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第1章

ご使用になる前に

はじめに
TiX620、TiX640、TiX660、および TiX1000 赤外線カメ
ラ (以下、「本製品」) は、物体の表面温度を正確かつ迅
速に非接触で測定するための最先端のサーモグラフィ
ー・システムです。
これらの赤外線カメラは、多様な用途に対応するように
設計されており、温度測定および保存のための、ハンド
ヘルド・デバイスまたは固定式装置として使用できます。
コンパクトで弾力性のあるデザインと高度な保護により、
産業用途などの厳しい条件下でも使用できます。デバイ
スが軽量であり、充電式バッテリーが長時間作動するこ
とにより、効率的に使用できます。

赤外線カメラは、測定状況を記録し文書化するための、
デジタル・カラー・ビデオ・カメラを搭載しています。
赤外線 (IR) と可視光画像、および画像シーケンスを SD
カードおよび SDHC (Secure Digital High Capacity) カー
ドに保存できます。可視化の目的のため、赤外線カメラ
はスイベルに取り付けられたカラー薄膜トランジスター
(TFT) ファインダーとピボット、スイベルに取り付けら
れたアクティブ・カラー TFT ディスプレイを搭載してい
ます。
記録の前処理と後処理のための多様なアクセサリーとさ
まざまなソフトウェア・パッケージにより、本製品は幅
広い用途に対応する汎用性のあるサーモグラフィー・シ
ステムとなっています。

高い測定確度、非常に優れた画質の精密光学機器、GigEVision を使用したデジタル・リアルタイム・データ収集
のための汎用のインターフェース概念により、この赤外
線カメラは様々な用途に使用できます。
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サーモグラフィー・システムには、以下のような代表的
応用分野があります。
•

電子的および機械的システムの赤外線検査

•

部品とアセンブリの最適化

•

材料検査

•

プロセス温度の制御

•

品質保証

•

建物の検査や診断

•

研究開発

フルーク への連絡先
フルークにご連絡いただく場合は、次の電話番号までお
問い合わせください。
•
•
•
•
•
•
•

米国、テクニカル・サポート：1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
校正/修理 米国：1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
カナダ: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
ヨーロッパ：+31 402-675-200
日本：03-6714-3114
シンガポール: +65-6799-5566
その他の国：+1-425-446-5500

製品の登録、マニュアルのダウンロード、およびその他
の詳細については、www.fluke.com をご覧ください。
マニュアルの最新の追補を表示、印刷、あるいはダウン
ロードするには、
http://us.fluke.com/usen/support/manuals にアクセスして
ください。
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安全に関する情報
「警告」は、使用者に危険を及ぼすような条件や手順で
あることを示します。「注意」は、本製品や被測定器に
損傷を与える可能性がある条件や手順であることを示し
ます。
 警告

•

1

本製品は、測定対象を照らすための LED ラ
イトを装備しています。LED ライトを直接
覗かないでください。また、人、動物、ま
たは反射面に向けないでください。

レーザーに関する追加警告情報は、本製品のケースに表
示されています。図 1-1 を参照してください。

目の損傷および人体への傷害を防ぐため、次の
事項を厳守してください。
•

レーザー光を直接見ないでください。レー
ザー光を直接または反射面を介して人や動
物に当てないでください。

•

本製品を分解しないでください。レーザー
光線が目に悪影響を与える可能性がありま
す。本製品を修理する場合は、必ずフルー
クのサービス・センターに依頼してくださ
い。

•

赤外線カメラを設置するときは、レーザ
ー・ビームが目の高さになる位置に置かな
いでください。

hvh300.eps

図 1-1.レンズ・カバーに記載されたレーザーに関する警
告
 警告
感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注
意事項を遵守してください:
•

すべての説明を注意深くお読みください。

•

本製品を使用する前に、安全に関する情報
をすべてお読みください。
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•

本製品は改造せず、指定された方法でのみ
使用してください。改造、または指定外の
方法で使用した場合、安全性に問題が生じ
ることがあります。

•

爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露のあ
る環境、または湿気の多い場所で本製品を
使用しないでください。

•

この製品は室内でのみ使用してください。

•

本製品を使用する前に外装を点検し、ひび
割れやプラスチックの欠損がないことを確
認してください。端子周辺の絶縁状態を十
分に確認してください。

•

本製品が改造されているか、損傷している
場合は使用しないでください。

•

本製品の動作に異常が見られる場合は使用
しないでください。

•

電池残量の低下を示すインジケーターが表
示されたら、測定値が不確かな値にならな
いよう、電池を交換してください。

•

本製品を長期間使用しない場合や 50 °C 以
上の場所に保管する場合は、電池を必ず取
り外してください。電池が外されていない
と、電池の液漏れが発生し、本製品を損傷
する可能性があります。

•

電池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。

•

電池を分解しないでください。

•

電池端子をショートさせないでください。

•

電池セルや電池パックは分解または破壊し
ないでください。

ご使用になる前に
安全に関する情報
•

セルやバッテリーは端子がショートする可
能性のある容器に入れて保管しないでくだ
さい。

•

電池セルや電池パックを熱い場所や火の近
くに置かないでください。また、直射日光
を当てないでください。

1

警告
製品の安全な作動とメンテナンスのため、次の
事項を厳守してください。
•

電池の液漏れが生じた場合は、すぐに使用
を中止し、製品を修理してください。

•

液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイ
ナスを合わせて正しく装着してください。

•

フルークが認定した電源アダプターのみを
使用してバッテリーを充電してください。
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表 1-1 はイメージャーまたは本マニュアルで使用してい
る記号のリストです。
表 1-1.記号
記号

説明

記号



警告。危険性有。



警告。危険電圧。感電の危険性がありま
す。



電池の状態。



電源オン/オフ記号。



アニメーション表示になっている場合は、電池
が充電中です。



韓国の EMC 規格に準拠。



関連する北米の安全基準に準拠。



関連するオーストラリアの安全および EMC
規格に準拠。



欧州連合および欧州自由貿易連合の要件に適
合。



ユーザー・マニュアルをご確認ください。



本製品には、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
済み電池は、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、フルーク のサービス・センターまでお問い合わせください。



本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般
家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリー：WEEE 指令の付属書 I に示される機器タ
イプに準拠して、本製品はカテゴリー 9 「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、一般
廃棄物として処分しないでください。
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説明
警告。レーザー放射。眼の損傷リスク。

ご使用になる前に
オプションのアクセサリー

1

オプションのアクセサリー

技術的説明

•

14 ピン LEMO コネクター付き AC アダプター

機能の原理

•

交換レンズ、マクロ・アタッチメント

•

レンズ用保護ウィンドウ、レーザー保護フィルタ

•

Bluetooth ヘッドセット

•

ギガビット・イーサネット

•

8 ピン LEMO コネクター付きイーサネット・ケーブ
ル

•

デバイス三脚

•

予備バッテリー

本製品は、7.5 μm ～ 14 μm の長波赤外線スペクトル・
レンジ用に設計されたサーモグラフィー・システムです。
レンズは物体の状況を 1024 x 768 および/または 640 x
480 ピクセルのマイクロボロメーター・アレイに再現し
ます。検出器アレイの電気信号は、内部の電子回路でさ
らに処理されます。この電子回路は、マイクロボロメー
ター・アレイの作動、A/D 変換、ゲインとオフセットの
補正、ピクセルの補正、さまざまなインターフェースの
作動など、カメラの作動に必要なすべての機能を含みま
す。
操作は、一体型キーボード (ジョイスティック、フォーカ
ス・ロッカー・スイッチ、機能ボタン) を使用するか、オ
プションのインターフェースを使用して実行することも
できます。インターフェースとして、RS232、イーサネ
ット (GigE Vision)、または USB2.0 が利用できます。こ
れらのインターフェースを使用するには、特定のソフト
ウェア・パッケージが必要です。

機能ユニットの説明
レンズ
カメラのレンズは、視野内にある測定する物体が発する
赤外線放射を収集し、検出器アレイ上でこの 赤外線放射
を再現します。視野角 (FOV) と分解能/測定スポット・サ
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イズ (IFOV、瞬時視野角) は、使用しているレンズの焦点
距離 f まで同じ距離のところで特定されます。

表 1-2 は、TiX640、TiX660、TiX1000 で使用可能なオプ
ション・レンズのリストです。

表 1-2.赤外線カメラ・レンズ
1024 x 768
型式

レンズ

焦点距離
(mm)

焦点 (m)

IFOV

FOV (°)

(mrad)

640 x 480
IFOV (mrad)

FOV (°)

FLK-Xlens/Sup-Wide

超広角レンズ

7.5

0.17

2.3

135.8 x 104.4

3.3

128.9 x 92.7

FLK-Xlens/Wide

広角レンズ

15

0.47

1.1

68.7 x 50.7

1.7

62.3 x 46.4

FLK-Xlens/Stan

標準レンズ

30

0.72

0.6

32.4 x 24.7

0.8

30.9 x 23.1

FLK-Xlens/Tele

望遠レンズ

60

1.99

0.3

16.4 x 12.4

0.4

14.9 x 11.3

FLK-Xlen/SupTele

超望遠レンズ

120

6.58

0.1

8.1 x 6.2

0.2

7.5 x 5.7

型式

レンズ

焦点距離
(mm)

焦点 (mm)

IFOV
(mrad)

分解能 (μm)

IFOV (mrad)

分解能 (μm)

FLK-Xlens/Macro1

近接撮影 0.2x

30 用

137.4

85.5 x 63.2

81

78.1 x 57.9

119

FLK-Xlens/Macro2

近接撮影 0.5x

30 用

47.4

34.3 x 25.3

32

31.3 x 23.2

47

FLK-Xlens/Macro3

近接撮影 0.5x

60 用

100

35.1 x 26.5

35

32.3 x 24.4

50
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1

表 1-3 は、TiX620 で利用可能なオプション・レンズのリストです。
表 1-3.赤外線カメラ・レンズ - TiX620
640 x 480
型式

レンズ

最小焦点距離
(mm)

焦点 (mm) IFOV (mrad)

FOV (°)

IR 1/10

広角

250

1.0/10

1.70

57.1 × 44.4

IR 1/20 LW

標準

500

1.0/20

0.85

32.7 × 24.0

IR 1/40 LW

望遠レンズ

1300

1.0/40

0.43

15.5 × 11.6
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ユーザーズ・マニュアル
検出器

画像処理の電子回路

赤外線カメラは、分解能が (1024 x 768) または (640 x
480) IR ピクセルの非冷却マイクロボロメーター FPA 検
出器 (非冷却フォーカル・プレーン・アレイ) を搭載して
います。検出器の個々の素子は、読み出し回路の数ミク
ロン上に配列されたきわめて薄いダイヤフラム上にある
微視的に小さい薄膜抵抗器です。赤外線カメラのレンズ
は被写体からの熱放射をこれらの検出器素子上に再現し、
検出器素子はこの放射を吸収します。検出器素子の温度
変化が、読み出し回路を使用して行ごと列ごとに読み出
され、電子的に解析できる信号となります。

FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)
と最大 2 つのプロセッサーを利用して、以下の基本的な
機能 (機器により異なる) を持つリアルタイム画像処理が
実行されます。

非冷却検出器を使用することにより、スタートアップで
のカメラ機能のすばやい提供 (起動時間 30 秒未満) と、
連続運用での長い平均故障時間 (MTTF) が確保されます。

検出器の電子回路
検出器の電子回路は、検出器の操作に必要な BIAS 電圧
と以後の作動信号を供給して、検出器のアナログ出力信
号の前処理およびデジタル化を実現します。
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•

検出器の電子回路インターフェース

•

ゲインとオフセットの補正

•

ピクセル欠点処理

•

ロー･パス･フィルタ

•

ズーム・ジェネレーター

•

グラフィック・オーバーレイ

•

VIS/IR/グラフィック・ミキサー

•

GigE-Vision インターフェース

•

PC インターフェース (Wi-Fi SD カード/USB2.0)

•

ビデオ画像インターフェース (DVI-D、FBAS)

ご使用になる前に
技術的説明
オプトメカニクス
光学機械アセンブリを利用して、以下の機能が実装され
ています。

1

カメラ操作の特定のモードとプリセットは、メニューを
使用して設定できます。第 2 章には、赤外線カメラの操
作方法の詳細な説明と、メニュー階層の詳細な説明が記
載されています。

•

LaserSharp® Auto Focus

•

測定レンジ切り替え (開口部)

電源

•

内部 NUC (不均一性補正)、シャッター付き

外部 15 V AC アダプター (アクセサリー) または充電式リ
チウムイオン・バッテリー 7.2 V (アクセサリー) を使用
して、赤外線カメラに電源を供給することもできます。

さらに、このアセンブリは、SuperResolution モードで、
赤外線カメラの幾何学的分解能をハードウェア的に
2048 x 1536 IR ピクセル (1024 x 768 ピクセルの検出器
の場合) および 1280 x 960 IR ピクセル (640 x 480 ピク
セルの検出器の場合) に上げるためのモジュールをオプシ
ョンで含みます。

AC アダプターは、筺体の背面にある 14 ピン (右側)
LEMO ソケットに接続します。充電式バッテリーは、赤
外線カメラの背面にある指定された位置に垂直に挿入し
ます (第 3 章を参照)。

コントロール
赤外線カメラは、オートフォーカス用のセンター機能が
あるフォーカス・ロッカー・スイッチ 、機能ボタン
 自動、 温度、開始/停止/保存、および右上にある多
機能ボタン  と  でコントロールします。カメラの背
面には、右手の親指で操作できる電源ボタン 、センタ
ー機能 (Enter) があるジョイスティック 、および 
ボタン (キャンセル) があります。赤外線カメラのコント
ロールは、右手による片手での操作用に配置されていま
す。ハンドルの上に、別の多機能ボタン  もあります。
カメラは、ハンドルで持っているときは右手の親指で操
作できます。
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ユーザーズ・マニュアル
インターフェース
本製品には、以下のインターフェースが搭載されていま
す。

付属しているソフトウェアと組み合わせて、GigE-Vision
インターフェースを使用すると、赤外線カメラを PC に
伝送したりすることができます。

•

SD/SDHC カード用ドライブ (ディスプレイを開いた、
カメラの左側にあるカバーの裏側にあります)

テクニカル・データ

•

カメラの背面にあるカバーの裏側にある DVI-D
(HDMI ソケット)、コンポジット・ビデオ (LEMO
14- ピン)

•

外部トリガー入力/トリガー出力用デジタル E/A x 2
(TTL レベル、LEMO 14 ピン)

•

アナログ出力 0 ～ 5V x 2 (LEMO 14 ピン)

•

RS232 (LEMO 14 ピン)

•

GigE-Vision (LEMO 8 ピン)

ブレイクアウト・ボックスにより、14 ピン LEMO ソケ
ット上の複数のインターフェースを同時に使用できます。
ブレイクアウト・ボックスは、外部電源にも使用されま
す。
HDMI ソケットでのデジタル高解像度 DVI-D 画像データ
の代わりに、14 ピン LEMO ソケットで FBAS 信号 (コン
ポジット) としてアナログ画像データ (4:3 PAL/NTSC) が
利用できます。HDMI ソケットは、分解能 1280 x 768 ま
たは 1280 x 800 を VESA 規格に従って処理する画面に
接続するために使用できます。
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スペクトラル・レンジ .................... 7.5 μm ～ 14 μm
温度測定範囲
TiX1000、TiX660 ....................... -40 °C ～ +1200 °C
2000 °C までの高温オプシ
ョンあり
TiX640 ........................................ -40 °C ～ +1200 °C
TiX620 ........................................ -40 °C ～ +600 °C
測定確度
TiX640、TiX660、TiX1000 ........ ±1.5 K または ±1.5 %
TiX620 ........................................ ±2.0 K または ±2 %
画像解像度 (ピクセル)
TiX1000 ...................................... 1024 x 768
2048 x 1536 (SuperResolution)
TiX660 ........................................ 640 x 480
1280 x 960 (SuperResolution)
TiX640、TiX620 ......................... 640 x 480

ご使用になる前に
技術的説明
フレーム・レート (最大画像解像度時)
TiX1000 ...................................... 30 Hz
TiX660、TiX640、TiX620 .......... 60 Hz
視野角 (FOV) 標準 30 mm レンズ
TiX1000 ...................................... 32.4° x 24.7°
TiX660、TiX640、TiX620 .......... 30.9° x 23.1°
温度感度 [NETD]
TiX1000 ...................................... ≤0.05 °C 目標温度 30 °C 時
(50 mK)
TiX660、TiX640 ......................... ≤0.03 °C 目標温度 30 °C 時
(30 mK)
TiX620 ........................................ ≤0.04 °C 目標温度 30 °C 時
(40 mK)
デジタル・ズーム........................... 最大 32x
A/D 変換 ......................................... 16 ビット
電源
外部 ............................................ 12 V DC ～ 24 V DC
バッテリー ................................. 標準リチウムイオン・ビデ
オ・カメラ・バッテリー
作動温度
外部電源使用時 .......................... -25 °C ～ +55 °C

1

保管温度 ..........................................-40 °C ～ +70 °C
作動高度 ..........................................<2000 m
湿度 .................................................相対湿度 10 % ～ 95 %、結
露なきこと
衝撃 .................................................作動時: 25 G、IEC 68-2-29
振動 .................................................作動時: 25 G、IEC 68-2-6
保護クラス ......................................IP54
安全性 .............................................IEC 60825-1: クラス 2 に適
合
電磁両立性 (EMC)
国際規格 ......................................IEC 61326-1: ポータブル
韓国 .............................................クラス A 装置 (産業放送および
通信装置)

クラス A：本製品は産業電磁波装置要件に適合しており、
販売者およびユーザーはこれに留意する必要があります。
この製品はビジネス環境での使用を意図しており、一般
家庭で使用するものではありません。
標準 30 mm レンズ搭載時の寸法
TiX1000、TiX660 ........................210 mm x 125 mm x 155 mm
TiX640、TiX620 ..........................206 mm x 125 mm x 139 mm

外部電源使用時 .......................... -25 °C ～ +40 °C
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ユーザーズ・マニュアル
標準 30 mm レンズ搭載時の重量
TiX1000、TiX660........................ 1.95 kg
TiX640 ......................................... 1.4 kg
TiX620 ......................................... 1.5 kg
ディスプレイ .................................. 特大 5.6 インチ・カラー TFT
ディスプレイ、1280 x 800
ピクセル解像度、日中の操作
に適合
ファインダー
TiX1000、TiX660........................ 傾斜角調整可能 LCoS カラ
ー・ビュー・ファインダー・
ディスプレイ、800 x 600 ピ
クセル解像度
TiX640、TiX620.......................... なし
デジタル可視光カメラ ................ 最大 8 メガピクセル解像度、
画像とビデオ録画用
画像/ビデオ・ストレージ ............... SDHC メモリー・カード
インターフェース
カメラの データ・ポートでサポート
(画像転送) ................................... SD カード、USB 2.0、ビデ
オ出力 DVI-D HDMI
(GigE vision、RS232 は
2015 年に提供)
SmartView®
ソフトウェアでサポート ............ SD カード
(USB 2.0、GigE Vision、
RS232 は 2015 年に提供)
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機能:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fluke Connect® 対応
AutoBlend™ モード
LaserSharp® Auto Focus (TiX660、TiX1000 のみ)
オート・フォーカス
手動フォーカス
EverSharp 多焦点記録
SuperResolution
Dynamic SuperResolution
レーザー・ポインター
レーザー距離計 (TiX660、TiX1000 のみ)
GPS
テキストおよび音声注釈
オーディオ
LED レベル・インジケーターが付いた交換可能なスマー
ト・バッテリー (TiX660、TiX1000 は 2 個、TiX640、
TiX620 は 1 個)
SmartView® ソフトウェア対応

ご使用になる前に
開梱とコントロール

開梱とコントロール
製品を受け取ったら、部品がすべて揃っていること、お
よび損傷している部品がないことを確認します。損傷の
可能性がある場合は、直ちに販売業者にお知らせくださ
い。
製品は輸送ボックスに入れて配送されます。

•

バッテリー充電器

•

SDHC カード

•

SD カード用カード・アダプター

•

レンズ用保護キャップ

•

ショルダー･ストラップ

•

ユーザー・マニュアル (本製品のユーザーズ・マニュ
アルをダウンロードするには、www.fluke.com にア
クセスしてください)

•

安全に関する情報

•

運搬用の箱/運搬用の梱包

•

AC アダプター

基本パッケージには、以下の部品が入っています。
•

レンズと 5.6” TFT ディスプレイを搭載している赤外
線カメラ

•

一体型デジタル・カラー・ビデオ・カメラ

•

装置によっては、レーザー距離計/レーザー・ポイン
ター、GPS

•

充電式リチウムイオン・バッテリー NP-QM91D
(Sony)
(TiX660、TiX1000 は 2 個、TiX640、TiX620 は 1
個)

1
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ユーザーズ・マニュアル

赤外線カメラの部品
赤外線カメラの部品の概要については、表 1-4 と表 1-5 を参照してください。
表 1-4。赤外線カメラの部品
1

2
3

4

TiX6

40

AL
THERM
GER
IMA

5

6
8

9

7
hvh013.eps

品目

説明

品目

説明



多機能ボタン



電源、トリガー、FBAS 用の接続



ハンドル



SD カード・スロット



カラー TFT ビューファインダー (TiX660、Tix1000
のみ)





リチウムイオン・バッテリー





GigE-Vision、RS232 用の接続
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USB ポート
DVI ポート

ご使用になる前に

1

表 1-5.赤外線カメラの正面図
品目

説明

3
4
1

5



カラー・ビデオ・カメラ



レンズ



レーザー・レンジ・ファインダー



LED ビデオ・ライト



カラー TFT ディスプレイ

2

TiX640

hvh014.eps
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ユーザーズ・マニュアル

クイック・ガイド
表 1-6 は、赤外線カメラのコントロールの場所を示して
います。より正確な結果を得るために、マニュアル全体
をよく読むことをお勧めします。
表 1-6.コントロールの場所

1

2
3

品目

説明



フォーカス・ロッカー・スイッチ (オートフォー
カス  付き)



環境温度 



自動 



多機能 2 



多機能 1 



保存 



ジョイスティック 



電源 



エスケープ 



電源 LED

4

5
10
6

9

8

7

hvh015.eps
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ご使用になる前に
クイック・ガイド
注記
すべてのボタンは、次のいずれかによってトリ
ガーされる複数の機能に使用できます。
•

半押しまたは全押し:  と  および/また
は

•

短押しまたは長押し: 、、、および
。

ボタンの機能は、メニュー [Settings (設定)] 
[Buttons (ボタン)] で設定を変更することによっ
て変更できます。

準備
以下の装置が必要になります。
•

赤外線カメラ

•

LEMO コネクター付き充電式リチウムイオン・バッ
テリーまたは AC アダプター

•

SmartView® ソフトウェア

•

SD カード

•

SD/SDHC カード用カード・リーダー

1

開始
ご使用の前に:
1.

充電済みの充電式リチウムイオン・バッテリーを挿
入するか AC アダプターを赤外線カメラに接続して、
電源を供給します (14- ピン・コネクターを、赤い点
を上に向けて適切な LEMO ソケットに差し込みま
す)。

2.

SD カード・スロットのカバーを取り外し、SD カー
ドをカード・スロットに挿入し、カバーを戻します。

3.

レンズから保護キャップを取り外します。

4.

 を押します。カメラの電源がオンになり、起動プ
ロセス中、「Fluke」 ロゴが表示されます。システ
ムを初期化するとき、電源オン LED が最初は緑で点
滅し、その後、緑で点灯して、赤外線カメラがライ
ブ・モードで作動する準備ができたことを示します。
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ディスプレイ
表 1-7 は、ディスプレイ要素の場所を示しています。
表 1-7.画像要素の配置
2

3

4
1

5

9

6

7

8

hvh022.eps

品目

説明

品目

説明



カメラ・メニュー



充電式バッテリー、SDHC カード



温度の単位



ステータス表示



日付/時刻



ヘルプ行



カメラ・ステータス (モード)



システム情報フィールド



上限と下限のあるカラー・スケール
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ご使用になる前に
クイック・ガイド
最初に、作動中の電子機器など、熱コントラストが存在
するシーンを映す必要があります。次に赤外線カメラを
そのシーンに向けます。
ビューファインダーを使用するには、ディスプレイをカ
メラの側面にたたみます。これによりビューファインダ
ーがオンになります。初めに、視度補正を使用してビュ
ーファインダーを目に合わせます。ビューファインダー
のアイカップを回します。ちょうどいい設定を見つける
には、はっきりしたシーンの端を使用します。

1

温度レンジの設定
 を短く押します。赤外線カメラは、次のように、現在
のシーンに対応する疑似色画像の温度スケールを自動的
に設定します。
必要な温度スケールをジョイスティック  で設定する
こともできます。これには、画像メニュー  [Manual
(手動)] を選択します。

焦点の設定
 を押します: オートフォーカスにするには中央のボタ
ン、測定する物体までの焦点距離を長くまたは短く設定
するには左側または右側を押します。オートフォーカス
機能が使用された場合、画面の中心に長方形が表示され
ます。距離設定は、長方形に収まっている物体の距離を
取得することで最適化されます。
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ユーザーズ・マニュアル
選択した入力方法により、温度レベルと温度レンジ (レベ
ル/レンジ) または上限と下限 (最大/最小) を設定するため
にジョイスティック  を使用でき、値は数値でも入力
できます。この場合、それぞれのジョイスティックおよ

hvh030.jpg
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びボタンの機能が熱画像の左側に表示されます。数値入
力のそれぞれの入力ダイアログが次のように視野の中央
に表示されます。

hvh031.jpg

hvh032.jpg

ご使用になる前に
クイック・ガイド

1

的に連続変化します (AUTO モード)。AUTO モードでは、
カラー・パレット上の画像の右側に  が表示されます。
自動モードは、レベル/レンジ/最大/最小の手動設定によ
って終了されます。

[Level/Range (レベル/レンジ)] や [Maximum/Minimum (最
大/最小)] オプションを手動で設定する場合は、Enter 
を短く押すだけで温度スケールを一度に自動的に設定で
きます。Enter  を長押しすると、温度スケールが自動

hvh036.jpg

hvh035.jpg

hvh033.jpg

hvh034.jpg
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画像の保存

クイック保存

熱画像を保存するためには、 ボタンを押す必要があり
ます。以下の方法が利用できます。

 ボタンを素早く完全に押す。画像はすぐに保存されま

「チェック」して保存
1.

 ボタンを途中まで押す。
ライブ画像が静止します。   .

2.

•

静止した画像は、最初にディスプレイまたはビ
ューファインダーで「チェック」できます。

•

画像を保存しない場合、 ボタンを押します。
  .

 ボタンを完全に押す。
画像が保存されます。

データの書き込み処理は、色が変わるマップ記号で示さ

. 保存すると、
れます (画像の下の行、右側)。:
カメラ・コントロールがライブ・モードを自動的に有効
にします。  .
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す。

、その後、カメラ・コントロールがライ
ブ・モードを自動的に再度有効にします。  .

注記
上記の工場出荷時の設定にかかわらず、 ボタ
ンを使用して、画像を保存する前にシャッター
の有効化、オートフォーカス、VIS-LED、レー
ザー距離計/レーザー・ポインターなどの追加機
能をトリガーできます。

ご使用になる前に
クイック・ガイド
メニュー機能
熱画像は、多数の解析および自動機能が使用でき、それ
ぞれの使用事例に合わせて個別に設定できます。設定と
機能はカメラ・メニューで選択します。カメラ・メニュ
ーは、画像領域の左側に配列されています。
ジョイスティック  (↑、↓、←、→) を使用して、メニ
ューを移動し、Enter  ボタンを使用して機能を選択し
ます。
4 つのメイン・メニューは、メニューの上部の余白にあ
るタブで選択し、対応する記号で識別できます。

1

サブメニューは、それぞれのメニュー項目で  ボタン
(Enter) を使用して開くことができます。たとえば、温度
レンジを手動で設定するためのサブメニューを開くには、
ボタンを押します。
行った設定は、Enter  または  ボタンで確定するか、
 ボタンで破棄できます。

シャットダウン
 を使用してシャットダウン・ダイアログを開き、
または  (Enter) を使用して、選択を確定します。

画像メニュー

ファイル・メニュー

測定メニュー

設定メニュー
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コンピューターへのデータ伝送
®

SmartView ソフトウェアを使用すると、GigE Vision 通
信プロトコル経由でデータを伝送できます。
もう 1 つのデータ伝送方法は、カード・リーダーで
SDHC カードを読み出すことです。

セットアップ
ハンド・ストラップ
熱画像は、片手で操作できる携帯性に優れたシステムと
して設計されています。最初に、必要に応じてハンドル
に付けられているハンド・ストラップを調整します。こ
れには、ハンド・ストラップのループを開き、指で快適
にコントロールにアクセスできるようにベルト・ストラ
ップの長さを調整します。次に、ループのフックとルー
プ・ファスナーを閉じます。

三脚
赤外線カメラには、筺体の下部に 4.5 mm (1/4") 三脚用ね
じ (DIN 4503) が備わっています。精密なカメラ画像を得
るためには、特に SuperResolution モードでは、赤外線
カメラを三脚に取り付けることをお勧めします。
注意
三脚用ねじの最大ねじ込み深さを超えないよう
に気をつけてください 4.5 mm (DIN 4503)。
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電源ユニット
充電式バッテリーを使用する際は、付属のアダプター・
プレートにバッテリーを置いてください。充電式バッテ
リーがはまるまで押し下げます。充電式バッテリーを少
しレンズ方向に前に押します。必ず純正 SONY® 充電式
バッテリー NP-QM91D および付属充電器を使用してく
ださい。
AC アダプターは、赤外線カメラの背面の右側にある 14
ピン・ソケットに接続します。

メモリー・カード
SD カード・スロットは、カメラの左側にあります。保
護等級 IP54 を保証するために、スロットがカバーで保護
されています。カード・スロットにメモリー･カードを挿
入したり、SD カードを挿入したりするには、カバーを
外します。カードの方向に注意してください (▲ が上)。
その後、カバーを再び閉じてください。これが、デバイ
スの完全な保護等級を保証する唯一の方法です。

ご使用になる前に
セットアップ
レンズ交換
レンズは、乾燥していて粉塵が少ない条件でのみ交換し
てください。レンズを取り外すと、システムの保護等級
IP 54 が保証されなくなります。
赤外線カメラを、硬い水平面にレンズが手前を向くよう
に置きます。赤外線カメラのレンズを反時計回りに止ま
るまで、または 2 つの赤い点の位置が合うまで回します。
次に、レンズを前方に取り外します。
レンズを取り付けるために、レンズとカメラの赤いマー
キング・スポットの位置を合わせる必要があります。こ
の位置で、レンズをカメラ部に少し押し付け、レンズの
赤い点がカメラの白い点の位置に合うまで時計回りに回
す必要があります。

1

ギガビット・イーサネット (GigE) インターフェー
スを使用する操作
赤外線カメラを PC/ノートブックに接続するには、以下
の手順に従います。説明されているアクセサリーは、オ
プションとしての納入の範囲も含まれています。
•

イーサネット・ケーブルは、PC のイーサネット・
インターフェース (RJ45 コネクター) への接続を確
立するために使用されます。

•

8 ピン LEMO コネクター (青いマーク) は、カメラの
左側の 8 ピン LEMO ソケット (図 1-2、青いマーク)
に接続します。
注意
正しい LEMO ソケットへの接続を確立するよう
に注意します。LEMO コネクターを、赤い点を
上に向けてソケットに差し込みます。コネクタ
ーを無理に押し込まないでください。
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イーサネット・ケーブルと AC アダプター

AC アダプターの接続

イーサネット・ケーブルは、サーモグラフィー・カメラ
を 8 ピン LEMO ソケット (左側、青いマーク) に接続す
るために使用します。

ノートブックまたは PC に永続的に接続しながら操作す
るには、右側のソケットにある 14 ピン LEMO コネクタ
ーに AC アダプター (図 1-3 を参照) を使用して電源を供
給する必要があります。

AC アダプターの 14 ピン・コネクターは、赤いマークを
上に向けて、右側の LEMO ソケットに差し込みます。
図 1-2 を参照してください。

hvh058.eps

図 1-3.AC アダプター
AC アダプターが接続されると、カメラは自動的に AC ア
ダプターで電源が供給され、充電式バッテリーでは供給
されなくなります。ただし、充電式バッテリーは同時に
充電されません。

Ethernet
AC Adapter

ブレイクアウト・ボックスでの操作
hvh057.eps

図 1-2.イーサネット・ケーブルと AC アダプター
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ブレイクアウト・ボックスを使用すると、サーマル・イ
メージャーの接続オプションが拡張されます。表 1-8 を
参照してください。ブレイクアウト・ボックスを介して、

ご使用になる前に
セットアップ
アナログ出力 x 2、トリガー E/A x 2、PAL/NTSC-FBAS、
およびデジタル RS232 インターフェースにアクセスでき
ます。

は、赤外線カメラの背面にある右側の 14 ピン
LEMO ソケットに接続します。
2.

ブレイクアウト・ボックスを市販のケーブルでホス
ト・コンピューターの COM インターフェースに接
続します。

3.

電源が供給されている AC アダプターをブレイクア
ウト・ボックスに接続します。

注意
必要な接続を確立する方法に関する指定手順に
従います。
1.

赤外線カメラをブレイクアウト・ボックスに接続し
ます。これには、ブレイクアウト・ボックスの 14
ピン接続ケーブルを使用する必要があります。これ

1

4.

カメラの背面にある電源ボタン  を押して、電源を
オンにします。
表 1-8.ブレイクアウト・ボックス
3

2

品目

説明



赤外線カメラ用の接続ケーブル



AC アダプター用の 14 ピン LEMO ソケット



ターミナル・ストリップ



トリガー T1、T2 (設定可能)



BNC ビデオ・ポート (PAL/NTSC-FBAS)



シリアル・インターフェース (RS232)

1

6

5

4
hvh061.eps
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第2章

ユーザー・インターフェースの要素

はじめに
赤外線カメラには、以下のコントロールがあります
(表 2-1 を参照):
•

右上のカメラ側のキーボード (フォーカス・ロッカ
ー・スイッチ 、ボタン 、、、および 
と )

•

背面右側のキーボード (ESC ボタン  および電源ボ
タン )

•

多機能ジョイスティック  (背面右側に Enter 機能
あり)

•

正面のカメラ・ハンドルの上部にある多機能ボタン


注記
すべてのボタンは、次のいずれかによってトリ
ガーされる複数の機能に使用できます。
•

半押しまたは全押し:  と  および/また
は

•

短押しまたは長押し: 、、 および 。

ボタン 、、、 および  の機能は、ボタンを設
定することによって変更できます (第 3 章「メニュー」
を参照)。さらに、ボタンの機能は現在の操作モードに依
存し、前述のモードに応じて、メニューと、画面下部の
余白にあるヘルプ行に表示されます。
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表 2-1.コントロールの場所

1

2
3

品目

説明



フォーカス・ロッカー・スイッチ (オートフォー
カス  付き)



環境温度 



自動 



多機能 2 



多機能 1 



保存 



ジョイスティック 



電源 



エスケープ 



電源 LED 色

4

5
10
6

9

8

7

hvh015.eps

2-2

ユーザー・インターフェースの要素
ボタンの機能

2

ボタンの機能
機能は、頻繁に必要になる機能をすばやく実行できる
ように機能ボタンに割り当てられています (工場出荷
時の初期設定)。
表 2-2.ショートカット
ボタン












タイプ

機能

説明

短

自動モード (スパン)

自動調整温度スケール

長

NUC

不均一性補正 (補償)

長

メニュー
レベル/レンジ

レベル/レンジの手動設定用

短

スポット・オン/オフ

AOI がまだ作成されていない場合  スポット 1 を作成

長

スポット・エディター

AOI 設定

短

レーザー・オン/オフ

マークおよびレーザー距離計

長

最小/最大オン/オフ

グローバル最大/最小測定オン/オフ

短

IR  可視光画像

切り替え画像モード

長

カラー  SW

最大/最小の手動設定用

途中

LED オン/オフ

写真ランプ

完了

静止

以後、 を使用した画像保存が可能
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画像保存時の保存ボタン  の機能は「保存形式サブメニ
ュー」 (第 3 章「メニュー」参照) に定義されています。
保存ボタン  は、多くのメニューで入力を確定するため
に使用できます。この機能は、移動を短縮するものであ
り、工場出荷時に有効にされていますが、無効にするこ
ともできます (第 3 章「メニュー」を参照)。

電源ボタン  は、赤外線カメラの電源をオンにするため
に使用します。最初に、 ボタンの上にある左側のステ
ータス LED が緑で点滅を開始し、メーカーのロゴがカメ
ラのディスプレイに表示されます。システムが正常に初
期化されると、ステータス LED が緑で完全に点灯し、赤
外線カメラが作動する準備が整います。システムの起動
には、約 30 秒かかります。

多機能ジョイスティック  を使用して、移動と機能の
選択、矢印ボタン ↑、↓、←、→、および機能  (Enter、
中心を押す) を使用した入力ができます。
赤外線画像に手動で焦点を当てるには、フォーカス・ロ
ッカー・スイッチ  を使用します。
← 焦点を長距離に変更  左を押す
→ 焦点を短距離に変更  右を押す
自動的に焦点を合わせる場合:
フォーカス・ロッカー・スイッチの  センター機能。
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電源ボタン  は、赤外線カメラの電源をオフにするため
に使用します。

ユーザー・インターフェースの要素
画像要素

2

画像要素
画像要素には、以下の機能があります。
表 2-3.画像要素
画像要素

場所

機能

熱画像

中央表示領域

現在の熱画像、可視光画像の表示、または両方の画像の重ね合わ
せの表示、保存した画像の表示

メニュー

画面領域より左

カメラ機能の調整

ヘルプ

下部画面領域、左

現在の機能の表示

ロゴ

画面の右下隅

メーカーのロゴ

日付、時刻

画面中央、画面の上端

日付とシステム時刻

カメラ・ステータス

画面の右上隅

現在の操作モード

温度スケール

画面の右端

画像のカラーまたはグレーの陰影の、表示されている温度レンジ
への割り当て

測定値の表

左画面領域

温度値の表示
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表 2-3.画像要素 (続き)
画像要素
ステータスの記号

場所
下部画面領域、右

機能
以下のステータス・インジケーター:
•

電源 (AC アダプター/ステータス充電式バッテリー)

•

SDHC カード

•

レーザー距離計/レーザー・ポインター

•

写真 LED

GPS 受信
情報
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画面領域左下
1 行目

以下の情報インジケーター:
•

GPS データ: 緯度、経度、衛星

2 行目と 3 行目

•

(グローバル) 放射率

eps

•

環境温度

Te

•

パス温度

Tp

•

相対湿度

rH

•

距離

Dist

•

校正レンジ

Cal

•

レンズ情報

FOV

•

ズーム

z

ユーザー・インターフェースの要素
温度スケールの設定
疑似色表示での現在の温度状況に加えて、カメラ・ステ
ータスと操作に関する情報を表示するために、さまざま
な画像要素が使用されます。表示された画像要素は、画
像メニューで [Elements (要素)] メニュー項目を使用して、
個々の要件とともに変更および調整できます (第 3 章
「メニュー」を参照)。
(通常、常に表示されている) メイン画像要素とともに、
現在の機能に応じて、オートフォーカス、等温線用の温
度インジケーター、温度アラーム・インジケーター、充
電式バッテリーの重要なステータスに関するメッセージ、
「Please wait… (お待ちください …)」など、システム・
ステータスについての情報や操作の便宜を図る情報を提
供する、追加のシステム・メッセージが表示されます。
熱画像は、カメラに直接接続されているコントロール、
および装置によっては GigE または RS232 を使用してリ
モートで操作できます。

2

温度スケールの設定
システム起動時 (電源ボタン  を押したとき)、カメラは
ライブ・モードになっています。このモードは、画面上
部の右側に表示されます。. ライブ・モードでは、現
在の状況が温度分布 (IR 画像) の疑似色表示として、ビデ
オ画像 (可視、可視光画像) として、または IR と可視光
画像 (IR Fusion® 技術) の重ね合わせとして表示されます。
IR 画像の疑似色表示の温度スケールは自動または手動で
設定できます。
温度スケールを現在の状況に自動的に合わせるには、
ボタンを押します。 ボタンの工場出荷時の設定では、
スケールを現在の状況の最高 (= 上限) と最低温度 (= 下
限) に設定されています。焦点を変更する前に温度スケー
ルが設定されている場合は、温度設定をリセットしてく
ださい。
現在使用されている測定レンジの校正レンジに従ってく
ださい。現在の状況の温度が設定されているレンジから
外れる場合、適切な校正レンジを選択する必要がありま
す (第 3 章「メニュー」を参照)。
温度スケールの最適な調整のための手動設定オプション
は、第 3 章「メニュー」で詳しく説明しています。

焦点
赤外線カメラで正確な温度測定を実現するには、焦点を
慎重に設定することが重要です。
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 警告

フォーカス・ロッカー・スイッチ  を使用して、次の
ことを行います。
•

•

目の損傷および人体への傷害を防ぐため、次の
事項を厳守してください。

手動フォーカス
o

焦点をより長い距離に変更するために、フォー
カス・ロッカー・スイッチの左側を押します。
および/または

o

焦点をより短い距離に変更するために、フォー
カス・ロッカー・スイッチの右側を押します。

オート・フォーカス
o

•

レーザー光を直接見ないでください。レー
ザー光を直接または反射面を介して人や動
物に当てないでください。

•

レーザーを連続使用する場合は、注意を払
ってください。使用しない場合はレーザー
をオフにしてください。

永続的な LaserSharp® Auto Focus

フォーカス・ロッカー・スイッチの  センタ
ー機能を押します。

注記
小さい物体の測定の場合は、ズーム設定を使用
して焦点を手動で合わせることができます。
可視光画像の焦点を変更する必要はありません。

[Laser (レーザー)] メニューに移動し、[LaserSharp
Auto Focus] を選択します。
レーザーは、継続的に表示され、対象物までの距離が変
化したときは自動的に焦点を合わせます。

EverSharp 多焦点記録
1.

設定メニューの [Extras (その他)] サブメニューに移
動します。

セットアップするには:

2.

このメニュー内で [EverSharp] を選択します。

1.

[Laser (レーザー)] メニューに移動し、[LaserSharp
Auto Focus] を選択します。

選択すると、カメラはすべての画像を EverSharp モード
で撮影します。

2.

フォーカス・ロッカー・スイッチのセンター機能を
押します。

注記

®

LaserSharp Auto Focus

EverSharp で撮影した画像は、SmartView® ソ

フトウェアで見ることができます。
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スポット・エディター

2

スポット・エディター

保存

 ボタンを押すことにより、画像の中心に温度測定ポイ
ントが作成されます。スポットをオンにした状態で  ボ
タンを押すことにより、測定ポイントがオフになります。

熱画像と写真は、カメラに挿入された SD カードに保存
されます。赤外線カメラは、容量 32 GB までの市販の
SD または SDHC カードをサポートしています。検出器
の形式と設定されているメモリー形式に応じて、この方
法で 1 枚の SDHC カードに最大 25,000 枚の IR 画像を
保存できます。個々の IR 画像とともに、熱画像シーケン
スをデジタル生データとビデオ・シーケンスとして保存
できます。データ・ストレージ用のカメラ設定の個々の
説明は、第 3 章「メニュー」に記載されています。

スポット・エディターは、 ボタンを長押しすることで
起動できます。エディターを使用して、さまざまな形状
およびプロパティで測定する物体 (関心領域 (AOI)) を定
義したり、測定する物体を表示する方法を設定したりす
ることができます。AOI を定義した後、 ボタンを使用
してこれらの領域と測定値の有効と無効を切り替えるこ
とができます。スポット・エディターの機能に関する特
定の説明は、第 3 章「メニュー」から始まる
「[Measurement Definitions (測定定義)]」メニューに記載
されています。

装置に応じて、熱画像とビデオ・データを GigE インタ
ーフェースを使用して送信し、送信されたデータを使用
されているコントロール・ユニットに保存できるように
することもできます。
SD カードに保存する前に、カメラに挿入された SD カー
ドに空きメモリー容量が十分にあることを確認してくだ
さい。空きメモリー領域は、メニュー「Settings (設定)」
 [System (システム)]  [Info (情報)] で表示できます
(第 3 章「メニュー」の「システム・サブメニュー」を参
照)。書き込み可能なメモリー・カードは、視野の右下領
域に青いカード記号
で示されます。書き込みできな
い、または読み取り専用のメモリー・カードは、グレ
ー・アウトされたカード記号

で示されます。
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ユーザーズ・マニュアル

チェックありで保存

クイック保存

保存する前に記録する画像をチェックするには、次のよ
うにしてライブ・モードを停止する必要があります。

赤外線カメラを使用すると、ライブ・モードの画像を直
ちに保存したり、動いている画像から直接保存したりす
ることができます。

1.

 ボタンを途中まで押す。
ライブ画像が静止します。   .

2.

•

静止した画像は、最初にディスプレイまたはビ
ューファインダーで「チェック」できます。

•

画像を保存しない場合、 ボタンを押します。
  .

 ボタンを完全に押す。
画像が保存されます。

データの書き込み処理は、色が変わるマップ記号で示さ

. 保存すると、
れます (画像の下の行、右側)。:
カメラ・コントロールがライブ・モードを自動的に有効
にします。  .
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•

 ボタンを素早く完全に押す。画像はすぐに保
存されます。

、その後、カメラ・コ
ントロールがライブ・モードを自動的に再度有
効にします。  .

注記
表 2-3 で説明されている工場出荷時の設定にか
かわらず、 ボタンを使用して、画像を保存す
る前にシャッターの有効化、オートフォーカス、
可視光画像 LED、レーザー距離計/レーザー・ポ
インターなどの追加機能をトリガーできます。

第3章

ディスプレイのメニュー

はじめに
メイン・メニューは、赤外線カメラのさまざまな機能を
選択し、設定するために設計されています。これは、画
像セクションの左側に配置されています。

メニューは、ジョイスティック  を使用して移動でき、
設定はジョイスティックの中央ボタン (Enter) を使用して
確定します。4 つのメイン・メニューは、メニューの上
部の余白にあり、対応するタブの記号で選択できます。

hvh079.jpg

hvh078.jpg

hvh080.jpg
hvh081.jpg
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ユーザーズ・マニュアル
メニュー内では、ジョイスティック  を使用して、上
↑ および下 ↓ へ移動します。メイン・メニューは、ボタ
ン ← および → を使用して切り替えることができます。
設定メニューの [System (システム)] メニュー項目の
[Menu control (メニュー・コントロール)] 機能
(「[System (システム)] メニュー」(3-46 ページ) を参照)
で行う「メニュー・コントロール」の設定に応じて、そ
れぞれの場合の下部メニューは一番上から ↑ を押して直
接アクセスでき、それぞれの場合の上部メニューは一番
下から ↓ を押して直接アクセスでき、画像メニューは設
定メニューから → を押して直接選択でき、逆に設定メニ
ューは画像メニューから ← を押して直接選択できます。
サブメニューは、それぞれのメニュー項目で Enter ボタ
ン  を押して開くことができます。たとえば、
で、温度レンジを手動で設定するための
サブメニューを開きます。設定ダイアログに対して実行
した変更は、ジョイスティックの Enter ボタンまたは 
を使用して確定でき、 を使用して破棄できます。
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画像サブメニュー
画像メニューは、熱画像の表示に関連した設定の概要で
構成されています。

hvh083.jpg

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー

3

[Manual (手動)] サブメニュー
温度スケールを手動で設定するオプションは、各赤外線
カメラの中心的な機能です。そのため、この機能は赤外
線カメラのメイン・メニューの左上にある、すばやくア
クセスできるメニューに配置されています。表示された
状況に熱画像の疑似色表示で視覚的に温度を割り当てる
ことができるように、温度スケールを設定します。現在
設定されている温度レンジの最大値および最小値は、配
置されたカラー・パレットの上下に、対応する数字で示
されます。

hvh084.jpg

[Manual (手動)] メニュー項目で温度レンジを手動で設定
するために、さまざまなモードを選択できます。
•

Level / Range (レベル/レンジ)

•

Max. / Min. (最大/最小)

•

入力

hvh085.jpg

hvh086.jpg
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選択した入力方法により、温度レベルと温度レンジ (レベ
ル/レンジ) または上限と下限 (最大/最小) を設定するため
にジョイスティック  を使用でき、値は数値でも入力
できます。この場合、それぞれのジョイスティックおよ

びボタンの機能が熱画像の左側に表示されます。数値入
力のそれぞれの入力ダイアログが次のように視野の中央
に表示されます。

hvh089.jpg

hvh087.jpg
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hvh088.jpg

hvh090.jpg

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー
手動で設定するオプションとともに、温度スケールは、
ジョイスティックの Enter ボタンを短押しして 1 回設定
することも、ジョイスティックの Enter ボタンを長押し
して永続的にアクティブに設定することもできます。自
動モード (スパン) と呼ばれる温度レンジの永続的設定は、
画面の右上隅にある  で示されます。自動モード (ス
パン) は、温度スケールを手動で変更するか、自動モード
(スパン) 機能を反復なしでトリガーすると、無効になり
ます。

注記
設定メニュー [Level / Range (レベル/レンジ)] およ
び [Max. / Min. (最大/最小)] は、工場出荷時の設定
に従って、ボタン機能  の長押しおよび  の長
押しによって直接アクセスできます。

3

[Mode (モード)] サブメニュー
ライブ・モードでは、赤外線カメラは、熱画像 (赤外線画
像)、ビデオ画像 (デジタル画像)、または両方の重ね合わ
せ (IR Fusion® 技術) を表示します。オプションは [Mode
(モード)] メニューで選択できます。このメニューは選択
のためにドロップダウンさせる必要があります。赤外線
画像が現在表示されている場合は、デジタル画像または
IR Fusion® に切り替えることができます。デジタル画像
モードからは、赤外線画像または IR Fusion® に切り替え
ることができます。IR Fusion® モードからは、赤外線画
像またはデジタル画像に切り替えることができます。IR
Fusion® モードのさまざまな表示方法は、サブメニュー
をドロップダウンさせてから設定できます。

hvh093.jpg
hvh092.jpg

hvh094.jpg
hvh095.jpg
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ユーザーズ・マニュアル
赤外線画像モード

デジタル画像モード

赤外線画像モードでは、熱画像が疑似色表示で示されま
す。装置によっては、ライブ画像により、デジタル・ズ
ームがオフに切り替えられた状態で (1024 x 768) または
(640 x 480) IR ピクセルが表示されます。保存中、幾何学
的分解能は、光学機械的な MicroScan 機能、
SuperResolution および Dynamic SuperResolution によ
り、(2048 x 1536) および/または (1280 x 960) IR ピクセ
ルに上げることができます。これらのモードは、設定メ
ニューで [Extras (その他)] メニュー項目を使用して有効
にする必要があります。

デジタル画像モードでは、カメラ内部のデジタル写真チ
ャネルがビデオ・モードで操作され、(1024 x 720) ピク
セルの幾何学的分解能で表示されます。利用可能なピク
セル分解能 (3264 x 2448) ピクセル (8 メガピクセル) で
写真を保存するオプションは、ファイル・メニューで
[Saving format (保存形式)] メニュー項目を使用して設定
します (「[Saving Format (保存形式)] サブメニュー」
(3-23 ページ) を参照)。

hvh096.jpg
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hvh097.jpg

IRFusion® テクノロジー
IR Fusion® モードでは、4 種類のモードを選択できます。
これらのオプションを選択するには、IR Fusion® サブメ
ニューをドロップダウンさせる必要があります。

hvh098.jpg

hvh099.jpg

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー
IR Fusion® with Autoblend® 技術 (ピクチャー-イン-ピク
チャー)
ピクチャー・イン・ピクチャー・モードでは、現在の状
況の温度と無関係に、赤外線画像の一部がデジタル画像
の上に重ね合わされます。表示された赤外線セクション
のサイズと位置は、ジョイスティック  を使用して変
更できます。↑ を使用して高く、↓ を使用して低く、→
を使用して広く、← を使用して狭くすることができます。
ジョイスティックの Enter ボタンを使用して、オプショ
ン [Resize (サイズ変更)] および [Move (移動)] を切り替え
ることができます。マージされた画像セクションは、一
番上 ↑、一番下 ↓、右 →、左 ← へそれぞれ移動できます。
®

®

IR Fusion with Autoblend 技術モードでは、現在の状況
のすべての温度は、設定されている温度スケールに従っ
て選択された部分的領域で表示されます。ブレンディン
グは、表面の領域を指します。色アラーム・モード、高
アラーム・モード、および低アラーム・モードでは、表
示する温度レンジを制限できます。ブレンディングは、
赤外線画像全体の温度に依存します。

3

色アラーム
色アラーム・モードでは、(部分的な) 温度間隔は設定さ
れている温度レンジ内で定義されます。温度がこの間隔
内にある部分的領域は、疑似色表示で赤外線画像として
表示されます。温度がこの間隔外にある部分的領域は、
デジタル画像 (可視光画像) として表示されます。
重ね合わされた温度レンジの上限と下限は、パレットの
左側の上部と下部に表示され、ジョイスティック  を
使用して変更できます。
↑

IR Fusion® 間隔の温度レベルを上げる

↓

IR Fusion® 間隔の温度レベルを下げる

→

温度間隔を大きくする

←

温度間隔を小さくする
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ユーザーズ・マニュアル
高アラーム、低アラーム
[Interval (間隔)] の場合とまったく同様に、(部分的な) 温
度間隔は、この時点で部分的領域の上限および/または下
限が定義されるだけではなく、高アラーム・モードおよ
び低アラーム・モードで定義されます。[Above (上)] オプ
ションでは、調整可能な温度制限よりも上のすべての領
域が、[Below (下)] オプションではそれよりも下のすべて
の領域が表示されます。[Above (上)] オプションの上限は、
設定されているレンジ全体の上限に対応します。[Below
(下)] オプションの下限は、レンジ全体の下限に対応しま
す。
連続合成
すべての IR Fusion® モードでは、連続合成領域の透明性
を選択できます。連続合成 (アルファ合成) の度合いは、
[Blending (合成)] サブメニューで、無段階で変化できる
方法で設定できます。

hvh107.jpg

hvh106.jpg
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[Zoom (ズーム)] サブメニュー
装置に応じて、サーマル・イメージャーは、赤外線画像
およびデジタル画像 (可視光画像) のデジタル拡大を 32
倍までサポートしています。設定は、[Setting (設定)] メ
ニューで [Zoom (ズーム)] メニュー項目を使用して行い、
それぞれの場合に現在表示されている画像 (赤外線画像ま
たは可視光画像) に適用されます。設定された倍率は、画
像の右下に、対応するステータスの記号
として示さ
れます。画像がデジタルで拡大されている場合は、画像
の拡大されているセクション (最初は、画像の中心に配置
されます) を移動できます。ジョイスティックの Enter ボ
タンを短押しすることで、[拡大 (ズーム)]/[Move (移動)]
オプションを切り替えることができます。それぞれの場
合にアクティブな機能は、メニューの上部の黒くなるジ
ョイスティックの記号によって示されます。画像の拡大
されているセクションのズーム・レベルと位置は、画像
全体の左下領域に示されます。画像の拡大されているセ
クションが画像の中心から移動された後、画像のセクシ
ョンを中心に合わせるには、ジョイスティックの Enter
ボタンを長押しする必要があります。

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー

3

パレット サブメニュー
対応する温度への疑似色表示の個々のカラーまたはグレ
ーの陰影の現在の割り当ては、画面の右側の余白に示さ
れているパレットを使用して実行されています。このと
き、パレットの上にある画像領域の最大値とパレットの
下にある画像領域の最小値は、温度レベルに対する方向
確認のために役立ちます。
画像メニュー  [Palette (パレット)] メニュー項目は、事
前に定義されているパレットを選択および設定するため
のダイアログを開くために使用します。表 3-1 を参照し
てください。

hvh110.jpg

hvh111.jpg

hvh112.jpg

赤外線または可視光画像の設定されているデジタル倍率
にかかわらず、デジタル生データを irb 形式で保存する
と、画像全体が常に保存されます。
hvh113.jpg
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グレースケール・パレット (左)
と反転表示 (右)

3-10

256 色 (左) および 16 色 (右) を
含んでいるパレット

レインボー

グレースケ
ール/

セピア

メンソール

ホット･メ
タル

黒と赤

ステップ

高コントラ
スト

マーク付き

青と赤

アイアン

グレースケ
ール

レインボー

表 3-1.パレット

温度線形 (左) と Ultra Contrast 表
示のグレースケール/レインボー・
パレット

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー
[Inverse (反転)] 機能は、現在のパレットを反転させるた
めに使用できます。たとえば、グレースケール・パレッ
トが設定されている場合、デフォルトでは、高い温度と
比較して低い温度は暗い色で示されます。グレースケー
ル・パレットの [Inverse (反転)] 機能を有効にした場合、
次のように表示が反転されます: 低い温度が明るい色で示
され、高い温度が暗い色で示されるようになります。
[16 steps (16 ステップ)] 機能は、パレットの表示を 256
色のステップから 16 ステップに設定するために使用で
きます。これにより、256 ではなく 16 の温度レベルしか
示すことができなくなるため、16 ステップを超える区別
は画面に表示されなくなります。そのため、状況が同じ
温度レベルの 16「クラス」に「要約」されます。

3

左側に、温度線形の表示を使用したパレットを示します。
右側に、温度の対数表示を使用したパレットを示します。
最大と最小の温度値の差が非常に大きいにも関わらず、
低めの温度レンジでは区別された表示が重要である非常
に動的な温度を含む状況には、対数表現をお勧めします。
たとえば、TMax とともに、画像の低めの温度の領域での
温度差も関心の対象になる、「高温」の部品があるプリ
ント基板などです。
機能 [Inverse (反転)]、[16 steps (16 ステップ)]、または
[Logarithmic (対数)] が有効であるかどうかは、各メニュ
ー項目にあるチェックマークで示されます。3 つの方法
は、互いに組み合わせることも可能です。

[Logarithmic (対数)] 機能は、温度値の表示を線形曲線と
対数曲線の間で切り替えるために使用できます。デフォ
ルトでは、温度を表すために線形曲線が選択されていま
す。この機能を有効にすることにより、高い温度レンジ
と比較したときに、低い温度レンジで区別がより多い分
解能を使用することが可能です。対数表示の効果を表 31 に示します。
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要素サブメニュー
[Elements (要素)] メニュー項目を使用して個々の画像要
素を選択することにより、ユーザー・インターフェース
を個々に調整できます。このメニューは、2 つのサブメ
ニュー [Elements (要素)] と [Hide (非表示)] から構成さ
れています。[Elements (要素)] サブメニューを使用して、
[Image elements (画像要素)] ダイアログを開いて個々に
画像要素を選択できます。選択は、ジョイスティックの
Enter ボタンを使用して、対応するチェックマークを設
定することによって行います。ダイアログは、ジョイス
ティック  で操作することもできます。[Hide (非表示)]
メニュー項目を選択すると、グラフィカル・ユーザー・
インターフェースのすべての画像要素が同時に非表示に
なります。この機能が有効である場合、[Hide (非表示)]
メニュー項目の右側にチェックマークが示されます。
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hvh135.jpg

hvh136.jpg

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー
[Isotherms (等温線)] サブメニュー
画像メニューで [Isotherms (等温線)] メニュー項目を使用
すると、等温線エディターを起動したり、すでに作成さ
れている等温線の設定を行ったり、すべての等温線の表
示/非表示を同時に切り替えたりすることができます。
[Isotherms (等温線)] 機能は、(定義された温度間隔で) 同
じ温度によって特徴付けられるすべての画像領域を、同

3

じ表示カラーおよび/またはグレーの陰影で表示するため
に使用されます。等温線エディターを利用して、さまざ
まなサイズの温度間隔の等温線を作成できます。温度レ
ンジは、異なるカラーで識別されます。赤外線カメラは、
最大 9 種類の等温線をサポートしています。

hvh137.jpg

hvh139.jpg

hvh140.jpg

hvh138.jpg
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ユーザーズ・マニュアル
等温線の間隔の定義とともに、特定の制限を上回る温度
または下回る温度の識別が可能です。この時点で、制限
値よりも上の温度 ([Above (上)]) および/または下の温度
([Below (下)]) は、同じ色で識別されます。等温線 [Above
(上)] および/または [Below (下)] を定義するには、それぞ
れの場合の制限値を入力することが必須であり、[Interval
(間隔)] に対して 2 つの温度を定義する必要があります。
温度制限はジョイスティックを使用して設定し、設定は
画像の左側で選択されたモードで示されます。

この時点で、等温線の色を変更することも可能です。カ
ラー・パレットを使用するときでも等温線と認識できる
ように、等温線用にデザインされている 15 の「特別な
色」が用意されています。色付きの等温線を使用すると
きは前記にも関わらず、あいまいさなしで温度を割り当
てる目的のため、グレースケール・パレットを使用する
こと、および/または黒、白、またはグレーの等温線の場
合はカラー・パレットを使用することをお勧めします。
等温線には、次の色を選択できます。
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ダーク・グ
レー

ライト・グ
レー

オレンジ

黄

マゼンタ

濃いシアン

シアン

紺青色

青

緑

ライム

茶

赤

黒

白

ジョイスティックを使用して設定を行うとともに、各等
温線の制限値をダイアログにおいて数値で指定できます。

ディスプレイのメニュー
画像サブメニュー

3

[Filter Mode (フィルタ・モード)] サブメニュー

保存形式 (サブウィンドウ) サブメニュー

[Filter Mode (フィルター・モード)] メニュー項目を使用
すると、熱画像の表示に対してフィルターを設定できま
す。一次デジタル・ロー･パス･フィルタがフィルタとし
て使用されます。

赤外線カメラで利用可能なフレーム・レートを上げるた
めに、部分的画像モードを選択することもできます。部
分的画像モードは、[Format (形式)] メニュー項目を使用
した場合にのみ選択できます。部分的画像の場合、伝送
されるピクセルの数が削減されます。この機能では、対
応する部分的モードのためにカメラの特定の校正が必要
になります。部分的画像モードにおける検出器の操作モ
ードの変更 (逸脱しているサイクル条件、短めの積分時
間) により、熱分解能と測定確度が、標準操作に適用でき
る値から逸脱する可能性があります。モデルにより、異
なる数の部分的画像形式が利用できます。

注記

hvh157.jpg

この機能はオプションです。フルークは、この
機能を購入時にご注文されることをお勧めして
います。後日ご購入の場合は、取り付けのため
にカメラをご返送いただく必要があります。

サブメニューを使用して、次の 4 つのフィルタから選択
できます: [Off (オフ)]、[Weak (弱)]、[Medium (中)]、およ
び [Strong (強)]。フィルタリングにより、画像のノイズ
が軽減され、低い温度勾配がある状況の画質が大幅に向
上します。動いている物体またはすばやい温度変化には、
フィルターを [Off (オフ)] または [Weak (弱)] に設定する
必要があります。
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ファイル・メニュー
IR 画像および写真をロードしたり、内容に対する設定を
行ったり、保存する個々の画像および画像シーケンスを
書式設定したりするために使用できる赤外線カメラの機
能は、ファイル・メニューにまとめられています。

ディレクトリ構造
データを SDHC カードに保存するときはいつでも、赤外線
カメラは最初に、大量のデータがある場合でも必要なファ
イルがすばやく見つかるような名前のサブディレクトリを
自動的に作成します。ファイルは常に、サブディレクトリ
に保存されます。サブディレクトリの名前は、現在の日付
を基本として取り入れて生成されます。たとえば 2012 年
6 月 22 日なら、最初のディレクトリは 120622AA という
名前で作成されます。長いリストを最後まで検索する面倒
を避けるため、ディレクトリに保存できるファイルの最大
数は 100 に制限されています。1 つのディレクトリ内では、
ファイルは連続的に番号が付けられますが、常に、基本的
な名前 (2 文字 + 月 + 日。例: AA0622xx) に基づいてそれぞ
れのディレクトリに割り当てることができます。1 つのサ
ブディレクトリがいっぱいになると (例: AA062299.irb フ
ァイル.)、次のファイルはディレクトリ 070622AB にファ
イル名 AB062200 で保存されます。このため、ファイル名
は 00 で始まって 99 までの連番になるうえ、ディレクトリ
とは異なり、名前に年を識別するものは付きません。この
方法により、自動的に生成されるディレクトリとファイル
名を完全に使い切った場合、最大数である 26 x 26 x 100 =
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67,600 個のファイルが 676 個のディレクトリに保存され
ることになります。
前もってすでに作成されたディレクトリの内容とは関係
なく、赤外線カメラの再起動とその後のデータ保存のた
び、および連続測定のたびに、新しいサブディレクトリ
が作成されることに注意してください。追加データ (可視
光画像、オーディオ、スクリーンショット) が追加ファイ
ルとして保存された場合、1 つのディレクトリに存在で
きる熱画像ファイルの数はそれに応じて減少します。

[Load (ロード)] サブメニュー
[Load (ロード)] メニュー項目を使用して、SDHC カード
にすでに保存されている IR 画像や写真をロードし、ディ
スプレイやビューファインダーに表示できます。表示す
る画像は、サブメニュー項目 [Single file (単一のファイ
ル)] または [Gallery (ギャラリー)] を使用して選択できま
す。

hvh159.jpg

[Single file (単一のファイル)] サブメニュー項目を選択し
た場合、最初に、SDHC カードにあるサブディレクトリ
とその内容がリストとして表示されます。ディレクトリ

ディスプレイのメニュー
ファイル・メニュー
およびファイル間を移動するには、 を使用します。
ディレクトリ・リストおよびファイル・リスト内を移動
するには、ジョイスティックの Enter ボタンを使用しま
す。ディレクトリは、ジョイスティックの Enter ボタン
を使用するか、右へ移動して開くことができます。サブ
ディレクトリのファイル・リストは、左へ移動して閉じ
ることができます。同様に、ファイルはジョイスティッ
クの Enter ボタンを使用して選択します。右上でファイ
ル・リストの横に、反転表示された熱画像のプレビュー

3

画像が表示されます。右下に、(irb または jpg ファイル
の) 写真が表示されます。irb で保存されたサーマル・イ
メージに別のデータが含まれている場合は、プレビュー
画像の左上端にそのデータタイプが示されます。
•
V: 写真、デジタル画像 (可視)
•

A:

オーディオ・ファイル

•

S:

画像シーケンス、シリアル・ファイル

hvh163.jpg

hvh164.jpg
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 ボタンは、ファイルおよびディレクトリを反転表示す
るために使用できます。 ボタンは、ファイルおよびデ
ィレクトリを削除するために使用できます。誤ってデー
タを失うことを防止するために、ファイルの削除処理は
ダイアログで確認する必要があります。

hvh165.jpg
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ファイル・リストから選択されたファイル (青で反転表示
されます) は、ジョイスティックの Enter ボタンを使用す
ると表示されます (大)。画像が拡大されたサイズで表示
されているときは、右/左ボタン  を使用して、ファイ
ル・リストの次または前の画像に移動できます。写真が
irb 形式で保存されている場合、この写真は熱画像の左側
に縮小版として表示されます。熱画像と写真との間でデ
ィスプレイを切り替えるには、 を使用します。
irb ファイルに含まれる音声注釈を再生するには、 を
使用します。画像を削除するには、 を使用します。デ
ィスプレイを閉じるには、 を使用します。

ディスプレイのメニュー
ファイル・メニュー

3

[Load Gallery (ギャラリーのロード)] サブメニュー機能を
使用すると、プレビュー画像からすばやくファイルを見
つけることができます。

[Saving format (保存形式)] メニュー項目は、保存するデ
ータと形式を設定するために使用できます (「[Saving
format (保存形式)] サブメニュー」 (3-23 ページ) を参照)。

この機能を開始した後、ディレクトリがインデックス・
カードとして表示され、その内容は、それぞれの場合に
ジョイスティックの Enter ボタンを使用して開き、プレ
ビュー画像で表示できます。ギャラリーでは、ジョイス
ティック  を移動のために使用できます。20 個を超え
るディレクトリやファイルがある場合、表示領域の外に
スクロールできます。単一画像表示と同様に、ファイル
を拡大されたサイズで表示するには、プレビュー画像で
ジョイスティックの Enter ボタンを押します。この時点
で利用可能な機能は、単一画像表示の機能に該当します。

リアルタイム保存

[Save (保存)] サブメニュー
単一画像の保存とともに、装置によっては、赤外線カメ
ラの保存ボタン  を使用して以下を保存できます。
•

•
•

最大フレーム・レートによる熱画像シーケンス (リア
ルタイム保存)
 [Real time (リアルタイム)]
一連の単一画像 (熱画像と写真)
 [Autocapture (自動キャプチャ)]
AVI としてビデオ・シーケンス (熱画像、デジタル画
像、または IR Fusion®)
 [Video (ビデオ)]

リアルタイム保存で可能な最大書き込み速度は、検出器
と幾何学的分解能、および使用する SDHC カードの特性
によって異なります。

注記
リアルタイム保存を開始する前に、使用する
SDHC カードに十分な空きメモリー領域がある

ことを確認してください。
リアルタイム保存は、[Real time (リアルタイム)] サブメ
ニューでジョイスティックの Enter ボタンを押すと (直ち
に) 開始および終了されます。リアルタイム保存機能の実
行中は、(ライブ画像に加えて) 以下が表示されます。
•

メニューのチェックマークによってリアルタイム保
存機能を有効にしたこと

•

現在実行されている保存を表す赤い点、およびパレ
ットの下の右側に開始からの経過時間

•

熱画像の下の右側にある記号の行に SDHC カードの
記号: 黄 (永続的な書き込みアクセス)
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リアルタイム保存中は、熱画像のみが irb 形式で保存さ
れます。これにより、解析ソフトウェアを使用して、後
からシーケンスのデジタル・データを編集および修正す
ることが可能です。データの正確な時間の割り当ては、
シーケンス内での単一画像に連続した番号を付けること
と、ヘッダーにタイムスタンプを保存することで実現さ
れます。

注記
熱画像のシーケンスを (幾何学的に) 状況の写真
に割り当てるとき、赤外線カメラを動かないよ
うに三脚に取り付け、リアルタイム保存の前ま
たは後に IR Fusion® モードで写真を保存するこ
とをお勧めします。

ビデオ保存
以下の場合、デジタル生データをリアルタイムで保存す
る代わりに、非放射分析ビデオを保存するこができます。
•

保存された熱測定データが、放射分析的編集を必要
としない場合

•

測定対象とともに温度が表示されている場合

•

疑似色表示による温度の割り当てで充分な場合

この場合、選択されているすべての画像要素 (設定につい
ては、「[Elements (要素)] サブメニュー」 (3-12 ページ)
を参照) を含め、現在表示されている画像領域は、ビデ
オ・シーケンス (AVI ファイル) として保存され、一般に
入手できるプレーヤー・ソフトウェア (メディア・プレー
ヤー) で表示できます。メニュー (画像の左側)、およびヘ
ルプとステータス記号の行 (画像の下) はビデオに保存さ
れません。リアルタイム保存と同様に、非放射分析ビデ
オは、[Video (ビデオ)] サブメニューにあるジョイスティ
ックの Enter ボタンを押して (直ちに) 開始および無効化
できます。
赤外線カメラを実際の画像用の「従来のビデオ カメラ」
として使用する場合 (「可視」)、ビデオ録画を開始する
前に設定メニューで画像モードを [Digital image (デジタ
ル画像)] に設定する必要があります (「[Mode (モード)]
サブメニュー」 (3-5 ページ) を参照)。さらに、対応する
前回の選択に基づいて [IR Fusion®] 画像モードでビデオ
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ディスプレイのメニュー
ファイル・メニュー
を録画することも可能です。保存済みのビデオ・データ
を基礎として取り入れると、変更されたパラメーター (放
射率、周辺温度、透過率、パス温度) に対するその後の温
度修正はできないため、録画の手順が開始される前に、
これらのパラメーターを正しく設定する必要があります。
さらに、必要な可能性がある測定定義 (測定ポイントまた
は領域) を、測定を開始する前に定義する必要があります。
これらは、ビデオ録画中に作成または変更することもで
きますが、保存済みのビデオでは変更できません。
自動キャプチャ
[Autocapture (自動キャプチャ)] 機能は、ゆっくりと変化す
る温度の連続的な録画や熱画像と写真の同時保存に使用しま
す。そして保存するデータおよび形式は、[Saving format
(保存形式)] メニュー項目 (シリアル 3-23 ページを参照) で定
義します。利用可能な保存速度は、この時点で行った設定の
影響を受けますが、リアルタイム保存とまったく同様に、検
出器の形式と使用する SDHC カードの特性にも依存します。

hvh172.jpg

3

自動キャプチャを開始するには、初めに、開始時刻 (日付、
時刻) と保存間隔および保存する IR 画像数を定義する必
要があります。[Interval (間隔)] および [Count (カウント)]
の代わりに、連続保存の期間を定義することもできます。
定義しなかった場合、間隔の値と画像数 ([Count (カウン
ト)]) の値から計算されます。選択した保存形式に応じて、
最小の時間間隔が示されます。[Autocapture (自動キャプ
チャ)] サブメニューでジョイスティックの Enter ボタン
を使用して設定ダイアログを開いているとき、カメラの
時計の日付と時刻が開始時間として確定されています。
すべての設定を確定した後、 [OK] をクリックして (また
は  ボタンを使用して) ダイアログを閉じた後、直ちに
連続保存が開始されます。開始時刻を後にする必要があ
る場合、または別の日に録画を開始する場合は、日付お
よび開始時刻を適宜変更する必要があります。次に、
[OK] をクリックして (または  ボタンを使用して) ダイ
アログを閉じる必要もあります。これにより、有効にさ
れた連続測定がパレットの下に赤い点で示されます。た
だし、この場合、設定された時点には、最初の画像のみ
が保存され、パレットの下に「0/nnn」という値が示され
ます。連続保存は、定義された画像数に達したときや、
選択された期間が経過したときに終了しますが、
[Autocapture (自動キャプチャ)] サブメニューでジョイス
ティックの Enter ボタンを押して停止することもできま
す。その後で開くダイアログでは、現在の連続測定を中
止または続行できます。

hvh171.jpg
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hvh174.jpg

[IR Photonotes] サブメニュー
IR 画像には、[IR Photonotes®] メニュー項目で開くエデ
ィターを利用して、テキスト注釈を付けることができま
す。これらのコメントは、irb ファイルのヘッダーに保存
され、ソフトウェアを使用した解析中に利用できます。

hvh175.jpg
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英数字を入力するためのキーボードがありますが、この
キーボードはテキスト注釈の行でジョイスティックの
Enter ボタンを押すと表示されます。キーボードは、ジ
ョイスティック  で簡単に操作できます。大文字と小
文字は、コンピューターのキーボードと同じように切り
替えます。数字と、選択された特殊文字用に追加のキー
ボード・ページがあります。最大 50 文字入力できます。
現在の文字数は、キーボードの上の余白に示されます。
キーボード入力は  ボタンを押すと終了し、入力したテ
キスト注釈は [OK] をクリックするか  ボタンを使用す
ると確定されます。テキスト注釈は、カメラ設定を保存
するときにも保存されます ([Configuration (設定)] サブメ
ニュー」 (3-44 ページ) を参照)。

ディスプレイのメニュー
ファイル・メニュー

3

[Format SD (SD のフォーマット)] サブメニュー

[Saving Format (保存形式)] サブメニュー

SDHC カードに保存されたすべてのデータを削除する場
合は、カードをフォーマットすることによって実行でき
ます。該当する機能は、[Format SD (SD のフォーマッ
ト)] メニュー項目で開始する必要があります。

[Saving format (保存形式)] メニュー項目を使用すると、
サーマル・イメージに加えて保存するデータとその形式
を選択でき、さらに保存のプロセスに関連して行う設定
も選択できます。

hvh180.jpg

hvh181.jpg

hvh178.jpg

[Format SD (SD のフォーマット)] 項目をクリックすると、
ダイアログが表示されます。このダイアログで、ジョイ
スティックの Enter ボタンを押して、すべてのデータを
カードから削除しフォーマットすることを確認する必要
があります。カードがフォーマットされると、すべての
データは完全に削除されます。

hvh182.jpg

注記
この処理は、元に戻すことはできません。
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表 3-2 に、設定可能な項目を示します。
表 3-2.設定の選択
設定
Digital image (デジタル
画像)

選択内容
ビジュアル画像を熱画像と同期して保存

形式
1 つのファイルに irb −サーマル・イメージと写真
.jpg−photo in separate file 1,024 x 720
8 MP (3,264 x 2,448)

Voice annotation (音声
注釈)

オーディオ・ファイルを保存

1 つのファイルに irb −サーマル・イメージとオー
ディオ
.wav − 個別のファイルにオーディオ

Measurement
definitions (測定定義)

測定定義を保存

.irb (選択不可)

Screenshot (スクリーン グラフィック・ファイルのスクリーンショッ .png (選択不可)
ショット)
ト
Autofocus (オートフォ
ーカス)

保存する前に自動的な焦点合わせを実行しま 該当なし
す。

Compensation (補償)

保存する前に NUC (不均一性補正) を実行し
ます。

Light (ライト)

保存する前に写真のライトがオンに切り替え 該当なし
られます。
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該当なし

ディスプレイのメニュー
測定 メニュー

3

測定 メニュー
測定メニューは、すべての温度測定機能をまとめたもの
です。
測定値を表示するために、[Image elements (画像要素)]
メニューで対応する設定を有効にする必要があります
(「[Elements (要素)] サブメニュー」 (3-12 ページ) を参
照)。

hvh183.jpg

[Spot Temperature (スポット温度)] サブメニュー
[Maximum (最大)] および [Minimum (最小)] オプションを
選択して、熱画像内での (グローバルの) 最大温度および
最小温度を表示することが可能です。位置と値は、画像
内で一貫して更新されます。疑似色表示に選択したパレ
ットとは関係なく、最大は赤、最小は青になります。

hvh184.jpg

スポット温度値は、その他のシステム表示がされない、
中央の画像領域内にのみ表示されます。これらの表示は、
デジタルで保存された熱画像には含まれていませんが、
表示をスクリーンショットとして保存するときは保存で
きます。解析ソフトウェアを利用して、保存された熱画
像を編集する場合は、画像領域全体でスポット温度値を
表示することが可能です。
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[Measurement Definitions (測定定義)] サブメニュー
[Measurement Definitions (測定定義)] メニュー項目を使
用して、さまざまな形状の測定する物体 (AOI (関心領域))
を定義できます。赤外線カメラは、8 つの異なる測定領
域 (グローバルと 7 つの部分的 AOI) の同時表示をサポー
トしており、それぞれの場合に、平均値とともにローカ
ル・スポット温度値も表示できます。

新しい AOI を作成するために、最初に、[Editor (エディ
ター)] サブメニューを開き、[New (新規)] で測定する物
体の必要な形式を選択する必要があります。
測定ポイント P
AOI の形状と、それぞれの場合にアクティブな測定する
物体のインデックスが、エディター・メニューの右上に
表示されます。

hvh185.jpg

測定する物体には、以下の形状を選択できます。
•

ポイント (P)

•

直線 (L)

•

多角形の線 (PL)

•

長方形 (R)

•

楕円

•

多角形 (PG)
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ディスプレイのメニュー
測定 メニュー
測定ポイントは、最初は画像の中心に作成され、ジョイ
スティック  を使用して画像領域内で移動できます。
「アクティブな」ポイントは、照準線の赤い正方形およ
びグレーで網掛けされた識別子で識別されます。ポイン
トの位置に到達したら、 ボタンを押してエディターを
終了してください。その後、ポイント上の赤いマークが
見えなくなります。

注記
測定する物体の移動中は、測定値が更新されま
せん。

3

直線 L
測定する線の位置は、ターミナル・ポイントのいずれか
を移動するか、両方のターミナル・ポイントを同時に同
期的に移動することによって定義できます。それぞれの
「アクティブな」ポイントまたは両方のポイントも赤で
マークされます。エディターの  ボタンを押すと、測定
された値を表示するための設定ダイアログが表示されま
す。表面領域および直線の場合、スポット温度を値とし
て、また画像内のスポットとして、平均値とともに表示
できます。さらに、測定する物体の識別子を非表示にす
ることができ、測定する物体の (ローカルの) 放射率を設
定できます。ダイアログを終了せずに  ボタンを押すと、
さらに直線を作成できます。現在の直線は、ダイアログ
内で  ボタンを使用して削除できます。 ボタンを押
すと、ダイアログが閉じられます。
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hvh193.jpg

hvh194.jpg

長方形 R
hvh190.jpg

hvh192.jpg

それぞれのエディターで  ボタンを使用して個々の AOI
を削除するオプションに加えて、作成されたすべての
AOI は、次のような確認するための対応するダイアログ
で同時に削除できます。

[Editor (エディター)] サブメニューの [New (新規)] メニュ
ー項目で選択した長方形は、最初は、画像の中心に正方
形として表示されます。高さと幅は、ジョイスティック
を使用して変更できます。長方形の位置を変更する場合
は、最初にジョイスティックの Enter ボタンを押します。
長方形が、中心の赤い点でハイライトされ、形状を変更
せずにジョイスティックを使用して移動できます。
楕円 E
[Editor (エディター)] サブメニューの [New (新規)] メニュ
ー項目で選択した測定する物体「楕円」は、最初は、画
像の中心に円として表示されます。形状はジョイスティ
ック  を使用して変更することもでき (線上の赤いマ
ーク)、位置は Enter ボタンを押すと変更できます (円の
中心にある赤いマーク)。別の楕円は、 ボタンを使用
して作成できます。
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ディスプレイのメニュー
測定 メニュー
多角形 PG
熱画像は、自由に位置を定義できる最大 11 個のポイン
トを持つ多角形平面をサポートしています。(最初の) ポ
イントの位置を定義したら、Enter ボタンを長押しする
たびに新しいポイントが作成されます。新しいポイント
は目標の位置に移動できます。ポイントを複数作成した
ら、Enter ボタンを短押ししてポイントを循環式に切り
替えることができ、この場合も位置を変更できます。3
個目のポイントを作成すると、この 3 個目のポイントが

3

開始ポイントと接続されて、平面が定義されます。アク
ティブなポイントから時計回りの方向へ次のポイントを
作成するには、Enter ボタンを長押しする必要がありま
す。すべてのポイントが反転表示されているときは、形
状を変更せずに多角形平面を移動できます。

注記
多角形の個々のポイントは削除できませんが、
位置は変更できます。

3-29

TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000

ユーザーズ・マニュアル

3-30

hvh202.jpg

hvh203.jpg

hvh204.jpg

hvh205.jp

hvh206.jp

hvh207.jpg

ディスプレイのメニュー
測定 メニュー

3

ポリライン PL

[Correction (補正)] サブメニュー

多角形 (平面) と同様に、最大 11 個の支点がある線も作
成できます。

[Correction (補正)] メニュー項目を使用して、現在の測定
状況に従って、補正パラメーター (放射率と周囲温度、お
よびパス温度、相対湿度、透過率、および距離) を入力で
きます。これらの値は、各熱画像とともに保存され、必
要に応じて、解析ソフトウェアを使用した以後の IR 画像
の編集中に表示および変更できます。
実際の測定条件、特に以下を考慮に入れます。
•

測定する物体の表面特性および環境の温度レベル

•

光チャネルの透過率、パス温度、および距離

hvh210.jpg
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補正パラメーター (放射率と周囲温度、およびパス温度、
相対湿度、透過率、および距離) により、正確な温度測定
が可能になります。それぞれの補正パラメーターを適切
に入力するには、測定する物体の実際の特性、および周

囲条件と測定セットアップに関する正確な知識が必要で
す。補正パラメーターは、画像全体についてグローバル
に確定されます。

hvh211.jpg

hvh212.jpg
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ディスプレイのメニュー
測定 メニュー

3

注記
この熱画像は 7.5 μm ～ 14 μm の長波レンジで
作動します。このレンジの測定では大概の場合、
大気の測定結果への影響は無視できるので、工
場出荷時の透過率は 1.00 に設定されています。
長い距離 (約 100 m) での測定や、追加の窓材質、
ガス、および霧を通して行う測定の場合にのみ、
透過率が減少し、パス温度、相対湿度または透
過率 (露)、および距離を定義し、考慮に入れる
必要があります。

hvh214.jpg

[Material (材質)] オプションには、さまざまな表面条件が
部分的に考慮に入れられる枠組み内で、さまざまな素材
の放射率の参考値が用意されています。材質と状態 (ステ
ータス) を選択すると、選択した素材の放射率がグローバ
ル放射率として確定されます。

hvh215.jpg

注記
放射率の工場出荷時設定は 1.00 です。このため、
測定された放射の 100 % が、測定する物体が発
したものと仮定されます。測定する物体は、
「理想的黒体放射体」に対応し、無反射になり
ます。
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測定する物体の実際の (より低い) 放射率を考慮する場合
は、周囲温度 (「反射温度」) も求めることが絶対に必要
であり、補正パラメーターとして入力する必要がありま
す。周囲温度が気温と、またカメラの温度とさえも異な
ることは頻繁にあります。
多数の測定状況、たとえば、IR 画像を解析するときに IR
画像内で幾何学的測定も実行できるようにするには、距
離を保存することが特に重要です。ただし、[Manual (手
動)] が距離を設定するために選択したオプションである
場合、IR 画像内に補正パラメーターとともに入力された
距離のみが保存されます。これは、カメラと測定する物
体の間の距離が変化せず、容易に求めることができる、
固定された測定セットアップの場合に適しています。
[Automatic (自動)] オプションが選択されている場合、焦
点を調整するプロセスから計算された距離が、手動また

hvh217.jpg
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は自動の焦点合わせの後に毎回表示され、熱画像内に保
存されます。赤外線カメラに内蔵されているレーザー距
離計を使用すると、約 70 m の距離まで正確な距離測定
が可能です (「[Laser (レーザー)] サブメニュー」 (3-35
ページ) を参照)。[Automatic (自動)] オプションが選択さ
れている場合、後で焦点設定が変更されると、画像が記
録される前にレーザー距離計で測定された距離が熱画像
に保存されます。

注記
距離の補正パラメーターを入力した場合、焦点
距離は変更されません。

hvh218.jpg

ディスプレイのメニュー
測定 メニュー

3

[GPS] サブメニュー

[Laser (レーザー)] サブメニュー

赤外線カメラに内蔵されている GPS 受信機は、[GPS] メ
ニュー項目で有効にします。GPS 受信機をオンに切り替
えた後、GPS 受信機の機能が、「Fluke」 ロゴの下の右
側に記号として表示されます。GPS 受信機が有効になる
と、[Image elements (画像要素)] メニューの最初の情報
行で GPS データ (緯度、経度、衛星) の表示も有効にす
ることができます (「[Elements (要素)] サブメニュー」
(3-12 ページ) を参照)。GPS 受信機をオフに切り替える
と、最初の情報行が自動的に非表示になります。

赤外線カメラ内蔵のレーザー距離計により、約 70 m ま
での距離にある対象のサイズ、角度、表面特性に応じて
正確な距離を測定できます。[Laser (レーザー)] メニュー
項目での操作に加え、レーザー距離計の有効化/無効化切
り替えはマルチ機能ボタン (工場出荷時設定) で直接操
作可能です。この機能が有効になっているとき、黄のレ
ーザー記号が、音響信号 (ビープ音 2 回) と同時に
「Fluke」 ロゴの下にあるツール・バーに表示されます。
装置によって統合されている場合があるレーザー ポイン
ターも、同様に有効になります。

hvh221.jpg
hvh219.jpg

緯度、経度、および衛星数に加えて、熱画像とともに追
加の GPS 情報 (高さ、速度、およびベアリング) が保存
されます。

hvh220.jpg

注記
GPS 機能は、屋外にいるときに最も効果的に機

能します。カメラが衛星を見つけるまで、最大
20 分の余裕を見てください。
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 警告
目の損傷および人体への傷害を防ぐため、次の
事項を厳守してください。
•
•

•

レーザー光を直接見ないでください。レー
ザー光を直接または反射面を介して人や動
物に当てないでください。
本製品を分解しないでください。レーザー
光線が目に悪影響を与える可能性がありま
す。本製品を修理する場合は、必ずフルー
クのサービス・センターに依頼してくださ
い。
赤外線カメラを設置するときは、レーザ
ー・ビームが目の高さになる位置に置かな
いでください。

[Calibration (校正)] サブメニュー
赤外線カメラは、(-40 ～ 1,200) °C の範囲の温度を測定
するように校正されています。装置によっては、合計測
定レンジおよびデバイスの個々のレンジが、この標準の
校正から逸脱している場合があります。実際に利用でき
るレンジは、次のように [Calibration (校正)] メニュー項
目にあります。

hvh223.jpg

設定メニュー
設定メニューには、赤外線カメラに関するシステムおよ
びハードウェア設定のための機能が含まれています。

hvh222.jpg
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物体の温度と測定の割り当てに応じて、測定レンジは手
動で設定できるか、自動的に設定できます。ただし、IR
画像内の過負荷を避けるために、現在の状況の温度が設
定されているレンジを超えないようにする必要がありま
す。

ディスプレイのメニュー
設定メニュー
注意

3

[Extras (その他)] サブメニュー

赤外線カメラは、高感度非冷却マイクロボロメ
ーター検出器を搭載しています。赤外線カメラ
の使用で発生する物体の放射が、検出器に変化
を誘発することはありません。ただし、測定レ
ンジ 1、2 での 1,000°C および測定レンジ 3 で
の 2,000°C の黒体放射を超える過負荷は、取り
消すことのできない損傷を生じる可能性がある
ため、避ける必要があります。

注記
赤外線カメラをモバイル・アプリケーションで
使用したり常にシーンが変化する場合は、自動
測定レンジ設定を有効化 (工場出荷時設定) する
ことをお勧めします。

hvh224.jpg

[Extras (その他)] メニュー項目で設定できる設定は、以下
の機能を有効にします。
• [Premium
(高品質)]

毎回の保存の前に、カメラの内部補
正 (NUC) が実行されます。

• [Special (特別)]

有効にされている画像フィルタで保
存が実行されます。

• (RE) Super

画像を保存するために、ハードウェ
ア・ベースのマイクロスキャン手順
が有効にされます (幾何学的分解能
を上げるための録画の手順)。熱画像
は、光学的に数回スキャンされ、ピ
クセルの割り当てをそれぞれの場合
の半分のピクセル幅に変更すること
で、幾何学的分解能が (1,024 x 768)
から (2,048 x 1,536) または (640 x

Resolution]

3-37

TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000

ユーザーズ・マニュアル
480) から (1,280 x 960) IR ピクセル
になります。SuperResolution 機能
を使用するには、赤外線カメラをし
っかりと設置する必要があり (三脚
を使用)、また、この機能は測定する
物体が一定の温度を持つ場合にのみ
適しています。
• DRE

「Dynamic SuperResolution™」 –
SuperResolution 機能のハードウェ
アの有効化に加えて、幾何学的分解
能を上げるために、マイクロスキャ
ン機構と測定する物体の動きが、特
定のソフトウェア・ルーチンによっ
て使用されます。この方法では、こ
の機能が手動操作や動いている物体
にも適合します。

• AVG

画像を保存する前に、平均値が求め
られます。

• TBV

画像を保存するために特定のフィル
タが使用されます。

• EverSharp

カメラが EverSharp モードを使用し
てすべての画像を撮影します。

注記
EverSharp で撮影した画像は、SmartView® ソ

フトウェアで見ることができます。

3-38

[Automatic (自動)] サブメニュー

hvh225.jpg

[Automatic (自動)] メニュー項目を使用して、示されてい
る温度レンジの現在の状況への自動調整にさまざまな方
法を選択できます。デフォルトで有効にされる自動表示
([Off (オフ)]) は、以下の方法に置き換えることができま
す。
•

レベル

表示レンジの温度レベルは、温度のグ
ローバル平均値に従います。設定され
ている温度レンジの幅 (レンジ) は一定
のままです。

ディスプレイのメニュー
設定メニュー
•

•

•

スパン

最小

最大

[Auto Mode (Span) (自動モード (スパ
ン))]: 上限と下限については、設定され
ている表示レンジは、現在の状況の最
小または最大温度値に従います。この
機能は、設定メニューの・[Level /
Range (レベル/レンジ)] および
[Max/Min (最大/最小)] で Enter ボタン
を長押しして有効にすることもできま
す (「[Manual (手動)] サブメニュー」
(3-3 ページ) を参照)。

[Compensation (補正)] サブメニュー
指定された測定確度を実行するために、赤外線カメラは
内部補正または NUC (工場出荷時設定) を行います。光
チャネルはシャッターによって短時間閉じられます。シ
ャッターは、オプトメカニクスの一部です。基準として、
旋回して短時間光学経路に入ります。

下限については、設定されている表示
レンジは、現在の状況の最小温度値に
従います。示されている温度レンジの
上限は一定のままです。
上限については、設定されている表示
レンジは、現在の状況の最大温度値に
従います。示されている温度レンジの
下限は一定のままです。

3

hvh227.jpg
hvh226.jpg

[Automatic (自動)] メニュー項目でそれぞれの場合に設定
されるモードは、温度スケールを変更するためのすべて
の手動変更により、または自動モード (スパン) 機能が初
めてトリガーされたときに無効になります。
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[Shutter (シャッター)]  [Interval (間隔)] モードで、自動
補償の間隔を設定できます。このとき、経過後に自動補
償を実行する時間を秒単位で入力する必要があります。
指定する間隔の制限は、5 秒～約 16 分 (995 秒) です。
入力された値がこれらの制限を上回るか下回ると、自動
的に調整されます。お勧めする工場出荷時設定は 60 秒
です。赤外線カメラの起動後直ちに、内部のカメラ・コ
ントロールによってシャッター間隔が最初の 5 分間にお
けるデバイス温度の変化に応じて自動的に調整されます。
このとき、[Interval (間隔)] オプションは無効です。
補償を [Object (物体)] オプションに切り替えると、機能
は現在の状況を基準にします。この結果、微分表示が補
償の時点で存在する状況を参照するようになります。こ
の方法により、状況のダイナミクスが比較的高い場合で
も温度のごくわずかな変化を可視化することが可能です。
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[Buttons (ボタン)] サブメニュー
赤外線カメラは、機能をコントロール・ボタンに個々に
割り当てることにより、さまざまな要件に柔軟に適合で
きます。ボタン機能は、[Buttons (ボタン)] メニュー項目
で指定できます。

hvh228.jpg

ディスプレイのメニュー
設定メニュー

3

表 3-3 に、さまざまなボタンに対して選択できるさまざ
まな機能の概要を記載します。工場出荷時に設定された
ボタン機能を識別するために、機能列に従ってボタン記
号が割り当てられています。
表 3-3.ボタン機能
ボタン







機能

説明

短/長 (M: 半押し/全押し)
レンジ調整 

状況に従った温度スケール

補償  長押し

NUC (不均一性補正)

補償 (長押し)

NUC リセット + NUC

補償 + レンジ調整

NUC と、状況に従った温度スケール

[Level / Range (レベル/レンジ)] メニュー

手動でのレベル/レンジ設定用

[Max. / Min. (最大/最小)] メニュー

手動での最大/最小設定用

レーザー・オン/オフ 

レーザー距離計/レーザー・ポインターのオン/オフ

ライト・オン/オフ  半押し

写真のライトのオン/オフ

リアルタイム保存

リアルタイム保存を開始/停止

ビデオ保存

ビデオ保存を開始/停止

[Level / Range (レベル/レンジ)] メニュー 
長押し

手動でのレベル/レンジ設定用
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表 3-3.ボタン機能 (続き)
ボタン
Lang
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機能

説明

短/長 (M: 半押し/全押し)
[Max/Min (最大/最小)] メニュー  長押し

手動での最大/最小設定用

[Zoom (ズーム)] メニュー

ズームの設定用

[Isotherms (等温線)] メニュー

等温線の設定用

赤外線/デジタル画像

画像モードの切り替え 赤外線画像 – デジタル画像

等温線オン/オフ

等温線の表示/非表示

最小オン/オフ

グローバル最小の表示/非表示

最大オン/オフ

グローバル最大の表示/非表示

最小と最大オン/オフ  長押し

グローバル最小と最大の表示/非表示

パレットの切り替え

次のパレット

パレットの反転

パレットの反転

グレースケール・パレット  カラー

カラー・パレットとグレースケール・パレットの切り替え

画像の静止  全押し

ライブ画像の停止  静止

ディスプレイのメニュー
設定メニュー
機能は、それぞれのボタンについて対応する入力フィー
ルドで設定できます。

3

[Digital Alarm Output (デジタル・アラーム出力)]

サブメニュー
[Digital Alarm Output (デジタル・アラーム出力)] メニュ
ー項目を使用して、満たされるとカメラによる操作の実
行をトリガーする条件を定義できます。

hvh235.jpg
hvh234.jpg

1 つの機能を同時に複数のボタンに割り当てることが可
能です。

hvh236.jpg

有効にされたデジタル・アラーム出力機能は、ロゴの下
にあるツール・バーに記号で示されます

(この表示は、アラーム条件が満たされたかどうかにかか
わらず行われます。)
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定義されたすべての測定する物体の平均値 ([Average (平
均)])、最大温度値 ([Upper limit (上限)])、または最小温度
値 ([Lower limit (下限)]) を参照して、2 つの温度しきい値
を定義できます。測定する物体が定義されていない場合、
温度しきい値は画像全体を参照します。定義された条件
の少なくとも 1 つが満たされた場合、以下の操作を実行
できます。

[Configuration (設定)] サブメニュー

•

可視化

満たされた条件のアラーム表示
と表示

[Configuration (設定)] メニュー項目には、以下のサブメ
ニューが含まれています。

•

保存

[Saving format (保存形式)] での
設定に従う画像保存

•

Load (ロード)

•

COM

RS232 インターフェース経由の
アラーム表示

•

Save (保存)

•

Start (開始)

•

Default Settings (初
期設定)

•

オーディオ

音響アラーム信号の出力

•

デジタル出力 1

デジタル出力 1 のアラーム信号

•

デジタル出力 2

デジタル出力 2 のアラーム信号

個々のデバイス設定をデバイス設定として赤外線カメラ
に保存できます。この方法により、さまざまな要件に一
致するユーザーやアプリケーション・プロファイルを設
定し、必要に応じて再ロードできます。また、システム
が起動されたときにカメラが実行する操作を定義できま
す。これらの操作も、対応する設定に保存されます。

hvh240.jpg
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ディスプレイのメニュー
設定メニュー

3

hvh241.jpg

hvh242.jpg

hvh244.jpg

hvh243.jpg
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日付と時刻から構成されている自動的に生成された設定
名 (cfg_20120622_1530) の代わりに、最大 20 文字から
構成されている名前を編集して設定を保存できます。
システム起動用の起動設定では、以下のオプションを選
択できます。
•

Auto focus (オート・フォーカス)

•

Level/span (レベル/スパン)
自動レベル (レンジ固定)

自動レベル/レンジ、

•

Auto calibration (自動校正)

オン/オフ

•

Auto save (自動保存) オン/オフ

オン/オフ

[System (システム)] メニュー
[System (システム)] メニュー項目には、赤外線カメラの
基本的な機能に関する設定と情報が含まれています。一
般的にまれにしか設定しない言語、日付、および時刻の
設定とともに、特に、ビューファインダーとディスプレ
イの輝度の設定、フォント・サイズの設定、およびメニ
ュー内の表示や移動のための多数の追加設定が可能です。

注記
出荷時設定をロードすると、以前に行ったすべ
てのシステム設定が元に戻されます。後で設定
を再使用する可能性がある場合、事前にユーザ
ー設定を保存することをお勧めします。

hvh245.jpg
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[System (システム)] メニュー
注記
お客様固有の要件に応じてシステム設定を行っ
たら、その設定をユーザー設定に保存すること
をお勧めします。

[Display (ディスプレイ)] サブメニュー
[Display (ディスプレイ)] サブメニューを使用して、赤外
線カメラのディスプレイ設定を選択できます。標準設定
(工場出荷時設定) では、ディスプレイをカメラの筺体に
折りたたむと、ディスプレイがディスプレイからビュー
ファインダーに切り替わります (アクティブなディスプレ
イ: 自動)。ただし、ディスプレイまたはビューファイン
ダー (ファインダー) をアクティブなディスプレイ要素と
して設定できます。

3

ディスプレイとビューファインダーの輝度値は、レベル
[Bright (明るい)]、[Medium (中)]、および [Dimmed (薄暗
い)] を使用して個別に設定できます。周囲照明条件が
「標準」である場合、ディスプレイには輝度設定
[Medium (中)] で十分です。暗い条件では、設定 [Dimmed
(薄暗い)] を選択します
DVI-D 出力も設定でき、768p と 800p 形式が利用できる
選択オプションになります。FBAS インターフェース
(TV 出力) に関しては、PAL 規格と NTSC 規格を切り替
えることが可能です。

hvh246.jpg
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[Regional (地域)] サブメニュー

[Date and Time (日付と時刻)] サブメニュー

[Regional (地域)] サブメニューを使用して、言語、日付
形式、日付の区切り記号、および時刻形式を設定できま
す。それぞれの場合に利用できる言語の数と選択は、装
置によって異なります。距離と温度の単位も設定できま
す。

日付と時刻を設定する方法は、PC で一般的な手順と一
致します。上から下へ行ごとに対応するダイアログに情
報を入力することをお勧めします。

hvh247.jpg
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ディスプレイのメニュー
[System (システム)] メニュー
[Menu Layout (メニュー・レイアウト)] サブメニ

ュー
[Menu Layout (メニュー・レイアウト)] サブメニューを使
用して、グラフィック・ユーザー・インターフェースを
設定します。フォント・サイズの選択オプションは、3
つのレベル ([Large (大)]、「Normal (標準)」、[Small
(小)]) から構成されています。特に、大きいフォント・サ

hvh249.jpg

3

イズを使用する場合、利用できる空間が不十分であるた
めに、メニューに示されるテキストの一部が完全に表示
されなくなります。ただし、対応するメニュー項目に移
動すると、メニューの幅を超えるときでも、このメニュ
ー項目は完全に表示されます。

hvh251.jpg

hvh252.jpg

hvh250.jpg

3-49

TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000

ユーザーズ・マニュアル
[Menu Control (メニュー・コントロール)] サブメ

ニュー
カメラ・メニューでの移動をコントロールする方法を、
個々の要件に合わせて調整することもできます。すばや
い移動のために、経験を積んだユーザーは、メニュー項
目が選択されたときにサブメニューを自動的にドロップ
ダウンさせるように設定できます。この方法では、対応
するメニュー項目で Enter ボタンを押す必要がなくなり
ます (そうしなかった場合、押すことが必要です)。メニ
ュー項目を終了すると、サブメニューも自動的に閉じら
れます。この機能を有効にすると、サブメニューがドロ
ップダウンする速度も設定できます。ボタンの応答に関
しては、遅延時間を 3 つのレベル ([Slow (低速)]、
[Medium (中)]、[Fast (高速)]) で選択できます。メニュー
内の移動の速度を上げるために、← および →
([Horizontal (水平)] メニュー・サイクル) を使用して、
[Settings (設定)] メニューから直接、[Image (画像)] メニ
ューに移動することが可能です。また、↓ および ↑
([Vertical (垂直)] メニュー・サイクル) を使用してメニュ
ーの下の行から一番上の行に直接移動することが可能で
す。両方の方法を組み合わせる場合は、メニュー・サイ
クルで [Allover (全体)] オプションを選択できます。
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音声注釈、およびアラームやシステム信号を再生するた
めに、音量を 3 つのレベル ([Quiet (無音)]、[Normal (標
準)]、[Loud (大)]) に設定できます。
[OK] ボタンに移動することなく  ボタンを使用してダ
イアログですばやく設定を確定したり、 ボタンを使用
してすばやく入力操作を中止したりすることにより、赤
外線カメラの操作の速度を上げることもできます。

[Info (情報)] サブメニュー
[Info (情報)] サブメニューには、ハードウェア (カメラ)
とシステム・ソフトウェア (システム) に関する最も重要
なシステム情報が含まれています。メモリー・カードの
ページには、デバイスの SD カードのメモリー使用容量
および空き容量が表示されます。

第4章

メンテナンス

注意

はじめに
赤外線カメラに対して実施可能なメンテナンス作業は、
外面の清掃のプロセスに限定されます。

清掃方法
注意
レンズの光学面には高品質の光学層が施されて
います。これらの面との接触を避け、これらの
面が汚れたり損傷したりしないように保護しま
す。このため、デバイスを使用していない場合
は、レンズに関連のレンズ用保護キャップをは
めてください。

レンズが取り外されているとき (レンズ交換時)
は、内部部品に触れないようにカメラ筺体の開
口部を保護する必要があります。カメラ内部に
汚れが入らないようにしてください。赤外線カ
メラの内部に触れることは禁じられています。
本ユーザー・マニュアルの枠組み内で説明されている操
作や測定を超えるメンテナンスおよび修理作業は、認定
された技能保持者のみが実施できます。これを従わなか
った場合、メーカーの責任義務は失われます。

それでも光学面の清掃が必要になった場合は、必ず非木
材脱脂綿またはプロ用拭き取り繊維 Kleenex® を 96 % エ
タノールとあわせてご使用ください。汚れがひどい場合
は、メーカーにお問い合わせください。
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校正

サービス

赤外線カメラは、信頼できる計量標準総合センター
(NIST、PTB、NRC、NPL など) による SI (国際単位系)
に基づく放射分析的校正技術を使用して、メーカーにお
いて校正されています。

メーカー推奨事項として、最適な性能を維持するために、
赤外線カメラは 2 年毎にフルーク・サービス・センター
にて保守点検を受ける必要があります。

機器の正確な仕様を維持するために、2 年毎に認定の フ
ルーク・サービス・センターで校正および一般的な保守
点検を受けることをお勧めします。

環境仕様
赤外線カメラは、特定の赤外線レンズと電子プリント基
板を含んでいる光電子デバイスです。特に、デバイスの
耐用期間が終了したときは、これらの部品を廃棄する必
要があります。
メーカーは、デバイスの使用期間が終了したときに環境
に優しい方法でデバイスが廃棄されるように、顧客から
の赤外線カメラ製品引き取りサービスを提供しています。
該当する場合は、詳細について「Fluke の連絡先」を参
照してください。
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機器の性能不具合発生時または定期保守点検を検討され
る際は、フルーク・サービス・センターにお問い合わせ
ください。詳細については、「Fluke の連絡先」を参照
してください。

メンテナンス
電池

電池

警告
 警告

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注
意事項を遵守してください:
•

4

電池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。

•

電池を分解しないでください。

•

電池端子をショートさせないでください。

•

電池セルや電池パックは分解または破壊し
ないでください。

•

セルやバッテリーは端子がショートする可
能性のある容器に入れて保管しないでくだ
さい。

•

電池セルや電池パックを熱い場所や火の近
くに置かないでください。また、直射日光
を当てないでください。

製品の安全な作動とメンテナンスのため、次の
事項を厳守してください。
•

電池の液漏れが生じた場合は、すぐに使用
を中止し、製品を修理してください。

•

液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイ
ナスを合わせて正しく装着してください。

•

フルークが承認した電源アダプターのみを
使用して電池を充電してください。
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