
Lumens VCシリーズシリーズシリーズシリーズ    簡易説明書（リモコンを使った設定）簡易説明書（リモコンを使った設定）簡易説明書（リモコンを使った設定）簡易説明書（リモコンを使った設定）    

1     リモコン操作部の説明リモコン操作部の説明リモコン操作部の説明リモコン操作部の説明  

リモコン操作部リモコン操作部リモコン操作部リモコン操作部        

（アルファベット順）（アルファベット順）（アルファベット順）（アルファベット順）    

詳細詳細詳細詳細     

�������  レンズの左右上下操作 

Back Light  逆光補正機能の

On/Off  

Camera select  カメラ１〜３の選択  

Focus 

- Manual / Far / Near  

マニュアルフォーカス

の焦点距離設定  

Focus 

- Auto  

オートフォーカス  

Freeze  画面のフリーズ機能  

Home    ⏎⏎⏎⏎ 

- Enter  

実⾏/ メインページに

戻る  

Info  ステータス情報  

L/R Direction Set  L/R Direction / Off / 

Normal の切替 

Menu  設定メニューの表示  

Mirror  映像の反転 (Off/ 

Mirror/ Flip/ 

Mirror+Flip))  

Pan/Tilt Reset  Pan/Tilt 設定のクリ

アー  

Picture  イメージエフェクト 

(Off / ネガ / B&W)  

Power  電源スイッチ  

Preset  現在のカメラポジショ

ンデータの保存  

Reset  カメラポジションデー

タの消去 

Zoom-Fast  ズームキー（速）  

Zoom-Slow  ズームキー（遅）  

 

 



1111.1 .1 .1 .1     複数の複数の複数の複数のVCVCVCVC----G50G50G50G50, , , , VCVCVCVC----G30G30G30G30のカメラを選択のカメラを選択のカメラを選択のカメラを選択 

複数設置されたカメラを選択する場合は 

リモコン上部のリモコン上部のリモコン上部のリモコン上部の[Camera 1 ~ 3] [Camera 1 ~ 3] [Camera 1 ~ 3] [Camera 1 ~ 3] から任意の番号を押して選択  

（カメラ本体のDIPスイッチでID設定をする必要があります。）     

 

1111.2 .2 .2 .2     現在のカメラレンズのポジションを保存現在のカメラレンズのポジションを保存現在のカメラレンズのポジションを保存現在のカメラレンズのポジションを保存     

 [Preset[Preset[Preset[Preset]]]]    と    [[[[ID] ID] ID] ID] ボタンを同時に押して 指定のプリセット番号に保存します。 

（リモコン上で保存できるのは[0 [0 [0 [0 ～～～～    9]9]9]9]までです。 [0[0[0[0～～～～127]127]127]127] まで保存するには専用のコントロー

ラーかVISCA コマンドでポジションを保存します。 ） 

 

1111.3.3.3.3        保存したカメラポジションのプリセットを消去保存したカメラポジションのプリセットを消去保存したカメラポジションのプリセットを消去保存したカメラポジションのプリセットを消去 

 [Reset[Reset[Reset[Reset]]]]と    [ID][ID][ID][ID]ボタンを同時に押して 指定のプリセット番号を消去します。 

（リモコン上で消去できるのは[0 [0 [0 [0 ～～～～    9]9]9]9]までです。 [0[0[0[0～～～～127]127]127]127] まで消去するには専用のコントロー

ラーかVISCA コマンドでポジションを保存します。 ） 

 

1111.4 .4 .4 .4     逆光補正逆光補正逆光補正逆光補正     

[Back Light] [Back Light] [Back Light] [Back Light] ボタンを押すと逆光補正をON/OFFできます。  

 

1111.5.5.5.5        カメラレンズの撮影範囲を調整するカメラレンズの撮影範囲を調整するカメラレンズの撮影範囲を調整するカメラレンズの撮影範囲を調整する     

1. [Tilt [Tilt [Tilt [Tilt ] ] ] ] ボタンを押してカメラを上下します。  

2. [Pan [Pan [Pan [Pan ] ] ] ] ボタンを押してカメラを左右に動かします。  

3. [Pan [Pan [Pan [Pan ----    Tilt Reset] Tilt Reset] Tilt Reset] Tilt Reset] ボタンを押すとカメラをセンターに戻します。  

 

1111.6 .6 .6 .6     映像のズームイン映像のズームイン映像のズームイン映像のズームイン////ズームアウトをするズームアウトをするズームアウトをするズームアウトをする     

1.  [Fast +] [Fast +] [Fast +] [Fast +] を押すとズームインします。 [[[[SlowSlowSlowSlow    +]+]+]+]を押して微調整します。 

2.  [Fast [Fast [Fast [Fast ----] ] ] ] を押すとズームアウトします。 [[[[SlowSlowSlowSlow----]]]]を押して微調整します。  

 

1111....7777        フォーカスの調整をするフォーカスの調整をするフォーカスの調整をするフォーカスの調整をする 

1.7.1 自動調整自動調整自動調整自動調整  

1.  [AF] [AF] [AF] [AF] ボタンを押すと自動調整モードになります。  

 

1111.7.2 .7.2 .7.2 .7.2     マニュアル調整マニュアル調整マニュアル調整マニュアル調整 

1.  [MF] [MF] [MF] [MF] ボタンを押すとマニュアルモードになります。 

2.  Focus Focus Focus Focus ----    [+] [+] [+] [+] あるいは Focus Focus Focus Focus ----    [[[[----] ] ] ] で調整します。  



1111.8 .8 .8 .8     フォーカススピードの調整をするフォーカススピードの調整をするフォーカススピードの調整をするフォーカススピードの調整をする     

1111.8.1  AF .8.1  AF .8.1  AF .8.1  AF 感度感度感度感度     

AF 動作スピード。AF感度が高ければ高いほど、AFは素早く動きます。  

速い動作の対象物を撮影するときは, AF は [High] [High] [High] [High] あるいはr [Middle][Middle][Middle][Middle],に設定します。  

周りが暗くてオートフォーカスが動作しにくい時や、違った輝度で固定した対象物を撮影する場

合は AF感度 を [Low][Low][Low][Low]. に設定できます。 

 

1.  [MENU] ボタンを押して設定メニューを起動します。  

2.   [�] あるいは [�]  を押して [Auto FocusAuto FocusAuto FocusAuto Focus]. を選びます。 

3.   [ENTER] を押します。 

4.   [�] あるいは [�]  を押して [AF Sensitivity][AF Sensitivity][AF Sensitivity][AF Sensitivity].を選択します。  

5.   [ENTER] を押します。  

6.   [�] あるいは [�] を押して [High/Meddle/Low].を選択します。  

7.   [MENU] を押すとMENU画面からEXITします。  

 

1111.8.2 .8.2 .8.2 .8.2     フォーカススピードの調整フォーカススピードの調整フォーカススピードの調整フォーカススピードの調整     

 

オートフォーカスを使用するときのフォーカススピードを調整します。  

● [Normal] ([Normal] ([Normal] ([Normal] (デフォルト):  映像のちらつきは発生しません。  

● [Fast]: [Fast]: [Fast]: [Fast]:     フォーカススピードは速くなりますが、映像のちらつきが発生しやすくなります。  

 

1.  [MENU] ボタンを押して設定メニューを起動します。  

2.   [�] あるいは [�]  を押して [Auto FocusAuto FocusAuto FocusAuto Focus]. を選びます。 

3.   [ENTER] を押します。 

4.   [�] あるいは [�] を押して [AF S[AF S[AF S[AF Speed peed peed peed ]]]].を選択します。  

5.   [ENTER] を押します。  

6.   [�] あるいは [�]を押して [Normal/Fast].を選択します。  

7.   [MENU] を押すとMENU画面からEXITします。  

 

1.9  イメージモードの設定イメージモードの設定イメージモードの設定イメージモードの設定  

 [Picture] ボタンを押して [Off/Neg/B&W] から選択します。  



 

1.10 映像を静止する映像を静止する映像を静止する映像を静止する 

[Freeze] ボタンを押すと現在の映像を静止画にできます。。   

 

1.11 映像を上下逆転、左右反転する映像を上下逆転、左右反転する映像を上下逆転、左右反転する映像を上下逆転、左右反転する    （天井取付の場合）（天井取付の場合）（天井取付の場合）（天井取付の場合）  

[Mirror] ボタンを押して [Off/Mirror/Flip/Mirror + Flip] から選択します。   

 

1.12 カメラの方向を変更するカメラの方向を変更するカメラの方向を変更するカメラの方向を変更する  

[L/R Direction Set] ボタンを押して  [L/R Direction / Off / Normal] から選択します。  

 

 


