
Solutions to test
imageQuality

Image Engineering
Product Catalog

2017/2018



顧客の皆様へ

皆様が高画質に関し引き続き熱意を持っていらっ
しゃることを感謝いたします。

1997年に設立されたイメージエンジニアリング社
（以下IE）は独立したデジタルカメラのテストラボ
です。ドイツのホレム市の私どもの新しい本社では
著名な雑誌、システムインテグレーターそしてカメ
ラメーカーに信頼性の高い結果を提供するためにあ
りとあらゆるタイプのカメラのテストを行っていま
す。カメラのテストに加えて私どもでは、画質テス
ト装置の設計、開発を積極的に行っています。これ
まで20年以上にわたって、私どもはカメラテスト装
置の市場で主要な供給元として成長してきました。

  LAIROTIDE
& CONTENT

全世界向けの出荷については、下記の弊社
ウエブサイトに、全ディストリビューターの
リストがあります。
www.image-engineering.de /company/resellers

IEの製品の中心となるものは、画質評価や信号解析のほとんど全てを網羅した280種以上のテス
トチャートです。これを基として私どもは、チャートの照明器具、チャートやカメラのマウン
ト、そして評価用ソフトウェアなど画質評価のすべてのシステムを提供します。チャートとiQ
アナライザーソフトウェアにより包括的なカメラ特性評価を提供しています。これに加え10年
ほど前から現在までにわたり、カメラの手振れ補正能力、動作速度（例えばコマ速度やシャッ
ター遅延時間など）、また分光感度を測定する装置も開発してきました。もっとも最近開発さ
れたものとしては、照明やカメラのキャリブレーションのためにスペクトラムを任意に調整で
きる光源があります。

皆様のテストを容易に始められるようテストチャート1枚から、製造ラインで全自動のテストを
可能とするスタンドなど広範囲のオプションを提供しています。ご提供する全ての装置は私ど
ものテストラボで日常的に使われており、テスト方法はISO規格に則っています。これに加え
て、弊社のスタッフはカメラのテストや関連装置の規格化を行っているいくつもの規格組織に
参加し、常に変わりつつある技術と共に進んでいます。私どもの製品は、移動体通信機器、車
載装置、マシンビジョン、放送、医療、そしてセキュリティーなど多くの応用分野のニーズを
満たすものです。今日の急速に変化する技術に伴い皆様それぞれが異なるニーズをお持ちであ
ることを十分理解しております。もし皆様のお求めのものが提供できていない場合、私どもの
エンジニアは皆様のニーズあったソリューションを開発させていただきます。

IE社にご興味をお持ちいただき感謝いたします。皆様と共にお仕事ができますことをお待ちし
ています。

よろしくお願いいたします。
IE社チーム一同

Image Engineering GmbH & Co. KG
Im Gleisdreieck 5
50169 Kerpen-Horrem / Germany

製品への変更およびテクニカル・データは弊社に帰属します。

＜お問い合わせ先＞
Image Engineering社 日本総代理店
トライオプティクス・ジャパン株式会社
本社：静岡県静岡市駿河区中田4丁目6-25
　　　TEL:054-203-4555 FAX:054-203-4556
横浜事業所：神奈川県横浜市緑区白山1丁目18-2 ジャーマンインダストリーパーク内
　　　TEL:045-514-4544 FAX:045-514-4545
ie@trioptics.jp
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ターンキーソリューション

iQ-テストスタンド
皆様のご要望に合わせたカスタムテストスタンド
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。iQ-テストスタンドの
電動モジュールはUSBインターフェースでコントロールで
き、SDK/APIと共に提供されます。現在、これらのコン
ポーネントを組合せ、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、カメラスタンドを従来より、
素早く、またコスト効率良く、アレンジすることができま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カメラテストスタンドは下記の製品群に分類できます。弊
社はそれぞれの製品群により、完全なスタンドに構成でき
るよう、様々なソリューションを提供しています。

基本型iQ-テストスタンド
電動モジュールなしのiQ-テストスタンド

自動型 iQ-テストスタンド
照明、カメラとチャート距離、チャートマウントなどが
自動化されたiQ-テストスタンド

iQ-Chartmount-V
iQ-Monopod
iQ-Mobilemount and 3-Way head
Hedler Tungsten halogen light units*

1

2

3

3

4

6

6

6

6

1

4

2

5

*図は見やすいように光源が一つだけになっています。テストスタンドは通常光源が2つ付属します。

4

1

2

iQ-Chartmount-V (電動、PCによる制御可能)
iQ-Bench (電動、 PCによる制御可能)
iQ-Cameramount
iQ-Flatlights* (PCによる制御可能)
LE7 (PC による制御可能)
iQ-LED or iQ-Drive API

4

5

6

1

2

3

3
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ターンキーソリューション

   　 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
全自動型のiQ-Chartmount-Vまで提供しております。

   　　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。iQ-Monopodは手動です
が、大きな距離を設定でき、iQ-Benchは電動可能で、リニ
アガイド上で動かせます。

   カメラの位置決め
カメラをチャートに対し位置決めをする最も簡単な方法
は、マイクロ制御のある3way雲台であるiQ-Monopodを使
用します。iQ-CameramountはiQ-Bench上でカメラの位置
決めをするのに必要となります。自動で位置決めを行いた
い場合は、弊社のiQ-Alignrigか、微細な調整が可能なiQ-
Hexalignをご使用ください。

   　　反射式チャートの照明装置
現在、弊社プログラムには反射式チャート用に4種類の照
明光源があります。蛍光灯による光源、タングステン・ハ
ロゲンランプ光源、蛍光灯とハロゲンランプの2つの光源
を持ったlightHEADです。iQ-FlatlightsはC＋＋のアプリ
ケーション・プログラム・インターフェース（API）付き
で完全に自動化されたソリューションを提供します。均一
な照明を提供するためには光源が2つ必ず必要となりま
す。

   　　　透過式チャートの照明装置
弊社では透過式チャー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。LE6はハロゲンバルブを装
備しています。LE7はiQ-LED技術を使っています。LG3は非
常に高い光量を点灯周波数10-500Hzの範囲で可変な照明を
432個のLEDで提供します。

   　  iQ-HOUSING
カメラテストスタンドは暗室などに設置されていない場
合、迷光や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。このハウジングによりそれを実現すること
ができます。

製品の詳細はそれぞれのページに記述してあります。

 iQ-Chartmount-V  iQ-Chartmount-H

 iQ-Bench iQ-Monopod

3-Way tripod head

lightHEAD

LE6 LE7 LG3

Fluorescent tubes iQ-Flatlight with LEDs Tungsten halogen light unit

iQ-Cameramount iQ-Alignrig iQ-Hexalign

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

1

2

3

4

5

 解析用及び制御用ソフトウェア
iQ-Analyzerは画質解析分野で市場の先端を行くソフトウェ
アです。意味のあるかつ正確な解析には、機器の精密な制
御が必要です。使いやすいデスクトップのコントロールの
他に、全てのお客様に独自のソフトウェアを開発する機能
を提供し、それぞれの必要に応じた機能やグラフィック・
インターフェースを構成できるようになっています。私ど
もはオプションでC＋＋のAPIを提供し、iQ-Analyzerにコマ
ンド・ライン・インターフェース（CLI）など多くのソリ
ューションを付加できるようになっています。

7

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-LED
TECHNOLOGY 

6　
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スターターキット

フォト マシンビジョン
産業用画像処理におけるカメラの多用途にわたる応用のためカメ
ラの必要条件は用途により変わってきます。多岐にわたる真の能
力を発揮する画像処理は、品質を確認し、部品を識別し、コード
を読み、製造過程を最適化するためのデータを提供し、機械を制
御します。マシンビジョンキットにより光学系やセンサーなど一
番重要な品質の基準であるダイナミックレンジ、解像度、感度、
ノイズ、コマ数などのテストを行うことができます。
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
トーン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
グレーレベルを持つTE269B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。

スターターキット

イメージエンジニアリング社の長年の経験とイメージング業界との密
なコンタクトを通じて、我々は、それぞれのテスト分野において、最
も重要なものを見極めました。それにより、ユーザーに応じた画質テ
ストを行えるよう、様々なスターターキットを用意しています。

スターターキットは、ユーザーに応じた画
質テストを開始する最適なセットです。

技術が進歩し続けるにつれ、イメージング業界も発展を続けてい
ます。今日、これまで以上に多くのカメラが市販されています。
画像アプリケーションは、様々な要求とともに新しい分野に着実に拡大
しており、その結果、さまざまな画質テストの需要が増えています。 

Universal Multipurpose

テストチャート 照明装置とマウンティング*

ソフトウェア
OECF Resolution

Color

CAL4

LG3

Distortion Luminance and Color Shading iQ-Wallmount

LE6

* 反射チャート用の照明はキットに含まれていません.

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。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
12233(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。
** LE7にアップグレード可能です
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スターターキット

携帯電話セキュリティー
カメラ技術の継続的な発展は、セキュリティーの分野での画像技術
の必要条件を拡大しています。動きや顔認識といった新しい機能が
標準で追加されてきました。転送データ量は引き続き増大し、それ
に伴い画像資源の品質は高いものを要求されます。これはソフト
ウェアベースの評価システムを可能とします。スターターキットは
基本的な必要条件を満たしかつ現状で最新の技術を提供します。

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
動作しなくてはいけないため、カメラは高いダイナミックレンジを

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、テクスチャー・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
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。本チャートを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。

自動車
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またはLG3、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TE269B　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、CALI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。

医療/内視鏡
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CAL4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、5ｘ
5cm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TE253　9ｘ（ISO規格12233に準
拠）がD35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　D35と呼ばれる透過式のX-RiteColorChecker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TE250とTE132解像度チャートが含
まれています。

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。ISO
規格21550に準拠してダイナミックレンジを測定するTE240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。
IT8 カラーターゲット (TE258)はカラープロファイル作成のため
の標準ターゲットです。 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。TE250（透過式テストチャート）は目視に
よる解像度解析に使用されます。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-62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。

スキャナー放送
スターターキット・放送は透過式テストチャートのセットとLE6*
照明器で構成されています。このセットは多数のカメラの設定、
調整に役立ちます。 TE259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

* LE7 にアップグレード可能です
各々のキットを組み立てるために、次ページの表をご覧下さい

持っており、LG3の前面にTE269C（現在制定中のIEC62676-5ビデオ監
視カメラ用規格に準拠）を使用するのが最適です。解像度、光学パラ
メーター等については、標準チャート（TE253、TE251）をiQ-Anayzerと
組合わせてご利用いただけます。

す。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TE167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。



imageQualitysolutions

8

スターターキット

* API (上級プログラミングインターフェース)を使用可能

スターター
キット

製品 製品内容
テストチャート

一般的・多目的用途

TE42 x

TE261 斜めエッジ 16:9 · A1066 x

TE167 HDTV ユニバーサルテストチャート· D280 x

解像度

AI QA-62 斜めエッジ・スキャナーSFR & OECF x

TE132 ISO テストパターン No. 2 · D35 x

TE225 HDTV 解像チャート · D280 x

TE250 USAF 1951 透過式チャート · D35 xx

TE253 9x サイン変調Simens star · A1066 S/H/L x x x x

カラー

TE188 演色評価チャート (X-Rite) ·  D35 x

TE226 HDTV 演色評価チャート · D280 x

TE230 X-Rite カラーチェッカー SG TE182にマウント x x

TE258 IT8 スキャナー特性評価チャート x

OECF

TE182 ニュートラルグレー 18% 減衰 · A1066 x x

TE240 ISO 21550 スキャナーダイナミックレンジチャート xx

TE259 OECF · ノイズ評価チャート · 20ステップ · D280 x

TE264 OECF 20 ISO 14524 / 1573 revision · D280 x

TE269 OECF 36 · D280 A/B/C xB xC xB

TE270X 中心部の濃度の異なるチャート · D280 x

ジオメトリー・グリッド位置決め

TE251 歪曲収差 ·色収差・ 十字パターン ·  A1066 x x x

信号評価

TE255 ディフューザー板（シェーディング測定用）· D280 x x x

TE285 IR 反射式 · A360 x

チャートマウント

iQ-Wallmount 壁掛け用チャートマウント · A1066 x x x x x

照明装置

LE6 ハロゲン光源の入った積分球 x x x x x

CF-5400 LE6用5400 K変換フィルター · D280 x x x

LG3* 広い光量範囲とフリッカーモードを持った
ライトボックス x

CAL4 光源なしの積分球 x

ソフトウェア

iQ-Analyzer 画質解析ソフトウェア x x x x x

フ
ォ

ト

マ
シ

ン
ビ

ジ
ョ

ン
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リ

テ
ィ

ー

携
帯

電
話

自
動
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放
送

多目的テストチャート · A1066
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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
トに必要なすべてがあります

イメージエンジニアリング社はテスト装置だけでなく、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。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継続的に
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に際して発生した
必要条件に基づくべく常に努力しています。

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、及び将来の規格の要求条件に対応するよう設計されていま
す。画質解析に特化したソフトウェアであるiQ-Analyzerは継続的
に更新されています。
さらに、各種のチャート・カメラ・照明用のマウントなど、個別
に対応する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を設計・製
作し、皆様のテストラボに「フルサービスの」性能・機能を提供
します。

ANALYSIS

C:\>_

ILLUMINATION

テストチャート
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
皆様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、280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。

チャートマウント
カメラとチャートの正確な位置合わせは、意味のある、信頼できる
テスト結果を生み出すために必要です。カメラを固定する方法とし
ては、通常の一脚から全自動化され、微調節が可能な六脚まで取り
揃えています。チャート用マウントも壁掛け型から自動交換できる
タイプまですべての要求を満たすことができます。

照明
テストチャートの均一な照明は信頼できる測定結果をもたらす唯
一の要件です。実際の照明状態から多種の実用条件が生み出され
ます。できるだけ包括的であるために、反射式および透過式の
チャート用に光源として通常のハロゲン球から、スペクトラムの
調整可能なiQ-LED光源まで取り揃えております。

解析
iQ-Analyzer は国際標準と私どもエキスパートの経験に基づいた画
質評価のための優れたツールです。テスト結果は分かりやすい形
態で生成され、計算結果はテキストかXMLファイルで提供されま
す。

弊社は皆様の測定ニーズのそれぞれに回答を用意しております。
弊社のソフトウェア制御できる製品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皆様のプ
ロジェクトの実りある協力をさせていただきます。

CONSULT DESIGN IMPLEMENT

MOUNTINGTEST CHARTS

特別注文のソリューション
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う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・パターンから動きのある被写体が
あり高ダイナミックレンジのシーンまでと、ありとあらゆるもの
を提供しています。ソフトウェア、ハードウェアとサービスを組
合せ、皆様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、皆様の
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。 

製品の詳細はそれぞれの製品ページで確認できます。
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ターンキーソリューション

ベーシック

エキスパート

レンズ

基本的なカメラ評価に必要な全てのテスト
を提供

低予算のセットアップで必要となるほとんどの情報を提供するベー 
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す
べてを含んでいます。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。TE42は、iQ-
Analyzerソフトによりスムーズに解析され、画像中央と周辺の解像
度ばかりでなく、微細パターンの消失、歪曲収差、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。

様々なチャートや特長を持つ上級ソリュー
ション

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、完全に保護します。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点に於ける解像度の詳細なチェック、140
のカラーパッチの色再現、詳細な幾何学的歪曲収差、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、皆様が期待される高
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。

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。

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。 

皆様のレンズ・カメラシステムを詳細に知
る
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個の正弦波Siemens starにより、一つの画
像から画面のあらゆる位置で600本のMTFが得られます。歪曲収
差、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
能も簡単に評価できます。縦型iQ-Chartmountを利用すれば、
TE251が素早く視野内にスライドし、歪曲収差と色収差のチェッ
クが素早く簡単に行えます。LE6*とテストチャートTE255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。

* LE7 にアップグレード可能です



imageQualitysolutions

11

ターンキーソリューション

タイミング測定

画像安定化

セキュリティー

起動時間とシャッターラグ以上の要素を評価

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。イメージエンジニアリング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。
照度調整機能付き蛍光管のiQ-AFBoxは本規格の中で規定されている
チャートよりさらに精巧な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、画像内に先に点灯
したLEDを解析に利用します。

高機能・総合的な画像安定化テスト装置
低照度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安定機能が搭載されています。弊社はカ
メラに搭載された光学的・電子的画像安定機能の性能を評価
するターンキー・ソリューションとして“画像安定化”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イメージ
エンジニアリング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。付属のソフトウェアを使
うことにより、使用者は6次元の自由度を持った任意の動きを設定
し、STEVE-6Dをその設定に基づき振動させることができます。こ
のソフトウェアは遠隔操作でシャッターボタンを押すロボット指
iQ-Triggerを制御することができます。撮影される画像は、このソ
フトウェアの解析モジュールで処理されます。この結果により, 画
像安定化機能の性能を評価することができます。

スイッチを正確に操作するため、iQ-Triggerもキットに付属しま
す。iQ-Trigger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。

iQ-Trigger、STEVE-6DをマウントするHoneycomb Breadboardと 
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
画像安定化機能の解析が可能になります。

最大コマ数は照明状態を勘案し、LED-Panelを使い設定できます。
その他に、照明や露出測定のためのモジュール、チャートやカメ
ラを固定する冶具、実績のあるiQ-Analyzer 解析ソフトウェアが含
まれています。

監視カメラの新しい規格IEC 62676-5への対応

新しい規格IEC 62676-5はビデオによる監視システムの仕様を比較し
やすくするために開発されました。この規格は測定方法を規定し、画
質の表現方法を統一します。IEC 62676-5規格は関係するすべての組
織に監視カメラの品質を文書化したものをより適切な形で提供しま
す。
このターンキーソリューションは上記の規格に沿った測定方法を提供
します。このソリューションにはSiemensチャートの付いた解像度
チャート、TE253が含まれています。 OECF テストチャート TE269C 
は、監視カメラに必要とされるグレースケールの配分テストに使うこ
とができます。更にカメラシステムのダイナミックレンジ、OECF、
画像ノイズ（SNR、目視と時間軸ノイズ）もこのチャートを使って行
うことができます。歪曲収差はTE251を使ってテストできま
す。TE281 フレアチャートはカメラの迷光による影響を評価できま
す。

各々のキットを組み立てるために、次ページの表をご覧下さい
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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

製品 製品内容

テストチャート

一般的・多目的用途

TE42 多目的テストチャート · A1066 xx

TE261 斜めエッジ 16:9 · A1066 x x

解像度

TE253 9x サイン変調Siemens star  · A1066 S/H/L x

TE268 統合化された解像度パターン · A1066 x x

カラー

TE230 X-Rite カラーチェッカー　SG TE182にマウント x

OECF

TE264 OECF 20 ISO 14524 / 1573 9 revision · D280 x

TE269 OECF 36 · D280 A/B/C xC

ジオメトリー・グリッド位置決め

TE251 歪曲収差、色収差、十字パターン · A1066 x x x

シグナル評価

TE255 ディフューザー板 (シェーディング測定用) · D280 x x

TE285 IR 反射式 · A360 x

白黒

TE281 現在規格作業中のISO18844準拠フレアターゲット· A1066 x

マウント

チャートマウント

iQ-Wallmount 壁掛け用チャートマウント · A1066 x

iQ-Chartmount-V* 積分球サポート付き縦方向スライドチャートマウント x x x

カメラ及び照明用マウント

Manfrotto 055XPROB 055XPROBは多様性のある三脚 xx

Manfrotto Junior Geared Head 410 3方向にギアで動かせる雲台 x x x x x

iQ-Monopod レール上でカメラの精密な位置決めのできる一脚 xx

iQ-Cameramount カメラを垂直、水平に移動できるマウント x

iQ-Bench* 電動可能にできるリニアガイド x

Camera plate STEVE用カメラマウント x

iQ-Mobilemount スマートフォンやタブレット用三脚マウント x

HoneycombBreadboard STEVE-6Dをマウントするためのプラットフォーム x

照明装置

背面照明

LE6 ハロゲン光源の入った積分球 x

CF-5400 LE6用5400 K変換フィルター · D280 x

LE7* 4x iQ-LED光源の入った積分球 xx

LG3* 広い光量範囲とフリッカーモードを持ったライトボックス x

前面照明

Hedlerタングステン ハロゲン光 タングステン　ハロゲン電球 2 x 2 x 2 x

蛍光灯照明 蛍光管 2 x

測定装置

STEVE-6DS or STEVE-6DL カメラ振動装置 x

iQ-AF Box 4本の蛍光灯を持った光量調整可能ライトボックス x x

LED-Panel* デジタル画像機器のシャッタータイムラグ、撮影タイムラグ
AF時間、コマ数、露出時間を設定できる 2 x x

iQ-Trigger* and/or iQ-Trigger-T* シャッターボタンを押すロボット指 x x

Gossen Digipro F2 入射光を高精度で測定する露出計 x

Gossen MAVOLUX 5032 B USB デジタル輝度計、照度計 （class B） x x x

PRC Krochmann RadioLux 111 デジタル輝度計、照度計 （class L） x

ソフトウェア

iQ-Analyzer 画質解析ソフトウェア x x x x

LED-Panel 制御解析パネル x

STEVE-6D 制御解析装置 x
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球面照明装置は積分球の原理で動作します

ハロゲン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。弊社の内部設計により測定窓280 x
210mmまでの画像サイズを極めて均一に照明します。
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。LE6の照明装置はUSBインターフェ
イスをオプションで利用可能です。光量の測定と制御はWindows 
PCで行うことができます。

主な特徴: 
• 約 8000 lxの高光量 (LG6-50 3000  lx)
• 約80 lxの最小光量 (LG6-50 30  lx)
• 3200 K +/- 50 Kの熱放射
• 前光量域に対して一定のスペクトラム
• フィルターを使い色温度の変更
• 高い均一性 >96% 

医療分野の光源を用いた測定用積分球

CAL4は内視鏡の光源を使った時の解像度、カラー、OECF、ダイナ
ミックレンジ、ノイズを測定するために開発されました。この積
分球はテストチャートの全面に均一な光を照射します。積分球に
内視鏡の光源にファイバーケーブルを使い接続するだけです。一
般的に使われている4種の接続アダプターが付属しています。

主な特徴: 
• 高い均一性 >測定範囲の97% 
• 一般的に使われているほとんどすべての投光器につなげます 

• 高出力 >150,000 lx
• 低出力 <10 lx
• 可変周波数とデューティ周期のフリッカーモード
• 高均一性 >95%
• 光量の微細調整可能
• ノーマル及び低出力時の安定した出力
• 補正色温度(correlated color temperature)＝5000 K 

外付けの制御・電源ユニットから２つの照明方式、３つの強度レ
ベルを設定できます。

1. パルス幅変調 （PWM）
2. フリッカーモード 10-500 Hz 

それぞれ:
• ノーマルモード: 0-100% 32 kHz / <100 to >65000  lx
• 低出力モード: 0-100% 32 kHz / <10 to >6500   lx
• 高出力モード: 100% max. 最長60秒まで / >150000 lx 

LE6 CAL4

調節可能な非常に高い光量を持ち、可変のフ
リッカーモードを持ったライトボックス
最新の照明技術を使いLG3はイメージラボにおいてダイナミックレン
ジのテスト領域を大きく拡大する可能性を創造します。LG3は15万lx
以上の光量で高いコントラストのテストチャートを照明できます。
その結果として、高ダイナミックレンジの測定が、短時間、現実的
な露出時間で可能となります。さらにLG3の色温度制御システム
は、CCT (correlated color temperature)の変動なしに光量を変化させ
ることができます。 LG3のもう一つのユニークな特徴はフリッカー
モードです。この機能によりユーザーは、３２ｋHzの一定出力
（デューティ周期可変）のパルス幅変調（pulsewidth  modulation） 
か１０－５００Hzのフリッカーを持った発光（デューティ周期可
変）を選ぶことができます。LG3により交通信号、車両のライトや街
路灯など多様な周波数を持った光源をシミュレーションできます。
これによりセキュリティーや車載分野に使われるカメラをテスト、
最適化していくことができます。

主な特徴：

LG3

照明装置

技術仕様に関しては次表をご覧ください。

pre-production sample image
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イメージエンジニアリング社の適応性のあ
るライティング製品の中心となるべき最も
自由度の高いLEDベースの光源

可視光領域の22チャネルを皆様のニーズに合わせて調整し、皆様
独自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EX2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32kHz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ステップの調整範囲により各チャ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。内部温度安定化機能により何分の1秒から数時間までも
一定のスペクトルを維持することが可能です。ソフトウェアによ
る素早く容易な自己較正機能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40Hz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、皆様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チャネル、80個のLEDが10x10cmのボー
ドに配置された構成になっています。複数のボードの組み合わせ
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。80個のLEDが10x10cmのボードに構成されています  が、11個
のチャネルを主にIR域に使用しているため、一般的には全チャネ
ルでの明るさを均一化するため2個の標準iQ-LEDモジュールと組み
合わせて使用します。

照明装置

iQ-LED TECHNOLOGY

• 規定の標準照明 (A, B, C, D50,  D75)
• 選択されたCCT用の黒体特性 
• 外部測定あるいは入力スペクトラムからの自動生成
• 個々のテストシーケンスの生成
• スペクトラム測定結果の実時間表示
• CCT, CRI, 照度レベルの実時間表示
• C++ API 提供可能 

 iQ-LED

Comparison of D65 spectra:
HQ Fluorescence and iQ-LED

皆様独自のテスト過程でiQ-LEDを組み込んでお使いいただくため
に、iQ-LED 全製品ラインアップで使えるC++ APIをオプションで
提供しております。

主な特徴:  
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CAL4

動作原理

LE6-50

色温度一定で調光可能なハロゲン光源

LE6-100

色温度一定で調光可能なハロゲン
光源

LG3

広い範囲で調光可能かつ、特殊なフリッ
カーモードを持った光源 医療分野のソリューション

光源 12 V / 50 W ハロゲン球 12 V / 100 W ハロゲン球 432個のLED使用 ほとんどすべての投光器に
接続可能

色温度 3200 K +/- 50 K 3200 K +/- 50 K 約 5000 K +/-5% 投光器に依存

最大最小照明値 approx. 30 - 3000 lx approx. 80 - 8000 lx
低照度: <10から>6500 lx
ノーマル: <100から>65000 lx
高照度:  >150,000 lx

投光器に依存

照明の均一性 >96% >96% 50 mm x 50 mmの範囲で>97%

照度調整 最大照明の1 - 100% 最大照明の1 - 100% 

2つのモードで約1000 ステップ、照度
を[％]あるいは輝度を[cd/m²] 
32kHz PWM 投光器に依存

電源 80  W / 90 - 260  VAC
50/60 Hz

120  W / 90 - 260  VAC
50/60 Hz

110 V / 230 V, 400 W 投光器に依存

iQ-LED
TECHNOLOGY 

* チャートプレーン上での測定

API
AVAILABLE

>95% チャート有効領域に対して*
280 x 157.5 mm

>95% 開口部に対して*, 290 x 220 mm
>95% (円直径70 mm内部に対して)* 
 1％以下の低出力において約90%
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主な特徴:
• 高均一性 >97%
• 自由に選べるスペクトル分布
• 出力に影響されないスペクトル分布 

一段と優れ、均一で、広いスペクトルの
光源を持ったチャート照明装置

LE7は0.5m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
あるいは6つのiQ-LEDを搭載されたバージョンも用意されていま
す。
前面の上下にiQ-LEDの位置の最適化さが図られているため、
チャート分の有効な部分は97%以上の高い照度均一性を達成して
います。選択できる既定の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精度が維持できます。独自のスペク
トルを発生でき、EX2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 ーが付属
してくるため、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。さらにiQ-LED C++APIと共に使用すれば、カスタムの
制御ソフトウェアを組み込んだり、独自の操作ソフトウェアの制
作が可能です。

LE7

照明装置

LE7 WITH 2 iQ-LED LE7 WITH 4 iQ-LED LE7 WITH 6 iQ-LED LE7-IR

動作原理 積分球

光源

iQ-LED(2個)：
LED(160個),22 チャ
ネル(20カラー  2 
ホワイト) 32 kHz 
PWM 

iQ-LED(4個)：
LED(320個),22 チャ
ネル(20カラー  2 
ホワイト) 32 kHz 
PWM 

iQ-LED(6個)：
LED(480個),22 チャ
ネル(20カラー  2 
ホワイト) 32 kHz 
PWM 

iQ-LED(4個)/iQ-LED IR(2個): 
LED(480個),33チャネル(31カ
ラー  2 ホワイト) 32 kHz 
PWM 

スペクトル範囲 400 ‒ 820 nm 380 ‒ 1050 nm

規定標準光源 D50, D55, D65, D75, A, B, C 　選択された温度(1900 ～ 18,000 K)のプランク分光曲線

照明の均一性 チャート有効面 (>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

標準D光源： 1400 lx 標準D光源： 2800 lx 標準D光源： 4200 lx 標準D光源： 2800 lx

最大：2000 lx
最小：25 lx

最大：4000 lx
最小：25 lx

最大： 6000 lx
最小：25 lx

最大：4000 lx
最小：25 lx

最大最小は光源及び要求カーブフィット/CRIによる

低照度使用時、システムにNDフィルタの組み合わせ可能

使用上の光量 光源に依存する、低光量に対してはNDフィルタを組み合わせる

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

ｽﾍﾟｸﾄﾙ範囲/ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀｰ 350 ‒ 800 nm / 解像度: 1024 pixel 350 ‒ 1050 nm 
解像度: 2048 pixel

特長
22 個( LE7-IR は33個)のソフトウェア制御LEDチャ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

LE7-IR
IR域まで拡張されたライト調整式スペクトル

LE7-IRは透過式テストチャートを照明するためのユニークな装置
で、特に赤外光に感度を持ったカメラをテストし、調整すること
ができます。この装置は基本的に380nmから1050nmまでスペクトル
分布を赤外領域に広げるため、2個の11チャネルのIQ-LEDを持って
います。スペクトル分布を均一にするために、31のカラーLEDチャネル
と2つの白色LEDから構成されています 。

** 最適な温度で照明光源を交換した後に、指定の標準光源照明により測定された場合
詳細な情報は個別のデータシートをご参照ください。

主な特徴:
• 高均一性 >97%
• 380nmから1050nmまで拡大されたスペクトル分布

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-LED
TECHNOLOGY 



CAL1

CAL3

CAL
カメラ特性

今日ではカメラ技術は今まで以上に継続的な変化に影響を受けて
います。マーケットの要求品質にペースを合わせていくために、
信頼できるテストシステムへの要求が増大します。ラボや生産ラ
インでのカメラ特性評価、較正のためにイメージエンジニアリン
グ社の専門家はCAL製品ラインを開発しました。これらの較正用光
源は、広スペクトルを用い、自由度の高い照明の選択を可能とし
ます。D50、D65あるいは他のいかなる標準光源また独自のスペク
トルを一つの装置で実現します。分光感度の測定にはCALの20の
細い帯域をそれぞれ操作することにより可能となります。
無反射型のディフューザーの付いたデザインにより、測定面の均
一な光配分を保証します。

iQ-LEDは非常に短い反応時間を持っていますので、カメラ内の画像
処理、転送時間が十分に早ければ数秒ですべての較正が終わりま
す。使い勝手の良いiQ-LEDの制御ソフトウェアにより、CALを制御
したり、iQ-LED　C++　APIを使い皆様のテストプロセスに組み込
むことも可能です。

可能性のある用途としては以下のものがあります：

• 露出制御の較正
• 欠陥画素の検出
• 明るさ、色シェーディングの検出
• 異なる光源化においてオートホワイトバランスの検査

（例:A,C,D50,D55,D65,D75)
• 分光感度の測定 

カメラ特性評価と較正の分野において必要
十分な光源ソリューション
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。

主な特徴:
• 高均一性>98%
• 高速較正
• 自由に選べるスペクトル分布
• マイクロスペクトロメーター組み込み 

広角レンズ向けiQ-LED組込みカメラ較正用
光源

スペクトル分布プログラム可能の一つのiQ-LEDにより
38mmの凹面を照明する0.3mの積分球で構成されていま
す。

主な特徴：
• 高均一性>95%
• 高速較正
• 自由に選べるスペクトル分布
• 広角レンズ向け照明された凹面
• マイクロスペクトロメーター組み込み
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API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-LED
TECHNOLOGY 



CAL2
生産ラインでの適用性に富む小型光源

CAL2も22チャ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。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。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、皆様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。

CALIやCAL3といった較正用光源により
超広角カメラをテストするための高精度
位置決め装置

セキュリティーや車載用カメラの容易かつ精密な位置決め装置と
してiQ-ALIGNを推奨します。CAL1やCAL3といった較正用光源と
ともに使えます。
このカメラ位置決めシステムはIQ-Mobilemountとリニアガイド
とともに構成されています。

主な特徴:

17
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CAL1 CAL3

動作原理 積分球

CAL2

特許出願中のエッジ方ボックス 積分球

光源 iQ-LED(1個) : 80個のLED, 22のチャネル (20 カラー, 2 ホワイト) / 32 kHz PWM

スペクトル範囲 400 ‒ 820 nm

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%

視野160°以内（最悪値）で>95%*以上
ディフューザー内10 mmの点で視野160°- 180° 
最悪値は ディフューザー内20mmの点

規定標準光源 D50, D55, D65, D75, A, B, C, 選択された温度 (1900 ～ 18,000 K)のプランク分光曲線 　光源による

照明安定度 +/- 2%**

標準D光源 2000 lx 1700 lx

最大最小照明値照度 最大： 3000 lx
最小： 25 lx

最大： 3000 lx
最小：25 lx

最大：2500 lx
最小：25 lx

光源及び要求カーブフィット/CRIによる

* 標準光源D65でのディフューザの中央で行われる測定
** 最適な温度で照明を交換した後に、選択された標準照明について測定される場合

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-ALIGN

• 高均一性>96%
• 高速較正
• 自由に選べるスペクトル分布
• マイクロスペクトロメーター組み込み
• 生産ライン組込みに最適
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iQ-FLATLIGHT

EX2 ( VIS/ VIS-IR )

• どこでも使える
• 簡単に持ち運べる
• 分光放射を測定 

大きな領域を照明できるスペクトル調整     
可能な光源

iQ-Flatlight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0.7x0.7㎡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した。

主な特徴:
• 大きな領域の照明
• 高速較正
• 自由に選べるスペクトル分布
• マイクロスペクトロメーター組み込み

EX2( VIS/ VIS-IR )

動作原理

スペクトル範囲

解像度

積分時間

コントロールシステム

システム条件

推奨較正周期

サイズ・重量

光ファイバ開口部による直接測定（～25º FOV）、

またはコサインコレクタの追加（～180º FOV）

VIS: 350 ‒ 870 nm VIS-IR: 380-1100nm

2024 pixel (VIS: FWHM: 2.4 nm VIS-IR: FWHM: 2.35 nm)

1.05ms ‒ 10 minutes

ソフトウェアによる制御(iQ-LED, iQ-LED API, camSPECS)

Windows 7 operating system (or higher)

1年に1回（動作時間に関わりなく）

95 x 68 x 20 mm・174 g

iQ-FLATLIGHT

動作原理 拡散ライトパネル

光源
10または20個のイメージエンジニアリング iQ-LEDユニット
1ユニットに80個のLED/ 22チャネル(20 カラー, 2ホワイト)
 / 32 khz PWM / 1 or 2 F11蛍光管OSRAM L 18W/940

スペクトル範囲 400 – 820 nm

規定標準光源 
D50, D55, D65, D75, A, B, C, 選択された温度(1900 ～ 18,000 
K)のプランク分光曲線
CRI 最大99, 光源・強度に依存

照明の安定性 +/- 2%**

最大・最小照明値 

10 ユニット：２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：２つのIQ-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社のA1066サイズ
のテストチャートのそばで、iQ-LED Flatlightを設置 

照明装置

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 

** 最適な温度で照明を交換した後に、選択された標準照明について測定される

 主な特徴:

現在入手できる最も小型のNIST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

EX2は, ImageEngineering社のライティング製品に使用されているもの
と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、パソコンに接続できるため、いつでもどこでも必要なときに、
あらゆる種類の光源の分光特性が測定できます。EX2-VISのスペクトル
範囲は350～870 nmです。 また、2.4nm以上の感度で優れたスペクトル
分解能を備えています。
また、使い易いソフトウェアを標準装備しており、光源を測定後、分光特
性をすべてのiQ-LED製品にインポートでき、わずか数秒で再生できます。
EX2-VIS-IRには、EX2-VISと同じ機能がすべて搭載されていますが、スペ
クトル範囲は380～1100 nm、さらに2.35 nmの分解能があります。 赤外
光のスペクトル分布を測定することができます。
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反射式チャート用コンパクトLED 

iQ-Chart Boxは素早い、均一な反射式チャートの照明に使用でき
ます。カメラや携帯電話の画質テストのための最適な環境を提供
するコンパクトなソリューションです。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、カスタムスペクトル分布が作
成できます。
チャートの交換もかつて無いほど容易になりました。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C++APIが利
用できます。

高視野角カメラの高精度分解能検査

高視野角カメラの高精度分解能検査には特殊なソリューションが
必要です。iQ-FoV Boxは画質の分解能を測定する自由度の高い機
器です。テストチャートを自由に配置できるのでテストパターン
の歪みを最小にでき、斜めエッジの解析を可能とします。規定さ
れた2種の設定を使うことによりiQ-Analyzerで解析を自動的にで
きます。

主な特徴: 
• 小型
• 高均一性
• 自由に選べるスペクトル分布
• テストシーケンスの作成
• NDフィルターを使い1.5 lxまでの低照度を実現
• 外部で測定されたスペクトラムの生成
• NIST により追跡可能なスペクトロメーター(350 ‒ 800 nm)
• iQ-LEDを制御するソフトウェア
• C++ APIを提供 

主な特徴: 
• 視野角180°までの魚眼カメラ用
• テストチャートの自由な設置
• 調光可能
• カメラの高精度設置

* A460サイズのテストチャートの中央で測定

iQ-CHART BOX

iQ-FOV BOX

iQ-CHART BOX

動作原理

光源

最大最小照明値

調光機能

選択可能標準光源

照明装置付きチャートホルダー（マイクロ分光計を含む）
ソフトウェア制御

イメージエンジニアリング iQ-LED 8個、全体で640個の LED、
2つのホワイトチャネルと20のカラーチャネル, 32 khz PWMスペク
トル範囲: 400 ‒ 820 nm ,4 x 18 W 蛍光管 D50

最大： 500 lx
標準 D光源: 400 lx*
最小： 25 lx 、NDフィルタ使用時：1,5 lux*
(光源および必要な曲線適合/ CRIによる)*
校正用機器が接続されている場合はソフトウェアは光量 
(lx / watt)を表示。NDフィルターにより光量をさらに低下可能。
ソフトウェアによる1000ステップの調光（蛍光管）

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

iQ-FOV BOX

動作原理

光源

拡張アーム稼動域
 (奥行き / 高さ)

回転範囲

ロール回転範囲

高視野カメラのテストボックス（マイクロスペクトロ
メーター付）、ソフトウェア込み
18 W蛍光管 8本 / 950, 調光可能 D50

75 cm / 15 cm

ピッチ:+/-15°
ヨー:+/-170°
(リモートコントロールによる自動調整可)

+/- 10° (マニュアル調整)

測定用ターゲットを設定した状態の内部

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 
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主な特徴:
• 全テーブル上のシーンで再現可能な照明
• 照明設定の容易な変更
• 異なるラボでのテスト結果の比較を容易にする
• 異なるテスト基準の設定
• いくつかのオプション選定可能

LIGHTSTUDIO

Standard lightSTUDIO-S*

動きのあるチャートを中央に設置

HDR オプション

視覚解析用照明付き実シーンボックス

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、時間経過とともにこれらのテ
ストを比較する方法があるでしょうか。また異なったチームが世界
の異なった場所に居る場合に比較する方法があるでしょうか。
こうした問いかけに答えるために、イメージエンジニアリング社は
lightSTUDIOを開発しました。標準の光源を備え、サイズは高さ
60cm,幅125cm,奥行75cmで、テーブル上の全てのシーンを
照明するのに十分です。
ラボ間の世界的な比較を可能にするため、lightSTUDIOには右記写
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意
味深い情報を提供します。

追加特徴
iQ-LED lightHEADの付いたlightSTUDIO-L (API 使用可能)

動きのあるターゲット付きlightSTUDIO-M
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に動きのある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。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。動くパーツのある全ての装置の安定化を図るため、動きのあ
る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オプション付きlightSTUDIO-H
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、透過型テストパターン、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LG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light- STUDIO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。

ツインオプション付きlightSTUDIO-T
lightSTUDIO ツインは照明の異なるいくつかのシーンを小さなス
ペースで提供します。スタンダードのlightSTUDIOと同じスペース
で2つの独立した光源を持った 空間を提供します。オートホワイト
バランスを特定の環境でテストできます。このツインオプション
は、左右の空間を同様に制御することにより標準のlightSTUDIOと
しても使うことができます。

各種の追加機能を付加することも可能です。

*lightSTUDIOの内部を変更することも可能です。ウェブサイト
（www.image-engineering.de)にあるlightSTUDIO  interior.pdf 
を参照ください。

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 

iQ-LED
TECHNOLOGY 

ツインオプション

lightSTUDIOの標準機能

USB interface dimmable several illuminants interior inclusive

ライトヘッドを20個の狭帯域ＬＥＤチャネルと2個のホワイトＬＥＤ
チャネ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ＬＥＤ使用のものと交換が可能です。1セットの蛍光管も追加し、
これら光源のスパイクのある分光透過特性も得ることができます。
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* ここでは、イメージエンジニアリング社ではデジタルカメラのRAWモード
で生成されたファイルをRAWファイルと呼んでいます。このファイルは
dcrawソフトウェアで読み出します。読み出し可能のフォーマットではない
RAWファイルは、16 bit linear tiffにまず変換してください。

CAMSPECS SOFTWARECAMSPECS
分光感度特性を素早く効率的に測定

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、すべての干渉フィ
ルタが一つの”テストチャート”に装着されています。（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。

camSPECS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760nm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（シェーディングなどによる）が生じた場合補正するために使
用されます。

便利な評価ソフトウェア

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。画像と校正デー
タで分光感度を直接測定します(モノクロメーターと同様)。 
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。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チャネルは個別に表示されます。

分光感度の主な応用範囲は、色補正マトリクス(color correction 
matrices, CCM)の計算のためです。このためには、CIECAM16 
model を使い、ICCとAdobe ACRプロファイル 2Dと3D-MLUTレン
ダリングでエクスポートします。もう一つの特徴は、実際のカメラ
からのデータと予測されるRGB値の比較による測定設定状況の評価
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。ソフトウェアはiQ-LED 技術を使
い高速でデータベースを用い分光感度を測定する方法を採用してい
ます。iQ-LED 装置のすべての単一チャネルを焦点面上で撮影する
ことと (CAL2のように)、相当するスペクトラムパワー分布により、
生産ラインの最後で分光感度を測定することができます。 高精度の
測定には、2台のマスターカメラ専用のデーターベースを作るのが
唯一の必要条件です。標準的な応用には、標準データベースを提供
しています。

測定装置

ハードウェア

動作原理

光源

光源の耐久性

波長域

帯域幅

フィルター版付き照明ボックス 
校正用分光放射計 EX2

ハロゲン光源(24 V / 250 W) 
Osram 64657 HLX

300 h

380 - 760 nm (10 nm steps)

10 nm (380 - 760 nm)

光学濃度4.0

10 mm

6 mm

ソフトウェア
分光感度測定

 iQ-LED 技術を基にした製造ラインにも使える分光感度測定

ICC及びAdobe ACRプロファイルの生成

プロファイルの生成に2D- and 3D-MLUTを使用

プロファイルの生成にCIECAM16を使用 

異なるトレーニングデータを使いCCMs評価の検査手順を提供 

RAW ファイル*処理  / ダークフレーム減算 / バッチ処理 

カメラと予測されるRGB値の比較による認証

3つの異なるアルゴリズムを使い色補正マトリクス（CCM)の生成
（RGBからXYZ或いはRGBからsRGB)
ホワイトバランス係数の算出

電子スチルカメラSensitivity Metamerism Indexの計算
(DSC/SMI)

実画像を使いICCプロファイルの目視評価

付属の分光放射計を使った校正

すべての結果をXMLか通常のテキストでエクスポート

帯域外阻止レベル

干渉フィルタ径

NDフィルタ径
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STEVE-6DL (large) STEVE-6DS (small)

STABILIZATION EVALUATION EQUIPMENT 

STEVE-6D

自動化された画像安定化機能評価装置
画像安定化機能評価装置 (STEVE)は、再現性のある、実際的な条件
下で、画像安定化機能評価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シリーズ
は皆様独自の手振れを起こし光学及び電子安定化機能の画像安定
化性能の計算に使用できます。

自動化された6軸の動きの画像安定機能テスト

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、CIPA、カスタムの波形データ、サイン
波形振動機を利用して、個別に制御できます。
STEVE-6Dは同じ機能を持ち、最大負荷が異なる2つのバージ ョンが
あります。(STEVE-6DSは2.5kgまで、STEVE-6DLは6kgまで）
STEVE-6DSはより精度の高い動き、STEVE-6DLはより速い動きをし
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。
STEVE-6Dの製品には、ハードウェア(hexapod)、制御及び解析ソフト
ウェア、シャッターを自動的に押す装置(iQ-Trigger)とiQ-
Mobilemountが含まれます。理想的には、STEVE-6Dとともにテスト
チャート、TE261とiQ-AF   Boxを使用すべきです。

主な特徴:

• 高精度、高速の連携した動き
• 6軸の自由度
• 自由な駆動波形
• 正弦波発生器
• 回転軸の自由設定
• STEVE-6DはCIPAで認定
• 制御及び解析ソフトウェア込み
• iQ-TriggerとiQ-Mobilemount込み 

Yaw

Pitch

STEVE-2D
画像安定機能測定
STEVE-2Dは手振れで最も発生しやすい周波数と強度の組合せであ
る4Hz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、典型的な手振れに対応
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、実際の手振れ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。

測定装置

Yaw

Pitch

Roll

horizontal 
axis

vertical 
axis

optical 
axis

手振れ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。イメージエンジニアリング社では
TE261装着のiQ-AFBoxを推奨します。

STEVE-2D
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SOFTWARE STEVE-6D

測定装置

このソフトウェアには２つのモジュールがあります。

主な特徴:

1. 振動制御 動きを制御するモジュール

STEVE-6Dへのインターフェース

基点は自由に選択できます。

iQ-Triggerへのインターフェース

カメラのシャッターを押す

波形データを設定する
• すべての軸に正弦波発生器装備
• CIPA基準の手ぶれ波形II/IIIのうち一つを選択
• 或いは直交座標系によって表現された独自の波形を

アップロードする 

II. データ分析 画質安定性性能を計算

メタデータツール

カメラメタデーターを設定
画素間隔、シャッター速度を設定
画質安定性性能を計算するバッチ処理 画質安定
画質安定機能on/off比較あるいはエッジ幅推定

結果の表示
• Fストップごとの安定化性能
• エッジ拡がり関数 "ESF"
• 空間周波数応答 "SFR"

画像安定指数
計算 

結果表示

メタデータ
ツール

WAVEFORM
データー生成

STEVE-6Dへの
インターフェース 

iQ-TRIGGERへの
インターフェース 

 VIBRAT
IO

N
 C

O
N

TR
O

L 
module 

DATA  A
N

A
LYSIS  m

odule

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 カスタマイズ可能

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

回転範囲(X / Y / Z) 0.1 - 0.5°
(optimized for 0.1 - 0.2°)

± 10, ± 10, ± 21° ± 15, ± 15, ± 30°

最大線速度 (X / Y / Z) 不可 25 mm/s 50 mm/s

325 mrad/s 600 mrad/s

80 nm

不可

-

2軸の正弦波あるいは独自波形

< 5%

カメラマウントステージ、
制御ボックス、USBケーブル

500 nm

6軸の正弦波あるいは独自波形

< 3%

動きコントローラー C-887, iQ-Trigger, iQ-Mobilemount

最大回転速度 (X / Y / Z)

アクチュエータ設計精度

動きの種類

平均位置誤差 

標準付属品

オプション品 iQ-Trigger/-T, iQ-AF Box, TE261, Honeycomb Breadboard, iQ-Anchor for STEVE

詳細な情報・技術使用はウェブサイトをご覧ください。www.image-engineering.de
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LED-PANEL

動作原理 

操作モード

デジタルカメラのタイミング測定をす
るLED列

外部トリガー、内部
単一トリガー、内部
連続トリガー

調整時間 USB: 200 μs から 10 s*まで
マニュアル: 20 μs から 10 s*まで

最長読取時間 設定時間の1000 x

LED点灯方向 左から右, 右から左, 上から下, 下から上

精度 <0,06% 1 ms から10 sまで

測定周波数  1.0 Hz から100  Hzまで

主な特徴:
• 2つの光量設定値を保存
• 保存された2つの光量設定値を簡単に切り替え可能
• 上下左右の蛍光管を独立にon/off可能
• 焦点合わせに最適化されたテストパターン 

ソフトウェアで制御、解析できる正確な
タイミング測定

LED-Panel V4はデジタルカメラシステムで重要なタイミ
ング測定値を算出するための理想的な装置です。この装
置を使うことにより1ms以下の精度で非常に正確に記録
できます。LED-Panelは使いやすいソフトウェアを持ち、
コンピューターからUSBインターフェース経由で制御で
きます。制御ソフトウェアと共にコマンド・ライン・イ
ンターフェースも提供されます。 
LED-Panelにより撮影時間遅れとシャッターリリース遅
れを独立に測定できます。測定後、その差を正確なオー
トフォーカス時間として測定することができます。
さらに表示リフレッシュモードは表示のリフレッシュ速
度を、連続モードは、コマ数と露出時間を測定します。
ローリングシャッターモードでは、10列のLEDが同時に
移動します。このLEDの動きの方向は変更可能です。

測定可能パラメータ:

• 撮影時間遅れ(AFも含む)
• シャッターリリース遅れ
• オートフォーカス時間
• 負の撮影時間遅れ
• 連射コマ数
• 表示リフレッシュ速度
• 露出時間
• ローリングシャッター時間
• 始動時間 

主な特徴:
• LED-Panelを撮影した画像の解析
• 個別のテストシーケンスの作成
• 結果をテキストあるいはXMLファイルで提供
• iQ-TriggerとiQ-AF Boxと完全なマッチング 

iQ-AF BOX

動作原理

光源

照明レベル

使用チャートサイズ

明るさレベルの異なる光源ボックス

蛍光管(18W)　4本
蛍光管(36W)　4本
D50 (オンオフ別々に切替可)

20 - 3200 lx

A1066 (124.5 x 83.5 cm)

付属テストチャート TE261 (other on request)

明るさレベルの設定 ２つの回転制御ユニット

iQ-AF BOX

LED-PANEL

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

iQ-AFBoxはLED-Panelと組み合わせると、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。使
用されているテストパターンは異なるオートフォーカスシステムの
信頼性のある焦点合わせの確立に役立ちます。前もって設定された
2種の照度はスイッチにより再び照度を測定せずに簡単に切り替え
られます。すべてのタイミング測定のためにタイミング測定ターン
キーソリュ ーションを推奨します(11ページ)。 

測定装置

*測定モードによる
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ロボット指

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。iQ-Triggerは
ロボットの指のようなもので25ms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。

様々な測定作業に使用でき、STEVEやLED-Panel、lightSTUDIO等他の
装置との整合性も万全です。

ソフトウェアかつリモート制御のシャッター
操作

iQ-TriggerとiQ-Trigger-Tは、USBインターフェース(USB Box)、独立の
制御ソフトウェア、C++APIで構成されています。制御ソフトウ ェア
はロボット指を箱から出してすぐ使うことを可能にします。 APIによ
りiQ-Triggerを皆様の使われる環境に最適化することができます。iQ-
TriggerをUSB Boxによりコンピューターから制御するか、同梱されて
いるリモートコントロールでマニュアルで制御することができます。

主な特徴:

• 撮影ボタン操作
• 異なるモード: 単一露出、連写
• ボタンを押すときか話す時のシャッター操作 

全自動カメラの焦点外し

多くのカメラはオートフォーカスの機能しか持っていません。こ
のため信頼性のあるタイミング測定のために意図的に無限遠にす
るか工場出荷時の値にする必要があります。この装置をレンズの
前に置き、再現可能な位置にフォーカスシステムを設定すること
ができます。こうしてタイミング測定のために信頼できる基準を
設けることができます。このカタログの出版時に技術データは準
備できませんでした。
最新のデータはwww.image-engineering.deをご覧ください。

主な特徴:
• 焦点外し 

タッチスクリーンを使う自動シャッター操作

iQ-Trigger-Tはスマートフォン、タブレット、デジタルカメラのタッ
チスクリーンを使ったテストを簡略化し、加速化します。同時に自
動シャッター操作機能は皆様のテストの正確さと信頼性を向上しま
す。iQ-Trigger-TをAPIとともに使うことにより0.5msの遅れのみで自
由なインターバルでシャッター操作を行うことができます。
iQ-Trigger-Tは静電容量型のシャッター操作に使うことができます。
例えばコマ数が自由に設定できる撮影や低速度撮影も行うことがで
きます。

iQ-TRIGGER

iQ-DEFOCUS

iQ-TRIGGER-T

iQ-Trigger-T
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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、イメージ
エンジニアリング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。(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。

// 特徴　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能力を備えていま
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、皆様のバッチリストが保存・管理
できます。

放送、アーカイビング、医療装置、写真撮影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、国際規格を基準とした多目的のツールです。

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XML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 画像読取装置

図表エキスポート

iQ-ANALYZER

ビデオ装置 

イ
ン

プ
ッ

ト
解

析
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト

C:\>_

8 BIT

16 BIT

RAW AVI
MOV...

EXCELPDF
PNG

PS

専門家向け画像解析
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、応用分野に関わらず、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。

// ワークフロー
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iQ-ANALYZER MODULES

解析ソフトウェア

MODULE EXAMPLE CHARTS KEY FEATURES SCREENSHOT SOFTWARE

•
•
•
•
•

• レンズジオメトリック歪曲収差
• (ISO / CPIQ) ‒ TV歪曲収差 (EBU / SMIA) 
• 色収差 

FLARE
• イメージングフィールドでのフレア測定（今後のISO 18844)

• オプションのダークフレーム減算

• 欠陥画素：非動作及びホット、シングルとクラスター

• ヒストグラム 

• 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 

• カメラ OECF (ISO 14524)
• ISOスピード (ISO 12232)
• 固定パターンノイズ、全ノイズ、時間的ノイズ、視覚ノイズ

(ISO 15739)
• ダイナミックレンジ(ISO 15739)
• ホワイトバランス 

• 傾斜エッジによるSFR、又は正弦波又は、2値Siemens starに
よるMTF (ISO 12233)

• 低コントラストSiemens star（ISO19567-1:2016)と「枯れ落
ち葉（dead leaves）」による微細パターン損失測定（今後
のISO19567-2)

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

• 簡易高速の解析
• 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（最少、最大、標準偏差と平均）
• 等高線表示
• 即座に簡易測定（例えば2D-FFT、可視ノイズ、SFR)

• 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 



28

imageQualitycode制御ソフトウェア

iQ-API EXTENSIONS
自動テストのためのアプリケーションインターフェイス
当社製品の大部分には、ハードウェアを制御して画像を分析する
ための使いやすいアプリケーションがデスクトップで提供されま
す。ただし、既存のソフトウェアシステムに製品を統合する必要
な場合や、個々の要件を満たす独自のアプリケーションを作成す
る必要な場合もあります。私達のアプリケーションプログラムイ
ンターフェイス（API）では、柔軟性の高いソフトウェアの構築を
提供しています。APIは非常に幅広く高性能なC++プログラミング
言語で書かれています。

標準のISO C++と標準ライブラリ（STL）のみを使用して、サード
パーティーのフレームワークヘの依存を回避します。APIには、豊
富なドキュメント、サンプルコード、サンプルプロジェクトが付
属しています。高度なインターフェイスは習得が容易で、単一コ
ンポーネントの詳細な知識を必要とせず、開発コストを大幅に削
減できます。
当社の製品の中には、コマンドラインインターフェイス（CLI）も
あり、プログラミングスキルを必要とせず、タスクを自動化する
ことができます。Windowsのコマンドプロンプトでテキストコマ
ンドを発行するか、バッチファイルでスクリプトコマンドを実行
するだけで始められます。 

API (アプリケーションプログラミングインターフェイス）

API (C++) 主な特徴

iQ-Drive API モーター駆動製品とヘキサポッドのコントロール

iQ-LED API

iQ-Standardlight API

iQ-Trigger API

LED-Panel API

LG API

RELATED PRODUCTS

iQ-Alignrig
iQ-Bench-M
iQ-Chartmount-VM
iQ-Hexalign
iQ-Rotation
lightSTUDIO-M (-LM, -LMH, -SM, -SMH)*

CAL1, CAL2, CAL3
LE7
iQ-LED
iQ-Chart Box
iQ-Flatlight
lightSTUDIO-L (-LH, -LM, -LMH)*
EX2

lightSTUDIO-S (-SH, -SM, -SMH, -ST)* 
iQ-Flatlight
iQ-Chart Box
lightHEAD-S (stand-alone)

iQ-Trigger (-T)

LED-Panel
iQ-Trigger (-T)

lightSTUDIO-H (LH, LMH, SH, SMH)* 
LG3

CLI (COMMAND LINE  INTERFACE) INCLUDED 

CLI  PRODUCTS

iQ-Analyzer CLI iQ-Analyzer

LED-Panel CLI

lightSTUDIO-S CLI

LED-Panel
iQ-Trigger (-T)

lightSTUDIO-S (-SH, -SM, -SMH, -ST)*

iQ-LED 技術と内蔵型スタンドアローン分光器のコントロール

様々なデバイスの蛍光管光源及びハロゲン光源のコントロール

USB-Box経由接続時、iQ-Triggerをコントロール

LEDパネルと接続されたiQ-Triggerのコントロール

lightSTUDIO-H 及び LG3 デバイスのHDR拡張をコントロール　

主な特徴
バッチ処理のためのフル機能の画像解析

LEDパネルと接続されたiQ-Triggerのコントロール

lightSTUDIO-S デバイス内の蛍光管及びハロゲン光源をコントロール

* 様々なタイプの説明については、20ページをご覧下さい
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iQ-LUMINANCE
皆様のカメラを輝度計に
iQ-Luminance はカメラを輝度計として使用可能にするツールで
す。この目的でキャリブレーションされたカメラを使用すると、従来の輝
度メーターによりも優れたパフォーマンスを維持しながらコストを抑える
ことができます。 iQ-Luminanceソフトウェアはレンズシェーディン
グを考慮して較正されたカメラによって撮影された画像データから
輝度値を計算します。

カメラ較正は、カメラからの生のRGBデータを様々な露出設定を
考慮し、どのように輝度にマッピングできるかについての情報を
提供します。このデバイス固有及びレンズ固有のキャリブレー
ションは、iQ labで実行されます。

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。とはいえ、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

本来の分光放射輝度
現在までのところ、一般的に知られている本来の分光放射輝度の
唯一の情報源は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個の一般被写体の分光放射輝度を
提供しています。弊社の本来の分光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。

なぜ「本来の」なのか？
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分光放射輝
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。

IN-SITU DATA

*ここでは、イメージエンジニアリング社では“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。読み込み可能のフォーマットではないRAW fileは、16 bit linear tiff に先ず変換する必要があります。
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iQ LAB  ‒ 皆様のためのテストサービス
iQ labはお客様のイメージングシステムに関する必要な情報を測定
するために設計されたオンサイトテストファシリティです。 当社
の熟練した訓練を受けたエンジニアは、お客様のご要望のテスト
サービスを承ります。解像度、スペクトル感度、ダイナミックレ
ンジ、色再現、画像安定性、ノイズ、タイミング等何であれ、イ
メージング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、皆様の製品の
改良にご利用いただけます。

弊社の専門技術　－　皆様の利益
弊社が雑誌社向けに実施している通常測定と (詳細は表をご参照く
ださい)、特別な条件をご要望いただく測定か、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、皆様の画像デ
バイスを改善する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。

IQ-DATA ‒ 分かりやすい利点
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のアクセス権を販売しています。
いわゆる、iQ-Dataは250台以上のコンシューマー用カメラ、150台
以上のSLR、ミラーレス・システムカメラ、515種以上のレンズと
カメラの組合せからに関するデータを提供し、日々前進しており
ます。このデータベースは、様々なデバイスの品質比較のための理
想的なツールであり、テスト画像も利用できます。

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
のみにご覧いただけ、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。

ご興味がおありでしたら
ie@trioptics.jpにコンタクトしてください。

extract from a test report

お客様に自社のラボがある場合でも、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メリットはご想像いただけ
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、適切な状況で結果を出すことができます。
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通常行われている測定
弊社が測定するもの お届けするもの

テスト手法 テスト装置 設定 下記の測定データ iQ dateに含まれるもの

カメラテスト

画像性能測定

反射式

全てのISO感度ISO200を除く),f5.6,JPEGとRAW 中心解像度(Siemens star)
微細パターン欠損（枯れ落ち葉）
シャープニング（斜めエッジ）
色再現

x
x
x
x

透過式

全てのISO感度(ISO200を除く),f5.6,JPEGとRAW 可視ノイズ/SN比
ダイナミック・レンジ
使用されたデジタル値  
ホワイトバランス

x
x
x
x

タイミング
測定

ISO100,f5.6,50㎜,JPEG,30 lxと300lx,JPEG,RAW シャッター・時間遅れ
撮影時間遅れ
AFスピード
起動時間
コマ数とシーケンス

x
x
x
x
x

カメラは2本の異なるレンズでテスト。画質評価では市場の最高解像度の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。時間測定も同条件。

レンズテスト

反射式

ISO100、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

x
x
x
-
-

反射式 ISO100、開放絞り、ワイド・標準・テレ位置
ワイド位置歪曲収差(LGD)
標準位置歪曲収差（LGD）
テレ位置歪曲収差(LGD)
３つの焦点距離値における色収差

x
x
x
x

反射式

ISO100、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

x
x
x
x

オートフォーカス
スピード測定

ISO100
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測
定は相互に比較が可能。

モバイルカメラテスト

画質測定 反射式

カメラのデフォルト設定: 1000 lx, 5500 K
カメラのデフォルト設定: 4x-zoom: 1000 lx,5500K 
カメラのデフォルト設定: -2EV(equates250 lx);5500Ｋ 
カメラのデフォルト設定: -4EV (equates 63 lx); 5500 K
カメラのデフォルト設定, フラッシュ作動: -4 (equates 
63 lx); 5500K

解像度中心/隅（Siemens star）微細パターン欠損（枯れ落ち葉）
シャープニング（斜めのエッジ）
ダイナミックレンジ
可視ノイズ
信号雑音比
色再現
ディストーションワイドおよびテレアングル
シェーディングワイドおよびテレ角度

タイミング測定

ISO100オート、ワイド・テレ焦点距離、30lxと
300lx

シャッター・遅延
ワイド位置撮影遅延
テレ位置撮影遅延

画像手振れ補正

2セット: 800 lx 、40 lx; STEVE - 
4 Hz と振幅0,14°の正弦波

輝度較正
皆様のカメラを輝度計として使ってみたくはありませんか。皆様のカメラを較正し、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。これにより皆様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。

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：ie@trioptics.jp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。

画質測定



TE42 // FORTY TWO
TE42は、多目的のテストチャートで、画素数が2から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、テクスチャー
再現、先鋭度、ダイナミックレンジ、ノイズ、色再現、歪曲収差
色収差と視覚等の分析を行うためのパターンで構成されています
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。

主な特徴：

• ダイナミックレンジは(反射式ターゲットの制限のため)10fス
トップま 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 テクスチャー規格をサポートする ローン

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
• 歪曲収差はTV歪曲収差として測定
•  色再現はColorChecker SGに対応する色で測定
•  テク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（枯れ落ち葉）
• 枯れ落ち葉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め光源からの
ペクトル反射を避けるため、外周部分をマット紙により製
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

 TE263 extended

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
•  色の定義
• 追加参照チャートの使用  
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カラー
色再現テストチャー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デバイスを使って、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、標準テストチャートになっています。

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15739に基づいて、よく知られた
チャート、TE264,TE269,TE270の何れかを使用して行うことがで
きます。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TE223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デバイスの
ダイ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
TE223

TE269
TE270X
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デジタルカメラをテストする際、最も重要な数値は解像度で
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。画像数
は必要な解像度を達成するために必要ですが、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 テクスチャー・ロス（微細パターン欠損）

コントラストを抑えた正弦波Siemens starはテクスチャー・ロ
ス、つまり低いコントラストの微細な細部の欠損を解析するのに
極めて適しています。イメージングシステムのテクスチャーの損
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 9x
(アスペクト比可変)

弊社の解像度測定の標準チャートは、正弦波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為、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、正弦波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、印画紙に極
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12mmから5mm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メガピクセルの画素数を持つ
必要があります。

センターマークのサイズ比較：
通常 / 高解像度

TE276

テクスチャー解析のための将来のISO規格195767-1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。イメージエ
ンジニアリング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、正弦波
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)と先鋭度に加えて、全MTFを提供
します。
TE276は枯れ落ち葉構造と位置合わせと線形化のために必要な周辺
のマーカーで構成され、テク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「枯れ
落ち葉クロス」が、現在のところ、テクスチャー・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にも同じ枯れ落ち葉構造と
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

上記画像の枯れ落ち葉クロス法に基づくSFR



チャートの表記の見方

特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト

BBC64はカメラのフレア補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）
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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。肌色の発色帯域は自然な肌色に極
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）

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調整を
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
斜めエッジ、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～
40c/ 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。

SCANNER SFR & OECF

QA-62  
グレー色の背景面に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)

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）

T03 
変調度 0.5 / 5 MHz 

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、中間および低周波
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

T10B
拡散光テストチャート　
99％(IEC規格 84/60B）

番号分類によるテストチャート

T06テストチャートは、幾何学的位置と解像度を
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はカメラシステムの部分フレアを測定するよ
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。

280・460・1066A
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・360・444・460A

540A

205・240・280・240SD
280・360・444・460A
205・240・280・240SD

 280・360・444・460A

540A 540A

205・240・280・240SD

T03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。

T01はカメラとモニターの幾何学的位置を測定す
るために設計。理想的な幾何学的位置の場合、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。（黒色環境背景） 

T01はカメラとモニターの幾何学的位置を測定する
ために設計。理想的な幾何学的位置の場合、円形
リングの中心点が電子テストデバイスのグリッド・
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。（白色背景） 









 



 





チャートには、反射式と透過式があり、チャートの種類に応じて、製作できるタイプが違います。また、製作できるサイズも種類に応じて様々です。
ⒶⓀⓅは反射式、Ⓓ透過式を表します。ⒶⓀⓅは、チャートのマウント素材などに違いがあり、数値はサイズを表します。（詳細は、47ページをご参照ください。）
　は、26ページ記載の解析ソフトウェア、iQ-Analyzerに対応しているチャートになります。

：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

152x100mm反射 76.2x95.25mm反射



160・280・360K
120・205・240・280・240S

280・360・444・460A

D

280・460A
205・240・280・240SD

280・360K
120・205・240・280・240S

280・360・460A

D

280・460A
205・240・280・240SD

280・360・460A
205・240・280・240SD

360K
205・240・280・240S

280・360・460A

D

280・460A
240・280・240SD

280・460・1066A
240・280・240S D

280・460A
120・205・240・280・240SD

280・460・1066A
240・280・240SD

1066A

280・460A
240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
120・205・240・280・240SD

 特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト

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。色配列遷移は電子的に発生されたカ
ラーバーに対応する。
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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、シェーディング、
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(32ページ参照)。

TE83  
ITEグレースケールチャートI（ガンマ＝0.45） 

TE84
ITE グレースケールチャート II  (ガンマ = 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。11グラデーションのグ
レースケールが反対方向に配列された2列をグ
レー色を背景に配置。グラデーションは対数
的にかけられている（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A
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５
MHz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幾何学的位置、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            
Universal Test Chart
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 
Color Bar Test Chart
カラーバー・テストチャート

テストチャート

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。11グラデーションのグ
レースケールが反対方向に配列された2列をグ
レー色を背景に配置。グラデーションは対数
的にかけられている（ガンマ＝0.45）。

     













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。

：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

specification



280・360K
205・240・280・240S

280・360・444・460A

D
280・360K
205・240・280・240S

280・460A

D

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

360K
240・280

280・360・444・460・1066A

D
280・360・460A
205・240・280・240SD

280・360K
120・205・240・280・240S

280・360・460A

D
160・280・360K
280

280・360・460・1066A

D

360K
280

280・360・444・1066A

D
360K
280

280・360・444A

D

360K
280

280・360・444A

D
280K
205・240・280・240S

280・460A

D

280K
205・240・280・240S

280・460A

D
280・360・460A
120・205・240・280・240SD

 特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト

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Siemens starを表示。
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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)

TE108
対数グレースケール・テストチャート(9 ステップ)

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

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　(BaSO4=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

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) 

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)

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。

テストチャート

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10MHzの周波数を発生する。 

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。

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。







 







：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

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。

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。



170x125mm反射

297x210mm反射

205・240・280・240SD

205D

360K
240・280・240S

280・360・444A

D

360K
120・240・280・240S

280・360・444A

D
360K
205・240・280・240S

280・360・444・460A

D

360K
120・240・280

280・360・444A

D
280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
120・205・240・280・240SD

280A
205D

280・460A
120・205・240・280・240SD

460A
120・205・240・280・240SD

 特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト
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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 CP/PH) 
TE124はHDTVカメラの解像度特性のチャック
検査用に設計。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20個の解像度パターンがある。

TE125 16:9   
HDTVゾーンプレート　テストチャート
(600 CP/PH · 非対称)

 

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
列の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伝送性
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 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)

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。

TE138
対線/cm(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ェックする
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。

テストチャート









   





：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

ゾーンプレートのテストチャートは、高解像度カ
メラの解像度の視覚的測定に特に適していま
す。0～600 CP/PHの範囲の非対称に配置され
た1つのゾーンプレートと、中心が左隅に配置さ
れた、2つの扇形のゾーンプレートがあります。各
ゾーンプレートの隙間は灰色です。

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。

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。



280・360・460A

205・240・280・240SD

1000A

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・360・444・460A 360K
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・360・460A 280K
205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A
120・205・240・280・240SD

280・360・460A 360K
120・240・280・240SD

280・460A
240・280・240SD

280・360・444・460・1066A 360K
120・205・240・280・240SD

280・360・444・460A 360K
240・280・240SD

280・360・460・1066A
120・240・280D

280・460A
205・240・280・240SD
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テストチャート















 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。

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。

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。

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。

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。

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100KHzから
1.5MHzの空間周波数域をカバー。

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為に
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被写界深度をチェッ
クするために設計。中央の大きなSiemens starとテ
ストチャートの 4隅に配置された4つの小さな
Siemens starで構成。

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。

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％。

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。

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Siemens starとテストチャー
ト4隅に配置された4つの小さなSiemens star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8MHzの範囲の全画像域の
ラインラスターを表示。

TE147
テスト信号テストチャート・ Line 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。

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。

：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D



120・240・280・240SD

280・360・444・460・1066A 360K
240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A 180K
205・240・280・240SD

280・360・460・1066A
240・280・240SD

280・460A 280K
205・240・280・240SD

280・360・444A 360K
120・280D

280・360・444・460A 280・360K
35・120・205・240・280・240SD

280・460A
205・240・280・240SD

280・460A

205・240・280・240SD

205・240・280・240SD

205・240・280・240SD

280・360・460A
240・280・240SD

280・360・444・460・1066A 360K
120・240・280・240SD

280・360・444A 360K
280D

特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト

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。
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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
エリアシング・テストチャート

 

TE195
Ikegami CPUテストチャート
TE195は池上通信機製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・160:1・
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Siemens star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被写チェック用
に設計。中央の大きなSiemens starとテスト
チャートの4隅に配置された4つの小さな
Siemens starで構成。

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。

TE225 16:9 
HDTV解像度テストチャート

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。

テストチャート

















：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

TE194はエリアシング（標本化誤差）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, 
12,14MHzを持つ8列の矩形バーで構成。



500x1800mm反射

100x150mm反射360K
280

280・444A

D

360K
205・280

280・360・444A

D

160・360K
120・205・240・280・240S

280・360・444・460・1066A

D

D

280・360・444・460・1066A
35・205・240・280・240SD

280A

360K

360K

360K

240・280・240SD

35D

280P
460・1066A
35D
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TE230
X-Rite カラーチェッカー SG

TE231 16:9         
HDTVスウィープ・テストチャート

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)

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、選択色補
正、及び、後の再生のための色参照用撮影に役
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

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。反射式
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)

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
ントの最適調整を行うことが可能。

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。

TE253
正弦波変調Siemens star
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Siemens star、
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Siemens star
(ISO規格　12233に準拠)

テストチャート

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。

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10 , 0 0 0：1、
100,000：1又は必要な場合は1,000,000：１である。     

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。本ャートは正弦波
変調のSiemens star、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。















：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

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ックの
ために設計。本チャートは全画像域に表示。

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。

280A 280・360・444A

280・360・444A

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。

35



200x21mm, 245x23mm反射

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。

460・1066A

360K

1066A

1066A

35・120・205・240・280・240SD

280D 280P

1066A

240・280・240SD

280D

280D
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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10,000：1を持つグレーステップ・
ウェッジを含む。 

42

imageQualitycharts

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

TE260 16:9
ドット・チャート

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) 

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為、
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  
枯れ落ち葉
本チャートは,枯れ落ち葉（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枯れ落ち葉SFR
の測定に使用。

TE268 25x    
レンズ解像度テストチャート

TE269
OECFチャート（*ISO規格 15739に準拠) 
D280

TE270X
OECFチャート(*ISO規格14524 / 15739に準拠)  

 

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。

テストチャート

TE268は解像度とシャープネスの測定の為に制
作。25個の正弦波変調Siemens star、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
れ落ち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。２Mpから180Mpのシステムに最適。

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)
を作動しないようにする。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。













：iQ-Analyzer対応：反射式チャート種類 A K P ：透過式D

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。

35mmfilm/5x7inch paper透過反射

280・360・444・460A

TE269は、基本的にはISO規格14524に準拠する
が、高濃度レイルにステップが追加されている。
TE269AはISO規格14524に規ったグレーパッチが
配列されている。TR269Bは暗色パッチに差異が
ある。TE269Cは現在制定中のIEC62676-5ビデオ
監視カメラ用規格に則っている。



120x120mm反射
280・360・460A
280D

1066A

1066A

280・1066A

280P

280・360A

280D

280D

280D

特定メーカー● バックフォーカス

● ジオメトリー・グリッド位置決め 

● カラー

● シグナル評価 

 白黒

● 一般・多目的

● OECF / ガンマ

● 解像度/マルチバースト
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TE273
自然な肌色トーンチャート

TE274       
Macrochart

TE275
Slanted 
(*ISO 12233:2014)

Edge
TE276
枯れ落ち葉

TE277
4K (UHD TV) 解像度テストチャート
200-4000 CPH 16:9

TE278
8K (UHD TV2) 解像度テストチャート
200-4000  CPH 16:9

TE279  
4K(UHD TV)ユニバーサルテストチャート

*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.de/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

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。５つのシングルバー
ジョンと２つの異なるグループのシリーズ
は、化粧した肌色ではなく、自然の異なる肌
色を提供します。

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。

TE276 枯れ落ち葉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は新しい手法枯れ落ち
葉クロスをサポートし、様々な刊行物で解説さ
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

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。

TE275はデジタ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。

TE277は電子4K(UHD TV)カメラの周波数応答を
測定し解析できる。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。

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。

TE281はカメラによって画像に追加されるレン
ズのフレアの量を決定するように設計されてい
ます。TE281のスーパーブラックホールは高い
割合の光を吸収する為、できるだけ低いブラッ
クレベルを生成します。しかしこのブラックレベ
ルはフレアによって影響（上昇）します。

TE280
テクスチャー・ロス　テストチャートテクスチャー・ロス　テストチャート
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、テクス
チャー・ロスの測定に低コントラストの正弦波
Siemens starが利用できる。

TE281
Flare Target according to the
upcoming ISO 18844

98％以上の反射率でチャートをテストして、
IEC規格62676-5に従って赤外線照明操作の視距
離を決定します。 これは、セキュリティおよ
び監視カメラの分野における関連する画質パラ
メータの測定方法の手順を規定しています。

TE285
IR Reflection
(upcoming IEC standard 62676-5)
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HDトラベルキット SB (K180)　ライトトラップあり

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  (K180)  ライトトラップなし

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（ライトトラップ）

H D スタジオキットとHDトラベルキットS B 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3（K360）ライトトラップあり 

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） ライトトラップあり

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

テストチャートホルダー
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アクセサリー

iQ-Tripodmount  
サイズA280、A360、A460の
テストチャート用

iQ-Foldermount
スタジオキット用

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

iQ-Wallmount
サイズA1066の反射式テストチャート用

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

magneticTAPE 
全ての反射式テストチャートの背面
に取り付け可能

iQ-Chartmount-V 
垂直スライディングチャートホルダー
 iQ-Drive APIを使用し、手動または自動
でチャートを簡単に変更可能

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

Tripods 
LE6とLG3、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

iQ-Monopod 
プロ用
 迅速かつ正確なカメラの位置決め

保存、保護、輸送用各種ケース

•  全サイズの透過式テストチャートケース
•  全サイズの反射式テストチャートケース
•  積分照明器 LE6/LE7/CAL3用のケース
• 照明器 LG2/LG3用のケース 

API
AVAILABLE

iQ-LED
TECHNOLOGY 
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GOSSEN MAVO-MONITOR USB
透過式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。

HONEYCOMB BREADBOARD
Honeycomb Breadboardは、カメラやモバイル機器の画像安定化
性能を測定する際に、平らで堅い表面にSTEVE-6Dをしっかりと取
り付けるための理想的で便利な付属品です。 このプラットフォー

特徴：  
• 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 

ムには次の利点があります。

• 荷重下または力が加えられた時の曲げに耐
える

• 軽量でポータブル
• 上部と下部はステンレス製
• 個々のマウント用のネジ山を備えた皿穴及

びタップ穴を多数備えています

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

PRC KROCHMANN RADIOLUX 111 
RadioLux111は光度測定用の高輝度携帯型測定器です。

特徴：  
• シリコンフォトダイオードを使用し、人間

の眼の分光光度視覚V(λ)に合致するように
分光感度を補正。

• 測定範囲： 0.01 LX ～ 199900 LXと0.1 CD/
M² ～1999000 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

特徴：     
• 0.001 lx から 360 klxまでの自動レ

ンジ設定
• 輝度アダプタ
• 幅広いアクセサリーを使用した幅

広い可能性
• 高度なバージョンのUSBアダプタ

を使用したシリアルコンピュータ
インターフェイス

• クラス L

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、蛍光管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5500K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55W
で、通常の2650Wの標準照明と同等の明るさ
ですが、電力消費は僅か330Wです。
蛍光管の寿命は約7000Hです。

RESTAN
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。

The Manfrotto 055XPRO3はカメラの安
定性と画像品質をテストするための安全
な方法を保証します。

MANFROTTO 410 ‒ 3-WAY HEAD
コンパクト３軸三脚ヘッド

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。
35mmSLRミディアムフォーマットカメラとiQ-
Mobilemountに適しています。

MANFROTTO 055XPRO3 TRIPOD

特徴： 
• 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、

人間の眼の分光光度視覚V(λ）に合致
するように分光感度を補正。

• 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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反射式

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

P280 May vary in size with the chart layout 334 x 271 x 2.1

K180 - 108 x 101 204 x 164 x 2.1

K160 160 x 120 - 204 x 164 x 2.1

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。

Aチャート（サイズ 280/360/460)はアルミニウムプレートにマウントされています。
Aチャート（サイズ 1066）はアルミニウム複合パネル（アルミニウムダイボンド）にマウントされています。
Kチャート（黒いポリスチレン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致します。
Pチャートは黒いポリスチレンプレートにマウントされています。

チャートサイズ
チャートサイズ

画像サイズ

A1066

A540 / A460 / A444

A360

K280 / P280

K180 / K160

K360
A280

透過式

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 3-4

下記照明器に適合する透過式チャート
D280 / D240S D240 D205

球面透過型照明器 LE6/LE7
ライトボックス照明器 LG3
SONYパターンボックス

DNP標準ビューア 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 LG3

球面透過型照明器 LE6/LE7
ライトボックス照明器 LG3

D280 / D240S D240

D205

D120

D35

*チャートサイズの詳細な説明はウェブサイトwww.image-engineering.deにありますのでご参照ください。
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