
For instructions on how to operate this Remote Camera Controller and 
how to establish its settings, refer to the “Operations and Settings” manual 
(PDF file) which can be found on the CD-ROM supplied with the camera.

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

Operating Instructions <Basics>

Remote Camera Controller

Model No.  AW-RP50N

3TR006515BAA
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 Safety precautions

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.

For CANADA

WARNING:
 THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

To ensure safe operation, the three-pin plug must 
be inserted only into a standard three-pin power 
point which is effectively earthed through the 
normal household wiring.
Extension cords used with the apparatus must 
have three cores and be correctly wired to 
provide connection to the earth.  Wrongly wired 
extension cords are a major cause of fatalities.
The fact that the apparatus operates satisfactorily 
does not imply that the power point is earthed or 
that the installation is completely safe.  For your 
safety, if you are in any doubt about the effective 
earthing of the power point, please consult a 
qualified electrician.

 indicates safety information.

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.

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.

WARNING:
•  TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR 

ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS 
APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

•  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.

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

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.

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.

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.

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

A warning that an apparatus with CLASS 1 
construction shall be connected to a MAINS 
socket outlet with a protective earthing connection.
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 indicates safety information.

 1) Read these instructions.

 2) Keep these instructions.

 3) Heed all warnings.

 4) Follow all instructions.

 5) Do not use this apparatus near water.

 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.

 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 grounding-type 
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.

 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.

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

 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.

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

 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.

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.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safety precautions
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 The manual of this Remote Camera Controller (hereafter, “the unit”) is divided into two manuals: one is 

the <Basics> (this manual), and the other is the <Operations and Settings> (CD-ROM).
Before installing the unit, be sure to read the <Basics> to ensure that the unit is installed correctly.
 This manual explains how to install the unit, and it details the network connection and setting 

procedures.
For details on how to operate the unit and select its settings, refer to the “Operating Instructions 
<Operations and Settings>” (PDF file) on the CD-ROM supplied with the unit.
To read PDF files, you will need Adobe® Reader® which is available from Adobe Systems.
 For the purposes of this manual, the model numbers of the units are given as listed in the table below.

Model number of unit Model number given in 
manual Model number of unit Model number given in 

manual

AW-HS50N AW-HS50 AW-E860N AW-E860

AW-HE50HN AW-HE50 AW-PH360N AW-PH360

AW-HE50SN AW-HE50 AW-PH400P AW-PH400

 AW-HE100N AW-HE100 AW-PH405N AW-PH405

AW-HE870N AW-HE870 AW-PH650N AW-PH650

AW-E350P AW-E350 AW-IF400G AW-IF400

AW-E650P AW-E650 AK-HC1500G AK-HC1500

AW-E750P AW-E750 AK-HC1800G AK-HC1800

 In these instructions, the phrases “pan-tilt head and camera combination” and “camera integrated with a pan-
tilt head” are both referred to collectively as “remote camera” except in places where specific equipment is 
mentioned.

Basic operations of the unit ...................................16

Basic operations for the menus .............................17
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Setting the unit ......................................................18

Connections .............................................................21

Example of IP connections ...................................21
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Se tting the IP addresses automatically 
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Ch anging the IP addresses of the camera numbers 
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Changing the IP address of the switcher ..............34

Clearing the IP address control tables ..................34
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Appearance ..............................................................37

Specifications ..........................................................38
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 Before use

  Overview
This unit is a controller which is designed to control 
remote cameras (cameras integrated with pan-tilt 
heads) and pan-tilt head systems (which consist of 
pan-tilt heads and the cameras which are mounted on 
them).
By means of an IP connection, an operating 
environment where the unit is tied in with the 
AW-HE50 HD integrated camera and AW-HS50 
compact live switcher is achieved.
When IP connections are used, the unit can be used 
to control up to 100 remote cameras.
When serial connections are used, up to five remote 
cameras and pan-tilt head systems can be controlled.

  Trademarks and registered 
trademarks
 Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 and 

Internet Explorer are either registered trademarks 
or trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and other countries.
 Intel and Intel Core are trademarks or registered 

trademarks of Intel Corporation in the United States 
and other countries.
 Adobe and Reader are either registered trademarks 

or trademarks of Adobe Systems Incorporated in 
the United States and/or other countries.
 Other names of companies and products contained 

in these Operating Instructions may be trademarks 
or registered trademarks of their respective owners.

  About copyright and licence
Distributing, copying, disassembling, reverse 
compiling, reverse engineering, and also exporting in 
violation of export laws of the software provided with 
this unit are expressly prohibited.

  Concerning the ratings 
display

The unit’s name, model number and electrical ratings 
are indicated on its bottom panel.

  Disclaimer of warranty
IN NO EVENT SHALL Panasonic System Networks 
Co., Ltd. BE LIABLE TO ANY PARTY OR ANY 
PERSON, EXCEPT FOR REPLACEMENT OR 
REASONABLE MAINTENANCE OF THE PRODUCT, 
FOR THE CASES, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO BELOW:

  ANY DAMAGE AND LOSS, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION, DIRECT OR INDIRECT, 
SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY, 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THE 
PRODUCT;

  PERSONAL INJURY OR ANY DAMAGE 
CAUSED BY INAPPROPRIATE USE OR 
NEGLIGENT OPERATION OF THE USER;

  UNAUTHORIZED DISASSEMBLE, REPAIR OR 
MODIFICATION OF THE PRODUCT BY THE 
USER;

  INCONVENIENCE OR ANY LOSS ARISING 
WHEN IMAGES ARE NOT DISPLAYED, DUE 
TO ANY REASON OR CAUSE INCLUDING ANY 
FAILURE OR PROBLEM OF THE PRODUCT;

  ANY PROBLEM, CONSEQUENTIAL 
INCONVENIENCE, OR LOSS OR DAMAGE, 
ARISING OUT OF THE SYSTEM COMBINED 
BY THE DEVICES OF THIRD PARTY;

  ANY INCONVENIENCE, DAMAGES OR 
LOSSES RESULTING FROM ACCIDENTS 
CAUSED BY AN INADEQUATE INSTALLATION 
METHOD OR ANY FACTORS OTHER THAN A 
DEFECT IN THE PRODUCT ITSELF;

  LOSS OF REGISTERED DATA CAUSED BY 
ANY FAILURE;

  ANY DAMAGES, CLAIMS, ETC. DUE TO 
LOSS OR LEAKAGE OF THE SETTING DATA 
SAVED ON THIS UNIT OR IN A PERSONAL 
COMPUTER.

  Network security
As you will use this unit connected to a network, your 
attention is called to the following security risks.

  Leakage or theft of information through this unit
  Use of this unit for illegal operations by persons 

with malicious intent
  Interference with or stoppage of this unit by 

persons with malicious intent

It is your responsibility to take precautions such as 
those described below to protect yourself against the 
above network security risks.

 Use this unit in a network secured by a firewall, etc.
 If this unit is connected to a network that includes 

PCs, make sure that the system is not infected by 
computer viruses or other malicious entities (using 
a regularly updated antivirus program, anti-spyware 
program, etc.).
 Refrain from connections that use public lines.
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 Characteristics
Compact design
 The unit features a compact design with its half-

rack size width (210 mm [8-1/4˝]) and its 4RU size 
(177 mm [6-15/16˝]) depth.
The unit is the same size as the AW-HS50 compact 
live switcher (option), and when the switcher is 
placed alongside the unit, the two units are housed 
in the full rack width.

IP connection and serial connection supported

IP connection

 Up to 100 remote cameras(1) can be controlled 
through a network hub (switching hub).
 Using the unit’s automatic IP setting function, 

the IP addresses of the remote cameras(1) 
and switcher(2) can be assigned and controlled 
automatically.

1: Camera supported: AW-HE50
2: Switcher supported: AW-HS50

 Up to five units can be connected to the 
same network to control the remote cameras 
simultaneously.
 Using the Setup Software provided by the camera 

controller, it is possible to set the IP addresses of 
the remote cameras and switchers from a PC via 
the camera controller.

Serial connection

 Up to five remote cameras or pan-tilt head systems 
can be controlled.

Easy to operate the cameras
 The pan, tilt, zoom, focus and iris operations of the 

cameras can be easily performed from the unit.
 The gain, shutter, detail, white balance and black 

balance adjustments can be performed on the unit’s 
LCD menu. (The adjustment items and range differ 
depending on the cameras connected.)

Easy to operate the preset memory data of the 
pan-tilt heads
 Up to 100 sets of preset memory data of the pan-tilt 

heads can be registered and then recalled later.

Function for linkup with the switcher using IP 
connection
 By linking the unit with one AW-HS50 compact 

live switcher using an IP connection to make 
the connection between them, a highly efficient 
operating environment is achieved.

Camera information display

 The camera setting information (such as the lens 
iris and gain setting) imported by the unit can be 
shown on the AUX image output from the switcher 
or on the split-screen display multi view display.

Tally information imported

 The switcher’s ON AIR tally information is imported, 
and the tally indicators (above the CAMERA 
STATUS/SELECTION buttons) on the panel are 
lighted.

Bus material selection

 The switcher’s bus materials can be selected from 
the unit.
By pressing the CAMERA STATUS/SELECTION 
button, these materials can be switched.

Control buses supported: AUX, PVW, PinP, KEY-F

Using a single-step action to operate one of these 
buttons, the switcher’s multi view screen can be 
switched to a full-screen display on which to show 
the camera images. (Focus assist function)

Control buses supported: AUX

Parameter changes

 Using the unit’s PAN/TILT lever or ZOOM button, 
the PinP position and other parameters of the 
switcher can be changed.
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 Pan-tilt heads and cameras supported

 Remote cameras supported (cameras integrated with a pan-tilt head)
AW-HE100, AW-HE50

 Pan-tilt heads supported
AW-PH360, AW-PH405, AW-PH650, AW-PH400 (AW-IF400 required)

 Cameras supported (must be combined with the pan-tilt head supported)
AW-HE870, AW-E860, AW-E750, AW-E650, AW-E350, AK-HC1500, AK-HC1800

 Prior to use, be absolutely sure to set the movement ranges (limiters).
 When serial connections are used for the unit and remote cameras or pan-tilt head systems, the cables 

can be extended up to 1000 meters (3280 ft.).

Notes

In these instructions, the phrases “pan-tilt head and camera combination” and “camera integrated with a pan-
tilt head” are both referred to collectively as “remote camera” except in places where specific equipment is 
referred to.

 Accessories
Check that the following accessories are present and accounted for.

Operating Instructions <Basics> (this manual)  .......... 1

CD-ROM  .................................................................... 1
  Operating Instructions <Basics>
  Operating Instructions <Operations and 

Settings>
  Setup Software

AC adapter  ................................................................ 1

Power cable  ............................................................... 1
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 Required personal computer environment
Run the software that is provided with the switcher on a host computer which satisfies the following specifications.

CPU Intel® CoreTM2 DUO 2.4 GHz or faster recommended

Memory Windows® XP:
 512 MB or more
Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® 7:
 1 GB or more

Network function 10BASE-T or 100BASE-TX

Image display 
function

Resolution: 1024  768 pixels or more
Color generation:  True Color (24 bits or more)

Supported operating 
system

Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, 
Microsoft® Windows® 7

Hard disk drive At least 50 MB of free memory

Other CD-ROM drive
(for using the Operating Instructions and various software)

Adobe® Reader®

(for browsing the Operating Instructions on the CD-ROM)
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 Installation precautions

 In addition to heeding the points presented in the “Safety precautions”, 
observe the following precautions as well.

Be absolutely sure to ask your dealer to do the jobs of installing and connecting the unit.

Connecting the power supply
 Use within AC 100 V to 120 V.
 Be absolutely sure to use only the power cable and AC adapter supplied with the unit.
 The power cable supplied with the unit has a 3-pin plug with a grounding terminal.

Connect it to a 3-pole outlet which has been connected to ground.
 Be absolutely sure to connect the ground terminal (SIGNAL GND) at the rear of the unit to 

the system ground.
 When the unit is not going to be used for a prolonged period of time, turn off its power, and disconnect the 

power plug from the AC outlet.
 To prevent the DC plug from being disconnected, secure the cable of the AC adapter to the cable clamp.

LAN

SV NM

BOOT

12V

POWER
ON

1

Cable clamp
 How to secure the DC plug (side view)

Strap part

  Loosely secure the cable 
clamp.

  Fasten the cable clamp.

Take hold of the strap part, slide 
the cable clamp until it stops 
moving, and then secure it tightly.

Loosely secure the cable clamp 
in the area shown above.
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 Installation precautions

Handle carefully!
 Dropping the unit or subjecting it to strong impact or vibration may cause trouble and/or malfunctioning.

Do not allow any foreign objects to enter inside the unit!
 Allowing water, metal items, scraps of food or other foreign objects inside the unit may cause a fire and/or 

electric shocks.

Choosing the best installation location
 This unit is designed for indoor use only.
 Install the unit on a sufficiently strong, stable and level surface for use.
 Ensure a space of at least 100 mm (3-15/16˝) around the front vents to avoid obstructing ventilation. 

In particular, ensure sufficient space between ventilation and wiring when using mounted in a panel or table.
 Do not install the unit in a manner in which its cables and other accessories can be easily damaged.
 Do not install the unit in a cold place where the temperatures will drop below 0 °C (32 °F) or in a hot place 

where the temperatures will rise above +40 °C (104 °F).
 Avoid installing the unit where it will be exposed to direct sunlight or to the hot air that is blown out from other 

products.
 Installing the unit in a very humid, dusty or vibration-prone location may give rise to trouble.

Ventilation holes
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 Operating precautions
 In addition to heeding the points presented in the “Safety precautions”, 
observe the following precautions as well.

Handle carefully.
Do not drop the product, or subject it to strong shock 
or vibration. 
Do not carry or move the product by the PAN/TILT 
lever. 
This is important to prevent trouble.

Use the product in an ambient temperature of 0 °C 
to +40 °C (32 °F to 104 °F).
Avoid using the product at a cold place below 0 °C 
(32 °F) or at a hot place above +40 °C (104 °F) 
because extremely low or high temperature will 
adversely affect the parts inside.

Power off before connecting or disconnecting 
cables.
Before plugging or unplugging the cables, be sure to 
switch power off.

Avoid humidity and dust.
Avoid using the product at a humid, dusty place 
because much humidity and dust will cause damage to 
the parts inside.

Maintenance
Wipe the product using a dry cloth. To remove 
stubborn dirt, dip a cloth into a diluted solution of 
kitchen detergent (neutral), wring it out well, and wipe 
the product gently. 
Then, after wiping the product with a moist cloth, wipe 
it again with a dry cloth.

 Avoid using benzine, paint thinners and other 
volatile fluids.
 If a chemical cleaning cloth is to be used, 

carefully read through the precautions for its use.

Caution

When the product is to be discarded
When the product is to be discarded at the end of its 
service life, ask a specialized contractor to dispose of 
it properly in order to protect the environment.

Concerning the consumable parts
 AC adapter:

This is a consumable part. 
As a general rule, replace it every 5 years or so 
(when the unit has been operated for 15 hours a 
day).

The period when the consumable parts need to 
be replaced will differ depending on the operating 
conditions.
When the time comes to replace one of these 
parts, be absolutely sure to ask your dealer to 
do the job.
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 Parts and their functions

  Control panel

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

 POWER indicator [POWER]
This indicator lights when the POWER switch 
() on the rear panel is set to ON while power is 
supplied to the DC IN socket.

 ALARM indicator [ALARM]
This indicator lights when there is a problem with 
the power supply (voltage drop).
It also lights when an alarm (a cooling fan alarm 
or pan/tilt error) has been received from a remote 
camera.
  Refer to “Checking the equipment alarm 

information” (<Operations and Settings> 
Operating Instructions).

When the alarm indicator has lighted, stop using 
the unit immediately, and be absolutely sure to 
contact your dealer.
Continuing to use the unit even after an alarm has 
occurred may cause the unit to malfunction.
The alarm information can be output to an external 
device from the unit’s TALLY/GPI connector ().

 LCD panel
The current setting statuses are displayed on this 
panel.

 F1 dial, F2 dial [F1, F2]
These dials are turned to change the menu values, 
and they are pressed to enter the changes that 
have been made.
The F1 dial is used to operate the items displayed 
at the top of the LCD panel, and the F2 dial is used 
to operate the items displayed underneath.
What appears on the on-screen displays of the 
remote cameras and how operations are performed 
differ depending on the camera type.
  Refer to “Operating the menu items of the 

selected remote camera” (<Operations and 
Settings> Operating Instructions).

  CAMERA OSD button [CAMERA OSD]
When the CAMERA OSD button is held down, its 
indicator lights, and the on-screen menu of the 
selected remote camera is displayed as the output 
image of the remote camera. 
When the button is held down again while its 
indicator is lighted, the menu is cleared, and the 
indicator goes off.
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Parts and their functions

 EXIT button [EXIT]
Press this during menu operations to return to the 
previous hierarchical level.

 USER buttons [USER1, USER2]
The functions of some of the setting items on the 
menus can be assigned to [USER1] and [USER2] 
to be recalled later.
  Refer to “Setting the USER buttons” (<Operations 

and Settings> Operating Instructions).

 MENU button [MENU]
Press this to recall the menus using the PRESET 
MEMORY/MENU buttons (). 
When it is pressed again while its indicator is 
lighted, the menu is cleared, and the indicator goes 
off.
 Button indicator ON: 
   The menu operations take effect.
 Button indicator OFF: 
   The menu operations have no effect.
  Refer to “Basic operations for the menus”.

 PAGE button [PAGE]
Press this to specify the preset memory of the 
remote camera.
When the button is pressed, its indicator lights, 
and the mode for selecting the page of the preset 
memory is established.
In this mode, press one of the PRESET MEMORY/
MENU buttons (), and specify the page number.
Next, specify the number on the page using one of 
the PRESET MEMORY/MENU buttons.
  Refer to “Setting and operating the preset 

memories” (<Operations and Settings> 
Operating Instructions).

 STORE button [STORE]
Press this to register the preset memory data of the 
currently selected remote camera. 
When it is pressed again while its indicator is 
lighted, the menu is cleared, and the indicator goes 
off.
 Button indicator ON: 
   The preset memory data registration mode is 

established.
 Button indicator OFF: 
   The preset memory data registration mode is 

released.
  Refer to “Setting and operating the preset 

memories” (<Operations and Settings> 
Operating Instructions).

 DELETE button [DELETE]
Press this to delete the preset memory data for the 
currently selected remote camera. 
When it is pressed again while its indicator is 
lighted, the menu is cleared, and the indicator goes 
off.
 Button indicator ON: 
   The preset memory data deletion mode is 

established.
 Button indicator OFF: 
   The preset memory data deletion mode is 

released.
  Refer to “Setting and operating the preset 

memories” (<Operations and Settings> 
Operating Instructions).

  PRESET MEMORY/MENU buttons 
 [PRESET MEMORY/MENU]

Use these buttons to recall the preset memory data 
and recall menus.

  CAMERA STATUS/SELECTION buttons 
 [CAMERA STATUS/SELECTION]

Use these buttons to select up to five remote 
cameras.
 Button indicator ON: 
   The corresponding remote camera is selected.
 Button indicator OFF: 
   The selection of the corresponding remote 

camera is released.
Using the menu, up to 100 remote cameras can 
be divided into 1 to 20 groups, and then registered 
and controlled. The statuses of the remote cameras 
assigned to buttons 1 to 5 can be identified using 
the indicators positioned above the buttons.
  Refer to “Selecting the remote cameras to be 

operated”.

 ZOOM button [ZOOM]
Use this to adjust the lens zoom.
 When the TELE end is pressed:
  Telephoto setting
 When the WIDE end is pressed:
  Wide-angle setting
The zooming speed changes depending on the 
extent to which the button is pressed.
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Parts and their functions

 Auto focus button [AUTO]
Press this to control the focus automatically.
 Button indicator ON: 
   Auto focusing
 Button indicator OFF: 
   Manual focusing
During auto focusing, operating the FOCUS/PUSH 
OTAF dial () will have no effect.

  This function works when an auto focus function 
is provided in the remote cameras.
If the auto focus function is not provided, operate 
the focus manually (in which case the button 
indicator will be OFF).

  FOCUS/PUSH OTAF dial 
[FOCUS/PUSH OTAF]
Use this to control the focus manually.
 When it is turned clockwise:
   The focusing moves to the far end.
 When it is turned counterclockwise: 
   The focusing moves to the near end.
When the dial is pressed, auto focusing is initiated 
temporarily, and the subject being shot is brought 
into focus. (OTAF)
During auto focusing (while the indicator of the auto 
focus button () is lighted), operating this dial will 
have no effect.

OTAF: one-touch auto focus

 IRIS dial [IRIS]
Use this dial to control the lens iris manually.
 When it is turned clockwise:
   The lens iris opens more and more.
 When it is turned counterclockwise: 
   The lens iris closes more and more.
 When it is held down: 
   The lens iris closes.
During auto iris (while the indicator of the auto iris 
button () is lighted), operating this dial will have 
no effect.

 Auto iris button [AUTO]
Press this to control the lens iris automatically.
 Button indicator ON: 
   Auto iris
 Button indicator OFF: 
   Manual iris
During auto iris, operating the iris dial () will have 
no effect.

 PAN/TILT lever [PAN/TILT]
Use this lever to control the direction of the remote 
cameras.
 When it is leaned toward the left or right: 
   The cameras move to the left or right.
  When it is leaned toward you or away from 

you: 
   The cameras move up or down.
The movement speed differs depending on the 
angle to which the lever is moved.

  PTZ/FOCUS SPEED dial 
[PTZ/FOCUS SPEED]
Use this dial to adjust the speed at which the 
operations (pan, tilt, zoom, focus) of the remote 
cameras are controlled.
 When it is turned clockwise: 
   Operation at a higher speed
 When it is turned counterclockwise: 
   Operation at a lower speed

 PT ACTIVE button [PT ACTIVE]
Press this to switch between enabling and disabling 
the PAN/TILT lever operations.
 Button indicator ON: 
   The PAN/TILT lever operations take effect.
 Button indicator OFF: 
   The PAN/TILT lever operations have no effect.
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Parts and their functions

  Rear panel

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

 POWER switch [POWER]
When the POWER switch is set to the ON position, 
the POWER indicator () lights, and the unit can 
be operated.

  TO PAN/TILT HEAD 1 to 5 connectors 
 [TO PAN/TILT HEAD 1 to 5] (RJ-45)

Connect the remote cameras to these connectors 
using straight cables (category 5 or above).

 LAN connector [LAN] (RJ-45) 
 (10BASE-T/100BASE-TX)

Connect the remote camera, switcher or host 
computer that supports IP connections to this 
connector using a LAN cable. 
When directly connecting a device to the unit, use a 
crossover cable (category 5 or above).
When making the connection through a hub 
(switching hub) or other device, use a straight cable 
(category 5 or above).

  TALLY/GPI input/output connector 
[TALLY/GPI] 

  (D-sub 15-pin, female, inch thread)
  Refer to “Control interface for external devices” 

(<Operations and Settings> Operating 
Instructions).

 DC IN socket [12V  IN] (DC 12 V)
The AC adapter provided with the unit is connected 
to this socket.

 Ground terminal [SIGNAL GND]
Connect this to the system’s ground.

 SERVICE switch [SV/NM]
This switch is used for maintenance purposes.
Normally, it is set at the “NM” position.

 Wire fastening fitting
An anti-theft wire available on the market can be 
fastened to this fitting to prevent theft.
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 Basic operations of the unit

1 Turn on the unit’s power.
Set the POWER switch to the ON position.
Power is now supplied to the unit, and the 
POWER indicator lights.
 However, when [CAMERA]  [POWER]  

AUTO ON item have been selected and “On” is 
selected as the AUTO ON item setting, power-
on is automatically instructed for the remote 
cameras controlled by the [SYSTEM]  
CAM IP ADR item.

2 Select the remote cameras.
Select the remote cameras to be controlled using 
the CAMERA STATUS/SELECTION buttons.

3 Adjust the direction in which the remote 
cameras are to be pointed.
Use the PAN/TILT lever to adjust the direction in 
which the remote cameras are to be pointed.

4 Adjust the zoom.
Use the ZOOM button to adjust the lens zoom.
When the TELE side is pressed, the zoom is set 
to the telephoto mode; when the WIDE side is 
pressed, it is set to the wide-angle mode.

5 Adjust the lens iris.
Use the IRIS dial to adjust the lens iris.
 While the lens iris is being adjusted, a level 

meter is displayed on the LCD panel. (What is 
displayed by the level meter is an approximate 
value.)

IRIS
 -- ---+------

When performing adjustments for one remote 
camera from a multiple number of AW-RP50 
remote camera controllers, the level meter may 
not show the correct displays.

Note

6 Adjust the focus.
Turn the FOCUS/PUSH OTAF dial, and adjust the 
lens focus.
When the dial is pressed during manual focusing, 
the auto focus mode is established temporarily, 
and the subject is brought into focus automatically.
 The OTAF (one-touch auto focus) takes effect 

for remote cameras which are equipped with 
the OTAF function.

7 Turn off the unit’s power.
Set the POWER switch to the OFF position.
The unit’s power is turned off, and the POWER 
indicator goes off.
 Even when the unit’s power is turned off, the 

power of the connected remote cameras does 
not go off.

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

26

3

5

4

1, 7

For detailed operations, refer to the Operating Instructions — <Operations and Settings>.
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 Basic operations for the menus

1 Set the MENU button to ON.
Press the MENU button and light its indicator.

2 Select the target menu.
Press the corresponding PRESET MEMORY/
MENU button, and light its indicator.
For details on the menus assigned to these 
buttons, refer to “Table of menu items” 
(<Operations and Settings> Operating 
Instructions). 
The selected menu is displayed on the LCD panel.

3 Change the settings using the F1 dial and 
F2 dial.
Use the F1 dial and F2 dial to select the menus 
and change the settings.
Use the F1 dial for operations involving the items 
displayed on the top line of the LCD panel.
Use the F2 dial for operations involving the items 
displayed on the bottom line of the LCD panel.

 Press the EXIT button to return the menu to its 
previous hierarchical level.

 When the down arrow “” is displayed for a 
setting item, it means that the value shown will be 
entered and the setting reflected when the F1 dial 
or F2 dial is pressed.

1.GROUP SELECT
              1

 When the down arrow “” is not displayed for a 
setting item, it means that the value shown will be 
entered and the setting reflected when the F1 dial 
or F2 dial is turned.

RGAIN   :     ±0
BGAIN   :     ±0

F1 dial
F2 dial

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2

3

1

For detailed operations, refer to the Operating Instructions — <Operations and Settings>.
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 Network settings
This section describes how the unit’s network are set.

Correct operation is not possible if the same IP 
address already exists in the same network.
Set the IP addresses in such a way that they do not 
duplicate any existing IP addresses.

Note

  Setting the unit
The unit’s settings are established using the 
[SYSTEM] menu.
Set the IP address, subnet mask and default gateway.
First, the basic menu operations will be described.

1 Set the MENU button to ON.
Press the MENU button, and light its indicator.

2 Set the PRESET MEMORY/MENU 10 
button (SYSTEM) to ON.
When the button is pressed and its indicator is 
lighted, the [SYSTEM] menu is displayed on the 
LCD panel.

[1]CAMERA CTL  ▼
 

3 Turn the F1 dial, and display the 
[NETWORK] menu.

[6]NETWORK

4 Press the F1 dial.

1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

5 Turn the F1 dial, and display the target 
setting item.

2.SUBNETMASK
255 255.255.000

1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

3.GATEWAY
192 168.000.001

4.MAC ADDRESS  ▲

6 Turn the F2 dial, and select the setting.

2.SUBNETMASK
255 255.255.000

7 Press the F2 dial, and change the setting.

2.SUBNETMASK
255.255 255.000

Input all the settings except for the MAC address 
in four blocks of numerals.
When input advances to the last block and the F2 
dial is pressed, the IP address is entered.

2.SUBNETMASK
255.255.255.000

 The MAC address is merely displayed — it 
cannot be changed.

In order for the settings to take effect, the unit 
must be restarted.
Turn off the unit’s power, and then turn it back 
on again.

Note
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Network settings

Setting the IP address

On the [SYSTEM] menu, select the [NETWORK] 
menu, and display [IP ADDRESS].
Then operate the F2 dial to set the IP address.
Select a setting which will not duplicate the IP setting 
of another device.

1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

If the same IP address is used more than once, the 
“IP Duplicate!” message is displayed on the LCD 
panel.

1.IP ADDRESS   ▼
IP Duplicate!

If the IP address is incorrect, the following message is 
displayed on the LCD panel.

Unavailable
network setting

 In order for the setting to take effect, the unit 
must be restarted.
Turn off the unit’s power, and then turn it back 
on again.
 Consult the network administrator before setting 

the IP address.

Notes

Setting the subnet mask

On the [SYSTEM] menu, select the [NETWORK] menu, 
and display [SUBNETMASK].
Then operate the F2 dial to set the subnet mask.

2.SUBNETMASK
255 255.255.000

If the subnet mask is incorrect, the following message 
is displayed on the LCD panel.

Unavailable
network setting

In order for the setting to take effect, the unit must 
be restarted.
Turn off the unit’s power, and then turn it back on 
again.

Note

Setting the default gateway

On the [SYSTEM] menu, select the [NETWORK] 
menu, and display [GATEWAY].
Then operate the F2 dial to set the gateway.

3.GATEWAY
192 168.000.001

If the default gateway is incorrect, the following 
message is displayed on the LCD panel.

Unavailable
network setting

In order for the setting to take effect, the unit must 
be restarted.
Turn off the unit’s power, and then turn it back on 
again.

Note
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Network settings

Setting the port number

Set the port number for the remote camera.
On the [SYSTEM] menu, select [CAM PORT] and 
display [PORT:CAM1] to [PORT:CAM100], and then 
operate the F2 dial to set the port number.

1.PORT:CAM1    ▼
             80  

Setting the MAC address

On the [SYSTEM] menu, select the [NETWORK] 
menu, and display [MAC ADDRESS].

4.MAC ADDRESS  ▲
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 Connections

  Example of IP connections
Connections with the AW-HE50 and AW-HS50

AW-HE50S

AW-RP50

AW-HS50

AW-HE50S

SDI video signal
LAN cable 

Switching hub

LAN cable 

Monitor

Monitor 2

Monitor 1

Monitor

Connecting a multiple number of the units with the AW-HE50 units
AW-HE50S

AW-RP50

AW-HE50S

LAN cable 
Switching hub

:  Use straight cables (category 5 or above) for these connections.
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Connections

  Example of serial connections
Connection with the AW-HE50

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

2

AW-HE50

AW-RP50

Monitor

Remote camera control signal
  LAN cable 

1:  Use straight cables (category 5 or above) for these connections.
2:  The multi-interface cable (AW-CA20T6G) is required for the 

serial connection with the AW-HE50.

Connection with the AW-HE100

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-HE100

AW-RP50

Monitor

Remote camera control signal
  LAN cable 

:  Use straight cables (category 5 or above) for these connections.
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Connections

Connections with the AW-PH400 and camera

Camera model:
AW-HE870, AW-E860, AW-E750, AW-E650, AW-E350, AK-HC1500 or AK-HC1800

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH400

max. 500 m (1640 ft.)max. 1000 m (3280 ft.)

Protocol Converter
AW-IF400

AW-RP50

 Switch settings

SW1 SW2
SET UP

1 2 3 4

OFF OFF ON OFF
ON

(300 deg)
OFF

(190 deg)
OFF

Zoom lens

Camera

LAN cable 

Connections with the AW-PH405 and camera

Camera model:
AW-HE870, AW-E860, AW-E750, AW-E650, AW-E350, AK-HC1500 or AK-HC1800

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH405

AW-RP50

Zoom lens

Camera

Monitor

LAN cable 

:  Use straight cables (category 5 or above) for these connections.
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Connections

Connection with the AW-PH650

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH650

AW-RP50

RJ-45 relay adapter

MULTI

POWER

G/L input

Pr

Pb

Y

SDI 
OUT

Monitor

LAN cable 

:  Use straight cables (category 5 or above) for these connections.
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Connections
There are two procedures for the connection settings, 
and these are described in “Settings for connection with 
the remote cameras” and “Settings for connection with 
the switcher”.

There are two series of steps to be taken for “Settings 
for connection with the remote cameras”.

  Setting method using the unit 
(Refer to the following items.)

   “Settings for connection with the remote 
cameras”

   “Setting the IP addresses automatically (auto IP 
setting)”

   “Changing the IP addresses of the camera 
numbers controlled by the unit”

   “Changing the camera numbers”

  Setting method using the “Setup Software”
   Refer to “Setup Software” (<Operations and 

Settings> Operating Instructions).
  The “Setup Software” is provided on the supplied 

CD-ROM.

The “Settings for connection with the switcher” are 
established using the unit.
  Refer to “Setting linkup with the switcher” 

(<Operations and Settings> Operating Instructions).

If the same information on the settings for the 
connections with the remote cameras is shared among 
a multiple number (up to 5 units) of AW-RP50 remote 
camera controllers which are connected on the same 
network, the operations are performed using the 
“Setup Software” provided on the supplied CD-ROM.
  Refer to “Saving and loading data” in the “Setup 

Software” section of the (<Operations and Settings> 
Operating Instructions).

  Settings for connection with 
the remote cameras

Either serial connection “Serial” or IP connection 
“Network” can be selected for the connections 
between the unit and the remote cameras for camera 
numbers CAM1 to CAM100.
On the [SYSTEM] menu, select [CAMERA CTL], and 
display [CAM1] to [CAM100]. 
Then select the setting for the camera numbers.

Serial: Serial connection
Network: IP connection
NoAsign: No setting assigned (initial setting)

Serial connection
Select “Serial” as the setting for the target camera 
number.

1.CAM1         ▼
         Serial

Camera numbers CAM1 to CAM5 correspond to the 
TO PAN/TILT HEAD connectors [1] to [5] on the unit’s 
rear panel.
 Serial connection “Serial” cannot be selected for 

camera numbers CAM6 to CAM100.

 IP connection
Select “Network” as the setting for the target camera 
number.

2.CAM2
        Network

On the [SYSTEM] menu, select [CAM IP ADR], and 
display [IP:CAM1] to [IP:CAM100]. Then use the IP 
addresses corresponding to the camera numbers for 
the connection.

When performing the steps described in “Auto 
IP setting”, set “NoAsign” for the target camera 
number.

Note
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Connections

  Setting the IP addresses 
automatically (auto IP 
setting)

When “Auto IP setting” is initiated, the IP addresses 
are set automatically for the remote cameras and the 
switcher which are connected within the same subnet.
The IP addresses can be set for up to 100 remote 
cameras and one switcher.

[Remote camera settings]
The unit sets the IP addresses for the remote cameras 
that have been detected by associating them with 
camera numbers whose connection setting is set 
to “NoAsign”.

Connection settings:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAMERA CTL], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Setting or changing IP addresses:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAM IP ADR], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Example:
  Remote cameras A, B, and C are detected.
  In [CAMERA CTL], items [CAM1] to [CAM3] 

are all set to “NoAsign”.
  In [CAM IP ADR], the IP addresses of 

items [CAM1] to [CAM3] range from 
192.168.000.010 to 192.168.000.012.

In the above example, the IP addresses for the 
remote cameras are set as follows:

Remote camera A: 192.168.000.010
Remote camera B: 192.168.000.011
Remote camera C: 192.168.000.012

  Subnet mask, default gateway, and port number 
settings are the same as those for the unit.

  The connection setting for camera numbers 
that have been set once with “Auto IP setting” 
becomes “Network”.
These camera numbers will be excluded as 
targets of “Auto IP setting” the next time that 
“Auto IP setting” is performed.
However, if the IP address for a camera number 
that has been set with “Auto IP setting” is 
changed, or if a camera number’s connection 
setting is changed to “NoAsign” or “Serial”, the 
corresponding camera numbers will be targeted 
in the next “Auto IP setting” operation.

  If the IP address for a detected remote camera 
matches the IP address set for a camera number 
(a camera number with a connection setting 
other than “Serial”), the IP address setting for 
the remote camera will be used as is. If the 
IP address for a remote camera is set once 
and then changed so that it differs from the IP 
address set for the camera number, the remote 
camera IP address is set again to the camera 
number IP address.

[Switcher settings]
The IP address set in the [IP:SW] item from 
[SW IP ADR] on the [SYSTEM] menu will be set for 
the switcher.

 Duplication in the IP addresses may arise when 
a device other than a remote camera or switcher 
has been connected within the same subnet.
Connect only devices which are covered by the 
“Auto IP setting” within the same subnet.
 If a remote camera with the same IP address as 

the unit’s exists, the IP address of the remote 
camera concerned cannot be set by following 
the steps in “Auto IP setting”.
 When a multiple number of AW-RP50 remote 

camera controllers have been connected in 
the same subnet, do not perform the steps 
described in “Auto IP setting” using each 
controller at the same time.
 When the steps described in “Auto IP setting” 

have been performed by operating the unit, do 
not use the “Setup Software” (provided with the 
unit) in the host computer end at the same time.
Similarly, do not use the “Easy IP Setup 
Software” provided with the AW-HE50 at the 
same time.  Otherwise, the settings may not be 
established correctly.

Notes
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Connections

When setting the IP addresses for 
the first time

The IP addresses are set while the remote cameras, 
switcher and unit are at their factory settings.

Before setting the IP addresses, check that 
“NoAsign” is shown as the remote camera’s 
connection setting.

Connection settings:
On the [SYSTEM] menu, select [CAMERA CTL], and 
then display items [CAM1] to [CAM100].

Note

1 Connect the remote cameras, switcher 
and unit to the network within the same 
subnet.

192.168.000.010
    192.168.000.011

192.168.000.010
    192.168.000.010

192.168.000.010
    192.168.000.012

192.168.000.008
    192.168.000.008

192.168.000.009

2 On the [SYSTEM] menu, select [AUTO 
SET IP], and display [AUTO SETUP]. Then 
select “RENEW IP ADR”, and press the F2 
dial.

1.AUTO SETUP
   RENEW IP ADR

Both the number of devices (all remote cameras 
and the switcher) currently being managed by the 
unit and the number of new devices detected are 
displayed on the LCD panel.

C:003/003 S:1/1
            YES

C:003/003
Number of devices currently 
managed by the unit + Number of 
new devices detected

Number of new devices detected

C: Remote camera, S: Switcher

 Memo 

 If the number of new devices detected exceeds 
the number of devices that can be registered 
(100 remote cameras and 1 switcher), [C/S OVER!] 
will be displayed at the bottom of the LCD panel. 
Automatic IP address setting can be performed 
even in this state, but IP addresses will be set only 
for the number of devices that can be registered.

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 When a multiple number of remote cameras have 
been started up at the same time, for instance, it 
may not be possible for all of these cameras to be 
detected by the unit.
In this case, select “RETRY”, and then press the F2 
dial to retry the operation.
The number of units to be added can be updated.

 The number displayed for “Number of new devices 
detected” may be lower than the actual number 
of devices to be set, due to a cause such as the 
remote cameras or switches not being powered on. 
In this case, eliminate the cause of the problem, 
select “RETRY”, and then press the F2 dial to retry 
the operation.
The number of units to be added can be updated.

C:020/020 S:1/1
          RETRY
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Connections

3 Turn the F2 dial, select “Yes”, and then 
press the F2 dial.
This starts the “Auto IP setting” process.
When “Auto IP setting” has been initiated, the 
progress is shown by the number of displayed 
dots which are reduced one by one.

AUTO SETUP

When all the operations have been completed 
successfully, “COMPLETE!” is displayed.

AUTO SETUP
       COMPLETE!

The remote cameras and the switcher are 
automatically rebooted, and they restart with the 
new IP addresses which were set.
The remote cameras can now be operated from 
the unit.
The function for linking the switcher with the unit 
becomes available for use at this point.

 Memo 

If the IP addresses were not set successfully, 
“SET UP ERR!” is displayed.

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

The cause of the problem is likely a network 
malfunction.
Check the connection status of the hub and LAN 
cables, and then retry the “Auto IP setting” operation.
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When introducing additional remote 
cameras or a switcher into an 
environment where similar existing 
devices are already in use

Even when additional remote cameras or switcher are 
introduced into an environment where similar existing 
devices are already in use, the settings can be easily 
established using “Auto IP setting”.

There are two methods for setting the IP addresses 
of newly introduced devices (remote cameras or a 
switcher), as follows:

1.  Setting the IP address from the unit

2.  Changing the IP address on the unit to match 
the IP address of the remote camera or 
switcher

This section explains each of these methods.

Setting the IP address from the unit

[Remote camera settings]
The unit sets the IP addresses for the remote 
cameras that have been detected by associating 
them with camera numbers whose connection 
setting is set to “NoAsign”.

Connection settings:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAMERA CTL], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Setting or changing IP addresses:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAM IP ADR], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Example:
  Three remote cameras are in operation.
  An additional remote camera is newly 

introduced (and becomes remote camera D).
  Remote camera D is detected.
  In [CAMERA CTL], the [CAM4] item is set to 

“NoAsign”.
  In [CAM IP ADR], the IP address for the 

[CAM4] item is 192.168.000.013.

In the above example, remote camera D’s camera 
number allocation becomes CAM4, and its IP 
address is set as follows:

Remote camera D: 192.168.000.013

  Subnet mask, default gateway, and port number 
settings are the same as those for the unit.

[Switcher settings]
The IP address set in the [IP:SW] item from 
[SW IP ADR] on the [SYSTEM] menu will be set for 
the switcher.
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1 Connect the additional remote cameras 
and the switcher to be introduced and 
the unit to the network within the same 
subnet.

2 On the [SYSTEM] menu, select [AUTO 
SET IP], and display [AUTO SETUP]. Then 
select “RENEW IP ADR”, and press the F2 
dial.

1.AUTO SETUP
   RENEW IP ADR

Both the number of devices (all remote cameras 
and the switcher) currently being managed by the 
unit and the number of new devices detected are 
displayed on the LCD panel.

C:001/004 S:0/1
            YES

C:001/004
Number of devices currently 
managed by the unit + Number of 
new devices detected

Number of new devices detected
C: Remote camera, S: Switcher

 Memo 

 If the number of new devices detected exceeds 
the number of devices that can be registered 
(100 remote cameras and 1 switcher), [C/S OVER!] 
will be displayed at the bottom of the LCD panel. 
Automatic IP address setting can be performed 
even in this state, but IP addresses will be set only 
for the number of devices that can be registered.

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 The number displayed for “Number of new devices 
detected” may be lower than the actual number 
of devices to be set, due to a cause such as the 
remote cameras or switches not being powered on. 
In this case, eliminate the cause of the problem, 
select “RETRY”, and then press the F2 dial to retry 
the operation.
The number of units to be added can be updated.

C:020/020 S:1/1
          RETRY

3 Turn the F2 dial, select “Yes”, and then 
press the F2 dial.
This starts the “Auto IP setting” process.
When “Auto IP setting” has been initiated, the 
progress is shown by the number of displayed 
dots which are reduced one by one.

AUTO SETUP

When all the operations have been completed 
successfully, “COMPLETE!” is displayed.

AUTO SETUP
       COMPLETE!

The remote cameras and the switcher are 
automatically rebooted, and they restart with the 
new IP addresses which were set.
The remote cameras can now be operated from 
the unit.
The function for linking the switcher with the unit 
becomes available for use at this point.

 Memo 

If the IP addresses were not set successfully, 
“SET UP ERR!” is displayed.

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

The cause of the problem is likely a network 
malfunction.
Check the connection status of the hub and LAN 
cables, and then retry the “Auto IP setting” operation.
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Changing the IP address on the unit to match 
the IP address of the remote camera or 
switcher

[Remote camera settings]
The unit sets the IP addresses for the remote 
cameras that have been detected by associating 
them with camera numbers whose connection 
setting is set to “NoAsign”.

Connection settings:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAMERA CTL], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Setting or changing IP addresses:
  On the [SYSTEM] menu, select [CAM IP ADR], 

and then display items [CAM1] to [CAM100].

Example:
  Three remote cameras are in operation.
  An additional remote camera with an IP 

address of “192.168.000.020” is newly 
introduced (and becomes remote camera E).

  Remote camera E is detected.
  In [CAMERA CTL], the [CAM4] item is set to 

“NoAsign”.

In the above example, on the [SYSTEM] menu, in 
[CAM IP ADR], the IP address of the [CAM4] item 
is set to “192.168.000.020”.

  Subnet mask, default gateway, and port number 
settings are the same as those for the unit.

[Switcher settings]
The IP address for the switcher will be set in the 
[IP:SW] item from [SW IP ADR] on the [SYSTEM] 
menu.

If different subnet mask settings are used for 
unit and remote camera, no operations using the 
network will be possible.

Note

1 Connect the additional remote cameras 
and the switcher to be introduced and 
the unit to the network within the same 
subnet.

2 On the [SYSTEM] menu, select [AUTO 
SET IP], and display [AUTO SETUP]. Then 
select “KEEP IP ADR”, and press the F2 
dial.

1.AUTO SETUP
    KEEP IP ADR

Both the number of devices (all remote cameras 
and the switcher) currently being managed by the 
unit and the number of new devices detected are 
displayed on the LCD panel.

C:001/004 S:0/1
            YES

C:001/004
Number of devices currently 
managed by the unit + Number of 
new devices detected

Number of new devices detected
C: Remote camera, S: Switcher

 Memo 

 If the number of new devices detected exceeds 
the number of devices that can be registered 
(100 remote cameras and 1 switcher), [C/S OVER!] 
will be displayed at the bottom of the LCD panel. 
Automatic IP address setting can be performed 
even in this state, but IP addresses will be set only 
for the number of devices that can be registered.

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 The number displayed for “Number of new devices 
detected” may be lower than the actual number 
of devices to be set, due to a cause such as the 
remote cameras or switches not being powered on. 
In this case, eliminate the cause of the problem, 
select “RETRY”, and then press the F2 dial to retry 
the operation.
The number of units to be added can be updated.

C:020/020 S:1/1
          RETRY
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3 Turn the F2 dial, select “Yes”, and then 
press the F2 dial.
This starts the “Auto IP setting” process.
When “Auto IP setting” has been initiated, the 
progress is shown by the number of displayed 
dots which are reduced one by one.

AUTO SETUP

When all the operations have been completed 
successfully, “COMPLETE!” is displayed.

AUTO SETUP
       COMPLETE!

The remote cameras can now be operated from 
the unit.
The function for linking the switcher with the unit 
becomes available for use at this point.

 Memo 

 The “IP Duplication!” message is displayed if there 
is duplication between the IP addresses of the 
devices in operation and the IP addresses of the 
additional remote cameras to be introduced.
The IP addresses are not set for those remote 
cameras whose IP addresses are in duplication.

AUTO SETUP    
IP Duplication!

Check the IP addresses, and then retry the “Auto IP 
setting” operation.

 If the IP addresses were not set successfully, 
“SET UP ERR!” is displayed.

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

The cause of the problem is likely a network 
malfunction.
Check the connection status of the hub and 
LAN cables, and then retry the “Auto IP setting” 
operation.
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  Changing the IP addresses 
of the camera numbers 
controlled by the unit

Use the steps below when connecting the remote 
cameras (thorough a router) whose IP addresses 
cannot be set by following the steps in “Auto IP 
setting”.

Setting the IP addresses
On the [SYSTEM] menu, select [CAM IP ADR], and 
display [IP:CAM1] to [IP:CAM100]. The IP addresses 
of the camera numbers can now be changed.
Even when “NoAsign” or “Serial” has been selected 
as the [CAM1] to [CAM100] setting of [CAMERA CTL] 
on the [SYSTEM] menu, the IP addresses can still be 
changed.

1.IP:CAM1      ▼
192.168.000.100

The IP addresses are set for all the camera numbers 
[CAM1] to [CAM100].

Initial values:
 CAM1 (192.168.000.010)
  
 CAM100 (192.168.000.109)

 Memo 

If the unit’s IP address has been changed using the 
[IP ADDRESS] item of [NETWORK] on the [SYSTEM] 
menu, the IP addresses of the camera numbers which 
were set to “NoAsign” for the [CAM1] to [CAM100] 
item of [CAMERA CTL] on the [SYSTEM] menu and 
which are higher than the unit’s IP address, will be 
automatically re-set in the sequence of the camera 
numbers set to “NoAsign” starting with the lowest 
number.

When the IP addresses are changed, a check for IP 
address duplication is conducted. 
A check is carried out to verify whether there is any 
duplication with the IP addresses of the camera 
numbers which were set to “Network” for the [CAM1] 
to [CAM100] item of [CAMERA CTL] on the [SYSTEM] 
menu. 
If duplication is found, the “Duplicate!” is displayed for 
three seconds, and the IP addresses cannot be set.

1.IP:CAM1
      Duplicate!

The IP addresses set by following these steps are 
the IP address of the camera numbers controlled 
by the unit.
The IP addresses of the remote cameras are not 
changed.

Note
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  Changing the camera 
numbers

The camera numbers which have been set by “Auto IP 
setting” can be changed. 
They are changed by replacing the IP addresses of the 
current camera numbers with the IP addresses of the 
camera numbers to be changed.

1 On the [SYSTEM] menu, select 
[CAMASSIGN], and display [CAM1] to 
[CAM100]. Then select the camera number 
to be changed.

2 Select the IP address of the remote 
camera for the selected camera number.
The tally indicator of the remote camera 
corresponding to the selected IP address lights.
Operate the PAN/TILT lever, and check whether 
the camera whose camera number is to be 
changed is being moved.

The IP address that can be selected is the IP 
address of the camera number which has been 
set for “Network” for the [CAM1] to [CAM100] item 
of [CAMERA CTL] on the [SYSTEM] menu.

3 Press the F2 dial to enter the IP address.
The IP addresses for the camera number of the 
change destination and for the camera number of 
the change source are switched over.

1.CAM1         ▼
192.168.000.100

When “ASSIGN” is displayed for the [CAM1] 
to [CAM100] item of [CAM ASSIGN] on the 
[SYSTEM] menu, the CAMERA STATUS/
SELECTION buttons cannot be operated, and the 
camera operations (IRIS, FOCUS, PT, ZOOM and 
CAMERA OSD) cannot be controlled.

Note

  Changing the IP address of 
the switcher

The IP address of the switcher which was set by “Auto 
IP setting” can be changed.

1 On the [SYSTEM] menu, select [SW IP 
ADR], and display [IP:SW]. Then change 
the IP address.

  Clearing the IP address 
control tables

All the IP address control tables which have been set 
can be cleared together.

1 On the [SYSTEM] menu, select [AUTO 
SETUP], and display [AUTO SETUP]. Then 
select “ALL CLEAR”, and press the F2 
dial to clear all the tables.

1.AUTO SETUP
      ALL CLEAR

 The “Serial” settings are not cleared.
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 Selecting the remote cameras to be operated

Up to five remote cameras to be operated can be 
selected using the CAMERA STATUS/SELECTION 
buttons.
When one of the CAMERA STATUS/SELECTION 
buttons 1 to 5 is pressed, the indicator of the 
corresponding button lights.
The statuses of the remote cameras assigned to 
CAMERA STATUS/SELECTION buttons 1 to 5 can 
be identified by the lighting statuses of the indicators 
above the buttons.

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVAUTOIRIS
CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Indicator lighting statuses and remote camera statuses

Indicator 
lighting status 

Remote camera status
The unit and remote camera 
connections

Off
 No remote camera has been assigned to the corresponding button.
(“NoAsign” is set for the remote camera connection.)
 The power of the remote camera has not been turned on. (1, 2)

IP connection/
Serial connection

Lights (3)

(orange)
The remote camera is in the standby status. IP connection/

Serial connection

Blinking 
(orange)

It is not possible for the unit to be connected to the remote camera 
concerned because five other AW-RP50 remote camera controllers 
have already been connected.

IP connection

Lights 
(green)

The unit is now connected with the remote camera. IP connection/
Serial connection

Blinking 
(green)

The remote camera concerned is connected to an AW-RP50 remote 
camera controller which is other than the unit.

IP connection

Lights 
(red)

The image of the remote camera concerned is now on the air.
(The OA tally signal is received over the network or at the GPI input 
connector.)

IP connection/
Serial connection

Blinking 
(red) 

The remote camera concerned is connected to another AW-RP50 
remote camera controller, and the image of the its remote camera is 
now on the air.

IP connection

1:  Follow the steps set forth in the “How to turn the power of the remote cameras on and off” in the <Operations and 
Settings> Operating Instructions, and turn on the power of the remote camera.

2:  When the AW-PH400 is connected through the protocol converter (AW-IF400), the indicator also will go off when the 
LAN cable has been connected or disconnected.
Follow the steps set forth in the “How to turn the power of the remote cameras on and off” in the <Operations and 
Settings> Operating Instructions, and turn off the power of the remote camera and then turn it back on.

3:  This is “Off” when the AW-PH400 is connected through the protocol converter (AW-IF400).
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 Selecting the remote cameras to be operated
Up to 100 cameras can be divided into 1 to 20 groups 
by menu operations, and controlled by the unit.
The selection procedure is described below.

1 Set the MENU button to ON.
Press the MENU button and light its indicator.

2 Set the PRESET MEMORY/MENU 8 button 
(CAMERA) to ON.
When the button is pressed and its indicator is 
lighted, the [CAMERA] menu is displayed on the 
LCD panel.

3 Press the F1 dial.
The GROUP SELECT item is displayed.

[1]GROUP       ▼
 

1.GROUP SELECT
              1

Press the F1 dial.

4 Turn the F2 dial, select the group, and 
then press the F2 dial.

The remote cameras assigned to the group selected 
here can be selected using the CAMERA STATUS/
SELECTION buttons.
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 Appearance
Unit: mm (inch)

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

54321

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   IN LAN

189 (7-7/16)

17
7 

(6
-1

5/
16

)

210 (8-1/4)53 (2-1/16)

67 (2-5/8)
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 Specifications

Power requirements:  DC 12 V 10 %
(AC adapter provided)

Current consumption: 0.5 A (DC 12 V)

 GENERAL
Ambient operating temperature:
 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F)

Allowable humidity ranges:
 10 % to 90 % (no condensation)

Mass:
 Approx. 1.1 kg (2.43 lbs.)

Dimensions (W  H  D):
  210  67  177 mm

(8-1/4˝  2-5/8˝  6-15/16˝)
[excluding protrusions]

 Input/Output connector
LAN (RJ-45):

10BASE-T/100BASE-TX
Connecting cable: LAN cable, max. 100 meters 
(328 ft.)

 When the unit is connected via a switching 
hub:
Straight cable (category 5 or above), STP 
(Shielded Twisted Pair) cable recommended
 When the unit is connected directly:

Crossover cable (category 5 or above), STP 
(Shielded Twisted Pair) cable recommended

TO PAN/TILT HEAD (RJ-45):
RS-422 (control signals for remote cameras)
Connecting cable:
 Straight cable (category 5 or above)
 max. 1000 meters (3280 ft.)

TALLY/GPI (D-sub 15-pin, female, inch thread):
TALLY IN:
  5 inputs (for receiving photocoupler signals)
GPI IN:
  4 inputs (for receiving photocoupler signals)
GPI OUT:
  4 outputs (open collector outputs, negative logic)

 indicates safety information.

 AC adapter
Input:
 AC 100 V to 240 V, 1.5 A, 50/60 Hz

Output:
 DC 12 V, 2.5 A, 30 W

The provided power cable is for 125 V AC or less. 
Use it within AC 100 V to 120 V.

Mass and dimensions shown are approximate.
Specifications are subject to change without notice.
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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」（3～6 ページ）を必ずお読みください。
● 本機の操作や設定のしかたは、付属のCD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」（PDFファイル）
をお読みください。

●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。

取扱説明書　基本編

リモートカメラコントローラー

品番  AW-RP50N

保証書別添付

3TR006515BAA
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取扱説明書の構成について

 本機の取扱説明書は、基本編（本書）と操作・設定編（CD-ROM）に分かれています。
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 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■  誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■  お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

 警告
工事は販売店に依頼す
る

工事には技術と経験
が必要です。火災、
感電、けが、器物損
壊の原因となりま
す。

● 必ず販売店に依頼してくだ
さい。

電源を入れたまま工事、
配線をしない

火災や感電の原因と
なります。

ケーブルなどは引っ張
らない

火災や感電の原因と
なります。
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 警告

 安全上のご注意 必ずお守りください

ケーブルなどを傷つけ
ない

重いものを載せた
り、はさんだりする
と、ケーブルが傷つ
き、火災や感電の原
因となります。

付属品・オプションは
指定の製品を使用する

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
こすおそれがありま
す。

コンセントや配線器具
の定格を超える使い
方や、交流 100 V －
120 V 以外での使用
はしない

たこ足配線などで、
定格を超えると、発
熱による火災の原因
となります。

付属のACアダプター
以外は使用しない

付属の AC アダプ
ター以外を使用する
と、電圧や＋－の極
性が異なっているこ
とがあるため、発煙・
火災の原因となりま
す。

湿気やほこりの多い場
所、油煙や湯気が当た
るような場所に置かな
い

火災や感電の原因と
なります。

水場で使用しない

火災・感電の
原因となりま
す。

機器の上や周囲に水な
どの入った容器を置か
ない

水などが中に入
った場合、火災
や感電の原因と
なります。

● 直ちに電源プラグを抜いて、
販売店に連絡してください。

落としたり、破損させ
たりしない

本機を落としたり、
破損させたりしたま
ま使用すると、火災
や感電の原因となり
ます。

● 直ちに電源プラグを抜いて、
販売店に連絡してください。

アースを確実に接続す
る

付属の電源コードは
アース端子付き3芯
プラグです。アース
に接続された 3 極
コンセントに接続し
てください。アース
の接続がされていな
いと、故障や漏電に
よる感電の原因とな
ります。

● 販売店に相談してください。
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 警告

 安全上のご注意 必ずお守りください

電源コード・電源プラ
グを破損するようなこ
とはしない（傷つけた
り、加工したり、熱器
具に近づけたり、無理
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
ねたりしない）

傷んだまま使用する
と、感電・ショート・
火災の原因となりま
す。

● コードやプラグの修理は販
売店に相談してください。

異常があるときは、す
ぐ使用をやめる

煙が出る、においが
する、外部が劣化す
るなど、そのまま使
用すると火災・落下
によるけが、器物破
壊の原因となりま
す。

● 放置せずに、直ちに電源を
切り、販売店に連絡してく
ださい。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む

差し込みが不完全で
すと、感電や発熱に
よる火災の原因とな
ります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコ
ンセントは使用しないでく
ださい。

長時間使わないときは、
電源プラグをコンセン
トから抜く

火災や感電の原
因となります。

ぬれた手で、電源プラ
グの抜き差しはしない

感電の原因とな
ります。

振動や強い衝撃を与え
ない

火災や感電の原因と
なります。

不安定な場所に置かな
い

落下や転倒によるけ
がや事故の原因とな
ります。

電源コードは、必ずプ
ラグ本体を持って抜く

コードが傷つき、火
災や感電の原因とな
ります。

移動させる場合は外部
の接続線を外す

電源コードが傷つく
と、火災、感電の原
因となります。

● 移動させるときは、電源ス
イッチを切り、外部接続ケ
ーブルを外したことを確認
してください。

電源プラグのほこりな
どは定期的にとる

プラグにほこりなど
がたまると、湿気な
どで絶縁不良とな
り、火災の原因とな
ります。

● 電源プラグを抜き、乾いた
布でふいてください。
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本機の上に重いものを
置かない

バランスが崩れて倒
れたり、落下したり
するなど、けがの原
因となります。また、
火災、感電の原因と
なります。

 警告

分解しない、改造しな
い

火災や感電の原因
になります。

● 修理や点検は、販売店に連
絡してください。

異物を入れない

水や金属が内部に入
ると、火災や感電の
原因となります。

● 直ちに電源プラグを抜いて、
販売店に連絡してください。

 注意

通風孔をふさがない
内部に熱がこもり、
火災の原因となりま
す。

お手入れのときは電源
を切り、電源プラグを
抜く

感電の原因とな
ります。

1年に 1度は、販売店
に内部の掃除のご相談
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。

 安全上のご注意 必ずお守りください
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 はじめに
 ■ 概　要

本機は、リモートカメラ（回転台一体型カメラ）およ
び回転台システム（回転台と回転台に取り付けられ
たカメラ）を制御するコントローラーです。
IP接続により、HDインテグレーテッドカメラ
AW-HE50、 コンパクトライブスイッチャー
AW-HS50と連携した操作環境を実現します。
IP接続の場合、最大100台までのリモートカメラ
を制御することができます。
シリアル接続の場合は、最大5台までのリモートカ
メラおよび回転台システムを制御することができま
す。

 ■ 商標および登録商標について

 Microsoft、Windows、Windows Vista、
Windows 7およびInternet Explorer は、米国
Microsoft Corporation の、米国、日本およびそ
の他の国における登録商標または商標です。
 Intel、Intel Core は、アメリカ合衆国およびその
他の国におけるインテルコーポレーションまたは
その子会社の商標または登録商標です。
 Adobe およびReader は、Adobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およ
びその他の国における登録商標または商標です。
 その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商
標または商標です。

 ■ 著作権について

本機に含まれるソフトウエアの譲渡、コピー、逆ア
センブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、
並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられてい
ます。

 ■ 定格表示について

本機の名称、品番、電気定格は、底面に表示されて
います。

 ■ 免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負
わないものとします。
① 本機に関連して直接または間接に発生した、偶
発的、特殊、または結果的損害・被害
② お客様の誤使用や不注意による障害または本機
の破損など
③ お客様による本機の分解、修理または改造が行
われた場合
④ 本機の故障・不具合を含む何らかの理由または
原因により、映像が表示できないことによる不
便・損害・被害
⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによ
る不具合、あるいはその結果被る不便・損害・
被害
⑥ 取付方法の不備など、本商品の不良によるもの
以外の事故に対する不便・損害・被害
⑦ 登録した情報内容が何らかの原因により、消失
してしまうこと
⑧ 本体やPCに保存された設定データの消失ある
いは漏えいなどによるいかなる損害、クレーム
など

 ■ ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下
のような被害を受けることが考えられます。
①本機を経由した情報の漏えいや流出
②悪意を持った第三者による本機の不正操作
③悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下
記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ
対策を十分に行ってください。
 ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保さ
れたネットワーク上で本機を使用する。
 PCが接続されているシステムで本機を使用する
場合、コンピューターウイルスや不正プログラム
の感染に対するチェックや駆除が定期的に行われ
ていることを確認する。
 公衆回線を利用した接続はしない。
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 特　長
コンパクト設計
 横幅：ハーフラックサイズ（210 mm）、奥行：
4RUサイズ（177 ｍｍ）のコンパクト設計です。
コンパクトライブスイッチャーAW-HS50（別売
品）と同一サイズで、本機と横に並べて配置する
と、フルラック幅に収まります。

IP接続とシリアル接続に対応

IP接続
 ネットワークハブ（スイッチングハブ）を介して最
大100台までのリモートカメラ（※1）を制御する
ことができます。
 本機の自動IP設定機能で、リモートカメラ（※1）

やスイッチャー（※2）のIPアドレスを自動的に割
り付けて制御可能にします。

※1：対応カメラ ： AW-HE50
※2：対応スイッチャー ： AW-HS50

 同一のネットワークに本機を最大5台まで接続す
ることができ、同時にリモートカメラを制御する
ことができます。
 付属のセットアップソフトウエア（Setup 
Software）を使って、PCから本機を経由してリ
モートカメラやスイッチャーのIPアドレスを設定
することができます。

シリアル接続
 最大5台までのリモートカメラ、または回転台シ
ステムを制御することができます。

カメラを簡単操作
 本機からカメラのパン、チルト、ズーム、フォー
カス、アイリスの操作を簡単に行うことができま
す。
 本機のLCDメニューから、カメラのゲイン、シャ
ッター、ディテール、ホワイトバランス、ブラッ
クバランスの調整を行うことができます。（接続す
るカメラよって、調整項目や範囲が異なります。）

回転台のプリセットメモリーを簡単操作
 回転台のプリセットメモリーを最大100個まで
登録し、呼び出すことができます。

IP接続によるスイッチャーとの連携機能
 IPで接続された本機と1台のコンパクトライブス
イッチャーAW-HS50をリンクさせることによ
り、効率の良い操作環境を実現します。

カメラ情報表示
 本機が取得したカメラ設定情報（アイリス、ゲイ
ンなど）を、スイッチャーから出力されるAUX映
像やマルチビューディスプレイの分割画面に表示
することができます。

タリー情報取得
 スイッチャーのON AIRタリー情報を取得し、パ
ネル上のタリーランプ（CAMERA STATUS/
SELECTIONボタン上部のランプ）を点灯します。

バス素材の選択
 本機から、スイッチャーのバス素材を選択するこ
とができます。

  CAMERA STATUS/SELECTIONボタンを押す
ことで、バス素材を切り替えることができます。

制御バス対象：AUX、PVW、PinP、KEY-F

  また、ボタン操作のワンアクションで、スイッチ
ャーのマルチビュー画面をカメラ映像のフル画面
に切り替えることができます（フォーカスアシス
ト機能）。

制御バス対象：AUX

パラメーターの変更
 本機のPAN/TILTレバーやZOOMボタンで、
PinPの位置などスイッチャーのパラメーターを
変更することができます。
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 対応する回転台とカメラ
 対応するリモートカメラ（回転台一体型カメラ）
AW-HE100、AW-HE50

 対応する回転台
AW-PH360、AW-PH405、AW-PH650、AW-PH400（AW-IF400が必要です）

 対応するカメラ（対応する回転台との組み合わせが必要）
AW-HE870、AW-E860、AW-E750、AW-E650、AW-E350、AK-HC1500、AK-HC1800

 使用する前に、必ず可動範囲（リミッター）の設定を行ってください。
 本機とリモートカメラまたは回転台システムをシリアル接続した場合には、最大1000 mまで延長
できます。

ご注意

本書では、特定した機器を示す場合を除いて、「回転台とカメラの組み合わせ」、または「回転台一体型カメラ」
のことを、総称して「リモートカメラ」と記載しています。

 付属品
付属品をご確認ください。

取扱説明書　基本編（本書） ....................................... 1

CD-ROM.......................................................................1
 取扱説明書　基本編
 取扱説明書　操作・設定編
 セットアップソフトウエア：Setup Software

ACアダプター ............................................................ 1

電源コード ................................................................... 1
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 必要なPCの環境
本機に付属するソフトウエアは、下記の条件を満たすホストコンピューターでご使用ください。

CPU Intel® CoreTM2 DUO 2.4 GHz以上推奨
メモリー Microsoft® Windows® XP：

 512 MB以上推奨
Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® 7：
 1 GB以上推奨

ネットワーク機能 10BASE-Tまたは100BASE-TX
画像表示機能 解像度 ： 1024×768ピクセル以上

発色 ： True Color（24 bit以上）
対応OS Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows Vista®、

Microsoft® Windows® 7
ハードディスク 50 MB以上の空き容量
その他 CD-ROMドライブ

（ 取扱説明書および各種ソフトウエアを使用するため）

Adobe® Reader®

（ CD-ROM内の取扱説明書を閲覧するため）

本機を使用したシステムで制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。

 個人情報の保護について
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 設置上のご注意
 ●「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

本機を設置するときや接続工事を行うときは、必ず、販売店に依頼してください。

電源の接続について
 AC 100 V ～ 120 Vで使用してください。
 付属の電源コードとACアダプターを必ず使用してください。
 付属の電源コードはアース端子付き3芯プラグです。
アースに接続された3極コンセントに接続してください。
 背面のグランド端子（SIGNAL GND）は、システムのグランドに接続してください。
 長時間使用しないときは、節電のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 DCプラグの抜け防止のため、ACアダプターのケーブルは、ケーブルクランパーに取り付けてください。

LAN

SV NM

BOOT

12V

POWER
ON

1

ケーブルクランパー
 DCプラグの固定方法（側面図）

ベルト部分

  ケーブルクランパーを仮止めする。

  ケーブルクランパーを固定する。

ベルト部分を持ちながらケーブルクランパーを
止まるまでスライドさせ、しっかりと固定する。

ケーブルクランパーをこ
の範囲に仮止めする。
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設置上のご注意
取り扱いはていねいに
 落としたり、強い衝撃や振動を与えると、故障や事故の原因になります。

内部に異物を入れないでください。
 水や金属、飲食物などの異物が内部に入ると、火災や感電の原因になります。

設置場所について
 本機は、屋内専用の機器です。
 十分な強度があり、安定した水平な場所に置いて使用してください。
 前面の通気孔周辺は、通風の妨げにならないように100 mm以上の空間を確保してください。
  特にパネルやテーブルに埋め込んで使用する場合は、通気と配線の空間を十分に確保してください。
 本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しないでください。
 0 ℃以下の寒いところや、+40 ℃以上の暑いところに設置しないでください。
 直射日光の当たるところや温風の吹き出し口付近への設置は避けてください。
 湿気やほこり、振動の多い場所に設置すると、故障の原因となります。

通気孔
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 使用上のお願い
 ●「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

取り扱いはていねいに
落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
また、PAN/TILTレバーを持って持ち運びや移動は
しないでください。故障や事故の原因になります。

使用温度範囲は、0 ℃～ +40 ℃でお使いください。
0 ℃以下の寒い所や+40 ℃以上の暑い所では内部
の部品に悪影響を与えるおそれがあります。

ケーブルの抜き差しは電源を切って
ケーブルの抜き差しは、必ず機器の電源を切ってか
ら行ってください。

湿気、ホコリの少ないところで
湿気、ホコリの多いところは、内部の部品がいたみ
やすくなりますのでさけてください。

お手入れは
電源を切って乾いた布で拭いてください。汚れが取
れにくいときは、うすめた台所用洗剤（中性）を布に
しみ込ませ、よく絞り、軽く拭いた後、水拭きして
から、乾いた布で拭いてください。

 ベンジンやシンナーなど揮発性のものは使用し
ないでください。
 化学ぞうきんを使用するときは、その注意事項
をよくお読みください。

お願い

廃棄のときは
本機のご使用を終え、廃棄されるときは環境保全の
ため、専門の業者に廃棄を依頼してください。

消耗品について
 ACアダプター：
 ACアダプターは消耗品です。
  約5年（1日に15時間使用時）を目安に交換して
ください。

 消耗品の交換時期は、使用条件により異なります。
  消耗品を交換する場合は、必ず、販売店に依頼し
てください。
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 各部の名前とはたらき
 ■ 制御パネル部

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

 POWERランプ[POWER]
DC電源入力端子に電源が入力されているときに、
背面のPOWERスイッチ（）をONにすると点
灯します。

 ALARMランプ[ALARM]
電源に異常（電圧低下）があるときに点灯します。
また、リモートカメラからアラーム（冷却ファン
のアラーム、パン／チルトのエラー）を受信した
ときに点灯します。
⇒ 操作・設定編「機器のアラーム情報を確認する」参
照
ALARMランプが点灯した場合は、すぐに使用を
中止し、必ず販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、本機が故障する原因となる
ことがあります。
アラーム情報は、TALLY/GPI端子（）から外部
機器に出力することもできます。

 LCDパネル
現在の設定状態を表示します。

 F1ダイヤル、F2ダイヤル[F1、F2]
メニューの値を変更するときに回して、決定する
ときに押します。
F1ダイヤルでLCDパネルの上段に表示している
項目を操作し、F2ダイヤルでは下段の項目を操
作します。
リモートカメラのオンスクリーンディスプレイの
表示内容や操作方法は、カメラの種類によって異
なります。
⇒ 操作・設定編「選択したリモートカメラのメニ
ューを操作する」参照

  CAMERA OSDボタン[CAMERA OSD]
CAMERA OSDボタンを長押しするとボタンが
点灯し、選択しているリモートカメラのオンスク
リーンメニューがリモートカメラの出力映像に表
示されます。
点灯中に再度CAMERA OSDボタンを長押しす
るとメニューが消え、ボタンも消灯します。
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各部の名前とはたらき
 EXITボタン[EXIT]
メニューの操作で、1階層戻るときに押します。

 USERボタン[USER1、USER2]
メニューにある設定項目の一部の機能を、
[USER1]、[USER2]にアサインして使用するこ
とができます。
⇒ 操作・設定編「USERボタンの設定」参照

 MENUボタン[MENU]
PRESET MEMORY/MENUボタン（）でメニ
ューを呼び出すときに押します。
点灯中に再度押すとメニューが消え、ボタンも消
灯します。
 点灯 ： メニューの操作が有効
 消灯 ： メニューの操作が無効
⇒「メニューの基本操作」参照

 PAGEボタン[PAGE]
リモートカメラのプリセットメモリーを指定する
ときに押します。
PAGEボタンを押すとボタンが点灯し、プリセ
ットメモリーのページを選択するモードに入りま
す。
このモードでPRESET MEMORY/MENUボタ
ン（）を押してページ番号を指定します。
次に、ページ内の番号をPRESET MEMORY/
MENUボタンで指定します
⇒ 操作・設定編「プリセットメモリーを設定、操
作する」参照

 STOREボタン[STORE]
現在選択されているリモートカメラのプリセット
メモリーを登録するときに押します。
点灯中に再度押すとメニューが消え、ボタンも消
灯します。
 点灯 ： プリセットメモリー登録モード
 消灯 ： プリセットメモリー登録モード解除
⇒ 操作・設定編「プリセットメモリーを設定、操
作する」参照

 DELETEボタン[DELETE]
現在選択されているリモートカメラのプリセット
メモリーを削除するときに押します。
点灯中に再度押すとメニューが消え、ボタンも消
灯します。
 点灯 ： プリセットメモリー削除モード
 消灯 ： プリセットメモリー削除モード解除
⇒ 操作・設定編「プリセットメモリーを設定、操
作する」参照

  PRESET MEMORY/MENUボタン
[PRESET MEMORY/MENU]
プリセットメモリーを呼び出したり、メニューを
呼び出します。

  CAMERA STATUS/SELECTIONボタン
[CAMERA STATUS/SELECTION]
5台までのリモートカメラを選択します。
 点灯 ： 選択状態
 消灯 ： 選択解除
メニューで100台までのリモートカメラを、1
～ 20のグループに分けて登録し、制御すること
ができます。
1～5ボタンに割り当てられたリモートカメラの
状態を、ボタンの上にあるランプで判断すること
ができます。
⇒「操作するリモートカメラを選択する」参照

 ZOOMボタン[ZOOM]
レンズのズームを調整します。
 TELE側を押す ： 望遠
 WIDE側を押す ： 広角
押し込み具合によって、ズーム動作のスピードが
変わります。
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各部の名前とはたらき
 オートフォーカスボタン[AUTO]
フォーカス制御を自動でするときに押します。
 点灯 ： オートフォーカス
 消灯 ： マニュアルフォーカス
オートフォーカス中は、FOCUS/PUSH OTAF
ダイヤル（）の操作が無効となります。
  リモートカメラにオートフォーカス機能がある
場合に有効な機能です。

  オートフォーカス機能がリモートカメラにない
場合には、マニュアルフォーカス（消灯）の状
態で使用してください。

  FOCUS/PUSH OTAFダイヤル
[FOCUS/PUSH OTAF]
手動でフォーカス制御を行います。
 時計方向に回す：
  フォーカスが遠距離側に動く
 反時計方向回す：
  フォーカスが近距離側に動く
ダイヤルを押すと一時的にオートフォーカス動作
をして焦点を合わせます。（OTAF）
オートフォーカス中（オートフォーカスボタン
（）が点灯しているとき）は、操作が無効となり
ます。

OTAF：ワンタッチオートフォーカス

 IRISダイヤル[IRIS]
手動でレンズ絞りを制御します。
 時計方向に回す：
  レンズ絞りが開く方向に動く
 反時計方向回す：
  レンズ絞りが閉じる方向に動く
 長押しする：
  レンズ絞りが閉じる
オートアイリス中（オートアイリスボタン（）が
点灯しているとき）は、操作が無効となります。

 オートアイリスボタン[AUTO]
レンズ絞りの制御を自動でするときに押します。
 点灯 ： オートアイリス
 消灯 ： マニュアルアイリス
オートアイリス中は、アイリスダイヤル（）の操
作が無効となります。

 PAN/TILTレバー [PAN/TILT]
リモートカメラの向きを制御します。
 左右に倒す ： 左右方向に動作
 前後に倒す ： 上下方向に動作
レバーを倒す角度により、動作スピードが変わり
ます。

  PTZ/FOCUS SPEEDダイヤル
[PTZ/FOCUS SPEED]
リモートカメラの制御（パン、チルト、ズーム、
フォーカス）速度を調整します。
 時計方向に回す ： 高速で動く
 反時計方向回す ： 低速で動く

 PT ACTIVEボタン[PT ACTIVE]
PAN/TILTレバー操作の有効と無効を切り替える
ときに押します。
 点灯 ： PAN/TILTレバーの操作が有効
 消灯 ： PAN/TILTレバーの操作が無効
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各部の名前とはたらき
 ■ 背面部

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

 POWERスイッチ[POWER]
POWERスイッチをONにするとPOWERランプ
（）が点灯し、操作することができます。

  TO PAN/TILT HEAD 1 ～ 5端子
[TO PAN/TILTHEAD 1 ～ 5]（RJ-45）
リモートカメラをストレートケーブル（カテゴリ
ー5以上）で接続してください。

 LAN端子[LAN]（RJ-45）
 （10BASE-T/100BASE-TX）
IP接続対応のリモートカメラ、スイッチャー、お
よびホストコンピューターをLANケーブルで接
続します。
本機と機器を直接接続する場合は、クロスケーブ
ル（カテゴリー5以上）を使用してください。
ハブ（スイッチングハブ）等を経由して接続する
場合は、ストレートケーブル（カテゴリー5以上）
を使用してください。

  TALLY/GPI入出力端子[TALLY/GPI]
（D-sub 15ピン、メス、インチねじ）
⇒ 操作・設定編「外部機器の制御インターフェー
ス」参照

 DC IN端子[12V  IN]（DC 12 V）
付属のACアダプターを接続します。

 グランド端子[SIGNAL GND]
システムのグランドに接続してください。

 SERVICEスイッチ[SV/NM]
メンテナンス用のスイッチです。
通常は、「NM」の位置で使用してください。

 ワイヤー取り付け金具
盗難防止のために、市販の盗難防止用ワイヤーを
取り付ける金具です。
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 本機の基本操作
1 本機の電源を入れる
POWERスイッチをONにします。
本機に電源が供給され、POWERランプが点灯
します。
 ただし、[CAMERA] → [POWER] → 
AUTO ON項目が「On」のときには、
[SYSTEM] → CAM IP ADR項目で管理さ
れているリモートカメラに対して自動的に電
源Onを指示します。

2 リモートカメラを選択する
CAMERA STATUS/SELECTIONボタンで制
御するリモートカメラを選択します。

3 リモートカメラの向きを調整する
PAN/TILTレバーでリモートカメラの向きを調
整します。

4 ズームを調整する
ZOOMボタンでレンズのズームを調整します。
TELE側を押すと望遠側になり、WIDE側を押す
と広角側になります。

5 レンズの絞りを調整する
IRISダイヤルで、レンズの絞りを調整します。
 調整しているときは、LCDパネルにレベルメ
ーターが表示されます。（レベルメーターの表
示は、目安です。）

IRIS
 -- ---+------

1台のリモートカメラに対して複数の
AW-RP50から調整を行うと、レベルメータ
ーが正しく表示しないことがあります。

ご注意

6 フォーカス調整をする
FOCUS/PUSH OTAFダイヤルを回して、レン
ズのフォーカス調整を行います。
マニュアルフォーカスのときにFOCUS/PUSH 
OTAFダイヤルを押すと、一時的にオートフォ
ーカスモードになり自動で焦点を合わせます。
 OTAF（ワンタッチオートフォーカス）は、
OTAF機能があるリモートカメラに有効です。

7 本機の電源を切る
POWERスイッチをOFFにします。
本機の電源が切れ、POWERランプが消灯しま
す。
 本機の電源をOFFにしても、接続されている
リモートカメラの電源はOFFされません。

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

26

3

5

4

1, 7

詳細な操作については、操作・設定編を参照してください。
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 メニューの基本操作
1 MENUボタンをONにする
MENUボタンを押して点灯させます。

2 目的のメニューを選択する
PRESET MEMORY/MENUボタンを押して点
灯させます。
各ボタンに割り当てられたメニューについては、
操作・設定編の「メニュー項目一覧」を参照して
ください。
選択したメニューが、LCDパネルに表示されま
す。

3 F1ダイヤルとF2ダイヤルで設定値を変更す
る
メニューの選択および設定値の変更は、F1ダイ
ヤルとF2ダイヤルで行います。
LCDパネルの上段に表示される項目は、F1ダ
イヤルで操作します。
LCDパネルの下段に表示される項目は、F2ダ
イヤルで操作します。

 メニューを1階層戻るときは、EXITボタンを
押します。

 設定項目に“”が表示されている場合は、F1
ダイヤルまたはF2ダイヤルを押すことで値が
確定し、設定が反映されます。

1.GROUP SELECT
              1

 設定項目に“”が表示されていない場合は、
F1ダイヤルまたはF2ダイヤルを回すことで値
が確定し、設定が反映されます。

RGAIN   :     ±0
BGAIN   :     ±0

F1ダイヤル
F2ダイヤル

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2

3

1

詳細な操作については、操作・設定編を参照してください。
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 ネットワークの設定を行う
本機のネットワーク情報を設定します。

同じネットワーク内に同一のIPアドレスが存在す
ると、正しく動作しません。
IPアドレスが重複しないように設定してくださ
い。

ご注意

 ■ 本機の設定

設定は、[SYSTEM]メニューで行います。
IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイを設定します。
初めに基本的なメニューの操作について説明します。

1 MENUボタンをONにする
MENUボタンを押して点灯させます。

2 PRESET MEMORY/MENU 10ボ タ ン
（SYSTEM）をONにする
ボタンを押して点灯させると、LCDパネルに
[SYSTEM]メニューが表示されます。

[1]CAMERA CTL  ▼
 

3 F1ダイヤルを回して[NETWORK]メニュー
を表示する

[6]NETWORK

4 F1ダイヤルを押す
1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

5 F1ダイヤルを回して目的の設定項目を表示
する

2.SUBNETMASK
255 255.255.000

1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

3.GATEWAY
192 168.000.001

4.MAC ADDRESS  ▲

6 F2ダイヤルを回して設定値を選択する
2.SUBNETMASK
255 255.255.000

7 F2ダイヤルを押して設定を変更する
2.SUBNETMASK
255.255 255.000

MACアドレス以外は、4ブロックに分けて入力
を行います。
最終ブロックまで進み、F2ダイヤルを押すこと
でIPアドレスが確定します。

2.SUBNETMASK
255.255.255.000

 MACアドレスは、表示されるだけでアドレス
の変更はできません。

設定を有効にするためには、再起動が必要で
す。
本機の電源を切り、再度、電源を入れ直して
ください。

ご注意
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ネットワークの設定を行う

IPアドレスの設定

[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [NETWORK] → 
[IP ADDRESS]を表示し、F2ダイヤルを操作して設
定します。
他の機器とIPアドレスが重複しないように設定して
ください。

1.IP ADDRESS   ▼
192 168.000.009

IPアドレスが重複している場合は、「IP Duplicate!」
がLCDパネルに表示されます。

1.IP ADDRESS   ▼
IP Duplicate!

IPアドレスが間違っている場合は、下記のメッセー
ジが表示されます。

Unavailable
network setting

 設定を有効にするためには、再起動が必要です。
本機の電源を切り、再度、電源を入れ直してく
ださい。
 IPアドレスは、ネットワーク管理者とご相談の
うえ設定してください。

ご注意

サブネットマスクの設定

[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [NETWORK] → 
[SUBNETMASK]を表示し、F2ダイヤルを操作して設
定します。

2.SUBNETMASK
255 255.255.000

サブネットマスクが間違っている場合は、下記のメ
ッセージが表示されます。

Unavailable
network setting

設定を有効にするためには、再起動が必要です。
本機の電源を切り、再度、電源を入れ直してくだ
さい。

ご注意

デフォルトゲートウェイの設定

[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [NETWORK] →
[GATEWAY]を表示し、F2ダイヤルを操作して設
定します。

3.GATEWAY
192 168.000.001

デフォルトゲートウェイが間違っている場合は、下
記のメッセージが表示されます。

Unavailable
network setting

設定を有効にするためには、再起動が必要です。
本機の電源を切り、再度、電源を入れ直してくだ
さい。

ご注意
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ネットワークの設定を行う

ポート番号の設定

リモートカメラのポート番号を設定します。
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAM PORT] →
[PORT:CAM1～ 100]を表示し、F2ダイヤルを操
作して設定します。

1.PORT:CAM1    ▼
             80  

MACアドレスの表示

[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [NETWORK] → 
[MAC ADDRESS]を表示します。

4.MAC ADDRESS  ▲
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 接　続
 ■ IP接続例

 ●AW-HE50、およびAW-HS50との接続
AW-HE50S

AW-RP50

AW-HS50

AW-HE50S

SDI映像信号
LANケーブル

スイッチングハブ

LANケーブル

モニター

モニター2

モニター1

モニター

 ●複数台の本機とAW-HE50との接続
AW-HE50S

AW-RP50

AW-HE50S

LANケーブル

スイッチングハブ

：  ストレートケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。
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接　続
 ■ シリアル接続例

 ●AW-HE50との接続

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

2

AW-HE50

AW-RP50

モニター

リモートカメラコントロール信号
 LANケーブル 1

1：  ストレートケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。
2：  AW-HE50とシリアル接続する場合は、マルチインターフェー

スケーブル（AW-CA20T6G）が必要です。

 ●AW-HE100との接続

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-HE100

AW-RP50

モニター

リモートカメラコントロール信号
 LANケーブル 

：  ストレートケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。
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接　続
 ●AW-PH400、およびカメラとの接続
カメラ：
AW-HE870、AW-E860、AW-E750、AW-E650、AW-E350、AK-HC1500、AK-HC1800のいずれか

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH400

最大500 m最大1000 m

プロトコルコンバーター
AW-IF400

AW-RP50

 スイッチ設定

SW1 SW2 SET UP
1 2 3 4

OFF OFF ON OFF
ON

（300度）
OFF

（190度）
OFF

ズームレンズ

カメラ

LANケーブル

 ●AW-PH405、およびカメラとの接続
カメラ：
AW-HE870、AW-E860、AW-E750、AW-E650、AW-E350、AK-HC1500、AK-HC1800のいずれか

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH405

AW-RP50

ズームレンズ

カメラ

モニター

LANケーブル

：  ストレートケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。
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接　続
 ●AW-PH650との接続

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

5 4 3 2 1

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   INLAN

AW-PH650

AW-RP50

RJ-45中継アダプター

MULTI

POWER

G/L入力

Pr

Pb

Y

SDI 
OUT

モニター

LANケーブル

：  ストレートケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。
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接　続
接続の設定には、「リモートカメラとの接続設定」と、
「スイッチャーとの接続設定」があります。

「リモートカメラとの接続設定」には、２つの方法が
あります。
 本機で設定する方法
（下記の項目を参照してください。）
 ⇒  「リモートカメラとの接続設定」
 ⇒  「自動でIPアドレスを設定する（自動IP設

定）」
 ⇒  「本機が管理しているカメラ番号のIPアド

レスを変更する」
 ⇒  「カメラ番号を変更する」

「Setup Software」を使って設定する方法
⇒ 操作・設定編「セットアップソフトウエア」参
照

  「Setup Software」は、付属のCD-ROMに収
められています。

「スイッチャーとの接続設定」は、本機で設定します。
⇒ 操作・設定編「スイッチャーとのリンクを設定する」
参照

また、同一ネットワーク上にある複数台（最大5台
まで）のAW-RP50の間で、リモートカメラとの接
続設定情報を共有する場合には、付属のCD-ROMに
収められている「Setup Software」を使って操作し
ます。
⇒ 操作・設定編「セットアップソフトウエア」の「デー
タの保存と読み込み」を参照

 ■ リモートカメラとの接続設定

カメラ番号CAM1～ CAM100に対して、本機と
リモートカメラの接続を、シリアル接続[Serial]に
するか、IP接続[Network]にするかを設定します。
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]を表示して、カメラ番号に対して
設定を行います。
Serial ： シリアル接続
Network ： IP接続
NoAsign ： 設定なし（初期設定）

 ●シリアル接続する
対象のカメラ番号を「Serial」に設定します。

1.CAM1         ▼
         Serial

カメラ番号CAM1～ CAM5は、背面のTO PAN/
TILT HEAD端子の[1] ～ [5]に対応しています。
 カメラ番号CAM6～ CAM100にシリアル接続
「Serial」の設定はできません。

 ●IP接続する
対象のカメラ番号を「Network」に設定します。

2.CAM2
        Network

[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAM IP ADR] → 
[IP:CAM1～ 100]を表示して、カメラ番号に対応
するIPアドレスで接続します。

「自動IP設定」を行う場合は、対象のカメラ番号
を「NoAsign」に設定してください。

ご注意
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接　続
 ■ 自動でIPアドレスを設定する
（自動IP設定）

「自動IP設定」を行うと、同じサブネット内に接続
されているリモートカメラとスイッチャーに対して、
IPアドレスを自動で設定します。
リモートカメラは100台まで、スイッチャーは1台
にIPアドレスを設定することができます。

[リモートカメラの設定]
本機は、検出したリモートカメラに対して接続設
定で「NoAsign」に設定されているカメラ番号と
の関連付けを行い、IPアドレスをリモートカメラ
に設定します。

接続設定：
  [SYSTEM]メニュー →[CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目

IPアドレスの設定と変更：
  [SYSTEM]メニュー →[CAM IP ADR]→ 
[CAM1～ 100]項目

例：
  リモートカメラA、B、Cを検出
  [CAMERA CTL] → [CAM1～ 3]項目が全
て「NoAsign」

  [CAM IP ADR]→ [CAM1～ 3]項目の
IPアドレスが、192.168.000.010～
192.168.000.012

上記の場合、リモートカメラのIPアドレスは以
下のように設定されます。
リモートカメラA：192.168.000.010
リモートカメラB：192.168.000.011
リモートカメラC：192.168.000.012

 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイお
よびポート番号の設定は、本機と同一のものが
設定されます。
 一度、「自動IP設定」で設定されたカメラ番号は、
該当のカメラ番号の接続設定が「Network」にな
ります。
次に「自動IP設定」を行う際には、該当のカメ
ラ番号が「自動IP設定」の対象から除かれます。
ただし、「自動IP設定」で設定されたカメラ
番号のIPアドレスを変更したり、接続設定を
「NoAsign」、または「Serial」に変更した場合
は、再度「自動IP設定」の対象になります。

 検出したリモートカメラのIPアドレスがカメ
ラ番号（接続設定が「Serial」以外のカメラ番
号）に設定されているIPアドレスと一致してい
る場合は、そのままリモートカメラのIPアド
レスとして設定されます。
一度設定されたリモートカメラのIPアドレス
が変更されて、カメラ番号に設定されているIP
アドレスと異なる場合、カメラ番号のIPアド
レスがリモートカメラに再度設定されます。

[スイッチャーの設定]
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [SW IP ADR]→ 
[IP:SW]項目に設定されているIPアドレスが、ス
イッチャーに設定されます。

 同一サブネット内にリモートカメラやスイッチ
ャー以外の機器が接続されていると、IPアドレ
スが重複する場合があります。
同一サブネット内には「自動IP設定」の対象機
器以外、接続しないでください。
 本機と同じIPアドレスのリモートカメラが存
在した場合、そのリモートカメラのIPアドレ
スを「自動IP設定」で設定することができませ
ん。
 同一サブネット内に複数のAW-RP50が接続
されているときに、それぞれのAW-RP50で
同時に「自動IP設定」の操作を行わないでくだ
さい。
 本機側の操作で「自動IP設定」を行っている
ときは、ホストコンピューター側で「Setup 
Software」（本機に付属）を同時に使用しない
でください。
また、AW-HE50に付属されている“IP簡単設
定ソフトウェア”も同時に使用しないでくださ
い。
正しく設定されないことがあります。

ご注意
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接　続
 ● はじめて設定する場合

リモートカメラ、スイッチャーおよび本機が工場出
荷の状態から設定を行います。

設定する前に、リモートカメラの接続設定が
「NoAsign」になっていることを確認してくださ
い。

接続設定：
[SYSTEM]メニュー →[CAMERA CTL] → [CAM1
～ CAM100]項目

ご注意

1 リモートカメラ、スイッチャー、本機を同一
サブネット内のネットワークに接続する

192.168.000.010
    192.168.000.011

192.168.000.010
    192.168.000.010

192.168.000.010
    192.168.000.012

192.168.000.008
    192.168.000.008

192.168.000.009

2 [SYSTEM]メニュー → [AUTO SET IP] 
→ [AUTO SETUP]を 表 示 し、「RENEW 
IP ADR」を選択してF2ダイヤルを押す

1.AUTO SETUP
   RENEW IP ADR

現在本機が管理している台数（すべてのリモート
カメラとスイッチャー）と新たに検出した台数が
LCDパネルに表示されます。

C:003/003 S:1/1
            YES

C:003/003
現在本機が管理している台数+新たに検出
した台数

新たに検出した台数

C：リモートカメラ、S：スイッチャー

 新たに検出した台数が登録可能な数（リモートカ
メラ：100台、スイッチャー：1台）を超えた場
合は、LCDパネルの下段に[C/S OVER!]を表示
します。
この状態でも自動IP設定を行えますが、登録可能
な台数分しかIPアドレスを設定しません。

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 複数のリモートカメラが同時に起動されたときな
ど、本機側で全てのリモートカメラを検出できな
いことがあります。
この場合、「RETRY」を選択し、F2ダイヤルを押
して再度実行してください。
追加対象機器を更新することができます。

 リモートカメラやスイッチャーの電源が入ってい
なかったなどの原因で、「新たに検出した台数」の
表示が実際に設定する台数に足りなかった場合
は、原因を取り除いたあと、「RETRY」を選択し、
F2ダイヤルを押して再度実行してください。
追加対象機器を更新することができます。

C:020/020 S:1/1
          RETRY
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接　続
3 F2ダイヤルを回して「Yes」を選択し、F2
ダイヤルを押す
「自動IP設定」を開始します。
「自動IP設定」を行っているときは、「・」の数が
減ることで、進行の経過を表示します。

AUTO SETUP

すべて正常に終了すると、「COMPLETE!」が表
示されます。

AUTO SETUP
       COMPLETE!

リモートカメラとスイッチャーが自動でリブー
トし、新しく設定したIPアドレスで起動します。
リモートカメラは、本機から操作可能となりま
す。
スイッチャーは、本機との連携機能が可能とな
ります。

IPアドレスの設定に失敗した場合は、
「SET UP ERR!」が表示されます。

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

ネットワークの障害による原因が考えられます。
ハブやLANケーブルの接続状態を確認し、再度「自
動IP設定」を行ってください。
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接　続
 ●すでに運用している環境にリモートカメラ
やスイッチャーを追加導入する場合

すでにIP接続で運用している環境にリモートカメラ
やスイッチャーを追加導入する場合も、「自動IP設
定」によって簡単に設定ができます。

追加導入する機器（リモートカメラ、スイッチャー）
のIPアドレスを設定するには、2つの方法がありま
す。

1.  本機からIPアドレスを設定する

2.  リモートカメラ、スイッチャーのIPアドレス
に本機のIPアドレスを合わせる

それぞれの操作について説明します。

本機からIPアドレスを設定する

[リモートカメラの設定]
本機は、検出したリモートカメラに対して接続設
定で「NoAsign」に設定されているカメラ番号と
の関連付けを行い、IPアドレスをリモートカメラ
に設定します。

接続設定：
  [SYSTEM]メニュー →[CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目

IPアドレスの設定と変更：
  [SYSTEM]メニュー →[CAM IP ADR]→ 
[CAM1～ 100]項目

例：
  3台のリモートカメラで運用している
  新たに1台のリモートカメラを追加導入する
（リモートカメラDとします）
  リモートカメラDを検出させる
  [CAMERA CTL] → [CAM4]項目が
「NoAsign」
  [CAM IP ADR]→ [CAM4]項目のIPアドレ
スが、192.168.000.013

上記の場合、リモートカメラDのカメラ番号の
割り当てはCAM4となり、IPアドレスは以下
のように設定されます。
リモートカメラD：192.168.000.013

 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイお
よびポート番号の設定は、本機と同一のものが
設定されます。

[スイッチャーの設定]
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [SW IP ADR]→ 
[IP:SW]項目に設定されているIPアドレスが、ス
イッチャーに設定されます。
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接　続

1 追加導入するリモートカメラ、スイッチャー、
本機を同一サブネット内のネットワークに接
続する

2 [SYSTEM]メニュー → [AUTO SET IP] 
→ [AUTO SETUP]を 表 示 し、「RENEW 
IP ADR」を選択してF2ダイヤルを押す

1.AUTO SETUP
   RENEW IP ADR

現在本機が管理している台数（すべてのリモート
カメラとスイッチャー）と新たに検出した台数が
LCDパネルに表示されます。

C:001/004 S:0/1
            YES

C:001/004
現在本機が管理している台数+新たに検出
した台数

新たに検出した台数

C：リモートカメラ、S：スイッチャー

 新たに検出した台数が登録可能な数（リモートカ
メラ：100台、スイッチャー：1台）を超えた場
合は、LCDパネルの下段に[C/S OVER!]を表示
します。
この状態でも自動IP設定を行えますが、登録可能
な台数分しかIPアドレスを設定しません。

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 リモートカメラやスイッチャーの電源が入ってい
なかったなどの原因で、「新たに検出した台数」の
表示が実際に設定する台数に足りなかった場合
は、原因を取り除いたあと、「RETRY」を選択し、
F2ダイヤルを押して再度実行してください。
追加対象機器を更新することができます。

C:020/020 S:1/1
          RETRY

3 F2ダイヤルを回して「Yes」を選択し、F2
ダイヤルを押す
「自動IP設定」を開始します。
「自動IP設定」を行っているときは、「・」の数が
減ることで、進行の経過を表示します。

AUTO SETUP

すべて正常に終了すると、「COMPLETE!」が表
示されます。

AUTO SETUP
       COMPLETE!

リモートカメラとスイッチャーが自動でリブー
トし、新しく設定したIPアドレスで起動します。
リモートカメラは、本機から操作可能となりま
す。
スイッチャーは、本機との連携機能が可能とな
ります。

IPアドレスの設定に失敗した場合は、
「SET UP ERR!」が表示されます。

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

ネットワークの障害による原因が考えられます。
ハブやLANケーブルの接続状態を確認し、再度「自
動IP設定」を行ってください。

0_3TR006515BAA_AW-RP50N_Basics_Japanese.indd   320_3TR006515BAA_AW-RP50N_Basics_Japanese.indd   32 2010/06/21   8:26:542010/06/21   8:26:54



33

接　続
リモートカメラ、スイッチャーのIPアドレスに
本機のIPアドレスを合わせる

[リモートカメラの設定]
本機は、検出したリモートカメラに対して接続設
定で「NoAsign」に設定されているカメラ番号と
の関連付けを行い、IPアドレスをリモートカメラ
に設定します。

接続設定：
  [SYSTEM]メニュー →[CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目

IPアドレスの設定と変更：
  [SYSTEM]メニュー →[CAM IP ADR]→ 
[CAM1～ 100]項目

例：
  3台のリモートカメラで運用している
  新たに、IPアドレスが
「192.168.000.020」のリモートカメラ
1台を追加導入
（リモートカメラEとします）
  リモートカメラEを検出させる
  [CAMERA CTL] → [CAM4]項目が
「NoAsign」

上記の場合、[SYSTEM]メニュー → 
[CAM IP ADR]→ [CAM4]項目のIPアドレスが
「192.168.000.020」に設定されます。

 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイお
よびポート番号の設定は、本機と同一のものが
設定されます。

[スイッチャーの設定]
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [SW IP ADR]→ 
[IP:SW]項目に、スイッチャー側のIPアドレスが
設定されます。

本機とリモートカメラのサブネットマスクが異な
ると、ネットワークを使っての操作ができなくな
ります。

ご注意

1 追加導入するリモートカメラ、スイッチャー、
本機を同一サブネット内のネットワークに接
続する

2 [SYSTEM]メニュー → [AUTO SET IP] 
→ [AUTO SETUP]を 表 示 し、「KEEP IP 
ADR」を選択してF2ダイヤルを押す

1.AUTO SETUP
    KEEP IP ADR

現在本機が管理している台数（すべてのリモート
カメラとスイッチャー）と新たに検出した台数が
LCDパネルに表示されます。

C:001/004 S:0/1
            YES

C:001/004
現在本機が管理している台数+新たに検出
した台数

新たに検出した台数

C：リモートカメラ、S：スイッチャー

 新たに検出した台数が登録可能な数（リモートカ
メラ：100台、スイッチャー：1台）を超えた場
合は、LCDパネルの下段に[C/S OVER!]を表示
します。
この状態でも自動IP設定を行えますが、登録可能
な台数分しかIPアドレスを設定しません。

C:020/100 S:1/1
C/S OVER!   YES

 リモートカメラやスイッチャーの電源が入ってい
なかったなどの原因で、「新たに検出した台数」の
表示が実際に設定する台数に足りなかった場合
は、原因を取り除いたあと、「RETRY」を選択し、
F2ダイヤルを押して再度実行してください。
追加対象機器を更新することができます。

C:020/020 S:1/1
          RETRY
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接　続

3 F2ダイヤルを回して「Yes」を選択し、F2
ダイヤルを押す
「自動IP設定」を開始します。
「自動IP設定」を行っているときは、「・」の数が
減ることで、進行の経過を表示します。

AUTO SETUP

すべて正常に終了すると、「COMPLETE!」が表
示されます。

AUTO SETUP
       COMPLETE!

リモートカメラは、本機から操作可能となりま
す。
スイッチャーは、本機との連携機能が可能とな
ります。

 運用中の機器のIPアドレスと追加導入するリモ
ートカメラのIPアドレスが重複している場合は、
「IP Duplication!」が表示されます。
IPアドレスが重複するリモートカメラは、設定さ
れません。

AUTO SETUP    
IP Duplication!

IPアドレスを確認し、再度「自動IP設定」を行っ
てください。

 IPアドレスの設定に失敗した場合は、
「SET UP ERR!」が表示されます。

AUTO SETUP    
     SET UP ERR!

ネットワークの障害による原因が考えられます。
ハブやLANケーブルの接続状態を確認し、再度
「自動IP設定」を行ってください。
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接　続
 ■ 本機が管理しているカメラ番号のIP
アドレスを変更する

「自動IP設定」でIPアドレスを設定することができ
ないリモートカメラを接続（ルーターを経由して接
続）する場合に使用します。

 ●IPアドレスの設定
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAM IP ADR] → 
[IP:CAM1～ 100]を表示して、カメラ番号のIPア
ドレスを変更することができます。
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目が「NoAsign」、「Serial」であ
っても、IPアドレスは変更することができます。

1.IP:CAM1      ▼
192.168.000.100

IPアドレスは、すべてのカメラ番号[CAM1 ～
100]に設定されています。
初期値：
  CAM1（192.168.000.010）
    
 CAM100（192.168.000.109)

本 機 のIPア ド レ ス を[SYSTEM]メ ニ ュ ー → 
[NETWORK] → [IP ADDRESS]項目で変更した
場合、[SYSTEM]メニュー → [CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目で、「NoAsign」に設定されて
いるカメラ番号のIPアドレスは、「NoAsign」に設
定されているカメラ番号の若い順に、本機のIPアド
レスより以降のIPアドレスを自動で再設定します。

IPアドレスを変更すると、IPアドレスの重複チェッ
クを行います。
[SYSTEM]メ ニ ュ ー → [CAMERA CTL] → 
[CAM1～ 100]項目で、「Network」に設定されて
いるカメラ番号のIPアドレスと重複しているかチェ
ックを行います。
重複している場合は、「Duplicate!」を3秒間表示し、
設定できません。

1.IP:CAM1
      Duplicate!

この操作で設定されたIPアドレスは、本機が管理
しているカメラ番号のIPアドレスです。
リモートカメラのIPアドレスは変更されません。

ご注意
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接　続
 ■ カメラ番号を変更する

「自動IP設定」で設定されたカメラ番号を変更しま
す。
現在のカメラ番号のIPアドレスと、変更したいカメ
ラ番号のIPアドレスとを入れ替えることで、カメラ
番号を変更します。

1 [SYSTEM]メニュー → [CAM ASSIGN] 
→ [CAM1～ 100]を表示し、変更したい
カメラ番号を選択する

2 選択したカメラ番号に、リモートカメラのIP
アドレスを選択する
選択したIPアドレスに該当するリモートカメラ
のタリーランプが点灯します。
PAN/TILTレバーを操作して、カメラ番号を変
更したいカメラが動作しているか確認してくだ
さい。

選択できるIPアドレスは、[SYSTEM]メニュー 
→ [CAMERA CTL] → [CAM1 ～ 100]項目
で、「Network」に設定されているカメラ番号の
IPアドレスです。

3 F2ダイヤルを押してIPアドレスを確定する
変更先のカメラ番号と変更元のカメラ番号のIP
アドレスが入れ替わります。

1.CAM1         ▼
192.168.000.100

[SYSTEM]メニュー → [CAM ASSIGN] → 
[CAM1～ 100]項目で、「ASSIGN」を表示して
いるときは、CAMERA STATUS/SELECTION
ボタンの操作とカメラ制御（IRIS ／ FOUCS ／
PT／ZOOM／CAMERA OSD）ができません。

ご注意

 ■ スイッチャーのIPアドレスを変更す
る

「自動IP設定」で設定されたスイッチャーのIPアド
レスを変更します。

1 [SYSTEM]メニュー → [SW IP ADR] → 
[IP:SW]を表示し、IPアドレスを変更する

 ■ IPアドレスの管理テーブルを削除す
る

設定されているIPアドレス管理テーブルを一括で削
除します。

1 [SYSTEM]メニュー → [AUTO SET IP] 
→[AUTO SETUP]を表示して
「ALL CLEAR」を選択し、F2ダイヤルを押
して実行する

1.AUTO SETUP
      ALL CLEAR

「Serial」の設定は、削除されません。
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 操作するリモートカメラを選択する
CAMERA STATUS/SELECTIONボタンで5台ま
で操作するリモートカメラを選択することができま
す。
CAMERA STATUS/SELECTIONボタンの1～5
を押すと、押したボタンが点灯します。
CAMERA STATUS/SELECTIONボタンの1～5
に割り当てられたリモートカメラの状態は、ボタン
上部のランプの点灯状態で判断できます。

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVAUTOIRIS
CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

ランプの点灯状態とリモートカメラの状態

ランプの
点灯状態

リモートカメラの状態 本機とリモートカメラの接続

消灯 
 該当するボタンにリモートカメラが割り付けられていない。
（リモートカメラの接続設定が「NoAsign」になっている。）
 リモートカメラの電源が入っていない。（1、2）

IP接続／シリアル接続

点灯 （3）

（オレンジ色）
リモートカメラがスタンバイ状態。（1）

IP接続／シリアル接続

点滅
（オレンジ色）

該当するリモートカメラに、本機以外のAW-RP50がすでに5台接
続されているため、本機が接続できない。

IP接続

点灯
（緑色）

リモートカメラと接続中。
IP接続／シリアル接続

点滅
（緑色）

該当するリモートカメラが、本機以外のAW-RP50とも接続されて
いる。

IP接続

点灯
（赤色）

該当するリモートカメラの映像がオンエアー中。
（ネットワーク経由、またはGPI入力でOAタリーを受信。）

IP接続／シリアル接続

点滅
（赤色）

該当するリモートカメラが他のAW-RP50と接続している状態で、
そのリモートカメラの映像がオンエアー中。

IP接続

1：  操作・設定編の「リモートカメラの電源の入れかたと切りかた」に従って電源を入れてください。
2：  プロトコルコンバーター（AW-IF400）を経由してAW-PH400を接続している場合、LANケーブルを抜き差ししたと

きもランプが“消灯”の状態になります。
操作・設定編の「リモートカメラの電源の入れかたと切りかた」に従って電源を入れなおしてください。

3：  プロトコルコンバーター（AW-IF400）を経由してAW-PH400を接続している場合は、“消灯”になります。
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操作するリモートカメラを選択する
また本機は、100台までのリモートカメラをメニュ
ー操作により1～ 20グループに分けて制御するこ
とが可能です。
選択方法は次のとおりです。

1 MENUボタンをONにする
MENUボタンを押して点灯させます。

2 PRESET MEMORY/MENU 8ボ タ ン
（CAMERA）をONにする
ボタンを押して点灯させると、LCDパネルに
[CAMERA]メニューが表示されます。

3 F1ダイヤルを押す
GROUP SELECT項目が表示されます。

[1]GROUP       ▼
 

1.GROUP SELECT
              1

F1ダイヤルを押す

4 F2ダイヤルを回してグループを選択し、F2
ダイヤルを押す

ここで選択したグループに割り付けられたリモート
カメラが、CAMERA STATUS/SELECTIONボタ
ンで選択できます。
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 外形寸法図
単位：mm

POWER ALARM F1 CAMERA
OSD

R/B GAIN R/B PED

SYSTEMSETUPCAMERASCENE/MODEDETAILDELETESTORE

PAGEMENU F2 EXIT

USER2USER1

PT ACTIVEAUTOIRIS

AUTO

HILOW
PTZ/FOCUS SPEED PAN/TILTFOCUS/PUSH OTAF

TELE

ZOOM

WIDE

CAMERA STATUS / SELECTION

PRESET MEMORY / MENU

GAIN/PED

F2

F1

1 2 3
AWB/ABB

4
SHUTTER

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

SIGNAL GND

TALLY/GPI
TO PAN/TILT HEAD

54321

SV

POWER
ON

BOOT

NM

12V   IN LAN

189

17
7

21053

67
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 定　格

電源電圧 ：  DC 12 V 10 %
（ACアダプター添付）

消費電流 ： 0.5 A（DC 12 V）

■総合
動作周囲温度 ： 0 ℃～ +40 ℃
許容湿度 ： 10 %～ 90 %（結露なきこと）
質量 ： 約1.1 kg
寸法（幅 × 高さ × 奥行）
  ：  210×67×177 mm

（突起部を除く）

■入出力端子
LAN（RJ-45）：
10BASE-T/100BASE-TX
接続ケーブル：LANケーブル、最大100 m

 スイッチングハブを経由して接続する場合：
ストレートケーブル（カテゴリー5 以上）、
STP（Shielded Twisted Pair）ケーブルを
推奨
 機器を直接接続する場合：
クロスケーブル（カテゴリー5 以上）、
STP（Shielded Twisted Pair）ケーブルを
推奨

TO PAN/TILT HEAD（RJ-45）：
RS422（リモートカメラ用制御信号）
接続ケーブル：
  ストレートケーブル（カテゴリー5 以上）、
最大1000 m

TALLY/GPI（D-sub 15ピン、メス、インチねじ）：
TALLY IN：
  5入力、フォトカプラー受け
GPI IN：
 4入力、フォトカプラー受け
GPI OUT：
 4出力、オープンコレクター出力（負論理）

 は安全項目です。

■ACアダプター
入力 ：  AC 100 V ～ 240 V、1.5 A 

50/60 Hz

出力 ： DC 12 V、2.5 A、30 W

付属の電源コードは、定格がAC 125 V以下です。
AC 100 V ～ 120 Vで使用してください。
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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。

■保証書（別添付）
  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。

 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、このリモートカメラコントローラーの補
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
持するために必要な部品です。

■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。

ご連絡いただきたい内容
製品名 リモートカメラコントローラー
品番 AW-RP50N

お買い上げ日 年　　　月　　　日
故障の状況 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・故障個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。

 保証とアフターサービス （よくお読みください）
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