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1. 概要  
  

IR0002表面温度測定とリアルタイムの熱画像を統合した非冷却赤外線カメラです 

。この製品に潜在的な問題表示できますカラーディス プレイの画面に明確にユ

ーザー中心の点の測定カーソルをすばやく検索し、温度を測定するために有用で

あります。  

製品は、分化度視覚カメラをやって増加で提供されます。熱画像と完全ビジョン

の画像は、取り外し可能なメモリ カードに格納できます。IR0001  は、最大

25,000 イメージ マイクロ SD カードに保存できます。画像は、レポートを生成

するために PC に保存され、印刷することができます。  

主な機能を次に示します。IR0002:  

  

• 高精度: 調節可能な放射係数と反射の背景 補償

は、半分の測定精度を高める反射面。.  

• 時間の節約: 従来の赤外線温度計を測定する必要があるすべてコンポーネント1 

つずつ熱画像の必要はないです。  

のIR0002.  

• 使いやすい: 電源投入後数秒でテストを実施することができます。  

• ユーザー フレンドリ: 熱点と冷点温度マークガイド、熱の最高値または最低

温度領域にユーザー  

イメージ。  

• 高度選択可能: 5 種類のカラー パレットと放射率の値を提供します。製品は

、例えば、医療の分野で利用できます。  

   

1. 流出との環境と異なる熱署名を持つ薬液漏れを検出します。  

2. 火: 火燃える火事で閉じ込められた人々 を検索検索  

3. 家またはマシンの熱の異常流出の原因を特定、問題領域をすばやく見つける  

4. 麻薬取り締まり単位マリファナの植え場所を見つけることを許可します。  

5. 壁や屋根、湿気の検出  

6. 測定体の温度  

7. ナイト ビジョン、  

8. 建物の点検等  

  

IR0002電気工事、保守要員、技術者とも緊急時の理想的な選択です。  
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2. 注意事項と安全の確保  
 

正確な測定結果および安全性を確保するために慎重に指示を読んでください 

。  

 

 
 爆発性、可燃性または腐食性の環境下でデバイスを使用しないでくだ  さ

い。  

 製品は精密電子と敏感な光学機器ですので影響を与えるし、損傷を  

防ぐためにドロップしません。  

 解体しないし、製品を改造します。  

 製品が動作するとき、いくつかの秒ごとに小さなクリック音があ り

ます。レンズのキャプチャ画像電子音を生成すると、これは正常な

現象です。  

 デバイスの筐体をきれいにするのに湿った布または弱い石鹸を使

用してください。きれいに研磨シート、イソプロパノール又は溶媒を

使用することはないです。特殊光学レンズ クリーナーを使用して

画面をきれいにください。  
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3. パフォーマンス インデックス  

  
表示画面  2.4 フルアングル高解像度  

赤外線画像の解像度  60 * 60（3600 ピクセル）  

表示される画像の解像度  0.3 メガピクセル  

熱感度  0.15℃  

温度測定範囲  
-20〜300℃（-4℉〜572℉）  

測定精度  ±2％または±2℃（±2％または±4）  

波長の適用範囲  8-14um 

フィールド角度/最短焦点距離  20×20 / 0.5m 

放射率  0.1 から 1.0 まで調整可能  

フォーカス モード  一定  

周波数をキャプチャ画像  6 Hz 

カラー パレット  レインボー、酸化鉄レッド、レインボーハイコントラスト、グレ 

ースケール（白色グロー）、グレースケール（黒色グロー）  

ビジョン オプション  25％の赤外線と視覚的なイメージに視覚的に赤外線ステップ  

画像の保存  ミニ SD カード  

イメージの形式  bmp 

電池の種類  単三電池×4 

バッテリー寿命  6 時間  

自動電源オフの時間  12 分  

認証  CE（EN61326-1：2006）  

保証期間  2 年  

サイズ  212×95×62mm 

重量  320g 

作業温度  
-5℃〜±40℃  

ストレージ温度  
-20℃〜±50℃  

湿度  
10％RH〜80％RH 

 

 

 

 
LWIR: 熱赤外放射  

 

 
熱赤外放射の波長の適用

範囲のIR0002 
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4. 製品の説明  
 
 

 

項目  説明  項目  説明  

①  
HD TFT カラー画面  

⑥  
赤外線画像センサー  

②  
電源/メニューのキー  

⑦  
可視光線カメラ  

③  
バッテリー カバー  

⑧  
LED 照明ランプ  

  

④  キーの選択/入力  
  

⑨  

イメージがキーをキャプチャします。  

⑤  
小さな SD カード  

⑩  
三脚のインストール ポート  
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5. メニューの説明  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   時間の設定   

   画像を保存しま 

 

  背景の光の設定   

℃   設定温度の単位   

25℃   背景の温度設定   
 

メモリ カードの容量  

    カラー パレットの設定  

  放射率設定   
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6. 基本的な操作  
  

6.1. ノイズの除去  

  

1. 機器を起動します。  

2. センサーの頭を作業台の近くに置きます。  

3. プレス“ ”ノイズを除去するために 5 秒のためのキー。  

  

6.2. LED ライト  

  

プレス“イメージのキャプチャ” LED の光をオンに 5 秒のキー。  

  

6.3. バッテリのインストール  

  

1. に新しい電池を挿入するため、バッテリー カバーを開きますをスライドさせ

ます。IR0001  

2. 挿入電池の極性が正しいことを確認します。  

3. 電池カバーを閉じます。  

  

6.4. 製品操作  

  

1. プレス“スタートアップ” 計測器の電源を 5 秒のためのキー  

2. プレス“メニュー” 基本的な機能のモードセッティングを入力する 1 秒の間

。  

3. 液晶画面で、プレスの 5 つの関数設定オプションを示しています“ 

  ”/“ ”スクロールします。  

4. 黄色のオプション ボックスによる調整の機能を選択します。  

5. プレス“選択します。” オプションを選択し、値を編集します。  

6. プレス“ ”/“ ”値を編集します。  

7. 調整後、ニューバリューを確認し、キーを押して、編集モードを終了します

。  
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7. 時間設定  
  

1. 時間設定メニューの“ ”/“ ”調整する桁を選択します。 

2. 押す“ ”/“ ”時間の値を増減します。 

3. 設定後、「メニュー」を押して終了します。 

 

  

8. 測定  

  

- ピクセル中央の測定温度が左上隅に表示されます。  

- 放射係数は、右上隅に表示されます。  

1. ホットスポットまたはコールドスポットがピクセルの中心と一致するまで製

品を移動します。  

  

2. 最適な測定結果を得るために、製品に物体を向けます。 （オブジェクト温

度が周囲の温度より高いか低い。）  

  

センタース  

センタース 
ホットスポ  
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9. カラーパレット  

“カラーパレット” メニューは、画面上に表示された赤外線の表現色を変更したり、取り込ん

だりすることができます。 いくつかのカラーパレットが以下のように用意されています： 

1. グレースケールの色：バランスの取れた直線的な色を提供し、詳細を明らかにするのに役立

ちます。 

2. 高コントラストの色：表示された色を強調し、色のコントラストを高

温および低温を向上させることができる。 

3. アイアンレッドとレインボーカラー：ハイコントラストグレースケールのカラーパレットを混合してくだ

さい。 
 

 

 

10. 反射バックグラウンドの温度  
 

バックグラウンドのオプションでリフレクティブバックグラウンドの温度補償を設定します。バッ

クグラウンド温度は 0°C〜36°C の間で設定できます。 

測定対象物の表面温度と測定精度は、過熱または過冷の影響を受けます（測定対象

の表面の放射係数が低い場合は、この現象は明白です）。 

人間関係の下では、反射背景の温度は、最適な測定結果を得るために調整されるべき

である。 

    ハイコント   

アイアンレ  

虹 
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11. スポット温度のマーキング  
 

スポット温度のマーキングをオンまたはオフにします。 

1. オンになると、スポット温度のマーキングは、ホットスポットまたはコールドスポットがオンである

ことを示す 

画面を追加評価する必要があります 

2. オフにすると、ユーザーが測定されたピクセルに時間当たりに焦点を合わせることができること

を示します。 

 

12. イメージミキシング  

  
IR0002 対象領域の温度分布を画面上に明瞭に表示して赤外線画像の可視画像

を取得することができ、赤外線画像の理解が容易になります。  

 
この機能を使用するには、“  ”/“ ”からの混合画像を調整する 0% to 100%. 
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13. 画像の取り込みと確認  

  
13.1. 画像キャプチャ 

 

1. 撮影ボタンを押すと“店舗の写真はいいいえ” 画面に表示されます。 

2. プレス “メニュー” イメージを格納するにはプレス “選択します。” キャプチャしたイメージ

を削除します。 

-もし“NO SD” SD カードが画面の左下隅に表示されることを示しますイ

ンストールされていません。 

-もし“完全な” 画面の左下隅に表示されることを示しますその SD 

カードがいっぱいです。 

13.2. 画像の確認 

 

1. プレス“メニュー”  メニューのモードに入る。 

2. 矢印キーを使用してイメージのストレージ モジュールを選択します。 

3. プレス、“選択します。”  ボタンを表示するのには、画像を選択します。 

4. 他の写真を表示するのには矢印キーを押します。 

5. プレス、“選択します。”画像を表示するボタン。 

6. 画面上のキーを押してが表示されます。"写真の削除はいいいえ": 

-プレス“メニュー” 画像を削除します。 

-プレス"選択します。" キャンセル。 

7. プレス、 “メニュー” レビューを終了するボタン 
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14. 放射率  

  
材料表面の放射率は、熱放射としてエネルギーを放射する際の有効性です。製品の放射 

率は0.10から1.00に調整でき、デフォルト値は0.95です。 多くの一般的な物体や材料（ 

木材、水、肌、繊維など）は熱エネルギーを効果的に反射することができ、比較的正確な

測定値を得ることは容易です。  

 

最も正確な温度測定を行うには、さまざまな物体や材料の放射率値を正しく設定すること

が非常に重要です。 表面放射率は、製品によって測定された表面温度に大きな影響を与

えます。  

  

15. 共通材料の放射率値  
 

 

この製品には、4種類のオブジェクト測定モードがあります。  
  

1. 粗い物体（エネルギーを出しやすい）（0.95）; 2。  
 

2. セミマットオブジェクト（0.80）。  
 

3. 半光沢の物体（0.60）。 光

沢のある物体（0.30）; 4。  

 

 

 
物質  熱放射  物質  熱放射  

ビチューメン  0.90-0.98 黒い布  0.98 

コンクリート  0.94 人間の肌  0.98 

セメント  0.96 フォーム  0.75-0.80 

砂  0.90 チャコールダスト  0.96 

地球  0.92-0.96 ペイント  0.80-0.95 

水  0.92-0.96 マットペイント  0.97 

氷  0.96-0.98 ブラックラバー  0.94 

雪  0.83 プラスチック  0.85-0.95 



14     

 

ガラス  0.90-0.95 木材  0.90 

セラミックス  0.90-0.94 紙  0.70-0.94 

大理石  0.94 クロムヘミトリック

ス  

0.81 

石膏  0.80-0.90 銅酸化物  0.78 

モルタル  0.89-0.91 酸化第二鉄  0.78-0.82 

レンガ  0.93-0.96 繊維  0.90 

 


