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ファイバ―ミニ放射温度計
取扱説明書



Calex テクノロジー株式会社　http://calextechnology.com/
℡ 045-228-9447 Fax: 045-228-9503

2/ 13

fibreMini inm rev1 20191121

1.	 ファイバ―ミニ放射温度計の概要 

ファイバ―ミニ放射温度計はファイバーケーブルを使用したセンサと信号変換器にて構成されたシステムです。 
センサヘッドは最大 200℃の使用周囲温度に対応し、且つ電子部品を内蔵していないため強い電磁波環境でも使
用が可能です。 
連続的なレーザ光により測定対象位置と面積を示しながら、精度良く温度測定ができます。 
タッチスクリーン搭載のインターフェースユニット（信号変換器）は測定温度表示、ファイバ―ミニ放射温度計
のコンフィギュレーション （設定）、オプションの microSD カードを使用したデータロギングおよび警報出力リ
レーも提供しています。 
ファイバ―ミニ放射温度計は高温かつ反射表面を持つ多種金属の表面温度測定に最適です。例えば、鉄と鋼鉄ま
たは反射表面を持たない非鉄金属にも使用できます。

一般仕様

測定温度範囲：
MT型: 250°C ～ 1000°C
HT 型: 450°C ～ 2000°C
最大温度スパン	(-CRT	型)	
全ての温度範囲 (最大 1550°C)
最小温度スパン	(-CRT	型)	
100°C
出力：	
4 ～ 20 mA 又は RS485 Modbus (最大247台までを 
一つのMODBUS（モドバス）に接続可) 
視野角（Field	of	View即ちD/S比）
選択レンズによる(Optics参照下さい)
精度	
読値の±1%
繰り返し精度
読値の±0.5% 
放射率の設定可能範囲
0.10 ～ 1.00 
放射率の設定方法
-BRT 型の場合:  RS485経由
-CRT と -BRT 型の場合：タッチスクリーンにて
応答時間,	t90
≥240 ms (90% 応答)
測定波長範囲
2.0 ～ 2.6 μm
必要電源
24 V DC ± 5%
最大電流
100 mA
最大ループインピーダンス
-CRT 型: 900 Ω (4 ～ 20 mA 出力)
警報リレー
2 x 単極、C接点警報リレー、定格 24 V DC, 1 A, 

データロギング周期 1 ～86,400 秒 　(1 日)
MicroSD	Card 最大容量: 32 GB 
 (オプション)
内蔵時計電池 1 x BR 1225 3V (オプション)
データロギング変数 測定対象物温度, モジュール温度, 最大最小, 平均

値, 放射率設定値, 反射エネルギー補正エネルギ
ー値, 警報イベント

ファイルフォーマット .csv
設定パラメータ サンプリング期間, サンプリング回数, 開始日と時

間のスケーリング

タッチスクリーン表示部 2.83” (72 mm) 抵抗式　TFT, 320 
x 240 ピクセル, バックライト付

設定パラメータ 温度範囲 (-CRT 型のみ), 温度単
位, 放射率, 反射エネルギー補正 ,  
警報, 信号処理,  MODBUSアドレ
ス (-BRT 型のみ), 日時設定,  
データロギング

温度単位 °C 又は °F 選択
温度分解能 0.1°
警報設定	 レベル変更できる２つ警報, 個々

に HI 又は LO. Alarm 2 は測定対
象物温度又はセンサヘッド内蔵
温度を選択可能

信号処理 平均, ピークホールド, 谷ホール
ド, 最低及び最大値

2.				仕様
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機械的仕様
センサヘッド センサアンプモジュール

材質	 ステンレス　316 アルミダイキャスト
寸法		 Ø 12 x 48 mm (図を参照) 98(w) x 64(h) x 36(d) mm
取り付け方法 M12 x 1.5 mm thread 壁面取付のため、２つの M4 ネジ穴

（図参照）

光ファイバケーブル長	
(センサヘッドからモジュールまで)								3 m, 5 m 又は 10 m 
配線接続方法																																														着脱可能端子台 (接続参照) 
                                                                     銅線サイズ: 28 AWG ～ 18 AWG  
出力ケーブルグランド																																適合ケーブルサイズ：　 3.0 ～ 6.5 mm
 

環境条件
センサヘッド センサアンプモジュール

(タッチスクリーンなし)
センサアンプモジュール
(タッチスクリーン付)

保護等級 IP65 (NEMA 4) IP65 (NEMA 4)
使用周囲温度 0°C ～ 200°C 0°C ～60°C 0°C to 60°C
相対湿度 最大 95% 結露し

ないこと
最大 95% 結露しな
いこと

最大 95% 結露しな
いこと

CE	Marked Yes Yes Yes
RoHS適合 Yes Yes Yes

電磁環境規格適合: 	 	 	
EN61326-1, EN61326-2-3 (Electrical Equipment for Measurement, Control 
and Laboratory Use - EMC Requirements - Industrial)

 
FM2.2 - - - -

 

301

 

CRTHT 5M

測定距離と測定径の比（D/S比）
301 = 30:1 divergent optics 
751 = 75:1 divergent optics

測定温度範囲：
MT = 250°C to 1000°C
HT = 450°C to 2000°C

シリーズ
FM2.2 = FibreMini 測定波長 2.2 µm 

ファイバケーブル長
3M = 3 metres
5M = 5 metres
10M = 10 metres

出力とインターフェース
CRT = 4-20 mA 出力, ２つの警報リレー出力,

タッチスクリーン付
BRT = RS485 Modbus出力, ２つの警報リレ

ー出力,タッチスクリーン付

製品形式番号
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0 1500 3000
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0 1500 3000

D:S 30:1

-301
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測定対象物とセンサ間（mm）
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ポ
ッ
ト
直
径
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m
) 

測定対象物とセンサ間（mm）

測定距離と測定径の比（D/S比） ＊測定精度は距離に影響されません。
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+

-CRT models: 
Temperature Output
4-20 mA 

警報リレー:

24 V DC, 1 A

供給電源:
24 V DC +/- 5%

A

-BRT models: 
RS485 Modbus
MODBUS通信

GND

RS+
RS-

センサヘッド

使用周囲温度
最大200°C 

Modbus
マスター

142014

ファイバーケーブル
4.6

6.3 10.0
M12 x 1.5

48

2 x 取付ネジ穴
 (M4　CSKネジ使用）

98

86

64

5252

17

36 ケーブルグランド
17 AF
高さ 19-24

2 x Nut 14 AF

センサアンプモジュール
奥行　36

単位：mm

N
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1
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M
1

N
O
2
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M
2

N
C1

N
C2

インターフェースユニットとセンサ外形寸法図と端子配線接続

O
P+ O
P 
- 

PW
R+

PW
R 
-

 
放射温度計

ベスト

良好

不適切

測定対象物が
測定スポット径より
大きい

背景（バックグラウンド）

測定対象物が
測定スポット径より
小さい

測定対象物と
測定スポット径が
同じ

正しい測定方法

測定対象物

測定対象面積（スポットサイズ）が決まりますとセンサと測定対
象物間の距離が分かります。測定スポット径は測定対象物よりも
小さくなるように取付位置を決めてください。

反射について
センサはランプ、ヒータおよび太陽光線などのエネルギーが測定
対象物表面で反射しない場所を選択ください。特に低温度域の測
定では重要です。遮光板など設置などが有効です。

周囲温度：
センサヘッドは 0℃から 200℃までの周囲温度で使用できます。
一方、インターフェースユニットは 0℃から 60℃ですのでご注意
ください。また、周囲温度の異なる場所で使用する際にはインター
フェースユニットの電子部品の温度が安定するまで約 20 分待っ
てから測定開始ください。
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センサヘッドの周囲雰囲気について
煙、粉塵または蒸気などによりセンサヘッドの測定用レンズが汚染され、測定誤差を生じることがあります。
このような環境下では、汚損物質を排除しレンズを綺麗にするためにセンサヘッドにオプションのエアパージ
カラーの採用を検討ください。

電磁環境下
製品は EMC 規格準拠して設計され適合試験に合格していますが、電磁波またはノイズの影響を低減するため、
インターフェースユニット（信号変換器）はモータ、発電機等々のノイズ発生源から離して設置ください。
センサヘッドは光ファイバーを使用しているため電子部品を内蔵していないため、電磁ノイズ干渉が問題とな
る場所にも設置ができます。

DC 電源
電源は DC 電源 24V が必要です。出力電流が最低 100mA のものを使用してください。

センサヘッドの取付
センサヘッドは使用者自身で設計製作されたブラケットまたはオプションとして CALEX 社が提供するブラケッ
トを使用して取り付けてください。
• レーザーツールを ON にして測定対象物スポットを照らしながら、センサヘッドの取り付け角度などを調

整します。
• 測定対象面が測定対象物より小さいことを確認します。大きい場合は取付位置を再度調整ください。

（注記）センサヘッドの容器は一点接地が必要です、センサヘッドまたはインターフェースユニット（信号変換
器）のどちらかで実施ください。グラウンドループを防止するには必ずセンサヘッドは一点だけで接地しなけ
ればなりません。

電気配線について
製品購入前に、センサヘッドとインターフェースユニット（信号変換器）間とインターフェースユニット（信
号変換器）と計装システム間の距離をチェックしてください。適合する長さのファイバーケーブル長をご指定
ください。
インターフェースユニット（信号変換器）からのケーブル外径は 3.0 ～ 6.5mm が必要です。銅線サイズは 28
～ 18AWG です。
インターフェースユニット（信号変換器）内の配線端子台は配線作業を容易にするために取り外しできます。

（注記）電源を ON する前に必ず正しく配線されているか確認ください。センサヘッドを外す前に必ず電源を
OFF にします。また、電源が ON の時は、タッチスクリーンのボードを絶対に本体基板から切り離さないでく
ださい。

配線接続について（-BRT モデルの場合）
複数のセンサをひとつの MODBUS ネットワークに接続する際はジャンクション・ボックスを使用して
MODBUS マスタに接続してください。
最大 247 台のセンサを 1 つのネットワークに接続可能です。個々のセンサに固有に MODBUS アドレスを割り
当てください。ファイバ―ミニ放射温度計の出荷時の MODBUS アドレスのデフォルト設定は ” １” です。タッ
チスクリーンまたは MODBUS マスタを使用して変更できます。

3.　使用上の注意点と配線について
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データの反射を防止するためにインターフェースユニット（信号変換器）と MODBUS ネットワーク間のケーブルは
できるだけ短くしてください。ネットワーク配線ケーブルの両端の RS+/RS- 間に 120 Ωの終端抵抗を取り付けなけれ
ばなりません。24V 電源の PWR －側は MODBUS マスタの GND に接続しなければなりません。

4.　使用前の放射温度計のパラメータの設定について 

放射率の設定について	
放射率の工場出荷時のデフォルト設定値は 0.95 です。放射率はタッチスクリーンを使用して以下の手順で変更で
きます。 Settings ➡ Emissivity&Compensation 
測定対象物の適切な放射率を入力してください。測定対象物質の放射率は別途提供されている資料を参照くださ
い。 

反射エネルギー補正の設定について 

上記同様に Settings ➡ Emissivity&Compensation で設定してください。 
放射温度計で検出される赤外線エネルギーは測定対象物自身からのエネルギーだけでなく、周囲の他の物質から
の放射され測定対象物で反射したエネルギーも含まれることがあります。 
精度良く温度を読み取るためには反射されるエネルギー源の温度を知る必要があります。一般に測定対象物の周
囲の温度と放射温度計自身の温度は同一です。例えば、放射温度計と測定対象物が同じ室内にある場合です。こ
の場合、CALEX 社放射温度計は自動的に反射エネルギー補正を行うため、反射エネルギー補正の設定は不要です
ので、設定は OFF にしておきます。 
 
しかし、用途によっては測定対象物の周囲温度がセンサ自身の温度よりかなり高い場合（または低い場合）があ
ります。この場合は反射エネルギー補正設定を有効にして測定対象物の周囲温度を設定してください。 
例：測定対象物が炉内にあり、放射温度計がその外に設置される場合、反射エネルギーが炉内壁から測定対象物
で反射されます。炉内温度は反射温度補正値 (Refleted Temperature) として入力し、"Enable Reflected Energy 
Compensation"( 反射エネルギー補正）を選択してください。 
 

警報出力リレー	
放射温度計には２つの警報出力リレー（24VDC, 1A 定格）を内蔵しています。タッチスクリーンを使用して個別
にコンフィギュレーション （設定）できます。Set Point( セットポイント）と hysteresis（ヒステリシス）の値を
入力して "Low" 又は "High" の設定ができます。

5.	　放射温度計の測定開始　	
測定を開始する前にインターフェースユニットのタッチスクリーンを使用して必要な設定を行ってください。 
＊タッチスクリーンの使用についての項目を参照ください。 
 
センサとインターフェースユニット（信号変換器）を設置し、電源配線接続が終了しますと以下の手順です連絡
運転ができます。

1. ファイバ―ミニ放射温度計の電源を ON にします。
2. 計装システムの電源を ON にします。
3. 測定対象物の温度の読み取りとモニタリングまたはデータロギングを開始します。
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6．タッチスクリーン・インターフェースの操作ついて	
バックライト付タッチスクリーン・インターフェースは大きな鮮明な文字で測定温度を表示します。また２つの
警報出力およびセンサのパラメータのコンフィギュレーション （設定）等々を行うことができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock/Unlock (施錠/開錠）
4桁の数値パスワードを入力しないと設定変更ができません。
センサの設定を開錠するにはパスワードを入力します。
工場出荷時のデフォルト設定値は” 1234 “です。

パスワード変更
新しい4桁番号を入力、確認し保存します。

Graph(グラフ）
平滑された測定温度とセンサ自身の温度履歴を表示。
時間軸を前後にスクローリングするにはグラフをタッチして
ドラッグします。

グラフのリセット
グラフをクリアして最初からスタートします。

スクローリング画面に戻る
リアルタイムのスクローリング画面に戻り、最新の
測定値を表示します。

設定アイコン：
コンフィギュレーション （設定）パラメータに
アクセス。保存するには右をタッチします。 保存アイコン

保存しないでスクリーンを終了（exit）する。
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Main Screen  

 
 
 
 
 

 
MicroSDカードの状態 

 
 スケジュールされたデータロギング

 
 

 

 

 

 

データロギングの開始と停止 

 

 

温度画面
測定値を表示。警報が発生すると背景は赤色に変化。

このアイコンはmicroSDカードが挿入されると表示され、
データロギングが進行すると点滅します。

このアイコンはスケジュールされたデータロギングが
可能となり、未だ開始しない際に表示。
温度単位：℃と℉
”℃”を押しますと”℉”に代わります。逆も同じ。

表示オプション
測定温度（measured temperature)を押して読値を
選択します。

Average Temperature(平均温度）：平均された
温度表示、但し保持機能なし。
Hold Temperature(保持温度）：平均され、保持された
温度。
Unflitered Temperature(平滑しない温度）：
加工されていない生の温度

照準光のON/OFF
レーザー照準光のON/OFFのスイッチ。光は測定精度に
影響を与えません。

データロギングの手動による開始と停止（別で提供
されるmicroSDカードが必要）
スケジュールによる開始を有効にするには 
Settings>Data Loggingとします。この場合は手動
によるデータロギングはできません。

Acknowledge Alarms(警報確認）
警報出力リレーを警報時に通常の状態に戻す。
温度表示とグラフの背景は赤色のまま保持。警報が
リセットされないと警報はトリガーされません。表示が
ロックされていても警報は確認できます。
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設定

放射率と補正
放射率設定と反射エネルギー補正設定

4-20mA出力（- CRTモデル）
4-20mAアナログ出力対応の温度範囲の設定

RS485MODBUS出力（-BRTモデル）
MODBUSアドレス設定

日付と時間
データロギング用の日付時間の変更
バッテリを取り付けしない限り、電源OFF時はクロックはリセットされます。

データロギング
温度データと警報イベントの設定と保存microSDカードの装着
が必要です。

警報：
警報１と2、それぞれの設定をします。

出力値の処理：
平均化とピークまたは谷値の処理の設定

 

4-20mA出力（－CRTモデル） 
 

 

 

 

4mA時の温度：
測定温度範囲の下限値
20mA時の温度：
測定温度範囲の上限値

(記)
4-20mAに対応する温度差は
最低100℃です。また、20mAの温度は4 mAの温度より大きく
なければなりません。
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放射率と反射エネルギー補正の設定
放射率の設定：
測定対象物の放射率を入力します。適切な放射率を入力
しなければ、高い精度の測定が得られません。
反射エネルギー補正の設定：
反射エネルギー補正を有効にします。測定対象物表面に
周囲からの反射エネルギーが入力される場合に精度を
向上します。例：炉内の測定対象物の温度測定の場合。
大半のアプリケーションではこの設定は無効にします。

詳細は反射エネルギー補正の項目を参照ください。

反射温度：
反射エネルギー補正が必要な際は、測定対象物の周囲の
温度を入力します。

センサのMODBUSアドレスが表示されます。新しい
アドレスを入力し、”Apply”を押しセンサに値を保存します。
新しいアドレスを使用するには電源を入れ直しください。
最小値：１　最大値　247

 

 
Averaging Period  

 

 

 

 

 

 

出力データ処理
平均期間

温度

時間
出力を平滑にするための必要とする平均化時間を選択し
センサの応答時間を遅らせます。

ホールドモード（保持）
ピーク値及び谷値ホールド時には、センサはある一定時間、測定値
のピーク値及び谷値を表示または出力します。
この機能はコンベヤー上の測定対象物の温度モニタリングに最適
です。　また、混合器の回転する混合用アームがセンサを通過する
場合に有効です。

ホールドモード（保持）時間経過後、出力は測定温度に
戻ります。

PEAK (ピーク値）:

VALLEY (谷値)
谷値の使用はピーク値と同様です。異なる点はセンサの最低
温度値をホールドモード（保持）時間中、保持します。

OFF:　ホールドモード（保持）を解除します。

ホールドモード（保持）期間：　ピーク値ホールド期間
HOLD PERIOD:
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 Alarms 警報 

 

 

 

 

Alarm 1 and Alarm 2  

 
 

警報１と２出力リレー、それぞれを個別設定

手動で警報リセット
警報がトリガーされると、これにより両方の警報をトリガーできます。
手動または自働で警報がリセットされない限り、再び警報はトリガー
されません。

警報１と警報２
ALARM SET POINT (警報設定点）
警報が出力される温度：　最低200℃　最大2000℃

HYSTERESIS: ヒステリシス
警報設定点とリセット温度の差異の温度。ヒステリシスは自働
リセットが選択された場合のみ有効です。
最小：0℃（ヒステリシスは無効）　最大：2000℃

フィルター温度またはセンサ自身の温度（警報2のみ）
警報２でモニタリングする温度を選択します。

ALARM TYPE （警報の種類）
HIGH:　警報設定点を超えた際に警報がトリガーされます。
LOW:　警報設定点より温度が下がった際に警報が
トリガーされます。

OFF:　警報が無効
RESET リセット

AUTOMATIC (自働）：
温度がリセット点に到達すると、警報が確認され自動でリセット
されます。ヒステリシスを参照。手動でも確認とリセットできます。

MANUAL(手動）：
警報は右のアイコンを押すことで確認されます。

温度画面またはリスト画面、警報スクリーンで
右のアイコンを押すことでリセットされます。

 Alarms  

 

 

 

 

ヒステリシスと自動リセット付き警報動作

自動リセット付きHigh警報

警報設定点

ヒステリシス

警報トリガー点 警報リセット点

自動リセット付きLow 警報
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 Data Logging  

 

 

  

 

 

Alarm Logging Settings  

 

 

 

 

 データロギング

データロギング

データロギング設定
sampling period サンプリング期間：
単位：秒

Number of samples(サンプリング数）：
データロギング停止までの収集サンプル数。
手動で停止するまでは” 0”をロギングデータとして入力。

Enable Scheduled Start(開始のスケジュール有効）：
指定された日時にロギングが開始されます。

Date and Time(日時）：
ロギング開始時間

警報ロギング設定
警報イベントはmicroSDカードに保存されます。警報ログ
ファイルと設定はデータロギングとは関係していません。

Log Trigger Time (ロギングトリガー時間）：
警報がトリガーされる時間をロギング
Log While Triggered(トリガーとロギング）：
データロギングは警報がトリガーされた時に開始。
秒あたり、１つのサンプルがロギングされる。２つの警報が
リセットされるとロギングは停止。
Log Acknowledge Time (ログの確認時間）：
警報が確認された時間をログする。
Log Reset Time （ロギングのリセット時間）：
警報がリセットされた時間をログする。

センサは独立したData Logger(データロガー）として使用できます。
データはmicroSDカードに” .csv “形式で保存され、スプレッドシートのソフトウエア
を使用して閲覧と加工できます。microSDカードはオプションで提供しています。
2GB容量のカードには28.4百万のデータを保存できますので、秒当たり１つの
サンプリングデータをしますと約1年間が可能です。

microSDカードと電池のホルダーはタッチスクリーン回路基板にあります。内蔵時計
により、測定値には日付時間がスタンプされます。電源が遮断されますと時計は
リセットされますので、必要であればオプションの電池を内蔵してください。
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microSDカードと電池の取付  

 

 

Data Logger(データロガー）としてセンサを使用
1.　インターフェースユニットの回路基板のホルダーにmicroSDカードを取り付

けます。
2.　スイッチOFF時にも日時データを保持するにはインターフェースユニット内

の回路基板のホルダーに電池を取り付けます。
3.　取り外した蓋を戻し、センサに電源を接続します。

4.　サンプリング数とサンプリング時間間隔、必要であればデータロギングの自
動開始のスケジュールの設定は右のアイコンを押します。

設定メニューに入ります。データロギングオプションは右を押します。

5.　データロギング設定の保存は右を押します。

6.　手動でデータロギングを開始するには温度画面の右を押します。

7.　ロギング中はロギングアイコンが点滅します。

8.　データロギングの停止は右のアイコンを押します。

9.　コンピュータにデータを移行するには、microSDカードを外して、
　microSDカードと一緒に提供したアダプターに挿入し、microSDカードリーダー
に挿入して読み取ります。

microSDカードと電池の取り付けスロットはタッチスクリーンの回路基板に
あります。インターフェースユニットの蓋を外してください。
電池はオプションです。電池を内蔵しますと内蔵時計は電源OFF時でも動作

を継続します。電池がない場合は、インターフェースユニットの電源を入れる
たびにインターフェースは日時の入力を要求します。
その他の設定値は半永久保存メモリに保存されるため、電源OFF時も保存
されます。

7.　その他の注意事項 

放射温度計は赤外線透過ガラスを透して温度測定が可能ですが、ファイバ―ミニ放射温度計を使用する場合は 
ガラスが赤外線波長 2.0 ～ 2.6 μ m を透過する材質を使用しなければなりません。また、ガラス窓による 
減衰を補正するために放射率の調整が必要ですので注意ください。

８．保守点検とトラブルシューティング	
放射温度計のレンズは定期的に点検していつも綺麗にしてください。測定精度に影響あります。レンズが汚れた
場合は埃をエアを吹きかけて取り除いてください。またはオプションのエアパージカラーの取り付けを検討くだ
さい。

( 記 )　製品保証期間は出荷後 2 年間です。この保証は通常の使用状態が条件です。また最初にご購入頂きました 
ユーザーの方のみに適用させて頂きます。 


