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設置マニュアル
INSTALLATION MANUAL
安装手册
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ご使用の前に必ずこの設置マニュアルをお読みください。
なお、設置マニュアルは必要に応じてご覧になれるよう大切に保管してください。

Read this installation manual before using the product. 
Keep the manual in place for future reference.

在使用本产品之前 ,请务必先仔细阅读本安息手册。

请务必妥善保管好本书 ,以便日后能随时查阅 (保留备用 )。 





日本語版は、日本国内用の設置マニュアルです。

日　本　語　版

この装置は，クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引
き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されること
があります。
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 安全にお使いいただくために

これら危険防止の警告や注意事項にそった取扱いをしない場合、けがや事故に至る可能性があります。
この取扱説明書をよく読んで、十分に理解した上で本機を正しくご使用ください。
この取扱説明書の中では、お客様および他の人々の安全をお守りし、事故を未然に防止するための警告文や注意文に
以下のシンボルマークと言葉を使用しています。

 警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れがある警告事項が書かれています。安全
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

  注意 取扱いを誤った場合に、負傷を負う恐れがある注意事項が書かれています。安全に使用して
いただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

注
操作する上での注意事項または、推奨事項です。
ここに記載されていることを守らないと、製品が正しく機能しない可能性があります。また、
操作上における有益な情報が記載されています。

設置について

 警告
1． 傷害を防止するために、この機器は取扱説明書にしたがってしっかり固定してご使用ください。

2． 当機器を炎、または同様な過度の熱にさらされない場所に設置してご使用ください。

3． 発火や引火の危険性がある場合には、設置しないでください。
 発火性ガスが発生したり充満したりする場所に設置すると引火し、火災の原因となります。

 注意
1． 本機を設置するときは、ヘッドやカメラ部を手で無理に回転させないようにしてください。
 破損や性能低下の原因となることがあります。

2． ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所や、振動の多い場所に設置しないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

3． 直接、塩水がかかる場所、または腐食性ガス、油煙の発生する場所に設置しないでください。
 取り付け部が腐食劣化し、落下してけがの原因となることがあります。

4． 本機を持ち運ぶ場合は、本体の取っ手を正しく持ってください。正しく持たないと本機を落としたりして故障や
けがの原因となることがあります。

5． 高所作業を伴う場所に設置するときは、機材の落下防止を行って設置作業を行ってください。
 機材の落下によりけがの原因となることがあります。

注
1． 本機は凍結防止構造ではありませんので凍結した状態では動きません。凍結のおそれがある場所に設置する場合

はご注意ください。

電源について

 警告
1． 電源ケーブルの接続・取り外しの際は濡れた手でプラグを触らないでください。

2． 電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。

3． 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っぱると、断線など電源ケー
ブルが傷つき、その部分から漏電して火災や感電の原因となります。
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4． 電源ケーブルは付属されているものを使用して電源 （定格 DC12V）に接続してください。（＋、－の極性は下図
をご覧ください。）市販の AC アダプターを使用する場合は、安全規格に適合したものを使用してください（定格 
DC12V、2A 以上）。 

 注意
1． ケーブル類の抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。故障の原因となります。

2． 電源ケーブルの極性（+, ー）を逆に接続してしまうと、ショート状態になり、 電源供給機器または電源ケーブル
が破損する恐れがありますのでご注意ください。

取扱いについて

 警告
1． 雲台内を濡らしたり、水を入れたりしないようにしてください。
 万一、内部に水が入った場合は使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

2． 本機を分解したり、改造したりしないでください。内部には歯車の噛み合い部分があり、けがの原因となります。

3． 本機に近づく場合は、本機を操作する人と連絡を取りながら近づいてください。
 遠隔操作の場合、不意に本機が動作しますとけがの原因となります。

4． 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。万一本体が破損した場合は、ただちに電源プラグ
を抜いてください。そしてお求めになった代理店、または、直接キヤノン（株）にご連絡ください。

5. レンズを太陽に向けないでください。TELE 側で強い光が入った場合、レンズおよびカメラの故障の原因になり
ます。

6． 本機を操作する場合は、制御装置（操作ユニットなど）を使用してください。手やその他の方法で本機を旋回、
俯仰などを行うと故障の原因になります。

 注意
1． 取付け部は、しっかりと締め付けてください。
 取付け部が緩むと、落下してけがの原因となることがあります。

2． 定期的（目安として 6 ヵ月～ 1 年ごと）に取付け部に緩みが無いか点検してください。取付け部が緩むと、落下
してけがの原因となることがあります。

注
1． 本機は設置保護のため、パン、チルト作動部にスリップ機構を採用しています。強い外力が作用した場合や風速

35m/s 以上の強風下でお使いの場合には、作動部が回転する場合があります。その場合は要因がなくなったあと
再操作してください。

保守・点検について

 警告
1． 清掃する際は、必ず乾いた布を使用してください。

2． 製品の外装を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。また、ベンジン・シンナーなど引火しやすい物は、
使用しないでください。火災や感電の原因となります。

 ＋ 側(芯線)  － 側

 － 側

 ＋ 白線プラグ型　JEITA-4
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3． サービスエンジニア以外の方は本装置を開けたり、分解したりしないでください。
 ・内部には危険な箇所があり、指などを挟まれたりします。
 ・ゴミやほこりの混入により故障の原因になります。
 ・高温多湿の場合、湿気を多く含んだ空気が内部に入り、故障・曇りの原因になります。

保管について

 警告
1． 運搬には専用の梱包箱を使用してください。

お客様へ

1. お客様の誤った操作に起因する障害については、当社は、責任を負いかねますのでご了承ください。

2. 本製品の品質・機能および取扱説明書に関して、お客様の使用目的に対する適合性・市場性などについては、一
切の保証をいたしかねます。

 また、そこから生じる直接的・間接的損害に対しても責任を負いかねます。

3. 本製品を使用して得られた結果については、保証いたしかねます。

4. 本製品の仕様・商品構成・外観図などは、お断りなく変更することがあります。

5. 修理や保守点検、本取扱説明書に記載されていない諸調整などにつきましては、サービス代理店もしくは、下記
連絡先へお問い合わせください。

6. お客様のご都合で、当社に相談なく改造が行われた製品に対しては、その修理などをお引き受けできない場合が
ありますのでご注意ください。

キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒 146-8501 〒 108-8011
東京都大田区下丸子 3-30-2 東京都港区港南 2-16-6
 

この設置マニュアルの著作権はキヤノン株式会社にあります。
この設置マニュアルの一部または全部をキヤノン株式会社の承諾書なしに、複写・複製または転載することは、
禁止されています。
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1.  設置
1-1. 設置方法
1-1-1. 設置を始める前に

附属の電源コードを使用して、設置場所に適した DC 電源を用意して接続してください（JEITA RC-
5320A、電源区分 4 相当）。使用するシステムに合わせて、モードスイッチの設定（下表参照）を行っ
てください。通信モード、映像反転、映像フォーマットを選択します。設定を変更した場合は電源の
再投入を行ってください。

スイッチ 設定内容

1 通信モード（OFF：RS-232C、ON：RS-422）

2 設置形態（OFF：正立設置、ON：天井吊下げ設置）

3、4

3（59.94/50） 4（1080i/720p）
映像フォーマット

HD-SDI VBS
OFF OFF 1080/59.94i NTSC
ON OFF 1080/50i PAL
OFF ON 720/59.94p NTSC
ON ON 720/50p PAL

5 ～ 7 未使用　常時 OFF でご使用ください
8 OFF：標準モード、ON：高速モード

1-1-2. ヘッドユニットの運搬

本製品を持ち運ぶ場合は、上部ハンドルを
持つか、または両手で台座部のハンドル２
か所を持って支えてください。

上部ハンドル

台座ハンドル

（左右両手でお持ちください）
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1-1-3. ヘッドユニットの固定

ヘッドユニット底面の M6 タップ４本の寸法
に合わせた取付け金具をご用意ください。

ボルト長が取付け金具厚 +15 ～ 20mm の鋼材
のネジを用意し、2 ～ 4.9N・m（20 ～ 50kg・
cm）の締付けトルクでゆるまないように固定
してください。

その際水準器を参照し、設置台およびヘッド
部が水平になっていることを確認してくださ
い。

[ 吊下げで設置する場合 ]

本製品を屋外にポール設置など吊下げで設置する場合は、雨よけや鳥害防止のため、ヘッドユニッ
ト底面の M6 タップ４か所の寸法に合わせたφ 300±5mm の取付け金具をご用意ください。（径が
φ 310mm より大きくなると映り込みます）
ボルト長は取付け金具厚 +15 ～ 20mm の鋼材のネジをご用意ください。
CU1/4 は吊下げ設置には使用しないでください。

[ 高所に設置する場合 ]

高所に設置する場合や、天井などに吊下げて
使用する場合など、落下する危険性のある場
合は必ず落下防止ワイヤーを通し穴（×2）に
通し、丈夫なところに固定してください。

[ 正立 / 吊下げ表示 ]

正面のロゴマークを上下反転することができ
ます。
ロゴマークの左右を軽く引っ張って抜き出し、
回転させて元の位置に押し込んでください。

正立から吊下げや吊下げから正立へ設置状態
とモードスイッチの設定を変更する場合は、
変更に合わせてロゴマークを上下反転してご
使用ください。

上下回転可能

落下防止ワイヤー

通し穴

設置台へ固定

ヘッドユニット底面

1/4-20UNC 深6

13
6 

90 

6 4× M 

68
 

45 21
7 

φ
 

( 一次的な使用のみ )
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1-1-4. コネクターカバーの取付け
本製品に接続する各ケーブル（コントロール
ケーブル、オプションのウォッシャーケーブ
ルなど）を、附属のコネクターカバーに通し
ます。

それぞれのケーブルをレセプタクルの各コネ
クターに接続します。（「接続」参照、ケーブ
ルの接続とモードスイッチの設定を行います）
電源ケーブルは接続したあとケーブル抜け止
めに引っかけて固定してください。

コネクターカバーをレセプタクル部へ取付け、
４本のネジでしっかりと固定します。

ケーブル保護を必要とする環境に設置する場合は、口金のネジ径が M50 の別売のケーブル保護カ
バー * をご用意ください。（ネジの長さは 20mm 以下）
コネクターカバーへの締め込みの際は、コネクターカバーの二方取りの面に工具をはめ込み、コネク
ターカバーの樹脂部分に力がかからないように作業してください。
ケーブル保護カバーの末端は、保護カバーとケーブルの間に隙間が空かないよう、自己融着テープを
しっかり巻きつけてください。

* 別売のケーブル保護カバー（推奨品）

金属製
 製造元：  三桂製作所
 部番：  KMBM 42（ノックアウト接続用）
    KUU 42（固定用ケイフレックス、ホース）
樹脂製
 製造元：  フレクサー社
 部番：  RQG48-M50（ロアフレックスコネクター）
    FS-M50（ロアフレックス用パッキン）
    RF-48（ホース）

別売りのケーブル
保護カバー

スパナ用回転止め（幅56）

コネクターカバー

自己融着テープを巻きつける。

雲台ケーブル
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1-1-5. ワイパーユニット（オプション）の取付け (XU-81W 標準装備）

本体の側面カバー取付けネジ（× ３）をゆるめ、
側面カバーを外します。

本体正面レンズ下の保護カバー取付けネジ（×
４）をゆるめ、保護カバーを外します。

ワイパーユニットのモーター部を筐体の穴か
ら挿入します。

その際内部タリーランプ上側の黒いフィルム
をめくらないようにしてください。

ワイパーユニットのコネクターを本体内部基
板上にあるレセプタクルに接続します。

ワイパーユニットを、4 本の M2.6 サラネジで
筐体に固定します。

注 : このときワイパーアームが図のような位置にない場合は、基板上の DipSW の４番（保護ガラス側の端）
を奥に押し込んで（ON 状態）雲台を再起動させてください。

 ４本の M2.6 サラネジを全て固定したあと、DipSW の４番を手前に引いて（OFF 状態）雲台を再起動さ
せてください。ワイパーアームが反対側に移動して停止します。

 （ユニット出荷時は図の位置で停止していますので、上記作業は不要です。）

側面カバー
取付けネジ

側面カバー

保護カバー
取付けネジ

保護カバー

黒いフィルム

ワイパーアーム

M2.6
サラネジｘ4

DipSW No.4
（保護ガラス側の端）

コネクター
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本体側面カバー裏側に、カウンターウェイト
を取り付けます。附属の M3L10 ネジ 2 本で固
定します。

本体の側面カバー取付けネジ（× ３）で、側
面カバーを取付けます。

取り外す場合は逆の手順で行ってください。

[ ワイパー押し圧調整 ]

押し圧調整ネジをゆるめてワイパーアームの根
元をスライドさせることでワイパーの押し圧調
整が可能です。

保護ガラス面に水を吹きかけて、最もふき取り
の状態が良いところで押し圧調整ネジを固定し
ます。

[ ワイパーブレードの交換 ]
交換用ワイパーブレードのご購入は、お求め
になった代理店、または、直接キヤノン ( 株 )
にご連絡ください。

ブレード台取付けネジ 2 本をゆるめ、ブレー
ド台を本体から取り外します。
ブレード（ゴムの部分）を引き抜いて、新し
いものと交換します。

交換が終わったら、ネジ 2 本でブレード台を
固定します。

[ ワイパーカバーの取り外し ]

ワイパーカバーベースとワイパーカバーを取
付けネジ（M3 ナベビスワッシャー付き）（×5）
で固定します。

５本のうち２本は、元の筐体についているも
のを外して使用してください。

ブレード台取付ネジｘ 2

ブレード台

ブレード（ゴム部分）

ワイパーカバーベース

取付けネジ×２
（元付いていたものを外す）

ワイパーカバー

取付けネジ×3

押し圧調整ネジ

ワイパーユニット用
カウンターウェイト
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1-1-6. 電動 ND フィルター（オプション）の取付け 　(XU-81W 標準装備）

本体の側面カバー取付けネジ（× ３）をゆるめ、
側面カバーを外します。

電動 ND フィルターを組み込みます。ND フィル
ターの出っ張っている部分を、本体内部の溝に入
れるようにして、本体に取り付けます。
取付けネジ（× ２）で固定します。

注： ND フィルターと保護ガラスの面に素手で
触れないよう、手袋などを付けて作業して
ください。指紋やごみがガラス面に付着す
ると画質劣化の原因になります。

電動 ND フィルターのコネクターを本体基板上の
レセプタクルに接続します。
接続後、ケーブルを結束バンドで上下２か所、た
るみがないように結束します。

注：  結束箇所には始めから結束バンドが巻かれ
ています。電動 ND ユニットのケーブルを
結束する場合は、元ある結束バンドに新た
な結束バンドを通して結束してください。

 取り外す場合には、元ある結束バンドを切
断しないようにご注意ください。

本体側面カバー裏側に、カウンターウェイトを取
り付けます。附属の M3L10 ネジ 2 本で固定しま
す。

本体の側面カバー取付けネジ（× ３）で、側面カ
バーを取付けます。
取り外す場合は逆の手順で行ってください。

側面カバー
取付けネジ

側面カバー

電動NDフィルター用
カウンターウェイト

結束箇所

ケーブル
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1-2. 設置時の注意
1-2-1. パン ･ チルトの動作範囲

注意：  パン / チルト可動部を手動で回転させないでください。
故障の原因となります。

注： 被写体を、パン動作範囲の端に設定される場合は、フォーカスによる倍率の変動、雲台ヘッドの取り付け
誤差などにより、パン動作範囲が 10% 程度違ってくることがあります。

 あらかじめパン動作範囲を確認してから設定してください。

① パンの動作範囲

パンの動作範囲は、左右に 180° ずつ動
きます。また、およそ 217 mm（オプショ
ン搭載時は 270 ｍｍ）の旋回範囲が必
要となりますので、設置場所に注意し
てください。

② チルトの動作範囲

チルト範囲は上側 220° 下側 40°（天井
吊下げ時は上側 40° 下側 220°）に傾け
た場合、およそ 220 mm（オプション
搭載時は 230 ｍｍ）となりますので、
設置場所に注意してください。

PAN回転中心 

180° 

180° 

217 
φ PAN旋回
範囲

 

TILT回転中心

220  TILT旋
回範
囲 

40
° 

220° 

φ 
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PEDCE

DTE

RS-232CRS-42212V- - - 0.6A

RS-422 ケーブル

CONTROL2へ

RS-232C ケーブル

CONTROL1へ

DCケーブル抜止め

マイク音声出力（RCAピンジャック）
・スピーカ―へ
・伝送機器へ

モニター用NTSC/PAL出力(BNC)
・映像モニターへ

HD-SDI出力（BNC）
・HD映像モニターへ
・伝送機器へ

外部同期信号入力（BNC）
・同期信号

CONTROL入力（RJ-45）
・操作ユニットへ
ピンアサイン参照

RS-422ケーブル

MODE SW (1-1-1.の表参照)

DC入力
（JEITA RC-5320A、電源区分4相当）
・設置場所に適したDC電源へ

附属の電源コード
ケーブル止めに止めてください。

AUX1～6（端子台）
ピンアサイン参照

CONTROL入力（D-sub9P:DTE）
・操作ユニットへ
ピンアサイン参照

RS-232Cケーブル
コネクターカバー穴φ36.5を通るケーブルをご用意ください。

2.  配線
2-1. コントロール側

ご使用になる操作ユニットの取扱説
明書をご覧になり、RS-232C ケーブ
ルを RS-232C コネクターに接続して
ください。

RS-232C ケ ー ブ ル は、 接 続 後 必 ず
ロックネジを締め付けてください。

2-2. 雲台設置側
各ケーブルをイラストのように接続してください。
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AUX3 ～ 6 ピン　外部デバイス入出力端子

[ 外部デバイス入力端子（AUX IN、GND）]
外部デバイス入力端子は２端子の組１つ（AUX IN（６ピン）、GND（5 ピン））で構成され、
GND 端子は本体内部の GND に接続されています。AUX IN 端子と GND 端子に２線のケー
ブルを接続し、両端子間を電気的に導通（ON）または絶縁（OFF）することにより、内部
コントローラーに対して割り込みを発生させます。

接続するセンサーやスイッチは、それぞれの電源や GND と電気的に分離された端子を接続
するようにしてください。

[ 外部デバイス出力端子（AUX OUT）]
外部デバイス出力端子は２端子の組１つ（AUX OUT（３ピン）、AUX OUT（４ピン））で構
成されています。端子に＋、－の区別はありません。内部コントローラーの制御により、２
端子間を導通状態と絶縁状態に切り替えることができます。出力端子は光結合素子を用い、
本体の内部回路とは分離されています。

出力端子に接続する負荷は次の定格の範囲内で使用してください。
  出力端子間の定格 : DC 最大電圧 50V
     連続負荷電流 200mA

[ 内部接続図 ]

AUX（端子台）

ピン No. 信号

1
ACC CONT

（オープンドレイン）

2
+12V 出力

（500mA 以内）
3 AUX OUT（3）
4 AUX OUT（4）
5 GND
6 AUX IN

3、4：外部デバイス出力端子
5、6：外部デバイス入力端子

RS-422（RJ-45）
ピン No. 信号

2 GND
3 RXD+ (IN)
4 TXD- (OUT)
5 TXD+ (OUT)
6 RXD- (IN)
7 GND

RS-232C（D-sub9P：DTE）
ピン No. 信号

2 RD (IN)
3 SD (OUT)
4 ER (+12V 固定 )
5 GND
7 RS (+12V 固定 )

PC 接続時はクロスケーブルを使用

ピンアサイン

入力端子

内
部
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

出力端子

AUX IN （No.６）

GND （No.５）

AUX OUT（No.４）

AUX OUT（No.３）

+3.3V  

10ｋΩ  

0.1μF  
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3.  配線後の確認
3-1. 雲台設置側

「2. 配線」の図を参考に、全てのケーブルが正しく接続されているかどうか確認してください。

3-2. コントロール側 OP-300 をご使用の場合

運用を始めるとき
① 操作ユニットの「POWER スイッチ」
 を押します。
 （確認 →　緑色の LED が点灯します。）

② 「TAKE スイッチ」が点灯し、雲台からの
 返答待ち状態になります。
 （確認 →　「TIME 表示 LED」が　　　となります。）
 雲台からの返答待ちの状態になります。数秒後、雲台との通信が確立すると、ショット移動
 時間（例：11 秒の場合　　　）が表示され、その他のスイッチが有効になります。

運用を終えるとき
① 操作ユニットの「POWER スイッチ」を切ります。（確認→　緑色の LED が消灯します。）

操作ユニットにより操作手順が異なる場合がございます。ご使用になる操作ユニットの取扱説
明書をご覧ください。

POWER TIME
ALARM

MODEM
TEMP SECONDS

TAKE FAN - +

PAGE         1           2           3           4

A    B   C   D SHOT CAMERA

POWER GAIN

L        H   1    2   S     F

OPERATION UNIT  OP-300

TAKEスイッチ

POWERスイッチ

TIME表示LED



English version is the installation manual for the country other than Japan.

ENGLISH VERSION



Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
These symbols indicate that this product is not to be disposed 
of with your household waste, according to the WEEE 
Directive (2012/19/EC), the Battery Directive (2006/66/EC) 
and/or national legislation implementing those Directives.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown 
above, in accordance with the Battery Directive, this indicates 
that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) 
is present in this battery or accumulator at a concentration 
above an applicable threshold specified in the Battery 

Directive.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-
for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling 
waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper 
handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health 
due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation 
in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. 
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, 
waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit 

www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

FCC REGULATIONS
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15B 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.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the 
manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation 
of the equipment.
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 General Safety Information
Failure to observe these warnings and cautions provided for the purpose of hazard prevention may result 
in injuries or accidents. Read this manual carefully to familiarize yourself with its contents and to ensure 
proper operation of this product. This manual uses the following symbols and terms in the warning and 
caution notices for preventing accidents and protecting the safety of the customer and others.

 WARNING
This indicates a potentially hazardous situation which, if not heeded, 
may result in death or serious injury to you or others. Be sure to heed all 
warning notices to ensure safe operation at all times.

 CAUTION
This indicates a potentially hazardous situation which, if not heeded, may 
result in a minor injury to you or others, or damage to property. Be sure to 
heed all caution notices to ensure safe operation at all times.

NOTE
This indicates cautions and recommendations for operation. This 
contains essential information which, if not heeded, may result in the unit 
failing to function properly. These notices also contain useful information 
for operation.

INSTALLATION

 WARNING
1. To prevent injury, this apparatus must be securely attached in accordance with the manual.

2. This product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

3. Do not install the unit in a location where there is a risk of combustion or ignition. When the unit is 
installed in a location where inflammable gas collects or is produced, ignition may result which in turn 
may cause a fire.

 CAUTION
1. When installing the unit, do not rotate the head and the camera forcibly by hand. It can cause damage 

to this device.

2. Do not install the unit in an unstable location such as on a wobbly table, on a sloping surface or in a 
location subject to severe vibration. Doing so may cause the unit to fall down or topple over, possibly 
causing injury.

3. Do not install the unit in a location where it may be directly exposed to salt water (seawater) or 
where corrosive gas or soot is present.  Contact with such substances may corrode and degrade the 
mountings, ultimately causing the unit to fall down and possibly causing injury.

4. When transporting the unit, hold the handle of the head unit. Otherwise, the unit may be dropped, 
possibly causing breakdown or injury.

5. When installing the unit in an elevated location, take appropriate measures to prevent the equipment 
and parts from falling.  Otherwise, the equipment and parts may fall, possibly causing injury.

NOTE
1. This product is not designed to withstand freezing and will not work in this state. Be careful when 

installing it where freezing temperatures may occur.
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POWER SUPPLY

 WARNING
1. Never attempt to connect or disconnect the power cord by taking hold of the plug with wet hands.
 Doing so may cause electric shocks.

2. Ensure that the plug is pushed all the way into the power outlet.

3. Always grasp the plug when connecting or disconnecting the power cord. Pulling on the cord may 
break its wires or otherwise damage the cord. Power may leak from a damaged cable, causing a fire 
or electric shocks.

4. Use the included power cable to connect to a power supply (rated 12Vdc). (Positive and negative 
polarity is shown below.) When using a commercial AC adapter, choose the one in comformity with the 
safety standards (the rated 12Vdc, minimum 2A). 

 CAUTION
1. Never connect or disconnect cables until making certain that the power is turned off.  Doing so may 

cause electric shock or damage.

2. Make sure to connect the power cord with the correct polarity (plus and minus). Connecting the cord 
with the wrong polarity may cause a short circuit or damage the power supply unit or power cord.

HANDLING THE UNIT

 WARNING
1. Do not allow the pan-tilt head or the inside of the housing to become wet, and do not allow water 

to enter inside or to be spilled onto the head. Do not put any object which contains liquid such as a 
drink or a vase on this product. If water has found its way inside the unit, stop using it immediately. 
Continuing to use the unit is a fire or electric shock hazard. 

2. Do not attempt to disassemble or remodel the unit. Intermeshing gears are to be found inside the unit, 
and contact with them may cause injury.

3. When the unit is to be approached, communicate with the operator of the unit while making the 
approach. Injury may result if the unit should operate unexpectedly when it is being operated by 
remote control.

4. Do not drop the unit, bump into other objects or otherwise subject it to strong impact.  If the main unit 
has been damaged, switch off the power immediately, and disconnect the power plug from the power 
outlet. Then contact your dealer or your Canon representative.

5. Please do not turn the lens toward the sun. When a strong light enters at the TELE side, it can cause 
damage to the lens and the camera.

6. When operating this device, please use a control device such as an operation unit. When panning or 
tilting by hand or other methods, it can cause damage to this device.

 ＋  Positive(core)

 －  Negative
 －  Negative

 ＋  Positive(white line)
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 CAUTION
1. Make sure that all the mountings are tightened securely. A loose mounting may cause the unit to fall 

down, possibly resulting in injury.

2. Periodically (every 6 months to a year as a general rule) inspect the mountings for looseness.  A loose 
mounting may cause the unit to fall down, possibly resulting in injury.

NOTE
1. This product incorporates a protective mechanism in the pan and tilt control sections. Accordingly, 

moving parts may swivel if subjected to strong external force or wind speeds of 35 m/sec or higher. In 
this case, wait until the external force subsides before panning or tilting the camera.

MAINTENANCE AND INSPECTION

 WARNING
1. Clean only with dry cloth.

2. Before cleaning the outside paneling of the unit, be absolutely sure to disconnect the power plug from 
the power outlet. Furthermore, do not use benzene, paint thinners or other easily ignitable substances 
for cleaning purposes.  Doing so is a fire and electric shock hazard. 

3. This system should not be opened or disassembled, except by qualified service personnel.
• Dangerous parts are to be found inside the unit, contact with them may cause finger pinch and electric 

shock hazard.
• If foreign objects and dust enter the inside, it may cause damage to this device.
• In case of high temperature and high humidity, internal damage and condensation may occur if humid 

air is allowed to enter this device.

STORAGE

 WARNING
1. When transporting the unit, place it inside the original shipping carton which was used specifically to 

house the unit.
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TO THE CUSTOMER
1. Canon shall bear no responsibility for damage resulting from improper operation of this product by the 

customer.

2. Canon shall make no guarantees about its marketability and suitability for the customer’s purpose on 
the product quality, functions, or manual.

 Moreover, Canon shall bear no responsibility for any damage, direct or incidental, that results from 
usage for the customer's purpose.

3. Canon shall make no guarantees about the results obtained using this product.

4. The product specifications, configuration, and appearance are subject to change without prior notice.

5. For further information on repairs, maintenance, or adjustments not mentioned in this manual, contact 
your Canon dealer or your Canon sales representative.

6. Note that Canon may be unable to undertake servicing or repair of a product if it is modified without 
consulting Canon or your Canon sales representative.

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Canon Europe Ltd
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET UK

All rights reserved. 
No part of this installation manual may be reproduced or copied in any form or by any means without the 
written permission of Canon Inc.

MSIP-REM-CIN-XU-81 MSIP-REM-CIN-XU-81W
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1.  Installation
1-1. Installation Procedure

1-1-1. Before Installation
Using the included power cord, connect the unit to a DC power source suitable for the 
location of installation. 

Configure the mode switch to match the system used (see table below). Specify the 
transmission mode, picture inversion, and image format. After any changes, restart the 
unit.

MODE switch Setting Details

1  Transmission mode (OFF: RS-232C, ON: RS-422)

2  Installation type (OFF: upright installation, ON: suspended from a ceiling)

3, 4

3（59.94/50） 4（1080i/720p）
Image Format

HD-SDI VBS
OFF OFF 1080/59.94i NTSC
ON OFF 1080/50i PAL
OFF ON 720/59.94p NTSC
ON ON 720/50p PAL

5 to 7  Not used. Leave the switch set to OFF.
8 OFF: Normal mode, ON: High-speed mode 

1-1-2. Carrying the Head Unit

When carrying the unit, hold it by the 
handle on top, or with both hands on the 
base handles.

Top handle

Base handles
(Hold with two hands, on both sides)
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1-1-3. Mounting the Head Unit

Prepare a bracket matching the dimensions 
of the four M6 screw holes (90 × 136 mm) 
on the bottom surface of the head unit. 

Use steel screws with a bolt length 
equivalent to the bracket thickness +15 to 
20 mm. Tighten with 2 to 4.9 N•m (20 to 50 
kg•cm) of tightening torque.

Use a level to confirm that the installation 
base and head unit are level.

[Installation: Suspended]
When the unit is suspended, prepare a bracket 300 mm (±5 mm) in diameter that matches 
the dimensions of the four M6 holes on the bottom surface of the head unit. (Brackets 
larger than 310 mm in diameter will interfere with camera images.) 
Use steel screws with a bolt length equivalent to the bracket thickness +15 to 20 mm. 
Do not use CU 1/4 for suspended installation. 

[Elevated Installation]
For installation in elevated locations (such as 
from ceilings) where it may be hazardous if 
the camera falls, always thread a safety wire 
through the two through-holes and fasten 
them to a sturdy structure.

[Normal/Inverted Label Display]
The logo on the front of the camera can be 
turned upside-down. 
Pull up gently on both sides of the logo to 
pull it out. Rotate it to the correct orientation 
and push it back into place. 

Turn the logo around if you change the 
camera orientation from upright to inverted 
or vice-versa and reconfigure the mode 
switch. 

Can be turned around

Safty wire

Through-holes

Affixd to the installation base

Head unit bottom surface

6mm deep hole, 1/4-20UNC
(Temporary use only )

13
6 

90 

6 4× M 

68
 

45 21
7 

φ
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1-1-4. Attaching the Connector Cover

To protect cables connected to the unit 
for remote control, washing (with an 
optional washer), and so on, thread the 
cables through the inlet on the included 
connector protecting cover. 

After this, connect each cable to the 
respective interface on the receptacle 
sec t ion .  (Re fe r  to  the  chap te r  on 
connections for instructions on connecting 
cables and configuring the mode switch.) 
After connecting the power cable, hook it to 
the cable fastener to secure it. 

Attach the connector protecting cover to the 
receptacle section and affix it securely with 
the four screws. 

For installation in locations where cables must be protected, prepare a commercially available 
cable protecting cover* whose opening fits M50.(Screw length is 20mm or shorter)
In mounting the protecting cover to the cover, use a spanner and hold two cus on both sides 
of the cover to avoid giving stress to the resin part of the cover.Put the self-welding tape firmly 
around the end of the cable protecting cover so that there is no space between the protecting 
cover and the cable.

*Commercially available cable protecting covers (Recommended)

Made of metal 
Manufacturer:  SANKEI (Japan)
Model:   KMBM 42 (Connector for knockout)
   KUU 42 (Hose, KEIFLEX)

Made of resin
Manufacturer:  Flexa (Germany)
Model:   RQG 48-M50 (RohrFlex connector)
   FS-M 50 (Gasket for RohrFlex)
   RF-48 (Hose)

Commercially available 
Cable protecting cover

For engaging 
spanner (56 width)

Connector protecting bootPan-Tilt cable

Put the self-welding tape around the end 
of the cable protecting cover
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1-1-5. Installing the Wiper Unit (Optional)  (standard equipments on XU-81W)

Loosen the three mounting screws on the 
side cover of the unit and remove the side 
cover. 

Loosen the four mounting screws on the 
protective cover below the lens on the 
front of the unit, and then remove the 
protective cover. 

Insert the wiper unit. 
At this time, avoid turning up the black film 
on the top of the internal tally lamp. 

Fix the wiper unit on the main body with 
four M2.6 mounting screws. 

Plug the connector of the wiper unit into 
the receptacle on the internal board of 
main unit.

NOTE
If the wiper arm is not positioned like in the figure above, set the DipSW No.4 on the board [end 
of the protecting glass side] to ON and restart the pan-tilt head. After securing the wiper unit in 
place with four mounting screws M2.6, set the DipSW No.4 to OFF and restart the pan-tilt head. 
The wiper arm moves in the opposite direction and stops. 
(At the factory, the wiper arm is positioned shown in the figure. Procedure above is not needed.)

Side cover 
mounting screws

Side cover

Protective cover 
mounting screws

Protective cover

Black film

Wiper arm

M2.6
Flat head screw
×４

DipSW No.4
（End of protecting glass side）

Connector
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Attach the counterweight inside the unit's 
side cover. Using the two included M3L10 
screws, screw the weight into the side 
cover.

Reattach the side cover with the three side 
cover mounting screws. 

For removal, follow these steps in reverse.

[Adjusting Wiper Pressure]
Wiper pressure can be adjusted by 
loosening the wiper pressure adjusting 
screw and sliding the wiper arm.

Spray water to the surface of the protecting 
glass and fix the adjusting screw in the best 
position for wiping operation.

[Replacing Wiper Blades]
Contact your dealer or your Canon 
representative to purchase replacement 
wiper blades. 

Loosen the two mounting screws on the 
blade unit and remove the base from the 
main unit. 
Pull out the blade (made of rubber) and 
replace it with a new one. 

After replacement, use the two screws to 
reinstall the blade unit.

[Attaching/Removing Wiper Cover]

Attach the wiper cover base and the wiper 
cover using the five mounting screws 
including two removed screws from the 
unit with M3 washers.

Blade base 
mounting screw (x 2)

Blade base

Blade (made of rubber)

Wiper cover base

Mounting screw (x 2)
(Removed from the unit)

Wiper cover

Mounting screw (x 3)

Wiper pressure adjusting screw

Counterweight
for wiper unit
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1-1-6. Installing the Motorized ND Filter (Optional)(standard equipments on XU-81W)

Loosen the three mounting screws on the 
side cover of the unit and remove the side 
cover. 

Insert the motorized ND filter unit.

Insert the ND filter so that the protrusion 
fits into the groove in the unit.

Secure the filter unit with the two mounting 
screws.

NOTE 
Use gloves not to touch the ND filter and the protecting glass for installation. Fingerprint or dust 
may cause image degradation.

Connect the connector of the ND motorised 
filter to the receptacle on the board inside 
the main unit.

After connection, use the cable bands 
to collect the cables together, leaving no 
slack in cables.

NOTE
Cable bands were attached at factory. Use new bands to collect the cables of the ND motorized 
unit by putting new bands through the originally attached bands.
For removing bands, take care not to break original cable bands.

Attach the counterweight inside the unit's 
side cover. Using the two included M3L10 
screws, screw the weight into the side 
cover. 

Reattach the side cover with the three 
side cover mounting screws. 

For removal, follow these steps in reverse.

Side cover 
mounting screws

Side cover

Counterweight
for ND motorized unit

Cable bands

Cable
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1-2. Installation Precautions

1-2-1. Panning and Tilting Range

 CAUTION
Do not move the parts used for panning and tilting manually. This may damage the unit.

NOTE
The range may be off by 10% or so due to variations in the magnification caused by focusing and 
the pan-tilt head mounting error. Check the actual panning range before proceeding to set to the 
subject.

Panning range

The panning range extends 180° to the left 
and right. 

A turning range of approx. 217 mm (270 
mm with options installed) in diameter 
should therefore be taken into account 
when selecting the installation location. 

Tilting range

Similarly, the tilting range is approx. 220 
mm (230 mm with options installed) when 
the pan-tilt head is inclined upward at 
220° and downward at an 40° (or when 
suspended, upward at 40° and downward 
at 220°). 

Also take this into account when selecting 
the installation location.

Panning center 

180° 

180° 

217 
φ Panning range 

Tilting center 

220  Tiltin
g range 

40
° 

220° 

φ 
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2.  Connections
2-1. At the Control Site

Refer to the operation manual of the 
operation unit you use to connect 
the RS-232C cable to the  RS-232C 
connector.

After connecting the RS-232C cable, be 
absolutely sure to tighten up the locking 
screw.

2-2. At the Installation Site
Connect cables as shown below.

DC cable fastener

Microphone output (RCA pin jack)
・To speakers
・To relay equipment

NTSC/PAL output for monitoring (BNC)
・To video monitor

HD-SDI input (BNC)
・Sync signal

External sync signal output (BNC)
・To HD video monitor
・To relay equipment

Control input (RJ-45)
・To the operation unit
See pin assignment 

RS-422 cable

MODE switch
 (Refer to table of section 1-1-1.) 

DC input 
・To DC power suitable 
  for the location of installation

Secure the included power cord
with cable fasteners. 

AUX 1–6 (terminal block)
See pin assignment 

Control input (D-sub 9-Pin: DTE)
・To the operation unit
See pin assignment 

RS-232C cable
Connect a cable (36.5 mm dia.) threaded 
through the connector protecting cover inlet.

PEDCE

DTE

RS-232CRS-42212V- - - 0.6A

RS-422 cable

To CONTROL2
RS-232C cable

To CONTROL1
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Connectors for External Device I/O (Auxiliary Pins 3–6)

Connectors for External Device Input: AUX IN, GND
A pair of connectors for input from external devices is provided (AUX IN (pin 6) and GND (pin 5)). 
The GND connector is connected to the ground inside the unit. When two cables are connected 
to the AUX IN and GND connectors, the circuits are electrically connected (ON) or disconnected 
(OFF), which generates an interrupt for the internal controller. 

Connect sensors or switches to connectors that are electrically isolated from their power 
and ground lines. 

Connectors for External Device Output: AUX OUT
A pair of connectors for output to external devices is provided (AUX OUT (pins 3 and 4)). No 
distinction is made on the connectors between positive and negative. The internal controller can 
switch the electrical status (connected or disconnected) between the two connectors. Optically-
coupled devices are used to keep the output connectors isolated from the unit's internal circuits. 

Ensure that the load connected to the output connectors is within the following rating. 
  Rated load between output connectors:  Max. voltage of 50V DC
       Continuous load current of 200 mA

[Internal Wiring Diagram]

Input connectors

In
te

rn
al

 c
on

tro
lle

r

Output connectors

AUX IN （No.６）

GND （No.５）

AUX OUT（No.４）

AUX OUT（No.３）

+3.3V  

10ｋΩ  

0.1μF  

AUX (terminal block)
Pin No. Signal

1 ACC CONT (open drain)
2 +12V output (500mA or lower)
3 AUX OUT（3）
4 AUX OUT（4）
5 GND
6 AUX IN

3, 4: Connectors for external device output
5, 6: Connectors for external device input

RS-422（RJ-45）
Pin No. Signal

2 GND
3 RXD+ (IN)
4 TXD- (OUT)
5 TXD+ (OUT)
6 RXD- (IN)
7 GND

RS-232C（D-sub9P：DTE）
Pin No. Signal

2 RD (IN)
3 SD (OUT)
4 ER (fixed at +12V)
5 GND
7 RS (fixed at +12V)

To connect a computer, 
use a cross-cable.

Pin Assignment
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3.  Checks after Completion of Connection
3-1. At the Unit Installation Site

Refer to the figure of “2. Connections” and check if all the cables are 
properly connected.

3-2. At the Control Site

When OP-300 is used

To start operation

① Press the POWER switch of the 
operation unit.

 (Check → The green LED lights.)

②	 The TAKE switch lights up, and a head  
response is awaited.

 (Check → The TIME display LED 
indicates  .)

The system waits for a response from the pan-tilt head. After a few seconds when 
communication with the pan-tilt head is established, the shot movement time is 
displayed (example: 11 s = ) and the other switches are enabled.

To end operation

①	 Press to turn off the POWER switch of the operation unit.
 (Check → The green LED goes off.)

The operating procedures vary depending on the operation unit that is used. 
Please refer to the operation manual of your operation unit.

POWER TIME
ALARM

MODEM
TEMP SECONDS

TAKE FAN - +

PAGE         1           2           3           4

A    B   C   D SHOT CAMERA

POWER GAIN

L        H   1    2   S     F

OPERATION UNIT  OP-300

TAKE switch

POWER switch

TIME display LED
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中文版为中华人民共和国用使用说明书。

中　文　版



部件名称

有害物质

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd）
六价铬

（Cr(VI)）
多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚

（PBDE）

电气实装部分 × ○ ○ ○ ○ ○

金属部件 × ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

FOR P.R.C. ONLY
本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表

产品的环保使用期限。

只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算

的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。
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 安全使用须知

使用操作时如果不严格遵守这些防止危险的警告和注意事项，则有可能导致受伤或引发事故。

请在仔细阅读并充分理解本使用说明书内容的基础上正确地使用本机。

为了能够确保顾客和他人的安全，有效地杜绝事故的发生，我们在本使用说明书的警告事项和注意事项中采用了

以下标记符号和表述。

 警告
记载了有关错误使用操作将有可能导致死亡或重伤之危险的警告事项。为了能够确保安

全使用，请务必严格遵守这些警告事项。

  注意
记载了有关错误使用操作将有可能导致人体受伤之危险的注意事项。为了能够确保安全

使用，请务必严格遵守这些注意事项。

须知
记载了操作时的注意事项和推荐事项。

如果不遵守这里记载的内容，本产品有可能不正常工作。此外，还记载了有益于操作的

信息。

关于安装

 警告
1． 为避免人身伤害，请遵照使用说明书牢固地固定本机后进行使用。

2． 请将本机安装在不会暴露于阳光、火焰或类似的温度过高的场所。

3． 有起火或引燃危险时，请不要安装。

 如果将本机安装在产生或充满燃烧性气体的场所，会由于引燃而引起火灾。

 注意
1． 安装本机时，请不要用手强制转动主单元和摄像机部分。

 这有可能损坏本机或导致性能低下。

2． 请不要将本机安装在不平稳和振动严重的场所，如晃动的桌子上和倾斜的地方等。

 否则有可能导致本机掉下或翻倒，并因此导致人身伤害。

3． 请不要将本机安装在会直接淋到盐水的场所，或产生腐蚀性气体、油烟的场所。

 否则有可能导致安装部分腐蚀劣化，并因掉下而导致人身伤害。

4． 搬运本机时，请正确握持主机的把手并从下方整个抱起本机。如果握持方法不正确，有可能将本机掉下并因

此导致故障和人身伤害。

5． 在高处进行安装作业时，请采取措施以防止器材掉落。

 如果器材掉落，有可能会导致人身伤害。

须知
1． 本机型未设防冻结构功能，因此，处于冻结状态时不能进行操作。需设置于有可能产生冻结的场所时，请引

起注意。

关于电源

 警告
1． 连接和拔下电源线时，请不要用湿手触摸插头。

2． 请将电源插头牢固地插入到底。

3． 拔下电源线时，请务必握住插头将其拔下。

 如果拉扯电源线，电源线可能会受损（发生断裂等），有可能从该部分漏电并因此引起火灾或导致触电。
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4．请使用附属配套件中的电源电缆，将其连接于电源（额定值 DC12V）。（有关＋、－极的详细内容，请参见下图。）

需使用市场销售的 AC 适配器时，请使用符合安全规格的适配器（额定值 DC12V、2A 以上）。

 注意
1． 请务必在切断电源的状态下插拔电缆。否则有可能导致触电或故障。

2． 请注意，如果将电源电缆的极性（＋、—）接反，会造成短路，并可能导致供电设备或电源电缆损坏。

关于使用操作

 警告
1． 请不要淋湿或让水进入云台的内部。

 万一发生了内部进水的情况，请停止使用。如果在该状态下继续使用，有可能因此引起火灾或导致触电。

2． 请不要分解或改造本机。本机的内部有高电压部分、齿轮咬合部分，有可能导致人身伤害。

3． 要接近本机时，请一边与操作本机的人员保持联系一边接近。

 遥控操作时如果本机意外地动作，有可能导致人身伤害。

4． 请不要让本机受到强烈冲撞，如掉落或撞击等。万一主机发生损坏，请立即关闭电源开关，将电源插头从插座上拔下。

然后与购买本产品的经销商或直接与佳能公司联系。

5. 请不要让镜头朝向太阳。在 TELE 侧有强光进入时，有可能导致镜头或摄像机故障。

6． 操作本机时，请使用控制装置（操作单元等）。如果用手或其它方法转动、上下倾斜本机等，有可能导致故障。

 注意
1． 请牢固地拧紧安装部分。

 安装部分如果松弛，有可能因本机掉下而导致人身伤害。

2． 请定期（以 6 个月～ 1 年 1 次为基准）检查安装部分是否松弛。安装部分如果松弛，有可能因本机掉下而导致人

身伤害。

须知
1． 本机型为了确保设置而在摇摄、倾斜操作部位采用了滑移结构。在具有较强外力作用或风速达到 35m/s 以上的大风

条件下使用时，有时会使操动部位产生旋转。此时，请在引发原因消失后，再重新进行操作。

关于保养与检修

 警告
1． 清洁时，请务必使用干布。

2． 清洁本产品的外表时，请务必拔下电源插头。此外，请不要使用汽油、稀释剂等易燃物品。否则有可能引起

火灾或导致触电。

3． 维护人员以外的人员请不要打开、分解本机。

 ・本机型内部有引发危险的部位，有可能会夹卡手指。

 ・如果异物和灰尘进入本机内部，有可能导致故障。

 ・在高温多湿的情况下，如果含有较多湿气的空气进入本机内部，有可能导致故障和湿气凝结。

 ＋正极
（芯线）

 －负极

－负极

 ＋正极白线
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关于保管

 警告
1． 搬运时请使用专用的包装箱。

致顾客

1. 请注意，对于因顾客自身的错误操作而导致的故障，本公司将一概不承担任何责任。

2. 本公司对于本产品的质量、功能以及使用说明书是否适合顾客的使用目的，是否具有市场性等不做任何承诺

保证。

 而且，对于由此而产生的直接或间接损失，本公司也一概不承担任何责任。

3. 对于使用本产品产生的后果，本公司不做任何承诺保证。

4. 本公司有可能更改本产品的规格、产品构成和外观等，恕不事先另行通知。

5. 有关修理和保养检查以及本使用说明书中未记载的各项调整等，请与维修服务代理店或直接与佳能公司联系

咨询。

6. 请注意，对于顾客因自身的情况未与本公司商洽而擅自改造后的产品，本公司将有可能不承接有关方面的修

理等。

进口商：

佳能（中国）有限公司

北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

邮编　100005

电话：+86(0)10-8513-9999

传真：+86(0)10-8513-9915

本安装手册的著作权归属于佳能公司所有。

在未征得佳能公司书面同意的情况下，严禁擅自复印、复制或转载本使用说明书的一部分或全部内容。
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1. 安装

1-1. 安装方法

1-1-1. 开始安装之前

请使用附属配套件中的电源线，将其连接于符合安装环境要求的 DC 电源上。请需使用的系统要求，

设定模式开关（参阅下表）。可用于选择通讯模式、设置状态、视频图像程式等。需改变设定时，

请重新接通电源。

开关 设定内容

1 通讯模式（OFF ：RS-232C、ON ：RS-422）

2 设置状态（OFF ：直立设置；ON ：屋顶吊设）

3、4

3（59.94/50） 4（1080i/720p）
视频图像程式

HD-SDI VBS
OFF OFF 1080/59.94i NTSC
ON OFF 1080/50i PAL
OFF ON 720/59.94p NTSC
ON ON 720/50p PAL

5 ～ 7 未使用，请按常设 OFF 予以使用

8 OFF ：标准模式；ON ：高速模式

1-1-2. 云台主单元的搬移

搬抬本产品时，请握持上置手柄、或用双

手握持底座部位的 2个手柄，将其抬起。上置手柄

底座手柄

（请用双手搬抬）



C6

1-1-3. 云台主单元的固定

请按照云台主单元底面 4 个 M6 螺孔的尺寸要

求，配备合适的安装紧固件。

请配备长度为安装紧固件厚度＋ 15 ～ 20mm

的钢制螺栓，采用 24.9N·m（20 ～ 50kg·

cm）的紧固扭矩，将其牢固地拧紧。

此时，请采用水准仪，确认安装底座及云台

主单元部位的水平是否符合要求。

［吊设安装时］

需将本产品吊设安装于室外大厅等处时，为了防雨和防范鸟害，请按照云台主单元底面的 4 个

M6 螺孔的尺寸规格要求，自备直径为φ 300 ± 5mm 的安装紧固件。（如果直径大于φ 310mm，

则会被拍摄于其内）请配备长度为安装紧固件厚度＋ 15 ～ 20mm 的钢制螺栓。

请勿将 CU1/4 用于吊设安装。

［高架安装时］

高架设置、或屋顶吊设等具有坠落危险时，

请采用防摔钢丝绳，将其套装于孔（×2）内，

固定于稳固牢靠之处。

［直立 /吊设描述］

位于正面的标记，可上下转动。

请拉住标记左右，将其轻轻拉出，转动之后，

押放于原位。

将直立状态改为吊设、或者将吊设状态改为

直立而需改变模式开关的设定时，请根据改

设状况，上下转动标记后，再予以使用。

可上下转动

防摔钢丝绳

穿孔

固定于安装底座上

云台主单元底面

1/4-20UNC 深度6

13
6 

90 

6 4× M 

68
 

45 21
7 

φ
 

（仅限暂时使用）
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1-1-4. 连接器防护罩的安装

连接于本产品上的各条电缆（控制电缆、选

购件中的垫圈电缆等），均应套放于附属中的

连接器防护罩内。

将各条电缆分别连接于插接孔的各个连接器

上。（连接电缆和设定模式开关时，参阅＜连

接＞部分。）

连接好电缆后，请将其挂于电缆止动卡扣上

予以固定。

将连接器防护罩安装于插接孔部位，用 4 根

螺钉拧紧固定。

需设置于必须保护电缆的环境场所时，请自备另售的螺口直径为 M50 的电缆防护外罩＊。（螺钉

长度为 20mm 以下）

将其紧固于连接器防护罩上时，将工具嵌放于连接器防护罩的双向套接面上进行作业，此时，请

注意切勿向连接器的树脂塑胶部位施加外力。

请用自融性胶带将另售的电缆防护罩的终端牢牢卷住，使防护罩和电缆间没有空隙。

＊另售的电缆防护外罩（推荐用品）

金属制

 制造商：  三桂制作所

 零件型号 ： KMBM 42（用于连接脱套头）

                KUU 42（固定用套接管、软套管）

树脂制

 制造商：  FLEXA 公司

 零部件型号： RQG48-M50（塑胶套管连接器）

                FS-M50（塑胶套管密封套）

      RF-48（塑胶软管）

另售的电缆防护罩

连接器防护罩

扳手卡固部位（宽56）

用自融性胶带将电缆防护罩卷住

云台电缆
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1-1-5. 滑移垫装置（选购）的安装 (XU-81 W 设有标准装备 )

拧松主体侧盖安装螺钉（×3），拆下侧盖。

拧松主体正面镜头下面的防护盖安装螺钉

（×4），拆下防护盖。

穿过框架上的开孔，插装滑移垫装置的电机。

此时，请勿揭开内部指令传递指示灯上面的

黑色薄膜。

将滑移垫装置的连接器，连接于设在主体内

部基板上的插接孔上。

用 4 根 M2.6 埋头螺钉，将滑移垫装置固定于

框架上。

须知： 此时，如果滑移垫摆臂未处在图示位置，请向内推移基板上的 4 号 DipSW（防护玻璃侧的一端），

然后再重新启动（ON 状态）云台。

 拧紧固定了 4根 M2.6 埋头螺钉之后，向前拉动 4号 DipSW，然后再重新启动（OFF 状态）云台。此时，

滑移垫摆臂将会移动停止于其对侧。

 （该装置出厂时，已设为停止于图示位置，因此，不必实施上述作业。）

侧盖安装螺钉

侧盖

防护盖安装螺钉

防护盖

黑色薄膜

滑移垫摆臂

M2.6
埋头螺钉×4

DipSW No.4
（防护玻璃侧的一端）

连接器
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将平衡块安装于主体侧盖里面。用附属配套

件中的 2根 M3L10 螺钉，将其拧紧固定。

用主体侧盖安装螺钉（×3），安装侧盖。

拆下时，请按相反的顺序进行操作。

［滑移垫压力调整］

拧松压力调节螺钉，滑移滑移垫的底部，即可

调节滑移垫的压力。

吹干防护玻璃表面上的水分，使其处于完全擦

干状态之后，将压力调节螺钉拧紧固定。

［滑移垫板的更换］

若需购置用于更换的滑移垫板，请与购买本

产品的经销商、或直接与佳能公司联系咨询。

拧松 2根板座安装螺钉，从主体上拆下板座。

拉出板块（橡胶部位），更换新的板块。

更换后，用 2根螺钉固定板座。

［滑移垫盖板的拆卸］

用安装螺钉（带 M3 盘头螺钉垫圈）（×5），

将其拧紧固定。

5 根螺钉中的 2 根，请使用从框架上拆下来

的原装螺钉。

板座安装螺钉
? 2

板座

板块（橡胶部位）

滑移垫盖板底座

安装螺钉×２
（拆下原装螺钉）

滑移垫盖板

安装螺钉×3

压力调节螺钉

 滑移垫装置用平衡块
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侧盖安装螺钉

侧盖

电动ND减光镜用
平衡块

束紧部位

电缆

1-1-6. 电动 ND 减光镜（选购）的安装 (XU-81 W 设有标准装备 )

拧松主体侧盖安装螺钉（×3），拆下侧盖。

装配电动 ND 减光镜组件。将 ND 减光镜的突出

部位插装于主体内部的凹槽内，将其安装于主

体上。

用安装螺钉（×2）拧紧固定。

须知： 作业时，请戴上手套，切勿裸手触摸

ND 减光镜和防护玻璃的表面。否则将

会使指纹或污垢附着于玻璃表面上，导

致拍摄图像质量下降。

将电动 ND 减光镜的连接器，连接于主体基板上

的插接孔上。

连接后，使用束带，将电缆的上下 2个部位束紧，

用以防止电缆松弛下垂。

须知： 束紧部位已预先缠有束带。需束紧电动

ND 减光镜组件的电缆时，将新束带穿

过原装束带，将其束紧。

 拆卸时，请注意，切勿切断原装束带。

将平衡块安装于主体侧盖里面。用附属配套件

中的 2根 M3L10 螺钉，将其拧紧固定。

用主体侧盖安装螺钉（×3），安装侧盖。

拆下时，请按相反的顺序进行操作。
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摇摄旋转中心 

180° 

180° 

217 
φ 

摇摄旋转范围 

旋转中心

220  倾
斜旋转范围 

40
° 

220° 

φ 

1-2. 安装注意事项
1-2-1. 摇摄和倾斜操作范围

注意： 请勿手动旋转摇摄和倾斜等可移动部位。

否则将会引发故障。

须知： 当被摄体位于摇摄动作范围的边缘时，由于对焦时的倍率变动，云台主机的安装误差等原因，摇摄

动作范围可能会有 10% 左右的偏差。

 请事先确认摇摄动作范围，然后进行设定。

① 摇摄操作范围

摇摄操作范围为可按左右分别转动

180°。其旋转范围必须具备约 217mm

的方位（搭载选购件时为270mm），因此，

请注意选用合适的设置场所。

② 倾斜操作范围

倾斜操作范围为上侧 220°，下侧

40°（吊设时为上侧 40°，下侧

220°）时，必须使旋转范围达到约

220mm（搭载选购件时为 230mm），因此，

请注意选用合适的设置场所。
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2. 配线
2-1. 控制侧

请参阅所使用的操作装置使用说明

书，将 RS-232C 电缆连接于 RS-232C

连接器上。

连接 RS-232C 电缆后，请务必将锁

定螺钉拧紧。

2-2. 云台安装侧
请按插图所示，连接各条电缆。

PEDCE

DTE

RS-232CRS-42212V- - - 0.6A

RS-422 电缆

连接于CONTROL2上

RS-232C 电缆

连接于CONTROL1上

DC电缆止动卡扣

麦克风声频输出（RCA斜槽插孔）
·连接于扬声器上
·连接于声频信号传递装置上

监控显示器用NTSC/PAL输出（BNC）
·连接于视频图像监控显示器上

HD-SD输出（BNC）
·连接于HD视频图像监控显示器上
·连接于视频信号传递装置上

外部同步信号输入（BNC）
·同步信号

CONTROL（控制）输入（RJ-45）
·连接于操作装置上
参阅引线定位配置

RS-422电缆

MODE SW （模式开关）（参阅1-1-1.的图表）

DC输入
·连接于符合安装环境要求的
DC电源上

附属配套件中的电源电缆
请用电缆止动卡扣予以固定。

AUX1～6（端子座）
参阅引线定位配置

CONTROL（控制）输入（D-sub9P:DTE）
・连接于操作装置上
参阅引线定位配置

RS-232C电缆
请自备可穿过连接器防护罩孔径φ36.5的适用电缆。
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AUX3 ～ 6 针  外设装置输出入端子

［外设装置输入端子（AUX IN、GND）］
外设装置输入端子由 2 个端子（AUX IN（6 针）、GND（5 针））组成为 1 组，GND 端子已连
接于主体内部的 GND 上。用 2条电缆，连接 AUX IN 端子和 GND 端子，使两个端子之间通电
（ON）或绝缘（OFF），从而使其能够向内设控制器发出中断信号。

需连接的传感器和开关，请连接于各自的单独电源上、或者已与 GND 之间断开电源的端子上。

［外设装置输出端子（AUX OUT）］

外设装置输出端子由 2 个端子（AUX OUT（3 针）、（AUX OUT（4 针））组成为 1 组。端
子上未注明＋、－极。可通过利用内设控制器进行控制，切换两个端子之间的通电状
态和绝缘状态。输出端子采用了光耦合元件，已与主体内设电路分开。

连接于输出端子上的负荷，请在下列额定范围内予以使用。
  输出端子的额定值： DC 最大电压 50V
        连续负荷电流 200mA

［内部接线图］

AUX（端子座）

引线标号 信号

1
ACC CONT

（开路漏极）

2
+12V 输出

（500mA 以内）

3 AUX OUT（3）

4 AUX OUT（4）

5 GND

6 AUX IN

3，4 ：外设装置输出端子

5，6：外设装置输入端子

RS-422（RJ-45）

引线标号 信号

2 GND

3 RXD+(IN)

4 TXD-(OUT)

5 TXD+(OUT)

6 RXD-(IN)

7 GND

RS-232C（D-sub9P ：DTE）

引线标号 信号

2 RD(IN)

3 SD(OUT)

4 ER (+12V 固定 )

5 GND

7 RS (+12V 固定 )

连接 PC 时，应使用跨接电缆。

引线定位配置

输入端子

内
设

控
制

器

输入端子

AUX IN （No.６）

GND （No.５）

AUX OUT（No.４）

AUX OUT（No.３）

+3.3V  

10ｋΩ  

0.1μF  
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3. 配线后的确认
3-1. 云台安装侧

请参考“2. 配线”的图示，确认是否正确连接了所有电缆。

3-2. 控制侧使用 OP-300 的场合

开始操作时

① 按操作单元的“POWER 开关”。

 （确认→绿色的 LED 点亮。）

② “TAKE 开关”亮灯，处于等待云台发出响应之状态。

 （确认→ “TIME 显示 LED”变为　　　。）

 变成等待云台回答的状态。数秒后，当确立了与云台的通讯时，会显示拍摄移动时间

 （例如：11 秒时为　　　），其他开关变为有效。

结束操作时

① 关闭操作单元的“POWER 开关”。（确认→绿色的 LED 熄灭。）

 取决于操作单元，操作步骤可能有所不同。请参阅您所使用的操作单元的使用说明书。

POWER TIME
ALARM

MODEM
TEMP SECONDS

TAKE FAN - +

PAGE         1           2           3           4

A    B   C   D SHOT CAMERA

POWER GAIN

L        H   1    2   S     F

OPERATION UNIT  OP-300

TAKE 开关

POWER 开关

TIME 显示 LED
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外観図　EXTERNAL VIEW　外观图　(XU-81)
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外観図　EXTERNAL VIEW　外观图　(XU-81 W)
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