付属品をご確認ください

取扱説明書 設置編

取扱説明書 運用編
：１枚

日立監視用ネットワークカメラ

DI-CD322LE

保証書：１式

取扱説明書 設置編
（本紙）：１枚

Sカン：１個

取付板：１枚

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。

詳細は 2-3 項をご覧ください。

結束バンド：1 本

詳細は 2-4 項をご覧ください。

防水テープ：１個

調湿シート：１枚

Contents
1. 各部のなまえ

詳細は2-5項をご覧ください。 詳細は2-5項をご覧ください。 詳細は2-7項をご覧ください。

2. 設置・接続・調整

日立監視用ネットワークカメラについてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、お買い上げの販売店がわからない場合は、下記窓口にご相談ください。
修理などアフターサービスに関するご相談は

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

（受付時間）9:00 〜19:00（月〜土）
9:00 〜17:30（日・祝日）
携帯電話、PHS からもご利用できます。

（受付時間）9:00 〜17:30（月〜土）
日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

TEL 0120−3121−68
FAX 0120−3121−87

TEL 0120−3121−19
FAX 0120−3121−34

●お客様が弊社に電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために、通話内容を記録（録
音など）させていただくことがあります。
〒170-8466 東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
ライズアリーナビル
QR86713

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させて
いただくことがあります。
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●出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付さ
せていただくことがあります。

1. 各部のなまえ
ドームカバーをつけた状態
マイク

ドームカバー

状態表示 LED

ドームカバーをはずした状態

SDメモリーカード
ふたねじ

（→2-11 項）

サービス用端子（保守専用）

SDメモリーカードふた

SD メモリーカード挿入口

使用しません。

通信確認 LED

VIDEO OUT（映像出力）端子

（→2-7 項）

リセットボタン

緑色：LINK OK
黄色：RX/TX ACTIVITY

（→2-9 項）

水平画角調整部固定ねじ

（→2-7 項）

ゴムパッキン

（→2-7項）

T/W ボタン

（→2-7 項）

マイク
SDメモリーカード挿入口
カバー固定ねじ

ドームクリア
AVA ハーネス

（→2-2 項）

状態表示 LED

LANコネクターケーブル

LAN コネクターケーブル

ヒンジ差し込み口

（→2-11 項）

垂直画角調整部固定ねじ

回転調整部固定ねじ

（→2-2 項）

（→2-7 項）

（→2-7 項）

ハンドベルト

アラーム入出力ケーブル

（→2-4 項）

レンズホルダー
赤外 LED カバー

遮光ゴム

レンズ

（→2-7 項）

電源ケーブル（赤）
ビデオ／オーディオ出力ケーブル（黒）
外部マイク／ライン入力ケーブル（白）

落下防止ワイヤー用ねじ穴

（→2-1 項）

照度センサー

2. 設置・接続・調整
下記の手順にしたがって設置・接続・調整を行ってください。

機器の準備 ⇒ ケーブル端子の ⇒ 取付板の設置 ⇒ 接続前の本体の ⇒ ケーブル接合部の ⇒ カメラの取り付け ⇒ カメラ本体での ⇒ カメラのIPアドレス設定と
確認 →2-2 項
準備 →2-4 項
防水処理 →2-5 項
調整 →2-7 項
画角／ピントの微調整 →2-8 項
→2-1 項
→2-3 項
→2-6 項
ご注意

・本機は雨が直接かかる屋外への設置はできません。
・雨が直接かかる場所への設置は販売店にご相談ください。
・ドームクリアの保護シートは傷つき防止のため、カメラ本体での調整（→2-7項）が終わ
るまではがさないでください。

2-1 機器の準備
必要に応じて、以下のカメラ周辺機器をご準備ください。
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/

・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センサーからの画像の読み出し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、カメラ本体の安定性を確保（振動しないように）すると現象が軽
減します。

2-2 ケーブル端子の確認

LAN ケーブル（*２）
PoE 給電装置、または 専用 AC アダプター
VK-AC40（別売品）などの電源供給装置（* １） NAS（取扱説明書 運用編の1項参照）
ハイブリッドレコーダー（*３）

パソコン（*４）

SDメモリーカード（*５）

ビデオケーブル（φ3.5 ミニプラグ付き）

オーディオケーブル（φ3.5 ミニプラグ付き）

アンプ内蔵スピーカー

モニター（画角・ピント調整用／
φ3.5ミニプラグ映像入力端子付き）

お知らせ

（A）LAN コネクターケーブル
AVA ハーネス

アラーム延長ケーブル（別売品）

取付板（付属品）

カメラ取付金具（別売品）（*６）

取り付けスペーサー 型式 DI-CWS322
（別売品）（*７）

アラーム延長ケーブル
（別売品）
（C）電源ケーブル（赤）
専用ACアダプター
（E）ビデオ／オーディオ出力ケーブル（黒）
モニター／スピーカー

落下防止用ワイヤー（市販品）
（*８）

* １：PoE 給電装置は、必ず 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：LAN ケーブルは、8 極 8 芯の RJ-45 モジュラープラグ付き、カテゴリ 5e 準拠以上の UTP
ストレートケーブルをご使用ください。
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。近づけて配線すると、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。
* ３：本機を日立ハイブリッドレコーダーに接続してもカメラを認識しない場合は、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。
* 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：次のような場合には別売の各種取付金具が必要です。お買い上げの販売店にお問い合わせく
ださい。
・カメラを天井に埋め込んで設置する場合
・カメラを天井や壁面から吊り下げて設置する場合
* ７：コンクリート面などで配線用穴が開けられない場合、別売の取り付けスペーサー（型式：
DI-CWS322）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。
* ８：市販品のタッピングねじ（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固定することで、
落下防止対応が可能です。

■PoE電源供給装置（PoE HUBなど）を使用する場合の接続例

●カメラとPoE電源供給装置をLANケーブルで接続してください。
●PoE電源供給装置とハイブリッドレコーダー（DS-JHシリーズ）／パソコンをLANケーブ
ルで接続してください。

外部マイク
（D）外部マイク／ライン入力ケーブル（白）
（Ａ）LANコネクターケーブル
接続するLANケーブルは、100m以内でご使用ください。
（Ｂ）アラーム入出力ケーブル
必要に応じて、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て
ください。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。

ご注意

・カメラ本体とケーブルの接続は、カメラ本体の電源を供給する前に行ってください。

お知らせ

・工場出荷時、アラーム機能はOFFになっています。本機能を使用する場合はパソコン
（WEB設定ツール）からアラーム機能を設定してください。
・ハイブリッドレコーダーからはアラームの設定はできません。

線色

線名称

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。

ご注意

・PoE HUBにLANケーブルを再接続するときは、2秒以上間隔を空けてください。素早く
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。

PoE/100Base-TX 対応端子
1000Base-T
対応端子
（100Base-TX）

ハイブリッドレコーダー（DS-JHシリーズ）

パソコン

●カメラが1台の場合、PoE電源供給装置（PoE HUBなど）を使用せず、ACアダプターに
て電源を供給できます。
・ACアダプターは専用ACアダプターをご使用ください。
①カメラの電源ケーブルにACアダプターを接続してくだ
さい。
②カメラとハイブリッドレコー ダー（DS-JHシリーズ）
またはパソコンをLANケーブルで接続してください。

LAN
ケーブル

②

専用ACアダプター
VK-AC40（別売品）

（赤）

①

（100Base-TX）

お知らせ

（Ｅ）ビデオ／オーディオ出力ケーブル
（黒）
ビデオ出力とオーディオ出力がひ
とつのケーブルになっています。
適合プラグは右記を参照してくだ
さい。
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て
ください。

ご注意

外部マイク／ライン入力ケーブル適合プラグ
φ3.5モノラル
ミニプラグ

音声信号

GND

φ3.5ステレオ
ミニプラグ

音声信号

GND

ビデオ／オーディオ出力ケーブル適合プラグ
φ3.5ステレオミニプラグ
映像信号

音声信号

GND

※モノラルミニプラグでは音声が出力されません。

・工場出荷時は、ビデオ／オーディオ出力ケーブルへの信号出力設定は「OFF」、外
部／内蔵マイク切り換え設定は「内蔵マイク」になっています。
設定の変更はパソコン（WEB設定ツール）を使用して設定してください。
・VIDEO OUT（映像出力）端子とビデオ／オーディオ出力ケーブルを同時に接続す
ると、映像が暗くなります。

LAN端子

ハイブリッドレコーダー（DS-JHシリーズ）

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
器設備など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）

（D） 外部マイク／ライン入力ケーブル
（白）
必要に応じて、外部マイク／ライ
ン入力ケーブルに外部マイクを接
続してください。

■ACアダプターを使用する場合の接続例
お知らせ

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、
break設定時：オープン）でアラーム入力を受け付けます。

（C） 電源ケーブル（赤）
専用ACアダプター（別売品）を接
続します。

LAN端子

（1000Base-T）

機能

アラーム入出力ケーブルのつなぎ方
ケーブルの先端にあるコネクターを切断します。ケーブルの先端を剥き、接続する機器のケー
ブルをつなぎます。このとき、導線どうしが接触しないように注意してください。
必要に応じてアラーム延長ケーブル（別売品）をご使用ください。

LANケーブル
（100Base-TX）

LAN
ケーブル

（B）アラーム入出力ケーブル
周辺機器

外部センサーあるいは外部設備機器
（アラーム入出力用）

外部マイク

LAN ケーブル

パソコン

・NASを使用する場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2. 設置・接続・調整（つづき）

2-4 接続前の本体の準備

2-3 取付板の設置
１．本機を設置する場所を決めます。
・本機の総重量や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
強を施して取り付けてください。補強を行わない場合は、落下によるけがの原因にな
ります。
・コンクリートに固定するときは、屋外用アンカーボルト（M4用）または、AYプラグ
ボルト（M4用）で固定し十分な補強を施してください。
２．LANケーブルおよび必要なケーブルをカメラ設置場所まで配線します。

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。

天井や壁に配線用穴を開けられる場合

天井や壁に配線用穴を開けられない場合

9 〜13

配線用穴

60
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ご注意

・ドームカバーのねじ4本、SDメモリーカードふたねじ
1本以外は絶対にゆるめないでください。
またAVAハーネスやLANコネクターケーブルを引っ
張ったり、右図のように根元から無理に曲げないよう
にしてください。防塵防水機能が維持されず、故障の
原因となります。

ドームカバー

ご注意

・ハンドベルトは本機以上の重さをかけると切れる可能
生がありますので、絶対に本機以外のものを引っ掛け
たり、体重をかけないようにしてください。

60

アンカーボルト

・ドームカバーの取りはずしは、カメラ本体と取付板の取
り付け（2-7項）前に行うことを推奨しています。
（取り
付けが不完全な状態でドームカバーをはずすと、取付板
からカメラ本体がはずれて落下する危険があります。
）

３．ハンドベルトにSカン（付属品）を通し、天井に付いて
いる取付板のガイド穴に引っ掛けてください。

撮影したい
方向

撮影したい方向

お願い

（市販品：呼び径4）

ご注意

２．ドームカバーをはずします。
①SDメモリーカードふたのねじ1本（→1項）をゆるめ、SDメモリーカードふたを開けます。
②ドームカバーのカバー固定ねじ4本（→1項）をゆるめます。SDメモリーカードふた、ドー
ムカバーには落下防止用のヒンジが付いています。
③ ハンドベルト
③ハンドベルトをつかみ、ハンドベルトを真上にゆっくり
引っ張りながら、ドームカバーをまっすぐ下にはずします。

お知らせ

天井や壁に配線用穴を開けて配線するとき ①取り付けスペーサー（別売品）を使用する
場合
は、あらかじめ撮影したい方向を決め、固定
ねじ穴から指定位置に約φ28 〜30mmの配
配線を収容するための「取り付けスペー
線用穴を開けてください。
サー」を天井や壁に固定するため、アン
アンカーボルト
カーボルトを取り付けてください。
（市販品：呼び径4）
天井や壁の状態に合わせて、ねじ位置を下
記から選択して取り付けてください。
83.5

φ28〜30

１．静電気を除去します。
本機に触れる前に、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。除去しないで機器に触れると故障する場合があります。

Ｓカン

・機器の落下防止、設置作業の安全確保のために、両手
作業ができるように必ずSカン（付属品）をご使用く
ださい。

・ガラス越しでは赤外LEDの反射が映り込
むことがありますので、そのような設置
はしないでください。
・カメラを複数設置する場合は赤外LEDが アンカーボルト
相互に干渉することがありますので、そ （市販品：呼び径4）
のような場合には画角を調整してくださ
撮影したい
い。
方向

83.5

お知らせ

・取り付けスペーサー（別売品）を使用する場合、Sカ
ンは取り付けスペーサーの取付板にある穴に引っ掛け
てください。

2-5 ケーブル接合部の防水処理
天井
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取付板（付属品）

撮影したい方向を決めてください。
取り付けスペーサーを固定ねじ4本にて天
井や壁に固定してください。
ケーブルは防水処理を施した状態（→2-5
項）で、下記のケーブル配線例のように取
り付けスペーサー内に収容してください。

お知らせ

・取り付けスペーサーを使用する場合は、
カメラに付属されている取付板は使用
しません。

固定ねじ

取付板（付属品）
壁面

（市販品：呼び径 4×30 相当）
（固定する壁材に適したねじを使用してくだ
さい。）

LANコネクターケーブル

①LANコネクターケーブルの防水処理方法
LANコネクターケーブルにLANケーブルを接続したあと、フックとLANコネクターの間に挟み
こむように結束バンドを巻きつけ、余ったバンドは根元からニッパーなどで切断します。LAN
ケーブルが確実に接続されていることを確認し、フック部分を強く抑えないように防水テープ
を巻きつけてください。
LANコネクターの角、および結束バンドの切断面で防水テープを損傷しないようにしてくだ
さい。

LANコネクターケーブル
フック
結束バンド

接続コネクター部がすべて
防水テープは
（余ったバンドは切断してください） 隠れるように巻いてください
カメラ本体側から巻きはじめ、
半分重ねて巻いてください
②AVAハーネスの防水処理方法
AVAハーネスに何も接続しない場合でも防水処理は必要です。
防水テープ（付属品）を使って下記のように防水処理を行ってください。
各ケーブルのコネクター位置を合わせてください。

撮影したい
方向

壁面にカメラを設置するとき
状態表示LEDが下になるように取り付けます。
このとき、カメラのLANコネクターケーブル、
AVAハーネスは上側になります。

軒下等、雨や水がかかる場所に設置するときはケーブル接合部には必ず防水テープ（付属品）
でケーブルの防水処理を施してください。付属の防水テープ以外（ビニールテープなど）を使用
すると、すき間から水が入り故障の原因になります。

取り付け
スペーサー

固定ねじ（市販品：
呼び径4×30相当）

適合穴φ27

AVAハーネス

（PF管22コネクター用）

カメラへ

AVA
ハーネス

防水テープはカメラ本体側から巻きはじめ、
半分重ねて巻いてください

ご注意

・防水テープを約2倍の長さに引き伸ばし、ケーブルの周りに巻きつけてください。
テープを十分に引き伸ばさないと、十分な防水性が得られません。
・軒下等、雨や水がかかる場所に設置するときは接続管などでケーブルの防水処理をしてください。
・取り付けスペーサー（別売品）を使用する場合、ケーブルはケーブル配線例（→2-３項）のよう
に収容してください。
・カメラ本体は、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施工された
場合のみ、防水（JIS IP66相当）です。

2-6 カメラの取り付け
状態表示LED
LAN
コネクターケーブル （ケーブル配線例）
②取り付けスペーサーを使用しない場合
（カメラ本体の切り欠き部より配線を引き出す場合）
本機は、壁面や天井に配線用穴を開けずに配線で
きる構造になっています。ドームクリアが損傷し
ないように注意して、配線用切り欠きを切り取り、
ケーブルを配線してください。
この部分（配線用切り欠き）をニッパーなどで切り取り、
LANコネクターケーブル、AVAハーネスを通します。

接続コネクター部がすべて
隠れるように巻いてください

①Ｓカン

① ハンドベルト

ケーブルの接続が完了したら、カメラを固定します。
カメラを取付板（付属品）に固定するときは、次の手順
で固定してください。
② ガイド穴
①取付板からSカンをはずします。ハンドベルトからS
カンをはずします。（Sカンを使用するのは設置時の
みです。はずしたSカンは保管してください。）
②カメラのガイド3箇所を取付板のガイド穴に合わせ矢
② 矢印方向
印の方向にまわします。
にまわす
③カメラを固定ねじで取付板に固定します。

ご注意
ドームクリア

・落下防止のため、固定ねじは確実にしめてください。
② ガイド
・ねじしめ参考トルク：0.18 〜 0.2Nm
強くしめすぎるとねじを破壊するおそれがあります。
③ 固定ねじ

2. 設置・接続・調整（つづき）

2-7 カメラ本体での調整

2-8 カメラのIP アドレス設定と画角／ピントの微調整

①本機に電源を供給すると、状態表示LED（赤色）が点灯します。
②約1分後、起動が完了すると状態表示LEDが消灯します。

設置が完了したら、IPアドレスの設定および画角／ピントの微調整を実施してください。設定
／微調整については「WEB設定ツール取扱説明書」（→2-10項）、またはハイブリッドレコー
ダー（DS-JHシリーズ）の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

・電源供給後、起動が完了するまで赤外LEDが点灯しますので、赤外LEDカバー部分を直視
しないでください。

③VIDEO OUT（映像出力）端子にモニターを接続すると、ピント調整モードに移行してレンズ
の絞り（アイリス）が開放状態になり、モニター画面に「ピント調整アシストバー」を表示します。

SDメモリーカード挿入口

③ VIDEO OUT（映像出力）端子
④ 水平画角調整部固定ねじ（2本）

④ 回転調整部

固定ねじ
（２本）

ピント調整アシストバー

ご注意

・静止している被写体でピント合わせを行ってください。
・レンズを横に向けた状態でドームカバーをかぶせると、ドームカバーが映り込むことが
あります。このような場合は、ドームカバーが映り込まないようにズームポジションを
変えて画角の調整を実施してください。

お知らせ

・ズーム位置を調整すると、調整したズーム位置を自動でホームポジションとして記憶しま
す。停電が発生した場合でも、電源復帰後、ホームポジションのズーム位置で起動します。

2-9 リセットボタンについて

①

状態表示
LED

オレンジマーク

グリーンマーク

（フォーカスレンズ位置）（最適ピント位置）

VIDEO OUT（映像出力）端子適合プラグ
④レンズホルダー

赤外LEDカバー
遮光ゴム

⑤ T/W

φ3.5モノラル
ミニプラグ

φ3.5ステレオ
ミニプラグ

ボタン

④ 垂直画角調整部

固定ねじ（２本）

映像信号

GND

映像信号

GND

お知らせ

・ピント調整モードは約2分で解除され、ピント調整アシストバーも消えます。モニターを再
接続するか［リセットボタン］を１回押すと再度2分間のピント調整モードになります。
・モニターを接続した状態で本機に電源を供給した場合、ピント調整モードにはなりません。

操作

動作内容

1回押す

5 秒以内に 状態表示 LED が青色に点滅したあと、 主にハイブリッドレコーダー
カメラが再起動して、IP アドレスが工 （DS-JH シリーズ）へ接続するとき
3 回押す
場出荷時の「0.0.0.0」に戻ります。 に操作します。
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
戻りません。
接 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。）

ご注意

お知らせ

・壁面に設置した場合は、カメラの画像が上下左右反転します。
WEB設定ツール、ハイブリッドレコーダーにて画像の上下左右反転ができますので、レン
ズを回転する必要はありません。詳しくは各取扱説明書をご覧ください。

⑤ズームポジションをカメラ本体の、
［ T（望遠）ボタン］と［ W（広角）ボタン］で大まかに調整します。
［ T/Wボタン］では以下の操作が行えます。
本体ボタン

長押し（１秒以上）

T（望遠）ボタン

望遠側にレンズが移動し、
被写体を拡大して撮影します。

W（広角）ボタン

広角側にレンズが移動し、
広範囲に撮影します。

１回押し（１秒未満）
オートフォーカスで
ピントを合わせます。

お願い

・カメラ本体の［T/Wボタン］ではピントの微調整はできません。またレンズカバーを取り
付けることにより、ピントが少しずれてしまう場合がありますので、レンズカバーを付け
た状態で、レンズの微調整を必ず行ってください。

⑥調湿シート（付属品）を開封し、調湿シートから剥離紙をはがして、
ドームカバー内部の右図に示す位置に貼り付けます。
レンズやドームクリアのくもり・結露を防ぐため調湿シート（付
属品）を必ず貼り付けてください。

⑥ 調湿シート

VIDEO OUT（映 像 出 力）端 子 に モ ピント調整モード（→2-7 項）は、約
ニターを接続しているときに左記操作 2 分で通常モードに戻ります。
を 行うと、ピ ント調 整 モ ードと 通 常
モードが切り換わります。

約10 秒間 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
押し続ける カメラが再起動して、すべての設定内 場合に操作します。
容が工場出荷時の状態に戻ります。
また、ハイブリッドレコーダー以外の
* 必要な設定情報はセーブしておくこ 機器にカメラを初めて接続するときに、
とをおすすめします。
工場出荷時の IP アドレス「0.0.0.0」
IP アド レ ス は｢192.168.0.100」に を「192.168.0.100」に変更する
ために操作します。
なります。

④レンズの角度を調整しながら、カメラの画角を決めてください。
被写体がモニターの中央に映るよう、水平／垂直画角調整部固定ねじをゆるめ、水平および
垂直画角を調整します。壁面設置で被写体が斜めに映るときは、回転角を調節します。
回転角の調節は、垂直画角調整部固定ねじをゆるめてレンズホルダーをつかんでまわしてく
ださい。ほかの場所をつかむと故障の原因になります。
・ねじしめ参考トルク：0.45 〜 0.55Nm
強くしめすぎるとねじを破壊するおそれがあります。
・レンズホルダーをつかむときはケーブル付近に触れないでください。また、180度以上ま
わすとケーブル破損の原因になります。
・遮光ゴムは変形させると赤外LEDの光漏れの原因になります。
強く押さえたり、引っ張るなどの力を加えないでください。
・赤外LEDで撮影する場合の初期設定は「遠距離側」に適した設定になっています。
近距離の被写体を映すときは、設定を「近距離側」に変更する必要があります。
設定を変更するには、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口までご相談ください。

内容

2-10 WEB 設定ツールについて
パソコンから本機のIPアドレス、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「0.0.0.0」になっていますので、
［リセットボタン］を10秒間押し続けて、
「192.168.0.100」で再起動させるか（→2-9項）、すでに本機に設定されているIPア
ドレスを確認してください。
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。

2-11 状態表示 LED について
カメラの状態表示LEDは、電源供給装置より電源が供給されると赤色で点灯し、起動完了す
ると消灯します。また、カメラの正常動作状態と異常動作状態を知らせることができます。
LED点灯・点滅の設定は「WEB設定ツール」を使用します。
設定に関する詳しい説明につきましては、「WEB設定ツール取扱説明書」をご覧ください。
また設定を切り換えるには、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口までご相談ください。
カメラの正常動作、SDメモリーカード／ NASへの記録中を状態表示LEDで知らせたい場合
LED表示設定で、ON（点滅あり）／ OFF（点滅なし）／ ON（記録中）を切り換えることが
できます。
状態

LED 表示設定

点滅動作

カメラ正常動作時
記録中

ON

5 秒おきに1回点滅

OFF（初期値）

点滅なし

SD記録、NAS記録で、LED表示設定ON（記録中）に設定している場合、記録中は点滅し、
未記録中は消灯します。

ご注意

カメラの異常、SDメモリーカードの異常や性能低下を状態表示LEDで知らせたい場合
通知種別の設定で、ON（点滅あり）／ OFF（点滅なし）を切り換えることができます。

・調湿シートを湿気にさらしたり、ぬれた手で触れたりしない
でください。また付属品以外の調湿材や除湿材は絶対に使用
しないでください。種類によっては水にぬれた場合に発煙・
発火の恐れがあります。
・急激に温度が変化する場所に設置した場合、調湿に時間がか
かり、一時的にレンズ部にくもり・結露が発生する場合があ
ります。
（3）SDメモリーカード

状態

通知種別設定

点滅動作

カメラ異常動作時

ON（初期値）

1秒おきに1回点滅

OFF

点滅なし

ON（初期値）

1秒おきに1回点滅

SD 異常時
NAS 異常時

⑦調湿シートを貼り付けたあとは、5分以内にドームカバーをかぶ
点滅なし
OFF
ふたねじ
せてください。
3 秒おきに 5 回点滅
ON（初期値）
SD 性能低下時
（1）
ドームカバーのマークとカメラのラインが合うようにドーム
（1）
マーク
ゴムパッキン
点滅なし
OFF
カバーをかぶせます。
（2）ドームカバーを固定しているカバー固定ねじ4本をしめます。
カメラ異常動作時には、カメラの修理が必要な場合があります。また、SD異常時／ SD性能
（3）SDメモリーカードふたを閉め、ねじ1本をしめます。
低下時にはSDメモリーカードの交換が必要な場合があります。
（4）ドームカバーの保護シートをはがします。
それぞれ、取扱説明書 運用編の「6.故障かな・・と思ったら」をご覧の上、対処しても消灯
しない場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口までご相談ください。
ご注意
・ねじしめ参考トルク：0.5 〜 0.6Nm
・ケース内側のゴムパッキンには触れないでください。キズ・
汚れ・ねじれ等により、防水性が保てなくなります。
・ドームカバーを開閉する場合、きれいな手袋等を使用してく
ださい。
指紋がつくと適正な画質が保てなくなるおそれがあります。
・自動車用の撥水剤は使用しないでください。ピントが合わな
くなるおそれがあります。

お知らせ

（2）
カバー固定ねじ

・太陽や強い光（スポットライト）などの明るい被写体にカメラを向けたまま、カメラの
電源を投入した場合、カメラ異常と判断して状態表示LED（赤）が点滅（１秒おきに１回）
することがあります。
このような場合には、明るい被写体が映らないようにカメラの撮影アングルを変更し、
電源を投入し直していただくか、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口までご相
談ください。

