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皆様へ

カメラテストのための弊社製品にご興味をお持ちいただきあ

りがとうございます。

このカタログの中にあなたが必要とされる全てがあるように
と願っています。弊社の製品はテストチャートから始まっ
て、チャート照明、チャートとカメラのマウント、評価ソフ
トウェアまでと、全システムを網羅しています。弊社は画質
解析に重点を置いていますが、タイミング値、画像スタビレ
ーションやスペクトル感度を測定する装置も提供していま
す。

膨大な数のパーツとその組み合わせは、適切な組み合わせを
選択する際、お客さまにとっては挑戦であると理解していま
す。そのため、これらのニーズに答えるため、全くマニュア
ルによるものや完全に自動化されたソリューションばかりで
なく、スターター・キットもご用意しました。これらに共通
していることは、モジュラー・システムを基本とし、個々の
ニーズに適したソリューションを造り出していただけるとい
うことです。本カタログの初めにソリューションの抜粋があ
ります。

画質評価には高品質のテスト装置が必要です。これら装置を製造するばかりでなく、弊社では自身でも使
用しています。弊社のテストラボでは、製造メーカー、システム開発者や雑誌社の為に、毎日テストを実
施しています。このように、弊社システムの高い品質と、弊社の装置があなたのテストラボのニーズにも
合致するよう保証しています。

弊社はお客様の声に耳を傾けます。何か欠けているとお思いの際は、遠慮なく弊社にお問い合わせくださ
い。喜んでカスタム設計のチャートから個々のソフトウェア・ソリューションまで、あなたの為に独自の
ソリューションをご提供いたします。特別なテストが必要ですか？弊社のiQラボにご依頼ください。お手
伝いさせていただきます。

弊社は、個別のトレーニング・コースにより、喜んで弊社の経験を皆様と共有させていただきます。ま
た、ドイツのケルン地区にある弊社本社にいつでもお越しください。歓迎いたします。
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世界的なデジタル画像分野で最も高性能な解析ツールのひとつ

260個を超える広汎で、高度に専門化されたチャートの取り揃え

それぞれ固有のニーズへのソリューション

世界有数の実際に使用されているテスト装置
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ターンキーソリューション

ターンキーソリューション

ターンキーソリューションには高品質テストに必要な全てがあります。

イメージエンジニアリング社は独立した画質テストラボで、デジ
タル画質の特性評価に関するノウハウを日々拡張しています。弊
社のラボでは、あらゆる種類のデジタルカメラを絶えずテストし
ています。SLR、コンパクトカメラ、モバイル装置、ビデオ、放送
用カメラと種類は問いません。また、自動車産業、メディカル技
術、セキュリティー等の様々な特殊カメラも絶えることなくテス
トしています。メーカー様から新たなご質問があった場合、弊社
の技術陣は適切なソリューションを開発してお答えします。全て
の適応分野で、弊社のスペシャリストが実用上から発した必要条
件に基づいて常に努力しています。

カメラテストで最も重要なルールは、チャートはテストされるカ
メラより優れたものであらねばならないということです。弊社は
あなたの装置をテストするために必要な高い品質を提供します。

弊社のテストチャート・ポートフォリオには全ての関連測定方法
や用途に応じるため、260個以上のテストチャートが含まれていま
す。様々なサイズを用意し、技術的な必要条件に適応し、多くは
反射式と透過式で取り揃えています。

全体をよりよく見渡していただくため、様々なテストチャートは
右記のカテゴリーに体系付けされています。

テストチャート

弊社の設計陣は全ての必要となるカメラ特性を得るための適切な
チャートとそれと同時に照明装置を設計します。測定装置は、現
行、及び将来の規格の必要条件に対応するよう設計されていま
す。特別な解析ソフトウェアであるiQ-Analyzerは絶えることなく
更新されています。
さらに、チャート・カメラ・照明の各用途のマウントを行うた
め、個別の対応システムが設計されています。弊社が長年に亘っ
て獲得してきた経験を活用してターンキーソリューションンを制
作し、あなたのテストラボに「フルサービスの」性能を提供しま
す。

チャートマウント

» iQWallmount （反射式テストチャート用）

» iQ-Tripodmount frame（反射式テストチャート用）

» iQ-Foldermount （反射式キット用）

» iQ-Tablemount （反射式テストチャート用）

» チャートマウント用三脚

» iQ-Chartmount縦型

» iQ-Chartmount横型

» マグネットテープ

カメラ・照明マウント

» 3 Wayカメラヘッド

» iQ-Cameramount

» iQ-Alignrig*

» iQ-Bench*

» カメラ用三脚

» LE6/LE7用三脚

» iQ-Monopod

» 車輪付きサポート

» iQ-Housing

» OECF / ガンマ

» 解像度 / マルチバースト

» バックフォーカス

» 幾何学グリッド位置合わせ

» カラー

» シグナル評価

» 白黒

» 一般多目的

＊API(上級プログラミングインターフェース）を使用可能

テストチャート マウント
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特別注文のソリューション

ターンキーソリューション

解析ソフトウェア
iQ-ANALYZER –モジュール

» OECF

» カラー

» 解像度

» シェーディング

» ディストーション

» ヒストグラム

» 42

» ビデオ

» 測定

前面照明装置
反射式チャート用

» タングステン・ハロゲン光源

» 蛍光灯光源

» iQ-Flatlights* LED光源

» iQ-Chart Box

測定装置

» STEVE 手ぶれ補正

» iQ-AF Box オートフォーカス測定

» LED-Panel タイミング測定

» Digitus 義指(メカニカルな指)

» camSPECS 分光感度

» Gossen Mavolux 5032 B USB 輝度測定

» Gossen Digipro F2 露出計

背面照明装置
透過式チャート用

» LG2 ライトボックス*

» LE6 積分球(ハロゲンバルブ付き)

» LE7 積分球（iQ-LED付き）*

» CAL1 キャリブレーション光源 (チャート照明用ではない)

» CAL2 キャリブレーション光源 (チャート照明用ではない)

» LE7-IR IR付き積分球

» CF 変換フィルター

ご紹介したターンキーソリューションは実施可能なセットアップ
の中からの抜粋です。昨今の画像システムや関連条件によっては
全ての測定が実施できるよにするためテストシステムのカスタム
設計変更が必要になる場合があります
ハードウェア面では、基本的なテストチャートからスペクトル調
整できる光源まで、携帯電話のマウントから全自動のテスト・ス
タンドまで、基本的なテスト・パターンからムービング・パーツ
があり高いダイナミックレンジの可能なシーンまでと、ありとあ
らえるものが手に入ります。ソフトウェア、ハードウェアとサー
ビスを組合せ、あなたの個々のニーズにお答えする完璧なソリュ
ーションを造り出します。ありきたりの在庫品の製品ではなく、
あなたの個々の期待に合うよう製造調整されたシステムが手に入

ります。弊社はあなたの測定ニーズのそれぞれに回答を用意しま
す。弊社の製品をソフトウェアで制御できる方法にご興味のある
場合は、弊社にコンタクトしてください。弊社のエンジニアが喜
んで実りある協力をさせていただきます。

ご相談 設計 実行

＊API(上級プログラミングインターフェース）を使用可能

照明 解析

C:\>_
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ベーシック

基本的なカメラ評価のテストを行うために必要な全て
予算にやさしいセットアップで可能な限りの情報を。ベーシック
キットは多様なカメラのテスト環境を構築すために必要なありと
あらゆるものを含んでいます。最も重要な構成要素は、画質関連
パラメーターの大部分を網羅する多目的テストチャート、TE42で
す。iQ-Analyzerのソフトと円滑に動作して、画像中央と周辺の
解像度ばかりでなく、テキスチャー・ロス、ディストーション、
シェーディング、色再現、ノイズ特性等が一つの画像からチェッ
クできます。大型ディフューザー付きのタングステン・ハロゲン
ランプが反射式チャートを照明します。このランプは均一な照明

基本的なカメラ評価のテストを行うために
必要な全て

を提供し、セットアップが素早く容易にでき、本格的なカラー測
定が必要な場合は連続発光スペクトラムを保証します。テストチ
ャートを保持する最も簡便な方法は、iQ-Wallmountを使ってチャ
ートを壁にマウントすることです。チャートは確実にマウントで
き、床スペースも取りません。三脚の上部には3Wayカメラヘッド
があります。このため、最良の結果を得るためカメラのチャート
に対する位置合わせも容易です。

エキスパート

高品質のカメラを開発されていますか。もしそうなら、高品質の
テスト装置を利用すべきです。エキスパートキットには本格的な
テストを行うために必要な全てが含まれています。また、テスト
を出来るだけ素早く、かつ簡便に行うのに役立ちます。テストす
るシステムに関する詳細な情報を得るために、様々なテストタ
ーゲットの画像をいくつか撮影する必要があります。チャート切
替の際、カメラセットアップに費やす時間を短くするため、iQ- 
Chartmount(縦型)を開発しました。チャートをチャートマウント
に収納し、申し分なく保護します。必要なとき、チャートを簡単
に引き出せます。iQ-Benchの上部にカメラをセットしておけば、
カメラを前後させるだけでカメラの位置合わせを行うたびに時間
を浪費しません。このようにしてテストを素早く信頼性を持って
行えます。iQ-Analyzerは様々なテストターゲットから撮影した画
像を、一つのファイルか膨大な量のファイル化に関わりなく、解

析します。このキットに含まれる精選された高品質なテストチャ
ートは最新のISO規格に準拠し、画質解析の大部分の重要な項目を
網羅しています。これらには、画像の25個の位置に於ける解像度
の詳細なチェック、140個のカラーパッチの色再現、詳細な幾何学
的ディストーション、ノイズ、高ダイナミックレンジのテストチ
ャートによるダイナミックレンジ測定、詳細なシェーディングが
含まれます。独自のiQ-LEDテクノロジー、反射式ターゲット用の
ハロゲンライト、及び透過式ターゲット用の各種光源を持つLE7を
使用すれば、お客様が期待される高品質な装置の開発に必要とさ
れる高品質なテスト装置が提供されます。

様々なチャートや特長を持つ上級ソリュー
ション

レンズ

レンズは画像システムのきわめて重要な部分であり、詳細にチェ
ックする価値があります。本キットにはレンズを詳細に解析する
ために必要な全てが含まれており、賢明な決定を行う際に利用す
る意味のあるリポートを提供します。

レンズ性能を説明する最も重要な基準は変調伝達関数（MTF）で
す。TE268テストチャートをiQ-Analyzerと組合わせて利用する
と、レンズ・システム性能への深い洞察を提供するISO規格12233
適合のソリューションを得ることができます。25個の変調Siemens 
starにより、一つの画像から画面のあらゆる位置で600MTFまでが
得られます。ディストーション、シェーディングといったレンズ

の他の二つの重要なレンズ性能はもう一枚画像を撮るだけです。
縦型iQ-Chartmountを利用すれば、TE251が素早く視野内にスライ
ドし、ディストーションとシェーディングのチェックが素早く簡
単に行えます。LE6は均一でフラットな画面を提供するため、極め
て高精度レベルでのシェーディング測定に万全です。ズームレン
ズを測定する必要がありますか。３Wayカメラヘッドとあいまって
カメラスタンドによりチャートの位置合わせの煩わしさから解放
されます。弊社のiQ labでは年間数百本のレンズにこのセットア
ップを利用しています。

あなたのレンズ・カメラシステムを詳細に
知る。

ターンキーソリューション
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本キットに含まれる製品

ベーシック エキスパート レンズ

テストチャート

TE42 | 高速カメラテスト用多
目的チャート

TE182に装着されたTE230 

X-Rite ColorChecker SG

TE251 ディストーション、色

収差 、クロス

TE255 ケラレ測定用拡散プ

レート

TE264 OECF 20 ISO規格 14524 

/ 15739 改

TE268 レンズ解像度テストチ

ャート

TE251 ディストーション、色

収差 、クロス

TE255 ケラレ測定用拡散プ

レート

TE268 レンズ解像度テストチ

ャート

チャートマウント

iQ-Wallmount | A1066までの
様々なサイズの反射式チャー
ト用壁掛けマウントフレーム

iQ-Chartmount-V | オプションとして積分球サポートのある縦
型スライド式チャートホルダー

前面照明装置

HEDLER tungsten halogen light source  2x | 2つの独立して
切替可能なタングステン・ハロゲンバルブのライト。小型で短
く、頑丈なメタル・ハウジング

Fluorescent illumination |
デジタル静止画.の必要に正確
に合うパネルライト。6本の蛍
光管システム

背面照明装置

LE7 | The LE7は新しいLED光
源を利用する積分球*

LE6-100 | 積分球の原理で動
作する球面透過照明器、リモ
コン付き

CF5400 | LE6用変換フィル
ター

カメラ・照明マウ
ント

Manfrotto 055XPROB Tripod  
The 055XPROB は極めて多機能
な三脚。

Manfrotto Junior Geared 
Head 410 | このユニークなヘ
ッドは3方向のギアムーブメン
トが可能。

iQ-Cameramount | 縦・横カ
メラ移動のためのスペシャル
マウント
iQ-Bench | モーター化が可
能なリニアガイド方式のシ
ステム
Manfrotto Junior Geared 
Head 410 | このユニークなヘ
ッドは3方向のギア動作が可能

iQ-Monopod | 正確なカメラ位
置決めのためのモノスタンド

Manfrotto Junior Geared 
Head 410 | このユニークなヘ
ッドは3方向のギア動作が可能

測定装置

Gossen Digipro F2 | 高精度
入射光測定用露出計.

Gossen MAVOLUX 5032 B USB | DIN規格5032-7及びCIE規格６９
に準じて分類されたデジタル照度・輝度計.

解析ソフトウェア

iQ-Analyzer | 画像解析ソフトウェア

ターンキーソリューション

＊API(上級プログラミングインターフェース）を使用可能
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タイミング測定

画像スタビライゼーション

現在、シャッターレリーズ・タイムラグ、撮影タイムラグ、撮影
レート、スタートアップ時間等の測定方法については、国際規格
があります。ＩＥ社は本規格を開発したＩＳＯグループのメンバ
ーでありディトマー・ウェラーが規格書の編集者であったため、
この問題を熟知しており、ＩＳＯ必要条件に合致した“ＩＳＯ規
格１５７８１準拠のタイミングキット“を設計しました。
照度調整機構付き蛍光管のiQ-AF Boxが本規格の中に印刷されて
いるチャートより幾分精巧なＴＥ２６１テストチャートを照明し
ます。斜めエッジがあるため解像度測定やフォーカス精度テス
トにも利用できます。上部左と下部右の隅にある2つのＬＥＤ－
Ｐanelは一回のスイッチ操作により同時にスタートするよう電子

ローライトの条件下でピントの合った高解像度の画像が撮影でき
るということがデジタルカメラの主要な性能特性の一つです。
このため多くのカメラには画像スタビレーションが搭載されてい
ます。
弊社はカメラに搭載された光学的・電子的画像スタビライゼーシ
ョンの性能を評価する
ターンキー・ソリューションとして画像スタビレーションを開発
しました。
本ソリューションはユニークな6軸の位置調整システムとImage 
Engineering社で開発したコントロール・ソフトウェアを組み合わ
せたSTEVE-6Dと名付けたコンパクトで
高度にダイナミックな加振装置を中心に構成されています。
Digitus、STEVE-6DをマウントするHoneycomb Breadboard、TE261
を装着したiQ-AF Boxと共に使用すると、総合的なテストと画像ス
タビレーションンシステムの解析が可能になります。

的に接続されています。LED-Boxはシャッターレリーズボタンを
押した後、画像内に先にLEDが点灯したほうが解析に利用されま
す。スイッチを正確に操作するため、Digitusもキットに付属しま
す。Digitusは三脚に取り付けることができ、露出ボタンとスイッ
チを同時に作動できるように調整できます。

起動時間とシャッターラグ以上のものを

高機能・総合的な画像スタビライゼーション
テスト装置

+

+

+

ターンキーソリューション
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本キットに含まれる製品

タイミング測定 画像スタビライゼーション

テストチャート

TE261 | デジタル画像取込装置のSRF（空間周波数応答）を測定するために使用。
弊社iQ-AF Boxのデフォルト・チャート

カメラ・照明マウ
ント

Manfrotto 055XPROB Tripod | 極めて多機能
な三脚

Manfrotto Junior Geared Head 410 | このユ
ニークなヘッドは3方向のギア動作が可能

カメラ・プレート

iQ-Mobilemount

ハニカム・ブレッドボード

測定装置

iQ-AF Box | 4本の照度調整式蛍光管の照明
ボックス

LED-Panel 2x | デジタル画像装置のシャッ
ター、撮影タイムラグ、オートフォーカス時
間、フレームレート、露出時間等を測定する
装置

Digitus | 25ms以内にシャッターレリーズボ
タンを押すことのできる機械式指

Gossen MAVOLUX 5032 B USB | DIN規格5032-7
及びCIE規格６９に準じて分類されたデジタル
照度・輝度計

STEVE-6DS、又はSTEVE-6DL (カメラ加振装置)

Digitus
(25 ms以内にシャッターレリーズボタンを
押すことができる機械式フィンガー）

iQ-AF Box 
4本の照度調整機能付き蛍光管を持つ
照明ボックス）

解析ソフトウェア

自動解析は近日中。 STEVE 2.0 （ソフトウェア制御の解析）

ターンキーソリューション

＊API(上級プログラミングインターフェース）を使用可能
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ターンキーソリューション

iQ-TESTSTAND

弊社は、過去、カメラテストスタンドのために、膨大で多種多様
なコンポーネントを開発してきました。製品レンジは簡単なチャ
ートホルダーから全自動の生産ラインソリューションまで多岐に
わたります。現在、これらのコンポーネントは組合わせられ、個
々の必要条件に応じて容易にカスタマイズできるモジュラー・シ
ステムになりました。何か欠けているパーツがあれば、全く新し
いソリューションを作るのでなく補充でき、カメラスタンドは、
従来より、素早く、またコスト効率よく、構成することができま
す。

カメラテストスタンドは下記の「基本パーツ」に分類できます。

弊社はそれぞれのパーツに対し、スタンド完成品に構成できるよ

う、様々なソリューションを提供しています。

チャートマウント

チャートマウントについては、弊社は簡易型の壁・テーブ
ルマウントから積分球ホルダー付き水平スライド式マウン
ト、積分球サポート付き垂直スライド式チャートホルダー
である手動操作式のiQ-Chartmountまで、様々なバージョン
を提供しています。iQ-Chartmountには全自動型もありま
す。現在、縦型チャートマウントのみ自動化することが可
能。

iQ-Chartmount-HiQ-Chartmount-V*

カメラ位置決め

トラディショナルなカメラスタンドでは、垂直方向のカメ
ラ位置決めにカメラスタンドが使用され、水平方向の位置
決めが必要であれば、特殊スライドも販売されています。
その他のシステムでは、（カメラ-チャート軸に対し）垂
直方向と水平方向にカメラを移動させるため、特別なiQ-
CameraMountを使用します。

iQ-Cameramount

カメラ・チャート間の距離

カメラとチャート間の距離を調節するため、2つの異なった
システムを提供しています。
ひとつはレールと垂直方向のカメラ調整付きスタジオスタ
ンドで構成されたトラディショナルなカメラスタンドをベ
ースにしています。本システムは手動操作のみですが、長
い距離をカバーできます。ケルンの弊社ラボでは28mレー
ル付きの本システムを使用しています。次は自動化できる
リニア・ガイドをベースにしたシステム、iQ-Benchです。
基本的には、これも長い距離をカバーできますが、大型カ
メラに十分な安定性を持たすためにある程度の高さが必
要になります。手動操作も可能です。両製品とも、 iQ-
Chartmount (縦型・横型）と最適に組み合わせることがで
きます。

iQ-Bench*

iQ-Monopod

カメラ・チャートのアラインメント

カメラをチャートに対しアラインメントをとる最も簡単な
方法は、マイクロ制御のある
3 way 雲台を使用することです。自動でアライメントを取
りたい場合は、弊社の自動
iQ-Alignrigをご使用ください。本製品はピッチ方向、ヨー
方向ともにカメラを回転でき、チャートに対しアライメン
トをとることができます。 カメラのライブビュー出力と
組み合わせれば、チャートへの自動アラインメントも可能
です。

iQ-Alignrig*

3 way カメラヘッド

» チャートマウント

» カメラ・チャート関の距離

» カメラ位置決め

» カメラ・チャートの配置

» 反射式チャート照明

» 透過式チャート照明

» ハウジング

» ソフトウェア
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品質保証
カメラの合格品と不合格品を識別するため、全ての製造ライン
で、解像力、光学系の芯出し、シェーディング等の諸要素に、カ
メラ性能の定量評価が利用されているわけではありません。この
ため、時として、品質評価が製造ラインの個人に頼らざるを得な
いといった問題が生じます。弊社が開発し、カメラ生産に於い
て、現在、活躍している弊社の客観的手法を用いれば問題は解決
します。一部分をある会社が生産し、残りを他社が生産するとい
った特殊なプロジェクトの場合、許容公差について合意し不良を
最小限度に抑えるため、両社は同じ製造ライン制御システムを使
用されています

製造ラインQA

iQ-HOUSING

もし特別な部屋に設置されない場合、カメラテストスタン
ドは迷光やハウジングの環境がもついろいろな条件から遮
蔽してやる必要があります。誰かがハウジングに触れた場
合、測定への影響を防ぐため、ハウジングはスタンドから
切り離すべきです。ハウジ
ングはスペース条件やその
他制限によりそれぞれ作り
ますが、誰かがドアーを開
けようとした場合を考慮
し、自動パワーオートオフ
のドアーも取り付けられま
す。ハウジングの最も簡便
なものは、タール塗り帆布
で被われた骨組です。。

ソフトウェア

弊社がお届けするカメラテスト用の標準ソフトウェアはiQ-
Analyzerです。解析結果はカスタム設計の製造ラインのソ
フトウェアや一般のラインオプションを利用してあなた自
身のソフトウェアに組み込むことができます。自動化には
通常カメラとテストスタンドのソフトの対話が必要ですの
で、本ソフトウェアはそれぞれのカメラに個別に適用でき
ます。iQ-Teststandの電動モジュールはUSBインターフェー
スを利用して制御でき、SDI/APIが付いてきます。

反射式チャート照明

現在、弊社プログラムには反射式チャート用に３種類の照
明光源があります。フィルターを使用してデイライト条件
に合わすことができる（ディフュザー付きの）タングステ
ン・ハロゲンランプ、デイライト特性を持った（ディフュ
ザー付きの）蛍光管、そして、USBインターフェースを利
用してコンピューターから操作できる様々な光源を持った
lightHEADです。lightHEAD を使用してテストチャートを照
明する際は、これらのヘッドが2個必要で、均一な照明を得
るためにスタンドに設置します。

lightHEAD*

蛍光管

iQ-Flatlight*

タングステ
ン・ハロゲ
ン・ランプ

透過式チャートの照明

信頼性のあるテスト結果をえるためには、均一な配光が是
非とも必要です。弊社ではテストターゲットの均一な照明
を保証するため様々な照明装置を提供しています。LG2は蛍
光管のライトボックス。LE6とLE7は積分球の原理で作動し
ます。LE6はハロゲンバルブを装備しています。

LE7* LE6

LG2

iQ-Analyzer

ターンキーソリューション

＊API(上級プログラミングインターフェース）を使用可能
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フォト

マシンビジョン

LE6-100 積分球照明器

TE264 ECF 20　ISO 14524/ 15739 改定版、D280

TE255 拡散プレート（シェーディング測定用）・D280

CF5400 Conversion filter 変換フィルター5500K、D280

iQ-Wallmount サイズA1066 S/H/Lの反射式テストチャート用　
　ウォールマウント・フレーム

TE182 ニュートラル・グレイ１８％反射率、A1066

LE6-100 積分照明器

TE255 拡散プレート（シェーディング測定用),D280

TE269 10.000:1 OECF 36、D280

CF5400 変換フィルター　5500K、D280

iQ-Wallmount 反射式テストチャート用の壁掛けマウントフ
レーム

TE230 X-Rite ColorChecker SGをTE182に装着

TE251 歪曲収差、色収差クロス、A1066

TE253 9x 変調正弦波Siemens star (傾斜エッジ、クルト
シス)、A1066 S/H/L

iQ-Analyzer デジタルカメラ解析用のソフトウェア(初年度
メインテナンスを含む)

TE251 ディストーション、色収差、クロス、 A1066

TE230 X-Rite ColorChecker SGをTE182に装着

TE182 ニュートラル・グレイ、１８％反射率、A1066

TE253 9x 変調正弦波Siemens star, A1066 S/H/L

iQ-Analyzer デジタルカメラ解析用のソフトウェア(初年度メ
インテナンスを含む)

弊社のカメラテストの経験に基づき、デジタル・スティール・カ
メラをチェックするために最も重要な装置によるキットを準備し
ました。透過式ターゲットの使用無くして、ダイナミックレン
ジを測定するための信頼できる方法はありません。弊社には、ノ
イズ、OECF、ダイナミックレンジ、ISOスピード（ISO規格14524, 
ISO規格15739及びISO規格12232に準拠）を測定するTE264がありま
す。透過式のターゲットは均一な照明が必要となり、この目的に
はLE6が極めて優れた選択です。積分球がTE264をタングステン光
で照明し、カラー変換フィルターを使ってデイライトに変更でき
ます。TE255と共に、輝度やカラー・シェーディング（将来のISO
規格１７９５７に準拠）を測定するための極めて均一な光源を手
にすることができます。

マシンビジョンでは、通常ライティングはコントロールが可能で
す。従って、OECFチャートでは通常のコントラスト10,000:1で十
分です。しかし、自動検知や画像の諸エレメントの評価のために
音量レベルが利用されるため、OECFは出来るだけ詳細に測定する
と役立ちます。この理由のため、積分球LE6と組み合わせて36グレ

反射式ターゲットを保持するベーシックな壁掛けマウントを追加
しました。色再現には反射式のX-Rite ColorChecker SGがパッケ
ージに含まれ、ディストーションばかりでなく横方向の色収差も
TE251(将来のISO規格17850に準拠)を使って測定できます。
最後になりますが、このスターターキットにより、ISO規格１２２
３３(将来の2013年度版)に準拠して、正弦波Siemens starと傾斜エ
ッジを使って解像度が測定できます。サンプルカメラで撮影した
全ての画像を評価するため、画質評価で最も適応性のあるソフト
ウェアiQ-Analyzerが含まれています。

ーレベルを持つTE269がキットに含まれています。カラー、解像
度、ディストーション、シェーディング等については、標準チャ
ート（TE253、TE230、TE251、TE255、CF5400）をiQ-Anayzerソフ
トウェアと一緒に評価にご利用いただけます。

TE253 9x
iQ-WallmountにマウントされたTE251

TE230 CF5400
TE182

TE255

TE269を装着したLE6-100

iQ-Analyzer

TE253 9x
iQ-WallmountにマウントされたTE251

TE230 CF5400
TE182

TE255

TE264を装着したLE6-100

iQ-Analyzer

スターターキット
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携帯電話

iQ-WallmountにマウントされたTE42

iQ-Analyzer
CF5400

TE255

TE270Xを装着したLE6-100

セキュリティー

LE6-100 積分照明器

TE255 拡散プレート（シェーディング測定用,
D280

TE264 1.000.000:1 OECF 20、ISO 15739改、D280

CF5400 変換フィルター　5500K、D280

iQ-Wallmount 反射式テストチャート用の壁掛けマウント
フレーム

LE6-100 積分照明器

TE255 拡散プレート（シェーディング測定用）、D280

TE270X 中央に2枚の偏光フィルターを持つチャート、D280

CF5400 変換フィルター　5500K、D280

TE182 ニュートラル・グレー、18%反射率、A1066

TE230 X-Rite ColorChecker SGをTE182に装着

TE251 ディストーション、色収差、クロス、 A1066

TE253 9x 変調正弦波Siemens star , A1066 S/H/L

iQ-Analyzer デジタルカメラ解析用のソフトウェア(初年度メ
インテナンスを含む)

iQ-Wallmount 反射式テストチャート用の壁掛けマウントフ
レーム

TE42 多目的チャート、A1066

iQ-Analyzer デジタルカメラ解析用のソフトウェア(初年度
メインテナンスを含む)

セキュリティーカメラは直射日光から極めて低い明るさレベル
まで、タングステンやLEDライトを利用して、様々な条件下で動
作しなければなりません。直射日光の下、高いコントラスト・レ
ベルで動作するため、カメラは高いダイナミックレンジを持って
いるので、LE6積分球の前面に1,000,000:1(120 dB)のコントラス

ライティング条件に合わせてマニュアルで調整できないカメラを
テストするのはいつも挑戦です。特に、携帯電話やその他モバイ
ル装置のカメラモジュールに当てはまります。従って、弊社の
携帯電話キットは約１８％の平均反射と標準コントラストレンジ
を持つTE42で構成されています。このチャートは、解像度、ディ
ストーション、色再現性、テキスチャー・ロス等の様々な画質性
能の測定に利用できます。LE6積分球がISO規格 1452とISO規格 

ト・レベルを持つTE264を使用するのが最適です。解像度、光学パ
ラメーター、カラー等については、標準チャート（TE253、TE230
、TE251、TE255、CF5400）をiQ-Anayzerと組合わせてご利用いた
だけます。

15739に準拠したOECFとノイズ測定を行うため、TE270Xを均一に照
明します。この特別なチャートは、自動露出制御を行うために可
変センター濃度を持っています。今チャートをTE255拡散プレート
と交換すると、このセットアップでは、小型カメラモジュールで
特に問題となるカラー・シェーディングの測定に利用できます。
撮影された画像は、このキットに含まれているiQ-Analyzerを利用
して評価します。

TE253 9x
iQ-WallmountにマウントされたTE251

TE230 CF5400
TE182

TE255

TE264を装着したLE6-100

iQ-Analyzer

スターターキット
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スターターキット

iQ-WallmountにマウントされたTE261

iQ-Analyzer

TE264を装着したLE6-100

自動車

LE6-100 積分球照明器

TE264 OECF 20 ∙、ISO 14524 / 15739 revision
改、D280

iQ-Wallmount 反射式テストチャート用の壁掛けマウントフ
レーム

TE261 傾斜エッジ、16:9、A1066

iQ-Analyzer デジタルカメラ解析用のソフトウェア(初年度メ
インテナンスを含む)

自動車の画像分野で、現在、お客様からの要望は、圧倒的に2つ
の画質項目に集中しています。高いダイナミックレンジと組合わ
せたOECFと空間解像度です。このためスターターキットは積分球
LE6-100と120ｄBのダイナミックレンジに相当するコントラスト比
1,000,000:1のTE264　OECFチャートで構成されています。A1066サ
イズの傾斜エッジを持つTE261反射式チャートにより、高いレベル
の幾何学的ひずみのあるカメラの場合でも、SFR　（空間周波数応
答）が測定できます。iQ-Analyzerにより、その他数多くの項目に
加えて、これら2つの画質項目も解析できます。フレキシブルなコ
ンセプトであるため、APIを利用してお客様のアプリケーションに
組み込んだり、あるいは独自ユーザーGUIを持つスタンドアロー
ン・モードでもお使いいただけます。

TE253 
9x

TE240

TE188

IS30

TE250
TE132

メディカル / 内視鏡

IS30 30㎝積分球（光源含まず）

TE132 ISO テストパターンNO.2 (1-18 LP/mm – 1シートに
12パターン) 、 D３５

TE188 色再現チャート(X-Rite ColorChecker)、D35

TE240 SO 21550ダイナミックレンジ・チャート、最大濃度
４．０又は６．０、D３５

TE250               USAF 1951 ターゲット、D35

TE253 9x 変調正弦波Siemens star、傾斜エッジ、クルトシ
ス、D28

医療画像アプリケーションの大部分は、画像を顕微鏡（または微
小スケール）で撮影するように設計されています。従って、テス
トチャートも小さいものでなければなりません。最終画像を同一
の光源により均一に照明するため、代表的な光源として、フラン
ジ付の直径３０ｃｍの積分球を推奨します（光源はキットに含ま
れていません。）。この積分球には、照明と垂直方向に、５ｘ５
ｃｍチャート用のチャートホルダーの開口部があります。解像度
測定の為に、正弦波Siemens starのＴＥ２５３９ｘ（ＩＳＯ規格  

１２２３３に準拠）がＤ２８サイズで付いてきます。ＯＥＣＦ，
ダイナミックレンジ、ノイズ等を測定するため、２４グレーステ
ップのＴＥ２４０チャート（ＩＳＯ２１５５０に準拠）がパッケ
ージに含まれています。カラーはＴＥ１８８　Ｄ２８と呼ばれる
透過式のMacbeth ColorCheckerによりチェックでき、目視の評価
には、マイクロフイルム解析用にＩＳＯ規格３３３４により規格
化されているＴＥ１３６とＴＥ１３２解像度チャートが含まれて
います。
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AI QA-62

TE258

TE240

 TE136 / TE250

スキャナー・カメラの画質は、通常、予想されるスキャナーのテ
スト結果より一段優れたチャートを使用してテストします。ＩＳ
Ｏ規格２１５５０に準拠してダイナミックレンジを測定するＴＥ
２４０は透過式と反射式のチャートで準備されています。反射式
の場合、最高コントラストはおよそ２．４濃度に限定されます。
透過式の場合、ユーザーは４．０と６．０の間で濃度を選択でき

ます。弊社では反射式も透過式も広色域のものを提供していま
す。ＴＥ１３６は目視による解像度解析に使用され、透過式と反
射式のチャートがあります。ＩＳＯ規格１６０６７に準拠したス
キャナーの解像度測定は伝統的に傾斜エッジターゲットＱＡ－６
２で実施されます。残念ながら、本ターゲットは現在、反射式の
みとなっています。

反射式 透過式

TE136 / 
TE250

USAF ターゲット 145 x 155 mm D35 mm

TE240 ISO 21550 スキャナー・ダイナミックレンジ・チャ
ート

150 x 100 mm
濃度 2.4

D35 mm
濃度 4.0 又は6.0

TE258 IT8 スキャナー特性評価チャート 127 x 178 mm (5" x 7") D35 mm

AI QA-62 斜めエッジターゲット / スキャナー　SFR & OECF 95.25 x 76.2 mm (3.75" x 3")

スキャナー

スターターキット

TE225

TE259

TE167

LE6-100 積分球照明器

TE167 HDTV ユニバーサルテストチャート、D280

TE259 OECF・ノイズテストチャート、20ステップ、コン
トラスト比：１０，０００：１、D280

TE225 HDTV 解像度テストチャート、D280

TE226 HDTV 色再現テストチャート、D280

ブロードキャスト

スターターキット・放送はＴＥ２５９，ＴＥ２２５，ＴＥ１６７
，ＴＥ２２６，そしてＬＥ６照明器で構成されています。ＴＥ２
５９は水平方向のグレースケールを持つＯＥＣＦチャートである
ため、波形モニターを使った解析に最適です。ＬＥ６照明器と組
み合わせた色再現チャートＴＥ２２６により複数のカメラの色再

現を解析・制御できます。ＴＥ２２５は通常のライン構造を使う
目視解析ばかりでなく波形モニターを利用した解析にも使える解
像度チャートです。最後になりますが、多目的チャートＴＥ１６
７はシステムの光学性能を含むその他要素を扱うためにパッケー
ジに含まれています。

TE226を装着したLE6-100
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LE6-50 LE6-100 LE6-S LG2 LG2-D

動作原理 積分球 積分球 積分球 ライトボックス ライトボックス

光源 12 V / 50 W ハロゲン球 12 V / 100 W ハロゲン球 12 V / 50/100 W ハロゲン球 12 V / 100 W ハロゲン球4 x 24 W  蛍光灯 32 kHz 4 x 24 W  蛍光灯 32 kHz

色温度 3200 K +/- 50 K 3200 K +/- 50 K 3200 K +/- 50 K approx. 4700 K +/- 200 K approx. 4700 K +/- 200 K

テストチャートの照度 > 3000 lx > 8000 lx > 3000/8000 lx > 8000 lx > 8000 lx

照明の均一性 > 96% > 96% > 96%
> 80% (4:3 charts)
> 90% (16:9 charts)

> 80% (4:3 charts)
> 90% (16:9 charts)

表示
ＬＣＤディスプレイがテス
トチャートの照度
（Ｌｕｘ）を表示

ＬＣＤディスプレイがテス
トチャートの照度
（Ｌｕｘ）を表示

- - -

USBインターフェイス
(オプション)

+ + - - -

照度調整 最大照明の 1-100% 最大照明の 1-100% 無 無 最大照明の 1-100% 

内蔵輝度計 + + - - -

リモートコントロール + + - - -

三脚 + + + オプション オプション

チャート中心の高さ
440 mm (テーブル)
1300-1800 mm (三脚)

440 mm (テーブル)
1300-1800 mm (三脚)

440 mm (テーブル)
1300-1800 mm (三脚)

200 mm 
(テーブル)

200 mm 
(テーブル)

電力入力
80  W / 90 - 260  VAC
50/60 Hz

120  W / 90 - 260  VAC
50/60 Hz

80/120  W / 90 - 260  VAC
50/60 Hz

EU  220 - 260  VAC / 
50 Hz

EU  220 - 260  VAC / 
50 Hz

重さ 11 kg 11 kg 11 kg 7 kg 7 kg

フィルター 2500 K - 6500 K のフィルターあり 2000 K - 8000 K のフィルターあり

寸法 630 x 710 x 488 mm 630 x 710 x 488 mm 630 x 710 x 488 mm 590 x 450 x 110 mm 590 x 450 x 110 mm

球面照明装置は積分球の原理で動作しま
す。

光源が球面内部を照明し、内部は特殊な拡散コーティングでコー
ティングされています。通常、球径よりも小さい、入射光に対し
て垂直方向の面（測定窓）が、極めて均一に照明されます。弊社
の内部設計により測定窓はかなり大きくできています。

特殊な構造により、色温度を変えることなく最大照度の約１％ま
で光を絞り込むことができます。色温度は3200Ｋ+/- 50Kです。色
温度を変換するため各種フィルターがあり、50 Wと100 Wのバージ
ョンがあります。

LE6-Sは、3,000 lux以上の一定照度を持つ、LE6-50の低コスト高
効率で、照度調整機構を持たないバージョンです。

本照明器の標準テストチャートサイズは弊社のD280フォーマット
です。D240Sは同じスライドフォーマットですがピクチャーサイ
ズが小さくなります。従って、アダプター無しで取り付けられま
す。チャートサイズD240やD205用にはアダプターを販売していま
す。

LE6

4本の蛍光管で動作するハンディーなライトボッ
クス

本照明器の最も顕著な特長はそのコンパクトな設計です。ラボの最も小
さな机の上にも収まります。約4700 Kの色温度は、フィルターにより、他
の相関色温度も達成できます。

本照明器の標準テストチャートサイズは弊社のD280フォーマットです。
照度調整機構付きのLG2-Dもあります。

LG2

照明装置
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22チャンネルをあなたのニーズに合わせて調整し、あなた自身の光を造
り出します。標準光源のシュミレーションをしたり、夜明けから夕方まで
のデイライト分布を再現したり、高飽和のカラーチャートのパッチを造
り出したり、測定した光源の分光特性を再現することができます。個々
のチャンネルを使用すれば、カメラのスペクトル感度の測定すら可能で
す。

iQ-LEDは400 nmから820 nmまでの広い範囲で標準のD光源をこの光源
に最も近い形で提供します。多くの他の規定光源以外にも、スペクトラ
ル・ラジオメーターのEX1と組合わせると、ご自身のカスタムスペクトルも
生成できます。照度変更は32 kHzのパルス幅変調 (PWM) で実現される
ため、短い露出時間で作業が可能となります。1000 ステップを利用して
各チャンネルの明るさをリニア調整するため、スペクトルの各部分を再
現する正確な方法を提供します。内部温度安定化機構により1秒の何分
の間でも数時間の間でも一定のスペクトルが可能です。ソフトウェアによ
る素早く容易な自己較正機構によりバーイン期間中や長期のLEDの劣化
による規定のスペクトルへのあらゆる影響を排除します。
応答時間が極めて早いため、ライト設定は40 Hzまでの周波数で変更
が可能です。iQ-LEDのテクニカル特性はカメラテストやカメラ較正の
分野で高度の必要条件を満たすよう設計されています。ご要望があれ
ば、iQ-LEDシステム（シングル、又はマルチiQ-LED装置）をNISTトレース
可能較正マイクロ・スペクトロメーターとコントロール・ソフトウェアをお

最も多才なLEDベースのこの光源が全ての適応性のあるImage Engineering社ライティング製品の中心。

照明装置

iQ-LED

付けしてスタンド・アローン・バージョンでも販売しますので、あなたのニ
ーズに適合したご自身の光源を造ることができます。
iQ-LEDの標準モジュールは22種類、88個のLEDが10 x 10 cmのボードに
配置された構成になっています。本ボードは他のボードとの組み合わせ
も可能で更に大型で高い照度の光源を造ることも可能です。iQ-LED IR
はIR域までスペクトル範囲を拡張するために開発されました。 88個の
LEDを10 x 10 cmのボードに構成されていますが、11個のチャンネル主
にIR域に使用しているため、一般的には全チャンネルでの明るさを平均
化するため2個の標準iQ-LEDモジュールと組み合わせて使用します。

LE7は0.5 mの積分球をベースにしています。基本バージョンは２
つのiQ-LED素子を装着しています。高い照度レベルのためには、4
つのiQ-LEDのバージョンも用意されています。
前面の上下にiQ-LEDの位置の最適化が図られているため、アクテ
ィブなチャート面では97%以上の高い照度均一性を達成していま
す。既定の選択できるスペクトル標準分布の照明レベルはスペク
トル分布定数を保ったまま変更でき、コントロール・ソフトウェ
アに新しい照明値をタイプするだけで達成できます。
このため、色変換フィルターは最早必要とせず、あらゆる種類の
光源の様々な照度レベルで高い正確性が到達できます。個々のス
ペクトルを発生でき、EX1を共に使用すれば、独自の光源も再生で
きます。LE7は遮光ボックスと内臓のマイクロ・スペクトロメータ
ーが付いてくるため、丁度CAL1と同様、リアルタイムでスペクト
ル分布を検証できます。iQ-LED C++APIと共に使用すれば、コント
ロールをカスタムのソフトウェアに組み込んだり、独自の操作ソ
フトウェアの制作が可能です。

様々な標準スペクト（例えば、A、D50、D60
等）を持つずば抜けたテストチャート照明

LE7

iQ-LED制御ソフトウェア* iQ-LED
D65スペクトルの比較:
HQ HQ蛍光灯とiQ-LED

＊API (上級プログラミングインターフェース)を使用可能。
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LE7-IR

現在、スペクトル範囲が380 nmから1050 nmに拡張されたLE7-IR赤
外チャート照明装置が販売されています。スペクトルのコンパイ
ル処理が31個のカラーLEDチャンネルと2つのホワイトLEDチャンネ
ル上で均一に行われます。
LE7-IRはスペクトル範囲を拡張するため、大部分がIR域で使用さ
れる2つのiQ-LED IRボードが追加されています。

IR域まで拡張されたライト調整式スペクト
ル
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LE7 WITH 2 iQ-LED LE7 WITH 4 iQ-LED LE7-IR

動作原理 積分球

光源

iQ-LED(2個)：LED (160個)、22チャンネル
（20カラー、2ホワイト）/1000ステップ制
御 / 32 kHz PWM / スペクトル範囲：400 
– 820 nm / 寿命約10,000 h

iQ-LED (4個)、LED (320個)、22チャンネル
（20カラー、2ホワイト）/1000ステップ制
御 / 32 kHz PWM / スペクトル範囲：400 – 
820 nm / 寿命約10,000 h

iQ-LED (4個) / iQ-LED IR (2個): LED 
(480個)、33チャンネル（31カラー、2ホ
ワイト）/1000ステップ制御 / 32 kHz 
PWM / スペクトル範囲：380 – 1050 nm 
/ 寿命約10,000 h

規定標準光源

D50、D55、D65、D75、A、B、C
1400 lx (2 x iQ-LED)
選択された温度 (1900 K から18,000 K)の
プランク分光曲線
CRI最大99、光源による

D50、D55、D65、D75、A、B、C
2800 lx (4 x iQ-LED)

選択された温度 (1900 K から18,000 K)のプランク分光曲線
CRI最大99、光源による

照明の均一性 アクティブチャート面（>97%）全チャート面 (>96%)

照明安定度 +/- 2%
+/- 2% (380 – 820 nm) 
+/- 4% (820 – 1050 nm)

最大/最小照明値
最大2000 lx / 最小 25 lx, 光源による、
低照度の使用時、システムに
ＮＤ フィルターの組合せ可能

最大4000 lx / 最小 25 lx, 光源による、低照度の使用時、システムに
ＮＤ フィルターの組合せ可能

電源 110 V / 230 V / 100 W

寸法 (w / h / d) 710 x 620 x 430 mm

重量 15.4 kg 15.8 kg

同梱物
LE7 2 x iQ-LED、内臓マイクロ・スペク
トロメーター、電源コード、USBケーブ
ル、三脚

LE7 4 x iQ-LED、内臓マイクロ・スペクト
ロメーター、電源コード、USBケーブル、
三脚

LE7 4 x iQ-LED、2 x iQ-LED IR、内臓
マイクロ・スペクトロメーター、電源コ
ード、USBケーブル、三脚

スペクトル測定
一体型NISTトレース可能較正マイクロ・スペクトロメーター (スペクトル範囲：350 – 
800 nm) / 解像度：1024ピクセル

一体型NISTトレース可能較正マイクロ・
スペクトロメーター (スペクトル範
囲：350 – 1050 nm) / 解像度：20208
ピクセル

応答時間 (光源
切替)

>50 ms

ウォームアップ時間 <2 min. (最適周囲温度時)

動作環境温度範囲 最適　22℃から26℃ / 最高　18℃から28℃

コンピューター必
要要件

Window7 OS (以降)のPC / USBポート

特長
22 個のソフトウェア制御LEDチャンネルによる照射光の調整容易なスペクトル分布、標準光源、又は外部測定スペクトル、色較正の
ためのシングル・チャンネルを含む自己定義のアレンジ、テスト・シーケンスの制作、要望によりAPIあり

詳細な情報についてはデータシートを参照ください。

iQ-LED
TECHNOLOGY 

照明装置



CAL1

CAL2

CAL1は、欠陥ピクセル、輝度とカラーシェーディング測定、露出
調整、分光感度測定等その他多くのカメラ較正パラメーターに使
用できる唯一の光源です。この較正光源により、ラボや生産ライ
ン上でカメラの特性評価と較正が行えます。コンパクトなデザイ
ンは70 mmの開口部を照明する0.3 mの積分球内の一つのiQ-LEDで
構成されています。積分球の開口部に非反射の専用拡散フィルタ
ーが使用されているため、98%の均一性を達成しています。内臓の
マイクロ・スペクトロメーターと共に、CAL1は使い易いiQ-LED制
御ソフトウェアにより制御され、iQ-LED C++APIでアップグレード
すれば、独自のテスト手順に組み込めます。
よって、A、D50、D65等の標準光源や独自に作成したスペクトルと
いった全ての光源を得るため、この一つの装置のみでが必要にな
るだけです。スペクトル感度の測定を行うために、CAL1は20個の
狭帯域カラー・チャネルのそれぞれを独立させて作動できます。

iQ-LEDは応答時間が極めて短いため、カメラの画像処理や画像転
送が十分早ければ、全ての較正が1秒以下で行えます。

カメラ特性評価と較正の分野における唯一
の光源ソリューション

生産ラインでの適用性に富む小さな光源

CAL2も22チャンネルのスペクトル調整の可能なiQ-LED光源を基本
にし、多くの分野での使用に適合できます。可能な応用例として
は

 » 露出調整
 » 欠陥ピクセルの検出
 » 輝度とカラーシェーディングの測定 
 » ( A、C、D50、D65、D75等の)様々な光源下におけるオート・

ホワイトバランスのチェック
 » より強力で正確な、モジュールに基づく色補正のためのスペ

クトル感度の測定

よって、本装置は生産ラインでの複数の装置の代替となります。
全ての較正問題の90％を解決するため、時間と費用を節約しま
す。カメラが十分急速にデータを読み取れば、全ての較正のため
に必要な画像の全てを1秒以下で取り込むことができます。60 x 
60 mmの開口部があるため、携帯電話では複数のカメラモジュール
を同時に較正でき、他のどのような装置よりも高速、かつ正確に
較正ができます。

本装置は、スペースに制約がある場合でも、カメラ較正やテスト
のために利用できます。この場合、装置の較正用に利用されるス
ペクトロメーターが光源から分離できるため、一つのスペクトロ
メーターをCAL2の装備されている数個の較正ステーションで利用
できます。全システムは、あなたのテストセットアップやワーク
フローに実装するのに特殊な必要条件がある場合は、独自のニー
ズに応じてカスタマイズすることができます。
弊社の特許出願中の特別な内部構造により、積分球を使用する
CAL1と同様の均一性 
(> 96%)と照度 (最大 3000 lx) を達成しています。
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CAL1 CAL2

動作原理 積分球
イメージエンジニアリング社特許の応用性に富むエッジ型ボ
ックス

光源
iQ-LED(1個)：LED (88個)、22チャンネル（20カラー、2ホワイト）/1000ステップ制御 / 32 kHz PWM / スペクトル範囲：400 – 

820 nm / 寿命約10,000 h

動作領域の輝度の均一性 70 mm 円形出力　> 98% 60 x 60 mm 出力窓　> 96%

規定標準光源

D50、D55、D65、D75、A、B、C
選択された温度 (1900 K から18,000 K)のプランク分光曲線

CRI最大99、光源による

照明安定度 +/- 2%

最大・最小照明値
最大　3000 lx / 最小　25 lx, 光源により、低照度用途で
は、NDフィルターと組み合わせての使用可。

最大　3000 lx, 光源と要求されるカーブ・フィットとCRIに
よる
最小　25 lx, 光源と要求されるカーブ・フィットとCRIによる

電源 110 V / 230 V, 12 W

寸法 (w / h / d) 360 x 300 x 300 mm 240 x 280 x 120 mm

重量 2 kg 約2 kg, 使用方法による

同梱物
CAL1 (iQ-LED1個、内臓マイクロスペクトロメーター)、電源コ
ード、USBケーブル、制御ソフトウェア

CAL２ (iQ-LED1個、外部マイクロスペクトロメーター)、電源
コード、USBケーブル、制御ソフトウェア

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-LED
TECHNOLOGY 

照明装置
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iQ-FLATLIGHT

EX1

現在入手できる最も小型の較正済み分光線
量計のひとつでデイライトや各種光源を測
定。

EX1は弊社のライティング製品に使用されている同じ分光線量計を
ベースにしています。コンパクトな設計とUSBケーブルのみであな
たのラップトップに接続できるため、いつでもどこでも必要なと
きあらゆる種類の光源の分光特性が測定できます。EX1は使い易い
ソフトウェアとともに完璧に構成されてきます。光源を測定後、
分光特性をCA1、LE7やライトヘッド制御ソフトウェアにインポー
トでき、わずか数秒で再生できます。

大きな領域を照明するスペクトルの調整可能
な光源

お客様からの要望で、iQ-Flatlightを開発しました。これは弊社
のA1066サイズのテスト
チャートや、さらには小さな部屋のような大きな領域をスペクト
ルの調整可能な光源で容易に照明できるように作られています。
ニーズに応じて、標準光源のD50やD65からタングステン、狭帯域
のカラー照明までとありとあらゆるスペクトル分布を選択できま
す。iQ-Flatlightは通常ペアで販売され、2つのユニットの各々は
約0.7 x 0.7 ㎡の照射部を持ち、10　又は20個のiQ-LEDで構成さ
れています。この構造により様々な方法で天井や壁に固定できま
す。カメラテストスタンドと組み合わせると、ローラー付きスタ
ンドが付いてくるため、機能性に富んだ方法でテストチャートに
対し調整でき、均一な照明が達成できます。

大型チャートや大きな領域の照明でかつてこれほど機能性に富ん
だものはありませんでた。

EX1

動作原理 リニア CMOS 検知器、方向測定 (25º FOV)

スペクトル範囲 350 – 800 nm

解像度 1024 pixel

積分時間 10 μsec. – 10 sec.

コントロール・シ
ステム

ソフトウェアによる制御

システム条件 Windows 7 operating system (or higher)

推奨較正周期 1回/年、、動作時間に関わりなく。

電源 5 V ＵＳＢ経由

寸法　 (w / h / d) 30 x 65 x 160 mm

重量 150 g

製品に含まれるもの
完全較正済みＥＸ１外部測定装置、ＵＳＢケー
ブル

iQ-FLATLIGHT*

動作原理 拡散ライトパネル

光源

10又は20個のImage Engineering iQ-LEDユニッ
ト：80/16000 個(800/1600個？)のLED,
2 ホワイトチャンネルと２０カラーチャンネル
各チャンネル1000ステップ・32 khz PWMで制御 
スペクトル範囲：400 – 820 nm 
約10,000 hのユニット寿命
HQ蛍光管　(別途使用、1000ステップSW明るさ調整)

規定標準光源

D50、D55、D65、D75、A、B、C
2800 lx (4 x iQ-LED)
選択された温度 (1900 K から18,000 K)のプランク分光
曲線
CRI最大99、光源による

照明の安定性 +/- 2%

最大・最少照明値

10ユニット：
二つのiQ-Flatlight、チャート照明
規定光源：最大400 lx
スペクトル限定なし：最大1000 lx

20ユニット：
二つのflatlight、チャート照明
規定光源：最大800 lx
スペクトル限定なし：最大2000 lx

条件：
~80 cmの距離に~45°の視野角度でＩＥ社A1066サイズのテ
ストチャートの
傍で2台のiiQ-Flatlightを設置

電源 110 V / 230 V, 200 W

寸法　（w / d / h） 76  x 70  x 175 cm

同梱物 30 kg

同梱物

iQ-Flatlight (10x / 20xiQ-LED, 蛍光管1本)、
NISTトレース可能較正機能付きマイクロ・スペクトロメー
ター較正装置（測定距離40 cm、フォールディング機構に装
着可能）、電源コード、USBケーブル、
コントロール・ソフトウェア

iQ-LED
TECHNOLOGY 

＊API (上級プログラミング・インターフェース)の使用可能。

照明装置
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iQ-FOV BOX

視野が極端に広いためにチャートが歪んでしまった場合、カメラ
性能の評価が困難になります。予め歪めたチャートが役立ちます
が、1種類のレンズに一つのチャートのみが使えるという問題があ
ります。180°以上の視野を持つカメラには湾曲させた専用のチャ
ートが必要です。様々な構造をテストし、弊社は最終的にiQ-FoV 
Boxに行き着きました。マグネット付きのチャートとメタル・プレ
ートで構成されています。これらのチャートは大変機能性に富ん
だ方法で回転させたり傾けたりできるため、あらゆるカメラに対
しチャート位置の組合せが見つけられるので、解像度等のカメラ
特性をテストできます。カメラは後方から入れ、前方はチャート
調整が容易にできるよう開けることができます。応用分野として
は、車載カメラと監視カメラの分野となります。ご要望によりテ
クニカルデータを差し上げます。

反射式中型チャート用にコンパクトで、スペクトル可変型の適応性に富
む光源が必要ですか。それなら、iQ-Chart Boxがそんなあなたのとっ
て正しいソリューションです。ボックスは大型のテーブルにぴたり合い、
弊社のA460サイズまでのチャートを照明します。A460チャートでは90%
以上の、A4サイズでは更に大きな95%以上の照明の均一性が達成されま
す。光源は8個のiQ-LEDモジュールで構成され、スペクトルを同調可変
できるためD50、D65やタングステン光源ばかりでなく、例えば、サンセッ
トのシュミレーションなど、カスタムスペクトル分布が作成できます。他
のiQ-LEDをベースとする全ての製品同様、自動テストのためにAPIが利
用できます。
チャートの交換もかつて無いほど容易になりました。側面のハンドル・
バーによりチャートを前後にスライドし、ボックスを開けることなく前面
から新しいチャートを装着できます。iQ-Chart Boxは小型の反射式テス
トチャートをカメラのテストに利用する全ての方にとって、必需品です。

＊仕様データ：光源 / 照度 [lx] / カーブ・フィット：一定の標準光源カーブに対する生成LED光のスペクトル一致度　[%] / 色調指数 (CRI)

Given data prelimaniary

iQ-CHART BOX

iQ-CHART BOX

動作原理 照明装置付きチャート・ホールダー

光源

8 x Image Engineering iQ-LED テクノロジー
全体で640個のLED、2つのホワイトチャンネルと20のカラーチャンネル
各チャンネル1000ステップと32 khz PWMによる制御
スペクトル範囲：400 – 820 nm
ユニット製品寿命：約10,000 h
4 x HQ小型蛍光管 OSRAM L 24W / 954 (分離使用、1000ステップ明るさ調整)

制御システム 外部較正装置にNISTトレース可能較正マイクロ・スペクトロメーター (スペクトル範囲：350 – 800 nm / 解像度：1024ピクセル)

シーン内の照度の均一性 USB経由のソフトウェアベースの制御機構

規定標準光源 60 x 50 cm > 90%  | 20  x 30 cm > 95%

応答時間(光源切替) D50、D55、D65、D75、A、B、C, 最大350 lx (8個のiQ-LEDによる) | CRI >97, プランク分光曲線（1900 K から18,000 Kまで）

出力データ < 50 ms

最大・最少照度値 較正装置と接続時、スペクトル・トレンド、CCT、照度と放射パワーのリアルタイム測定

調光方式 最大：500 lx 、最小：25 lx、光源(CRI)に依存、NDフィルター使用時：1.5 lx

動作周囲温度
較正装置と接続時、照度 (lux / wat)のプリセットのよるソフトウェアベースの照度調整機能、NDフィルター使用により更に照度調整可能 
(1/64)

コンピューター必要条件 最適：22 ~ 26℃　/ 最大：19 ~ 29℃

電源 Windows 7 OS (又は以降)のあるコンピューター / USBポート

寸法 (w / d / h) 110  V / 230  V, 200  W

重量 127 x 87  x 86.5 cm

同梱物 40 kg

特長
iQ-Chart Box (8 x iQ-LED、小型蛍光管4本)、マイクロ・スペクトロメーター較正装置、電源コード、USBケーブル、コントロール・ソフト
ウェア

＊上記データは仮。
外部測定スペクトルの自動再生、22個のソフトウェア制御のLED チャンネルによるスペクトル・トレンドの生成と適合、自己定義のスペク
トル配置、又は照度の保存と読み込み機能、テスト・シーケンスの作成、C++API使用可

iQ-LED
TECHNOLOGY 

照明装置
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LIGHTSTUDIO-標準型*

入力電力 220 – 240 V, 50/60 Hz

外形（ w x h x d） 130 x 80 x 80 cm

底板内寸法 ( w x d) 125 x 75 cm

テストシーン部の高さ 60 cm

重量 約 45 kg

電力消費 max. 200 VA

USBインターフェース USB 1.1

デジタルカメラをテストし、客観的な測定を行うためにテストチャートが
利用されます。が、カメラをテストする際、実際のシーンを必要とする項
目もあります。その一つが様々な種類の発光体に対する適正ホワイトバ
ランスです。もう一つは画像のノイズ軽減によるディテールの可視的損
失、又は画像のノイズ量の定量分析です。実際のシーンでもテストできま
すが、時間を経てこれらのテストを比較する方法は？　あるいは、異な
ったワーキンググループが世界の異なった場所に居る場合に比較する
方法は？
ＩＥ社はこれを可能にするため、lightSTUDIOを開発しました。標準の
光源を備え、大きさはテーブル上の全てのシーンを照明するのに十分で
す。また、リモートコントロールもあり、ＵＳＢインターフェースを利用し
てＰＣから明るさの調整が可能です。ラボ間の世界的な比較を可能に
するため、lightSTUDIOには下記写真の全ての内容展示物が付いてきま
す。全ての被写体は弊社のカメラテストの経験から慎重に選び抜かれ、
カメラシステム関する興味深い情報を提供します。

オプションのＬＥＤライトヘッド
弊社はさらに一歩前進させました。　ライトヘッドを２０個の狭
帯域ＬＥＤチャンネンルと2個のホワイトＬＥＤチャンネンルを利
用するスペクトル的にほとんどあらゆる標準光源に合致するＬＥ
Ｄ使用のものと交換が可能です。ＬＥＤは１０ｘ１０ｃｍの部分
に80個のＬＥＤのユニットを組み込み、これらを複数組み合わせ
るとさらに明るい光源にすることができます。1セットの蛍光管も
追加し、これら光源のピーキーな分光透過特性も得ることができ
ます。

オプションのムービングターゲット（ラック含む）
昨今の全ての装置はスティール写真とビデオ機能を併せ持ってい
ます。ビデオでの圧縮技術、アーティファクト、モーション手振
れ等の要素を比較するため、lightSTUDIOにムービングターゲット
が装着できます。これらの一つは、枯葉や斜めエッジ等の様々な
ターゲットを保持して水平方向に動くフレームです。動きの速度
は3m/ｓまで調整可能です。
もう一つの動く部分は、これも（600 rpmまで）速度調整可変なボ
ックスの背面上の回転盤です。セクターチャートやあらゆる種類
のカスタムチャートの装着が可能です。動くパーツのある全ての
装置の安定化を図るため、ムービングターゲットのオプションに
はボックスを据え付けることができるラックが付いてきます。

HDRオプション
最新のデジタルカメラにとって重要なもう一つの要素は、ハイコ
ントラストのシーンを撮影する能力です。ハイコントラストのシ
ーンを実際上作り出すためには、背後から照明するテストパター
ン、又は画像をボックスに追加しなければなりません。この目的
のため、2台の透過チャート装着のLG2ライトボックスを使用しま
す。前景のコントラストを低下させる迷光を避けるため、ライト
ボックスを周囲を取り囲む暗箱の背後に設置しています。このボ
ックスはlightSTUDIOの背面の中央部に差し込みます。このように
して10,000:1以上のコントラスト比が達成できます。

LIGHTSTUDIO

LIGHTSTUDIOの基本特長追加の特長

内容展示物と切替可能な光源の付属するlightSTUDIOは、弊社の最も
売れる製品の一つとなりました。6種類の光源により明るさレベルを調
整して照明できるため、カメラテストシーンでの業界標準になりつつあ
るといっても過言ではありません。　標準ライトヘッドにより6個の異な
った光源で明るさのレベルを可変して照明されます。

 lightSTUDIO – 標準

iQ-LED
TECHNOLOGY 

ＵＳＢインターフェース 明るさ調整 数種類の光源 内容展示物を含む

中央に設置したＨＤＲモジュール

中央に設置したムービングチャート

＊API (上級プログラミング・インターフェース)の使用可能。
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ハードウェア

フィルターセット付属照明装置

再較正用の分光放射計

ハードウェア

フィルターパネル付属照明部 

再較正用の分光放射計 

CAMSPECS CAMSPECS EXPRESS

光源 ハロゲン (24 V / 55 W) ハロゲン (24 V / 250 W) Osram 64655 EHJ

波長範囲 1000 h 50 h

色温度 3550 K

波長範囲 380 - 720 nm (10 nm 毎), 750, 800, 850 and 905 nm

帯域幅 10 nm (380 - 720 nm), 40 nm (750 nm), 50 nm (800 - 905 nm)

オフバンドリジェクション 4.0 光学濃度

干渉フィルター径 12.5 mm

NDフィルター径 6 mm 8 mm

安定化電源 50 - 60 Hz 自動調整　100 – 240 V, 50 -60 Hz

電源入力 approx. 150 W approx. 300 W

寸法 (w x h x d) 291 x 136 x 304 mm 295 x 295 x 540 mm

重量 6 kg 7 kg

カメラレンズとフィルター間
の最短距離

12.5 cm

測定装置

CAMSPECS EXPRESSCAMSPECS

camSPECSはデジタルカメラシステムの分光感度特性を測定するた
めの高速で手ごろな価格のソリューションです（RAWファイル＊へ
のアクセスが必要）。測定を実施するのに必要なハードウェアと
ソフトウェアのツールで構成されています。

光源は安定化電源部、特殊光源フィルターと独自の光学系を持つ
改造スライドプロジェクターです。39枚の狭帯域干渉フィルター
のセットを使用して単色の光を発生します。プロジェクターのス
ライド転送システムを使ってフィルターが順次光学パス内に送り
込まれます。干渉フィルターの横に位置する参照ＮＤフィルター
は様々な露出レベルの補正の為に利用します。このため、カメラ
を自動露出制御に設定したままでも測定が可能です。
camSPECSフィルターセットのカスタム化したバージョン、例え例
えば、拡張ＩＲ域等もご要望に応じてお届けできます。camSPECS 
expressは不可。）

camSPECS expressはcamSPECSの更なる進化系で全ての干渉フィル
ターが一つのテストチャートにまとめて装着されているため、分
光感度特性の測定がより便利です。

camSPECS expressのハードウェアは、ハロゲン光源のための安定
化電源部を持つメタルハウジングで構成されています。39枚の干
渉フィルターは全面プレートに装着されています。干渉フィルタ
ーは380nmから905 nmまでの単色光を提供します。ハウジング内で
は、各干渉フィルターには熱吸収フィルター、拡散板とＮＤフィ
ルターが装備されています。後者は干渉フィルターに同等のパワ
ー出力を与えるため、カメラのダイナミックレンジを超えること
はありません。全面プレートのＮＤフィルターは視野内で不均一
性が生じた場合補正するために使用されます。

干渉と参照フィルターの付いた39枚の
マウントプレートの一例

改造スライドプロジェクター 39枚の干渉フィルターと
ＮＤフィルター
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ソフトウェア

»  分光特性測定

»  RAWファウル*処理 / ダークフレーム減算 / バッチ処理

»  カメラと予測ＲＧＢ値の比較による確認

»  3つの異なったアルゴリズムのよる３ｘ３色補正マトリック 
   ス（ＲＧＢからＸＹＸとＲＧＢからｓＲＧＢ）の生成 

»  ホワイトバランス乗数の計算

»  デジタルスティールカメラ ‐ 感度条件等色インデックス 
   (DSC/SMI)の計算

»  実画像によるＣＣＭの目視評価

»  付属の分光放射計による再較正

»  全ての結果をＸＭＬまたはテキストファイルへエキスポート

CAMSPECS / CAMSPECS EXPRESSソフトウェア

評価ソフトウェアにより測定が素早く簡便になります。画像デー
タと付属の較正データにより分光感度を計算します。
ソフトウェアがＴＩＦＦ又は一般的なＲＡＷファイル*を読み取
り、必要であればダークフレーム減算も行えます。追加の特長と
しては、3つの異なったアルゴリズムによる３ｘ３色補正マトリッ
クスと実際のカメラデータの予測ＲＧＢ値との比較による測定セ
ットアップの評価があります。
ノン・ベイヤー型のセンサー(例えば、ＲＧＢ－ＩＲ又はＲＧＢＣ型
のセンサー)も評価できます。この場合、全ての4チャンネルは個
別に表示されます。

デジタルスティールカメラの測色的色再現の特性を示すため、ＩＳＯ規
格17321-1に記述されているように、感度条件等色インデックス（ＤＳＣ
Ｍ／ＳＭＩ）を利用してcamSPECSにより得た分光感度カーブを評価
します。本規格の手順に従い、ＣｏｌｏｒＣｈｅｃｋｅｒから8つのパ
ッチの学習データを利用してカメラの条件等色を測定します。イ
ンデックスの範囲は０から１００（最良）まであるため解釈も容易
です。
個々のCCMの計算には、インサイチュ・データベースからの自然被
写体の分光特性も適用できます。

現在までのところ、一般的に知られているインサイチュウの測定
スペクトル放射輝度の唯一のソースはISO規格１７３２１－１で
す。本規格はデジタルカメラの色特性の動作原理を記述し、14個
の一般被写体のスペクトル放射輝度を提供しています。弊社のイ
ンサイチュウ・スペクトル放射輝度プロジェクトは人々が撮影す
る典型的なシーンや被写体を念頭に置いて様々な照明の下であら
ゆる種類の被写体の数千の測定を収集することを目的にスタート
しました。

何故インサイチュウか？
多くの場合、被写体の放射は反射光のみのものではありません。
被写体の中には葉っぱのように透過光の成分も持っています。ま
たあるケースでは被写体間の内面反射によりシーンのスペクトル
放射輝度を変えてしまい、被写体の中には人間の肌のように反射
式のカラーターゲットと比較して現実は全く異なって見えるもの
もあります。

何の為に？
収集したデータは自然界の被写体に関連した様々な研究のための
科学的なデータベースとして利用できます。が、このデータを収
集する主な理由は分光特性と組合わせてデジタルカメラの色特性
のための学習データを提供することにあります。現在のところ、
全てで約２５００種類の測定データがあります。このデータベー
スにより、現実のデータに基づいて色補正マトリクスの最適化が
図れ、ColorChekerの能力を遥かに超えています。

内容は何か？
データベースは植物、肌色、照明の種類等の被写体のテーマ別選
択のカテゴリーに分類されています。各被写体には380～780nmの
範囲のスペクトル反射が2種類あります。一つは入射光を含み、も
う一つは入射光が(白色カラータイル補正により)除去されていま
す

インサイチュウ・スペクトル放射輝度

インサイチュウ・データ

＊ここで、IE社では“ＲＡW ｆｉｌｅ”という用語をデジタルカメラの”RAWモード“で生成され、ソフトウェアdcrawで読み込めるファイ
ルという意味で使っています。まず、これらのファイルを例えば、16 bit linear tiff に先ず変換する必要があります。

インサイチュウ・データ

測定装置
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 STEVE-2D

ヨー

ピッチ

STEVE-6DL(大型)STEVE-6DS (小型)

STEVE

STEVE-2D

STEVE-6D

スタビレーション評価装置 (STEVE)は、再生できる、現実的な条
件下で、画像スタビレーション機構の定量的な解析を行うために
設計されました。ハードウェアとソフトウェアで構成されたSTEVE
バンドルはカスタムのハンドシェイクの実施と光学、及び電子安
定化機構の画像スタビレーション性能の計算に使用できます。

STEVE-2Dは人間の震えで最も重要な周波数と強度の組合せである4 
Hzと0.2度で最高の性能を発揮するよう調整されています。
利用できる周波数と動作角度の全範囲は、典型的な人間の震えに
対応しています。

初期設定では、マウントステージでカメラ位置が調節できます。2
軸の動作パラメーターは個別に制御できます。1軸のみ (ヨー又は
ピッチ) の動きが可能であるばかりでなく、平行、又は逆平行の
同時操作も可能です。単純なサイン形状の動きと独自のカーブ(例
えば、実際のハンド・シェイクのシュミレーション等)の何れも実
現可能で、記録することができます。

STEVE-6Dは高い精度と高速同時の動きを6軸まで自在に可能とし
ます。動きの中心は（ある程度の限度がありますが）、自由に選
択することができます。各軸は、カスタムの波形データ、又は、
サイン波形振動機を利用して、個別に制御できます。STEVE-6Dに
は、カメラ重量とモーションの制限条件により、2つのバージョン
があります。

両機種とも、CIPA DC-X011の加振装置検証法により、CIPAの認証
を受けています。
カメラ加振装置に加えて、STEVEのパッケージには、ソフトウェ
アのソリューションと自動撮影に利用するDigitusが含まれま
す。STEVEのソフトウェアは、モーションの制御、Digitusのトリ
ガー、画像スタビレーション性能のための撮影画像の解析に使用
します。

STEVE-2D STEVE-6DS (PI H-811) STEVE-6DL (PI H-840)

最大カメラ重量 5.0 kg 2.5 kg 6.0 kg

基点 固定 カスタム化可能

移動範囲 (X / Y Z) なし ± 17, ± 16, ± 6.5 mm ± 50, ± 50, ± 25 mm

回転範囲 (X / Y / Z) 0.1 - 0.5°
（0.1 – 0.2°に最適化）

± 10, ± 10, ± 21° ± 15, ± 15, ± 30°

最高線速度 (X / Y / Z) なし 10 mm/s 50 mm/s

最高格運動速度 (X / Y / Z) なし 250 mrad/s 600 mrad/s

モーションの種類 2軸サイン加振、又はカスタム
波形

6軸サイン加振、又はカスタム波形

平均位置誤差 < 5% < 3%

標準アクセサリー カメラマウントステージ、コント
ローラーボックス、USB ケーブル

モーションコントローラー C-887、Digitus、iQ-Mobilemount

オプション・アクセサリー Digitus iQ-AF Box、TE261、ハニカム・ブレッドボード

最低システム要件 Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows 7

重量 19.0 kg 2.2 kg 12.0 kg

寸法 (w / h / d) 710 x 350 x 280 mm 136 x 115 x 136 mm 348 x 328 x 348 mm

ヨー

ピッチ

ロール

水平軸

縦軸

光軸

ハンドシェイクの影響を測定するために、STEVEをテストチャート
と組み合わせる必要があります。Image Engineering社ではTE261
装着のiQ-AF Boxを推奨します。

測定装置
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iQ-AF Boxは様々な明るさレベルでテストチャートを照明するよう
に設計されています。

LED-Panelと組み合わせると、iQ-AF Boxはデジタルカメラの低輝
度・高輝度のシャッターと撮影時間ラグの測定に使用できます。
二つのロータリー式コントロールユニットを使ってある明るさレ
ベルから別の明るさレベルに即座に切り替えることができます。
二つ明るさレベルはスイッチ操作だけで、照明レベルの再測定を
行うことなく予め設定しておくことができます。

iQ-AF BOX

照明レベル 20 - 3200 Lux

使用テストチャートのサ
イズ

A1066 (124.5 x 83.5 cm)

付属テストチャート TE261 (ご希望により他のチャ
ート)

ランプ 4 pcs. 18 W and 4 pcs. 36 W 
D50 (個別に点灯・消灯可能)

明るさレベルの設定 ２つの回転式制御ユニット

重量 約 30 kg

外形寸法（w x h x d） 128 x 86.5 x 87 cm

iQ-AF BOX

本製品はデジタル画像装置のシャッター撮影タイムラグ、オート
フォーカス時間、連射速度、及び露出時間を測定する理想的な測
定装置です

本製品により、１ミリセカンド以上の精度で極めて正確な測定が
可能です。撮影タイムラグ、シャッターレリーズタイムラグ、撮
影速度、及び起動時間を規定するＩＳＯ規格１５７８１の全ての
要求条件を満足します。

LED-Panelには測定の必要条件により、様々な操作モードがある。
これらのモードにより、
シャッター・シューティングタイム・ラグ、フレームレート、デ
ィスプレイ、リフレッシュ。レート、露出時間、ローリングシャ
ッター効果の測定ができます。全てがUSBを介して、制御ソフトウ
ェアでコントロールできます。残された画像の自動解析は近日販
売です。
 

測定パラメーター

» 撮影タイムラグ（オートフォーカス込のシャッターラグ）

» オートフォーカスを含まないシャッターラグ

» オートフォーカス時間

» 連射速度

» ディスプレーリフレッシュレート

» 露出時間

» ローリングシャッターのアーティファクト

» 起動時間

LED-PANEL

操作モード 外部トリガー/単独
内部トリガー/連続

調整時間 ＵＳＢを介して: 200 µs - 10 s
マニュアル: 20 µs - 10 s

最長読取時間 設定時間の1000

LED点灯方向 左から右、右から左、上から下、
下から上

寸法 < 0,06% （1 ms -10 s）

ディスプレーリフレッシ
ュレート測定周波数

from 1.0 Hz to 100 Hz

寸法 215 x 131 x 82 mm

供給電圧 8 - 15 V DC / 300 mA

付属電源部の電源電圧 100 - 240  V AC 50/60 Hz

LED-PANEL

ＵＳＢインターフェースでは、、最高スピードは大部分の適用で
５ｋＨｚ(200 μm)に最適化されています。ＵＳＢ接続を止め、パ
ネル前面でLED-Panelを直接制御する場合は、極めて高速の50 kHz
まで到達できます。このように装置をＵＳＢモードで使用するか
ＵＳＢを使用しないモード使用するか選択できます。ＵＳＢを介
しての場合、各ＬＥＤは個別に点灯させることができ、ＬＥＤシ
ーケンスの方向も変更できます。

測定装置
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タイミングは画像装置にとって重要な測定です。人間の指は
不正確さの原因となり得るのでラボ環境では避けたいもので
す。Digitusは機械的な指のようなもので25 ms以内でレリーズボ
タンを押すことができます。タッチスクリーン用には指先が変更
でき、LED-Panelの始動は、タッチスクリーンを指先で押したり、
離したりする方法も選択できます。

Digitus-USBはコンピューターで操作してカメラのシャッターボタ
ンをレリーズする高精度の機械式フィンガーです。

Digitusの新しい拡張機能である、 Digitus APIとUSBインターフ
ェースのより、Digitusをスタンドアローンのソリューションとし
て、また、テスト環境でその他の測定装置と組み合わせて使用す
ることができます。テスト手順は保存でき、後にまた再生するこ
とができます。
Digitusは、定義した時間に、一秒の何分の一以内に、テストする
カメラの露出をスタートします。Digitusを使えば、画像スタビレ

DIGITUS

DIGITUS-USB 

様々な測定作業に使用でき、STEVEやLED-Panel等のその他の装置
と組み合わせてもうまく働きます。お客様のニーズにより満足す
るように、Digitusの三脚への取付やリモートコントロールを再設
計しました。

ーションテスターが加振中であったり、電動テストスタンド上で
テスト手順の最中であっても、離れた所からカメラや携帯電話を
レリーズできます。
DigitusとLED-Panelがあれば、シャッターと撮影時間ラグ、オー
トフォーカス時間、バースト・フレーム・レート、露出時間等の
ISO 15781に準じた時間に関連する全ての測定を何時でも実施でき
ます。Digitusはまた、lightSTUDIOと(USBインターフェースが必
要ですが) 完璧に組み合わせることができます.

測定装置
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iQ-ANALYZER

//メンテナンスプログラム

メンテナンスプログラムのメンバーになり、iQ-Anayzerの無償リ
リースの恩典をお受けください。さらに、弊社の経験を積んだ技
術陣が全ての面でご相談に応じ、サポートいたします。上級メン
テナンスプログラムは、オンライン、または、IE本社かお客様の
居住所*でお客様の指定される内容で2日間のトレーニングコース
を含みます。また、5種類までのカスタムデザインのチャートも含
みます。
上級メンテナンスプログラムでは、上記に加えて、オンライン、
または、IE本社かお客様の居住所でお客様の指定される内容の2日
間のトレーニングコースを含みます。(旅費は含まず。)
年間メンバーシップ料金には、これらのメインテナンス・プログ
ラムが適用されますが、全てのiQ-Analyzerライセンスには一年間
の無償のスタンダード・メンバーシップが含まれます。以降、更

新されなければ、この恩典は終了します。

//ライセンシング

シングル・ユーザー： ソフトウェアは望まれる全てのコンピュー
ターにインストールでき、1台のコンピューターにUSBドングルを
差し込むか、あるいは、シングル・ネットワーク・ライセンスが

あれば、利用できます。

マルチユーザー：同一の会社で2つ以上のシングルユーザーライセ
ンスをご購入の場合、ディスカウントを用意しています。

サイトライセンス：ご要望があれば、10までの同時ユーザー向け
のライセンスや無制限数の同時ユーザー向けのライセンスも販売
しています。

//ワークフロー

//特長（抜粋）

多目的なユーザー・インターフェース
IQ-ANALYZERには巧みに設計された多言語のグラフィック・ユーザ
ー・インターフェースと高度なデータ可視化を備えています。本
格的なコマンドライン・インターフェース（ビデオモジュールを
除き）により、ユーザーはIQ-ANALYZERの能力を個々のワークフロ
ーに組み込むことができます。

適用性に富むアウトプット・フォーマット
測定データの可視化に加えて、数値結果も単純なテキスト、又は
ＸＭＬファイルとして保存できます。これらの著作権に保護され
ていない一般的なファイルフォーマットによりインポートや以降
のスプレッドシートやデータベースへの処理も容易に行えます。

素早い結果評価
測定結果は、カスタム仕様と対比してチェックしたり、[ゴールデ
ンマスター]の参照測定値と比較できます。

RAWファイル・サポート
IQ-ANALYZERは全てのモジュールでRAW画像ファイルをサポート
し、ユーザー固有のパラメーターで、それらを変換・保存できま
す。

測定結果グラフのバッチ・エクスポート
グラフのコンテクスト・メニューを右クリックし、エクスポート
バッチリストに追加するだけ、あなた自身のバッチリストが保
存・管理できます。

iQ-Analyzerは画質解析の領域における市場最先端のソリューショ
ンです。特に弊社の高品質なテストチャートと照明装置と組み合
わせて、使用分野に関わらず、全てのカメラ製造業者にとって無
くてはならないものになっています。iQ-Analyzerには、世界中の
多数の技術者たちの長年にわたる使用実績があります。放送、ア
ーカイビング、医療装置、写真等が画像産業界の数例ですが、こ
れらの分野に加えて、iQ-Analyzerは、ウェブカム、携帯電話、ノ

ートブック、タブレット・コンピューター等のモバイル製品ばか
りでなく、自動車、セキュリティー、マシンビジョン等の用途の
開発・品質保証に於いてその価値を証明してきました。
iQ-Analyzerは、お金に対し優れた価値を持ち国際規格に忠実な多
目的のツールです。

イ
ン
プ
ッ
ト

解
析

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

C:\>_

8 BIT

16 BIT

RAW AVI
MOV...

EXCELPDF
JPG

EPS

テストチャートと照明

静止画像装置

測定結果・図表 測定結果　テキストとＸＭ
Ｌファイル

スプレッドシートとデータ
ベースへのインポート

画像・イメージファ
イル

画像取込装置

図表エキスポート

iQ-ANALYZER

ビデオ装置
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iQ-Analyzerモジュール

解析ソフトウェア

» カメラOECF // ISO規格 14524
» ISOスピード　// ISO規格 12232
» ノイズ：固定パターンノイズ、全ノイ 
  ズ、一時ノイズ、視覚ノイズ // ISO規
  格 15739
» ダイナミックレンジ　// ISO規格 15739
» ホワイトバランス

OECF 解像度

歪曲収差 ヒストグラム

測定

シェーディング

COLOR

» 解像度：傾斜エッジ、又は両調性ジーメ
  ンススターによるSFRと正弦曲線ジーメン
  ススターによるMTF　//  ISO規格 12233
» 枯葉によるパワースペクトラム測定とホ
  ワイトノイズターゲット
»　クルトシス（尖度）

» 実行中の解析
» 自然物の画像も含む全ての画像をイン
  プット
» パニングとズーミングのためのナビゲー
  ター・ビュー
» 様々な形状（直線、矩形、円形）の選択
» 選択内の統計（最初、最大、標準偏差と
  平均）
» コンター・プロット
» 即座に簡易測定（例えば、2D-FFT, 可視ノ  
  イズ、SFR等）

42

» TE42 “フォーティーツー”解析
» カメラ、携帯電話等の装置の素早
  いチェック
» TE42の1回の撮影と本モジュール
  による最も重要な画質パラメータ
  ーの取得

ビデオ

» ライブ・ビデオ信号取得
» ビデオファイル取得
» 波形 / ベクトルスコープ
» ヒストグラム解析
» カラーディスタンス解析
» 1台のカメラをレファレンスとするカラ
  ー比較
» シングルフレームの取り込みと以降の解
  析するために他のモジュールへの移動

» 色再現　Delta E*
» 輝度差　Delta L*
» クロマ（彩度）差　Delta C*
» 色相差　Delta H*
» 選択可能な彩度調節とカラー差フ0
  ォーミュラ

» F値又はパーセント表示の輝度シェーデ
  ィング
» カラー・シェーディング
» 画像面によるノイズ

» 歪曲収差：レンズジオメトリック歪曲収
  差、TV歪曲収差　// EBU·SMIA
» 色収差：縦方向（軸上色収差）と横方向  
 （倍率色収差）

» 不良画素：無効及びホット、シングルと
  クラスター
» ヒストグラム
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iQ LAB – 皆様のためのテストサービス

iQ-DATA － 簡単なアクセス － 容易な恩恵

解像度、スペクトル感度、ダイナミックレンジ、色再現、画像ス
タビライゼーション、ノイズ、タイミング等何であれ、画像シス
テムに関して必要な情報は、iQ labが測定し、レポートを提出し
ます。最新の国際規格を利用し、実施した内容を詳細にご説明し
ますので、テスト結果を信頼して、あなたの製品の改良にご利用
いただけます。

弊社の専門技術　－　あなたの恩恵
弊社が雑誌社向けに実施しているテストに基づく通常測定 (詳細
は表をご参照ください)と
特別なテストとテスト条件をご要望いただくか、何れかをご選択
いただけます。適切なテスト手順を見つけて制作し、あなたの画
像装置を改善すために必要な情報を全て手に入れていただけるよ
う喜んでお手伝いさせていただきます。
自社のラボがある場合でも、あなたの最新の開発に関し、外部の
中立的なエキスパートの意見を受ける恩恵はご想像いただけると
思います。弊社は、長年の経験があり、年間数百台以上のカメラ
を見ているので、弊社にはテスト結果を正しいコンテクストで表
す能力があります。

 弊社は雑誌社へのテストに基づくコンシューマー用・システムカ
メラとレンズの全測定データも利用のアクセス権を販売していま
す。所謂、iQ-Dataは250台以上のコンシューマー用カメラ、150台
のSLRとミラーレス・システムカメラと515種以上のレンズとカメ
ラの組合せから構成され、しかも日々増えています。本データベ
ースは様々な装置の品質比較を左右に並べて表示して行う理想的
なツールです。テスト画像も見ることができます。

iQ-Dataのアクセス権は3つのタイプから選択していただけます。

iQ-Data full : 年間費用をお支払いいただくと、全ての測定デー
タに無制限でアクセスいただく権利を得ます。本アクセスには5台
までの新たな個別測定を含みます。個々の会社の製品テストはそ
の会社の身にご覧いただけ、極秘扱いとなります。

iQ-Data lens : 年間費用をお支払いいただくと、レンズテストの
全ての測定データに無制限でアクセスいただく権利を得ます。本
アクセスには5本までの新たな個別測定を含みます。

iQ-Data camera : 本ライセンスでは、全てのカメラの測定データ
（コンシューマー用及びシステムカメラ）へのアクセス権を得ま
す。

ご興味がおありですか。
iqlab@image-engineering.deにコンタクトしてください。

御存知でしたか。

あなたのカメラは輝度計です。

弊社がiQ labで実施しているもう一つの定期的な測定にカメラ輝度の
較正があります。
これにより、あなたのカメラを輝度計として使用することができます。こ
のサービスはソフトウェア(iQ-Luminance)を添付して販売しています
が、ソフトウェア無しもあります。

テストリポートの抜粋
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 通常ベースの測定

弊社が測定するもの お届けするもの

テスト装置 設定 下記の測定データ iQ dataに含まれ
るもの

一眼レフとシス
テムカメラ

全てのISO感度（ISO200を除く）、Ｆ5.6、JPEGとRAW 中心解像度(ジーメンススター)
解像度（デッド・リーブ）
色再現
シェーディング
歪曲収差

✓
✓
✓
✓
✓

全てのISO感度（ISO200を除く）、f5.6、ＪＰＥＧと
ＲＡＷ

ダイナミック・レンジ
可視ノイズ
SN比

✓
✓
✓

ISO 100、F5.6、50㎜、JPEG、30 lxと300 lx シャッター・タイムラグ
撮影タイムラグ
AFスピード
起動時間
フレーム・レートとシーケンス

✓
✓

✓
✓

カメラは2本の異なるレンズでテスト。画質評価では市場にある最も解像度の高いレンズを使用するため、同一ブランドの全ての解像度測定は相互に比較できる。
タイム測条件。

レンズ

ISO 100、開放絞りと２段絞り込んだＦ値、ワイ
ド・標準・テレ位置、マニュアルフォーカス
最大開口径Ｆ２以上のレンズは、F5.6でも測定

３つの焦点距離と２つの絞値における中心・周辺解像度
３つの焦点距離と２つの絞値における中心・周辺コン
トラスト
ワイド・標準・テレ各位置におけるAF精度
３つの焦点距離とF5.6における中心・周辺解像度
３つの焦点距離とF5.6における中心・周辺コントラスト

✓
✓
✓

ISO 100, open aperture, wide-angle, standard- 
and tele-fISO 100、開放絞り、ワイド・標準・
テレ位置

ワイド位置歪曲収差(LGDとLCA)
標準位置歪曲収差（LGDとLCA）
テレ位置歪曲収差(LGDとLCD)
３つの焦点距離値における色収差

✓
✓
✓
✓

ISO 100、開放絞りと２段絞り込んだＦ値、ワイ
ド・標準・テレ位置
最大開口径Ｆ２以上のレンズは、F5.6でも測定

ワイド位置シェーディング、開放絞りと２段絞り込み
標準位置シェーディング、開放絞りと２段絞り込み
テレ位置シェーディング、開放絞りと２段絞り込み
可視ノイズ
F5.6におけるワイド・標準・テレ各位置のシェーデ
ィング

✓
✓
✓
✓

ISO 100、開放絞りと２段絞り込んだＦ値、ワイ
ド・標準・テレ位置

ワイド位置のＡＦスピード
標準位置のＡＦスピード
テレ位置のＡＦスピード

マクロレンズのマクロ性能評価のため、追加テス
トを実施。

解像度
歪曲収差

全てのレンズは目的別に予め規定されたカメラで実施。各ブランドとも、２台のカメラ(ＡＰＳ-Cセンサーとフルフレーム)を定めている。
従って、同一ブランドの全てのレンズ想定は相互に比較が可能。

コンパクトカメラ

ワイド位置でISO 100、800、1600、3200、及び最大ISO
感度、テレ位置、ＰモードでISO100

ワイド位置の中心/周辺解像度(ジーメンススター)
ワイド位置の中心・周辺コントラスト
解像度（デッド・リーブ）
可視ノイズ
ダイナミックレンジ
ＳＮ比
色再現
ワイド・テレ位置の歪曲収差
ワイド・テレ位置のシェーディング

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ISO 100、ワイド・テレ焦点距離、30 lxと300 lx シャッター・ディレイ
ワイド位置の撮影ディレイ
テレ位置の撮影ディレイ

✓
✓
✓
✓

画像手振れ補正

画像手振れ補正の品質も通常ベースで測定しています。ただ、大変時間の要するテスト手順であるため、レンズやカメラシステムの通常テスト
には含まれていません。本目的のため、お客様のご要望に応じて設定を決めています。

輝度較正
あなたのカメラを輝度計として使ってみたくはありませんか。あなたのカメラを較正し、ソフトウェア・ソリューションも提供していますので、カ
メラが撮影したシーン内の輝度値を測定することができます。これによりあなたのワークフローは大きく改善され、データとシーンが同時に
測定できます。

携帯電話カメラ

ISOオート、ワイド位置とテレ位置(ある場合)、Ｐモー
ド(ある場合)、２つの異なった輝度

中心/周辺解像度(ジーメンススター)
中心・周辺コントラスト
解像度（デッド・リーブ）
可視ノイズ
ダイナミックレンジ
ＳＮ比
色再現
歪曲収差
シェーディング

ISOオート、ワイド位置とテレ位置(ある場合)、30 lx
と300 lx

シャッター・ディレイ
ワイド位置撮影ディレイ
テレ位置撮影ディレイ

お探しのものは見つかりましたか。さらに詳しい情報や価格が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。
お求めになっているものが見つからなかった場合は、ご遠慮なく弊社：iqlab@image-engineering.deまでお問い合わせください。ご一緒に特別な測定を制作します。



TE42 // FORTY TWO

TE42は、多目的のテストチャートで、サンプリングレートが2と
170 メガピクセルの間のカメラに使用できます。
一定の照明条件下でたった1枚の画像を撮影することによりカメラ
の画質性能の概略を得ることができます。解像度、テキスチャー
再現、アキュータンス、ダイナミックレンジ、ノイズ、色再現、
ディストーション、色収差と視覚等の分析を行うためのストラク
チャーで構成されています。これらの解析はiQ-Analyzerソフトウ
ェアで自動的に解析されます。

 » ダイナミックレンジは(反射式ターゲットの制限のため)10 F
値まで測定が可能です。

 » 解像度は画像の中心と周辺で測定します。
 » 解像度解析のためSiemens starの周囲に強化リニアライゼー

ション
 » 将来のISO規格19567 テキスチャー規格をサポートするローコ

トラストのSiemens star
 » 画像に加えられたシャープニング解析のため様々なコントラ

ストレベルの斜めエッジ
 » ディストーションはTVディストーションとして測定
 » 色再現はColorChecker SGに対応する色で測定
 » テキスチャー解析を改善するため2つのコントラストレベ

ルのカラー・ランダム・サークル・ストラクチャー（dead 
leaves）

 » dead leaves と可視画像は中心から同じ半径距離位置に設置

全てのストラクチャーを要求規格で制作するため、本チャートは2
つの制作プロセスの材質を使用しています。

 » 標準バージョン（Ｓ）では、特に広角の解析のたに光源から
のスペクトル反射を避けるため、外周部分をマット紙により
制作。本材質のため、テストされるカメラの最大サンプリン
グレートは30 メガピクセル 以下となります。

 » 高解像度バージョン（Ｈ）は写真用紙を使用。このため、170
メガピクセルまでのカメラの解析が可能ですが、照明に何ら
かの制約が生じることがあります。
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TE263 | スキャナー参照チャート

本チャートはグレーステップ、カラーパッチ、スケール、解像度パターンで構成されています。スキャンしたページの自動解析が可能とな
り、適切なソフトウェアと組み合わせると、特定のページが規格外となった場合、その理由の情報を表示します。

TE262 | UTT(ユニバーサルテストターゲット)

ユニバーサルテストターゲットはスキャナーやアーカイビング用のその他デジタル入力装置の画質評価のために設計されており、A4からA0
までの様々なサイズがあります。本ターゲットの規格の詳細については、www.universaltesttarget.comをご参照ください。

アーカイビング

本チャートはアーカイビング・スキャニングの下記項目を網羅
しています。

» 均一性

» 縞模様と位置合わせ精度

» 歪曲収差

» 解像度（斜めエッジと目視）

» ダイナミックレンジとOECF

» ノイズ評価

» 色再現性

» 色の位置合わせ

» 追加参照チャートの使用

 TE263 extended
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カラー

色再現ターゲットはカメラの色補正（再現性）の品質をチェック
するため利用されます。一方、これは好ましい色の主観的な解析
でもあり、色再現性の測定であるとも云えます。後者の場合、画
像をCIELABスペースに変換し、カラー値をオリジナルのターゲッ
トの持つ測定カラーと比較します。最も良い方法はcamSPECS装置
を使って、分光感度を測定してみることです。本分野のカメラ用
で最も一般的なチャートはX-Rite ColorCheckerですが、弊社では

TE188として、また、スキャナー用のIT8はTE258として販売してい
ます。TE226はColorCheckerの透過式拡張版です。カメラ用として
は、拡張版はX-Rite ColorChecker SGになり、TE230として販売し
ており、標準ターゲットになっています。

TE226

TE188

TE258

TE230

精選テストチャート

OECF

カメラの特性カーブ測定は最も重要なテストの一つです。その
結果として得られた関数は光電変換関数（OECF）と呼ばれま
す。OECF測定はISO規格　１４５２４と１５７２４に基づいて、
よく知られたチャート、TE197, TE219, TE241, TE259, TE264の
何れかを使用して行うことができます。TE241は現行のISO規格　
１５７３９に準拠していますが、本規格の将来のバージョンでは
TE264になります。これら標準チャートでは、ハーフトーン・プロ
セスを使って、グレイ・レベルがリソグラフ・フイルム上に作成
されています。これらは高解像度のカメラの場合、問題が生じる
ことがありますが、この問題はカメラを僅かにディフォーカスす
ることで解決できます。更に（携帯内蔵カメラのように）ディフ
ォーカスがオプションとして選択できないカメラ用に、オプショ
ンとして細粒度の写真材料を使ったTE264のXバージョンを作りま
した。TE264Xはコントラストレベルが1,000,000:1までのほとんど

すべてのもので提供しています。波形モニター用には、水平グレ
ースケールを持つTE259を推奨します。マニュアル露出制御のない
カメラはTE270Xを使ってテストできます。オート露出を働かなく
するためにチャートの中央に2枚の偏光フィルターを使用していま
す。これらのフィルターを回転させることにより、テストチャー
ト中央部の濃度(透過率)を調整することができます。TE269は最新
のチャートで、36個のパッチがありより多くのデータが収集でき
ます。最適なOECFチャートの選択は通常テストされる装置のダイ
ナミックレンジに依存します。チャートはテストされるカメラの
予想ダイナミックレンジより高いコントラスト比を持つものでな
ければなりません。

TE264

TE269

TE270X

TE197

TE219

TE259

TE241



34

imageQualitycharts

デジタルカメラをテストする際、最も重要な値は解像度です。ISO
規格12233 (デジタルスティールカメラ)とISO規格 16067 (スキャ
ナー)に準拠する解像度とは、撮影したシーンのディテールを再現
する画像取込装置の能力のことです。ここで重要なことは、ピク
セル数が解像度と同じではないということです。レンズやエイリ
アス除去フィルター等の光学パーツばかりでなく、画像処理もカ
メラの解像度に大きな影響を及ぼします。また、ピクセル数が小
さければ小さいほど、結果として得られる解像度に対する光学コ
ンポーネントの影響は大きくなります。

解像度

センターマークのサイズ比較：
通常 / 高解像度

テキスチャー・ロス

コントラストを抑えた正弦Siemens starはテキスチャー・ロス、
つまり低いコントラストによる微細な細部の損失を解析するのに
極めて適しています。画像システムのテキスチャーの損失はノイ
ズ低減やその他の画像処理技術により発生します。

TE280

低光度、低コント
ラスト

高光度、低コント
ラスト

TE268 (固定アスペク
ト；4:3と3:2の２種)

TE253
(アスペクト比可変)

弊社の解像度測定の標準チャートは、正弦Siemens star チャート
TE253 (最新ISO規格12233の一部)です。光学的な中心から周辺ま
での減衰を評価するため、本チャートは画像内の９つの位置で解
像度の解析ができます。３列に分離できるため、本チャートは様
々な画像のアスペクト比に調整できます。
全画像面上で更に多くの情報を得るため、TE268は25のSiemens 
starで構成されています。カメラの解像度を測定するもう一つの
アプローチに斜めエッジの解析があります。この方法はISO規格 
12233に詳細に記述されていますが、画像処理のステップがエッジ
解析がもはやカメラの解像度を現さないまでエッジに影響を及ぼ
すため、シャープニングや圧縮が殆ど使用されない場合のみ適用
できます。
Electronic Imaging Conference 2008で公表された予備試験によ
れば、Siemens starと斜めエッジは、圧縮とシャープニングを掛
けない限り、同じ結果が生じると示されています。
独特な生産技術により、正弦Siemens starを持つTE253とTE268 (H 
シリーズ)の新しい世代が到来しました。本技術は、写真ペーパー
に極めて高解像度の連続トーン構造を制作し、弊社の標準A1066サ
イズのターゲットを使用して、180 メガピクセルまでのカメラを
測定できます。この段階に到達するため、各Siemens starの中心
マークのサイズを12 mm から5 mmまで縮小しました。小さなマー
クを正確に検知するため、カメラは最小8メガピクセルのサンプリ
ングレートを生成する必要があります。

TE276

テキスチャー解析のための将来のISO 規格195767は、低コントラ
ストのSiemens starの使用する方法で成立しています。

Image Engineering社の解析ソフトウェア、iQ-Analyzerの解像度
モジュールは、新製品TE280 チャートを含み、Siemens star の解
析をサポートしています。
低コントラスト (18%変調) のSiemens starを使用して、正弦
Siemens starの周知の利点を享受できます。iQ-Analyzerを利用し
た解析結果は、制限解像度 (MTF10)とアキュータンスに加えて、
全MTFを提供します。

TE276はdead leaves構造と位置合わせと線形化のために必要な周
囲のマーカーで構成され、テキスチャー解析の究極のソリューシ
ョンです。
弊社はこれまで様々な出版物で、最新のアプローチであるDead 
leaves cross”が、現在のところ、テキスチャー・ロスを表す最
良のソリューションであることを示してきました。詳細につきま
しては弊社ウェブサイトをご参照ください。
画質測定の多目的テストチャートTE42にも同じdead leaves 構造
と低コントラストSiemens starが利用されています。

低光度、高コント
ラスト

高光度、高コント
ラスト

上記画像のDead Leaves_cross法の基づくSFR

精選テストチャート
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  OECF / ガンマ                             バックフォーカス                                   カラー                             白黒                              特定メーカー 

  解像度/マルチバースト            ジオメトリー・グリッド位置決め        シグナル評価                   一般・多目的

BBC61A                                                        
肌色照合テストチャート（BBC認可）

本テストチャートは電子カメラの肌色再現性
を評価するために設計。BBCロンドンにより開
発されたチャートは4色のカラーオフセットプ
リント。肌色のスペクトル・レミッションは
自然な肌色に極めて近い。

BBC64                                                                
カラー・カメラ・グレースケール・テストチャ
ート（スーパーブラックホール付き）

BBC64はカメラのフレア修正の正確な調整とブ
ラックレベルの設定を行うように設計。
9つのグラデーションを持つグレースケールが2
列逆方向にグレー色を背景にして配列。
グレースケールは対数的にグラデーションが施
されている（ガンマ＝0.45）。

BBC65                                                              
スタジオカメラ・整列テストチャート
(スーパーブラックホール付き）

BBC65は極めて緻密なカラーマッチングが必要
とされる際、BBC61A 肌色照合テストチャート
と組み合わせて使用するように設計。BBC65は
単純化したテストチャートで出来るだけ短時
間に日々のカメラのラインアップを行うため
の情報を得たいというニーズを満足するため
開発。黒色、白色、グレー色の面と異なった
周波数の黒線がグレー色を背景に配置。

ダブル・チェッカー                                   

片面にSiemens star TE148,反対面にホワイト
バランス・シートTE115があり、本ターゲット
は全てのカメラマンにとって実際的で必要不可
欠なツール。ネックストラップが付いて、日常
業務に容易に使用でき実用的。

QA-61                                                              

傾斜楔、英数字解像度チャート、ランドルト
環チャート、グレーステップパッチを持つ。
水平・垂直・傾斜ロンチパターンは6～40　c/
mmで提供。
Applied Image社は、(本規格の4.1.2項で認定
されている)　幅が0.1～1.0㎜(幅と長さの比
は1.5)の水平・垂直・傾斜バーを持つT-100デ
ジタルピクセルターゲットも販売。

QA-62                                                               

グレー色の面に5度回転した25㎜の矩形を持
つ。周囲のダークグレー色のパッチは白色か
ら黒色まで不連続ステップで変化する。大き
さ9x9mmの20個のパッチがある。4個のコー
ナー・クロスは大きさが中心から中心まで
2.625″(66.68mm)。右上のグレースケールパッ
チは濃度が回転矩形の背景(濃度0.50)と同じ。
左下のグレースケールパッチは濃度が中心の回
転矩形(濃度1.10)と同じ。

T01B / T01B 16:9                                          
ジオメトリー・テストチャート / リング　TB
（黒色環境）

TO1はカメラとモニターのジオメトリーを測定
するために設計。理想的なジオメトリーの場
合、円形リングの中心点が電子テスト再生装
置のグリッド・ラスターの交差点と一致する
ように円形リングがグリッド内に配置されて
いる。（黒色環境）

T01W / T01W 16:9                                            
ジオメトリー・テストチャート / リング　TB
（白色環境）

TO1はカメラとモニターのジオメトリーを測定
するために設計。理想的なジオメトリーの場
合、円形リングの中心点が電子テスト装置のグ
リッド・ラスターの交差点と一致するように円
形リングがグリッド内に配置されている。（
白色環境）

T03                                                                  
変調度 0.5 / 5 MHz

TO3はTVカメラの変調度の均一性を評価するた
めに設計。ライン・ラスター列の間に2つの長
さの異なる白色バーを黒色の背景にして（上
部）、また、2つの長さの異なる黒色バーを白
色を背景にして（下部）それぞれ配置。

T04 / T04 16:9                                               
バー・テストチャート (IEC規格 61146) 

本バー・テストチャートは、中間の目盛りの無
い部分の尋数点の周波数におけるTVカメラの伝
送特性をチェックするために設計。黒地に白
色、白地に黒色の水平バーからなる

T06                                                                  
チェス盤テストチャート

TO6テストチャートは、ジオメトリーと解像度
をチェックするように設計。電子テスト再生
装置のグリッド・ラスター線と一致する四周
を矩形フィールドで囲まれた白黒のます目で
出来ている。

T10B                                                                  
拡散光テストチャート　99％ 
(IEC規格 84/60B）

T10Bはカメラシステムの部分フレアーを測定す
るよう設計。平均画像レベルが99％となるよ
うチャート中心に白い部分に囲まれた黒い部
分を配置。

番号分類によるテストチャート

重要なテストチャートの精選

上記画像のDead Leaves_cross法の基づくSFR
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  OECF / ガンマ                             バックフォーカス                                   カラー                             白黒                              特定メーカー 

  解像度/マルチバースト            ジオメトリー・グリッド位置決め        シグナル評価                   一般・多目的

T13                                                             
EBUユニバーサルフィルム・テストチャート
(EBU技術 3087, Pflichtenheft 8/1.1)

T13はテレビジョン用のフィルム材料のカラ
ー・中間グレー色色再現性、相対変調度、グ
ラデーション、粒状をチェックするように設
計。中間グレー色を背景に3グループのテス
ト・コンポーネント（グレー色、カラー、解
像度パターン）を画像関連範囲内に配置。

TE42                                        
高速カメラテスト用フォティーツー・多目的
チャート

本チャートにはOECF,ダイナミックレンジ（コ
ントラスト比：1000:1に限定）、色再現性品
質、ホワイトバランス、解像度、シェイディン
グ、歪曲収差、尖度等を測定するのに必要な全
てが含まれています(7ページ参照)。

TE83                                                                
ITEグレースケールチャート　I　
（ガンマ：0.45）

TE83は電子カメラのハーフトーン再現性を評
価するために設計。2列の11グラデーションの 
反対方向のグレースケールがグレー色を背景
に配置。グレースケールは対数的にグラデー
ションがかけられている（ガンマ＝0.45）。

TE84                                                                  
ITE Grayscale Chart II (Gamma = 1)

TE84は電子カメラのハーフトーン再現性を評価
するために設計。2列の11グラデーションの 反
対方向のグレースケールがグレー色を背景に配
置。グレースケールは対数的にグラデーション
がかけられている（ガンマ＝1）。

TE94                                                                
ITE　輻射状解像度チャート

TE94は全画像領域の解像度チェック用に設
計。各々90個の（白黒）セクターを持つ9個の
セクター・スターからなる。TVラインの解像
度測定はTV規格とは関係ない。

TE95                                                                  
ITE解像度チャート / EIAJ テストチャート

TE95テストチャートは電子カメラの一般的な（
目視による）評価用に設計。円形文様、マルチ
バースト、垂直楔形ラスター、対角線とグレー
スケールにより構成。

TE97                                                              
高解像度ユニバーサルテストチャート　
1000 c/ph (= 2000 lines)

TE97は放送用以外の高解像度カメラを測定し
伝送特性を素早く（大抵は目視により）評価
するために設計。グレースケール、マルチバ
ースト、様々な周波数（垂直・水平）の解像
度楔等が含まれる。

TE99                                                                  
マルチバースト・チャート　
(メガサイクル・チャート中のハイクラス) 

TE99は電子カメラの変調度の周波数レスポンス
を測定するために設計。テストチャート中央に
ライン・ラスターが配置され、TVカメラ出力で
0.5から10 MHzの周波数を発生。テストチャー
ト四隅にはバー・ラスターが配置され0.5から
５MHzの周波数を発生。

TE100 / TE100 16:9                                      
レンズフォーカス・テストチャート

TE100はカメラレンズ調整のために設計され、
バックフォーカス距離と解像度をチェック
し、ピンクッション形及びたる形のひずみを
確認する。Siemens star、白ぬきの矢印と
いくつかの白黒対線で構成。

TE101                                                                
標準テストチャート

TE101はTVカメラの一般的な（目視による）評
価に役立つ。円形文様とグリッドによりおおま
かなジオメトリーの評価が可能。楔形のライ
ンラスターを解像度限界の目視評価に使用。
グレースケールはハーフトーン再現性の評価
に役立つ。

TE102 / TE102 16:9                                  
チェス盤テストチャート

TE102はジオメトリ、解像度及び信号発生の均
一性をチェックするために設計。白黒のます
目で構成されている。チャート中央の２つの
解像度楔により垂直・水平方向の解像度のチ
ェックが可能。

TE104                                                                
マルチバースト・テストチャート 1-6 MHz 
(ネガ版) 

TE104は主として目視検査のための解像度測定
用に設計。各々周波数（１-６ MHz）のマルチ
バーストの６つのフィールドをもつ４列から
なる。

TE105 16:9                                                    
ユニバーサル・テストチャート

TE105テストチャートは16：9 TVカメラの一般
的な（目視による）評価のために設計。
円形文様、グレースケール、楔形ラインラス
ター、ゾーンプレート、グリッド及び対角・
水平方向のラインで構成。

TE106 / TE106 16:9                                         
カラーバー・テストチャート

TE106はTVカメラの色再現性のチェック用に設
計。画像面は現色・赤・緑・青と等和色・
シアン（青緑色）・イエロー（黄色）・パープ
ル（紫色）を表す6つのカラーバーに分割され
ている。また、１つの白黒色のバーもある。
遷移は電子的に発生されたカラーバーに対応
する。

テストチャート
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TE107 / TE107 16:9                                       
マルチバースト・テストチャート (0-10 MHz)

TE107は電子カメラの周波数レスポンスと変
調度の均一性をチェックするために設計。テ
ストチャート中央にラインラスターが配置さ
れTVカメラ出力で0.5から10 MHzの周波数を
発生する。

TE108                                                                
対数グレースケール・テストチャート
(9 ステップ) 

TE108は電子カメラのハーフトーン再現性を評
価するために設計。２つの9ステップにグラデ
ーションが施されたグレースケールがグレー色
を背景に反対方向に配置されている。グレー
スケールは対数的にグラデーションがかけら
れている。

TE109                                                              
対数グレースケール・テストチャート 
(5 ステップ) 

TE109は電子カメラのハーフトーン再現性を評
価するために設計。２つの5ステップにグラデ
ーションが施されたグレースケールがグレー
色を背景に反対方向に配置されている。グレ
ースケールは対数的にグラデーションがかけ
られている。

TE110                                                                
9 セクタースター・テストチャート
(36 サイクル)

TE110はカメラレンズの調整用に設計され、バ
ックフォーカス距離と画像面上の解像度をチェ
ックする。テストチャートは9つのセクタース
ターで構成。セクター内には625と312（NTSC版
では525/262）のラインストラクチャーを示す
２つの円形ラインがある。

TE111B / TE111B 16:9                                   
限界肌色テストチャート

本肌色テストチャートは電子カメラの肌色再
現性を評価するために設計。写真は理想的
な、限界的な肌色を有する3人の女性のポー
トレート。

TE113 / TE113 16:9                                        
MHｚグリッド付きゾーン・プレート

TE113はTVカメラ及びTV伝送システムの解像度
特性と「クロスカラー」干渉をチェックするた
めに設計。テストチャートは全画像面にゾー
ン・プレートを表示し、リングの空間周波数が
エッジ方向に行くに従って段階的に増加する。
ライン・グリッドは水平・垂直方向の空間周波
数を示す。

TE114                                                              
ゾーン・プレート・テストチャート

TE114はTVカメラ及びTV伝送システムの解像
度特性と「クロスカラー」干渉をチェックす
るために設計。テストチャートは全画像面に
ゾーン・プレートを表示し、リングの空間周
波数がエッジ方向に行くに従って段階的に増
加する。

TE115 / TE115 16:9                            
ホワイトバランスチャート　反射率70%  

TE115はホワイトバランス用に設計。白色部分
の濃度は0.15　(Ba04S=0に準拠)。これは反射
率70％に相当。

TE116 16:9                                              
HDTV　グリッド・テストチャート 

TE116はHDTVカメラの操作調整と制御のため設
計。大まかな目視によるスキャン・リニアリ
ティーの評価を可能にするサークルで構成。
グリッド線は位置決め調整、楔形は解像度評
価に役立つ。

TE117 16:9                                               
HDTVユニバーサル・テストチャート

TE117はHDTVカメラの素早い（主に目視によ
る）伝送特性の評価用に設計。表面にサーク
ル、グレースケール、水平・垂直線を配置した
グレー色の背景の構成。

TE118 16:9                                              
HDTV解像度テストチャート (100-600 c/ph)

TE118はHDTVカメラの解像度特性のチェック用
に設計。黒色の背景に様々なライン・ラスタ
ーと白黒の参照フィールドを配置。ライング
リッドは様々な角度に傾斜している。

TE120                                                               
セクタースター・テストチャート (36 cycles) 

TE120 テストチャートはカメラレンズの調整と
背面焦点距離のチェック用に設計。白色の背景
に36セクターのSiemens starを表示。

TE121                                                             
セクタースター・テストチャート　
(72 サイクル)

TE121テストチャートはカメラレンズの調整と
背面焦点距離のチェック用に設計。白色の背
景に72セクターのジーメンススターを表示。

TE122 / TE122 16:9                                         
CCD位置決めテストチャート 

TE122はCCDカメラの位置決め誤差の測定用に
設計。

TE123                                                              
100% 赤色

TE123はSN比で表わされるクロミナンスチャネ
ルの振る舞いを測定するために設計。

TE124 16:9                                                         
HDTV解像度テストチャート (100- 600 c/ph) 

TE124はHDTVカメラの解像度特性のチャック用
に設計。アスペクト比16:9のテストチャートは
中央部分に各々４２個の解像度パターンを含む
９つのブロックがあり、周辺フィールドには２
０個の解像度パターンがある。

テストチャート
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TE125 16:9                                           
HDTV ソーンプレート・テストチャート」
(600 c/ph . 非対称型) 

TE125ゾーンプレート・テストチャートは特に高解
像度カメラの解像度の目視検査に適している。１
つの0から600 c/phの範囲のゾーンプレートと2つ
のゾーンセクタープレートを中心を左側に寄せて
非対称に配置。ゴア形状の隙間はグレー色。

TE127 16:9                                                       
対数グレースケール・テストチャート 
(9 steps) 

TE127は16：9電子カメラのハーフトーン再現性
を評価するために設計。グレー色を背景に2つ
の９段にグラデーションが施されたグレースケ
ールを反対方向に配置。グレースケールは対数
的にグラデーションがかけられている。

TE128 16:9                                                   
ITE 高解像度チャート

TE128は放送用以外の高解像度カメラの転送特
性の測定と素早い（主に目視による）評価の
ために設計。グレー色の背景、ホワイト色の
円形、グレースケール、マルチバースト、様
々な周波数の（垂直＋水平方向の）サークル
リングで構成。

TE129                                                                
ブラックパルスバー・テストチャート 

TE129はビデオシステムにおける低域および中
間域の周波数レスポンス（ストリーキング）と
フレアの測定に使用。ホワイト色の背景にブラ
ック色の矩形（画像幅の25％に相当、約0.05
　MHｚ）と幅の狭いブラックパルス（画像幅の
1％に相当、約1.25 MHz）をホワイト色の背景
上に表示。

TE129 16:9 S                                                 
ブラックパルスバー・テストチャート 
(+2T pulse)

TE129のブラック色25％-ｐｗ-パルスの中央に
2T パルスを追加。

TE130                                                                
ホワイトパルスバー・テストチャート

TE130はビデオシステムにおける低域および中
間域の周波数レスポンス（ストリーキング）
とフレアの測定に使用。ブラック色の背景に
ホワイト色の矩形と幅の狭いホワイトパルス
を表示。

TE130 16:9 S                                                 
ホワイトパルスバー・テストチャート 
(+ 2T pulse)

TE130はホワイト色25％-ｐｗパルスの中央に
ブラック色2T パルスを追加したチャート。

TE132                                                           
ISO規格3334(DIN 19051)テストパターンNo. 2 
(1-18 LP/mm ・12パターンのシート)

本チャートは解像度測定を行うために設計。
周波数1-18　ライン/ｍｍの5つの（白黒の）
対線をホワイト色を背景に印刷。パターンは
反時計方向に解像度が減少するようチャート
上に配列。

TE135                                                             
マルチバースト（メガサイクル）テストチャ
ート (0.5 ・ 1 ・1.5 ・ 2 ・ 2.5 ・ 3 ・ 
5 ・ 6 MHz)

本テストチャートは増幅周波数応答特性、す
なわち、周波数関数による基準レベルに対す
る出力信号の振幅を測定するために設計。グ
レー色を背景に様々な周波数のマルチバース
トを表示。

TE136 12x                                                        
アメリカ空軍 1951ターゲット 

TE136は解像度測定を行うために設計。ホワイ
ト色を背景に水平及び垂直方向の3本のブラッ
クバーを基準にしたパターンを表示。

TE138                                                              
対線/cm z(1-28.5 LP/cm . 10個のセット) 

TE138は解像度測定を行うために設計。1-28.5
対線/cmの周波数を持つ対線をホワイト色を背
景に印刷。パターンは解像度が統計方向に減
少するようチャート上に配列。

TE143                                                                
ISO規格446(DIN 19051)テストパターンNo. 1  
(20パターンのシート ・DIN規格 19051) 

TE143は書類複写の読み取り性をチャックする
ために設計。パターンNo.84において、八角形
内の2本線の方向が、8つのシンボル中７つ問題
なく認識されなければならない。

TE145                                                           
テスト信号テストチャート ・ Line 17

TE145はCCIR推奨規格 569の定義に準じて、
いくつかの信号パラメーターを測定するた
めに設計。グレースケール、カラー勾配、様
々なサイズのグレー色・ブラック色のバーで
構成。

TE146                                                                
テスト信号テストチャート・ Line 18 

TE146はCCIR推奨規格 473に規定されるテスト
信号：ライン18を再生。測定装置を使用する
ことによりテスト信号は容易、かつ一部自動
で評価が可能。様々な周波数のマルチバース
トで構成。

テストチャート
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TE147                                                              
テスト信号テストチャート・ L
ine 18　0.2 MHz付き

TE147はCCIR推奨規格 473に規定されるテスト
信号：ライン18を再生。測定装置を使用する
ことによりテスト信号は容易、かつ一部自動
で評価が可能。様々な周波数のマルチバース
トで構成。

TE148 16:9                                                       
セクタースター・テストチャート 
(36 サイクル) 

TE148はカメラレンズの調整と背面焦点距離の
チェック用に設計。中心の大きなジーメンスス
ターとテストチャート4隅に配置された4つの小
さなジーメンススターで構成。

TE152                                                              
周波数特性テストチャート  
(1-8 MHz 連続) 

TE152はカメラの周波数特性のチェック用に設
計。本テストチャートは1から8 MHzの範囲の
全画像域のラインラスターを表示。

TE153                                                                
対数グレースケール・テストチャート 
(11 ステップ) 

TE153は電子カメラのハーフトーン再生を評価
するために設計。2つの11段グラデーションの
グレースケールを反対方向に配置。グレース
ケールは対数的にグラデーションがかけられ
ている。グレースケールのコントラスト範囲
は40:1。

TE155                                                              
ウインドウ・テストチャート 
3/10 画像高さ(IEC規格 61146)

TE155は撮影した静止被写体を削除後に残る疑
似イメージの度合いを評価するために設計。
そのためテストチャートには中央に透明の矩
形がある。

TE156                                                                
ウインドウ・テストチャート1% 
(IEC規格 61146)
 
TE156はCCDカメラのブルーミング（焦点ぼけ）
とスミアリング効果を測定するために設計。透
明ポジはホワイト色（透明）の部分をもつブラ
ック色の部分で構成。透明部分はホワイト色の
矢印で示される全画像領域の1％。

TE158                                                              
シネ。テストチャート 1:1375 (35 mm)
・1:166 (S16)・16:9 (HDTV)・1:185・1:2. 
のフォーマット・マーキング付き
 
TE158はフィルム。カメラの画質評価のために
設計され、様々なフォーマットのカメラに使
用可能。セクタースター、数種類のテスト・
エレメント、リニア・グレースケール、及び9
つのテスト・カラーパッチで構成。

TE159                                                               
サインカーブ・マルチバースト・テストチャー
ト(IEC規格 61146) 
(0.5∙1∙1.5∙2∙2.5∙3∙4∙5∙6 MHz)   

TE159は水平方向の静的解像度を測定するため
に設計。垂直方向のバーを表示し、この濃度差
によりサインカーブのビデオ応答を生じる。

TE161 16:9                                                     
Sector Star Test Chart (72 cycles)

TE161はカメラレンズの調整と背面焦点距離を
チェックするために設計。中央の大きなジー
メンススターとテストチャートの4隅に配置さ
れた4つの小さなジーメンススターで構成。

TE162                                                               
色度応答テストチャート(IEC規格 61146)
 
TE162はクロミナンスチャネルの増幅周波数応
答を測定するために設計。本テストチャートは
カラー・マルチバースト・パターンで100 KHz
から1.5 MHzの空間周波数域をカバー。

TE165 16:9                                                    
対数グレースケール・テストチャート
(11 ステップ)

TE165は16:9電子カメラのハーフトーン再現
性の評価用に設計。２つの11ステップにグ
ラデーションが施されたグレースケールをグ
レー色を背景に反対方向に配列。グレースケ
ールは対数的にグラデーションがかけられて
いる。グレースケールのコントラスト範囲は
40:1。

TE167 16:9                                                    
HDTVユニバーサル・テストチャート 

TE167はHDTVカメラの一般評価用に設計。グレ
ースケール、円形文様、グリッド、セクタース
ター、マルチバースト、及び解像度楔で構成。

TE169                                                              
EBU/CAM テストチャート
(EBU規格 技術. 3237)

TE169は色再現性を測定するために設計。本チ
ャートは18個のカラーパッチと6個の白黒パッ
チで構成。

TE170                                                                
電子静止画像解像度チャート　
(ISO規格 12233) 

TE170はスチールカメラの解像度を測定するた
めに設計。2000本/画像の高さまでの解像度楔
形を含む。さらにSFR測定のための傾斜エッジ
も含む。

テストチャート
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TE175                                                              
ストリーキング測定テストチャート

TE175は画像域の右側、又はか下方に生じるブ
ラック色領域のビデオレベルへの妨害の測定
用に設計。ブラック色を背景に水平方向のホ
ワイト色ラインを配置。

TE182 / TE182 16:9                                         
ニュートラルグレー　反射率18％

TE182は反射率18％のグレーテストチャート。

TE188 / TE188 16:9                               
カラー再現性チャート 
(X-Rite ColorChecker) 

TE188は周知の「カラーチェッカー」を基準
にして設計。本チャートは、写真、フィル
ム、TVで使用され、18個のカラーパッチと6ス
テップのグレースケールで構成。

TE192 / TE192 16:9                                          
鋸波状信号テストチャート 

TE192は一体型鋸波状電子信号を持たないカメ
ラ用に設計。カメラのガンマ補正をオシロス
コープで観察できる。グレーの背景に0％から
100％の変速設定でリニア-で連続的に変遷を
表示。

TE194                                                              
エイリアシング・テストチャート

TE194はエイリアシングの測定のために設計。
本チャートは空間周波数1, 2, 4, 6, 8, 10, 
12 and 14 MHzを持つ8列の矩形バーで構成。

TE195                                                                 
Ikegami CPUテストチャート 

TE195はIkegamiカメラのセットアップ用に設
計。

TE197 16:9                                                   
OECFテストチャート (ISO規格 14524)  
コントラスト比 
20:1・80:1・60:1・1000:1・4000:1 

TE197はカメラのOECF（階調特性）評価用に
設計。本チャートはグレー色を背景の円形
に並べられた12ステップのグレースケールで
構成。

TE202                                                                
セクタースター　20 サイクル 

TE202はカメラレンズの調整と背面焦点距離の
チェック用に設計。

TE203                                                              
二重鋸歯波形テストチャート  
(デジタル信号量子化)

TE203はカメラの量子化エラーをチェックする
ために設計。ハイ・ローのコントラスト型の
鋸歯波形で構成。

TE205                                                                
ガンマ測定テストチャート 

TE205はカメラのガンマ設定をチェックするた
めに設計。本チャートは透過率1-10％の10個の
グレー・ステップと透過率10-100％の10個のグ
レー・ステップを表示。

TE218 A + B                                                  
オートフォーカス・テストチャート・セット
(IEC規格 61146)

TE218はカメラのオートフォーカス・システム
をチェックするために設計。２つのサイズの
異なるジーメンススターで構成。

TE219 16:9                                                       
ノイズ測定テストチャート (ISO規格 15739)
20:1 ∙ 80:1 ∙ 160:1 ∙ 1000:1

TE219はスチールビデオのノイズ測定のために
設計。円形状と水平方向に配置されたグレー領
域、1つの勾配領域、及び様々な周波数の対角
マルチバーストを含む１つの領域で構成。

TE220                                                              
バックフォーカス・テストチャート 
(コーナースター付き36サイクル) 

TE220はカメラレンズの調整と背面焦点距離の
チェック用に設計。中央の大きなジーメンス
スターとテストチャートの4隅に配置された4
つの小さなジーメンススターで構成。

TE222 16:9                                             
HDTV色解像度テストチャート 

TE222はHDカメラの色解像度を測定するために
設計。本チャート上には2 MHz から 20 MHzま
でのR, G, B, BY、及びMCのマルチバースト・
パターンがある。

TE223 16:9                                         
HDTV対数グレースケール・テストチャート 
13 ステップ ・コントラスト比 1:200 

TE223は電子カメラのハーフトーン再現性の評
価のために設計。グレー色を背景に2つの13ス
テップにグラデーションが施されたグレース
ケールが反対方向に配置。グレースケールは
対数的にグラデーションがかけられている。

TE224 16:9                                                    
HDTV解像度テストチャート

TE224は電子HDTVカメラの周波数特性を測定し
表記するために設計。本テストチャートは
50個のマルチバースト領域で構成し、16：9の
画像域に配置。各領域は水平方向と垂直方向に
配列され、両方向の解像度を測定。

テストチャート
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TE225 16:9                                             
HDTV解像度テストチャート

TE225は電子HDTVカメラの周波数特性を測定し
表記するために設計。本テストチャートは
32個のマルチバースト領域で構成し、16：9の
画像域に配置。各領域は水平方向と垂直方向
に配列され、両方向の解像度を測定。

TE226 16:9                                               
HDTV 色再現性テストチャート

TE226はHDTVカメラの色再現性評価のために設
計。本チャートは36個のカラーパッチと9ステ
ップのグレースケールで構成。3原色と等和色
以外に、濃い肌色・薄い肌色、木葉色、青空
色、オレンジ色、紫色等の再現性において重要
な主要色を含む。

TE230                                                       
X-Rite ColorChecker SG

Digital ColorChecker Semi Gross (SG)は
デジタル・カラーチェッカー・セミグロス
（SG）は特にデジタルカメラの必要条件を満
たすために設計。140個のパッチで構成し、
標準カラーチェッカー、肌色標準とグレース
ケールステップを含む。アルミ板上にマウ
ント。

TE231 16:9                                               
HDTVスウィープ・テストチャート

TE231はHDTVカメラの周波数応答特性のチェッ
クのために設計。本チャートは全画像域に100
本から1200本の範囲のラインラスターを表示。

TE232 16:9                                                  
対数グレースケール/カラー・テストチャー
ト 16:9 
(フォールダーにスーパーブラックホール) 

TE232は電子カメラのハーフトーンと色再現性
の評価のために設計。グレー色（対数的にグ
ラデーション）を背景に2つのグレースケール
を反対方向に配置し、3原色と3つの等和色を
表す2つのカラーパッチを配置。

TE233 16:9                                               
24色と４つの肌色をもつカラーチャート 

TE233はHDカメラの色再現性の測定、選択色の
色補正、及び、後の再生のための色参照撮影に
役立つ。本チャートは3つの原色、等和色と4つ
の肌色のパッチで構成。

TE234 16:9                                                    
カラーグラデーション・テストチャート

TE234は様々なカラー・グレードで構成。グレ
ードにおける目に見える段差となる量子化誤
差をチェックするために使用。 

TE235                                                                
監視カメラテストチャート

TE235は監視カメラの現場でのテストに役立
つ。本チャートはおおよそ人間の大きさと一
致。様々な対線、セクタースター、グレースケ
ールとカラー領域で構成。チャートを傾けた
り、360°回転できるように三脚が付属。

TE239 16:9                                              
HDTV・メガサイクル・テストチャート

TE239はHDTVカメラの変調度の周波数反応特
性と変調度の均一性をチェックするために設
計。本テストチャートはマルチバースト領域
で構成され、16：9画像域に配置。各領域は
水平・垂直方向に配列され、この両方向での
解像度を測定可能。

TE240                                                        
ISO規格 21550 スキャナー・ダイナミックレン
ジ・チャート 

TE240は35mmスキャナーのダイナミックレンジ
をチェックするために設計。濃度範囲4.0、又
は6.0の24個のグレーパッチがある。反射型バ
ージョンは2.4濃度範囲の構成。 

TE241 16:9                                             
OECF・ノイズ・チャート　20グレーパッチ付
き 10000:1 
(ISO規格 14524 ・ISO規格 15739)
 
TE241はデジタルカメラの特性カーブを測定
するために設計。OECFチャートの拡張版であ
り、20個のパッチを持ち、コントラスト範囲
は1000：1、又は必要な場合は100000：１で
ある。

TE246 16:9                                                  
4クォードラント（4分円）セクタースター

この特殊なスターは各々サイクル数が異なる4
つのセグメントで構成。従って、ワイド位置や
テレ位置を特殊なコリメーターを使うことなく
ピントの最適調整に合わすことが可能。

TE250                                                              
米国空軍解像度テストチャート　35 mm

35mmフィルムに使用される米国空軍の解像度
テストチャート.  
10000 ppiまでならスキャナーの解像度にも
使用可能。

TE251 16:9                                              
歪曲収差 ・ 色収差・クロス 

TE251はデジタルカメラの歪曲収差を測定する
ために設計。ホワイト色を背景にブラック色の
クロスを含む。

テストチャート
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TE253                                                     
正弦波変調ジーメンススター

TE253は解像度チェック用に設計。本チャー
トは画像中央の正弦波変調のジーメンススタ
ー、グレーパッチと小さなホワイト色の正方
形を中に持つブラック色の正方形を含む。

TE253 9x                                                            
正弦波変調ジーメンススター 
(ISO規格　12233に準拠) 9つのスターを3つの
縦列に配置したセット

TE253 9xは解像度チェック用に設計。本チャー
トは正弦波変調のジーメンススター、グレーパ
ッチ、小さなホワイト色の正方形を中に持つブ
ラック色の正方形、傾斜エッジとホワイトノイ
ズ・パッチを含む。

TE255                                                       
ケラレ測定用ディフューザー・プレート

TE255はデジタルカメラのシェーディング・ケ
ラレを測定するために設計。積分球、又はラ
イトボックスと組み合わせて使用される極め
て精密な乳白色ガラスプレート。

TE256 16:9                                                       
カラー及び較正テストチャート TE232の改訂版 
(フォールダーにスーパーブラックホール) 

TE256はHDカメラのカラー・アラインメントの
ために設計。

TE258                                                       
IT8 スキャナー特性評価チャート 

TE258はスライド/プリント ・スキャナーの
特性評価を行うために設計。スキャナーのカ
ラー・マネージメント・プロファイルの作成
に最適。

TE259 16:9                                              
OECF/ノイズチャート　（20個のグレーパッチ
付き） コントラスト比 10000:1 

TE259は放送用カメラのダイナミックレンジを
波形モニターでチェックするために設計。
20個のパッチとコントラスト範囲1000：1を持
つグレーステップ・ウェッジを含む。

TE260 16:9                                             
ドット・チャート

本「ドット」チャートは前面と裏面に２つの
異なったチャートで構成。片面は31個のドッ
ト・ラインがあり、他方は15個のドットライ
ンがある。歪曲収差と色収差の測定に使用
可能。

TE261 16:9                                                    
傾斜エッジ 

本ターゲットには背景に傾いたチェス盤があ
り、前面に周囲をグレーパッチで囲まれた5
つの傾斜エッジがある。デジタル取込装置の
SFRを測定するために利用され、iQ-AF Box と
STEVEと組み合わせて、弊社デフォルトのチャ
ートとなっている。

TE262                                                              
ユニバーサル・テスト・ターゲット (UTT)

ユニバーサル・テスト・ターゲットは書類、
写真、反射膜メディア等のデジタル・イメー
ジを作成するために使用されるスキャナーや
その他デジタル入力装置の画質評価を行うた
めに設計。

TE263                                                                
スキャン参照チャート 

本チャートはグレーステップ、カラーパッチ、
スケールと解像度パターンで構成。スキャンさ
れた各ページの自動解析が可能。適切なソフト
ウェアと組み合わせれば、いずれかのページが
規格外の場合、その理由の情報も提供。

TE264 16:9                                              
OECF 20 ISO規格 14524 / 15739 改訂版

従来のOECFチャートには円環順の12個、又は
20個のグレーパッチとチャート中央に3つの
異なったパターンがあったが、現行版のOECF
チャートは時として迷光の問題が生じるた
め、中央のパッチを省略。本テストチャート
はまた標準版チャートのように20個のグレー
パッチがラスター化されず、超微粒子のフィ
ルム上にほとんどストラクチャー構造のない
TE264Xとしても発売中。

TE265                                                               
枯葉 

本チャートは所謂、枯葉（円形）構造を含む。
本構造はあらゆるサイズとグレーレベルの円
形で出来ている。低コントラスの細部の損失
を表すアプローチであるDead Leaves SFRの測
定に使用。

TE268 25x                                             
レンズ解像度テストチャート

TE268は解像度とシャープネスの測定のため
に制作。 25個の正弦波変調ジーメンススタ
ー、4つの異なったコントラストの16個の傾
斜エッジ、4つの彩色枯葉構造とロープ構造
イメージをチャート上に配置。 9つの異なっ
た像高さで極めて詳細な解析が本チャートで
可能。
本チャートはアスペクト比が4：3(チャート画
像サイズ：810 x 1080mm), 又は3:2(チャート
画像サイズ：810 x 1215mm)がある。
でイメージサイズは800x1200 mm. ２ Mpから
180 Mpのシステムに最適。チャートサイズは
1245x835 mm。

TE269                                                                
OECFチャート（ISO規格 15739に準拠) D280

ダイナミックレンジの高いカメラの場合、ISO
規格 14524に準拠して計算されたパッチを持つ
OECFチャートはあまり説得力がない。高濃度の
パッチで濃度が立方根計算式の結果が大きなス
テップにより計算されている。本問題に対する
ＩＥ社のソリューションは、基本的にはISO規
格 14524に準拠するが、特に高濃度レベルにス
テップを追加している。

テストチャート
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TE270X                                                            
ＯＥＣＦチャート
(ＩＳＯ規格 14524 / 15739に準拠)

TE270XチャートはTE264と似ているが、チャー
ト中央に2枚の偏光フィルターを装備。マニュ
アル露出調整のないカメラに対し、テストチ
ャート中央部の濃度(透過率)を修正すること
により自動露出機構（ＡＥＣ）を働かないよ
うにする。本特長は特にマニュアル露出調整
機構を持たないことが多い低価格カメラやモ
バイル装置のカメラモジュールに必要。

TE271                                                           
３Ｄアライメントチャート　Ａ１０66

本チャートは３Ｄ撮影のためのカメラのアラインメ
ント調整のために設計。2Dと3D 構造の独自の組合
せによりステレオカメラのセットアップが容易かつ
簡単にできる。

TE274                                            
Macrochart
TE274はマクロモードでのカメラ評価が
でき、2つの主要パーツ：解像度測定の
ための斜めエッジとレンズの幾何学的ひ
づみと色収差の評価のためのクロスチャ
ートで構成。チャートにはフレームが付
いており、2つのチャートの切り替えが
大変便利。

TE275                                                       
Slanted Edge
(following ISO 12233:2014)
TE275はスティールカメラの解像度測定
に使用できる。2014年2月に公表された
ISO規格12233の新しいヴァージョンに規
定されている斜めエッジチャートであ
る。2000年からの古いISO規格と比較し、
斜めエッジのコントラストは大幅に縮小
されている。様々な解像度測定の長所・
短所について記載する刊行物について
は、弊社ウェブサイトのライブラリー・
セクションをご参照ください。

TE276                                                    
Dead Leaves
TE276 Dead Leaves Targetはノイズ低減
等の画像処理技術による画像の低コント
ラスト細部のディテールの損失である、
テクスチャー・ロスの解析ができる。
TE276は新しい手法DeadLeaves_crossを
サポートし、様々な刊行物で説明され
ている。
詳細は弊社ウェブサイトのライブラリ
ー・セクションを参照ください。

TE277                                                       
4K (UHD TV) Resolution test chart 
200-4000 CPH 16:9
TE277は電子4K(UHD TV)カメラの周波数応
答を測定し説明できる。このテストチャ
ートは16:9の画像部分に配置された50の
マルチバースト領域で構成されている。
これらの領域は水平方向と垂直方向に配
置され、両方向での解像度を測定する。
全ての領域はcycle/像高の単位で解像度
のラベルが付けられる。１サイクルは一
つの黒線と一つの白線から成る。

TE278                                                     
8K (UHD TV2) Resolution test chart 
200-4000 CPH 16:9
TE278は16:9 の画像部分に配置された50
のマルチバースト領域で構成されてい
る。これらの領域は水平方向と垂直方向
に配置され、両方向での解像度を測定す
る。全ての領域はcycle/像高の単位で解
像度のラベルが付けられる。１サイクル
は一つの黒線と一つの白線から成る。

TE279                                                  
4K (UHD TV) Universal test chart
TE279は4K (UHD TV)カメラの伝送特性を(
主に目視により)素早く評価できる。グレ
イ色(D=0.75; 透過率=18%)を背景にテス
トチャートの中央にグレー・スケールと
解像度エッジを持つホワイト色のサーク
ルが配置されている。この中央サークル
の両側に解像度エッジを持つ4つのサーク
ルを配置。16:9のフォーマットは水平方
向と垂直方向の中心ラインに位置する4つ
の矢印で示され、画像の上部と下部の端
にサークルの近傍に位置する4つの矢印が
4:3フォーマットを示す。

TE280                                                                                                 
Texture loss test chart ISO 19567
TE280はノイズ低減等の画像処理技術に
よる画像の低コントラスト細部のディテ
ールの損失である、テクスチャー・ロス
の解析に使用される。
将来のISO規格19567に準じて、テキスチ
ャー・ロスの測定に低コントラストの正
弦Siemens starが利用できる。

テストチャートの技術的な説明は弊社ウェブサイトwww.image-engineering.com/products/charts/list-all-chartsにあ
りますのでご参照ください。

テストチャート
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HDトラベルキット (K180)   スーパーブラックホール有り

TE115 ホワイトバランス・チャート（反射率：70％）

TE148 セクタースター（36サイクル）

TE233 カラーチャート（24色＋４色の肌色）

TE256 カラー較正チャート

HDトラベルキット SB (K180)  スーパーブラックホール 無し

TE115 ホワイトバランス・チャート（反射率：70％）

TE148 セクタースター（36サイクル）

TE256 カラー較正チャート

HDトラベルキット

スーパーブラックホール

HDスタジオキットとトラベルキットSBはともに、扱いやす
く、TE256のホワイトパッチと2個のダークホールとの間のコント
ラストを少なくとも2000：1まで高める、折りたたみ式スーパーブ
ラックホールが含まれます。

HDスタジオキット4（K360）スーパーブラックホール有り

TE148 セクタースター（36サイクル）

TE233 カラーチャート（24色＋４色の肌色）

TE256 カラー較正チャート

HDスタジオキット4（K360）スーパーブラックホール有り

TE148 セクタースター（36サイクル）

TE233 カラーチャート（24色＋４色の肌色）

TE234 カラーグラデーション・テストチャート

TE256 カラー較正チャート

HDスタジオキット

テストチャート・フォルダー
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アクセサリー

保存、保護、輸送用各種ケース

• 全サイズの反射式テストチャートの輸送用チャートケース
• 積分照明器 LE6/LE7とライトボックスLG2用のケース

Support LE6/LE7シリーズ用、ホイールと
正確な高さ調整機構付き

Tripod LE6とLG2シリーズ用 iQ-Mobilemount 携帯電話とタブレット用
三脚マウント

サイズA280、A360、A460のテストチャー
ト用

iQ-Foldermount frame
Studio Kits用

iQ-Tablemount サイズA280、A360、A460
の反射式テストチャート用

iQ-Wallmount frame サイズA1066の反射
式テストチャート用

The chartBOARD マグネット式、アライ
メントマーク付きニュートラル・グレイ
色のボード

The magneticTAPE 全ての反射式テストチ
ャートの背面に取り付け可能
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GOSSEN MAVO-MONITOR USB
透過型テストチャートの輝度レベルを正確に測定する為に使用。

GOSSEN DIGIPRO F2
高精度入射光用露出計。反射式テストチャートの照明均一性を保
証。

特長
» シリコンブルーセル・フォトダイオード
» デジタル表示
» 測定範囲：LW –2.5　 ～　+18　(ISO100/21°)
» 繰返し精度： ±0.1 LW
» 露出時間：1/8000 S ～ 60 MIN
» 絞値： F/1 ～　F/90 9/10

GOSSEN MAVOLUX 5032 B USB 
DIN規格 5032-7 Class B 及びCIE規格　No.69に分類されるデジタ
ル照度・輝度計

特長
» シリコンフォトダイオードを使用し、人間の 
  眼V(Λ)の分光光度視覚に合致するように分光
  感度をを補正。
» 測定範囲： 0.01 LX ～ 199900 LXと0.1 CD/
  M² ～ 199900 CD/M²の5つのレンジ（輝度アタ
  ッチメント使用時）
» 測定レート：毎秒2測定

RESTAN
分光放射計や反射光測定の為の濃度計の較正が必要ですか。ある
いはカメラのホワイトバランス調整や露出調整で究極のホワイト
リファレンスが必要ではないでしょうか。

究極のソリューションがあります。弊社のPTFE（ポリテトラフル
オロエチレン）ベースのRESTANは300 nmから1700 nmの領域で98%
以上の光を拡散反射します。つまり、反射レベルは、特に長い波
長で、硫酸バリウム（BaSO4）の反射率より高く、また、より均一
です。

この材質は、長期間安定し、耐温
度性に優れ、扱い易く、各種サイ
ズがあり、コストパフォーマンス
にも優れています。

反射標準としてRESTANを、50mm径
の円形メタルケース入り、又は(
様々な大きさの)レンガ形状で販
売しています。　ご要望があれ
ば、個別の較正もいたします。

HEDLERタングステン・ハロゲン光源
2個の独立して切替が可能なタングステン・ハロゲンランプと、極
めてコンパクトで、小さく頑丈なメタルハウジングのタングステ
ン・ハロゲンライト。主に高輝度の光が必要な場合、このライト
ユニットは全てのデジタルやアナログ写真分野に適します。連続
スペクトルであるため、蛍光灯の光源が条件等色の問題を起こす
可能性がある、全てのカラー測定に特に適しています。

蛍光管光源
蛍光管光源はデジタル画像にとって経済的な
照明システムです。色温度は約5500°Kとデジ
タルスティール画像のニーズにピッタリと合
います。6本の蛍光管は、それぞれが55 Wで、
通常の2650 Wの標準照明と同等の明るさです
が、電力消費は僅か330 Wです。蛍光管の寿命
は約7000 Hです。

MANFROTTO 055XPROB 三脚と410 
ヘッド
この非常にコンパクトな410ヘッドは、3方向の
動き、パン、チルトと左右チルトを提供しま
す。水準器と組み合わせたギヤ回転があるため
このヘッドは5 Kgまでのカメラテスト用の理想的
なプラットフォームです。ヘッドにはクイック
リリース式のカメラプレートシステムが組み込
まれています。055XPRO B三脚と共に弊社のモジ
ュラー方式カメラテストスタンド用にも３ウェ
イ・カメラヘッドとして使用しています。

特長
» DIN規格 5032-7 CLASS B 及びCIE規格　NO.69 
に分類。
» シリコンフォトダイオードを使用し、人間の
  眼V(Λ)の分光光度視覚に合致するように
  分光感度をを補正。
» 3½ デジタル表示
» 最大100個のデータ保存
» USB 1.1インターフェース
» 測定値処理とメーター制御のためのソフトウ 
  ェアCD ROMを添付。

サード・パーティー製のアクセサリー
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反射型

名称 画像サイズ WxH [mm] チャートサイズ wxhxd [mm]

4:3 16:9

A1066 800 x 600 1066 x 600 1245 x 835 x 3.2

A540 540 x 405 460 x 303.8 600 x 500 x 3.2

A460 460 x 345 460 x 258.8 600 x 500 x 3.2

A444 - 444.4 x 250 600 x 500 x 3.2

A360 360 x 270 360 x 202.5 500 x 400 x 3.2

K360 - 360 x 202.5 390 x 271 x 2.1

A280 280 x 210 280 x 157.5 365 x 305 x 3.2

K280 280 x 210 280 x 157.5 334 x 271 x 2.1

K180 - 180 x 101 204 x 164 x 2.1

K160 160 x 120 - 204 x 164 x 2.1

透過型

名称 画像サイズ WxH [mm] チャートサイズ wxhxd [mm]

4:3 16:9

        D280 280 x 210 280 x 157.5 360 x 280 x 4.6

        D240 240 x 180 240 x 135 320 x 290 x 4.6

        D240S 240 x 180 240 x 135 360 x 280 x 4.6

        D205 205 x 153 205 x 115.3 253 x 202 x 3.5

        D120 120 x 90 120 x 67.5 155 x 135 x 4.0

        D35 32 x 24 - 50 x 50 x ~ 4

Kチャート（プラスチック・プレートにマウント）はテストチ
ャート・フォルダーとの組み合わせのみで販売。
A444サイズはHDTVチャート用のみ販売。
D28サイズはHDTVチャート用に販売無し。

下記照明器に適合する透過型チャート

D280 / D240S D240 D205

球面透過型照明器 LE6/LE7
ライトボックス照明器　ＬＧ２
ＳＯＮＹパターンボックス

ＤＮＰ標準ビューアー ポルタ・パターン球面透過型照明器

アダプター使
用時

球面透過型照明器 LE6/LE7
ライトボックス照明器　ＬＧ２

球面透過型照明器 LE6/LE7
ライトボックス照明器 LG2

テストチャートは下記サイズで販売しています。技術的な理由によりチャートの中に
は全てのサイズが制作できないものもあります。更に詳しい情報がご必要な場合は遠
慮なくお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトをご覧ください。

A1066

A460

A360

K360

A280

K280

DIN A4

K160

D280

D240S

D240

DIN A4

D205

D120

D35

一目でわかるチャートサイズ比較

更に詳しい情報をご希望の場合は、弊社ウェブサイト：www.image–engineering.comをご覧ください。

反射型 透過型

チャートサイズ

チャートサイズ
≠

画像サイズ

TEST CHART SIZES
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