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1. 使用条件

（ terms and conditions ）

詳細は、カメラ取扱説明書もしくは IDT ウェブサイトを参照下さい。
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2. セットアップ

MotionMonitor はデスクトップのアイコンをダブルクリックすることにより立
ち上がります。
画面が立ち上がると 2.1 ウェルカムスクリーンが表示されます。

2.1

ウェルカムスクリーン（起動画面）

上図は、MotionMonitor のウェルカム画面（初期画面）です。
MotionMonitor を起動させると、上図のウェルカム画面が現れ、検出したカメラが表示され
ます。（上図では 1 台のカメラが検出されて表示されています。）
表示された希望するカメラをクリックして選択します。
ウェルカムスクリーンの下半分には、指定したディレクトリにある動画像（クリップファイル）
が表示されます。クリップファイルは、カメラ専用フォーマットファイルであり、
MotionMonitor でしか閲覧することができません。AVI、TIFF などの一般動画ファイルに変
換するには、「3.12 動画像別名保存」で説明する変換処理保存をおこないます。
表示されるクリップファイルは、「ファイル」>「設定」で指定されたディレクトリ内のものと
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なります。
カメラアイコンを右クリックすると、下写真のようにカメラの概要、設定のリセット、操作 PC
の RAM メモリの割り当て設定ができるブラウザが現れます。
カメラ情報（Camera Info）をクリックするとカメラの情報（モデル名、シリアル番号、割り
当て RAM など）が表示されます。
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2.2

カメラスクリーン（画面）

カメラのライブ画像は、カメラスクリーンに表示されます。カメラスクリーン上でカーソルの
右クリックを行うとコンテクストメニュー（状況メニュー）が現れます。
コンテクストメニューは、４つの設定項目を選べるようになっていて、
・フルスクリーン表示
・メニューバーの表示
・操作ホィールメニューの表示
・撮影速度スロットル（FPS throttling）
が設定できます。「Allow FPS Throttling」は、録画中に撮影速度を変更できる機能です。放
送局や映画撮影で、高速度現象を可変撮影速度で録画するときに使います。
メニュー下部の左部に「Stop Live」ボタンがありライブ画像を停止する場合に使います。また、
「Start Recording」ボタンは録画を始めるときに使います。カメラ詳細設定は、上図右にあ
る操作ホィールメニューで行います。
メニュー下の右部にある「Render FPS」は、カメラスクリーンに表示される画像の速度です。
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カメラの操作のほとんどは、操作ホィールメニュー「3.2

操作ホィール」で行います。

カメラスクリーンモードでは、「ファイル」>「設定」メニューからナビゲーションメニュー
（navigation menu）を選択し、希望する操作メニューのレイアウトを設定することができま
す。
画面下部左にある Start Live / Stop Live は、カメラのライブ画像を開始、停止させるボタン
です。
また、その隣にある Start Recording / Stop Recording は、録画開始、停止のボタンで、操
作ホィールメニューのトリガボタン

と同様の働きをします。

カメラスクリーン画面からウェルカムスクリーンに戻るには、カメ
ラスクリーンの左上部にカーソルを持ってくると右写真のように
薄灰色の左矢印が出てくるので、この部位を左クリックして、
「2.1
ウェルカムスクリーン」に戻ります。
また、カメラスクリーンの下部左部にある

ボタンを押しても

戻ることができます。
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3. 設定と制御

3.1 カメラ設定

カメラスクリーン画面の上部メニュー「File」→「settings...」を指定すると以下のカメラ設定
画面が表示されます。

29-0717-0063:

使用しているカメラのシリアルナンバーです。設定はカメラ毎に決めら

れます。
Movies:

動画ファイル（クリップ）を保存するディレクトリを設定します。設定は右にある

「Choose...」ボタンを押してブラウザを表示させ希望のディレクトリを指定します。
Popped Out Radial Controls :

操作ホィールメニューをメイン画面の外に出すか中に

入れておくかの指定をします。通常は、このチェックを外しておいた方が便利です。
Radial Controls Opacity :

操作ホィールの透明度を設定します。（0.0 が透明で 1.0 が

100%濃度となります。）
RAM Usage（GB）:

カメラ撮影画像に使う RAM 容量の設定です。操作 PC に実装されて

いる RAM 容量内で設定します。設定後は MotionMonitor を再起動させてメモリを確保させ
ます。
Disable Sleep Status:
Advanced:
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Remove Shutter Line:

現在確認中（207.10.31）

Exposure Delay :

カメラ露光時間の遅延設定です。

DAQ DMA Delay :

カメラから DMA（Direct Memory

Access）経由で画像を転送する際に必要な画像枚数を設定し
ます。プレビューにおけるライブ画像表示では、表示に多少
の遅れが伴い、これらは PC のプロセッサ、マザーボード、
チップセットの処理遅延に依存するものです。その遅れを考
慮するためフレーム「遅れ」を許容します。通常、2 ‒ 5 にセ
ットします。指定した枚数の時間分が実際の現象から遅れて
ライブ画像として表示されます。
DAQ Threshold :

RAM メモリからハードディスクに読

み込むバッファ設定です。バッファ設定の枚数内にカメラからの撮影画像がハードディスクに
収まらない場合は、収まらない画像は切り捨てられてリセットされ次の画像を収録していきま
す。
Advanced Readout:
Default :
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3. 2 操作ホィール

FPS :

撮影速度（Frames Per Second）の設定です。スライダを動かして設定します。

SHUTTER :

露光時間を決めるシャッターアングル設定で、スライダで行います。シャッタ

アングルとは、映画カメラで従来から使われて来た用語です。昔のカメラは、撮影を行う毎に
露光フィルムの前に配置された回転円板シャッタを 1 回転させて、切りかかれた円板の角度で
露光時間を決めていました。従って、シャッタアングルが 180 の時は切り欠きが半分なので撮
影速度の半分の露光時間となり、72 の時は 1/5、36 の時は 1/10、18 の時は 1/20 となりま
す。
T（秒） = K/（360 x R）
T ： 露光時間（秒）
K ： シャッターアングル（ ）
R ： 撮影速度（コマ／秒、FPS）

SLOW MOTION :

スローモーションのスライダは、RAM に保存された画像のスローモー

ション再生の範囲を設定するものです。たとえば 10%と設定すると、9320 枚メモリの 10%、
9.64 秒の 10％前、つまり 0.94 秒時点からのスローモーション表示を行います。
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スローモーション速度は、カメラ画面下左に表示されている「Render FPS」= ディスプレー
表示速度に依存します。Render FPS = 35 であるなら LIVE 画像は 35 コマ/秒で表示されるの
で、1000 コマ/秒で RAM に蓄えられる画像は、35/1000 = 1/28.57 のスローモーション映像
としてモニタに表示されます。
SlowMotion バー設定を「0」に設定すると、スローモーション表示を行わずリアルライブ画
像を表示します。ピント合わせなどには「0」設定が便利です。

操作ホィールの真ん中に配置された四角の表示枠は、撮影画素数（ROI = Region of Interest）
と RAM の画像領域を表示します。9320 は、RAM 領域に録画できる枚数で 9.64 秒は録画時
間を表します（つまり、966.8 コマ／秒撮影）。ROI 表示枠はクリック&ドラッグによって希望
する位置に配置することができます。また、この ROI 表示枠をクリックすると以下の ROI で
説明する詳細設定（画素数の設定）ができます。

ROI :

操作ホイールの中央部緑枠をクリックす

ると ROI 設定画面が現れます。
設定項目は、使用するカメラによって制限されま
す。撮影画素数の横（Width）と縦（Height）を
任意に設定できます。
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このアイコンは、カメラオプション設定アイコンです。このアイコンをクリックすると
以下のオプションメニューが表示されます。

同期信号設定です。詳細は、「3.3 同期設定」を参照。
ノイズ/フィルタ設定です。詳細は、「3.4 ノイズ&フィルタ設定」を参照。
カラー設定です。詳細は、「3.5 カラー設定」を参照。
撮影速度/露光時間設定です。詳細は、「3.6 センサー設定」を参照。

ウェーブフォーム表示を行います。詳細は、「3.７ ウェーブフォームタブ」を参照。
ソフトウェアトリガ/録画状態表示（録画中は緑色）ボタンです。

トリガオプション/表示アイコンです。詳細は、「3.8 トリガーオプション」参照。
トリガセッティングアイコンです。詳細は、「3.９トリガー設定」参照。
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3. 3 同期設定

Sync In :

カメラへの同期入力です。外部同期撮影

となります。この信号に従って録画を行います。同期
信号は以下の 3 種類です。
・ Edge ‒ 外部からのデジタル信号のエッジ（立
ち上がり、もしくは立ち下がり）で録画を行い
ます。エッジの極性は、
「Active High」ボタン
で設定します。カメラ露光時間は、カメラ側で
決めることができ、信号入力のパルス巾に依存
しません。
・ Pulse ‒ この設定では、入力パルス信号の立ち
上がりとパルス巾で撮影を行うことができます。
露光時間はパルス巾と同じになります。
・

PPS（Pulse Per Second） ‒ 外部より 1 pps（1 秒間 1 パルス、バラツキ+/-5%）
信号を入れて、その信号をもとに「PPS FPS」で指定した撮影速度で録画を行います。
カメラ露光時間は、カメラ側で決めることができます。（PPS = Pulse Per Second は、GPS 信
号やインターネット信号=1EEE1588 の PTP 信号でよく使われる 1 秒間に 1 発出力されている精度の高い
同期信号のことです。この信号によって他の機器との時系列的同期撮影が可能となります。）

・ Active High -

ON/OFF スイッチボタンで同期信号入力の Edge 設定が立ち上がり

（Active High）か立ち下がりかの設定を行います。
注意）
［Edge］モードもしくは「Pulse」モードでは、別途、撮影速度を想定される外部入力信号よりも大き
く設定しておく必要があります。
（そうしないと、カメラの設定撮影速度が影響して外部信号に追随できなく
なります。）

Sync OUT :

同期信号出力で撮影タイミングと露光時間をパルス信号として出力します。

・ Tie Sync IN/OUT ‒ 同期信号入力と同期信号出力を同一タイミングで出力します。
（反
転することも可能です。）
・ Inverted ‒ 出力信号を反転させて出力します。
・ Exposure Only ‒ カメラが露光を行っている時間分を立ち上がりパルス信号として出
力します。LED パルス光源の同期信号として使います。
Douboe Exposure :
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3. 4 Noise & Filter （ノイズ / フィルタ） 設定

TNK :

標準偏差統計処理による 3 次元ノイズリダクションです。通常、TNK は初期設定と

しています。TNK は連続する 2 つの画像の内容を比較して平均化処理を行い、抽出された差分
信号をノイズとして除去する方法です。
DNR :

Digital Noise Reduction は UV-R 手法を使ったノイズ除去で、これも初期設定とし

ています
Restore Defaults :

初期設定に戻します

3. 5 Color （カラー） 設定

標準的なカラー設置項目です。以下の 3 つの項目
はスライドバーで設定するか数値を直接入力し
ます。
Gamma :

階調設定です。

Color Saturation :
Brightness :

色合い設定です。

明るさ設定です。

Green Balance :
Rotate :

表示画像の回転を行います。90 度ずつの指定が行えます。

Horizontal Flip:
Vertical Flip:
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3. 6 センサー 設定

このダイアログは、
「速度設定」バーにカー
ソルを合わせて左クリック 2 回行うことで
も現れます。
撮影速度（コマ／秒）および露光時間（シ
ャッター開角度）の設定を行います。スラ
イドバーで設定するか右の数値欄で直接数値を入力して設定します。

3. 7 ウェーブフォームタブ

右クリックによりコンテクストメニュー
を表示させます。
Red Channel / Green Channel /
Blue Channel :

RGB 各チャンネル

の表示/非表示を選択します。
Downsample（低解像度処理） :

高

速レンダリング（色付け処理）を行うた
めの画素間引きによるダウンサンプリン
グ設定です。
Point Intensity（ポイント強度） :

各

ポイントの明るさ設定を行います。
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3. 8 トリガーオプションタブ

トリガオプションアイコン（

）

をクリックすると、右図のような表示
画面が現れます。
外側の円弧バーは、クリップフォルダ
ーに割り当てられた RAM メモリの
割合です。PC の RAM メモリを多く
定義すると赤色バーは上端に達しま
す。内側の円弧バーは、録画モード中
に表示されるもので、カメラが書き込
む RAM の領域と MotionMonitor が
ハードディスクに書き込んでいる
RAM 領域の相違を表示します。
X-Stream カメラは録画時、撮像した画像データを操作 PC の RAM に直接送りこんで書き込み、
同時に PC の HDD もしくは SSD に書き込んでいます。PC の RAM は書き込みが早く HDD
や SSD は遅いので長時間録画では RAM にたまっていくデータが増えてきます。
HDD/SSD に書き込む量が、カメラが RAM に送りこむ録画量よりも遅いと、内側の円弧バー
が上昇します。上昇しきって RAM 領域がいっぱいになってしまった場合は、録画が停止し、
RAM にたまった画像をハードディスクに収納します。（撮影速度とハードディスクへの書き込
み速度をチェックする場合に便利です。）

RAM 内への録画データの書き込み状況は、画面下部の左にある slack の数値で確認すること
ができます。この数値は RAM に書き込める枚数と録画時間を逐次表示していて、表示枚数、
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表示時間が「0」になると、それ以上は RAM 領域に録画画像を保存できなくなるので録画を停
止して、RAM 内の画像データを HDD/SSD に書き込んで一連の録画を終了します。
以下にストリーミング撮影時の最大録画時間を示します。この試験に使った PC では、300MB/s
までの録画条件で長時間録画が可能となっています。
RAM
（GB）

画像
（画素数）

撮影速度

記録枚数

記録時間

容量

書込速度

（コマ／秒）

（枚）

（秒）

（GB） （MB/s）

24

800 x 600

1000

170,948

171

76.4

446.8

8

800 x 600

1000

70,833

71

31.6

445

8

800 x 600

500

24

1280 x 720

1000

43,653

43

24

1280 x 720

500

98,807

197

24

640 x 480

1000

240
37.5

872.1

89

451.8
307.2

画像は 8bit 濃度データで保存しています。

使用した PC の仕様
モデル：EPSON Endeavor MR8000
RAM: 32GB（DD4 SDRAM）
SSD: 256GB

（SATA 600MB/s）

CPU: Core i7-6700
ビデオボード：AMD Radeon R72400 2GB

X-stream カメラの画像転送は右図のような 3 系
統のデータ転送規格によって録画画像が転送さ
れます。
3 系統の中で、DRAM への転送が最も速く、次ぎに PCI Express 規格となります。この規格は DRAM の転送速度
の 1/5 となります。
X-Stream720P カメラは、1280x720 画素で 1700 コマ／秒の撮影ができるので、この時のデータ転送速度は、
1.57GB/s となります。これは、PCI Express 2.0 x4 の速度の 1/2.55 となります。
この撮影速度では、録画しながら SSD/HDD に直接書き込んでいくことができず、RAM にいったん保存して、その
後に SSD/HDD に書き込むことになります。
SSD/HDD に書き込みながらの長時間録画は、転送速度 TR3 の性能がネックになっていて、この性能が向上すれば
高速撮影が可能となります。SATA 600MB/s の記憶媒体では規格の半分である 300MB/s での録画が可能なことが
上の試験で確かめられています。それよりも高速で書き込みを行いたい場合は、PCI Express 規格の SSD ボードを
使うか高速書き込みの RAID0 装置を使う必要があります。
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3. 9 トリガー設定

Softwae

Trigger

External Trigger :

/

録画終

了のトリガをソフトウェアで行
うか外部信号で行うかの設定を
します。
Save ON Trigger :

録画終

了後ただちに保存を行いたい場
合にこのボックスにチェックを
入れます。通常はこのボタンを
ON にしておきます。
Pre-Trigger

duration

:

トリガー入力時点より前のフレ
ーム（画像）を設定します。トリガ信号が入った時点を To とすると録画は、To ‒ プリトリガ
ー（時間）から開始され、確保された RAM 領域いっぱいまで録画が続きます。
Post-Trigger duration :

トリガー入力時点より後のフレーム（画像）を設定します。
（こ

のモードはソフトウェアトリガでは機能しません。録画の停止はソフトウェアトリガボタンを
再度押します。）

Trigger ON Edge / High / Low :

トリガの立ち上がりか立ち下がり信号の選択を行い

ます。

注意）外部信号によるトリガ撮影におけるポストトリガ設定では、トリガ入力後のすべてのフ
レームをカバーする時間分だけ撮影を続ける必要があります。その分だけの RAM 領域を確保
しておく必要があります。そうしないとトリガポイント To が正確に特定されなくなります。
撮影速度を速く設定してスロットル操作を行う場合や、ポストトリガ設定時間よりも前にカメ
ラの録画を終えてしまう場合も、トリガポイント To が不安定になります。
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3. 10 再生画面

撮影を終えた動画像はクリップというファイルで指定されたディレクトリーに保存されていま
す。クリップファイルは「2.1 ウェルカムスクリーン」から指定します。ウェルカムスクリー
ンには、画面下左部の

アイコンをクリックします。

クリップを指定すると、上図の再生画面が表れます。
カメラスクリーン上でカーソルの右クリックを行うとコンテクストメニュー（状況メニュー）
が現れます。
Full Screen :

カメラスクリーンを画面いっぱいに表示します。

Controls Visible :

メニューバーの表示/非表示を行います。

Wheel Controls Visible :
Allow FPS Throttling :

操作ホィール画面の表示/非表示を行います。
録画中に撮影速度を下げることができる機能です。放送局や映

画撮影で高速度現象を可変撮影速度で録画するときに使います。
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3. 11 ビデオコントロール

再生画面の下側に上図のビデオコントロールが現れるので、この制御画面で再生を行います。
ビデオコントロールの上部には、「録画日時」表示とカメラ ID、撮影速度、シャッタ、録画枚
数、録画時間情報が現れます。
操作ボタンは、一般的に使われる操作アイコンから成り立っていて、頭出し、1 コマ逆転、停
止・再生開始、1 コマ送り、最後飛び、の操作が行えます。再生スライドバーをドラッグする
ことにより動画像を任意の位置まで高速で推移させることができます。
画面上の動画像フレームは Playing frame で表示されています。フレーム「0」がトリガ入力
ポイントです。
動画像を希望範囲で連続再生するトリミングする機能は、左部と右部のトリミング設定ボタン
で行うことができます。設定ボタンの上部にあるフレーム値を直接入力して設定することもで
きます。
【再生表示速度】
再生表示速度は、以下のパラメータによって決定されます。
再生表示速度（コマ／秒） = Rd x Rp
Rd ： 画面表示速度（コマ／秒）
Rp ： 再生速度ファクタ
上図の場合は、Rd = 34、Rp = 1.0 x1 なので、34 コマ／秒での再生速度となります。

また、スローモーション表示ファクタ（SMf）は以下で求まります。
SMf（コマ／秒） = R / Rd
SMf: スローモーションファクタ
R: 録画速度（コマ／秒）
Rd ： 画面表示速度
上図の場合は、Ｒ = 677.93 コマ／秒、Rd = 34、なので、SMf = 19.939 となります。
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ビデオコントロール部の左にあるオプションメニューのアイコンは以下のような働きがありま
す。

ビデオコントロールの表示/非表示
指定された範囲のビデオクリップの保存（「3.12 動画像別名保存」参照）
クリップ画面に移動（「2.1 ウェルカムスクリーン」に戻ります。）
レンダリングオプション（以下右部のブラウザが表示されます。）
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3. 12 動画像別名保存

オプションメニューのビデオク
リップの保存をクリックすると右のブ
ラウザが現れます。
動画像別名保存画面では、「FFMPEG」
アプリを利用して動画像のクリップを
希望する動画像形式と圧縮方法で設定
できます。保存する範囲は、ビデオコン
トロールで設定した範囲で行います。
大容量の動画ファイルを作成するとき
は、一端 TIFF 連番ファイルで画像を中
間保存して、その TIFF ファイルから希望する動画ファイルを作ることをおすすめします。TIFF
連番ファイルは「0」の連番ファイルから始まります。この方法はコンピュータに負荷がかから
ず確実に動画ファイルを作ることができます。
「Next>」ボタンを押すと右画面が現れ
ます。ファイル名を指定して、希望する
ディレクトリーをして「Next>」ボタン
を押します。

「FFMPEG」アプリが立ち上がります。
「Finish」
ボタンを押すと、動画像の変換作業を始めます。
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以下の画面が現れ、動画像のフレームを読み出して変換作業を行っていきます。

途中で終了させたい場合は、「Abort」ボタンを押します。
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