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標準仕様 
対象ガス ...................... ＣＯ２（二酸化炭素） 

動作原理 ..................... ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収法）方式 

測定範囲 ..................... ０～２０００ｐｐｍ （※１） 

ＯＵＴ１ ......................... ０～１０Ｖ=０～２０００ｐｐｍ 

ＯＵＴ２ ......................... ２～１０Ｖ=０～２０００ｐｐｍ 

 （または４～２０ｍＡ） 

Ｄ/Ａ変換精度 ............. ±２％ｒｄｇ±５０ｍＶ 

精度 ............................ ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ 

外形寸法 （Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

eSENSE™ .................. １００×８０×２８ｍｍ 
eSENSE™ Disp .......... １００×８０×２８ｍｍ 
eSENSE™ II ............... １３０×８５×３０ｍｍ 
eSENSE™ II Disp ....... １３０×８５×３０ｍｍ 
eSENSE™ Duct Disp .. １４２×８４×４６ｍｍ 
eSENSE™ Ind Disp .... １４２×８４×４６ｍｍ 
eSENSE™ Slim .......... １０６×６７×２６ｍｍ 
センサ予測寿命 ........... ＞１５年 

動作温度範囲 .............. ０～５０℃ 

動作湿度範囲 .............. ０～９５％（結露なきこと） 

供給電源 ..................... ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ 

消費電力 ..................... 平均＜３Ｗ 

通信 ............................ ＵＡＲＴ 
 
※１： 幅広いＣＯ２濃度測定範囲・ハウジング形状からお選びいただ

けます 

 

製品のご紹介 

eSENSE™は最新の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です。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。 
eSENSE™は雰囲気空気のＣＯ２濃度を２０００ｐｐｍまでの

範囲で高精度に測定し、測定データを０～１０Ｖ/２～１０Ｖ

のリニアなアナログ信号に変換し、出力します。 
eSENSE™はより健康的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。 
 

用途 

eSENSE™は居住環境・商業ビルその他信頼性の高いＣ

Ｏ２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。測定したＣＯ２濃度を

オンデマンド制御することで、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。 
eSENSE™シリーズは３種類のハウジングのオプションに

より、空調換気ダクト・グリーンハウス・工場の壁などほぼす

べての用途・環境に対応します。 
 
長所 

• 通常用途ではメンテナンスフリー 

• 自動自己診断機能内蔵 

• ＤＤＣ（ダイレクトデジタルコントロール）への 

接続により高いコストパフォーマンス 

• ３種類のハウジングオプション： 

１）ＩＰ３０壁掛型（ディスプレー付/なし） 

 ２）ＩＰ６５ダクト型（ディスプレー付/なし） 

３）ＩＰ５０多用途型（壁掛、ダクト取付け兼用） 
 
 
 
 
 



ＣＯ２トランスミッタ eSENSE™シリーズ テクニカルデータ
 

  

日本輸入発売元

株式会社 サカキコーポレーション
http://www.sakakicorporation.co.jp 電話 06-6608-7800  FAX 06-6608-7799

一般性能： 
 適合規格 .................................. ＥＭＣ指令２００４/１０８/ＥＣ 

ＥＮ６１３２６-１ ＣｌａｓｓＢ、Ｔａｂｌｅ１ (Basic immunity test requirements) 
ＲｏＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ 

 動作温度範囲 （※１） ............... ０～５０℃ 

 保存温度範囲 ........................... -４０～７０℃（ディスプレー付“-D”モデル： -２０～５０℃） 
 動作湿度範囲 ........................... ０～９５％（結露なきこと） 

 動作環境 .................................. 居住、商業および産業施設環境 （※２） 

 ウォームアップタイム .................. １分（フルスペック≦１５分）  

 センサ予測寿命 ........................ ＞１５年 

 メンテナンスインターバル .......... メンテナンスフリー（推奨メンテナンスインターバル＞５年） （※３） 
  自己診断 .................................. センサの完全な機能チェック（ディスプレー付“-D”モデルはエラー表示） 
  ディスプレー(“-D”モデル) ......... ４桁、７セグメントＬＣＤ、ｐｐｍ表示

 

電気・機械的特性： 
 供給電源 .................................. ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ±２０％、５０/６０Ｈｚ 

  消費電力 .................................. 平均＜３Ｗ 

 接続 ......................................... ネジ端子Ａ、線径１.５ｍｍ２（×４）、電圧入力（Ｇ＋、Ｇ０）/電圧出力（ＯＵＴ１、ＯＵＴ２） 

   ......................................... ３４ｃｍ３線ピッグテール（eSENSE™ -IP50 モデルにはＯＵＴ２は装備できません） 

   ......................................... ネジ端子Ｂ、線径１.５ｍｍ２（×２）、受動抵抗出力（Ｙ、Ｍ）（“-TR”モデルのオプション） 

ＣＯ２測定： 
  測定方式 .................................. 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 （※４）、受動ガス拡散方式（可動部なし） 

 応答時間（Ｔ１/ｅ） .......................... ＜１０秒、ガス流量３０ｍℓ/分 ＜３分、拡散時間 

 精度 （※２） ............................. ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ 

  年次ゼロドリフト （※２） ............. ＜±１０ｐｐｍ 

  気圧依存性 .............................. ＋１.６％ｒｄｇ（通常圧力１００ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り） 

出力： 
 ＣＯ２濃度信号出力端子 （※３） 

 ＯＵＴ１リニア変換範囲 .............. ＤＣ０～１０Ｖ=０～２０００ｐｐｍ 

 ＯＵＴ２リニア変換範囲 .............. ＤＣ２～１０Ｖ/４～２０ｍＡ=０～２０００ｐｐｍ 

 Ｄ/Ａ分解能 .............................. １０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ 

電圧出力： 
 Ｄ/Ａ変換精度 .......................... ±２％ｒｄｇ±５０ｍＶ 

 Ｄ/Ａ分解能 .............................. １０ｍＶ 

 電気的特性 .............................. ＲＯＵＴ＜１００Ω、ＲＬＯＡＤ＞５ｋΩ 

 電流出力： 
 Ｄ/Ａ変換精度 .......................... ±２％ｒｄｇ±０.３ｍＡ 

 Ｄ/Ａ分解能 .............................. ０.０２ｍＡ 

 電気的特性 .............................. ＲＬＯＡＤ＞５００Ω 

 抵抗端子 （※４） 

 サーミスタ出力 .......................... 測定温度に比例した受動抵抗出力用、グランド端子（ＧＮＤ）  

 との間で出力（“-TR”モデルのオプション） 
 

eSENSE™シリーズ 幅広いＣＯ２濃度測定範囲・ハウジング形状からお選びいただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１： 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ください。 

※２： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。 

※３： 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ＣＯ２センサの再校正が行なわれます。 

※４： ＡＢＣはメンテナンスフリーの主要な機能です。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。 

※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。 

※６： 標準では抵抗プローブは装備されていません。指定により出荷前に工場にて装備可能です。 
 

型番 製品名
 

特長
 

０５０-８-０００２ eSENSE™ ティスプレーなし、ＩＰ３０ 

０５０-８-０００５ eSENSE™ Disp ディスプレー付、ＩＰ３０ 

０５０-８-００２６ eSENSE™ -TR ディスプレーなし、ＩＰ３０、抵抗式温度センサ用端子 

０５０-８-０００４ eSENSE™ Duct ディスプレーなし 

０５０-８-０００９ eSENSE™ Duct Disp ディスプレー付 

０５０-８-００４７ eSENSE™ Duct  ディスプレーなし、ＯＵＴ１=０～５Ｖ 

０５０-８-００３２ eSENSE™ Ind ディスプレーなし 

０５０-８-００３３ eSENSE™ Ind Disp ディスプレー付 

０５０-８-０００３ eSENSE™ Slim ディスプレーなし、ＩＰ５０ 

０５０-８-００４５ eSENSE™ Slim ディスプレーなし、ＩＰ５０、ＯＵＴ１=０～５Ｖ 

０５０-８-００１４ eSENSE™ II ディスプレーなし 

０５０-８-００１２ eSENSE™ II Disp ディスプレー付 

eSENSE™  eSENSE™ Disp 
外形寸法： １００×８０×２８ｍｍ 

eSENSE™ Slim 
外形寸法： １０６×６７×２６ｍｍ 

eSENSE™ II  eSENSE™ II Disp 
外形寸法： １３０×８５×３０ｍｍ 

eSENSE™ Duct Disp   eSENSE™ Ind Disp 
外形寸法： １４２×８４×４６ｍｍ 


