
Cyclops 100L, Cyclops 160L, Cyclops 390L, Cyclops 055Li

CYCLOPS L
ユーザーガイド
文書番号809627
言語:  日本語

高品質なカスタマーソリューション



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 ext 122
電子メール:   land.enquiry@ametek.com
Web:v  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.

MARCOM0311、第7版、2016年11月1日

インドで適用される認可
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図 1-1  Cyclops赤外線放射ポータブルサーモメーター

警告

この機器で太陽を見ないでください。目に重大な損傷を与える可能性がありま
す。
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Cyclops Lポータブルサーモメーター

ユーザーガイド

1 はじめに

1.1 概要
この文書では、Cyclops xxxLポータブルサーモメーターを使用するために必要な情報を
提供します。
Cyclopsサーモメーターを最初に使用する前に、付属の装置をすべてチェックし、同梱されて
いるすべての説明書を読む必要があります。また、サーモメーターを使用するときは、提供さ
れている説明書をすぐに参照できるようにしてください。
このユーザーガイドに記載されている手順とガイドラインを順守できる、適切な訓練を受けた
人だけがこのサーモメーターを使用できます。

1.2 Cyclops xxxLポータブルサーモメーターについて
Cyclopsは精度の高い赤外線放射ポータブルサーモメーターのシリーズです。
測定対象物の温度は、「最高」、「連続」、「平均」、「最低」の4つの測定タイプで同時に測定され
て表示されます。Cyclops 055Lは、追加の特別な「溶湯」処理出力を表示します。
広い視野角(9°)と小さな測定ポイントにより、対象物を明瞭かつ正確に捉えます。Cyclops 
055L (5mの固定焦点)を除いて、各Cyclopsサーモメーターの焦点範囲は1mから無限大
まで連続的に変化します。近接焦点機能を提供する補助レンズが利用できます。
放射率補正の設定は、使いやすいアイコンベースのメニューシステムを介して制御できます。
内部メモリーとリアルタイムクロックにより、測定値を取得しながら保存し、後でダウンロード
したときに特定することが可能になります。
Cyclopsは「Bluetooth」無線通信に対応しており、USBポートを備えています。

1.3 分類
Cyclopsのケースの右側に機器の詳細を記載したラベルが添付されています。機器タイプは
サーモメーターのタイプを表し、シリアル番号には製造日コードが含まれます。
以下の欄に機器タイプとシリアル番号をメモしてください。

機器タイプ:
 
シリアル番号:  
 
バッテリーコンパートメントには、別のラベルが添付されています。このラベルには、機器のシ
リアル番号、一意の「Bluetooth」アドレス、推奨されるバッテリーの詳細が記載されていま
す。

Bluetooth®のワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。AMETEK Landはこれらのワードマークとロゴの使用許可
を取得しています。 

セクションの終了
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Cyclops Lポータブルサーモメーター

ユーザーガイド

2 仕様
Cyclops 100L Cyclops 160L Cyclops 390L Cyclops 055L

測定温度範囲: 600～3000°C 
1112～5432°F

200～1400°C 
392～2552°F

450～1400°C 
842～2532°F

1000～2000°C 
1832～3632°F

表示: ファインダー内に4/5桁の液晶表示、外部バックライト液晶表示
測定モード: 連続、平均、最高、最低 連続、最高、最低、

溶湯
データ保存: 日付とタイムスタンプを含む最大9999の測定値を内部保存。 

V2.00 Cyclopsにはルート当たり最大99個の測定値を含むことの出来る、9つの
「ルート」があります
(V1.00のルートは4つ)。

ソフトウェア: ロギング、保存したデータの検索、ルート管理を行うPCおよびモバイルデバイ
ス用のソフトウェア(別のユーザーガイドを参照)

光学システム: 視野9°、測定視野1/3°(98%エネルギーに対して180:1)、調整可能な接眼レンズ
(-3.75～+2.5 Dptr)

焦点範囲: 1m～無限大 固定焦点、サー
モメーター基準
位置から5m (公

称値)

135クローズアッ
プレンズ:

450～620mm 460～630mm 該当なし

110クローズアッ
プレンズ

215mm固定焦点 該当なし

対象物サイズ: 100cmの距離で直径5mm (標準) 
2mm (135クローズアップレンズ) 

0.5mm (110クローズアップレンズ)

サーモメーター
基準位置から

101.4cmの距離で
4.8mm四方

レンズから5mの
距離で対象物ス
ポット直径28mm 
(平行光束)

スペクトル感度: 1µm 1.6µm 3.9µm (公称値) 0.55µm (公称値)
放射率調整: 0.10～1.20 (0.01ステップ)
応答時間: 30ms 30ms 500ms未満 (98%) 30ms
表示更新時間: 0.5s
精度: <0.25%(K)	 <0.25%C	+2°C	 <0.5%(K) <0.5%(K)	
繰返し性: 1°C未満
使用温度範囲: 0～50°C
使用電源: MN1604 / 6LR61 / PP3対応バッテリー1個またはUSB
出力: BluetoothまたはUSB
重量: 0.83kg / 1.8lb
防塵・防水規格: IP40
標準付属品: レンズキャップ、耐熱服、保護ウィンドウ/フィルター、バッテリー、リストストラッ

プ
別売付属品: クローズアップレンズ、防水キャリーケース、ロングアイリリーフ接眼レンズ、減

光フィルター

セクションの終了



サーモメーター各部の
説明

3



5

Cyclops Lポータブルサーモメーター

ユーザーガイド

3 サーモメーター各部の説明

1 液晶ディスプレイパネル  9 三脚取り付け穴
2 キーパッド     10 調整可能なリストストラップ(梱包内に付属)
3 光学焦点調整リング*   11 保護カバー
4 保護ウィンドウ    12 調整可能な接眼レンズ
5 レンズキャップ    13 バッテリーの蓋
6 ON/OFF スイッチ   14 Bluetooth用内部アンテナ
7 トリガー     15 レンズフード(梱包内に付属)
8 USBコネクター 

* 光学焦点調整リングは、Cyclops 055Lサーモメーターには付属していません

図 3-1  Cyclops赤外線放射ポータブルサーモメーター

 注記: 耐熱服 (品番 811279) は図示されていません

セクションの終了
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ユーザーガイド

4 サーモメーターの電源
警告

本製品にはPI970のセクションIIに適合するリチウム金属電池が含まれます。

修理のために本装置をAMETEK Landに返送する必要がある場合で、空輸が可能な場
合は、IATA危険物に関するガイドラインのリチウム電池の項をご参照ください。

Cyclopsポータブルサーモメーターは、9V PP3乾電池から、またはPCに接続されている場
合はUSBケーブルを介して給電されます。使用電源は液晶ディスプレイに表示されます。USB
を介して給電されている場合は、PP3バッテリーから給電されません。バッテリーを交換す
る前、またはUSBケーブルを接続する前に、サーモメーターのスイッチをオフにすることを
推奨します。また、バッテリーを交換しているときにクロックの動作を維持する小さな内部バ
ッテリー（リチウム金属電池）があります。このサーモメーターには、Duracell PP3 6LR61/
MN1604バッテリー(または、同等のバッテリー)が同梱されています。 

図4-1

図4-3

1) バッテリーを入れる前、またはバッテリーを交換する
前に、サーモメーターのスイッチをOFFにします。

2) バッテリーの蓋はサーモメーター本体の上部にあり
ます(図4-1を参照)。

図4-2

3) 蓋をスライドさせてバッテリーコンパートメント全
体が見えるようにします(図4-2を参照)。

4) バッテリーの端子がバッテリーコンパートメントの
ラベルと一致していることを確認します(図4-3を参
照)。
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5) バッテリーを挿入し、接点スプリングがバッテリーの
端子の中央に接触していることを確認します。バッテ
リーの蓋をスライドさせて元の位置に戻します(図
4-4を参照)。

6) バッテリーを入れたら、機器のスイッチをオンにし、
正常に動作するかどうかをチェックします(セクショ
ン7.0を参照)。スイッチをオンにすると、バッテリー
電源インジケーターが液晶ディスプレイに表示され
ます。図4-4

 バッテリーの交換が必要なときは、液晶ディスプレイパネル上のバッテリーインジケーターが
点滅します。バッテリーの寿命を延ばすには、ディスプレイのバックライトと「Bluetooth」をオ
フにします。機器の測定値が仕様どおりになるようにするために、できるだけ早くバッテリーを
交換してください。バッテリーの寿命を保つために、この機器は次の節電機能を備えています:
• サーモメーターがキーを押さない状態で1分以上メニューモードになっている場合、測

定モードになります。
• サーモメーターがキーを押さない状態で2分以上測定モードになっている場合、サーモ

メーターがオフになります。

注記

完全に充電した予備のバッテリーを常に用意しておいてください。

4.1 時間と日付の設定
9V電池を初めてCyclopsサーモメーターに入れる時に時間と日付を設定することが出来ま
す。一旦設定されると、時間と日付はメモリーに保存されて追加のリチウム金属電池によって
作動します。その後、9Vの主電源に変えた時に時間と日付はメモリーに保持されるようになり
ます。

時間の設定
1) ボタンを押してサーモメーターをオンにします。
2) 入力キー を押してメニューシステムにアクセスします。
3) スクロール キー ( と  )を使用して時計のメニューを強調表示（スク

ロール アップが手早く出来ます）してエンター キーを押します。
4) スクロール キーを使用して時計のオプションを選択して、エンターキーを

押します。
 時計は24時間表記で表示されます。 
5) スクロール キーを使用して時計を設定します。
 注記: スクロール キーを約5秒間押し続けると、強調表示部は一つ左に移動します	

（例：10:42 から10:42に、次に10:42など）。キーを放すと強調表示された数字は右に
戻ります。

6) 正しい時間に設定した後、エンターキーを押します。
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日付の設定
1) 時計のメニューで、スクロール キー ( と  )を使用してカレンダーの

オプションを強調表示させ、次にてエンターキー を押します
 カレンダーは日の設定が強調表示されたDD/MM/YY表記で表示されま

す。
2) スクロール ボタンを使用して日を設定して、エンターキーを押します。
 強調表示部は月の設定に切り替わります。
3) スクロール ボタンを使用して月を設定して、エンターキーを押します。
 同様に、強調表示部は年の設定に切り替わります。
4) スクロール ボタンを使用して年を設定して、エンターキーを押すとカレンダーから出ま

す。
 これで日付と時間は設定されました。この設定は内部メモリーに保存されます。
5) 終了のオプションにスクロールして、エンターキーを押してメインメニュー

に戻ります。

 
 
 
 

 
 

セクションの終了   



サーモメーターの操作
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5 サーモメーターの操作

5.1 ON/OFF スイッチ
ON/OFFfスイッチは、サーモメーターの左側にありま
す(図3-1の項目6を参照)。スイッチには、OFF (a)と ON 
(b)の2つの押しボタンがあります。
スイッチを一度押すと、ユニットがアクティブ/非アクティ
ブになります。
注記: Cyclopsがオンにならない場合、オンおよびオフス
イッチを同時に押すと、Cyclopsをリセットできます。ただ
し、内部クロックもリセットされます。

5.2 トリガー操作
トリガー(c)は、サーモメーターのハンドルにあります(図
3-1の項目7を参照)。トリガー機能は、選択した操作モー
ドによって異なります: 操作モードには、クラシック、バー
スト、ラッチ、ルートの4つのモードがあります(セクション
8を参照)。

 
5.3 液晶ディスプレイパネルとキーバッド

液晶ディスプレイパネル(d)は、サーモメーター本体の左
側にあります(図3-1の項目1を参照)。液晶ディスプレイパ
ネルは3つのモードで動作します: 3つのモードとは、測
定モード、ルートモード、メニューモードです。
測定モードでは、場所の温度とサーモメーターの設定情
報が表示されます。
ルートモードでは、事前にロードされた場所IDをたどり
ながら場所の温度を測定して保存することができます。セ
クション7.5を参照してください。 
メニューモードでは、サーモメーターの機能メニューにア
クセスできます。セクション7を参照してください。 
メインディスプレイの左側にあるキーバッドには、3つの
アクションキーがあります: 3つのアクションキーとは、  
(スクロールアップ)、  (スクロールダウン)、  (入力/選
択)です。これらのキーを使用して、各メニューをナビゲー
トして表示します。

図5-1

ba

図5-2

C

図5-3

d
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5.4 調整可能な接眼レンズ
調整可能な接眼レンズ(e)はサーモメーターの背面にあり
ます(図3-1の項目12を参照)。
サーモメーターで測定する場所をこの接眼レンズを通し
て見ます。接眼レンズを手動で調整して、各ユーザーの視
覚特性に合わせることができます(セクション6.3を参照)。

5.5  光学焦点調整リング(Cyclops 055Lサーモメーターには付属していません)
光学焦点調整リング(f)はサーモメーター前面のレンズア
センブリにあります(図3の項目3を参照)。焦点調整リング
を使用して、レンズアセンブリを手動で調整し、見ている
場所を鮮明にすることができます。 
注記: Cyclops 055Lサーモメーターは固定焦点の機
器であり、光学焦点調整リングは付属していません。
サーモメーターを使用しないときは、付属の保護レンズキ
ャップ(g)を常に付けている必要があります。 
レンズキャップを外しているときは、使用中のレンズを保
護するためにレンズフードを付けてください。 
サーモメーターの各モデルの焦点範囲は、サーモメータ
ーの右側にある機器ラベル上の基準位置(i)から測定され
ます。

5.6 Bluetooth/USBコネクター
Cyclopsのハンドル内にBluetooth送受信装置があり、
メニューからアクティブにすることができます。セクション
10を参照してください。
USBミニコネクターは、ハンドルのゴム製カバーの下にあ
ります。USB接続されている場合、CyclopsはUSB +5V
から給電されます。セクション10を参照してください。
注記: USBポートを介してデータをストリーミングすると
きは、Bluetoothをオフにすることを推奨します。

セクションの終了

図5-4

e

図5-6

i

図5-5

g
f

h

図5-7
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6 光学特性
Cyclopsは精密反射光学システムを備えています。このシステムは、ユーザーが焦点を合わせ
ることができる「レンズを通した」照準調整を提供し、対象スポットを鮮明に捉えます。 
Cyclops 100L、160L、および390Lの場合、規定の焦点範囲は1m～無限大です。
Cyclops 055Lについては、焦点は5mに固定されています。

6.1 可変焦点機器の対象物サイズ計算
この計算は、100L、160L、および390Lサーモメーターに適用されます。
この精密反射光学システムは、狭い視野を提供します(98%エネルギーに対して180:1)。この
機器は焦点を合わせることができるため、図6-1の情報を使って対象物のおおよそのサイズを
計算できます。

光学基準位置からの対象物までの距離(D)

対象物の直径(T)

光学基
準位置

視野

対象物のサイズ(T) (mm) = 光学基準位置から対象物までの距離(D)	(mm)	-	100						               
               視野(180)        
           または
対象物のサイズ(T) (in) = 光学基準位置から対象物までの距離(D)	(in)	-	4                     
               視野(180)

図6-1  Cyclopsサーモメーターの対象物サイズ計算
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6.3 減光フィルター
-2Fが末尾に付くCyclopsは、照準調整システム内に追加の内部減光フィルターを備えてい
ます。このフィルターは内部(ファインダー)温度表示の輝度や鮮明度に影響を与えませんが、
高温の対象物を見るときに目への負担が軽くなります。

6.4 レンズ保護ウィンドウ
Cyclopsには、機器のレンズをカバーして保護する保護ウィンドウが標準で付属しています。

警告

この機器で太陽を見ないでください。目に重大な損傷を与える可能性があります。

6.2 固定焦点機器Cyclops 055Lでの対象物サイズ計算
Cyclops 055Lは精密反射光学システムを備えています。このシステムは、「レンズを通した」
照準調整を提供し、対象スポットを鮮明に捉えます。焦点は5mに固定されています。

視野
この精密反射光学システムは、機器の前面から5000mmの範囲で狭い視野を提供します(図
6-2)。

図6-2  Cyclops 055Lサーモメーターの視野

光学基準位置からの対象物までの距離(D)

光学基
準位置

視野

ビームの直径: 名目上、機器
の前面から5mの範囲で直径
28mm
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6.5 クローズアップレンズの取り付け
Cyclopsサーモメーターにクローズアップレンズを取り付けるには、レンズアセンブリからク
リア保護ウィンドウをねじって外し、対応するクローズアップレンズに置き換えます。
保護ウィンドウとクローズアップレンズの光伝送特性は類似しています。したがって、重大な校
正エラーがなくなるので、ウィンドウ補正は不要です。

6.6 遮光フィルターの取り付け
通常、1600～2000°Cの範囲の対象物を見る場合、クリア保護ウィンドウから遮光保護ウィ
ンドウに切り替えるとより快適に感じることがあります。この切り替えが必要だと感じるレベル
は、対象物のサイズと放射率によって大きく異なるため、切り替えは個々のユーザーの判断に
ゆだねられます。
クリア保護ウィンドウを使用して快適だと感じるレベルを上回るレベル(つまり、ファインダーを
通して見るイメージが明るすぎて目に快適ではない)で対象物を測定するときは、クリア保護ウ
ィンドウの代わりに遮光フィルターを取り付ける必要があります。 
Cyclopsサーモメーターに遮光フィルターを取り付けるには、レンズアセンブリからクリア保
護ウィンドウをねじって外し、遮光フィルターに置き換えます。
保護ウィンドウと遮光フィルターの光伝送特性は類似しています。したがって、重大な校正エラ
ーがなくなるので、ウィンドウ補正は不要です。

6.7 クローズアップレンズへの遮光フィルターの取り付け
クローズアップレンズを使用して快適だと感じるレベルを上回るレベル(つまり、ファインダー
を通して見るイメージが明るすぎて目に快適ではない)で対象物を測定するときは、クリア保
護ウィンドウの代わりにクローズアップレンズと遮光フィルターの組み合わせを取り付ける必
要があります。
クローズアップレンズと遮光フィルターの組み合わせを取り付けるには、レンズアセンブリか
ら保護ウィンドウをねじって外し、クローズアップレンズ(先に取り付ける)と遮光フィルターに
置き換えます。そうすると、機器の照準パスに追加の光学要素が配置されることになるので、ウ
ィンドウ補正係数「0.92」を入力して、関連するエネルギー損失を許容する必要があります。セ
クション7.4.10を参照してください。
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ディスプレイパネル

Temperature 
(温度）測定値

対象物	
グラティキュール
(1/3°の円形)

Fig. 6-3  Cyclopsの接眼レンズの光学特性
接眼レンズを使って、サーモメーターを通して対象物を見ます。広い視野角(9°)と小さくて明瞭
な対象物グラティキュール(1/3°)により、対象物が正確に表示されます。
接眼レンズの焦点を手動で合わせ、各ユーザーの視覚特性に合わせることができます:
1) ファインダーを通して明るい平面の背景(無地の壁など)を見ます。

2) ゴム製のアイカップを回し、グラティキュール円のピントを可能な限りはっきりと合わせ
ます。これで、接眼レンズが目に合うようになります。 

3) メイン焦点調整リングを調整して、グラティキュール円上で対象物のピントを可能な限り
はっきりと合わせます。

温度測定値を取得すると(トリガーを押すと)、測定された値が接眼レンズのディスプレイパネ
ルに表示されます。メインメニューから選択した単位で温度が表示されます。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

セクションの終了

6.8 接眼レンズの光学特性
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7 ディスプレイパネルのモード

7.1 はじめに
液晶ディスプレイパネルには、3つの基本的な操作モードがあります:
• 測定モード
• メニューモード
• ルートモード
サーモメーターのスイッチをオンにすると、導入画面が表示されます。この画面は自動的にタ
イムアウトし、測定モードまたはルートモードの表示に切り替わります。
メニューモードにアクセスするには、キーバッドの  (入力/選択)キーを押します。

注記

オンボードメモリーの損失を引き起こす問題が発生した場合、画面の下部近くに
エラーメッセージが表示されます。エラーコードとその意味の一覧については、
付録2を参照してください。

7.2 測定モード
ユニットが測定モードになっている場合、最高、連続、平均、最低の温度値が同時に表示されま
す。Cyclops 055Lの場合は、平均温度の代わりに、特別な溶湯モードの温度が表示されま
す。
側面の液晶ディスプレイパネルには、選択した測定タイプが、選択していない3つの測定タイ
プよりも大きな太字で表示されます。サーモメーターでは、4つすべての測定タイプで連続的
に測定されることに注意してください。 

図7-1  通常の測定モードの表示

最高温度の測定値

瞬時温度の測定値

平均温度の測定
値(Cyclops 055Lの場

合は溶湯温度)

最低温度の測定値

Emissivity (放射率)

Bluetooth

電源 (バッテリー
またはUSB)

メモリー消費率 (記録が有
効になっている場合)

場所ID (記録が有効になっている場合)
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 および  キーを使用してスクロールし、必要な測定タイプを選択して強調表示します。こ
の測定タイプがファインダーにも表示されます。
モードアイコンと関連値は画面上で循環して強調表示されるので、アクティブなモードは同じ
場所に留まり、選択していない測定タイプよりも大きく表示されます。

7.2.1   最高温度の測定
最高温度の測定モードを使用して、最も高い温度を測定し、その温度に関する情報を表示しま
す。
最高温度の値は、機器の接眼レンズに表示されます。

a サーモメーターのトリガーを押す
b ディスプレイ上の最高温度値が瞬時温度値になり、対象物の温度が上昇すると、その瞬

時温度値が上昇する
c 対象物の温度が下がると、最後の最高温度値がディスプレイ上に保持される
d 新しい最高温度値に到達すると、表示が更新される 
e 対象物の温度が下がると、最後の最高温度値がディスプレイ上に保持される
f トリガーを離すと、最後の最高温度値が固定表示される
g サーモメーターのトリガーを押す
h ディスプレイ上の最高温度値が瞬時温度値になる (トリガーを離す前に測定された最

後の最高温度値よりも低い場合でも)。最高温度値がディスプレイ上に保持される
i 対象物の温度が上昇し、新しい最高温度値に到達すると、表示が更新される
j 対象物の温度が下がると、最後の最高温度値がディスプレイ上に保持される

図7-2  一般的な最高温度測定のグラフ表示

対象物の変動する温度測定値
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7.2.2   瞬時温度の測定
瞬時温度の測定では、リアルタイムで測定した温度値が表示されます。この温度は連続的に更
新され、その値が機器の接眼レンズに表示されます。

7.2.3   平均温度の測定 (Cyclops 055Lでは利用不可)

平均温度の測定では、「平均化された」温度値が表示されます。

平均化機能を使用するには、トリガーを押したままにします。平均化機能は、トリガーを押して
いる間の平均温度を測定します。トリガーを離すと、平均化機能が停止します。
平均化機能の応答時間は、メニューモードのアベレージャー時定数の設定で制御できます。低
速、中速、高速のオプションがあります。  および  キーを使用して、メニューから必要なオ
プションを選択します。
高速時定数を選択すると、温度測定値が対象物の温度により厳密に一致します。入力された最
も急激な温度変動のみが平均化されて出力されます。低速時定数を選択すると、温度測定値
がより平均化され、急激な変動ではなく、「傾向」に近い値が表示されます。中速時定数を選択
すると、温度測定値が高速と低速の時定数値の中間で計算されます。

図7-3  高速、中速、および低速時定数をそれぞれ選択した場合の一般
的な平均温度測定のグラフ表示

低速アベレージャ
ー時定数

高速アベレージャ
ー時定数

中速アベレージャー
時定数

対象物の変動する温度測定値

a サーモメーターのトリガーを押す
b 最初の瞬時温度値から平均化が開始される。トリガーが押されている間、0.5秒ごとに平

均温度値が計算、表示、および更新される。トリガーを離すと、最終的な平均値がサイド
ディスプレイ上に保持される。
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図7-4  一般的な最低温度測定のグラフ表示

7.2.4   最低温度の測定
最低温度の測定は最高温度の測定と反対です。この測定では、最も高い温度ではなく、最も低
い温度をモニターできます。トリガーを押すと温度の測定が開始され、トリガーを離すまで温
度の測定が続けられます(図7-4を参照)。
この温度は瞬時に更新され、その値が機器の接眼レンズに表示されます。

a サーモメーターのトリガーを押す
b ディスプレイ上の最低温度値が瞬時温度値になり、対象物の温度が上昇すると、その瞬

時温度値がディスプレイ上に保持される
c 対象物の温度が下がり、新しい最低温度に到達し、対象物の温度がさらに下がると、表

示が更新される。対象物の温度が上昇すると、最後の最低温度値がディスプレイ上に保
持される 

d 対象物の温度が下がり、新しい最低温度に到達し、対象物の温度がさらに下がると、表
示が更新される。対象物の温度が上昇すると、最後の最低温度値がディスプレイ上に保
持される

e トリガーを離すと、最後の最低温度値が固定表示される
f トリガーを押す
g ディスプレイ上の最低温度値が瞬時温度値になる(トリガーを離す前に測定された最後

の最低温度値よりも高い場合でも)。対象物の温度が下がると、表示が更新される
h 対象物の温度が上昇すると、最後の最低温度値がディスプレイ上に保持される  

対象物の変動する温度測定値
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7.2.5   溶湯処理機能(Cyclops 055Lのみ)
流れている溶融金属の温度を接触せずに有効に測定することは困難です。その理由は、溶融
金属の流れから放射される熱が広い範囲で急激かつランダムに変動するからです。
この温度変動は多くの原因によって引き起こされます。特に、流れる溶融金属の表面に発生す
るキャビテーションや火花の発光が原因であり、これらの原因で間違った高い測定値が検出
されます。また、煙による不明瞭化が測定値を大幅に下げます。
Cyclops 055Lの溶湯処理機能は、こうした場合の温度測定用に特別に設計されていま
す。Cyclops 055Lはこれらの温度変動の影響を削減し、流れる溶融金属の温度の有効な概
算値を出力します。
Cyclops 055Lは、デフォルトの測定タイプとして溶湯処理機能セットを備えています。つま
り、これは、サイドディスプレイに強調表示される温度タイプです。溶湯処理機能の値はファイ
ンダー内に表示されるほか、シリアル通信を介して出力されます。



図7-5  Cyclopsのメニュー構造
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7.3 メニューモード
サーモメーターがメニューモードになっている場合、Cyclopsで利用できるメニューオプショ
ンにアクセスできます。メニューオプションでは、サーモメーターのセットアップを表示して設
定したり、ユーザーの温度測定要件に最適なオプションを選択したりできます。
1) メニューモードにアクセスするには、  キーを押します。

メインメニューオプションがアイコンとして表示されます。14のメインメニューオプショ
ンがありますが、画面に一度に表示されるのは8つのアイコンだけです(図7-6を参照)。

2) および  キーを使用して、メニューオプションをスクロールします。現在選択でき
るメニュー項目が「点滅」するフレームで強調表示されます。

3) メニューオプションを選択するには、  キーを押します。
メインメニューオプションを選択すると、利用できるサブオプションが表示されます。

4)  および  キーを使用して、メニューにある必要なサブオプションを強調表示しま
す。  キーを押してこのサブオプションを選択します。

5) 数値の入力が必要なサブオプションの場合、スクロールキーを使用して、必要な数値
を選択し、  キーをクリックしてその数値を設定します。たとえば、放射率を1.00から
0.78に変更するには、放射率メニューを選択し、  キーを押し続けて値を1.00から
0.78に変更します。値を通り越した場合は、  キーを使用して必要な値に戻します。
数値を変更するときは、キーアクセラレーターが使用されます。矢印キーを長く押すほ
ど、変化の幅が大きくなります。ディスプレイパネル上で増分される数字が強調表示さ
れ、変化の幅が示されます。

6) 必要なパラメータ値を設定している場合は、  キーを押してメインメニューオプション
に戻ります。

図7-6  Cyclopsのメニューモードのメインメニューアイコン
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7.4 メニューモード - アイコンの説明
この章の情報は、ナビゲーションフローチャートと併用する必要があります (ページ24)。

7.4.1   終了
メニューモードになっている場合、終了アイコンをクリックすると、サブメニューから戻ることが
できます。

 

7.4.2   放射率  
 および  キーを使用して、必要な値を入力します。放射率の値の詳細については、セク

ション11の「放射率」を参照してください。デフォルト値は1.00です。

7.4.3a   記録モード  
クラシックモード、バーストモード、またはラッチモードで取得した測定値は、Cyclopsに保存
して、後でダウンロードすることができます。(i)オンまたは(ii)OFFのアイコンを選択し、記録機
能をONまたはOFFにすることができます。
記録は、現在の時刻または時計で設定した日付に対して保存されます(セクション7.4.13を参
照)。
また、記録は、4文字の英数字で示される場所IDについても保存されます。場所IDは、IDアイ
コン(iii)を選択して設定します。場所IDの設定が完了すると、トリガーを引く度にIDを自動的に
増分させることが出来ます（セクション8参照）。
ダウンロードアイコン(iv)を選択して、保存した記録をダウンロードできます。データ
は、BluetoothおよびUSB出力にストリームされます。ストリームデータのプロトコルは、付録
1にあります。
削除アイコン(v)を選択して、保存した記録を削除できます。偶発的な削除を防止するために、
このアイコンは2回選択する必要があります。
レビューアイコン(vi)を選択して、保存した記録をレビューできます。

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

また
は
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7.4.4   トリガーモード
サーモメーターが動作する方法と取得した測定値の処理方法は、トリガーモードによって異な
ります。4つのトリガーモードがあります: 4つのトリガーモードとは、クラシック(i)、バースト(ii)、
ラッチ(iii)、ルート(iv)です。セクション8の操作(トリガー)モードの説明を参照してください。デフ
ォルトのトリガーモードはクラシックです。

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.5   アラーム 
測定する対象物に対してアラーム値を指定できます。この機能には、3つのサブオプションがあ
ります: 3つのサブオプションとは、高アラーム(i)、低アラーム(ii)、アラームオフ(iii)です。高アラ
ームまたは低アラームを選択すると、値設定画面が表示されます。  および  キーを使用
して、アラームトリガー温度を入力します。高アラームと低アラームは、デフォルトでサーモメー
ターのミッドレンジ値に設定されています。
アラームのしきい値を超えると、サイドディスプレイに記号が表示されます(  = 高アラーム
値を上回る、  = 低アラーム値を下回る)。また、音機能設定が「オン」になっている場合、警告
音(速いビープ音)が鳴ります。

(i) (ii) (iii)

7.4.6   アベレージャー時定数 (Cyclops 055Lモデルは適用外)
アベレージャー時定数機能を使用すると、取得する温度値の平均化レートを設定できます。3
つのオプションがあります: 3つのオプションとは、高速(i)、中速(ii)、低速(iii)です。デフォルトの
設定は中速です。

(i) (ii) (iii)

7.4.7   単位
°C、°F、K (ケルビン)、または°R (ランキン)を選択します。注記: 高解像度ディスプレイが選択
されている場合(7.4.12)、°Cのみが使用できます。

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.3b   記録モードでの前回読み取り値の削除
記録モードが有効化されてされている場合、「削除1」のアイコンが使用可能になり、メニュー項目の
1番目に出て来ます。これにより、最後に保存された読み取り値を素早く削除することが出来ます。
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7.4.8   バックライト 
この設定は、サイドディスプレイのバックライトの輝度を制御します。3つのバックライトオプシ
ョンが使用できます: 3つのオプションとは、高(i)、低(ii)、オフ(iii)です。高または低が選択され
ている場合、サブメニューが表示されます。サブメニューでは、サーモメーターが非アクティブ
な状態になっているときに超過するとバックライトがオフになる時間制限(秒単位)を指定でき
ます。デフォルトの設定はOFFです。
注記: バックライトの使用はバッテリーの寿命を縮めます。必要のないときはバックライトをオ
フにすることを推奨します。
注記: USBから給電しているときはバックライトが使用できません。

(i) (ii) (iii)

7.4.9  音機能
このオプションを使用すると、音機能をオンまたはミュートに設定できます。音機能がオンにな
っている場合、音機能により、トリガー操作、アラーム作動、アクティブな通信応答、失われた通
信応答(Bluetooth)が示されます。使用できる音機能のオプションは、音機能オン(i)または音
機能オフ(ii)です。デフォルトの設定はオンです。

(i) (ii)

7.4.10  ウィンドウ補正
この機能を使用すると、既知の補正値を温度計算に手動で組み入れることができ、ビューウィン
ドウのまれな組み合わせの反射率を許容します。この機能は、ON(i)またはOFF(ii)に設定でき
ます。
この機能をオンに設定すると、必要なウィンドウ補正を設定できる画面が表示されます。  
および  キーを使用して値を調整します。デフォルトの設定は1.000です。セクション9.2の
例を参照してください。
例:

クリア保護ウィンドウ装着: ウィンドウ補正オフ
目を保護する遮光フィルター装着:  ウィンドウ補正オフ
クローズアップレンズ装着: ウィンドウ補正オフ
目を保護する遮光フィルターおよびクロ
ーズアップレンズ装着:

ウィンドウ補正オン値を0.920に設定

カスタマープロセスに外部ビューウィン
ドウを組み込む:

ウィンドウ補正オン実用的な値を指定

  (i) (ii)
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7.4.11  製品について
この機能を使用して、製品についての一般情報にアクセスします。表示される情報には、校正
情報、サーモメーターのシリアル番号、BluetoothのID、ソフトウェアのバージョン、最後の校
正以降のTmaxおよびTmin周囲温度の測定値、Webサイト(www.landinst.com)へのリンク
が含まれます。
矢印キーを使用して、画面をスクロールアップおよびスクロールダウンして利用できる情報の
完全な一覧を表示します。

7.4.12  高解像度ディスプレイ
有効になっている場合、解像度0.1°Cで温度が表示されます。
高解像度ディスプレイは、ON(i)またはOFF(ii)に設定できます。デフォルトの設定はOFFです。
注記: 高解像度モードでは、°C単位のみが使用できます(セクション7.4.7を参照)。

7.4.13  時計/カレンダー
内部時刻と日付を設定できます（セクション4.1参照）。
時計(i)の時刻は24時間表記(HH:MM)です。時刻を設定すると、秒がゼロにリセットされます。 
日付(ii)はdd/mm/yyの形式です。

(i) (ii)

7.4.14  Bluetooth
Bluetooth通信を使用すると、情報をサーモメーターから他のデバイスへワイヤレスでスト
リームできます。Bluetoothは、ON(i)またはOFF(ii)に設定できます。デフォルトの設定は
OFFです。
Bluetoothをオンにしていると、バッテリーの寿命が縮まります。必要のないときはこの機能
をOFFにすることを推奨します。

(i) (ii)

(i) (ii)
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7.4.15  シリアル通信
瞬時オプション(i)では、サイドパネル ディスプレイの強調表示部に関係なく、測定されてい
る温度値の瞬時値をシリアルポートに送信します。PCまたはモバイル端末でLand Cyclops 
Loggerソフトウェアに接続する場合、または温度データを自分で処理する場合にこのオプショ
ンを使用します。
選択オプション(ii)では、サイドパネル ディスプレイで強調表示されている値がシリアルポート
に送信されます。以前のバージョンCyclops Bサーモメーターでの使用を目的としたレガシ 
ソフトウェアに接続する場合、またはCyclops L自体での処理をモニターする場合に、このオ
プションを使用します。

(i) (ii)
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7.5 ルートモード
ルートモードは、メニューシステムからアクセスできます(セクション7.4.4を参照)。
ルートモードを使用すると、事前定義された最大9*つのルート(場所IDと放射率、時間機能、そ
の他のセット)をCyclopsにロードできます。各ルートには、最大99個の場所IDを含めること
ができます。
このモードは、工場またはプロセスの定期的な巡回で多くの測定値を取得する必要のあるユ
ーザーに最適です。事前にロードされた場所は、ユーザーが各ルートを巡回するときのガイド
として役立ちます。
選択されると、ルート番号を選択する場合、トリガーを引く度に場所が自動的に増分されます。
ルートを手動でナビゲートするには、  および  キーを使用して、必要な場所を強調表示
し、サーモメーターのトリガーを押して測定値を取得します。
注記: ルート温度測定値を消去する以外に、Cyclops機器自体にはルートデータ管理機能は
ありません。ルートは外部ソフトウェアを使用してCyclopsにセットアップおよび読み込みさ
れている必要があります。PCおよびモバイル端末からダウンロード出来るソフトウェアは次か
ら入手いただけます： 
www.landinst.com/software-downloads 
ルート上のすべての測定値を取得および保存した後、これらの測定値をCyclopsから外部の
ソフトウェアにダウンロードできます。
メニューを使ってルート消去アイコンにアクセスすることにより、測定値をルートから消去する
ことができます。
ルートのプログラム方法に関する説明については、Cyclops Loggerソフトウェ
アのユーザーガイドを参照してください。
* Cyclops v2.00 = 9 ルート、v1.00 = 4ルート

図7-7  通常のルートモードの表示
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8 「測定」モードでのトリガー操作

8.1 はじめに
Cyclopsのトリガーは、3種類の操作に設定でき
ます: 
• クラシック
• バースト(Cyclops 055Lは適用外)
• ラッチ(Cyclops 055Lは適用外)

8.2 クラシック
「クラシック」は最もシンプルな操作であり、初期のCyclopsポータブルサーモメーターに最
も類似しています。
測定された4つすべての温度タイプ(最高、瞬時、平均、最低)が、側面の液晶パネルに表示され
ます。Cyclops 055Lの場合は、平均温度の代わりに、特別な溶湯モードの温度が表示され
ます。
強調表示された温度タイプがファインダーに表示されます。トリガーを引くと、温度値は
BluetoothとUSBを介して、0.5s間隔で連続的にストリームされます（セクション7.4.15およ
び付録A1参照）。トリガーを放すとストリーミングが停止して、4つすべての温度タイプが内部
で保存されます(記録が有効になっている場合)。

8.3 バースト
「バースト」操作は、急激な温度変化のモニターまたは細長い材料などの温度プロファイルの
記録に使用します。
トリガーを押すと、瞬時温度が最大収集レート(1秒あたり約33回の測定)でBluetoothを介
してストリームされるか、(有効になっている場合は)内部メモリーに記録されます。この操作モ
ードは、約0.5秒間隔の「ビーブ音」(オンになっている場合)を伴う内部ディスプレイの「点滅」
によって示されます。
トリガーを離すと、測定値に2ピースのデータパケットが追加され、放射率およびウィンドウ伝
送の係数値が表示されます。

8.4 ラッチ
「ラッチ」モードを選択した場合、トリガーを押すと、温度測定の開始と停止が交互に切り替わ
ります。したがって、このモードは、Cyclopsを置いておいて、設定可能な間隔で対象物を測定
する場合に最適です。瞬時値は、Bluetooth/USBを介してストリームされるか、(有効になっ
ている場合は)内部メモリーに記録されます。
ラッチモードを選択した場合、各測定間の間隔を入力する必要があります。間隔は0.25秒から
120分の範囲で設定します。時間機能の処理は測定毎に再開します。0.25秒未満の間隔を選
択した場合、「∞:∞:∞」の無限のオプションが有効化されます。この場合、2回のトリガー間
に1回の測定を行います。時間機能プロセスは1回目のトリガーで開始し、2回目のトリガーで
完了します。

トリガーを離す

トリガーを押す
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8.5 記録 
「測定モード」のトリガー操作に対して記録を有効にするには、メニューで記録アイコンを選
択します。記録サブメニューで、記録を有効にできます(セクション7.4.3を参照)。 
記録モード:

有効にすると、温度値に加えて、時刻、日付、放射率、ウィンドウ伝送、ユーザーが指定可能な場
所IDを保存し、後でダウンロードすることができます。 
最大9999個の測定値を保存できます。これは、「クラシック」または「ラッチ」モードの測定値の
最大数であるか、または約5分間の「バースト」モードデータに相当します。
記録モードがアクティブになっている場合、ユーザーが設定できる場所IDとメモリー使用率が
側面の液晶画面に表示されます。
場所IDを変更するには、記録メニューのアイコンを選択します。場所IDには「自動増分」オプ
ションがあり、ON(i)またはOFF(ii)にすることが出来ます。スイッチがオンになっている場合、

トリガーを引く度に IDの右の数字が+1分増分します。例え
ば、IDがABØØの場合、右の数字はABØØからAB99まで増
分します。IDがAØØØの場合、最大でA999まで増分します。
保存した測定値をBluetoothまたはUSBを介してダウンロ
ードするには、ダウンロードアイコンをクリックします。以前
に記録した測定値は、各測定値に関連する追加データととも
に、USBシリアルまたはBluetoothを介してCyclopsから送
信されます。データストリームの形式については、付録3を参
照してください。

送信されたデータを受信するには、Bluetooth/USBコネクターに関連付けら
れているPC通信ポートからASCIIストリームを受け取ることのできるソフトウ
ェアを実行する必要があります。または、外部のCyclops Loggerソフトウェア
がこの機能を提供します。
保存した測定値をレビューするには、レビューアイコンを選択します。 

内部メモリーをクリアするには、消去アイコンを選択します。 
 

 
 
メモリーが100%になると(側面の液晶画面に表示されます)、記録モードが自動的に無効にな
ります。測定値をさらに記録するには、メモリーをクリアする必要があります。たとえば、ラッチ
モードの実行など、実行中の操作は継続しますが、測定値は記録されません。

セクションの終了

(i) (ii)
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9 サーモメーターの操作
警告

この機器で太陽を見ないでください。目に重大な損傷を与える可能性がありま
す。

 
このセクションでは、Cyclopsを使用するいくつかのサンプルシナリオについて説明します。
温度を測定する前に、選択したシナリオの要件に応じてサーモメーターを設定する必要があり
ます。
設定手順は、4つの設定グループに分割されます:
• データ出力の設定
• 測定の設定
• 記録の設定 
• ユーザーインターフェイスの設定
次の一覧は、設定グループと使用できる選択の詳細を示しています。

設定グループ Function（機能） 選択オプション
データ出力の設定 Trigger Mode（トリガー

モード）
クラシック/バースト/ラッチ/ルート

Bluetooth ON/OFF
測定の設定 Unitｓ（単位） °C/°F/K/°R

高解像度 0.1°C
Emissivity (放射率) (0.10～1.20)
アベレージャー時定数 高速/中速/低速
ウィンドウ補正 オン(0.80～1.20)/OFF

記録の設定 有効化 ON/OFF
時計 時刻と日付
場所ID 4桁英数字 

（自動増分）
ユーザーインターフェ
イスの設定

バックライト 高 (タイマー値を入力)   
低(タイマー値を入力)    
OFF

音機能 ON/OFF
アラーム 高アラーム (セットポイント値を入力) 

低アラーム (セットポイント値を入力) 
OFF
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9.1 操作 (例1: シンプルな温度測定)
1) ON/OFF スイッチでサーモメーターのスイッチをオンにします。初期化画面が

表示され、数秒後に画面が変わり測定モードディスプレイが表示されます。
2) バッテリーの状態をチェックし、十分なバッテリー寿命が残っているか確認しま

す。
3) トリガーモードがクラシックモードに設定されていない場合、メニュ

ーモードに移動し、トリガーモードメニューを開いて、クラシックモー
ドを選択します。

4) 測定する材料の放射率の値を入力します(セクション11にある情報
を参照してください)。

5) ウィンドウ補正がオフになっていることを確認します。

6) アラーム機能がオフに設定されていることを確認します。

7) Bluetoothオプションがオフに設定されていることを確認します。

8) サイドディスプレイで、瞬時温度測定オプションを選択します(セクション7.2を参照)。
9) ユーザーに合うように接眼レンズを調整してから(セクション6.3を参照)、サーモメータ

ーを対象物に向け、レンズの焦点調整機能を使用して(セクション5.5を参照)、グラティキ
ュールの焦点を測定する場所に合わせます。対象物が完全にグラティキュールに入って
いることを確認し、必要であれば、位置を調整します。

10) トリガーを押して測定を開始します。メインディスプレイと接眼レンズのディスプレイが
測定値で更新されます。

11) トリガーを離して測定を停止し、メインディスプレイで最後に記録された値を確定します。
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9.2 操作(例2: 複雑な温度測定)
一部の工業的応用のケースでは、ウィンドウまたはビューポートがサーモメーターと対象物の
間にある場合があります。この場合、対象物からサーモメーターに到達する放射エネルギーの
量が減少します。
以下の手順は、一般的かつ複雑な温度測定を行うとき(図9-1)のCyclopsの操作を説明して
います。

図9-1  一般的かつ複雑な温度測定

ビューポートウィンドウ
例: ガラス - 一般的なウィンド

ウ補正係数(0.920)

高温の対象物: 軟鋼
一般的な放射率の値 (0.35)

1) バッテリーの状態をチェックし、十分なバッテリー寿命が残っているか確認します。
2) メニューモードに移動して、トリガーモードメニューを開き、クラシックモードを選択しま

す。
3) 測定する材料の放射率の値(0.35)を入力します。
ビューウィンドウ/ポートのウィンドウ補正係数がわかっている場合は次の手順を実行します:
4) ウィンドウ補正をオンに設定します。
5) 既知の補正係数(たとえば、ガラスは0.920、サファイアは0.880)を入力します。
ビューウィンドウ/ポートのウィンドウ補正係数がわからない場合は次の手順を実行します:
6) 対応する放射率を設定して、ウィンドウ補正係数をデフォルトに設定した状態(つまり、黒

体熱源の放射率を1.00に設定し、ウィンドウ補正係数を1.000に設定する)で、サーモメ
ーターで既知の温度値の測定値を取得して記録します。 

7) 予備のビューウィンドウ/ポートをサーモメーターと黒体熱源の間に置き、新しい温度測
定値を取得します。 

8) ウィンドウ補正のオンサブメニューに移動し、  および  キーを使用して、表示温度
が、既知の値ソースから記録された値と同じになるまでウィンドウ補正係数値を修正し
ます。これは、選択したビューウィンドウ/ポート材料に対して正しいウィンドウ補正値な
ので、このウィンドウ補正値(たとえば、0.880)を使用する必要があります。
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9) 瞬時温度測定オプションを選択します。
10) サーモメーターをビューウィンドウ/ポートを通して対象物に向け、グラティキュールの

焦点を測定する場所に合わせます。対象物が完全にグラティキュールに入っていること
を確認し、必要であれば、位置を調整します。

11) トリガーを押して測定を開始します。メインディスプレイと接眼レンズのディスプレイが
測定値で更新されます。

12) トリガーを離して測定を停止し、メインディスプレイで最後に記録された値を確定しま
す。

9.3 操作 (例3: ルートモード)
1) ON/OFF スイッチでサーモメーターのスイッチをオンにします。初期化画面が表示さ

れ、数秒後に画面が変わり測定モードディスプレイが表示されます。
2) バッテリーの状態をチェックし、十分なバッテリー寿命が残っているか確認します。
3) ルートがサーモメーターにダウンロードされていない場合は、Loggerソフトウェアに接

続し、ユーザーガイドの「ルート管理」の手順に従ってダウンロードします。
4) メニューモードにして[トリガーメニュー]を開き、[ルートモード]を選択してサーモメータ

ーをルートモードに設定し、ルートを選択してから、ルート番号(1、2、3または4)を選択し
てメモリーに保存されているルートを選択して、ルートに沿ってルート場所を自動増分
させるかどうかを選択します。

5) 測定モードの場合、選択したルートとともに場所のリストがサイドディスプレイに表示さ
れます。これらの場所にはアップキーとダウンキーで移動できます。3つの場所とそれら
の測定値が表示されます。中央が現在選択されている場所で、測定値はすべてその場所
に保存されます。

6) トリガーを押して測定を開始します。サイドディスプレイおよび接眼レンズディスプレイ
で現在選択されている場所が更新されます。

7) トリガーを離して測定を停止し、メインディスプレイで最後に記録された値を確定しま
す。

8) アップキー、ダウンキーまたは入力キーのいずれかを押すと、この測定値が保存されま
す。 

9) ルートに保存されたデータはCyclopsに保存されて後からダウンロードできます。ダウ
ンロードは、Loggerソフトウェアで[ルートのダウンロード]機能を使用して実行できま
す。

 

 
 

セクションの終了



CYCLOPSとの通信
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10 Cyclopsとの通信
外部ソフトウェアからCyclopsと通信するには、ワイヤレス(Bluetoothを使用)で行うか、適
切なUSBケーブルを使用します。
USBポートを使用する場合は、メニューの[Bluetooth]オプションをオフにすることを推奨し
ます。
同様に、Bluetooth通信を使用している場合は、USB通信を使用しないことを推奨します。た
だし、この場合はUSBを電源に使用することができます。
Cyclopsから情報をキャプチャするには、Cyclops Loggerソフトウェアを使用することを推
奨します。操作手順の詳細については、Cyclops Loggerソフトウェアのユーザーガイドを参
照してください。

10.1 Bluetooth
メニューシステムでBluetoothを有効にすると、サイドディスプレイのBluetoothアイコン
は、Loggerソフトウェアと組み合わされるまで点滅します。
Cyclopsには0000のパスキーが必要です。このパスキーは Loggerソフトウェアによって自
動的に提供されます。
Loggerソフトウェアとの通信が確立すると、Bluetoothアイコンの上にIOIOIアイコンが表
示されます。
CyclopsとLoggerソフトウェアは、 相互に対話を続けることでBluetooth通信チャネルを
有効に保ちます。通信が停止すると、Bluetoothアイコンは再び点滅を開始し、組み合わせプ
ロセスを繰り返す必要があります。
Bluetooth通信は多くの電源を消費します。バッテリー寿命を延ばすために、必要ない場合
はスイッチをオフにしてください。

10.2 USB
USB通信は、ケーブルを接続するとホストコンピューターにより自動的に検出されます。

 
 
 

セクションの終了



放射率
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11 放射率

11.1 Cyclops 100LおよびCyclops 160Lモデルの放射率値
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。ユーザーガイ
ドのこのセクションでは、最も一般的に測定される物質の通常の放射率値をサーモメーター
タイプごとに示します。 
放射率値が示されていない場合は、サーモメーターが測定用途に適していないか、対象物の温
度がサーモメーターの測定範囲外であるか、または放射率値が正確に指定できず現場で判断す
る必要があること(セクション11.2を参照)を意味します。特定の測定用途での対象物の放射率に
関しては、AMETEK Landにお問い合わせください。

耐火物

物質 Cyclops 100L Cyclops 160L
アルミナ 0.30 0.30
レンガ 赤 0.80 0.80

白耐火レンガ 0.30 0.35
シリカ 0.30 0.60
シリマナイト 0.60 0.60

セラミック 0.40 0.50
マグネサイト - -

合金

物質 Cyclops 100L Cyclops 160L
真鍮 0.20 0.18

酸化 0.70 0.70
クロメルおよびア
ルメル

0.30 0.30

酸化 0.80 0.80
コンスタンタンとマンガニン 0.25 0.22

酸化 0.65 0.60
インコネル 0.30 0.30

酸化 0.85 0.85
モネル 0.25 0.22

酸化 0.70 0.70
ニクロム 0.30 0.28

酸化 0.85 0.85
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合金

物質 Cyclops 100L Cyclops 160L
アルミニウム 0.13 0.09

酸化 0.40 0.40
クロミウム 0.43 0.34

酸化 0.75 0.80
コバルト 0.32 0.28

酸化 0.70 0.65
銅 0.06 0.05

酸化 0.85 0.85
金 0.05 0.02
鉄および鋼鉄 0.35 0.30

酸化 0.85 0.85
鉛 0.35 0.28

酸化 0.65 0.65
マグネシウム 0.27 0.24

酸化 0.80 0.75
モリブデン 0.33 0.25

酸化 0.80 0.75
ニッケル 0.35 0.25

酸化 0.85 0.85
パラジウム 0.28 0.23
プラチナ 0.27 0.22
ロジウム 0.25 0.18
銀 0.05 0.04

酸化 0.10 0.10
すず 0.40 0.28

酸化 0.60 0.60
チタニウム 0.55 0.50

酸化 0.80 0.80
タングステン 0.39 0.30
亜鉛 0.50 0.32

酸化 0.60 0.55
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その他

物質 Cyclops 100L Cyclops 160L
石綿アスベスト 板/紙/布 0.90 0.90
アスファルト 0.85 0.85
カーボン グラファイト 0.85 0.85

すす 0.95 0.95
セメントおよびコンクリート 0.65 0.70
布 - すべてのタイプの布織物   
(目の粗い布は放射率が低くなります)

0.75 0.80

ガラス 厚さ:3mm - -
厚さ:6mm - -
厚さ:12mm - -
厚さ:20mm 0.80 -

11.2  放射率値の実質的測定
金属合金など多くの場合、放射率の固定値を指定できません。このような場合は、サーモカッ
プル測定値などの基準測定と比較して、必要な放射率設定の現場での実質的測定を行うこと
ができます。
この操作を実行するための手順は次のとおりです。
1) サーモメーターを対象物の表面の選択した測定ポイントに照準設定します。測定値を一

定に保ち、トリガーを離すと、サイドディスプレイで測定値が確定されます。
 注記: 手順が終了するまで、トリガーに触らないでください。
2) サーモカップルまたは基準機器を使用して、対象の場所の温度を測定します。
3) 選択キーを押して	  メニューモードにし、ダウン矢印キーを押して	  e設定を選択

し、選択キー	  を押してこのオプションを選択します。
4) 画面には現在の放射率値と最後に測定された温度値が表示されます。
5) アップ  キーとダウン  キーを使用して放射率値を変更します。温度測定値が変更

されて、新しい放射率設定で取得された値が示されます。
6) 表示された温度が基準温度にできる限り近くなるまで引き続き放射率値を上下に調整

します。
7) 選択キーを押して	  新しい放射率値を保存し、アップ  矢印キーを押して終了アイ

コンに戻り、選択キーを押して	  測定モードに戻ります。
 以降のすべての測定値では新しい放射率設定ポイントが使用されます。
 新しい放射率値はスイッチをオフにしたときに保存されます。
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11.3  Cyclops 055Lサーモメーターの放射率値
金属温度を正確に表示するためには、放射率値を設定する必要があります。溶鋼の場合は、通
常0.50から0.55の範囲になりますが、合金の種類によって若干異なることが分かっており、他
の金属では確実に異なります。
放射率値は、溶解炉内にあるときに洗浄した表面を表示して、ディップサーモカップルまたは
その他の基準測定に対して相対的に設定できます。以下で説明する放射率値を取得する手順
は、非常にすばやく簡単に実行できます。
1) できる限り垂直に近い位置から、Cyclops 055Lを溶融金属の清潔な表面に照準設定

し、トリガーを押して読み取ります。

2) 機器が安定した温度値を示している場合は、ディップサーモカップルまたはその他の基
準測定値を取得します。

3) トリガーを離すと、サイドディスプレイで測定値が確定されます。「選択」キーを押して
「メニュー」モードにしてから、 矢印キーを押して「e」アイコンを強調表示します。
キーを押してこのオプションを選択します。

4) 画面には現在の放射率値と、直前に記録された温度が表示されます。放射率値を変更す
ると、表示されていた計算済みの温度が新しい放射率値で表示されます。

5) 計算された温度が基準測定値にできる限り近くなるまで放射率値を上下に調整します。

6) キーを押して新しい放射率値を入力してから、 キーを押して終了アイコンに移動
し、 を押して「測定」モードに戻ります。

以降のすべての測定値では、新しく設定された放射率値が使用されます。

11.4  Cyclops 390Lサーモメーターの放射率値
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。
Cyclops 390Lの場合は、炭素鋼スラブに照準設定すると、対象物の放射率は鉄鋼の正確な
配合と酸化のレベルに応じて通常0.8～0.9になります。
詳細については、AMETEK Landまでお問い合わせください。

11.4.1 改質管の放射率値
改質管の温度を測定する場合、管の放射率を特定するための正確な初期温度測定に
は、Land Gold Cupプローブを使用することを強くお勧めします。
放射率の代表値は0.85です。AMETEK Landでは、お客様の材料のサンプルを分析して正確
な放射率を特定するサービスも提供しています。

セクションの終了
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12 付属品とスペア部品
12.1 付属品

タイプ110およびタイプ135クローズアップレンズ
タイプ110 (802007)およびタイプ135 (802008)のクローズアップレンズを使用して、標準
のレンズでは近すぎて測定できない距離にある対象物にCyclopsで焦点を当てることができ
ます。
タイプ110レンズの固定焦点は215mmで、対象物の最小サイズは0.4mmです。このレンズ
の一般的な用途は、熱フィラメント/熱線の観察です。 
タイプ135レンズの焦点範囲は450mm～620mmで、対象物の最小サイズは1.8mmです。
このレンズの一般的な用途は、開口部が小さい溶鉱炉の校正です。

図12-2  ハードキャリーケース (開いた状態と閉じた状態)

保護用ハードキャリーケース
ハードキャリーケース(801777)は、頑丈かつ軽量の、防水性と耐衝撃性を備えた射出成形ボ
ックスで、あらゆる環境から保護します。ハードキャリーケースには、サーモメーターと付属品
に合わせて切り抜かれたカスタムカットの発泡緩衝材が使用され、「キット」のすべてのアイテ
ムを保管できるので便利です。
寸法: 360 x 290 x 165mm (幅x長さx奥行き)

図12-1  タイプ110およびタイプ135クローズアップレンズ
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Cyclops Logger
Cyclops Loggerを使用すると、Cyclopsサーモメーターか
らストリーミングされたデータを外部で記録し、完全な可搬
性も維持します。 
各Cyclopsには無料のLoggerソフトウェアが付属していま
す。 
AMETEK Landは、Loggerアプリケーションとアクティベー
ションコードがインストールされたモバイルデバイス(品番
809633)を提供しています。このデバイスを使用すると、実
際の測定値をモバイルデバイス上のCyclopsから表示、分
析、記録することができます。 

保護用サーマルカバー
過酷な環境では保護用サーマルカバー(811279)を使用する
ことを強く推奨します。
このカバーは、過度の放射熱から機器を保護し、熱衝撃を削減
します。また、ほこりの侵入に対する非常に効果的なバリアを
形成します。
大きなウィンドウ領域にはサイドディスプレイがはっきりと表
示され、コントロールキーにアクセスしてメニュー操作を実行
できます。

図12-4  保護用サーマルカバー

Cyclopsロングアイリリーフ(LER)アダプター
Cyclopsロングアイリリーフ(LER)アダプター(804685)
は、Cyclopsサーモメーターユーザーが、機器の背面を目か
ら離した状態で完全な視野、測定円、内部温度表示を見るこ
とができる付属品です。これは、ヘルメット、ゴーグル、その他
の目を保護するデバイスを装着しているユーザーが使用しま
す。詳細については、セクション12.3を参照してください。

図12-5  LERアダプター

図12-3  Cyclops Logger
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工業用ゴム製ケース
工業用ゴム製ケース(品番809705)を使用する
と、Cyclopsサーモメーターをさらに強固に保護できま
す。このケースはCyclopsサーモメーターのすべてのモ
デルと互換します。

図12-6  工業用ゴム製ケース

12.2 スペア部品
Description（説明） 品番
接眼レンズフード 802211
レンズカバー 802083
リストストラップ 801994
バッテリーの蓋 804090
レンズ保護ウィンドウ 802061
ゴム製三脚パッド 802311
保護用サーマルカバー 811279
工業用ゴム製ケース 809705
レンズフード 809636

図12-7  レンズフード

レンズフード
レンズフード(品番809636)を使用すると、Cyclopsサ
ーモメーターレンズをさらに強固に保護できます。 
注記:  保護用サーマルカバーを使用している場合、カバ
ーを付ける前にレンズフードを外す必要があります。
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12.3  ロングアイリリーフ(LER)アダプターの装着と使用
Cyclopsロングアイリリーフ(LER)アダプター(804685)
は、Cyclopsサーモメーターユーザーが、機器の背面を目から離し
た状態で完全な視野、測定円、内部温度表示を見ることができる
付属品です。これは、ヘルメット、ゴーグル、その他の目を保護する
デバイスを装着しているユーザーが使用します。

注記

LERアダプターを取り付ける前に、ユニットの直径が小さい方の端を調べて、この
端から約2 mmの場所にグラスディスクがあるか確認してください。グラスディス
クの平面は、光軸に対して小角度(10°以下)でオフセットされます(図12-7を参照)。

グラスディスクは赤外線吸収フィルターで、非常に高温の対象物を見るときの目の保護に不可
欠です。

12.3.1  取り付け手順
1) 焦点調整アイキャップを反時計回りにねじって外

し、接眼レンズの長さをサーモメーターの本体か
らできる限り遠い位置まで伸ばします(図12-8)。

2) キットに含まれているねじ回しを使用して、接眼レ
ンズ本体のアイキャップホルダーを固定している
3 x M2の端がとがっているグラブねじを緩めて
外します(図12-9)。

3) アイキャップを接眼レンズの背面から持ち上げて
外します。接眼レンズは、後で再度取り付けるとき
のために安全な場所に保管します。

4) 新しいLERアダプターを接眼レンズの端に挿入
し、本体の3つの刻み目がねじ穴に合うまで回し
ます(図12-10)。

グラスディスク 

図12-7  LERアダプター

図12-9

図12-8



ポータブルサーモメーター

ユーザーガイド

Cyclops L

52

5) 3個のグラブねじを取り付け、ゆっくり均一に締め
ます(図12-11)。

 注記: LERアダプターキットにはスペアのグラブ
ねじが3個含まれています。

図12-10

図12-11

図12-12

6) LERアダプターを必要に応じて内側または外側
に回します(図12-12)。

 これで、LERアダプターを装着したCyclopsサー
モメーターを使用できるようになります。

12.3.2  LERアダプターが装着されたCyclopsの使用
サーモメーターの使用方法は前と変わりませんが、接眼
レンズを通じて表示される場所の倍率が縮小されてい
ることが分かります。
接眼レンズを目から50mm以上離しても完全な視野、

測定円、内部温度表示を見ることができます。
LERアダプターのゴム製キャップを使用して接眼レンズを調整し、グラティキュール円の最適
な焦点を得ることができますが、通常これは標準の高倍率接眼レンズの場合よりも重要ではあ
りません。 
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12.4  工業用ゴム製ケースの装着

1

2

3

4
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5

6

ü

7

セクションの終了
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13 メンテナンス
Cyclopsサーモメーターは、メンテナンスする必要がほとんどない特別な設計になっていま
す。機器を長持ちさせるためには、いくつかのプロセスを実行することを推奨します。
• サーモメーターを使用しないときはレンズカバーを付けてください。
• レンズアセンブリ、接眼レンズ、ディスプレイパネルは清潔な状態に保ち、汚さないよう

にしてください。これらのコンポーネントを定期的に柔らかい布や専用のレンズクリーナ
ーで掃除してください。

• サーモメーターが破損していないか定期的にチェックしてください。レンズアセンブリ、
接眼レンズ、ディスプレイパネル、トリガーおよびON/OFF スイッチは特に念入りに確認
してください。

• サーモメーターには、常にスペアの完全に充電されたバッテリーを用意してください。
機器の故障が疑われる場合は、現場で故障を調べたり修理しないでください。AMETEK Land
に問い合わせて修理を依頼してください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

セクションの終了
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14 ユーザー構成レコード
Cyclopsは、測定要件に合わせて構成することができます。選択したパラメータ設定と値はサ
ーモメーターのメモリーに保存されます。
サーモメーターを修理や再校正のためにAMETEK Landに返却した場合、保存したユーザ
ー設定が上書きされ、サーモメーターは出荷時のデフォルト設定で戻ってくる可能性がありま
す。
したがって、測定要件に合わせてサーモメーターを設定した場合は、ユーザー構成レコードを
使用して選択したパラメータ設定と値を記録し、これらのパラメータや値をサーモメーターに
再入力して再利用できるようにすることを推奨します。

シリアル番号   .............................................................
日付:     .............................................................

測定モード:    最高   q 瞬時  q

     平均   q 最低   q
メニューモード:    放射率(値) ....................

データ出力モード:   クラッシック  q バースト   q      ラッチ   q

アラーム設定:    アラームオフ q

     高アラーム   q (値) ....................

     低アラーム   q (値) ....................

アベレージャー設定:   低 q 中 q 高速 q

温度単位:     °C q

ブラックライト設定:   Off（オフ）   q

     薄暗い q (タイマー) ....................

     明るい  q (タイマー) ....................

音機能設定:    OFF    q ON   q

ウィンドウ伝送:    Off（オフ）   q

     ON   q (値) ....................

Bluetooth:     OFF   q ON   q

セクションの終了
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A1 付録1

シリアル通信データロギングプロトコル
以下に示すロギングプロトコルは、Bluetoothを介して連続的にストリーミングされるデー
タに適用されます。
クラッシックモードストリーム
トリガーを押している間、連続するデータ行ストリームの固定(1度の分解能の場合は12、0.1
度の分解能の場合13)文字長が0.5秒ごとに出力されます 
ファームウェア* V1.00 & V1.10用:  - 瞬時のみが使用できます
ファームウェア* V2.00以降: 
• 連続オプション** 瞬時が選択された場合 － 瞬時のみ使用できます
• 連続オプション** 選択が選択されている場合 － (iv)で送信された値がサイドディスプ

レイに強調表示されます

* ファームウェアのバージョンは	  メニューから確認できます

** 連続オプションは		  メニューから確認できます

1度の分解能
 0 1       2      3 4>9      10  11
 ‘B’  ‘C’  ‘F’  ‘A’  ‘+ 1972’ ’CR’’LF’
0.1度の分解能
 0      1      2     3 4>10      11  12
 ‘Q’  ‘H’  ‘C’  ‘I’ ‘+1972.0’ ’CR’’LF’

 (i)  (ii) (iii)   (iv) (v)             (vi)

 (i) Cyclops識別子 1文字 
 ‘B’  =  C100
 ‘D’  =  C055
 ‘J’   =  C390
 ‘Q’  =  C160

  (ii) パケット識別子 1文字 
  ‘C’クラッシック   – キーを押している間
  ‘H’ホールド      – キーを離したとき

   (iii) 単位 1文字 
   ‘C’    摂氏
   ‘F’    華氏
   ‘R’    ランキン
   ‘K’   ケルビン
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    (iv) モード 1文字
    ‘I’ 瞬時
    ‘P’ ピーク
    ‘V’ 最低
    ‘A’ 平均
    ‘S’ 統計処理機能

     (v) データ 1度の分解能Cyclops6文字
     : 10分の1～999.0、1000を超える度‘+100.0’  ‘+1500’’
     0.1度の分解能Cyclops7文字
      : 10分の1    ‘+ 100.3’      ‘+1500.8’
       
    オーバーレンジ:  +/-¯ ¯ ¯   i.e. 0xAF,SP, 0xAF,SP, 0xAF
    アンダーレンジ:   +/-_ _ _ i.e. 0x5F,SP, 0x5F,SP, 0x5F

       (vi) 終端 2文字  0x0D,0x0A

受信装置は‘ * ‘ハンドシェイクを送信し‘H’ホールド(キーが離されデータが記録される)を示し
ます。
 
高度 – バーストモードパケット
バーストモードでトリガーを押すと、連続するデータ行ストリームが30ミリ秒ごとに出力され
ます。 
1度の分解能の例
    ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘I’  ‘+972.0’ ’CR’’LF’
0.1度の分解能の例 
    ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘I’  ‘+1972.3’ ’CR’’LF’

以下を除き文字の解釈は前述のとおり
(i) パケット   ‘3’  - 高度 – バーストモードパケット

バーストモードでトリガーを離すと、2行の終端パケットが出力されます。 

1度の分解能の例
     ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘E’ ‘+1.000’ ’CR’’LF’
    { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+1.000’ ’CR’’LF’
または無効な場合 { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+ OFF ’ ’CR’’LF’

0.1度の分解能の例 
      ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘E’ ‘+ 1.000 ’ ’CR’’LF’
    { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+ 1.000 ’ ’CR’’LF’
または無効な場合 { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+   OFF  ’ ’CR’’LF’

受信装置は‘ * ‘ハンドシェイクを送信して終端パケットの受信を示します。
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高度 – ラッチ間隔モードパケット
トリガーがラッチされると、データストリームは次の場合を除き前述したとおり「バーストモー
ド」になります
 a) データレートはユーザー設定可能
 b) 以下を除き文字の解釈は前述のとおり
  (i) パケット   ‘4’  - 高度 – ラッチモードパケット
 c) 2行の終端パケットはトリガーのラッチが解除されたときに送信される

高度 – ルートモードパケット
トリガーが押されると、データストリームは次の場合を除き前述のとおり「クラッシックモード」
になります
 b) 以下を除き文字の解釈は前述のとおり
  (i) パケット   ‘5’  - 高度 – ルートモードパケット
 b) 「ホールド」終端パケットは送信されない

Bluetoothハートビート
Bluetoothリンクを有効に保ち、Loggerプログラムの実行を確立するためには次のダミーデ
ータを送信します
1度の分解能の例
    ‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxx’ ’CR’’LF’
0.1度の分解能の例  
     ‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxxx’ ’CR’’LF’
受信装置は‘ * ‘ハンドシェイクを送信してハートビートの受信を示します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セクションの終了
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A2 付録2

エラーコード
スイッチがオンになるとCyclops機器は、非揮発性メモリーに保存されているすべてのデー
タをチェックし、検出されたエラーがサイドディスプレイ画面の下部に表示されます。

エラーコード1
説明:  不明なCyclopsタイプ
このコードが表示された場合、機器は機能を実行できなくなります。
エラーが解決できない場合は、CyclopsをAMETEK Landに返却して修理を依頼してくださ
い。

エラーコード2
説明:  失われた校正データ
Cyclopsは機能しますが、ディスプレイが反転(黒の背景に白文字)します。ただし、装置の校
正は正しくなく、測定値は概算のみになります。この場合、温度精度仕様を満たしません。この
エラーが解決できない場合は、CyclopsをAMETEK Landに返送して修理を依頼してくださ
い。

エラーコード3
説明:  失われたユーザー設定
通常、Cyclopsではユーザー設定(メニューからアクセス)は非揮発性メモリーに保存されま
す。これらの設定の整合性が失われると、ユーザー設定は出荷時のデフォルトに戻ります。オペ
レーターは必要なユーザー設定を再入力して、Cyclopsを目的どおりに機能させることがで
きます。

 

セクションの終了
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A3 付録3

データストリーム形式

セクションの終了
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