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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 ソ フ ト ウ ェ ア イ ン ス ト ー ル                        

ここでは、Package9_0_75 を例として、インストール手順を説明します。 

 
最新のインストールパッケージを使用して、インストールしてください。 
パッケージの setup.exe をダブルクリックすると、次の画面が表示されます。「OK」をクリックして下さい。 

 

 
図 1.1 ソフトウェアインストール① 

 
 
ディレクトリ指定画面が表示されます。赤枠のボタンをクリックすると、インストールが開始します。 

 
図 1.2 ソフトウェアインストール② 
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スタートメニューに項目を追加する説明が表示されますが、「Continue」をクリックして、インストールを進めて下さい。 

 

 
図 1.3 ソフトウェアインストール③ 

 
 
最後に「OK」をクリックして、インストールを終了します。 

 

 
図 1.4 ソフトウェアインストール④ 
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2 カメラの 接 続  

必ず下記手順でカメラを使用してください： 
① カメラリンクケーブルを接続します。 
② カメラ電源ケーブル 6pin をカメラ後部に接続した後に電源を投入します。 
③ カメラ電源を消します。 
④ ケーブルを外します。 

 

注意 
カメラ電源が入っている状態で、カメラリンクケーブルの接続、または抜き差しを行うとカメラが壊れる可能性があります。 

 
 

3 画 像 キャプチャ 

 
SILICON SOFTWARE 社フレームグラバーを使用する場合の画像キャプチャ手順を説明しています。 
キャプチャソフトウェア「microDisplay」のインストールについては、別紙マニュアル「SILICON SOFTWARE 社フレームグラ

バー microEnableⅣシリーズ パッケージのインストール（SSA002_ｍE4SoftwareInstall_rev1.00.pdf）」を参照してくださ

い。 

 
SILICON SOFTWARE 社の日本語マニュアルは、AproLink WEB、あるいは製品に付属するサポートディスク内にあります。 

3-1 Applet の選択 

 

注意 
PC には 1 枚のボードを装着していること、ポート A 使用を前提として説明しています。 

 
microDisplay を起動します。 
「Load Applet」をクリックします。 

 
図 3.1 microDisplay Load Applet 

 
 
  

http://www.aprolink.jp/data/Technical/SiSo_Technical.html
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モノクロカメラ、あるいはカラーカメラの RAW データを取得する場合、モノクロアプレット「DualAreaGray16」をダブルクリ

ックします。 

 

 
図 3.2 microDisplay Applet 選択 
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3-2 解像度、インプットフォーマットの設定 

カメラのデフォルト設定は、インプットフォーマットは「12bit Dual tab」です。 
パラメータウィンドウで、Width と Height の数字部分をダブルクリックして、数字を入力します。 
Input Format の数字部分で、右クリックし、「12bit Dual tab」を選択します。 

 

 
図 3.3 microDisplay 解像度・インプットフォーマットの設定 
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4 カメラ 制 御 ソフトウェアの 起 動  

スタートメニュー→「RMV_Control_App」からカメラ制御ソフトウェアを起動します。 

 

 
 
ボードのポート A を使用した場合、「Camera 0」をクリックします。 

 

 
図 4.1 RMV_Control_App 起動 

 
「microDisplay」をインストールすると、 

 C:¥WINDOWS¥system32 
に該当する DLL ファイルがあります。SILICON SOFTWARE 社 microEnable IV フレームグラバーの場合は、「clserme4.dll」フ

ァイルを選択します。 

 

 
図 4.2 DLL ファイル選択 
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メイン画面が表示されます。 

 

 
図 4.3 カメラ制御ソフトウェアメイン画面 
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5 露 光 とリードアウト 

 
メニュー「Modes」→「Exposure & Readout」で露光とリードアウトウィンドウが表示されます。 
トリガーモード、露光時間、データフォーマットなどよく使用される機能があります。 

 

 
図 5.1 カメラ制御ソフトウェア「Exposure & Readout」 

 
 

5-1 リードアウト 

 
表 5-1 リードアウトモード説明 

モード 説明 

Free Run Mode(FRM) フリーランモード。カメラが露光のタイミング信号を生成します。 
Triggered Program Exposure (TPE)モード カメラ側で設定した露光時間を使用します。 
Triggered Manual Exposure (TME)モード トリガー信号の幅は露光時間になります。 
Triggered Double Exposure (TDE)モード 一回のトリガー信号に対して 2 枚の画像を取得します。最初の 1 枚のフレーム

をフォトダイオードから保存領域に転送した後、再度露光を開始します。2 枚

目の画像の露光時間は、1 枚目の画像の転送時間に相当します。 
Triggered Overlap Expusre (TOE)モード 2 つのトリガー信号の間隔は露光時間になります。露光は間隔なしで行います。

画像データの転送と露光は並行で行います。 

Enable Async Reset / FRS Free Run Synchronize モード。カメラが露光のタイミング信号を生成します。

トリガー信号はない場合、画像の読み出しは一旦停止します。トリガー信号入

った後、読み出しを再開します。 
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5-2 露光時間 

「Manual Exposure Parameters」エリアで指定してください。FreeRun モードとトリガーモードの露光時間は、別々に設定し

ます。 
値を入力した後、「Set」ボタンをクリックすると、値が反映されます。 

 

 
図 5.2 カメラ制御ソフトウェア「Manual Exposure Parameters」 

 
 

5-3 データ出力モード 

「Data Format」： 
データフォーマットは 12 ビットの ADC 変換後、出力データとして、8 ビット、10 ビット、12 ビットに設定できます。 
「Bottom 8 Bit」は 12 ビット ADC 変換後、LSB から 8 ビットを出力します。 

 

 
図 5.3 カメラ制御ソフトウェア 「Data Format」 

 
 
「Sensor Readout」： 
センサ設定では、スピードを向上するために、デフォルトではデュアルタップに設定されています。 
「Overscan Mode」は、センサのオプティカルブラックピクセルを画像として表示することができます。 

 

 
図 5.4 カメラ制御ソフトウェア「Sensor Readout」 
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「Test Patterns」： 
テストパターンは二種類用意されています。 
 Input：カメラ内部の FPGA パステスト用 
 Output：カメラリンクデジタルコミュニケーションパステスト用 

 

 
図 5.5 カメラ制御ソフトウェア「Test Patterns」 

 

 
図 5.6 Input (CCD) テストパターン 

 

  
図 5.7 Output テストパターン 
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5-4 ビニングとパーシャルスキャン 

ビニング（画素合算）は横方向と縦方向にそれぞれ最大 16 画素まで設定できます。 
パーシャルスキャン（部分読み出し）は、開始ラインの行数と停止ラインの行数を指定して、「Enable Partial Scan」にチェッ

クを入れ、指定されたラインのみ出力することができます。 
「Start Line」に開始ライン値、「Stop Line」に終了ライン値を設定したあと、「Enable Partial Scan」にチェックすると設定

が有効になります。 

 
図 5.8 カメラ制御ソフトウェア ビニングとパーシャルスキャン 

 
 

5-5 ゲインとオフセット 

「Gain」ゲイン及び「Offset」オフセットの値を設定したあと、「Enable」にチェックを入れると設定が有効になります。 

 

 
図 5.9 カメラ制御ソフトウェア ゲインとオフセット 

 
 

5-6 オートゲイン・オートオフセット 

「Histogram EQ」： 
ヒストグラムを最適化に調整する機能です。「Enable」にチェックを入れると、自動設定が開始します。 
現在取得した画像のヒストグラムの最小値と最大値を計算し、次の画像のヒストグラムを強化するように、カメラのデジタルゲ

インとオフセットを設定します。画像データがスケーリングされます。 

 

 
図 5.10 カメラ制御ソフトウェア「Histogram EQ」 
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図 5.11 カメラ制御ソフトウェア「Histogram EQ」 
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5-7 ピクセル補正 

「Pixel Corrector」（「Misc」内）： 
ピクセル補正機能です。隣接するピクセルの値を利用して、登録された無効なピクセルの輝度値を補間します。「Enable Pixel 
Corrector」にチェックを入れると機能が有効になります。 

 

 
図 5.12 カメラ制御ソフトウェア「Pixel Corrector」 

 
 

5-8 その他 

「LUT」（「Sensor Readout」内）： 
LUT 機能です。フレームグラバー側でデータを受け取ったあとに LUT 処理を行う方法を推薦します。 

 
「Iris」（「Exposure」内）： 
レンズアイリス制御機能です。カスタムカメラ用の機能です。（標準製品は機能が有効になりません） 

 
「Column Corrector」（「Misc」内）： 
Class 2 センサ採用機種専用の補正機能。標準カメラは Class 1 センサを採用しているためこの機能は必要ありません。 

 
「External Trigger」（「Misc」内）： 
外部トリガー機能です。カスタムカメラ用の機能です。（標準製品は機能が有効になりません） 

 
「Master Slave」： 
複数カメラを接続した際、各カメラパラメータを一致させるための機能です。 
カメラ 1 台をマスター、他をスレーブとして設定します。 
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5-9 オートエクスポージャー機能 

「Exposure & Readout」ダイアログで「Exposure」エリアの「Auto」にチェックを入れると、オートエクスポージャー機能が

有効になります。「Auto Exposure」ボタンをクリックすると、「Auto Expousre. Gian & Iris」ダイアログが表示され、詳細

設定を行う事ができます。 

 

 
図 5.13 カメラ制御ソフトウェア「Auto Exposure」 

 
「Auto Expousre. Gian & Iris」で、詳細設定を行います。 
「Max Exposure」及び「Min Exposure」で最大と最小露光時間の範囲を設定して下さい。 
次に「Exposure Mode」をチェックし、「ON」を選択して、「Write」ボタンをクリックします。 

 

注意 
最大露光時間は最小露光時間より大きい値に設定してください。 
露光時間を 0 以上の値に設定してください。 



 

 

文書番号 ：ILA001 
Revision ：1.03 

17 
[illunis 社 CameraLink インターフェース RMV シリーズ簡易マニュアル] 

 

 
図 5.14 カメラ制御ソフトウェア「Auto Exposure」詳細設定 

 
「Gain Mode」と「Exposure Mode」を同時に選択すると、自動調整は露光時間の範囲が優先されます。最大露光時間に達した

場合のゲインの範囲で調整を行って下さい。 
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6 カメラパラメータの保 存  

全てのカメラパラメータはカメラに保存することができます。 
 メニュー「State」→「Save Curren to EEPROM」 
で設定したパラメータをカメラ内に保存して下さい。 

 

 
図 6.1 カメラ制御ソフトウェア カメラパラメータ保存 
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7 シリアル 通 信  

 

7-1 コマンド入力 

 
表 7-1 コマンド入力 

1 char 1 char 2 char 2 char 4 char 2 char 1 char 
{ コマンド ターゲット インデックス データ チェックサム } 

 
コマンド(Command)： 
w：書き込み命令 
r：読み込み命令 
ターゲット(Target)及びインデックス(Index)： 

 
設定項目のコードナンバーについては、別紙英語マニュアル「RMV 50MP Manual Rev F0_03.pdf」の 25～37 ページを参照く

ださい 

 
データ： 
設定値(十六進数) 
チェックサム(Checksum)： 
データ値により算出 

 
チェックサム値の計算式例： 
 例 1：Data = 0x2002, Checksum = 0x100 – (0x20 + 0x02) = 0xDE 
 例 2：Data = 0x0000, Checksum = 0x100 – (0x00 + 0x00) = 0x00 
 例 3：Data = 0xFEF0, Checksum = 0x100 – (0xFE + 0xF0) = 0x12 

 

注意 
カメラコマンド入力の際、キャリッジリターンや改行は必要はありません。 
 
SILICON SOFTWARE 社「clshell.exe」を使用する場合、以下のコマンドを使用します。 
 Clshell.exe –i 
 
Clshell の詳細使用方法は、別紙「SILICON SOFTWARE 社フレームグラバー microEnableⅣシリーズ RunTime5.2.0 COM ポ

ートを使用したシリアル通信（SSB001_COMCommunicationrev1.00.pdf）」を参照下さい。 
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7-2 RMV Camera Control App でコマンド入力 

「Camera Generic Read/Write Packets」： 
カメラ制御ソフトウェアにコマンド入力ツールが付属しています。 
「Target」、「Index」、「Command」三つの値を入力すると「Checksum」が自動計算されます。 

 

 
 

 

7-3 コマンドの例： 

露光時間を 100ms に設定します。 
ターゲット値 02、インデックス値 02 のコマンドは 0.01ms 単位で露光時間を設定するコマンドです。 

Target = 0x02 
Index = 0x02 
Data = 10000 = 0x2710 
Checksum = 0x100 – (0x27 + 0x10) = 0xC9 
 
コマンドは以下になります。 

{w02022710C9} 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2012.3 初版 1.00 

2012.5 オートエクスポージャー機能説明追加 1.01 

2012.12 コマンド例の修正 1.02 

2013.4 HEQ 機能説明修正 1.03 
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