
電気刺激をしたい　イメージングもしたい   
光源の点灯もコントロールしたい
アナログ信号の記録もしたい ... でも同期制
御が大変 ...

パルス出力

光源のコントロールもし

たい

その解決方法があります！

カメラで撮影もしたい

4ch のパルス出力（5V）
4 部位への同時刺激や、ディレイ設定を使用した 4台の LED光源の点灯タイミング制御などに使用すること
が可能です。

パラメータ変更時の即時応答
パルス出力中にソフトウェア上でパラメータを変更すると、即座にパルスパターンが変更されます。パル
ス出力を停止する必要はありません。

・4ch のパルスパターンの合成
4 パルスパターンを合成し、合成波をアナログ出力端子から出力することができます。低周波数～高周波数へ
漸増する刺激（最大 8段階）や、両極性刺激、複合波刺激など、複雑な刺激パターンの作成がこの 1台で可能です。

電気刺激をしたい

パラメータ変更時の即時応答
パルス出力中にソフトウェア上でパラメータを変更すると、即座にパルスパターンが変更されます。パルス
出力を停止する必要はありません。

パラメータ変更時の即時応答
パルス出力中にソフトウェア上でパラメータを変更すると、即座にパルスパターンが変更されます。パルス
出力を停止する必要はありません。

・4ch のパルスパターンの合成
4 パルスパターンを合成し、合成波をアナログ出力端子から出力することができます。低周波数～高周波数
へ漸増する刺激（最大 8段階）や、両極性刺激、複合波刺激など、複雑な刺激パターンの作成がこの 1台
で可能です。

カメラの同期撮影制御

・フレームタイミング信号の出力
他社製 CMOS/CCD カメラを外部トリガーモードにし、ESTM-9
からのフレームタイミング信号をカメラに入力することにより、
ESTM-9 の入出力タイミングとカメラの撮影タイミングの同期を

・光源点灯コントロール信号の出力
フレームタイミング信号出力中に光源点灯コントロール信号（5V）
が出力されます。光源が点灯し始めてから設定輝度に達するまで画
像取得を遅らせる遅延時間の設定のほか、点滅点灯の設定も可能で
す。

カメラの撮影に同期した光源点灯

・2チャンネルの入力端子
　　記録されたアナログ信号波形は専用ソフトウェア上で表示できるほか、CSVファイルで Export することも
　　可能です。

アナログ信号記録

多機能電気刺激装置  ESTM-9

(Example 1) (Example 2)

Use ESTM-9 as a single pulse generator 
and perform electrical stimulation

Image acquisition and biosignal analog recording in combination 
with camera, light source. Isolator, electrophysiological amplifier, 
external trigger signal generator

ESTM-9 is a multifunction electrical stimulator equipped with pulse outputs, 
external camera control, external lighting control, analog outputs, and analog 
recording functionality. 

It already has the ability to synchronize with external devices, and it is possible 
to set up an imaging system without any specif ic knowledge about 
programming and hardware.
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Make It Easier to Synchronize 
               Camera and Peripheral Devices

Stimulator for BioimagingStimulator for Bioimaging
Multifunction Electrical Stimulator ESTM-9



2 Channel Input Terminal

Recorded nalog signal waveform can be displayed on the 
software or exported as a CSV file.

Analog Signal Recording

Pulse Stimulator

4 Channels of Pulse Stimulation (5V)

It is possible to use for simultaneous stimulation to 4 
positions and timing control for lighting 4 LED light sources 
using delay setting.

Synchronous Recording 
                           with Camera

Output of Frame Timing

Input / output timing of ESTM-9 can be synchronized with 
recording timing of third-party’s CMOS / CCD camera, by 
setting camera to external trigger mode and inputting frame 
timing signal from ESTM-9 to camera.

Output of Lighting Control Signal

Lighting control signal for external light source is output 
during frame timing signal output. In addition to setting delay 
time to delay image acquisition until set brightness is reached 
from when light source starts to light up, it is also possible to 
set flashing lighting

Lighting Control 
               in sync with Camera

Control from Software

ESTM-9 works on Windows 7/10 64bit.

Software

Immediate Response upon Parameter Change

Changing parameters on the software during pulse output 
will immediately change pulse pattern, there is no need to 
stop pulse output.

Synthesis of 4-channel Pulse Pattern

4 pulse patterns can be synthesized and synthesized waves 
can be output from analog output terminal, e.g. stimulus that 
gradually increases from low frequency to high frequency (up 
to 8 levels), bipolar stimulation, compound wave stimulation.

Creating Complex Pulse Patterns

Any pulse pattern set in a CSV file or the software can be 
specified. It is possible to do stimulation such as gradually 
increasing or decreasing voltage or reversing polarity.

Specifying a Custom Waveform

Sine wave, triangle wave, sawtooth wave, pseudo impulse 
wave can be selected by default, or a custom waveform 
specified in a csv file can be output.

Main Trigger

Main trigger section controls trigger of entire pulse output. 
Besides triggering from software button and ESTM-9 main 
unit button, TTL output from external equipment, analog 
input etc are used as trigger source.

Pulse Output

Analog Input

4 ch (BNC)

2 ch (BNC)

Analog Output 2 ch (BNC)

Camera I/O Port for XB1CM 2 ch (6 pin connector)

Frame Timing Signal Output 1 ch (BNC)

Acquisition Status Output 1 ch  (BNC)

Shutter Control Output 1 ch  (BNC)

Extenal Trigger Input 1 ch  (BNC)

Others Trigger Button, Stop, 8-pin Connector

Control Software BV ESTM-9

Interface USB2.0

Power USB bus power

Includes ESTM-9, USB2.0 cable, software

Dimension 180mm(W) x 120mm(D) x 65mm(H)

Weight 680g

Main Specifications

Demo unit is available.

inquiry@scimedia.com
For inquiry  ＞＞

940 South Coast Drive, Suite 160
Costa Mesa, CA 92626
Tel:  +01 714 850 0797
Fax: +01 714 850 9308
Email: inquiry@scimedia.com
URL: www.scimedia.com

* Specifications & appearance are subject to change without prior notice due to continuous improvements.
* All products are made in Japan.


