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1976 エレックス工業株式会社 創立。 資本金600 万円
 川崎市高津区溝の口にて、電子機器の設計製造を開始する

1979 日本原子力研究所のパルハイシステムを開発

1980 資本金1200 万円に増資

1982 PROMAC-10 ROM ライターを開発

1983 電波研究所向け国産初の実用相関器（K3 型相関器）を開発

1984 市町村防災行政無線システムの設計に関わる
 日本原子力研究所向け JT60 核融合実験用MDR システムを開発

1986 消防用自動出動支援装置を設計製造

1988 タクシー配車用AVM(車両位置監視)システムを開発

1992 国立天文台向けVLBI 相関器を開発

1994 インバンドリンガーを開発

1996 ６Ｍターミナルアダプターを開発

2006 韓国天文宇宙科学研究院KVN システム向けDASシステムを開発
 宇宙航空研究開発機構より科学衛星「はるか」のVSOP 計画への貢献で感謝状を授与される

2007 国立天文台より、水沢VERA 観測所における天文広域精測望遠鏡デジタルデータ処理
システムへの貢献として感謝状を授与される

2009 超高速ADコンバーターを開発
 韓国天文宇宙科学研究院ＫＶＮシステム向け超高速大形VLBI 相関器を設計製造

2010 消防・救急車用カーナビを開発

2011 超広帯域高速AD変換装置を開発

2012 国立天文台より、VERA計画への貢献として感謝状を授与される

2013 ALMA用波長多重光伝送装置を開発

2014 太陽電波観測用RFダイレクトサンプラ̶を開発

2015 次世代防災行政無線システムを開発
 高速大容量データ記録装置(PETA DATA RECORDER)を開発

ハードウェアからソフトウェアからシステムで未来をつくります

代表取締役　内藤 岳史

1971年神奈川県川崎市生まれ。技術部、営業部を経て2015年より現職。

お客様に喜ばれることが、企業の価値であり、誇りであるという考えの下、

"世界で求められる企業"を目指し、高度な技術力と品質の更なる向上に邁進中。 

www.elecs.co.jp

0.1～26GHz帯の広帯域を20Gspsの速度でデジタル変換

します。デジタル周波数コンバータを内蔵し、10GHzの帯

域から任意の周波数帯を選択して10Gbbit Ethernetで出

力することができ、システムを大幅に簡略化することがで

きます。

10/40Gbit Ethernetから入力された高速データストリームを最大32Gbpsの速度で、長時間連続記録再生する

ことができます。着脱可能なストレージモジュールにより、大容量のデータを安全に輸送することができます。

リムーバブルストレージ

複数の電波望遠鏡が連携することで、人類最高の分解能

を実現するVLBIシステムの中核にあって、すべての観測

データを超高速で相関計算する装置です。韓国天文台に

設置され日本を含む東アジア全体の望遠鏡データを処理

します。

10Gbit Ethernet 伝送装置
科学計測データなどの広帯域、かつ連続的な観測データ

を10GbE網を経由して遠隔地に伝送するための装置です。

本装置を利用することによって既設のイーサネットLANを

経由して伝送が可能です。

超大型相関器

高速 ADコンバータ

開発製品例 エレックス工業の歩み

私たちは、電子機器設計開発メーカーです。



要素技術

デジタル信号処理技術
エコーキャンセラ、デジタルフィ
ルタ、フーリエ変換、相関演算、
圧縮等の信号処理を、用途に合
わせて DSP や FPGA で実装し
ます。MATLAB を使ったモデル
ベース設計にも対応します。

PCBレイアウト設計技術
PCIe・SATA・DDR3・XFI など
数Gbpsの高速配線や、20GHz
を超える高周波配線も実現します。
0.8mmピッチBGA、0603サイ
ズの部品を使った高密度実装も対
応可能です。

FPGA
数千ゲートの小規模 PLD から、数百万～1千万ゲー
トの大規模 FPGA まで必要に応じて使いこなし
ます。高速大容量のデータを入出力するために数
100Gbps の高速シリアル IOにも対応可能です。

お客様が必要とされるものをお聞きして、最初はぼんやりしたイメージの
物も、打合せを行いつつ具体化していきます。各部門の技術者を同行の
上、打合せさせて頂き、短期間で具体的な詳細仕様を詰めていきます。
開発期間、開発予算、開発規模での見積書をご提出し、納得を頂いてから、
契約書締結、開発開始となります。

受託開発設計フロー

ヒアリング・打合せ
お見積もりの提示・
ご契約・仕様作成

詰められた仕様に基づき、ハードウエア、ソフトウェアのシステムアーキテ
クチャーを決定します。機構設計部門や製造部門までも社内にもつ特色が
もっとも活かされる部分であり、最適なシステムのアーキテクチャをご提
案します。

基本設計

豊富な開発実績を基に、最適な回路を設計します。数十 GHz までの高周
波アナログ回路や、１千万ゲートクラスの FPGA を使用したデジタル回路
も扱います。

自社内で PCB レイアウト設計を行います。目的に最適な層構成や基板サ
イズの設計を行います。高密度、放射ノイズ、高速信号配線、など様々
な要求にお答えします。

PCBレイアウト設計

自社内で筐体・機構設計を行います。外観や操作性、熱問題や安全性、様々
な要素を、回路設計部門と連携しながら、最適な装置実装設計を行い
ます。板金筐体、プラスチックモールド筐体、ケーブルの設計など幅広く
扱い、小型からかなり大型の装置まで対応可能です。ご要望があれば、
３D CADによる完成イメージをお見せすることも可能です。

筐体・機構設計

自社内でハードウェアも設計しますので、効率的なソフトウェア設計ができ
ます。組込み系ソフトウェアに強く、デバイスドライバ、OS ポーティング、
Windows、Linux 系アプリケーションなどにも対応可能です。

ソフトウェア設計

シミュレーション試験、オフラインデバッグを経て、結合させた総合試験を
行います。また、処理負荷を増加させた加速試験を行い、システムの安
定性を検証します。各種信頼性試験 (IEC61000-4 等 ) や VCCI などの
標準に準拠した試験を行っています。

評価試験

製造部門を社内に保持している為、迅速に少量の製造にも対応可能です。
表面実装設備（チップマウンタ、リフローなど）も完備しており、RoHS
対応もしております。その他ハーネス加工、装置組立てなども社内で行い
ます。

製品品質には万全を期しています。厳重な試験･検査を行ない（全数検査)、
完璧な製品をお届けします。出荷した製品についてのご相談は、お客様の
立場に立って、親身に行います。

製品調整・検査
出荷

回路設計

プロセッサ使用実績
ARM・DSP・X86・SH・MIPS・V850・H8・PIC・Z80・
その他多数

OS使用実績
Linux・Windows・μiTron・Windows Embedded・Solaris・
その他多数

ソフトウェア
アプリケーション・ファームウェア・デバイスドライバ・OS ポーティ
ング(Linux・μiTron・Windows)など適応分野が広いのが特徴です。
PC アプリを含め、多くの分野に対応可能です。多種高級言語から、
アセンブラレベルによる開発まで、必要に応じて使い分けます。

インターフェース
様々な外部・内部インターフェースを実装できます。
対応実績：PCIex・USB・Ethernet(～40Gbps)・SDH(～
2.4Gbps)・SATA・DVI・LVDS・IrDA・SDIO・I2C・
SPI・公衆電話回線 IF・LTE・その他多数

製　造
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３D CADによる完成イメージをお見せすることも可能です。

筐体・機構設計

自社内でハードウェアも設計しますので、効率的なソフトウェア設計ができ
ます。組込み系ソフトウェアに強く、デバイスドライバ、OS ポーティング、
Windows、Linux 系アプリケーションなどにも対応可能です。

ソフトウェア設計

シミュレーション試験、オフラインデバッグを経て、結合させた総合試験を
行います。また、処理負荷を増加させた加速試験を行い、システムの安
定性を検証します。各種信頼性試験 (IEC61000-4 等 ) や VCCI などの
標準に準拠した試験を行っています。

評価試験

製造部門を社内に保持している為、迅速に少量の製造にも対応可能です。
表面実装設備（チップマウンタ、リフローなど）も完備しており、RoHS
対応もしております。その他ハーネス加工、装置組立てなども社内で行い
ます。

製品品質には万全を期しています。厳重な試験･検査を行ない（全数検査)、
完璧な製品をお届けします。出荷した製品についてのご相談は、お客様の
立場に立って、親身に行います。

製品調整・検査
出荷

回路設計

プロセッサ使用実績
ARM・DSP・X86・SH・MIPS・V850・H8・PIC・Z80・
その他多数

OS使用実績
Linux・Windows・μiTron・Windows Embedded・Solaris・
その他多数

ソフトウェア
アプリケーション・ファームウェア・デバイスドライバ・OS ポーティ
ング(Linux・μiTron・Windows)など適応分野が広いのが特徴です。
PC アプリを含め、多くの分野に対応可能です。多種高級言語から、
アセンブラレベルによる開発まで、必要に応じて使い分けます。

インターフェース
様々な外部・内部インターフェースを実装できます。
対応実績：PCIex・USB・Ethernet(～40Gbps)・SDH(～
2.4Gbps)・SATA・DVI・LVDS・IrDA・SDIO・I2C・
SPI・公衆電話回線 IF・LTE・その他多数

製　造



エレックス工業株式会社

エレックス工業株式会社
神奈川県川崎市高津区新作1-22-23
TEL：044-854-8281（代）  FAX：044-854-8283
E-mail ： elecs@elecs.co.jp
URL ： www.elecs.co.jp

1976 エレックス工業株式会社 創立。 資本金600 万円
 川崎市高津区溝の口にて、電子機器の設計製造を開始する

1979 日本原子力研究所のパルハイシステムを開発

1980 資本金1200 万円に増資

1982 PROMAC-10 ROM ライターを開発

1983 電波研究所向け国産初の実用相関器（K3 型相関器）を開発

1984 市町村防災行政無線システムの設計に関わる
 日本原子力研究所向け JT60 核融合実験用MDR システムを開発

1986 消防用自動出動支援装置を設計製造

1988 タクシー配車用AVM(車両位置監視)システムを開発

1992 国立天文台向けVLBI 相関器を開発

1994 インバンドリンガーを開発

1996 ６Ｍターミナルアダプターを開発

2006 韓国天文宇宙科学研究院KVN システム向けDASシステムを開発
 宇宙航空研究開発機構より科学衛星「はるか」のVSOP 計画への貢献で感謝状を授与される

2007 国立天文台より、水沢VERA 観測所における天文広域精測望遠鏡デジタルデータ処理
システムへの貢献として感謝状を授与される

2009 超高速ADコンバーターを開発
 韓国天文宇宙科学研究院ＫＶＮシステム向け超高速大形VLBI 相関器を設計製造

2010 消防・救急車用カーナビを開発

2011 超広帯域高速AD変換装置を開発

2012 国立天文台より、VERA計画への貢献として感謝状を授与される

2013 ALMA用波長多重光伝送装置を開発

2014 太陽電波観測用RFダイレクトサンプラ̶を開発

2015 次世代防災行政無線システムを開発
 高速大容量データ記録装置(PETA DATA RECORDER)を開発

ハードウェアからソフトウェアからシステムで未来をつくります

代表取締役　内藤 岳史

1971年神奈川県川崎市生まれ。技術部、営業部を経て2015年より現職。

お客様に喜ばれることが、企業の価値であり、誇りであるという考えの下、

"世界で求められる企業"を目指し、高度な技術力と品質の更なる向上に邁進中。 

www.elecs.co.jp

0.1～26GHz帯の広帯域を20Gspsの速度でデジタル変換

します。デジタル周波数コンバータを内蔵し、10GHzの帯

域から任意の周波数帯を選択して10Gbbit Ethernetで出

力することができ、システムを大幅に簡略化することがで

きます。

10/40Gbit Ethernetから入力された高速データストリームを最大32Gbpsの速度で、長時間連続記録再生する

ことができます。着脱可能なストレージモジュールにより、大容量のデータを安全に輸送することができます。

リムーバブルストレージ

複数の電波望遠鏡が連携することで、人類最高の分解能

を実現するVLBIシステムの中核にあって、すべての観測

データを超高速で相関計算する装置です。韓国天文台に

設置され日本を含む東アジア全体の望遠鏡データを処理

します。

10Gbit Ethernet 伝送装置
科学計測データなどの広帯域、かつ連続的な観測データ

を10GbE網を経由して遠隔地に伝送するための装置です。

本装置を利用することによって既設のイーサネットLANを

経由して伝送が可能です。

超大型相関器

高速 ADコンバータ

開発製品例 エレックス工業の歩み

私たちは、電子機器設計開発メーカーです。


