Operating Instructions
Outdoor Pan/Tilt Head
Model No.

AW-PH650N

Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

Safety precautions

FCC Note:
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy, and if
not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to
radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference
in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER TO SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol,
within an equilateral triangle, is intended to
alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s
enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to
persons.

Warning:
To assure continued FCC emission limit compliance,
the user must use only shielded interface cables when
connecting to external units. Also, any unauthorized
changes or modifications to this equipment could void
the user’s authority to operate it.

The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the
presence of important operating and
maintenance (service) instructions in the
literature accompanying the appliance.

For CANADA
This class A digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION:
In order to maintain adequate ventilation, do not
install or place this unit in a bookcase, built-in
cabinet or any other confined space. To prevent
risk of electric shock or fire hazard due to
overheating, ensure that curtains and any other
materials do not obstruct the ventilation.

WARNING:
• TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO
RAIN OR MOISTURE.

Note:
The rating plate (serial number plate) is on the
bottom of the unit.

• THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO
DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO
OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS
VASES, SHALL BE PLACED ON THE
APPARATUS.

The socket outlet shall be installed near the
equipment and easily accessible or the mains plug or
an appliance coupler shall remain readily operable.

WARNING:
TO PREVENT INJURY, THIS APPARATUS
MUST BE SECURELY ATTACHED TO THE
F L O O R / WA L L
IN
AC C O R DA N C E W I T H
THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

A warning that an apparatus with CLASS I construction
shall be connected to a MAINS socket outlet with a
protective earthing connection.
This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery
which contains Perchlorate Material — special
handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK
HAZARD AND ANNOYING INTERFERENCE, USE
THE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY.

indicates safety information.
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Safety precautions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety instructions on the unit and the
applicable safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.
10) Protect the power cord form being walked on or
pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from
the apparatus.

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.

11) Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.

4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.

12) Use only with the cart, stand, tripod,
bracket, or table specified by the
manufacturer, or sold with the
apparatus. When a cart is used, use
caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid
injury from tip-over.

6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
8) Do not install near any heat sources
such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized
or grounding-type plug. A polarized plug has two
blades with one wider than the other. A groundingtype plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are
provided for your safety. If the provided plug does
not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.

14) Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, such as power-supply
cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.

indicates safety information.
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Introduction
p This fitted type of outdoor pan/tilt head can be rotated
upward by 50 degrees, downward to 95 degrees and
horizontally by 320 degrees.
p Equipment such as a camera and lens with a total weight
of 10 kg (22 lbs) can be mounted on the unit. (excluding
housing)
p The shooting positions and settings for up to 50 positions
can be registered as preset memory data.

p The unit’s housing comes with a wiper and defroster.
p The unit’s internal temperature is controlled by a heater
and ventilating fan.
p The unit meets the IPX4 water-proofing protection
standard.

Accessories
Main unit (AW-PH650 U02) ..............................................
Outdoor camera housing (AW-PH650 U03) ...................
AC adapter (AW-PH650 U01) ...........................................
Power cable 30 m (98.4 ft) (VEEB0152) ..........................
Multi cable 10 m (32.8 ft) (VEEB0133) ............................
Camera cable 40 cm (1.3 ft) each ...................................
Convertible camera cable (VEEB0176) .......................
AK-HC900 series cable (VEEB0177) ...........................
AK-HC1500 cable (VEEB0178) ....................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lens holder, string and set of screws ........................... 1
Camera mounting spacer and set of screws ................ 1
Pole mounting plate and set of screws ......................... 1
Set of Allen keys .............................................................. 1
Housing mount frame ..................................................... 1
Filter .................................................................................. 1
Set of cable ties ............................................................... 1
• For details on the cables, refer to page 12 and following.

Precautions for use
The AW-PH650 uses a manganese dioxide-lithium battery
(CR2032).
Before discarding the pan/tilt head or its printed circuit
boards, be absolutely sure to remove the battery.
Be absolutely sure to dispose of the removed battery
in accordance with the applicable domestic laws and
regulations.
Do not throw out the battery along with the general
household garbage.
For the procedure to remove the battery, refer to the section
on replacing the battery in “Replacement of consumable
parts” (page 34).

Lithium battery
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Installation precautions
p Do not install this unit by suspending it, and do not install
it on its side.

p Be absolutely sure to use water-proof connecting cables.
p Do not install the unit where the temperature will drop
below –20 °C (–4 °F) or rise above 45 °C (113 °F) since
operation will become unstable under these temperature
conditions.

p While factoring in the weights of the unit and the load that
the unit will bear, select an installation location which is
conducive to fastening the unit securely and which is level
and without unevenness. Fasten the unit securely so that
it will not shake or be rickety when it is at rest or being
rotated. Failure to secure the unit properly or looseness
of the bolts may cause the product to fall off or fall down,
possibly resulting in an accident.

p Be absolutely sure to use the AC adapter provided
with the unit as the power source of the pan/tilt head.
(Batteries or other power supplies cannot be used.)
p The cable for connecting the power supply to the
AC adapter is locally purchased. Read the operating
instructions, and heed all the safety precautions to
connect the cable.

p Bolts for installing the unit are not provided with the unit.
Select bolts which are sufficiently strong and made of a
material capable of with standing outdoor use.

p Do not turn the rotating part of the pan/tilt head by hand.
If it is dropped or subjected to strong impact, it may fail or
malfunction.

p The maximum load which the unit can bear is 10 kg
(22 lbs) (excluding the housing).
The unit cannot be used with a load in excess of 10 kg
(22 lbs).

p Install the unit and set a travel range (limiters) to ensure
that it will not come into contact with any objects in the
vicinity when the unit including the housing has swiveled.

p Upon completion of the pan/tilt head’s installation, mount
the housing. To prevent looseness in the places where
the unit is mounted, be absolutely sure to use parts such
as flat washers and spring washers for its installation.

p Do not operate the controls on the pan/tilt head under
any circumstances while installation or other work is
underway.
Before checking the pan/tilt head’s operation and before
actually using it, check that nobody is within the range of
its rotation.

p The power must be off while the installation or connection
work is underway.
p Do not set the power switch of the AC adapter to ON until
after checking that no mistakes have been made upon
completion of all the installation and connection work.

p Do not install the unit in a kitchen or other location where
there is a lot of oil or grease.

p A ventilating fan is provided inside the housing. The fan
can be controlled using the H/F button on the controller
but it should normally be left at ON. Furthermore, do
not block it or obstruct the ventilation while the unit is
operating. Otherwise, heat will build up inside, possibly
causing a fire. The ventilating fan is a consumable: as
a general rule, replace it after about 40,000 hours of
operation.
(Be absolutely sure to ask your dealer to replace the fan.)

p Check the following accessories supplied.
Product

p Steps to be taken prior to installation
The AW-PH650 has function selector switches on its
main unit (pan/tilt head) and housing.
Since it may prove difficult to change the positions
of these switches after installation, refer to  cable
compensation circuit settings (page 15),  CPU circuit
board switch settings (page 16) and
settings of
the camera control selector switch inside the housing
(page 25) prior to installation.
Then set the switches to the positions that correspond to
the operating conditions.

5

QTY

Speciﬁcation

1 Power cable

1

Approx. 30 m (98.4 ft.)

2 Multi cable

1

Approx. 10 m (32.8 ft.)

3 Camera cable

1

For convertible camera

4 Camera cable

1

For AK-HC900 series

5 Camera cable

1

For AK-HC1500

6 Lens holder

1

For a large lens

7 Screws for lens holder

2

For M5 and M6

8 Washers for lens holder

2

ø6

9 String

1

Approx. 85 cm (2.8 ft.)

10 Camera mounting spacer

1

11 Screws for camera mounting spacer

4

12 Washers for camera mounting spacer

4

ø6

13 Positioning screw

1

M5, length: 8 mm

14 Pole mounting plate (AC adapter)

1

15 Screws for pole mounting plate

4

1/4", length: 13 mm

M8, length: 14 mm

16 Washers for pole mounting plate

8

ø8

17 Allen keys

3

For M5, M6 and M8

18 Housing mount frame

1

19 Screws for housing mount frame

4

M5, length: 30 mm

20 Washers for housing mount frame

8

ø5

21 Filter

1

22 Cable ties
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Approx. 100 mm

Mounting (Pan/tilt head)
wPrecautions for installation

wHow to install

p Do not install this unit by suspending it, and do not install
it on its side.

p Attach one end of the anti-fall wire to the mounting hole,
and secure the other end to the mounting base or other
sturdy place.
The diameter of the hole where the anti-fall wire is
attached is 6.5 mm. Attach the wire using the anti-fall wire
mounting bolts with a 6 mm diameter and a length of 16
mm, flat washers, spring washers and nuts.

p Using the four pan/tilt head mounting holes, fasten the
unit securely with bolts which are long enough.
The mounting holes have a diameter of 10 mm (3/8˝).
Use sufficiently long bolts with an 8 mm (5/16˝) diameter.
Do not use bolts with a diameter smaller than 8 mm
(5/16˝). Use hexagon head bolts or hexagon socket head
bolts, for instance, which can be tightened up securely
using a tool and which are made of a material and with a
finish that will withstand outdoor use.

Ensure that the anti-fall wire is strong enough to bear the
weight of the entire pan/tilt head (head, housing, camera
and cable).

p Be absolutely sure to use parts such as flat washers or
spring washers together with the bolts to prevent the bolts
from coming loose.
<Dimensions of area where unit is mounted>
Unit: mm (inch)

15
(9/16)

140 (5-1/2)

170 (6-11/16)

15
(9/16)

The diameter of the four pan/tilt
head mounting holes are 10 (3/8).

160 (6-5/16)
15
(9/16)

190 (7-1/2)

15
(9/16)

Mounting bolts

Mounting area
Mounting base

Anti-fall wire bolt
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Anti-fall wire

Mounting (AC adapter)
wPrecautions for installation
p Be sure to use water-proof connecting cables.
p Be sure to keep AC power switched off during installation and connection.
p Before pressing the power switch on, make sure that all parts, including the housing and pan/tilt head, have been installed
and connected completely and free of errors.
p Do not install the AC adapter at a cold place [below –20 °C (–4 °F)] or a hot place [over 45 °C (113 °F)] because extremely
low or high temperature will cause operation instability.

wHow to install
 Fasten the pole mounting plate (supplied) and the belt (to be locally purchased) on the back of the AC adapter with the four bolts,
flat washers and spring washers (For M8: supplied).

Pole mounting plate
Belt [width: 1-3/4˝ (45 mm) or less]
Spring washers

Flat washers

Bolts (4 pcs.)

 Fasten the AC adapter to the pole using the pole mounting plate and the belt.
121 mm
(4-3/4˝)

200 mm
(7-7/8˝)

98 mm
(3-7/8˝)
146 mm
(5-3/4˝)
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280 mm
(11˝)

62 mm
(2-7/16˝)

Pole
ø200 mm (7-7/8˝)

Mounting (AC adapter)
Connect the cables. (Refer to the “Connections”.)
Make the distance between the AC adapter and pan/tilt head less than the length (30 m) of the power cable supplied.

Pan/tilt head

AC power input

Ventilation opening
Pole mounting plate
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Parts and their functions
wMain unit (Pan/tilt head)








 

 Main unit cover

 Option connector [OPTION]

The sunshade cover and main unit cover must be
removed when the cable compensation circuit or landing
characteristics are to be changed.

The control signals of the controller’s OPTION button are
output from this connector.
Be absolutely sure to use a water-proof cable.
The compatible connector is the R28-P8M4.8 made by
Tajimi Electronics Co., Ltd.
K
A filter (supplied) must be
K
K
installed around the cable.
Install it at a distance within
K
GND
30 mm from the connector.
Waterproof the filter using
tape or tube, for instance.

 Grip
Used in carrying, installing, or lifting the pan/tilt head.

 Sunshade cover
This cover protects the pan/tilt head from direct exposure
to sunlight.

Rotary arm

K

Mount the housing after having installed the housing
mount frame.

OPTION
K

K Service connector
(View of connector as seen
from the cable)

I/F connector
Connect this to the I/F connector of the camera housing.

Anti-fall wire bolt

Cable

This bolt fastens the anti-fall wire which prevents the pan/
tilt head from falling from its installed position.
Within 30 mm
from connector

Pan/tilt head mounting holes (M4)
These holes are used to install and secure the pan/tilt
head.

Filter

 Power connector [POWER]
The supplied power cable is connected here.

Multi connector [MULTI]
The supplied multi cable is connected here.

 Grounding bolt

 Coaxial connector [SDI OUT]

This bolt is used to connect the wire for system grounding
(frame grounding bolt).

This is used for outputting the SDI or other signals which
have been input from .

 Coaxial connector [SDI IN]
When an SDI card is installed in the camera, this
connector is connected to the SDI signal output
connector.
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Parts and their functions
wHousing unit


<The inside of housing>














 Camera housing control board

Wiper blade

Connect the supplied camera cable.

Replace the wiper blade when it can no longer wipe off
waterdrops well.
How to replace it: Raise the blade at the center, pull it up
and off, and fit a new blade in its place.
After replacing the blade, check that the
two rods holding the wiper blade are
parallel to the glass surface.
(Whenever the wiper blade needs
replacement, ask the store where you
purchased the product to do the job.)

 Air filter
Air is taken in through the air filter. Replace it when it is
clogged up.
(Whenever the air filter needs replacement, ask the store
where you purchased the product to do the job.)

 Top cover open/close bolts (M2)
Loosen using the supplied Allen key, open the top cover.

Heater

 Wiper unit

When the controller’s H/F switch is at ON, the heater will
come on whenever the temperature inside the camera
housing drops.

Used to wipe off waterdrops during or after a rain. The
wiper operates when the WIP switch on the controller is
pressed on.

Ventilating fan

 Defroster

When the controller’s H/F switch is at ON, the fan will
come on whenever the temperature inside the camera
housing rises.
Depending on the temperature, the fan operates at the
high or low setting.
Use the switch at the ON setting because a high
camera temperature will adversely affect the camera’s
performance.

The anti-fogging heater is vapor-deposited. It turns on
when the controller’s DEF switch is set to ON, and it is
turned off by the thermo switch when the temperature
rises above the rating.

 Housing mounting rails
Align the rails with the housing mount frame which is
installed on the rotary arm of the main unit, and slide the
housing along the rails.

Grip

 Housing mounting screw holes (M2)

Used to carry the camera housing.

Use these holes to secure the housing using the housing
securing bolts provided with the housing mount frame
which has been installed on the rotary arm of the main
unit.

I/F connector
Connect this to the I/F connector on the main unit.
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Parts and their functions
wAC adapter unit
<The inside of AC adapter>

 









 DC power unit

AC power input terminal board

This unit supplies a DC output of 15 V, 10 A (maximum)
when an AC input of 120 V is supplied.

This terminal board is for connecting AC input power.
(AC 120 V, 60 Hz, 120 W)

 Power switch [POWER ON/OFF]

AC adapter mounting screw holes (×4)

This switch is used to supply AC power to the DC power
unit. Keep the switch in the ON position during use.

Attach the supplied pole mounting plate to these screw
holes when the AC adapter is to be mounted on a pole or
other support.

 Fuse holder/fuse
A fuse for protecting the DC power unit is in the fuse
holder. A burnt fuse may be caused by a DC power
unit defect. In such a case, consult the store where you
purchased it.

 DC output connector [DC15 V OUT]

Power LED

 AC power input cable [AC IN]

Connect this connector to the [POWER] connector on the
main unit using the supplied power cable.

 Ventilation opening

This lights up red when the power switch  is at ON.
This is off when the power switch  is at OFF.

This is the AC power input cable. It is held in place by the
fixed bushing.

Cover fastening screws (M2)
To ensure safety, be absolutely sure to tighten up these
screws and close the cover upon completion of the
installation work.

Cover
Loosen the two cover fastening screws
and open the
cover to proceed with the connections. When closing the
cover, first close the cover, and then be absolutely sure to
tighten up the two fastening screws.
Since malfunctions or other trouble may result if the
screws are not tightened enough, be absolutely sure to
use a screwdriver to tighten them up.
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Parts and their functions
wSupplied cable unit
<Multi cable> (VEEB0133)




 24P round water-proof plug (male)

G/L IN BNC jack

Connect this to the multi connector [MULTI] on the main
unit.

This is the gen-lock signal input jack.
Use a BNC coaxial cable for the connecting cable.

 RJ-45 modular plug

D-SUB 15P connector (male)

Connect this to pan/tilt head controller.
It can be extended up to 1000 m (3281 ft.).
To extend the connection, use a relay adapter purchased
on the market and use a 10BASE-T straight cable (UTP
category 5) for the extension.

Connect the controller used for the multi purpose camera
to this connector. When connecting it directly, remove the
stud prior to use.
Pin No.
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8

 VIDEO OUT BNC jack
This is the output connector for the camera’s video
signals.
Use a BNC coaxial cable for the connecting cable.

Y OUT BNC jack
This is the output connector for the camera’s video
signals.
Use a BNC coaxial cable for the connecting cable.

Pr OUT BNC jack
This is the output connector for the camera’s video
signals.
Use a BNC coaxial cable for the connecting cable.

Pb OUT BNC jack
This is the output connector for the camera’s video
signals.
Use a BNC coaxial cable for the connecting cable.
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Signal name
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
GND
–––
TXD (C)
–––
RXD (H)
TXD (H)
RXD (C)
–––

Parts and their functions
<Power cable> (VEEB0152)





 7P round water-proof plug (female)

 7P round water-proof plug (male)

Connect this to the power connector [POWER] on the
main unit.

Connect this to the DC output connector [DC 15V OUT]
on the AC adapter.

<Convertible camera cable> (VEEB0176)





 26P connector (male)

 50P connector (male)

Connect this to the CAMERA I/F connector [CAMERA
I/F] on the housing.

Connect this to the CAMERA I/F connector [CAMERA
I/F] on the convertible camera.

<AK-HC900 series cable> (VEEB0177)





 26P connector (male)

 D-SUB 15P connector (female)

Connect this to the CAMERA I/F connector [CAMERA
I/F] on the housing.

Connect this to the I/F connector [CAMERA I/F] on the
AK-HC900 series.

<AK-HC1500 cable> (VEEB0178)





 26P connector (male)

 High-density D-SUB 15P connector (male)

Connect this to the CAMERA I/F connector [CAMERA
I/F] on the housing.

Connect this to the I/F connector [I/F] on the AK-HC1500.
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Installation
wInstalling the housing mount frame
Attach the housing mount frame (supplied) to the rotary arm of the main unit.

 Attach the housing mount frame to the rotary arm as shown in the figure below. The screws must be installed together with
the flat washers and spring washers (supplied).
· Using the supplied Allen key, install the frame securely to prevent looseness in the four places where the screws are used.

Rotary arm

Housing mount frame

Allen key

<Housing mount frame installed on rotary arm>
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Installation
wCable compensation circuit settings
When the pan/tilt head and controller have been connected, the maximum allowable length of the connecting cables is 1000 m
(3281 ft.) for the 10BASE-T straight cable (UTP category 5) and coaxial cable (BELDEN 8281). However, when using the cables
beyond a distance of 500 m (1640 ft.), set the cable compensation circuit to ON by following the steps. (The factory setting is
OFF.)

 Remove the five screws used to attach the sunshade cover to keep direct sunlight off the unit, and remove this cover.
 Remove the five screws used to attach the pan/tilt head main unit cover, and remove this cover.
Set the SW1 on the internal COMP circuit board to ON.
Return the main unit cover and sunshade cover to their original positions, and use the mounting screws to fasten them
securely.

Sunshade cover

Main unit cover

COMP circuit board

<COMP circuit board>

Set to ON.

The selector switch

When sending HD analog component signals using the AK-HC910 or AK-HC900, set SW2, SW3 to HD.
At this switch setting, the cable compensation circuit will not work even if SW1 is set to ON so set SW1 to OFF.
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Installation
wCPU circuit board switch settings
Set switches SW1, SW2 and SW3 on the CPU circuit board as follows.

SW2

SW1

SW3

 SW1 (Selector switch for landing characteristics)
For a soft landing:
Set SW1 to the left position (RP501). (Factory setting)
For an exact landing: Set SW1 to the right position (RP605).

 SW2
Do not change the position of this switch. Continue to use it at the DESK TOP position.
SW3
Do not change the position of this switch. Continue to use it at the RS-422 position.
• Before setting these switches, be absolutely sure to turn off the power of the AC adapter connected to the pan/tilt head.
• The switch settings are not changed simply by changing the position of the switches.
After changing the position of a switch, turn the power off and then back on to actually change the setting of that switch.
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Installation
wHow to install the camera
 Loosen the bolts for opening and closing the top cover,

 Remove the camera mount.

and open the top cover.

Loosen the top cover open/close bolts

Install the camera on the camera mount.

The support arm completely enters
the groove.
K Open the top cover until the support arm completely
enters the groove.
Bear in mind that it will not be possible to lock the top
cover if the arm is not completely in.

K For details on how to install the camera and mount, refer
to the instructions on the following pages.
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Installation
<When the AW-E350 or AW-E650 camera is used>

<When the AW-E750 or AW-E860 camera is used>

 Use the 2 screws  supplied with the camera to attach

 Attach the positioning screw

the mounting adapter  (supplied with the camera) to
the top panel of the camera.

 Attach the positioning screw

(supplied) to the camera

mounting spacer .

 Use the 2 screws

(supplied) to attach the camera
mounting spacer  to the fan mounting seat  on the
top panel of the camera.

(supplied) to the camera

mounting spacer .

Use the 2 screws
(supplied) to attach the camera
mounting spacer  to the mounting adapter  (supplied
with camera) on the top panel of the camera.

Attach the camera mount  to the camera mounting
spacer  using the 2 screws , flat washers
and
spring washers
(supplied).
(Make sure that the two sides of the camera mount are
higher than the central area that is attached.)

Attach the camera mount
to the camera mounting
spacer  using the 2 screws , flat washers
and
spring washers  (supplied).
(Make sure that the two sides of the camera mount are
higher than the central area that is attached.)

Attach the lens to the camera.
Remove the lens hood and zoom lever.

Attach the lens to the camera.
Remove the lens hood and zoom lever.














The camera mount in the opposite direction from when the AW-E655 is used as the camera.
To ensure that none of the screws are loose, use a tool to tighten them up securely.
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Installation
<When the AW-E655 camera is used>

<When the AK-HC910 camera is used>

 Attach the positioning screw

 Attach the positioning 1 screw  (supplied) to the

(supplied) to the camera

mounting spacer .

camera mount .

 Attach the camera mount  to the fan mounting part 

 Use the 2 screws

(supplied) to attach the camera
mounting spacer  to the fan mounting seat  on the
top panel of the camera.

on the top panel of the camera using the 1 screw , flat
washer
and spring washer
(supplied). (The camera
mount points toward the front or back in the opposite
way from a convertible camera. For pointing upward or
downward, make sure that the two sides of the camera
mount are lower than the central area that is attached.)

Attach the camera mount  to the camera mounting
spacer  using the 2 screws , flat washers
and
spring washers
(supplied).
(Make sure that the two sides of the camera mount are
lower than the central area that is attached.)

Attach the lens to the camera.
Remove the lens hood and zoom lever.

Attach the lens to the camera.
Remove the lens hood and zoom lever.










The camera mount in the opposite direction from when the AW-E750,
AW-E860 is used as the camera.
To ensure that none of the screws are loose, use a tool to tighten them up securely.
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Installation
<When the AK-HC1500 camera is used>
 Attach the positioning 1 screw  (supplied) to the
camera mount .

 Attach the camera mount  using the 2 screws , flat
washers
and spring washers
(supplied).
(The camera mount points toward the front or back in
the opposite way from a convertible camera. For pointing
upward or downward, make sure that the two sides of the
camera mount are higher — which is the opposite from
when the AK-HC910 is used — than the central area that
is attached.)
Attach the lens to the camera.
Remove the lens hood and zoom lever.







The camera mount in the opposite direction from
when the AK-HC910 is used as the camera.
To ensure that none of the screws are loose,
use a tool to tighten them up securely.
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Installation
<When a regular lens is used>
 Sandwich the housing’s support rib between the camera
mount and plate nut of the camera on which the camera
mount has been installed, and provisionally secure it
using the camera mount screws.

Housing’s
support rib

Camera mount
screws
Camera mount

 Connect the camera with the lens to the interior of the
housing using the cable.
Plate nut

Upon completion of the connection, loosen the camera
mount screws, and move the entire camera so that the
front of the camera lens comes as close as possible to
the inside surface of the glass. Bear in mind the following
points.
(1) Set to a position where the lens and glass will not
come into contact when the lens is maximally zoomed
out.
(2) Check that the inside surface of the glass and lens
glass surface are more or less parallel with each
other and that the thermostat sensor and lens do not
touch.
Upon completion of all the settings, move the plate nut
in the directions of the arrows, sandwich the housing’s
support rib tightly between the plate nut and camera
mount, and securely tighten up the 4 screws for installing
the camera mount.
Close the top cover, and tighten the two bolts for opening
and closing the top cover securely.

Move the plate nut
in these directions.

A portable lens (grip equipped type) cannot be used.

Thermostat sensor

21

Installation
<When a large lens is used>

Place the assembly of the camera mount, camera and
large lens inside the housing from the front edge of the
lens.
Hook a piece of string (supplied) around the lens barrel,
and stow the assembly inside the housing. At this point,
with the assembly tilted at an angle of around 45 degrees
() as shown in the figure below, position the entire
lens motor drive area at the front right inside the inner
wall of the housing and the lens holder in front of the I/F
connector, and insert it diagonally with the front end of
the lens first.
After stowing the lens unit, return the tilted camera to its
original angle (), place the camera mount up against
the support ribs on both sides of the housing, and fit
these areas between the plate nut and mount.

A large lens can be attached to the AK-HC910 or
AK-HC1500, and stowed inside the housing for use. In a
case like this, attach it by following the steps below.
Use any of the large lenses listed below.
HA42 × 13.5 BERD or A42 × 13.5 BERD made by
Fujinon Corporation
HJ40 × 14B IASD-V or J35e × 15B IASD made by Canon
Inc.
No other lenses can be used.
w How to attach the lens
 Remove the lens hood and zoom lever of the large lens.

String

Zoom lever
Lens holder



Lens hood
Lens motor
drive area



 Attach the lens holder (supplied) to the lens supporter
mounting screw on the bottom of the lens.

Lens holder
Mounting
screw

Lens supporter
mounting screw

Allen key
Washers

Camera mount
support ribs

I/F connector area
of the housing

M6 mounting screws (supplied) are used for a Fujinon
lens; M5 mounting screws (supplied) are used for a
Canon lens.
Camera mount screws

Fit the camera and lens together.
Mount the camera mount on the top panel of the camera.
For details on how to mount it, refer to the section on how
to mount the cameras and mount.

Lens holder
(Insert this in
front of the I/F
connector.)

Connect the supplied camera cable to the I/F REMOTE
connector at the back of the camera.
In order to make it easier to connect the cable after
stowing the lens unit, the cable must be connected
here when a large lens is to be used.
Camera mount
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Lens motor drive area

Installation
Also visually check from the front of the housing whether
the centers of the lens and camera are aligned. If they
deviate significantly, turn the lens up/down position
adjustment screw on the lens holder to move the
lens position up or down. (When the screw is turned
clockwise, the lens position moves up; conversely, when
it is turned counterclockwise, it moves down.)

Check whether the “
”-shaped part of the lens holder
attached to the bottom of the lens is inside the elongated
hole of the metal bracket inside the housing. If it is not
inside, lift the lens slightly, and put it back again.

Lens up/down
position adjustment
screw
Lens holder
Downward

-shaped part of
lens holder

Metal bracket

Upward

Lens holder

Connect the camera with the lens to the interior of the
housing using the cable.
(Refer to the section on the connections.)
Check the front
panel through
the glass.

 Bring the front edge of the lens and inside of the glass
as close together as possible. Bear in mind the following
points.
(1) Set to a position where the lens and glass will not
come into contact when the lens is maximally zoomed
out.
(2) Check that the inside surface of the glass and lens
glass surface are more or less parallel with each
other and that the thermostat sensor and lens do not
touch.

Check whether the center of the lens
and center of the glass are aligned.

 Upon completion of all the settings, securely tighten up
the 4 camera mount screws.

 Close the top cover, and tighten the two bolts for opening
and closing the top cover securely.

Thermostat sensor

” -shaped part of the
Check that the “
lens holder is fitted into the metal bracket.
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Installation
wHow to install the housing
 Align the mounting rails () on the bottom of the housing with the housing mount frame () on the main unit, and fit the
housing onto the side of the main unit.
Move the housing to the rear, and push the I/F connector () on the housing in the direction of the arrow into the I/F
connector ( ) on the main unit. Also move the lock lever ( ) on the bottom of the housing mount frame in the direction of the
arrow (up), and plug the connector all the way in.
K In order to prevent the housing from falling, the housing which has been placed on top of the housing mount
frame must be immediately inserted all the way into the I/F connector on the main unit by operating the lock lever.
If the housing is not inserted all the way in, it may become dislodged or fall down.

 Provisionally secure by hand the 2 housing securing bolts ( ) of the housing mount frame () from the bottom surface, and
use the supplied Allen key to tighten them up to secure the housing.
K If these bolts are not tightened up enough, the housing may become dislodged or fall down and it may not be
possible to ensure the prescribed operations and performance. Therefore, tighten up both bolts securely.









One of the housing securing bolts
is sticking out: Before tightening

None of the housing securing bolts
are sticking out: After tightening

Tighten up
using the
Allen key
supplied.
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Connections
wConcerning the connectors inside the housing
The connectors shown in the figure below are provided inside the housing. Check the connection instructions for each of the
cameras concerned, and connect them.





 LENS I/F (1) connector



CAMERA I/F connector

This is provided for controlling the zooming and focusing
of the motorized lens unit. Connect the remote (zoom/
focus) control cable of the motorized lens unit to this
connector.

This is provided for controlling a camera. Connect it to
the camera REMOTE connector using the camera cable
supplied with the AW-PH650.

Camera control selector switch
[Shipment setting: HRP]

 ND/EXT connector
This is provided for controlling the ND filter or lens
extender of the motorized lens unit. Connect it when
using a motorized lens unit with an ND filter or lens
extender function.

Camera
Convertible camera
AK-HC900 series
AK-HC1500

 LENS I/F (2) connector
Connect this when using a Canon IAS lens, WAS lens or
VAS lens or a Fujinon RD lens.

Switch setting
HRP
HRP
Control exercised Control exercised
from HRP150
from CB400
HRP
CB400

• Use this switch at the HRP setting when using a
convertible camera. It cannot be controlled from the
AK-HRP150. Use a camera controller for a convertible
camera.
• Similarly, use the switch at the HRP setting when using
the AK-HC900 series. It cannot be controlled from the
AW-CB400. Use the AK-HRP150.
• When using the AK-HC1500, there is a need to select
the switch using the camera controller used.
Set the switch to the HRP setting when exercising
control from the AK-HRP150 or at the CB400 setting
when exercising control from the AW-CB400.

Check that the lens can be stowed inside the housing,
because some lenses cannot be stowed according to
the position of the connector on the bottom the lens.

LENS I/F (2) control selector switch
[Shipment setting: Fujinon]
Set the LENS I/F (2) control selector switch to the
position that corresponds to the lens used.
Fujinon: RD lens made by Fujinon
Canon: IAS lens, WAS lens or VAS lens made by
Canon
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Connections
wConnecting the cameras and housing
1. Connections with a convertible camera
 Use the supplied camera cable for these connections.
 Provide a coaxial cable [approx. 1 m (3.3 ft) long] (Size: 3C-FB or equivalent)
Upon completion of the connections, bundle the routed cables together using the cable ties (supplied), making sure that the
cables will not be placed near a heater or fan.

Connect the cable for the convertible
camera to the CAMERA I/F connector.

Connect the ZOOM/FOCUS cable from
the lens to the LENS I/F (1) connector.

Coaxial cable

Connect the cable (long
cable) from the lens here.

To SDI IN
connector
of housing

To lens

Lens cable
Connect this to the I/F REMOTE
connector on the camera.

I/F REMOTE connector

AW-E750
AW-E860

Connect the lens cable
here (IRIS).
Connect the coaxial cable
here (SDI OUT).

AW-E650
AW-E350

AW-E655

When SDI signals are to be output, the SDI card must be installed in the camera.
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Connections
2. Connections with the AK-HC910 series
In order to facilitate the connection procedure, stow the camera after connecting its I/F REMOTE connector.
(Particularly when using a large lens, this connector must be connected before the camera is stowed.)
 Use the supplied camera cable for these connections.
 Provide a coaxial cable [approx. 1 m (3.3 ft) long] (Size: 3C-FB or equivalent)
Upon completion of the connections, bundle the routed cables together using the cable ties (supplied), making sure that the
cables will not be placed near a heater or fan.

Connect the cable for the AK-HC910
to the CAMERA I/F connector.

Connect the ZOOM/FOCUS cable from
the lens to the LENS I/F (1) connector.
Coaxial cable
Connect the cable (long
cable) from the lens here.

To SDI IN
connector
of housing

Connect this to the I/F REMOTE
connector on the camera.

BREAKER
ZOOM/
FOCUS

Connect the lens cable here
(IRIS of the front of a camera).

1
SDI OUT
2

Connect the
coaxial cable
here (SDI OUT).

I⁄F

AK-HC910
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I/F REMOTE
connector

Connections
3. Connections with the AK-HC1500
In order to facilitate the connection procedure, stow the camera after connecting its I/F REMOTE connector.
(Particularly when using a large lens, this connector must be connected before the camera is stowed.)
 Use the supplied camera cable for these connections.
 Provide a coaxial cable [approx. 1 m (3.3 ft) long] (Size: 3C-FB or equivalent)
Upon completion of the connections, bundle the routed cables together using the cable ties (supplied), making sure that the
cables will not be placed near a heater or fan.

Connect the cable for the AK-HC1500
to the CAMERA I/F connector.

Connect the ZOOM/FOCUS cable from
the lens to the LENS I/F (1) connector.

Coaxial cable

Connect the cable (long
cable) from the lens here.

To SDI IN
connector
of housing

To lens

Lens cable
Connect this to the I/F REMOTE
connector on the camera.

Connect the
coaxial cable
here (SDI OUT).

Connect the
lens cable
here (IRIS).
AK-HC1500
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I/F REMOTE
connector

Connections
wPrecautions when controlling the
AK-HC1500 from the AW-CB400

wConnections with AC adapter
p Disconnect the AC power cable which was already
attached.

The AK-HC1500 supports the AK-HRP150 protocol and
AW-CB400 protocol, and it is the AK-HRP150 protocol
which was set before the AK-HC1500 was shipped from the
factory.
When controlling the AK-HC1500 using the AW-CB400,
follow the steps below to change the protocol setting of
AK-HC1500 from AK-HRP150 to AW-CB400.

p The cable used is purchased locally. Purchase a waterproof cable designed to be used outdoors.
p Use a cable which has a high enough capacity (AC 120 V
2 A or more).
p Pass the cable through the rubber bushing for the AC
power input cable, and tighten it securely so that rain
water or drops of water will not seep inside.
[Thickness of compatible cable: 6.5 to 8.5 mm (1/4˝ to
5/16˝) diameter]

p When changing the protocol before installation
Refer to the operating instructions of the AK-HC1500,
and change the protocol.
p When changing the protocol after installation
 Proceed with the installation following the steps given
in the section entitled “Installation”.

p Attach the power line (N, L) to the terminal block.

 Loosen the two top cover open/close bolts of the
camera housing, and open the top cover.

p Attach the ground line (FG) to the grounding screw (

).

Set the power switch of the AC adapter to ON.
When the power of the AK-HC1500 has been
turned on, refer to the operating instructions of the
AK-HC1500, and change the protocol. (Change the
PROTOCOL setting on the SETTING menu to “4.”)
Set the power switch of the AC adapter to OFF.

AC IN

DC15 V
OUT

FG
N
L
AC power
input cable

Rubber bushing
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Connections
wExample of connections when using a convertible camera

Multi function controller
AW-RP655

MULTI
SDI
OUT

POWER

Outdoor pan/tilt head
AW-PH650

10BASE-T (UTP category 5)
straight cable
AC adapter
AW-PS505A

D-SUB 15pin
RJ-45 relay adapter

Pr

Cable compensation unit
AW-RC400
V or Y

G/L

To be locally
purchased

Pb

AC adapter
AW-PS505A
10BASE-T (UTP category 5)
straight cable

Monitor

The AW-RP555 can also be used as the controller.
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Connections
wExample of connections when using a multi purpose camera
Camera controller
AK-HRP150/AK-HRP900

MULTI
SDI
OUT

POWER

Outdoor
pan/tilt head
AW-PH650

D-SUB
15pin

RJ-45 relay adapter

Multi function controller
AW-RP655

Pr
Y

10BASE-T (UTP category 5)
straight cable

Pb

G/L input

To be locally
purchased

AC adapter
AW-PS505A

Monitor

p Precautions when using the AK-HC910
The AK-HC910 is capable of outputting HD-SDI signals and Y/PB/PR signals, but when the Y/PB/PR signals are used as the
main line, do not connect any signals to the SDI IN/OUT connector.
Connect signals to the SDI OUT connector only when using HD-SDI signals as the main line.

<Concerning iris control>
Iris operation

AW-RP655

AK-HRP150

AUTO

AUTO

AUTO

AK-HRP150 MANUAL

AUTO

MANUAL

AW-RP655 MANUAL

MANUAL (K)

—

K Set to MANUAL when using the presets and tracing memory.
• Since the iris control of the AK-HRP150 and AW-RP655 is not coordinated, it may vary significantly when it is operated
initially after the controller used to exercise control has been switched.
• The IRIS indicator on the AW-RP655 can be displayed only when the iris data can be imported from the camera; when it
cannot be imported, the CLOSE display appears or no display appears but this does not mean that something is wrong with
the iris control.
• When the AK-HC1500 is used, no signals are output from the Y/PR/PB connectors.
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Limiters
Be absolutely sure to set the limiters (travel range) of the pan/tilt head before use.
Depending on where the pan/tilt head system has been installed, obstacles may be
present within the travel range with which the camera may come into contact.
Contact with any such obstacle by the camera may cause malfunctioning or
accidents.
In this case, contact can be prevented by setting the limiters directly before any such
obstacle.
Multi function controller (AW-RP655) is used to set the limiters.
The positions of four limiters — namely, the upper, lower, left-most and right-most
limits of the travel range — can be set.
Once they have been set, the positions will not be lost even after the power has been
turned off.

wSetting the limiters
• Setting the upper limit of operating range

• Setting the right-most limit of operating range

1. Operate the controller, and turn the camera to the
position which will serve as the upper limit.

1. Operate the controller, and turn the camera to the
position which will serve as the right-most limit.

2. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 47 .

2. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 45 .

3. The setting is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 41 [LIMIT ON] lights.

3. The setting is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 41 [LIMIT ON] lights.

4. Operate the controller, and check that the upper limit has
been set properly.

4. Operate the controller, and check that the right-most limit
has been set properly.

• Setting the lower limit of operating range
1. Operate the controller, and turn the camera to the
position which will serve as the lower limit.
2. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 46 .
3. The setting is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 41 [LIMIT ON] lights.
4. Operate the controller, and check that the lower limit has
been set properly.
• Setting the left-most limit of operating range
1. Operate the controller, and turn the camera to the
position which will serve as the left-most limit.
2. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 44 .
3. The setting is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 41 [LIMIT ON] lights.
4. Operate the controller, and check that the left-most limit
has been set properly.
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Limiters
wReleasing the limiters

wSetting the limiter again

The set limits can be release by taking the following steps.

The same steps set and release the limiter alternately.
To set the limiter again, release the current limit and set it
again.

• Releasing the upper limit of operating range
1. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 47 .

A set limit can be set again by taking the following steps.

2. The release is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 50 [LIMIT OFF] lights.

1. Release the desired limit to be set again, referring to
“Releasing the limiters”.
2. Set the limit again, referring to “Setting the limiters”.

• Releasing the lower limit of operating range
1. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 46 .
2. The release is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 50 [LIMIT OFF] lights.
• Releasing the left-most limit of operating range
1. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 44 .
2. The release is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 50 [LIMIT OFF] lights.
• Releasing the right-most limit of operating range
1. While holding down the OK button on the controller,
press TRACING/PRESET MEMORY button 45 .
2. The release is completed when TRACING/PRESET
MEMORY button 50 [LIMIT OFF] lights.
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Replacement of consumable parts
wReplacing the battery
The battery lasts for about 5 years.
The pan/tilt head stores the preset positions, limiter positions and other data in its memory. Although this data is retained even
after the power has been turned off, it will be lost when the power is turned off once the battery has reached the end of its
service life.
Replace the battery once it has lost its effectiveness. (The pan/tilt head uses a CR2032 manganese dioxide-lithium battery.)

wRemoving the battery
 Remove the 5 cover screws, and remove the sunshade cover.
 Remove the 5 cover screws, and remove the main unit cover.
Press the battery in the direction shown by the arrow

in the figure, and pull the battery out to remove it completely.

wInstalling the new battery
 Position the new battery with its “+” side facing down, insert one end into the holder in the direction indicated
by the arrow
, and push it into place.
 Attach the main unit cover and sunshade cover using the 5 screws for each cover.

Sunshade cover

Main unit cover

Lithium battery
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Replacement of consumable parts
wReplacing the motor
Replace the motor when it ceases to operate properly.
For details on the motor replacement, consult your dealer.

wReplacing the belt
Replace the belt when the preset stop accuracy has deteriorated.
For details on the belt replacement, consult your dealer.

wReplacing the gear
Replace the gear when the preset stop accuracy has deteriorated.
For details on the gear replacement, consult your dealer.

The motor, gear and belt are consumables.
They need to be replaced at periodic intervals.
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Appearance
wMain unit

Unit: mm (inch)

149 (5-7/8)

511 (20-1/8)

237 (9-5/16)

333 (13-1/8)

213 (8-3/8)

170 (6-11/16)
190 (7-1/2)
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140 (5-1/2)

170 (6-11/16)

160 (6-5/16)

4−ø10 (ø3/8)
hole

Appearance
wHousing unit

48 (1-7/8)

685 (27)

266 (10-1/2)

246 (9-11/16)

Unit: mm (inch)
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Appearance
wAC adapter unit

Unit: mm (inch)

200 (7-7/8)
146 (5-3/4)

98 (3-7/8)

62 (2-7/16)

4-M8 nut

200 (7-7/8)

121 (4-3/4)

280 (11)

10 (3/8)

22 (7/8)
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KThe cable lengths are approximate. Ensure that their lengths are appropriate for the actual system used.

Connect to the LENS I/F2
connector in housing.

Connector: 10136-3000VE made by Sumitomo 3M
Case:
10336-52F0-008 made by Sumitomo 3M

When an IAS, WAS or VAS lens (analog drive) made by Canon is used

Cable length: At least 420 mm or so

Connect to the IRIS connector on the camera.

Connector: HR10A-10J-12P (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 500 mm or so

Connect to the lens cable.

Connector: HR10A-10J-12S (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 800 mm or so

Connect to the ZOOM connector on the lens.

Connector: R01-01P9-8M made by Tajimi Musen

Cable length: At least 800 mm or so

Connect to the FOCUS connector on lens.

Connector: SR30-10PE-6P (74) made by Hirose Electric

Cable specifications
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KThe cable lengths are approximate. Ensure that their lengths are appropriate for the actual system used.

Connect to the LENS I/F2
connector in housing.

Connector: 10136-3000VE made by Sumitomo 3M
Case:
10336-52F0-008 made by Sumitomo 3M

When an IASD, WASD or VASD lens (digital drive) made by Canon is used

Cable length: At least 420 mm or so

Connect to the IRIS connector on the camera.

Connector: HR10A-10J-12P (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 500 mm or so

Connect to the lens cable.

Connector: HR10A-10J-12S (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 800 mm or so

Connect to the ZOOM/FOCUS
connector on lens.

Connector: HR25-9P-20P (72) made by Hirose Electric

Cable specifications
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KThe cable lengths are approximate. Ensure that their lengths are appropriate for the actual system used.

Connect to the LENS I/F2
connector in housing.

Connector: 10136-3000VE made by Sumitomo 3M
Case:
10336-52F0-008 made by Sumitomo 3M

When an RD lens made by Fujinon is used

Cable length: At least 420 mm or so

Connect to the IRIS connector on the camera.

Connector: HR10A-10J-12P (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 500 mm or so

Connect to the lens cable.

Connector: HR10A-10J-12S (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 800 mm or so

Connect to the ZOOM connector on the lens.

Connector: HR10A-10P-12P (73) made by Hirose Electric

Cable length: At least 800 mm or so

Connect to the FOCUS connector on lens.

Connector: HR10A-10P-12P (73) made by Hirose Electric

Cable specifications

Specifications
Power supply:

AC 120 V 60 Hz

Power consumption: 120 W

indicates safety information.

wGeneral

Camera control
AW series: RJ-45, modular plug (24P round water-proof
connector), RS-422
AK series: D-SUB 15 pin (24P round water-proof
connector), RS-422

Ambient operating temperature
–20 °C to +45 °C (–4 °F to 113 °F)
Ambient operating humidity
30 % to 90 % (no condensation)

Housing connecting I/F
Ribbon connector 50 pin

Water-proofing standard supported
IPX4

Functions/performance
Maximum load capacity:
10 kg (22 lbs) (excluding housing)
Panning range:
320 degrees (approx. Y160 degrees) or over
Tilt range: +50 degrees, −95 degrees or over
Maximum operating speed:
20 degrees/sec.
Repeatability:
Less than Y5’
Noise level: Less than NC40

Weight
Main unit:
19 kg (41.9 lbs)
Housing unit:
18 kg (39.7 lbs)
AC adapter unit: 4.2 kg (9.3 lbs)
Dimensions (WVHVD)
Main unit:
237C511C213 mm (9-5/16˝C20-1/8˝C8-3/8˝)
(excluding protrusions)
Housing unit:
246C314C685 mm (9-11/16˝C12-3/8˝C27˝)
(excluding protrusions)
AC adapter unit:
200C131C280 mm (7-7/8˝C5-3/16˝C11˝)
(excluding protrusions)

[Housing unit]
Applicable lenses:
AW-LZ17MD9, AW-LZ16MD73,
AW-LZ16AF7, AW-LZ16MD55,
HA42C 13.5BERD, A42C 13.5BERD,
HJ40C 14B IASD-V, J35eC 15B IASD
Heater:
ON/OFF controllable, ON at about 5 °C
(41 °F) or below
Wiper:
ON/OFF controllable
Defroster: ON/OFF controllable, OFF at about 40 °C
(104 °F) or above
Fan:
ON/OFF controllable, ON at about 20 °C
(68 °F) or above
Maximum load capacity:
10 kg (22 lbs) (Camera and lens)

Finish
AV ivory paint (color resembling Munsell 7.9Y 6.8/0.8)
Controller supported
AW-RP605A, AW-RP605, AW-RP655, AW-RP555,
AK-HRP150, AK-HRP900
Cameras supported
AW-E860, AW-E750, AW-E655, AW-E650, AW-E350,
AW-E800A, AW-E800, AW-E600, AW-E300A, AW-E300,
AK-HC900 Series, AK-HC1500

[Main unit]
Genlock input
BNC jack (24P round water-proof connector)
Black burst, composite video or 3 value SYNC
Camera video output
VIDEO: BNC jack (24P round water-proof connector),
75 j output
Y:
BNC jack (24P round water-proof connector),
75 j output
Pr/C:
BNC jack (24P round water-proof connector),
75 j output
Pb:
BNC jack (24P round water-proof connector),
75 j output
SDI:
Coaxial water-proof connector (C15 model)

Weight and dimensions shown are approximate.
Specifications are subject to change without notice.

Pan/tilt head control
RJ-45, modular plug (24P round water-proof connector),
RS-422
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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」
（3 〜 5ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
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概

要
p 本機のハウジングは、ワイパー、デフロスターを装備
しています。
p ヒーターおよび排気ファンにより、内部温度をコント
ロールします。
p 本機は防水保護規格IPX4に適合しています。

p 上50度、下95度、水平320度の回転ができる、据え
付け型の屋外回転台です。
p カメラとレンズなどを合わせて、総重量10 kgまで搭
載できます。（ハウジング除く）
p 最大50ポジションの撮影する位置と設定を、プリセッ
トメモリーとして登録できます。

構成品
本体 (AW-PH650 U02) ................................................... 1
屋外カメラハウジング (AW-PH650 U03) .................... 1
ACアダプター (AW-PH650 U01) ................................. 1
電源ケーブル (30 m) (VEEB0152) .............................. 1
マルチケーブル (10 m) (VEEB0133) .......................... 1
カメラケーブル (各40 cm) ................................................ 1
コンバーチブルカメラ用 (VEEB0176) ....................... 1
AK-HC900シリーズ用 (VEEB0177) ........................ 1
AK-HC1500用 (VEEB0178) .................................... 1

レンズ保持金具、ヒモおよびねじ一式 ............................... 1
カメラ取付スペーサ、およびねじ一式 ............................... 1
支柱取付板、およびねじ一式 .............................................. 1
六角レンチ一式...................................................................... 1
ハウジング載せフレーム ...................................................... 1
フィルター ............................................................................. 1
束線バンド一式...................................................................... 1
p ケーブルの詳細は、13ページ以降を参照ください。

使用上のご注意
AW-PH650には、二酸化マンガンリチウム電池（CR2032）
を使用しています。
本機を廃棄する場合や本機のプリント基板を廃棄する場合は、
必ず電池を取り外してください。
取り外した電池は、必ず国内法規に従って、処分をしてくだ
さい。
一般ゴミとして廃棄しないでください。
電池の取り外しかたについては、
「消耗品の交換」（35ページ）
の電池の交換の項目を参照してください。

リチウム電池

2

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよ
うに説明しています。
■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい
ます。

警告
注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定され
る」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）
このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告
不安定な場所に置かない!

禁 止

落 ち た り、 倒 れ た り し
て、 け が の 原 因 に な り
ます。

電源コードや接続コード
に重いものを載せない!

禁 止

本機の上に水の入った容
器、小さな金属物を置か
ない!

禁 止

本機内部にはいると、
故障や事故を起こす原
因になります。

付 属 品・ オ プ シ ョ ン は、
指定の製品を使用する!

本機の下敷きにならな
いよう注意してくださ
い。
コ ー ド が 傷 つ い て、 火
災や感電の原因になり
ます。

機器の開口部から異物を
差し込んだり、落とし込
んだりしない!
火災や感電の原因にな
ります。
禁 止
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本体に誤って指定外の
製 品 を 使 用 す る と、 火
災や事故を起こす原因
になります。

本機を改造しない!
火災や感電の原因にな
ります。
分解禁止

安全上のご注意

必ずお守りください

警告
電源コード・電源プラグ 水場で使用しない!
が破損するようなことは
火災や感電の原因にな
ります。
しない!
傷つけたり、加工したり、
水場
高温部に近づけたり、無
使用禁止
理に曲げたり、ねじった
り、引っ張ったり、重い
ものを載せたり、束ねた
本機を落としたり破損した
りしない!
傷んだまま使用すると、 場合や、内部に異物や水
などが入った場合は、電
感 電・ シ ョ ー ト・ 火 災
の原因になります。
源 ス イ ッ チ を 切 り、 電 源
禁 止
（プラグ）を抜く!
p コードやプラグの修理は、お
買い上げの販売店にご相談く
ださい。
電源プラグ
を抜く

そのまま使用すると、
火災や感電の原因にな
ります。

電源コードが傷んだ場合
は、交換を依頼する!
そのまま使用すると、
火災や感電の原因にな
ります。
p お買い上げの販売店にご相談
ください。

煙が出ている、変なにお
いや音がするなどの異常
状態の場合は、電源スイ
ッチを切り、電源（プラ
グ）を抜く!

電源プラグ
を抜く

そのまま使用すると、
火災や感電の原因にな
ります。

p お買い上げの販売店にご相談
ください。

p お買い上げの販売店に修理を
依頼してください。

指定のカバー以外は外さ
ない!

煙が出ている、変なにお
いや音がするなどの異常
状態の場合は、電源スイ
ッチを切り、バッテリー
を外す!

感電の原因になります。

分解禁止
p 点検・整備・修理は、お買い
上げの販売店にご依頼くださ
い。
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そのまま使用すると、
火災や感電の原因にな
ります。
p お買い上げの販売店に修理を
依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意
電源コードを熱器具に近
づけない!

禁 止

コードの被覆が溶けて、
火災や感電の原因にな
る恐れがあります。

プラグやコネクターを抜
くときは、コードを引っ
張らない!

禁 止

コ ー ド が 傷 つ き、 火 災
や感電の原因になる恐
れがあります。

p 必ずプラグやコネクターを持
って抜いてください。

本機に乗らない!

禁 止

倒れたり壊れたりして、
けがをする恐れがあり
ます。

油煙や湯気、湿気やほこ
りの多い場所に置かない!

ぬれた手で電源プラグや
コネクターに触れない!

火災や感電の原因にな
る恐れがあります。

感電の原因になる恐れ
があります。

禁 止

禁 止

本機の通風孔をふさがな
い!

本機の上に重い物を置か
ない!

内 部 に 熱 が こ も り、 火
災の原因になる恐れが
あります。

バランスがくずれて落
下 し、 け が を す る 恐 れ
があります。

禁 止

p 風通しの悪い所に押し込まな
いでください。
p テ ー ブ ル ク ロ ス を 掛 け た り、
じゅうたんや布団の上に置か
ないでください。

禁 止

1年に1度ぐらいは、販売
店に内部の掃除の相談を!
本機の内部にほこりが
たまったまま、使用す
ると、火災や故障の原
因になる恐れがありま
す。

お手入れの際は、電源ス
イッチを切り、電源（プ
ラグ）を抜く!
火災や感電の原因にな
る恐れがあります。
電源プラグ
を抜く

移動させる場合は、電源
スイッチを切り、プラグ
を抜き、外部の接続コー
ドを外す!
コ ー ド が 傷 つ き、 火 災
や感電の原因になる恐
れがあります。

個人情報の保護について
本機を使用したシステムで製作された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」
に該当します。※
法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。
※ 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に
該当する事例】をご参照してください。
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設置上のお願い
p 吊り下げおよび横向きでの設置はおやめください。

p 接続ケーブル類は必ず防水型のものをお使いください。

p 本機の取付場所は、本機の重量および積載重量を考慮

p − 20℃以下の寒いところや、＋ 45℃以上の暑いとこ

して、確実に固定できる水平で凸凹のない場所を選ん

ろでは動作が不安定になりますので、設置しないでく

でください。本機が静止時および回転時に揺れたり、ぐ

ださい。

らついたりしないように確実に固定してください。不

p 回転台の電源は、必ず同梱のACアダプターをご使用く

確実な固定や、ボルト類の緩みは製品の脱落、落下に

ださい。（バッテリーなどは使用できません）

よる事故の原因になります。

p ACアダプターヘの電源配線は現地調達となりますの

p 回転台を取り付けるボルトは付属していません。使用

で、本取扱説明書をお読みのうえ、安全に注意して配

するボルトは、十分な強度および屋外使用に十分耐え

線してください。

られる材質のものをお選びください。

p 回転部分を手で回さないでください。落としたり、強

p 最大積載重量は10 kgです。（ハウジングを除く）

い衝撃を与えますと、故障や事故の原因となります。

積載重量が10 kgを超える場合は使用できません。

p ハウジングを含めた回転台が旋回したときに、周囲の

p 回転台の設置が完了してから、ハウジングを取り付け

ものに接触しないように設置し、可動範囲（リミッター）

てください。取付箇所の緩み対策のため、必ず平ワッ

の設定をしてください。

シャー、スプリングワッシャーなどを使って取り付け
てください。

p 回転台側で設置などの作業をしている場合には、絶対
に動作させないでください。

p 設置、接続工事中は、必ずすべての電源を切ってくだ

回転台の動作確認および実際に使用する場合は、必ず

さい。

回転台の回転範囲に人がいないことを確認してくださ

p ACアダプターの電源スイッチはすべての設置、接続工

い。

事が終了し、間違いないことを確認してからONにして

p 厨房など油分の多い場所への設置はおやめください。

ください。

p 下記の付属品をご確認ください。

p ハウジング内部には排気ファンがついています。ファ

品

ンはコントローラーのH/Fボタンから制御できますが、
通常は「ON」でご使用ください。また、動作時にふさ
いだり、通風を妨げたりしないでください。内部に熱
がこもり火災の原因になります。排気ファンは消耗品
ですので、約40,000時間を目安に交換してください。
（交換は必ず販売店へ依頼してください。）
p 設置前のお願い
AW-PH650には、本体部（回転台）やハウジング部に

名

数量

仕

様

1 電源ケーブル

1

約30 m

2 マルチケーブル

1

約10 m

3 カメラケーブル

1

コンバーチブルカメラ用

4 カメラケーブル

1

AK-HC900シリーズ用

5 カメラケーブル

1

AK-HC1500用

6 レンズ保持金具

1

大型レンズ用

7 保持金具用ねじ

2

M5用、M6用

8 保持金具用ワッシャ

2

φ6

9 レンズ用ヒモ

1

約85 cm

機能切換スイッチがあります。

10 カメラ取付スペーサ

1

設置完了後では切り換えが難しい場合がありますので、

11 取付スペーサ用ねじ

4

1/4インチ、長さ13 mm

設置する前に、本書の①ケーブル補償回路の設定（16

12 取付スペーサ用ワッシャ

4

φ6

ページ）、②CPU基板のスイッチ設定（17ページ）、

13 位置決めねじ

1

M5、長さ 8 mm

③ハウジング内のカメラ制御切換スイッチの設定（26

14 ACアダプタ支柱取付板

1

ページ）をご参照のうえ、使用状態に合わせたスイッ

15 支柱取付板用ねじ

4

16 支柱用取付板用ワッシャ

8

φ8

17 六角レンチ

3

M5用、M6用、M8用

18 ハウジング載せフレーム

1

19 載せフレーム用ねじ

4

M5、長さ 30 mm

20 載せフレーム用ワッシャ

8

φ5

21 フィルター

1

22 束線バンド

5

チ設定に切り換えてください。

6

M8、長さ14 mm

約100 mm

設置のしかた（回転台）
■設置上のご注意

■設置のしかた

p 吊り下げおよび横向きの設置はおやめください。

p 落下防止用ワイヤーを取付孔に取り付け、もう片方を
取付ベースなどの丈夫な所に確実に取り付けてくださ

p 回転台取付孔（4箇所）を使用して、長さに十分余裕の

い。

あるボルトで確実に固定してください。

落下防止用ワイヤー取付孔径はφ6.5 mmです。落下

取付孔径はφ10 mmです。φ8 mmのボルトで、長さ

防止用ワイヤー取付ボルトφ6 mm、長さ16 mmのも

に十分余裕のあるものを使用してください。φ8 mmよ

のを使用し、平ワッシャー、スプリングワッシャーと

りも細いボルトは使用しないでください。ボルトは六

ナットで、落下防止用ワイヤーを取り付けてください。

角ボルトまたは、六角孔付きボルトなど、工具で確実

落下防止用ワイヤーは、回転台全体（回転台、ハウジ

に締め付けられるものを使用してください。また、屋

ング、カメラ、ケーブル）の重量に十分に耐えられる

外での使用に十分耐えられる材質および処理のものを

強度のものをご用意ください。

使用してください。
p ボルトと一緒に、緩み防止用の平ワッシャー、スプリ
ングワッシャーなどを必ず使用してください。

＜取付部の寸法＞
単位：mm

170
15

140

15

回転台取付孔
φ10（4箇所）

160
15

15
190
取付ボルト

取付部
取付ベース

落下防止用ワイヤー
取付ボルト
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落下防止用ワイヤー

設置のしかた（ACアダプター）
■設置上のご注意
p 接続ケーブル類は必ず防水型のものをお使いください。
p 設置、接続工事中は、AC電源入力を必ず切っておいてください。
p 電源スイッチはすべての設置、接続工事（ハウジング、回転台も含めて）が終了し、間違いないことを確認してからON
にしてください。
p − 20 ℃以下の寒いところや、＋ 45 ℃以上の暑いところでは動作が不安定になりますので、設置しないでください。

■設置のしかた
 ボルト4本、平ワッシャー、スプリングワッシャー（M8用：付属品）で、ACアダプターの裏側に支柱取付板（付属品）
とベルト（現地調達）を取り付けます。

支柱取付板

ベルト（幅45 mm以下）
スプリングワッシャー

平ワッシャー

ボルト（4本）

 支柱取付板とベルトで、ACアダプターを支柱に取り付けます。

121

200

98
146

8

280

62

支柱
φ200

設置のしかた（ACアダプター）
ケーブルを接続します。（
「接続のしかた」をご覧ください。）
ACアダプターと回転台の距離は、付属の電源ケーブルの長さ（30 m）内にしてください。

回転台へ

AC電源入力

通気口
支柱取付板
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各部の名称と働き
■本体部（回転台）








 

 オプションコネクター [OPTION]

 本体カバー
ケーブル補償回路やランディング特性を変えるときは、

コントローラーのOPTI0Nボタンの制御信号が出力さ

日除けカバーおよび本体カバーを取り外す必要があり

れます。

ます。

ケーブルは必ず防水型のものをご使用ください。
適合コネクターは、多治見無線電機(株)R28-P8M4.8

 把手

です。

回転台を持ち運ぶときや設置時に回転台を持ち上げる

※
※

ケーブルには、フィルター

把手として使用します。

※

（付属品）を取り付ける必

 日除けカバー

要があります。

直射日光を避けるための回転台のカバーです。

※

GND

フィルターは、コネクター

回転アーム

から30 mm以内に取り付

ハウジング載せフレームを取り付けてから、ハウジン

けてください。

グを取り付けます。

フィルターは、テープまた

I/Fコネクター

はチューブなどで防水処置

カメラハウジングのI/Fコネクターと接続します。

をしてください。

※

OPTION
※

※サービス用端子
（ケーブル側より見た図）
ケーブル

落下防止用ワイヤー取付ボルト
30 mm以内

設置時などに、回転台の落下を防ぐために、落下防止

フィルター

用ワイヤーを取り付けるボルトです。

 電源コネクター [POWER]

回転台取付孔（4箇所）

付属の電源ケーブルを接続します。

回転台を設置固定するための取付孔です。

 筐体アース用ボルト

マルチコネクター［MULTI]

システムアース（筐体アース）用電線を接続するボル

付属のマルチケーブルを接続します。

トです。

 同軸コネクター [SDI OUT]

 同軸コネクター [SDI IN]

から入力されたSDl信号などを出力するときに使用し

カメラにSDIカードを取り付け、SDI信号出力コネクタ

ます。

ーと接続します。
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各部の名称と働き
■ハウジング部


＜ハウジング内部＞














 カメラハウジング制御ボード

ワイパーブレード
水滴を拭き取る性能が落ちたら交換してください。

付属のカメラケーブルを接続します。

交換方法：中央部を持ち上げて上方向にブレードを抜

 エアフィルター

き取り、新しいブレードと交換します。交

空気の取り入れ口になります。汚れが目立つときには

換後、ワイパーブレードを保持している2本

交換してください。

のロッドがガラス面と平行になっているこ

（交換は販売店に依頼してください。）

とを確認してください。
（交換は販売店に依頼してください。）

 上カバー開閉ボルト（2箇所）
付属の六角レンチを使用して緩め、上カバーを開けま

 ワイパーユニット

す。

雨などが降って水滴が残っているときに、水滴を拭き
取るために使用します。コントローラーのWIPスイッ

ヒーター

チをONにすると作動します。

コントローラーのH/FスイッチがONのとき、カメラハ
ウジングの内部温度が低下するとON状態になります。

 デフロスター
曇り止めヒーターが蒸着されています。コントローラ

排気ファン

ーのDEFスイッチをONにすると作動し、規定以上の温

コントローラーのH/FスイッチがONのとき、カメラハ

度になるとサーモスイッチによりOFFになります。

ウジングの内部温度が上昇すると作動します。
温度により強弱の2動作をします。

 ハウジング取付レール

カメラの温度が上昇すると、性能に悪影響をおよぼす

本体部の回転アームに取り付けるハウジング載せフレ

ので、ONでご使用ください。

ームに合わせて載せ、スライドさせます。

把手

 ハウジング取付ねじ孔（2箇所）

カメラハウジングを持ち運びするときに使用します。

本体部の回転アームに取り付けたハウジング載せフレ

I/Fコネクター

ームについているハウジング固定ボルトで固定します。

本体部のI/Fコネクターと接続します。
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各部の名称と働き
■ACアダプター部
＜ ACアダプター内部＞ 

 







 DC電源ユニット

カバー

AC電源入力（AC100 V）を供給すると、DC15 V

カバー固定ねじ

10 A（MAX）を出力します。

事をします。閉じるときは、カバーを閉じ、固定ねじ2

2箇所を緩めてカバーを開き、接続工

箇所を必ず確実に締めてください。

 電源スイッチ [POWER ON/OFF]

ねじ締め付けが不十分ですと、故障などの原因になる

DC電源ユニットに、AC電源を供給するスイッチです。

場合がありますので、ドライバーで必ず締め付けてく

使用中はONにしておきます。

ださい。

 ヒューズホルダー／ヒューズ

AC電源入力端子盤

DC電源ユニット保護用のヒューズです。溶断時はDC

AC電源入力を接続する端子盤です。

電源ユニットの異常が考えられますので、販売店にご

（AC100 V 50/60 Hz 120 W）

相談ください。

ACアダプター取付ねじ孔（4箇所）

電源表示LED

ACアダプターを支柱などに取り付ける場合は、このね

電源スイッチが [ON] のとき、赤く点灯します。

じ孔に付属の支柱取付板を取り付けます。

電源スイッチが [OFF] のときは消灯します。

 DC出力コネクター [DC15V OUT]

カバー固定ねじ（2箇所）

付属の電源ケーブルで本体部の電源コネクター

安全のため必ず工事終了後、このねじを締め付け、カ

[POWER] と接続します。

バーを閉じてください。

 通気口
 AC電源入力ケーブル [AC IN]
AC電源入力ケーブルです。固定ブッシュで保持してい
ます。
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各部の名称と働き
■付属ケーブル部
<マルチケーブル> (VEEB0133)




 24P 丸型防水プラグ（オス）

G/L IN BNCジャック
ゲンロック信号入力端子です。

本体部のマルチコネクター [MULTI] に接続します。

接続ケーブルは、BNC同軸ケーブルをご用意ください。

 RJ-45 モジュラープラグ
回転台コントローラーと接続します。

D-SUB 15Pコネクター（オス）

最大1000 mまで延長できます。

マルチパーパスカメラ用コントローラーを接続します。

延長する場合は、市販の中継アダプターを使って、

直接接続する場合は、スタッドを外してご使用くださ

10BASE-Tストレートケーブル（UTPカテゴリー 5）

い。

で延長してください。

ピン番号
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8

 VIDEO OUT BNCジャック
カメラの映像信号出力端子です。
接続ケーブルは、BNC同軸ケーブルをご用意ください。

Y OUT BNCジャック
カメラの映像信号出力端子です。
接続ケーブルは、BNC同軸ケーブルをご用意ください。

Pr OUT BNCジャック
カメラの映像信号出力端子です。
接続ケーブルは、BNC同軸ケーブルをご用意ください。

Pb OUT BNCジャック
カメラの映像信号出力端子です。
接続ケーブルは、BNC同軸ケーブルをご用意ください。
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信号名
−−−
−−−
−−−
−−−
−−−
−−−
−−−
GND
−−−
TXD (C)
−−−
RXD (H)
TXD (H)
RXD (C)
−−−

各部の名称と働き
<電源ケーブル> (VEEB0152)





 7P 丸型防水プラグ（メス）

 7P 丸型防水プラグ（オス）

本体部の電源コネクター [POWER] に接続します。

ACアダプター部のDC出力コネクター [DC 15 V
OUT] に接続します。

<コンバーチブルカメラ用ケーブル> (VEEB0176)





 26P コネクター（オス）

 50P コネクター（オス）

ハウジング部のCAMERA I/Fコネクター

コンバーチブルカメラのCAMERA I/Fコネクター

[CAMERA I/F] に接続します。

[CAMERA I/F] に接続します。

<AK-HC900シリーズ用ケーブル> (VEEB0177)





 26P コネクター（オス）

 D-SUB 15Pコネクター（メス）

ハウジング部のCAMERA I/Fコネクター

AK-HC900シリーズのI/Fコネクター [CAMERA I/F]

[CAMERA I/F] に接続します。

に接続します。

<AK-HC1500用ケーブル> (VEEB0178)





 26P コネクター（オス）

 高密度D-SUB 15Pコネクター（オス）

ハウジング部のCAMERA I/Fコネクター

AK-HC1500のI/Fコネクター [I/F] に接続します。

[CAMERA I/F] に接続します。
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取り付けかた
■ハウジング載せフレームの取り付けかた
本体部の回転アームにハウジング載せフレーム（付属品）を取り付けます。
 下図のように回転アームにハウジング載せフレームを取り付けます。
ねじは必ず、平ワッシャー、スプリングワッシャー（付属品）と一緒に取り付けてください。
・付属の六角レンチを使って、4本すべてが緩みのないよう確実に取り付けてください。

回転アーム

ハウジング載せフレーム

六角レンチ

＜取り付け状態＞
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取り付けかた
■ケーブル補償回路の設定
回転台とコントローラーを接続した場合の各接続ケーブルの長さは、10BASE-Tストレートケーブル（UTPカテゴリー 5）
および同軸ケーブル（5C-2V）で1000 mまで許容されていますが、500 mを超えて使用する場合は、次の手順でケーブ
ル補償回路をONに設定してください。（出荷時の設定はOFF）
 直射日光を避けるための日除けカバーの取付ねじ（5本）を外し、カバーを外してください。
 回転台本体カバーの取付ねじ（5本）を外し、カバーを外してください。
内部のCOMP基板上のSW1をONにしてください。
本体カバー、日除けカバーを元に戻し、それぞれ取付ねじでしっかりと固定してください。

日除けカバー

本体カバー

COMP基板

<COMP基板＞

ONにする

切換スイッチ

AK-HC910を使用して、HDアナログコンポーネント信号を伝送する場合には、SW2、SW3をHD側にしてください。
このとき、SW1をONにしてもケーブル補償回路は働きませんので、OFFでご使用ください。
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取り付けかた
■CPU基板のスイッチ設定
CPU基板のスイッチSW1、SW2、SW3を次のようにセットしてください。

SW2

SW1

SW3

 SW1（ランディング特性の切換スイッチ）
ソフトランディングの場合

：SW1を左側（RP501）にセットします。
（出荷状態）

ジャストランディングの場合

：SW1を右側（RP605）にセットします。

 SW2
切り換えないでください。DESK TOPのポジションで使用してください。
SW3
切り換えないでください。RS-422のポジションで使用してください。
p スイッチ設定を行うときは、回転台に接続するACアダプターの電源を必ずOFFにして行ってください。
p スイッチ設定は、スイッチを切り換えただけでは変更されません。
スイッチを切り換えた後、再度電源を入れたときに変更されます。
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取り付けかた
■カメラの取り付けかた
 カメラ取付マウントを外します。

 上カバー開閉ボルトを緩めて、上カバーを開けます。
上カバー開閉ボルトを緩める

各カメラをカメラ取付マウントに取り付けます。

支持アームを完全に溝に入れます
※ 支持アームが完全に溝に入るまで上カバーを開けてく

※ 各カメラとマウントの取り付けかたは、次ページ以降

ださい。

を参照ください。

アームの位置が途中の位置では、上カバーのロックが
できないのでご注意ください。
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取り付けかた
<カメラがAW-E350、AW-E650の場合>

<カメラがAW-E750、AW-E860の場合>

 カメラの天面側に取付アダプター （カメラの付属品）

 カメラ取付スペーサに、位置決めねじ

を、カメラに付属のねじ2本で取り付けます。
 カメラ取付スペーサに、位置決めねじ

（付属品）

を取り付けます。

（付属品）

 カメラ取付スペーサを、カメラ天面のファン取付座

を取り付けます。

にねじ

カメラ取付スペーサを、カメラ天面の取付アダプタ
ー （カメラの付属品）にねじ 2本（付属品）で取

カメラ取付マウントをカメラ取付スペーサに、ね
じ 2本、平ワッシャー

り付けます。

、スプリングワッシャー （付

属品）で取り付けます。

をカメラ取付スペーサに、ね
2本、平ワッシャー 、スプリングワッシャー （付

カメラ取付マウント
じ

2本（付属品）で取り付けます。

（カメラ取付マウントの向きは

にしてください。）

レンズをカメラに取り付けます。

属品）で取り付けます。
（カメラ取付マウントの向きは

レンズのフードおよびズームレバーは外してください。

にしてください。）

レンズをカメラに取り付けます。
レンズのフードおよびズームレバーは外してください。














AW-E655の場合とは、カメラ取付マウントの向きが逆になります。
ねじは緩みのないよう工具で確実に締め付けてください。
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取り付けかた
<カメラがAW-E655の場合>

<カメラがAK-HC910の場合>

 カメラ取付スペーサに、位置決めねじ

 カメラ取付マウントに、位置決めねじ1本（付属品）

（付属品）

を取り付けます。

を取り付けます。

 カメラ取付スペーサを、カメラ天面のファン取付座
にねじ

 カメラ取付マウントをカメラ天面のファン取付部
に、ねじ

2本（付属品）で取り付けます。

ャー

カメラ取付マウントをカメラ取付スペーサに、ね
じ

2本、平ワッシャー

1本、平ワッシャー

、スプリングワッシ

（付属品）で取り付けます。（カメラ取付マウン

トの前後方向の向きは、コンバーチブルカメラとは逆

、スプリングワッシャー （付

になります。また、上下の向きは

属品）で取り付けます。
（カメラ取付マウントの向きは

にしてくださ

い。）

にしてください。）

レンズをカメラに取り付けます。

レンズをカメラに取り付けます。

レンズのフードおよびズームレバーは外してください。

レンズのフードおよびズームレバーは外してください。










AW-E750、AW-E860の場合とは、カメラ取付マウントの向きが逆になります。
ねじは緩みのないよう工具で確実に締め付けてください。
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取り付けかた
<カメラがAK-HC1500の場合>
 カメラ取付マウントに、位置決めねじ（付属品）
を取り付けます。
 カメラ取付マウントを、ねじ2本、平ワッシャー
、スプリングワッシャー

（付属品）で取り付けま

す。（カメラ取付マウントの前後方向の向きは、コンバ
ーチブルカメラとは逆になります。また、上下の向きは
AK-HC910とは逆の

にしてください。）

レンズをカメラに取り付けます。
レンズのフードおよびズームレバーは外してください。







AK-HC910の場合とは、カメラ取付マウントの向きが逆になります。
ねじは緩みのないよう工具で確実に締め付けてください。
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取り付けかた
<通常レンズの場合>
 カメラ取付マウントを取り付けたカメラの、カメラ取
付マウントと板ナットの間にハウジングの載せリブを

カメラ取付マウントねじ

挟み、カメラ取付マウントねじで仮固定します。

載せリブ

 カメラおよびレンズとハウジング内部をケーブルで接
続します。
板ナット

接続が完了したらカメラ取付マウントねじを緩め、レ
ンズ先端とガラス内面とをできるだけ近づくよう、カ
メラ全体を移動させます。尚、下記の点にご注意くだ
さい。
(1) ズーム動作による最大繰り出し時に、レンズとガラ
スが当たらない位置にしてください。
(2) ガラス内面とレンズガラス面がほぼ平行になり、ま
たサーモセンサーとレンズが当たらないことを確認
してください。
すべてのセッティングが完了したら、板ナットを矢印
方向に移動させ、板ナットと取付マウントの間に載せ
リブを確実に挟んで、カメラ取付マウントの取付ねじ（4
本）を確実に締め付けてください。
上カバーを閉じて、上カバー開閉ボルト2本を確実に締
め付けてください。

板ナットの移動

ポータブルレンズ（グリップ付きタイプ）は、使用でき
ません。

サーモセンサー
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カメラ取付マウント

取り付けかた
<大型レンズの場合>

カメラ取付マウント・カメラ・大型レンズの組み上り

AK-HC910またはAK-HC1500に、大型レンズを取り付

品を、レンズ先端側よりハウジング内に入れます。

けて、ハウジング内に収納して使用することができます。

レンズの鏡胴部にヒモ（付属品）を引っ掛けハウジン

その場合は、下記の順序に従い、取り付けてください。

グ内に収納してください。このとき、組み上り品を、下
図のように約45°（）ほど傾けて、手前のレンズモー

大型レンズとしては、下記のものを使用してください。

タードライブ部側はハウジングの内側いっぱいに、レ

フジノン（株）製 HA42 × 13.5 BERD

ンズ保持金具は、I/Fコネクター部の前に位置させ、レ

A42 × 13.5 BERD

ンズ前側より斜めに入れます。

キャノン（株）製 HJ40 × 14B IASD-V

レンズ部を収めた後、傾いているカメラ部を元に戻し
()、カメラ取付マウントをハウジングの両側の載せリ

J35e × 15B IASD
以上のレンズ以外は使用できません。

ブに当てがい、板ナットとマウントの間に載せリブを
はめ込みます。

■取り付けかた
 大型レンズのレンズフードおよびズームレバーを取り
外してください。

ヒモ

ズームレバー

レンズ保持金具



レンズモーター
ドライブ部

レンズフード



 レンズの底面にある、レンズサポーター取付ねじにレ
ンズ保持金具（付属品）を取り付けてください。

レンズ保持金具
レンズサポーター取付ねじ
ワッシャー類

取付ねじ
六角レンチ

カメラ取付マウント載せリブ
ハウジングの
I/Fコネクター部

取付ねじ（付属品）は、フジノンレンズ用はM6、
キャノンレンズ用はM5です。
カメラ取付マウントねじ

カメラとレンズを結合させます。

レンズ保持金具
(I/Fコネクターの
前側に入ります。)

カメラの天面に、カメラ取付マウントを取り付けます。
取付方法は、各カメラとマウントとの取り付けかたの
項を参照ください。
カメラ背面のI/F REMOTEコネクターに付属のカメラ
ケーブルを接続してください。
収納後のケーブル接続を簡単にするために、大型レン
ズを使用する場合は、ここで必ずこの接続をしておい
てください。

カメラ取付マウント
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レンズモータードライブ部

取り付けかた
レンズ底面に取り付けた、レンズ保持金具の
がハウジング内の金具受けアングルの

さらに、レンズの中心とガラスの中心が合っているか、

部

ハウジングの前面より見て確認してください。もし、

孔に入って

大きくずれていたら、レンズ保持金具のレンズ上下位

いるかを確認してください。もし入っていない場合には、

置調整ねじを回して、レンズの位置を上または下に移

レンズを少し持ち上げて、もう一度入れ直してください。

動させてください。（レンズの位置は、右に回すと上側
へ、左に回すと下側へ移動します。）

レンズ上下位置調整ねじ

レンズ保持金具
保持金具の

下方向

形状

上方向

レンズ保持金具

金具受けアングル

カメラおよびレンズとハウジング内をケーブルで接続
します。
（接続のしかたの項を参照ください。
）
ガラスを通して
前面より確認

 レンズ先端とガラス内面とは、できるだけ近づけてく
ださい。尚、下記の点にご注意ください。
(1) ズーム動作による最大繰り出し時に、レンズとガラ
スが当たらない位置にしてください。
(2) ガラス内面とレンズガラス面がほぼ平行になり、ま
たサーモセンサーとレンズが当たらないことを確認

レンズの中心とガラスの
中心とが合っているかの確認

してください。
 すべてのセッティングが終わりましたら、カメラ取付
マウントねじ（4本）を確実に締め付けてください。
 上カバーを閉じて、上カバー開閉ボルト2本を確実に締
め付けてください。

サーモセンサー

金具の
部が金具受けアングル
に入り込んでいるかの確認
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取り付けかた
■ハウジングの取り付けかた
 ハウジング底面の取付レール()を、本体側のハウジング載せフレーム()に合わせて載せます。
ハウジングを奥に移動させ、ハウジング側のI/Fコネクター ()を本体側のI/Fコネクター (
さらに、ハウジング載せフレームの下側のロックレバー (

)に矢印方向へ押し込みます。

)を、矢印方向（上側）に移動させ、コネクターを完全に差し

込みます。
※ハウジングの落下防止のため、ハウジング載せフレームの上に載せたハウジングは、すぐにロックレバーを操作して本
体側のI/Fコネクターに完全に差し込んでください。中途半端の状態で載せておきますと、ハウジングが脱落、落下す
る恐れがあります。
 ハウジング載せフレーム()のハウジング固定ボルト（2本）(

)を底面側より手で仮締めし、さらに付属の六角レンチ

で確実に締め付けてハウジングを固定してください。
※固定ボルトの締め付けが不十分ですと、ハウジングが脱落、落下したり、所定の動作、性能が確保できませんので、
2本とも確実に固定してください。










固定ボルト飛び出しあり：締め付け前

固定ボルト飛び出しなし：締め付け後

六角レンチ
で締め付け
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接続のしかた
■ハウジング内のコネクターについて
下図に示すコネクターがハウジング内部にありますので、各カメラの接続説明を確認して接続してください。





 LENS I/F (1) コネクター



CAMERA I/F コネクター

電動レンズユニットのズーム／フォーカス制御用端子

カメラの制御用端子です。AW-PH650に付属のカメラ

です。電動レンズユニットのリモート（ズーム／

ケーブルでカメラREMOTE端子と接続します。

フォーカス）コントロールケーブルを接続します。
カメラ制御切換スイッチ [出荷設定：HRP]
 ND/EXTコネクター

カメラ
コンバーチブルカメラ
AK-HC900シリーズ

電動レンズユニットのNDフィルターやレンズエクステ
ンダー制御用端子です。NDフィルターやレンズエクス
テンダー機能を持つ電動レンズユニットを使用する場

AK-HC1500

合に接続します。

スイッチ設定
HRP
HRP
HRP150から制御 CB400から制御
HRP
CB400

p コンバーチブルカメラを使用する場合は、「HRP」側
でご使用ください。また、AK-HRP150からは制御

 LENS I/F (2) コネクター

できません。コンバーチブルカメラ用のカメラコン

キャノン（株）製IASレンズ、WASレンズ、VASレンズ、

トローラーをご使用ください。

またはフジノン（株）製RDレンズを使用する場合に使

p AK-HC900シリーズを使用する場合は、
「HRP」側

用します。

でご使用ください。また、AW-CB400からは制御で

レンズの下から出るコネクターの位置により、収納で

きません。AK-HRP150をご使用ください。

きないレンズもあります。ご確認ください。

p AK-HC1500を使用する場合は、使用するカメラコ
ントローラーによりスイッチを切り換える必要があ

LENS I/F (2) 制御切換スイッチ [出荷設定：Fujinon]

ります。AK-HRP150から制御する場合は、
「HRP」

使用するレンズに合わせてLENS I/F (2) 制御切換スイ

側で、AW-CB400から制御する場合は、
「CB400」

ッチを切り換えてください。

側でご使用ください。

Fujinon ：フジノン（株）製 RDレンズ
Canon ：キャノン（株）製 IASレンズ、WASレンズ、
VASレンズ
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接続のしかた
■カメラとハウジングの接続
1. コンバーチブルカメラとの接続
 接続には付属のカメラケーブルをご使用ください。
 同軸ケーブル（約1 m）はご準備ください。（太さ3C-FB相当）
接続が完了したら、ケーブルを束線バンド（付属品）で束ねて、ヒーターやファンに近づかないようにしてください。

コンバーチブルカメラ用ケーブルを
CAMERA I/Fコネクターに接続

レンズからのZOOM/FOCUSケーブルを
LENS I/F (1)コネクター に接続

同軸ケーブル

レンズからのケーブル接続
（長いケーブル）

ハウジングの
SDI IN
コネクターへ

レンズへ

レンズケーブル
カメラ側のI/F REMOTE
コネクターに接続

I/F REMOTEコネクター
レンズケーブル接続（IRIS)
同軸ケーブル接続（SDI OUT)
AW-E750
AW-E860

AW-E650
AW-E350

AW-E655

SDI信号を出力する場合は、カメラにSDIカードを取り付ける必要があります。
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接続のしかた
2. AK-HC910シリーズとの接続
接続をしやすくするために、カメラ側のI/F REMOTEコネクターを先に接続してから、カメラを収納してください。
（特に大型レンズをご使用の場合には、収納する前に必ず接続してください。）
 接続には付属のカメラケーブルをご使用ください。
 同軸ケーブル（約1 m）はご準備ください。（太さ3C-FB相当）
接続が完了したら、ケーブルを束線バンド（付属品）で束ねて、ヒーターやファンに近づかないようにしてください。

AK-HC910用ケーブルを
CAMERA I/Fコネクターに接続

レンズからのZOOM/FOCUSケーブルを
LENS I/F (1)コネクター に接続

同軸ケーブル

レンズからのケーブル接続（長いケーブル）

ハウジングの
SDI IN
コネクターへ

カメラ側のI/F REMOTEコネクターに接続

BREAKER
ZOOM/
FOCUS

レンズケーブル接続
（カメラ前面のIRIS)

1
SDI OUT
2

同軸ケーブル接続
(SDI OUT)

I⁄F

AK-HC910
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I/F REMOTE
コネクター

接続のしかた
3. AK-HC1500との接続
接続をしやすくするために、カメラ側のI/F REMOTEコネクターを先に接続してから、カメラを収納してください。
（特に大型レンズをご使用の場合には、収納する前に必ず接続してください。）
 接続には付属のカメラケーブルをご使用ください。
 同軸ケーブル（約1 m）はご準備ください。（太さ3C-FB相当）
接続が完了したら、ケーブルを束線バンド（付属品）で束ねて、ヒーターやファンに近づかないようにしてください。

AK-HC1500用ケーブルを
CAMERA I/Fコネクターに接続

レンズからのZOOM/FOCUSケーブルを
LENS I/F (1)コネクター に接続

同軸ケーブル

レンズからのケーブル接続（長いケーブル）

ハウジングの
SDI IN
コネクターへ

レンズへ

レンズケーブル
カメラ側のI/F REMOTEコネクターに接続

同軸ケーブル
接続（SDI OUT)

レンズケーブル
接続（IRIS)

AK-HC1500

29

I/F REMOTE
コネクター

接続のしかた
■AK-HC1500をAW-CB400から
制御する場合の注意事項

■ACアダプターの接続
p あらかじめ取り付けられているAC電源入力ケーブルを
外してください。

AK-HC1500は、AK-HRP150の プ ロ ト コ ル お よ び

p ケーブルは現地調達となります。屋外用防水型ケーブ

AW-CB400のプロトコルに対応していますが、出荷時は

ルをご使用ください。

AK-HRP150のプロトコルに設定されています。

p ケーブル容量は、十分余裕のあるものをご使用くださ

AW-CB400を使ってAK-HC1500を制御する場合は、

い。
（AC 100 V、2 A 以上）

以下の手順に従い、AK-HC1500のプロトコルを

p AC電源入力ケーブル用ゴムブッシュを通し、雨水や水

AK-HRP150からAW-CB400に切り換えてください。

滴が浸入しないよう、しっかり締めてください。
[適合ケーブルの太さ：φ6.5 〜φ8.5 (mm)]

●設置前にプロトコルを切り換える場合

p 電源ライン（N、L）は、端子台に取り付けてください。

AK-HC1500の取扱説明書を参照し、プロトコルを切

p アースライン（FG）は、アースねじ（
てください。

り換えてください。

）で取り付け

●設置後にプロトコルを切り換える場合
①本書『取り付けかた』に従って設置します。
②カメラハウジングの上カバー開閉ボルト（2箇所）を
緩め、上カバーを開けます。
③ACアダプター部の電源スイッチをONにします。
④AK-HC1500の電源がONになりましたら、
AK-HC1500の取扱説明書を参照し、プロトコルを
切り換えます。
AC IN

（SETTINGメニューの「PROTOCOL」を「4」に
切り換えます。）
⑤ACアダプター部の電源スイッチをOFFにします。

DC15 V
OUT

FG
N
L
AC電源ケーブル

ゴムブッシュ
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接続のしかた
■コンバーチブルカメラを使用する場合の接続例

マルチファンクションコントローラー
AW-RP655

MULTI
SDI
OUT

10BASE-Tストレートケーブル
（UTPカテゴリー 5）

POWER

屋外回転台
AW-PH650

ACアダプター
AW-PS505A
D-SUB 15ピン

RJ-45中継アダプター

Pr

ケーブル補償器
AW-RC400

VまたはY
現地調達

G/L

Pb

ACアダプター
AW-PS505A
10BASE-Tストレートケーブル
（UTPカテゴリー 5）

モニター

コントローラーとして、AW-RP555を使用することもできます。
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接続のしかた
■マルチパーパスカメラを使用する場合の接続例
カメラコントローラー
AK-HRP150

MULTI
SDI
OUT

POWER

屋外回転台
AW-PH650

D-SUB
15ピン

RJ-45中継アダプター

マルチファンクションコントローラー
AW-RP655

Pr
Y
現地調達

10BASE-Tストレートケーブル
（UTPカテゴリー 5）

Pb

G/L入力

ACアダプター
AW-PS505A

モニター

p AK-HC910を使用する場合の注意事項
AK-HC910は、HD-SDI信号とY/PB/PR信号が出力可能ですが、Y/PB/PR信号を本線として使用する場合は、
SDI IN/OUT端子は接続しないでください。
HD-SDI信号を本線として使用する場合のみ、SDI OUT端子を接続してください。

<アイリスの制御について>
アイリス動作

AW-RP655

AK-HRP150

AUTO

AUTO

AUTO

AK-HRP150 MANUAL

AUTO

MANUAL

AW-RP655 MANUAL

MANUAL (※)

ー

※プリセットおよびトレーシングメモリーを使用する際は、
「MANUAL」でご使用ください。

p AK-HRP150とAW-RP655のアイリス制御は連動していないため、制御するコントローラーを切り換えた後、最初に
操作する際に大きく変化することがあります。
p AW-RP655の「IRISインジケーター」は、カメラからアイリスのデータを取り込める場合のみ表示でき、取り込めな
い場合には「CLOSE」表示または何も表示しませんが、アイリスの制御に支障はありません。
p AK-HC1500を使用する場合、Y/PR/PBからは何も出力されません。
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リミッターについて
使用する前に、必ずリミッター（可動範囲）の設定を行ってください。
設置場所によっては、可動範囲内に障害物がありカメラが接触する場合があ
ります。
カメラが障害物に接触していると故障や事故の原因になります。
このような場合、障害物の手前でリミッターを設定することにより接触を防
ぐことができます。
リミッターの設定は、マルチファンクションコントローラー（AW-RP655）
の操作により行います。
リミッターの位置は、可動範囲の上限・下限・左端・右端の4箇所が設定で
きます。
一度設定されたリミッター位置は、電源を切っても消えません。

■リミッターの設定
p 可動範囲の上限位置の設定

p 可動範囲の右端位置の設定

1. コントローラーを操作し、上限位置としたい位置まで

1. コントローラーを操作し、右端位置としたい位置まで
カメラを回転します。

カメラを回転します。

2. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/

2. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/

PRESET MEMORYボ タ ン の45

PRESET MEMORYボタンの47 を押してください。
3. TRACING/PRESET MEMORYボタンの41 [LIMIT

い。
3. TRACING/PRESET MEMORYボタンの41 [LIMIT

ON] が点灯すると設定完了です。

ON] が点灯すると設定完了です。

4. コントローラーを操作し、上限位置が正しく設定され

4. コントローラーを操作し、右端位置が正しく設定され

たか確認してください。

たか確認してください。
p 可動範囲の下限位置の設定
1. コントローラーを操作し、下限位置としたい位置まで
カメラを回転します。
2. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/
PRESET MEMORYボタンの46 を押してください。
3. TRACING/PRESET MEMORYボタンの41 [LIMIT
ON] が点灯すると設定完了です。
4. コントローラーを操作し、下限位置が正しく設定され
たか確認してください。
p 可動範囲の左端位置の設定
1. コントローラーを操作し、左端位置としたい位置まで
カメラを回転します。
2. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/
PRESET MEMORYボ タ ン の44

を押してくださ

を押してくださ

い。
3. TRACING/PRESET MEMORYボタンの41 [LIMIT
ON] が点灯すると設定完了です。
4. コントローラーを操作し、左端位置が正しく設定され
たか確認してください。
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リミッターについて
■リミッターの解除

■リミッターの再設定

設定されているリミッター位置を以下の操作で解除するこ

｢リミッターの設定」と「リミッターの解除」の操作は、

とができます。

同一操作で交互に機能します。
再設定をするには、現在設定されている設定を解除して再

p 可動範囲の上限位置の解除

度設定することになります。

1. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/
設定されているリミッター位置を以下の操作で再設定する

PRESET MEMORYボタンの47 を押してください。
2. TRACING/PRESET MEMORYボタンの50 [LIMIT

ことができます。

OFF] が点灯すると解除完了です。
1. 再設定したいリミッター位置の設定を、
「リミッターの
p 可動範囲の下限位置の解除

解除」で解除してください。

1. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/

2. ｢リミッターの設定」で、リミッター位置を設定してく
ださい。

PRESET MEMORYボタンの46 を押してください。
2. TRACING/PRESET MEMORYボタンの50 [LIMIT
OFF] が点灯すると解除完了です。
p 可動範囲の左端位置の解除
1. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/
PRESET MEMORYボ タ ン の44

を押してくださ

い。
2. TRACING/PRESET MEMORYボタンの50 [LIMIT
OFF] が点灯すると解除完了です。
p 可動範囲の右端位置の解除
1. コントローラーのOKボタンを押したまま、TRACING/
PRESET MEMORYボ タ ン の45

を押してくださ

い。
2. TRACING/PRESET MEMORYボタンの50 [LIMIT
OFF] が点灯すると解除完了です。
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消耗品の交換
■電池の交換
電池の寿命は、約5年です。
本機は、プリセット位置やリミッターなどのデータを記憶しています。これらのデータは、電源を切っても保存されていま
すが、内蔵の電池が寿命となった場合は、電源を切るとデータが失われます。
電池が効力を失った場合は、電池を交換してください。（使用電池は、二酸化マンガンリチウム電池CR2032です。
）

■取り外しかた
 日除けカバー取付ねじ(5本)を外し、カバーを外します。
 本体カバー取付ねじ(5本)を外し、カバーを外します。
図の

矢印方向に電池を押し、電池を引き抜きます。

■取り付けかた
 新しい電池の＋側を下にして、先端を

矢印方向からホルダーに入れ、押し込みます。

 本体カバー、日除けカバーを各々ねじ5本で取り付けます。

日除けカバー

本体カバー

リチウム電池
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消耗品の交換
■モーターの交換
動作に支障がある場合は、交換してください。
交換については、販売店にご相談ください。

■ベルトの交換
プリセット停止精度が劣化した場合は、交換してください。
交換については、販売店にご相談ください。

■ギヤの交換
プリセット停止精度が劣化した場合は、交換してください。
交換については、販売店にご相談ください。

モーターやギヤおよびベルトは、消耗品です。
定期的な交換が必要です。
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外形寸法図
単位：mm

■本体部

237

149

511

333

213

170
190
4-φ10孔
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140

170

160

外形寸法図
単位：mm

■ハウジング部

685

266

48

246
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外形寸法図
単位：mm

■ACアダプター部

200
146

98

62

4-M8ナット

200

121

280

10

22
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※ケーブル長は、めやすです。実際のシステムに合わせて作成してください。

ハウジング内のLENS I/F2
へ接続

10136-3000VE
10336-52F0-008

ケース

：住友3M製

コネクター ：住友3M製

キャノン（株）製 IAS、WAS、VASレンズ（アナログドライブ）の場合

ケーブル長：約420 mm以上

カメラのIRISコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12P(73)

ケーブル長：約500 mm以上

レンズケーブルへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12S(73)

ケーブル長：約800 mm以上

レンズのZOOMコネクターへ接続

コネクター：多治見無線製 R01-01P9-8M

ケーブル長：約800 mm以上

レンズのFOCUSコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 SR30-10PE-6P(74)

ケーブル仕様
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※ケーブル長は、めやすです。実際のシステムに合わせて作成してください。

ハウジング内のLENS I/F2
へ接続

10136-3000VE
10336-52F0-008

ケース

：住友3M製

コネクター ：住友3M製

キャノン（株）製 IASD、WASD、VASDレンズ（デジタルドライブ）の場合

ケーブル長：約420 mm以上

カメラのIRISコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12P(73)

ケーブル長：約500 mm以上

レンズケーブルへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12S(73)

ケーブル長：約800 mm以上

レンズの
ZOOM/FOCUSコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR25-9P-20P(72)

ケーブル仕様

42

※ケーブル長は、めやすです。実際のシステムに合わせて作成してください。

ハウジング内のLENS I/F2
へ接続

10136-3000VE
10336-52F0-008

ケース

：住友3M製

コネクター ：住友3M製

フジノン（株）製 RDレンズの場合

ケーブル長：約420 mm以上

カメラのIRISコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12P(73)

ケーブル長：約500 mm以上

レンズケーブルへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10J-12S(73)

ケーブル長：約800 mm以上

レンズのZOOMコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10P-12P(73)

ケーブル長：約800 mm以上

レンズのFOCUSコネクターへ接続

コネクター：ヒロセ電機製 HR10A-10P-12P(73)

ケーブル仕様

定

格

電源電圧：

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力：

120 W
は安全項目です。

使用温度範囲

： − 20 ℃〜＋ 45 ℃

使用周囲湿度

： 30 ％〜 90 ％（結露なきこと）

適合防水規格

： lPX4

重量

： 本体部

：約19 kg

ハウジング部

：約18 kg

ACアダプター部 ：約4.2 kg
外形寸法（幅C高さC奥行） ： 本体部

：237C511C213 mm（突起部除く）

ハウジング部

：246C314C685 mm（突起部除く）

ACアダプター部 ：200C131C280 mm（突起部除く）
仕上げ

： AVアイボリー塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色）

対応コントローラー

： AW-RP605A、AW-RP605、AW-RP655、AW-RP555、AK-HRP150

対応力メラ

： AW-E860、AW-E750、AW-E655、AW-E650、AW-E350、AW-E800A、
AW-E600、AW-E300A、AW-E300、AK-HC900シリーズ、AK-HC1500

【本体部】
ゲンロック入力

： BNCジャック（24P丸型防水コネクター）

カメラ映像出力

： VIDEO ：BNCジャック（24P 丸型防水コネクター）、75 Ω出力

ブラックバースト、コンポジットVIDEOまたは3値SYNC
Y

：BNCジャック（24P 丸型防水コネクター）
、75 Ω出力

Pr/C

：BNCジャック（24P 丸型防水コネクター）
、75 Ω出力

Pb

：BNCジャック（24P 丸型防水コネクター）
、75 Ω出力

SDl

：同軸防水型コネクター（C15型）

回転台コントロール

： RJ-45 モジュラープラグ（24P 丸型防水コネクター）、RS-422

カメラコントロール

： AWシリーズ：RJ-45 モジュラープラグ（24P 丸型防水コネクター）、RS-422
AKシリーズ：D-SUB 15ピン（24P 丸型防水コネクター）、RS-422

ハウジング接続I/F

： リボンコネクター 50ピン

機能／性能
最大積載重量

： 10 kg（ハウジングを除く）

パン範囲

： 320 °（約±160 °）以上

チルト範囲

： ＋ 50 °、− 95 °以上

最大動作速度

： 20 ° /s

リピータビリティ

： ±5

騒音レベル

： NC40以下

以下

【ハウジング部】
適用レンズ

： AW-LZ17MD9、AW-LZ16MD73、AW-LZ16AF7、AW-LZ16MD55、

ヒーター

： ON/OFF可、約5 ℃以下でON

HA42C13.5BERD、A42C13.5BERD、HJ40C14B IASD-V、J35eC15B IASD
ワイパー

： ON/OFF可

デフロスター

： ON/OFF可、約40 ℃以上でOFF

ファン

： ON/OFF可、約20 ℃以上でON

最大積載重量

： 10 kg（カメラ＋レンズ）
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保証とアフターサービス （よくお読みください）
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■修理を依頼されるとき
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連
絡ください。

■保証書（別添付）

ご連絡いただきたい内容

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お
買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読
みのあと、保管してください。

製品名

屋外回転台

品番

AW-PH650N

お買い上げ日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
■補修用性能部品の保有期間 8 年
当社は、この屋外回転台の補修用性能部品を、製造打
ち切り後8年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する

年

故障の状況

月

日

できるだけ具体的に

 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき
ます。
 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望によ
り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み

ために必要な部品です。

をご参照のうえ、ご相談ください。
 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に

かかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。
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