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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 xiAPI 
XiAPI は XIMEA Application Programming Interface を表わし、全ての XIMEA カメラで使用できる新しい標準インターフェー

スです、「xiAPI」は、M3API パッケージを簡易化したパッケージになります。 

 

1-1 アーキテクチャ 

API は、カメラシステムドライバとアプリケーション間におけるソフトウェアインターフェースです。 
On Windows: xiAPI は m3api.dll にコンパイルされます。 
On Linux: xiAPI は/usr/lib/libm3api.so にコンパイルされます。 

 

注意 
Linux でアプリケーションを実行する場合、TM ファイルが実行ディレクトリに配置されている必要がありますのでご注意くだ

さい。 

 
 

1-2 インストール 

Windows：xiAPI を追加するために XIMEA API ソフトウェアパッケージを PC または CURRERA にインストールして下さい。 
Linux：xiAPI を追加するために XIMEA Linux ソフトウェアパッケージを PC または CURRERA にインストールして下さい。 

 
 

1-3 サンプル 

次のコードは、前処理を行わず 1 フレームの raw イメージデータをキャプチャするサンプルです。 
露光時間は 10ms に設定しています。 

 
サンプル 1.1 フレームの RAW イメージデータをキャプチャ 

// Sample for XIMEA Software Package V2.57  
#include "..¥include¥xiApi.h" 
#define HandleResult(res,place) if (res!=XI_OK) {printf("Error after %s (%d)",place,res);goto finish;} 
 
HANDLE xiH = NULL; 
XI_RETURN stat = XI_OK; 
 
// イメージバッファ 

XI_IMG image; 
image.size = sizeof(XI_IMG); 
image.bp = NULL; 
image.bp_size = 0; 
 
// カメラデバイスのハンドラを読みだす 

stat = xiOpenDevice(0, &xiH); 
HandleResult(stat,"xiOpenDevice"); 
 
// "exposure" パラメータ設定 (10ms) 

int time_us = 10000; 
stat = xiSetParam(xiH, XI_PRM_EXPOSURE, &time_us, sizeof(time_us), xiTypeInteger); 
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HandleResult(stat,"xiSetParam (exposure set)"); 
 
// 画像取得開始 

stat = xiStartAcquisition(xiH); 
HandleResult(stat,"xiStartAcquisition"); 
 
// カメラからイメージ取得 

stat = xiGetImage(xiH, 1000, &image); 
HandleResult(stat,"xiGetImage"); 
 
printf("OK - Got one image (%dx%d) from camera¥n", image.width, image.height); 
 
finish: 
// カメラデバイスクローズ 

if (xiH) xiCloseDevice(xiH); 
 
 

1-4 インターフェース 

カメラ機能を制御するために必要な 4 つの関数の使用例です。 

 
サンプル 1.2 カメラ機能制御 

// インターフェースオープン 

XI_RETURN xiOpenDevice(IN DWORD DevId, OUT PHANDLE hDevice); 
 
// パラメータ設定 

XI_RETURN xiSetParam(IN HANDLE hDevice, const char* prm, void* val, DWORD size, PRM_TYPE type); 
 
// パラメータ取得 

XI_RETURN xiGetParam(IN HANDLE hDevice, const char* prm, void* val, DWORD * size, PRM_TYPE * type); 
 
// インターフェースクローズ 

XI_RETURN xiCloseDevice(IN HANDLE hDevice); 
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2 xiAPI 関 数  

本章では「xiAPI」で提供されている関数について説明します。 

 

2-1 xiOpenDevice 
この関数はデバイスの初期化を行い、デバイスハンドルを返します。 

 
パラメータ 2.1 xiOpenDevice 

DevId デバイスのインデックス 

hDevice デバイスハンドラ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.1 xiOpenDevice 

XI_RETURN xiOpenDevice(IN DWORD DevId, OUT PHANDLE * hDevice); 
 
 

2-2 xiCloseDevice 
指定したデバイスのハンドラをクローズして割り当てたリソースを開放します。 

 
パラメータ 2.2 xiCloseDevice 

hDevice デバイスハンドラ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.2 xiCloseDevice 

XI_RETURN xiCloseDevice(IN HANDLE hDevice); 
 
 

2-3 xiGetNumberDevices 
この関数は検知したデバイスの数を返します。 

 
パラメータ 2.3 xiGetNumberDevices 

pNumberDevices 検知したデバイス数 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.3 xiGetNumberDevices 

XI_RETURN xiGetNumberDevices(OUT DWORD *pNumberDevices); 
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2-4 xiStartAcquisition 
この関数はハンドラで指定したデバイスの画像取得を開始します。 

 
パラメータ 2.4 xiStartAcquisition 

hDevice デバイスハンドラ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.4 xiStartAcquisition 

XI_RETURN xiStartAcquisition(IN HANDLE hDevice); 
 
 

2-5 xiStopAcquisition 
この関数は、デバイスのワークサイクルと画像取得を停止します。 

 
パラメータ 2.5 xiStopAcquisition 

hDevice デバイスハンドラ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.5 xiStopAcquisition 

XI_RETURN xiStopAcquisition(IN HANDLE hDevice); 
 
 

2-6 xiGetImage 
この関数は、画像取得を行いイメージ情報を返します。 

 
パラメータ 2.6 xiGetImage 

hDevice デバイスハンドラ 

TimeOut イメージ取得開始までの待ち時間(ミリ秒単位) 

Img イメージ情報構造体のポインタ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.6 xiGetImage 

XI_RETURN xiGetImage(IN HANDLE hDevice, IN DWORD TimeOut,  
                     INOUT XI_IMG * img); 

  



 

 

文書番号 ：XIA002 
Revision ：2.00 

10 
[XIMEA 社カメラ付属ソフトウェア XIMEA API「xiAPI」プログラムマニュアル ] 

 
表 2.1 イメージ構造体 XI_IMG の説明 

バイト数 フィールド名 説明 

4 size 構造体のサイズ、xiGetImage がコールされ、かつ size>=SIZE_XI_IMG_V2 の時の GPI_level、
tsSec、tsUSec が埋められます   

Ptr bp イメージデータの最初のピクセルへのポインタ 

4 bp_size バッファポリシーが XI_BP_SAFE にセットされると、xiGetImage は受け取ったイメージデータ

のサイズをフィールドに書き込みます 

4 frm 画像データのフォーマット  

4 width ピクセル単位でイメージ幅  

4 height ピクセル単位でイメージの高さ 

4 Nframe フレーム番号  

4 tsSec タイムスタンプ(秒単位)  ※1   

4 tsUSec タイムスタンプ(ミリ秒単位)  ※1   

4 GPI_level 露光終了時のデジタル入力の入力レベル 

4 black_level イメージのブラックレベル(MONO と RAW 形式のみ)   

 

注意 
※1 ほとんどのカメラで TimeStamp は 32bit の µ 秒の数字で用意されています。 
 イメージヘッダー内で tsSec と tsUSec は、232µ 秒後(4294 秒と 967296µ 秒)に自動的に 0 にリセットされます。 

 
 

2-7 xiSetParam 
この関数はデバイスの定義を行います。(次の「3 xiApi パラメータ」を参照下さい) 

 
パラメータ 2.7 xiSetParam 

hDevice デバイスハンドラ 

prm パラメータ名文字列 

val パラメータ設定値のポインタ 

size val のサイズ 

type val のデータタイプ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.7 xiSetParam 

XI_RETURN xiSetParam(IN HANDLE hDevice, IN CHAR * prm, IN VOID * val, 
                     IN DWORD size, IN PRM_TYPE type); 

 
 

2-8 xiGetDeviceInfoString 
この関数は、カメラをオープンしないで選択したカメラパラメータを返します。複数台のカメラセットアップで素早くカメラの

情報を取得することが出来ます。 
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パラメータ 2.8 xiGetDeviceInfoString 

Devid カメラインデックス 

prm パラメータ名文字列 

value 結果の文字列へのポインタ 

value_size 文字列のサイズ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.8 xiGetDeviceInfoString 

XIAPI XI_RETURN __cdecl xiGetDeviceInfoString(IN DWORD DevId, const char* prm, char* value, DWORD value_size); 
 

注意 
この関数は次のパラメータセットの値のみ返します： 

XI_PRM_DEVICE_SN 
XI_PRM_DEVICE_NAME 
XI_PRM_DEVICE_INSTANCE_PATH 
XI_PRM_DEVICE_TYPE 
 
 

2-9 xiGetParam 
この関数はパラメータ情報(現在値、最小、最大)を返します。（次の「3 xiApi パラメータ」を参照下さい) 

 
パラメータ 2.9 xiGetParam 

hDevice デバイスハンドラ 

prm パラメータ名文字列 

val パラメータ設定値のポインタ 

size 整数型のポインタ 

type タイプコンテナのポインタ 

 
プロトタイプ： 

使用方法 2.9 xiGetParam 

XI_RETURN xiGetParam(IN HANDLE hDevice, IN CHAR * prm, IN VOID * val, 
                     INOUT DWORD * size, OUT PRM_TYPE * type); 
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3 xiApi パラメータ 

デバイス情報を取得するためのパラメータです。 

 

3-1 XI_PRM_DEVICE_NAME または “device_name” 

デバイス名を返します。 

 
パラメータ 3.1 XI_PRM_DEVICE_NAME または “device_name” 

型 String 
デフォルト値 - 
 

使用方法 3.1 XI_PRM_DEVICE_NAME または “device_name” 

xiGetParam(handle, XI_PRM_DEVICE_NAME, char *, size, xiTypeString);   
xiGetParamString(handle, XI_PRM_DEVICE_NAME, char *, size); 

 
 

3-2 XI_PRM_DEVICE_TYPE または “device_type” 

デバイスタイプを返します。(1394, USB2.0, CURRERA) 

 
パラメータ 3.2 XI_PRM_DEVICE_TYPE または “device_type” 

型 String 
デフォルト値 - 
 

使用方法 3.2 XI_PRM_DEVICE_TYPE または “device_type” 

xiGetParam(handle, XI_PRM_DEVICE_TYPE, char*, size, xiTypeString);   
xiGetParamString(handle, XI_PRM_DEVICE_TYPE, char*, size); 

 
 

3-3 XI_PRM_DEVICE_SN または “device_sn” 

デバイスのシリアル番号を返します。 

 
パラメータ 3.3 XI_PRM_DEVICE_SN または “device_sn” 

型 Integer 
デフォルト値 - 
 

使用方法 3.3 XI_PRM_DEVICE_SN または “device_sn” 

xiGetParam(handle, XI_PRM_DEVICE_SN, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_DEVICE_SN, &int); 
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サンプル 3.1 XI_PRM_DEVICE_SN または “device_sn” 

// show serial number of this camera 
unsigned int sn=0; 
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_DEVICE_SN, &sn); 
printf("Serial number of the camera is: %08x¥n",sn); 

 
 

3-4 XI_PRM_DEBUG_LEVEL または 'debug_level' 

API にデバッグレベルを設定し、選択したメッセージをデバッグ出力にストアします 。 
・Windows では、メッセージを見るために DebugView を使用します 
・Linux では、メッセージは stdout に出力されます 

 
パラメータ 3.4 XI_PRM_DEBUG_LEVEL または 'debug_level' 

型 Integer 
デフォルト値 XI_DL_FATAL 
 

使用方法 3.4 XI_PRM_DEBUG_LEVEL または 'debug_level' 

xiSetParamInt(0, XI_PRM_DEBUG_LEVEL, XI_DL_TRACE); 
 
 

3-5 XI_PRM_AUTO_BANDWIDTH_CALCULATION または 'auto_bandwidth_calculation' 

このパラメータを設定するとアプリケーションは API の動作を制御することができます。XI_OFF に設定すると API は、カメラ

をオープンする前に自動バンド幅計測と計算をスキップします。XI_ON に設定するとこれらの計算を行います。(デフォルト) 

 

注意 
複数のカメラを 1 台のハブに接続して画像取得を有効にした状態で新しいカメラをオープンする場合、ストリーミングが自動バ

ンド幅計測の影響を受けないために XI_OFF に設定することが重要です。 

 
パラメータ 3.5 XI_PRM_AUTO_BANDWIDTH_CALCULATION または 'auto_bandwidth_calculation' 

型 Integer 
デフォルト値 XI_ON 
 

使用方法 3.5 XI_PRM_AUTO_BANDWIDTH_CALCULATION または 'auto_bandwidth_calculation' 

xiSetParamInt(0, XI_PRM_AUTO_BANDWIDTH_CALCULATION, XI_OFF); 
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4 デバイス 画 像 取 得 パラメータ 

デバイスから画像を取得するためのパラメータです。 

 

4-1 XI_PRM_EXPOSURE または “exposure” 

µ 秒単位で露光時間を設定します 

 
パラメータ 4.1 XI_PRM_EXPOSURE または “exposure” 

型 Integer 

デフォルト値 0 
 

使用方法 4.1 XI_PRM_EXPOSURE または “exposure” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_EXPOSURE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_EXPOSURE, time_in_us); 

 
 

4-2 XI_PRM_GAIN または “gain” 

dB 単位でゲインをセットします 

 
パラメータ 4.2 XI_PRM_GAIN または “gain” 

型 Floating 

デフォルト値 0 
 

使用方法 4.2 XI_PRM_GAIN または “gain” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GAIN, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_GAIN, gain_in_db );   

 
 

4-3 XI_PRM_DOWNSAMPLING または “downsampling”  

ビニング又はスキップで解像度を変更します。 
downsampling_rate パラメータは、センサーピクセルから出力データへのマッピングの制御を行います。  

 
パラメータ 4.3 XI_PRM_DOWNSAMPLING または “downsampling” 

型 Integer 

デフォルト値 1 
 

表 4.1 downsampling_rate 結果画像 

downsampling_rate 出力画像 

1 1 センサーピクセル = 1 イメージピクセル 

2 2x2 センサーピクセル = 1 イメージピクセル 

4 4x4 センサーピクセル = 1 イメージピクセル 
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注意 
画像取得中は、ストリームを変更することが出できません。画像取得開始前のみ Downsampling を変更する事ができます。 

 
使用方法 4.3 XI_PRM_DOWNSAMPLING または “downsampling” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DOWNSAMPLING, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_DOWNSAMPLING, downsampling_rate); 

 
 

4-4 XI_PRM_DOWNSAMPLING_TYPE または “downsampling_type”  

イメージのダウンサンプルタイプを変更します。(ビニングまたはスキップ) 

 
パラメータ 4.4 XI_PRM_DOWNSAMPLING_TYPE または “downsampling_type” 

型 Integer 

デフォルト値 0(XI_BINNING) 
 
 

表 4.2 downsampling 出力結果 

タイプ 値 出力画像 

XI_BINNING 0 ピクセルのビニング(高いイメージ品質) 

XI_SKIPPING 1 ピクセルをスキップ(高いフレームレート) 

 
使用方法 4.4 XI_PRM_DOWNSAMPLING_TYPE または “downsampling_type” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DOWNSAMPLING_TYPE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_DOWNSAMPLING_TYPE, downsampling_type); 

 
 

4-5 XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT または “imgdataformat” 

出力データフォーマット。 

 

注意 
XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT を変更した後、イメージ解像度(XI_PRM_WIDTH,XI_PRM_HEIGHT)を変更できます。イメージ

データフォーマットを変更した後は解像度の確認/セットを行ってください。 

 
パラメータ 4.5  XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT または “imgdataformat” 

型 Integer 

デフォルト値 MONO8 
 

表 4.3 出力データフォーマット使用可能な値 

XI_MONO8 [Intensity] 
XI_MONO16 [Intensity LSB] [Intensity MSB] 
XI_RGB24 [Red][Green][Blue] 
XI_RGB32 [Blue][Green][Red][0]* 
XI_RGB_PLANAR [Red][Red]...[Green][Green]...[Blue][Blue]... RGB プラナー 

XI_RAW8 [pixel byte] センサーからの raw データ 

XI_RAW16 [pixel byte low] [pixel byte high] センサーからの 16 bit raw データ  
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注意* 
カラーモード RGB では、センサーから送られるイメージに対して前処理を行って下さい。 
このモードでの CPU 使用率は高くなります。 

 
表 4.4 LSB ビットアライメント 

ピクセルあたりのビット数 XI_RAW16 モードでの値  

10 0-1023   
12 0-4095   
14 0-16384   

 
例：カメラが 10bit データを生成してデータフォーマットが XI_RAW16 の場合、16bit データ内のピクセルデータは 0-1023 の

範囲の値となります。 

 
使用方法 4.5 XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT または “imgdataformat” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT,&int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT, XI_MONO8); 

 

注意 
カラーモード XI_RGB32 と XI_RGB24 ではセンサーからのイメージは前処理が行われます。このモードでは CPU 使用率は高く

なります。このパラメータをセットすると現在の ROI 設定はリセットされます。使用されていないアルファチェンネルを削除す

ることで XI_RGB32 から XI_RGB24 を生成するので CPU 使用率が高くなります。 

 
 

4-6 XI_PRM_IMAGE_IS_COLOR または “iscolor”  

カラーカメラの場合 1 を返します 

 
パラメータ 4.6 XI_PRM_IMAGE_IS_COLOR または “iscolor” 

型 Integer 

デフォルト値 - 
 

使用方法 4.6 XI_PRM_IMAGE_IS_COLOR または “iscolor” 

xiGetParam(handle, XI_PRM_IMAGE_IS_COLOR or "iscolor", &iscolor, sizeof(int), xiTypeInteger); 
int xiGetParamInt(handle, XI_PRM_IMAGE_IS_COLOR, &iscolor); 

 
 

4-7 XI_PRM_COLOR_FILTER_ARRAY または "cfa" 

RAW データに使用するカラーフィルタタイプを返します 

 
パラメータ 4.7 XI_PRM_COLOR_FILTER_ARRAY または "cfa" 

型 Integer (リードオンリー) 
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表 4.5 カラーフィルタタイプ 

値 注意事項 

XI_CFA_NONE 出力ピクセルにはフィルタが適用されません 

XI_CFA_BAYER_RGGB  
XI_CFA_CMYG  
XI_CFA_RGR  
XI_CFA_BAYER_BGGR  
XI_CFA_BAYER_GRBG  
XI_CFA_BAYER_GBRG  
 

使用方法 4.7 XI_PRM_COLOR_FILTER_ARRAY または "cfa" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_COLOR_FILTER_ARRAY or "cfa", &int, sizeof(int), xiTypeInteger);  
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_COLOR_FILTER_ARRAY, &cfa); 

 
 

4-8 XI_PRM_FRAMERATE または “framerate” 

フレームレートを設定します。同じ種類のセンサーではフレームレートの設定が可能です。（以下「注意」を参照下さい) 

 
パラメータ 4.8 XI_PRM_FRAMERATE または “framerate” 

型 Float 

デフォルト値 現在の露光時間で出力できる最大フレームレート 

 
使用方法 4.8 XI_PRM_FRAMERATE または “framerate” 

float fps=0; 
xiGetParam(handle, XI_PRM_FRAMERATE, &fps, sizeof(fps), xiTypeFloat);   
xiGetParamFloat(handle, XI_PRM_FRAMERATE, &fps); 

 

注意 
いくつかのセンサーでは、現在のフレームレートを変更することができます。フレームレート値は、可能な範囲内で設定します。

設定範囲を取得するためには、次のコードを使用します。 

 
xiGetParamFloat(handle, XI_PRM_FRAMERATE XI_PRM_INFO_MIN, &min_fps); 
xiGetParamFloat(handle, XI_PRM_FRAMERATE XI_PRM_INFO_MAX, &max_fps); 

 
 

4-9 XI_PRM_BUFFER_POLICY または “buffer_policy”  

バッファハンドラを定義します。データをユーザー/アプリケーションバッファへコピーすると安全です。 
データコピーを行わないで内部で割り付けたバッファから取り出す方法は安全ではありません。 

 
パラメータ 4.9 XI_PRM_BUFFER_POLICY または “buffer_policy” 

型 Integer 

デフォルト値 BP_UNSAFE 
 

使用方法 4.9 XI_PRM_BUFFER_POLICY または “buffer_policy” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_BUFFER_POLICY, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_BUFFER_POLICY, XI_BP_SAFE); 
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下の図は、バッファポリシーの説明です。 

 

 
図 1 バッファポリシー説明 

 

4-10 XI_PRM_OFFSET_X または “offsetX” 

ROI の X オフセットをピクセル単位で設定します。 
 XI_PRM_OFFSET_X + XI_PRM_WIDTH <= イメージ幅 
数値は正しく入力して下さい。誤った数値を入力すると 

 XI_WRONG_PARAM_VALUE 
が返ります。 

 
パラメータ 4.10 XI_PRM_OFFSET_X または “offsetX” 

型 Integer 

デフォルト値 0 
 

使用方法 4.10 XI_PRM_OFFSET_X または “offsetX” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_OFFSET_X, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_OFFSET_X, offset_x); 
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4-11 XI_PRM_OFFSET_Y または “offsetY” 

ROI の Y オフセットをピクセル単位で設定します。 
 XI_PRM_OFFSET_Y + XI_PRM_HEIGHT <= イメージの高さ 
数値は 4 の倍数で入力して下さい。誤った数値を入力すると 

 XI_WRONG_PARAM_VALUE 
が返ります。 

 
パラメータ 4.11 XI_PRM_OFFSET_Y または “offsetY” 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 

使用方法 4.11 XI_PRM_OFFSET_Y または “offsetY” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_OFFSET_Y, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_OFFSET_Y, offset_y); 

 
 

4-12 XI_PRM_WIDTH または “width”  

イメージの幅をピクセル単位で設定します。 
 XI_PRM_OFFSET_X + XI_PRM_WIDTH <= イメージの幅 
数値は 4 の倍数で入力して下さい。誤った数値を入力すると 

 XI_WRONG_PARAM_VALUE 
が返ります。 

 
パラメータ 4.12 XI_PRM_WIDTH または “width” 

型 Integer 
デフォルト値 フル解像度の画像幅 

 
使用方法 4.12 XI_PRM_WIDTH または “width” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_WIDTH, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_WIDTH, image_width); 

 
 

4-13 XI_PRM_HEIGHT または “height” 

イメージの高さをピクセル単位で設定します。 
 XI_PRM_OFFSET_Y + XI_PRM_HEIGHT <= イメージの高さ 
数値は正しく入力して下さい。誤った数値を入力すると 

 XI_WRONG_PARAM_VALUE 
が返ります。 

 
パラメータ 4.13 XI_PRM_HEIGHT または “height” 

型 Integer 
デフォルト値 フル解像度の高さ 
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使用方法 4.13 XI_PRM_HEIGHT または “height” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_HEIGHT, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_ HEIGHT, image_height); 

 
 

 
図 2 ROI 設定説明 

 
 

4-14 XI_PRM_LUT_EN または “LUTEnable” 

LUT を有効にします。 

 
パラメータ 4.14 XI_PRM_LUT_EN または “LUTEnable” 

型 Integer 
デフォルト値 0ff(0) 
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表 4.6 lut_state オペレーション 

lut_state オペレーション 

0 センサーピクセルは直接転送されます 

1 センサーピクセルは LUT 経由でマッピングされます 

 
使用方法 4.14 XI_PRM_LUT_EN または “LUTEnable” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LUT_EN, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LUT_EN, lut_state); 

 

注意 
LUT パラメータは、いくつかのカメラでのみ使用できます。  
例：CURRERA-R は LUT をサポートしていますが MU9P はサポートしていません。 

 
 

4-15 XI_PRM_LUT_INDEX または “LUTIndex”  

LUT でアクセスする係数のインデックス(オフセット)をコントロールします。 

 
パラメータ 4.15 XI_PRM_LUT_INDEX または “LUTIndex” 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 

使用方法 4.15 XI_PRM_LUT_INDEX または “LUTIndex” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LUT_INDEX, &int, sizeof(int), TypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LUT_INDEX, lut_index); 

 
 

4-16 XI_PRM_LUT_VALUE または “LUTValue”  

LUT の LUTIndex に登録する値を定義します。 

 
パラメータ 4.16 XI_PRM_LUT_VALUE または “LUTValue” 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 

使用方法 4.16 XI_PRM_LUT_VALUE または “LUTValue” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LUT_INDEX, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LUT_INDEX, lut_index); 

 
 

4-17 XI_PRM_TRG_SOURCE または “trigger_source” 

トリガーソースを定義します。 

 
パラメータ 4.17 XI_PRM_TRG_SOURCE または “trigger_source” 

型 Integer 
デフォルト値 TRG_OFF 



 

 

文書番号 ：XIA002 
Revision ：2.00 

22 
[XIMEA 社カメラ付属ソフトウェア XIMEA API「xiAPI」プログラムマニュアル ] 

 
表 4.7 トリガーソースとカメラ動作 

トリガーソース カメラ動作 

XI_TRG_OFF 前のフレームが終了すると次のフレームのキャプチャを自動的に開始します   

XI_TRG_EDGE_RISING 選択した入力の立ち上がりエッジで画像取得を開始します 

XI_TRG_EDGE_FALLING 選択した入力の立下りエッジで画像取得を開始します 

XI_TRG_SOFTWARE ソフトトリガーで画像取得を開始します  参照 

 
使用方法 4.17 XI_PRM_TRG_SOURCE または “trigger_source” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_TRG_SOURCE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_TRG_SOURCE, trigger_source); 

 

注意 
外部トリガーとして入力を設定するため、選択した入力の XI_PRM_GPI_MODE を XI_GPI_TRIGGER にセットします。 
XI_PRM_GPI_MODE のサンプルを参照下さい。 

 
サンプル 4.1 トリガー 

// ソフトウェアトリガー有効 

xiSetParamInt(handle, XI_PRM_TRG_SOURCE, XI_TRG_SOFTWARE); 
 
// 画像取得開始 

xiStartAcquisition(handle); 
int frames=5; 
while (frames--) 
{ 
     // 次のフレームのトリガー 

     int trigger_retry=1000; 
     while(--trigger_retry) 
     { 
          if (XI_OK == xiSetParamInt(handle, XI_PRM_TRG_SOFTWARE, 1)) 
               break; 
           Sleep(1); 
     } 
     // イメージ取得 

     xiGetImage(handle, 1000, &image); 
} 

 

 

4-18 XI_PRM_TRG_SOFTWARE または “trigger_software”  

内部トリガーを生成します。 XI_PRM_TRG_SOURCE に TRG_SOFTWARE を設定して下さい。 

 
パラメータ 4.18 XI_PRM_TRG_SOFTWARE または “trigger_software” 

型 Integer 
デフォルト値 - 
 

使用方法 4.18 XI_PRM_TRG_SOFTWARE または “trigger_software” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_TRG_SOFTWARE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_TRG_SOFTWARE, 0); 
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4-19 XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH "available_bandwidth" 
インターフェースで使用できるバンド幅(メガビット単位)を計算し返します。 

 
パラメータ 4.19 XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH "available_bandwidth" 

型 Integer 
デフォルト値 インターフェースで提供される最大値 

 
 

使用方法 4.19 XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH "available_bandwidth" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH, 0); 

 
 

4-20 XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH "limit_bandwidth" 
画像取得中に使用するカメラのデータレート(メガビット単位)を設定/取得します。このパラメータは、同じチャンネルを使用し

た同じインターフェースに同時接続する場合、データレートを減少させるために使用します。 

 
パラメータ 4.20 XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH "limit_bandwidth" 

型 Integer 
デフォルト値 カメラの最大値 

 
使用方法 4.20 XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH "limit_bandwidth" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH, &data_rate, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH , datarate_in_Mbits_sec); 

 
サンプル 4.2 XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH "limit_bandwidth" 

// get interface data rate 
int interface_data_rate=0; 
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_AVAILABLE_BANDWIDTH, &data_rate); 
// calculate datarate for each camera 
#define CONNECTED_CAMERAS_TO_SAME_HUB 3 
int camera_data_rate = interface_data_rate / CONNECTED_CAMERAS_TO_SAME_HUB; 
// set data rate 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LIMIT_BANDWIDTH , camera_data_rate); 
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5 デバイスの IO パラメータ 

 

5-1 XI_PRM_GPI_SELECT または “gpi_selector”  

GPI の選択 

 
パラメータ 5.1 XI_PRM_GPI_SELECT または “gpi_selector” 

型 Integer 
デフォルト値 1 
 

使用方法 5.1 XI_PRM_GPI_SELECT または “gpi_selector” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GPI_SELECTOR, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_SELECTOR, gpi_index); 

 
サンプル： 「XI_PRM_GPI_LEVEL または “gpi_level”」を参照下さい。 

 
 

5-2 XI_PRM_GPI_MODE または “gpi_mode”  

GPI 機能の定義 

 
パラメータ 5.2 XI_PRM_GPI_MODE または “gpi_mode” 

型 Integer 
デフォルト値 XI_GPI_OFF 
 

表 5.1 パラメータ範囲 

値 意味 

XI_GPI_OFF 入力 OFF(0 ボルトまたはスイッチ OFF)  

XI_GPI_TRIGGER 入力をトリガーに使用 

XI_GPI_EXT_EVENT 外部信号入力 

 
使用方法 5.2 XI_PRM_GPI_MODE または “gpi_mode” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GPI_MODE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_MODE, XI_GPI_TRIGGER); 

 

注意 
GPI をトリガーソースとして使用するために、XI_PRM_TRG_SOURCE パラメータを XI_TRG_EDGE_RISING または 
XI_TRG_EDGE_FALLING に設定してください。 
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サンプル 5.1 XI_PRM_GPI_MODE または “gpi_mode” 

// select digital input (on CURRERA 1-4) 
int pin = 4; 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_SELECTOR,  pin); 
// set input as frame trigger 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_MODE, XI_GPI_TRIGGER) 
// enable triggering of image from digital input 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_TRG_SOURCE, XI_TRG_EDGE_RISING); 

 

注意 
CURRERA-R では、BOB144 に接続されているボタンを使用して入力テストを行うことができます。 

 
 

5-3 XI_PRM_GPI_LEVEL または “gpi_level” 

GPI レベル 

 
パラメータ 5.3 XI_PRM_GPI_LEVEL または “gpi_level” 

型 Integer 
デフォルト値 - 
 

使用方法 5.3 XI_PRM_GPI_LEVEL または “gpi_level” 

xiGetParam(handle, XI_PRM_GPI_LEVEL, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_LEVEL, &gpi_level); 

 
サンプル 5.2 XI_PRM_GPI_LEVEL または “gpi_level” 

// select digital input (on CURRERA 1-4) 
int pin = 2; 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_SELECTOR,  pin); 
// get input level 
int gpi_level = 0; 
xiGetParamInt(handle, XI_PRM_GPI_LEVEL,  &gpi_level) 
printf("Level on digital input %d is %d¥n",pin,gpi_level) 

 

注意 
CURRERA-R では、BOB144 に接続されているボタンを使用して入力テストを行うことができます。 

 

5-4 XI_PRM_GPO_SELECTOR または “gpo_selector”  

GPO の選択 

 
パラメータ 5.4 XI_PRM_GPO_SELECTOR または “gpo_selector” 

型 Integer 
デフォルト値 1 
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使用方法 5.4 XI_PRM_GPO_SELECTOR または “gpo_selector” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GPO_SELECTOR, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPO_SELECTOR, gpo_index); 

 
サンプル： 「XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode”」を参照下さい 

 
 

5-5 XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode” 

GPO 機能の定義 

 
パラメータ 5.5 XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode” 

型 Integer 
デフォルト値 TRG_OFF 
 

表 5.2 GPO パラメータ 

値 意味 

XI_GPO_OFF ** 出力 Off (0 電圧または switched_off)  

XI_GPO_ON ** 出力 On (電圧または switched_on)  

XI_GPO_FRAME_ACTIVE* フレームの露光、読み出し、転送中の出力 On  

 
 

表 5.3 範囲 

値 意味 

XI_GPO_OFF** 出力 OFF(0 ボルトまたはスイッチ OFF)  

XI_GPO_ON** 出力 ON(ボルテージまたはスイッチ ON)  

XI_GPO_FRAME_ACTIVE* フレーム露光、リードアウト、転送中は出力 ON 

XI_GPO_FRAME_ACTIVE_NEG* フレーム露光、リードアウト、転送中は出力 OFF 

XI_GPO_EXPOSURE_ACTIVE* フレーム露光中は出力 ON 

XI_GPO_EXPOSURE_ACTIVE_NEG* フレーム露光中は出力 OFF 

 

注意 1* 
FRAME_ACTIVE モードまたは EXPOSURE_ACTIVE モードは、XI_PRM_TRG_SOURCE パラメータが XI_TRG_SOFTWARE、

XI_TRG_EDGE_RISING、XI_TRG_EDGE_FALLING のいずれかに設定されている場合のみサポートしています。 
「4-17 XI_PRM_TRG_SOURCE または “trigger_source”」 を参照ください。 

 

注意 2** 
MR シリーズなどいくつかのカメラファミリーは、ソフトウェア制御による出力をサポートしていません。 
FRAME_ACTIVE モードと EXPOSURE_ACTIVE モードのうちどちらかが使用できます。 

 
使用方法： 

使用方法 5.5 XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GPO_MODE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPO_MODE, XI_GPO_ON); 
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サンプル 5.3 XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode” 

// select digital output (on CURRERA 1-4) 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPO_SELECTOR, 3); 
// make close output (one) 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPO_MODE,  XI_GPO_ON); 
Sleep(1000); // wait to see the output is on (e.g. LED) 
// make output open (zero) 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GPO_MODE,  XI_GPO_OFF); 

 

注意 3 
CURRERA-R では、BOB144 に接続されている LED を使用して出力テストを行うことができます。 
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5-6 XI_PRM_LED_SELECTOR または “led_selector” 

LED を選択します。 

 
パラメータ 5.6 XI_PRM_LED_SELECTOR または “led_selector” 

型 Integer 
デフォルト値 1 
 

使用方法 5.6 XI_PRM_LED_SELECTOR または “led_selector” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LED_SELECTOR, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LED_SELECTOR, 1); 

 
 

5-7 XI_PRM_LED_MODE または “led_mode”  

LED 機能を定義します。 

 
パラメータ 5.7 XI_PRM_LED_MODE または “led_mode” 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 
 

表 5.4 範囲 

値 意味 

XI_LED_HEARTBEAT リンクが OK の場合 LED をブリンク(1 Hz) 

XI_LED_TRIGGER_ACTIVE トリガーを検知した際 LED をブリンク   

XI_LED_EXT_EVENT_ACTIVE 外部信号を検知した場合、LED をブリンク 

XI_LED_ACQUISITION データストリーミング中 LED をブリンク 

XI_LED_EXPOSURE_ACTIVE センサーインテグレーションタイムに LED をブリンク 

XI_LED_FRAME_ACTIVE デバイスがビジーまたはそうでない場合 LED をブリンク 

XI_LED_LINK リンクが OK の場合 LED をブリンク 

XI_LED_OFF LED を OFF に設定 

XI_LED_ON LED を ON に設定 

 
使用方法 5.7 XI_PRM_LED_MODE または “led_mode” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_LED_MODE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_LED_MODE, XI_LED_TRIGGER_ACTIVE); 
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6 拡 張 デバイスのパラメータ 

 

6-1 XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE または “acq_buffer_size” 

画像取得バッファを byte 単位で定義します。（次のリングバッファのサイズ定義の図を参照ください） 
このバッファは、センサーから送られてくるイメージデータを含みます。パラメータは、画像取得停止中のみ設定できます。 

 
パラメータ 6.1 XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE または “acq_buffer_size” 

型 Integer 
デフォルト値 53248000 
 

使用方法 6.1 XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE または “acq_buffer_size” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE, buf_size_bytes); 

 
・バッファサイズを 70MB に設定します 

サンプル 6.1 XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE または “acq_buffer_size” 

xiSetParamInt(handle, XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE, 70*1000*1000) 
 
・センサーは 10fps で 1 イメージあたり 1MB 提供します。 
・アプリケーションは、xiGetImage によって最終イメージを取得します。 
・アプリケーションは最大 7 秒分のフレームを使用できます(70MB/(1MB*10fps)) 

 

注意 
これより長い時間イメージを取得した場合、リングバッファを使用しているためイメージデータは新しいイメージが自動的に上

書きされます。 

 
 

6-2 XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE または “buffers_queue_size”  

キューから 1 を引いた最大イメージ数。フィールド/フレームバッファ。（下のイメージを参照下さい） 

 
パラメータ 6.2 XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE または “buffers_queue_size” 

型 Integer 
デフォルト値 4(3 フレームのイメージがキューにストアできます) 

 
使用方法 6.2 XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE または “buffers_queue_size” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE, images_count); 

 
・キューサイズを 9 イメージに設定します 

サンプル 6.2 XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE または “buffers_queue_size” 

xiSetParamInt(handle, XI_PRM_BUFFERS_QUEUE_SIZE, 7); 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_ACQ_BUFFER_SIZE, 40*1024*1024); 

 
・センサーは 10fps でイメージを提供します、これは 100ms ごとに新しいイメージを提供することを意味します。 
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 そのためキューは最大 700ms(=7*100ms)を含みます。 
・アプリケーションは、各イメージの処理に 40ms 必要です。 
・アプリケーションが 1 フレームに対して 400ms の処理時間が必要な場合(例えばサーバに保存する場合など)、 
 最終イメージの次に 4 フレーム取得します(下の図を参照下さい)。次のイメージ(17-19)はキューに残っています。 

 

 
図 3 アプリケーションが 1 フレームより長い処理を行っている標準の状態 

 
・例えばアプリケーションが 1 フレームに対して 1000ms 必要な場合、現在センサーから送られてくるイメージの 10 枚後にな 
 ります。より多くの buffers_queue_size(7)が必要になります。この場合、キューは新しいイメージによって上書きされます。 
 いくつかのイメージは、スキップされ、アプリケーションで必要なイメージはスキップされた次のイメージが開始されます。 
 ユーザー処理は、各イメージのヘッダーにあるシーケンス番号をチェックすることによって状況を確認することができます。 

 

 
図 4 アプリケーションが遅れた場合(キューより長い)状態 

 
・アプリケーションがイメージの処理に対して、acq_buffer_size より時間が必要な場合、現在のイメージデータは DMA で 
 上書きされます。アプリケーションが長時間イメージとともに動作する必要がある場合、XI_PRM_BUFFER_POLICY から 
 XI_BP_SAFE に変更することができます。その場合、すべてのイメージのコピーが上書きのリスクなしにアプリケーションに 
 コピーされますが、それぞれのイメージのコピーには CPU 時間が必要になります。 
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6-3 XI_RECENT_FRAME または “recent_frame”  

xiGetImage の動作を変更します。 

 
表 6.1 xiGetImage の動作 

値 動作 
0 （デフォルト） バッファから次の有効な画像を取り出します。 

1 バッファから直近の画像を取り出します。 

 
以前のパラメータ名：XI_RECENT_FRAME 

 
パラメータ 6.3 XI_RECENT_FRAME または “recent_frame” 

型 Integer 
デフォルト値 0 (=off) 
 

6.3 XI_RECENT_FRAME または “recent_frame” 

xiSetParam(handle, XI_RECENT_FRAME, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_RECENT_FRAME, 1); 

 
 

6-4 XI_PRM_WB_KR または “wb_kr”  

ホワイトバランス(赤の係数)設定。 

 
パラメータ 6.4 XI_PRM_WB_KR または “wb_kr” 

型 Float 
デフォルト値 1.0 
範囲 0.0 ～ 8.0 

 
使用方法 6.4 XI_PRM_WB_KR または “wb_kr” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_WB_KR, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_WB_KR, wb_coef); 

 
 

6-5 XI_PRM_WB_KG または “wb_kg”  

ホワイトバランス(緑の係数)設定。 

 
パラメータ 6.5 XI_PRM_WB_KG または “wb_kg” 

型 Float 
デフォルト値 1.0 
範囲 0.0 ～ 8.0 

 
使用方法 6.5 XI_PRM_WB_KG または “wb_kg” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_WB_KG, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_WB_KG, wb_coef); 

 



 

 

文書番号 ：XIA002 
Revision ：2.00 

32 
[XIMEA 社カメラ付属ソフトウェア XIMEA API「xiAPI」プログラムマニュアル ] 

 

6-6 XI_PRM_WB_KB または “wb_kb”  

ホワイトバランス(青の係数)設定。 

 
パラメータ 6.6 XI_PRM_WB_KB または “wb_kb” 

型 Float 
デフォルト値 1.0 
範囲 0.0 ～ 8.0 

 
使用方法 6.6 XI_PRM_WB_KB または “wb_kb” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_WB_KB, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_WB_KB, wb_coef); 

 
 

6-7 XI_PRM_MANUAL_WB または “manual_wb”  

手動ホワイトバランス設定。イメージ中心の四角い領域でホワイトバランスを実行します。四角い領域はイメージの幅と高さの

1/8 のサイズです。50%の値で露光された白い紙を使用します(RGB の値は 128 くらいになります)。 
manual_wb の設定結果で、"wb_kb", "wb_kg", "wb_kr"の 3 つのパラメータが変更されます。ユーザーアプリケーションは、結

果をストアできます、またホワイトバランスの設定を元に戻したい場合は再度読み込むことができます。 
パラメータに 1 をセットするとマニュアルホワイトバランスを実行します。処理後、パラメータ値は 0 に戻ります。 

 
パラメータ 6.7 XI_PRM_MANUAL_WB または “manual_wb” 

型 Integer 
デフォルト値 - 
 

使用方法 6.7 XI_PRM_MANUAL_WB または “manual_wb” 

// now camera should see the white color in approximately 50% of level 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_MANUAL_WB, 1); 
xiGetImage(handle, &image); // now API automatically calculates the white balance 
xiGetImage(handle, &image); // this and next images will have corrected white balance 

 
 

6-8 XI_PRM_AUTO_WB または “auto_wb”  

オートホワイトバランス設定。 

 
パラメータ 6.8 XI_PRM_AUTO_WB または “auto_wb” 

型 Integer 
デフォルト値 0 (無効) 

 
使用方法 6.8 XI_PRM_AUTO_WB または “auto_wb” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_AUTO_WB, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_AUTO_WB, 1); 
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6-9 XI_PRM_GAMMAY または “gammaY”  

明度ガンマ設定。 

 
パラメータ 6.9 XI_PRM_GAMMAY または “gammaY” 

型 Float 
デフォルト値 1.0 
 

使用方法 6.9 XI_PRM_GAMMAY または “gammaY” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GAMMAY, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_GAMMAY, gammaY); 

 
 

6-10 XI_PRM_GAMMAC または “gammaC”  

色度ガンマ設定。 

 
パラメータ 6.10 XI_PRM_GAMMAC または “gammaC” 

型 Float 
デフォルト値 0.0 
 

使用方法 6.10 XI_PRM_GAMMAC または “gammaC” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_GAMMAC, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_GAMMAC, gammaC); 

 
 

6-11 XI_PRM_SHARPNESS または “sharpness”  

シャープネスの調整。 

 
パラメータ 6.11 XI_PRM_SHARPNESS または “sharpness” 

型 Float 
デフォルト値 0.0 
 

使用方法 6.11 XI_PRM_SHARPNESS または “sharpness” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_SHARPNESS, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_SHARPNESS, sharpness_level); 

 
 

6-12 XI_PRM_CC_MATRIX_00 または “ccMTX00”  

カラー補正マトリックスの要素。 

 
パラメータ 6.12 XI_PRM_CC_MATRIX_00 または “ccMTX00” 

型 Float 
デフォルト値 1.0 
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使用方法 6.12 XI_PRM_CC_MATRIX_00 または “ccMTX00” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_CC_MATRIX_00, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_CC_MATRIX_00, float); 

 
表 6.2 カラー補正マトリックス(XI_PRM_CC_MATRIX = M) 

係数 デフォルト値 

M_00  M_01  M_02  M_03 =  1.0  0.0  0.0  0.0 
M_10  M_11  M_12  M_13 =  0.0  1.0  0.0  0.0 
M_20  M_21  M_22  M_23 =  0.0  0.0  1.0  0.0  
M_30  M_31  M_32  M_33 =  0.0  0.0  1.0  0.0 

 
 

6-13 XI_SET_DEFAULT_CC_MATRIX または “defccMTX”  

デフォルトのカラー補正マトリックスをセットします 

 
パラメータ 6.13 XI_SET_DEFAULT_CC_MATRIX または “defccMTX” 

型 - 
デフォルト値 - 
 

使用方法 6.13 XI_SET_DEFAULT_CC_MATRIX または “defccMTX” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_XI_SET_DEFAULT_CC_MATRIX, , NULL, 0, NULL);  
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_XI_SET_DEFAULT_CC_MATRIX, 0); 

 
 

6-14 XI_PRM_AEAG または “aeag” 

自動露光/ゲイン設定。 

 
パラメータ 6.14 XI_PRM_AEAG または “aeag” 

型 Integer 
デフォルト値 0（無効） 

 
使用方法 6.14 XI_PRM_AEAG または “aeag” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_AEAG, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_AEAG, 1); 

 
 

6-15 XI_PRM_AE_MAX_LIMIT または “ae_max_limit”  

AEAG 手順での露光時間の最大限度値。 

 
パラメータ 6.15 XI_PRM_AE_MAX_LIMIT または “ae_max_limit” 

型 Integer 
デフォルト値 100ms 
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使用方法 6.15 XI_PRM_AE_MAX_LIMIT または “ae_max_limit” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_AE_MAX_LIMIT, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_AE_MAX_LIMIT, 123); 

 

6-16 XI_PRM_AG_MAX_LIMIT または “ag_max_limit”  

AEAG 手順でのゲインの最大制限値。 

 
パラメータ 6.16 XI_PRM_AG_MAX_LIMIT または “ag_max_limit” 

型 Float 
デフォルト値 カメラモデルによって異なります(dB) 

 
使用方法 6.16 XI_PRM_AG_MAX_LIMIT または “ag_max_limit” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_AG_MAX_LIMIT, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_AG_MAX_LIMIT, 12); 

 
 

6-17 XI_PRM_EXP_PRIORITY または “exp_priority”  

露光時間の優先度(0.5 の場合、露光時間 50%, ゲイン 50%)。 

 
パラメータ 6.17 XI_PRM_EXP_PRIORITY または “exp_priority” 

型 Float 
デフォルト値 0.8 
 

使用方法 6.17 XI_PRM_EXP_PRIORITY または “exp_priority” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_EXP_PRIORITY, &float, sizeof(float), xiTypeFloat);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_AG_MAX_LIMIT, 0.9); 

 
 

6-18 XI_PRM_AEAG_LEVEL または “aeag_level”  

出力信号 AEAG が到達するべき平均明度(%単位)。 

 
パラメータ 6.18 XI_PRM_AEAG_LEVEL または “aeag_level” 

型 Float 
デフォルト値 40 (%) 
 

使用方法 6.18 XI_PRM_AEAG_LEVEL または “aeag_level” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_AEAG_LEVEL, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_AEAG_LEVEL, 50); 
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6-19 XI_PRM_BPC または “bpc”  

ホットピクセルの補正。 

 
パラメータ 6.19 XI_PRM_BPC または “bpc” 

型 Integer 
デフォルト値 0 （無効) 

 
使用方法 6.19 XI_PRM_BPC または “bpc” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_BPC, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
or 
xiSetParamInt(handle, XI_PRM_BPC, 1); 

 
 

6-20 XI_PRM_DEBOUNCE_EN または “dbnc_en”  

選択した GPI の有効/無効を切り替えます。（「XI_PRM_GPI_SELECT または “gpi_selector”」を参照下さい） 

 
パラメータ 6.20 XI_PRM_DEBOUNCE_EN または “dbnc_en” 

型 Integer 
デフォルト値 0 （無効) 

 
使用方法 6.20 XI_PRM_DEBOUNCE_EN または “dbnc_en” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_EN, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_EN, 1); 

 
 

6-21 XI_PRM_DEBOUNCE_T0 または “dbnc_t0”  

時間(ｘ* 10us)を切り替えます。1 の場合立ち下りエッジ、0 の場合立ち上りエッジ。(「XI_PRM_DEBOUNCE_POL または 
“dbnc_pol”」を参照下さい) 

 
パラメータ 6.21 XI_PRM_DEBOUNCE_T0 または “dbnc_t0” 

型 Integer 
デフォルト値 0  
 

使用方法 6.21 XI_PRM_DEBOUNCE_T0 または “dbnc_t0” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_T0 , &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_T0 , 10); 

 
 

6-22 XI_PRM_DEBOUNCE_T1 または “dbnc_t1”  

時間(ｘ* 10us)を切り替えます。0 の場合立ち下りエッジ、1 の場合立ち上りエッジ。(「XI_PRM_DEBOUNCE_POL または 
“dbnc_pol”」を参照下さい) 
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パラメータ 6.22 XI_PRM_DEBOUNCE_T1 または “dbnc_t1” 

型 Integer 
デフォルト値 0  
 

使用方法 6.22 XI_PRM_DEBOUNCE_T1 または “dbnc_t1” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_T1 , &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_T1 , 10); 

 
 

6-23 XI_PRM_DEBOUNCE_POL または “dbnc_pol”  

選択した GPI の有効/無効を切替えます。(「XI_PRM_GPI_SELECT または “gpi_selector”」を参照下さい) 

 
パラメータ 6.23 XI_PRM_DEBOUNCE_POL または “dbnc_pol” 

型 Integer 
デフォルト値 0 （無効） 

 
使用方法 6.23 XI_PRM_DEBOUNCE_POL または “dbnc_pol” 

xiSetParam(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_EN, &int, sizeof(int), xiTypeInteger);   
xiSetParamFloat(handle, XI_PRM_DEBOUNCE_POL, 1); 

 
 

6-24 XI_PRM_IS_COOLED または "iscooled"  

カメラが冷却機能をサポートしている場合 1 を返します。 

 
パラメータ 6.24 XI_PRM_IS_COOLED または "iscooled" 

型 Integer 
デフォルト値 - 
 

使用方法 6.24 XI_PRM_IS_COOLED または "iscooled" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_IS_COOLED or "iscooled", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
 
 

6-25 XI_PRM_COOLING または "cooling"  

カメラの冷却を開始します。 

 
パラメータ 6.25 XI_PRM_COOLING または "cooling" 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 

使用方法 6.25 XI_PRM_COOLING または "cooling" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_COOLING or "cooling", int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
xiGetParam(handle, XI_PRM_COOLING or "cooling", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
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6-26 XI_PRM_TARGET_TEMP または "target_temp"  

センサー冷却のためのターゲット温度を設定します。 

 
パラメータ 6.26 XI_PRM_TARGET_TEMP または "target_temp" 

型 Float 
デフォルト値 20℃ 

 
使用方法 6.26 XI_PRM_TARGET_TEMP または "target_temp" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_TARGET_TEMP or "target_temp", float, sizeof(float), xiTypeFloat);  
xiGetParam(handle, XI_PRM_TARGET_TEMP or "target_temp", &float, sizeof(float), xiTypeFloat);  

 
 

6-27 XI_PRM_CHIP_TEMP または "chip_temp"  

カメラチップの温度。 

 
パラメータ 6.27 XI_PRM_CHIP_TEMP または "chip_temp" 

型 Float 
デフォルト値 - 
 

使用方法 6.27 XI_PRM_CHIP_TEMP または "chip_temp" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_CHIP_TEMP or "chip_temp", &float, sizeof(float), xiTypeFloat);  
 
 

6-28 XI_PRM_HOUS_TEMP または "hous_temp"  

カメラ筐体の温度。 

 
パラメータ 6.28 XI_PRM_HOUS_TEMP または "hous_temp" 

型 Float 
デフォルト値 - 
 

使用方法 6.28 XI_PRM_HOUS_TEMP または "hous_temp" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_HOUS_TEMP or "hous_temp", &float, sizeof(float), xiTypeFloat); 
 
 

6-29 XI_PRM_HDR または "hdr"  

 

注意 
この機能はアルファリリース機能です。 

 
センサー機能のハイダイナミックレンジを有効にします。 
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パラメータ 6.29 XI_PRM_HDR または "hdr" 

型 Integer 
デフォルト値 0 
 

使用方法 6.29 XI_PRM_HDR または "hdr" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_HDR or "hdr", int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
xiGetParam(handle, XI_PRM_HDR or "hdr", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 

 
 

6-30 XI_PRM_HDR_T1 または"hdr_t1" 

露光時間の最初のスロープ(XI_PRM_EXPOSURE からの%単位) 

 
パラメータ 6.30 XI_PRM_HDR_T1 または"hdr_t1" 

型 Integer 
デフォルト値 40% 
 

使用方法 6.30 XI_PRM_HDR_T1 または"hdr_t1" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_HDR_T1 or "hdr_t1", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
 

 

6-31 XI_PRM_HDR_T2 または "hdr_t2" 

露光時間の 2 番目のスロープ(XI_PRM_EXPOSURE からの%単位) 

 
パラメータ 6.31 XI_PRM_HDR_T2 または "hdr_t2" 

型 Integer 
デフォルト値 20% 
 

使用方法 6.31 XI_PRM_HDR_T2 または "hdr_t2" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_HDR_T2 or "hdr_t2", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
 
 

6-32 XI_PRM_KNEEPOINT1 または "hdr_kneepoint1" 

最初のニーポイント(センサーサチレーションの%) 

 
パラメータ 6.32 XI_PRM_KNEEPOINT1 または "hdr_kneepoint1" 

型 Integer 
デフォルト値 60 
 

使用方法 6.32 XI_PRM_KNEEPOINT1 または "hdr_kneepoint1" 
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6-33 XI_PRM_KNEEPOINT2 または "hdr_kneepoint2" 

2 番目のニーポイント(センサーサチレーションの%) 

 
パラメータ 6.33 XI_PRM_KNEEPOINT2 または "hdr_kneepoint2" 

型 Integer 
デフォルト値 40 
 

使用方法 6.33 XI_PRM_KNEEPOINT2 または "hdr_kneepoint2" 

xiSetParam(handle, XI_PRM_KNEEPOINT2 or "hdr_kneepoint2", &int, sizeof(int), xiTypeInteger); 
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7 Api バージョンとデバイスドライバ/ファームウェア 情 報  

 

7-1 XI_PRM_API_VERSION または "api_version"  

API のバージョンを返します。 

 
デフォルト値： -. 

使用方法 7.1 XI_PRM_API_VERSION または "api_version" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_API_VERSION XI_PRM_INFO or "api_version", char *, size, xiTypeString); 
 
 

7-2 XI_PRM_DRV_VERSION または"drv_version"  

現在のデバイスドライバのバージョンを返します。 

 
デフォルト値： -. 

使用方法 7.2 XI_PRM_DRV_VERSION または"drv_version" 

xiGetParam(handle, XI_PRM_DRV_VERSION XI_PRM_INFO or "drv_version", char *, size, xiTypeString); 
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8 Api パラメータの 修 正  

パラメータ修正では、カメラパラメータ(最少または最大値など)の追加情報を取得することができます。 
また、特定のパラメータでは、画像取得のループで割込みを行う事なく直接パラメータ(ゲインや露光時間の設定)の更新を行う事が

できます。 

 

8-1 XI_PRM_INFO_MIN 
パラメータの最小値を取得します 

使用方法 8.1 XI_PRM_INFO_MIN 

xiGetParamInt(handle, XI_PRM_EXPOSURE XI_PRM_INFO_MIN, &exp_min); 
 
 

8-2 XI_PRM_INFO_MAX  
パラメータの最大値を取得します。 

使用方法 8.2 XI_PRM_INFO_MAX 

xiGetParamInt(handle, XI_PRM_EXPOSURE XI_PRM_INFO_MAX, &exp_max); 
 
 

8-3 XI_PRM_INFO  
現在のパラメータ値を取得します。このパラメータは、必ず入れる必要はありません、xiGetParam()関数はこのパラメータなし

でも現在の値を返します。 
使用方法 8.3 XI_PRM_INFO 

xiGetParamInt(handle, XI_PRM_EXPOSURE XI_PRM_INFO, &exp_val); 
 
 

8-4 XI_PRMM_DIRECT_UPDATE 
ストリームを停止することなく直接パラメータを更新することが出来ます。現在、XI_PRM_EXPOSURE と XI_PRM_GAIN を使用

することができます。 
使用方法 8.4 XI_PRMM_DIRECT_UPDATE 

    xiSetParamInt(handle, XI_PRM_EXPOSURE XI_PRMM_DIRECT_UPDATE, exp_val); 
    xiSetParamInt(handle, XI_PRM_GAIN XI_PRMM_DIRECT_UPDATE, gain_val); 
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9 エラーコード 

 
コード 値 内容 

XI_OK 0 ファンクションコールに成功しました 

XI_INVALID_HANDLE 1 不正なハンドラです 

XI_READREG 2 レジスタ読み込みエラー 

XI_WRITEREG 3 レジスタ書込みエラー 

XI_FREE_RESOURCES 4 リソース解放エラー 

XI_FREE_CHANNEL 5 チャンネル解放エラー 

XI_FREE_BANDWIDTH 6 バンド幅解放エラー 

XI_READBLK 7 読み込みブロックエラー 

XI_WRITEBLK 8 書き出しブロックエラー 

XI_NO_IMAGE 9 イメージがありません 

XI_TIMEOUT 10 タイムアウト 

XI_INVALID_ARG 11 不正な引数が使用されています 

XI_NOT_SUPPORTED 12 サポートしていません 

XI_ISOCH_ATTACH_BUFFERS 13 バッファエラー 

XI_GET_OVERLAPPED_RESULT 14 オーバーラップしました 

XI_MEMORY_ALLOCATION 15 メモリアロケーションエラー 

XI_DLLCONTEXTISNULL 16 DLL の内容が NULL です 

XI_DLLCONTEXTISNONZERO 17 DLL の内容が非ゼロです 

XI_DLLCONTEXTEXIST 18 DLL の内容が存在します 

XI_TOOMANYDEVICES 19 接続されているデバイスが多すぎます 

XI_ERRORCAMCONTEXT 20 カメラのコンテキストエラー 

XI_UNKNOWN_HARDWARE 21 不明なハードウェアです 

XI_INVALID_TM_FILE 22 不正な TM ファイルです 

XI_INVALID_TM_TAG 23 不正な TM タグです 

XI_INCOMPLETE_TM 24 不完全な TM です 

XI_BUS_RESET_FAILED 25 バスリセットエラー 

XI_NOT_IMPLEMENTED 26 この機能は組み込まれていません 

XI_SHADING_TOOBRIGHT 27 シェーディング値が明るすぎます 

XI_SHADING_TOODARK 28 シェーディング値が暗すぎます 

XI_TOO_LOW_GAIN 29 ゲインの値が低すぎます 

XI_INVALID_BPL 30 不正なデッドピクセルリストです 

XI_BPL_REALLOC 31 デッドピクセルリスト割付エラー 

XI_INVALID_PIXEL_LIST 32 不正なピクセルリストです 

XI_INVALID_FFS 33 不正なフラッシュファイルシステムです 

XI_INVALID_PROFILE 34 プロファイルが不正です 

XI_INVALID_CALIBRATION 35 キャリブレーションが不正です 

XI_INVALID_BUFFER 36 不正なバッファです 

XI_INVALID_DATA 38 不正なデータです 

XI_TGBUSY 39 タイミングジェネレータがビジー状態です 

XI_IO_WRONG 40 不正な操作 open/write/read/close 

XI_ACQUISITION_ALREADY_UP 41 画像取得は既に開始されています 

XI_OLD_DRIVER_VERSION 42 古いバージョンのドライバがインストールされています 

XI_GET_LAST_ERROR 43 関数をコールしてエラーコードを取得してください 
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XI_CANT_PROCESS 44 データを処理できません 

XI_ACQUISITION_STOPED 45 画像取得を停止しています。GetImage の前にスタートしてください 

XI_ACQUISITION_STOPED_WERR 46 エラーで画像取得を停止しています 

XI_INVALID_INPUT_ICC_PROFILE 47 ICC プロファイルの入力に失敗しました 

XI_INVALID_OUTPUT_ICC_PROFILE 48 ICC プロファイルの出力に失敗しました 

XI_DEVICE_NOT_READY 49 デバイスを操作することが出来ません 

XI_SHADING_TOOCONTRAST 50 シェーディングのコントラストが高すぎます 

XI_ALREADY_INITIALIZED 51 既に初期化されています 

XI_NOT_ENOUGH_PRIVILEGES 52 アプリケーションに十分な権利がありません 

XI_NOT_COMPATIBLE_DRIVER 53 インストールしたドライバは現在のソフトウェアに互換性がありません 

XI_TM_INVALID_RESOURCE 54 TM ファイルのロードできません 

XI_DEVICE_HAS_BEEN_RESETED 55 デバイスがリセットされています 

XI_NO_DEVICES_FOUND 56 デバイスが見つかりません 

XI_RESOURCE_OR_FUNCTION_LOCKED 57 リソースまたはファンクションがロックされています 

XI_UNKNOWN_PARAM 100 不明なパラメータです 

XI_WRONG_PARAM_VALUE 101 不正なパラメータ値です 

XI_WRONG_PARAM_TYPE 103 不正なパラメータタイプです 

XI_WRONG_PARAM_SIZE 104 不正なパラメータサイズです 

XI_BUFFER_TOO_SMALL 105 入力バッファのサイズが少なすぎます 

XI_NOT_SUPPORTED_PARAM 106 パラメータ情報をサポートしていません 

XI_NOT_SUPPORTED_PARAM_INFO 107 パラメータ情報をサポートしていません 

XI_NOT_SUPPORTED_DATA_FORMAT 108 データフォーマットをサポートしていません 

XI_READ_ONLY_PARAM 109 読み込み専用パラメータです 

XI_BANDWIDTH_NOT_SUPPORTED 111 このカメラは現在使用できるバンド幅をサポートしていません 
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改 定 履 歴  

 

日 付 内 容 Revision 

2012.7 初版 1.00 

2013.4 ①変数名変更 
②各情報追加・修正 
2-6 「xiGetImage」：「表 2.1 イメージ構造体 XI_IMG の説明」追加 
2-8 「xiGetDeviceInfoString」追加 
3-2 「XI_PRM_DEVICE_TYPE または “device_type”」パラメータ名修正 
3-3 「XI_PRM_DEVICE_SN または “device_sn”」パラメータ名修正とサンプル追加 
3-4 「XI_PRM_DEBUG_LEVEL または 'debug_level'」追加 
3-5 「XI_PRM_AUTO_BANDWIDTH_CALCULATION または 'auto_bandwidth_calculation'」
追加 
4-5 「XI_PRM_IMAGE_DATA_FORMAT または “imgdataformat”」注意追加 
5-2 「XI_PRM_GPI_MODE または “gpi_mode”」パラメータデフォルト値、範囲を追加 
5-5 「XI_PRM_GPO_MODE または “gpo_mode”」パラメータ範囲、注意追加 
5-7 「XI_PRM_LED_MODE または “led_mode”」パラメータ範囲追加 
6-3 「XI_RECENT_FRAME または “recent_frame”」パラメータ名変更と動作追加 
6-4 「XI_PRM_WB_KR または “wb_kr”」範囲追加 
6-5 「XI_PRM_WB_KG または “wb_kg”」範囲追加 
6-6 「XI_PRM_WB_KB または “wb_kb”」範囲追加 
6-7 「XI_PRM_MANUAL_WB または “manual_wb”」パラメータ使用方法修正 
6-30 「XI_PRM_HDR_T1 または"hdr_t1"」追加 
6-31 「XI_PRM_HDR_T2 または "hdr_t2"」追加 
6-32 「XI_PRM_KNEEPOINT1 または "hdr_kneepoint1"」追加 
6-33 「XI_PRM_KNEEPOINT2 または "hdr_kneepoint2"」追加 
パラメータ「XI_PRM_FW_VERSION または"fw_version"」 
8 「Api パラメータの修正」追加 
9 「エラーコード」追加 

2.00 
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