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1 安全上／取り扱い上のご注意と免責事項

安全上のご注意

1 安全上／取り扱い上のご注意と免責事項

安全上のご注意
製品を安全に使用していただくための注意事項です。必ずお読みください。お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害
を防ぐためにお守りください。

こんなときは（異常時の対処方法）
 発煙、異臭、異常音などが発生した
 落として破損した

電源プラグを電源から抜く

▶▶

そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、キ
ヤノンマーケティングジャパン（株）にご連絡ください。

 異物（金属や液体など）が内部に入った

警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

運搬／設置
 電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた布で
 発火や引火の危険性がある場所に設置しない。

拭き取る。
 設置場所（認可品、環境）に適合し、製品の仕様にあった

発火性ガスが発生／充満する場所に設置すると、引火して火災
の原因となります。

電源ケーブルを使う。

 説明書に従い、取り付け部のネジをしっかり締めて製品を

不適切な電源ケーブルを使うと、火災や感電の原因となります。

 電源プラグは、電源 OFF 時に抜き差しする。

固定する。
製品を固定しなかったり、ネジが緩んだりすると、転倒・落下によ
るけがや事故の原因となります。

取り扱い

 高所作業を伴う場所に設置するときは、事前に機材の落
下防止対策を行う。

 液体でぬらしたり、内部に液体や異物を入れたりしない。

機材の落下によりけがの原因となります。

 強い衝撃や振動を与えない。

電源

保守／点検

 電源プラグの差し込みが不十分なまま使わない。

 電源プラグを電源から抜いたあとで、乾いた布で拭く。
電源 ON のまま濡れた布で拭くと感電の原因となります。

 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

 アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れ

 ほこり、湿気、油煙の多いところで、長時間電源につない

しない。

だままにしない。

 分解や改造をしない。

絶縁不良をおこし、火災の原因となります。

 タコ足配線をしない。

• 内部に歯車や露出した電極があり、触れるとけがや感電の原

 コードを引っ張って電源プラグを抜かない。

因となります。

 いつでも電源プラグが抜けるように、プラグの周りにもの

• ゴミやほこりが混入すると、故障の原因となります。

を置かない。

• 高温多湿の場合、湿気を多く含んだ空気が内部に入ると、故
障・曇りの原因となります。
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注意

取り扱い上のご注意

傷害を負う可能性がある内容です。

運搬／設置

取り扱い

 不安定な場所や振動の多い場所に設置しない。

 雲台ヘッドの動作範囲内に人がいないか確認して操作す
る。

落下・転倒によるけがの原因となります。

 塩水が直接かかる場所や腐食性ガス・油煙の発生する場

人にあたってけがの原因となることがあります。

 取り付け部のネジに緩みがないか、定期的（半年から 1 年

所に設置しない。

ごと）に点検する。

取り付け部が腐食劣化し、落下によるけがの原因となります。

 雲台ヘッドの運搬は本体のハンドルをしっかり持って二人
以上で行う。
落下させると、けがや故障の原因となります。

取り扱い上のご注意
 高温の場所に設置しない。

 強い光源がレンズやファインダーに入る場所に設置しない。

故障の原因となることがあります。

カメラやビューファインダーを強い光源（晴天時の太陽や人工

 雲台ヘッドの回転部を手で無理に回さない。

的な強い光源など）に向けて設置しないでください。撮像素子な
どの内部の部品が損傷する恐れがあります。

• 無理に回すと、回転部が破損します。

 凍結に注意する。

• ローテーターとズームユニットの駆動部は、必要に応じて回
転可能です（電源 OFF 時のみ）。

本製品は凍結防止構造ではありません。凍結の恐れがある場

• 回転部の操作は、対応アプリケーションまたは制御装置を

所に設置するときはご注意ください。凍結時には動作しないこと

使って制御してください。

があります。

免責事項
1

2

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。
本製品の品質・機能および本書に関して、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

4

5

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。
本製品の仕様・商品構成・外観図などは、断りなく変更することがあります。
修理や保守点検、本書に記載されていない諸調整などにつきましては、キヤノンマーケティングジャパン（株）にお問い合
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、修理などをお引き受けできないことがありますの
でご注意ください。

7

本製品を使用するためにネットワークに対して誤った設定を行った結果生じた損害、および本ネットワーク機能を使用し
た結果生じた損害については､弊社ではその責任を負いかねますので､あらかじめご了承ください。
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2 はじめに

商品構成
使用前に以下のものがすべて梱包されていることをご確認ください。

ロボティックカメラヘッド
CR-S700R

IP カメラコントローラー*

カメラサポーター*

CR-G100

EF100-400mm レンズ用

EF70-200mm レンズ用
サポーター

ズームユニット

ズームユニットシャフト A、B

N3 ケーブル

LAN ケーブル

DC カプラー

フェライトコア（2 個）

俯瞰カメラブラケット

サポーター

アイピースカメラブラケットと
USB ケーブル

USB（Type-C）ケーブル

（EOS-1D X Mark III 用）
* 出荷時は CR-S700R に装着されています。

 別売アクセサリー

カメラリモートレインカバー
URC-S1

ベースプレート CR-BP100

カメラリモート

と M8 ボルト（4 個）

アプリケーション CR-A100

7

USB（Type-C）ケーブル

（EOS-1D X Mark II 用）

2 はじめに

概要

カメラリモートアプリケーション CR-A100（別売）について

カメラリモートアプリケーションを使用すると、複数のロボティックカメラシステムと EOS カメラを制御できます。また、コントロー
ラーによる操作や遅延の少ないストリーミング映像による撮影が可能です。アプリケーションの詳細については、カメラリモート
アプリケーションの操作マニュアルをご覧ください。なお、IP カメラコントローラーのファームウェアとカメラリモートアプリケーショ
ンは最新版をご使用ください。

 動作を確認した市販アクセサリー
 俯瞰カメラ Watec 社製 WAT-02U2D
 アイピースカメラ
• カメラ Watec 社製 WAT-03U2

• レンズ Watec 社製 M0820BC12

• マウントアダプター Watec 社製 28MMA-M12-155
 ギアリング ARRI 社製 K0.60139.0

概要
本書では、ロボティックカメラヘッド CR-S700R と IP カメラコントローラーCR-G100、カメラの取り付け／接続方法、および撮影現

場での設置のしかたについて記載しています。CR-G100 の Web セットアップツールの使いかたについては、CR-G100 使用説
明書をご覧ください。また、本機の最新情報については、キヤノンのホームページをご覧ください。

ネットワーク環境について
 本製品は、インターネットから切り離されたプライベートなネットワーク環境で使用することを前提としています。
 本書は、ネットワーク機器の設定が完了し、正しく動作していることを前提に説明しています。ネットワーク機器の設定方法
については、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。
 ネットワークの接続の設定を行うには､ネットワーク（Ethernet）の設定方法に関する十分な知識が必要です。ネットワーク
の設定方法については、弊社ではサポートできませんので､あらかじめご了承ください。

 本書の読みかた
本書中は次の表記を使用しています。

必ず守っていただきたいこと

雲台ヘッド

ロボティックカメラヘッドのこと

知っておいていただきたいこと

レインカバー

カメラリモートレインカバーのこと

A

参照ページ

正位置

台座ユニットを下にする設置姿勢のこと

=

参考になるページなど

吊り下げ位置

台座ユニットを上にする設置姿勢のこと

 本書では試作品の写真／図を使用して説明しています。そのため、実際の製品とは異なることがあります。
 本書では、見やすくするために加工した画面を一部使用しています。
 本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
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2 はじめに

概要

 システム図
撮影用カメラ（別売）
CR-G100 の
Web セットアップツール

アイピースカメラ（市販）

カメラリモートアプリケー
ション CR-A100 （別売）

俯瞰カメラ（市販）
IP カメラコントローラー
CR-G100

FTP サーバー
（市販）

Ethernet
USB
ロボティックカメラヘッド
CR-S700R

N3
電源
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各部の名称

 ロボティックカメラヘッド CR-S700R
1

2

ハンドル ▶▶A 15

4

ズームユニット ▶▶A 21

3
5

2

雲台ヘッド▶▶A 15

ローテーター ▶▶A 15
ロゴプレート

4

 必要に応じて上下の向きを逆に付け換え可能。
6

ケーブル束 ▶▶A 23

9

面ファスナー ▶▶A 31、34

11

STATUS ランプ ▶▶A 33

10

12

1

台座ユニット

7

8

ケーブルクランプユニッ ト▶▶A 15、24

電源スイッチ ▶▶A 33

ALARM ランプ ▶▶A 41

2
5

 本機がアラーム状態になると点灯する。
13

14

3

DC IN 24V 端子 ▶▶A 32

LAN（イーサネット）端子 ▶▶A 32

6

7
8
9

10

11

12 13

14

10
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1

2

落下防止ワイヤー ▶▶A 25、38

ズームユニットケーブル ▶▶A 25

3

電源ケーブル ▶▶A 30

5

HEAD 通信ケーブル ▶▶A 30

4

6

各部の名称

LAN ケーブル ▶▶A 30

設置用ネジ穴（M8 ／ 深さ 12 mm。4 個）

6

 カメラリモートレインカバー URC-S1（別売）
1

フロントカバー ▶▶A 34

2

リアカバー ▶▶A 34

4

フロントリング ▶▶A 20

3

フロントカバー（100-400mm レンズ用） ▶▶A 34
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各部の名称

 ベースプレート CR-BP100（別売）
1 2

3

4 5

2 1

5 4

1

落下防止アイボルト用穴（4 個） ▶▶A 36

3

V 型アタッチメント取り付け用ネジ穴（3/8 インチ／9 個、M5／10 個） ▶▶A 36

2

4

5

雲台ヘッド取り付け用穴（4 個） ▶▶A 36

50 mm クランパー用穴（φ10 mm／6 個） ▶▶A 36

50 mm／60 mm クランパー用穴（φ12 mm／6 個） ▶▶A 36
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3 接続

準備する

 接続の前に確認すること
使用する機材に応じた取り付け方の違い
使用するレンズ、レインカバー（別売）の有無、吊り下げ位置で設置するかどうかによって、使用する付属品や取り付け方が異
なります。はじめに以下の内容を確認してください。

使用するレンズ

レンズ
サポーター

EF24-70mm F2.8L II USM

EF24-105mm F4L IS II USM
EF70-200mm F2.8L IS II USM
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II
USM

レンズ用

有無

カメラ

俯瞰

タイプ

フロントカバー

サポーター

カメラ

位置

非対応

ローテーター
のカメラ側

フロントカバー

B
（ロング）
100-400 mm
ローテーター
レンズ用フロン
の被写体側
トカバー

EF100-400 mm
レンズ用

*1 EF11-24mm F4L レンズは、ワイド端でケラレが発生する可能性がある。
*2 カメラサポーターのボルトの音が気になるときは、EF70-200mm レンズ用サポーターを取り付ける。

用意が必要な機材
次の機材は必要に応じて、ご自身で用意ください。
 本製品に対応する撮影用カメラとレンズ *

* いずれも別売品。最新の対応カメラとレンズについては、キヤノンのホームページをご覧ください。

 ギアリング（市販、A8）
 アイピースカメラ（市販、A8）
 俯瞰カメラ（市販、A8）
 設置用機材
• ベースプレート（別売）を使用しないで固定するとき：


雲台ヘッド設置用のボルト（M8／強度区分 A2-70 以上／4 個）

• ベースプレート（別売）を使用しクランパーで固定するとき（次のいずれか）：



吊り下げ位置で設置

使用する

不要*2

EF70-200 mm

レインカバーの

シャフトの 取り付け
A
（ショート）

EF11-24mm F4L USM *1
EF16-35mm F2.8L III USM

ズームユニット

50 mm パイプ用クランパー（M10 ボルト／ナット。2 セット）

50 mm／60 mm パイプ用クランパー（M12 ボルト／ナット。2 セット）
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ローテーター
上下逆
の吊り下げ
に取り
用の位置に
付け
取り付け

3 接続

準備する

• ベースプレート（別売）を使用しボルトで固定するとき：


M10 または M12 のボルト／ナット（2 セット）

 落下防止用機材（市販）
• アイボルト（M16 ボルト。ベースプレート使用時のみ）
• 落下防止ワイヤー

設置に必要な工具／部材
 トルク管理可能な六角レンチ： 2.5 mm（M3 用）、4 mm（M5 用）、6 mm（M8 用）
 精密十字ドライバー： 0 番
 結束バンドとニッパー
 使用するクランパー、アイボルト用の取り付け工具
 ベースプレートをボルトで固定するときは、取り付けに必要な工具

 設置手順の確認
1.

開梱して機材を箱から出し、雲台ヘッドを作業台上に置く

2.

雲台ヘッドから、カメラサポーター、IP カメラコントローラー、ケーブルクランプユニットを取り外す

3.

撮影ユニットを準備し、撮影用カメラとレンズの設定を行う
 撮影用カメラに、レンズとカメラサポーターを取り付けたものを「撮影ユニット」と呼びます。

4.

レインカバーを使用するときは、フロントリングを取り付ける

5.

ズームユニットを雲台ヘッドに取り付けて仮止めする

6.

撮影ユニットを雲台ヘッドに取り付ける

7.

レンズにギアリングを取り付け、ズームユニットを固定する

8.

IP カメラコントローラーを雲台ヘッドに取り付ける

9.

必要に応じて、俯瞰カメラ、アイピースカメラを雲台ヘッドに取り付ける

10. 配線を行う
11. 電源を入れ、動作確認をする
12. レインカバーを使用するときは、レインカバーを取り付ける
13. ベースプレートを取り付ける
14. 撮影現場に設置する
15. 設置後の動作確認をする

 雲台ヘッドを運搬するときは、ハンドルを持ち、必ず二人以上で運んでください。
 設置作業は、機材が落下しないように机などの安定した場所で行ってください。
 ボルトの締め付けは適正なトルク（A43）で行ってください。
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3 接続

梱包箱から機材を取り出す

梱包箱から機材を取り出す
雲台ヘッドのハンドルを持って、梱包箱から取り出し、安定した作業台の上
に置いてください。

 本機を使用後、搬送するときは、開梱時の状態に戻してから梱包してく
ださい。

出荷時に装着されていたユニットを取り外す
本製品は、雲台ヘッドにカメラサポーターと IP カメラコントローラーを取り付けた状態で出荷しています。ここでは、これらのユ
ニットをいったん取り外します。

1.

IP カメラコントローラーが上になるように、ローテーターを時
計回りに回転させる

2.

IP カメラコントローラーの四隅の六角穴付きボルト（M3。4
本）を緩める

3.

カメラサポーターの六角穴付きボルト（M5。4 本）を緩める

4.

ローテーターを反時計回りに 180 度回転させる
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上面

3 接続

5.

出荷時に装着されていたユニットを取り外す

IP カメラコントローラーを下から持ち、矢印方向にスライドさ
せて取り外す

6.

面ファスナーを緩めて、束ねてあったケーブルを解放する

7.

ケーブルクランプユニットの六角穴付きボルト（M5、2 本）を
緩めて、ケーブルクランプユニットを取り外す

8.

カメラサポーターを矢印方向にスライドさせて取り外す

操作後の写真
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上面

3 接続

撮影ユニットを準備する

撮影ユニットを準備する
レンズを装着した撮影用カメラをカメラサポーターに取り付け、カメラ／レンズの必要な設定を行って、撮影ユニットを準備しま
す。使用できる撮影用カメラとレンズの最新情報については、キヤノンのホームページをご覧ください。

 撮影用カメラにレンズを取り付け、記録メディアを入れる
撮影用カメラの操作については、カメラの説明書をご覧ください。

1.

撮影用カメラにレンズを取り付ける

2.

撮影用カメラのカードスロットに十分な空き容量がある記録メディアを入れる

 撮影した画像を FTP 転送する場合でも、記録メディアを入れる必要があります。なお、記録メディアがいっぱいになると、撮
影画像は FTP 転送されません。

 撮影用カメラとレンズの設定を行う
撮影用カメラに充電済みのバッテリーを入れ、撮影用カメラとレンズの設定を行います。撮影用カメラとレンズの操作や設定の
しかたについては、それぞれの説明書をご覧ください。

1.

レンズのフォーカスモードスイッチ（AF/MF）を AF にする

2.

レンズの手ブレ補正スイッチ（STABILIZER）を OFF にする

3.

撮影用カメラの電源スイッチを ON にする

4.

ドライブモード、AF 動作など撮影に必要な撮影用カメラの設定を行う

5.

MENU → [{] → [撮影画像の確認時間] を [切] に設定する

6.

MENU → [{] → [ライブビュー撮影] を [する] に設定する

7.

MENU → [B] → [オートパワーオフ] を [しない] に設定する

8.

MENU → [

] → [C.Fn：Exposure] → [撮影モードの限定] にカスタム撮影モード（C1、C2、C3）を

設定しない
 撮影用カメラが EOS-1D X Mark II のときのみ。

9.

MENU → [

] → [C.Fn：Operation] → [操作ボタンカスタマイズ] → [シャッターボタン半押し] を

次のように設定する
 EVF のときは [測光開始] に、アイピースカメラのときは [測光・AF 開始] に設定する。

10. MENU → [
11.

] → [C.Fn：Others] → [レリーズタイムラグ最速化] を [する] に設定する

FTP 転送を行うとき

撮影用カメラに応じて必要な設定を行う

 設置後は、カメラリモートアプリケーションから変更できない設定がありますので、撮影用カメラとレンズの設定は、設置前
にすべて行ってください。
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撮影ユニットを準備する

 撮影用カメラに DC カプラーを取り付ける
撮影用カメラの操作については、カメラの説明書をご覧ください。

1.

撮影用カメラからバッテリーを取り出し、DC カプラーを取り付
ける

 レンズにレンズサポーターを取り付ける
EF70-200mm レンズまたは EF100-400mm レンズを使用するときは、レンズ

底面

に応じたレンズサポーターを、六角穴付きボルト（M5。1 本）でレンズに取り
付けてください。

 カメラサポーターの位置決めパーツを調整する
カメラサポーターの位置決めパーツは、レンズサポーターが不要のレンズの
ときだけ使用します。レンズサポーターを使用するレンズのときは、干渉しな
いように向きを変えてください。十字ネジを緩めて位置決めパーツを浮かせ、
カメラと干渉しない位置に回したあと十字ネジを締めます。

 撮影用カメラをカメラサポーターに取り付ける
カメラの底面にカメラサポーターを取り付けます。レンズの操作については、レンズの説明書をご覧ください。

レンズサポーターを使用する場合
1.

カメラサポーターの 2 パーツを固定している六角穴付きボル
ト（M5。3 本）を緩め、カメラサポーターの 2 パーツ間を可動
にする
 これにより撮影用カメラとレンズの高さ調整が可能となる
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底面

3 接続

2.

撮影ユニットを準備する

撮影用カメラの底面にカメラサポーターを乗せ、カメラサポー
ターの六角穴付きボルト（1/4 インチ。1 本）を撮影用カメラの
三脚ネジ穴に合わせて、4mm の六角レンチで少しねじ込む

3.
4.

三脚座取り付け脚があるレンズのとき

レンズの画面切り換えロックつまみを緩める

レンズサポーターの六角穴付きボルト（M5。3 本）をカメラサ
ポーターのネジ穴に合わせて少し締める
 カメラサポーターを前後にスライドさせて、レンズサポーターのネジ穴
を探る。

5.

位置が決まったら、撮影用カメラ側の六角穴付きボルトと、レ
ンズサポーターの六角穴付きボルトを締めて固定する

6.
7.

三脚座取り付け脚があるレンズのとき

レンズの画面切り換えロックつまみを締める

操作 1 で緩めた六角穴付きボルトを締める

操作後の写真

レンズサポーターを使用しない場合
1.

位置決めピンの位置を合わせたあと、カメラの三脚ネジ穴の
位置にカメラサポーターの六角穴付きボルト（1/4 インチ。1
本）を合わせて 4mm の六角レンチで少し締める
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底面

3 接続

2.

レインカバー（別売）のフロントリングを取り付ける

三脚ネジ穴のボルトの位置をレール上で動かして、カメラの
向きがレンズサポーターに対してまっすぐになるように調整
する

3.

六角穴付きボルトを締めて固定する

操作後の写真

レインカバー（別売）のフロントリングを取り付ける
カメラリモートレインカバー URC-S1（別売）を使用するときは、ローテーターの被写体側にレインカバーのフロントリングを取り
付けます。

1.

レインカバーに付属している六角穴付きボルト（M5。4 本）にワッシャーを通し、フロントリングに取り付
ける

2.

フロントリングの切り欠きとズームユニットシャフト用穴を合
わせてフロントリングを取り付け、六角穴付きボルト（M5。4
本）で固定する
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前面

3 接続

ズームユニットを取り付ける

ズームユニットを取り付ける
ズームユニットは、使用するレンズによってシャフトのタイプと取り付け位置が異なります（A13）。

 ズームユニットにズームユニットシャフトを取り付ける
EF100-400mm 以外のレンズを使用するとき
1.

ズームユニットの平らな面の逆側からズームユニットシャフト
B（ロング）を差し込み、六角穴付きボルト（M5。1 本）で固定
する
 EF11-24mm レンズのときは、ズームユニットシャフト A（ショート）を使
用する。

平らな面

EF100-400mm レンズを使用するとき
1.

ズームユニットの平らな面側からズームユニットシャフト B（ロ
ング）を差し込み、六角穴付きボルト（M5。1 本）で固定する

 ズームユニットを雲台ヘッドに取り付ける
1.
2.

ズームユニットシャフト用の穴が上側になるように、ローテーターを時計回りに回転させる
ズームユニットシャフトをローテーターのシャフト用穴に差し込む
 ズームユニットは、取り付け位置にかかわらず、平らな面が撮影用カメラ側を向くように取り付ける。
EF100-400mm 以外のレンズを使用するとき
 ローテーターの撮影用カメラ側から、ズームユニットシャフトをロー
テーターのシャフト用の穴に差し込む。

EF100-400mm レンズを使用するとき
 ローテーターの被写体側から、ズームユニットシャフトをローテーター
の切り欠き部に差し込む。
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3.

撮影ユニットを取り付ける

ズームユニットが不用意に動かないように、六角穴付きボル
ト（M6。1 本）を 4 mm の六角レンチで締め、ズームユニット
を仮止めする
 ズームユニットは、あとでローテーター内にレンズを通すときの妨げ
にならない位置に仮止めする。

操作後の写真













EF100-400mm レンズを使用するとき

EF100-400mm 以外のレンズを使用

撮影ユニットを取り付ける

 設置姿勢に応じて、ローテーターのカメラサポーター取り付け部を付け換える
吊り下げ位置で設置するときは、カメラサポーターをローテーターの上側に設置するため、ローテーターのカメラサポーター取
り付け部を付け換える必要があります。カメラサポーター取り付け部は、出荷時は、正位置用の位置に装着されています。

1.

カメラサポーター取り付け部が下になるようにローテーターを反

吊り下げ位置用

時計回りに回転させ、ズームユニットシャフト用穴の位
置を確認する

ズームユニット
シャフト用穴

下側にあるとき： 正位置用
上側にあるとき： 吊り下げ位置用

正位置用

2.

使用する設置姿勢と異なるときは、カメラサポーター取り付け部を付け換える
 六角穴付きボルト（M5。4 本）を緩めて取り外し、逆側に取り付ける。

 吊り下げ位置の場合、以降の取り付け操作では、ローテーターの操作方向を逆にしてください。
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撮影ユニットを取り付ける

 レインカバー（別売）のリアカバーに雲台ヘッドのケーブルを通す
カメラリモートレインカバー URC-S1（別売）を使用するときは、レインカバーのリアカバーに雲台ヘッドのケーブルを通します。

1.

六角穴付きボルト（M5。2 本）を緩めて、ケーブルクランプユ
ニットのカメラサポーター取り付け部のパーツを取り外す

2.

レインカバーのリアカバーに雲台ヘッドのケーブル束を通す
 リアカバーの小さい方の口からケーブル束を通す

3.

操作 1 で取り外したカメラサポーター取り付け部のパーツを
ケーブルクランプユニットに取り付け、六角穴付きボルト
（M5。2 本）で固定する

操作後の写真
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撮影ユニットを取り付ける

 撮影ユニットを雲台ヘッドに取り付ける
1.

カメラサポーター取り付け部が下になるようにローテーターを回転させる

2.

撮影ユニットのレンズをローテーターにくぐらせ、ロー
テーターのカメラサポーター取り付け部にカメラサポー
ターを奥までスライドさせる
カメラサポーター取り付け部
の両端のガイド上をスライド
させる

3.

カメラサポーターの後部にケーブルクランプユニットを取り付
け、六角穴付きボルト（M5。2 本）で固定する

4.

5.

カメラの底面が上になるように、ローテーターを時計回りに
180 度回転させる

撮影ユニットを六角穴付きボルト（M5。4 本）で固定する

操作後の写真
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上面
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レンズにギアリングを取り付け、ズームユニットを固定する

レンズにギアリングを取り付け、ズームユニットを固定する

 ギアリング（市販）をレンズに取り付ける
1.

撮影用カメラが上になるようにローテーターを反時計回りに回転させる

2.

レンズのズームリングを回してテレ端に設定する
 吊り下げ位置で使用するときはワイド端にする。

3.

ズームユニットのギアの位置に合わせて、ギアリングをレン

上面

ズのズームリングに取り付け、六角穴付きボルト（M2.5。1
本）を、ギアリングに付属の工具で締めて固定する
=ギアリングの取り付け位置（A43）
 ギアリングのギアの端（余った部分）がズームユニットの逆側を向くよ
うに取り付ける。
 ギアリングは、ネジ部分を上にして、ゆがみの無いように取り付け
る。

 ギアリングの端の余った部分が長く、駆動部等に干渉するときは、ギアリングの端を 1～2 ｃｍ残して、ニッパー等でカット
することをおすすめします。

 ズームユニットを固定する
1.

ズームユニットが上になるようにローテーターを時計回りに
回転させる

2.

ズームユニットを保持しながら、固定する六角穴付きボルト
（M6。1 本）を 4 mm の六角レンチで緩め、ズームユニットの
ギアとレンズのギアリングがかみ合うように、ズームユニット
の位置を調整し、再度六角穴付きボルトで固定する

3.

落下防止ワイヤーをズームユニットシャフトの端のネジ穴に
取り付ける
 EF100-400mm レンズのときは、ローテーターの中から落下防止ワイ
ヤーを引き出し、ズームユニットシャフトの端のネジ穴に取り付ける
 片方の手でワイヤーを押さえながらネジを締める。
 ズームユニットのギアとギアリングに干渉しない位置に配置する。

4.

雲台ヘッドのズームユニットケーブルをズームユニットの接
続端子につなぐ
 ズームユニットをローテーターの被写体側に取り付けている場合、
ズームユニットケーブルはローテーターの中を通して接続する。
 ズームユニットのギアとギアリングに干渉しない位置に配置する。

5.

EF100-400mm 以外のレンズのとき

操作 3 で取り付けた落下防止ワイヤーをズームユニットケーブ

ルに結束バンドで束ねる。
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6.

IP カメラコントローラーを取り付ける

レンズのズームリングを回してワイド端に設定する
操作後の写真

 レンズをワイド端にしないと、Web セットアップツールから制御できません。

IP カメラコントローラーを取り付ける
1.

カメラの底面が上になるように、ローテーターを時計回りに回転させる

2.

IP カメラコントローラーをカメラのカメラサポーター上に置き、
矢印のようにスライドして取り付けて、六角穴付きボルト
（M3。4 本）で固定する
 IP カメラコントローラーの底面のツメをカメラサポーターの対応箇所
に入れてスライドさせる。

操作後の写真
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その他のアクセサリーを取り付ける

その他のアクセサリーを取り付ける
必要に応じて、市販の俯瞰カメラ（A8）やアイピースカメラ（A8）を取り付けることができます。これらのアクセサリーを使用し
ないときは、「配線を行う」（A 30）に進んでください。

 俯瞰カメラ（市販）を取り付ける
1.

俯瞰カメラブラケットに俯瞰カメラを取り付け、十字ネジ（2
本）で固定する
 雲台ヘッドを吊り下げ位置で設置するときは、俯瞰カメラの天地を逆
に取り付ける。

2.

ローテーターの横の取り付け部に取り付け、六角穴付きボル
ト（M5。2 本）で固定する
 六角穴付きボルトは可動式のため、ネジ穴に合わせて取り付ける。

3.

俯瞰カメラの USB ケーブルを、右の画像のように 3 回ほど巻
いてブラケット内に収め、結束バンド等で留める

4.

USB ケーブルは雲台ヘッドのケーブル束の防水部材内に収
め、ケーブル束に沿わせて配置する
 必要に応じて結束バンド等で束ねる。

操作後の写真（台座ユニットの端子が見える面）
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背面

3 接続

その他のアクセサリーを取り付ける

 アイピースカメラ（市販）を取り付ける
1.

アイピースカメラブラケットの六角穴付きボルト（M3。全 4 本）を緩める
 六角穴付きボルトを緩めすぎると、ボルトの抜け止め用ストッパーが破損することがあります。

2.

アイピースカメラのセットアップとフォーカス調整を行う
 メーカーの説明書に従って必要なセットアップを行ったあと、遠距離
被写体(10m 程度)にフォーカスが合うように調整する。
 フォーカスの調整位置がずれやすいときは、右の画像のように、レン
ズの周囲をテープなどで固定する。

3.

撮影用カメラが上になるようにローテーターを反時計回りに
回転させる

4.

アイピースカメラをアイピースカメラブラケットに取り付け、ネ
ジ（M2。2 本）で固定する

5.

アイピースカメラのレンズキャップを外す

6.

撮影用カメラのビューファインダーからアイカップを取り外す

7.

アイピースカメラブラケットを撮影用カメラのビューファイン
ダーのガイドに差し込む

8.

アイピースカメラブラケットの固定用金具をカメラ側に押した
あと、上に押しながら、カメラ側の左右の六角穴付きボルト
（M3。2 本）で固定する

9.

USB ケーブル* の L 字型のプラグをアイピースカメラにつな
ぎ、ブラケットのケーブル抜け防止部を押し込んで、後ろ側
の左右の六角穴付きボルト（M3。2 本）で固定する
* アイピースカメラに付属
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3 接続

その他のアクセサリーを取り付ける

操作後の写真

 アイピースカメラの取り付け／調整後の映像は、Windows のカメラアプリなどでご確認ください。
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3 接続

配線を行う

配線を行う
以下の図を参考に配線を行ってください。ネットワーク機器については、Ethernet ハブを介して制御用 PC と FTP サーバーを接
続する例で示しています。

⑤ LAN ケーブル（付属）

DC カプラー

ロボティックカメラヘッド

④ USB (Type-C)
ケーブル（付属）

③電源
CR-S700R
ケーブル

撮影用カメラ（市販）
① HEAD 通信ケーブル

ズームユニットケーブル
② LAN ケーブル

IP カメラコント
ローラー
CR-G100
⑩ LAN ケ ー ブ ル
（市販）

⑥ N3 ケーブル（付属）

⑦ USB ケーブル

Ethernet
ハブ

制御用 PC

⑧ USB ケーブル

FTP サーバー

俯瞰カメラ（市販）

アイピースカメラ（市販）

 ケーブルは、ケーブルクランプユニット内を通して配線してください。

 雲台ヘッドの電源を切る
配線を行う前に、雲台ヘッドの電源を OFF にしてください。

 雲台ヘッドのケーブルを接続する
1.

IP カメラコントローラーが上になるようにローテーターを時計回りに回転させる

2.

HEAD 通信ケーブルを IP カメラコントローラーの HEAD 端子につなぐ（①）

3.

LAN ケーブルを IP カメラコントローラーの

4.

電源ケーブルを撮影用カメラに取り付けた DC カプラーのプラグにつなぐ（③）

（イーサネット）端子につなぐ（②）
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⑨ 電源ケーブル（市販）
DC 電源

3 接続

配線を行う

 撮影用カメラに接続する
撮影用カメラの詳細については、カメラの説明書をご覧ください。

1.

撮影用カメラに応じた USB （Type-C）ケーブル（付属）で、IP カメラコントローラーの CAMERA1 端子と撮
影用カメラをつなぐ（④）

2.

LAN ケーブル（付属）で、IP カメラコントローラーの CAMERA2 端子と撮影用カメラをつなぐ（⑤）

3.

N3 ケーブル（付属）で IP カメラコントローラーの （N3 リモート）端子と撮影用カメラをつなぐ（⑥）


（N3 リモート）端子側の L 字型プラグは、ケーブルを撮影用カメラ側に向けて接続する。

 俯瞰カメラ、アイピースカメラを接続する
俯瞰カメラやアイピースカメラを使用する場合は、それぞれ IP カメラコントローラーに接続します。俯瞰カメラやアイピースカメラ
の詳細については、それぞれの説明書をご覧ください。

1.

俯瞰カメラの USB ケーブルを IP カメラコントローラーの VIEW CAMERA 端子につなぐ（⑦）

2.

アイピースカメラの USB ケーブルを IP カメラコントローラーの EYEPIECE CAMERA 端子につなぐ（⑧）

 ケーブルの取り回しを整える
1.

ケーブルクランプユニットの面ファスナー付近のケーブルをまとめて、面ファスナーで固定する

2.

必要に応じて、ケーブルの取り回しを整え、結束バンド等で束ねる

3.

脱落防止ワイヤーが駆動部やギアと干渉しないことを確認する

4.

ローテーターを回して、ケーブルが他のパーツと干渉しないことを確認する

 雲台ヘッドを立てる
雲台ヘッドへの電源／ネットワークの接続や動作確認を行う前に、雲台ヘッド
にベースプレート（別売）を取り付ける（A36）か、設置場所に仮設置（A38）
するなどして、雲台ヘッドを立ててください。
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3 接続

配線を行う

 電源とネットワークを接続する
雲台ヘッドを電源に接続した後、雲台ヘッドと制御用パソコン、および必要に応じて接続する FTP サーバーを閉じたネットワー
クに接続します。IP アドレスは静的 IP アドレスを使用します。
使用可能な電源
供給方法
DC IN 24V 端子

接続できる電源の仕様
XLR 3 ピン（メス）コネクター ／ DC 24 V （24 V ～ 28 V）、8 A 以上（許容最大負荷電流）

屋外（防水）で使用するときのコネクター
電源ケーブルと LAN ケーブルには以下のコネクターを使用してください。
種別

推奨コネクター

電源コネクター

NEUTRIK 社製 NC3FX-HD

LAN コネクター

NEUTRIK 社製 NE8MX6

ケーブルにフェライトコアを取り付ける
雲台ヘッドに接続する電源ケーブル（市販）と LAN ケーブル（市販）にはフェライトコア（付属）を取り付けてください。発生するノ
イズを低減できます。

1.

電源ケーブルの XLR 3 ピンコネクターの端から約 3 cm の位

置に、フェライトコアをあて、ケーブルを 1 回巻き付けてフェラ
イトコアを閉じる

2.

LAN ケーブルのプラグの端から約 3 cm の位置に、フェライ

トコアをあて、ケーブルを 1 回巻き付けてフェライトコアを閉じ
る

電源とネットワークに接続する
1.

雲台ヘッドの DC IN 24V 端子に、外部電源アダプター（市販）の電源コネクターのフェライトコア側をつな
ぐ（⑨）
 本機を屋外で使用するときは、屋外用の電源コネクターを使用し、コネクターは奥までしっかり差し込む。

2.
3.

LAN ケーブルのフェライトコア側のプラグを雲台ヘッドの LAN（イーサネット）端子につなぎ、他方を

Ethernet ハブにつなぐ（⑩）

制御用 PC と、必要に応じて FTP サーバーを Ethernet ハブにつなぐ

 DC IN 24V 端子のコネクターを抜き差しするときは、必ず雲台ヘッドの電源を切ってください。

 Ethernet ハブが PoE 対応の場合、LAN（イーサネット）端子には、給電しないポートを接続してください。
 Ethernet ハブを使用しないで、制御用 PC を雲台ヘッドの LAN（イーサネット）端子に直接接続することもできます。この場
合、FTP サーバーを使用するときは、制御用 PC が FTP サーバーを兼ねる必要があります。

32

3 接続

動作を確認する

 電源を入れる／切る
雲台ヘッドの電源スイッチを上側にすると雲台ヘッドに電源が入り、STATUS ランプが緑色に点灯します。電源スイッチを下側に
すると雲台ヘッドが電源 OFF になり、STATUS ランプは消灯します。

 絶対に本機の回転部を手で回さないでください。回転部が破損します。必ず対応アプリケーションまたは制御装置を使って
制御してください。

 雲台ヘッドの電源を入れる前に、レンズのズームがワイド端になっていることを確認してください。
 雲台ヘッドの電源を入れた直後、および電源を切る直前には、必ず Web セットアップツールのホーミング（[Homing]）を行っ
てください。ホーミングを行わないと、可動域端付近で異音が発生し、頻繁に繰り返すと故障の原因となります。

動作を確認する
制御用パソコンで Web セットアップツールを起動して本システムの動作確認と必要な設定を行います。Web セットアップツー
ルの詳細については、CR-G100 使⽤説明書をご覧ください。
また、カメラリモートアプリケーション CR-A100（別売）を使用して撮影するときは、撮影現場に設置する前に、必ずカメラリモー
トアプリケーションを使用して動作を確認してください。
= 「接続／設定のチェックリスト」（A44）

主な確認／設定項目
 電源 ON 後のホーミング
 接続機器（撮影用カメラ／レンズ、アイピースカメラ、俯瞰カメラなど）の登録
• はじめて設置するときやレンズを交換したときは、ロボティックカメラヘッド設定メニューで、使用するレンズを選択する。
 パン、チルト、ロール、ズームの駆動動作と可動域の設定
 撮影用カメラの映像確認
 リモートで使用するカメラの動作確認（撮影用設定やシャッター、データ転送など）
 カメラとレンズのスイッチの設定確認、カメラのメニュー設定の確認（A17）
 吊り下げ位置で設置するときは、吊り下げモード（Underslung mode）にする
 IP カメラコントローラーを READY 状態にする


カメラリモートアプリケーションを使用する場合

カメラリモートアプリケーションによる確認を行う

• 俯瞰カメラとアイピースカメラの映像確認、撮影用カメラの視度調整
• カメラリモートアプリケーション特有の機能
• 撮影用カメラの記録メディアに記録された画像の確認
 FTP サーバーに撮影画像が転送されるか確認
 電源 OFF 前のホーミング
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レインカバー（別売）を取り付ける

レインカバー（別売）を取り付ける
屋外に設置するときなどカメラリモートレインカバー URC-S1（別売）を使用する場合は、レインカバーのフロントカバーとリアカ
バーを取り付けます。フロントカバーは、100-400mm レンズ用とその他のレンズ用で異なります。

 カメラリモートレインカバー URC-S1 は簡易レインカバーであり、完全防水ではありません。雨が直接当たる場所で連続し
て使用したり、大雨時に使用したりすると、隙間から水滴が侵入する恐れがあります。
 レインカバーの開口部を閉じるときは、隙間が無いようにしっかり閉じてください。水漏れの原因となります。

 フロントカバーを取り付ける
1.

雲台ヘッドを立てているときは、29 ページの「設置後の写真」のように横向きにする

2.

レンズにレンズフードを取り付ける

3.

あらかじめローテーターの被写体側に取り付けておいた、フ

上面

ロントリングの溝にフロントカバーを取り付け、とじひもを引
いてカバーの口を閉じる
 EF100-400mm F4.5-5.6L IS Ⅱ の と き は 、 フ ロ ン ト カ バ ー （ 100400mm レンズ用）を使用し、ズームユニットの位置に合わせて被せる
（右の写真は EF100-400mm レンズの例）。

4.

とじひもの端を面ファスナーで止める

5.

フロントカバーのレンズ側の口をレンズフード上でしっかり締

前面

め、面ファスナーで固定する

 リアカバーを取り付ける
1.

あらかじめ雲台ヘッドのケーブル束を通しておいたリアカ
バーの大きい方の口を拡げて、撮影ユニットに被せる
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上面

3 接続

2.

レインカバー（別売）を取り付ける

リアカバーの口を、ローテーターのカメラ側のリングの溝に取
り付け、とじひもを引いてカバーの口を閉じる

3.

とじひもの端を面ファスナーで止める

4.

リアカバーのもう一方の口をケーブル束の防水部材の位置
に合わせて 2 本のとじひもで閉め、余ったとじひもを面ファス
ナーで止める

操作後の写真
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ベースプレート（別売）を取り付ける

ベースプレート（別売）を取り付ける
ベースプレート CR-BP100（別売）を使用するときは、雲台ヘッドを設置する前にベースプレートを取り付けます。また、設置する
場所や設置ポジションに応じて、アイボルトやクランパーを取り付けます。

1.

ベースプレートの「CAMERA SIDE」と書かれた面を雲台ヘッドの底面に当て、ボルト用の凹みがある面
から六角穴付きボルト（M8。4 本）* で固定する
* ベースプレートに付属。

2.

必要に応じて、アイボルト（M16。4 本）を取り付ける

3.

必要に応じて、50 mm のクランパー（M10。2 個）または 50 mm／60 mm のクランパー（M12。2 個）を
取り付ける

底面

50 mm／60 mm
クランパー用穴

ベースプレートの取り付け

アイボルトの取り付け

50 mm クラン
パー用穴

クランパーの取り付け

 ベースプレートにアイボルトやクランパーを取り付けるときは、以下の飛び出し量のボルトを使用してください。
• M10： 11mm 以上
• M12： 13mm 以上
• M16： 14mm 以上

撮影用カメラやレンズを交換する

 雲台ヘッドから撮影ユニットを取り外す
1.

雲台ヘッドの電源を切る（A33）

2.

雲台ヘッドから、電源ケーブルと LAN ケーブルを抜く

3.

雲台ヘッドを立てているときは、29 ページの「設置後の写真」のように横向きにする

4.

すべてのケーブルを抜く
 IP カメラコントローラーが上になるようにローテーターを回転させる
 面ファスナーを外す
 IP カメラコントローラーからアイピースカメラの USB ケーブルを抜く
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撮影用カメラやレンズを交換する

 IP カメラコントローラーから俯瞰カメラの USB ケーブルを抜く
 撮影カメラと IP カメラコントローラーから N3 ケーブルを抜く
 撮影カメラと IP カメラコントローラーから LAN ケーブルを抜く
 撮影カメラと IP カメラコントローラーから USB ケーブルを抜く
 IP カメラコントローラーから雲台ヘッドの LAN ケーブルを抜く
 IP カメラコントローラーから HEAD 通信ケーブルを抜く
 撮影カメラの DC カプラーから雲台ヘッドの電源ケーブルを抜く
 ズームユニットからズームユニットケーブルを抜く

5.

IP カメラコントローラーを取り外す

6.

ズームユニットを保持しながら、固定用六角穴付きボルト（M6。1 本）を 4 mm の六角レンチでいったん
緩め、レンズのギアリングから離した位置で再度固定（仮止め）する

7.

カメラサポーターの六角穴付きボルト（M5。4 本）を緩める

8.

カメラが上になるようにローテーターを回転させる

9.

アイピースカメラを取り外す

10. ケーブルクランプユニットを取り外す
11. 撮影ユニットを取り外す
 取り外すとき、レンズ側に重心があるとローテーターにぶつけやすいので注意する。

 撮影ユニットから撮影用カメラを取り外す
1.

カメラの底面を上にして、カメラサポーターの六角穴付きボルト（M5。3 本）を緩める

2.

カメラの三脚ネジ穴の六角穴付きボルト（1/4 インチ。1 本）を 4mm の六角レンチで緩める
 三脚ネジ穴の六角穴付きボルトは、軽く回して回らなくなるところまで緩める。

3.

カメラを正位置に戻したあと、カメラサポーターを下に引いて、レンズサポーターまたは位置決めパーツ
の位置決めピンを外す

4.

カメラの底面を上にする

5.

カメラサポーターをレンズ側にスライドさせ、三脚ネジ穴の六角穴付きボルトをカメラサポーターのボル
トレール穴の端に移動させたあと、六角穴付きボルトを緩めて、カメラを取り外す

6.

レンズに、レンズサポーターが付いているときは、必要に応じて取り外す

 撮影用カメラとレンズを取り付けて撮影ユニットを準備する
3 章の「撮影ユニットを準備する」（A17）以降の操作を行います。
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雲台を設置する

4 設置

運搬・設置時の注意事項
 雲台ヘッドの運搬は、必ず二人以上でハンドルを持って行ってください。
 運搬・設置の際、本機の回転部が回転しないようにご注意ください。本機の回転部が不用意に回転すると、回転部が破損
します。
落下／転倒防止対策
 運搬／設置を行うときは、製品やユニットが落下／転倒しないように、十分ご注意ください。また、必要に応じて落下防止
ワイヤーを使用してください。
 屋外に設置するときは、強風による脱落／転倒が発生しないよう、十分な対策を行ってください。
 設置姿勢（正位置または吊り下げ位置）に応じて、本機を支えるのに十分な強度、安定性を備えた場所に設置してください。

雲台を設置する

 運搬／設置する
機材の落下防止を行う
高所に運搬／設置する場合は、落下防止ワイヤー等を使用して必ず機材の落下防止対策を行ってください。ベースプレート
（別売）には落下防止用アイボルト（A36）を取り付けることもできます。

落下防止ワイヤーを取り付け可能な場所
雲台ヘッドやベースプレートに用意されている、落下防止ワイヤーを取り付け可能な穴は次のとおりです。
結束バンド取り付け穴
幅 6 mm （2 箇所）

ワイヤー取り付け穴 Φ6

結束バンド取り付け穴
幅 6 mm （2 箇所）
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ワイヤー取り付け穴 Φ5
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雲台を設置する

ワイヤー取り付け穴 Φ14

ワイヤー取り付け穴 Φ4

ワイヤー取り付け穴 Φ6 （2 箇所）

ワイヤー取り付け穴
幅 10 mm （2 箇所）

ヒモ通し穴 幅 8 mm
（カメラリモートレインカバー）

設置する
1.

撮影現場に雲台ヘッドを固定する
 雲台ヘッド底面のネジ穴に市販のボルト（M8。4 本）を使って設置するか、またはベースプレートを使用してクランパー
（市販）またはボルト（市販）で設置する。

2.

撮影現場の電源とネットワークに雲台ヘッドを接続する（A32）

 雲台ヘッドを傾けて設置することはできません。正位置、吊り下げ位置いずれの場合も、設置する場所の水平を確認して
設置してください。
 雲台ヘッドの旋回角度の範囲（A 42）を確認して、台座ユニットの Canon ロゴが撮影したいパン範囲の中央を向くように
設置してください。
 ベースプレートを使用する場合でも、必ずクランパーまたはボルトで固定してください。
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設置後の動作を確認する

設置後の動作を確認する
撮影現場に設置後、「動作を確認する」（A33）の確認項目を再度確認してください。

雲台ヘッドを撤去する
1.

Web セットアップツールで終了処理を行う
 ホーミングを行った後、雲台ヘッドと接続機器の電源を切る

2.

機材の落下防止対応がなされていることを確認し、不足があれば対応する

3.

雲台ヘッドを撮影現場から撤去し、安定した作業台等の上に置く

4.

雲台ヘッドから撮影ユニットを取り外す（A 36）

5.

撮影ユニットから撮影用カメラを取り外す（A 37）
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5 その他

トラブルシューティング
ここでは雲台ヘッドに関するトラブルシューティングについて説明しています。IP カメラコントローラーや Web セットアップツール
に関するトラブルについては、IP カメラコントローラーの使用説明書をご覧ください。
現象
ALARM ランプが点灯する

原因と対処

A

 雲台ヘッド内部が高温になったため、本機がアラーム状態になった。
電源を OFF にし、温度が下がるまで使用を中止する。その後、再度

電源を ON にする。それでも解決しないときは故障の可能性がある。

10

キヤノンマーケティングジャパン（株）にお問い合わせください。
本機が起動しない
電源スイッチを ON にしても STATUS ラ

 外部電源アダプターのプラグが DC IN 24V 端子にしっかり差し込ま
れていない。いったん電源スイッチを OFF にした後、外部電源アダプ

ターのプラグを奥までしっかり差し込む。

32

ンプが点灯しない
雲台ヘッドが動作しない

 Web セットアップツールの Status 画面で接続機器の接続状態を確認
する。
 雲台ヘッドが認識されていないときは、雲台ヘッドと IP カメラコント

－

ローラーの接続を確認する。
正しい方向に動作しない

 雲台ヘッドを吊り下げ位置に設置したのに、吊り下げモードに設定し
ていない。Web セットアップツールで [Underslung mode]（吊り下げ

モード）を ON にする。
可動域外で異音がする

－

 前回使用後、電源を切る前に Web セットアップツールのホーミングを
しなかった。Web セットアップツールでホーミングを行う。
 はじめて設置するときやレンズを交換したときに、使用するレンズを
Web セットアップツールで選択していない。CR-G100 使用説明書に

－

従って、Web セットアップツールのロボティックカメラヘッド設定メ
ニューでレンズを選択する。
可動域の設定が無視される

 Web セットアップツールで可動域を調整した際、[Save] ボタンを押さ
なかったため、可動域設定が保存されていない。再度、可動域を設
定した後、[Save] ボタンを押して保存する。
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製品仕様

製品仕様

 ロボティックカメラヘッド CR-S700R
使用条件

温度： －15℃ ～ ＋40℃
湿度： 90％ RH 以下（結露がないこと）

旋回

角度範囲： －170 ° ～ ＋170 °／ 0 °：正面

パン

速度範囲： 0.5 °/s
チルト

角度範囲： －40 ° ～ ＋220 °／ 0 °：水平
速度範囲： 0.3 °/s

ロール

～ 120 °/s
～ 120 °/s

角度範囲： －100 ° ～ ＋100 °／ 0 °：水平
速度範囲： 1 °/s

～ 90 °/s

固定方法

M8 ボルト 4 本にて取り付け

DC IN 24V 端子

入力： 公称 DC 24 V ～ 28 V、約 160 W ／ XLR 3 ピン コネクター
推奨電源： 出力 200 W 以上

推奨電源ケーブル： 許容電流 8 A 以上 ／ 抵抗値 0.25 Ω未満

LAN 端子

Ethernet、1000BASE-T 対応 ／ RJ-45 コネクター

最大消費電力

約 160 W

外形寸法（W x H x D）

約 411 x 523 x 382 mm （雲台ヘッドのみ）

本体質量

約 19 kｇ （雲台ヘッドと IP カメラコントローラーのみ）

 電源入力端子のピン配置
DC IN 24V 端子

1 2
1

－ （GND）

3

N.C.

2

＋ （24 V、最大 8 A）

3
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ボルトの締め付けトルク
M3：

63 N･cm±10％

M6：

507 N･cm±10％

M5：

M8：

298 N･cm±10％

1230 N･cm±10％

ギアリングの取り付け位置
レンズにギアリングを取り付ける際の、取り付け位置は次のとおりです。
レンズ

基準タイプ

推奨取り付け位置

許容範囲

EF11-24mm F4L USM

A

6.0 mm

5.7 ～ 6.0 mm

EF16-35mm F2.8L III USM

A

6.0 mm

5.0 ～ 9.0 mm

EF24-70mm F2.8L II USM

A

6.0 mm

5.0 ～ 10.0 mm

EF24-105mm F4L IS II USM

A

6.0 mm

5.0 ～ 10.0 mm

EF70-200mm F2.8L IS II USM

A

3.5 mm

0 ～ 4.5 mm

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

B

4.5 mm

3.5 ～ 5.5 mm
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接続／設定のチェックリスト

接続／設定のチェックリスト
接続／設置を行ったあとは、以下のチェックリストに従って、確認を行ってください。設置前と設置後で確認できる内容が異なりますので、ご注意ください。

カテゴリー
接続

Web セットアップツール

カメラリモートアプリケーション

Web セットアップツール

確認項目

設置前*

設置後

ボルトに緩みがないか（正しいトルクで締め付けたか）
ケーブルが正しいコネクターに接続されているか

□
□

－
－

ケーブルのコネクターがしっかり差し込まれているか
ケーブル／落下防止ワイヤーが駆動部と干渉しないか

□
□

－
－

カメラとレンズがカメラサポーター、レンズサポーターにゆがみ無く取り付けられているか
カメラに入れた記録メディアに十分な空き容量があるか

□
□

－
－

吊り下げ位置で使用する場合、撮影用カメラ／俯瞰カメラが正しく取り付けられているか
アイピースカメラにメーカーのセットアップとフォーカス調整を行ったか

□
□

－
－

雲台ヘッドの電源 ON 前に、レンズのズームをワイド端にしているか
落下防止対策がされているか

□
－

□
□

レインカバーの開口部がしっかり閉じられているか（水漏れ防止）
雲台ヘッドが安定した場所にしっかり固定されているか

－
－

□
□

雲台ヘッドが撮影現場の電源とネットワークに接続されているか
電源のコネクターは DC IN 24V 端子にしっかり接続されているか

－
－

□
□

雲台ヘッドの電源 ON 後、パスワードとネットワーク設定が正しく行われているか
接続機器が登録されているか

□
□

□
□

吊り下げモードの ON/OFF が正しく設定されているか
雲台、レンズ、ズームユニットは、干渉なく動作しているか

□
□

□
－

可動域が正しく設定されているか（遅い動作速度で壁などに当たらないか確認）
カメラとレンズのスイッチや設定の確認が正しく行われているか

－
□

□
－

ホーミング実行後、接続機器の電源 OFF/ON が正しく動作するか
IP カメラコントローラーを READY 状態にしているか

□
□

□
□

俯瞰カメラの映像が正しく表示されるか
アイピースカメラの映像が正しく表示されるか

□
□

□
□

アイピースカメラの映像が明瞭に表示されるか。必要に応じて撮影用カメラの視度調整による微調整を行う
カメラリモートアプリケーションでの操作が正しく行えるか

□
□

－
□

撮影用カメラの記録メディアに記録された画像が取得できるか
FTP サーバーに画像が転送されているか

□
□

□
□

最後にホーミングを行ったか

□

□

* レインカバー使用時は、レインカバー装着前。
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外観図（CR-S700R）

外観図（CR-S700R）
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外観図（ベースプレート CR-BP100）

外観図（ベースプレート CR-BP100）

SCALE 1:2
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