取扱説明書
日立監視用ネットワークカメラ

DI-CD520
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。
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１. はじめに
1-1 商品の特長
●高圧縮・高精細を両立
日立独自の超解像処理技術と先進の H.265 圧縮方式により、従来機種と比較して記録可能時間を約 3 倍に
増やせるため、高精細な映像の長時間記録が可能です。
●ワイドダイナミックレンジによる画づくり向上
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。
●日立ネットワークレコーダー、およびパソコンでの監視が可能
日立ネットワークレコーダー(以下、ネットワークレコーダー) (*1)と接続することで映像の確認／記録ができる
ほか本カメラに納められているソフトウェア「XD-E シリーズ WEB 設定ツール(以下、WEB 設定ツール)」を使用する
ことで、パソコン上でもカメラの設定、映像の確認が可能です。
*1：条件があります。詳細は、「接続できるレコーダーについて」(→P.4)をご覧ください。
●microSDHC/SDXC メモリーカード(接続確認機器)に対応
カードスロットに装着した大容量の microSDHC/SDXC メモリーカード(以下、microSD メモリーカード)に映像(動画
／静止画)と音声の記録ができます。取り扱いに関しては「microSD メモリーカード(接続確認機器)について」(→
P.5)をご覧ください。
●動き検知(モーションディテクター)機能を装備
画像認識技術を用いて、ドアの開閉などの「動き」を検知し、その情報をもとに映像と音声を microSD メモリーカー
ドに記録することができます。また、その情報をネットワークレコーダーやパソコンに送ることができます。

1-2 付属品
付属品をご確認ください

保証書および日立ご相談窓口

1枚

ガイドシール

1枚

挿入紙

1枚

取付ベース

1個

取付ねじ

3本
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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
警告
注意

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。
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
行ってはいけない「禁止」内容です。

「分解禁止」を示しています。
「ぬれた手で扱うことを禁止する」ことを示してい

必ず実行していただく「強制」内容です。

ます。

気をつけていただきたい「注意」内容

コンセントから「電源プラグをはずす」ことを示し

です。

ています。

！

警

告

異常があるときは、直ちに電源を切る
煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用を継続すると、火災の原因となります。
直ちにネットワークレコーダーや電源給電装置(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、または本カメラに接続されている LAN ケーブルをはずすなどして電源を切ってください。
そのあと、煙や異臭が出なくなるのをご確認のうえ、お買い上げの販売会社に修理をご依頼ください。
内部に水が入ったときは、直ちに電源を切る
内部に水が入ったときは使用を中止し、ネットワークレコーダーや電源給電装置(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、または本カメラに接続されている LAN ケーブルをはず
すなどして電源を切ったあと、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
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
分解や改造を行わないでください。火災・感電・けがの原因となります。
指定外の電源給電装置(AC アダプター、PoE HUB など)を使わない
必ず指定された電源給電装置をお使いください。指定外の電源給電装置を使用すると、火災・感電の
原因となります。
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！

警

告

引火性ガスが発生する場所に設置しない
発火の原因となります。
異物を入れない
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、お買い上げの販売会社にご連絡ください。そのまま使
用を継続すると、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
本カメラ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。
落とさない、ケースを破損させない
本カメラを落としたときや、ケースが破損したときは、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。お買い上げの販売会社にご連絡ください。そのまま使用を継続すると、火災・
感電の原因となります。
油煙が当たる場所に設置しない
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。
ケーブルを傷つけない・傷んだケーブル使用しない
ケーブルに重いものをのせたり、引っ張ったりするとケーブルが破損します。またケーブルを敷物など
で覆わないでください。ケーブルに気づかず重いものをのせてケーブルを傷つけることがあります。
ケーブルの芯線が露出したり、断線したときはお買い上げの販売会社に交換をご依頼ください。そのま
ま使用を継続すると、火災の原因となることがあります。
ケーブルを熱器具に近づけない
ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
ケーブルをつないだ状態で移動しない
移動させるときは、ケーブルをはずしてから移動してください。
つながったまま移動すると、ケーブルが傷つき、火災の原因となることがあります。
ぬれた手でネットワークレコーダーや電源給電装置(AC アダプター、PoE HUB など)の電源プラグ､
LAN ケーブルに触れない
感電の原因となることがあります。

！

注

意

腐食性ガスが発生する場所に設置しない
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。
お手入れするとき、長期間ご使用にならないときは電源を切る
安全のため、本カメラからケーブルをはずして電源を切ってください。
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３. 使用上のご注意
■接続できるレコーダーについて
本カメラは、ネットワークレコーダーDS-NR1000 シリーズおよびデジタルレコーダーDS-JH シリーズに対応しており
ます。なお、ネットワークレコーダーDS-NR108 シリーズへの接続はできませんので、ご注意ください。(*1)
*1：対応するレコーダーの詳しい情報につきましては、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。
■接続確認機器について
・PoE HUB、microSD 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 http://www.hitachi.co.jp/bouhan/ をご覧ください。
・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。
■個人情報保護について
本カメラ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」(*2)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。
*2：個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」ほか 3 編」を
ご覧ください。
本カメラで使用した microSD メモリーカード(接続確認機器)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。本カメラを破棄、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。microSD 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
本カメラをネットワークに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 本カメラ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カメラを使用する。
・パソコンが接続されているシステム上で本カメラを使用する際は、コンピュータウィ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。
・本カメラ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。
・不正アクセス防止のため、認証情報(ユーザー名、パスワード)は定期的に変更する。
■ライセンス情報 （画像圧縮方式：H.265）
本製品は下記URL に掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.hevcadvance.com

■ソフトウェアのご使用について
下記内容①～④をご理解いただいたうえ、本ソフトウェアをご使用ください。
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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
ます。
② 許諾
お客様(個人あるいは法人のいずれか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 そのほかの条件
・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、そのほか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傷害についても、一切責任を負わないものとします。

■シャッター速度について
記録した映像を再生した際、動いている被写体がブレてしまうときは、シャッター速度が速くなるように設定してくだ
さい。工場出荷時は、「自動」に設定されていますので、1/60～1/100 秒程度に設定してください。設定変更はネット
ワークレコーダー、またはパソコン(WEB 設定ツール)から行います。設定方法は、それぞれの取扱説明書をご覧く
ださい。ただし、シャッター速度を速く設定すると画面が暗くなり、フリッカー(画面がちらつく現象)が強調されやすく
なります。必ず、再生画面を確認しながらシャッター速度を設定してください。
■フリッカー(画面がちらつく現象)について
LED 照明の下で撮影した場合、LED 照明の制御方式によって、フリッカーが発生することがあります。その場合は、
下記のように設定してください。
・50Hz 地域（東日本）：シャッター速度を 50Hz 固定に設定
・60Hz 地域（西日本）：シャッター速度を 60Hz 固定に設定
設定変更はネットワークレコーダー、またはパソコン(WEB 設定ツール)から行います。
設定方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
■microSD メモリーカード(接続確認機器)について
・下記 URL 上の接続確認機器リストに記載されている microSD メモリーカードをご使用ください。
URL：http://www.hitachi.co.jp/bouhan/ をご覧ください。
・microSDHC/SDXC 規格以外のメモリーカードは使用できません。
・必ず新品の microSD 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 microSD 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 microSD メモリーカードは使用できません。お買い上げの販売会社にお問い合わせのうえ、本カ
メラでのフォーマットをご依頼ください。
・microSD メモリーカードは消耗品です。接続確認リストに記載の microSD メモリーカードを使用した場合でも、約 2
年を目安に新しいメモリーカードと交換してください。
・microSD 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」の設定->ローカ

5

ルストレージ->コンテンツ管理から確認したい日時を検索してダウンロードを行ってください。ブラウザでの視聴も
可能となっています。操作方法は、「WEB 設定ツール取扱説明書」をご覧ください。
・本カメラをネットワークレコーダーに接続せず、本カメラ単体で microSD 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)を確認することを推奨します。
・万一本カメラおよび microSD 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。
本カメラおよび microSD 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。

■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。
■いたずら検知について
いたずら検知は、次のような被写体や場所では、検知できないことがあります。
その場合は、別の場所に移動してください。
・めりはりがない被写体(画面の大部分が真っ白な壁や床の映像)
・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
次のような場合、いたずら検知が誤検出することがあります。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。
・人物や車などの動く被写体が大きく(多く)映り込むとき
・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
■接続機器の取り扱いについて
本カメラ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。
■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映像がきれいに映りません。ほこりや汚れなどが付着した場
合は、やわらかい布などを使って軽くふきとってください。
お願い
・本カメラを清掃するときは、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。
・リヤケースやカバー類を拭くときは強くこすらないでください。キズが発生することがあります。
・リヤケースや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、変質したりするこ
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。
・リヤケースや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。
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■外国では使わない
本カメラは日本国内用です。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 can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

４. 各部のなまえ
前面
状態表示 LED

内蔵マイク
カメラの周囲の音を
集音します。

ドームカバー

ドームクリア

ドームカバーをはずした状態
内蔵マイク

VIDEO OUT

TELE ボタン
WIDE ボタン

(映像出力端子)
(*1)

状態表示 LED

リセットボタン
micro SD スロット
LAN
コネクター

レンズキャップ
AVA コネクター(10pin)
AVA コネクター(2pin)
脱落防止ワイヤー

AVA コネクター
(10pin)
AVA コネクター

ロックボタン

(2pin)

(カバー開)

ノックアウト
(配線孔)
(側面側)

ノックアウト
(配線孔)
(底面側)

*1：VIDEO OUT(映像出力端子)は、設置時に画角とピントを調整するためのモニターを接続する端子です。
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カメラ固定用ねじ穴

底面

ノックアウト

リヤケース

(配線孔)
(底面側)

4-1 状態表示 LED
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、起動処理が完了すると消灯しま
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。
LED 点灯・点滅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。
・カメラ異常動作時の LED の状態
カメラ異常動作時の LED の状態を以下に示します。
状態

カメラ異常動作時

色

状態表示 LED

点滅動作

オフ

点滅なし

オン

1 秒おきに 1 回点滅

オン(通常)

1 秒おきに 1 回点滅

オン(SD 記録中)

1 秒おきに 1 回点滅

赤

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。
「８．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には、お買い上げの販売会社、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、microSD メモリーカードへの記録を LED で知らせたい場合
WEB 設定ツールで「状態表示 LED」の設定を切り換えることが可能です。
LED 表示設定を切り換えるには、お買い上げの販売会社、またはお問い合わせ窓口までご相談ください。
状態

カメラ正常動作時

色

緑

状態表示 LED

点滅動作

オフ

点滅なし

オン

点滅なし

オン(通常)
オン(SD 記録中)
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5 秒おきに 1 回点滅
(異常動作時は除く)
点滅なし

SD レコーディング時

緑

オフ

点滅なし

オン

点滅なし

オン(通常)
オン(SD 記録中)

5 秒おきに 1 回点滅
(異常動作時は除く)
5 秒おきに 1 回点滅
(異常動作時は除く)

4-2 リセットボタン
リセットボタンは、カメラの電源が投入されているときのみ動作します。
用途

操作

主にパソコンへ接続するときに操作します。右記操作を行うと、カメラが再起動

約 10 秒間押し続ける

(状態表示 LED：赤色点灯)して、IP アドレスが「192．168．0．100」になります。(他
の設定は工場出荷状態に戻ります。)
主にレコーダーへ接続するときに操作します。右記操作を行うと、カメラが再起動
(状態表示 LED：赤色点灯)して、IP アドレスが工場出荷時の「000.000.000.000」に
戻ります。(他の設定は工場出荷時の設定には戻りません。)
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5 秒以内に 3 回押す

５. 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。
：必ず実施いただく項目です。

周辺機器の準備
→5-1 項

：必要に応じて実施いただく項目です。

外部接続機器を接続する
ときの準備
→5-3 項

ドームカバーの取り外し
→5-2 項

5-1 周辺機器の準備
必要に応じて以下をご準備ください。
電源供給装置(PoE HUB、AC アダプターVK-AC40 など)
LAN ケーブル(*1)
ネットワークレコーダー
パソコン(*2)
外部マイク(*3)
microSD メモリーカード
オーディオケーブル(φ3.5 ミニプラグ、RCA プラグ付き)(*4)
ビデオケーブル(φ3.5 ミニプラグ付き)(*5)
AVA ケーブル(DI-AVA322)(*6)
アラーム入出力ケーブル(AWG28～20 の単線)( *7)
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)
外部センサーまたは外部設備機器(アラーム入出力用)

ネットワークレコーダー、
パソコン(*2)など

AC アダプター
LAN ケーブル(*1)

AVA ケーブル(*6)
アラーム入出力用
外部設備機器
アラーム入出力
ケーブル(*7)

モニター

外部マイク(*3)
ビデオケーブル(*5)

オーディオケーブル(*4)
IN

OUT
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*1：LAN ケーブル
カメラとネットワークレコーダー、あるいはパソコンを LAN ケーブルで接続します。
8 極 8 芯の RJ-45 モジュラープラグ付き、カテゴリ 5e 準拠の UTP ストレートケーブルを 100m 以内でご使用
ください。
*2：パソコン
カメラ内のソフトウェアをご使用いただくには、ご利用のパソコンが次の条件を満たしている必要があります。
OS

Windows®7(SP1) /Windows®8.1/Windows®10

CPU

I Intel® Pentium® 4 2.4GHz

メインメモリ

1GB 以上

画面解像度

XGA(1024×768)以上

またはこれと同等以上

DPI を通常の 96DPI(100％)以外に設定している場合、正しく表示しないことがあります。
Internet Explorer

Internet Explorer®のバージョンは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

ご注意
・使用できるパソコンの条件を満たしても、お使いのほかのソフトウェアや機器の組み合わせにより、映像表
示の遅れや乱れが生じる、あるいはソフトウェアが操作できなくなることがあります。
Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Intel® Pentium®は、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録
商標です。
Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
*3：外部マイク
本カメラはマイクを内蔵しておりますが、外部マイクの接続も可能です。
なお、接続する外部マイクは、日立ヘッドアンプ付コンデンサマイクロフォンVT-EM10(以下、VT-EM10)を推奨
します。
*4：オーディオケーブル
オーディオケーブルは VT-EM10 に同梱されていませんので、市販のケーブルをご準備ください。
なお、VT-EM10 は RCA プラグ仕様ですので使用時にはご注意ください。
*5：ビデオケーブル
カメラの画角、およびピント調整時にカメラとモニターを接続するために使用します。
適合プラグに関する詳細情報は、「5-3.外部接続機器を接続するときの準備」(→P.13)をご覧ください。
*6：AVA ケーブル
専用アダプター、外部マイク、テレビモニター、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(オプション品) が必要です。お買い上げの販売会社にお問い合わせください。
*7：アラーム入出力ケーブル
センサーやブザーなどを接続すると、アラーム検知やアラーム発生の通報が可能となります。
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5-2 ドームカバーの取り外し
ご注意
・ドームクリアの傷付き防止のため、設置作業中はドームクリア表面に貼られた保護シートは剥がさないでくだ
さい。
ドームカバーをはずします。
① ロックボタンを押します。
② ドームカバーを矢印の方向にはずします。
①

ロックボタン

0

(カバー開)

②

保護シート

ドームカバー

脱落防止ワイヤー

ご注意
・ドームカバーは落下防止のため、脱落防止ワイヤーでカメラ本体とつながっています。脱落防止ワイヤーが
はずれないように、また損傷を与えないように注意してください。
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5-3 外部接続機器を接続するときの準備

(必要に応じて実施いただく項目です)

AVA ケーブル(DI-AVA322)とカメラを接続する前に、AVA ケーブルと外部接続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、「6-4. AVA ケーブルの接続」(→P.20)で行います。)

外部設備機器

AVA ケーブル

カメラ
AVA コネクター

(A)アラーム入出力ケーブル

(10pin)

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

AVA コネクター
(C)ビデオ出力ケーブル(黒)

(2pin)

モニター
(D)外部マイク／ライン入力ケーブル(白)
外部マイク

(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剝き、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
黄

線名称
ALARM IN

機能
アラーム入力
・WEB 設定ツールにて、通常状態を｢make｣にするか｢break｣にするかの選択が
可能です。
｢make｣：端子と GND が短絡したときにアラーム入力として検知します。
｢break｣：端子と GND が開放したときにアラーム入力として検知します。

灰

ALARM GROUND

アラーム入力 GND
・アラーム入力用のグラウンド端子です。

青

ALARM OUT

アラーム出力
・アラーム入力やそのほかの異常をきっかけとして、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)
・WEB 設定ツールにて、オープンコレクタ出力動作を選択することが可能です。
｢make｣：アラーム出力時に端子を短絡します。
「break」：アラーム出力時に端子を開放します。

黒

ALARM GROUND

アラーム出力 GND
・アラーム出力用のグラウンド端子です。
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(B)電源ケーブル(赤)

(C)のプラグ

専用 AC アダプターを接続します。

φ3.5 ステレオミニプラグ

(C)ビデオ出力ケーブル(黒)
映像

カメラの画角、およびピント調整時に

GND

カメラとモニターを接続します。
(D)のプラグ
(D)外部マイク／ライン入力ケーブル(白)

φ3.5 モノラルミニプラグ

φ3.5 ステレオミニプラグ

GND
音声信号

GND
音声信号

外部マイク／ライン入力ケーブルに外部
マイクを接続します。

６. 設置・接続・調整
カメラの設置は下記の手順で行います。
：必ず実施いただく項目です。

設置場所
について
→6-1 項

microSD
メモリーカード
の挿入
→6-2 項

：必要に応じて実施いただく項目です。

LAN ケーブ
ルの接続

AVA ケーブ
ルの接続

外部機器
との接続

カメラの
据え付け

→6-3 項

→6-4 項

→6-5 項

→6-6 項

調整

→6-7
項

→6-6 項

ご注意
・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。
・けが防止のため、手袋を着用して作業してください。
・LAN ケーブルを電波やノイズを発する機器、およびそのケーブルに近づけないでください。
映像にノイズが発生したり、映像が停止する場合があります。

お知らせ
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。
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6-1 設置場所について
6-1-1 天井や壁に設置する場合（固定ねじ穴および配線穴の施工）
付属のガイドシールを使用します。
①ガイドシールを天井や壁などの設置面に貼り付けます。
配線や撮影方向に合わせてガイドシールの向きを調節してください。
②ガイドシールに表示されている 3 箇所の穴位置に穴をあけます。
穴径は参考値です。ご使用のねじ、アンカーにあわせた穴をあけてください。
③壁内や天井裏にケーブルを通す場合は、ガイドシールに表示されている配線用穴に穴をあけます。
④穴の施工が終わったらガイドシールを剥がします。

矢印方向にカメラ
の状態表示 LED の
向きを合せます。

①

②

0

0

φ4.5 穴は参考値です。
ご使用の取り付けねじや、アンカー
にあわせた穴をあけてください。

③
0

配線用穴
天井裏や壁内に配線する場合は
LAN ケーブルや AVA ケーブルを
通すための穴をあけてください。

①
6-1-2 取付ベースを使用する場合（固定ねじ穴および配線穴の施工）

取付用穴
0

設置面が凸凹している場合や薄い鋼板の場合に使用します。
矢印

① 取付ベースを天井や壁などの設置面に取付けます。
矢印方向にカメラの状態表示 LED の向きを合わせます。
取付ベースの指定の 3 箇所の穴位置に穴をあけてください
ご使用のねじ、アンカーにあわせた穴をあけ、配線や撮影方向に

配線用穴

合わせて取付ベースの向きを調整してください。

②壁内や天井裏にケーブルを通す場合は配線用穴に穴をあけます。（カメラ取付については P24 参照）
ご注意
・取付ねじやアンカーは付属していません。
・取付ねじは設置面の材質や構造にあわせて市販のねじ 3 本（ねじ頭最大径φ7mm 以下）を選定ください。
ワッシャーやワッシャー付きねじを使用する場合も、最大径φ7mm 以下のものを選定ください。
・ねじの引抜強度は、ねじ 1 本あたり 196N（20kgf）以上必要です。
事前に設置面の強度を確認し、平らで振動などに十分耐えられ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。
・配線用穴に穴を開ける場合は、ガイドシールにて指定している範囲内にケーブルが通せる程度の穴を
開けてください。
・カメラ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。
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6-1-3 取付金具：WH -31 等（オプション品）に設置する場合
取付金具との接続には取付スペーサー：DI-FSD520（オプション品）を使用します。
①カメラと取付スペーサーを接続します。（取付ねじ 3 箇所）
②落下防止ワイヤー（市販品）の片方を取付スペーサー（①カメラ固定済み）にねじ止めします。
③落下防止ワイヤーのもう片方を天井や壁面に接続します。（※1）
④取付金具と取付スペーサー（①カメラ固定済み）を接続します。
ご注意
・落下防止ワイヤーおよび取付ねじは付属していませんので市販品をご用意ください。
・ねじとトルクは下記を参考にしてください。
ねじ：ステンレス製、呼び径 3mm

参考トルク：プラスねじ 0.6N・m

取付金具
型名：WH -31 等

※1

天井や壁面

③
取付ねじ（市販品）

取付ねじ（市販品）
参考トルク：プラスねじ 0.6N・m
④

②

落下防止ワイヤー（市販品）
取付スペーサー
型名：DI - FSD520

本体
（カバーを開けた状態）

取付ねじ（付属品）

参考トルク：プラスねじ 1.5N・m
①
①
①
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6-2 microSD メモリーカードの装着

(必要に応じて実施いただく項目です)

必要に応じて、microSD メモリーカードを装着します。

micro SD スロット

microSD メモリーカード

ご注意
・microSD メモリーカードを取りはずすときは、必ず SD レコーディングを停止させてから取りはずしてくださ
い。microSD メモリーカードに保存されているデータが破損する可能性があります。詳細は、WEB 設定ツー
ル取扱説明書をご覧ください。
・microSD メモリーカードを取りはずすときは、一度 microSD メモリーカードを押し込み、ロックを解除してから
取りはずしてください。ロック中に取りはずすと、microSD メモリーカードの故障の原因となります。

17

6-3 LAN ケーブルの接続
LAN ケーブルに RJ-45 モジュラープラグが施工されている状態でも、下記手順でケーブルを通すことができます。
①ノックアウトを薄刃ニッパーなどで切り取ります。
壁内や天井裏にケーブルを通す場合：ノックアウト(底面側)を切り取ってください。
壁内や天井裏にケーブルを通さない場合：ノックアウト(側面側)を切り取ってください。
②LAN ケーブルを配線孔に通します。
③LAN コネクターと LAN ケーブルを接続します。
④LAN ケーブルの長さを調整します。(※1)
ご注意
・LAN コネクターに外力を加えないようご注意ください。変形、破損などを起こし性能不良の原因となります。
・本カメラをネットワークレコーダーに接続せず、本カメラ単体で microSD 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)を確認することを推奨しておりますので、LAN ケー
ブルの接続が必要となります。

■壁内や天井裏にケーブルを通す場合
ノックアウト
(底面側)

①

薄刃ニッパーなどで

0

ノックアウト(底面側)を
切り取ってください。

LAN ケーブル
②

※1

0

脱落防止ワイヤー

LAN ケーブルは、

③

カメラ内部でたるみが

④

ないように長さを調整
し、脱落防止ワイヤー
よりも内側を通してくだ
さい。
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■壁内や天井裏にケーブルを通さない場合
ノックアウト
(側面側)

①
0

薄刃ニッパーなどで

①

ノックアウト(側面側)を切り取

0

ってください。

LAN ケーブル
②

③
④

0

※1

脱落防止ワイヤー

LAN ケーブルは、
カメラ内部でたるみが
ないように長さを調整
し、脱落防止ワイヤ
ーよりも内側を通して
ください。

ご注意
・RJ-45 モジュラープラグの爪がないものは使用できません。
・LAN コネクターに接続したとき、カチッとロックされたことを確認してください。
接続が不十分だと振動などで LAN コネクターからプラグがはずれることがあります。
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6-4 AVA ケーブルの接続

(必要に応じて実施いただく項目です)

AVA ケーブルとカメラを接続する前に、AVA ケーブルと外部接続機器の接続を先に行います。
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。

下記手順で、LAN ケーブルと同様に AVA ケーブルを通すことができます。
①ノックアウトを薄刃ニッパーなどで切り取ります。
壁内や天井裏にケーブルを通す場合：ノックアウト(底面側)を切り取ってください。
壁内や天井裏にケーブルを通さない場合：ノックアウト(側面側)を切り取ってください。
②AVA ケーブルを配線孔に通します。
③コネクターを AVA コネクター(10pin)と AVA コネクター(2pin)に接続します。
④AVA ケーブルの長さを調整します。(※1)
ご注意
・AVA コネクターに外力を加えないようご注意ください。変形、破損などを起こし性能不良の原因となります。
・AVA ケーブル接続後は、AVA ケーブルに負荷をかけないようにしてください。AVA コネクターからケーブル
が外れてしまい、性能不良の原因となります。

■壁内や天井裏にケーブルを通す場合

薄刃ニッパーなどで

①

ノックアウト(底面側)を

0

切り取ってください。

AVA ケーブル

②

※1

0

AVA ケーブルは、カメラ内部でたるみが
ないように長さを調整し、ロックボタンよ

④
0

りも内側を通してください。
③

ロックボタン

0

(カバー開)
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■壁内や天井裏にケーブルを通さない場合
ノックアウト
(側面側)

①
0

薄刃ニッパーなどで
ノックアウト(側面側)を

切り取ってください。

※1

AVA ケーブル

②

AVA ケーブルは、カメラ内部でたるみが

0

ないように長さを調整し、ロックボタンよ
りも内側を通してください。

④
0

③
0
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ロックボタン
AVA ケーブル

(カバー開)

(電源供給以外は、必要に応じて実施いただく項目です)

6-5 外部機器との接続

■PoE 電源供給装置(PoE HUB など)を使用するとき
お知らせ
・PoE 電源供給装置を使用する際は、接続確認機器について (→P.4)をご覧ください。
・ネットワークレコーダー使用時の接続例
① 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。
② PoE 電源供給装置とネットワークレコーダー、またはパソコンを LAN ケーブルで接続してください。
PoE HUB 使用例
PoE/100Base-TX 対応端子

LAN コネクター
カメラ

1000Base-T
対応端子

PoE HUB
①

LAN ケーブル

②
(100Base-TX)
(1000Base-T)

（例）：DS-NR1000 シリーズ

LAN 端子

パソコン

ご注意
・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。

22

■AC アダプターを使用するとき
カメラが 1 台の場合は、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供給できます。
ご注意
・AVA ケーブルと外部設備機器の接続は、必ずカメラ、および外部接続機器の電源を切った状態で行ってく
ださい。
・ネットワークレコーダー使用時の接続例
① AVA ケーブル(オプション品)に AC アダプター(オプション品)を接続してください。
② カメラとネットワークレコーダーまたはパソコンを LAN ケーブルで接続してください。
専用 AC アダプター
VK-AC40 (オプション品)

カメラ
AVA ケーブル
(オプション品)

①

(赤)

LAN ケーブル

②

(100Base-TX)

（例）：DS-NR1000 シリーズ

LAN 端子

パソコン

お知らせ
・AC アダプターは「接続確認機器について」(→P.4)をご覧いただき、専用 AC アダプター(オプション品)をご
使用ください。
・PoE 電源供給装置(PoE HUB など)と AC アダプターを同時に接続した場合は、AC アダプターから電源が
供給されます。
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6-6

カメラの据え付け

ご注意
・天井や壁への固定用の取付ねじは付属していません。
設置面の材質や構造にあわせて市販のねじ 3 本（ねじ頭最大径φ7mm 以下）をご用意ください。
ワッシャーやワッシャー付きねじを使用する場合も、最大径φ7mm 以下のものをご用意ください。
① リヤケースを設置面（天井面、または壁面）に当てます。
■壁内や天井裏にケーブルを通す場合
ノックアウト
リヤケース

LAN ケーブル

(配線孔)
(底面側)

AVA ケーブル

■壁内や天井裏にケーブルを通さない場合
リヤケース
LAN ケーブル

ノックアウト

AVA ケーブル

(配線孔)
(側面側)

ご注意
・ケーブルを配線孔に通したあとは、虫などの侵入を防ぐため、必ず市販のテープやシールパテなどを使
用して隙間を塞ぐようにしてください。
・隙間を塞ぐ場合、特に側面側のノックアウト使用時は、リヤケースとドームカバーの開け閉めに支障がな
いように処理してください。特にシールパテご使用の場合は、不乾性材質のものを選択することを推奨し
ます。
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② カメラをしっかり押さえた状態で、リヤケースを取付ねじ 3 本で設置面に固定します。(※1)
■カメラを壁面に取り付ける場合
・取付ねじ（3 本）は、市販品をお使いください。
・取付ベースをご使用される場合は付属ねじをお使
いください。
左図のように内蔵マイクを下側になるように取り付けた場
合、撮像素子が上下逆さまになるため、モニターに表示さ
れる映像も上下逆さまになります。
この場合は、WEB設定ツールのメニューより、「設定」→
「メディア」→「画像」を選択し、「映像の向き」の「反転」を
選択してください。
詳しくはWEB設定ツールの取扱説明書をご確認ください。

内蔵マイク

カメラ固定用ねじ穴

※1
取付ねじを締める際には、ねじ頭で基板を壊さ
ないように注意してください。
基板

内蔵マイク
カメラ固定用ねじ
（ねじ頭最大径φ7mm 以下）

お知らせ
・本カメラを壁面に取り付けるときは、音声がひろいやすくなるよう内蔵マイクが下側(ノックアウトが上部)にな
るように取り付けることを推奨します。

ご注意
・取付ねじを締めたときに、天井からの切り粉がドームカバー内面に落ちることがあります。
きれいなやわらかい布やレンズクリーニングペーパー、またはエアーダスターなどを使って、切り粉を除去
してください。
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6-7 調整
本カメラはボタン操作によるズームやオートフォーカスが可能です。
以下の手順でカメラの画角、およびピントの調整を行ってください。
① カメラとモニターをビデオケーブルで接続します。
② カメラを起動します。カメラ本体に電源を供給すると、カメラの状態表示 LED が赤色に点灯します。
③ 約１分後、起動が完了すると、状態表示 LED が消灯します。
ご注意
・VIDEO OUT(映像出力端子)に外力を加えないようご注意ください。変形、破損などを起こし性能不良の原
因となります。
・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。
・状態表示 LED が消灯しない、または赤色に点滅している場合は、「８.故障かな・・と思ったら」の「状態表示
LED が消灯しない。」(→P.31)をご参照ください。

④ 回転アームを持ってパン方向に回転させます。
⑤ チルト固定ねじを緩めてレンズをチルト方向に回転させます。
⑥ レンズを回転させて角度を調整します。
[天井面に取り付ける場合]
VIDEO OUT
(映像出力端子)

回転アーム

④パン回転角度 350°

チルト固定ねじ

⑥レンズ回転角度 (左 90°,右 90°)

⑤チルト角度 60°

ご注意
・チルト固定ねじをゆるめるときは、ドライバーの先端が基板にふれないように十分注意してください。故障の
原因となります。
・チルト角度を調整した後は、必ずチルト固定ねじをしめてください。（締付けトルク：4.0±0.3 Kgf.cm）
・作業中にレンズに指紋や汚れが付着した場合は、やわらかい布でふき取ってください。
・レンズ回転は左右どちらも 90°以上は回転させないでください。レンズ内部の配線を損傷する可能性があり
ます。
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⑦ おおまかなズーム位置をカメラ本体の TELE(望遠)ボタンと WIDE(広角)ボタンで調整します。
⑧ AF(オートフォーカス)を実行します。
TELE ボタン、および WIDE ボタンは以下の操作が行えます。
AF 操作
本体ボタン

TELE(望遠)ボタン
WIDE(広角)ボタン

ズーム操作

(TELE ボタンと WIDE ボタンの
同時押し)

長押し(1 秒以上)

短押し(2 秒未満)

長押し(2 秒以上)

望遠側にレンズが移動し、被写体を

現在のフォーカスレ

フォーカスレンズの

拡大して撮影します。

ンズ位置近辺を探

全駆動範囲を探索

広角側にレンズが移動し、広範囲に

索するオートフォー

するオートフォーカ

撮影します。

カスでピントを合わ

スでピントを合わせ

せます。

ます。

お知らせ
・カメラ本体の TELE ボタン、および WIDE ボタンではピントの微調整ができません。ピントの微調整を行う
場合は、WEB 設定ツールをご使用ください。詳細は、WEB 設定ツール取扱説明書をご覧ください。
・AF 実行中は、ほかの操作を行うことができません。
・短押しで実行した場合、AF 実行後から AF 完了まで、約 15 秒程度かかります。
・長押しで実行した場合、AF 実行後から AF 完了まで、約 1 分程度かかります。
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⑨ VIDEO OUT（映像出力）端子からモニターをはずし、以下の手順でドームカバーを閉めてください。
ドームカバーをロックする際、ケースとカバーがロックし難い場合は以下の方法を元にカバーをロックし
直してください。
ロックボタン
リヤケース
ドームカバー

1. ロックボタン上部の、図示した丸印の場所に力が加わるように手を添え、天井に向かうように力強く押し
込みます。

力を入れる場所

2. “カチッ”と音がするまで押し込みます。音が鳴るとドームカバーはロックします。

カチッ

3. ドームカバーを閉じたら、保護シートをはがしてください。

ご注意
・ドームカバー取付後、リヤケースとドームカバーの周囲に隙間が無く、きちんとロックしたかを必ず確認して
ください。
・保護シートは、カバーを閉じたあとにはがしてください。ドームカバーを閉じる前にはがしてしまうと、ドームク
リアを傷つける可能性があります。

28

７. ソフトウェア
7-1 ソフトウェアのなまえ
本カメラ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。
パソコンから本カメラの各種機能の設定、および設定情報を確認で
WEB 設定ツール

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。
Active X

WEB 設定ツールで映像を表示する場合に必要になります。
XD-E シリーズのストリーム映像を表示するためにインストールす

Camera Stream Controller

る必要があります。インストール方法につきましては、「WEB 設定
ツール取扱説明書」をご覧ください。

7-2 ソフトウェアを開く
1. 映像表示の準備
本ソフトウェアで XD-E シリーズのストリーム映像を表示するためにパソコン（Internet Explorer）の準備を行います。
まず、以下の手順でインターネットオプション内でプライバシーの設定を変更します。
Internet Explorer のツールメニューより [インターネットオプション] をクリックします。
① [セキュリティ] タブを選択します。
② [インターネット]をクリックします。
③ [レベルのカスタマイズ]をクリックします。
セキュリティ設定 – インターネットゾーンのダイアログが表示されます。

①
②

③
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④ [ActiveX コントロールとプラグイン]までスクロールして以下のように設定します。
[署名された ActiveX コントロールのダウンロード] → [ダイアログを表示する(推奨)] を選択します。
⑤ [OK]をクリックして設定を保存します。
Internet Explorer を閉じて、再び Internet Explorer を起動してください。
2. WEB 設定ツールを開く
次に、以下の手順で WEB 設定ツールを開きます。
①パソコンの IP アドレスを設定します。
「ネットワーク」―「プロパティ」―「ローカルエリア接続」―「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)」―「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。
②Internet Explorer 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。

7-3 映像表示用ソフトウェアのインストール
WEB 設定ツール上で XD-E シリーズのストリーム映像を表示するためには、パソコンに「映像表示用ソフトウェア：
Hitachi_Plugin」をインストールする必要があります。
Hitachi_Plugin は WEB 設定ツールから XD-E シリーズにアクセスし、ダウンロードしてからインストールしてください。

①

① 「設定」-「システム」-「メンテナンス」-「ダウンロード」をクリックしてください。
②
② 「実行または保存しますか？」と聞かれるので[実行]を選択してください。
③ インストールが開始されます。
④ インストールが終了するとホーム画面にストリーム映像が表示されます。
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８. 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、お買い上げの販売会社にご相談ください。
お客様ご自身での修理は事故や故障の原因になりますので絶対におやめください。
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 が点滅して

「4-1.状態表示 LED」(→P.8)をご覧の上、状態

いませんか？

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／レコーダーの

電源ケーブル、LAN ケーブル、AC アダプター

電源ケーブル、LAN ケーブル、AC

を正しく接続してください。

アダプターが、正しく接続されてい
ますか？
「WEB 設定ツール」が開けな

IP アドレスが合っていますか？

い

カメラの IP アドレスを正しく入力してください。
それでも WEB 設定ツールが開けない場合は、
お買い上げの販売会社までご相談ください。

状態表示 LED が消灯しない

フォーマットされた microSD メモリー

フォーマットされた microSD メモリーカードを正

カードが正しく装着されています

しく装着し、カメラの電源を投入し直してくださ

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。

「WEB 設定ツール」を使っ

カメラの状態表示 LED が点滅して

「4-1.状態表示 LED」(→P.8)をご覧の上、状態

て、microSD メモリーカードへ

いませんか？

表示 LED の点滅動作をご確認ください。カメラ

の記録が開始できない

異常時の点滅動作の場合には、修理をご依頼
ください。
「WEB 設定ツール」を使って、

「WEB 設定ツール取扱説明書」をご覧になり、

microSD メモリーカードの記録設定

正しく設定してください。

が正しく行われていますか？
microSD メモリーカードが正しく装

microSD メモリーカードを正しく装着してくださ

着されていますか？

い。

接続確認機器以外の microSD メモ

接続確認機器リスト(→P.5)に記載されている

リーカードを使用していませんか？

microSD メモリーカードをご使用ください。

microSD メモリーカードがフォーマッ

microSD メモリーカードのフォーマットをお買い

トされていますか？

上げの販売会社にご依頼ください。
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症状

確認内容

処理方法

「WEB 設定ツール」を使っ

カメラの状態表示 LED が点滅して

「4-1.状態表示 LED」(→P.8)をご覧の上、状態

て、microSD メモリーカードの

いませんか？

表示 LED の点滅動作をご確認ください。カメラ

記録映像／音声をパソコン

異常時の点滅動作の場合には、修理をご依頼

にダウンロードできない

ください。

再生時動く被写体がブレる

シャッタースピードが遅くありません

ネットワークレコーダーまたはパソコン(WEB 設

か？

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、それぞれの取扱説
明書をご覧ください。

色合いがおかしい

改装などで照明の位置や種類が変

ネットワークレコーダーまたは WEB 設定ツール

わっていませんか？

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。

縞模様が発生する

格子柄やシャッターブラインドなど

ネットワークレコーダーまたはパソコン(WEB 設

を撮影していませんか？

定ツール)を使用して、色レベルを小さくしてく
ださい。詳細は、それぞれの取扱説明書をご
覧ください。

画面がちらつく

LED 照明の下で撮影していません

ネットワークレコーダーまたはパソコン(WEB 設

か？

定ツール)を使用して、シャッター速度を下記の
ように設定してください。詳細は、それぞれの

画面が明るい暗いを繰り返

取扱説明書をご覧ください。

し、明るさが安定しない

・50Hz 地域(東日本)：50Hz 固定に設定
・60Hz 地域(西日本)：60Hz 固定に設定

きれいに映らない

レンズまたはドームクリアにほこり

レンズやドームクリアにきずをつけないよう、や

がついていませんか？

わらかい布などで、ほこりを取り除いてくださ
い。

いたずら検知が作動しない

下記のような被写体、場所での撮

左記のような被写体、場所では検知できないこ

影ではありませんか？

とがあります。

・めりはりがない被写体(画面の大

その場合は、いたずら検知の感度を変更してく

部分が真っ白な壁や床の映像)

ださい。それでも検知できない場合は、別の場

・極端に小さい被写体

所に移動してください。

・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
いたずら検知が誤検出する

下記のような被写体、場所での撮

左記のような場合、いたずら検知が誤検出す

影ではありませんか？

ることがあります。その場合は、いたずら検知

・人物や車など動く被写体が大きく

の感度を変更してください。設定方法は WEB

(多く)映りこむ場所

設定ツールの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
込む場所
・振動などでカメラが揺れる場所
・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場所
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９．保証とアフターサービス
9-1 保証書（別添）について
この商品には保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売会社名」等の記入をお確かめ
の上、お買い上げの販売会社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。

9-2 交換用機器の保有期間
当社は、この商品の交換用機器を、製造打切後８年間保有しています。
当社は、販売会社からの注文により、交換用機器を販売会社に供給します。

9-3 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、「８.故障かな‥と思ったら」(→P.31)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、お買い上げの販売会社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
品

名

監視用ネットワークカメラ

形

名

DI-CD520

お買い上げ日

年

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、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。

交換用機器代

修理に使用した交換用機器の代金です。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。
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9-4 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会社にご相談ください。

日立監視用ネットワークカメラについてのご相談はお買い上げの販売会社へ
なお、お買い上げの販売会社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
TEL 0120-3121-68 / FAX 0120-3121-87
携帯電話・PHS 0570-0031-68 （有料）
<受付時間> 9:00～18:00(月～土)
<受付時間> 9:00～17:00(日・祝日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL 0120-778-404 / FAX 0294-53-6567（有料）
携帯電話・PHS 0294-54-0820 （有料）
<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。

●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、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適用し対応させていただくこと
があります。
日立インターネット・ホームページ（監視機器）
http://www.hitachi.co.jp/bouhan/
最新情報、オプション品などを案内しております
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１０. 仕様
レンズ

センサー

カメラ機能

画像

音声

型式
種類
F値
焦点距離
水平画角
垂直画角
撮像素子
有効画素数
走査方式
最低被写体照度

ワイドダイナミックレンジ(WDR)
電子感度アップ(DSS)
デジタルノイズリダクション(DNR)
ホワイトバランス
オートゲインコントロール(AGC)
動き検知（モーションディテクター）
フリッカー補正
シャッター速度／露出モード
プライバシーマスク
いたずら検知
デフォグ
デイナイト機能
画像圧縮方式
出力画像処理
出力画像サイズ(解像度)

フレームレート
音声圧縮方式
音声入力

DI-CD520
電動バリフォーカルレンズ
F1.4 (W)～F2.8 (T)
ｆ = 3 (W)～9 (T) mm
32°～103°(16:9)､24°～77°(4:3)
18°～54°(16:9/4:3)
1/2.8 型 CMOS 固体撮像素子
約 213 万画素 1945(H)×1097(V)
プログレッシブ
通常時 ： 0.1 lx 以下
(1/30s、電子感度アップｘ1、AGC HIGH)
高感度時 ： 0.013 lx 以下
(1/30s、電子感度アップｘ8、AGC HIGH)
有 (高速・低速シャッターの合成方式)
有 (×1、×2、×4、×8、×16、×32)
有 (OFF ／LOW／MID(初期値)／HIGH )
有 (AUTO-NORMAL(初期値)／AUTO-WIDE／MANUAL)
有 (LOW／NORMAL／HIGH)
有 (5 箇所 [任意の四角形])
有 (シャッター制御方式)
1/30～1/10000／自動(初期値)／AE／50Hz 固定／
60Hz 固定
有 (5 箇所、任意四角形)
有 (いたずら検知(初期値)、暗すぎ、明るすぎ、不鮮明)
有 （ON、OFF）
有 （AUTO／DAY／NIGHT）
H.264(初期値)／H.265／JPEG
反転／ミラー
FHD
(1920x1080) （16:9）
SHD
(1440x1080)
SXVGA (1280x960)
HD
(1280x720) (16:9)
D1
(704x480) （16:9）(初期値)
H-D1
(704x240) （16:9）
VGA
(640x480)
HVGAW (640x360) (16:9)
Q-VGA (320x240)
SIF
(352x240) (16:9）
最大 30fps
G.726
内蔵マイク(初期値)／ライン入力
(内蔵マイク／ライン入力の切換えは WEB 設定ツールで選択)
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通信

型式
通信プロトコル
ネットワーク層
トランスポート層
アプリケーション層
マルチキャスト対応
ONVIF 対応
時計機能
記録機能
セキュリティ

状態表示
外部入出力
(カメラ本体)
外部入出力
(AVA ケーブル(オプション品)使用時)

記録機能

許容周囲温度
許容周囲湿度
電源
消費電力
外形寸法
質量

DI-CD520
TCP/IP プロトコル イーサネット(IEEE802.3)
IPv4/ICMP/ARP
TCP/UDP
RTP/HTTP/RTSP/RTCP/DNS/DHCP
有
無
有 (内蔵)
有 (ログ機能) microSDHC/SDXC メモリーカードに記録
BASIC 認証／DIGEST 認証
状態表示 LED(赤／緑) 通信確認 LED(黄緑／橙)
画角調整用映像出力 (φ3.5mm ミニジャック 1 系統)
アラーム入力
(1 系統)
アラーム出力
(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)
有 (microSDHC/SDXC メモリーカードへ記録)
※接続確認機器リストに記載されている microSD
メモリーカードのみ
-10～50℃ (起動時 0～50℃)
90％以下 結露なきこと
PoE または DC12V(VK-AC40)
PoE
： 65mA／約 3.1W
DC12V ： 210mA／約 2.5W
φ138x103(H)mm
約 480g

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。
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