
マクセルフロンティア株式会社

画像認識ソリューション

思い描いたシステムが実現できる
　マクセルの画像認識ソリューション

マクセルで画像認識って
どんなことやってるのかな？

◆カスタマイズ性の高い製品でお客様個別の課題に対応
◆小型設計で省スペースでも設置しやすい
◆ハード化された画像処理コアで高速動作を実現
◆高速CNNでエッジAIを実現



お客様の製品付加価値向上を目指します

一般のパッケージ製品ではなく
オリジナルの検査機を作成したい

スペースが少ない装置へ
設置したい

処理タクトの短縮を図り
生産性を上げたい

自由度の高い製品でお客様の
付加価値アップ、 競合との差別化を
お手伝い。 お客様のオリジナル製品
に仕上げることができます。

自社で設計開発、製造をしているからこそ
組込みシーンに合わせたサイズに
カスタマイズができます。

ハードウェア化した画像処理コアを使用
プリフェッチ映像入力、

マルチコア処理などの仕組みを駆使し、
処理の高速化ができます。

こんなお悩み

これで解決

Original

　現在では様々な画像処理機器やソフトがありますが、その使い勝手や自由度
もそれぞれであり、お客様の用途や使い方にミートしたものではない場合もござ
います。 マクセルフロンティアは画像処理事業に30年以上携わり、よりお客様
の求める製品に近づけるよう努力して参りました。
　画像処理アプリケーションは勿論、GUI画面作成の自由度の高さやハード
ウェアにおけるカスタムまでお受けできるという特長で、お客様による最終製品
の価値を更に向上できることを目指しております。

使い方が違うのに、
　同じ画像処理機器でいいんですか？



ソフトウェア
開発環境

フルカスタマイズ可能な開発環境

Windows上でアプリ開発に便利なツール類
SDKをご利用のお客様を対象に無償でダウンロード頂けます。

マクセルフロンティアから提供するSDKを駆使し、ボード・ユニット上で動作する
フルカスタムなアプリケーション開発が行えます。

■ImgLocation（SVP-Ax330CL用）

※サンプルアプリケーション

■開発イメージ ■開発用ツール

登録した画像を検索しマッチングにより
位置算出を行うアプリケーションです。

【Flow-tool】 
 画像認識アプリケーション
 開発支援

【CameraView】 
 カメラ映像入力評価

画像処理コマンド例　500種類のコマンドを提供

【SVP-Ax330SDK】【NVP-Ax430SDK】

○タッチパネルで
　簡単に操作できるGUI

○容易なカメラ接続

登録画像 検出結果

 ・ 画像処理コマンドライブラリ
 ・ ハード専用ドライバ
 ・ 各種マニュアル
　が入っております。

※アプリケーションに組込み使用する画像処理コマンド、
　ドライバ（SDKに付属）はロイヤリティなしで再配布可能。

各シリーズで動作する
画像認識アプリケーションの
開発キット。

前処理
後処理
画素変換
画像間算術演算
画像間論理演算
Convolution
正規化相関/差分累積演算
ラベリング処理
形状変換処理
カラー支援算術演算
パイプライン処理
ソーベルFLT支援機能

マスク処理、濃度変換、ビット反転
絶対値化、正規化、濃度変換、2値化
定数発生、定数加算、定数減算、MIN/MAX
加算、減算、定数積和、乗算、リカーシブFLT
論理積、論理和、排他的論理和、定数論理積和
3x3、7x7 カーネルのConvolution 処理
正規化相関および差分累積演算
2値画像へのラベル付けと面積計算
細線化処理
UV連続入力、UV符号付濃度変換
8段同時/2値
ソーベルフィルタ

項　目 主な機能

画像認識シミュレータ

SoftVP
ソフトウェア開発キット

SDK
ソフトウェア開発キット〈SDK〉は、
Windows上でターゲットボード用の
アプリケーションの開発とデバッグが
出来る環境を提供します。

VP-Axシリーズの画像認識アプリケーションの開発を
Windows PC、Visual C++ 環境で実現
動画ファイルやUSBカメラの映像を処理
そのままPCを画像認識システムとして使用可能
SoftVPで開発したアプリケーションをVP-Axシリーズ上で
動作可能

●

●
●
●

Windows PC

SoftVP 
USBキー

USBカメラ

動画

静止画

■GUI開発（Ax400シリーズ）

Windows上でプログラムレスにて
評価可能な画像認識アプリケーショ
ン開発支援ツールです。
コマンドのアイコンを配置し繋ぐこと
で評価アプリケーションを短時間で
構築する事ができます。

Ax400シリーズ単体で、カメラの映像入力評価
ができます。
様々なカメラ設定変更、ライブ映像確認、画像
保存や確認ができます。

VPMaster
ProGen
DbgTermNT
VPSetup
VPSetReg
VPVisor
VFWCam
IPView
SetupCamera
Flow-tool
CameraView

対応製品

Ax330

共通
Ax400
シリーズ

画像処理評価
実機環境設定済みソースファイル構築
実機上のシェル実行
実機ブートファイル編集
PCレジストリ編集
実機ストレージ内ファイル管理
PCから実機へ映像入力
実機内の映像をPCで確認
カメラ制御通信
画像認識アプリケーション開発支援
カメラ映像入力評価

名　称 用　途

スタンドアロンで使用頂くにあたり、
GUI開発環境（Qｔ推奨）を使用して
自由に画面構築して頂くことができ
ます。
自由度が高く、操作ミスの多いボタン
配置や使いづらいと感じるシステム
の見直しを図ることもできます。

※Qtは商用版とオープンソース版
　があり、ユーザー様での選択とな
　ります。

Ax400シリーズでは、WindowsPCからEclips※を使用して
ターゲット用アプリケーションのコーディング、書込み、デバッグ、実行を
直接行う事ができます。 ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
ツ
ー
ル※Eclipsはフリーでオープンソースの

　統合開発環境です。



ハードウェア
開発環境

画像認識システムＶＰシリーズラインナップ

特長技術
ハード化された画像処理コアを特長とし、自社で設計開発を行っております。
標準品をベースとしたカスタムやお客様固有のIF基板製作、小型化から筐体組込みまで幅広くご相談頂けます。

■画像認識アクセラレータ ■歪み補正エンジン

■高速化処理

標準製品を最適にカスタマイズ致します

■PCとの差別化

エッジAI対応の高性能画像認識ユニット（カメラリンク4CH）

NVP-Ax435CL/435FCL
●産業用デジタルカメラCameraLink（1600万画素）インターフェースを
　最大4チャンネルサポート（高速カラー取込みにも対応）
●最大16K画素のラインスキャンカメラ、1000fps相当の高速カメラ接続に対応
●最新の画像処理アクセラレータを4コア搭載したハイスペックモデル 
●AI推論機能をNVP内で独立処理することが可能

カメラ入力

映像出力
I/F
RAM
FLASH

4ch（435CL-BaseConfig）
1ch（435FCL・Full/Medium Config）
HDMI
LAN, RS-232C, I/O, USB3.0, SD
2GB
4GB（eMMC）

:

:
:
:
:

エッジAI対応の高性能画像認識ユニット（カメラリンク2CH）

NVP-Ax430ACL
●産業用デジタルカメラCameraLink（1600万画素）インターフェースを
　最大2チャンネルサポート（高速カラー取込みにも対応）
●最大16K画素のラインスキャンカメラ、1000fps相当の高速カメラ接続に対応
●最新の画像処理アクセラレータを4コア搭載したハイスペックモデル 
●AI推論機能をNVP内で独立処理することが可能

カメラ入力
映像出力

I/F
RAM
FLASH

2ch（BaseConfig）
HDMI
LAN, RS-232C, I/O, USB3.0, SD
2GB
4GB（eMMC）

:
:
:
:
:

高性能コンパクト画像認識ボード（カメラリンク2CH）

NVP-Ax430CL
●産業用デジタルカメラCameraLink（1600万画素）インターフェースを
　最大2チャンネルサポート（高速カラー取込みにも対応）
●最新の画像処理アクセラレータを4コア搭載したコンパクトなモデル 
●AI推論機能をNVP内で独立処理することが可能

カメラ入力
映像出力

I/F
RAM
FLASH

2ch（BaseConfig）
HDMI
LAN, RS-232C, I/O, USB3.0, SD
2GB
4GB（eMMC）

:
:
:
:
:

超コンパクト画像認識ボード

SVP-Ax330CL
●小型マシンビジョンに最適な超コンパクト設計（100mm×60mm）
●名刺サイズに、カメラ入力、LAN、RS-232C、I/O、SD映像出力を搭載
●画像認識を気軽に導入できる低価格モデル

カメラ入力

映像出力
I/F
RAM
FLASH

4ch（NTSC）
1ch（BaseConfig）
アナログRGB
LAN, RS-232C, I/O, SD
256MB
64MB

:

:
:
:
:

自動車にも採用される信頼性、リアルタイム性をもつアク
セラレータを採用。
ハード化された画像処理コアを４つとCPUコアも４つ搭載。
ソフト処理とは違う応答性を実感頂けます。
画像認識アクセラレータを搭載したカスタム画像処理
ボードも受託可能。

カメラの歪み補正や極座標変換などを
処理する専用エンジンを2つ搭載。
例えば歪みの多いレンズの補正や合成、
円周上の文字の読み取り等、補正の必要
な重い処理もハード化されたエンジン
により高速で安定した処理を実行でき
ます。

処理高速化の様々な仕組みとして、プリ
フェッチ映像入力、マルチコア処理、2画素
並列処理等を使用でき、処理タクトの厳し
い検査業界でも数多く採用頂いています。

お客様、用途ごとに使用環境は様々です。ハードウェアの設計開発、筐体設計、
製造は全て自社で行っており、高い設計技術を用いて製品開発を行うとともに、
お客様に合わせたカスタマイズもお受け致します。

光学系選定サポート
マクセルフロンティアでは、カメラ、レンズ、照明、ケーブルなどを専門メーカと
連携し、選定、購入のお手伝いをしております。 専門メーカーの高い技術と
サポートにより最適な組み合わせを提供致します。

FA業界においては、24時間稼働で処理遅延も許されない
シビアな世界も多々あります。
PCではサイクルの早いモデルチェンジ、OSのアップデートや
消耗部品の故障など様々な問題が危惧されます。
マクセルフロンティアの製品はメンテナンス性にも優れ、過酷
な環境でも長期間安定してお使い頂けます。

撮像 処理

撮像 処理
撮像 処理

撮像 処理

撮像 処理 撮像 処理

変換

レンズメーカー

照明メーカー

カメラケーブル・ハーネスメーカー

カメラメーカー

取り扱いメーカー

株式会社VSテクノロジー、株式会社モリテックス　他

株式会社ユーテクノロジー、株式会社モリテックス、株式会社レイマック 他

ダイトロン株式会社　他

株式会社日立国際電気、ソニー株式会社、株式会社CIS、
オムロンセンテック株式会社、竹中システム機器株式会社　他
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応 用 事 例

A I 応 用

■幾何マッチング

■文字検査 ■高速ボトリング検査 ■果物の傷・色検査

■多ワーク同時検出

位置検出

画像検査

■ＰＣＢ位置決め
不規則な部品の位置・傾き・
数量を検出。接触、重なりの
あるワークでも正確に検出。

ＰＣＢ基板の位置合わせを
高精度で高速に行います。

IFPI L303

【重なりのある対象物】

AI 
+AI 

■簡易マウンタの構成例

■ラインスキャンカメラによるQRコード読み取り例

■AIフレームワークを利用した応用例

■NVP AIフレームワーク　開発フロー

① ピッチ・リード数を検査
② パッケージ位置、傾き測定
③ 基板位置を登録されたテンプレートにより
　 正規化相関

複数カメラ同時取込み機能と、ＬＡＮ、Ｉ/Ｏ、ＲＳ-２３２Ｃなどを用いてコンパクトにマウンタシステムの制御を実現できます。

高性能画像認識ユニット
NVP-Ax435CL

高性能画像認識ユニット
NVP-Ax435CL

高性能画像認識ユニット
NVP-Ax435CL

LAN・I/O
RS-232C

シーケンサ

ラインスキャンカメラ

電設工具製品の型番（刻印）

（Windows, Ubuntu 等） 学習モデル APL & NVP用モデルNVPモデル NVP-Ax430SDK + AIFWライブラリ＊2
＊1 モデル変換ツール
＊2 AIFWライブラリ

：
：
サンプル提供
推論用ライブラリ サンプル提供

照明＋カメラ

学習用PCを用いて
モデルを生成

モニタ（検査画面）

学習済み
モデル

映像入力 QRコード読み取り・結果表示

モニタ（映像表示）

カラーモニタ

照明＋カメラ

照明＋カメラ

基 板

電子部品

位置決めマーク
による基板位置
測定

IC リード検査
IC 位置、傾き測定

QRは悪条件（薄暗、影有、傾斜）でも
安定した読取りができます。

ラインスキャンカメラによる映像入力ができます。 QRの他にDataMatrix,1次元バーコードの読み取りができます。

読み取りにくい金属面の刻印文字の認識や良品・不要品の分類を実現できます。

Step 1 モデル変換ツール＊1で
NVP用モデルに変換Step 2 APL & NVP用モデルを

NVPへ転送Step 4APLを構築Step 3

微細・傾斜 影 歪 み

マクセルフロンティア株式会社

https://www.frontier.maxell.co.jp/

株式会社グレープシステム

https://www.grape.co.jp/
マクセルフロンティア株式会社

https://www.frontier.maxell.co.jp/

株式会社グレープシステム

https://www.grape.co.jp/



品　名 NVP-Ax430CL NVP-Ax430ACL NVP-Ax435CL/FCL ＊1 SVP-Ax330CL

形状

画像処理コア

CPU

OS

映像出力

GUI開発環境

メモリ

映像入力

オプション

画像認識
アプリケー
ション
開発環境

外部I/F

プログラム／画像

フラッシュ

LAN

RS-232C

エンコーダーIF

I/O（入力/出力）

ストロボ出力

USB

SD

信号方式

チャネル数

ソフトウェア開発キット（SDK)

開発用コンパイラ

ターゲット用コンパイラ

ホストPC

電源アダプタ

＊1  435CL は BaseConfig  4CH 対応、435FCL は Full/MediumConfig  1CHに対応します。詳細なカメラ対応は別途お問合せ願います。
＊2  Linux 環境でのGUI 開発環境はQt を推奨致します。
＊3  本体と電源アダプタの接続には別途変換ケーブルが必要になります。
　 

※ μITRON は、“Micro Industrial TRON” の略称です。 TRON は、“The Real-Time Operating System Nucleus” の略称です。
※ Windows、Windows10、Visual C++ は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※ Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
※ SD は、SD-3C, LLC の商標です。
※ Linux は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標です。
※ ARM および Cortex はARM社の商標または、登録商標です。
※ 記載時にTM、 ®マークを省略している場合があります。 このカタログに記載されている仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
※ GR-BARCODE/DECODER、GR-DateMatrix/DECODER、GR-QR/DECODERは（株）グレープシステムの商品名称です。
※ QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

アプリケーションに組込んで使用する画像処理コマンド、ドライバ（SDKに付属）は、ロイヤリティなしで再配布可能です。

お問合せ・ご用命は下記まで

2020.7

開発・製造元

営業部
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2 三宅ビル
Tel 045-443-5840   Fax 045-443-5842
E-mail　vp-support@maxell.co.jp
URL　　www.frontier.maxell.co.jp

設計部
〒992-0021 山形県米沢市花沢3091-6

ライブラリパッケージ

ボード ユニット

画像処理アクセラレータ　IMP-X4

ARM Cortex-A15 1.4GHz Quad

Linux4.4

2GB

4GB（eMMC）

1000BASE-T

2CH

2CH

USB3.0 Host 2CH

SD/SDHC/SDXC 対応

CameraLink

HDMI(1CH)

NVP-Ax430SDK

－

GNU Compiler Collection(GCC)

Qt ＊2

SPU61A-105-N4

ユニット

16CH/16CH

4CH

4CH/1CH ＊1

8CH/8CH

2CH

2CH

ボード

IMP-X2

SH-4A 533MHz

μITRON仕様OS

256MB

64MB

100BASE-TX

3CH

－

4CH/4CH

1CH

－

SD/SDHC 対応

CameraLink／NTSC

1CH／4CH

アナログRGB（1CH）

SVP-Ax330SDK

VisualC++

SuperH RISC engine C/C++

－

SA-35094-N2B ＊3

GR Library Package (バーコードライブラリ）
① GR-BARCODE/DECODER
② GR-DataMatrix/DECODER
③ GR-QR/DECODER

マクセルフロンティア株式会社

Windows10（32/64bit）

仕 様 一 覧




