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 はじめに                             

SmartView を使って、カメラを制御します。 

本マニュアルはソフトウェア及びドライバのインストール(Allied Vision Technologies 社 FirePackage)完了

後、上記ソフトウェアを使用したカメラ制御操作手順を説明しています。 

インストールや、より詳細な説明は、別紙各マニュアルを参照してください。 

 

注意 

◎ センサ部分には触れないで下さい。また、ゴミや埃などから保護して下さい。 

◎ 電源の電圧と極性をよく確かめて下さい。 

◎ ソフトウェア「FirePackage」は、弊社 WEB サイトダウンロードページ、あるいは Allied Vision 

Technologies 社の WEB サイトからダウンロードして下さい。 

 

 

操作前に 

FirePackage SmartView マニュアルはソフトウェアのインストール、SmartView で AVT カメラの操作のご

案内です。本マニュアルを読み通し、カメラを操作してください。 

 

 

ハードウェア条件 

•IEEE1394 インタフェース付きのコンピューター 

•IEEE1394 アダプター(OHCI)カード(PCI bus / PCI Express bus /PC card / IEEE 1394 port 付きの ExpressCard

用) 

 

 

OS 条件 

• Windows NT4 

• Windows 2000 

• Windows XP (32 and 64 bit) 

• Windows VISTA (32 bit) 

 

 

ソフトウェア条件 

• Windows NT4/2000/XP/VISTA: AVT FirePackage 

※AVT FirePackage は全ての AVT カメラ用の IEEE1394 デバイスドライバーを含んでおります。このドライ



バーで MS1394 ドライバースタックを完全に置き換えます。 

 

 

FirePackage 概要 

•IEEE1394 アダプターをインストールします。 

•FirePackage をインストールします。 

•SmartView を作動させます。 

•電源を確認し、カメラを接続します。 

•ライセンスはカメラから読み込まれます。 

•画像キャプチャーします。 

 

 

IEEE1394 アダプターのインストール 

•Windows 2000/XP/VISTA は自動的にドライバーをインストールします。 

•Windows NT4 は手動でインストールする必要があります。 

 

 

FirePackage のインストール 

AVT のウェッブサイトからインストールファイル AVT FirePackage x.y.zip をダウンロードした場合： 

•ファイルを展開して、中の setup.exe ファイルをダブルクリックし、インストールガイドが実行します。



 

•ディレクトリーを選択してください。 

 

•コンピューターの IEEE1394 カード装着状況、使用状況によって、選択してください。 



 

•マイクロソフト未確認ドライバーのメッセージを無視して実行してください。 

•インストール終了 

 

付属の CD からのインストールする場合： 

•CD が自動実行したら、html ページが表示されます。自動実行しない場合、CD のルートディレクトリー

で index.htm ファイルをダブルクリックしてください。 

•AVT FirePackage にスクロールしてください。 

•インストールファイル AVT FirePackage x.y.zip をクリックし、保存してください。 

•（以下はウェッブサイトからダウンロードした場合と同じ） 

 

 

SmartView の実行 

スタート → 全てのプログラム → Allied Vision Technologies → FirePackage → AVT_SmartView 

 

 

カメラをコンピューターに接続 

ファイアワイヤケーブルでカメラとコンピューターを接続するのみ、外部電源不要 

 

 



ライセンス 

FirePackage を作動させるためのライセンスは各カメラ内部にあります。LICENSE.TXT で読み込まれます。

LICENSE.TXT ファイルと FCTLMAIN.DLL は同じディレクトリーに存在する必要があります。デフォルトで

DLL ファイルは Windows System32 ディレクトリーにあります。 

 

 

 

 

1．SmartView 画面紹介 

 

1.1 画面起動 

a).カメラをコンピューターに接続し、SmartView を起動します。 

b).起動画面で、ツリーを展開し、該当カメラをダブルクリックします。 

 

開始画面(例：Pike F-210B カメラ) 

c).メインウィンドウが出ます。通常の場合、自動的に一画面をキャプチャーします。 

 

 

 

1.2 開始画面概要 



メニューとアイコンの説明： 

アイコン 機能 説明 

 全般設定 
全般設定ウィンドウを開き、1394 カードと 1394 バスの接続設定、イメージタイ

プ設定、カメラ表示設定 

 情報 ソフトウェアに関する情報 

 

 

メニュー サブメニュー ショートカット 説明 

Camera 

Open/Close view Ctrl+O, Enter 表示ウィンドウ(メインウィンドウ)を開く 

Initialize the camera  選択したカメラの初期化 

Soft reset  選択したカメラをリセットする 

Update firmware...  
1394 バスで Guppy/Pike カメラのファームウ

ェアをアップデートする 

Format 7 mapping...  
Pike のみ：全ての Format_7 マッピングを

F7M1..F7M7 に設定する 

 Settings... Alt+E 

全般設定ウィンドウを開き、1394 カードと

1394 バスの接続設定、イメージタイプ設定、

カメラ表示設定 

Exit Alt+X アプリケーションを閉じる 

View 
Toolbar  ツールバーの表示と非表示 

Status bar  ステータスバーの表示と非表示 

Help About AVT SmartView...  バージョンと著作権情報 

※Format* mode*とは？ 

IIDC：Instrumentation and Industrial Camera；計測器と産業用カメラ 

Format* mode* は IIDC 規格 v1.3(IIDC 1394-based Digital Camera Specification, Version 1.30)で定義したビ

デオフォーマットです。 

AVT のカメラはほとんど Format_7 を使います。 

 

 

Camera → Settings をクリックして、全般設定ウィンドウを表示します。 

区域 テキスト 説明 

Enable initial 

card states 

Enable initial card 

states 

複数のカードと複数のカメラを使う時、この機能を使用する 

この機能を有効にして、使わないカードを無効にして、作動してい

るカードを「False」に設定して、接続したカメラが自動的に表示

される 



Card ID list 

ID 番号で全ての 1394 カードの表示 

パラメーターDisabled を True に設定し、カードを無効にする 

パラメーターAutoOpen を True に設定し、SmartView 起動の時、

カードに接続した全てのカメラは自動的に作動する 

Camera 

Automatically open 

camera views on 

startup 

対応するカードが作動した時、全ての接続したカメラが自動的に作

動する 

Selected cameras 

only 
SmartView 起動の時、選択したカメラだけ表示する 

Image file 

type 

Default 

type used by’Save’ 

& ’Save as’ 

保存操作のデフォルトファイルタイプ 

使用できるファイルタイプ： 

bmp, jpg, gif, tif, png 

Override extension 

entered by the user 
全ての保存操作の設定は無視される 

Camera view 

settings 

Always scale image 

to view size 

各ウィンドウの標準設定 

カメライメージのサイズを表示ウィンドウのサイズに調整する 

Resize camera view 

on resolution 

changes 

各ウィンドウの標準設定 

イメージまたは AOI(Area of Interest)の解像度変更時に表示ウィン

ドウを調整する 

 

 

 

1.3 問題処理 

問題が発生した場合： 

イメージが完全に黒い、白い、または品質がひどい場合、次の方法を試してください： 

•レンズカップを外したかどうか、チェックしてください 

•イメージが完全に黒い、白い場合、絞りを大幅に調整してみてください 

•イメージの品質がひどい場合、レンズのフォーカスを調整してください 

問題がまだ存在する場合： 

•ファイアワイヤプラグの接続をチェックしてください 

•カメラの LED ライトをチェックしてください 

 

 

 



1.4 アイコンバー 

メインウィンドウのアイコンバー 

アイロン 機能 説明 

 
保存 保存 

 設定編集 
設定ウィンドウ 

標準レジスタの設定を調整することができる 

 レジスターアクセス 
アドレスによって、各パラメーターを設定する 

カメラ作動中も設定可能、一部の設定は再起動必要がある 

 Iso 作動 連続画像取り込み 

 複数取り込み 
Edit Settings → TriggerI/O tab → Multishot counter 枚数のイメー

ジを取り込み 

 1 枚のみ取り込み 1 枚のみ取り込み 

 停止 イメージ取り込み停止 

 
記録 

File → Recording options...で設定したファイル名で、イメージファ

イルを記録する 

 
イメージ座標表示 

カーソルが指しているピクセルの座標を表示する 

 

 

イメー ジ座 標と イメ

ージ明度の表示 

カーソルが指しているピクセルの座標とイメージ明度を表示する 

カラーイメージ： 

 

モノクロイメージ： 

 

 

ステー タス バー でフ

ォーマットを表示 

ステータスバーでイメージのフォーマットを表示する 

例：2080x1540x8 (RAW8) 



 
画像拡大 画像拡大 

 
画像縮小 画像縮小 

 

ファイ ルか ら設 定の

読み込み 
ファイルから設定の読み込み 

 

ファイ ルに 設定 の書

き込み 
ファイルに設定の書き込み 

 関する情報 バージョン番号、著作権とウェッブサイトリンク 

 

 

 

設定編集ダイアログ例(PIKE F-210B) 

 



 
アドレスアクセスダイアログ例(Marlin F-080C-30fps) 

 

 

 

1.5 メニュー構造 

メインウィンドウメニュー構造 

メニュー サブメニュー 説明 

File 

Save 保存 

Save as... 
ファイルフォーマットとディレクトリを選択し、ファイルを

保存する 

Recording options... 
記録オプションを設定し、ストリーミングフォーマット(各

画像ファイル名に連続番号を入れる)でイメージを保存する 

Use deep images 8bit 以上のイメージフォーマットを使用する 

Exit 終了 

Camera 

Free-run 連続取り込み 

Multi-shot 複数枚イメージ取り込み 

One-shot 1 枚取り込み 

Stop 取り込み停止 

Record 記録 



Settings → Settings dialog 設定ウィンドウを開く 

Settings → Quick Read 

settings 
ファイルから設定の読み込み 

Settings → Quick Write 

settings 
ファイルに設定の書き込み 

Settings → Select Settings 

file... 
保存ファイルを選択する 

Settings →Read Settings from 

external file... 
外部ファイルから設定の読み込み 

Settings → Write Settings to 

external file... 
外部ファイルに設定の書き込み 

Settings →Search for camera 

by GUID 
カメラ ID から捜索 

Direct access dialog 

アドレスによって、全てのパラメーターをアクセスできるウ

ィンドウを開き、AVT カメラのレジスタを直接設定可能 

カメラ作動中も設定可能、一部の機能は再起動の必要がある 

Options →  Automatically 

load settings on camera open 
カメラ作動時、設定自動ロード 

Options →Automatically save 

settings on camera close 
カメラ停止時、設定自動保存 

Options → Start Free-Run 

automatically on camera open 
カメラ作動時、Free-Run 開始 

Options →Start One-Shot on 

camera open 
カメラ作動時、One-Shot 開始 

Options → Set shutter, gain 

and white balance 

automatically 

シャッター、ゲイン、ホワイトバランス自動設定 

Options → Start with display 

maximized on camera open 
カメラ作動時、最大サイズで表示する 

View 

Toolbar ツールバーを表示する 

Status bar ステータスバーを表示する 

Set display size to 

カメラによって、異なるサイズを選択できる 

モニターのサイズが表示サイズより小さい場合、モニターに

合わせるように表示フォーマットの自動調整可能 



Additional information 

座標 

座標/ピクセル値 

イメージ情報 

ヒストグラム 

イメージスタンプ情報(Marlin,Pike のみ) 

Disable display of image イメージの表示を無効にする 

Zoom in 画像拡大 

Zoom out 画像縮小 

Set zoom=1 元サイズに設定する 

Set maximum zoom 最大サイズに設定する 

Resize view on format change 

各ウィンドウの標準設定 

イメージまたは AOI の解像度変更時に表示ウィンドウを調

整する 

Always scale image to window 

各ウィンドウの標準設定 

カメライメージのサイズを表示ウィンドウのサイズに調整

する 

Reset position of settings 

dialog 
設定ダイアログを元の位置に戻す 

Extras 

Set async speed 

もし、カメラを低速で転送したいなら手動設定を用い、S200

で 20ｍの長いケーブル又は 100ｍ(s100)ネットワークケー

ブルで転送が可能です。 

「AUTO」を有効にして、自動的に最大 async スピードを見

つける 

Allow async block transfer Async を無効にする 

Drop faulty frames 
不完全なフレームを捨てる 

伝送中にエラーが発生した場合、フレームが不完全になる 

Auto-flush logging file 

ログメッセージをすぐにログファイルに保存する 

この機能が無効になった場合、バッファが満杯になった時の

み、メッセージが記録される 

Adjust channels... Pike カメラのみ：マニュアルを参照してください 

View Secure Image Stamp 

info... 

Marlink,Pike カメラのみ：安全イメージ署名(Marlin,Pike)を参

照してください 

Sequence dialog... Pike カメラのみ：連続モード(Pike)を参照してください 

Help About AVT SmartView... バージョン番号、著作権とウェッブサイトリンク 



Tooltip help for settings 

マウスにあるところに関する情報の表示 

 

 

 

 

1.6 設定編集ウィンドウ 

メインウィンドウの Edit settings ボタンで開きます。 

 

1.6.1 概要 

カメラによって異なりますが、次のタブが表示されます： 

• Format タブ 

• Ctrl 1 タブ 

• Ctrl 2 タブ 

• Ctrl 3 タブ(PIKE/DOLPHIN カラーカメラと GUPPY インタレースカラーカメラのみ) 

• Trig/IO タブ 

• LUT/Shdg. タブ 

• Adv 1 タブ 

• Adv 2 タブ 

• Adv 3 タブ 

• CMOS タブ (CMOS カメラのみ) 

 

 

1.6.2 フォーマットタブ説明 

区域 テキスト 説明 



Fixed & 

variable 

modes... 

Format 

固定解像度、Format_7 モードを表示する 

カメラによって異なる： 

• Fixed フォーマット 

– 320x240 

– 640x480 

– 800x600 

– 1024x768 

– ... 

• Format_7 モード 

– F7 mode 0 

– F7 mode 1 

– ... 

Color 

選択したフォーマットの使用可能なカラーモードを表示する 

カメラと選択した解像度によって異なる： 

Mono8, YUV411, YUV422, RGB8, RAW8,RAW16, RAW12... 

Framerate 
固定モードのフレームレートを表示する 

Format_7 モードで無効 

ISO speed 

カメラはこのスピードでビデオデータ伝送する 

1394a: S100, S200, S400 

1394b: S100, S200, S400, S800 

カメラはこのスピードでビデオデータを伝送する 

コミュニケーションは別のスピードを使用する可能性がある

(Extras → Set async speed) 

debayering 「ディベイヤリングアルゴリズム」を参照してください 

High SNR mode 
High SNR モードに使うイメージ数を選択する 

イメージ平均化機能 

ISO channel 

 

ビデオデータストリームソースのアドレスを認識する番号 

Auto Chn 以外を設定した場合、1 つのバスにある全てのカメラは

異なる ISO channel に設定する必要がある 

Frame buffers 

 

デフォルトで各カメラに 16 個フレームバッファが確保されてい

る 

フレームバッファの数が設定でき、使用しているバッファとバッ

ファの総数は表示される 

イメージを失わないよう、バッファは最少 3 つ 

Format7 

settings... 

Left/Width/Top/Height 

 
AOI 設定(Format_7 モードのみ) 



(max. abcd 

x efgh) 

Packet size 

 
Auto size を無効にして、Packet size が設定可能になる 

Auto size 

 
アイソクロナス伝送のパケットサイズの自動調整 

Max frame rate 

 
最大フレームレートを表示する 

※High SNR mode：高画質モード 

※YUV：輝度信号(Y)と、輝度信号と青色成分の差(U)、輝度信号と赤色成分の差(V)の 3 つの情報で色を表

す形式です。 

※RGB：赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）の三つの原色を混ぜて幅広い色を再現する加法混色の一種で

す。 

 

 

1.6.3 タブ Ctrl1 説明 

各区域の ボタンをクリックすると、パラメーターに対応するワンプッシュ機能を実行します。 

ワンプッシュ機能とは？  

オート機能はリアルタイムで対応するパラメーターの調整機能ですが、ワンプッシュ機能はボタンを押し

た瞬間、映っている画面によって、対応するパラメーターを調整する機能です。調整した後、画面内容が

変わっても、パラメーターは変わりません。 

テキスト 説明 

Target grey level 

 

自動露光 

自動シャッター、自動ゲインと共に調整する 

Auto_exposure レジスター0xF0F00804 (IIDC)のグレーレベルに関連する 

自動露光は平均明るさを影響する 

Shutter 

 

手動で電子シャッターを調整する 

タイムベースの倍数になること 

Gain 

 

手動でゲインを調整する 

ゲインが高くなるほど、ノイズが増える 

Brightness 

 

手動で明るさの調整はオフセット 800h のレジスターIIDC の明るさを変更する 

イメージのオフセットを変える 

Gamma 

 

非リニアで暗い部分のストレッチと明るい部分の圧縮 

0 = Gamma off 

1 = Gamma on 

詳しくはカメラのマニュアルを参考してください 

LUT と同時に使用するとき： 



• gamma ON → look-up table is switched ON also 

• gamma OFF →  look-up table is switched OFF also 

• look-up table OFF →  gamma is switched OFF also 

• look-up table ON →  gamma is switched OFF 

White balance 

 

カラーカメラのみ 

手動でまたは自動でホワイトバランスを調整する 

U/B_Value フィールドの値はグリーンをブルーに変えさせる 

V/R_Value フィールドの値はグリーンをレッドに変えさせる 

Sharpness 

 

DOLPHIN, OSCAR, MARLIN,PIKE のみ 

手動でシャープネスを調整する 

カラーモデルの調整は OSCAR/MARLIN/PIKE マニュアルの「Sharpness」部分を参

考してください 

 

 

1.6.4 タブ Ctrl2 説明 

各区域の ボタンをクリックすると、パラメーターに対応するワンプッシュ機能を実行します。 

テキスト 説明 

Hue 

 

手動で色相を調整する 

色相(Hue)は全ての色を切り替える 

Saturation 

 

手動で彩度を調整する 

彩度はゼロから 200％まで調整できる 

Auto-function AOI 

自動機能の適用領域 

Off の時は全画面適用 

「Show AOI」を有効にして、画像の AOI 領域を表示する 

Auto shutter range 自動シャッターを特定の範囲に制限する 

Auto gain range 自動ゲインを特定の範囲に制限する 

 

 

1.6.5 タブ Ctrl3 説明(カラープログレッシブカメラのみ) 

テキスト 説明 

Extra features 

during debayering 

この二つのパラメーター(色相・彩度)はカメラが RAW イメージを伝送する時、且つ

SmartView がディベイヤリング処理中の時のみ、使用可能 

• 2x2 YUV422 

• 2x2 LCAA 

• 2x2 LCAA+V 



Hue 

 
ディベイヤリング処理中に手動で色相(色相の角度)を調整する 

Saturation 

 
ディベイヤリング処理中に手動で彩度(パーセント)を調整する 

 

 

1.6.6 タブ Ctrl3 説明(カラーインタレースカメラのみ) 

テキスト 説明 

Advanced white 

balance 

インタレースカラーGUPPY が補足カラーフィルターを使用するため、ホワイトバラ

ンス用の非標準レジスターが存在する 

4 つのカラーはそれぞれ調整できる 

ワンプッシュは使用不可 

Green/Cyan 

 

• Green in Format_7 Mode_1 or 

• Green/Cyan in Format_7 Mode_0 

のホワイトバランスを調整する 

Magenta/Yellow 

 

• Magenta in Format_7 Mode_1 or 

• Magenta/Yellow in Format_7 Mode_0 

のホワイトバランスを調整する 

Cyan/Magenta 

 

• Cyan in Format_7 Mode_1 or 

• Cyan/Magenta in Format_7 Mode_0 

のホワイトバランスを調整する 

Yellow/Green 

 

• Yellow in Format_7 Mode_1 or 

• Yellow/Green in Format_7 Mode_0 

のホワイトバランスを調整する 

 

 

1.6.7 タブ Trig/IO 説明 

区域 テキスト 説明 

Trigger 
Mode 

 

• Internal (continuous output) 

• Edge mode(0) 

• Level mode(1) 

• Progr. mode(15) aka Trigger_Mode_15 

イメージを取るために、Internal 以外のモードは I/O コネクター

のトリガーピンに、外部シグナルの必要がある 



Polarity 

 

トリガーシグナル極性 

Edge モード(0) と Progr. モード(15): 

• Falling 

• Rising 

Level モード(1): 

• Low act. 

• High act. 

Multishot counter  取り込もうとするイメージ数 

Trigger delay 
On トリガーシグナルとイメージ取り込みの間の遅延 

μs 遅延タイム 

Integration 

enable delay 

On 
インテグレーション(シャッター)とアウトプットシグナルイン

テグレーション作動の遅延 

μs インテグレーション作動イベントの遅延タイム 

Input/Output 

pins 

List of all inputs 

and outputs of a 

camera. 

カメラのインプットとアウトプットの数 

Mode column 

各ピンに次のモードが設定できる： 

Input → (Off/Trigger) 

Output → 

(Off/Direct/IntegrationEnable/FrameValid/Busy/FollowInp). 

Invert column 
古いバージョン極性 bit 

「Ivert:No」は極性「low」 

State column インプットアウトプットピンの状態を表示する 

Poll the I/O state 

continually 
200ms ごとにピンの状態をアップデートする 

 

 

1.6.8 タブ LUT/Shdg 説明 

区域 テキスト 説明 

Lookup tables 

LUT operation on カメラ内部 LUT のオン/オフ 

using LUT # 

 
カメラ内部 LUT の選択 

 アップロードした LUT を表示する 

 選択したデータを選んだ LUT 番号にアップロードする 

into LUT # 

 
LUT 番号を選ぶ 



LUT file  
「data from the file below」を選択した場合、有効 

アップロード操作のファイルを選択する 

Import data from 

column  

「data from the file below」を選択した場合、有効 

LUT を保存したとき、column を選ぶ 

starting at 

 

「data from the file below」を選択した場合、有効 

LUT が作動したとき、row を選ぶ 

Shading 

correction 

Shading correction 

on 
シェーディング補正 

Show shading data 

as image 
カメラアウトプットとするシェーディングイメージを選ぶ 

shading data 

from  

カメラ内部シェーディングイメージを構築する 

シェーディングイメージ構築のため、イメージ数を選ぶ 

Flash 

 

カメラ内のユーザー設定でシェーディングイメージの保存とロ

ード 

 シェーディングイメージのロード 

 保存したシェーディングイメージを削除する 

File 

 

外部ファイルを使って、シェーディングイメージの保存とロー

ド 

 保存したシェーディングイメージをアップロードする 

Shading data file 

 

複数の外部ファイルを選択し、保存、アップロードする 

チェックボックスで最近使用したファイルをリストアップする 

 

 

1.6.9 タブ Adv 1 説明 

区域 テキスト 説明 

Extended 

shutter 
μs 

μs 単位で絶対露光時間を設定する 

このセッティングは標準シャッターセッティングより優先度

高くなっている 

最大時間はカメラによって異なる 

Std. shutter 

timebase 
Timebase  

Timebase は標準シャッターレジスターのベースをコントロ

ールする 

カメラを再起動すると変更は有効になる 

シャッター値は timebase の整数倍 

Test images 
Active image 

 

カメラ内部イメージからイメージソースを選ぶ 

カメラモデルによって異なる 

Mirror image Horizontal カメラモデルによってイメージを反転する 



Vertical カメラ内部での処理 

Deferred 

transport 

Hold images 

遅延伝送機能を持つカメラは PIKE, MARLIN, DOLPHIN, OSCAR 

Hold images を有効にすると viewer への伝送を停止し、イメ

ージを FIFO に保存する 

Fast capture 

FastCapture モードを有効にする 

センサーは最大スピードで読み取る 

伝送設定でスピードの設定も可能 

# of images to send 

 

「Send Images」ボタンの対するイメージ番号を選ぶ 

0 に設定すると全てのイメージになる 

FIFO size 内部イメージ FIFO の表示サイズ 

FIFO used 現在 FIFO にあるイメージの番号を一覧表で表示 

 FIFO から読み込み、SmartView に送出 

Lock image capture 
 

上記のボタンを使う場合、カメラに ISOenable/one-shot コマ

ンドを送出せず、表示ウィンドウのみが作動する 

  

Lock image capture 有効の時、赤い矢印ボタンはカメラを作

動させ、FIFO へイメージを取り込む 

 Free-run モード 

 one-shot モード 

Version 

information 

Microcontroller/Order 

Number/ 

FPGA/Serial number 

バージョン番号、ファームウェア ID、命令番号、シリアル番

号を表示する 

 

 

1.6.10 タブ Adv 2 説明 

区域 テキスト 説明 

Serial port 

(IIDC-1.31) 

Bitrate 

 

RS232 シリアルポートのビットレートを選択する 

カメラに接続した外部デバイスとデータ通信する 

Char length 

 

シリアル入力/出力の文字の長さ： 

•7 bits 

•8 bits 



Parity 

 

シリアル入力/出力の極性 

• none 

• odd 

• even 

Stop bits 

 

シリアル入力/出力のストップビット 

• 1 stop bit 

• 1.5 stop bits 

• 2 stop bits 

Serial port off 

Transmitter on 

Receiver on 

Both on 

シリアル入力/出力を無効にする 

シリアル発送のみ有効 

シリアル受信のみ有効 

双方向有効 

Transmit   カメラに伝送するテキスト 

Receive 
全ての RS232 経由でカメラが受信したデータはこ

こで表示する 

Image stamp 

& 

counters 

Enable 

MARLIN と PIKE CCD カメラのみ、ファームウェア

V3.03 以上 

詳しくは MARLINK、PIKE マニュアル Secure image 

signature (SIS)部分 

タイプスタンプ、フレームカウンター、トリガーカ

ウンターをイメージに書き込む 

Row  

イメージにスタンプの書き込む位置： 

Row 0: イメージの最上部 

Row 1,2,...: 最上部からの行数目 

Row -1: 最下部 

Row -2,-3,...: 最下部からの行数目 

 SIS インフォメーションを表示する 

User value  PIKE のみ：カメラに書き込むユーザーバリュー 

Frame Counter   

Trigger Counter   

Display 

レジスターからフレームカウンターとトリガーカ

ウンターを読み込むことができる 

Display を有効にすると、フレーム/トリガーカウン

ターの番号の表示 

Frame counter フィールドはリセットボタンを押し

てからのイメージ数の表示 

Trigger Counter フィールドはリセットボタンを押

してからの外部トリガーイベント数の表示 



Color 

Color correction 

ビルトインカラー補正マトリクスを使用する 

一部のカメラではこの機能はタブ Adv3 にある 

RGB カラードメインで 3×3 マトリクスでの補正は

直観的な処理にはならない 

Local color anti-aliasing 
Dolphin F-145C のみ：水平方向のカラーフリンジ

(モアレ)を少なくする 

Camera reset   

ボタンで FPGA、1394 バスをリセットす

る 

ボタンで FPGA のみをリセットする 

User sets 

(Memory 

channels) 

 
現在の設定を選択したユーザー設定(1..3)に保存す

る 

 選択したユーザー設定(1..3)から設定をロードする 

 次回カメラ作動時自動ロードするユーザー設定 

Set No.  

ユーザー設定番号 0..3 を選択する 

No.0：ファクトリー設定 

No.1..3：ユーザー設定 

 

 

1.6.11 タブ Adv 3 説明 

区域 テキスト 説明 

Color 

correction 

Correction matrix 

 

Example shows Pike F-210C 

カラー補正と補正マトリクス付きのカメラのみ 

詳しくは PIKE マニュアルの Color correction 部分 

マトリクス要素を変更するため、タブ Adv2 の color 

correction を有効にしてください 

補正マトリクスの 9 つのフィールドに手動で-1000 から

2000 までの数字を入力できる 

1000 は 1.0 を意味する 

下記のことを注意してください： 

•各行の総合(sum)が 1000 になるように設定してくださ

い 

適切な設定ではないと、色相が変わり、ホワイトバラン

スが取れない可能性がある 

 

 

1.6.12 タブ CMOS 説明 

区域 テキスト 説明 



High dynamic 

range mode 

(Guppy F-036

のみ) 

(Guppy F-036 のみ) 

HDR mode on 

Voltage #1 

 
Voltage #2 

 

Knee points  

詳しくは GUPPY マニュアルの HDR 部分(Guppy F-036 の

み) 

ニーポイント数を 0 以上の数字に設定し、HDR mode on

を有効にする 

Knee points に 1 または 2 を、Voltage #1(と Voltage #2)

に電圧値を設定する 

High dynamic 

range mode 

(Marlin F-131

のみ) 

(Marlin F-131 のみ) 

Knee points  

詳しくは Marlin F-131 のマニュアルの High dynamic 

range mode(Marlin F-131B/C のみ) 

ニーポイント数は 1..3 

HDR mode on ニーポイント設定した後、HDR mode on を有効にする 

Display graph 

HDR モードのオンザフライ表示図を表示させる 

 

Easy mode 

dB 単位でのダイナミックゲインの Easy mode 値は設定で

きる(例では 7.4dB に設定している) 

例： 

 

Expert mode 

手動で Add.time #1(, #2, #3)を設定する 

例： 

 

シャッタータイムとトータルタイムは表示している 



DSNU/Blemish 

pixel 

correction 

(Marlin F-131B

のみ) 

(Marlin F-131B のみ) 

DSNU correction on 

詳 し く は MARLIN マ ニ ュ ア ル の DSNU & blemish 

correction 部分(Marlin F-131B のみ) 

DSNU = Dark signal non-uniformity 

レンズまたは絞りを閉じ、照明を遮断した状態で、DSNU

または傷補正を行う 

Blemish correction on 
傷補正を使用する 

欠陥画素を認定し、補完処理によって補正する 

Show correction data image 補正データをイメージとして表示させる 

Correction data 

using  

選択した数のイメージから、補正イメージを作成する 

(選択できる数は 1, 2, 4, 8, 16) 

 補正データを記憶装置に保存する 

 記憶装置から補正データをロードする 

 記憶装置を空にする 

※HDR：High Dynamic Range 

ダイナミックレンジ(Dynamic Range)とは、識別可能な信号の最小値と最大値の比率。HDR は広いダイナ

ミックレンジを記録する機能。 

 

 

 

1.7 レジスターアクセスウィンドウ 

レジスターアクセスウィンドウで、レジスターのデータを書き込み、読み込むことができます。 

テキスト 説明 

Register  全てのレジスターの明確な名前を一覧表で表示する 

Address  
選択したレジスターのアドレスが表示される 

十六進数でアドレスを手動で入力できる 

Data  選択したレジスターの読み込む/書き込むデータを表示する 

Read  選択したレジスターからデータを読み込む 

Write  選択したレジスターにデータを書き込む 

List 

# column Read/write 操作数を数える 

rw column 

操作のタイプを表示する： 

re-read 

wr-write 

Address column 十六進数で操作のアドレス表示 

Value column 十六進数で操作の値表示 



 

 

 

 

2. SmartView で AVT カメラを操作する 

SmartView で AVT カメラの操作を紹介します。 

 

2.1 ディベイヤリング(debayering)アルゴリズム 

ディベイヤリングアルゴリズムとは？ 

カメラのセンサーは光の強さを認識できますが、色を認識できません。カラー画像を取得するため、セン

サーに色フィルターを被り、三原色の強さをそれぞれに測り、アルゴリズムによって、各画素の色を算出

できます。また、人間の眼の分光感度が緑付近をピークとしており、緑の解像度が見かけ上の解像度を向

上させるため、通常の場合、各色の画素数の比率は R:B:G(赤：緑：青) = 1:2:1。 

  

この仕組みに基づき、カラー変換によって、色の算出アルゴリズムは、ディベイヤリング(debayering)アル

ゴリズムです。 

 

 

2.1.1 条件 

•PC ディベイヤリングのみ(SmartView で) 

•カラーカメラのみ 

•作動モード：RAW8/RAW12/RAW16/Mono8 モード(カメラによって異なります)；RAW12/RAW16 モード

は 2x2 アルゴリズムのみ使用できます。 

 

2.1.2 位置 

SmartView: Edit settings → Format タブ 



 

 

 

Marlin/Guppy のみ：色相と彩度の付加調整が可能になります。(YUV422/LCAA/LCAA+V を使ってください) 

SmartView: Edit settings → Ctrl3 タブ(color モードで) 

 

 
 

 

2.1.3 説明 

使用できるディベイヤリングアルゴリズム： 

アルゴリズム タイプ 説明 長所(+)と短所(-) 

none none 一般アルゴリズム  

2x2 

2x2 2x2 のピクセルに基づくディベイヤリング 

+一番早い(低い CPU 負荷)ア

ルゴリズム 

-カラーフリンジ(モアレ） 

2x2 mono 
2x2 ディベイヤリングのモノクロイメージ

(輝度のみ) 

+カラーフリンジ 

-カラーインフォメーション

なし 

3x3 3x3 3x3 のピクセルに基づくディベイヤリング 

+より少ないカラーフリンジ 

-より少ない解像度 

-より高い CPU 負荷 



2x2 

2x2 

YUV422 

2 つ水平隣接ピクセルでローパス(低域通過)

フィルタリング 

+LCAA、LCAA+V より早いア

ルゴリズム 

-LCAA より多くの水平カラ

ーフリンジ 

2x2 LCAA 

LCAA = local color anti-aliasing 

4 つ水平隣接ピクセルでローパス(低域通過)

フィルタリング 

+より少ない水平カラーフリ

ンジ 

-垂直カラーフリンジ 

2x2 

LCAA+V 

LCAA+V = local color anti-aliasing 

+ vertical color smoothing 

4 つ水平隣接ピクセルと 2 つ垂直隣接ピクセ

ルでローパス(低域通過)フィルタリング 

+より少ないカラーフリンジ 

-最も遅いアルゴリズム(高い

CPU 負荷) 

 

次のベイヤパターンが使用可能です： 

ベイヤパターン 説明 

auto. pattern  デフォルト 

RGGB 古いバージョンの SmartView が間違ったベイヤパターンを使った場合など、左側のパ

ターンを使用します。前の 2 つの文字はセンサーの 1 行目で、後の 2 つの文字は 2 行

目です。 

R=赤(red); G=緑(green); B=青(blue) 

GRGB 

GBRG 

BGGR 

 

色相と彩度の付加調整：(Marlin/Guppy のみ) 

• YUV422, LCAA, LCAA+V は伝送した RAW8 イメージを YUV 区間に変換します。 

• カラーインフォメーションのローパス(低域通過)フィルタリングはカラーフリンジ(モアレ)を抑えます。 

• YUV 区間で色相と彩度の集中計算の必要があります。色相が 0 で、彩度が 100(=100%) で、変換が効率

よくなります。 

• RGB 区間に変換します。 

 

 

 

2.2 詳細ホワイトバランス(Guppy カラーインタレースカメラのみ) 

 

2.2.1 条件 

•Guppy カラーインタレースカメラ 

•Format_7、Mode_0 と Mode_1 

 



2.2.2 位置 

Main window: Edit settings → Ctrl3 タブ 

 

 

 

2.2.3 説明 

Guppy インタレースカメラは補完カラーフィルター付きのカラーセンサー(Green, Magenta, Cyan and 

Yellow)を使っています。このセンサータイプは IIDC 規格に含まれていません。 

• Mode_0 2 つの行を合併するモード 

• Mode_1 フレーム統合モード 

Format_7 Mode_0 領域統合モード。2 つの行を併せ、ホワイトバランスを計算します。 

合併パターン： 

• Green/Cyan 

• Magenta/Yellow 

• Cyan/Magenta 

• Yellow/Green 

Format_7 Mode_1 フレーム統合モード。カラーごとにホワイトバランスを計算します。 

パターン： 

• Green 

• Magenta 

• Cyan 

• Yellow 

 

ワンプッシュボタンがないため、オートモードで調整し、適切なホワイトバランスに調整された後、オー

トを無効にするのがお勧めです。 

 

 



 

2.3 保存とストリーミング画像(Streaming images) 

 

2.3.1 条件 

•ハードディスクまたはネットワークドライブに十分な容量があること 

•記録：画像を取得し、オプションは使用可能になります。 

•ディープイメージの使用：MONO16(モノクロモード)または RAW16(カラーモード)付きのカメラのみ 

※ディープイメージ：普通のイメージファイルは 1 ピクセルのデータサイズは、モノクロの場合は 8 ビッ

ト、カラーの場合は 3 つの色合わせて 24 ビットです。より大きなデータサイズを使うイメージはディープ

イメージとなります。 

 

2.3.2 位置 

SmartView: Main window: File → Save 

SmartView: Main window: File → Save as... 

SmartView: Main window: File → Recording options 

SmartView: Main window: File → Use deep images 

 
 

 

2.3.3 説明 

 

2.3.3.1 ハードディスクまたはネットワークドライブに画像の保存 

File → Save as... 

ファイルフォーマット： 

• BMP (*.BMP, *.DIB, *.RLE) 

• JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.JFIF) 

• GIF (*.GIF) 

• TIFF (*.TIF, *.TIFF) 

• PNG (*.PNG) 

ファイルフォーマット 圧縮、損失の状況 説明 



BMP 非圧縮、損失なし 全てのアプリケーションに適用するフォーマット 

JPEG 圧縮、損失 画質が悪化するが、ファイルサイズが小さい 

GIF 非圧縮、損失なし 256 色イメージ 

TIFF 非圧縮、損失なし TIFF=Tagged Image File Format 

他のツールは TIFF を使う場合、このフォーマットで出力

してください 

PNG 圧縮、損失なし 圧縮、損失なし 

ファイルを修正する場合は、File → Save で保存します。 

 

2.3.3.2 ストリーミング画像：記録オプション(recording options) 

前提条件：イメージを取得してください。記録オプションが使用可能になります。 

ストリーミング画像はビデオファイルではありません。ビデオファイルの作成には、サードパーティ製ソ

フトウェアを使う必要があります。Streampix といったソフトウェアで簡単に転換できます。Streampix は

ウェッブサイト www.norpix.com からダウンロードできます。 

File → Recording options 

 
 

カメラから全ての画像を保存できない場合があります。SmartView の Format タブで、フレームバッファ

を最大値に設定し、記録機能を向上させることができます。ほとんどの場合は全ての画像を記録できます。 

 

区域 テキスト 説明 

File name 

options 

Current file name 

 

Number of digits を確認した後、 ボタンで、ディ

レクトリ、ファイル名前、フォーマットを選択し、保存す

る 

http://www.norpix.com/�


Number of digits  

デフォルト：5 

例： 

recording_test00000.bmp 

recording_test00001.bmp 

... 

recording_test99999.bmp 

Processing 

options 
Record every . frame 選択した数ごとに 1 つの画像を記録する 

記録を停止するには ボタンを押してください。 

 

2.3.3.3 ディープイメージの使用(MONO16 モードまたは RAW16 カラーモードのみ) 

説明： 

伝送データのサイズが 8 ビット以上の場合は、定義上 16 ビットで伝送します(一部の PIKE モデルは AVT

の定義した Packed 12-Bit モードで伝送します)。ディープイメージのデータは最上位(MSB, Most 

Significant Bit)整列です。例えば、10 ビットイメージと 12 ビットイメージの明るさは同じですが、12 ビ

ットイメージのグレーレベルはもっと細かく表現できます。 

 

カメラによって異なります： 

カメラモデル ディープイメージ 長所(+)と短所(-) 

Dolphin b/w 使用可 +エンハンストダイナミックイメージ 

-Windows OS では 8 ビットとして表示されます。SmartView 以外

のツールの場合は、ディープイメージを処理できる能力の必要があ

ります。 

Oscar 使用可 

Marlin b/w 使用可 

Pike b/w 使用可 

Guppy 使用不可 

 

File → Use deep images 

ディープイメージ使用の変更は、ウィンドウを閉じた時、記憶されます。 

ディープイメージの特殊の機能： 

•拡張ヒストグラム：ディープイメージの使用はヒストグラムを影響します。 

•ツールチップのピクセル値が変わります。 

•保存：Save as...コマンドで自動的に拡張子が*.raw のファイルに保存されます (ユーザーの選択したファイ

ルフォーマットと関わらず) 。 

•16 ビットイメージの記録は可能です。 

 

•RAW ファイルではカメラ側で追加したファイルヘッダーやトレーラーはありません。 



•16 ビットの伝送も最上位(MSB, Most Significant Bit)整列になります。例えば、データ「0x7FF0」が伝送さ

れた時、12 ビットイメージのデータに変換すると、「0x7FF」になります。 

注意：ディープイメージはコンピューターに負担をかかります。フレーム落ちの恐れがあります。 

 

 

 

2.4 カメラ設定用の XML ファイルの保存とロード 

 

2.4.1 条件 

•マイクロソフト XML パーサが必要となります。ウェッブサイト http://www.microsoft.com/downloads か

ら Msxml3ger.msi をダウンロードし、インストールしてください。 

•xml ファイルの create/save 操作後、quick read/write 操作が可能になります。 

 

 

2.4.2 位置 

Camera → Settings → Read settings from external file... 

Camera → Settings → Write settings to external file... 

Camera → Settings → Select Settings file... 

Camera → Settings → Quick Read Settings 

Camera → Settings → Quick Write Settings 

 

 

 

http://www.microsoft.com/downloads�


2.4.2 説明 

よく使われる設定を異なる XML ファイルに保存し、各設定のやり方で簡単に切り替える変更が可能です。 

 

 

 

2.5 ヒストグラム機能 

 

2.5.1 条件 

•ヒストグラムウィドウの最小サイズは 256x128 です。 

•ディープイメージを使う場合、ヒストグラムは 16 ビットまでの値を表示します。 

 

2.5.2 位置 

View → Additional information → Histogram 

 

 

 

2.5.3 説明 

画像のデータ分布を表わしたグラフです。横軸に明るさ、縦軸に明るさごとの画素数を表します。例えば、

8 ビット画像なら、横軸を 0～255(256 階調)として、真っ黒は 0、純白は 255、中間はその間の数値として、

画像の中の点を横軸の該当する場所に現します。 

•モノクロカメラの場合では、1 つの曲線を表示します。 

•カラーカメラの場合では、3 つの曲線で表示します。 

•インタレースカメラの場合では、4 つの曲線で表示します。 

 



 

 

ヒストグラム要素 説明 

X axis 8 ビット イメージ: 0...255 

12 ビット イメージ: 0...4095 (Oscar) 

14 ビット イメージ: 0...16383 (例： PIKE Mono16) 

16 ビット イメージ: 0...65535 (例： Oscar または PIKE;HSNR モード) 

Y axis X 軸の値に対するピクセルの数 

Max: Y 軸の最も大きな値(ピクセルの数) 

127(8-bit) X 軸の真ん中 

258(8-bit) X 軸の最大値 

 

ヒストグラムの使用： 

3 つの例： 

1. レンズの絞り値とヒストグラムの関係を見ますと： 

絞りを開く：曲線は右に移動 

絞りを閉じる：曲線は左に移動 

2. 手動ホワイトバランス 

グリーン曲線がリファレンスとなります。 

ブルー曲線がグリーン曲線と重なるように UB スライダで調整します。 

レッド曲線がグリーン曲線と重なるように VR スライダで調整します。 

調整終了。 



3. ヒストグラムとイメージのコントラスト 

イメージのコントラストが強くない場合、ヒストグラムの曲線はガウス曲線のように見えます。 

コントラストが強い場合、ヒストグラムの曲線は鋭角な不規則になります。 

 

 

 

2.6 シェーディング 

 

説明： 

シェーディング補正はフラットフィールド補正とも呼びます。各ピクセルの効果的な増加補正です。カメ

ラ側のハードウェアで処理を行うため、CPU には負担をかかりません。カメラ内部で処理完了後、一時的

なストレージを使わず、イメージをコンピューターに伝送します。Pike ではシェーディング処理後のイメ

ージをカメラのフラッシュメモリに保存することができます。カメラ内部で保存したイメージはカメラキ

ャリブレーションのために使えます。 

 

 

2.6.1 付加情報 

•DOLPHIN マニュアルの Shading correction 部分 

•OSCAR マニュアルの Shading correction 部分 

•MARLIN マニュアルの Shading correction 部分 

•PIKE マニュアルの Shading correction 部分 

 

 

2.6.2 条件 

• Dolphin カメラ (Dolphin F-145B と Dolphin F-201B のみ) 

• Oscar カメラ 

• Marlin カメラ 

• Pike カメラ 

 

 

2.6.3 位置 

SmartView: Edit settings → LUT/Shdg. タブ 



 

 

 

2.6.4 説明 

シェーディング補正は非同質性補償のため使用します。従いシェーディング補正は、照明、特定範囲の光

学特性などの原因で、画像の暗くなった部分を補正する機能です。  

例えば、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正するため、中心部の露出を変

えることなく周辺部の光量を補います。 

 



 

 

1 フレームを補正するには、ピクセル値に 1 と 2 の間で各々1/256 の値をかけ、その結果シェーディングは

50％まで補正できます。 

 

コンピューターでシェーディングデータを生成し、カメラにダウンロードする方法以外、カメラ内部で補

正データを自動的に生成することも可能です。 

 

保存の方法も 2 つあります： 

•カメラ内部でシェーディングイメージを生成し、コンピューターにアップロードできます。 

•カメラ内部で保存します(Pike のみ)。 

 

補正データの自動生成を説明します： 

•左の画像は不均一な照明のソース画像です。 

•表面プロットは画像の明るさの勾配を表示しています。 

•ヒストグラムはグレー値の範囲を表示しています。 

レンズのフォーカスを合わせない状態にして、高周波のイメージデータはソースイメージから外れますの

でシェーディングイメージの中で含まれません。 

 



 
 

 

2.6.4.1 シェーディングイメージ補正 

シェーディング補正は全てのピクセルに一番明るいピクセルのグレー値を与えます。シェーディングデー

タ自動生成時、バックグランドのみを映し、一番明るいピクセルのグレー値は 255 以下でなければなりま

せん。背景が複雑の場合、白い紙などを使って背景として、シェーディング補正を掛けることも可能です。 

1. SmartView メインウィンドウ → Edit settings → LUT/Shdg. タブ 

2. 「Shading correction」区域「Shading correction on」を有効にしてください 

3. 「Show shading data as 」を有効にしてください 

4. シェーディングデータを生成するためのイメージ数を選択してください。 

推奨するイメージ数： 

カメラタイプ 推奨するイメージ数 

Dolphin 4, 8, 16 

Oscar 4, 8, 16 

Marlin 4, 8, 16 

Pike 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 



5. ボタンを押してください。 

シェーディングデータの自動生成が開始します。指定した数のイメージを読み込み、ノイズを低減するた

めの算術平均値を算出します。平均フレームで一番明るいピクセルを見つけ、そのピクセルの値によって、

各ピクセルにかける乗数をそれぞれに算出します。全ての乗数はシェーディングリファレンスイメージに

保存されます。この時、処理時間はフレームの数、イメージの解像度によって異なります。 

 

2.6.4.2 カメラからシェーディングイメージの読み出し 

•シェーディングリファレンスイメージをフラッシュに保存 

•シェーディングリファレンスイメージをファイルに保存 

•シェーディングイメージを画像処理ソフトウェアで生成したり、修正したりできます。 

フラッシュに保存 ファイルに保存 

•「Flash」を選択 

• を押す 

•「File」を選択 

• を押す 

• を押す、ディレクトリーを選択し、ファイル

名前を入力 

 

6.もう一回レンズフォーカスを調整してください。イメージは次のようになります。 



 

•左側はシェーディング補正したイメージです。 

•表面プロットは明るさの勾配がなくなり、平滑化されます。 

 

2.6.4.3 カメラにシェーディングイメージのロード 

フラッシュからロード ファイルからロード 

•「Flash」を選択 

• を押す 

•「File」を選択 

• を押す 

• を押す、ディレクトリーを選択し、ファイル

名前を入力 

 

 

 

2.7 LUT の使用 

 

LUT = Look Up Table；出力値に対する番号で指定できます。 



 

SmartView: メインウィンドウ: Edit settings → LUT/Shdg. タブ 

 

 

説明 

カメラモデルによって、LUT の数は異なります。1 から 63 までのユーザーLUT が提供されています。 

カメラタイプ  

PIKE 16 (# 0-15) LUT の番号は 0 からです。 

カメラ LUT は 1 つしかありませ

ん。カメラ LUT を変更することは

できません。 

GUPPY 1 

MARLIN 1 

OSCAR 1 

DOLPHIN 64 (# 0-63) 

 

LUT はカメラ実行時、カメラの RAM に存在する全ての機能を各ピクセルに適用します。 

RAM のアドレスラインは入力デジタルデータに接続しています。 

センサーのポイントを明度に変換する機能はオフラインでスプレッドシートで計算されます。 

この機能は、使用前にカメラの RAM にロードされる必要があります。 

 

Gamma LUT 

Gamma LUT はディスプレイの非リニア明るさ応答を補正します。LUT テーブルはデジタイザ入力ビットを

出力ビットに変換します。 

カメラタイプ 入力ビット 出力ビット 



PIKE 14 14 まで 

GUPPY 10 8 

MARLINK 10 8 

OSCAR 12 8 

DOLPHIN 12 8,10,12(カメラモデル、ビデオフォ

ーマットによって異なる) 

 

 

2.7.1 AVT のスプレッドシートの使用 

AVT カメラには特定のスプレッドシートが用意されております。 

1.LUT の選択領域で「data from the file below」を選択してください。 

 

(例：MARLIN 146C) 

ボタンでディレクトリーと LUT ファイルを選択してください。 

－...Gamma_040_150.csv ファイルの中でのファンクションは 2 行目から始まります。1 行目はヘッダー行

です。1 番目の LUT  gamma=0.4 は Col B で、2 つのコラムのステップは 0.05 なので、gamma=0.9 の LUT

は Col L になります。 

－...Gamma_040_150.csv ファイルの中でのファンクションは 2 行目から始まります。1 行目はヘッダー行

です。1 番目のコントラストテーブルは Col B で、最後のコントラストテーブルは Col Q です。 

2.column と row を選択してください。 



3. ボタンでカメラにアップロードしてください。 

4. ボタンで効果を見ることができます。 

 

異なるカメラタイプは異なる LUT ファイルを使います： 

カメラタイプ LUT ファイル 説明 

PIKE LUT_Pike_Gamma_040_150.csv 

LUT_Pike_Contrast.csv 

...Gamma_40_150.csv： 

gamma 値 0.4～1.5、ステップ 

...Contrast.csv： 

イメージのコントラストを調整する LUT 

各 LUT に 16 テーブルがあります。コントラスト

値は因数 0.25 から因数 4 までです。因数は、例

えば 4 の場合、LUT の真ん中の勾配は因数 4 で激

しくなります。 

GUPPY LUT_Guppy_Gamma_040_150.csv 

LUT_Guppy_Contrast.csv 

MARLIN LUT_Marlin_Gamma_040_150.csv 

LUT_Marlin_Contrast.csv 

OSCAR LUT_Oscar_Gamma_040_150.csv 

LUT_Oscar_Contrast.csv 

DOLPHIN LUT_Dolphin_Gamma_040_150.csv 

LUT_Dolphin_Contrast.csv 

 

 

2.7.2 SmartView のビルトイン LUT の使用 

LUT 名 説明 LUT 表示 

a table for gamma = 0.7  

 



a table for gamma = 0.45  

 

a table for inversion Output=Max-Input 

 

a table for identity Output=Input 

 

 

1. ビルトイン LUT を選択し、書き込む LUT の#番号を選択してください。 

2. ボタンを押して、LUT をカメラにアップロードします。 

3. ボタンで、効果を見ることができます。 



 

 

 

2.8 トリガー 

 

2.8.1 条件 

• HDR モードでは Trigger_Mode_1 は使用できません。 

• Trigger_Mode_15 で multi-shot カウンタは有効です。 

 

 

2.8.2 位置 

SmartView: Main window: Edit settings → Trig/IO tab 

 
 

 

2.8.3 説明 

全ての AVT カメラは Trigger_Mode_0、Trigger_Mode_1、特定 Trigger_Mode_15 をサポートします。 

トリガーモード 別名 説明 

Internal Continuous mode 

カメラは内部トリガーで作動しています。 

カメラがシャッター(または拡張シャッター)レジスターの値に

よって、シャッタータイムを設定します。 



Trigger_Mode_0 Edge mode 

I/O コネクタのトリガーピンでの電圧エッジによって、カメラ

が 1 つのイメージを精確に引き起こします。 

カメラがシャッター(または拡張シャッター)レジスターの値に

よって、シャッタータイムを設定します。 

Trigger_Mode_1 Level mode 

I/O コネクタのトリガーピンでの電圧エッジによって、カメラ

が 1 つのイメージを精確に引き起こします。 

カメラがアクティブローの時間(入力反転の場合はアクティブ

ハイの時間)によって、シャッタータイムを設定します。 

トリガーシグナルの作動方式は 2 つの目的があります： 

•トリガーの時刻を設定 

•カメラにシャッター時間を指示 

67 秒の長時間の場合、またはシャッターレジスターとソフト

ウェアコールを使用せず、明るさを変更する場合、このモード

を使用します。 

Trigger_Mode_15 
Programmable 

mode 

一括トリガー(bulk trigger) 

外部トリガーイベントと内部トリガー(continuous、one-shot、

multi-shot)の組み合わせ 

 

2.8.3.1 トリガーモードの設定 

 



1. 「Trigger」区域でモードを選択してください。 

2. 「Edge mode(0)」または 「Progr. mode(15)」の場合、トリガーのシグナルの「Polarity」の選択 は「Falling」

または「Rising」になります。「level mode(1)」の場合、トリガーのシグナルの「Polarity」の選択は 「Low 

act.」または「High act.」になります。 

3. 「Multishot counter」区域でカメラの連続取り込み画像数を設定してください。 

4. 「Edge mode(0)」を選択した場合：「Trigger delay」区域でトリガー遅延を設定できます。「On」を選

択し、有効になります。 

5. 「Integration enable delay」機能インテグレーションイベントの有効・無効を切り替えることができ

ます。遅延時間はμs で設定できます。もし fire flash などで trigger に対して遅延など必要なケースの

時。 

 

2.8.3.2 トリガーモードのシナリオ 

トリガーモード 典型的なシナリオ 付加情報 

Trigger_Mode_0 
オブジェクトを同じ位置に引き起

こされるように調整する 

シャッターが開いている間、カメ

ラの動きは画像をぼかさせます。

照明状況によって、例えばカメラ

のフラッシュなど、シャッター時

間を短くすることができます。 

Trigger_Mode_1 

•オブジェクトを同じ位置に引き

起こされるように調整する 

•輝度変更が trigger 信号で制御の

時 

このモードは人気のあるアナログ

カメラをエミュレートしていま

す。 

Trigger_Mode_15 

•1 番目の外部トリガーで 1 つのイ

メージを取り込む 

•イメージを上書きせず、1 つの外

部トリガーでカメラ内部バッファ

を 満 た す (Multi_shot counter = 

#frames によって設定) 

•1 つの外部トリガーで無制限にイ

メージを取り込む 

各カメラのマニュアルには例があ

ります。 

 

2.8.3.3 入力・出力ピンの設定 

各ピンはそれぞれに設定できます： 

1．「Input/Output pins」区域で各ピンに適切なモードを選択してください。モードフィールドをクリック

し、選択項目が出ます。 

Input → (Off/Trigger) 



Output → (Off/Direct/IntegrationEnable/FrameValid/Busy/FollowInp) 

2.「Invert」列で極性ビットを選択してください。クリックし、「Yes」、「No」が選択できます。 

複数の Input を使用するとき、各 Input の論理的な関係は AND です。 

3．「Poll the I/O state continually」を有効になる時、ピンのステータスは 200ms でアップデートされます。 

 

 

 

2.9 SmartView の Log 機能(*.cmd ファイル) 

 

2.9.1 条件 

•適切な起動オプションがサポートされていること 

•Log ファイルは viewer EXE ファイルのフォルダーに形成されていること 

 

 

2.9.2 説明 

SmartView はエラー発生した場合のため、Log 機能を提供しています。問題をデバッグするための参考に

なります。 

Log ファイルの記録は 2 つ方法があります： 

•8000 キャラクター以上、または SmartView を閉じる場合、Log ファイルに記録します。 

•必要がある場合、自動的に Log ファイルに記録します。 

 

Extras → Auto-flush logging file で設定できます。 

 

次のリストは重要度の昇順の Log レベルです： 

• "-f":致命的なエラー(fatal) 

• "-e":エラー(error) 

• "-w":警告(warning) 

• "-i":インフォメーション(info) 

 

Log 機能を使用するには 2 つの方法があります： 

1．SmartView の EXE ファイルのショートカットを作成し、「Link 先」区域で、最後に「-i」を追加します。 



 
2．SmartView のディレクトリーで、*.txt ファイルを新規作成し、拡張子を「cmd」に変換し、次のよう

に入力します。 

 

 

 

 

2.10 チャンネルバランス(PIKE カメラのみ) 

 

2.10.1 条件 

•KODAK PIKE センサー 

(カラーカメラ: Format_7 モード と RAW モード/no ディベイヤリング) 



(モノクロカメラ: Format_7 モードと Mono モード) 

 

 

2.10.2 位置 

Channel balance: Extras → Adjust channels 

 

 

 

2.10.3 説明 

スピードを高めるため、PIKE の Kodak センサーは左右に分離され、2 つのチャンネルによって、読み出し

ています。そして 2 つの ADC(アナログデジタルコンダクター)は異なる設定される可能性があります。生

産時は標準調整がありますが、特定の状況で左から右への階段が見えるかもしれません。 

 

この階段をなくすため： 

1．Extras → Adjust channels 

2．イメージの真ん中付近の輝度値が最大になっているパターンを使用しイメージを撮り、手動でチャンネ

ルあわせを選択しあわせます（スライダーで又は値を設定）又は Do one-push adjustment で調整可能（但

し数分掛かります） 

 

最終値はカメラの電源を切るまで有効ですが、ユーザー設定に保存できます。 



 
 

 

 

2.11 HDR モード(CMOS カメラ) 

 

2.11.1 条件 

• Guppy F-036:Micron MV022 センサーで 

• Marlin F-131:FillFactory IBIS5B センサーで 

• For HDR モード: 1 つまたは 1 つ以上のニーポイント(Knee Point) 

 

 

2.11.2 位置 

HDR: Edit settings → CMOS タブ「 High dynamic range mode」区域 

 
 

 

2.11.3 説明 

 

2.11.3.1 Guppy F-036: Micron MV022 HDR モード 

Micron MV022 センサーの HDR モードは 2 つまでのニーポイントを設定できます。「easy mode」でドレイ



ン電圧は 2 つのニーポイントに両方とも設定できます。センサーで時間を割り当てます。 

CMOS タブで： 

1． 電圧レベルを 0 から 31 まで調整します。レベル 0 は 0.5625 ボルト、ステップは 0.0625 ボルト。 

2． 2 つのニーポイントを選択した場合、2 番目のボルト値は 1 番目より小さい、またはイコール。 

 

2.11.3.2 Marlin F-131: IBIS5B HDR モード 

IBIS5B センサーの HDR モードは 3 つまでのニーポイントを設定できます。イメージの特定細部を一致し、

センサーのハイダイナミック範囲を 8 ビットに圧縮します。このモードは「多斜面」(デュアルスロープ)

とも呼びます。 

 
 

CMOS タブで： 

1． ニーポイントの数を 0 以上に設定します。 

2． 「HDR mode on」を有効にします。 

3． 「Easy mode」でスライダーを調整します。または「Expert mode」で「Add.time#1(#2,#3)」を入力

します。 

4． 「Display graph」を有効にします。「HDR Graph」で表示します。 

 

 

 

2.12 エラーメッセージと FirePackage エラーフラッグ 

SmartView を実装した Windows™ PC で AVT FirePackage によって、AVT カメラが画像をメインメモリに取

り込む場合をみなします。カメラの中でフレームバッファがあります。普通は複数のイメージを保つこと

ができます。フレームメモリは FIFO(first in first out；先入れ先だし法)メモリです。カメラ内のフレームバ

ッファはハンドリング、付加特徴には有益ですが、主要なデータフローには使いません。 

 



 

 

フレームメモリは 1394 インターフェースの小さいバッファ(4K バイト)の後に存在します。1 つの 1394 サ

イクルのデータはこのバッファから伝送されます。 

DMA メカニズムでデータを PC の対応する 1394 受信バッファに伝送します。受信バッファも 4K バイトで

す。 

PCI(Express)バスのスピードは十分高速であり、受信 FIFO 側でのオーバーフロー、アンダーフローなどが

発生しないように、待ち時間は低く設定します。 

Speed of the PCI (express) bus is high enough and latency of it is usually very low so that no overflow or 

underflow of Receive-FIFO is occurring. 

 

受信 OHCI インターフェースのブロックダイヤグラム： 



 
 

 

エラー発生のとき、受信 FIFO はクリティカルセクションになります。 

これ以外の PC デバイス、例えばネットアダプター、USB、または周辺デバイスなども、PCI を占めること

によって、1394 の効率を下がらせるかもしれません。 

この状態のデバッグには、一時的に周辺デバイスを無効にして、1394 デバイスの負担を低下する必要があ

ります。 

マイクロソフトの 1394 ポート低レベルデバイスドライバーを使う場合、ハードウェアで生成した低レベル

データフローでのエラーはアプリケーションに通知されません。 

FirePackage がマイクロソフトのデバイスドライバーを置き換え、特定の(モノリシック)ドライバーを使い

ます。この 1394 デバイスクラスは全てのエラーをアプリケーションに通知します。 



次はドライバーと関連 DLL が生成したさまざまなエラーのリストです。 

 

関数のリターンエラーコード： 

各関数は 32 ビットのエラーコードを返します。 

上位層のエラーコード：FCE_xxx 

低レベルエラーコード：HALER_xxx 

 

HALER_xxx コード： 

エラー名 番号 エラー説明 

HALER_NOERROR 0 エラーなし 

HALER_NOCARD 1 ハードウェア見つかりません 

HALER_NONTDEVICE 2 カードにロジックデバイスを生成できません(メモリ問題) 

HALER_NOMEM 3 該当操作にメモリ不足 

HALER_MODE 4 該当操作に間違ったモード 

HALER_TIMEOUT 5 タイムアウト発生 

HALER_ALREADYSTARTED 6 デバイスは既に作動しています 

HALER_NOTSTARTED 7 デバイス作動不能 

HALER_BUSY 8 デバイスビジー 

HALER_NODATA 9 リソース不足 

HALER_NORESOURCES 10 取り込むデータなし 

HALER_NOACK 11 ターゲットからの受け取りの確認がありません 

HALER_NOIRQ 12 予期の割り込みは発生していません 

HALER_NOBUSRESET 13 予期のファイアウェアバスリセットは発生していません 

HALER_NOLICENSE 14 該当アクションのライセンスはありません 

HALER_RCODEOTHER 15 要求されたサブアクションのターゲットの応答コード 

Response code of target for actual requested subaction other then 

RCODE_COMPLETE (response code is also returned). 

HALER_PENDING 16 ペンディング(待ち)ステータス 

HALER_INPARMS 17 入力パラメーターのエラー 

HALER_CHIPVERSION 18 該当関数に間違ったチップ 

HALER_HARDWARE 19 ハードウェアエラー 

HALER_NOTIMPLEMENTED 20 関数は実行しません 

HALER_CANCELLED 21 他のユーザーコールによって、待ちの関数はキャンセルされました 

HALER_NOTLOCKED 22 該当アクションに特定のデバイスのロックを解除する必要がありま

す。 



HALER_GENERATIONCNT 23 全て存在するノードのアドレスを取得する関数<FCTLGetBusInfo>

をコールせず、非同期コミュニケーション関数がバスリセット後に

コールされました。 

HALER_NOISOMANAGER 24 関数に必要なアイソクロナスリソースマネージャーがありません 

HALER_NOBUSMANAGER 25 関数に必要なバスマネージャーがありません 

HALER_UNEXPECTED 26 内部処理エラー、予期しない値が検出されました 

HALER_REMOVED 27 コマンドのターゲットが削除されました 

HALER_NOBUSRESOURCES 28 アイソクロナスチャンネルとバンド幅両方とも利用不可 

HALER_DMAHALTED 29 DMA からのアイソクロナスは停止されました 

 

FCE_xxx コード 

エラー名 番号 エラー説明 

FCE_NOERROR 0 エラーなし 

FCE_ALREADYOPENED 1001 デバイス既に作動しています 

FCE_NOTOPENED 1002 デバイスを作動させる必要があります 

FCE_NODETAILS 1003 エラーの詳細がありません 

FCE_DRVNOTINSTALLED 1004 カーネルモードドライバーはインストールされていません 

FCE_MISSINGBUFFERS 1005 該当アイソクロナスコミュニケーションに十分なバッファがありま

せん 

FCE_INPARMS 1006 入力パラメーターのエラー 

FCE_CREATEDEVICE 1007 カーネルモードドライバーに接続するロジックデバイスの生成エラ

ー 

FCE_WINERROR 1008 内部 windows エラー 

FCE_IOCTL 1009 カーネルモードドライバーコール中のエラー 

FCE_DRVRETURNLENGTH 1010 カーネルモードドライバーの戻り値の長さのエラー 

FCE_INVALIDHANDLE 1011 ハンドルには無効な値があります 

FCE_NOTIMPLEMENTED 1012 関数は実行していません 

FCE_DRVRUNNING 1013 カーネルモードドライバーは既に作動しています 

FCE_STARTERROR 1014 カーネルモードドライバーは作動できません 

FCE_INSTALLERROR 1015 カーネルモードドライバーはインストールできません 

FCE_DRVVERSION 1016 間違ったカーネルモードドライバーバージョン 

FCE_NODEADDRESS 1017 指定したノードアドレスのエラー 

FCE_PARTIAL 1018 ユーザーバッファは一部のみ満たされています(バッファ小さすぎ) 

User supplied buffer was only filled partially (buffer was too small). 

FCE_NOMEM 1019 該当リクエストに十分なメモリがありません 



FCE_NOTAVAILABLE 1020 該当関数無効 

FCE_NOTCONNECTED 1021 オブジェクトはリアルターゲットに接続していません 

FCE_ADJUSTED 1022 1 つのパラメーターが調整されました 

 

グローバルエラーフィールドのエラーフラッグ 

エラーコードは関数がコールされる時返されます。エラーフラッグは違います。バックグラウンド処理中、

あるエラーの発生するリスクがあります。このエラーは関数によって取得できませんので、エラーフラッ

グでハンドルします。1 つまたは複数のエラーコードはエラー発生時設定され、32 ビットフィールドで格

納します。 

ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 通 知 さ れ る 必 要 が あ る 場 合 、 こ の ビ ッ ト フ ィ ー ル ド が ア プ リ ケ ー シ ョ ン に

「WPARAM_ERROR」メッセージを発送します。32 ビットフィールドの各ビットに特定の意味は次のリス

トで説明します。 

HALERF_xxx 

エラー名 値 エラー説明 

HALERF_RXHLTISO0 0x00000001 アイソクロナス RXDMA0 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO1 0x00000002 アイソクロナス RXDMA1 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO2 0x00000004 アイソクロナス RXDMA2 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO3 0x00000008 アイソクロナス RXDMA3 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO4 0x00000010 アイソクロナス RXDMA4 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO5 0x00000020 アイソクロナス RXDMA5 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO6 0x00000040 アイソクロナス RXDMA6 を停止させる必要がある 

HALERF_RXHLTISO7 0x00000080 アイソクロナス RXDMA7 を停止させる必要がある 

HALERF_ISORXACK 0x00000100 パケット ACK でアイソクロナス DMA がエラーをレポートしま

した 

HALERF_ISORX 0x00004000 非特定アイソクロナスがエラーを受け取りました 

HALERF_TXRESPONSE 0x00008000 リクエストに返答できません 

HALERF_ASYRX 0x00010000 非同期受信中のエラー 

HALERF_ASYTX 0x00020000 非同期伝送中のエラー 

HALERF_PHYTIMEOUT 0x00040000 物理層(PHY)からリンクレイヤーチップにのデータ伝送時間は

長すぎ 

HALERF_HDRERROR 0x00080000 ヘッダー不明のパケットを受け取りました 

HALERF_TCERROR 0x00100000 Tcode 不明のパケットを受け取りました 

HALERF_ATSTUCK 0x00200000 非同期伝送 FIFO が詰まりました 

HALERF_GRFOVERFLOW 0x00400000 一般的な受信 FIFO オーバーフロー 

HALERF_ITFUNDERFLOW 0x00800000 アイソクロナス伝送 FIFO アンダーフロー 



HALERF_ATFUNDERFLOW 0x01000000 非同期伝送 FIFO アンダーフロー 

HALERF_PCIERROR 0x02000000 PCI バスアクセス中エラー 

HALERF_ASYRXRESTART 0x04000000 非同期伝送中のエラー、伝送の再起動必要があります 

Error in asynchronous transmit state machine. Transmission 

had to be restarted. 

HALERF_NOACCESSINFO 0x08000000 外部アクセス発生時、アクセスインフォメーションを取得でき

ません 

HALERF_SELFID 0x10000000 SelfId 受信中のエラー 

HALERF_DMPORT 0x20000000 データ伝送ポートでのエラー(GP-Lynx のみ) 

HALERF_ISOTX 0x40000000 アイソクロナス伝送でのエラー 

 

 

 

2.13 AOI 設定(Format_7 設定) 

 

定義： 

AOI：Area of Interest 

AOI 機能でカメラは一部のアリアのピクセルだけを読み出すことができます。この機能によって、より速

いフレームスピード、より少ないデータ処理が可能です。部分的なスキャンになります。AOI に基づき、

さまざまなオート機能(オートシャッター、オートゲイン、オートホワイトバランス)が作動可能です。 

 

2.13.1 条件 

•カメラは「Format_7」モードで作動していること 

 

 

2.13.2 位置 

SmartView: Edit settings → Format タブ(区域「Format7 settings」) 



 

 

 

2.13.3 説明 

カメラのイメージセンサーに特定の解像度があります。カメラの記録したイメージの最大行数と行毎のピ

クセルを示します。 

通常の場合、一部特定の領域のみに関心をを持っています。イメージの読み出しを制限することによって、

伝送するデータの量を減らすことができます。低垂直解像度でセンサーはより速く読み出し、フレームレ

ートも増加します。 

IIDC 規格で定義したフォーマットとモードを使う場合、最大フレームレートも決められている数値になり

ます。Format_7 モードで AOI 区域の左上コーナーの座標、幅と高さを設定し、AOI 区域を指定することに

よって、より早い最大フレームレートを得られます。 

 

Format_7 モードの伝送パケットサイズは調整できます。伝送パケットサイズは 125 マイクロ秒ごとにカ

メラから伝送されたイメージデータのサイズです。パケットサイズを小さくすると、最大フレームレート

が低くなります。 



 
 

AOI 設定した状態で、最大フレームレートを影響するパラメーター： 

•センサーから画像の読み出し時間、FRAME_BUFFER への伝送時間 

•FireWire™バスで画像の伝送時間 

•露光時間 

 

 

 

2.14 毎秒フレームの計算 

 

2.14.1 条件 

画像取り込み中 

 

 

2.14.2 位置 

View → Status bar 

ステータスバーで現在のフレームレートを表示しています。 

 



 

 

2.14.3 説明 

次の部分で理論的なフレームレートと表示されているフレームレートの区別を説明します。 

 

フレームレートの計算方法 

必要可能なフレームレートで伝送するため、新しい方法で MaxBPP を計算しています。 

MaxFPS で伝送するパケットの最大番号が決定されています。これによって MaxBPP を計算します。 

2 つのイメージの間で、1 つのサイクルが落ちる可能性があります。フレームレートフォーミュラを使えま

す(Technical Manual, Chapter Frame rates Format_7 参照)。 

 

例：フレームレートの計算(SmartView 対カメラ) 

Calculation of MaxPPF: PPF = 1 / (MaxFPS x 125μs) = 38.29 

Round off ⇒ PPF = 38 

MaxBPP 計算: MaxBPP = 640 x 480 / 38 = 8084.21 

この数値を 4 バイト分(N-quadlets)四捨五入する: MaxBPP = 8088 

 

SmartView フレームレート計算フォーミュラ: 

frame rate = 1 / ((PPF + 0.5) x 125μs) 

カメラのフレームレートが約 ~208.5 の場合、SmartView はフレームレートを frame rate = 207.79 fps と表

示します。 

 

別の BPP を選択した場合、計算したフレームレートは前の計算方法と同じくなります。2 つの計算方法は

互換性があります。 

 

Pike F-032B, 640 x 480, Mono8, MaxFPSccd=208.93 

 

 

 

2.15 ステータスバーカウンタ 

通常の場合、メインウィンドウの右下のステータスバーで、カメラから伝送された全てのフレームを数え

るカウンタがあります。 

一部の状況で SmartView はカメラからの全ての画像を処理、表示できないことがあります。カメラからの

全ての画像を組み立てなおすことさえできないこともあります。 

 



2.15.1 条件 

次の問題があるかもしれません： 

•ケーブル問題(伝送エラー) 

•1394 バスの制限を越えるバンド幅 

•PCI(Express)バスバンド幅制限 

•PCI 潜在問題 

•Intel Speed Stepping、AMD PowerNow または Cool’nQuiet などの消費電力を削減オプションの問題、受

信 FIFO のオーバーフローの原因になります。 

•CPU リソース問題 

 

 

2.15.2 位置 

View → Status bar 

 

 

2.15.3 説明 

3 つの数字が表示されている場合、カードの受信した全てのフレームが処理され、表示されているわけで

はありません。 

•1 番目(左)の数字はカードに受信したフレームの数(次の図では 5077) 

•2 番目の数字はドライバーレベルで落ちたフレームの数(受信 FIFO オーバーフロー)( 次の図では 0) 

•3 番目の数字はプロセッサ能力不足によって落ちたフレームの数(次の図では 37) 

 

 

2 番目のフレームレートがあれば、右のものは処理したフレームレートを表示します。 

 

図の例は複数のカメラ環境でベイヤディモザイク処理を PC に任せ、極端なアルゴリズムの場合です。PC

はカメラからの全ての画像を維持することができないためです。 

 



 

 

2.16 Format_7 モードマッピング(PIKE のみ) 

PIKE カメラのみ Packed 12-Bit モードが使用可能です。 

 

2.16.1 条件 

• PIKE モノクロカメラ: MONO12 (color ID 132) 

• PIKE カラーカメラ: RAW12 (color ID 136) 

 

 

2.16.2 位置 

SmartView: Edit settings → Format タブ 

 
 

 

2.16.3 説明 

Packed 12-Bit モードは Format_7 モードで使用可能です。RAW12 カラーモードで 2×2 ディベイヤリング

が使用可能です。詳しくは PIKE マニュアルの「Packed 12-Bit モード」部分を参考してください。 

 

 

 



2.17 Format_7 モードマッピング(PIKE のみ) 

 

PIKE カメラで、Format_7 マッピングによって、Format_7 レイアウトをカスタマイズすることができます。 

Format_7 Mode_0 はファクトリー設定なので、変更できません。 

詳しくは PIKE マニュアルの「Binning and sub-sampling access」部分を参考してください。 

※Binning：隣接のピクセルと組合せて読み出す処理 

※Sub-sampling：隣接のピクセルをスキップして読み出す処理 

 

 

2.17.1 条件 

• Binning: PIKE モノクロカメラ 

• Sub-sampling: PIKE モノクロまたはカラーカメラ 

 

 

2.17.2 説明 

1．SmartView entry window: Menu Camera → Format 7 mapping... 

 

次のウィンドウが出ます： 



 
 

2．マッピングを選択し、「Apply」ボタンを押してください。 

 

略語： 

「H」：水平(horizontal) 

「V」：垂直(vertical) 

「2H binning」：2 x 水平 binning 

「2/4 H sub-sampling」：4 つ水平 sub-sampling の中の 2 つ 

「F7M1」：Format_7 Mode_1 

 

デシメーションタイプ 説明 

Disabled 該当モードを Format_7 リストから消えさせる 

Default 

ファクトリー設定を使う 

Pike カメラ: 

F7M1: 2H binning 

F7M2: 2V binning 

F7M3: 2H, 2V binning 

F7M4: 2/4 H sub-sampling 

F7M5: 2/4 V sub-sampling 

F7M6: 2/4 H, 2/4 V sub-sampling 

Binning 

• full resolution 

• 2 

• 4 

• 8 

Sub-sampling 

• full resolution 

• 2/4 

• 2/8 



• 2/16 

 

「Camera mode info」ボタンを押して、使用可能なモードオーバービューが出ます。 

  

 

XML ファイルに設定を保存するとき、各 Format_7 モードにハッシュ値が計算され、保存されます。

re-mapped モードに違法の設定を読み出す可能性はありません。古い設定ファイルには影響がありません。

この場合には違法設定ファイルを読み直します。 

 

 

 

2.18 Packed 12-Bit モード(PIKE のみ) 

 

2.18.1 条件 

• PIKE モノクロカメラ: MONO12 (color ID 132) 

• PIKE カラーカメラ: RAW12 (color ID 136) 

 

 

2.18.2 位置 

SmartView: Edit settings → Format tab (b/w: MONO12; color: RAW12) 

 



 
 

 

2.18.3 説明 

Packed 12-Bit モードは Format_7 のみで使用可能です。RAW12 カラーモードで 2x2 ディベイヤリングのみ

が使用可能です。詳しくは PIKE マニュアルの「Packed 12-bit Mode」部分を参考してください。 

 

 

 

2.19 シーケンスモード(PIKE) 

 

2.19.1 付加情報 

カメラが一連のイメージのための、複数の異なるイメージパラメーターを使う場合、シーケンスモードを

使います。イメージごとのパラメーターセットはカメラの中に保存されています。カメラでパラメーター

セットとイメージは同期できるため、リスクを下げることができます。詳しくは PIKE マニュアルの

「Sequence mode」部分を参考してください。 

 

 

2.19.2 位置 

Extras → Sequence dialog... 

 



 

 

 

 

 

 

2.19.3 説明 

8 つ異なるイメージセッティングの設定例 

1．Extras → Sequence dialog... 

2．「Get current settings」ボタンを押します。 

現在有効なカメラセッティングはマウスの選択した位置、または最後の行(何も選択していない場合)で表示

されます。 

3．「Get current settings」ボタンを 7 回押します。 

8 つ同じ行をステップ 1..8 を名付けます。全てのシーケンスステップのパラメーターはテーブルで表示さ

れています(Step, RepCnt, StepMode, ... , Output4)。ウィンドウを右にスクロールし、他のパラメーターが

見えます。 

4．「Shutter」コラムで 2 番目のエントリーで 900 を入力し、3 番目のエントリーで 800 を入力し、8 番目

は 300 を入力します。 



5．「Apply Sequence」ボタンを押します。セッティングのリストをカメラに発送し、シーケンスモードが

開始します。 はステータスバーで表示されます。 

6．「Disable Sequence」ボタンで現在のシーケンスを表示します。「Apply Sequence」ボタンでシーケン

スを再起動します。 

7．PIKE のみ：外部コントロールでシーケンスモードのテスト：「I/O」タブで Input1 または 2 のモードを

「SeqStep」または「SeqReset」に設定します。詳しくは PIKE マニュアルの「Which new sequence mode 

features are available?」部分を参考してください。 

 

 

 

2.20 イメージセキュア署名(SIS) (MARLIN, PIKE) 

イメージセキュア署名(SIS)は整合性のためイメージに入れたデータです。 

 

2.20.1 付加情報 

詳しくは次のドキュメントを参考してください： 

• MARLIN マニュアルの「Secure image signature (SIS) 」部分 

• PIKE マニュアルの「Secure image signature (SIS) 」部分 

 

 

2.20.2 条件 

• MARLIN カメラ (cycle time, trigger count, frame count) 

• PIKE カメラ (MARLIN より SIS 機能が追加されています) 

 

 

2.20.3 位置 

SmartView: Edit settings → Adv2 タブ (Image stamp & counters Enable) 



 
 

 

2.20.4 説明 

SIS を有効にします： 

1． SmartView ウィンドウで Adv2 タブを選択します。 

2． Image stamp & counters 区域で「Enable」を有効にします。 

3． 「Display」を有効にして、frame/trigger カウンタナンバーが表示されます。 

 

 

 

2.21 スミア削減(PIKE のみ) 

 

定義 

スミア (smear) は、CCD イメージセンサを用いたカメラで周囲より極端に明るい被写体を撮影した際に白

飛びする現象です。 

実装 

カメラ内部ハードウェアでスミアを補償する機能です。 

 

 

2.21.1 条件 



• PIKE カメラ：スミアが出た場合、スミア削減を使用します。 

 

SmartView: Edit settings → Adv3 tab (Smear reduction Enable) 

 

 

 

2.21.2 説明 

スミアが出た場合のみ使います： 

1． Adv3 タブを選択します。 

2． 「Smear reduction」区域で「Enable」を有効にします。 
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