
AMETEK Landサーマルイメージングファミリーに属しますi

IMAGEpro
サーマルイメージングのモニタリ
ング・分析用 高性能ソフトウェア

オプションのIMAGEPro-ガラス 
拡張を含む

高品質なカスタマーソリューション



IMAGEpro

アプリケーションの表示例

再加熱炉のモニタリングとバーナー
制御

タッピング工程の温度測定とプロセ
ス制御

鍛造プロセスにおける温度モニタリン
グとプロセス制御

.

IMAGEpro
熱画像のモニタリング・分析用 
高性能ソフトウェア

1947年以来、AMETEK LANDは精密計測装置を製造し続けています。 
当社は、製鋼、ガラス、発電、セメント製造といった様々な産業で応用されている、非
接触式温度測定および燃焼モニタリングを専門に扱う企業です。  
2006年に、当社は AMETEKのプロセス・分析部門の所属となり、以来、世界各国のお客様に、当社
のサービスをご利用いただけるようになりました。

革新的なIMAGEProは、温度測定データを制
御、モニタリング、分析およびキャプチャするた
めの、高性能画像処理ソフトウェアです。  
IMAGEProは、完全なイメージャー設定、強化され
た熱プロセスビュー、高度な温度分析オプションを
提供するWindows PC用ソフトウェアシステムです。
AMETEK Landのサーマルイメージャー最大16台を
モニタリングおよび制御可能なIMAGEProは、重要
なプロセスパラメータのリアルタイム分析とクリア
な視覚化を提供し、精度の高いサーマルイメージ
ングで強化されたアプリケーション制御を可能に
します。

IMAGEpro

IMAGEPro 
をダウンロード



ライブ画像プレ
イヤー

画像 
プレイヤー

IMAGEPro 
オンライン

バックグラウンド
録画

動画ストリーミ
ング

ライブ 
グリッド

傾向 
グラフ

プロファイル 
グラフ

シンプル 
値

ゲージ

統計 
ヒストグラム

プロセス 
値

カスタム 
値

トリガー 
管理

ROIおよび 
機能

複数 
インターフェー
ス

データ: 
管理

I/O 
管理

ユーザー 
管理

ソフトウェア 
ヘルプ

L A N D . E N Q U I R Y@ A M E T E K . C O M   |   W W W .A M E T E K - L A N D . C O M

主な特徴

アプリケーションの表示例

スラグスキミング/スラグ除去プロセ
スの自動化

連続鋳造冷却ゾーン制御 遠くからでも見えるよう温度値を大き
く表示します

.

IMAGEPro オンライン

I/Oモジュール

Modbus（モドバス）

TCP

OPC UA

I M A G E P r oの概要

複数インター
フェースオプシ
ョンガラス溶融タン

クの分析と制御

バッチモニタリ
ング

火炎検出

IMAGEProソフトウェア
拡張オプション



保存、記録およびエクスポート

バックグラウンド録画

リアルタイムのデータ保管

事前録画 

連続/トリガーバックグラウンド録画

データの保存

サーマルイメージングの動画を保存（erfx）

サーマルイメージングの動画を保存（AVI、MP4）

画像のエクスポート（Bmp、Jpg、Png）

画像データのエクスポート（imgx、csv）

ERFxエディター（切断用ツール）

I/O、インターフェース、通信

I/Oモジュール

Modbusプロトコル

OPC UAプロトコル（個別のライセンスが必要）

TCPプロトコル

オンラインサーバー（IMAGEProオンライン）

基本機能

最大16台のオンライン/ライブカメラ（ライブカメラ
画像）

画像シーケンスの再生と保存（Image Player）

マルチ言語インターフェース（１０か国語）

遠隔カメラ操作（フォーカス、速度、均一性補正）

パスワード制御されたユーザーアクセスとプロファ
イル（3）

ソフトウェアヘルプ

調整可能なビューとレイアウトテンプレート

選択可能なパレット（6）

1024の高解像度パターン

マウスによるパターンスリット（パターン6）

温度表示パレットの変更（スパン/レベル）

サーマルイメージのミラーリング/回転/変形

ライブイメージズーム

16:9イメージビュー

画像編集機能（補間、回転、反転）

デジタルフィルタリングで画質を改造

フレーム修正

ROI構成の保存と読み込み

完全なシステム設定の保存／読み込み

測定日、パラメータの表示テーブル

高温および低温のスポットを検出

ビューと表示

ライブカメラ画像表示

画像プレーヤー表示

単純な値（数値温度表示）

ライブグリッド（テーブル）

プロファイルライン表示

アラーム表示付きのゲージグラフ

ROI傾向グラフ / 温度-時間グラフ

傾向グラフと分析表のCSVへのエクスポート

ヒストグラム（統計機能）

I/O-モジュール（ステータス表示）

動画ストリーム（RTMP）

イベントビューアー

関心領域（ROI）とプロセス制御

測定エリア - 点、長方形、楕円、多角形、円、自由描
線および直線の輪郭線を用いて、カメラごとに100の
関心領域を設定できます。

ROI 空間 最小、最大、平均

ROI 変化率アルゴリズム

ROI 概要分析テーブル

MIN MAX クロスヘア表示

ROI 閾値（%）

ROI 命名

ROI 下限/上限

ROI 放射率設定
- 参照ROIから
- I/O入力（外部）から
- 参照温度の入出力から計算（外部）

ROI アラームアイコン

ROI カスタムカラー

ROI グループ化と制御

温度プロファイルダイアグラム

同じグラフ内の複数のプロット（最大5つのマーカ
ー）をサポートするプロファイルライン

プロファイルラインCSVのエクスポート

カスタム値と数学的方程式

データタグ

データ定数（数値/ストリング/ブート）

式計算（+、-、*、/）

ROI値の時間機能：

平均化（ROI値/タグ上）

ピークサンプラー（ROI値/タグ上）

ピーク保持（ROI値/タグ上）

レベル比較（値よりも上、下または間）

放射率とバックグラウンド補正

放射率の補正（グローバル、ラミナー、選択的）

1つのROIにおける放射率、透過率、周囲温度の補正

バックグラウンド補正（画像全体）

バックグラウンド補正（ROIごと）

参照ROIを用いた測定POIの補正

I/O入力からの外部温度を使用

放射測定計算

外部センサーと放射率入力

外部センサーの温度入出力

外部センサーの放射率入出力

トリガー、アラーム、I/O

トリガーベースのアラーム

アラームの保存、ログ記録およびエクスポート

ROIアラーム

ROIトリガー

ライブ画像と値表示におけるROIアラームトラフィッ
クライトの色

パレット設定のデジタル制御

ROI設定のデジタル制御

VOまたはModbusを通じた外部入力

アラームの保存、ログ記録およびエクスポート

ソフトウェアの機能

IMAGEpro
熱画像のモニタリング・分析用 
高性能ソフトウェア

例：プロセス炉のモニタリングと早期ホッ
トスポット検出

例：連続ライン上での鋼スラブ測定

例：再加熱炉のモニタリングと制御



IMAGEPRO-ガラス
革新的なIMAGEPro-ガラスソフトウェアは、イメージ
ャーのデータを制御、モニタリング、分析およびキャ
プチャするための、高性能画像処理ソフトウェアです。

IMAGEPro-ガラスは、イメージャー、ディスプレイプロ
パティ、および高性能温度分析オプションを設定でき、
複数のイメージャーを同時にサポートする、Windows 
PCソフトウェアシステムです。広範な試験を行うため

IMAGEPro-ガラス は最大16のサーマルイメージャーに対
応します*

広範な機能性  - 複数の自由定義さ
れたROI（関心領域）を含む、格別な
プロセス制御を実現する広範な制御
と分析機能。 

柔軟な通信  - シンプルなクロスプラ
ットフォームModbus TCPプロトコー
ル、アナログ信号、またはI/Oモジュー
ルを通じたアラーム出力を用いた情
報交換が可能。

リアルタイムの結果と分析 - 最大16
の画像器が提供する熱情報のリアル
タイムでのモニタリングと分析が可
能な強力な画像処理。

柔軟なインターフェースレイアウト -
複数のモニター間で、再起動時に保
存され、自動的に開く、ユーザーによ
るウィンドウの複雑な設定と配置。 

調整可能なウィンドウ - 特別なニー
ズに合わせて、ドッキングしたり、サイ
ズ変更したり、浮遊可能にしたりする
ことができます。

ツールとディスプレイ - 必要に応じ
て、画面スペースを最大化するため
に表示または非表示にできます。

ユーザーレベル - パスワードアクセ
スを持つ者だけがシステム設定を変
更できるようにします。 

IMAGEPro-ガラスの主な利点 

に、30日間の無料トライアルを利用できます。

最大16のイメージャーをモニターおよび制御できる、IMAGEPro-ガラスは、サーマルイメージャー領域のリアルタイ
ム分析を提供します。ユーザーに熱画像測定の極めて詳細な制御を与える、IMAGEPro-ガラスはアプリケーション
測定を強化します。

IMAGEPro-ガラス
熱画像のモニタリング・分析用 
高性能ソフトウェア

IMAGEPro-ガラスは、ガラス溶融タンクの温度の温度測定、バッチ測定および火炎分析を専門とする、
高度なアプリケーション向けのソフトウェアです。  これは追加で購入できるオプションとして、強力な
IMAGEProソフトウェアに組み込まれています。

高度なバッチ制御  - バッチの
分布とフローを毎日24時間オ
ンラインでモニタリングおよび
制御します。 

火炎分析  - 炉の炎、
その分布と有無をモ
ニタリングおよび分析
します。
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お問い合わせ

当社は品質保証に全力で取り組んでいます。当社の認定はすべてこちらでご覧になれます：AMETEK-LAND.COM/QUALITY

IMAGEPro-ガラス
熱画像のモニタリング・分析用 
高性能ソフトウェア

バッチカバレッジの変動は、炉の温度に直接影響を与
えます。バッチが炉の正面に移動すると、温度は明らか
に低下します。ROI が IMAGEPro-グラスソフトウェア内
で炉DCSのアラームを設定し、バッチの充填方向と長
さを調整してバッチカバレッジ制御を向上させます。

バッチモニタリングの主な特徴：
•	 溶解装置の 2D 上面図表示
• ROI をスロートの正面に設定
•	 バッチROIをスロート付近のカバレッジ溶解グリッ
ドで構成

•	 バッチの長さを手動調整

スロート付近のバッチカバレッジをモニタリングする
ことで、
引き上げ率が高い場合でも、この重要なROIが大量
（15%以下）の
バッチがこのエリアに入るのを防ぎ、ガラスの欠陥が
生じるのを防ぐのに役立ちます。

バッチカバレッジとクラウン
温度モニタリング

NIR-B-2K 50 tpdのエンドファイアガラス路容器の画像。
ホットスポットの位置を特定するための、輪郭線と組み
合わせた白黒画像（温度線上の緑色の十字）。白黒のよ
り優れたコントラストで耐火物の磨耗、損傷、および空
気の侵入（コールドゾーン）を表示。

2つのディスプレイにガラスのカバレージとバッチ分析、
およびバッチ位置決定のための両側反転ショットが表示
されます。バッチカバレージにオレンジのパレットを使用
し、グレーの発泡を提供します。スロート付近では、バッ
チの15%以下で、これは良好です。

下部の表示：オレンジのパレットを使用した、炎の影響
用のIMAGEPro。熱伝導をオレンジ色で示します。これに
より、炎の衝撃、炎の長さと速度、ピーク時の炎を表示で
きます。  IMAGEProは、トリガーを基に、火炎検出をモニ
タリングできます。

追加の等温線1600 °C～1500 °C – 20 °Cを用いた同じショ
ットにより、ガラス表面の泡が赤色で示されます。青色は
ガラスと考えられます。2つのターゲット壁（領域）間の温
度の違い（RHSでは1300 °Cでのみ約100 °C）を見ること
ができるため、損傷したリジェネレータの手掛かりとな
る可能性があります。

http://www.ametek-land.com
mailto:land.enquiry%40ametek.com?subject=
http://www.ametek-land.com/quality

