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ビジョンの 35 周年

を祝して 
 
 
 
 
 
Matrox は 35 年にわたり、画像処理、グラフィックス、ビデオ市場で多くの賞を受賞するソリューションを提

供してきました。画像処理部門とその技術力は、当社の成功にどのような役割を果たしてきたのでしょうか。 
はじめに 
Matrox は、電気技術者の Branko Matic と Lorne Trottier によって、カ

ナダモントリオール州に設立されました。当初はマイクロプロセッサ

技術のパイオニアで、1976 年に、市場初の特殊化したビデオディス

プレイデバイス Video RAM を発売しました。1982 年には、マルチバ

ス対応の RGB-GRAPH を発売しましたが、これはカラーグラフィッ

クスとビデオ入力の両方に対応する、たいへん優れたフレームグラバ

ーカードでした。この製品は画像処理、グラフィックス、ビデオの市

場で幅広く活用されて、Matrox 製品の将来に道を開きました。 
PC プラットフォーム 
1983 年には、メガピクセルディスプレイの GXB 1000 シリーズで、

当時のグラフィックスカードがサポートしていたピクセル数を 4 倍

にしました。その 2 年後には、業界初の PC プラットフォーム対応フ

レームグラバーPIP-512 を、また 1986 年には業界初のハードウェア

アクセラレータ付き画像処理ボードセット MVP-AT を発売しました。

Matrox が次に飛躍的前進を遂げたのは 1986 年でした。米国陸軍か

ら 7200 万ドルの契約を獲得して、電子情報配信システム（EIDS）
を開発・製造したのです。EIDS は、カラーグラフィックス、ビデ

オ、デジタルオーディオ、コンピュータデータを単一のレーザーデ

ィスクに組み合わせた世界初のマルチメディア PC です。このプロ

ジェクトによって、Matrox はマルチメディアコンテンツの作成と配

信の分野に乗り出しました。 
画像処理の画期的製品 
Matrox は、1989 年にモジュール式画像処理プラットフォーム

Image シリーズを発売し、パイプライン方式の近傍画素処理をリア

ルタイムに実行できる 6つのカスタムチップで新しい業界標準を確

立しました。1993 年には、業界初のハードウェアに依存しないラ

イブラリ、MatroxImagingLibrary（以下 MIL）をリリースしました。

ほぼ 20 年後の今でも、MIL は、マシンビジョン、画像解析、医療

用画像処理のアプリケーション開発に 適なツールキットであり

続けています。 
複数の賞を受賞することになる、Genesis ビジョンプロセッサファ

ミリーが発売されたのは 1996 年でした。柔軟な取り込み機能、リ

アルタイム処理、カスタム ASICS、高解像度ディスプレイを統合し

たこのビジョンプロセッサは、高度にパイプライン化した並列処理

アーキテクチャで、新しい性能基準になりました。また、コストを

重視するアプリケーション向けの高性能でプログラム可能な PCI
フレームグラバー、Meteor-ll ファミリーは、1997 年の発売から今

日までベストセラーを続けています。 

統合ソリューション 
1999 年、Matrox は、産業用画像処理コンピュータ、4Sight ファミ

リーで新しい市場を開拓しました。これは、キャプチャー、処理、

ディスプレイ、ネットワーク処理、汎用 I/O を 1 つのコンパクトな

プラットフォームに統合した製品です。また、その数年後には統合

コンセプトをさらに進めて、 MatroxIris スマートカメラファミリー

を発売しました。2008 年には、このカメラの次世代製品である

IrisGT に Design Assistant を搭載し、直感的で、多用途で、拡張可

能な統合開発環境（IDE）を発売しました。 
Matrox は、その後も革新的な製品の提供を続け、CPU、GPU、FPGA、
フレームグラバーを構成可能な高速スイッチ構造に統合した

Supersight ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）プラッ

トフォームなどを生み出しています。また、HD および SD ビデオ

向けのビデオキャプチャーカードとディスプレイカード、

CoaXPress（CXP）のような 新インターフェース規格に対応した

フレームグラバーを開発して、ボードメーカーとしてのルーツも大

切にしています。 
さらなる前進 
英国、アイルランド、ドイツ、香港のオフィスと 20 を超える国々

の販売代理店のネットワークは、Matrox の強力な国際的影響力を示

しています。Matrox Imaging の本社および海外拠点にいるエンジニ

ア、販売とマーケティング担当者、技術サポート担当者、オペレー

ションエキスパート、そして製品スタッフによる柔軟性をもったチ

ームが、この分野での成長を確実にしています。 
Matrox Imaging を過去 35 年にわたって支えてきた専門技術、大胆

な商業的アプローチ、お客様への揺るぎない貢献という企業戦略は

これからも続きます。 
明るい将来が待っています。 

提供: Matrox 
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製品ニュース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MatroxRadient eV-CXP CoaXPress（CXP）フ

レームグラバーが初登場 
 
 
Matrox Imaging は、Vision 2011 で、MatroxRadient eV-CXP を発

表しました。これは、MatroxRadient ファミリーから派生したコス

ト効率の優れた CoaXPress（CXP）フレームグラバーです。現場

で実証された設計に、新しい CXP インターフェースを組み合わせ

た MatroxRadient eV-CXP は、将来にわたって役立つ、信頼性の高

い高性能の画像キャプチャーソリューションを提供します。 
 
MatroxRadient eV-CXP は、BNC コネクタを介して 4 つの独立した

CXP リンクを提供します。そのため、異なった CXP 速度（1.25、
2.5、3.125、5.0、または 6.25 Gbps）で動作する 大 4 台のカメラ

からの同時キャプチャーが可能です。広帯域幅アプリケーションの

ために、このフレームグラバーは、単一のカメラから転送される、

リンクアグリゲーションによる 大 25 Gbps の画像データをキャ

プチャーすることもできます。 
 
高いデータレートを取り扱うため、MatroxRadient eV-CXP には、

ピーク転送速度 高 4GB/秒の PCIe® 2.0 x8 ホストインターフェー

スと、 大 4GB の SDRAM によるオンボードバッファリングが組

み合わされています。これがホストメモリへの信頼性の高いキャプ

チャーを実現します。ビデオフレームレートが特に高い（1 秒あた

り数千フレームの）場合は、画像取り込みの負荷を、ホスト CPU
から MatroxRadient eV-CXP のオンボード MicroBlaze™ソフトプロ

セッサに移すこともできます。また、画像の前処理（ベイヤー補間、

色空間変換、LUT マッピング）タスクを実行することでも、ホスト

CPU の負荷を低減できます。 
 
ホストの負荷低減だけではありません。MatroxRadient eV-CXP は、

カメラ用電源、各 CXP リンクを介したトリガーと制御、そしてロ

ータリーエンコーダ、光電子センサー、ストロボコントローラーと

のインターフェースになる 4 つの独立した補助 I/O セットで、全体

的なシステム統合を簡素化します。BNC 接続と同じブラケット上に

補助 I/O の主セットを搭載したこの製品は、単一カメラアプリケー

ションのための、真の単一 PCIe®
スロットソリューションを提供し

ます。 

ほかのすべての Matrox フレームグラバーと同様に、MatroxRadient 
eV-CXP のライフサイクルは管理されており、長期的な利用が可能

なので、開発と評価のコストの削減に役立ちます。この低価格で高

性能の CXP フレームグラバーは、32 ビット版および 64 ビット版

の Windows® 7 と Linux®
上で動作する MatroxImagingLibrary（MIL）

ツールキットによって完全サポートされています。 
 
MatroxRadient eV-CXP について詳しくは、お近くの Matrox 
Imaging 販売代理店にお問い合わせください。M 
 
 
 
 

ホワイトペーパー: 
ハイパフォーマンスコンピューティング

（HPC）の画像処理への効果的な適用 
 
 
一般的なワークステーションコンピュータの能力を超えた画像解

像度、データレート、解析を必要とするアプリケーションは、今な

お存在します。さらに、開発者は、処理技術（マルチコア CPU、

GPU、FPGA）を選択して 適に使いこなす方法も決定しなくては

なりません。拡張可能で異機種混在のコンピューティングプラット

フォームが、要求の厳しいアプリケーションに適していることを代

表的なシナリオに基づいて考察します。 
 
このホワイトペーパーは次からダウンロードできます。
www.matrox.com/imaging/hpc 
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技術解説: CoaXPress 
 
 
 
Imaging Insight では 近、Matrox Imaging のプロダクトマネージ

ャーMichael Chee、ハードウェア設計ディレクターDonald 
Connolly、ソフトウェア開発ディレクターStephane Maurice への

インタビューを行って、カメラインターフェースの新しい規格であ

る CoaXPress が登場した背景とその重要性について聞きました。

 
Imaging Insight:  まず、CoaXPress（CXP）について説明して

ください。 
Michael:  CoaXPress（以下 CXP）は、ビデオや静止画像を転送

する非対称型高速ポイント間シリアル通信の規格です。もともとは

カメラベンダーとフレームグラバーベンダーのコンソーシアムが

規定したものですが、JIIA（日本インダストリアルイメージング協

会）によって採用され、管理されるようになりました。2011 年 4
月に、AIA（Automated Imaging Association）、EMVA（European 
Machine Vision Association）、JIIA 間の G3 合意（マシンビジョン規

格の国際協調への協力合意）によって、国際標準規格として承認さ

れました。 
 
Imaging Insight:  CXP が、Camera Link®

、GigE Vision®
などの

カメラインターフェース業界規格より優れている点は何ですか。 
Donald:  CXP によって帯域幅が広がるとともに、到達距離、確

実性、堅牢性、アップグレードの容易さ、複雑さ、コストなどの重

要な要件に対処できます。これまでは、Camera Link®
が（10 タッ

プモードで）1 秒あたり 850M バイトの 大帯域幅を実現していま

した。これでは、新世代のより大きく高速な画像センサーには不十

分です。 
 
CXP は全二重の設計になっています。ダウンリンク（カメラからフ

レームグラバー）では、画像データを 大 6.25 G ビット/秒（Gbps）
で転送できます。アップリンク（フレームグラバーからカメラ）で

は、コマンドと制御データを 20 M ビット/秒まで処理できます。リ

ンクの連結によって、より大きいダウンリンク性能も実現できま

す。たとえば、4 つのリンクを連結すると、25Gbps のピーク帯域

幅を実現できます。 
 
Camera Link®

では、（リピータを追加するという負担なしでは）

大ケーブル長が 10 メートルに制限され、このケーブル長では 高

実行速度の 85 MHz もサポートされないことがよく批判されます。

CXP は、同軸ケーブルと新しいトランシーバ技術を採用して、（リ

ピータなしで）100 メートルを超える距離に対応できます。（GigE 
Vision®

で使用される）ギガビット Ethernet は、CXP と同様の範囲

に対応していますが、CXP のような低レイテンシで低ジッターのト

リガーという特長はありません。 
 
同軸ケーブルは柔軟なので、CXP は、カメラを移動アームに取り付

けるアプリケーションに適しています。同軸には、すでに多くのア

ナログシステムに搭載されているというメリットもあり、CXP によ

ってデジタルに容易に移行できます。 後に、同じ同軸ケーブルで

トリガーと 13W の電力も配信できるので、CXP はケーブル配線の

複雑さを低減しコストを削減するのにも役立ちます。 

Stephane: GigE Vision®
と同様に、CXP は GenlCam™ ソフトウェ

アインターフェースを利用して、標準的だが柔軟な方法でカメラの

機能を識別し制御できます。 そのため、ベンダーとユーザーの双

方にとって、統合作業が簡素化されます。 
 
Imaging Insight:  CXP がターゲットとするアプリケーションは

何ですか。 
Michael:  医療と防衛のアプリケーションがよい候補として挙げ

られます。これらのアプリケーションでは、通常は同軸ケーブルを

使用しているためです。CXP によって、これらのアプリケーション

をさらに容易にアップグレードして、より高速・高解像度・精細な

デジタル画像処理技術を利用できます。また、CXP では帯域幅が広

がるので、ハイエンドのマシンビジョンアプリケーションで、より

高い生産速度に対応し、もっと詳細な検査を実行できるようにもな

ります。 
 
Imaging insight:  CXP はどのように発展すると思われますか。

Donald:  この規格が 初にまとめられた時に可能だった技術、特

に FPGA デバイスに組み込まれた SERDES（シリアライザ/デシリ

アライザ）では、単一のダウンリンクの速度が 6.25 Gbps に制限さ

れます。 次世代の FPGA デバイスの SERDES は、より高速に処理

できるようになり、ダウンリンクあたり 大 12.5 Gbps まで可能に

なると思われます。信号品質を向上させて、（シングルホップで）

より長距離にわたる、より高速な転送を可能にしようとするワーキ

ンググループもあります。 
 
長い距離（数百メートル）を CXP で、低いデータレート（1.25 Gbps
未満、CXP-1）の画像転送をしたいと考えるユーザーもいます。そ

のため、従来のアナログカメラを使用したアプリケーションの代替

としても適しています。 
 
信号品質で速度と距離をさらに向上させる作業のほかに、ケーブル

配線と相互接続についての作業も行われています。リンクアグリゲ

ーションは帯域幅を広げるためのよい方法ですが、現在の 4 つの

BNC コネクタを必要とする方法は少し面倒です。そのため、技術委

員会ではワーキンググループを立ち上げて、複数のリンクを単一の

コンパクトなコネクタに統合するソリューションを検討していま

す。 
 
Imaging Insight:  ご説明いただき、ありがとうございました。M
 
リソース: 
CoaXPress: www.coaxpress.com 
JIIA: www.jiia.org 
EMVA: www.emva.org 
AIA: www.machinevisiononline.org 
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インタビュー 
技術リーダーへの質問 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test & Measurement World の編集者 Larry Maloney 氏が、Matrox Imaging のエンジニアリング担当副社長

Laval Tremblay への独占インタビューで、マシンビジョンアプリケーションの傾向について聞きました。 
 
Q:  マシンビジョン業界は、世界的な不況から回復しているでしょ

うか。 
A:  製造業が全体的な回復を先導しているため、この業界はたいへ

んめざましく回復を遂げています。この業界の主力企業は、Matrox 
Imaging も含めて、記録的な売り上げを達成しています。メーカー、

特に電子機器と半導体のセクターは、ドットコムバブル（日本では

IT バブル）の経験を活かして、在庫をうまく管理しています。この

統制が、マシンビジョンコンポーネントの需要の急騰をもたらして

います。また、 近の不況は経済活動全体に厳しい影響を及ぼして

いるとは言っても、より大きな影響を受けているのは金融、不動産、

建築のセクターです。問われるべきは、この強い回復傾向をどれだ

け長く維持できるかでしょう。 
 
Q:  マシンビジョンをベースとする検査ソリューションの導入を

進めているのはどの業界ですか。 
A:  半導体、電子機器、フラットパネルディスプレイのような業界

は、マシンビジョンによる検査技術の大きな消費者であり続けてい

ます。規制が厳しく、その負担を軽減する必要がある業界、たとえ

ば食品、飲料、製薬などの業界も、ビジョンの利用を増やしていま

す。さらに、自動車の需要も立ち直りを見せていて、バッテリー管

理、始動/停止システム、車載のインフォテインメント、通信のため

の電子機器が伸びています。LED 照明と新しい伝動機構への投資

は、残り少ないエネルギー資源のより賢明な利用を促進し、自動車

セクターでのマシンビジョンの新しい需要も生み出しています。 
 
Q:  MatroxSupersight システムに適したアプリケーションには、

どのようなものがありますか。 
A:  MatroxSupersight コンピューティングプラットフォームは、半

導体のウェハやマスクの検査、フラットパネルディスプレイの検査

など、高スループットでコンピュータ処理への要求の厳しいビジョ

ンアプリケーション向けに設計されています。 主な特長の中でも、

搭載されたデバイス間の I/O ボトルネックをなくす、PCIe Gen 2 ス

イッチ構造バックプレーンは比類のないものです。

MatroxSupersight は、医療用画像処理にも適しています。医療用画

像処理のアプリケーションには、データとデータ/タスクレベルでの

高い並列性が求められ、マルチコア CPU または GPU のアクセラレ

ータボード、あるいはこの 2 つの処理技術を混在させて利用する必

要があるためです。 

Q:  ビジョンインターフェースの規格の状況について、簡単に説明

していただけますか。 
A:  中程度の帯域幅のアプリケーションでは、ケーブル配線のメリ

ットから、IEEE 1394 と USB よりも、GigE Vision の方が選ばれる

ようになっています。GigE は、 も高速なものを除く、すべての

カメラに十分な帯域幅を提供し、ケーブル長も 100m に対応できま

す。要求のより厳しいアプリケーションでは、Camera Link が採用

されています。Camera Link は、特殊化したコンピュータインター

フェースハードウェアを必要とするものの、その信頼性が優れてい

るためです。 
 
広帯域幅のアプリケーションでは、まだCamera Linkが主流ですが、

いくらか優勢を保てなくなっています。 この状況は、より広い帯

域幅と長い距離に対応する、CoaXPress、Camera Link HS などの

規格が作られることで促進されています。当初、私たちは

CoaXPress を、Camera Link を補完するものととらえていました

が、時間が経つにつれて Camera Link 市場を侵食するものと見るよ

うになっています。CoaXPress には、簡単なケーブル配線で、より

高いデータレートでより遠くまで転送できるといったメリットが

あります。 
 
Q:  スマートカメラはマシンビジョンの分野をどのように変えて

いますか。 
A:  マシンビジョンを変えるのはカメラハードウェアではなく、カ

メラに関連するソフトウェア環境です。お客様には、すばやく簡単

なアプリケーション開発などへの期待感があり、これにはアルゴリ

ズム、ヒューマンマシンインターフェース、ほかの機器への接続も

含まれます。ソフトウェアは、こうしたニーズに応えるために大き

な役割を果たします。 
 
Q:  フレームグラバーが今でも広く利用されている分野は何でし

ょう。 
A:  CoaXPress、Camera Link HS などの広帯域幅インターフェース

には、まだフレームグラバーが必要です。また、高解像度で高データ

レートのカメラを必要とする、半導体やフラットパネルの検査用ビジ

ョンアプリケーションなどにも、フレームグラバーが必要です。 
 
Laval Tremblay へのインタビューの全文は、

www.matrox.com/imaging/tmw でご覧いただけます。 
 
このインタビューは、Test & Measurement World の 2011 年 9 月号に掲載されたものです。 

許可を得て転載しました。 
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スマートカメラが 
ホイールを回す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

組み立てシステムによる、生産ライン上の自動車へのホイール取り付け 
ホイールの取り付け工程を自動化することで、自動車メーカーは人件費を大幅に削減するだけでなく、

組み立てミスをなくして全体的な製造品質を向上させることもできる。提供: IBG Automation 社 
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マシンビジョンベースの組み立てシステムが

流れ作業でホイールを自動車に取り付け 
 
流れ作業の中でも、手作業による自動車のホイールの取り付けは、

複数の作業員を必要とするため自動車メーカーにとって特にコス

トのかかる作業でした。 
 
IBG Automation 社（ドイツ、ノイエンラーデ）は、自動車ソリュー

ションのプロバイダで、自動車業界向けに、ラインを流れる自動車

本体にホイールを自動的に取り付ける高度な組み立てシステムを

設計しています。 これはたいへん柔軟なシステムで、様々な種類

の車両とホイールに対応できます。この工程を自動化することで、

自動車メーカーでは人件費を大幅に削減するだけでなく、組み立て

ミスをなくして全体的な製造品質を向上させることもできます。 
 
車両の両側に 1 台ずつ配置された 2 台の 6 軸の Kuka 産業ロボット

が、ホイールボルトとリムをサプライステーションから集めて車に

ねじ止めします。ロボットはコンベヤーと連動して、組み立て中の

車両の動きを追います。各ロボットには、専用の照明と偏光赤外線

フィルタが取り付けられています。また、MatroxIrisGT スマートカ

メラも、各ロボットに取り付けられています。 このスマートカメ

ラはリムの中心点を特定し、その位置（x、y）、ボルトサークルの

回転（Rz）、カメラまでの距離（z）を、キャリブレーションされた

座標として計算します。スマートカメラは、位置が確認されたリム

デザインが PLC から事前に与えられたリムと一致するかどうかを

チェックしたうえで、これらの座標値をロボットに渡します。この

後のテストで、誤ったリムデザインが車両に取り付けられること

を防ぎます。7 種類のリムデザインと 4 種類の塗料（白、シルバー、

ダークグレー、黒）による、13 種類のホイールの組み合わせが特定

されます。完全に自動化されたホイール取り付け工程のサイクルタ

イムはわずか 54 秒です。 

スマートカメラベースの画像処理 
この画像処理システムは、MatroxIrisGT スマートカメラをベースと

します。アプリケーションは、カメラにバンドルされた統合開発環

境（IDE）の Matrox Design Assistant を使用して開発されました。

この IDE では、フローチャートを構成することでマシンビジョンア

プリケーションを作成でき、C++のような言語を使用してプログラ

ムやスクリプトをコーディングする必要がありません。開発が完了

すると、プロジェクト（フローチャート）が MatroxIrisGT にアップ

ロードされローカルで保存されます。このプロジェクトはスマート

カメラ上で実行されて、PC 上で動作する Web ベースのヒューマン

マシンインターフェース（HMI）によって監視されます。 
 
多数の Design Assistant ツール、つまりフローチャートステップが

使用されます。画像の取り込みと処理は、ネットワークリンクから

のコマンドによってトリガーされます。コマンドには、計測ジョブ

と予期されるリムの種類についての情報が含まれています。いくつ

かのモデルファインダーステップによって、ホイールのボルトサー

クルの位置が確認され、予期されるデザインの種類が検証されま

す。次に、モデルファインダーによって得られた結果に基づいて、

メトロロジーでリムの位置と向きが計算されます。スマートカメラ

と PLC との通信は、TCP/IP 接続によって確実に行われます。結果

と画像は、テキスト書き込みと画像書き込みのステップによって共

有ネットワークフォルダに記録されて、遠隔地にいる保守スタッフ

が障害分析のためにダウンロードできるようになります。 
 
いくつかの課題 
IBG 社は、長年にわたって Matrox のスマートカメラテクノロジー

を利用してきました。IBG 社のマシンビジョン/計測ソフトウェア開

発チームのリーダーである Kai Kluwe 氏は、次のように説明してい

ます。「私たちは、MatroxIris スマートカメラとそのソフトウェアに

ついて、とてもよい経験を持っていました。それまでに、Design 
Assistant の効率的なエッジベースのサーチツールを使って開発に

成功したプロジェクトがいくつかあったのです。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

効率的なエッジベースのツール 
MatroxIrisGT スマートカメラでリムの中心点を特定

し、その位置（x、y）、ボルトサークルの回転（Rz）、
カメラまでの距離（z）を、キャリブレーションされ

た座標として計算する。スマートカメラは、位置が確

認されたリムデザインが、予期されるリムの種類と一

致するかどうかをチェックしたうえで、これらの座標

値をロボットに渡す。提供: IBG Automation 社および
Matrox Imaging 
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産業ロボットがコンベヤーを流れる車両を追う 
車両の両側に 1 台ずつ配置された、2 台の 6 軸の Kuka 産業ロボットが、ホイールボルトとリムをサプライステーションから集めて車にねじ

止めする。各ロボットには MatroxIrisGT スマートカメラが取り付けられている。  
提供: IBG Automation 社 

 
 
 
IBG 社は、提供される技術サポートのレベルにも、たいへん満足して

います。ドイツの Matrox Imaging の大手販売代理店である Rauscher
社から、地域のスキルの高いスタッフからサポートを受けられるだけ

でなく、モントリオールを拠点とする Matrox Imaging のビジョンス

クワッドの専門知識も活用できます。ビジョンスクワッドは、アルゴ

リズムの専門家によるチームで、お客様がアプリケーションの実行可

能性を評価し、Matrox ソフトウェアを活用してアプリケーションの

課題を解決できるように支援します。このプロジェクトで、IBG 社が

対処する必要があった課題の 1 つは、異なるデザインと色の組み合わ

せに対応して、スキッド上の位置によって決まったリムを上に重ねる

ことでした。幾何学モデルファインダーと計測のステップに基づく優

れたアルゴリズムで、前景のリムに属する目立った特徴だけを使用

し、背後のリムに属する特徴は切り捨てる必要がありました。別の課

題として、画像取り込みとモデルファインダーのステップで、組み立

てラインの各側と、リムの各種類に異なる設定をすることや、2D カ

メラで信頼できる深度測定を確実に実行することなどもありました。

「ビジョンスクワッドが、計測ツールを使用した 適な代替方法を提

示してくれたので、全体的に堅牢性を向上させることができました」

と、Kluwe 氏は語っています。 
 
導入 
2009 年の夏、この組み立てシステムは Magna Steyr 社（オースト

リア、グラーツ）にはじめて導入されて、BMW X3s のホイールの

取り付けを行うことになりました。この組み立てラインは 2010 年

の夏に改造され、新しい Mini Countryman 向けの異なったリムデザ

インにも対応できるようになりました。この改造では Design 
Assistant プロジェクトの広範囲なカスタマイズが必要でした。2011
年 3 月、IBG 社は Rauscher 社や Matrox Imaging のビジョンスクワ

ッドと共同で位置特定アルゴリズムを書き直し、サイクルタイムを

大幅に改善しました。 

このプロセス全体で、IBG 社は、新バージョンの Design Assistant
ソフトウェアが提供する拡張機能のメリットを活用できました。 
 
この MatroxIris スマートカメラベースの検査システムは、現在では

Magna Steyr 社の生産ラインの 1 つに配備されて、流れ続ける車両

本体にホイールを自動的に取り付けています。また、Volkswagen
社（ドイツ、エムデン）では、さらに 2 つの生産ラインでこのシス

テムを使用して、ホイールサプライステーションでホイールのボル

トサークルの回転を検出しています。Volkswagen 社の 初のシス

テムは、2009 年から 99.9%の稼働率で運用されています。このシ

ステムの成功によって、2010 年初頭に、Volkswagen 社は IBG 社に

2 番目の生産ラインへのシステム設置を委託しました。 
 
2010 年秋、IBG 社は、ドイツ商工会議所連合会が革新的な開発に

贈る Potenzial Innovation アワードを、受賞しました。また、2011
年のハノーバーメッセでは、移動中のフロントエンドモジュールの

自動組み立て用アプリケーションで Robotics Award を受賞してい

ます。M 
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マシンビジョンで 
港湾の生産性を向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高度な技術による貨物の積み込みと積み降ろし 
船から岸壁への移動用コンテナクレーンによって、貨物を船から陸上輸送へと移動する作業に

はコストと時間がかかり、危険性が高い。 
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Matrox Imaging のスマートカメラが貨物輸送の安

全と効率を守る 
 

 

船から岸壁への移動用（STS）コンテナクレーン 
トロリーから吊り下げられた貨物は、水平の桁（橋）に沿って移動され

る。船から岸壁で待つ輸送機器へと移される間、スプレッダがコンテナ

を「つかまえて」いる。 
 

STS コンテナクレーンの揺れ対策システム 
貨物コンテナをより迅速で安全に輸送するために、自動のセンサーと制

御システムを搭載したクレーンで貨物の揺れを制御して、スプレッダを

適な位置に維持することを求める港湾操作員が増えている。 

船から岸壁への移動用コンテナクレーン 
今日のような競争の激しい世界経済では、迅速、低コスト、そし

て信頼できる貨物の輸送が求められます。この要求に応えるため、

港湾ターミナルではコンテナの取り扱いの自動化を進め、ハイテ

クな積み込みおよび積み降ろし機器に投資しています。これによ

って船の停泊時間を 短にして効率を高めることができるため、

港湾にとって 大の利益になります。 

船から岸壁への移動用（STS）コンテナクレーン 
港湾ターミナルシステムで も大きい投資の 1 つは、船から岸壁

への移動用（STS は、Ship-To-Shore の略）クレーンです。STS
コンテナクレーンは、貨物を船から陸上輸送に移動させますが、

これはコストと時間がかかり、危険性の高い作業です。 

STS コンテナクレーンは自動化の度合いによって分類されます。

従来型のクレーンは手動で操作します。操作員は高度なスキルを

持っていますが、クレーンのキャビン内に長時間座って同じ作業

を続けるため、疲労と退屈を感じることがあります。その不注意

が、港湾作業者の怪我、貨物の損傷、積み込み作業の遅延などの

事故を引き起こす可能性があります。 

STS コンテナクレーンの揺れ対策システム 
トロリーから吊り下げられた貨物は、水平の桁（橋）に沿って移

動します。船から岸壁で待つ輸送機器へと移す間は、スプレッダ

がコンテナを「つかまえて」います。貨物コンテナをより迅速で

安全に輸送するために、自動のセンサーと制御システムを搭載し

たクレーンで貨物の揺れを制御して、スプレッダを 適な位置に

維持することを求める港湾操作員が増えています。 

自動揺れ対策システムによって、貨物の望ましくない揺れを、ク

レーンの操作者が単独で制御することがなくなります。そのため、

揺れに対する対応の遅れ、過剰対応など、操作者のミスによる事

故が発生する可能性が低くなります。特に過剰な対応は、危険で

制御できない貨物の揺れを引き起こす可能性があります。 

揺れ対策システムでのマシンビジョンの役割 
MicroView & LingZhi Image Tech 社（MVLZ）（中国、北京）は、マ

シンビジョンを組み込んだ、船から岸壁への移動中の自動揺れ対

策システムを開発しました。これは、港湾の橋形クレーンに、マ

シンビジョンシステム、光ファイバー通信リンク、プログラマブ

ルロジックコントローラー（PLC）ベースのフィードバック制御シ

ステム、電子制御システムを搭載したシステムです。 

マシンビジョンシステムは MatroxIris スマートカメラをベースと

します。システムには、スマートカメラのほかに、12mm レンズ

と近赤外線（NIR）パスフィルタ、カスタマイズした NIR 照明、ケ

ーブルも含まれています。 
 

 

揺れ対策システムでのマシンビジョンの役割 
クレーンには、マシンビジョンシステム、光ファイバー通信リンク、PLC
ベースのフィードバック制御システム、電子制御システムが搭載されて

いる。 

橋 

トロリー 

貨物 
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Matrox Imaging のスマートカメラ

（耐候性のある筐体に格納） 

作動距離 3～50m 

 
光源（クレーンのス

プレッダ上） 

近赤外線（NIR）照明

 

スマートカメラベースのビジョンシステム 
マシンビジョンシステムはMatroxIrisスマートカメラをベースとす

る。マーカーとしてスプレッダ上の光源が使用される。 マーカー

の中心点の位置は継続的に PLC に提供される。 

 

STS システムの精度と制御の要件 
システムにはPCベースのビジョンシステムを収めるスペースはな

く、また PLC に必要なのは制御用のマーカーの位置だけなので、

スマートカメラで、取り込み、処理、結果の出力の、すべての作業

を実行できる。 

 

MatroxIris スマートカメラはトロリー上に取り付けられていますが、マーカーに

はスプレッダ上の光源が使用されます。 カメラはマーカーの画像を継続的に取

り込み、2 つのマーカーの中心点をリアルタイムに計算します。この情報は

RS-232 リンクを介して転送され、光ファイバーリンクに変換され（再び RS-232
リンクに戻され）るため、スマートカメラと PLC との間の長い距離にも確実に

対応できます。中心点の位置は継続的に PLC に提供されます。PLC は電子制御

システムに命令を出し、電子制御システムはトロリーの動きを調節してコンテ

ナの揺れを抑えます。 

スマートカメラからスプレッダ上のマーカーまでの作動距離は 3～50m ありま

す。カメラの視野角は 28 度です。スプレッダは常にカメラの視界内になくては

なりません。作動距離が 50m の場合のシステムの精度は 10mm です。トロリー

の制御周波数は 20Hz です。 

スマートカメラベースのビジョンシステム 
スマートカメラベースのビジョンシステムは、STS システムの精度と制御周波

数の要件に合っていることが理想的です。MVLZ の技術サポートマネージャー

Xing Xiao 氏は、次のように語っています。「システムには従来の PC ベースの

ビジョンシステムを収めるスペースはなく、また PLC に必要なのは制御用のマ

ーカーの位置だけです。スマートカメラで、取り込み、処理、RS-232 ポートを

介した結果出力のすべての作業を実行できます。」 

MatroxIris スマートカメラのセンサーは、NIR 範囲内で動作できます。2 つのカ

スタマイズした NIR 照明が、画像処理用のマーカーとして使用されます。Xiao
氏は説明を続けます。「NIR を選択したのは、雨などの悪天候の影響を受けない

ためです。マーカーを前景に維持し、視野内にあるほかのものをすべて背景と

するには、強力な光源が必要です。」 

アプリケーションは、スマートカメラにバンドルされた統合開発環境（IDE）の

Matrox Design Assistant を使用して開発されました。Design Assistant では、フ

ローチャートを構成することでマシンビジョンアプリケーションを作成でき、

プログラムやスクリプトをコーディングする必要がありません。「このスマート

カメラのソフトウェアはとても使いやすく、高度なスキルを持つプログラマー

を必要としません。シリアルポートを初期化し、原画像を取り込み、粒子解析

を実行してシリアルポートに書き出すだけでした」と Xiao 氏は説明します。 

導入 
船から岸壁への移動用の揺れ対策システムは、鎮江、広東省、海南省・海口市

などの、中国の港湾ターミナルで使用されています。将来は、コンテナをより

迅速で効率的に処理するために、さらに多くの港湾関係当局が、自動揺れ対策

システムを組み込んだ STS コンテナクレーンを必要とするようになるでしょ

う。M 

すべての画像は MicroView & LingZhi Image Tech 社（MVLZ）にご提供いただきました。 

マーカーとして使用される光源の処理済み画像 
アプリケーションは、シリアルポートを初期化し、マーカーの原画

像を取り込み、粒子解析を実行してシリアルポートに書き出す。 
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MIL を使用した GPU 処理 
 
 
 
 
はじめに 
コンピュータグラフィックス分野で、グラフィックスプロセッサユニットの汎用処理への活用（GP-GPU）が注目を集めています。本来

はグラフィックスアプリケーション専用に設計された GPU アーキテクチャが、ほかの処理タスクにも活用できるだけの柔軟性を備えるよ

うになったためです。GPU の大量並列処理アーキテクチャと、高速メモリインターフェースが、並列実行のソフトウェアアルゴリズムに

適していることは明らかです。これは多くの画像処理演算に当てはまりますが、具体的には、反復が多く、データに依存せず、コンピュ

ータ処理への要求が厳しい、詳細な解析の前に画像を補正、強化、または変換するために使用されることの多い演算に当てはまります（図

1）。 

 

高速化要因と Intel® Xeon® E5620（シングルコア）との比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 - 2048 x 2048 x 8 ビットのサイズの画像を使用した比較のベンチマーク 
 
コンピュータ処理用の追加リソースとして GPU を利用することは見過ごしにはできません。特に、GPU を、個別のデバイスから単一の

統合された CPU 搭載チップに移行した場合にはなおさらです。グラフィックス以外のアプリケーションで GPU を利用するためのプログ

ラミング用インターフェース/言語はいくつかあり、Windows®
用の DirectX®

（DirectCompute）、NVIDIA GPU 用の OpenCL™、CUDA™など

が挙げられます。一方、MatroxImagingLibrary（以下 MIL）も、画像のキャプチャー、処理、解析、表示、アーカイブ用の、現場で実証さ

れたソフトウェア開発キットの一部として、GPU に 適化した既成の関数を提供しています。GPU 用の MIL 関数は、 初に開発された

実績ある API、DirectX®
（9、10、11）によって実装され、DirectX®

、OpenCL™、または CUDA™で記述されたカスタム GPU コードととも

に使用できます。この実装によって、AMD と NVIDIA が提供している、DirectX®
互換のすべての GPU をサポートできます。今回のビジョ

ンスクワッドファイルでは、MIL を使用した GPU 処理の基本事項を再確認します。 
 

加算（飽和あり） LUT マッピング 15x15 コンボリューション ワーピング 
（バイリニア補間あり） 

2 つの Intel® Xeon® E5645（12 コア） ATI FirePro™ V8800 NVIDIA® Quadro® 6000 
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セットアップと使用方法 
GPU で MIL 関数を実行する前に、アプリケーションは 初に明示的に MIL GPU システムを割り当て、次にこのシステム上で必要なだけ

の適切なバッファを割り当てる必要があります。 GPU 上のバッファの 大サイズは、GPU 自体によって決定され、新しい GPU ほど大

きなバッファサイズをサポートしています。次に、MIL 関数用のコンピュータグラフィックスモジュール、つまり GPU バイナリコードを

生成して GPU にロードする必要があります。これは、システムの割り当て方によって、2 つの方法のいずれかで実現できます。システム

が M_PARTIAL（または M_DEFAULT）メソッドを使用して割り当てられる場合は、MIL 関数がはじめて呼び出されて GPU 上で実行され

るときに、モジュールが生成されて GPU にロードされます。このオンデマンドのアプローチでは、システムの全体的な割り当てが大きく

高速化されますが、GPU で 初に実行される MIL 関数にとっては不利益になります。システムが M_COMPLETE メソッドを使用して割

り当てられる場合は、システムが割り当てられるときに、サポートされるすべてのエフェクトが生成されて GPU にロードされます。この

1 度にすべてを処理するアプローチでは、システムの割り当てが大幅に遅くなりますが、GPU で 初に実行される MIL 関数の不利益には

なりません。システム割り当て時に自動的に生成されロードされるエフェクトは、MILConfig によって調整できます（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 - MILConfig で調整できる GPU モジュールの一覧 
 
モジュールが選択されていないのに、対応する MIL 関数が GPU 上で実行するように求められた場合、MIL はその関数を補償して、ホスト

システム（CPU）上で透過的に実行します。 
 
データ転送のオーバーヘッドの注意 
GPU の性能は、コンピュータインターフェースを介して GPU のメモリにデータを出し入れするためのオーバーヘッドで制限されます（たと

えば、一般的な GPU と PCIe® 2.0 x16 インターフェースでは 大 5.2 GB/秒）。GPU 上で実行する MIL 関数を呼び出す場合は、すべての関

連するバッファを GPU メモリ上に置いて、データ転送による隠れたオーバーヘッドがないようにする必要があります。これとは逆に、CPU
上で実行する MIL 関数を呼び出す場合は、すべての関連するバッファを CPU メモリ上に置く必要があります。アプリケーションは GPU 上

で実行する関数を次々に呼び出して（たとえば、ワーピングしたあとで二値化し次にモーフォロジーを実行して）、GPU 上に必要なデータを

保持することでオーバーヘッドを 小化し、 終的なデータを CPU メモリに移してそれ以降の解析（粒子解析など）を実行します。 
 
その他の性能 適化手順 
データ転送のオーバーヘッドに注意することに加えて、アプリケーションではインプレース GPU 処理を回避する必要があります。つまり、

アプリケーションは、入力画像と出力画像に同じバッファを使用するように MIL 関数を呼び出して、GPU 上で実行することは避けなくて

はなりません。この制限は、同じ親バッファから派生した子バッファを使用する場合にも当てはまります。インプレース GPU 処理を実行

すると、バッファのクローンが自動的に作成されるので、性能に悪影響を及ぼします。 適化のためのもう 1 つの注意事項は、モノクロ

バッファに関するもので、その水平方向のサイズと（親バッファからの）オフセットを 4 の倍数にする必要があります。パックド BGR（カ

ラー）バッファでは、この制限はありません。近傍画素の操作（空間フィルタ、幾何学的変換など）では、対応する MIL 関数を

M_OVERSCAN_FAST フラグを付けて呼び出すか、または M_OVERSCAN コントロールを M_FAST 状態に設定したあとで呼び出す必要

があります。これによって、MIL は、そのシステムで も高速なオーバースキャン方式を選択するようになります。 後に、ディスプレ

イドライバは定期的に性能を 適化しているため、常に 新のものを使用するように注意してください。 
 
正しい同期の必要性 
GPU での MIL 関数の実行は非同期です。つまり、実際に処理が完了する前に、関数は制御を呼び元のホストスレッドまたはプロセスに戻

します。そのため、関数速度のベンチマークでは注意が必要です。アプリケーションは、すべての関数の実行が完了したことを確認して

からタイムスタンプをとる必要があります（図 3）。 
 
また、GPU を複数のスレッドから使用する場合にも注意してください。アプリケーションは、すべてのスレッドが完了するまで待って結

果をまとめるか、ベンチマーク用のタイムスタンプをとる必要があります（図 4）。そうしないと無効な結果になります。 
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MappTimer (M_TIMER_RESET + M_SYNCHRONOUS, M_NULL); 
// ベンチマーク測定する一連の処理の開始 
MimArith (Src1, Src2, Dest, M_ADD); 
// ベンチマーク測定する一連の処理の終了 
MappTimer (M_TIMER_READ + M_SYNCHRONOUS, &FuncTime); 
 
… 

 
 

… 
 
MthrWait (Thread1, M_THREAD_WAIT , M_NULL); 
MthrWait (Thread2, M_THREAD_WAIT , M_NULL); 
 
… 

 
図 3 - 正しいベンチマークのための関数実行の同期（上） 
図 4 - すべてのスレッドの完了確認（下） 
 
GPU 使用状況の確認 
デフォルトでは、MIL は自動的かつ透過的に、GPU 上で実行できない関数をホスト CPU 上で実行して補償します。関数が GPU 上で実行

されたかどうかを確認する方法は 2 つあります。1 つ目の方法では、アプリケーションによって明示的に、ホスト CPU による補償を使用

不可にする必要があります。これには、MappControl（M_PROCESSING, M_COMPENSATION_DISABLE）で設定します。GPU で実行

するように設定した関数が、実際には実行できない場合にエラーメッセージが表示されます。2 番目の方法は、Windows® Sysinternals™ 
Web サイトで入手できる Process Explorer 15.0 を使用する方法です。Process Explorer 15.0 は、GPU を含むリソースの使用状況を監視

します（図 5）。 このツールは Windows® Vista®
以降をサポートすることに注意してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 - Process Explorer 15.0 による GPU 使用状況の確認 
 
モニタ不要 

近まで、MIL による GPU 処理には、EDID（Extended Display Identification Data）応答をエミュレートするモニタまたはドングルをグ

ラフィックスカードに接続する必要がありました。このような特別な要件は、Windows® Vista®
以降で、 新の MIL Update1

を使用して

GPU 処理を行う場合には不要になりました。 

追加情報の参照 
MIL を使用した GPU 処理についての詳細は、ドキュメント（MIL Help）に含まれている MIL GPU ドライバのリリースノート（MIL Readme）
で参照できます。この追加情報には、MIL GPU システムの詳細（デバイスの割り当てと制御、メモリ管理）、GPU 上で実行できる MIL 関

数とその詳細の一覧、検証済みのグラフィックカードと対応するディスプレイドライババージョンの一覧が含まれています。MIL Help は

MIL DVD と評価版ダウンロードに含まれており、Matrox Imaging Web サイトで参照することもできます。MIL DVD と評価版ダウンロー

ドには GPU 処理特有のプログラム例も含まれていて、MIL とカスタム DirectX®
、CUDA™、OpenCL™1

コードとの相互運用を示す例もあり

ます。M 
1 MIL9 Update 35 において 
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