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Install Image-Pro® 
 

 

Please make sure that you have closed all other applications before 
installing Image-Pro. 

 
 

To install Image-Pro, insert the product USB Software Installation drive or 

DVD, launch the installer [Install Image-Pro.exe], and follow the 

instructions.  
 

 

 Image-Pro will not install on operating systems or versions of Windows 

older than Windows 7 (service pack 1). 
 

Image-Pro requires the Microsoft *.NET framework. If this is not installed on 

your computer, the application will install it automatically. 
 

Upgrading the Installed Software 

There are several options available for upgrading to the latest version of 

Image-Pro: 

• You may download the Image-Pro evaluation software and install 

it from the Media Cybernetics’ website. 

• If you have ordered an upgrade from Image-Pro Plus or Image-Pro 

Premier 9, you will receive a USB Software Installation drive or 

DVD that will install the software.  

Regardless of how you obtain Image-Pro, and regardless of which product 

and version you are upgrading from, the latest Image-Pro will not overwrite 

your existing software. This allows you to evaluate your new Image-Pro. 

When you have completed the evaluation against the previous software and 

completely migrated to the latest Image-Pro, it is recommended that you 

uninstall the previous software via the Control Panel. 
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Activating your Image-Pro® License 
 

Image-Pro requires a hard license (dongle) which is either already in your 

possession if you are upgrading from a previous version or included with 

the Image-Pro Package that you received. To activate the license please 

follow the activation procedure below. 

 
 

 All Media Cybernetics Products include a non-licensed free 14-day 

evaluation period that begins at the time of installation. 
 

 

 

Register your Image-Pro license to be eligible to receive special support 

service, including: 

 

• 90 days of free technical support 

• Automatic software updates 
• News and information regarding new applications and modules 

 

Hard license (USB) users must register their licenses after installing the 

software and plugging in the hardware key.  

 

1. If you have an Image-Pro hardware key, attach it to a USB port 

now. 

2. When you first launch Image-Pro, the following dialog will 

appear: 

 
3. Click Activate Now button to activate your license. 
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If Internet access is not available, please follow the instructions under 

the heading: If your PC does not have Internet access. 
 

 

If your PC has Internet access 

 

4. The License Activation Wizard will launch which will guide you 

through the steps for activating your software license. 

 

5. Confirm your license type and USB dongle. 

6. Enter the Unlocking Code(s) that are listed on the inside cover of 

the Image-Pro packaging. 

7. Complete the registration form. 

8. Upon receipt of the provided information in steps 6 and 7, the 

software license will be fully activated. 
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If your PC does not have Internet access 

4. If you choose Activate Now, and your PC is not connected to 

the internet, the License Activation Wizard will bring you to 

the following prompt after the dongle selection: 

 

 

5. Get your license file(s). 

a. If your dongle is not activated or you don’t have access to the 

original computer, you can download your license(s) by 

visiting http://www.mediacy.com/activate using the provided 

shortcut with your unlocking code(s). 

b. If you have an already activated dongle you can obtain the 

license(s) using the License Activation Wizard to export them 

from the original computer. 

6. In both cases, you can import the license(s) on the second page 

of the License Activation Wizard. 

 

http://www.mediacy.com/activate
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Workspace Quick Tips 
File Button – Open, Print & Save 

 The File Button in the top left corner contains commands that 

operate on the document such as Open, Print, and Save. 
 

Switch from Docked to Multiple Document Interface (MDI) Layout 

You can switch between the default docked image mode and the 

traditional MDI mode easily. 

 

These tools are available in the View tab as well as in the Quick 

Access Toolbar. 

 

 

Quick Access Toolbar 
 

 

The Quick Access Toolbar is a convenient location at the top of your application 

window, where you can put shortcuts to commonly used commands. To add 

new commands, click the arrow to the right of the toolbar. 

Options Buttons 

Image-Pro includes Options buttons throughout the workspace. 

Click on these gear buttons to adjust colors, font sizes and other 

feature settings. 

 

Hide Dialogs for Extra Space 

 Open your workspace by hiding open dialog 

boxes. Simply click the thumbtack button on 

the top of each dialog to “hide” it to the left or 

right side of the application. Hover over the 

dialog to view and click the thumbtack again 

to display the dialog.
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Capture Images 

This functionality requires the Image-Pro Capture Module. Before capturing 

images directly into the Image-Pro workspace, you will need to install the 

drivers for your camera (provided by the camera manufacturer) and an 

Image-Pro Capture Interface for your camera. 

Visit www.mediacy.com/support to download the appropriate Image-Pro 

Capture Interface. 

Capture Single Frame Images 

 

 
 

1. Go to the Camera group on the Capture ribbon: 

2. Click the Live drop-down arrow and select your camera from the 

drop-down list. 

3. Click the Live button to see a live preview of your image. 

4. Click Capture to capture the image to the Image-Pro workspace 

 

Capture Multi-Frame Movies 

1. Follow steps 1-3 above. 

2. Click Record to capture the movie. 

3. To Stream to Disk, open the Capture Control dialog and activate 

Stream to Disk in the Record Movie Options panel, or click the 

Record drop-down arrow. This option will remain activated until 

you uncheck the Stream to Disk option. 
 

  

http://www.mediacy.com/support
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Adjust Capture Settings 

 

 
 

Click the Camera Control button in the Cameras group to open the Camera 

Control dialog and adjust controls including as binning, movie options, 

bit-depth, gain, file naming, date/time stamp and file saving options. 

 
 

 Your most recent capture settings are saved automatically at the end of 

your session. You can use the Load and Save settings to switch between 
alternate configurations quickly and easily. 

 

 

Adjust, Select & Review Images 

Three Quick Ways to Zoom Images 

 

• Zoom with your mouse wheel. 

• Zoom with the drop down and slide bar in the right corner of the 

application window. 

  

• Click the Zoom button on the Image menu. 
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Define a Region of Interest (ROI) 

1. Go to the ROI group on the Select ribbon. 

2. Click on the ROI tool you want to use, and draw the ROI in the image. 

3. If you want to define more than one ROI in a single image, you can 

use the Allow Multiple Regions tool. 

 
 
Save and Convert Overlays with the Features Manager 

Easily save regions of interest, measurements, annotations and 

other overlays using the Features Manager tool. 

 

1. Draw a measurement or region of interest. 

2. Go to the Select ribbon and choose the Features Manager button. The 
Features Manager dialog will open to the right. 

3. Choose to add your measurement or region of interest to a new 

collection. 

4. Choose the Save button to save this collection. 

5. To convert the overlay, select the dropdown option next to the collection 

type (ex: Measurements, ROIs, etc.) and change the type. Select the Set 

Feature Collection to Image button to apply this change. 
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Measure and Quantify 

Calibrate 

Use the Calibration group in the Capture ribbon to create and save 

calibrations. 
 

 
 

Click the Create drop-down arrow to use these calibration options: 

 

Clicking the Quick Calibration button creates a calibration by 

drawing a reference line on your image. 

 

Clicking the Auto Calibration button creates a calibration using 

the image of a stage micrometer. 

 

Count and Classify Objects 

Automatically segment, count and classify objects. 

1. Go to the Count/Size ribbon. 

 

2. For monochrome images, choose Bright or Dark from the Segment Group 

to automatically segment objects with bright or dark intensity levels. 

3. Choose Count to measure the objects. 

4. Choose Split to separate touching objects. 

5. Select the Excel button in the data table to export your measurements. 
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Smart Segmentation 

Use Smart Segmentation to segment images with colored objects, uneven 

backgrounds, and textures. To start, go to the Count/Size ribbon. 

1. Choose Smart in the Segment Group. The Smart Segmentation dialog will 

open to the right. You must draw a reference object and then define your 

background to start segmenting. 

 

 

 

 

2. Click on the Select Objects tool to activate the object selection tool. Draw 

a circle on the object you wish to segment. 

3. Click on the Background tool to activate the background selection tool. 

Draw on the background area to activate the segmentation. 

4. You can continue to add objects or background to perfect the 

segmentation. 

5. Select Count to measure your objects. 

 
 

 To select measurements, choose the Types button in the Count/Size or 

Measure ribbon to open the measurement selection tool. All available 
measurements are displayed on the left. Double click on a measurement to add it 
to your list on the right. 
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Automate Your Work 
 

Easily Record Tasks with Macros 

Automate repetitive tasks with Macro Recording tools. 

 

1. Go to the Macros group on the Automate ribbon. 

2. Choose the Record Macro button. 

3. Give your macro a name and walk through your tasks. 

4. Hit the Stop Recording button. You can now walk through your macro. 

 

Download Applications and Macros from the App Center 

Download macros and applications 

created by Media Cybernetics and 

other Image-Pro users. Open the Macro 

Explorer in the Automate ribbon and 

choose Search the App Center. 

 

 

Save & Report 

Quick Save Tools 

Save images in multiple formats with easy Quick Save tools. 

 

1. Go to the Quick Save group 

2. Choose Analysis (.TIF), Publication (.JPG). or Movie (.AVI). 
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Export Images with Overlays 

The Export group in the Share ribbon includes tools to export images and 

overlays. 

Use Snap to create a new image with measurement and 

annotation overlays burned in. 

 

Use View to save an image with overlays burned in, at your 

current magnification. This tool is ideal for publishing a feature 

of interest, rather than the entire image. 

 
Create Reports 

Image-Pro includes default report templates for creating reports in 

Adobe® PDF, Microsoft Excel®, and Microsoft Word®. 

 

1. Go to the Report group on the Share tab. 

 

2. Use the Images drop-down to choose your image(s). 

3. Use the Template drop-down to select your report template. 

4. Use Edit Report or Edit Template to make changes to the content and 

layout of your report. 

5. Click Preview Report to preview your report. 

6. From the Report Ribbon, click Save As to save as PDF or other file  

format. 
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Image-Pro® Support & Training Tools 

Video Tutorials 

Access educational video tutorials designed to teach you how to use 

Image-Pro. View the videos in your Image-Pro Welcome Screen and visit 

www.mediacy.com for additional tutorials. 

 

In Product Help and PDF Users Guide 

Click on the “?” button in the top right of your application to access the 

In- Product Help files. Select F1 while hovering over a button to open the 

related help files. The “?” button also includes a link to the Image-Pro 

Users Guide PDF. 

Download Macros and Applications from the App Center 

Download and share applications and macros specific to your workflow 

from the Media Cybernetics App Center website. Visit www.mediacy.com 

Media Cybernetics Technical Support 

Visit our Support Site or contact our Technical Support Team if you have 

specific questions about supported drivers, software installation or other 

technical needs. Visit h t tp : / /www.media cy.com/suppor t  

Media Cybernetics 

(301) 495-3305 | FAX (301) 495-5964 
www.mediacy.com 

 

http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/support
http://www.mediacy.com/
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Image-Pro® のインストール 
 

 

Image-Pro をインストールする前に、他のすべてのアプリケー
ションを閉じていることを確認して下さい。 

 
 

Image-Pro をインストールするには、製品に付属の USB ソフトウェアイン

ストール用ドライブまたは DVD を挿入し、[Install Image-Pro.exe] インス

トーラを起動し、あとは画面の指示に従って下さい。  
 

 

Image-Pro は Windows 7 (Service Pack 1) より前のオペレーティン

グシステムまたはバージョンの Windows にはインストールできま
せんので、ご注意下さい。 

 

Image-Pro を使用するには、Microsoft *.NET framework が必要です。お使い

のパソコンに .NET Framework がインストールされていないときは、

Image-Pro のインストール時に .NET Framework が自動的にインストール

されます。 
 

インストールしたソフトウェアのアップグレード 

Image-Pro の最新バージョンにアップグレードするには、いくつかのオプ
ションからお選びいただけます。 

• Image-Pro 評価版ソフトウェアをダウンロードし、メディアサイバ

ネティクス社のウェブサイトからインストールしていただけます。 

• Image-Pro Plus または Image-Pro Premier 9 からのアップグレード

をご注文された場合、USB ソフトウェアインストール用ドライ

ブまたは DVD が付属されていますので、それでソフトウェア

をインストールして下さい。  

Image-Pro の入手方法やアップグレードする製品およびバージョンに関係

なく、最新の Image-Pro をインストールしても既存のソフトウェアは上書

きされません。これにより、新しい Image-Pro を評価することができます。

以前のソフトウェアとの比較評価を済ませて、最新の Image-Pro に完全に

移行したら、「コントロールパネル」から以前のソフトウェアをアンイ

ンストールされることをお勧めします。 
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Image-Pro® ライセンスのアクティベーション 
 

Image-Pro を使用するには、ハードウェアライセンス（ドングル）が必要

です。このライセンス（ドングル）は、Image-Pro のパッケージに同梱さ

れているか、もしくは以前のバージョンからアップデートをする場合はす

でにお手元にあります。ライセンスをアクティブにするには下記のアクテ

ィベーション手順に従ってください。 

 
 

 メディアサイバネティクス社の全製品では、製品を登録しな

いでもインストール後 14 日間無料でお試し頂けます。 
 

 

 

Image-Pro ライセンスをご登録いただくと、以下の特別なサポートサービ

スが受けられます。 

 

• 90 日間の無償技術サポート 
• ソフトウェア自動更新 

• 新しいアプリケーションとモジュールに関するニュースと情報 

 

ハードライセンス (USB) 所有者は、ソフトウェアをインストールしてハー

ドウェアキーを取り付けた後でライセンスを登録して頂く必要がありま

す。  

 

1. Image-Pro ハードウェアキーをお持ちの場合は、USB ポートに今

すぐ取り付けて下さい。 

2. Image-Pro を最初に起動すると、次のダイアログが表示されま

す。 

 
3. 「今すぐアクティベート」ボタンをクリックしてライセンスを

アクティブにします。 
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インターネットにアクセスできない場合は、次の見出しの下に

記載された指示に従って下さい:「お使いのパソコンでインターネ
ットにアクセスできない場合」 

 

 

お使いのパソコンでインターネットにアクセスできる場合 

 

4. ライセンスアクティベーションウィザードが起動すると、ソフト

ウェアライセンスをアクティブにする方法をステップごとにご案

内します。 

 

5. ライセンスの種類と USB ドングルを確認します。 

6. Image-Pro のパッケージの表紙裏に記載されたロック解除コードを

入力します。 

7. 登録用紙にご記入下さい。 

8. ステップ 6 および 7 で入力した情報を受け取った時点で、ソフト

ウェアライセンスが完全にアクティブになります。 
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お使いのパソコンでインターネットにアクセスできない場合 

4. 「今すぐアクティベート」ボタンを選択するときにインター

ネットに接続されていない場合、ドングルの選択後にライセ

ンスアクティベーションウィザードに次のメッセージが表示

されます。 

 

5. ライセンスファイルを取得して下さい。 

a. ドングルがアクティブにならない場合、または元のパソコン

にアクセスできない場合は、解除コードと同梱されたショー

トカットを使って http://www.mediacy.com/activate からラ

イセンスをダウンロードすることができます。 

b. すでにドングルがアクティブになっている場合は、ライセン

スアクティベーションウィザードを使用してライセンスを取

得し、元のパソコンからエクスポートできます。 

6. いずれの場合も、ライセンスアクティベーションウィザード

の 2 ページ目でライセンスをインポートすることができま

す。 

 
 

 
  

http://www.mediacy.com/activate
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操作画面全般 － 使用上のヒント 
｢ファイル｣ボタン － 開く､ 印刷､ 保存 

 画面左上の｢ファイル」ボタンのメニューには､｢開く｣、

｢印刷｣、｢保存｣など､ドキュメントを処理するコマンドがあります。 
 

ドッキング表示とマルチドキュメント インターフェース表示 (MDI) の切替

え 

既定のドッキング画像表示モードと旧来の MDI 表示モ

ードに簡単に切り替えることが可能です。 

 

 

｢表示」タブおよび「クイックアクセスツールバー」に

あるボタンで行えます。 

 

 
クイックアクセスツールバー 

 

 

アプリケーション画面最上部にある「クイックアクセスツールバー」には､ 

使用頻度の高いコマンドのショートカットを登録できます。新しいコマンド

を追加するには､ ツールバー右側の矢印をクリックして下さい。 

オプションボタン 

Image-Pro の操作画面には､｢オプション」ボタンがあ

ります。これらのギアボタンをクリックして、色や文

字サイズの調整、その他機能の設定を行います。 
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ダイアログを非表示にして画面を広く使う 

 ダイアログボックスを非表示にすると、画

面の作業域を広くすることができます。各

ダイアログボックスの最上部にある｢ピン｣

アイコンをクリックすると、ダイアログボ

ックスがアプリケーションの右端または左

端に隠れます。ダイアログボックスの上に

カーソルを重ねると､ダイアログボックス

が表示されます。｢ピン｣アイコンを再度ク

リックすると元の表示に戻ります。 
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画像取込み 

この機能を使用するには、Image-Pro 取込みモジュールが必要です。画像

を Image-Pro Workspace に直接取込む前に、お使いのカメラのドライバ

ー（カメラの製造者により提供）と Image-Pro Capture Interface をイン

ストールする必要があります。www.mediacy.com/support にアクセス

し、適切な Image-Pro Capture Interface をダウンロードします。 

単一フレーム画像の取込み 

 

 
 

1. 「取込み」リボンの「カメラ」グループに移動します。 

2. 「ライブ」ドロップダウン矢印をクリックし、ドロップダウン

リストからカメラを選択します。 

3. 「ライブ」ボタンをクリックすると、画像のライブビューが表示さ

れます。 

4. 「取込み」をクリックし、画像を Image-Pro Workspace に取込みま

す。 

 

複数フレームムービーの取込み 

1. 上のステップ 1 ～ 3 に従います。 

2. 「録画」をクリックしてムービーを取込みます。 

3. 「HDDへ連続記録」を行うには、「取込みのコントロール」ダ

イアログを開いて「録画のオプション」パネルの「HDDへ連続

記録」をアクティブにするか、「録画」ドロップダウン矢印をク

リックします。このオプションは、「HDDへ連続記録」オプシ

ョンのチェックマークを外すまでアクティブなままになります。 
 

  

http://www.mediacy.com/support
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取込み設定の調整 

 

 
 

「カメラ」グループの「カメラ制御」ボタンをクリックして「カメラ制御」

ダイアログを開き、制御をビニング、ムービーオプション、階調、ゲイン、

ファイル命名、日時スタンプ、ファイル保存オプションなどとして調整しま

す。 

 
 

 最も最新の取込み設定は、セッション終了時に自動的に保存されま

す。ロードと保存設定を使用すると、設定の切り替えを素早く簡単に行

なうことができます。 
 

 

画像の調整、選択、確認 

画像の表示を素早く拡大・縮小する 3 つの方法 

 

• マウスホイールを廻して拡大・縮小します。 

• ドロップダウンメニューとアプリケーション画面右下のスライドバー

を使います。 

  

• ｢画像｣メニューの「ズーム」ボタンを使います。 
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ROI (対象領域) の定義 

1. 「選択」リボンの「ROI (対象領域)」グループに移動します。 

2. 使用する ROI ツールをクリックし､ 画像内の ROI を描画します｡ 

3. 1 つの画像内に複数の ROI を定義する時は､｢矢印の複数領域」ツー

ルを使うことが可能です。 

 

図形マネージャでオーバーレイを保存・変換 

図形マネージャツールを使って、ROI (対象領域)、測定、

注釈、および他のオーバーレイを簡単に保存します。 

 

1. 測定または ROI (対象領域) を描画します。 
2. 「選択」リボンに移動し、「図形マネージャ」ボタンを選択します。

「図形マネージャ」ダイアログが右側に表示されます。 

3. 測定または ROI (対象領域) を選択し、新規コレクションに追加します。 

4. 「保存」ボタンを選択し、このコレクションを保存します。 

5. オーバーレイを変換するには、コレクションの種類 (測定や ROI (対象領

域) など) の横にあるドロップダウンオプションを選択し、種類を変更し

ます。「図形コレクションを画像へコピー」ボタンを選択し、この変更

を適用します。 
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測定と計数 

較正 

「取込み」リボンの「較正」グループを使って、較正を作成・保存します。 
 

 
 

「作成」ドロップダウン矢印をクリックし、これらの較正のオプションを使

います。 

 

「クイック空間較正」ボタンをクリックすると、画像内に基準

線が描画されて較正が行なわれます。 

 

「自動空間較正」ボタンをクリックすると、対物ミクロメーター

の画像を使って較正が行なわれます。 

 

対象物の計数と分類 

対象物を自動的に抽出、計数、分類します。 

1. 「カウント/サイズ」リボンに移動します。 

 
 
 

2. 白黒画像の場合、自動で測定対象物を明暗度を含めて抽出するために

｢対象抽出｣グループから｢明色｣ボタンまたは｢暗色｣ボタンを選択しま

す｡ 
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3. ｢カウント｣ボタンをクリックして、対象物を測定します｡ 

4. ｢分割｣ボタンをクリックし､ 接触している対象物を切り離します｡ 

5. データ表の Excel ボタンを選択して、測定結果をエクスポートします｡ 

 

スマート対象抽出 

カラー画像や､背景にムラやテクスチャがある画像には､｢スマート対象抽

出｣機能を使用します｡まず、「カウント/サイズ」リボンに移動します。 

1. ｢対象抽出｣グループにある｢スマート｣ボタンを選択すると､画面の右側

に｢スマート対象抽出｣ダイアログが開きます｡基準対象物を描いてか

ら、背景を定義して対象抽出を開始する必要があります。 

 

 

 

 

2. ｢対象物を選択｣ツールをクリックして対象物選択ツールを起動します。

対象抽出物の上に円を描きます｡ 

3. ｢背景｣ツールをクリックして背景選択ツールを起動します。背景の領域

に描画して対象抽出機能をアクティブにします。 

4. 対象物が正しく抽出されるまで､ 画像内に対象マーカーまたは背景マー

カーを追加できます｡ 

5. ｢カウント｣ボタンを選択して、対象物を測定します｡ 

 
 

 測定項目を選択するには､｢カウント/サイズ｣リボンまたは｢測定｣リボン

にある｢測定項目｣ボタンをクリックして測定選択ツールを開いて下さい。

メニューの左側に､ 使用可能な測定項目の一覧があります。測定項目をダ

ブルクリックして､ 右側の欄に追加して下さい。 
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作業の自動化 
 
作業をマクロで簡単に自動記録 

｢マクロ自動記録」ツールを使用して、定型処理を自動実行できます｡ 

 

1. ｢自動化｣リボンにある｢マクロ｣グループに移動します。 

2. 「マクロ自動記録」ボタンを選択します。 

3. マクロ名を入力して必要な画像処理・解析手順を実行します。 

4. ｢自動記録終了｣を押します｡これで、画像処理・解析手順がマクロで実

行されます。 

 

アプリセンターからアプリやマクロをダウンロード 

メディアサイバネティクス社や他の 

Image-Pro ユーザが作成したマクロやアプ

リをダウンロードします。｢自動化｣リボン

の｢マクロ エクスプローラ｣ ボタンを開き、

｢アプリセンターを検索｣ を選択します。 



Image-Pro® クイックスタートガイド 
 

14  

 

保存とレポート 

クイック保存ツール 

便利な｢クイック保存｣ツールを使って画像を複数フォーマットで保存しま

す。 

 
 

1. ｢クイック保存｣グループに移動します。 

2. ｢解析用｣ (.TIF)、｢発表用｣ (.JPG )、｢ムービー｣ (.AVI) のいずれかを選択

します。 
 

画像をオーバーレイ付きでエクスポート 

｢共有｣リボンの｢エクスポート｣グループには､ 画像やオーバーレイをエク

スポートするためのツールが用意されています。 

 

「画像取込み｣ボタンを使って、バーンインされた新しい測定

および注釈付きのオーバーレイ画像を新規作成します。 

 

 

｢表示取込み｣ボタンを使って､バーンインされたオーバーレ

イ付の画像を現時点における倍率で保存します。このツール

は、画像全体でなく画像の一部分だけ公開するときなどに便

利です。 
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レポート作成 

Image-Pro には、Adobe® PDF、Microsoft Excel®、および Microsoft Word® 

でレポートを作成するための既定のレポートテンプレートがあります。 

 

1. ｢共有｣リボンにある｢レポート｣グループに移動します。 

 

2. 「画像」ドロップダウンメニューを使って、画像を選択します。 

3. 「テンプレート」ドロップダウンメニューを使って、レポートのテ

ンプレートを選択します。 

4. 「レポートを編集」または「テンプレートを編集」を使って、レポ

ートの内容とレイアウトに変更を加えます。 

5. 「レポートのプレビュー」をクリックすると、レポートをプレビュ

ーできます。 

6. 「レポート」リボンから、「名前を付けて保存」をクリックして 

PDF や他のファイル形式で保存します。 
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Image-Pro® サポートおよびトレーニングツール 

ビデオチュートリアル 

学習教材として Image-Pro の使用方法を解説しているビデオチュートリア

ルをご覧下さい。Image-Pro Welcome 画面からビデオをご覧になり、他

のチュートリアルについては、www.mediacy.com でご確認下さい。 

 

製品内のヘルプとユーザガイド(PDF 形式) 

アプリケーション画面右上の「？」ボタンをクリックすると、製品内の

ヘルプファイルにアクセスします。関連するヘルプファイルを開くに

は、ボタンの上にカーソルを置いて [F1] キーを押します。「？」ボタン

には、PDF 形式の Image-Proユーザガイドを開くリンクも含まれていま

す。 

アプリセンターからマクロやアプリケーションをダウンロード 

メディアサイバネティクス社のアプリセンターウェブサイトからワークフ

ローに固有のアプリケーションとマクロをダウンロード・共有します。

www.mediacy.com をご覧下さい。 

メディアサイバネティクス社の技術サポート 

サポートされているドライバー、ソフトウェアのインストール、または他

の技術的なニーズに関する具体的な質問がございましたら、当社のサポー

トサイトをご覧いただくか、技術サポートにお問い合わせ下さい。

http : / /www. media cy.com/suppor t  をご覧下さい。 

Media Cybernetics 

(301) 495-3305 | FAX (301) 495-5964 
www.mediacy.com 

 

http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/support
http://www.mediacy.com/
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安装 Image-Pro® 
 

 

安装 Image-Pro 前务必确保已将所有其他应用程序关闭。 
 

 

要安装 Image-Pro，请插入产品 USB 软件安装驱动器或 DVD 光盘，启动安

装程序 [Install Image-Pro.exe]，并按指示操作。  
 

 

不能在 Windows 7 (Service Pack 1) 之前的 Windows 版本上安装 

Image-Pro。 
 

Image-Pro 要求计算机上装有 Microsoft *.NET Framework。未安装时应用程

序将会自动安装。 
 

升级已安装的软件 

可通过多种方式升级到最新版本的 Image-Pro： 

• 可以从 Media Cybernetcis 的网站上下载评估版的 Image-Pro 并进

行安装。 

• 如果订购了从 Image-Pro Plus 或 Image-Pro Premier 9 进行升级的服

务，则将收到用于安装软件的 USB 软件安装驱动器或 DVD 光盘。 

无论是以何种方式取得 Image-Pro，以及无论要升级的是哪款产品和版本，

安装的最新版本 Image-Pro 都不会取代现有的软件。这样您就可以评估新版

本的 Image-Pro。对照以前软件完成评估并完全迁移到最新版本的 Image-Pro 

之后，建议通过控制面板卸载以前软件。 
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激活 Image-Pro® 许可证 
 

Image-Pro 需要一个硬许可证 (加密狗)，它或者已经归您所有 (如果您从之前

版本升级)， 或者包括在您收到的 Image-Pro 包中。要激活许可证，请按下

列的激活程序操作。 

 
 

 所有 Media Cybernetics 产品均包括从安装时开始的非许可免费 14 

天评估期。 
 

 

 

只有经过注册的 Image-Pro 许可证才能享受特殊的支持服务，其中包括： 

 

• 为期 90 天的免费技术支持 
• 自动软件更新 
• 有关新应用程序和模块的新闻与信息 

 

硬许可证 (USB) 用户必须在软件安装完毕并且插入硬件密钥后进行许可证注

册。  

 

1. 如果您拥有 Image-Pro 硬件密钥，请现在就将其插入 USB 端口。 

2. 首次启动 Image-Pro 时将看到如下的对话框： 

 
3. 单击“现在激活”按钮以激活许可证。 
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如果无法访问互联网，请按照如下标题中的说明进行操作：如果 

PC 不能访问互联网。 
 

 

如果 PC 可访问互联网 

 

4. “许可证激活向导”将会启动，该向导将引导您完成许可证激活过

程。 

 

5. 确认许可证类型和 USB 加密狗。 

6. 输入列在 Image-Pro 包装内封中的“解锁码”。 

7. 完整填写注册表单。 

8. 收到步骤 6 和 7 中提供的信息之后，软件许可证即可得到完全激

活。 
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如果 PC 不能访问互联网 

4. 选择“现在激活”时，如果 PC 未连接到互联网，则在选择加密狗

之后，“许可证激活向导”将给出如下提示： 

  

5. 取得许可证文件。 

a. 如果您的加密狗没有被激活，或者您没有权限访问原来的计算

机，可通过使用所提供带有您解锁代码的快捷方式访问 

http://www.mediacy.com/activate，以下载您的许可证。 

b. 如果您已经激活加密狗，则可使用“许可证激活向导”从原来的

计算机导出以获取许可证。 

6. 对于这两种情况，都可在“许可证激活向导”的第二个页面中导

入许可证。 

 
 

http://www.mediacy.com/activate
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与工作区有关的简要提示 
文件按钮 – 打开、打印和保存 

左上角的文件按钮中包含对文档进行操作的命令，例如“打

开”、“打印”和“保存”。 
 

从固定界面切换到多文档界面 (MDI) 布局 

 

您可以轻松地在默认的固定图像模式和传统的 MDI 模式

之间切换。 

 

视图选项卡和快捷访问工具栏中都有用于切换模式的工

具。 

 
快捷访问工具栏 

 

 

快捷访问工具栏位于应用程序窗口顶部便于使用的位置，您可以将各种常用命

令的快捷方式放入其中。单击工具栏右侧的箭头即可添加新命令。 

选项按钮 
 

Image-Pro 的工作区中遍布选项按钮。单击这些齿轮按钮可以调

整颜色、字体大小以及其他功能设置。 

 

通过隐藏对话框留出额外空间 

可以通过将打开的对话框隐藏以空出工作区。

单击各对话框顶部的图钉按钮即可将其隐藏到

应用程序的左侧或右侧。隐藏后，可以通过将鼠标悬停在对话框上进行查看，

并再次单击图钉按钮重新显示。
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采集图像 

此功能要求具备 Image-Pro 采集模块。在 Image-Pro 工作区中直接采集图像

之前，需要安装相机驱动程序（由相机制造商提供）以及用于此相机的 

Image-Pro 采集界面。请访问 www.mediacy.com/support 以下载适当的 

Image-Pro 采集界面。 

采集单帧图像 

 

 
 

1. 转到采集功能区中的相机组。 

2. 单击实时下拉箭头并在列表中选择您的相机。 

3. 单击实时按钮查看图像的实时预览。 

4. 单击采集即可将图像采集到 Image-Pro 的工作区中。 

 

采集多帧视频 

1. 按上述步骤 1-3 进行操作。 

2. 单击录制即可采集视频。 

3. 如要高速采集到硬盘，应打开采集控制对话框并激活“采集视频选项

面板中的高速采集到硬盘选项，或者单击“录制”下拉箭头。该选项

将一直保持激活状态，直至取消选中高速采集到硬盘选项。 
 

  

http://www.mediacy.com/support
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调整采集设置 

 

 
 

单击相机组中的相机控制按钮打开相机控制对话框并调整各项控制，其中包括

像素融合、视频选项、位深、增益、文件命名、日期/时间戳以及文件保存选

项。 

 
 

 最近使用的采集设置将在会话结束时自动保存。您可以使用加载和保

存设置功能快速简便地切换不同的配置。 
 

 

调整、选择和检查图像 

三种快速缩放图像的方法 

 

• 使用鼠标滚轮进行缩放。 

• 使用应用程序窗口右侧的下拉菜单和滑块进行缩放。 

  

• 单击“图像”菜单中的缩放按钮。 
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定义感兴趣区域 (ROI) 

1. 单击“选择”功能区上的感兴趣区域组。 

2. 单击要使用的 ROI 工具，并在图像上绘制 ROI。 

3. 如果要在单幅图像上定义多个 ROI，可以使用“允许多个区域”工具。 

 

使用特征管理器保存和转换覆盖层 

 

您可以使用“特征管理器”工具方便地保存感兴趣区域、测量、

标注以及其他覆盖层。 

1. 首先绘制一个测量或感兴趣区域。 
2. 转到选择功能区并选择特征管理器按钮。特征管理器对话框将在右侧打

开。 

3. 选择将所绘制的测量或感兴趣区域添加到新建集合中。 

4. 选择“保存”按钮以保存集合。 

5. 要转换覆盖层，请选择集合类型（例如：测量、ROI 等）旁的下拉选项并

更改类型。选择将特征集合设置到图像按钮以应用更改。 
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测量和量化 

校准 

使用采集功能区中的校准组进行校准的创建和保存工作。 
 

 
 

单击创建下拉箭头后，可以使用以下的校准选项： 

 

单击快速校准按钮可以通过在图像上绘制参考线来创建校准。 

 

单击自动校准按钮后，将通过镜台测微尺图像创建校准。 

 

计算对象个数并进行分类 

用于自动分割、计数并分类对象。 

1. 转到测量/计数功能区。 

 
 

2. 处理单色图像时，选择“分割”组中的“亮”或“暗”选项即可使用明或暗强度

水平自动分割对象。 

3. 选择“计数”可以测量对象。 

4. 选择“分割”可以将相互接触的对象分开。 

5. 选择数据表中的 Excel 按钮可以导出测量结果。 
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自动分割 

使用自动分割可以对带有彩色对象、背景不均匀或者存在纹理的图像进行分

割。首先转到测量/计数功能区。 

1. 选择“分割”组中的“自动”。此时“自动分割”对话框将在右侧显示。您必须

先绘制一个参考对象并定义背景，然后才会开始分割。 

 

 

 

 

2. 单击“选择对象”工具激活对象选择工具。在要分割的图案上绘制一个圆。 

3. 单击“背景”工具激活背景选择工具。在背景区域上进行绘制后便可激活分

割。 

4. 您可以继续添加对象或背景以完善分割情况。 

5. 选择“计数”可以测量对象。 

 
 

 要选择测量，请选择“测量/计数”或“测量”功能区中的“类型”按钮以打开测

量选择工具。此时将在左侧显示所有可用的测量。双击某个测量即可将其添

加到右侧的列表中。 
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自动执行工作 
 
使用宏轻松录制任务 

您可以通过宏录制工具自动执行重复性的任务。 

 

1. 转到“自动化宏程序”功能区中的“宏”组。 

2. 选择“录制宏”按钮。 

3. 设置宏的名称并按步骤完成任务。 

4. 单击“终止录制”按钮。此时便可按步骤执行宏。 
 

从“解决方案社区”下载应用程序和宏 

 您可以下载由 Media Cybernetics 和其他 

Image-Pro 用户创建的宏和应用程序。方法是

打开自动化宏程序功能区中的“宏程序浏览器”

并选择“搜索解决方案社区”。 

 

保存并生成报表 

快速保存工具 

快速保存工具可以方便地将图像保存为多种格式。 

 

1. 转到“快速保存”组 

2. 选择“分析”(.TIF)、“发表”(.JPG) 或“序列图像”(.AVI)。 
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导出带覆盖层的图像 

共享功能区中的导出组包含用于导出图像和覆盖层的工具。 

 

使用拍照功能可以创建自带测量和标注覆盖层的新图像。 

 

使用查看功能可以保存自带覆盖层并且使用当前放大率的图像。

该功能尤其适合希望发布特定的感兴趣特征而不是整个图像的情

况。 

 

创建报表 

Image-Pro 带有默认的报表模板，可用于创建 Adobe® PDF、Microsoft Excel® 和 

Microsoft Word® 格式的报表。 

 

1. 转到“共享”选项卡中的“报表”组。 

 

2. 使用“图像”下拉列表选择图像。 

3. 使用“模板”下拉列表选择报表模板。 

4. 使用“编辑报表”或“编辑模板”功能更改报表的内容和布局。 

5. 单击“预览报表”以预览报表。 

6. 单击“报表”功能区中的“另存为”，将报表保存为 PDF 或其他文件格式。 

 



Image-Pro® 快速入门指南 
 
  

14  
 

 

Image-Pro® 技术支持与培训工具 

视频教程 

您可以访问旨在帮助您学习 Image-Pro 用法的视频教程。这些视频位于 

Image-Pro 的欢迎界面上，另外在 www.mediacy.com 还有额外的教程内

容。 

 

产品内置帮助与 PDF 用户指南 

单击应用程序右上角的“?”按钮可打开产品内置的帮助文件。将鼠标悬停于

某个按钮上并按下 F1 则可打开相关的帮助文件。“?”按钮中还包括指向 

Image-Pro 用户指南 PDF 的链接。 

从“解决方案社区”下载宏和应用程序 

您可以通过 Media Cybernetics 的“解决方案社区”网站下载并分享专用于您

工作流程的应用程序和宏。请访问 www.mediacy.com 

Media Cybernetics 技术支持 

如果您有关于驱动程序支持和软件安装的具体问题，或者有其他技术方面的

需要，可以访问我们的技术支持网站或者联系技术支持团队。请访问 

h t tp : / /www.media cy.com/suppor t  

Media Cybernetics 

(301) 495-3305 | 传真 (301) 495-5964 
www.mediacy.com 

 
 

http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/
http://www.mediacy.com/support
http://www.mediacy.com/
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