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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 概 要  

このドキュメントでは、SILICON SOFTWARE 社フレームグラバーの Runtime5.2 シリーズで追加されたアドバンスド画像取得

アプレットの機能について説明します。 
本機能をサポートするフレームグラバーは microEnable IV AD4-CL/PoCL と VD4-CL/PoCL です。 

 
このマニュアルは、SILICON SOFTWARE 社の了解を得て、株式会社アプロリンクが英文マニュアルを基に作成したものです。

内容に疑問点などが生じた場合は、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参考にしてください。 
本書に使用するマニュアルの一部、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。 
なお、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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2 アドバンスド 画 像 取 得 アプレット 

アドバンス画像取得アプレットは、カメラリンクのベース、ミディアム、フルのカメラで特別な画像処理機能をサポートしてい

ます。 
次の章「3 microEnable AD4-CL/-PoCL、VD4-CL/-PoCL で使用できるアプレット」で使用できるアプレットの一覧と構造

を確認する事ができます。それぞれのアプレットの機能の説明もあります。 
アドバンスド画像取得アプレットは、任意の選択と次の章以降で紹介する画像処理機能の組み合わせで対応しています。 

 

2-1 デッドピクセル補正を含むシェーディング補正 

2D エリアシェーディング補正は減算によるオフセット補正と乗算によるゲイン補正で構成されています。補正値は各ピクセル

ごとに定義されており、黒とグレーの参照イメージをシェーディングモジュールにロードすることでオートシェーディング補正

を行うことができます。 

 

2-2 イメージセレクタ 

イメージセレクタは、パラメータで定義した連続イメージから任意のイメージを選択することができます。 
例えば、連続するイメージからフレーム番号が 3 の倍数のイメージのみ PC バスからメモリに転送する事ができます。 
SILICON SOFTWARE が提供している Camera Link I/O モジュールと 2 枚目のフレームグラバーを組み合わせることで、複数の

フレームグラバーや PC への取得画像の分散を行うことができます。 

 

2-3 ノイズフィルタ 

ノイズを減少させるためにメディアンフィルタを使用する事ができます。 

 

2-4 トリガー 

フレームグラバーで生成される信号、外部信号、ソフトウェアで生成されるトリガーパルスを使用してカメラや外部デバイスを

制御するためにマルチ機能エリアトリガーが組み込まれています。 

 

2-5 ROI の選択 

さらなる画像処理のために ROI を選択することができます。ROI の幅のステップサイズは 4 ピクセルで高さのステップサイズは

1 ラインです。 

 

2-6 ベイヤーフィルタとホワイトバランス 

5x5 カーネルをベースにした高品質のベイヤー変換をサポートしています。ホワイトバランスモジュールでカラーコンポーネン

ツのゲインによるイメージ品質を向上が可能です。 
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2-7 LUT 
ユーザー定義またはプロセッサのテーブルを使用し、フルフレーム上で LUT 機能使用することができます。オフセットやゲイン、

ガンマなどプリデファインされたテーブルが用意されています。カラーコンポーネンツは個別に処理されます。 
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3 microEnable AD4-CL/-PoCL、VD4-CL/-PoCL で 使 用 できるアプレット 

 

 
図 3.1 使用できるアプレット一覧 

 

注意 
 
・ AD4: microEnable IV AD4-CL 及び microEnable IV AD4-PoCL 
・ VD4: microEnable IV VD4-CL 及び microEnable IV VD4-PoCL 
・ 実際の DMA バンド幅は、使用する PC のメインボードとチップセットに依存します。 

 
各機能を使用するための詳細な情報は、それぞれのアプレットのドキュメントで確認して下さい。 
アプレットのドキュメントは、HTML または PDF 形式で提供されています。表内には、アプレットとその機能をカメラリンクイ

ンターフェースごとに記載しています。英文マニュアルでは、各行の終わりにアプレットのドキュメントへのリンクがあります。 
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4 最 大 ２ 台 の CameraLink Base-Config カメラをサポートするアドバンスド 画 像 取

得 アプレット 

使用可能なハードウェア：microEnable IV AD4-CL/-POCL、microEnable IV VD4-CL/-POCL 
サポートするカメラ：最大解像度 4096x4096 のエリアスキャンカメラ 

 

 
図 4.1 CL-Base-Config 対応アプレット一覧 

 

注意 
 
 “Dual” アプレットでは、最大２台のカメラを同時（同期または非同期）に使用する事ができます。このアプレットの全ての機

能は両方のカメラで使用する事ができます。 

 
・ アプレットとその機能は、ビューワーソフト「microdisplay」でサポートしています。 
・ SILICON SOFTWARE Runtime には強力な SDK ツールキッドを含んでいます。 
・ 実際の DMA バンド幅は、使用する PC のメインボードとチップセットに依存します。 
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5 1 台のミディアムカメラをサポートするアドバンスド 画 像 取 得 アプレット 

使用可能なハードウェア：microEnable IV AD4-CL/-POCL、microEnable IV VD4-CL/-POCL 
サポートするカメラ：最大解像度 4096x4096 のエリアスキャンカメラ 

 

 
図 5.1 CL-Medium-Config 対応アプレット一覧 

 

注意 
 
・ アプレットとその機能は、ビューワーソフト「microdisplay」でサポートしています。 
・ SILICON SOFTWARE Runtime には強力な SDK ツールキッドを含んでいます。 
・ 実際の DMA バンド幅は、使用する PC のメインボードとチップセットに依存します。 

 
 

一般的な注意事項 
英文マニュアルのアプレット名に対応した ボタンをクリックすると HTML ドキュメントを開くことができます。 

また ボタンをクリックすると PDF ドキュメントを開くことができます。 
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改 定 履 歴  

 

日 付 内 容 Revision 
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