Sapera Vision Software

Sapera Vision Softwareは、高性能マシンビジョンを求めるアプ
リケーションにおいて、設計、開発、撮像、コントロール、処
理、および分析に必要な機能を提供します。
Sapera Vision Softwareは、Sapera Essential, Sapera Nitrous,
Sapera Architect Plusの3つのパワフルなパッケージにより提供
されます。

Sapera Essential
Easy-to-use , versatile software for industrial imaging
「Sapera Essential」は画像取り込み、画像メモリー管理や画像処理、画像解析が素
早く簡単に行えるようにソフトウエアファンクションを提供します。
また、画像ボードのコンフィグレーションやカメラのセットアップ機能に加え、 エ
リアとエッジベースパターンをサポートする｢サーチパッケージ｣ １Ｄ／２Ｄコード
対応の「バーコードツール」「OCRツール」欠陥検出のための「ブロッブ解析ツー
ル」レンズの歪み補正のための「キャリブレーションツール」があります。

Sapera Essential 概要
画像処理と解析
カラーツール

OCRツール

バーコードツール

ブロッブ解析

キャリブレーション

メジャーメントツール

ジオメトリック
前処理

＆

エリアサーチ

画像取込デバイス
アナログ

カメラリンク

フレームグラバー

フレームグラバー

Genie(GigE Vision Camera)

(Sapera Essential概要)

Digital Vision Processers

HS-Linkフレームグラバー
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高度な画像取り込みとコントロール
「Sapera Essential」は画像取り込み、画像表示、画像コントロー
ルのための十分なソフトウェアライブラリを提供し、さらに多種
多様な画像処理機能を含んでます。特徴としてプログラムの汎用
性、多彩なカメラコントロール、ディスプレイマネージメント機
能、使いやすいアプリケーション開発用ウィザードなどがあげら
れます。「Sapera Essential」はWindows7, XP, Vista Business
Edition(32/64bit)プラットフォームをサポートしています。

カメラコンフィグレーションユーティリティ
-「Cam Expert」「Sapera Essential」にバンドルされている新デザインの「Cam
Expert」はDALSAのフレームグラバー用に設計されたカメラコ
ンフィグレーションユーティリティです。Windowsベースのプ
ログラムは、エリアおよびラインスキャンのアプリケーション
のためのカメラコンフィグレーションの新規作成、または、既
存ファイルを変更するための対話型環境を提供します。

全てのDALSA社のソフトウェアは
「Sapera Essential」は「Triggerto-Image Reliability
(T2IR)」に基づき構成されてます。
「T2IR」は外部トリガーイベント
が発生した瞬間からデータがPCI
バスに送られるまでの画像取り込
みの過程をコントロール、モニ
ター、リカバーします。
「T2IR」は画像取り込みを安定し
て行い、エラーの発生時に取り込
み過程をトレース、リカバーする
ことによって、マシンビジョンシ
ステムを効率的に信頼性の高いも
のにします。

•カメラ中心のパラメーターによる優れたグラフィックユーザー
インターフェイス
•オンラインでパラメータ微調整するためのライブイメージグラ
ブと表示ウインドウ
•信号の相互関係を認識するための精巧な波形表示

「Cam Expert」画面

Histogramの表示
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(Cam Expert)

ポイントandクリック画像処理評価ツール
「Sapera Architect」は、シングルラインコードを書き込
まずに画像処理タスクを連続操作できるGUIベースのアプ
リケーションです。インターフェイスはユーザーがリアル
タイムに調整することにより、さまざまなパラメーターを
相互に関係づけます。
「Sapera Architect」はファンクションの実行時間やオペ
レーションのシーケンス情報を提供することにより、処理
速度、精度、結果の反復率を的確に得ることができます。

.NETおよびアプリケーションウィザードを使っ
ての開発
「Sapera Essential」はMicrosoft Visual Basic、C#、C＋＋
のプログラム言語を使用してのアプリケーション開発が可
能です。画像取り込み、コントロール、ディスプレイ、画
像処理、バーコード、ブロッブ解析、カラー、サーチ機能
ツールの使用が可能です。
「Sapera Essential」は開発を迅速に進めるためMicrosoft
Visual Studio6.0に相互性のあるアプリケーションウィザー
ドが含まれております。
「Sapera Essential Wizard」はエリアおよびラインスキャ
ンカメラの両方をサポートし、画像取り込みや転送の過程
をコントロールまたはモニターするDALSAの「Trigger-toReliability framework」に即したコードを生成します。

Built-in Productivity ツール
「Sapera Monitor」はSaperaのアプリケーションをベース
にしたハードウェアから最適な結果を得ることができるス
テータスモニターです。

Sapera Monitorは、スタート/エンド、フレーム/ライン、
フレーム数/ライン数、取込/変換、外部トリガーの受
取/欠落、ピクセルクロックのステータス等の重要なシ
ステム状況をモニターします。

「Sapera Monitor」画面

(Sapera Architect＆Sapera Monitor)
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画像処理および解析ライブラリ

Morphology(モフォロジー)

「Sapera Essential」は画像ボードコンフィグレーション
およびカメラセットアップユーティリティに加えて、エ
リア/エッジ両方のパターンを検出するジオメトリック
サーチ、1-D/2-D対応の多彩なバーコードツール、ブ
ロッブ解析、キャリブレーションツールを含む最先端で
コスト効率の良い画像処理ツールが含まれています。

・バイナリー：
ダイレーション、エローション、オープニング、
クロージング、メディアン1bitまたは8bitイメージ
・グレースケール：
ダイレーション、エローション、オープニング、
クロージング、メディアン8bitまたは16bitイメージ
・ラベルダイレーション、ラベルエローション
・輪郭、細線化、シッキングフィルター
・勾配
・ランクフィルター
・ヒット オア ミス変換
・トップハット変換

画像処理の基本構成
「Sapera Essential」はいくつかの基本画像処理
グループに分類されます。

Filters(フィルター)
・1-D/2-Dコンボリューション
・1-D/2-Dロー＆ハイパスフィルター
・ラプラシアン
・ガウシアン
・コンパス：8方向エッジ強調
・勾配：大きさと位相
・エッジ＆ライン検出

Point-to-Point(ポイントtoポイント)

・フリッピング：水平方向、垂直方向、90度回転
・任意の角度への回転
・トランスレーション、パン、スキャン
(整数演算またはサブピクセル精度)
・ズーム(画像範囲またはスケールファクター)
・せん断(水平方向および垂直方向)
・アフィン、遠近法によるキャリブレーション、
ワーピング
・極座標変換

・1または2つの画像の四則演算：加算、減算、乗算、
除算、最大、最小
・1または2つの画像の論理演算：AND、OR、XOR
・固定および変動閾値
・ガウシアンノイズ生成
・LUT変換
・コントラスト均等化
(マニュアルまたはヒストグラムベース)
・セグメンテーション
・距離マップ
・指向性エッジ検出
・K-means クラスタリング
・ローカルピーク検出
・領域強調
・分岐点の変更
・ゼロクロス検出

Measurement(計測)

Transforms(変換)

Geometry(ジオメトリー)

・スペクトル変換：FFT、DCT、DHT
・ハフ変換：direct、reverse

・画像のピクセル値に基づくヒストグラム、
ピクセルカウント、平均、比較、最小、
最大などの基本統計
・水平および垂直の投影
・ヒストグラム処理(スムーシングおよびピーク検出)
・正規化相関、非正規化相関
・差の合計
・ベクトルの差
・近傍ピクセルの値による分散フィルター
・パスのピクセルサンプリング
(サブピクセル精度)
・直線および円の回帰

その他
・パス上のサブピクセルエッジクロス
・輪郭追跡ツール
・フレーム平均化

シングルラインコードを記述することなく、別の
画像処理を新たに開始することができます。
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(前処理)

■Search(Pattern Finding Tool)

■OCR(Optical Character Recognition)

「Sapera Essential」の「Search」ツールは方向や大き
さにかかわらず、高速かつ正確にオブジェクトやパター
ンを認識します。最高1/50ピクセルの解像度でユーザー
独自のターゲットモデルの解析が可能です。また、低
照度の環境での使用でも高速かつ正確性を維持し、半
導体やエレクトロニクス製造のアライメントアプリケー
ションに十分に適応できるよう設計されてます。

「Sapera Essential」の「OCR」ツールはスケール、コ
ントラスト不変式であり、ソリッドおよびドット
マトリックスフォントをサポートし、ユーザー独自の
フォントにも対応してます。グレードの低い画像にお
いても高速かつ正確に認識可能であり、薬品、電子部
品、半導体などの分野での検査に理想的です。

OCRの主な特徴
エッジベースのアルゴリズム

・ユーザー独自のフォントに対応
・イタリックフォントを含む、ソリッドおよびドット
マトリックスフォントをサポート
・非線形対応
・2つのアルゴリズム：バイナリーベース(スピード)
グレースケールベース(ノイズ対応)
・解像度レベル調整(ロバスト⇔スピード)
・ローテーション、スケール、アスペクト比不変
・マルチストリングサポート(1回の実行で1つ以上の
文字のストリングを読み取り)
・アジア文字をサポート(ユニコードモード出力）
・効果レベルが可変
・アルファベットフォントソート
・自動ストリング検出

・物体の輪郭をベースとしたアルゴリズム
・ローテーション、スケール、コントラストは
それぞれ独立
・オクルージョン対応
・コントラスト反転
・輪郭モデルのユーザー設定
・位置精度1/50ピクセルまで
・角度精度1/80度まで

エリアベースのアルゴリズム
・NCCをベースとしたアルゴリズム
・ローテンションと歪がない場合はきわめて早い
・極端なノイズに対応
・位置精度1/25ピクセルまで

Sapera Architectはパラメータ設定をGUI上で行な
います。また、画像の検出とパラメータファイル
の保存が可能です。

「Search」画面

(Search＆OCR)
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■Barcode(1-D and 2-D barcodes)

■Calibration

「Barcode」ツールは1-Dおよび2-Dバーコード対応で、
産業分野で使用されているさまざまなバーコードをサ
ポートしてます。低感度などのグレードの低い画像に
も対応、画像ベースのバーコードツールはレーザーベー
スのスキャナーより高速かつ安定に機能します。また、
「Search」ツールのような、他のツールとの連携動作
も可能です。
「Sapera Essential」の「Barcode」ツールはサブピク
セルの精度でシンボルを検出し、デコードし、アジア
ンネイティブ言語でデコードもしくはUnicodeキャラク
ターとして出力可能です。

「Sapera Essential」の「Calibration」ツールはカメラレ
ンズ、カメラポジショニングなどの要因で起こる幾何
学的な歪みを補正する機能です。

バーコードツールの主な特徴
・バーコードの自動位置検出(ROI設定不要)
・ローテーション、スケール変化対応
・画像より全アルゴリズムパラメータを自動計算
・背景トーン(ダークまたはホワイト)の自動検出
・1-Dバーコードタイプの自動検出
・高速読み取り
・1つの実行で複数のバーコードを読み取り
・タイムアウト調整
・結果レベル調整
・円筒変形対応(データマトリックスのみ)
・印刷品位計測(ISO15415,15416)

キャリブレーションツールの主な特徴
・遠近、放射状、複合要素の歪みの補正
・自動キャリブレーション
・サポートターゲット：格子板、ラインまたは
ドットの格子、ランダムに定義されたポイント
・ターゲットの変化を自動検出(ブラック/ホワイト、
ホワイト/ブラック、ローテーション、スケーリン
グ、格子サイズ、セルスペース)
・近似ターゲットによる補正補助
・手動キャリブレーション(正確な画像とワールド
グリッド)
・フルイメージ、シングルポイント、ポイントの
ベクトルの復元
・フォアワード(イメージからワールド)または
リバース(ワールドからイメージ)復元

1-D バーコード
・Code 39
・Code 128
・Code 93
・Codabar
・Interleaved 2 of 5
・BC-412
・EAN 13
・EAN 8
・UPC-A
・UPC-E
・ファーマコード(スタンダード、
ワイドスペース、
コンプリメンタリー)
・ポストネット/プラネット
・RSS
「Barcode」画面

2-D バーコード
・データマトリックス(ECC200)
・QRコード
・PDF417

Sapera Architectは2次元バーコードの解析が可能
です。GUI上で操作ができます。
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(Barcode＆Calibration)

■Color Tool

■Blob Analysis

「Sapera Essential」の「Color」ツールはカラー画像で
の検査に必要なスピード、精度、汎用性を備えていま
す。食品、パッケージ、印刷そしてエレクトロニクス
製品の分類、照合、検査に理想的です。HSI、CIELAB、
RGB、YUVなどの多数のカラー空間をサポートします。

「Sapera Essential」の「Blob Analysis」ツールは背景
より対象を分離し、連結性のある幾何学模様やグレー
スケールの検出および解析を行います。

カラーツールの主な特徴
・カラーキャリブレーション
・ユーザー設定可能なカラー分類
・Ｄｅｌｔａ−Ｅ 計測
・ＬＵＴオペレーション

ブロッブ解析の主な特徴
・1bit、8bit、16bit、バイナリーまたはグレースケー
ル入力をサポート
・ラインカメラ使用時、任意の取り込みライン数を
サポート
・ハードウエアアクセラレートBlob解析をサポート
・ブロブ解析の種類：
-重心、面積、周囲の長さ
-外接四角形の位置、サイズ、穴の数
-指向性楕円の直径
-真円度および伸張
-凸凹の度合い
-内部、外部の境界ポイント
-全画素の最大、最小、平均
-グレースケールの重心
-算出された特徴をベースにしたしたブロッブの
分類/選択
-ロバストなオートスレッシュアルゴリズム
-ユーザー定義の特徴計算によるラン・レングス・
エンコーディング出力(オプション)

「ブロッブ解析｣画面

「Color」画面

(Color＆Blob Analysis)
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■メジャーメントツール
特徴
・高精度処理
・自動同時マルチ計測
・サブピクセル精度
・距離と角度の計測統計
・キャリブレーションツール内蔵により確実な計測精度を実現

概要
Sapera EssentialのMeasurement Toolは位置決め、識別、およびガ
イダンスを含むマシン・ビジョンアプリケーションのための画像計
測ツールです。メジャーメントツールは、ポイント、線、ポリライ
ンを含む選択された経路(アーク、円)が、複数の同時測定を容易
にするためにイメージマーカーを多種を選択できる機能を持ち合わ
せています。高精度な結果はサブピクセル精度で計算され、一貫し
て正確な測定値を得る為にSapera Essentialのキャリブレーション
ルと併用することができます。

仕様
①画像取得
・8.10.12ビット画像サポート
・エリア・ラインスキャンカメラをサポート

②精度
・サブピクセル精度
・レンズの歪みを補正

③計測
・距離
・半径
・直径
・角度
・幅
・交点
・真円度
・直線度
・マーカー
・ポイント / 線 / ポリライン / 円弧 / 円 / スポーク / ブルズアイ

(メジャーメント)
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Sapera Nitrous
Easy-to-use , versatile software for industrial imaging
Harness the Power of GPU and MCO
「Sapera Nitrous」は、グラフィカルプロセスユニット（GPU）とマルチコアCPUの
最適化（MCO）の為にシームレスなサポートを提供します。
既存のSaperaアプリケーションを改造することなく、すぐにプログラムが速くなる
効果があります。
Sapera Nitrousは、GPUのフルパワーと複雑なアプリケーションのためにマルチコア
CPUを利用するために、フレキシブルなコントロールを提供します。また、最適コー
ディング実践を明確に描写する為に、いくつかのデモとソースコードサンプルがバ
ンドルされています。
Sapera NitrousのGPUインプリメンテーションは、NVIDIAのCUDA Rev2.3に基づいて
いて、MCOはインテルの最新のインストラクションセット テクノロジーに基づいて
いて、AMDとインテルのCPUをサポートします。
画像処理と解析ツール・・・Sapera Essential
Sapera Nitrousは、Sapera Essentialと統合されます。Sapera Essentialは、画像処理、
解析に適した機能を提供します。それらの機能は、400以上の画像処理ツール、バー
コード、エリア/エッジパターンマッチング・OCR・カラー・ブロッブ解析・計測・
レンズなどの歪み補正の為のキャリブレーションツールが含まれております。

(Sapera Nitrous概要)
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Sapera Architect Plus
Easy-to-use , versatile software for industrial imaging
豊富なグラフィカルプログラミング環境
総合開発ツール
Sapera Architect Plusは従来のプログラミングの考え方と技術だけでなく、アルゴリズム開発とパフォーマンス調整を
容易にするために標準のデバッグとレポートツールを含んでいます。
これらの技術は、ブレークポイント、シングルステッププログラム実行、サブルーチンのステッピングイン、ステッ
ピングオーバー、ウオッチを含んでいます。さらに、Sapera Architect Plusは、アルゴリズムプロトタイピングを容易
にするために幅広いセットのデータと構築をサポートします。

プログラムフローコントロール
グラフィカルユーザーインターフェースは、繰り返しのループと条件分岐でプログラムフロー制御や管理のために機
能を提供します。IF()IF,IF/ELSE()やFOR()やWHILE()などの分岐条件やループをサポートしています。

高速化処理と解析ツール-Sapera EssentialとSapera Nitrous
Sapera Architect PlusはSapera EssentialとSapera Nitrousがバンドルされます。Sapera Essentialは一通りのイメージプ
ロセッシングと分析機能を提供します。これらの機能は400以上のイメージプロセッシング要素、およびバーコード
や、パターン・マッチング(エリアベース/エッジベース)や、OCRや、カラーや、ブロッブ解析やキャリブレーショ
ン(ゆがみやレンズ修正)などのツールを含んでいます。Sapera Nitrousは、GPUとマルチコアCPUを最大限に利用する
ためにフレキシブルな制御を提供します。Sapera Nitrousは、GPUとマルチコアCPUの効率化を利用するためにフレキ
シブル制御を提供します。 NitrousのGPU実行はNVIDIA’s CUDA Rev2.3に基づいており、MCOはインテルの最新のイン
ストラクションセットテクノロジーに基づいて、AMDとインテルCPUをサポートします。

(Sapera Architect Plus概要)
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幅広いハードウェアのサポート
Sapera Vision Softwareファミリーの付加価値のプラットホームとして、Sapera Essential は、 DALSAカメラとフレー
ムグラバーと同じ様にサードパーティーカメラモデルも同じインターフェースフォーマットで対応できます。同様に
GigEカメラ、CamLinkカメラも同じインターフェースフォーマットで画像取得ができます。 Sapera Vision Softwareは
DALSAのハードウエアプロダクトと一緒に使用することで、選択された画像処理機能に関してロイヤリティーフリー
のランタイムライセンスを提供します・

画像取込ボードハードウェア
・X64-Xcelera Series
-高性能PCIe対応フレームグラバー
・X64-Sereies
-非同期のマルチカメラの取込可能な
PCI・PCIe対応高性能フレームグラバーボード
・PC2-Series
-低価格マシンビジョンフレームグラバーボード
・Genie
-高性能GigE Vision対応エリアカメラ
・Spyder-3
-GigE Vision対応デュアルラインスキャンカメラ

マルチプロセッシング／マルチスレッド
マルチプロセッシングとマルチスレッドの能力で、同時に複数のルーチンを実行することによって利用可能な
CPU時間とシステムリソースの効率的な使用を行いアプリケーション性能と生産性を向上させます。開発者は
度々、共通のデータセットを共有する際のスレッド管理に時間をかけ慎重に行っています。

システム環境
対応OS：Windows7・XP・Vista
開発環境：下記の図参照
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