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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 SDKで の 画 像 取 得  

本手順書では、SILICON SOFTWARE より提供する SDK を使用し、簡単に画像を取得するための手順を説明します。 
作成した SDK で画像を取得するには、microDisplay で作成したカメラ定義ファイルを読み込む方法と、設定したいパラメータ

をそれぞれ fg_SetParameter()関数で設定していく方法の 2 通りがあります。 
画像取得までの必要な流れを説明後、パラメータ設定にあたり、それぞれのパラメータを個別に設定していく方法と定義ファイ

ルを読込みパラメータ設定を一括で行う方法について説明します 

2 コ ン パ イ ラ の 設 定  

SILICON SOFTWARE が提供する SDK でプログラムを書き画像を取得するためには、使用するオペレーティングシステム毎にコ

ンパイラの設定を行う必要があります。以下、各オペレーティングシステムとそのコンパイラの設定について説明します。 

2-1 Windows® 
インクルードファイル"fgrab_struct.h", "fgrab_prototyp.h", "fgrab_define.h" をインクルードする必要があります。 
インクルードファイルのパスは"<SISODIR5> ¥ include"です。 
デフォルトのインストールディレクトリは、"%ProgramFiles%¥SiliconSoftware¥Runtime5.1"です。 
リンクが必要なライブラリは"fglib5.lib"です。追加する機能に依存しますが "display_lib.lib", "gbelib.lib","iolibrt.lib" も必要

になります。 

 

2-2 Linux® 
インクルードファイル"fgrab_struct.h", "fgrab_prototyp.h", "fgrab_define.h" をインクルードする必要があります。 
インクルードファイルのパスは"${SISODIR5}/include"です。 
デフォルトのインストールディレクトリは "/opt/siso"です。 
リンクが必要なライブラリは "libfglib5.so"です。追加する機能に依存しますが "libdisplay.so", "libgbelib.a", 
"libsisoiolibrt.so" も必要になります。 
コンパイラのコマンドラインで'-D MEUNIX -D LINUX'を追加してください。 

2-3 QNX® 
インクルードファイル"fgrab_struct.h", "fgrab_prototyp.h", "fgrab_define.h" をインクルードする必要があります。 
インクルードファイルのパスは"${SISODIR5}/include"です。デフォルトのインストールディレクトリは "/opt/siso"です。 
リンクが必要なライブラリは "libfglib5.so"です。追加する機能に依存しますが "libsisoiolibrt.so" も必要になります。 
コンパイラのコマンドライン '-D MEUNIX -D QNX' を追加してください。 
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3 フレームグラバーの初 期 化 (アプレットとボード 番 号 の 選 択 ) 

フレームグラバーを使用するために、初期化を行います。microEnable フレームグラバーは、非常に多くのシステム定義を使用

して動作しているので、特別なパラメータを設定する前に、正しいアプレットを作成、選択する必要があります。 
アプレットはフレームグラバーを初期化する為にロードします。 
使用できるアプレットの概要は、microDisplay をスタートすると表示されます。 複数のフレームグラバーから論理番号で使用

するフレームグラバーを選択できます。画像取得に使用する各フレームグラバーは、アプレットをロードする必要があります。

グラバー1 は 0、グラバー2 は 1...の定数を持ちます。 

 

注意 
カメラリンクフレームグラバーの 2 つの物理ポート、GigE フレームグラバーの 4 つの物理ポートで同じアプレットがロードさ

れます。ポート毎に異なるアプレットをロードすることは出来ません。 

 
画像取得アプレットの例：最大 2 台のモノクロエリアカメラのアプレット DualAreaGray を使用する場合 

fg = Fg_Init("DualAreaGray16.dll", 1); 

 
Fg_Init()または Fg_InitEx()で初期化されたフレームグラバーは、Fg_FreeGrabber()で開放します。 

 
Fg_Init()、Fg_InitEx() フレームグラバーの初期化 
Fg_Init()及び Fg_InitEx()はフレームグラバーを初期化します。初期化に成功すると Fg_Struct 構造体のポインタを返し、失敗す

ると NULL を返します。Fg_Init()または Fg_InitEx()で初期化されたフレームグラバーは Fg_FreeGrabber()で開放します。 

 
構文 

Fg_Struct *Fg_Init(const char *FileName, unsigned int BoardIndex) 
Fg_Struct *Fg_InitEx(const char *FileName, unsigned int BoardIndex, int isSlave) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

FileName const char* 初期化で使用するアプレット名 

BoardIndex const unsigned int ボードの論理番号 

isSlave  int スレーブモードでオープンします 

 
返り値 

返り値 説明 

ポインタ フレームグラバーの初期化に成功しました 

NULL フレームグラバーが正しく初期化されませんでした(ハードウェアやアプレットが見つからない等の原因が考えら

れます) 

 
Fg_InitConfig() 定義ファイルでの初期化 
Fg_InitConfig()はフレームグラバーを初期化して定義ファイルをロードします。初期化に成功すると Fg_Struct 構造体のポイン

タを返し、失敗すると NULL を返します。Fg_InitConfig()で初期化されたフレームグラバーは Fg_FreeGrabber()で開放します。 

 
構文 

Fg_Struct *Fg_InitConfig(char *ConfigName, unsigned int BoardIndex) 
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パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

ConfigName char* 初期化するアプリケーション 

BoardIndex int ボードの論理番号 

 
返り値  

返り値 説明 

ポインタ フレームグラバーの初期化に成功しました 

NULL フレームグラバーは正しく初期化されませんでした(ハードウェアやアプレットが見つからない等の原因が考えら

れます) 
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4 パラメータ 設 定  

セットアップした定義(camera, trigger など)やアプレットの機能に従ってパラメータを設定することが出来ます。次のサンプ

ルは、イメージの高さと幅を設定する方法について表しています。width と height パラメータは、ピクセル単位でイメージサイ

ズを表しています。 

 
パラメータ設定の例： 

unsigned int width = 1024; 
unsigned int height = 1024; 
Fg_setParameter(fg, FG_WIDTH, &width, 1); 
Fg_setParameter(fg, FG_HEIGHT, &height, 1); 

 
フレームグラバーパラメータの定義 

関数 説明 

Fg_loadConfig() カメラ定義ファイルのロード 

Fg_saveConfig() カメラ定義ファイルを保存 

Fg_setParameter() フレームグラバーパラメータを設定 

Fg_getParameter() フレームグラバーの現在のパラメータ値を読込 

Fg_getParameterEx() 追加情報を提供してフレームグラバーの現在のパラメータ値を読込 

 
Fg_loadConfig() フレームグラバー定義のロード 
フレームグラバーを初期化すると、Fg_loadConfig()関数で、既に作成しているカメラ定義ファイルをロードすることが出来ま

す。Fg_loadConfig()関数を使用するには、フレームグラバー構造体のポインタを取得している必要があります。定義ファイル

は、Fg_saveConfig()関数で保存する事もできます。 
microEnable 定義ファイルの拡張子は、常に*.mcf です。 
 

構文 

int Fg_loadConfig(Fg_Struct *Fg, const char *Filename) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

Filename const char* 定義ファイルの名前とパス 

 
返り値 

返り値 説明 

FG_OK 成功しました 

FG_NOT_INIT フレームグラバーは正しく初期化されませんでした 

FG_INVALID_FILENAME ファイル名が見つかりません 

FG_INVALID_CONFIGFILE 不正な定義ファイルです 
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Fg_saveConfig() フレームグラバー定義の保存 
フレームグラバーの定義は、Fg_saveConfig()関数で、保存することが出来ます。パラメータ設定は、このファイルをロードす

ることでハンドルされます。使用する前にフレームグラバーを初期化する必要があります。定義ファイルは、Fg_loadConfig()
でロードできます。microEnable 定義ファイルの拡張子は、常に*.mcf です。 
 

構文 

int Fg_saveConfig(Fg_Struct *Fg, const char *Filename) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

Filename const 
char* 

定義ファイルの名前とパス 

 
返り値 

返り値 説明 

FG_OK 成功しました 

FG_NOT_INIT フレームグラバーは正しく初期化されませんでした 

FG_INVALID_FILENAME ファイル名が見つかりません 

 
フレームグラバーパラメータの設定 
Fg_Init または Fg_InitConfig でロードされた各 DLL は、変更できるパラメータセットを持ちアプレットオペレーションで制御

できます。Fg_setParameter()関数は、Fg_Init または Fg_InitConfig でロードされたアプレットに関連したパラメータ値を設定

できます。パラメータ値は Fg_getParameter()でロードできます。 
シェーディング補正や欠陥ピクセル補正のいくつかのアプレットでは、ファイルへのパスをセットします。そのため、 
FG_SHADING_SUBFILE0, FG_SHADING_MULTFILE0,FG_SHADING_FPNFILE0 のパラメータが必要になります。 

 
構文 

int Fg_setParameter(Fg_Struct *Fg, const int Parameter, const void *Value, const unsigned int DmaIndex) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

Parameter int 前提として識別番号が必要です。識別番号が不明な場合は、パラメタ名が与えられます。利

用できるパラメータ名の詳細は、表 それぞれのアプレットで使用できる一般的なパラメータ

を参照ください。 

Value void* 要求された値へのポインタ 

DmaIndex unsigned int DMA ポートの論理番号。カメラが配置されている DMA ポートはアプレットに依存します。

Silicon Software Runtime で提供される全ての画像取得アプレットは、DMA ポートとカメラ

ポート間で直接マッピングされます。すなわち、DMA インデックス 0 はポート A で DMA イ

ンデックス 1 はポート B です。 

type FgParamTypes 変数タイプの識別 
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それぞれのアプレットで使用できる一般的なパラメータ 

パラメータ名 値 説明 入力型 デフォルト値 

FG_PORT PORT_A = 0; 
PORT_B = 1; 

使用するフレームグラバーの 
論理ポート 

int 0 

FG_WIDTH アプレットに依存 [*1] イメージの幅 int アプレットに依存 

[*1] 

FG_HEIGHT アプレットに依存 [*1] イメージの高さ int アプレットに依存 

[*1] 

FG_XOFFSET アプレットに依存 [*1] X のオフセットアドレス int 0 pixels 

FG_YOFFSET アプレットに依存 [*1] Y のオフセットアドレス int 0 pixels 

FG_XSHIFT アプレットに依存 [*1] 列頭の不正なキャラクタ数 
(インターフェースの幅で乗算) 

int 0 

FG_TIMEOUT アプレットに依存 [*1] タイムアウトまでの時間 int 5s 

FG_FRAMESPERSEC アプレットに依存 [*1] 1 秒間に取得するイメージ数 Double 8.0fps 

FG_FORMAT FG_GRAY = 8bit; 
FG_GRAY16 = 16bit; 
FG_COL24 = 24bit; 
FG_COL32 = 32bit; 

転送するイメージの 
カラーフォーマット 

int アプレットに依存 

[*1] 

FG_EXPOSURE アプレットに依存 [*1] 露光時間(µs)、 
フレームレートに依存 

int 2000µs 

FG_TRIGGERMODE FREE_RUN, 
GRABBER_CONTROLLED, 
GRABBER_CONTROLLED_SYN
C, 
ASYNC_SOFTWARE_TIGGER, 
ASYNC_TRIGGER 

使用できるトリガーモード int FREE_RUN 

FG_STROBEPULSEDELA
Y 

0-2^10 ストロボパルスディレイ(µs) int 0µs 

FG_GLOBAL_ACCESS Auto = 0, 
Read = 1, 
Read Write = 3, 
Read Write Change = 7, 

アクセスパラメータ int 0 

 
[*1] microEnable IV-Base x1, for microEnable IV-Full x1, for microEnable IV-Full x4 のパラメータ説明を確認ください。 

 
返り値 

返り値 説明 

FG_OK パラメータは正常にセットされました 

FG_NOT_INIT 初期化に失敗しました 

FG_INVALID_PARAMETER 不正なパラメータが入力されています 

FG_VALUE_OUT_OF_RANGE 入力された値が範囲を超えています 
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Fg_getParameter() パラメータ設定の取得 
Fg_getParameter()でパラメータを読み込む事ができます。関数の使用方法は Fg_setParameter()と似ています。パラメータは、

ID または名前によってアクセスします。 

 
構文 

int Fg_getParameter(Fg_Struct *Fg, int Parameter, void *Value, const unsigned int DmaIndex) 

 

int Fg_getParameterEx(Fg_Struct *Fg, const int Parameter, void *Value, const unsigned int DmaIndex, dma_mem *pMem,  
const frameindex_t ImgNr) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

Parameter int 前提として識別番号が必要です。識別番号が不明な場合は、パラメタ名が与え

られます。利用できるパラメータ名の詳細は、表 それぞれのカメラで使用でき

る一般的なパラメータを参照ください。 

Value void* 要求された値へのポインタ 

DmaIndex unsigned int DMA ポートの論理番号。カメラが配置されている DMA ポートはアプレットに

依存します。Silicon Software Runtime で提供される全ての画像取得アプレッ

トは、DMA ポートとカメラポート間で直接マッピングされます。すなわち、

DMA インデックス 0 はポート A で DMA インデックス 1 はポート B です。 

pMem dma_mem* メモリエリアへのハンドル 

ImgNr frameindex_t イメージ番号 
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それぞれのカメラで使用できる一般的なパラメータ 

パラメータ名 出力型 説明 

FG_CAMSTAUS int CameraLink ポートにカメラ信号があれば 1、以外は 0 

FG_REVNR double カメラ DLL の現在のバージョン 

FG_TIMEOUT int タイムアウトまでの時間 

FG_WIDTH int イメージの幅 

FG_MAXWIDTH int イメージの最大幅 

FG_HEIGHT int イメージの高さ 

FG_MAXHEIGHT int イメージの最大高さ 

FG_XSHIFT int 列頭の不正なキャラクタ数(インターフェースの幅で乗算) 

FG_XOFFSET int X のオフセットアドレス 

FG_YOFFSET int Y のオフセットアドレス 

FG_FRAMESPERSEC double 1 秒間に取得するイメージ数 

FG_EXPOSURE int 露光時間(µs) 

FG_FORMAT int 転送するイメージのカラーフォーマット 

8bit gray (FG_GRAY),16bit color (FG_GRAY16),24bit color (FG_COL24) 

FG_PORT int カメラリンクポートの論理番号 

FG_PIXELDEPTH int ピクセルのカラー深度を返します 

FG_LINEALIGNMENT int ラインアライメントを返します(bit) 

FG_TRANSFER_LEN size_t 最後に DMA 転送されたデータ長を返します 

FG_TRIGGERMODE int トリガーモード 

FREE_RUN,GRABBER_CONTROLLED,GRABBER_CONTROLLED_SYNCRON,A
SYNC_SOFTWARE_TRIGGER,ASYNC_TRIGGER 

FG_STROBPULSEDELAY int ストロボパルスディレイ(µs) 

FG_TWOCAMMODEL int ロードしたカメラアプレットがデュアルの場合 1、シングルの場合 0 を返しま

す 

FG_HDSYNC double HDSYNC 値を返します 

FG_GLOBAL_ACCESS int 設定したアクセス値を返します 

FG_BOARD_INFORMATION uint ボードタイプの情報: 

BINFO_BOARD_TYPE: 
0xa40 : microEnable IV-Base x1 
0xa41 : microEnable IV-Full x1 
0xa44 : microEnable IV-Full x4 
BINFO_POCL: 
0 : microEnable IV-Base x1 
1 : microEnable IV-Base x1 PoCL 
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返り値 

返り値 説明 

FG_OK パラメータは正しく読み込まれました 

FG_NOT_INIT 初期化に失敗しました 

FG_INVALID_PARAMETER 不正なパラメータが入力されました 
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5 メ モ リ ア ロ ケ ー シ ョ ン  

イメージを取得する前に、取得したイメージがストアされる領域にフレームバッファを作成してメモリが割り当てられている必

要があります。フレームバッファは PC のメインメモリに配置され動的に割り当てられます。サブバッファ数の設定とバッファ

サイズの計算を行うことが出来ます。バッファサイズは、イメージフォーマットに依存します。モノクロカメラは 8bit, 10bit, 
12bit, 14bit,16bit のフォーマットを持っています。 

  
dma_mem *memhdr = Fg_AllocMemEx(fg, Size, BufCnt); 
 
Fg_AllocMem() フレームバッファのアロケーション 
Fg_AllocMem()は、ユーザーメモリ領域にフレームグラバーメモリとして領域を定義して、システムメモリ内でブロックします。 
フレームバッファは、複数のサブバッファに分割されます。フレームバッファは、リングバッファとして編成されます。割付け

られたメモリは、Fg_FreeMem()で開放されます。 

 
構文 

void *Fg_AllocMem(Fg_Struct *Fg, const size_t Size, const frameindex_t BufCnt, const unsigned int DmaIndex) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

Size size_t 全てのイメージメモリサイズ(byte) 

BufCnt frameindex_t サブバッファ数、32bit システムでは 32 bit  integer 型、64bit システムでは 64 bit number
型です 

DmaIndex int DMA ポートの論理番号。カメラが配置されている DMA ポートはアプレットに依存します。

Silicon Software Runtime で提供される全ての画像取得アプレットは、DMA ポートとカメラポ

ート間で直接マッピングされます。すなわち、DMA インデックス 0 はポート A で DMA インデ

ックス 1 はポート B です。 

 
返り値 

返り値 説明 

NULL エラーが発生しました。Fg_getLastErrorDescription() で詳細な情報を取得できます。 

void* 不正なイメージバッファのポインタ 

 
一般的なメモリの制限 
標準の Windows® システムでは、2GB のメインメモリにおいて、最大 1.6GB のフレームバッファをアロケートする事ができま

す。 
メモリアロケーションは、OS で使用できる RAM のサイズに依存する点にご注意ください。 
 Windows® Server 2003 などのバージョンでは、例えば 2.4GB をアロケートすることが可能です。 
最大 32GB のメインメモリでの検証実績があります。 

 
メモリは、管理構造のため必要とされるのでサブバッファ数が増えると使用できるメモリサイズは減少します。 
フレームバッファの合計が以下の最大サイズに到達しない限りにおいてグラバーに対して最大 256 のフレームバッファをアロ

ケートすることが出来ます。 
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モデル 最大サブバッファ数 最大サブバッファサイズ 最大合計バッファサイズ 

microEnable III シリーズ 1048576 4096 MB 4096 MB 

microEnable IV シリーズ 制限はありません 16 GB - 4 byte 制限はありません 

 
microEnable III ファミリーは、32bit オペレーティングシステムのみサポートしているため、使用できるバッファサイズは、オ

ペレーティングシステムとユーザーアプリケーションを実行させるために必要なメモリサイズの合計に依存します。 
ランタイム環境は、フレームバッファメモリとして残りの全てのメモリを使用できます。 

microEnable IV ファミリーでは、PC の物理的に使用可能なサイズが制限となります。 

 
表 5.1 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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6 画 像 取 得  

 
画像取得は、Fg_Acquire() または Fg_AcquireEx 関数で開始されます： 

 
Fg_AcquireEx(fg, DmaIndex, PicCount, 0, memhdr); 
 
画像取得は PicCount で指定した最大数に到達するか、Fg_stopAcquire()関数がコールされるまで継続して行われます。 

 
Fg_Acquire()、Fg_AcquireEx() 画像取得開始 
Fg_Acquire()及び Fg_AcquireEx()関数は連続した画像取得を開始します。スタートすると maxPic で指定した最大数のイメー

ジが取得されます。タイムアウトが発生すると、画像取得は停止します。マニュアルで停止する連続画像取得を行いたい場合は

(Fg_stopAcquire() または Fg_stopAcquireEx()で停止します)、最大イメージ数に GRAB_INFINITE をセットします。 
複数の DMA 定義では、イメージ取得は、それぞれの DMA チャンネルで個別に開始、終了する事ができます。画像取得モード

はフラグで設定できます、ACQ_STANDARD と ACQ_BLOCK を選択する事ができます。 ACQ_STANDARD モードでは、イメ

ージメモリはリングバッファとして使用され、サブバッファは、周期的に上書きされます。 ACQ_BLOCK モードでは、取得し

たフレームバッファは、ユーザーによってリリースされるまでブロックされます。全てのサブバッファがブロックされると、取

得したイメージは、ブロックされないオプションバッファ(ダミーバッファ)にストアされます。 ACQ_BLOCK モードの画像取得

では、イメージ番号とサブバッファ番号間でユニークな割付けは行われません。 
GigE アプレットでは、追加の関数コールが必要になります。詳細な情報は GigE SDK ドキュメントを参照ください。 

 
構文 

int Fg_Acquire(Fg_Struct *Fg, const unsigned int DmaIndex, const frameindex_t PicCount) 
int Fg_AcquireEx(Fg_Struct *Fg, const unsigned int DmaIndex, const frameindex_t PicCount, const int nFlag, dma_mem 
*memHandle) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

DmaIndex unsigned int DMA ポートの論理番号。カメラが配置されている DMA ポートはアプレットに依存します。

Silicon Software Runtime で提供される全ての画像取得アプレットは、DMA ポートとカメラ

ポート間で直接マッピングされます。すなわち、DMA インデックス 0 はポート A で DMA イ

ンデックス 1 はポート B です。 

PicCount frameindex_t 最大数のイメージをグラブしました。32bit システムでは 32 bit  integer 型、64bit システ

ムでは 64 bit number 型です、GRAB_INFINITE は、枚数が無制限のグラブです 

nFlag int ACQ_STANDARD, ACQ_BLOCK 

memHandle dma_mem* ハンドルしたフレームバッファへのポインタ 
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返り値 

返り値 説明 

FG_OK グラビングは正しくスタートしました 

FG_NOT_INIT フレームグラバーが正しく初期化されませんでした 

FG_NO_VALID_DESIGN 正しいデザインがロードされませんでした 

FG_INVALID_MEMORY イメージメモリがアロケートされませんでした 

FG_NOT_ENOUGH_MEMORY イメージパラメータに対して不十分なイメージメモリが割り当てられました 

FG_ALREADY_STARTED グラビングは既に開始しています、二重スタートはできません 

FG_INVALID_PARAMETER 不正なパラメータがセットされました 
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7 リソースの 開 放  

7-1 clGetNumBytesAvail() 
作成したアプリケーションの最後でリソースを開放する必要があります。 

 
Fg_FreeMemEx(fg, memhdr); 
Fg_FreeGrabber(fg); 
 
Fg_FreeMem() フレームバッファの開放 
Fg_FreeMem()関数は、Fg_AllocMem()で割付けられ使用したメモリを開放します。この関数は DMA チャンネルがアクティブ

な場合は使用できません。 

 
構文 

int Fg_FreeMem(Fg_Struct *Fg, const unsigned int DmaIndex) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 

DmaIndex int DMA ポートの論理番号。カメラが配置されている DMA ポートはアプレットに依存します。

Silicon Software Runtime で提供される全ての画像取得アプレットは、DMA ポートとカメラ

ポート間で直接マッピングされます。すなわち、DMA インデックス 0 はポート A で DMA イン

デックス 1 はポート B です。 

 
返り値 

返り値 説明 

FG_OK イメージメモリのリリースに成功しました 

FG_NOT_INIT リリースに失敗しました、フレームグラバーは正しく初期化されていません。 

FG_STILL_ACTIVE イメージの転送は、まだアクティブです。フレームグラバーのバッファを開放する前に転送を停止する必要が

あります。 

 
Fg_FreeGrabber () フレームグラバーリソースの開放 
Fg_FreeGrabber()関数は、フレームグラバーのオペレーションを停止してリソースを開放します。また Fg_AllocMem()でアロ

ケートした全ての DMA バッファは開放されます。Fg_FreeMem()関数は内部で実行されます。それ以外では、Fg_AllocMemEx()
によってアロケートされたフレームバッファも開放されます。この場合、Fg_FreeMemEx()関数が内部で実行され、全ての内部

リソースが開放されます。 

 
構文 

int Fg_FreeGrabber(Fg_Struct *Fg) 

 
パラメータ 

パラメータ タイプ 説明 

Fg Fg_Struct* フレームグラバー構造体 Fg_Struct へのポインタ 
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返り値 

返り値 説明 

FG_OK フレームグラバーの停止に成功しました 

FG_NOT_INIT フレームグバーは初期化されませんでした 

SDK 作成の例 
新規のコンソールプロジェクトを作成した後、追加のインクルードディレクトリに$(SISODIR5)$¥Include を追加します 

 
図 7.1 インクルードディレクトリの追加 

 
追加の依存ファイルで fglib5.lib、display_lib.lib を追加します。 

 

図 7.2 依存ファイルの追加 

 



 

 

文書番号 ：SSA021 
Revision ：1.00 

18 
[ microEnableⅣシリーズ SDK マニュアル ] 

ヘッダーファイルの定義 
fgrab_Struct.h,fgrab_prototyp.h,fgrab_define.h,SisoDisplay.h をインクルードします。 

#include <stdio.h> 
#include <fgrab_struct.h> 
#include <fgrab_prototyp.h> 
#include <fgrab_define.h> 
#include <SisoDisplay.h> 

 
フレームグラバーの初期化 
Fg_Init()関数で DualAreaGray16 アプレットを使用してフレームグラバーを初期化します。 

int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) 
{ 
  Fg_Struct *fg           = NULL; 
  int boardNr             = 0; 
  int camPort             = PORT_A; 
  int nrOfPicturesToGrab  = 1000; 
  int nbBuffers           = 4; 
  int width               = 1312; 
  int height              = 1082; 
  int samplePerPixel      = 1; 
  size_t bytePerSample    = 1; 
 
  if ((fg = Fg_Init("DualAreaGray16", boardNr)) == NULL) { 
     fprintf(stderr, "error in Fg_Init: %s¥n",  Fg_getLastErrorDescription(NULL)); 
     return FG_ERROR; 

  } 

 
取得画像表示ウィンドの作成とフレームバッファの割付け 

  int dispId0 = CreateDisplay(8*bytePerSample*samplePerPixel,width,height); 
  SetBufferWidth(dispId0,width,height); 
 
  size_t totalBufferSize = width * height * samplePerPixel * bytePerSample * nbBuffers; 
  void *ptrMem = Fg_AllocMem(fg,totalBufferSize,nbBuffers,camPort); 
  if ( ptrMem == NULL) { 
    fprintf(stderr, "error in Fg_AllocMem: %s¥n", Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
    CloseDisplay(dispId0); 
    Fg_FreeGrabber(fg); 
    return FG_ERROR; 
  } 
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パラメータ設定 
Fg_SetParameter()関数でパラメータの設定を行います。 

  if (Fg_setParameter(fg,FG_WIDTH,&width,camPort) < 0 ) { 
    fprintf(stderr, "Fg_setParameter(FG_WIDTH) failed: %s¥n", Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
    Fg_FreeMem(fg,camPort); 
    CloseDisplay(dispId0); 
    Fg_FreeGrabber(fg); 
    return FG_ERROR; 
  } 
 
  if (Fg_setParameter(fg,FG_HEIGHT,&height,camPort) < 0 ) { 
    fprintf(stderr, "Fg_setParameter(FG_HEIGHT) failed: %s¥n", Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
    Fg_FreeMem(fg,camPort); 
    CloseDisplay(dispId0); 
    Fg_FreeGrabber(fg); 
    return FG_ERROR; 
  } 
 
  int tap=108; 
  if (Fg_setParameter(fg,FG_CAMERA_LINK_CAMTYP,&tap,camPort) < 0 ) { 
    fprintf(stderr, "Fg_setParameter(FG_CAMERA_LINK_CAMTYP) failed: %s¥n", Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
    Fg_FreeMem(fg,camPort); 
    CloseDisplay(dispId0); 
    Fg_FreeGrabber(fg); 
    return FG_ERROR; 
  } 

 
画像取得 
Fg_Acquire()関数で画像取得を行います。 

 
  if((Fg_Acquire(fg,camPort,nrOfPicturesToGrab)) < 0){ 
    fprintf(stderr, "Fg_Acquire() failed: %s¥n", Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
    Fg_FreeMem(fg,camPort); 
    CloseDisplay(dispId0); 
    Fg_FreeGrabber(fg); 
    return FG_ERROR; 
  } 
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取得画像の表示 
Fg_getLastPicNumberBlocking()で、メモリ上で現在のフレームのポインタを取得し DrawBuffer()で取得イメージを表示します。 

 
  int last_pic_nr = 0; 
  int cur_pic_nr; 
  int timeout = 4; 
 
  while ((cur_pic_nr = Fg_getLastPicNumberBlocking(fg, last_pic_nr + 1, camPort, timeout)) < nrOfPicturesToGrab) { 
    if (cur_pic_nr < 0) { 
      fprintf(stderr, "Fg_getLastPicNumberBlocking(%i) failed: %s¥n", last_pic_nr + 1, Fg_getLastErrorDescription(fg)); 
      Fg_stopAcquire(fg,camPort); 
      Fg_FreeMem(fg,camPort); 
      CloseDisplay(dispId0); 
      Fg_FreeGrabber(fg); 
      return FG_ERROR; 
    } 
    last_pic_nr = cur_pic_nr; 
    DrawBuffer(dispId0,Fg_getImagePtr(fg,last_pic_nr,camPort),last_pic_nr,""); 
  } 

 
取得停止とフレームグラバーリソースの開放 
画像取得が終了したら Fg_StopAcquire()で画像取得を停止して Fg_FreeGrabber()でグラバーリソースを開放します。

Fg_FreeMem はユーザーメモリを開放します。 

  CloseDisplay(dispId0); 
  Fg_stopAcquire(fg,camPort); 
  Fg_FreeMem(fg,camPort); 
  Fg_FreeGrabber(fg); 
 
  return FG_OK; 
} 
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