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1. 使用条件

（ terms and conditions ）

詳細は、IDT ウェッブサイトの「Terms and Conditions」を参照下さい。
（https://media.idtvision.com/docs/manuals/rh̲manual.pdf）

2. 事前準備

2.1

ケーブルチェック

タイミングハブに接続されるケーブルは適切に配線され、過度なストレスが加えられていない
かチェックして下さい。
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3. システム説明

3.1 MotionPro Timing Hub の紹介

MotionPro Timing
Hub（モーションプロ
タイミングハブ）は、8
系統の独立した同期信
号を持っています。発
振信号の回路設計は
20 ナノ秒で行ってい
ます。この信号入出力機能で、高速度カメラやストロボ LED などの同期制御を行います。回路
は CMOS で作られていますので、CMOS 規格で作られたデジタル機器とのトリガ信号、ゲー
トモード、バーストモード操作ができます。各出力チャンネルは、内部発振信号もしくは外部
信号に同期して、個別に同期信号を設定することができます。外部信号は、2 系統の信号を使
えるようになっていて、一つはクロック用、もう一つはトリガ用として使えます。外部からの
信号を常時モニタしてその信号周波数を表示できるようになっています。
タイミングハブは、USB2.0 インタフェースケーブルを介して PC と接続し、MotionPro
Timing ソフトウェアで操作設定を行うことができます。また、ActiveX 制御、MATLAB、
LabVIEW のプラグインも用意されていますので、IDT から供給される SDK を使って独自の制
御プログラムを作成することも可能です。SDK には C++ソースコードによるサンプルプログ
ラムも入っているので、独自の操作プログラムを作るときのヒントになります。
タイミングハブの主な機能は以下の通りです。
・ コンパクトデザイン：

ラップトップ PC と同じ設置面積サイズ。

・ USB2.0 からの電源供給。
・ 外部トリガ機能と同期機能：

2 系統の独立した外部トリガ入力機能

・ 高速度カメラやレーザの同期信号を受け付ける汎用デジタル信号仕様
・ 正確で安定した回路設計
・ 周波数及び位相の計測が可能
・ 100kHz までの同期信号のセッティングが可能
・ 8 系統の独立した位相設定が可能
・ 5 種類の操作モード
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3. 2 システム構成

タイミングハブは以下の構成品で成り立っています。
・ タイミングハブ：

タイミングハブ本体です。

・ デジタルインタフェース：

USB2.0（480Mb/s）ケーブルでタイミングハブ本体と操作

PC を接続します。
・ 電源： タイミングハブに供給する電源です。
（USB2.0 ケーブルから電源を供給するので、
基本的には用意していません。）
・ ソフトウェア：

標準で供給される操作ソフトウェアは、Windows2000/XP/Vista/7

（32bit もしくは 64bit）、Mac OSX で動作します。LabVIEW と MATLAB 環境での操作
が可能で、カスタムプログラムを作成するための SDK を用意しています。

3. 3 クロスプラットフォーム説明書の注意点

本説明書は、Windows と Mac 双方での操作説明を記しています。各説明項目で以下のアイコ
ンが記されているものについては、該当 OS の説明となります。
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3. 4 ソフトウェア開発キット

タイミングハブ操作ソフトウェアをインストールする際に、いくつかのオプションをお選びいただけま
す。オプションは、Windows スタートボタンのプログラムメニューから簡単に選択できます。操作プロ
グラムは、Windows では、IDT/XsTH フォルダに収められていて、Mac では/Applications/XsTH
に入っています。そのフォルダの中には参考プログラムや関連書類が入っています。ソフトウェアデベ
ロップメントキットに入っているものは以下のものです。
・ スタンドアローンテストアプリケーション
・ SDK モジュール（MSVC++と VB で書かれた参考ソースコード付）
・ Active control（Windows のみ）
・ LabVIEW 用プラグイン（Windows のみ）
・ MATLAB 用プラグイン（Windows のみ）
SDK モジュールは、タイミングハブの操作プログラムをユーザ自身が作成できるように用意したインタ
フェースで、C++や Java 言語でお使いいただけます。C/C++ヘッダファイルも SDK に含まれています。
（関連するフォルダの中に TimHubAPI.in ファイルとして入っています。）同様に Visual Basic モジュ
ール（TimHubAPI.bas）と C#モジュール（TimHubAPI.cs）関連する SDK フォルダに入っています。
これらのプログラム言語で操作プログラムを記述するにあたっては、ヘッダ/インポート/単位設定（unit
equivalent）を附属の C ヘッダファイルを参照しながら書き込む必要があります。
MS Visual C++：

Visual C++ 6.0 stub COFF ライブラリを用意しています。（サブフォ

ルダに TimHubDrv.lib として入れてあります。）これを Visual C++環境とリンクさせます。
TimHubDrv.lib とリンクさせれば Windows の標準呼び出し規約（̲stdcall）に従って使用
できます。
Borland Visual C++ Builder： TimHubDrv.lib ファイルは COFF フォーマットです。Borland C++
ビルダーは、OMF フォーマットを必要とするので、このフォーマットに変換するために、”IMPLIB
TimHubDrv.lib TimHubDrv.dll”と宣言して IMPLIB Borland ツールを使って下さい。
他の言語： その他の言語については、DLL 用に stub ライブラリーを作成して下さい。DLL は Windows
の標準呼び出し規約（̲stdcall）に従って使用できます。
MS Visual C#：

XsTH.cs ファイルをフォルダに追加してあります。これで API（Applicaton

Program Interface）を C++言語に取り入れることができます。このファイルを C++プロジェクトに入
れて XsTH クラスメンバーを呼び出して下さい。
Mac OS プロジェクトビルダ：

使用するドライバーは、/Libray/Frameworks フォル

ダにあるフレームワークです。Apple Project Builder 2.1 をお使いの場合は、プロジェクト
に Xstream.framework ファイルを追加して下さい。
SDK の詳細については、MotionPro Timing Hub SDK Reference を参照下さい。
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4. MotionPro タイミングハブのインストール

本項では、操作 PC に必要な最小限の使用と操作プログラムのインストール手順、ケーブル結線に
ついて述べます。

4 .1 操作 PC の仕様
PC

Mac

OS

WindowsXP/Vista/7

Mac OS X 10.3（Panther）

プロセッサ

Pentium III 500MHz

G4 Mac OS X 互換

相当
RAM

256MB

256MB

USB2 ポート

高速 USB

← 同左

他端末とシェアはしない
HDD

40GB 以上

← 同左

その他周辺装置

CDR ドライブ

← 同左

注）Mac OS EI Capitan（ver. 10.11.6）ではインストールの確認ができていません。
Mac OS 最新バージョンでの使用はできません。

4.2 装置構成

以下の構成品が手元にあることを確認下さい。構成品に欠品がある場合は IDT ジャパンに連絡
下さい。
・ MotionPro タイミングハブ本体
・ USB2.0 ケーブル
・ CD-ROM による操作ソフトウェアと関連書類（もしくは、インターネット経由のダウ
ンロード）
・ タイミングハブクイックスタートガイド（本取扱説明書で代用）
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4.3 ソフトウェアのインストール

Windows XP/Vista/7/8/10
操作ソフトウェアをインストールする前に、PC の OS が Windows 2000、Windows XP、
Windows Vista であるかを確認下さい。

1.

管理者権限でパソコンを立ち上げて下さい。

2.

MotionPro タイミングハブ CD を挿入して下さい。 PC が「Autorun」モードに設
定してある場合、CD 挿入と同時にプログラムインストールが始まります。そうでは無
い場合は、Windows スタートボタンをクリックしてメニューから「Run」を選択し、
ブラウズに表示された Setup.exe を実行して下さい。（インターネットからダウンロー
ドしたインストールファイルを使用する場合は、「mpro̲th.exe」ファイルをダブルク
リックし実行させて下さい。）

3.

「インストール」をクリックし、画面に現れる手順に従ってインストールを進めて下
さい。

4.

インストールが終わったら、
「Exit」ボタンを押してコンピュータを再起動して下さい。

Mac OS X
操作ソフトウェアをインストールする前に、Mac の OS が Mac OS X 10.3（Panther）で
あることを確認下さい。

1.

管理者権限でパソコンを立ち上げて下さい。

2.

MotionPro タイミングハブ CD を挿入して下さい。。
（インターネットからダウンロー
ドしたインストールファイルを使用する場合は、
「mpro̲th.dmg」ファイルをダブルク
リックし実行させて下さい。）

3.

xsth.sit をダブルクリックして、画面に現れる手順に従ってインストールを進めて下さ
い。

4.
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4.4 ハードウェアのインストール

Windows XP/Vista/7

1.

USB2.0 ケーブルをタイミングハブと PC に接続します。

2.

PC が新しい USB 装置を認識すると、画面に認証手順画面が現れます。
「Yes」もしく
は「Continue Anyway」ボタンを押して認証を進めます。

Mac OS X

1.

USB2.0 ケーブルをタイミングハブと PC に接続します。

2.

初期化を自動的に始めますので数秒待ちます。

下の図がタイミングハブの背面パネルです。USB ケーブルからは装置に必要な電源の供給を受
けることができます。左端にはオプションで 5VDC、50mA の電源受給ポートがあり、ここか
らも電源を受けることができます。装置の操作は、PC から USB2.0 ケーブルを介して行いま
す。同期信号の入出力は 8 系統の出力と 2 系統の入力の BNC コネクタで行います。信号は、
TTL 規格信号（0 ‒ 5V）もしくは CMOS 規格信号（0 ‒ 3.3V）で行います。
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5.

タイミングハブの機能

5.1 概要

タイミングハブの出力信号は、下の図に示すような矩形波信号となります。
矩形波信号は、立ち上がり状態と立ち下がり状態の 2 つの状態によるパルス信号で、立ち上が
る時間間隔を周期（Period）と呼びます。タイミングハブが扱うデジタル信号は、0V と 5.5V
の二つの状態を規定している TTL 信号と、0V と 3.3V の CMOS 信号の 2 種類を受け付けます。
タイミングハブは CMOS 信号規格によって製作されていますので、0V←→3.3V の矩形波とな
りますが、0←→5V の TTL 信号も受け付けます。0V をローレベルと呼び、3.3V（もしくは
5V）をハイレベルと呼びます。ハイレベル状態の時間をハイタイムと呼びローレベルの時間を
ロータイムと呼びます。
矩形波信号がローレベルからハイレベルに推移する部位を、立ち上がり信号（リーディングエ
ッジ、ライジングエッジ）と呼び、ハイレベルからローレベルに推移する部位を立ち下がり信
号（トレイリングエッジ、フォーリングエッジ）と呼びます。
矩形波のもう一つ大事なパラメータは、デューテイサイクル（デューティ比）と呼ばれるもの
で、立ち上がっている時間の割合を表し、ハイレベルの時間が周期（ピリオド）のどれだけ分
を占めているかを示します。

矩形波信号
立ち上がり

立ち下がり
ハイレベル

ローレベル

周期（T）
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パルス信号は、ハイレベル状態が短い時間の矩形波であることを示し、連続して周期的に発す
る連続パルス信号と、一発だけのシングルパルス信号があります。パルス巾は信号が立ち上が
って立ち下がるまでの時間を示します。パルス信号が連続している場合、周期とデューティサ
イクルでパルス信号を表します。

パルス
立ち下がり

立ち上がり

パルス巾（T）

- 12 -

IDT ジャパン(株)

-

MotionPro Timing Hub 取扱説明書 ‒

ver.2.03

5.2 操作モード
タイミングハブは、8 チャンネル出力を持ち、各自独立して 32 ビットカウンタを採用しています。外部
からの入力信号も 32 ビットカウンタを使って入力信号の測定を行っています。2 系統の入力部（TRIG A、
TRIG B）は、外部トリガ用としてまたタイムベース信号用として使います。
タイミングハブには 50MHz の内部クロックがあり、このクロック信号を使って各種の矩形波信号やパ
ルス信号を作っています。内部クロックではなく外部信号を使っても矩形波信号を作ることができます。
内部クロック信号をタイムベース信号として矩形波信号を作る場合は、20ns の時間単位で、ハイレベル、
ローレベルの時間、遅延時間を作っています。
外部信号のタイムベース信号から矩形波信号を作る場合は、作られる信号の精度や間隔は外部信号の性
能に依存します。例えば外部信号が 100kHz として TRIG A に入れると、タイムベースクロックは
1/100,000 = 10μ秒となります。この時、ハイレベルを「3」と設定するとハイレベルの時間は 30μ秒
となり、ローレベルを「7」とするとローレベル時間が 70μ秒となり、30+70 = 100μ秒が 1 周期（10kHz）、
デューティサイクル 30%［ = 100 x 30/(30+70)］の矩形波が形成されます。
タイミングハブには、以下の 5 つの操作モードがあります。
1.

内部モード（Internal）： 装置内部の 50MHz クロックで矩形波を作ります。

2.

外部モード（External）： 外部入力のクロック信号で矩形波を作ります。

3. 開始/停止： 信号出力を発振したり止めたりするモードです。外部信号が入っている間だけスター
トを行う設定や、他の指定した出力チャンネルが出力している間だけスタートする設定が行えます。
4. レートスイッチ（Rate Switch）： 2 種類の周波数信号を切り替えて出力するモードです。外部信
号が入っている間だけ予め設定した周波数で出力し、信号が入らない場合はもう一つの周波数を出力し
ます。また、他の指定した出力チャンネルの出力タイミングで同じ機能を行うことができます。
5. バースト（Burst）
： 内部信号もしくは外部信号をトリガ信号として、トリガ信号が入力された時点
で、予め指定した周波数と数のパルスが出力するモードです。バースト出力は、一回だけのシングルバ
ーストと、トリガ信号が入る度に出力するリトリガードバースト設定できます。
上記の各種モードでの出力信号設定のパラメータは、以下の通りとなります。
一般設定（すべてのモードで有効）
・

Delay（遅延）：

各チャンネルの出力信号は個別に遅延をかけることができます。

・

ハイレベル：

出力信号のハイレベル時間を設定できます。

・

ローレベル：

出力信号のローレベル時間を設定できます。

・

反転出力（Invert Output）：

・

遅延状態（Delay State）：

出力を反転します。

遅延時の状態をローレベルでは「0」、ハイレベルでは「1」で

表示します。
・

ゲート/トリガ設定：

外部信号入力時（もしくは、指定した出力チャンネルの出力時）にゲート

機能が働き出力する機能です。
・
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開始/停止モードとレートスイッチモードでの設定
・

トリガ 2 設定：

2 番目のトリガ設定を行います。

・

トリガ 2 反転設定：

2 番目のトリガ反転設定を行います。

レートスイッチモードのみでの設定
・

遅延 2：

出力信号 2 の遅延設定です。

・

ハイレベル 2：

出力信号 2 のハイレベル時間の設定です。

・

ローレベル 2：

出力信号 2 のローレベル時間の設定です。

外部同期モードのみでの設定
・

ソース（Source）：

外部同期モードのときの外部同期信号の端子選択を行います。

・

ソース信号の反転：

外部同期信号の反転設定を行います。

バーストモードのみでの設定
・

パルス数：

バースト信号のパルスの数を設定します。

・

リピート：

トリガー信号入力毎にバースト出力をする（リトリガードバースト）か、

一回だけの出力にする（シングルバースト）かの選択をします。
操作モードの詳細については「MotionPro Timing Hub SDK リファレンス」を参照下さい。
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6.

MotionPro Timing Hub

信号発振機能

6.1 概要

上図の画面で、同期信号の設定と確認を行います。各チャンネル毎に操作モードと遅延時間を
設定することができます。
詳細は次頁以降で述べます。
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6. 1.1 チャンネル設定とチャンネル制御

現在のチャンネル： 8 系統あるチャンネルの一つを選択できます。選択すると画面がそのチャンネル用
の設定になります。
ラベル：

チャンネル毎にラベルを設定することができます。

モード：

以下に示す操作モードを選択できます。

外部入力： 操作モードを「External」に設定する時に選択する入力チャンネルです。外部 A か外部 B
を選択します。
ゲート： 各チャンネルにゲートをかけることができます。ゲートチャンネルは、外部入力チャンネルの
外部 A か外部 B もしくは出力チャンネルの一つから選ぶ事ができ、その信号に従ってゲートがかけられ
ます。ゲートは、開始/停止モードとレートスイッチモードでは機能しません。
反転： 出力信号、入力信号（External モードのみ）、ゲート信号を反転させることができます。
周波数[Hz]/ピリオド[μs]： 出力信号を周波数（Hz）で設定するか時間間隔（μ秒）にするか、いずれ
かで設定できます。設定できる最高周波数は 10kHz、最小時間間隔は 10μ秒です。
デューティサイクル[%]/パルス幅[μs]： 出力信号のデューティーサイクルを 1〜99.9％で設定できま
す。もしくはパルス巾（μ秒）での設定もできます。
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パルス数： 操作モードがバーストモードであるとき、パルス数を設定できます。
遅延： 出力信号の遅延時間を設定できます。0 から 9 秒まで 100 ナノ秒（ = 0.1μ秒）単位で設定でき
ます。外部同期の場合は、単位がクロック[cks]設定となります。
Reset： リセットボタンは遅延時間を 0 にリセットします。
外部周波数［A］、
［B］
： 外部信号が入力されるとき、チェックボックスにチェックがついていると外部
信号の周波数を表示します。
出力オン/オフ： 前ページの図の右縦に並んだ［0］から［7］の 8 つのボタンは、設定信号を出力する
ためのオン/オフボタンです。番号は各チャンネルの番号です。
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6.1.2

出力信号表示とロック機能

同期信号の出力はこの画面で確認することができます。前ページのオン/オフボタンでオンにす
ると設定信号波形が表示されます。横軸は時間成分で、その時間間隔をタイムベース［μs］で
設定できます。Auto のチェックボックスにチェックを入れて置けば横軸は最適な時間間隔に自
動設定されます。
ロック： 右端の縦に並んだロックボタンは、これをチェックしておくと各出力チャンネルのオン/オフボ
タンを一つづつ押していかなくても、どれか一つのボタン操作でロックされたチャンネルが一斉に出力
できるようになります。
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6.2 内部発振モード（ Internal ）

Internal モードは、内部のクロックで同期信号を作るモ
ードです。各チャンネルの周波数もしくはピリオド、デュ
ーティーサイクルを設定します。出力信号は必要に応じて
反転させることができます。また、ゲートをかけることも
できます。ゲート信号は TRIG A か TRIG B、もしくは 8
チャンネルの出力信号のいずれかを設定します。

以下のダイアグラムは以下の設定信号サンプルです。
・

出力チャンネル 0 ：

設定周波数 100Hz、デューティ比 50%、ゲート無し

・

出力チャンネル 1 ：

設定周波数 50Hz、デューティ比 50%、ゲート無し

・

出力チャンネル 2 ：

設定周波数 100Hz、デューティ比 50%、ゲート チャンネル 0

出力チャンネル 0 （100Hz ‒ DC = 50%）

出力チャンネル 1 （50Hz ‒ DC = 50%）

出力チャンネル 2 （100Hz ‒ ゲート = chn 0）
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6.3 外部発振モード（ External ）

外部（External）モードでは、同期信号はすべて
外部より入力される信号をベースにして構築され
ます。各チャンネルは、外部信号のクロックの逓
倍で設定されデューティサイクルもそれに準じま
す。外部モードでは、個々に信号の反転やゲート
をかけることができます。
外部信号を 200Hz とした際のサンプル信号を示し
ます。
・

出力チャンネル 0 ： 設定周波数 100Hz、
デューティ比 50%、外部信号 外部 A
ゲート無し

・

出力チャンネル 1 ： 設定周波数 50Hz、
デューティ比 50%、外部信号 外部 A、
ゲート無し

・

出力チャンネル 2 ： 設定周波数 100Hz、
デューティ比 25%、外部信号 外部 A、
ゲート チャンネル 0

出力チャンネル 0 の設定周波

外部入力チャンネル 0

クロック（200Hz）

数は外部入力信号の半分の
100Hz で、出力チャンネル 1
は外部信号の 1/4 の 50Hz で
す。出力チャンネル 2 の周波

出力チャンネル 0 （510Hz ‒ DC = 50%）

数は外部入力信号と同じです
が、ゲートが出力チャンネル
0 でかけられていますので、
結果的に周波数は 50Hz とな

出力チャンネル 1 （50Hz ‒ ゲート = 50%）

り、デューティ比は 25%とな
ります。

出力チャンネル 2 （200Hz ‒ ゲート = chn 0）
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6.4 開始 / 停止 モード

開始/停止モードでは、2 系統の外部入力チャンネ
ルを利用し、TRIG A の信号で発振をスタートさ
せ、TRIG B 信号でストップさせるものです。出
力する周波数や遅延時間は Internal モードと同
様にセットできます。このモードでは、ゲート機
能はできません。ストップ信号がハイレベルのま
まになっていると信号は出力できない状態とな
ります。
以下に、サンプルダイアグラムを示します。
・

出力チャンネル 0 ：

モード =開始/停止、

設定周波数 100Hz、デューティ比 50%
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6.5 レートスイッチモード（ Rate Switch ）

レートスイッチモードでは、2 つの外部入力信号を使って、
入力信号に応じて 2 種類の異なった周波数信号を切り替え
て出力するものです。外部 A の信号で 1 つめの周波数での
出力をスタートさせ、外部 B の入力信号で 2 つめに設定し
た周波数信号を出力します。
以下に、サンプルダイアグラムを示します。
・

- 22 -

出力チャンネル 0 ： モード = レートスイッチ、
設定周波数その 1= 100Hz、デューティ比 50%、
設定周波数その 2= 50Hz、デューティ比 50%
外部 A の信号がハイレベルになると信号は 100Hz で
出力し、外部 B 信号がハイレベルになると出力信号は
50Hz になる。
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6.6 バーストシングルモード（ Burst Single ）

バーストシングルモードは、外部入力信号をトリガ信号と
して、予め指定した周波数、デューティ比、遅延設定で決
められたパルス数分を出力するものです。バースト信号は
必要に応じて反転して出力することができます。
以下に、サンプルダイアグラムを示します。
・ 出力チャンネル 0 ： モード = バーストシングル、
トリガ = 外部 A、設定周波数 = 100Hz、
デューティ比 50%、パルス数 = 3
外部入力 TRIG A の信号をトリガ信号とし、信号が
ハイレベルになると、予め決められたパルス数と周波
数、パルス巾で出力チャンネル［0］から出力される。
出力されるパルスの幅はデューテイ比が 50%なので
5ms となる。3 発のバースト信号出力は 1 回のみで、
外部入力チャンネルに引き続きトリガ信号が入って
も出力はしない。
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6.7 バーストリトリガーモード（ Burst Retrgiggered ）

バースト・リトリガーモードは、バーストシングルモ
ードと基本的には同じで、外部入力チャンネルにトリ
ガー信号が入る度に決められたバースト信号を出力す
るものです。
以下に、サンプルダイアグラムを示します。
・
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出力チャンネル 0 ： モード = バースト
（リトリガード）、トリガ = 外部 A、
設定周波数 = 100Hz、デューティ比 50%、
パルス数 = 2
外部 A 信号をトリガ信号とし、信号がハイレベ
ルになると、予め決められたパルス数と周波数、
パルス巾で出力チャンネル［0］から出力される。
出力されるパルスの幅はデューテイ比が 50%な
ので、5ms となる。
2 発のバースト信号出力が終わると、引き続き
トリガー信号待ちの状態となり、トリガ信号が
入れば、同様のバースト信号を出力する。
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6.8 言語設定

1.

画面にカーソルをあてて右クリックボタンを押すと、以下のメニューが現れるので「言語...」

を選択します。
2.

リストから希望する言語を選択します。選択できる言語は、英語、ドイツ語、イタリア語、

日本語、中国語です。
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7. トラブルシューティング

7.1 タイミングハブのトラブルシューティング

症

状

解

決

法

電源 LED が表示されず

パワーサプライをタイミングハブに接続する。
ケーブル結線をチェックする。
IDT から納品されたケーブルを使用する。
USB2.0 ケーブルをタイミングハブから一旦外し、

USB ポート経由で

PC 側はそのままにして 30 秒間待つ。

装置が操作できず

ケーブルを再度挿入して 30 秒ほど待機し、再び
操作プログラムを立ち上げる。
ドライバを再インストールし、操作プログラムも
再インストールする。
USB ポートに確実にケーブルが挿入されていることを
確認する。
USB ポートが別の装置と共用されていないことを確認
する。
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