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ホワイト ペーパー 

Cisco IP カメラ アクセサリ ガイド 

 

Cisco IP ビデオ カメラは複数のハウジング オプションに対応しており、さまざまな構成で取

り付けることができます。このドキュメントは一般的なマウント構成に必要な部品について詳

しく解説します。また、マウント オプションの概要と各オプションの寸法を記載しています。 

● 屋内モデルのハウジング オプション 

● 屋外ドーム モデルのハウジング オプション 

● 懸垂型取り付けオプション 

● 壁面取り付けオプション 

● ポール取り付けオプション 

● コーナー取り付けオプション 

● 取り付けオプションの概要 

● オプションの寸法 

屋内ドーム モデルのハウジング オプション 
屋内カメラ モデルは表面取り付け、フラッシュ マウント、または耐破損性ハウジングで設定できます。このセクションでは、

屋内カメラ モデル用の基本的なハウジング オプションと、基本的な壁面取り付けまたはドロップ シーリング取り付けについ

て説明します。 

表面取り付け 
IP カメラの表面取り付けに必要なのは、カメラ本体への表面マウント ドームの追加だけです。カメラ本体を表面に直接取

り付け、ドームはカメラ本体に据え付けます。必要に応じて、オプションのシーリング タイルの取り付けブラケットを使用で

きます。 
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図 1.   屋内カメラの表面取り付け 

 

フラッシュ マウント 
IP カメラのフラッシュ マウントにはフラッシュ マウント ハウジングが必要です。このハウジングにカメラ本体とフラッシュ マ
ウント ドームを設置します。カメラ本体はフラッシュ マウント ハウジングに取り付け、ドームはフラッシュ マウント ハウジン

グに設置します。必要に応じて、オプションのシーリング タイルの取り付けブラケットを使用できます。 

図 2.   屋内カメラのフラッシュ マウント 
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耐破損性取り付け 
IP カメラ用耐破損性取り付けには耐破損性コンジット ベースおよび耐破損性ドームが必要です。カメラ本体は耐破損性コ

ンジット ベースに取り付け、ドームは耐破損性コンジット ベースに設置します。このエンクロージャにカメラを取り付けること

により、外部からの機械衝撃に対して IK10（IK）等級の保護が実現します。必要に応じて、オプションのシーリング タイルの

取り付けブラケットを使用できます。 

図 3.   屋内カメラの耐破損性取り付け 
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図 4.   屋内用 360 ドーム カメラの表面取り付け 

 

屋外ドーム モデルのハウジング オプション 
屋外カメラ モデルは耐破損性ハウジングでのみ使用できます。 

耐破損性取り付け 
屋外カメラ モデルは耐破損性コンジット ベースに永久的に接続されます。屋外 IP カメラ用耐破損性ハウジングには耐破

損性ドームを追加する必要があります。必要に応じて、オプションのシーリング タイルの取り付けブラケットを使用できます。 

図 5.   屋外ドーム カメラの耐破損性取り付け 
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懸垂型取り付けオプション 
屋内および屋外カメラ モデル用の懸垂型取り付けオプションを図 6 から図 8 に示します。 

図 6.   屋内ドーム カメラの懸垂型取り付け 
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図 7.   屋外ドーム カメラの懸垂型取り付け 

 

図 8.   屋外 PTZ カメラの懸垂型取り付け 
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壁面取り付けオプション 
屋内および屋外カメラ モデルの壁面取り付けオプションを図 9 から図 12 に示します。 

図 9.   屋内ドーム カメラの壁面取り付け 
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図 10.   屋外ドーム カメラの壁面取り付け 

 

図 11.   屋外 PTZ カメラの壁面取り付け 
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図 12.   屋外バレット カメラの壁面取り付け 

 

ポール取り付けオプション 
屋内および屋外カメラ モデル用のポール取り付けオプションを図 13 から図 16 に示します。 

図 13.   屋内ドーム カメラのポール取り付け 
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図 14.   屋外ドーム カメラのポール取り付け 
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図 15.   屋外 PTZ カメラのポール取り付け 

 

図 16.   屋外バレット カメラのポール取り付け 
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コーナー取り付けオプション 
屋内および屋外カメラ モデル用のコーナー取り付けオプションを図 17 から図 20 に示します。 

図 17.   屋内ドーム カメラのコーナー取り付け 
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図 18.   屋外ドーム カメラのコーナー取り付け 
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図 19.   屋外パン、チルト、ズーム（PTZ）カメラのコーナー取り付け 

 

図 20.   屋外バレット カメラのコーナー取り付け 
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取り付けオプションの概要 
以下の図 21 から図 23 に、マウント アクセサリの関係と、特定の取り付け要件のための組み合わせ方を示します。 

図 21.   ドーム カメラの取り付けオプション 

 

図 22.   屋外 PTZ カメラの取り付けオプション 
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図 23.   屋外バレット カメラの取り付けオプション 
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オプションの寸法 
以下の図 24 から図 31 に、各アクセサリ品目の寸法を示します。すべての寸法は mm 単位で示されています。 

図 24.   CIVS-6KA-3FTEXT の寸法 

 

図 25.   CIVS-6KA-GNECK の寸法 
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図 26.   CIVS-6KA-POLEMNT 

 

図 27.   CIVS-6KA-CNRMNT の寸法 
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図 28.   CIVS-6KA-PENHEAD の寸法 

 

図 29.   CIVS-6KA-PENCAP の寸法 
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図 30.   CIVS-6KA-VRCNDBS の寸法 

 

図 31.   CIVS-6KA-FLSHD-C、S の寸法 
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