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カメラアダプター
取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱
いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところ
に必ず保管してください。

YS-W170A
 2002 Sony Corporation

安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、
まちがった使いかたをすると、
火災や感電などにより死亡や大けがなど人身
事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

警告表示の意味
この取扱説明書および製品で
は、次のような表示をしていま
す。表示の内容をよく理解して
から本文をお読みください。

4 〜 6 ページの注意事項をよくお読みください。
7 ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期点検をする
長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすすめしま
す。点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓
口にご相談ください。

故障したら使わない
すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

この表示の注意事項を守らない
と、火災や感電などにより死亡
や大けがなど人身事故につなが
ることがあります。

この表示の注意事項を守らない
と、感電やその他の事故により
けがをしたり周辺の物品に損害
を与えたりすることがありま
す。
注意を促す記号

・煙が出たら
・異常な音、におい
がしたら
・内部に水、異物が
入ったら
・製品を落としたり
キャビネットを破
損したときは

,

1 電源を切る。
2 電源コードや接続コードを抜く。
3 お買い上げ店またはソニーの
サービス窓口に連絡する。

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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下記の注意を守らないと、
火災

感電

火災や感電により死亡や大けがにつながることがあります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
• 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に
交換をご依頼ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない
上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。
取扱説明書に記されている仕様条件以外の環境での使用は、
火災や感電の原
因となることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コー
ドを抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、
キャビネットや裏ぶたを開けたり改造した
りすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点
検、修理はお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。

電源コードのプラグおよびコネクターは突き当たるまで差し
込む
まっすぐ突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。

4

下記の注意を守らないと、

けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

ぬれた手で電源プラグをさわらない
ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがありま
す。

指定されたカメラ以外は接続しない
指定外のカメラを接続すると火災や故障の原因となることがあります。

指定された接続コードを使う
取扱説明書に記されている接続コードを使わないと、
感電や故障の原因とな
ることがあります。

通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、
火災や故障の原因となることがありま
す。風通しをよくするために次の項目をお守りください。
• 壁から 10cm 以上離して設置する。
• 密閉された狭い場所に押し込めない。
• 毛足の長い敷物(じゅうたんや布団など)の上に設置しない。
• 布などで包まない。
• あお向けや横倒し、逆さまにしない。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、
倒れたり落ちたりしてけが
の原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を充分にお
確かめください。

製品の上に乗らない、重い物を乗せない
倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。
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下記の注意を守らないと、

けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く
電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

移動させるときは電源コード、接続コードを抜く
接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原因となること
があります。

安全アースを接続する
安全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。
次の方法でアースを接続してください。
• 電源コンセントが 3 極の場合
付属の電源コードを使用することで安全アースが接続されます。
• 電源コンセントが 2 極の場合
付属の 3 極 t2 極変換プラグを使用し、変換プラグから出ている緑色の
アース線を建物に備えられているアース端子に接続してください。

付属の電源コードを使う
付属の電源コードを使わないと、火災や感電の原因となることがあります。

本機は日本国内用です
交流 100V でお使いください。
海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがありま
す。
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本機の概要
YS-W170Aは、ソニーSSCシリーズカメラまたはDXC-200Aビデオ

• SYNC MODE 切り換えスイッチにより同期信号源の種類に合わ

カメラ（重畳方式）を接続し、カメラに電源および外部同期信号を

せて同期モードの切り換えが可能です。

供給して、カメラからの映像、音声をモニターに出力するためのカ

– PRIMARY時は、YS-W170A本体から2台目以降に同期信号を

メラアダプターです。
◆ SSCシリーズカメラをご使用の際は、
「接続上のご注意」
（10ページ）を
ご覧ください。

送り出せます。
– SECONDARY時は、外部からの同期信号を使い、複数のYSW170AやYS-W270Aに接続できます。カメラを切り換えた瞬間
にも映像の乱れはありません。

主な特長
• 75Ω同軸ケーブル1本でカメラに接続するだけで、同期信号、映
像信号、電源の伝送が可能です。
• マイクロホン内蔵のカメラ（SSC-CX61V）を接続すると、カメラ周
辺の音を聞くことができます。
• 複数台のカメラを接続する場合、同期方式（VSまたはVD）が異

（接続方法は後述の接続をご覧ください）
• ケーブル補償回路を内蔵し、ケーブルの長さに応じて映像信号
補償レベルを3 段階に切り換えることができます。
• VS、VDどちらの方式のカメラにも対応しているので、シリーズ全
モデルを網羅できます。特に VD 方式のカメラを接続した場合
は、設置時の H-Phase の位相調整は不要です。
• 映像出力は 2 系統に出力することができます。

なるカメラが混在しても、同期をかけることができます。

使用上のご注意
取り扱い上のご注意
使用・保管場所について

輸送のときは
付属のカートン、
または同等品で梱包し、急激な衝撃を与えないよ
うにしてください。

次のような場所でのご使用および保管は避けてください。

お手入れについて

• 極端に暑い所や寒い所。
（使用温度は− 10℃〜＋ 50℃）

外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽くふきとってください。汚
れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布でふきとった
後、乾いた布でからぶきしてください。アルコール、ベンジン、シン
ナー、殺虫剤など、揮発性のものは使用しないでください。表面の

• 風通しが悪い所。
• 直射日光が長時間あたる所や暖房器具の近く。
• 激しく振動する所。

仕上げをいためたり、表示が消えたりすることがあります。
強い衝撃を与えないでください。
落としたりして強い衝撃を与えると故障することがあります。
水平位置で使用してください。
本機は水平位置で使用するように設計してあります。垂直にした
り、極端に傾けたりして使うことは避けてください。
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各部の名称と働き

1

2

6

前面

7

8 9 0 qa

qs

後面

5

4

3

1 POWER スイッチ

5 CABLE COMP（ケーブル補償）切り換えスイッチ

電源のON/OFFを切り換えます。接続したカメラにも電源が供給

ケーブルを伝わる途中で起きる信号の減衰を補償するため、
カメラ

されます。

との接続に使う同軸ケーブルの種類と長さに応じて次のように切り

ご注意
• 本機の電源を入れてからカメラを接続しても、画像は、映りませ

換えます。

SSCシリーズビデオカメラの場合

ん。接続を終えてから本機の POWERスイッチをONにしてくだ
スイッチ設定

さい。
• 本機の電源を切ったあと再び電源を入れるときは、5秒以上たっ

1

2

3

3C-2V

100mまで

200mまで

300mまで

5C-2V

160mまで

330mまで

500mまで

7C-2V

200mまで

400mまで

600mまで

ケーブルの種類

てからPOWERスイッチをONにしてください。
2 LED ランプ
カメラが接続されていると、ランプが点灯します。
ご注意
3 SYNC MODE（同期モード）切り換えスイッチ

接続するケーブルの抵抗値は、30Ω以下のものをご使用ください。

同期信号源に合わせてモードを切り換えます。

PRIMARY 側：YS-W170A 本体の同期信号を使う場合。
SECONDARY 側：本機を複数接続し、外部同期信号源の同
期信号を使う場合またはカメラの内部同期信号を使う場合。

6 AUDIO OUT（音声信号出力）端子（RCA pinジャック）
マイクを内蔵しているカメラSSC-CX61Vに接続すると、音声信号
が出力されます。

4 SYNC SYSTEM（同期方式）切り換えスイッチ

7 CAMERA IN（カメラ入力）端子（BNCコネクター）

カメラの同期信号方式に合わせて切り換えます。

専用カメラ SSCシリーズまたは DXC-200A（重畳方式）の DC

VS 側： VS方式（従来のVideo Sync方式）対応のカメラを使用
する場合。

VD 側： VD方式対応のカメラを使用する場合。

IN.VS IN/VIDEO OUT 端子に接続します。
ご注意
SSCシリーズのカメラまたは DXC-200Aをお使いになる場合、間
違ってMONITOR OUT端子に接続すると、カメラが壊れ、動作し
なくなることがあります。必ず、VIDEO OUT端子に接続してくださ
い。
◆ SSCシリーズカメラをご使用の際は、
「接続上のご注意」
（10ページ）を
ご覧ください。
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8 VIDEO OUT（映像出力）端子（A/B）
（BNCコネクター）
ビデオモニターの映像入力端子に接続します。CAMERA IN端子
に入力された映像信号が出力されます。A端子、B端子とも同じ信
号が出力されます。
9 75Ω（75Ω終端）スイッチ
SYNC IN 端子を75 Ωで終端するとき、ONに設定します。
• SYNC IN 端子のみ使用する場合は、ONに設定します。
• SYNC IN 端子とSYNC OUT 端子の両方を使用する場合は、
OFFに設定します。
ご注意
SYNC IN端子、SYNC OUT端子とも使用しない場合には、75Ωス
イッチをONに設定してください。
0 SYNC IN（同期信号入力）端子（BNCコネクター）
外部同期信号を入力する端子です。
ご注意
• SYNC MODE切り換えスイッチ 3 がSECONDARY側にセットさ
れていないと、カメラに同期をかけることができません。
（接続の
「複数のカメラアダプターを接続する場合」
（10 ページ）をご覧く
ださい。）
• 異なる同期方式のカメラを混在して接続する場合は、VS（または
VBS）同期信号を入力してください。
qa SYNC OUT（同期信号出力）端子（BNCコネクター）
SYNC MODE 切 り 換 え スイッ チ 3 の 設 定（ PRIMARY/
SECONDARY）によって出力される信号は以下のように変わりま
す。

PRIMARY 側に設定されている場合：SYNC SYSTEM 切り換
えスイッチ（VD/VS）の設定に対応したYS-W170A本体から
の同期信号が出力されます。

SECONDARY 側に設定されている場合：SYNC IN端子に入
力された外部同期信号が出力されます。
ご注意
外部同期信号は、本機の電源が入っていない場合には、出力され
ません。
qs 電源ソケット
付属の電源コードを差し込み、AC 100V 電源へ接続します。
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接続
接続上のご注意
• 本機に、
ソニービデオカメラSSCシリーズまたはDXC-200A（重畳

• 本機とビデオカメラの接続には75Ω同軸ケーブルをご使用くださ

方式）
以外のカメラを接続しても動作しません。
カメラを接続する

い。

際は、カメラの取扱説明書もご覧ください。

ケーブルが長すぎると正常に動作しないことがありますので、8

◆ SSCシリーズの古いモデルを接続する場合は、お買い上げ店にご相談
ください。

ページの表の範囲内でご使用ください。また、CABLE COMP切
り換えスイッチを正しく設定してください。

• 各機器の電源を切った状態で接続してください。本機の電源を

• 本機とビデオカメラの接続には、同軸ケーブル1本を使って電源

入れてからカメラを接続しても、カメラに電源は供給されません。

や映像信号などを伝送するため、途中にブースターや分配器など

ご注意

の機器を接続することはできません。

指定外のカメラを接続すると火災や故障の原因となることがありま

• SSC-CX61V以外のカメラを接続した場合には、音声信号は供給

す。指定されたカメラ以外は接続しないでください。

されません。

カメラ1台とモニター1台を接続する場合
接続が終わってから本機のPOWERスイッチをONにしてください。
カメラ

CAMERA
IN端子へ

［SYNC MODE
→PRIMARY］

DC IN.VS IN/
VIDEO OUT端子へ
YS-W170A

ビデオモニター
（前面）

AUDIO
OUT
端子へ

VIDEO OUT

電源
コンセントへ

端子へ

AUDIO IN端子へ
75Ω→ON
映像入力端子へ
L 映像信号の流れ
> 音声信号の流れ（SSC-CX61Vのみ）

ご注意
SSC-DC490など、VD-W LOCK方式のカメラを接続する場合は、SYNC
SYSTEM 切り換えスイッチ（前面）をVD 側にセットしてください。

複数のカメラアダプターを接続する場合
YS-W170A 本体あるいは外部からの同期用映像信号によって、2
台目以降のカメラアダプターに接続した各カメラを同期させること
ができます。
ご注意
• 異なる同期方式のカメラを混在して接続する場合は、1 台目の
CAMERA INにVD方式対応カメラを入れ、そのVIDEO OUTを
2 台目のSYNC INに入れます。
• ラインロック方式のカメラを外部同期信号源として使用すると、同
期がかからない場合があります。

• 他のYSシリーズカメラアダプター（YS-W170A/W270Aは除く）が複
数混在している場合は、接続方法によっては同期がかかりにくい場
合があります。この場合、下記の点に注意して接続してください。
– 1台目は必ずYS-W170Aを接続し、2台目以降に他のYSシリーズ
カメラアダプターを連続して接続します。もしYS-W170Aが 1 台
以上残っていれば、それらはまとめて最後に接続します。
– この時、2台目のみ75ΩスイッチをONします。その他はすべて
OFFにしてください。
– SSC-DC490などのVD同期方式のカメラがある場合、必ず1台
目のYS-W170Aにつなぎ、そのVDカメラの出力（VIDEO OUT
B）を2 台目のSYNC INに入れてください。
◆ 接続について詳しくは、次ページをご覧ください。
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3台つなぐ場合の例 1：YS-W170A本体の同期信号によってカメラに同期をかける場合
カメラ

カメラ

CAMERA
IN端子へ

ビデオモニター IN端子へ

端子へ

AUDIO IN端子へ

AUDIO
OUT
端子へ

AUDIO
OUT

端子へ

VIDEO OUT
B端子へ

ビデオモニター

端子へ

AUDIO IN端子へ

端子へ

VIDEO
OUT端子へ

映像入力
端子へ

VIDEO
OUT端子へ

［SYNC MODE
→ SECONDARY］

75Ω→OFF

YS-W170A
（2台目）
SYNC OUT端子へ

（前面）

AUDIO
OUT

映像入力
端子へ

VIDEO OUT
A端子へ
［SYNC MODE
→SECONDARY］
75Ω→ON

YS-W170A
（1台目）

DC IN.VS IN/
CAMERA VIDEO OUT

ビデオモニター IN端子へ

AUDIO IN端子へ

端子へ

映像入力
端子へ

［SYNC MODE
→PRIMARY］

（前面）

DC IN.VS IN/
CAMERA VIDEO OUT

DC IN.VS IN/
VIDEO OUT

カメラ

75Ω→ON

（前面）

SYNC IN

電源
コンセントへ

YS-W170A
（3台目）

SYNC IN

端子へ

端子へ

映像信号の流れ
音声信号の流れ（SSC-CX61Vのみ）

3台つなぐ場合の例 2：外部同期信号によってカメラに同期をかける場合
カメラ

カメラ

CAMERA
IN端子へ

AUDIO
OUT

DC IN.VS IN/
CAMERA VIDEO OUT

DC IN.VS IN/
VIDEO OUT

ビデオモニター IN端子へ

端子へ

AUDIO IN端子へ

端子へ

AUDIO
OUT

DC IN.VS IN/
CAMERA VIDEO OUT
IN端子へ
端子へ

AUDIO
OUT

AUDIO IN端子へ

端子へ

映像入力
端子へ

ビデオモニター

映像入力
端子へ

75Ω→OFF

端子へ

VIDEO
OUT端子へ

外部同期信号源

SYNC ［SYNC MODE
IN
→SECONDARY］

［SYNC MODE
→ SECONDARY］

YS-W170A
（1台目）

YS-W170A
（2台目）
SYNC OUT端子へ

SYNC OUT （前面）
端子へ

VIDEO
OUT端子へ

［SYNC MODE
→SECONDARY］

75Ω→OFF

端子へ

（前面）

ビデオモニター

AUDIO IN端子へ

端子へ

映像入力
端子へ

VIDEO OUT

端子へ

カメラ

（前面）

75Ω→ON

電源
コンセントへ

YS-W170A
（3台目）

SYNC IN

SYNC IN

端子へ

端子へ

映像信号の流れ
音声信号の流れ（SSC-CX61Vのみ）

3台以上つなぐ場合の例 3 : 他のYSシリーズカメラアダプターが複数混在していて同期をかける場合
VIDEO OUT B
1台目
YS-W170A

端子へ

SYNC OUT
2台目
他のYS

SYNC IN端子へ シリーズ

75Ωスイッチ→OFF

SYNC OUT

端子へ

75Ωスイッチ→ON

3台目
他のYS

SYNC IN端子へ

端子へ

シリーズ

75Ωスイッチ→OFF

最後

YS-W170Aまたは
SYNC IN端子へ 他のYSシリーズ
75Ωスイッチ→OFF
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主な仕様
電源

AC100V、50/60 Hz

SYNC OUT（BNCコネクター）1 個

消費電力

27W

入力端子

CAMERA IN（BNCコネクター）1 個

えスイッチ（VS/VD）に

SYNC IN（BNCコネクター）1 個

同調したYS-W170A の

PRIMARY 時：SYNC SYSTEM 切り換

複合同期信号：4Vp-p（75 Ω終端時）

VD/VS 信号

VS（映像 / 同期信号）

SECONDARY 時：SYNC IN 端子入力

：1Vp-p（75 Ω終端時）
VBS（映像 / バースト/ 同期信号）
：1Vp-p（75 Ω終端時）
VD（同期信号）
：1Vp-p（75 Ω終端時）
出力端子

信号のスルー出力
使用温度

− 10℃〜＋ 50℃

最大外形寸法

212×52×345 mm（幅 / 高さ/ 奥行き）

重量

1.9 kg

付属品

取扱説明書（1）

AUDIO OUT（RCA Pinジャック）1 個

保証冊子（1）

AUDIO 信号入力 120 dBµ V 時

電源コード（1）

出力 120 dBµ V

変換プラグ（1）

VIDEO OUT A、B（BNCコネクター）2 個
複合映像信号：1Vp-p（75 Ω終端時）

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。
本機は『JIS C 61000-3-2 適合品』です。

保証書とアフターサービス
保証書について
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際
にお受け取りください。
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存
してください。
• 万一故障した場合の無料修理期間は、お買い上げ日より1年間

アフターサービスについて
調子が悪いときは
まずチェックを

この説明書をもう一度お読みになり、故障
かどうかお調べください。

それでも
具合いの悪いときは
サービスへ

お買い上げ店またはお近くのソニーサービ
ス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて
いただきます。詳しくは保証書をご覧くださ
い。

保証期間経過後の
修理は

修理によって機能が維持できる場合は、
ご
要望により有料修理させていただきます。

です。

当社はこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するため
に必要な部品）を製造打ち切り後最低 8 年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有
期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合があ
りますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
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