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本製品について

 

警告

 

死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

 

注意

 

傷害や物的損害が発生する可能性が想定さ
れる内容を示しています。

本製品のご使用に関する注意事項 ( 免責事項 )

主な仕様

お問い合わせ先

「安全にお使いいただくために」の項を必ずお読み
になり、正しくご使用ください。
・AXISは Axis ABの商標です。
・その他、本書に記載された商品名、社名などは各社の商標また
は登録商標です。

・本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

本製品はネットワークカメラ (以下、「カメラ」)に解析機能を追加
するためのカード型デバイスであり、データ記録の用途で使用する
ものでありません。対応する Axis製カメラの機種でのみお使いく
ださい。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んで窒息したり、けがなどの原因となる場合があ
ります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師に
相談してください。

・発煙、異音、発熱、異臭などの異常を発見したときは、直ちに使
用を中止し、最寄りの販売店にご連絡ください。

継続して使用すると火災、感電の原因になります。

・分解、改造はしないでください。
・水に濡らさないでください。
・強い衝撃や激しい振動を与えたり、曲げたりしないでください。

火災や感電の原因になります。

・長時間使用すると熱くなることがあります。本製品の取り出しは、
カメラの電源を切ってから十分注意して行ってください。

やけどの恐れがあります。

・本製品を取り付けてから、使用するカメラの電源を入れてくだ
さい。

・本製品を取り付けるときは、方向を確認して、まっすぐ奥まで
差し込んでください。

・温度変化の激しい場所で使用および保管しないでください。

正しく動作しない場合があります。

廃棄の際は法令や地域の条例に従って適切に処理してください。
本製品は内部のデータを消去することができないため、物理的に
破壊してから廃棄することをお勧めします。

本製品の対応機器の詳細、使用方法、およびお問い合わせは、
お買い上げの販売店までご連絡ください。
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・端子部には手や金属で触れないでください。
・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用しないでくだ
さい。

・本製品に触れる前には、金属に触れるなどして、体の静電気を
取り除いてください。

・保管するときや持ち運ぶときはケースに入れてください。
・カメラが保証する動作温度によらず、本製品は「主な仕様」に
示す温度の範囲内で使用してください。

・本製品にラベルやシールなどを貼らないでください。

故障の原因になることがあります。

使用上の注意
・次の場所では保管しないでください。
‒ 直射日光が当たるところ、発熱体のそば、火気の近くなど、
温度が高くなるところ
‒ 湿気やほこりの多いところ
‒ 塩害や腐食性ガスの発生するところ

・対応するカメラ以外の機器に使用しないでください。

機器の破損の原因になることがあります。

・動作環境

温度 : -40 °C ～ +60 °C
湿度 : 5 % ～ 90 % ( 結露不可 )

・保存環境

温度 : -15 °C ～ +60 °C
湿度 : 60 %以下 ( 結露不可 )

・対応機器 : Axis製ネットワークカメラ *
* 一部の機種では SD変換アダプターが必要です。使用時には、書き込み
禁止用のスイッチをオフにしてください。
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About this Product

 
 

Please be sure to read the "Safety Precautions" 
section for correct use of this product.
・AXIS is a trademark of Axis AB.
・All other company or product names used in this document 

are trademarks or registered trademarks of their respective 
holders.

・The contents of this document are subject to change 
without any prior notice.

This product is a card type device for adding analytical functions 
to the network camera (Hereinafter, “camera” ) and is not used 
for data recording. Use only with supported Axis cameras.

・If you discover defective conditions such as smoke, strange 
sounds, heat or strange odors, immediately stop using the 
product and contact your nearest dealer.

Fire or electric shock may result from continued use of 
the product.

・Do not touch the terminals with your hands or metal.
・Do not use the product in a location that is affected by static 

electricity or electrical noise.
・Before touching the product, remove static electricity from 

your body by touching metal objects for example.
・Please store the product in a case when storing or carrying.
・Regardless of the operating temperature guaranteed by the 

camera, use the product within the temperature range shown 
in "Major Specifications".

・Do not attach any labels or stickers to the product.

Failure to use caution may result in malfunctions.

・Do not store in the following places:
– Places in locations subject to high temperatures such as in 

direct sunlight, near heat-generating objects, near fire 
sources, etc.

– Humid or dusty places.
– Places subject to salt damage or corrosive gas.
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Safety Precautions

Warning

 

Failure to follow the instructions may 
result in death or serious injury.

Keep out of reach of children.

The product may be accidentally swallowed, resulting in 

suffocation or injury. In the unlikely event that the product is 

swallowed, consult your doctor immediately.

・Do not disassemble or modify the product.
・Do not expose the product to water.
・Do not apply strong impact, vibration, or bend the product.

Failure to use caution may result in fire or electric shock.

 

Failure to follow the instructions may 
result in injuries or property damages.Caution

・The product may become hot if used for a long time. Turn off 
the camera before removing the product carefully.

Failure to use caution may result in burns.

・Do not use this product for devices other than supported 
cameras.

Doing so may damage the device to be used with.

Precautions for Use

・Insert the product, then turn on the camera for use.
・When inserting the product, check the direction and insert it 

straight all the way to the end.
・Do not use or store in locations subject to severe temperature 

changes.

Failure to use caution may cause the product to not 

work properly.

Precautions for Use ( Disclaimer )

Dispose of the product in accordance with local laws and 
regulations.
It is recommend to dispose of this product after physically 
destroying it because the internal data cannot be erased.

Major Specifications

・Operating Environment 
Temperature: -40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
Humidity: 5% – 90% (without condensation)
・Storage Environment

Temperature: -15°C – +60°C (+5°F – +140°F)
Humidity: 60% or less (without condensation)
・Supported Device: Axis network cameras*

* Some models require an SD conversion adapter. Make sure the write 
protect switch is in the unlocked position when using.

Contact

For details on the supported devices, usage or inquiries of this 
product, contact the dealer from where you purchased the 
product.

AI Accelerator
AS-AN11  Instruction Manual


