
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DS-P45)DS-2CD2085FWD-I 
8MP 単焦点 バレットネットワークカメラ 

主な特徴 

⚫ 最大 8MP の高解像度 

⚫ 最大 3840 × 2160 @ 20fps  

⚫ 2.8mm 単焦点レンズ 

⚫ H.265、H.265+、H.264+、H.264 

⚫ 120dB WDR 

⚫ 3D DNR 

⚫ DC12V & PoE (802.3af) 

⚫ IR 照射距離: 最大 30m  

⚫ 最大 128GB 搭載ストレージ対応 

⚫ 防水、防塵 IP67 

⚫ BLC/3D DNR/ROI/HLC 

⚫ カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.027Lux @ 

(F2.0, AGC ON)、IR 使用時 0Lux 

 



 

仕様 

カメラ 

イメージセンサー 1/2.5” CMOS 

最低照度 カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.027Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux 

シャッタースピード 1/3 秒～1/100,000 秒 

スローシャッター 対応 

焦点距離 2.8mm 

フォーカス 固定  

レンズ 2.8mm、水平画角: 102° 

レンズマウント M12 

アイリス F2.0 

デイ/ナイト IR カットフィルター 

DNR (デジタルノイズリダクション) 3D DNR 

WDR (ワイドダイナミックレンジ) 120dB 

3 軸調整 (ブラケット) パン: 0°～360°、チルト: 0°～90°、回転: 0°～360° 

圧縮規格 

ビデオ圧縮 

メインストリーム: H.265/H.264 

サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 

サードストリーム: H.265/H.264 

H.264 タイプ メインプロファイル/ハイプロファイル 

H.264+ メインストリーム対応 

H.265 タイプ メインプロファイル 

H.265+ メインストリーム対応 

ビデオビットレート 32Kbps～16Mbps 

画像 

解像度 3840 × 2160 

メインストリーム 
50Hz: 20fps (3840 × 2160)、25fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 

60Hz: 20fps (3840 × 2160)、30fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 

サブストリーム 
50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 

60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 

サードストリーム 
50Hz: 25fps (1280 ×720、640 × 360、352 × 288) 

60Hz: 30fps (1280 ×720、640 × 360、352 × 240) 

画像補正 BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)  

画像設定 
回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス 

クライアントソフトウェアまたはソフトウェアで調整可能 

ROI (関心領域) メインストリームまたはサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応 

デイ/ナイト切り替え デイ/ナイト/オート/スケジュール 

*注：メインストリームの解像度が 3840×2160 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。 

ネットワーク 

ネットワークストレージ microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応 

プロトコル 
TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、
NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS 

一般機能 
フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、メールによるパスワ
ードリセット、ピクセルカウンター、HTTP リスニング 

API ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、Ehome 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキュリティ 
パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS 1.2、EAP-LEAP、
EAP-MD5)、透かし、IP アドレスフィルター、 HTTP/HTTPS の基本認証と要約認証、ONVIF の
WSSE または要約認証、TLS1.2 

同時ライブビュー 最大 6 チャンネル 

ユーザー/ホスト 
最大 32 ユーザー 

3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー 

クライアント iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central 

Web ブラウザ 

要プラグインライブビュー: IE8+ 

非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari 11+ 

ローカルサービス: Chrome 41.0+、Firefox 30.0+ 

インターフェース  

通信インターフェース 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート 

搭載ストレージ 最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット 

リセットボタン 対応 

スマート機能 

スマートイベント ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔認識、シーンチェンジ検出 

基本イベント 
モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、
HDD フル、HDD エラー) 

連動方法 

トリガー録画: メモリーカード、ネットワークストレージ、事前録画および事後録画 

キャプチャ写真のアップロードトリガー: FTP、HTTP、NAS、電子メール 

トリガー通知: HTTP、ISAPI、電子メール 

全般 

動作環境 -30℃～+60℃ (-22゜F～+140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) 

Web クライアント言語 

32 言語 

英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チ
ェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマ
ニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア
語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繫体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リト
アニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 

電源 
DC12V±25%、7W 

PoE(802.3af、36V～57V、クラス 3)、7.5W 

IR 照射距離 最大 30 m 

保護等級 防水、防塵 IP67 

材質 金属 

寸法 Φ70 × 155.03mm (Φ2.76” × 6.1”) 

重量 約 410g (0.9lb.) 
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DS-1280ZJ-XS 

ジャンクションボックス 

DS-1280ZJ-XS(Black) 
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