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１．概 要 

  本テレビカメラは特にＦＡ・画像計測・顕微鏡用に開発したもので、超小形・軽量を追及した 

  ＣＣＤテレビカメラです。 

 

２．特 長 

 (1) 高解像度 

    高画素(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。 

      ※ＣＳ８３１０ＢＣｉ，ＣＳ８３１１ＢＣｉは４４万画素、水平解像度５６０ＴＶ本となります。 

 (2) 超小型・軽量 

    本カメラは超小形・軽量化で、ＤＣ１２Ｖを供給するだけで画像が得られます。 

 (3) 電子シャッタ 

    電子シャッタの採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な画像が得られます。 

    (パネルスイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切換及び内部スイッチによりシャッタスピード切換可能) 

 (4) ＡＧＣ 

      ＡＧＣ回路を装備していますので入射光量が変化しても常に最適な画像が得られます。 

      (パネルスイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切換可能) 

 (5) リスタート・リセット 

     リスタート・リセット機能を使用しますと、Ｒ．Ｒパルス入力（ＶＤ入力）に応じた任意の 

     タイミングで画像が得られます。 (内部スイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切り換え可能) 

 (6) 特殊シャッタ 

    特殊シャッタ機能を使用しますと、シャッタトリガ及びＲ．Ｒパルス入力に応じた任意の 

    シャッタタイミング及びシャッタスピードで画像が得られます。 

    (内部スイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切換可能) 

 

３．構 成 

 (1) カメラ本体 ···········································  １ 

 (2) 付属品 

   ・フェライトクランプ ·································  １ 

   ・取扱説明書 ·········································  １ 

   



 

 

 

 

＊本資料に記載された内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

2 

４．仕 様 

(1) ＴＶ方式        (CS8310Bi,CS8311Bi)          ＥＩＡ方式準拠 

(CS8310BCi,CS8311BCi)        ＣＣＩＲ方式準拠 

(2) 撮像素子        (CS8310Bi,CS8311Bi)  インターライン方式ＣＣＤ ＩＣＸ４２２ＡＬ 

(CS8310BCi,CS8311BCi)        インターライン方式ＣＣＤ ＩＣＸ４２３ＡＬ 

・有効画素数    (CS8310Bi,CS8311Bi)  ７６８(Ｈ)×４９４(Ｖ) 

                     (CS8310BCi,CS8311BCi)  ７５２(Ｈ)×５８２(Ｖ) 

・セルサイズ (CS8310Bi,CS8311Bi)  １１．６×１３．５(μm) 

      (CS8310BCi,CS8311BCi)  １１．６×１１．２(μm) 

・走査面積       ８．８×６．６(mm) (２／３型相当) 

(3) 走査線数  (CS8310Bi,CS8311Bi)  ５２５本 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  ６２５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 (自動切換) 

(6) 走査周波数  (CS8310Bi,CS8311Bi)  水平；１５．７３４kHz 

         垂直；５９．９４Hz 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  水平；１５．６２５kHz 

         垂直；５０．０Hz 

(7) アスぺクト比      ４：３ 

(8) 被写体照度       標準；１００ lx、Ｆ４ (３１００Ｋ) 

           ＧＡＩＮ；ＦＩＸ、γ＝１．０ 

         最低；０．３lx、Ｆ１．４ 

           ＧＡＩＮ；ＭＡＸ、γ＝０．４５ 

(9) 映像出力       ＶＳ；１．０Ｖ(p-p)／７５Ω終端時 

         交流結合方式／直流結合方式 

         内部スイッチにより切換可能 

(出荷時；交流結合出力) 

 (10) 解像度  (CS8310Bi,CS8311Bi)  水平；５７０ＴＶ本 

         垂直；４８５本 (３５０ＴＶ本) 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  水平；５６０ＴＶ本 

         垂直；５７５本 (４１０ＴＶ本) 

 (11) Ｓ／Ｎ       ５６dB(p-p)/rms(ＧＡＩＮ；ＦＩＸ、γ＝１．０) 

 (12) 入力信号 

  ①外部同期信号      ＨＤ・ＶＤ／ＨＤ・Ｒ．Ｒ／ＳＹＮＣ／ＶＳ 

   ・入力レベル      ＨＤ、ＶＤ、Ｒ．Ｒ、ＳＹＮＣ；２～６Ｖ(p-p) 

         ＶＳ；１．０ (ＳＹＮＣ ０．３)Ｖ(p-p) 

   ・入力インピーダンス     ７５Ω／ＨＩＧＨ 内部スイッチにより切換可能 

         (出荷時；ＨＩＧＨ) 

   ・方式       ２：１インターレース 
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   ・極性       負極性 

   ・パルス幅       ＨＤ；６．４±３μs 

         ＶＤ；１５０～８００μs 

         Ｒ．Ｒ；４５０～６００μs 

   ・繰り返し周波数 (CS8310Bi,CS8311Bi)  fH＝１５．７３４kHz ±２％ 

         fV＝２fH／５２５ 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  fH＝１５．６２５kHz ±２％ 

         fV＝２fH／６２５ 

         Ｒ．Ｒは任意の周期で入力可能 

   ・走査線数  (CS8310Bi,CS8311Bi)  ５２５本 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  ６２５本 

   ・位相差       ＶＤの立ち上がり位相とＨＤの立ち下がり位相差 

         が次のとおりであること 

          EIA の１st FIELD  EIA の２nd FIELD 

          CCIR の２nd FIELD  CCIR の２nd FIELD 

  ②シャッタトリガ 

・入力レベル      ５．０Ｖ(p-p) 

   ・入力インピーダンス     ハイインピーダンス受け 

   ・極性       正極性 

   ・パルス幅       １μｓ 以上 

   ・トリガ間隔      １フィールド以上 

(13) 出力信号 

  ①ＣＬＯＣＫ       内部スイッチの切換により出力可能 

         (出荷時；ＯＦＦ) 

   ・出力レベル      ２．５Ｖ(p-p) (無負荷時) 

   ・周波数  (CS8310Bi,CS8311Bi)  14.31818 MHz ±100ppm (内部同期動作時) 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  14.18750 MHz ±100ppm (内部同期動作時) 

 

 

 

ＶＤ

ＨＤ

ｔ２＝１／fH／２±５μｓ

ｔ２

ｔ１＝０±５μｓ

ｔ１
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  ②ＨＤ・ＶＤ       内部同期動作時、内部スイッチの切換により出力 

         可能 (出荷時；ＯＦＦ) 

   ・出力レベル      ４．５Ｖ(p-p)(無負荷時) 

   ・方式       ２：１インターレース 

   ・極性       負極性 

   ・パルス幅  (CS8310Bi,CS8311Bi)  ＨＤ；６．３６±１μs 

         ＶＤ；５７２±１μs 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  ＨＤ；６．４１±１μs 

         ＶＤ；４８０±１μs 

   ・繰り返し周波数 (CS8310Bi,CS8311Bi)  fH＝１５．７３４２６kHz ±100ppm 

         fV＝２fH／５２５ 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  fH＝１５．６２５kHz ±100ppm 

         fV＝２fH／６２５ 

   ・走査線数  (CS8310Bi,CS8311Bi)  ５２５本 

    (CS8310BCi,CS8311BCi)  ６２５本 

 (14) 感度設定       パネルスイッチ切換により下記のモード設定が 

         可能 (出荷時；ＦＩＸ) 

         ＦＩＸ (FIX GAIN) 標準感度設定 

         ＡＧＣ (AUTO GAIN CONTROL) 

         ＭＧＣ (MANUAL GAIN CONTROL) 

 (15) ＡＧＣ       標準被写体照度＋６dB、－１２dB の入射光量変動 

         に対して映像出力レベル変動±２dB 以内 

 (16) ＭＧＣ       手動にて感度設定が調整可能 

 (17) ガンマ       １．０／０．４５ 内部スイッチにより切換可能 

         (出荷時；１．０) 

 (18) ホワイトクリップ      クリップレベル １．０Ｖ(p-p) (SYNC 含まず) 

 (19) 電子シャッタ      パネルスイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切換可能 

  （ＴＶ同期）       (出荷時；ＯＦＦ) 

         内部スイッチ切換により下記のシャッタスピード 

         設定が可能 （出荷時；1/1000） 

         ノーマル,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000, 

         1/4000,1/10000,フリッカレス 

 (20) 特殊シャッタ      シャッタトリガ及びＲ．Ｒパルス入力に応じた 

         任意のシャッタタイミング及びシャッタスピード 

         を設定可能 

         内部スイッチによりＯＮ／ＯＦＦ切換可能 

         (出荷時；ＯＦＦ) 
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 (21) 蓄積モード       フィールド蓄積／フレーム蓄積 

         内部スイッチにより切換可能 

         (出荷時；フレーム蓄積) 

 (22) リスタート・リセット     内部スイッチの切換によりリスタート・リセット 

         動作が可能 (出荷時；ＯＦＦ) 

 (23) 代表的分光感度特性 

   (但し、レンズ特性を含み光源特性を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24) 電 源        ＤＣ１２Ｖ±１０％ 

         (リップルレベル１０mＶ(p-p)以下) 

 (25) 消費電流             約２２０mＡ 

 (26) 周囲条件       温度；０℃～４０℃ 

         湿度；９０％以下 

 (27) レンズマウント      Ｃマウント 

 (28) 外形寸法  (CS8310Bi,CS8310BCi)  ４４(Ｗ)×２９(Ｈ)×７８(Ｄ) (mm) 

    (CS8311Bi,CS8311BCi) 

        ・カメラヘッド  ４４(Ｗ)×２９(Ｈ)×３３(Ｄ) (mm) 

       ・ＣＣＵ   ４４(Ｗ)×２９(Ｈ)×６４(Ｄ) (mm) 

・カメラケーブル  約６００mm 

 (29) 質 量  (CS8310Bi,CS8310BCi)  約１３０ｇ 

      (CS8311Bi,CS8311BCi) 

・カメラヘッド  約７０ｇ 

       ・ＣＣＵ   約９０ｇ 

 (30) オプション 

  ・電源アダプタ      ＣＡ１３０Ｃ－０１，ＣＡ１５０ (ＡＣ１００Ｖ) 

         ＣＡ１４０Ｂ (ＡＣ２２０Ｖ) 

  ・電源／映像用コネクタ     ＨＲ１０Ａ－１０Ｐ－１２Ｓ（ヒロセ電機製） 

  ・カメラケーブル      複合カメラケーブル（両端プラグ付き） 

         ３ｍ，５ｍ，１０ｍ 

・三脚取付金具 

・赤外カットフィルタ 
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 (31) 電源／映像用コネクタ 

適合プラグ      ＨＲ１０Ａ－１０Ｐ－１２Ｓ（ヒロセ電機製） 

 

ピン 外   部   同   期  

Ｎｏ. ＨＤ・ＶＤ ＶＳ／ＳＹＮＣ ﾘｽﾀｰﾄ･ﾘｾｯﾄ             
内 部 同 期             

 

１ ＧＮＤ ＧＮＤ ＧＮＤ ＧＮＤ  

２ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ  

３ 
映像出力 

(ＧＮＤ) 

映像出力 

(ＧＮＤ) 

映像出力 

(ＧＮＤ) 

映像出力 

(ＧＮＤ) 

 

 

４ 
映像出力 

(信号) 

映像出力 

(信号) 

映像出力 

(信号) 

映像出力 

(信号) 

 

 

５ 
ＨＤ入力 

(ＧＮＤ) 

 ＨＤ入力 

(ＧＮＤ) 

ＨＤ出力 

(ＧＮＤ) 
注１ 

６ 
ＨＤ入力 

(信号) 

 ＨＤ入力 

(信号) 

ＨＤ出力 

(信号) 
注１ 

７ 
ＶＤ入力 

(信号) 

VS/SYNC 入力 

入力 (信号) 

リセットトリガ 

入力 (信号) 

ＶＤ出力 

(信号) 
注１ 

８ 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(ＧＮＤ) 

クロック出力 

(ＧＮＤ) 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(ＧＮＤ) 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(ＧＮＤ) 

注２ 

９ 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(信号) 

クロック出力 

(信号) 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(信号) 

ｼｬｯﾀﾄﾘｶﾞ入力/ 

クロック出力 

(信号) 

注２ 

１０ ＧＮＤ ＧＮＤ ＧＮＤ ＧＮＤ  

１１ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ ＋１２Ｖ  

１２ 
ＶＤ入力 

(ＧＮＤ) 

VS/SYNC 入力 

(ＧＮＤ) 

Ｒ．Ｒ入力 

(ＧＮＤ) 

ＶＤ出力 

(ＧＮＤ) 
注１ 

 

注１ ＨＤ・ＶＤ出力は、内部同期動作時カメラ内部のスイッチ切換により出力可能となります。 

注２ クロック出力は、カメラ内部のスイッチ切換により出力可能となります。 

    シャッタトリガ入力時（特殊シャッタ使用時）はクロック出力できません。 
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５．付 図 

  ＣＳ８３１０Ｂi，ＣＳ８３１０ＢＣi カメラ外形図 
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  ＣＳ８３１１Ｂi，ＣＳ８３１１ＢＣiカメラ外形図 


