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はじめに
Fluke Ti32、TiR32、Ti29、TiR29、Ti27、および TiR27 Thermal
Imagers (以下 Imager) は予防/予測保守、設備のトラブルシューティ
ング、修理確認、建造物の検査、復旧/修復作業、エネルギー監査、
および断熱施工の確認に使用される携帯型熱画像装置です。 Ti32、
Ti29、および Ti27 は工業設備や商業設備の保守に最適です。他方、
TiR32、 TiR29、および TiR27 は建造物外面の検査および建造物の
診断に最適です。
温度測定範囲は Ti32、Ti29、および Ti27については -20 °C～
+600 °C で、 TiR32、TiR29、および TiR27 については -20 °C ～
+150 °C です。 熱画像の表示には、さまざまな標準カラーパレット
または Ultra Contrast™ カラーパレットのいずれかを使用できます。
すべての装置には Fluke 独自の IR-Fusion® テクノロジーが搭載され
ており、完全な可視画像 (640 X 480) をそれぞれの熱画像とともに表
示、融合、および保存できます。 さまざまな融合モードで、熱画像
と可視画像を完全な熱画像として表示することも、ピクチャー･イン
･ピクチャー (PIP) 画像として表示することも可能です。
熱画像と可視画像は、液晶ディスプレイに表示され、リムーバブル
SD メモリー・カードに保存できます。SD メモリー・カードを取り
出し、付属のマルチフォーマット USB カード・リーダーを使用し
て PC に接続すると、画像を PC に取り込めます。画像を解析した
り、レポートを作成したりするための SmartView® ソフトウェアー
が付属しています。
また、現場で交換可能な充電式リチウムイオン・スマート・バッテ
リー・パックが 2 個付属しており、そのいずれかによって、装置に
電源が供給されます。バッテリー・パックはそれぞれ、4 時間以上
連続して作動します。
前述の機能に加えて、各 Imager には保存した画像に注釈を加える
音声録音機能、放射率補正、反射背景温度補償、透過補正のほか、
便利で使いやすい機能が多数用意されています。
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Fluke の連絡先
Fluke にご連絡いただく場合は、次の電話番号をご利用ください。
•
•
•
•
•
•

米国: 1-800-760-4523
カナダ：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
ヨーロッパ：+ 31 402-675-200
日本：+ 81-3-6714-3114
シンガポール：+ 65-738-5655
その他の国：+ 1-425-446-5500

または Fluke の Web サイト www.fluke.com（英語）をご覧ください。
日本語のサイトは、www.fluke.com/jp です。
製品の登録には、http://register.fluke.com をご利用ください。
最新のマニュアルの補足を表示、印刷、あるいはダウンロードする
には、 http://us.fluke.com/usen/support/manuals をご利用ください。

安全に関する情報
本器は、本マニュアルで説明されているとおりに使用してください。
表 1 に、本器および本マニュアルで使用されている記号を示します。
｢警告」は、人体の怪我を招く、あるいは死に至らしめる恐れのあ
る危険な状態や行為を伴うことを示します。
｢注意」は本器の損傷やデータの損失を起こす可能性のある危険な
状態や行為を伴うことを示します。

W 警告
怪我を防ぐため、次の事項を厳守してください。
•

•
•
•
2

実際の温度測定の前に、放射率に関する情報を参照して
ください。反射性の物質では、実際の測定温度より低く
表示されます。こうした物質によるやけどの危険険があ
ります。
装置は定められたとおりに使用してください。そうしな
い場合は装置に用意された保護が無効になる可能性があ
ります。
バッテリーには火災や爆発の原因となる危険な化学薬品
が含まれています。化学薬品に触れてしまった場合は、
水で洗浄して医師の診断を受けてください。
このマニュアルのバッテリーの注意と充電の指示にす
べて従ってください。

Thermal Imagers

開梱
表 1.記号
記号

E
P

説明
バッテリーの状態。
欧州連合および欧州自由
貿易連合の要件に適合。

記号

説明

b

バッテリーが充電中です。

W

重要な情報。マニュアルを
参照。

バッテリー充電器に接続
されています。

e

表示された画像に関連付
ける音声を録音していま
す。

O

電源オン/オフ記号

f

スリープ・モード。

;

関連するオーストラリア
の規格に準拠。

)

カナダ標準規格および米
国標準規格に適合。

´

このカメラには、リチウムイオン・バッテリーが搭載されてい
ます。固形廃棄物と混合しないでください。使用済みバッテリ
ーは 、地方条例に従って資格のあるリサイクル業者か危険物
取扱者によって廃棄されなければなりません。リサイクルの情
報については、Fluke のサービス・センターまでお問い合わせ
ください。

~

この製品は、ごみを分別していない地域のごみとして廃棄しな
いでください。リサイクルの情報については、Fluke の Web サ
イトをご覧ください。

A

開梱
箱を開き、次のものが揃っていることを確認してください。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermal Imager
AC 電源アダプター
充電器
リチウムイオン・スマート・バッテリー (2 個)
ハード･ケース
SD メモリー･カード
マルチフォーマット USB メモリー・カード・リーダー
携帯用ソフトバッグ
ハンド・ストラップ (左手用または右手用)
ユーザー・マニュアル (多言語)
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• SmartView® ソフトウェアー
• 保証登録カード

注記
Fluke では、本器に付属の SD メモリー･カードを使用するこ
とをお勧めしています。ブランドや容量の異なる、別途購入
された SD メモリー･カードを使用することやその信頼性につ
いて、Fluke は保証しません。

本器の付属品のリストについては、表 2 を参照してください。
表 2. 推奨アクセサリー
モデル

説明

部品番号

FLK-TI-LENS/WIDE1

広角赤外線レンズ

3441183

FLK-TI-LENS/TELE1

望遠赤外線レンズ

3441176

FLK-TI-SBP3

スマート・バッテリー・パック

3440365

FLK-TI-SBC3

アダプター付き充電器/電源装置

3440352

TI-CAR CHARGER

12 V 車両用充電アダプター

3039779

バッテリーの充電
本器を初めて使用するときには、付属の充電器でバッテリーを少な
くとも 2 時間半充電してください。各バッテリーの充電状態は 5 つ
に区分され、それぞれのバッテリーのバッテリー充電インジケータ
ーに表示されます。

注記
新品のバッテリーは完全には充電されていません。バッテ
リーを最大容量まで充電できるようになるまでには、2～10
サイクルの通常充電と放電が必要になることがあります。
本器のバッテリーを充電するには、次のオプションのいずれかを選
択します。

充電器
1.
2.
3.
4.

4

AC 電源を AC コンセントに差し込み、DC 出力端子を充電
器に接続します。
スマート・バッテリーを 1 本または 2 本、充電器のベイに
挿入します。
インジケーターに「充電完了」の状態が表示されるまで、
バッテリーを充電します。
バッテリーの充電が完了したら、スマート・バッテリーを
取り出し、電源を抜きます。

Thermal Imagers

電源のオンとオフ

本器の AC 電源ソケット
1.
2.
3.

AC 電源を AC コンセントに差し込み、DC 出力端子を本器
の AC 電源ソケットに接続します。
画面上のインジケーターに「充電完了」の状態が表示され
るまで、充電します。
スマート・バッテリーの充電が完了したら、AC 電源を抜き
ます。

注記
本器の温度が室温に近くなっていることを確認してから充電
器に接続してください。充電時の温度仕様を参照してくださ
い。高温または低温の場所で本器を充電しないでください。
極端な高温または低温で充電すると、バッテリー・パックの
充電維持能力が低下します。
本器の作動中にバッテリーを充電すると、バッテリー･アイコン
A が表示されます。本器の電源が切れている場合は、バッテリ
ー充電器に接続すると、ディスプレイに b が表示されます。
バッテリー状態のアイコンが完全充電を示すまで、本器を充電器に
接続しておきます。本器の電源がオフになっている場合、バッテリ
ー充電アイコンには 4 本のバーが表示されます。本器の電源がオン
になっている場合、電源をオフにしてバッテリー状態のアイコンを
表示してください。充電完了の状態が表示される前に本器を充電器
から取り外すと、バッテリーが完全に充電されていないため、作動
時間が短くなります。

12 V 車両用充電器 (オプション)
1.
2.
3.

12 V アダプター・アクセサリー・プラグを車両の 12 V アク
セサリー・ソケットに差し込み、出力端子を本器の AC 電
源ソケットに接続します。
画面上のインジケーターに「充電完了」の状態が表示され
るまで、充電します。
スマート・バッテリーの充電が完了したら、12 V アダプタ
ーと本器を切断します。

W 注意
本器の損傷を防ぐために、車両の始動またはジャンプ・スタ
ートの前に車両用 DC 充電器から本器を外してください。

電源のオンとオフ
本器の電源をオンまたはオフにするには、中央のソフトキー (a) を
2 秒間押します。
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各部の名称
表 3 に、各部の名称を示します。
表 3. 各部の名称
3

4

5

8
7

1

9

10
2
11
12
6

13
15

14

C3

Ti

Y
ER
TT3
T BA R
AR GE
SM AR
CH

SB

WER
PO

exj01.eps

項目

6

説明

A

液晶ディスプレイ (LCD)

B

機能ソフトキー (c、a、および d)

C

スピーカー

D

マイク

E

自動バックライト・センサー

F

ハンド・ストラップ

Thermal Imagers

メニューの使用
表 3.機能およびコントロール (続き)
項目

説明

G

SD メモリー・カード/AC 電源ソケット部

H

格納式レンズカバー

I

可視画像カメラ

J

赤外線レンズ

K

焦点調整リング

L

画像キャプチャー・トリガー

M

リチウムイオン・スマート・バッテリー・パック (2 個)

N

充電器

O

AC アダプター/電源

メニューの使用
メニューを 3 つのソフトキー (c、a、および d) と組み合わせて使
用することで、熱画像の表示や保存ができるほか、保存した画像を
表示したり、次のような機能を設定することができます。
• バックライト
• 日付/時刻
• 放射率
• ファイル形式
• 高温アラーム (Ti32, Ti29, Ti27) または 露点アラーム (TiR32,
TiR29, TiR27)
• 画像の熱点、冷点、および中央点
• IR-Fusion® モード
• 言語
• レンズの選択
• レベル/スパン
• カラーパレット
• 反射背景温度補正
• 温度スケール
• 透過補正
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メニューを表示するには、a を押します。各ファンクション･ソフ
トキー (c、a、d) の上に表示される文字は、すべてのメニュー画
面でそのソフトキーに対応します。
aを押して、メニューを開き、項目を切り替えます。
最後にソフトキーを押してから数秒が経過するとメニューが自動的
に閉じ、本器はライブの画像表示に戻ります。

メニュー・エスケープ/ライブの画像表示
ほとんどのメニュー構造から即座にライブの画像表示に戻るには、
トリガーをすばやく 2 回引きます。

基本的なユーザー設定
本器の多くの設定 (レベルおよびスパン、透過補正、アラーム、放射
率、画像ブラウザー、背景温度) にはアクセラレータ機能が用意され
ており、選択内容をすばやく変更できます。使用可能なオプションや
数値設定にすばやく移動するには、c または d. を押したままにしま
す。ソフトキーを放すと、アクセラレータ機能が停止します。

表示言語の変更
ディスプレイ上の情報を表示する言語を変更するには、次の手順に
従います。
1.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。

2.

[設定] F3を押します。

3.

[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F1 ソフ
トキー上に [言語の選択] が表示されるまで待ちます。

4.

[言語の選択]F3を押します。

5.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、使用する言語
にカーソルを合わせます。

6.

[完了] というソフトキーを押して、言語を設定します。

7.

[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。
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日付の設定
日付を設定するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。

2.

[設定] というソフトキーを押します。

3.

[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F1 ソフ
トキー上に [日付] が表示されるまで待ちます。

4.

[日付] というソフトキーを押します。
日付は、[月/日/年] または [日/月/年] の形式で表示できます。

5.

使用する日付表示形式を示すソフトキーを押します。

6.

[上へ(c) ] または [下へ(d] というソフトキーを押し、選択した
日付の要素を調整します。

7.

[次へ] というソフトキーを押して、次の日付要素に移動します。

8.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

9.

[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

時刻の設定
時刻を設定するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。

2.

[設定] というソフトキーを押します。

3.

[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F3 ソフ
トキー上に [時刻] が表示されるまで待ちます。

4.

[時刻] というソフトキーを押します。
時刻は、24 時間制または 12 時間制のいずれかで表示できます。

5.

使用する時刻表示形式を示すソフトキーを押します。

6.

[上へ(c) ] または [下へ(d] というソフトキーを押し、選択した
時刻の要素を調整します。
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7.

[次へ] というソフトキーを押して、次の時刻要素に移動します。

8.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

9.

[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。
12 時間制の形式では、時刻が午前か午後かを選択します。

センターボックス機能の使用
センターボックスの機能により、赤外線画像の中心に温度測定ゾー
ン （ボックス） の確立が可能となります。 このゾーン （ボッ
クス） は赤外線画像内でさまざまなレベルに拡大および縮小を行い
ます。ゾーンによって、選択された範囲内の近似最高 （MAX）、
平均 （AVG） 、および 最低 （MIN） 温度測定値を見ることが可能
になります。

注記
センターボックス機能が有効、およびスポット温度マーカ
ーが有効である場合、スポット温度マーカーは全赤外画像
フィールドでなく、選択されたセンターボックス領域内で
のみ機能します。

10

Thermal Imagers

メニューの使用

センターボックス機能を有効または無効にするには次のようにしま
す。
1. F3 に[設定 ]が現れるまでF2を押します。
2. [設定] というソフトキーを押します。
3. [センターボックス]がF3に現れるまでF2を押します。
4. [有効]というソフトキーを押して[センターボックス]機能をアク
ティブにします。
5. [無効]というソフトキーを押して][センターボックス]機能を非ア
クティブにします。
有効にされた[センターボックス]のサイズの設定方法を次に示しま
す。
1. Q を押すと、[センターボックス]のサイズが大きくなります。
2. P を押すと、[センターボックス]のサイズが小さくなります。
3. [センターボックス]の大きさに満足したら、[完了]を押して設定
を受け入れます。
4. [設定]の他の項の調整を継続するか、またはライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

ファイル形式の設定
本器の SD メモリー・カードには、.bmp、.jpeg、および .is2 という
ファイル形式でデータを保存できます。この設定は保存され、本器
の電源を切り再度オンにしたときにも記憶されています。いつでも
別の形式に変更して、画像をキャプチャーできます。
ファイル形式を変更するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。

2.

[設定] というソフトキーを押します。

3.

[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F1 ソフ
トキー上に [ファイル形式] が表示されるまで待ちます。

4.

a を押し続け、[ファイル形式] という文字が F3 ソフトキー上
に表示されるまで待ちます。

5.

[ファイル形式] というソフトキーを押します。
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6.

[上へ(c) ] または [下へ(d] というソフトキーを押して、必要に
応じてビットマップ (.bmp) ファイル形式、jpeg (.jpeg/.jpg) ファ
イル形式、または (.is2) ファイル形式を選択します。

7.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

8.

[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

本器のディスプレイに表示されている画像は、ビットマップ形式と
jpeg 形式の場合にのみ保存されます。 「.is2」形式は、放射分析デー
タ、赤外線画像、IR-Fusion® モード情報、カラーパレット情報、完全
な可視画像、画面設定、および保存した画像に注釈を加えた音声録音
すべてを保存するファイル形式です。
ビットマップ (.bmp) 画像または JPEG (.jpeg/.jpg) 画像は PC に取り込
んで、さまざまなソフトウェアーや電子文書で即座に使用できます。
｢.is2」形式の画像は PC に取り込んで、Fluke SmartView® ソフトウェ
アーを使用して分析やレポート生成ができます。特別に認定されたソ
フトウェアー製造元からのソフトウェアーも利用できます。
SmartView® では、.is2 画像が JPEG、BMP、GIF、TIFF、および PNG
ファイルとして変換されます。現在利用できるソフトウェアーのオプ
ションについては、Fluke Web ページを参照するか、Flukeまでお問い
合わせください。

バックライトの設定
バックライトは、自動調整または「明るく」に設定できます。バッ
クライトを設定するには、次の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。
[設定] というソフトキーを押します。
[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F1 ソフ
トキー上に [バックライト] が表示されるまで待ちます。
[バックライト] というソフトキーを押します。
[オート] または [明るく] というソフトキーを押します。
[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

注記
バッテリーの寿命を延長するため、「自動調整」では、周
囲の照明レベルによってバックライトの明るさが自動的に
調整されます。
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表示情報の設定
Imager では情報をディスプレイに表示するために、いくつかの異な
ったオプションから選択可能です。これらのオプションには、[すべ
て表示]、[時刻/日付/スケールのみを表示]、[スケールのみを表示]、
および [画像のみを表示] があります。
• すべて表示: 日付、時刻、スケール・バー、バッテリー寿命イ
ンジケーター、放射率設定、反射背景温度設定、透過設定、お
よびオプション・レンズ (選択した場合) が表示されます。
• 日付/時刻/スケールのみを表示: 日付、時刻、スケール・バー、
およびバッテリー寿命インジケーターが表示されます。
• スケールのみを表示: スケール・バーとバッテリー寿命インジ
ケーターが表示されます。
• 画像のみを表示: 可視光画像、熱画像、またはその組み合わせ
のみが表示されます。
表示設定を変更するには、次の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。
[設定] というソフトキーを押します。
[設定] メニューで , ([メニュー] と表示) を押し続け、F3 ソフ
トキー上に [表示] が表示されるまで待ちます。
[表示] というソフトキーを押します。
[上へ() ] または [下へ(] というソフトキーを押して、情報表
示オプションを選択します。
終了したら、[完了] というソフトキーを押します。
[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

オプション・レンズのインストールおよび使用方法
(望遠レンズおよび広角レンズ)
Imager は極度に感度が高いデバイスで、50mK （0.05 ℃） 以下の
温度差を検出可能です。Imager は多くの作動モードで最低 2 ℃ ま
での最小スパンが可能です。画面の非常に小さな温度差を増強して
ハイライトするために特別なパレットおよびパレットモードが提供
されます。さらに、オプションの望遠レンズおよび高広角レンズが
利用可能で、Imager の並外れた検出能力をさらに増強することがで
きます。

13

Ti32、TiR32、Ti29、TiR29、Ti27、TiR27

ユーザーズ・マニュアル

可能な限り多くの環境下で高品質で放射的に正確な赤外線画像を生
成するあらゆる努力が行われています。しかし、多くの場合、対象
とするターゲットからの赤外線放射エネルギーが非常に小さくて、
作動を支配する物理的な特性限界に Imager が達するような極端な
使用状況があります。このような環境下で の Imager の使用におい
てときどき赤外線画像に光のリングまたはハローが現れることがあ
ります。これは完全に正常です。
赤外線信号に電子ノイズや他の処理を人工的に追加してこれらのア
ーティファクトを軽減することは可能ですが、Fluke は装置の並外
れた感度を保存するためにそれを行わないことにしました。正しく
焦点を合わせた赤外線画像にこれらのアーティファクトのいずれか
が現れるとしたら、これらの画面には異常や問題の存在を示すよう
な十分な温度差が存在しないためであるとのみ確信してください。
基本的には、imager は非常に高感度で、それ自身を光学的、放射
的、および電子的に見ています。一般的には、スパンの拡大、カラ
ーパレットの変更、または画面への温度差の導入を行うとアーティ
ファクトが現れることを除去しても、なお赤外線画像の妥当な解釈
が可能です。
オプションの望遠レンズおよび広角レンズによってフレキシビリテ
ィが拡大され、赤外線検査作業でより多くの用途で利用可能です。
本器にオプション・レンズをインストールして使用するには、次の
手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

本器をオフにして、本器の側面にある SD メモリー・カード・
スロットに、オプション・レンズのファームウェアー・コード
が書き込まれた SD メモリー・カードを挿入します。
a を押して、本器の電源を入れます。
液晶ディスプレイに表示される指示に従って、適切なファイル
を本器の内部メモリーにインストールします。
ファイルのインストールが完了したら、ファームウェアー・フ
ァイルが書き込まれた SD メモリー・カードを取り出し、画像
保存に使用する標準の SD メモリー・カードを挿入します。
レンズ上の点を本器上の点に合わせて、本器にオプション・レ
ンズを取り付けます。図 1 を参照してください。
オプション・レンズを静かに押し込み、適切な位置にレンズが
ロックされるまで、右回りに回転させます。

注記
レンズを変更した際には、[設定/レンズ] メニューで適切な
レンズ・オプションを選択してください。
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exr04.eps

図 1. オプション・レンズの取り付けと取り外し
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本器で使用するレンズを選択する、または使用中のレンズを変更す
るには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、F3 ソフトキー上に [設定] が表示されるまで待
ちます。

2.

[設定] というソフトキーを押します。

3.

[設定] メニューで a, ([メニュー] と表示) を押し続け、F3 ソフ
トキー上に [レンズ] が表示されるまで待ちます。

4.
5.

[レンズ] というソフトキーを押します。
[上へ(c) ] または [下へ(d] というソフトキーを押して、レンズ
を選択します。

6.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

7.

[設定] メニューの他の項目を続けて調整します。ライブの画像
表示に戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

本器の[表示情報] 設定を [すべて表示] に設定した場合、広角レンズ
を選択すると、
記号が表示されます。望遠レンズを選択すると、
液晶ディスプレイの下部に
記号が表示されます。デフォルト設
定では標準レンズが使用され、その場合インジケーター記号は表示さ
れません。

注記
Imager を広角レンズに選択した場合、IR-Fusion® （可視画

像と熱画像の重ね合わせ）は無効になります。

W 注意
温度測定値が不正確になる可能性があります。
オプション・レンズの使用が終わったら、本器から取り外してくだ
さい。
1.

オプション・レンズを静かに押して、レンズが本器から外れる
まで、左方向に回転させます。

2.

オプション・レンズを取り外し、レンズ・キャップを付けて元
のケースに入れ、正しく保管します。

3.

メニュー・システムの適切なセクションで標準レンズを選択し、
そのレンズを使用した通常の操作に戻ります。

注記
オプション・レンズを適切に保護し長く使用するためには、
必ずレンズ・カバーを付け、保護ケースに入れて保管してく
ださい。
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焦点調整および画像のキャプチャー
被写体となる物体やエリアに本器を向け、液晶ディスプレイに表示
される赤外線画像ができる限り鮮明になるように焦点調整リングを
回して焦点を調整してから、トリガーを引きます。キャプチャーし
た画像とメニューが表示されます。メニューによって画像の保存、
画像設定の調整、および音声注釈の録音を.is2 ファイル形式で行う
ことが可能です。画像の保存をキャンセルし、ライブの画像表示に
戻るには、トリガーを引きます。

注記
赤外線カメラ (標準レンズ装着時) の最小焦点距離は、15 cm
です。可視画像カメラの最小焦点距離は、46 cmです。
注記
本器は、画像を一般的なデータ (.bmp) として保存できます。
または、後で温度解析に利用できるよう、放射分析画像とし
て保存することもできます。保存されている画像の形式を変
更するには、本マニュアルの「ファイル形式の設定」を参照
してください。
注記
IR-Fusion を有効にしている場合は、焦点コントロールを
調整すると、液晶ディスプレイで熱画像と可視光画像が重
なって表示されます。熱画像の焦点が合っていれば、画像
はほぼ完全に重なります。この機能により、熱画像の焦点
を合わせやすくなります。画像の視差および最小焦点の仕
様により、重ねた IR-Fusion® 画像の最小距離は、約 46 cm
となります。
®

[キャプチャーされた熱画像] セクション内で [設定] というソフトキ
ーを押すと、.is2 ファイル形式の場合のみ、カラーパレット、ピク
チャー･イン･ピクチャー、レンジなどの画像特性を変更できます。
詳しくは、該当する設定の節を参照してください。

データの保存
表示されたデータは、カメラに挿入した SD メモリー・カードに保
存されます。SD メモリー・カードの挿入および取り出し方法につ
いては、「SD カードの交換」 を参照してください。設定されてい
るファイル形式により、SD メモリー・カードに測定情報がどのよ
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うに保存されるかが決まります。データを保存するには、次の手順
に従います。
1.

カメラを被写体エリアに向け、トリガーを引いて画像をキャプ
チャーします。これで、ディスプレイの画像が固定され、[画像
のキャプチャー]) メニューが表示されます。

2.

[保存] というソフトキーを押します。本器に SD メモリー・カー
ドが挿入されている場合、カードに十分な空き容量があれば、情
報が保存されます。

W 注意
画像の保存中に SD メモリー・カードを取り出さないでく
ださい。画像データが失われることがあります。

注記
画像を保存する前に、SD メモリー・カードの書き込み保護
ロックが解除されていることを確認してください。

熱画像の調整
本器は、異なる色またはグレーの濃淡を使用して、本器の視野内に
あるエリアの温度変化を表示します。画像表示の設定は、カラーパ
レットとレンジで調整します。

標準カラーパレットの選択
カラーパレットのメニューには、さまざまな温度表示パターンがあ
ります。いずれの画像でも、グレースケール、青赤、ハイコントラ
スト、アイアン、琥珀色、およびホット・メタルを使用できます。
標準カラーパレットを選択するには、次の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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a を押し続け、[カラーパレット] が c ソフトキー上に表示さ
れるまで待ちます。
[カラーパレット] というソフトキーを押して、使用できるカラ
ーパレットのオプションを表示します ([標準] と [Ultra
Contrast] があります)。
[標準] というソフトキーを押します。
[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、カラーパレッ
トのオプションを切り替えます。
[完了] というソフトキーを押して、選択したカラーパレットを
設定します。
メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。
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Ultra Contrast™ パレットの選択
Ultra Contrast™ パレットは上に掲載した各標準パレットで利用可能
です。Ultra Contrast™ パレットの選択 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a を押し続け、[カラーパレット] が c ソフトキー上に表示さ
れるまで待ちます。
[カラーパレット] というソフトキーを押して、使用できるカラ
ーパレットのオプションを表示します ([標準] と [Ultra
Contrast] があります)。
[Ultra Contrast] というソフトキーを押します。
[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、カラーパレッ
トのオプションを切り替えます。
[完了] というソフトキーを押して、選択したカラーパレットを
設定します。
メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

レンジの設定
温度表示 (レベルおよびスパン)は、自動または手動で設定できます。
レンジを設定するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、[レンジ] という文字が d ソフトキー上に表示
されるまで待ちます。

2.

[レンジ] というソフトキーを押します。

3.

手動でレンジを設定するには [手動] というソフトキー、自動レ
ンジを選択するには [オート] というソフトキーを押します。

自動レンジ・モードで本器を操作しているときには、検知された赤
外線エネルギーに基づいて、レベルおよびスパンが自動的に決定さ
れます。視野角の赤外線エネルギーが変動すると、自動的に再調整
されます。それに伴って温度測定のスケールが更新され、液晶ディ
スプレイの右上に「オート」と表示されます。
手動レンジ・モードで本器を操作しているときには、ユーザーがレ
ベルおよびスパンを手動で調整したり、簡易自動再スケール (次の
節を参照) を実行したりしない限り、レベル、スパン、および温度
測定のスケールの設定は固定されたままになります。温度測定のス
ケールは、液晶ディスプレイの右上に「手動」と表示されます。

19

Ti32、TiR32、Ti29、TiR29、Ti27、TiR27

ユーザーズ・マニュアル

自動レンジと手動レンジの簡易切り替え
メニュー・モードでないときに、c を ½ 秒間押してから放すと、
自動レンジと手動レンジを切り替えることができます。

簡易自動再スケール
メニュー・モードではなく、手動レンジ・モードのときに、c を ½
秒間押してから放すと、本器の熱画像の視野角内にある物体のレベ
ルおよびスパン・レンジの再スケールを自動的に行うことができま
す。

注記
電源投入時、本器は常に電源を切ったときと同じレンジ・
モード (自動または手動) で起動します。

レベルの設定 (手動)
手動レンジを使用すると、レベル設定により、本器の温度レンジ全
体の中央点温度スパンを調整できます。レベルを設定するには、次
の手順に従います。
1.

手動レンジ・モードに設定したら (「レンジの設定」を参照)、
[レベルに移動] というソフトキーを押します。本器が [レベル
の調整] モードに設定されます。

2.

温度スパンをより高い温度に移動するには [上へ] というソフト
キーを、より低い温度に移動するには [下へ] というソフトキー
を押します。

3.

スパンを調整するには、[スパンに移動] というソフトキーを押
します (「温度スパンの設定」を参照してください)。

4.

F2を押して、設定を終了します。図 2 を参照してください。
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exr02.eps

図 2.レンジおよびスパンの設定

5.

レベルおよびスパンの手動調整を終了するには、トリガーをす
ばやく 2 回引いて、ライブの画像表示に戻ります。

手動で再度調整するか、本器を自動モードに戻すまで、このレベル
で固定されます。

注記
レンジは、ディスプレイの右にあるスケールで示されます。

温度スパンの設定 (手動)
手動レンジを使用すると、スパン設定により、本器の温度レンジ全
体の中での温度レンジに対するカラーパレットを調整できます。
図 2 を参照してください。温度スパンを設定するには、次の手順に
従います。
1.

手動レンジ・モードに設定したら (「レンジの設定」を参照)、
[スパンに移動] というソフトキーを押します。本器が [スパン
の調整] モードに設定されます。

2.

温度スパンを広げるには [上げる] というソフトキーを、狭くす
るには [下げる] というソフトキーを押します。
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3.

レベルを調整するには、[レベルに移動] というソフトキーを押
します (「レベルの設定」を参照してください)。
4. 画像撮影モードに戻るには、トリガーを 1 回引きます。
5. レベルおよびスパンの手動調整を終了するには、トリガーをす
ばやく 2 回引いて、ライブの画像表示に戻ります。
手動で再度調整するか、本器を自動モードに戻すまで、このスパン
で固定されます。

IR-Fusion および PIP の設定
Fluke独自の IR-Fusion® を使用すると、ユーザーは、さまざまなモ
ードで熱画像を可視 (可視光) 画像と組み合わせることができます。
本器は、3 つの異なる融合レベルを備えています。可視画像を熱画
像に融合する設定に加え、IR-Fusion® のメニューでは、フル画面の
熱画像表示とピクチャー・イン・ピクチャー (PIP) 表示を切り替え
られます。IR-Fusion® レベルおよび PIP 表示を設定するには、次の
手順に従います。
1.

a を押し続け、[IRFusion] という文字が d ソフトキー上に表
示されるまで待ちます。

2.

[IRFusion] というソフトキーを押して、IR-Fusion® メニューを
開きます。

3.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを押し、6 つの IRFusion® 設定を切り替えます。上 3 つの設定は、PIP 表示の選択
肢です。下 3 つの設定は、異なるレベルで可視画像を融合する
フルスクリーンの赤外線画像の選択肢です。

4.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

5.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

保存した画像のレビューおよび削除
レビュー・モードに設定し、SD メモリー・カードに保存した画像
を表示するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、[レビュー] が c ソフトキー上に表示されるま
で待ちます。

2.

[レビュー] というソフトキーを押して、メモリーに保存した画
像のサムネイルを表示します。
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3.

[左右の矢印] というソフトキーを押して、サムネイル画像を切
り替えます。

4.

詳細を表示する画像が決まったら、[選択] というソフトキーを
押します。

SD メモリー・カードに保存した画像を 1 つ削除するには、次の手
順に従います。
1.

保存した画像を表示するときの手順を実行して、画像を表示しま
す。

2.

[選択] というソフトキーを押します。

3.

[削除] というソフトキーを押します。

SD メモリー・カードに保存した画像をすべて削除するには、次の
手順に従います。
1.
2.
3.
4.

[選択] というソフトキーを押します。
[削除] というソフトキーを押します。
[すべての画像] というソフトキーを押します。
レビュー・モードを終了するには、トリガーを 1 回引いて、ラ
イブの画像表示に戻ります。

保存したデータへの音声注釈の追加
音声注釈は、画像を保存する前にのみ添付できます。画像をキャプチ
ャーすると、[Image Capture] (画面のキャプチャー) メニューが表示さ
れます。画像に音声注釈を添付するには、次の手順に従います。
1.

[音声] というソフトキーを押します。

2.

[記録] というソフトキーを押して、録音を開始します。

3.

本器のマイクに向かって話します。各画像には、最長 60 秒まで
の音声を録音できます。

4.

録音が終わったら、[レビュー] というソフトキーを押して、録音
した内容を確認します。画像に注釈を録音すると、その画像が表
示されている間はディスプレイに e が表示されます。音声注釈
を保存するには、次の手順に進みます。音声注釈を保存しない場
合は、[追加] または [置換] というソフトキーを押して、画像を保
存する前に録音を変更します。音声注釈を保存すると、再生 (レ
ビュー) はできますが、変更はできなくなります。

5.

[戻る]というソフトキーを押して、音声メニューに戻ります。
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6.

[保存]というソフトキーを押して、測定データと音声注釈を保
存します。

音声注釈の再生
SD メモリー・カードに画像とともに保存した音声注釈を再生する
には、次の手順に従います。
1.

「保存した画像のレビューおよび削除」に記載されている手順
を実行して、ディスプレイで画像を選択します。

2.

[選択] というソフトキーを押します。

3.

[音声] というソフトキーを押します。

4.

[レビュー] というソフトキーを押します。

保存した音声注釈が再生され、本器のスピーカーから聞こえます。

スポット・インジケーターの有効化/無効化
Hot spot (熱点) とcold spot (冷点) のインジケーターを有効または無
効にするには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、[スポット温度] という文字が c の上に表示さ
れるまで待ちます。

2.

[スポット温度] というソフトキーを押します。

3.

スポット・インジケーターを無効にするには [オフ] というソフト
キーを、有効にするには [オン] というソフトキーを押します。

4.

[完了] というソフトキーを押して、設定を受け入れます。

5.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

正確な温度測定
地球上の物体はすべて、赤外線エネルギーを放射しています。放
射されるエネルギーの量は、物体の表面温度と物体表面の放射率
という 2 つの要因によって異なります。本器は、物体からの赤外
線エネルギーを検知し、この情報をもとにして物体の温度を測定
します。塗装した金属、木、水、肌、布など、ほとんどの物体は
非常に効率の高いエネルギー放射を行うので、高い確度の測定を
簡単に実行できます。
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放射エネルギーの効率が高い (高放射率) 表面では、放射率係数は
95 %(または 0.95) と推定されます。この測定値は、ほとんどの用途で
問題ありません。ただし、光沢のある表面や塗装を施していない金属
では、この単純な推定は使用できません。このような材質は放射エネ
ルギーの効率が低く、低放射率を持つと分類されます。放射率が低い
材質の温度測定値を正確に取得するには、多くの場合、放射率補正が
必要です。この補正の最も簡単な方法は、本器に正しい放射率値を設
定し、表面温度の補正値を自動的に計算させる方法です。
本器では、温度測定値を計算するときに放射率を調整できますが、
表面の放射率が 0.60 以下の場合は、本当に正確な温度測定値を取得
することは困難で、重大なエラーを伴うことがよくあります。正確
な温度測定値が必要な場合はできる限り、表面の放射率を変更する
か、高くすることをお勧めします。
Imager は、直接放射率を入力するか、内蔵値の一覧表を使用して、
放射率補正値を設定できます。放射率については、さまざまな情報が
提供されています。より正確な温度測定のためには、放射率の情報を
参照してください。

注記
すべての thermal imagers は最も正確な温度測定値と最良の
画像品質を得るために適切なウォームアップ時間が必要で
す。 多くの場合、この時間はモデルと環境条件で変化する
ことがあります。ほとんどの imager は 3～5 分で完全にウ
ォームアップされますが、温度測定を最大に正確に測定す
ることがアプリケーションにとって重要な場合は、最低 10
分間待つことが常に最良の方法です。オプションのレンズ
を交換または追加する場合は、事態に応じて余分の安定化
時間を必要とするかも知れません。

放射率の設定
正確な温度測定を行うには、本器を正しい放射率で設定することが
重要です。放射率補正値を設定するには、次の手順に従います。
1.

a を押し続け、[放射率補正] という文字が c ソフトキー上に
表示されるまで待ちます。

2.

[放射率補正] というソフトキーを押します。

この時点で、直接放射率値を入力するか、一般的な材質の放射率補
正値一覧表から値を選択して放射率補正を設定できます。一般的な
材質の一覧表から値を選択するには、次の手順に従います。
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1.

[テーブル] というソフトキーを押します。

2.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを押し、一覧表の材質を
切り替えます。材質の選択肢が切り替わると、放射率補正値も
材質に合わせて変わります。

3.

[完了] というソフトキーを押して、反転表示にした材質を選択
します。

放射率補正値を直接設定するには、次の手順に従います。
1.

ε というソフトキーを押します。

2.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを押し、ソフトキー･ラ
ベルのすぐ上に表示される放射率補正値を増減します。

3.

[完了] というソフトキーを押して、設定値を選択します。

4.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

注記
本器の表示情報の設定を [すべて表示] に設定した場合、現
在の放射率の設定に関する情報が「“ε = xx」と表示されま
す。

反射背景温度の設定
(反射温度補償)
本器の反射背景温度補償は、[背景] タブで設定します。非常に高温
または非常に低温の物体は、被写体の温度測定の精度に影響を与え
ることがあり、表面の放射率が低い場合は特にその可能性が高くな
ります。反射背景温度の設定を調整すると、温度測定の精度が向上
する場合があります。
1.

a を押し続け、[背景] が d ソフトキー上に表示されるまで待ち
ます。

2.

[背景] というソフトキーを押します。

3.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、反射背景温度
を調整します。

4.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。
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5.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

注記
本器の表示情報の設定を [すべて表示] に設定した場合、現在
の反射背景温度の設定に関する情報が「BG = xx」と表示さ
れます。

透過補正の設定
赤外線透過ウィンドウ (HAWK-IR) を使用して赤外線検査を実施す
る場合、検査対象となる物体から放出されたすべての赤外線エネル
ギーがウィンドウの光学物質を効率的に透過するとは限りません。
ウィンドウの透過率が分かっていれば、本器または SmartView® ソ
フトウェアーで透過補正の設定を調整できます。透過補正の設定を
調整すると、温度測定の精度が向上する場合があります。
1.

a を押し続け、[透過] が d ソフトキー上に表示されるまで待
ちます。

2.

[透過] というソフトキーを押します。

3.

[上へ] または [下へ] というソフトキーを使用して、本器で検査
する材質の透過率 (%) を調整します。

4.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

5.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

注記
本器の表示情報の設定を [すべて表示] に設定した場合、現
在の透過補正の設定に関する情報が「τ = xx」と表示され
ます。

温度アラームの設定
Imager では、温度アラーム機能を設定できます。 Ti32、Ti29、およ
び Ti27 には、Imager に高温アラーム機能があり、可視光画像表示の
上に設定温度以上の箇所のみ、熱画像を表示できます。TiR32、
TiR29、および TiR27には、Imager に露点アラーム機能があり、可視
画像表示の上に設定温度以下の箇所のみ、熱画像を表示できます。
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高温アラーム (Ti32、Ti29、Ti27)
1.

a を押し続け、[アラーム] が c ソフトキー上に表示されるま
で待ちます。

2.

[アラーム] というソフトキーを押します。

3.

[有効] というソフトキーを押して、高温アラーム機能を有効に
します。[無効] というソフトキーを押して、高温アラーム機能
を無効にします。

4.

有効にしたら、[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、
高温アラームを設定します。

5.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

6.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

露点アラーム (TiR32、TiR29、TiR27)
1.

a を押し続け、[露点] が c ソフトキー上に 表示されるまで待
ちます。

2.

[露点] というソフトキーを押します。

3.

[有効] というソフトキーを押して、露点アラーム機能を有効に
します。

4.

[無効] というソフトキーを押して、露点アラーム機能を無効に
します。

5.

有効にしたら、[上へ] または [下へ] というソフトキーを押して、
露点アラームを設定します。

6.

終了したら、[完了] というソフトキーを押します。

7.

メイン・メニューが閉じるまで待ちます。ライブの画像表示に
戻るには、トリガーをすばやく 2 回引きます。

SmartView ソフトウェアー
SmartView® ソフトウェアーは、本体に標準で付属しています。この
ソフトウェアーには、画像の解析、画像の管理、および高度なレポ
ートの作成を行う機能が備わっています。また、SmartView® を使用
すると、PCで音声注釈を再生できます。SmartView® では、熱画像
および可視画像を JPEG、BMP、GIF、TIFF、および PNG ファイル
としてエクスポートすることもできます。
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SD メモリー・カードの交換
本器から SD メモリー・カードを取り出すには、SD メモリー・カ
ードの露出部分を押して外します。カードの一部が出てくるので、
スロットからカードを静かに引き抜きます。

注記
SD メモリー・カードは、電源が入っていても挿入したり、

取り出したりできます。

W 注意
画像の保存中に SD メモリー・カードを取り出さないでく
ださい。画像データが失われることがあります。
本器に SD メモリー・カードを挿入するには、図 3 のように、カー
ドのラベルを液晶ディスプレイの方に向けて、慎重にスロットに差
し込みます。カチッという音がしてスロットに収まるまで、カード
を押し込みます。

exr03.eps

図 3. SD メモリー・カードの挿入
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保守
本器は保守不要で作動します。ただし、本器の最大の性能をできるだ
け長く維持するには、いくつかの注意事項に従う必要があります。

クリーニング
ケースは、水で軽く湿らせた布と弱中性洗剤を使用して拭くように
してください。ケース、レンズ、ウィンドウのクリーニングに研磨
剤、イソプロピル・アルコール、溶剤は使用しないでください。

赤外線レンズのクリーニング
本器の赤外線レンズは、正しく使用し保管していれば、頻繁にクリ
ーニングする必要はありません。クリーニングするには、次の手順
に従います。
1.

カメラ用のブロワーを使用して、レンズ表面のほこりやごみを
静かに取り除きます。

2.

最初の手順を実行した後、レンズの表面をさらにクリーニングす
る必要がある場合は、ファインファイバーまたはマイクロファイ
バー製の清潔な布を弱中性の石鹸水で湿らせて使用します。レン
ズの表面を静かに拭いて、残っている汚れ、ごみ、ほこりを取り
除いてください。

3.

吸水性のあるファインファイバーまたはマイクロファイバー製
の清潔な布で乾かします。

注記
小さな汚れやほこりが本器の性能に重大な影響を及ぼすこ
とはありません。ただし、赤外線レンズに大きな傷がつい
た場合やレンズの保護コーティングがはげてしまった場合
は、画質や温度測定の精度に影響が生じる可能性がありま
す。
注記
アルコール、研磨剤、溶剤、または酸性の強い洗剤を使用
すると、赤外線レンズを保護するオプティカル・コーティ
ングだけでなく、レンズ・アセンブリーのシーリング材、
ゴム部品、および接着剤も損傷することがあります。この
ような用品を使用して本器や熱レンズをクリーニングした
場合は、補償が無効になります。
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保守

バッテリーの取り扱い
本器の充電式リチウムイオン・スマート・バッテリーの最高の性能
を引き出すには、次のガイドラインに従います。

W 注意
本器の損傷を防ぐために、カメラを熱源の近くや高温の環
境、たとえば日光の当たる無人の車内などに放置しないで
ください。
本器を 24 時間以上、電源/充電器に接続したままにしないでくださ
い。バッテリーの寿命が短くなることがあります。
バッテリー寿命を最大限に延ばすには、少なくとも 6 か月ごとに 2
時間以上、本器のリチウムイオン・スマート・バッテリーを充電し
てください。バッテリーは、使用しなくても約 6 か月で自己放電し
ます。長期間保管されていたバッテリーの場合、その最大容量に達
するまでに 2～10 サイクルの充電が必要になることがあります。
本器は常に、仕様の「温度」-「作動」の項目に指定されている温
度範囲内で使用してください。

~W 注意
本器やバッテリーを焼却しないでください。リサイクルの
情報については、Flukeの Web サイトをご覧いただくか、
サービスセンターへお問い合わせください。

31

Ti32、TiR32、Ti29、TiR29、Ti27、TiR27

ユーザーズ・マニュアル

一般仕様
温度
作動時 ................................................................. -10 °C～50 °C
保管時 ................................................................. -20 °C～50 °C (バッテリーを外し
た状態)
充電時 ................................................................. 0 °C～40 °C
相対湿度.................................................................. 10 % ～ 95 % 結露なし
ディスプレイ .......................................................... 3.7 インチ(対角線)、カラー 640 x
480 液晶ディスプレイ (バックラ
イト付き)
設定および調整項目
言語選択
日付/時刻設定
放射率の選択
反射背景温度補正
透過補正
ユーザーが選択可能な画像の熱点、冷点、および中央点
高温アラーム (Ti32, Ti29, Ti27) または 露点アラーム (TiR32, TiR29, TiR27)
ユーザーが選択可能なバックライト: [明るく] または [オート]
情報表示の設定
®
ソフトウェアー....................................................... SmartView 分析およびレポート
作成ソフトウェアー付属
電源
バッテリー.......................................................... 充電式リチウムイオン・スマート
・バッテリー・パック 2 個 (液晶
ディスプレイに 5 つの区分で充電
レベルを表示)リチウムイオン・
バッテリー・パックは、国連試験
基準マニュアル (UN Tests and
Criteria Manual, Part III,
Subparagraph 38.3) の要件に適合
しています。
バッテリー寿命................................................... 各バッテリー・パックにつき 4 時
間以上の連続使用 (液晶ディスプ
レイの輝度を 50 % と想定)
バッテリー充電時間............................................ 充電完了まで 2.5 時間
バッテリー充電................................................... Ti SBC3 2 ベイ・バッテリー充電
器 (定格): 10 ～ 15 VDC 2 A また
は付属の AC アダプター使用時の
本器充電バッテリー・パック (定
格): 100 ～ 240 VAC 50/60 Hz、
15 V 2 A。12 V 車両用充電アダプ
ター (オプション)
AC 作動............................................................... 付属の電源使用 (110/220V AC、
50/60 Hz) *DC 出力が 15 V 2 A
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詳細仕様
節電機能 ............................................................. 操作せずに 5 分が経過するとスリ
ープ・モード開始
操作せずに 30 分が経過すると自
動で電源オフ
安全規格
CAN/CSA............................................................ C22.2 No.61010-1-04、UL STD
nd
61010-1 (2 Edition)
ISA ...................................................................... 82.02.01
電磁適合性.............................................................. EN61326-1:2006 のすべての要件
に適合
2

振動......................................................................... 0.03 g /Hz (3.8 GRMS)、IEC 682-6
衝撃......................................................................... 25 G、IEC 68-2-29
落下......................................................................... 標準レンズの場合 2 メートル
サイズ (高さ x 幅 x 奥行き).................................... 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm
重量......................................................................... 1.05 kg
ケースの定格 .......................................................... IP54
保証......................................................................... 2 年
推奨校正サイクル ................................................... 1 年 (通常の操作および使用による)
サポートされている言語 ........................................ チェコ語、英語、フィンランド
語、フランス語、ドイツ語、イ
タリア語、日本語、韓国語、ポ
ーランド語、ポルトガル語、ロ
シア語、簡体字中国語、スペイ
ン語、スウェーデン語、繁体字
中国語、トルコ語

詳細仕様
温度測定
温度測定範囲 (-10 °C 未満では校正なし)
Ti32、Ti29、Ti27 ........................................... -20 °C～ +600 °C
TiR32、TiR29、TiR27.................................... -20 °C～ +150 °C
確度..................................................................... ±2 °C または 2 % のうちの大きい
値（基準温度 25 °C)
測定モード.......................................................... スムーズ自動スケールおよび手動
スケール
オンスクリーン放射率補正................................. 全モデル
オンスクリーン反射背景
温度補償 ............................................................. 全モデル
オンスクリーン透過補正 .................................... 全モデル
画像処理の性能
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画像キャプチャー周波数 .................................... モデルに応じて 9 Hz または 60
Hz の再生速度
検知器タイプ : フォーカル・プレーン・アレイ (FPA)、非冷却マイクロボロメー
ター
Ti32 および TiR32 .......................................... 320 X 240 ピクセル
Ti29 および TiR29 .......................................... 280 X 210 ピクセル
Ti27 および TiR27 .......................................... 240 X 180 ピクセル
熱感度 (NETD)
Ti32.................................................................≤0.045 °C （30 °Cにて）
TiR32..............................................................≤0.040 °C （30 °Cにて）
Ti29.................................................................≤0.050 °C （30 °Cにて）
TiR29...............................................................≤0.045 °C （30 °Cにて）
Ti27.................................................................≤0.050 °C （30 °Cにて）
TiR27...............................................................≤0.045 °C （30 °Cにて）
赤外線スペクトル帯............................................ 8.0 μm ～ 14 μm (長波)
可視 (可視光) カメラ........................................... 2 メガピクセル
最小焦点距離 .................................................. 46 cm
標準赤外線レンズ
視野角 ............................................................. 23 ° x 17 °
空間分解能 (IFOV)
Ti32、TiR32 ............................................... 1.25 mRad
Ti29、TiR29 ............................................... 1.43 mRad
Ti27、TiR27 ............................................... 1.67 mRad
最小焦点距離 .................................................. 15 cm
オプションの望遠赤外線レンズ
視野角 ............................................................. 11.5 ° x 8.7 °
空間分解能 (IFOV)
Ti32、TiR32 ............................................... 0.63 mRad
Ti29、TiR29 ............................................... 0.72 mRad
Ti27、TiR27 ............................................... 0.84 mRad
最小焦点距離 .................................................. 45 cm
オプションの広角赤外線レンズ
視野角 ............................................................. 46 ° x 34 °
空間分解能 (IFOV)
Ti32、TiR32 ............................................... 2.50 mRad
Ti29、TiR29 ............................................... 2.86 mRad
Ti27、TiR27 ............................................... 3.34 mRad
最小焦点距離 .................................................. 7.5 cm
焦点調整メカニズム............................................ 片手で手動焦点調整が可能
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詳細仕様
画像表示
カラーパレット
標準................................................................. アイアン、青赤、ハイコントラス
ト、アンバー、アンバー反転、ホ
ット・メタル、グレースケール、
グレースケール反転
Ultra Contrast.................................................. アイアン (Ultra)、青赤 (Ultra)、ハ
イコントラスト (Ultra)、アンバー
(Ultra)、アンバー反転 (Ultra)、ホ
ット・メタル (Ultra)、グレースケ
ール (Ultra)、グレースケール反転
(Ultra)
レベルおよびスパン
レベルとスパンのスムーズ自動スケールおよび手動スケール
手動モードと自動モードの簡易自動切り替え
手動モードの簡易自動再スケール
Minimum Span (手動モード)
Ti32、Ti29、Ti27 ....................................... 2.5 °C
TiR32、TiR29、TiR27 ............................... 2.0 °C
Minimum Span (自動モード)
Ti32、Ti29、Ti27 ....................................... 5 °C
TiR32、TiR29、TiR27................................ 3.0 °C
®
IR Fusion 情報
可視画像と熱画像の融合
ピクチャー・イン・ピクチャー (PIP) ............ 液晶ディスプレイの中央に表示さ
れる 3 段階のオンスクリーン熱画
像融合
フル・スクリーン ........................................... 液晶ディスプレイに表示される 3
段階のオンスクリーン熱画像融合
色アラーム
高温アラーム .............................................. Ti32、Ti29、Ti27 でユーザーが選
択可能
露点 ............................................................ TiR32、TiR29、TiR27 でユーザー
が選択可能
すべてのモデルで、ユーザーは、キャプチャーした画像を保存する前に、カラーパレ
®
ット、ブレンディング、レベル、スパン、IR-Fusion モード、放射率、反射背景温度
補償、および透過補正を調整できます。
音声注釈 ................................................................. 各画像で最大 60 秒の録音時間、
本器で再生可能
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画像のキャプチャーとデータの保存
画像のキャプチャー、レビュー、
保存メカニズム................................................... 片手で画像のキャプチャー、レビュ
ー、および保存が可能 (トリガーと
3 つのボタンを使用)
ストレージ・メディア ........................................ SD メモリー・カード (2 GB のメ
モリー・カードには、少なくとも
1200 枚の放射分析 (.is2) 熱画像
（ファイルには、可視画像および
音声注釈が含まれます） または
3000 枚の基本 (.bmp) 画像を保存
できる。付属のマルチフォーマッ
ト USB カード・リーダーを使用
して PC に取り込める)
ファイル形式 ...................................................... 非放射分析 (.bmp または .jpg) ま
たは完全な放射分析 (.is2)
非放射分析 (.bmp および .jpg) フ
ァイルには分析ソフトウェアーは
不要
®

SmartView ソフトウェアーを使用したエ
クスポート･ファイル形式 .................................. JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、
GIF、DIP、PNG、TIF、TIFF
メモリーの確認................................................... サムネイル画像を切り替えて、[レ
ビュー] を選択
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