
   5メガピクセル

“Fisheye”屋内ドームネットワークカメラ

UFD706

メカニカルICR搭載デイナイト SDHC/SDXCカードサポート

優れた低照度性能 簡単設置のためのPoE対応モデル

1/3.2“ Lumiiセンサー, H.264, 
トリプルストリーミング,

ICRデイナイト,
3DNR,

SDHC/SDXCカードスロット

MESSOA UFD706 5MP Fisheyeドームカメラは、最大限エリアを詳細に撮影するために、
5メガピクセル解像度を備えています。
また、単焦点魚眼レンズを装着、360°サラウンドビューまたは180°のパノラマビューを提供
することで死角を無くします。
高度な画像処理技術により、詳細な監視や分析目的のための様々なオプションを提供。

赤外線（IR）カットフィルターリムーバブ
ル（ICR）機能を搭載し、日中/夜間を通し
最適画像を撮影します。夜間は、より高い
感度で、鮮明モノクロ画像を取り込みます
。

画像は0.1luxなどの低照度環境でも鮮明に
撮影することができます。内蔵の低光セン
サーは、カメラの感度を高め、低照度条件下
でより鮮明に撮影できる様、映像ノイズを低
減します。

カメラは記録用として、最大128GBの大容量SDHC/S
DXCカードに静止画や動画録画できるメモリカードス
ロットを内蔵したオンボードストレージをサポートし
ています。記録は、動き検出されたイベントやネット
ワーク損失時に開始できます。保存データは容易にリ
モートアクセスを介し管理できます。

PoE（IEEE802.3af準拠）接続できコストを削減でき、
設置導入に柔軟性を持たせることができます。

360°サラウンドビュー 180°パノラマビュー ビューモードの一例



製品仕様

映像 　 ローカルストレージ 　

画像センサー 1/3.2インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー メモリーカードスロット SDXC/SDHCカードをサポート

有効画素数 2592×1944（H×V） メモリーカード上書き ○

圧縮方式 H.264／MJPEG ネットワーク 　

ストリーミング 複数ビデオプロファイルを持つトリプル同時ストリーム プロトコル ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6,
解像度 2592x1944, QXGA (2048x1536), 1080P, 1280x960, 720P, 　 NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TTLS, UDP,
　 SVGA (800x 600), VGA (640x480), 640x360, QVGA (320x240), 　 UPnP, IEEE802.1X
　 320x180 イーサネット IEEE 802.3, LAN/WAN用10Base-T/100Base-TX イーサネット接続,
最大フレームレート 5MP 4:3 (2592x1944) at 12 fps 　 1 x RJ45
　 3MP 4:3 (2048x1536) at 15 fps ONVIF ○

　 2MP Full HD 16:9 (1920x1080) at 30/25fps (NTSC/PAL) ブラウザ インターネットエクスプローラ, Chrome, Firefox, Safari
デイナイト メカニカル（ICR）デイナイト制御 セキュリティ パスワード保護による複数ユーザーアクセス権限

デイナイトモード 自動／白黒／カラー 　 IPアドレスフィルタリング

シャッター速度 1/10,000秒 ～ 1/7.5秒 選択可 (60Hz); 　 IEEE 802.1X ネットワークアクセス制御, HTTPS暗号化, ダイジェスト認証

　 1/10,000秒 ～ 1/6.25秒 選択可 (50Hz) I/O & 制御 　

最低被写体照度 カラー: 0.4 lux at 50 IRE,  F1.8　(シャッター速度: 1/15秒) 電源 オールインワン出力ケーブル, メス型RJ-45
　 白黒 0.1 lux at 50 IRE 電源LEDインジケータ システム電源及び状態表示インジケータ

ビットレート制御 CBR, VBR ネットワーク メス型RJ-45
レンズ 　 システム再起動 リセット×1
レンズタイプ 内蔵; 固定焦点 工場出荷時設定 デフォルト×1, 5秒押しで工場出荷時設定を読み込み

焦点距離 f=1.4mm, F1.8 電源 　

画角 H: 180° / V: 180° 供給電源 PoE (IEEE 802.3af), class 0
映像エンハンス 　 消費電力（最大） 7W
イメージ設定 AES, AWB, AGC メカニカル 　

　 露出モード: AES / ALC / フリッカレス / 手動; 外形寸法（φ×H） φ126ｍｍ × ５６ｍｍ

　 ホワイトバランス: 自動 / 手動; 重量 300g
　 逆光補正; 3軸機構 ○

　 Configurable 明るさ, コントラスト, 色相, 彩度, 及び シャープネス パン/チルト調節 パン:-177°~177°(最大), チルト: 35°-90°(最大), 回転: -177°-177°(最大)

　 ガンマ補正 環境 　

DNR 3 DNR 動作保証温度 -10ºC ~ 50ºC
プライバシーゾーン ○, 最大8ヶ所のプライバシーゾーン設定可 動作保証湿度 90% RH, 但し結露なきこと

映像反転 ミラー, フリップ 保管温度 -20°C ~ 60°C
周波数制御 NTSC (60Hz) / PAL (50Hz) 規制 　

日時スタンプ ○ 認証 CE, FCC, RoHS
インテリジェント映像 & イベント管理

モーション検出 ○, 3段階感度設定

イーサネット検出 ネットワーク断検出

その他 最適化された i フレーム（GOP）設定

イベント モーション検出

イベントアクション リモートFTPストレージ/電子メール受信者にイベントスナップショット、

　 HTTPイベントクエリ、HTTPイベントクライアントプーリング

録画カテゴリ イベントスナップショット、手動スナップショット、手動録画

UFD706

●製品の外観や仕様は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

外形寸法図
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