G1207-03
0915-1060/12/¥500/論文/JCOPY

シリ―ズ

JIIA

日本インダストリアルイメージング協会 活動報告

Activity
Activity Report
Report

JIIA（Japan Industrial Imaging Association）が2006年３月に発足して以来、本年で設立６年目を迎え
ました。周知のごとく、JIIAは産業用の画像処理技術の規格標準化を世界的に推進している協会です。こ
こではJIIAの役職者の皆様にご登場いただき、設立の経緯や各分科会の活動について、インタビュー形式
で紹介していきます。今回は、GigE/GenICam分科会主査 小嶌 勉 氏のご登場です。

第８回

GigE/GenICam分科会主査 小嶌 勉 氏（㈱エーディーエステック）
インタビューア：JIIA会員 岩田 節子（㈱マイクロ･テクニカ）

■GigE/GenICam分科会発足の経緯
岩田 今回はGigE/GenICam分科会主査である小嶌
さんにインタビューをさせていただきます。GigE/
GenICam分 科 会 は も と も とGigE Vision分 科 会 と い
う 名 称 で し た ね。JIIAが 発 足 し た 当 時、GigEイ ン
タ フ ェ ー ス は ア メ リ カ のAIA（Automated Imaging
Association）でもすでに作っていましたし、今後、
GigEカメラを作るメーカも増えるであろうというこ
とで、GigE関連の分科会を作ることになったと思い
ます。そのあたりの流れと、小嶌さんが主査をされ
るようになった経緯からお話しいただけますか？
小嶌 私の認識ではJIIAの発足にGigE Visionは深
く関わっていると思っています。もともと㈱ジェイ
エイアイコーポレーションや東芝テリー㈱が中心と
なって、GigE Visionをきちんと咀嚼するためにミ
ーティングを持ったのがきっかけではなかったかと
思います。GigE Visionが規格化されたのとほぼ同
時にJIIAもできました。そこで、JIIA設立後にGigE
Visionの標準化に対する啓蒙活動や普及に対応する
ためにJIIA標準化委員会の中に分科会ができました。
岩田 私はボードメーカで仕事をしているため、カ
メラインタフェースにはある程度の知識があります
が、JIIAが発足する前にGigEに関しての知識はほと
んどありませんでした。その頃、すでにAIAにはコミ
ッティがあったわけで、規格化はだいぶ進んでいた
ということですか？
小嶌 ギガビットイーサネットを使った画像転送
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は2002年頃からありました。それを推進していたの
がカナダにあるプリオラ テクノロジー社のジョージ
・チェンバレンさんと当時パルニックス社にいた堀さ
んです。ふたりが一緒になってAIAにGigE Visionの
規格化を提唱して、それで標準化が進められました。
岩田 小嶌さんは海外製品も扱っている㈱エーデ
ィーエステックの社長でもあるわけですが、AIAやプ
リオラ テクノロジー社との関係が元になって、今に
つながっているということですか？
小嶌 当社は2002年に発足していますが、2003年
からプリオラ テクノロジー社の代理店になっていま
す。それで日本にも一部紹介を始めていました。そ
れが今につながる流れになっています。
岩田 ということはJIIAが発足したのが2006年で
すから、それより前から、プリオラ テクノロジー社
やパルニックス社との親交を通し、新しいデジタル
インタフェースについては充分、熟知されていたと
いうことですね。
小嶌 そうですね、情報としては入っていました。
岩田 私はJIIAに入って、そこでGigEのことを知り
ました。パソコンにつながるカメラというとUSBぐら
いはわかっていてもGigEというのは知りませんでし
た。
小嶌 2003年頃は、まだGigE Visionは規格化され
ていませんでした。けれど、ジョージさんや堀さん
のいう利点はよく理解していました。ところが我々
は岩田さんと同じようにフレームグラバも販売して
いたわけです。そのため、日本のメーカ、とくにマ
シンビジョンのメーカにとっては、画像に対するク
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オリティや全体へのパ
フォーマンスが重要だ
というのが分かってい
ました。１週間に１回
でも画像の取込みミス
があると、それだけで
もう許されないという
のが肌身にしみてわか
っていたのです。とこ
ろが、そうしたことに
小嶌 勉 氏
GigE Visionは 耐 え ら
れるのだろうか。そこ
をきちんとお客様に客観的にお話しないと困ること
になると、最初の頃は思っていました。
岩田 その通りだと思います。IEEE1394のときもそ
ういうことを考えられたシステムインテグレータも
いましたし、とかく日本のユーザはパソコンを使って
いるのにパソコンのインタフェースを信用していな
いところがありました。そうしたことがあるなかで、
JIIAの中に分科会ができて、AIAのコミッティとの調
整もあり、また当時はJIIAの理事もされていたので、
だいぶご苦労をされたのでは？
小嶌 GigE Vision、GenICamと他の規格との根本的
な違いは、他のCameraLinkやレンズなら日本やJIIAが
中心になっていたりもするのだけれど、GigE Vision
な ら 全 てAIA、GenICamだ っ た ら 全 てEMVA（European
Machine Vision Association）が主体なわけです。海
外で全て規格されて、それが吟味されて結果として
日本にくるという形なので、まったくイニシアチブ
がとれないというところがありました。
岩 田 会 社 と し てAIAの メ ン バ ー で あ り、GigE
Visionのコミッティメンバーであれば意見は言える
のでしょうけど、JIIAのGigE Visionのメンバーとし
て参画していくことはできなかったわけですね。
小嶌 そうです。ただ、日本の主要なメーカの多く
はAIAとJIIAのGigE Visionの両方に加盟されています
がメインのミーティング開催地はアメリカですので、
なかなか行けなかったりします。従って、ミーティン
グの内容をいかにタイムリーに日本のメーカに伝え
るかが問題でした。また、どうやってGigE Visionの
ロゴをとるのか。どうやって仕様書をとるのか。そ
うしたことがわからないメーカが何社かありました。

岩田さんのように、いきなりGigE Visionというもの
が現れたけれど、いったい何なのかがわからない、と
いったような人が多かったのではないでしょうか。
岩田 そうですね。ただ非常に興味は持ちまして情
報は欲しかった。ですから、GigE Vision分科会の発
足当時は、JIIAのかなりのメンバーが参画されまし
た。そうしたなかで小嶌さんはミーティングを重ね、
いろいろな話をされていったと思います。最初の頃
はGigEの技術的な成り立ちといったようなことを紹
介されていったのでしょうか。
小嶌 当時は各メーカも開発をしたばかりなので、
技術者自体がエキサイトしていたんですね。そういう
方たちが中心となって、有り難いことにボランティ
ア精神で技術を教えていってくれました。それがと
ても良かったし、JIIAのGigE Vision分科会の存在は、
大きかったと思います。
岩田 その頃、日本のメーカも１機種くらいはGigE
カメラを作り始めていましたね。
小嶌 それとAIAとの関連についてですが、AIAの
GigEVisionコミッティとは個人的にも会社的にもつ
ながりがあったので、AIAの了解のもとにいろいろと
情報を流してくれました。年に１～２回は日本にきて
セミナーを行ったりもしました。また、GigE Vision
が作られた初期の頃から2010年くらいまではプラグ
フェスタというものもやっていました。そのプラグフ
ェスタを通らないと、GigE Visionのロゴは取得でき
ないということもありました。それが日本で行われた
わけです。GigE Vision対応のカメラメーカならたと
えカメラを交換しても、ハードウエアとソフトウエア
のインタフェースがとれるという、相互互換性のテス
トを行ったのです。もちろん欧米でもやりましたが、
日本でも２度ばかり行いました。

■GigEVisionの利点と運用のポイント
岩田 それはユーザにとってはかなり利便性があ
りますね。基本的には、パソコン側からカメラを認
識しますね。IPのようなもので認識するのだと思い
ます。それがB社のドライバでA社のカメラであって
も認識するということですか？
小嶌 そうです。カメラに特別なファンクションが
ついていれば別ですが、基本的にGigE Visionで規定
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されている内容なら、例えば画像取得とか基本的な
ものは互換性がとれるということです。別のソフト
であってもGigE Vision対応のソフトであれば、GigE
Vision対応のカメラから画像が取得できるというこ
とです。
岩田 私も長年、画像入力ボードの仕事をしてい
て、基本的に自社の画像ボードを使って頂く場合、し
ばらくはボードを変えたくないと考えます。ソフトウ
エアもドライバも作り変えるのは大変ですから、結
構長い間使い続けていただくお客様が多いのですが、
本当のところは、システムインテグレータのことを
考えると、いざというときに簡単に変えられるほう
が便利だとは思っています。
小嶌 ただ現実論としては、その辺を吟味しなくて
はいけないわけです。今までフレームグラバを使っ
ているお客様がいたとすると、そのサポートはフレ
ームグラバメーカがしてくれるわけですね。
岩田 そうです。パソコンのこともカメラのことも
OSのことも、問い合わせがすべてここにきます。
小嶌 そうですよね。だからカメラメーカはカメラ
だけの性能を考えればいいことになる。ところがGigE
Visionの場合は、カメラメーカがソフトウエアもサポ
ートしていかないといけません。また、マシンビジ
ョンで使われる場合、PC側で画像処理を行うケース
がほとんどです。そうすると当然CPUの使用率が問題
になってきます。ですから各社のドライバによって、
あるいは各社のGigE Visionのカメラによって、PCに
与える負荷が変わってくるのです。そういう意味で
画像転送をしているときにCPU負荷が高過ぎると、デ
ータの欠損が発生して結果的に画像欠損になってし
まいます。
岩田 その辺りは、パソコンダイレクトなのでシビ
アですね。
小嶌 語弊があるかもしれませんが、アメリカのマ
シンビジョンで要求される仕様と日本で要求される
仕様は大きく異なると思われます。そのシビアさが
日本と違うような感じがしています。よって、１週
間に１度でも画像が欠落してはいけないということ
に対する温度差があるかも知れないと思います。そ
のへんを日本のお客様にきちんと伝えていかなけれ
ばいけない。そういったことでボードレスのカメラ
はきちんと吟味していかないと後でえらいことにな
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るわけです。
岩田 FA業界のマシ
ンビジョンの仕事とい
うのは幅広いですか
ら、本当にシビアな画
像を求めるシステム
と、割と緩めのものが
あります。なかには、
CameraLinkほどのシビ
アさだとかスペックは
岩田 節子
いらないというシステ
ムもあります。
小嶌 そうですね。例えば、簡単に見たいとか、コ
ストダウンしたいとか、あるいは距離を伸ばしたいと
いうケース、さらには、負荷の高い画像処理を複数の
PCで処理したいという場合もあります。以前は、FPGA
やASICでやっていたものが、GigE Visionだと複数PC
での処理によって比較的簡単に可能になるわけです。
岩 田 い わ ゆ る 分 散 処 理 で す よ ね。 カ メ ラ は
10Mpixelや12Mpixelで高度な画像処理をしたい場合、
CameraLinkで出力されるので画像は転送できます。
しかし、それを１台のパソコンに１つのCPUで画像
処理しようとしても間に合わない。だからわざわざ
CameraLinkの分配機をもってきて、パソコンを並べて
そこに画像ボードを１枚ずつ入れ、１台のカメラを
３～４台に分散しているというケースがよくありま
す。ところがそれだと非常にお金がかかってしまう。
小嶌 それがGigE Visionだとスイッチャを買って
きて、真ん中に入れるだけで簡単にできてしまう。分
散でやらせるのも手なのですが、一番簡単な例で、１
フレーム目は１台目、２フレーム目は２台目といった
ように、同じ処理をやらせるのがいたって簡単です。
時間を稼ぐわけです。この方法で従来に比べると開
発費と開発時間が大幅に短縮できたという成功事例
があります。
岩田 それとここ数年でノートパソコンを現場に
持っていきたいという方がかなり増えましたね。以
前は、ノートパソコンはノイズや振動、電源ノイズ
などで止まってしまうのではという危惧がありまし
た。また、ノートにカードを入れるところがPCIとか
PCI Expressになっていて、
「そういうカードはすぐで
きますよね？」と言われたりして大変でしたが、最
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近はGigEやUSB3.0でつなげられますので、ノートパ
ソコンの活用もごく当たり前になりつつあるような
気がしています。
小嶌 新しいハードウエアを買わずにPCにダイレ
クトに接続できるのは大きいですね。

■GenICamについて
岩田 話しが元に戻りますが、JIIAの発足当時に
GigE Vision分科会ができて、小嶌さんが主査になっ
てセミナーやプラグフェスタを開催したり、会員の
方々と集まって情報交換を１年くらいされていまし
たね。
小嶌 それについては2010年くらいまでは毎月の
ようにやっていました。
岩田 今では国内のメーカもGigEのカメラを出さ
れているところが増えましたし、海外、とくにヨー
ロッパのメーカが入ってきましたので、使っている
お客様がかなりいます。エンドユーザやシステムイ
ンテグレータもGigEもしくはGigE Visionについてこ
こが知りたいというより、まず自分たちが使ってみ
てそれから、という感じになりつつあるのでしょう
か？
小嶌 そうですね。そういう意味では普及期に入
っているのだと思います。
岩田 私もそれは実感しています。さきほどGenICam
のお話もありましたが、JIIA発足当時はGenICamの分
科会というのは別にありました。GenICamはサポート
がEMVAですから、内容や技術情報をみんなで読み合
わせするといった感じだったのですか。
小嶌 GenICamが標準化されようとしていたときに
は、EMVAやヨーロッパ方面にアクセスしやすい会社、
例えば㈱ジェイエイアイコーポレーションなどが主
体でやっていました。
岩田 カメラインタフェースに対するGenICamの立
ち位置というのを簡単にお話しいただけますか。一
般ユーザにしてみるとインタフェースとして、アナ
ログ、CameraLink、IEEE1394、GigE Visionというの
は目に見える形でわかるのだけれど、GenICamインタ
フェースカメラというのを買うわけではない。そこ
の説明が難しいですね。カメラインタフェースに対
するGenICamの立ち位置がよくわからないのです。

小 嶌 JIIAとEMVAとAIAがG3と い う 形 で 相 互 協 力
していこうということになってから、新しいインタ
フェースとして規格化されているのは、基本的に
はGenICam対応だということになっています。GigE
Visionの 分 科 会 にGenICamが く っ つ い た の は、GigE
VisionはXMLファイルを介してGenICamに対応してい
るというだけの理由だったと思います。
岩田 XMLファイルというは、カメラメーカがGigE
Visionカメラを作るにあたって使うものですよね？
小嶌 そうです。そういうものを使ってカメラコ
ントロールしましょうというAPIのことです。カメラ
をコントロールするのに同じプラットフォームを使
いましょうということですね。ですから例えばJIIA
が新しく規格化したCoaXPressもGenICam対応という
ことになっています。これからUSB3.0も出てくるの
でしょうが、それも同じことになると思っています。
岩田 私の印象からいえばカメラだから当然フロ
ン ト 側 にCCDと かCMOSデ バ イ ス、FPGAの 回 路 な ど 次
にカメラをコントロールするものがあって、それに
GigEVisionとGenICam対応のインタフェースがあれば
GigEVision対応のカメラということになる。それと
GenICamのAPIはGigEVisionたけじゃなくCoaXpressな
どの他のインタフェースのAPIとしても対応できる。
カメラメーカとしては作りやすくなりますね。
小嶌 そうですね。同じ約束事の中でカメラをコ
ントロールできるわけですから。
岩 田 海 外 メ ー カ の 資 料 の 中 に は、 た い て い
GenICamという言葉がでてきます。エンドユーザやシ
ステムインテグレータもGenICamという言葉は聞いた
ことがあるけれど、それがユーザにとってはどこに
関係してくるのかがわからないとよく言われたりし
ます。
小嶌 GenICamの場合はEMVAのホームページから資
料を無償でダウンロードできるようになっています。
岩田 カメラメーカはそれをダウンロードして、
カメラコントロールを作れるということですね。
小嶌 そうです。ただ、残念ながらそれを咀嚼して、
一般ユーザやEMVAにアクセスしづらいメーカに対し
て上手く説明することができていません。そういっ
たいことができるエンジニアも不足しています。だ
からGigE/GenICam分科会またJIIAとしてもそのへん
が今後の課題だと思います。
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■今後の展望
岩田 とかくカメラありきの業界ですから、カメ
ラインタフェース、カメラコントロール、カメラド
ライバというところに活動の主力が注がれていると
思われがちですね。でも、新しいインタフェースが
一時期だけで短命に終わってはお客様に迷惑がかか
ってしまいます。一つのインタフェースをいかによ
り長く、より良く使っていくかという点こそ重要で
す。そういったことをJIIAの中でできればいいと思
っています。
小嶌 また話はGigE Visionに戻りますが、AIAの
GigE Visionテクニカルコミッティとは連絡を取り合
うようにしているのですが、彼らがボランティアと
して仕事をしている量は半端ではないですね。個人
的な趣味みたいな人も多くいて、家に帰って食事を
したらすぐにその作業をしているひとが結構います。
岩田 日本でもそうですが画像関係の仕事をして
いる人って、基本的に好きじゃないと続かないとこ
ろがありますね。そのへんは一緒だと思いますが、
ヨーロッパ、北米のメーカに勤めている人は、自分
も好きで会社の中でもそういうことを推進していけ
るような環境がある。日本にも画像が好きで寝ない
でもやりたいという人もいますけど、どうしても会
社という枠組みの中でしかできない。そうするとど
うしても利益優先だったり、立場上、他の仕事を優
先させなければいけなかったりいろいろ制約があり
ますね。
小嶌 いや、実際そうだと思います。その辺りの
意識がちょっと違うなという気がします。
岩田 私もこのインタビューを続けてさせていた
だいていて、お話しを伺うのは前々から存じ上げて
いる方々ですが、基本的には会社にお勤めで、社長
や技術御担当の方で、なおかつJIIAの活動もされて
いらっしゃいます。今後さらに日本の技術者の間に
個人的なつながりが生まれたり、海外メーカの技術
者ともつながりができて多くの情報交換ができたら
いいと思います。JIIAの中ではできるけれど、海外
に行ってとなると実際は難しいですね。
小嶌 ㈱ジェイエイアイコーポレーションが協力し
てくれて、一昨年の５月にAIAとEMVAのGigE Vision
のコミッティとEMVAのGenICamのグループが日本に来
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てセミナーや意見交換会を行いました。そのときに
日本の技術者も、EMVAの人もAIAの人もすごく喜んで
くれました。実際に画像に関わられている方にとっ
ては、技術交換の場の必要性をすごく感じていると
思います。
岩田 利益をあげることは大事なことですが、そ
の利益を上げるために技術者の人たち、そしてそれ
に関わる人たちが、どれだけ楽しみながら良いもの
を作っていけるかが、最終的にはエンドユーザやシ
ステムインテグレータに還元されると私は信じてい
ます。
小嶌 そうですね。もうひとつ大事なのはマーケ
ッ ト が 日 本 だ け で は な い と い う こ と で す。 今、 欧
米のメーカは中国で事業を伸ばしています。そして
JIIAに加盟されているメーカも中国や韓国で事業を
伸ばしています。そうなるとどうしても標準化は避
けて通れないわけです。
岩田 海外メーカにしてみればなぜ、GigEが普及
するまでにこれほど時間がかかるのか、USB3.0にし
ても普及するまでにどれだけ時間がかかるのか、時
間がかかることをとても気にしています。ヨーロッ
パやアメリカでは普通に工場でもうすでに使ってい
ると。でも現状、国内のいろいろな工場が今、海外
に行っているじゃないですか。ところが日本で作っ
た画像処理システムをそのまま持っていくユーザと、
海外に行くのだから向こうで作らせるというユーザ
がいます。そうすると日本のカメラメーカも海外で
勝負しなければいけないし、システムインテグレー
タの方も日本の仕事が減ってしまったら海外に行っ
て仕事をやらざるをえない。そのとき従来のシステ
ムが売れるかと言ったら売れませんよね。で、海外
での選択肢としてはGigE VisionやUSBでのシステム
構築になる。それが今後増えていくのではないかと
思います。
小嶌 まさにそうだと思います。
岩田 そのために今、標準化されないと皆さんが
使えない。
小嶌 少なくともそうしたときのために、ものを
よく知っていなくてはいけませんね。
岩田 メーカも国内で販売するためにはいろいろ
なことを考えないといけない。そしてその先のシス
テムインテグレータやエンドユーザのことを考える
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と海外に行かざるを得ない。
小嶌 こうしたことを意識しながら事業を展開し
ていかないといけないですね。
岩田 最後になりますが、正直なところ、小嶌さ
んもGigE VisionとGenICamをこれからも続けていく
のは大変じゃないですか。（笑）
小嶌 もう６年になるのでそろそろ次の人にバト
ンタッチしないといけませんね。GenICamも含め技術
に長けた人にやっていただきたい。そして、グロー
バルに情報交換をしていただきたい。
岩田 次の世代にネットワークを広げていただけ
る方になってもらいたいですね。
小嶌 そういう人を育てないといけないのでしょ
うね。（笑）いやいや、多分もういるのでしょうが、

そういう方が、所属している会社の理解の元にやっ
てくれるといいなと思います。
岩田 今日はお忙しいところどうも有難うござい
ました。

問い合わせ先

日本インダストリアルイメージング協会（JIIA）
〒153-0061

東京都目黒区中目黒2-10-15
山手Kビル7F ㈱シムコ内
TEL/FAX：03-3716-3933
E-ｍail：info@jiia.org
URL：http://www.jiia.org/

～お詫び訂正～
小誌６月号91頁及び、７月号78頁「JIIA Activity Report」本文中におきまして、誤りがありました。
お詫びして訂正させていただきます。
６月号91頁 誤「IIDC2.0」
正「IIDC2」
７月号78頁 誤「岩田 節」
正「岩田 節子氏」
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