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用途制限 

 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、弊社にご連
絡くださるようお願い致します。 

1． 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。 
2． 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。 

 本製品は使用される条件が多様なため、その装置･機器ヘの適合性の決定は装置･機器の設計
者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。この装

置･機器の、性能･安全性は、装置･機器への適合性を決定されたお客様において保証してくださ

い。 

 本製品は人の生命に直接関わる装置(*1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を
及ぼす装置(*2)などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの用途に使

用しないでください。 

(*1) ：人の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。 

・生命維持装置や手術室用機器などの医療機器 

・有毒ガスなどの排ガス、排煙装置 

・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置 

・上記に準ずる装置 

(*2) ：人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。 

・航空、鉄道、道路、海運などの交通管制装置 

・原子力発電所などの装置 

・上記に準ずる装置 

 

 

免責事項 

 本製品を一般ユーザーへ販売し、生じた損害に対して、弊社は一切責任を負いません。 
 地震、火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条
件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容
の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。 

 仕様書や取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。 

 仕様書や取扱説明書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。 

 当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、
当社は一切責任を負いません。 

 お客様ご自身又は権限のない第三者（指定外のサービス店等）が修理・改造を行った場合に生じ
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

 本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。 
 本製品の仕様書にない項目につきましては、保証対象外とします。 
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使用上のお願い 

 取扱はていねいに 
落下させたり強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因になります。また、接続ケーブル

は乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線の恐れがあります。 

 使用周囲温度・湿度について 
仕様を超える周囲温度・湿度の場所では注意ください。画質の低下の他、内部の部品に悪影響を

与えます。直射日光の当たる場所でのご使用には特にご注意ください。また、高温時での撮影で

は被写体やカメラの状態（ゲインを上げている場合等）によっては縦スジや白点状のノイズが発生

することがありますが、故障ではありません。 

 カメラケーブルについて 
カメラケーブルはコネクタのロック機構がネジカップリング方式になっています。締め付けが不充分

な場合は、ノイズが発生することがありますので、充分に嵌合するように締め付けてください。 

カメラケーブルを通して、カメラヘッド部に力が加わる環境でお使いになられる場合、なるべくカメラ

ヘッド部の近傍でカメラケーブルを束線してください。また、カメラケーブルが過度の曲げ半径とな

らないようにしてください（推奨：曲げ半径 ４５㎜以上）。カメラケーブルに過度のストレス加わり、断

線する恐れがあります。 

 強い光を撮らない 
画面の一部にスポット光のような強い光があたるとブルーミング、スミアを生じることが、ありますので

さけてください。強い光が入った場合、画面に縦縞が現れることがありますが、故障ではありませ

ん。 

 モアレの発生について 
細かい縞模様を撮ると実際にはない縞模様（モアレ）が干渉ジマとして現れることがありますが、故

障ではありません。 

 防水性について 
カメラヘッド部およびカメラケーブルは防水構造ですので、水中や水気の多い環境に於いてもご

使用になれますが、カメラ制御器側のコネクタおよび本体は防水構造にはなっておりません。水が

かからないように十分お気を付け下さい。 

 画面にノイズが発生したとき 
カメラの設置ケーブル類の配線に際し、強い磁気を発するものの近くや、強力な電波を発するもの

の近くにあると、画面ノイズが入ることがあります。そのときは位置や配線を変えてください。 

 長時間ご使用にならないとき 
安全のために電源の供給を停止しておいてください。 

 お手入れについて 
ご使用後は、カメラヘッドおよびケーブルが濡れていたり汚れていたりする場合がありますので、電

源を切り必ず乾いたきれいな布などで拭き取って下さい。 

汚れのひどい場合には、うすめた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いてください。アル

コール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。塗装や表示がはげたり、変質することが

あります。 

万一レンズ表面にヒビや大きなキズなどがついた場合には、販売店にご相談ください。 
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１．概 要  

ＡＳ３２０Ｄは、各種配管や構造物等の内部状態を調査する目的で開発したカメラスコープです。 

 

２．特 長  

(1) 防水構造 
カメラヘッド部は防浸形防水構造（ＩＰ６７ 水深：１ｍ）となっており、水中での使用も 

支障ありません。 

(2) 白色ＬＥＤ照明 
照明光源として、白色ＬＥＤ（発光ダイオード）を採用したため、照明むらの少ないカラー 

画像が得られます。また振動、衝撃に強く長寿命です。 

(3) カメラケーブル 
カメラケーブルは、適度な剛性と屈曲弾性を持たせ、管内の押し込み性と曲間通過性を両立 

させています。 

(4) 可搬形 
本体は、プラスティックケースに制御部・ケーブルドラムが一体に収納された構造で持ち運び 

に便利です。 

(5) ＡＬＣ(自動感度制御) 
最高１０万分の１秒の超高速電子シャッタ（ＥＬＣ）と自動利得制御 (ＡＧＣ)をマイクロ 

プロセッサで組合せて制御しているので、広範囲の光量変化に対し最適な画像が得られます。 

 

３．製品構成  

(1) カメラヘッド（１６ｍカメラケーブル付き）…………………………………………… １ 
(2) カメラ制御器（液晶モニタ付き） ……………………………………………………… １ 
(3) 付属品 

①ＡＣアダプタ …………………………………………………………………………… １ 

②電源ケーブル（２．５ｍ） …………………………………………………………… １ 

③取扱説明書 ……………………………………………………………………………… １ 

   



 4

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

※ 本書は再生紙を使用しております。 

D4145364A

４．仕 様    

(1) 適用管径 φ２５～φ５０ｍｍ（管壁の状況により異なる） 

(2) 曲間通過能力 ９０°エルボ２ヶ所程度（管口より５ｍ以内） 

 管内のバリ異物、変形等の条件により異なります。 

(3) ＴＶ方式 ＮＴＳＣ方式準拠 

(4) 撮像素子 １／４型相当インターライン方式ＣＣＤ 

 有効画素数：７６８（Ｈ）×４９４（Ｖ） 

(5) 走査方式 ５２５本，２：１インターレース 

(6) 同期方式 内部同期 

(7) 水平走査周波数 １５．７３４ｋＨz 

(8) 垂直走査周波数 ５９．９４Ｈz 

(9) 映像入力／出力 ＶＢＳ １．０Ｖ(p-p) ７５Ω，各 1系統 

(10) レンズ Ｆ２．４ ｆ＝２．９㎜ 

(11) 標準被写体照度 １７０ｌｘ（Ｆ２．４，３０００Ｋ） 

(12) ＳＮ比 ４０dB 以上 

(13) 照  明 白色ＬＥＤ ８灯 

(14) ホワイトバランス ＡＵＴＯ 

(15) ＡＬＣ(自動感度制御) 補正範囲：－６dB～＋６０dB  

(16) カメラケーブル長 φ７ｍｍ×１６ｍ（有効長１５ｍ） 

 カメラヘッドより直出し（特殊シース、色調：青色） 

(17) 液晶モニタ       ５．６型ＴＦＴ－ＬＣＤ 
                ドット構成：９６０（Ｈ）×２３４（Ｖ）ドット 

(18) 電  源 ①ＤＣ１２Ｖ±１Ｖ 

 ②ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ） 

  ＡＣアダプタ使用時 

(19) 消費電流 ①約１．３Ａ（ＤＣ１２Ｖ） 

           ②約０．３０Ａ（ＡＣ１００Ｖ） 

   

(20) 防爆構造 本装置は防爆構造ではありません。 

(21) 防水構造 防浸形防水構造 

 （ＩＰ６７ 水深１ｍ，カメラヘッド部のみ） 

(22) 動作環境 温 度 ０℃～＋４０℃ 

 湿 度 １０～９０％Ｒｈ（非結露） 

(23) 外形寸法 詳細は外形図による 

(24) 質  量 約６ｋｇ 
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５．保 証 

本製品の保証期間は製品お引き渡し時期より１２ヶ月です。 

この期間中に万一、弊社の設計上及び製造上の過失による故障が発生した場合は、第６項の修理規程に従

い無償修理致します。 

但し、お客様及び最終ユーザーの取り扱い上の過失あるいは、天変地異、火災、水没等の不可抗力に起因

する破損並びに故障は、除外させていただきます。 

尚、購入時期の確認はセットの製造番号より確認致します。 

 

６．修 理 

 (1) 修理方法 

原則として弊社返品修理とさせていただきます。 

但し、お客様及び最終ユーザーにおける諸経費（出張費など）及び弊社への返送費は、お客様にて御負

担いただくものと致します。 

 (2) 修理対象期間 

   ①無償修理 

    第５項による 

   ②有償修理 

    原則としてＡＳ３２０Ｄ最終生産完了後５年間と致します。 
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７．外形図  

 (1)カメラヘッド外形図 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 単位  ｍｍ 

カメラヘッド 外形図 
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 (2)カメラ制御器 
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