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安全確保
製品をインス トールする前に、 本ユーザーガイ ドをよ くお読みください。 ユーザーガイ ドは今後

の参照用に保管しておいてください。

警告！
• Axis 製品を輸送する場合には、 製品が損傷するのを防ぐために元の梱包または類似した梱包

を使用して ください。

• Axis 製品を保管する際には、 乾燥した換気のよい環境で行って ください。

• Axis 製品を取り付ける際は、 手動工具のみを使用して ください。 電動工具を使用した り、 過

剰な力をかける と製品が損傷するこ とがあ り ます。

• 化学薬品、 腐食剤または噴霧式ク リーナーは使用しないでください。 ク リーニングを行う場

合には湿った布を使用して ください。

• Axis が提供または推奨するアクセサ リーおよび交換部品のみを使用して ください。

• 製品を自分で修理しないでください。 修理に関しては Axis または Axis 販売店にお問い合わせ

ください。

重要！
• 本 Axis 製品は、 お使いになる国 ・ 地域の法律および規制にしたがって使用して ください。





AXIS T90C10/T90C20 固定ドーム IR-LED ユーザーガイ ド 5

日
本
語

AXIS T90C10/T90C20 固定ドーム IR-LED 
このガイ ドでは、 以下の固定ドームカメ ラに AXIS T90C10/ AXIS T90C20 IR-LED を取り付
ける手順について説明しています。

• AXIS P3343-VE

• AXIS P3344-VE

• AXIS P3346-VE

カメ ラの設置方法は、 カメ ラに付属しているインス トールガイ ドを参照してください。

このガイ ドの内容は以下のとおりです。

1.  パッケージの内容。 以下を参照して ください。

2.  設置、 8 ページ .

3.  仕様、 13 ページ .

パッケージの内容

品目 モデル / 型 / 注

照明モジュール • PoE Cat 5 ケーブル

(AXIS T90C20 固定ドーム IR-LED 用 ) 

• 18-56V DC 電源コン ト ロールケーブル

(AXIS T90C10 固定ドーム IR-LED 用 ) 

印刷物 AXIS T90C10/T90C20 固定ドーム IR-LED ユーザー

ガイ ド  ( 本書 )、 Axis 保証書
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ハードウェアの概要

AXIS P33 固定ドームカメ ラ

光電池

IR-LED 

PoE Cat 5 または 18-56V DC 電源 

( 事前に取り付け済み )
5 メートルのケーブル

仕様は通知なく変更される場合があ り ます。 訓練され、資格を持った担当者が設置を行います。
担当者が設置を行ってください。
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推奨事項

本 Axis 製品は、 LED ブロ ッ クが前向きになった状態で提供され、 ほとんどの設置に適
切なポジシ ョ ンになっています。 ただし、 LED ブロ ッ クを他の方向に向く よ うに動かす
こ とができます。 11 ページを参照して ください。

壁の材質に合ったねじを使用してください。

20-30m

最大照度

120°

低照度 低照度
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設置

注意 :
• IR-LED の設置をする際は、 壁を貫いて ( 壁に沿う よ うにするのではなく ) カメ ラのケーブルを

通します。

• IR-LED は、 ユニッ トの光電池によって検知される周辺の光のレベルによって制御されます。 
光電池が妨害される、 または覆われるこ とがないよ うに注意します。

1. カメ ラの電源を切り 、 ウェザーシールド と ド ームカバーをカメ ラから外し、 取付ブ
ラケッ ト からユニッ ト ケーシングを外し、 さらにカメ ラのユニッ ト を取り 外します。
カメ ラがまだ設置されていない場合は、 取付ブラケッ ト を壁に取り 付けます。 その設

置手順については、 カメ ラのインスト ールガイド をご確認く ださい。

2. ユニッ ト ケーシングの側面のふたを外し、 ねじを取っておきます。 

カメ ラのレンズを右または左に向かせるよ うにする場合は、 先に進む前に、
11 ページの情報をお読みください。

取付ブラケッ ト

ユニッ ト ケーシング

ドームカバー

ウェザーシールド

側面の穴

背面の穴

背面の穴

側面のふた

ねじ

ユニッ ト ケーシング
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3. ケーブルを配線するため、 側面の穴の 1 つ
と、 ユニッ ト ケーシングの対応する背面の穴
からガスケッ ト を外します。 (IR-LED 用のケー

ブルは、 ユニッ ト ケーシングの左側にある穴
に入るはずです )

IR-LED ケーブルをユニッ ト ケーシングの側面

の穴と背面の穴に通します。

4. ケーブルに 2 つのガスケッ ト を通します。

5. 側面の穴と背面の穴にガスケッ ト を差し込み
ます。 ガスケッ トは折れたり曲がったりせず
に穴にぴったり とはまるはずです。

6. ユニッ ト ケーシングのねじ穴と IR-LED
の背面のねじ穴を合わせて、 ユニッ ト
ケーシングの下に IR-LED を配置します。

ユニッ ト ケーシングに IR-LED をねじで

留めます。

7. ユニッ ト ケーシングを取付ブラケッ ト
に取り付けます。

側面の穴
と背面の穴の
ガスケッ ト

IR-LED をね

背面図

じで留める
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8. 耐破壊のための設置の場合、 以下を行ってください。
a. IR-LED のカバーを取り外します。

b. 壁に対して IR-LED を 2 つのねじで留めます。

c. ガスケッ トが所定の位置にあるこ とを確認してからカバーを交換します。

9. IR-LED のネッ ト ワークケーブルを PoE スイ ッチまたはミ ッ ド スパンに接続します 
(AXIS T90C20)。 または DC ケーブルを PSU に接続します (AXIS T90C10)。

10. カメ ラの設置を完了するには、 ネッ ト ワークカメ ラに提供されているインス トール
ガイ ドを参照してください。

こ こをねじ

こ こをねじで留める

正面図

で留める
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AXIS T90C20

カ メ ラのレンズが左向きになっている場合
1. LED ブロ ッ クのいずれかの側の上部にあるねじを 2 つ取り外します。 

2. 左側にあるねじ穴からアース線を外し、 右側にあるねじ穴に取り付けます。

3. LED ブロ ッ クを左側にあるねじ穴に合わせ、 再び 2 つのねじをしっかり締めます。

カ メ ラのレンズが右向きになっている場合
1. LED ブロ ッ クのいずれかの側の上部にあるねじを 2 つ取り外します。

2. 左側にあるねじ穴からアース線を外し、 右側にあるねじ穴に取り 付けます。

3. ケーブルグランドをゆるめ、 IR-LED の左側に達するよ うにケーブルをかなり長く引

き出します。 コン ト ロールボードのねじを 2 つ外して、 コン ト ロールボードを左側

に取り付けます。 コン ト ロールボードがあったと ころに 2 つのねじで LED ブロ ッ ク

を固定します。

LED ブロ ッ ク

LED ブロ ッ クの 2 つのねじ LED ブロ ッ ク

ケーブルグランド

アース線

LED ブロ ッ クを左側に配置

コン ト ロールボード

コン ト ロールボ
ードの 2 つのねじ

LED ブロ ッ クを中央に配置 LED ブロ ッ クを右側に配置
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AXIS T90C10

カ メ ラのレンズが左向きになっている場合
1. LED ブロッ クの側面の上部にあるねじを 2 つ取り 外し、 LED ブロッ クを取り 外します。 

2. フェライ ト を中央に移動します ( 以下の図を参照 )。

3. 制御盤のねじを 2 つ外して、 右側に制御盤を固定します。

4. LED ブロ ッ クを左側にあるねじ穴に合わせ、 再び 2 本のねじをしっかり締めます。 

カ メ ラのレンズが右向きになっている場合
1. LED ブロッ クの側面の上部にあるねじを 2 つ取り 外し、 LED ブロッ クを取り 外します。

2. フェライト を中央に移動します ( 以下の図を参照 )。

3. ケーブルグランドを緩め、 IR-LED の左側に届く よ うになるまでケーブルを長く引き

出します。 制御盤のねじを 2 つ外して、 左側に制御盤を固定します。 LED ブロ ッ ク

を右側に固定します ( 以下の図を参照 )。

LED ブロ ッ ク

LED ブロ ッ クの 2 つのねじ LED ブロ ッ ク

ケーブルグランド

LED ブロ ッ クを左側に配置

コン ト ロールボード

コン ト ロールボ
ードの 2 つのねじ

LED ブロ ッ クを中央に配置 LED ブロ ッ クを右側に配置

フェライ ト
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仕様

AXIS T90C10 固定ドーム IR-LED

AXIS T90C20 IR-LED

モデル AXIS T90C10 固定ドーム IR-LED

電源 18 - 56V DC 入力、 消費電力 : 13W

タイプ 850 nm セ ミ コバート

ケーシング IP66 等級および NEMA 4X 等級に準拠、 耐衝撃性アルミ ニ

ウムケーシングと レキサンカバー 

角度 120°

最大照射距離 20 ～ 30 メートル ( 環境および設置によ り異なる )

動作環境 -40 °C ～ +55 °C

付属アクセサリー 事前に取り付け済みの 5 メートルの電源ケーブル

寸法 高さ 130mm、 幅 256mm、 奥行き 47 mm

重量 700 g 

オプシ ョ ンのアクセ

サ リー

T90C10 用電源アダプター

モデル AXIS T90C20 固定ドーム IR-LED

電源 Power over Ethernet IEEE802.3af、 消費電力 : 13W

タイプ 850 nm セ ミ コバート

ケーシング IP66 等級および NEMA 4X 等級に準拠、 耐衝撃性アルミ ニウ

ムケーシングとレキサンカバー

角度 120°

最大照射距離 20 ～ 30 メートル ( 環境および設置によ り異なる )

動作環境 -40 °C ～ +55 °C

付属アクセサリー 事前に取り付け済みの 5 メートルの標準 CAT 5 ネッ ト ワーク

ケーブル

推奨アクセサリー AXIS PoE ミ ッ ド スパン 1 ポート

寸法 高さ 130mm、 幅 256mm、 奥行き 47 mm

重量 700 g 
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ト ラブルシューテ ィング

問題 解決策

IR-LED が点灯しない • RJ45 コネク タがしっかり と挿入されているこ とを確認し

ます。 (AXIS T90C20 IR-LED)
• PSU の供給電圧が 18-56V DC であるこ とを確認し、 極性が

正しいかど うかを確かめます (AXIS T90C10 固定ドーム

IR-LED)。
• 光電池を調整します (+: 高感度、 -: 低感度 )
• 光電池が動作しているかど うか確認します。 光電池を覆

う と。 LED が点灯するはずです。 点灯しない場合は Axis
にお問い合わせください。

画像が明るすぎる場合 電源を調整します ( 以下の画像を参照 )

0%
10

0%

-

+

 光電池調整

電源調整

ケーブルを動かして光電池調整を確認します。
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