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グラスバレーLDX UHDカメラは、4K UHDライブ放送用途に特化した完全なラインナップのトランスミ
ッションソリューションをはじめ、パワフルなカメラコントロールソリューション、ビューファインダーやコン
バーター、インターフェースゲートウェイなどの充実したアクセサリー群を備えています。
B4マウントを採用したLDX UHDは高品質なライ
ブ放送・制作の世界で豊富な経験を持つグラスバ
レーがお届けする4K UHD撮影の新しいスタン
ダードです。

LDX UHDカメラとB4マウントレンズの組み合
わせは、その優れた画質以外はLDXシリーズ HD
カメラと変わらぬ撮影やレンズコントロールを提
供します。　これらには、ハンドグリップに統合され

たズームコントロールや、ユニークなサイドグリッ
プ、オプションのComfortPadショルダーパッドが
含まれます。

LDX UHDカメラは比類なき品質と柔軟性
を備え、放送に特化したUHDフォーマット
(3840x2160, 50/59.94p)で撮影を行いま
す。 2/3” B4マウントレンズをサポートした他の
LDXシリーズカメラと同様に最高性能の感度とダ

イナミックレンジ性能を誇り、CLASSレンズ色収
差補正機能によるクロマエラー補正にも対応し、画
像のシャープネス改善に貢献しています。

LDX UHDはアダプター等の外付け機器を必要と
せずに、直接4x 3G-SDI出力が利用可能な初の
3x 2/3” レギュラー放送用システムカメラです。

LDX UHD
ULTRA HIGH-DEFINITION 3840x2160p50/59.94
B4マウント 4K UHDシステムカメラ

BUSINESS CASE
• LDX UHDは、PLレンズの代わりに従来のB4マウントHDレン

ズをそのまま利用することで、感度や被写界深度に妥協するこ
となくディレクターやプロデューサーの感覚を最大限に作品に
反映させることを目指し、4Kのライブ放送、特にスポーツ制作
に特化してデザインされています。

• 3x 2/3"センサーによりすべてのB4マウントHDレンズをサポ
ートする初の4K UHDカメラシステムです。

• LDX UHDカメラシステムは光学コンバーターによる感度ロス
がないため、現在利用可能なすべてのUHDカメラの中でも最
高の感度とダイナミックレンジ性能を提供します。

• グラスバレーLDX UHDカメラはすべてのLDXシリーズカメ
ラとの完全なインテグレーションが可能です。　同じカメラアク
セサリーやコントロールシステムを共有でき、Connectゲート
ウェイにより外部機器との最高レベルのインテグレーションを
実現します。

• ブロードキャスト 4K ーデジタルシネマスタイルを放送に持ち込むのでは
なく、初めからライブ放送用途に特化した設計を採用

• HDライブ制作と同様のワークフロー
• B4マウント採用によりHDと同等の感度、被写界深度での撮影が可能
• クレードル接続対応のベースステーション "XCU"    

(XCU: eXchangeable control unit)

• ベースステーション設定をXCUクレードル内のEEPROMに保存すること
ができ、XCU交換時にも再セットアップが不要

• ビデオ出力(XCU UHD): Quad-SDI (4x 3G), 1080i or 1080p
• 多様なオーディオ入出力に対応 (アナログ/AES/エンベデッド)
• 3系統の選択式リターン入力: 3G, HD or SD

主な特長

ドラマからライブスポーツまで
LDX UHDはドラマとスポーツ中継どちらにも対
応可能な様、非常にフレキシブルにデザインされ
ています。　これはドラマや映画制作に設計された
PLマウントレンズを必要とする他のUHDカメラソ
リューションとは全く対照的です。

LDX UHDは非常にパワフルなグラスバレー製最
新Xensium-FTイメージセンサーを中心に構築
されており、高感度、ハイダイナミックレンジ、低消
費電力、高速読み出しといったCMOS技術の恩恵
をすべて享受できます。　また、従来困難であっ
たグローバルシャッターを搭載し、スポーツ等動き
の速い被写体やパンニングにも対応しています。
　Xensium-FTイメージセンサーは最も要求の厳
しいアプリケーションに対しても、比類のない感度
と映像品質を提供します。
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仕様

カメラヘッド
一般仕様：
• 消費電力: 34W
• 動作温度: -20° to +45°C
• 重量: 2.1 kg (ハンドグリップ、ショルダーパッド
  を含む)
• 寸法： 170 mm（幅）、200mm（奥行き）、
  180 mm（高さ）
• 撮像素子: 3x 2/3” Xensium-FT CMOS
• スミアレベル： バーチカルスミアレス
• シャッター： メカニカルシャッターレス
• 分光システム： F1.4プリズム
• レンズマウント： 2/3” B4マウント
• 光学フィルター： サーボコントロール×2
• 1次光学フィルター： クリア、1/4 ND、
  1/16 ND、1/64 ND
• 2次光学フィルター： クリア、4点クロス、
  ソフトフォーカス
• 電子カラーコレクション： 3200°K、5600°K、
  7500°K、FL、2x AWBプリセット、バリアブル、
  自動追従オートホワイトバランス
• シャッタースピード： 最小1/1000秒
ビデオモード：
• 3840x2160p50/59.94
• 感度（2000lx時）：
  —F12 (50 Hz)
  —F11 (59.94 Hz)
• S/N比： 60 dB（Typical）
• アスペクト比：16:9
• Digital resolution: Floating point A/D
conversion with 16-bit performance and
with 34-bit processing in RGB
• ゲイン選択： －6dB～+18dB
  （3dBステップ（ユーザー設定可能））および
  連続可変
コネクター：
• フロントマイク入力： XLR-3（メス）、バランス、
  ファントム対応（+48V切替）
• USB

• イーサネット RJ-45
• レンズコネクター： ヒロセ12ピン
• ビューファインダー： 20ピンおよびHDMI
コントロールボタン：
• PickMe
• Info
• メニューコントロール
• インターカム： プロダクション/エンジニアリング
• フィルター選択
• スタンダードファイルリコール
• ユーザーアサイナブル ×4
コントロールスイッチ：
• 電源オン／オフ
• カラーバー
• ゲイン選択
• 色温度
• シャッタースピード
• ホワイトバランス

アクセサリー
• 2.7” LCDカラービューファインダー
• 7” LCDカラービューファインダー
• 7.4” OLEDカラービューファインダー
• 9” LCDカラービューファインダー

XCU 4K UHD
一般仕様： (クレードル含む)
• 寸法(XCU + クレードル)： 438 mm（幅）、
  88 mm（高さ）、510mm（奥行き）
  (19”, 2 RU)
• 動作温度: -0° to +45°C
• 保管温度: -20° to +70°C
• 動作湿度: 最大90% (結露なきこと)
• 耐衝撃性: 最大10G(輸送時), 最大2G(動作時)
• 標高: 最大15,420m (50,000 ft.)
• 重量(XCU + クレードル): 11.8 kg
• 重量(XCUのみ): 7.3 kg
• 電源入力: AC 100V/240V, 47～63 Hz
• 電源コネクター: IECタイプ, 3-pin オス

• 消費電力: 合計最大450W (カメラ+XCU)
コネクター：
ビデオ/データ:
• プロンプター入力: BNC x1(ループスルー),
  (C)VBS, 1.0 Vp-p, 75Ω
• リファレンス入力: x1(ループスルー),
  1.0 Vp-p, 75Ω HD 3値シンクまたは
  SD ブラックバースト
• 4K UHD: 3G HD-SDI x4, BNC, 0.8 Vp-p,
  75Ω
• HD-SDIモニタリング出力: BNC x1, 
  0.8Vp-p, 75Ω, SMPTE 292M,
  1080i/720p, 50/59.94 Hz
• シグナリング入出力: D-sub 15-pin – オス,
  プレビュー, グリーンタリー (Call–ドライ接点),
  イエロータリー (ISO–ドライ接点), レッドタリー
  (OA–ドライ接点), オーディオレベルリモート
  (22-64 dB), DC
• AUX入出力: D-sub 9-pin – メス,
  プライベートデータ入出力 – 100 kb TTL
  (RS-232)
• コントロールデータ: RJ-45 for C2IP
  (カメラコントロール専用)
• コントロールデータ: RJ-45 for イーサネット
  (将来用)
• ハイブリッドファイバーコネクター: LEMO
  SMPTE 304 (多治見仕様対応可能)
• リターン入力: 3x 3G/HD/SD-SDI, 
  0.8Vp-p, 75Ω, Input 1 (ループスルー),
  Inputs 2/3 (ループスルーなし)
オーディオ:
• 2-ch.オーディオ: オーディオ出力, 2x XLR-3
  0/+6 dBu (±1.5 dB, max. 18 dBu, 
  600Ω, 最大ゲイン 70 dB)
• 周波数特性: 40 Hz to 15 Hz,
(+1/-3 dB, 1 kHz, -10 dBu 出力レベルにて)
• 歪率: 0.5%以下 (100 Hz/1 kHz, +6 dBu
  出力にて, 600Ω)
• S/N比: 58 dB (RMS *重み付けなし)

• AES-EBU 1+2: BNC 75Ω, デジタル
  オーディオ出力 Audio 1/2
• AES-EBU 3+4: BNC 75Ω, オーディオ出
力 Audio 3/4
• インターカム入出力 (2/4ワイヤー): D-sub
15-pin, メス – プログラム入力, プロダクション
入出力, エンジニアリング入出力 – 入力: 0, 
  6 dBu, 出力: 0, 6 dBu (±2 dB, 
  最大 12 dBu)
• 周波数特性: 150 Hz～6 kHz
  (1 kHz, -10 dBu 出力レベルにて)
• 歪率: 2%以下 (1 kHz, +12 dBuレベルにて)

注意: 本データシートの内容は発売前の暫定仕
様であり、事前の予告なく変更となる場合があ
ります。

ＬＤＸ ＵＨＤ カメラシステム
参考構成LDX UHD 

カメラヘッド
LDX UHD 

 カメラアダプター

XCU UHD 
ベースステーション

LDK 4637 
Connect Gateway 

LDK 4640 
OCP 400

LDK 4630 
MCP 400

LDK 4425
ファイバーコンバーター

LDK 4475 

2/3” "Ｂ₄マウント
ＨＤレンズが直接利用可能

UHDTV出力
50/59.94 Hz

1.5G/3G出力

4-ch デジタルオーディオ
5-ch インターカム
3x 1.5G/3G リターンビデオ
プロンプター

C2IPカメラコントロールシステム対応

最大2.500m SMPTEファイバー

> 40.000m
   SMファイバー

ボックスレンズアダプター

XCU 4200

GATEWAY       CONNECT
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■お問い合わせは
〔営業本部〕 TEL.03-3516-2518        〔カスタマーメールサポート〕 http://www.grassvalley.jp/ask


