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映像

撮像素子 1/2.8インチ 2.16M CMOS

合計画素数 1945(H) x 1109(V) 2.16M

有効画素数 1945(H) x 1097(V) 2.13M

走査システム プログレッシブ

最低照度 カラー : 0.015 Lux (1/30秒、 F1.4)

B/W : 0.0015 Lux (1/30秒、 F1.4)

S/N比 50dB

ビデオ出力(設置用） CVBS：1.0Vp-p/75Ωコンポジット、スマートフォンモニタリング　※WiFiドングルは別途必要

レンズ

焦点距離（ズーム倍率） 2.8 ～12mm (4.3倍ズーム)

最大口径比 F1.4

画角 H : 119.5˚(Wide) ～27.9˚(Tele) 

V : 62.8˚(Wide) ～ 15.7˚(Tele)

最短被写体距離 Wide 1.5m ,Tele 2m

焦点制御 オート/マニュアル/ワンショットAF

レンズタイプ DCオートアイリス

マウントタイプ ボードインタイプ

パンニング/チルト/回転

パンニング範囲/速度 0˚ ～ 350˚ / 0.1˚/秒 ～ 60˚/秒

チルト範囲/速度 0˚ ～ 90˚ / 0.1˚/秒 ～ 60˚/秒

シーケンス/プリセット プリセット (300箇所)、スイング、グループ (各6)、 トレース、ツアー (各1)、オートラン、スケジュール 

プリセット精度 ±0.5°

方位 あり（E/W/S/N/NE/NW/SE/SW）

オートトラッキング サポート

操作関係

カメラタイトル オフ/オン (85文字表示)

デイナイト オート(ICR) / カラー / 白黒

逆光補正 オフ / BLC / HLC / WDR

ワイドダイナミックレンジ 150dB

コントラスト強調 SSDR (オフ/オン)
デジタルノイズリダクション SSNR5（2D+3Dノイズフィルタ）（オフ/オン）

デジタル手振れ補正 オフ / オン (内蔵ジャイロセンサー)

デフォッグ オート/マニュアル/オフ

モーション検知 オフ/オン（8角形ゾーン各8）

プライバシーマスク オフ / オン (各24、短形ゾーン)

ゲイン制御 オフ/低/中/高

ホワイトバランス ATW/AWC/手動/屋内/屋外(水銀&ナトリウム含)

電子シャッター速度 最小値/最大値/フリッカーレス (2～1/12,000秒)

デジタルズーム 24x、デジタルズーム2xをサポートする領域ズーム機能

画像回転 フリップ: オン/オフ、ミラー: オン/オフ

ビデオ&オーディオ解析 タンパリング、徘徊、方向検知、バーチャルライン、進入/退出、出現/消失、音声検知、顔検知、

モーション検知、サウンド分類、オートトラッキング、デフォッグ

シリアルインターフェース RS-485 - Samsung-T/E、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell

アラーム 入力1/出力1

アラームトリガー モーション検知、タンパリング、音声検出、顔検出、ビデオ分析、アラーム入力、ネットワーク切断

アラームイベント ・FTP、電子メールによるファイルのアップロード　・電子メール、による通知　・外部出力、プリセット

・ネットワーク切断時およびイベント時（アラームトリガー）でのローカルストレージ（SD/SDHC/SDXC）

　または NAS 録画

製品の特徴

2メガピクセル 4.3x ネットワーク PTZ ドームカメラ
XNP-6040KHN

製品の特徴

・最大解像度 2メガピクセル(1920×1080)
・H.265、H.264、MJPEGコーデック対応、マルチストリーミング
・WiseStreamⅡサポート
・デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
・内蔵ジャイロセンサーによるデジタル手振れ補正
・徘徊、方向、フォグ、音声検知、デジタル自動追跡、
 サウンド分類、タンパリング検知
・モーション検知
・SD/SDHC/SDXC メモリスロット (最大512GB), PoE / DC12V
・IP66/IK10



ネットワーク

イーサネット RJ-45 (10/100BASE-T)

ビデオ圧縮フォーマット H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ：メイン/ベースライン/ハイ、モーションJPEG

解像度 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 /

800x600 /800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 /640x360 /320x240

最大フレームレート H.265/H.264 : すべての解像度で最大60fps

Motion JPEG : すべての解像度で最大30fps

スマートコーデック マニュアルモード（領域ベース：5ea）

WiseStreamⅡ サポート

ビデオ品質調整 H.264 / H.265 / MJPEG：ターゲットビットレートレベル管理

ビットレート制御方式 H.264/H.265 : CBR または VBR

Motion JPEG : VBR

ストリーミング機能 マルチストリーミング（ 最大10プロファイル）

オーディオ入力 選択可能（マイク入力/ライン入力）

供給電圧： 2.5VDC（4mA）、入力インピーダンス： 約2KΩ

オーディオ出力 ラインアウト（3.5mmモノラルジャック）、最大出力: 1Vrms

音声圧縮フォーマット G.711 μ-法/G.726 選択可　、　G.726 (ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz

G.726 : 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps

AAC-LC : 16KHzで48Kbps

音声通信 双方向

IP IPv4、IPv6

プロトコル TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、

SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、

IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour

セキュリティ HTTPS（SSL）ログイン認証、ダイジェストログイン認証

IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ

802.1X認証方式 (EAP-TLS, EAP-LEAP)

ストリーミング方式 ユニキャスト/マルチキャスト

最大ユーザーアクセス ユニキャストモードでは20ユーザー

エッジストレージ マイクロSD/SDHC/SDXC 2スロット (up to 512 GB)　- 連続録画（最初のスロット～2つ目のスロット）

- SD/SDHC/SDXCメモリーカードに記録されるモーション画像をダウンロードできます。

NAS(ネットワークアタッチトストレージ)、インスタント録画用ローカルPC

アプリケーション ONVIF Profile S/G

プログラミング SUNAPI 2.0 (HTTP API)

インターフェース Wisenet Open Platform

Webページの言語 日本語を含む16言語

Web Viewer 対応OS : Windows 7 / 8 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12

プラグインフリーのWeb Viewer

サポートするウェブブラウザ : Google Chrome, MS Edge, Mozilla, Firefox, AppleSafari 10 (Mac OS Xのみ)

プラグインWeb Viewer

サポートするウェブブラウザ : MS Explore 11, Apple Safari 10(Mac OS Xのみ)

集中管理ソフトウェア SmartViewer,SSM

環境関係

動作温度/湿度 -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / RH90％以下

保存温度/湿度 -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH90％以下

保護等級 IP66

バンダル抵抗 IK10

電気関係

入力電圧/電流 DC12V、PoE

消費電力 最大8.6W (DC12V)、最大9.6W (DC12V)

メカニカル

色/材質 アイボリー/アルミニウム

寸法 (ØxH) Ø136 x H106mm

重量 0.78kg

寸法図

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
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