
 

  

 

  DS-2DE4220IW-DE 

2MP 光学 20倍ズーム PTZネットワークカメラ 

特長 

 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS 

 解像度 1920 x 1080 

 光学 20 倍ズーム 

 デジタルワイドダイナミックレンジ 

 3D インテリジェントポジショニング機能 

 赤外線照射距離 最大 100m  

 DC12V、POE＋(802.3at) 



 

 

スペックシート 
カメラ 

イメージセンサー 1/2.8’’ プログレッシブスキャン CMOS 

最低照度 F1.6, AGC On: カラー: 0.05 lux、白黒 : 0.01 lux、赤外線、0 lux 

最大解像度 1920 × 1080 

焦点距離 4.7 ～ 94.0mm、光学 20 倍ズーム 

デジタルズーム 16 倍ズーム 

ズームスピード 約 3 秒(光学 ワイド-テレ) 

画角 58.3° ～ 3.2° (ワイド-テレ) 

最低作動距離 10 ～ 1,000mm (ワイド-テレ) 

絞り F1.6 ～ F3.5 

フォーカスモード オート / セミオート / マニュアル 

ワイドダイナミックレンジ 対応 

シャッタースピード 1-1/10,000 秒 

AGC オート / マニュアル 

ホワイトバランス オート / マニュアル /ATW/屋内/屋外/昼光色/電球色 

デイ & ナイト 赤外線カットフィルター 

プライバシーマスク 8 つのプライバシーマスク設定可能 

画質向上技術 3D DNR, デフォグ, HLC/BLC, EIS 

パンとチルト 

範囲 パン:360°、チルト: -15°~90°(オートフリップ) 

スピード 
マニュアルパンスピード: 0.1°~80°/秒、プリセットパンスピード: 80°/秒 

マニュアルチルトスピード: 0.1°~80°/秒、プリセットチルトスピード: 80°/秒 

プリセット数 300 

パトロール 8 パトロール（1 パトロールにつき最大 32 プリセット） 

パターン 4 パターン スキャン、 録画時間はそれぞれのスキャンに対し 10 分以上 

パークアクション 
プリセット / パトロール / パターン / パンスキャン / チルトスキャン / ランダムスキャン / フレームスキャン / パノラマスキ

ャン 

タスクスケジューリング 
オートスキャン / フレームスキャン / ランダムスキャン / パトロール / パターン / プリセット / パノラマスキャン / チルトス

キャン / ドーム再起動 / ドーム調整 

特長 

検知 侵入検知, ラインクロス検知, 動体検知 

ROI 4 エリア対応 

赤外線 

赤外線照射距離 最大 100m 

赤外線強度 ズーム比によって自動調整 

ネットワーク 

イーサネット 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 コネクター 

ストリーム 3 つのストリームに対応 

 

 

 

 

 



 

メインストリーム 
50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 

60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) 

サブストリーム 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 

サードストリーム 
50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 

60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 

画像圧縮 H.264/MJPEG 

オーディオ入力 1 オーディオ入力 (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; 出力インピーダンス: 1KΩ, ±10% 

オーディオ出力 1 出力, Line level, インピーダンス: 600Ω 

オーディオ圧縮 G.711/G.722/G.726/MP2L2 

プロトコル 
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 

TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 

同時ライブビュー 最大 20 ユーザー 

SD カード Micro SD/SDHC/SDXC カード（最大 128GB）対応、エッジ録画対応 

User/Host Level 最大 32 ユーザー、3 段階: Administrator, Operator ,User 

セキュリティ ユーザ認証 (ID、パスワード); ホスト認証 (MAC アドレス); IP アドレスフィルタリング 

システムインテグレーション 

対応ブラウザ IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + 

電力 DC 12 V、POE(802.3at)、最大 20W 

使用温度 -30°C ～ 65°C 

使用湿度 90%以下 

防塵防水保護、耐衝撃性 IP66、TVS 4,000V 雷防護、サージ防護、過電圧保護 

認証 FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 

寸法  Φ164.5(mm)×295(mm) 

重量 約 2kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法 

単位:mm 


