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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。 
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1 バージョン 確 認  

MV1-D1312 シリーズ及び、MV1-D1312I シリーズのカメラは、ファームウェアの内容によって 2 種類のバージョンがあり、

それぞれバージョンごとにマニュアルが用意されています。 

 

 
図 1.1 Photonfocus 社のマニュアルダウンロードサイト 

 
使用するカメラのバージョンは、PFRemote を起動して Info タブで確認することができます。 

 
図 1.2 Info タブ 

 
MV1-D1312(I)-CL-Series-V1 は、μCRevision:Rev1.0 build:1 のカメラに対応しており、MV1-D1312(I,IE)-CL-Series は、

μCRevision:Rev2.0 build:0 のカメラに対応しています。ご使用されていますカメラに対応したマニュアルをご入手、ご使用下

さい。 

 
図 1.3 MV1-D1312(I)-CL-Series-V1 対応カメラの Info ウィンド 

 

 
図 1.4 MV1-D1312(I,IE)-CL-Series 対応カメラの Info ウィンド 

 



 

 

文書番号 ：PFA011 
Revision ：1.01 

4 
[ PFRemote 機能 Exposure ] 

 

2 Exposure タブ  

Exposure タブでは、取得する画像の露光時間やフレームレートに関連した設定を行うことが出来ます。 

 
図 2.1PFRemote Exposure タブ画面 

 

2-1 Exposure time[ms] 
Exposure time はスライダーまたはテキスト入力で、ミリ秒単位で露光時間の設定を行うことが出来ます。テキストボックスへ

入力を行った場合は、値入力後、必ずリターンキーを押して値をアクティブにしてください。設定可能な露光時間は、カメラの

種類によって異なります。ご使用モデルで設定できるパラメータは、表 2.1 カメラモデルとスペックパラメータを参照下さい。 

 
図 2.2 PFRemote Exposure time 設定 

2-2 Constant Frame Rate  
コンスタントフレームレート(CFR)を有効にすると、フレームレートは、0 に近い値から最大フレームレートの間で設定すること

が出来ます。そのため、通常の画像取得レートより少ないイメージを取得することができます。コンスタントフレームレートを

無効にすると、露光時間やリードアウトタイムに依存しますがカメラが取得するイメージは高速になります。 

 

2-3 Frame time [ms ]  
フレームタイムをミリ秒単位で設定します。コンスタンとフレームレートを有効にした場合のみ使用できます。最小フレームタ

イムは、露光時間とリードアウトタイムに依存します． 

 
図 2.3 PFRemote Frame time 設定 
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2-4 Simultaneous readout(Interleave) 
チェックボックスを有効にすると Simultaneous readout モードが使用できます。 
Simultaneous readout モードを使用する場合は、LinLog、LevelControlled、EnBurstTrigger の機能は使用できません． 

 
図 2.4 PFRemote Simultaneous readout モード設定 

2-5 リードアウトモード  

MV1-D1312(I) CMOS カメラには、Sequential readout と Simultaneous readout (interleave)の 2 つのリードアウトモード

があります． 

2-5-1 Sequential readout 
Simultaneous readout のチェックを無効にすると Sequencial readout モードで画像を取得する事が出来ます。Squencial 
readout モードではフレームタイムは、露光時間とリードアウトタイムの合計になります。次のイメージの露光は、現在のフレ

ームのリードアウトが終了した後に開始されます。Sequential リードアウトモードでフレームレートは簡単な式で算出できます、

露光時間とリードアウトタイムの合計の逆数がフレームレートとなります． 

 
図 2.5 MV1-D1312I-40 512x512 露光 2ms 時の Sequential readout 

 

 
図 2.6 フリーランモードでのタイミング Sequential readout 
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2-5-2 Simultaneous readout (interleave)  
Simultaneous readout のチェックを有効にすると Simultaneous readout モードで画像を取得する事が出来ます。

Simultaneous readout モードではフレームタイムは、最大の露光時間または最大のリードアウトタイムのどちらか長い方が使

用されます。次のイメージの露光は、現在のイメージのリードアウト中に開始されます． 

 
・ Simultaneous readout mode (exposure time < readout time の場合) 

フレームレートはリードアウトタイムになります。フレームレートはリードアウトタイムの逆数になります。 

 
図 2.7 Simultaneous readout mode(exposure time < readout time の場合) 

 
・ Simultaneous readout mode (exposure time > readout time の場合) 

フレームレートは露光時間になります。フレームレートは露光時間の逆数になります。 

 
図 2.8 Simultaneous readout mode(exposure time > readout time の場合) 

 
simultaneous readout モードは、Sequential readout に比べ高フレームレートを実現できますが、露光時間がリードアウトタ

イムを大きく超えると、フレームレートへの効果はごくわずかです。 

 
図 2.9 MV1-D1312I-40 512x512 露光 2ms 時の Simultaneous readout 
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2-5-3  2 つのリードアウトモード の違い 

Simultaneous readout のチェックを有効にすると Simultaneous readout モ 
次の図は sequential リードアウトモードと simultaneous リードアウトモードのフレームレートへの影響を示したものです。 

 
図 2.10 2 つのリードアウトモードのフレームレート 

 
各モデルに Exposure タブで設定することができるパラメータと関連情報を下記の表に記載します。 

 
表 2.1 カメラモデルとスペックパラメータ 

 MV1-D1312(I)-40 MV1-D1312(I)-80 MV1-D1312(I)-160 MV1-D1312(I)-240 

最小露光時間 10 μs 10 μs 10 μs 10 μs 

最大露光時間 1.68 s 0.84 s 0.42 s 0.28 s 

露光時間の増加 00 ns  50 ns 25 ns 16.7 ns 

フレームレート 3) ( 10 μs 時)  27 fps 54 fps 108 fps  170 fps 

ピクセルクロック周波数 40 MHz  40 MHz 80 MHz  80 MHz 

ピクセルクロックサイクル  25 ns  25 ns  12.5 ns 12.5 ns 

カメラタップ  1 2 2 3 

リードアウトモード 連続または同時読出し 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2011.9 初版 1.00 

2013.3 「1 バージョン確認」について修正 1.01 
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