


生理計測データのリアルタイム取り込み、波形表示からデータ解析、レポート編集、プリント     アウトまで

ネットワーク

LAN接続可能なMP SYSTEMシリーズ  最上位機種

BIOPAC Systems社製のMP SYSTEMシリーズは、基礎医学や人間工学など

さまざまなシーンでの対応が可能なデータ集録＆解析システムです。

MP SYSTEMシリーズの各種バイオアンプとトランスデューサなどの組み合わ

せによる生体信号の取り込み、ユーザー手配の機器によるアナログ・デジタル

信号の取り込み、およびバイオアンプと外部測定機器との組み合わせによる信

号取り込みなど、自由なシステム構築が可能です。

標準添付のソフトウェアAcqKnowledgeは、MacintoshおよびWindowsの各

プラットフォームに対応し、ユーザーのあらゆる作業を簡単な操作のみでフル

サポートします。

MP160システムは、インタフェースにイーサネットを採用することにより、高速データ取

り込み(最大400K)、LAN上での制御、また将来的に多チャンネル取り込みを可能とする

マルチシステム対応など、高いパフォーマンスを実現したシステムです。

また、ディファレント・サンプリング機能により、各信号に合わせてサンプリングレートを

設定しデータ取り込みが可能で、高品質データを小サイズにて保存でき、ネットワーク上

での使用や、データ解析に高効率な作業環境を提供します。

MP160システムMP160システムMP160システム

LANシステム構築例MP160基本システム

2

人間工学/基礎医学研究のフルサポートを実現！！　　 MacintoshとWindowsの各プラットフォームに対応

MP160ACE    高性能データ取り込みユニット  ×1 　
UIM100C　   ユニバーサル・インタフェース・モジュール ×1
CBLETH  　    イーサネット・ケーブル   ×1
AC150A　     電源アダプタ    ×1
ACK100M　  AcqKnowledgeソフトウェア   ×1

MP160WSW / WS　基本システム機器構成
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《実験室》

測定

MP160システム

   高精度A/D変換
16チャンネルのデータ同時取り込み

TTLレベルでのモニタリング
デジタルON/OFF情報の出力

データ取り込みと同時にアナログ出力可
MP160とPC間の伝送速度は10MBPSで、

LAN上のPCより制御が可能
6Mサンプル

外部機器と容易に同期測定が可能

MP160内部メモリ使用時     　
最大200,000 サンプル保存（400K）

コンピュータメモリ使用時     　
データ容量はコンピュータの搭載メモリに依存

ディスクへの直接保存時       
データ保存量はディスクの空き容量による

１チャンネル：200,000 サンプル／秒
16チャンネル：  25,000 サンプル／秒

Windowsのみ対応
Windows/Macintosh版両対応

■16ビット解像度：
■16チャンネルアナログ入力：
■16デジタルI/O：

■16ビット2アナログ出力：
■イーサネット通信：

■高バッファサイズ：
■トリガモード：
■マルチデータ保存モード:

■高速サンプリング：

■ビデオ取込：
■GLPバージョン：

仕       様

特 　 長

チャンネル数：   　　　　16

入力電圧(FSR)：             ±10V

A/D変換解像度：         16ビット

確度：     ±0.003% (FSRに対し)

入力インピーダンス：            1.0MΩ

チャンネル数：            　   　　　　      2

出力電圧： 　  　　 ±10V

D/A変換解像度：　　       　　　         16ビット

確度：　       ±0.003% (FSRに対し)

出力電流：    ±5mA最大

出力インピーダンス：              100Ω

チャンネル数：      　　　16

電圧レベル：  　　　　      TTL,CMOS

最大電流：   　　　　 ±20mA最大

外部トリガ入力：  　　　　      TTL,CMOS

最小レート：  　　　  2 サンプル/時間

最大レート： 200K サンプル/秒(400K）

トリガオプション： 内部または外部、電圧レベル

アンプ・モジュール・アイソレーション：
                 　       MP データ取り込みユニットより

CE：      EC Low Voltage, EMC Directives

漏れ電流：                                     < 8μA（Normal） 
                          　             < 400μA（Single Fault）

フューズ：　             　　　               2A

プロトコル：         UDP(10M ビット/秒) 

伝送タイプ：　      イーサネット（10/100 Base T）

最大ケーブル長 ：100m(イーサネットケーブル）

寸法（ｍｍ）：              100(W)×110(D)×190(H)

重量：                                     1.0kg

アナログ入力

アナログ出力

デジタルI/O

サンプリング

電  源

インタフェース

その他
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誘発反応

脳波測定

肺機能測定心電測定

プレチスモグラフ

筋電測定

[構成例]
MP160WS　基本システム
DA100C      汎用アンプ
PPG100C    脈拍測定用アンプ

[構成例]
MP160WS　基本システム
STM100C    刺激反応用モジュール
STMISO       アイソレーションアダプタ
ERS100C     誘発反応用アンプ
EMG100C    筋電図用アンプ
EEG100C    脳波用アンプ

[構成例]
MP160WS　基本システム
DA100C     汎用アンプ
ECG100C    心電図用アンプ
SKT100C     皮膚温度用アンプ

[構成例]
MP160WS　基本システム
DA100C　   汎用アンプ
CO2100C　 CO2モジュール
O2100C　　O2モジュール

[構成例]
MP160WS   基本システム
ECG100C    心電図用アンプ

[構成例]
MP160WS   基本システム
EEG100C    脳波用アンプ
STM100C   刺激反応用モジュール
STMISO       アイソレーションアダプタ

[構成例]
MP160WS   基本システム
EMG100C   筋電図用アンプ
DA100C　   汎用アンプ
STM100C    刺激反応用モジュール
STMISO      アイソレーションアダプタ

循環器

アプリケーションヒント集
新しいスタイルで余裕の研究

アプリケーションヒント集
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運動生理

薬理学

遠隔リモート測定 眼球運動測定

レーザ・ドップラー血流測定

外部機器からの計測
[構成例]
MP160WS　基本システム
外部機器

[構成例]
MP160WS    基本システム
DA100C       汎用アンプ
ECG100C     心電図用アンプ
EDA100C     皮膚電気活動アンプ
RSP100C      肺呼吸用アンプ
PPG100C      脈拍測定用アンプ
SKT100C      皮膚温度用アンプ
EOG100C     眼球運動用アンプ
STM100C     刺激反応用モジュール

[構成例]
MP160WS　基本システム
DA100C      汎用アンプ
SKT100C     皮膚温度用アンプ
ECG100C    心電図用アンプ
LDF100C     血流計モジュール

[構成例]
MP160WS　基本システム
EOG100C    眼球運動用アンプ

[構成例]
MP160WS　 基本システム
TEL100D-C   トランスミッタ
TEL100M-C  受信モジュール

[構成例]
MP160WS　 基本システム
DA100C　    汎用アンプ

[構成例]
MP160WS　 基本システム
DA100C       汎用アンプ
EMG100C     筋電図用アンプ
ECG100C     心電図用アンプ
CO2100C     CO2モジュール
O2100C　　 O2モジュール

[構成例]
MP160WS     基本システム
EEG100C       脳波用アンプ
OXY100E       パルスオキシメータ  
DA100C         汎用アンプ
RSP100C       肺呼吸用アンプ
SKT100C       皮膚温度用アンプ
ECG100C　    心電図用アンプ
HLT100C       インタフェイスモジュール

睡眠生理 心理学
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