
－ソフトの起動－ 

 

コントロールソフトのアイコン 

 

画面上にある"HV_F202SCL_Control.exe"をダブルクリックしてください。 

画面中央に通信選択ダイアログが現れます。 

 

－通信設定－ 
①～③のいずれかの方法でカメラと通信します。 

 

[各部説明] 

①RS-232C Setting  ( カメラリンクボードが 仮想 COM ポートをサポートする場合に使用可能です。) 

カメラリンクボードに割り当てられた COM ポート番号を選択します。 

（HV-F202SCL は 9600 固定です。） 

 

②CameraLink Board （CameraLink 規格 V1.0 方式の制御） 

ボードメーカから提供された DLL を使用してのカメラリンク接続により制御します。 

現在カメラと接続しているボードのメーカを選択します。｢Euresys｣｢Matrox｣以外のメーカのボードを使用するときは

｢Other Factory ｣を選択して、DLL 名を直接入力するか｢Browse｣ボタンから DLL を参照します。 

 

③Camera Link V1.1 (Camera Link V1.1 方式の制御) 

インストールされているカメラリンクボードが V1.1 をサポートしている時選択可能です。 

CL ALL ボタンを押し、使用するカメラリンクボードを選択してください。 

 

④OPEN/CLOSE 

・OPEN  ： 選択した設定にしたがって通信を開始します。 

・CLOSE ： 通信を終了します。 

 



－コントロール画面－ 

 

 

[各部説明] 

①TRIGGER 

トリガに関する設定です。 

・MODE  ： モードの切り換えです。 

    OFF ・・・・・・・・ トリガ OFF 

    FIXED ・・・・・・ 固定シャッタモード 

    1TRIG ・・・・・・ ONE トリガモード 

    VD CONT  ・・・・・・ VD 同期モード 

・SOURCE ： トリガソースの設定です。 

    CC1 ・・・・・・・・ カメラリンクケーブルからトリガ信号を入力します。 

    7pin ・・・・・・・ 12 ピンコネクタの７ピンからトリガ信号を入力します。 

    9pin ・・・・・・・ 12 ピンコネクタの 9 ピンからトリガ信号を入力します。 

 

・POLARITY ： トリガ信号の極性の設定です。 

 



②SHUTTE SPEED 

電子シャッタのスピードを変更します。 

・OFF  ： 電子シャッタを OFF(1/30s) にします。 

・1/30 ～ 1/50000： 選択したシャッタースピードになります。 

・VARIABLE ： バリアブルシャッタモードになります。 

スライダーバーで 1/100000ｓ～10ｓの範囲で露光時間を設定できます。 

③GAIN 

電気感度の設定です。0dB(1 倍)～12dB (4 倍)の範囲で設定できます。 

 

④BRIGHTNESS 

黒レベルの設定です。0～255 の範囲で設定できます。 

 

⑤GAMMA 

ガンマ補正の設定です。 (LUT が OFF の場合のみ有効です。) 

・ON/OFF ： ガンマ補正を ON/OFF します。 

・LEVEL  ： ガンマ補正レベルを 0(γ=1.0)～255(γ≒0.45) の範囲で設定できます。 

⑥KNEE 

ニー補正の設定です。(LUT が OFF の場合のみ有効です。) 

・ON/OFF ： ニー補正を ON/OFF します。 

・KNEE POINT ： ニー補正の開始点を 0 ～ 32 の範囲で設定します。 

・KNEE SLOPE ： ニー補正の係数（傾き）を 0 ～ 159 の範囲で設定します。 

 

⑦LUT 

ルックアップテーブルの設定です。 

 ・ON/OFF ： ルックアップテーブル機能を ON/OFF します。 

・TABLE  ： ルックアップテーブル設定用ダイアログ（下図）を表示します。 

 

 

・READ ： カメラからデータを読み込み表示します。 

・WRITE ： グラフ表示のデータをカメラにデ設定します。 

・STEP ： 設定マーカーの精度を指定します。 

・PRESET ： γ=1.0 または、γ=0.45 を設定します。 

・COLOR ： 設定する色を選択します。 

・CSV DATA： グラフのルックアップテーブルデータを   

         PC に CSV 形式で保存（/読出）します。 

 

（グラフのマーカー部分をドラッグし編集できます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑧SHARPNESS 

シャープネス（輪郭補正）の設定です。 

・ON/OFF ： シャープネスを ON/OFF します。 

・LEVEL  ： シャープネスの強さを 0～255 の範囲で設定できます。 

 

⑨ALC 

信号レベルの自動調整に関する設定です。 

・OFF  ： AGC と AES を OFF にします。（MANUAL ゲイン、MANUAL シャッタ） 

・AGC  ： AGC（自動電気感度） のみ ON にします。 

・AES  ： AES（自動電気シャッター）のみ ON にします。 

・AGC&AES ： AGC と AES の両方を ON にします。 

・VIDEO LEVEL ： 自動調整の基準映像信号レベルを設定します。（標準:128 ） 

 

⑩WHITE BALANCE 

ホワイトバランスの設定です。 

・ATW  ： ホワイトバランスをリアルタイム補正モードにします。 

・MANUAL ： ホワイトバランスをマニュアル調整モードにします。 

・R-GAIN ： 赤色のゲインを調整します。 

・B-GAIN ： 青色のゲインを調整します。 

・ADJUST ： ホワイトバランスを 1 回だけ自動調整します。（ワンプッシュ調整） 

 

⑪PAINT BLACK 

ペイントブラック （色別ブラックレベルオフセット調整） 

・ON/OFF ： ペイントブラック機能を ON/OFF します。 

・RED  ： 赤色のブラックオフセットを設定します。 

・GREEN  ： 緑色のブラックオフセットを設定します。  

・BLUE  ： 青色のブラックオフセットを設定します。 

 

⑫MASKING 

6 色独立マスキング。（任意の色の飽和度と色相を独立して調整できます。） 

・ON/OFF ： マスキング機能を ON/OFF します。 

・SATURATION ： 各色の飽和度を 0～255 の範囲で設定します。 

・HUE  ： 各色の色相を 0～255 の範囲で設定します。 

 

⑬WHITE SHADING  

ホワイトシェーディング補正（ 色/輝度のムラを低減します。） 

・ON/OFF ： ホワイトシェーディング補正を ON/OFF します。 

・ADJUST ： ホワイトシェーディング補正を自動調整します。 

（自動調整の前に、全面白の被写体を撮影し、信号レベルが飽和しないように明るさを 

調整してください。） 

⑭CAMERA LINK 

カメラリンクに関する設定です。 

・SYNC  ： 水平/垂直の同期信号を FVA/LVA 、または HD/VD に設定します。 

・DATA BIT ： 出力データビット数を 24bit(8bitx3),30bit(10bitx3 又は 36bit(12bitx3)で選択できます。 

⑮OUTPUT 

12 ピンコネクタの 10 ピンから出力する信号の選択です。 

・OFF  ： 何も出力しません。 

・FLASH  ： フラッシュパルス(ストロボ)を出力します。 

・VD  ： カメラの VD を出力します。 

 (POLARITY で信号の極性を切り替え可能です。) 



⑯WHITE SPOT CORRECTION 

白傷（画素欠陥）補正。（出荷時に調整されているため、通常は実行する必要はありません。） 

 ・ON/OFF ： 白傷補正を ON/OFF します。 

 ・DETECT ： 調整用ダイアログ（下図）を表示します。 

  

・DETCT  ：白傷の自動検出を実行します。 

・THRESHOLD LEVEL：白傷検出の閾値を設定します。 

・READ  ：白傷データをカメラから読み出します。 

 

注：自動検出を行う場合はレンズを閉じてから実行してください。 

   検出できる画素は各色 64 個までです。 

（Number of detect is over と表示される場合は  

THRESHOLD LEVEL の値を大きくしてください。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰MEMORY 

カメラ設定をロードまたはセーブします。（4 つのユーザメモリを選択できます。） 

・LOAD   ： ユーザ設定ファイル 1～4,または工場出荷設定（DEFAULT）をロードします。 

                 （ 後にロードした設定が次回電源起動時の設定となります。） 

・SAVE   ： 現在のカメラの設定は ユーザ設定ファイル 1～4 にセーブします。 

⑱Interface 

ソフトの起動中にカメラと PC を再接続したときに使用します。 

・Read From Camera ： カメラから①～⑮の情報を読み込む。 

・Write To Camera  ： カメラに①～⑮の情報を書き込む。 

・MANUAL COMMAND ： カメラ制御コマンドを直接設定する場合に使用します。 

 

⑲Help 

ソフトのバージョンを表示します。 

 

⑳Special -> FACTORY SETTING 

白傷補正データを除く全ユーザ設定内容を工場出荷設定に初期化します。 

 


