●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 1 月現在のものです。

太陽光発電型セキュリティカメラ
IRC-S6871-CS80

【主な機能】
・8MP @15fps 高解像度
・24 時間 365 日鮮やかな映像
・120dB WDR 技術
・ターゲット分類による誤認識の低減
・80W 太陽光発電パネル、30Ah 充電式リチウム電池
・バッテリー管理、バッテリー表示、バッテリー高低温保護、充放電保護、
低バッテリー睡眠保護と遠隔ウェイクアップサポート
・LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G 無線ネットワーク伝送、マイクロ SIM カードサポート
・保護等級レベル:IP67
・内蔵 64GB の EMMC ストレージ
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■ 仕様
●カメラ
イメージセンサー
最低照度

1/1.2 インチ CMOS
プログレッシブスキャン
カラー：0.0005lux (F1.0、AGC ON 時)

最大解像度

3840 × 2160

シャッタースピード

1 秒 ～ 1/100,000 秒

●レンズ
レンズタイプ

2.8mm：水平方向視野 101.6°、垂直方向視野 52.4°、
対角方向視野 124°

絞りタイプ

固定

F値

F1.0

レンズマウント

M20

●DORI
DORI

2.8mm D：44m、O：17.5m、R：9m、I：4.5m

●照明器

初版

補助照明

白色光

補助範囲

30m

スマートサプリライト

あり
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●ビデオ
最大フレームレート

サブストリーム

50Hz：
12.5fps(3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720)
60Hz：
15fps(3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720)
50Hz：12.5fps(640×480、640×360)
60Hz：15fps(640×480、640×360)

ビデオ圧縮

ビデオビットレート

メインストリーム：H.265
サブストリーム：H.265/MJPEG
*フルパワーモード: メインストリームサポート H.265+
32Kbps – 16Mbps

H.265 タイプ

メインプロファイル

ビットレート制御

CBR/VBR

スケーラブルビデオコーデ
ィング（SVC)
ROI 設定

H.265 エンコード
メインストリームに 4 つの固定領域

●ネットワーク
同時ライブビュー

最大 6 チャンネル

対応規格

ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK

プロトコル

TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、
RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、
802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
最大 32 ユーザー
3 ユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
パスワード保護、HTTPS 暗号化、802.1x 認証(EAP-MD5)、
ウォーターマーク、IP アドレスフィルタ、HTTP/HTTPS の
ベーシック認証とダイジェスト認証、WSSE、ONVIF のダイ
ジェスト認証、RTP/RTSP over HTTPS、制御タイムアウト
設定、TLS 1.2
NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR)ハイエ
ンドのハイビジョンメモリカード、メモリカードの暗号化
と全性検知
プラグインに必要なライブビュー：IE 10 以降
プラグイン無料のライブビュー：Chrome 57.0 以降、
Firefox52.0 以降
ローカルサービス：Chrome 57.0 以降、Firefox52.0 以降

ユーザー/ホスト
セキュリティ

ネットワークストレージ

Web ブラウザ
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●モバイル
SIM カードタイプ

マイクロ SIM

周波数

LTE-TDD: Band41
LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28
WCDMA: Band1/8
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA

標準
●イメージ
ワイドダイナミックレンジ

120dB

Day/Night 切替

Day/Night/自動/スケジュール

画像補正

BLC/3D DNR/HLC

画像パラメータスイッチ

あり

画像設定

SNR

彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイ
ン、ホワイトバランス（クライアントソフト、Web ブ
ラウザで調整可能）
≥ 52 dB

プライバシーマスク

4 つまで設定可能なポリゴンプライバシーマスク

●インターフェース
RS-485

1RS-485

オンボードストレージ
ハードウェアリセット

内蔵メモリカードスロット、microSD カード対応、最
大 256GB； 64GB の EMMC ストレージを内蔵
あり

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

●イベント
基本イベント

スマートイベント

連携方法
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モーション検出、ビデオの改ざんアラーム、（ネット
ワーク切断、IP アドレス競合、違法ログイン、HDD フ
ル、HDD エラーは例外）
ライン交差検出、侵入検出、領域入口検出、領域終了
検出、無人の荷物の検出、オブジェクトの削除検出
（最大 4 つの領域に設定可能。またスマートイベント
はフルパワーモードでのみサポート）
FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センタ
ーへの通知、メール送信、トリガー画、キャプチャー
のトリガー
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●一般
電源

製品寸法

12 VDC±20 %、φ5.5 mm の同軸電源プラグ
1.待機時消費電力：0.053W
2.24 時間平均消費電力：2W（4G 伝送を除く）
3.最大消費電力 3.2W
フロントカバー：金属、本体：金属、
ブラケット：金属
829.9×696.3×760 mm

パッケージ寸法

862×292×765 mm

製品質量

25.4kg

パッケージ質量

30.1kg

保存環境

温度：-20℃ ～60℃、
湿度：95% 以下（結露無きこと)
温度：-20℃ ～60℃、
湿度：95% 以下（結露無きこと)
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、中国語（繁体字）、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）、ウクライナ語
アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバ
シーマスク、フラッシュログ

材質

使用環境
言語

一般機能
●バッテリー

初版

バッテリータイプ

リチウム

容量

30Ah

最大充電電圧

12.6V

バッテリー電圧

10.8V

作動温度

充電：- 20°C〜45°C 、放電：- 20°C〜60°C

バッテリ寿命

500 回

バッテリー質量

約 3.3kg

拡張寸法

236×154×80 mm
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●認証

保護等級レベル

カメラ: IP67 (IEC 60529-2013)
耐風速 60m/s

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格
電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）
：VCCI(クラス A)
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）
：対象外

■ 外観図（単位：mm）
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