FtrPIV
統合PIVシステム

高機能と使いやすさを両立させた統合PIVシステム
優れた拡張性と豊富な計測実績をお届けします

● 大量な時系列画像へ完全対応
● 直感的でわかりやすいメニュー構成による効率的なPIV解析を実現
● 直接相互相関計算専用アルゴリズム開発による解析処理高速化（FFTアルゴリズムの２〜８倍）
● 逆投影原理の採用によるステレオ計測への高い拡張性
● 強画像歪を有する測定対象への高い適用性（幾何光学カメラモデルとDirect Mappingの両方に対応）
● 豊富な受託計測実績に基づくハイレベルなソリューション提供（専門家によるコンサルテーション）
● 柔軟かつ迅速なカスタマイズ（自社開発）

先進の流体計測をお届けするPIVシステム
高い拡張性と抜群のコストパフォーマンス

標準PIVシステム／ステレオPIVシステム
・新開発FtrPIV Ver.3.00が提供する使いやすさ
・完全自社開発による抜群のコストパフォーマンス
・既存装置を活かせる柔軟なシステム構成
・ステレオPIV計測へのシームレスな拡張
・複数のカメラモデルの搭載による幅広い適用性
・豊富な計測実績が保障する高い信頼性
・専門家によるコンサルテーションと技術サポート
・受託計測サービス(オプション)
・高出力パルスレーザの光ファイバ照明(オプション)

マイクロPIVシステム／マイクロステレオPTVシステム
・長作動距離顕微鏡が提供する計測設計の柔軟さ
・軽量コンパクトなシステム構成による使い勝手のよさ
・完全自社開発による抜群のコストパフォーマンス
・豊富な計測実績が保障する高い信頼性
・現有装置を活かした柔軟なシステム構成
・ステレオマイクロPTV計測の実現（特許出願中#1）
・専門家によるコンサルテーションと技術サポート
・受託計測サービス(オプション)
#1 文部科学省都市エリア産学官連携促進事業「横浜内陸部エリア」による研究成果

ダイナミックPIVシステム(2成分／3成分）
・独自開発の解析エンジンによる高速演算
・柔軟なバッチ処理機能による効率的データ解析
・各種アナログ信号との同期計測
・既存装置を活かせる柔軟なシステム構成
・2成分計測から3成分計測へのシームレスな拡張性
・豊富な計測実績が保障する高い信頼性
・専門家によるコンサルテーションと技術サポート
・受託計測／受託解析サービス(オプション)

新設計による高機能FtrPIV
新設計による高機能
FtrPIV Ver.3.00

使いやすさを徹底追及したPIV解析ソフトウェア

＜特徴①：高い操作性＞
●時系列画像全面サポート
実験で得られた数多くの時系列画像を全面的にサポート。
難しいスクリプトなどを記述せずに全画像を簡単操作で処理。

●Interactive-GUI
「やりたいこと」を直感的に、「やったこと」をすぐ確認。

●2-Click Operation
時系列画像入力から演算結果ベクトル表示まで最短2-Click。

●パラメータ決定工程サポート
異なるパラメータによる演算結果を容易に比較でき、時間のか
かるパラメータ決定工程作業を軽減。

＜特徴④：演算結果の確認と再利用＞
●データリストCopy＆Paste
演算結果データは、すべてリストとして表示。データのすべて
または一部を選択的にCopy、表計算ソフトへPaste可能。
『すべてのデータはエンドユーザのもの』という理念に基づき

＜特徴②：高速かつ安定した演算＞
●大量画像
数千枚の画像でも、安定した処理能力を発揮。

●高速並列処理
演算負荷の高い処理では並列演算処理を採用。

演算結果データを再利用できる最も利便性の高い方法を採用。

●データリストとベクトル表示の連動
リストで選択したデータを同時にベクトル図で確認。
逆に、ベクトル図で選んだデータをリストで確認。
データリストとベクトル図の選択アイテムが相互連動すること
により、当該ベクトルを画像内の位置関係とともに認識できる。

●ベクトル図にデータTip表示
ベクトル図上でマウスをかざすだけで、当該ベクトルに関する

＜特徴③：柔軟なバッチ処理＞

詳細情報をTip表示。物理座標、相関値、採用Rank、近傍平均

●組合せ自由

など様々な情報を即座に確認できる。

機能ごとに分割したバッチ処理が可能。
処理内容を自由に組合せて目的に合った処理が可能。

●GUIによるパラメータ設定
難しいスクリプト記述は不要。
GUIにより処理内容や順序を柔軟かつ簡単操作で設計できる。

●時系列統計データ
時系列瞬時データをもとに、1-Clickで統計演算を実行でき
結果を別ウィンドウ表示。統計図と瞬時図を並べて確認できる。

●アノテーション
ベクトル図内に矢印、コメントを簡単挿入。
キャプチャ画像をそのままプレゼン資料として利用できる。

＜特徴⑤：充実した画像の前処理＞
●自在なフィルタKernel設定
多くの基本的なKernelを標準装備するとともにKernel値を
自在に変更可能。経験に基づく独自Kernelを適用できる。

●組み合わせ自由
豊富な前処理の個々の機能を複合適用できる。
処理順、処理内容を自由に定義、独自の前処理を実現可能。

●サンプル表示と試行錯誤
複雑化する前処理に対応。適用画像、演算結果をすぐ確認。
※FtrPIV Ver.3.00は2010年12月にリリース予定です。

＜特徴⑥：柔軟かつ迅速な拡張性＞
本ソフトウェアは『お客様と共に育てるもの』という理念に基づき、お客様からの様々なご要望に細かく対処できるよう
配慮して設計しています。多くのご意見を参考にさせていただき、迅速なカスタマイズ、バージョンアップを実現します。

【 ハードウェア構成例】
標準 PIV システム

200 万画素高精細 PIV カメラ（ 1台）、ダブルパルス Nd:YAG レーザ（ 532nm、30mJ ）、照明用光学系、同期パルス制御装置、ホストPC

ステレオ PIV システム

200 万画素高精細 PIV カメラ（ 2台）、ダブルパルス Nd:YAG レーザ（ 532nm、30mJ ）、照明用光学系、同期パルス制御装置、ホストPC、カメラ校正装置、カメラ校正板
（ 注１）

FtrFDI（ Fiber Delivery Illumination ）（ オプション）を用いることにより、パルスレーザ照明を安全に供給することが可能

（ 注２）

FtrPIV-SA（ Scheimpflug Attachment ）（ オプション）を用いることにより、市販レンズによるシャインフルーグ撮影が可能

（ 注３）

ダブルパルスレーザ Nd:YAG レーザの最大出力は 400mJ/pulse

マイクロ PIV システム

200 万画素高精細 PIV カメラ（ 1台）、ダブルパルス Nd:YAG レーザ、パルスレーザ用光ファイバ照明系、同期パルス制御装置、ホスト PC、長作動対物レンズ

ステレオマイクロ PTV システム

200 万画素高精細 PIV カメラ（ 1台）、ダブルパルス Nd:YAG レーザ、パルスレーザ用光ファイバ照明系、同期パルス制御装置、ホスト PC、長作動対物レンズ、ステレオアタッチメント

（ 注４）

FtrPIV-MSA（ Micro Stereo Attachment ）を装着することにより、マイクロPIVシステムをステレオマイクロ PTV システムへ拡張することが可能

（ 注５）

高速度カメラ、高繰り返しレーザ（または、連続発振レーザ）を取り付けることにより、ダイナミックマイクロ PIV システムへ拡張することが可能

ダイナミック PIV システム

高速度カメラ（ 100万画素、7000 コマ毎秒）（ 1台）、高繰り返しダブルパルス Nd:YLF レーザ（ 527nm、10mJ＠1kHz）、照明用光学系、同期パルス制御装置、ホスト PC

ダイナミックステレオ PIV システム

高速度カメラ（ 100万画素、7000 コマ毎秒）（ 2 台）、高繰り返しダブルパルスNd:YLF レーザ（ 527nm、10mJ＠1kHz）、照明用光学系、同期パルス制御装置、ホスト PC

（ 注６）

標準 PIV システムあるいはステレオ PIV システムからのアップグレードが可能

（ 注７）

既存の高速度カメラなどを活かしたシステムアップグレードが可能

【 ソフトウェア仕様】
機能

仕様（ 選択可能なメニュー項目）

画像入力

Drag & Drop、ファイルダイアログ使用、フォルダ指定

計算領域指定

矩形、楕円形、閉曲線、多角形

基本 PIV 演算

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

拡張 PIV 演算

デフォメーショングリッド、マルチグリッド、マルチコリレーション

演算結果可視化

矢線表示（ ベクトル表示、長幅変更、矢尻サイズ固定、色変更、スカラー表示）、Tip 表示（ Tip表示、対象座標固定、Tip 表示位置固定、データリスト連動）

演算結果データリスト

Rank 選択、範囲選択、Tip 連動

誤ベクトル検査

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

誤ベクトル補間

ガウシアン補間

時系列統計演算

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

統計演算結果可視化

矢線表示（ ベクトル表示、長幅変更、矢尻サイズ固定、色変更、スカラー表示）、Tip 表示（ Tip表示、対象座標固定、Tip 表示位置固定、データリスト連動）

統計演算結果データリスト

Rank 選択、範囲選択、Tip 連動

ステレオ再構築

幾何光学カメラモデル、Direct Mapping

処理結果出力

Tecplot ASCIIファイル出力、専用バイナリファイル出力、View 画像出力

画像加工

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

背景処理

時系列背景画像生成（ 最小と平均、最適化、参照範囲指定）

マスク

マスク演算、マスク生成

アノテーション

矢印、テキスト

スケーリング

ものさし表示、画素サイズ設定

バッチ処理

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

分析

ベクトル分布分析

計測事例1

(模擬血流計測) 液流
計測風景

計測事例2

計測モデル

計測結果

(ファン周りの流れ計測) 気流

計測風景

計測モデル

カメラ校正機構

計測結果
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