ＳＴ事業部

Y-Line
クラシックな産業用途向けアナログ出力センサ。
全数を-10～80℃において温度補正されており、優れ
た温度特性を実現すると同時に、総合精度（トータル
エラーバンド）での表記を可能にしています。

C-Line
C-Line に代表されるワンチップソリューションは、
Y-Line には無いレシオメトリックタイプの製品を
可能にします。150℃まで使用できる堅牢性も兼ね備
えます。

D-Line
恐らくは世界最小の圧力センサです。I2C インターフ
ェースの採用により、マイコンベースのシステム
への組み込みに最適な製品です。消費電力が究めて
低いので、バッテリ駆動のシステムにも最適です。

HBHB-Line（高帯域）
Line（高帯域）
ハイブリッド配線コンセプトを採用。デジタル補正
による高精度と、ダイレクトアナログ信号パスの
高帯域を両立しました。主に動圧アプリケーション
向けに開発しました。

LaserLaser-Line（
Line（22M / S）
S）
高精度を必要としない、比較的ボリュームの大きい
アプリケーションに適しています。

圧力センサエレメント（P
圧力センサエレメント（Pressure transducer
transducer）
nsducer）
圧力センサ（pressure transmitter）とは対照的に、
圧力センサエレメントはアクティブな信号処理機構
を持っていません。ユーザーは測定ブリッジからの
信号は直接受け取ります。個々のセンサの特性と
抵抗値が記載された検査データが付属します。

素晴らしい

まま良い

普通
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アナログインターフェース

デジタルインターフェース

認証

省電力

ＣｉＯテクノロジー

数学的モテリング

オプション

X-Line
「確かさ」という定義におけるフラッグシップシリ
ーズ。センサ特性を精巧にデジタル補正することで
得られる高精度により、卓越したパフォーマンスを
実現したラインナップです。デジタル・アナログにお
いて様々なインターフェースを揃えています。

温度レンジ

応答速度

CiO（chipテクノロジー
chip-inin-oil）
oil）テクノロジー：CiO
テクノロジー
を用いることで、信号コンディショニングチップを
圧力センサチップと一緒に、オイルで満たしたハウ
ジング内に収納することができます。外部に電子回
路がないことで更なる小型化が可能となるうえ、水
蒸気や振動、衝撃や EMC などの外的影響に対しても
優れた堅牢性を発揮します。

精度

数学的補正：個々のセンサの特性に数学的モデリン
数学的補正
グ（mathematical modeling）を施すことにより正確
な補正が可能となり、標準化された出力信号を得る
ことができます。モデリングの複雑さや補正アルゴ
リズムにより、ここに温度影響や直線性誤差はあり
ません。

ダイレクトアナログ信号

製品ラインナップ概要

ピエゾ抵抗型圧力センサエレメント

ダイヤフラムをレーザー溶接した圧力センサエレメント
シリーズ３L…９L φ9.5mm から 19mm まで７種類
シリーズ１０Ｌは元祖のφ19 x 15mm サイズ

高圧用圧力センサエレメント
シリーズ６Ｌ ＨＰ / ７Ｌ ＨＰ / ８
シリーズ７ＬＩ インコネル(200℃まで)
・圧力レンジ 200～1500bar
・典型出力信号 200mV @ 1mA 供給
・補正値付き個別のキャリブレーションシート

・圧力レンジ -1～1000bar まで各レンジ
・絶対圧、ゲージ圧、差圧
・典型出力信号 200mV @ 1mA 供給
・補正値付き個別のキャリブレーションシート
・優れた長期安定性
・使用温度範囲 -55～150℃（絶対圧は対象外）
・内蔵の温度センサ（top of bridge）
・オプションでハステロイまたはチタン可能
・標準外の数学モデリングも対応可能

・優れた長期安定性
・堅牢で耐腐食性に優れる
・オプションで PT1000 を内蔵可能
・ネジ＋ハウジング付きでの提供も可能
・標準外の数学モデリングも対応可能

ＯＥＭ圧力センサ
ＯＥＭ圧力センサ
顧客のニーズに応じてユニークなＯＥＭ圧力センサ
を生み出しています。電子回路、ネジ形状、様々な
リクエストにお答えしています。

キャリブレーション
ケラー社では、圧力センサ
製品の全数に圧力と温度の
キャリブレーションを行って
います。左記はキャリブレー
ションシートの一例です。

ケラー社の X-Line 圧力センサは任意の温度範囲で定義
された、総合精度を表示した校正データとともに提供さ
れます。加えて少なくとも温度 3 点、圧力 4 点のテスト
レポートが付属します。

右図は X-line のデジタル補償の威力を表す例です。
これにより 10～40℃の範囲における総合精度 0.05％FS
を実現しています。
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デジタル圧力センサ
デジタル圧力センサ
X-Line の特徴
・RS485 / CANopen 等のデジタルインターフェース
・アナログ出力のスケーリングが可能
・非直線性及び温度特性を数学的モデリング補正

・RS485 を通して温度情報を得られる
・無償ソフトで記録、設定、再調整が可能
・本質安全防爆仕様での提供も可能

高精度圧力センサ
シリーズ 33X/35X
33X/35X

静電容量型圧力センサ
シリーズ 41X

・圧力レンジ 0.3～1000bar まで各レンジ
・精度±0.05％FS（RS485）

・圧力レンジ 1～30kPa
・高分解能（1μbar）
・金メッキセラミックダイヤフラムを採用

・精度±0.01％FS もオプションで可能（RS485）

差圧センサ
シリーズ PDPD-33X

差圧センサ
シリーズ PDPD-39X

・差圧レンジ 0.3～30bar
・液体/液体の差圧計測に使用可能

・ダブルセンサ構造により耐圧が高い
・3～300bar まで基準レンジがあり、その中で自由に
差圧レンジを設定できる

シリーズ PRDPRD-33X
・差圧レンジ 0.35～3bar
・絶対圧センサとの組合せによるライン圧計測

D-Line の特徴
・I2C マイクロコントローラーインターフェース
・消費電力が究めて低い
・電子基板をハーメチックシール（chip-in-oil）

・堅牢なステンレスハウジング
・本質安全防爆仕様での提供も可能
・RFID インターフェースでの提供

OEM 圧力センサ
シリーズ 4LD～
4LD～9LD

OEM 圧力センサ
シリーズ 20D

・恐らく世界最小サイズの圧力センサ
・圧力レンジ 0.3～1000bar

・7LD または 9FLD をベースにしたデザイン
・ネジ、クイックフィットなど様々な圧力接続
・ケーブル付き“完成型“圧力センサとしての提供も可能

・動作温度範囲 -40～110℃
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アナログ圧力センサ
アナログ圧力センサ
Y-Line の特徴
・4-20mA / 0-10V / 0-5V / 0.5-4.5V
・広範囲に渡って温度補償されている

・内部シールを使用していない
・産業用途向けに最適

小型圧力センサ

シリーズ 23SY / 25Y

シリーズ 21Y / 21PY
・圧力レンジ 0.1～1000bar
・総合精度 max.±0.5％FS＠0～50℃
・圧力接続、電気接続の種類が豊富
・本質安全防爆仕様での提供も可能

・圧力レンジ 2～1000bar
・総合精度 max.±1.0％FS＠0～50℃

C-Line の特徴
・堅牢なステンレスハウジング
・優れた電磁適合性
・広範囲に渡って温度補償されている

・レシオメトリック出力 : 0.5-4.5V＠5VDC
・過電圧と逆極性保護
・電子基板をハーメチックシール（chip-in-oil）

小型圧力センサ
シリーズ 21C

シリーズ 4LC～
4LC～9LC

・圧力レンジ 2～1000bar
・総合精度 max.±1.0％FS＠0～50℃

・圧力レンジ 1～1000bar
・-40～150℃の範囲で温度補償可能
・ネジ接続での提供も可能

・内部シールを使用していない

ＡＴＥＸ／ＩＥＣＥｘ
ＡＴＥＸ／ＩＥＣＥｘ

本質安全防爆及び耐圧防爆の圧力センサも製造しています。
本質安全防爆圧力センサ（ia）は絶縁バリアとの組合せで
使用してください。バリアは別売りです。本質安全防爆は
ゾーン 0 まで使用できます。耐圧防爆（db）はゾーン 1 まで
の使用が可能です。

-5-

特定用途向け圧力センサ
特定用途向け圧力センサ

“フラッシュ”ダイヤフラム圧力センサ

高温用圧力センサ

シリーズ 35X HT(T)

シリーズ 35X HTC

・食品グレードの先端接続形状
・媒体温度 150℃まで
・FDA 認証取得
・DIN EN 10204 の材料証明書
・オプションでハステロイ材質も可能

・食品グレードの先端接続形状
・媒体温度 300℃まで
・DIN EN 10204 の材料証明書
・オプションでハステロイ材質も可能

・食品産業
・飲料品製造ライン
・製薬業界

・バイオテクノロジー
・ケミカル産業
・製薬業界

高精度圧力ゲージ

ミニチュア圧力センサ

シリーズ 8LX / 7Li / 33X with SubConn

シリーズＭ
シリーズＭ5 ＨＢ
・200℃までの環境に耐えられる
・静圧から 50kHz の動圧まで測定可能
・M5 細目ネジにより測定対照との距離が近い
・電子回路無しでの提供も可能（シリーズ M5）

・高圧用 1500bar まで
・媒体温度 200℃まで
・チタン、ハステロイ、インコネルでの製作可能

・エンジンテストベンチ
・風洞、衝撃波、コンプレッサ、ポンプ
・リークテスト

・ROV
・深海調査
・下げ孔、抗口

不活性ガス封入圧力センサ

Homologated 圧力センサ

23 または 35X の特注仕様

シリーズ 22 DT / 22M/S

・モジュラーデザイン
・ハウジングをハーメチックシール

・圧力レンジ 5～250bar
・レシオメトリック出力
・homologation E4-110R、E4-10R、E4-67R

・航空機
・宇宙産業

・自動車産業
・天然ガス自動車（22 DT / 14bar）
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ミニチュア圧力センサ

インターフェースコンバータ

ミニチュア圧力センサ

インターフェースコンバータ

シリーズ 2Mi

デバイス ⇔ コンピュータ間の通信用

・圧力レンジ 1～400bar
・典型出力信号 200mV＠1mA
・オフセット補償付きでの提供も可能

・USB 用
： K-114
・RS232-RS485 ： K-102/
・USB-I2C
： K-404T

K-103A / K-107

K-114 コンバータは Blue-tooth と蓄電池内蔵
でも提供できます。これにより USB に加え
Serial Port Profile（SPP）経由でのワイヤレス
接続が可能です。接続される機器はコンバータ
のバッテリから給電されます

・水力及び空力の圧力測定
・標準サイズφ4.5 x 3mm
・小型 組込みが容易

特 注 製 品

ピエゾ抵抗型圧力センサ
特定顧客向け製品
500 種に及ぶ標準製品に加え、ケラーは特定顧客向けの特注品も数多く手掛けています。

オプション及び取得認証

・チタン、ハステロイ、インコネル材質での提供
・PE、TPE、FEP（テフロン）など豊富なケーブル被覆材質
・避雷素子向上
・温度範囲拡大
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スイスのヴィンタートゥールに本社を構えるケラー社
は、ヨーロッパにおける隔膜式圧力センサエレメント及
び圧力センサのリーディングカンパニーです。個々のコ
ンポーネントから完成品のキャリブレーションに至るま
で、全ての製造プロセスはヴィンタートゥールの本社で
行われます。
これはケラー社製品の全てが”made in Switzerland”
であることを意味しています。ケラー社製品が使われて
いるフィールドは、その製品群と同じく、非常に多岐に
渡ります。
KELLER AG fur Druckmesstechnik 及び KELER
Gesellschaft fur Druckmesstechnik GmbH Jestetten は
ISO9001 認証を取得しています。

● 創立者 Hannes W. Keller , dipl. Phys ETH
代表取締役社長
● 創立年 1974 年
● 取締役会
Hannes W. Keller Michcail
Keller , Tobias Keller
Dr.Gunther Kaden
● オーナー
Hannes W. Keller, Michael
Keller,Tobias Keller
● 従業員数 400 人
● 倉庫/出荷 Winterthur（スイス）
Jestetten（ドイツ）
ＥＵロジスティックセンター

ケラー社ソフトウェア
ケラー社ソフトウェア

その他のセンサ
その他のセンサ
投込み式水位計
投込み式水位計

ケラー社は自社にソフトウェア部門を有しています。CSV
変換機能などを含んだ汎用性に優れるソフトでありなが
ら、ライセンス料は不要です

ケラー社の投げ込み式水位計にはピエゾ抵抗型
と静電容量型の 2 種類があり、
いずれも厳しい耐久試験に耐えた堅牢
な製品です。本質安全防爆仕様での提供
も可能です。

デジタル圧力計
デジタル圧力計
デジタル圧力計は従来からの機械式
圧力計に比べ、分解能・精度の面で
優位性を持っています。ケラー社の
デジタル圧力計にはディスプレイ
などのデザインも含め、現場ごと
の要望を取り入れることのできる
柔軟性があります

ＳＴ事業部
ＳＴ事業部
〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12
TEL:(03)3903-2181 FAX:(03)3903-0123
https://www.japan-pionics.co.jp sales-st@japan-pionics.co.jp
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