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弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご質

問、ご要望がある場合は、販売店に連絡することを躊躇しないでくだ

さい。 

この資料に関して 

このマニュアルは、次のモデルに適用されます。 

Model 

DS-2CD2622FWD-IS 

 

本マニュアルはいくつかの技術的な記述が間違った場所や印刷エラ

ーを含む可能性があり、内容は予告なしに変更されることがありま

す。ご了承ください。 

免責事項 

Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本製品のセキュリ

ティや信号出力に関するパフォーマンスや信頼性のテストは行って

いません。 UL は、UP の 「Standard(s) for Safety for Information 

Technology Equipment, UL 60950-1」で規定している火災、衝撃、事

故の危険性についてのみテストを行っています。 UL の認証は、本

機のセキュリティや信号伝送に関する性能や信頼性を保証するもの

ではありません。UL は、本製品のセキュリティまたは信号出力関連

の機能のパフォーマンスや信頼性に関して、一切の表明、保証、認

証を提供しません。 

 

0501001031101 

Regulatory Information 

FCC Information 
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FCC compliance: This equipment has been tested and found to 

comply with the limits for a digital device, pursuant to part 15 of the 

FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference when the equipment is operated in a 

commercial environment. This equipment generates, uses, and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 

accordance with the instruction manual, may cause harmful 

interference to radio communications. Operation of this equipment in 

a residential area is likely to cause harmful interference in which case 

the user will be required to correct the interference at his own 

expense. 

FCC Conditions 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference. 
2. This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 

EU Conformity Statement 

This product and - if applicable - the supplied 

accessories too are marked with "CE" and comply 

therefore with the applicable harmonized European 

standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the 

EMC Directive 2004/108/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU. 
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2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with 

this symbol cannot be disposed of as unsorted 

municipal waste in the European Union. For proper 

recycling, return this product to your local supplier 

upon the purchase of equivalent new equipment, or 

dispose of it at designated collection points. For more information 

see: www.recyclethis.info. 
2006/66/EC (battery directive): This product 

contains a battery that cannot be disposed of as 

unsorted municipal waste in the European Union. 

See the product documentation for specific battery 

information. The battery is marked with this symbol, 

which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or 

mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier 

or to a designated collection point. For more information see: 

www.recyclethis.info

http://www.recyclethis.info/
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Safety Instruction 

These instructions are intended to ensure that user can use the 

product correctly to avoid danger or property loss.  

The precaution measure is divided into “Warnings” and “Cautions” 

Warnings: Serious injury or death may occur if any of the warnings 

are neglected. 
Cautions: Injury or equipment damage may occur if any of the 

cautions are neglected. 

 Warnings 
● In the use of the product, you must be in strict compliance with 

the electrical safety regulations of the nation and region. Please 

refer to technical specifications for detailed information. 

● Input voltage should meet both the SELV (Safety Extra Low 

Voltage) and the Limited Power Source with 24 VAC or 12 VDC 

according to the IEC60950-1 standard. Please refer to technical 

specifications for detailed information. 

  

Warnings Follow these 

safeguards to prevent 

serious injury or death. 

Cautions Follow these 

precautions to prevent 

potential injury or material 

damage.  
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● Do not connect several devices to one power adapter as adapter 

overload may cause over-heating or a fire hazard. 

● Please make sure that the plug is firmly connected to the power 

socket. When the product is mounted on wall or ceiling, the 

device shall be firmly fixed.  

● If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power 

at once and unplug the power cable, and then please contact 

the service center.  

 Cautions 
● Make sure the power supply voltage is correct before using the 

camera. 

● Do not drop the camera or subject it to physical shock. 

● Do not touch sensor modules with fingers. If cleaning is 

necessary, use clean cloth with a bit of ethanol and wipe it 

gently. If the camera will not be used for an extended period, 

please replace the lens cap to protect the sensor from dirt.  

● Do not aim the camera at the sun or extra bright places. 

Blooming or smearing may occur otherwise (which is not a 

malfunction), and affect the endurance of sensor at the same 

time. 

● The sensor may be burned out by a laser beam, so when any 

laser equipment is in using, make sure that the surface of sensor 

will not be exposed to the laser beam. 
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● Do not place the camera in extremely hot, cold (the operating 

temperature shall be-30℃~+60℃,or -40°C ~ 60°C if the camera 

model has an “H” in its suffix), dusty or damp locations, and do 

not expose it to high electromagnetic radiation.  

● To avoid heat accumulation, good ventilation is required for 

operating environment.  

● Keep the camera away from liquid while in use. 

● While in delivery, the camera shall be packed in its original 

packing, or packing of the same texture. 

● Regular part replacement: a few parts (e.g. electrolytic 

capacitor) of the equipment shall be replaced regularly 

according to their average enduring time. The average time 

varies because of differences between operating environment 

and using history, so regular checking is recommended for all the 

users. Please contact with your dealer for more details. 

● Improper use or replacement of the battery may result in hazard 

of explosion. Replace with the same or equivalent type only. 

Dispose of used batteries according to the instructions provided 

by the battery manufacturer.  

● If the product does not work properly, please contact your 

dealer or the nearest service center. Never attempt to 

disassemble the camera yourself. (We shall not assume any 

responsibility for problems caused by unauthorized repair or 

maintenance.) 
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1 外観説明 

ネットワークバレットカメラの概要は下記となる。 

 

 概要 

 概要 

No. 説明 

1 サンシールド 

2 フロントカバー 

5

11

3

8
6

10

9

7

4

1

2
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3 ズームと焦点レバー 

No. 説明 

4 IR LED 

5 レンズ 

6 エアーベント 

7 ビデオ出力インターフェース 

8 ブラケット 

9 リセットブタン 

10 SD カードスロット 

11 パワーインターフェース 

12 ネットワークインターフェース 

 

 ユーザー名、パスワード、IP アドレスとポート番号をリセットするに

は、カメラを起動時、または再起動時約 10 秒程 RESET ボタンを

押してください。 

 一部の品番はオーディオとアラーム機能がサポートできる。その

インターフェースは下記となる。 
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 オーディオとアラームインターフェース

Audio Cable

Alarm Cables



Network Bullet Camera·Quick Operation Guide 

 
11 

11 

2 インストール 

始まる前: 

 パッケージ内のデバイスは良好な状態にあり、すべてのアセンブ

リ部品が含まれていることを確認する。 

 すべての関連機器は、インストール時に電源オフであることを確

認する。 

 設置環境に合わせる製品の仕様を確認する。 

 損傷を避けるために必要な電圧と一致していることを確認する。 

 製品が正常に機能しない場合は、お買い求めの販売店にご連絡

ください。自分で修理やメンテナンスのためにカメラを分解しない

でください。 

 壁は、カメラの 3 倍の重さに耐える十分な強度があることを確認

する。 

 

赤外線をサポートするカメラについては、IR反射を防ぐために、次の

注意事項に注意を払う必要です。 

● ドームカバーのほこりやグリースは、IR反射の原因となる。イン

ストールが完了するまで、ドームカバー膜を除去しないでくださ

い。ドームカバーのほこりやグリースがある場合は、きれいな柔

らかい布とイソプロピルアルコールでドームカバーを清掃してく

ださい。 

● カメラのレンズに近すぎる反射面が存在しないことを確認してく

ださい。カメラからの IR 光は反射を引き起こし、レンズに反射

する恐れがある。 
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● レンズ周りの泡のリングは、IR LED からレンズを分離するバブ

ルの内面にぴったり座っている必要がある。泡リングとドームカ

バーがシームレスに接続されているように、カメラ本体にドーム

カバーを固定する。 

 SD カードインストール 

手順： 

1. それを緩めるために反時計回りにロックねじを回転させる。（左）

に示すように矢印の方向にサンシールドをスライドさせる。 

2. サンシールドを外す。 

3. （右）に示すように反時計方向に回転させて、フロントカバーを取り

外す。 

  

 カメラカバー外す 

4. SD カードスロットに SD カードを挿入する。 

5. 裏蓋にはフロントカバーを時計回りに回転させて、図 2-2（右）に

示すように矢印の方向に応じてサンシールドを取り付ける。 

Lock Screw
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 SD カードスロットに挿入 

6. 図 2-3（左）に示す矢印の方向に応じてサンシールドをスライドさ

せる。 

7. ロックねじを時計回りに回転させてサンシールドを締める。 
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 カバー固定 

 

防水のために、フロントカバーを時計回りに回転すると、カメラのフロ

ントカバーを回転ラベルに合わせてください。図 2-3（右）を参照して

ください。 

 マウンティング 

カメラの底にブラケットが装備されている。これは、壁に直接取り付

けることができ、また、ジャンクションボックス、もしくは、ギャングボッ

クスで壁に取り付けることができる。 

2.2.1 ウォールマウンティング 

手順:  

1. カメラが搭載される壁に（付属品）ドリルテンプレートを添付する。 

 

1 Rotating Label
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2. ドリルテンプレートの数 1 の穴に応じて壁にネジ穴を開ける。図

2-4 を参照してください。 

 

 穴開け 

3. 壁（又は天井）を通してケーブルを配線する必要がある場合は、ド

リルテンプレートに従ってケーブル穴を開ける。天井の表面にケ

ーブルを配線する場合は、この手順を省略する。 

4. ネットワークケーブルを配線する。 

5. 拡張ネジで壁（または天井）にカメラを固定する。図 2-5 を参照し

てください。 

Ceiling Mounting
1 1

1 1

2

2 2

2

1:Screw Hole for
Bracket

2:Screw Hole for
Mounting Base
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 カメラ固定 

 壁にジャンクションボックスを使用してマウンテ

ィング 

始まる前: 



Network Bullet Camera·Quick Operation Guide 

 
17 

17 
ジャンクションボックスに取り付けるためには、ジャンクションボックス

を購入する必要がある。 

手順: 

8. カメラが搭載される壁に（付属品）ドリルテンプレートを添付する。 

9. ドリルテンプレートの数 1 の穴に応じて壁にネジ穴を開ける。図

2-4 を参照してください。 

10. 壁（又は天井）を通してケーブルを配線する必要がある場合は、

ドリルテンプレートに従ってケーブル穴を開ける。天井の表面にケ

ーブルを配線する場合は、この手順を省略する。 

11. 拡張ネジで壁にジャンクションボックスを固定する。 

12. ネットワークケーブルを配線する。 

13. ビデオ信号線と電源線を繋げる。 

14. 画質と焦点を調整する。 

15. 安全ロープでジャンクションボックスにカメラを引っ掛ける。 

16. ねじでカメラをジャンクボックスに固定する。 

 

Junction Box

Safety Rope
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 カメラ固定 

 壁にギャングボックスを使用してマウンティング 

始まる前: 

ギャングボックスに取り付けるためには、ジャンクションボックスを購

入する必要がある。 

手順: 

1. ネジでギャングボックスにカメラアタッチメントを固定する。 

2. ネットワークケーブルを配線する。 

3. ネジでカメラアタッチメントにカメラを固定する。図 2-7 を参照してく

ださい。 

 

 カメラ固定 

 画角調整 

目的: 

Gang Box

Camera Attachment
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3 軸（パン/チルト/回転）の調整は、最適なカメラの回転および配置

の調整を可能にする。欲しい画角を得るために、この機能を使用す

ることができる。 

パン調整 

手順: 

4. ロックねじ-1 を緩める。 

5. カメラのパン位置を調整する。 

調整範囲は 0 度から 360 度である。 

6. ロックねじ-1 を締める。 

チルト調整 

手順: 

7. ロックねじ-2 を緩める。 

8. カメラのチルト位置を調整する。 

調整範囲は 0 度から 90 度である。 

9. ロックねじ-2 を締める。 

回転調整 

手順: 

10. ロックねじ-3 を緩める。 

11. 画角を調整するには回転位置を回転させる。 

調整範囲は 0 度から 360 度である。 

12. ロックねじ-3 を締める。 
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 レンズ調整 

 ズームと焦点調整 

目的: 

ズーム値とフォーカス値を調整するには、ズームレバーとフォーカス

レバーを使用することができる。 

手順: 

1. カメラのフロントカバーとサンシールドを外す。 

2. モニターでカメラ映像を確認する。 

3. ズームレバーを緩めて T(Tele) と W(Wide)で一番適切な位置に

調整する。  

4. ズームレバーを締める。 

5. 焦点レバー緩めて F(Far)と N(Near) で一番適切な位置に調整す

る。 

6. 焦点レバーを締める。 

7. カメラのフロントカバーとサンシールドをアセンブルする。 

Tilting

3

1

Rotation

Panning

2

Menu Button 
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 ズームと焦点調整

Zoom/Focus Lever
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3 LAN を経由してネットワークカメ

ラの設定 

目的: 

LAN（ローカルエリアネットワーク）経由でカメラを表示および設定す

るには、PC と同じサブネット内のネットワークカメラを接続する必要

がある。そして、検索し、ネットワークカメラの IP アドレスを変更する

には SADP または PCNVR ソフトウェアをインストールしてからです。 

 次の図は、ネットワークカメラと PCのケーブル接続を示す: 

 

 LAN経由での配線 

 IP アドレスの設定。 

手順: 

1. IP アドレスの取得は下記のいずれか二つの方法でできます。 

 SADP、自動的に LAN内のネットワークカメラを検出し、図

3-2 に示すように IP アドレス、サブネットマスク、ポート番

号、デバイスのシリアル番号、デバイスバージョン、デバイス

のような情報を、一覧表示することができるソフトウェアツー

ル。 



Network Bullet Camera·Quick Operation Guide 

 
23 

23 
 PCNVR ソフトウェアを使用して、オンラインのデバイスをリス

トする。詳細は PCNVR クライアントソフトウェアのユーザー

マニュアルを参照してください。 

2. お使いの PC と同じサブネットに IP アドレスとサブネットマスクを

変更する。 

SADP ソフトウェアと IP アドレスを設定するには、次の紹介を参

照してください。 

 オンラインアクティブなデバイスを検索 

自動的にオンラインデバイスを検索： 

SADP ソフトウェアを起動すると、パソコンがサブネットから

15 秒ごとに自動的にオンラインデバイスを検索する。これ

は、オンラインショップデバイスインターフェイスで検索デバイ

スの総数、およびデバイスタイプ、IP アドレス、ポート番号、

ゲートウェイを含む機器情報が表示される。 
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 オンラインデバイス検索 

 

デバイスがオンラインになると、15 秒以内 SADP に検索され

表示することができる。それがオフラインになった後は、45 秒

でリストから削除される。 

手動でオンラインのデバイスを検索： 

 をクリックし、オンラインデバイスリストの更新も

可能。新たに探索デバイスがリストに追加される。 
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各列の一番上の  または をクリックすると、列の表示

順番を再編成することができる。 、または、 をクリッ

クすると、ネットワークパラメータパネルの表示非表示の切り

替えが可能。 

 デバイス設定情報修正 

手順: 

1). 図 3-3 に示すように、デバイスリストに、変更するデバイス

を選択する。図 3-4 に示すように、デバイスのネットワーク

パラメータは、右側のネットワークパラメータパネルに表示さ

れる。 

2). 変更可能なネットワークパラメータを編集する、例えば、 IP

アドレスとポート番号。 

3). パスワードフィールドに、デバイスの管理者アカウントのパ

スワードを入力し、変更を有効するために保存をクリックす

る。 
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 デバイス選択 

 

 ネットワークパラメータ編集 

3. ライブ映像を表示するには、Webブラウザのアドレスフィールド

にネットワークカメラの IP アドレスを入力する。 

 

 IP アドレスのデフォルト値は「192.0.0.64」である。デフォルトのユ

ーザー名は「admin」、パスワードは「12345」である。 

 ログイン後異なるサブネットからネットワークカメラにアクセスす

るため、ネットワークカメラ用のゲートウェイを設定してください。 
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4 Web ブラウザからのアクセス 

システム要件： 

OS: Microsoft Windows XP SP1 and above version / Vista / Win7 / 

Server 2003 / Server 2008 32bits 

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz or higher 

RAM: 1G or higher 

Display: 1024×768 resolution or higher 

Web Browser: Internet Explorer 6.0 and above version, Apple Safari 

5.02 and above version, Mozilla Firefox 3.5 and above version and 

Google Chrome8 and above version 

手順： 

1. ウェブブラウザを開く。 

2. ネットワークカメラの IP アドレスを入力してください。例： 

192.0.0.64. 

3. ユーザー名とパスワードを入力する。 

4. ログインをクリックする。 



Network Bullet Camera·Quick Operation Guide 

 
1 

1 

 

 ログインインターフェース 

5. ライブビデオを見るやカメラを管理する前に、プラグインをインス

トールしてください。プラグインをインストールするには、インスト

ールの指示に従ってください。 

 

プラグインのインストールを完了するために、Webブラウザを閉じる

必要がある。 
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 プラグインダウンロード 

 

 プラグインインストール(1) 
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 プラグインインストール(2) 

6. プラグインをインストールした後、再度ブラウザを開き、手順 2-4

をリピートしてください。 
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