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はじめに                             

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 
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1 クイックスタート 

 
AcquireControlとドライバのインストールが完了していない場合、「3 ドライバのインストール」と「4 AcquireControlソフト

ウェアのインストール」を参照下さい。 
ソフトウェアのインストールが終了している場合は、「5 ソフトウェアのコンセプト」または「6 AcquireControlの操作」 
を参照下さい。 

 
1. カメラを PC に接続してカメラ電源を ON します。 
2. AVT より AcquireControl ソフトウェアをダウンロードします。 
3. グラバーメーカーのグラバドライバをインストールします。 

             
図 1.1 Pleora GigE       図 1.2 Matrix Vision 

 
4. AcquireControl プログラムを開始します。 

 
図 1.3 AcquireControl プログラム 

 
5. グラバーボードを選択します。 

 
図 1.4 グラバー選択ボタン 

 
6. GigE カメラの場合、フィルタドライバと IP アドレスを選択します。 

 
図 1.5 フィルタドライバ選択ボタン 

 
7. カメラのタイプを選択します。 

 
図 1.6 カメラタイプボタン 
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8. カメラ解像度を選択します。 

 
図 1.7  カメラ解像度ボタン 

 
9. カメラ画像処理チェーンを選択します。 

 
図 1.8  画像処理チェーンボタン 

 
10. 画像取得を開始します。 

 
図 1.9 撮像開始ボタン 
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2 システム 条 件  

2-1 PC/ノート PC 

• Microsoft® Windows XP、Vista、Windows 7 (32-bit 及び 64-bit) 
• 最新の Intel® プロセッサ(デュアルコア以上) 
• 2 GB 以上の RAM 
• Microsoft® DirectX 7 互換グラフィックカード 64MB(128MB を推奨)  

注意 
取得するイメージのサイズと形式に依存しますがレコーディングのためのハードディスクの空きスペースは 120Gb 以上を推奨

します。 

 
 

2-2 カメラ 

AVT Goldeye/Pearleye/Bigeye/Bonito Camera Link または GigE のモノクロ、カラーカメラ 

 
 

2-3 Frame grabber 
ギガビットイーサネットポート 

 

注意 
CL カメラのフレームグラバーにご注意下さい。 
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3 ドライバのインストール                            

サードパーティのグラバドライバについて説明します。 

 

3-1 Matrix VisionCamera Linkフレームグラバーのドライバインストール 

 
Matrix Vision フレームグラバーのインストールパッケージにはインストール CD が含まれています。 

 

注意 
インストールについては、Matrox Vision 社が提供しているマニュアルを参照下さい。 

 

3-2 Pleora GigEインターフェースドライバのインストール 

Pleora iPORT グラバーのドライバをインストールについては、Pleora 社が提供しているマニュアルを参照下さい。 
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4 AcquireControlソフトウェアのインストール                            

AcquireControl のインストールは次のステップで行います。 

 
1. AVT のウェブサイトで AcquireControl ソフトウェアの圧縮ファイル(*.zip)をダウンロードして、解凍するとセットアッ

ププログラムが展開されます。 

 
http://www.alliedvisiontec.com/emea/products/software/windows.html 

 

 
図 4.1 AcquireControl インストーラアイコン 

 
2. セットアッププログラムをダブルクリックし、ウェルカムダイアログで Next ボタンをクリックします。 

 
図 4.2 セットアップウィンドウ(1) 

 
3. ユーザー名(User Name)と会社名(Organization)を入力し、全てのユーザーで使用するか個人で使用するかを選択する事が

できます。Next をクリックします。 

http://www.alliedvisiontec.com/emea/products/software/windows.html�
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図 4.3 セットアップウィンドウ(2) 
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4. デフォルトのインストールするパスを指定するか Change ボタンをクリックしてディレクトリを選択し、Next ボタンをク

リックして次へ進みます。 

 
図 4.4 セットアップウィンドウ(3) 

 
5. Install ボタンをクリックします。ソフトウェアのインストールが開始されます。 

 
図 4.5 セットアップウィンドウ(4) 
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図 4.6 セットアップウィンドウ(5) 

 
6. Finish ボタンをクリックするとインストールが完了します。 

 
図 4.7 セットアップウィンドウ(6) 
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5 ソフトウェアのコンセプト 

AcquireControl ソフトウェアは、Pleora GigE Vision インターフェースモジュール(カメラ-名前-P のモデルタイプ)または、サ

ポートするフレームグラバーを使用したカメラリンクインターフェースを持つ AVT カメラを制御するために使用します。 

 

注意 
アプリケーションの 1 つのインスタンスは、1 台のカメラでのみ動作します。 

 

5-1

ソフトウェアは、チェーンで構成されており、ユーザーインターフェースのためさまざまな可能性を提供します。次のダイアグ

ラムは、画像処理チェーンの構造を表しています。ダイアグラムは、画像処理モジュール(Process Module)と解析モジュール

(Analyze Module)で区別されています。 

 構成 

 

 
図 5.1 ソフトウェアコンセプト 
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全ての画像処理モジュールは、入力イメージが必要で出力に処理結果を転送します。 
画像処理モジュールは： 

• カラー補間：RGB-CFA データを RGB データに変換します 
• LUT：イメージの輝度、コントラスト、ガンマの調整に使用します 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラー：グレースケールのデータを RGB データに変換します(温度データの視覚化など) 

 
画像処理モジュールとは異なり、解析モジュールは 1 つのイメージのみ必要です。データは、モニタに表示されるか LOG ファイ

ルに書き出されます。 
解析モジュールは： 

• ヒストグラム 
• 統計 
• ピクセルテーブル 
• 温度表示 

AcquireControl ソフトウェアでは、6 種類の画像処理チェーンが使用できます： 

 
表 5.1 画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

グレースケールデータ グレースケールカメラまたは読み込まれたグレースケールイメ

ージのために画像処理チェーンを使用します。 
• グレースケール LUT 

グレースケールデータの擬似カ

ラー 
グレースケールカメラまたはグレースケールイメージのために

画像処理チェーンを使用します。これに加えて擬似カラーLUT
も使用します。 

• 擬似カラーLUT 

RGB-CFA データ ベイヤーモザイクフィルタカメラでロードされる CFA イメージ

に対応したチェーンを使用します。 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB-CFA データ(CCD-4100) この画像処理チェーンによってCCD-4100のCFAイメージを表

示する事が出来ます。 
• ピクセルの並び替え 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB データ この画像処理チェーンによって RGB イメージを表示する事が出

来ます。 
• カラーLUT 
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表 5.2 画像処理チェーン(2) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

Goldeye/NIR 
xxx(P)CL/GE のデータ 

この画像処理チェーンによって Goldeye P-008/NIR-300, 
Goldeye-P-032/NIR-600 カメラシリーズのイメージを表示す

る事が出来ます。 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

XR カメラのデータ この画像処理チェーンによって X-Ray カメラのイメージを表示

する事が出来ます。 
• 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 

この画像処理チェーンは、赤外カメラの設定した温度範囲に使用

します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 

この画像処理チェーンは、赤外カメラの設定した温度範囲に使用

します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+327°C] 

この画像処理チェーンは、赤外カメラの設定した温度範囲に使用

します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
with aperture f/1.7  
温度データ  

[-55°C…+506°C] 

この画像処理チェーンは、赤外カメラの設定した温度範囲に使用

します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°C] 

この画像処理チェーンは、赤外カメラの設定した温度範囲に使用

します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

 
調整は"Parameter toolbar”またはメニュアイテムの"Parameter -> Select image processing chain"で行います。表示、ストレ

ージ、解析は最終イメージまたは、中間のイメージに使用します。調整は、次の章で説明しますソフトウェアスイッチによって

行われます。 
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5-2 表示スイッチ(Switch 1) 

表示スイッチで、画像処理チェーンによって異なるイメージを選択してモニタに表示する事ができます。 

 
表 5.3  画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

グレースケールデータ • グレースケール LUT • イメージ取得(raw データ) 
• グレースケール LUT 

グレースケールデータの擬似

カラー 
• 擬似カラーLUT • イメージ取得(raw データ) 

• 擬似カラーLUT 

RGB-CFA データ • リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB-CFA データ(CCD-4100) • ピクセルの並び替え 
• リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB データ • カラーLUT • イメージ取得(raw データ) 
• カラーLUT 

Goldeye/NIR 
xxx(P)CL/GE のデータ 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• ズームデータ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

XR カメラのデータ • 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 
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表 5.4  画像処理チェーン(2) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+327°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
with aperture f/1.7  
温度データ  

[-55°C…+506°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye 
P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

 
メニュアイテムの"Display -> Select display image"でイメージを選択することができます。 
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5-3 保存スイッチ(Switch 2) 

イメージ保存中、使用する画像処理チェーンによって最終イメージ(RGB データ)または中間のイメージを選択する事ができます。

擬似カラーLUT の前のイメージを保存する場合、ロードした後、変更する事もできます。RGB データとして保存されたイメージ

は、その後、現在のカラーでのみ変更できます。 

 
表 5.5  画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

グレースケールデータ • グレースケール LUT • イメージ取得(raw データ) 
• グレースケール LUT 

グレースケールデータの擬似カラ

ー 
• 擬似カラーLUT • イメージ取得(raw データ) 

• 擬似カラー 

RGB-CFA データ • リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB-CFA データ(CCD-4100) • ピクセルの並び替え 
• リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 
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表 5.6 画像処理チェーン(2) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

RGB データ • カラーLUT • イメージ取得(raw データ) 
• カラーLUT 

Goldeye/NIR 
xxx(P)CL/GE のデータ 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• ズームデータ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラー 

XR カメラのデータ • 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+327°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
with aperture f/1.7  
温度データ  

[-55°C…+506°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

 
 
メニュアイテムの"File -> Select image to save"を選択することによってイメージを保存することが出来ます。 
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5-4 イメージ解析と後処理 (Switch 3 /Switch 4) 

 
ソフトウェアは、入力イメージのほか、長方形、円、リングなどで切り出した AOI 領域で、さまざまなイメージ解析方法を用い

て処理を行います(P78 の反転イメージを参照下さい)。次の処理モジュールが実装されています： 

 
• ヒストグラム 
• イメージ統計 
• 列と行の統計 
• ピクセルテーブル 
• 温度表示 

 

5-4-1 ヒストグラムと統計 

 
ヒストグラムは、取得したピクセル値を表示するバーチャートです。X 軸はピクセル値、Y 軸は度数をあらわします。"Histogram 
AOI"で選択した領域が解析されます。ソフトウェアで AOI 領域またはイメージ全体の統計データを評価することができます。こ

れら 2 つの解析モジュールは、最終イメージまたは中間イメージで処理を行う事ができます(P54 の解析グループのオプションを

参照下さい)。 
表 5.7 画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

グレースケールデータ • グレースケール LUT • イメージ取得(raw データ) 
• グレースケール LUT 

グレースケールデータの擬似カラー • 擬似カラーLUT 
• イメージ取得(raw データ) 

• 擬似カラー 

RGB-CFA データ • リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB-CFA データ(CCD-4100) • ピクセルの並び替え 
• リニア補間 
• カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• リニア補間 
• カラーLUT 

RGB データ • カラーLUT • イメージ取得(raw データ) 
• カラーLUT 
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表 5.8  画像処理チェーン(2) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

Goldeye/NIR 
xxx(P)CL/GE のデータ 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• ズームデータ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

XR カメラのデータ • 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+327°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
with aperture f/1.7  
温度データ  

[-55°C…+506°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
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5-4-2 温度表示 

AcquireControl ソフトウェアは、最大 5 種類の異なる温度計測ウインドを操作する事ができます。全ての計測ウインドでは、放

出係数を調整することができます。計測ウインドにある平均温度を表示することもできます。 
温度データのソースイメージは、カラー変換前に取得したイメージです。再帰的フィルタの画像処理チェーンを使用すると、フ

ィルタ処理前後の温度データが計算されます。全てのイメージの温度の値を LOG ファイルに保存する事ができます。 

5-4-3 ピクセルテーブル 

RGB イメージのピクセル解析のためピクセルテーブルダイアログを使用することができます。この解析モジュールは、RGB イメ

ージをロードしたあと、"Image Processing Toolbar"にある"Pixel table”ボタンをクリックした時、使用することができます。 

 

5-4-4 イメージデータ保存 

記録したイメージは最大 16bit まで対応した様々な画像形式で保存する事ができます。 

 

5-5 Image acquisition devicesイメージ取得デバイス 

AcquireControl は様々なフレームグラバーで動作します。ユニバーサルフレームグラバーインターフェースの開発によって、今

後拡張されるフレームグラバーとのインターフェースも可能です。カメラまたは、フレームグラバーは次のインターフェースを

サポートしています： 

 
• GigE 
• Camera Link 
 
ソフトウェアは、ほとんどの AVT カメラ(1 メガピクセルから 16 メガピクセル)で動作します。新しいカメラへのユニバーサルフ

レームグラバーインターフェース追加によって最小限の手順で実装できます。画像取得は、常に非修正の raw データで行われま

す。このデータは後処理のベースになります。 
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表 5.9  画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 

Goldeye/NIR 
xxx(P)CL/GE のデータ 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• ズームデータ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

XR カメラのデータ • 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• 反転イメージ 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• グレースケール LUT 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+327°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
with aperture f/1.7  
温度データ  

[-55°C…+506°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 

Pearleye P-007/IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°C] 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• イメージ取得(raw データ) 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
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6 AcquireControlの操 作                              

6-1 グラフィカルユーザーインターフェース(GUI) 

下の図のイメージは、メインダイアログを含む AcquireControl ソフトウェアのユーザーインターフェースをあらわしています。 

 

 
図 6.1 AcquireControl: グラフィカルユーザーインターフェース(GUI) 

 
表 6.1 GUI 説明(1) 

番号 説明 

1 メインウインド 

2 プログラムテーブル 
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表 6.2 GUI 説明(2) 

番号 説明 

3 ドキュメントウインド 

4 カメラコントロールダイアログ：さまざまな

カメラパラメータの制御に使用します。 

5 LUT ダイアログ：カラーバランスやホワイト

バランスの調整に使用します。 

6 スタティスティックダイアログ：イメージデ

ータの統計を表示します。 

7 ヒストグラムダイアログ：ヒストグラムを表

示します。 

8 ステータスバー 

Figure 6: GUI 説明 

 

注意 
新しいドキュメントが作成されると、古いドキュメントは削除されカメラの接続は解除されます。 
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図 6.2  ツールバーアイコンと説明(1) 
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図 6.3  ツールバーアイコンと説明(2) 
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図 6.4  ツールバーアイコンと説明(3) 

 
 

6-2ハードウェアセットアップ 

グラブタイプ、カメラ、ビデオモードなどのハードウェアに関連した全てのパラメータは、"Hardware Setup Toolbar" または 
"Hardware setup"メニュで定義します。  

 

 
図 6.5  ハードウェアセットアップ 
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6-2-1 フレームグラバーの選択 

"Hardware setup"ダイアログでは、"Grabber" ボタンでグラバーの選択を行う事が出来ます。次のダイアログは使用できるグラ

バータイプを提供します。 
"OK"をクリックすると、アプリケーションはグラバーをオープンします。オープンに失敗するとエラーメッセージが表示されま

す。"dummy grabber"のグラバーは、バーチャルグラバーで、グラバーが無い状態でソフトウェアをテストする事が出来ます。 

 

 
図 6.6  ダミーグラバー 

 
 

表 6.3 フレームグラバーの選択 

Number Description 

1 サポートするグラバーのリスト 

2 OK：選択を確定してダイアログをクローズします。 

3 Cancel：選択を取り消してダイアログをクローズします。 

 

6-2-1-1 フレームグラバーパラメータの調整(Matrix Vision) 

AVT GigE カメラ(*eye-p シリーズ)は、Pleora GigE Vision モジュールを使用していますので、電源投入後、IP アドレスの割付

が必要です。このため、"Hardware Setup"ダイアログの"Grabber Options"ボタンを使用します。ほとんどの場合、基本設定で

動作します。 
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図 6.7 Matrix Vision グラバーオプション(説明) 

 
 

表 6.4 Matrix Vision グラバーオプション(説明) 

番号 要素 説明 

1 Driver description グラバー名 

2 Driver DLL 使用するグラバーライブラリ 

3 Internaldescription ドライバと使用されている下位レベルのドライバに関連する情報 

4 Board Selection グラバーボードを選択します。1 つ以上のグラバーを使用する場合、

必要です。 

5 Base address(HEX) バージョン 2.05 より古い pcImage-SDIG ボードでは、ベースア

ドレスは 16 進値に調整する必要があります。標準では A0000000
です。 

6 Allocate memory バイト単位でグラバーメモリを割り付けます。この値は最低限”カ
メラの解像度" x”アプリケーションオプションダイアログのバッフ

ァ数”より大きい必要があります(pcImage-SDIG グラバーでのみ調

整、標準は 65011712)。 
注意事項：mvTITAN-DIG/mvTITAN-CL または mvGAMMA-CL
グラバーの場合、Matrix Vision tool "SetDMA"を使用してメモリ

の調整を行います。 

7 Input channel Matrix Vision mvTITAN-CL グラバーの入力チャンネル 

8 Pin Name 定義するグラバーの I/O ポートピンの名称 
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表 6.5 Matrix Vision グラバーオプション(説明) 

番号 要素 説明 

9 Input bit mask(HEX) 入力信号の 16 進マスクビット 

10 Output bit mask(HEX) 出力信号の 16 進マスクビット 

11 Default state ポート(0 または 1)の標準値 

12 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

13 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

6-2-1-2 Adjustment of frame grabber parameters (Pleora) 
GigE カメラを使用する場合、カメラの電源投入後、GigE インターフェースの IP アドレスの割り当てを行う必要があります。

"Grabber Options”ダイアログを使用します。 

 

 
図 6.8  ネットワークデバイスファインダ 
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表 6.6 ネットワークデバイスファインダ(説明) 

番号 要素 説明 

1 List 検出したい Port IP デバイスの一覧で次のタイプが表示されます： 
• iPort High-Performance IP Device Driver：インテルドライバ経由で接続します 
• Network adapter：Windows ネットワークスタック経由で接続します 
• iPort Universal IP Filter driver：フィルタドライバ経由で接続します(推奨) 

2 Timeout (ms) タイムアウトの最大時間をミリ秒単位で設定します 

3 Show all devices チェックを有効にすると全てのデバイスを表示します 

4 Find ネットワークにある新しいデバイスを探します 

5 Infotext アダプタで使用できるコマンド一覧 

6 Select item 変更を確定してダイアログをクローズします 

7 Set IP... デバイスの IP アドレスを設定します 

8 Set device name デバイス名を設定します 

9 Hide device デバイスを隠します 

10 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

11 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

GigE カメラの電源を入れると最初に選択したカメラの IP アドレスを設定する必要があります。次のダイアログは、IP アドレス

が設定されていない場合自動的に現れます。 
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図 6.9 IP アドレスの設定 

 
 

表 6.7 IP アドレスの設定 (ダイアログ) 

番号 要素 説明 

1 MAC Address デバイスの MAC アドレス 

2 IP Address GigE カメラの IP アドレス。アドレスはネットワークカードのサブセットと同じ階

層に設定する必要があります。 
例： 
ネットワークカードの IP アドレス：192.168.2.1 
GigE カメラの IP アドレス：192.168.2.254 

3 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

4 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 

6-2-2 カメラの選択 

使用するグラバーのハードウェアによって異なるカメラ選択ダイアログが表示されます。 

 

6-2-2-1 Camera LinkまたはGigEインターフェースのカメラ 

Matrix Vision グラバーまたは GigE インターフェースを使用する場合、次のカメラ選択ダイアログが表示されます。選択が実際

のカメラと異なる場合、正しいイメージは表示されません。  
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図 6.10 研らの選択 

 
 

表 6.8 カメラの選択 

番号 要素 説明 

1 List 全てのカメラ定義を表示します 

2 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

3 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

6-2-2-2 バーチャルカメラ 

"dummy grabber”でバーチャルグラバーを使用する場合、カメラのシミュレーションを行う事が出来ます。 
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図 6.11 バーチャルカメラ：カメラの選択 

 
 

表 6.9 カメラの選択 

番号 要素 説明 

1 List Shows all camera 
configurations. 

• File sequence: 登録された連続イメージ 
• Grey wedge: グレーまたはカラーのウェッジアニメーシ

ョン 
• Voxelspace: シーナリーアニメーション 

2 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

3 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

6-2-3カメラ解像度の選択 

使用するグラバーのハードウェアによって異なるカメラ選択ダイアログが表示されます。 

 

6-2-3-1 Camera LinkまたはGigEインターフェースのカメラ 

Matrix Vision グラバーまたは GigE インターフェースを使用する場合、次のカメラ選択ダイアログが表示されます。選択が実際

のカメラと異なる場合、正しいイメージは表示されません。  
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図 6.12 カメラの選択 

 
 

表 6.10 カメラの選択 

番号 要素 説明 

1 List カメラの解像度とビデオモードを表示します 

2 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

3 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

注意 
ダイアログのリストにある解像度は RAW での解像度をあらわしています。 
この解像度は、メインアプリケーションに表示される解像度ではありません。 

 

6-2-3-2 バーチャルカメラ 

"dummy grabber”でバーチャルグラバーを使用する場合、カメラのシミュレーションを行う事が出来ます。 
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6-2-4 カメラのコントロール(標準のカメラ) 

カメラタイミングをコントロールするために、接続するハードウェアごとに表示される 2 つのダイアログを使用することができ

ます。 
タイミングやその他のカメラパラメータの調整に関連する変更は、カメラに直接転送されます。 

 

 
図 6.13 カメラのコントロール(標準のカメラ) 
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表 6.11 カメラのコントロール (標準のカメラ) 

番号 要素 説明 

1 Shutter time このグループでは、露光時間に関連する全てのパラメータを設定します 

2  ここでは入力コントロールの時間の単位が表示されます。時間の単位をマウス

でクリックすると 0 がセットされます。スライダで調整できる値はカラーで表

示されます 

3  これらの入力コントロールでは、時間の単位ごとに値を入力することができま

す。最後に登録された入力フィールドはカラーで表示されます 

4  露光時間を設定するメインスライダーです。アクティブな単位は常にカラーで

表示されます 

5 Direct [ms] シャッター時間(ms 単位)を直接入力します 

6 Carry このオプションを有効にすると自動的に次の時間単位へ移動します 

7 Keep dark 
time 
constant 

このオプションを選択すると、ダークタイムが一定を維持します 

8 Interval time このグループでは、インターバルタイムに関連する全てのパラメータが決定さ

れます。調整のメカニズムはシャッター調整と同じです 

9 Set minimum 
dark time 

最小限のダークタイムの設定。これによりカメラは最大のフレームレートで動

作します 

10 Exposurevis
ualisation 

露光時間信号のグラフィック表示 

11 Misc 出力モードの調整を行います。使用できるモード数は選択したカメラに依存し

ます。 
• Continuous: 連続フレーム出力を選択します。露光時間の調整機能は有り

ません 
• IOD = on: イメージオンデマンドモードを有効にします。外部トリガーま

たはタイマーパルスが発生したときのみカメラはイメージを生成します 
• Trigger once: トリガーパルス発生時 1 回だけフレーム生成を行います。

露光時間はパルス幅で制御します 
• Start timer by trigger: トリガーパルスが発生したときタイマーを開始し

ます 
• Stop timer by trigger: トリガーパルスが発生したときタイマーを停止し

ます 
• Start/Stop timer by trigger: タイマーの開始または停止を全てのトリガ

ーパルスで行います 

12 Timer このスィッチでタイマーを有効にします 

13 Gain x 2 ゲインを変更します 

14 Emulate 
trigger event 

トリガーパルスをエミュレートします。パルスはフリップフロップにストアさ

れます 

15 Reset trigger 
flipflop 

フリップフロップのトリガーパルスを削除します 

16 Close ダイアログをクローズします 
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6-2-5 カメラのコントロール(赤外カメラ) 

 
カメラを制御するには、メニュアイテムの”Hardware setup -> Camera control”または、ハードウェアセットアップツールバーの

関連アイコンをクリックします。 

 
注意事項 このダイアログは、赤外カメラでは使用できません。 

 

 
図 6.14 カメラのコントロール(赤外カメラ) 

 
 

表 6.12 カメラのコントロール(赤外カメラ) 

番号 要素 説明 

1 Off ダーク値コントロールスイッチを OFF にします 

2 On イメージの一番下のラインをダーク値コントロールの参照ラインとして使用し

ます 

3 Lock 最後に使用した参照値をロックします 

4 Off カメラのダーク値コントロールの参照エリアの温度制限を OFF にします 

5 On カメラのダーク値コントロールの参照エリアの温度制限を ON にします(カメラ

が機能をサポートしている場合のみ使用できます)  

5 Close ダイアログをクローズします 
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6-2-6 カメラ通信 

いくつかのカメラでは、定義値を変更するためにシリアル通信チャンネルをオープンする事ができます。 

 

6-2-7COMポートの選択 

選択したフレームグラバーに依存しますが、ポートの一覧が表示されます。 

 
図 6.15 コマンドインターフェースの選択 

 
 

 
表 6.13 コマンドインターフェースの選択 

番号 要素 説明 

1 List 使用できる通信ポートのリスト 

2 Edit 選択した COM ポートの定義ダイアログを表示します。注意事項：”Pleora 
cameralink serial port”を使用する場合、”Serial port 0”を選択します 

3 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

4 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-2-7-1 COMターミナル 

カメラと通信を行うためにターミナルウインドを使用します。使用できるコマンドは、カメラマニュアルを参照下さい。 

 

 
図 6.16 COM ターミナル 

 
 

表 6.14 COM ターミナル(説明) 

番号 要素 説明 

1  ステータスウインドは使用する COM ポートと選択した設定を表示しま

す 

2  出力ウインド 

3  コマンドライン 

4 Clear 出力ウインドをクリア 

5 Copy 出力ウインドのコンテキストをクリップボードにコピーします 

6 Close ダイアログをクローズします 
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6-3 レコードとイメージ管理 

 

6-3-1画像処理チェーン 

画像処理チェーンの入力データ形式に依存しますが、登録されている画像処理チェーンを使用することができます。”Parameter 
Toolbar”またはメニュアイテムの”Parameter -> Select image processing chain”で画像処理チェーンを変更することができま

す。 
構成はソフトウェアコンセプトの章に記載されています。 

 

 
図 6.17 画像処理チェーンの選択 
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表 6.15  画像処理チェーン(1) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 画像処理チェーン名 

グレースケールデータ この画像処理チェーンはグレースケー

ルカメラまたは読み込んだグレースケ

ールイメージで使用します。 

• グレースケール LUT • 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• オートセーブ 

グレースケールデータの

擬似カラー 
この画像処理チェーンはグレースケー

ルカメラまたは読み込んだグレースケ

ールイメージで使用します。加えて擬似

カラーLUT も使用できます。 

• 擬似カラーLUT • 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• オートセーブ 

RGB-CFA データ この画像処理チェーンは読み込んだ

CFA イメージに対応したベイヤーカメ

ラで使用します。 

• リニア補間 
• カラーLUT 

• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• オートセーブ 

RGB-CFA データ

(CCD-4100) 

この画像処理チェーンで CCD-4100 の

イメージを表示できます。 
• ピクセルの並び替え 
• リニア補間 
• カラーLUT 

• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 

RGB データ この画像処理チェーンで RGB イメージ

を表示できます。 
• カラーLUT • 統計値 

• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• オートセーブ 

Data from 
NIRxxx(P)CL/GE 
Goldeye (CL/P)- 
008/032 NIR (Cool) 

この画像処理チェーンで、

NIR-300/Goldeye (CL/P)-008、

NIR-600 / Goldeye (CL/P)-032 カメ

ラシリーズのイメージを表示できます。 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• オートセーブ 

Data from XR /X-Ray 
P-1100 cameras 

この画像処理チェーンで X-Ray カメラ

のイメージを表示できます。 
• 反転イメージ 
•  バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
•  グレースケール LUT 

• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• オートセーブ 
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表 6.16  画像処理チェーン(2) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 画像処理チェーン名 

IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-30°C…+92.85°C] 
Pearleye 
P-007/030 
LWIR 

このチェーンは指定した温度レンジの赤外カ

メラで使用します。 
• バックグランド補正 
•  再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 温度表示 
• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• 行と列の統計 
• オートセーブ 

IRC-300CL/GE 
温度データ 

[0°C…+204.75°C] 
Pearleye 
P-007/030 
LWIR 

このチェーンは指定した温度レンジの赤外カ

メラで使用します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 温度表示 
• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• 行と列の統計 
• オートセーブ 

IRC-300CL/GE 
Temperature data 
[0°C…+327°C] 
Pearleye 
P-007/030 
LWIR 

このチェーンは指定した温度レンジの赤外カ

メラで使用します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 温度表示 
• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• 行と列の統計 
• オートセーブ 
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表 6.17  画像処理チェーン(3) 

画像処理チェーン名 説明 使用できる処理モジュール 画像処理チェーン名 

IRC-300CL/GE 
with 
aperture f/1.7 
温度データ 

[-55°C…+506°C] 
Pearleye 
P-007/030 
LWIR 

このチェーンは指定した温度レンジの赤外カ

メラで使用します。 
• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 温度表示 
• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• 行と列の統計 
• オートセーブ 

IRC-300CL/GE 
温度データ 

[-50°C…+523.30°
C] 
Pearleye 
P-007/030 
LWIR 

この画像処理チェーンで、NIR-300 

and NIR-600 / Pearleye P-007 
and P-030 LWIR カメラシリーズのイメー

ジを表示できます。 

• バックグランド補正 
• 再帰的フィルタ 
• 擬似カラーLUT 

• 温度表示 
• 統計値 
• ヒストグラム 
• ピクセルテーブル 
• ラインプロファイル 
• 行と列の統計 
• オートセーブ 

 
 

6-3-2 ライブイメージ表示 

取得したイメージを表示するためには、Camera メニュの"Start continuous snap"または"Start single snap"を使用します。"Stop 
snap”では、前に開始したイメージを停止します。 

 

 
図 6.18  ライブイメージ表示 
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6-3-3 表示イメージの選択 

メニュの”Display -> Select display image”で表示するイメージを変更する事ができます。使用できる画像処理チェーンが選択

されているかどうかに関係なく、多かれ少なかれここでは使用できます。全てのイメージが処理モジュールを通過した後、表示

イメージがセットアップされます。 

 
 

 
図 6.19  表示イメージの選択 

 
 

一例として、RGB-CFA イメージのメニュがここで表示されます： 

 
図 6.20 カラーLUT 

 

6-3-4 ズーム 

ドキュメントウインドで表示されたイメージは、"Zoom Toolbar”で拡大または縮小することができます。1:1 のボタンをクリッ

クするとズームはデフォルトサイズに戻されます。 

 

6-3-5 イメージのロード 

AcquireControl ソフトウェアは 、様々なフォーマットのイメージをロードすることができます。次の形式をサポートしていま

す： 

 
• TIF: タグイメージファイルフォーマット、 TIF イメージは最大 16bit で保存することができます。非圧縮の モノクロとカラ

ーをサポートしています。 

 
• BMP: ウインドウズビットマップフォーマット、ピクセルあたり最大 8bit まで使用できます。 
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• RAW: RAW データフォーマット、 追加の情報が付加されないイメージの解像度、ビットなど画像情報だけを持つフォーマット

でユーザーによって設定されます。 

 
• PGM: (Portable GrayMap) イメージ保存で使用されるファイルフォーマット 

 
メニュコマンドの"File -> Open"、ツールバーのアイコン、または一番シンプルな方法としてドラッグアンドドロップでファイ

ルをロードすることができます。 
"File open”"のダイアログを使用した場合、フォーマットごとにいくつかのオプション(Options をクリック)を選択する事ができ

ます。 

 

6-3-5-1 TIFFファイルオプション 

 
図 6.21 Tiff ファイルオプション 

 
 

表 6.18 Tiff ファイルオプション(1) 

番号 要素 説明 

1 Greyscale 
interpretatio
n 

グレースケールまたは CFA(Color Field Array)の
どちらで解釈されたかを示します 

2 CFA-Offset センサーの開始位置ピクセルの CFA オフセットを

示します 

3 Bit/compone
nt used 

コンポーネントで使用するビット数 
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表 6.19 Tiff ファイルオプション(2) 

番号 要素 説明 

4 MSB Position MSB の位置 

5 CFA detection 
strategy 

• ファイルから CFA 情報を検知します：最初にフ

ァイルから CFA 情報を読み込みます。情報が無

い場合は、設定ダイアログが使用されます 
• このダイアログで常に使用する情報：ユーザー

の CFA 設定情報を使用します 

6 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

7 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

6-3-5-2 BMPファイルオプション 

 
図 6.22 BMP ファイルオプション 

 
 

表 6.20 BMP ファイルオプション 

番号 要素 説明 

1  グレースケールまたは CFA(Color Field Array)の
どちらで解釈されたかを示します。この設定はグ

レースケール形式にのみ関連します 

2 CFA-Offset センサーの開始位置ピクセルのCFAオフセットを

示します 

3 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

4 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-3-5-3 RAWファイルオプション 

 
図 6.23 RAW ファイルオプション 

 
 

表 6.21 RAW ファイルオプション 

番号 要素 説明 

1 Image width ピクセル単位でイメージの幅 

2 Image height ピクセル単位でイメージの高さ 

3 Image イメージタイプ 

4 Class specific 
info 

CFA オフセットなどイメージタイプごとの追加パ

ラメータ 

5 Components/ 
pixel 

ピクセルあたりのコンポーネント数 
(例)RGB データは 3 コンポーネント 

6 Bit/compone
nt 
(mem) 

コンポーネント毎のメモリビット 

7 Bit/compone
nt 
(used) 

コンポーネントで実際に使用しているビット 

8 MSB position MSB の位置 

9 Extra bytes in 
each line 

イメージライン毎の拡張ビット 

10 Begin of data  
offset in file 

ファイルがヘッダを含む場合、最初のイメージバ

イトの位置を示します 

11 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

12 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-3-5-4 PGMファイルオプション 

 

 
図 6.24 PGM ファイルオプション 

 
表 6.22 PGM ファイルオプション 

番号 要素 説明 

1  グレースケールまたは CFA(Color Field Array)の
どちらで解釈されたかを示します。この設定はグ

レースケール形式にのみ関連します 

2 CFA-Offset センサーの開始位置ピクセルの CFA オフセットを

示します 

3 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

4 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 

 
 

注意 
イメージをロードした後、新しいグラバードキュメントを作成するためには、”File -> New”をクリックします(P83 のカメラと

グラバーのクローズを参照下さい)。 
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6-3-6 イメージのセーブ 

記録したイメージをファイルに保存する場合、いくつかのオプションを使用することができます。メニュアイテム "Save”と”Save 
as...”で保存します、その下のメニュアイテムの”Select image to save” でイメージを定義します。プログラム終了時に保存され

ていないイメージがある場合、警告画面が表示されます。メニュアイテム”Select image to save”は、使用している画像処理チェ

ーンに関係なく大体のものが表示します。 

 
 

 
図 6.25 保存するイメージの選択 

 
 

メニュエントリーのチェーンで作成されたイメージを保存することができます。下の図は RGB-CFA イメージをあらわすサンプ

ルです。この設定でイメージはカラー変換の処理が行われ保存されます。 

 

 
図 6.26 保存するソースイメージ 
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6-3-7 クリップボード 

コマンドの”Edit -> Copy”でドキュメントに表示されているイメージはウインドウズのクリップボードにコピーされます。  

 
 

 
図 6.27 クリップボードへのコピー 

 
 



 

 

文書番号 ：AVA014 
Revision ：1.00 

52 
[Allied Vision Technologies 社ソフトウェア AcquirerControl インストール] 

 

6-4 イメージパラメータとプログラムパラメータ 

AcqureControl は、多くの設定を提供しイメージパラメータを表示しています。全てのオプションは、"Image Processing 
Toolbar"にあります。このツールバーは、使用する画像処理チェーンごとに作成されています。 
さらに全てのモジュールは、"Image processing”メニュに一覧表示されます。 

 
 

 
図 6.28 イメージ/プログラムパラメータ 

 
 

6-4-1 解析グループのオプション 

解析グループは、解析ダイアログにあるそれぞれのボタンで設定できます。下の図のメニュは、解析グループをあらわしていま

す。解析グループは、AOI、解析モジュール、解析を行う画像処理チェーンの参照で構成されています 
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図 6.29 解析グループ 0 のオプション 

 
 

表 6.23 解析グループのオプション(1) 

番号 要素 説明 

1 Show AOI AOI の表示/非表示 

2 Show detailed 
AOI info 

AOI 情報の表示 

3 Change AOI type AOI の形状の変更を行います： 
• このオプションを選択すると AOI は反転します 
• 四角形 
• 円 
• リング 
• ライン 

4 Default AOI デフォルト定義の AOI をセットします 

5 Use AOI AOI ON/OFF の切り替え。AOI を OFF にすると全体のイメージが

解析モジュールに使用されます 
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表 6.24 解析グループのオプション(2) 

番号 要素 説明 

6 Scroll to AOI メインウインドを AOI にスクロールさせます 

7 Unit conversion Configure (img. x-direction):  
 現在のバージョンでは、この機能は用意されていません 

Enable (img. x-direction):  
 現在のバージョンでは、この機能は用意されていません 

Configure (img. z-direction):  
 z 方向(グレースケール)変換セットアップのダイアログ表示 

Enable (img. z-direction):  
 変換 ON/OFF の切り替え 

8 Logging options 

for ... 

コールしたダイアログのログ書き出しを有効にします(ヒストグラ

ムダイアログなど)。メニュがダイアログで表示されたとき、この

メニュは使用できます、サブメニュはログの設定でしようします： 
• Enable: コールしたモジュールのログ書き出しを ON/OFF 
• Select all: 全ての値を選択します 
• Deselect all: 全ての値選択を解除します。選択したモジュー

ルは一覧表示されます 

9 Select source ここで解析グループのソースイメージを変更する事ができます。

使用する画像処理チェーンに関係なくイメージを使用する事がで

きます 
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図 6.30 リニアユニット変換 

 
 

表 6.25  リニアユニット変換 

番号 要素 説明 

1 Number of decimal places 桁数 

2 Minimum unit granularity ユニット桁数の最小精度 

3 Unit name ユニット名 

4 Multiplicator (m) 変換の乗算 

5 Offset (b) オフセット変換 

6 Use normalization 出力値は、取得イメージの bit 深度に対して正

規化されます 

7 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

 
 

6-4-2 ブライトネス、コントラスト、カラー設定 

ブライトネス、コントラスト、ガンマを設定するために LUT ダイアログを使用できます。プログラムをリスタートすると最後に

設定した LUT でカメラドキュメントが構成されます。 

 

6-4-2-1 モノクロLUT 

 
下図のダイアログでは、モノクロまたは温度イメージのブライトネス、コントラスト、ガンマを制御します。 
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図 6.31 モノクロ LUT 

 
 

表 6.26 モノクロ LUT(1) 

番号 要素 説明 

1  ブライトネスコントロール 

2  コントラストコントロール 

3  ガンマコントロール 

4  コントロール調整値 

5 Bypass ボタンをアクティブにするとコントロール値は適用され

ません。LUT を適用した画像とそのままの画像を簡単に比

較する事ができます 
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表 6.27 モノクロ LUT(2) 

番号 要素 説明 

6 Invert LUT を反転します 

7 Undo 調整の実行をキャンセルします 

8 Coupling このボタンでブライトネスとコントラストのスライダを

同時に動かすことができます 

9  全てのチャンネルで調整した LUT のキャラクタカーブを

表示します 

10 Presets 登録されているキャラクタカーブを選択します 

11 Store 現在の調整を名前をつけて登録します 

12 Delete 定義したキャラクタカーブを削除します 

13 Reset 現在選択されているチャンネルの調整をリセットします 

14 Reset all 全てのチャンネルの調整をリセットします 

15 More >> 表示されていない右半分のダイアログをオープン/クロー

ズします 

16 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

17 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-4-2-2 RGB LUT 
このダイアログでカラーカメラで必要なホワイトバランスの調整を行う事ができます。 

 
 

 
図 6.32 RGB LUT 

 
 

表 6.28 RGB LUT(1) 

番号 要素 説明 

1  ブライトネスコントロール 

2  コントラストコントロール 

3  ガンマコントロール 

4  コントロール調整値 
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表 6.29 RGB LUT(2) 

番号 要素 説明 

5  スライダで調整を行うチャンネルを選択する事ができま

す。使用できるチャンネルは：全体、赤、緑、青です 

6 Bypass ボタンをアクティブにするとコントロール値は適用され

ません。LUT を適用した画像とそのままの画像を簡単に

比較する事ができます 

7 Invert LUT を反転します 

8 Undo 調整の実行をキャンセルします 

9 Coupling このボタンでブライトネスとコントラストのスライダを

同時に動かすことができます 

10  個々の LUT のキャラクタカーブを表示します 

11  全てのチャンネルで調整した LUT のキャラクタカーブを

表示します 

12 Presets 登録されているキャラクタカーブを選択します 

13 Store 現在の調整を名前をつけて登録します 

14 Delete 定義したキャラクタカーブを削除します 

15 Automatic white adjust AOI 領域でホワイトバランスを調整します(赤外カメラに

はこの機能は付属していません) 

16 Show corresponding AOI ホワイトバランスの AOI を表示します 

17 Reset 現在選択されているチャンネルの調整をリセットします 

18 Reset all 全てのチャンネルの調整をリセットします 

19 More >> 表示されていない右半分のダイアログをオープン/クロ

ーズします 

20 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

21 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-4-2-3 ホワイトバランス 

最適なホワイトバランスを行うためには、最適な計測イメージを選択することです。このために"Whitebalance AOI"を使用しま

す。この AOI は、LUT ダイアログまたは、AOI ダイアログから"Show corresponding AOI"を選択して"AOI for automatic white 
adjust"をクリックすることで変更する事ができます。これで AOI は、イメージ上で移動できます。露光が強い領域と露光が弱い

領域は、ホワイトバランスに最適ではありません。次の図は、最適なホワイトバランスとそのヒストグラムです。 

 

 
図 6.33 ホワイトバランス 
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6-4-3 ヒストグラム 

"Image Processing Toolbar” の”Histogram”ボタンでヒストグラムが表示されます。ヒストグラムは、全てのピクセル値の度数

を示すバーチャートです。X 軸はピクセル値で Y 軸は度数をあらわしています。”Histogram AOI”で選択された領域が解析され

ます。 

 

6-4-3-1 モノクロヒストグラム 

 

 
図 6.34 モノクロヒストグラム 

 
 

表 6.30 モノクロヒストグラム(1) 

番号 要素 説明 

1  ヒストグラムウインド 

2 X-Fit ヒストグラムウインドの X 方向に目盛りを追加します 

3 Y-Fit ヒストグラムウインドの Y 方向に目盛りを追加します 

4 Transparent ヒストグラムチャンネルを透過します 

5 Filled ヒストグラムの表示モードをバーチャートからポイントチャートへ変更します 
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表 6.31 モノクロヒストグラム(2) 

番号 要素 説明 

6 Status line ステータスラインでは、マウスカーソルをヒストグラムに移動させるとピクセ

ル値の度数が表示されます。 

7 Options ボタンを押すと、解析グループに関連するオプションのメニュが表示されます

(P54 の解析グループオプション) 

8 X-Zoom / 
Y-Zoom 

表示ウインドのズーム率 

9 Chn. sel. 個々のカラーチャンネルを選択します 

10 Auto このコントロールをクリックすると、ディスプレイの表示サイズあった X ズー

ムに自動調整されます 

11 1:01 X のズーム率を 1:1 にします 

12 10 X のズーム率を+10 します 

13 1 X のズーム率を+1 します 

14 -1 X のズーム率を-1 します 

15 -10 X のズーム率を-10 します 

16 Auto このコントロールをクリックすると、ディスプレイの表示サイズあった Y ズー

ムに自動調整されます 

17 1:01 Y のズーム率を 1:1 にします 

18 x2 Y のズーム率を 2 倍にします 

19 :2 Y のズーム率を 1/2 にします 

20  ここでヒストグラムのサイズを変更することができます 

21 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-4 RGBヒストグラム 

 

 
図 6.35 RGB ヒストグラム 

 
 

表 6.32 RGB ヒストグラム(1) 

番号 要素 説明 

1  ヒストグラムウインド 

2 X-Fit ヒストグラムウインドの X 方向に目盛りを追加します 

3 Y-Fit ヒストグラムウインドの Y 方向に目盛りを追加します 

4 Transparent ヒストグラムチャンネルを透過します 

5 Filled ヒストグラムの表示モードをバーチャートからポイントチャー

トへ変更します 
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表 6.33 RGB ヒストグラム(2) 

番号 要素 説明 

6 Status line ステータスラインでは、マウスカーソルをヒストグラムに移動

させるとピクセル値の度数が表示されます。 

7 Options ボタンを押すと、解析グループに関連するオプションのメニュ

が表示されます(P54 の解析グループオプション) 

8 X-Zoom / Y-Zoom 表示ウインドのズーム率 

9 Chn. sel. 個々のカラーチャンネルを選択します 

10 Auto このコントロールをクリックすると、ディスプレイの表示サイ

ズあった X ズームに自動調整されます 

11 1:01 X のズーム率を 1:1 にします 

12 10 X のズーム率を+10 します 

13 1 X のズーム率を+1 します 

14 -1 X のズーム率を-1 します 

15 -10 X のズーム率を-10 します 

16 Auto このコントロールをクリックすると、ディスプレイの表示サイ

ズあった Y ズームに自動調整されます 

17 1:01 Y のズーム率を 1:1 にします 

18 x2 Y のズーム率を 2 倍にします 

19 :2 Y のズーム率を 1/2 にします 

20  ここでヒストグラムのサイズを変更することができます 

21 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-5 統計値 

イメージの AOI 領域の統計データを評価することができます。統計値ダイアログは、”Image Process Toolbar"の"Statistics"ボ

タンをクリックすると表示されます。 

 

6-4-5-1 モノクロ統計値 

 

 
図 6.36 モノクロ統計値 

 
 

 
表 6.34 モノクロ統計値 

番号 要素 説明 

1 Minimum value 選択した AOI 内でピクセル値の一番小さい値を表示します 

2 Maximum value 選択した AOI 内でピクセル値の一番大きい値を表示します 

3 Average value 選択した AOI 内でピクセル値の平均値を表示します 

4 Standard deviation 選択した AOI 内でピクセル値の標準偏差を表示します 

5 Num. of components 計算に使用されたピクセルの数を表示します 

6 Options ボタンを押すと、解析グループに関連するオプションのメニュが表

示されます(P54 の解析グループオプション) 

7 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-5-2 RGB statistics統計値 

 

 
図 6.37 RGB 統計値 

 
 

表 6.35 RGB 統計値 

番号 要素 説明 

1  赤チャンネルの統計値 

2  緑チャンネルの統計値 

3  青チャンネルの統計値 

4 Minimum value 選択した AOI 内でピクセル値の一番小さい値を表示しま

す 

5 Minimum value 選択した AOI 内でピクセル値の一番大きい値を表示しま

す 

6 Average value 選択した AOI 内でピクセル値の平均値を表示します 

7 Standard deviation 選択した AOI 内でピクセル値の標準偏差を表示します 

8 Num. of components 計算に使用されたピクセルの数を表示します 

9 Options ボタンを押すと、解析グループに関連するオプションのメ

ニュが表示されます(P54 の解析グループオプション) 

10 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-6 バックグランド補正 

バックグランド補正ダイアログは、image process ツールバーからオープンします。この画像処理モジュールは、デジタルカメ

ラの隠れた構造が見えるのを抑制するために使用します。このモジュールは、最初に参照イメージとして使用する黒イメージの

番号を定義することからはじめます。参照イメージはその後の入力データで作成します。次の式が適用されます： 

 

 
 Y(x, y) = E(x, y) – D(x, y) 
  
 

における 
Y(x,y)= 出力データ 
E(x,y)= 入力データ 
D(x,y)=参照データ(黒イメージ) 
K= 追加するコントラスト係数(オフセット) 
コントラスト係数は平均値にセットされます。 

 

 
図 6.38 バックグランド補正 
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表 6.36 バックグランド補正(1) 

番号 要素 説明 

1 Data set 低温度と高温度イメージから構成された補正イメージデータセット 

2 Calibrate 最適な補正データセットの自動検索 

3 Duplicate 現在選択しているデータセットの複製 

4 Delete 削除の為、現在選択しているデータセットをマーク 

5 Save all 全ての補正データセットをハードディスクに保存 

6 Restore 補正値を含む前回のデータセットをハードディスクからリストア 

7 Undelete 削除するデータセットのマークを解除 

8 State データセットの状態： 
 • M(Modified)：データセットは修正されました 
 • L(Loaded)：データセットはハードディスクからロードされました 
 • D(Delete)：削除の為データセットはマークされています 

9 Background image バックグランドイメージの名前 

10 Ideal val. [cnt] バックグランドイメージの整数での理想値(12 bit を推奨) 

11 Start background 
image calculation 

入力データのインテグレーション開始、同時にメインアプリケーションの

"Start continuous snap"で画像取得を開始している必要があります 

12  インテグレーション処理のプログレスバー 

13 Status モジュールの状態 

14  補正オペレーションタイプ： 
 • Pass through：バックグランド補正が無効のため元のイメージが挿入さ

れます 
 • Apply background image：バックグランド補正を適用 
 • Return background image：バックグランドイメージを返します 

15 Max. number of 
images to integrate 

インテグレートイメージ数 

16  入力/出力パス 
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表 6.37 バックグランド補正(2) 

番号 要素 説明 

17  入力/出力するパスをセットします 

18 Format イメージフォーマット情報 

19 Maximum インテグレーションイメージの最大グレー値、値にマウスをクリックすると

オフセットとして値が設定されます 

20 Greyscale 入力イメージがカラーの場合、参照イメージはここでグレーに変換されます 

21 Minimum インテグレーションイメージの最小グレー値、値にマウスをクリックすると

オフセットとして値が設定されます 

22 Import 参照イメージのインポート 

23 Average インテグレーションイメージの平均グレー値、値にマウスをクリックすると

オフセットとして値が設定されます 

24 Export 参照イメージのエクスポート 

25 OK ダイアログをクローズします 

26 More >> メニュの右半分のダイアログをオープン/クローズします 

 
 



 

 

文書番号 ：AVA014 
Revision ：1.00 

70 
[Allied Vision Technologies 社ソフトウェア AcquirerControl インストール] 

 

6-4-7 温度範囲とカラープロファイルの選択 

表示される赤外カメラの温度範囲は、特定の温度範囲を強調するために任意に展開することが出来ます。設定は擬似カラーダイ

アログを使用します。加えて擬似カラーダイアログでは、カラーパレットを変更することができます： 

 
図 6.39 擬似カラーダイアログ 

 
 
 

表 6.38 温度範囲とカラープロファイルの選択 

番号 要素 説明 

1  温度プロファイルのスライダ。コントロールを移動させると温

度範囲の境界値を変更できます 

2  温度範囲の最小値のスライダ 

3  温度範囲の最大値のスライダ 

4  温度範囲の最小値 

5  温度範囲の最大値 

6 Auto contrast once ボタンをクリックすると入力イメージに対して最適なコント

ラスト値を調整します 

7 Continuous auto 
contrast 

入力イメージに対して継続的に最適なコントラスト値を調整

します 

8 Auto brightness 
once 

ボタンをクリックすると入力イメージに対して最適なブライ

トネスを調整します 

9 Continuous auto 
brightness 

入力イメージに対して継続的に最適なコントラスト値を調整

します 

10 Select profile カラープロファイルを変更します 

11 Preview カラープロファイルのプレビュー 

12 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-8 温度スケールの表示 

イメージプロセスツールバーで温度スケールを表示することが出来ます。 

 

 
図 6.40 温度スケールの表示 

 
 

表 6.39 温度スケール 

番号 要素 説明 

1  温度スケールの単位 

2  現在の設定で表示できる最大温度 

3  温度プロファイル 

4  現在の設定で表示できる最小温度 

5 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-9 再帰型フィルタの定義 

画像処理チェーン"Precorrection and recursive filter for temperature data"を選択すると、入力データに再帰型フィルタが適

応されます。 

 

 
図 6.41 再帰型フィルタ 

 
 

表 6.40 再帰型フィルタの定義 

番号 要素 説明 

1  フィルタの濃さ(α) 

2 Bypass filter フィルタ処理を無視 

3 Close ダイアログをクローズします 

 
 

 
図 6.42 再帰型フィルタの原理 
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6-4-10 温度表示 

AcquireControl では、イメージで同時に最大で 5 つの温度計測領域を解析することができます。温度計測ダイアログは、画像処

理ツールバーで表示する事ができます。 

 

 
図 6.43 温度表示 

 
 

表 6.41 温度表示 

番号 要素 説明 

1  計測ウインドの放出値を入力します 

2  計測ウインドでの平均温度の値 

3 Options ボタンを押すと解析グループのオプションメニュが表示

されます 
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6-4-11 ピクセルテーブル 

詳細なピクセル解析を行うためにピクセルテーブルを使用する事ができます。"Image Process Toolbar"の"Pixel table”ボタンを

クリックすると表示されます。 

 
図 6.44 ピクセルテーブル 

 
 

表 6.42 ピクセルテーブル 

番号 要素 説明 

1  設定した AOI のフォームとサイズが表示さ

れます。処理速度を軽減するために、AOI の

サイズにかかわらず評価は最大 64x64 ピク

セルに制限されます。 

2  ピクセルデータのテーブル 

3 Options ボタンを押すと解析グループのオプション

メニュが表示されます 

4 Copy to 
clipboar
d 

テーブルデータをクリップボードにコピー

します 

5 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-12 オートセーブ 

オートセーブモジュールによって取得したイメージをディレクトリに自動保存する事ができます。そのため簡単な連続レコーデ

ィングが可能です。動画ファイル(AVI/Mpeg 形式)を生成するためには、外で提供されているソフトウェアを使用します。 

 
図 6.45 オートセーブ 

 
表 6.43 オートセーブ(1) 

番号 要素 説明 

1 Base directory ストアするファイルのパス 

2 Filename prefix 固定ファイル名 

3 File index ファイル番号の開始インデックス 

4 Reset ファイル番号の開始インデックスのリセット 

5 File type ファイルタイプ 
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表 6.44 オートセーブ(2) 

番号 要素 説明 

6 Options このボタンでファイルタイプを選択することが

できます 

7 Save every ... th 
mage 

指定した n 番目のイメージのみストアします。

ストレージの処理時間はイメージサイズに依存

しますが、保存の周期は減少させる必要があり

ます 

8 Concatenate 
images 

イメージをサブイメージとしてシングルファイ

ルに保存します。TIF または RAW イメージでの

み使用できます 

9 Execute ... イメージ保存後に実行するプログラム 

10 Synchronous ... 登録されたプログラムを同時に実行します。メ

インアプリケーションの内部実行は、外部プロ

グラムが終了されるまで停止します 

11 Save continuously 連続的にイメージを保存 

12 Save image on 
demand 

マウスクリックしたイメージのみ保存 

13 Options ボタンを押すと解析グループのオプションメニ

ュが表示されます 

14 Start saving 自動保存処理開始 

15 Capture and save "Save image on demand”モードでは、このボ

タンによって 1 イメージが保存されます 

16 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-13 反転イメージ 

反転モジュールは、カメラからのイメージを反転させるために使用します。X-Ray カメラで使用します。 

 
図 6.46 反転イメージ 

 
 

表 6.45 反転イメージ 

番号 要素 説明 

1 Flip horizontally 水平方向に反転します 

2 Flip vertically 垂直方向に反転します 

3 Close ダイアログをクローズします 

 
 

6-4-14 AOI定義 

解析グループのための AOI が表示されていれば、マウスで描画エリアの修正を行う事ができます。AOI 上でマウスの右クリック

を行うと付属するグループのメニュが表示されます。 

 
 
 

 
図 6.47 AOI 定義 
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6-4-15 Loggingログの書き出し 

メニュアイテムの"Parameter ? Modify logging settings"、または”Parameter toolbar"にある関連アイコンでログの書き出しを

行う事ができます。ログは、例えば、長時間の統計データそれに、その後の処理データをスプレッドシートで見つけ出すために

使用することができます。 

 

 
図 6.48  修正ログ書き出し設定 

 
 

 
図 6.49  ログのセットアップ 

 
 

表 6.46 ログのセットアップ 

番号 要素 説明 

1  ログファイルのパスを設定 

2 Append to file 既存のファイルにログを追加する。ファイルが存在しな

い場合は新しく作成します 

3 Overwrite file 既存のファイルを上書きします。ファイルが存在しない

場合は新しく作成します 

4 Separator ログファイルの列で使用する区切りキャラクタ 
 • タブ 
 • セミコロン( ; ) 
 • パイプ( | ) 

5 Fill with blanks 行をブランクで埋める 

6 Start ログ書き出し開始 

7 Stop ログ書き出し停止 

8 Close ダイアログをクローズします 
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MISC 解析モジュールでログが出力できます。全ての解析モジュールで、ログは個別に設定できます(解析グループオプションを

参照下さい)。ログの書き出しが開始されると次のパラメータが書き出されます： 

 
• アプリケーション名 
• 使用中のフレームグラバー 
• 使用中のカメラ 
• 使用中の画像処理チェーン 
• AOI パラメータ 
• 解析モジュールのソースイメージ 

 
現バージョンでは、以下のモジュールをサポートしています： 

 
表 6.47 サポートするモジュール 

解析モジュール ログデータ 

統計値 • イメージ番号 

• タイムスタンプ 

• 最小 

• 最大 

• 平均値 

• 標準偏差 

• 評価ピクセル数 
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6-4-16 イメージの重心点 

メニュアイテムの"Parameter -> Point of gravity" で、イメージまたは AOI の重心点が表示されます。 

 
図 6.50  重心点 

 
 
 

表 6.48  重心点 

番号 要素 説明 

1 Threshold このピクセル値が計算に含まれます 

2 Set 現在の値が設定されます 

3 Use AOI このオプションをアクティブにすると計算に AOI
の領域のみが使用されます 

4 Draw Cross 算出された重心点にクロスヘアを書き込みます 

5 Point of Gravity 重心点の座標 

6 Close ダイアログをクローズします 
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6-4-17 アプリケーションオプション 

メニュの "Parameter -> Application options"または、"Parameter Toolbar"のアイコンで全てのプログラムパラメータが定義

できます。 

 
図 6.51 アプリケーションオプション 

 
 

表 6.49 アプリケーションオプション 

番号 要素 説明 

1 DIB Draw PC に DirectX がインストールされていないか 、DirectX 使用中

に表示の問題が発生した場合、書き込み方法が選択できます。こ

こでは標準の Windows GDI 手順が使用されます 

2 DirectDraw イメージ書き出しに DirectX ファンクションが使用されます 

3 Automatic (推奨) DirectX ディスプレイ使用のための優先権を与え、DirectX
がサポートされていないときのみ DIB Draw に変更します。ダイ

アログを再オープンするときモードは自動的に決定されます 

4 Grab every ... 
image 

n 番目のイメージのみグラブ 

5 Number of 
buffers 

使用するイメージストレージ数。スピード問題が発生しないた

め、値を 2 に設定するか、それ以外場合は、実験でのみ別の値に

設定する事を推奨します 

6 Prompt for save 変更したドキュメントを保存するかのメッセージ有効/無効 

7 OK 変更を確定してダイアログをクローズします 

8 Cancel 変更を取り消してダイアログをクローズします 
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6-5 MISC 
 

6-5-1 カメラとグラバーのクローズ 

カメラをクローズ、またはソフトウェアを初期化するためには、"File" メニュから "New"を選択します。イメージがロードされ

た後、新しい画像取得を開始する場合にも必要です。 

 

 
図 6.52 カメラのクローズ/ソフトウェアの初期化 

6-5-2 ヘルプ 

 

 
図 6.53 ヘルプ 

 
 

表 6.50 ヘルプ 

番号 要素 説明 

1 General help ヘルプファイルをコール 

2 About… プログラム情報を表示 

 
 

3 Generate Support file サポートファイルの生成 
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