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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 カメラリンクハードウェアインターフェース 

1-1 カメラリンクシリアルインターフェース コンプライアンス 

microEnable IV フレームグラバーと接続したカメラ間での通信のため、シリアルインターフェースを提供しています。

microEnable IV はカメラリンクの仕様に準拠しており、通常の DLL インターフェース経由でのカメラシリアル定義をサポート

しています。ソフトウェアをインストールすると、 clserme4.dll がカメラリンクの仕様で定義されたレジスタ設定のディレク

トリへコピーされます。データ転送は 9600bps で 8N1 のパリティなしですが、高い転送レートに設定する事もできます。 

1-2 clshell経由のシリアル定義 

clshell は、microEnable IV フレームグラバーと接続したカメラ間で、ASCII ベースの通信を行うためのターミナルプログラムで

す。 
カメラ定義コマンドについては、カメラメーカーが提供しているマニュアルを参照ください。 

 

1-3 clshell格納場所 

clshell はランタイムインストールディレクトリ下 bin(デフォルトは c:¥Program Files¥SiliconSoftware¥Runtime5.1.X¥bin)
に格納されておりコマンドプロンプトから実行できます。 

 
図 1.1 clshell.exe アイコン 

 

図 1.2 clshell.exe 
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1-4 改行・ラインフィード追加コマンド 

DALSA 製のラインスキャンやエリアスキャンカメラの場合、改行の追加が必要になります。そのためコマンドに次の文字列をご

使用ください。 

 
"clshell -i -a" 
 

 
図 1.3 改行追加コマンド 

 
JAI が提供しているエリアスキャンカメラは改行とラインフィードが必要になります。そのためコマンドに次の文字列をご使用く

ださい。 

 
"clshell -i -n" 

 
図 1.4 改行・ラインフィード追加コマンド 
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1-5 使用方法 

 

 
図 1.5 clshell コマンド 

 
clshell [-p port][-f file][-i][-a][--baudrate rate] 
 ｰ p は、カメラを接続しているポートを指定します。 
 -f は、設定情報をファイルから読み込む場合に使用します。 
 -i は、通信において、カメラがラインフィードを必要としない場合に設定します。 
 -a は、コマンドに改行を追加します。 
 -n は、コマンドに改行とラインフィードを追加します。 
 ｰｰはシリアル通信のボーレートを設定します。 

 
例: 

clshell -p 0 : カメラは microEnable IV ボード 0 の Port A と通信を行います 
clshell -p 1 : カメラは microEnable IV ボード 0 の Port B と通信を行います 
clshell -p 2 : カメラは microEnable IV ボード 1 の Port A と通信を行います 
clshell -p 3 : カメラは microEnable IV ボード 1 の Port B と通信を行います 
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2 SDK経 由 のシリアル定 義  

2-1 clserme4.dll 
次の表はカメラリンク経由のシリアル通信関数のアウトラインです。 

 
表 2.1 シリアル通信関数 

関数名 説明 

clSerialInit() シリアルインターフェースの初期化 

clSerialRead() オープンされたシリアルインターフェースからデータ読込み 

clGetNumSerialPorts() カメラ接続の有無に関係なく、シリアルポート番号を提供 

clGetNumBytesAvail() 使用できるシリアルポート数を提供します 

clGetSerialPortIdentifier() シリアルポートの ID を返します 

clGetManufacturerInfo() カメラメーカーに関連する情報を返します 

clGetSupportedBaudRates() サポートするボーレートを返します 

clSetBaudRate() シリアルポートのボーレートをセットします 

clSetParity() パリティビットをセットします 

clSerialWrite() シリアルインターフェースへの書き込みを行います 

clGetErrorText() エラーコードに対応したテキストを返します 

clFlushPort() 送信前のデータが格納されたバッファをクリアします 

clSerialClose() シリアルインターフェースの開放 
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2-2 clSerialInit() 
 

表 2.2 clSerialInit() 

フォーマット int clSerialInit(unsigned long serialIndex, void* serialRefPtr) 

目的 関数は、シリアルインデックスでデバイスの初期化を行い、内部シリアル参照構造体のポインタを返します、

この関数を使用するためには clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialIndex 入力 0 で始まるインデックス値、n 個のシリアルデバイスがシステムにある場

合、シリアルインデックスは 0～n-1 の範囲となります 
0 -> フレームグラバー1, port A 
1 -> フレームグラバー1, port B 
2 -> フレームグラバー2, port A 

... 

serialRefPtr 出力 成功するとベンダーの仕様で参照するセッションへのポインタを含む値を

返します 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_PORT_IN_USE 
CL_ERR_INVALID_INDEX 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-3 clSerialRead() 
 

表 2.3 clSerialRead() 

フォーマット int clSerialRead(void* serialRef, char* buffer, unsigned long* bufferSize unsigned long serialTimeout) 

目的 この関数は 、serialRef で参照するシリアルデバイスから numBytes を読み込みます。この関数を使用する

ためには clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます。 
numBytes がシリアルポートで使用できる場合か、 serialTimeout のタイムアウトを超えたとき

clSerialRead が返ります。成功すると、numBytes はバッファにコピーされます。 CL_ERR_TIMEOUT を含

むエラーが発生した場合、バッファへのコピーは行われません。 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRef  入力 clSerialInit() 関数で受け入れられる値 

buffer 出力 ユーザーが割り当てたバッファのポインタ、成功するとシリアルデバイス

から読み込まれるデータを含むバッファのポインタを返します、バッファ

は最低 numBytes で指定したサイズである必要があります 

numBytes 入力 呼び出し元でリクエストされたバイト数 

serialTimeout 入力 ミリ秒単位でタイムアウトを示します 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_TIMEOUT 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 

 



 

 

文書番号 ：SSA019 
Revision ：1.00 

9 
[ microEnableⅣシリーズ Clser.exe でのシリアル通信 ] 

 

2-4 clGetNumSerialPorts() 
 

表 2.4 clGetNumSerialPorts() 

フォーマット int clGetNumSerialPorts (unsigned int* numSerialPorts) 

目的 この関数は、システムにあるシリアルポート数を返します、この関数を使用するためには clsersisome4.dll
が必要です 

パラメータ 名前 方向 説明 

numSerialPorts 出力 現在の DLL でアクセスできるシステムのポート数 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-5 clGetNumBytesAvail() 
 

表 2.5 clGetNumBytesAvail() 

フォーマット int clGetNumBytesAvail (void* serialRef, unsigned long* numBytes) 

目的 この関数は、serialRef で定義されたポートで受信したバイト数を出力しますが、現在出力できません、この

関数を使用するためには clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRef 入力 clSerialInit() 関数で受け入れられる値 

numBytes 出力 現在ポートで読み込むことが可能なバイト数 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-6 clGetSerialPortIdentifier() 
 

表 2.6 clGetSerialPortIdentifier() 

フォーマット clGetSerialPortIdentifier (unsigned long serialIndex, char* portID, unsigned long* bufferSize) ; 

目的 この関数は、システムで各シリアルポートに対するメーカー定義の識別情報を返します、この関数を使用す

るためには clsersisome4.dll が必要です 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialIndex 入力 0 で始まるインデックス、clGetNumSerialPorts の返り値が n の場合、シ

リアルインデックスは 0～n-1 の範囲となります 

portID 出力 シリアルポートのためメーカーが定義した識別子 

bufferSize 入出力 入力の場合、引き渡すバッファサイズを入力します。 
成功時の返り値は、NULL ターミナルキャラクタとバッファに書き込むバイ

ト数を含みます、On は CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL、このパラメータ

はデータテキストを書き込むために必要なバイト数を含みます 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL 
CL_ERR_INVALID_INDEX 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-7 clGetManufacturerInfo() 
 

表 2.7 clGetManufacturerInfo() 

フォーマット int clGetManufacturerInfo (char* manufacturerName; unsigned long* bufferSize unsigned int* 
version); 

目的 この関数は、DLL を作成したフレームグラバーのメーカー名とコンパイルされた DLL のカメラリンク規格のバ

ージョンを返します、この関数を使用するためには clsersisome4.dll が必要です 

パラメータ 名前 方向 説明 

manufacturerName 出力 関数がメーカー名をコピーするバッファのポインタ、名前は、区切りに NULL
を含んでいます 

bufferSize 入出力 入力では、バッファに引き渡すサイズをセットします、成功するとバッファ

に書き込まれたバイト数(区切りに NULL を含む)を返します。 
CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL の場合、書き込みに必要なサイズが含まれま

す 

version 出力 DLL をコンパイルしたカメラリンク規格のバージョンを含む定数、定数の詳

細は表 を参照ください。 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_FUNCTION_NOT_FOUND 
CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-8 clGetSupportedBaudRates() 
 

表 2.8 clGetSupportedBaudRates() 

フォーマット clGetSupportedBaudRates (void* serialRef, unsigned int* baudRates) ; 

目的 この関数は現在のインターフェースでサポートするボーレートを返します、この関数を使用するためには

clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRefPtr 入力 clSerialInit()関数で受け入れられる値 

baudRates 出力 シリアルポートでサポートされるすべてのボーレート、詳細な情報は表 

を参照ください 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 
CL_ERR_FUNCTION_NOT_FOUND 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-9 clSetBaudRate() 
 

表 2.9 clSetBaudRate() 

フォーマット int clSetBaudRate (void* serialRef, unsigned int baudRate) 

目的 この関数は選択したデバイスのあるシリアルポートのボーレートを設定します。clGetSupportedBaudRate
関数を使用すると、サポートするボーレートを決定します。この関数を使用するためには clsersisome4.dll
が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRefPtr 入力 clSerialInit()関数で受け入れられる値 

baudRate 入力 使用したいボーレートを指定します、 表 にある CL_BAUDRATE 定数を

指定します、デフォルトのボーレートは 9600bps です。 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 
CL_ERR_BAUD_RATE_NOT_SUPPORTED 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-10 clSetParity() 
 

表 2.10 clSetParity() 

フォーマット int clSetParity (void* serialRef, unsigned int parityOn) 

目的 通常カメラリンクの仕様ではパリティビットは使用しませんが、一部のカメラでは必要です。この関数はパ

リティビットのセット・クリアを指定します。 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRefPtr 入力 clSerialInit()関数で受け入れられる値 

parityOn 入力 デフォルトでは、パリティ無し(0)です。カメラがパリティを必要な場合は

1 をセットします 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-11 clSerialWrite() 
 

表 2.11 clSerialWrite() 

フォーマット int clSerialWrite(void* serialRef, char* buffer, unsigned long* bufferSize, unsigned long 
serialTimeout) 

目的 この関数は、serialRef を参照してデータをバッファに書き込みます、この関数を使用するためには

clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRef  入力 clSerialInit()関数で受け入れられる値 

buffer 入力 シリアルポートに書き込まれるデータ 

bufferSize 入出力 バッファに書き込む事ができる最大のバイト数、成功するとバイト数が書

き込まれます。 

serialTimeout 入力 ミリ秒単位でタイムアウトを示します 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 
CL_ERR_TIMEOUT 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-12 clGetErrorText() 
 

表 2.12 clSerialWrite() 

フォーマット int clGetErrorText (int errorCode, char *errorText, unsigned long *errorTextSize) 

目的 この関数は、エラーコードを I/O ウィンドのダイアログに表示するエラーテキストに変換します、この関数

を使用するためには clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

errorCode 入力 エラーテキストを参照するためのエラーコード 

errorText  入出力 区切りに NULL を含むエラーテキスト 

errorTextSize 入力 成功すると、バッファに書き込まれたビット数(区切りの NULL キャラクタ)
が書き込まれます。サイズはバッファに引き渡されたエラーテキストのバ

イト数です。 
CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL の場合、エラーテキストの書き込みに必要

なバッファのサイズです。 

result 出力 エラーテキストが返されると 0、それ以外(＜0)はエラー発生  

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_MANU_DOES_NOT_EXIST 
CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL 
CL_ERR_ERROR_NOT_FOUND 

注意事項 clGetErrorText()が clallserial.dll 内で最初にエラーコードを探します。エラーコードが見つからない場合、

標準のカメラリンクエラーではありません。clGetErrorText()はメーカー定義の DLL にエラーコードを引き

渡します。 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-13 clFlushPort() 
 

表 2.13 clSerialWrite() 

フォーマット int clFlushPort (void* serialRef) 

目的 この関数は入力バッファにあるバイトデータを廃棄します、この関数を使用するためには clsersisome4.dll
が必要で clallserial.dll も使用できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRef 入力 clSerialInit()関数で受け入れられる値  

result 出力 ポートが正常にフラッシュされたら 0、エラーが発生したら＜0 

返り値 完了すると関数は以下のステータスコードを返します 

CL_ERR_NO_ERR 
CL_ERR_INVALID_REFERENCE 

備考 ステータスコードの詳細は表 を参照ください 
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2-14 clSerialClose() 
 

表 2.14 clSerialClose() 

フォーマット void clSerialClose (void* serialRef) 

目的 この関数はシリアルデバイスをクローズし serialRef にあるリソースをクリアします。リターン後は 
serialRef は使用できません。 この関数を使用するためには clsersisome4.dll が必要で clallserial.dll も使用

できます 

パラメータ 名前 方向 説明 

serialRef  入力 クリアのため clSerialInit()関数で受け入れられる値 
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2-15 定数 

定数で定義された関数のパラメータ値を確認することができます。これらの定数は clserial.h にインクルードされています。 
表 はカメラリンク定数の一覧です。 

 
表 2.15 定数関数パラメータ 

定数 定義 

CL_DLL_VERSION_NO_VERSION 正しいカメラリンクライブラリではありません ; value = 1 

CL_DLL_VERSION_1_0 2000 年 10 月に確定したカメラリンクライブラリです ; value = 2 

CL_DLL_VERSION_1_1 2002 年 11 月に確定したカメラリンクライブラリです ; value = 3 

CL_BAUDRATE_9600 Baud Rate = 9600 ; 値 = 1 

CL_BAUDRATE_19200 Baud Rate = 19200 ; 値 = 2 

CL_BAUDRATE_38400 Baud Rate = 38400 ; 値 = 3 

CL_BAUDRATE_57600 Baud Rate = 57600 ; 値 = 8 

CL_BAUDRATE_115200 Baud Rate = 115200 ; 値 = 16 

CL_BAUDRATE_230400 Baud Rate = 230400 ; 値 = 32 

CL_BAUDRATE_460800 Baud Rate = 460800 ; 値 = 64 

CL_BAUDRATE_921600 Baud Rate = 921600 ; 値 = 128 
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2-16 ステータスコード 

それぞれのカメラリンク関数は、関数の処理が成功したかどうかを示すステータスコードを返します。 
表 はカメラリンクエラーコードの一覧です。 

 
表 2.16 ステータスコード 

コード エラー定数 エラーテキスト 

0 CL_ERR_NO_ERR 関数の処理が成功した場合の返り値です 

-10001 CL_ERR_BUFFER_TOO_SMALL ユーザーバッファが十分なサイズではありません 

-10002 CL_ERR_MANU_DOES_NOT_ EXIST リクエストされた DLL がシステムに存在しません 

-10003 CL_ERR_PORT_IN_USE 指定したポートは既に使用されています 

-10004 CL_ERR_TIMEOUT 処理中にタイムアウトエラーが発生しました 

-10005 CL_ERR_INVALID_INDEX インデックスが正しくありません 

-10006 CL_ERR_INVALID_REFERENCE シリアルインターフェースが正しくありません 

-10007 CL_ERR_ERROR_NOT_FOUND 指定されたエラーコードに対応したエラーテキストがありません 

-10008 CL_ERR_BAUD_RATE_NOT_ 
SUPPORTED 

このインターフェースでは、指定したボーレートをサポートしていません 

-10099 CL_ERR_FUNCTION_NOT_ FOUND ライブラリに関数が存在しません 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 
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