
１１１１    

 各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと入組明細入組明細入組明細入組明細    

取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書 

L-831     ＵＳＢＵＳＢＵＳＢＵＳＢカメラカメラカメラカメラ（（（（レンズレンズレンズレンズ付付付付きききき））））    
このたびはホーザン Ｌ-８３１ ＵＳＢカメラ（レンズ付き） をお買い上げいただき、まことにあり

がとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読み

になったあとも大切に保管してください。 

レンズホルダー 

カメラレンズ 
ＵＳＢプラグ 

レンズ固定ネジ穴 

レンズフィルター 

Ｍ４ネジ穴 ５５ 

８５ 

６８ 

寸法図 

単位：ｍｍ 

モニタリングにはＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ（ＳＰ２以降）/Ｖｉｓｔａ/７をインストールしたパソコンが必要です。ご用意ください。 

モニタランプ 

    仕仕仕仕                様様様様 

倍 率 

：Ｐｅｎｔｉｕｍ ４  １ＧＨｚ以上 

：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ（ＳＰ２以降）/Ｖｉｓｔａ/７（日本語版に限る） 

：５１２ＭＢ以上 

：１ＧＢ以上 

：６４ＭＢ以上 

：ＵＳＢ２.０ポート標準装備（必須）、ＣＤ-ＲＯＭドライブ、サウンドボード 

 ＣＳマウント（Ｃマウントリング付属） 

 ＵＳＢ（ＵＳＢ２.０対応） 

 オート 

 ３  ｌｘ 

 １/２”ＣＭＯＳ（１３０万画素） 

 最大１０ｆｐｓ（１２８０×１０２４） 

φ50×29ｍｍ（ ） 
 ２７０ｇ 

 １Ｗ 

重量 

レンズホルダー寸法 

消費電力 

マウント 

ホワイトバランス 

最低被写体照度 
撮像素子 

インターフェース 

フレームレート 

コ ン ピ ュ ー タ の 
推 奨 動 作 環 境 

ＣＰＵ 

ＯＳ 

メインメモリ 

ハードディスクの空き容量 

ディスプレイメモリ 

その他 

 ２ｍ ＵＳＢコード長 

約２０～３５倍   

・ プログラムＣＤ 

 
 

  
・ インストール注意書 
・ キャリブレーションドット 
   スライド 
・ 六角レンチ （１.５ｍｍ）    

付属品付属品付属品付属品    

最新のソフトウェア
は ホ ー ザ ン Ｗ ｅ ｂ
ペ ー ジ で ダ ウ ン   
ロードできます。 



    ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意 

本機は拡大検視作業用のＵＳＢカメラです。この目的以外に使用しないでください。 

２２２２    

１．本機の分解、および改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。 
２．水につけたり水をかけたりしないでください。 
３．本体に強い衝撃を与えないでください。機構部品の故障の原因になります。 
４．炎天下や高温下に放置しないでください。 
５．直射日光に向けないでください。撮像素子の破損の原因になります。 

注意注意注意注意    

    注意文注意文注意文注意文のののの警告警告警告警告マークについてマークについてマークについてマークについて    

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。 

  警告 警告 警告 警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意 

  注意 注意 注意 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意 

なお、注意  注意  注意  注意  として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大

な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。 

    準準準準        備備備備 

ソフトウエアとドライバのインストールソフトウエアとドライバのインストールソフトウエアとドライバのインストールソフトウエアとドライバのインストール    

インストールするパソコンのＯＳを確認してください。 
本機はＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ（ＳＰ２以降）/Ｖｉｓｔａ/７に対応します。 

１１１１ 

２２２２ 
付属のインストール手順に従ってインストールします。 
数種類のカメラについて説明していますが、本機はＭｏｔｉｃａｍ １０００を参照ください。 

カメラ本体についているダストキャップを外し
ます。 
レンズホルダーを取り付けます。 

    準準準準    備備備備 

Ｃマウントリング 

Ｌ-８１４ 

別売 Ｌ‐８１４ ズームレンズのほか、市販のＣ
マウント規格のレンズも装着できます。 
その場合、カメラ側にＣマウントリングが取り付
けられていることを確認してください。 



３３３３    

    ごごごご使用方法使用方法使用方法使用方法 

５５５５ 画面上の倍率を上げたい場合は、レンズフィルターを外
してレンズ固定ネジ穴に六角レンチ１.５ｍｍを差し込み、
カメラレンズを固定しているネジを緩めます。 

カメラレンズを反時計方向に回して前方へ出します。モ
ニタ画面を見ながらＬ-８３１を撮像物に近づけて焦点距
離を合わせます。 

設定が終わったらカメラレンズを再固定し、レンズフィル
ターを取り付けます。 

さらに高い倍率が必要な場合は、オプションのＬ‐８１１／
Ｌ-８１２ エクステンションリングをご使用ください。 

４４４４ 
ソフトウエア「Ｍｏｔｉｃ Ｉｍａｇｅｓ Ｐｌｕｓ」を起動します。 
ソフトウエアのご使用方法はＣＤ内ソフトウエアの説明書を参照ください。 

  ※焦点距離の調整はホルダーの焦点調整ノブで行います。 

３３３３ 
パソコンを起動します。マウスとキーボード以外のＵＳＢ機器（ＵＳＢフラッシュメモリー
含む）は取り外してください。 
その後本機のＵＳＢプラグを接続します。このときモニタランプが点灯します。 

１１１１ Ｌ-８３１を設置します。 

Ｌ-５０９ ホルダーを取り付けた Ｌ-５２１  
標準ベースなどが使用できます。 

２２２２ カメラ先端（レンズフィルター面）と撮像物との距離が
約１６０ｍｍになるように高さを調節してください。 

Ｌｰ５２１ 

Ｌ-５０９ Ｌ-８３１ 

１６０ｍｍ 

カメラレンズを前方へ出すときや戻すとき、工具などは使わず、指だけで回してくだ
さい。また、強く締め過ぎないでください。再度出すことが困難になります。 

カメラレンズ 

ＬＬＬＬ----５２１５２１５２１５２１    標準標準標準標準ベースをベースをベースをベースを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    

映像の動きが遅く、焦点調整に支障がある場合は
次ページの操作をお試しください。 



４４４４    

    ごごごご使用方法使用方法使用方法使用方法 

映像映像映像映像のののの動動動動きがきがきがきが遅遅遅遅いいいい場合場合場合場合はははは…………    

光量が不足しているとフレームレート（１秒あたりに表示されるコマ数）が下がるため、映像
の動きが緩慢になります。焦点調整に支障が出る場合は照明で露出値が１００程度にな
るまで光量をおぎなうか、次の操作をお試しください。 

ソフトウェアの初期設定では、 
プロパティ＞露出  
の「自動」に✔が入っています。 

この✔を外します。 

「１００」を入力します。 

 
✔を外す 

 １００を 
入力する 

 フレームレート（ｆｐｓ） 
が高くなる 

フレームレート（ｆｐｓ）が高くなり、
映像の動きが速くなります。 

ただし画面は暗くなります。 

快適に検視を行うためには、必ず照明を準備し、光量を確保してください。 

同同同同じじじじ明明明明るさにおけるるさにおけるるさにおけるるさにおける露出露出露出露出とフレームレートのとフレームレートのとフレームレートのとフレームレートの関係関係関係関係    

露出 小 大 

フレームレート（ｆｐｓ） 高 低 

映像の動き 速 遅 

 

 フレームレート 
ｆｐｓ （ｆｒａｍｅｓ ｐｅｒ  
ｓｅｃｏｎｄ） 



    日常日常日常日常のおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ 

アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには充分ご注意ください。 

レンズやフィルターに付着したホコリは、ブロアーでとばすか、柔らかな刷毛・布でぬぐ
います。 

指紋または油類の汚れは、ＩＰＡ(イソプロピルアルコール)などを柔らかい布にわずかに

含ませて軽くふき取ります。 

● 

※ 

５５５５    

    オプションオプションオプションオプション 
ＬＬＬＬ----８１１８１１８１１８１１        エクステンションリングエクステンションリングエクステンションリングエクステンションリング    

ＬＬＬＬ----８１２８１２８１２８１２        エクステンションリングエクステンションリングエクステンションリングエクステンションリング    

Ｌ-８１１ Ｌ-８１２ 

ＬＬＬＬ----８１３８１３８１３８１３    絞絞絞絞りセットりセットりセットりセット    

Ｌ-８１３ 

・絞りリングとフィル 
  ターのセッ トです。 
・被写界深度が深く 
  取れ、ピント合わ 
  せに余裕が出ます。 

Ｌ-８１１/８１２/８１３ をご使用の際は倍率の上昇や絞り込みにより画面が暗くなるため、照明シス
テムの併用をおすすめします。 

１. カメラレンズ位置：「ＭＩＮ｣はカメラレンズを奥までねじ込んだ状態で、「ＭＡＸ｣はカメ 
     ラレンズが、ネジ山２山ほど残し一杯に引き出された状態です。 

２. レンズが抜け落ちたり、ピントがずれる恐れがありますので、レンズ固定ネジを締め込 
    み、カメラレンズを固定してご使用ください。ただし強く締め過ぎないでください。 

 注意注意注意注意    

オプションオプションオプションオプション装着時装着時装着時装着時のののの倍率倍率倍率倍率 

１７インチモニター（画面解像度 １２８０×１０２４）使用、 
プレビュー設定１２８０×１０２４ 

オプション品 
（エクステン 
 ションリング） 

カメラレンズ 
位置 

倍率 × 

Ｌ-８１１＋ 
 Ｌ-８１２ 

なし Ｌ-８１２ 

約２０～３５ 約４５～８５ 

Ｌ-８１１ 

MIN～MAX MIN～MAX MIN～MAX MIN～MAX 

その他のオプションについては、カタログ・当社Ｗｅｂページをご覧ください。 







８８８８    
  13.02A 

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１-２-１２ 

       TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024 

補修部品については、ｗｅｂ上のパーツリストをご覧ください。 

ホーザン  通信販売 検索検索検索検索    通信販売もご利用いただけます。 


