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１．はじめに
1-1

商品の特長

●薄型デザイン、スモークドームを採用
天井が低い環境また壁面に設置しても圧迫感が軽減されます。
●垂直方向も広く撮影することが可能
単焦点レンズとアスペクト比 4:3 の撮像素子を搭載しており、垂直方向も広く撮影することができます。
●音声入力端子を搭載
外部マイク VT-EM10 を接続すると、日立ネットワークレコーダーで音声を記録することができます。
●動き検知機能を搭載
人やモノの動きを画像認識技術で検知して、接続先の日立ネットワークレコーダーにアラーム通知を送ること
ができます。これにより記録データ量の抑制と、記録映像の検索時間を短縮することができます。
●パソコンの WEB ブラウザからカメラの各種設定、映像確認が可能
カメラとネットワークレコーダーが接続された状態で、ネットワークレコーダーにパソコンを接続して、WEB ブラ
ウザからカメラにアクセスすると、カメラ内蔵のソフトウェア「EZ シリーズ 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、カメラの各種機能の設定、設定情報および映像を確認することができます。
●日立ネットワークレコーダーDS-NR108 シリーズ、DS-NR1000 シリーズ(以下ネットワークレコーダー)と接続可能
カメラ台数や記録容量、用途にあわせてネットワークレコーダーを選択することが可能です。
※日立デジタルレコーダーDS-JH シリーズへの接続はできませんのでご注意ください。

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
ガイドシール
サイドゴムキャップ（穴あり）
レンチ
ロックねじ（予備）

1

1枚
1枚
1個
1本
2個

２．安全上のご注意
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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 PoE 給電装置の電源プラグをコンセントからはずす、またはカメラに接
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った
ことをご確認のうえ、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 PoE 給電装置の電源プラグをコンセ
ントからはずす、または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 PoE 給電装置を使わない
必ず指定された PoE 給電装置をお使いください。指定外の PoE 給電装置を使用すると、火災・感電の
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
発火の原因となります。
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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、ネットワークレコーダーや PoE 給電装置の電源プラグをコンセン
トからはずす、または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
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
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 PoE 給電装置の電源プラグ､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

水中で使用しない
防水性能を備えていませんので、水中では使用できません。
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、カメラから LAN ケーブルをはずして電源を切ってください。
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３．ご使用上のご注意
■防塵防水構造ではありません。必ず屋内専用カメラとしてご使用ください。
屋外、軒下などに設置すると雨が浸水して故障の原因となりますので、必ず屋内でご使用ください。
■直射日光や照明の強い光が撮像素子に与える影響について
直射日光や照明の強い光を長期間撮影することにより、レンズを通して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することがあります。長期間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。直射日光がレンズに当たらないように画角を調整してください。
■以下の条件下で保管もしくは運用することは避けてください。
・湿度が極めて高い、粉塵が多い場所
・低温・高温環境 (推奨動作温度： -20℃ から +50℃)
・強力な電波源、もしくは TV 送信機付近
・不安定、もしくは明滅する光源下
・ガラス越しの撮影
■お手入れについて
ドームの表面や内面にほこりや汚れなどが付着すると、画質を損なうおそれがあります。
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除去してください。

お願い
・ねじのゆるみを防止するための接着剤は使用しないでください。
誤った接着剤の使用により、ケースの割れやヒビ、溶解などが発生することがあります。
・お手入れの際にドームに傷を付けないようにご注意ください。
・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。
・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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４．各部のなまえ
ロックボタン（2 箇所）
ロックねじ
(2 本)※1

リアケース

ゴムキャップ

PoE コネクター※2

音声入力端子※5
通信確認 LED※3

電源確認 LED
※6

サイドゴムキャップ
回転アーム
ドームカバー

ドーム
落下防止ワイヤー

リセットボタン※4
レンズ

SD カードスロット※7

※1 ： 1.5mmの六角ねじです。ロックねじはレンチ [付属品]で回すことができます。
※2 ： ネットワーク接続およびPoE(Power over Ethernet)給電用のコネクターです。
RJ-45モジュラープラグ付きのLANケーブルを接続します。
※3 ： 通信確認LEDは下記の状態を意味します。
緑色： LINK

点灯中はネットワーク接続が確立している状態

橙色： ACTIVE 点滅中はネットワークデータが送受信中の状態
※4 ： リセットボタンを押すことで下記のようになります。
設定

ボタン操作

IPアドレス

IPアドレスのみ工場出荷設定にする

1回押し

工場出荷設定 ：0.0.0.0 （カメラ再起動なし）

すべての設定を初期値にする

5秒間長押し

初期値 ：192.168.0.100 （カメラ再起動後）

DS-NR1000シリーズにてIPアドレス自動割り当てを行うとき、カメラのIPアドレスは0.0.0.0に設定する
必要があります（⇒6-6-2項 DS-NR1000シリーズとの接続(1) P.21参照）。
※5 ： ライン入力の外部マイクを接続する端子です。
AUDIO INとAUDIO GNDの2本を接続します。
※6 ： 電源確認LEDは下記の状態を意味します。
緑色： 点灯中はカメラが通電している状態
消灯： カメラの電源が切れている状態
※7 ： SDカードスロットは、メンテナンス用であり使用できません。
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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。
周辺機器の準備
→5-1 項

5-1

ケーブル配線と設置面
の決定
→5-2 項

ドームカバーの取りはずし
→5-3 項

周辺機器の準備

カメラに接続する周辺機器をご準備ください。
ネットワークレコーダー
LAN ケーブル

パソコン

※1

※2

PoE 給電装置

※3

HDMI モニターまたは RGB モニター

外部マイク

モニター用ケーブル

AUDIO ケーブル

※4
※5

スピーカー（アンプ内蔵スピーカー）
周辺機器との接続例

パソコン(※2)
AUDIO GND

モニター
(HDMI または RGB)
スピーカー

AUDIO IN

10mm
LAN ケーブル(※3)

AUDIO ケーブル(※5)

LAN ケーブル

IN

OUT

モニター用
ケーブル

カメラ

外部マイク(※4)
ネットワークレコーダー：DS-NR108 シリーズ(※1)

パソコン(※2)

AUDIO ケーブル(※5)

LAN ケーブル
(※3)
IN

HDMI モニター

LAN ケーブル
HDMI
ケーブル

OUT

外部マイク(※4)

PoE 給電装置

ネットワークレコーダー：DS-NR1000 シリーズ(※1)
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※1 ： ネットワークレコーダー DS-NR108シリーズ、DS-NR1000シリーズに対応しています。
詳しくは、ネットワークレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
※2 ： ネットワークレコーダーで設定できない項目はパソコン（WEB設定ツール）を使って設定できます。
WEB設定ツールは、Internet Explorer バージョン11に対応しています。パソコンの動作環境について
は、WEB 設定ツールの取扱説明書 1項 はじめに（⇒P.2）をご覧ください。
※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。直径5.6mmを超えるLANケーブルはゴムキャップの穴を通すことができないため使用しないでく
ださい。
※4 ： 日立ヘッドアンプ付コンデンサマイクロフォンVT-EM10をお奨めします。
マイクレベルの外部マイクには対応していません。
※5 ： AUDIO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。
カメラに接続するケーブルの先端は、AUDIO INとAUDIO GNDの2本に分けて、ケーブルの先端を加工
します。ケーブルの被覆は10mm以上剥いてください。

5-2

ケーブル配線と設置面の決定

LAN ケーブルの配線方法（壁の内側／壁の外側）と、設置面（天井／壁）を決定します。
■LAN ケーブルを天井や壁の内側に配線する場合
天井、壁に配線用の穴をあけて、LAN ケーブルを天井や壁の内側に配線します。（→6-1 項、6-3 項を参照）
[ 天井に設置する場合 ]

[ 壁に設置する場合 ]

■LAN ケーブルを天井や壁の外側に配線する場合
サイドゴムキャップをサイドゴムキャップ（穴あり）[付属品]に交換して LAN ケーブルを横方向に出します。
（→6-3 項を参照）
[ 天井に設置する場合 ]

[ 壁に設置する場合 ]
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5-3

ドームカバーの取りはずし

①レンチ [付属品]を使ってロックねじをかるくゆるめます。
②ロックボタンを押してドームカバーをはずします。ドームカバーには落下防止ワイヤーがつながっています。
ロックねじ(2 本)

落下防止ワイヤー

①

②

②

レンチ
[付属品]

ドームカバー
保護シート

ロックボタン(2 箇所)

ご注意
・ドームの傷付き防止のため、設置作業中はドーム表面に貼られた保護シートは剥がさないでください。
・ロックねじはゆるめすぎると、はずれて落下します。
ロックボタンが押せるところまでかるくゆるめたら、止めてください。
・万が一、ロックねじを紛失した場合は、ロックねじ（予備）[付属品]をお使いください。
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６．カメラの設置
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。
設置用穴・
配線用穴
の施工

カメラの
据え付け

→6-1 項

LAN
ケーブル
の接続

→6-2 項

→6-3 項

：必要に応じて実施いただく項目です。
AUDIO
ケーブル
の接続
→6-4 項

カメラの
画角調整

ネットワーク
レコーダー
の設定

→6-5 項

→6-6 項

アカウント
(パスワード)
の設定
→6-7 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。
静電気を除去しないでカメラや周辺機器に触れると、静電気印加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。

6-1

設置用穴・配線用穴の施工

①ガイドシール[付属品]を台紙から剥がし、天井や壁などの設置面に貼り付けます。
LAN ケーブルの配線や撮影方向に合わせて、ガイドシールの向きを調整してください。
②ガイドシールに表示される 2 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。
③LAN ケーブルを天井や壁の内側に配線する場合は配線用穴をあけます。
（LAN ケーブルを天井や壁の外側に配線する場合は配線用穴はあけません）
④穴の施工が終わったらガイドシールを剥がします。
HITACHI ロゴの方向を確認してください。
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。

配線用穴
天井や壁の内側に LAN ケーブルを
配線する場合は、LAN ケーブルを通
すための穴をあけてください。
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 2 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 9.8N（1kgf）以上必要です。
事前に設置面の強度をご確認し、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。
・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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6-2

カメラの据え付け
ご注意
・天井や壁に固定するため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 2 本（呼び径 4、頭径φ8mm 以下）をご用意ください。

［ 配線用穴に LAN ケーブルを通す場合 ］

［ 配線用穴をあけずに LAN ケーブルを横出しする場合 ］

サイドゴムキャップ（穴あり）
[付属品]に交換

LAN ケーブルはリアケースのゴムキャップを通します。

LAN ケーブルはサイドゴムキャップ（穴あり）を通します。

①リアケースを設置面（天井、または壁）の穴位置に合わせます。
②リアケースを手でしっかり押さえた状態で、取付ねじ２本で設置面に固定します。
リアケース
基板
ドライバー接触注意

ドームカバー

取付ねじ（２本）は市販品を
お使いください。

ご注意
・ねじのゆるみを防止するための接着剤は使用しないでください。
誤った接着剤の使用により、ケースの割れやヒビ、溶解などが発生することがあります。
・取付ねじを回すときに、ドライバーの先端が基板に触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。
・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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6-3 LAN ケーブルの接続
お知らせ
・ゴムキャップに切り込みを入れているため、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、ゴムキャップの穴にケーブルを通すことができます。
・RJ-45 モジュラープラグが長いものはドームカバー内に収容することができません。
長さを確認してください。
［ 配線用穴に LAN ケーブルを通す場合 ］
① ゴムキャップをリアケースから取りはずし、LAN ケーブルに取り付けます。
② PoE コネクターと RJ-45 モジュラープラグを接続します。
③ LAN ケーブルの長さを調整しながら、ゴムキャップをリアケースの穴にはめ込みます。
リアケース

LAN ケーブル

PoE コネクター

RJ-45 モジュラープラグ

②

③
①

ゴムキャップ(切り込みあり)
［ 配線穴をあけずに LAN ケーブルをドームカバーから横出しする場合 ］
① サイドゴムキャップ（穴あり）[付属品]を取り出して、LAN ケーブルに取付けます。
② PoE コネクターと RJ-45 モジュラープラグを接続します。
③ サイドゴムキャップ（穴あり）[付属品]の位置を調整します。

RJ-45 モジュラー
プラグ

サイドゴムキャップ（穴あり）[付属品]
PoE コネクター

サイドゴムキャップ（穴あり）
[付属品]

①

②
③
LAN ケーブル

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。
・PoE コネクターに接続したとき、爪が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 PoE コネクターから RJ-45 モジュラープラグがはずれることがあります。
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6-4

AUDIO ケーブルの接続

（必要に応じて実施いただく項目です）

ご注意
・AUDIO ケーブルの接続は、外部マイクの電源を切った状態で行ってください。
・AUDIO ケーブルと LAN ケーブルを両方をゴムキャップ、サイドゴムキャップ（穴あり）[付属品]に通す
ことはできません。その場合は、ゴムキャップ、サイドゴムキャップ（穴あり）をとりはずすか、穴を広げる
などしてください。
・ゴムキャップ、サイドゴムキャップ(穴あり)をはずすと、ケーブルとのケースのすき間から虫が侵入する
ことがありますので、必ずコーキング剤などを使用して埋めてください。
[ AUDIO ケーブルのつなぎ方 ]
①AUDIO ケーブル（AUDIO IN/AUDIO GND の 2 本）の被覆が 10mm 以上剥いてあることを確認します。
②音声入力端子のつめをドライバーなどで押し込みながら、AUDIO ケーブルを差し込みます。
③AUDIO ケーブルを音声入力端子に十分に差し込んだら、つめを元にもどします。
[ ADUIO ケーブルのはずし方 ]
④音声入力端子のつめをドライバーなどで押し込みながら、AUDIO ケーブルをはずします。

③④
つめ

AUDIO ケーブル

①
②④

ドライバーなど

お知らせ
・AUDIO ケーブルの芯線は単線をおすすめします。
より線の場合は接触不良になる可能性がありますので、むかえはんだ処理をおすすめします。
※使用可能ケーブル太さ ： 単線 AWG28～22（φ0.32～φ0.65mm）
・カメラの工場出荷時、音声入力の設定は下記のようになっています。
音声入力設定を変更しなくても、ネットワークレコーダーに接続すると外部マイクの音声を記録すること
ができます。
音声入力設定

： 有効

エンコード

： G.726 32kbps

レベル

： Mid

・音声入力設定を変更する場合は、パソコンを接続して WEB 設定ツールで変更します。
WEB 設定ツールのメニューより、システム →音声タブ →音声入力設定 →各プルダウンを開く
パソコンでは音声を確認することはできません。ネットワークレコーダーを接続してから音声を確認して
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。
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6-5

カメラの画角調整

①回転アームを持ってパン方向に回転させます。
②チルト固定ねじをゆるめてレンズをチルト方向に回転させます。チルト固定ねじを締めて固定します。
③レンズを回転させて角度を調整します。
ご注意
・パン回転、レンズ回転は±180°を目安にしてください。無理に回転させると故障の原因になります。
［ 天井面に取り付ける場合 ］

①パン回転 ±180°

回転アーム

チルト固定ねじ

②チルト角度

③レンズ回転 ±180°
［ 壁面に取り付ける場合 ］

35°～ 90°

左のように LAN ケーブルを上から接続する方向に取り付けた場合、
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。映像を反転させるには以下(1)～(3)の方法が

レンズ

あります。いずれかを選択してください。
(1)パソコンを接続して、WEB 設定ツールで映像を反転する。
<手順 1>WEB 設定ツールのメニューより、
画像 →基本設定タブ →ミラーフリップ設定 →画面回転
→プルダウンを開く。
※DS-NR1000 シリーズをご使用の場合
(1)上下左右反転設定はレコーダーで実施してください。
<手順 2>[上下左右反転]を選択する。

回転アーム

詳しくは WEB 設定ツールの取扱説明書をご確認ください。
(2)回転アームをもって 180°回転させて反転する。
(3)回転アームを固定したまま、レンズのみを 180°回転させて
反転する。
ご注意
・チルト固定ねじを回すときに、ドライバーの先端が基板に触れない
ように十分注意してください。故障の原因となります。
・カメラには画角を確認するためのモニター接続用端子(Video-Out 端子)
反転

はありません。
画角の微調整が必要な場合は、ネットワークレコーダーと接続した後に
モニターに表示されるライブ映像を確認しながら行ってください。
・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。
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④ロックボタンの位置を確認して、ドームカバーをリアケースにかぶせます。
⑤レンチ（付属品）でカバー固定ねじ(２本)を締めます。
⑥ドームの保護シートをはがします。
リアケース

レンチ（付属品）
⑤
④

ドームカバー

保護シート⑥

ロックボタン

ご注意
・ねじのゆるみを防止するための接着剤は使用しないでください。
誤った接着剤の使用により、ケースの割れやヒビ、溶解などが発生することがあります。
・カバー固定ねじの回しすぎに注意してください。
ロックボタンが押せなくなるところまで回したら止めてください。
お知らせ
・レンチ（付属品）は長いほうを持って回してください。
・カバー固定ねじは 1.5mm の六角ねじです。
市販の六角棒ドライバー、あるいはボールポイントの六角棒ドライバーを使用して回すこともできます。
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6-6 ネットワークレコーダーの設定
カメラとネットワークレコーダーの接続方法、設定方法を示します。
詳しくは、DS-NR108 シリーズ、DS-NR1000 シリーズの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ
・動き検知機能を使用する場合は、カメラの「アラーム通知先」の設定が必要です。
WEB 設定ツールを使って、次の設定を行ってください。
詳しくは WEB 設定ツールの取扱説明書 3.4.8 項 イベント通知（P.36）をご覧ください。
① WEB 設定ツールを開きます。
② 設定 > イベント設定 > アラーム通知タブ > 通知先 > IP アドレスに、接続するネットワーク
レコーダーの IP アドレスを入力します。
※工場出荷時、通知先の IP アドレスは空欄になっています。

ネットワークレコーダーの IP アドレス、および動き検知に関する設定方法については、ネットワーク
レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

6-6-1 DS-NR108 シリーズとの接続
(1)接続およびライブ映像の確認
ネットワークレコーダー（DS-NR108シリーズ）

①DS-NR108 シリーズの電源ボタンを押すと、
青色ランプが点灯し、ネットワークレコーダーが起動します。

電源ボタン
②DS-NR108 シリーズは Guest アカウントで起動します。
画面右上の[Guest]をクリックし、[ログアウト]を選択します。

③ログインウィンドウが表示されるので、
管理者アカウントの[Admin]を選択します。
続いてパスワードに[123456]を入力します（工場出荷時の初期値）。
[確認]ボタンをクリックし、ログインします。
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④DS-NR108 シリーズの PoE 給電端子 1～8 に接続します。
RGBモニター
HDMIモニター

････
カメラ
スピーカー

VGA端子

AUDIO OUT端子

（最大8台）

HD OUT端子

1

3

5

7

2

4

6

8

PoE給電端子1～8

ネットワークレコーダー（DS-NR108シリーズ）
お知らせ
・モニターは HDMI モニターか RGB モニターのどちらかをご使用ください。
・カメラの LAN ケーブルをはずして再び接続するときは、2 秒以上の間隔を空けてください。
すばやく行うと、カメラに電源が供給されない場合があります。
⑤DS-NR108 シリーズの[設定] – [ＰｏＥマネジメント] から [PoE スイッチ]、[ＰｎＰスイッチ] がオンになっている
ことを確認します。
⑤

⑤

⑥DS-NR108 シリーズ の [ライブビュー] を選択し、ライブ映像が表示されることを確認します（約 2 分）。
ライブ映像が表示されると録画が開始されます。
⑥
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(2) ライブ映像が表示されない場合の確認
① [デバイス追加] を選択します。
[初期設定アカウント] の [HITACHI] が root/admin（ただし admin は●●●●●） になっていることを確認
します。[デバイスフィルタ] の [HITACHI] を選択して [

] アイコンをクリックします。

② 対象のカメラが検出されたことを確認します。
①

②

お知らせ
・上記は、カメラのユーザ名／パスワードが root／admin（初期値）のときに有効です。
カメラのパスワードを変更した場合は、DS-NR108 シリーズのパスワードを、カメラのパスワード
に合わせてください。
･プロトコルが [RTSP＋RTP]になっている場合は、必ず [RTSP／RTP] に変更してください。
[RTSP＋RTP] で使用すると、ライブ映像にブロックノイズが発生することがあります。

(3) 再生の手順例
①[再生／エクスポート] を選択します。
② [

] アイコンをクリックし、録画映像を確認します。

③チャンネル画面にマウスカーソルを移動すると、音声アイコン [
ます。 [

] がチャンネル画面の右下に表示され

] をクリックすると、音声出力が有効化し、アイコンが [

また音声出力アイコン [

] に変更されます。

] もチャンネンル画面の左下に表示され、カメラの音声が ON になっていることを

通知します。
モニターのスピーカーあるいは DS-NR108 シリーズの AUDIO OUT 端子に接続されたスピーカーから音声を
確認します。
①

③

②
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ご注意
・カメラの LAN ケーブルをはずして再び接続するときは、2 秒以上の間隔を空けてください。
すばやく行うと、カメラに電源が供給されない場合があります。
・カメラの映像が表示されない場合は、DS-NR108 シリーズおよび LAN ケーブル接続に
異常がないかご確認ください。
・録画した映像を DS-NR108 シリーズから取り出す場合、エクスポートのフォーマットは、
[AVI]、[Raw]、[MKV] から選択してください。 [MP4]、[MOV] は使用できません。

(4)画面がちらつく現象（フリッカー）が発生しているときの設定手順
蛍光灯や LED 照明など電源周波数(50Hz/60Hz)に同期して発行している照明下では、画面がちらつく現象
（フリッカー）が強調されやすくなります。DS-NR108 シリーズの露光設定メニューからフリッカーモードの設定
（フリッカーレス設定）を行います。
カメラを設置している地域の電源周波数に合わせて、フリッカーモードの設定を行ってください。
DS-NR108 シリーズ

環境に合わせて変化するシャッター時間

フリッカーモードの設定

（露光モード：自動の場合）

50Hz

5 (50Hz FIXED)

1/50､1/100､1/200､1/250､・・・､1/10000

60Hz

6 (60Hz FIXED)

1/60､1/120､1/200､1/250､・・・､1/10000

電源周波数

ご注意
・DS-NR108 シリーズから AE / 50Hz FIXED / 60Hz FIXED の設定を切り替えた際、カメラが
再起動します。再起動が完了するまで、2 分程度記録が停止します。
・フリッカーレス設定（50HzFIXED、60HzFIXED）を設定しても、太陽光などの明るい外光が入る
設置環境では、シャッタ時間が自動で変化して、1/50（1/60）→1/100（1/120）→1/200→1/250
→1/400・・・になり、フリッカーが残って見えることがあります。
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(5)パソコンを使って、DS-NR108 シリーズの WAN 端子経由でカメラの WEB 設定ツールを開くときの手順
（必要に応じて実施いただく項目です）
詳しくは WEB 設定ツールの取扱説明書をご確認ください。
① パソコンの LAN ポートと DS-NR108 シリーズの WAN 端子を LAN ケーブルで接続します。
② パソコンの IP アドレスを、DS-NR108 シリーズの IP アドレスに合わせて設定します。
DS-NR108 シリーズの WAN 端子に割り当てられている IP アドレスの初期値は、192.168.1.200 です。
お知らせ
・パソコンのＩＰアドレスを、192.168.1.xxx に設定します。
但し、ｘxx は DS-NR108 シリーズと重複しないように設定してください。

③ パソコンの Internet Explorer を開いて、設定したいカメラに対応した URL[http://192.168.1.200:800x]を
アドレスバーに入力し、[Enter]キーを押します。
お知らせ
・IP アドレス末尾の「800x」の「x」には設定したいカメラが接続されている PoE 給電端子番号を入力します。
例）DS-NR108 シリーズの PoE 給電端子 4 に接続されているカメラにアクセスする場合のアドレス指定
は[http://192.168.1.200:8004]になります。

④ ログイン画面が表示されます。
ユーザ名に[root]、パスワードに[admin]を入力します。（工場出荷時の初期値）
Language を[日本語]に設定し、[ログイン]ボタンをクリックします。

お知らせ
・ユーザ名 [Admin]、パスワード[1234] でのログインも可能です。
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⑤ カメラの初期設定を任意で行います。
・エンコード設定
解像度／プロファイル／コーデック／フレームレート／レート制御／ビットレートなどを設定します。
・画像設定
露光／フリッカーレス／デイナイト／ホワイトバランス／画質／カラーなどを設定します。
・映像設定
プライバシーマスクを設定します。
・ネットワーク設定
IP アドレス／RTSP などを設定します。
・システム設定
日付＆時刻設定／ファーム更新／設定初期化などを行います。
・アカウント設定
アカウントを設定します。
ご注意
・解像度、フレームレート、ビットレート、露光、フリッカーレス設定は DS-NR108 シリーズのメニュー上で
設定してください。
WEB 設定ツールで設定しても、DS-NR108 シリーズで設定を変更した場合は、DS-NR108 シリーズの
設定が優先されます。
・DS-NR108 シリーズの WAN 経由で、ライブ映像を表示する場合は [ライブビュー] - [メディアプレイヤー]
で [QuickView] を設定しないと、ライブ映像が表示されません。
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6-6-2 DS-NR1000 シリーズとの接続
(1)カメラの IP アドレス自動割り当て
カメラと PoE 給電装置、DS-NR1000 シリーズを下図のように接続します。
DS-NR1000 シリーズは、接続されたカメラが工場出荷の状態(IP アドレス 0.0.0.0)であれば、接続されている
それぞれのカメラに対して、IP アドレスを自動で割り当てます。
お知らせ
・カメラの IP アドレスは、工場出荷時 0.0.0.0 に設定しています（初期化時は 192.168.0.100）。
これは DS-NR1000 シリーズの IP 自動割り当て機能が、IP アドレス 0.0.0.0 のカメラに対応している
ためです。詳しくは DS-NR1000 シリーズの取扱説明書をご覧ください。
・自動割り当て機能を使用しない（手動で IP アドレスを書き込む）場合、DS-NR1000 シリーズの
ネットワーク情報を確認のうえ、重複などがないように注意して IP アドレスを設定してください。
・なんらかの IP アドレスがすでに設定されているカメラに対して、IP アドレスを 0.0.0.0 にする場合は、
本体のリセットボタンを１回押すことで（⇒4 項 各部のなまえ リセットボタン P.5 参照）設定できます。
PoE 給電装置

HDMIモニター
カメラ

HD OUT端子

LAN端子

ネットワークレコーダー（DS-NR1000シリーズ）
(2)DS-NR1000 シリーズへの接続およびライブ映像の確認
① ライブメニュー画面の左下にある [

] を押して、メニュー画面を開きます。

①
ライブメニュー画面

メニュー画面
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② [カメラ] ⇒ [カメラ登録] ⇒ [カメラ構成タブ] を選びます。
③ 接続したカメラを確認して、[設定 CH] で、それぞれのカメラに CH 番号を割り当てます。
④ [確定]を押します。
②

③

④

⑤ ライブメニュー画面に戻り、ライブ映像が表示されることを確認します。

(3)記録の設定例
① メニュー画面の [記録] ⇒ [スケジュール] を選びます。
② [曜日確認] ⇒ [時間帯設定] を選びます。
③ [時間帯設定] ⇒ [設定時刻] を設定します。
④ それぞれのカメラに対して、[解像度]、 [画質]、 [フレームレート] などを設定します。
別の曜日にも設定をコピーする場合は [コピー] を押して設定します。
⑤ ライブメニュー画面の[

] を押してスケジュール記録を開始します。

①
③

②

⑤
④

④

メニュー画面

ライブメニュー画面
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(4) 再生の手順例
① メニュー画面の [検索] で表示される [検知種別] には [インデックスサーチ] [日時絞り込みサーチ] が
あります。またライブメニューの [

] でも検索できます。また [

] でカレンダーサーチ検索、[

] で

タイムデートサーチ検索ができます。
② [

] で再生します。

①

②

メニュー画面

①

ライブメニュー画面

(5)フリッカーが発生しているときの設定手順
蛍光灯や LED 照明など電源周波数(50Hz/60Hz)に同期して発行している照明下では、画面がちらつく現象
（フリッカー）が強調されやすくなります。DS-NR1000 シリーズのカメラ調整メニューからシャッター速度の設定
（フリッカーレス設定）を行います。
カメラを設置している地域の電源周波数に合わせて、シャッター速度の設定を行ってください。

電源周波数
50Hz
60Hz

DS-NR1000 シリーズ

環境に合わせて変化するシャッター時間

シャッター速度の設定

（露光モード：自動の場合）

50Hz FIXED

1/50､1/100､1/200､1/250､・・・､1/10000

Indoor 50Hz FIXED

1/50､1/100

60Hz FIXED

1/60､1/120､1/200､1/250､・・・､1/10000

Indoor 60Hz FIXED

1/60､1/120

ご注意
60Hz FIXED
・DS-NR1000 シリーズから AE / 50Hz FIXED / Indoor
50Hz の設定を切り替えた際、カメラが
FIXED / 60Hz FIXED / Indoor 60Hz
再起動します。再起動が完了するまで、2
分程度記録が停止します。
FIXED の設定を切り替えた際、カメラが再起動します。再起動が完了するまで、2
分程度記録
・フリッカーレス設定（50HzFIXED、60HzFIXED）を設定しても、太陽光などの明るい外光が入る
が停止します。
設 置 環 境 で は 、 シ ャ ッ タ ー 時 間 が 自 動 で 変 化 し て 、 1/50 （ 1/60 ） → 1/100 （ 1/120 ）
・フリッカーレス設定（50HzFIXED、60HzFIXED）を設定しても、太陽光などの明るい外光が入る設
→1/200→1/250
置環境では、シャッター時間が自動で変化して、1/50（1/60）→1/100（1/120）→1/200→1/250
→1/400・・・になり、フリッカーが残って見えることがあります。
→1/400・・・になり、フリッカーが残って見えることがあります。
・屋内用フリッカーレス設定(Indoor 50HzFIXED、Indoor60HzFIXED)を設定すると、フリッカーは改
善されますが、明暗差の激しい被写体では白飛びが発生することがあります。
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6-7 アカウント（パスワード）の設定

（必要に応じて設定いただく項目です）

不正アクセス防止のため、カメラやネットワークレコーダーのパスワードは定期的に変更してください。
カメラのパスワードを変更する方法は、WEB 設定ツールの取扱説明書 3.4.6 アカウント(⇒P.32)をご覧ください。
カメラのパスワードを変更した場合、DS-NR108 シリーズの「初期設定アカウント」あるいは DS-NR1000 シリーズの
「カメラ認証」の設定をカメラにあわせて変更します。
ご注意
・カメラとネットワークレコーダーのアカウントが合っていないと、映像表示および設定ができません。
必ずアカウントは合わせてください。

6-7-1 DS-NR108 シリーズの初期設定アカウントの変更手順
① DS-NR108 シリーズの [デバイス追加] – [初期設定アカウント] を確認します。
② 初期値は root／admin（admin は●●●●●で表示）になっていますので、カメラにあわせて変更します。

①
②

6-7-2 DS-NR1000 シリーズのカメラ認証の変更手順
① DS-NR1000 シリーズの [カメラ] – [カメラ登録] – [認証タブ] を開きます。
② [現在の設定] を確認します。
③ 初期値は root／admin（admin は●●●●●で表示）になっていますので、カメラにあわせて変更します。

①

②
③
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７．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

確認内容

処理方法

ネットワークレコーダーのライブ

ネットワークレコーダーは、接続したカメ

ネットワークレコーダー、LAN ケーブルを正しく

映像がまったく映らない

ラを認識していますか？

接続してください。

カメラの動作確認 LED(カバー内)の緑色

カメラの LAN ケーブルを再接続してください。

が消灯していませんか？

それでも消灯したままの場合は、お買い上げ
の販売会社またはお問い合わせご相談窓口
までご相談ください。

カメラのユーザ名／パスワードとネットワ

カメラのユーザ名／パスワードが不明な場合

ークレコーダーの初期設定アカウントは

は、カメラのリセットボタンを 5 秒以上押し続け

合っていますか？

て（初期化）、カメラの設定変更からやり直して
ください。詳しくは 6-6-1 項(2)①(⇒P.17)を
ご覧ください。

DS-NR108 シリーズにおいて、PnP マネ

PnP マネジメントの設定をオンにしてください。

ジメントの設定がオフになっていません

詳しくは 6-6-1 項(1)⑤(⇒P.16)をご覧くださ

か？

い。

DS-NR108 シリーズの WAN 端

カメラが接続されている PoE 給電端子番

「・・・：800x」の「x」には設定したいカメラを

子経由で WEB 設定ツールが開

号とアドレスバーに入力した

接続している PoE 給電端子番号を入力しま

けない

「・・・：800ｘ」の番号は合っていますか？

す。詳しくは 6-6-1 項(5)③(⇒P.19)をご覧くだ
さい。

画像がちらつく

LED 照明の下で撮影していませんか？

設定する地域の電源周波数に合わせてフリッ
カーレス設定を行ってください。WEB 設定ツー
ルの場合は電源周波数を次のように設定しま
す。露光モードは自動にしてください。
50Hz 地域：50Hz、60Hz 地域：60Hz
但し、本設定はネットワークレコーダー側の設
定が優先されます。

画面が明るい暗いを繰り返し、

ネットワークレコーダーに接続している場合は

明るさが安定しない

フリッカーモードを次のように設定します。
50Hz 地域：50HzFIXED
60Hz 地域：60HzFIXED

WEB 設定ツールの日付・時刻

カメラの電源を切断しましたか？

が現在時刻と合っていない

カメラには日付・時刻を保持する機能がありま
せんので、電源を切断すると初期化されま
す。なお、ネットワークレコーダーを接続してい
る場合は、カメラの時刻は使用しません。

音声が聞こえない

マイクとカメラの AUDIO IN/AUDIO GND

接続誤り、ケーブルがはずれないかを確認し

端子の接続は正しいですか？

て正しく接続してください。

ネットワークレコーダーに接続したスピー

モニター、スピーカーの接続や音量を正しく設

カーの接続、音量は正しいですか？

定してください。
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８．保証とアフターサービス
8-1 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。

8-2 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。

8-3 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、「７.故障かな‥と思ったら」(→P.25)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

型

式

お買い上げ日

監視用ネットワークカメラ
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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8-4 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。

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
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・夏季休暇などの弊社休日を除く

●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、別売品などを案内しております
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９．仕様
型式
レ
ン
ズ

セ
ン
サ
｜

種類

EZ-MD110
固定焦点

F値

1.8

焦点距離

f=2.1mm

画角

水平 110°、垂直 84°（4：3）

アイリス
撮像素子

固定
1/3 型 CMOS 固体撮像素子

有効画素数

約 127 万画素 1305(H)×977(V)

走査方式
最低被写体照度

プログレッシブ
標準時
高感度時

0.8 lx 以下(1/30s AGC Auto)
0.5 lx 以下(電子感度アップ 4 倍 1/7.5s AGC Auto)

ワイドダイナミックレンジ(WDR)

有 (Digital WDR)

電子感度アップ(DSS)
カ
メ
ラ
機
能

画
像
音声

通
信

有 (最大 4 倍)

デジタルノイズリダクション(DNR)

有 (Manual)

ホワイトバランス

自動／手動 (Auto、ATW、Manual)

オートゲインコントロール(AGC)

自動／手動 (Auto、Manual)

モーションディテクタ

有

フリッカー補正

有 (シャッター制御方式)

プライバシーマスク

有 (最大８エリア設定可)

上下左右反転機能
画像圧縮方式

有
H.264/JPEG

出力画像サイズ(解像度)

SXVGA(1280×960), HD(1280×720),
VGA(640×480), HVGAW(640x360), Q-VGA(320x240)

フレームレート
音声入力
通信プロトコル

電源周波数 60Hz 選択時：最大 30fps、50Hz 選択時：最大 25fps
有（ライン入力のみ）
TCP/IP プロトコル イーサネット(IEEE802.3)

ネットワーク層

IPv4、ICMP、ARP

トランスポート層

TCP、UDP

アプリケーション層

HTTP、RTSP、RTCP、DNS、RTP

ONVIF 対応

有 (Profile S)

時計機能
外部入出力
使用温度範囲（湿度）
電源
消費電力
外形寸法
質量

有 (ただし時計保持機能なし)
外部音声入力
-20～50℃ （90％以下 結露なきこと)
PoE
75mA/約 3.6W
Ø126 x 56 mm
約 0.18kg
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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