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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。

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。

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。

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
世界のLand Instruments
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 

Email:   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。

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。

Copyright © 2018 Land Instruments International.
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SPOTProソフトウェア固定式SPOTサーモメーター

ユーザーガイド

1 はじめに
AMETEK LAND SPOTProソフトウェアは、最大40台のSPOTデバイスとの接続、設定、およ
びデータ表示を同時に行うことができるPCベースのユーティリティです。
SPOTサーモメーターがアクチュエーターに搭載されている場合は、アクチュエーターを
SPOTProソフトウェアからも制御できます。
このSPOTProソフトウェアはWindows PCにインストールできます。

1.1 最小インストール要件
SPOTProソフトウェアを使用するには、以下のプラットフォームの最小仕様を満たす必要があ
ります。
• プロセッサー: Intel i5 2 GHzもしくはそれに相当するもの
• メモリー: 4 GB
• ハードドライブ: 512 GB
• インストールのためのインターネット接続 (または USB)
• グラフィックカード: 256 MB
• 通信: ネットワークアダプタ 100 MBPS
• 画面解像度: 1280 x 1024 ピクセル
• オペレーティングシステム: Windows 7 SP1、 .NET Framework 4.6.2
注記 

この最小仕様は2台のSPOTサーモメーターと共に動作するソフトウェアを基準にしてい
ます。

1.2 サポート対象のオペレーティングシステム
• Microsoft Windows 7 SP1: 32 & 64 ビット 
• Microsoft Windows 8.1: 32 & 64 ビット
• Microsoft Windows 10: 32 & 64 ビット

1.3 インストール
SPOTProソフトウェアは、30日間の無料トライアルをダウンロードしてご利用いただけます。ト
ライアル後も引き続きソフトウェアをご利用いただく場合は、ライセンスを購入する必要があり
ます。  
ダウンロードはこちらのAMETEK LANDのウェブサイトから可能です。
https://www.ametek-land.com/products/software/SPOTPro
1) ダウンロードの説明に従ってください
2) プログラムSPOTPro Setup.exeを実行します

1.3.1  データベースの選択
SPOTProのインストール中に、どのデータベースをデータの保存に使用するかを問われます。 

続く…
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SPOTProがサポートするデータベースシステムは2つあります。
SQLite
これはデフォルトのオプションで、ログデータを保存するのにディスク上のファイルを使用しま
す。SQLiteデータベースは、それ以上の管理や専門知識を必要としませんが、企業レベルの機
能はないので、長期間にわたって膨大な量のデータをロギングする場合、パフォーマンスに影
響を及ぼす可能性があります。

MS SQL Server
これはデータのミラーリング、冗長性および膨大なデータに対する高いパフォーマンス性のよ
うな高度な機能を備えた企業レベルのデータベースエンジンです。 
SQL Serverのライセンスを別途購入していただく必要があり、SPOTProをインストールする
前に、データベースシステムをインストールし、正しく動作している必要があります。
通常SQL Serverデータベースは、管理者もしくはデータベースエンジニアによる設定と管理
を必要とします。 
SPOTProはSQL Server 2012またはそれ以降のバージョンをサポートしております。
SQL Server Expressエディションは、ライセンスの制限に従ってご利用いただけます。

1.4 ライセンス
SPOTProは最初の30日間はトライアルモードでご利用いただけます。それ以後はアプリケー
ションのライセンスを取得しない限り、システムはシャットダウンします。ライセンスの購入につ
いては、AMETEK Landの営業担当者にご連絡ください。担当者がパーチェイスコードをご用
意いたします。ライセンスは一つの端末でのみのご利用となります。一つのパーチェイスコード
で複数のライセンスを同時にご購入いただけます。
パーチェイスコードを入力し、ソフトウェアのアクティベーションを行います。
1) メニューからヘルプ > ライセンス管理を選択し、ライセンスのアクティベーションボタ

ンを選択します（ライセンスの期限がすでに切れている場合は、起動時に今すぐアクティ
ベーションするボタンを選択します）。

2) テキストボックスにパーチェスコードを入力します。有効なパーチェスコードであれば、コ
ードの横に緑色のチェックマークが表示され、手動でアクティベーションもしくはオンラ
インアクティベーションの選択ができます。

手動でアクティベーション
1) リクエストキーコードをクリップボードにコピーするか、ウィンドウの右側にあるボタンか

らディスクに保存します。このコードはAMETEK Landの営業窓口にemailする必要が
あります。担当者がライセンスコードを折り返しお知らせします。

2) ライセンスコードを表示されたテキストボックスに貼り付けるか、ウィンドウの右側にあ
るボタンを使用しファイルからインポートします。ライセンスは読み込まれ、有効であれ
ば緑色のチェックマークが表示されます。アプリケーションのアクティベーションを完了
するには、閉じるボタンを押します。

オンラインアクティベーション
オンラインアクティベーションには有効なインターネット接続が必要です。ライセンスを有効化
するには、アクティベーションボタンを押します。

セクションの終了
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図2-1 サーモメーターのメニューとWebサーバーソフトウェア
サーモメーターメニュー Webサーバーメニュー
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2 使用開始
注記

SPOTProソフトウェアを実行しているPCにSPOTサーモメーターを接続する前に、各サーモメ
ーターに一意の「IPアドレス」を指定する必要があります。

ソフトウェアのインストールプロセスによってWindowsデスクトップ上にSPOTProソフ
トウェアのアイコン(図を参照)が作成されます。
ソフトウェアを実行するには、単にこのアイコンをダブルクリックします。別の方法とし
て、次に示すようにWindowsの[スタート]メニューから適切なオプションにアクセスす
ることによってソフトウェアを実行することもできます。
• Windowsの[スタート]メニューの[プログラム]オプションを選択します。
• AMETEK Land > SPOTProを選択

2.1 ネットワーク上のサーモメーターとアクチュエーターのIPアドレスを設定
デフォルトではすべてのSPOTサーモメーターのIPアドレスは10.1.10.50に設定されて提供
されています。SPOTアクチュエーターのIPアドレスは10.1.10.60に設定されて提供されて
います。
上記がお使いのネットワークで許可されているIPアドレスでない場合は、互換性のあるアドレ
スをデバイスの内部メニューに設定するか、DHCPに設定します。
SPOTサーモメーターのIPアドレスやDHCPへは、サーモメーターの内部メニューシステムか
ら設定できます。内部メニューシステムはサーモメーターの背面パネルのコントロールからア
クセスや表示を行うことができます(詳細についてはお使いのサーモメーターに付属のユーザ
ーガイドを参照してください)。
お使いのSPOTサーモメーターにディスプレイとキーパッドを備えた背面パネルがない場合
は、サーモメーターに組み込まれているWebサーバーソフトウェア経由でメニューシステムに
アクセスすることもできます。サーモメーターをPCに接続し、Webブラウザーをデフォルトの
Webアドレスhttp://10.1.10.50で開きます。
1) SPOTサーモメーター設定にアクセスするために、背面パネルの入力キーを押します。入

力キーはSPOT Webサーバーソフトウェアでも再現されています。図2-1、項目1を参照
してください。

2) アップ/ダウンキー(2)を使用して[ネットワーク]メニューにスクロールします。入力キー
を押してこのメニューにアクセスします。

3) ［IP モード］オプションにスクロールして入力キーを押します。
4) ［静的 IP］ または ［DHCP］ のいずれかを選んで エンターキーを押します。

［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。

5) ［静的 IP］ を選択した場合、以下のステップ6～9を行ってください。
6) [-.-.-.IP4]オプションにスクロールして入力キーを押します。
7) アップ/ダウンキーを使用してIP4アドレスを50以外の数値に設定します(ネットワーク上

のそれぞれのSPOTサーモメーターは一意のIP4アドレスを持つ必要があることに注意
してください)。
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8) 入力キーを押してIPアドレス設定を確定し、[戻る]および[終了]を選択してメニューシス
テムを終了します。

9) 上記の手順を繰り返し、各SPOTにネットワークに接続するための一意のIPアドレスを
指定します。SPOTProは一度に最大40台のSPOTと接続可能です。

アクチュエーターのIPアドレスをセットする、またはそれをDHCPに設定するには、イーサネッ
ト経由で接続する必要があります。お使いのPCが適合するようにIPアドレスを一時的に変更
する必要があります。その際、10.1.10.60は使用しないでください(例: 10.1.10.Xの場合、末
尾Xは60以外)。  このガイドの5.2で説明されているように、SPOTProソフトウェアをアクチュ
エーターの新しいIPアドレスの設定、またはDHCPへの設定に使用することができます。SPOT
アクチュエーターユーザーガイドで説明されているように、IPアドレスをアクチュエーターウェ
ブサーバメニューから変更することも可能です。PCのIPアドレスは、元の値にリセットできま
す。
SPOTおよびSPOTアクチュエーターの両方では、設定されているIP値は次の起動時に使用さ
れるIPアドレスです。そのため、新しいIPアドレスを有効化するにはデバイスの電源を入れなお
す必要があります。
サーモメーターのIPアドレスを指定し終わったら、図2-2に示すようにシステムに接続すること
ができます。 
詳細な設置方法については、お使いのSPOTサーモメーター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SPOT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。

図2-2  SPOTProシステムの概要

コンピューターと
SPOTProソフトウェア

Power over Ethernet（PoE）

SPOTサーモメーターとアクチュエーター

最大40台のSPOTデバイスと接続可能
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2.2 ウィザードを使用してデバイスに接続
1) SPOTProソフトウェアを起動します。

SPOTProを始めて起動した際、セットアップウィザードのようこそ画面（図2-3）が表示
されます。

図2-3　SPOTProセットアップウィザードのようこそ画面
注記

システムのセットアップが完了すると、メニューの設定 > セットアップウィザード
からいつでもセットアップウィザードへのアクセスが可能になります。

2) セットアップウィザードのようこそ画面で、次へを選択します。
図2-4のようなデバイス画面が表示されます。初期設定ではデバイスリストは空白になり
ます。設定するには、デバイスのネットワークを検索する必要があります。

 図2-4　SPOTProセットアップウィザード初期のデバイス画面
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3) ネットワーク参照ボタンを押します
 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SPOTデバイスのMACアドレ

スとIPアドレスが表示されます（図2-5）。

図2-5　SPOTProセットアップウィザード検出デバイス
SPOTProソフトウェアでは、最大40台のデバイスと接続可能です。サーモメーターがSPOTア
クチュエーターとともに使用されている場合、アクチュエーターに接続し制御することも可能
です。ただし、サーモメーターとアクチュエーターは接続可能な40デバイスのうちの2デバイス
とみなされます。
4) 必要なサーモメータ/アクチュエーターをデバイスリストから選択し、追加 >>をクリッ

クします。
 デバイスの追加 ダイアログが表示されます。

• 名前: これはSPOTサーモメーターのユ
ーザー定義の名前です（最大 8 文字）。
このフィールドを使用してプロセス上の
サーモメーターの位置を特定するのに役
立つ有意な名前をつけることができます

（例えばMillExitなど）。
• タイプ: これは、接続している装置に応じ

て、自動的にSpotまたはアクチュエータ
ーを表示します。

•  IP アドレス: 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。SPOT サ
ーモメーターのデフォルトアドレスは 
10.1.10.50 です（セクション2.1参照）。

• ポート：これは、SPOTデバイスのTCPポートです。
• 使用可能なモード: これは ライブ つまり、リアルタイム温度測定、または シミュ

レーションのいずれかに設定できます。システムのセットアップ/試運転時には後
者が便利です。

5) 必要な変更を デバイス追加 詳細に加え、OKを押します。
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6) 必要なデバイスがすべて追加できるまで、ステップ3と4を繰り返します。 
図2-6のように、デバイスはデバイスウィンドウのメインペインに表示されます。

 デバイス接続の現在の状態は次のように表示されます。  緑色 = 接続済み、赤色 = 未
接続、灰色 = 無効。

 図2-6　SPOTProセットアップウィザードの接続済みデバイスのリスト
7) 必要なデバイスがすべて追加できたら、次へを選択します。

図2-6のような表示画面が表示されます。

 
 図2-6　SPOTProセットアップウィザードの初期表示画面
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2.2.1 SPOTオーバービューの追加
SPOTオーバービューは選択されたSPOTサーモメータから基本的な温度測定情報を提供し
ます。サーモメータの内蔵カメラ*からの画像を見ることもでき、LEDターゲット*を点灯するこ
ともできます（*取り付けられている場合）。
1) SPOTオーバービューを追加するには、適用可能表示リストからSPOTオーバービュー

オプションを選択し、追加 >>ボタンをクリックします。
SPOTオーバービュー追加のポップアップウィンドウ
が表示されます。

2) 表示名を入力します。装置や測定位置がわかるよう
な名前を付けることも可能です。 

3) ドロップダウンのリストから必要なデバイスを選
択します。このリストは接続されているすべてのデ
バイスを表示しています（このガイドのセクション
2.2参照）。

4) SPOTオーバービューに名前を付け、必要なデバイ
スの選択が完了したら、次へをクリックします。
SPOTオーバービューは設定表示リストに追加されます。
SPOTオーバービューの詳細については、セクション3.2を参照してください。

2.2.2 スキャングラフの追加
スキャングラフは、アクチュエーターに取り付けられたSPOTサーモメータから温度プロファイ
ル情報を提供します。 
サーモメータIPアドレスはアクチュエーター設定メニューを介して、アクチュエーターとリンク
しています。 
1) 適用可能表示リストからスキャングラフオプションを選択したら、追加 >>ボタンをクリ

ックします。
スキャングラフ追加のポップアップウィンドウが表示
されます。

2) 表示名を入力します。装置や測定位置がわかるよう
な名前を付けることも可能です。 

3) ドロップダウンのリストから必要なデバイスを選択し
ます。スキャングラフに関し、このリストは接続されて
いるアクチュエーターのみを表示しています（このガ
イドのセクション2.2参照）。

4) スキャングラフに名前を付け、必要なアクチュエータ
ーの選択が完了したら、次へをクリックします。
スキャングラフは設定表示リストに追加されます。
スキャングラフの詳細については、セクション3.3を参照してください。
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2.2.3 ライブグリッドを追加
ライブグリッドは、選択されたデータを表形式で表示します。どの装置のどのデータを表示する
かを選択することができます。特定の列でディスプレイを並べ替えることも可能です。
1) 適用可能表示リストからライブグリッドを選択したら、追加 >>ボタンをクリックします。

ライブグリッド追加のポップアップウィンドウが
表示されます。

2) 表示名を入力します。表示されているデータセッ
トに合うような名前を付けられます。

図2-7　ライブグリッドが追加されたSPOTProセットアップウィザード

3) 列のヘッダーをドラッグすることで、デバイス名
もしくはデータフィールドでデータをグループ化
することができます。

4) 表示したいデータを選択し、OKをクリックしま
す。

 ライブグリッドの詳細は設定表示リストに追加
されます（図2-7参照）。

 ライブグリッドの詳細については、セクション3.4
を参照してください。 
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2.2.4 傾向グラフの追加
傾向グラフは、選択されたデータをグラフ形式で表示します。どの装置のどのデータを表示する
かを選択することができます。特定の列でディスプレイを並べ替えることも可能です。
1) 適用可能表示リストから傾向グラフオプションを選択したら、追加 >>ボタンをクリック

します。
傾向グラフ追加のポップアップ・ウィンドウ
が表示されます。

2) 表示名を入力します。表示されているデータ
セットに合うような名前を付けられます。

3) 列のヘッダーをドラッグすることで、デバイ
ス名もしくはデータフィールドでデータをグ
ループ化することができます。

4) 表示したいデータを選択し、OKをクリック
します。

 傾向グラフの詳細は設定表示リストに追加
されます（図2-8参照）。

 傾向グラフの詳細については、セクション
3.5を参照してください。

図2-8　傾向グラフが追加されたSPOTProセットアップウィザード
5) セットアップウィザードのステップ3選択が完了し、必要なビューを追加できたら、次へを

クリックします。
 セットアップウィザード（ユーザー）の画面4が表示されます。
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2.2.5 ユーザーアカウントの設定
セットアップウィザードの画面4は、図2-9のように、両アカウントのデフォルトのユーザーパス
ワードの詳細が表示されています。
デフォルトのパスワードを使用するのであれば、そのまま次へをクリックします。あるいは、新し
いパスワードを設定するには、2-10ページのパスワードの変更を参照してください。
SPOTProソフトウェアをインストール後は、設定 > ユーザーメニューオプションからユーザー
管理画面にアクセスすることができます。

図2-9  SPOTProセットアップウィザード - ユーザー画面
SPOTProには3つのユーザーレベルがあります。ゲスト、スーパーバイザー、管理者。
• ゲスト – ゲストユーザーはシステムを表示することしかできず、システムと相互作用をし

たり、アプリケーションをシャットダウンさせることもできません。ゲストユーザーへの切
り替えにはパスワードは必要ありません。

• スーパーバイザー – スーパーバイザーは表示の設定、ウィンドウの配置やサイズ変更、
データロギングの管理、アプリケーションのエクスポートやシャットダウンを行うことがで
きます。スーパーバイザーユーザーへの切り替えはパスワードを必要とします。デフォルト
のパスワードはSuperです（大文字と小文字を区別する）。

•  管理者 管理者はすべてのシステムへのアクセス権限があります。スーパーバイザーと同
様の権限に加え、装置の追加や削除、装置の設定変更も可能です。管理者ユーザーへの
切り替えはパスワードを必要とします。デフォルトのパスワードはAdminです（大文字と
小文字を区別する）。

 
現在のユーザー
現在ログインしているユーザーは、アプリケーションタイトルバーのアプリケーション名の後に
表示されています。
ユーザーの変更
1) 別のユーザーに変更するには、メニューバーのユーザー変更ボタンを押します。
2) ユーザーを変更するには、そのユーザーのパスワードを入力し、OKを押します。
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セクションの終了

パスワードの変更
SPOTProソフトウェアでは、管理者アカウントとスーパーバイザーアカウントの両方のユーザ
ーアカウントパスワードの詳細の設定ができます。
パスワードを変更するには、管理者としてログインする必要があります。
すべてのユーザーパスワードは暗号化され、ローカルコンピューターに保存されます。パスワー
ドを忘れた場合、AMETEK Landがパスワードを引き出し、復旧させることは不可能ですが、パ
スワードをデフォルトにリセットすることは可能です。
現在の管理者パスワードを入力します。
1) パスワードを変更したい場合、新しいパスワード欄に設定したいパスワードを入力しま

す。
2) パスワードの確認フィールドにまったく同じパスワードを入力します（大文字と小文字を

区別する）。
3) パスワードを変更が完了したら、次へをクリックします。
 セットアップウィザード完了の画面が表示されます。 
 完了をクリックするとSPOTProソフトウェアが開き、セットアップウィザードで設定したビ

ューが表示されます。
 SPOTProソフトウェアの設定メニューからいつでもセットアップウィザードにアクセスす

ることができます。

2.3 表示の設定
SPOTProでは、温度は摂氏、華氏、またはケルビンで表示することができます。表示設定メニュ
ーオプションから選択可能です。
表示設定オプションは、設定メニューからご利用いただけます。
表示設定では、SPOTPro内のデータ表示に使用される温度単位を変更することができます。こ
こで選択した温度単位は、システム全体の温度を表示するときだけでなく、システムからデー
タをエクスポートするときにも使用されます。
ここで変更された温度単位はSPOTサーモメータ内で使用されている単位には影響しません。
サーモメータの温度単位の変更が必要な場合は、SPOT装置内の設定で変更可能です。
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図3-1　一般的なSPOTProインターフェイス（SPOTオーバービューを表示中）

図3-2　ビューをドラッグ＆ドロップ
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3 ソフトウェアについて
3.1 SPOTProインターフェイスについて

一般的なSPOTProインターフェイスを図3-1に示します。
SPOTProソフトウェアを初めて起動したとき（セットアップウィザードを完了後など）、図3-1の
ように、インターフェイスには選択したビューがタブ形式で表示されます。それぞれのタブの名
前は画面の下部に表示されます。タブをクリックして、ビューを切り替えます。

3.1.1 インターフェイスのカスタマイズ（ドラッグ＆ドロップ）
1) ご要望に合うディスプレイにカスタマイズするには、移動したいビューのタブ名をクリッ

クし、画面のメインエリアにドラッグします。
2) タブをインターフェイスの上下左右にドラッグすると、図3-2にあるように、方向を示す矢

印が表示されます。
3) マウスを放し、ビューをハイライトされている部分に「ドロップ」します。 
 あるいは、必要であれば、ビューをインターフェイス外にドラッグして、別ウィンドウにする

こともできます。
 ピンのアイコン は、ウィンドウ横にあるタブへ、ビューを最小表示できます。
 一般的なカスタマイズインターフェイスを図3-3に示します。

図3-3　複数のビューが表示されている一般的なSPOTProインターフェイス
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図3-4  一般的なSPOTオーバービュディスプレイ
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3.2 SPOTオーバービューについて
SPOTオーバービューは3つのディスプレイから構成されています。
• 温度 - このメインディスプレイはSPOTサーモメーターからの温度読取値を表示します。

アラームがサーモメーターの設定メニューで設定されていて、対象物がアラーム値を超
過または未満である場合は、LEDアイコンおよび背景が赤色になります。

• 装置 - これはSPOTサーモメーターの内部温度を表示します。さらに、この値がプリセッ
トアラーム制限を超過すると、アイコンおよび背景が赤色になります。カメラ温度の高お
よび低アラーム値をサーモメーター設定メニューで設定できます（セクション4.6を参照
してください）

• 詳細 - サーモメーターの各検出器で測定されている温度を表示します。Applicationサ
ーモメーターでは（SPOT AL EQSなど）、測定された放射率値も表示されます。

オーバービューには2つのボタンもあります。
カメラ ボタンを押すとSPOTサーモメーターにある内部カメラからのライブ画像が得
られます。画像は新しいポップアップウィンドウに表示されます。ライブ画像は毎5～10
秒ごとに更新されます（システム速度と画像の複雑度によります）。
SPOTサーモメーターの内部にある緑色点滅LEDの LED ボタンを押します。LEDは
SPOTサーモメーターの視点の位置とサイズを示します。さらに、サーモメーターを必
要な視野に合わせるのに役立ちます。LEDはそれぞれのボタンが押された後30秒間オ
ンになります。

3.2.1  SPOTオーバービューのカスタマイズ
1) SPOTオーバービューディスプレイで、設定ボタン を押します

SPOT表示設定ダイアログが表示されます。
2) 必要であれば、装置名、装置サブタイトル （

最長30文字）を変更できます。これらは温度
読取値の上に示されます。これらが空欄の
場合は、図3-4のように、文字温度が表示さ
れます。

3) 装置ペイン および/または 詳細ペインのい
ずれかを選択できます。.
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図3-5  一般的なスキャングラフ

図3-6  サーモメーターを位置換えしたスキャングラフ
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3.3 スキャングラフについて
スキャングラフはSPOTアクチュエーターに取り付けられているSPOTサーモメーターからの
温度出力を表示します。一般的なスキャングラフを図3-5に示します。
スキャングラフはアクチュエーターが対象物をスキャンした時に生成された温度プロファイル
を表示します。アクチュエーターをディスプレイから制御できます。
アクチュエーターのスキャンモードは（例えば、Hot Spot、Extrusion または Billet）アクチュ
エーター設定メニューから設定できます。ユーザーガイドのセクション5.3をご覧ください。
1) SPOTサーモメーターおよびSPOTアクチュエーターがデバイス画面で適切に設定され

ていることを確認します（セクション2.2を参照）。  
2) スキャンを開始するには、スキャングラフ画面の上部にあるスキャンボタン を押してく

ださい。 
 アクチュエーターはサーモメーターをスキャン平面全体で移動させ、生じた温度プロフ

ァイルは図3-5に示すようにスキャングラフに表示されます。
• 最高温度、またはプロファイルの中心線として特定されたグラフ上の点（セクショ

ン5.3で設定したスキャンモードによる）は赤の実線で表示されます。
• サーモメーターに現在確認しているグラフ上の点は青の点線として表示されま

す。スキャンの直後には、これは最高温度にある点、またはプロファイル中心性と
適合します。 

3) 現在の位置 制御を使用してサーモメーターをスキャン平面上で移
動させることができます。
• 左または右の矢印をクリックしてサーモメーターを0.1度の

ステップで移動します。
• 必要な位置をテキスト入力フィールドに入力します。サーモメーターはこの位置ま

で移動します（-50 ～ +50 度範囲）。
• あるいは、スキャングラフで、スキャンプロファイルにある必要な位置をダブルクリ

ックします。サーモメーターは、図3-5に青い点線で示されているこの位置まで移
動します。

• カーソルをスキャングラフ上で動かすと、対応する温度とスキャン位置が図3-6の
ように関連する軸上で強調表示されます。

4) グラフ消去ボタン を使用してすべてのスキャンをディスプレイから削除できます。

現在位置

-10.5
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図 3-7 複数のスキャンおよびグラフ凡例を表示したスキャングラフ
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3.3.1 スキャングラフのカスタマイズ
1) スキャングラフディスプレイで、設定 ボタン を押します

アクチュエーター表示設定ダイアログが表示されます。
 X軸では：

• 軸反転 オプションにより、スキャン表示の水平方向を反転できます。これは、お使い
のアプリケーションでスキャンの相対的な方向を一致させるために使用できます。

• 自動測定 オプションはスキャン限度をアクチュエーターの中心線の±50度程度
に設定します。あるいは、スキャンの最小 および 最高 限度を指定することもでき
ます（±50度の範囲で）、これにより、必要な場合に、アプリケーションへのスキャン
幅を制限することができます。

• 左ラベル および 右ラベル テキスト入力フィールドは、スキャンプロファイルに制
御室側、遠方側などの説明テキストを追加するために使用できます。

 
 Y軸では： 
 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。
 
 スキャン履歴では： 
 複数のスキャンを表示するように選択できます。複数の製品スキャンを比較したい場合

は便利です。（デフォルト = 1）。
 グラフ凡例表示 オプションは図3-6のように、追加の日時情報を、表示されている各スキ

ャンの色コードとともに表示します。
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3.4 ライブグリッドについて
ライブグリッドは、図3-9のように、表として選択されたデータを表示します。
図3-10のように、列のヘッダーをドラッグすることで、デバイス名もしくはデータフィールドで
データをグループ化することができます。

図3-9　一般的なライブグリッドディスプレイ

図3-10　データを並び替えたライブグリッドディスプレイ

図3-11  記録済データを示す傾向グラフ
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3.5 傾向グラフについて
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 
記録済データ （データ記録が設定されている場合）を選択できます。全データ 画面はサーモ
メーターからのすべてのライブ温度情報を表示します。記録済データ 画面は記録用に選択さ
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。
データロギングをセットアップ済である場合、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。記録済データは、データロギングを一時停止した時にのみ表示されることにご留
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。
 傾向グラフは更新されて取得された温度読取値を即座に表示しますが、記録済データ

は傾向グラフの右側にある データ ペインに表示されます。
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。
 傾向グラフは凍結され、データペインは更新されて記録されたデータを表示します。図

3-11をご覧ください。
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。

3.3.1 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。

3.3.2  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。

セクションの終了



サーモメーター 
設定

4
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4 サーモメーター設定
デバイス画面にある設定ボタンで、接続された各SPOTサーモメーターの設定を表示および更
新することができます。
[設定]メニューはいくつかのタブ画面で構成されています。次のタブがあります。
• 情報
• 設定
• I/O
• ネットワーク
• 焦点
• アラーム
• 時間機能
• 拡張
• 分析
• 校正

メニュータブの各画面には 保存 ボタンがあり、設定をデバイスに保存します。
保存しないで別のタブに切り替えるとデバイスから設定がリロードされます。
変更を保存する前に、タブの右上にある更新 ボタン  をクリックしても、デバイスから設定
がリロードされます。
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4.1 情報

情報画面では主に読み取り専用のシステム情報を提供します。
メニュー項目 注記
接続
接続ステータス

機器の現在の接続状態を示します。

機器タイプ 機器タイプの読み取り専用の説明
現在のデバイス名 ユーザー定義による機器の名称（読み取り専用）
新しいデバイス名 ユーザーによる機器の説明を設定します（最長8文字）。
温度
温度範囲の最小値

現在の温度範囲の最小温度を表示します。

温度
温度範囲の最大値

現在の温度範囲の最大温度を表示します。

MACアドレス 機器のネットワークポートのMACアドレスを表示します。
ファームウェアバージョン 機器で実行されているメインファームウェアの現在のバージョン番号です。
ディスプレイバージョン 機器で実行されている表示/言語ファームウェアの現在のバージョン番号です。
校正日 機器が前回校正された日付を表示します。
校正ラベル 機器の校正ラベルを表示します。
光ファイバタイプ このチェックボックスは機器が光ファイバサーモメーターであるかどうかを表示

します。

4.2 設定
メニュー項目 オプション 注記
放射率1 0.1 ～ 1.0 温度を正確に測定するには、対象物表面の放射率値を

把握する必要があります。二波長サーモメーターでは、
これはサーモメーターの1番目の(最小波長)検出器で
使用される放射率を設定します。

放射率2 0.1 ～ 1.0 この放射率設定はサーモメーターの2番目の検出器で
ある二波長サーモメーターで使用されます。

単位 [C]または[F] 温度をC(摂氏)で表示するかF(華氏)で表示するかを選
択します。

背景補正 ON/OFF 選択すると、背景温度値を 自動 または 手動のいずれ
かに選択できます。
自動 を選択すると、背景温度は機械の内部周囲温度に
設定されます。このオプションはサーモメーターがその
周囲と同じ温度である場合にのみ選択してください（冷
却ジャケットにある場合ではなく）

背景補正（続き…） ON/OFF 手動 が選択されている場合、背景温度値を使用して必
要な温度を設定します。これは対象物よりも周囲の方
の温度が高い場合に特に役立ちます。たとえば再熱炉
内の鋼スラブを測定する場合です。
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メニュー項目 オプション 注記
背景
温度

0 ～ 5000 測定する対象物の周囲の温度を指定できます。

温度
温度範囲の最小値

該当なし 現在の最低温度を表示します。

温度
温度範囲の最大値

該当なし 現在の最高温度を表示します。

モード モノ1 複数の検出器が取り付けられているサーモメーターに
おいて、このオプションは最短波長の検出器を温度測
定に使用することを選択します。

モノ2 複数の検出器が取り付けられているサーモメーターに
おいて、このオプションは最長波長の検出器を温度測
定に使用することを選択します。

デュオ  
  

拡張モード – 低温では検出器2を使用し、中間温度で
は両方の検出器の平均値を使用し、高温では検出器1
を使用します。

レシオ  
 

複数の検出器が取り付けられているサーモメーターに
おいて、[レシオ]オプションは両方の検出器を温度測定
に使用することを選択します。サーモメーターはレシオ
サーモメーターとして動作します。これにより部分的に
不明瞭な対象物やサーモメーターの視野全体を覆って
いない対象物の測定が可能になります。

マルチ  
 

両方の検出器がアクティブな範囲ではレシオになり、レ
シオ範囲よりも高い場合は検出器1に、レシオ範囲より
も低い場合は検出器2に切り替えます。

用途 特定用途モード – 1つまたは複数の特定物質につい
て、放射率に依存しない測定に使用します。セクション
4.2.1をご覧ください。

機器のモードがレシオ または マルチ の場合は非灰色性が表示されます。
この値はE(1)/E(2)で計算されます。
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メニューオプション 説明
対象物の温度 これはサーモメーターによって測定されている温度の読み取り専用表

示です。 
熱電対 このフィールドを使用して、熱電対で得られた製品の「真」温度を入力

し、アプリをサイトの条件にあわせて若干調整することができます。
測定された温度を入力し 今すぐ適用をクリックします。 
デフォルトのアプリに対して計算された オフセット が表示されます。

オフセット 上記 熱電対 の読取値を使用して計算した場合、このフィールドには計
算されたオフセットが表示されます。  
このフィールドに必要な値を入力して今すぐ適用をクリックすると、指
定のオフセット (up to ±1000) を入力することもできます。

放射率下限 & 放射率上
限

すべてのAL EQSサーモメーターは放射率を自動的に計算します。フィ
ールドを使用して、特定の用途で有効とされる放射率の下限値と上限
値を指定できます。アクチュエーターが使用されている場合は、オブジ
ェクトの末端でのノイズ測定値を取り除くために、適切な限度の設定を
推奨します。 
必要な値を入力してエンターキーを押します。

4.2.1  特定用途の設定
用途 (特定用途のサーモメーター) をモードのオプションで選択すると、次のオプションが表示
されます。例えば、SPOT AL EQS サーモメーターはアルミニウム用途など。

4.2.2  物質による放射率の選択
注記

SPOTがアプリモードの場合、物質による放射率の選択を行うことはできません（セクショ
ン4.2参照）。

物質を選択することによって放射率を選択できます。
物質のリストはカテゴリ(金属など)と物質(鋼鉄など)に基づいてフィルターできます。
現在の物質のリストをファイルにエクスポートしたり、ファイルから物質のリストをインポートし
たりすることもできます。 
新しい物質をリストに追加できます。それらは[カスタム]カテゴリに追加されます。 

図4-1  SPOTの物質による放射率選択画面
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4.2.3  自動放射率設定
製品の放射率が不明であるが、校正温度測定値は提供できる場合は、既知の対象物の温度に
基づいて放射率を設定できます。 

図4-2  SPOTの自動放射率画面
1) 例えば熱電対から得た温度などの、温度が既知である測定対象物の前にサーモメータ

ーを配置します。ターゲットの温度がご使用の測定機の測定範囲内であることを確認し
てください。

2) 自動設定ボタンを押します。
 「自動放射率のターゲットの温度」の入力フィールドが表示されます。
3) ターゲットの温度の値を入力します。今すぐ適用をクリックします。
 放射率の値が計算され、表示されます。
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4.3 I/O
メニュー項目 オプション 注記
アナログ出力モード [0-20mA]または[4-

20mA]
このオプションではアナログ出力を4～20mAにするか
0～20mAにするかを指定できます。

アナログ出力の低温 0 ～ 5000
（単位はCまたはF）

このオプションではアナログ出力電流の低温限界(つま
り0 mAまたは4 mAの出力に対応する温度)を設定し
ます。mA 範囲を別のデバイスに合わせることが出来る
よう、測定機の範囲を超えた値に設定することも出来
ます。

アナログ出力
高温

0 ～ 5000
(単位はCまたはF)

このオプションではアナログ出力電流の高温限界(つま
り20 mAの出力に対応する温度)を設定します。mA 範
囲を別のデバイスに合わせることが出来るよう、測定機
の範囲を超えた値に設定することも出来ます。

接点の状態 [ノーマルオープン]
または[ノーマルクロ
ーズ]

コマンド入出力をノーマルオープン(NO)にするかノーマ
ルクローズ(NC)にするかを指定できます。

コマンド入力 未使用
[サンプルおよび維持]
または  
[ピークピッカーのリセ
ット]
LED

アナログケーブルでのコマンド入力I/O機能を指定しま
す。24Vデジタル信号はサンプル &維持の有効化、ピー
クピッカーのリセット、またはLEDスイッチのオンに使用
できます。

コマンド出力 アラーム 
またはウォッチドッグ

コマンド出力I/O機能を指定します。アナログケーブル
のリレー出力は、アラームが有効であることを示すた
め、またはウォッチドッグス信号として1秒あたりに一度
切り替えるために使用できます。

スキャン はい/いいえ（チェック
ボックス）

アクチュエーターと使用するために設定するように選
択。選択したら、これ以外に使用できるI/Oオプション
は、アナログ出力低温またはアナログ出力高温だけに
なります。

4.4 ネットワーク
メニュー項目 オプション 注記
MACアドレス 該当なし 機器のネットワークポートのMACアドレスを表示しま

す。
現在のIPアドレス 該当なし 機器の現在のIPアドレスを表示します。

IPアドレス 有効なIPアドレス 次の電源サイクルでサーモメーターに使用されるネット
ワークIPアドレスを設定します。

DHCP [DHCP]または[静的
IP]

サーモメーター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。
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4.5 焦点
メニュー項目 オプション 注記
LED制御 [オン]/[オフ] 照準調整LEDのステータスを制御します。 

注記: LEDを起動した場合、30秒でタイムアウトします。
LEDフラッシュレート 1～30 Hz 照準調整LEDのフラッシュレートを設定します。
現在の焦点の値 該当なし 現在の焦点距離を表示します。
焦点の値 300～10000 mm 機器の焦点距離を設定します。
スポットサイズ 該当なし [焦点の値]に基づいて現在の対象スポットのサイズを

表示します。

4.5.1  スポットサイズ計算機能
SPOTサーモメーターの[設定]ウィンドウでは、サーモメーターの焦点設定に使用するスポット
サイズ計算機能が提供されます。
この計算機能は現在の機器タイプの焦点距離と視野に基づいてスポットサイズを表示します。

図4-3  一般的なスポットサイズ計算機能表示
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4.6 アラーム
メニュー項目 オプション 注記
高温ターゲット
しきい値 

機器の温度範囲内のし
きい値。

サーモメーターによって観測されている対象物に対し
て高温アラームの値を有効にして設定します。

低温ターゲット
しきい値

機器の温度範囲内のし
きい値。

サーモメーターによって観測されている対象物に対し
て低温アラームの値を有効にして設定します。

高周囲温度
しきい値

機器の温度範囲内のし
きい値。

サーモメーターの周辺温度に対して高温アラームの値
を有効にして設定します。

低周囲温度
しきい値

機器の温度範囲内のし
きい値。

サーモメーターの周辺温度に対して低温アラームの値
を有効にして設定します。

低温信号
しきい値

0～100% サーモメーターの信号強度に対して低温アラームの値
を有効にして設定します。

4.7 時間機能
メニュー項目 オプション 注記
出力時間 1～10000 ms 出力更新の時間間隔をミリ秒で設定します。
アベレージャー 1 ～ 255 有効にして、測定がスムーズ化される値の数を設定し

ます。
ModeMaster 有効にする／無効に

する
モードマスター時間機能のオン/オフを切り替えます。こ
の項目は高温の金属の流れを観測するような用途で使
用できる機能です。このような場合、煙などが邪魔して
対象物が不明瞭になることが多く、結果的に温度測定
値が低くなる(そして極端に変動する)場合があります。
逆に金属流の中のスパークやキャビテーションによって
測定値が(短い間だけ)高くなる場合があります。
モードマスター機能は、特定の時間(約2秒間)の一連の
温度測定値を連続して‘バッファリング’することによって
両方のタイプのエラーを最小化します。この間の平均温
度が計算されて表示されます。

ピークピッカー 有効にする／無効に
する

ピークピッカー(下の図4-4を参照)のオン/オフを切り替
えます。ピークピッカー機能はサーモメーターで測定さ
れた最高温度を監視するために使用できます。この機
能は移動する対象物や部分的に不明瞭な対象物の場
合に特に役立ちます。たとえば表面の一部が酸化被膜
によって覆われた圧延機上の鋼スラブです。
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メニュー項目 オプション 注記
以下の項目はピークピッカーが有効の場合のみ表示されます。
     モード [ピーク]または[バリー] [ピーク] - このモードでは最高温度を測定および追跡

します。
バリー[Valley] - このモードでは最低温度を測定およ
び追跡します。

     しきい値 機器の温度範囲内のし
きい値。

この温度よりも高い温度でピークピッカーがアクティブ
になります。オンディレイおよびオフディレイと共に使用
します。バレーピッカーでは、機能が有効になる下限の
温度を設定します。

     オンディレイ 0～10000 ms しきい値レベルを超えた温度上昇とピークピッカー機
能がオンになる間の時間(ミリ秒)です。

     減少率 0～1000 °/s ピーク温度出力信号が減少する割合でユーザーが調
整可能な値です。

     オフディレイ 0～10000 ms しきい値レベルより下の温度下降とピークピッカー機
能がオフになる間の時間(ミリ秒)です。

     オフモード ホールドまたはリセ
ット

オフディレイ期間の後に実施される機能を設定します。

     コマンド入力リセット 有効にする／無効に
する

時間機能をリセットするためのユーザーによるコマンド
入力を有効にします。

リミッター 有効にする／無効に
する

リミッター機能を有効にします。

リミッターモード [ホールド]/[リセット] リミッターモードを設定します。
高温しきい値 機器の温度範囲内のし

きい値。
リミッターの高温の限界値を有効にして設定します。

低温しきい値 機器の温度範囲内のし
きい値。

リミッターの低温の限界値を有効にして設定します。

図4-4  ピークピッカーのグラフによる説明
時刻

「オフ」
ディレイ

調整可能な減少率

「オン」ディレイ しきい値レベル

温
度

「維持」モード

「リセ
ット」
モード
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4.8 拡張
メニュー項目 オプション 注記
言語 サポートされている

言語
機器の言語を設定できます。

表示の更新 最新の設定でディスプレイを更新します。
テスト出力 0 ～ 20 mA テスト用の固定出力電流を流すオプションを有効にし

て設定します。
デバイスの再起動 有効にする／無効に

する
機器を再起動します。

工場リセット 有効にする／無効に
する

機器の設定を工場のデフォルト値にリセットします。

デモLED 有効にする／無効に
する

機器の任意のキーが押されたときに照準調整LEDを起
動するデモLEDモードを有効にします。

未加工データ出力 有効にする／無効に
する

機器からロービットの値を出力するオプションを設定し
ます。

プロセスウィンドウ 有効にする／無効に
する

[ロセスウィンドウ]オプションでは、サーモメーターが‘プ
ロセスシーリング’ウィンドウを通して対象物を見ている
かどうかを指定できます。
サーモメーターと対象物の間にウィンドウがある場合
は、ウィンドウの伝送損失によってサーモメーターが受
け取る信号が減少します。
測定環境にプロセスウィンドウが存在することを指定す
ると、自動的に伝送損失が補正されて正しい温度が表
示されます。

プロセスウィンドウの割合 1～90 % ウィンドウ内の伝送損失による信号損失の割合を設定
します。

デュオモードのしきい値 機器の温度範囲内のし
きい値。

複数の検出器を備えた機器について、切り替えのしきい
値を設定します。

4.9 分析
メニュー項目 オプション 注記
分析期間 秒数 分析を実行する期間を設定します。
最高温度 該当なし 分析期間内に測定された最高温度です。
平均温度 該当なし 分析期間内に測定された平均温度です。
最低温度 該当なし 分析期間内に測定された最低温度です。
温度変化率 該当なし 分析期間内に測定された変化率です。
分析期間のリセット 有効にする／無効に

する
分析期間をリセットして計算を再開します。
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4.10 校正
SPOTProソフトウェア内の校正ユーティリティを使用すると、SPOT赤外線サーモメーターの
校正状況を確認できます。
校正ユーティリティには3つの動作モードがあります。
• フィールド校正
• ラボラトリ校正
• 物質校正

フィールド校正ユーティリティでは、SPOTサーモメーターで測定中の温度を既知の1点の温
度と比較することができます。理想的には‘既知の温度’はトレース可能な校正用の熱源から得
られた温度が望ましいですが、サーモカップルなどのプロセス上の正確な温度測定場所から
得ることもできます。
ラボ校正 ユーティリティは、温度校正施設を利用可能なユーザーを対象にしています。この校
正では、同時に複数のトレース可能な校正用熱源を利用できる必要があります。校正施設の設
定の詳細については、AMETEK Landにお問い合わせください。

4.10.1 フィールド校正
1) フィールド校正を実施するには、温度が既知である熱源にSPOTサーモメーターを向けま

す(校正炉やサーモカップルで測定可能な高温の物体など)。既知の温度を記録します。
2) SPOTProソフトウェアで校正メニューを開き、フィールド校正オプションを選択します。
3) [アライメント]オプションで[焦点の値]をサーモメーターのレンズから対象物までの距

離に設定し、[値を設定]ボタンを押します。
4) 対象物に照準を合わせるためにサーモメーターのLEDを点灯する必要がある場合

は、[デモLED]チェックボックスをオンにして[LEDの状態を設定]を押します。サーモメ
ーターが正しく調整されたら、チェックボックスをオフにして[LEDの状態を設定]を押
し、LEDを消します。

5) サーモメーターが観測している対象物を視覚的に確認する必要がある場合は、[画像の
取得]ボタンを押します。対象物の画像が画面上に表示されます。

6) [校正]オプションで[基準温度](ステップ1で記録した‘既知の’温度)を入力して[次へ]を
クリックします。

7) 校正ユーティリティによって計算された[補正係数]が表示されます(存在する場合)。補正
係数が大きすぎる場合や小さすぎる場合には、[補正係数を適用]ボタンは有効になりま
せん。

8) [補正係数を適用]ボタンが有効な場合、サーモメーターを校正するためにこのボタンを
クリックし、[終了]を押して画面を閉じます。

 これでフィールド校正が完了します。



固定式SPOTサーモメーター

ユーザーガイド4 - 12

SPOTProソフトウェア

4.10.2  ラボ校正
1) SPOTProソフトウェアで[校正]メニューを開き、[ラボラトリ校正]オプションを選択します。
2) ラボ校正を行うには、お使いのサーモメーターの[ラボ校正]画面に表示されている5つ

の温度に対応する十分な校正用熱源が必要です。温度はサーモメーターのモデルによっ
て°Cまたは°Fで表示されます。これらは元の校正点を示しています。

 たとえば範囲が400～1800°CのSPOTサーモメーターの場合、542、687、1001
、1529および477°Cの上下5°C以内に設定可能な熱源が必要になります。

3) 最初の温度を選択し、その温度に設定された熱源にSPOTサーモメーターを向けます。
4) [アライメント]オプションで[焦点の値]をサーモメーターのレンズから対象物までの距

離に設定し、[値を設定]ボタンを押します。
5) 対象物に照準を合わせるためにサーモメーターのLEDを点灯する必要がある場合

は、[デモLED]チェックボックスをオンにして[LEDの状態を設定]を押します。サーモメ
ーターが正しく調整されたら、チェックボックスをオフにして[LEDの状態を設定]を押
し、LEDを消します。

6) サーモメーターが観測している対象物を視覚的に確認する必要がある場合は、[画像の
取得]ボタンを押します。対象物の画像が画面上に表示されます。

7) [校正]オプションで[ 基準温度](熱源の温度)を入力して[次へ]をクリックします。
8) 校正ユーティリティによって計算された[補正係数]が表示されます(存在する場合)。補正

係数が大きすぎる場合や小さすぎる場合には、[補正係数を適用]ボタンは有効になりま
せん。 

9) [補正係数を適用]ボタンが有効な場合、サーモメーターを校正するためにこのボタンを
クリックします([戻る]ボタンを押すと校正前の値に戻ります)。 

10) [終了]を押して画面を閉じます。
11) 残りの基準温度についてステップ7～9を繰り返し、必要に応じて補正係数を適用しま

す。
12) [終了]を押して[校正]画面を閉じます。
 これでラボラトリ校正が完了します。
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セクションの終了

4.10.3  物質校正
物質校正ではSPOT装置の温度オフセットを特定物質に合わせて校正できます。
物質に対する校正。
1) 新規の物質を作成し、名前を付けます。
2) 熱電対もしくは、他の信頼できる熱源から校正を読み取ります。
3) 読取値を基準温度フィールドに入力し、承認ボタンを押します。
 読取値は検出器の読取値に対する読取値表に追加され、現在のオフセットが計算され

ます。
4) オフセットの校正を継続するには、より多くの読取値を入力します。
5) 誤って入力した読取値を削除するには、表のその値を選択し、削除ボタンを押します。
複数の物質はこのような方法で校正が可能です。デバイスの温度オフセットとして使用する物
質を選択するには、左側のリストからその物質を選択し、OKボタンを押します。物質校正はす
ぐに適用されます。
他のシステムや装置と読取値を共有できるように、物質校正の読取値は、ファイルにエクス
ポートすることも、ファイルからインポートすることも可能です。校正のインポートは、古い
APCOSシステムで提供されているTXTファイルエクスポート形式も対応しています。
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5 アクチュエーター設定
デバイス画面にある設定ボタンで、SPOTアクチュエーターの設定を表示および更新すること
ができます。
[設定]メニューはいくつかのタブ画面で構成されています。次のタブがあります。
• 情報
• ネットワーク
• スキャン
• Spot

5.1 情報
現在のデバイ
ス名

デバイスに保存されている現在の名前（読み取り専用）。

新しいデバイス
名

このフィールドを使用してアクチュエーターの有意な名前を入力します。例
えば、プラント/プロセスでの位置など（最長8文字）。

ファームウェアバ
ージョン

読み取り専用。情報目的のみ。

最低温度 読み取り専用。最も新しいアクチュエータースキャンで測定された最低温
度。

最高温度 読み取り専用。最も新しいアクチュエータースキャンで測定された最高温
度。

開始位置制限 読み取り専用。アクチュエーターの軸/中心線に対するスキャンの開始位
置。中心線の片側はマイナス、他方はプラス（極性はアプリケーションに合
わせて選択可能です）。

終了位置制限 読み取り専用。アクチュエーターの軸/中心線に対するスキャンの終了位
置。中心線の片側はマイナス、他方はプラス（極性はアプリケーションに合
わせて選択可能です）。

工場リセット このボタンを押すとアクチュエーターの設定をデフォルト設定に戻します。
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5.2 ネットワーク
MACアドレス 読み取り専用。アクチュエーターのMACアドレス
現在のIPアド
レス

読み取り専用。アクチュエーターのIPアドレス。

IPアドレス ユーザー設定が可能なアクチュエーター用のIPアドレス。PCからアクチ
ュエーターを制御するには、PCはアクチュエーターと類似のアドレスを持
っている必要があります。例、10.1.10.62（アクチュエーターIPアドレスは
10.1.10.60）。

IPモード ネットワークモードは、静的IPまたはDHCPのいずれかに設定できます。  
DHCPが設定されている場合、アクチュエーターはネットワークにIPアドレ
スを要求します。30秒以内にネットワークからIPアドレスが提供されない
場合、アクチュエーターはデフォルトIPアドレス10.1.10.60で接続しようと
します。ネットワーク上で10.1.10.60がすでに使用されている場合は、前回
の番号の変種との接続を試みます。
静的IPが設定されている場合、アクチュエーターは下のボックスに設定さ
れた設定可能なIPアドレスを使用して接続を試みます。  

サブネット マ
スク

ユーザーが設定できるサブネットマスク。

ゲートウェイ ユーザーが設定できるゲートウェイ。
ネットワークの設定を変更した場合、アクチュエーターを一度切って、もう一度オンにすると、そ
の設定が実行されます。
IPアドレスが正しく設定されていないため、イーサネット経由でアクチュエーターに接続できな
い場合は、SPOTアクチュエーターユーザーのガイドのセクション4.4で説明されているように
リモートハンドセットを使用して工場出荷時の設定に戻すことができます。

5.3 スキャン
スキャン範囲 スキャンの開始点と終了点は、モータの移動範囲の中間点にある公称ゼロ

位置に対して相対的に設定されます。スキャンレンジは、1度ずつ設定され
ます。最大レンジは、90度です。例、-45°から+45°まで。このレンジ内なら
開始点と終了点をどこにでも設定できます。

スキャン完了モ
ード

押し出し - このモードは、押し出し物がプレスを出たときに協調するために
使われます。このモードは、アクチュエーターを移動させ、サーモメーターは
プロファイル内の「最も高温となっている」高温バンドの中心を標的としま
す。 
最も高温のバンドを計算する際、システムはバンド内部の最高温度とバンド
自体の幅の両方を考慮に入れるため、幅広いセクションが、同一または類
似の温度の幅の狭いセクションよりも高い温度で表示されます。 
ビレット - このモードは、プレスに供給する前にビレットをスキャンするのに
使われます。ホットオブジェクトが測定位置を出た後、アクチュエーターを開
始点に戻し、次のビレットを測定する用意をします。
ホットスポット - このモードは、温度プロファイル内の最高にホットなポイ
ントをサーモメーターが目標とするようにアクチュエーターを移動させま
す。
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スキャントリガ
ーモード

リモート - このトリガモードでは、ハンドセット、アクチュエータウエブサーバ
のバーチャルハンドセット、またはModbus経由でスキャンを開始できます。
しきい値 - このモードでは、温度がしきい値を下回った場合にスキャンが追
加でトリガーされます。現在のプロファイルの最高温度が前プロファイルの
持つ最大値のしきい値パーセントを上回っている場合にのみ、プロファイル
は有効として分類されます。例えば、前プロファイルの最高温度が500°Cだ
った場合、ソフトウェアは250°C以上の温度になるまでスキャンを続けます

（50％のしきい値の場合）。
インターバル - 前回のスキャンが終了した後、ユーザー定義の時間間隔で
スキャンが開始されます。

温度しきい値 しきい値トリガーオプションとともに使用されるユーザー定義のパーセント
値。デフォルト値は50%です。

スキャンインタ
ーバル

インターバルトリガーオプションとともに使用されます。これは、前回のスキ
ャンの後、スキャンが始まる時間間隔（単位は秒）を定義します。デフォルト
値は20秒です。

スキャン速度 スキャン速度は、スライダーを介して毎秒約25～100度の間で調整できま
す。  最小応答時間がより長い低温SPOTの場合、スライダーは琥珀色にな
り、速度が上がると赤色になります。ホットエリアを見つけるためアクチュエ
ーターをこれらの速度で使用できますが、スキャン中の温度測定の精度は
低下します。スキャン中の正確な温度測定が必要な場合は、スライダーを緑
色で示すように低速に設定する必要があります。琥珀色ゾーンではホットエ
リアを見つけられますが、赤ゾーンでは正しく整列しないことがあります。

温度単位: 温度は°Cまたは°Fで表示できます。
ハンドセット
速度

アクチュエーターが、ハンドセットの矢印ボタンが押されていることに対応
してアクチュエーターが移動する速度は、一秒あたり約1～20度で調整可
能です。

ハンドセット
反転

このオプションを使用して、ハンドセットの位置からアクチュエーターの動き
まで観察した動きの方向を一致されます。つまり、左側の矢印を押すと、アク
チュエーターを、ハンドセット位置からみた場合に左に移動します。
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5.4 Spot

SPOT IPアドレス SPOTサーモメーターのIPアドレス。これが正しく設定されている
と、SPOT ウエブサーバは、アクチュエータウエブサーバのメインペー
ジからアクセスできます。これはアクチュエーターの他の機能には必要
ありません。

SPOTデバイスタ
イプ

アクチュエーターに使用されているサーモメーターに会うようにこれを
設定します。

アナログ出力の低
温

4～20 mAアナログ出力での4 mAに対応する温度値を指定します。

アナログ出力の高
温

4～20 mAアナログ出力での20 mAに対応する温度値を指定します。

スキャン中の最終
温度を維持します

このオプションが選択されている場合は、スキャン開始時に、スキャン前
に最後に測定された温度がディスプレイに維持されます。温度は、新し
いスキャンが完了すると更新されます。



データ設定 
オプション
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図6-1　一般的なデータロギング構成画面
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6 データ設定オプション
データロギング構成 画面 (図6-1) にはメインメニューの [データ] オプションからアクセスで
きます。この画面では、温度測定システムからのデータの取得と保存について設定できます。

6.1 データ
[データ] タブ (図6-1) はソフトウェアでサポートされている各測定器で使用可能なデータを
表示し、選択されている各データ項目についてのデータロギングの構成を可能にします。
選択されているデバイスで使用可能なデータ項目のリストが表示されます。
1) ログ記録する各項目のチェックボックスをオンにします。
2) [追加 >>] ボタンをクリックして、選択中の項目を データロギング リストに追加します。
 項目をリストから削除するには、選択して [削除 <<] をクリックします。
3) 既定のデータロギングモード は連続  ですが、データロギングをトリガー  を使って

有効化する選択もできます。
  トリガーの使用に関する詳細については、セクション6.4と6.5を参照してください。
4) データロギングの頻度を設定する期間 (ミリ秒単位) を指定することもできます。既定の

ロギング間隔の期間は1秒です。 
 注記: トリガーが選択されている場合、ストレージ モードはトリガー条件とそれに対応

する間隔に基づきます。

6.2 トリガー
[トリガー] タブでは、データ保存用のトリガーを設定できます。トリガーごとに次の詳細項目を
設定できます。
• [ID]: 数字とトリガーアイコンの色で定義されるトリガーID
• [名前]: トリガーの説明
• [ソース]: トリガーデータの配信に使用されるデータタグ
• [モード]: 

• [高温しきい値]: トリガーソースの値がしきい値よりも大きい場合にトリガーがア
クティブになります。

• [低温しきい値]: トリガーソースの値がしきい値よりも小さい場合にトリガーがア
クティブになります。

• [範囲内]: トリガーソースの値が高温しきい値と低温しきい値の間の場合にトリガ
ーがアクティブになります。

• [範囲外]: トリガーソースの値が高温しきい値と低温しきい値の外側の場合にトリ
ガーがアクティブになります。

• [低温しきい値]
• [高温しきい値]
• [期間]: トリガー条件がアクティブになった後の保存期間を定義します。
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6.3 トリガーウィザードの使用
トリガーウィザードは新しいトリガーを追加するためのステップバイステップのガイドを提供し
ます。
以下の手順では、トリガーウィザードを使用して‘Spot1’という名前のサーモメーターのトリガ
ーを作成する方法について説明します。このトリガーはサーモメーターの周辺温度が範囲外に
なったときに起動します。
1) トリガーを追加するには、[+新規]ボタンを押します。

トリガーウィザードは、[ステップ1 - 名前]が強調表示されます。
2) トリガーの名前を入力します(例: Spot1周辺トリガー)。ドロップダウンリストから色を選

択して[次へ]を押し、[ステップ2 - ソース]に進みます。
3) 利用可能なソースのリストから必要なデータソースを選択します(例: Spot 1周辺温度)

。[次へ]を押して[ステップ3 - モード]に進みます。
4) ドロップダウンリストから必要なモードを選択します。この例では[範囲外]を選択しま

す。[高温しきい値]設定と[低温しきい値]設定を使用して、サーモメーターの周辺温度の
範囲を指定します(例: 60°C(高温しきい値)と5°C(低温しきい値))。[次へ]を押して[ステ
ップ4 - 期間]に進みます。

5) [期間]画面のコントロールを使用して、トリガー条件が終了した(温度が高温しきい値よ
りも低い値に戻った)後のロギングの継続時間を指定します。書式はhh:mm:ss:msであ
るため、10秒ならば「00:00:10:00」と入力します。[次へ]を押して[ステップ5 - まとめ]
に進みます。

6) [まとめ]画面では、作成中のトリガーの詳細情報が次のように表示されます。 
名前:  Spot 1周辺トリガー
ソース:  Spot 1周辺温度
モード:  範囲外
高温しきい値:  60 °C
低温しきい値:  5 °C
期間:  00:00:10:00

7) 詳細内容が正しい場合は[完了]を押します。
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6.4 データ インターフェイスを開く (ODI) ウィンドウ
[Open Data Interface (データ インターフェイスを開く) (ODI)] ウィンドウには、メイン
メニューの Data (データ)> ODI オプションからアクセスできます。
オープンデータインターフェイス（ODI）ウィンドウは、SPOTProとのデータ接続のサマリーを
提供します。
ODI Clients (クライアント) のヘッダーテキストは接続中の多数のクライアントを表示します。
ODI Data (データ) ヘッダーテキストはアクセス中の多数のアクティブデータ タグを表示し
ます。
次のデータはODI Clients (クライアント)リスト中の各クライアント エントリについて表示
されます:
•  ODI クライアントID
• ODIクライアント接続Status (ステータス)
• ODIクライアントIP Address (IPアドレス)
ODIクライアントリストはSSTソリューションに接続時、新しいエントリを自動的に追加します。
その接続が切断された場合、エントリはODIクライアントリストに残るものの、接続ステータス
は切断に変わります。
クライアントを無効化した場合、クライアントのエントリは、そのクライアントが接続を試みたか
どうかにかかわらず、リスト中に残ります。そのクライアントからのその後の接続は、そのクライ
アントが有効化されるまでブロックされます。
ODI Data (データ) 領域では次の情報が表示されます:
• Show Active (アクティブを表示) または Show All (すべて表示) ラジオボタンで、す

べてのデータまたは現在クライアントでアクティブなデータのみのいずれかを表示します。
• ODI Data (データ) リスト
ODIデータリストは使用可能なすべてのSSTデータタグについて次を表示します:
• Data ID (データID): これはデータタグ名です。
• Value (値): これはSSTデータタグの現在値で1分ごとに更新されます。
• Minimum (最小): これはSSTデータタグの最小範囲です。
• Maximum (最大): これはSSTデータタグの最大範囲です。
• タイプ: これはSSTデータタグのデータタイプです。
• Access (アクセス): これはSSTデータタグのデータアクセスモードを表示します。
• Active (アクティブ): これはSSTデータタグがクライアントによってアクセスされたか

を示します。過去1分間にタグにアクセスがなかった場合、状態は非アクティブに設定さ
れます。 

• Access Type (アクセスタイプ): 最後のクライアントによるアクセスが読み込みまた
は書き込みかを示します。



固定式SPOTサーモメーター

ユーザーガイド6 - 4

SPOTProソフトウェア

6.5 データエクスポート
データはデータエクスポートウィザードを使用して、データベースからエクスポートすることがで
きます。メニューの データ > データエクスポート を選択することでウィザードを開始できます。 
データのエクスポート方法。
1) エクスポートしたいデータの期間を選択します。
2) エクスポートするデータフィールドを選択します。データを見つけやすくするように、列を

ソートし、グループ化することも可能です。全文検索にも対応しています。データベースに
存在するデータのみが表示されます。

3) データをエクスポートするときの出力するファイル形式と使用する区切り記号を選択し
ます。

4) データの出力先と、すべてのデータを一つのファイルに出力するか、毎日異なるファイル
をエクスポートするかを選択します。

5) エクスポートを開始するには、エクスポート内容を確認し、次へを押します。ウィザードは
現在のエクスポートの進行状況を表示します。

セクションの終了
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7 言語
言語 オプションには ヘルプ メニューからアクセスできます。
1) [言語]オプションを選択します。

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。

セクションの終了
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