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ThermoViewソフトウェアとTV40サーマル・イメージャ
は、産業プロセスの制御、モニタリング、データ保存を実
現します。

ThermoViewソフトウェアを使えば、プロセス制御装置
に接続して同期入力を受け取り、パス(合格)/フェイル(
不合格)式の出力によって製品検査を行えるほか、温度
のアラーム出力やモニタリング、プロセス温度データの
保存ができます。製品の不具合対策のために、複数の温
度解析ツールを利用してトレンド分析も可能です。

TV40サーマル・イメージャは、Fluke Process 
Instrumentsが長年にわたって取り組んできた産業アプ
リケーション分野に向けた堅牢な製品となっています。
イメージャ本体はシールドコネクタを採用したIP67のハ
ウジングに収められています。また、標準のサーマル・イ
メージャは、“オンボード”レンズを搭載していますので、
外部に可動部品がまったくありません。高速なGigEイン
ターフェースにより60fpsという高速データ転送が可能
なうえ、Power over Ethernet(PoE)にも対応しています。 

組込み
デジタルおよびアナログI/O モジュールに加え、GigE 
VisionとPower over Ethernetによって、TV40サーマ
ル・イメージャは工場レベルのあらゆる自動化システ
ムに簡単に組込むことができます。過酷な産業現場
のために設計された幅広いアクセサリとともに、IP67
の専用ハウジングが長期にわたる信頼性の高いサ
ーマル・イメージング機能を保証します。また、現場
で交換可能な校正済みのレンズも多数ご用意してお
り、どのような用途でも適切な視野を実現します。同
時に標準カメラにもレンズが内蔵されているため、
外部に可動部品がまったくありません。さらにTV40
サーマル・イメージャには可視光カメラも搭載されて
おり、赤外線画像と可視画像を組み合せることで、
遠隔からでも適切に照準調整できるようにしていま
す。プロセスのモニタリングは、ThermoViewソフト
ウェアでも、サーマル・イメージャに内蔵のWebサー
バに直接接続することでも可能です。

可視化 
GigE Visionによる最高フレームレート60fpsの熱画
像取得能力。多数のソフトウェア・ツールによるポス
ト処理で、温度データの解析が簡単に行えますの
で、実用的の域を超えて、より深くリアルタイムにデ
ータを分析する能力が得られます。TV40サーマル・
イメージャは、プロセスの分析のために高解像度な
熱画像と可視画像を同時にThermoViewソフトウェ
アに送ります。そのため、他の方法では見落としがち
な詳細まで浮き彫りになります。さらに多数のカメラ
からの画像をつなぎ合わせリアルタイムに表示すれ
ば、あらゆる細部が確認できます。

制御
TV40サーマル・イメージャとThermoViewソフトウェ
アを組み合わせれば、連続的なモニタリングが可能
になるとともに、DAQモジュールやI/Oプロセス制御
を用いて予期せぬ温度イベントが発生した場合にア
ラームを出すこともできます。また手動あるいは自動
による画像とAOIデータの記録機能によって、プロセ
スのトレーサビリティが実現します。ThermoViewソ
フトウェアを用いると、同時に複数の画像に対して
モニタリング、保存、アラーム監視が可能です。 

Fluke Process Instrumentsの最上位機
ThermoView TV40 は、ファクトリ・オートメーション用途に向けて設計
された高性能な産業用サーマル・イメージング・システムです。堅牢な
赤外線カメラに、直感的で高機能な制御・モニタリング用ソフトウェア
を組み合わせました。温度制御やモニタリングからデータ保存まで完全
な統合ソリューションとして、プロセスのトレーサビリティと製品品質を
確実に支えます.

産業プロセスの可視化と制御を可能にする
サーマル・イメージング・ソリューション。

TV 43 TV 46

320 x 240 
サーマルイメージャー＋

可視ライトカメラ

640 x 480 
サーマルイメージャー＋

可視ライトカメラ

対応波長域 8 - 14 µm

-10 ~ 1200 °C 

追加レンズ・オプション(現場で取付可能)
0.75x 広角レンズ (45º x 34º) 

2x レンズ (17º x 12.7º) 
4x レンズ (8.5º x 6º) 

マクロレンズ
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ソフトウェア 

ThermoViewソフトウェア
ThermoViewソフトウェアは、幅広い分析ツールや
プロセスモニタリング・ツールをパッケージ化した
高機能なソフトウェアです。

分析
 • ヒストグラム
 • 等温線
 • 領域およびポイントのトレンド・データ収集と表示
 • 自動モードでシステムが動作中も、同時にオフライ

ンで画像を表示

自動モード
(プロセスモニタリング、アラーム監視、データ保存)

 •  連続または断続的な温度イベントのチェック
 • アラームやトリガに対する温度条件をユーザ定義

可能
 • 発行したアラームや信号をデジタルI/Oへ受け渡し

一般機能
 • シーケンス・ファイルとトレンド・データのエクスポ

ート
 • それぞれのAOIに個別の放射率を設定可能
 • 複数画像の表示

ThermoView Liteソフトウェア
ThermoView Liteソフトウェアは、TV40サーマル・イメー
ジャの機能や使用のメリットに親しんでもらうための入
門ソフトウェア・パッケージとなっています。

ThermoView Liteの利点は：

 • TV40サーマル・イメージャによる熱画像の表示
 • オフラインでの画像や画像シーケンスの読込み
 • 画像をクリップボードにコピー

TV40サーマル・イメージャWebサーバ
 • イメージャの初期設定
 • TV40サーマル・イメージャによる

熱画像と可視画像の表示

ヒストグラムは、ある領域の温度分布を明らかに
するのに有効です。

それぞれの分析対象について、平均温度と最高・最低
温度をプロット可能です。

 • ThermoView I/Oへのインターフェース 
   過加熱や加熱不足に対するI/Oアラーム

 • オフライン・データ分析に向けた熱画像の記録と再
生 
   シーケンス・ファイルを保存することにより、プ
ロセスや製品の不具合対応を可能にします

 • 複数画像の表示や貼合わせが必要な
アプリケーションでも利用可能

 • 多数の言語を選択可能
 • 多数のファイル・エクスポート機能

 • AOI(関心領域)のトレンド・データ記録によって、
製品品質を確保するトレーサビリティが実現

 • システム・アラーム機能
 • 複数のWindows OS(Windows 7,8,10)をサポート)

TV40サーマル・イメージャとThermoViewソフトウェアのインターフェースは、次のような機能を提供します：



Fluke Process Instruments の保証について
ThermoView TV40サーマル・イメージャは、2年保証の製品となっています。当社は、100ヵ国以上に技術力の
ある代理店を、また米国・ドイツ・中国には営業所を置き、現地でのサービスとサポートを提供しています。
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アクセサリ
取付けやハウジングについて幅広いアクセサリをご用意
しています。さらに、トリガやアラーム出力にデジタルI/O
も利用いただけます。

用途
 • 温度モニタリング
 • 重要な設備のモニタリング
 • 熱間プレス
 • ブレーキ試験
 • 石灰焼成炉
 • へら絞り加工
 • 廃棄物焼却炉
 • ボイラのモニタリング

主な機能 
 • I/Oアラーム機能
 • Ethernet/IPを介した他の機器との通信
 • システムの診断と通信の自動的な再接続機能
 • トレンド・データやシーケンス・ファ

イルを記録して簡単に再生
 • モニタリング/アラーム監視とオフ
ライン表示が同時に可能

 • 自動化アプリケーションのために、外部機器か
らのプロジェクトをリモートで読込み可能

主な特長
 • 広い測定温度範囲：‐10 ~ 1200°C
 • 320 x 240、640 x 480赤外分解能
 • フレームレート9 fpsまたは60 fps

のモデルを選択可能
 • 保護等級IP67 (NEMA 4)の堅牢なハウジング
 • 照準： IR-Fusion®テクノロジ(熱画像と可視

画像の組合せ)で簡単に視野を調整。さら
に両画像を融合させて詳細な評価も。

 • 電動リモート・フォーカス機能
 • 現場で交換できる多数のレンズ・

オプションを利用可能
 • GigE Visionインターフェース搭載
 • PoE対応LAN/Ethernetによるサーマル・イメ

ージャとの通信で、ネットワークやWebサー
バ、ThermoViewソフトウェアにアクセス

 • ThermoViewソフトウェアは産業分野の
自動化アプリケーションにも対応

 • 200°Cまでの環境温度に耐える高温用ハウジング

これらの製品はECCN6A003.B4Bで制御されます。 
目的地によって輸出ライセンスが必要です。ライセンス要求のRS1コントロールを参照してください。



主な特長
 •  広い測定温度範囲：‐10 ~ 1200°C
 • 320 x 240、640 x 480赤外分解能
 • フレームレート9 Hzまたは60 Hzのモデルを選択可能
 • 保護等級IP67 (NEMA 4)の堅牢なハウジング
 • 照準： R-Fusion®テクノロジ(サーマル画像と可視画像

の組合せ)で簡単に視野を調整。さらに両画像を融合
させて詳細な評価も。

 • 電動リモート・フォーカス機能
 • 互換性のあるレンズ・オプションで様々な現場に対応

可能
 • GigE Visionインターフェース搭載
 • PoE対応LAN/Ethernetによるサーマル・イメージャと

の通信で、ネットワークやWebサーバ、ThermoViewソ
フトウェアにアクセス

 • ThermoViewソフトウェアは産業分野の自動化アプリ
ケーションにも対応

 • 200°Cまでの環境温度に耐える高温用エンクロージャ
 • エアパージを始めとするアクセサリを利用可能

ThermoView® TV40
サーマルイメージャーデータシート

Process 
Instruments

レンズ視野(FOV)の例

TV40サーマル・イメージャと
ThermoViewソフトウェア。ファクト
リ・オートメーションやプロセス検
査、プロセス・モニタリングなどの
用途に。.

レンズの種類        距離       HFOV      VFOV ピクセル・サイズ
m m m mm 

標準レンズ

0.5 0.3 0.2 0.93
1.0 0.6 0.5 1.85
3.0 1.8 1.4 5.56

10.0 6.1 4.6 18.54

広角レンズ
FPI 0.75X WIDE LENS

0.5 0.4 0.3 1.23
1.0 0.8 0.6 2.45
3.0 2.5 1.8 7.36

10.0 8.3 6.1 24.54

全く新しい可能性を - 産業アプリケーションでの150
年におよぶ実績が支える信頼のブランドから、高性能
な産業用サーマル・イメージャが登場しました。この
ThermoView TV40は、お客様が直面するもっとも困難
な環境条件に対応した設計と、直感的で高機能な解析
ソフトウェアの採用によって、プロセスの監視・制御に
対するお客様それぞれのニーズに応えながら、高い性
能を発揮します。 

HFOV－水平視野 (水平視野角)
VFOV－垂直視野 (垂直視野角)

測定領域のサイズはオンラインで計算できます： 
www.flukeprocessinstruments.com/TV40

VFOV

High

Width

HFOV

Single PixelDistance Field of View距離 視野 (FOV)

幅

高さ

1ピクセル



測定仕様
ThermoView TV43 ThermoView TV46

照準 サーマルイメージャー＋可視ライトカメラ (640 x 480)

温度測定範囲
-10 ~ 1200 °C 

サブレンジ 1: -10 ~ 80 ºC 
  サブレンジ 2: -10 ~ 250 ºC

測定精度 ±2 ºC または読み値の±2％（いずれか大きい値）

画素数 320 x 240 (76,800 ピクセル) 640 x 480 (307,200 ピクセル)

応答波長 8 ~ 14 µm

検出器 非冷却フォーカルプレーンアレイ 

視野角 水平 34º x 25.5º

追加レンズ・オプション
(現場で取付可能)

0,75x 広角レンズ (45º x 34º) 
2x レンズ (17º x 12,7º) 
4x レンズ (8.5º x 6º) 

マクロレンズ

焦点範囲 赤外線:15 cm – ∞ (電動リモート・フォーカス)  
可視光： 60 cm – ∞

フレームレート 9 または 60 (fps)  
(注文時に指定ください)

放射率補正 0.10 ~ 1.00

インターフェース GigE Vision

LED表示 電源状態，システムのエラーコード

動作温度 -10 ~ 50 ºC

保管温度 -20 ~ 50 ºC

湿度 10 ~ 95 %，結露なきこと

電源 12 ~ 26 DCV, PoE (Power over Ethernet)

消費電力 8 W (通常) 13 W (最大)

耐衝撃性 IEC 60068-2-27 (機械的衝撃): 50 g, 6 ms, 3 軸

耐振動性 IEC 60068-2-26 (正弦波振動): 3 g, 11–200 Hz, 3 軸

保護等級 IP67 (NEMA 4)

寸法 (B x H x L) 約83 x 83 x 158 mm

重量 約1.08 kg

     サーマル・イメージャ背面             サーマル・イメージャ正面

電源入力GigE通信

LED(ステータス)

可視光
カメラ

赤外線
レンズ

自動レンズ検出のた
めのピン・コード

追加レンズ用のバ
ヨネット式ねじ
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サーマル・イメージャの寸法

 .2361/4-20 UNC - 2B 
2X  .201  .236

158.47
(6.239)

70.86
(2.790)29.46

(1.160)

 .250M4X0.7 - 6H 
2X  .130  .250

82.55
(3.250)

82.55
(3.250)

43.18
(1.700)

15.06
(.593) 41.27

(1.625)

21.59
(.850)

13.33
(.525)

21.59
(.850)

21.59
(.850)

18.41
(.725)

18.41
(.725)

アクセサリ 
TV40サーマル・イメージャには、取扱説明書、校正証明
書、クイック・リファレンス・ガイド、安全データシートが
付属しています。
そのほか、以下のようなアクセサリをご用意しています：

 •  広角レンズ、TV43/TV46用 (45° x 34°)
(FPI 0.75X WIDE LENS)

 •  2X望遠レンズ、TV43/TV46用 (17° x 12.7°)
(FPI 2X LENS)

 •  4X望遠レンズ、TV43/TV46用 (8.5° x 6°)
(FPI 4X LENS)

 • マクロレンズ、TV43/TV46用 (FPI MACRO LENS)

 .2361/4-20 UNC - 2B 
2X  .201  .236

158.47
(6.239)

70.86
(2.790)29.46

(1.160)

 .250M4X0.7 - 6H 
2X  .130  .250

82.55
(3.250)

82.55
(3.250)

43.18
(1.700)

15.06
(.593) 41.27

(1.625)

21.59
(.850)

13.33
(.525)

21.59
(.850)

21.59
(.850)

18.41
(.725)

18.41
(.725)

45.47
(1.790)

mm (inch)

Fluke Process Instrumentsの保証について
ThermoView TV40サーマル・イメージャは、2年保証の製品となっています。当社は、100ヵ国以上に技術力のある代理
店を、また米国・ドイツ・中国にはオフィスを置き、現地でのサービスとサポートを提供しています。いつでも安心してご相
談いただけます。

南北アメリカ 
アメリカ合衆国、ワシントン州エバレット 
Tel: +1 800 227 8074 (アメリカ合衆国およびカナダのみ) 

+1 425 446 6300 
solutions@flukeprocessinstruments.com

日本 
日本、東京 
Tel: +81 03 6714 3114  
info@flukeprocessinstruments.jp

グローバル・サービス  
Fluke Process Instrumentsでは、修理や校正などのサービスにお応
えしています。詳細につきましては、最寄りの営業所までお問合せくだ
さい。

www.flukeprocessinstruments.com
© 2018 Fluke Process Instruments 
仕様は予告なしに変更することがあります。  
4/2018 6010793A_JP

Fluke Process Instruments

 •  PoEインジェクタ(産業用)。電力を供給するととも
に、イーサネット・ハブとしても機能します (入力AC
110/220V) (A-TV-POE-2)

 •  エアパージ用カラー (保護ウィンドウ付き)
(A-TV-AP)

 •  保護エンクロージャ (水冷/エアパージ機能)
(A-TV-WC)

 • ThermoView用保護ウィンドウ (A-TV-PW)
 •  24 VDC, 1.2 Aの産業用電源、DINレール取付式
(A-PS-DIN-24V)

 • マウント・ベース (A-TV-MB)

これらの製品はECCN6A003.B4Bで制御されます。 
目的地によって輸出ライセンスが必要です。ライセンス要求のRS1コントロールを参照してください。

http://www.japanlaser.co.jp
mail to: meas@japanlaser.jp

東京本社　　東京都新宿区西早稲田2-14-1
大阪支店　　大阪市東淀川区東中島1-20-12ユニゾーン新大阪2階
名古屋支店　名古屋市中区錦3-1-30錦マルエムビル　

TEL 03-5285-0861　　FAX 03-5285-0860
TEL 06-6323-7286　　FAX 06-6323-7283
TEL 052-205-9711　　FAX 052-205-9713

販売代理店




