
Starlight

www.dahuasecurity.com

・2MP、1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー、低照度、高画像解像度
・出力2MP（1920×1080）@ 25/30 fps
・H.265コーデック、高圧縮レート、超低ビットレート
・内蔵IR LED、最大IR距離：40 m
・ROI、SMART H.264 + / H.265 +、柔軟なコーディング、さまざまな用途
に適用可能 帯域幅とストレージ環境

・回転モード、WDR、3D NR、HLC、BLC、電子透かし、さまざまな
モニタリングシーンに適用可能

・インテリジェント検出：侵入、トリップワイヤー
・異常検出：モーション検出、ビデオ改ざん、SDカードなし、SDカード容量

SDカードのエラー、ネットワークが切断されている、IPの競合、
不正なACcess、電圧検出

・アラーム：1イン、1アウト。 オーディオ：1イン、1アウト; サポートします。
256GBマイクロSDカード

・12V DC / PoE電源
・IP67、IK10保護等級

シリーズ概要

アップグレードされたH.265エンコーディングテクノロジー
により、Dahua Liteシリーズネットワークカメラは効率的
なビデオエンコーディング容量を備えており、帯域幅とスト
レージスペースを節約します。 このカメラは最新のスター
ライト技術を採用しており、低照度の状態でより良いカラー
画像を表示します。 SDカード収納、防塵機能、防水機能、
バンダルプルーフ機能に対応し、IP67、IK10規格に準拠
（一部機種対応）。

機能

スマートH.265 +およびスマートH.264 +
高度なシーン適応レート制御アルゴリズムにより、
Dahuaスマートエンコーディングテクノロジーは、
H.265およびH.264よりも高いエンコーディング効率を
実現し、高品質のビデオを提供し、ストレージと送信の
コストを削減します。

WDR
高度なワイドダイナミックレンジ（WDR）テクノロ
ジーを備えたダーファネットワークカメラは、強い明る
さのコントラストの環境で明確な詳細を提供します。
明るい領域と暗い領域は、高輝度環境や逆光の影がある
場合でも、鮮明なビデオを取得できます。

スターライト
高度な画像処理技術と光学技術により、Dahua
Starlight技術は、低照度の環境で鮮明でカラフルなビデ
オを提供できます。 低照度のさまざまな環境に広く適
用されます。

IVS
高度なビデオアルゴリズムにより、DahuaIVSテクノロジーはトリッ
プワイヤーや侵入などのインテリジェント機能をサポートします。

サイバーセキュリティ
Dahuaネットワークカメラには、セキュリティ認証と承認、アクセス
制御、信頼できる保護、暗号化された送信、暗号化されたストレージ
などの一連の主要なセキュリティテクノロジーが搭載されており、セ
キュリティ防御とデータ保護を強化し、悪意のあるプログラムがデバ
イスに侵入するのを防ぎます。 。 UL CAP認定、
TÜVRheinlandProtected Privacy IoT Product認定、およびETSI EN 
303645認定により、Dahuaネットワークカメラはサイバーセキュリ
ティとプライバシー保護の要求をより適切に満たします。

保護（IP67、IK10、広い電圧範囲）
IP67：カメラは、ほこりや水浸しに関する一連の厳格なテストに合格
しています。防塵機能を備えており、深さ1mの水に30分間浸けば正
常に動作します。
IK10：エンクロージャーは、40mの高さから落下する5kgのハンマー
から5回以上パンチに耐えることができます（衝撃エネルギーは20Jで
す）。
広い電圧：カメラは±30％の入力電圧許容誤差（広い電圧範囲）を可
能にし、不安定な電圧の屋外環境に広く適用されます。

2MP LiteIR固定焦点ドームネットワークカメラ
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カメラ

イメージセンサー 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブCMOS

最大解像度 1920 (H) × 1080 (V)

ロム 128 MB

ラム 128 MB

スキャンシステム プログレッシブ

電子シャッタースピード 自動/手動 1/3 s-1/100000 s

最小照明 0.002Lux @ F1.5

S/N比 >56 dB

照明距離 40 m (131.23 フィート)

イルミノータオン/オフ
コントロール

自動/手動

イルミノータ番号 2 (IR LED)

パン/チルト/回転範囲

パン:0°-355°

の傾き:0°-75°

回転:0°-355°

レンズ

レンズタイプ 電動バリフォーカル

マウントタイプ φ14

焦点距離 2.7mm–13.5mm

最大絞り F1.5

ビューのフィールド

横:109°-28°

垂直:57°-16°

対角:131°-33°

アイリスタイプ 付け

フォーカス距離を閉じる 0.8 m–0.8 m (2.62 フィート– 2.62 フィート)

ドリ距離

レンズ
見付け
る

見る
認識す
る

識別す
る

ダブリュー 44.1m 17.6m 8.8m 4.4m

T 151.7m 60.6m 30.3m 15.1m

スマートイベント
IVS トリップワイヤー;闖入
ビデオ

ビデオ圧縮
H.265;H.264;H.264B;MJPEG (サブストリームでの
みサポート)

スマートコーデック スマート H.265+/ スマート H.264+

ビデオフレームレート

メインストリーム:

1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps)

サブストリーム:

704 × 576 (1 fps-25 fps)

704 × 480 (1 fps-30 fps)

ストリーム機能 2 ストリーム

解像度
1080p (1920 × 1080);1.3M (1280 × 960);720p 
(1280 ×720);D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 ×
480);CIF (352 × 288/352 × 240)

ビットレート制御 CBR/VBR

ビデオビットレート
H.264: 32 kbps – 6144 kbps

H.265: 12 kbps –6144 kbps

昼/夜 オート(ICR)/カラー/B/W

BLC はい

HLC はい

WDR 120 dB

ホワイトバランス 自動/自然/街灯/屋外/手動/地域の習慣

ゲインコントロール 自動/手動

ノイズリダクション 3D NR

モーション検出 オフ/オン(4つのエリア、長方形)

関心のある地域(RoI) はい(4つのエリア)

スマートイルミネーション はい

イメージの回転
0°/90°/180°/270°(90°/270°を1080pの
分解能と低くサポート)

ミラー ok

プライバシーマスキング 4つのエリア

オーディオ
オーディオ圧縮 G.711a;G.711Mu;G.726
アラーム

アラームイベント

SDカードなし。SDカードフル;SDカードエラー。
ネットワーク切断;IP の競合;動き検出;ビデオ改ざん
;トリップワイヤー;侵入;不正アクセス。電圧検出
;オーディオ検出;安全上の例外。ローカルアラーム

ネットワーク
ネットワーク RJ-45 (10/100 ベースT)
SDK と API ok

サイバーセキュリティ

ビデオ暗号化;ファームウェアの暗号化。構成の暗号
化。ダイジェスト;WSSE;アカウントロックアウ
ト;セキュリティ ログ。IP/MAC フィルタリング;X.509認証
の生成とインポート。syslog;HTTPS;802.1x;信頼された
ブート;信頼された実行。信頼されたアップグレード

議定

IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP 
;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;
QoS;UPnP;NTP;マルチキャス;ICMP;IGMP;NFS
;PPPoE;ボンジュール

相互運用性
ONVIF (プロファイル S/プロファイル G/プロファイル
T);CGI;P2P;マイルストーン;ジェネテック

ユーザー/ホスト 20

貯蔵 FTP;マイクロSDカード(サポート最大256 G);NAS;SFTP

ブラウザー
IE
クロム
ファイアフォックス

管理ソフトウェア スマートPSS;DSS;DMSS
携帯電話 IOS;アンドロイド

認証

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC: 電磁適合性指令 2014/30/EU

FCC: 47 CFR

FCC パート 15, サブパート B UL/CUL: UL60950-1 
CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

ボ゜ート
オーディオ入力 1 チャネル(RCA ポート)
オーディオ出力 1 チャネル(RCA ポート)
アラーム入力 1チャンネル:5mA 3V-5VDC

アラーム出力 1チャンネルアウト:300mA 12VDC

電源 12V DC/PoE (802.3af)

電力消費 < 6.4W
環境

営業条件 -30°C~+60°C(-22°F~+140°F)/95%RH≤未満

保管温度 -40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
保護 IP67;IK10
構造
材質 メタル

寸法 φ122mm×88.9mm(φ4.80インチ×3.50インチ)

正味重量 0.47 kg 
総重量 0.63 kg 
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