２ＣＨ室内空気質モニタ

２ＣＨ室内空気質モニタ

HD37AB1347

ＣＯ２・ＣＯ・湿度・温度・気圧 プローブ P37AB147

■ＣＯ
ＣＯ２・ＣＯ・気圧・温度・湿度を同時測定、データロギング
■二波長ＮＤＩＲ方式センサ（ＣＯ
二波長ＮＤＩＲ方式センサ（ＣＯ２）、電気化学センサ（ＣＯ）採用
■可変インターバル（１５秒～１時間）で６７,６００データをロギング
可変インターバル（１５秒～１時間）で６７,６００データをロギング
■ASHRAE
ASHRAE ６２.１ – ２００４標準を基準とする空気質モニタ

ＨＤ３７ＡＢ１３４７

■ＨＤ
ＨＤ３７ＡＢ１３４７
３７ＡＢ１３４７のテクニカルデータ
のテクニカルデータ
測定器本体
外形寸法
重量
本体材質
ディスプレー
動作条件
動作温度
保管温度
動作湿度
保護等級
測定器本体の不確かさ
電源
ＡＣ充電アダプタ
充電池
電池寿命

１８５×９０×４０ｍｍ
４７０ｇ（電池を含む）
ＡＢＳ樹脂およびラバー
バックライト付１６０×１６０ドットマトリックス、
可視部寸法５２×４２ｍｍ
-５～＋５０℃
-２５～＋６５℃
０～８５％ＲＨ、結露なきこと
ＩＰ６５
±１ｄｉｇｉｔ、２０℃にて
ＡＣ１００Ｖ、２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ
単３型１.２V充電池（ＮｉＭＨ）×４
１８００ｍＡｈ充電池にて約２０時間
（プローブＰ３７ＡB１４７接続時）
＜４５μＡ
無期限に保存

電源ＯＦＦ時の消費電流
データの保存
接続
ＳＩＣＲＡＭモジュール付
８極オスＤＩＮ４５３２６コネクタ×２
プローブ入力
“Ｉｎｄｏｏｒ Ａｉｒ Ｑｕａｌｉｔｙ”入力（ＣＨ１）に接続可能なプローブ
Ｐ３７ＡＢ１４７
温度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）
温度・湿度複合プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）
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２ＣＨ室内空気質（ＩＡＱ）モニタＨＤ３７ＡＢ１３４７は室内空気質（ＩＡＱ）の
分析を目的として設計されたポータブル測定器・データロガーです。
ＨＤ３７ＡＢ１３４７は１台で複数の要素、二酸化炭素（ＣＯ２）、一酸化炭素
（ＣＯ）、温度、相対湿度、大気圧を測定し、さらに露点温度、湿球温度、絶
対湿度、混合比、エンタルピーが演算表示できる測定器・データロガーで
す。これらの要素の測定は本体にＳＩＣＲＡＭモジュール付プローブＰ３７Ａ
Ｂ１４７を接続することにより可能です。本体には、プローブＰ３７ＡＢ１４７の
ほか、ＳＩＣＲＡＭモジュール付温度・湿度複合プローブ、熱線式および
ベーン式風速プローブ、温度プローブが接続可能です。
適切な手順により、測定器本体は、二酸化炭素ＣＯ２、温度および換気
レートに従って、外気取り入れのパーセンテージ（％外気）を算出します。
ＨＤ３７ＡＢ１３４７は、専用ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０を使用して、１入力当た
り６４ブロックに分割される６７,６００データのメモリ容量をもつデータロガー
機能も備えています。
測定器本体は１６０×１６０ドットの解像度をもつ大型のドットマトリックス・グラ
フィックディスプレーを備えています。
基準となる標準は ASHRAE 62.1-2004, Legislative Decree 81/2008です。
この標準は人々が使用するすべての閉鎖的な空間に適用されます。湿度
の高い台所、浴室、着替え室や屋内プールも含まれます。空気質を考える
場合、化学的、物理的、生物学的な汚染要因、あるいは清浄が不十分な
外気の流入（換気レート）を考慮に入れなければなりません。
上記２種類のプローブが接続できるＨＤ３７ＡＢ１３４７の代表的な用途は
以下の通りです。
● 学校や事務所その他の室内空間におけるＩＡＱと快適状態の測定。
● シックハウス症候群の分析と調査。
● ＨＶＡＣシステムの効率のチェック。
● 工場における微気候の最適化と生産性改善のためのＩＡＱ状態の調査。
● ビルオートメーションのチェック。

“Ｔｅｍｐ‐Ａｉｒ Ｖｅｌｏｃｉｔｙ”入力（ＣＨ２）に接続可能なプローブ
熱線式風速プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）
ベーン式風速プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）
温度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）
シリアルインターフェース
コネクタ
８極Ｍ１２コネクタ
タイプ
ＲＳ２３２Ｃ（ＥＩＡ/ＴＩＡ５７４）、非絶縁
ボーレート
１２００～３８４００
データビット
８
パリティ
なし
ストップビット
１
フロー制御
Ｘｏｎ/Ｘｏｆｆ
ケーブル長さ
最大１５ｍ
ＵＳＢインターフェース
タイプ
ＵＳＢ１.２または２.０、非絶縁
接続
ＭｉｎｉＵＳＢタイプＢ
メモリ
６４ブロックに分割
保存容量
２入力の各入力につき６７,６００データ
データロギングのインターバル １５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間から選択
データ保存
インターバル
１５秒
３０秒
１分
２分
５分

データ保存容量
（時間）
約１１日と１７時間
約２３日と１１時間
約４６日と２２時間
約９３日と２１時間
約２３４日と１７時間

データ保存
インターバル
１０分
１５分
２０分
３０分
１時間

データ保存容量
（時間）
約１年と１０４日間
約１年と３３９日間
約２年と２０８日間
約３年と３１３日間
約７年と２６１日間
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■ご注文コード
ご注文コード
ＨＤ３７ＡＢ１３４７

■プローブＰ３７ＡＢ１４７
プローブＰ３７ＡＢ１４７のテクニカルデータ
のテクニカルデータ
※ ＨＤ３７ＡＢ１３４７にはＰ３７ＡＢ１４７の他、ご注文コードに記載の各種プローブが接続
できます。
二酸化炭素 ＣＯ２
センサタイプ
測定範囲
センサ動作温度範囲
精度
分解能
温度依存性
応答時間（Ｔ ９０）
長期安定性
一酸化炭素 ＣＯ
センサタイプ
測定範囲
センサ動作温度範囲
精度
分解能
応答時間（Ｔ ９０）
長期安定性
センサ予測寿命
相対湿度
センサタイプ
保護フィルタ

測定範囲
センサ動作温度範囲
精度

分解能
温度依存性
ヒステリシスおよび再現性
応答時間（Ｔ ９０）
長期安定性
温度
センサタイプ
測定範囲
精度
分解能
応答時間（Ｔ ９０）
長期安定性
大気圧
センサタイプ
測定範囲
精度
分解能
長期安定性
温度ドリフト

二波長ＮＤＩＲ方式
０～５０００ｐｐｍ
-５～＋５０℃
±５０ｐｐｍ±３％ｒｄｇ
１ｐｐｍ
０.１％ＦＳ/℃
＜１２０秒（空気流速２ｍ/秒）
５％ｒｄｇ/５年
電気化学セル
０～５００ｐｐｍ
-５～＋５０℃
±３ｐｐｍ±３％ｒｄｇ
１ｐｐｍ
＜５０秒
５％ｒｄｇ/年
＞５年、通常環境状態にて
静電容量型
ステンレススチール製ネットフィルタ
（オプションにてＡＩＳＩ３１６製焼結１０μｍメッシュフィルタ
Ｐ６またはＰＴＦＥ製２０μｍメッシュフィルタＰ７）
０～１００％ＲＨ
-２０～＋６０℃
温度範囲１５～３５℃：
±１.５％ＲＨ（０～９０％ＲＨ）
±２.０％ＲＨ（上記以外の湿度の範囲）
温度範囲-２０～＋１５℃、３５～６０℃：
±（１.５＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ
０.１％ＲＨ
全温度範囲において±２％
１％ＲＨ
＜２０秒（空気流速２ｍ/秒、フィルタ無しにて）
１％ＲＨ/年
ＮＴＣ １０ＫΩ
-２０～＋６０℃
±０.２℃±０.１５％ｒｄｇ
０.１℃
＜３０秒（空気流速２ｍ/秒）
０.１℃/年

室内空気質モニタ・データロガー本体
付属品：ＮｉＭＨ充電池パック、取扱説明書、
アタッシュケース
※プローブケーブル等のオプションは別途
※専用ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０（データダウンロード、モニタ、データ処理用）
はウェブサイトからダウンロードできます。
二酸化炭素、一酸化炭素、相対湿度、温度、大気圧プローブ
（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
Ｐ３７ＡＢ１４７
二酸化炭素（ＣＯ２）、一酸化炭素（ＣＯ)、相対湿度、
温度、大気圧測定用複合プローブ、外形寸法
２７５×４５×４０ｍｍ、接続ケーブル２ｍ
アクセサリ：
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ
ＡＣ充電アダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＶＴＲＡＰ２０
データロガー本体設置用三脚、最大高さ２７０ｍｍ
ＨＤ２１１０/ＲＳ
８極ＭｉｎｉＤＩＮ：Ｄサブ９極ＲＳ２３２Ｃ用ケーブル
ＨＤ２１１０/ＵＳＢ
接続ケーブル、本体側Ｍ１２、ＰＣ側ＵＳＢ２.０コネクタ
ＨＤ４０.１
ＨＤ４０.１
シリアル入力サーマルプリンタ、記録紙幅５７ｍｍ
（ケーブルＨＤ２１１０/ＲＳ使用）
プリンタＨＤ４０.１用アクセサリ：
ＢＡＴ-４０
予備充電池、温度センサ内蔵
ＲＣＴ
予備感熱記録紙ロール、紙幅５７ｍｍ
プローブＰ３７ＡＢ１４７用アクセサリ：
ＣＲ-１０-２
ｅｃｏ-ＣＡＮ用レギュレータ、接続チューブ付
Ｎ２_０ＧＡＳ
ｅｃｏ-ＣＡＮ ０ｐｐｍガス
ＣＯ２_４００ＧＡＳ
ｅｃｏ-ＣＡＮ ４００ｐｐｍガス
ＣＯ２_１０００ＧＡＳ
ｅｃｏ-ＣＡＮ １０００ｐｐｍガス
ＨＤ３７.３６
校正用ガスボトル接続用チューブ、一酸化炭素用
ＨＤ３７.３７
校正用ガスボトル接続用チューブ、二酸化炭素用
湿度・温度プローブ用アクセサリ：
ＨＤ１１
校正用飽和剤、２０℃にて１１.３％ＲＨ、
Ｍ２４×１.５およびＭ１２×１ネジアダプタ付
ＨＤ３３
校正用飽和剤、２０℃にて３３.０％ＲＨ、
Ｍ２４×１.５およびＭ１２×１ネジアダプタ付
ＨＤ７５
校正用飽和剤、２０℃にて７５.４％ＲＨ、
Ｍ２４×１.５およびＭ１２×１ネジアダプタ付
保護キャップ、プローブ口径１４ｍｍ、Ｍ１２×１用：
Ｐ６
焼結Ｓスチール製１０μｍメッシュ
Ｐ７
焼結ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ
Ｐ８
Ｓスチール製１０μｍメッシュ＋ＰＢＴ
温湿度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
相対湿度・温度複合プローブの種類、形状、
寸法、精度、測定範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ21、Ｐ98）をご覧ください。

熱線式風速プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
熱線式プローブの種類、形状、寸法、
測定範囲についてはプローブの一覧
（Ｐ38、Ｐ101）をご覧ください。

ベーンプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
ベーン式プローブの種類、形状、寸法、
測定範囲についてはプローブの一覧
（Ｐ38、Ｐ101）をご覧ください。

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

※ ＳＩＣＲＡＭモジュール： プローブの
識別情報、校正データなどが書き込ま
れたメモリを内蔵し、本体 - プローブ間
のインターフェースとして機能します。

ピエゾ抵抗式
７５０～１１００ｈＰａ
±１.５ｈＰａ、２５℃にて
１ｈＰａ
２ｈＰａ/年
±３ｈＰａ、-２０～＋６０℃にて
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