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 １．概要 

    ＫＰ－Ｄ２０Ａ型カラーカメラはデジタル信号処理方式を採用し、各 

   種補正調整機能をデジタル制御していますので、常に高品質の画像が得られます。 

   撮像素子には有効画素数３８万画素（ＰＡＬは４４万画素）の高密度ＣＣＤを採用  

   し、低照度でも鮮明な画像が得られ、高感度、高解像度の特長を十分に発揮できま 

   す。オートアイリス、オートホワイト制御等の各種機能を備えていますので、広範 

   囲なＣＣＴＶシステムにご使用いただけます。 

   また、デジタルズーム機能を備えていますので、固定焦点レンズを使用しても 

   画像を拡大することができます。 

 

 ２．主な特長 

（１）小型、軽量、多機能 

４４（幅）×４４（高さ）×４９（奥行き）ｍｍ、１３０ｇ 

Ｙ／Ｃ出力標準装備 

ＲＳ－２３２Ｃ標準装備 

 

（２）高感度、高解像度 

     オンチップマイクロレンズ付高密度インターライン型ＣＣＤセンサの採用 

     により水平解像度４８０（ＰＡＬは４７０）ＴＶ本（標準感度時）、 

     最低被写体照度０.８ lx（Ｆ１.２レンズ、ＡＧＣゲイン最大時）を実現 

     しました。 

     

  （３）デジタルプロセッサー（ＤＳＰ）の採用 

     ２Ｈエンハンサ、輪郭補償をデジタル処理により実現しているため鮮明で 

     しかも高Ｓ／Ｎ比の画像を得られます。 

 

  （４）電子シャッター 

     標準１／６０（ＰＡＬは１／５０）秒（ＯＦＦ）から１／３００００秒まで 

     １０ステップの設定ができます。また１／１８００００秒までオート電子 

     シャッター（ＡＥＳ）動作可能です。固定絞りレンズとの組み合わせでも、 

     光量変化に応じてシャッタースピードが追従して出力信号を最適レベルに 

     保持します。 

 

  （５）逆光補正 

     ビデオ信号を入力するオートアイリスレンズ、絞り制御電圧を入力するオー 

     トアイリスレンズのどちらとの組み合わせでも逆光補正動作が可能です。



 

 

  （６）オートホワイトバランス制御 

     自動追尾モード（ＡＴＷモード）では色温度２５００Ｋから８０００Ｋまで 

     画面内の白を検出して白バランスを自動調整します。 

     プリセットモード（ＡＷＣモード）では白い被写体を写し自動調整をして、 

     その白バランスを保持します。 

 

  （７）文字表示 

     英数字と記号、カタカナを画面上部、下部のいずれかに、２４文字まで 

     表示可能。 

 

  （８）デジタルズーム 

     最大４倍まで画面をなめらかに拡大することができます。 

 

  （９）画質調整メニュー 

     画面のメニューにしたがって背面の３つのキースイッチ操作により各種 

     項目の調整またはモード選択が可能です。 

     調整項目については「３．仕様」の（20）項を参照して下さい。 

 



 

 

 ３．仕様 

  （１）カラー方式  ：ＮＴＳＣ／ＰＡＬ方式準拠 

  （２）撮像方式   ：インターライン型ＣＣＤ（オンチップマイクロレンズ付） 

             総画総数 (NTSC)：８１１（Ｈ）× ５０８（Ｖ） 

                  (PAL) ：７９５（Ｈ）× ５９６（Ｖ） 

             有効画素数(NTSC)：７６８（Ｈ）× ４９４（Ｖ） 

                  (PAL) ：７５２（Ｈ）× ５８２（Ｖ） 

  （３）走査面積   (NTSC)：４.８８（Ｈ）× ３.６６（Ｖ） ｍｍ （１／３型） 

            (PAL) ：４.８９（Ｈ）× ３.６４（Ｖ） ｍｍ （１／３型）   

     ﾕﾆｯﾄｾﾙｻｲｽﾞ  (NTSC)：６.３５（Ｈ）× ７.４（Ｖ） μｍ 

            (PAL) ：６.５（Ｈ）× ６.２５（Ｖ） μｍ 

  （４）走査方式   ：２:１インターレース 

  （５）走査周波数  ：水平(NTSC)：１５.７３４ ｋＨｚ 

            ：水平(PAL) ：１５.６２５ ｋＨｚ 

            ：垂直(NTSC)：５９.９４ Ｈｚ 

               (PAL) ：５０ Ｈｚ 

  （６）同期方式   ：内部同期 

  （７）映像信号出力 ：ＶＢＳ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 

             色副搬送波周波数(NTSC)：３.５７９５４５ ＭＨｚ 

                     (PAL) ：４.４３３６１８ ＭＨｚ 

             インピーダンス ７５ Ω 不平衡 

             コネクター ＢＮＣ型 

             Ｙ／Ｃ出力 

             輝度信号（Ｙ）  １.０Ｖp-p 

             映像       ０.７ Ｖp-p 正極性 

             同期       ０.３ Ｖp-p 負極性 

             色信号（Ｃ）   ０.３Ｖp-p（バースト） 

             インピーダンス ７５ Ω 不平衡 

             コネクター ４ピンソケット型 

  （８）リモートコントロール：ＲＳ－２３２Ｃ 

                コネクター ４ピンコネクタ（HR10A-7R-4SB） 

  （９）信号対雑音比 ：５０ｄＢ以上 

              （輝度信号、標準利得、輪郭補償無、ガンマ補正無） 

 



 

  （10）解像度     ：水平 (NTSC)４８０ＴＶ本（中央部にて） 

                          水平 (PAL) ４７０ＴＶ本（中央部にて）  

             垂直  ３５０ＴＶ本（中央部にて） 

  （11）被写体照度範囲：０.８～１００,０００ lx 

             （Ｆ１.２ オートアイリスレンズ使用時） 

  （12）最低被写体照度：０.８ lx（Ｆ１.２、ＡＧＣゲイン 最大時） 

  （13）ＡＧＣ    ：ON(6dB)/ON(12dB)/ON(21dB)/ON(31dB)/OFF  

  （14）電子ｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ：OFF(NTSC:1/60,PAL:1/50),1/100(PAL:1/120),1/250,1/500, 

                          1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/20000,1/30000 秒,AES 

  （15）逆光補正(BLC) ：ＯＮ／ＯＦＦ 

     測光エリア    ：９エリアから選択 

  （16）オートアイリスレンズ用出力 

            ：ビデオ信号を入力する方式と絞り制御電圧を入力する 

             ガルバノメーター方式の切換え可能 

            （ａ）ビデオ信号を入力する方式のレンズモード(VIDEO) 

               ビデオ信号：１.０ Ｖp-p ／ハイインピーダンス 

               電源   ：１２ Ｖ ＤＣ ６０ｍＡ以下 

            （ｂ）絞り制御電圧を入力する方式（ガルバノメーター方式） 

               のレンズモード(DC) 

               インピーダンス仕様 

               ダンパー：１１５０ Ω ± １０％以内 

               ドライブ： １９０ Ω ± １０％以内 

            推奨レンズは取扱説明書に型式を記載 

            コネクター：角型 ４ピン（ＥＩＡＪ仕様） 

   （17）ホワイトバランス制御：次の３つのモードから選択 

           ＡＴＷ：2,500K～8,000K の範囲で自動追尾するモード 

           ＡＷＣ：自動設定後、ホワイトバランスを保持するモード 

        ＭＡＮＵＡＬ：手動で赤、青ゲイン調整し、ホワイトを合わせるモード 

   （18）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 

               文字の位置を画面の上下２ヶ所のいずれかに設定可 

   （19）デジタルズーム：ズーム倍率最大４倍 

               ただしズーム倍率に応じて解像度が下がります。 

               （ズーム倍率２倍で約５０％低下します。） 

     （20）画質調整メニュー：画面のメニュー表示に従って各種の画質調整、 

       モード選択が可能 

      （１）タイトル表示文字編集、表示位置設定 

      （２）逆光補正 ＯＮ／ＯＦＦ切換え 

      （３）測光エリア選択 

      （４）画像レベル調整 

      （５）ＡＧＣ ＯＮ／ＯＦＦ、ＯＮ時利得切換え可能 

 



 

      （６）シャッタースピード、ＡＥＳ選択 

         ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞＯＦＦ(NTSC:1/60,PAL:1/50)～１／３０,０００秒まで 

         選択可能 

      （７）ホワイトバランス制御モード切換え 

      （８）電子ズームＯＮ／ＯＦＦ  ＯＮ時最大４倍まで拡大可能 

（９）ガンマ補正ＯＮ／ＯＦＦ 

（1０）色レベル調整 

      （1１）黒レベル調整 

      （1２）輪郭補償量調整 

      （1３）映像信号ネガポジ切換 

 

  （21）電源     ：ＤＣ １２Ｖ ± １０％ 

  （22）消費電流   ：約２２０ｍＡ             

             （オートアイリスレンズ負荷含む） 

  （23）レンズマウント：Ｃ／ＣＳマウント（Ｃマウントアダプターは別売品） 

  （24）カメラマウント：三脚アダプター（別売品） 

             

  （25）周囲温湿度  ：－１０℃ ～ ＋５０℃ ３０～８０％ＲＨ（注意） 

  （26）保存温湿度  ：－２０℃ ～ ＋６０℃ ２０～９０％ＲＨ 

  （27）耐振動性   ：２９.４２m/s２以下、１０～５５ＨｚをＸＹＺ方向各３０分 

             （長時間にわたり強い振動を加えないで下さい。） 

  （28）外形寸法   ：４４（Ｗ）× ４４（Ｈ）× ４９（Ｄ）ｍｍ 

             レンズ、突起部を除く 

  （29）質量     ：約１３０ｇ（レンズを除く） 

  （30）構成     ：カメラ本体                 １ 

             取扱説明書                 １ 

  （31）別売り品   ：各種レンズ（詳しくは取扱説明書をご覧ください。） 

             ＡＣアダプター（AP-130) 

             電源プラグ（R03-P3F) 

             レンズプラグ（E4-191J-100） 

             三脚アダプター（TA-D20AB） 

             Ｃマウントアダプター（LA-D20AB） 

             リモートプラグ(HR10A-7P-4P(01)) 

 

  レンズコネクタのピン接続配置はＪＥＩＴＡ ＲＣ－５２０４に準拠しています。 

 

    （注意）長時間安定した性能でお使いいただくために、連続使用する場合は 

        必ず＋４０℃以下でお使い下さい。 



 

 

   

  ご注意 

  本機の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。 

  ご発注いただく場合、本仕様書が最新であることを確認するよう 

  お願いいたします。 

  当社は本機が㈱日立国際電気の出荷時の標準保証条件に合致することを保証し、 

  その保証を行うに必要な範囲で、品質管理を実施しております。 

 

 

  保証とアフターサービスについて 

  （１）保証期間（無償修理期間）は、お買い上げの日から１年間です。 

  （２）保証期間経過後の修理につきましては、修理可能な場合に限り有償にて 

修理いたします。 

  （３）保証範囲はカメラ単体についてのみとし、カメラ故障により波及すると 

考えられるお客様のシステム、また、これに伴う取り外し、再取り付け 

に関わる費用等は保証の対象外とさせていただきます。 

  （４）営業上の機会損失、ソフトウエア、データベースの消去・破損等の補修 

についてもその結果生じた損失については責任は負えません。 

  （５）本製品を使用したシステムで、商行為、生産工程、医療、防犯等において 

     使用され、その結果生じた損失、保証については責任は負えません。 

  （６）本製品には有限寿命部品が使用されています。 

     高温、多湿の環境下ではさらに経年劣化が早くなります。 

     長時間安定した性能が要求される場合は約１～２年毎の定期的な、 

点検の実施をお願いいたします。 

  （７）各ケーブルの取り付けミスによるカメラの破損に関しては、 

保証の対象外とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


