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製品情報シート no. C 4.7
湿度と温度センサ
最大 200°C, 最大25 barの工業アプリケーション用。
概要
®

このシリーズのMELA -湿度/-温度センサは、丈夫なアルミニウ
ム製ダイカストの筐体と酸化を防ぐアルミニウム製センサが組み
合わされて供給されます。最大200°Cの動作温度範囲で空気中と
その他不活性ガスの相対湿度、または相対湿度と温度を測定しま
す 。 耐 圧 仕 様 の „D“ と „HD“ は 、 最 大 25 bar の 圧 力 と 最 大
125°C、 または最大160°Cの温度で使用できます。これらのセン
サは、例えば乾燥プロセスなどの工業アプリケーションに理想的
に適しています。Series .../9 の特長は、特に低い空気速度で動的
性能が向上していることと、より厳しい使用条件（汚染物質の影
響やPermanent humidity > 95 %rh）でも耐用年数が向上してい
る点です。多数の粒子が含まれた空気速度がかなり速い場合は、
Series .../9 の使用は推奨されません。

技術的データ
湿度
計測レンジ…………………………………………….………. 0…100%rh
精度(10…40℃；5…95%rh)…………………………………±2.0%rh
温度影響<10℃, >40℃……………………………..…………<0.1%/K

タイプバージョン

温度
測定素子(DIN EN 60751 参照)……………………..……….Pt 100 class B
計測レンジ
GC シリーズ………………………………………… -20…+80℃
ZC,ZC.D,KC シリーズ……………………………… -25…+125℃
ZCx.H,ZCx.HD シリーズ…………………………… 0…+200℃
精度
出力：0…10 V……………………………………….+/-0.2K
出力：4…10mA……………………………………..+/-0.3K
温度影響 <10℃, >40℃…………………………………………±0.007K/K

(発注指定方法)

その他のデータ
周囲温度
トランスミッタ部分…………………………………………-40…+80℃
センサ部分
GC シリーズ………………………………………-40…+80℃
ZC, KC, ZC.D シリーズ…………………………. -40…+125℃
ZC.HD シリーズ…………………………………. -40…+160℃
ZC.H シリーズ…………………………………… -60…+200℃
動作電圧
電流出力……………………………………… 2-wire… 12…30V DC
電圧出力………………………………………3/4-wire… 24V ±10%AC
または……………………………………………………… 15…30 V DC
保護等級
トランスミッタ部分……………………………………………IP 65
センサヘッド…/6 (xKC,xZC)………………………………….IP 65
センサヘッド…/9 (xKC,xZC)………………………………….IP 00
センサヘッド(xGC)……………………………………………..IP 30
ハウジング素材
センサ部分 (GC シリーズ以外) ………………………………..inox
センサ部分 GC シリーズ ……………………………………….アルミニウム
トランスミッタ部分……………………………………アルミ ダイキャスト
負荷：
(電流出力)

S

operating voltage -10V DC
Ω= ─────────────────
0.02 A

±50Ω

負荷抵抗(電圧出力) ……………………………………………………≧10kΩ
消費電力(電圧出力) …………………………………………………… ＜5mA
自己発熱係数 Pt100 (v=2 m/s in air ) ………………………………. 0.2 K/mW
Directive about electromagnetic compatibility
電磁環境両立性についての指示……………………………………… 2004/108/EG
DIN EN 61326-1 ……………………………………………… 10/06 発行
DIN EN 61326-2-3 ……………………………………………. 05/07 発行

要求次第で特殊バージョンも可能です。

この情報は現在の知識に基づいたもので、当社の製品の詳細と製品の可能なアプリケーションを説明することを目的にしています。 従って、説明さ
れた製品の特定の特性の保証や、特殊なアプリケーションの適合性を保証するものではありません。我々の経験では、この機器はさまざまな条件と
負荷の幅広いアプリケーションで使用できます。個々のケースをすべて評価することはできません。購入者またはユーザは特別なアプリケーション
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に機器が適合するかチェックする必要があります。当社製品の完全品質は当社の販売一般条件（General Conditions of Sale）で保証されています。
発行: March 2011 C47_E は変更の可能性があります。
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取扱説明
®

特徴的な気象条件が測定できる場所に、MELA - 湿度/温
度のセンサを取り付けて下さい。壁またはダクト取付け
®
にはMELA ZA 24-type mounting plate（取付けプレー
ト） (製品情報シート no. F 5.1) を使用することをお勧め
します。
規定された最低空気速度と電流出力の場合、動作電圧
（図表）に対応した負荷は順守されねばなりません。セ
ンサが自己発熱しますので、この場合の偏差は測定読取
値のさらなる誤差に繋がります。 (Clocked operationは
これを避けるのに役立ちます。)
センサはいかような位置にも取り付けできます。しかし
ながら、水が侵入するような位置には取り付けないで下
さい。結露と水しぶきによってセンサは損傷しません。
但し、センサ・エレメントとフィルタ周囲の水分がすべ
て乾燥するまで誤った測定読取値が記録されます。
センサを使用時に、EN 61326-2-3 に従った電磁波耐性を
保持するために、VR センサの接続には、遮蔽ケーブル
（推奨タイプの 8x AWG26 C UL order no. 5339）を使
用することをお勧めします。そして、遮蔽ケーブルは資
格のある技師によってセンサのEMC heavy-gaugeコンジ
ットネジに 正しく取付けて下さい。
取り付け箇所で機能性をチェックするためには、ZE 33®
type の 付 属 ア ダ プ タ の 付 い た MELA ZE31/1-type
humidity standard (製品情報シート no. F 5.2) を使用す
ることをお勧めします。
ダストは湿度センサを損傷させる原因にはなりません
が、動的性能に影響を与えます。湿度標準で機能性をチ
ェックするときにのみ、保護フィルタは慎重にネジで取
外して下さい。この作業の過程で極めて敏感なセンサ・
エレメントには手で接触しないで下さい。必要に応じ
て、汚れたフィルタはネジで取外して水洗いができま
す。フィルタをネジで元に戻した後、センサはフィルタ
が完全に乾燥するまで正確に測定できませんのでご留意
下さい。Series .../9 のセンサは蒸留水で慎重に完全に洗
浄して下さい。

湿度センサ・エレメントのPTFEフィルタは交換すること
はできません。センシング・エレメントに関するアプリ
ケーションノート をご参照下さい。(製品情報シートno.
A 1) または、による湿度センサ（容量センシング・エレ
メント）を使用するときに留意しなければならない詳細
情報はメーカに問合せ下さい。
注意! 耐圧センサ(series ZC.D と ZC.HD)を取り付けると
き、 (series ZC.D と ZC.HD) 25 Nm以上のトルクを与え
ないで下さい。
電圧出力するセンサには出力と陰極の電源電圧との間に
ガルバニ絶縁はありません。電流出力するセンサの湿度
出力と温度出力は常に、お互いに直流的に絶縁されてい
ます。（galvanically separated）
湿度と温度に関する操作レンジ

これらのエ
リアにおけ
るセンサの
作動は、セ
ンサを損傷
します。
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接続図

湿度/- 温度のセンサ
最大200°C, 最大 25 bar の工業
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湿度/- 温度のセンサ
最大200°C, 最大 25 bar の工業
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