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Matrox 

Imaging Library: 
スタイリッシュなソフトウェア！ 

Much  ado  about  MIL 
 
今回のイメージングインサイトは、Matrox Imaging Library(MIL)

を記念するものです。MILソフトウェア開発キットは、バージョ

ン1.0を立ち上げた1993年より長い道のりをたどってきました。

このバージョンは、パターンマッチングとblob解析の二種のハ

イレベルモジュールを有する16-bitプロセッシングライブラリで

した。最新のMIL8.0では、幾何学的パターン認識、特徴ベー

ス文字認識、エッジ検出、度量衡など、一連の画像処理ツー

ルを提供しています。では、次にくるのは？ 私たちは、

Windows® Vistaのサポートを取り入れたちょっとしたサプライ

ズを用意しています。 

 

MILは、業界規準を設定する強力なソフトウェアツールキット

へと成長しています。研究開発と顧客の皆様の挑戦が、当社

エンジニア手作りの、現実の画像処理アプリケーションのため

の革新的アルゴリズムをもたらしたのです。 

 

このニュースレターでは、当社MILの、顧客を中心とした取り

組みをご覧にいれ、ソフトウェア アプリケーションの動かし方

を教えてくれるMILパワーユーザのグループ、クライアント ソ

リューション（Client Solutions）をお目にかけ、新しい計測モ

ジュールが活動している一例をご覧いただきます。当社の新

しいMILプロセッシング顧客トレーニングや、私たちがMILを用

いて光学製品をテストする生産クリーンルーム（production 

Clean Room、無塵(じん)室）について、お教えしましょう。 

 

 

 

 

 

Francois Bertrand 

副社長、販売マーケティング 

Matrox Imaging  
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ソフトウェアグループ マネージャー（Software Group 
Manager、左）の Arnaud  Linaと、クライアント  ソ
リューションチームのメンバーたち 

 

Yes! 
it can be 
done 
 
クライアント ソリューションチーム

（Client Solutions Team）が、ソフト

ウェアアプリケーションを立ち上げ

ます。  

たとえば新しいマシンビジョンアプリケーションを持っていて、

製造工程で、そこに複雑なパーツを置き、測定しなければな

らないとします。「どうやったらいいんだ？」とか、「こうしたい

んだが、できるのかな？」などと、自分に問いかけてしまいま

す。カスタムソリューションが必要ではないですか？ 画像の

謎を解くコードを、どうやって手に入れますか？ 

 
 

当社のMILプロセッシンググループのサブグループである、

クライアント ソリューションチームにお聞きになったらどうで

すか。1年前に設置されたこのチームの使命は、画像のピク

セルの中に埋もれている情報の集め方を、あなたに教えて

あげることなのです。 

 
 

イメージングインサイトでは、Matrox Imaging (MIL) ソフトウェ

アマネージャのArnaud Linaに、さらに訊いてみました。 

 
 

インサイト： Matrox Imagingのチームリーダー何人かと話しま

したが、顧客が画像をしょっちゅう持ってくるようです。あなた

のグループの違うところは？ 
 

 

Lina： クライアント ソリューションチームでは、顧客のプロ

ジェクト販売前と後の両方で仕事をしていますが、その第一

のゴールといえば、顧客のアプリケーションを見て、わが社

の製品でできますよと言うことなんです。私たちは、コンセプ

トソリューションの証明を作製するわけです。 
 

 

インサイト： チームには、どんな人がいるんですか？ 

 
 

Lina： 今は、顧客のプロジェクトに自分たちの時間を100%つ

ぎこんでいるふたりの人間といっしょに仕事をしています。以

前は、顧客の要望を全部コーディネートして、それをディベ

ロッパーに割りふる人間がひとりいたんです。けれども、MIL

ディベロッパーはある種のスペシャリストで、他のモジュール

にいつも同様に詳しいわけではありません。ビジョンアプリ

ケーションでは、よく複数のモジュールを使用するので、この

やり方はかならずしも最適とはいえませんでした。今の人た

ちはMIL「パワーユーザ」で、MILのプロセッシングモジュール

について専門知識のあるディベロッパーと手を携えて仕事を

しています。 

 
 

インサイト： その工程を説明してくれませんか？ 

 

Lina： 販売前の段階では、Matroxや地元の販売店に、たとえ

ば丸鋸の刃を調べたがっている潜在的な顧客がいたとしま

す。その顧客は、鋸の歯が全部同じ間隔になっているか、確

認したいのです。セールスエンジニアは、サンプル画像な

ど、あらゆる関連情報をその顧客から集め、それを私たちに

よこします。この時点で、私たちは顧客用の使用見本を作製

し、地元の販売店をアシストするわけです。   



 

3 

 

 

MILディベロッパーの皆さんへ！ 
Matrox Imagingは、当社ソフトウェアライブラリのトレーニン

グを、次のように行うことをうれしく思います。 

 

>>MIL/ MIL-Lite環境のご紹介 

このトレーニングでは、当社ライブラリの理想的なご紹介を

いたします。とくに皆さんのような初心者のために用意した

このコースは、開発コストやエンジニアリングコストを減ら

し、自分たちのプロジェクトをより早く市場に導入でき、生

産性を高めるよう、デザインされています。 

 

日時：2007年5月1- 3日（5月4日は、特定アプリケーション

について聴講生の質問に答えるための予備の半日オプ

ションです）。 

場所：Matrox Corporation本社 

 

このコースは、Matrox Corporation本社で、秋にもう一度開

催されます。 

 

 

>>新しい！Matrox Imaging Library (MIL) プロセッシング 
この3日間集中トレーニングでは、あなたのアプリケーショ

ンに最適の画像処理ツールの選び方を説明し、その最高

の機能を発揮させる使い方をお見せします。また、あなた

のプロジェクトの特性について、MILディベロッパーと話し

合う機会があります。 

 

日時：2007年5月7- 9日 

場所：Matrox Corporation本社 

 

このコースは、Matrox Corporation本社ならびにヨーロッパ

とアジアで、秋にもう一度開催されます。 

 

コースを取るための必要条件、講習費用、登録手続きな

ど、このトレーニングコースの詳細については、http://

www.matrox.com/imaging/training/home.cfmから、リンクし

てください。 

インサイト： 見本用に新しいファンクションを作製するん

ですか？ 

 
 

Lina： いいえ。私たちが構築する使用見本には、特定

のフレームワークのための一連のMIL標準動作が含ま

れています。GMF (Geometric Model Finder、幾何学モ

デルファインダ)や、String Reader (特徴ベースOCR

ツール)のようなモジュールは、機能性に富んでいるの

で、私たちがヘルプしています。ナンバープレート確認

システム用コンテキストを構築するよう頼まれることな

どはめずらしくありません。けれど、私たちは、ただ「ブ

ラックボックス」を手渡すようなことはしません。顧客に、

ファンクションに関するセオリーを説明し、アプリケー

ションがもう実装されるというとき、自分でコードを微調

整できるよう、顧客に「理由」や「機能」などを教えてい

ます。 

 
 

インサイト： ソフトウェアはパズルの一部にすぎませ

ん。フレームグラバや照明など、その他の部分はどうな

んですか？ 

 
 

Lina： 私たちは、アプリケーションのソフトウェア部分を

扱うだけです。サンプル画像を手に入れ、その画像を

基にして、その顧客のためのソースコード使用見本を

開発します。他の部分については、顧客の皆さんは地

元販売店やシステムインテグレータと話し合うのがよい

でしょう。 

 
 

インサイト： 販売後はなにをするんですか？ 

 
 

Lina： 私たちの販売後の役目は、顧客とコミュニケート

をとり、長期にわたる関係を築いていくことです。たとえ

ば、顧客と話し合い、新しいプロジェクトについてアドバ

イスを与えたりすることもあります。販売後の関係は私

たちには大切です。私たちにとって、ライブラリ全体の

フィードバックを得る一番よい方法なのです。つまり、そ

うすることで、将来顧客にどんな新しい機能が必要とな

るか、わかってきます。また、カスタマイズされたソ

リューションをトラブルシュートして、顧客のヘルプもし

ています。しかし、私たちのサービスはそれ以上のもの

なのです。カスタムソリューションのためにまとめたデモ

コードは、当社標準ソフトウェア製品と同じSQAテストを

受けます。このテストは、リリースからMILやProcessing 

Packsのリリースまで、ソリューションがまだ機能してい

るか確認するため、コンスタントになされます。   
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ものさしは不要 
 

新しいビジョンシステムは 

微小、無重量のものを検査しま

す。 

 

超小型組立回路やテスト業界にいる誰もが、微小でほとんど重量がなく、しかも静電荷に非常に敏感なコン

ポーネントの取り扱いの難しさについて知っています。組み立てるために、こういったパーツを検査し選別するこ

とは、骨の折れる仕事です。 
 

 パーツを選別するとき、オペレーターは慣例的に、振動

式ボウルフィーダー（サイドにリッジのついたボウル）の

中にパーツを入れます。ボウルのスイッチが入るとパー

ツは揺れ、リッジに分かれていきますが、超小型組立回

路コンポーネントの場合は互いにくっついてしまい、振

動で移動させるには質量が小さすぎる向きがあります。

ロボット工学システムや手動供給のような他の選択肢で

は、速度や精度が不足しがちです。そこで超小型組立

回路には、パーツを送入し、正しい位置に置いて、検査

する機能を組み合わせたシステムが必要なのです。 

 

IMS (Almelo、オランダ)は、高精度の電子機器や医療産

業用に、ハイテク生産装置を開発製造しています。この

会社は超小型組立回路とテストを専門としているので、

超小型パーツの送入や検査という難題にはしばしば取

り組んできています。このIMSがソリューションを探し、

Twente 大 学（オ ラ ン ダ、Enschede）な ら び に Bosch 

Rexroth (ドイツ、Lorh am Main)とともに、視覚検査送入

システム（Vision Inspection Feeding System、VIFS)を開

発しました。 

 

システム 

IMS マーケティングマネージャーのJasper Kerkwijkによ

れば、VIFSは、送入、認識、検査、さらにパーツの取り

扱いと配置のための多目的モジュラーシステムです。

VIFSは、これもIMS製のProMicroと呼ばれる標準フレー

ムと機械制御システムに基づいています。 

 Bosch Rexrothでは、例えばリニアモーター、モーションコ

ントローラ、真空コンポーネントなど、その他大部分の

ハードウェアコンポーネントを供給しています。カメラは認

識と検査に必要なので、VIFSには、認識用のBaslerと、検

査用のThales Optemの二種を使用しています。Matrox 

Imaging Library (MIL)ソフトウェア開発キットは、製品認証

と検査業務すべてを行います。  

 

システムを使用するためには、まず、技術者がゴールデ

ンテンプレート（Golden Template）として知られているもの

を作成するために、許容誤差内におさまった一パーツを

使ってVIFSを調整します。次にカメラが検査台上のパー

ツの写真を撮ります。最後に、MILの特定処理モジュール

がパーツを解析します。まず、ジオメトリックモデルファイ

ンダ（Geometric Model Finder、GMF)モジュールが画像内

のパーツの位置をつきとめ、計測モジュール(Metrology 

module) が、各パーツの特徴を計測できるようにします。

その結果、良不良どちらのパーツもモニタに映し出されま

す。検査をパスしたパーツは組立に使用できます。認識

できなかったパーツは、横向きになっていたか、他のパー

ツに近寄りすぎていた場合が多いので、振動トレイでシス

テムに再送入します。もし検査で、許容範囲外のパーツ

が見つかった場合、システムはそれにタグを付けます。つ

まり、システムが組立用パーツを送入している場合、不適

合パーツは組立工程から除外されます。また、表面の欠

陥を捜し出すよう、システムをプログラムすることもできま

す。 
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VIFSには、複雑な映像認識と検査機能のためのハイ

レベルなソフトウェアが必要です。「Matrox Imaging 

Library (MIL) は理想的です」と、Kerkwijkは言っていま

す。「というのも、必要な機能すべてが揃っているから

です。MILは、このようなタイプの計測に多くの可能性

を提供してくれます。」計測モジュールはソリューション

でも突出しており、寸法を測定し、許容誤差や集中処

理の複雑な動作をチェックするために使用されていま

す。適切な光学システムを用い、計測結果は +/- 0.01 

mmまで正確です。 

 

難問 

「最大の難問は照明でした」と、Kerkwijkは説明してい

ます。適切な照明なしに、カメラが使用可能な画像を

作製することはできません。VIFSは、製品をシステム

に送入するトレイの上部にある、青いライト付きドーム

を特徴としています。パーツの寸法検査のようなシス

テムの基本タスクはバックライトでなされます。「照明と

ズームレンズを正しく組合せることで、そのような微小

パーツに必要とされる精度が得られます」と、Kerkwijk

はつけたします。たいていの組立アプリケーションと同

様に時間が問題で、あらゆる目視検査やデータ処理

は、点検操作の複雑さにしたがって通常1～5秒という

サイクル許容時間内に完了しなければなりません。

Matrix ImagingとMatrix Imaging地元卸売業者DVC両

方からのサポートが目標達成に役立ったことを、

Kerkwijkはとくに言及しています。  

 
将来のビジョン 

IMSは、2004年と2005年にふたつのプロトタイプを構築

しました。最初に工業化されたシステムバージョンは、

2007年1月に引き渡されました。二番目は、2007年第

三四半期に引き渡されます。IMSは、VIFSの開発を今

年末までに止め、それを超小型組立回路業界の標準

製品にしたいと考えています。市場導入は、2007年ハ

ノーファーメッセ（Hannover Messe 2007）で行われま

す。いると信じています。 

IMSが将来の目標を達成するためには、「Matrox 

Imagingのような、しっかりと定着した、信頼のおけ

るサプライヤ」と仕事をしなければいけないと、

Kerkwijkは言い、IMSが競争では優位に立って「ほ

とんどの送入システムは、VIFSに備わっているよ

うな精度、スピード、柔軟性の組合せを提供する

ことができません」と、彼は説明します。「ボウル

フィーダー風の代替物は、超小型組立回路の難

問を解決するには柔軟性や信頼度に欠けていま

す。」その上、VIFSの機能性を増強したモジュラー

は、ほとんど手間をかけることなく、システムを顧

客のためにカスタマイズすることができることを示

しています。 

 

 

詳細については、Jasper.Kerkwijk@IMS-NL.com、

または www.microassembly.infoのJasper Kerkwijk

にご連絡ください。 

一パーツの検査を視覚化したもの  IMSが扱う組立パーツの例  
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 最強のCamera Link™ 
  AIAがPoCL標準を批准  

2001年、画像自動処理協会（Automated Imaging Association, AIA）が、最初のCamera Link™標準を批准しまし

た。以来Camera Link™は、高速データ転送、高質画像、簡易配線、ならびにコスト減を提供する全体標準とし

て、マシンビジョン市場でそのステータスを誇っています。今までCamera Link™になかった特性は、電力と画像

転送両方のためのシングルケーブルでした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

なぜ、それだけが今？ 

マシンビジョン市場は、設置スペースの小さいシング

ルケーブルカメラのために努力を重ねてきました。つ

まり、カメラの物理的サイズが、その筐体のコネクタ

数を決定するのです。歴史的に、より小さな工業用カ

メラを作ることには、たくさんの問題がありました。旧

式のアナログカメラはノイズに非常に敏感でしたか

ら、コンピュータスイッチの電源にカメラを接続するこ

とは、画像にノイズを取り込むようなものでした。ま

た、カメラは電気を食う器械でしたが、それはつまり

フレームグラバが、スペースのすでに限られている

PCB上に、熱を発散するかさばるコンポーネントを必

要とすることを意味していました。 

最後に、古いカメラには、モデルごとに異なる複数の

必要電圧条件があり、それがフレームグラバの設計

を複雑にしていました。カメラの複数電圧に対処する

ため、フレームグラバは複数の出力電圧を必要とし、

それがまたPCBにスペースをとっていたのです。 

 

カメラも、その進化に関しては、他のテクノロジーと変

わるところはありません。モダンな設計法を用いて構

築され、より新しい電気部品が装備され、今日のカメ

ラは以前ほど電気を必要としなくなりました。新しいカ

メラは内部に必要な電圧を生成するだけでなく、電源

のノイズにもそれほど影響を受けないのです。 

出力って？  

新標準はPower over Camera Link™ (PoCL)と呼ばれてい

ます。もとのCamera Link™標準とPoCLとの違いは、ピンの

再割当てです。もとの設計では、1、13、14、26のピンが 

アース専用でした。新しいPoCLの設計では、1と26のピン

を電源用に再割当てし、最高4Wを供給しています。この変

更は、画質や、もとのCamera Link™標準の信頼度になん

の影響もありません。しかし、ピンの再割当てに対応する

ために、PoCLには特製ケーブルが必要です。 

 

Camera Link™カメラは、カメラ製造業者が指定するBase、

Medium、Fullモードのどれかを実装しますが、PoCL標準は

Baseモードカメラに限定されているということに、ご注意く

ださい。PoCLには、PoCL専用モード（Dedicated PoCL )と

電力セーフモード (Safe Power Mode)の二種の実装がで

きます。 

 

PoCL専用モードでは、カメラへの電力が常に供給可能で

す。PoCL専用モードは過電流保護  (Over  Current 

Protection、OCP)を特徴としており、電子機器をショートか

ら保護するように設計されていますが、もしPoCLでないカ

メラやケーブルを接続した場合は、必ずしもPCのリセット

やクラッシュを防ぐというわけではありません。PoCL専用

モードは、PoCLでないケーブルやカメラで継続使用するよ

うには意図されていないので、長期にわたる不適切な使

用は機器を損ねることがあります。 

 

電力セーフモードでは、フレームグラバが、PoCLデバイス

の存在やその削除を自動的に検知します。電力は、カメラ

やケーブルがPoCL用であったときのみ供給され、ショート

により起こりうる再起動やクラッシュからホストPCを保護し

ます。電力セーフモード用フレームグラバは、その自動検

知メカニズムで、PoCLも非PoCLカメラやケーブルのどちら

にも対応します。現在、Matrox Solios eCL/XCL-Bは、電

力セーフ搭載のPoCL標準に対応しています。 

 

IEEE 1394標準は、最初からカメラに電力を供給していまし

た。2007年1月現在、Camera Link™も、今やPower over 

Camera Link™ (PoCL)を備えています。  Matrox Solios eCL/XCL BはPoCL標準対応  
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パーフェクトなクリーンルーム

（無塵(じん)室、Clean Room）を

求めて 

 
Martin Rousselle, 

新製品導入マネージャー（New Product Introduction Manager） 

 

ハードウェアを自社内で生産するマシンビジョン企業とし

て、Matrox Imagingは市場にユニークな位置を保っていま

す。当社の生産ラインでは、フレームグラバやビジョンプ

ロセッサだけでなく、Matrox Irisスマートカメラファミリー、

ダーク＆ブライトフィールド照明内蔵Matrox Irisウェハリー

ダ、Matrox Nexisカメラヘッドなど、光学センサーを搭載し

た製品もその呼び物としています。高水準の品質を維持

するために、光学ベース製品の製造業務を適切に遂行で

きるよう、当社の生産設備を改造することが重要であると

私たちは痛感していました。そこで、クリーンルームが必

要だと決定したのです。 

 

ではいったい、クリーンルームとはなんでしょうか。製造工

程で、空中の微粒子により発生する汚染レベルを制御す

る、生産設備における専用スペースのことです。エアロッ

ク、特別エアフィルタ、防護服を通して、クリーンルーム内

の微粒子汚染のレベルを抑えます。 

 

Matroxの新製品導入チーム（New Product Introduction、

NPI)と品質管理チーム（Production Quality Assurance、

PQA)は、生産能力を持続できるだけでなく、当社の光学

製品を組立て、テストし、認定する必要条件を満たすよう

な環境をつくるという難問を引き受けました。 

 

環境条件やメカニカルな要因、また光学サブシステムの

構築に影響を与える適性面について、しっかりと理解する

ための実情調査に、私たちは乗り出したのです。 

 

私たちは、それぞれの分野で似たようなニーズのある取

引先をいくつか訪ねました。たとえば、デジタルＸ線機器

用Ｘ線センサープレートの製造業者では、（浮遊し、堆積

している、「人の」）汚染物質、部屋分類（ISO）、定期メン

テナンス（清掃、器材、方法）、空間調整、センサー適性

（線形、清潔さ、その他）など、私たちが制御しなければな

らない同じパラメータをたくさん制御しなければいけませ

ん。私たちはまた、クリーンルーム分類、作業、評価につ

いて、ISO 14644の内訳も調べました。   

クリーンルームの必要条件のリストができると、クリーン

ルームの一括請負サプライヤに連絡をとりましたが、そ

のソリューションは私たちのニーズを満たしてくれません

でした。そこで私たちは、一括請負ソリューションを頼む

かわりに、モジュラ クリーンルーム機器を用いて自分

たち独自のクリーンルームを設計して実装する、多くの

専門にわたったチームをつくりました。インダストリアル

エンジニアは床面積を算出し、生産フローをレイアウト

し、生産セルの生産能力条件を維持するために必要な

人員を計算しました。QAエンジニアは、エアロック、浄化

ガス（イオン化され、濾過された乾燥窒素）、HEPA（微粒

子高率）エアフィルタ、清掃方法、素材、メンテナンス方

法、そしてとくに、「人汚染物質」の制御方法など、ISO分

類（ISO 8）が指定する、必要とされる高質パラメータを

明確にしました。また、白衣、帽子、粘着性マットなど、ク

リーンルーム標準装備も購入しました。最後には、ク

リーンルームの適切な使用について、生産やエンジニア

スタッフのトレーニングを行いました。  
 
クリーンルームでは、素材の検査から製品テストまで、

さまざまなタスクができます。最終梱包と輸送のために

生産フロアに戻される前に、最終工程で光学製品は清

潔に密封され、スマートカメラは包装されます。標準化さ

れた手順に従い、コントロールされた環境のもと、こうし

たタスクを果たすことで、完成品の品質を確実に維持し

ています。  

 

 

（8ページに続く）  
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 クリーンルームからさらに… 

生産スタッフは安全ドアを通り、クリーンルームに入って、防護服が保管されている

粘着マットの向こう側へ歩いて行きます。入口は、フレキシブル カーテンエアロック

で、テスト台から切り離されています。室内のスペース全体から不要な微粒子を減

らすために、強力な通気孔が空気を全部エアロックの方へ吹きつけます。光学テス

ト台には、最高4つのステーションが確保され、そのどれもMatroxの自社製品に基

づいた完璧なビジュアル検査システムを備えています。顧客の皆様の役に立つこと

は、私たちの役にも立つのです。 

 

ビジュアル検査システムは、テストデバイス（DUT）である、Matrox  Irisまたは 

Matrox Nexis ユニットをホストするマスターMatrox 4Sight Mを特徴としています。

DUTの手前にある、第2の（従属）4Sight Mがコントロールしている20インチのDVI 

液晶モニタが、DUT光学製品の整合性を測定するテストパターンを表示します。こ

のシステムコンフィギュレーションは、液晶モニタ上のダイナミックテストターゲット、

テストデバイス、マスターコントローラ間でのフィードバックを可能にします。DUTが

画像データを取りこむと、それは、Matrox Imaging Libraryのblob解析と計測ツール

による処理や解析のために、マスター4Sight Mへと転送されます。スマートカメラセ

ンサーの、不活発なピクセル、線形、信号対ノイズ比、ダークノイズ、空間アライメン

ト、光学製品の清潔さがテストされます。こうして、特定のセンサーモデルについて

較正がなされます。 

 

努力は報われました。実際、当社の最終ISO分類は、（ISO 5）の範囲内で、当初の

予定を上回ったのです！ 

 

当社のクリーンルームは、2006年11月より、生産ロットに使用されています。 

次のイベントで、Matrox とその

セールスマンを見つけてください。 

 

IFSEC 

Birmingham, United Kingdom 

2007年5月21-24日 

ブース: 3072 

 

Robots & Vision Show 

Chicago, Illinois 

2007年6月12-14日 

ブース: 505 

 

Semicon West 

San Francisco, California 

2007年7月16-20日 

ブース: 8211 

 

ASIS 

Las Vegas, Nevada 

2007年9月24-27日 

 

オンラインにもっとイベントが載っ

ています！ 

チケットや詳細については次のと

ころへ… 

www.matrox.com/imaging/

news_events/events/ 

 

または次のところへどうぞ。 

+1 (514) 685-2630内線7324 

Eメール: jpuccio@matrox.com 

マトロックスイメージングの書面によ

る事前の許可なく、全部または一部

の複製をすることは禁止されていま

す。ここに発表された記事について

詳細なインフォメーションやコメント

は、マーケティングコミュニケーション

（Marketing  Communications）1-514-

685-7230 内線 2753（電話）、1-514-

822-6273（ファックス）またはEメール

でimagingmr@matrox.com .まで、ご連

絡ください。  

発行：マトロックスイメージング 

編集：Sarah Sookman 

アートディレクター：Roland Joly 

マーケッティングコミュニケーション：Catherine 

Overbury, マネージャー 

購読希望は次のところへどうぞ。 
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