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はじめに 

本書は、放射温度計 IT-480 向けアプリケーションソフトウェア IT-480camera 

(以下、IT-480camera) を取り扱う方を対象に書かれています。 

ご使用になる前に、本書を必ずお読みください。IT-480camera の仕様は、改良のため予告なく変更す

ることがあります。 

また、本書に記載されている内容も予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

■保証と責任の範囲 

本アプリを利用することにより、以下の条件に同意したものとみなします。 

 

① 当社は、IT-480camera による IT-480 本体や AndroidTM 端末 (以下、Android 端末) 内

のデータの損傷・毀損・滅失・漏洩や、Android 端末の動作不良・不具合・故障およびこれによる損害、

その他、本アプリの使用に関連して生じた事故や損害について、一切その責任を負いかねますので、ご了

承ください。  

 

② 当社は、IT-480camera の使用中に、IT-480 本体や Android 端末を落下させた場合、衝撃を

与えた場合、使用上の注意事項を遵守いただけなかった場合等における、IT-480 本体や Android 端

末の故障や事故、データ不良、動作不良、その他使用に伴う損害について、一切その責任を負いかねま

すので、ご了承ください。 

 

③ 強行法規の適用等により前２項その他本書に定める免責規定が適用されない場合であっても、当

社は、当社の過失（重過失を除く。）により生じた損害についての責任は、当該損害のうち現実に発生

した直接かつ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ、IT-480 本体の販売価格を限度額として賠償責

任を負うものといたします。 

 

IT-480 本体の取り扱いおよび、保証と責任の範囲については、IT-480 本体に同梱の取扱説明書を

参照ください。 

 

■使用上の注意事項 

Android 端末のスリープモードの設定を OFF にしてください。また、その他の節電機能等（アプリを含む）

は使用しないでください。Android 端末のスリープモードを ON に設定していると、データが取り込まれなか

ったり、IT-480 との通信が切断したり、取り込み間隔が一定にならなかったりする場合があります。 

IT-480camera の起動中は、IT-480 本体もしくは Android 端末が発熱する場合があります。発熱

した場合は、即座に IT-480camera の使用を中止し、常温に戻るまでお待ちください。 

IT-480camera の起動中は、画面の表示を OFF にしないでください。画面表示 OFF の状態で使用さ
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れた場合、Android 端末のオペレーティングシステム (以下、OS) が強制的に接続を切断することがあ

ります。また、同時に複数のアプリを起動中は、Android 端末のメモリ不足により動作が不安定になる場

合があります。 

IT-480camera の日時表示は、Android 端末の時計を参考にしています。IT-480camera の使用

前に、Android 端末の時計が正しく設定されていることを確認してください。その他、Android 端末の設

定は、適切に行ってください。 

画像や動画、csv データの保存先は Android 端末や設定により異なります。通常は、Android 端末

の内部ストレージに作成される［IT-480］フォルダや、SD メモリカードに保存されます。なお、データの保

存には、Android 端末に一定以上の空き容量が必要です。また、機種によっては手動で SD メモリカー

ドのマウントが必要な場合があります。SD メモリカードは、お客様でお使いの Android 端末に対応してい

るものをご使用ください。 

USB ケーブルの接続およびスマホホルダへの Android 端末取り付けのため、Android 端末には保護カ

バーを装着しないでください。 

IT-480 への給電は、Android 端末から行われます。Android 端末は十分に充電された状態でお使い

ください。IT-480camera の使用中は、電池残量に十分注意してください。 

IT-480cameraの操作や温度測定は、必ず立ち止まって行ってください。歩きながらの操作や測定は危

険ですのでおやめください。 

IT-480camera のダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。 

 

■商標について 

・Android は Google LLC の商標です。 

・Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。 

・Google フォト および Google フォト ロゴは、Google LLC の商標です。 

・QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

・SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC は SD-3C, LLC の商標です。 

 その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 本書では、R マーク、TM マークは省略している場合があります。 

 

■IT-480camera についてのお問い合わせ先 

カスタマーサポートセンター 

フリーダイヤル 0120-37-6045 

受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（祝祭日を除く月曜日～金曜日） 
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1 概要 

IT-480camera では、放射温度計 IT-480 と組み合わせて使用します。Android 端末のカメラを利

用して、離れた場所から測定した対象物の表面温度と一緒に画像や動画の保存ができます。 

測定対象と温度結果を重ね合わせて残したい場合に最適です。 

お手持ちの自撮り棒や三脚に IT-480 とAndroid端末を取り付けて使用することも可能です。使用される場

合は当社から販売しているアタッチメントセット (購入コード：3200856516) が必要です。最寄りの販

売代理店までご用命ください。 
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2 IT-480camera のインストール 

■対応 OS について 

・Android 8.0 (Oreo) 以上 

 

ただし、全ての Android 端末との接続および動作を保証するものではありません。 

 

■対応言語について 

Android 端末の言語設定に依存します。 
 

Android 端末 IT-480camera 

言語

設定 

日本語 日本語 

日本語以外 英語 

 

■IT-480camera のダウンロード 

以下のリンクにアクセスして、IT-480camera をダウンロードし、インストールしてください。 

     

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horiba.it480.it480camera 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horiba.it480.it480camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horiba.it480.it480camera
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3 IT-480camera アタッチメントの取り付け 

スマホホルダとアタッチメントを使う場合は、以下の手順で取り付けます。 

①IT-480 本体に、アタッチメントを取り付けます。 

  

②1/4“ネジ を用いて、スマホホルダに、上記の①のアタッチメントを取り付けます。 

    

 ねじがしっかり締められ、Android 端末が固定されていることを確認してください。 

 

③スマホホルダに Android 端末を装着し、IT-480 と Android 端末に USB ケーブルをつなぎます。 

  

 

注意 

使用前にはねじがしっかり締められ、Android 端末が固定されていることを確認してください。 

自撮り棒や三脚をお使いの場合、IT-480 や Android 端末の重みにより、取付位置のずれや落下が

起こる場合があります。十分にご注意ください。 

持ち運び時にはケーブルや Android 端末、IT-480 を取り外してください。  
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4 アプリ操作 

画面は本書作成時点のものです。予告無く仕様が変更される場合があります。 

また、Android 端末や OS のバージョンによって、画面の見た目が異なる場合があります。 

 

注記 

Android 端末によっては、OTG 接続の設定を ON にする必要があります。 

手順等につきましては、お使いの Android 端末の本体の取扱説明書をご参照ください。 

 

■起動 

 

 

■ソフトウェア使用許諾書 

本書の内容を理解したうえで使用すること及び画面に表示されるソフトウェア使用許諾書の内容に同意

された場合のみ、以下の[同意する]をタップして、IT-480 camera の使用を開始してください。 
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■ヘルプ画面 

IT-480 を接続すると、下図のヘルプ画面が表示されます。 

表示された内容を確認後、 [OK] をタップします。 

 

■測定画面 
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■設定画面 

設定項目 設定方法 

アラート用上限温度 数値入力 

アラート用下限温度 数値入力 

測定間隔 (秒) 0.1~1.0（0.1 刻み）で選択 

画面点灯 on/off 選択 

ログを CSV 出力 on/off 選択 

放射率 数値入力 

移動平均 数値入力 

装置接続時にヘルプ表示 on/off 選択 

ライセンス 内容をダイアログ表示 

バージョン 内容をダイアログ表示 

 

 

 

■アラート画面 
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■画像撮影 

 

 

■画像保存 

 

 

 

■動画撮影 
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■動画保存 

 

 

■終了 
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5 故障かな？と思ったとき 

症状 原因 対応方法 参照先 

温度測定ができない

または 

温度表示がおかしい 

Android 端末の充電不足 Android 端末を充電してください。 － 

ケーブルが正しく接続されてい

ない 

通信ケーブルを正しく接続してください。 

 ホスト側：Android 端末 

 デバイス側：IT-480 

P7 

ケーブルが故障している ケーブルを交換してください。 P7 

IT-480 が故障している 

最寄りの販売代理店または、 

当社カスタマーサポートセンターに 

ご連絡ください。 

－ 

IT-480 の測定温度範囲外 
IT-480 本体の取扱説明書を 

ご参照ください。 

IT-480

取扱説

明書 

画像または動画が 

保存できない 

Android 端末または SD メ

モリカードの容量不足 

空き容量が十分にある Android 端末 

または SD メモリカードを使用してください。 
－ 

Android 端末の 

設定ができない 

Android 端末の設定が 

できない 

最寄りの携帯電話販売店舗や電気店等

にお問い合わせください。 
－ 
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6 オープンソースソフトウェアについて 

■オープンソースソフトウェアについて  

IT-480camera は、オープンソースソフトウェア (以下、OSS) を利用しています。これらのソフトウェアに

は、それぞれ該当する条件が適用されます。 

IT-480camera で利用しているオープンソースソフトウェアについては、ソフトウェア上の設定画面でご確

認ください。なお、オープンソースソフトウェア自体の保守はいたしかねます。  

  

■ソースコードの提供について  

お客様は、GPL および LGPL の条件により利用許諾されるソフトウェアについて、ソースコードの入手、改

変、および再配布する権利があります。OSS のソースコードおよび IT-480camera のオブジェクトコード

の提供をご希望の場合は、その旨を IT-480camera のバージョン番号とともに、 

it480camera@horiba.com にメールでご連絡ください。 

OSS のソースコードは、ウェブサイトからダウンロードしていただけます。 

(https://www.horiba.com/jp/process-environmental/products-

jp/thermometry/fixed-sensors/details/it-480-series-infrared-thermometers-

33347/) 

IT-480camera のオブジェクトコードは、複製ファイルをメールに添付して、開示を要求した方に送付しま

す。ソースコード、オブジェクトコードともに、配布期間は、以下のうち、いずれか長い方の期間とします。な

お、配布時に発生する費用は、開示を要求した方の負担とします。 

 ・IT-480camera の公開終了後 3 年までの期間  

 ・IT-480camera の公開から当社が補修用部品の提供を終了するまでの期間 

 ・IT-480camera の公開から当社がカスタマーサポートの提供を終了するまでの期間 

 

■OSS の保証について  

適用法令の範囲内で、当該 OSS の保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利などにつ

いては一切の保証がなく、「as is」 (現状有姿) の状態で、かつ明示か黙示であるかを問わず一切の保

証をつけないで、当該 OSS が提供されます。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性についての

黙示の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。当該 OSS の品質や性能に関するす

べてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該 OSS に欠陥があるとわかった場合、それに伴う派生

費用および修理や訂正に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。 

適用法令の定め、または書面による合意がある場合を除き、著作権者や上述した許諾を受けて当該

OSS の変更または再配布をなし得る者は、当該 OSS を使用したこと、または使用できないことに起因す

る一切の損害についていかなる責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような損害が発生する可

能性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発

損害、および間接損害が含まれます (データの消失、またはその正確さの喪失、お客様や第三者が被っ

https://www.horiba.com/jp/process-environmental/products-jp/thermometry/fixed-sensors/details/it-480-series-infrared-thermometers-33347/
https://www.horiba.com/jp/process-environmental/products-jp/thermometry/fixed-sensors/details/it-480-series-infrared-thermometers-33347/
https://www.horiba.com/jp/process-environmental/products-jp/thermometry/fixed-sensors/details/it-480-series-infrared-thermometers-33347/
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た損失、他のソフトウェアとのインターフェースの不適合化なども含まれますが、これに限定されるものではあ

りません)。 
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