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 はじめに                            

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 
 

 ご 使 用 の 前 に                           

本マニュアルはソフトウェアのインストール（Photonfocus 社 3DSuite）完了後、上記ソフトウェアを使用した画像キャプチャ

操作手順を説明しています。インストールや、より詳細な説明は、別紙各マニュアルを参照してください。 

 
・ センサ部分には触れないで下さい。また、ゴミや埃などから保護して下さい。 
・ 電源の電圧と極性をよく確認して下さい。 
・ カメラに電源が入った状態で CameraLink ケーブルの脱着を行わないで下さい。 
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1 概 要  

このマニュアルは、Photonfocus 社の了解を得て、株式会社アプロリンクが英文マニュアルを基に作成したものです。内容に疑

問点などが生じた場合は、英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として参考にしてください。 
本書に使用するマニュアルの一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
なお、本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 
PF 3D Suite は Windows システムでのグラフィックユーザーインタフェースであり、PhotonFocus の 3D デジタルカメラをグ

ラフィックス化に使用できます。 

 
PF 3D Suite の主な特徴： 
 ライブイメージの取得と表示 
 3D カメラのパラメータの設定 
 3D 取得の結果の確認 
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2 システム 条 件  

PF 3D Suite GUI は Windows システムで運用します。Linux または QNX システムについては、カメラコントロールライブラリ

をリクエストにて提供可能ですが、グラフィックユーザーインターフェースはありません。 

 
 

2-1 ハードウェア条件 

PF 3D Suite は次のフレームグラバーでサポートされています。 
・ SILICON SOFTWARE 社 microEnable 4 
・ Imperx 社 FrameLink Express 
・ File frame grabber など 

 
 

2-2 ソフトウェア条件 

現在 PF 3D Suite は次のバージョンのソフトウェアに対応しています。 
・ SILICON SOFTWARE 社 Runtime 5.2.0 
・ Imperx 社 FrameLink Express 1.4.0 

 
 

注意 
PF 3D Suite は日本語 OS に互換性がないため、ソフトウェアのインストール、ファイルの保存など、ターゲットパスに日本語の

文字を含めないようご注意ください。 
日本語文字を含めているパスでピークファイルを保存した場合、以下のエラーメッセージが表示されます。 

  

 
図 2-1 保存エラー 
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3 グラフィックユーザーインターフェース 

PF 3D Suite はメインウインドウ、いくつかの二次的なウインドウ、そしてコンフィグレーションダイアログから成り立ってお

り、メインウインドウはカメラから取得したフレームを表示します。ヒストグラムウィンドウ、レンジマップウィンドウ、サー

フェイスウィンドウ、ズームウィンドウはそれぞれの情報を表示します。 
コンフィグレーションダイアログで、取得パラメータを設定します。ステータスバーでフレームレートを表示します。フレーム

の表示が遅くなる場合がありますが、この数字は実際に処理したフレームの数を表示します。 
メインウインドウはカメラから取得した最新のフレームを表示します。ツールバーはよく使われるボタンをリストアップしてい

ます。左側の 2 つのスライダー（⑩）によって、メインウインドウとズームウィンドウで表示しているフレームのコントラスト

を調整することができます。 

 

 
図 3-1 メインウインドウ 

 
① グラブコンフィグレーションダイアログを開く 
② 現在のコンフィグレーションで取得開始 
③ 取得終了 
④ ROI セットアップモードの切り替え 
⑤ ヒストグラムウインドウを開く 
⑥ レンジマップウインドウを開く 
⑦ サーフェイスウインドウを開き、レンジマップを可視化 
⑧ フレームのズームウィンドウを開く 
⑨ 2D・3D モードの切り替え 
⑩ フレームのノーマライゼーションスライダー 
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備考 
PF 3D Suite GUI には画像取得モードに加え、セットアップモードがあります。 
このモードで、カメラの ROI パラメータを設定することができます。 
メインウインドウでカメラフレームをフル解像度で表示し、色付きの長方形枠が ROI（部分読出）領域を表示します。 
セットアップモードから取得モードに切り替えたら、ROI 領域のみを表示します。 

 

警告 
取得モードでの ROI 再設定（パラメータ値を直接変更する）には、取得エラーになる場合があります。 

 
画面に表示されている 2D フレームを保存することができます。選択したフレームを保存するために、取得を停止する必要があ

ります。 
 メニューFile → Save Frame... 
を選択し、保存ダイアログを開きます。ファイル名を入力し、対応するフォルダに保存します。ピーク情報を保存するかどうか

のダイアログも出てきます。ピーク情報は位置、幅とピーク点の輝度情報を含めています。 

 

 
図 3-2 フレーム保存ダイアログ 

 
 メニューFile → Save Peak Positions... 
で最後の 1 フレームのピーク情報のみを保存する事も可能です。アプリケーションがフレームを取得している時、現在表示され

ているピークの値を保存することはできません。 
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図 3-3 ピークポジション保存ダイアログ 

 
ピークポジションファイルは ROI 領域のピークの位置座標を記録します。 
テキストファイルの行数は ROI 画面のピクセルの行数に対応します。 
数字は各行のピークの水平座標(ROI 範囲内での座標値)。 

 

 
図 3-4 ピークポジションファイル 
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4 ライブ 画 像 表 示  

PF 3D Suite の取得コンフィグレーションは適切なフレームグラバーを選択することによって、カメラと通信することができま

す。 
画像取得するために、 
 メニューバーより Grabber → Config & Grab... 
を選択し、Grab Parameters ダイアログを開きます。アプリケーションは最後に受け入れたパラメータを保持しています。 
 メニューGrabber → Grab... 
または対応するボタンによって、取得を開始し、 
 メニューGrabber → Freeze 
または対応するボタンで取得を停止します。 

 

 
図 4-1 Config & Grab ウインドウ 
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① ハードディスクに保存されているフレーム（ファイル）を分析するモード。画像サイズをあわせる必要があります。 
② カメラリンクカメラ（MV-D1024E-3D01-160）を使用する場合、カメラが接続されているポートを選択します。 
③ GigE カメラ（MV1-D1312-3D02-160 及び MV1-D2048ｘ1088-3D03-760）を使用する場合選択します。 
④ 各フレームグラバーに対して特定のフレームグラバーコンフィグレーションファイルのパス（カメラリンクカメラ）または IP・

MAC アドレス（GigE カメラ）。フレームグラバーによって、コンフィグレーションファイルの拡張子が異なります。 
⑤ タイムアウトの設定時間内で新しいフレームがなければ、現在のレンジマップのデータ蓄積が終了し、レンジマップを表示し

ます。 
⑥ レンジマップ毎の最大プロファイル数の設定 
⑦ レンジマップから取得した 3D モデルの 3 次元表示比率を修正する変換因数 

 
 

4-1 ドライバファイルとコンフィグレーションファイル 

PF 3D Suite は外部ファイルで保存した特定ドライバーコードによって、予め選択したフレームグラバーをサポートします。 
PF 3D Suite をインストールする前にフレームグラバーのソフトウェアをインストールする必要があります。 
ダイアログに必要なドライバのデフォルトパスは、 

 C:¥Program Files¥Photonfocus¥PF3DSuite2¥configfiles 
です。 

 

 
図 4-2 ドライバファイル選択ダイアログ 

 

注意 
使用するカメラは MV-D1024E-3D01-160 です。カメラの画素数は 1024×1024 ピクセルですが、センサの右側に 8 コラム

のデータ伝送用ピクセルがあるため、コンフィグレーションファイルを作成する時、解像度は 1032×1024 に設定します。 

 
 

4-2 レンジマップデータ蓄積の仕組み 

1 つのレンジマップのデータ蓄積に対し、2 つの終了条件があります。 
1 フレーム間の最大時間間隔、即ちタイムアウト(Timeout(ms.)) 
2 最大プロファイル数(Max.Profiles) 

 
この 2 つの条件のどれかが達成する場合、1 つのレンジマップのデータ蓄積が終了し、レンジマップウインドウまたはサーフェ

イスウインドウで表示されます。次のフレームから新しいレンジマップのデータ蓄積になります。 
プロファイルの説明は「7 3D 取得」を参考ください。 
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3D データ取得中のタイムアウトパラメータは次のフレーム間の最大時間間隔を定義します。タイムアウトを超えても、カメラ

から新しいフレームが転送されない場合、現在のレンジマップのデータ蓄積が終了します。 
タイムアウト設定はカメラのトリガーモードを使用する場合有効に利用する事ができます。カメラはパルス（トリガー信号）毎

に画像を取得します。パルス（トリガー信号）を受け取らなったとき、カメラはフレームを転送しません。この場合、タイムア

ウトによって、レンジマップのデータ蓄積が終了します。 
また、複数トリガーごとに 1 つのフレームを取得することも出来ます。「5-2-3 トリガー間隔（Trigger Resolution）」を参

考ください。 

 
プロファイル数が多くなるほど、レンジマップの表示は CPU への負荷がかかりますので、PC のスペックに応じ適切な最大プロ

ファイル数を設定します。蓄積したプロファイル数が最大プロファイル数を超えた場合、タイムアウト条件が達成しなくてもデ

ータ蓄積が終了します。 
レンジマップウィンドウまたはサーフェイスウィンドウでレンジマップを表示すると、次のフレームから新しいレンジマップの

データ蓄積を行います。 
プロファイルは 1 つのフレームに対して、1 つ生成されます。 

 
 
 
 



 

 

文書番号 ：PFB002 
Revision ：1.10 

12 
[Photonfocus 社 MV-D1024E-3D01-160-CL カメラ PF3DSuite 操作] 

 

5 カメラコンフィグレーション 

 Camera → CameraLink → Configure 
を選択し、コンフィグレーションパラメータを変更します。PF 3D Suite はシリアルポートのリストを表示し、ポートによって、

カメラを選択します。 

 

 
図 5-1 メニューから Camera → Configure を選択 

 
シリアルポートをダブルクリックし、カメラを設定します。 

 

 
図 5-2 シリアルポートのリスト 
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図 5-3 カメラ設定ダイアログ 

 
カメラの ROI をダイアログで修正できますが、マウスを使ってダイナミックに修正することもできます。「5.1 ROI の設定」で

ROI（部分読出）の設定方法が記述されています。 

 
 

5-1 ROI 設定 

ROI をマウスで設定するには、セットアップモードを有効にし、 
 Camera → Region of interest 
で設定します。このモードで、カメラ ROI はフルフレーム、トリガーはフリーランに、取得モードを 2D/3D に自動的に設定さ

れます。セットアップモードを無効にした場合、取得モードに戻した後カメラのパラメータは自動的に元の状態に戻されます。 

 

 
図 5-4 ROI 設定画面 
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ユーザーはフレーム上で長方形をドラッグすることによって、ROI 領域を選択することができます。 
ROI 選択後、ROI を適用するため、セットアップモードを無効にする必要があります。 
カメラの ROI の幅と X オフセットの制限によって、自動的に近似の ROI に設定される場合もあります。 
設定した後、ROI 設定値はメッセージボックスで通知されます。 

 
 

5-2 PFRemote 3D カメラ標準設定（タブ「3D01」） 

 

5-2-1 モード設定 

・ 2D only 
2D モードでカメラは RAW データをフレームグラバーに転送します。3D 情報は転送データに含まれません。 

 
・ 2D and 3D 

このモードでカメラは RAW データ及び 3D 情報をフレームグラバーに転送します。レーザーラインの情報はカメラの FPGA
のピークディテクターによって計算され、3D 情報として 2D RAW データに添付されます。システム設置の時、または 2D
と 3D 画像の連続分析の場合、このモードが使われます。 

 
・ 3D only 

3D モードでカメラは 3D 情報のみ、フレームグラバーに転送します。 

 
 

5-2-2 閾値（Threshold） 

RAW 画像データがピークディテクターで処理される前に、Threshold フィルターで処理されます。閾値は 12 ビットのデータで

す。（値の範囲：0～4095） 

 

 
図 5-5 Threshold 定義 

 
閾値（threshold）の値は Peak Detector アルゴリズムで算出する輝度閾値を指しています。閾値をレーザー検知に最適な値に

調整する必要があります。調整する場合ノイズを拾わないために閾値を上げ、そしてレーザーのピークを拾うためにその閾値レ

ベルはそれ以下に調整します。 
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5-2-3 トリガー間隔（Trigger Resolution） 

3D イメージ取得するには、エンコーダーパルスの使用は重要です。画像取得タイミングを精密に設定するため、トリガーパル

ス間隔と画像取得間隔の比率を調節する必要がある場合、Trigger Resolution を設定します。TriggerResolution の値は、1 回

の取得のスキップするトリガーパルスの数です。例えば、Trigger Resolution を 2 に設定した時、2 つのパルスをスキップして、

3 番目のパルスで取得します。 
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6 ライブ 画 像 設 定 とレンジマップ 表 示  

全ての取得パラメータの設定後、メインウインドウにライブ画像が表示されます。 

 
 

6-1 画像正規化 

メインウインドウの左側のスライダーによって最大値と最小値を調整されたコントラストで、フレームを表示します。2D と 3D
モードのみ使用できます。 

 

 
図 6-1 画像正規化ウインドウ 
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6-2 ライブ画像のズーム 

 メニューWindow → Zoom... 
で新しいウインドウでフレームをズームし、移動することができます。 

 

 
図 6-2 ズームウインドウ（16 倍で表示) 

 
 

6-3 レーザープロファイルの可視化 

2D/3D モードでは、レーザー光はフレームにオーバーレイしていますので、カメラのパラメータの調整に有効です。メインウイ

ンドウ、 
 メニューView → Peak positions 
でレーザープロファイルの可視化を無効・有効を切り替えることができます。 
 メニューFile → Save Peak Positions... 
で最後のフレームのピーク位置を保存することもできます。ピークの位置はプレーンテキストで数字として保存されます。フレ

ーム取得中のピーク値を保存することはできません。 

 
 

6-4 ヒストグラム 

 Window → Histogram... 
で開きます。ヒストグラムは特定のグレースケールのピクセルの数を表示するグラフです。リニア表示モードと対数表示モード

を切り替えることができます。対数表示モードで、ピクセルの数の対数を使用します。 
ヒストグラムウインドウ、 
 メニューScale 
で切り替えることができます。 
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図 6-3 ヒストグラム：リニア表示 

 

 
図 6-4 ヒストグラム：ロガリズム表示 

 
 

6-5 レンジマップウインドウ 

レンジマップウインドウでレンジマップの表示、arm ファイルとしての保存が可能です。 
レンジマップウインドウ、 
 メニューFile → Save... 
PF 3D Suite で配布するプログラミングライブラリによって、このフォーマットのファイルをロードすることができます。レン

ジマップのプロファイルは、 
 View → Profile 
で確認できます。プロファイルを表示するサブウインドウで、スライダーを調整し、選択しているプロファイルを表示できます。 
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図 6-5 レンジマップウインドウ（プロファイル同時表示） 

 
このウインドウには次のコマンドが用意されています。 

 ズーム：ウィンドウボタンを使います。または特定のスケール因数を選択します。 
 移動：マウスの左ボタン、またはスクロールバーを使います。 

 
 
配色はオブジェクトの高さに関連しています。最小値は青、最大値は赤、この間の値は緑で表示します。 

 

 
図 6-6 高さのカラー表示 

レンジマップはオブジェクト形状を表現しますが、メートル法で表現されていません。ピクセルと変位エンコーダで形状を表現

しています。 
レンジマップ情報はオブジェクトの 3D 表現を作成します。レンジマップから近似し、取得した 3D 座標は、ピクセルとメート

ル座標のリニア比率とみなします。 

 
レンジマップ座標から 3D 座標に変換する公式： 
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この公式で、因数 u はプロファイルインデックス（レンジマップ幅）、因数 v はプロファイルのポイントのインデックス（レン

ジマップの高さ）、因数 g はそのポイントの深さ（グレースケール値）です。グラブダイアログでこの 3 つの因数を入力するこ

とができます。「図 4-1 Config & Grab ウインドウ」を参照下さい。 

 
 

警告 
変換公式は精密なものではなく、リニア近似です。なお、投影、または光学（レンズ）のゆがみなどは誤差の原因になります。 
より精密な測定は、ゲージブロックやキャリブレーションツールで行って下さい。 

 
 

6-6 サーフェースマップウインドウ 

サーフェイスウインドウはレンジマップの 3D 表現を表示します。 
次のコマンドでサーフェイスを移動することができます： 

 ズーム：マウスホイールを使います。 
 移動：マウスの左ボタンを使います。 
 反転：マウスの右ボタン、または Ctrl + マウスの左ボタンを使います。 

 
メニューでサーフェイスをリセットし、3D 因数を変更することができます。「」を参照ください。 
サーフェイスウインドウ 
 Range Map → Change 3D factors... 
を選択して、変換因数を設定できます。グラブダイアログの変換因数と同じです。 

 

 
図 6-7 サーフェイスウインドウ（U:V:G = 1:1:1） 

 
 

6-7 変換パラメータ概算 

u,v,g 座標因数によって、レンジマップを 3 次元比率表現に変換します。この 3 つの因数は既知オブジェクトのレンジマップに

よって、概算することができます。因数 u はレンジマップ幅の長さです。 
オブジェクトの長さをプロファイルの数に関連させ、因数 u を計算できます。 



 

 

文書番号 ：PFB002 
Revision ：1.10 

21 
[Photonfocus 社 MV-D1024E-3D01-160-CL カメラ PF3DSuite 操作] 

同じく、オブジェクトの幅をレンジマップの高さに関連させ、因数 v を計算できます。オブジェクトの高さをグレースケール値

に関連させ、因数 g を計算できます。 

 
「図 6-7 サーフェイスウインドウ（U:V:G = 1:1:1）」サーフェイスをベースに、各因数を変更した結果： 

 
図 6-8 U:V:G = 2:1:1 

 

 
図 6-9 U:V:G = 1:2:1 
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図 6-10 U:V:G = 1:1:3 
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7 3D 取 得  

 

7-1 概要 

フレームはカメラからの画像を表示します。3D 取得システムで、イメージはスキャンされるオブジェクトのレーザー投影に一

致します。一般的にカメラとレーザーは次の図のように設定します。 

 

 
図 7-1 カメラとレーザー 

1 フレームでレーザーラインの位置の変化はオブジェクトの高さを表現します。レーザープロファイルは 3D 情報の取り出しに

使用されます。1 つのプロファイルは 1 フレームのレーザーライン位置情報を含めています。 
2D/3D モードまたは 3D モードに設定している場合、カメラは行ごとのレーザーラインの位置情報をサブピクセル精度で転送し

ます。レンジマップは連続プロファイルで構成されます。プロファイルはレーザーで映したオブジェクトを均等距離で取得した

ものです。プロファイルはスキャンサーフェイスも定義します。オブジェクトを固定し、カメラとレーザーを移動する方法も同

じです。「図 7-2 現在のフレームに存在するピーク位置の座標」～「図 7-4 連続しているプロファイル」でレンジマップ

の作成ステップを説明します。カメラからの各フレームに、1 つのプロファイルはレーザーラインのピクセル座標値を含めてい

ます。連続しているプロファイルの蓄積によって、オブジェクトのサーフェイスからの 3D 情報を含めているレンジマップを生

成します。 
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図 7-2 現在のフレームに存在するピーク位置の座標 

 

 
図 7-3 3D 座標系(u,v,g)で現在のプロファイル 

 

 
図 7-4 連続しているプロファイル 
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g 座標をグレーレベルまたはカラー値にエンコーディングすることによって、全てのレンジマップを 2 次元画像で表示すること

ができます。画像の各コラムは 1 プロファイルのデータを表します。 

 
 

7-2 分解能計算 

 

7-2-1 スキャン方向の分解能計算 

一定の時間内で固定した数のシグナルを出すトリガーを使用した場合、スキャン方向の分解能の計算式は以下の様になります。 

 d(x) = Speed ÷ ( fps × Magnification); 
計算式の Magnification はレンズの拡大率であり、Speed はオブジェクトの平行移動スピードであり、fps はカメラのフレーム

レートになります。 
より細かいレンジマップ(高分解能)を取得するため、小さい d(x)を取得するため、スピードを落とすか、fps を高めるか、レン

ズ拡大率を大きくするかの 3 つの方法があります。 

 
 

7-2-2 横方向の分解能計算 

横方向の分解能について、計算式はの様になります。 

 d(y) = PixelSize ÷ Magnification 
PixelSize はセンサの仕様によりますが、MV-D1024E-3D01-160 の場合は 10.6µm になります。Magnification はレンズの拡

大率です。 

 

7-2-3 高さ方向の分解能計算 

高さ方向の分解能について、計算式はの様になります。 

 d(z) = d(y) × tanα ÷ sinβ 
αとβは 

 
図 7-5 角度定義 
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8 Photonfocus 3D ライブラリ 構 成 図  

 

 
図 9-1 SDK 構成 

 
Photonfocus 3D Camera : MV_D1024E_3D01_160_CL 
CameraLink Frame Grabber : カメラリンクインタフェースのフレームグラバー 
SW Driver Frame Grabber : フレームグラバーのドライバー 
PF SDK : PFRemote をインストールすると、SDK は自動的にインストールされます。 
PF 3D Lib : PF 3D Suite をインストールすると、自動的にインストールされます。 
PFPeakFinder : PF 3D Lib の 1 つのサンプルです。 
プログラムコードの位置は 

 C:¥Program Files¥Photonfocus¥PF3DSuite¥SDK¥examples¥pf3dlib¥PeakFinder 
です。 
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改 定 履 歴  

 

日 付 内 容 Revision 

2013.1 初版 1.00 

2014.2 「8 キャリブレーションプログラム例」を削除  
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