
 
文書番号 ：XIA004 
Revision ：1.00 

 
 

 

 

XIMEA 社カメラをサポートする 

画像処理ライブラリ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

株式会社アプロリンク 

 



 

 
1 

[XIMEA 社カメラをサポートする 画像処理ライブラリ] 

文書番号 ：XIA004 
Revision ：1.00 

目 次  

はじめに ........................................................................................................................................................................... 4 

1 XIMEA 社カメラをサポートする画像処理ライブラリ........................................................................................................... 5 

2 Cognex VisionPro ......................................................................................................................................................... 6 

2-1 インストール ........................................................................................................................................................ 6 

2-2 VisionPro Image Acquisition Interface の使用 ........................................................................................................ 6 

2-3 デモアプリケーション ........................................................................................................................................... 6 

2-4 資料 ..................................................................................................................................................................... 6 

3 MathWorks MATLAB ...................................................................................................................................................... 7 

3-1 インストール ........................................................................................................................................................ 7 

3-2 セットアップ ........................................................................................................................................................ 7 

3-3 サンプル .............................................................................................................................................................. 7 

3-4 資料 ..................................................................................................................................................................... 8 

4 Marox Matrox Imaging Library (MIL) ............................................................................................................................. 9 

4-1 インストール ........................................................................................................................................................ 9 

4-2 サンプル .............................................................................................................................................................. 9 

4-3 資料 ..................................................................................................................................................................... 9 

5 MVTec HALCON .......................................................................................................................................................... 10 

5-1 インストール ...................................................................................................................................................... 10 

5-1-1 Halcon のインストール ................................................................................................................................ 10 

5-1-2 XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストール ........................................................................................ 10 

5-2 Halcon Image Acquisition Interface の使用 .......................................................................................................... 10 

5-3 デモアプリケーション ......................................................................................................................................... 11 

5-3-1 ターミナルサンプル .................................................................................................................................... 11 

5-3-2 Halcon デモ ............................................................................................................................................... 11 

5-4 HALCON HDevelop アプリケーションサンプル ...................................................................................................... 11 

6 National Instruments LabVIEW Vision Library .............................................................................................................. 14 

6-1 インストール ...................................................................................................................................................... 14 

6-1-1 LabVIEW のインストール ............................................................................................................................ 14 

6-1-2 XIMEA LabVIEW Demo Application Source Code Package のインストール .................................................... 14 

6-2 サンプル ............................................................................................................................................................ 14 



 

 
2 

[XIMEA 社カメラをサポートする 画像処理ライブラリ] 

文書番号 ：XIA004 
Revision ：1.00 

6-3 インターフェース ................................................................................................................................................ 14 

6-4 資料 ................................................................................................................................................................... 15 

7 NeuroCheck ................................................................................................................................................................ 16 

8 EVT - EyeVision .......................................................................................................................................................... 17 

8-1 インストール ...................................................................................................................................................... 17 

8-2 ファーストステップ ............................................................................................................................................. 17 

8-3 ツールセット ...................................................................................................................................................... 17 

9 OpenCV ...................................................................................................................................................................... 19 

9-1 インストール ...................................................................................................................................................... 19 

9-2 サンプル ............................................................................................................................................................ 19 

9-3 資料 ................................................................................................................................................................... 19 

9-4 HighGUI サポート ................................................................................................................................................ 19 

10 libdmtx .................................................................................................................................................................... 20 

10-1 インストール .................................................................................................................................................... 20 

10-2 サンプル .......................................................................................................................................................... 20 

11 Aforge.NET Framework ............................................................................................................................................. 21 

11-1 インストール .................................................................................................................................................... 21 

11-2 サンプル .......................................................................................................................................................... 21 

11-3 資料 ................................................................................................................................................................. 21 

12 Integrating Vision Toolkit ......................................................................................................................................... 22 

12-1 インストール .................................................................................................................................................... 22 

12-2 サンプル .......................................................................................................................................................... 22 

12-3 資料 ................................................................................................................................................................. 22 

13 Intopii Pinta .............................................................................................................................................................. 23 

13-1 インストール .................................................................................................................................................... 23 

13-2 資料 ................................................................................................................................................................. 23 

14 RoboRealm ............................................................................................................................................................... 24 

14-1 インストール .................................................................................................................................................... 24 

15 AQSENSE SAL3D........................................................................................................................................................ 25 

15-1 インストール .................................................................................................................................................... 25 

15-2 互換性 .............................................................................................................................................................. 25 

15-3 サンプル .......................................................................................................................................................... 25 



 

 
3 

[XIMEA 社カメラをサポートする 画像処理ライブラリ] 

文書番号 ：XIA004 
Revision ：1.00 

15-4 SAL3D フレームグラバーインターフェース .......................................................................................................... 25 

15-5 資料 ................................................................................................................................................................. 26 

16 STEMMER IMAGING Common Vision Blox .................................................................................................................. 27 

16-1 アーキテクチャ ................................................................................................................................................. 27 

16-2 インストール .................................................................................................................................................... 27 

16-2-1 CVB のインストール .................................................................................................................................. 27 

16-2-2 XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストール ...................................................................................... 27 

17 SANXO Modular-X .................................................................................................................................................... 28 

17-1 インストール .................................................................................................................................................... 28 

18 Adaptive Vision Studio .............................................................................................................................................. 29 

18-1 インストールとドキュメント .............................................................................................................................. 29 

19 Tordivel Scorpion ..................................................................................................................................................... 30 

19-1 インストール .................................................................................................................................................... 30 

19-2 カメラプロパティへのアクセス ........................................................................................................................... 30 

19-3 資料 ................................................................................................................................................................. 31 

20 Digital Optics V++ ................................................................................................................................................... 32 

20-1 インストール .................................................................................................................................................... 32 

20-2 資料 ................................................................................................................................................................. 32 

21 Voyant Vision ........................................................................................................................................................... 33 

21-1 インストール .................................................................................................................................................... 33 

21-2 サンプル .......................................................................................................................................................... 33 

21-3 資料 ................................................................................................................................................................. 33 

22 Micro-Manager ......................................................................................................................................................... 34 

22-1 インストール .................................................................................................................................................... 34 

22-2 資料 ................................................................................................................................................................. 35 

改定履歴 ......................................................................................................................................................................... 36 

 



 

 
4 

[XIMEA 社カメラをサポートする 画像処理ライブラリ] 

文書番号 ：XIA004 
Revision ：1.00 

 

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 XIMEA 社 カメラをサポートする 画 像 処 理 ライブラリ   

XIMEA 社カメラは下図に表示するサードパーティソフトウェアソリューションからサポートされており、多くのユーザーが使用

しています。 
より早く環境を整える目的で XIMEA 社 API にサンプル等を含んでおりますが、詳細については各画像処理ライブラリメーカー、

国内画像処理ライブラリ販売店、フォーラムなどでお問い合わせください。 
また、下図に表示する会社名、製品名はそれぞれ各社の商標、又は登録商標です。 
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2 Cognex VisionPro  
 

 
 

2-1 インストール 

インストールは、次の 2 つのステップで行います：  
1) Cognex VisionPro 7.2 ソフトウェアとライセンシングセンター、ドライバのインストールを行います。 
2) XIMEA API ソフトウェアパッケージから、VisionPro 用の XIMEA カメラアダプタをインストールします。アダプタをイン

ストールする際に Cognex デモオプションを選択して下さい。 

 

2-2 VisionPro Image Acquisition Interface の使用 

VisionPro のスタートアップ時にカメラアダプタが自動でロードされます。カメラ設定の調整を行う場合は、XIMEA Cognex 
Demo Application Manual を参照ください。 

 

2-3 デモアプリケーション 

XIMEA_API_Software_Package にはアプリケーションとソースコードが付属しています。デモアプリケーションをインストール

するには、Vision Libraries セクションで Cognex demo option を選択します。 

 
Cognex VisionPro のバーコードリーダーのデモアプリケーションが含まれています。 
アプリケーションには、次のサンプル機能が含まれています： 
・ カメラからのライブイメージ 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ カメラのシステムポート設定とハードウェアトリガー 
・ バーコードリーダー 

 

2-4 資料 

次のドキュメントは XIMEA ホームページ内のリンクから入手可能です。 

 
XIMEA Cognex Demo Application Manual 
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/XIMEA_Cognex_Demo_Application_Manual 
Cognex VisionPro Acquisition Settings 
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/Cognex_VisionPro_Acquisition_Settings 
Cognex VisionPro Supported Devices List 
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/Cognex_VisionPro_Supported_Devices_List 
  

http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/XIMEA_Cognex_Demo_Application_Manual
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/Cognex_VisionPro_Acquisition_Settings
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/Cognex_VisionPro_Supported_Devices_List
http://www.cognex.com/ProductsServices/VisionSoftware/
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3 MathWorks MATLAB 
 

 

3-1 インストール 

1) Matlab ソフトウェアをインストールします。 
2) GeniCam GenTL プロシジャーを含む XIMEA API ソフトウェアパッケージをインストールします。 
注意事項：CURRERA-R Starter Kit 等既にパッケージがインストールされている場合、インストールの必要はありません。 

 

3-2 セットアップ 

Image Acquisition Tool は、ただちにハードウェアの設定、イメージ取得、ライブビデオのプレビューを行うグラフィカルイン

ターフェースツールです。下図のプレビューウィンドが表示され、XIMEA カメラプロパティの調整が反映され画像処理システム

開発を速やかに行うことができます。 

 

 
図 1  Image Acquisition Tool 

 

3-3 サンプル 

ツールボックスは、デバイス接続、イメージデータ取得、画像取得パラメータ調整、その他さまざまな機能の関数やコマンドラ

インプログラムの総合的に備えています。次のサンプルコードは画像を取得するために XIMEA カメラに接続する方法を表してい

ます： 

 
% Access an image acquisition device 
vidobj = videoinput('gentl', 3, 'BGRA8Packed'); 
% List the video input object's configurable properties.vidobj.FramesPerTrigger = 50; 
% Open the preview window 
preview(vidobj); 
% Data acquisition 
start(vidobj); 
stop(vidobj); 
%  Cleanup the image acquisition object and the MATLAB® workspace delete(vidobj); 
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clear vidobj; 
 

3-4 資料 

Image Acquisition Toolbox のサポートページへアクセスしてください。 

http://www.mathworks.com/products/imaq/supportedioXimea.html 
 
  

http://www.mathworks.com/products/imaq/supportedioXimea.html
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4 Marox Matrox Imaging Library (MIL) 
 

 
 

4-1 インストール 

1) Matrox Mil library のフルバージョンまたはランタイムをインストールします。 
2) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
3) コンポーネントを選択するときに、API および MIL demo にチェックが入っていることを確認ください。 

 

4-2 サンプル 

アプリケーションは、Matrox MIL library version 8 バーコードとマトリックスコードを読み込むデモです。 
デモアプリケーションでは次の機能を含んでいます： 
・ カメラからのライブイメージ取得とプレビュー 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ カメラシステムポートの設定とハードウェアトリガーの使用方法 
・ バーコード読み出し 
・ マトリックスバーコード読み出し 

 

4-3 資料 

Matrox MIL のサポートセクション 

http://www.matrox.com/imaging/en/support/ 
 

  

http://www.matrox.com/imaging/en/support/
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5 MVTec HALCON  
 

 

5-1 インストール 

インストールは次の 2 ステップで行います： 
1) HALCON ソフトウェアのインストール－フルまたはランタイムバージョン、開発環境が必要かコンパイルしたアプ

リケーションを実行したいだけかによります。 
2) XIMEA GeniCam GenTL Producer を含む XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストール 

 

注意 
CURRERA-R Starter Kit などインストール済みの製品では、再度インストールを行う必要はありません。 

 

5-1-1 Halcon のインストール 

1) MVTec のウェブサイトから HALCON をダウンロードします。 
2) XIMEA の Intelligent Vision System カメラを使用していない場合(FireWire または USB カメラ)、HALCON インストーラのイ

ンストラクションと CURRERA または PC に HALCON をインストールします。 
GenICamTL 互換カメラの Image Acquisition Interface に関する追加情報は MVTec のウェブサイトで公開されていますので

参照ください。 

 

5-1-2 XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストール 

インストールガイドに従って XIMEA API ソフトウェアパッケージをインストールします。 

 

5-2 Halcon Image Acquisition Interface の使用 

HALCON 向けの XIMEA Image Acquisition Interface は、GenICam 規格がベースになっており、カメラ機能は GenICam 規格

に準拠した XML で定義されています。GenICam では、標準使用ケースと標準機能の定義を提供しています。これによりカメラ

でよく使用される機能の名前の変換の標準化を行っています。 
SFNC データシートについては EMVA のウェブサイトでダウンロードすることができますので参照ください。 

 
HALCON は、ソフトウェアフレームワークに GenICam インターフェースを採用しており、SFNC で定義された機能は

set_framegrabber_param()関数で使用することができます。 

 

注意 
SFNC 標準は、全てが XIMEA のカメラに関連するわけではありませんが、複数の異なる機能を含んでいます。 
XIMEA GenICam インターフェースは、カメラ XML ファイルに定義されているサブセットのみサポートしています。 
XIMEA GenICam インターフェースは、全てのカメラ機能をカバーしており、規格に準拠した機能全て、推奨する機能、オプシ

ョンの SFNC 機能を組み込んでいます。(画像取得パラメータ、デジタル I/O、LUT、外部トリガー等)  

 
サポートする機能は HALCON 上の関数で確認できます。 

 get_framegrabber_param(...,'available_param_names',...). 
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5-3 デモアプリケーション 

デモアプリケーションとソースコードは、XIMEA_API_Software_Package に含まれています。 
デモをインストールするため、ビジョンライブラリセクションで Halcon demo のオプションを選択してください。 

 

5-3-1 ターミナルサンプル 

アプリケーションはコンソール入力で制御される簡単なビューワーです。 
画像取得は連続またはソフトトリガーモードを選択して開始されます。 

 

5-3-2 Halcon デモ 

アプリケーションは、Halcon ライブラリバーコードとマトリックスコードの読み出しでデモを実行します。 
デモアプリケーションでは次の機能を含んでいます： 
・ カメラからのライブイメージ取得とプレビュー 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ カメラのシステムポートの設定と外部トリガーの使用 
・ バーコードの読み出し 
・ マトリックスバーコードの読み出し 

 

5-4 HALCON HDevelop アプリケーションサンプル 

サポートするカメラパラメータは確認することができ、またその説明については SFNC に記載されています。 
次の基本定義は、いくつかの HALCON ソフトウェアアプリケーションサンプルの、よくある事例をカバーしています。これら

のサンプルのおもな目的は、適切なカメラ定義と画像取得です。コメントでどこに関数が組み込まれるか示しているため、

HALCON ビジョン関数を使用する数は少なくなります。 

 
1) 基本カメラパラメータ定義での連続画像取得 

* Close All Opened Framegrabbers 
close_all_framegrabbers() 
 
* Open the GenICam Framegrabber 
info_framegrabber('GenICamTL','info_boards', Information, ValueList) 
open_framegrabber ('GenICamTL', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'progressive', -1, 'default', -1, 'false', 'default', ValueList, 0, -1, 
AcqHandle) 
 
* Set Acquisition Parameters 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'AcquisitionMode', 'Continuous') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'ExposureTime', 15000.0) 
 
* Start Image Acquisition 
grab_image_start (AcqHandle, -1) 
 
* Acquire 5 images  
for Index := 1 to 5 by 1 
    grab_image_async (Image, AcqHandle, -1) 
    * Insert required image vision processing here 
endfor 
close_framegrabber (AcqHandle) 
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2) 拡張カメラパラメータ定義での連続画像取得 

* Close All Opened Framegrabbers 
close_all_framegrabbers() 
 
* Open the GenICam Framegrabber 
info_framegrabber('GenICamTL','info_boards', Information, ValueList) 
open_framegrabber ('GenICamTL', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'progressive', -1, 'default', -1, 'false', 'default', ValueList, 0, -1, 
AcqHandle) 
 
* Set Acquisition Parameters 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'AcquisitionMode', 'Continuous') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'ExposureTime', 10000.0) 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'Gain', 6.15) 
 
* Set Image Binning 2x2 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'BinningHorizontal', 2) 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'BinningVertical', 2) 
 
* Set ROI 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'Width', 500) 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'Height', 500) 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'OffsetX', 100) 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'OffsetY', 100) 
 
* Start Image Acquisition 
grab_image_start (AcqHandle, -1) 
 
* Acquire 5 images  
for Index := 1 to 5 by 1 
    grab_image_async (Image, AcqHandle, -1) 
    * Insert required image vision processing here 
endfor 
close_framegrabber (AcqHandle) 

 
3) 外部トリガーモードとストロボ信号出力での連続画像取得 

* Close All Opened Framegrabbers 
close_all_framegrabbers() 
 
* Open the GenICam Framegrabber 
info_framegrabber('GenICamTL','info_boards', Information, ValueList) 
open_framegrabber ('GenICamTL', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'progressive', -1, 'default', -1, 'false', 'default', ValueList, 0, -1, 
AcqHandle) 
 
* Set Acquisition Parameters 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'AcquisitionMode', 'Continuous') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'ExposureTime', 15000.0) 
 
* Increase the Image Acquisition Timeout to 15s - due to the use of Trigger 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'grab_timeout', 15000) 
 
* Set Line6 = GPI3 as Trigger Source for Image Acquisition 
* Note that the Digital I/O Line numbering depends on the type of camera 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'TriggerSource', 'Line6') 
 
* Turn on Trigger Mode Acquisition  
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'TriggerMode', 'On') 
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* Set Line3 = GPO4 to Exposure Active output 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'LineSelector', 'Line3') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'LineSource', 'ExposureActive') 
 
* Set Line0 = GPO1 to certain value 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'LineSelector', 'Line0') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'LineSource', 'UserOutput0') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'UserOutputSelector', 'UserOutput0') 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'UserOutputValue', 0) *set to zero 
set_framegrabber_param (AcqHandle, 'UserOutputValue', 1) *set to one 
 
* Start Image Acquisition 
grab_image_start (AcqHandle, -1) 
 
* Acquire 5 images  
for Index := 1 to 5 by 1 
    grab_image_async (Image, AcqHandle, -1) 
    * Insert required image vision processing here 
endfor 
close_framegrabber (AcqHandle) 
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6 National Instruments LabVIEW Vision Library  
 

 

6-1 インストール 

インストールは、LabVIEW のインストールと XIMEA LabVIEW Demo Application Source Code Package のインストールの 2
ステップで行います。 

 

6-1-1 LabVIEW のインストール 

1) LabView 2010 をダウンロードします。 
2) CURRERA または PC へインストールします 。 

 

注意 
コンパイルしたアプリケーションを実行させるためには、LabVIEW ランタイムのインストールが必要です。 
National Instruments の WEB よりダウンロード可能です。 

 http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2292/lang/en 
 

6-1-2 XIMEA LabVIEW Demo Application Source Code Package のインストール 

1) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
2) LabVIEW demo のインストールが必要です。 
3) プロジェクトで XIMEA の Visual Instruments で実行します。(C:¥XIMEA¥VisionLibraries¥LabView¥Vis にありま

す) 

 

6-2 サンプル 

サンプルは、画像取得と Screen VI での表示デモを実行します。 
specific Vis をベースに次のパートに分けられます： 
・ 画像取得モードの設定 
・ 画像取得 
・ カメラトリガーモードの設定 

・なし 
・ソフトウェア(PingTrigger) 
・GPI1 入力の立ち上がりエッジを使用した外部トリガー 

 

6-3 インターフェース 

カメラセンサーを動作させるために、様々な仕様 Virtual Instruments (VIs)があります。 
イメージ取得、カメラ定義、デジタル I/O 設定等のための VIs 

 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2292/lang/en
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6-4 資料 

XIMEA LabVIEW Demo Application Manual 
http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/XIMEA_LabVIEW_Demo_Application_Manual 
 
 
 
  

http://www.ximea.com/support/wiki/vision-libraries/XIMEA_LabVIEW_Demo_Application_Manual
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7 NeuroCheck  
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8 EVT - EyeVision  

 
 

8-1 インストール 

1) EVT のホームページにアクセスします。 

http://www.evt-web.com/ 
2) 右上の CD の画像をクリックします。 
3) ダウンロードエリアにアクセスできます。 
4) ダウンロードリンクの次にある PDF ファイル"FirstStepsXimea.pdf"をダウンロードします。 
5) PDF のインストラクションに従ってインストールを行います。 

 

8-2 ファーストステップ 

EyeVision のビデオはプログラムの作成方法が説明されています。EyeVisionTechnology チャンネルにある他のビデオを参照く

ださい。EVT ビデオページで他のソフトウェアコマンドも確認することができます。 
EyeVision マニュアル(ドイツ語/英語)でソフトウェアのインストール方法や通信、表示のテストを行うツールの説明があります

ので参照ください。 

 

8-3 ツールセット 

トライアルバージョンでは完全な標準コマンドセットを使用することができ、コマンドアドミニストレーションでは他のコマン

ドセットをアクティブにすることができます。また、別の EVT ブランチでは、ユーザーがソーラーコマンドセットなど検査プロ

グラムを簡単に開発できる特別なツールを作成することができます。 
SolarEye コマンドセットでは、簡単にソーラーセルをマークでき、破壊された輪郭を削除できます。位置と回転を決定して、輪

郭とクリッピングを検査します。EVT は、セミコン、医療、パッキング、ねじ、食品産業のための特別なコマンドも用意されて

います。これらのツールセットはマクロ集です、そのため、非常に簡単に画像処理ソリューションを作成することができます。 

 
サンプルの一つが、すぐに使用できる計測ツールで計測コマンドを使用できる caliper コマンドです。 

 

 
図 2 開発環境 

 

http://www.evt-web.com/
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図 3 Caliper (マクロのサンプル) 
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9 OpenCV  
 

 
 

9-1 インストール 

・Windows  
1) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
2) コンポーネンツ選択時に API と OpenCV demo にチェックを入れます。 
3) インストールを終了します。 

 
・Linux 

 

9-2 サンプル 

XIMEA は、OpenCV を使用した顔検出処理のサンプルを提供しています。インストールが終了するとデスクトップにある

OpenCV demo のアイコンでサンプルを開始することができます。ソースコードは、

 c:¥XIMEA¥VisionLibrary¥OpenCV¥Example 
に格納されています。プロジェクトファイル sht_demo.vcproj を開くためには、Microsoft Visual studio 2005 が必要です。

修正を行い再コンパイルします。 

 

9-3 資料 

OpenCV 2.1 C++ Reference で関数一覧を確認できます 

http://opencv.willowgarage.com/documentation/cpp/index.html 
 

9-4 HighGUI サポート 

OpenCV バージョン 2.3.1 以降、XIMEA カメラに追加された HighGUI CvCapture クラスをサポートしています。 

 
  

http://opencv.willowgarage.com/documentation/cpp/index.html
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10 libdmtx  
 

 
 

10-1 インストール 

1) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
2) コンポーネンツ選択時に API と libdmtx にチェックを入れます。 
3) インストールを終了します。 

 

10-2 サンプル 

XIMEA のアプリケーションは、libdmtx オープンソースライブラリの使用方法デモを実行します。 
デモアプリケーションでは次の機能を含んでいます： 
・ カメラからのライブイメージ取得とプレビュー 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ トリガーモードの選択(OFF,ソフトウェアトリガー,外部トリガー) 
・ プレニューとヒストグラム評価 
・ データマトリックスバーコード読み出しと結果の評価 
・ 検索タイムアウト設定 
・ データマトリックスバーコードサイズの設定 
・ エッジの閾値の設定 

 
このソースコードのサンプルは XIMEA API ソフトウェアパッケージに含まれており、サンプルは

 c:¥XIMEA¥VisionLibrary¥libdmtdx¥Example 
に格納されています。コンパイルするためには dmtx_reader.vcproj を Microsoft Visual studio 2005 で開きます。 
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11 Aforge.NET Framework  
 

 
 

11-1 インストール 

1) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
2) コンポーネンツ選択時に API と Aforge.NET demo にチェックを入れます。 
3) インストールを終了します。 

 

11-2 サンプル 

XIMEA のサンプルは、モーションディテクトアルゴリズムと Aforge.Video.Ximea ネームスペースを使用しています。ソースコ

ードは 

 c:¥XIMEA¥VisionLibrary¥Aforge.NET¥Example 
にあります。 
ロジェクトファイル motionDetect.csproj を開くためには、Microsoft Visual studio 2005 が必要です。修正を行い再コンパ

イルします。 
デモプロジェクトを使用するためには、使用する PC に Microsoft .NET framework version 2.0 のインストールが必要です。 

 

11-3 資料 

関数やクラスの説明はオンラインドキュメント 

http://www.aforgenet.com/framework/docs/ 
 
または Aforge.NET ホームページのフォーラムで参照できます。 

http://www.aforgenet.com/forum/ 
バージョン 2.2.0 以降、XIMEA カメラは、AForge.Video.Ximea ネームスペース経由でダイレクトに Aforge.NET をサポートし

ています。 

 
 

  

http://www.aforgenet.com/framework/docs/
http://www.aforgenet.com/forum/
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12 Integrating Vision Toolkit  
 

 

12-1 インストール 

1) ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
2) コンポーネンツ選択時に API と IVT demo にチェックを入れます。 
3) インストールを終了します。 

 

12-2 サンプル 

サンプルは、線と円を検知し、ヒュー変換、xiAPI カメラ SDK の使用方法についてのデモを実行します。ソースファイルは

 c:¥XIMEA¥VisionLibrary¥IVT¥Example 
にあります。プロジェクトファイル ivt_demo.vcproj は、Microsoft Visual studio 2005 で開くことができます。修正後再度

コンパイルします。 

 

12-3 資料 

関数やクラスの説明は IVT のオンラインドキュメントで参照することができます。 

http://ivt.sourceforge.net/ 
 
 

  

http://ivt.sourceforge.net/
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13 Intopii Pinta  
 

 
 

13-1 インストール 

評価目的で非営利用途の完全版 Pinta Computer Vision SDK (Trainer + API)をダウンロードし、アプリケーションのインテリ

ジェントイメージ解析を開始します。 

 

13-2 資料 

関数やクラスの説明は、Intopii ホームページのオンラインドキュメント 

http://intopii.com/en/products/pinta/api  
 
または、サポートセクションで参照することができます。 

http://intopii.com/en/support/overview 
 
 

  

http://intopii.com/en/products/pinta/api
http://intopii.com/en/support/overview
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14 RoboRealm  
 

 

14-1 インストール 

次の 3 ステップでインストールを行います： 
1) RoboRealm ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

 http://www.roborealm.com/registration/index.php 
2) XIMEA API ソフトウェアパッケージをインストールして m3api.dll と全ての*.TM ファイルを RoboRealm のルートディレ

クトリにコピーします。 
3) XIMEA カメラと動作させるためには、module Control=>Camera=>XIMEA_Camera をオープンします。 

 
 
 

  

http://www.roborealm.com/registration/index.php
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15 AQSENSE SAL3D  
 

 

15-1 インストール 

1) トライアルバージョンの SAL3D をダウンロードしてインストールします 
2) XIMEA API をダウンロードしてインストールします 
3) コンポーネンツ選択時に API と AQSENSE SAL3D demo にチェックを入れます 

15-2 互換性 

現在のバージョンの評価版 SAL3D は、Windows XP と Vista 32bit 版オペレーティングシステムのみサポートしています。 
完全版（有料）は、Windows XP, Windows Vista, Windows 7 の 32bit と 64bit 版をサポートしています。 

 

15-3 サンプル 

AQSENSE SAL3D Demo (XIMEA API ソフトウェアパッケージに含まれている)は、レンジマップ使用し、リアルタイムで表示す

るサーフェスプロファイルを取得する SAL3D Peak Detector Tool の使用方法でデモを実行します。 
ソースコードは 

 c:¥XIMEA¥VisionLibrary¥OpenCV¥Example 
に格納されています。プロジェクトファイル sal3d_demo.vcproj を開くためには、Microsoft Visual studio 2005 が必要です。

修正を行い再コンパイルします。 

 
デモアプリケーションでは次の機能を含んでいます： 
・ カメラからのライブイメージ取得とプレビュー 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ ピークでぃてくたの閾値を設定 
・ レンジマップの作成に使用するプロファイル数の設定 

 

15-4 SAL3D フレームグラバーインターフェース 

XIMEA カメラは、AQSENSE SAL3D で提供されているフレームグラバーインターフェースからサポートされています。 
ユーザーは、プログラムを組むことなく基本的なパラメータを設定して画像取得を行うことができます。このインターフェース

(ximea.fgd)は、SAL3D API インストールパッケージに含まれています。 

 
現在サポートしているパラメータ： 
・ "d" downsampling：ビニングまたはスキッピングモードを設定 
・ "e" exposure time：露光時間ミリ秒単位で設定 
・ "g" gain：カメラのゲインを dB 単位で設定 
・ "t" trigger：ライブビデオ(0)または外部トリガー(1)モードを設定 
・ "w" width：画像の幅を設定 
・ "h" height：画像の高さを設定 
・ "x" offset X：オフセット X を設定 
・ "y" offset Y：オフセット Y を設定 
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・ "r" do image transpose：1 をセットするとイメージ転送を実行 

 
サンプル： 

b=1|g=5|e=150|t=0|w=150|h=1000|x=100|y=100|r=1 
 

15-5 資料 

サンプル、関数とクラスの説明はオンラインドキュメントで参照できます。 

http://www.aqsense.com/support/support-for-sal3d.html 
 
  

http://www.aqsense.com/support/support-for-sal3d.html
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16 STEMMER IMAGING Common Vision Blox  
 

 

16-1 アーキテクチャ 

XIMEA カメラは、GenTL 対応製品として CVB を使用できます。 

 

16-2 インストール 

 

16-2-1 CVB のインストール 

CVB をインストールするには、提供元のインストラクションに従ってインストールを行ってください。 

http://www.commonvisionblox.com/en/download/ 
 

16-2-2 XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストール 

XIMEA API ソフトウェアパッケージのインストラクションに従ってインストールを行ってください。 

http://www.ximea.com/support/wiki/apis/XIMEA_API_Software_Package 
 
 

  

http://www.commonvisionblox.com/en/download/
http://www.ximea.com/support/wiki/apis/XIMEA_API_Software_Package
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17 SANXO Modular-X  
 

 

17-1 インストール 

Sanxo Modolar-X ダウンロードページにあるインストラクションに従ってインストールを行ってください。 

http://sanxo.hu/modular-x/modular_letolt_e.html  

http://sanxo.hu/modular-x/modular_letolt_e.html
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18 Adaptive Vision Studio  
 

 

18-1 インストールとドキュメント 

詳細な情報は Adaptive Vision Studio のユーザーエリアで入手することができます。 

http://www.adaptive-vision.com/user_area/login/?next=/user_area/ 
 
 

  

http://www.adaptive-vision.com/user_area/login/?next=/user_area/
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19 Tordivel Scorpion  
 

 

19-1 インストール 

1) ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。 
2) 30 日間の評価ライセンスを入手します。 

 http://www.scorpionvision.com/44.html 
3) XIMEA プロファイルフォルダをダウンロードして Scorpion のルートにコピーします。 
4) XIMEA カメラアダプタ m3api_scorpion.dll を Scorpion のルートに置きます。 
5) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードしてインストールします。copy m3api.dll と全ての.TM ファイルを

Scorpion のルートディレクトリにコピーします。 (XIMEA API の最新のバージョンでは、.TM ファイルは m3api.dll にイ

ンクルードされています) 
6) Scorpion Vision software を実行して XIMEA プロファイルアイコンでカメラにアクセスします。 
7) 変更内容を記憶する SSD コントロールツールを使用します。 

 

19-2 カメラプロパティへのアクセス 

以下の名前プロパティは、”setProperty”、”getProperty”、”getPropertyRange”コマンドを使用して直接アクセス可能です。 
コマンドは、Scorpion にインクルードされた python のスクリプトツールを使用してアクセスします。全てのコマンドは、関連

するカメラオブジェクトでコールされます。例えば、カメラの露光時間を 0 に設定する場合、次の記述となります： 

 
cam = GetCamera("0") # equals cam = GetCameras().getCamera(0) 
cam.setProperty('exposure',4000) 

 
カメラプロパティを変更すると、カメラプロパティウインドに表示されている情報は自動的に更新されます。 

 
・width ：カメラから提供される画像の幅(ピクセル単位) 
・height ：カメラから提供される画像の高さ(ピクセル単位) 
・offx  ：ROI のオフセット X(ピクセル単位) 
・offy  ：ROI のオフセット Y(ピクセル単位) 
・exposure ：露光時間を設定(μ秒単位) 
・gain  ：ゲインを設定(dB 単位) 
・trigger_timeout ：外部トリガーを使用する場合のタイムアウト 
・downsampling ：ビニングまたはスキッピングで解像度変更 
・gpi_sel ：カメラの GPI ポートをセット(1 - 4) 
・gpi_mode ：GPI 機能の定義、次の値が使用でます 

・OFF：0 
・Trigger：1 
・External event：2 

・gpo_sel ：カメラの GPO ポートをセット(1 - 4) 
・gpo_mode ：GPO 機能の定義、次の値が使用でます 

・Open：0 
・Closed：1 
・Frame active：2 

http://www.scorpionvision.com/44.html
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・Frame active inverted：3 
・Exposure active：4 
・Exposure active inverted：5 

・led_sel ：設定する LED を選択します 
・led_mode ：LED 機能の定義、次の値が使用でます 

・Heart beat：0 
・Trigger active：1 
・Ext event active：2 
・_acquisition runningv：3 
・exposure active：4 
・frame active：5 
・link OK：6 
・turn OFF：7 
・turn ON：8 

・lut_sel ：使用する LUT を選択、次の値が使用でます  
・Ramp lut：0 
・Inverse ramp lut：1 
・Custom lut：2 

・lut_en ：1 または 0 の値で LUT を有効/無効に切り替えます 
・lut_index ：カスタム LUT インデックス、選択した LUT コラムを更新します(0-1023, 0-4095) 
・lut_value ：lut_index (0-255)で設定されたコラムの LUT 値を更新します 

 

19-3 資料 

Scorpion Vision のサポートページを参照ください 

http://www.scorpionvision.com/support/index.html 
 

  

http://www.scorpionvision.com/support/index.html
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20 Digital Optics V++  
 

 

20-1 インストール 

1) ダウンロードインストーラまたは配布された CD を使用して V++アプリケーションをインストールします。 
2) SafeNet セキュリティキーシステムドライバをインストールします。(CD インストーラの場合必要になります) 
3) XIMEA カメラに使用するドライバ、Vpp_video_driver.zip をダウンロードしてインストールします。XIMEA API ソフトウ

ェアパッケージに含まれる m3api.dll をビデオドライバと同じディレクトリにコピーして下さい。 

 

20-2 資料 

Digital Optics のウェブサイトを参照ください。 

http://www.digitaloptics.co.nz 
 

  

http://www.digitaloptics.co.nz/
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21 Voyant Vision  
 

 

21-1 インストール 

1) Voyant Vision ライブラリをダウンロードしてインストールします。 
2) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 
3) コンポーネンツを選択する際、API と Voyant Vision demo にチェックを入れて下さい。 
4) インストールを終了します。 

 

21-2 サンプル 

アプリケーションは、Voyant Vision ライブラリのブロ部解析を使用したキャラクタ識別デモを実行します。 
デモアプリケーションでは次の機能を含んでいます： 
・ カメラからのライブイメージ取得とプレビュー 
・ カメラの解像度、ビニング、露光時間、ゲインの制御 
・ イメージからブロブ検出、閾値の設定 
・ イメージの OCR、ブロ部解析のテキスト読み出し、最少識別品質の設定 

 

21-3 資料 

関数とクラスについての説明は、オンラインドキュメントで確認して下さい。

http://voyantvision.net/documentation/index.php?title=Voyant_Vision_Documentation 
 

  

http://voyantvision.net/documentation/index.php?title=Voyant_Vision_Documentation
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22 Micro-Manager  
 

 

22-1 インストール 

1) XIMEA API ソフトウェアパッケージをダウンロードしてインストールします。インストール中に API と Drivers を選択し

てください。 
2) 次のリンクからサポートしているバージョンの µManager をダウンロードします。 

http://valelab.ucsf.edu/~MM/nightlyBuilds/1.4/Windows/MMSetup32BIT_1.4.6_20110722.exe 
 
µManager は Java Virtual Machine のインストールが必要です。 
XIMEA カメラは次のバージョンの µManager で動作確認を行っています： 

・ MM Studio version: 1.4.6 20110722 
・ MMCore version 2.3.1 
・ Device API version 45, Module API version 6 
 
1) XIMEA API ソフトウェアパッケージディレクトリにある C:¥XIMEA¥API¥x86¥m3api.dll を μManager のディレクトリに

コピーします。 
2) XIMEA_adapter.zip の内容を μManager のディレクトリに解凍します。 
3) カメラをコンピュータに接続します。 
4) μManager アプリケーションを起動します 
5) 次の手順で μManager に XIMEA カメラを追加します： 

 
① μManager を起動して Tools メニュを開き Hardware Configuration Wizard...を実行します。 
② "Select the configuration file"のステップで「Create new configuration」を選択し、「Next」をクリックします。 
③ "Add or remove devices"のステップで「Add」をクリックします。 
④ "Add device"のステップで「XIMEA」を選択し、デバイスを選択します。 

“Please type in the new device name”の要求があれば「OK」をクリックして下さい。 
カメラのシリアル番号がデバイス名に使用されます。 
「Done」をクリックします 

⑤ “Add or remove devices”に戻った場合、「Next」をクリックします。 
⑥ "Edit pre-initialisation settings"のステップで「Next」をクリックします。 
⑦ "Setup Serial ports"のステップで「Next」をクリックします。 
⑧ "The following peripherals have been discovered"のステップで「Next」をクリックします。 
⑨ "Edit peripheral device pre-initialization settings"のステップで「Next」をクリックします。 
⑩ "Select default devices"のステップで追加したカメラをデフォルトカメラに設定し、「Next」をクリックします。 
⑪ "Set delays for devices step synchronisation capabilities"のウインドで「Next」をクリックします。 
⑫ "Select devices to synchronize with image acquisition"のステップで「Next」をクリックします。 
⑬ "Define position labels for state devices"のステップで「Next」をクリックします。 
⑭ "Save configuration"のステップで「Finish」をクリックします。 

 
以上でカメラを μManager で使用することができます。 

 

http://valelab.ucsf.edu/~MM/nightlyBuilds/1.4/Windows/MMSetup32BIT_1.4.6_20110722.exe
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22-2 資料 

μManager のオンラインドキュメントを参照ください。 

http://valelab.ucsf.edu/~MM/MMwiki/index.php/Overview_of_the_documentation 
 
  

http://valelab.ucsf.edu/~MM/MMwiki/index.php/Overview_of_the_documentation
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