
プログレッシブスキャン対応 フルHD3CMOSカメラ

手術を支えるもうひとつの目

MKC-700HD



プログレッシブスキャン対応
フルHD3CMOSカメラ MKC-700HD
クラス最高峰の高画質と高感度で、これまでに

220万画素1/3型CMOSを採用。限界解像度
1000本、S/N 56dBの高画質を実現しました。

感度2000 lx/Ｆ16(LINE MIX ON時）を実現。
従来機の約２倍(※)の高感度。更に高感度モードに
することにより、２倍の感度が得られます。
低侵襲を求められる低照度環境において威力を
発揮します。

新開発のデジタルプロセスによるプログレッシブ
処理により、微細部分まで解像感のある画質、動
的解像度を向上させました。

特殊画像補正機能を搭載。微細部分の表現力、
解像感、被写界深度が格段に向上しました。

新設計の階調補正機能により、白飛びや
黒つぶれが少なく、高コントラスト化に
より、微細部分の再現性が向上しました。

FUNCTIONS 機 能

フルHD高画質

高感度

プログレッシブ対応

画像補正機能

階調補正機能

※弊社3CMOS HDカメラとの比較です。

手術顕微鏡等、光学機器による光学反転に対し
て、デジタル処理によりテレビ映像を正像に合
わせる上下・左右映像反転機能を搭載していま
す。本体でのスイッチ操作のほか、オプションの
フットスイッチなど外部から制御が可能です。

上下左右反転機能

被写体の光量不足時に、適正レベルの映像になるよう自動的にゲインを
制御します。

オートゲインコントロール

光学的な中心を電気的に補正する機能を新たに搭載しました。

ＨＶセンタリング機能

デジタルHDTV信号（HD-SDI/DVI）の他、SDTV信号（Ｙ/Ｃ、コンポ
ジット）の出力に対応しています。SDTV信号出力はサイドカット、または
レターボックスに設定できます。

多彩な映像出力
各機能をファンクションスイッチ（F1～F4）に
割り当てることが可能です。ワンタッチで
各機能を呼び出せます。シーンファイルと
組合わせて、多彩な運用が可能となります。

ファンクションスイッチ

映像の中心部を最大４倍まで電子ズームすることが可能です。

デジタルズーム機能

フルオレセイン、5-ALAのほか、撮影モードの自動切替も可能です。

蛍光撮影機能

各補正・各機能の設定を４つまで記録・選択ができるシーンファイル機
能を装備。撮影条件に合わせた設定をボタンひとつで簡単に呼び出す
ことができます。シーンファイルの設定内容はUSBメモリへのセーブ
及びロードができます。

シーンファイル機能

フットスイッチ(オプション)をリモートコントロール端子に接続するこ
とにより、上下・左右映像反転機能、静止画保存、シーンファイル等、各
種機能を外部より制御できます。

リモート制御

被写体の光量の変化に応じて、常に最適な映像レベルを保つことが
できる電子シャッタ(シャッタアイリス)機能を装備しています。

電子シャッタ(シャッタアイリス)

オートアイリス対応型カメラアダプタ、レンズ等に接続することに
より、被写界深度の深い映像を得ることができます。

オートアイリス機能

レベルインジケータで映像レベルを確認
できるため、適切な映像レベルにする
ことができます。

レベルインジケータ機能

サイドカット レターボックス

元画像

反転画像



ない映像を。

CVA-300RN
バリフォーカルタイプ

CVA-300RS

CVA-300RIR CFA-200

（原寸大）

ACCESSORIES アクセサリ

手術顕微鏡用アダプタ

カメラヘッドとCCU間のカメラケーブルは、最長30mまで延長可能です 。
※オプションのブースタおよび専用ケーブルが必要です。

カメラケーブル最長30ｍ

※本機能をご使用の場合は、ご使用のメディアを本機にてフォーマットをしていただく必要が
ございます。記録に使用できる容量は最大127GBです。記録開始時に2GB以上の空き容量が
必要です。本機には記録された映像データの再生機能はございません。
すべての記録メディアでの動作を保証するものではございません。

前面にUSBポート、背面にSDカードスロットを装備しており、
いずれかを選択して動画・静止画の簡易記録が可能です。
動画像はH.264の圧縮方式で最大12MbpsのAVIファイル形
式、静止画はJPEG形式で記録します。

動画・静止画簡易記録機能
カメラヘッド、CCUには、抗菌塗装処理を実施。
衛生面に配慮しています。

抗菌塗装処理

２台のカメラを親機・子機とすることで、親機の設定を子機に自動的
に反映することが可能です。３Dシステム運用時の設定作業の省力化
を図ることができます。

カメラコントロールユニットMaster/Slave機能

小型・軽量のカメラヘッドは、手術顕微鏡など限られたスペースにも取
付け可能。顕微鏡の操作性を損いません。
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超小型軽量カメラヘッド

パンチルトローテーションシステム

カメラケーブル
MCCGHPP-050（5m）
MCCGCJP-100
（延長用10m）

パンチルトヘッド  MPH-301
16倍ローテーションレンズ　MRL-301

※写真はCB-230HDです

ブースタ
CB-230HD/
CB-230HDL

2連式
フットスイッチ
OFLTV-SP

その他アクセサリ

バリフォーカルタイプ

固定焦点タイプ
バリフォーカルタイプ

MPC-301



一 Specifications 
泊 ：機能 ；

光学系 RGBプリズム方式
撮像部走査方式 プログレッシブ走査 59.94/SOHz

撮像素子 1/3型CMOSセンサX3

有効画素数 7920（水平）Xl080（垂直）
レンズマウント Cマウント

HDTV HD-SDI O BVp-p/750 2系統
1080i/59.94HzまたはSOHz
1080p/59.94HzまたはSOHz

DVI 1系統

出力信号 1080i/59.94HzまたはSOHz
1080p/59.94HzまたはSOHz

SDTV コンポジット(YBS) 1系統
5-VIDEO 1系統

外部同期入力 3値SYNC 0.6Vp-p/7SO 
（ダウンコンバート出力のカラーフレームロックはし ません）

パラレル4接点1系統D-Sub 9pin（メス）

リモ ート入力 画像静止・静止画保存・動画記録（停止）・ シーンファイル切替
映像反転・フルオレセイン ・電子ズーム(IN/OUT)明暗補正か
ら任意に4動作の割り当てが可能

U5B20 静止画・動画記録用 1系統※
その他の入出力 SDHC 静止画・動画記録用 1系統※

U5B20 シーンファイルセ ーブ／ロー ド用 1系統

カメラケーブル長
標準 SmまたはSm+10m

最大長 30mブースタ（オプション）使用時

外形寸法／質量
カメラヘッド W34XH40X D40mm/1 OOg以下
カメラュントロールユニット W210XH80XD270mm/3kg以下

電源 AC100V-230V土10%(50Hz/60Hz)

消費電力 SOVA 

動作温度／湿度 0℃~+40℃/30%-90%（非結露）

-
解像度
5/N比
感度
レジストレーションエラー

水平1000本 垂直：1000本 (1080i 59.94Hz/50Hz) 

56dB(y補正、ディテールOFF)
標準：2000Ix F16/3200K (LINE MIX ON 時）

全画面 0.05％以内

I Panel CCU前面・背面

セ空::
i 匡］匿〕匿〕匡〕
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． 匝〕直〕暦〕，（o

●●し．．．．．．． 
色鴫夏 胃 •""E 

A釦⑦M『

マニュアル 1/60(0FF), 1/100, 1/125, 1/250, 1/500,1/1000, 1/2000 

電子シャッター 1/4000, 1 /5000, 1/6400, 1/10000 
（ローリングシャッター） オート 1/60-1/10000で連続可変

スロー 1/4,1/8,1/15,1/30 field/sec 
ベースゲイン選択機能 -9dB-6dB(3dB毎に設定可能）

オートホワイトバランス

オート機能 オートゲインコントロール OdB-18dB 最大値を3dB毎に設定可能
オートアイリスコントロール
オートニー

画像補正機能 シェー ディング補正、輪郭補正、フレア補正、画像補正、階調補正
アイリス測光エリア可変機能 Narrow/Middle/Full/Circle/USER任意エリア設定から選択

画像反転機能 上下、左右、上下左右

シーンファイル 最大4シーンの設定をメモリ可能
設定内容をUSBメモリに保存や読み込みが可能

静止画ファイル出力 1920X1080ピクセルJPEG形式画質：LOW/MIDDLE/HIGHから選択可能

動画ファイル出力 1920X1080ピクセル AVI形式画質LOW/MIDDLE/HIGHから選択可能

静止画・動画ファイル記録対応媒体 USB20インターフェースを持つUSBメディアまたは、SDHCカード※

記録開始時には、2GB以上の空き容量が必要です。
H,Vセンタリング機能 出力画像をH方向土32ピクセル、V方向土8ラインでシフトすることが可能

センターマーカー表示機能 有り
デジタルズーム 1.1倍～4倍

フルオレセインモ ード 有り（ファンクションキー、フットスイッチでON/OFF可能）

カラーバー 有り
色補正（ペイント） カメラコントロールユニット前面のボリュームで赤•青色の補正が可能

明るさ調整 カメラコントロールユニット前面のボリュームで明るさの補正が可能

フリ ーズ機能 有り(CCU前面スイッチ、フットスイッチで静止／動画の切替が可能）
映像レベル表示 7段階LED表示

※本機能をこ使用の場合は、ご使用のメディアを本機にてフォ ＿マットをしていただく必要がございます。
記録に使用できる容量は最大127GBです。記録開始時に2GB以上の空き容量が必要です。
本機には記録された映像データの再生機能はございません。
すべての記録メディアでの動作を保証するものではございません。

I Dimensions (Unit:mm)

■CCU ■カメラヘッド
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•このカタログは環境に優しい用紙を使用しております。

lkegami 
ISO 9001認証 ISO 14001認証

」QA-0755 」QA-EM3888

池上通信根株式會註 I�ネl:'喜喜悶1�京都大田区池上5-6-16

お問い合わせは ■URL http://www.ikegami.eo.jp/ 

営 業本 部：〒146-8567 東 京 都大 田 区 池 上 5 - 6 - 1 6匹(03)5748-2211 代表
大阪支 店：'r564-0052 吹田市広芝町 9 - 6第1江坂池J:ビ ル匹(06)6389-2833
名古屋支店：〒465-0051 名 古 屋市名東区社が丘1 - 1 5 0 6加藤第2ビル云(052)705-6521
札視営業所：〒060-0051 札幌市中央区南一 条束1 -3パ ー クイースト札幌匹(011)231-8218
仙台営業所：,'983-0862 仙台市宮城野区二十人町99富士フイルム仙台ビル匹(022)292-2420
福岡営業所：〒812-0016 福 岡 市博多区博多駅南3 - 7 -lOSTビル云(092)451-2521

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあリます。
•ヵタログと実際の梨品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
●社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。
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