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１．概要 

ＣＳ３３３０Ｂｉ／ＢＬｉは、光電変換部に固体撮像素子（ＣＣＤ）を用いた白黒のテレビカ 

メラで、カメラヘッドとカメラコントロールユニット（ＣＣＵ）で構成されています。 

 

２．特長 

ＣＳ３３３０Ｂｉ／ＢＬｉの主な特長は次のとおりです。 

（１） 高解像度 

３８万画素ＣＣＤの採用により、水平解像度５７０ＴＶ本を実現し、モワレやビート 

の少ない高密度な画像が得られます。 

（２） 高信頼性 

        図形歪、残像、焼付が極めて少なく高安定度、長寿命で衝撃、振動の強く高信頼性 

        です。 

（３） 小型・軽量 

カメラヘッドとカメラコントロールユニットを分離し、カメラヘッド部は必要最小限の

部品にとどめることにより、カメラヘッドの超小型・軽量化を実現しました。 

（４） 外部同期 

内部同期、外部同期自動切替方式です。外部よりＨＤ，ＶＤが入力されると自動的に外

部同期に切り変わります。またＨＤ、及びＶＤが出力されています。 

（５） 電子シャッタ 

１／６０秒～１／１００００秒（８ステップ）の可変電子シャッタ（テレビ同期）を標

準装備しています。 

（６） 電子ライン（CS3330BLi） 

縦横、各２本の電子ラインおよびレチクルマーク発生機能により映像信号に重畳して、 

ラインまたはレチクルマークをモニタ画面に表示できますので、位置合せや画像計測に

便利です。 

 

３．構成 

   ・ カメラヘッド（カメラケーブル ３ｍ付、レンズなし）…………………… １ 

・ カメラコントロールユニット（ＣＣＵ）……………………………………… １ 

・ 付属品 

 (1)ビデオケーブル（３Ｃ－２Ｖ、両端ＢＮＣプラグ付き）０．５ｍ……… １ 

 (2)電源ケーブル（２．０ｍ）…………………………………………………… １ 

 (3)ヒューズ（０．５Ａ／２５０Ｖ）…………………………………………… ２ 

 (4)カメラヘッド取付金具…………………………………………………………  １ 

 (5)レンズ固定用押ネジ…………………………………………………………… １ 

 (6)３ピン－２ピン変換アダプタ………………………………………………… １ 

 (7)取扱説明書……………………………………………………………………… １ 
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４．仕様 

・電気仕様 

（１） ＴＶ方式   EIA 方式準拠 

（２）撮像素子   インターライン方式ＣＣＤ 

    ＩＣＸ４２２ＡＬ 

      総画素数   ８１１（Ｈ）×５０８（Ｖ）画素 

   有効画素数   ７６８（Ｈ）×４９４（Ｖ）画素 

   ﾕﾆｯﾄｾﾙｻｲｽﾞ   １１．６（Ｈ）×１３．５（Ｖ）μｍ 

   撮像面積   ８．８（Ｈ）×６．６（Ｖ）ｍｍ（２／３型相当） 

（３）走査線数   ５２５本 

（４）走査方式   ２：１インターレース 

（５）同期方式   内部／外部同期（自動切替） 

 （６）アスペクト比  ４：３ 

（７）被写体照度   標準 １００ ｌｘ、Ｆ４（３１００Ｋ） 

     ＡＧＣ ＯＦＦ、γ＝１．０ 

    最低 ０．３ ｌｘ、Ｆ１．４ 

γ＝０．４５、ゲイン最大値 

（８）映像出力   ＶＳ １．０V（p-p)／７５Ω 

（９）解像度   水平：５７０ＴＶ本 

      垂直：４８５本（３５０ＴＶ本） 

（10）ＡＧＣ   定格レベル＋６ｄＢ、－１２ｄＢの入射光量変動に対し 

て出力レベル変動±２ｄＢ以内 

ＣＣＵパネルスイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切替可能 

（出荷時：ＯＦＦ） 

 （11）γ    ０．４５／１．０ 

     ＣＣＵパネルスイッチにより切替可能（出荷時：１．０） 

（12）ホワイトクリップ  クリップレベル１．０Ｖ （ＳＹＮＣ含まず。） 

（13）Ｓ／Ｎ   ５６dB (ＡＧＣ ＯＦＦ、γ＝１．０) 

（14）蓄積モード   フレーム蓄積 

（15）電源   ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ 

（16）消費電流   １５０ｍＡ±２０％ 

   

  ・内部同期信号仕様 

（１）走査周波数   水平 １５．７３４ｋＨｚ 

垂直 ５９．９４Ｈｚ 
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  ・外部同期信号仕様 

 (１) 外部同期入力  

      ・入力レベル  ＨＤ、ＶＤとも ２～６Ｖ(p-p） 

      ・入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ  ＨＤ，ＶＤとも １ｋΩ 

      ・方式   ２：１インターレース 

      ・極性   負極性 

      ・パルス幅   ＨＤ；６．４±３μｓ 

     ＶＤ；１５０～８００μｓ 

     ・繰返し周波数  ｆＨ＝１５．７３４ｋＨｚ ±２％ 

     ｆＶ＝２ｆＨ／５２５Ｈｚ 

     ・走査線数   ５２５本 

     ・位相差          ＶＤの立下がり位相とＨＤの立下がり位相の差が 

次の通りであること。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・同期出力信号仕様 

（１）出力信号   ＨＤ、ＶＤ 負極性 

      ・レベル   ３．５～４．５Ｖ(p-p) ／１ｋΩ 終端 

     ８．０～９．０Ｖ(p-p) ／ＨＩＧＨ 

       ・パルス幅   ＨＤ；６．３６±０．５μｓ 

     ＶＤ；５７２±５μｓ 

       ・繰返し周波数  ｆＨ＝１５．７３４２６ｋＨｚ 

     ｆＶ＝２ｆＨ／５２５Ｈｚ 

       ・走査線数   ５２５本 

       ・出力回路 

 

 

 

 

ｔ１＝０±５μｓ 

１ｓｔ ＦＩＥＬＤ ２ｎｄ ＦＩＥＬＤ 

ｔ２＝１／f H／２±５μｓ 

TD62504F 

ＨＤ 

ＶＤ 

１Ｋ 

＋9Ｖ 
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 ・電子ライン仕様（CS3330BLi のみ） 

 （１）電子ライン又はレチクルマーク 

       ・ライン数   横線２本、縦線２本 

       ・可動範囲   モニタ画面全域 

       ・ライン幅   横線 １走査線／１フィールド 

     縦線 約０．５μｓ 

       ・極性   白（ＰＯＳＩ）又は黒(ＮＥＧＡ) 

     ＣＣＵパネルスイッチ切替（出荷時：白） 

       ・ＯＮ／ＯＦＦ  ＣＣＵパネルスイッチ切替（出荷時：ＯＮ） 

       ・電子ﾗｲﾝ/ﾚﾁｸﾙﾏｰｸ  ＣＣＵ内部スイッチ切替（出荷時：電子ライン） 

 

 ・電子シャッタ仕様 

（１）電子シャッタ（テレビ同期） ＣＣＵパネルスイッチによりＯＮ／ＯＦＦ及び 

シャッタスピード切替可 

（出荷時：ＯＦＦ、速度設定：1／1,000 秒） 

（２）シャッタ速度（露光時間） １／60 秒、1／125 秒、 

１／250 秒、１／500 秒、1／1,000 秒、１／2,000 秒、 

１／4,000 秒、1／10,000 秒、フリッカレス 

（３）シャッタ間隔  １／60 秒 連続（フィールド） 

 

 ・機械仕様 

（１） 外形寸法、質量 

①カメラヘッド  ケーブル横出し φ４６×４１ｍｍ（D） 

    約１３０ｇ（ケーブル除く） 

②カメラ制御器  ２２０（Ｗ）×６０（Ｈ）×２４０（Ｄ）ｍｍ 

（ゴム足除く） 約２．６ｋｇ 

③カメラケーブル  φ６．３ｍｍ×３ｍ 

④レンズマウント  Ｃマウント 
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 ・使用環境条件 

（１）周囲条件   温 度：０℃～４０℃ 

          湿 度：３０～９０％ 

（２）EMC条件（Electro-Magnetic Compatibility：電磁環境両立性） 

① EMI（Electro-Magnetic Interference：電磁妨害）  

 EN50081－2（試験レベルEN55011-A）準拠 

② EMS（Electro-Magnetic Susceptibility：電磁感受性）  

     EN61000－6－2 準拠 

  ☆EMC条件の適合について 

本機のEMC規格の適合性については、弊社指定のオプションパーツと組み合わせた条件において

保証しております。弊社指定以外のパーツと組み合わせてご使用になられる場合は、機械・装置

全体での最終的なEMC適合性の確認を、お客様にて実施して頂くようお願い致します。 

 

・適合規格 

（１）適合規格 ＴＵＶ‐Ｓマーク取得（IEC60950：保護クラス０Ⅰ） 
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５．付図 

 ・カメラヘッド外形図 

仕様 

  主材質 

  レンズマウント    ：ステンレス鋼 

  フレーム、カバー  ：耐食アルミニウム合金 

  処理 

  フレーム、カバー  ：黒色アルマイト仕上げ 
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 ・カメラヘッド取付金具外形図 
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 ・カメラ制御器外形図（CS3330Bi） 
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 ・カメラ制御器外形図（CS3330BLi） 

 

 

 


