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960H

u 大限の安全性を確保するコーナーマウント、つかまり

防止設計

u 超高解像度 960H センサー

u 真下の床を含む小さい部屋全体を捉える

u 9m（30 フィート）までの暗視に対応する 940nm 照明器

u IP65 準拠の防水性

FLEXIDOME corner 9000 IR はバンダル対応のコーナーマ

ウントカメラであり、つかみ防止、アンカー不要設計を特

徴としています。 この防水ドームカメラは、720TVL の解

像度を備えた高性能 960H 1/3 インチ CCD センサーを使

用しています。 センサー、および統合化された赤外線照明、

高度な画像処理技術を組み合わせることで、照明が全く無

い部屋など、周囲の光量条件に関わらず、ハイリスクで破

壊攻撃を受けやすい用途に対して、24 時間無停止の効果的

なプロフェッショナルレベルの監視を実現できます。

超広角レンズを備えているため、真下の床を含め、カメラ

は小さい部屋全体を捉えることができます。 カメラをつか

んだり、カメラからぶら下がったりすることができないの

で、拘置室、エレベーター、精神病院の治療室などの用途

で 大限の安全性を確保できます。

システムの概要

コーナーマウント、バンダル対応設計
革新的な設計により、部屋の隅に完全に適合するとともに、

激しいカメラの破壊行為や、取り外し、動作停止行為から

の保護に対応しています。 45º の鋭角により、すべての配

線が隠れ、カメラの真下の床を含む 4.5x4.5m（15x15 フィ

ート）の広さの部屋を完全に監視できます。 カメラにはア

ンカーポイントがないため、危険性の高い人物が収容され

た環境でも 大限の安全性を確保できます。

赤外線照明
赤外線照明機能により、日夜問わず優れた画像を提供しま

す。 赤外線照射 LED は、カメラ自体が目立たず効果的な暗

視を提供し、現在における 高レベルの暗視性能を実現し

ています。 赤外線 LED の強度を調節できるため、前面のホ

ットスポットと暗い背景部分を防ぐことができます。

デイナイト切り替え機能
機械式フィルタ技術により、鮮明な日中の色と赤外線照明

による優れた夜間の画像を実現するとともに、あらゆる照

明条件の下でシャープなフォーカスを維持します。 また、

近赤外線視野で優れたスペクトル感度を備えているため、

有効な赤外線暗視を実現します。

インストールが簡単
カメラには広角レンズが搭載されているため、フォーカス

やパン／チルト調整は不要で、4.5x4.5m（15x15 フィー

ト）の部屋を完全にカバーします。

カメラの電源には、DC +12V または AC 24V の電源を使用

できます。

あらかじめ設定済みの 6 つの独立した動作モードは、一般

的な用途でそのまま使用できますが、個々の状況に対応す

るように変更することもできます。 Bilinx または外部アラ

ーム入力を経由したモードの切り替えは簡単に行えます。

他にも、設置を容易にする機能がいくつかあります。
• 映像 BNC コネクタと電源コネクタの付いたフライングリ

ード



• 内蔵されたテストパターンジェネレーターから、ケーブル

のテストと障害検出に使用する信号を生成

• 内蔵の OSD コントロールパネルを使用して、カメラ設定

をオンサイトで調整できます。

• 多言語対応オンスクリーンディスプレイ（OSD）

Bilinx テクノロジ
Bilinx とは、このカメラの映像信号に組み込まれた双方向の

通信機能を指します。 設置者は、ビデオケーブルを経由し

てほぼどこからでもステータスの確認、カメラ設定の変更、

およびファームウェアの更新を実行できます。 Bilinx によ

り、設置とアフターサービスの時間が節約されるので、正

確な設定と調整が可能になり、全体的な性能が改善しま

す。 また、Bilinx は標準的なビデオケーブルを使用してア

ラームやステータスメッセージを伝送し、追加の設置手順

なしで優れた性能を発揮します。

適な画質
設置環境に適合するよう、画質を微調整するための複数の

設定があります。 これらの設定を以下に示します。
• スマート BLC – 強い逆光に対して、画質が自動的かつ動的

に補正されます。

• ピークホワイト反転 – 強調された領域でグレアを抑えま

す。

• コントラストとシャープネス – 明るいシーンや霧雨のシ

ーンで、映像の詳細部分が強調されます。

• 感度アップ – 感度が 10 倍ごとに急激に強調されます。

• デフォルトシャッター – 自動露出モードでの動体パフォ

ーマンスが向上します。

• ダイナミックノイズ低減 – 画像内のノイズが動的に軽減

されます。

プライバシーマスク
15 個の異なるプライバシーゾーンの設定により、撮影シー

ンの特定部分をブロックすることができます。 シーン内で

マスクする部分を事前にプログラムします。

映像動体検出機能
内蔵された映像動体検出機能を使用すると、感度のしきい

値に合わせて 4 つのプログラム可能な領域を選択できま

す。 動体が検出されると、映像信号でアラームを表示した

り、出力リレーを閉じたり、Bilinx 経由でアラームメッセー

ジを送信したりできます。

一般的な用途
• 拘置室

• 病院の術後室

• 精神病院の治療室

• 破壊を受けやすい場所

認可情報

規格 IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN／CSA-C22.2 NO. 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC 第 15 部 B 項、クラス B

 EMC 指令 2004／108／EC

 EN 55022/24 クラス B

 VCCI J55022 V2／V3

 AS／NZS CISPR 22（CISPR 22 と同等）

 ICES-003、クラス B

 EN 50121-4

製品認定規格 CE、FCC、UL、cUL、C-tick、CB、VCCI

浸入保護 IP65

衝撃保護 IK10

地域 認証

ヨーロッパ CE

USA UL

インストール/構成に関する情報

寸法

240 (9.45)

132 (5.20)

83 (3.27)
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技術仕様

電気的仕様

入力電圧 DC 12V または AC 24V

消費電力 大 6.48W（DC 12V）
大 12.24VA（AC +24V）

画像センサー 960H、1/3 インチ CCD、センサーの
解像度 720TVL、WDR デュアルシャッ
ター

システム PAL または NTSC

合計ピクセル（横 x
縦）

1028x596（PAL）
1028x508（NTSC）

有効ピクセル（横×
縦）

976x582（PAL）
976x494（NTSC）

感度（3200K、シーン反射率 89％、F1.2）

 フル映像
（100IRE）

有効画像
（50IRE）

有効画像
（30IRE）

カラー 0.5lx
（0.0465fc）

0.09lx
（0.0837fc）

0.04lx
（0.00372fc）

カラー
感度アッ
プ 10 倍

0.05lx
（0.00465fc）

0.009lx
（0.000837fc）

0.004lx
（0.000372fc）

モノクロ 0.2lx
（0.0186fc）

0.04lx
（0.00372fc）

0.02lx
（0.00186fc）

モノクロ
感度アッ
プ 10 倍

0.02lx
（0.00186fc）

0.004lx
（0.000372fc）

0.002lx
（0.000186fc）

モノクロ、
IR オン

0.0lx 0.0lx 0.0lx

SN 比 50dB 未満

映像出力 コンポジット映像 1Vpp、75Ω

同期 内部同期、ラインロック

シャッター オート（1/50 [1/60]～1/100000）選
択可能、固定、フリッカーレス、デ
フォルト

感度アップ オフ～10 倍まで調整可能

デイナイト機能 カラー、モノクロ、オート

ダイナミックエンジ
ン

XF ダイナミック、HDR、スマート BLC

ダイナミックレンジ 94dB（WDR）

ダイナミックノイズ
低減

2D-NR、3D-NR

AGC AGC のオン／オフ（0～40dB）を選
択可能

スマート BLC オン／オフ

ピークホワイト反転 オン／オフ

ホワイトバランス ATW 屋内、ATW 屋外、ATW ホールド
および手動

コントラスト増強 低、中、高

シャープネス シャープネスのレベルを選択可能

カメラ ID 17 文字の編集可能文字列、位置を選
択可能

テストパターンジェ
ネレーター

カラーバー、ラスター、インパルス、
クロスインパルス、クロスハッチ、

モード 6 つの設定済みプログラム可能モー
ド

リモートコントロー
ル

同軸ケーブルを経由した Bilinx 双方
向通信

映像動体検出機能 4 つのエリア、すべてプログラム可
能

プライバシーマスク 15 個の独立したエリア、すべてプロ
グラム可能

E-Zoom 大 16 倍

デジタル画像のブレ
補正

オン／オフ

OSD 言語 英語、フランス語、ドイツ語、スペ
イン語、ポルトガル語、簡体字中国
語、ロシア語

暗視画像

IR LED 3 つの高効率 LED、940nm

IR 範囲 9.1m（30 フィート）

レンズ

レンズタイプ 固定 2.0mm、F2.0

レンズ取付 ボード取り付け

水平方向視野角 139°

垂直方向視野角 104°
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接続

アナログビデオ出力 BNC コネクター（1Vpp75Ω CVBS、
PAL/NTSC）

アラーム入力 DC 0～3.3V、低アクティブまたは高
アクティブ

アラーム出力 DC 60V または AC 60V（ 大）、負荷
電流：1A（ 大）

機械的仕様

寸法（幅×高さ×奥行
き）

240x146x169mm（9.45x5.75x6.65 イ
ンチ）

重量 約 1840g（4.06 ポンド）

環境仕様

動作温度 －10℃～＋ 50℃

保管温度範囲 -30～+60ºC（-22～+140ºF）

湿度 相対湿度 20～90%（結露なきこと）

オーダー情報

FLEXIDOME AN corner 9000
コーナーマウント、つかみ防止、960H、統合型赤外線アナ

ログカメラ、PAL
オーダー番号 VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
コーナーマウント、つかみ防止、960H、統合型赤外線アナ

ログカメラ、NTSC
オーダー番号 VCN-9095-F121

ハードウェア付属品

S1460 サービス／モニターケーブル

アナログおよび IP カメラ用 2.5mm BNC コネクター、1m
オーダー番号 S1460

NCA-CMT-GF FLEXIDOME corner 9000 グレーフェイスプ

レート

LED ウィンドウおよび透明ドームカバー付きグレーフェイ

スプレート
オーダー番号 NCA-CMT-GF

ソフトウェア オプション

VP‑CFGSFT 設定ソフトウェア

（VP-USB アダプターを含む Bilinx を使用するカメラ用）
オーダー番号 VP-CFGSFT
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