
PORTABLE EFFICIENCY



condition 
monitoring in a 
league of its own

em·er·ald  \’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



高技術による作業のシンプル化
機械装置が複雑か否かにかかわらずどの産業においても製造
環境や製造工程のメンテナンスを効率よく行うには知識が必
要となります。  

SPMの状態監視法は簡単に習得し実践することができます。
非常に高度な測定技術により、経験が少なくても作業能率を
促進し膨大なメンテナンス業務の効率化を図ります。

SPM HD®法（特許取得済・メンテナンスサービスアワード受
賞）は、これまでの振動測定技術では、状態監視が不可能であ
った機械の問題を明らかにすることができ、状態監視を行う機
械装置の種類を大幅に広げました。

ポータブル計測器で効率化を
Leonova Emerald® は産業機械保全用ポータブル計測器で
す。過酷な環境下でも毎日使用できる最新のメンテナンスツー
ルです。Leonova Emeraldを使えば膨大な測定データの記録
など測定作業の手間を省くことができます。定期測定やトラブル
シューティング時にも耐えうる頑丈な設計、高性能データ収集
能力によりお客様の状態監視プログラムを効率的に利用するこ
とができます。

正確かつ有益な重要設備機械の状態を示し、最適な機械状態保全
や修理を行うことができます。また、最先端技術による頑丈な設計
のため非常に厳しい環境でも長年に渡ってご利用いただけます。

SPM独自の状態監視法で効率化を



膨大な測定ルートを 
迅速・効率よく実行

EVAM測定　振動スペクトルSPM HD測定　タイムシグナル 傾向管理用SPM HDスペクトル

SPM HD®法による軸受監視 
SPM HD法は新しく開発された状態監視技術です。特に今まで 
難しいとされてきた低速機械の状態監視が可能となりました。こ
の測定方式は、回転機械の軸受状態を監視する軸受専門の状態
診断手法　SPM®法を進化・発展させた方式です。

ショックパルス法は転がり軸受に特化した状態監視方法として開発
されました。簡単に利用・理解でき、軸受の機械的状態や潤滑状態
を的確に知ることができます。わずかな入力データを元に転がり軸
受からシグナルを測定し、瞬時に緑－黄－赤色で状態評価を表しま
す。SPM HD法は、従来のSPM法と振動解析技術を融合させ、最
新の信号処理技術を導入した手法です。これにより低速稼動する軸
受からの微細なシグナルをノイズと切り分け正確に表すことが可能
となりました。

SPM HD法は軸受状態の悪化や初期不良を正確に検出することが
でき、早期の段階で状態の変化を把握することができます。振動解
析技術を組み合わせたことで転がり軸受が設置されたすべての機
械装置に対しSPM HD法を利用することができます。

極低速回転機械の監視
SPM HD法は1～20,000rpmの範囲まで測定することが可能で
す。高性能デジタルアルゴリズムによりバックグランドノイズから必
要な状態シグナルのみを分別する方法を確立しました。微弱な状態
シグナルを受信し、強調することで、機械状態を明確に評価します。

測定結果は詳細に表され、軸受の状態がはっきりと判ります。鮮明
なスペクトル及びタイムシグナルによって根本原因の解析結果を判
りやすく表示します。

Leonova Emerald には、革新的なオーダートラッキング機能が搭
載されています。可変速度機械のショックパルス解析や振動解析を
行う時、高性能オーダートラッキングアルゴリズムがデータ収集中
に発生するRPMの変化を注意深く監視します。測定結果やスペクト
ル結果が以前よりも格段に正確になり、非常に複雑なアプリケーシ
ョンでも詳細な軸受振動解析が可能となりました。 

すべてのニーズにお応えする状態監視技術



速度計測　及び　 
高性能オーダートラッキング

ISO 1940-1規格　高性能バラ
ンシング（シングルプレーン）

すべてのニーズにお応えする状態監視技術

高性能振動解析
Leonova Emerald には高性能振動測定機能が備わっています。シグナルが
弱い場合やエネルギーが小さい場合でも精密なスペクトルを算出できます。
高精度のS/N比を適用できるので、ギヤボックスのような強いシグナルの中
に弱いシグナルが発生するアプリケーションでは非常に有利となります。 

一般的な機械状態を診断するには振動の厳しさ（ISO 10816）に基づい
て0～20kHz範囲で振動速度、加速度、変位を計測します。また、RMS
振動測定の場合はFFTスペクトルを算出し、アンバランス、ミスアライメ
ント、構造の弱さなどの徴候を簡単に表示することができます。バンドハ
イパスフィルターを用いたエンベローピングを選択することも可能です。

EVAM® 測定技術を使えば、時間／周波数領域パラメーターの評価モデル
を予めプログラムしておくことができます。FFT解析では、最大12800ライ
ンのスペクトルを算出することができます。測定データの加工、機械損傷徴
候の計算、傾向管理すべてをひとつの計測器で行うことができます。  

ISO1940-1規格に基づいたローターのフィールドバランシングを迅速
に行うことができます。計測器の指示通りに作業を行うと、自動的に
バランス修正の方法を提示いたします。



どのような環境下でも
ベストな状態監視を 
さまざまな実用的機能や便利な特徴を備えたLeonova 
Emeraldをニーズに合わせた機能構成にカスタマイズする
ことができます。測定プロセスのスピードアップや計測器
操作をより効果的にするさまざまなオプションをご用意し
ています。   

一度の測定手順に複数の測定方式を組み合わせることによ
り費用効果が高くなります。測定手順の構成がより単純化
でき、評価、傾向、解析に必要な膨大なデータをより多く
記録することができます。

Leonova Emeraldは内部も外部も最新設計となっていま
す。高品質の製品をご提供するためには耐久性は不可欠で
す。内部の電気部品を保護するため、コネクターには保護用
の丈夫なゴムカバーが取り付けられており、外部は衝撃や
大きな振動、温度差、電磁波に強く、1mの高さからコンクリ
ート床に落としても問題のないカーボンファイバーを採用い
たしました。Leonova Emeraldは耐久性に優れており厳
しい環境でもご利用いただけます。

防爆仕様対応予定

3.5” TFT-LCD カラーディスプレイ

自動バックライト付き

右手でも左手でも片手で操作

IEPE標準振動トランスデューサ利用可

カーボンファイバー製保護カバー　IP65

リチウムイオンバッテリーパック（交換可）

通常使用で18時間

RF応答器で非接触測定ポイント認証

CondID®メモリータグに接続 

読み取り／書き込み機能

IEC 60079-0規格に基づき1mの高さから落下テスト済

重さ　約 860 g

産業環境に対応したインターフェースパワフルバッテリーパック － 交換可RFID 測定ポイント認証 



周波数範囲　0（DC）～ 20 kHz

ダイナミック範囲 120 dB、24 bit AD

FFT スペクトル　最大12800ライン

スペクトル解析用徴候

3次元、位相、実時間スペクトル

最長50時間の同時測定 

エンベローピング、トゥルーズーム、時間同期測定

RPM測定用ストロボスコープ入出力

電流・電圧入力：　0 ～ 20 mA ／ 0 ～ 10 V

モーター電流解析

速度計測：　1 ～ 120 000 rpm

測定ポイントダウンロード（千単位）

聴診器機能、イヤホン接続

自動トランスデューサラインテスト

コメント音声録音

言語選択



最新型プラットフォーム

優れたパフォーマンス性
Leonova Emerald は状態監視のニーズにすべてお応えできる信
頼性の高い解析ツールです。 様々な高性能測定技術を用いた分析
やトラブルシューティングを行うことができます。 

Leonova Emerald は様々な機械の特徴や稼動状況に合わせて
効率的に操作できます。最先端デジタル技術およびソフトウェア
設計により最高品位のデータ収集・処理を行うことができます。

瞬時に起動：　使いたいときにすぐに測定できます。状態測定、
連続オーダートラッキングやダイナミックアラームリミットといっ
た機能により、正確な読み取りや適切なアラームを提供いたし
ます。ユーザーが設定した損傷徴候に対する値は、自動的に算
出され、評価を行い、傾向管理を行います。 複数の測定手順を
ボタンひとつ押すだけで実行することができ、測定ポイントの状
態評価（緑－黄－赤）、アラームの生成、過去のデータの傾向な
ど、評価結果を画面右側に表示します。

使いやすいデザイン
ツールとは単にその機能だけでは済まされないものです。Leonova 
Emeraldは高性能で使いやすいことを目的として、デザインされま
した。特に計測器の操作は、作業される環境を想定して操作性を重
視しております。

計測器の特徴はシンプルで簡単に使えることです。Leonova 
Emeraldは軽量でコンパクト、人間工学に基づいた持ちやすいデザ
インです。キーパッドのレイアウトは計測器を掴んだ状態で使いや
すく配置されています。

計測器のユーザーインターフェースは、SPMソフトウェア 
Condmaster® Rubyとデータ通信する場合に使用いたします。 
高解像度のTFT-LCDカラースクリーンは日中の屋外でも暗い場所
でもはっきりと見ることができます。

扱いやすいように、入出力コネクターはすべてディスプレイやキー
ボードから離れた位置に設置されています。



オプション部品および補助装置
Leonova Emeraldは多目的計測器です。様々な機能を使用する
ためのオプション部品をご用意しています。

安全に持ち運ぶためのキャリングケースや予備充電バッテリーパッ
ク、電源アダプター、バッテリーチャージャーなどの基本部品をはじ
め、様々なアプリケーションや作業環境に対応する測定部品をご用
意しております。

測定をサポートする部品にはIR温度センサー付きレーザータコメー
ターや測定中のコメントを録音するためのマイクロホン付きヘッド
ホン、ラインレーザーアライメントキットやRFID測定ポイント認証
タグなどもご用意しています。

オプション部品の中にはショックパルストランスデューサや振動セ
ンサーもご用意して多岐にわたる作業環境に対応することができ
ます。



 

 グラフィックオーバービュー カラースペクトル・オーバービュー

傾向グラフ
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徹底的に解析を行う強力ソフトウェア

Condmaster® Ruby
SPM状態監視には、機械状態評価のあらゆる知識を搭載したSPMソ
フトウェア Condmaster® Rubyが必要不可欠です。Condmaster 
RubyはSPMポータブル機器やオンライン監視装置から得られた測
定結果を収集・保存し、評価を行います。本ソフトウェアは必要な
機能モジュールのみを自由にインストールして使用することができ
ます。

ソフトウェアには、完全軸受カタログ、潤滑データ、軸受寿命計算、SPM
状態評価ルール、ISO限度値、スペクトル解析や損傷徴候検知の数式
モデルなど、多くの情報が含まれています。Condmaster Rubyを使
って保全作業（タイムスケジュール、測定ルート、作業手順など）の管理 
を行います。また、Condmaster WEBを使えばリモート管理を行うこ
ともできます。　

全測定方式用のオプションモジュールを追加することができます：

カラースペクトル・オーバービュー 　
－　長期間にわたるスペクトルのオーバービュー 

状態マネージャー　
－　機械がいつ稼動していても自動的にアラームリミットを 
適応できるフレキシブルアラームの構成

アラーム　
－　Eメールやテキストメッセージでアラーム発生を通知

グラフィック表示　
－　機械や測定ポイントフォルダを自由に設定できます。 
プラントや機械の写真をLeonova Emeraldにダウンロードし、
表示させることで監視装置を瞬時に認識することができます。

傾向管理　
－　稼動状態の変化をリアルに表します。解析をより単純化す
るために読み取り値を平均化したり、各測定ポイントのスペクト
ルを様々な方法で比較することができます。徴候値の傾向は評
価した状態でグラフに表示され、スペクトルやタイムシグナル
を解析する必要性を減らすことができます。



the expert 
choice for every 

industry



SPM Instrument AB   
w w w.spmins trument.com
w w w.leonovabyspm.com




