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はじめに                             

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、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。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 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。 
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1 概 要  

このドキュメントは、AVT GigE Viewer Installer のインストール及び使用方法を説明します。AVT GigE Viewer はカメラから

のライフ画像の表示、カメラパラメーターの調整、外部トリガー使用のテストなどのソフトウェアです。 
※AVT 社 Prosilica シリーズは GigE Vision 準拠製品です。カメラを接続する NIC はジャンボフレームに対応した Intel 社のギ

ガビットイーサネットボードを推薦します。 



 

 

文書番号 ：AVA012 
Revision ：1.00 

4 
[Allied Vision Technologies 社 GigE カメラ用 GigEViewer マニュアル ] 

 

2 GigE Viewer Installerのインストール 

1. 「Prosilica GigE Viewer Installer x.xx.exe」を起動し、ソフトウェアインストールを開始します。 

 

 
図 2.1 インストール起動画面 

 
2. 内容を確認しながら、「続行」をクリックし、インストールを完了します。 

 
図 2.2 ドライバーインストールメッセージ 
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3 ネットワークカードの 設 定  

スタートメニューから、「マイネットワーク」を右クリックして、「プロパティ」を選択してください。 

 
図 3.1 マイネットワークプロパティ 

ネットワークカードの各ポートの確認ダイアログがでます： 

 
図 3.2 ネットワークアダプタポート 

 
ポートのプロパティを、次のように設定します： 
1. ポートのアイコン（ローカルエリア接続）を右クリックして、「プロパティ」を選択します： 

 
図 3.3 ポートプロパティ 
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2. ダイアログの「構成」ボタンをクリックします： 

 
図 3.4 プロパティ構成 

 
3. 次のダイアログに「詳細設定」タブを選択します： 

 
図 3.5 詳細設定 
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4. 設定リストにある「ジャンボフレーム」を選択して、「値」を「9014 バイト」に設定します： 

 
図 3.6 ジャンボフレーム 

 
5. 同じ設定リストにある「パフォーマンスのオプション」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします： 

 
図 3.7 パフォーマンスオプション 
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6. 次に現れたダイアログに「割り込み加減率」を最大に設定します： 

 
図 3.8 割り込み加減率 

 
7. 同じダイアログにある「受信記述子」を「512」に設定します： 

 
図 3.9 受信記述子 

 
8. 全てのダイアログの「OK」ボタンをクリックして、もう一回ポートの「プロパティ」をクリックします： 

 

 
図 3.10 ポートプロパティ 
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9. 「詳細設定」タブの Windows ファイアウォールの「設定」ボタンをクリックします： 

 
図 3.11 ファイアウォール設定 

 
10. 「無効」に設定されてない場合、「無効」に設定します： 

 
図 3.12 ファイアウォール無効 
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4 カメラコントロールソフトウェアの 使 用  

スタート→全てのプログラム→Allied Vision Technologies→「GigEViewer」を起動してください。 
次の画面が出ます: 

 
図 4.1 メイン画面 

 

 
図 4.2 カメラ一覧 
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4-1 ライブ画像 

「Cameras」ウィンドウの 3 番目の ボタンをクリックしすると、ビデオウィンドウが表示されます。 
デフォルトカメラセッティングで画像取得します：フリーランモード、露光時間 15ms、ゲイン 0dB。 

 
図 4.3 ライフ画像 

 

4-2 カメラコントロール 

2 番目の ボタン をクリックして、コントロールウィンドウが表示されます。 

 
図 4.4 コントロールウィンドウ 

コントロールウィンドウでは、カメラフレームレート、露光時間、カラーバランス、イメージングモード、ストロボ機能、ピク

セルフォーマットなどを設定できます。 
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4-3 ライフヒストグラム 

ライフ画像を表示しながら、 ボタンをクリックすると、8 ビットのヒストグラムが表示されます。 

 
図 4.5 ヒストグラム 

 

4-4 カメラ情報 

1 番目の アイコンをクリックすると、カメラ情報ウィンドウが表示されます。 
カメラのシリアル番号、パートナンバーなどが確認できます。 

 
図 4.6 カメラ情報 
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4-5 イベントチャンネル 

5 番目のボタン をクリックすると、イベントウィンドウが表示されます。 

 
図 4.7 イベントチャンネル 

イベントチャンネルは AcquisitionEnd、ExposureStart、ExposureEnd などのイベントを監視するツールです。 
工場出荷時設定ではすべてのイベント通知は無効となっています。必要に応じてカメラコントロールで監視するイベントを設定

して下さい。 

 

4-6 RS232 シリアルインターフェース 

6 番目の ボタンをクリックすると、SerialIO ウィンドウが表示されます。 

 
図 4.8 SerialIO ウィンドウ 

カメラ I/O ポートの RxD と TxD ピンで通信する RS232 ポートのコントロールツールです。 
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4-7 カメラ探知 

7 番目の ボタンをクリックすると、カメラサーチウィンドウが表示されます。 

 
図 4.9 カメラ探知ウィンドウ 

ハードウェアまたはネットワーク権限などに制限され、自動的に検出されない場合、このツールを使用して下さい。 

 

4-8 カメラ設定の保存 

8 番目の ボタンをクリックすると、カメラ設定を保存できます。 
※保存されたファイルを読み込むには、SDK にあるサンプルコード CamSetup をご参照ください。 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2012.3 初版 1.00 
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