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はじめに                             

 
このドキュメントはAllied Vision Technologies 社Firewire インターフェースカメラシリーズ、GigE インターフェースカメラシリーズを使用した場合

の知識ベースであり、製品の設定方法、参考までの3rd パーティー製品ついて記載しています。 

 
このマニュアルは、Allied Vision Technologies 社の了解を得て、株式会社アプロリンクが参考マニュアルとして作成したものです。 
内容に疑問点などが生じた場合は、英文技術資料および英文ドキュメントを正しい情報として参考にしてください。 
本書に使用するマニュアルの一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
なお、本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 
 

 

Fig 1Firewire カメラシリーズ 
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Fig 2 GigE カメラシリーズ 
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LINUX 環境下での使用について                                       

- CAN AVT AND PROSILICA CAMERAS BE USED WITH LINUX? - 

英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=30&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, Stingray, GigE Cameras, Manta, Guppy, Pike, GE-Series, GC-Series, GX-Series 
 
AVT Firewire 及びGigE カメラはLinux 用ライブラリとビューアが用意されています。 
以下の方法で、ソフトウェアインストールすることなく「Ubuntu 8.10」ライブCD でカメラのキャプチャをテストすることができます。 

 
http://www.alliedvisiontec.com/ftp/private/AVT_Inc/Linux/FAQ_Ubuntu_8.10_First_Steps_1394.pdf 
 
http://www.alliedvisiontec.com/ftp/private/AVT_Inc/Linux/FAQ_Ubuntu_8.10_First_Steps_GIGE.pdf 
 
 
AVT Firewire の場合： 
パケージのダウンロード： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linux
/avt-fire4linux.html 
 
 
「Ubuntu」を起動した後、 

 System/Administration/Synaptic Package Manager 
を起動します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
パケージリポジトリを追加します。 
 メニューSetting/Repositories 
から、「Community-maintained Open Source Software(universe)」
リポジトリを有効にします。 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=30&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=30&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/ftp/private/AVT_Inc/Linux/FAQ_Ubuntu_8.10_First_Steps_1394.pdf�
http://www.alliedvisiontec.com/ftp/private/AVT_Inc/Linux/FAQ_Ubuntu_8.10_First_Steps_GIGE.pdf�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linux/avt-fire4linux.html�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linux/avt-fire4linux.html�
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リロードボタンをクリックして、リポジトリ情報をリロードし、 
クローズボタンをクリックします。 
サーチボタンをクリックして、「coriander」を入力して、ビュア

ーアプリケーションをサーチします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右クリックして、coriander をマークして、インストールします。

他の2 つのソフトウェアパケージが必要と通知があると思います。

この2 つのソフトウェアを確認してください。 

 
 
 
「Apply」ボタンで、すべてのソフトウェアをインストールします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coriander を起動します。 
 メニューApplications/Accessories/Terminal 
を起動し、「sudo coriander」を入力します。 
Root 権限でアプリケーションを起動します。 
※外部デバイスをアクセスするには、root 権限が必要です。 

 
 
 
Coriander ウインドウのServices タブで「Receive」と「Display」

を有効にして、画像ウィンドウが表示されます。 
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GigE カメラの使用： 
パケージのダウンロード： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linu
x/gige-linux-sdk.html 
 
 メニューApplication/Accessories/Terminal 
からテキストコンソールを起動します。 
「cd Desktop」と「tar xzf AVT_GigE_SDK_1.24_Linux.tgz」で

ダウンロードしたファイルを解凍し、「ifconfig」を入力して、カ

メラの接続ポートを検知させます。 

 
このサンプルでは、2 つのポートがあります。 
「ETH1」は「LAN」です。ETH0 はカメラを接続しています。 

 
 
 
 
 
 
カメラのポートをコンフィグする必要があります。 
メニューSystem/Preferences/Network Configuration 
を起動し、カメラのポートを設定します。 
Wired タブで「MTU を9000」に設定します。 
Ipv4 タブで「Method」を「manual」、 
「Address」を「169.254.1.1」、 
「Netmask」を「16」、 
「Gateway」を「169.254.1.2」に設定します。 
OK をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
SampleViewer を起動します。 
ターミナルウィンドウで 
「cd Prosilica¥ GigE¥ SDK/bin-pc/x86」と 
「./SampleViewer」 
を入力して、アプリケーションを起動します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linux/gige-linux-sdk.html�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/linux/gige-linux-sdk.html�
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フルフレーム設定方法  - HOW TO GET FULL RESOLUTION SIZE? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/us/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=33&tx_nawavtknowledgeb
ase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
カメラのデフォルト設定は IIDC あるいはDCAM のフォーマットで起動します。 
データシートに記載されているフルの解像度を使用するには、Format 7 Mode 0 をご使用ください。 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/us/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=33&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/us/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=33&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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AOI（AREA OF INTEREST）とフレームレート                             

- AREA OF INTEREST FRAME RATE INCREASE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=38&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
CCD カメラのAOI 設定によって、取得フレームを増加することが可能です。 
CCD のセンサの特性上、AOI（ROI(Region of Interest)とも言います）の行数（垂直方向ピクセル）を減らすことで、フレームレートを上げることが可

能ですが、列数（水平方向ピクセル）を減らして、フレームレートを上げることはできません。 

 
例： 
AVT Pike F-032 は解像度640×480px で約200fps 出力します。 
水平方向ピクセルを240px にした場合372fps、50px にした場合約1000fps 出力できます。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=38&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=38&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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センサデータシート  - SENSOR DATASHEETS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=39&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
CCD とCMOS センサのデータについて、下記の資料をご参照ください： 
1． AVT カメラデータシート 

- サポートCD のマニュアルフォルダ 
- AVT 社ホームページ：http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/cameras.html 

 
2． 一部のセンサについての詳細資料： 

- SONY 及びCypress センサ： 

http://www.datasheetcatalog.com/ 
 

- Kodak Full Frame CCD センサ： 

http://www.kodak.com/global/en/business/ISS/Products/Interline/index.jhtml?pq-path=12032 
 

- Guppy F-036 のMicron CMOS センサ： 

http://www.micron.com/products/cmos/ 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=39&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=39&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/cameras.html�
http://www.datasheetcatalog.com/�
http://www.kodak.com/global/en/business/ISS/Products/Interline/index.jhtml?pq-path=12032�
http://www.micron.com/products/cmos/�
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8 ビット以上の画像表示                                             

- HOW TO VIEW IMAGES GREATER THAN 8 BIT DEPTH? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=41&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Software, GigE Software 
 
一部のAVT カメラは「ディープイメージ」を生成できます。SmartView はこれらのイメージをRAW ファイルとして保存します。 
8 ビット以上のRAW ファイルを表示するには、「ImageJ」というツール（フリーソフト）をお試しください： 

http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=41&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=41&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html�


 
15 

 

RMA リクエスト                                                   

- RMA REQUEST FOR CAMERA THAT IS NOT WORKING CORRECTLY - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=42&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
以下を確認の上、弊社にお問い合わせください。 
 ・カメラのモデル名とシリアルナンバー 
 ・動作症状の詳細 

 
問い合わせ先： 
 株式会社アプロリンク  TEL:047-495-0206 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=42&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=42&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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外部トリガと取得フレームレート                                     

- HALF EXPECTED FRAMERATE WHEN TRIGGERING EXTERNALLY? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=47&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
フリーランモードでは最大フレームレート（Format 7 Mode0）が取得でき、同じレートで外部トリガを使用した際、半分のフレーム出力の場合があり

ます。 
フリーランモードでは、キャプチャ中にフレーム間の時間差を最小化しています。 
外部トリガを使用する際は、カメラがトリガ信号を受け取り、露光時間が終了するまで、次のトリガ信号をイグノアします。 
ですので、トリガ信号のレートとフレームレートを同じ値に設定すると、トリガ信号がわずかな時間差で露光開始より早くなるため、2 番目の信号はイ

グノアされ、フレームレートが半分になります。 
よって、トリガを使用する場合、カメラの最大フレームレートよりやや低めに設定する必要があります。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=47&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=47&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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製品型番の命名ルールについて                                        

- NOMENCLATURE OF AVT CAMERA NUMBERS AND LETTERS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=50&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
AVT GigE カメラの命名ルール： 
・ 「GX1910」の場合、GX シリーズ、フル解像度の横サイズは1910 ピクセルのカメラです。 
・ 「GX2300C」の場合、横サイズ2300 ピクセル、カラーセンサカメラです。 

 
AVT Firewire カメラ命名ルール： 
Stingray F-504B の場合： 
・ 「F」はファイアワイヤ（Firewire） 
・ 「504」は解像度5.04 メガピクセルセンサ 
・ 「B」はモノクロ（Black-and-white） 
・ 「C」はカラー 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=50&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=50&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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WINDOWS XP と VISTA/ WINDOWS7 間のタイミング差                    

- TIMING DIFFERENCE BETWEEN XP AND VISTA / WINDOWS 7 - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=51&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
データ通信を行う場合、Windows XP を使用した場合のタイミングと、Vista/Windows7 を使用した場合のタイミングが異なる場合があります。 
これは、Windows XP とVista/Windows7 間に、異なるマルチタスクインフラストラクチャがあり、アイソクロナス（同期）通信（イメージキャプチ

ャ）とアシンクロナス（非同期）通信（カメラレジスタへのアクセス；露光の変更やRS232 の制御など）が異なるスレッドで実行されるためです。 

 
Windows ではマルチタスクスケジューラが変わっており、Vista 以前は32 prio-level フィードバックキューシステムでした。 
時間は割り込みルーチンの内部タイマーで計測され、I/O、CPU 使用率や状況によってタスクが変割っていましたが、Vista 以降はプロセッサのサイクル

カウンタレジスタで時間を計測し、I/O キューの状態で優先度が変更します。 

 
つまり、OS のスレッドに対する処理方法の違いによってタイミングに差が出てくる場合があります。 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=51&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=51&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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CCD/CMOS コンセプトについて                                       

- CCD AND CMOS CONCEPTS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=56&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
CCD、CMOS に関する概念を深める場合は、Gerald C. Holst ・ Terrence S. Lomheim 著 「CMOS/CCD Sensors and Camera Systems」 
を１つの参考著書として紹介します。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=56&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=56&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://spie.org/x648.html?product_id=740657�
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モノクロとカラーの選択  - MONOCHROME VS. COLOR - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=59&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
カラーカメラのセンサには物理的なベイヤーフィルタが装着されているため、同ピクセル数のモノクロカメラと比べると、有効な分解能は約70％しか

ありません。 
果物の傷選別などのアプリケーションでは当然ながらカラーカメラを使用しますが、エッジ検出などのように高コントラストが必要な場合はモノクロカ

メラがより好ましいでしょう。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=59&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=59&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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コンシューマ向けカメラと工業用/科学用カメラ                          

- CONSUMER-GRADE CAMERA VS. INDUSTRIAL/SCIENTIFIC CAMERA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=60&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
工業・科学用カメラは、以下の特性があります： 

 
1． 堅牢なハウジング 
2． コンパクトサイズ（他のシステムと狭いスペースに組み込むのに適している） 
3． 耐衝撃や耐振へ対応 
4． 高フレーム取得の為のPC とのリアルタイムコミュニケーション（カメラ制御等）の為の特別なインターフェース 
5． パーシャルスキャン等の機能に対応した特別なファームウェア 
6． 耐久性：コンシューマカメラは摩擦や裂傷に弱いだけではなく、50000-300000 フレーム位の撮像で故障してしまうが。 

 工業用/科学用カメラは何百万のフレームを撮像しても丈夫である。 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=60&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=60&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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十字線（クロスヘア）のオーバーレイ  - CROSS-HAIR OVERLAY - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=61&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras 
 
① Stingray・Pike・Marlin シリーズの場合、シェーディング機能で十字線（クロスヘア）を生成することができます。 
 SmartView→「LUT/Shdg」タブ→「Shading correction」の「Build」ボタンをクリック→「Download & save as file」  
 で画像を保存します。 
 保存する十字線画像は、例えばWindows アプリケーション「ペイント」等で撮像画像全体を削除し、白背景上に必要な位置にラインを引 
 きます。「Upload from file」ボタンで修正したファイルをアップロードします。 
 「Shading correction on」をクリックしてクロスヘアが表示されます。 
 手間はかかりますが、フレキシブルに対応できる一つの例です。 
② AVT デモプロジェクトをベースにして、独自のコードを作成する。 
③ 「libdc1394 package」に含まれる「Coriander viewer」を使用して作成する 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=61&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=61&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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WINDOWS XP インストール中のブルースクリーンでエラーメッセージがすぐに消え

てしまう                                                           

- WINDOWS XP BLUE SCREEN CRASH ON INSTALLING, MESSAGE DISAPPEARS TOO 

QUICKLY TO RECORD IT - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=63&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
ソフトウェアパッケージをインストール中にブルースクリーンになりエラーメッセージがすぐに消えてしまう現象があります。 
これは、PC の機能停止オプションが自動再起動になっているためです。 
コントロールパネル上で自動再起動を解除しエラーメッセージを確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=63&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=63&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�


 
24 

 

LINUX ディスク最適化  - DISK OPTIMIZATION IN LINUX - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=64&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
「Coriander」を含むLinux 上で画像キャプチャ時にフレーム落ちがある場合、ディスクオペレーションを最小化するために最適化を行います。 
データが転送される先のマウントディスクのオプション「async」「noatime」「nodiratime」で最小化を行い、アウトプラットフォームEXT3 あるい

はReisterFS のディスクフォーマットはXFS または、JFS を推奨します。 

 
参照： 

http://www.debian-administration.org/articles/388 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=64&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=64&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.debian-administration.org/articles/388�
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オシロスコープ  – OSCILLOSCOPE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=65&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
オシロスコープを利用して、「Integrate_Enable」・「Frame_Valid」・入力トリガ・トリガディレイ信号などの間の関係を観察することができます。

オシロスコープは、カメラの I/O シグナルを使用する場合の有力なツールです。 
従来のオシロスコープに加えて、USB オシロスコープも推薦します。 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=65&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=65&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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高解像度カラーカメラ出力遅延                                       

- IMAGES FROM ONE CAMERA LAG BEHIND ANOTHER - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=66&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
高解像度カラーカメラをRGB モード使用する際、画像の遅延（表示された画像が実際のオブジェクトより遅くなる）が発生する場合があります。 
これはカメラの内部で容量の大きいデータをベイヤー変換（RGB）した後、データが転送されるため起こります。 
データ量がより少ないカラーフォーマット（YUV422、YUV411）を使用するか、PC 側でベイヤー変換する（カメラからRAW 出力）ことで、高解像度

カラーカメラのRGB モードの遅延現象を改善できます。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=66&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=66&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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サードパーティーソフトウェアとの互換性                              

- THIRD PARTY SOFTWARE COMPATIBILITY - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=70&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Software 
 
AVTFirewire/GigE カメラと使用できるソフトウェア： 
ナショナルインスツルメンツ社ソフトウェア：LabVIEW、Vision Builder... 
Matrox：MIL 
Cognex：VisionPro 
Norpix：Streampix 

ImageJ 
MATLAB 
ActiveDcam 
MvTec：Halcon 
など 

 
詳細については、AVT のソフトウェア選択ガイドを参照ください。 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software.html 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=70&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=70&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software.html�
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ナショナルインスツルメンツソフトウェアとの使用                       

- WILL AVT CAMERAS WORK WITH LABVIEW AND OTHER NATIONAL INSTRUMENTS 

(NI) SOFTWARE? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=71&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Software, Third Party Software 
 
ナショナルインスツルメンツソフトウェア（以下NI）環境下でAVT Firewire/GigE カメラを使用する場合、「IMAQdx」ドライバが必要です。 
設定についてはNI WEB を参照ください。 
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2977#toc5 

 

NI「IMAQdx」ドライバは、NI より購入可能で、評価版は下記よりDL 可能です。 
https://lumen.ni.com/nicif/us/evalvisiondevmodule/content.xhtml 

 

パッケージのインストール終了後、NI ソフトウェア（LabVIEW、Vision Builder...）上で使用することができます。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=71&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=71&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2977#toc5%20�
https://lumen.ni.com/nicif/us/evalvisiondevmodule/content.xhtml�
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センサからカメラフロントまでの距離                                  

- WHAT’S THE DISTANCE OF THE CAMERA SENSOR TO THE CAMERA FRONT? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=74&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras, Applications / Miscellaneous 
 
C マウント標準規格のフランジ焦点距離は17.526mm です。 

http://en.wikipedia.org/wiki/C_mount 
 
AVT カメラシリーズには、この標準規格に準じたあらゆるC マウントレンズを使用できます。 
Guppy シリーズはユーザーでCS マウントに変更できますが、その他のAVT カメラシリーズについてはオプションでCS マウントに変更できます。 
一部のカメラ、Pike F-1100・Pike F-1600・GE4000・GE4900・GC3300 はデフォルトでF マウントであり、あらゆるF マウントレンズを使用する

ことができます。その他のマウントについては別途お問い合わせください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=74&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=74&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://en.wikipedia.org/wiki/C_mount�
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フォーカスが合わない                                               

- I CAN’T GET MY LENS ADJUSTED TO BE SHARP. WHAT CAN I DO? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=75&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras, Applications / Miscellaneous 
 
レンズの光学的な理由でフォーカスが合わない場合、カメラのバックフォーカスを調整することが可能です。 
バックドーカス調整可能なモデル（C マウント）： 
Pike・Oscar・GX・GE・GC・GS・GB 
詳細は各カメラのテクニカルマニュアルを参照ください。 

 
その他のモデルはスペイサーリングなどで調節してください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=75&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=75&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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サポートチャンネル-電話対応/ボイスメールとメール対応について           

- SUPPORT CHANNELS - PHONE AND VOICEMAIL VS. E-MA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=79&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Applications / Miscellaneous 
 
技術的な質問に対して、電話やボイスメールで対応するのは良い方法だと考えてなく、カメラパラメータ設定などをメールを通じてサポートすることが

有効的だと考えています。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=79&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=79&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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埃・湿気・厳しい環境下で使用する為の筺体                              

- CAMERA ENCLOSURES FOR DUSTY, WET OR HARSH CONDITIONS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=84&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
下記リンクの筺体を紹介します。 
AVT Firewire/GigE カメラ： 
 米国：APG  http://www.apgvision.com/ 
 欧米：Emitic http://www.ernitec.de/ 

  
 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=84&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=84&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.apgvision.com/�
http://www.ernitec.de/�
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8/12/14/16 ビットモード  - UNDERSTANDING 8, 12, AND 14/16 BIT MODES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=91&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 

8 ビット以上の出力は、多くの画像処理アプリケーションにおいてワイドダイナミックレンジを持たせるという意味において有用であり重要なファクタ

です。センサ（CCD/CMOS）やインターフェース（1394a/1394b/GigE）によって高ビット数での画像取得は制限されることがあります。 

詳細については各テクニカルマニュアル、徳にAOI とフレームレート部を参照してください。 

 

各ビットモードにおけるデータ転送方法： 

 ・8 ビットモードは標準の8-ibt byte に相当します。 

 ・12 ビット（Packed）モードは、連続する3 バイトで構成され、3×8bit を2×12bit=24bit データを転送します。 

 ・14 ビットモードは16 ビット（ワード型）中14 ビットデータを転送します。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=91&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=91&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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XP EMBEDDED あるいはリアルタイム OS（RTOS）と FIREPACKAGE            

- FIREPACKAGE AND XP EMBEDDED OR OTHER REALTIME OPERATING SYSTEMS 

(RTOS) - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=93&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Software 
 

AVT FirePackage は、XP Embedded あるいは、PSOS やRTXDOS などのリアルタイムOS で使用することが可能です。 

その他動作システムに関する抽象的モジュールについては、「FireStack.pdf」ｖ2.1.0 P107 を参照ください。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=93&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=93&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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フォーカスとアイリスを制御するキヤノンのレンズで使用するアダプタ       

- ADAPTOR TO USE WITH CANON LENS THAT CONTROLS FOCUS AND I RIS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=105&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Pike, GE-Series, GX-Series 
 
EF232 アダプタ はBirger Engineering 社から購入することができます。Birger によって販売されている規格品は、C-マウントカメラ向けです。EF232
マウントは、電動アイリスと電動フォーカスをサポートして、電動ズームはサポートしていません。電動の機能はEF とEFs レンズのみと制限がありま

す。オートフォーカスまたはオートアイリスの機能はありません。 
この機能は、SDK を使用した入力イメージの解析が必要でユーザー開発により実現できます。 
Birger 社のEF232 アダプタは、C マウントカメラに互換性をもち、Pike F-421 またはGE2040 カメラでは、修正を行わずに使用することが出来ます。 

 
AVT の大型マウントカメラでEF マウントを使用出来るよう、AVT カナダでは、GE4000、GE4900 およびGX3300 カメラにアダプタを取り付けるた

めの機械的なカスタマイズを行いました。 

 
詳細やご発注に関しては、弊社にお問い合わせください。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=105&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=105&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/EF232_Lens_Controller_documentation.pdf�
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黒レベルの設定  - HOW TO SET BLACK LEVEL? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=115&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
 
Q: 黒レベルを設定するレジスタを見つけましたが、どのようにして目的のレベルに設定するか使用方法について教えて下さい。 

 
A: いくつかのMIT コースノートには、天文学でCCD イメージを用いた非常に良い説明が記述されています。著作者は不明です。下記に、この要点を

抜粋したものを記述します： 

http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-851-satellite-engineering-fall-2003/lecture-notes/l7_optics_2.pdf 
//2010.10.20 リンク確認 

 
OK。今、あなたは今イメージを取得したとします。イメージの詳細を出力するにはどのようにしたら最も良いでしょう? ほとんどの画像処理ソフトウェ

アでのデフォルトでのリニアモードは、ピーク輝度10,000 の半分で2,500 の倍である5,000 です。（０を黒、5,000 を白とします）この表示パラメ

ータセット(黒レベル、白レベ、それらの間のファンクション)は、非公式に「伸び」と呼ばれています。 
1,000 カウントしか持っていない弱々しいオブジェクトしかない場合どうなるでしょうか? 
または、あなたが木星と同時に大気を見たい時、これらは7,000 から8,000 カウント間で見えるでしょうか？ 
この場合、当然ですが、「伸び」を変更できます。 
最も一般的には、白レベルか黒レベルは、コントラストを最大にするために変更し、最初の例では、白レベルを下げます。弱々しいオブジェクトを明る

く見るため大体2,500 から3,000 カウントに合わせます。 
2 番目の例では、あなたは黒レベルを非常に高く設定します。おそらく5,000 から6,000 カウントです。 
一般的な経験則では、黒レベルを少し低く設定して最も弱々しいレベルを見えるように、白レベルを少し上げます。いくつかのソフトウェアでは、リニ

アからログに伸ばす変更できます。 
それは何をするでしょうか?  平方根伸び?  指数の伸び?  しかしながら、どこを設定するかことであるべきであるかに関して、鉄則が全くありません。 

 
重要な点は、ユーザーとって良く見えるイメージを取得することです!  

 
そして、オリジナルのデータが影響を受けないこと(使用しているプログラムで行ってください)、いつでも調整することが出来ます! 
弱いイメージに黒を使用し、明るいイメージへの白は自由裁量によるものとなります。 

 
多くの表示用プログラムは、イメージの反転を行うことが出来ます。 
このシミュレーションは、写真のネガで見ることができます。 

 
天文関連のソフトウェアは、赤または黄色またはユーザーが定義したカラースキームから青を設定する事が出来ます。これは、カラーテーブルと呼ばれ

ます(または、ルックアップテーブル)。 
ここでのAVT の目的は、標準の黒から白へのカラーテーブルを仮定しています。 

 
[Thanks to the unknown author at MIT for the nice explanation!] 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=115&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=115&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-851-satellite-engineering-fall-2003/lecture-notes/l7_optics_2.pdf�
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AVT UNIAPI の NI LABVIEW への実装方法                              

- HOW TO IMPLEMENT THE AVT UNIAPI UNDER NI LABVIEW - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=118&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Third Party Software 
 
NI 「IMAQdx」ドライバを使用し、AVT のFirewire とGigE カメラをNI LabVIEW で使用するためにAVT のUniAPI を使用する事が出来ます。 
実装についてのアシストとヘルプのため、AVT はNI LabVIEW 向けのサンプル集を提供しています。 
AVT のNI LabVIEW 向けサンプル集は、インストーラーにより提供され、次のコンポーネントを含みます： 

 
AVTNIHelper ディレクトリ 
UniAPI のノティフィケーションオブジェクトをレジストするヘルパーDLL(VS2005 プロジェクト) 

 
VI(LabVIEW の関数)ディレクトリ 
全てのサンプルといくつかのUniAPI コール同様にサブVI に関連した内容を含みます 

 
AVTExampleCollection.lvproj 
提供されるVI の概要を取得するためのLabVIEW プロジェクト 

 
【サンプル概要】 
画像取得 

AVTGrab 連続イメージ取得 

AVTSnap Snap ボタンを押してシングルショット画像取得 

AVTSnapSimple Snap ボタンを押してシングルショット画像取得。LV イメージ形式へ変換せずAVT カメライメージを表示 

AVTSnapPictur Snap ボタンを押してシングルショット画像取得。ピクチャーコントロールでイメージを表示 

AVTMultiSnap マルチショットで画像取得、取得するイメージ数は選択できます。 

 
 
イメージ転送 

AVTConvert UniTransform.dll (RGB, RAW8,Mono8 をサポート)を使用した AVT カメラの画像表示 

AVTConvertSimple V イメージフォーマット(RGB, RAW8,Mono8 をサポート)への変換を行わないUniTransform.dll を使用したAVT カメラ

の画像表示 

AVTInterlaced インターレースイメージ変換のデモ(インタレースとインターレースセンサのベイヤー変換をサポート) 

 
 
標準機能へのアクセス 

AVTStandardFeature カメラの標準機能の制御を有効にするサンプル 

AVTDirectRegisterAccess カメラレジスタへの書込み・読出しを有効にするサンプル 

AVTTriggerControl I/O コネクタ経由で外部トリガモードTriggerMode0 (EdgeMode) と TriggerMode1 (LevelMode)を使用するデモ 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=118&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=118&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Samples/AVT_Example_Collection_for_NI_LabVIEW_1_0_1.zip�
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スマート機能へのアクセス 

AVTSmartLUTControl LUT 制御を有効 

AVTSmartShadingCorrection シェーディングイメージのアップロードとファイルへの保存デモ 

AVTSmartXMLConfig XML 定義ファイルのロードとセーブを行うサンプル 

 
 
システム要求 
サンプル集は、AVT Universal Package の一部であるAVT UniAPI(v2.0.4 以降)をベースにしています： 

 http://www.alliedvisiontec.com/us/products/software/windows/avt-universal-package.html  
 
これは、NI LabVIEW におけるAVT サンプル集の適切な使用方法のため、適切なUniAPI ファイルが目標システムの上にインストールされている事が義

務であることを意味します。 

 AVT Example Collection for NI LabVIEW  
 
また、システムの可変PATH_UNIAPI がAVTNIHelper.dll のために定義されている事を確認してください。 
より詳細な説明については、AVT Universal パッケージとサンプルのドキュメントを参照してください。 
パッケージは、LabView8.6 以降と、いくつかのサンプルのためにNI Vision Development モジュールをPC にインストールする必要があります。 
LabView バージョン8.6 未満はサンプルではサポートしていません。 

 Download the AVT Example Collection for NI LabVIEW 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/us/products/software/windows/avt-universal-package.html�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Samples/AVT_Example_Collection_for_NI_LabVIEW_1_0_1.zip�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Samples/AVT_Example_Collection_for_NI_LabVIEW_1_0_1.zip�
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レンズコントロールオプション  - LENS CONTROL OPTIONS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=120&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
一般的にマシンビジョンカメラは単焦点レンズと手動の口径制御を使用しており、常に一定の状態で使用する場合、多くのアプリケーションにおいてこ

れは理想的と言えます。 

 
しかし特定のアプリケーションにおいては、1 つかそれ以上のレンズのオートコントロールの要求が増えてきており、AVT の製品ラインアップは、これ

らの傾向に対して反映を行い始めました:。 

 
 AVT Firewire カメラのRS-232 電動レンズコントロール 
 GC カメラシリーズのビデオアイリスコントロール 
 GE カメラシリーズのBirger アダプタによるアイリスとフォーカスのコントロール (F マウントレンズのみ) 
 GX カメラシリーズはGC,GE 以上のモデルで、3 軸のモーター制御の機能を持っております。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=120&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=120&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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フリーラン(連続取込)と外部トリガモードでの最大フレームレート           

- MAXIMUM FRAMES PER SECOND (FPS) IN FREERUN (CONTINUOUS) VS. EXTERNAL 

TRIGGER MODE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=122&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
Q: 外部トリガの最大フレームレートは、内部トリガー(フリーラン又は連続取込)と同じですか？ 

 
A: 通常は、外部トリガの方が、このアプリケーションノートに記述されているとおり切り替えのディレイが原因でわずかに遅くなります。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=122&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=122&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/Freerun_vs_triggered_framerates_-_GC2450.pdf�
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2 つの高速 CCD のイメージ - 粒子画像流速測定法(PIV, 

PARTICLEIMAGEVELOCITROMETRY)                                       

- TWO RAPID CCD IMAGES - PARTICLE IMAGE VELOCITROMETRY (PIV, P.I.V.) - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=123&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras, Applications / Miscellaneo 
 
Q:  1 つは粒子画像流速測定法または同じようなアプリケーションのため、2 つの高速イメージから1 つのイメージを取得する事は可能ですか? 

 
A:  はい、適切なストロボ制御装置を用いてタイミングに注意すれば実現できます - このトピックに関するアプリケーションノートを参照ください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=123&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=123&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/Two_rapid_CCD_images.pdf�
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高度なカメラとセンサのテスト  - ADVANCED CAMERA AND SENSOR TESTING - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=127&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
Q: どのようにしてEMVA1288 のテスト、または関連する測定を行えば良いですか? 

 
A: 独自に高度な試験設備と方法論を開発する場合を除いて、Sarnoff によって、われわれが意識しているひとつの既成のシステムが作られています。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=127&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=127&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.sarnoff.com/products/imaging-systems/camera-test-system�
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輸出管理分類番号(ECCN)と EAR99                                     

- EXPORT CONTROL (ECCN) VS. EAR99 FOR AVT CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=128&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
AVT カメラを合衆国外に輸出するユーザーのため、AVT は米商務省のガイドラインに合致すると強く主張しています。 

 
http://www.bis.doc.gov/licensing/do_i_needaneccn.html  
 
2010 年9 月22 日現時点で、Allied Vision Technologies 製造・販売するカメラにはECNN の制限事項には適応されません。 
Allied Vision Technologies 社全てのカメラは、EAR99 に分類されます。 

 
"are covered by the EAR, but are not specified on the Commerce Control List. EAR99 items can be shipped without a license to most 
destinations under most circumstances.  There are limitations on the use of EAR99. However, the majority of the commercial exports from 
the United States fall into this category." 
 
AVT はAVT カメラに関連する書類を揃えて出荷する場合、上記の政府リンクや文面を注意事項として注意を求めています。 

 
"EAR99 should be entered  in Block 28 of the Automated Export System (AES) for items under Commerce jurisdiction that are not listed on 
the CCL but subject to the EAR.  For most destinations, these items may be exported using the authorization,  "NLR" (No License Required), 
in Block 27 of the Automated Export System (AES)." 
 
当然ながら、システムの一部としてAVT カメラを組込む場合、その他の全ての部品についてはユーザー側での対処が必要です。 

 
これらのECCN 基準再検討中は、下記を推奨します。 

 Commerce Control List Supplement No. 1 to Part 774  
 http://www.gpo.gov/bis/ear/pdf/ccl6.pdf 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=128&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=128&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.bis.doc.gov/licensing/do_i_needaneccn.html�
http://www.gpo.gov/bis/ear/pdf/ccl6.pdf�
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IMAGEJ プラグインコンフィグファイル  - IMAGEJ PLUGIN CONFIG FILE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=131&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 
なし 

 
関連するREADME ファイルは、 

file:///C:/Program%20Files/Allied%20Vision%20Technologies/UniversalPackage/UniAPI/Samples/Java/ImageJ_AVTPlugin/readme.html  
 
にあります。 

 
「ImageJ.cfg」ファイルを修正する際のテキスト入力は、系列を気にする事なくエントリーを追加する事ができるためフレキシブルがあり、サンプルの

使用は、文字的なものよりむしろイラスト的なものと言えます。 
「サンプル」という言葉が、文字通りであると言えます。英語の「Program Files」の替わりにドイツ語の「Programme」が使用されています。 
まさにそのような文字列を探すコードがプラグインに含まれていると思われます。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=131&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=131&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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AVT MATLAB アダプタはどこにありますか？                             

- WHERE TO FIND AVT MATLAB ADAPTOR - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=133&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Software, GigE Software, Software, Third Party Software 
 
MATLAB のためのAVT アダプタは、UniAPI 開発キッド経由で Image Acquisition Toolbox エンジンとAVT カメラとの接続を実装するダイナミックリ

ンクライブラリです。 

 
詳細な説明とインストーラーのダウンロードはここからお願いします。 
AVT Universal Package 内に含まれている、UniAPI (AVT FireWire とGigE カメラをサポート) のインストールが必要になります。 

 
アダプタは、「Device Properties」タブで、機能についての説明のツールチップを含む、カメラ定義への統合機能アクセスを提供しています。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=133&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=133&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/3rd-party-solutions/mathworks.html#c4644�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/windows/avt-universal-package.html�
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カメラの筐体寸法の許容誤差                                         

- WHICH TOLERANCES APPLY TO THE CAMERA HOUSING DIMENSIONS? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=134&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
カメラ(前面、側面、背面)のそれぞれの許容誤差は、ドキュメントの図面では言及されていません。 
通常、それらは、メーカー側の仕入先の情報で、ユーザー様に必要な情報ではありません。 
部品の許容誤差は、+/-で言及されず、DIN ISO 2768 mK に準拠しています。 
計測の制度に依存しますが、許容誤差を確認できる集計表がありますが例外もあります。 

 
光のマウント調整の寛容のための下に繋がっているKB エントリーを参照ください。 

 
フォーカス 
バックフォーカス 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=134&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=134&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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カメラの光学マウントの許容誤差                                      

- WHICH TOLERANCES APPLY TO THE OPTICAL MOUNT OF THE CAMERA? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=135&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras 
 
Firewire カメラとManta のための光学マウントの許容誤差は、カメラマニュアルに記述されています。 
GC カメラの場合、以下の許容誤差があります： 

 +- 400 um in x,y 
 < 1°Θの傾き 
 Z の傾きは計測できません (しかしながら < +- 25 um であると思われます) 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=135&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=135&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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スミア - イメージ内の明るいライン  - SMEAR - BRIGHT LINE IN THE IMAGE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=138&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Applications / Miscellaneous 
 
スミア 
「Smear」または「Smearing」は、イメージ内の明るいスポットの上下に現れる、望ましくない水平の明るいラインとして定義されています。 
例： 

図1：明るいスポットの上下のスミア  

 
 
技術的な原因 
基本的に、スミアは、読出し中に明るすぎるピクセルから暗い部分への垂直シフトによる電子の移動によって発生します。 
これらの電子は、CCD センサの下部で別のピクセルから読み出し方向に移動する電荷により転送レジスタから捕らえられます。  
したがい、全体のコラムはスミアと呼ばれる望ましくない垂直の副作用が現れます。 

 
技術的背景 
ブランクピクセルが感光領域のトップから移動するため、このレジスタの下部にあるピクセルは、明るいピクセルになります。 
したがい、明るいスポットの上部の垂直のストライプは、実際のイメージシフト中、前のスミアストライプが次のイメージにシフトしています。 

 
スミアの減少 
ピクセルにあてる露光量を減少させることで、スミアを減少させることが出来ます。 
また、開口サイズと濃縮を減少させて光がインターライン転移セルに達するのを防ぐ事で、スミアを減少させる事ができます。 

 
 •シャッター(インテグレーション)時間の増加 
 •トリガ/シャッターによる露光の前後に証明を落とす 
 •パルスまたはフラッシュライトの使用 
 •LCD/メカニカルシャッタの使用 
 •オプティカルフィルターの使用 

 
特別なケース「黒スミア」 
イメージが複数の大きな明るいスポットと暗いスポットを持っている場合、明るいスポットの前後に暗い部分とあかるい部分を持つラインのスミアが発

生します。黒スミアは、上の方で説明したスミアの逆のものです。 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=138&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=138&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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全体のイメージが強く露光されるので、暗い部分を覗いた全ての場所で露光が強いピクセルの移行を邪魔するスミアはと暗いスミアを確認ができます。 

図2: 黒スミア 

 
注意！ 
スミアは、CCD センサの暗い部分に発生します、、また時には、感光部分に発生します: この減少を「ブルーミング」と呼びます。特に、インターライ

ン転送を行うCCD では、これらの副作用が発生します。 
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ファームウェアアップデートとファームウェア入手                       

- HOW TO UPDATE THE FIRMWARE OF THE CAMERA / WHERE TO GET NEW 

FIRMWARE FILES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=139&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

FireWire Cameras, GigE Cameras, Applications / Miscellaneo 
 
ファームウェアはメーカーページからもDL できます。 

 
AVT Firewire カメラ、Guppy・Pike・Stingray のアップデートを行う場合は、Firewire ファームウェアアップデートの手順に沿って行ってください。 
AVT GigE カメラ、GE・GC・GX・Manta のアップデートを行う場合は、GigE ファームウェアアップデートの手順に沿って行ってください。 
その他のカメラ、Marlin・Oscar についてはユーザー側でのファームウェアアップデートはお勧めしておりません。 
これらのカメラのファームウェアアップデートに関しては別途お問い合わせください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=139&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=139&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/downloads/firmware.html�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/GuppyPikeStingray_ApplNote_Firmwareupdate_FireWire_V3.4.0_en.pdf�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/Application_Note_GigE_Firmware_Update.pdf�
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コダック「KAI-11002」と「KAI-16000」センサグレードとカメラ               

- SENSOR GRADES FOR KODAK KAI-11002 AND KAI-16000 IMAGE SENSORS 

CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=143&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Pike, GE-Series 
 
コダックは高画素・ラージフォーマットタイプのセンサについて様々なセンサクラスを提供しており、グレードに応じて画素欠陥数の許容を示していま

す。Class 0 が最高グレード、Class 1、Class 2 と数値が上がると欠陥数が増えていきます。 

 
AVT Pike F-1100・F-1600 とGE4000・GE4900 標準モデルはClass 2 のセンサを使用していますが、他のグレードのセンサを使用したものもオプ

ションで対応可能です。 
以下はPike・GE シリーズに標準モデル使用されているKAI-11002 とKAI-16000 の画素欠陥情報です。 

 
KAI-11002 (Pike F-1100 / GE4000) 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=143&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=143&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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KAI-16000 (Pike F-1600 / GE4900) 
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