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安全と衛生に関する情報
本製品を使用する前に、このパンフレットに記載されているすべての指示(すべての警告および注意を含む)をお読みく
ださい。指示に不明な点がある場合は、本製品を使用しないでください。

安全性記号
警告
取り扱いを誤った場合、死亡または負傷する可能性がある危険な状況を示します。

注意
取り扱いを誤った場合、ユーザーが軽～中程度の怪我をするか、製品または所有財産が破損する可能性がある危
険な状況を示します。

注記
取り扱いを誤った場合、データの破損または喪失が生じる可能性がある危険な状況を示します。

装置およびマニュアルで使用されている標示および記号

注意、感電の危険性。

注意、製品やプロセス、周囲に損傷を与える危険性に注意してください。インストラクションマニュアルを参照してくだ
さい。

注意、高温の表面。

保護接地端子。

静電気放電に弱い機器の取り扱いに注意してください。

機器の操作
AMETEK Land によって定められていない方法で本機器を使用すると、危険が生じる可能性があります。機器を設置して使用
する前に付属のユーザーマニュアルを読んで内容を理解してください。
この装置を組み込んだシステムの安全性については組み立て作業者に責任があります。

防護服、顔および目の保護
本装置は、高温高圧で稼働している機械/機器の上または近くに設置できます。適切な防護服と顔および目の保護を着用する
必要があります。本製品を設置する前に機械/機器の健康および安全のガイドラインをお読みください。不明な点がある場合
は、AMETEK Land にご連絡ください。

保護手袋を着用してください 防護服を着用してください

目の保護具を着用してください 聴覚保護具を着用してください

安全長靴を着用してください 顔面保護シールドを着用してください

電力供給
電気系統の接続をする前に、装置に繋ぐすべての電力線を絶縁してください。すべての電気ケーブルと信号ケーブルは、取扱説
明書に説明されているとおりに接続しなければなりません。不明な点がある場合は、AMETEK Land にご連絡ください。

重要な情報 - お読みください
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重要な情報 - お読みください 連絡先
英国 - ドローンフィールド
Land Instruments International
電話: +44 (0) 1246 417691

米国 - ピッツバーグ
AMETEK Land, Inc.
電話: +1 412 826 4444

中国
AMETEK Land China Service 
電話: +86 21 5868 5111 内線 122

インド
AMETEK Land India Service
電話: +91 - 80 67823240 

電子メール: land.enquiry@ametek.com

Web: www.ametek-land.com

AMETEK Landオフィス、販売業者、および代理店全般に関するさらに詳しい情報については、当社のWebサイトをご覧くださ
い。

保管
機器は包装パッケージの中に入れて、乾燥し覆いのある場所に保管します。 
最大保管温度は、最大動作温度よりも10℃(18 °F)高くします。
最小保管温度は、最小動作温度よりも10℃(18 °F)低くします。
動作温度範囲の詳細については、技術仕様書を参照してください。
開梱
すべてのパッケージについて、外側に何らかの損傷がないかどうか確かめます。中身が梱包明細に記載されているとおりである
ことを確認します。

持ち上げる際の注意
手作業で持ち上げるには重過ぎるものは、適切な定格の吊り上げ装置を使用してください。重量については、技術仕様書を参照
してください。吊り上げ作業は、地方自治体および国内の規制に従って行う必要があります。

破損した製品の返品
重要: 輸送中に製品の破損が生じた場合は、直ちに輸送業者と販売代理店にご報告ください。輸送中の破損は、販売代理店で
はなく輸送業者がその責任を負います。
破損した機器を発送人に送り返すと運送会社はこれをクレームとは見なさないため、決して送り主には返さないでください。輸
送業者が検査できるように梱包と破損品を保管しておいてください。

修理のための返品
修理のために返品する必要がある場合は、当社のカスタマーサービス部門にご連絡いただき、正しい返品手続き方法をお聞き
下さい。
AMETEK Land に返品する製品は、輸送中の破損を防ぐために適切に梱包する必要があります。
問題に関する報告書とお客様の名前および連絡先情報(住所、電話番号、電子メールアドレスなど)を添付する必要があります。

設計および製造規格
Land Instruments Internationalの品質マネジメントシステムは、燃焼、環境モニタリング、および非接触温度測定機器の設
計、製造、およびオンサイト サービスに関するBS EN ISO 9001の認証を受けています。
登録済ISO 9001マネジメントシステム認可は米国で適用されています。
UKキャリブレーションラボ：UKAS 0034

USAキャリブレーションラボ：ANAB 認定 ISO/IEC 17025

試験とキャリブレーションロボの国家認定委員会のインドで適用される認可。
本機器または周辺機器の筐体ドアを開けたまま、本装置のすぐ近くで無線送信機、電話機、またはその他の電気/電子装置を使
用すると、干渉が生じ、放射妨害波がEMC指令を超える障害が発生する可能性があります。

本システムの構造部品、電気部品、機械部品、空気圧部品、ソフトウェアまたはコンポーネントを変更または追加した場合は、本
製品によって提供される保護が無効になる可能性があります。かかる変更を行った場合は、保証の標準条項が無効になる可能
性もあります。

著作権
本マニュアルは、AMETEK Land の製品の所有者への補助として提供され、AMETEK Land が独占所有権を持つ情報を含ん
でいます。本マニュアルの全部または一部を AMETEK Land の書面による同意なしにコピーまたは複製することは禁止されて
います。
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ユーザーガイド 1 - 1

Viewerソフトウェア IMAGEViewer

本ユーザーガイドはLAND IMAGEViewerソフトウェアの使用法に関する情報を提供します。

1.1) LAND IMAGEViewerソフトウェアについて
LAND IMAGEViewerソフトウェアは次の熱画像カメラでの使用に適しています:
• ARC 熱画像カメラ
• NIR-ボアスコープ 3XR
• NIR 熱画像カメラ
• NIR-ボアスコープ
• NIR-B 2K ボアスコープ
• FTI-E
• FTI-Eb

LAND IMAGEViewerソフトウェアは熱データを視覚化するユーザーフレンドリーなインターフェ
ースを提供します。

注記: LAND IMAGEViewerソフトウェアは単一カメラ操作用に設計されています。つまり、ソ
フトウェアは同時に 1 台以上のカメラに使用できません。複数のカメラのある設備においては
IMAGEProソフトウェアの使用を推奨いたします (AMETEK LANDまでお問い合わせください)。

セクションの終了

はじめに
1
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LAND IMAGEViewerソフトウェアを使用するには、以下のコンピューターの最小仕様を満た
す必要があります。

オペレーティングシステム:   Windows 10
プロセッサー:     Intel i5 2.5 GHz
メモリ:      8 GB RAM
グラフィックカード:    512 MB 
ネットワーク:     追加のギガビットイーサネットカード 
最低画面解像度:    1280 x 1024 ピクセル 
最小仕様:     .NET Framework 4.6.2 

セクションの終了

ハードウェアとソ
フトウェアの 要件

2
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Viewerソフトウェア IMAGEViewer

LAND IMAGEViewerソフトウェアはAMETEK LAND Webサイトの次のアドレスから無
料でダウンロードできます:
https://www.ametek-land.com/software-downloads
1) ダウンロードの説明に従ってください
2) プログラムIMAGEViewerSetup.exeを実行します。
 ソフトウェアがインストールされます。

3.1 ネットワークアダプター設定
ご使用のPCが目的のカメラと通信するためには、正しいネットワークアダプター設定を指定する
必要があります。
1) コンピューターの[Start (スタート)]メニューか

ら[Control Panel (コントロール パネル)]を
開いて [Network Connections (ネットワー
ク接続)]オプション (または、ご使用のMicrosoft 
Windowsのバージョンに応じて、それに似たもの)
を選択します。

2) 目的のネットワーク名を右クリックして
[Properties (プロパティ)]のオプションを選択し
ます。

3) [Internet Protocol (インターネット プロトコ
ル)]のオプションを選択して[Properties (プロパ
ティ)]をクリックします。

4) 次のIPアドレスを使うオプションを選択して次の
値を入力します。

 IP Address (IPアドレス):	
 10 .1 .10 . 150 *

 Subnet Mask（サブネット マスク）:	
255 .255 .0 .0

 *注記: NIRおよびNIR-Bカメラ（ただしNIR-B 2Kではない）の場合、IPアドレスを次のよう
に設定する必要があります:

 169 .162 .10 .150
5) OKをクリックして設定を保存します。

インストール
3
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図3-1　はじめのデバイスリスト
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Viewerソフトウェア IMAGEViewer

3.2 赤外線カメラへの接続 
LAND IMAGEViewer ソフトウェアの実行によりご使用の赤外線カメラをコンピューターに接続
することが出来ます。
詳細な設置方法については、お使いのカメラに付属のユーザーガイドおよび測定システムに含ま
れている取り付けアクセサリに付属のインストールガイドを参照してください。
1) LAND IMAGEViewerソフトウェアを起動します。
2) [Configuration (設定)]メニューオプションを選択します。 
 図3-1に示す[デバイス]ウィンドウが最初に開くときに、ソフトウェアは自動的にネットワーク

の利用可能なデバイスを探します。 
 [Browse Network (ネットワーク参照)]リストには、ネットワーク上で検出された各デバ

イスのMACアドレスとIPアドレスが表示されます。ARCおよびFTI-Eデバイスを自動的に検
出することはできません。状況によっては、ファイアウォール ルールにより、ソフトウェアが他
のタイプのデバイスを検出するのが妨げられることもあります。その場合は、デバイスを手動
で接続する必要があります。[Browse Devices (デバイスを参照)]ウィンドウ上部の+ア
イコンを押します。接続するカメラのタイプとカメラのIPアドレスを選択し、[OK] を押します。
接続が正しく確立されると、接続ステータスが緑色に変わります。

3) [Device (デバイス)]リストで、必要なデバイスを選択して設定することが出来ます。3) 
[Device (デバイス)]リストでは、以下を設定できます:
• デバイスのIPアドレス。注記: これは、ネットワーク上のデバイスに接続するためにソフ

トウェアが使用するIPアドレスです。
• デバイスの動作モードを[Live (ライブ)]に設定します。

4) デバイスを設定した後 [OK]を押してそのデバイスを追加します。すでにデバイスが追加され
ている場合は、別のデバイスを追加する前にそれを削除する必要があります

 デバイス接続の現在の状態は次のように表示されます。 
 • 緑 = 接続済み
 • 赤 = 接続解除 
 • 灰色 = 無効
 • 琥珀色 = 接続中

3.3 言語
[Language (言語)] オプションには [Display Settings(ディスプレイ設定)]オプションから
アクセスできます。ここでは、LAND IMAGEViewerソフトウェアの言語を選択できます。
[表示設定]メニューでは、インターフェースレイアウトの温度単位とテーマも選択できます。
1) [Language (言語)]ボタンをクリックします。

使用可能な言語がドロップダウンリストに表示されます。
2) 目的の言語を選択します。
 注記: 新しい言語を選択した後でソフトウェアを再起動する必要があります。  ソフトウェア

は新しい言語で再起動します。
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3.4 カメラ設定
1) カメラ設定を表示および変更するには、[設定]メニューを開き、[デバイス]オプションを選択

します。
2) カメラの[設定]ボタンをクリックします
 図3-2 (ARC、FTI-E、3XR ボアスコープカメラの場合) または図3-3 (NIR、NIR-B、NIR-B 

2Kカメラの場合) に示されるように、カメラ設定画面が表示されます。
 [Info (情報)]タブには、カメラタイプ、ファームウェアバージョン、較正日、温度範囲、キャプ

チャされたフレームレートなどの、カメラに関するステータス情報が表示されます。

図3-2  カメラ設定 (ARC、FTI-E および 3XR ボアスコープ) 

図3-3  カメラ設定 (NIR、NIR-B、NIR-B 2K)
 [設定]タブには、ユーザー設定可能な次のオプションが含まれています。
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3.4.1   ARC、FTI-E および NIR ボアスコープ 3XR

設定 オプション
フレームレート カメラのフレームレート利用可能なフレームレートについてはカメラのユーザ

ーガイドを参照してください
放射率 ターゲットの放射率。0.000～1.000で調整可能
Background 
Temperature（背景温
度）モード

Off (オフ) - 背景温度接続なし
Camera Temperature (カメラの温度) - カメラ内部の周囲温度を背景
温度として使用します
Remote (リモート) - ユーザーが入力した背景温度値を使用します (以下
を参照)

背景温度 ターゲットのバックグラウンド温度のユーザー調整可能な値。リモート設定（上
記）と組み合わせて使用します。

NUC 状態 不均一な修正ステータス:
Off - 接続されたカメラのNUC設定を使用
On - NUC時間フィールドで指定された時間頻度で実行するNUC（以下を参
照）
禁止 - NUCが無効

NUC Time（ばらつき補
正時間）

NUC State (NUCステータス) がOn (オン)に設定されているときにNUC
を実行する頻度（秒単位）（上記を参照）

バレルの歪み* バレルの歪み補正のオン/オフを指定します。NIR-B 3XRユーザーガイドを参
照してください

*3XRのみ

3.4.2  NIR、NIR-B、NIR-B 2K

設定 オプション
解像度 NIR-B 2Kカメラの解像度。利用可能な解像度については、NIR-B 2Kカメラの

ユーザーガイドを参照してください。
フレームレート 上の表の通り
放射率 上の表の通り
Background 
Temperature（背景温
度）モード

上の表の通り

背景温度 上の表の通り
歪み補正** 歪み補正アルゴリズムを適用することで、ボアスコープレンズのライブ画像への

影響を抑えます。この機能はかなりの処理能力を要するため、フレームレートが
低下する場合があります。

**NIR-B 2K のみ
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セクションの終了

3.4.3  ネットワーク
設定 オプション
IPモード Static IP (静的 IP) - カメラのIPアドレスを下に入力したIIPアドレス値に

設定します
カメラを設置したネットワークから自動的にIPアドレスが割り当てられるように
します。DHCPでは、IPアドレスを事前設定しなくてもコンピューターがIPネット
ワークに参加できます。DHCPはデバイスに一意のIPアドレスを割り当てるプロ
トコルです。そしてデバイスがネットワークから離れたり再び参加したりしたとき
にこのアドレスの開放や更新を行います。

IPアドレス Static IP (静的IP) (上記を参照) を使用する場合は、このフィールドを使用
して、カメラに必要なIPアドレスを入力します

サブネット マスク カメラのサブネットマスク
Port（ポート） 読み取り専用。カメラのサブネットマスク

3.3.4 アラーム
設定 オプション
Frame Alarm（フレ
ームアラーム）
パラメータ 最高/平均/最低 - アラーム設定のために必要なフレーム温度パラメータを選択

します
高アラーム フレームの高アラーム値を設定します
高警告 フレームの高警告アラーム値を設定します
低警告 フレームの低警告アラーム値を設定します
低アラーム フレームの低アラーム値を設定します
Ambient Alarm（周
辺アラーム）
高アラーム 高周囲温度アラーム値を設定します
高警告 高周囲温度警告アラーム値を設定します
低警告 低周囲温度警告アラーム値を設定します
低アラーム 低周囲温度アラーム値を設定します
変化率アラーム
期間 変化率を計算する期間
パラメータ ROCの計算に使用するフレーム値
高アラーム 変化率がこの値を超えると、アラームが発動します
低アラーム 変化率がこの値を下回ると、アラームが発動します
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LAND IMAGEViewer ソフトウェアは、ご使用のLAND熱画像カメラで取り込んだ熱画像デ
ータを表示できる、使いやすいインターフェースを提供します。
一般的なLAND IMAGEViewer インターフェイスを図4-1に示します。

1

23

4

5

6 7

8

図4-1 一般的なLAND IMAGEViewerインターフェイス

ソフトウェアの使用に
ついて

4
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4.1 LAND IMAGEViewer インターフェースについて
図4-1を参照してください。LAND IMAGEViewerインターフェースは次の部分から構成されてい
ます:
1  [Live Image (ライブ画像)]: これはカメラに写る熱画像です。Camera View (カメラビ
ュー) コントロールは画像を大きくするために非表示にすることもできます。

 Camera View（カメラビュー）の詳細については、セクション4.2を参照してください。
2  画像プレイバック: データベースまたはディスク上に保存されている熱画像録画を再生 (プ
レイバック) および分析します。 

3   プロファイルグラフ: ライブイメージャービューまたはプレイバックビューで選択した1つま
たは2つのプロファイルライン関心領域 (ROl) を分析します。 

4  [Trend Graph (傾向グラフ)]: ここでは機器のリアルタイムおよび過去の温度傾向デー
タが表示されます。各データポイントの詳細な情報がカーソルによって表示されます。

 Trend View (傾向ビュー)の詳細については、セクション4.6を参照してください。
5  [Gauge (ゲージ)]: ユーザー設定が可能な色分けされたゲージには選択された温度測定

値の最高値と最低値、さらに設定可能な高/低アラーム設定が表示されます。
 Gauge View (ゲージビュー)の詳細については、セクション4.5を参照してください。
6  パレット: 画像を表示するための配色を選択できます。

 パレットの詳細については、セクション4.3を参照してください。
7  画像形成コントロール: これらのコントロールを使用することで、モニタリングおよび測定す
る画像の特定の領域を選択できます。

 画像形成コントロールの詳細については、セクション4.3を参照してください。
8  [Menu (メニュー)] - メニューアイコンから、LAND IMAGEViewer ソフトウェアの追加オプ
ションにアクセスできます。
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4.2 ライブ画像ビューについて
一般的なライブ画像ビューを図4-2に示します。

図4-2　一般的なライブ画像ビュー
ライブ画像ビューは、ビューの右側にあるボタンを使用して制御します (セクション4.3を参照)。

4.3 画像形成コントロール
コントロ
ール

説明

 
Play/Pause (再生/一時停止) - 録画した画像を再生/現在のライブ画像をフリーズしま
す。
Record (録画) - 現在の画像キャプチャのサーマルビデオを録画します。録画は、現在の
録画設定の影響を受けます。録画した動画はデータベースに保存され、画像プレイバック
ビューで再生できます。
Continuous Recording (連続録画) - 設定で定義された制限時間に到達すると、録
画が連続的にループし、前の録画が削除されます。
Delete Recording (録画の削除) - データベースに最後に保存された録画を削除し
ます。  
Save Frame (フレームの保存) - 現在表示されているフレームを (画像の一時停止中)
、画像ファイル (PNG、JPGまたはBMP) またはExcelでの分析に適したCSVテキストファ
イル、またはIMGX (Land Thermal Image) として保存します。 
Export Recording (録画をエクスポート) - 現在の録画 (録画が停止した後) を動画
ファイル (MP4またはAVI）、または別のマシンのIMAGEViewerまたはIMAGEProで開
くことができるLANDサーマル録画（ERFX）にエクスポートします。
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コントロ
ール

説明

Live Imager Settings (ライブイメージャー設定) ウィンドウでは、ニーズに合わせ
て画像の表示と録画を調整することができます。
• Integrate imager frames (画像フレームを結合) - この設定を有効にすると、
表示されるフレームが時間と共に平均化されます。IMAGEViewerは、2、4、8、16、ま
たは32フレームの平均化をサポートします。これは録画には影響せず、フレームの結合
を適用せずに画像が録画されます。 

• Recording time (録画時間) -録画する時間の長さと録画時に使用するフレームレ
ートを設定します。サマリーボックスに、これらの設定を用いた各録画により消費され
るハードディスク容量が表示されます。  

 分析タブ
適用されるフレームと関心領域 (ROI) のライブ画像ディスプレイからの現在の読み取り値の分析
データ表を表示します。右上の  ボタンを使用して、列を表示または非表示にします。次の列を指
定できます。
•  データ - データソース (フレームまたはROI番号)
• Max (最高) - ソースの最高温度
• 平均 - ソースの平均温度
• 最低 - ソースの最低温度
• アラーム - 設定されたアラームのステータス
• 放射率 - ソースに使用されている現在の放射率
• 背景温度 - 使用する現在の背景温度。
列ヘッダーをクリックして、すべてのデータをその列で並べ替えます。 

 [Palette Control (パレットコントロール)]
パレットコントロールを使用して、熱画像を画面に表示する方法を変更できます。6つの異なるパレ
ットを使用できます。
ボタンをクリックしてすべてのパレットを表示し、好みのパレットをクリックして有効にします。 

パレット範囲を設定するためのいくつかのオプションがあります。
• Continuous Auto Span (連続自動スパン) - このボタンを有効にすると、フレーム内の

最低温度値と最高温度値に基づいてパレットが連続的に更新されます。
• Auto Span (自動スパン) - これを押すと、フレーム内の最低温度値と最高温度値に基づ

いてパレットが一度更新されます。
• Manual (手動) - 数値コントロールに入力するか、ボタンを上下に押して、パレットの最低

表示温度と最高表示温度を調整します。
[パレットを反転]ボタンは、標準パレットからパレットの明るい表示と暗い表示を切り替えます。 

等温線パレット
等温線パレットエディタを使用して、現在のディスプレイのパレットを最大3つの温度範囲の特定の
色で上書きできます。範囲を有効にし、最高温度と最低温度を入力し、パレットのその領域を上書き
する色を選択します。変更はただちに画像に反映されます。
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 関心領域エディタ 
関心領域（ROI）を使用して、温度測定が重要となる、熱画像の特定の領域を分析できま
す。IMAGEViewerは、さまざまなタスクに適した、複数の異なるROIをサポートします。
• Point (ポイント) - 熱画像上の単一の測定ポイントの温度を示します。IMAGEViewerは

20のポイントをサポートします。
• Shape (形状) (線、長方形、楕円、フリーフォーム) - 選択した領域の平均・最高・最低温度

を計算します。IMAGEViewerは、最大4種類の形状をサポートします。
• Profile Line (プロファイルライン) - プロファイルグラフに表示するために、線上の各ピク

セルの温度を計算します。IMAGEViewerは、最大2種類のプロファイルラインをサポートし
ます。詳細については、プロファイルライングラフを参照してください。

• Camera ROI (カメラのROI) - ARC カメラのみ.カメラにROIを追加します。
関心領域を追加するには、ROIエディターコントロールでROIのタイプを選択します。ライブ画像デ
ィスプレイで、ROIの開始点をクリックして選択します。形状ROIの場合は、形状を終了したい位置
でもう一度クリックします。フリーフォームおよびプロファイルラインの場合は、クリックして線上ま
たは図形内に次の点を挿入し、図形を終了したい位置でダブルクリックします。 
ROI形状は、[選択]ツール (マウスポインターボタン) をクリックし、ライブ画像ディスプレイで形状
を選択して編集することができます。ROIを拡大または縮小するには隅をドラッグし、形状を回転さ
せるには回転アイコンを使用します。 
ROIを選択して、[削除]ボタンを押すか、キーボードのDeleteキーを押すことでROIを削除するこ
とができます。 

ROI 設定 
[ROI設定]ウィンドウでは、ユーザーのニーズに合わせてROI表示を変更することができます。 
• Hide ROls from image display (画像ディスプレイでROlを非表示)- ライブ画像デ

ィスプレイでROIマーカーを非表示にします。ROIエディタが表示されると、ROIマーカーが
表示され、それらを編集することができます。 

 ROIマーカーを完全に非表示にするには、ROI編集ウィンドウを非表示にします。 
• Use ROI for background correction (背景補正にROIを使用) - 1つのROIを画

像の背景補正として使用できます。選択したROIの平均温度が使用されます。 
• ROI Line color (ROIラインの色) - 画面上のROIマーカーに使用する色を選択します。 
• Advanced (詳細設定) タブ - 各ROIの特定の放射率で、フレーム放射率を上書きするこ

とができます。 
• Alarms (アラーム) - 各ROIの高アラームと低アラームを設定し、それらがそのROIの最高

温度、平均温度、または最低温度でトリガーされるかどうかを設定することができます。 
• Rate of Change (変化率) – 関心領域の変化率を計算する期間と、その計算に使用する

値 (最高温度、平均温度、または最低温度) を設定できます。ROIごとに、変化率の低アラー
ム値と高アラーム値を設定します。
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 ズーム&回転コントロール 
Focus & Rotate (フォーカス&回転) メイン画像ウィンドウに表示されている熱画像部分がコ
ントロール ウィンドウに表示されます。 
ズームレベルは100%～800%の範囲で、NIR-B 2Kの場合のみ最高1600%となります。 
+/-ボタンを使用して、適切なズームレベルを選択します。
「ズーム」されている領域はメイン画像サムネイル上に四角で表示されます。ズームされている領
域をクリックしてドラッグすることで、画像の目的の領域を選択することが出来ます。 
回転コントロールでは、以下の操作が可能です:
• 画像を反時計回りに90°回転させる
• 画像をX軸に対して水平方向に反転する
• 画像をY軸に対して垂直方向に反転する

フォーカスコントロール

 Focus In (フォーカスイン) - イメージャーをフォーカスインします (フォーカスモーターの
付いたカメラのみ)。

 Focus Out (フォーカスアウト) - イメージャーをフォーカスアウトします。フォーカスモー
ター付きカメラのみ。 

 最高温度と最低温度の表示
フレームの最高温度と最低温度を画面に表示します。最高温度は赤色の点滅するマーカーで示さ
れ、最低温度は青色の点滅するマーカーで示されます。 

 NUC中
不均一性補正 (NUC) をトリガーします。NUC機能のみのモデル。 
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4.4 ゲージビューでの作業
Gauge View (ゲージビュー) (図 4-3) では熱画像中の最低温度、平均温度、最高温度をグラフィ
ックで表示します。

図4-3  一般的なゲージビュー
1) ゲージのコントロールにアクセスするには、希望のゲージの最下部にある [Settings (設

定)] ボタン  をクリックします。
 [Gauge Settings (ゲージの設定)] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには次の2

つのタブがあります: [Display (表示)] と [Alarms (アラーム)] (図4-4参照)。

図4-4  [Gauge Settings (ゲージ設定)] タブ
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[Gauge Setting (ゲージ設定)] で使用可能なオプションは以下の表で説明されています:
項目 説明

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
:

最高 ゲージの最高温度。
最低 ゲージの最低温度。
ゲージデータ ゲージのデータソース。 
ラベル ゲージの文字識別子。最大10文字。
テキスト背景 ゲージラベルの背景色。
テキスト前景 ゲージラベルの文字色。
時刻 分単位のゲージ期間。ゲージデータの最高値と最低値の計算に使

用されます。
ポイントマーカー ユーザー定義の温度ポイント。ゲージ横の矢印として表示され、特

定の関心対象のプロセス制御セットポイントに対するグラフィック 
インジケーターを提供します。

ア
ラ
ー
ム

高アラーム その温度の値を超えるとゲージアラームが表示される値。ゲージは
赤になります。チェックボックスからアラームの有効化/無効化を行う
ことが出来ます。

高警告 その温度の値を超えるとゲージ警告が表示される値。ゲージは黄色
になります。チェックボックスからアラームの有効化/無効化を行うこ
とが出来ます。

低警告 その温度の値を下回るとゲージ警告が表示される値。ゲージは黄
色になります。チェックボックスからアラームの有効化/無効化を行う
ことが出来ます。

低アラーム その温度の値を下回るとゲージアラームが表示される値。ゲージは
赤になります。チェックボックスからアラームの有効化/無効化を行う
ことが出来ます。

2) ゲージ用のオプションを選択した後は、Gauge Settings (ゲージ設定) 画面を閉じてメイ
ンのLAND IMAGEViewer ディスプレイに戻ります。
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4.5 傾向グラフについて

 
図4-5  ログ記録されたデータを示す傾向グラフ

傾向グラフは時間に対してプロットされた温度測定値のグラフを表示します。全データ または ロ
グ記録済データ （データロギングが設定されている場合）を選択できます。全データ 画面にはサー
モメーターからのすべてのライブ温度情報が表示されます。ログ記録済データ 画面はロギング用
に選択されたライブデータのみを表示します。
分析 ポップアウトペインは、グラフの下にあり、矢印をクリックして表示します。このペインは傾向
グラフの測定値のサマリーを表示します。
データロギングを設定している場合は、ログ記録済データ グラフを使用してこのデータを表示でき
ます。ログ記録済データは、データロギングの一時停止後にのみ表示できることにご注意ください。
データロギング設定の詳細については、このユーザーガイドのセクション6を参照してください。
1) ライブロギングデータを表示するには、 ボタンを押します。
 取得した温度読取値を即座に表示するために傾向グラフが更新されますが、ログに記録さ

れたデータは傾向グラフの右側のデータペインには表示されません。
2) ライブロギングを一時停止するには、 ボタンを押します。
 図4-5に示されるように、傾向グラフがフリーズされ、データペインが更新されてログ記録さ

れたデータが表示されます。
3) 一時停止時は、表示したい時間および日付範囲を指定できます。From および To フィール

ドにある小さなカレンダーアイコンをクリックして必要な日時範囲を選択し、次に閉じるをク
リックします。
 Export CSV (CSVにエクスポート) – このアイ
コンをクリックして、分析表をCSVファイルにエク
スポートします。 

 これにより、オペレーティングシステムの形式の区
切り文字を使用して、現在の分析データがエクス
ポートされます。
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4.5.1 傾向グラフのカスタマイズ
1) 傾向グラフディスプレイで、設定 ボタン を押します

[傾向の設定]ダイアログが表示されます。
2) 必要があれば、X 軸の 表示期間 を変更できます（時

間フォーマット H:MM:SS）。
3) さらに、Y軸を自動的に測定して測定した温度範囲を

網羅するか、またはY軸の 最低 および 最高 温度を指
定できます。

4.5.2 ズームとパン
マウスを使用してグラフ表示の周囲をズームまたはパンできます。
現在のライブ読取値に戻るには、 ボタンを押します。



ユーザーガイド 4 - 11

Viewerソフトウェア IMAGEViewer

4.6 プロファイルライングラフについて
プロファイルライングラフ (図4-6) は、サーマルシーンのユーザー定義ラインに沿って温度を表示
します。ラインには複数の点 (角) を持たせることができ、また特定の関心のあるアイテム (ケーブ
ル配線/配管など) に沿って描くこともできます。 プロファイルラインの作成の詳細については、ライ
ブ画像ビューのROIエディタのセクションを参照してください。
プロファイルライングラフは、線に沿った温度のライブ表示を与えます。 
1) グラフの右側のデータソースプルダウンメニューを使用して、グラフに表示するプロファイル

ラインを選択します。異なるソースから複数のプロファイルラインを選択して、グラフに同時に
表示することができます。

 使用可能なデータソースとその使用方法の詳細については、データソースを参照してくださ
い。

2) プロファイルグラフを一時停止して、表示されているデータをフリーズすることができます。
3) 図4-6に示されるように、カーソルをグラフ上に移動して、線上の選択した点の温度値を表示

します。
4) データをCSV形式でエクスポートすることも可能です。これにより、オペレーティングシステム

で定義されている形式の区切り記号を使用して、データがカンマ区切りのファイルとしてエク
スポートされます。

図4-6 カーソル温度が表示された典型的なプロファイルライン
4.6.1  プロファイルライン設定
1) プロファイルラインディスプレイで、設定ボタン をクリックします
2) Y軸には、最低温度または最高温度を設定する

か、Automatically scale (自動測定)を選択することができま
す。自動測定では、プロファイルラインに沿って測定された対応す
る温度に合うよう、上限と下限が調整されます。

セクションの終了
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5.1 画像プレイヤービュー

1

2 3

4 5 6

キー
1 このファイルを再生します
2 この日付以前でフィルター処理します (

最も最近のファイルがリストの一番上
に表示されます)

3 日付フィルターを現在の日時にリセット
します

4 選択した録画を削除
5 録画のインポートとエクスポート
6  [Browse Recordings (録画の参

照)]ウィンドウを開きます

図 5-1  録画の参照

画像のリプレイ
5
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5.1.1  録画ファイルブラウザ
画像プレーヤービューの他に、図5-2に示されるように、Recording File Browser (録画ファ
イルブラウザ)から画像ファイルにアクセスすることもできます。

図5-2　一般的な録画ファイルブラウザ画面
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コントロ
ール

説明

Open (開く)[Playback Selection (プレイバック選択)] ウィンドウが開き、ここでは
Player (プレーヤー) で閲覧する画像レコーディングファイルを選択することが出来ます。 

 
Play (再生)選択したファイルの再生を開始しますファイル再生中、このボタンは Pause 
(一時停止) ボタンに入れ替わります。

Pause (一時停止)現在のプレイバックを一時停止します。プレイバックを一時停止する
と、このボタンは[Play (再生)] ボタンに戻ります。  

Continuous (連続)データのループ再生を連続で行うことが出来ます。 
アクティブ化されると、コントロール上の小さいチェックマーク で確認することが出
来ます。
プレイバックの設定。[Playback Settings (プレイバックの設定)] ウィンドウを開きま
す。
Player Settings (プレイヤー設定) オプションについては向かいの表をご覧ください。
第一フレーム。現在のファイルの最初のフレームを選択します。

Previous（前へ）現在のファイルの前のフレームを選択します。

Current Frame (現在のフレーム)現在のフレーム番号を表示します。

Next(次へ）現在のファイルの次のフレームを選択します。

Last Frame (最後のフレーム)現在のファイルの最後のフレームを選択します。

Save Frame (フレームの保存) - 現在表示されているフレームをPNG、ビットマッ
プ、JPG、CSV、またはIMGX熱画像として保存できます。

Export Recording (録画をエクスポート) - 録画をMP4、AVI、またはERFXサーマル
ビデオとして保存できます。

 
図5-3  画像プレーヤー コントロール
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5.2 プレイバックの設定
図5-3にPlayer (プレーヤー) コントロールバーを示します。

プレイバックの設定は、デフォルトでは画像録画で使用する設定になっていますが、要件に合わせ
て変更できます: これらの設定により、ファイルをプレイバックする際に使用する以下の値を調整で
きます:
• 画像フレームを結合 - 結合するフレームの数を選択します 
• フレームレートを調整 
• 放射率を調節 
• フレーム背景温度を調整

 分析タブ
適用されるフレームと関心領域 (ROI) のライブ画像ディスプレイからの現在の読み取り値の分析
データ表を表示します。右上の  ボタンを使用して、列を表示または非表示にします。次の列を指
定できます。
•  データ - データソース (フレームまたはROI番号)
• Max (最高) - ソースの最高温度
• 平均 - ソースの平均温度
• 最低 - ソースの最低温度
• アラーム - 設定されたアラームのステータス
• 放射率 - ソースに使用されている現在の放射率
• 背景温度 - 使用する現在の背景温度。
列ヘッダーをクリックして、すべてのデータをその列で並べ替えます。 

 [Palette Control (パレットコントロール)]
パレットコントロールを使用して、熱画像を画面に表示する方法を変更できます。6つの異なるパレ
ットを使用できます。
ボタンをクリックしてすべてのパレットを表示し、好みのパレットをクリックして有効にします。 

パレット範囲を設定するためのいくつかのオプションがあります。
• Continuous Auto Span (連続自動スパン) - このボタンを有効にすると、フレーム内の

最低温度値と最高温度値に基づいてパレットが連続的に更新されます。
• Auto Span (自動スパン) - これを押すと、フレーム内の最低温度値と最高温度値に基づ

いてパレットが一度更新されます。
• Manual (手動) - 数値コントロールに入力するか、ボタンを上下に押して、パレットの最低

表示温度と最高表示温度を調整します。
[パレットを反転]ボタンは、標準パレットからパレットの明るい表示と暗い表示を切り替えます。 

等温線パレット
等温線パレットエディタを使用して、現在のディスプレイのパレットを最大5つの温度範囲の特定の
色で上書きできます。範囲を有効にし、最高温度と最低温度を入力し、パレットのその領域を上書き
する色を選択します。変更はただちに画像に反映されます。 
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 関心領域エディタ 
関心領域（ROI）を使用して、温度測定が重要となる、熱画像の特定の領域を分析できま
す。IMAGEViewerは、さまざまなタスクに適した、複数の異なるROIをサポートします。
• Point (ポイント) - 熱画像上の単一の測定ポイントの温度を示します。IMAGEViewerは

20のポイントをサポートします。
• Shape (形状) (線、長方形、楕円、フリーフォーム) - 選択した領域の平均・最高・最低温度

を計算します。IMAGEViewerは、最大4種類の形状をサポートします。
• Profile Line (プロファイルライン) - プロファイルグラフに表示するために、線上の各ピク

セルの温度を計算します。IMAGEViewerは、最大2種類のプロファイルラインをサポートし
ます。詳細については、プロファイルライングラフを参照してください。

関心領域を追加するには、ROIエディターコントロールでROIのタイプを選択します。ライブ画像デ
ィスプレイで、ROIの開始点をクリックして選択します。形状ROIの場合は、形状を終了したい位置
でもう一度クリックします。フリーフォームおよびプロファイルラインの場合は、クリックして線上ま
たは図形内に次の点を挿入し、図形を終了したい位置でダブルクリックします。 
ROI形状は、[選択]ツール (マウスポインターボタン) をクリックし、ライブ画像ディスプレイで形状
を選択して編集することができます。ROIを拡大または縮小するには隅をドラッグし、形状を回転さ
せるには回転アイコンを使用します。 
ROIを選択して、[削除]ボタンを押すか、キーボードのDeleteキーを押すことでROIを削除するこ
とができます。 

ROI 設定 
[ROI設定]ウィンドウでは、ユーザーのニーズに合わせてROI表示を変更することができます。 
• Hide ROls from image display (画像ディスプレイでROlを非表示)- ライブ画像デ

ィスプレイでROIマーカーを非表示にします。ROIエディタが表示されると、ROIマーカーが
表示され、それらを編集することができます。 

 ROIマーカーを完全に非表示にするには、ROI編集ウィンドウを非表示にします。 
• Use ROI for background correction (背景補正にROIを使用) - 1つのROIを画

像の背景補正として使用できます。選択したROIの平均温度が使用されます。 
• ROI Line color (ROIラインの色) - 画面上のROIマーカーに使用する色を選択します。 
• Advanced (詳細設定) タブ - 各ROIの特定の放射率で、フレーム放射率を上書きするこ

とができます。 
• Alarms (アラーム) - 各ROIの高アラームと低アラームを設定し、それらがそのROIの最高

温度、平均温度、または最低温度でトリガーされるかどうかを設定することができます。  
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 ズーム&回転コントロール 
Focus & Rotate (フォーカス&回転) メイン画像ウィンドウに表示されている熱画像部分がコ
ントロール ウィンドウに表示されます。 
ズームレベルは100%～800%の範囲で、NIR-B 2Kの場合のみ最大1600%となります。 
+/-ボタンを使用して、適切なズームレベルを選択します。
「ズーム」されている領域はメイン画像サムネイル上に四角で表示されます。ズームされている領
域をクリックしてドラッグすることで、画像の目的の領域を選択することが出来ます。 
回転コントロールでは、以下の操作が可能です:
• 画像を反時計回りに90°回転させる
• 画像をX軸に対して水平方向に反転する
• 画像をY軸に対して垂直方向に反転する

フォーカスコントロール

 Focus In (フォーカスイン) - イメージャーをフォーカスインします (フォーカスモーターの
付いたカメラのみ)。

 Focus Out (フォーカスアウト) - イメージャーをフォーカスアウトします。フォーカスモー
ター付きカメラのみ。 

 ファイルの詳細
現在選択されているファイルの詳細を表示します。

 最高温度と最低温度の表示
フレームの最高温度と最低温度を画面に表示します。最高温度は赤色の点滅するマーカーで示さ
れ、最低温度は青色の点滅するマーカーで示されます。 

セクションの終了
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DATA LOGGING 
（データロギング）

6

キー
1 再生ボタン – すべての設定のデータロギングを再開します。
2 一時停止ボタン – データロギングをすべて一時停止します。
3 ロギングステータス – 赤い円はロギングが進行中であることを示します。回転する円は、ロ

ギングを開始する前にロギング条件が満たされるまでシステムが待機していることを示しま
す。一時停止アイコンは、ユーザーがデータロギングを一時停止したことを示します。

4 設定の再生/一時停止ボタン – この特定のデータロギング設定のロギングを一時停止また
は再開します。

5 編集ボタン – この設定を編集します。
6 削除ボタン – この設定を削除します。

図6-1　一般的なデータロギングの設定画面

1 2

3

4

5

6
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6.1 連続データロギング
連続データロギングを使用して、指定された時間枠で、データ値を連続的にログ記録できます。
[新しい連続ロギングの設定]ボタンをクリックして、新しい連続ロギングを作成します。

図6-2　連続データ・ロギング設定 

1) トリガーが有効なときにログに記録するデータソースを選択します。 
2) ロギングを有効にする記録時間を選択します。24時間連続でログを記録するには、開始時刻

と終了時刻を同じ時刻に設定します。期間が指定されている場合、データロギングは指定さ
れた開始時刻に開始し、指定された停止時刻に停止します。

3) データをログ記録する頻度を選択します。.これは、選択した値がアクティブな期間内にログ
記録される頻度です。

4) データの保管場所を選択します。データは、システムのデータベースに記録するか、ファイル
に直接記録することができます。ファイルに記録する場合は、ファイルを保存するフォルダを
指定する必要があります

セクションの終了
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