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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 

ＯＵＴ１ ＤＣ０～１０Ｖ 

 ＣＯ２ .............. ６００～９００ｐｐｍ 

 温度 .............. ２２～２３℃ 

 相対湿度 ....... ７５～８５％ＲＨ 

ＯＵＴ２ ......................... ＤＣ０～１０Ｖ=０～２０００ｐｐｍ 

ＯＵＴ３ ......................... ＤＣ０～１０Ｖ=０～５０℃ 

リレー ........................... ＤＣ０～１０Ｖ＝９００～１０００ｐｐｍ 

精度（ＣＯ２） .................. ±３０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ 

外形寸法 ..................... １２５×８５×２２ｍｍ（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

ディスプレーサイズ ....... ４９×３７ｍｍ 

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 ..................... ＤＣ１２Ｖ、ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ 

消費電力 ..................... 平均＜０.６Ｗ 

通信 ............................ ＲＳ４８５、Ｍｏｄｂｕｓ/ＢＡＣｎｅｔ 

 
 

製品のご紹介 

tSENSE™ VAV は空調管理されている場所に設置するよ

う設計された、ＣＯ２濃度・温度・湿度の３要素を１台で測定

できる最新の多用途トランスミッタです。 
tSENSE™ VAV は雰囲気空気中のそれら３要素を付加

的な補正なしで正確に測定し、測定真値を表示/出力しま

す。データは、産業用標準出力信号および通信プロトコル

で、ＢＭＳシステムやスタンドアロンのコントローラに送信さ

れます。 

tSENSE™ VAV は温度制御、湿度制御の組み合わせな

ど、柔軟性に富んだデザインのトランスミッタです。 

 

用途 

tSENSE™ VAV は商業・オフィスビル、病院、ホテル、学

校やその他様々な施設において効果的な雰囲気制御を

行なうのに必要なすべての要素を兼ね備えています。デ

マンドコントロール換気システム（ＤＣＶ）に基づいたＣＯ２

モニタリングが消費電力を低減しながらその空間の利用

者に健康的で快適な屋内環境を提供します。 
tSENSE™ VAVは低消費電力で多種多様な空調ソリュー

ションに対応できますが、特定のご要望がございましたら

弊社にお問合せ下さい。 
 
ＡＳＨＲＡＥ標準１８９.１に準拠しています。 

（ＣＯ２測定値１０００ｐｐｍにおいて±５０ｐｐｍ） 
 
長所 

• 通常用途ではメンテナンスフリー 

• １台で３要素を測定 

• カラータッチパネル 

• シンプルになった制御機能 

• ディスプレー・センサの設定にはＰＩＮコードでアクセス

管理 

• 自動自己診断機能内蔵 

• ＣＯ２・温度・湿度の選択表示 

• 測定効率の高い新設計ハウジング 
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一般性能： 
 保存温度範囲 ................................. -３０～７０℃ 

 センサ予測寿命 （※１） .................. ＞１５年 

 メンテナンスインターバル ................ メンテナンスフリー （※２）（推奨メンテナンスインターバル＞５年） 

 自己診断 ........................................ センサの完全な機能チェック 

 ディスプレー(“-D”モデル) ............... ２.４“カラーＴＦＴ-ＬＣＤ 

 操作ボタン ...................................... タッチパネル
 

 適合規格 ........................................ ＥＭＣ指令２００４/１０８/ＥＣ、ＲｏＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ 

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

 動作温度範囲 ................................. ０～５０℃ 

 動作湿度範囲 ................................. ０～９５％（結露なきこと） 

 動作環境 ........................................ 居住、商業環境
 

電気・機械的特性： 
 供給電源 ........................................ ＤＣ１２Ｖ、ＡＣ/ＤＣ２４Ｖ（５０/６０Ｈｚ）±２０％ 

  消費電力 ........................................ 平均＜０.３５Ｗ（ディスプレーなし）、平均＜０.６Ｗ（ディスプレー付） 

  最大消費電力 ................................. ＜２Ｗ 

 接続 ............................................... ネジ端子、線径１.５ｍｍ２ｍａｘ、構成： 電源、ＧＮＤ、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２、ＯＵＴ３、 

   リレー（ＮＯ、ＮＣ、ＣＯＭ）ＲＳ４８５。オプション： 温度受動素子、リレー 

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、受動ガス拡散方式（可動部なし） 

 応答時間（Ｔ１/ｅ） ................................ ＜３分 

 測定範囲 ........................................ ０～２０００ｐｐｍ 

 精度 （※３） ................................... ±５０ｐｐｍ（＠１０００ｐｐｍ、１７～２８℃、３０～６０％ＲＨ） 

  標準最大値±３０ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ （※４・５） 

  気圧依存性 .................................... ＋１.５８％ｒｄｇ（通常圧力１０１.３ｋＰａからの偏差ｋＰａ当り） 

  測定間隔 ........................................ １５秒/回 

温度測定： 
 測定範囲 ........................................ ０～５０℃ 

 精度 （※６） ................................... ±０.５℃（＠１７～２８℃）、±１.０℃（＠０～５０℃） 

 再現性............................................ ±０.２５℃（＠１７～２８℃） 

 応答時間 ........................................ ＜６分（風速０.１５ｍ/秒） 

 測定インターバル ............................ １５秒/回 

相対湿度測定： 
 測定範囲 ........................................ ０～１００％ＲＨ 

 精度 （※６） ................................... ±５％ＲＨ（＠２０～８０％ＲＨ） 

 ヒステリシス ..................................... ±１％ＲＨ（＠２０～８０％ＲＨ） 

 年次ゼロドリフト ............................... ＜±０.５％ＲＨ 

 再現性............................................ ±０.２５％ＲＨ（＠１７～２８℃） 

 応答時間 ........................................ ＜６分（風速０.１５ｍ/秒） 

 測定間隔 ........................................ １５秒/回 

出力： 
 リニアアナログ出力：  

 ＯＵＴ１・２・３ ................................... ネジ端子から 

 入力ソース ...................................... ＣＯ２/温度/相対湿度（タッチパネルで設定可能） 

 保護 ............................................... 自動復帰型ＰＴＣヒューズ、短絡保護回路 

 Ｄ/Ａ分解能 .................................... １０ｂｉｔｓ、１０ｍＶ（各測定範囲の０.１％： ２ｐｐｍ、０.０５℃、０.１％ＲＨ） 

 出力信号 ........................................ 電圧出力０～１０Ｖ、ＲＯＵＴ＜１００Ω、ＲＬＯＡＤ＞５ｋΩ 

 最大電圧幅 .................................... ０～１０Ｖ（設定可能） 

 デジタル出力： 

 リレー （※７） .................................. ネジ端子から 

 Ｃ接点/ＤＰＤＴ、最大電流： １Ａ/ＡＣ５０Ｖ/ＤＣ２４Ｖ 

 入力ソース ...................................... ＣＯ２/温度/相対湿度（タッチパネルで設定可能） 

tSENSE™ 

 

 

 

 
 

 

 

※１： ＳＯ２（二酸化硫黄）を多く含む環境を除く。 

※２： ＡＢＣ（自動ベースライン補正）機能の使用により、通常の屋内環境下ではメンテナンスフリー 

※３：  通常のＩＡＱ（屋内空気質）では、精度はＡＢＣ機能動作での、少なくとも３週間の連続使用後の定義です。  

※４： 表記精度は定格動作温度範囲内におけるものです。精度・仕様は証明を受けた校正混合ガスを基準としています。 

 絶対測定精度にはセンサの定格精度に校正混合ガスの不確かさ（現行±１％）が定格に加算されるものとします。 

※５： 再現性を含みます。表記精度に校正混合ガスの不確かさ（現行±１％）が加算されるものとします。 

※６： タッチパネルの輝度設定で変動します。 

※７： タッチパネル、ＰＣソフトウェアＵＩＰ（Ｖｅｒ.５以降）で設定できます。弊社Ｗｅｂからフリーダウンロードできます。  

 

型番 製品名 特長 

０７０-８-０００３ tSENSE™ VAV Disp T RH RL MB BAC カラータッチパネル付 

０７０-８-０００７ tSENSE™ VAV No Disp タッチパネルなし 

００-０-００７０ Interface cable USB – 3.5mm  


