
製品型式 
オートシーケンシャルスイッチャ    【仕様書】 

VSW-2002 

■ 製品概要  
VSW-2002 オートシーケンシャルスイッチャは 20 台の非同期カラーカメラ/白黒カメラの映像を個別選択または自動切換え 

（オートシーケンシャル)にて表示する機器です。 

同製品を 3 台連結し最大で 60 台のカメラ映像表示と切換えの操作を行うことができます。 

■ 仕様 

項 目 仕 様 備 考 

・映像方式 NTSC 方式  

・映像入力 20 入力 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡 ループスルー付き  

・映像出力 2 出力 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡  スポット出力： １系統 

シーケンシャル出力： １系統 

・接点入力端子 表示画面選択：20 系統 コモン：1 系統 筐体内部に取り付け D-sub25 ピン内 

・接点出力端子 アラーム出力： 1 系統 オープンコレクタ  5V 100mA 以下 筐体内部に取り付け D-sub25 ピン内 

・通信制御端子 端子台： 2 系統 スルー出力付き  

通信方式： RS-485 

外部制御用： 1 系統 

機器連結用： 1 系統 

筐体内部に取り付け 端子台 

・タイトル挿入 英数字,カタカナ,記号より各カメラに最長 8 文字まで挿入が可能 工場出荷時設定： CAMERA01～CAMERA20 

・タイトル表示 各入力個別に表示/非表示の設定が可能 工場出荷時設定： ON 

・タイトル表示位置 各入力個別に表示位置を設定可能 工場出荷時設定： 表示画面の中央下 

・シーケンス機能 切換り動作： １秒～60 秒 または、外部トリガにて切換え 

表示非表示設定： 各カメラ個別に設定可能 

スポット出力、シーケンシャル出力  

個別に設定可能 

・アラーム機能 接点入力時に該当カメラの映像を保持し接点を出力（アラーム出力） 

画面上部に【ALARAM】を表示する。（表示/非表示の設定が可能） 

INT.（内部動作時）/ EXT.（外部動作時）の選択が可能 

保持時間：  

INT.（内部動作時）：1 秒～99 秒まで設定可能 

EXT.（外部動作時）：接点入力の間に保持 

・使用周囲温度  -0～40℃  

・使用周囲湿度 20～90％ RH 結露無きこと 

・保存温度 -20～60℃  

・電源電圧 AC100V±10％ 50/60Hz  

・消費電力 10W 以下  

・外形寸法 430(W)×250(D)×44(H) mm 突起物,ゴム足除く 

・質量 4.5 ㎏  

・塗装色 5Y-7/1 近似  

・付属品 取扱説明書  

EIA ラックマウント金具： RMK-430 EIA 仕様 ・オプション 

リモートコントローラ： URC-485 VSW-2002 専用コントローラ 
  

外形寸法図 単位 mm  

接点入出力端子 ピンアサイン 

 

ピン番 入出力 信 号 ピン番 入出力 信 号 

1 入力 アラーム１ 14 入力 アラーム１4 

2 入力 アラーム 2 15 入力 アラーム１5 

3 入力 アラーム 3 16 入力 アラーム１6 

4 入力 アラーム 4 17 入力 アラーム１7 

5 入力 アラーム 5 18 入力 アラーム１8 

6 入力 アラーム 6 19 入力 アラーム１9 

7 入力 アラーム 7 20 入力 アラーム 20 

8 入力 アラーム 8 21 NC  

9 入力 アラーム 9 22 NC  

10 入力 アラーム１0 23 入力 トリガ 

11 入力 アラーム 11 24 出力 アラーム 

12 入力 アラーム１2 25 COM （GND） 

 

13 入力 アラーム 13    

  

 通信制御端子 ピンアサイン 

 

 

 ピン番 信号名 接続  

 1 B1 リモコン用 URC-485 の B 端子に接続 

 2 A1 リモコン用 URC-485 の A 端子に接続 

 3 B1 リモコン用 接続しません 

 4 A1 リモコン用 接続しません 

 5 B2 接続用 スレーブ 1 の B2 

 6 A2 接続用 スレーブ 1 の A2 

 7 B2 接続用 接続しません 

 

 8 A2 接続用 接続しません 
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