Global provider of air and gas sensing technology

http://senseair.jp/

ＮＤＩＲ⽅式ＣＯ２センサ
メンテナンスフリー・コンパクト・ローコストＣＯ２センサ

センスエア社は“メンテナンスフリー”、
“コンパクト”、“ローコスト”を基本コンセ
プトとして、１９８６年に先進のＮＤＩＲ
（非分散型赤外線吸収法）方式ガス
センサの開発をスタートしたＣＯ２セン
サのエキスパートです。
パテント（ＪＰ３９９０７３３）取得済みの
ユニークな光学測定チャンバーＯＢＡ
（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｂｅｎｃｈ Ａｓｓｅｍｂｌｙ）は
ＣＯ２センサの機械・光学的安定性を
保証し、最大限の信号受光特性と
センサのドリフト除去性能を支えており、
これにより１５年超のセンサ予測寿命
と高い安定性・精度のＣＯ２濃度測定
を実現しています。

株式会社 サカキコーポレーション

センスエアＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサは
すでに数百万個を超える累計生産台
数を誇っており、欧州議会、クレムリン、
ヒースロー空港など数多くの欧米の著
名な建物、施設に設置されその多く
が現在も稼動しています。

New
Senseair Sunrise

新世代センサ

センスエアＳｕｎｒｉｓｅは新世代ＮＤＩＲセンサです。ソリッドステート
光学系と最新のエレクトロニクスにより、丈夫で振動に対しても
高い耐性を備えたセンサが実現しました。
このソリッドステートデザインは、過酷な環境や爆発リスクのある
アプリケーションにおいても優位性を発揮します。
ＮＤＩＲセンサとして初めてＬＥＤテクノロジーを導入したＳｕｎｒｉｓｅ
は、高い測定精度を維持しつつ、真に省電力のセンサです。
Ｓｕｎｒｉｓｅは±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇの精度（ＣＯ２）を持ちながら、
電力消費は市場の低消費電力ＮＤＩＲセンサの約１/２４の低さ
です。平均消費電流は僅かに＜３８μＡです。
内蔵のＡＢＣアルゴリズム（自動ベースライン補正機能）により、
取付け後はメンテナンスフリーで、期待寿命１５年の後にも精度
を維持します。
無線のアプリケーションでは特に、メンテナンスフリー、超低消費
電力で駆動できるセンサがより重要になります。
測定範囲
精度
平均消費電流
ピーク電流
電源供給
外形寸法
重量
期待寿命
動作範囲
保存温度
シリアル通信

４００～５０００ｐｐｍ
±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ.
＜３８μＡ
＜１２５ｍＡ
３.０５～５.５Ｖ
３３.９×１９.７×１１.５ｍｍ
５ｇ
＞１５年
０～５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）
-４０℃～＋７０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

※仕様の詳細は当カタログ内のテクニカルデータをご参照下さい。

※当カタログ掲載製品の仕様は、使用部品の変更、ソフトウェアアップグレード
その他の改良のため、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。

New
CO2 Alarm

ハンディＣＯ２アラーム計

グライシンガー社Ｇ１９１０-２０はＮＤＩＲ方式を採用した、軽量、
超コンパクトサイズ、ウェアラブルなＣＯ２アラーム計です。周辺雰
囲気のＣＯ２濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大
型ＬＣＤディスプレーに表示します。
ディスプレーにはＣＯ２濃度の現在値とＴＷＡ（時間加重平均）が
表示されます。測定単位の切替えができ（ｐｐｍ⇔％）、ＭＡＸ値、
ＭＩＮ値の表示、表示値のＨＯＬＤも可能です。
設定しきい値を超えるとブザー音（２段階）と、ディスプレー上の
シンボル表示でアラーム状態を知らせます。
内蔵のリチャージャブルＮｉＭＨ電池のフル充電で約３０時間動
作し、ＵＳＢ給電により約６時間で充電を終了します。
約４００ｐｐｍの新鮮空気（または校正ガス）で基準校正も簡単
に行うことができ、長期にわたって精度が維持できます。
本体に備わっているクリップでベルトに装着、またはストラップで
のぶら下げもできます。測定開口部（スリット）は本体上面に設け
られています。
主な特長
◆ ＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサ
◆ 軽量（１５０ｇ）、超コンパクト（１０８×５４×２８ｍｍ）
◆ 測定範囲０.０４０～２.０００％
◆ フル充電３０時間動作、充電時間６時間
◆ バックライト付大型ＬＣＤディスプレー
◆ 簡単校正（約４００ｐｐｍの新鮮空気または校正ガス）
◆ ＭＡＸ/ＭＩＮ/ＴＷＡ表示、ＨＯＬＤ機能
◆ ベルトクリップまたはストラップによりウェアラブル
※当製品はセンスエア社製ＣＯ２センサモジュールを採用したグライシンガー
社（独）製品です。
※仕様の詳細は当製品の別カタログをご参照下さい。

センスエア社日本輸入発売元

株式会社 サカキコーポレーション
〒550-0002

大阪市西区江戸堀1丁目5番5号 肥後橋サカキビル
電話 06-6443-1600
FAX 06-6443-1601
Email: sales@sakakicorporation.co.jp
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eSENSE™ ＣＯ 専用、汎用・ローコストモデル
２

最新のＮＤＩＲ方式を採用したメンテナンスフリー、ローコストの汎用ＣＯ２濃度
トランスミッタ。ハウジングの選択により、居住環境、一般産業環境および空調
換気ダクトへの設置が可能です。
雰囲気空気のＣＯ２濃度を２０００ｐｐｍまでの範囲で高精度に測定し、測定
データをリニアな２系統のアナログ信号に変換し、出力します。
■ ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式
■ 測定範囲０～２０００ｐｐｍＣＯ２（注文時指定により０～３０００ｐｐｍ）
■ ２系統アナログ出力（０～１０Ｖ）（ジャンパー切換により４～２０ｍＡ出力）
（機種により１出力もあり）
■ 自動自己診断機能内蔵
■ 通常のＩＡＱ（屋内空気質）環境ではメンテナンスフリー
■ 壁掛型、ダクト型、多用途型、３種類のハウジングオプション
■eSENSE™ -Duct -Disp
ダクト型ディスプレー付
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４６ｍｍ
保護等級： ＩＰ６５
ダクトプローブ長さ： ２４５ｍｍ（調整可）

０５０-８-０００３

aSENSE™

０５０-８-０００５

eSENSE™
壁掛型ＩＰ３０ディスプレーなし
Ｈ１００×Ｗ８０×Ｄ２８ｍｍ

eSENSE™-Disp
壁掛型ＩＰ３０ディスプレー付
Ｈ１００×Ｗ８０×Ｄ２８ｍｍ

eSENSE™ はビル空調その他、信頼性の高いＣＯ２測定と測定データのア
ナログ電圧出力を必要とする多くのアプリケーションにおいて極めてコストパ
フォーマンスの高いセンサソリューションです。換気システムのオンデマンドコン
トロールにより、エネルギー消費の低減と屋内空気質の健全化に貢献します。
３種類のハウジングのオプションにより、eSENSE™ はほとんどすべての用途・
環境に対応し、より健康な屋内空気質環境を作り出すと共にエネルギー消
費を低減し、光熱費の節約に大いに貢献します。

０５０-８-０００９

■eSENSE™ -Slim
多用途型
Ｈ１０６×Ｗ６７×Ｄ２６ｍｍ
保護等級： ＩＰ５０
接続： ３４ｃｍ３線ピッグテール（ＯＵＴ２なし）
壁掛、ダクト取付け兼用

０５０-８-０００２

０５０-８-００２６
０５０-８-００３６
０５０-８-００６１
０５０-８-０００４
０５０-８-００４７
０５０-８-００３２
０５０-８-００３３
０５０-８-００４５

eSENSE™ - TR
eSENSE™ - Disp-OUT1=0~5V
eSENSE™ - FAI
eSENSE™ - Duct
eSENSE™ - Duct-OUT1=0~5V
eSENSE™ - Ind
eSENSE™ - Ind-Disp
eSENSE™ - Slim-OUT1=0~5V

ディスプレーなし、抵抗式温度センサ用端子
ディスプレー付、ＯＵＴ１=０～５Ｖ、ＯＵＴ２=２～１０Ｖ
ディスプレー付、アラームブザー・ＬＥＤ付
ダクト型、ディスプレーなし
ダクト型、ディスプレーなし、ＯＵＴ１=０～５Ｖ
壁掛型、ＩＰ５４、ディスプレーなし、プローブなし
壁掛型、ＩＰ５４、ディスプレー付、プローブなし
多用途型、ディスプレーなし、ＯＵＴ１=０～５Ｖ

ＣＯ２＋温度同時測定、汎用モデル

ビルその他の居住環境におけるＣＯ２濃度および温度の測定、制御用に設計
されたデジタル回路、ローコストのトランスミッタです。測定データをリニアな出
力信号に変換して外部のＢＭＳシステムやコントローラに送ります。電圧または
電流出力の切替がジャンパーで行えます。ＣＯ２ガスによる危険が予想される
場所では、費用効率の良いガスアラームセンサとしても役立ちます。
■
■
■
■
■
■

測定範囲ＣＯ２ 濃度０～２０００ｐｐｍ、温度-２０～＋６０℃
アナログ出力（０～１０Ｖ）（ジャンパー切換により４～２０ｍＡ出力）
シリアル通信ポートを標準装備（専用ケーブル必要）
自動自己診断機能内蔵
通常のＩＡＱ（屋内空気質）環境ではメンテナンスインターバル５年超
ＰＣＢコート、フィルタ装備のグリーンハウス用aSENSE™- GH-Disp
■aSENSE™- lnd Disp RL
産業用壁掛型、ディスプレー付
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４９ｍｍ
保護等級： ＩＰ５４

■aSENSE™- GH - Disp
グリーンハウス用、ＩＰ５４、
ディスプレー付
Ｈ１４２×Ｗ８６×Ｄ４６ｍｍ
０４５-８-００６３

０４５-８-００２８

■aSENSE™- Duct - Disp
ダクト型、ディスプレー付、ＩＰ６５
Ｈ１５２×Ｗ８５×Ｄ４７ｍｍ
プローブ長さ： ２４５ｍｍ（調整可）

０４５-８-００３１

０４５-８-０００１

０４５-８-０００２

aSENSE™
壁掛型ＩＰ３０ディスプレーなし
Ｈ１２０×Ｗ８２×Ｄ３０ｍｍ

aSENSE™-Disp
壁掛型ＩＰ３０ディスプレー付
Ｈ１２０×Ｗ８２×Ｄ３０ｍｍ

aSENSE™ は測定したＣＯ２濃度と温度のデータを換気システムの主装置あ
るいはＤＤＣ（ダイレクトデジタル制御）に送信して、換気をコントロールする目的
で設計されており、換気の様々な制御方式に柔軟に対応できます。
人が比較的長く留まる部屋では、少なくとも１人１秒当たり７ℓの新鮮な空気
流が必要とされています。成人が軽作業を行っており、屋外のＣＯ２濃度が
３５０ｐｐｍの場合、この空気流量では屋内ＣＯ２濃度は１０４０ｐｐｍとなります。
このため、屋内空気質（ＩＡＱ）の指標として１０００ｐｐｍ未満の濃度が一般的
に目標値とされます。
０４５-８-００２９
０４５-８-００２５
０４５-８-００１９

aSENSE™ - MB RS485
aSENSE™ - Disp RL
aSENSE™ - Duct

ディスプレーなし、Ｍｏｄｂｕｓ ＲＳ４８５通信
ディスプレー付、リレー出力
ダクトタイプ、ディスプレーなし

設置型トランスミッタeSENSE™、aSENSE™ のテクニカルデータ
型式
製品番号 Ａ/Ｎ
ＣＯ２測定:
測定方式
ガスサンプリングモード
応答時間
（Ｔ１/ｅ、最終変動の６３％）
精度 注２
年次ゼロドリフト 注２
気圧依存性
標準測定範囲

eSENSE™
Ａ/Ｎ ０５０-８-００２６ 他

ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式、アルミ蒸着処理光学セル、
ＡＢＣ（自動ベースライン補正）アルゴリズム 注１
拡散方式
３分、拡散時間
３分、拡散時間
＜１０秒、ガス流量３０ｍℓ/分にて
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
＜±１０ｐｐｍ
＜±測定範囲の０.３％
通常圧力１００ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り読み値の＋１.６％
０～２０００ｐｐｍ、オプションにて
０～２０００ｐｐｍ
０～０.６％、０～４％、０～１０％

温度測定：
測定方式
測定範囲

－
－

精度/デジタル分解能

－

一般性能：
適合規格
動作温度範囲 注３
保存温度範囲
保存湿度範囲
動作環境
ウォームアップ時間
センサ期待寿命
メンテナンスインターバル
自己診断機能
ディスプレー（“-Dispモデル”）
電気的特性：
供給電圧
消費電力
接続端子
接続ケーブル

aSENSE™
Ａ/Ｎ ０４５-８-００２９ 他

サーミスタ
-２０～＋６０℃
±０.５℃/０.１℃
（０.０１℃ ＵＡＲＴ出力時）

ＥＭＣ指令８９/３３６/ＥＥＣ、ＲｏＨＳ指令２００２/９５/ＥＧ
０～５０℃
-４０～＋７０℃、-２０～＋５０℃（ディスプレー付 “-Dispモデル”）
０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
居住、商業および産業施設環境 注４
＜１分（フルスペック≦１５分）
＜１分（フルスペック≦１０分）
＞１５年
＞５年 注２
センサの機能チェック
４桁７セグメントＬＣＤ、ｐｐｍ表示
４桁７セグメントＬＣＤ、ｐｐｍ/℃/％表示
ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ±２０％、５０/６０Ｈｚ
平均≦３Ｗ
ネジ端子
線径１.５ｍｍ２Ｍａｘ（“-Slimモデル”は
線径１.５ｍｍ２Ｍａｘ
３４ｃｍ３線ピッグテール）

出力：
ＰＴＣヒューズ（オートリセット、
信号グランドＭ上）、短絡保護
ＤＣ０～１０Ｖ 注６ 、Ｒ ＬＯＡＤ＞５ｋΩ、
ＯＵＴ１（アナログ出力/リニア）
ＤＣ０～１０Ｖ 注５ 、Ｒ ＬＯＡＤ＞５ｋΩ
（ジャンパー切替にて
４～２０ｍＡ Ｒ ＬＯＡＤ＜５００Ω）
ＤＣ２～１０Ｖ 注５、ＲＬＯＡＤ＞５ｋΩ、（ジャンパー切替にて４～２０ｍＡ ＲＬＯＡＤ＜５００Ω）
ＯＵＴ２（アナログ出力/リニア）
（“eSENSE-Slimモデル”はＯＵＴ２なし）
ＯＵＴ３（リレー接点出力）
－
“-RLモデル”のみ（絶縁Ｎ.Ｏ.接点）
ＯＵＴ１： ０～２０００ｐｐｍ
ＯＵＴ１： ０～２０００ｐｐｍ
デフォルト出力範囲
ＯＵＴ２： ０～２０００ｐｐｍ
ＯＵＴ２： ０～５０℃
（“-Slimモデル”はＯＵＴ２なし）
Ｄ/Ａ分解能
１０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ
１０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ/０.１６ｍＡ
電圧出力： 読み値の±２％±２０ｍＶ 電圧出力： 読み値の±２％±２０ｍＶ
Ｄ/Ａ変換精度
電流出力： 読み値の±２％±０.３ｍＡ 電流出力： 読み値の±２％±０.３ｍＡ
測定温度に比例した受動抵抗出力
サーミスタ出力（“-TRモデル”）
（Ｙ、Ｍ）用、グランド端子（ＧＮＤ）と
－
の間で出力
ＵＡＲＴシリアル通信ポート：
ＳｅｎｓｅＡｉｒプロトコル（“ｃｏｍｐｒｏｔ
プロトコル
－
０７００ｘｘｒｅｖ３.０４ｐｄｆ”参照）。
オプションにてＭｏｄｂｕｓ。 注６
ＲＳ２３２Ｃ-ＵＡＲTケーブル、
ＰＣインターフェース
－
スライドコンタクト、ドライバー付
ＰＣユーザーＩ/Ｆプログラム
－
ＵＩＰバージョン４.３（以上） 注７
（“-MB RS485モデル”）
ＲＳ４８５ネットワーク通信
－
ＲＳ４８５ターミナルポート、ネットワーク
３０台まで
保護

－

注１： ＡＢＣはメンテナンスフリー測定のキー機能です。この機能は多少なりとも換気のある（少なくとも一
週間に何時間か）通常のＩＡＱ（屋内空気質）を想定しています。
注２： 通常のＩＡＱ（屋内空気質）におけるもので、精度は少なくとも３週間の連続使用後の定義です。ス
パン校正ガス（特に明示がない場合２％）およびテストガスの許容誤差が総合不確かさに加算さ
れます。産業用のアプリケーションによっては、定期的なゼロガスパージが必要で、これによりＣＯ ２
センサの再校正が自動的に行われます。
注３： 定格動作温度よりも低い温度で使用する場合はヒーターボックスをご用意下さい。
注４： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。
注５： 記載の仕様はシステムグランドＧ０、ＧＮＤまたはコモン信号グランドＭに接続された出力負荷に対
して有効です。
注６： 詳細については弊社にお問合せ下さい。
注７： センスエア社Ｗｅｂからフリーダウンロードできます。

NDIR

非分散型赤外線吸収法

ＮＤＩＲ（非分散型赤外吸収法）方式は、赤外域の特定波長
の光がガス（ＣＯ２）の分子によって吸収される現象を利用し
た測定原理です。固体電解質センサなどと比べて、センサの
焼損やガスへの暴露による劣化が極めて少なく、干渉ガス
の影響も限りなくゼロに近いという特長があるため、ＮＤＩＲセ
ンサは極めて長い寿命を保証します。センスエア社ＮＤＩＲセ
ンサは期待寿命＞１５年です。

Pressure effect

圧力依存

ＮＤＩＲ方式のセンサは、モル濃度に相当する、ＣＯ２分子に吸
収されるＩＲ放射光を測定します。圧力が増加すると、一定の
容積中の分子も比例して増加します。従って、全てのＣＯ２セ
ンサは圧力依存性を持っています。センスエア社ＣＯ２センサ
の圧力依存性は、センサのデータシートにおいて、“通常気
圧１００ｋＰａからのズレに対して、ｋＰａ当り読み値の＋１.６％”
と示されています。

Single beam

単波長検出

センスエア社ＮＤＩＲセンサは単波長検出方式を採用してい
ます。単波長センサの利点は、その構造がよりシンプルで、コ
ンパクトなサイズが実現できることです。二波長センサのよう
な、経年によって特性を悪化させ得る二つのリファレンス（二
波長）がセンサ内部に存在せず、長期にわたって精度、信頼
性のある測定を提供します。

ABC

自動ベースライン補正アルゴリズム

センスエア社ＣＯ２センサはメンテナンスフリーです。このメンテ
ナンスフリー動作は独自のＡＢＣアルゴリズム（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
Ｂａｓｅｌｉｎｅ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）によってサポートされています。
一定の時間・期間内にサンプリングされたＣＯ２濃度の最小
値を、ソフトウェアによって設定された基準値にゆるやかに
補正し、ＣＯ２センサの長期的な自動校正を行います。ＡＢＣ
アルゴリズムの各パラメータはセンスエア社の研究と実績か
ら得られた最適値に設定されています。

Calibration

校正

センスエア社ＣＯ２センサは、ＡＢＣアルゴリズムにより自動補
正されますが、校正が必要な場合は、精度保証された基準
ガス（４００ｐｐｍ、０ｐｐｍなど）やＳＡＤＫ（センサ開発キット）、
専用ソフトウェアなどを使用して行います。詳細についてはお
問合せ下さい。

Output

出力

センスエア社ＣＯ２センサは、機種により、アナログ出力、
ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ、オープンコレクタ、ＰＷＭなどの出力
を備えています。

K30 / K33 ICB 30% / K30 3% / S8 Comm. / Sunrise
機器組込み用ローコスト・メンテナンスフリーＣＯ２センサモジュール
センスエア社ＣＯ２センサはＣＯ２濃度測定を必要とする量産ホスト機器への
組み込みを前提として開発されたローコスト、メンテナンスフリーのＣＯ２センサ
モジュールです。標準（デフォルト）仕様をベースに、ユーザーの発想力と仕様
のカスタム化により、ＩＡＱモニター機器、空調関連機器、ＣＯ２アラーム機器、イ
ンキュベータ、農業関連機器その他様々なＯＥＭ機器・装置への組込み用
センサモジュールとして多彩な用途を実現します。センスエア社ＣＯ２センサは
製品の量産単価のみならず、ＣＯ２濃度測定にかかわる開発ならびに量産立
上げ費用を著しく低減します。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

特許（ＪＰ３９９０７３３）取得済みＮＤＩＲ方式ＣＯ２センサ
標準測定範囲０～２０００ｐｐｍから高濃度０～３０％ＶＯＬ.まで
コンパクトサイズ、最小３３×２０×８ｍｍ（ＬＰ８）
拡散またはチューブＩＮ/ＯＵＴによるガスサンプリング
ＡＢＣアルゴリズムにより通常のＩＡＱ環境ではメンテナンスフリー
１５年超のＣＯ２センサ期待寿命
アナログ出力に加え、シリアル通信ポートを標準装備
コストパフォーマンスの高い量産コスト
自動自己診断機能内蔵
量産オプションにて指定コネクタ装着、リレー出力など

ＣＯ２センサ代表機種の外観

K30
ベストセラーモジュール

K33 ICB 30%
高濃度０～３０％ＶＯＬ.

S8 Commercial
小サイズ・軽量・標準濃度

K30 3%
高濃度・ベストセラー

Sunrise
超小型・ＬＥＤ光源

ＣＯ２センサ代表機種のテクニカルデータ
モジュール型式
製品番号 Ａ/Ｎ
ＣＯ２測定：
測定範囲
拡張測定範囲（デジタル出力の
み、表記精度外） 注１
精度 注2
応答時間（最終変動の６３％）
動作原理
ガスサンプリングモード
気圧依存性
一般性能：
動作温度範囲
動作湿度範囲
保存温度範囲
動作環境
予測センサ寿命
メンテナンス 注５
自己診断
規格適合性 放射・イミュニティ
ＲｏＨＳ指令
電気・機械的特性：
供給電圧 注６
消費電流
外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）
出力：
ＯＵＴ１：リニア電圧出力
ＯＵＴ１：Ｄ/Ａ分解能
ＯＵＴ２：リニア電圧出力
ＯＵＴ２：Ｄ/Ａ分解能
通信：
ハードウェアインターフェース

K30
Ａ/Ｎ ０３０-８-０００６

K33 ICB 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２６

K30 3%
Ａ/Ｎ ０３０-７-０００１

S8 Commercial
Ａ/Ｎ ００４-０-００１０

Sunrise
Ａ/Ｎ ００６-０-０００２

０～５０００ｐｐｍ
５０００～１００００ｐｐｍ

０～３０％ＶＯＬ
―

０～３％ＶＯＬ
３～４％

４００～５０００ｐｐｍ
５０００～１００００ｐｐｍ

±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ

±０.５％ＶＯＬ±３％ｒｄｇ

±３００ｐｐｍ±３％ｒｄｇ

４００～２０００ｐｐｍ
０～４００/
２０００～１００００ｐｐｍ
±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ

２０秒、拡散時間

＜２０秒
２０秒、拡散時間
約２分（９０％応答）
ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式、導波テクノロジー、ＡＢＣ（自動バックグラウンド校正）アルゴリズム
拡散方式 ※チューブＩＮ/ＯＵＴ方式機種もあり
通常圧力１００ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り、＋１.６％ｒｄｇ

±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ
（拡張測定範囲は１０％ｒｄｇ）
ホスト機器設定による
注３

０～５０℃
０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
０～８５％ＲＨ（結露なきこと）
-３０～＋７０℃
-４０～＋７０℃
-３０～＋７０℃
-４０～＋７０℃
-４０～＋７０℃
一般居住、商業、産業の屋内環境および条件によりＨＶＡＣ（ヒーティング、換気、空調）業界の空気ダクトなど 注４
＞１５年
＞１５年
＞１５年
＞１５年
＞１５年
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
メンテナンス不要
センサモジュールの機能チェック
ＥＭＣ指令２０１４/３０/ＥＣ
２０１５/８６３/ＥＵ
ＤＣ４.５～１４Ｖ±５％以内の
ＤＣ５～１４Ｖ±１０％以内の
ＤＣ４.５～１４Ｖ±５％以内の
安定化電源（外部保護回路要） 安定化電源（外部保護回路要） 安定化電源（外部保護回路要）
平均４０ｍＡ、
平均４０ｍＡ、
平均４０ｍＡ、
ピーク電流＜３００ｍＡ
ピーク電流＜２５０ｍＡ
ピーク電流＜３００ｍＡ
５１×５７×１４ｍｍ
５１×５７×１４ｍｍ
５１×５７×１４ｍｍ

ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
サージ、逆接に対して非保護
平均３０ｍＡ、
ピーク電流＜３００ｍＡ
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ

ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
サージ、逆接に対して非保護
平均３８μＡ（代表値）、
ピーク電流＜１２５ｍＡ
３３.５×１９.７×１１.５ｍｍ

ＤＣ０～４Ｖ=０～２０００ｐｐｍ
１０ｍＶ（１０ｂｉｔ）
ＤＣ１～５Ｖ=０～２０００ｐｐｍ
５ｍＶ（１０ｂｉｔ）

―
―
ＤＣ０～５Ｖ=０～２０％
５ｍＶ

ＤＣ１～４Ｖ=０～２％
１０ｍＶ（１０ｂｉｔ）
ＤＣ１～４Ｖ=０～２％
５ｍＶ（１０ｂｉｔ）

―
―
―
―

―
―
―
―

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ、
オープンコレクタ、ＰＷＭ

ＵＡＲＴ（Ｍｏｄｂｕｓ）、Ｉ２Ｃ

注１： センサは拡張測定範囲の読み値をＵＡＲＴで提供しますが、定格測定範囲外の精度は定格精度の範囲外となります。
注２： センサは各々の定格測定範囲において定格精度で測定するように設計されています。４００ｐｐｍ未満の濃度にさらされた場合、ＡＢＣアルゴリズムの誤動作の原因となります。
ＡＢＣアルゴリズムを使用する場合は、４００ｐｐｍ未満の濃度への露出は避けて下さい。
注３： ＡＢＣはメンテナンスフリー測定のキー機能です。この機能は多少なりとも換気のある（少なくとも一週間に何時間か）通常のＩＡＱ（屋内空気質）を想定しています。
注４： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。
注５： 通常のＩＡＱ（屋内空気質）におけるもので、精度はすくなくとも３週間の連続使用後の定義です。産業用のアプリケーションによっては、定期的なゼロガスパージが必要で、
これによりＣＯ２センサの再校正が自動的に行われます。
注６： 製品は記載の定格電圧の範囲内でご使用下さい。

Selection guide
モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ

K30
Ａ/Ｎ ０３０-８-０００６

ＣＯ２センサモジュール セレクションガイド
K30 3%
Ａ/Ｎ ０３０-７-０００１

K30 FR
Ａ/Ｎ ０３０-８-００１０

測定範囲

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ

ＣＯ２： ０～３％ＶＯＬ

測定精度

±３０ｐｐｍ±測定値の３％

±３００ｐｐｍ±測定値の３％ ±３０ｐｐｍ±測定値の３％

外形寸法
電源電圧

動作温度

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均４０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均４０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃

５１×５７×１４ｍｍ
ＤＣ４.５～１４.０Ｖ
平均７０ｍＡ
ピーク＜６００ｍＡ
０～５０℃

出力、Ｉ/Ｏ

電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

サンプリング方式 拡散方式

拡散方式

拡散方式

モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲

K33 ICB-F 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２７
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ

消費電流

K33 ICB 30%
Ａ/Ｎ ０３３-９-００２６
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ

K33 LP T
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００８

５１×５７×１２.５ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ

K33 LP T/RH
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００９
ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
温度： ０～５０℃
相対湿度： ０～１００％ＲＨ
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
±０.４℃（２５℃において）
±３％ＲＨ
５１×５７×１２.５ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ

K33 ELG
Ａ/Ｎ ０３３-８-０００７
ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
温度： -３０～＋６０℃
相対湿度： ０～１００％ＲＨ
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
±０.４℃（２５℃において）
±３％ＲＨ
５１×５７×１２ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ

ピーク＜３００ｍＡ

ピーク＜３００ｍＡ

ピーク＜２５０ｍＡ

０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、
オープンコレクタ
拡散方式

０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、
オープンコレクタ
拡散方式

０～５０℃

ＣＯ２： ０～５０００ｐｐｍ
温度： ０～５０℃
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
±０.５℃（２５℃において）

K33 BLG
Ａ/Ｎ ０３３-９-００１５
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ
温度： -４０～＋６０℃
相対湿度： ０～１００％ＲＨ
測定精度
±０.５％ＶＯＬ±測定値の３％ ±０.５％ＶＯＬ±測定値の３％ ±０.２％ＶＯＬ±測定値の３％
±０.３℃（２５℃において）
±２.０％ＲＨ
外形寸法
５１×５７×１４ｍｍ
５１×５７×２２ｍｍ
５１×５７×１４ｍｍ
電源電圧
ＤＣ５.０～１４.０Ｖ
ＤＣ５.０～１４.０Ｖ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ
消費電流
平均４０ｍＡ
平均４０ｍＡ
ピーク＜２５０ｍＡ
ピーク＜２５０ｍＡ
ピーク＜２５０ｍＡ
動作温度
０～５０℃
０～５０℃
０～５０℃
出力、Ｉ/Ｏ
電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、ＰＷＭ、 電圧、ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ、ＰＷＭ、 ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
オープンコレクタ
オープンコレクタ
サンプリング方式 拡散方式
ポンピング方式
拡散方式

K33 BLG-F
Ａ/Ｎ ０３３-９-００１０
ＣＯ２： ０～３０％ＶＯＬ
温度： -４０～＋６０℃
相対湿度： ０～１００％ＲＨ
±０.２％ＶＯＬ±測定値の３％
±０.３％（２５℃において）
±２.０％ＲＨ
５１×５７×２２ｍｍ
ＤＣ５.５～１２.０Ｖ
ピーク＜２５０ｍＡ

モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲
測定精度
外形寸法
電源電圧
消費電流

S8 2%
Ａ/Ｎ ００４-０-００５０
ＣＯ２： ０.０４～２％ＶＯＬ
±０.０２％ＶＯＬ±測定値の３％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
拡散方式

S8 Commercial
Ａ/Ｎ ００４-０-００１０
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
動作温度
０～５０℃
出力、Ｉ/Ｏ
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
サンプリング方式 拡散方式

S8 Residential
Ａ/Ｎ ００４-０-００１３
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ
±７０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
拡散方式

モジュール型式
製品番号Ａ/Ｎ
測定範囲
測定精度
外形寸法
電源電圧
消費電流

Sunrise
Ａ/Ｎ ００６-０-０００２
ＣＯ２： ４００～５０００ｐｐｍ
±３０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.５×１９.７×１１.５ｍｍ
ＤＣ３.０５～５.５Ｖ
平均３８μＡ（代表値）
ピーク＜１２５ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

LP8
Ａ/Ｎ ００５-０-０００１
ＣＯ２： ０～２０００ｐｐｍ
±５０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.４×１９.９×１２.４ｍｍ
ＤＣ２.９～５.５Ｖ
ピーク＜１４０ｍＡ

動作温度
出力、Ｉ/Ｏ

０～５０℃
ＵＡＲＴ
(host-slave protocol)
サンプリング方式 拡散方式

Accessories

００-０-００１２

拡散方式

S8 5%
Ａ/Ｎ ００４-０-００１７
ＣＯ２： ０.０４～５％ＶＯＬ
±２００ｐｐｍ±測定値の１０％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
５～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
拡散方式

拡散方式

低濃度K30

高濃度K33 ICB 30%

高濃度K33 ICB-F 30%

ミニサイズS8

０～５０℃
ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ
ポンピング方式

S8 LP
Ａ/Ｎ ００４-０-００５３
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ
±４０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均＜１８ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
拡散方式

S8 Pin-Header
Ａ/Ｎ ００４-０-００５６
ＣＯ２： ４００～２０００ｐｐｍ
±７０ｐｐｍ±測定値の３％
３３.９×１９.８×８.７ｍｍ
ＤＣ４.５～５.２５Ｖ
平均３０ｍＡ
ピーク＜３００ｍＡ
０～５０℃
ＵＡＲＴ、ＰＷＭ、
オープンコレクタ
拡散方式

超小型Sunrise

超小型LP8

アクセサリー

■センサ開発キットSADK
ＳＡＤＫはＣＯ２センサＫ３０などのセンサに接続し、ソ
フトウェアＵＩＰ５（フリーダウンロード）により、センサの出
力構成、校正条件、ＡＢＣ機能などのパラメータの表
示、設定に使用します。測定データのロギングも可能
で、キットには接続ケーブルが付属しています。

００-０-００２２

■センサ開発キットSADK S8
ＳＡＤＫ（上記）と同様に、ソフトウェアＵＩＰ５（フリーダウ
ンロード）を使って、センサ機能の表示、設定に使用し
ます。ＣＯ２センサモジュールＳ８用のキットです。
００-０-０１０１

ＵＡＲＴ、Ｉ２Ｃ

■ゼロ校正キット
ソーダライムの化学的な吸収作用によって発生させた、
ＣＯ２非含有のゼロ校正ガスを、チューブに通してＣＯ２
センサへ送出します。フル充電で約１５時間使用でき、
ソーダライムの消耗状態、内蔵電池の充電状態、ゼロ
ガスのポンピング状態などをＬＥＤ表示します。
■センサ開発キットSADK Sunrise
ＳＡＤＫ（上記）と同様に、ソフトウェアＵＩＰ５（フリーダウ
ンロード）を使って、センサ機能の表示、設定に使用し
ます。ＣＯ２センサモジュールＳｕｎｒｉｓｅ用のキットです。

００-０-０１０８

