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SMART CAMERA 
takes center stage 

Go with the flowchart ! 
 
フローチャートは、技術畑の人間が好む論理的で

理解しやすいコンセプトです。ビジョンテクノロジー

を広く皆様にご紹介するにあたり、「ユーザに優し

い」この方法を取るのが一番だと、私どもは考え

ました。Design Assistantを備えたMatrox Iris Eシリーズ

は、スマートカメラの新しいファミリー。直感的で、

使いやすい、フローチャート形式のグラフィカル・イ

ンターフェースを特色としています。Matrox Design 

Assistantを使い、ユーザはグラブや解析機能を選

択しながら、マウス操作だけで、アプリケーション

を作成することができます。マトロックスユーザ

は、コードを一行たりとも書き込むことなく、マシン

ビジョンアプリケーションを構築し、デバッグし、デ

プロイできるようになったのです！プロセスエンジ

ニアや技術者など、ビジョン経験はあってもプログ

ラミングのスキルはかならずしも備えていない新

しいタイプのユーザに、堅固で、現場でも実証さ

れたわが社のツールを、Matrox Design Assistantを通

じて紹介させていただきます。 
 

ページをめくって、わが社のディベロッパが、Matrox 

Design Assistantインターフェースについて語ることに

耳を傾けてください。また、Matrox Iris P-Seriesスマート

カメラ（プログラム可能E-Seriesモデルの先駆け）を

使い、軍用車両に迷彩をほどこしたロボットにつ

いてもお読みください。 

思っていたより早く、新しい年がやってきそうで

す。わが社の製品で、皆様の2008年がよりエキサ

イティングな年になりますよう、お祈り申しあげま

す。 
 

 

 

 

 

 

Francois Bertrand 

副社長、販売マーケティング 

Matrox Imaging  
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Matrox Design Assistant charts a new 
course for machine vision users 

Matrox Iris E-Seriesスマートカメラやソフトウェアの時が来ました！ わが社では、1D/ 2Dコード読み取り、パー

ツロケーションや、確認などのアプリケーション用に、マシンビジョンをより利用しやすくするため、これを開発し

たのです。この使いやすいソフトウェアは、Matrox Iris E-Seriesスマートカメラとセットになっており、ディベロッパ

が自分たち独自のマシンビジョンアプリケーションを構築する格好の手段となることでしょう。 

ユーザーは直感的なMatrox Design Assistantインター

フェースを使って、アプリケーションの全ステップをフロー

チャートで作成します。ユーザが、必要なパラメータをイン

タラクティブに選択し、アプリケーションの各ステップを設定

するのです。コーディングもスクリプトも要りません。フロー

チャートができたら、ワンクリックで自動的にアプリケーショ

ンコードを作成し、デプロイします。デプロイされたアプリ

ケーションが、Matrox Iris E-Seriesカメラに、キャプチャ、ロ

ケーション、測定、読み取り、通信などの指示を与えます。

デプロイされたアプリケーションは処理ステップごとに、現

場で実証されたMatrox Imaging Library (MIL)に基づいたア

ルゴリズムで処理を実行していきます。 

 

マトロックス イメージング、インタラクティブソフトウェアの

リーダーを務めるIrene Leszkowiczは「フローチャートは身

近で直感的なものです」と語ります。「取り込み、解析、結

果の信号伝送など、タスクをこなすために必要なすべての

ステップをまとめることができるのです」フローチャートの示

すプロセスには常に意思決定がついてまわりますが、

「Matrox Design Assistantの特性は、意思決定や除外処理

のためのフロー制御なのです」と、彼女は言い添えます。ひ

とつのステップの成果を、別のステップにリンクすることで、

依存性や関連領域などを簡単にセットアップできますし、式

を付け加えて、使用されたデータの補正、修正、組み合わ

せなどを行うこともできます。 
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左下：タイムフローチャート表示 

左：設計時間ディスプレイ表示 

右下：ランタイムオペレータ表示 

フローチャートの各ステップは、状況に応じヘルプを表示

します。たとえば、幾何公差のステップを指定した場合、

関連パラメータ設定へのリンクを含め、適切な指示が自

動的に表示されます。ユーザは指示に従ってクリックす

るだけです。アプリケーションは開発作業中いつでも実

行でき、全体の手順をステップバイステップで微調整を

行うことができます。 

 

さまざまなスキルレベルに合わせて、インターフェースを

設計します。コンフィギュレーションペインはデフォルト値

を全て表示し、変更される可能性の高いセッティング順

に整理されています。もっと上級のユーザはフルプロパ

ティグリッドにアクセスでき、さらに、特異で難解な画像に

使用する最上級セッティングへのアクセスが与えられま

す。上級数式エディター（Advanced Expression Editor）

で、計算や三角関数なども利用できます。 

 

Matrox Iris E-Seriesカメラがプロジェクトをデプロイする

と、自動生成オペレータビューが、ウェッブブラウザを用

いてネットワークのどこからでもアクセス可能なHMIに、カ

メラの映像を表示します。オペレータビューから、画像、

結果、注釈、およびパス/フェイル/警告表示が見えま

す。オペレータビューは、htmlサードパーティエディタで、

さらにカスタマイズすることができます。 

 

デジタルI/O、シリアルポート、イーサネットポートを統合

することで、フローチャートプロジェクトは照明をコント

ロールし、トリガを受信し、PLCと同期することができま

す。 

 

 

Matrox Design Assistantチームには、マトロックス イ

メージングで合わせて60年を超える経験があります。

ユーザは、Matrox Design Assistantインターフェース

で単純化されたアプリケーション開発の恩恵を得るだ

けでなく、MILと同様の信頼性や堅固さも享受できる

のです。 

 

Matrox  Design  Assistant の 詳 細 に つ い て は
www.matrox.com/imaging/irisdavideo.cfm へ ど う
ぞ。 

 

Matrox Iris E-Seriesスマートカメラファミリーの詳細

は、4ページをご参照ください。 
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 Matrox 

  Iris E-Series 
 

  Smart camera specs 

  At a glance 

Matrox Iris E-Seriesは、直感的フローチャート形式の統合開発環境（IDE）、Matrox Design Assistantを使って

設定された、パワフルなスマートカメラ ラインのひとつです。 

Matrox Iris E-Seriesカメラは、一体型とリモートヘッドタイプを準備しており、リモートヘッドではCamera Link®イ

ンターフェースをサポートします。カメラは、Intel® 440MX companion interface bridgeを搭載し、業界も認める

Intel® Ultra Low Power (ULP) Celeron® プロセッサで構築されており、Microsoft® Windows® CEで動作します。

Matrox Iris E-Seriesにはアプリケーション実行やランタイム環境をインストールするには充分なフラッシュディス

クとSDRAMメモリーが内蔵されています。 

その他の特性： 

・ウェッブベース モニタリングのサポート 

・高画質モノクロCCDセンサー 

・外部または内部から制御する電子シャッター 

・イーサネット ネットワークインターフェース 

・R2-232シリアル通信 

・補助デジタルI/O 

市販のインターライン型転送プログレッシブ スキャンCCDセンサー ファミリーには、メガピクセルの解像度やよ

り高度な読み取りやフレームレートなど、サブ的サポートが含まれます。 

モデル P300(R) P300H(R) P700H(R) P1200(R) P1200H(R) 

センサータイプ 

4.5 mm 

 (¼” タイプ) 

モノクロ 

6 mm  

(⅓” タイプ) 

モノクロ 

6 mm  

(⅓” タイプ) 

モノクロ 

8 mm  

(½” タイプ) 

モノクロ 

8 mm  

(½” タイプ) 

モノクロ 

有効画素数 640 x 480  640 x 480 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 

最高フレームレート 30 fps 100 fps 20 fps 7.5 fps 15 fps 
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無料の半日テクニカルセミナーにご参加ください。難し

いビジョンアプリケーションを解決するために、Matrox 

Design Assistantの統合開発環境を、どうやって迅速

かつ簡単にMatrox Iris E-Seriesスマートカメラに設定

するかをご覧ください。キャプチャ、ロケーション、測

定、読み取り、通信、I/O操作、また、直感的フロー

チャート形式のグラフィカルユーザインターフェース内

のウェッブベースHMIなどをセットアップしてください。 

 

セミナーに参加するマシンビジョンOEMやインテグレー

タの皆様と同席させていただき｛しゅう 

、その必要なアプリケーションについて、私どもがご相

談に応じます。 

 

Detroit / Novi, MI, USA | 2007年11月6日 

Chicago / Hoffman Estates, IL, USA | 2007年11月7日 

Minneapolis, MN, USA | 2007年11月8日 

Paris, France | 2007年11月14日 

Lyon, France | 2007年11月15日 

Schwerzenbach, Switzerland | 2007年11月16日 

Madrid, Spain | 2007年11月21日 

Barcelona, Spain | 2007年11月22日 

Breda, The Netherlands | 2007年11月26日 

Munich, Germany | 2007年11月30日 

Tokyo (Yokohama), Japan | 2007年12月5日、6日 

 

日時や場所など詳細については、次のところへどう

ぞ。http://www.matrox.com/imaging/inv/

seminar_design_assistant.cfm 

Matrox Imaging 

FPGA training 
 

 2007年夏のセッション中に、1時間セッション2回とし

て放送された、オンライントレーニングは、MIL/ MIL-

Lite環境から既存のMatrox FPGAコンフィギュレーショ

ンやプロセッシングユニット（PU）へのインターフェース

とコントロールを行うソフトウェアディベロッパのために

企画されたものです。FPGAの基礎から始め、MIL/ 

MIL-Lite のMfpga API機能のアンロード方法や、ソフト

ウェアの観点から、標準およびカスタム両方のFPGAコ

ンフィギュレーションの最適化を検討します。このト

レーニングに参加することで、VHDL/ FPGAディベロッ

パも、ソフトウェアとその設計との相互作用をしっかり

把握するでしょう。 

 

 

 
 

アーカイブしたウェッブキャストは、当社のウェッブサイ

トからアクセスできます。 

http://www.matrox.com/imaging/support/

fdk_training/home.cfm. 

ウェッブキャストを見るには、Adobe Flash playerが必

要です。 

MATROX 

IMAGING 

マトロックス イメージング FPGAトレーニング ‒ パート

1、セッションA 

MILを用いたFPGAプロセッシング (ご挨拶、予定) 

(4:15) 

マトロックスFPGA プロセッシングハードウェア (7:01) 

FPGAコンフィギュレーション (13:41) 

FPGAコンフィギュレーションのローディング (2:32) 

FPGAコンフィギュレーションのさまざまな使い方(6:26) 

 

マトロックス イメージング FPGAトレーニング ‒ パート

1、セッションB 

MFPGAモジュールの使用 (33:49) 

複数作業の連結(6:40) 

その他コンセプト (7:31) 

ドキュメンテーション(およびエンディング) (2:32) 

 

トレーニングのパート2は、カスタムFPGAコンフィギュ

レーションの構築や、Matrox FDK (FPGAディベロッパ

のツールキット)を含むツールに焦点を当て、2008年

早々に開催いたします。 

 

このオンライントレーニングに興味がおありでしたら、

詳細についてはimaging.info@matrox.comに、お尋ねく

ださい。 
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Interview 
With a Machine Vision Systems Integratoｒ 

Q & A with Bob Rongo 
President, Decision Technology LLC, Avon, Indiana 

イメージング インサイト： マシンビジョンは学校で教わ

るものではなく、実践的な分野のように見受けます。あ

なたの学歴や、いつどのようにマシンビジョンに興味を

持ったのか、お聞かせください。 

 

Bob Rongo： ニューヨークの工科大学で、電気工学5年

の2学位を取りました。やはり工科大学で工業経営の

修士を始めましたが、家族がインディアナに引っ越した

ため、修了しませんでした。マシンビジョンへの興味

は、1979年にカレッジを出て最初の仕事が、3D光学複

写機の開発だったんです。そのプロジェクトが3D構造

光学マシンビジョンの手始めでした。以来25年以上、2D

画像技術と共に、この技術で仕事をしてきました。学校

を出て最初の仕事だったというだけなんですが、非常

に面白いと思いました。光学やソフトウェア全般に関わ

り、やがてロボット工学にそれを適用しました。たいへ

ん興味深い科学分野ですよ。好きなので、その後ずっ

とそれをやっているわけです。自分がカレッジにいた

頃、正式なマシンビジョンのコースがあったとは思えま

せんね。私がそれと共に成長したと言えるかもしれませ

ん。 

 

インサイト： 最初の頃のプロジェクトをひとつ挙げてくだ

さい。今、その同じプロジェクトを扱うとしたら、どんなふ

うに変えてみますか？ 

 

Rongo： 当時、後にRobotic Vision Systems (RVSI)とな

る会社で働き始めました。その頃私たちは、3D計測タイ

プのマシンビジョンを開発していました。  

自動車業界や工業界などで、たくさんのアプリケーショ

ンにそれを使いました。2000年に、自分の会社Decision 

Technologyを立ち上げました。私たちは、マシンビジョ

ンシステム/ソリューションを専門とするシステムインテ

グレータですから、2000年当時、Decision Technology

で初のプロジェクトはよく覚えています。黒いドア型枠に

はめられた黒を含め、さまざまな色のクリップの有無を

確認するアプリケーションに携わりました。取り付け板

上に装着された型枠が10個あり、クリップの有無を確

認するために、蛍光灯の付いたオーバーヘッドカメラを

使用しました。問題は黒いクリップでした。黒い型枠上

の黒いクリップを見つけることはむずかしく、クリップの

正反射に頼らなければなりません。このやり方だと、ク

リップの正反射が不十分なため、見間違いの確立が高

くなりがちでした。  
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ここで学んだのは、より優れた検査と、照明の下でしっかりと

見ることが必要不可欠だということでした。こういったプロ

ジェクトでは常に照明が重要な役割を果たします。当時は、

照明のタイプや角度等、照明の不良要因が実に多かったの

です。あのプロジェクトで、照明の大切さを知らされたので

す。沢山の評価が必要になります。 

 

インサイト： マトロックス イメージング製品には、どのくらい

携わってきたのですか？ どの製品にもっとも経験を積んで

いますか？ マトロックス イメージング製品を使用すること

で、どういった恩恵を受けていますか？ 

 

Rongo： マトロックスのインテグレータとして、2000年から働

いてきました。私の経験のほとんどはActive MILに関わるこ

とです。さまざまなフレームグラバやMatrox 4Sight M (標準

スタンドアロンシステム)を使用してきました。恩恵に関して

言うなら、いくつかあります。第一に、複雑な画像処理ソ

リューションを、手ごろなコストで開発することができます。た

とえば（Microsoft®）Visual Basic®などですね。二番目に、こう

いった多様なフレームグラバテクノロジーを使いこなす能力

で、手持ちの製品より、顧客やカメラの必要条件のほうを重

視したソリューションを開発することができます。エリアス

キャンからラインスキャンやカラーまで手がけられますし、そ

れをサポートしてくれるフレームグラバもソフトウェアも手元

にあります。三番目に、マルチカメラのシステムアプリケー

ションを開発することができます。単一のプロセッサに2、3台

から13台ものカメラを用いて、たくさんのシステムを手がけて

います。13台のカメラというのは私たちにとって記録的です

よ。顧客にとって、非常に費用効率の高いソリューションと

なっています。また、ライセンス料も納得いく金額だと思いま

す。実のところ、わが社のシステムは、どこかのカメラと違っ

て、専用のハードウェアに閉じ込められているわけではない

のです。 

 

インサイト： 今は何を手がけているのですか？ 

 

Rongo： ポカよけシステムのカメラ12台を組み込んだシステ

ムを発送したばかりです。ポカよけは日本語でフェイルセー

フのこと。日本人の品質管理理念の一部です。このシステム

では、自動車用フレームが組立ラインにきて、検査所で止ま

ると、ここで、フレーム上のUナット、プッシュナット、スタッドな

ど42種の締め具について、有無や位置をチェックします。こ

れら部品のいくつかは、内部の部品取り付けにも使われて

おり、またその他、組立最終ラインのエンドユーザが使用す

るものもあります。もし、ナットのひとつが逆だったりなかった

りということをエンドユーザが見つけた場合、組立最終ライン

にたくさんの問題が持ち上がり、そのラインは閉鎖されるこ

とがあります。ですから、このシステではそういったことが起

きないよう対応しています。12台のカメラと単独プロセッサを

使ってこのようなシステムが構築できたら、それは非常に迅

速で費用効率のよいソリューションとなります。しかも、それ

が、一回のライセンス料で済むのです。 

インサイト： マシンビジョン業界における、次の「大

ブーム」は何だと思いますか？  

 

Rongo： 新しい3D画像センサーに注目し始めたところ

です。計測タイプのアプリケーションは、オンライン生

産タイプのアプリケーションをさらに幅広く支援すると

ころまで成長し始めています。2Dはすでに成熟したテ

クノロジーです。解像度とスピードを除けば、この先ど

こまでやれるか、よくわかりません。欲しかったほとん

どすべてのインターフェースがすでに市場に出揃い、

ワイヤレスすらあるわけですが、次の目玉として、私

は3D画像(計測アプリケーション)に期待をかけていま

す。 

 

インサイト： あなたがまったく途方に暮れたアプリケー

ションのことを話してください。そういった困難をどのよ

うに乗り越えてきたのですか？ Matrox Imaging製品

でそれを解決したのでしょうか？ 

 

Rongo： 最近わが社で手がけたアプリケーションに、

歯切刃のエッジ点を計測しなければならないというも

のがありました。つまり、鋸刃を再成型する研磨機の

ために、計測値をフィードバックしたのです。1インチの

1/10,000 (0.0001”)、要するに、1.75インチの視野で4ミ

クロン以下の計測をするよう要求されたのです。

（Matrox Imaging Libraryの）Edge Finderモジュール

マーカーを利用しました。サブピクセル平均化や、刃

先から反復可能なサブピクセル計測をするなど、重要

な役割を果たしました。補足的な統計処理と組合せ、

4ミクロン精度というゴールを達成することができまし

た。ここで学んだのは、パーツのフィクスチャーという

ことでした。しっかりと固定し、かつ反復可能でなけれ

ばならないのです。もたらされた測定値は、カメラに写

しだされたフィクスチャーとさして変わらなかったので

はないでしょうか。（12ページに続く）。 
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 Military 

 vehicles 
  get the robotic 

  touch 

カムフラージュとは、周囲の環境に紛れるように物を潜め隠すことです。軍用では、戦術的に必要で、隊の成功や失

敗、兵士の生死を分けるほどの差が出ることもあります。軍が、車両のカムフラージュについて真剣に考えるのももっ

ともなことです。 

30年以上も前のこと、米軍は、あらゆるサイズや形の

軍用車両（トラックや、随伴するトレイラー、バン、タン

ク、フォークリフト、兵器システム、船舶トランスポータ、

消防車や浄水装置にいたるまで）のカムフラージュに

関する方針とその方法を定めました。 

 

軍服の色は配置現場に従って選ばれ、同様の規定が

車両塗装にも適用されました。米国海兵隊車庫は、軍

用車両の3つのR、すなわち、修理（repair）、改装

（refurbish）、復元(rebuild)に責任があります。海兵隊

車庫は大製造会社ではなく、大規模のガレージとして

作業しており、軍のその時点のニーズに応じて車両を

改装します。たとえば、熱帯地方で任務にあたるジー

プには、未開地での作戦に合ったペンキを塗るかもし

れません。いっぽう海兵隊車庫では、コストを削減し生

産性は増強するよう相当なプレッシャーがあり、また、

車両のカムフラージュパターンを塗装しなおすのは手

作業ですから、たいへんな労力を要し、時間がかかり

ます。Vision System International (VSI、Ann Arbor、

MI)の副社長Matt Collinsは、カムフラージュパターンの

車両塗装を「隘路作業（bottleneck operation）」と語り

ます。「パターンは複雑で、手作業による塗装前に、や

はり手作業でチョークを使って輪郭が描かれているの

です」  

 

確かに複雑なのです！ カムフラージュのパレットに

は、軍が許可した数種のカラーが含まれています。そ

のうち3色が、その車両の配置現場に合わせて使われ

ます。基調色を車両表面全体に塗り、別の2色でカム

フラージュパターンのアクセントをつけます。  
 
 

HMMWV (高機動多目的装輪車、ハンビー)には独自の

カムフラージュパターン（CPP）があり、いくつもの「アク

セサリ（基本車両に後付し、改装工程中取りはずさない

アイテム）」が付いていたりします。「こういったアクセサ

リの有無やロケーションが確認対象となるのです」と、

Collinsは説明しています。パターンに正確な基準がない

ため、事態はさらに困難を極めます。「CADのような電

子形式に基準がまったくないので、あいまいなパターン

仕様になってしまいます。手作業を自動化するにあた

り、仕様欠如というのは、非常に興味深くも困難な課題

を多く生み出します」と、Collinsは指摘しています。  

 

VSIのゴールは、手作業をできるだけこなせるロボットを

制御する、ビジョンシステムを開発することでした。すな

わちVSIは、所定の車両にカムフラージュパターンを塗

装するロボットが欲しかったのです。マシンビジョンテク

ノロジー、スマートカメラ、そしてもちろんロボットを使っ

て、VSIは、軍の新しい塗装施設でのデプロイという最終

段階まで、プロジェクトを実行しています。 

 

中枢神経系、VisionHub 

VisionHubは、スマートカメラが提供するような、2D画像

システムに3D機能を加える、VSIの特許プラットフォーム

です。VisionHubでは、（E-Seriesスマートカメラの先駆け

である、プログラム可能な）Matrox Iris P-300スマートカ

メラが、「目」の役割を果たします。VisionHubは、さまざ

まな車両タイプやアクセサリを確認し、ロケーション（座

標）情報を決定し、それを3D空間に変換するため画像

データを使用します。  
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ロボットの座標枠用に調整されたロケーションデータを

用い、VSIの3Dアルゴリズムは車両とそのアクセサリの

座標を測定します。こうして車両のサイズ、形、型式、

およびアクセサリなどに合わせ、次にロボットが作業を

行い、必要とされたパターンで車両を塗装するのです。 

 

カスタム部品とお仕着せ部品の混ぜ合わせ 

作業セルは、3D画像生成時、オブジェクトへの照明パ

ターン投影法である構造光照明（SLI）の影響を受けや

すくなっています。VSIのカスタムSLIアルゴリズムは、

3D画像データを生成するために、縞模様の光線が車

両の輪郭に沿って曲がる様子を解析します。「わが社

の構造光ライブラリは、市場に出回っている他のどの

製品よりも優れていると思います」と、Collinsは言って

います。「ですから、わが社のアルゴリズムをロードでき

るということは、私たちにとって重要でした。Matrox Iris

アーキテクチャは、私たちのアルゴリズムを直接スマー

トカメラにロードできるようにしてくれますし、並列処理

の便利さも享受しているんですよ」 

チャレンジ 

「軍には相当の保有車両があります」と、Collinsは語り

ます。「そこで、大量の車両型式や、型式ごとの多様な

バリエーションに対応できるよう、システムを設計しなけ

ればなりませんでした。これが、私たちにとっては大問

題でした」軍がシステムから効率性の恩恵を受けるに

は、2Dや3Dを迅速に作成する必要があることも、

Collinsは承知していました。「ビジョンシステムの提供

するデータが、ロボットプログラマーにも明確かつ直感

的に解釈できるよう、ビジョンとロボットは、同じ座標を

共有しなければいけません。簡単で迅速、しかも自動

的にそれができるよう、私たちは調整段階をなんとか最

適化しました」VisionHubとMatrox Iris P-Seriesスマート

カメラを用い、調整工程はわずか数分で、theodolities 

(光計測ツール)など外部計装なしに実行することができ

ます。  

VisionHub以前は、2Dや3D画像モデルの作成に数時間か

かることもありましたが、システム実装後、タスクは分単

位で実行できるのです。Collinsは語ります。「車両やその

部品を表示する3Dモデルの作成は、たいへん手間のか

かる作業です。複数のカメラからのインプットでモデルを

作成する場合、これはまさにそのとおりなのです。私たち

は、このセットアップ工程を自動化する知的アルゴリズム

を使用し、セットアップタイムを大幅に削減しました」  

 

Matrox Imagingで統合するのはなぜ？ 

VSIはMatrox Irisスマートカメラプラットフォームを選択し

て、たくさんの設計をゴールにまで導いてきました。第一

に、会社はシステムが、その市場で他の競合を打ち負か

す価格で3D機能を提供できると考えています。「マトロッ

クス スマートカメラは一見の価値ある提案です」と、

Collinsは言います。「高質画像機能のみならず、特許の

付加価値をもたらすアルゴリズムを簡単に付け加える機

能を提供してくれます。しかも、現在普及している他のカメ

ラよりずっと安価に手に入るのです」CollinsはまだMatrox 

Imaging Library (MIL)を使用していませんが、将来MIL機

能を統合したいと考えています。「納得できる価格で、こ

のlibraryにアクセスできることが、このカメラを選択した一

要因です。相関や幾何学的プロセッシングツールはとくに

興味深く、システム機能が拡大するにつれ、その出番がく

るかもしれません」 

 

コンパクトなコンポーネントやネットワークベースのアーキ

テクチャは、システムデザインにおけるもうひとつの重要

な要素です。接続部でシステム障害が起きる可能性を少

なくするため、コンポーネントは、電源やイーサネットケー

ブルだけで接続されています。「フェイルセーフコンフィ

ギュレーションの機能も付いています」と、Collins。「つま

り、なんらかの障害があっても、システムは作動し続ける

ことができるのです」また、このシステムは、小型化や

ケーブル数が少ないことを特長としていますが、拡張性

は限定されていません。他のアーキテクチャに比べ、ネッ

トワーク中枢のアーキテクチャで、コストやパフォーマンス

が大きく向上、直線的な上昇を示しています。これは、モ

デルミックスに新しい媒体を加えるコストが、よりいっそう

予測可能になったことを意味しています。 

 

このプリント時、軍事整備施設のひとつで、提案を受けた

自動ペイントシステムにビジョンシステムを導入する予定

になっています。VSIはまた非軍事アプリケーション製品も

発表するでしょう。 

 

詳細は、www.vsi3d.comでお尋ねください。 

 

参照 

TC 5-200. Camouflage Pattern Painting. December 1975. 

http://www.olive-drab.com/od_mvg_camo_tc5-200.php 

TM 43-0139. Painting Instructions for Army Materiel. 

Change No. 3. 

February 29, 1996.  



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Small Tool, 

Big Potential 
Portable 3D scanner helps automakers 

Solve design challenges 

Perceptron (Plymouth、Michigan)には、今日の自動

車業界のニーズがわかっています。1981年に創業。

この会社はマシンビジョン分野の草分けで、世界中の

大手自動車メーカーで採用された数々の技術革新を

成し遂げてきました。一例は、2000年に発売した多目

的スキャニングツールScanWorks®です。既製の工業

用コンピュータにV4iセンサーやカスタムレーザー、カ

メラ、さらに制御電子回路まで備えたメカニカルアー

ムScanWorks®は、リバース エンジニアリング、point 

cloud-to-CAD比較、3Dの視覚化や検査アプリケー

ションを容易にしてくれます。 

 

Technology Components Group販売マーケティング部

長のRhex Edwardsは「人間は3次元の物理的世界に

住んでいる」と言います。「けれど、コンピュータは2次

元に存在しているのです」人間の視界をコンピュータ

の2Dシステムに置き換えることは、コンピュータの初

期段階から、エンジニアやプログラマを悩ませてきま

した。つまり、3Dデータを生み出すアルゴリズムでは、

たくさんのプロセッシングリソースを使用するのです。

3次元の視覚化は、パワフルなプロセッサチップセット

をきっかけに、いっそう得やすくなりました。今日のテ

クノロジーで、コンピュータは3Dシステムに「機能」す

ることができます。「さらに、データ修正や、それを直

ちに同僚や世界中のサプライヤーと共有する機能

で、ほんの数年前までは想像すらできなかったほど、

コミュニケーションは拡大しています」と、Edwardsは

言い添えます。良質のコミュニケーションがいきわたっ

ていると、問題が生じたとき質問がさほど出ないもの

です。つまり、3D画像で同じインフォメーション（必要

な限り多くのエンジニアリング分野で共有できるイン

フォメーション）を、問題に関わった誰もが手にしてい

るのです。 

 

一体型ツール 

ScanWorksの製品開発マネージャMike  Morrisは

「ScanWorks®は、完全なサブシステムとなるように設

計されています」と説明しています。  

「これには、データ収集や顧客の使用に備え、あらゆる

ハードウェアやソフトウェアが組み込まれているのです」 

 

三角測量を用い、Perceptron ScanWorks®センサーが、

映し出されたレーザー平面と対象トポグラフィの交差によ

り生み出されたプロファイルをとらえます。Matrox 4Sight 

M工業用コンピュータの制御で、カメラは光線の反射画

像を取り込みます。Matrox 4Sight Mは次に、たくさんの

画像処理操作や数学的変換を行い、ローデータストリー

ムを作成します。1秒間に数千の点からなるこのデータス

トリームは、イーサネット標準ケーブルを経由し、ユーザ

のPCやラップトップへと、ライブディスプレイやさらなる処

理のために転送されます。技術者は、その部品設計の

座標系内で、オブジェクト表面の各プロファイルを取り込

むために、ScanWorksセンサーを運ぶメカニカルアーム

を使用します。ScanWorksソフトウェアは、明確なデジタ

ル3Dトポグラフィを作成するため、（可能性としては数百

万点の）データをひとつに統合します。 

 

ScanWorks®ソフトウェアは、さらにデータをユーザのス

ペックに処理し、リバース エンジニアリング、プロトタイ

プ、検査などに使用できるpoint cloud を、最終的にもた

らします。Perceptronの直接クライアントのほとんどは、

自動車か自動車部品の製造業者ですから、ScanWorks®

は、大量の自動車組立、設計、および製造アプリケー

ションには最適のツールです。実際、顧客のひとりは、車

のボディパネル用プラスチック装飾部品に設計ミスが

あったのを解決しています。顧客は、部品をスキャンし、

それをオリジナルのCAD図と比較し、部品が正しく製造さ

れていたことを究明しました。さらなる調査で、発送荷敷

きに設置された時点で部品は温かかったことがわかりま

した。ScanWorks®は顧客が「出荷取り扱い方法に問題が

あったことをつきとめるのを助けたのです」と、Edwardsは

思い出します。「こうして、機械設備のやり直しという、高

価にかかったかもしれない問題を避けることができまし

た」 

プロトタイプや設計アプリケーションでは、設計エンジニ

アが、新モデルの複雑なカーブのあるボディパネルの 
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型を粘土で作ります。「ディベロッパがあっという間に、

ScanWorks®が生み出したpoint cloudで、アルゴリズムは

カーブの方程式を解いているのです」と、Morrisは話しま

す。 

 

カスタマイズされたコンポーネント 

Matrox 4Sight Mを除き、カメラ、レンズ、レーザー、電子制

御など、ScanWorks® V4iセンサーのコンポーネントはすべ

てPerceptron用の特注です。V4iセンサーは、2シグマで24

マイクロメータまで正確な光ビームをあて、カメラは毎秒

456,000 pointsで、画像データを取り込みます。移植性が、

ScanWorks®のキーポイントです。Morrisによると、コンパク

トな4Sight Mプラットフォームは、Perceptronパフォーマンス

の必要事項を満たしています。ScanWorks®ソフトウェアは

企業内でも設計されています。「Perceptronはマシンビジョ

ンに25年間も関わってきているんです。私たちは、自分た

ちのアルゴリズムをMatrox (4Sight M)ハードウェアプラット

フォームに移植しただけです」と、Morrisは語ります。 

 

接続 

ScanWorks®の初期段階、Perceptronエンジニアリングチー

ムは、もっとも重要な設計目標に焦点を当てていました。 

つまり、最低限の追加ツールで素早く調整できるポータ

ブルな器械を作ること。顧客はひどく遅れたりすること

なく、それを現場へ運ばなければなりません。そのため

Edwardsによれば、エンジニアたちは組込領域で多くの

困難に直面することになりました。「私たちには、レー

ザー、カメラ、レンズ、さらに共に目標達成のために仕

事をする基礎がなければいけません」しかも、マイクロ

メータ分野の正確な仕様を満たすことは、工学的に難

問です。エンジニアたちは努力を傾け、Perceptronの顧

客が遭遇する多様なシチュエーションに対応すべく、開

発したのはひとつではなくScanWorks®ファミリーだった

と、Edwardsは言います。「こうして、顧客の皆様すべて

に、より多くの選択、より少ないパーツ、そしてより堅固

なソリューションをもたらしたのです」 

 

画像処理タスクの管理はまた開発の問題をも指してい

ます。Morrisは、センサーが生み出せる大量データを考

慮し、画像処理タスクをユーザのPCやラップトップから

アンロードする必要性を予測していました。Morrisは「処

理を必要とするデータ量は、どんなCPUも圧倒してしま

います」と付け足します。「開発段階で、カメラとレー

ザーをその限界まで推し進め、たくさんのCPUサイクル

が自分たちのアルゴリズムでつぶされるのを見てきま

した」ScanWorks®は次に、できるだけたくさんの画像処

理タスクをこなすためにMatrox 4Sight Mを使います。

データ処理機能を拡大するために、Morrisのチーム

は、専用の10/100イーサネット転送プロトコルを選びま

した。ネットワークパラメータとスレッドプライオリティモ

デルを最適化したので、成果が直ちにユーザのラップ

トップやデスクトップに移動します。ScanWorks®が提供

する大量データのために、ユーザは高性能のコン

ピュータを必要とします。 

 

今日そして明日 

オブジェクトの形状やサイズに関するインフォメーション

が重要とされる、ほとんどすべての工学活動に、

ScanWorks®ソリューションは、その移植性、柔軟性、正

確さを提供します。製品、機械設備、製造工程など詳

細情報を得た上で決断を下すために、こういったデータ

をソースから迅速に収集できるのです。不十分なデー

タや情報からくる全体リスクを少なくし、時間とコストの

節約にもなります。しかも、ソフトウェアを用いて、ひと

つのシステムがさまざまな機能をするようアップグレー

ドできるので、費用効率の高いソリューションでもありま

す。Audi、BMW、Ford、GM、Mercedes-Benz、Toyota、

Volkswagenなど、世界的に有名な自動車メーカーは、

Perceptronを最大の顧客のひとりにし、レーザー、カメ

ラ、プロセッシングハードウェアでは、各ニッチ市場のサ

プライヤーのひとりとし、こういったことすべてをよく知っ

ているわけです。 

Ford、GM、Mercedes-Benz、Toyota、Volkswagenなど、

世界的に有名な自動車メーカーは、Perceptronを最大

の顧客のひとりにし、レーザー、カメラ、プロセッシング

ハードウェアでは、各ニッチ市場のサプライヤーのひと

りとし、こういったことすべてをよく知っているわけです。 
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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

imagingmr@matrox.com.にご連絡くだ

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。 

www.matrox.com/imaging/news_events/

ewsletter/  

本社： 

カナダおよびアメリカ 

Matrox Electronic Systems Ltd. 

1055 St. Regis Blvd. 

Dorval, Quebec, H9P 2T4 

Canada 

電話：     +1 (514) 685-2630 

ファックス：  +1 (514) 822-6273  

オフィス： 

ヨーロッパ、中東およびアフリカ 

Matrox VITE Limited 

268 Bath Road 

Slough 

Bucks 

U.K., SL1 4DX 

電話：   +44 (0) 1753 708851 

ファックス：  +44 (0) 870 6065599 

ドイツ 

Matrox Electronic Systems GmbH 

Inselkammerstr. 8 

D-82008 Unterhaching 

Germany 

電話：   +49 (0) 1 89 62 17 00 

ファックス：  +49 (0) 1 89 614 97 43 

 

 

 

 

 

 

MATROX 
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次のところへどうぞ。 

The Editor ‒ Imaging Insight 

Matrox Imaging 
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Dorval, Quebec H9P 2T4 

Canada 

（7ページの続き） 

インサイト：マシンビジョン分野の仕事に興味を持っている工科大卒業生に、どん

なアドバイスをなさいますか？ どんなスキルが必要でしょうか？ 

 

Rongo：ちょっとやっかいな質問ですね。むずかしい分野ですから、困難に立ち向

かう心構えがなくてはいけません。ソフトウェアサイドのことについてなら、新卒者

にちょっとしたアドバイスがあげられます。つまり、ソフトウェアの表面的なものよ

り、むしろその成果やテストの仕方などにもっと力を注ぐ必要があるということで

す。ときに、オブジェクト指向プログラミング技術では、構造の中に迷いこんでしま

い、仕事の必要条件を見失ってしまうことがあります。ソフトウェアは時間どおり

完了しなければいけないし、最初から正しくできなければいけない。人材に関して

言えば、ふたつの分野、まず製品開発サイド、次にシステム統合サイドを見ます。

これらは関連しているものの、非常に異なる分野です。製品開発サイドでは、グラ

フィクスの豊富な知識、数学、統計処理スキルが必須です。もちろん、カメラテクノ

ロジーやインターフェースについて最新の知識も必要です。システム統合サイド

について、わが社では完璧なマシンビジョンソリューションを提供することに力を

傾けています。ターンキーソリューションを構築するため、ビジョンコンポーネント

（ハードウェアやソフトウェア）を使っています。システムインテグレータは通常、エ

ンドユーザが自分たちでできる以上のことをするわけです。何度かプロジェクト

で、顧客がこう言うのを聞きました。「誰それが、それはできないと言った」と。そこ

で、その顧客は、私たちシステムインテグレータのところへ来て、と、まあ、私たち

がカスタムアプリケーションをたくさんこなすのもそういうわけなんです。私たちの

分野では、カメラの知識、レンズ、照明、そしてソフトウェア開発（アプリケーション

ソフトウェア）は必要不可欠です。しかし、プロセスコントロールであろうと、オンラ

イン品質管理であろうと、私たちは工業分野でいつでも誰かの問題を解決してい

るのです。電気関係やメカニカル、産業プロセスの知識など、総合的ソリューショ

ンの開発には時間がかかります。ハードウェアがどのように機能しているか理解

すること、これこそが総合的ソリューション開発のキーポイントなのです。 

 

詳細についてはwww.VisionIntegrator.comにお尋ねください。 


