
技術資料・システム構築例
ご不明な点がございましたら、当社営業担当へお問い合わせください。

45



46

光ケーブル
HD-SDI 映像信号

システム構築例

AC100V

RS-485 制御信号

HD-SDI 映像信号 HD-SDI（or HDMI）※1

PTC-250Ⅱ-HDSDI～システム接続例（基本例－Ａ ： 伝送距離 １００ｍ以内）

システムコントローラ
PTC-032CB AC100V

：電源/制御ライン
：ネットワークライン

＜各接続ライン説明＞
：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：光ケーブル

HDモニタ
PTC-250Ⅱ-HDSDI

HD-SDI信号の伝送距離は、規格上１００ｍ以内とし、それ以上の場合はEthernetや光伝送
による長距離伝送を推奨します。
※1）HD-SDI → HDMIは変換器が必要となります。

AC100V

RS-485 制御信号

HD-SDI 映像信号

RS-485 制御信号

HD-SDI（or HDMI）※1
Ethernet

PTC-250Ⅱ-HDSDI～システム接続例（基本例－Ｂ ： 長距離伝送 Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）

HD-SDI
シリアル制御信号対応

エンコーダ

システムコントローラ
PTC-032CB

※ ソフト変更が必要となります。
AC100V

HDモニタ
PTC-250Ⅱ-HDSDI

（PTC-１１３Ⅱ-ＨＤＳＤＩ も同様）

（PTC-１１３Ⅱ-ＨＤＳＤＩ も同様）

（PTC-１１３Ⅱ-ＨＤＳＤＩ も同様）

HD-SDI（or HDMI）※1

RS-485 制御信号 RS-485 制御信号

PTC-250Ⅱ-HDSDI～システム接続例 （基本例－C ： 長距離伝送 光伝送）

システムコントローラ
PTC-032CB AC100V

HDモニタ
PTC-250Ⅱ-HDSDI

【光伝送】
・HD-SDI映像信号とRS-485制御信号を光伝送ユニット経由で、長距離伝送することが可能と
  なります。
  光伝送ユニットおよび、光ケーブルの仕様（マルチ・シングル）の条件により伝送距離は異なり
  ます。（別途ご相談ください）
  ※1）HD-SDI → HDMIは変換器が必要となります。

ENC

光伝送
ユニット

光伝送
ユニット

HD-SDI
シリアル制御信号対応

デコーダ

DEC

AC100V

【Ethernet伝送】
　エンコーダ入力
　　・HD-SDI（or HDMI）接続
　　・RS-485（or RS-232C）接続
　デコーダ出力
　　・HD-SDI（or HDMI)出力映像をモニタへ接続
　　　※1）HD-SDI → HDMIは変換器が必要となります。
　　・RS-485（or RS-232C→RS-485変換  PTC-RS03A：P25）をPTC-032CBへ接続
注）エンコーダ・デコーダの機種により接続方法は異なります。
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システム構築例

AC100V

PTC-113Ⅱ-HDIP（ＬＡＮモデル）～システム接続例

：光ケーブル

＜各接続ライン説明＞
：ネットワークライン
：電源ライン

PTC-113Ⅱ-HDIP
(LANモデル)

AC100V

PTC-113Ⅱ-HDIP-OPT
(LAN  光一体型モデル)

接続機器及び設置環境等の影響により、伝送距離が短くなる場合も
ありますので予めご了承をお願いします。

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ

光ケーブル

PTC-113Ⅱ-HDIP-OPT（LAN  光一体型モデル）～システム接続例（伝送距離最大 30km）

PTC-113Ⅱ-HDIP-OPT
・光メディアコンバータ  一体型モデル（オプション）
・カメラ～最大30km
　光ケーブルにすることで長距離伝送が可能となります。
　※ 30km以上でご使用する場合、別途ご相談ください。

スイッチングハブ

スイッチングハブ

メディア
コンバータ

ビューワーＰＣ
カメラ1台のライブ映像閲覧のみの
場合はIEで閲覧可能です。
（IE：Internet Explorer®）

SMF(シングルモード）1芯
（最大30km）

デュアルモニタ対応

ビューワーＰＣ
（+ビューワーソフト）

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
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システム構築例

AC100V

PTC-113Ⅱ-HDIP（ＬＡＮモデル）～システム接続例（応用接続[マルチベンダー対応]例）

AC100V

AC100V

AC100V

ビューワーソフト（KxViewPro）のマルチベンダー機能により、
他社製ネットワークカメラもサポート。
既存システムの増設、更新が容易となります。
注）ビューワー用ＰＣ1台毎にビューワーソフトが必要となります。

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ

HDMI接続

光ケーブル

HDモニタ
(FULL-HD映像大画面出力）

スイッチングハブ

メディア
コンバータ

エンコーダ

SMF(シングルモード）1芯
（最大30km）

NTSC 映像信号

RS-485 制御信号

ビューワーＰＣ
（+ビューワーソフト）

デュアルモニタ対応

ビューワーＰＣ
（+ビューワーソフト）

：電源ライン
：ネットワークライン

＜各接続ライン説明＞
：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：光ケーブル

防水LANコネクタを採用し、ネットワークカメラを収納。
カメラの外部接点出力を利用しワイパー制御可能。
※ネットワークカメラはビューワーソフト対応製品が条件

・デュアルモニタ対応：
　２台のモニタを使用し多様な組み合わせができます。
・再生画面 / ライブ分割画面を２台のモニタを使用し、
　同時表示
・ライブ分割画面を２台のモニタへ別々の分割画面を
　表示など

Ｄプロトコル（オプション）＋エンコーダと組み合わせる
ことで接続可能。

PTC-113Ⅱ-HDIP-IR
（LANモデル)

CH-1740FDHW-IP（受注製作品）

PTC-113Ⅱ-HDIP-OPT
（LAN  光一体型モデル）

PTC-113Ⅱ
（Dプロトコル）

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
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【PTCカメラ ～ PTC周辺機器組み合わせ時の接続距離について①】

PTC-118 PTC-301HG
最大1.2km

S

PTC-118 PTC-113Ⅱ

PTC-113Ⅱ システムコントローラ
PTC-032CB

PTC-301HG

最大1.2km

最大1.2km

S

システムコントローラPTC-032CBを3箇所で使用し、シングルカ
スケード接続する場合は、RS-485ラインで接続となる機器全体
で最大1.2kmとなります。

PTC-118 PTC-113Ⅱ PTC-301HG

最大1.2km

S

PTC-118 PTC-113Ⅱ PTC-301HG

S

PTC-RSHUB16を追加することにより、RS-485シリアル制御ラインを
最大各1.2km／1台とし、制御距離延長が可能です。
図はHUBのリピータモード（カスケード接続）ですが、スイッチングモー
ド（スター配線接続）時も同様です。

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

最大1.2km

ポイント

ポイント

システムコントローラPTC-032CB
はRS-485接続で最大3台（3箇所）
まで連結使用可能です。（条件付）ポイント

PTC-032CB（1台） ～ 最遠カメラ間（RS-485 シングルカスケード接続）

PTC-032CB（1～3台） ～ 最遠カメラ間（RS-485 シングルカスケード接続）

PTC-032CB（1～3台） ～ PTC-RSHUB16 ～ 最遠カメラ間
（PTC-RSHUB16 ～ RS-485［リピータモード］ シングルカスケード接続）

S

V

RS-485通信制御用

映像用（同軸多重含む）

サージプロテクトユニット：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

＜各接続ライン説明＞

システム構築例

システムコントローラ
PTC-032CB

システムコントローラ
PTC-032CB
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【PTCカメラ ～ PTC周辺機器組み合わせ時の接続距離について②】

PTC-032CB（1～3台） ～ PTC-MCX08 ～ 最遠カメラ間
（PTC-MCX08～各PTCカメラ間は映像/制御を同軸ケーブル1本で接続します）

PTC-032CB（1～3台） ～ PTC-RSHUB16（1台） ～ PTC-MCX08（1～31台） ～ 最遠カメラ間
（最大延長として最遠カメラまで、5C-2V：3.6km）※但し、PTC-MCX08より最大1.2km

同軸多重ユニット
PTC-MCX08

システムコントローラ
PTC-032CB

システムコントローラ
PTC-032CB

最大1.2km

各カメラ間 最大1.2㎞

接続カメラ台数
PTC-MCX08は8台のカメラ接続可能です。
また、PTCカメラ以外にもNTSCカメラ信号をスルー出力する事が可能です。

最大制御距離　5C-2V（7C-2V）:1.2km
ポイント

同軸多重ユニット PTC-MCX08は、RS-485シリアル制御ラインで
機器接続可能となります。
最遠コントローラから最遠PTC-MCX08 間は最大1.2kmの範囲
内で接続が可能となり、32台カスケード接続ができます。（カメラ接
続台数は254台まで）

ポイント

同軸多重ユニット
PTC-MCX08

最大1.2km 最大1.2km

V

ポイント

固定カメラなどNTSC出力カメラ
をPTC-MCX08に接続し、PTC-
032CBより固定カメラを選択する
とモニタへ映像出力することが可
能です。

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

各カメラ間 最大1.2km

RS-485分配器 PTC-RSHUB16を組合せることで、
PTC-032CB ～ PTC-MCX08間を最大1.2km ⇒ 2.4kmへ延長可能。

ポイント

：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

＜各接続ライン説明＞

NTSCカメラ

PTC-118

PTC-301HG

PTC-113Ⅱ

NTSCカメラ

PTC-113Ⅱ

PTC-301HG

PTC-118

＜注意事項＞
1．各カメラはミカミ製品を組み合わせたシステムの場合となります。
2．使用可能なPTCカメラは下記になります。
　　・PTC-301HG／CH-PTC301HG／PTC-113Ⅱ／PTC-118
　　・PTC-EP-RC200
　　※全てミカミPTCプロトコル製品となります。
　　※旧製品（PTC-203／PTC-103HU／PTC-107／PTC-117）も組み合わせ可能です。
　　　但し、同軸多重制御の場合、PTC-203はご使用できません。
3．PTC-MCX08 同軸多重制御の最大距離について
　  設置環境により、最大距離が補償できない場合があります。（ノイズ環境など）

S

V

RS-485通信制御用

映像用（同軸多重含む）

サージプロテクトユニット

システム構築例

V

注）同軸多重制御器はHD-SDIカメラとの組合せは出来ません。
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【PTCカメラ ～ PTC周辺機器組み合わせ時の接続距離について②】

PTC-032CB（1～3台） ～ PTC-MCX08 ～ 最遠カメラ間
（PTC-MCX08～各PTCカメラ間は映像/制御を同軸ケーブル1本で接続します）

PTC-032CB（1～3台） ～ PTC-RSHUB16（1台） ～ PTC-MCX08（1～31台） ～ 最遠カメラ間
（最大延長として最遠カメラまで、5C-2V：3.6km）※但し、PTC-MCX08より最大1.2km

同軸多重ユニット
PTC-MCX08

システムコントローラ
PTC-032CB

システムコントローラ
PTC-032CB

最大1.2km

各カメラ間 最大1.2㎞

接続カメラ台数
PTC-MCX08は8台のカメラ接続可能です。
また、PTCカメラ以外にもNTSCカメラ信号をスルー出力する事が可能です。

最大制御距離　5C-2V（7C-2V）:1.2km
ポイント

同軸多重ユニット PTC-MCX08は、RS-485シリアル制御ラインで
機器接続可能となります。
最遠コントローラから最遠PTC-MCX08 間は最大1.2kmの範囲
内で接続が可能となり、32台カスケード接続ができます。（カメラ接
続台数は254台まで）

ポイント

同軸多重ユニット
PTC-MCX08

最大1.2km 最大1.2km

V

ポイント

固定カメラなどNTSC出力カメラ
をPTC-MCX08に接続し、PTC-
032CBより固定カメラを選択する
とモニタへ映像出力することが可
能です。

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

各カメラ間 最大1.2km

RS-485分配器 PTC-RSHUB16を組合せることで、
PTC-032CB ～ PTC-MCX08間を最大1.2km ⇒ 2.4kmへ延長可能。

ポイント

：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

＜各接続ライン説明＞

NTSCカメラ

PTC-118

PTC-301HG

PTC-113Ⅱ

NTSCカメラ

PTC-113Ⅱ

PTC-301HG

PTC-118

＜注意事項＞
1．各カメラはミカミ製品を組み合わせたシステムの場合となります。
2．使用可能なPTCカメラは下記になります。
　　・PTC-301HG／CH-PTC301HG／PTC-113Ⅱ／PTC-118
　　・PTC-EP-RC200
　　※全てミカミPTCプロトコル製品となります。
　　※旧製品（PTC-203／PTC-103HU／PTC-107／PTC-117）も組み合わせ可能です。
　　　但し、同軸多重制御の場合、PTC-203はご使用できません。
3．PTC-MCX08 同軸多重制御の最大距離について
　  設置環境により、最大距離が補償できない場合があります。（ノイズ環境など）

S

V

RS-485通信制御用

映像用（同軸多重含む）

サージプロテクトユニット

システム構築例

V

注）同軸多重制御器はHD-SDIカメラとの組合せは出来ません。

【PTC-032CB ～ RS-485 シリアル制御】

RS-232Cシリアル入力

PCなど

映像出力は各カメラからの

モニタダイレクト接続イメージ
モニタ

屋内カメラ

屋外カメラ

ドーム型プリセット旋回カメラ
PTC-301HG

屋外用ドーム型
プリセット旋回カメラ
CH-PTC301HG

屋外用小型一体型
旋回カメラ
PTC-113Ⅱ

屋外用中型一体型
旋回カメラ
PTC-118

屋外用防爆一体型
旋回カメラ
PTC-EP-RC200

※終端ON

RS-485シリアル制御
（カスケード接続）

各カメラの
映像ライン

モニタ

モニタ

モニタ

モニタ

モニタ

モニタ

モニタ

※2

※1

S

V

V

S

VV

V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

映像処理
映像分配/録画装置
などへ接続

・PTC-032CB～32台のカメラ接続が可能です。
・PTC-032CBはRS-232C 制御入力が可能。
　タッチパネル操作やPC制御などに対応可能です。
・PTC-032CB～最遠カメラ間（※1～※2間）
RS-485カスケード接続で最大1.2km（最遠カメラの終
端はONとなります）
・PTC-032CBは3台（3箇所）まで接続が可能です。
※操作権については後押し優先となります。
※但し、操作性としてカメラに一番近いものと比べ、遠くなるコントローラ
からの指令は多少遅延が発生します。

※コントローラを3台接続する場合は、最遠コントローラ～最遠カメラ間
まで最大1.2km以内となります。但し、HUBを使用した場合は最遠コ
ントローラ～ HUB間まで最大1.2kmとなります。

・PTC-032CBから33台以上制御する場合は下記製品を
使用することで可能となります。（最大254台）
また、接続機器の構成により接続距離も延長可能です。

　①PTC-RSHUB16（RS-485制御）

　②PTC-MCX08（同軸多重制御）

HUB/MCX などを組み合わせてご使用される場合は
別途ご相談ください。

ポイント

ポイント
PTC-301HGを接続する
場合、KIT-301RJ01をご
利用いただくと設置工事な
どが簡単になります。
※PTC-301HGの制御入力は
RJ45コネクタ接続です。外部
配線接続時などにもご利用可
能です。

カスケード接続例
：シリアル通信制御ライン
：映像ライン

＜各接続ライン説明＞
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

システム構築例

サージプロテクトユニット
RS-485ライン用 映像／同軸多重ライン用

S V

用途に合わせてご使用ください。各機器接続ラインへ配置することでサージ
（誘導雷）に対しての保護は効果的となります。
但し、サージユニットは消耗品となります。誘導雷の規模や大きさ、回数により
寿命が左右されますのでご承知の程お願いします。
※電源用に関しましては、ご用意しておりません。システム物件ごとに異なりま
すのでシステムに合わせてご検討ください。

システムコントローラ
PTC-032CB

（注：HD-SDIカメラ除く）

（注：HD-SDIカメラ除く）



52

【PTC-RSHUB16を使用した接続例①】

モニタ

屋内カメラ

屋外カメラ

ドーム型プリセット旋回カメラ
PTC-301HG

屋外用ドーム型
プリセット旋回カメラ
CH-PTC301HG

屋外用小型一体型
旋回カメラ
PTC-113Ⅱ

屋外用中型一体型
旋回カメラ
PTC-118

屋外用防爆一体型
旋回カメラ
PTC-EP-RC200

※終端ON

映像出力は各カメラからのモニタダイレクト接続イメージ

映像出力は
各カメラからの
モニタダイレクト
接続イメージ

モニタ

※3

※3

※3

※3

※1

※2

※2

※1

※3

S

S

V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

リピータモード
各ポートよりカメラを複数台（カスケード）接続す
ることが可能。
カメラ増設時工事が容易になります。ポイント

KIT-301RJ01

ポイント
PTC-301HGを接続する
場合、KIT-301RJ01をご
利用いただくと設置工事な
どが簡単になります。
※PTC-301HGの制御入力は
RJ45コネクタ接続です。外部
配線接続時などにもご利用可
能です。

AC100V

KIT-301RJ01

AC100V

KIT-301RJ01

AC100V

KIT-301RJ01

AC100V

KIT-301RJ01

S

S S

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

RS-485入力（標準出荷時）
RS-232C入力（切替により設定可能）
※RS-485にてHUBをカスケード接続可

リピータモード：カスケード配線接続例

RS-485シリアル制御
（カスケード接続）

：シリアル通信制御ライン
：映像ライン

＜各接続ライン説明＞
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

システム構築例

システムコントローラ
PTC-032CB

各カメラの
映像ライン V

サージプロテクトユニット
RS-485ライン用 映像／同軸多重ライン用

S V

用途に合わせてご使用ください。各機器接続ラインへ配置することでサージ
（誘導雷）に対しての保護は効果的となります。
但し、サージユニットは消耗品となります。誘導雷の規模や大きさ、回数により
寿命が左右されますのでご承知の程お願いします。
※電源用に関しましては、ご用意しておりません。システム物件ごとに異なりま
すのでシステムに合わせてご検討ください。

（注：HD-SDIカメラ除く）
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※2

※1

【PTC-RSHUB16を使用した接続例②】

モニタ

屋内カメラ

屋外カメラ

ドーム型プリセット旋回カメラ
PTC-301HG

映像出力は各カメラからのモニタダイレクト接続イメージ

映像出力は各カメラからのモニタダイレクト接続イメージ

モニタ

※1

※2

※3

※3

V

V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

RS-485
シリアル制御

AC100V

AC100V

スイッチングモード
各ポートよりカメラ1台のみ接続することが
可能。（スター配線接続）
カメラ IDを変更することなく接続可能です。
（全てのカメラ ID＝1、終端 ON）
※HUB側で各カメラ ID 設定となります。

ポイント

【最大接続距離】
・PTC-032CB ～ PTC-RSHUB16 間：1.2km（※1）
  （PTC-032CB　3台の場合を含む） 
・PTC-RSHUB16 ～ PTC-RSHUB16 間：1.2km（※2）
・PTC-RSHUB16 ～ 最遠カメラ間：1.2km（※3）

KIT-301RJ01

RS-485分配器
PTC-RSHUB16

RS-485入力（標準出荷時）
RS-232C入力（切替により設定可能）
※RS-485にてHUBをカスケード接続可

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※3

S

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

KIT-301RJ01

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

カメラID=1/終端ON

スイッチングモード：スター配線接続例 ：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

＜各接続ライン説明＞

S

V

RS-485通信制御用

映像用（同軸多重含む）

サージプロテクトユニット

システム構築例

屋外用ドーム型
プリセット旋回カメラ
CH-PTC301HG

屋外用小型一体型
旋回カメラ
PTC-113Ⅱ

屋外用中型一体型
旋回カメラ
PTC-118

屋外用防爆一体型
旋回カメラ
PTC-EP-RC200

システムコントローラ
PTC-032CB
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システム構築例

【PTC-032CB ～ 同軸多重ユニット】

屋内カメラ

屋外カメラ

ドーム型プリセット旋回カメラ
PTC-301HG

各社NTSC仕様
固定カメラなど
（PTC-MCX08と接続可能です）

屋外用ドーム型
プリセット旋回カメラ
CH-PTC301HG

屋外用小型一体型
旋回カメラ
PTC-113Ⅱ

屋外用中型一体型
旋回カメラ
PTC-118

屋外用防爆一体型
旋回カメラ
PTC-EP-RC200
※同軸多重制御:
　オプション対応

映像信号のみ

録画装置（DVR）／映像分割器
（スイッチャー）など分割出力用

RS-485シリアル制御

映像スルーアウト出力

※2

※1

※1

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

カメラ電源

AC100V

AC100V

AC100V

ポイント

ポイント

【最大接続距離】
・ PTC-032CB ～ PTC-MCX08 間：1.2km（※1）
　PTC-032CB 及び PTC-MCX08 を複数台接続する場合は、
　各最遠設置距離が1.2km以内となります。
・PTC-MCX08 ～ 各カメラ間（5C-2V）：1.2km（※2）
注1）7C-2Vの場合でも1.2kmです。
注 2）設置環境により制御距離が異なる場合があります。

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※終端ON

※終端ON

※終端ON

※終端ON

※終端ON

※終端ON

※終端ON

注）PTC-MCX08とPTC-SCX01Cを組み合わせ使用する場合、PTC-SCX01Cを最終段に接続してください。

シリアル／同軸コンバータ
ユニット（1ch用）
PTC-SCX01C

or　／　and

カメラ選択映像表示用モニタ
（操作対象カメラ映像出力）
※PTC-MCX08使用時

分割映像表示用モニタ

同軸多重制御ライン（同軸ケーブル）
5C-2V(7C-2V):1.2km
下記、注1・注2）にご注意ください。

PTC-032CBからカメラ選択
　→選択したカメラ映像出力

ポイント

屋内／屋外固定カメラなど
NTSC映像のみ使用可能
※電源重畳カメラの接続は不可

：シリアル通信制御ライン
：映像ライン
：電源ライン
：同軸多重制御ライン

＜各接続ライン説明＞

同軸多重制御接続例

S

V

RS-485通信制御用

映像用（同軸多重含む）

サージプロテクトユニット

同軸多重ユニット（8ch用）
PTC-MCX08

上記 2機種共
RS-485 入力（標準出荷時）
RS-232C入力（切替により設定可能）

システムコントローラ
PTC-032CB

※分割映像出力が必要な場合は別途、
　映像分割装置等が必要となります。

注）PTC-113Ⅱ-HDSDI ／ PTC-113Ⅱ-HDIP は同軸多重制御の接続はできません

V
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 【PCU-97接続例】

PCU-97接続例

※本システムを構成する場合、
　カスタマイズが必要となります。
別途ご相談ください。

※RS-485特殊コマンド

※PTC-032CB
 　　　 or 
　　 PC制御

制御信号（制御距離 約100ｍ）

※ 下記製品はプリセット対応改造品が対象です
例１）電動旋回台　PTH-5-10-PSR

カメラハウジングCH-3500-2C（PS）
プリセット電動ズームレンズ

例２）電動旋回台　PTH-17-10C-PSR
カメラハウジングCH-1600（PS） 
プリセット電動ズームレンズ 

※投光器のON/OFF 制御可能
※ズームレンズのアイリス（オート/リモート）切り替え可能
　（但し、該当するレンズによります）

※PC 制御の場合 PCU-97 との外部接続
I/F は RS-232Cとなります。
　なお、RS-422 ならびに RS-485 に
よる制御を行う場合は、別途シリアル変
換器をご使用ください。

映像ライン（モニタへ）

PCＵ-97

PTC-032CB

※PTC-032CBから、一部操作
　できない項目があります。AC100V

AC100V

AC100V

システム構築例

システム接続例

水中カメラハウジング
UC-SD200

水中ケーブル

制御ボックス
CB-SH50

モニタ

AC100V

制御ケーブル

（シリアル制御）

リモートコントローラ
OP-SU60

（写真はカメラ2台用です）

5C-2V

【水中カメラシステム】

AC100V


