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安全衛生に関する情報
本製品を使用する前に、このブックレットに記載されているすべての指示(すべての警告および注意を含む)をお読みく
ださい。指示に不明な点がある場合は、本製品を使用しないでください。

安全性記号
警告
取り扱いを誤った場合、死亡または負傷する可能性がある危険な状況を示します。

注意
取り扱いを誤った場合、使用者が軽～中程度の怪我をするか、製品または所有財産が破損する可能性がある危険
な状況を示します。

注記
取り扱いを誤った場合、データの破損または喪失が生じる可能性がある危険な状況を示します。

装置およびマニュアルで使用されている標示および記号

注意、感電の危険性。

注意、製品やプロセス、周囲に損傷を与える危険性に注意してください。取扱説明書を参照してください。

注意、高温の表面。

保護接地端子。

静電気放電に弱い機器の取り扱いに注意してください。

機器の操作
AMETEK Land によって定められていない方法で本機器を使用すると、危険が生じる可能性があります。機器を設置して使用
する前に付属の取扱説明書を読んで内容を理解してください。
この装置が組み込まれたシステムの安全性については組み立て作業者に責任があります。

防護服、顔および目の保護
本装置は、高温高圧で稼働している機械/機器の上または近くに設置できます。適切な防護服と顔および目の保護具を着用す
る必要があります。本製品を設置する前に機械/機器の安全衛生に関するガイドラインをお読みください。不明な点がある場合
は、AMETEK Land にご連絡ください。

保護手袋を着用してください 防護服を着用してください

目の保護具を着用してください 聴覚保護具を着用してください

安全長靴を着用してください 顔面保護シールドを着用してください

電源
電気系統の接続をする前に、装置に繋ぐすべての電力線を絶縁してください。電気ケーブルと信号ケーブルはすべて、これらの操
作手順に示すとおりに接続する必要があります。不明な点がある場合は、AMETEK Land にご連絡ください。

重要な情報 - お読みください
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重要な情報 - お読みください 連絡先
英国 - ドローンフィールド
Land Instruments International
電話:       +44 (0) 1246 417691

米国 - ピッツバーグ
AMETEK Land, Inc.
電話:      +1 412 826 4444

中国
AMETEK Land China Service 
電話:  +86 21 5868 5111 内線 122

インド
AMETEK Land India Service
電話:     +91 - 80 67823240 

電子メール:   land.enquiry@ametek.com

Web:     www.ametek-land.com

AMETEK Landオフィス、販売業者、および代理店全般に関するさらに詳しい情報については、当社のWebサイトをご覧くださ
い。

保管
機器は包装パッケージの中に入れて、覆いのある乾燥した場所に保管してください。 
最高保管温度は、最高動作温度よりも10℃(18 °F)高くなります。
最低保管温度は、最低動作温度よりも10℃(18 °F)低くなります。
動作温度範囲の詳細については、技術仕様書を参照してください。
開梱
すべてのパッケージについて、外側に何らかの損傷がないかどうか確かめます。中身が梱包明細に記載されているとおりである
ことを確認します。

持ち上げる際の注意
手作業で持ち上げるには重過ぎるものは、適切な定格の吊り上げ装置を使用してください。重量については、技術仕様書を参照
してください。吊り上げ作業は、地方自治体および国内の規制に従って行う必要があります。

破損した製品の返品
重要: 輸送中に製品の破損が生じた場合は、直ちに輸送業者と販売代理店にご報告ください。輸送中の破損は、販売代理店で
はなく輸送業者がその責任を負います。
破損した機器を発送人に送り返すと運送会社はこれをクレームとは見なさないため、決して送り主には返さないでください。輸
送業者が検査できるように破損品と共に梱包材も保管しておいてください。

修理のための返品
修理のために返品する必要がある場合は、当社のカスタマーサービス部門にご連絡いただき、正しい返品手続き方法をご確認
下さい。
AMETEK Land に返品する製品は、輸送中の破損を防ぐために適切に梱包する必要があります。
問題に関する報告書とお客様の名前および連絡先情報(住所、電話番号、電子メールアドレスなど)を添付する必要があります。

設計および製造規格
Land Instruments Internationalの品質マネジメントシステムは、燃焼、環境モニタリング、および非接触温度測定機器の設
計、製造、およびオンサイト サービスに関するBS EN ISO 9001の認証を受けています。
登録済ISO 9001マネジメントシステム認可は米国で適用されます。
UKキャリブレーションラボ：UKAS 0034

USAキャリブレーションラボ：ANAB 認定 ISO/IEC 17025

インドで適用される試験とキャリブレーションロボの国家認定委員会の認可。
本機器または周辺機器の筐体ドアを開けたまま、本装置のすぐ近くで無線送信機、電話機、またはその他の電気/電子装置を使
用すると、干渉が生じ、放射妨害波がEMC指令を超える障害が発生する可能性があります。

本システムの構造部品、電気部品、機械部品、空気圧部品、ソフトウェアまたはファームウェアのコンポーネントを変更または追
加した場合は、本製品によって提供される保護が無効になる可能性があります。かかる変更を行った場合は、保証の標準条項が
無効になる可能性もあります。

著作権
本マニュアルは、AMETEK Land の製品の所有者への補助として提供され、AMETEK Land が独占所有権を持つ情報が含ま
れています。本マニュアルのすべてまたは一部を AMETEK Land の書面による同意なしにコピーまたは複製することは禁止さ
れています。
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本ユーザーガイドはLAND IMAGEProソフトウェアの使用方法に関する情報を提供します。

1.1) LAND IMAGEProソフトウェアについて
LAND IMAGEProソフトウェアは次のサーマルイメージングカメラでの使用に適しています：
• ARC サーマルイメージングカメラ
• NIR-ボアスコープ 3XR
• NIR サーマルイメージングカメラ
• NIR-ボアスコープ
• NIR-B 2K ボアスコープ
• FTI-E
• FTI-Eb
IMAGEProソフトウェアは以下の機能を備えています：
• 最大16台のサーマルイメージングカメラに接続
• カメラごとに、最大100の関心領域 (ROI) を設定可能
• サーマルシーンの記録とプレイバック
• ヒストグラム、プロファイルラインおよび傾向グラフの作成と設定
• 詳細な背景補正
• 詳細な記録オプション
• 複数のモニターサポート

セクションの終了

はじめに
1
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LAND IMAGEViewerソフトウェアを使用するには、以下のコンピュータの最小仕様を満たす
必要があります。

プロセッサー:    Intel i5 2.5 GHz
メモリ:     8 GB 
グラフィックカード:   512 MB以上 
ネットワーク:    追加のギガビットイーサネットカード 
ソフトウェア：   Microsoft Windows 10
最小画面解像度:   1280 x 1024 ピクセル 
最小仕様:     .NET Framework 4.6.2 

セクションの終了

ハードウェアとソ
フトウェアの要件

2

ユーザーガイド2 ～ 0
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インストール
3

LAND IMAGEProソフトウェアはAMETEK LAND Webサイトの次のアドレスから無料で
ダウンロードできます：
https://www.ametek-land.com/software-downloads

3.1 データベースの選択
IMAGEProのインストール中に、どのデータベースをデータの保存に使用するかを問われます。 
IMAGEProがサポートするデータベースシステムは2つあります。
SQLite
これはデフォルトのオプションで、ログデータを保存するのにディスク上のファイルを使用しま
す。SQLiteデータベースは、それ以上の管理や専門知識を必要としませんが、企業レベルの機能
はないので、長期間にわたって膨大な量のデータをロギングする場合、パフォーマンスに影響を及
ぼす可能性があります。
MS SQL Server
これはデータのミラーリング、冗長性および膨大なデータに対する高いパフォーマンス性のような
高度な機能を備えた企業レベルのデータベースエンジンです。 
SQL Serverのライセンスを別途購入していただく必要があり、IMAGEProをインストールする前
に、データベースシステムをインストールし、正しく動作している必要があります。
通常SQL Serverデータベースは、管理者もしくはデータベースエンジニアによる設定と管理を必
要とします。 
IMAGEProはSQL Server 2012またはそれ以降のバージョンをサポートしています。
SQL Server Expressエディションは、ライセンスの制限に従ってご利用いただけます。

3.2 ライセンス
IMAGEProは最初の30日間はトライアルモードでご利用いただけます。それ以後はアプリケーシ
ョンのライセンスを取得しない限り、システムはシャットダウンします。ライセンスの購入について
は、AMETEK Landの営業担当者にご連絡ください。担当者がパーチェイスコードをご用意いたし
ます。ライセンスは一つの端末でのみのご利用となります。一つのパーチェイスコードで複数のライ
センスを同時にご購入いただけます。
パーチェイスコードを入力し、ソフトウェアのアクティベーションを行います。
1) メニューからヘルプ > ライセンスマネジャーを選択し、ライセンスのアクティベーションボ

タンを選択します（ライセンスの期限がすでに切れている場合は、起動時に今すぐアクティベ
ーションするボタンを選択します）。
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2) テキストボックスにパーチェスコードを入力します。有効なパーチェスコードであれば、コード
の横に緑色のチェックマークが表示され、手動でアクティベーションもしくはオンラインアク
ティベーションの選択ができます。

手動でアクティベーション
1) リクエストキーコードをクリップボードにコピーするか、ウィンドウの右側にあるボタンからデ

ィスクに保存します。このコードはAMETEK Landの営業窓口にemailする必要があります。
担当者がライセンスコードを折り返しお知らせします。

2) ライセンスコードを表示されたテキストボックスに貼り付けるか、ウィンドウの右側にあるボ
タンを使用しファイルからインポートします。ライセンスは読み込まれ、有効であれば緑色の
チェックマークが表示されます。アプリケーションのアクティベーションを完了するには、閉じ
るボタンを押します。

オンラインアクティベーション
オンラインアクティベーションには有効なインターネット接続が必要です。ライセンスを有効化する
には、アクティベーションボタンを押します。

3.3 ネットワークアダプター設定
ご使用のPCが目的のカメラと通信するためには、正しいネットワークアダプター設定を指定する
必要があります。
1) コンピュータの[Start (スタート)]メニューから

[Control Panel (コントロール パネル)]を開
いて [Network Connections (ネットワー
ク接続)]オプション (または、ご使用のMicrosoft 
Windowsのバージョンに応じて、それに似たもの)
を選択します。

2) 目的のネットワーク名を右クリックして
[Properties (プロパティ)]のオプションを選択し
ます。

3) [Internet Protocol (インターネット プロトコ
ル)]のオプションを選択して[Properties (プロパ
ティ)]をクリックします。

4) 次のIPアドレスを使うオプションを選択して次の
値を入力します。

 IP Address (IPアドレス):	
 10 .1 .10 .150 *

 Subnet Mask（サブネット マスク）:	
 255 .255 .0 .0

 *注記: NIRおよびNIR-Bカメラ（ただしNIR-B 2Kではない）の場合、IPアドレスを次のよう
に設定する必要があります:

 169 .162 .10 .150
5) OKをクリックして設定を保存します。
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3.4 赤外線カメラへの接続 
最大16台のSPOTサーマルイメージングカメラをLAND IMAGEProソフトウェアを実行するコン
ピュータに接続できます。
詳細な設置方法については、お使いのカメラに付属のユーザーガイドおよび測定システムに含ま
れている取り付けアクセサリに付属のインストールガイドを参照してください。
1) IMAGEProソフトウェアを次のウェブアドレスからダウンロードします： 

https://www.ametek-land.com/software-downloads
2) IMAGEProSetup.exeプログラムを実行します。
 セクション3.1の説明に従って、ネットワークアダプタの設定を正しく行うと、ソフトウェアがネ

ットワーク内のサーマルイメージングカメラを自動的に検出して接続します。
 検出されたデバイスが、図3-1に示されるのと類似のリストに表示されます。

図3-1　はじめのデバイスリスト
 その後、カメラをシステムに追加する必要がある場合は、次のセクション3.4.1の説明に従っ

て、[Configuration (設定)] メニューからこれを行うことができます。
 また、セクション3.4.2に記されているように、インスタレーションプロセス全体をガイドす

る、Setup Wizard (セットアップウィザード)を使用することも可能です。 

3.4.1  設定メニューでカメラを追加する
1) [設定]メニューを開き、[デバイス]オプションを選択します。 
 図3-1に示す[デバイス]ウィンドウが最初に開くときに、ソフトウェアは自動的にネットワーク

の利用可能なデバイスを探します。 
 [Browse Network (ネットワーク参照)]リストには、ネットワーク上で検出された各デバ

イスのMACアドレスとIPアドレスが表示されます。ARCおよびFTI-Eデバイスを自動的に検
出することはできません。状況によっては、ファイアウォール ルールにより、ソフトウェアが他
のタイプのデバイスを検出するのが妨げられることもあります。その場合は、デバイスを手動
で接続する必要があります。[Browse Devices (デバイスを参照)]ウィンドウ上部の+ア
イコンを押します。接続するカメラのタイプとカメラのIPアドレスを選択し、[OK] を押します。
接続が正しく確立されると、接続ステータスが緑色に変わります。
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2) [Device (デバイス)]リストで、必要なデバイスを選択して設定することが出来ます。3) 
[Device (デバイス)]リストでは、以下を設定できます:
• デバイスのIPアドレス。注記: これは、ネットワーク上のデバイスに接続するためにソフ

トウェアが使用するIPアドレスです。
• デバイスの動作モードを[Live (ライブ)]に設定します。

3) デバイスを設定した後 [OK]を押してそのデバイスを追加します。
 デバイス接続の現在の状態は次のように表示されます。 
 • 緑 = 接続中
 • 赤 = 切断 
 • 灰色 = 無効
 • 琥珀色 = 接続中

3.4.2  セットアップウィザードの使用
1) [設定]メニューを開き、[セットアップウィザード]オプションを選択します。
2) ウィザードの画面 (図3-2) 上に表示される5つの手順に従って必要に応じてシステムを設定

します。

図3-2  セットアップウィザード
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3.5 ユーザーアカウントの設定
セットアップウィザードを使用する場合、画面4に、図3-3のように、両アカウントのデフォルトのユー
ザーパスワードの詳細が表示されます。

図3-3  セットアップウィザード - ユーザー画面
IMAGEProソフトウェアをインストール後は、設定 > ユーザーメニューオプションからユーザー管
理画面にアクセスすることができます。
デフォルトのパスワードを使用するのであれば、そのまま次へをクリックします。あるいは、新しいパ
スワードを設定するには、以下のパスワードの変更を参照してください。
IMAGEProには3つのユーザーレベルがあります。オペレーター、スーパーバイザー、管理者。
• オペレーター – オペレーターユーザーはシステムを表示することしかできず、システムと相

互作用をしたり、アプリケーションをシャットダウンさせたりすることはできません。オペレー
ターユーザーへの切り替えにはパスワードは必要ありません。

• スーパーバイザー – スーパーバイザーは表示の設定、ウィンドウの配置やサイズ変更、デー
タロギングの管理、アプリケーションのエクスポートやシャットダウンを行うことができます。
スーパーバイザーユーザーへの切り替えはパスワードを必要とします。デフォルトのパスワー
ドはSuperです（大文字と小文字を区別する）。

•  管理者 管理者はすべてのシステムへのアクセス権限があります。スーパーバイザーと同様
の権限に加え、装置の追加や削除、装置の設定変更も可能です。管理者ユーザーへの切り替
えはパスワードを必要とします。デフォルトのパスワードはAdminです（大文字と小文字を
区別する）。

 
現在のユーザー
現在ログインしているユーザーは、アプリケーションタイトルバーのアプリケーション名の後に表示
されています。

ユーザーの変更

1) 別のユーザーに変更するには、メニューバーの ボタンを押します。 

2) ユーザーを変更するには、そのユーザーのパスワードを入力し、OKを押します。
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パスワードの変更
IMAGEProソフトウェアでは、管理者アカウントとスーパーバイザーアカウントの両方のユーザー
アカウントパスワードの詳細を設定できます。
パスワードを変更するには、管理者としてログインする必要があります。
すべてのユーザーパスワードは暗号化され、ローカルコンピュータに保存されます。パスワードを
忘れた場合、AMETEK Landがパスワードを引き出し、復旧させることは不可能ですが、パスワード
をデフォルトにリセットすることは可能です。
現在の管理者パスワードを入力します。
1) パスワードを変更したい場合、新しいパスワード欄に設定したいパスワードを入力します。
2) パスワードの確認フィールドにまったく同じパスワードを入力します（大文字と小文字を区別

する）。
3) パスワードの詳細変更が完了したら、次へをクリックします。
 セットアップウィザード完了の画面が表示されます。 
 完了をクリックするとIMAGEProソフトウェアが開き、セットアップウィザードで設定したビュ

ーが表示されます。
 IMAGEProソフトウェアの設定メニューからいつでもセットアップウィザードにアクセスする

ことができます。

3.6 カメラ設定
1) カメラ設定を表示および変更するには、[設定]メニューを開き、[デバイス]オプションを選択

します。
2) カメラの[設定]ボタンをクリックします
 図3-4 (ARC、FTI-E、3XR ボアスコープカメラの場合) または図3-5 (NIR、NIR-B、NIR-B 

2Kカメラの場合) に示されるように、カメラ設定画面が表示されます。
 [Info (情報)]タブには、カメラタイプ、ファームウェアバージョン、較正日、温度範囲、キャプ

チャされたフレームレートなどの、カメラに関するステータス情報が表示されます。

図3-4  カメラ設定 (ARC、FTI-E および 3XR ボアスコープ)
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図3-5  カメラ設定 (NIR、NIR-B、NIR-B 2K)

[設定]タブには、ユーザー設定可能な次のオプションが含まれています。

3.6.1   ARC、FTI-E および NIR ボアスコープ 3XR

設定 オプション
フレームレート カメラのフレームレート利用可能なフレームレートについてはカメラのユーザ

ーガイドを参照してください
放射率 対象物の放射率。0.000～1.000で調整可能
Background 
Temperature（背景温
度）モード

Off (オフ) - 背景温度接続なし
Camera Temperature (カメラの温度) - カメラ内部の周囲温度を背景
温度として使用します
Remote (リモート) - ユーザーが入力した背景温度値を使用します (以下
を参照)

背景温度 対象物の背景温度のユーザー調整可能な値。リモート設定（上記）と組み合わ
せて使用します。

NUCステータス 不均一な修正ステータス:
Off - 接続されたカメラのNUC設定を使用
On - ばらつき補正時間フィールドで指定された時間頻度で実行するNUC（以
下を参照）
禁止 - NUCが無効

NUC Time（ばらつき補
正時間）

NUC State (NUCステータス) がOn (オン)に設定されているときにNUC
を実行する頻度（秒単位）（上記を参照）

バレルの歪み* バレルの歪み補正のオン/オフを指定します。NIR-B 3XRユーザーガイドを参
照してください

*3XRのみ
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3.6.2  NIR、NIR-B、NIR-B 2K

設定 オプション
解像度 NIR-B 2Kカメラの解像度。利用可能な解像度については、NIR-B 2Kカメラの

ユーザーガイドを参照してください。
フレームレート 上の表の通り
放射率 上の表の通り
Background 
Temperature（背景温
度）モード

上の表の通り

背景温度 上の表の通り
歪み補正** 歪み補正アルゴリズムを適用することで、ボアスコープレンズのライブ画像への

影響を抑えます。この機能はかなりの処理能力を要するため、フレームレートが
低下する場合があります。

**NIR-B 2K のみ

3.6.3  ネットワーク
注記

カメラのIPアドレスを変更した後、新しいIPアドレスをアクティブにするために、カメラの電源
を切り、電源を入れ直す必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

設定 オプション
IPモード Static IP (静的 IP) - カメラのIPアドレスを下に入力したIIPアドレス値に設

定します
DHCP - カメラを設置したネットワークから自動的にIPアドレスが割り当てられ
るようにします。DHCPでは、IPアドレスを事前設定しなくてもコンピュータがIP
ネットワークに参加できます。DHCPはデバイスに一意のIPアドレスを割り当てる
プロトコルです。そしてデバイスがネットワークから離れたり再び参加したりした
ときにこのアドレスの開放や更新を行います。

IPアドレス Static IP (静的IP) (上記を参照) を使用する場合は、このフィールドを使用し
て、カメラに必要なIPアドレスを入力します

サブネット マスク カメラのサブネットマスク
Port（ポート） 読み取り専用。カメラのネットワークポート

3.6.4 アラーム
設定 オプション
Frame Alarm（フレームアラーム）
パラメータ 最高/平均/最低 - アラーム設定のために必要なフレーム温度パラメータを選択

します
高アラーム フレームの高アラーム値を設定します
高警告 フレームの高警告アラーム値を設定します
低警告 フレームの低警告アラーム値を設定します
低アラーム フレームの低アラーム値を設定します
Ambient Alarm（周辺アラーム）
高アラーム 高周囲温度アラーム値を設定します
高警告 高周囲温度警告アラーム値を設定します
低警告 低周囲温度警告アラーム値を設定します
低アラーム 低周囲温度アラーム値を設定します
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設定 オプション
変化率アラーム
期間 変化率を計算する期間
パラメータ ROCの計算に使用するフレーム値
高アラーム 変化率がこの値を超えると、アラームが発動します
低アラーム 変化率がこの値を下回ると、アラームが発動します

3.6.5 詳細設定
設定 オプション
分析修正 熱画像に関連付けられた分析値とアラーム値を調整して、特定の値よりも高いま

たは低い温度を除外できます。これは例えば、常に温度が低い領域 (背景温度な
ど) を無視する必要があり、ただし対象物の温度が特定のレベルよりも低くなっ
た場合にアラームを作動させる必要がある場合に使用できます。

3.7 システム設定の保存と読み込み
システム設定は、設定メニューから保存または読み込みができます：
• Load Configuration (設定の読み込み) – 以前保存した設定を現在のシステムに読み

込みます。この設定は、このPCから以前に保存した設定でも別のPCからの設定でも構いま
せん。

• Save Configuration (設定の保存) – システムの現在の設定を直ちに (システムのシャ
ットダウンを待つ間に) ディスクに保存します。

• Save Configuration As (設定に名前を付けて保存) – バックアップ用、またはその設
定を別のマシンに複製するために、現在のシステム設定をディスク上の指定された場所に保
存します。

保存されたシステム設定には、IMAGEPro内のすべての設定が含まれます。これには以下のもの
があります：
• 接続されたデバイスとその設定
• 現在のビュー、その画面上の位置および設定
• 記録の設定
• データロギング設定
• 通信設定
• ライセンス情報 (同じマシンに読み戻された場合にのみ復元されます)

セクションの終了
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図4-1 一般的なLAND IMAGEProインターフェース
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LAND IMAGEPro ソフトウェアは、ご使用のLANDサーマルイメージングカメラで取り込んだサー
マルイメージングデータを表示できる、使いやすいインターフェースを提供します。
一般的なLAND IMAGEPro インターフェースを図4-1に示します。
注記

ガラスバッチビューについては、ガラス用途の特長のセクション9.2に記載されています。

4.1 ビューの概要
IMAGEProは接続されたイメージャーからの熱サーマルイメージングを表示する一連のビューを
提供します。一般的なインターフェースを図4-1に示します。

キー
1) 画面をキャプチャ  
 

 メニューのこのボタンを押して、現在表示されているのと全く同じ通りに、アプリケーション
の画像を保存します。

2) 現在開いているビュー - 画面下のタブに、現在アクティブなビューが表示されます。アクティ
ブなビューは、画面上で見えなくても、背景で動作し続けます。

3) アクティブなビューを閉じるには、ビューの右上隅のXをクリックします。これでビューが動作
しなくなります。このビューを再度開くと、新しいビューがアクティブになります。

4) ビューを開くには、[Views(ビュー)]メニューをクリックし、開きたいビ
ューを選択します (図4-2を参照)。ビューがすでにアクティブな場合
は、システムがこのビューの表示に切り替えます。ビューが現在アク
ティブでない場合は、新規タブとして画面下に新しいビューが作成さ
れます。

5) ビューを非表示にするには、ピンをクリックします。これによりビュー
のピンが「解除」され、画面横のトレイエリアに移されます。ビューを
再度表示するには、トレイエリアにあるビュー名にカーソルを合わせ
ると、ビューがスライドアウトします。ビューを再度画面上に維持する
には、ピンをクリックします。表示されていないビューもアクティブな
ビューとみなされ、背景で動作し続けます。

図4-2



Viewer & Analysisソフトウェア

ユーザーガイド

IMAGEPro

4 - 2

ユーザーのニーズに合わせて、画面上のビューを整理することができます。ビューのロケーションを
変更するには：
• ビューを表す画面下のタブをクリックし、マウスのボタンを押したままにします。
• ビューが「ポップアウト」され、一連の「ドロップアロー」が画面に表示されます。レイアウトを

変更するために、ビューをドロップできる場所があります。
• ビューをドロップしない場合は、別のウィンドウ内のアプリケーション上にフロートします。フ

ローティングウィンドウを必要に応じて他のモニターに移動することも可能です。
• ビューをドロップするには、対応するドロップアロー (図4-3を参照) の上にマウスを移動し

てドロップ位置を選択し、マウスボタンを離します。

ドロップアロー

図4-3  ビューをドロップする
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• 画面の端にある矢印は、ビューを (選択した矢印に応じて) 画面の上、左、右または下に配置
し、その他のものをすべて反対側に移動します。

• 中央の矢印は、選択したビューを (選択した矢印に応じて) ハイライトされたビューの上、
左、右または下に配置し、既存のビューを反対側に移動します。

• 中央のドットが、ハイライトされたビューと同じ領域にビューをドロップし、下にそれらを切り
替えるためのタブを作成します。

• どこにビューをドロップすべきか分からない場合は、マウスをドロップアローの上に動かすだ
けで、図4-4のように、コントロールがドロップされる領域がハイライトされます。

図4-4 ビューをドロップする位置がハイライトされています
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4.2 ライブ画像ビュー

図4-5　一般的なライブ画像ビュー
ライブ画像ビューは、ビューの右側にあるボタンを使用して制御します (セクション4.2.1を参照)。

画像形成コントロール
コントロ
ール

説明

 
Play/Pause (再生/一時停止) - 記録した画像を再生/現在のライブ画像をフリーズしま
す。
Record (記録) - 現在の画像キャプチャのサーマル動画を記録します。記録は、現在の記録
設定の影響を受けます。記録した動画はデータベースに保存され、画像プレイバックビュー
で再生できます。
Continuous Recording (連続記録) - 設定で定義された制限時間に到達すると、記録
が連続的にループし、前の記録が削除されます。
Delete Recording (記録の削除) - データベースに最後に保存された記録を削除しま
す。  
Save Frame (フレームの保存) - 現在表示されているフレームを (画像の一時停止中)
、画像ファイル (PNG、JPGまたはBMP) またはExcelでの分析に適したCSVテキストファイ
ル、またはIMGX (Land Thermal Image) として保存します。 
Export Recording (記録をエクスポート) - 現在の記録 (記録が停止した後) を動画フ
ァイル (MP4またはAVI）、または別のマシンのIMAGEViewerまたはIMAGEProで開くこと
ができるLANDサーマル記録（ERFX）にエクスポートします。
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コントロ
ール

説明

Live Imager Settings (ライブイメージャー設定) ウィンドウでは、ニーズに合わせて
画像の表示と記録を調整することができます。
• Integrate imager frames (イメージャーフレームを結合) - この設定をアクティブ

にすると、表示されるフレームが時間と共に平均化されます。IMAGEProは、2、4、8、16、
または32フレームの平均化をサポートします。これは記録には影響せず、フレームの結合
を適用せずに画像が記録されます。 

• Recording time (記録時間) -記録する時間の長さと記録時に使用するフレームレー
トを設定します。サマリーボックスに、これらの設定を用いた各記録により消費されるハ
ードディスク容量が表示されます。  

 
[Advanced (詳細)] タブ
• トリガー記録 – トリガーが作動した時に記録を開始します。記録は、トリガーが非アクテ

ィブになるか、設定された記録時間が過ぎると停止します。トリガーについては、セクショ
ン?.?を参照してください。

• Pre-record (プレ記録)  –トリガーが作動した場合に、プレ記録をアクティブにする最
大10秒間の時間制限を設定します。プレイバック画像に、イベント発生前の10秒間の記
録が含まれます。

• Post-record (ポスト記録) – トリガーが作動した場合に、ポスト記録をアクティブにす
る最大10秒間の時間制限を設定します。プレイバック画像に、イベント発生後の10秒間
の記録が含まれます。

• Timed Acquisition (時限取得) – 一定の時間間隔でフレームを保存します。フレー
ムは、PNG、JPG、BMPまたはIMGX (Land熱画像) ファイルとして保存できます。

• Pause on acquisition (取得の中断) – 時限取得がアクティブな時に、選択した時
間間隔で、画像フィードを中断することができます。

 分析タブ
適用されるフレームと関心領域 (ROI) のライブ画像ディスプレイからの現在の読み取り値の分析
データ表を表示します。右上の  ボタンを使用して、列を表示または非表示にします。次の列を指
定できます。
•  データ - データソース (フレームまたはROI番号)
• Max (最高) - ソースの最高温度
• 平均 - ソースの平均温度
• 最低 - ソースの最低温度
• アラーム - 設定されたアラームのステータス
• 放射率 - ソースに使用されている現在の放射率
• 背景温度 - 使用する現在の背景温度。
列ヘッダーをクリックして、すべてのデータをその列で並べ替えます。 

 Export CSV (CSVにエクスポート) – このアイコンをクリックして、分析表をCSVファイル
にエクスポートします。 

 これにより、現在のシステムのテキスト区切り文字 (通常はコンマまたはセミコロン) を使用
して現在の分析データがエクスポートされます。

 パレットコントロール
パレットコントロールを使用して、熱画像を画面に表示する方法を変更できます。6つの異なるパレ
ットを使用できます。

ボタンをクリックしてすべてのパレットを表示し、好みのパレットをクリックしてアクティブにしま
す。 
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パレット範囲を設定するためのいくつかのオプションがあります。
• Continuous Auto Span (連続自動スパン) - このボタンをアクティブにすると、フレー

ム内の最低温度値と最高温度値に基づいてパレットが連続的に更新されます。
• Auto Span (自動スパン) - これを押すと、フレーム内の最低温度値と最高温度値に基づ

いてパレットが一度更新されます。
• Manual (手動) - 数値コントロールに入力するか、ボタンを上下に押して、パレットの最低

表示温度と最高表示温度を調整します。 
[パレットを反転]ボタンは、標準パレットからパレットの明るい表示と暗い表示を切り替えます。

 等温線パレット
等温線パレットエディタを使用して、現在のディスプレイのパレットを最大5つの温度範囲の特定の
色で上書きできます。範囲をアクティブにし、最高温度と最低温度を入力し、パレットのその領域を
上書きする色を選択します。変更はただちに画像に反映されます。 

 関心領域エディタ 
IMAGEProは、カメラごとに最大100の関心領域 (ROI) をサポートできます。
関心領域（ROI）を使用して、温度測定が重要となる、熱画像の特定の領域を分析できま
す。IMAGEProは、さまざまなタスクに適した、複数の異なるROIをサポートします。
• Point (ポイント) - 熱画像上の単一の測定ポイントの温度を示します。 
• Shape (形状) (線、長方形、楕円、フリーフォーム) - 選択した領域の平均・最高・最低温度

を計算します。 
• Profile Line (プロファイルライン) - プロファイルグラフに表示するために、線上の各ピク

セルの温度を計算します。詳細については、プロファイルライングラフを参照してください。
• Camera ROI (カメラのROI) - ARC カメラのみ.カメラにROIを追加します。
関心領域を追加するには、ROIエディターコントロールでROIのタイプを選択します。ライブ画像デ
ィスプレイで、ROIの開始点をクリックして選択します。形状ROIの場合は、形状を終了したい位置
でもう一度クリックします。フリーフォームおよびプロファイルラインの場合は、クリックして線上ま
たは図形内に次の点を挿入し、図形を終了したい位置でダブルクリックします。 
ROI形状は、[選択]ツール (マウスポインターボタン) をクリックし、ライブ画像ディスプレイで形状
を選択して編集することができます。ROIを拡大または縮小するには隅をドラッグし、形状を回転さ
せるには回転アイコンを使用します。 
ROIを選択して、[削除]ボタンを押すか、キーボードのDeleteキーを押すことでROIを削除するこ
とができます。 

ROI 設定 
[ROI設定]ウィンドウでは、ユーザーのニーズに合わせてROI表示を変更することができます。 
• Hide ROls from image display (画像ディスプレイでROlを非表示)- ライブ画像デ

ィスプレイでROIマーカーを非表示にします。ROIエディタが表示されると、ROIマーカーが
表示され、それらを編集することができます。 

 ROIマーカーを完全に非表示にするには、ROI編集ウィンドウを非表示にします。 
• Use ROI for background correction (背景補正にROIを使用) - 1つのROIを画

像の背景補正として使用できます。選択したROIの平均温度が使用されます。 
• ROI Line color (ROIラインの色) - 画面上のROIマーカーに使用する色を選択します。 
• Advanced tab (詳細) タブ - ROIの詳細設定 (下) を参照してください。 
• Alarms (アラーム) - 各ROIの高アラームと低アラームを設定し、それらがそのROIの最高

温度、平均温度、または最低温度でトリガーされるかどうかを設定することができます。 
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• Rate of Change (変化率) – 関心領域の変化率を計算する期間と、その計算に使用する
値 (最高温度、平均温度、または最低温度) を設定できます。ROIごとに、変化率の低アラー
ム値と高アラーム値を設定します。

ROIの詳細設定 
• Emissivity (放射率) - 放射率の温度計算に使用する放射率を変更します。カメラの放射

率設定を上書きします。
• Background Temperature (背景温度) - この関心領域に設定された背景温度を適

用します。カメラの背景温度設定を上書きします。参照ROIでは使用できません。
• Reference ROI (参照ROI) - 他の関心領域からの平均温度読み取りを使用します。背

景温度では使用できません。参照ROIはチェーン化することはできません (つまり、参照され
たROIは、別のROIへの参照を持つことはできません)。

• Show Min/Max (最低/最高温度を表示) - 関心領域の最低温度と最高温度のマーカー
を表示します。

• Show Temperature (温度を表示) – 動画ディスプレイ画面に重ねて表示する温度を
選択します。

 ズーム&回転コントロール 
Focus & Rotate (フォーカス&回転) メイン画像ウィンドウに表示されている熱画像部分がコ
ントロール ウィンドウに表示されます。 
ズームレベルは100%～800%の範囲で、NIR-B 2Kの場合のみ最大1600%となります。 
+/-ボタンを使用して、適切なズームレベルを選択します。

「ズーム」されている領域はメイン画像サムネイル上に四角で表示されます。ズームされている領
域をクリックしてドラッグすることで、画像の目的の領域を選択することが出来ます。 
16:9オプションを使用して、ワイドスクリーン画面に適した16:9のビューに切り替えることができ
ます。このビューに合わせるために、画面の上下がカットされます。ズームウィンドウを使用して、カ
メラの可視領域を変更します。
回転コントロールでは、以下の操作が可能です:
• 画像を反時計回りに90°回転させる
• 画像をX軸に対して水平方向に反転する
• 画像をY軸に対して垂直方向に反転する

 フォーカスコントロール
 Focus In (フォーカスイン) - イメージャーをフォーカスインします (フォーカスモーターの
付いたカメラのみ)。

 Focus Out (フォーカスアウト) - イメージャーをフォーカスアウトします。フォーカスモー
ター付きカメラのみ。 
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 最高温度と最低温度の表示
フレームの最高温度と最低温度を画面に表示します。最高温度は赤色の点滅するマーカーで示さ
れ、最低温度は青色の点滅するマーカーで示されます。

4.3 画像プレイヤービュー

1

2 3

4 5 6

キー
1 このファイルを再生します
2 この日付以前でフィルター処理します (

最も最近のファイルがリストの一番上
に表示されます)

3 日付フィルターを現在の日時にリセット
します

4 選択した記録を削除
5 記録のインポートとエクスポート
6  [Browse Recordings (記録の参

照)]ウィンドウを開きます

図 4-6  記録の参照
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4.3.1  記録ファイルブラウザ
画像プレーヤービューの他に、図4-7に示されるように、Recording File Browser (記録ファ
イルブラウザ)から画像ファイルにアクセスすることもできます。

図4-7　一般的な記録ファイルブラウザ画面
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4.3.2   プレイバックの設定
1) 画像プレイヤーにアクセスするには、画像プレイヤービューを開きます。
2) 図4-5に示す通りのPlayer (プレーヤー) コントロールバーが現れます。
プレイバックの設定は、デフォルトでは画像の記録で使用する設定になっていますが、要件に合わ
せて変更できます: これらの設定により、ファイルをプレイバックする際に使用する以下の値を調整
できます:
• 画像フレームを結合 - 結合するフレームの数を選択します 
• フレームレートを調整 
• 放射率を調節 
• フレーム背景温度を調整

 分析タブ
適用されるフレームと関心領域 (ROI) のライブ画像ディスプレイからの現在の読み取り値の分析
データ表を表示します。右上の  ボタンを使用して、列を表示または非表示にします。次の列を指
定できます。
•  データ - データソース (フレームまたはROI番号)
• Max (最高) - ソースの最高温度
• 平均 - ソースの平均温度
• 最低 - ソースの最低温度
• アラーム - 設定されたアラームのステータス
• 放射率 - ソースに使用されている現在の放射率
• 背景温度 - 使用する現在の背景温度。
列ヘッダーをクリックして、すべてのデータをその列で並べ替えます。 

 パレットコントロール
パレットコントロールを使用して、熱画像を画面に表示する方法を変更できます。6つの異なるパレ
ットを使用できます。

ボタンをクリックしてすべてのパレットを表示し、好みのパレットをクリックしてアクティブにしま
す。 
パレット範囲を設定するためのいくつかのオプションがあります。
• Continuous Auto Span (連続自動スパン) - このボタンをアクティブにすると、フレー

ム内の最低温度値と最高温度値に基づいてパレットが連続的に更新されます。
• Auto Span (自動スパン) - これを押すと、フレーム内の最低温度値と最高温度値に基づ

いてパレットが一度更新されます。
• Manual (手動) - 数値コントロールに入力するか、ボタンを上下に押して、パレットの最低

表示温度と最高表示温度を調整します。
[パレットを反転]ボタンは、標準パレットからパレットの明るい表示と暗い表示を切り替えます。 

等温線パレット
等温線パレットエディタを使用して、現在のディスプレイのパレットを最大5つの温度範囲の特定の
色で上書きできます。範囲をアクティブにし、最高温度と最低温度を入力し、パレットのその領域を
上書きする色を選択します。  Apply (適用)またはOKを選択した場合は、画像に変更が反映され
ます。 
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 関心領域エディタ 
関心領域（ROI）を使用して、温度測定が重要となる、熱画像の特定の領域を分析できま
す。IMAGEProは、さまざまなタスクに適した、複数の異なるROIをサポートします。
• Point (ポイント) - 熱画像上の単一の測定ポイントの温度を示します。
• Shape (形状) (線、長方形、楕円、フリーフォーム) - 選択した領域の平均・最高・最低温度

を計算します。
• Profile Line (プロファイルライン) - プロファイルグラフに表示するために、線上の各ピク

セルの温度を計算します。プロファイルライングラフの詳細については、セクション4.5を参照
してください。

関心領域を追加するには、ROIエディターコントロールでROIのタイプを選択します。ライブ画像デ
ィスプレイで、ROIの開始点をクリックして選択します。形状ROIの場合は、形状を終了したい位置
でもう一度クリックします。フリーフォームおよびプロファイルラインの場合は、クリックして線上ま
たは図形内に次の点を挿入し、図形を終了したい位置でダブルクリックします。 
ROI形状は、[選択]ツール (マウスポインターボタン) をクリックし、ライブ画像ディスプレイで形状
を選択して編集することができます。ROIを拡大または縮小するには隅をドラッグし、形状を回転さ
せるには回転アイコンを使用します。 
ROIを選択して、[削除]ボタンを押すか、キーボードのDeleteキーを押すことでROIを削除するこ
とができます。 

ROI 設定 
[ROI設定]ウィンドウでは、ユーザーのニーズに合わせてROI表示を変更することができます。 
• Hide ROls from image display (画像ディスプレイでROlを非表示)- ライブ画像デ

ィスプレイでROIマーカーを非表示にします。ROIエディタが表示されると、ROIマーカーが
表示され、それらを編集することができます。 

 ROIマーカーを完全に非表示にするには、ROI編集ウィンドウを非表示にします。 
• Use ROI for background correction (背景補正にROIを使用) - 1つのROIを画

像の背景補正として使用できます。選択したROIの平均温度が使用されます。 
• ROI Line color (ROIラインの色) - 画面上のROIマーカーに使用する色を選択します。 
• Advanced (詳細設定) タブ - 各ROIの特定の放射率で、フレーム放射率を上書きするこ

とができます。 
• Alarms (アラーム) - 各ROIの高アラームと低アラームを設定し、それらがそのROIの最高

温度、平均温度、または最低温度でトリガーされるかどうかを設定することができます。 

 ズーム&回転コントロール 
Focus & Rotate (フォーカス&回転) メイン画像ウィンドウに表示されている熱画像部分がコ
ントロール ウィンドウに表示されます。 
ズームレベルは100%～800%の範囲で、NIR-B 2Kの場合のみ最大1600%となります。
+/-ボタンを使用して、適切なズームレベルを選択します。

「ズーム」されている領域はメイン画像サムネイル上に四角で表示されます。ズームされている領
域をクリックしてドラッグすることで、画像の目的の領域を選択することが出来ます。 
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 ファイルの詳細
現在選択されているファイルの詳細を表示します。

 最高温度と最低温度の表示
フレームの最高温度と最低温度を画面に表示します。最高温度は赤色の点滅するマーカーで示さ
れ、最低温度は青色の点滅するマーカーで示されます。
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4.4 ヒストグラム
このヒストグラム (図4.8) には、特定の関心領域の温度範囲内のピクセルの合計数が棒グラフで
示されています。
1) ウィンドウの右上隅のドロップダウンセレクターを使用して、必要なカメラとヒストグラムの

表示に使用する関心領域を選択します。
2) 最高温度と最低温度を調整することで、グラフのY軸を調整しま

す。
3) クリックして  [Histogram Settings (ヒストグラム設定)]

ウィンドウを開きます。
 [Histogram Settings (ヒストグラム設定)] ウィンドウでは、

範囲マーカーの表示のオン/オフ、範囲の最高/最低温度や範囲表
示の色の調整などを行うことができます。

 Automatically scale (自動で縮尺設定)オプションにより、ヒ
ストグラムのY軸を自動的に縮尺設定できます。このオプションを
無効にすることで、最小値と最大値を選択して、Y軸の縮尺を指定
された値に固定することができます。

 範囲マーカーが選択した色でグラフに表示され、選択した温度範囲内のピクセルのパーセン
テージを示します (図4-8を参照)。このパーセンテージは、データソースとして利用できます。 

 詳細はデータソースを参照してください。

図4-8  自動スケーリングと範囲マーカーを備えた典型的なヒストグラム
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4.5 プロファイルライン
プロファイルライングラフ (図4-9) は、サーマルシーンのユーザー定義ラインに沿って温度を表示
します。ラインには複数の点 (角) を持たせることができ、また特定の関心のあるアイテム (ケーブ
ル配線/配管など) に沿って描くこともできます。プロファイルラインの作成の詳細については、ライ
ブ画像ビューのROIエディタのセクションを参照してください。.
プロファイルライングラフは、線に沿った温度のライブ表示を与えます。 
1) グラフの右側のデータソースプルダウンメニューを使用して、グラフに表示するプロファイル

ラインを選択します。異なるソースから複数のプロファイルラインを選択して、グラフに同時に
表示することができます。

 使用可能なデータソースとその使用方法の詳細については、データソースを参照してくださ
い。

2) プロファイルライングラフを一時停止して、表示されているデータをフリーズすることができ
ます。

3) 図4-9に示されるように、カーソルをグラフ上に移動して、線上の選択した点の温度値を表示
します。

4) データをCSV形式でエクスポートすることも可能です。これにより、オペレーティングシステム
で定義されている形式の区切り記号を使用して、データがカンマ区切りのファイルとしてエク
スポートされます。

図4-9 カーソル温度が表示された典型的なプロファイルライン
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4.5.1  プロファイルライン設定
1) プロファイルラインディスプレイで、設定ボタン をクリックします
2) Y軸には、最低温度または最高温度を設定する

か、Automatically scale (自動測定)を選択することができま
す。自動測定では、プロファイルラインに沿って測定された対応す
る温度に合うよう、上限と下限が調整されます。

3) X軸については、プロファイルライングラフ上に表示する5つの位置
マーカーを選択できます。グラフ上で位置マーカーを動かして、そ
のポイントのすべてのプロファイルラインの現在の温度を表示する
ことができます。ライブ画像ビューまたはプレイバックビューに、現
在位置マーカーが緑色のXとして表示されます。 

4.6 ゲージビュー
ゲージビュー (図 4-10) は、熱画像で利用可能なあらゆるデータソースの現在の値をグラフィック
表示します。高アラームと低アラームおよび、予測されるセットポイントを設定することができます。
温度計を横切る赤色と青色の線は、選択した期間中に記録された最高温度と最低温度の読み取
り値を示します。 

図4-10  一般的なゲージビュー
1) ゲージのコントロールにアクセスするには、ゲージの最下部にある [Settings (設定)] ボタ

ン  をクリックします。
 [Gauge Settings (ゲージの設定)] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには次の2

つのタブがあります: 表示とアラーム (図4-11参照)。
 [Gauge Setting (ゲージ設定)] で使用可能なオプションは以下の表で説明されています:
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図4-11  [Gauge Settings (ゲージ設定)] タブ

項目 説明

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
:

最高 ゲージバーに表示する最高温度
最低 ゲージバーに表示する最低温度
ゲージデータ ゲージのデータソース。 
ラベル ゲージの文字識別子。これはシステムから利用できるソースです。詳

細はデータソースを参照してください。最大10文字。
テキスト背景 ゲージラベルの背景色。
テキスト前景 ゲージラベルの文字色。
時刻 ゲージ期間 (分)。ゲージは、この期間中に到達した最高値を赤色

で、最低値を青色で表示します。
ポイントマーカー ユーザー定義の温度ポイント。ゲージ横の矢印として表示され、特

定の関心対象のプロセス制御セットポイントに対するグラフィック 
インジケーターを提供します。

ア
ラ
ー
ム

高アラーム その温度の値を超えるとゲージアラームが表示される値。ゲージは
赤になります。チェックボックスからアラームのアクティブ化/非アク
ティブ化を行うことが出来ます。

高警告 その温度の値を超えるとゲージ警告が表示される値。ゲージは黄色
になります。チェックボックスからアラームのアクティブ化/非アクティ
ブ化を行うことが出来ます。

低警告 その温度の値を下回るとゲージ警告が表示される値。ゲージは黄
色になります。チェックボックスからアラームのアクティブ化/非アク
ティブ化を行うことが出来ます。

低アラーム その温度の値を下回るとゲージアラームが表示される値。ゲージは
赤になります。チェックボックスからアラームのアクティブ化/非アク
ティブ化を行うことが出来ます。

2) ゲージ用のオプションを選択した後は、Gauge Settings (ゲージ設定) 画面を閉じてメイ
ンのLAND IMAGEPro ディスプレイに戻ります。
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4.7 傾向グラフ

図4-12  ログ記録されたデータを示す傾向グラフ
傾向グラフは時間に対してプロットされた温度測定値のグラフを表示します。全データ または ロ
グ記録済データ （データロギングが設定されている場合）を選択できます。全データ 画面にはイメ
ージャーからのすべてのライブ温度情報が表示されます。ログ記録済データ 画面はロギング用に
選択されたライブデータのみを表示します。
分析 ポップアウトペインは、グラフの下にあり、矢印をクリックして表示します。このペインは傾向
グラフの測定値のサマリーを表示します。
データロギングを設定している場合は、ログ記録済データ グラフを使用してこのデータを表示で
きます。ログ記録済データ表は、データロギングの一時停止後にのみ表示できることにご注意くだ
さい。
データロギング設定の詳細については、このユーザーガイドのセクション6を参照してください。
1) ライブロギングデータを表示するには、 ボタンを押します。
 取得した温度読取値を即座に表示するために傾向グラフが更新されますが、ログに記録さ

れたデータは傾向グラフの右側のデータペインには表示されません。
2) ライブロギングを一時停止するには、 ボタンを押します。
 図4-12に示されるように、傾向グラフがフリーズされ、データペインが更新されてログ記録

されたデータが表示されます。
3) 一時停止時は、表示したい時間および日付範囲を指定できます。From および To フィール

ドにある小さなカレンダーアイコンをクリックして必要な日時範囲を選択し、次に閉じるをク
リックします。

 Export CSV (CSVにエクスポート) – この
アイコンをクリックして、分析表をCSVファイ
ルにエクスポートします。 

 これにより、オペレーティングシステムの形式
の区切り文字を使用して、現在の分析データ
がエクスポートされます。
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4.7.1 傾向グラフのカスタマイズ
1) 傾向グラフ表示で、設定 ボタン を押します 

[傾向の設定]ダイアログが表示されます。
2) 必要があれば、X 軸の 表示期間 を変更できます（時

間フォーマット H:MM:SS）。
3) さらに、Y軸を自動的に測定して測定した温度範囲を

網羅するか、またはY軸の 最低 および 最高 温度を
指定できます。

4)  傾向グラフで表示したいデータソースを選択します。
数値で表されるデータソースはすべて傾向グラフで
表示することができます。詳細はデータソースを参照
してください。

4.7.2 ズームとパン
マウスを使用してグラフ表示の周囲をズームまたはパンで
きます。
現在のライブ読取値に戻るには、 ボタンを押します。
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4.8  ライブグリッドビュー
ライブグリッド (図4-13) により、複数のデータソースを選択し、それらの現在の値を表形式で表示
することができます。 
 

図4-13  ライブグリッドビュー
ビューの右下隅の設定アイコンをクリックして、表示したいデータソースを選択します。
使用可能なデータソースの詳細については、データソースを参照してください。
ライブグリッドビュー上のデータは、2通りの方法で並べ替えることができます：
• 並べ変え。データを並べ替えるには、列のヘッダーを

クリックします。どの方法で列の並べ替えが適用され
たかを示す矢印が表示されます。逆向きに並べ替える
には、列のヘッダーをもう一度クリックします。

• グループ化列ヘッダーをクリックしたまま、表の一番
上のグループ領域にドラッグすることで、データを列ご
とにグループ化することができます。これは複数のカメ
ラを使用し、同じデータフィールドを同時に表示した
い場合などに便利です。
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4.9   シンプルな値ビュー
Simple Value View (シンプルな値ビュー) は、画面上の大きなテキストとして、データソース値を
表示します (図4-14)。
使用可能なデータソースの詳細については、データソースを参照してください。

図4-14 シンプルな値ビュー
必要なデータソースを選択するために、画面右下の設定アイ
コンをクリックして設定メニューにアクセスします。
「…」拡張を使用して必要なデータソースを選択します。
選択した後、値の上に表示するタイトルラベルを入力するこ
ともできます。
データソースに、関連付けられたアラーム値設定 (カメラフ
レームアラームやROIアラームなど) がある場合は、アラー
ムがトリガーされると、これがコントロールに表示されます。
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4.10 IOモジュールビュー
I/Oモジュールを接続して設定する詳しい方法については、Communications (通信) > I/O 
Management (I/O管理) を参照してください。
図4-15に示されるように、接続されているモジュールのグラフィック表示がI/Oモジュール画面に
表示されます。
Beckhoff CX9001 IO Processorが設定されている場合は、IOModules画面に、付属のすべて
のサブモジュールが含まれた、CX9001のグラフィックが表示されます。
CX9001は複数の「パートナー」で動作するよう設定できるため、CX9001に取り付けられたすべ
てのIOをIMAGEProで利用できない可能性があります。
IMAGEProで利用可能なIOが、対応するピン番号と共に表示されます。
ImageProで利用できないIOは、IOピン番号の代わりに「x｣で表示されます。

図4-15 IOモジュールビュー
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4.11 カスタムビューの管理
IMAGEProは、[Views (ビュー)] メニューを通じて、各タイプのビューの1つを標準として (また各
カメラごとに1つのライブ画像) を提供します。場合によっては、分析を助けるため、または複数のモ
ニターに同じカメラフィードを表示するために、複数のビューを作成する必要があります。カスタム
ビューを作成することでこれを行うことができます。
カスタムビューは、以下に移動して管理します： 
Views (ビュー) > Custom (カスタム) > Manage Custom Views (カスタムビューの管
理)。

図4-16 カスタムビューの管理
1) 作成したいビューを選択し、[Add (追加)]ボタンをクリックします。 
2) ビューに名前を付け、必要に応じてビューに関連付け

たいデバイスを選択し、OKボタンを押します。
3) ウィンドウの右側の[設定済みのビュー]セクションに

新しいビューが表示されます。
4) 希望するカスタムビューを作成するために、これを必

要に応じて何度でも繰り返します。
5) 作成したビューを編集するには、まず [設定したビュ

ー] リストから編集するビューを選択し、次に [編集] 
アイコン をクリックします。 

 これにより、ビューおよびそれに関連付けられたデバイスの名前を変更することができます。
6) 作成したビューを削除するには、まず [設定したビュー] リストから削除するビューを選択し、

次に [削除] アイコン をクリックします。
 これで、利用可能なカスタムビューからビューが削除されます。
 カスタムビューの作成が完了すると、それらが[ビュー]メニューの[カスタム]セクションの下

に表示されます。

セクションの終了
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データソースとトリガー
5

5.1 データソース
ユーザーにとって役立つ、IMAGEProが処理するデータはすべてデータソースとして公開されます。
データソースは、イメージャー、ビュー、または内部プロセスの出力など、システム内のあらゆる部
分に由来します。データソースは、以下のフォーマットを用いて公開されます：Source_Field。
• Source (ソース) はデータの発信元を表します。例えば、サーマルイメージャー名などです。
• Field (フィールド)は、公開されるデータフィールドを表します。例：フレームの最高温度。
 
たとえば、「NIR1」と名付けられたサーマルイメージャーからの、フレームの最高温度を示すデータ
ソースは、「NIR1_FrameMax」として公開されます。
 
データソースは、使用する場所に応じてフィルター処理されます。例えば、トレンドビューは数値ソ
ースしか扱うことができないため、通信セクション内で利用可能なデータソースは、トレンドビュー
で利用できるデータソースとは異なります。次の表に、IMAGEProで利用可能な、最もよく使用され
るデータソースを示します。
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サーマルイメージャーソース
これらのソースは、接続されたサーマルイメージャーにより作成されます。ソースは接続されている
サーマルイメージャーとその利用可能な機能 (例えば、イメージャーが先端温度熱電対を備えてい
るかどうかなど) により異なります。
フィールド名 データタイプ 説明
AmbientHighAlarm ブール 周囲温度が高周囲温度アラーム値よりも高い

場合にTrue
AmbientHighWarning ブール 周囲温度が高周囲温度警告値よりも高い場

合にTrue
AmbientLowAlarm ブール 周囲温度が低周囲温度アラーム値よりも低い

場合にTrue
AmbientLowWarning ブール 周囲温度が低周囲温度警告値よりも低い場

合にTrue
BackgroundTemperature Double 現在設定されている背景温度
CameraTemperature Double 現在のカメラ温度 - 周囲温度アラームに使

用します。
CapturedFrameRate Float（フロー

ト）
現在カメラから受信中のフレームレート

放射率 Double カメラ上で設定された放射率。
FrameAboveThreshold Double これを超えた場合に温度を分析する、現

在の高温しきい値が報告されなくなりま
す。IsFrameAboveThresholdEnabledを
参照。

FrameBelowThreshold Double これを下回った場合に温度を分析する、現在
の低温しきい値が報告されなくなります。See 
IsFrameBelowThresholdEnabledを参
照。

FrameHighAlarm ブール フレーム内の最高温度が高アラーム設定より
も高い場合にTrue。

FrameHighWarning ブール フレーム内の最高温度が高警告設定よりも高
い場合にTrue。

FrameLowAlarm ブール フレーム内の最低温度が低アラーム設定より
も低い場合にTrue。

FrameLowWarning ブール フレーム内の最高温度が低警告設定よりも低
い場合にTrue。

フレーム最大 Double ライブ画像フレーム内の現在の最高温度。
フレーム平均 Double ライブ画像フレーム内の現在の平均温度。
フレーム最小 Double ライブ画像フレーム内の現在の最低温度。
FrameRocValue Double 記録された現在の変化率。
FrameOverRangeValue Double フレーム内の最高温度が

FrameAboveThresholdよりも高い場合に
報告する値。

FrameUnderRangeValue Double フレーム内の最高温度が
FrameBelowThresholdよりも低い場合に
報告する値

FrameRate Float（フロー
ト）

カメラに設定されたフレームレート（ネットワ
ークの問題またはコンピュータの処理能力の
ために、CapturedFrameRateとの誤差が生
じる場合があります）。
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フィールド名 データタイプ 説明
FrameRocHighAlarm ブール 現在の変化率がROC高アラーム設定よりも

高い場合にTrue
FrameRocLowAlarm ブール 現在の変化率がROC低アラーム設定よりも

低い場合にTrue
IsConnected ブール カメラが現在接続されている場合はTrue。
IsFrameAboveThresholdEnabled ブール フレームの高温しきい値制限をアクティブま

たは非アクティブにします。アクティブな場合
は、分析温度がFrameAboveThresholdに
より制限されます。これよりも高い値に設定さ
れたアラームはトリガーされません。

IsFrameBelowThresholdEnabled ブール フレームの低温しきい値制限をアクティブま
たは非アクティブにします。アクティブな場合
は、分析温度がFrameBelowThresholdに
より制限されます。これよりも低い値に設定さ
れたアラームはトリガーされません。

IsRecording ブール このカメラからの記録の場合はTrueリモート
でアクティブな記録に設定できます。設定変更
については、Signal Recording (信号記録) 
を参照してください。

PCROIXBackgroundTemperature Double 関心領域Xに対して現在設定されている背景
温度。

PCROIXEmissivity Double 関心領域Xで設定された放射率値。
PCROIXMax Double 関心領域Xにおける現在の最高温度。
PCROIXMean Double 関心領域Xにおける現在の平均温度。
PCROIXMin Double 関心領域Xにおける現在の最低温度。
PCROIXRocValue Double 関心領域の現在の変化率。
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ビューソース
ビューがアクティブな時は、これらのソースがシステムに追加され、ビューが閉じられる (非アクテ
ィブになる) までシステム内に留まります。
表示 フィールド名 データタイプ 説明
IOマネージャー Watchdog Timer ブール システムがまだアクティブか

どうかを外部通信システム
が認識できるよう、繰り返し
信号を送信します。

ヒストグラム RangePercentage Double ヒストグラムビューで定義さ
れた、選択された範囲内の
ヒストグラムの値のパーセン
テージ。

画像プレイヤー フレーム最大 Double プレイバック画像フレーム内
の現在の最高温度。

フレーム平均 Double プレイバック画像フレーム内
の現在の平均温度。

フレーム最小 Double プレイバック画像フレーム内
の現在の最低温度。

PCROIXBackgroundTemperature Double 関心領域Xのプレイバックに
おける現在の背景温度。

PCROIXEmissivity Double 関心領域Xのプレイバックに
おける現在の放射率。

PCROIXHighAlarm ブール 関心領域Xにおける最高温
度が現在の高アラーム設定
よりも高い場合にTrue。

PCROIXHighWarning ブール 関心領域Xにおける最高温
度が現在の高警告設定より
も高い場合にTrue。

フィールド名 データタイプ 説明
ThermocoupleStatus Int32 ボアスコープカメラの熱電対のステータス：

0 – OK
1 – 警告
2 – アラーム
3 – 失敗
4 – 熱電対なし

ThermocoupleTemperature Double 熱電対の先端の温度（NIR 3XRのみ）
WindowTransmission Double カメラ上で設定されたウィンドウ伝送。
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表示 フィールド名 データタイプ 説明
PCROIXLowAlarm ブール 関心領域Xにおける最低温

度が現在の低アラーム設定
よりも高い場合にTrue。

PCROIXLowWarning ブール 関心領域Xにおける最低温
度が現在の低警告設定より
も高い場合にTrue。

PCROIXMax Double 関心領域Xのプレイバックに
おける現在の最高温度。

PCROIXMean Double 関心領域Xのプレイバックに
おける現在の平均温度。

PCROIXMin Double 関心領域Xのプレイバックに
おける現在の最低温度。

トリガーソース
これらのソースは、作成されたトリガーにより作成されます。
フィールド名 データタイプ 説明
ステータス ブール トリガーの現在のステータス。トリガーが現

在アクティブな場合はTrue、トリガーがアク
ティブでない場合はFalse。

5.2 トリガー
トリガーは、条件が満たされると「トリガーされる」イベントとみなすことができます。たとえば、サ
ーマルイメージャーで読み取られた最高温度が1500℃を超えた場合に記録をトリガーしたいかも
しれません。
トリガーを使用して、関心のある一連の条件に応じてデータソースをフィルター処理し、それらのイ
ベントに対応するよう、記録、データロギングおよび出力モジュールを設定することができます。
トリガーは、既存のトリガーとそれらの説明がリストアップされた [Trigger Management (ト
リガー管理)] ウィンドウで管理します。トリガー管理ウィンドウには、次のようにアクセスします：
データ > トリガー
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図5-1　トリガー管理ウィンドウ
IMAGEProでは2つのタイプのトリガーを使用できます。

5.2.1  条件付きトリガー
このトリガーは、定義された条件が満たされた場合に作動
します条件付きトリガーを作成するには、[新しい条件付きト
リガー] ボタンをクリックします。
トリガーに一意の名前を付け、トリガーのデーターソースを
設定します。これは、それに対して条件が作用する値です。次
に、この値がイベントをトリガーする条件を定義する必要が
あります。以下のオプションから選択できます：
• Higher than (上限) – データソースの値が指定され

た値よりも大きい場合にトリガーします。
• Lower than (下限) – データソースの値が指定され

た値よりも小さい場合にトリガーします。
• In between (範囲内) – データソースの値が指定さ

れた値の範囲内の場合にトリガーします。
• Outside of (範囲外) – データソースの値が指定され

た値の範囲外の場合にトリガーします。
• Changed (変更) – データソースの値が変更された場合にトリガーします。
さらに、トリガーが作動する前に、この条件がTrueでなければならない時間の長さも設定できま
す。これは、たとえば、スパークやその他のFalseアラームが含まれるプロセスがある場合に役立ち
ます。条件が満たされた場合にトリガーを直ちに作動させるには、期間を0に設定します。
最後に、トリガーが作動するまでの待機時間も設定できます。これは、たとえば、長いプロセスがあ
り、最初ではなく、プロセスの途中でデータを記録またはログ記録したい場合に便利です。
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5.2.2  ROIパーセンテージトリガー
ROIパーセンテージトリガーは、関心領域に固有のもので、
領域内の値の特定のパーセンテージが定義された条件を
満たした場合に作動します。条件は、条件付きトリガーの場
合と同じですが、データソースを指定する代わりに、特定の
ROIに制限されます。さらに、トリガーが作動するために条
件を満たす必要がある、ROI内のピクセルのパーセンテー
ジも定義する必要があります。

5.3 トリガーの使用
これで必要なトリガーが定義されました。これらに合わせてシステムを設定できます。トリガー入力
を受け入れる機能は次の通りです：
• 背景記録
• データロギング
• 通信
詳細はこれらのセクションをご覧ください。



Viewer & AnalysisソフトウェアIMAGEPro

DATA LOGGING 
（データロギング）

6

キー
1 再生ボタン – すべての設定のデータロギングを再開します。
2 一時停止ボタン – データロギングをすべて一時停止します。
3 ロギングステータス – 赤い円はロギングが進行中であることを示します。回転する円は、ロ

ギングを開始する前にロギング条件が満たされるまでシステムが待機していることを示しま
す。一時停止アイコンは、ユーザーがデータロギングを一時停止したことを示します。

4 設定の再生/一時停止ボタン – この特定のデータロギング設定のロギングを一時停止また
は再開します。

5 編集ボタン – この設定を編集します。
6 削除ボタン – この設定を削除します。

図6-1　一般的なデータロギングの設定画面

ユーザーガイド6 ～ 0
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IMAGEProではデータロギングの2通りの方法があります。

6.1 データロギングのトリガー
トリガーデータロギングを使用して、トリガーがアクティブな場合にデータ値をログ記録できます。
トリガーの設定に関する詳細は、トリガーのセクションを参照してください。
[新しいトリガーロギングの設定]ボタンをクリックして、新しいトリガーロギングを作成します。

図6-2　トリガーロギングの設定 

1) トリガーがアクティブなときにログに記録するデータソースを選択します。データソースに関
する詳細については、データソースのセクションを参照してください。

2) 使用するトリガーを選択します。トリガーが作動すると、データロギングが開始し、トリガーが
解除されると停止します。

3) データをログ記録する頻度を選択します。.これは、トリガーがアクティブな時に、選択した値
がログ記録される頻度です。

4) データの保管場所を選択します。データは、システムのデータベースに記録するか、ファイル
に直接記録することができます。ファイルに記録する場合は、ファイルを保存するフォルダを
指定する必要があります
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6.2 連続データロギング
連続データロギングを使用して、指定された時間枠で、データ値を連続的にログ記録できます。
[新しい連続ロギングの設定]ボタンをクリックして、新しい連続ロギングを作成します。

図6-3　連続データ・ロギング設定 

1) トリガーがアクティブなときにログに記録するデータソースを選択します。データソースに関
する詳細については、データソースのセクションを参照してください。

2) ロギングをアクティブにする記録時間を選択します。24時間連続でログを記録するには、開
始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定します。期間が指定されている場合、データロギングは
指定された開始時刻に開始し、指定された停止時刻に停止します。

3) データをログ記録する頻度を選択します。.これは、選択した値がアクティブな期間内にログ
記録される頻度です。

4) データの保管場所を選択します。データは、システムのデータベースに記録するか、ファイル
に直接記録することができます。ファイルに記録する場合は、ファイルを保存するフォルダを
指定する必要があります
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6.3 データエクスポート
データはデータエクスポートウィザードを使用して、データベースからエクスポートすることができ
ます。 
メニューの データ > データエクスポート を選択することでウィザードを開始できます。
データのエクスポート方法。
1) エクスポートしたいデータの期間を選択します。
2) エクスポートするデータフィールドを選択します。データを見つけやすくするように、列をソー

トし、グループ化することも可能です。全文検索にも対応しています。データベースに存在す
るデータのみが表示されます。

3) データをエクスポートするときの出力するファイル形式と使用する区切り記号を選択します。
4) データの出力先を選択し、すべてのデータを一つのファイルに出力するか、毎日異なるファイ

ルをエクスポートするかを選択します。
5) エクスポートを開始するには、エクスポート内容を確認し、次へを押します。ウィザードは現

在のエクスポートの進行状況を表示します。
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背景記録
7

背景記録機能にアクセスするには：
データ > 背景記録メニューオプションを選択します。 
[Recording Management (記録管理)]ウィンドウが開き、連続的に実行される記録を設定お
よびモニタリングできます。3種類の背景記録がサポートされています：
• 連続記録
• トリガー記録
• 信号記録

• 連続記録
設定されたフレームレートで連続的に記録します。
• デバイス名 – 記録に使用するカメラ。
• 開始時刻 – 記録を開始する時刻システム起動

時にこの時間が経過すると、直ちに記録が開始し
ます。

• 終了時刻 – 記録を終了する時刻。
• 記録速度 – 各フレームを記録する速度。フレー

ム/秒と時間/フレームの両方で表すことができま
す。

ユーザーガイド7 ～ 0
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7.2 トリガー記録
イベントが発生すると、トリガー記録が開始します。
• デバイス名 – 記録に使用するカメラ。
• Trigger (トリガー) – 記録を作動させるため

に使用するトリガー詳細については、トリガーの
セクションを参照してください。

• Recording Mode (記録モード) – 動画
を (ERFXとして) 記録するか、単一フレームを 
(IMGXとして) 記録するかを選択します。

• Stop Recording (記録の停止) – トリガー
条件が満たされなくなるか、記録開始から一定
時間が経過した場合に停止します。

詳細設定
• Recording Delay (記録遅延) – 一定時間

が経過してから記録を開始します。
• プレ記録時間 – イベント発生前に最大10秒間

記録することができます。
• ポスト記録時間 – トリガー条件が満たされなく

なった後、設定された時間、記録を継続します。
• 記録速度 – 各フレームを記録する速度。フレー

ム/秒と時間/フレームの両方で表すことができ
ます。

7.3 信号記録
接続された各カメラごとに、新しい信号記録設定が作成されます。信号設定は、通信用プラットフ
ォームを通じて、関連するカメラのIsRecordingタグをアクティブ化することにより、トリガーされ
ます。これがトリガーされると、記録が開始します。信号記録設定は、システムから自動的に作成さ
れ、削除されます。
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7.4 記録の管理
記録管理画面 (図7-1) に、背景記録の現在のステータスがすべて表示され、背景記録設定を作
成、編集、および削除することができます。

セクションの終了

1 2 3 4

5

6

7

8 9

10

11

キー
1 すべて再生ボタン – すべての設定の記録を再開します。
2 すべて一時停止ボタン – 背景記録をすべて一時停止します。
3 新しいトリガー記録設定 
4 新しい連続記録設定
5 記録の中断
6 この記録を続ける
7 これらの設定を編集する
8 現在記録中
9 記録の説明
10 この設定を削除する
11 記録条件が満たされるのを待っています。
12 この記録を中断する

図7-1　一般的な記録管理画面

12
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8
通信

8.1 Modbus TCP
Modbus TCPは、TCP上で構築された標準化されたプロトコルで、データ通信に広く使用されてい
ます。 
詳細については、http://www.modbus.org/をご覧ください。

8.1.1  クライアント/サーバー
Modbusの仕様では、2つのデバイス間の通信を確立するために、一方のデバイスをクライアント、
他方のデバイスをサーバーにする必要があります。ほとんどの場合、この配置ではIMAGEProがサ
ーバーとして機能しますが、場合によってはクライアントとして機能させる必要があります。この設
定はConfiguration (設定) > Communications (通信) > Modbus (モジュール)で変
更できます。
クライアントモードを選択する場合は、接続するModbusサーバー
のリモートIPアドレスを入力するよう求められます。
Modbus通信は、すべて502ポートで行われます。

8.1.2  データペアリング
1) Modbusを通じて入力または出力用のデータを設定するに

は、まず [Data Pairs (データペア)] ウィンドウを開きます (Configuration (設定) > 
Communications (通信) > Data Pairs (データペア))。

 裏面の図8-1を参照してください。
2) 最初に、入力または出力したいIMAGEProデータを選択します。データソースが読み取り専

用の場合は、出力オプションのみが利用できます。 
3) データソースを選択した後、Modbusレジスタを選択してデータペアをマッピングし、 ボタ

ンを押してペアリングを登録します。
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図8-1 一般的なデータペアウィンドウ
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8.2 I/O管理

8.2.1  サポートされるI/Oモジュール
IOマネージャーがサポートするIOモジュールは次の通りです：
• MOXA ioLogik E1214 - 6リレー出力 / 6デジタル入力
• MOXA ioLogik E1240 - 8アナログ入力 (ハードウェアのリンクを通じて0～10 Vまたは4

～20 A) 
• MOXA ioLogik E1241 - 4アナログ出力 (ソフトウェア設定を通じて、0～10 Vまたは4

～20 mA)
• 以下のIOモジュールを使用する、Beckhoff CX9001 IOプロセッサ：

• EL3112 - 2 アナログ入力 (ソフトウェア設定を通じて、0～20 mAまたは4～20 mA)
• EL4014 - 4 アナログ出力 (ソフトウェア設定を通じて、0～20 mAまたは4～20 mA)
• EL1004 - 4 デジタル入力
• EL2624 - 4リレー出力

注記

IMAGEProソフトウェアは、Beckhoff CX900またはCX8090 IOプロセッサのどちらで
も使用できます。このユーザーガイドでは、CX9001に関する項目はすべてCX8090にも
適用されます。

上記のモジュールの任意の組み合わせを含む、合計16のモジュールを追加できます。注記: 
Beckhoff CX9001は8つのモジュールに相当します。
MOXA ioLogikモジュールの詳細については、各MOXAユニットに付属しているユーザーマニュア
ルを参照してください。

8.2.2  I/Oモジュールを追加
1) [Configuration (設定)] メニューから[Communication (通信)]を選択し、次に[I/O 

Modules (I/Oモジュール)]を選択します。
 使用するシステム上で検出されたすべてのモジュールが、図8-2のように、I/O Modules 

(I/Oモジュール)画面に表示されます。

図8-2  I/Oモジュールの追加
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図8-3  追加されたI/Oモジュールのリスト

8.2.3  ペアの設定
モジュールの設定が完了したら、温度測定システムのデータソースを、モジュールの入力または出
力に割り当てることができます。これを「ペアの設定」と呼びます。 
1) [Configure Pairs (ペアの設定)]ボタンをクリックします。
 図8-4に示されるように、[Configure Pairs (ペアの設定)]画面にAvailable Data 

Sources (利用可能なデータソース)とAvailable Inputs/Outputs (利用可能な入
出力) のリストが表示されます。

 典型的なシステムでは、データサーバー通信と状態監視タイマーをモニターする出力がある
と便利です。状態監視タイマーは、システムが正常に機能していることを確認するために、ユ
ーザー定義された間隔で送信される信号です。状態監視タイマーが失われた場合は、システ
ムに問題がある可能性があります。

2) 個々のモジュールを追加するには、リスト内の必要なモジュールをクリックし、次にAdd (追
加) ボタンをクリックしてそれを追加します。

3) 例えば、モジュールがDINレールに取り付けられている順序を反映させるために、リスト内の
モジュールの順序を変更することができます。モジュールをクリックし、[Move Up (上に移
動)] または [Move Down (下に移動)] ボタンを使用してモジュールを必要な順序に並
べ替えます。

 Remove (削除)ボタンを使用して、モジュールを選択し、それらをリストから削除できます。
複数のモジュールを選択して削除できます。

 必要なモジュールがリストにない場合は、 [Add New...(新しい...を追加)] ボタンを使用
して、必要なモジュールの詳細を入力します。

4)  必要なモジュールをすべてリストアップし終えたら、[OK]をクリックします。
 図8-3に示されるように、接続されているモジュールのリストがI/Oモジュール画面に表示さ

れます。
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図8-4  ペアの設定
2) 利用可能なデータソースのリストで、Watchdog Timer (状態監視タイマー)オプションを

クリックしてハイライトします。 
 利用可能な入力/出力のリストが展開され、ハイライトされたデータソースとペアリングでき

る、対応する利用可能なデジタル出力が表示されます。
3) 必要な出力をクリックしてハイライトします。 例：E1214-1 D0 0。
 新しいペアリングの詳細が表示されます。
4) このペアリングが正しいことを確認した後、 [Add Pair (ペアを追加)]ボタンを押します。
 Existing Pairings (既存のペアリング)リストに新しいペアリングが追加されます。
5) ステップ2～4を繰り返して、出力E1214-1 D0 1のData Server Comms Loss (デ

ータサーバー通信喪失)オプションのペアリングを作成します。
6)  上記のペアリングを設定し終えたら、[OK]をクリックします。



Viewer & Analysisソフトウェア

ユーザーガイド

IMAGEPro

8 - 6

8.3 動画ストリーミング
IMAGEProは、イーサネットネットワーク上の接続されたカメラから、動画ストリームとして、ライブ
画像をストリーミングすることができます。
1台のカメラのみから動画をストリームできます。 
ストリームは、RTMPストリーム内で、h.264で符号化された動画を提供します。これは多くの動画
プレイバックアプリケーションでサポートされている標準形式です。
この動画ストリームには、パレットかされた画像のみが含まれ、熱データは送信されません。これは
つまり、データの画像表示に過ぎず、温度の解決には使用できないことを意味します。
IMAGEProは動画ストリーミング用のサーバーとして機能します。IMAGEProを実行するコンピュ
ータにクライアントソフトウェアを接続する必要があります。
動画ストリーミングをアクティブにし、設定するために、Configuration (設定) > 
Communication (通信) > Video Streaming (動画ストリーミング) で [Video Streaming 
Settings (動画ストリーミング設定)] ウィンドウを開きます。

図8-6のような動画ストリーム設定画面が表示されます。

図8-6  [動画ストリーム設定]画面
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[Video Stream Settings (動画ストリーム設定)]ウィンドウで使用可能なオプションを次の
表に示します。

オプション 説明
ストリーミングをアクテ
ィブ化する

動画ストリーミングシステムをアクティブにするには、このボックスにチェック
を入れます。

ストリームソース ドロップダウンリストを使用して、動画ストリーミング用の画像を提供するサ
ーマルイメージャーを選択します。

フレームレート これは、動画ストリームが新しい画像に更新される速度です。これはカメラの
フレームレートとは独立です。この値がカメラのフレームレートよりも高く設
定されている場合は、補正するために、動画に重複フレームが挿入されます。

最小スケール / 最大ス
ケール

これらの値は、これを上回った場合にパレットがスケーリングされる温度範
囲を定義します。希望する方法で出力画像が表示されるよう、適切な値を選
択します。これも、IMAGEPro内のあらゆるカメラビューから独立です。

Paletta（パレット） 熱画像の色付けに使用する配色を選択します。
プッシュストリーム / 
RTMP クライアント

非常に稀なストリーム設定にのみ使用します。通常の使用では、プッシュスト
リームオプションが選択されていないことを確認してください。RTMPプロト
コルについて理解し、かつこの機能が必要な場合にのみ使用してください。

設定が完了したら、IMAGEProを稼働中のPCのIPアドレスを使用してクライアントを接続すること
ができます。このIPアドレスをストリームの受信に使用するクライアントソフトウェアに入力します。
例えば、IMAGEPro PCがIPアドレス192.168.1.22にある場合は、クライアントソフトウェア
で、「rtmp://192.168.1.22」と入力します。クライアントにポート番号が必要な場合があり
ます。RTMPストリームの標準ポート番号は1935です。この例では次のように表示されます：
「rtmp://192.168.1.22:1935」。
キャンセルされると、IMAGEProは、クライアントに動画をストリームします。使用するクライアント
ソフトウェアとネットワークインフラによっては、IMAGEProで表示されるものとクライアントサーバ
ーが受信するものにタイムラグが生じる場合があります。
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これらの機能は、IMAGEPro-Glass ライセンスがある場合にのみアクティブです。標準
IMAGEProライセンスからのアップグレードが必要な場合は、最寄のAMETEK Land販売代
理店にお問い合わせください。
IMAGEProのGlass拡張パッケージは、ガラス炉内のバッチ原料のレベルを監視および追跡し、炉
内の指定された領域でレベルを超えた場合にアラームをトリガーするための追加機能を提供しま
す。

9.1 炉の構成
[Furnace Configuration (炉の設定)]ウィンドウ (図9-1) には、Configuration (設定)メ
ニューからアクセスできます。Glass拡張パッケージのその他の炉を使用する前に、炉を正しく設定
する必要があります。

図9-1　一般的な炉の設定（炉）画面

ユーザーガイド9 ～ 0
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9.1.1  カメラの設定
まず、使用するカメラフィードを選択します。使用できるのは1台のカメラのみです。画面上に炉とバ
ッチがはっきりと見えるように、カメラを配置する必要があります。
炉を最良のアングルで表示するために、必要に応じてカメラを回転させます。

9.1.2  ガラス領域
この領域は緑色の線で描かれます。ガラス領域の隅をドラッグして、炉の床をできる限り近くにマー
クします (図9-1を参照)。これはソフトウェアがバッチを検出するために使用する領域です。緑色の
線の外側の領域は、バッチ検出の際に無視されます。正しく設定し終えたら、炉のその他の部分を
設定しやすくするために、ガラス領域を非表示にすることができます。非表示の場合も領域は適用
されます。

9.1.3  隅を除外する
必要に応じて隅の除外を適用します。炉の下隅にバッチ分析から除外すべき領域があり、これらは
青色の線で示されます。これは、例えば、バッチ分析の読み取りに影響を及ぼす恐れのある、蓄積や
レンズ効果がある場合に使用します。ガラス領域内の不要なアーティファクトが除外されるように、
ラインを設定します。

9.1.4  火炎検出
炉が酸素燃焼であるか、火炎がカメラから見えない場合は、Continuous (連続)を選択します。
システムの性能で許容される最大限の頻度でバッチ分析が連続的に更新されます (通常は1秒間
に約10回)。
火炎が左右に切り替わる再生炉の場合は、Alternating (交互)を選択します。バッチ分析は、シ
ステムが火炎の消失を検出した場合にのみ更新されます。炎が消えている間、システムの性能で許
容される最大限の頻度でバッチ分析が連続的に更新されます (通常は1秒間に約10回)。
火炎しきい値温度を火炎燃焼中の予想される最低温度しきい値に設定します。火炎領域内で記録
された、この値を上回る温度は、すべて火炎として認識されます。
左側の火炎ボックスが炉の左側で生成される火炎の領域を網羅し、右側の火炎ボックスが炉の右
側で生成される火炎の領域を網羅するように、火炎領域をマークする赤色のボックスを調整しま
す。これらのボックスは必要に応じてサイズ変更できます。

9.1.5  反転検出
左右の火炎ボックスのロケーションおよびフレーム温度しきい値を使用して、反転中に最後にアク
ティブであった火炎を特定します。火炎の燃焼が、炉のこの側で「オン」として認められるには、2分
間連続的に検出される必要があります。火炎の燃焼が検出されると、炎が消えるのを待ってから、
システムがバッチを分析します。システムが、次に炉のもう一方の側にも同じ手順を実行します。
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9.1.6   バッチ設定
炉が正しく設定されたら、画面右側の[Batch (バッチ)] タブを選択して、バッチ分析の設定を行う
必要があります。

図9-2　炉の設定（バッチ）画面

Batch Max (バッチの最高温度)を、ガラスに溶け込んだと見なされる前に到達できる、ガラス原
料の最高温度に設定します。これはバッチが炉のどこにあるかを特定するために使用するアルゴリ
ズムに上限しきい値を設定します。

9.1.7  分析グリッド
バッチ分析アルゴリズムが、炉の床としてマークされた領域 (緑色) を考慮します。この領域は、等
間隔の行と列のグリッドに分割され、各セルのバッチ分析のパーセンテージが生成されます。アル
ゴリズムが報告する行番号と列番号をここで設定できます。
バッチアラームおよび警告トリガーポイントを設定する
には、行、列、または個々のセルをクリックします。
これらの値は、[Glass Batch (ガラスバッチ)]ビューの
分析表に表示され、通信用プラットフォームから出力さ
れます。
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9.1.8   バッチ記録
アクティブな場合は、バッチ分析が含まれた単一のフレームが選択された頻度で表示されます。保
存されたフレームには、特定されたバッチと、バッチパーセンテージ分析および画像の熱データが
含まれます。バッチ記録は、炉が連続か交互かによって動作が僅かに異なります。
• Continuous (連続) – 指定された期間にフレームが定期的に保存されます。(データベー

ス設定で定義した通りに) アプリケーションのデフォルトの記録パス内のContinuousと名
付けれたフォルダーにフレームが保存されます。 

• Alternating (交互) – 指定された期間に、反転するたびにフレームが保存されます。頻度
が1時間に設定されている場合は、1時間が過ぎると、次の火炎が消えた時にシステムがフレ
ームを記録します。たとえば、これが左側の火炎の場合、これはアプリケーションのデフォルト
の記録パスのLeftという名前のフォルダに保存されます。左反転のタイマーが、1時間にリセ
ットされます。右側の火炎が消えた場合も同様ですが、フレームは Rightという名前のフォ
ルダに保存されます。

9.2 ガラスバッチ分析ビュー
システムの設定が完了したら、[ガラスバッチ] ビューを使用して、バッチ分析の結果を表示すること
ができます。これは[ビュー]メニューから使用できます。
画面が複数のウィンドウに分割されます。 

9.2.1  ライブ分析

図9-3 バッチライブ分析ウィンドウ
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カメラが炉の上に配置されているかのように、[Live Analysis (ライブ分析)] ウィンドウに、バッ
チ分析のライブビューが表示されます。炉が再生炉の場合は、次の反転が検出されるまでは、バッ
チ分析には何も表示されません。
ライブ分析には、画面の右側に次のメニューオプションがあります：
• Batch Analysis (バッチ分析) – 各セルで検出されたバッチのパーセンテージの表が表

示されます。セルが警告ステータスの場合は、境界線とテキストがオレンジ色になります。セ
ルがアラームステータスの場合は、境界線とテキストが赤色になります。それ以外の場合は、
境界線が緑色で表示されます。各セルの背景にも、検出されたバッチのパーセンテージが黒 
(100%) から白 (0%) までのグラデーションで表示されます。フィルターボタンを使用して、
行番号と列番号およびそれらの合計を非表示にすることができます。

• Batch Display (バッチ表示) – 表示する場合は、バッチとして特定された領域が、指定さ
れた色で示されます。

• マトリクス設定 –バッチグリッドを画像出力のオーバーレイとして表示します (図9-4)。マト
リクス自体、バッチのパーセンテージおよび温度データを表示または非表示にします。

• Palette (パレット) – このビューで使用するパレットを調整することができます。パレットコ
ントロールは、ライブ動画コントロールと同じです。

図9-4  一般的なバッチマトリクスディスプレイ
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9.2.2  履歴分析
Historical Analysis (履歴分析)ウィンドウ (図9-5) には、以前記録されたバッチ分析データ
が表示されます。再生炉の場合は、最後に記録された左右の分析のために、2つのウィンドウが表
示されます。

図9-5 バッチ履歴分析ウィンドウ 
[Historical Analysis (履歴分析)] ウィンドウは[Live Analysis (ライブ分析)] ウィンドウと同じ
機能の他に、履歴データをナビゲートするための追加のコントロール機能を備えています。
• 前のフレーム – 先に記録されたフレームに移動します。
• 次のフレーム – 次に記録されたフレームに移動します。
• Latest Frame (最新のフレーム) – 新たに保存されたフレームに、利用可能になり次第、

自動的に移動します。
現在の記録 (録画) の日時がウィンドウの下に表示されます。
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9.3 通信
IMAGEPro用のGlass拡張機能は、IMAGEPro通信用プラットフォームを通じて、追加のデータ出
力も提供します。各、セル、行、列に対して、次のデータが利用できます：
• アラームステータス
• 警告ステータス
• バッチパーセンテージ
バッチパーセンテージの合計も出力されます。
これらの出力は、標準IMAGEPro通信用プラットフォームでサポートされている、あらゆるインター
フェースで使用できます。
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