
    3D VP Stacks
VP 3D EncoRec 

                                 VP 3D Encoder

　

3D ビデオ撮影フル機材
         サイメンデザイン

3D 光学機材： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■カメラ一台で 3D 撮影ができる手術顕微鏡や細隙灯顕微鏡アダプター       

■3D マクロスコープカメラ（倍率 3ｘ～ 6ｘ、作動距離 20 ～ 40 ㎝、2変倍可）　　　■ツアイス／ライカ手術顕微鏡アダプター

L/R の位置視差調整時の画面

ディスプレー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■顕微鏡、ディスプレー、術野の長時間固視、固定姿勢から開放する

3D スマートグラス（有機 EL）　　 　　　■偏光メガネ使用ディスプレー（EIZO 社製 EX3141-3D）　　　　　■VP EncoRec 装置

サイメンデザイン株式会社
tel 03-3870-9230   　www.scimen-design.com
email : sales@scimen-design.com
OEM / カスタム仕様のご相談 :  090-8530-5539

ソフトウエア／ハードウエア：　　■高速（カメラの映像出力時間とディスプレーの表示時間のみ、超低遅延）表示　　　■ヘッド

アップから“ヘッドフリー”サージャリーへ。ヘッドマウント（スマートグラス）ディスプレー  　■医療業界唯一の全走査線画素

表示（3840x2160 無欠損）  　 ■裸眼 3D ディスプレー  　 ■2台の 4K カメラで 8K、2 台の 2K カメラで 4K の 3D エンコードも可

■1台の 4K カメラで 2K3D エンコードはもちろん、4K3D エンコードも可　　■既存のエンコード方式すべて、5ッの独自エンコード

方式  　 ■4K60p / 2K 画質の 3D 撮影、表示、録画、ファイリング、ビデオ編集  　 ■患者名 ID、等を入れたファイリング  　■

8K ビデオの録画、ファイリング可  　 ■2D ビデオの録画やファイリング可　　　■カスタム / OEM 仕様に対応

VP 3D EncoRec 画面



主な仕様

3D VP Stacks

 VP 3D EncoRec

 VP 3D Encoder

3D VP Stacks   Software
エンコード方式 is2lbl  / enil yb enil： る観でネガメ光偏

p021 laicneuqes emarf / p06 laicneuqes emarf： る観でネガメ晶液

ドーコンエ自独： 　　　る観で眼裸

スマートグラス　：FASE  /  side by side

アスペクト比 16:9 / 4:3 / 1:1 / 自由設定

録画フォーマット MOV / MP4　

フレームレート 60p / 30p /120p

拡大表示機能 画面中央部を 2倍に拡大

L/R の視差 XY調整 L/R 共に上下左右デジタル調整可

ファイリング保存 患者名、患者 ID、術者名、術名、日時、等 で専用フォルダーに保存　

保存録画ファイル

の検索及び表示

上記及び凡その時期から候補ファイル検出。サムネイル画付き

ビデオ編集　 高速簡易編集可。Mac 附属編集ソフト〝iMovie” も使用可

3D写真撮影 4K 又は 2K の撮影が常時可

写真の保存と

ファイリング

写真専用ホルダーに BMP形式 で 4K/2K 画質で保存。ビデオファイル

と同じ手法。

保存写真の

検索及び表示

上記及び凡その時期から候補ファイル検出。サムネイル画付き

4K/2K の 2Dビデオ ビデオ・写真のキャプチャー、録画、ファイリング

8Kの 2Dビデオ 8K ビデオ・8K 写真のキャプチャー、録画、ファイリング

VP 3D EncoRec  Software
エンコード方式 is2lbl / enil yb enil： る観でネガメ光偏

p021 laicneuqes emarf / p06 laicneuqes emarf： る観でネガメ晶液

ドーコンエ自独： 　　　る観で眼裸

スマートグラス　：FASE  /  side by side

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1種のみ選択）

アスペクト比 ）択選みの種1（  1:1 / 3:4 / 9:61

録画フォーマット MOV / MP4　（1種のみ選択）

フレームレート 60p / 30p　（1種のみ選択）

拡大表示機能 画面中央部を 2倍に拡大

ファイリング Mac OS のファイル保存仕様 　

保存録画ファイル

検索及び表示

Mac OS のファイル検索及び表示仕様 

L/R の視差 XY調整　 L/R 共に上下左右デジタル調整可

3D写真撮影 4K 又は 2K の撮影が常時可

写真の保存 Mac OS の写真ファイル保存仕様 。PNG形式

保存写真の

検索及び表示

Mac OS のファイル検索及び表示機能 

4K/2K の 2Dビデオ ビデオ・写真のキャプチャー、録画、ファイリング

VP 3D Encoder  Software
エンコード方式 is2lbl /  enil yb enil： る観でネガメ光偏

p021 laicneuqes emarf / p06 laicneuqes emarf： る観でネガメ晶液

ドーコンエ自独： 　　　る観で眼裸

スマートグラス　：FASE / side by side

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1種のみ選択）

アスペクト比 ）択選みの種1（  1:1 / 3:4 / 9:61

録画フォーマット 無し

フレームレート 無し

拡大表示機能 無し

ビデオ録画 無し

3D写真撮影 無し

写真の保存 無し

3D VP Stacks  Hardware
PC Mac Pro

ストレージ ）可設増（   BT4 DSS

ビデオ入力 HDMI 2.0、3G-SDI、Quad 3G-SDI、12G-SDI、Quad12G-SDI

接続ディスプレー 4～ 6台

インターフェース

/ビデオ出力

USB 3( x3, USB-A, 5Gb/s）

s/bG01大最C-BSU、s/bG04大最。4x少最（ 3 tlobrednuhT

対応、DisplayPort 対応）　

ネットワーク機能　Ethernet ( x2。最大 10Gbit/s )

電源電圧

重さ

縦 x横 x高さ

100V ～ 240V

18kg

54 x 45 x 22cm

附属品 キーボード、マウス、電源ケーブル

VP 3D EncoRec  Hardware
PC Mac

ストレージ SSD 1TB

ビデオ入力 HDMI 2.0( x2）、3G-SDI ( x2)、Quad 3G-SDI( x2)　　

）択選みの種1（                                                　　　　　　

接続ディスプレー 最大 2台

ビデオ出力 HDMI 2.0 ( x1)と Thunderbolt 3（ x1。USB-C、DisplayPort対応）

インターフェース Thunderbolt 3 ( x1。40Gb/s、USB-C、DisplayPort）* 

HDMI 2.0（ x1）* 　

）用使てしと力出オデビD3* (　     　　　）s/bG5。2x （ A-BSU

ネットワーク機能　Ethernet  ( x1,1Gbit/s )

電源電圧

重さ

縦 x横 x高さ

100V ～ 240V

8.5kg

48.3 x 45.1 x 4.4cm

附属品 キーボード、マウス、電源ケーブル

VP 3D Encoder  Hardware
PC Mac

ビデオ入力 HDMI 2.0( x2）、3G-SDI ( x2)、Quad 3G-SDI( x2)　　

　　　　　　（1種のみ選択）

接続ディスプレー 最大 2台

ビデオ出力 HDMI 2.0 ( x1)とThunderbolt 3（ x1。USB-C、DisplayPort対応）

インターフェース Thunderbolt 3 ( x1。40Gb/s、USB4、DisplayPort）* 

HDMI 2.0（ x1）* 

）用使てしと力出オデビD3* (　     　　　）s/bG5。2x （ A-BSU

ネットワーク機能　Ethernet ( x1,1Gbit/s )

電源電圧

重さ

縦 x横 x高さ

100V ～ 240V

8.5kg

48.3 x 45.1 x 4.4cm

附属品 電源ケーブル


