取扱説明書 運用編

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。

日立監視用ネットワークカメラ

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。

DI-CD322LE

TEL 0120−3121−68
FAX 0120−3121−87

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。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
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。

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。
●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。
●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。
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1. 商品の特長
●ハウジングなしで軒下への設置が可能

IP66（* １）に適合したハウジング一体型構造により、ハウジングなしで軒下への設置が
可能です。
* １：IP66 ･･･ 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級
あらゆる方向からの強力な水の直接噴流によっても有害な影響をうけない
粉塵が内部に侵入しない

2. 安全上のご注意
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この「安全上のご注意」では、お使いになる方やほかの人々への危害や財産への損害を未然に
防止するために、「警告」「注意」の２つに分類した注意事項を記載しています。内容をよく理
解してから本文をお読みください。

●表示について

●照明機器のない真っ暗な環境での撮影が可能

赤外 LED を搭載しており、照明機器のない真っ暗な環境（0 ルクス）でも赤外 LED が点灯
して明るく撮影することが可能です（* ２）。
* ２：赤外 LED は、周囲の明るさに応じて、自動での点灯、消灯が可能です。

●電動ズーム、オートフォーカス機能を搭載

電動で焦点距離を変化させることができる可変焦点レンズを搭載しています。従来製品で
はカメラ設置時に手動によるピントの調整が必要でしたが、カメラ設置後に、パソコンま
たはデジタルレコーダーより、容易にピントの調整を行うことができます。

●2 メガピクセルの CMOS 撮像素子を搭載

約 213 万画素のプログレッシブ走査 CMOS 撮像素子を搭載しており、夜間などの低照度
時にも、鮮明な映像で監視が可能です。

誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷（* １）を負う可能性が想定さ
れる」内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害（* ２）を負う可能性が想定される」
内容および「物的損害（* ３）のみの発生が想定される」内容を示します。

* １：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症をもたらすもの、
または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
* ２：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）
・感電などを指します。
* ３：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

●図記号の意味
禁止

してはいけない
「禁止」内容です。

強制

必ず実行していただく
「強制」内容です。

注意

気をつけていただきたい
「注意」内容です。

●日立独自の高圧縮・超解像画像処理技術を搭載

日立独自の高圧縮技術により、ネットワーク帯域の負荷軽減に貢献します。また、映像を
超解像処理して引き伸ばすことで、ボケや斜め線のギザギザ感を抑えた高画質の映像を表
示することができます。

警告

●ワイドダイナミックレンジによる画づくり向上

プラグを
はずす

●SDHC/SDXC メモリーカード（別売品）に対応

●ハイブリッドレコーダー、NAS での監視が可能

日立監視用ハイブリッドレコーダー（以下、ハイブリッドレコーダー）あるいはNAS（*３）
と接続することで映像の記録／再生ができます。
* ３：Network Attached Storage の略。
パソコンなどからネットワークを通じてアクセスできる外部記録装置を言います。

プラグをはずす

コンセントから「電源プラグを
はずす」ことを表しています。

異常があるときは、電源プラグをコンセントからはずす

●本機に接続したパソコンの WEB ブラウザから各種設定、映像確認が可能

カードスロットに装着した SDHC/SDXC メモリーカード（以下、SD メモリーカード）に
映像と音声の記録ができます。取り扱いに関しては、本紙の「SDメモリーカード（別売品）
について」（→
「3. 使用上のご注意」）をご覧ください。

ぬれ手禁止

「ぬれた手で扱うことを禁止する」
ことを表しています。

警 告

逆光環境下での白とび、黒つぶれする被写体をワイドダイナミックレンジ機能により見や
すく表示します。
接続したパソコンの WEB ブラウザから、本機に内蔵されたソフトウェア「ネットワークカ
メラ WEB 設定ツール（以下、WEB 設定ツール）」を開くことができます。
WEB 設定ツールを使用して、本機の各種機能の設定、設定情報および映像が確認できます。

分解禁止

「分解禁止」
を表しています。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災の原因となります。
直ちに電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB など）の電源プラグをコンセント
からはずすなどし、電源を切ってください。そのあと、煙が出なくなるのを確認して、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

水中で使用しない
禁止

プラグを
はずす

本機は防水性能を備えていますが水中では使用できません。
JIS C 0920 保護等級 IP66 適応外での使用はしないでください。
内部に水が入った場合は使用を中止し、電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB
など）の電源プラグをコンセントからはずすなどして電源を切ったあと、お買い上
げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

分解・改造しない
分解禁止

分解や改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。

指定外の電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB など）を使わない
禁止

必ず指定された電源供給装置をお使いください。指定外の電源供給装置を使用すると、
火災・感電の原因となります。

2. 安全上のご注意

3. 使用上のご注意（つづき）

警 告
異物を入れない
禁止

プラグを
はずす

内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。
火災・感電の原因となります。
万一異物が内部に入った場合は、電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB など）
の電源プラグをコンセントからはずすなどして電源を切ったあと、お買い上げの販売
店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

落下のおそれのある場所に設置しない
禁止

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。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。落下によるけがの原因となります。

引火性ガスが発生する場所に設置しない
禁止

発火の原因となります。

落とさない、ケース／カバー類を破損させない
禁止

プラグを
はずす

本機を落としたときや、ケース／カバー類を破損したときは、正常に動作しているよ
うに見えても、内部に異常がある場合がありますので、電源供給装置（ACアダプター、
PoE HUB など）の電源プラグをコンセントからはずすなどして電源を切ったあと、
お買い上げの販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注 意
禁止

禁止

調理台や加湿器のそばに設置しないでください。火災の原因となることがあります。
ケースやカバー類を開けないでください。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販
売店にご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
接続コードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものをのせたり、
加熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災の原因となることがあります。
接続コードを敷物などでおおわないでください。コードに気づかず重いものをのせて
接続コードを傷つけ、火災・感電の原因となることがあります。
接続コードの心線が露出したり、断線したときはお買い上げの販売店に交換をご依頼く
ださい。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
接続コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

接続コードをつないだ状態で移動しない
禁止

ぬれ手禁止

移動させるときは、接続コードを抜いてから移動してください。つながったまま移動
すると、接続コードが傷つき、火災の原因となることがあります。

ぬれた手で電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB など）の電源プラグ
を抜き差ししない
感電の原因となることがあります。

お手入れするとき、長期間ご使用にならないときは
電源プラグをコンセントからはずす
プラグを
はずす

■接続機器の取り扱いについて

本機に接続して使用する機器の取扱説明書と、その「注意事項」をよくお読みいただき、正
しくお使いください。

■接続確認機器について

油煙が当たる場所に設置しない

接続コードを熱器具に近づけない
禁止

・必ず新品のSDメモリーカードを使用してください。ほかの機器で使用したSDメモリー
カードを使用すると性能が低下するなど正常に動作しないことがあります。
・未フォーマットのSDメモリーカードは使用できません。お買い上げの販売店にお問い合
わせの上、本機でのフォーマットをご依頼ください。
・SDメモリーカードは消耗品です。接続確認機器リストに記載のSDメモリーカードを使用
した場合でも、約２年を目安に新しいSDメモリーカードと交換してください。
・SDメモリーカードに記録した映像／音声をパソコンで視聴する場合は、「WEB設定ツー
ル」の映像確認のライブ映像操作パネルからダウンロードを行ってください。操作方法は、
「WEB設定ツール取扱説明書」をご覧ください。
・本機をハイブリッドレコーダーに接続せず、本機単体でSDメモリーカードに記録を行う
場合は、パソコンに接続して動作状況（記録、時刻、故障など）を定期的に確認すること
を推奨します。
・万一本機およびSDメモリーカードに不具合が発生した場合は、正しく記録が行われない
ことがあります。
本機およびSDメモリーカードの故障もしくは不具合により発生した映像の消失および付
随的損害（営業損失などの補償）等の責については、ご容赦ください。

・接続確認機器リストに記載している機器であっても、すべての条件下で確認を行っている
わけではありません。お使いになる個々の機器の動作を保証するものではありません。
・接続確認機器リストに記載している機器の故障、映像の消失および付随的損害（営業損失
などの補償）等の責についてはご容赦ください。

温泉地などの腐食性ガスが発生する場所への設置は避けてください。
製品寿命が短くなることがあります。

傷んだ接続コードを使用しない
禁止

URL：http://www.hitachi.co.jp/bouhan/

・PoE HUB、SDメモリーカードなどの接続確認機器、およびACアダプターなどの周辺機
器に関する最新情報は下記URLをご覧ください。

接続コードを傷つけない
禁止

・下記URL上の接続確認機器リストに記載されているSDメモリーカードをご使用ください。

腐食性ガスが発生する場所に設置しない

ケースやカバー類を開けない
禁止

■SDメモリーカード（別売品）について

安全のため、電源供給装置（AC アダプター、PoE HUB など）の電源プラグをコン
セントからはずしてください。

3. 使用上のご注意
■太陽や強い光（スポットライト）へ向けたままにしない

太陽光やスポットライト光を長期間撮影することにより、撮像素子内部のフィルターが劣化し、
光が当たっていたところが変色（焼き付き）することがあります。固定していたカメラの向
きを変えたときなどに目立つことがあります。

■直射日光、雨に当てない

カメラに直射日光や雨が当たるとドームカバー、ドームクリアが変色、劣化することがあり
ます。直射日光や雨が直接当たるような場所への設置は、お買い上げの販売店にご相談くだ
さい。

■SDメモリーカードの交換について

交換の際、内部に湿気を入れないためにSDメモリーカードふたの開閉はすみやかに行ってく
ださい。
ふたのねじ止めは確実に行ってください。
ふたが正しく閉じられていない場合、記録ができません。また、防塵・防水性能が低下します。

■お手入れについて

ドームクリアの表面にほこりや汚れなどが付着すると、赤外LED点灯時の反射による影響で
夜間撮影の映像が白っぽくなるなど画質を損なうおそれがあります。
ほこりや汚れなどが付着した場合は、きれいなやわらかい布やレンズクリーニングペーパー
などを使って、ドームクリアに傷をつけないように軽くふきとってください。
―お願い―
・本機を清掃するときは、電源供給装置の電源プラグをコンセントからはずすなどして必ず
電源を切ってください。
・ドームカバー類をベンジンやシンナーなどでふかないでください。塗装がはがれたり変質
することがあります。
・汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布
で仕上げてください。
・ドームカバー類に殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってご使用ください。

URL：http://www.hitachi.co.jp/bouhan/

■個人情報の保護について

本機を用いたシステムで撮影・記録された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に
関する法律」で定められた「個人情報」（*１）に該当します。
映像情報は、法律にしたがって適正にお取り扱いください。
*１：経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイ
ドライン」における「個人情報に該当する事例」をご覧ください。
本機で使用したSDメモリーカード（別売品）に記録された情報は、「個人情報」に該当する
ことがあります。本機を破棄、譲渡、修理などで第三者へ渡すときは、お取り扱いに十分に
ご注意ください。SDメモリーカードは取りはずし、保管してください。

■ネットワークのご利用について

本機をネットワークへ接続して使用する場合、次のような被害を受けることが考えられます。
①本機を経由した情報の漏えい・流出
②悪意を持った第三者による不正操作、妨害や停止
このような被害を防ぐため、お客様の責任のもと、次のような対策も含めたネットワークセ
キュリティ対策を必ず行ってください。
・ファイアウォールなどで安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
・パソコンが接続されているシステム上で本機を使用する際は、コンピューターウイルスや
不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。
・ユーザー名とパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限する。
・映像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード）、各種サーバー情報などをネットワーク
上に漏えいさせない。
・本機やそのケーブルなどを容易に破壊される場所に設置しない。

■ソフトウェアのご使用について（→「5.ソフトウェア」）

下記内容①〜④をご理解いただいた上、本ソフトウェアをご使用ください。
違反した行為があった場合は、直ちにご使用を中止していただきます。
①著作権
本ソフトウェアとその付属品についての著作権は、株式会社日立製作所および株式会社日
立産業制御ソリューションズが有するものであり、日本およびその他の国の著作権法なら
びに関連する条約によって保護されています。
②許諾
お客様（個人または法人のいずれであるかを問いません）ご自身、またはお客様ご自身か
ら委託された人物ないし機関が、レコーダーおよびネットワークカメラにて配信される画
像を処理する場合に限り、契約で決められた台数のパソコンにインストールできるものと
します。
③その他の条件
・お客様は、本ソフトウェアを複製することはできません。
・お客様は、本ソフトウェアを販売、譲渡、貸出、その他の方法で第三者に使用させるこ
とはできません。
・お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、
逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
④免責
株式会社日立製作所および株式会社日立産業制御ソリューションズは、本ソフトウェア
の使用または使用不能から生じるいかなる損害についても、一切責任を負わないものと
します。

■外国では使わない

本機は日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
<This video camera cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

4. 各部のなまえ

5. ソフトウェア（つづき）
■注意事項

ドームカバー

マイク

SD メモリーカードふた
通信確認 LED

緑色：LINK OK
黄色：RX/TX ACTIVITY

ドームクリア

状態表示 LED

SD メモリーカード挿入口

状態表示 LED

ソフトウェアのインストール

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、ネットワー
クの通信が確立すると消灯します。また、カメラの正常／異常動作状態などを知らせることが
できます。
カメラの状態 LED色

状態表示LEDの点滅パターン
点灯

起動中

消灯

カメラ異常
SD異常
NAS異常

赤

点灯

消灯

点滅を1.2 秒周期（点灯 0.2 秒、消灯1秒）

5 回点滅（点灯 0.1秒、消灯 0.1秒）を３秒周期

点灯
消灯

1回点滅（点灯 0.1秒、消灯 4.9 秒）を 5 秒周期

点灯

動作モード
移行

消灯
青

設置位置確認

ファームウェア
更新中

5 回点滅（点灯 0.1秒、消灯 0.1秒）を1回

点灯
消灯

点滅を 2 秒周期で 20 秒間（点灯1秒、消灯1秒）

点灯
消灯

点滅を 0.4 秒周期（点灯 0.2 秒、消灯 0.2 秒）

*１：正常記録時は SD 記録、NAS 記録中のみ点滅します（未記録中は消灯）。
お知らせ
・工場出荷時は正常動作／正常記録時のLED点滅はしない設定になっています。
・正常動作、正常記録時のLED点滅色は赤色に設定変更できます（初期設定：青色）。
設定につきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。

5. ソフトウェア
ソフトウェアのなまえ
本機に接続したパソコンのWEBブラウザから、「WEB設定ツール」を開くことができます。
WEB設定ツール

パソコンから本機の各種機能の設定、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「WEB 設定ツール取扱説
明書」をご覧ください。

「WEB設定ツール」には、以下のソフトウェアが入っており、ダウンロードして使用するこ
とができます。
ActiveX

１．IEを起動し、
「WEB設定ツール」
にログインして操作画面を表示
します。
操作方法は、本章の「ソフトウェ
アを開く」をご覧ください。

３．ソフト名が表示されるので、目的ソフトの［実行］をクリックします。
４．［保存（S）］をクリックすると、ダウンロードを開始し圧縮（zip）ファイルが保存されます。

消灯

正常動作／
正常記録
（*１）

ActiveX、Fine Vision XD Viewer お よ び 取 扱 説 明 書、VisionNet File Viewer お よ び 取
扱説明書は、「WEB設定ツール」より下記の手順でダウンロード、インストールをすることが
できます。

２．メニューの「一般」ー「ダウン
ロード」を選択します。

点灯

点灯

SD性能低下

IEのセキュリティレベルにより、設定セーブ／ロードが行えない場合があります。その場合は、
下記の設定を実施してください。
１．IEの［ツール］メニューから［インターネットオプション］を表示し、［セキュリティ］タブ
の「信頼済みサイト」を選択します。
２．
［サイト］をクリックし信頼済みサイト画面を表示し、
「このゾーンのサイトにはすべてサー
バーの確認（https:）を必要とする」のチェックをはずします。
３．「このWebサイトをゾーンに追加する」で、カメラのURL
（例：http://192.168.0.100）をWebサイトに追加し、［閉じる］で画面を閉じます。
４．「このゾーンのセキュリティのレベル」の「保護モードを有効にする（Internet Explorerの
再起動が必要）」のチェックがはずれていることを確認します。
５．［レベルのカスタマイズ］をクリックし、下記①②を有効にして登録します。
①「ActiveXコントロールとプラグイン」ー「スクリプトを実行しても安全だとマークされて
いないActiveXコントロールの初期化とスクリプトの実行」
②「その他」ー「サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパス
を含める」

WEB設定ツール、Fine Vision XD Viewer、
VisionNet File Viewerで映像を表示する場合に必要となります。

パソコンでカメラのライブ映像およびハイブリッドレコーダー
の記録映像を見たり、パソコンにダウンロードしたファイルを
Fine Vision XD Viewer 見るときに使用します。また SD メモリーカードに記録された
映像／音声をパソコンで再生するときに使用します。詳しい使
用方法については、「Fine Vision XD Viewer 取扱説明書」を
ご覧ください。
パソコンにダウンロードした映像を見るときに使用します。ま
たSDメモリーカードに記録された映像／音声をパソコンで再
VisionNet File Viewer
生 す る と き に 使 用 し ま す。詳 し い 使 用 方 法 に つ い て は、
「VisionNet File Viewer取扱説明書」をご覧ください。

ソフトウェアを開く
WEB設定ツールを開くには、以下の手順で操作します。
１．パソコンのIPアドレスを設定します。
「ネットワーク」ー「プロパティ」ー「ローカルエリア接続」ー「プロパティ」
「インターネットプロトコルバージョン４（TCP/IPv4）」ー「プロパティ」から、IP
アドレスに「192.168.0.xxx」（xxxは１〜 254のうち接続されたカメラと重複しな
い数字）を、サブネットマスクに「255.255.255.0」を設定します。
２．Internet Explorer（以下、IE）のアドレスバーに設定したいカメラのURL
（例：http://192.168.0.100）を入力すると、認証画面を表示します。
３．認証画面に管理者ログインIDとパスワードを入力すると操作画面を表示します。出荷
時の設定は管理者ログインIDが「root」、パスワードが「admin」となっています。
※ご不明な点は、画面右上のヘルプ「?」から確認することができます。

５．保存したファイルを実行すると、圧縮（zip）ファイルが解凍されます。
解凍されたファイルに含まれるインストール手順にしたがい、インストールを実行してく
ださい。操作方法は、解凍されたファイルの取扱説明書をご覧ください。

6. 故障かな・・と思ったら
次のことをお調べください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店にご相談く
ださい。お客様ご自身での修理は事故や故障の原因になります。
症状
まったく映らない

確認内容
処理方法
カメラの状態表示LEDが点滅 「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」
）をご
していませんか？
覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認くだ
さい。カメラ異常時の点滅動作の場合には、修
理をご依頼ください。
PoE電源供給装置／ハイブリッ 電源コード、LANケーブル、ACアダプターを正
ド レコ ー ダ ー の 電 源 コ ード、 しく接続してください。
LANケーブル、ACアダプターが、
正しく接続されていますか？

WEB設 定 ツ ー ル が IPアドレスが合っていますか？ カメラのIPアドレスを正しく設定してくださ
開けない
い。それでもWEB設定ツールが開けない場合
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。
状態表示LEDが消 カメラ正常動作時、SD記録時、「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」）をご
灯しない
NAS記録時のLED表示設定が 覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認くだ
ONになっていませんか？
さい。
LED 表示設定を変更する場合には、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。
明るい被写体にカメラを向け 「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」）をご
たまま、カメラの電源を投入 覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認くだ
していませんか？
さい。
カメラ異常動作時の点滅動作の場合、以下の対
処を順番に行ってください。対処しても消灯し
ないときは、修理をご依頼ください。
①明るい被写体が映らないようにカメラのアン
グルを変更してください。
②カメラの電源を投入し直してください。
フ ォ ー マ ッ ト さ れ たSDメ モ フォーマットされたSDメモリーカードを正し
リーカードが正しく装着され く装着し、カメラの電源を投入し直してくださ
ていますか？
い。対処しても消灯しないときは、修理をご依
頼ください。
NASへの記録が開 NASの記録設定が正しく行わ 「WEB設定ツール取扱説明書」をご覧になり、
始できない
れていますか？
正しく設定してください。
SDメモリーカード カメラの状態表示LEDが点滅 「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」）をご
への記録が開始で していませんか？
覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認くだ
きない
さい。
SD異常時の動作の場合には、以下の対処を順
番に行ってください。対処しても消灯しないと
きは、修理をご依頼ください。
①SDメモリーカードを抜き差ししてください。
②SDメモリーカードのフォーマットをお買い
上げの販売店にご依頼ください。
③カメラの電源を投入し直してください。
SDメモリーカードの記録設定 「WEB設定ツール取扱説明書」をご覧になり、
が正しく行われていますか？
正しく設定してください。
SDメモリーカードふたが正し SDメモリーカードふたを正しく閉じてねじ止
くねじ止めされていますか？
めしてください。
SDメモリーカードが正しく装 SDメモリーカードを正しく装着してください。
着されていますか？
接続確認機器以外のSDメモリー 接続確認機器リストに記載されているSDメモ
カードを使用していませんか？
リーカードをご使用ください。
SDメモリーカードの誤消去防 SDメモリーカードの誤消去防止スイッチの
止スイッチがLockになってい Lockを解除してください。
ませんか？

7. 保証とアフターサービス

6. 故障かな・・と思ったら（つづき）
症状
確認内容
「WEB設 定 ツ ー ル」 カメラの状態表示LEDが点滅
を使って、SDメモ していませんか？
リーカードの記録映
像 ／ 音 声をパソコ
ンにダウンロードで
きない

処理方法
「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」）をご
覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認く
ださい。SD異常時、またはSD性能低下時には、
SDメモリーカードの故障または寿命が考えら
れます。新しいSDメモリーカードに交換して
ください。カメラが高所に設置されているとき
は修理をご依頼ください。

動く被写体がブレ シャッタースピードが遅くあり ハイブリッドレコーダーまたはパソコン（WEB
る
ませんか？
設定ツール）を使用して、シャッター速度を速
い設定にしてください。詳細は、それぞれの取
画面が明るい暗い
扱説明書をご覧ください。
を 繰 返 し、明 る さ
が安定しない
色合いがおかしい

改装などで照明の位置や種類が
変わっていませんか？

きれいに映らない

ドームクリアにほこりや汚れが ドームクリアにキズをつけないよう、やわらかい
ついていませんか？
布などで、ほこりや汚れを取り除いてください。

被写体が明るいの ナイトモードの設定が
に画面が白黒であ 「MONO」になっていませんか？
る
カメラの状態表示LEDが点滅し
ていませんか？

画像がちらつく

ハイブリッドレコーダーまたは、WEB設定ツー
ルの取扱説明書をご覧になり、ホワイトバラン
スを調整してください。

設定が「MONO」になっている場合は
「COLOR」に変更してください。
「状態表示LED」（→「4. 各部のなまえ」）をご
覧の上、状態表示LEDの点滅動作をご確認く
ださい。カメラ異常動作時の点滅動作の場合は
修理をご依頼ください。

この商品には保証書を同梱しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の
記入をお確かめの上、お買い上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、
大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中
でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間
当社は、この商品の補修用性能部品を、製造打切後８年間保有しています。性能部品とは、
その商品の機能を維持するために必要な部品です。当社は、販売店からの注文により、補修
用性能部品を販売店に供給します。

修理を依頼されるときは（出張修理）
本機が正常に動作しないときは、「6.故障かな・・と思ったら」をお調べください。それで
も正常に動作しないときは、ご使用を中止し、必ず電源を切ってから、お買い上げの販売店
に修理をご依頼ください。なお、本機の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害（営
業損失などの補償）等の責については、ご容赦ください。
保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。

ご連絡していただきたい内容

LED照明の下で撮影していま ハイブリッドレコーダーまたはパソコン（WEB
せんか？
設定ツール）を使用して、シャッター速度を下
記のように設定にしてください。詳細は、それ
ぞれの取扱説明書をご覧ください。
・50Hz地域（東日本）：
シャッター速度を50Hz FIXEDに設定
・60Hz地域（西日本）：
シャッター速度を60Hz FIXEDに設定

いたずら検知が作 下記のような被写体、場所での 左記のような被写体や場所では、検知できない
動しない
撮影ではありませんか？
ことがあります。
その場合は、いたずら検知の感度を変更してく
・めりはりがない被写体
（画面の大部分が真っ白な
ださい。それでも検知できない場合は、別の場
所に移動してください。
壁や床の映像）
・極端に小さい被写体
・ガラスなど透過性の高い
遮蔽物
・極端に動きが遅い被写体
・暗い場所
いたずら検知が誤 下記のような被写体、場所での 左記のような場合、いたずら検知が誤検出する
検出する
撮影ではありませんか？
ことがあります。その場合は、いたずら検知の
・人物や車などの動く被写体が 感度を変更してください。設定方法は「WEB
大きく（多く）映り込むとき
設定ツール取扱説明書」をご覧ください。
・カメラに反射光など強い光が
差し込むとき
・振動などでカメラが揺れるとき
・照明のオン／オフや昼と夜など
で撮影環境が大幅に変化する
とき
時計がずれる

8. 仕

保証書について

本機の時計精度は月差±30秒 時計がずれた場合は、再設定してください。設
です（使用環境によって異なり 定方法は「WEB設定ツール取扱説明書」をご
ます）。
覧ください。

品

名

監視用ネットワークカメラ

形

名

DI-CD322LE
年

お買い上げ日

月

日

故障の状況

できるだけ具体的に

ご

住

所

付近の目印等もあわせてお知らせください

お

名

前

電 話 番 号
訪問ご希望日
保証期間が過ぎているときは
修理可能と判断した場合は、ご希望により出張対応いたします。

修理料金の仕組み
技

術

料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費など
が含まれています。

部

品

代

修理に使用した部品代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場
合があります。

出

張

代

本機のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金を
いただく場合があります。

保守点検サービスのおすすめ
保守契約を結んでいただきますと、保守契約期間中は保守契約条項により、安心で有利なサー
ビスが受けられます。
・障害が発生した場合は保守員を派遣して、装置の修復を行うとともに、必要により点検
を実施します。
・詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

様
DI-CD322LE

画 像 フレームレート

最大30fps

電動バリフォーカルレンズ（DCオートアイリス）
Zoom、Focus（AF/MF）

音 声 音声圧縮方式
音声入力

G.726
内蔵マイク／外部マイク／ライン入力（切り換え）

F値

F1.3

通 信 通信プロトコル

焦点距離

f＝３〜９mm（約３倍）

TCP/IPプロトコル
イーサネット（IEEE802.3）

形 名
レンズ

画角

16 : 9

水平：36〜109°、垂直：20 〜58°

ネットワーク層

IPv4/IPv6/ICMP/ARP

4: 3

水平：26 〜79°、垂直：20 〜58°

トランスポート層

TCP/UDP/RTP

1/2.8型CMOS型固体撮像素子

アプリケーション層

HTTP/FTP/POP3/SMTP/SNMP/
RTSP/RTCP/SNTP/DNS/DHCP

撮像素子
有効画素数
走査方式
最低被写体照度

約213万画素［1945（H）×1097（V）］
プログレッシブ
通常時 ：0.1ルクス（WIDE端、AGC HIGH）
高感度時：0.013ルクス
（WIDE端、AGC HIGH、電子感度アップ８倍）
赤外LED点灯時：0ルクス
（WIDE端、AGC HIGH、ナイトモードMONO、IR-LED ON）

赤外LED

有（照射距離30m）
カメラ ワイドダイナミックレンジ（WDR） 有
機 能 電子感度アップ（DSS）
有（最大32倍）

帯域制御

有（H.264）

マルチキャスト対応
ONVIF対応

H.264

時計機能

有（内蔵）

障害通知／記録機能

SNMP機能対応／ログ機能
BASIC認証

セキュリティ
状態表示

自動／手動（AUTO-Normal、AUTO-Wide、ＭANUAL）

オートゲインコントロール（AGC） 自動（LOW、NORM、HIGH）
モーションディテクタ

有（画像認識方式）

フリッカー補正
シャッター速度

有（シャッター制御方式）
1/30 〜 1/10000、AE、50Hz FIXED、60Hz FIXED

プライバシーマスク

有（最大20箇所）

有
いたずら検知
デイナイト機能（ナイトモード） 自動／手動（AUTO、COLOR、MONO）
有
上下左右反転機能
画 像 画像圧縮方式
出力画像サイズ
（解像度）

H.264、JPEG
FHD：1920×1080（16：9）/
SHD：1440×1080 / SXVGA：1280×960 /
HD：1280×720（16：9）/ D１：704×480 /
H-D１：704×240 / VGA：640×480 /
HVGAW：640×360（16：9）/
H-VGA：640×240 / Q-VGA：320×240 /
SIF：352×240

状態表示LED（赤、青）、通信確認LED（黄、緑）

外部入出力

アラーム入出力（端子各１系統）
音声入出力（φ3.5mmミニジャック各１系統）
画角調整用映像出力（φ3.5mmミニジャック１系統）

記録機能

有（SDHC/SDXCメモリーカードへ記録）

許容周囲温度（湿度）

−20℃〜 50℃（90％以下、結露なきこと）

設置場所
防塵防水対応

軒下、屋内
IP66対応

耐衝撃

IK08対応

電源

PoE または DC12V（VK-AC40）

デジタルノイズリダクション（DNR） 有（OFF、LOW、MID、HIGH）
ホワイトバランス

有（ProﬁleS）

消費電力

PoE48V：145ｍA ／約6.9W
DC12V ：525mA ／約6.1W
（条件：赤外LED点灯）

外形寸法

φ136×100mm（取付板および突起部を除く）

質量

約0.62kg（本体のみ）

予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

