製 品 ガ イ ド 最新！高速度カメラと関連製品ガイド

掲載企業

IDTジャパン㈱

㈱テクノスコープ

㈱日本ファステックイメージング

㈱アド・サイエンス

㈱デジモ

㈱フォトロン

㈱アルゴ

㈱ナックイメージテクノロジー

ブレインビジョン㈱

㈱ディテクト

PCIe 経由リアルタイム入力
高速度カメラ X-Stream

IDTジャパン㈱

モーションイメージング部

TEL 03-6659-2681
http://www.idt-japan.co.jp

Integrated Design Tools, Inc. (IDT) 社製X-Stream (XS) シリーズは、PCI Express
2.0/3.0 x4インタフェースを採用し、1.75 〜 3.87 GB/sの高速ストリーミングが可
能な高速度カメラである。
本シリーズのカメラは画像メモリを内蔵しておらず、接続されたパソコンのメ
モリにリアルタイムでアクセスする点が最大の特長といえる。
この携帯電話サイズの小型カメラにはグローバルシャッタ機能を持つCMOSセ
ンサが採用されており、最高解像度と最高撮影速度の異なる３種類から選択が可
能となっている。
● XS 720p-2.0：1280×720画素1700fps
● XS1440p-2.0：2560×1440画素400fps
● XS1440p-3.0：2560×1440画素800fps

運動解析ソフトウエア
ViewPoint [ ビューポイント ]

IDTジャパン㈱

モーションイメージング部

TEL 03-6659-2681
http://www.idt-japan.co.jp

ViewPointは、動画像内の各コマにある特徴点を自動で追尾し、解析結果を様々
な形で出力する、運動解析ソフトウエアである。
推移する事象を高速度カメラで撮影すると、目視では認識しきれなかった特性
が往々にして現れる。そして、その発見を後に生かすため、運動特性を数値化す
る必要が出てくる。ViewPointは、こういった解析をスムースに行うためのツー
ルである。
主な機能は、特徴点の自動追尾、追尾結果の出力、動画ファイルの複数／同期
再生、等があり、建造物変形試験や自動車安全実験などの大規模なものから、バ
イオメカニクスにおける微小物体等、様々な分野で活用されている。
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CoaXPress ハイスピードカメラ
EoSens1.1CXP

㈱アド・サイエンス

第２営業部

TEL 047-434-2090 E-mail ads-contact@ads-img.co.jp
http://www.ads-img.co.jp/

EoSens1.1CXPはMIKROTRON社のCoaXPressハイスピードカメラである。1.1M
（1280×864）の解像度で2,050fpsで撮影ができ、任意のROIを選択すれば、更に
ハイスピードで撮影可能である。※最大80,000fps
筐体サイズは80×80×53mmと小型だが、防振、耐衝撃性能に優れており、こ
れまでに無い高速でのアプリケーションが可能である。

InGaAs近赤外線ハイスピードカメラ ㈱アド・サイエンス 第一営業部
047-434-2090
ads-contact@ads-img.co.jp
Cheetah-640-CLシリーズ
http://www.ads-img.co.jp/
TEL

E-mail

Xenics社（ベルギー）の「Cheetah-640-CL」は、InGaAsセンサーを搭載した
高解像度・世界最速の近赤外線ハイスピードカメラである。0.9 〜 1.7μmの近赤
外線領域を超高速で撮影し、非常に優れたパフォーマンスを発揮する。
■特長
● ハイスピード近赤外線カメラ（最大1730fps）
● 波長領域：0.9 〜 1.7μm（オプション：0.5 〜 1.7μm）
● 640×512画素（ピクセルピッチ20μm）
● ペルチェ冷却１段
● CameraLinkインターフェース
● 外部トリガー（入力／出力）

世界初の25GigEカメラ、専用NICカードで ㈱アルゴ 営業技術
06-6339-3366
argo@argocorp.com
低CPU負荷＆低遅延、マルチカメラも可能 https://www.argocorp.com/
TEL

E-mail

Emergent Vision Technologies社より次世代広帯域インターフェイス25GigEカ
メラHBシリーズがリリース。SFP28で光ケーブルを用いることができ長距離伝送
が可能。広い視野が必要な屋外スポーツでの動作解析や高速高解像度３次元モニ
タリングシステムにも使用可。オプションのBirgerマウントアダプタを使えば、
キヤノンEFマウントレンズのアイリス・フォーカスをPCから制御する事もでき
る。10GigE/25GigEは通常のNICカードを用いるとCPU負荷が高く帯域を十分に活
かせないが、EVT社は専用NICカードを提供しており、低CPU負荷、低遅延を実現。
また、CPU負荷が低いので25Gbpsのカメラでマルチカメラも運用可能。高解像
度で、高速で、長距離伝送が必要で、複数台のカメラが必要な場合は、EVT社の
25GigE/10GigEカメラが最適。
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製 品 ガ イ ド 最新！高速度カメラと関連製品ガイド
Optronis社より、CoaXPress2.0 12.5Gbps4chで ㈱アルゴ 営業技術
06-6339-3366
argo@argocorp.com
50Gbps、広帯域カメラCycloneシリーズ登場
https://www.argocorp.com/
TEL

E-mail

■ラインナップ
● Cyclone-16-300-MC（4672×3416
284fps）
● Cyclone-2-2000-MC（1920×1080
2158fps）
● Cyclone-5-700-MC（2560×1920
705fps）
従来のCoaXpressの広帯域25Gbpsの２倍のデータ転送帯域を実現。インターフ
ェイスはHD-BNC×4、イメージセンサーはLUX160/LUX19HS/LUX51を採用。最
小露光時間は4us。高速レーザ切断３次元計測や、その他リアルタイム高速現象
を撮影したい用途に。フレームグラバーボードやケーブル、レンズもアルゴで一
緒に選定。

高精細 デジタルハイスピードカメラ ㈱ディテクト 営業部
03-5457-1212
support@ditect.co.jp
HAS-DX（D-ten）
http://www.ditect.co.jp
TEL

E-mail

HAS-DXは、（フルHD解像度）×（2000コマ/秒）の高速撮影を実現し価格を抑
えた高コストパフォーマンスのハイスピードカメラである。高輝度照明との組み
合わせによる溶接・燃焼の観察や、高精度画像計測に最適である。自動保存機能
や連続トリガー機能で録画対象インターバルが短いテーマでも、手際よく対応で
きる。
■姉妹機種
HAS-D72（130万画素）×（2000コマ/秒）
HAS-D71（30万画素）×（8000コマ/秒）
HAS-EF（200万画素）×（500コマ/秒）

内蔵メモリ・DMA選択USB3.0ハイスピードカメラ HAS-U2 ㈱ディテクト 営業部
03-5457-1212
support@ditect.co.jp
1000コマ/秒VGA 530万画素
http://www.ditect.co.jp
TEL

E-mail

HAS-U2は、USB3.0接続のフル解像度530万画素の高精細ハイスピードカメラ
である。手の平サイズ、USB3.0バスパワー駆動ながら、VGAで1000コマ/秒、フ
ルHDで250コマ/秒という能力を有する。内蔵メモリモードと、DMA転送モード
を選択できる希少な製品である。内蔵メモリモードは、２GBのメモリを使用。
センサのフル性能を発揮でき、複数カメラの同期撮影でもコマ落せず安定動作す
る。DMA転送モードでは、ホストPCの潤沢なメインメモリに記録が可能であり、
SSD直接書き込みによる長時間録画もオプションで対応する。アナログセンサの
データ同期収録にもオプション対応する。
■姉妹機種
130万画素で（VGAで800コマ/秒）に対応する「HAS-U1」、520万画素で（フ
ルHDで500コマ/秒）に対応する「HAS-EF」もラインナップする。
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製 品 ガ イ ド 最新！高速度カメラと関連製品ガイド
欲しい瞬間の画像が撮れる同期型非圧縮画像記録装置 ㈱テクノスコープ 営業部
048-822-5281
sales@technoscope.co.jp
MCR-91
http://www.technoscope..co.jp
TEL

E-mail

MCR-91Tは、手軽に持ち運びが可能な工業用ドライブレコーダである。２台の
フルHD画質カメラで最大165f/sで同期した画像を記録することができる。外部か
らのトリガ信号受信も可能なため、人手を介さずに欲しい瞬間の同期画像を記録
することができる。
記録された画像データはスロー再生による高速動作の可視化や、タイムラプス
動作での動体遷移など、任意のレートで再生することができる。非圧縮データと
して保存されるため、画像処理ソフトによる様々な情報解析をその場で行うこと
もできる。

生産ライン用長時間録画ハイスピードカメラ ㈱デジモ
03-6260-8027
digimo@e-image.co.jp
ラインレコーダー
「LRH1540」
http://www.e-image.co.jp
TEL

●
●

●
●
●
●
●

E-mail

ストレージ&コントローラーとハイスピードカメラのオールインワンシステム
Nモデル（ノートPCタイプ）・Vモデル（VESAタイプ）など、使用用途に合わ
せたモデルを提供
Nモデルなら、生産現場のトラブル発生個所に仮設し現象解析が可能。Vモデ
ルなら、常設して常時生産状況を記録可能。
面倒なソフト開発は一切不要、購入その日から使用可能
多彩な録画モード搭載。判り易い快適直感操作メニュー
1920×1080画素のフルHDTV、MAX.3000fps
LANでのリモート集中操作が可能で、トラブルの共有化を実現
生産ライントラブルの見える化から他システムとの連携、さらにAI学習を取り
入れ、変調の識別、慢性トラブルの予知へ活用も可能

生産ライン用長時間録画ハイスピードマルチカメラ ㈱デジモ
03-6260-8027
digimo@e-image.co.jp
ラインレコーダー
「LRH1550」
http://www.e-image.co.jp
TEL

●

●

●

●

●

E-mail

ストレージ&コントローラーとハイスピードカメラ複数台を活用できるオール
インワンシステム
生産ライン各所の状態を複数台のハイスピードカメラで監視、マルチビューで
それぞれの場所の状況を一元管理
生産現場で使用される他のシステムとの連携機能を持ち、録画指示（外部ソフ
トトリガー）を受信しての記録の実施、外部信号トリガーや輝度トリガーとい
った内外で発生したトリガー情報を外部システム送信することも可能
トリガー機能を使うと、24時間稼働させながら必要な部分だけを動画像として
保存することができる
インターフェースは、GigEを使用しているため工場立ち上げ・レイアウト変更
時に、LANケーブル以外の配線工事が不要
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100万画素40,000コマ/秒 ハイスピードカメラ ㈱ナックイメージテクノロジー 計測営業部
TEL 03-3796-7900 E-mail keisoku@camnac.co.jp
MEMRECAM ACS-1
https://www.nacinc.jp/

MEMRECAM（メモリカム）ACS-1は、100万画素40,000コマ/秒の高速撮影が可
能なハイエンドハイスピードカメラである。低ノイズ、幅広いダイナミックレン
ジを有したセンサーを搭載し、高い再現性と今までにない質感で、よりリアルな
映像として捉えることができる。高速領域において十分な解像度を保持できるほ
か、ISO50,000という高感度性能により流体、燃焼、微小領域・微弱光など、さ
まざまな分野で活用可能である。画像データ転送用にUSB3.0Bを標準装備し、高
速データ転送を実現。撮影条件の設定や録画映像の再生などカメラ制御および確
認がタッチパネル式のモニター上で行えPCレス制御にも対応している。

４ch/８chハイスピードマルチカメラシステム ㈱ナックイメージテクノロジー 計測営業部
03-3796-7900
keisoku@camnac.co.jp
MEMRECAM MX
https://www.nacinc.jp/
TEL

E-mail

MEMRECAM MXは、最大８台までカメラ接続が可能なハイスピードマルチ
カメラシステムである。カメラヘッドはフルHDで2,000コマ/秒のM-Camに加
え、市販のマイクロフォーサーズレンズを装着しレンズのリモート制御が可能な
M-CamMFT、小型・軽量・1.3MPixelのM2-Camをラインナップ。各カメラヘッド
は混在運用することが可能である。
■カメラヘッド３種類
● M-Cam：2,000コ マ/秒@1,920×1,080Pixel
カ ラ ー ISO8,000 ／ モ ノ ク ロ
ISO32,000 ● M-CamMFT：マイクロフォーサーズマウント 市販レンズでリモ
ート制御可能 ● M2-Cam：33×33×45mm、100gの小型カメラ 1000コマ/秒
@1,280×1,024 Pixel
■コントロールユニット２種類
● ４chモデル/ ８chモデル
● Wiﬁ内蔵、タブレットによる無線制御対応
■活用例
● 自動車衝突試験／３次元変位計測／ DIC試験
など

ポータブル高速度カメラ
TS5シリーズ

㈱日本ファステックイメージング

営業部

TEL 03-5650-5320 E-mail m.tanaka@fastecimaging.co.jp
http://www.fastecimaging.co.jp

高速度カメラTS5シリーズには、４種類のモデルがある。カメラには、モニタ
ーが標準で装備されており、オプションで大量のデータを保存する２TBまでの
SSDを装備できる。また、オプション機能として、高速度データを長時間（30分
- １時間）内蔵SSDに保存できる長時間録画機能も加えることができる。
● TS5-Q
最大解像度 2,560×2,048ピクセル
● TS5-H
最大解像度 1,920×1,080ピクセル
● TS5-S
最大解像度 1,280×1,024ピクセル
● TS5-L
最大解像度
800×600ピクセル
※サイズ及び重量：228（L）×114（H）×89（D）mm・1.8Kg
※使用可能な保存デバイス：SDカード、USB、内蔵SSD
※LAN経由でノートPCからのリモート制御が可能
※２台以上のカメラを繋げて同期撮影が可能
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超小型ネットワーク対応高速度カメラ ㈱日本ファステックイメージング 営業部
03-5650-5320
m.tanaka@fastecimaging.co.jp
HiSpec1
http://www.fastecimaging.co.jp
TEL

E-mail

高速度カメラHiSpec1は、63（W）×63（H）×65（D）mm・250gと超小型・
軽量な高速度カメラである。最大撮影速度は112,000fpsまで対応可能であり、制
御はLAN経由でノートPCにより行う。また、小型形状を生かして内視鏡をレンズ
の代わりに取り付け、機器内部の高速撮影も可能である。実際に内視鏡を用いた
プリンター内部の2,000fps撮影や医療現場で喉の声帯の3,000fps撮影などで使用
されている。
● 最大撮影速度
：112,000fps
● 最大解像度
：1,280×1,024ピクセル
● 内蔵メモリ
：２GBまたは４GB
● サイズ及び重量：63（L）×63（H）×65（D）mm・250g
● ２台以上のカメラを繋げて同期撮影が可能

生産現場向け長時間ハイスピードカメラ ㈱フォトロン システムソリューション事業本部
03-3518-6271
image2g@photron.co.jp
PhotoCam SpeederV2
https://www.photron.co.jp
TEL

E-mail

PhotoCam SpeederV2は、512×512画素で毎秒2,000コマ（最高１万コマ）撮
影の ｢速度優先モード｣ と毎秒500コマ（最高4000コマ）で連続30分（最高2時間）
録画の ｢時間優先モード｣ を同時搭載したハイスピードカメラである。カメラヘ
ッドが35×35×33.3mmと非常に小型であるので、狭いラインの隙間や装置の中、
高いところなど、これまであきらめていたポジションから撮影することが可能で
ある。また、タッチパネル式液晶リモートコントローラーで操作を行うので、PC
レスでの撮影を実現。撮影に必要な機材一式は専用のキャリングケースに収納さ
れているので、高い運用性を発揮する。

ハイエンド・コンパクトなハイスピードカメラ ㈱フォトロン システムソリューション事業本部
03-3518-6271
image@photron.co.jp
FASTCAM Novaシリーズ
https://www.photron.co.jp
TEL

E-mail

FASTCAM Novaシリーズは、120×120×217.2mm、質量3.3kgという小型軽量
密閉筐体でありながら、1024×1024画素で毎秒12,800コマ、640×480画素で毎
秒40,000コマ、最高毎秒1,000,000コマ（※）という撮影速度を実現したハイスピー
ドカメラである。また、モノクロISO64,000、カラー ISO16,000（ISO12232 Ssat規格）
という超高感度を実現。従来では撮影が困難だった暗部の撮影が可能となり、エ
ンジン燃焼、流体、DIC（ひずみ解析）などの撮影に最適である。超高速データ
保存が可能な専用SSD「FAST Drive」も対応。そのほかさまざまな撮影・計測に
役立つ多彩な機能を搭載している。
※ FASTCAM Nova S12のみ
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高輝度対応 高速度カメラシステム ブレインビジョン㈱ 営業部
03-5280-7108
info@brianvision.co.jp
MiCAM05-N256／MiCAM03-N256 http://www.brainvision.co.jp
TEL

E-mail

心臓や脳神経組織、各種培養細胞の膜電位やカルシウムイメージングが可能。
大型CMOSセンサーでマルチウェルプレート等の広視野イメージングも可能。高
解像電界イメージングの可能性をもたらす広ダイナミックレンジ。
■仕様
● 受光センサ：自社設計CMOSイメージセンサー（グローバルシャッター）
● 画素サイズ：69×69ミクロン
● 空間分解能：256×256画素、32×32画素単位の部分読出し
● 時間分解能：0.55msec（256×256画素時）
、0.05msec（32×32画素時）
● 飽和電子数：3,000,000電子/600,000電子（ソフトウェア切替）
● データ記録：USB3.0出力、HDD/SSD直接記録による長時間記録も可能
● 入出力端子：外部信号同期記録、トリガ入出力、光源制御出力など
● その他機能：マルチカメラ端子、任意８領域輝度信号常時出力機能

点灯直後から輝度ドリフトを抑えたLED光源 ブレインビジョン㈱ 営業部
03-5280-7108
info@brianvision.co.jp
LEX2シリーズ
http://www.brainvision.co.jp
TEL

E-mail

高輝度と輝度安定性の両立とシンプルな操作性を追求したLED光源。高速イメ
ージングのみならず、光刺激など各種光照射に活用できる。
■仕様
● 点灯消灯：外部信号入力または手動スイッチ
● 輝度設定：粗微の２つのダイヤル（手動）
、輝度制御信号入力
● 出力端子：出力輝度情報の出力（アナログ信号）
● 中心波長：465nm（LEX2-LZ4-B）
、530nm（LEX2-LZ4-G）
2
● 100％出力輝度：410mW/cm （LEX2-LZ4-B）
、360mW/cm2（LEX2-LZ4-G）
2
● 150％出力輝度：490mW/cm （LEX2-LZ4-B）
、410mW/cm2（LEX2-LZ4-G）
● 輝度安定化回路：PDフィードバック回路
● 点灯直後30秒間のドリフト：±0.3％未満

画像ラボ 2019.09

G_guide1909-02.indd 95

95

2019/08/07 17:19

