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＜使用・保管場所＞
本機は屋内用カメラです。屋外での使用は避けてください。
使用有無にかかわらず、非常に明るい被写体(照明や太陽など)にカメラを向けないでください。また、次のような場所で
の使用や保管は避けてください。
●極端に暑い所や寒い所
●湿気やほこりの多い所
●雨や水のあたる所
●激しく振動する所
●強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く

＜お手入れ＞
●キャビネットの汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。ひどい汚れは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で
拭き取った後、からぶきしてください。汚れをふきとるきは、電源プラグを抜いてください。
アルコール、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。表面の仕上げをいためることがあります。
●CCD の表面に触れないで下さい。ほこりが付着している場合は、レンズクリーニングペーパーで拭きとってください。

＜その他＞
●撮像素子の特性で画面上に白点が現れることがありますが、故障ではありません。
また、電子感度ＵＰ機能（SENS UP）使用時は顕著に白点が発生しますが、異常ではありません。
●光源によっては実際の色と多少色合いが異なることがありますが、故障ではありません。
●高輝度の被写体(ランプなど)を撮影したとき、画面上の高輝度の被写体の上下方向に縦縞が発生することがあります
が、撮像素子の特性で故障ではありません。
●万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を
負えませんので、あらかじめご了承ください。
●故障、修理、電池消耗等に起因するデータの消失による、損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責
任を負えませんので、あらかじめご了承ください。



各部の名称と機能　　ＶＫＯ-920ＤＮ

　このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。本製品は、ハイエンドなセキュリティを考慮して開
発された多機能・高性能なＣＣＤカメラです。本製品の特長は以下のとおりです。
(1)電源重畳（ワンケーブル）・ＤＣ１２Ｖを自動選択する２ウェイ方式
(2)超高感度イメージセンサー
    スーパーAGCおよび64倍の電子感度アップで超低照度での撮影を実現しました。
(3)新開発の3次元デジタルノイズリダクション
    弊社従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的にノイズ除去能力が向上しました。
(4)デイアンドナイト機能（フィルター切替式）
　 本機能は昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示することができます。
(5)1/60から1/10000までの9段階に固定シャッターの選択が可能。
(6)OSD（オンスクリーン表示）機能を搭載。
(7)水平解像度　540TV本以上（カラー）　550TV本以上（白黒）
(8)8箇所指定可能なプライベートマスク機能。
(9)画角調整に便利な、映像サブ出力端子。
(10)ドーム型のＶＫＯ-820ＣＤＮは3軸機構搭載。

特長

①レンズマウント
　適応するタイプのＣＳマウントレンズを取り付けます。ま
た、Ｃ/ＣＳマウントアダプタを用いることでＣマウントレンズ
でもご使用いただけます。
②バックフォーカス調整部
　レンズの取り付け面から結像面までの距離を調整するた
めのバックフォーカスリングと固定ネジです。
調整方法については ｢レンズの接続　バックフォーカス調
整｣ の項を参照ください。
③カメラマウント部
　本体の天面・底面のどちらにも取り付けられます。取り付
け用ネジは、1/4インチ20山ネジ長のものをご使用くださ
い。
④映像出力（電源重畳接続時/ＤＣ１２Ｖ接続時） 端子　　
　※注意
　映像信号の出力端子です。（BNC型）　電源重畳としてご
使用の場合は専用ワンケーブルユニットと接続します。
⑤レンズ端子
　ＤＣ電圧駆動オートアイリスレンズ用の4Pin コネクタで
す。
　配線は、｢レンズの接続コネクタの配線｣の項を参照くだ
さい。
⑥通電表示ランプ
　電源の入切を確認する為のランプです。

⑦映像サブ出力端子
　画角調整用のモニター端子です。
⑧機能設定用ボタン
　機能操作用のボタンです。メニューを表示したり、設定を
確定させるときに使用します。
詳細は｢各種機能の設定　設定方法及び設定操作｣の項を
参照ください。
⑨アイリスレベル調整ボリューム
　右方向に回すほどレベルが高く（明るく）なり、絞り（明る
い、暗い）の微調整が可能です。必要以上にボリュームをま
わすと自動絞りが働きにくくなります。出荷時には適正値に
あわせています。
　（本体に不具合が無い場合これらの調整を不必要に行う
と、不具合や故障の原因となります。ご注意ください。工場
出荷時はOSDでの操作が優先になっています。）
⑩電源入力端子　
　※注意
　電源を供給する入力端子です。
　DC12Vが使用できます。　
　※電源重畳時には使用しないで下さい。
⑪IRカットフィルター外部制御用コネクタ
　本機では使用しません。
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各部の名称と機能　　ＶＫＯ-820CＤＮ

⑥調整アングル
カメラを垂直・水平・斜め方向に微調整するためのア
ングルです。
⑦カメラ本体基板
CCDや周辺部品のマウントされたカメラ基板本体で
す。
⑧ベース
取付面に固定するための取付ベースです。
⑨アイリスレベル調整ボリューム
右方向に回すほどレベルが高く（明るく）なり、絞り（
明るい、暗い）の微調整が可能です。必要以上にボリ
ュームをまわすと自動絞りが働きにくくなります。出荷
時には適正値にあわせています。
（本体に不具合が無い場合これらの調整を不必要に
行うと、不具合や故障の原因となります。ご注意くだ
さい。工場出荷時はOSDでの操作が優先になってい
ます。）
⑩取付穴
付属のタッピングビスで４箇所、天井、壁面に取り付
けます。　
⑪露出配線スリット
ケーブルを露出配線させる場合に切断し使用します。

⑫映像出力端子（BNCメス）
映像を出力させる為の端子です。
電源重畳の場合：
専用ワンケーブルユニットＶＫＯ-1005Ｕに接続します。
DC12V接続の場合：モニターや録画機器に接続します。
⑬電源入力端子（2.1φDCﾌﾟﾗｸﾞﾒｽ）
DC12V電源を入力します。
※プラグは芯側が＋です。逆接にご注意下さい。
※電源重畳の場合は接続しないで下さい。本体が故障し
ます。
■付属電源ケーブル（DC12V接続時のみ）
⑬の電源入力端子に中継させて、DC12Vのカメラ電源
ユニットへと接続します。

①ドームカバー（透明）
画像をより鮮明にする為にカメラの撮影範囲（垂直角度
調整範囲含む）が透明になっております。
②ドームカバー（黒色）
透明カバーの下に黒色のカバーで本体を覆っています。
③バリフォーカルレンズ
画角、ピント調整機能付のオートアイリスレンズです。広
角～標準までの画角が手動にて調整可能です。
④映像サブ出力端子
画角の調整に使用します。
⑤機能設定用ボタン
各機能の設定を行うためのボタンです。

※注意　電源入力端子

付属電源ケーブル
白いライン側が＋です。
逆接には十分ご注意ください。

電源プラグ

切断し使用
⑪露出配線スリット

⑪
⑫

⑬

※注意　映像出力
ワンケーブル（電源重畳）として使用の場合、
ワンケーブルユニットVKO-1005Uに
接続します。

●

●DC12Vを電源として使用する場合は、
モニターや録画機器に接続します。　　

プラグは芯側が＋です。
逆に接続しないでください。

●

●ワンケーブル（電源重畳）の場合は、
接続しないでください。本体が故障します。

注意事項
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本機はOSD機能を備えており、撮影場所の条件に合わせて各種機能を設定することができます。

VKO-920DNの場合：本体背面、VKO-820CDNの場合：ドーム内部にOSD操作ボタンがあり、上のボ
タンがUP、下のボタンがDOWN、左のボタンがESC、右のボタンがMENU/ENTERと4つの機能を直接
操作することができます。



※注意
（2-8）デフォルトをＯＮにすると英語になります。

（出荷時：日本語）

（出荷時：ＯＳＤ）

アイリスオフセットの優先順位を選択します。
ＶＲ優先設定でＯＳＤかＶＲのどちらを優先さ
せるか設定します。
ＯＳＤ優先設定は、本機では備えないＳＷＩＴ
ＣＨとＯＳＤの優先順位を決める設定なので、
常にＯＳＤ側にしてください。

工場出荷時はどちらもＯＳＤ優先に設定されて
います。

※注意
本機はＯＳＤ仕様です。ＳＷＩＴＣＨには設定しないでくだ
さい。



（オートエレクトリックシャッター）

（オートライトコントロール）
レンズの絞りで明るさをコントロールします。

電子シャッターで明るさをコントロールします。

（電子感度アップ）

（出荷時：OFF）

（出荷時：ＡＵＴＯ）

（出荷時：ＦＩＸ）

（逆光補正）（出荷時：ＯＦＦ）

（出荷時：ＡＵＴＯ）

（出荷時：ＡＵＴＯ）

AUTOはスロースキャンの最大値の設定を行います。
2倍～64倍の範囲で設定を行えます。左から2field/4field/
6field/8field/10field/12field/16field/32field/64field/
OFFはスロースキャンに入りません。

AUTOはAGCの最大値の設定を行います。
左から0dB/3dB/6dB/8dB/12dB/16dB/20dB/24dB
FIXはAGCの固定ゲインの設定を行います。
左から0dB/3dB/6dB/8dB/12dB/16dB/20dB/24dB

AUTO時にUp/DownでLevel切り替えできます。OSDでVR優先に設定が必要です。
基準光量加減値は,
左から-40％/-30％/-20％/-10％/0％/+10％/+20％/+30％/+40％まで。　
FIXはOFF→1/100→1/120→1/250→1/500→1/750→1/1000→1/2000→1/4000→1/10000に
固定電子シャッタ値を可変できます。

明るさの調整をAverageで行うかPeakで行うかの切替および、調整をします。
OFF時：Averageに設定。ON時：Up/DownでLevel切り替えできます。
左から0％/13％/25％/38％/50％/63％/75％/88％/99％。
48エリアのアイリスデータを取得。AveragePeak検出エリアとPeakの割合を可
変します。

AUTO時にUp/DownでLevel切り替えできます。　
基準光量加減値は左から-40％/-30％/-20％/-10％/0％/+10％/+20％/+30％/+40％。　　
AUTOはALC光量値に設定の値を加減算することで光度レベルを可変します。OFF時は開放状態です。

ON時に下記エリア分割を画面に表示します。エリアごとにバックライトを設定できます。
逆光の影響で暗い被写体にあわせ、エリアを選択します。
※注意：8エリアより少なく設定することはできません。

AESをAUTOにすると、ALCはOFFになります。
固定シャッターを使用される際は、ALCをAUTOに設定してください。

フリッカーレス設定方法
供給される交流電力が50Ｈｚの地域において、フリッカーが問題になる場合は、以下の設定でご使用ください。
（1-4）アイリス⇒ＡＥＳ⇒ＦＩＸ⇒ＯＦＦ　設定する値を1/100に設定。
　　　　ＡＬＣ：ＡＵＴＯに設定してください。

注意：

ピーク

アイリス設定内容

■(1-5) バックライト

AGC/スロースキャン設定内容



（出荷時：タイプ 1）
ガンマはタイプ1でγ=0.45、タイプ２でγ=01.00に設定できます。
エンハンス（輪郭強調）のレベルを設定します。

（出荷時：ＯＮ）

（出荷時：ＡＴＷ）

（出荷時：ＡＵＴＯ）

注意：ＡＵＴＯで使用される場合は下記(1-9) ホワイ
トバランスのカラー設定をＯＮでご使用ください。　
　　　　

ＩＲフィルター装着、非装着するまでの時間を設定できます。　
1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/40秒/50秒/60秒　

デイアンドナイト設定内容

ＩＲ制御をＯＦＦにします。ＩＲフィルターを装着状態固定にします。
映像はカラー固定になります。

時間

ＯＦＦ

ワンプッシュホワイトバランスです。ＡＴＷからＡＷＢに切り替えた時、ＡＴＷを一定期間動作させ、
その後停止してＲ/ＢのゲインをＥＥＰＲＯＭに保存します。Ｒ・Ｂ側に各+10/+20/+30/+40の範囲で設定
出来ます。

ＥＸＴ
本機では使用しません。

バランス

バランス

オートトラッキングホワイトバランスです。R・B側に各+10～+40の範囲で設定出来ます。
白位置をR側にする場合、R側の+10/+20/+30/+40の位置に設定し設定した分だけRゲイン値に加算します。
白位置をB側にする場合、B側の+10/+20/+30/+40の位置に設定し設定した分だけBゲイン値に加算します。

ＩＲフィルター（カラー用フィルター）のＡＵＴＯ制御を行い
ます。ＡＧＣ制御がＭＡＸになり、明るさが基準光量に達しな
い場合は、ＩＲフィルターを非装着にします。
また、ＡＧＣが＋６ｄＢになり、明るさが基準光量以上であっ
た場合に、ＩＲフィルターを装着します。

■(1-8) デイアンドナイト

ＡＵＴＯ

※注：ＯＳＤの表記はデイ／ナイトと表記されます。

■(1-7) ガンマ／エンハンス



モーション検出時は、画面にモーションの文字が表示されます。

（出荷時：OFF）

（出荷時：OFF）

プライベートマスクのナンバーで、8箇所まで設定可能です。

該当ナンバーのプライベートマスクを表示しません。

該当ナンバーのプライベートマスクを表示します。数値の変更で位置を調整します。

H-スタート ：
H-エンド ：
V-スタート ：
V-エンド ：

MASKの水平方向スタート位置設定です。
MASKの水平方向エンド位置設定です。
MASKの垂直方向スタート位置設定です。
MASKの垂直方向エンド位置設定です。



（出荷時：OFF）

（出荷時：OFF）

（出荷時：OFF）



（出荷時：OFF）

（出荷時：OFF）



調整方法　レンズの接続　適応機種：ＶＫＯ-920ＤＮ
本機は、DC電圧駆動オートアイリスレンズを使用できます。
VIDEO信号制御レンズはご利用頂けません。

コネクター コネクター
Ｐｉｎ No.

ＤＣ電圧駆動
オートアイリスレンズ

1

2

3

4

CONT.（＋）

CONT.（－）

ＤＲＩＶＥ.（＋）

ＤＲＩＶＥ.（－）

表．1

オートアイリスレンズ

　レンズマウント面からの突起が右記長さ以下のものが使用できます。右記長さを超
えると、撮像素子を傷つける可能性があります。
　本機は、出荷時CSマウントタイプレンズにバックフォーカスを合わせています。
Cマウントレンズを使用する場合は、C/CSマウントアダプタをご利用ください。

コネクターの配線

適応レンズ

コネクターの配線図は、表．1を参照ください。

レンズ
“X”

“X”CS=0.2”(6mm)

C=0.4”(10mm)

バックフォーカス調整

-15-

　本機は出荷時CSマウントレンズ用にバックフォーカスを調整
しておりますが、ご使用になるレンズによっては再度調整が必要
な場合があります。下記手順にて再調整してください。

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

ズームレンズをご利用の場合

リングの固定にはドライバーを使用してください。
バックフォーカスリングを回して、ご使用レンズに適した状
態にして下さい。
時計回りに回してフォーカスリングを固定します。

25mよりも遠い被写体を撮像します。
マニュアルアイリスレンズの場合、アイリスを開放に設定します。
フォーカスをＦＡＲに設定します。
ズームを広角側（Wide）に設定します。
（＋）ドライバーを使用してバックフォーカスリングを緩めます。フォー
カスが合うように調整します。
バックフォーカスリングを固定します。
ズームを望遠側(Tele）に設定します。
フォーカスを調整します。



ドームカバーを矢印の方向にひねると着脱されます。
本体のアングルを持って回すと水平方向に動きますの
で、取付穴をふさがないように水平角度の微調整を行
ったあと、付属ネジで取付面に固定します。　

ベースと取付面がしっかりとネジで固定された事を確
認し、更に水平角度調整が必要な場合は微調整を行い
ます。

1.

2.

映像をモニタリングしながらカメラユニットを上下（垂
直方向）に動かしてして上下角度を
調整します。

3.

レンズの固定ツマミを左に回しながらゆるめてロッ
クを解除させます。

画角調整ツマミを左右に回転させて画角を選択し
ます。
『T』『TELE』方向に回すと画角が狭くなります。
『W』『WIDE』方向に回すと画角は広くなります。
焦点距離の範囲内で調整ができます。

フォーカス調整ツマミを左に回しながらゆるめてロ
ックを解除させます。

リングを左右に回転させてピントを合わします。
∞（FAR）方向からN（NEAR）方向に回すほどピ
ントが合いやすくなります。

画角、ピントが設定完了したら、各固定ツマミを右
方向に回して位置を
固定(ロック)させます。

最終画像を確認し、問題がなければドームカバーを取
付けて作業完了です。

5.

A.

B

Ｃ.

Ｄ.

Ｅ.

映像をモニタリングしながら下記項目に基づいて画角、
ピント調整を行います。

4.

フォーカス調整つまみ

画角調整つまみ

機能設定ボタン
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調整方法　レンズの調整　適応機種：ＶＫＯ-820ＣＤＮ



専用ワンケーブルユニットＶＫＯ-1005Ｕを必ずご使用ください。それ以外の機器の接続は故障の原因
となります。
ワンケーブル（電源重畳）配線をする時は、ＤＣ電源（ＤＣ１２Ｖ）には電源を接続しないで下さい。
故障の原因となります。

ワンケーブルユニットＶＫＯ-1005Ｕの背面スイッチにより異なります
スイッチ：SHORT 側 ３Ｃ－２Ｖ：最大３００ｍ、５Ｃ－２Ｖ：最大５００ｍ

ワンケーブル（電源重畳）の接続

ＤＣ電源の接続　※ワンケーブル（電源重畳）の接続の場合は接続しないでください。

ＤＣ１２Ｖ（±10％）でご利用ください。
ヒューズが必要な場合は、電源端子１０cm以内(+端子側)にスローブロー型のヒューズを挿入してくだ
さい。

本機は、ワンケーブル（電源重畳）とＤＣ12Ｖのどちらでも使用できます。

電源の極性に注意してください。

電源は本機１台につき２２０mAの消費電流の供給能力が必要です。

電源コードを選択・接続の際は、下記内容に注意してください。
①電源コードの許容電流
②電源コードのサイズや長さによるケーブル損失
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VKO-920DN / VKO-820CDN

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接ま
たは間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負
いかねますのでご了承ください。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。
弊社では出張修理は対応しておりません。
保証期間経過後の修理、アフターサービスなどについて
ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサービス
実施店へお問合せください。

本製品は日本国内での使用を前提とするもの
で海外ではご使用になれません。
本製品は緊急事態等を未然に防ぐ装置ではあ
りません。
本製品の故障、通信の不具合などによって発
生した損害について当社は一切の責任を負い
ませんのでご了承ください。

保　証　書

1年間保証

機種名

販売店

お客様

お買い上げ年月日

お買い求めの販売店でご購入の年月日と販売店名を記入してもらってください。

年　　　月　　　日

お名前

ご住所

電話番号　　　（　　　　）

店名

住所
電話番号　　　（　　　　）

印

お客様へ

販売店様へ

この度は弊社製品をお買上げいただきまし
て、誠にありがとうございます。本保証書は
右記の条件に従い、下記製品に対する保証サ
ービスをご提供申し上げるものです。記入事
項に記載のない保証書は無効となりますの
で、記入の有無をご確認の上、記入漏れの事
項がありましたら、直ちにお買い上げの販売
店にお申し付けください。本保証書は、再発
行いたしませんので、紛失しないように大切
に保管してください。

本保証書は、所定事項を記入して効力を発
揮するものです。必ず、お買上日・貴販売店
名・ご住所・電話番号をご記入、ご捺印の上、
お客様にお渡しください。

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障し
た場合は、保証規定にしたがって無料にて故障の修理
をさせていただきます。保証期間はお買い求めになった
日より1年間です。次のような場合には、保証期間内で
も有償修理となります。

保証規定

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反
するお取り扱いによって生じた故障・損傷 の場合。
お買い上げ後の輸送や振動、落下、衝撃などお取扱いが不適
当なため生じた故障・損傷の場合。
火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害、
異常電圧や指定外の電源使用などにより生じた故障・損傷の
場合。
接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・
損傷の場合。
不適当な改造、調整、部品交換などをされたことにより生じた
故障・損傷の場合。
本保証書のご提示がない場合。
本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句を書き換えられて
いる場合。
本保証書に販売店印のない場合。
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