定した場所で行ってください。

周辺機器の準備
→2-1 項

リヤケースの
取り外し

→2-2 項

ケーブルパッキン
の準備
→2-3 項

外部設備機器を
接続するときの
準備 →2-4 項

接続管を使う
ときの準備

→2-5 項

：必ず実施いただく項目です。
：必要に応じて実施いただく項目です。

2-1 周辺機器の準備
必要に応じてカメラに接続する周辺機器をご準備ください。
弊社にて接続確認を実施した機器（以下、接続確認機器）に関する最新情報は、下記 URL を
ご覧ください。
http://www.hitachi.co.jp/bouhan/
PoE 給電装置、または 専用 AC アダプター
VK-AC40 などの電源供給装置（* １）

日立デジタルレコーダー（*２）

パソコン（*４）

画角調整確認用モニター

SDメモリーカード（*５）

ビデオケーブル（φ3.5 ミニプラグ）

AVAケーブル（*６）
防水テープ（AVAケーブルに付属）

アラーム延長ケーブル

外部マイク（φ3.5 ミニプラグ）

PF 管コネクター

外部センサーあるいは外部設備機器

落下防止用ワイヤー（*７）

ポール用取付金具SFP-3

LAN ケーブル（*３）

アンプ内蔵スピーカー（φ3.5 ミニプラグ）

*１：PoE給電装置（PoE対応HUB、PoEインジェクター）は、接続確認機器のリストに記載さ
れている機器(IEEE802.3af準拠品)をご使用ください。
カメラにPoE給電装置とACアダプターを同時に接続したときは、ACアダプター給電が優
先されます。
*２：日立デジタルレコーダー（以下、デジタルレコーダー）にカメラを接続しても認識されない
場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
*３：LANケーブルは、8極8芯、カテゴリ5e準拠以上のUTPストレートケーブルを100m以内
でご使用ください。また屋外で露出配線する場合は、必ず屋外対応のLANケーブルをご使
用ください。
フラット型のLANケーブルは、ケーブルパッキンとの隙間から浸水するので使用しないで
ください。
*４：パソコンの動作環境については、「ネットワークカメラWEB設定ツール（以下、WEB設
定ツール）」の取扱説明書の「はじめに」をご覧ください。
*５：接続確認機器に記載されているSDメモリーカードをご使用ください。
*６：専用ACアダプター、外部マイク、テレビモニター／アンプ内蔵スピーカー、およびアラー
ム入出力用機器をカメラに接続する場合は、AVAケーブル（別売品）が必要です。お買い
上げの販売店にお問い合わせください。（→2-4項）
*７：市販品のねじ（ステンレス製：呼び径3mm、長さ6mm以下）と平ワッシャー（ステンレス製：
M3用）を使用して、落下防止ワイヤー用ねじ穴にワイヤーを接続することで、落下防止対
応が可能です。
ワイヤーはステンレス製で直径1mm以内のものをご使用ください。（→3-1項）

2. カメラを設置する前の準備（つづき）

※必要に応じて準備いただく項目です

■複数のカメラの映像・音声をデジタルレコーダーで記録するときの接続例
PoE対応HUBを使用してネットワークに接続します。
PoE 対応 HUB

AVAケーブルとカメラを接続する前に、AVAケーブルと外部設備機器の接続を先に行います。
（AVAケーブルとカメラの接続は3-6項で行います。）

PoE/100Base-TX 対応端子

1000Base-T
対応端子

ご注意
・AVAケーブルと外部設備機器の接続は、必ず機器の電源を切った状態で行ってください。
・ケーブル接合部には必ず防水テープを巻いてください。

LANケーブル
（100Base-TX）

LAN
ケーブル

2-4 外部設備機器を接続するときの準備

１．外部設備機器とAVAケーブルの各ケーブルをそれぞれ接続します。
２．ケーブル接合部に防水テープを巻きます。

（100Base-TX）
LAN端子

AVA ケーブル

（1000Base-T）
カメラ
デジタルレコーダー（DS-JHシリーズ）

パソコン

ご注意

アラーム延長ケーブル（別売品）

コネクター①
（10pin）
コネクター②
（2pin）

外部設備機器

（A）アラーム入出力ケーブル
アラーム入出力機器
（B）電源ケーブル（赤）

専用ACアダプター

（C）ビデオ／オーディオ出力ケーブル（黒）
モニター／スピーカー

・カメラの消費電力とPoE対応HUBの供給可能電力、入力ポート数をご確認のうえ、接続
可能な台数を接続してください。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

（D）外部マイク／ライン入力ケーブル（白）
外部マイク

■カメラに装着したSDメモリーカードに映像・音声を記録するときの接続例
デジタルレコーダーを使用せず、SDメモリーカードに映像・音声を記録します。

・PoEインジェクターまたはACアダプターでカメラに給電します。
・記録状態を状態表示LEDの点滅で確認することもできます（→取扱説明書 運用編4項）。
PoE インジェクター

LANケーブル

専用ACアダプター
VK-AC40

（100Base-TX）

（赤）
AVA ケーブル

LANケーブル
（100Base-TX）

（100Base-TX）

SDメモリー
カード

SDメモリー
カード

ご注意
・映像・音声の記録先をSDメモリーカードに設定すると、デジタルレコーダーでは記録
できません。
・カメラの時計と現時刻の差を必ずご確認ください。カメラの時計精度は月差±30秒です。
時刻がずれているときはWEB設定ツールにて時刻を調整してください。
・パソコンを接続して、WEB設定ツールにて記録状態をご確認ください。

2-2 リヤケースの取り外し
ベースからリヤケースを取り外します。
１．ベースねじ４本をゆるめます。
２．リヤケースとベースは、ヒンジで接続されていますので、ヒンジねじをゆるめて外します。
お知らせ
・カメラの落下を防止するため、取付板とリヤケースの取り付け（→3-5項）あとに、もう
一度ヒンジを接続しますので、ヒンジねじはヒンジに取り付けた状態にしてください。
リヤケース

リヤケース
ヒンジねじ
（プラス型）

線名称

ベース

ベースねじ
（六角星型、4 本）

2-3 ケーブルパッキンの準備
リヤケースに取り付いているケーブルパッキンを外し、ケーブルを通す準備をします。
１．リヤケース内側にある刻印を確認します。
[1] 側：LAN ケーブル
[2] 側：AVA ケーブル
２．ケーブルを通すほうのケーブルパッキンを
リヤケースから取り外します。
３．ケーブルパッキンの突起部を指でつまんで
引っ張り、切り取ります。
（ケーブル通しは 3-3 項、3-4 項で行います。）

つまむ

突起部

引っ張る

刻印

アラーム入力
・400ms以上のアラーム期間（make設定時：GNDとショート（1kΩ以下）、
break設定時：オープン）でアラーム入力を受け付けます。

黄

ALARM
IN

灰

アラーム入力GND
ALARM
GROUND ・アラーム入力用のグラウンド端子です。

青

ALARM
OUT

黒

アラーム出力GND
ALARM
GROUND ・アラーム出力用のグラウンド端子です。

アラーム出力
・アラーム入力やその他の異常などを検知した場合、接続している機器設
備へアラームを出力します。
・オープンコレクター出力です。
（最大出力電流：40mA、
最大印加電圧：35V）

（Ｂ）電源ケーブル（赤）
ステレオ
（Ｃ）
専用ACアダプターを接続します。
（Ｃ）ビデオ／オーディオ出力ケーブル（黒）
GND
映像
ビデオ出力とオーディオ出力が1本の
音声
ケーブルになっています。
※モノラルミニプラグでは音声が出力されません。
オーディオ出力ケーブルには、アンプ内
蔵のスピーカーを接続します。
ステレオ
（Ｄ） モノラル
（Ｄ）外部マイク／ライン入力ケーブル（白）
外部マイク／ライン入力ケーブルに外部
音声
GND
音声
GND
マイクを接続します。

2-5 接続管を使うときの準備

お知らせ

ケーブル
パッキン

機能

ケーブルを天井裏や壁の中を通さずに、PF管などの
接続管を使って配線するときは、PFコネクターカバー
（付属品）を使用します。
１．リヤケースのカバー固定ねじを外し、コネクター
カバーを外します。
２．PFコネクターカバーにPF管22コネクターを取
り付けます。
３．リヤケースにPFコネクターカバーを取り付け、
カバー固定ねじ２本を締めて固定します。
取り外し
（参考トルク：プラスねじ 0.4 〜 0.5N･m）

ヒンジ

ベース

防水テープ
（AVA ケーブルに付属）

（Ａ）アラーム入出力ケーブル
アラーム入出力ケーブルに外部センサーや外部設備機器などを接続します。
接続した外部センサーなどからの入力信号をきっかけとして、映像・音声を記録するこ
とができます。
１．ケーブルの先端にあるコネクターを切断します。
２．ケーブル先端の被覆を剥き、接続する機器のケーブルをつなぎます。
となりあう導線のつなぎ目どうしが接触すると外部設備機器が誤動作しますので、
必ず導線ごとに絶縁処理を行ってください。
線色

パソコン

パソコン

防水テープはコネクター①②側から巻きはじめ、
半分重ねて巻いてください

リヤケース

2 1

ご注意
ケーブルパッキンは防水対策部品です。傷や破損がないように取り扱いにご注意ください。

リヤケース

カバー固定ねじ
（プラス型、2 本）
取り付け

・接続管の配置にあわせて、PFコネクターカバー
付属品
の向きを回転（リヤケースもあわせて回転） コネクターカバー
PF コネクター
させたときはベースもその方向にあわせて回
カバー
転させる必要があります。
・カメラ固定ねじ、ベース固定ねじを半回転程度
ゆるめ、カメラフロント部の向きをサンシェー
PF 管 22 コネクター
ドが上になるように回転してください（カメラ
（市販品）
フロント部の角度の微調整は3-8項の画角調整
時に行います）
。
上向き
カメラ
ご注意
フロント部
・リヤケースとベースは１つの方向で
しか取り付けられません。
・接続管の引き回しおよびリヤケース
の回転は、カメラフロント部の向き、
状 態 表 示LEDの 確 認、ま たSDメ モ
リーカードの交換が可能な位置を十
分ご確認のうえ決定してください。
・カメラフロント部をSDフタの方向
に回転させるとSDフタが開けにく
下向き
くなります。
リヤケース、ベースを回転させたときは、
そのときはベース、リヤケースを回
カメラフロント部を回転してください。
転させて調整してください。

3. カメラの設置と画角調整
カメラの設置と画角調整は下記の手順で行います。

ご注意
・けが防止のため、必ず手袋を着用して作業してください。
・設置作業の前に、必ず人体の静電気を除去してください。
接地された帯電マットを敷いたり、帯電防止用のリストストラップを着用して作業してください。
除去しないでカメラや周辺機器に触れると静電気により故障する場合があります。

：必ず実施いただく項目です。
：必要に応じて実施いただく項目です。

落下防止ワイヤー
の取り付け

取付板の設置

→3-1 項

→3-2 項

LANケーブル
の配線
→3-3 項

AVAケーブル
の配線
→3-4 項

リヤケースと
取付板の取り付け

お知らせ
・LANケーブルを配線するときは、電気製品（蛍光灯）など、ほかの配線には近づけな
いでください。画質や音質の低下または通信障害にいたることがあります。
・カメラの画角内に天井、壁、金網などがあると、赤外LED点灯時に赤外光が反射して、
画面上にモヤがかかったように見えることがあります。
赤外LED点灯時に映像に影響が見られた場合は、カメラの向きを調整してください。
・赤外LED点灯時に赤外光がガラスに反射することがありますので、ガラス越しの撮影
はしないでください。
・カメラを複数台設置する場合は、赤外LED点灯時に赤外光が相互に干渉しない位置に
調整してください。
・カメラを小刻みに振動するような場所（振動する機器の近くなど）に設置したとき、
周期的に画面が縦方向にゆがむことがあります。これはCMOSセンサー特有の現象で
あり、画面の周期的な動きとCMOSセンサーから画像を読み出すタイミングとの関係
により発生するもので、カメラの異常ではありません。
設置環境を再確認して、カメラの安定性を確保（振動しないように）すると現象が軽
減します。

3-1 落下防止ワイヤーの取り付け（必要に応じて実施いただく項目です）
ワイヤー（市販品）でカメラフロント部、リヤケースを取付板、設置面に固定すると、カメ
ラの落下を防止することができます。リヤケース、取付板にワイヤーを固定する場合は、リ
ヤケースを取付板に取り付ける直前に（→3-5項参照）ワイヤーをリヤケース、取付板にね
じ（市販品）で固定しておいてください。（参考トルク：プラスねじ 0.4 〜 0.5N･m）

ワイヤー取り付け例

取付板や設置面に
接続することができます。
ワイヤー

取付板

取付板のねじに共締めするか、
設置面に接続することができます。

リヤケース

カメラの起動

→3-6 項

→3-7 項

カメラの
画角調整

カメラ設定

→3-8 項

→3-9 項

3-3 LAN ケーブルの配線
ケーブルパッキンにLANケーブルを通します。

■RJ-45モジュラープラグが
施工されていないとき

■LANケーブルにRJ-45モジュラープラグが施
工されていないとき
１．そのままの状態でケーブルパッキンの通
し穴を通します。
２．LANケーブルを20 〜 25cmほど引っ張
ります。
３．LANケーブルの先端にRJ-45モジュラー
プラグを施工します。

20 〜 25cm 通す
■RJ-45モジュラープラグが
施工されているとき
１．コネクターガイド（付属品）をかぶせる

■LANケーブルにRJ-45モジュラープラグがす
でに施工されているとき
１．RJ-45モジュラープラグにコネクターガ
イド（付属品）をかぶせます。
２．コネクターガイドの先端をケーブルパッ
キ ン の 通 し 穴 に 押 し 込 ん で、20 〜
25cm通します。
３．RJ-45モジュラープラグからコネクター
ガイドを外します。

２．ケーブルパッキンに押し込み
20 〜 25cm 通す

お知らせ
・ケーブルパッキンは防水部品のため、
きつめにできています。
RJ-45モジュラープラグの施工はケーブ
ルパッキンを通したあとを推奨します。

３．コネクターガイドを外す

3-4 AVA ケーブルの配線（必要に応じて実施いただく項目です）
ケーブルパッキンにAVAケーブルを通します。
１．AVAケーブルのコネクター①（→2-4項）をケーブルパッキンの通し穴に押し込みます。
２．次にコネクター②（→2-4項）をケーブルパッキンの通し穴に押し込みます。
３．20 〜 25cm通します。（ケーブルはコネクターに接続した（→3-6項）あとに、余った分
を押し戻します。）

ワイヤー

カメラ
フロント部

→3-5 項

ベースとリヤケース
の取り付け

ご注意
・ケーブルパッキンに亀裂や傷がつくと浸水する恐れがあります。
亀裂や傷がついたケーブルパッキンはそのまま使用せず、付属品のケーブルパッキン
（予備品）に交換してください。

3-5 リヤケースと取付板の取り付け

3-2 取付板（付属品）の設置
カメラを設置する場所を決めて、取付板を固定します。
取付ねじは付属していません。呼び径4の市販のねじ4本をご用意ください。
ご注意
・取付ねじは設置面の材質や構造にあわせて市販のねじ4本（呼び径4）を選定ください。
・ねじの引抜強度は、ねじ1本あたり 196N（20kgf）以上必要ですので、事前に設置
面の強度をご確認ください。
・カメラの総重量、振動などに十分耐えられる強度がある場所に設置してください。
やむを得ず強度が不十分な材質（石こうボードや板材など）に取り付ける場合は十分
な補強を行ってから取り付けてください。
補強を行わないとカメラ落下によるけが、破損の原因になります。
・取付板をコンクリートに固定するときは、屋外用アンカーボルトまたは、AYプラグ
ボルト（どちらもM4用、市販品）で固定し、十分な補強を行ってください。
１．LANケーブルおよび必要なケーブルをカメラの設置場所まで配線します。
２．取付板を設置面（天井面または壁面）に当てて、指で押えた状態で、取付板をねじ（市販品）
４本にて固定してください。
３．天井裏や壁内に配線する場合は、下記を参考に取付板の中央位置に配線用穴を開けてくだ
さい。
配線用穴径
･LANケーブルのみの場合：φ10 〜 15mm
･AVAケーブルを使用する場合：φ28 〜 30mm

付属品
取付板

ケーブルを通した状態のケーブルパッキンを
リヤケースに取り付けてから、リヤケースを
取付板に取り付けます。

リヤねじ
ケーブル
パッキン （プラス型、
２本）

取付板

配線用穴

１．必要に応じて落下防止ワイヤー用ねじ穴
にワイヤーを取り付けます。（→3-1項
参照）
２．リヤケースの刻印を確認して、ケーブル
パッキンをリヤケースに取り付けます。
[1]側：LANケーブル
[2]側：AVAケーブル
LANケーブル
３．ケーブルパッキンによじれや不完全な取
り付けがないことを確認します。
４．AVAケーブルの接合部はリヤケースと
AVAケーブル
取付板の間に収容します。防水テープが
接合部
巻かれていることを確認します（→2-4
リヤパッキン
項参照）。
５．余ったケーブル類を配線用穴またはPF管に戻しながらリヤケースを取付板に取り付けます。
このとき下図のようにリヤケースを5°程度傾け、取付板のガイド穴にリヤケースのガイド
２箇所をはめて、右方向に回転させてロックします。
６．設置面とリヤケースとの隙間が1mm程度になっていることを確認します。
７．リヤねじ２本で固定します。（参考トルク：プラスねじ 0.6 〜 0.7N･m）
落下防止ワイヤー用
ねじ穴

リヤケース

取付板

83.5
63
40

配線用穴

ガイド

46
63
85
お知らせ
・取付板がどの方向に回転してもリヤケースを取り付けることが可能です。
・ポール設置に取付金具SFP-3を使用する場合は、85mm×40mmのねじ穴があいま
すのでこちらをお使いください。

ガイド穴
2箇所

リヤケースのガイド2箇所をはめて右に回転する
ご注意
・リヤパッキンは防水対策部品です。
作業中にリヤパッキンの浮きがあったときは押して元の位置に戻してください。
・リヤケースと取付板を固定したあとはケーブルを手前に引っ張らないでください。
ケーブルパッキンが外れることがあります。外れたときはケーブルパッキンによじれが
ないように注意して元の位置に戻してください。

3. カメラの設置と画角調整（つづき）

3-6 ベースとリヤケースの取り付け

3-7 カメラの起動

カメラを持って、落下防止用のヒンジをリヤケースに取り付けます。
各ケーブルをベースのコネクターに接続して、ベースとリヤケースを固定します。
１．ヒンジに付いているヒンジねじをリヤケースに締め付けます。
ヒンジねじは手で絞め付けることが可能です。（参考トルク：プラスねじ0.4 〜 0.5N･m）
２．カメラのコネクターが見えるようにカメラを傾け、ケーブルをコネクターに接続します。
LANケーブル： LANコネクターに接続
AVAケーブル： AVAコネクター①②へ接続
３．ケーブルをケーブルパッキン側に押し戻しながらベースをリヤケースに近づけていきます。
４．ケーブル、ヒンジ、リヤパッキンのはさみ込みがないことを確認してベースをリヤケースに
あわせます。
５．ベースねじ４本をしっかり固定します。
（参考トルク：六角星型ねじ 0.4 〜 0.5N･m）
ご注意
・カメラの落下防止のため、必ずヒンジをリヤケースに取り付けてください。
・ヒンジはカメラ以上の重さをかけると外れる可能性があります。絶対にものを引っかけたり、
体重をかけないようにしてください。またカメラから急に手を離してヒンジに衝撃を与えな
いようにしてください。
・ケーブルの接続は、不完全接続を防止するため、必ずコネクターを見て作業してください。

１.

2. LANケーブル

ヒンジねじ
（プラス型）

AVAケーブル

LANコネクター

リヤパッキン
ヒンジ

カメラを起動します。
１．電源供給装置よりカメラに電源を供給します。
２．カメラの状態表示LEDが赤色に点灯することを確認します。
３．状態表示LEDが約1分点灯したあとに消灯することを確認します。
ご注意
・カメラ起動時に状態表示LEDが点灯しない場合は、電源供給装置およびケーブル接続に
異常がないかご確認ください。
・PoE給電装置に接続されているLANケーブルを抜き差しするときは、2秒以上の間隔を
空けてください。
すばやく抜き差しすると、カメラに電源が供給されない場合があります。
・状態表示LEDが消灯しない、もしくは赤色に点滅している場合は、取扱説明書 運用編（付
属品）の6項 故障かな・・と思ったらの「状態表示LEDが消灯しない」をご参照ください。

3-8 カメラの画角調整
画角調整確認用モニターにて映像を見ながらカメラの向きと画角を調整します。
１．SDフタねじ２本をゆるめます。
２．SDフタを開けます。
３．VIDEO-OUT端子に画角調整確認用モニターを接続します。
４．映像が映っていることを確認します。
５．カメラ固定ねじ、ベース固定ねじ、ジョイント固定ねじをそれぞれ半回転程度ゆるめます。
ご注意
・カメラ固定ねじ、ベース固定ねじは３回転程度で外れてしまいますので、回転しすぎな
いようにしてください。
カメラフロント部

カメラ固定ねじ（六角星型）

ベース固定ねじ（六角星型）

リヤケース

AVAコネクター①
AVAコネクター②

ベース

3.

4. 5.

ベース取り付け前 ベース取り付け後
リヤケース

ベースねじ
（六角星型、4本）

取付板

ケーブル

ケーブル
パッキン
ケーブルを押し戻して、ケーブルパッキンを
元の形状に戻してからベースを取り付けます

SD フタを開けた状態

状態表示LED

T/Wボタン
通信用LED
黄緑色：LINK
橙 色：RX/TX ACTIVITY
SDメモリーカード挿入口
保守専用端子
（使用しません）

SDフタ
[→3-8項]
リセットボタン
SDフタねじ
[→4-1項]
（六角星型、2本）

VIDEO-OUT端子
モノラル
映像

ステレオ
GND

映像

GND

ジョイント固定ねじ（六角型）
ご注意
・ジョイント固定ねじをゆるめすぎると、カメラフロント部の重みで下向きに回転して指
をはさむ危険があります。ねじはゆるめすぎないようにご注意ください。
・ねじが完全に外れますとカメラフロント部が落下します。万一、落下防止ワイヤーがな
い状態で落下したときは、内部のケーブルが引っ張られて損傷している可能性がありま
す。火災や感電の原因になりますので、カメラ交換をお願いします。
６．被写体が中央になるようにカメラの向きを調整して、ねじを仮締めします。
７．Ｔ／Ｗボタンを押して画角を調整します。
８．画角が決まったら、各ねじをしっかり締めて、ぐらつきがないか確認します。
（カメラ固定ねじとベース固定ねじの参考トルク：六角星型ねじ 1.5 〜 1.6N･m）
（ジョイント固定ねじの参考トルク
ジョイント回転
ベース回転
：六角型ねじ 1.5 〜 1.6N･m）
±160°
９．画角調整確認用モニターを外します。 ±90°
１０．SDメモリーカードに記録を行うとき
は、SDメモリーカード挿入口にラベ
ル面を上にして挿入します。
１１．SD フタを閉じます。
１２．SD フタねじ２本をしっかり締めます。
（参考トルク
カメラ回転
：六角星型ねじ 0.4 〜 0.5N･m）
±160°
１３．必要に応じて落下防止ワイヤー用ねじ穴にワイヤーを
取り付けます。（→3-1項参照）

ご注意
・カメラは本書に定める設置工事が正しく施工され、かつ適切な防水処理
がされた場合のみ防水性能（JIS IP66相当）が保証されます。最後に
ねじが確実に締まっていることを確認してください。

3-9 カメラ設定と画角／ピントの微調整
カメラを設置したあとは、デジタルレコーダーまたはパソコンから遠隔でカメラを操作します。
１．カメラの接続設定および画角／ピントの微調整を実施してください。
２．詳細についてはデジタルレコーダーの取扱説明書またはWEB設定ツール取扱説明書をご
覧ください。
お知らせ
・ピントの微調整は、静止していて輪郭がはっきりしているものを被写体として行ってく
ださい。

4. その他
4-1 リセットボタンについて
操作
約10 秒間
押し続ける

5 秒以内に
3 回押す

動作内容
使用用途
状態表示 LED が青色に点滅したあと、 すべての設定を工場出荷状態に戻す場
カメラが再起動して、すべての設定内 合に操作します。
容が工場出荷時の状態に戻ります。
また、デジタルレコーダー（DS−JH
必要な設定情報はセーブしておくこと シリーズ）以 外の機器にカメラを初め
をおすすめします。
て接 続 するときに、工場 出 荷 時 の IP
IP アド レ ス は｢192.168.0.100」に ア ド レ ス「0.0.0.0」か ら 初 期 値 の
なります。
「192.168.0.100」に変更するために
操作します。
状態表示 LED が青色に点滅したあと、 主に、デジタルレコーダー
カメラが 再起 動して、IP アドレスが （DS-JH シリーズ）へ接続するときに
工場出荷時の「0.0.0.0」に戻ります。 操作します。
ほかの設 定は工場出荷時の状態には DS-JH シリーズは、カメラを複数台接
戻りません。
続するときに、カメラの IP アドレスが
「0.0.0.0」になっていると自動的に IP
アドレスを割り当てることができます。
（詳細は DS-JH シリーズの取扱説明書
をご覧ください。）

4-2 WEB 設定ツールについて
パソコンからカメラの各機能の設定、および設定情報を確認できます。
詳しい使用方法については、下記URLからWEB設定ツールの取扱説明書をご覧ください。
http://www.hitachi.co.jp/bouhan/
お知らせ
・工場出荷時はIPアドレスが「0.0.0.0」になっています。
WEB設定ツールに接続する場合は、カメラの［リセットボタン］を10秒間押し続けて、
IPアドレスを「192.168.0.100」で再起動させるか、すでにカメラに設定されている
IPアドレスをご確認ください。
ログイン画面が現れたら、IDに「root」、パスワードに「admin」（初期値）を入力して
ください。
・不正アクセス防止のため、ユーザー認証設定（ID ／パスワード）は定期的に変更して
ください。

