アメテックの画像処理技術で

お客様の品質課題を解決します。

金

属

表 面 検 査 システム

～ オンライン検査システム ～ 学習機能による 最適な欠陥判定

オンリーワンの画像検査技術で
世界の品質向上に貢献しています

金属業界では、自動車や航空宇宙産業をはじめとする様々なエンドユーザーから、品質の向上、生産
性の向上に対する要求が増え続けています。
そのため、品質と歩留まりを最適化するための、柔軟で
カスタマイズ可能な表面検査ソリューションが不可欠になっています。

SmartView®は、世界中の金属業界で最も信頼・評価されている自動表面検査ソリューションの1つ
です。

高性能なソフトウェア、最先端のカメラ技術、優れた照明技術、比類のないアプリケーション、
エンジ
ニアリングサービスを組み合わせることで、高性能に自動化された表面欠陥の検出、分類、視覚化を
実現するための最高水準の検査ソリューションを提供します。

主な用途
鉄

• 鋳造
• 熱間圧延
• 冷間圧延
• 酸洗
• アニール処理
• テンパーミル
• 亜鉛めっき
• 錫めっき
• コーティング
• 検査ライン
• スリッター
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• 熱間圧延
• 冷間圧延
• アニール処理
• アルミ箔
• コーティング
• 検査ライン
• スリッター

銅／黄銅

• 熱間圧延
• 冷間圧延
• アニール処理
• 銅箔
• 伸銅
• コーティング
• 検査ライン
• スリッター

アメテック サーフェースビジョンのSmartView金属表面検査システムは、欠陥を正確に検出し、分類・可視化、
を可能とする堅牢で柔軟な表面検査ソリ
ューションです。

最先端のソフトウェアと堅牢で実績のあるハードウェアを組み合わせることで、SmartViewは正確なリアルタイム検出と分類を可能な限り実現します。

SmartViewシステムでは、高品質の欠陥画像の取得を実現するために、複数の検査角度で、強力な照明ノウハウとカメラ技術を同期していま
す。
SmartViewソフトウェアは、高性能サーバーを介して検査データを処理し、高度な制御ツールと詳細なリアルタイム分析レポートを組み合わされてお
り、
シンプルな操作となっています。
SmartViewは、多様な運用要件を満たすために、
カスタマイズが可能なモジュラーソリューションとして設計されています。

SmartView検査システムは、操作の容易さと将来の課題を念頭に置いて設計され、
またアメテック サーフェースビジョンの比類のないアプリケーション
経験と技術的専門知識によってサポートされているため、世界中の金属業界から信頼されているソリューションとなっています。

サーバー

カメラ

自由な データアクセスVIEWER

データベース

プラント・ネットワーク

システム・ネットワーク

コンソール

LED照明

システム構成例

ソフトウェア

連続プロセスにおける欠陥の検出と分類を高速処理で行うWindows ベースの操作性の		
高いソフトウェア。
視認性の高い豊富な画面を揃え、ネットワーク上の端末から自由			
にアクセスでき、
カメラや端末の追加が簡単で、システムの拡張性も優れています。

カメラ
照明技術

さまざまなタイプの高精度ラインカメラを搭載でき、現場の課題に応じて最適			
な解像度・光学設計を提供。
異なる角度のカメラからの情報を統合し、欠陥			
の判定を行うことができます。

優れた照明技術・ノウハウを持ち、金属の各プロセスに最適な照明方を		
提供。
アメテック独自のLED照明のほか、国内外の照明メーカーと		
提携し、検査に最適な照明を提案します。

全長画像・データ解析
技術サポート（東京・大阪）

精度の高い欠陥検出・分類に加え、
ストリーミングビデオ機能		
で金属全体の状態を監視でき、豊富なデータを活用すること		
で、品質向上に役立てることができます。
長年培われた専門的なノウハウで、検査に関する最適		
なソリューションを提案します。
システム導入後の		
技術サポートも充実しています。
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主な特長

ユーザー・インターフェース

検査データは、欠陥の発生状況が一目でわかる欠陥マッ
プ、表やトレンド・グラフなどで表示されます。
欠陥画像はす
べて保存され、
マップからのポップアップ表示やマルチ欠陥
表示などさまざまな形式で欠陥画像を確認することができ
ます。
欠陥クラス毎に画像データを集めて、
そのライブラリ
ーを活用し、検査精度を向上させることもできます。

SmartView®(スマート・ビュー)検査システムは、高度な欠陥分

高精度な検出機能

陥を判定するなど、独自の技術で連続シートプロセスにおける

アプリケーションに対応できる機能を備えています。

類ソフトウェアや、複数の異なる角度のカメラを同期させて欠

高精度な欠陥検査・分類を実現し、国内外に多数の導入実績が

あります。

この高精度な欠陥検査システム「SmartView®」は、高速データ

独自のアルゴリズムで欠陥を高精度に検出し、誤検出を最
小限に抑える処理など、
さまざまな

連続プロセスに向けの最適なソフトウェアで、最高のレベル
の検出率・判定率を可能にしています。

処理により、有害/無害の大量の欠陥を傾向管理でき、
またストリ

ーミングビデオ機能でシート全幅/全長を監視し、総合的な品質
管理に活用することができます。

SmartView®ソフトウェアのプラットフォームに対するさまざまな

追加機能と拡張機能により、ユーザーは、
それぞれの要望に応じ

てソリューションをカスタマイズできます。
これらの機能により、直
感的な構成のレポート作成が可能となり、製品の問題を迅速に
把握し、
プロセス全体の品質管理をさらにサポートできます。

学習型の欠陥分類機能

SmartLearn® は、欠陥ライブラリーによる欠陥画像の特徴
量データを活用し、
データの蓄積により、欠陥の分類精度
が向上する学習型の分類ソフトウェアです。
検査データからの学習機能と当社のノウハウを統合して、
最適な欠陥分類と効率のよい検査を実現します。

SmartView®ソフトウェアは、最先端のハードウェアと当社の数

十年にわたるアプリケーション経験を結び付け、
プロセスに必要
な自動化されたリアルタイムの結果と顧客が求める製品品質保

証を提供する包括的な表面検査ソリューションを提供します。

www.ametek.co.jp/surfacevision
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ストリーミングビデオ

ストリーミングビデオ機能は、
シート全幅全長すべての画像
データを保存・再生することができます。
オンライン中にリア
ルタイムでシートを監視したり、巻き戻して再チェックしたり
することで、欠陥以外の品質の確認も可能。
さらに、検査設
定データを変更して、画像データを再生・再検査も行うこと
ができます。

優れた検出・分類・可視化

主なメリット
プロセス管理

SmartViewのインターフェイスでは、完全な制御により、異な
る欠陥クラスに色を再割り当てすることができます。
直感的な
ドロップダウンメニューとカスタマイズ可能なウィンドウを使
用して、必要な欠陥のみを識別し、高い精度結果を絞り込むこ
とができます。
欠陥に関する最小限の情報提供で、変化する状
況に対する迅速な対応を可能にし、不良率の減少に貢献し、
生産効率を高めます。

鉄

完全なシステムの統合

SmartViewは、Windowsベースのソリューションとして、既存
のシステムに容易に統合でき、システムの簡単な起動と運用
の柔軟性を確保します。
ソフトウェアはオンラインでリアルタイ
ムに実行され、特定の表面とプロセスの要件に合わせて最適
化することができるアルゴリズムを採用しています。
モジュラー
ソリューションの一部として、
ハードウェアの追加や削除が簡
単で、シームレスなソフトウェア制御を維持できます。

直観的なレポート

SmartViewは直感的で高度な構成が可能で、ユーザーは製
品やプロセスの問題を迅速に特定できます。

PQA(プロダクション品質アドバイザー)ソフトウェアは、オープ
ンSQL Server データベースを使用して、表示または比較用に
カスタム レポートを生成します。
製品品質を容易に認識したり
管理するために、
コイルのグレード化やマップスタッキングソリ
ューションなど、1つの生産ラインまたは工場全体のデータを
処理することができます。

プロセスの可視化

WindowsベースのSmartViewソフトウェアは、
お客様のネッ
トワークに接続され、オペレーター、検査担当者、
プロセスエ
ンジニア、管理者などすべてのユーザーに、指先での操作だけ
で、
それぞれに必要なすべての情報を提供します。
オープンネ
ットワーク検査ビューアにより、
すべてのユーザーは、生産の
任意の段階から、ネットワーク全体に分散された現在または
過去の検査結果に、
リモートでアクセスできます。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

銅
・
黄
銅
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カメラ

SmartViewは、あらゆるアプリケーション
に最適なソリューションを提供するため、
さまざまな解像度、異なるセンサーサイ
ズ、
モノクロまたはカラーなどの多様なカ
メラをご用意しています。
あらゆるプロバイダからカメラを迅速か
つシームレスにシステムに追加するアー
キテクチャを提供し、
カメラ技術を活用す
ることができます。

また、
お客様のプロセスに最適で柔軟な
ソリューションに応じて、CCDならびに
CMOSカメラが選択できます。

照

明

最適な照明条件は、高精度な表面検査に
不可欠であり、SmartViewは、
それらを
実現するための設計された照明ソリュー
ションを持ち合わせています。

弊社の長年にわたり培われたノウハウに
より、様々な用途に応じた、最適な照明ソ
リューションを提供しています。

LEDの耐用年数は、約50,000時間(5～6
年)で、水の侵入や汚染を防ぐLED専用ボ
ックスや過熱監視用回路などを備えて
います。

データ取得
と分析
弊社の完全に拡張性のあるシステムは、
正確な検査と報告のために必要なデー
タ、画像、
ビデオを生成します。

この情報を維持するために、SmartView
製品と完全に互換性のあるサーバーシ
ステムを提供し、保存および処理の要求
に対応することができますデータを取得
します。

これらのサーバーは、SmartViewの幅広
いソフトウェアパッケージとシームレスに
統合され、強力なデータ分析および視覚
化ツール一式を提供します。
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安心・充実のサポート
弊社の表面検査システムは、世界中の金属業界に
おいて、もっとも多くのお客様にご活用いただいて
います。より多くの企業が、、製品の品質保証のた
めに、弊社の高精度なシステムを活用しています。

SmartViewシステムを導入いただくと、特許取得
済みのソフトウェアや高度なハードウェアだけでな
く、弊社が長年培った様々な用途に関するノウハウ
と技術サポートも活用いただけます。
この比類のない専門知識による技術サポートは、
お客様のプロセスに、最高の品質で費用対効果の
最も高いソリューションを提供します。
また、詳細な
エンジニアリングノウハウにより、
それぞれの特定
の目標に合わせて最適化されたシステムの実現が
可能となります。

また弊社は、
それぞれのお客様の状況に合わせ
て、照明、
カメラなどのハードウェアの最適な組み
合わせを提供することができます。
製品要件やお客様からの技術的要求は絶えず変
化しています。
そのため、SmartViewは、常に進
化・構築できるモジュル・ソリューションとして開発
されました。
専門のサポートチームがシステムの初
期セットアップについてアドバイスを行い、
プロセ
ス条件の変化や予算上の考慮事項に応じて、時間
の経過とともに改善を支援します。

豊富な専門知識と長年のノウハ
ウによるサポート体制

弊社は、電話、電子メールなどのリモートアクセス
を通じて、世界中のお客様に技術サポートを提供
しています。
また、現場への技術訪問やトレーニン
グコースなどもご提供し、
さまざまな用途や課題
に応じて、広範な技術的専門知識やノウハウのご
提案を可能にしています。

弊社は、
お客様とともに成長し、システム導入後も
長年にわたってご要望に応じたソリューションを提
供し、目標達成に必要なサポートをお約束します。
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アメテック
サーフェースビジョン

アメテック・サーフェースビジョンは、1990年にIsys

Control社（米国）として最先端の画像処理技術を搭載した

高機能欠陥検査システムを開発し事業をスタートしました。
1996年にコグネックス社（米国）の傘下になり、2000年に

Windowsベースの高機能かつ低価格でユーザー・フレンドリーな
欠陥検査システム「SmartView®」シリーズをリリースしました。

2015年にアメテック社（米国）の傘下となり、高機能カメラ搭載、

全長シート画像の保存・動画再生・再検査が可能な新しい
「SmartView®」

シリーズ、
および製造プロセスの監視と検査システムとの同期による欠陥
発生原因の解析可能な「SmartAdvisor®」を販売しています。

日本国内を含む世界中の鉄鋼・非鉄金属、紙パルプ、
フィルム、不織布、ガラス
業界向けに欠陥検査システムを提供しています。

また、システムの導入実績は、現在までに2000以上となっています。
～お客様のメリット～

ランニングコストの削減
プロセスの最適化
製品の品質改善
収益の最大化

より徹底かつ客観的な原料の差別化
欠陥の検出・分類・視覚化
目視検査の最小化

お客様の要望に応じた検査結果リポート

アメテック株式会社

サーフェースビジョン事業部

（本
社）東京都港区芝大門1-1-30
TEL: 03-4400-2350

芝NBFタワー

（大阪支社）大阪市淀川区宮原3丁目3番34号 新大阪DOIビル5階
TEL: 06-6399-9511
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