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KP-D5000
KP-D5001

■ 高感度
有効画素38万画素のEXviewHADCCDの採用により高感度を実現。
カラー動画モード 0.03 lx カラー蓄積モード 0.0002 lx
白黒動画モード 0.004 lx 白黒蓄積モード 0.00003 lx

■ 高解像度
新型デジタルプロセス技術の採用により水平解像度560TV本（カラー標準感度
時）、580TV本（白黒標準感度時）を実現。

■ 高感度かつ低ノイズ
動き適応型デジタルノイズリダクション搭載により高感度で低ノイズかつ残像の少
ない画像を実現。

■ 適応型暗部補正機能
コントラスト差の大きい被写体でも暗部を明るく補正し、鮮明な画像を得ることが
可能。

■ 適応型かすみ補正機能
かすみや霧などによって見えにくい映像を補正し、鮮明に撮影可能。

■ ダイヤル式フランジバック調整機能
新型フランジバック調整機構採用により、レンズマウントアダプタが不要。

■ KP-D5000: AC24V/DC12V電源　　■  KP-D5001: AC100V電源
■ KP-D5010: DC12V電源、小型

KP-D5000 KP-D5001 KP-D5010

撮像素子

1/2型インターライン型CCD（オンチップマイクロレンズ付き）
総画素数 811(H) x 508(V)
有効画素数 768(H) x 494(V)
撮像面積 6.45(H) x 4.84(V) mm
画素サイズ 8.4(H) x 9.8(V) µm (正方画素)

走査方式 2 : 1 インタレース
走査周波数 水平: 15.734 kHz  　垂直: 59.94 Hz
同期方式 内部同期/外部同期（HD/VD同期）

映像出力

VBS 1.0 Vp-p
映像 0.7 Vp-p 正極性
同期 0.3 Vp-p 負極性
バースト 0.3 Vp-p, 8サイクル以上
インピーダンス 75 Ω 不平衡

S/N 53 dB以上（AGC: OFF(–6dB)、輪郭補正なし、ガンマ補正なし、DNR: 
HIGH)

解像度
水平：560 TV本（カラー時）、580TV本（白黒時）　　
垂直：350 TV本(中央部にて)
（Resolution設定: HIGH時）

被写体照度範囲 0.0002〜100,000 lx（F1.2オートアイリスレンズ使用時）

最低被写体照度 カラー時: 0.03 lx (F1.2, AGCゲイン最大)
白黒時:　 0.004 lx (F1.2, AGCゲイン最大、白熱灯使用時)

感度 (ゲイン) 設定 AGC OFF: 固定ゲインを–6dB〜51dBの範囲で1dBステップで設定 
AGC ON:  最大ゲインを0dB〜51dBの範囲で1dBステップで設定

電子シャッタ OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、
1/10,000、1/20,000、1/50,000、1/100,000秒、AES

蓄積倍率設定
自動または固定切替
自動時最大倍率設定: 最大128倍
固定時倍率設定: 最大512倍

逆光補正
AVERAGE/BLC/PEAK切替可
測光エリア: 9エリアから選択可（BLC設定時）
暗部補正機能: ON時に撮影状況に応じて自動暗部補正

オートアイリスレンズ制御 ビデオ信号を入力する方式と絞り制御電圧を入力するガルバノメータ方式を切替可

ホワイトバランス制御

次のモードから選択
ATW(NORMAL)：2500K〜8000Kの範囲で自動追尾
ATW(SPECIAL)：上記および特殊照明対応
AWC：自動設定後、ホワイトバランスを保持
MANUAL： 手動で赤、青ゲイン調整しホワイトを合わせる

タイトル文字表示 英数字、記号、カタカナを24文字まで表示可能
デジタルズーム 最大4倍（ズーム倍率に応じて解像度が低下します）

B/Wモード
OFF: カラー映像に固定
ON: 高感度白黒映像に固定
AUTO: 照度によりカラー/白黒を自動切換（切換照度はHI/MID/LOWを選択）

ノイズリダクション
OFF: ノイズリダクションOFF
HIGH: 動き適応型S/N優先
LOW: 動き適応型動き優先

かすみ補正
OFF: かすみ補正OFF
ON: 撮影状況に応じて自動で補正
MANUAL: 補正度合いを固定で調整

シーンファイル FILE0〜FILE4に各種設定を保存（接点リモートで切換可能）

電源電圧
AC24V±10%, 
50/60Hz
DC12V±10%

AC100V±10% 
50/60Hz DC12V±10%

消費電力 AC24V時：約4.0W
DC12V時: 約3.0W 約4.0W 約2.3W

レンズマウント C／CSマウント (ダイヤル式フランジバック調整機構付)
周囲
温湿度

動作維持 –10 ºC〜+50 ºC / 30〜80% RH
保存 –20 ºC〜+60 ºC / 20〜90% RH

耐振動性 10-55 Hz 1.96-59.3m/s2

外形寸法 64(W) x 63(H) x 135(D) mm (突起部を除く) 64(W) x 63(H) x 64(D) 
mm (突起部を除く)

質量 約600g 約270g

● カメラ本体（三脚アダプタ付き）                
● 取扱説明書

● レンズプラグ E4-191J-100
● リモートプラグ HR10A-10P-12P(01)

KP-D20A
KP-D20B

■ 超小型カラー CCD カメラ
高感度、高画質、超小型（44(W) x 44(H) x 49(D) mm）。取付およびシステムの自由
度が高く、広範囲な目的に合わせて使用できます。

KP-D20A KP-D20B

撮像素子

1/3型インターラインCCD 1/2型インターライン CCD
総画素数 811 (H) x 596(V)
有効画素数 768 (H) x 494(V)
画素サイズ 6.35 µm (H) x 7.4 µm (V) 8.4 µm (H) x 9.8 µm (V)
色フィルタ 補色モザイクフィルタ

撮像面積 4.88 mm (H) x 3.66 mm (V) 6.45 mm (H) x 4.84 mm (V)
走査周波数 水平: 15.734 kHz, 垂直: 59.94Hz 
同期方式 内部
レンズマウント C/CSマウント (Cマウントアダプターはオプション)
映像出力 VBS, Y/C
水平解像度 480TVライン
最低被写体照度 0.8 lx (F1.2, ゲイン最大) 0.3 lx (F1.2, ゲイン最大)
S/N 50 dB以上

電子シャッタ OFF (1/60), 1/100, 1/25 0, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/20000, 1/30000 秒, AES

ホワイトバランス ATW / AWC / MANUAL
デジタルズーム 最大4倍
逆光補正 9 エリアから選択
電源電圧 12  VDC ±10%
消費電流 約220mA
周囲
温湿度

動作維持 –10〜50ºC, 30〜80 % RH
保存 –20〜60ºC, 20〜90 % RH

耐振動性 10-55 Hz 1.96-59.3m/s2

外形寸法 44 (W) x 44 (H) x 49 (D) mm (突起部を除く) 
質量 約130 g

● カメラ本体
● 取扱説明書

● ACアダプタ UD-240A
● C/CS マウントアダプタ LA-D20A
● リモートプラグ       HR10A-7P-4P(01)

● レンズプラグ E4-191J-100
● DC プラグ R03-P3F
● 三脚アダプタ  TA-D20AB
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NTSC
CCD、カラー
インタレース

主な特長

主な仕様

外形寸法図

システム接続図

標準構成

アクセサリ（オプション）

NTSC
CCD、カラー
インタレース

KP-D5010

主な特長

主な仕様

外形寸法図

標準構成

アクセサリ（オプション）

背面図


