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※本装置の開発にあたり平成25年度かながわ成長産業イノベーション事業の支援を受けました。

【ハードウェア仕様】

水平周波数全画素読み出し時�

撮像素子�　　

有効映像画素数　　

画素サイズ 　

最低被写体照度 � 　 ：2.7lx
標準被写体照度 �   ：2650lx

走査方式��

ピクセルクロック

フレームレート全画素読み出し時

マニュアルゲイン

S/N  
電力入力 

外形寸法(mm) 質量 

：40fps
：-3dB～+24dB

：57dB 以上 (Gain=0dB) 
：AC100V  ACアダプタ

：55(H)×55(W)×69(D) 突起物含まず ：320g

：2/3型白黒CCD
：1600(H)×1200(V)
：5.5(H)×5.5(V)µm

：プログレッシブスキャン

《カメラ仕様》

《VSD2000仕様》

入力 ：BNCコネクタ

5V C-MOS レベル又はオープンコレクタ入力

　  ＊トリガ：プルアップ有無の選択可能　

READY：10KΩプルアップ有

出力 ：BNCコネクタ(8ch)
5V C-MOSレベル出力 

通信ポート� �：Ethernet 10BASE10/100  RJ-45 

電源入力�� ：AC100V～220V  50/60Hz

外形寸法(mm)� �：44(H)×350(W)×300(D) 突起物含まず

質量 ：3.2kg

：48MHz
レンズマウント� �：Cマウント

映像出力コネクタ��：Ethernet 1000BASE-T  RJ-45

PIV撮影時露光時間　　　

PIV撮影2時刻時間分解能 

：49.896kHz

：10µs～31.04ms（可変）

：1µs以下

外形寸法図

外形寸法図

単位：mm

単位：mm

：OPT IN X2, TTL IN X1, LVDS IN X1 入力信号
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機能 仕様

最大輝度差、輝度標準偏差、相関係数、3-Rank速度ベクトル、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトル

フロントエンド機能 TSPIV起動、FtrPIV起動、各種パラメータ授受

処理結果表示 3次元流速ベクトル(FtrPIV結果)と粒子画像(TSPIV生成の逆投影画像)の重ね合わせ表示

入力粒子画像指定 Explorerライクのフォルダツリーおよびファイルリストによる選択

TSPIVパラメータ設定 解析対象直方体サイズ、voxel分解能、スライス厚さ、出力フォルダ

FtrPIVパラメータ設定 ⊿t、検査窓サイズ、計算格子ピッチ、探索範囲、誤ベクトル検査パラメータ

動作環境

《FtrQVV》

実装形態 x64ネイティブコード＋CUDAコード

CUDA要件 Compute Capability 3.5以上

3次元輝度情報再構築 MART(Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique)、SPT(Simplified Projection Technique)による高速化実装

逆投影画像生成 奥行き方向位置考慮の輝度補正実装(精度向上)

《TSPIV engine》

基本PIV演算

有効輝度差、輝度標準偏差、相関係数、ベクトルの大きさ、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトルとの比較、
近傍との関連性

誤ベクトル検査

幾何光学カメラモデルステレオ再構築

CSVファイル出力処理結果出力

PIV演算処理、ステレオ再構築処理バッチ処理

http://www.ft-r.jp/service/service_piv_piv.htmlをご参照その他の機能

《FtrPIV》

Windows7(64bit版)

【ソフトウェア仕様】

FtrTSPIV
トモグラフィックステレオPIVシステム

【特徴】

・ ステレオPIVと共通化された分かりやすい計測手順

・ 新アルゴリズムによるデータ解析の高速化

・ 冗長性の排除によるデータ軽量化

・ 直感的でありながら高精度なカメラ校正機能(ISCC)

・ カメラ校正から結果出力までをルーチン化

・ PIV計測に適したマルチPIVカメラシステム（FtrMPC)を搭載

・ 豊富な受託計測実績に裏打ちされた技術サポート（オプション）

・ 専門スタッフによる計測サービス（出張計測可能）（オプション）

FtrTSPIVは新技術トモグラフィックステレオPIV（特許出願）を利用した
効率的なフルボリュームPIVシステムです。高速なデータ解析と軽いデー
タ容量を特徴とし、ご好評頂いているステレオPIV(FtrPIV-Stereo)から手
軽に拡張できます。

トモグラフィーとステレオPIVを融合した
効率的なフルボリュームPIVシステム登場!!



時々刻々変化する流れを最高10kHzの時間分解能

で定量化。高速移動物体回りの流れや流体騒音

関連の流れの把握に威力を発揮します。

最先端のフルボリューム流体計測!!

【マルチPIVカメラシステム(FtrMPC)】

フルボリューム流体計測に最適な撮影システム

です。Ethernet接続の小型軽量なCCDカメラを

採用し、PIV専用のデジタルディレイパルス発

生装置(VSD2000)を組み込むことにより、PIV
撮影に必要な全ての機能をソフトウェアで操作

することができます。ハイスピードカメラと高

繰り返しダブルパルスレーザを用いた｢ダイナミ

ックシステム」への拡張も可能です。

[FtrTSPIV標準システム]
　・マルチPIVカメラシステム（FtrMPC）
　・高出力ダブルパルスNd:YAGレーザ
　・デジタルディレイパルス発生装置(VSD2000)
　・GPU搭載ホストコンピュータ
　・FtrTSPIV-Software

新開発『トモグラフィックステレオPIV技術』がデータ解析の高速化と軽量化を実
現しました。マルチPIVカメラシステム『FtrMPC』と高機能ステレオPIV『FtrPIV-
Stereo』を搭載した本システムは、最先端のフルボリューム流体計測へのニーズに
応えます。

[FtrTSPIVダイナミックシステム]
　・高速度カメラ
　・高繰り返しダブルパルスNd:YLFレーザ
　・デジタルディレイパルス発生装置(VSD2000)
　・GPU搭載ホストコンピュータ
　・FtrTSPIV-Software

マルチカメラシステム
（FtrMPC）

高出力ダブルパルスNd:YAGレーザ

【システム構築事例】
粒子画像（カメラ4台）
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TSPIV結果 TSPIV結果（多断層）

MARTで再構築された3次元輝度分布は、オリジナル画像デ

ータに比べてデータ容量が大幅に増大してしまうという問題

を抱えていました。FtrTSPIVは多断層ステレオPIV技術の開

発によって、その問題を解消しました。その結果、通常の

TomoPIVに比べて、データ容量が1桁以上低減され、解析速

度は1桁以上高速化されました。解析精度や安定性について

も通常のTomoPIVを上回る性能を有します。

快適なフルボリューム計測のために開発されたGUI統
合ソフトウェア『FtrQVV』。全てのデータ解析を簡単

な操作で実行できるユーザフレンドリーなソフトウェ

アです。

豊富な受託計測実績に基づいて、専門スタッフによる包括的な技術サポートをご提供します。
圧力や温度との複合計測や大型装置を対象とした出張計測へのサポートも可能です。

非燃焼可視化エンジン内部流動の
トモグラフィックステレオPIV計測例

【高速解析とコンパクトなデータ容量】

【ユーザフレンドリーなシステムインテグレーション】

【安心の技術サポート】(オプション）

TSPIV出力ファイル

FtrQVV

FtrPIVTSPIV
Engine

起動
（解析パラメータ） 起動

（解析パラメータ）
FtrPIV出力ファイル

FtrPIV出力ファイル
＝3次元速度ベクトル

TSPIV  ：TSPIVエンジン。3次元輝度分布の再構築
　　　   およびステレオPIV用の逆投影画像生成
FtrPIV  ：逆投影画像に対するステレオPIV
FtrQVV：上記2つのソフトのフロントエンド

本システムのソフトウェア相関図

【トモグラフィックステレオPIV技術】

CT標準のMARTを用いた3次元輝度分布の再構築をベースに、ステレオ投影＆ステレオPIVに基づく2次
元相互相関解析を組み込んだ新技術です。撮影領域を多断層領域に分割し、領域毎にステレオPIVを適

用するという方法により、データ解析の高速化と軽量化を実現しました。ステレオPIVには、ご好評頂

いているFtrPIV-Stereoを組み込んでおり、粒子画像の前処理から誤ベクトル除去までの豊富な機能をご

利用頂けます。
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水平周波数全画素読み出し時�

撮像素子�　

有効映像画素数　

画素サイズ 

最低被写体照度 � ：2.7lx
標準被写体照度 � ：2650lx

走査方式��

ピクセルクロック

フレームレート全画素読み出し時

マニュアルゲイン

S/N 
電力入力 

外形寸法(mm) 質量 

：40fps
：-3dB～+24dB

：57dB 以上 (Gain=0dB)
：AC100V ACアダプタ

：55(H)×55(W)×69(D) 突起物含まず ：320g

：2/3型白黒

：1600(H)×1200(V)
：5.5(H)×5.5(V)µm

：プログレッシブスキャン

《カメラ仕様》

：48MHz
レンズマウント� �：Cマウント

映像出力コネクタ��：イーサネット 1000BASE-T RJ-45

PIV撮影時露光時間　

PIV撮影2時刻時間分解能 

：49.896kHz

：10µs～31.04ms（可変）

：1µs以下

外形寸法図

単位：mm

：OPT IN X2, TTL IN X1, LVDS IN X1入力信号
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【ハードウェア仕様】
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機能 仕様（ 選択可能なメニュー項目）

基本PIV演算 最大輝度差、輝度標準偏差、相関係数、3-Rank速度ベクトル、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトル、
粒子数（参考）

拡張PIV演算

ポスト処理

デフォメーショングリッド、マルチグリッド、マルチコリレーション

FIR（Finite Impulse Response）フィルタリング、2次元空間FFTフィルタリング

誤ベクトル検査 有効輝度差、輝度標準偏差、相関係数、ベクトルの大きさ、近傍メディアンベクトル/近傍平均ベクトルとの比較、
その他

誤ベクトル補間 ガウシアン補間

時系列統計演算 最大輝度差、輝度標準偏差、相関係数、3-Rank速度ベクトル、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトル、
粒子数（参考）、乱流エネルギー、レイノルズ応力

ステレオ再構築 幾何光学カメラモデル、Direct Mapping 
処理結果出力 Tecplot ASCIIファイル出力、専用バイナリファイル出力、View画像出力

画像加工 固定Kernelフィルタ（ローパス、ハイパス、ガウシアン、ラプラシアン、クロスSobel、鮮明化、任意Kernel）、
メディアンフィルタ、明るさとコントラスト

背景処理 時系列背景画像生成（最小と平均、最適化、参照範囲指定）

マスク マスク演算、マスク生成

バッチ処理 画像加工処理、背景画像処理、PIV演算処理、ステレオ再構築処理、統計演算処理

分析 ベクトル分布分析

【ソフトウェア仕様】

機能 仕様

最大輝度差、輝度標準偏差、相関係数、3-Rank速度ベクトル、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトル

フロントエンド機能 TSPIV起動、FtrPIV起動、各種パラメータ授受

処理結果表示 3次元流速ベクトル(FtrPIV結果)と粒子画像(TSPIV生成の逆投影画像)の重ね合わせ表示

入力粒子画像指定 Explorerライクのフォルダツリーおよびファイルリストによる選択

TSPIVパラメータ設定 解析対象直方体サイズ、voxel分解能、スライス厚さ、出力フォルダ

FtrPIVパラメータ設定 ⊿t、検査窓サイズ、計算格子ピッチ、探索範囲、誤ベクトル検査パラメータ

動作環境

《FtrQVV》

実装形態 x64ネイティブコード＋CUDAコード

CUDA要件 Compute Capability 3.5以上

3次元輝度情報再構築 MART(Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique)、SPT(Simplified Projection Technique)による高速化実装

逆投影画像生成 奥行き方向位置考慮の輝度補正実装(精度向上)

《TSPIV engine》

基本PIV演算

有効輝度差、輝度標準偏差、相関係数、ベクトルの大きさ、近傍メディアンベクトル、近傍平均ベクトルとの比較、
近傍との関連性

誤ベクトル検査

幾何光学カメラモデルステレオ再構築

CSVファイル出力処理結果出力

PIV演算処理、ステレオ再構築処理バッチ処理

http://www.ft-r.jp/service/service_piv_piv.htmlをご参照その他の機能

《FtrPIV》

Windows7(64bit版)

【ソフトウェア仕様】

FtrTSPIV
トモグラフィックステレオPIVシステム

【特徴】

・ ステレオPIVと共通化された分かりやすい計測手順

・ 新アルゴリズムによるデータ解析の高速化

・ 冗長性の排除によるデータ軽量化

・ 直感的でありながら高精度なカメラ校正機能(ISCC)

・ カメラ校正から結果出力までをルーチン化

・ PIV計測に適したマルチPIVカメラシステム（FtrMPC)を搭載

・ 豊富な受託計測実績に裏打ちされた技術サポート（オプション）

・ 専門スタッフによる計測サービス（出張計測可能）（オプション）

FtrTSPIVは新技術トモグラフィックステレオPIV（特許出願）を利用した
効率的なフルボリュームPIVシステムです。高速なデータ解析と軽いデー
タ容量を特徴とし、ご好評頂いているステレオPIV(FtrPIV-Stereo)から手
軽に拡張できます。

トモグラフィーとステレオPIVを融合した
効率的なフルボリュームPIVシステム登場!!

株式会社フローテック・リサーチ
〒2230057
神奈川県横浜市港北区新羽町7892
TEL 0457168361 　FAX 0457168362
Email support@ftr.jp 　http://www.ftr.jp


