
磁界や電界などの誘導ノイ
ズの影響を受けずに温度測
定ができます。

電磁界の影響を受けません
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Fiber Optic Thermometer
光ファイバ温度計

高電圧部を直接計測可能
熱電対では直接測定できな
かった高電圧充電部でも測定
ができます。

耐ノイズ・正確な温度測定
光ファイバプローブセンサな
のでこれまで測定が困難だっ
たマイクロ波環境下でも正確
な温度測定が可能です。

接触式光ファイバ温度計
Φ1.15mmのPTFEテフロンシースプローブ
光ファイバセンサのため充電部や電界や
磁界の影響を受けずに計測可能
-80 250℃の温度測定範囲
1ch~最⼤512チャネルの多点測定
±1℃または±1%F.Sの測定精度
最⼤100mまで光ファイバケーブルの延⻑が可能

LF 180201 1000

高電圧部や電磁界環境下での温度測定に最適です

トランス内の巻き線や高電圧設備の温度測定
ブスバーなどの高電圧設備の温度測定
通電中の回路部品の温度測定
高周波やマイクロ波を使用した加熱や乾燥工程
MRIなどの実験や医療器具の滅菌処理
⾃動⾞⾛⾏の⾞載、温度データ収集など
温度測定時の誘導ノイズにお困りの⽅

特⻑ 用途

NOMAD-TouchT/Guard LinkT/Guard 405



●電界･磁界の影響皆無
●高周波やマイクロ波、強磁場、高電圧環境下でのリアルタイム測定
●高圧、真空中の測定が可能（光ファイバー用フィードスルー）
●耐薬品性（光ファイバーは石英、外皮はPTFEテフロンで被覆）
●本体は、小型軽量で優れた操作性
●光ファイバー長は、最大100mまで可能
●デジタルポート、アナログ出力を標準装備
●グラフ表示機能付データ収集用PCソフトウエア（Windows Excel対応）

概 要 

  加国Neoptix社製 光ファイバー温度計は、一般的に使用されている
温度センサー（熱電対、測温抵抗体等）では測定困難である高周波や
マイクロ波、強磁場、高電圧環境下であっても、電界磁界の影響を受
けずに正確な温度測定が可能です。 
  T1 光ファイバープローブ･センサーは、直径φ1.15mmと細くフレキ
シブル性が高いので、測定物へのセッティングが容易であり、外皮は
PTFEテフロンで被覆されているので、耐腐食性にも優れています。 

特 長 

  アプリケーション 

高電圧/電力応用 

トランスの巻線内、高圧送電線、 
高電圧設備の温度測定 

食品分野 

電子レンジ調理食品やレトルト
パッケージの材料開発、殺菌、
食品解凍時の温度測定 

高周波、マイクロ波加熱 

高周波、マイクロ波を使用した加熱･乾燥 
時の温度測定 
(木材、陶磁器、繊維、プラスチックなど) 

半導体／エレクトロニクス 

真空中のウエハ温度、LCD製造プロセス、
通電中の回路部品の温度測定 

ハイパーサーミア（癌の温熱療法）、
ＭＲＩ等の実験、医療器具の滅菌処理、
医薬品の粉末乾燥時の温度測定 

マイクロ波合成反応装置、
湿式分解装置のサンプル温度測定 

メディカル ケミカル 



OmniFlex
19インチラックシャーシとモジュール追加で 
最大512チャンネルまで増設可能です。 
(OmniLink専用ソフトウエアでコントロール） 

原理構成図 

光ファイバープローブ先端には、400μサイズのセンサーであるガリウム砒素（GaAs）が組み込まれています。 
センサーは、温度計本体から発光される白色光の照射によって励起され発光しますが、この励起光は温度によって
波長が変調する特性があり、温度との相関関係があります。励起光は光ファイバーで温度計本体に導かれ、本体内
のCCD分光器（浜松ホトニクス社製）によってスペクトル分析後、温度変換されます。 

  原 理 

汎用モデル 

Ｒｅｆｌｅｘ （1、2、4 チャンネル）

タッチパネル式ディスプレイ 

小型軽量 
T/Guard Link 

（ 2、4、6、8チャンネル ） 

T1™センサー T1 プローブ･センサー 

GaAsのスペクトル特性 

ハンディ-タイプ 

NOMAD -Touch 
 （１チャンネル） 

32MBデータメモリ内蔵。 
リチウムイオンバッテリで
最大5時間連続駆動｡
USBポートで充電します。 

  温度計本体 

堅牢タイプ 
T/Guard シリ-ズ 最大16ｃｈ 

T/Guard 405 
 （  2、4、6、8、10、12、14、16チャンネル ） 

32MBデータメモリー内蔵 



測定点数

OFX-4S、8S Omniモジュ-ル OFX-4D Omniモジュ-ル

‐40 ～ 250℃ *1

0.01℃ （OmniLinkソフトウエア表示）

±1℃ または読み値の1%

ステ-タス LED

―

0-10VDC（標準）、4-20ｍA（オプション）

51×174×231（突起部除く）

4、8点 4点

4 Hz/ch *2 5 Hz

OFX-CHA （19インチラック）

最大8モジュ-ル (64ｃｈ)/シャ-シ

―

―

―

Reflex

‐40 ～ 250℃ *1

±1℃ または読み値の1%

1、2、4点

0.1℃ または 0.01℃

4 Hz/ch *2

蛍光表示管

RS-232C

0-10VDC、4-20ｍA（オプション）

―

―

PC （OmniLinkソフトウエア）

USB (Bタイプコネクタ)

32MB データメモリ- ― ―

測定点数

外形寸法（W×H×Dmm）

温度測定範囲

分解能

精　度

表示更新時間

ディスプレイ

インターフェイス

アナログ出力

内部メモリー

NOMAD‐Touch
1点

0.1℃

5 Hz

USB (Bタイプコネクタ)

―

118×186×37（突起部除く）

‐20 ～ 50℃（結露なきこと）

‐30 ～ 50℃（結露なきこと）

約 0.7Kg

タッチパネル式カラーLCD

‐20 ～ 60℃（結露なきこと）

ACアダプタ（18～24VDC,8W)

‐20 ～ 60℃（結露なきこと）

約 1.6Kg

141×64×227（突起部除く）

約 1.2Kg 約 0.9Kg（4S) 、約 1.0Kg（8S)

    0 ～ 50℃（結露なきこと）

重　量

電　源

動作環境

保存環境

―

リチウムイオン電池（USBポート充電）

動作環境

保存環境

電　源

重　量

分解能

精　度

温度測定範囲

±1℃ または読み値の1%

表示更新時間

ディスプレイ

アナログ出力

‐40 ～ 250℃ *1

外形寸法（W×H×Dmm）

インターフェイス

内部メモリー

約 2.2Kg

ACアダプタ(18～28VDC)

 0 ～ 50℃（結露なきこと）

‐20 ～ 60℃（結露なきこと）

483×177×311（突起部除く）

―

    0 ～ 50℃（結露なきこと）

T/Guard 405 T/Guard Link
2、4、6、8、10、12、14、16点 2、4、6、8点

0.1℃ 　0.1℃ （OptiLinkソフトウエア表示）

4 Hz/ch *2

LED （Max 8ch） *10ch以上の表示は自動切換え(固定可) 　　　―　（OptiLinkソフトウエア表示）

ACアダプタ （20～48VDC、15W ） ACアダプタ （20～28VDC、6W ）

  ‐40 ～ 70℃（結露なきこと） ‐40 ～ 72℃（結露なきこと）

　‐40 ～ 85℃（結露なきこと） ‐50 ～ 80℃（結露なきこと）

RS-485

32GB デ-タメモリ- ―

4-20ｍA 0-10VDC（標準）、 4-20ｍA（オプション）

148×62×265（突起部除く） 190×42×117（突起部除く）

約 1.6Kg 約 0.7Kg

*1 低温仕様ご希望の場合はご相談ください。 *2 光ファイバーの長さ、測定温度によって異なります。 

OmniFlex System 

OptiLink ソフトウエア
Excel・Text ファイル対応｡温度計本体を

最大4台まで同時にコントロールできます。

  EXT-3MP 光ファイバー延長ケ-ブル 
 （ -40 ～ 85℃ φ3mm PVC ） 

■ 本カタログの記載事項は、予告なしに変更されることがあります。

  仕 様 

VFT-20 フィッティング：1/8インチNPT(SUS303）

全長：30mm  シール材：バイトン 
 ＊STコネクタ-接続タイプのOFT、M14(高真空用)
　もございます。 

光ファイバーフィードスルー 

  ソフトウエア  アクセサリー 

お問い合わせは

Tel 029-297-7812　Fax 029-297-7816
Information　Research Industrial System

〒312-0056 茨城県ひたちなか市青葉町20-21  
http://www.iris21.co.jp
総輸入元　アステック株式会社　販売代理店　アイリス株式会社


