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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。不明な指示がある場合は、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
Land Instruments International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。疑問があったらLand 
Instruments Internationalに連絡してください。

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、操作
指示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。疑問があったらLand Instruments Internationalに連絡し
てください。

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。

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。吊り上げの作業は必ず現地の条例に規定されている方法で行ってください。

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
電子メール: land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

米国 - ピッツバーグ
AMETEK Land, Inc.
電話： +1 412 826 4444
電子メール: land.us@ametek.com 
Web: www.ametek-land.com

中国
AMETEK Land China Service 
電話： +86 21 5868 5111 内線 122
電子メール: land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

インド
AMETEK Land India Service
電話： +91 - 80 67823240 
電子メール: land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.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、直ちに輸送業者と供給業者にご報告ください。輸送中の破損は、供給業者ではな
く輸送業者の責任です。
破損した機器を送り主に返品しないでください。輸送業者が破損の申し立てを検討できなくなります。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ください。適切な返品手順に関するアド
バイスが得られます。
Land Instruments International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。 

米国で適用される認可

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、または空気圧部品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、Land Instruments Internationalの製品の所有者への補助として提供され、Land Instruments 
International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Land Instruments 
International Ltd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 © 2016 Land Instruments International.
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インドで適用される認可
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ユーザーガイド

1 はじめに
LAND Spot Viewerは、Spotサーモメーターに接続して設定やデータ表示を行うことができ
るPCベースのユーティリティです。
このビューアーソフトウェアは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
Spot Viewer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: デュアルコアPentium相当
• メモリー: 2GB
• ハードドライブ: 250MB
• 光学ドライブ: DVD/CD
• グラフィックカード: 256MB以上
• ネットワーク: 10/100 Ethernetカード
• 画面解像度: 1024 x 768 ピクセル

1.2 サポート対象のオペレーティングシステム
• Microsoft Windows 7: 32 & 64 ビット 
• Microsoft Windows 8: 32 & 64 ビット 

1.3 インストール
SPOT Viewer 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.landinst.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setup.exeを実行します。
 ソフトウェアがインストールされます。
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ユーザーガイド

2 使用開始
注記

SPOT Server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、
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。

ソフトウェアインストールプロセスによってWindowsデスクトップ上にSpot Viewer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。
• [Land Instruments] > [Spot Viewer]を選択します。

2.1 ネットワーク上のサーモメーターのIPアドレスの設定
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サーモメーターソフトウェア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(次のページ)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。

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。

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)。

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、SPOTサーモメーターごと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。
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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

1212

図2-2  SPOT Viewerシステムの概要

SPOT Serverソフトウェア
搭載コンピューター

PoE（Power over Ethernet)

SPOTサーモメーター

図2-3  SPOT Viewerデバイスのウィンドウ
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2.2 SPOTサーモメーターへの接続
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。
1) SPOT Serverソフトウェアを起動します。
2) メインメニューの[デバイス]を選択します。 
 図2-3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。
 [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デバイスのMACアドレスと

IPアドレスが表示されます。SPOT Viewerソフトウェアでは、1台のデバイスのみを接
続できます。

3) [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[ライブ]または[シミュレーション]に設定。

4) デバイスを設定したら、該当するチェックボックスをオンにして有効にします。
 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。
5) 現在の設定をデバイスリスト内で保存することも、[保存]ボタンをクリックして保存する

こともできます。 
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図3-1 一般的なSPOT Viewerインターフェイス

SPOT ビュー テーブルビュー

傾向ビュー

メニュー

ステータスバー
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3 ソフトウェアについて

3.1 Viewerインターフェイスについて
一般的なViewerインターフェイスを図3-1に示します。
Viewerインターフェイスの主要コンポーネントには次のもの
があります。
• SPOT ビュー - LANDスポットサーモメーターの制御

パネルをグラフィック表示したもの。SPOT ビューは温
度を表示し、サーモメーターのメニューシステムにアク
セスできます。また、サーモメーターによって観察されて
いる対象物のスナップショット画像を撮ることができま
す。サーモメーターが2つの検出器を備えている場合(レ
シオモデルなど)は、それぞれの検出器が測定した温度
を表示するように設定できます(セクション3.1を参照)。

• テーブルビュー - 日付/時間順の温度測定値の表形式
のビュー。

• 傾向ビュー - 温度測定値のグラフによるトレース。こち
らも日付/時間順です(セクション3.3を参照)。

3.1.1 ビューでの作業
タブ表示のビューを最大化するには、ビューのタイトルバーをダブルクリックするか、タイトルバー
のコーナーにある小さいボックスをシングルクリックします。
最大化されたビューでダブルクリックすると、図3-1に示す通り既定のレイアウトが復元されます。
必要に応じて、インターフェイス ウィンドウの「タブ表示」ビューを並べ替えることも出来ます。
ウィンドウをドラッグすると、小さいアイコンが現れて、例えば左にドッキング、または上にドッ
キングするなどの配置のオプションが提供されます。
さらに、それぞれのビューはビューのタイトルバーをクリックしてメインウィンドウからドラッ
グすることで、ドッキング解除して画面の任意の位置に配置することが出来ます。既定のレイ
アウトを復元するには、ドッキング解除されたウィンドウをドラッグしてメイン インターフェイ
スに戻し、タイトルバーをダブルクリックするか、タイトルバーのコーナーにある小さいボック
スをシングルクリックします。 
SPOT Viewerソフトウェアが再起動する度、ビューは図3.1に示す通りの既定レイアウトで表
示されます。 
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図3-2  一般的なSPOTビュー

項目 説明
1 対象物の温度表示
2 メニューアクセスボタン
3 機器の温度表示
4 機器温度のアラームステータス
5 画像キャプチャボタン
6 対象物温度のアラームステータス
7 IPアドレスと機器の名前

1

2

3

4

6

5

7
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3.1 SPOTビューコントロールの使用
SPOTビューを図3-2に示します。
対象物の温度または機器の温度のいずれかがアラーム状態になった場合は(対象物の温度が
高い、機器の温度が低いなど)、温度の周囲の枠が赤色で表示されます。アラームの状態は矢
印で示されます。下向きの矢印は対象物または機器の低温を示し、上向きの矢印は対象物ま
たは機器の高温アラームを示します。
画像キャプチャボタンを押すと、サーモメーターのビューファインダーのJPG画像をキャプチ
ャして表示します。
メニューアクセスボタンは[設定]メニューを開きます。このメニューではシステム設定の表示
および更新を行うことができます(セクション4を参照)。
サーモメーターが2つの検出器を備えている場合(レシオモデルなど)は、それぞれの検出器が
測定した温度を表示するように設定できます。
1) 検出器1の読み取り値を表示するには、機器ビュー画面の上

部(LANDロゴよりも上)にマウスポインターを動かします。
 影の付いた赤い領域が表示されます。
2) 赤い部分をクリックして検出器1の温度を表示します。
3) 同様に検出器2の読み取り値を表示するには、機器ビュー

画面の下部(AMETEKロゴよりも下)にマウスポインター
を動かし、赤い部分をクリックします。

 検出器2の温度が表示されます。
 追加画面を閉じるには、赤で強調表示された部分を再び

クリックします。
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図3-4  履歴モードの典型的なテーブルビュー

図3-3  ライブモードの典型的なテーブルビュー



3 - 7

SPOT Viewerソフトウェア固定式スポットサーモメーター

ユーザーガイド

3.2 テーブルビューについて
テーブルビューを図に示します。3-3および3-4に示すテーブルビューには、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。 

モード
• ライブモード(図3-3) – 機器からのリアルタイムな温度データによってグリッドが継続

的に更新されます。 
• 履歴モード(図3-4) – このモードでは記録されているデータを選択して表示できます。

テーブルビューが最初に履歴モードになったときには、ログファイルにあるすべてのデ
ータが表示されます。グリッドに表示する保存データの範囲は、表の各列でデータのフ
ィルターを作成することで選択できます。

指定された日時の表示可能な温度がない場合は、グリッド内でその旨表示されます。

図3-5  テーブルビュー選択オプション
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3.3 傾向ビュー
傾向ウィンドウには、時間軸に対してプロットされるライブまたは履歴の値のグラフが表示さ
れます(図3-6を参照)。
傾向ウィンドウのデータの各項目について、次を行うことができます。
•  傾向プロファイルの色の選択。[色]ドロップダウンボックスをクリックして目的の色を選択

します。
• グラフ表示内での傾向の有効化/無効化。表示する各傾向のチェックボックスをオンにし

ます。

傾向モード
• ライブモード – 機器の温度データの傾向をリアルタイムで表示します。水平軸の時間

は、傾向の設定の窓にある間隔設定によって定められます。縦軸は現在の値に合わせて
自動的に変動します。

• 履歴モード – このモードでは保存されているデータを表示できます。表示される保管デ
ータの範囲は日付と時刻の選択を使って選択することができます。

傾向分析
この画面内の各温度傾向について統計分析が実施され、最小値、平均値、最大値、および変化
率が計算されます。
それぞれの傾向では、次の情報が表示されます。
• データの説明
• 傾向データの最大値
• 傾向データの平均値
• 傾向データの最小値
• 傾向データの変化率(ROC)

図3-6  一般的なSPOT傾向表示
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3.3.1  傾向表示の設定
1) 傾向表示を設定するには、設定アイコン をクリックします。

[傾向の設定]ウィンドウが表示されます。 
2) [X軸の点]オプションを使用してX軸に表示するデータ点の数を指定します。
3) [Y軸のスケールモード)]を[自動]または［手動］(チェックを外す)に設定します。Y軸に手

動モードを使用する場合、軸の[最小値]と[最大値]の値を設定できます。
4) [ラベルの表示]で、傾向ビューでラベルを表示するかどうかを選択します。
5) [更新間隔(ミリ秒)]オプションでは、ライブデータの更新頻度を設定します。



サーモメーター  
設定メニュー

4
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4 サーモメーター設定メニュー
[設定]メニューでは、SPOTサーモメーターの設定の表示や更新を行うことができます。
[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
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4.1 情報

情報画面では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 オプション 注記
接続
接続ステータス

該当なし 機器の現在の接続状態を示します。

機器タイプ 該当なし 機器タイプの読み取り専用の説明
現在のデバイス名 該当なし 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 最大8文字 ユーザーによる機器の説明を設定します。
温度
温度範囲の最小値

該当なし 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

該当なし 現在の温度範囲の最大温度を表示します。

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。
ファームウェアバージョン 該当なし 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 該当なし 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 該当なし 機器が前回校正された日付を表示します。
校正ラベル 該当なし 機器の校正ラベルを表示します。
光ファイバタイプ [はい]/[いいえ] 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。
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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。
この項目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
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
温度

0～5000 測定する対象物の周囲の温度を指定できます。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。
設定した[背景温度]の値は、温度測定時に熱い周囲に
よって発生するエラーを減らすためにサーモメーター
によって使用されます。

温度
温度範囲の最小値

該当なし 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

該当なし 現在の温度範囲の最大温度を表示します。

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。

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。

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。

用途 特定用途機器 – 1つまたは複数の特定材料について
の放射率に依存しない測定用です。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。 
サーモカップル このフィールドを使用して、サーモカップルで得られた製品の「真」温

度を入力します。
測定された温度を入力して今すぐ適用をクリックします。 
計算されたオフセット温度が表示されます。

オフセット 上記サーモカップル読み取り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
定のオフセットを入力することも出来ます。

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。 
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
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[Custom (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
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) 例えば校正炉などの、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0mAまたは4mA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
アナログ出力の高温

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20mA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

コマンド入力I/O機能を指定します。 

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。 

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 サーモメーターの最新のネットワーク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。

4.6 アラーム

図4-3  一般的なスポットサイズ計算機能表示
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メニュー項目 オプション 注記
高いターゲット
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
て高アラームの値を有効にして設定します。

ひくい
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アラームの値を
有効にして設定します。

低信号
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 時間機能の時間間隔をミリ秒で設定します。
アベレージャー 1 ～ 255 アベレージャーの期間を定義する測定数を有効にして

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。
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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。

以下の項目はピークピッカーが有効の場合のみ有効になります。
     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] - 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。

     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 保存された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

「ホールド」
モード

「リセット」
モード

調整可能な減少率

「オン」ディレイ しきい値レベル

温
度
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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
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。
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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 読み取り専用 分析期間内に測定された最高温度です。
平均温度 読み取り専用 分析期間内に測定された平均温度です。
最低温度 読み取り専用 分析期間内に測定された最低温度です。
温度変化率 読み取り専用 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
SPOT Serverソフトウェアに含まれている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次の2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

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) SPOT Server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。
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4.10.2  ラボ校正
1) SPOT Serverソフトウェアで[校正]メニューを開き、[ラボ校正]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。

 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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図5-1　一般的なデータロギング構成画面

1

2

3

図5-2　一般的なデータロギング構成 - [ファイル設定] タブ
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5 データ設定オプション
データロギング構成 画面 (図5-1) 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。

5.1 データ
[データ] タブ (図5-1) 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、トリガー を選んでデータロギングを
有効化することもできます。

  トリガーの使用に関する詳細については、セクション5.4と5.5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。

5.2 ファイル設定
[ファイル設定] タブ (図5-2) では、保存タイプと、ファイル設定、ディスク設定、およびアーカイ
ブ設定を指定できます。
1) 保存タイプ (1)  は XML に設定されています。

XML オプションではデータをXMLテキストファイルとして保存します。 
2) XML保存では、次の[ファイル設定]を指定できます。

• [ファイルサイズ](2) - 保存前に取得するXMLファイルのサイズを指定します。デ
フォルトのファイルサイズは100 MBです。

• [ファイル期間](3) - 保存前にデータを取得する期間を指定します。デフォルトの
期間は1日です。

 注記: [ファイルサイズ]または[ファイル期間]のいずれかの条件が最初に満たされたとき
にデータが保存されます。

3) [場所]にファイルの保存場所を指定します。
4) [ディスク設定]オプションで[最大ディスク使用量]の値を指定します。これは保存のため

に使用するディスク容量の最大値です。デフォルト値は90%です。
5) [ディスクが一杯のときのアクション]オプションでは、[最大ディスク使用量]の値に達した

ときのデータの処理方法を指定できます。 
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次のオプションを指定できます。
• [上書き] - 新しいファイルが作成されるたびに最も古いファイルが削除されます。
• [アーカイブ] - 最も古いファイルを[アーカイブ設定](次を参照)で定義されたアー

カイブ場所に移動します。現在の保存ファイルは保存場所に残りますが、他のファ
イルはすべてアーカイブに移動します。

6) [アーカイブ設定]オプションで、[自動アーカイブ]をオンまたはオフにして、[日数]に指定
した日数が経過した後に自動アーカイブを行うかどうかを選択します。

7) [場所]にアーカイブの場所を指定します。注記: アーカイブの場所はステップ3で指定し
た保存場所とは異なる場所にする必要があります。

8) データを直ちにアーカイブする場合は、[今すぐアーカイブ]ボタンを押します。これによ
りデータが指定した場所にアーカイブされます。

5.3 トリガー
[トリガー] タブ (図5-3) 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しきい値と低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しきい値と低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。

• [低しきい値]
• [高しきい値]
• [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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5.4 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。[高しきい値]設定と[低しきい値]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(高しきい値)と5°C(低しきい値))。[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
高しきい値:  60 °C
低しきい値:  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 追加メニューオプション

6.1 言語
[言語]オプションには画面の右上隅の「国旗」のアイコンからアクセスします。ここでは、SPOT 
Serverソフトウェアの言語を選択できます。
1) [言語]の国旗をクリックします。

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。





製品保証
新しい製品をLand Instruments Internationalからご購入いただきありがとうございます。 Landの「引き取り」保
証では、設計または製造の欠陥に起因する故障が保証の対象になります。  保証期間は、英国ドロンフィールドにある
Land Instruments International Ltd.の工場から機器が発送された日から始まります。

36か月保証
System 4およびUNOサーモメーターが獲得した信頼性と長寿命性の評判に基づいて、Landでは次の製品
について業界をリードする36か月の保証をお客様に喜んで提供いたします。
SPOTサーモメーター、アクセサリー、取り付け具、およびSPOTベースの特殊機器。
• システム4温度計、プロセッサー、アクセサリーおよびマウント、更にシステム4をベースとする特殊機器。
• UNOサーモメーター、アクセサリー、取り付け具、およびUNOベースの特殊機器。

• LANDMARK® Graphicベースの専用用途プロセッサー
• ABTS/SおよびABTS/U
• FTS
• VDT/SおよびVDT/U
• DTT
• FLT5/A

この36か月保証は、上記リストの製品について2002年5月1日以降に受け取ったすべてのご注文に対して標準で提供されます。
当社のお客様は性能、品質、信頼性および金銭的価値の基準を設定することを当社に期待していると考えています。  この36
か月保証は、実行中の継続改善プログラムの一部であり、温度測定において選択されるパートナーという地位を当社が維持す
るために取り組む1つの方法に過ぎません。

24か月保証
次のLand Instruments Internationalの製品には24か月の保証が提供されます。

• ARC
• FTI-E
• NIR

12か月保証
36か月または24か月の保証(上のリストを参照)が提供されないすべてのLand Instruments Internationalの製品には、12
か月の保証が提供されます。
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保証の適用外

保証期間中に要求される可能性がある校正チェックに関連するコストは保証の対象外であることに注意してください。

Landは、保証期間中に請け負う点検/校正チェックに関して、その原因が保証条件の対象外と見なされる場合には、手数料を
請求する権利を保持します。

Landの保証では、以下に起因する製品の故障は保証の対象になりません。
• 不適切な電気配線。
• 製品の定格外の電源への接続。
• 物理的ショック(落下等)および衝撃による損傷。
• ライトガイドの不適切な経路、支持、物理的ショックや曲げの保護など(光ファイバサーモメーターのみ)。
• 製品のIP/NEMA定格を超える環境条件。
• 製品の周囲温度、湿度、および振動の定格外の環境条件。
• 環境汚染(溶媒蒸気、空気中の汚染物の沈着、非中性pHの冷却液など)。
• 冷却ジャケットの中の水/エアの流れの中断や不適切な設置の結果によるオーバーヒート。
• 製品に対する不適切な修正(サーモメーターの本体に穴を開けるなど)。
• 仕様外の製品校正を招く不適切な再校正。
• パラメーター調整を必要とする不適切なサーモメーターの再密閉(UNO、FLT5/Aなど)。
• 認可されていない修理センターによる修理の試み。

Land Instruments International Ltd  •  Dronfield S18 1DJ  •  England  •  電話: +44 (0) 1246 417691 •  ファックス: +44 (0) 1246 410585     
電子メール: and.enquiry@ametek.com  •  www.landinst.com
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製品保証
保証の適用外

保証期間中に要求される可能性がある校正チェックに関連するコストは保証の対象外であることに注意してください。

Landは、保証期間中に請け負う点検/校正チェックに関して、その原因が保証条件の対象外と見なされる場合には、手数料を
請求する権利を保持します。

Landの保証では、以下に起因する製品の故障は保証の対象になりません。
• 不適切な電気配線。
• 製品の定格外の電源への接続。
• 物理的ショック(落下等)および衝撃による損傷。
• ライトガイドの不適切な経路、支持、物理的ショックや曲げの保護など(光ファイバサーモメーターのみ)。
• 製品のIP/NEMA定格を超える環境条件。
• 製品の周囲温度、湿度、および振動の定格外の環境条件。
• 環境汚染(溶媒蒸気、空気中の汚染物の沈着、非中性pHの冷却液など)。
• 冷却ジャケットの中の水/エアの流れの中断や不適切な設置の結果によるオーバーヒート。
• 製品に対する不適切な修正(サーモメーターの本体に穴を開けるなど)。
• 仕様外の製品校正を招く不適切な再校正。
• パラメーター調整を必要とする不適切なサーモメーターの再密閉(UNO、FLT5/Aなど)。
• 認可されていない修理センターによる修理の試み。
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SPOT
高精度なマルチモード固定式スポット  
非接触型サーモメーター製品ファミリー

英国で適用 米国で適用 インドで適用

Land Instruments International
Dronfield, S18 1DJ, 
England 

電話： +44 (0) 1246 417691
電子メール: land.enquiry@ametek.com 
www.landinst.com 

AMETEK Land - 南北アメリカ 
150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, U.S.A. 

電話： +1 (412) 826 4444
電子メール: irsales@ametek.com 
www.ametek-land.com 

AMETEK Land China Service 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai,  China 
電話： +86 21 5868 5111 ext 122
電子メール: land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
India  

電話： +91 - 80 67823240 
電子メール: land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com


