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USB CONTROL DEVICE
オペレーションガイド
Operation Guide

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。

このオペレーションガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い
かたを示してあります。このオペレーションガイド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。

PWSK-4403

警告表示の意味

オペレーションガイドおよび製品では、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。

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

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

 

下記の注意を守らないと、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。

外装を外さない、改造しない
外装を外したり、改造したりすると、感電の原因となります。
内部の調整や設定および点検を行う必要がある場合は、必ずサービスト
レーニングを受けた技術者にご依頼ください。

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、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご相談ください。

AC電源コードやDC電源接続コードを傷つけない
AC電源コードやDC電源接続コードを傷つけると、火災や感電の原因とな
ります。
コードを加工したり、傷つけたりしないˎˎ
重い物をのせたり、引っ張ったりしないˎˎ
熱器具に近づけたり、加熱したりしないˎˎ
コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜くˎˎ

万一、コードが傷んだら、ソニーのサービス窓口に交換をご依頼ください。

運転しながら操作しない
運転中に操作すると、交通事故の原因となることがあります。

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
真っ直ぐに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。

指定された電源コードを使用する
指定以外の電源コードを使用すると、火災や感電の原因となります。

付属のACアダプターを使用する
付属以外のACアダプターを使用すると、火災や感電の原因となります。

表示された電源電圧で使用する
製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。結露が起きたときは電
源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使用ください。
結露時のご使用は機器の故障の原因となる場合があります。

仕様
一般仕様
電源 DC 12 V / 1 A
動作温度 5 ℃～ 40 ℃
動作湿度 20%～ 90%
質量 約1.7 kg
外形寸法 

50

117
96

220

211

     単位：mm
接続端子
USB USB2.0（Type-B）（1）
付属品
ACアダプター（1）
オペレーションガイド（1）
別売品
電源コード 部品番号：1-792-549-1x

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。

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。

VCCI-A

注意
日本国内で使用する電源コードセットは、電気用品安全法で定める基準を満足した承
認品が要求されます。
ソニー推奨の電源コードセットをご使用下さい。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上のˎˎ
機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね
ますのでご了承ください。
本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についてˎˎ
も、当社は一切の責任を負いかねます。
諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いˎˎ
かねます。

English
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for 
future reference.

For the customers in the U.S.A.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 
operated in a commercial environment.  This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference 
in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply 
with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of part 15 of FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.
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下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の
物品に損害を与えたりすることがあります。

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。

水のある場所に設置しない
水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電の原因となることがあります。
雨天や降雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では設置・使用しない
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
原因となります。

直射日光のあたるところでは使用しない
本機が発熱し、火災の原因となります。

高温下では使用しない
高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあり
ます。
周囲温度が40℃を超える場所や、直射日光のあたる場所では使用しないで
ください。

雨や雪の中で使用しない
雨や雪の中で使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
電源コードや接続コードは、足に引っかけると本機の落下や転倒などによ
りけがの原因となることがあります。
十分注意して接続・配置してください。

移動時にはコード類をはずす
電源コードや接続コードは、足に引っかけると本機の落下などによりけが
の原因となることがあります。
移動時には、コード類をはずしてください。

概要
USBコントロールデバイスPWSK-4403は、プロダクションコントロールソフト
ウェアPWA-PRC1がインストールされたコンピューターとUSB接続し、ライブ映
像のスローリプレイ操作などを行うコントロールデバイスです。
PWS-4400などのサーバー機器でのスローリプレイ制御に必要な各種操作ボタ
ンやジョグダイヤル、フェーダーレバーを装備しています。電源は付属のACアダ
プターから供給されます。

電源と接続端子

背面パネル



ˎ

 USB端子  USBケーブルでPWA-PRC1がインストールされたコンピュー
ターに接続します。

 電源スイッチ 電源をオン／オフします。
 DC IN端子 付属のACアダプターを接続します。

操作について詳しくは、PWA-PRC1のユーザーガイドをご覧ください。ˎ˜

使用上のご注意
ACアダプターと電解コンデンサの寿命は約5年です。
（常温で1日に8時間、1ヵ月で25日間、通常に使用すると想定した場合）
したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。

結露について
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなど、機器表面や内部

日本語

安全のために
電気製品は、安全のため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、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
注意事項をよくお読みください。

定期点検をする
長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施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、ソニーのサービス担当者または営業担当者に
ご相談ください。

故障したら使用を中止する
ソニーのサービス担当者、または営業担当者にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

異常な音、におい、煙が出たら

ˎ ˎ ˎˎˎˎ
1 電源を切る。
2 電源コードや接続コードを抜く。
3 ソニーのサービス担当者、または営業担当者に修理を依頼する。

炎が出たら

ˎ ˎ ˎˎˎˎ
すぐに電源を切り、消火する。
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Important Notes on Operation
The life expectancy of the AC adapter and the electrolytic capacitor is about 5 
years under normal operating temperatures and normal usage (8 hours per day; 
25 days per month).
If usage exceeds the above normal usage frequency, the life expectancy may be 
reduced correspondingly.

Condensation
If the unit is suddenly taken from a cold to a warm location, or if ambient 
temperature suddenly rises, moisture may form on the outer surface of the unit 
and/or inside of the unit. This is known as condensation. If condensation occurs, 
turn off the unit and wait until the condensation clears before operating the unit. 
Operating the unit while condensation is present may damage the unit.

Specifications

General
Power supply 12 V DC / 1 A
Operating temperature 5 ºC to 40 ºC (41 ºF to 104 ºF)
Operating humidity 20% to 90%
Mass  Approx. 1.7 kg (Approx. 3 lb 12 oz) 
Dimensions 

50
 (2)

117
 (4 10/16) 96

 (3 13/16)

220
 (8 11/16)

211 (8 5/16)

                       Unit: mm (inches)

Connectors
USB USB2.0 (Type-B) (1)

Supplied accessories
AC adaptor (1)
Operation Guide (1)

Optional accessories
Power cord (for USA and Canada only)
 Part No.: 1-757-562-1x
Power cord (for Europe only)
 Part No.: 1-575-131-8x

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes
Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL ˎˎ
NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF 
PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER 
DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, 
OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR CLAIMS OF ANY KIND MADE BY USERS OF ˎˎ
THIS UNIT OR MADE BY THIRD PARTIES.
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR THE TERMINATION OR DISCONTINUATION ˎˎ
OF ANY SERVICES RELATED TO THIS UNIT THAT MAY RESULT DUE TO 
CIRCUMSTANCES OF ANY KIND.

For the customers in Canada
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) 

Pour les clients au Canada
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

For the customers in Europe, Australia and New Zealand
WARNING
This is a Class A product.  In a domestic environment, this product may cause radio 
interference in which case the user may be required to take adequate measures.

For the customers in Europe
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan 
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany 

This apparatus shall not be used in the residential area. 

Pour les clients en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande
AVERTISSEMENT
Il s’agit d’un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil 
peut provoquer des interférences radio, dans ce cas l’utilisateur peut être amené à 
prendre des mesures appropriées.

Pour les clients en Europe
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l’UE: Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

Ne pas utiliser cet appareil dans une zone résidentielle.

Für Kunden in Europa, Australien und Neuseeland
WARNUNG
Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung nach Klasse A besitzt. Diese 
Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann 
vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür 
aufzukommen.

Für Kunden in Europa
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Deutschland

Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.

For the customers in the U.S.A.
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://www.sony.com/psa/warranty 
for important information and complete terms and conditions of Sony’s limited 
warranty applicable to this product.

For the customers in Canada
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://www.sonybiz.ca/solutions/ 
Support.do for important information and complete terms and conditions of Sony’s 
limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe
Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on Standard 
Warranty.
Please visit http://www.pro.sony.eu/warranty for important information and 
complete terms and conditions.

For the customers in Korea
SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://bpeng.sony.co.kr/handler/ 
BPAS-Start for important information and complete terms and conditions of Sony’s 
limited warranty applicable to this product.

Pour les clients au Canada
GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur http://www.sonybiz.ca/solutions/
Support.do pour obtenir les informations importantes et l’ensemble des termes et 
conditions de la garantie limitée de Sony applicable à ce produit.

Overview
The PWSK-4403 USB Control Device is a device that connects to a computer 
on which the PWA-PRC1 Production Control Software is installed, via USB, and 
which is used to control slow-motion replay of live video and other functions.
It is equipped with the control buttons, jog dial, and fader lever that are required 
to control slow-motion replay on the PWS-4400 and other server equipment. 
Power is supplied using the provided AC adaptor.

Power Supply and Connectors

Rear panel



ˎ

 USB connector  Connects to the computer on which PWA-PRC1 is installed 
via USB cable.

 Power switch Turns the power supply on/off.
 DC IN connector Connects to the supplied AC adaptor.

For details on the operations, refer to the User’s Guide of the PWA-PRC1.

中文

机型名称：USB控制单元
使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管。

警告
此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

关于废弃产品的处理
请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。
正确处置废弃的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负
面影响。
具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

概述

PWSK-4403 USB控制单元是一款可通过USB连接至已安装PWA-PRC1 
Production Control Software（生产控制软件）的计算机的单
元，可用于控制实时视频的慢动作回放和其它功能。
为了便于在PWS-4400和其它服务器设备上控制慢动作回放，该单
元配备了控制按钮、慢速拨盘和渐变杆。电源可通过随附的交流
适配器提供。

电源和接口

后面板





 USB接口  通过USB电缆连接到已安装了PWA-PRC1的计算机。
 电源开关 打开/关闭电源。
 DC IN接口 连接到随附的交流适配器。

有关操作的详细信息，请参阅PWA-PRC1的用户指南。

操作注意事项

正常操作温度和使用条件下（每天8小时；每月25天），交流适
配器和电解质电容器的预计使用寿命约为5年。
如果超过上述正常使用频率，则预计使用寿命可能会相应减少。

冷凝
如果将设备突然从寒冷的地方带到温暖的场所，或者室温突然升
高，设备的外表面和内部可能会形成水汽。这称为冷凝。如果发
生冷凝，请关闭设备电源，待到冷凝消失后才能操作设备。冷凝
仍然存在时使用设备可能会导致设备损坏。

规格

常规
电源  12 V 直流 / 1 A
工作温度 5 ℃ 至 40 ℃
工作环境湿度 20% 至 90%
质量  约1.7 kg
尺寸

50

117
96

220

211

          单位：mm

接口
USB  USB2.0（B型）(1)

随附附件
交流适配器(1)
操作指南(1)

选配附件
电源线  部件号：1-782-476-1x

设计和规格如有更改，恕不另行通知。
 

注意
在使用前请始终确认本机运行正常。  ˎ
无论保修期内外或基于任何理由，SONY对任何损坏概不负
责。由于本机故障造成的利润损失等，无论是在保修期以内
或者以外，Sony均不作任何赔偿。
SONY对本产品用户或第三方的任何索赔概不负责。 ˎ
SONY对因任何情况导致终止或停止使用本机相关服务概不负 ˎ
责。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

使用环境条件：   
参考使用说明书中的操作条件

部件名称

有毒有害物质或元素

铅 
(Pb) 

汞 
(Hg)

镉 
(Cd)

六价铬 
(Cr (VI))

多溴联苯 
(PBB)

多溴二苯醚 
(PBDE)

实装基板 × ○ ○ ○ ○ ○

外壳 × ○ ○ ○ ○ ○

附属品 × ○ ○ ○ ○ ○

○︰ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在  
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×︰ 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
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