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1 概要 

AVT 社ギガビットイーサネットドライバ及び API を使用する方法について記述しています。 

AVT 社が提供している PvAPI ドライバインターフェイスは、すべての AVT 社 GigE Vision カメラをサポートします。 

 

PvAPI.DLL は、PvAPI ドライバインターフェイス NDIS（Network Driver Interface Specification、ネットワークドライバ

インターフェース仕様）及びカーネルドライバと通信するユーザーDLL です。 
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2 ドライバの使用 

2-1 プラットフォーム  

PvAPI ドライバは、次の Microsoft プラットフォームをサポートしています：  

・Windows 2000  

・Windows XP（32 または 64 ビット）  

・Windows Vista 及び Windows 7（32 ビットまたは 64 ビット）  

 

Microsoft 以外では、次のプラットフォームをサポートしています：  

・Linux（x86、64、arm、PPC）  

・QNX6.3（x86）、6.3 +コアネットワーク 6.4、6.4 ベータ版  

・Mac OS X（x86、PPC 32 ビット、x64） 

 

GigE Vision のドライバはすべてのイーサネットインターフェースで動作します。 

オプションの GigE フィルタドライバがインストールされた場合、ホスト PC の CPU 負荷を大幅に（Windows プラット

フォームのみ）削減することができます。フィルタドライバは、カメラに使用されていない任意のアダプタから無効に

することができます。  

 

 

 

2-2 プログラミング言語（Windows）  

ユーザーDLL（"pvapi.dll"）は、多くのプログラミング言語にアクセスできる標準呼び出し DLL です。 

必要な C ヘッダファイル（"PvAPI.h"と"PvRegIO.h"）は SDK に含まれています。  

多くのコンパイル言語は、DLL を呼び出すためにインポートライブラリが必要です。Microsoft Visual Studio 6.0（以

降）に使用できるインポートライブラリ （"PvAPI.lib"）は SDK に含まれています。 

多くのコンパイラは、DLL からインポートライブラリを生成するツールが提供されています。 

コンパイラの詳細については、コンパイラ付属のマニュアルを参照してください。  

 

 

 

2-3 スレッド  

ドライバはスレッドセーフです。スレッド例外はこの文書で記述されています。  

 

 

 

2-4 分布  

以下のファイルは Prosilica / AVT のカメラに使用するために再配布されています：  

   



 

 
6 

Windows の場合：  

 pvapi.dll  

 psligvfilter.inf  

 psligvfilter_m.inf  

 psligvfilter.sys  

Allied Vision Technologies GigE Filter Installer.exe  

Allied Vision Technologies Viewer Installer.exe 

 

他のプラットフォームの場合： 

libPvAPI.so 

libPvAPI.a 

libImagelib.a 

  

AVT 社の許可なしに、SDK から他のファイルを再配布することはできません。 

 

 

 

2-5 ドライバのインストール 

PvAPI DLL は、アプリケーションのディレクトリにインストールされます。PvAPI DLL により、PvAPI の正しいバージ

ョンのアプリケーションを使用することができます。 

GigE フィルタドライバをインストールするには、2 つのステップがあります（Windows のみ）： 

1. “Allied Vision Technologies GigE Filter Installer.exe”を実行します。 

2.  インストール以下のファイル： 

psligvfilter.sys - ％system32％¥drivers にコピーします。 

psligvfilter.inf - ％windir％¥inf にコピーします。 

psligvfilter_m.inf - ％windir％¥inf にコピーします。 

  

インストール後、GigE フィルタドライバはネットワークアダプタプロパティのサービスとして表示され、有効・無効に

状態を変更することができます。 
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3 API の使用 

3-1 モジュールのバージョン 

PvVersion を使用し、PvAPI のバージョンを確認できます。 

 

 

 

3-2 モジュールの初期化 

PvVersion 以外の PvAPI 関数を呼び出す前に、PvInitialize モジュールを呼び出し、PvAPI を初期化する必要があります。 

PvAPI を使用終了のときは PvUnInitialize モジュール呼び出し、リソースを解放する必要があります。 

これらの 2 つの API 関数は常にペアとして使用します。 

 

 

 

3-3 使用可能カメラをリストする 

PvCameraList 関数は、システムに接続しているすべての AVT 社のカメラを列挙します。 

例： 

tPvCameraInfoEx list[10];  

unsigned long numCameras;  

numCameras = PvCameraListEx(list, 10, NULL,sizeof(tPvCameraInfoEx));  

 

for (unsigned long i = 0; i < numCameras; i++)  

 printf("%s [ID %u]", list[i].SerialNumber, list[i].UniqueId); 

 

tPvCameraInfoEx 構造体はカメラの情報を提供します 

UniqueId AVT 社から発行される各カメラの固有番号 

CameraName カメラ名（通常は一部名） 

ModelName モデル名 

PartNumber 製造業者部品番号 

SerialNumber カメラのシリアル番号 

FirmwareVersion カメラのファームウェアのバージョン 

PermittedAccess tPvAccessFlags の組み合わせ 

InterfaceId 各インターフェイスまたはバスの唯一の値 

InterfaceType インターフェイスタイプ、tPvInterface を参照してください 

 

PvLinkCallbackRegister モジュールで、カメラの接続状況を取得します。コールバック関数はスレッドセーブの必要が

あります。 
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3-4 カメラオープン 

カメラの制御、画像の取り込みにはカメラのオープンが必要があります。関数 PvCameraOpen はカメラオープンに使

用します。 

例： 

tPvCameraInfoEx info;  

unsigned long numCameras;  

tPvHandle  handle;  

  

numCameras = PvCameraListEx(info, 1, NULL, sizeof(tPvCameraInfoEx));  

 

if ((numCameras == 1) && (info.PermittedAccess & ePvAccessMaster))  

PvCameraOpen(info.UniqueId, ePvAccessMaster, &handle); 

 

アプリケーション終了の際は、カメラをクローズします。 

 

 

 

3-5 カメラ＆ドライバ設定 

それぞれの属性により、ドライバとカメラの監視、制御を行うことが出来ます。 

 

連続取得モードを開始する場合、AcquisitionMode 属性を Continuous に設定し、コマンド型属性 AcquisitionStart

を実行して、連続取り込みを開始します： 

PvCaptureStart(Camera);  

PvAttrEnumSet(Camera, "AcquisitionMode", "Continuous");  

PvCommandRun(Camera, "AcquisitionStart"); 

 

露光時間を修正するには、属性 ExposureValue を設定します： 

PvAttrUint32Set(Camera, "ExposureValue", 10000);  // 10000 µs 

 

イメージサイズをバイト単位で読み込みます： 

unsigned long imageSize;  

PvAttrUint32Get(Camera, "TotalBytesPerFrame", &imageSize);  

 

Tab1 は、すべてのカメラに共通する基本的な属性の一覧です。より詳細な属性リストについては、カメラコントロー

ルマニュアルを参照ください。 
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属性 タイプ アクセス 

フラッグ 

説明 

AcquisitionMode  Enumeration R/W カメラの取得モード。設定できる値： 

Continuous,SingleFrame,MultiFrame, Recorder 

AcquisitionStart Command  画像取得開始 

AcquisitionStop Command  画像取得停止 

AcquisitionAbort Command  画像取得中止（露光中であっても中止） 

PixelFormat Enumeration R/W イメージの形式。設定できる値： 

Mono8, Mono16, Bayer8, Bayer16, Rgb24, Rgb48, Yuv411, Yuv422, 

Yuv444 

Width Uint32 R/W 画像の幅、ピクセル単位 

Height Uint32 R/W 画像の高さ、ピクセル単位 

TotalBytesPerFrame Uint32 R 1 フレームあたりのバイト数 

Tab1 カメラ共通基本的な属性の一覧 

 

関数 PvAttrList は、すべてのカメラで使用できる属性の一覧を表示します。このリストはカメラがオープンされている

間は維持されます。関数 PvAttrInfo を使用し、属性の情報（タイプ、アクセスフラッグなど）を取得することができま

す。 

 

PvAPI は次の属性タイプを定義しています（tPvDatatype） 

Enumeration 列挙値 

Uint32 32 ビット符号なしの値 

Float32 32 ビット IEEE 浮動小数点値 

Boolean 単純なブール値（true、false） 

Int64 64 ビット符号付き値 

String 文字列（char 型[]、null で終了） 

Command 関数を実行する 

 

 

PvAPI は次の属性アクセスフラッグを定義しています（tPvAttributeFlags） 

Read 属性は読み込み可能 

Write 属性は書き込み可能 

Volatile 任意のタイミングで変更可能 

Constant  変更不可 
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属性タイプ 設定 取得 範囲 

Enumeration PvAttrEnumSet PvAttrEnumGet   PvAttrRangeEnum 

Uint32 PvAttrUint32Set   PvAttrUint32Get   PvAttrRangeUint32 

Float32 PvAttrFloat32Set   PvAttrFloat32Get   PvAttrRangeFloat32 

Boolean PvAttrInt64Set PvAttrInt64Get PvAttrRangeInt64 

Int64 PvAttrBooleanSet PvAttrBooleanGet n/a 

String PvAttrStringSet   PvAttrStringGet   n/a 

Command PvCommand n/a n/a 

Tab2 PvAPI の属性アクセス関数リスト 

 

 

 

3-6 画像取得とキャプチャ 

使用するカメラから画像を取得するには、PvAPI をキャプチャイメージに設定し、カメラの画像取得を開始します。 

キャプチャとイメージ取得の関連づけられる２つの概念は、以下に示すとおり独立した操作となります。 

カメラから転送された画像をキャプチャするには、次の手順に従ってください： 

1. PvCaptureStart - イメージのキャプチャストリームを初期化します。 

2. PvCaptureQueueFrame - フレームバッファ行列。 

 カメラからの画像は行列内の次のフレームバッファに配置され、ユーザーに送られます。 

3.完了したら、PvCaptureEnd でイメージのキャプチャストリームをクローズします。 

上記の手順はカメラ画像を取得する手順ではありません。 

 

カメラの画像を取得するには、次の手順に従ってください： 

1.属性 AcquisitionMode を設定します。 

2.コマンド AcquisitionStart を実行します。 

3.終了のとき、アプリケーションに応じてコマンド AcquisitionStop を実行します。 

画像のキャプチャが初期化され、コマンド AcquisitionStart が実行される前に、フレームバッファが行列に入れられま

すが、順序はアプリケーションに応じて異なります。 

特定のイメージがキャプチャされることを保証するためには、カメラが取得を開始する前に、指定のフレームバッファ

が行列に存在することを確認してください。 

 

 

 

3-6-1 イメージキャプチャ  
画像は非同期関数 PvCaptureQueueFrame でキャプチャされます。  

（ 属 性 TotalBytesPerFrame を 使 用 し て ） イ メ ー ジ バ ッ フ ァ を 割 り 当 て 、 構 造 体 tPvFrame を 記 入 し 、

PvCaptureQueueFrame を使って、フレーム構造体を配置します。  

イメージバッファ行列を使用する前に、またはフレーム構造体を変更する前に、アプリケーションはイメージのキャプ

チャが完了するタイミングを検知する必要があります。  

 



 

 
11 

次の 2 つの方法があります： 

PvCaptureWaitForFrameDone を 使 用 し て キ ャ プ チ ャ が 完 了 す る ま で ス レ ッ ド を ブ ロ ッ ク す る 、 又 は 、

PvCaptureQueueFrame を実行する間、コールバック関数を指定します。イメージのキャプチャが完了するとき、コー

ルバック関数はドライバによって実行されます。  

 

注意 

フレームのデータの有効性を確認するために、常に tPvFrame->Status が ePvErrSuccess であることを確認してくだ

さい。 

 

例： 

GigE ネットワーク上でデータロスが発生した場合（正しく設定されていないカメラやネットワークカード、パケットサ

イズの不一致）、ePvErrDataMissing になります。 

このエラーは、ホストが完全なフレームを受信していない事を意味します。  

フレームがイメージバッファと同じ順序でフレーム行列に格納されます。同時に行列に格納することができるフレーム

数は、最大 100 フレームです。より多くの画像をキャプチャするためには、前のフレーム転送が完了したあとに、新し

いフレームの転送を行ってください。多くのアプリケーションでは、同時に 2 または 3 フレーム以上を転送する事はあ

りません。  

行列上のすべてのフレームをキャンセルする場合、PvCaptureQueueClear 関数をコールします。フレームの状態が

ePvErrCancelled に設定された場合、コールバックが実行されます。  

 

 

 

3-6-2 画像取得 
属性 AcquisitionMode、AcquisitionStart、および AcquisitionStop によって、画像の取得を設定します。 

詳細については、カメラコントロールマニュアルを参照ください。 

 

3-7 エラーコード 

ePvErrSuccess 成功、エラーなし 

ePvErrCameraFault 予期外カメラ故障 

ePvErrInternalFault 予期外 PvAPI またはドライバーの故障 

ePvErrBadHandle カメラハンドル失敗 

ePvErrBadParameter 関数パラメータエラー 

ePvErrBadSequence 不適切な API 呼び出し順序 

ePvErrNotFound PvCameraOpen でカメラを検知できない場合 

ePvErrAccessDenied PvCameraOpen で他のアプリケーションに使用され、カメラを設定したモードでオープンで

きない場合 

ePvErrUnplugged カメラが予期なし取り外された場合 

ePvErrInvalidSetup ユーザーが画像をキャプチャしようとするとき、カメラの設定が間違っている場合 

ePvErrResources 必要なシステムやネットワークリソースが使用できなくなります。 
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ePvErrQueueFull フレーム行列は満杯になっています。 

ePvErrBufferTooSmall 保存するイメージのサイズはバッファのサイズを超えています。 

ePvErrCancelled フレームはキャンセルされました。 

フレームが PvCaptureQueueClear によって中止された場合の戻り値です。 

ePvErrDataLost このフレームのデータは失われました。イメージバッファの内容は無効です。 

ePvErrDataMissing このフレーム内のデータの一部は失われました。 

ePvErrTimeout タイムアウトが失効しました。特定なタイムアウト関数のみ、このエラーを戻します。 

ePvErrOutOfRange 属性の値が範囲外です。 

ePvErrWrongType 属性タイプが異なるため、関数が属性をアクセスすることはできません。 

ePvErrForbidden 属性はこの時点で書き込むことができません。 

ePvErrUnavailable 属性はこの時点では無効です。 

ePvErrFirewall Windows ファイアウォールは、ストリームのポートをブロックしています。 
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4 関数リファレンス 

4-1 関数 PvAttrBooleanGet 

ブール型属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrBooleanGet  

(  

tPvHandle Camera,  

const char* Name,  

tPvBoolean* pValue  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pValue 取得した値のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性はブール型ではありません 

 

 

 

4-2 関数 PvAttrBooleanSet 

ブール型属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrBooleanSet  

(  

tPvHandle Camera,  

const char* Name,  

tPvBoolean Value  

); 

 

 

 

 



 

 
14 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pValue 取得した値のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性はブール型ではありません 

 

 

 

4-3 関数 PvAttrEnumGet 

列挙型属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrEnumGet 

(  

tPvHandle Camera,  

const char* Name,  

char* pBuffer,  

unsigned long BufferSize, 

unsigned long* pSize  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pbuffer 値の文字列 

BufferSize バッファのサイズ 

pSize 値の文字列のサイズ 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性はブール型ではありません 
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4-4 関数 PvAttrEnumSet 

列挙型属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrEnumSet 

(  

tPvHandle Camera,  

const char* Name,  

const char* Value 

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

Value 設定する値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性は列挙型ではありません 

 

 

 

4-5 関数 PvAttrExists 

属性が存在するかどうかを問い合わせます。結果はカメラがオープンしているかどうかに関係ありません。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrExists  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 
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戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性はブール型ではありません 

 

 

 

4-6 関数 PvAttrFloat32Get 

Float32 型属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrFloat32Get  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvFloat32* pValue  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pValue 取得した値のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性はブール型ではありません 

 

 

 

4-7 関数 PvAttrFloat32Set 

Float32 型属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrFloat32Set  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvFloat32  Value  
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); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

Value 設定する値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性は Float32 型ではありません 

 

 

 

4-8 関数 PvAttrInfo 

特定の属性のデータ型とアクセスモードなどの情報を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrInfo  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvAttributeInfo* pInfo  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pInfo 属性の情報のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 
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4-9 関数 PvAttrInt64Get 

Int64 型属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrInt64Get  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvInt64* pValue  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pValue 取得した値のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性は Int64 型ではありません 

 

 

 

4-10 関数 PvAttrInt64Set 

Int64 型属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrInt64Set 

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvInt64    Value  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

Value 設定する値 
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戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性は Int64 型ではありません 

 

 

 

4-11 関数 PvAttrIsAvailable 

カメラモデルで、この属性が利用出来るかどうかを問い合わせます。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrIsAvailable  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnavailable この時点で属性は使用不可です 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

 

 

 

4-12 関数 PvAttrIsValid 

属性の値は使用可能な範囲内であるかを問い合せます。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrIsValid  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name  
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); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

 

 

 

4-13 関数 PvAttrList 

カメラに使用できるすべての属性をリストします。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrList  

(  

 tPvHandle Camera,  

 tPvAttrListPtr* pListPtr,  

 unsigned long* pLength  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

pListPtr 属性リストのポインター 

pLength リストの長さ 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

 

例： 

tPvAttrListPtr listPtr;  

unsigned long listLength;  

  

if (PvAttrList(Camera, &listPtr, &listLength) == ePvErrSuccess)  

{  

 for (int i = 0; i < listLength; i++)  

 {  
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  const char* attributeName = listPtr[i];  

  printf("Attribute %s¥n", attributeName);  

 }  

} 

 

 

 

4-14 関数 PvAttrRangeEnum 

すべての列挙子を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrRangeEnum  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 char* pBuffer,  

 unsigned long BufferSize,  

 unsigned long* pSize  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pBuffer 列挙子を保存するコンマ文字列 

BufferSize バッファのサイズ 

PSize 列挙子文字列のサイズ 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性はブール型ではありません 

epvErrBadParameter 列挙子文字列を保存するバッファ容量不足 

 

例： 

char enumSet[1000];  

  

if (PvAttrRangeEnum(Camera, "AcquisitionMode",  

                    enumSet, sizeof(enumSet), NULL) == ePvErrSuccess)  

{  

 char* member = strtok(enumSet, ",");  // strtok isn't always thread safe!  
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 while (member != NULL)  

 {  

  printf("Mode %s¥n", member);  

  member = strtok(NULL, ",");  

 }  

} 

 

 

 

4-15 関数 PvAttrRangeFloat32 

Float32 型属性の範囲を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrRangeFloat32  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvFloat32* pMin,  

 tPvFloat32* pMax  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pMin 値の最小値 

pMax 値の最大値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性は Float32 型ではありません 
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4-16 関数 PvAttrRangeInt64 

Int64 型属性の範囲を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrRange Int64 

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvInt64* pMin,  

 tPvInt64* pMax  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pMin 値の最小値 

pMax 値の最大値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性は Int64 型ではありません 

 

 

 

4-17 関数 PvAttrRangeUint32 

Uint32 型属性の範囲を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrRange Uint32 

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvUint32* pMin,  

 tPvUint32* pMax  

); 
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パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pMin 値の最小値 

pMax 値の最大値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性は Unit32 型ではありません 

 

 

 

4-18 関数 PvAttrStringGet 

文字列属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrStringGet  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 char* pBuffer,  

 unsigned long BufferSize,  

 unsigned long* pSize  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pBuffer 文字列の値 

PSize 文字列のサイズ 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性は文字列ではありません 
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4-19 関数 PvAttrStringSet 

文字列属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrStringSet  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 const char* Value,  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

Value 文字列の値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性は文字列ではありません 

epvErrBadParameter 列挙子文字列を保存するバッファ容量不足 

 

 

 

4-20 関数 PvAttrUint32Get 

Uint32 型属性の値を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrUint32Get  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvUint32* pValue  

); 
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パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

pValue 取得した値のポインター 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性はプール型ではありません 

 

 

 

4-21 関数 PvAttrUint32Set 

Uint32 型属性の値を設定します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvAttrUint32Set  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name,  

 tPvUint32 Value  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Name 属性名 

Value 設定する値 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrOutOfRange この時点で値は範囲外です 

ePvErrForbidden この時点で値を設定できません 

EPvErrNotFound 属性が存在しません 

EPvErrWrongType 属性は Unit32 型ではありません 
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4-22 関数 PvCameraClose 

カメラをクローズします。 

 

プロトタイプ 

void PvCameraClose  

(  

 tPvHandle Camera  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrBadHandle カメラハンドル失敗 

 

 

 

4-23 関数 PvCameraCount 

PC に接続している AVT 社カメラの数を取得します。 

 

プロトタイプ 

unsigned long PvCameraCount  

(  

 void  

); 

パラメーター 

 なし 

 

戻り値 

 カメラの数 

 

4-24 関数 PvCameraEventCallbackRegister 

特定なカメライベントにコールバック関数を登録します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraEventCallbackRegister  

(  



 

 
28 

tPvHandle    Camera,  

tPvCameraEventCallback  Callback,  

void*    Context  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Callback 登録されるコールバック関数 

Context コールする関数を定義します 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

 

4-25 関数 PvCameraEventCallbackUnregister 

特定なカメライベントにコールバック関数の登録を解除します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraEventCallbackUnregister  

(  

    tPvHandle    Camera,  

       tPvCameraEventCallback  Callback,  

void*    Context  

); 

 

パラメーター 

Camera カメラオープンをハンドルします。 

Callback 登録解除のコールバック関数 

Context コールする関数を定義します 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 
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4-26 関数 PvCameraInfoEx 

特定のカメラのインフォメーションを取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraInfoEx  

(  

 unsigned long UniqueId,  

 tPvCameraInfoEx* pInfo,  

 unsigned long Size  

); 

 

パラメーター 

UniqueId カメラ ID 

pInfo 取得したカメラのインフォメーション 

Size tPvCameraInfoEx 構造体のサイズ 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

4-27 関数 PvCameraInfoByAddrEx 

特定 IP アドレスによって、カメラのインフォメーションを取得します。GigE カメラがローカル IP サブネット以外の位

置に接続されている場合にこの関数を使用します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraInfoByAddrEx  

(  

 unsigned long IpAddr,  

 tPvCameraInfoEx* pInfo,  

 tPvIpSettings*  pIpSettings,  

 unsigned long Size  

); 

 

パラメーター 

IpAddr カメラの IP アドレス 

pInfo 取得したカメラのインフォメーション 

pIpSettings カメラの IP 設定。PvApi.h を参照してください 

Size tPvCameraInfoEx 構造体のサイズ 
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戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

 

4-28 関数 PvCameraIpSettingsChange 

GigE カメラの IP 設定を修正します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraIpSettingsChange  

(  

 unsigned long   UniqueId,  

 const tPvIpSettings*  pIpSettings  

); 

 

パラメーター 

IpAddr カメラの IP アドレス 

pIpSettings カメラの IP 設定。PvApi.h を参照してください 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

 

4-29 関数 PvCameraIpSettingsGet 

GigE カメラの IP 設定を取得します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraIpSettingsGet 

(  

 unsigned long   UniqueId,  

 const tPvIpSettings*  pIpSettings  

); 
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パラメーター 

IpAddr カメラの IP アドレス 

pIpSettings カメラの IP 設定。PvApi.h を参照してください 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

 

4-30 関数 PvCameraListEx 

PC から検知できるすべての AVT カメラをリストします。 

 

プロトタイプ 

unsigned long PvCameraListEx  

(  

 tPvCameraInfoEx* pList,  

 unsigned long ListLength,  

 unsigned long* pConnectedNum,  

 unsigned long Size  

); 

 

パラメーター 

pList カメラのリストを保存する tPvCameraInfoEx の行列 

ListLength pList 行列の長さ 

pConnectedNum 検知したカメラの数 

Size tPvCameraInfoEx 構造体のサイズ 

 

戻り値 

リストのエントリーの数 

 

 

 

4-31 関数 PvCameraListUnreachableEx 

PvAPI からアクセスできないカメラをリストします。この関数は、ローカルイーサネットネットワークの違うサブネッ

トに接続している GigE ビジョンカメラをリストします。 
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プロトタイプ 

unsigned long PvCameraListUnreachableEx  

(  

 tPvCameraInfoEx* pList,  

 unsigned long ListLength,  

 unsigned long* pConnectedNum,  

 unsigned long Size  

); 

 

パラメーター 

pList カメラのリストを保存する tPvCameraInfoEx の行列 

ListLength pList 行列の長さ 

pConnectedNum 検知したカメラの数 

Size tPvCameraInfoEx 構造体のサイズ 

 

戻り値 

リストのエントリーの数 

 

 

 

4-32 関数 PvCameraOpen 

カメラをオープンします。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraOpen  

(  

 unsigned long UniqueId,  

 tPvAccessFlags AccessFlag,  

 tPvHandle* pCamera  

); 

 

パラメーター 

UniqueId カメラ ID。PvCameraList からも取得できます 

AccessFlag アクセスモード：監視モードあるいはマスターモード 

PCamera オープンするカメラをハンドルします 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrAccessDenied リクエストされたアクセスモードでカメラをオープンできません 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 
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例： 

tPvHandle OpenFirstCamera(void)  

{  

 tPvCameraInfoEx list[10];  

 unsigned long  numCameras;  

  

 numCameras = PvCameraListEx(list, 10, NULL,sizeof(tPvCameraInfoEx));  

  

 for (unsigned long i = 0; i < numCameras; i++)  

 {  

  // Find the first unopened camera...  

  if (list[i].PermittedAccess == ePvAccessMaster)  

  {  

   tPvHandle handle;  

   if (PvCameraOpen(list[i].UniqueId, &handle) == ePvErrSuccess)  

    return handle;  

  }  

 }  

 return 0;  

} 

 

 

 

4-33 関数 PvCameraOpenByAddr 

IP アドレスによって、カメラをオープンします。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCameraOpen  

(  

 unsigned long  IpAddr,  

 tPvAccessFlags AccessFlag,  

 tPvHandle* pCamera  

); 

 

パラメーター 

UniqueId カメラ ID。PvCameraList からも取得できます 

AccessFlag アクセスモード：監視モードあるいはマスターモード 

PCamera オープンするカメラをハンドルします 

 

 



 

 
34 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrAccessDenied リクエストされたアクセスモードでカメラをオープンできません 

EPvErrNotFound 特定のカメラが存在しません 

 

 

 

4-34 関数 PvCaptureAdjustPacketSize 

関数はシステムにサポートされている最大のパッケージサイズを検知し、カメラの設定を取得した値をコンフィグしま

す。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureAdjustPacketSize  

(  

 tPvHandle Camera,  

 unsigned long  MaximumPacketSize  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

MaximumPacketSize パッケージサイズの上限 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

ePvErrBadSequence キャプチャ中 

 

 

 

4-35 関数 PvCaptureEnd 

イメージキャプチャストリームをシャットダウンします。FrameCount パラメーターをリセットします。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureEnd  

(  

 tPvHandle Camera,  

); 
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パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

 

 

 

4-36 関数 PvCaptureQuery 

イメージキャプチャストリームが開始しているかどうかを問い合せます。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureQuery  

(  

 tPvHandle Camera,  

 unsigned long* pIsStarted  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

pIsStarted 1＝開始している、0＝開始していない 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

 

パラメーター 

 

4-37 関数 PvCaptureQueueClear 

フレーム行列をクリアします。不完全なフレームはステータス ePvErrCancelled が返されます。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureQueueClear  

(  

 tPvHandle Camera  

); 
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パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

 

 

 

4-38 関数 PvCaptureQueueFrame 

フレーム行列にイメージバッファを設置します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureQueueFrame  

(  

 tPvHandle Camera,  

 tPvFrame* pFrame,  

 tPvFrameCallback Callback  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

pFrame フレームバッファ Frame 構造体 

Callback フレーム転送終了時のコールバック関数。NULL：コールバック関数なし 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

ePvErrBadSequence キャプチャストリーム開始していません 

ePvErrQueueFull フレーム行列容量不足 

 

 

 

4-39 関数 PvCaptureStart 

イメージキャプチャストリームを開始します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureStart  

(  
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 tPvHandle Camera  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

ePvErrResources 必要なシステムリソースは無効です 

ePvErrBandwidth ファイアワイヤ帯域幅不足 

 

 

 

4-40 関数 PvCaptureWaitForFrameDone 

フレームが完了するまで呼び出しスレッドをブロックします。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCaptureWaitForFrameDone  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const tPvFrame* pFrame,  

 unsigned long Timeout  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

pFrame Frame 構造体 

Timeout ミリセック単位タイムアウト。PVINFINITE：タイムアウトなし 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrUnplugged カメラは取り外されました 

ePvErrTimeout 露光終了前にタイムアウトしました 
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4-41 関数 PvCommandRun 

コマンドを実行します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvCommandRun  

(  

 tPvHandle Camera,  

 const char* Name  

); 

 

パラメーター 

Camera オープンしたカメラをハンドルします 

Name コマンド名 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrNotFound 属性が存在しません 

ePvErrWrongType 属性はコマンド型ではありません 

ePvErrQueueFull フレーム行列容量不足 

 

パラメーター 

Camera  オープンしたカメラをハンドルします。  

Name   コマンド名 

 

 

 

4-42 関数 PvInitialize 

PvAPI モジュ ールを 初期化 します 。初期 化後、PvAPI モジュ ールは 接続し てい る カメラ を検索 します 。関数

PvCameraCount()でカメラの数が 0 であるかどうかをチェックして、PvCameraList()をコールしてください。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvInitialize  

(  

 void  

); 

 

パラメーター 

なし 
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戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrResources 必要なシステムリソース使用不可 

 

例： 

tPvCameraInfoEx list;  

  

if(!PvInitialize())  

{   

while(PvCameraCount() == 0)  

          Sleep(250);        // wait for any camera  

  

PvCameraListEx(&list,1,NULL,sizeof(tPvCameraInfoEx));  

 /* … */  

}  

else  

 printf("failed to initialize the API¥n"); 

 

 

 

4-43 関数 PvInitializeNoDiscovery 

PvAPI モジュールを初期化します。この関数ではカメラを検知しないため、カメラをアクセスするには、IP アドレスが

予め必要となります。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvInitializeNoDiscovery 

(  

 void  

); 

 

パラメーター 

なし 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrResources 必要なシステムリソース使用不可 
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4-44 関数 PvLinkCallbackRegister 

イベントのコールバック関数を登録します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvLinkCallbackRegister  

(  

 tPvLinkCallback Callback,  

 tPvLinkEvent Event,  

 void* Context  

); 

 

パラメーター 

Callback スレッドセーブコールバック関数 

Event イベント 

Context コールバック関数に渡す内容 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

 

 

 

4-45 関数 PvLinkCallbackUnRegister 

イベントのコールバック関数の登録を解除します。 

 

プロトタイプ 

tPvErr PvLinkCallbackUnRegister  

(  

 tPvLinkCallback Callback,  

 tPvLinkEvent Event  

); 

 

パラメーター 

Callback スレッドセーブコールバック関数 

Event イベント 

Context コールバック関数に渡す内容 

 

戻り値 tPvErr タイプエラーコード 

EPvErrSuccess 成功 

ePvErrNotFound コールバック関数・イベントは登録されていません 
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4-46 関数 PvUnInitialize 

PvAPI モジュールを解放します。 

 

プロトタイプ 

void PvUnInitialize  

(  

 void  

); 

 

パラメーター 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

 

 

4-47 関数 PvUtilityColorInterpolate 

ベイヤー変換関数。 

 

プロトタイプ 

void PvUtilityColorInterpolate  

(  

 const tPvFrame* pFrame,  

 void* BufferRed,  

 void* BufferGreen  

 void* BufferBlue,  

 unsigned long PixelPadding,  

 unsigned long LinePadding  

); 

 

パラメーター 

pFrame RAW ベイヤーイメージ 

BufferRed アウトプットバッファの最初の Red ピクセルへのポインター 

BufferGreen アウトプットバッファの最初の Green ピクセルへのポインター 

BufferBlue アウトプットバッファの最初の Blue ピクセルへのポインター 

PixelPadding 各ピクセルの後ろのパッドピクセルのサイズ 

RGB、BGR などのモード：2 RGBA、BGRA などのモード：3  

Planar アウトプット：0 
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LinePadding 各ラインの後ろのパッドピクセルのサイズ 

 

戻り値 

なし 

 

例： 

Bayer8 フレームから Windows の Win32::StretchDIBits に互換性のある BGR バッファを生成します： 

 

#define ULONG_PADDING(x)            (((x+3) & ~3) - x)  

   

unsigned long line_padding = ULONG_PADDING(frame.Width*3);  

unsigned long line_size = ((frame.Width*3) + line_padding;  

unsigned long buffer_size = line_size * frame.Height;  

 

ASSERT(frame.Format == ePvFmtBayer8);  

 

unsigned char* buffer = new unsigned char[buffer_size];  

 

PvUtilityColorInterpolate(&frame, &buffer[2], &buffer[1],  

                              &buffer[0], 2, line_padding); 

 

 

 

4-48 関数 PvVersion 

PvAPI モジュールのバージョン番号を取得します。 

 

プロトタイプ 

void PvVersion  

(  

 unsigned long* pMajor,  

 unsigned long* pMinor  

); 

 

パラメーター 

pMajor メジャーバージョン番号 

pMinor マイナーバージョン番号 

 

戻り値 

なし 
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改定履歴 

 

日 付 内 容 バージョン 

2010/8 初版作成 1.00 
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