
 

(DS-PX1)DS-2CD6626DS- IZ(H)S 
 
2 MP 超低照度& ICR デイナイト耐腐食ドームカメラ 

 

特徴: 

 H.264 ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム

HD 画像出力, 最大 1920*1080 @ 60 fps 

 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが

可能なプログレッシブスキャン 

 ROI と SVC は高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応

します  

  WDR : 120dB,  3D DNR 対応 

 最大 128GB の Micro SD/SDHC/SDXC スロット対応 

 自動 ICR スイッチと設定可能な 2 つのパラメータで昼夜監

視をサポート 

 IR 照射距離 10-30 m 

 3 軸調整機能とローカルアナログ出力対応, 設置後の調整

が容易 

 電動 VF レンズ 

 インテリジェントなヒーター機能を対応 (-H オプションのみ) 

 さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整する

スムーズなストリーム構成 

 3 つの同時ストリームを対応 

異なる解像度, フレームレートおよびビットレートを設定可能, 

20 チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 

 デフォッグ, EIS, ホワイトバランス対応 

 BLC, オート電子シャッター, オートアイリス,スローシャッ

ター,回転モード対応 

 顔検知,侵入検知,ラインクロス検知,シーンチェンジ検知,オー

ディオ例外検出,デフォーカス検出,動体検知,範囲入退出検知, 

ロイター検出,高速動体検知,無人荷物/オブジェクト除去検出,

オブジェクトカウントなど 

 機能:画像オーバーレイ,匿名アクセス,IP アドレスフィルタリン

グ,ハートビート,ミラー,PTZ 制御,アラーム,ワンキーリカバリ 

 NAS,電子メール,FTP,NTP サーバ対応 

 HTTPS, SSH セキュリティ認証をサポートし,証明書を確立

する 

 複数回エラーログイン時のロック機能 

 Web セキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポ

ート 

 316 または 316L ステンレススチール耐腐食材料で設計 

 WF2, C5-M の腐食防止標準は酸性と NSS(中性塩噴霧)腐食

を防止 

 IP67 で防水,防塵をサポート 

GB/T19845-2005 は船舶設備や機械部品にも採用される進

藤に特化した規格 

 

 
 
 
 
 
 

仕様:   
  モデル DS-2CD6626DS-IZ(H)S 
    

  パラメータ 2 MP 超低照度& ICR デイナイト耐腐食ドームカメラ 
     

  カメラ   

  イメージセンサ 1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS 

  
最小照度 

0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON 時) 
  

0 Lux with IR    

  シャッタースピード 1 s ～ 1/100,000 s 

  スローシャッター 対応  

  レンズマウント Φ14 

  レンズ 2.8-12mm F1.4,画角: 92°~32° 

  PTZ 調整範囲 パン: 0°~355°, チルト: 0°~75°, 回転: 0°~355° 

  オートアイリス DC ドライブ 

  デイナイト 自動 IR カットフィルター,自動切り替え対応 

  デジタルノイズ 
3D DNR   

リダクション     

  WDR 120dB   
圧縮  
ビデオ圧縮 

H.264 / MJPEG / MPEG4 

  
  H.264 エンコード 

Base Line Profile/ Main Profile/ High Profile   
レベル     

  ビデオビットレート 32Kbps～16Mbps 

  オーディオ圧縮 
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2   

     

  
オーディオビットレート 

64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) /  
  

32-128Kbps(MP2L2)    

  画像   

  最大解像度 1920 × 1080  

  
フレームレート 

50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 
  

60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)    

  
画像設定 

設置場所 , 彩度 , 明るさ, コントラスト,シャープネス  
  

上記設定はクライアントソフトウェア,またはウェブブラウザで調整可能     

  BLC 
対応    

(逆光補正)     

  デフォッグ 対応  

  EIS 対応  

  デイナイトスイッチ 自動 , スケジュール , アラームトリガー  

  画像オーバーレイ 24-bit BMP イメージオーバーレイ対応 

  ROI 対応  

  ネットワーク   

  ネットワークストレー

ジ 
Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128GB), 

  
NAS(NFS,SMB/CIFS 対応)     

  
アラームトリガー 

タンバリングアラーム,ネットワーク切断, IP アドレスの競合, 
  

ストレージフル ,ストレージエラー     

   顔検出 ,ラインクロス検知 ,侵入検知 ,シーンチェンジ検知 , 

   オーディオ例外検出,デフォーカス検出,動体検知,地域侵入検知, 

  スマート機能 地域退出検知, ロイタリング検出,高速動体検知, 

   無人荷物/オブジェクト除去検知 ,オブジェクトカウント  

   車検出など. 

  
プロトコル 

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP  
  

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour     

  標準 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI,GB28181  

   ワンキーリカバリ,フラッシュ防止,スリーストリーム,ハートビート, 

  一般機能 ミラー,パスワード保護,ビデオカバー,ウォーターマーク, 

   IP アドレスフィルタリング,匿名アクセス 



導入例: 
 
化学プラント,港湾,船舶,沿岸道路 
 

型番: 
DS-2CD6626DS-IZS, DS-2CD6626DS-IZHS 

 

金具: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DS-1284ZI-M ジャンクションボックス DS-1703ZJ 壁面金具 

 

 

 

 

 

 

寸法

  インターフェース   

  
オーディオインターフ

ェース 

オーディオ入力(マイク入力 / ライン入力) / 出力外部インターフェース(プ

ラグワイヤタイプ) 

  通信 1 RJ45 10M/100M イーサネットネットワーク 

  
ハウジングインターフ

ェース 金属ホースで保護された 1 つの防錆インレット  

  ビデオ出力 1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC) 
     

 アラーム 1 入力/1 出力(最大 DC24V 1A or AC110V 500mA)  
    

 一般項目   

 
動作環境 

-40 °C ～ 60 °C  

 湿度 95% 以下 (結露しない環境)  

 電源 AC24V/DC12V/PoE(802.3at)  

 
消費電力 最大 16W 

 
  

   

 IR 照射距離 10～30 m  

 
ヒーター補助 -H: インテリジェントヒーター機能 

 
  
   

 寸法 (mm) Φ165.4 × 126.2  

 重量 3360g  


