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マルチセンサーTI

マルチセンサーTIは、サーマル画像センサーを含む様々なセンサーを搭載した
最新のセンサーテクノロジーです。
重要なプラント状態を監視し、サーマル画像センサー、空気質センサー、一酸

化炭素(CO)センサー、温度センサーを複合的にモニタリングし、火災を早期に検
出する事が可能です。これにより、早期の火災検知における4つの要素（サーマ
ル熱画像、CO、大気質、温度）を組み合わせ、より信頼できる早期火災検知す
ることが可能です。
また、オプションの「水漏れセンサー」や「埃センサー」によって、サーバー

周辺の環境をモニタリングし、物理的なサーバーダウンのリスクを低減させるこ
とが可能です。

データセンター バッテリー UPS

オプション・センサー
水漏れセンサー、埃/汚れセンサー、 IOアダプター

希望小売価格¥150,000(税込¥165,000)



http://www.locksystem.co.jp/
Copyright 2021 Locksystem Co.,Ltd. All rights reserved.

技術的な設備での火災は、多くの場合（> 50％）、絶縁障害、過電流、不適切なメンテナンスなどの電気
的障害によって引き起こされます。特にITシステムでは、エラーのない動作のために強い冷却機能が必要な
ため、電力密度と実装密度が高まります。ほとんどの場合、そのような火災の火種は、数時間または数日と
長期間にわたってくすぶっています。「くすぶっている火種」を早期に検出し、本格的な火災を防止するす
るために、火災の要因とされるパラメーターに最適化され、敏感に反応するセンサーシステムが必要です。
マルチ・センサーTIは、できるだけ多くの火災の危険を検出することを目的として、1つのデバイスに多数

の異なるセンサーを組み合わせています

※揮発性有機化合物（VOC）は、有機炭素含有物質の総称です。これらは、大気汚染防止にある程
度関連しています。それらは蒸発により気相に変化するため、揮発性ガスと呼ばれます。

サーマル画像センサー
◼ 光熱ホットスポットを検出し、ローカ
ライズのために画像を送信

◼ 高い予防効果、非常に早いメッセージ、
火災対象の直接表示が必要

大気質(VOC)※
◼ 大気質の急激な変化や劣化を検出
◼ 高い予防効果、非常に早期の通知

一酸化炭素（CO）
◼ COを敏感に測定。COは通常室内に拡散。

50ppmからの測定可能。
◼ 高い予防効果、非常に早期の通知

温度-ヒートセンサー
◼ 気温の勾配を測定します。 上昇および
上限しきい値（> 60°C）

◼ 火災の進行状況を推定するための重要
な値。
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４つのセンサーによる

早期火災発見ソリューション

マルチセンサー・テクノロジーによる早期火災検知

4つの要素の早期火災検知 -火災が本格化する前に火災を検出
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オプション・センサー
※オプションセンサーは、システムポートで、どれか一つのみ利用可能

外部機器からの入力、外部機器への出力するために利用します。
※マルチセンサーTIとKIO3の接続は、LANケーブル(ストレート)で最大10mになります。

タイプ 製品型番
希望小売価格

(税込み)

IOアダプター KIO3 ¥20,900

製品

動作環境 0℃～70℃、結露なきこと

重量 約40g

サイズ 47 x 52 x 31mm

入力 ポテンシャルフリー入力 x 2

出力 無電圧C接点出力 x 2

テクニカルデータ

端子 概要 端子 概要

1 デジタル入力2 (potential-free wiring) 7 リレー出力2 COM (Common),C接点

2 デジタル入力2 (potential-free wiring) 8 リレー出力2 NC (Normally Close)

3 デジタル入力1 (potential-free wiring) 9 リレー出力2 NO (Normally Open)

4 デジタル入力1 (potential-free wiring) 10 リレー出力1 COM (Common), C接点

5 利用できません。 11 リレー出力1 NC (Normally Close)

6 利用できません。 12 リレー出力1 NO (Normally Open)

漏水センサーは、マルチセンサーTIに接続され、プラグ＆プレイで動作します。漏水センサーの筐体底
に漏水センサーを搭載し、床面の漏水を、複数の電極を介して継続的に導電率を測定します。標準のパッ
チケーブルで接続されるため、簡単に接続できます。
漏水センサー＋ロープには、漏水ロープが追加されます。漏水ロープに組み込まれた漏水センサーに

より、漏水ロープ全体の水の浸入を初期段階で検出します。
漏水センサーは最大5台までカスケード可能であるため、大きな部屋にも適しています。

※マルチセンサーTIとKLS03の接続は、LANケーブル(ストレート)で最大50m
※カスケードする場合は、マルチセンサーTIとKLS03における、すべてのケーブル長(最後の漏水セン
サーまで)で最大50mまで(例:10m/台 x 5台 = 50m)。

タイプ 製品型番
希望小売価格

(税込み)

漏水センサー KLS03 ¥49,500

漏水センサー+10mロープ KLS03-ROPE-10 ¥99,000

漏水センサー+20mロープ KLS03-ROPE-20 ¥128,700

製品
接続 システムポート(RJ45)

電源供給 システムポート経由

ステータスLED 赤/緑

動作環境 -25℃～70℃ 湿度85%、結露なきこと

接続ケーブル 付属10m（最大25m)、 システムポートへRJ45接続

筐体ケーブル Ni/Au,感度：1ml 水

ロープセンサー 導電性ポリマーケーブル、感度：約10ml水、 20cm長

筐体 白色、EN60529に基づく保護クラスIP65

ケーブル継手 M20

重量 KLS03：約150g、KLS03-ROPE-10：約 0,75kg、KLS03-ROPE-20：1kg

サイズ 80 x 80 x 80 mm 

内容 漏水センサー、10m接続ケーブル、 1xケーブル継手(カスケード用)

テクニカルデータ

漏水センサーは水の侵入を迅速かつ確実に検出します。

光学式の埃/汚れセンサーは、マルチセンサーTIに接続され、プラグ＆プレイで動作し、データセンターのITラッ
クなどの汚染度を検出するために使用されます。

ITラックの床、データセンターのフリーアクセスフロアなど、埃や汚れの増加が予想される表面に設置します。
センサーの底面には磁気テープが貼られています。これにより、センサーを監視対象の表面に簡単に固定できます。
設置後のセンサー自身の汚れは、少し湿らせた布で再度クリーニングできます。
マルチセンサーTIとの接続は、LANストレートケーブル（5 m付属ケーブル）を介して、Kentixシステムポートに

直接接続されます。感度は調整可能です。
※マルチセンサーTIとKDS01の接続は、LANケーブル(ストレート)で最大50mになります。

ITラック内への設置例

タイプ 製品型番
希望小売価格

(税込み)

埃・汚れセンサー KDS01 ¥49,500

製品
接続 システムポート(RJ45)

電源供給 システムポート経由

動作環境 0℃～60℃

重量 約 0,1 kg

サイズ 79 x 44 mm

内容 埃/汚れセンサー、5 m接続ケーブル

テクニカルデータ

漏水センサー

埃/汚れセンサー

IOアダプター

漏水センサー 漏水ロープ
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マルチセンサーTI

タイプ

製品型番 サーマル角度 筐体色

KMS-TI-40-B 40° 黒

KMS-TI-40-W 40° 白

KMS-TI-90-B 90° 黒

KMS-TI-90-W 90° 白

ソフトウェア Kentix OS, 搭載されたWebサーバでスタンドアローン運用(HTTPS)

温度センサー 測定範囲：-40～85℃(精度±0.5℃)

湿度センサー 測定範囲： 0 ～100% (精度±3%)

露点センサー ℃で計算

サーマル画像センサー
1024ピクセル赤外線アレイ、測定範囲0～1000℃、検知エリア:40°/ 90°、レンジ：最大約6m
測定:温度イメージ、モーション検知、モーション移動検知、オブジェクト検知

振動センサー 3軸加速度センサー(感度調整可能) 、測定範囲:1～5G

一酸化炭素センサー(CO) 測定:0～1000ppm±10%、内部解像度:20～1000ppm (0～100%), ライフタイム10年間

大気質センサー(VOC) 測定:IAQ準拠 (大気質のためのインデックス), IAQバリュー：0～500(IAQテーブル*準拠)

気圧センサー 測定範囲:300～1,100hPa、標高

外部入力(システムポート経由)
信号入力×2(例：運用／待機モード切替等）
オプション：水漏れセンサー(KLS03)、埃汚れセンサー(KDS01)、

IOアダプター(KIO3)によるポテンシャルフリー入力

外部出力(システムポート経由)
信号出力×2 （例：アラームトリガ等). 
オプション：IOアダプター(KIO3)による無電圧C接点出力

ブザー音 85dB,、2.3kHz

LED表示 アラーム時(赤)、平時 (緑)、LANポートのLINK/ACT

イーサネット(LAN) 10/100Mbit、サーバー証明書付き統合Webサーバー (HTTPS、ポート:443)

MicroSDカード IPカメラ画像録画用メモリとしてのMicroSDカードスロット、最大128GB

SNMP SNMP V2/3 (取得/設定)、SNMPトラップ

ReST API JSONオブジェクト(HTTPS)を使用したReST API、変数データを組み込んだWebhook
Power over Ethernet (PoE) PoEクラス1、消費電力:約1.5W

システムポート オプションを接続するためのRJ45

本体寸法、素材 寸法：90 x 90 x 45 mm、重量：約100g、素材：PS、カラー：白/黒

動作環境 温度：0～50℃、湿度：5～95%、結露しないこと

製品保証 1年間

お届け内容 本体、壁ブラケット、取り付けパーツ、SlimLineケーブル3m(CAT6)

オプション
※IOアダプターと
オプションセンサーは、
システムポートで、
どれか一つのみ利用可能

➢ IOアダプター(KIO3)
➢ 水漏れセンサー(KLS03)
➢ 埃汚れセンサー(KDS01)
➢ 延長保証(KWE3-5)
・最大4年間の延長保証（標準製品保証と合わせて最大5年間まで保証対応)

承認 CE

システム構成例

技術仕様

LAN/WAN(VPN)

PoEスイッチ

常設PC/サーバー必要なし、
管理ソフトウェアなし

(ブラウザ管理)

PoEインジェクター

IPアドレス①
(例:192.168.0.101)

IPアドレス
(例:192.168.0.2)

遠隔保守オプション
モニターBOX

遠隔保守サービス
https://locksystem.co.jp/security/monitorbox

MicroSDカード(最大128GB)を挿入するこ
とで、検温時のカメラ画像録画対応。
検温イベントログに紐付いて再生可能。

MOBOTIX AXIS

IPアドレス②
(例:192.168.0.102)

IPアドレス②
(例:192.168.0.102)

1. ステータスLED 2.. サーマル画像センサー

1. システムポート(RJ45) 2. イーサネット(RJ45)
3. MicroSDカードスロット（最大128 GB）

正面図

接続

＜オプション＞
水漏れセンサー

＜オプション＞
埃/汚れセンサー

＜オプション＞
IOアダプター

https://locksystem.co.jp/security/monitorbox

