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Foreword （まえがき）
JIIA (Japan Industrial Imaging Association) is the Japanese machine vision standards body.
The initial development of CoaXPress was by the CoaXPress Consortium.

The JIIA CoaXPress

Technical Committee is responsible for the preparation and maintenance of this standard.
Contributions to the standard are also made by the CoaXPress Consortium and the CoaXPress
Liaison Group, which is for members of the AIA (Automated Imaging Association) and EMVA
(European Machine Vision Association).
JIIA （日本インダストリアルイメージング協会）はマシンビジョン向け規格を策定する日本の団体である。
CoaXPress の初期開発は CoaXPress コンソーシアムによって行われた。JIIA の標準化委員会は CoaXPress の
正式な規格化とその保守を担当する。CoaXPress コンソーシアムおよび AIA (Automated Imaging Association)
と EMVA (European Machine Vision Association)からの有志によって結成された CoaXPress リエゾン委員会も
この規格化に協力を行った。
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Scope （適用範囲）

The CoaXPress digital interface was developed for high speed image data transmission and intended
mainly for Machine Vision applications. The interface is also suitable for other imaging applications and
for high speed data transmission in other fields.
CoaXPress uses 75 Ω coaxial cable as a physical medium.
CoaXPress デジタルインターフェースは主にマシンビジョン用途の高速画像伝送として開発された。本インターフ
ェースは単に画像伝送に限らず，他の用途の高速データ伝送にも使用できる。
CoaXPress は伝送用物理媒体として 75Ωの同軸ケーブルを使用する。
2

Normative Reference （引用規格）

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.
 IEC 61169-8 Ed. 1.0:2007, Radio-frequency connectors ― Part 8: Sectional specification ― RF
coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock ―
Characteristic impedance 50 ohm (type BNC)
 IEC 61169-8 Ed. 1.0 Annex A.:2007, Information for interafce dimensions of 75Ω characteristic
impedance connector with unspecified reflection factor
次に掲げる参考文書は，この文書の適用において不可欠のものである。発行年度が記載されている参考文書に
ついては，参照した版を適用する。発行年度が記載されていない参考文書については，参考文書の最新版を
（すべての改訂も含めて）適用する。
 IEC 61169-8 Ed. 1.0:2007，無線周波数コネクタ－第 8 部：品種別通則 ― 差込みロック付 6.5 mm (0.256 in)
外部導体の内径をもつ RF 同軸コネクタ ― 特性インピーダンス 50 オーム(タイプ BNC)
 IEC 61169-8 Ed. 1.0 Annex A.:2007，未規定の反射要素を伴う 75Ω特性インピーダンスコネクタのインターフ
ェース外径情報
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References and Definitions of Terms （参照と用語の定義）

3.1

Definition of Terms （用語の定義）

Device

Can be any type of system that generates and transmits images or high speed data, as
long as it is further responding and acting according to the CoaXPress specification. In
most cases the Device will be a digital camera. A Device connection can also be on a
frame grabber to allow for daisy chaining or data forwarding.

デバイス

「CoaXPress 規格に則って反応・作動する，あらゆる画像発生及び画像，高速データ伝送機器」と
定義可能<CAN>であるもの。ほとんどの場合，デバイスはデジタルカメラと考えられる。デイジー
チェーン，またはデータフォワードのためにフレームグラバにデバイスコネクションを配置すること
も可能である<CAN>。

Host

Can be any type of system that receives, records, processes or displays high speed data,
as long as it is further responding and acting in accordance with the CoaXPress
specification. In most cases the Host will be a simple interface card, or more powerful
frame grabber or image processor.

ホスト

「規格に則って反応・作動する，あらゆる高速データ受信・記録・プロセス・ディスプレイ機器」と定
義可能<CAN>であるもの。ほとんどの場合，ホストはシンプルなインターフェースカード，あるいは
より性能の高いフレームグラバまたはイメージプロセッサと考えられる。
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3.2

Abbreviations （略称）

 CXP

CoaXPress （コアックスプレス）

 DT

Device Transceiver circuit （デバイストランシーバ回路）

 Gbps

Giga bit per second, 109 bits per second（ギガビット毎秒）

 HT

Host Transceiver circuit （ホストトランシーバ回路）

 Mbps

Mega bit per second, 106 bits per second （メガビット毎秒）

 OCP

Over Current Protection （過電流保護）

 PoCXP

Power over CoaXPress （パワーオーヴァーコアックスプレス）

 ppm

parts per million （百万分率）

 PRU

Power Receiving Unit （受電ユニット）

 PTU

Power Transmitting Unit （送電ユニット）

 ROI

Region Of Interest （関心領域または対象領域）

3.3

JIIA NIF-001-2010

Conventions （慣例）

“Shall” means a mandatory requirement.
<SHALL>は必須要件を意味する。
“Can” means an optional feature.
<CAN>はオプション要件を意味する。
Comments written in italic text do not form part of the specification, but are intended to help understand
the requirements of the specification.
イタリック字体で記述されている部分はこの規格を成すものではないが，この規格の要求事項を理解する助けとな
ることを意図している。
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4
4.1

Introduction to CoaXPress （CoaXPressの序説）
Overview （概要）

CoaXPress is an interface to connect Devices (typically cameras) to Hosts (typically frame grabbers). It
combines the simplicity of coaxial cable with state of the art high speed serial data technology, allowing
up to 6.25 Gbps data rate per cable, plus device control and power in the same cable.
CoaXPress is a point to point scalable interface. The physical medium between the Device and Host is
75Ω coaxial cable.
An interface consists of one master link and optional extension links. Each link is associated with a coax
cable. At the Device links are numbered, 0 for Master, and 1 to (n-1) for (n-1) extension links.
CoaXPress はデバイス（通常はカメラを指す）とホスト（通常はフレームグラバを指す）を接続するためのインターフ
ェースのひとつである。シンプルな同軸ケーブルと最新の高速シリアルデータ技術を組み合わせ，ケーブル当た
り最高 6.25Gbps のデータ伝送に加え，その同一ケーブルにてデバイス制御と電源供給までも可能にする。
CoaXPress はポイントツーポイントで接続する拡張可能なインターフェースである。デバイスとホストは 75Ωの同軸
ケーブルで接続する。
インターフェースは 1 本のマスタリンクとオプションの拡張リンクで構成される。各リンクは 1 本の同軸ケーブルに
関連付けられる。デバイス側にてマスタには 0 の番号が，(n – 1)本の拡張リンクには１～(n - 1)の番号が割り当て
られる。

Device

0

coax

1

coax

n-1

coax

Master link
Host
Extension link

Figure 1 ― CoaXPress physical topology

デバイス

0

同軸

マスタリンク

1

同軸

拡張リンク

n-1

同軸

拡張リンク

図 1 ― CoaXPress 物理トポロジ
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Each link provides the following signaling connections:
 A high speed serial link (usually Device to Host downlink), at up to 6.25 Gbps.
 A low speed serial link (usually Host to Device uplink), at 20.83˙ Mbps

1.

 A power connection (Host to Device), up to 13W.
Comment: Future enhancements to the standard may allow a high speed link from the Host to the Device, allowing
faster triggering and communications.

各リンクは以下の各信号接続を提供する。
 6.25Gbps までのハイスピード シリアルリンク（通常はデバイスからホストへのダウンリンク）
 20.83˙Mbps のロースピード シリアルリンク（通常はホストからデバイスへのアップリンク）
 13W まで対応した電源供給（ホストからデバイスへ）
コメント： 将来的に，より高速なトリガ入力や通信に対応したホストからデバイスへのハイスピードリンクが追加になる可能性
がある。

The link protocol defines the transfer of triggers, general purpose I/O, control data and high speed
streaming data over a link.
リンクプロトコルが定義するものは１つのリンクにおける各トリガ伝送，汎用 I/O，コントロールデータおよび高速スト
リームデータである。

Device

Downlink

- Streaming data (e.g. video)
- Trigger / GPIO
- Control data

Uplink

- Trigger / GPIO
- Control data

Host

Power

Figure 2 ― Link signaling connections and data flow

1 Note – the dot after the number 3 means “3 recurring”, i.e. the bitrate is 20.833333… Mbps.

（注 ― 数字“3”の後のドット“˙”は「3 が繰り返される」という意味で，このビットレートは 20.833333...Mbps となる。）
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デバイス

ダウンリンク

- ストリームデータ (映像など)
- トリガ / GPIO
- コントロールデータ

アップリンク

- トリガ / GPIO
- コントロールデータ

ホスト

電源

図 2 ― リンクの各信号接続とデータの流れ
Both the uplink and downlink use 8B/10B coding.
Comment: 8B/10B is an industry-standard code that maps 8 bit data to 10 bit data to achieve DC balance on the
link, while also allowing clock recovery by ensuring regular transitions.

アップリンク，ダウンリンクのいずれも 8b/10b コーディングを用いている。
コメント： 8b/10b はリンク上で DC バランスをとるために 8bit データを 10bit データに変換する業界標準の符号化方式で，
規則的な遷移を保証することでクロックのリカバリも可能となっている。

4.2

Use of Coax Cable （同軸ケーブルの採用）

There are several reasons for specifying coax:
 Coax is acknowledged to be the best electrical medium for high speed data cables.
 Coax does not suffer from intra-pair skew. Intra-pair skew is an important performance limiter
for differential cables at high speeds.
 Optimal bandwidth: a single-ended medium has less than half the loss of a shielded differential pair of
the same diameter.
 Very good EMI/EMC performance.
 A large variety of possible cables allowed: thick ones for large distance, thin or flexible for shorter
distance.
 It is a low cost solution.
 It is easy to install and terminate connectors in the field.
 Terminating several coaxial cables in a common connector is relatively easy to achieve; terminating
several shielded twisted pairs in a common connector is an expensive manual time consuming task.
 There is a legacy cable infrastructure.
同軸ケーブル使用を規定する根拠を以下に挙げる：
 高速データ伝送のためのケーブルとして最高の電気特性をもつものと認められている
 ペア内スキューを気にしなくて良い。ペア内スキューは高速伝送における差動接続において性能を出せない要
因になっている

6

JIIA NIF-001-2010

Japan Industrial Imaging Association Standard

 最適な帯域：シングルエンド送信は同じケーブル外径なら差動に比べて損失を半分に抑えられる
 EMI/EMC 性能が非常に良い
 ケーブルの選択肢が豊富：太く長いケーブルから，柔軟性の高い短いケーブルまで
 ローコスト
 現場へのケーブル導入も簡単
 １つの共通コネクタにいくつかの同軸ケーブルを比較的簡単に結線できる（シールドされたツイストペア線を１つ
の共通コネクタに結線するものは製作そのものが複雑で時間がかかる）
 既にインフラに使われている歴史の古いケーブルである
In this way using coax cabling, whether a single coax or a set of coax cables is used, optimal
performance is always achieved.
同軸ケーブルを 1 本または複数で使用するいずれの場合においても用途に最適化された性能を発揮することが
できる<CAN>。
4.3

CoaXPress Speeds （CoaXPressの各スピード）

CoaXPress can operate at the speeds defined in Table 1.
Table 1 ― Supported high speed link bit rates
Bit Rate (Gbps)

Discovery Rate

1.250



2.500
3.125



5.000
6.250

Comment: Additional speeds, both lower and higher, may be defined in future revisions of the specification.

CoaXPressは表 1で定義する各スピードにて動作可能である<CAN>。
表 1 ―ハイスピードリンクでサポートする各ビットレート
ビットレート (Gbps)

ディスカバリ レート

1.250



2.500
3.125



5.000
6.250

コメント： 将来的なバージョンアップにて新たにビットレートが（現在の下限未満および上限以上に）追加される可能性がある。

A Device (camera) shall support at least one of the defined bit rates in normal operation, plus a discovery
rate (see section 10.1.2).
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Comment: Usually the bit rate will be fixed, and will be the lowest speed that can be used to suite the Device’s
performance. Unnecessary use of higher speeds will result in higher power consumption and will also
reduce maximum cable length. The number of discovery bit rates is restricted to a small number of
values to speed up the discovery process. More than one discovery bit rate is defined because a
Device’s SERDES may not support 1.25 Gbps, especially as higher speeds are added in future.

デバイス（カメラ）側は通常動作におけるビットレートおよびディスカバリレートを最低一つずつサポートすること（セ
クション10.1.2参照）<SHALL>。
コメント： 通常は各デバイスの性能に間に合う程度の低いビットレート固定で使うことが予想される。余計なスピードで使用す
ると消費電力が大きくなり，ケーブル長も短くなる。ディスカバリ用ビットレートの種類はディスカバリ処理の高速化を
図るために最小限としている。複数のビットレートを用意したのは将来的にもっと高速なシステムが中心になった場
合にデバイス側の SerDes が 1.25Gbps をサポートしなくなる可能性があるためである。

A CoaXPress Host (frame grabber) shall support all the defined bit rates between 1.25 Gbps and the
highest rate it supports.
CoaXPress products shall be labeled to indicate their maximum speed as described in section 4.11 .
CoaXPress のホスト（フレームグラバ）は下限 1.25Gps からそのホスト（フレームグラバ）での上限のビットレートまで
全てをサポートすること<SHALL>。
CoaXPressの各製品にはセクション4.11 に示すようにサポートするビットレートの上限を表示するラベリングを行う
こと<SHALL>。
4.4

Link Aggregation （リンクアグリゲーション）

CoaXPress Devices can use more than one cable in order to increase the maximum speed as described
in section 4.1 above. The specification does not limit the number of cables which makes CoaXPress a
future proof interface.
Comment: CoaXPress Devices slower than 6.25 Gbps can also be used with more than one cable. In some
situations two cables running at 3.125 Gbps may be preferred to one cable at 6.25 Gbps as it will allow
for longer cable length and may result in a lower system cost (because lower cost components can be
used).

CoaXPressではセクション4.1 で述べたように伝送速度を上げるため，複数本のケーブルを用いることができる
<CAN>。ケーブルの本数には制限を設けないことで本インターフェースに将来的な拡張性をもたせている。
コメント： 6.25Gbps 未満の CoaXPress デバイスにケーブル１本でなく複数本を使用することもできる<CAN>。ケーブル 1 本
につき 3.125Gbps 伝送して 2 本構成で使った場合は，6.25Gbps をケーブル 1 本で伝送した場合より長いケーブ
ルの使用が可能となる場合があり，（低コストな部品が使用できるため）システムコストを抑えられる場合がある。
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Maximum Cable Length （最大ケーブル長）

The maximum cable length between Device and Host is dependent on the bit rate and the type of coax
cable. For this reason CoaXPress certified cables are clearly marked with the maximum speed they
support.
Example: At 6.25 Gbps the maximum cable length is around 25 meters for thin or highly flexible cables.
At the other extreme, lengths of over 200 meters are possible with thicker cables at 1.25 Gbps.
Comment: The link test mode allows for testing of the Bit Error Rate as a part of a diagnostics test, or for testing if
an existing cable in an analog system can be reused for CoaXPress.

カメラ（デバイス） ― フレームグラバ（ホスト）間の最大ケーブル長はビットレートと同軸ケーブルの種類によって決
まる。このため，CoaXPress 準拠のケーブルには各ケーブルがサポートする最大のビットレートが明記される。
例： 高褶動型ケーブルもしくは細径ケーブルにおいて 6.25Gbps の伝送を行う場合は，ケーブル長は 25ｍほどに
なる。極端な例では，1.25Gbps において太いケーブルを使うことで 200m 以上の長距離伝送も可能になる。
コメント： リンクテストモードでは診断テストのひとつとしてビットエラーレートのテスト，または従来のアナログシステムで使用し
ていたケーブルを CoaXPress にて再利用可能か判断するテストを可能にしている。

4.6

Data Communication （データ通信）

Trigger, GPIO, control data and streaming data share bandwidth. Different types of data are transferred
using a priority scheme. As a result of this priority scheme the bandwidth available for low priority data is
automatically limited by the amount of used bandwidth for high priority data.
トリガ，GPIO，コントロールデータおよびストリームデータは帯域を共有する。異なる種類のデータはある優先順位
のルールに従って伝送される。その結果，優先順位の高いデータの使用量に応じて優先順位の低いデータが自
動的に制限されるというシステムになっている。
4.7

Trigger Accuracy （トリガ精度）

Trigger sequences have the highest priority. Triggers on a high speed link have an accuracy equal to ten
transmitter bit periods, that is, better than ± 2 ns at 3.125 Gbps.
Triggers on a low speed link use an accurate timing correction value in the trigger words that allows for a
low fixed trigger latency of 3.4 µs, with an accuracy of ± 4 ns.
Comment: In case a lower latency and/or higher accuracy are needed, the up-channel of an extension link can be
used. This is not defined in the current revision of the specification.

トリガシーケンスは最も高い優先順位をもつ。ハイスピードリンクの各トリガは 1bit データ送信時間の 10 倍の精度
をもつ（これは「3.125Gbps 送信時で±2ns 超」の精度に相当する）。
ロースピードリンクのトリガはトリガワードの中に，正確なタイミング補正値をもつことによって，3.4μs という僅かな
固定レイテンシ±4ns のジッタを実現している。

9

Japan Industrial Imaging Association Standard

JIIA NIF-001-2010

コメント： より低レイテンシ／高精度なトリガを必要とする場合，拡張リンクのアップチャンネルを使用することもできる<CAN>。
ただし本リビジョンでは定義しない。

4.8

Power over Cable （ケーブルを通じての電源重畳）

The available power per cable is 13W at the Device, at a nominal 24V.
It is anticipated that 13W should be enough for most Devices with one CoaXPress connector; likewise
26W should be sufficient for Devices with two connectors (up to 12.5 Gbps); 39W for three connectors,
etc.
Should more power be needed, or if the Device is not designed to be powered over the cable, a separate
power input on the Device can be used.
CoaXPress Hosts are equipped with Device detection and short circuit protection to minimize the risk of
damage should a Device other than a CoaXPress Device be connected.
ディバイスはケーブル 1 本あたり標準電圧 24V において 13W を消費できる。
13W あれば CoaXPress のコネクタ１つでほとんどのデバイスに対応が可能だと考えられる。コネクタを２つにすれ
ば 26W まで（帯域は 12.5Gbps に）拡張でき，３つでは 39W になる。あとは省略する。
これ以上の電力が必要な場合，またはデバイスが接続するケーブルに電源を重畳する設計がなされていない場
合は電源を別にすることもできる<CAN>。
ホスト側はデバイス検出回路を装備し，CoaXPress 非対応のデバイスを接続してしまった場合などにショートが原
因となってデバイスが損傷することのないように対策する。
4.9

Data Integrity （データの整合性）

The control protocol (i.e. everything except for data) is designed to be tolerant of single bit errors. The
data itself is protected by a CRC32 checksum which signals data errors. This revision of the protocol
does not support data resend.
Comment: Data resend is not supported in the current revision because CoaXPress uses a physical medium that is
designed to be nominally error free. Adding a resend capability will significantly increase the complexity
of the protocol, add costs to the Devices that support it and decrease the real-time performance.
CoaXPress can however inform the application whether there are bit errors and then an appropriate
course of action taken.

コントロールプロトコル（＝ データを除く全て）は各シングルビットエラーが発生しても問題ないように設計されてい
る。データ自身はデータエラーの有り無しを判断する CRC32 のチェックサムで保護される。データの再送につい
ては本リビジョンではサポートされていない。
コメント： データ再送を本リビジョンでサポートしない理由は CoaXPress が通常ではエラーが発生しない物理媒体を使って
いるからである。再送機能の追加はプロトコルを著しく複雑にしてしまうおそれがあり，デバイスがこれをサポートす
るためのコストがかかり，さらにリアルタイム性が損なわれる。CoaXPress ではアプリケーションにビットエラーの発生
を通知するため，それを受けて適切な処置を行うことができる<CAN>。
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For off-line testing of the complete imaging chain (Device – Cable(s) – Host), CoaXPress has a link test
mode. In this mode the Device transmits a known data sequence at a programmable bit rate that allows
measurement of the Bit Error Rate (BER) by the Host.
This mode can be used for a quick self test during power-up, but also as a diagnostics tool (to identify
unreliable cables or connectors).
Also the link test mode can be used to verify link robustness in combination with legacy coax cables (for
example when upgrading from analog to digital cameras using existing cables).
デバイス ― ケーブル ― ホストの画像システムが成立しているかどうかオフラインで検証するために，CoaXPress
はリンクテストモードを備えている。このモードではデバイスは任意のビットレートで既知のデータシーケンスを送信
する。これによってホストはビットエラーレート（BER）を測定することができる。
このモードは電源投入時の簡易単体テストだけでなく，（信頼性の低いケーブルやコネクタを特定するための）診
断ツールとしても用いることができる<CAN>。
また，リンクテストモードは従来の同軸ケーブル（例：アナログカメラからデジタルカメラに移行したときの既存のケ
ーブル）を用いた場合においてリンクのロバスト性検証にも用いることができる<CAN>。
4.10 Plug and Play （プラグアンドプレイ）
4.10.1

General （一般情報）

CoaXPress is designed to be plug-and-play.
CoaXPress contains mechanisms for automatic link setup (bit rate, link configuration scheme, Device
detection) and Device and Host setup (image format, bit depth, data packing format, etc).
The link is designed to automatically recover after a loss of connection.
Comment: These mechanisms make CoaXPress hot-pluggable, and the protocol supports it. However this does
not imply that an application will recover if a Device is unplugged and then reconnected. Also there is
the potential for damage if a long cable with stored charge is connected.

CoaXPress はプラグアンドプレイに対応している。
CoaXPress は自動リンク設定（ビットレート，リンクコンフィグレーション，デバイス検出）とデバイス／ホスト設定（画
像フォーマット，ビット深度，データ格納フォーマットほか）のメカニズムを内包している。
リンクは接続断があった場合，自動的に修復されるよう設計されている。
コメント： このメカニズムによって CoaXPress はホットプラグを可能にしており，プロトコルもこれに対応したものになっている。
しかしながらこれはデバイスの接続断があってその後再接続されたときにアプリケーションソフトウェアが接続を修
復することを考慮したものではない。また，帯電している長いケーブルが接続された場合の損傷も懸念されることに
なる。

11

Japan Industrial Imaging Association Standard

4.10.2

JIIA NIF-001-2010

GenICam （GenICam）

CoaXPress products shall support GenICam as described in section 10.3 .
CoaXPress製品はセクション10.3 に述べるようにGenICamをサポートすること<SHALL>。
4.11 Labeling and Use of the CoaXPress Logos （各CoaXPressロゴのラベリングと使用）
The use of CoaXPress logos on prodcuts or marketing material is only allowed for products that have
been registered with JIIA. The registered products shall have been completed the compliance test
procedure and have met the requirements.
Comment: JIIA will provide compliance tests procedure and the requirements for CoaXPress products

JIIA へ登録した製品のみが CoaxPress ロゴを製品またはカタログ等に使用することが許される。登録される製品
はコンプライアンステストプロシージャを完了し，その要件を満たしていること<SHALL>。
コメント： JIIA が CoaXPress 製品のコンプライアンステストプロシージャおよび要件を提供する。

4.11.1

Official CoaXPress Logo （CoaXPressの公式ロゴ）

The design of the official CoaXPress trademarked logo is shown in Figure 3. The trademark is pending
under the Madrid Protocol.
CoaXPress公式商標ロゴの意匠を図 3に示す。この白黒のバージョンがマドリッドプロトコルにて国際商標申請中
である。

Figure 3 ― Official CoaXPress Logo
図 3 ― CoaXPress の公式ロゴ
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CoaXPress Logo Varieties （CoaXPressロゴの種類）

Varieties of CoaXPress logos are shown in Figure 4. The first row is the standard color logo, the second
row a variant for use on black backgrounds, and the third row the monochrome version. The second
column is the short-form logo to be used where space does not permit the full version.
CoaXPressの表示用ロゴ例を図 4に示す。最初の行は標準のカラーロゴ，２行目は黒背景用のもの，３行目は白
黒用である。２列目はロゴを十分に表示できるスペースがない場合に用いる省略型のロゴである。

Figure 4 ― CoaXPress logos
図 4 ― 各 CoaXPress ロゴ
Artwork is available from JIIA.
ロゴの電子データは JIIA より供給される。
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Product Labeling （製品へのラベリング）

CoaXPress compliant products shall be labeled official Logo and indication according to Table 2.
Table 2 ― Labeling of CoaXPress products depending on their allowed bit rate
Maximum operational Bit Rate per Coax
(Gbps)

Compliance
Labeling

1.250
2.500
3.125
5.000
6.250

CoaXPressに準拠する製品には表 2に準じてラベリングを行うこと<SHALL>。
表 2 ―各ビットレートに対応した CoaXPress 製品のラベリング
同軸 1 本あたりの最大動作ビットレート
(Gbps)

準拠表示用
ラベリング

1.250
2.500
3.125
5.000
6.250

This label indicates that the product meets the CoaXPress specification, with a maximum supported bit
rate per coax cable as indicated. It applies to all CoaXPress products, including Hosts, Devices and
CXP-Cables.
Cable example:

A given length of CXP-Cable marked as

conforms to all the specification

requirements for a maximum bit rate of 5 Gbps per coax. It will qualify for the lower bit rates as well. A
longer length, but using the same cable type, might only qualify as

.

Comment: This labeling is purely indicating CoaXPress compliance. The product vendor is free to label their
products to indicate other features in addition to the compliance label.

このラベルが貼られている製品は CoaXPress の仕様を満たし，同軸ケーブル 1 本あたりの最大ビットレートを伝
送可能であることを示している。ラベルはホスト，デバイス，CXP ケーブルを含む全ての CoaXPress 製品に適用さ
れる。
ケーブル表示例：

がラベリングされたケーブルでは同軸１本につき最大 5Gbps までのビットレートに対応

する。それ以下のビットレートであれば同じケーブルで十分となる。ケーブル長が伸びると，同じタイプのケーブル
を使っても

程度の性能しか出せない可能性がある。
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コメント： このラベルは純粋に CoaXPress 準拠を表示すものである。製品メーカが自社製品の他の機能を表示するためにラ
ベルを追加するのは任意となる。

4.11.4

Product Feature Bar （製品への機能表示）

It is recommended that CoaXPress product information (e.g. in brochures, adverts and websites) is
labeled with a feature bar in the style shown in Figure 5.
CoaXPress製品の情報（チラシや広告，ウェブサイト等）には図 5に示すような機能バーをつけて表示を行うことを
推奨する。

Figure 5 ― Feature bar
図 5 ― 機能バー
The first box gives the maximum speed, in the format listed in section 4.11.3, and the second box gives
the connector type and number of links.
Artwork is available from JIIA.
Comment: This gives a simple “at a glance” guide to help end users and system integrators choose compatible
cameras, cables and frame grabbers.

最初のボックスはセクション4.11.3にあるフォーマットに従って最大スピードを，２つ目のボックスにはコネクタの種
類とリンク数を記載している。
ロゴの電子データは JIIA より供給される。
コメント： これはエンドユーザやシステムインテグレータに CoaXPress に準拠したカメラ／ケーブル／フレームグラバであるこ
とが「一目で」わかるようにするためのシンプルな方法である。
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Cable and Connector Specification （ケーブルとコネクタの仕様）

5.1

Introduction （序文）

This section defines CoaXPress cables and connectors from the point of view of a manufacturer of a
Device or Host. See “Annex A: Detailed Cable Specification” for detailed cable requirements for cable
manufacturers.
CoaXPress uses 75 Ω coaxial (“coax”) cables.
A cable compliant with this specification is called a CXP-cable; a bundle of coax cables including
connectors is called a CXP-multi-cable.

At cable ends one shall have CXP-connectors, or when

grouped at ends of a CXP-multi-cable, can have CXP-multi-connectors. The connectors at the Device
and the Host side are the receiving jack CXP-connectors and jack CXP-multi-connectors.
Comment: The use of an approved CoaXPress cable is the simplest way to ensure reliable operation, particularly at
high speeds and/or long cable lengths. However at lower speeds, and/or with shorter cables, many
legacy 75Ω coax cables should operate perfectly.

本セクションでは CoaXPress のケーブルおよびコネクタについてデバイス製造者およびホスト製造者の視点から
定義している。ケーブル製造者向けの詳細な必要条件については“附属書 A: ケーブル仕様の詳細”を参照。
CoaXPress では 75Ωの同軸（“coax”）ケーブルを使用する。
この規格書に準拠しているケーブルは「CXP ケーブル」の名前で総称することとする。これには「CXP マルチケー
ブル」と称する複数の同軸を束にしたケーブルも含む。ケーブル端末はすべて「CXP コネクタ」を備えることとし
<SHALL>，CXP マルチケーブル端末の場合は「CXP マルチコネクタ」を備えることができる<CAN>。デバイスと
ホスト側のコネクタは受け側の「CXP コネクタジャック」または「CXP マルチコネクタジャック」とする。
コメント： 認定済の CoaXPress ケーブルを使用することは特に長いケーブルを高速で使用する場合に信頼性の高いシステ
ムを構築するための近道となる。比較的短いケーブルで高速でない場合はそれまで使用されてきた多くの 75Ωの
同軸ケーブルでも十分な動作が可能となる。

5.2
5.2.1

Connectors （コネクタ）
Single Connectors （シングルコネクタ）

Connectors shall be of 75 Ω-BNC type, as defined in IEC 61169-8 annex A. The connectors shall also
comply with all other requirements in IEC 61169-8 other than the requirement for 75 Ω instead of 50 Ω.
Comment: IEC 61169-8 does not define insertion loss requirements; however this requirement is included in the
overall cable and electrical characteristics defined in this specification.

コネクタは IEC 61169-8 annex A にて定義されている 75Ωの BNC 型とすること<SHALL>。コネクタは IEC
61169-8 内の 50Ωでなく 75Ωのための全ての要求仕様にも従わなくてはならない<SHALL>。
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コメント： IEC 61169-8 ではインサーションロスに関する要求仕様については定義していない。しかしながらこの要求仕様は
本規格書における全てのケーブルおよび電気特性に含まれることになる。

5.2.2

Multi-Connectors （マルチコネクタ）

CXP-multi-connectors shall not be used in systems compliant with this revision of the standard.
Comment: An approved connector type will be defined in a future revision of CoaXPress.

本規格書のこのリビジョンでは CXP マルチコネクタを使用してはならない<SHALL NOT>。
コメント： CoaXPress の将来的なリビジョンで正式なコネクタの種類が定義される予定である。

5.2.3

Couplers （カプラ）

CoaXPress cables can be joined with inline 75 Ω BNC couplers, however these will reduce the usable
cable length.
Comment: Couplers rated to at least the operational frequency should be used (e.g. 3.125 GHz for 6.25 Gbps),
however even the best may reduce cable length by around 5m at 6.25 Gbps.

CoaXPress のケーブルはインライン型の 75ΩBNC カプラに連結することができる<CAN>が，これらはケーブル長
の上限を制限すると考えられる。
コメント： 少なくとも動作周波数が見積もられたカプラを使用するべきであるが，6.25Gbps では最適なものでもケーブル長が
5m 程度短くなる可能性がある。

5.2.4

Contact Material （接点部材質）

It is recommended that the center contact is gold plated, and the outer contact either nickel or white
bronze plated.
Comment: These are proven contact materials. Nickel and white bronze (an alloy of copper, tin and zinc) are
compatible materials, i.e. they can be used together. Additional approved materials may be added in
future revisions of the standard.

中心コンタクトは金めっき，ほかの部分はニッケルめっきまたはホワイトブロンズめっきを推奨する。
コメント： これらは実績のあるコンタクト材質（めっき処理）である。ニッケルめっきとホワイトブロンズめっき（銅，錫および亜鉛
の合金）には互換性がある（混在して使用することも可能<CAN>）。本規格の将来的なリビジョンでほかの承認され
た材質（めっき処理）が追加される可能性あり。

5.3

Multiple Cables for Link Aggregation （リンクアグリケーション用マルチケーブル）

When more than one physical cable is used to form a link, all the cables shall be nominally the same type
and length. The difference in length of the cables shall be less than 1m.
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Comment: This is to limit the skew in data packets between the multiple cables, and hence to minimize the FIFO
requirements at the Host to realign the data. A 1m difference corresponds to approximately a 5ns skew,
which is 4 words at 25 Gbps, so easily handled by a FIFO.

リンクを形成するために複数のケーブルを使う場合は，全てのケーブルを同じ構成，同じ長さにすること
<SHALL>。各ケーブル長の差異は 1m 未満とすること<SHALL>。
コメント： これはケーブル間のデータパケットについてスキューのばらつきを抑え，ホスト側の FIFO にてデータの再アライメ
ントを行う必要性を最小限に抑えることにもなる。1m の差異は 5ns のスキューに相当し，これは 25Gbps において 4
ワード分に相当するため，FIFO を使用することで簡単に扱える。

5.4

Connector Indicator Lamps （コネクタの表示ランプ）

It is recommended that Devices and Hosts have an indicator lamp by each connector. If fitted, these
lamps shall include the following indications:
Table 3 ― Connector indicator lamp states
State

Indication

No power

Off

System booting

Solid orange

Powered, but nothing connected
(not applicable to a Device reliant on PoCXP power)

Slow pulse red

Link detection in progress, PoCXP active

Fast flash green
Shown for a minimum of 1s even if the link
detection is faster

Link detection in progress, PoCXP not in use

Fast flash orange
Shown for a minimum of 1s even if the link
detection is faster

Device / Host incompatible, PoCXP active

Slow flash alternate red / green

Device / Host incompatible, PoCXP not in use

Slow flash alternate red / orange

PoCXP over-current (Host only)

Solid red

Device / Host connected, but no data being transferred

Slow pulse green

Device / Host connected, waiting for event (e.g. trigger, exposure pulse)

Slow pulse orange

Device / Host connected, data being transferred

Solid green whenever data transferred (i.e.
blinks synchronously with data)

Error during data transfer
(e.g. CRC error, single bit error detected)

500ms red pulse
In case of multiple errors, there shall be at
least 200ms green before the next error is
indicated

System error (e.g. internal error)

Fast flash red
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デバイスおよびホストには各コネクタ部に表示ランプの付加を推奨する。付加可能な場合，各ランプは以下に示
す状態：表示を含むこと<SHALL>。
表 3 ― コネクタ部表示ランプの各状態
状態

表示

電源 OFF

消灯

システム起動中

橙点灯

接続なし
（PoCXP 使用デバイスには非適用）

赤点灯

リンク検出中
（PoCXP 使用時）

緑の高速点滅
リンクがすぐに確立した場合でも最低 1s は点滅す
ること

リンク検出中
（PoCXP 未使用時）

橙の高速点滅
リンクがすぐに確立した場合でも最低 1s は点滅す
ること

PoCXP 確立，デバイスとホストの接続エラー

赤と緑が交互に低速点滅

PoCXP 未使用，デバイスとホストの接続エラー

赤と橙が交互に低速点滅

PoCXP 過電流（ホスト側のみ）

赤点灯

デバイスとホストの接続確立，データ伝送なし

緑の低速パルス

デバイスとホストの接続確立，イベント（トリガ，露光パルス等）待ち

橙の低速パルス

デバイスとホストの接続確立，データ伝送中

データ伝送されたら緑点灯（データに同期して点
滅もあり）

データ伝送中にエラー発生
（CRC エラー，シングルビットエラー等を検出した場合）

複数のエラーが同時に発生した場合は次のエラー
表示の前に最低 200ms 緑を点灯させること
<SHALL>

システムエラー（内部エラー）発生

赤の高速点滅

Table 4 ― Connector indicator lamp timings
Indication

Timing (±20%)

Fast flash

12.5Hz (20ms on, 60ms off)

Slow flash

0.5Hz (1s on, 1s off)

Slow pulse

1Hz (200ms on, 800ms off)

表 4 ― コネクタ部表示ランプ：タイミング
タイミング (±20%)

表示
高速点滅

12.5Hz (20ms オン，60ms オフ)

低速点滅

0.5Hz (1s オン， 1s オフ)

低速パルス

1Hz (200ms オン，800ms オフ)

It is recommended that both Device and Host have an option to turn off the indicator lamps, for example
to allow use in darkened environments.

An additional recommended option is to only show error

conditions on the lamps.
Examples: If the Device is waiting for trigger, and the Host is ready to accept data, the Device will
indicate a slow orange pulse, and the Host a slow green pulse. If the triggering was done instead at the
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Host, with the Device continuously streaming data, the Device would show solid green and the Host a
slow orange pulse.
Comment: These indications are designed to help a user understand what the system is (or more importantly, isn’t)
doing. They will also help Technical Support staff to diagnose customer issues.

デバイス側／ホスト側ともに，表示ランプを OFF にできる機能を付加することを推奨する。例えば，遮光された環
境で（その状態を保ちながら）の使用を可能にするためである。さらにエラー発生時のみランプを表示させるオプ
ションの付加を推奨する。
例：デバイスがトリガ待機中の場合，ホスト側はデータを受け取る準備をし，デバイスは低速で橙をパルス表示し，
ホスト側は低速で緑をパルス表示する。トリガを入力完了するとデバイスがデータを出力するのでデバイス側表示
ランプは緑を点灯し，ホスト側は低速な橙パルス表示となる。
コメント： これらの表示はシステムが正しく動作中であるか（あるいは「動作していない」ということを示すのがより重要な場合も
ある）ユーザが理解するための補助情報となるよう設計されている。個別のユーザにおけるトラブルをテクニカルサ
ポート担当者が診断するための補助情報となる場合もある。
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Electrical Specification （電気的仕様）
Introduction （序文）

This section defines the electrical parameters from the point of view of a manufacturer of a Device or
Host. Reference to datasheets of an approved CoaXPress transceiver (e.g. section C.3 ― Ref 1) may
be useful.
See “Annex B: Chipset Requirements” for detailed requirements for chipset designers (parts of which
may also be useful to Device and Host manufacturers as part of product compliance testing).
本セクションではデバイス製造者およびホスト製造者の視点から電気特性について記載している。CoaXPress適
合トランシーバのデータシート（例: セクションC.3 ― Ref 1）も有用な資料となり得る。
チップセット設計者向けの詳細な必要条件については“附属書 B: チップセットの必要条件”を参照（デバイス製
造者およびホスト製造者にとっても主に製品動作検証の観点で有用な資料となっている）。
6.2

Top Level Overview （全体構成）

Figure 6 shows the electrical block diagram of one link in a CoaXPress system, with the Device on the
left linked to the Host on the right by a coax cable with a characteristic impedance of 75 Ω. The figure
also defines the test points Tp1 to Tp4 used in this section.
The high speed link is usually the downlink from the Device to the Host, and the low speed link is in the
opposite direction, so usually the uplink from the Host to the Device.

Figure 6 ― Electrical block diagram
Comment: Voltages shown at the output of the PRU and the input to the PTU are typical examples.

図 6にCoaXPressの仕様に準じた単一リンクでのシステム概要を示す。左側にデバイス，右側にホストがあり，互い
に特性インピーダンス 75Ωの同軸ケーブル１本で接続されている。この図では本セクションで用いる検証ポイント
としてTp1～Tp4 を定義している。
ハイスピードリンクは通常デバイスからホストへ，別名ダウンリンクと呼ばれるもののことをいう。ロースピードリンクは
逆にホストからデバイスへのアップリンクと呼ばれるもののことをいう。
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図 6 ― 電気ブロックダイアグラム
コメント： PRU の出力部および PTU の入力部に記載している電圧は一般例となる。

The Device has a Phy ΦD (including a high speed serializer and low speed deserializer) connected to a
Device Transceiver (DT) that transmits and receives the bidirectional full duplex data over the coax cable.
The Device shall use a Device Transceiver compliant with Annex B.
Comment: The Device Transceiver splits the incoming low-speed data signal and the outbound high speed data
signal. It also compensates for low frequency loss in the received low speed data, so restoring the
original digital bit stream at Tp1.

デバイスには同軸ケーブルに双方向で全二重データを伝送するデバイストランシーバ（DT）に接続された（ハイス
ピード シリアライザとロースピード デシリアライザを含む）PHY ΦD が実装されている。デバイスは附属書 B に記
載したデバイストランシーバに準じるものを使用すること<SHALL>。
コメント： DT 回路は受信するロースピードデータと送信するハイスピードデータを分断する役目を担う。ロースピードデータ
を受信する際の低周波損失を補償し，Tp1 にて元々のデジタルビットストリームに修復する。

The I/O pin of the Device Transceiver shall be coupled to the coax cable through a capacitor Cd that AC
couples the data between this I/O pin and the center connection point of the coax connector
The Host has a Phy ΦH (including a low speed serializer and high speed deserializer) connected to a
Host Transceiver (HT) that transmits and receives the bidirectional full duplex data over the coax cable.
The Host shall use a Host Transceiver compliant with Annex B.
Comment: The Host Transceiver splits the incoming high-speed data signal and the outbound low speed data
signal. It also compensates for frequency dependent attenuation in the coax cable, so restoring the
original digital bit stream at Tp4.

デバイストランシーバの I/O ピンは，この I/O ピンと同軸コネクタの芯線の間でデータを AC 結合するコンデンサ
Cd を介して同軸ケーブルと結合すること<SHALL>。
ホスト側の（ロースピード・シリアライザとハイスピード・デシリアライザを含む）PHY ΦH ではホストトランシーバ（HT）
回路がホスト側の同軸ケーブルを通じて双方向全二重にてデータを伝送する。ホストは附属書 B に記載したホス
トトランシーバに準じるものを使用すること<SHALL>。

22

Japan Industrial Imaging Association Standard

JIIA NIF-001-2010

コメント： HT 回路は受信するハイスピードデータと送信するロースピードデータを分断する役目を担う。また，同軸ケーブル
内の特定周波数における減衰を補償する役目も担い，Tp4 において元々のビットストリームに修復する。

The I/O pin of the Host Transceiver shall be coupled to the coax cable through a capacitor Cd that AC
couples the data between this I/O pin and the center connection point of the coax connector.
Systems using Power over CoaXPress (PoCXP) shall also implement a Power Transmit Unit (PTU) or
Power Receive Unit (PRU), as described in section 7 on PoCXP.
ホストトランシーバの I/O ピンは，この I/O ピンと同軸コネクタの芯線の間でデータを AC 結合するコンデンサ Cd
を介して同軸ケーブルと結合すること<SHALL>。
電源重畳型CoaXPress(PoCXP)ではセクション7 に示すとおり，電源伝送ユニット（PTU）もしくは電源受信ユニット
（PRU）を実装すること<SHALL>。
6.3

Capacitor Cd （コンデンサCd）

Capacitor Cd at the Host side shall have a value of between 80nF and 500nF.
Capacitor Cd at the Device side shall have a value of between 25nF and 500nF.
Comment: The 25nF and 80nF limits allow it to couple the low speed data through. A lower limit at the Device side
limits the stress on the inputs of the Device Transceiver (DT) when the 24V power supply is switched.
The typical value is 100nF at the Host and 33nF at the Device.

ホスト側に搭載するコンデンサ Cd の容量は 80nF～500nF の間とすること<SHALL>。
デバイス側に搭載するコンデンサ Cd の容量は 25nF～500nF の間とすること<SHALL>。
コメント： 25nF と 80nF に制限することで（両コンデンサを通じた）ロースピードデータの結合を可能にしている。デバイス側
の下限では 24V 電源が投入されたときに，デバイストランシーバ(DT)の入力にかかるストレスを軽減する。一般的
にホスト側では 100nF，デバイス側で 33nF が代表的な値となる。

The breakdown voltage VBRCd of capacitor Cd at both the Host and the Device side shall be at least 50V.
Comment: This is higher than the PoCXP voltage of 24V, to withstand possible overshoots when the power is
ramped up.

コンデンサ Cd の耐圧 VBRCd はホスト／デバイスの両側とも最低 50V とすること<SHALL>。
コメント： PoCXP の 24V より高めの耐圧を設定しているが，電源が立ち上がる際のオーバーシュート分を考慮しているため
である。

6.4

Termination （終端）

A resistor of 75 Ω ± 15% shall terminate the coax transmission line at both the Host and the Device side.
Comment: This wide tolerance allows the terminators to be implemented within the Device Transceiver (DT) or Host
Transceiver (HT), which gives much better high frequency performance than discrete resistors, without
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violating the return loss requirements (section 6.8 ). However transceivers using discrete resistors may
need to use tighter tolerance terminators, as recommended by the transceiver vendor. At several GHz
the termination will not be a pure resistance – this is allowed for in the return loss requirements.

デバイス側／ホスト側の同軸伝送ラインは両方とも 75Ω（±15%）の抵抗で終端すること<SHALL>。
コメント： この広い許容値は終端抵抗をデバイストランシーバ（DT）またはホストトランシーバ（HT）の中に実装することを可能
にしている。この場合，ディスクリート回路に比べて高周波特性が非常に良く，またリターンロスに関する要件（セク
ション6.8 ）も問題とならない。ディスクリート抵抗を使ったトランシーバの場合はトランシーバメーカの推奨により，シ
ビアな終端が求められる可能性がある。数GHz での終端は純粋な抵抗に成り得ない ― これはリターンロスの要求
仕様以内で許容される。

6.5

Impedance Zp （インピーダンス Zp）

Impedance Zp shall be as high as possible with respect to the 75 Ω transmission line impedance for the
high bit rate signal frequency, and shall be controlled for the low bit rate signal frequency (2 – 10 MHz).
To get a controlled impedance for the low bit rate signal frequency, the inductive part Lp of the impedance
Zp at both the Host and the Device side shall have a value of 11.5 µH (± 30 %).
Comment: This can be obtained by placing an inductor of 10 µH in series with a ferrite bead. In that case, at low bit
rate, the inductor is mainly determining the impedance, whilst at high bit rate this inductor represents a
low impedance due to its parasitic self-capacitance.

The ferrite bead in series then makes the

impedance high at the high bit rate.

インピーダンス Zp は高ビットレート信号周波数においては 75Ωの伝送ラインインピーダンスと比べてできるだけ高
く，かつ低ビットレート信号周波数（2～10MHz）において良く調整されていなければならない<SHALL>。
低ビットレート周波数にとって良く調整された値にするためにはホストとデバイス両方のインピーダンス Zp のインダ
クタンス成分 Lp を 11.5μH（±30%）としなければならない<SHALL>。
コメント： 10μH のインダクタにフェライトビーズを直列に接続することによってこの 11.5μH を得ることができる<CAN>。この
場合，低ビットレートでは主にインダクタがインピーダンスを決めることになり，一方で高ビットレートでは内部の寄生
静電容量により低いインピーダンスとなる。直列のフェライトビーズは高ビットレートでのインピーダンスを高くする。
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High Speed Link （ハイスピードリンク）

The high speed link bit rate shall be certain multiples of 625 Mbps starting at 1.250 Gbps as listed in
Table 5. The relative tolerance of the bit rate shall be ≤ ±100 ppm.
Table 5 ― Supported high speed link bit rates
Supported Bit Rates

Unit Interval (UI)

1.250 Gbps

800 ps

2.500 Gbps

400 ps

3.125 Gbps

320 ps

5.000 Gbps

200 ps

6.250 Gbps

160 ps

ハイスピードリンクのビットレートは表 5に示すように 625Mbpsの倍数である 1.250Gbpsを基準とする<SHALL>。ビ
ットレートの許容差は±100ppm以内とすること<SHALL>。
表 5 ― ハイスピードリンクの各対応ビットレート
対応ビットレート

ユニットインターバル (UI)

1.250 Gbps

800 ps

2.500 Gbps

400 ps

3.125 Gbps

320 ps

5.000 Gbps

200 ps

6.250 Gbps

160 ps

A Device with multiple links shall derive the high speed link data from high speed clocks all derived from
one common sub rate master clock, e.g. a 125 MHz clock.
A Device shall use a CoaXPress compliant Device Transceiver DT such that the high-speed output
waveform is compliant with “Annex B: Chipset Requirements”.
A Host shall use a CoaXPress compliant Host Transceiver HT such that the Phy ΦH can reconstruct the
original bit stream by compensating for attenuation in the cable as defined in “ Annex B: Chipset
Requirements”.
単一デバイスで複数のリンクをもつ場合は，ひとつの共通サブレート・マスタークロック（例：125MHz）から各ハイス
ピードクロックを生成し，ハイスピードリンクのデータを得ること<SHALL>。
デバイスはハイスピード出力の波形が“附属書 B: チップセットの要求仕様”の内容に準じた CoaXPress 準拠のデ
バイストランシーバ（DT）を使用すること<SHALL>。
ホストは“附属書 B: チップセットの要求仕様”にて PHY ΦH として定義する，ケーブル内での減衰を補償して
元々のビットストリームを再構築可能な CoaXPress 準拠のホストトランシーバ(HT)を使用すること<SHALL>。
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The jitter at Tp2 produced by the combination of the Phy ΦD and the Device Transceiver (DT) shall not
be more than 20% of the Unit Interval (UI). This jitter is shown as Tj in the following eye diagram at Tp2:
Tp2 において PHY ΦD とデバイストランシーバ（DT）の組み合わせで発生するジッタはユニットインターバル（UI）
の 20%を超えてはならない<SHALL NOT>。Tp2 でのこのジッタは以下のアイパターン図で示す Tj となる。

Figure 7 ― Definition of the jitter in the transmit EYE at Tp2
図 7 ― Tp2 での伝送アイパターンにおけるジッタ定義
Comment: Jitter is defined with respect to the Unit interval, resulting in relaxed normative absolute parameters for
lower speed Devices. This jitter will mainly be a result of the clock source to the Phy ΦD and the phy
itself, but that contributed by the Device Transceiver must be allowed for.

コメント： １データ幅に対するジッタ定義は結果的に低速デバイスで標準となる絶対的なパラメータを緩和することにつなが
る。このジッタは主に PHY ΦD へのクロックソースや PHY 自身が要因となるものであるが，デバイストランシーバの
ジッタを許容できる大きさでなければならない。

6.7

Low Speed Link （ロースピードリンク）

The bit rate of the low-speed link shall be one sixth of 125 Mbps, being 20.83˙ Mbps as listed in Table 6.
The relative tolerance of the bit rate shall be ≤ ±100 ppm.
Comment: This allows easy clock generation from the 125 Mbps master clock that may be used for generating and
locking to the high bit rate clocks. A SERDES function at 20.83˙ Mbps is easily implemented in FPGA
fabric as a state machine.
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Table 6 ― Supported low speed link bit rate
Supported Bit Rate

Unit Interval (UI)

20.83˙ Mbps

48.000 ns

ロースピードリンクのビットレートは表 6に示すように 125Mbpsの 1/6 にあたる 20.83˙Mbpsとする<SHALL>。ビット
レートの許容差は±100ppm以下とすること<SHALL>。
コメント： これは（高ビットレートクロック生成／ロックに使用している）125Mbps のマスタークロックからの簡単なクロック生成を
可能にしている。20.83˙ Mbps の SERDES 機能は FPGA にてステートマシーンを組む程度の簡単な実装となる。

表 6 ― ロースピードリンクの対応ビットレート
対応ビットレート

ユニットインターバル(UI)

20.83˙ Mbps

48.000 ns

A Host shall use a CoaXPress compliant Host Transceiver HT such that the low-speed output waveform
is compliant with “Annex B: Chipset Requirements”.
A Device shall use a CoaXPress compliant Device Transceiver DT such that the Phy ΦD can reconstruct
the original bit stream by compensating for attenuation in the cable as defined in “Annex B: Chipset
Requirements”.
ホストは“附属書 B: チップセットの要求仕様”に準拠した波形にてロースピードデータを出力可能な CoaXPress
準拠のホストトランシーバ（HT）を使用すること<SHALL>。
デバイスは“附属書 B: チップセットの要求仕様”にて PHY ΦD として定義する，ケーブル内でのデータ損失を修
復して元々のビットストリームを再構築可能な CoaXPress 準拠のデバイストランシーバ(DT)を使用すること
<SHALL>。
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The jitter at Tp3 produced by the combination of the Phy ΦH and the Host Transceiver (HT) shall not be
more than 5ns. This jitter is shown as TjLF in the following eye diagram at Tp3:
Tp3 において PHY ΦH とホストトランシーバ（HT）の組み合わせで発生するジッタは 5ns を超えてはならない
<SHALL NOT>。Tp3 でのこのジッタは以下のアイパターン図で示す TjLF となる。

Figure 8 ― Definition of the jitter in the low speed transmit EYE at Tp3
図 8 ― Tp3 での伝送アイパターンにおけるジッタ定義
Note 1: For clarity this eye diagram is shown with no simultaneous flow of high speed link data.
Note 2: For clarity this eye diagram is shown with no baseline wandering due to the low-frequency loss from the
impedance Zp. (see section B.4.1).

注 1:

このアイパターンはハイスピードリンクのデータが同時に流れていない状態を表したものである。

注 2:

このアイパターンはインピーダンスZpからの低周波損失によるベースライン変動（セクションB.4.1参照）がない状態を
表したものである。
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Return Loss at Connectors （CXPコネクタジャックのリターンロス）

In order to have a measure for the quality of the high frequency front ends of the Device and the Host,
the Return Loss is specified at the jack CXP-connectors at Tp2 and Tp3.
Comment: This return loss requirement is achieved by using suitable grade components (including the connector) in
the CoaXPress circuitry, and by correct PCB design. See the important guidance notes below.

デバイス／ホスト端での高い周波数における品質基準を設けるために Tp2・Tp3 で示した CXP コネクタジャックで
のリターンロスを定義する。
コメント： リターンロスの要件を満たすために必要なのは CoaXPress 回路設計用の（コネクタを含む）推奨部品の使用と正し
い基板設計基準に従うことである。以下の「重要なガイダンス」を参照。

In order to evaluate whether all this has been done in a way according to this CoaXPress specification,
Table 7 defines frequency ranges in which the return loss shall be better than 15 dB, 10 dB or 7 dB.
These frequency ranges depend on the specified highest bit rate of the connected Device or Host under
test. Poor high frequency design (e.g. including stubs, not providing ground plane cut-outs below ferrite
beads), or using the wrong inductors or ferrite beads will result in a worse return loss behavior in at least
one of the frequency ranges, bringing it out of specification.
Table 7 ― Normative return loss frequency ranges for Host and Device
Highest bit
rate

Frequency range
where Return Loss
shall be better
than -15 dB

Frequency range
where Return Loss shall
be better
than -10 dB

Frequency range
where return loss
shall be better
than -7 dB

1.250 Gbps

5 MHz – 312 MHz

312 MHz – 625 MHz

-

2.500 Gbps

5 MHz – 625 MHz

625 MHz – 1.25 GHz

-

3.125 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.25 GHz

1.25 GHz – 1.62 GHz

5.000 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.5 GHz

1.5 GHz – 2.50 GHz

6.250 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.5 GHz

1.5 GHz – 3.2 GHz

Comment:

Other industry standards exist that have a more stringent return loss requirement at the highest
frequency range. These standards typically allow signal transmission over a series connection of a
cable and a PCB backplane. In these cases stringent return loss is required to check the presence of
local resonances of data patterns that could destroy signal integrity.
In the CoaXPress standard it is assumed that the HT and DT circuits are located very close to the BNC
connector. This relaxes the return loss requirements, allowing easier support of higher bit rates and
also to include PoCXP through a Zp connection.
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本CoaXPress規格にすべての設計が条件を満たしているか評価するためには表 7に定義される周波数帯域にて
リターンロスが-15dB，-10dB，-7dB以上となる必要がある<SHALL>。これらの周波数帯域はテストにて接続され
ているデバイスやホストの最高ビットレートに依存する。不適切な高周波設計（スタブや，フェライトビーズの下のグ
ランドプレーンを切り欠いていない）をしていたり，不適切なインダクタ／フェライトビーズを使っていたりすると，複
数の周波数帯域にて少なくとも一つの不良リターンロスとなって現れ，規格を満たせないことになる。
表 7 ― デバイス／ホストでの各周波数における標準的リターンロス
最高ビットレート

リターンロスが
-15dB 以上となるべき
<SHALL>周波数帯域

リターンロスが
-10dB 以上となるべき
<SHALL>周波数帯域

リターンロスが
-7dB 以上となるべき
<SHALL>周波数帯域

1.250 Gbps

5 MHz – 312 MHz

312 MHz – 625 MHz

-

2.500 Gbps

5 MHz – 625 MHz

625 MHz – 1.25 GHz

-

3.125 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.25 GHz

1.25 GHz – 1.62 GHz

5.000 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.5 GHz

1.5 GHz – 2.50 GHz

6.250 Gbps

5 MHz – 1.0 GHz

1.0 GHz – 1.5 GHz

1.5 GHz – 3.2 GHz

コメント： 他業界の規格では最高周波数帯にて，さらに厳格なリターンロス要件を定義している場合がある。これらの規格は
一般的にケーブルと基板バックプレーンを直列接続した信号伝送を許容している。この場合，シグナルインテグリ
ティを損なう各トレースパターンのローカルな共振を検証するために，厳格なリターンロスが必要になる。
CoaXPress の規格では HT・DT 回路を BNC コネクタの近傍に配置することとしている。これにより Zp 接続を通じた
PoCXP も含めて，高いビットレートでリターンロスの要求仕様を満たすことが比較的容易となる。
Important Guidance Notes: CoaXPress is likely to be the fastest PCB design that many companies have
implemented, therefore some degree of “learning curve” may be needed even though
very few components are needed in a typical CoaXPress circuit. The simplest way of
meeting these return loss requirements is to precisely follow the component and
layout recommendations from the manufacturer of the CoaXPress compatible Host
Transceiver HT and Device Transceiver DT, and to take advantage of any design
review services offered by the manufacturer or their distributors. Note that at multiGigabit speeds, using “equivalent” components or small PCB layout changes (even
moving a via) can have significant detrimental effects.

重要なガイダンス：

重要なガイダンス：CoaXPress は各製造者において最速に近い基板設計となることが多いと
考えられる。一般に CoaXPress に必要とされる部品は非常に少ないのにもかかわらず，「学
習曲線」がいくつか必要となる可能性がある。これらのリターンロス要件を満たす最も簡単な
方法は CoaXPress 準拠のホスト／デバイストランシーバのメーカから提供される推奨部品お
よび設計レイアウトを正確に適用することである。メーカや代理店からデザインレビューを受け
ることも有用となる。ギガビットオーダーの設計では「等価」部品を採用したり，僅かにでも（ビ
アひとつ移動しただけでも）基板設計変更を行ったりすると著しい性能の低下が起こり得るこ
とに注意する。
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Power over CoaXPress: PoCXP （電源重畳型CoaXPress: PoCXP）
Overview （概要）

The available power per cable is 13W, at a nominal 24V. It is anticipated that 13W should be sufficient
for most Devices with one CoaXPress connector (up to 6.25 Gbps); likewise 26W should be sufficient for
most Devices with two connectors (up to 12.5 Gbps), 39W for three connectors etc.
Should more power be needed, a separate power input to the Device can be used, but the intention is
that Power over Cable is the usual method of powering a CoaXPress Device, so avoiding the higher
system cost of a “power brick” for the Device.
Comment: 24V is chosen to allow sufficient power to be available to power most Devices over the long cable
lengths that CoaXPress supports. The use of 12V would mean either much lower available power
because of I2R losses in the cable, or much reduced cable lengths. While the use of 24V means that
most frame grabbers will need a 12V to 24V supply, this should cost less much than the power brick
that a Device would otherwise need, so minimizing system cost.

通常 24V にてケーブル１本につき 13W まで利用可能である。１つの CoaXPress コネクタ（6.25Gbps まで）につい
てほとんどのデバイスは 13W で十分であることが見込まれる。コネクタ２つでは 26W，３つで 39W となり，あとの説
明は省略する。
さらに電力が必要な場合は電源を別にすることも可能<CAN>であるが，電源重畳型ケーブルは CoaXPress のデ
バイスに電源を入力するので，デバイスにおいて電源ブロックが弊害となりシステムコストが上昇するのを防ぐこと
になる。
コメント： 24V を選んだのは CoaXPress がサポートする長いケーブルでほとんどのデバイスに十分な電力を供給可能とする
ためである。12V の場合ではケーブル内で I2R の減衰が生じ，動作しないものが出てくるため，ケーブル長を短く
せざるを得ないことになってしまう。24V を使用するということは即ち，ほとんどのホストに 12V～24V の電源が必要
になるということであるが，これはデバイスが余分な電源ユニットを必要とするコストと比較するとずっと少なくなり，結
果的にシステムコストを抑えられる。

PoCXP implements Device detection and short circuit protection to minimize the risk of damage should a
Device other than a CoaXPress Device be accidentally connected to a CoaXPress Host.
Inductors in both the Host and Device prevent supply noise corrupting image data. Both the transmitter
and receiver need to be AC coupled anyway, so they are unaffected by the power signal. The inductors
and AC coupling requirements are described in section 6 .
PoCXP はデバイス検出，デバイスと CoaXPress のデバイスを守るための短絡保護回路を内包し，CoaXPress 以
外のデバイスが誤って CoaXpress 対応ホストに接続された場合のリスクを最小限に抑える。
デバイス／ホスト両方に実装されるインダクタは電源ノイズから映像データを保護する。トランスミッタとレシーバは
いずれもAC結合されている必要があり，これにより電源からの悪影響を防ぐ。インダクタとAC結合の要件につい
てはセクション6 に記載している。

31

Japan Industrial Imaging Association Standard

7.2

Simplified Example Block Diagram （簡略化されたブロックダイアグラムの例）

Figure 9 ― PoCXP block diagram
Table 8 ― Key to Host block diagram
Host
OCP

Over current protection circuit (see section 7.4.3).

Ri

Low value sense resistor for current sensing (see section 7.4.4).

Zp

Inductive filter between power and data (see section 6.5 ).

Cd

Data coupling capacitor for the high and low speed links.

Table 9 ― Key to Device block diagram
Device
Cd

Data coupling capacitor for the high and low speed links.

Zp

Inductive filter between power and data (see section 6.5 ).

Cs

Device input capacitance (see section 7.3.3.2).

Rs

Device sense resistance (see section 7.3.3.1).
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図 9 ― PoCXP ブロックダイアグラム
表 8 ― ブロック図：ホスト側の要素
ホスト側
OCP

過電流保護回路（セクション7.4.3参照）

Ri

低電流検知用抵抗（セクション7.4.4参照）

Zp

電源―データ用の誘導性フィルタ（セクション6.5 参照）

Cd

各ハイ／ロースピードリンク用のデータ結合コンデンサ

表 9 ― ブロック図：デバイス側の要素
デバイス側

7.3

Cd

各ハイ／ロースピードリンク用のデータ結合コンデンサ

Zp

電源―データ用の誘導性フィルタ（セクション6.5 参照）

Cs

デバイス入力部の静電容量（セクション7.3.3.2参照）

Rs

デバイス検知抵抗（セクション7.3.3.1参照）

Device Requirements （デバイス側条件）

7.3.1

General Requirements （一般条件）

It is highly recommended that all Devices that consume less than 13W per CoaXPress connector draw
power from the Host via PoCXP (although the Device can have an auxiliary power connector). An
exception is that a Device that is inherently self-powered, such as a daisy-chain port on a frame grabber,
need not implement PoCXP.
Devices that may consume more than 13W per CoaXPress connector shall draw power from an auxiliary
connector.
The PoCXP section in a Device is a Power Receiving Unit (See section 6.2 ).
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CoaXPress コネクタにて 13W 未満の消費電力であるデバイスは全て（デバイスが別電源コネクタを装備可能
<CAN>な場合でも），PoCXP にてホストから電源を受け取ることを強く推奨する。
唯一の例外としては，フレームグラバのデイジーチェーンポートのようにデバイスにもともと自己給電機能があるよ
うな場合だけで，これには PoCXP 実装は不要である。
デバイスが CoaXPress コネクタ 1 個あたり 13W 以上消費する可能性がある場合は別電源コネクタを用意すること
<SHALL>。
デバイスのPoCXPセクションは電源受信ユニットになる（セクション6.2 参照）。
7.3.2

Operating Requirements （動作条件）

7.3.2.1

Voltage （電圧）

The Device shall operate over a range of 18.5V DC to 26V DC.
Comment: This allows for a 3.5V round-trip drop in the cable compared to the nominal 24V ± 2V output by the Host,
corresponding to a maximum round-trip cable resistance of 5Ω. “Round-trip” means the total effect of
the center and outer conductors in the coax cable.

デバイスは 18.5V DC～26V DC の間で動作すること<SHALL>。
コメント： これはホスト側からみて 24V±2V を出力したケーブル内で往復最大 5Ωの抵抗があると仮定した場合に往復
3.5V までの電圧降下を許容する電圧範囲である。「往復」が意味するのは同軸ケーブルの芯線と外皮を含む全体
の影響を指している。

The Device shall not be damaged by continuous application of 30V DC and short term startup overshoot
up to 50V.
Comment: 30V is the maximum voltage allowable by the “1394 over coax” standard.

また，デバイスは 30V DC が常に供給され，接続時に 50V までのオーバーシュートがあった場合でも損傷を受け
てはならない<SHALL NOT>。
コメント： ３０V は“1394 over Coax”規格によって許容されている最大電圧である。

7.3.2.2

Power （消費電力）

The Device shall draw a maximum of 13W per cable.
Comment: 13W gives a current of 541mA at the nominal 24V, or 703mA at the minimum 18.5V.

デバイスはケーブル 1 本につき 13W までの消費電力に対応すること<SHALL>。
コメント： 13W は通常時の 24V では 541mA，18.5V では 703mA の消費電流となる。
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Support for CoaXPress Detection （CoaXPress 自動認識対応）

All CoaXPress Devices that take power from a CoaXPress connector shall implement the following
requirements. These requirements apply to each connector that takes power.
全ての CoaXPress 対応デバイスは以下の要件にて CoaXPress コネクタから電源を取り出すこと<SHALL>。この
要件は電源を取り出す各コネクタに適用する。
7.3.3.1

Input Resistance （入力部の抵抗）

The Device shall present a sense resistance of 4k7Ω ± 5% whenever the input voltage at the Device is
greater or equal to 2.2V and less than or equal to 5.5V.
Comment: This equates to a sense current of between 446μA (2.2V, 4k7Ω + 5%) and 1.12mA (5.5V, 4k7Ω – 5%).
This wording also allows the sense resistance to be disconnected when the Device is powered at 24V.
It also allows the use of an active circuit to implement the resistance, so allowing easy disconnection at
24V. However if left connected, the 4k7Ω sense resistance will only result in additional 123mW of
power dissipation in the Device at 24V. The sense resistance is labeled “Rs” in Figure 9.

デバイスは電源入力部の電圧が 2.2V 以上 5.5V 以下の範囲であるとき，4.7kΩ±5%の値を示す検知抵抗を備え
ること<SHALL>。
コメント： これは 446μA（2.2V，4.7kΩ+5%）～1.12mA（5.5V, 4.7kΩ-5%）の検知電流に相当する。言い換えると，デバイスに
24Vが供給された時に検知抵抗が接続断されることを許容するものでもある。この抵抗を搭載するためのアクティブ
回路の使用も許容されるため，24Vでの接続断もさらに容易となる。4.7kΩの検知抵抗がそのまま接続されている
場合でも 24Vでのデバイスが（接続断時と比較して）余計に消費する電力は 123mWのみとなる。検知抵抗は図 9
の“RS”で示されている。

7.3.3.2

Input Capacitance （入力部の静電容量）

The Device shall have a maximum input capacitance Cs on the CoaXPress connector of 57μF.
Comment: The value of 57μF allows a 47μF 20% component to be used. This capacitor is labeled “Cs” in Figure 9.

デバイス側 CoaXPress コネクタ入力部の最大静電容量 Cs は 57μF までとすること<SHALL>。
コメント： 57μFという値は，47μF 20%という部品の使用を許容するものである。このコンデンサは図 9の“CS”で示されている。

7.3.3.3

Minimum Load Power （最小負荷電力）

After power is applied, the Device shall draw a minimum current of 15mA from the CoaXPress connector
within 0.25s.
Comment: This allows the Host to detect if the Device is disconnected. 15mA at 24V corresponds to 0.36W.

電源供給後 0.25s 以内に，デバイスは CoaXPress コネクタにて最低 15mA 消費すること<SHALL>。
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コメント： これはホストにデバイスが接続断されたかどうかの検出を可能にする。24V 時の 15ｍA は 0.36W に相当する。

7.3.4

Devices Over 13W （消費電力 13W以上のデバイスについて）

A Device with more than one CoaXPress connector, and consuming more than 13W, shall meet the
following additional requirements:
The Device’s power supply shall be designed so that it does not draw more than 13W per cable.
Comment:

This requirement means that the Device needs to detect when a sufficient number of CoaXPress
connectors have power and only then start up the Device’s power supply.

複数の CoaXPress コネクタを搭載したデバイスで 13W を超える消費電力をもつ場合は以下の要件に従うこと
<SHALL>：
デバイスの電源はケーブル 1 本につき 13W を超える電力消費とならない設計とすること<SHALL>。
コメント： この条件は，デバイスが十分な数の CoaXPress コネクタに電源が供給されたタイミングを検出し，それが検出され
た場合にのみデバイスの内部電源を起動させる必要がある，ということを意味する。

The Device’s power supply shall be designed to isolate the CoaXPress connectors, i.e. power applied to
one connector shall not be injected into any other ones.
デバイスの電源は CoaXPress コネクタとは絶縁し<SHALL>，電源コネクタ以外のコネクタに電源が供給されては
ならない<SHALL NOT>。
7.3.5

Additional Power Connectors （追加電源コネクタ）

A CoaXPress Device can have an auxiliary power connector to allow it to be used in a system with a
separate Device power supply.
Comment: This should only be needed on Devices that consume more than 13W per cable, in which case they
would not implement sense resistance Rs.

CoaXPress のデバイスはシステムと電源を分離したい場合のために別電源コネクタを設けることもできる<CAN>。
コメント： これはデバイスがケーブル一本につき 13W 超の電力を消費し，検知抵抗 Rs を実装しない場合にのみ適用するべ
きである。

7.3.5.1

Non-PoCXP CoaXPress Devices （PoCXP非対応のCoaXPressデバイス）

On a Device designed only for use with the auxiliary power connector, it shall not have an input
resistance that meets the requirements of section 7.3.3.1. In non-PoCXP CoaXPress Devices the PRU
can be omitted.
Comment: Typically the only load provided by a non-PoCXP Device will be one side of the data coupling capacitor
Cd.
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別電源コネクタのみを使うように設計されたデバイスでは，セクション7.3.3.1の要件に合わせた入力部の抵抗は
実装してはならない<SHALL NOT>。PoCXP非対応のデバイスではPRUを削除することができる<CAN>。
コメント： 一般的に PoCXP 非対応のデバイスで提供される負荷はデータ結合コンデンサ片側の Cd のみとなる。

7.3.5.2

Dual Power CoaXPress Devices （デュアル電源のCoaXPressデバイス）

A Device can be designed so that it is powered by either PoCXP or by the auxiliary power connector. In
this case:
The Device shall be designed to isolate the power sources. In particular the auxiliary connector(s) shall
not inject power into the Host, and the CoaXPress connector(s) shall not inject power into the auxiliary
connector(s).
Comment: This prevents damage in the event that both a PoCXP Host and the separate power supply are used
concurrently.

デバイスは PoCXP コネクタと別電源コネクタのどちらからでも電源供給されるような設計が可能である<CAN>。こ
の場合：
デバイスは電源と絶縁するように設計すること<SHALL>。特に別電源コネクタからホストへと電源が流れ込んでは
ならず<SHALL NOT>，CoaXPress コネクタから別電源コネクタへも電源が流れ込んではならない<SHALL
NOT>。
コメント： これは PoCXP 対応ホストおよび別電源を同時に使用した場合に両方に被害を与えないようにするためのものであ
る。

Whenever power is applied to the auxiliary power connector, the Device shall be powered from the
auxiliary power connector and shall disconnect the sense resistance Rs, such that it shall not have an
input resistance that meets the requirements of section 7.3.3.1.
Comment: This requirement prevents a PoCXP Host from continuously applying power to the Device, not sensing
10mA flowing, and disconnecting power again.

別電源コネクタから電源が供給された場合，デバイスは別電源コネクタからの電源で起動し<SHALL>，検知抵抗
Rsを接続断すること<SHALL>。このとき，セクション7.3.3.1の要件を満たす入力部の抵抗をもってはならない
<SHALL NOT>。
コメント： この PoCXP ホストからデバイスへ連続的に電源が供給されるのを防ぐものである（10mA の電流が検知されないと
電源は再度切断される）。

7.4
7.4.1

Host Requirements （ホスト側条件）
General Requirements （一般条件）

All CoaXPress Hosts shall implement PoCXP for each CoaXPress connector.
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The PoCXP section in a Host is a Power Transmitting Unit (see section 6.2 ).
全ての CoaXPress 対応ホストは各 CoaXPress コネクタに PoCXP の機能をもつこと<SHALL>。
ホスト側のPoCXPセクションは電源伝送ユニット（セクション6.2 参照）となる。
7.4.2
7.4.2.1

Operating Requirements （動作条件）
Voltage （電圧）

When PoCXP is enabled, the Host shall supply 24V DC ± 2V to the CoaXPress coax connector.
Comment: The Host needs to allow for the voltage drop in the OCP, switching circuits, sense circuits and Zp.

PoCXP が有効であるとき，ホストは CoaXPress コネクタに 24V DC±2V の電源を供給すること<SHALL>。
コメント： ホストは過電流保護回路，スイッチ回路，検知回路および Zp における電圧降下も許容する必要がある。

7.4.2.2

Power （消費電力）

The Host shall be capable of supplying 17W per cable over the full voltage range defined in section
7.4.2.1.
Comment: This 17W requirement allows for the loss in the cable. A multi-output Host may need to have an
auxiliary connector to directly connect to the computer’s power supply if the power consumption
exceeds that allowed through the bus connector.

ホストはセクション7.4.2.1に定義する全電圧範囲において 17Wの電源供給力を備えること<SHALL>。
コメント： 17W という要件はケーブル内での減衰を考慮したものである。複数の出力をもつホストではバスコネクタからの電
源供給で間に合わない場合，別コネクタにて PC 電源からの直接給電を必要とすることがある。

7.4.3

Over-Current Protection: OCP （過電流保護回路: OCP）

All PoCXP Hosts shall implement an over-current protection circuit with the following characteristics:
 A holding current over the Host’s operating temperature range of at least 790mA.
 A nominal trip current over the Host’s operating temperature range of not more than 5A.
全ての PoCXP 対応ホストは以下の特性をもつ過電流保護回路を実装すること<SHALL>:
 ホストの動作温度範囲上で，最低 790mA の保持電流
 ホストの動作温度範囲上で，5A までの定格トリップ電流
It is recommended that a UL approved component is used to implement the OCP.
Comment: The OCP prevents serious damage or fire risk in the event of a failure in the Device, damage to the
cable, or accidental connection to a non-CoaXPress Device that happens to satisfy the PoCXP
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detection system. A PTC resettable fuse should satisfy this requirement providing its operating voltage
is at least 26V.

OCP に適用する部品は UL 対応品を推奨する。
コメント： OCP はデバイスやケーブルを誤って使用した場合や PoCXP 検知システムが偶然的に動作してしまう非・
CoaXPress デバイスに誤って接続した場合に，深刻なダメージまたは発火・発炎を防ぐものである。PTC 型のリセッ
タブルヒューズの中には最低 26V の動作電圧を供給しながらこの要件を満たすものがある。

7.4.4

Support for CoaXPress Detection （CoaXPress検知対応について）

All CoaXPress Hosts shall implement the following requirements.
These requirements apply to each connector.
全ての CoaXPress 対応ホストは以下の要件に従って実装を行うこと<SHALL>。
これらの条件は各コネクタに対して適用される。
The Host shall sense that a PoCXP Device is connected before applying power. It can do this by
sensing the Device’s nominal 4k7Ω input resistance “Rs”, in which case it shall use a sense current of
between 550μA and 1mA.
Comment: This gives a sensed voltage of 2.46V to 4.94V after allowing for the RC time constant of 0.28s from the
57μF maximum capacitance “Cs” with the 4k7Ω input resistance. The sense current range of the Host is
deliberately narrower than that implied by section 7.3.3.1 to give a noise margin to the system.

ホストは電源を実際に供給する前に PoCXP のデバイスを検知する<SHALL>。デバイスがもつ標準入力抵抗 Rs
の 4.7kΩを検知することでこれを実行できる<CAN>が，この場合は 550μA～1ｍA の検知電流を用いること
<SHALL>。
コメント： これは 4.7kΩの入力部抵抗に 57μFの最大静電容量“Cs”の条件にてRC時定数 0.28sを許容した場合に 2.46～
4.94Vの検知電圧を導く。検知電流の範囲はシステムへのノイズマージンを考慮してセクション7.3.3.1で適用され
ているものより意識的に狭くしている。

 Once power has been applied to a PoCXP Device, the Host shall monitor the power supply current
consumed. If at any time after the initial 0.3s the average current is less than 8mA for 0.5s, the Host
shall remove power from the Device.
Comment: This causes power to be removed if the Device or cable is unplugged. It also allows the state machine
controlling PoCXP to return to its “Sense” state ready to detect a new Device. The current sensing
circuit can also be used to monitor the actual power consumed by the Device, and switch off power
should the current exceed certain limits, but this is not a requirement of the specification.

 Once power has been applied to a PoCXP Device, the Host shall monitor the voltage on the
CoaXPress connector. If for more than 20ms this voltage drops to a level indicating that the OCP has
tripped, the Host shall remove power from the Device.
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 The Host shall specifically be designed not to apply power to the following non-PoCXP Devices:
o Non-PoCXP CoaXPress Device, or analog Device, where the Device has a coupling capacitor as the
only load.
o 50Ω or 75Ω load to ground.
o Short circuit to ground.
o Large capacitative load such that the sensed voltage is not tending towards a stable value after 3 RC
time constants of 4k7Ω / 57µF.
 The Host shall not exceed the following values while sensing for a PoCXP Device:
o Maximum voltage with no load connected: 7V.
o Maximum short circuit current: 2mA.
 PoCXP デバイスに電源が供給された場合，ホスト側は電流が消費されているかを監視する<SHALL>。最初の
電源供給後 0.3s 経過して，その後 0.5s の間に平均 8mA 未満の電流しか流れない場合は，ホスト側がデバイ
スへの電源供給を停止する<SHALL>。
コメント： これはデバイスまたはケーブルが接続されていない場合に電源供給を停止する，という機能のために起こるもので
ある。PoCXP を制御するステートマシーンが新しく接続されるデバイスを検知するために「検知ステート」に戻ろうと
するのも可能とする。電流検知回路はデバイスによって消費される実際の電力も監視することができ<CAN>，ある
上限値を超えると電源をオフにすることもできるが，これは規格の要件ではない。

 PoCXP のデバイスに電源が供給された場合，ホストは CoaXPress コネクタにかかる電圧を監視する<SHALL>。
この電圧があるレベルまで降下し，OCP が動作したことを 20ms 以上示した場合，ホストはデバイスへの電源供
給を停止する<SHALL>。
 ホストは以下に示す PoCXP 非対応デバイスに電源を供給しない設計を行うこと<SHALL>:
o PoCXP 非対応デバイス，結合コンデンサのみが負荷になっているアナログカメラ
o GND に対し 50Ωまたは 75Ω負荷のもの
o GND に短絡されているもの
o 4.7kΩ / 57μF の３RC 時定数後に検知電圧が一定の値へ収束しない大きな容量負荷をもつもの
 PoCXP デバイスの検知中は以下の値を超えないようにホスト側に配慮すること<SHALL>。
o 無負荷状態で最大電圧が 7V
o 短絡状態で最大電流が 2mA
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Figure 10 ― Simplified example state diagram

ホスト
初期化
ヒューズトリップ または（推奨）過電流
または0.5s 平均電流 ＜ 8mA

接続なし

接続待機
ヒューズトリップ または
（推奨）過電流

PoCXP
デバイス
動作中

デバイスへ
電源供給
すべて正常

RC
タイムアウト
接続監視
（検知電圧変化）

デバイス動作，したがって
最小電流テストは正常
PoCXP
デバイスを
検出

未知
デバイスを
検出
RC電荷時間の確認
(4.7kΩ / 57μF)

電源供給前

4.7kΩ入力抵抗を 検知
0.8s 待機
（0.3s 起動時間 + 0.5s 平均電流）

電源供給後

図 10 ― 簡略化された状態遷移図の例
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Additional Features （その他の機能）

It is recommended that the Host supports a mode to allow power to be disconnected from the Device
under user control, e.g. to enable standby modes, or to perform a “hard reset” on the Device.
Similarly it is recommended that the Host supports a mode to allow power to be re-connected to the
Device, by forcing the Device to re-detect if a PoCXP Device is connected.
Comment: Note that the Host cannot support a mode where it always applies power, as this would violate section
7.4.4.

ホスト側にはユーザ制御でデバイスへの電源供給を停止するモード（例：スタンバイモード，ハードウェアリセット
等）をサポートすることを推奨する。
また，ホスト側に電源を再供給する（PoCXP デバイスが接続された際に強制的にデバイスを再検知する）モードを
実装することを推奨する。
コメント： ホストはセクション7.4.4に違反するような常に電源を供給するモードをサポートできないことに注意する。
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8
8.1

Link Protocol （リンクプロトコル）
Overview （概要）

The link protocol defines a point to point interface between a Host and Device. The interface consists of
a Master physical link and optional extension links. For each link the protocol defines a set of logical
channels carrying specific data such as stream data (e.g. images), real time triggers and Device control
as depicted in .

read
write

Trigger, GPIO
Trigger, GPIO
Stream data
Control commands
Ack (reply data)

Host link(y)

Bootstrap
and Device
registers

Device link (0)

Master

Stream data
Control commands
Ack (reply data)

Host link(x)

read

Device link (n)

Extension

I/O channels

low speed up

Stream channels
Control channels

high speed down

Figure 11 ― Link Overview
リンクプロトコルはデバイスとホストの１対１でのインターフェースを定義する。このインターフェースはマスタの物理
リンクとオプションの拡張リンクで構成される。各リンクにおいてプロトコルは図 11に示すストリームデータ（例：画
像），リアルタイムトリガ，デバイスコントロールといったデータを伝送する論理チャンネルの集合体を定義する。
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マスタリンク

ブートストラップ
および
デバイスレジスタ

書き込み

トリガ, GPIO
ストリームデータ
各コントロールコマンド
Ack (返答データ)

ホスト側リンク (y)

読み出し

デバイス側リンク(0)

トリガ, GPIO

ストリームデータ
各コントロールコマンド
Ack (返答データ)

ホスト側リンク (x)

読み出し

デバイス側リンク(n)

拡張リンク

各 I/O チャンネル

低速アップリンク

各ストリームチャンネル
各コントロールチャンネル

高速ダウンリンク

図 11 ― リンク概要
The Device is controlled by the Host via registers. Host register access is provided via a control channel.
Write access and therefore control is exclusively provided via the master link making the connected Host
link the control master.

Extension links provide read only access allowing Device and connection

discovery.
All data is transferred using 8B/10B coded packets.
デバイスは各レジスタ経由でホストから制御される。ホストのレジスタアクセスはコントロールチャンネル経由で提供
される。
書き込みアクセス，ひいてはコントロールはマスタリンクのみで（接続されたホスト側のリンクをコントロールマスタと
することで）提供されるものである。各拡張リンクはデバイスと接続のディスカバリを可能にする読み出し専用アクセ
スを提供する。
全てのデータは 8b/10b 形式に変換されたパケットにて伝送される。
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Transport Layer （トランスポートレイヤ）
Packet Transmission Format （パケット伝送フォーマット）

Both the uplink and downlink shall use 8B/10B coding as defined in section C.3 ― Ref 2.
Besides the 256 data characters D0.0 – D31.7, K-codes are used for formatting and indication purposes.
An overview of K-code usage is listed in Table 10.
Table 10 ― K-code usage
K-code

Function

K27.7

Start of data packet indication

K28.0

GPIO indication

K28.6

I/O acknowledgment

K28.1

Used for alignment

K28.2

Trigger indication

K28.3

Stream marker – see section 9.2

K28.4

Trigger indication

K28.5

Used for alignment

K29.7

End of data packet indication

アップ/ダウンの両リンクともにセクションC.3 ― Ref 2 にて定義されている 8b/10bのコード体系を使用すること
<SHALL>。
D0.0～D31.7 までの 256 のデータキャラクタ以外に，フォーマット形成やフラグ用にKコードが使用される。Kコー
ド使用についての概要を表 10に示す。
表 10 ― K コードの機能割り当て
K コード

機能

K27.7

データパケット開始のフラグ

K28.0

GPIO のフラグ

K28.6

I/O の ACK

K28.1

アライメントに使用

K28.2

トリガのフラグ

K28.3

ストリームマーカ（セクション9.2 参照）

K28.4

トリガのフラグ

K28.5

アライメントに使用

K29.7

データパケット終了のフラグ

Transmission is organized in groups of 4 characters called a word, except for low speed link trigger
packets which are six characters.
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A word consists of 4 consecutive 8B/10B characters labeled P0, P1, P2 and P3 and are transmitted in
the stated order (i.e. P0 first). The receiver shall perform word alignment in order to successfully decode
the packets.
The bit transmission order shall be according to the 8B/10B coding scheme: 8 bits labeled { ‘A’, ‘B’, ‘C’,
‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ } and a data/control selection are coded into a 10 bit symbol with bits labeled { ‘a’, ‘b’,
‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘i’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘j’ }. Prior to coding the bit labeled ‘A’ is the LSB. After coding the bit labeled ‘a’
is transmitted first.
Unique single values represented by multiple bytes (e.g. a 32 bit address) shall be transmitted using big
endian byte order.
伝送は「ワード」とよばれる 4 キャラクタ構成のグループ単位で行われる。例外として，ロースピードリンクのトリガパ
ケットは 6 キャラクタで構成される。
１ワードは P0 / P1 / P2 / P3 のラベルが付いた連続的な 8b/10b キャラクタで構成され，順番（P0 が最初）に伝
送される。レシーバはパケットを正常にデコードするためのワードアライメントを行うこと<SHALL>。
ビットの伝送順序は 8b/10b のコーディング体系に準拠すること<SHALL>：{ ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’,‘E’, ‘F’, ‘G’,
‘H’ }のようにラベリングされた 8bit 部とデータ／コントロールの選択部は，{ ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘i’, ‘f’,
‘g’, ‘h’, ‘j’ }のようにラベリングされた 10bit のシンボルへとコーディングされる。‘A’とラベリングされた LSB から
優先的にコーディングされる。コーディング後は，‘a’とラベリングされたビットから最初に伝送される。
複数のバイトで表されるユニークな単一の値（例：32bit アドレスなど）はビッグエンディアンのバイト順を用いて伝
送すること<SHALL>。
8.2.2

Bit Error Handling （ビットエラーの取り扱い）

The link protocol (i.e. packet structure, overall control) is designed to be immune to single bit errors by a
combination of careful choice of packet coding, and sending key information multiple times.
Any errors in data transfer are detectable by a CRC, but this revision of the protocol does not support
stream data resend.
リンクプロトコル（＝ パケット構造，コントロール全般）は，慎重に選択されたパケットコーディング体系，およびキー
となる情報の複数回送信を組み合わせることにより，シングルビットエラーを回避するよう設計されている。
データ伝送における全てのエラーは CRC によって検出可能であるが，本リビジョンでのプロトコルはデータ再送
をサポートしていない。
8.2.2.1

Duplicated Characters （キャラクタの重複）

Many words duplicate the same value in P0, P1, P2 and P3. The receiver shall decode these multiple
packets in a way that provides immunity to single bit errors.
Comment: In general information is sent four times rather than the usual three times. This is simply to maintain
word alignment, and three of the characters are sufficient to “vote” and cope with single bit errors.
However having four duplicates may allow sophisticated receivers to decode the packet correctly in the
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event of multiple bit errors, but that is a quality of implementation decision beyond the requirements of
the specification.

多数のワードが P0/P1/P2/P3 において同じ値に重複する。レシーバはシングルビットエラーが発生しないようにこ
れら複数のパケットのデコードを行うこと<SHALL>。
コメント： 基本的に情報はよくある 3 回ではなく，4 回繰り返して送られる。この方法ではワードアライメントも容易で，3 回出
現したキャラクタで多数決をとってシングルビットエラーを処理する。マルチビットエラー発生時でも同じ値が 4 回出
現するので洗練されたレシーバならパケットを正常にデコードする可能性はあるが，これは規格の要件というよりも
実装品質によって決まる。

8.2.2.2

CRC （CRC）

A CRC is used to protect stream data packets and control packets.
For control packets the receiver shall decode these CRCs and in the event of a CRC error shall send a
negative acknowledgment indicating the error.
Comment: How this acknowledgment is handled is beyond the scope of this specification, but it is recommended
that the command is resent up to three times, and if the third retry fails an error message would be
passed up to the application to deal with.

CRC はストリームデータパケットおよびコントロールパケットを保護するために使用される。
コントロールパケットにおいてレシーバはこれらの CRC をデコードし<SHALL>，CRC エラー発生時にはエラーを
意味する NAK を送信すること<SHALL>。
コメント：

この NAK をどのように扱うかは本規格書の規定範囲外であるが，コマンドについては 3 回まで再送し，3 回目の
リトライが失敗したら扱っているアプリケーションソフトウェアにエラーメッセージを投げるようにすることを推奨する。

For stream data packets the receiver shall decode these CRCs for error monitoring purposes.
Comment: How CRC errors are handled is beyond the scope of this specification, but typically an error message
would be passed up to the application to deal with, either after every error, or after the number of errors
exceeds a threshold.

ストリームデータパケットにおいてレシーバはエラー監視用にこれらの CRC をデコードすること<SHALL>。
コメント： この CRC エラーをどのように扱うか本規格書の規定範囲外であるが，一般的にはエラーが毎回起こるその都度か，
規定回数以上のエラーが発生した場合にエラーメッセージを扱っているアプリケーションソフトウェアに投げるように
する。
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All CRCs defined in the link protocol are 32 bit CRCs calculated over a specified block of data.
Polynomial: x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
Seed:

0xFFFFFFFF

Comment: This is the CRC-32 defined by IEEE-802.3 (Ethernet).

リンクプロトコルにて定義されている全ての CRC は規定のデータブロック上で演算される 32bit の CRC である。
多項式:

x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1

シード:

0xFFFFFFFF

コメント： これは IEEE-802.3(Ethernet)で定義されている CRC-32 である。

The CRC shall be calculated over the data using the following bit order:
 Data bit 0 (lsb) first within a character; bit 7 (msb) last.
 Character P0 first within a word; character P3 last.
 Word 0 first within a packet; word N-1 last, where N is the number of words over which the CRC needs
to be calculated (see individual packet definitions).
CRC はデータに対し，以下のビット配列を用いて演算すること<SHALL>。
 1 キャラクタの最初がデータビット 0(LSB)，最後が 7(MSB)。
 1 ワードの最初が P0，最後が P3。
 1 パケットの最初がワード 0，最後がワード N - １。ここでの N は CRC 演算の対象となるワード数（各パケット定
義を参照）
The CRC shall not include idle words used to stretch data transmission. The K28.3 stream marker shall
be treated as a D28.3 for CRC calculation, i.e. the K-Code flag is ignored.
CRC にはデータ伝送の伸長に使用したアイドルワードを含んではならない<SHALL NOT>。K28.3 のストリーム
マーカは CRC 演算においては D28.3 として扱うこと<SHALL>（この場合，K コードのフラグは無視される）。
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8.2.3

Packet Types （各パケットタイプ）

Information is transferred in both directions using packets. The start of a packet is indicated by a word
containing K-codes. Two main packet types are used:
 Dedicated short packets for real time information are transmitted as a specific start indication (One of
K28.0, K28.2 or K28.4), followed by the fixed sized data content.
 A more generic data packet consisting of a start indication (K27.7), the packet type and an end
indication (K29.7).
パケット方式を用いて情報は双方向に伝送される。パケット開始は K コードを含む１ワードで示される。使用される
主なパケットタイプとして以下の 2 つが使用される：
 リアルタイム情報のための専用ショートパケットが特定の開始フラグ（K28.0，K28.2，K28.4 のいずれか 1 つ）と
して伝送され，その後に固定長のデータが続く
 開始フラグ（K27.7），パケットタイプおよび終了フラグ（K29.7）で構成される，より一般的なデータパケット
Packet types defined by the link protocol are listed in Table 11.
Table 11 ― Packet types
Channel

Packet Type

Usage
Downlink Uplink

I/O

Trigger packets, GPIO packet





Stream

Data packet – type = { Stream }



-

Control

Data packet – type = { Control data, Link Test }





Comment: In principle stream data could be sent on the uplink, but the current discovery procedure does not allow
for this, and the specification is written with only the Device generating stream data.

リンクプロトコルによって定義されているパケットタイプを表 11に示す。
表 11 ― 各パケットタイプ
チャンネル

パケットタイプ

使用リンク
ダウン
アップ

I/O

トリガパケット，GPIO パケット





ストリーム

データパケット ― タイプ ＝ ｛ ストリーム ｝



-

コントロール

データパケット ― タイプ ＝ ｛ コントロールデータ， リンクテスト ｝





コメント： 原理的にはストリームデータをアップリンク上で送ることも可能であるが，現在のディスカバリ手順ではこれを許容し
ておらず，本規格書ではデバイスがストリームデータを生成する，とだけ書かれている。

8.2.4

Packet Transmission Order （パケット伝送の順序）

Packets shall be transmitted by priority.
Packets with the same priority shall be transmitted sequentially in the order they are available.
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A high priority packet shall be inserted into a lower priority packet that is being transmitted. The insertion
shall take place at a word boundary with an exception for the low speed link trigger packet which shall
take place at a character boundary.
Comment: Allowing character insertion of the low speed trigger packet allows minimal trigger latency given the
relatively low speed of the link.

各パケットは優先順位に従って伝送すること<SHALL>。
同じ優先度のパケットがあった場合はもともとの順番で続けて伝送すること<SHALL>。
より優先度の高いパケットは現在伝送されている優先度の低いパケットに挿入する<SHALL>。この挿入は（ロー
スピードリンクでトリガパケットがキャラクタとキャラクタの境界にある場合を除いて）ワードとワードの境界にて行うこ
と<SHALL>。
コメント： ロースピードの各トリガパケットにてキャラクタ境界への挿入を許容することで，リンクが比較的低速な場合でもトリガ
パケットのトリガレイテンシを最小限に抑えることが可能になる。

Transmission of the lower priority packet shall be resumed after the transmission of the inserted packet is
completed.
優先度の低いパケットの伝送は挿入されたパケットの伝送が完了した後に続けて行うこと<SHALL>。
The link protocol defines 6 levels of priority as indicated in Table 12.
Table 12 ― Packet transmission priority
Priority Level
0 (highest)

Packet type
Trigger

1

I/O acknowledgment (for trigger packet)

2

GPIO

3

I/O acknowledgment (for GPIO packet)

4

Data – all types except control data

5 (lowest)

Data – control data

リンクプロトコルは表 12に示す 6 つの優先レベルを定義している。
表 12 ― パケット伝送の優先レベル
優先レベル
0 (最高)

パケットタイプ
トリガ

1

I/O の ACK（トリガパケット用）

2

GPIO

3

I/O の ACK（GPIO パケット用）

4

データ ― コントロールデータ以外の全て

5 (最低)

データ ― コントロールデータ
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An example of priority based transmission on the high speed link is illustrated in Figure 12 for a GPIO
packet being inserted into a data packet, and a trigger packet in turn being inserted into the GPIO packet.
Data packet
transmission

4xK27.7

p-data

p-data
resume

Insert at word boundary
GPIO packet
transmission

4xK28.0

4x state

Insert at word boundary
Trigger packet
transmission

Transmitted
characters

4xK27.7

p-data

4xK28.0

resume
4xK28.2

t-data

4xK28.2

t-data

4x state

p-data

Time

Explanation of terms used:
p-data = Packet data.
t-data = Trigger timing data.
state = GPIO state.

Figure 12 ― High speed link packet transmission example
ハイスピードリンクでの伝送を基本とした優先順位の例を図 12に示す。データパケットにGPIOパケットが，GPIO
パケットにトリガパケットが挿入されている。
データパケット
伝送

4xK27.7

p-data

p-data

ワード境界に挿入
GPIO パケット
伝送

リジューム
4xK28.0

4x state

ワード境界に挿入
トリガパケット
伝送

各伝送
キャラクタ

4xK27.7

p-data

4xK28.0

リジューム
4xK28.2

t-data

4xK28.2

t-data

時間

略語説明：
p-data = パケットデータ.
t-data = トリガのタイミングデータ
state = GPIO ステート

図 12 ― ハイスピードリンクでのパケット伝送例
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Figure 13 shows the same sequence on the low speed link, where the trigger packet is inserted on a
character boundary.

Data packet
transmission

4xK27.7

p-data

p-data
resume

Insert at word boundary
GPIO packet
transmission

s

s s s

Insert at character boundary

resume

4xK28.0

Trigger packet
transmission

Transmitted
characters

4xK27.7

p-data

4xK28.0

Trigger

s

Trigger

s s s

p-data

Time

Explanation of terms used:
p-data
= Packet data
Trigger
= Trigger packet
s
= GPIO states

Figure 13 ― Low speed link packet transmission example
図 13はロースピードリンクでの同じシーケンスを示しているが，キャラクタ境界にトリガパケットが挿入されている。

データパケット
伝送

4xK27.7

p-data

p-data

ワード境界に挿入

リジューム

GPIO パケット
伝送

4xK28.0

s s s

s

リジューム

ワード境界に挿入
トリガパケット
伝送

各伝送
キャラクタ

4xK27.7

p-data

4xK28.0

トリガ

s

Trigger

時間

略語説明:
p-data
Trigger
s

= パケットデータ
= トリガパケット
= 各 GPIO ステート

図 13 ― ロースピードリンクでのパケット伝送例
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Figure 14 shows an example on the low speed link, where the trigger is inserted on a character boundary.
Trigger inserted at
character boundary

TxD

IDLE

ID..

Trigger

Resume
‘interrupted’
IDLE word

..LE

Trigger inserted at
character boundary

IDLE

I

Resume
‘interrupted’
IDLE word

Trigger

..DLE

IDLE

Time
Trigger
Event

Trigger
Event

Trigger

Figure 14 ― Low speed link trigger insertion example

K28.1

D21.5

K28.5

K28.1

K28.1

D21.5

P3

P0

P1

P2

P3

K28.5
P0

K28.1

D21.5
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P2

K28.1

P3

図 14 ― ロースピードリンクでのトリガ挿入例

P1

K28.1

P2

K28.2

K28.5

P1

K28.2

D21.5

P0

K28.4

K28.1

K28.1
P1

P3

K28.5
P0

P2

D21.5
P3

K28.4

K28.1
P2

K28.4

K28.1
P1

K28.2

K28.5
P0

図 14にロースピードリンクにてトリガがキャラクタ境界に挿入されている例を示す。
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Idle Transmission （アイドルの伝送）

A link is idle when no packet transmission takes place. This idle time shall be filled with idle words. The
format of this word is defined in Table 13.
Table 13 ― Idle word format
Word
IDLE

P0

P1

P2

P3

K28.5

K28.1

K28.1

D21.5

Comment: The idle word serves the following purposes at the receiver:
 Allows rapid bit clock lock by means of the high frequency (D21.5) data content.
 Provides low frequency (K28.5, K28.1) and high frequency (D21.5) data content to serve the line
equalizer.
 Allows character and word alignment using the K28.5 character that is only used as character P0 in
the idle word.
 Allows monitoring of the alignment status once alignment is achieved.

何もパケットを伝送する必要がないとき，リンクはアイドル状態となる。このアイドル時間はアイドルワードで埋めるよ
うにする<SHALL>。このワードフォーマットをに示す。
表 13 ― アイドル用ワードフォーマット
ワード
IDLE

P0

P1

P2

P3

K28.5

K28.1

K28.1

D21.5

コメント： アイドルワードにはレシーバ側において以下の目的がある。
 ビット変化が頻繁な高周波（D21.5）データによる急速なビットクロックのロックを可能にする
 ラインイコライザに有用な低周波（K28.5， K28.1）データおよび高周波（D21.5）データの提供
 K28.5 キャラクタを用いたキャラクタアライメントおよびワードアライメントを可能にする（K28.5 キャラクタはアイドルワ

ードの中でキャラクタ P0 としてのみ使用される）
 アライメント状況のモニタリングを可能にする

8.2.5.1

Idle Usage （アイドルの使用）

Both high and low speed link transmitters shall send the IDLE word when the link is idle.
For proper operation of a high speed link an IDLE word shall be transmitted at least once every 100
words.
Comment: This figure may be relaxed after further testing.

リンクがアイドル状態の時，ハイスピード／ロースピード両リンクのトランスミッタは IDLE ワードを送るようにする
<SHALL>。
ハイスピードリンクの正常な動作においては最低でも 100 ワードに 1 回，アイドルワードを送信すること<SHALL>。
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コメント： この条件はテストを重ねた後に緩和する可能性がある。

For proper operation of a low speed link an IDLE word shall be transmitted at least once every 10,000
words.
ロースピードリンクの正常な動作においては最低でも 10,000 ワードに 1 回，IDLE ワードを送信すること
<SHALL>。
8.2.5.2

Stretching Packet Transmission with IDLE （IDLEを用いたパケット伝送の伸張）

The transmission of a packet on the high speed link can be stretched by inserting IDLE words. These
IDLE words should be ignored by the receiver and are not included in the CRC.
Comment: The possibility to insert IDLE words relaxes transmitter buffer requirements – i.e. the entire packet does
not need to be available when the packet transmission commences. This could be useful with control
channel reads. However for data stream packets it is expected that the entire packet would be buffered,
so no additional IDLE words would need to be inserted.

ハイスピードリンクにおけるパケットの伝送は IDLE ワードを挿入することにより伸長を行うことができる<CAN>。こ
のアイドルワードはレシーバ側では無視し，CRC にも含めないようにする。
コメント：

アイドルワードを挿入可能であるこということはトランスミッタのバッファ要件を緩和することに繋がる ― つまり，パ
ケット伝送が始まったときにそのパケット全体を利用可能にしておく必要はないということである。これはコントロー
ルチャンネルの読み出しにも有用な場合がある。しかしながらデータストリームパケットにおいては当然そのパケ
ット全体がバッファされていると考えられるため，追加のアイドルワード挿入が必要ないことになる。

IDLE words shall not be inserted into a packet on the low speed link.
Comment: There is no need to stretch low speed link packets because of the slow data rate, and banning this
simplifies implementation.

ロースピードリンクでは IDLE ワードをパケットに挿入してはならない<SHALL NOT>。
コメント：

遅いデータレートであることと，これを禁止することで実装が簡単になることからロースピードリンクではパケットを
伸張する必要はない。

8.3

I/O Channel （I/O チャンネル）

The I/O channel provides trigger and general purpose I/O (GPIO) in 2 directions. The I/O channel is
defined for the Master link (link 0) only.
I/O チャンネルはトリガと双方向の GPIO を提供する。I/O チャンネルはマスタリンク（リンク 0）のみで定義される。
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GPIO （GPIO）

GPIO defines 8 general purpose I/O signals in 2 directions: From Host to Device, and from Device to
Host.
The transmitting side monitors the logic states of the 8 signals and transmits a GPIO packet when the
logic states change in order to maintain the same logic level at the receiving end. To guarantee proper
initialization both the Host and Device shall de-assert all general purpose I/O signals as part of link
discovery, which shall correspond to character 0x00 in the coding of the GPIO packet.
GPIO は双方向，すなわちホストからデバイス方向とデバイスからホスト方向に, 8 つの汎用入出力信号を定義す
る。
送信側は８つの信号の論理ステートを監視し，受信端で同じ論理レベルを保持するため論理ステートが変化する
ときに GPIO パケットを送信する。ホストとデバイスの両方で正常な初期化を保証するには全ての汎用入出力信
号(GPIO)をリンクディスカバリ中にデ・アサートする<SHALL>。（これは GPIO パケットのコーディングにてキャラク
タ：0x00 に相当する<SHALL>）
The GPIO packet is shown in Table 14.
Table 14 ― GPIO packet format
Word

Content

Description

0

4x K28.0

GPIO packet indication

1

4x State

Logic states, repeated 4 times
Logic states of I/Os (7:0) are stored in the data bits (7:0)

Packet size: 2 words.
GPIOパケットを表 14に示す。
表 14 ― GPIO パケットのフォーマット
ワード

内容

説明

0

4×K28.0

GPIO パケットのフラグ

1

4×State

論理ステートを 4 回繰り返す
I/O(7.0)の論理ステートはデータビット(7:0)にストアされる

パケットサイズ：２ワード
GPIO packets shall be acknowledged (see section 8.3.3).
GPIO パケットは必ず応答を取得すること<SHALL>。（セクション8.3.3参照）。
8.3.2

Trigger （トリガ）

Trigger is provided in 2 directions: From Host to Device, and from Device to Host.
Triggers have the highest priority and shall be inserted into any lower priority transmission packet at the
appropriate transmission boundary. To guarantee proper initialization both the Host and Device shall de-
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assert the trigger signal as part of link discovery, which shall correspond to the effect of a falling edge
trigger packet.
Trigger packets shall be acknowledged (see section 8.3.3).
トリガは双方向（ホストからデバイス，デバイスからホスト）の伝送となる。
トリガは最も高い優先度をもつため，他の優先度の低い伝送パケットに適当な伝送境界にて挿入する<SHALL>。
ホストとデバイスの両方で正常な初期化を保証するにはリンクディスカバリ中にトリガ信号をデ・アサートする
<SHALL>。（これは立ち下がりエッジのトリガパケットに相当<SHALL>。）
トリガパケットは必ず応答を取得すること<SHALL>（セクション8.3.3参照）。
8.3.2.1

Low Speed Link Trigger （ロースピードリンクのトリガ）

The event that results in a trigger being sent could occur at any time, but the trigger packet cannot be
sent until the next transmission boundary. For the low speed link the trigger packet can start at the next
character boundary (see section 8.2.4).
Comment: Allowing character alignment of the low speed trigger packet allows minimal trigger latency given the
relatively low speed of the link.

送ろうとしているトリガを誘発するイベントはいつでも起こりえるが，トリガパケットは次の伝送境界が来るまで送信さ
れない。ロースピードリンクではトリガパケットは次のキャラクタ境界にて開始することができる<CAN>（セクション
8.2.4参照）。
コメント： ロースピードのトリガパケットにてキャラクタアライメントを許容することにより比較して低速のリンクでもトリガパケット
のトリガレイテンシを最小限に抑えることが可能になる。

57

JIIA NIF-001-2010

Japan Industrial Imaging Association Standard

To minimize trigger jitter, the time between the trigger event and the trigger packet being sent is coded
into the packet as a delay value. The receiver can then use this delay to recreate the trigger event with
low jitter and a fixed latency.
For the low speed link the delay value is 239 minus the number of units of 1/24 the low speed link bit
interval (2.00 ns) between the trigger event and the start of the trigger packet. See Figure 15.
Comment： Transmission timing accuracy is limited to character units. A character contains 10 bit intervals (after
8B/10B coding).
A bit interval equals 6 / 125 MHz = 48 ns. The character transmission time is therefore 10 * 48 ns.
The trigger timing correction delay value is coded in units of 2 ns. A full character interval is therefore
480 / 2 = 240 delay value codes wide.
Therefore to encode the trigger delay correction value, a range of 0 to 239 is needed.

K28.2 K28.4
TxD
Trig
Source

K28.4 K28.2
95

95

95

187 187 187

239

239

187
95
Cnt
0

RxD

0

95

95

187 187 187

95

187
95
0
Trig
Dest.

Figure 15 ― Low speed trigger example
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トリガのジッタを最小限に抑えるため，トリガ発生とトリガパケット送信の時間差をディレイ値としてパケットの中にコ
ード化する。レシーバはこのディレイを使って僅かなジッタと固定のレイテンシをもったトリガイベントを再生成する
ことができる<CAN>。
ロースピードリンクでのディレイ値は，トリガ発生からトリガパケット送信開始までの時間を，ロースピードリンクのビッ
ト間隔（2.00ns）を 24 分割した単位数で表し，239 から引いたものとする。図 15にこれを示す。
コメント： 伝送タイミングの精度は各キャラクタの単位までに制限される。１つのキャラクタは（8b/10b コーディングの後に）
10bit のインターバルを含んでいる。
トリガタイミングのディレイ補正値は 2ns 単位でコーディングされる。したがって１つのキャラクタインターバルは 480
/ 2 = 240 のレンジをもつディレイ値として表される。
したがってトリガのディレイ補正値をエンコードするためには，0～239 のレンジが必要となる。

K28.2 K28.4
95

送信データ
送信側
トリガ

K28.4 K28.2
95

95

187 187 187

239

239

187
95
カウンタ
0

0

受信データ

95

95

187 187 187

95

187
95
0
受信側
復元トリガ

図 15 ― ロースピードにおけるトリガ例

59

0

Japan Industrial Imaging Association Standard

JIIA NIF-001-2010

Table 15 ― Low speed link trigger packet format
Char

Content

Description

Either
0–2

Trigger packet indication – rising edge

K28.2
K28.4
K28.4
or

Trigger packet indication – falling edge

K28.4
K28.2
K28.2
3–5

3x Delay

The delay value is 239 minus the number of units of 1/24 the low speed link bit interval
(2.00 ns) between the trigger event and the start of the trigger packet
The Host can use a coarser time unit by setting lower bits of this value fixed at 0 or
giving it a bias.
The Device can use a coarser time unit by using less bits of this value (discard non
used lower bits of this value or use rounding). The chosen accuracy and usage of this
timing correction value is left as a quality of implementation at both the Host and
Device.

Packet size: 6 characters.
表 15 ― ロースピードリンクにおけるトリガパケットのフォーマット
キャラクタ

内容

説明

Either
0–2

K28.2

トリガパケット － 立ち上がりフラグ

K28.4
K28.4
or
K28.4

トリガパケット － 立ち下がりフラグ

K28.2
K28.2
3–5

3×Delay

ディレイ値はトリガ発生からトリガパケット送信開始までの時間を，ロースピードリンクのビ
ット間隔（2.00ns）を 24 分割した単位数で表し，239 から引いたものになる。
ホスト側はディレイ値の下位ビットを 0 固定とするか一定のバイアスをかけた大雑把な時
間単位を用いることができる<CAN>。
デバイスはディレイ値の下位ビットを破棄するか丸めることでビット幅を減らした大雑把な
時間単位を用いることができる<CAN>。ここで選択した精度および時間補正値の使用が
デバイス／ホストの両方で実装の品質を決定する。

パケットサイズ：６キャラクタ
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High Speed Link Trigger （ハイスピードリンクのトリガ）

Similarly for the high speed link the next transmission boundary is the next word (4 character), and the
delay value is three minus the number of whole characters between the trigger event and the start of the
trigger packet.
Table 16 ― High speed link trigger packet format
Word

Content

Description

Either
0

4x K28.4

Trigger packet indication – rising edge

or

1

4x K28.2

Trigger packet indication – falling edge

4x Delay

The delay value is three minus the number of whole characters between the trigger
event and the start of this trigger packet.
Usage is optional, when not used set to 0.

Packet size: 2 words.
ハイスピードリンクでも同様に次の伝送境界は次のワード（4 キャラクタ分）となり，ディレイ値はトリガ発生からトリガ
パケットの開始まで全てのキャラクタ数を３から引いたものとなる。
表 16 ― ハイスピードリンクにおけるトリガパケットのフォーマット
キャラクタ

内容

説明

Either
0

4×K28.4

トリガパケット － 立ち上がりフラグ

or

1

4×K28.2

トリガパケット － 立ち下がりフラグ

4×Delay

ディレイ値はトリガ発生からトリガパケット開始までの全てのキャラクタ数を３から引いたもの。
使用は任意で，使用しないときは 0 に設定する。

パケットサイズ：２ワード
8.3.3

I/O Acknowledgments （I/OのACK）

Both GPIO and trigger packets shall be acknowledged with an I/O acknowledgment packet.
Table 17 ― I/O acknowledgment packet format
Word

Content

Description

0

4x K28.6

I/O acknowledgment packet indication

1

4x Code

Acknowledgment code, repeated 4 times:
0x00 GPIO packet received OK
0x01 Trigger packet received OK

Packet size: 2 words.
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GPIO とトリガはどちらも I/O ACK パケットによる応答を取得すること<SHALL>。
表 17 ― I/O ACK パケットのフォーマット
ワード

内容

説明

0

4× K28.6

I/O ACK パケットのフラグ

1

4× Code

ACK コード（4 回繰り返し）：
0x00 GPIO パケットの受信 OK
0x01 トリガパケットの受信 OK

パケットサイズ：2 ワード
The Device or Host transmitting a GPIO packet shall use the following rules:
 After completion of a GPIO packet transmission it shall not send a new GPIO packet until it has
received an acknowledgment from the Host or Device receiving the packet.
 However if it does not receive an acknowledgment for more than a defined time (transmission timeout,
see below) it can resend the last GPIO packet or can send a new GPIO packet.
デバイスまたはホストは以下の規則に従って GPIO パケットを伝送すること<SHALL>：
 GPIO パケットの伝送完了後，ホストまたはデバイスが受信するパケットから ACK を受信するまでは別の新しい
GPIO パケットを送信してはならない<SHALL NOT>。
 例外として，一定の時間（伝送タイムアウト，後述）以上 ACK を受信することができない場合は，最後の GPIO
パケットを再送する<CAN>か，または別の新しい GPIO パケットを送信することができる<CAN>。
The Device or Host transmitting a trigger packet shall use the following rules:
 After completion of a trigger packet transmission it shall not send a new trigger packet until it has
received an acknowledgment from the Host or Device receiving the packet.
 However if it does not receive an acknowledgment for more than a defined time (transmission timeout,
see below) it can resend the last trigger packet or can send a new trigger packet.
デバイスまたはホストは以下の規則に従ってトリガパケットを伝送すること<SHALL>：
 トリガパケットの伝送完了後，ホストまたはデバイス が受信するパケットから ACK を受信するまでは別の新しい
トリガパケットを送信してはならない<SHALL NOT>。
 例外として，一定の時間（伝送タイムアウト，後述）以上 ACK を受信することができない場合は，最後のトリガパ
ケットを再送する<CAN>か，または別の新しいトリガパケットを送信することができる<CAN>。
Transmission timeout rules:
 Trigger or GPIO packet sent on low speed link, acknowledgment on high speed link (therefore I/O is
from Host to Device): The timeout shall be one character on the low speed link.
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 Trigger or GPIO packet sent on high speed link, acknowledgment on low speed link (therefore I/O is
from Device to Host): The time to send the acknowledgment depends on the usage on the low speed
link (see comment below). Therefore it is recommended that the Device has a register controlling the
timeout, set to a default value by the Device based on its I/O usage, but that can be overridden by the
Host.
Comment: The decision on what to do in the event of a trigger or GPIO packet being lost is system-dependent, and
likely to be controlled by the Host. A Device may need a register that allows the Host to determine what
it does.
Comment: Note that low speed link has limited bandwidth, and the system designer needs to choose trigger and
GPIO rates in both directions such that the bandwidth is not exceeded. For instance if it is necessary to
run the Host to Device trigger at near to the maximum capacity (e.g. for a line trigger on a line scan
device), then the Device should not send triggers to the Host, as these would require trigger
acknowledgments which there would not be time to send.

This situation would be detected by

transmission timeouts in the Device.

伝送タイムアウトの規則：
 ロースピードリンク上で伝送され，ハイスピードリンク上で ACK を返送されるトリガまたは GPIO パケット（I/O が
ホスト⇒デバイス方向のとき）について：タイムアウトはロースピードリンク上で 1 キャラクタとすること<SHALL>。
 ハイスピードリンク上で伝送され，ロースピードリンク上で ACK を返送されるトリガまたは GPIO パケット（I/O が
デバイス⇒ホスト方向のとき）について：ロースピードリンクの使い方によって ACK を送る時間が変わる。このた
め，デバイスはタイムアウト時間をレジスタコントロールによって変更可能であることが推奨される。タイムアウト初
期値はデバイス自身が I/O の使い方しだいで適当な値を設定しておき，ホストからこの値を上書き変更できる
<CAN>ようにする。
コメント： トリガまたは GPIO パケットを取りこぼした場合の処理は各システムにおいて任意であるが，基本的にはホストがコン
トロールすることになる。デバイス側はホストが行う処理に応じてレジスタが必要になる可能性がある。
コメント： ロースピードリンクの帯域幅には制限があることに注意する。したがって，システム設計者はどちらの方向において
も規定の帯域幅を超えないトリガおよび GPIO パケット送信レートを選択する必要がある。例えばホストから最速に
近い周期でデバイストリガを発行する必要がある場合（ラインスキャンデバイス用にライントリガを発行する場合等），
デバイスはホストへトリガを送ってはならない。これはホストがトリガの ACK を送信するだけの十分な時間がなくなっ
てしまうためである。この状況はデバイスにおける伝送タイムアウトによって検知される。
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8.4

Data Packet Definition （データパケットの定義）
Table 18 ― Data packet transmission format
Word

Content

Description

0

4x K27.7

Start of packet indication

1

4x Type

Data packet type:

0x00 Reserved for extended types
0x01 Indicates a stream data packet
0x02 Indicates control command
0x03 Indicates control acknowledge
0x04 Indicates a link test packet
Other values are reserved for future use.
2…

Data

D+1

(4 bytes)

D+2

4x K29.7

Data packet payload of D data words

End of packet indication

Packet size: D+3 words.
表 18 ― データパケット伝送フォーマット
ワード

内容

説明

0

4×K27.7

パケットの開始フラグ

1

4×Type

データパケットのタイプ：

0x00 拡張タイプのための予約
0x01 ストリームデータパケットのフラグ
0x02 コントロールコマンドのフラグ
0x03 コントロール ACK のフラグ
0x04 リンクテストパケットのフラグ
他の値はすべて予約である。
2…

Data

D+1

(4 bytes)

D+2

4×K29.7

D データワードのデータパケットペイロード

パケットの終了フラグ

パケットサイズ：D + 3 ワード
The following sections define these data packet payloads.
以下のセクションにこれらのデータパケットペイロードを定義する。
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8.5

Stream Data Packet （ストリームデータパケット）

Stream data packets are used to send stream data (see section 9.1 ) across the links.
ストリームデータパケットは複数のリンクを跨ぐストリームデータ（セクション9.1 参照）の送信に使用される。
The packet transfer layer is responsible for forming packets from a stream by chopping the stream into
blocks and adding a stream packet header and trailer to form a packet. This is shown diagrammatically
in Figure 14.

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5

Explanation of terms used:

Raw line data

Form into a stream
LM
IH

LM
Line 1

Pkt 0

LM
Line 2

Pkt 1
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Line 3

Pkt 2

Stream
markers

LM
Line 4

Line 5

Start Of Header
Image Header
Line marker

SPH

Stream Packet Header

SPT

Stream Packet Trailer
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Pkt 4

Pkt 3

Stream
data

SOH
IH
LM

Packetize
Pkt 0
IH

SPH

Pkt 1
1

1

SPH
SPT

2

2

3

SPH
SPT

3

4

SPH

4

SPH

SPT

Pkt 5

Pkt 4

Pkt 3

Pkt 2

SPT

5

5

Stream
data
packets

SPH
SPT

SPT

Figure 16 ― Packet formation in Device – image data example
Comment: This figure is best viewed in color.
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パケット伝送レイヤは 1 つのストリームから複数のパケットを生成する役目を担う。これはストリームを切断して複数
のブロックに分け，1 パケットを構成するためのストリームパケットヘッダおよびストリームパケットトレイラを付加する
ことによって行う。これを図 16のダイアグラムで示す。

略称説明:

ライン 1 ライン 2 ライン 3 ライン 4 ライン 5 Raw ラインデータ
１つのストリームを生成
LM
IH

LM
Line 1

Pkt 0

LM
Line 2

LM
Line 3

Pkt 2

Pkt 1

各ストリーム
マーカ

LM
Line 4

Line 5

Pkt 4

Pkt 3

ストリーム
データ

SOH
IH
LM

ヘッダの開始
イメージヘッダ
ラインマーカ

SPH

ストリームパケットヘッダ

SPT

ストリームパケットトレイラ

5

パケット化
Pkt 0
IH

SPH

Pkt 1
1

1

SPH
SPT

Pkt 3

Pkt 2
2

2

3

SPH

3

4

SPH

SPT

Pkt 5

Pkt 4
4

5

SPH

SPT

SPT

5

各ストリーム
データ
パケット

SPH
SPT

SPT

図 16 ― デバイス内でのパケット生成：画像データの例
コメント： この図はカラー表示に最適化されている。

The packet transfer layer is also responsible for sharing all the packets from the Device across the
available links, as shown diagrammatically in Figure 17 and described in the following sections.
Formatted
Stream Data

Packetize
Stream
data
packets

Other stream(s) from Device

Multiplexing

Needed when more
than one stream

Link distribution

Needed when more
than one link

Link(0)

Link(n-1)

Figure 17 ― Packet processing in Device
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パケット伝送レイヤは図 17のダイアグラムと次のセクションで示すように，有効な複数のリンクを跨ぐデバイスから
の全てのパケットを分配する役目も担う。

生成された
ストリームデータ

パケット化

各ストリーム
データ
パケット

デバイスからの他のストリーム

マルチプレクス

リンクの振り分け

リンク(0)

複数のストリームを
必要とするとき

複数のリンクを
必要とするとき

リンク(n-1)

図 17 ― デバイス内のパケット処理
8.5.1

Stream Data Packet Format （ストリームデータパケットのフォーマット）

The packet format is shown in Table 19.
Table 19 ― Stream data packet format
Word

Content

Description

4x K27.7

Start of packet indication (see section 8.4 ).

4x 0x01

Stream data packet indication.

0

4x Stream ID

Unique stream ID that this packet contains data for.

1

4x Packet Tag

8 bit tag. Incremented for each packet with this stream ID,
wraparound to 0 at 0xFF.

2

4x DsizeP(15:8)

3

4x DsizeP(7:0)

16 bit value representing the number of stream data words N per
packet.

4

Stream data

N words of stream data.

CRC

32-bit CRC calculated over the stream data 4 to (N+3).

4x K29.7

End of packet indication.

SPH

to
N+3
N+4

SPT

Packet size: N + 8 words.
Note: The Stream Packet Header (SPH) and Stream Packet Trailer (SPT) are shown in the right hand
column.
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Comment: The Stream ID is the same as in the image header (e.g. section 9.4.6.2). This allows the packet decoder
in the Host to read the Stream ID and therefore send the packet’s contents to the appropriate buffer for
that stream. The Stream ID will still be in that buffer (in the image header), and will be needed to
process the stream.

パケットのフォーマットを表 19に示す。
表 19 ― ストリームデータパケットのフォーマット
ワード

内容

説明

4× K27.7

パケットの開始フラグ（セクション8.4 参照）.

4×0x01

ストリームデータパケットのフラグ

0

4×Stream ID

このパケットが含むデータのユニークなストリーム ID

1

4×Packet Tag

8bit のタグ。各パケット毎にこのストリーム ID が付加され，0～0xFF の
あいだでインクリメントされる

2

4×DsizeP(15:8)

パケット毎にストリームデータワード N で表される 16bit 値

3

4×DsizeP(7:0)

4

Stream data

ストリームデータの N ワード

CRC

データワード 4～(N+3)にて演算される 32bit CRC

4× K29.7

パケット終了フラグ

SPH

～
N+3
N+4

SPT

パケットサイズ：N + 8 ワード
注：ストリームパケットヘッダ（SPH）とストリームパケットトレイラ（SPT）を右端の列に示している。
コメント： ストリームIDはイメージヘッダの中のものと同じになる（セクション9.4.6.2参照）。これはホストにおけるパケットデコー
ダがストリームIDを読み出し，そのストリームに対応するバッファへパケットの内容を送ることを可能にする。ストリー
ムIDは（イメージヘッダの）バッファ内に残したままでストリームを処理する必要がある。

8.5.2

Packet Size （パケットサイズ）

The total stream data packet size (i.e. from the first K27.7 to the last K29.7) shall not be more than the
size set in StreamPacketDataSize during Device discovery (see section 10.1.4).
The Device can use any packet size it wants to up to this size.
Comment: The largest supported packet size is recommended for maximum efficiency. A packet size of around 1
Kbytes gives a low packet overhead combined with practical buffer sizes in FPGAs. Depending on the
image size compared to the packet size, note that the last data packet in an image could be very small
– potentially only transferring 1 word. Also note that bootstrap registers StreamPacketDataSize is set to
zero during Device discovery; therefore the Host cannot send any packets until Device discovery
completes and the register is set to the correct value.
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ストリームデータの総パケットサイズ（＝ 最初のK27.7 から最後のK29.7 まで）はデバイスのディスカバリ中におい
てStreamPacketDataSize にて設定されているサイズを超えてはならない<SHALL NOT>（セクション10.1.4参照）。
デバイスはこのサイズの限界までパケットを使用することができる<CAN>。
コメント： 効率の最大化のためにはサポートされる最大のパケットサイズが推奨される。約 1K バイトのパケットサイズはパケッ
トのオーバーヘッドを小さくする。このサイズは FPGA 内のバッファサイズとして現実的なものである。このパケットサ
イズに対する画像サイズしだいで，各画像の最後のデータパケットは非常に小さくなる（場合によっては 1 ワードの
伝送だけになる）可能性があることに注意する。また，デバイスのディスカバリ処理中はブートストラップレジスタの
StreamPacketDataSize がゼロに設定される。したがってホストはデバイスのディスカバリ処理が完了し，レジスタが
正しい値に設定されるまでパケットを送信できない<CAN NOT>。

8.5.3

Packet Order （パケットの順序）

Packets within one stream shall be transmitted in order, i.e. the first packet in a stream shall have packet
tag 0, then the data immediately following shall be the next packet with tag 1, then tag 2 etc.
Comment: The tag allows the Host to check for missing packets, and to confirm the correct packet order when
multiple links are in use. Given that the physical layer is deterministic, the protocol does not need to
allow for packets arriving out of order.

1 ストリーム内での各パケットは以下に示す順番で伝送すること<SHALL>（＝ １ストリーム内の最初のパケットは
パケットタグ 0 をもち<SHALL>，それに続くデータはタグ１をもつ次のパケットとし<SHALL>，次はタグ２をも
つ...）。
コメント： このタグはホストが欠落したパケットがないか検証すること，複数リンクで使用する場合に正しいパケット順になって
いるか確認することを可能にする。物理レイヤを決定的なものにすることで，自由な順番でパケットが到着すること
をプロトコルが許容する必要がなくなる。

8.5.4

Combining Multiple Streams （マルチプルストリームの結合）

After completing one packet transmission, the Device can send the next packet from any stream with
available data.
It is the responsibility of the Device to prioritize packet transmission order based on its available buffer
sizes.
Comment: A simple Device may only have one stream, so does not need this process.

1 パケット伝送完了後，デバイスはデータを準備できているあらゆるストリームから次のパケットを伝送することがで
きる<CAN>。
この利用可能なバッファサイズをもとにしたパケット伝送順序の優先順位付けはデバイス側が担う。
コメント： 簡単な構造のデバイスでは１つのストリームしかもたない可能性があるが，その場合はこの処理は不要となる。
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8.5.5

Packet Transfer over Multiple Links （マルチプルリンク間でのパケット伝送）

All links shall run at the same bitrate.
全てのリンクは同じビットレートで動作させること<SHALL>。
Successive packets in a stream, or a combined stream (see section 8.5.4), shall be written to the next
link in ascending order of Link ID, starting at Link 0, as shown in Table 20.
Table 20 ― Packet order on links – example
Link 0

Link 1

Link 2

Link 3

Packet 0

Packet 1

Packet 2

Packet 3

Packet 4

Packet 5

Packet 6

Packet 7

Packet 8

Packet 9

Packet 10

Packet 11

Packet 12

Packet 13

Packet 14

Packet 15

…

…

…

…

Time

Note that the Host knows the link order from the bootstrap registers DeviceLinkID it reads during Device
discovery (see section 10.1.3).
Comment: A simple Device may only have one link, so does not need this process. The defined order means that
the Host knows which link the next packet will be on, without needing to read the packet header to find
out.

１ストリーム，または結合されたストリーム（セクション8.5.4）における連続パケットはリンクID の昇順（リンク 0 から開
始）にて次のリンクに書き込むようにする<SHALL>。これを表 20に示す。
表 20 ― リンク間のパケット順序例
リンク 0

リンク 1

リンク 2

リンク 3

パケット 0

パケット 1

パケット 2

パケット 3

パケット 4

パケット 5

パケット 6

パケット 7

パケット 8

パケット 9

パケット 10

パケット 11

パケット 12

パケット 13

パケット 14

パケット 15

…

…

…

…

時間

ホスト側からみるとデバイスのディスカバリ処理（セクション10.1.3 参照）中に読み込むブートストラップレジスタ

DeviceLinkIDから，リンク順序が既知となることに注意する。
コメント： 簡単な構造のデバイスの場合，1 つのリンクしか持たない可能性があるが，その場合この処理は不要となる。順序
が決められているということは，パケットヘッダを読み出さなくとも次のパケットが存在するリンクをホストが把握してい
るということを意味する。
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Control Channel （コントロールチャンネル）

The control channel is used to provide register access through specific control commands, transmitted
from Host to Device, and the resulting acknowledgment messages, transmitted from the Device to the
Host.
コントロールチャンネルはホストからデバイスへ伝送される特定のコントロールコマンドを通じたレジスタアクセス，
およびデバイスからホストへの ACK 結果を提供するために使用される。
The following command messages are defined:
 Memory read of B bytes.
 Memory write of B bytes.
 Control channel reset.
以下のコマンドメッセージが定義されている。
 B バイト分のメモリ読み出し
 B バイト分のメモリ書き込み
 コントロールチャンネルのリセット
Acknowledgment messages contain an acknowledgment code. This code indicates:
 Success, meaning that the command executed (or is still executing) OK, and in the case of a memory
read, the requested data is attached.
 Logical Errors, meaning that the command packet was received OK but attempted an invalid operation.
 Physical Errors, meaning that the command packet was corrupt.
Comment: The processing of logical and physical errors by the Host, and hence the application, may be very
different.

ACK/NAK メッセージは ACK/NAK コードを含む。このコードは以下の意味をもつ。
 成功，コマンド実行の完了（または実行中），メモリ読み出しの場合は，要求したデータが付属する
 論理エラー，コマンドパケットは受信されたが，無効な動作となった場合
 物理エラー，コマンドパケットが壊れた等
コメント： ホストによる論理／物理エラーの処理，とアプリケーションソフトウェアでのエラーは大きく異なる可能性がある。

One special type of “success” acknowledgment is “tentative”, meaning the command is still being
processed, but an acknowledgment is needed to prevent a timeout at the Host.

All other

acknowledgments are “final”.
Control commands shall only be sent by the Host. Acknowledgment messages shall only be sent by the
Device as a response to a received control command.
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The master link control channel shall provide full register access while extension link control channels
shall be restricted to read-only register access. Read access via an extension link control channel is
utilized during Device discovery.
Comment: The control tasks defined in the current specification are limited to Device register access by the Host.

「成功(success)」を意味する ACK の特別形式の１つが「暫定(tentative)」であるが，これはコマンドが現在実行中
であるという意味であり，ホスト側でタイムアウトを回避するために必要な ACK となる。もうひとつの ACK は「完了
(final)」である。
コントロールコマンドはホスト側からのみ送信する<SHALL>。ACK メッセージは受信したコントロールコマンドに
対するデバイス側からの返信としてのみ送信すること<SHALL>。
マスタリンクのコントロールチャンネルは全て（読み出し／書き込み）のレジスタアクセスを提供する<SHALL>が，
拡張リンクのコントロールチャンネルは読み出し専用のレジスタアクセスとする<SHALL>。拡張リンク側：コントロー
ルチャンネル経由の読み出しアクセスはデバイスのディスカバリ処理中に利用される。
コメント： 現在の規格書で定義されたコントロールタスクはホスト側からのデバイスレジスタアクセスに限定されている。

8.6.1

Control Transactions （コントロールトランザクション）

A control transaction is composed of transmitted command, the execution of that command, and finally
an acknowledgment as shown schematically in Figure 18.
Start

Host

Tx

Completed

Wait …

Decode &
Execute

Device

Tx
Ack

Time

Figure 18 ― Control transaction – standard
コントロールトランザクションは図 18に示す送信コマンド，コマンド実行およびACKにて構成される。
開始

Tx

ホスト

完了

待機 …

デコード&
実行

デバイス

Tx
Ack

時間

図 18 ― コントロールトランザクション － 標準
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The Host shall implement the following rules for control transactions:
 After completion of command transmission the Host shall not send a new command until it has
received a final acknowledgment from the Device.
 However if the Host does not receive an acknowledgment for more than 200ms (transmission timeout)
the Host can resend the last command or can send a new command.
 On receiving a tentative acknowledgment the Host shall reset the 200ms timeout and keep waiting for
a final acknowledgment.
 The only command the Host can send before receiving a final acknowledgment is a control channel
reset.
ホストは以下の規則に従ってコントロールトランザクションを実装すること<SHALL>：
 コマンド送信の完了後，ホストは ACK または NAK をデバイスから受け取るまで新しいコマンドを送信してはな
らない<SHALL NOT>。
 200ms 待って ACK が返ってこない場合（伝送のタイムアウト），ホストは最後に送ったコマンドを再送する
<CAN>か新しいコマンドを送信することができる<CAN>。
 暫定 ACK を受信したときは 200ms のタイムアウトをリセットし，完了 ACK を受け取るまで待機する<SHALL>。
 完了 ACK を受信する前にホストが送信可能なコマンドはコントロールチャンネルのリセットのみである。
The Device shall implement the following rules for control transactions:
 On receiving a valid command the Device shall execute the command and transmit a final
acknowledgment after command execution.
 On receiving an invalid command the appropriate acknowledgment shall be transmitted immediately
and the command shall be discarded.
 Command execution time and the time required to transmit the final acknowledgment shall not exceed
200ms, which is the transmission timeout.
 If the Device needs more than 200ms it shall transmit tentative acknowledgments spaced less than
200ms apart to inform the Host that the last command is still pending. The tentative acknowledgment
scheme is illustrated in Figure 19.
Start

Host

Tx

Completed
reset
timeout

reset
timeout
Wait …

Wait …

Wait …

tentative
Tx
Decode

Device

tentative
Tx

Execution

Tx
Ack

Time

Figure 19 ― Control transaction – tentative acknowledgment
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Comment: The tentative acknowledgments can be processed in the Host FPGA, allowing it (for instance) to raise an
interrupt when a slow command completes, so avoiding the need for software polling of a status bit.

デバイスは以下の規則に従ってコントロールトランザクションを実装すること<SHALL>：
 有効なコマンドを受け取ったときはデバイスはコマンドの内容を実行し，コマンド実行後に完了 ACK を返送す
る<SHALL>。
 無効なコマンドを受け取ったときは即座に適切な ACK を返し<SHALL>，コマンドは破棄する<SHALL>。
 コマンド実行時間と完了 ACK を伝送するのに必要な時間は伝送のタイムアウトとなる 200ms を超えてはならな
い<SHALL NOT>。
 200ms 以上の時間が必要な場合はデバイスが暫定ACK を一定の間隔（200ms 未満，余裕をもたせること）で
返し，ホスト側が最後に送ったコマンドの処理中であることを知らせるようにする<SHALL>。暫定ACK の発行
システムを図 19に示す。
開始

Tx

ホスト

完了
リセット
タイムアウト
待機 …

リセット
タイムアウト
待機 …

待機 …
暫定
Tx

Tx

デ
コード

デバイス

暫定

実行

Tx
Ack

時間

図 19 ― コントロール・トランザクション － 暫定 ACK
コメント： 暫定 ACK をホスト側の FPGA で処理することで，（例えば）コマンド実行完了が遅いときに割り込み発生を許容し，
ステータスビットのポーリングをソフトウェアで行うことを省略することもできる<CAN>。

The Host can transmit a control channel reset message to try to regain control of a Device that is not
responding correctly, or is stuck in a loop sending tentative acknowledgments.

On receiving this

message, the Device shall abort any control operation in process, reset its control channel logic, and
send the unique success message.
Comment: Control channel reset needs to be used with care. Resetting the Device part way through (for instance)
a flash memory update could render the Device unusable.
If the Device’s control channel is not working, it is quite possible that it will not respond to the control
channel reset message, and the only recovery possible may be to power cycle the Device. See section
7.4.5

ホストは正常に返答しなかったり，暫定 ACK が返り続ける等スタック状態に陥ったりしているデバイスに対しコント
ロールを復帰させるためのコントロールチャンネルリセットメッセージを送信することができる<CAN>。このメッセー
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ジを受け取った場合，デバイスはあらゆるコントロール動作を中断してコントロールロジックをリセットし，ユニークな
「成功」メッセージを送信すること<SHALL>。
コメント： コントロールチャンネルのリセットを使うときは注意が必要である。デバイスの都合を無視してリセットを行うと，例え
ばフラッシュメモリが書き換わりデバイスを使用不可能な状態にしてしまうなどの弊害が考えられる。
デバイスのコントロールチャンネルが機能しない場合，コントロールチャンネル・リセットメッセージに対する返答も不
可能となる。この場合の解決策は，デバイス電源の再投入のみとなる。セクション7.4.5を参照。

Control channel reset is the only command that a Host can send before receiving a final acknowledgment
from the previous command.
Note that control channel reset is not a Device reset – it shall only reset the control channel, not the
entire Device.
コントロールチャンネルのリセットはその前のコマンド発行から完了 ACK を受け取るまでのあいだにホストが発行
可能な唯一のコマンドである。
コントロールチャンネルのリセットはデバイスのリセットと無関係であることに注意する ― あくまでコントロールチャ
ンネルのみをリセットするものとし<SHALL>，デバイス全体に適用してはならない<SHALL NOT>。
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Control Command Message Format （コントロールコマンドのメッセージフォーマット）

Control commands are transmitted in the payload section of a data packet with packet type 0x02. The
payload format is specified in Table 21.
Table 21 ― Control command payload format
Word

0

Content

Description

4x K27.7

Start of packet indication (see section 8.4 ).

4x 0x02

Control command indication.

Cmd

Control operation code (in character P0):
0x00

Memory read

0x01

Memory write

0xFF

Control channel reset

Others values are reserved for future use.
Size

24 bit value, stored in consisting of 3 characters P1,P2,P3, that specifies the number
of data bytes B to be read or written.
This value shall be  1 (at least 1 byte to read/write) except for a control channel reset
when it shall be 0.

1

Addr

32 bit address of the memory location to read from / write to.
When more than one byte must be read / written the successive addresses are in
increasing order starting from this address.
Set to 0x00000000 for a control channel reset.

2

Write

Data to be written.

to

Data

This field is omitted for a read operation (Cmd=0x00) or a control channel reset
(Cmd=0xFF).

(N-1)+2

The size of this data section shall be an integer number of words N,
where N = Ceil(B / 4) *
When B is not a multiple of 4, a number of dummy bytes (4 N – B) shall be padded
after the last data byte.
Padded dummy bytes shall have the value 0.
N+2

CRC

32 bit CRC calculated over words 0 to (N+2)-1.

4x K29.7

End of packet indication.

* Ceil(x) returns the smallest integer  x
Packet size: N+6 words.
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各コントロールコマンドはパケットタイプ 0x02 にてデータパケットのペイロードセクションで送信される。このペイロ
ードフォーマットを表 21に示す。
表 21 ― コントロールコマンドのペイロードフォーマット
ワード

0

内容

説明

4×K27.7

パケット開始フラグ（セクション8.4 参照）

4×0x02

コントロールコマンドのフラグ.

Cmd

コントロールオペレーションコード（キャラクタ P0）：
0x00

メモリ読み出し

0x01

メモリ書き込み

0xFF

コントロールチャンネルのリセット

他の値については予約
Size

3 つのキャラクタ P1/P2/P3 構成にストアされる 24bit の値。読み出しまたは書き込みされる
データバイト B の数を定義する。
この値はコントロールチャンネルのリセットを除いて 1 以上（＝最低 1 バイトの読み出し／書
き込み）とすること<SHALL>。リセット時は 0 とする<SHALL>。

1

Addr

32bit で表されるメモリの読み出し／書き込みアドレス。
１バイト以上連続したアドレスに読み出し／書き込みを行う場合は，ここで指定したアドレスか
ら順にインクリメントされる。
コントロールチャンネルのリセット時は 0x00000000 を設定する。

2

Write

書き込み用データ

to

Data

このフィールドは読み出し時（Cmd=0）またはコントロールチャンネルのリセット時
(Cmd=0xFF)には無視される。

(N-1)+2

このデータセクションのサイズは整数 N ワードとすること<SHALL>。N = Ceil(B / 4) *
B が 4 の倍数でないときは最後のデータバイトの後にダミーバイト（4 N - B）を付加すること
<SHALL>。
付加 するダミーバイトの値は 0 とする<SHALL>。
N+2

CRC

ワード 0 ～ (N+2)-1 での 32bit CRC 演算値

4×K29.7

パケットの終了フラグ.

* Ceil(x)は最小の整数 x を返す
パケットサイズ：N + 6 ワード
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Acknowledgment Message Format （ACKメッセージフォーマット）

Acknowledgment messages are transmitted in the payload section of a data packet with packet type
0x03. The payload format is specified in Table 22
Table 22 ― Acknowledgment message format
Word

0

Content

Description

4x K27.7

Start of packet indication (see section 8.4 ).

4x 0x03

Control acknowledge indication.

4x Code

Acknowledgment code (repeated 4 times):
Success:
0x00

Final, command executed OK, reply data is appended
(i.e. acknowledgment of read command).

0x01

Final, command executed OK, No reply data is appended
(i.e. acknowledgment of write command).

0x02

Tentative, command execution in progress, signals Host to wait.

0x03

Final, control channel reset executed OK.

Logical Errors (final acknowledgments):
0x40

Invalid address.

0x41

Invalid data for the address.

0x42

Invalid control operation code.

0x43

Write attempted to a read-only address.

0x44

Read attempted from a write-only address.

0x45

Size field too large – command message (write) or
acknowledgment message (read) would exceed packet
size limit.

0x46

Incorrect size received, Message size is inconsistent with message size indication.

Physical Errors (final acknowledgments):
0x80

Failed CRC test in last received command.

Others values are reserved for future use.

For all acknowledgment codes other than 0x00, the Length, Data and CRC fields shall be
omitted and the end of packet indication shall be transmitted after the acknowledgment code.
1

Size

2

Data

to

Number of appended reply data bytes B.
Reply data.
The size of this data section shall be an integer number of words N, where N = Ceil(B / 4) *

(N-1)+2

When B is not a multiple of 4, a number of dummy bytes (4 N – B) shall be padded after the last
data byte.
Padded dummy bytes shall have the value 0.

N+2

CRC

32 bit CRC calculated over data words 0 to (N+2)-1).

4x K29.7

End of packet indication.

Packet size: N+6 words.
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ACKメッセージはパケットタイプ 0x03 にてデータパケットのペイロードセクションで返送される。このペイロードフォ
ーマットを表 22に定義している。
表 22 ― ACK フォーマット
ワード

0

内容

説明

4×K27.7

パケット開始フラグ（セクション8.4 参照）.

4×0x03

コントロール ACK のフラグ.

4×Code

ACK コード（4 回繰り返す）：

成功：
0x00

完了，コマンド実行 OK，返答データが付加される
（＝読み出しコマンドの ACK）

0x01

完了，コマンド実行OK，返答データ無し
（＝書き込みコマンドのACK）

0x02

暫定，コマンド実行中，ホスト側に待機を依頼

0x03

完了，コントロールチャンネルのリセット実行 OK.

論理エラー（完了 ACK）：
0x40

無効なアドレス

0x41

指定アドレスでの無効なデータ

0x42

無効なコントロールオペレーションコード

0x43

読み出し専用レジスタへの書き込み実行

0x44

書き込み専用レジスタへの読み出し実行

0x45

規定以上のデータサイズ ― コマンドメッセージ（書き込み時）または
ACK メッセージ（読み出し時）がパケットサイズの上限を超えている

0x46

無効なサイズを受信―メッセージサイズはメッセージサイズで示された値と矛盾する

物理エラー（完了 ACK）：
0x80

最後に受信したコマンドにて CRC エラー

他の値は予約となる

0x00 以外の全ての ACK コードでは，Length，Data および CRC のフィールドは除外し<SHALL>，パ
ケット終了のフラグは ACK コードの後に伝送すること<SHALL>。
1

Size

返答データバイト B の数

2

Data

返答データ

to

このデータセクションのサイズは整数 N ワードとすること<SHALL>。N = Ceil (B / 4) *

(N-1)+2

B が 4 の倍数でないときは最後のデータバイトの後にダミーバイト（4 N - B）を付加すること<SHALL>。
付加 するダミーバイトの値は 0 とする<SHALL>。

N+2

CRC

ワード 0～(N+2)-1 での 32bit CRC 演算値

4×K29.7

パケット終了フラグ.

* Ceil(x)は最小の整数 x を返す
パケットサイズ：N + 6 ワード
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Control Transaction Block Size （コントロールトランザクションのブロックサイズ）

The total control packet size (i.e. from the first K27.7 to the last K29.7) shall not be more than the size set
in ControlPacketDataSize during Device discovery (see section 10.1.4).
デバイスのディスカバリ処理中，コントロールの総パケットサイズ（＝ 最初のK27.7 から最後のK29.7）は
ControlPacketDataSize で設定しているサイズを超えてはならない<SHALL NOT>（セクション10.1.4参照）。
8.7

Link Test （リンクテスト）

The Host and Device shall provide link test facilities to test the quality of the link. Link test in both
directions is initiated and controlled by the Host.
ホストとデバイスはリンク品質を検証するためにリンクテスト機能を提供すること<SHALL>。リンクテストは双方向に
て行われるが，コントロールはホスト側からのみ行う。
8.7.1

Link Test Methodology （リンクテスト方法）

Link test makes use of test data packets between a Test Generator and a Test Receiver as depicted
schematically in Figure 20.
Link

Link

Link

Test packet data
Cmp

Sequence

Sequence

Test Generator

error

Locally
generated
test data

Error Counter

Test Receiver

Figure 20 ― Link test methodology
リンクテストは図 20に示すようにテストジェネレータとテストレシーバの間でテストデータパケットを使用することで
実現する。
リンク

リンク

リンク

テストパケットデータ
比較

シーケンス

エラー

エラーカウンタ

シーケンス
ローカルで
生成した
テストデータ

テストジェネレータ

テストレシーバ

図 20 ― リンクテスト方法
The Test Generator transmits a Test Data Packet containing a known test pattern produced by a
Sequence Generator. The Test Receiver shall compare the received test data packet content against its
local Sequence Generator. The Test Receiver shall increment the Error Counter for each word that is
different in the data packet.
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テストジェネレータはシーケンスジェネレータで生成される既知のテストパターンを含むテストデータパケットを送
信する。テストレシーバは各内部シーケンスジェネレータと受信したテストデータパケットの内容を比較すること
<SHALL>。テストレシーバは各ワードで異なるデータパケットを発見した場合にエラーカウンタをインクリメントする
<SHALL>。
8.7.2

Link Test Data Packet Payload Format （リンクテストのデータパケットぺイロードフォーマット）

The Test Data Packet content shall consist of a continuous 4096 byte sequence generated by counting
16 times from 0 to 255 (4096 bytes, 1024 words) as illustrated in Table 23.
Table 23 ― Link test packet format
Content
P0

P1

P2

P3

K27.7

K27.7

K27.7

K27.7

Start of packet indication
(see section 8.4 ).

0x04

0x04

0x04

0x04

Link test indication.

0

0x00

0x01

0x02

0x03

1

0x04

0x05

0x06

0x07

63

0xFC

0xFD

0xFE

0xFF

64

0x00

0x01

0x02

0x03

0xFC

0xFD

0xFE

0xFF

K29.7

K29.7

K29.7

K29.7

Word

Description

…
Test data

…
1023

End of packet indication.

Packet size: 1027 words.
Comment: Using a PRBS (pseudo-random binary sequence) is of no use since 8B/10B line coding is applied to the
generated data stream. For the purpose at hand a simple counter works equally well and greatly eases
implementation.

テストデータパケットは 0～255 を 16 回繰り返すことによる 4096 バイトシーケンス（4096 バイト, 1024 ワード)で構
成すること<SHALL>。これを表 23に示す。
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表 23 ― リンクテストのパケットフォーマット

ワード

内容
P0

P1

P2

P3

K27.7

K27.7

K27.7

K27.7

説明
パケット開始フラグ
（セクション8.4 参照）

0x04

0x04

0x04

0x04

0

0x00

0x01

0x02

0x03

1

0x04

0x05

0x06

0x07

63

0xFC

0xFD

0xFE

0xFF

64

0x00

0x01

0x02

0x03

0xFC

0xFD

0xFE

0xFF

K29.7

K29.7

K29.7

K29.7

リンクテストのフラグ

…
テストデータ

…
1023

パケット終了フラグ

パケットサイズ:1027 ワード
コメント： 生成されたデータストリームは 8b/10b ラインコーディングが適用されているので PRBS（擬似乱数バイナリシーケン
ス)の使用は無意味となる。このため，シンプルなカウンタを用意するのが実装的に簡単である。

Test Data shall be classed as Data – control data for packet transmission priority (see Table 12).
Comment: This ensures that the control messages to start and stop link test have priority over the test data.

テストデータのパケット伝送優先レベルは データ ― コントロールデータ とすること<SHALL>（表 12参照）。
コメント： これはリンクテストを開始／停止するためのコントロールメッセージがテストデータより優先されることを確実にするも
のである。

8.7.3

Host to Device Link Test （ホストからデバイスへのリンクテスト）

The Host shall implement a Test Generator and the Device a Test Receiver as shown in section 8.7.1.
The Error Counter in the Device shall be implemented as bootstrap registers TestErrorCount[n] (where n
is the link number). The Host shall have read and write access to these registers allowing it to reset
them.
The Host shall use a spacing of at least one IDLE word between each test data packet, and shall insert
IDLE packets into the test sequence to meet the IDLE requirements (see section 8.2.5.1).
The Device shall process a received test data packet from the Host at all times regardless of the setting
of the TestMode bootstrap registers.
セクション8.7.1の内容に従ってホストはテストジェネレータを，デバイスはテストレシーバを実装すること<SHALL>。
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デバイス側のエラーカウンタはブートストラップレジスタ TestErrorCount[n]（n はリンク数）として実装する
<SHALL>。ホストはこれらのレジスタに対してリセットを実行できるように読み出し／書き込みの機能を備えること
<SHALL>。
ホストは最低１つのIDLEワードを各テストデータパケットの間に挿入し，さらにアイドルの要件にあわせてテストシ
ーケンスにアイドルパケットを挿入する<SHALL>（セクション8.2.5.1参照）。
デバイスは TestMode ブートストラップレジスタの設定に関係なく，ホストから受信したテストデータパケットを定常
的に処理すること<SHALL>。
To test the Host to Device links the Host shall execute the following operations:
 Reset the Device Error Counters by writing the value 0 to TestErrorCount[n] registers.
 Run the test for a pre-determined amount of time providing the desired coverage for each link involved
in the test.
 Read and process the TestErrorCount[n] register values for each link involved in the test.
ホストからデバイスへのリンクテストを行う場合，ホストは以下の各オペレーションを実行すること<SHALL>：
 TestErrorCount[n]レジスタに 0 を書き込んでデバイスエラーカウンタをリセットする。
 テストを適用する各リンクに対し，前もって見積もったそれぞれに必要な時間でテストを実行する。
 テストを適用する各リンクに対し，TestErrorCount[n]レジスタの値を読み出し，処理する。
8.7.4

Device to Host Link Test （デバイスからホストへのリンクテスト）

The Device shall implement a Test Generator and the Host a Test Receiver as shown in section 8.7.1.
The Test Generator shall be controlled via the downlink test control bootstrap registers TestMode. The
Host shall have read and write access to this register. When the register is set to 1 for Test Mode the
Device shall transmit test data packets at a regular interval.
The spacing between test data packets shall be at least 16 word intervals allowing room for control data
packets. The Device shall insert IDLE packets into the test sequence to meet the IDLE requirements
(see section 8.2.5.1), but shall not transmit data other than link test packets or control packets.
セクション8.7.1の内容に従ってデバイスはテストジェネレータを，ホストはテストレシーバを実装すること<SHALL>。
テストジェネレータはダウンリンクのテストコントロール用ブートストラップレジスタ TestMode 経由でコントロールす
る<SHALL>。ホストはこのレジスタに対する読み出し／書き込み機能を備えること<SHALL>。レジスタがテストモ
ードを示す 1 に設定されているとき，デバイスは一定の間隔でテストデータパケットを送信する<SHALL>。
各テストデータパケットの間の間隔は，各コントロールデータパケットの挿入を可能にするために最低 16 ワード分
を確保すること<SHALL>。デバイスはIDLEの要件（セクション8.2.5.1参照）にあわせてテストシーケンスにアイド
ルパケットを挿入する必要がある<SHALL>が，リンクテストパケットやコントロールパケット以外のデータを送信し
てはならない<SHALL NOT>。
To test the Device to Host links the Host shall execute the following operations:
 Stop the Device from transmitting streaming data if applicable (stop image acquisition).
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 Reset the Error Counters at the Host receivers that are involved in the test.
 Put the Device in Test Mode by writing 1 to the TestMode bootstrap registers.
 Run the test for a pre-determined amount of time providing the desired coverage for each link involved
in the test.
 Read and process the Error Counter values from the receivers involved in the test.
 Restore normal Device operation by writing 0 to the TestMode bootstrap registers.
Comment: Both Device to Host and Host to Device link tests can be run at the same time.

デバイスからホストへのリンクテストを行う場合はホストが以下のオペレーションを実行すること<SHALL>：
 必要であればデバイスのストリーミングデータ送信を停止させる（画像取り込みを停止する）。
 テストを適用するホスト側レシーバにてエラーカウンタをリセットする。
 TestMode ブートストラップレジスタに１を書き込んで，デバイスをテストモードにする。
 各リンクにて前もって見積もった必要な時間だけテストを実行する。
 テストを適用するレシーバからエラーカウンタ値を読み出し，処理する。
 TestMode ブートストラップレジスタに 0 を書き込んで，通常のデバイス動作に戻す。
コメント： デバイスからホスト方向，ホストからデバイス方向へのリンクテストは同時に実行することができる<CAN>。
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Data Streams （データストリーム）
Overview （概要）

Stream channels shall be used to transfer data from Device to Host. Data shall be formed into streams
before being split into packets to send over the physical link(s), as described in section 8 .
Data stream formats are defined for rectangular and non-rectangular images, but other types can be
defined in future, such as for auxiliary data, compressed images and audio.
If a Device generates multiple images (e.g. multiple ROIs), each image is formed into a separate stream
(see section 9.4.3).
Similarly, data from multiple taps are formed into separate streams (see section 9.4.5).
ストリームチャンネルはデバイスからホストへデータを伝送するために使用すること<SHALL>。セクション8 に示す
ように物理リンク上で送信するパケットへと分断される前にデータからストリームを形成する<SHALL>。
データストリームのフォーマットは矩形と矩形以外の画像で定義されるが，将来的に他の形（補助データ，圧縮さ
れた画像および音声）で定義することもできる<CAN>。
デバイスが複数の画像を出力する場合（複数のROI等），各画像は別々のストリームへと形成される（セクション
9.4.3 参照）。
同様に複数タップからのデータも別々のストリームへ形成される（セクション9.4.5 参照）。

9.2

Stream Format （ストリームフォーマット）

A stream comprises a header giving the stream type and information about the following data, then the
data itself.
A stream uses K-code K28.3 as a stream marker, in addition to the K-codes used for packet transfer (see
section 8.2.1). This K-code is used to identify the stream header and important points in the data stream,
such as start-of-line.
Comment:

The format of a stream is designed to give a low overhead in terms of the number of additional
characters needed for the stream header and stream markers, so allowing very high speed transfer of
very small image sizes.

１つのストリームはストリームタイプとそれに続くデータ情報を提供するヘッダ，およびデータ自身で構成される。
ストリームはストリームマーカとしてKコードのK28.3 を使用し，さらにパケット伝送にも各Kコードを付加する（セクシ
ョン8.2.1参照）。このKコードはデータストリーム中のストリームヘッダと各重要ポイント（ラインの開始等）を識別す
るために使われる。
コメント： ストリームのフォーマットはストリームヘッダとストリームマーカに必要な付加キャラクタ数について低いオーバーヘッ
ドとなるよう設計されている。したがって非常に小さい画像サイズの場合には非常に高速な伝送が可能となる。

85

Japan Industrial Imaging Association Standard

9.3

JIIA NIF-001-2010

Stream ID （ストリームID）

Each stream from a Device shall have a unique stream ID. The Device shall have a fixed set of streams
it can produce, each with an allocated static stream ID.
Comment: The GenICam XML file and product documentation give the stream information for the Device.

デバイスからの各ストリームはユニークなストリーム ID をもつこと<SHALL>。デバイスは形成するストリームをある
単位のセットとし，それぞれに固定のストリーム ID を付加する<SHALL>。
コメント： GenICam XML ファイルと製品の資料はデバイスのストリーム情報を提供する。

Stream IDs range from 1 to 255.
It is recommended that the primary stream from a Device has stream ID = 1.
各ストリーム ID は１～255 の範囲となる。
デバイスから最初に出力されるストリームには ID＝1 を付加することを推奨する。
9.4

Image Streams （画像ストリーム）

Image streams are formed from lines. An image header is used to inform the Host about the format of
succeeding image lines. A line marker separates data from successive lines.
A typical image stream is illustrated in Figure 21.
Defines the
succeeding
data stream
Header

Line 1
Line
Marker

Line n
Line
Marker

Line
Marker

Figure 21 ― Image stream structure
各画像ストリームは各ラインから形成される。画像ヘッダは連続する画像ラインのフォーマットをホストに伝えるため
に使用される。ラインマーカは連続するラインからのデータを個々のデータに分離する。標準的な画像ストリーム
を図 21に示す。
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連続する
データストリームを
定義する

ヘッダ

ライン 1
ライン
マーカ

ライン n
ライン
マーカ

ライン
マーカ

図 21 ― 画像ストリームの構造
9.4.1

Pixel Types （ピクセルタイプ）

This specification is based on the pixel format names and definition of the EMVA GenICam standard Bit
level coding of the pixel formats and packing is CoaXPress specific.
Comment: These pixel types define the data transmitted over CoaXPress. A frame grabber in the Host may
process this data and provide different formats to the Host memory and/or display, including pixel types
defined by GenICam but not listed here.

この仕様は（GigE Vision 規格の基にもなった）EMVA GenICam 規格での各ピクセルフォーマット名および定義を
基にしている。各ピクセルフォーマットにおけるビット単位のコーディングおよび格納については CoaXPress 独自
のものである。
コメント： これらのピクセルタイプは CoaXPress 上で伝送されるデータを定義するものである。ホストのフレームグラバはこの
データを処理し，他のフォーマットに変換するなどしてホストのメモリやディスプレイへこのデータを提供する。ここで
のピクセルタイプには GenICam で定義されているものも含まれるが，ここでは特に挙げない。

Both Devices and Hosts shall support at least one of these types.
Comment: A typical frame grabber Host would support many types.
YUV and YCbCr are clearly defined to avoid the usual uncertainty with these formats.

デバイスとホストの両方にて以下より最低１つのピクセルタイプをサポートすること<SHALL>。
コメント： 標準的なホスト／フレームグラバは多数のピクセルタイプをサポートすることになると考えられる。
YUV と YCｂCr はこれらのフォーマットが通常持っている不確定性を排除するため明確に定義している。

9.4.1.1

Pixel Formats （ピクセルフォーマット）

The pixel format code is formed as shown in Table 24. This code is used in the PixelF field in the image
headers, and the PixelFormat XML feature. Note that the value 0x0000 is reserved for “raw” data that
does not match any defined format, such as user-specific formats.
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Table 24 ― PixelF coding
Bits

Usage

15..8

Data Type

7..4

Sub-type

3..0

Data Width

Comment: Many format codes are spare to allow future formats and data widths to be added.

ピクセルフォーマットのコード体系を表 24に示す。このコードは画像ヘッダのPixelFフィールド，および

PixelFormat XML機能にて使用される。値 0x0000 はどのフォーマットにも合致しない“Raw”など，ユーザ固有の
フォーマットのために予約されている。
表 24 ― PixelF コーディング
ビット範囲

割り当て

15..8

データタイプ

7..4

サブタイプ

3..0

データ幅

コメント： 将来的なフォーマットおよびデータ幅の追加のため多くのフォーマットコードをスペアとしている。

Similarly, the format name is concatenated from the Data Type, Sub-type, and data width.

e.g.

BayerGR8 is Bayer data, with order GR, and 8 bits per component.
同様に，フォーマット名は「データタイプ」「サブタイプ」「データ幅」を意味する文字を結合して作られている。
例:BayerGR8 というフォーマット名は「ベイヤーデータ」「G→R の順序」「8 bit」から成る。
The data types and widths are defined in the following section, and the resulting PixelF values for some
common formats are shown in Table 25.
Table 25 ― Example PixelF values
Pixel format

PixelF Code

Raw

0x0000

Mono8

0x0101

Mono10

0x0102

Planar1_8

0x0211

BayerGR8

0x0311

RGB10 (i.e. 10 bits per color)

0x0402

RGBA8

0x0501

YUV411_8

0x0611

YCbCr601_422_10

0x0722

データタイプと幅は以下のセクションに定義している。いくつかの共通フォーマットのためのPixelF値を表 25に示
している。
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表 25 ― 各 PixelF 値の例
PixelF コード

ピクセルフォーマット

9.4.1.2

Raw

0x0000

Mono8

0x0101

Mono10

0x0102

Planar1_8

0x0211

BayerGR8

0x0311

RGB10 （各色 10bit ずつ）

0x0402

RGBA8

0x0501

YUV411_8

0x0611

YCbCr601_422_10

0x0722

Data Width / Packing （データ幅／格納）

This is the width in bits of each color component of the pixel type, which also defines the packing mode
for the data. This is defined in Table 26.
Table 26 ― Data width definition
Data Width

Bit Definition

8 bit

0001

10 bit

0010

12 bit

0011

14 bit

0100

16 bit

0101

これはピクセルタイプの各カラーコンポーネントのビット幅で，データの格納モードについても定義するものである。
表 26にこれを定義する。
表 26 ― データ幅の定義
データ幅

ビット定義

8 bit

0001

10 bit

0010

12 bit

0011

14 bit

0100

16 bit

0101
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9.4.1.3

Mono Format （Mono（白黒）フォーマット）

This is used for luminance data. This has no sub-types. This is defined in Table 27.
Table 27 ― Mono definition
Data Type
Mono

Bit Definition
00000001

Sub-type
-

Bit Definition
0000

これは輝度データに使用される。サブタイプはもたない。これを表 27に定義する。
表 27 ― Mono（白黒）フォーマット
データタイプ
Mono

9.4.1.4

ビット定義

サブタイプ

00000001

-

ビット定義
0000

Planar Format （Planarフォーマット）

This is used for planar data, such as individual red, green or blue planes, additional alpha (overlay)
planes, or the separate planes in YUV420. The use of each plane by the Device is implementation
dependent and beyond the scope of this specification, but planar RGB and YUV420 images shall follow
the standard usage given. This is defined in Table 28.
Table 28 ― Planar definition
Data Type
Planar

Bit Definition
00000010

Sub-type

Bit Definition

Plane 1
Standard usage: R, Y

0001

Plane 2
Standard usage: G, U, Cb

0010

Plane 3
Standard usage: B, V, Cr

0011

Plane 4

0100

…

…

Plane 15

1111
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これは赤・緑・青の個別のプレーン，追加のアルファ（オーバーレイ）プレーン，またはYUV420 における個々のプ
レーンのようなplanar データに使用する。各プレーンの使用は各デバイスへの実装内容しだいであり，この規格の
定義範囲外であるが，planar RGB とYUV420 の画像は以下の標準的な使用方法に従うこと<SHALL>。これを表
28に定義する。
表 28 ― Planar 定義
データタイプ
Planar

ビット定義
00000010

サブタイプ

ビット定義

プレーン 1
標準的な使い方: R, Y

0001

プレーン 2
標準的な使い方: G, U, Cb

0010

プレーン 3
標準的な使い方: B, V, Cr

0011

プレーン 4

0100

…

…

プレーン 15

1111
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Bayer Format （ベイヤーフォーマット）

This is used for Bayer data. This is defined in Table 29.
Table 29 ― Bayer definition
Data Type
Bayer

Bit Definition
00000011

Sub-type

Bit Definition

GR
1st line transmission order G, R
2nd line transmission order B, G

0001

RG
1st line transmission order R, G
2nd line transmission order G, B

0010

GB
1st line transmission order G, B
2nd line transmission order R, G

0011

BG
1st line transmission order B, G
2nd line transmission order G, R

0100

これはベイヤーデータに使用する。これを表 29に定義する。
表 29 ― ベイヤーの定義
データタイプ
Bayer

ビット定義
00000011

サブタイプ

ビット定義

GR
最初のラインの転送順 G, R
2 ライン目の転送順 B, G

0001

RG
最初のラインの転送順 R, G
2 ライン目の転送順 G, B

0010

GB
最初のラインの転送順 G, B
2 ライン目の転送順 R, G

0011

BG
最初のラインの転送順 B, G
2 ライン目の転送順 G, R

0100
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RGB Format （RGBフォーマット）

This is used for RGB data, transmitted in the order red, green, blue. This has no sub-types. This is
defined in Table 30.
Comment: No other component orders (e.g. BGR) are supported by CoaXPress. A commonly used format like
RGB24 is simply this RGB format with 8 bit data per color.

Table 30 ― RGB definition
Data Type
RGB

Bit Definition
00000100

Sub-type
-

Bit Definition
0000

これはRGBデータに使用され，赤，緑，青の順に転送される。サブタイプはもたない。これを表 30に定義する。
コメント： CoaXpress では他の並び順（例:BGR）はサポートしない。RGB24 のような従来一般的に使用されていたフォーマッ
トは各色 8bit ずつの本 RGB フォーマットに統合することとする。

表 30 ― RGB 定義
データタイプ
RGB

9.4.1.7

ビット定義

サブタイプ

00000100

-

ビット定義
0000

RGBA Format （RGBAフォーマット）

This is used for RGBA data, where “A” is the alpha (or overlay) plane, transmitted in the order red, green,
blue, alpha. This has no sub-types. This is defined in Table 31.
Comment: No other component orders (e.g. ABGR) are supported by CoaXPress.

Table 31 ― RGBA definition
Data Type
RGBA

Bit Definition
00000101

Sub-type
-

Bit Definition
0000

これはRGBAデータに使用され，“A”はアルファ（またはオーバーレイ）プレーンを意味し，赤，緑，青の順に転送
される。サブタイプはもたない。これを表 31に定義する。
表 31 ― RGBA 定義
データタイプ
RGBA

ビット定義
00000101

サブタイプ
-

ビット定義
0000

コメント： CoaXPress では他の並び順（例:ABGR）はサポートしない。
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9.4.1.8

YUV Format （YUVフォーマット）

This is used for YUV data, which for purposes of this standard has the full range of 0..2n-1, rather than
being limited (e.g. 0..255 rather than 16..235), and shall be as defined by the formulae in the comment
below. This is defined in Table 32.
Table 32 ― YUV definition
Data Type
YUV

Bit Definition
00000110

Sub-type

Bit Definition

411
Transmission order Y, Y, U, Y, Y, V

0001

422
Transmission order Y, U, Y, V

0010

444
Transmission order Y, U, V

0011

Comment: Strictly there is not a digital YUV standard, but the following formulae are often used to map RGB data
with a range 0..255 to YUV data. In the resulting 8 bit data, Y has the range 0..255; U and V are signed
with a range 0..255 and 128 representing zero.

Y=
U=
V=

0.299 R
- 0.169 R
0.499 R

+ 0.587 G
- 0.331 G
- 0.418 G

+ 0.114 B
+ 0.499 B
- 0.0813 B

+ 128
+ 128

これはYUV データに使用する。この規格の意図に沿って，データは制限された値の範囲を設けずに（例えば 16
～235 等ではなく 0～255），0～2n-1 のフルレンジを設けることとし，コメント以下の式によって定義する<SHALL>。
これを表 32に示す。
表 32 ―YUV 定義
データタイプ
YUV

コメント：

ビット定義
00000110

サブタイプ

ビット定義

411
転送順 Y, Y, U, Y, Y, V

0001

422
転送順 Y, U, Y, V

0010

444
転送順 Y, U, V

0011

厳密にはデジタル YUV の規格は存在しないが，以下の式が 0～255 の RGB データを YUV データに変換す
る際によく用いられている。8bit データの場合，Y は 0～255 の範囲で，U と V は 128 がゼロを表す符号付きの
0～255 の範囲をもつ。

Y=
U=
V=

0.299 R
- 0.169 R
0.499 R

+ 0.587 G
- 0.331 G
- 0.418 G
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+ 128
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9.4.1.9

YCbCr601 Format （YCbCr601 フォーマット）

This is used for YCbCr data, as specified by ITU-R BT.601 (section C.3 ― Ref 6) for 8 and 10 bit data.
This is defined in Table 33.
Table 33 ― YCbCr601 definition
Data Type
YCbCr601

Bit Definition
00000111

Sub-type

Bit Definition

411
Transmission order Y, Y, Cb, Y, Y, Cr

0001

422
Transmission order Y, Cb, Y, Cr

0010

444
Transmission order Y, Cb, Cr

0011

Comment: This is the standard format for standard definition broadcast video. For 8 bit data, Y has the range
16..235; Cb and Cr are signed with a range 16..240 and 128 representing zero. The ITU-R BT.601
formulae can be simplified to the following for gamma corrected RGB data with a range 16..240:

Y=
Cb =
Cr =

0.299 R
- 0.173 R
0.511 R

+ 0.587 G
- 0.339 G
- 0.428 G

+ 0.114 B
+ 0.511 B
- 0.0832 B

+ 128
+ 128

これは 8 および 10 ビットのデータについてITU-R BT.601 (セクションC.3 ― Ref 6)で定義されているYCbCrデー
タに使用される。これを表 33に示す。
表 33 ― YCbCr601 定義
データタイプ
YCbCr601

ビット定義
00000111

サブタイプ

ビット定義

411
転送順 Y, Y, Cb, Y, Y, Cr

0001

422
転送順 Y, Cb, Y, Cr

0010

444
転送順 Y, Cb, Cr

0011

コメント： これは放送用ビデオの標準化のための標準フォーマットである。8bit データでは Y は 16～235，Cb と Cr は 128
がゼロを表す符号付の 16～240 の範囲をもつ。以下の ITU-R BT.601 の式にてガンマ補正された 16～240 の
RGB データを簡易的に変換することができる<CAN>。

Y=
Cb =
Cr =

0.299 R
- 0.173 R
0.511 R

+ 0.587 G
- 0.339 G
- 0.428 G
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9.4.1.10

YCbCr709 Format （YCbCr709 フォーマット）

This is used for YCbCr data, as specified by ITU-R BT.709 (Section C.3 ― Ref 7). This is defined in
Table 34.
Table 34 ― YCbCr709 definition
Data Type
YCbCr709

Bit Definition
00001000

Sub-type

Bit Definition

411
Transmission order Y, Y, Cb, Y, Y, Cr

0001

422
Transmission order Y, Cb, Y, Cr

0010

444
Transmission order Y, Cb, Cr

0011

Comment: This is the standard format for high definition broadcast video. For 8 bit data, Y has the range 16..235;
Cb and Cr are signed with a range 16..240 and 128 representing zero. The ITU-R BT.709 formulae can
be simplified to the following for gamma corrected RGB data with a range 16..240:

Y=
Cb =
Cr =

0.213 R
- 0.117 R
0.511 R

+ 0.715 G
- 0.394 G
- 0.465 G

+ 0.0722 B
+ 0.511 B
- 0.0469 B

+ 128
+ 128

これはITU-R BT.709 (セクションC.3 ― Ref 7)で定義されているYCbCrデータに使用される。これを表 34に示す。
表 34 ― YCbCr709 定義
データタイプ
YCbCr709

ビット定義
00001000

サブタイプ

ビット定義

411
転送順 Y, Y, Cb, Y, Y, Cr

0001

422
転送順 Y, Cb, Y, Cr

0010

444
転送順 Y, Cb, Cr

0011

コメント： これは放送用ビデオの標準化のための標準フォーマットである。8bit データでは Y は 16～235，Cb と Cr は 128
はゼロを表す符号付の 16～240 の範囲をもつ。以下の ITU-R BT.709 の式はガンマ補正された 16～240 の RGB
データを簡易的に変換することができる<CAN>。

Y=
Cb =
Cr =

0.213 R
- 0.117 R
0.511 R

+ 0.715 G
- 0.394 G
- 0.465 G
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9.4.2

Pixel Packing （ピクセルの格納）

The link protocol enforces maximum density packing in order to maximize throughput for the available
bandwidth. Packing schemes are defined in following tables.
Pixels shall be packed within a line. The first pixel of a new line shall be stored into P0.
For some packing schemes the packed data size may not be an integer number of words across a line.
In such a case the number of data words shall be rounded up to the nearest integer value, and the non
used bits of the last data word shall be set 0. Note that both the number of words per line and pixels per
line are provided by the preceding header or line marker.
リンクプロトコルは利用可能な帯域において最大のスループットを実現するために最も効率の良い格納を行う。格
納形式を以下の表に示す。
ピクセルは 1 ライン単位で格納すること<SHALL>。新しいラインの最初のピクセルは P0 にストアする<SHALL>。
いくつかの格納形式では，ラインをまたがる格納データのサイズが整数のワードになり得ない可能性がある。この
ような場合はデータワード数を整数に丸め<SHALL>，最終データワードの未使用ビットを 0 に設定すること
<SHALL>。ライン毎のワード数，およびライン毎の画素数はどちらもヘッダまたはラインマーカによって先行して
提供されることに注意する。
The following figures show packing definitions for 8, 10, 12 and 16 bit pixels.
以下の図は 8/10/12/16 ビットにおける格納の定義を示している。
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Figure 22 ― Packing of 8 bit pixels
図 22 ― 8bit ピクセル格納
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Figure 24 ― Packing of 12 bit pixels
図 24 ― 12bit ピクセル格納
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Figure 25 ― Packing of 14 bit pixels
図 25 ― 14bit ピクセル格納
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Figure 26 ― Packing of 16 bit pixels
図 26 ― 16bit ピクセル格納
Comment: These packing modes define the data transmitted over CoaXPress. A frame grabber in the Host may
process this data and provide different formats to the Host memory and/or display.

コメント： これらの格納モードは CoaXPress 上で伝送されるデータを定義している。ホスト(PC)側のホストはこのデータを処理
し，ホスト(PC)のメモリやディスプレイへ他のフォーマットに変換するなどしてデータを提供する。

Pixel sizes that are in-between the defined packing sizes shall be MSB aligned into the next larger
defined size. The unused least significant bits of the resulting pixel can either be filled with zeros or a
dither pattern (implementation dependent). Figure 27 shows an example of 15 bit data being fitted into
16 bits prior to packing.
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15 bit pixel:

16 bit pixel:

0

Figure 27 ― Packing of 15 into 16 bits
Comment: Again this is for the data transmitted over CoaXPress, and simplifies hardware handling of varying width
pixel data.

各格納サイズにて定義されたピクセルサイズを１つ上位のサイズ単位に移行させるときはMSB 側からアライメント
を行うこと<SHALL>。結果的に未使用となったピクセルはLSB 側からゼロまたはディザパターンで埋めることがで
きる<CAN>（実装の仕方は任意）。図 27は 15bit のデータを 16bit に合わせて格納した例である。
14

0

15 bit ピクセル:
15

1 0

16 bit ピクセル

0

図 27 ― 15bit データの 16bit 格納
コメント： 繰り返しになるが，これは CoaXPress 上で伝送されるデータについて記述したもので，様々な幅をもつピクセルデ
ータのハードウェア上での取り扱いを単純化するものである。

9.4.3

Multiple Images （複数の画像）

A Device that generates more than one image shall form each image into a separate stream.
Comment: This allows for Devices that output several small regions of interest (ROI), and Devices that have more
than one sensor (e.g. visible and IR).

複数の画像を出力するデバイスでは各画像を別々のストリームとして生成すること<SHALL>。
コメント：

これはデバイスにいくつもの小さな ROI を出力させることを可能にし，またデバイスが複数のセンサ（例：可視＋
赤外）をもつことを可能にする。
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Image Scan Format （画像スキャンフォーマット）

Horizontal image scanning shall be fixed: Left to right.
Vertical image scanning can be intermixed using the concept of taps.
Comment: Devices that use multi-tap image sensors having opposite horizontal scan directions can relatively easy
perform pixel rearrangement to obtain a horizontal single scan direction output.

Using intermixed

horizontal scan directions leads to complex definitions of how an image stream must be decoded at the
Host, especially when combined with dynamic variable ROI capabilities. This is avoided by demanding
horizontal rearrangement to be performed by the Device. Vertical multi tap scanning rearrangement on
the other hand is better done at the Host giving an overall lower latency delay. Furthermore it prevents
the need for frame size buffers at the Device to do the vertical rearrangement.

画像の水平スキャン方向は「左から右」固定とする<SHALL>。
タップの概念を用いることにより垂直スキャン方向は様々な種類をもつことができる<CAN>。
コメント： マルチタップのセンサを使用するデバイスで水平スキャンの方向が逆である場合にも，正方向の水平スキャン出力
を得るために比較的簡単に画素の再配列を行うことができる<CAN>。複数の水平スキャン方向を使えるようにする
と，ホストにて画像ストリームをどうデコードするかといったときに定義が複雑になってしまう。特に ROI のサイズ可変
機能を備えた場合に顕著である。水平方向の画素再配列はデバイス側で行うようにするとこの問題は避けられる。
一方，垂直方向に関してはレイテンシを小さく抑えるためにホスト側で再配列を行った方が都合が良い。また，デバ
イス側で垂直方向の再配列を行うことによってフレームメモリが必要になる事態を避けられる。

9.4.5

Tap Concept （タップ概要）

Taps apply to vertical scanning only (see comment above). The number of taps shall be read or set by
the Host via a Device register. The tap geometry naming follows the Tap Geometry proposal revision 0.1
for GenICam, as shown in Table 35.
Table 35 ― Vertical tap formats
Name

Valid Values

Description

ZoneY

1, 2

The number of zones across the vertical direction.

TapY

Null, 2

The number of consecutive lines in the vertical direction that output pixels
simultaneously from a zone.
‘Null’ means the default of a single line.

ExtractorY

Null, E

The location of the pixel extractors across vertical direction.
‘Null’ means the default of pixel extractors all at the top line.
‘E’ means pixel extractors are at both top and bottom lines.

タップは垂直スキャンにのみ適用される（上記※参照）。タップ数はデバイスのレジスタ経由でホストから読出しを
行うこと<SHALL>。表 35に示すようにタップのジオメトリの名前はGenICam のTap Geometry proposal revision
0.1 に準拠している。
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表 35 ― 垂直タップフォーマット
名前

有効な値

説明

ZoneY

1, 2

垂直方向のゾーン数

TapY

Null, 2

あるゾーンから連続して出力されるピクセルの，垂直方向に連続するラインの数
“Null”はラインが１つだけの場合の初期値を表す

ExtractorY

Null, E

垂直方向におけるピクセルエクストラクタの位置。
“Null”は全てのピクセルエクストラクタが開始ラインに存在する，デフォルト状態
を意味する。
“E”はピクセルエクストラクタが開始ライン／最終ラインのどちらにも存在すること
を意味する。

The tap format is defined: 1X-<ZoneY>Y<TapY><ExtractorY>
The following tap scan geometries are supported:
 1X-1Y

(default single tap format, also used for line scan)

 1X-1Y2
 1X-2YE
Both Devices and Hosts shall support at least one of these tap formats.
Comment: A typical frame grabber Host would support all tap formats.

タップフォーマットは次のように定義される： 1X-<ZoneY>Y<TapY><ExtractorY>
また，以下のタップスキャンジオメトリがサポートされている：
 1X-1Y

（単一タップフォーマット時の初期値， ラインスキャンでも使われる）

 1X-1Y2
 1X-2YE
デバイスとホストのどちらも，これらのタップフォーマットのうち最低１つをサポートすること<SHALL>。
コメント： 標準的なフレームグラバは全てのタップフォーマットをサポートすると考えられる。

Scanning examples for both supported multi-tap geometries are illustrated in Figure 28.
サポートする２つの複数タップジオメトリにおけるスキャン例を図 28に示す。
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‘1X-2YE’

Tap(0)

Tap(0)

Tap(1)

Tap(1)

Figure 28 ― Scanning example
図 28 ― スキャン例
Each tap shall form a separate stream.
The tap format code is formed as shown in Table 36. This code is used in the TapG field in the image
headers, and the TapGeometry XML feature.
Table 36 ― TapG coding
Bits
15..12

Usage
ThisTap

Bit Definition
The tap number this stream is from.
“N-1”, i.e.
0000: Tap 1.
0001: Tap 2.
Other values are reserved.
Note: This is always set to zero for XML file use.

11..10
9..6

Reserved

00

ZoneY

“N-1” coding, i.e.
0000: 1.
0001: 2.
Other values are reserved.

5..2

TapY

“N-1” coding, i.e.
0000: Null.
0001: 2.
Other values are reserved.

1..0

ExtractorY

00: Null.
01: E.
Other values are reserved.
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各タップは別々のストリームを形成すること<SHALL>。
タップフォーマットのコードを表 36に示す。このコードは画像ヘッダのTapGフィールド，およびタップジオメトリの
XML機能にて使用される。
表 36 ― TapG のコーディング
ビット範囲
15..12

Bit の説明

割り当て
ThisTap

このストリームがどのタップから形成されたものかを示す番号
“N-1”で表す。例えば
0000: タップ 1
0001: タップ 2
ほかの値は予約
注：XML ファイル使用時，これは常にゼロを設定する。

11..10
9..6

Reserved

00

ZoneY

“N-1”で表す。例えば
0000: 1
0001: 2
他の値は予約

5..2

TapY

“N-1”で表す。例えば
0000: Null
0001: 2
他の値は予約

1..0

ExtractorY

00: Null
01: E
他の値は予約

The resulting TapG values for the defined formats are shown in Table 37.
Table 37 ― TapG values
Tap format

TapG Code

1X-1Y

0x0000

1X-1Y2, tap 1

0x0004

1X-1Y2, tap 2

0x1004

1X-2YE, tap 1

0x0041

1X-2YE, tap 2

0x1041
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定義されたフォーマットにおけるTapGの値は表 37のように表わされる。
表 37 ― TagG の値
TapG コード

タップフォーマット

9.4.6

1X-1Y

0x0000

1X-1Y2, タップ 1

0x0004

1X-1Y2, タップ 2

0x1004

1X-2YE, タップ 1

0x0041

1X-2YE, タップ 2

0x1041

Rectangular Image Stream （矩形画像ストリーム）

This section applies to standard uncompressed rectangular area scan or line scan images. See section
9.4.7 for arbitrary shaped image streams.
このセクションは標準的な非圧縮の矩形エリアスキャン画像またはラインスキャン画像に適用するものである。任意
形状画像のストリームに関してはセクション9.4.7を参照。
9.4.6.1

Transmission Rules （伝送規則）

A rectangular image is defined as one where:
 The size of the image (pixels per line, lines per frame) is known by the Device before it sends the
image, so that it can generate a header.
 Each line in the image is the same length.
 Each line in the image has the same horizontal offset with respect to the to the left hand pixel of the full
Device image.
 Each pixel in the image is the same type (e.g. color, mono etc).
 The image can be progressive scan or interlaced.
 The image can be Area Scan or Line Scan.
Comment: Successive images in the stream can be different sizes, because they have their own image header.

矩形画像は以下のようなものとして定義される：
 画像を送る前からデバイスがその画像のサイズ（１ライン毎のピクセル数，１フレーム毎のライン数）を把握してお
り，ヘッダを生成できる。
 画像の各ライン長が同じである。
 画像の各ラインが全デバイス画像の左端に対して同じ水平オフセットをもつ。
 画像の各ピクセルが同じタイプ（例：カラー，白黒，ほか）である。
 画像がプログレッシブまたはインターレースのいずれかになり得る。
 画像がエリアスキャンまたはラインスキャンのいずれかになり得る。
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コメント： 各画像はヘッダをもつため，ストリーム内で連続する画像をそれぞれ異なるサイズとすることもできる<CAN>。

The following rules shall be used to form a rectangular image stream from an area scan Device:
 A rectangular image header shall be sent before the first line of each area scan image.
Comment: The header therefore acts as a frame marker. The header contains critical information needed by the
Host to decode succeeding image line data. The contents of the header are therefore redundantly
encoded to guarantee proper decoding in case of a single bit error during transmission.

 A rectangular image line marker shall be sent before each line.
 Image data shall not be packed across line boundaries. Therefore the first pixel of a new line shall be
stored into P0. See section 9.4.2.
以下の規則はエリアスキャンのデバイスから矩形画像ストリームを生成する場合に使用すること<SHALL>：
 矩形画像のヘッダは各エリアスキャン画像の最初のラインより先行して送ること<SHALL>。
コメント： このヘッダは結果的にフレームマーカとしての役目を担う。ヘッダはホストが連続した画像ラインデータをデコード
するのに必要になる重要な情報を含んでいる。伝送中にシングルビットエラーが発生した場合に正しいデコードを
保証するため，ヘッダの内容は冗長エンコードされる。

 矩形画像のラインマーカは各ラインより先行して送ること<SHALL>。
 画像データはライン境界をまたがって格納してはならない<SHALL NOT>。したがって新しいラインの最初の
画素は必ずP0 にストアすること<SHALL>。セクション9.4.2を参照。
The following rules shall be used to form a rectangular image stream from an line scan Device:
 A rectangular image header shall be sent before the first line from a line scan Device. Subsequent
lines can be preceded by a rectangular image line marker or a rectangular image header.
Comment: The line marker reduces overhead, particularly with short lines.

 Additionally, a line scan Device shall send a header at least every 200ms, or once per line if the time
between lines is more than 200ms.
Comment: This allows recovery in the event that serious multiple bit errors corrupt the initial header.

 Image data shall not be packed across line boundaries. Therefore the first pixel of a new line shall be
stored into P0. See section 9.4.2.
以下の規則はラインスキャンのデバイスから矩形画像ストリームを生成する場合に使用すること<SHALL>：
 矩形画像のヘッダはラインスキャンのデバイスから得る最初のラインより先行して送る<SHALL>。次のラインか
らは矩形画像ラインマーカまたは矩形画像ヘッダを先行して送ることもできる<CAN>。
コメント： ラインマーカは特に短いラインにてオーバーヘッドを減少させる。
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 さらに，ラインスキャンのデバイスは少なくとも 200ms 毎に（1 ラインが 200ms 以上である場合はライン毎に 1
回）ヘッダを送信する<SHALL>。
コメント： これは深刻なマルチビットエラーが発生して最初のヘッダを壊してしまった場合に修復を可能にするためのもので
ある。

 画像データはライン境界をまたがって格納してはならない<SHALL NOT>。したがって新しいラインの最初の
画素は必ずP0 にストアすること<SHALL>。セクション9.4.2を参照。
9.4.6.2

Rectangular Image Header （矩形画像のヘッダ）

The header contains critical information needed by the Host to decode succeeding image line data. The
contents of the header are therefore redundantly encoded to allow proper decoding in case of a single bit
error during transmission.
The image header shall be as shown in Table 38.
Table 38 ― Rectangular image header
Word

Content

Description

1

4x K28.3

Stream Marker.

2

4x 0x01

Rectangular Image Header indication.

3

4x StreamID

Unique stream ID.

4

4x SourceTag(15:8)

5

4x SourceTag (7:0)

16 bit source image index. Incremented for each transferred image,
wraparound to 0 at 0xFFFF. The same number shall be used by each
stream containing data relating to the same image.

6

4x Xsize(23:16)

24 bit value representing the image width in pixels.

7

4x Xsize(15:8)

8

4x Xsize(7:0)

9

4x Xoffs(23:16)

10

4x Xoffs(15:8)

11

4x Xoffs(7:0)

Comment: Xoffs and Yoffs tell the Host where this image is with
respect to the full Device image size.

12

4x Ysize(23:16)

24 bit value representing the image height in pixels.

13

4x Ysize(15:8)

This value shall be set to 0 for line scan images.

14

4x Ysize(7:0)

15

4x Yoffs(23:16)

16

4x Yoffs(15:8)

17

4x Yoffs(7:0)

18

4x DsizeL(23:16)

19

4x DsizeL(15:8)

20

4x DsizeL(7:0)

24 bit value representing the horizontal offset in pixels of the image with
respect to the left hand pixel of the full Device image.

24 bit value representing the vertical offset in pixels of the image with
respect to the top line of the full Device image.
This value shall be set to 0 for line scan images.
Comment: Xoffs and Yoffs tell the Host where this image is with
respect to the full Device image size. As it represents the full Device
image, it is the same for both fields of an interlaced image.
24 bit value representing the number of data words per image line.

continued on next page …
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Word

Content

21

4x PixelF(15:8)

22

4x PixelF(7:0)

23

4x TapG(15:8)

24

4x TapG(7:0)

25

4x Flags

JIIA NIF-001-2010

Description
16 bit value representing the pixel format (see section 9.4.1).

16 bit value representing the tap geometry (see section 9.4.5).

Image flags: (8 bits, repeated 4 times)
Bits:

Usage:

1:0

Interlacing:

7:2

0x0

None (Progressive scan or line scan)

0x1

Interlaced, first line after header from field 1 *

0x2

Interlaced, first line after header from field 2

0x3

Reserved for future use

Reserved for future use, set to 0

* Field 1 is defined as the field that includes the top image line.
Full sensor size
Xsize

Xoffs
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

Yoffs

1
2
3
4
5
7
8
Ysize

Full sensor size

6

9
10
11
12
13
14
478
479

Figure 29 ― Example 8x8 ROI in a VGA sized sensor
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ヘッダはホストが連続した画像ラインデータをデコードするのに必要な重要情報を含んでいる。伝送中にシングル
ビットエラーが発生した場合にも正しいデコードを可能にするため，ヘッダの内容は冗長エンコードされる。
画像ヘッダは表 38に示す内容にて構成すること<SHALL>。
表 38 ― 矩形画像ヘッダ
ワード

内容

説明

1

4×K28.3

ストリームマーカ

2

4×0x01

矩形画像ヘッダのフラグ

3

4×StreamID

ユニークなストリーム ID

4

4×SourceTag(15:8)

5

4×SourceTag (7:0)

16bit で表されるソース画像インデックス。各伝送画像毎に 0～0xFFFF の範
囲でインクリメントされる。同じ画像に関係するデータが含まれるストリームに
は同じ数を使用すること<SHALL>。

6

4×Xsize(23:16)

7

4×Xsize(15:8)

8

4×Xsize(7:0)

9

4×Xoffs(23:16)

10

4×Xoffs(15:8)

11

4×Xoffs(7:0)

コメント： Xoffs と Yoffs はホストに全デバイス画像サイズに対してこの矩形画
像がどこに位置するかという情報を伝える。

12

4×Ysize(23:16)

4bit で表される画像の垂直画素数

13

4×Ysize(15:8)

ラインスキャン画像のときは 0 を設定すること<SHALL>。

14

4×Ysize(7:0)

15

4×Yoffs(23:16)

16

4×Yoffs(15:8)

17

4×Yoffs(7:0)

24bit で表される矩形画像の水平画素数

24bit で表される全デバイス画像の左端を基点とした矩形画像の水平オフセ
ット画素数

24bit で表される全デバイス画像の上端を基点とした矩形画像の垂直オフセ
ット画素数
ラインスキャン画像のときは 0 を設定すること<SHALL>。

コメント： Xoffs と Yoffs はホストに全デバイス画像サイズに対してこの矩形画
像がどこに位置するかという情報を伝える。矩形画像が全デバイス画像と同じ
場合は，インターレース画像の両フィールドでも同じオフセットとなる。
18

4×DsizeL(23:16)

19

4×DsizeL(15:8)

20

4×DsizeL(7:0)

24bit で表される画像ライン毎のデータワード数

次ページに続く
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ワード

内容

21

4×PixelF(15:8)

22

4×PixelF(7:0)

23

4×TapG(15:8)

24

4×TapG(7:0)

25

4×Flags

JIIA NIF-001-2010

説明
16bitで表されるピクセルフォーマット（セクション9.4.1参照）。

16bitで表されるタップジオメトリ（セクション9.4.5参照）。

画像フラグ（8 bit, 4 回繰り返し）

ビット範囲

割り当て:

1:0

インターレース化
0x0

ノンインターレース
（プログレッシブスキャンまたはラインスキャン）

0x1

インターレース，
フィールド 1* のヘッダの後に最初のラインが来る

0x2

インターレース，
フィールド 2 のヘッダの後に最初のラインが来る

0x3
7:2

将来的な使用のための予約

予約，0 に設定する

*フィールド 1 は画像の開始ラインを含むフィールドとして定義される。
センサの全サイズ
Xoffs
0

1

2

Xsize
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

Yoffs

1
2
3
4
5

8
Ysize

センサの全サイズ

6
7
9
10
11
12
13
14
478
479

図 29 ― VGA サイズのセンサにおける 8×8 ROI の例
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Rectangular Image Line Marker （矩形画像ラインマーカ）

The line marker shall be as shown in Table 39.
Table 39 ― Rectangular image line marker
Word

Content

Description

1

4x K28.3

Stream Marker.

2

4x 0x02

Rectangular line marker.

ラインマーカは表 39に示す内容にて構成すること<SHALL>。
表 39 ― 矩形画像ラインマーカ
ワード

9.4.7

内容

説明

1

4×K28.3

ストリームマーカ

2

4×0x02

矩形ラインマーカ

Arbitrary Image Stream （任意形状画像ストリーム）

This section applies to arbitrary shaped area scan uncompressed images.

See section 9.4.6 for

standard rectangular image streams. Compared to a rectangular image the X offset, X size and D SizeL
parameters are moved from the header to the line marker.
Comment: This stream format could also be used for rectangular images. This is not recommended because there
is a significant additional per-line overhead, which would reduce the efficiency particularly for small
images.

このセクションは任意形状エリアスキャンの非圧縮画像に適用する。矩形画像ストリームについてはセクション
9.4.6を参照。矩形画像と比較するとX offset，X sizeおよびD SizeLのパラメータがヘッダからラインマーカへ移動
しているのが特徴である。
コメント： このストリームフォーマットは矩形画像にも使用可能である。しかしこれは推奨ではない。毎ライン付加されるオーバ
ーヘッドが顕著であるため，特に小さな画像については効率が落ちると考えられるためである。

9.4.7.1

Transmission Rules （伝送規則）

An arbitrary shaped image is defined as one where:
 The number of lines per frame is known by the Device before it sends the image, so that it can
generate a header.
 The number of pixels per line is known by the Device before it sends the line, so that it can generate a
line marker.
 Each line in the image can be a different length.
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 Each line in the image can have a different horizontal offset with respect to the to the left hand pixel of
the full Device image.
 Each pixel in the image is the same type (e.g. color, mono etc).
 The image can be progressive scan or interlaced.
 The image can be Area Scan or Line Scan.
Comment: Successive images in the stream can have different numbers of lines per frame, because they have their
own image header.

任意形状画像は以下のようなものとして定義される：
 画像を送る前からデバイスがフレーム毎のライン数を把握しており，ヘッダを生成できる。
 画像を送る前からデバイスがライン毎の画素数を把握しており，ラインマーカを生成できる。
 画像の各ラインが異なる幅となる可能性がある。
 画像の各ラインが全デバイス画像の左端を基点として異なる水平オフセットをもつ可能性がある。
 画像の各ピクセルが同じタイプ（例：カラー，白黒，ほか）である。
 画像がプログレッシブまたはインターレースのいずれかになり得る。
 画像がエリアスキャンまたはラインスキャンのいずれかになり得る。
コメント： 各画像はヘッダをもつため，ストリーム内で連続する画像をフレーム毎にそれぞれ異なるライン数とすることもできる
<CAN>。

The following rules shall be used to form an arbitrary image stream from an area scan Device:
 An arbitrary image header shall be sent before the first line of each area scan image.
Comment: The header therefore acts as a frame marker. The header contains critical information needed by the
Host to decode succeeding image line data. The contents of the header are therefore redundantly
encoded to guarantee proper decoding in case of a single bit error during transmission.

 An arbitrary line marker shall be sent before each line.
 Image data shall not be packed across line boundaries. Therefore the first pixel of a new line shall be
stored into P0. See section 9.4.2.
以下の規則はエリアスキャンのデバイスから任意形状画像ストリームを形成する場合に使用すること<SHALL>：
 任意形状画像のヘッダはエリアスキャンのデバイスから得る最初のラインより先行して送る<SHALL>。
コメント： このヘッダは結果的にフレームマーカとしての役目を担う。ヘッダはホストが連続した画像ラインデータをデコード
するのに必要になる重要な情報を含んでいる。伝送中にシングルビットエラーが発生した場合に正しいデコードを
保証するため，ヘッダの内容は冗長エンコードされる。

 任意形状画像のラインマーカは各ラインより先行して送る<SHALL>。
 画像データはライン境界をまたがって格納してはならない<SHALL NOT>。したがって新しいラインの最初の
画素は必ずP0 にストアすること<SHALL>。セクション9.4.2 を参照。
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The following rules shall be used to form an arbitrary image stream from a line scan Device:
 An arbitrary image header shall be sent before the first line from a line scan Device. Subsequent lines
can be preceded by an arbitrary line marker or an arbitrary image header.
Comment: The line marker reduces overhead, particularly with short lines.

 Additionally, a line scan Device shall send a header at least every 200ms, or once per line if the time
between lines is more than 200ms.
Comment: This allows recovery in the event that serious multiple bit errors corrupt the initial header.

 Image data shall not be packed across line boundaries. Therefore the first pixel of a new line shall be
stored into P0. See section 9.4.2.
以下の規則はラインスキャンのデバイスから任意形状画像ストリームを形成する場合に使用すること<SHALL>：
 任意形状画像のヘッダはラインスキャンのデバイスから得る最初のラインより先行して送る<SHALL>。次のライ
ンからは任意形状画像ラインマーカまたは任意形状画像ヘッダをラインより先行して送ることもできる<CAN>。
コメント： ラインマーカは特に短いラインにてオーバーヘッドを減少させる。

 さらに，ラインスキャンのデバイスは少なくとも 200ms 毎（1 ラインが 200ms 以上である場合はライン毎に 1 回）
ヘッダを送信する<SHALL>。
コメント： これは深刻なマルチビットエラーが発生して最初のヘッダを壊してしまった場合に修復を可能にするためのもので
ある。

 画像データはライン境界をまたがって格納してはならない<SHALL NOT>。したがって新しいラインの最初の
画素は必ずP0 にストアすること<SHALL>。セクション9.4.2を参照。
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Arbitrary Image Header （任意形状画像のヘッダ）

The header contains critical information needed by the Host to decode succeeding image line data. The
contents of the header are therefore redundantly encoded to guarantee proper decoding in case of a
single bit error during transmission.
The image header shall be as shown in Table 40.
Table 40 ― Arbitrary image header
Word

Content

Description

1

4x K28.3

Stream Marker.

2

4x 0x03

Arbitrary Image Header indication.

3

4x StreamID

Unique stream ID.

4

4x SourceTag (15:8)

5

4x SourceTag (7:0)

16 bit source image index. Incremented for each transferred image, wraparound to
0 at 0xFFFF. The same number shall be used by each stream containing data
relating to the same image.

6

4x Ysize(23:16)

24 bit value representing the image height in pixels.

7

4x Ysize(15:8)

This value shall be set to 0 for line scan images.

8

4x Ysize(7:0)

9

4x Yoffs(23:16)

10

4x Yoffs(15:8)

11

4x Yoffs(7:0)

12

4x PixelF(15:8)

13

4x PixelF(7:0)

14

4x TapG(15:8)

15

4x TapG(7:0)

16

4x Flags

24 bit value representing the vertical offset in pixels of the image with respect to the
top line of the full Device image.
This value shall be set to 0 for line scan images.
Comment: Xoffs (in the line marker) and Yoffs tell the Host where this image is with
respect to the full Device image size. As it represents the full Device image, it is the
same for both fields of an interlaced image.
16 bit value representing the pixel format (see section 9.4.1).

16 bit value representing the tap geometry (see section 9.4.5).

Image flags: (8 bits, repeated 4 times)
Bits:

Usage:

1:0

Interlacing:

7:2

0x0

None (Progressive scan or line scan)

0x1

Interlaced, first line after header from field 1 *

0x2

Interlaced, first line after header from field 2

0x3

Reserved for future use

Reserved for future use, set to 0

* Field 1 is defined as the field that includes the top image line.
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ヘッダはホストが連続した画像ラインデータをデコードするのに必要なる重要情報を含んでいる。伝送中にシング
ルビットエラーが発生した場合に正しいデコードを保証するためヘッダの内容は冗長エンコードされる。
画像ヘッダは表 40に示す内容にて構成すること<SHALL>。
表 40 ―任意形状画像のヘッダ
ワード

内容

説明

1

4×K28.3

ストリームマーカ

2

4×0x03

任意形状画像ヘッダのフラグ

3

4×StreamID

ユニークなストリーム ID

4

4×SourceTag (15:8)

5

4×SourceTag (7:0)

16bit で表されるソース画像インデックス。各伝送画像毎に 0～0xFFFF の範
囲でインクリメントされる。同じ画像に関係するデータを含まれるストリームでは
同じ数を使用すること<SHALL>。

6

4×Ysize(23:16)

24bit で表される任意形状画像の垂直画素

7

4×Ysize(15:8)

ラインスキャン画像のときは 0 を設定すること<SHALL>。

8

4×Ysize(7:0)

9

4×Yoffs(23:16)

10

4×Yoffs(15:8)

11

4×Yoffs(7:0)

24bit で表される全デバイス画像の上端を基点とした任意形状画像の垂直オ
フセット画素
ラインスキャン画像のときは 0 を設定すること<SHALL>。

コメント： Xoffs（ラインマーカ内）と Yoffs はホストに全デバイス画像サイズに
対してこの画像がどこに位置するかという情報を伝える。デバイスの全域画像
を表現する場合はインターレース画像の両フィールドに対する値は同一であ
る。
12

4×PixelF(15:8)

13

4×PixelF(7:0)

14

4×TapG(15:8)

15

4×TapG(7:0)

16

4×Flags

16bitで表されるピクセルフォーマット（セクション9.4.1参照).

16bitで表されるタップジオメトリ（セクション9.4.5参照).

画像フラグ（8bit，4 回繰り返し）

ビット範囲

割り当て:

1:0

インターレース化
0x0

ノン・インターレース
（プログレッシブスキャンまたはラインスキャン）

0x1

インターレース，
フィールド 1* のヘッダの後に最初のラインが来る

0x2

インターレース，
フィールド 2 のヘッダの後に最初のラインが来る

0x3
7:2

将来的な使用のための予約

予約，0 に設定する
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Arbitrary Line Marker （任意形状画像のラインマーカ）

The line marker shall be as shown in Table 41.
Table 41 ― Arbitrary line marker
Word

Content

Description

1

4x K28.3

Stream Marker.

2

4x 0x04

Arbitrary Line marker.

3

4x Xsize(23:16)

24 bit value representing the width in pixels of this line.

4

4x Xsize(15:8)

5

4x Xsize(7:0)

6

4x Xoffs(23:16)

7

4x Xoffs(15:8)

8

4x Xoffs(7:0)

Comment: Xoffs and Yoffs (in the header) tell the Host where this
image is with respect to the full Device image size.

9

4x DsizeL(23:16)

24 bit value representing the number of data words of this image line.

10

4x DsizeL(15:8)

11

4x DsizeL(7:0)

24 bit value representing the horizontal offset in pixels of this line with
respect to the left hand pixel of the full Device image.

See Figure 29 for an example ROI.
ラインマーカは表 41に示す内容にて構成すること<SHALL>。
表 41 ― 任意形状画像のラインマーカ
ワード

内容

説明

1

4x K28.3

ストリームマーカ

2

4x 0x04

任意形状画像のラインマーカ

3

4x Xsize(23:16)

24bit で表されるこのラインの水平画素数

4

4x Xsize(15:8)

5

4x Xsize(7:0)

6

4x Xoffs(23:16)

24bit で表される全デバイス画像の左端を基点とした水平オフセット画素数

7

4x Xoffs(15:8)

8

4x Xoffs(7:0)

コメント：（ヘッダの）Xoffs と Yoffs はこ全デバイス画像に対してこの任意形状
画像がどこに位置するかをホストに伝える。

9

4x DsizeL(23:16)

10

4x DsizeL(15:8)

11

4x DsizeL(7:0)

24bit で表されるこの画像ラインのデータワード数

ROIの例については図 29を参照。
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10 Device Setup （デバイスのセットアップ）
This section covers Device discovery, GenICam and XML files, and bootstrap registers.
このセクションではデバイスのディスカバリ処理，GeｎICam と XML ファイル，およびブートストラップレジスタにつ
いて記載している。
10.1 Device Discovery （デバイスのディスカバリ処理）
Device discovery is initiated by the Host and consists of the following tasks:
 Match Device transmitter and Host receiver bit rates to obtain register access.
 Discover Devices and the connection topology.
 Negotiate packet maximum data sizes.
デバイスのディスカバリ処理はホストによって行われ，以下のタスクにて構成される。
 レジスタアクセスを可能にするためデバイス側トランスミッタとホスト側レシーバのビットレートを一致させる。
 デバイスと接続トポロジのディスカバリを行う。
 パケット最大データサイズを取り決める。
Discovered Devices need further configuration for operational use.

Device configuration comprises

bootstrap and Device register programming.
Device configuration falls outside the scope of this specification, however the LinkConfig bootstrap
registers is provided for Device configuration.
Note: It is recommended that the implementation of the Device discovery process allows for users
connecting and re-connecting cables while a system is powered up.
ディスカバリ処理されたデバイスは動作・使用するにあたってさらにコンフィグレーションが必要となる。デバイスの
コンフィグレーションはブートストラップおよびデバイスのレジスタ処理から構成される。
デバイスのコンフィグレーションは本規格書の範囲から外れるが，LinkConfig ブートストラップレジスタはデバイス
のコンフィグレーション用に提供されているものである。
注： システム稼働中のケーブルの抜き差しを許容するようなデバイスのディスカバリ処理の実装が推奨されている。
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Link State （リンクステート）

Each Host link has an associated link state (Detected or Undetected) indicating the conditions defined in
Table 42.
Table 42 ― Link state conditions
Link state
Undetected

Detected

Condition
Data reception from Device not possible:


Host link not connected to a Device.



Host link connected to a Device but no low level link lock.

Data reception from Device possible:


Host link connected to a Device and low level link lock achieved.

Comment: Link state detection is closely related to receiver bit clock lock, word alignment status, running disparity
error flagging, etc. The implementation of link state detection is implementation specific and outside the
scope of this specification, however IDLE checking is recommended – see section 10.1.5.

各ホストのリンクは表 42のように（検出／未検出の）状態を表示すための関連リンクステートを備えている。
表 42 ― 各リンクステートの条件
リンクステート
未検出

検出

条件
デバイスからのデータ受信不可：


ホスト側のリンクがデバイスと接続されていない。



ホスト側のリンクはデバイスと接続しているが，ローレベルのリンクロックができて
いない。

デバイスからのデータ受信が可能：


コメント：

ホストのリンクとデバイスが接続され，ローレベルのリンクロックが確立している。

リンクステートの検出はレシーバ側でのビットクロックのロック，ワードアライメント状態，RD(Running Disparity)
エラーフラグの状態，その他に非常に密接に関係する。リンクステート検出機能の実装には様々な方法があり，
本規格書の規定範囲外となる。しかしながらIDLEの確認は推奨する ― セクション10.1.5参照。

10.1.2

Match Device and Host Bit Rates （デバイスとホストのビットレートマッチング）

Without prior knowledge the Device and Host connection scheme is unknown and the bit rates of the
Device transmitters and Host receivers may not match. However the low speed Host to Device link has a
fixed standard bit rate allowing transfer of control packets from Host to Device. During Device discovery
the Host shall use a maximum control packet data size of 128 bytes (see section 8.6.4).
事前の情報がないとき，デバイスとホストの接続システムが成り立たず，デバイス側トランスミッタとホスト側レシーバ
のビットレートが適合していない場合がある。しかしながらロースピードのホストからデバイスへのリンクは，ホストか
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らデバイスへコントロールパケットを伝送可能な標準ビットレートに固定されている。デバイスのディスカバリ処理中，
ホストは 128 バイトの最大コントロールデータサイズを使用すること<SHALL>（セクション8.6.4参照）。
The process to match the downlink bit rates is described below and shown in Figure 30.
 For each Host link the Host shall write a link reset command by writing the value 1 to the Device
LinkReset bootstrap registers.
 A Device receiving this link reset command via its Master link (link 0) shall execute link reset and
activate its discovery link configuration within 200ms (see section 10.4.16).
 The Host shall wait 200ms to allow for the Device to complete link configuration.
 The Host shall initialize its receiver to the lowest discovery bit rate it supports (see section 4.3 ).
 The Host shall monitor the link state.
 If the link state is Detected within a timeout period then the Host and Device have established a link.
Comment:

A timeout period allows the Host receiver to attain lock and alignment.

The required time is

implementation specific and therefore not specified here.

 If the link state is Undetected after the timeout period then the Host may repeat the process using
another discovery bit rate.

Start

Reset link by writing 1 to
the LinkReset register.
(do not wait for ack)

Wait for
200ms

Select one of the
discovery bit rates and
Initialize Host receiver.

No
Link
State

Undetected

time
out

Yes

Detected

Note: This scheme assumes link state
detection to be preset to Undetected
after initializing the Host receiver.

Done for this link

Figure 30 ― Matching Device and Host bit rates
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ダウンリンクのビットレートマッチング処理は以下の記述と図 30のようになる。
 各ホストのリンクについて，ホストはデバイスの LinkReset ブートストラップレジスタに値１を書き込むことによって
リンクリセットコマンドを送信する<SHALL>。
 そのマスタリンク（リンク 0）経由でこのリンクリセットコマンドを受信したデバイスはリンクリセットを実行し，200ms
以内にこのディスカバリ リンクコンフィグレーションを有効化する<SHALL>（セクション10.4.16参照）。
 ホストはデバイスがリンクコンフィグレーションを完了できるように 200ms 待機する<SHALL>。
 ホストは自身のレシーバがサポートする最低速度のディスカバリビットレートに初期化する<SHALL>。（セクショ
ン4.3 参照）。
 ホストはリンクステートを監視する<SHALL>。
 一定のタイムアウト期間以内にリンクステートが「検出」されると，ホストとデバイスのリンクが確立する。
コメント： 一定のタイムアウト周期はホスト側レシーバのロックとアライメントを許容する。必要な時間はベンダー固有のため，
ここでは規定しない。

 一定のタイムアウト周期後にリンクステートが「未検出」となったとき，ホストは別のディスカバリビットレートで処理
を繰り返す場合がある。

開始

（ACK を待たずに）
LinkReset レジスタに 1 を書
き込んでリンクをリセットする。

200ms
待機

ディスカバリ用ビットレート
をひとつ選んでホスト側レ
シーバを初期化する。

No
リンク
ステート

未検出

タイム
アウト

Yes

検出

注： このシステムではホスト側レシーバ初期
化後のリンクステートが「未検出」にプリセッ
トされると想定している。

このリンクは完了

図 30 ― デバイス／ホストのビットレートマッチング
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10.1.3

Discover Devices and Connection Topology （デバイスのディスカバリ処理と接続トポロジ）

Connection schemes may vary and can be as simple as a single link connection of one Device to one
Host link, or as complicated as multiple Devices with multiple links connected to a many link Host (see
Figure 31).

Simple

More complex

0

Device

A
Device

B
C

0

A

1

B

Host

C

D

0
Device

Host

D

1

Figure 31 ― Examples of Device – Host connection schemes
Comment: The topology discovery process means that the user does not need to plug in cables in a specific order.

接続形態には様々な種類が考えられ，デバイスとホストが１対１の単純な単一リンク接続であったり，複数のデバイ
スを複数のリンクで複数リンクのホストに接続する複雑な場合もある（図 31参照）。

単純な接続
デバイス

0

より複雑な接続
A

0

A

B

デバイス 1

B

C

ホスト

C

D

0

ホスト

D

デバイス 1

図 31 ― デバイス－ホスト接続形態の例
コメント：

トポロジを検出する処理があるということは，ユーザは決められた順番でケーブルを接続する必要がないというこ
とを意味する。

The first step in connection topology discovery is to find out for each Detected Host link whether it is
connected to a Device Master link (link 0) or an extension link (link > 0).
This is accomplished by reading the DeviceLinkId bootstrap registers for each Detected Host link:
 Returned Device link ID = 0: This Host link is connected to a Device Master link.
 Returned Device link ID > 0: This Host link is connected to a Device Extension link.
接続トポロジのディスカバリにおける最初の手順は，検出した各ホストのリンクが，デバイスのマスタリンク（リンク 0）
に接続されているのか，または拡張リンク（リンク＞0）に接続されているのか見極めることである。
これは検出した各ホストにて DeviceLinkId ブートストラップレジスタを読み出すことによって達成される。
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 デバイスのリンク ID＝0 のとき： このホストのリンクはデバイスのマスタリンクに接続されている
 デバイスのリンク ID＞0 のとき： このホストのリンクはデバイスの拡張リンクに接続されている
An example is shown in Figure 32.

Device
1

0

A

1

B
C
D

0

Device
2

Host

Obtained information:
Host
Link

Link
State

Read
DeviceLinkId

A

Detected

0 (Master)

B
C
D

Detected
Undetected
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Figure 32 ― Connection topology example part 1
図 32に例を示す。
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0 (マスタリンク)
–
1 (拡張リンク)

図 32 ― 接続トポロジの例１
The next step is to find out the connection topology: which extension link belongs to which master link.
For each Host link connected to a Device Master link the Host shall write a Host link identification number
to the MasterHostLinkId bootstrap registers. The Host link identification number uniquely identifies the
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link within the Host context. Any 32 bit number is allowed except for 0 which is reserved to indicate an
unknown Host ID.
次のステップは，どの拡張リンクがどのマスタリンクと関係しているかという接続トポロジを見つけることである。
デバイスのマスタリンクに接続されている各ホストのリンクにおいて，ホストは MasterHostLinkId ブートストラップレ
ジスタにホストのリンク識別番号を書き込む<SHALL>。ホストのリンク識別番号はそのホストの系列の中で各リンク
を個別に識別するためのものである。未知のホスト ID を示すために 0 を除いた 32bit の値が用意されている。
Finally by reading the MasterHostLinkId bootstrap registers via all Host Links the connection scheme is
known, as shown in Figure 33.
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HostID of A (1)
HostID of B (2)
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HostID of A (1)

Detected
Undetected
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Figure 33 ― Connection topology example part 2
最後に図 33のように全てのホストリンク経由でMasterHostLinkIdブートストラップレジスタを読み出すことで接続形
態が既知の状態となる。
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図 33 ― 接続トポロジの例 2
10.1.4

Negotiate Maximum Packet Data Sizes （最大パケットサイズのネゴシエーション）

For each discovered Device the following packet data sizes shall be negotiated:
 Control packet maximum data payload size.
 Stream packet maximum data payload size.
ディスカバリ済の各デバイスにおいて以下のパケットデータサイズにネゴシエーションすること<SHALL>：
 コントロールパケットの最大データペイロードサイズ
 ストリームパケットの最大データペイロードサイズ
Control packet maximum data payload size negotiation shall use the rules in Table 43.
Table 43 ― Control packet data size negotiation
Device

Host

At all times:

Prior to Device discovery:



Shall support a control packet data size of up to its
maximum supported control packet data size.





Shall report the maximum supported control packet
data size, which shall be at least 128 bytes, in the
ControlPacketDataSize bootstrap registers.

Shall assume a maximum payload size of 128 bytes.

After discovering a Device:


Shall read the ControlPacketDataSize bootstrap
registers from a discovered Device.



May decide to use a control packet data size up to
the reported maximum value.

コントロールパケットの最大データペイロードサイズのネゴシエーションには表 43の規則を適用すること
<SHALL>。
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表 43 ―コントロールパケットデータサイズのネゴシエーション
デバイス

ホスト

全ての時間で：

デバイスのディスカバリを行う前に：



各デバイスにおける最大のコントロールパケットサイズ
をサポートする<SHALL>。





ControlPacketDataSize ブートストラップレジスタによ
って少なくとも 128byte となる<SHALL>，コントロール
パケットデータサイズのサポート最大値をレポートする
<SHALL>。

デバイスのディスカバリ後に：:

128byte の最大ペイロードサイズを仮定する
<SHALL>。



ディスカバリ済みのデバイスから
ControlPacketDataSize ブートストラップレジスタを読み
出す<SHALL>。



レポートされた最大値までコントロールパケットデータサ
イズを使用することを決定してもよい。

Stream packet maximum data payload size negotiation shall use the rules in Table 44.
Table 44 ― Stream packet data size negotiation
Device

Host

Link reset:

After discovering a Device:





Shall initialize the bootstrap registers
StreamPacketDataSize to 0 indicating “not
configured”.

Shall write the maximum stream packet data size
supported by the Host to the StreamPacketDataSize
bootstrap registers.

While StreamPacketDataSize=0


Shall not transmit stream packets.

When StreamPacketDataSize>0 after a write from the
Host.


Transmission of stream packets allowed with a
data size up to the maximum size set by the
StreamPacketDataSize bootstrap registers.

ストリームパケットの最大データペイロードサイズのネゴシエーションには表 44の規則を適用する<SHALL>。
表 44 ― ストリームパケットデータサイズのネゴシエーション
デバイス

ホスト

リンクリセット：

デバイスのディスカバリ後に：

 StreamPacketDataSize ブートストラップレジスタを「未
コンフィグレーション」を意味する 0 に初期化する
<SHALL>。



StreamPacketDataSize＝0 のあいだ：


ストリームパケットを送信してはならない<SHALL
NOT>。

ホストからの書き込み後，StreamPacketDataSize>0 のと
き：


各ストリームパケットの伝送は StreamPacketDataSize
ブートストラップレジスタで設定される最大サイズまでデ
ータサイズが許容される。
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Detection of Loss of Lock （ロック外れの検出）

It is recommended that the presence of IDLE is checked on each active link at the rates specified in
section 8.2.5.1. If IDLE is not seen for a consecutive number of occasions set by a threshold, it is
recommended that first the receiver for that link is reset (so e.g. character and word alignment reestablished). If at the Host this does not recover lock, it is recommended that the Device is reset and the
discovery process re-tried (i.e. on all links).
Comment: The IDLE word both acts as a “heartbeat”, showing that the link is functioning, and confirms that the
receiver is correctly word aligned. The value for the threshold may be system-dependent, but should
not be set so low that “burst” type errors, e.g. as a result of EMC/EMI type events, cause the link to
reset. There is some correlation between PoCXP events (see section 7 ) and loss-of-lock detection.
E.g. if the Host switches off Device power then IDLEs will not be received and the link will get reset, but
note that if a Device is connected that does not use PoCXP, a link will be established without any
PoCXP event.

各アクティブリンクにおいてIDLEが，セクション8.2.5.1に定義されている割合で存在しているかを確認することを
推奨する。IDLEが設定されたしきい値によって連続的に発生するのを確認できない場合は，最初にそのリンクの
ためのレシーバをリセットする（これによりキャラクタアライメントとワードアライメントが再び確立する）。ホストがロック
を回復できない場合は，デバイスをリセットして再度検出処理を行うことを推奨する（すなわち全てのリンクでこれ
が行われることになる）。
コメント：

IDLEワードはリンクが正常に動作していることを示す“ハートビート”の役目だけでなく，レシーバが正しくワードアラ
イメントされていることの確認としても機能する。このしきい値の値はシステム依存可能性がある。しかし例えば
EMC/EMIによって起こるようなバースト型のエラーによってリンクがリセットされてしまうほど低い設定にすべきでは
ない。PoCXPイベントとロック外れ検出の間には相互関係がある。（セクション7 を参照）例えば，ホストがデバイス電
源のスイッチをオフにする場合，IDLEは受けとれず，リンクはリセットされる。しかし，デバイスがPoCXPを使わずに
接続されている場合はPoCXPイベントが何もなくてもリンクは確立することに注意すること。

10.2 Setting the Operating Bit Rate （動作ビットレートの設定）
The following process shall be used at any point after Discovery (see section 10.1.2) that a new bit rate is
needed on a link.
ディスカバリ（セクション10.1.2参照）後のどの時点でリンクに必要な新しいビットレートを適用するかは，以下の手
順に従うこと<SHALL>。

10.2.1

Choosing the Bit Rate （ビットレートの選択）

The required bit rate and number of links operating at this bit rate can be found from GenICam (see
section 10.3 ), system documentation, or via the LinkConfigDefault bootstrap register.
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必要となるビットレートおよびそのビットレートにおいて動作するリンク数はGenICam（セクション 10.3 参照）やシス
テムのドキュメント，またはブートストラップレジスタLinkConfigDefault経由で見つけることができる<CAN>。
10.2.2

Setting the Bit Rate （ビットレート設定）

 The Host shall write the required LinkConfig value to the Device.
 The Host shall write to its corresponding register(s) to set the corresponding links to the same bit rate.
It shall not wait for an Acknowledgment Message Packet for this write.
 The Host shall wait 200ms to allow the Device to complete link re-configuration.
 The Host shall monitor the link state.
 If the link state is Detected within a timeout period the Host and Device have re-established the link.
 If the link state is Undetected after a timeout period then the Host may repeat the process or return to
the Discovery procedure.
 ホストは必要となる LinkConfig の値をデバイスへ書き込む<SHALL>。
 ホストは対応する各リンクを同じビットレートに設定するために（各）該当レジスタに書き込みを行う<SHALL>。
この書き込みに対する ACK メッセージパケットの待機は行ってはならない<SHALL NOT>。
 ホストはデバイスに対しリンクの再コンフィグレーション完了を可能とするために 200ms 待機する<SHALL>。
 ホストはリンクステートを監視する。
 一定のタイムアウト時間内にリンクステートが「検出」となった場合，ホストおよびデバイスはリンクの再確立を行う。
 一定のタイムアウト時間後にリンクステートが「未検出」となった場合は，ホストはこの処理を続行するかディスカ
バリ処理に戻る。
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Figure 34 ― Setting the bit tate

図 34 ― ビットレート設定
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10.3 GenICam and XML Files （GenICamとXMLファイル）
CoaXPress products shall support the GenApi and the SFNC (Standard Features Naming Convention)
module of the GenICam standard v2.0 or higher. See section C.3 ― Ref 4 for details of the GenICam
standard.
On the Host side this means API using an XML file shall be provided to expose the Device’s features to
the customer. The GenICam reference implementation can be used for that purpose.
On the Device side this means an XML file shall be provided with the Device description compatible with
the GenApi module of GenICam. The bootstrap registers in the Device provide a means to access the
XML file. The features of the Device shall follow GenICam’s SFNC if applicable.
The Device vendor is free to use any suitable register layout in the Device, such as IIDC compliant or
vendor specific, as long as an XML file is provided describing the layout and the features exposed, and
providing the bootstrap registers defined in section 10.4 are supported.
It is recommended that camera manufacturers use the name and type provided in the GenICam SFNC
whenever possible to facilitate interoperability with third-party framegrabbers and software.
To reduce the size of the XML file, a compressed version of the file may be stored in the Device. A
compressed file shall use the DEFLATE and STORE methods of the ZIP format (section C.3 ― Ref 5).
Comment: This is mainly relevant to files stored in the Device, where non-volatile memory space may be limited.
Note that the Device does not need to generate or understand the file, only store it.

CoaXPress 対応製品はGenICam 規格v2.0 以上のGenAPI とSFNC(Standard Features Naming Convention)モジ
ュールをサポートすること<SHALL>。GenICam 規格の詳細についてはセクションC.3 ― Ref 4 を参照。
ホスト側ではこれは XML ファイルを適用した API がユーザにデバイスの機能を公開する手段を提供しなければ
ならない<SHALL>ということを意味する。GenICam の標準的な実装はこの目的のために利用することができる
<CAN>。
デバイス側では各デバイスの GenICamGenApi モジュールとの互換性が記述された XML ファイルを提供しなけ
ればならない<SHALL>ということを意味する。デバイス内部のブートストラップレジスタはこの XML ファイルにアク
セスするために用意される。この機能はできるかぎり GenICam の SFNC に適合させること<SHALL>。
デバイスベンダーは，配置を記述し機能が公開されたXMLファイルが提供し，セクション10.4 で定義されているブ
ートストラップレジスタに対応していれば，どのようなデバイス内のレジスタ配置（IIDC互換，あるいはベンダー固有
の配置）でも自由に使用してよい。
各カメラ製造者が他社のホストおよびソフトウェアとの相互互換を容易に実現可能な場合は GenICam SFNC で提
供されている名前と種別を使用することを推奨する。
XML ファイルのサイズを小さくしたいときは，ファイルの圧縮版をデバイス内に保存してもよい。圧縮ファイルはZIP
形式（セクションC.3 ― Ref 5）のDEFRATE およびSTORE 手法を使用すること<SHALL>。
コメント： これは主にデバイスへのファイル保存に関係するが，非揮発性メモリの容量に制限がある場合がある。デバイスが
ファイルを作成したり開いたりすることはなく，あくまで保存しているだけであることに注意する。
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10.3.1

Use Case of Device （デバイスのユースケース）

One of the goals of CoaXPress is to allow a user to buy a CoaXPress camera device and easily interface
it to any CoaXPress compliant Host (i.e. framegrabber and application software). In order to guaranty a
minimal level of interoperability, the CoaXPress specification addresses the use case of Device to allow
continuous acquisition and display of images.
The features required to support this use case are defined mandatory by this specification.
Comment: The functionality defined in the “Use Case of Device” is only a subset of what a CoaXPress Device can
do.

CoaXPress のゴールのひとつは，ユーザが CoaXPress 対応カメラデバイスを購入し，CoaXPress 準拠のホスト（ホ
ストおよびアプリケーションソフトウェア）ならどれでも簡単に接続可能とすることである。最小限の相互互換を保証
するために，CoaXPress 規格は連続取り込みおよび画像表示を許容するデバイスのユースケースを示す。
このデバイスのユースケースをサポートするための機能はこの規格書によって必須と定義されている。
コメント： 「デバイスのユースケース」の中で定義される機能は，ある CoaXPress デバイスがもつ機能のサブセットにすぎない。

10.3.2

Mandatory Features to Support the Use Case （ユースケースをサポートするための必須機能）

In addition to the bootstrap registers that are required to control and configure the Device, all CoaXPress
camera Devices shall support (mandatory) the features listed in Table 48 in their XML description files,
which uses the following indications:
Group:

GenICam:
CXP:

This feature implements a GenICam feature of the same name.
This is a feature defined (or redefined) for the CoaXPress standard.

Access:

R:
W:

Read and/or
Write.
Access modes given in parentheses are optional.

Interface:

As defined by GenICam.

Table 45 ― Mandatory use case features
Name

Group

Access

Interface

Width

GenICam

R/(W)

IInteger

Height

GenICam

R/(W)

IInteger

AcquisitionMode

GenICam

R/(W)

IEnumeration

AcquisitionStart

GenICam

W/(R)

ICommand

AcquisitionStop

GenICam

W/(R)

ICommand

PixelFormat

CXP

R/(W)

IEnumeration

TapGeometry

CXP

R/(W)

IEnumeration

Image1StreamID

CXP

R

IInteger

Image2StreamID

CXP

R

IInteger

Note: This list is only intended for camera Devices. Non-camera Devices do not have to support the list.
These features are described in the following sections.
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デバイスをコントロールおよびコンフィグレーションするために必要なブートストラップレジスタについて，全ての
CoaXPress準拠カメラデバイスは以下の表現を用いたXML ファイルの中で表 48に示す機能を（必ず）サポートす
ること<SHALL>。
グループ：

GenICam:
CXP:

この機能は同じ名前の GenICam 機能を実装する。
これは CoaXPress 規格にて定義（または再定義）された機能である。

アクセス：

R:
W:

読み出し and/or
書き込み
（）内のアクセスモードはオプションである。
GenICam によって定義されたものである。

インターフェース：

表 45 ― 必須の各ユースケース機能
名前

グループ

アクセス

インターフェース

Width

GenICam

R/(W)

IInteger

Height

GenICam

R/(W)

IInteger

AcquisitionMode

GenICam

R/(W)

IEnumeration

AcquisitionStart

GenICam

W/(R)

ICommand

AcquisitionStop

GenICam

W/(R)

ICommand

PixelFormat

CXP

R/(W)

IEnumeration

TapGeometry

CXP

R/(W)

IEnumeration

Image1StreamID

CXP

R

IInteger

Image2StreamID

CXP

R

IInteger

注： ここではカメラデバイス向けのものだけをリスト化している。カメラ以外のデバイスは上記のものをサポートする
必要はない。
これらの機能については以下のセクションにて説明している。
10.3.2.1

Width

This feature provides the image width in pixels.
この機能はピクセル単位の水平画像幅を提供する。
10.3.2.2

Height

This feature provides the image height in pixels.
この機能はピクセル単位の垂直画像高さを提供する。
10.3.2.3

AcquisitionMode

This feature controls the acquisition mode of the Device. For the mandatory use case, only “Continuous”
needs to be supported, where images are captured continuously until stopped with an AcquisitionStop
command.
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この機能はデバイスの取り込みモードを制御する。必須のユースケースとして「連続」モードのみサポートする必要
があり，AcquisitionStop コマンドが発行されるまで画像は連続して入力される。
10.3.2.4

AcquisitionStart

This feature starts acquisition from the Device.
この機能はデバイスからの取り込みを開始する。
10.3.2.5

AcquisitionStop

This feature stops acquisition from the Device.
この機能はデバイスからの取り込みを停止する。
10.3.2.6

PixelFormat

This feature provides the pixel format.
Bits

Name

31-16

Reserved – set to zero.

15-0

PixelF code as defined in section 9.4.1.

この機能はピクセルフォーマットを提供する。
Bits

Name

31-16

予約 ― ゼロに設定

15-0

セクション9.4.1に定義したPixelFコード

10.3.2.7

TapGeometry

This feature provides the tap geometry.
Bits

Name

31-16

Reserved – set to zero.

15-0

TapG code as defined in section 9.4.5.

この機能はタップジオメトリを提供する。
Bits

Name

31-16

予約 ― ゼロに設定

15-0

セクション9.4.5に定義したTapGコード
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Image1StreamID

This gives the Stream ID of the primary image stream from the Device. It is recommended that this has a
stream ID of 1 (see section 9.3 ).
これはデバイスからの最初の画像ストリームのストリームIDを提供する。このストリームIDには 1 を割り当てることを
推奨する（セクション9.3 参照）。
10.3.2.9

Image2StreamID

This gives the Stream ID of the secondary image stream from the Device.
Comment: This is part of the use case to allow for display of images from a two-tap camera device.

これはカメラデバイスからの 2 番目の画像ストリームのストリーム ID を提供する。
コメント： これは 2 タップのデバイスからの画像表示を可能にするためのユースケースの一部である。

10.3.3

XML File Location （XMLファイルのロケーション）

The XML file can be stored in two types of location, and shall be provided in at least one of them:
 Non-volatile memory in the Device.
 The Device vendor’s website.
XML ファイルは２箇所に保存／公開することができる<CAN>が，最低でも以下のいずれか 1 箇所で提供を行う
こと<SHALL>。
 デバイス内の不揮発性メモリ上に保存
 デバイスメーカのウェブサイトに公開
The XmlManifestTable provides a method to access multiple options of the XML file, both to allow for
different locations, and for different versions of the XML file and/or GenApi.

XmlManifestTable は XML ファイルの複数のオプション（XML ファイルまたは GenApi の異なる保存場所，異なる
バージョンであっても）にアクセスする手段を提供する。
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URL Format – Non-Volatile Memory （URLフォーマット － 不揮発性メモリ）

If the XML file is stored in non-volatile memory in the Device, the URL shall be of the form:
“Local:<Filename>.<Extension>;<Address>;<Length>” as defined in Table 46.
Table 46 ― URL Format – non-volatile memory
Field

Description

Local

Indicates the XML file is stored in non-volatile memory in the Device.

<Filename>

The name of the XML file. It is recommended that this includes the vendor name, model
name, and Device revision.

<Extension>

“xml” indicates a text XML file (i.e. uncompressed).
“zip” indicates a ZIP format compressed file.

<Address>

The start address of the file in the Device memory map, given in hexadecimal form without
a leading “0x”.

<Length>

The length of the file in bytes, given in hexadecimal without a leading “0x”.

Example:

“Local:MyCompany_MyProduct_Rev1.zip;B8000;33A” is a ZIP file starting at address

0xB8000 in the Device with a length of 0x33A bytes.

The file is for revision 1 of a Device called

“MyProduct” made by “MyCompany”.
Comment: The filename is not used here, but may be useful when comparing the file with other versions on the
Host system.

デバイス内の不揮発性メモリに XML ファイルを保存する場合，URL は以下の形式とすること<SHALL>。
“Local:<Filename>.<Extension>;<Address>;<Length>” （表 46に定義）
表 46 ― URL フォーマット － 不揮発性メモリ
フィールド

説明

Local

デバイス内の不揮発性メモリに XML ファイルが保存されていることを示す。

<Filename>

XML ファイルの名前。ここにはメーカ名，モデル名，デバイスのバージョンを含ませることを推奨す
る。

<Extension>

“xml”はテキスト形式の XML ファイル（非圧縮）を表す。
“zip”は圧縮された ZIP ファイルを表する。

<Address>

デバイスのメモリマップにおけるファイルが開始アドレス。接頭辞“0x”無しの 16 進数形式となる。

<Length>

byte 単位でのファイル長。接頭辞“0x” の表記が無くとも 16 進数形式となる。

例：“Local:MyCompany_MyProduct_Rev1.zip;B8000;33A”ではデバイス内にサイズ 0x33A バイトの ZIP ファイルが
メモリアドレス 0xB8000 から保存されていることを示す。これは“MyCompany”社製の“MyCamera”というデバイス
のリビジョン 1 向けのファイルである。
コメント： Filename はここでは使われていないが，ホスト側のシステムで他のバージョンとファイルを比較したい場合等に
Filename が有効である。

133

Japan Industrial Imaging Association Standard

10.3.3.2

JIIA NIF-001-2010

URL Format – Vendor Website （URLフォーマット － メーカーウェブサイト）

If the XML file is stored on the vendor’s website, the URL shall be of the form:
“Web:<WebURL>/<Filename>.<Extension>” as defined in Table 47.
Table 47 ― URL Format – vendor website
Field

Description

Web

Indicates the XML file is stored on the vendor’s website.

<WebURL>

A full web URL, from the scheme name (e.g. http) to the path.

<Filename>

The name of the XML file. It is recommended that this includes the vendor name, model
name, and Device revision.

<Extension>

“xml” indicates a text XML file (i.e. uncompressed).
“zip” indicates a ZIP format compressed file.

Example: “Web:http://www.mycompany.com/xml/MyCompany_MyProduct_Rev1.xml” is a text XML file
found at http://www.mycompany.com/xml. The file is for revision 1 of a Device called “MyProduct” made
by “MyCompany”.
Note: None of the fields are case sensitive.
ベンダーのウェブサイトに XML ファイルを公開する場合，URL は以下の形式とすること<SHALL>。
“Web:<WebURL>/<Filename>.<Extension>” （表 47に定義）
表 47 ― URL フォーマット － メーカーウェブサイト
フィールド

説明

Web

メーカのウェブサイトに XML ファイルが公開されていることを示す。

<WebURL>

スキーム名（例：http）からパスまでを含むフル Web URL である。

<Filename>

XML ファイルの名前である。ここにはベンダー名，モデル名，デバイスのリビジョンを含めることを
推奨する。

<Extension>

“xml”はテキスト形式の XML ファイル（非圧縮）を表す。
“zip”は圧縮された ZIP ファイルを表する。

例：“Web:http://www.mycompany.com/xml/MyCompany_MyProduct_Rev1.xml”の場合は

http://www.mycompany.com/にてテキストの XML ファイルが公開されていることになる。これは“MyCompany”社
製の“MyProduct”というデバイスのリビジョン 1 向けのファイルである。
注：フィールドは大文字と小文字を区別しない。
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10.4 Bootstrap Registers （ブートストラップレジスタ）
CoaXPress compliant Devices shall implement all mandatory bootstrap registers defined in this section.
Bootstrap registers shall be defined in the XML Device configuration file and respect the rules defined in
SFNC (Standard Features Naming Convention) of the GenICam standard (セクションC.3 ― Ref 4).
All Device registers shall be 32-bit aligned, big-endian.
CoaXPress に準拠したデバイスはこのセクションで定義する全ての必須ブートストラップレジスタを実装すること
<SHALL>。
ブートストラップレジスタはXML 形式のデバイスコンフィグレーションファイルにて定義し，GenICam 規格(セクショ
ンC.3 ― Ref 4)のSFNC(Standard Features Naming Convention)で定義された規則に則ること<SHALL>。
デバイスの全レジスタは 32bit でアライメントされたビッグエンディアンとすること<SHALL>。
Strings stored in the bootstrap registers space shall be NULL-terminated, encoded ASCII. The NULL
terminator is included in the string length. However when a register stores a string which is the maximum
length of that register, it does not have a NULL terminator.
Comment: This is standard GenICam behavior.

ブートストラップレジスタ空間にストアされた文字列は ASCII 変換された NULL 文字列にて終端すること
<SHALL>。NULL 終端文字は文字列長に含む。しかしながらレジスタが文字列をストアするとき，その文字列が
レジスタの最大文字数に相当する場合は NULL 終端文字を含まない。
コメント： これは GenICam の標準的な振る舞いとなる。

A bootstrap registers shall be written to with one Control Command message. The access shall not be
spilt into two or more messages.
Comment: This simplifies updating non-volatile memory in a Device.

ブートストラップレジスタには単体のコントロールコマンドメッセージを伴って書き込みを行うこと<SHALL>。複数
のメッセージに分けてアクセスすることは許容されない。
コメント： これはデバイス内での不揮発性メモリ更新を簡略化するものである。
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Unused bootstrap register bits shall be set to 0.
Device-specific registers can start after the bootstrap registers memory-space.
The bootstrap registers are listed in Table 48, which uses the following indications:
Group:

Support:
GenICam:
CXP:

This register is needed to support other standards, such as GenICam.
This register implements a GenICam feature of the same name.
This is a register defined for the CoaXPress standard.

Support:

M:
O:

Mandatory.
Optional.

Access:

R:
W:

Read and/or
Write.
Access modes given in parentheses are optional.

Default value:

This is the value after a Link Reset.
Comment: Note that a link reset occurs at power up, so this is also the
power-up value.

ブートストラップレジスタの未使用ビットには 0 を設定すること<SHALL>。
デバイス固有のレジスタはブートストラップレジスタ領域（メモリ空間）の後のアドレスから開始することができる
<CAN>。
ブートストラップレジスタは表 48にリストアップしたもので，以下の表現を用いる：
グループ：

Support:
GenICam:
CXP:

これは GenICam 等，ほかの規格をサポートするために必要なレジスタである。
この機能は同じ名前の GenICam 機能を実装する。
これは CoaXPress 規格にて定義（または再定義）された機能である。

サポート：

M:
O:

必須
オプション

アクセス：

R:
W:

読み出し and/or
書き込み
（）内のアクセスモードはオプションである。

初期値：

リンクリセット実行後の値である。

コメント： リンクリセットは電源投入時に行われるため，これは起動時の値でもあ
る。
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Table 48 ― Bootstrap registers
Address

Name

Group

Support

Access

Length
(bytes)

Interface

0x00000000

Standard

Support

M

R

4

IInteger

0x00000004

Revision

Support

M

R

4

IInteger

0x00000008

XmlManifestSize

Support

M

R

4

IInteger

0x0000000C

XmlManifestSelector

Support

M

R/W

4

IInteger

0x00000010

XmlVersion
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x00000014

XmlSchemaVersion
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x00000018

XmlUrlAddress
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x0000001C

IidcPointer

Support

M

R

4

IInteger

0x00002000

DeviceVendorName

GenICam

M

R

32

IString

0x00002020

DeviceModelName

GenICam

M

R

32

IString

0x00002040

DeviceManufacturerInfo

GenICam

M

R

48

IString

0x00002070

DeviceVersion

GenICam

M

R

32

IString

0x00002090

DeviceFirmwareVersion

GenICam

M

R

32

IString

0x000020B0

DeviceID

GenICam

M

R

16

IString

0x000020C0

DeviceUserID

GenICam

M

R/W

16

IString

0x00004000

LinkReset

CXP

M

W/(R)

4

IInteger

0x00004004

DeviceLinkID

CXP

M

R

4

IInteger

0x00004008

MasterHostLinkID

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x0000400C

ControlPacketDataSize

CXP

M

R

4

IInteger

0x00004010

StreamPacketDataSize

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004014

LinkConfig

CXP

M

R/W

4

IEnumerate
IInteger?

0x00004018

LinkConfigDefault

CXP

M

R

4

IInteger

0x0000401C

TestMode

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004020

TestErrorCountSelector

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004024

TestErrorCount
[TestErrorCountSelector]

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00006000

Start of manufacturerspecific register space

-

-

-

-

-

These registers are described in the following sections.
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表 48 ― 各ブートストラップレジスタ
アドレス

名前

グループ

サポート

アクセス

幅
(byte)

インター
フェース

0x00000000

Standard

Support

M

R

4

IInteger

0x00000004

Revision

Support

M

R

4

IInteger

0x00000008

XmlManifestSize

Support

M

R

4

IInteger

0x0000000C

XmlManifestSelector

Support

M

R/W

4

IInteger

0x00000010

XmlVersion
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x00000014

XmlSchemaVersion
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x00000018

XmlUrlAddress
[XmlManifestSelector]

Support

M

R

4

IInteger

0x0000001C

IidcPointer

Support

M

R

4

IInteger

0x00002000

DeviceVendorName

GenICam

M

R

32

IString

0x00002020

DeviceModelName

GenICam

M

R

32

IString

0x00002040

DeviceManufacturerInfo

GenICam

M

R

48

IString

0x00002070

DeviceVersion

GenICam

M

R

32

IString

0x00002090

DeviceFirmwareVersion

GenICam

M

R

32

IString

0x000020B0

DeviceID

GenICam

M

R

16

IString

0x000020C0

DeviceUserID

GenICam

M

R/W

16

IString

0x00004000

LinkReset

CXP

M

W/(R)

4

IInteger

0x00004004

DeviceLinkID

CXP

M

R

4

IInteger

0x00004008

MasterHostLinkID

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x0000400C

ControlPacketDataSize

CXP

M

R

4

IInteger

0x00004010

StreamPacketDataSize

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004014

LinkConfig

CXP

M

R/W

4

IEnumerate
IInteger?

0x00004018

LinkConfigDefault

CXP

M

R

4

IInteger

0x0000401C

TestMode

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004020

TestErrorCountSelector

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00004024

TestErrorCount
[TestErrorCountSelector]

CXP

M

R/W

4

IInteger

0x00006000

製造者固有レジスタ領域の
開始位置

-

-

-

-

-

これらのレジスタについて以下のセクションで説明している。
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Standard

This register shall provide a magic number indicating the Device implements the CoaXPress standard.
The magic number shall be 0xC0A79AE5.
Comment: The magic number is an approximation of “CoaXPress”.

このレジスタではデバイスが CoaXPress 規格を実装していることを示すためのマジックナンバーを提供すること
<SHALL>。マジックナンバーは 0xC0A79AE5 とする<SHALL>。
コメント： このマジックナンバーは“CoaXPress”の文字列に似せたものである。

10.4.2

Revision

This register shall provide the revision of the CoaXPress specification implemented by this Device.
Bits

Name

Example

31-16

Major revision

v1.5 has major revision 1, therefore bits 31..16 hold the value
0x0001

15-0

Minor revision

v1.5 has minor revision 5, therefore bits 15..0 hold the value
0x0005

Therefore Devices compliant to this revision 1.0 of the specification shall return 0x00010000.
このレジスタではこのデバイスによって実装されている CoaXPress 規格のリビジョンを提供すること<SHALL>。
ビット範囲

名前

例

31-16

Major revision

v1.5 のメジャーリビジョンは 1，したがって ビット 31～16 の値を
0x0001 とする。

15-0

Minor revision

v1.5 のマイナーリビジョンは 5，したがってビット 15～0 の値を
0x0005 とする。

したがって，本規格書のリビジョンに準拠したデバイスの場合は 0x00010000 の値を返す<SHALL>。
10.4.3

XmlManifestSize

This register shall provide the number of XML manifests available.

At least one manifest shall be

available.
このレジスタでは利用可能な XML マニフェストの数を提供すること<SHALL>。最低１つのマニフェストを利用可
能とする<SHALL>。
10.4.4

XmlManifestSelector

This register shall select the required XML manifest registers. It shall hold a number between 0 and
XmlManifestSize – 1.
Comment: A link reset sets the value 0x00000000.
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このレジスタでは必要となる XML マニフェストレジスタを指定すること<SHALL>。0～XmlManifestSize - 1 の間で
１つの数を選んでその値を保持する<SHALL>。
コメント： リンクリセットは 0x00000000 の値を設定する。

10.4.5

XmlVersion[XmlManifestSelector]

This register shall provide the version number for the XML file given in the manifest referenced by
register XmlManifestSelector.
Bits

Name

Description

31-24

Reserved

Shall be 0

23-16

XMLMajorVersion

The major version number of the XML file

15-8

XMLMinorVersion

The minor version number of the XML file

7-0

XMLSubMinorVersion

The sub-minor version number of the XML file

このレジスタでは XmlManifestSelector レジスタによって参照されるマニフェストにて与えられる XML ファイルのバ
ージョン番号を提供すること<SHALL>。
ビット範囲

名前

説明

31-24

Reserved

0 とする<SHALL>

23-16

XMLMajorVersion

XML ファイルのメジャーバージョン番号

15-8

XMLMinorVersion

XML ファイルのマイナーバージョン番号

7-0

XMLSubMinorVersion

XML ファイルのサブマイナーバージョン番号
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XmlSchemaVersion[XmlManifestSelector]

This register shall provide the GenICam schema version for the XML file given in the manifest referenced
by register XmlManifestSelector.
Bits

Name

Description

31-24

Reserved

Shall be 0

23-16

SchemaMajorVersion

The major version number of the schema used by the XML file

15-8

SchemaMinorVersion

The minor version number of the schema used by the XML file

7-0

SchemaSubMinorVersion

The sub-minor version number of the schema used by the XML
file

このレジスタでは XmlManifestSelector レジスタによって参照されるマニフェストにて与えられる XML ファイルの
GenICam スキーマバージョンを提供すること<SHALL>。
ビット範囲

名前

説明

31-24

Reserved

0 とする<SHALL>

23-16

SchemaMajorVersion

XML ファイルに使用されるスキーマのメジャーバージョン番号

15-8

SchemaMinorVersion

XML ファイルに使用されるスキーマのマイナーバージョン番号

7-0

SchemaSubMinorVersion

XML ファイルに使用されるスキーマのサブマイナーバージョン番号

10.4.7

XmlUrlAddress[XmlManifestSelector]

This register shall provide the address of the start of the URL string referenced by register
XmlManifestSelector. This address shall be in user register space (i.e above 0x6000). The string shall
be in the format defined in section 10.3 .
このレジスタではXmlManifestSelectorレジスタによって参照されるURL文字列の開始アドレスを提供すること
<SHALL>。このアドレスはユーザレジスタ領域に配置する<SHALL>（例：0x06000 以降）。文字列はセクション
10.3 にて定義したフォーマットとすること<SHALL>。
10.4.8

IidcPointer

For Devices that support the IIDC protocol (セクションC.3 ― Ref 8), this register shall provide the address
of the start of the IIDC register space.
For Devices that do not support IIDC, this register shall be set to the value 0x00000000.
Comment: IIDC may be supported to allow existing IIDC applications to be used. Note that GenICam support is still
mandatory, therefore the Device needs an XML file that describes the IIDC registers.

IIDC 規約に対応するデバイス（Ref8）用に，このレジスタでは IIDC レジスタ領域の開始アドレスを提供すること
<SHALL>。
IIDC 規約に対応しないデバイスの場合，このレジスタには値 0x00000000 を設定すること<SHALL>。
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コメント： 既存 IIDC アプリケーションの使用を可能にするために IIDC をサポートすることもあり得る。GenICam 対応は必須
であり，したがってデバイスは IIDC レジスタを記述した XML ファイルが必要であることに注意する。

10.4.9

DeviceVendorName

This register shall provide the name of the manufacturer of the Device as a NULL-terminated string.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスの製造者名を提供すること<SHALL>。
10.4.10

DeviceModelName

This register shall provide the model name of the Device as a NULL-terminated string.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスの型名を提供すること<SHALL>。
10.4.11

DeviceManufacturerInfo

This register shall provide extended manufacturer-specific information about the Device as a NULLterminated string.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスに関する製造者固有の情報を提供すること<SHALL>。
10.4.12

DeviceVersion

This register shall provide the version of the Device as a NULL-terminated string.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスのバージョンを提供すること<SHALL>。
10.4.13

DeviceFirmwareVersion

This register shall provide the version of the firmware in the Device as a NULL-terminated string.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスのファームウェアバージョンを提供すること<SHALL>。
10.4.14

DeviceID

This register shall provide an identifier for the Device as a NULL-terminated string. It will typically store
the serial number of the Device.
このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスの ID を提供すること<SHALL>。一般的にはデバイスのシリア
ルナンバーをストアする。
10.4.15

DeviceUserID

This register shall provide a user-programmable identifier for the Device as a NULL-terminated string.
The Device shall provide persistent storage for this register so the value is maintained when power is
switched off.
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このレジスタでは NULL 終端文字とともにデバイスのユーザ用 ID を提供すること<SHALL>。デバイスはこれを保
存可能なストレージに提供し，電源を落としても値が保持されるようにする<SHALL>。
10.4.16

LinkReset

Writing the value 0x00000001 to this register shall provide Device link reset. A Device receiving this link
reset command via its Master link (link 0) shall execute link reset and activate its discovery link
configuration within 200ms.

The Device shall clear the register back to 0x00000000 when it has

activated its discovery link configuration. The write by the Host should be regarded “fire and forget”
without waiting for an acknowledgment.
このレジスタに 0x00000001 の値を書き込むことでデバイスのリンクリセット機能を提供すること<SHALL>。このリン
クリセットコマンドをそのマスタリンク（リンク 0）経由で受信したデバイスはリンクリセットを実行し，200ms 以内にディ
スカバリリンクコンフィグレーションを有効にする<SHALL>。ディスカバリリンクコンフィグレーションが有効になった
あと，デバイスはレジスタを 0x00000000 にクリアする<SHALL>。ホストによる書き込みは ACK を待つ必要のない
「応答不要送信」である。
Link reset shall comprise:
 Activate all available links.
 Initialize the bit rate for all available links to the lowest discovery bit rate it supports (see section 4.3 ),
with the corresponding value stored in LinkConfig.
 MasterHostLinkId shall be set to 0x00000000, indicating unknown Host Link ID.
 StreamPacketDataSize shall be set to 0x00000000, indicating “not initialized”, and preventing any data
packets being sent. The Device therefore sends just IDLE characters on all links.
 TestMode and TestErrorCountSelector shall be set to 0x00000000.
 All error counters shall be set to 0.
 GPIO signals shall be set to 0x00.
 Device trigger signal shall be set to 0.
リンクリセットは以下のように構成すること<SHALL>：
 全ての利用可能なリンクを有効にする。
 全ての利用可能なリンクのビットレートをサポートする最低速のディスカバリビットレートに初期化し（セクション
4.3 参照），LinkConfigにストアされた値と一致させる。
 MasterHostLinkId を 0x00000000 に設定して未知のホストリンク ID であることを知らせる<SHALL>。
 StreamPacketDataSize を 0x00000000 に設定して「初期化前」であることを知らせ，あらゆるデータパケットを送
られないようにする<SHALL>。したがってデバイスは全てのリンクに IDLE キャラクタだけを送信する。
 TestMode と TestErrorCountSelector を 0x00000000 に設定する<SHALL>。
 全てのエラーカウンタを 0 に設定する<SHALL>。
 GPIO 信号を 0x00 に設定する<SHALL>。
 デバイスのトリガ信号を 0 に設定する<SHALL>。
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The Device shall also execute a link reset after power-up.
Note: The Device shall ignore a write to a Device extension link.
Comment: In general it is not possible to read this register while it has the value 0x00000001.

デバイスは電源投入直後にもリンクリセットを行う<SHALL>。
注： デバイスはデバイスの拡張リンクへの書き込みは無視すること<SHALL>。
コメント： 一般的にこのレジスタの値が 0x00000001 になっているときは読み出しができない。

10.4.17

DeviceLinkID

This register shall provide the ID of the Device link via which this register is read, as shown in Figure 32.
Comment: A Link ID of 0 means that the link is a Master link. This is a static register, but with a different value
depending on which link it is read from.

このレジスタではデバイス側のリンクIDを提供すること<SHALL>。図 32に示すようにこのレジスタを読み出すこと
で識別する。
コメント： 0 のリンク ID はそのリンクがマスタリンクであることを意味する。これは静的なレジスタであるが、どのリンクから読み
込むか次第で値は異なる。

10.4.18

MasterHostLinkID

This register shall hold the Host Link ID of the Host link connected to the Device Master link. The value
0x00000000 is reserved to indicate an unknown Host ID.
Note: The Device shall ignore a write to a Device extension link.
Comment: This register is set by the Host to a system wide (Host) unique 32 bit ID number as part of the Device
discovery process. A link reset sets the value 0x00000000.

このレジスタではデバイス側マスタリンクに接続されたホスト側リンクのホストリンク ID を保持すること<SHALL>。
値 0x00000000 は未知のホスト側 ID を示すために予約されている。
注：デバイスはデバイスの拡張リンクへの書込みを無視すること<SHALL>。
コメント： このレジスタはデバイスのディスカバリ処理の一部としてシステムを網羅するユニークな 32bitID 番号をホストに設
定する。リンクリセットは値を 0x00000000 に設定する。

10.4.19

ControlPacketDataSize

This register shall provide the maximum control packet data size the Host can read from the Device, or
write to the Device, in multiples of 4 bytes.
このレジスタではホストがデバイスから読み出し，またはデバイスへ書きこむことのできる最大のコントロールデータ
パケットサイズを 4 バイトの倍数で提供すること<SHALL>。
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StreamPacketDataSize

This register shall hold the maximum stream packet data size the Host can accept, in multiples of 4 bytes.
The Device can use any packet size it wants to up to this size.
Comment: This register is set by the Host as part of the Device discovery process. A link reset sets the value
0x00000000.

このレジスタではホストが受け取ることのできる最大のストリームパケットデータサイズを 4 バイトの倍数で保持する
こと<SHALL>。デバイスはこのサイズまで自由にパケットを使用することができる<CAN>。
コメント： このレジスタはデバイスのディスカバリ処理の一部としてホストによって設定される。リンクリセットは値に 0x00000000
を設定する。

10.4.21

LinkConfig

This register shall hold a valid combination of the Device link speed and number of active links. Writing
to this register shall set the link speeds on the specified links.
Comment: Not all theoretical combinations of link speed and number of links may be usable. One register is used
to ensure that the two variables are set simultaneously. The XML file and product documentation give
valid combinations for the Device. A link reset sets the value corresponding to the selected discovery
rate and total number of links.

Bits

Name

Description

31-16

Number of links

Number of activated Device links (e.g. 1 for one link, 2 for two links, etc.)

15-0

Link speed

Bit rate selection code, see Table 49.

Table 49 ― Bit rate codes
Bit Rate (Gbps)

Bit Rate Code

1.250

0x28

2.500

0x30

3.125

0x38

5.000

0x40

6.250

0x48
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このレジスタではデバイスのリンクスピードとリンク数の有効な組み合わせを保持すること<SHALL>。このレジスタ
へ書き込むことで指定リンクでのリンクスピードを設定する<SHALL>。
コメント： リンクスピードと使用可能なリンク数の理論上の全ての組み合わせというわけではない。２つの変数が同時に設定さ
れることを保証するために１つのレジスタが用いられる。XML ファイルと製品の仕様書はデバイスの有効な設定情
報を提供する。リンクリセットは選択されたディスカバリレートと総リンク数に相当する値をデバイスに設定する。

ビット範囲

名前

説明

31-16

Number of links

動作中のデバイス側リンク数（例：１つのリンクのとき１，2 つのリンクのとき 2）

15-0

Link speed

表 49に示すビットレート選択コード

表 49 ― 各ビットレートコード

10.4.22

ビットレート（Gbps）

ビットレートコード

1.250

0x28

2.500

0x30

3.125

0x38

5.000

0x40

6.250

0x48

LinkConfigDefault

This register shall provide the value of the LinkConfig register that allows the Device to operate in its
default mode. If the Device does not support a default mode (i.e. it needs many register settings to
operate) this register shall be set to 0x00000000.
Comment: This allows a simple Host (e.g. a basic “closed system” format converter) to automatically set the correct
bit rate and obtain images from a Device.

このレジスタではデバイスに対し，デバイスのデフォルトモードで動作するための LinkConfig レジスタの値を提供
すること<SHALL>。デバイスが一定のデフォルトモードというものをサポートしていない場合（動作するために多
数のレジスタ設定が必要な場合等）はこのレジスタは 0x00000000 に設定すること<SHALL>。
コメント： これは簡易的なホスト(フォーマットコンバータのような必要最小限のクローズドシステム)が的確なビットレートを自動
的に設定し,デバイスから画像を取得することを可能にする。

10.4.23

TestMode

Writing the value 0x00000001 to this register shall enable test packets transmission from Device to Host.
The value 0x00000000 shall allow normal operation. When the value is changed from 0x00000001 to
0x00000000 the Device shall complete the packet of 1024 test words currently being transmitted.
Comment: A link reset sets the value 0x00000000.
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このレジスタに値 0x00000001 を書きこむことでデバイスからホストへのテストパケット伝送を有効とすること
<SHALL>。値 0x00000000 を書き込んだ場合は通常動作とする<SHALL>。値が 0x00000001 から 0x00000000
に変更された時は，デバイスは現在動作している 1024 テストワードのパケット伝送を完了すること<SHALL>。
コメント：

リンクリセットは 0x00000000 の値を設定する。

10.4.24

TestErrorCountSelector

This register shall select the required TestErrorCount[] register. It shall hold a valid Device Link ID.
Comment: A link reset sets the value 0x00000000.

このレジスタでは必要となる TestErrorCount[]レジスタを指定する<SHALL>。有効なデバイス側リンク ID の値を
選んで保持すること<SHALL>。
コメント：

リンクリセットは 0x00000000 の値を設定する。

10.4.25

TestErrorCount[TestErrorCountSelector]

This register shall provide the current link error count for the Device Link ID stored in register
TestErrorCountSelector.
Writing 0x00000000 to this register shall reset to zero the link error count for the Device Link ID stored in
register TestErrorCountSelector.
Comment: A link reset sets all link error counters to zero.

このレジスタでは TestErrorCountSelector レジスタにストアされるデバイス側リンク ID において現在のリンクでの
エラーカウントを提供すること<SHALL>。
このレジスタに 0x00000000 を書き込むことによって TestErrorCountSelector にストアされるデバイス側リンク ID の
リンクエラーカウンタをゼロにリセットすること<SHALL>。
コメント： リンクリセットは全てのリンクエラーカウンタをゼロに設定する。
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11 Transport Layer API （トランスポートレイヤAPI）
Comment: This section requires knowledge of the GenICam standard, and a Host vendor have to needs GenICam
standard documents from the EMVA web site. (section C.3 ― Ref 4)
The GenICam GenApi is defined as the “ GenICam_Standard_v2_0.pdf”.
The GenICam SFNC is defined as the “ GenICam_SFNC_1_5.pdf”.
The GenICam GenTL is defined as the “ GenICam_GenTL_1_2.pdf”.

コメント： このセクションを理解するためにはGenICam規格の知識が必須である。さらにホストメーカはGenICam規格書を
EMVAより入手する必要がある。(section C.3 ― Ref 4)
GenICam GenApi 規格は“GenICam_Standard_v2_0.pdf”に定義されている。
GenICam SFNC 規格は“GenICam_SFNC_1_5.pdf”に定義されている。
GenICam GenTL 規格は“GenICam_GenTL_1_2.pdf”に定義されている。

11.1 Overview and standardization （概要と標準化）
CoaXPress compliant Hosts shall implement the following GenICam versions.
 GenTL V1.2 or higher
 GenApi V2.0 or higher
 SFNC V1.5 or higher
CoaXPress compliant Hosts shall provide a GenICam GenTL Producer API module which is compatible
with a generic GenICam GenTL Consumer, also it is recommended to provide an XML description file for
the the transport layer interface compliant with the syntax of the GenApi module of GenICam.
The primary concern of this section is to define the GenTL for the CoaXPress compliant Host Interface
and its behavior, and to define the role of the GenICam GenTL in the whole CoaXPress specification.
CoaXPress 準拠ホストは以下の GenICam バージョンに準拠し，実装を行うこと<SHALL>。
 GenTL V1.2 またはそれ以上
 GenApi V2.0 またはそれ以上
 SFNC V1.5 またはそれ以上
CoaXPress 準拠ホストは一般的な GenICam GenTL Consumer と互換性のある GenICam GenTL Producer API
モジュールを提供すること<SHALL>。さらに CoaXPress 準拠ホストは，GenICam の GenApi モジュール構文のた
めに XML 記述準拠ファイルを提供することを推奨する。本セクションで最初に考慮しているのは CoaXPress 準拠
ホストインターフェースのための GenTL とその振る舞いを定義し，CoaXPress 規格全体における GenICam
GenTL の役割を定義することである。
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CoaXPress

Industry
standard

GenICam
SFNC

GenICam
GenTL

GenICam
GenApi
Figure 35 ― Relationship with industry standards
図 35 ― 各工業規格の関係
11.2 Use Case of Host（ホストのユースケース）
This section specifies the concept for the CoaXPress GenTL Producer on the GenICam GenTL standard.
(All) CoaXPress Hosts shall implement compliant for Port functionally under GenICam GenTL standard
(i.e. Access to the remote Device through the Control Channel). The GenICam GenTL standard already
defines all transport layer API, behaviors and errors. Thus the CoaXPress GenTL Producer shall always
export functions defined in the GenTL standard document. Also the CoaXPress GenTL Producer shall
provide the all of port functionality even though the Acquisition Engine module may not be implemented.
Each Host can provide an XML description file for the transport layer interface compliant with the syntax
of the GenApi module of GenICam (Recommend).
Comment: The Acquisition Engine module consists of handling buffers, signaling events, and controlling streams
functionality.

本セクションは GenICam GenTL 規格上の CoaXPress GenTL Producer の概念を規定する。どの CoaXPress ホ
ストも GenICam GenTL 規格上の Port 機能（コントロールチャネル）に特化して準拠を行うこと<SHALL>（すなわ
ちコントロールチャネルを通じて遠隔デバイスへアクセスすること）。GenICam GenTL 規格は既に全てのトランスポ
ートレイヤ API，振る舞い，およびエラーを定義している。したがって CoaXPress GenTL Producer は常に GenTL
規格書にて定義されている関数をエクスポートする必要がある<SHALL>。さらに CoaXPress GenTL Producer は
画像獲得エンジン実装の有無にかかわらず，全ての Port 機能を実装すること<SHALL>。
各ホストは GenICam の GenApi の構文へ準拠したトランスポートレイヤインターフェースの XML 記述ファイルを提
供することができる<CAN>。
コメント: 獲得エンジンとはバッファ操作，イベント通知，ストリーム制御にて構成される。
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11.3 Software architecture （ソフトウェア・アーキテクチャ）
The CoaXPress GenTL Producer (Transport Layer API) is based on the GenTL specification of the
GenICam reference implementation. The CoaXPress GenTL Producer shall be implemented to
guarantee interoperability between the GenTL Consumers and different CoaXPress GenTL Producers.

Customer high-level machine vision application

Vision Library Interface
VisionLib

VisionLib

( Vendor A)

( Vendor B )

GenAPI

GenICam GenApi
(By GenICam Committee)

GenApi::IPort
(Vendor B)

GenApi::IPort
(Vendor A)

GenTL Consumer
(By Vision vendors)
GenTL Interface

GenTL Producer
(CoaXPress Vendor A)

GenTL Producer
(CoaXPress Vendor B)
XML

Host

XML

GenTL Producer
(By Host Vendors)

Host

Host

CoaXPress Interface
XML

XML

Device

Device

Device

(Vendor A)

(Vendor B)

(Vendor C)

XML

(By Device Venders)

Figure 36 ― Example of GenTL Producer and GenTL Consumer hierarchy
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The CoaXPress GenTL Producer (トランスポートレイヤ API)の参照される実装方法は， GenTL 規格書を基にして
いる。CoaXPress GenTL Producer は GenTL Consumer と異なる各 CoaXPress GenTL Producer 間の互換性を
保証すること<SHALL>。
カスタマー側：ハイレベルなマシンビジョン用途

ビジョンライブラリインターフェース

VisionLib

VisionLib

( ベンダー A)

( ベンダーB )

GenAPI

GenICam GenApi
(By GenICam 委員会)

GenApi::IPort
(ベンダーB)

GenApi::IPort
(ベンダー A)

GenTL Consumer
(By ビジョンベンダー)
GenTL インターフェース

GenTL Producer
(CoaXPress ベンダーA)

GenTL Producer
(CoaXPress ベンダーB)
XML

ホスト

GenTL Producer
(By ホストベンダー)

XML

ホスト

ホスト

CoaXPress インターフェース
XML

デバイス
(ベンダー A)

XML

デバイス
(ベンダー B)

XML

デバイス
(ベンダー C)

(By デバイスベンダー)

図 36 ―GenTL Producer と GenTL Consumer の階層構造例
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The GenTL standard defines a layered structure for modules of the GenTL Interface. Each layer is
defined in a module. The modules are represented in a tree structure with the System module as its root.
The GenTL Modules are defined as the section 2.2 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.
Each CoaXPress Host module provides the GenTL Port functionality so that the GenApi (or any other
similar, non-reference implementations) can be used to access each module’s configuration as defined
Figure 37 (e.g. Port functionality of the system module, Port functionality of the interface module, Port
functionality of the device module).
GenTL 規格は GenTL インターフェースの各モジュールのためのレイヤ構造を定義する。どのレイヤもひとつのモ
ジュール内で定義される。各モジュールはシステムモジュールをルートとし，ツリー構造で表される。
各 GenTL モジュールは“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 2.2 に定義されている。
各CoaXPress ホストモジュールは，GenApi（またはその類似の非参照実装）が図 37のように各モジュールの設定
にアクセスするためのGenTL Port機能を提供する（例：システムモジュールのPort機能, インターフェースモジュー
ルの設定機能, デバイスモジュールの機能およびデバイスモジュールによる遠隔デバイスのPort機能）。

4. Buffer Module
Buffers
Stream 0
Stream 0

Buffers
Stream 0
Stream 0
e.g. GenTL Producer’s
memory

Buffers
Stream 0
Stream 0
e.g. User’s memory

3. Data Stream Module
Stream 0

Stream 1
e.g. Image Data

Stream 2
e.g. Chunk Data

2. Device Module
Device 0

Device 1
e.g. Proxy of
CoaXPress Camera A

Device 2
e.g. Proxy of
CoaXPress Camera B

1. Interface Module
Interface 0

Interface 1
e.g. CoaXPress
Frame Grabber

0. System Module
System

Figure 37 ― GenTL Module hierarchy
図 37 ― GenTL モジュールの階層構造
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Software Interface （ソフトウェアインターフェース）
Overview （概要）

The CoaXPress GenTL Producer shall provide all features (e.g. Device Enumeration, Port Enumeration,
Setup configuration, Basic remote device access, Error handling, Function declarations, and Function
Naming Convention) under the GenTL standard.
The software interface is defined in section 6 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.
CoaXPress GenTL Producer は全ての機能（例:デバイス列挙，ポート列挙，セットアップ設定，基本遠隔デバイス
アクセス，エラーハンドリング，関数定義，関数名前規約）を GenTL 規格に従って全て提供すること<SHALL>。
ソフトウェアインターフェースは“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 6 に定義されている。
11.3.1.2

Installation （インストール方法）

The installation method is defined in section 6.1.1 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.
インストール方法は“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 6.1.1 に定義されている。
11.3.1.3

Requirements and Recommendations （必須および推奨要件）

This section outlines requirements and recommendations for Host vendors.
このセクションは，ホストベンダー向けの必要条件および推奨について概説する。
Environment Requirements:
 Shall provide the GenTL Producer file(‘cti’).
 Shall add the environment values GENICAM_GENTL{32/64}_PATH in the target OS.

環境要件：
 GenTL Producer ファイル(‘cti’)を提供<SHALL>
 インストール時に対象 OS に環境変数 GENICAM_GENTL{32/64}_PATH を追加<SHALL>
Implementation Requirements:
 Shall be implemented with a C language Interface.
 Shall implement and export all functions in the library’s interface.
Comment: These exported functions are defined in section 6.3 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.

 Shall implement error handling through the GenTL GCGetLastError function. Additionally the Error
Signaling mechanism may be implemented for asynhcronous errror reporting to the GenTL Consumer.
 Shall implement at least ‘Port of the Device module’ functionality (Read and Write Register access) for
Control Channels.
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Comment: GCReadPort and GCWritePort functions for access to the registers of a module are called on the
module’s handle(for example on the PORT_HANDLE for the Device module). A GenApi XML
description file and the GenApi Module of GenICam is used to access the virtual register map in the
module using GenApi features. The URL containing the location of the corresponding GenICam XML
description can be retrieved through a call to the GCGetPortURL function of the C interface.

 The Acquisition Engine of the GenTL Producer is implemented:
Shall implement access to the Port functionality (Read and Write Register access) while streaming
data.
 Shall be thread safe and multi-process safe
Comment: The thread safe requirements are defined in section 6.1.4 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.

実装要件:
 C 言語インターフェースで実装する<SHALL>
 ライブラリインターフェースの全ての関数をエクスポートする<SHALL>
コメント： 各エクスポート関数は“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 6.3 に定義されている。

 GenTL の GCGetLastError 関数を通じたエラー処理を実装する<SHALL>。さらに，GenTL Consumer に非同
期エラーをレポートするためのエラー通知機構が実装される可能性がある。
 最低限，各コントロールチャネルのための‘デバイスモジュールの Port 機能’（読み出しおよび書き込みのレジ
スタアクセス）を実装する<SHALL>
コメント:

モジュールのレジスタへアクセスするための GCReadPort と GCWritePort 関数はモジュールハンドル（例：デバイス
モジュールへの PORT_HANDLE）にて呼ばれる。GenApi XML 記述ファイルと GenICam の GenApi モジュールは
各 GenApi 機能を使用するモジュール内の仮想レジスタマップへアクセスするために用いられる。一致する
GenICam XML 記述の場所を含む URL は，C 言語インターフェースの GCGetPortURL 関数呼び出しを通じて取
得できる。

 Gen TL Producer の獲得エンジンを実装した場合：
データストリーミング中の Port 機能（読み出しおよび書き込みのレジスタアクセス）を実装する<SHALL>


スレッドセーフとマルチスレッド

コメント： スレッドセーフは“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 6.1.4 に定義されている。

11.3.1.4

Implementation Recommendations （推奨される実装方法）

 It is recommended to implement the acquisition engine functionality.
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o Acquisition engine
o Data Stream Module
o Buffer Module
o Event (Signaling Mechanism)
Comment: One of the features of the acquisition engine is acquiring streams (as in image data). Besides the
acquisition engine has the Event (signaling mechanism for acquired data) and retrieve buffer
mechanism. The Signaling is used to notify the GenTL Consumer on asynchronous events. For
example, the changing event feature (signaling mechanism) communicates to a calling GenTL
Consumer and generates a GenApi understandable event. A new Buffer event is signalled to GenTL
Consumer. The Buffer Module acts as the destination for the Data Stream Module from the acquisition
engine.

 獲得エンジン機能の実装を推奨する。
o 獲得エンジン
o データストリームモジュール
o バッファモジュール
o イベント (通知機構)
コメント:

獲得エンジンの機能の一つとしてストリームを（画像データとして)獲得することがある。さらに獲得エンジンは，イベ
ント(データ獲得に用いる通知機構)とバッファ取得機構を持つ。通知機構は非同期イベントにて GenTL Consumer
へ通知するために用いられる。例えば，変更イベント機能(通知機構)は呼び出した GenTL Consumer と通信して，
GenApi が理解できるイベントを発行する。新規バッファイベントは GenTL Consumer に通知される。バッファモジュ
ールは獲得エンジンからデータストリームモジュールへの宛先としてはたらく。
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Configure a Device （デバイスコンフィグレーション）

Each GenTL Consumer can use the CoaXPress GenTL Producer’s Control Channels to configure a
remote Device (i.e. perform register read and write to a remote Device’s bootstrap registers).
The basic operations on a GenTL Producer implementation can be done with the C interface without
using specific module configuration. More complex or implementation-specific access can be done via
the flexible GenApi feature interface using the GenTL Port functionality and the provided GenApi XML
description.
Each CoaXPress Host module uses this XML description along with the module’s port to read and/or
modify settings in the module. To do that each module has its own virtual register map and a remote
device’s register which can be accessed by each configuration functions and Port functions. Thus the
generic way of accessing the configuration of a remote device has been extended to the transport layer
modules themselves.
各 GenTL Consumer はコントロールチャネル上の CoaXPress GenTL Producer を用いて遠隔デバイスの設定
(例：遠隔デバイスのブートストラップレジスタの読み出しや／書き込み)を行うことができる<CAN>。
GenTL Producer の基本操作は固有なモジュール設定を使用せず，C 言語インターフェースで実装できる
<CAN>。より複雑または実装に特化したアクセスについては GenTL Port 機能と提供されている GenApi XML 記
述を用いた柔軟な GenApi 機能インターフェースを通じて行うことができる<CAN>。
各 CoaXPress ホストモジュールはこの XML 記述にそって各モジュールにて設定の読み／書き／更新を行うこと
ができる<CAN>。各 CoaXPress ホストモジュールは設定とポートの各関数を用いて，モジュール自身の仮想レジ
スタマップや遠隔デバイスのレジスタにアクセスできる。したがって，遠隔デバイス設定の汎用アクセス方法はトラ
ンスポートレイヤモジュール自体まで拡張された。
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Figure 38 ― Example of Configuration with The Port functionality of Device proxy
図 38 ― 代理デバイスのポート機能とコンフィグレーションの例
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11.4 Common SFNC and CoaXPress SFNC （共通SFNCとCoaXPress SFNC）
The CoaXPress GenTL Producer modules expose their features through the configuration functions (Ref
4). To interpret the virtual register map of each module the GenApi is used. This standard document only
contains the names of mandatory features for CoaXPress that must be implemented to guarantee
interoperability between the different GenTL Consumers and The CoaXPress GenTL Producers. The
GenICam name of mandatory (must) features and descriptions can be found in the GenICam SFNC
document.
CoaXPress GenTL Producer モジュールは設定機能を通してそれらの機能を明らかにする。GenApi の各モジュ
ールがもつ仮想レジスタマップを解釈するために用いられる。この規格書は CoaXPress のための必須機能名だ
けを含む。必須機能名は，異なる GenTL Consumer と各 CoaXPress GenTL Producer の間で相互互換を保証す
るように実装すること<SHALL>。GenICam 必須機能名と記述は GenICam SFNC 規格書で見つけることができる
<CAN>。
11.4.1

Common SFNC （共通SFNC）

The CoaXPress GenTL Producer shall be compliant to the GenICam GenTL Common SFNC.
The Common SFNC defined as the section 7 of “GenICam_GenTL_1_2.pdf”.
CoaXPress GenTL Producer は GenICam GenTL 共通 SFNC に準拠すること<SHALL>。
共通 SFNC は“GenICam_GenTL_1_2.pdf”のセクション 7 に定義されている。

11.4.2

CoaXPress SFNC （CoaXPress SFNC）

This section shall be defined in a future revision of CoaXPress.
このセクションは将来的なリビジョンで定義される予定である。
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Annex A: Detailed Cable Specification （附属書 A: ケーブル仕様の詳細）
A.1 Introduction （序文）
This annex defines detailed cable requirements needed by cable manufacturers to design and verify a
cable. It should be read in conjunction with section 5 . Whether a given cable will work reliably depends
on its DC and AC frequency behavior.
This annex is also needed by a CoaXPress user who chooses to make their own cables. They need to
choose a 75 Ω coaxial cable type, cut it to the desired length and terminate it with CXP-connectors. In
that way, a large set of coaxial cables and coaxial cable types can be used, including legacy ones.
These cables are field-installed and are called custom-cables. It shall then be the responsibility of the
installer to check whether the system has enough operational margin for the given application.
このAnnexではケーブル製造者がケーブルを設計し，検証するためのケーブルの詳細な必要条件を定義してい
る。セクション5 と併せて読むこと。ケーブルが確実に動作するかどうかはDC特性およびAC周波数特性に依存す
る。
この Annex は自身でケーブルを作ろうとする CoaXPress ユーザにとっても必要である。そのようなユーザはあるタ
イプの 75Ω同軸ケーブルを選択し，必要な長さにカットし，CXP コネクタで終端する必要がある。そのようにして，
すでに設置されているケーブルも含めて，多くの同軸ケーブルと様々なタイプの同軸ケーブルを利用することが
できる<CAN>。これらのケーブルは現場にて導入され，「カスタムケーブル」と称する。さらに，目的のアプリケー
ションに対してシステムが十分な動作マージンを持っているかどうかをチェックするのは導入者の責任となる
<SHALL>。
A.2 Impedance （インピーダンス）
CXP-cables and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall be coaxial with a characteristic impedance
of 75 Ω ± 4 Ω. When a series connection of CXP-cables is considered, all of the BNC connectors used
have to be of the 75Ω type, including any inline couplers.
CXP ケーブルと CXP マルチケーブルの各レーンは特性インピーダンス 75Ω±4Ωをもった同軸とすること
<SHALL>。CXP ケーブルを直列に接続する場合，すべての（インラインカプラも含めて）BNC コネクタを 75Ωタ
イプとする必要がある。
A.3 Return Loss of Cables （ケーブルのリターンロス）
A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall have a return loss better than or equal to
the one given in Annex A: Table 1.
Annex A: Table 1 ― Return loss specification depending on frequency range
Frequency range

Return Loss

0 - 500 MHz

-20 dB

500 MHz – 3.2 GHz

-15 dB
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CXPケーブルとCXPマルチケーブルの個々のレーンは附属書A： 表 1に示す値と同じか，より良好なリターンロス
をもつようにすること<SHALL>。
附属書 A： 表 1 ― 周波数範囲に対するリターンロス仕様
周波数範囲

リターンロス

0 - 500 MHz

-20 dB

500 MHz – 3.2 GHz

-15 dB

A.4 Cable Length Limitations （ケーブル長上限）
The maximum length of a CoaXPress cable is the lowest figure from three different requirements: power
supply voltage drop, high speed link requirements and low speed link requirements.
CoaXPress ケーブルの最大長は次の３つの異なる要件を最低限満たしたものとなる。「電源電圧降下」「ハイスピ
ードリンク条件」「ロースピードリンク条件」が３つの条件である。
A.4.1 Power Supply Voltage Drop （電源電圧降下）
A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall each have a total DC roundtrip
resistance of less than 4.98 Ω for each of the coax cables.
Comment: As explained in section 7.3.2.1, there is for the CXP-cable a total voltage drop budget of 3.5V. In the
worst case current condition of 703mA (see section 7.3.2.2), this leaves the CXP-cable with an allowed
roundtrip resistance of 4.98Ω.

This roundtrip resistance includes the connector resistances, the

resistances of the core of the coax and of the shield of the coax. In practice, most of this resistance is
determined by the core of the cable, however, the shield resistance shall not be neglected.

CXP ケーブルおよび CXP マルチケーブルの各レーンはそれぞれ，各同軸ケーブルについて全 DC 往復抵抗が
4.98Ω未満となるようにすること<SHALL>。
コメント： セクション7.3.2.1で説明したように，CXPケーブルに許される全電圧降下は 3.5Vである。703mAのワーストケース
電流のもとでは（セクション7.3.2.2参照），CXPケーブルに往復抵抗 4.98Ωが許容される。この抵抗値はコネクタの
抵抗，同軸芯線の抵抗および同軸シールドの抵抗を含んでいる。実際はこの抵抗値の大部分はケーブルの芯線
によるものであるが，シールドの抵抗も無視してはならない<SHALL NOT>。
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A.4.2 High Speed Link Requirements （ハイスピードリンクの要求仕様）
A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable that are specified for a given bit rate shall
have an attenuation that is less or equal to the attenuation in Annex A: Table 2 at its corresponding
frequency.
Annex A: Table 2 ― Specification of the maximum attenuation for a cable
Bit Rate
(Gbps)

Maximum Attenuation
(dB)

@ Frequency
(GHz)

Belden 1694A
(m)

1.250

-21.2

0.6250

130

2.500

-26.0

1.2500

110

3.125

-26.8

1.5625

100

5.000

-20.9

2.5000

60

6.250

-15.8

3.1250

40

Comment: As an example the length of Belden1694A cable that can be associated with that attenuation level at the
given frequency is also shown in this table.

目的のビットレートに対応するCXPケーブルとCXPマルチケーブルの各レーンはその周波数において附属書A：
表 2に示す減衰以下とすること<SHALL>。
附属書 A： 表 2 ― ケーブル 1 本の最大減衰仕様
ビットレート
(Gbps)

最大減衰
(dB)

@周波数
(GHz)

Belden 1694A
(m)

1.250

-21.2

0.6250

130

2.500

-26.0

1.2500

110

3.125

-26.8

1.5625

100

5.000

-20.9

2.5000

60

6.250

-15.8

3.1250

40

コメント： 目的の周波数における減衰レベルに対応する Belden 1694A ケーブルの長さもこの表に記載している。

A series connection of cables, possibly using inline couplers, shall have an attenuation in total of less
than, or equal to, the attenuation in Annex A: Table 2.
インラインカプラを用いた複数ケーブルの直列接続は合計で附属書A： 表 2 に示す減衰以下とすること
<SHALL>。
A.4.3 Low Speed Link Requirements （ロースピードリンクの条件）
A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall have a signal attenuation at 30 MHz of
less than, or equal to, -4.74dB.
Comment:

The performance of the low speed link at 20.83˙ Mbps is determined on how well the edges are
preserved during transmission. Edge preservation is mainly based on preserving the third harmonic
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component during transmission. In an 8B/10B coded system at 20 Mbps, the third harmonic is located
at 30 MHz.

CXP ケーブルおよび CXP マルチケーブルの個々のレーンは 30MHz において-4.74dB 以下の減衰とすること
<SHALL>。
コメント： 20.83˙ Mbps でのロースピードリンクの性能は伝送中のエッジをどれほど良好に維持できるかによって決まる。伝送
中，第三高調波成分を良好に維持することが主にエッジ品質の維持につながる。20Mbps 動作時の 8b/10b コー
ディングシステムでは，第三高調波は 30MHz に存在する。

The attenuation of -4.74dB @ 30 MHz equals to the attenuation of a 130m Belden1694A cable.
30MHz での-4.74dB の減衰は Belden1694A ケーブルでの 130m の減衰と等価になる。
A.5 Cable Current Capacity （ケーブルの電流容量）
A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall each be designed to carry 1A in normal
operation.
CXP ケーブルおよび CXP マルチケーブルの個々のレーンは通常動作時に 1A の電流を流せるよう設計すること
<SHALL>。
A.6 Cable Attenuation （ケーブルの減衰量）
Comment: The receiver circuit in the Host (HT) includes an equalizer expecting to receive a signal that has suffered
from frequency dependent losses that are characteristic for a coaxial cable, with skin-effect losses and
possibly also dielectric losses. Therefore the attenuation characteristic of a CXP-cable has to closely
resemble that of an ideal coaxial cable having only skin-effect and dielectric losses. This is referred to
as "cable-like behavior".

Using curve fitting it can be determined whether the cable attenuation

characteristic of a possible CXP-cable is close enough to such an ideal cable.

コメント：

ホストトランシーバ（HT）の受信回路はイコライザを含んでいる。イコライザは同軸ケーブルの特徴であるところの
周波数依存の損失(表皮効果による損失だけでなく誘電損失も含んでいる)によって劣化した信号を受信する。
このため，CXP ケーブルの減衰特性は表皮効果と誘電損失だけを持っている理想的な同軸ケーブルの減衰特
性によく類似していることが求められる。これを理想ケーブル応答と称する。カーブフィッティングを用いることで，
ある CXP ケーブルのケーブル減衰特性がそのような理想ケーブルに十分近いものかどうかを確認することがで
きる<CAN>。
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A CXP-cable and the separate lanes of a CXP-multi-cable shall have an attenuation versus frequency
characteristic exhibiting cable-like behavior over the frequency ranges indicated in Annex A: Table 3. A
series connection of cables shall also fulfill this requirement as if it is one cable including all of its
connectors and inline couplers.
Annex A: Table 3 ― Frequency range in which cable-like behavior is to be guaranteed
Cable Rating
(Gbps)

Frequency Range
from (MHz)
to (GHz)

1.25

1

0.6250

2.5

1

1.2500

3.125

1

1.5625

5

1

2.5000

6.25

1

3.1250

CXPケーブルおよびCXPマルチケーブルの各レーンは附属書A： 表 3に示す周波数範囲に対して理想ケーブル
応答を呈する周波数対減衰曲線をもつ<SHALL>。直列接続したケーブルもコネクタとインラインカプラを全て含
めて 1 本のケーブルとみなしてこの要件を満たすこと<SHALL>。
附属書 A： 表 3 ― 保証されるケーブル特性の周波数範囲
ケーブル等級
(Gbps)

周波数範囲
下限 (MHz)

上限 (GHz)

1.25

1

0.6250

2.5

1

1.2500

3.125

1

1.5625

5

1

2.5000

6.25

1

3.1250
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The following formula shall be used for fitting, where f is the frequency in Hz:
Attenuation (dB) = – A0 – SQRT(f / A1) – f / A2

(formula 1 2 )

This formula has three fitting parameters:
 A0 is linked with DC-attenuation.
 A1 is linked with skin effect losses.
 A2 is linked with possible dielectric losses in the cable.
フィッティング（ここで f は周波数(Hz)を示す）には以下の式を用いること<SHALL>。
減衰 (dB) = – A0 – SQRT(f / A1) – f / A2

(式 12)

この式は３つのフィッティングパラメータをもつ。
 A0：DC 減衰に関連するパラメータ
 A1：表皮効果の損失に関連するパラメータ
 A2：ケーブル内で発生し得る誘電損失に関連するパラメータ
The fitting is based on maximum likelihood estimation, with equal weights for all measurements. During
the fitting process, A0, A1, and A2 are free to change.
For fitting, at least 40 measurement points per decade shall be used.
The maximum difference between the measurement and the fitted attenuation curve shall never be more
than 1 dB.
フィッティングは全ての測定点に対して同じ重みを適用した最尤法（Maximum Likelihood Estimation）に基づいて
いる。フィッティングの過程で A0，A1 および A2 は自由に変化する。
フィッティングのためには１ディケイドあたり最低 40 の測定点を設ける<SHALL>。
測定値とフィッティングによって得られた減衰曲線の残差は 1dB を超えないこと<SHALL>。

2 As an example, for 100 meter Belden 1694A, the coefficients are A0=0.379; A1=2.92x106; A2=4.811x108 in agreement

(+/-0.15 dB) with the manufacturer’s table in Ref 3.
6
(例として，Ref 3 に書かれているメーカの表を使って計算すると 100m 長の Belden1694A では係数が A0=0.379; A1=2.92×10 ;

A2=4.811×108 となり，このときの残差は±0.15dB である。)
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Example: Two 10m cables, linked together with a 50 Ω (instead of the correct 75 Ω) inline coupler, are
measured in the lab from 1 MHz to 3.125GHz:

Annex A: Figure 1 ― Deviation from normal attenuation behavior versus frequency
This cable combination has a residue of more than the 1 dB between 3 GHz and 3.5 GHz (as a result of
the incorrect 50 Ω inline coupler!). Therefore it does not pass at a bit rate of 6.25 Gbps, however despite
the 50 Ω connector it does exhibit cable-like behavior at 5 Gbps and lower bit rates.
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例：２本の 10m ケーブルを（75Ωではなく）50Ωのインラインカプラで繋ぎ，実験室にて 1MHz から 3.125GHz の
範囲で測定したもの

附属書 A： 図 1 ― 対周波数，理想ケーブル応答からの偏差
このケーブルの組み合わせは 3GHz から 3.5GHz の範囲で（不適当な 50Ωインラインカプラの影響下において
も！）１ｄB を超える残差を示している。6.25Gbps のビットレートには適合しないが，50Ωのインラインカプラを使っ
ても 5Gbps 以下のビットレートであれば理想ケーブル応答を示すということになる。
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Annex B: Chipset Requirements （附属書 B: チップセットの必要条件）
B.1 Introduction （序文）
This annex defines electrical requirements needed by chipset manufacturers to design and verify new
transceivers. It should be read in conjunction with section 6 .
Some of this annex may also be useful to Device and Host manufacturers as part of product compliance
testing.
このAnnexではチップセット製造者向けに新規でトランシーバを設計／検証する際の電気的必要条件について規
定している。セクション6 と併せて読むこと。
この Annex のいくつかはデバイス／ホスト製造者が製品のコンプライアンスチェックを行う際にも役立つと考えられ
る。
B.2 Top Level Overview （概要）
Annex B: Figure 1 (duplicated from section 4.2 for ease of reference) shows the electrical block diagram
of one link in a CoaXPress system, with the Device on the left linked to the Host on the right by a coax
cable with a characteristic impedance of 75 Ω. The figure also defines the test points Tp1 to Tp4 used in
this section.
The high speed link is usually the downlink from the Device to the Host, and the low speed link is in the
opposite direction, so usually the uplink from the Host to the Device.

Annex B: Figure 1 ― Electrical block diagram
Comment: Voltages shown at the output of the PRU and the input to the PTU are typical examples.

附属書B： 図 1（参照し易いようにセクション4.2 と重複したものを掲載している）にCoaXPressシステムの単一リン
クでの電気ブロックダイアグラムを示す。左側はデバイス，右側がホストとなり，75Ωの特性インピーダンスをもった
同軸ケーブルにて接続されている。この図では本セクションの説明に用いるテストポイントTp1 からTp4 も定義して
いる。
ハイスピードリンクはデバイスからホスト方向のダウンリンクとなり，ロースピードリンクはホストからデバイスの反対方
向で，アップリンクとなる。
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附属書 B： 図 1 ― 電気的ブロックダイアグラム
コメント：

PRU の出力電圧と PTU の入力電圧は一般例である。

Connected to the Phy ΦD in the Device there shall be a Device Transceiver (DT) circuit that transmits
and receives the bidirectional full duplex data over the coax cable. The Device Transceiver circuit shall
split the incoming low-speed data signal and the outbound high speed data signal. The low speed data
will have lost some of its lower frequency components, resulting in baseline wandering, so the Device
Transceiver circuit shall compensate for this, restoring the signal to the original digital bit stream at Tp1.
The I/O pin of the Device Transceiver circuit shall be coupled to the coax cable through a capacitor Cd
that AC couples the data between this I/O pin and the center connection point of the coax connector.
Connected to the Phy ΦH in the Host there shall be a Host Transceiver (HT) circuit that receives and
transmits the bidirectional full duplex data over the coax cable at the Host side. The Host Transceiver
circuit shall split the incoming high-speed data signal and the outbound low-speed data signal.
The incoming high-speed data signal may have suffered from frequency dependent attenuation in the
coax cable, therefore the Host Transceiver circuit shall also equalize the incoming signal and restore the
analog signal to the original digital bit stream, presented at Tp4 to the Phy ΦH.
The I/O pin of the Host Transceiver circuit shall be coupled to the coax cable through a capacitor Cd that
AC couples the data between this I/O pin and the center connection point of the coax connector.
Systems using Power over CoaXPress (PoCXP) shall also implement a Power Transmit Unit (PTU) or
Power Receive Unit (PRU), as described in section 7 on PoCXP.
デバイスの中には PHY ΦD に接続されるデバイストランシーバ（DT）回路を備えること<SHALL>。DT 回路は同
軸ケーブルを通して双方向にて全二重データを伝送する。デバイストランシーバ回路は入力されるロースピード
データ信号と出力するハイスピードデータ信号を分離する<SHALL>。ロースピードデータは一部の低周波成分
を失っていることからベースライン変動を伴う。このため，デバイストランシーバはこれを補償し，Tp1 において元々
のデジタルビットストリームを復元する<SHALL>。
デバイストランシーバ回路の I/O ピンはコンデンサ Cd を介して同軸ケーブルと結合すること<SHALL>。コンデン
サ Cd はこの I/O ピンと同軸コネクタの中心電極の間のデータを AC 結合する。
ホストの中には PHY ΦH に接続されるホストトランシーバ（HT）回路を備えること<SHALL>。HT 回路はホスト側に
おいて同軸ケーブルを通して双方向の全二重データを送受信する。ホストトランシーバ回路は入力されるハイスピ
ードデータ信号と出力するロースピードデータ信号を分離する<SHALL>。
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入力されるハイスピードデータ信号は同軸ケーブル内で周波数依存の減衰によって悪影響を受ける可能性があ
るため，ホストトランシーバ回路は入力信号をイコライジングし，アナログ信号を元のデジタルビットストリームに復
元する<SHALL>。これは Tp4 にて現れ，PHY ΦH へと送られる。
ホストトランシーバ回路の I/O ピンはコンデンサ Cd を介して同軸ケーブルと結合すること<SHALL>。コンデンサ
Cd はこの I/O ピンと同軸コネクタの中心電極の間のデータを AC 結合する。
Power over CoaXPress (PoCXP)を使用するシステムではセクション7 - PoCXPに記載したPower Transmit Unit
(PTU)やPower Receive Unit (PRU)を実装すること<SHALL>。
B.3 High Speed Link （ハイスピードリンク）
B.3.1 Cable Driver （ケーブルドライバ）
The high speed link Device Transceiver requirements are specified by the following eye diagram at Tp2:
ハイスピードリンクのデバイストランシーバ要件は Tp2 にて測定される以下のアイパターンにて規定される。

Annex B: Figure 2 ― Definition of the parameters in the transmit EYE at Tp2
附属書 B： 図 2 ― Tp2 における伝送アイパターンの各パラメータ定義
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This eye defines the normative parameters measured at Tp2, at the connection of the Device when in the
test state (see section 8.7 ) outputting 8B/10B test data. The transmit amplitude, the maximum rise and
fall times, and the maximum amount of jitter shall be as indicated in the following table:
Annex B: Table 1 ― High speed link parameters at the transmit (Device) side
Symbol

Parameter

Min.

Typ.

Max.

Units

VTX

Transmit
amplitude

500

600

700

mV

At Tp2 into 75.

407

480

552

mV

At Tp2 into 50.
See note 1 below.

VEYE/VTX

Relative EYE
opening

0.75

trise, tfall

Rise, fall time

as short as
possible

80

ps

Tj

Transmit jitter

as low as
possible

20

%UI

-

Comment

At Tp2 into 75
At Tp2 into 75, between
20% and 80% of amplitude.
At Tp2 into 75.
See note 2 below.

Comment: Jitter is defined with respect to the Unit interval, resulting in relaxed normative absolute parameters for
lower speed Devices.
Note 1: This parameter is quoted at 50 Ω to allow practical measurement with high speed oscilloscopes which will
have a 50 Ω input. The remaining parameters are quoted at 75 Ω because these can be measured
using a high-speed converter. The 50 Ω figure assumes that the driver has an internal 75 Ω series
terminator.
Note 2: The jitter figure Tj is a system figure comprising the combination of jitter from both the Phy ΦD and the
Device Transceiver (DT). To allow practical implementation of the Phy ΦD, the jitter contribution from
the Device Transceiver should be minimized.

このアイパターンはTp2 にて測定される基準となるパラメータを定義するものである。デバイスを接続しテストモー
ド（セクション8.7 参照）にして，8b/10bテストデータを出力して測定する。伝送振幅，最大立ち上がり／立ち下がり
時間，およびジッタの最大値は以下の表に示すものとする<SHALL>：
附属書 B： 表 1 ― 送信（デバイス）側でのハイスピードリンクの各パラメータ
シンボル

パラメータ

Min.

Typ.

Max.

単位

VTX

伝送振幅

500

600

700

mV

Tp2 に 75Ω

407

480

552

mV

Tp2 に 50Ω

コメント

注 1 参照
VEYE/VTX

EYE 開口比

trise, tfall

立ち上がり/立下り
時間

できるだけ
短く

80

送端ジッタ

できるだけ
低く

20

Tj

0.75

ps

Tp2 に 75Ω
振幅 20%～80%にて
Tp2 に 75Ω

%UI

Tp2 に 75Ω
注 2 参照

コメント： ジッタはユニット・インターバルに対する比率として定義されている。したがって，低速なデバイスに対しては基準と
なるパラメータの絶対値が緩和される。
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注１）

このパラメータは 50Ωでの値であり，50Ω入力を備える広帯域オシロスコープを使った実測定を可能にするもので
ある。他のパラメータは 75Ωでの値であるが，これらは広帯域インピーダンス変換器を使用することで測定できる
<CAN>。50Ωでの値はドライバに 75Ωの直列終端が内蔵されていることを想定している。

注２）

ジッタ値 Tj は PHY ΦD とデバイストランシーバ(DT)両方からのジッタを反映した１つのシステムとしての値である。
実際に PHY ΦD の実装を可能にするためには，デバイストランシーバに起因するジッタが最小となるように配慮す
るべきである。

The high speed link Device Transceiver shall not apply pre-emphasis or de-emphasis.
Comment: Pre-emphasis would make it more difficult for the cable receiver to do its job, because the combination of
pre-emphasis and cable attenuation may result in an attenuation / frequency plot that does not have
cable-like behavior. See section A.6.

ハイスピードリンクのデバイストランシーバはプリエンファシスやディエンファシスを行ってはならない<SHALL
NOT>。
コメント： プリエンファシスを使用するとケーブルレシーバの動作が難しくなる。これは，プリエンファシスとケーブル損失が組
み合わされることにより，損失の周波数特性がケーブル相当特性とならないことがあるためである。セクションA.6を
参照。

B.3.2 Cable Receiver （ケーブルレシーバ）
At the receive side, the Host shall be able to receive the 8B/10B signals from a compliant Device over a
length of the Belden1694A coaxial cable having the attenuation given in the following table at the
indicated frequency for the bit rates supported by the Host:
Annex B: Table 2 ― High speed link parameters at the receiver (Host) side
Bit Rate
(Gbps)

Attenuation
(dB)

Equivalent
(Belden1694A)
(m)

@ Frequency
(GHz)

Conditions
8B/10B coding,
full VTX range,
power transmission
& low speed link active,
-12
BER <10

1.250

-22.0

0.625

135 m

2.500

-27.2

1.250

115 m

“

3.125

-28.1

1.5625

105 m

“

5.000

-22.6

2.500

65 m

“

6.250

-17.8

3.125

45 m

“
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受信側においてホストは以下の表に示す長さの Belden 1694A 同軸ケーブルを通した互換デバイスからの
8b/10b 信号を受信可能であること<SHALL>。このケーブルはホストがサポートするビットレートと周波数毎に以
下の表に示す減衰をもつ：
附属書 B： 表 2 ―受信（ホスト）側でのハイスピードリンクの各パラメータ
ビット
レート
(Gbps)

等価値
減衰
(dB)

@周波数
(GHz)

(Belden1694A)
(m)

各条件
8b/10b コーディング，
フルVTX レンジ，
電源伝送および
ロースピードリンク有効，
-12
BER <10

1.250

-22.0

0.625

135 m

2.500

-27.2

1.250

115 m

〃

3.125

-28.1

1.5625

105 m

〃

5.000

-22.6

2.500

65 m

〃

6.250

-17.8

3.125

45 m

〃

Adaptive equalization shall restore the original bit-stream, followed by the lock of the clock and data
recovery in the Phy ΦH. When a Host is able to receive at different bit rates, for each of these bit rates, it
shall be able to receive through a length of Belden1694A cable having the attenuation given this table at
the indicated frequency.
アダプティブイコライザは元々のビットストリームを復元し，続いて PHY ΦH 内でクロックデータリカバリ（CDR）を行
う<SHALL>。ホストが異なるビットレートで信号を受信することができる場合，それぞれのビットレートに対してホス
トはこの表に示す長さの Belden 1694A 同軸ケーブルを通して受信可能であること<SHALL>。このケーブルは各
周波数において表に示す減衰をもつ。
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B.4 Low Speed Link （ロースピードリンク）
B.4.1 Baseline Wandering （ベースライン変動）
Due to the high-pass filtering induced by Zp at the Host, the signal measurable at Tp3 will show baseline
wandering as shown in the following figure:
ホスト側の Zp によって誘導されるハイパスフィルタ効果により，Tp3 において測定される信号には以下の図に示す
ようなベースライン変動が現れる：

Annex B: Figure 3 ― Signal transmitted at Tp3 by the Host showing baseline wander
附属書 B： 図 3 ― Tp3 にてホストからの伝送信号に現れるベースライン変動
This baseline wandering shall be taken care of in the Device Transceiver circuit.
Comment: By fixing the inductive part of Zp to 11.5 µH, base wander shall be present in a predictable way. In
principle this base wander can be diminished by using an inductor of 40 µH or more.

However,

inductors of that value (and that also resist higher current levels), are physically large components! The
11.5 µH value is a nice compromise, leading to a physically small inductor, with a baseline wander that
can still be restored by the receiver in the Device Transceiver circuit. Using a fixed value also makes
interoperability more easily achievable since a known baseline wander can easily be restored.

このベースライン変動はデバイストランシーバ回路で適切に処理されなければならない<SHALL>。
コメント： Zp のインダクタンス成分を 11.5μH に固定することで，ベースライン変動を意図的に発生させること<SHALL>。原
理的にこのベースライン変動は 40μH 以上のインダクタを使うことで小さくすることができる<CAN>。しかしながら
（高電流に耐えるような）この値のインダクタは物理的に大きな部品となってしまう！ 11.5μH という値は物理的に
小さく，かつデバイストランシーバ回路の中のレシーバがベースライン変動をなんとか復元できる良い妥協点である。
固定値を用いれば既知のベースライン変動を簡単に復元可能なので相互運用性も容易に得ることができる
<CAN>。
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B.4.2 Low Speed Cable Driver （ロースピードケーブルドライバ）
The low speed link cable driver requirements (part of the Host Transceiver) are specified by the following
eye diagram at Tp3:
ロースピードリンクでのケーブルドライバ要件（一部ホストトランシーバにも関係）は Tp3 における以下のアイパター
ン図にて定義される：

Annex B: Figure 4 ― Definition of the parameters in the low speed transmit EYE at Tp3
附属書 B： 図 4 ― Tp3 におけるロースピード伝送の各パラメータ定義
This eye defines the normative parameters measured at Tp3, at the connection of the Host when
outputting 8B/10B test data. The transmit amplitude, the minimum and maximum rise and fall times, and
the maximum amount of jitter are indicated in the following table.
Annex B: Table 3 ― Low speed link parameters at the transmit (Host) side
Symbol

Parameter

Min.

Typ.

Max.

Units

Transmit
amplitude

110

130

160

mV

At Tp3 into 75.

VEYELF/VTXLF

Relative EYE
opening

0.75

-

-

-

At Tp3 into 75.

triseLF, tfallLF

Rise, fall time

7

11

15

ns

At Tp3 into 75,
between 20% and 80%
of amplitude.

TjLF

Transmit jitter

-

as low as
possible

5

ns

At Tp3 into 75.
See note below.

VTXLF

Comment

Comment: These parameters are quoted at 75 Ω because at this speed it is easy to make measurements with a 75
Ω terminator and a high impedance oscilloscope input.
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The definition of the minimum rise and fall times are important, since unneeded steepness must be
avoided to achieve maximum crosstalk tolerance with the high speed link data.
Note 1:

The Power Transmitting Unit (PTU) may be present in the Host, and connected through Zp. During this
measurement it is however not required to use the Power Transmitting Unit for providing power to the
Device.

Note 2:

To verify the correct eye pattern, signal processing is needed, either in the oscilloscope or off-line, to
equalize the low-frequency loss due to the impedance Lp, or Zp must be disconnected.

Note 3:

For clarity the eye diagram is shown with no simultaneous flow of high speed link data since that would
corrupt the EYE parameters severely.

Note 4:

The jitter figure TjLF is a system figure comprising the combination of jitter from both the Phy ΦH and the
Host Transceiver (HT). To allow practical implementation of the Phy ΦH, the jitter contribution from the
Host Transceiver should be minimized.

このアイパターンはホストの接続にて 8b/10b テストデータを出力した場合の Tp3 で測定される標準的なパラメー
タを定義している。伝送振幅，最大立ち上がり／立ち下がり時間，およびジッタの最大量を以下の表に示す。
附属書 B： 表 3 ― 送信（ホスト）側におけるロースピードリンクの各パラメータ
パラメータ

Min.

Typ.

Max.

単位

伝送振幅

110

130

160

mV

Tp3 に 75Ω.

VEYELF/VTXLF

EYE 開口比

0.75

-

-

-

Tp3 に 75Ω

triseLF, tfallLF

立ち上がり/

7

11

15

ns

シンボル
VTXLF

伝送ジッタ

振幅 20%～80%にて
Tp3 に 75Ω

立下り時間
TjLF

コメント

-

できるだけ

5

ns

低く

Tp3 に 75Ω
以下の注参照

コメント： 75Ωにてパラメータを見積もっているのはこのスピードでは 75Ω終端と高入力インピーダンスのオシロスコープ入
力を使った測定が容易であるからである。
最小立ち上がり／立ち下がり時間の定義は重要である。ハイスピードリンクのデータとのクロストーク耐性を最大化
するために不要な急峻エッジは避けるべきであるため。
注１:

Power Transmitting Unit(PTU)がホスト側にある場合，Zp を通じて接続されている可能性がある。この測定中，デバ
イスに電源を供給するために PTU を使う必要はない。

注２:

正確なアイパターンの検証には，インピーダンス Lp に起因する低周波損失のオシロスコープ内部もしくはオフライ
ンでのイコライジング，またはインピーダンス Zp の接続断が必要となる。

注３:

きれいなアイパターンを得るために，この図ではハイスピードリンクのデータ以外に他の信号を同時に流していない。
同時に他の信号を流すと EYE のパラメータを著しく悪化させてしまうためである。

注４:

ジッタ TjLF は PHY ΦH とホストトランシーバ（HT）の両方からのジッタの組み合わせを反映した１つのシステムとして
の値である。実際に PHY ΦH の実装を可能にするためには，ホストトランシーバに起因するジッタが最小となるよう
に配慮すべきである。
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B.4.3 Low Speed Cable Receiver （ロースピードケーブルレシーバ）
At the receive side, the Device shall be able to receive the 8B/10B signals from a compliant Host over a
minimum length of the well-specified Belden1694A coaxial cable.
Annex B: Table 4 ― Low speed link parameters at the receive (Device) side
Bit Rate
(Mbps)

Attenuation
(dB)

20.83˙

@ Frequency
(MHz)

-4.9

Equivalent
(Belden1694A)
(m)

30

135 m

Conditions
8B/10B coding,
full VTXLF range
power transmission
& high speed link active,
-12
BER < 10

受信側において，デバイスは以下の表に示す最短の長さの Belden 1694A 同軸ケーブルを通した互換ホストから
の 8b/10b 信号を受信可能であること<SHALL>。
附属書 B： 表 4 ― 受信（デバイス）側におけるロースピードリンクの各パラメータ

等価値
ビットレート
(Mbps)
20.83˙

減衰
(dB)

@ 周波数
(MHz)

-4.9

(Belden1694A)
(m)

30

135 m

各条件
8b/10b コーディング，
フルVTXLF レンジ，
電源伝送および
ハイスピードリンク有効，
-12
BER < 10

B.5 Guidance Notes （ガイダンス）
Given that good PCB layout and component choice is critical to achieve CoaXPress performance (see
section 6.8 ), and for many firms CoaXPress will be the highest speed design they have implemented, it
is recommended that chipset manufacturers provide:
 Sample PCB artwork.
 Detailed layout guidance.
 Component choice recommendations.
良い基板レイアウトと部品の選定はCoaXPressの性能（セクション6.8 を参照）を満たすための重要な意味をもち，
CoaXPressをそれまでの設計の中でも最も高速な設計となるであろう多くのメーカにとっては，各チップセット製造
者に以下のものを提供するよう求めることが推奨される：
 プリント基板アートワークのサンプル
 詳細なレイアウト手引き
 部品選定の推奨
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Annex C: Descriptive Clause （附属書 C: 解説）
C.1 Background of Standardization （制定の経緯）
C.1.1 Background of the original CoaXPress technology (オリジナル CoaXPress 技術の背景)
Main technologies behind CoaXPress were developed as a part of MEDEA+ projects ASIC-CCD (2A206)
and TritonZ (2A207).

The MEDEA+ program is a EUREKA cluster focusing on micro and

nanoelectronics,

are

which

key

enabling

technologies

for

electronics

and

Information

and

Communications Technology (ICT).
The MEDEA+ label and the funding of the R&D by the local authorities in Belgium and the Netherlands
were key for making what today is called CoaXPress.
CoaXPress の背景にある主な技術は MEDEA+( Microelectronics Development for European Applications)プロジ
ェクトにおける ASIC-CCD (2A206)および TritonZ (2A207)の一部として研究・開発された。MEDEA+プログラムは
電気／情報通信技術の基礎となるマイクロ／ナノエレクトロニクスにフォーカスした EUREKA（＝欧州における国
際的な共同研究･開発ネットワーク）クラスターのひとつである。
MEDIA+レーベルと研究開発の資金は，ベルギーとオランダの各オーソリティらにより今日，CoaXPress という成果
を生み出したことになる。
C.1.2 Handover from the CoaXPress consortium to JIIA （CoaXPress コンソーシアムから JIIA への
引渡し）
JIIA launched a next-generation interface working group since its inception in 2006, and the group has
been studying 2 methods (a Pixel Clock method and a Packet method) for next-generation high-speed
interface system.
Since 2007, AIA (Automated Imaging Association) based in the North America, EMVA (Europian
Machine Vision Association) based in Europe and JIIA had been creating the “Cooperation Agreement
on Global Coordination of Machine Vision Standardization” in order to avoid the duplication of similar
standards development.
In June 2009, the CoaXPress consortium has proposed JIIA to become an organization for Global
Standardization of high-speed interface using a coaxial 75Ω cable named “CoaXPress” developed by
the consortium, and then (in September 2009) JIIA accepted this proposal. In December 2009, the
CoaXPress Consortium edition was handed over to JIIA, then CoaXPress Standard was created on the
JIIA CoaXPress Working Group.
JIIA は 2006 年発足当初から次世代インターフェース分科会を立ち上げ，２つの方式（ピクセルクロック方式およ
びパケット方式）を次世代の高速インターフェース向けに検討を行っていた。また，2007 年より JIIA はアメリカを拠
点とする AIA (Automated Imaging Association)，ヨーロッパを拠点とする EMVA (Europian Machine Vision
Association)との間で，マシンビジョンにおける類似標準の開発重複を避けるべく，３者間で国際標準作成に関す
る合意書(Cooperation Agreement on Global Coordination of Machine Vision Standardization)の作成を行ってい
た。
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このような中で 2009 年 6 月に CoaXPress コンソーシアムより，コンソーシアムが開発した 75Ω同軸ケーブルを使
用した高速インターフェースの国際標準化について，JIIA がその主幹団体となって欲しい旨の提案があり，同年
9 月にこの提案を受け入れた。同年 12 月にコンソーシアムより CoaXPress コンソーシアム版が JIIA に引き渡され，
JIIA CoaXPress 分科会にて本標準が作成された。
C.2 The Matter Deliberated （審議中に考慮した事項）
C.2.1 Device Classes （デバイスのクラス）
We need to define “Device Classes”. At the moment to be CoaXPress compliant a Device or Host needs
to implement all features in the specification, yet perfectly valid products may not need all features. e.g.
if you take the specification literally, a camera device without trigger is not compliant, yet many camera
devices may not need trigger.
「デバイスのクラス（分類）」を定義する必要がある。CoaXPress に準拠するためにはデバイスまたはホストに本規
格書の全ての機能を実装することになるが，完全準拠の製品であっても必ずしも全ての機能が必要となるわけで
はない（例：規格仕様の文脈で言えばトリガ機能を備えていないカメラデバイスは非準拠であるが，トリガを必要と
しないカメラデバイスも実際には多く存在する）。
C.2.2 IEnumerate Values （各 IEnumerate の値）
Need to define the IEnumerate values not currently specified.
未定義の IEnumerate の値について定義する必要がある。
C.2.3 The Use of Acknowledgments on low speed link （ロースピードリンクにおける ACK の使用）
Choosing a timeout for an acknowledgment on the low speed link is difficult in a system running the low
speed link near to maximum rate, and needs careful camera design to ensure that the bandwidth is not
exceeded. A simple way out of this problem is to not require acknowledgments to be used on the low
speed link, but that makes the standard less robust.
ロースピードリンクでの最速に近い周期でシステムを動作させる場合，ロースピードリンクにおける ACK のタイムア
ウト時間を選択するのは困難であり，帯域幅を超えないことを確認しながら慎重なカメラ設計を行うことが必要にな
る。この問題を回避する簡単な方法として「ロースピードリンクにおいては ACK の使用を不要とする」というものが
あるが，これは規格がもつロバスト性を減少させることになる。
C.2.4 Auxiliary Data Stream （補助データストリーム）
This revision of the protocol does not specify formats for auxiliary data. Auxiliary data can be used to
transfer any image associated data such as timestamps, location data, statistics, settings used to obtain
the image and so on. The encoding may depend on the usage and required immunity to single bit errors.
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The specification of auxiliary data is encouraged to be standardized and is left as future work as the
standard progresses. (Maybe use SMPTE KLV standard for the auxiliary data and the chunked data
format supported by GenICam to send it.)
このプロトコルのリビジョンでは補助データに関するフォーマット定義は行わない。補助データはタイムスタンプ，
位置情報，統計情報，画像取得設定条件など画像に関する補助的なデータを伝送するために使用することがで
きる。エンコードは使用方法やシングルビットエラーの回避が必要か否かで変わることがある。
この補助データの仕様について標準化を奨励するが，標準化作業のための作業は今後行うことにする。（補助デ
ータは SMPTE KLV の規格を使うことになる予定。チャンクデータのフォーマットについては GenICam でサポート
されているものになる予定。）
C.2.5 Possible Alternative Image Headers （代替画像ヘッダへの対応）
The rectangular image header has 27 words, which becomes a significant overhead for very small ROIs,
which could be an issue for camera devices using CMOS sensors where a small ROI allows a high frame
rate. This problem could be solved by using a compact “repeat header” which tells the Host to use the
same image size and type as the previous header. The downside would be increased complexity in all
Hosts to cope with this mode.
Also, a format with the line number in the line marker allows recovery and continued image display after
a loss of even a large number of data packets. For some applications this would be important, however
for small ROIs this gives a large overhead. Therefore consider having a second line marker with line
numbers.
There is a general trade-off with all these header formats – defining additional formats gives benefits to
certain applications – but adds to the complexity in the frame grabber that has to decode all of them even
if they are rarely used. We think that options should be discussed during ratification, a sensible set of
headers agreed, then a line drawn in the sand to discourage further additions that could give
compatibility problems.
矩形画像ヘッダは 27 ワードからなり，非常に小さな ROI の場合はこれは著しいオーバーヘッドとなるため，特に
小さな ROI を適用してハイフレームレートを得る CMOS センサを使ったカメラデバイスでは問題となる。この問題
は前のヘッダと同じ画像サイズおよびタイプであればホストに対して再利用可能な小型の「リピードヘッダ」を使う
ことで解決可能となる。下流側はこのモードで処理することで全てのホストで複雑性が増す。また，ラインマーカ中
にライン番号を含んでいるフォーマットではデータパケットの大きな欠損があっても修復および画像表示が可能で
ある。いくつかの場面でこれが重要となる。しかしながら，小さな ROI の場合は大きなオーバーヘッドとなる。この
ため，ライン番号を擁した 2 番目のラインマーカをもつことを検討しなければならない。
これはヘッダフォーマットを用いた場合の一般的なデメリットになる。追加のフォーマットを定義するとアプリケーシ
ョンの確実性に寄与するが，これをデコードするホストはその追加フォーマットを滅多に使わない場合でも全てを
処理する必要があるため複雑性が増する。我々としてはこのオプションについて議論し，妥当なヘッダのセットに
ついて同意および承認を得た後，互換性問題が発生する可能性のある，さらなる追加を消え去るものとして諦め
ると考える。

179

Japan Industrial Imaging Association Standard

JIIA NIF-001-2010

C.2.6 Possible Alternative Stream Formats （代替ストリームフォーマットの対応）
For data formats where the “Arbitrary” format is too restrictive, a raw stream format could be defined.
This could have an unknown size at the start of the image. Note that GenICam already supports the
GigE Vision chunked data format, so this could be a good choice.
Compressed images (e.g. JPEG) and audio formats could also be defined.
データフォーマットに関して「任意の」フォーマットは制限が多すぎるため，ある種の RAW ストリームフォーマットを
定義しても良いかもしれない。これは画像の開始時点でサイズが未知のフォーマットとなる。GenICam は既に
GigE Vision のチャンクデータフォーマットをサポートしているので，これは良い選択となる。
圧縮画像（例：JPEG）や音声フォーマットも同時に定義することが可能となる。
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