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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 インストーラ 

Photonfocus は、32bit 版と 64bit 版の 2 つの異なるインストーラー(PFInstaller)を用意しています。 

 
インストーラは、PFInstaller_パッケージのバージョン_サポートする OS.拡張子のファイル名を持ちます。 

 
 カメラリンクモデル Windows32bit() PFInstaller_2_24_Win32.exe 
 カメラリンクモデル Windows64bit PFInstaller_2_24_Win64.exe 
 カメラリンクモデル Linux32bit PFInstaller_2_23_Linux32.tar.tar 
 USB モデル WindowsXP32bit のみ PFInstaller_2_22_Win32.exe 

 
カメラリンクモデルの Windows32bit、64bit は、WindowsXP の他、WindowsVista、Windows7 をサポートしていますが、

USB モデルは WindowsXP32bit 版のみサポートしています。 

 
PFInstaller は、AproLink サポート CD で最新版をご提供いたしますが、Photonfocus 社の Web サイトでも入手する事が可能

です。 

 
図 1.1 Photonfocus 社 PFRemote ダウンロードサイト 

 
Windows64bit オペレーティングシステムでは、32bit 版及び 64bit 版ソフトウェアをインストールする事ができますが、32bit
版と 64bit 版の DLL は互換性がありません。64bit のプログラムで 32bit 版の dll をロードすると Windows ローダーでエラー

が発生します。
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2 カメラリンクカメラのソフトウェア 構 造  

次の図は、カメラリンクカメラを Windows オペレーティング下で使用したときのソフトウェアの構造をあらわしています。 

 
図 2.1 ソフトウェアの構造 

 

2-1 clallserial.dll 
Photonfocus 社のカメラとフレームグラバーメーカー間のソフトウェアインターフェースは clallserial.dll です。これは、カメ

ラリンク規格の一部で、ソースコードは公開されています。clallserial.dll のメインタスクは次のとおりです。 

 
· clallserial.dll は全ての clserYYY.dll をハンドルします。入力コマンドを clserYYY.dll に転送します。 
· 初期化関数がコールされたとき、 clallserial.dll は、定義されているディレクトリ下の全ての clserYYY.dll を検索して

clserYYY.dll の関数をコールします。全てのフレームグラバーメーカーは独自の clserYYY.dll を持っています 

2-2 clserYYY.dll examples  
全てのフレームグラバーメーカーは独自の clserYYY.dll を持っており YYY の部分はメーカーで定義した 3 文字のキャラクタで

す。 
clserYYY.dll は、カメラリンクケーブルの RS232 信号へのソフトウェアインターフェースです。以下、一部のメーカーが用意し

た clserYYY.dll のサンプルリストです。 

· clserbit.dll Bitflow 
· clsercor.dll Dalsa (Coreco) 
· clseremc.dll Euresys 
· clsermtx.dll  Matrox 
· clserme3.dll Silicon Software Me3 
· clserme4.dll Silicon Software Me4 
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3 Windows64bit版 で のセットアップ 問 題  

PFRemote for Win64 は 64bit アプリケーションです。PFRemote を起動すると pflib は clallserial.dll を初期化します。この

ライブラリは clserYYY.dll を検索して、見つけた dll の初期化を行います。Clallserial.dll と全ての clserYYY.dll は 64bit であ

る必要があります。64bit アプリケーション(またはライブラリ)が 32bit 版の dll にアクセスすることは可能です。ライブラリの

64bit 版 dll コールと 32bit 版 dll コールは互換性がありません。64bit 版の clallserial.dll が 32bit 版の clserYYY.dll をロード

すると Windows ローダーがエラーを起こします。いくつかのフレームグラバーメーカーは、Windows システムへのインストー

ル中、両方のバージョンの clserYYY.dll(32 bit と 64 bit)をコピーします。 

3-1 Win dows64Bit OS のディレクトリ 

dll が保存される 2 つのディレクトリ 

 
表 3.1 dll の保存ディレクトリ 

Windows¥system32  64 bit 版の全ての dll をここへコピーします(Microsoft が選定した system32 の名前

は、古いバージョンのソフトウェアに互換性がある 事を意味します)。 

Windows¥sysWOW64  32 bit 版の全ての dll をここへコピーします (WOW64 = WinOnWin64)。 

 
インストールの問題の多くは、PATH 環境変数で 2 つのディレクトリが存在することです。フレームグラバーのインストーラが

両方の clseYYY.dll を正しいディレクトリにコピーすれば、 clallserial.dll は両方の dll を探すことができ、64bit 版のみロード

できます。32bit 版をロードすると Windows ローダーで例外が発生します。 

3-2 PFRemote がフレームグラバーのポートを見つけられない場合 

1. システムで全ての clserYYY.dll を検索して clserYYY_.dll にリネームします 
2. 64bit 版の clserYYY_.dll を windows¥system32 にコピーして clserYYY.dll に名前を戻します  
3. PFRemote を再度起動します 

 

4 SILICON SOFTWAREフレームグラバーを 使 用 するにあたり 注 意 点 (32/64bit版 ) 

カメラリンク規格 1.1 より 
「カメラリンク規格に準拠するために、カメラリンクフレームグラバーメーカーは以下の要件を満たす必要があります： 
フレームグラバードライバのインストーラは、HKEY_LOCAL_MACHINE¥software¥cameralink キーで定義されたディレク

トリに clserYYY.dll をインストールする必要があります。キーが存在しない場合は、インストーラにて、CLASERPATH の名

前と REF_SZ のタイプ文字列で次のパスを追加します。推奨するパスは c:¥cameralink¥serial です」 

 
SILICON SOFWARE 社は、規格に準拠した形で dll を提供しており、キーが存在しない場合、c:¥cameralink¥serial のディレク

トリを作成して、このディレクトリに clserme4.dll をコピーします。 
Photonfocus と SILICON SOFWARE の組み合わせで PFRemote 起動時に例外が発生した場合は 

 
1. c:¥cameralink¥serial に clserme4.dll があるか確認 
2. clserme4.dll を c:¥windows¥system32 にコピーします  
3. PFRemote を再度起動します 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2011.9 初版 1.00 
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