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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 
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2 Trigger タブ  

このタブではトリガーとストロボの設定を行います。 

 
図 2.1PFRemote Trigger タブ画面 

 

2-1 Trigger 
Trigger Source: 

Free running: カメラは定義したフレームレートで連続的にイメージを取得します。 
Interface Trigger: トリガー信号は、カメラリンクフレームグラバーによって提供されます。 
I/O Trigger: トリガー信号は、電源コネクタから直接カメラに提供されます。 

 
Exposure time defined by: 

Camera: Exposure Time で設定した露光時間が使用されます。 
Trigger Pulse Width: トリガー信号のパルス幅で露光時間が定義されます。 
このプロパティを有効にすると LinLog、Burst trigger、simultaneous readout mode が無効になります。 
"Trigger Pulse Width"で露光時間を定義する機能は、一般的にはレベルコントロールドトリガーと呼ばれています。 

 
Further trigger settings: 

Trigger Delay: トリガーイベントのエッジから露光開始までのミリ秒単位のプログラマブルディレイ 
Trigger signal active low: トリガー信号のアクティブハイ(デフォルト)またはアクティブローを定義します。 

 
Burst Trigger 

外部トリガーイベントで、指定したイメージ数の画像取得を開始します。画像取得間のピリオド時間は定義できます。 
Enable Burst Trigger: 入力トリガーエッジからストロボ出力信号の立ち上がりエッジまでのディレイをミリ秒単位で設定

します。 
Number of Burst Triggers: バースト数を設定します 
Burst Trigger Period [ms :] バースト間のディレイをミリ秒単位で設定します 
Burst Trigger Delay [ms :] バーストトリガーのディレイをミリ秒単位で設定します。 
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2-2 Strobe  
カメラは、ストロボトリガーに使用するストロボ出力信号を生成する事が出来ます。ディレイ、パルス幅、ポラリティをソフト

ウェアで設定することが出来ます。ストロボ出力をオフにする場合は、 StrobePulseWidth に 0 をセットします。 

 
Strobe Delay[ms] :入力トリガーエッジからストロボ出力信号の立ち上がりエッジまでのディレイをミリ秒単位で設定します。 
Strobe Pulse Width [ms] :ストロボトリガーのパルス幅をミリ秒単位で設定します。 
Strobe signal active low: ストロボ出力をアクティブハイ(デフォルト)またはアクティブローに設定します。 

3  トリガーとストロボ  

カメラのイメージセンサーでの露光開始は、トリガーでコントロールすることが出来ます。トリガーはカメラ内部(フリーランモ

ード)、または外部デバイス(外部トリガーモード)で生成する事が出来ます。 
外部トリガーモードでは、カメラリンクのインターフェース(Interface trigger)経由かカメラの電源コネクタ(I/O Trigger)から

直接信号を送る事ができます(2.2 章)。トリガー信号は、ハイまたはローに定義することが出来ます。 
入力されるトリガー周波数が現在のカメラ設定の最大フレームレートより高いと、いくつかのトリガーパルスは無視されます。

missed trigger counter はこれらの無視されたトリガーイベントをカウントします。 

 
トリガーモードでの露光時間は、露光時間レジスタの設定 (camera controlled exposure mode) またはトリガーパルス幅

(trigger controlled exposure mode)で定義することが出来ます。 
外部トリガーパルスで 1 枚のイメージの露光が開始されます。Burst Trigger Mode の場合、トリガーパルスは、ユーザーが定

義したイメージ数分の露光を開始します。 
露光は、入力トリガーのアクティブエッジのあとすぐに開始されます。ユーザーが定義した時間で露光開始を遅らせる追加のト

リガーディレイを設定することが出来ます。トリガーディレイは、トリガーイベント後、露光の開始をフラッシュライトのタイ

ミングに合わせるために使用されます。 

3-1 トリガーソース  

トリガー信号は、アクティブハイまたはアクティブローに設定することが出来ます。次のトリガーソースが使用できます： 

 
Free running  

トリガーは、カメラの内部で生成されます。カメラが使用可能になると直ちに露光が開始され、コンスタントフレームレー

トモードが無効に設定されていれば、可能な最大フレームレートが適用されます。コンスタントフレームレートモードでは、

前の露光開始からユーザー定義時間(フレームタイム)が経過すると露光が開始されます。 

 
Interface Trigger  

インターフェーストリガーモードでは、トリガー信号はカメラリンクインターフェースによって用意されます。トリガーは、

フレームグラバーボードで生成され、カメラリンクインターフェース経由で CC1 信号に送られます。 

 
図 3.1 インターフェーストリガーセットアップのダイアグラム 
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いくつかのフレームグラバーは、I/O カードによって外部トリガーデバイスへ接続する事が出来ます。このセットアップの

回路図ダイアグラムを図 2.2 に示します。 

 
図 3.2 2 台接続時のインターフェーストリガーと I/O カード 

 
I/O Trigger  

I/O トリガーモードでは、トリガー信号は、電源コネクタによって直接カメラに提供されます。 

 

 
図 3.3 I/O トリガーモード 

 

3-2 露光時間制御  

トリガーモードに依存しますが、露光時間はカメラ、またはトリガー信号自身で決定することが出来ます： 
このトリガーモードでのカメラコントロール露光時間は、カメラ側で露光時間が定義されます。リガー信号のアクティブハイの

立上がりエッジでカメラは露光を開始してプログラムされた露光時間を経過すると停止します。露光時間はソフトウェアで設定

することが出来ます。 

 
このトリガーモードのトリガーコントロール露光時間は、トリガーパルスのパルス幅で露光時間が定義されます。トリガー信号

のアクティブハイの立上がりエッジでカメラは露光を開始し、立下りエッジで停止します。 

 
トリガーコントロール露光時間は、 simultaneous readout mode では使用できません 

 



 

 

文書番号 ：PFA013 
Revision ：1.02 

7 
[ PFRemote 機能 Trigger ] 

 

3-3 カメラコントロール露光時間の外部トリガー 

カメラコントロール露光時間の外部トリガーモードでは、トリガーパルスの立上がりエッジでカメラは、センサーをコントロー

ルしオプションとして外部ストロボ出力を行います。 

 
図 3.4 カメラコントロール露光時間のタイミングダイアグラム 

 
トリガー信号の立上がりエッジは、FPGA に実装されたカメラ制御エレクトロニックで検知されます。トリガー信号が FPGA に

到達する前にカメラ環境で探し出されます。信号アイソレーターでトリガー信号は、 td−iso−input 時間分ディレイをかけられます。

この信号は tjitter のジッターに導かれ FPGA に到達します。パルスは、カメラソフトウェアで設定した ttrigger−delay 分ディレイを

かけることができます。トリガーオフセットディレイ ttrigger−offset は、この結果 FPGA デザインと同期します。露光時間 texposure は

内部露光時間コントローラにより制御されます。 
内部カメラコントロールのトリガーパルスは、ストロボコントロールも開始させます。ストロボは、ソフトウェアの設定で制御

される tstrobe−delay と内部カウンタによってディレイをかけます。ストロボオフセットディレイ tstrobe−delay は、この結果 FPGA デ

ザインと同期します。2 番目のカウンタは、ストロボの期間 tstrobe−duration を決定します。分離したシステムデザインによりスト

ロボ出力も追加のディレイ td−iso−output を導き出すカメラエレクトロニックから分離されます。 
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3-4 パルスコントロール露光時間の外部トリガー 

パルス幅コントロール露光時間による外部トリガーモードでは、トリガーパルスの立上がりエッジでカメラの器機状態はセンサ

ーの制御を開始します。トリガーパルスの立下りエッジで画像取得を停止します。これに加えて、オプションで外部ストロボ出

力がトリガーパルスの立上がりエッジで制御されます。 

 
露光開始とストロボまでのトリガーパルス立上がりエッジのタイミングはカメラコントロール露光のタイミングと同じです(2.3
章を参照ください)。このモードでは、露光の終了はトリガーパルス幅の立下りエッジで制御されます： 
トリガーパルスの立下りエッジは、信号アイソレーターからの td−iso−input 時間分ディレイをかけられます。この信号は、ジッタ

ー tjitter によって FPGA に到達します。パルスは、ソフトウェアで定義された ttrigger−delay によってディレイをかけられます。ト

リガーオフセットタイム ttrigger−offset の後、露光は停止します 

 
図 3.5 パルスコントロール露光時間のタイミングダイアグラム 
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3-5 バーストトリガー 

カメラはバーストトリガーエンジンを搭載しています。有効にすると、トリガーパルス信号の後に設定したフレーム数の画像取

得を開始します。取得する画像間の時間と取得するフレーム数は、カメラソフトウェアで定義することが出来ます。バーストト

リガー機能は、"Camera controlled Exposure Time"モードでのみ使用できます。 
バーストトリガーの信号は、アクティブハイまたはアクティブローに設定することが出来ます。入力されるバーストトリガーの

周波数が定義したバーストシーケンスの期間より高い場合、いくつかのトリガーパルスは無視されます。 Missed burst trigger 
counter はこれらのイベントをカウントします。ユーザーはこのカウンタを読み込むことができます。 

 
バーストトリガーモードのタイミングダイアグラムを図 2.6 に表わしています。"external trigger pulse input"から"trigger 
pulse internal camera control"のタイミングは、図 2.5 のタイミングと同じです。 
シャッターとストロボ制御のための n の内部トリガーを生成するバーストエンジンに対して、ユーザーが定義したバーストトリ

ガーディレイ tburst−trigger−delay 経過後トリガーパルスが開始されます。ユーザー定義値は、2 つの画像取得間の時間 tburst−period−time 

を定義します。 

 

 
図 3.6 バーストトリガーモードのタイミングダイアグラム 
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表 3.1 外部トリガーモードのパラメータ一覧(MV1-D1312(I)-40) 

 MV1-D1312(I)-40 

タイミングパラメータ 最小 最大 

td−iso−input 45 ns 60 ns 

tjitter 0 100 ns 

ttrigger−delay 0 1.68 s 

tburst−trigger−delay 0 1.68 s 

tburst−period−time カメラ設定に依存 1.68 s 

ttrigger−offset (非バーストモード) 400 ns 400 ns 

ttrigger−offset (バーストモード) 500 ns 500 ns 

texposure 10 μs 1.68 s 

tstrobe−delay 0 1.68 s 

tstrobe−offset (非バーストモード) 400 ns 400 ns 

tstrobe−offset (バーストモード) 500 ns 500 ns 

tstrobe−duration 200 ns 1.68 s 

td−iso−output 45 ns 60 ns 

ttrigger−pulsewidth 200 ns n/a 

バースト数 n 1 30000 

 
表 3.2 外部トリガーモードのパラメータ一覧(MV1-D1312(I)-80) 

 MV1-D1312(I)-80 

タイミングパラメータ 最小 最大 

td−iso−input 45 ns 60 ns 

tjitter 0 50 ns 

ttrigger−delay 0 0.84 s 

tburst−trigger−delay 0 0.84 s 

tburst−period−time カメラ設定に依存 0.84 s 

ttrigger−offset (非バーストモード) 200 ns 200 ns 

ttrigger−offset (バーストモード) 250 ns 250 ns 

texposure 10 μs 0.84 s 

tstrobe−delay 600 ns 0.84 s 

tstrobe−offset (非バーストモード) 200 ns 200 ns 

tstrobe−offset (バーストモード) 250 ns 250 ns 

tstrobe−duration 200 ns 0.84 s 

td−iso−output 45 ns 60 ns 

ttrigger−pulsewidth 200 ns n/a 

バースト数 n 1 30000 
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表 3.3 外部トリガーモードのパラメータ一覧(MV1-D1312(I)-160) 

 MV1-D1312(I)-160 

タイミングパラメータ 最小 最大 

td−iso−input 45 ns 60 ns 

tjitter 0 25 ns 

ttrigger−delay 0 0.42 s 

tburst−trigger−delay 0 0.42 s 

tburst−period−time カメラ設定に依存 0.42 s 

ttrigger−offset (非バーストモード) 100 ns 100 ns 

ttrigger−offset (バーストモード) 125 ns 125 ns 

texposure 10 μs 0.42 s 

tstrobe−delay 0 0.42 s 

tstrobe−offset (非バーストモード) 100 ns 100 ns 

tstrobe−offset (バーストモード) 125 ns 125 ns 

tstrobe−duration 200 ns 0.42 s 

td−iso−output 45 ns 60 ns 

ttrigger−pulsewidth 200 ns n/a 

バースト数 n 1 30000 

 
表 3.4 外部トリガーモードのパラメータ一覧(MV1-D1312(I)-240) 

 MV1-D1312(I)-240 

タイミングパラメータ 最小 最大 

td−iso−input 45 ns 60 ns 

tjitter 0 16.7 ns 

ttrigger−delay 0 0.28 s 

tburst−trigger−delay 0 0.28 s 

tburst−period−time カメラ設定に依存 0.28 s 

ttrigger−offset (非バーストモード) 66.7 ns 66.7 ns 

ttrigger−offset (バーストモード) 83.3 ns 83.3 ns 

texposure 10 μs 0.28 s 

tstrobe−delay 0 0.28 s 

tstrobe−offset (非バーストモード) 66.7 ns 66.7 ns 

tstrobe−offset (バーストモード) 83.3 ns 83.3 ns 

tstrobe−duration 200 ns 0.28 s 

td−iso−output 45 ns 60 ns 

ttrigger−pulsewidth 200 ns n/a 

バースト数 n 1 30000 
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例： 
2 台の MV1-D1312-160 カメラを同じ外部トリガーソースで同期させ、FVAL のタイミングを測定します。 
Ch1 と Ch2 はカメラ 1 とカメラ 2 の FVAL のタイミングとなります。 
tjitter は不確定のため、2 つの FVAL はある範囲で変化します。 

 
 

 
図 3.7 例：2 カメラ間の FVAL ズレ 
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3.8 例：2 カメラ間の FVAL ズレ② 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2011.9 初版 1.00 

2013.2 トリガータイミング実測例追加 1.01 

2013.3 「1 バージョン確認」について修正 1.02 
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