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感染症対策に！
「CO2モニター」・「CO2センサー・コントローラー」のご紹介
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～「換気の見える化」・「快適空間」・「省エネルギー」の実現！～
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１．省エネ対策の３本柱

【一般的な建物の例（夏場の場合）】
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外気温度
38℃

給気口

室内温度
26℃

② 高効率機器（内部発熱）

③換気制御（外気量）換気扇

① 高気密・高断熱（外皮性能）

※参考：経済産業省夏季の節電メニュー
（事業者の皆様）平成27年5月

事務所ビルのエネルギー消費

空調 照明 OA機器 その他

24％

16％

12％

空調負荷の内42%は

換気による熱負荷

（冷房・暖房の平均）

48％

空調のエネルギー消費が約半分を占める中、CO2コントローラーによる換気自動制御で、
空調・換気負荷の低減を図ることが、建物の省エネには非常に重要である。
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２ー１．室内CO2濃度の換気自動制御と見える化

① 過剰換気による電気料金の増加

夏場の場合

エアコンで冷やした空気を外に逃がし、

外気の暑い空気を室内に取り入れることになるため、

エアコンへの負荷が大きくなり、電気料金が急増する。

取り入れる外気を最小限にする必要がある！

過度な換気は、エアコンにかかる熱負荷が過剰になり、無駄にエネルギーを消費してしまう。

➢ CO2センサー・コントローラーを導入することで、適切な換気自動制御により、

過剰換気を防ぎ、換気・エアコン負荷の低減につながり「省エネ」を実現する。
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② 換気不足による室内の空気環境悪化（ルール違反）

実際のCO2濃度を表示しリアルタイムで
確認する必要がある（CO2の“見える化”）

２ー２．室内CO2濃度の換気自動制御と見える化

• CO2濃度が高くなると在室者の作業効率や健康に影響を与える恐れ。
• ビル衛生管理法等の法律では、CO2濃度を1,000 ppm以下にするよう決められている。

CO2は目視できないため、把握ができない

➢ CO2センサー・コントローラーを導入することで、換気自動制御が可能となり、

適正なCO2濃度を保つことができ「快適空間」を実現する。
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実証実験（小学校教室のCO2濃度）

CO2濃度制御をしていない場合（実線）は、学校環境衛生基準で定められている1,500ppmを
超えていたが、CO2濃度制御している場合（点線）には、1,500ppmを常に下回っていた。

➢ 都内の小学校９教室にて、CO2コントローラーを設置しCO2濃度制御を行った場合
（設定値1,500ppm）と、行わなかった場合で比較実験を行った。

２-３．室内CO2濃度の制御と見える化
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1000ppm以下

CO2による人体への影響

人体への影響はなく、換気が十分にできている状態

1000~2000ppm 思考力、集中力が低下する

2000~3000ppm 呼吸深度・呼吸数の増加、眠気を催す

3000~6000ppm 頭痛・めまい・気分が悪くなる・過呼吸 など

6000ppm以上 意識レベルの低下・意識の喪失・ふるえ・痙攣 など

コロナ流行前の
学校関係では
児童・生徒の
学習環境改善のため
導入されていた

２-４．室内CO2濃度の制御と見える化
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３．CO2センサー・コントローラーのご紹介

➢ CO2濃度・温度・湿度を測定し「見える化」。
➢ 扱いやすい卓上置き型タイプ。
➢ コンセントアダプターも同梱ですぐに使える。

（定価：20,000～30,000円、税別）

【CO2モニターマーベルシリーズ】

■マーベル００１

■マーベル００３

➢ マーベル001の仕様に加え、データロガーを内蔵。

■マーベル３０１

➢ CO2濃度・温度・湿度を測定し「見える化」。
➢ 壁掛け設置タイプ。
➢ 幅560mm×高さ410mmの大型ディスプレイタイプ。
➢ 視認性に優れたLEDインジケータ付き。

ご購入後、容易に設置可能で
すぐにご使用になれます！



【NMAシリーズ】
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３．CO2センサー・コントローラーのご紹介

～スリムなハーフサイズ！～

◆CO2濃度「0～5000 ppm」まで測定可能。
◆CO2濃度・温度でのリレー出力、アナログ出力が可能。

（定価：65,000円、税別）

◆CO2濃度・温度・湿度を測定し「見える化」。
◆CO2濃度に応じた換気設備の適正な自動制御が可能。
◆測定・表示・制御まで一体型となり、メンテナンスも容易。

上記特長に加えて、

（定価：45,000～70,000円、税別）

■CO2センサー・コントローラー

換気自動制御が可能となり、「省エネ」
「快適空間」「換気に見える化」の実現！



３．CO2センサー・コントローラーのご紹介

10CO2濃度を「見える化」し、「適正な換気」で、室内空間を快適に保ちませんか？



➢代理店：大久保産業（株）様へ導入

➢本社ビルにコントローラーを合計13台導入
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３．CO2センサー・コントローラーのご紹介

■導入による省エネ実績

電気使用量▲25%（▲33,296 kWh）・電気料金▲16%（▲401,008円）の削減！

➢地上2階、延床面積：916㎡



３．CO2センサー・コントローラーのご紹介
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■点検や交換作業が簡単 = メンテナンスが容易！

➢ 制御機器の動作設定値の変更、
校正作業などが4つのボタンで
簡単に行える。

➢ 故障やセンサーの劣化によって
機器を交換する場合も、本体側
のみの交換で完了！



３．CO2センサー・コントローラーのご紹介
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【 物質の伝播について 】

空気中の物質拡散速度は、毎秒数mm～1cm程度（無風状態）

実際はエアコン、換気扇、人の動きなどによって室内には気流が生まれる。

仮に、0.2m/sの気流があるとすると、1分弱で10m拡散する計算となる。

よって、CO2濃度で換気を管理する場合、設置場所については

特別な条件下でなければ大きな違いは生じない。

■人によるCO2濃度の測定実験

＜参考資料＞
1. 慶応大学他、2017年「自動制御連合講演会」発表資料
2. 広前大学院、人がCO2の発生源の多地点計測の実験
3. 戸田建設、2012年「技術研究報告台38号」

設置の目安（参考）
換気扇１台に対し1か所

100㎡に一か所

または

発生源の濃度が室内の濃度に近いため、
場所による濃度の違いはほとんど出ない。

■CO2センサーの設置場所、箇所数について
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➢ CO2濃度による
「3密」や「換気」の

“見える化”という考え方が、
世間一般に浸透し始めている

➢ コロナ感染症の蔓延により
「3密」や「換気」についての
関心が非常に高まっている

４．感染症対策としての「換気の見える化」

■2020年10月15日(木) 朝日新聞夕刊



■2020年11月16日(月) 内閣官邸の感染症対策本部会議でも議題に！！
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➢ 新型コロナウイルス感染症対策本部（第46回）資料 ※一部抜粋

http://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202011/16corona.html

４．感染症対策としての「換気の見える化」

➢ 世の中全般に広がり、様々な施設でCO2センサー・コントローラーの需要が急増している。

http://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202011/16corona.html
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４．感染症対策としての「換気の見える化」

■2020年12月に文部科学省より発表された、第3次補正予算(案)

➢ CO2モニター等の購入経費
と明記されている。

➢ 各自治体でCO2センサー
の導入が増加している！
（特に学校関連）
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４．感染症対策としての「換気の見える化」

■2021年4月5日からまん延防止等重点措置

■適用エリア：埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、群馬県、石川県、熊本県
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４．感染症対策としての「換気の見える化」

現在でも、各都道府県のガイドライン
でもCO2センサー・コントローラー
による「換気の管理」と明記。
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CO2濃度による制御だけではより快適性を得られない場合も……

トイレ ホテル

排泄物や飲食物等のニオイについては把握・制御できない

etc

５．新製品紹介： ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー



【主な特長】

①ニオイとCO2濃度の2種類のセンサーを内蔵

②ニオイのレベルを「０～９９」の１００段階で表示

➢ニオイのレベルをバーチャートでも同時に表示）

③CO2濃度「0～5,000 ppm」の測定が可能

④ニオイとCO2濃度に応じた換気設備の自動制御が可能
SMA-OVC-Ⅰ

業界初
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５．新製品紹介： ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー



SMA-OVC-Ⅰ
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【主な特長】

⑤２つのリレー出力を内蔵

➢換気設備のON/OFF制御が可能

➢換気設備の強/弱・微弱制御（風量制御）が可能

⑥ニオイとCO2濃度のアナログ出力（4～20mA）が可能

➢VAVダンパー、中央監視システムへの接続も可能

⑦デジタル出力 RS-485 Modbus内蔵

⑧取り付け・交換・メンテナンスが簡単

➢ 定価：88,000円（税別）

５．新製品紹介： ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー
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⚫CO2濃度に応じて換気設備を制御しつつ、ニオイレベルが高い場合は脱臭装置の運転を開始
⚫CO2濃度は低くてもニオイレベルが高い空間での換気制御に対応

５．新製品紹介： ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー



⚫きめ細かな計測・制御が難しかった「ニオイ」を100段階で表示し、

「CO2濃度」とデュアルで、換気設備や脱臭装置の自動制御が容易に可能。

30 50 95857565
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➢ 「省エネ」「快適空間」を同時に
実現できる！

➢ CO2濃度による自動換気が可能と
なり、感染症対策としても活用
できる！

５．新製品紹介： ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー
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成城学園中高一貫校新築校舎横浜市南区総合庁舎 ハイムガーデン仙台泉

吉野川市民プラザ・多目的グラウンド 大久保産業(株) 本社ビル

６. 導入事例集
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Sテナントオフィスビル I耳鼻咽喉科医院

レクサス池上店 ペダラーダ(レストラン)

６. 導入事例集

学校・オフィスビル・商業施設はじめ飲食店や病院関連とあらゆる建物に導入！



■NMA-PR-R（D）換気扇との接続イメージ図

NMA-PR-R（D）
（HVACモード：取扱説明書参照）

端子番号③ リレー

端子番号④ リレー

端子番号②
100～240V

端子番号①
100～240V

換気扇 定格電圧

CO2コントローラー用電源

※リレー接点は無電圧a接点となります。
※接点容量は2Aまでとなります。
※接点容量を超える場合は、別途リレーを設けてください。

関係者限り 目的外使用・複製・開示禁止

換気扇または全熱交換器等

【参考】接続イメージ図
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BS日テレの読売ジャイアンツ戦（東京ドーム戦）にて、
テレビCMを放映しております。是非ご覧ください。

※弊社ホームページにもTVCMの動画を掲載しております。

ご清聴いただきありがとうございました。


