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第1章 はじめに 

1.1 概要 
BPC-5500 は、MVTec 社の HALCON 上から、弊社画像入力インタフェースモジュールの制御を行うた

めのソフトウェアです。弊社画像入力インタフェースモジュール用 HALCON フレームグラバインタ

フェース(DLL)を介して、フレームグラバオペレータをコールすることにより制御します。 

 

 

1.2 特長 
●HALCONが提供するフレームグラバオペレータで弊社画像入力インタフェースモジュールを制御

できます。 

キャプチャした画像データは HALCON イメージオブジェクトへ渡されます。HALCON の画像処理

をすぐに使用する事ができます。 

●HALCON 開発環境 HDevelop 上で開発する事ができます。 

●データを取得して HALCON イメージオブジェクトへ返すサンプルプログラムが付属しています。

ソースを公開していますので、自由にプログラムを拡張することができます。 
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第2章 製品仕様 

 

2.1 基本仕様 
対応 HALCON バージョン (32bit 版) 

 HALCON 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 

(64bit 版) 

 HALCON 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 

使用可能 

インタフェースモジュール数 

各デバイスに 16 枚 

対応解像度 NTSC:640×480、320×240、160×120 

CameraLink: 大 4096×4096 

対応フォーマット NTSC:RGB24、Gray8bit 

CameraLink:RGB24、Gray8/10/12/14/16bit、BAYER8/10bit

対応カメラ NTSC カメラ、CameraLink カメラ(エリア、ライン) 

 

2.2 製品構成 
製品構成 ファイル名 説明 

弊社管理用ファイル BPC5500.VER 弊社ソフト管理用ファイル 

新情報ドキュメント README.HTM 新ドキュメント掲載ファイル 

インストールプログラム SETUP.EXE インストール用ファイル 

DLL hAcqInterfaceImage.dll ダイナミックリンクライブラリファイル 

ヘルプ HELP.PDF Help（PDF 形式） 

サンプル dev ファイル NTSC_Capture_simple.dev NTSC 用連続フレーム取り込み 

 NTSC_Capture_channel.dev NTSC 用 5 チャンネル切り替え取り込み 

 CL_Capture_simple.dev CameraLink 用連続フレーム取り込み 

 CL_Capture_encorder.dev CameraLink 用エンコーダ同期取り込み 

 CL_Capture_cc.dev CameraLink 用 CC 信号同期取り込み 

カメラコンフィグファイル xxxx.cfg CameraLink 用カメラコンフィグファイル
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第3章 導入方法 

3.1 インストール手順 
 

※本製品をご使用になるには、あらかじめ使用するインタフェースモジュール用のドライバソフ

トウェアがインストールされている必要があります。 

弊社 Web site より、 新のドライバソフトウェアがダウンロードできますので、ご使用のインタ

フェースモジュール用のドライバソフトウェアをご確認の上、ドライバソフトウェアのインスト

ールを行ってください。 

 

1. サンプルプログラム、Help、 新情報ドキュメントファイル、DLL のインストール 

 

1. 弊社 Web site より BPC-5500 の Utility Disk をダウンロードします。 

2. ダウンロードしたプログラムを実行すると、「SETUP」フォルダが作成されます。 

3. 「SETUP」フォルダ内の SETUP.EXE を実行してください。プログラムが起動しインストール

が開始されます。 

インストールが完了すると、「スタート」メニューの「プログラム」に、「Interface BPC-5500」

が追加されます。 

4. SETUP.EXE 実行後、「hAcqInterfaceImage.dll」を HALCON ディレクトリへコピーしてくださ

い。HALCON ディレクトリとは HDevelop.exe が置いている場所です。 

例)C:\Program Files\MVTec\HALCON\bin\x86sse2-win32 

 

ご使用になっている HALCON のバージョン毎に「hAcqInterfaceImage.dll」を提供していま

す。各 dll ファイルは 

「インストール先ディレクトリ\BPC5500\dll\(アーキテクチャ)\(バージョンフォルダ)」に

置いています。 

 

3.2 64bitOS 環境でご使用になる場合 
 弊社画像入力ボードの Windows ドライバ製品の仕様上、64bit 環境でキャプチャする場合は、

ドライバ製品に付属しているユーティリティで、画像データ用の物理メモリサイズの設定が必要

となります。詳細は各ドライバ製品の Help ドキュメントを参照ください。 

 

製品名 ドライバ型式 ユーティリティ名 

NTSC 画像入力製品 GPC-5520 ImgCapture 

CameraLink 画像入力製品 GPC-5300 CmlUtil 
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3.3 実行手順 
HALCONが提供するフレームグラバオペレータで弊社画像入力インタフェースモジュールを制御で

きます。キャプチャした画像データは HALCON イメージオブジェクトへ渡されます。 

 

弊社画像入力インタフェースモジュールを複数枚使用する場合は、 

 ・インタフェースモジュール上のロータリースイッチ RSW1 の設定値 

が弊社画像入力インタフェースモジュール同士で重複しないように設定してからスロットに実装

し、システムを起動してください。 

弊社画像入力インタフェースモジュールが複数存在する場合、制御対象を一意に識別するための

番号となります。重複していた場合、本ソフトウェアは正常に動作いたしません。 

 

プログラムは HDevelop 上で作成します。 

各オペレータは、HDevelop のメニューから「オペレータ」-「Image」－「Acquisition」の中か

ら指定してください。 

 

3.3.1 初期化 

open_framegrabber で弊社画像入力ボードをオープンして初期化します。この際に取り込み解像

度、カラーフォーマット、取り込み矩形領域を指定します。多チャンネル NTSC 製品の場合は使用

チャンネルも指定可能です。CameraLink 製品の場合はカメラコンフィグファイルを指定します。 

初期化が正常終了するとハンドルが取得できます。以後、そのハンドルを使用して弊社画像入力

インタフェースモジュールへのアクセスが可能となります。 

 

3.3.2 動作設定 

set_framegrabber_param で画像の取り込みの動作条件などを設定することができます。 

また設定した内容を get_framegrabber_param で確認することができます。 
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3.3.3 画像の取り込み 

 

1. 同期取り込み 

オペレータ grab_image で同期取り込みを行います。grab_image を実行すると 1 フレームキャプ

チャを実行して完了するまで待機します。キャプチャ完了後、画像データを HALCON のイメージオ

ブジェクトに変換します。変換が完了したら制御を返します。 

同期待ち

データ形式変換

grab_image

取り込み開始(API コール)

取り込み完了を待つ

grab_image 完了を待つ

同期待ち

データ形式変換

grab_image

取り込み開始(API コール)

取り込み完了を待つ

grab_image 完了を待つ

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

カメラ

ビデオ信号

画像ボード

メモリ

(DMA 転送)

フレームグラバ

インタフェース

アプリケーション

(HDevelop)
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2. 非同期取り込み 

オペレータ grab_image_async で非同期画像取り込みを行います。grab_image_async を実行する

と 1 フレーム取り込みを実行して完了するまで待機します。取り込み完了後、次のフレームの取

り込みを開始します。開始後、画像データを HALCON のイメージオブジェクトに変換します。変換

が完了したら処理をアプリケーションに返します。次に grab_image_async を実行した場合、以前

に実行した次フレーム取り込みが完了するまで待機します。 

同期待ち

データ形式変換取り込み開始(API コール)

取り込み完了を待つ

同期待ち

データ形式変換

取り込み完了を待つ

grab_image 完了を待つ

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

カメラ

ビデオ信号

画像ボード

メモリ

(DMA 転送)

フレームグラバ

インタフェース

アプリケーション

(HDevelop)

grab_image_async

grab_image_aysnc 完了を待つ

grab_image_async

 
 

また、grab_image_async の前に grab_image_start を実行することで、先に取り込み開始を実行

できます。画像取り込みの前に前処理を行うことができます。 

同期待ち

データ形式変換
取り込み開始

(API コール)
取り込み完了を待つ

同期待ち

データ形式変換

取り込み完了を待つ

grab_image 完了を待つ

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

カメラ

ビデオ信号

画像ボード

メモリ

(DMA 転送)

フレームグラバ

インタフェース

アプリケーション

(HDevelop)

grab_image_async

grab_image_aysnc
完了を待つ

grab_image_asyncgrab_image_start
前処理

 
 

© 2008, 2015 Interface Corporation. All rights reserved. 

 
8 



BPC-5500 Help for Windows 

3. 連続フレーム画像の取り込み 

同期取り込み、非同期取り込みでは、連続したフレームを隙間なく取得することができません。

フレームを隙間なく連続して取得するには、連続画像取り込みを行います。 

 

set_framegrabber_param で、「連続取り込みモード」('continuous_grabbing')を有効にする事に

よって、連続取り込みモードに設定されます。 

'continuous_frame_cnt'で取り込みたいフレーム数を指定する事ができます。 

'num_buffers'の値分だけバッファを確保する事ができます。 

grab_image、grab_image_async よりバッファに溜まった一番古いフレームを取り出します。 

キャプチャしたフレーム数がバッファフレーム数を超えると、リングバッファ形式により古いフ

レームは上書きされます。 

continuous_grabbing を無効にした場合、連続取り込み動作を停止します。 

同期待ち

データ形式変換
取り込み開始

(API コール)
取り込み完了を待つ

データ形式変換

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

カメラ

ビデオ信号

画像ボード

メモリ

(DMA 転送)

フレームグラバ

インタフェース

アプリケーション

(HDevelop)
完了を待つ

ハードウェア処理

フレームバッファ

画像処理

データ形式変換

grab_image_async
または grab_image

continuous_grabbing

を有効

grab_image_async
または grab_image

grab_image_async
または grab_image
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3.3.4 画像取り込み以外の機能 

下記の NTSC 製品、CameraLink 製品の固有機能の制御も、set_framegrabber_param、 

get_framegrabber_param で行います。 

 

タイプ 機能 

共通 汎用デジタル入出力 

NTSC チャンネル切り替え 

間引き機能 

汎用カウンタ 

エンコーダ機能 

CC 信号機能 

シリアル制御機能 

CameraLink 

トリガ同期 

 

3.3.5 終了処理 

close_framegrabber で弊社画像入力インタフェースモジュールの終了処理を行います。アプリケ

ーションでは必ずクローズ処理を行ってから終了してください。 
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第4章 リファレンス 

4.1 オペレータ一覧 
 

No 関数名 機能 

1 info_framegrabber 画像入力インタフェースモジュールの情報を返します。 

2 open_framegrabber 画像入力インタフェースモジュールをオープンします。 

3 close_framegrabber 画像入力インタフェースモジュールをクローズします。 

4 close_all_framegrabbers 全ての画像入力インタフェースモジュールをクローズします。 

5 grab_image 画像入力インタフェースモジュールから画像データを取り出します。 

6 grab_image_async  画像入力インタフェースモジュールから画像を取り込み、次の画像の非同期

取り込みを開始します。 

7 grab_image_start 画像入力インタフェースモジュールから画像の非同期取り込みを開始しま

す。 

8 set_framegrabber_param 画像入力インタフェースモジュールの指定したパラメータを設定します。 

9 get_framegrabber_param 画像入力インタフェースモジュールの指定したパラメータを返します。 
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4.2 オペレータ個別説明 
 

1. info_framegrabber 
【機能】 

画像入力インタフェースモジュールの情報を取得します。 

 

【書式】 

info_framegrabber(::Name, Query :Information, ValueList) 

 

【パラメータ】 

Name 
弊社画像入力インタフェースモジュール用フレームグラバインタフェースの名前を指定し

ます。'InterfaceImage'と指定してください。 

 

Query 
取得したい情報を指定します。 

内容 説明 

'bits_per_channel' 対応しているピクセルあたりのビット数 

'camera_type' 対応するカメラコンフィグファイルの拡張子 

'defaults' open_framegrabber の初期設定 

'device' 対応するデバイス名 

'info_boards' インストールされているボード情報 

'parameters' 対応パラメータ 

'parameters_readonly' 対応パラメータ(読み込み専用) 

'parameters_writeonly' 対応パラメータ(書き込み専用) 

'revision' dll ファイルのバージョン 

'general' 一般情報 

 

Information 
指定した Query に従うテキスト情報が出力されます。 

 

ValueList 
指定した Query に従うリスト情報が出力されます。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

info_framegrabber('InterfaceImage', 'info_boards', InfoBoardsInfo, InfoBoardsValue) 

info_framegrabber('InterfaceImage', 'camera_type', CameraTypeInfo, CameraTypeValue) 

info_framegrabber('InterfaceImage', 'defaults', DefaultsInfo, DefaultsValue) 

info_framegrabber('InterfaceImage', 'parameters', ParametersInfo, ParametersValue) 

弊社画像入力インタフェースモジュール情報を取得します。 
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2. open_framegrabber 
【機能】 

画像入力インタフェースモジュールのオープン処理を行い、初期設定を行います。 

 

【書式】 

open_framegrabber(::Name, HorizontalResolution, VerticalResolution, 

ImageWidth, ImageHeight, StartRow, StartColumn, Field, BitsPerChannel, 

ColorSpace, Generic, ExternalTrigger, CameraType, Device, Port, 

LineIn :AcqHandle)  

 

【パラメータ】 

Name 
弊社画像入力インタフェースモジュール用フレームグラバインタフェースの名前を指定し

ます。 

'InterfaceImage'と指定します。 

 

HorizontalResolution 
カメラの水平方向解像度を指定します。 

下記の値を指定してください。 

NTSC の場合、VirticalResolution と同じ値に設定する必要があります。 

 

NTSC の場合： 

値 内容 

1 640 

2 320 

4 160 

 

CameraLink の場合： 

1 を指定してください。カメラコンフィグファイルで指定します。 

 
VerticalResolution 

カメラの垂直方向解像度を指定します。 

下記の値を指定してください。 

NTSC の場合、HorizontalResolution と同じ値に設定する必要があります。 

 

NTSC の場合： 

値 内容 

1 480 

2 240 

4 120 

 

CameraLink の場合： 

1 を指定してください。カメラコンフィグファイルで指定します。 
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ImageWidth 
grab_image、grab_image_async で取り込む画像の水平方向サイズを指定します。 

0 の場合は HorizontalResolution で指定した水平方向解像度となります。 

設定範囲は NTSC 製品の場合、0～640、0～320、0～160 のいずれか(0～HorizontalResolution

で指定した水平方向解像度まで)です。 

CameraLink の場合は 0～カメラの水平方向解像度となります。 

初期値:0 

 

ImageHeight 
grab_image、grab_image_async で取り込む画像の垂直サイズを指定します。 

0 の場合は VerticalResolution で指定した垂直方向解像度となります。 

設定範囲は NTSC 製品の場合、0～480、0～240、0～120 のいずれか(0～VerticalResolution

で指定した垂直方向解像度まで)です。 

CameraLink 製品の場合は 0～カメラの垂直方向解像度となります。 

ただし CameraLink のラインセンサカメラを使用する場合は、grab_image,grab_image_async

で取得する際のライン数を指定してください。 

 

初期値:0(ラインセンサの場合はデフォルト値として 480 ラインとなります。)  

 

StartRow 
取り込む画像矩形領域の左上の Y座標を指定します。 

ラインセンサカメラの場合は無効です。 

初期値:0 

 
StartColumn 

取り込む画像矩形領域の左上の X座標を指定します。 

初期値:0 

 

Field 
無効パラメータです。本製品では使用しません。 

'default'を指定してください。 

 

BitsPerChannel 
カメラの 1 ピクセル当たりのビット幅です。NTSC の場合は 8 を、カメラリンクの場合は-1

を指定してください。 

 

ColorSpace 
画像の色情報です。 

初期値:'default' 

 

NTSC の場合： 

値 内容 

'gray' GRAY 画像 

'rgb' RGB 画像 

'default' 'rgb'と同様です。 
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CameraLink の場合： 

'default'を指定してください。カメラコンフィグファイルで指定します。 

 
Generic 

無効パラメータ。本製品では使用しません。-1 を指定してください。 

 
ExternalTrigger 

無効パラメータ。本製品では使用しません。'default'を指定してください。 

 
CameraType 

カメラ情報です。 

 

NTSC の場合： 

'default'を指定してください。 

 

CameraLink の場合： 

カメラコンフィグファイルのパスを指定します。(必須) 

カメラコンフィグファイルについての説明は｢6.1 カメラコンフィグファイル｣を参照し

てください。 

カメラコンフィグファイル(弊社オリジナルファイル)の絶対パスを指定してください。 

例) 

'C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg' 

 
Device 

デバイス名の指定。オープンするにはデバイス名を指定します。 

 

Port 
NTSC の場合： 

入力チャンネルを指定します。1～5を指定してください。 

 

CameraLink の場合： 

  PEX-H530922 をご使用になる場合、入力するチャンネル番号を指定してください 

  1ch を使う場合は 1、2ch を使う場合は 2指定します。 

  -1 を指定すると 1ch となります。PEX-H530922 以外の型式は-1 を指定してください。 

 

LineIn 
無効パラメータ。本製品では使用しません。-1 と指定してください。 

 

AcqHandle 
取得ハンドル値です。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 
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【注意】 

 画像入力製品は複数プロセス上でご使用できません。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
IFIMGCML1 のデバイスをオープンして接続するカメラを Sony 製の XCL-1000 にします。 
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3. close_framegrabber 
【機能】 

取得したハンドルの画像入力インタフェースモジュールのクローズ処理を行います。 

 

【書式】 

close_framegrabber(::AcqHandle:) 

 

【パラメータ】 

AcqHandle 
クローズしたい画像入力インタフェースモジュールのハンドルを指定します。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
close_framegrabber(AcqHandle) 

IFIMGCML1 のデバイスをクローズします。 
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4. close_all_framegrabbers 
【機能】 

オープンされている全ての画像入力インタフェースモジュールのクローズ処理を行います。 

 

【書式】 

close_all_framegrabber(:::) 

 

【パラメータ】 

なし。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

close_all_framegrabber() 

全てのデバイスをクローズします。 
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5. grab_image 
【機能】 

指定したハンドルの画像入力インタフェースモジュールから画像データの同期取り込みを行い

ます。 

 

【書式】 

grab_image(:Image:AcqHandle:) 

 

【パラメータ】 

Image 
取り込まれた画像データ(Image)を出力します。 

 

AcqHandle 
open_framegrabber でオープンした画像入力ボードのハンドルを指定します。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
 

grab_image(Image, AcqHandle) 

 

close_framegrabber(AcqHandle) 

IFIMGCML1 より画像データを取り出します。 
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6. grab_image_async 
【機能】 

指定したハンドルの画像入力インタフェースモジュールから画像データの非同期取り込みを行

います。画像を取り込んだ後、バックグラウンドで次の画像取り込みを開始します。 

grab_image_async 開始後、grab_image、または grab_image_async を再度実行すれば次の画像

取り込みを完了させます。 

 

【書式】 

grab_image_async(:Image:AcqHandle, MaxDelay:) 

 

【パラメータ】 

Image 
取り込まれた画像データ(Image)を出力します。 

 

AcqHandle 
open_framegrabber でオープンした画像入力インタフェースモジュールのハンドルを指定

します。 

 

MaxDelay 
前回コールした grab_image_async によるバックグラウンドでの次画像取り込み開始時間か

ら、今回の grab_image_async でのその画像の取り込み完了時間(または完了済み時間)まで

の間隔が、MaxDelay(ミリ秒)以上たっていた場合、新しい画像を取り込んで、Image へ出力

します。 

設定可能範囲は 0～4294967294 です。-1 とするとこの機能は作動しません。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
 

for i := 1 to 20 by 1 

  grab_image_async(Image, AcqHandle, -1) 

endfor 

 

close_framegrabber(AcqHandle) 

IFIMGCML1 より画像データの非同期取出しを行います。 
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7. grab_image_start 
【機能】 

指定したハンドルの画像入力インタフェースモジュールから画像データの非同期取り込みを開

始します。grab_image_async を実行すれば画像取り込みを完了します。 

 

【書式】 

grab_image_start(::AcqHandle, MaxDelay:) 

 

【パラメータ】 

AcqHandle 
open_framegrabber でオープンした画像入力インタフェースモジュールのハンドルを指定

します。 

 

MaxDelay 
grab_image_startを開始して画像取り込みを開始した時間からgrab_image_asyncでのその

画像の取り込み完了時間(または完了済み時間)までの間隔が、MaxDelay(ミリ秒)以上たっ

ていた場合、新しい画像を取り込んで、Image へ出力します。 

設定可能範囲は 0～4294967294 です。-1 とするとこの機能は作動しません。 

grab_image_start 後にコールする grab_image_async の MaxDelay は同じ値にする必要があ

ります。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
 

grab_image_start(Image, AcqHandle,-1) 

for i := 1 to 20 by 1 

  grab_image_aync(Image, AcqHandle, -1) 

endfor 

 

close_framegrabber(AcqHandle) 

IFIMGCML1 より画像データを取り出します。 
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8. set_framegrabber_param 
【機能】 

画像入力インタフェースモジュールに指定したパラメータを設定します。 

 

【書式】 

set_framegrabber_param(::AcqHandle, Param, Value: 

 

【パラメータ】 

AcqHandle 
open_framegrabber でオープンした画像入力インタフェースモジュールのハンドルを指定

します。 

 

Param 
設定するパラメータの種類を指定します。 

下記のパラメータを指定してください。 

 

NTSC、CameraLink 共通： 

パラメータ 説明 

'grab_timeout' grab_image,grab_image_asyncのタイムアウト時間をms単位

で設定します。 

0～4294967295 が Value に設定できます。 

デフォルト:5000 

grab_image_async 実行時に次の画像の取り込みの開始有無。

 

下記の値が Value に設定できます。 

値 内容 

'enable' 次の画像取り込みを開始します。 

'disable 次の画像取り込みを開始しません。 

'grab_async_start' 

デフォルト：'enable' 

'num_buffers' バッファリングするフレームの数。 

2～64 フレーム指定できます。 

ただし、指定したフレーム数でのトータルサイズが 64MB を越

える場合は設定できません。 

デフォルト:2 

連続フレーム取り込みモード設定の有無。 

取り込み動作中に'disable'を指定すると停止します。 

値 内容 

'enable' 連続画像取り込みモードに設定します。 

'disable' 連続画像取り込みモードを解除します。 

'continuous_grabbing' 

デフォルト：'disable' 
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'continuous_frame_cnt' 連続フレーム取り込みのフレーム数。 

0～4294967295 が Value に指定できます。 

0 の場合は'continuous_grabbing'を'disable'にするまで繰

り返しとり込みます。 

デフォルト：0 

汎用出力のデジタル値です。 

0～255 が Value に指定できます。 

ここで指定した値を 2 進数で表したときのビットアサインで

デジタル出力されます。ビットと出力点の対応は下記のよう

になります。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

OUT8 OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

'digital_output_value' 

0:High を出力、1:Low を出力 

 

NTSC 専用： 

パラメータ 説明 

'port' 入力チャンネルを切り替えます(多チャンネル製品のみ対

応)。 

1～5 が Value に指定できます。 

デフォルト：open_framegrabber に指定した値 
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CameraLink 専用： 

パラメータ 説明 

フレームグラバインタフェース(DLL)内部で確保したフレー

ムバッファを直接 HALCON の画像として出力します。 

※NTSC製品およびCameraLinkの RGB24bitカメラの場合はサ

ポートしません。 

下記の値が Value に設定できます。 

値 内容 

'enable' 直接出力を許可します。 

'disable 直接出力を許可しません。 

'volatile' 

デフォルト：'disable' 

'thin_out_pixel' ピクセル間引き。 

0～15 が Value に指定できます。 

デフォルト：0 

※PEX-H530821、PEX-H530921 ではご使用できません。 

'thin_out_line' ライン間引き。 

0～15 が Value に指定できます。 

デフォルト：0 

※PEX-H530821、PEX-H530921 ではご使用できません。 

外部トリガによる画像取り込みの動作を指定します。 

 

下記の値が Value に指定できます。  

値 内容 

'disable' 無効。 

'start' 画像製品に搭載しているエンコーダカウンタ

が周期に達した時、画像取り込みが開始され

ます。 

'one-shot' 画像製品に搭載しているエンコーダカウンタ

の周期のタイミングで画像データを取り込み

ます。 

エリアカメラの場合は 1フレーム 

ラインカメラの場合は 1ライン 

※PEX-H530821、PEX-H530921 ではご使用でき

ません。 

'grab_trigger' 

デフォルト：'disable' 
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CameraLink の CC1 出力モードを指定します。 

 

下記の値が Value に指定できます。  

値 内容 

'disable' CC 信号出力無効 

'one-shot' CC 信号を 1パルス出力します。 

grab_image,grab_image_async,grab_image

_start の実行時にパルス出力を行います。

'digitalinput' D-sub 端子へ外部トリガ信号をそのまま、

CC 信号として出力。CC1 信号は DIN1 端子、

CC2 信号は DIN2 端子、CC3 信号は DIN3t 無

し、CC4 信号は DIN4 に対応します。 

'digitalinput-

trigger' 

端子へ外部トリガ信号を入力して、外部ト

リガ信号のエッジ検出時に CC 信号を出力。

CC1信号はDIN1端子、CC2信号はDIN2端子、

CC3 信号は DIN3 端子、CC4 信号は DIN4 端子

に対応します。 

'encoder' エンコーダカウンタの周期のタイミングで

CC 信号を出力。 

(CPZ/LPC/PEX-530221,530521 

 PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'encorder-coun

tup' 

エンコーダカウンタがカウントアップする

たびに CC 信号を出力。 

(PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'cc1_mode' 

デフォルト：'disable' 
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CameraLink の CC2 出力モードを指定します。 

下記の値が Value に指定できます。 

値 内容 

'disable' CC 信号出力無効 

'one-shot' CC 信号を 1パルス出力します。 

grab_image,grab_image_async,grab_image

_start の実行時にパルス出力を行います。

'digitalinput' D-sub 端子へ外部トリガ信号をそのまま、

CC 信号として出力。CC1 信号は DIN1 端子、

CC2 信号は DIN2 端子、CC3 信号は DIN3t 無

し、CC4 信号は DIN4 に対応します。 

'digitalinput-

trigger' 

端子へ外部トリガ信号を入力して、外部ト

リガ信号のエッジ検出時に CC 信号を出力。

CC1信号はDIN1端子、CC2信号はDIN2端子、

CC3 信号は DIN3 端子、CC4 信号は DIN4 端子

に対応します。 

'encoder' エンコーダカウンタの周期のタイミングで

CC 信号を出力。 

(CPZ/LPC/PEX-530221,530521 

 PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'encorder-coun

tup' 

エンコーダカウンタがカウントアップする

たびに CC 信号を出力。 

(PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'cc2_mode' 

デフォルト：'disable' 
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CameraLink の CC3 出力モードを指定します。 

下記の値が Value に指定できます。 

値 内容 

'disable' CC 信号出力無効 

'one-shot' CC 信号を 1パルス出力します。 

grab_image,grab_image_async,grab_image

_start の実行時にパルス出力を行います。

'digitalinput' D-sub 端子へ外部トリガ信号をそのまま、

CC 信号として出力。CC1 信号は DIN1 端子、

CC2 信号は DIN2 端子、CC3 信号は DIN3t 無

し、CC4 信号は DIN4 に対応します。 

'digitalinput-

trigger' 

端子へ外部トリガ信号を入力して、外部ト

リガ信号のエッジ検出時に CC 信号を出力。

CC1信号はDIN1端子、CC2信号はDIN2端子、

CC3 信号は DIN3 端子、CC4 信号は DIN4 端子

に対応します。 

'encoder' エンコーダカウンタの周期のタイミングで

CC 信号を出力。 

(CPZ/LPC/PEX-530221,530521 

 PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'encorder-coun

tup' 

エンコーダカウンタがカウントアップする

たびに CC 信号を出力。 

(PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'cc3_mode' 

デフォルト：'disable' 



BPC-5500 Help for Windows 

© 2008, 2015 Interface Corporation. All rights reserved. 

 
28 

 

CameraLink の CC4 出力モードを指定します。 

下記の値が Value に指定できます。 

値 内容 

'disable' CC 信号出力無効 

'one-shot' CC 信号を 1パルス出力します。 

grab_image,grab_image_async,grab_image

_start の実行時にパルス出力を行います。

'digitalinput' D-sub 端子へ外部トリガ信号をそのまま、

CC 信号として出力。CC1 信号は DIN1 端子、

CC2 信号は DIN2 端子、CC3 信号は DIN3t 無

し、CC4 信号は DIN4 に対応します。 

'digitalinput-

trigger' 

端子へ外部トリガ信号を入力して、外部ト

リガ信号のエッジ検出時に CC 信号を出力。

CC1信号はDIN1端子、CC2信号はDIN2端子、

CC3 信号は DIN3 端子、CC4 信号は DIN4 端子

に対応します。 

'encoder' エンコーダカウンタの周期のタイミングで

CC 信号を出力。 

(CPZ/LPC/PEX-530221,530521 

 PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'encorder-coun

tup' 

エンコーダカウンタがカウントアップする

たびに CC 信号を出力。 

(PEX-H530821,PEX-H530922 専用) 

'cc4_mode' 

デフォルト：'disable' 

'cc1_pulse' CC1 信号のパルス幅を設定します。 

5μs 単位で設定可能です。 

1～1023(5～5115μs)が Value に指定できます。 

デフォルト：1 

'cc2_pulse' CC2 信号のパルス幅を設定します。 

5μs 単位で設定可能です。 

1～1023(5～5115μs)が Value に指定できます。 

デフォルト：1 

'cc3_pulse' CC3 信号のパルス幅を設定します。 

5μs 単位で設定可能です。 

1～1023(5～5115μs)が Value に指定できます。 

デフォルト：1 

'cc4_pulse' CC4 信号のパルス幅を設定します。 

5μs 単位で設定可能です。 

1～1023(5～5115μs)が Value に指定できます。 

デフォルト：1 

'encoder_cycle' エンコーダカウンタの周期 

再セットすることでリセットされます。 

1～16777215 が Value に指定できます。 

デフォルト：16777215 
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エンコーダカウンタのスタート条件 

 

下記の値が Value に指定できます。 

値 内容 

'normal' 都度カウントアップする 

'digialinput' 汎用デジタル入力 DIN1 の入力状態が

Low(0)→High(1)へ変化した時にカウント

アップが開始されます。 

'z-phase' Z 相へ 1 パルス入力したときに、カウント

アップが開始されます。 

'encoder_start' 

デフォルト：'normal' 

エンコーダカウンタのカウント方向を指定します。カウント

方向に関する詳細は CameraLink 画像入力モジュールのハー

ドウェアマニュアルをご参照ください。 

 

下記の値が Value に指定できます。  

値 内容 

'normal' 通常方向 

'reverse' リバース方向 

'encoder_direction' 

デフォルト：'normal' 

'encoder_edge' エンコーダカウンタの逓倍 

1,2,4 が Value に指定できます。 

デフォルト：1 

エンコーダカウンタのカウンタ方法 

 

下記の値が Value に指定できます。 

(差動入力) 

値 内容 

'single-phase' 単相パルスカウント 

'phase-shifted' 位相差パルスカウント 

(シングルエンド入力) 

※PEX-H530821,PEX-H530922 専用機能 

値 内容 

'single-phase-single-ended' 単相パルスカウント 

'phase-shifted-single-ended ' 位相差パルスカウント 

'encoder_mode' 

 

'serial_timeout' シリアル通信のタイムアウト時間を指定。 

0～4294967295 が Value に指定できます。 

デフォルト:1000 

'serial_message' シリアル通信の送信文字列です。 

カメラによる制御コード(STX,ETR など)も含めた文字列を

Value に指定します。 
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シリアル通信の受信用スレッドを起動します。 

16 文字以上の受信文字列を取得する場合に有効。 

下記の値が Value に指定できます。 

値 内容 

'enable' スレッドを起動します。 

'disable' スレッドを起動しません。 

'serial_thread' 

デフォルト：'disable' 

PoCL 規格のカメラを接続している場合、電源を出力します。

CPZ/LPC/PEX-530421,530521,PEX-H530922 専用です。 

値 内容 

'enable' 電源 ON 

'disable 電源 OFF 

'power_on' 

デフォルト：'disable' 

 

Value 
Param で指定したパラメータの値を指定します。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\BPC5500\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
 

set_framegrabber_param(AcqHandle, ‘grab_timeout’, 100) 
grab_image(Image, AcqHandle) 

 

close_framegrabber(AcqHandle) 

画像取り込みのタイムアウト時間を 100ms に設定して画像取り込みを開始します。 
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9. get_framegrabber_param 
【機能】 

画像入力インタフェースモジュールから指定したパラメータを取得します。 

 

【書式】 

get_framegrabber_param(::AcqHandle, Param, Value:) 

 

【パラメータ】 

AcqHandle 
open_framegrabber でオープンした画像入力インタフェースモジュールのハンドルを指定

します。 

 

Param 
パラメータの種類を指定します。 

下記のパラメータを指定してください。 

 

NTSC、CameraLink 共通： 

パラメータ 説明 

'revision' HALCON インタフェースのリビジョンを取得します。 

'grab_timeout' grab_image,grab_image_async のタイムアウト時間を ms 単

位で取得します。 

'num_buffers' 確保するフレームバッファの数を取得します。 

'continuous_grabbing' 連続フレーム取り込みモード設定の有無を取得します。 

'enable','disable'のいずれかが返されます。 

'continuous_frame_cnt' 連続フレーム取り込みのフレーム数を取得します。 

汎用入力のデジタル値です。 

0～255 の値が返されます。 

ここで取得した値を 2 進数で表したときのビットアサイン

でデジタル入力値が分かります。ビットと入力点の対応は下

記のようになります。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

IN8 IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 

'digital_input_value' 

0:High を出力、1:Low を出力 

 

NTSC 専用： 

パラメータ 説明 

'port' 多チャンネル製品のみ対応。 

使用しているチャンネル番号が返されます。 
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CameraLink 専用： 

パラメータ 説明 

'volatile' volatile モードの状態を取得します。 

'enable','disable'のいずれかが返されます。 

'thin_out_pixel' ピクセル間引きを取得します。 

'thin_out_line' ライン間引きを取得します。 

'grab_trigger' 外部トリガによる画像取り込みの動作を取得します。 

'disable','start','one_shot'のいずれかが返されます。 

'cc1_mode' CameraLink の CC1 出力モードを取得します。 

'disable','one-shot','digitalinput', 

'digitalinput-trigger','encoder','encorder-countup' 

のいずれかが返されます。 

'cc2_mode' CameraLink の CC2 出力モードを取得します。 

'disable','one-shot','digitalinput', 

'digitalinput-trigger','encoder', 'encorder-countup' 

のいずれかが返されます。 

'cc3_mode' CameraLink の CC3 出力モードを取得します。 

'disable','one-shot','digitalinput', 

'digitalinput-trigger','encoder', 'encorder-countup' 

のいずれかが返されます。 

'cc4_mode' CameraLink の CC4 出力モードを取得します。 

'disable','one-shot','digitalinput', 

'digitalinput-trigger','encoder', 'encorder-countup' 

のいずれかが返されます。 

'cc1_pulse' CC1 信号のパルス幅を取得します。 

5μs単位の値です。 

1～1023(5～5115μs)が返されます。 

'cc2_pulse' CC2 信号のパルス幅を取得します。 

5μs単位の値です。 

1～1023(5～5115μs)が返されます。 

'cc3_pulse' CC3 信号のパルス幅を取得します。 

5μs単位の値です。 

1～1023(5～5115μs)が返されます。 

'cc4_pulse' CC4 信号のパルス幅を取得します。 

5μs単位の値です。 

1～1023(5～5115μs)が返されます。 

'encoder_cycle' エンコーダカウンタの周期を取得します。 

'encoder_counter' エンコーダカウンタの値を取得します。 

'encoder_start' エンコーダカウンタのスタート条件を取得します。 

'normal','digitalinput','z-phase'のいずれかが返されます。

'encoder_direction' エンコーダカウンタのカウント方向を取得します。 

'normal','reverse'のいずれかが返されます。 

'encoder_edge' エンコーダカウンタの逓倍を取得します。 

1,2,4 のいずれかが返されます。 
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'encoder_mode' エンコーダカウンタのカウンタ方法を取得します。 

'single-phase','phase-shifted' 

'single-phase-single-ended ','phase-shifted-single-ended '

のいずれかが返されます。 

'serial_timeout' シリアル通信のタイムアウト時間を取得します。 

'serial_message' シリアル通信の受信文字列を取得します。 

'serial_thread' シリアル通信の受信用スレッドの状態を取得します。 

'enable','disable'のいずれかが返されます。 

'power_on' PoCL 規格カメラへの電源出力状態を取得します。 

'enable','disable'のいずれかが返されます。 

 

Value 
Param で指定したパラメータの値を取得します。 

 

【戻り値】 

正常終了した場合は、値 2(H_MSG_OK)を返します。 

それ以外の値については、HALCON のマニュアルをご参照ください。 

 

【使用例】 

open_framegrabber(‘InterfaceCL’,1,1,0,0,0,0,’default’,-1,’default’,-1,’default’, 
’C:\\Program Files\\Interface\\GPC5300\\Samples\\CamFile\\Sony_XCL-1000.cfg’, 
‘IFIMGCML1’,-1,-1,AcqHandle) 
 

get_framegrabber_param(AcqHandle, ‘grab_timeout‘,Value) 
 

close_framegrabber(AcqHandle) 

タイムアウトの値を取得します。 
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第5章 サンプルプログラム 

以下、各サンプルプログラムの概要を説明します。 

 

5.1 NTSC_Capture_simple.dev 
【概要】 

デバイス名 IFIMGST1 のデバイスに対して、連続画像取り込みモードに設定します。 

取り込みは grab_image_async を 100 回繰り返します。 

 

5.2 NTSC_Capture_channel.dev 
【概要】 

デバイス名 IFIMGST1 のデバイスに対して、連続画像取り込みモードに設定します。 

取り込みは grab_image_async を 1 チャンネルあたり 100 回繰り返します。 

1～5 の各チャンネルを切り替えます。 

 

5.3 CL_Capture_simple.dev 
【概要】 

デバイス名 IFIMGCML1 のデバイスに対して、連続画像取り込みモードに設定します。 

取り込みは grab_image_async を 100 回繰り返します。 

本サンプルプログラムでは Teli 製カメラ CS6940CL で作成しています。接続カメラに修正し直

してご使用ください。 

 

5.4 CL_Capture_encoder.dev 
【概要】 

デバイス名 IFIMGCML1 のデバイスに対して、連続画像取り込みモードに設定します。 

ラインカメラを指定し、エンコーダカウンタは位相差、1 逓倍、通常方向に設定しています。

カウンタ周期は 1000 パルスです。 

トリガモードはカウンタ周期時に取り込み開始するように設定しています。 

取り込みは grab_image_async を 100 回繰り返します。 

本サンプルプログラムでは BASLER 製カメラ L101k-2k で作成しています。接続カメラに修正し

直してご使用ください。 

 

5.5 CL_Capture_cc.dev 
【概要】 

デバイス名 IFIMGCML1 のデバイスに対して、シリアル通信でカメラをトリガシャッタモードに

切り替えます。CC 信号の設定を行っています。 

取り込みは grab_image_async を 100 回繰り返します。 

本サンプルプログラムでは Teli 製カメラ CS6940CL で作成しています。接続カメラに修正し直

してご使用ください。 
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第6章 補足情報 

 

6.1 カメラコンフィグファイル 
BPC-5500 は、各メーカの CameraLink のカメラコンフィグファイルを提供していますが、ご使用のカ

メラによっては存在しないファイルもあります。 

Windows ドライバ製品 GPC-5300 にもカメラコンフィグファイルを提供していますので、ご使用のカ

メラコンフィグファイルが存在している可能性がございます。 

ここので弊社オリジナルのカメラコンフィグファイルについて説明します。 

ファイル拡張子は cfg としてください。 

カメラコンフィグレーションファイルの書式です。 

使用するカメラの仕様に合わせて“設定値”を決定してください。 

 

書式 設定値 

[CamType] 

TYPE = 設定値 

POCL = 設定値 

CONF = 設定値 

カメラのタイプを指定します。 

TYPE 

 0：エリアカメラ 

 1：ラインカメラ※1 

POCL 

 0：カメラは PoCL 規格でない。 

 1：カメラは PoCL 規格である。 

CONF 

 0：Base Configuration 

 1：Medium Configuration 

 2：Full Configuration 

CONF は省略することが出来ます。 

省略した場合BaseConfigurationとして設定され

ます。※2 

[AreaSet] 

H_CNT = 設定値 

H_BLK = 設定値 

V_CNT = 設定値 

V_BLK = 設定値 

有効画像エリアの指定です。※3 

 H_CNT 水平有効期間（1～4095）※4 

 H_BLK 水平無効期間 (1～4095)  

 V_CNT 垂直有効期間 (1～4095) ※5 

 V_BLK 垂直無効期間 (1～4095) ※6 

[CamMode] 

FORMAT = 設定値 

カメラの映像出力を設定します。※7 

 0 : RGB24bit 

 1 : モノクロ 8bit 

 2 : モノクロ 10bit 

 3 : モノクロ 12bit 

 4 : モノクロ 14bit 

 5 : モノクロ 16bit 

 6 : Bayer 配列 8bit 

 7 : Bayer 配列 10bit 

 8 : RGB30bit 

 9 : RGB36bit 
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[CamMode] 

OUTMODE = 設定値 

 

カメラの動作方式※8 

 0 : 標準 

 1 : 2 倍速 

 2 : 3 倍速 

 3 : 4 倍速 

 4 : 8 倍速(Full Configration 専用) 

 5 : 2 倍速 同時出力(Mode1) 

 6 : 2 倍速 同時出力(Mode2) 

 7 : 2 倍速 同時出力(Mode3) 

 8 : 2 倍速 同時出力(Mode4) 

 9 : 2 倍速 同時出力(Mode5) 

10 : 4 倍速 同時出力 

11 : 8 倍速 同時出力(Full Configration 専用)

[Serial] 

BAUD = 設定値 

カメラのシリアルボーレートです。 

 0 : シリアルなし(未使用) 

 1 : 9600bps 

 2 : 19200bps 

 3 : 38400bps 

 4 : 57600bps 

 5 : 115200bps 

[CC] 

CC1 = 設定値 

CC2 = 設定値 

CC3 = 設定値 

CC4 = 設定値 

カメラコントロール信号の使用の有無です。 

 0 : 使用 

 1 : 未使用 

※1 CPZ/LPC/PEX-530221, 530521, PEX-H530821, H530922, H531021, H531122, H531221 専用

です。 

※2 Medium/Full Configuration の指定は、PEX-H530821, H531021, H531221 専用です。また、

それ以外の型式で Medium/Full Configuration を指定した場合、もしくは「CONF」を省略し

た場合は Base が設定されます。 

※3 水平有効期間、水平無効期間、垂直有効期間、垂直無効期間については、 

製品のハードウェアマニュアルに記載しています。 

※4 CPZ/LPC/PEX-530221, 530521, PEX-H530821, H530922, H531021, H531122, H531221 

 使用時、ラインカメラモードの場合、 大 65535 となります。 

 PEX-H530821, H530922, H531021, H531122, H531221 を使用する場合、 

 8 の倍数になるように設定してください。 

※5 ラインカメラモードの場合、1と設定してください。 

1以上に設定すると画像データはX－Yのエリア画像として扱われ見かけ上エリアカメラモ

ードとして使用する事ができます。画像はフレーム単位で制御します。 

※6 ラインカメラモードの場合、0と設定してください。 

※7 PEX-H530821, H531021, H531221 のみ FORMAT に「0～9」を設定することが出来ます。 

それ以外の製品では「0～7」を設定することが出来ます。 

※8 PEX-H530821, H531021 は OUTMODE に「0～8」を指定することが出来ます。 

PEX-H531221 は OUTMODE に「0～11」を指定することが出来ます。 

PEX-H530922, H531122 は OUTMODE に「0～3」を指定することが出来ます。 

それ以外の製品では OUTMODE に「0～2」を指定することが出来ます。 
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・2 倍速のカメラの並び替えの種類 

A11 A21 Ax1 B11 B21 Bx1

A1y A2y Axy B1y B2y Bxy

2 倍速同時入力(Mode1)

2 倍速同時入力は A,B の各画素データを 1 クロックで 2 ピクセル同時に入力します。

同時入力の各モードについては以下の図を参照して下さい。

2 倍速同時入力(Mode3)

A11A21Ax1 B11 B21 Bx1

B1y B2y BxyA1yA2yAxy

2 倍速同時入力(Mode2)

A11 A21 Ax1 B11B21Bx1

A1y A2y Axy B1yB2yBxy

2 倍速同時入力(Mode4)

A11A21Ax1

A1yA2yAxy

B11B21Bx1

B1yB2yBxy

A11 A21 Ax1

B11 B21 Bx1
A1y A2y Axy

B1y B2y Bxy

2 倍速同時入力(Mode5)
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・4 倍速以上のカメラの並び替えの種類 

4 倍速同時入力は A, B, C, D の各画素データを 1 クロックで 4 ピクセル同時に入力します。

A11 A21 Ax1

A1y A2y Axy

B11 B21 Bx1

B1y B2y Bxy

C11 C21 Cx1

C1y C2y Cxy

D11 D21 Dx1

D1y D2y Dxy

A11 A21 Ax1

A1y A2y Axy

B11 B21 Bx1

B1y B2y Bxy

C11 C21 Cx1

C1y C2y Cxy

D11 D21 Dx1

D1y D2y Dxy

E11 E21 Ex1

E1y E2y Exy

F11 F21 Fx1

F1y F2y Fxy

G11 G21 Gx1

G1y G2y Gxy

H11 H21 Hx1

H1y H2y Hxy

8 倍速同時入力は A, B, C, D, E, F, G, H の各画素データを 1 クロックで 8 ピクセル同時に入力します。
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例）エリアカメラのカメラコンフィグファイルの書き込み例 

[CamType] 

TYPE = 0 

POCL = 0 

[AreaSet] 

H_CNT = 640 

H_BLK = 139 

V_CNT = 480 

V_BLK = 0 

 

[CamMode] 

FORMAT = 0 

 

[CamMode] 

OUTMODE = 0 

 

[Serial] 

BAUD = 1 

 

[CC] 

CC1 = 1 

CC2 = 0 

CC3 = 0 

CC4 = 0 
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例）ラインカメラのカメラコンフィグファイルの書き込み例 

[CamType] 

TYPE = 1 

POCL = 0 

[AreaSet] 

H_CNT = 1024 

H_BLK = 0 

V_CNT = 1 

V_BLK = 0 

 

[CamMode] 

FORMAT = 0 

 

[CamMode] 

OUTMODE = 0 

 

[Serial] 

BAUD = 1 

 

[CC] 

CC1 = 1 

CC2 = 0 

CC3 = 0 

CC4 = 0 
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第7章 重要な情報 

 

保証の内容と制限 

弊社は本ドキュメントに含まれるソースプログラムの実行が中断しないこと、またはその実行に

誤りが無いことを保証していません。 

本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。 

 

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などがあっ

た場合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の情報に

起因するいかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。 

ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があり

ます。 

 

著作権、知的所有権 

弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。   

本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。 

 

医療機器/器具への適用における注意 

弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、製

造された物では有りません。 

弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査機

器と共に設計された物では有りません。 

医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などにより、

損傷/損害を引き起こす場合が有ります。 

 

複製の禁止 

弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うことは

できません。 

 

責任の制限 

弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損害、

間接的な損害、重大な損害について、責任を負いません。 

 

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる

結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。 

 

本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延）、性能もしくは使用に起因する付帯的

損害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する

改良（正常に動作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものとしますので、

予めご了承ください。 

 

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊

社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サ

ポート等は行っておりません。 
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商標/登録商標 

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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