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仕様書

１．品名  屋外ドーム型プリセット旋回カメラ 
 
２．型式  ＣＨ－ＰＴＣ３０１ＨＧ－Ｎ１０ 型 
 
３．概要   本旋回カメラは、屋外の様々な場所で使用するために、ドーム型のハウジングに、

旋回機能付カメラを一体化構成した製品です。ハウジング内部には、外気温からカメ
ラを保護するヒーター及びファンが装備されております。 
リモコンからの制御方式は、RS-485 制御及び同軸多重制御の２way 制御方式です。 
旋回動作は高速でさらに水平動作はエンドレス回転機構で死角のない監視が可能です。 

 
４．構成  一式の構成は下記によります。 

１） 屋外ドーム型プリセット旋回カメラ本体   １式 
２） カメラハウジング固定用取付ネジ類    １式 
３） ケーブル中継用ターミナル（電源・制御用）   １式 
４） 取扱説明書      １ 
５） 梱包箱       １ 

 
５．仕様・性能 

１） 一般仕様 
ａ．設置条件 屋外一般 
   注）降雨時はドームに雨滴が付着し画像が見えにくくなる場合があります。 

また、ドームに汚れが付着し画質が低下する場合がありますので、 

ドームの定期清掃をお願いいたします。 

ｂ．設置方法 ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞのｱｰﾑ部を垂直な壁面に取り付けします。 
注）ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ回路を有していますのでｱｰｽﾗｲﾝは、必ず接地してください。 

ｃ．周囲温度 -40℃～+50℃（0℃以下は連続通電時）  
ｄ．湿度範囲 90％以下（ただし結露ないこと） 
ｅ. 防水性  IP66 に準じる（ただしｹｰﾌﾞﾙ中継個所は除く） 
ｆ. 使用電源 AC100V±10％ 50/60Hz 
ｇ．消費電力 通常 18W   最大 50W  
ｈ. 電気的耐力 絶縁抵抗：DC500V にて 5MΩ以上 
   耐電圧：AC1000V 50/60Hz 1 分間 
   注）ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ回路を有しているので絶縁・耐圧試験を実施しないでください。 
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ｉ．ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ動作 ﾋｰﾀｰ動作  ｻｰﾓｽｲｯﾁによる自動動作 
   ﾌｧﾝ動作  常時 ON 
ｊ．耐風圧特性 最大瞬間風速 60m/s では非破壊。40m/s では動作。 
ｋ．外形  図 06A0500-5306 によります。 
ｌ．外観仕上 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ部 ABS 樹脂 ﾏﾝｾﾙ 5Y8/1 近似色ﾂﾔ有 
   壁取付ｱｰﾑ部 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂 ﾏﾝｾﾙ 5Y8/1 近似色ﾂﾔ有 
   ﾄﾞｰﾑ部  ｸﾘｱ（透明）が標準。ｵﾌﾟｼｮﾝでｽﾓｰｸ色あり 
ｍ．質量  5.5 ｋｇ 
ｎ．映像出力 NTSC   VBS 1.0V(p-p)/75Ω 
ｏ．同期方式 RS-485 時 内部/電源同期 

同軸制御時 内部同期 
ｐ．制御方式 RS-485 又は同軸多重制御（自動切換え） 
   工場出荷時は終端抵抗を ON に設定 
   終端抵抗 ON にする場合は、本体内部ｽｲｯﾁで設定 

RS-485 は 半 2重,9600bps,ﾃﾞ-ﾀ 8,ﾊﾟﾘﾃｨ 0,ｽﾄｯﾌﾟ 1 ﾋﾞｯﾄ 
ｑ．ｶﾒﾗｱﾄﾞﾚｽ 001～255 
ｒ．接点入力 2 系統 無電圧ﾒｲｸ接点入力 

開放電圧 DC24V / 短絡電流 5mA 以下 
ｓ．接点出力 2 系統 ﾘﾚｰ出力 

耐電圧 DC24V / 許容電流 500mA 以下 
ｔ．ｶﾒﾗ/ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ID 各 8 文字（英字,記号,ｶﾀｶﾅ、漢字 101 種類） 
ｕ．ﾌﾟﾘｾｯﾄﾒﾓﾘ- 255 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 
ｖ．ｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽ接続 図 06A0500-5307 によります。 
ｗ．外線接続 壁面取付ｱｰﾑ底面から出ている各ｹｰﾌﾞﾙを工事側の配線に 

それぞれ接続します。 
ｹｰﾌﾞﾙ長： 取付ｱｰﾑ底面から 約 500mm 
電源ﾗｲﾝ： VCTF 0.75SQ（中継用ﾀｰﾐﾅﾙ付） 
制御/映像ﾗｲﾝ： 複合ｹｰﾌﾞﾙ 
  制御ﾗｲﾝ AWG28（中継用ﾀｰﾐﾅﾙ付） 
  映像ﾗｲﾝ 同軸ｹｰﾌﾞﾙ（BNC-J 付） 

 
ｘ．梱包等   図 06A0500-5308 によります。 
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２） カメラ機能 
ａ．信号方式 NTSC 
ｂ．撮像素子 1/4 型 CCD 
ｃ．有効画素数 約 38万画素 
ｃ．解像度  水平 520TV 本以上 (中心部) 
ｄ．S/N 比  50dB 
ｅ．最低被写体照度 カラー高感度機能 OFF(1/60s)時 1.0  lx 
   カラー高感度機能 ON(1/4s)時 0.1  lx  
   白黒 高感度機能 ON(1/4s)時 0.01 lx  
   ※WIDE 端、F1.4、50IRE の場合 
ｆ．逆光補正 ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸ/ON/OFF 
ｇ．ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ 46dB(逆光補正:ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸ時) 
ｈ．高感度機能 白黒ﾓ-ﾄﾞ、ｽﾛ-ｼｬｯﾀ-ﾓ-ﾄﾞ(最大 32 倍) 
ｉ．ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ ATW/AWB 
ｊ．ﾌﾘｯｶﾚｽ  自動補正 
ｋ．同期方式 内部同期/ﾗｲﾝﾛｯｸ（60Hz） 
 
 
 

３） レンズ機能 
ａ．ｽﾞ-ﾑ倍率 光学 35 倍 電子ｽﾞｰﾑ 12 倍 (最大 35×12=420 倍） 
ｂ．実効焦点距離 ｆ=3.4～119 ㎜ 
ｃ．実効画角 水平 約 55.8°(W)～約 1.7°(T) 
   垂直 約 43.3°(W)～約 1.3°(T) 
ｄ．最大口径比 F1.4(W)～F4.2(T) 
ｅ．ｽﾞｰﾑ動作速度 ﾏﾆｭｱﾙ 4 段階 
   ﾌﾟﾘｾｯﾄ 最高速 
ｆ．ﾌｫ-ｶｽ動作速度 ﾏﾆｭｱﾙ 4 段階 
   ﾌﾟﾘｾｯﾄ 最高速 
ｇ．ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ/ｽﾄｯﾌﾟ AF/連続 
ｈ．合焦距離 無限～1000mm(T)～300mm(W) 
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４） 旋回台機能 
ａ．旋回角度 水平 360°ｴﾝﾄﾞﾚｽ 
   垂直 +6°～-90°(直下)～-186° 
ｂ．旋回速度 水平 ﾏﾆｭｱﾙ 0.1～150°/s  ﾌﾟﾘｾｯﾄ 420°/s 
   垂直 ﾏﾆｭｱﾙ 0.1～150°/s  ﾌﾟﾘｾｯﾄ 420°/s 
 

５） その他の機能 
ａ．ｲﾆｼｬﾙ動作 電源 ON 時に旋回部及びｶﾒﾗ部の初期化の動作を行います。初

期化終了後、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ番号 1の位置に移動します。 
ｂ．ｵ-ﾄﾊﾟﾝ動作 任意に設定した PAN の左右 2点間を往復動作します。 
   動作ｽﾋﾟ-ﾄﾞと停止時間の変更も可能です。 
ｃ．ﾌﾟﾘｾｯﾄ動作 最大 255ヶ所の位置を記憶出来ます。
   また、ｶﾒﾗﾒﾆｭ-を使用することにより各ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ毎にﾀｲﾄﾙ表示

やｶﾒﾗの詳細設定が可能です。
ｄ．ｼ-ｹﾝｼｬﾙ動作 任意に設定したﾙ-ﾄﾊﾟﾀ-ﾝ(最大 10 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝで 4 ﾊﾟﾀ-ﾝ)の各ﾎﾟｼﾞ

ｼｮﾝを順次移動していきます。また、ﾙ-ﾄ設定したﾎﾟｼﾞｼｮﾝをﾗ
ﾝﾀﾞﾑに選択して移動することも可能です。移動ｽﾋﾟ-ﾄﾞや各ﾎﾟ
ｼﾞｼｮﾝ間の停止時間も変更が可能です。その他にﾒﾓﾘ-した全て
のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを順次実行も可能です。

ｅ．ﾘﾌﾚｯｼｭ動作 任意に設定した時間で 1 週間毎にｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ部の清掃と原点
補正を兼ねてｲﾆｼｬﾙ動作をします。

ｆ．OSD ﾒﾆｭ-表示 ｶﾒﾗ設定及びﾀｲﾄﾙ設定、その他の機能などがﾒﾆｭ-より設定可能
です。

ｇ．ﾄﾚ-ｽ動作 PAN/TILT/ZOOM/AF の操作した動きを記憶（最大 10 分間
で、2 ﾊﾟﾀｰﾝ）して、その動きを再現することが可能です。

   ※動作の再現ですが、動作位置についてはズレる可能性があります。

   ※操作量が多い場合、記憶時間が短くなります。

ｈ．ｵ-ﾄﾌﾘｯﾌﾟ動作 TILT 動作移動量が、直下をすぎた場合、画像を正規の映像
に反転させます。

ｉ．ﾌﾘ-ｽﾞﾌﾟﾘｾｯﾄ ﾌﾟﾘｾｯﾄ移動前の映像を静止画として出力し移動終了後に現
在の映像を出力する機能です。

ｊ．ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼﾏｽｷﾝｸﾞ ある位置の特定個所をﾏｽｸして見えないようにする機能です。
ﾏｽｸは最大 8個まで設定が可能です。※操作方法・角度によって
は見えてしまう可能性があります。ﾏｽｸは大きく設定してください。 

１画面に表示できるマスク数は 4個です。
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６） 各部消耗品について 
次ぎの部品は消耗品です。寿命時間を目安に交換が必要です。なお寿命時間は、
使用環境、使用条件によって変わります。消耗品の交換は、保証期間内であって
も有料となります。
ａ．レンズ  ：1,200,000 動作 
    ※白黒切替フィルタの機構部は、100,000 動作 
ｂ．スリップリング ：1,200,000 回転 
ｃ．モ－タ－ ：12,000,000 回転 
ｄ．駆動ユニット ：12,000,000 回転 
ｅ．ファン  ：50,000 時間
 

７） 注意事項 
ａ．リフレッシュ動作に使用する時計機能の日時は、ご購入時点では初期状態で設定されてい

ません。リフレッシュ動作をご使用する場合は、お客様にて日時の設定をお願いいたします。 

また、電源が長時間（2時間程度）通電されていない場合も、設定した日時が初期状態に戻

り、リフレッシュ動作も OFF になります。メンテナンス時や停電など電源が切れた場合は、

ご注意ください。 

ｂ．強い衝撃や振動の多い所でご使用されると、カメラの位置ズレが発生する場合があります。

その際は、カメラの電源リセットなどの初期化動作または、リフレッシュ動作の設定をお

願いいたします。また、風や振動等の影響で画像が揺れることがあります。設置場所によ

り揺れ量が異なりますので、揺れ量を重視される場合は事前に設置場所の確認をすること

をお勧めします。 

ｃ．外来サージ対策に関して、本カメラはサージプロテクタ回路を有してますが、次の点につ

いて、ご注意ください。 

・アースライン（FG）は、必ず大地へ接地してください。 

・全ての外来サージに対して有効ではありません。 

・保証期間内であってもサージによる故障は有償修理となります。 

・絶縁・耐圧試験を行うことは出来ません。 

ｄ．水平付近より上方向でご使用の場合、ケース上部及びドーム成型上ラインが映りこみます。

また、成型上ラインと被写体が重なる場合は、ピントが合いにくくなりますので、予めご

了承ください。 
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進藤岡田変更2007.5.10

適合電線ｻｲｽﾞ
単線/撚線

BNC同軸プラグ

F.G.

AC100V(N)

AC100V(L)

中継用ターミナル

映像ライン

VIDEO

J1

RS485(A)

RS485(B)

GND

IN-2

サージ保護回路

サージ保護回路

サージ保護回路

サージ保護回路

VIDEO GND

RS-485 DRIVER

インターフェース接続図

CH-PTC301HG

GND

VIDEO SIG

AC100V(L)

AC100V(N)

F.G.

サージ保護回路

サージ保護回路

OUT-1

COM-1

OUT-2

COM-2

RS485(A)

RS485(B)

制御ライン

TM2P TM2S

TM1P TM1S

電源ライン

IN-1

AWG24-12

BNC同軸ジャック

GNDとF.G.（ボディ-）は、絶縁されています。

CH-PTC301HG-N10

AWG28-16

適合電線ｻｲｽﾞ
単線/撚線

F.G.を接地していただくことでサージ回路が機能いたします。
本機器は、サージ回路を内蔵しております。

中継用ターミナル
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