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新商品ニュース

サーモパイル型人感センサ
2JCRT

温度で人を検知。さらに放射温度、照度センサの機能も持たせた
スマートビルディング向け多機能人感センサ
•静止した人体の「位置・人数」を検出
•人体だけを検出する独自のアルゴリズム内蔵
•放射温度センシング、照度センシング機能を内蔵

形式基準

種類

システム構成

RoHS適合

7ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

形式 通信方式 出力データ

形2JCRT-1616H-01 RS-485、Modbus-RTU 人検知（4または16エリアごとの在／不在）、人数、放射温度（16エリア）、照度

形2JCRT- □□□□H -01
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（システム構成例 図3）
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定格／性能

項目 形式 形2JCRT-1616H-01

検出方式 サーモパイルアレイによる赤外線検知

設置場所 天井
設置方法 取付穴（φ107±2mm）に取付バネで固定（天井厚み9.5～15mm）
設置高さ 2.7～3.0m

検知範囲 3.6 x 3.6m（センサから2mの位置）

人検知出力 4または16エリアごとの人の在／不在
（必要な位置検知精度によって、4エリアまたは16エリアから選択可能）

人数出力 0～16人
温度出力 5～50℃（16エリアごと）
照度出力 10～2000lx

接点出力 オープンコレクタ出力（いずれかのエリアで人検知）
非検知エリア 16エリアごとに設定可能

人検知条件

周囲温度 16～29℃（検知する人の背景温度）
温度差 4℃以上（人＞周囲）

移動速度 0.3～1.0m/s
電源電圧 DC12～24V
消費電流 100mA以下

使用周囲温度 0～50℃（氷結および結露なきこと）
使用周囲湿度 85%RH以下（氷結および結露なきこと）
保存温度 -10～60℃（氷結および結露なきこと）
保存湿度 85%RH以下（氷結および結露なきこと）

重量 約150g



2JCRT

30120-919-066 www.fa.omron.co.jp最新情報はお問い合わせ

接続

本製品は連結接続用に2つのRJ-45コネクタ（8極）を搭載しており、各端子は製品内部で結線されています。従って、本製品を複数台連
結する場合、一方をマスターデバイス側に接続し、他方を中継用に利用するデイジーチェーン接続が可能です。
また、オープンコレクタ出力用にプッシュインタイプの端子台（2極）を搭載しており、人の在／不在信号を直接制御機器に出力できます。

RS-485コネクタの配線接続にはCAT5e相当のストレートLANケーブル、オープンコレクタ出力用端子台の配線接続にはφ0.9～1.2の単
線／棒端子が利用可能です。

インターフェース

通信方式 マスタ・スレーブ方式（最大16台まで接続可能）

インターフェース RS-485
通信プロトコル Modbus-RTU
津新速度 38400bps
伝送コード バイナリ

データビット長 8bit
ストップビット 1bit
パリティ なし

通信応答 200msec以内
通信間隔 30msec以上（本製品からのレスポンス受信後、次のコマンド送信まで）
スレーブアドレス 1～16（DIPスイッチにて設定）
内蔵終端抵抗 DIPスイッチにて選択

照度センサ

1.VDC
2.GND
3.NC
4.TRD-
5.TRD+
6.NC
7.GND
8.VDC

1.VDC
2.GND
3.NC
4.TRD-
5.TRD+
6.NC
7.GND
8.VDC

1.OUT
2.GND

オープンコレクタ出力用端子台

RS-485
インターフェース部

MEMS非接触
温度センサ

マイクロコントローラ
デジタル処理部 RS-485コネクタ1

RS-485コネクタ2

NPNトランジスタ

オープンコレクタ出力端子
No. 記号 内容

1 OUT オープンコレクタ出力
2 GND グランド

（サーモパイル型人感センサ構成 図4）
RS-485コネクタ1、2
No. 記号 内容

1 VDC 電源電圧入力
2 GND グランド

3 NC 未接続
4 TRD- シリアルデータ入出力
5 TRD+ シリアルデータ入出力

6 NC 未接続
7 GND グランド
8 VDC 電源電圧入力
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本製品をマルチドロップ構成で連結し、同一バス上で動作させる際の接続例を図6に示します。
この場合、各製品のセンサアドレス、および内蔵終端抵抗をDIPスイッチにて変更する必要があります。

ON

OFF

1

オープンコレクタ出力用端子台

RS-485 コネクタ 1

RS-485 コネクタ 2

6

（DIPスイッチ 図5）

注. No.1～4で構成される計4bitの整数値に1を加えたものがセンサアドレス
になります。

No. 記号 設定内容 ON時 OFF時

1 Addr.1 センサアドレス bit0 1 0
2 Addr.2 センサアドレス bit1 1 0
3 Addr.3 センサアドレス bit2 1 0
4 Addr.4 センサアドレス bit3 1 0
5 NC 未接続 ― ―
6 TRM 内蔵終端抵抗 有効 無効

マスターデバイス

（3台の接続例 図6）

センサアドレス：1
内蔵終端抵抗：無効

センサアドレス：2
内蔵終端抵抗：無効

センサアドレス：3
内蔵終端抵抗：有効
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特長

●人の在／不在、位置検知
16分割したエリアごとに人の在／不在を出力

●温度センシング
検知範囲の放射温度分布（16エリア）を出力

●人数カウント
温度データの高温領域数をカウントし、人数を出力

●照度センシング
内蔵された照度センサにより設置場所の照度を出力

・人の在／不在に応じた照明制御
・オフイスでの人流分析

人検知イメージ＊1

人検知エリア
（ハイライトで表示）

この場合、左側 8エ
リアに人が存在して
いることを検知

＊1. 別途設置したCCDカメラの画像を重ねて表示

・過剰冷暖房を防ぎ、省エネと快適性を両立
・温度センシングによる快適空調制御

温度センシングイメージ

単位：℃

23.3

23.3

23.5

24.3

23.3

23.4

23.4

23.4

23.4

23.7

24.0

23.4

23.3

23.3

23.4

23.4

・人数に応じた空調、換気制御
・プライバシーエリアでの監視／見守り

人数カウントイメージ
（熱画像）

検知人数
２人

①

②

・明るさに応じた照明自動制御
・生活状況確認（遠隔地からの点灯・消灯確認など）

照明自動制御イメージ
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外形寸法  （単位：mm） マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。
CADデータ

φ120

15 55

65.2

（180.8）

（35.6）

3

59

43

φ97

CADデータ形2JCRT-1616H-01
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正しくお使いください
ご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

・電源端子にAC100Vを接続しないでください。万一の場合、発
火やセンサおよび接続機器の破損につながる恐れがあります。
・通電中は、端子に触れないでください。感電の恐れがあります。

・配線の際には、端子説明を十分に確認し、誤接続しないでくだ
さい。接続を誤ると、センサおよび接続機器の破損、または異
常動作をする恐れがあります。

以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですの
で必ず守ってください。
・引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
・本製品を分解して修理や改造をしないでください。
・配線径は指定サイズのものをご使用ください。
・配線終了後、端子台保護カバーを装着してからご使用くださ
い。
・電源電圧は仕様電圧内でご使用ください。

・ノートPCやモニタ等の熱源を検知する場合があります。離席
の際は、スリープ設定や電源をOFFにすることを推奨します。
・ノート PC やモニタ等の複数の熱源が近接して存在する場合、
熱源を人と検知する場合があります。
・検知範囲の外周付近では、人を検知しない場合があります。
・本センサは、人と周囲との温度差を検出します。日射や空調設
定による周囲温度の上昇時には、人を検知しにくくなる場合が
あります。周囲温度上昇の影響を受けるエリアが限定される場
合は、あらかじめ非検知エリアに設定することを推奨します。
・本センサは、人の動きによる温度変化を検出します。犬や猫等
の動物、ロボット掃除機、加湿器の水蒸気、プリンタの用紙排
出等、動きのある熱源を人として検知する場合があります。そ
の事象が発生するエリアが限定される場合は、あらかじめ非検
知エリアに設定することを推奨します。
・振動や衝撃により、センサ本体が揺れる場所へは設置しないで
ください。人以外の熱源が動いていると認識し、人として検知
する場合があります。
・人の体勢、体格、着衣（帽子等含む）によって、検知しない場
合があります。
・人がパーティションの影やデスクの下等に入ってしまう場合
は、検知しません。
・他の電子機器からのノイズにより、人を検知しにくくなる場合
があります。他の電子機器からできるだけ離すことを推奨しま
す。
・屋内専用です。屋外では使用しないでください。
・防災、防犯等の安全管理用途には使用しないでください。
・エアコンの吹き出し口、ヒーター、白熱灯等、熱を発生する器
具の近くや対向する場所には設置しないでください。
・大理石等、太陽光や室内の照明などを強く反射する床面のある
場所には設置しないでください。
・ガラス越しでの使用はお避けください。また、センサ部をカ
バーで覆わないでください。

・壁やパーティションまたは大きなデスク等、広い面積の表面が
温まると人と検知する場合があります。

・複数の人もしくは熱源と人が近接して存在している場合、人数
カウント値の誤差が大きくなる可能性があります。

・レンズに塵埃、油分などが付着しやすい場所ではご使用になら
ないでください。誤検知や温度が正しく測定できない場合があ
ります。

・センサ設置時に、直接レンズに手を触れないようご注意くださ
い。

・センサの清掃時は、乾いた柔らかい布で表面を軽く拭くように
してください。また、センサに直接洗浄液を吹きかけたりしな
いでください。

・精密機器につき、落下衝撃を加えないでください。
・塵埃、腐食性ガス（特に硫化ガス、アンモニアガスなど）のあ
る所では保管しないでください。

・センサのご使用に際し、実際の設置場所におけるセンサの使用
可否を事前に十分ご確認ください。

警告

注意

安全上の要点

使用上の注意
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オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項
　平素はオムロン株式会社（以下｢当社｣）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
｢当社商品｣のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用
いたします。ご承諾のうえご注文ください。
1.  定義
本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。
① ｢当社商品｣ ： ｢当社｣のＦＡシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
② ｢カタログ等｣ ： ｢当社商品｣に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル

等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
③ ｢利用条件等｣ ： ｢カタログ等｣に記載の、｢当社商品｣の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
④ ｢お客様用途｣ ： ｢当社商品｣のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への｢当社

商品｣の組み込み又は利用を含みます。
⑤ ｢適合性等｣ ： ｢お客様用途｣での｢当社商品｣の（a）適合性、（b）動作、（c）第三者の知的財産の非侵害、（d）法令の遵守および（e）各種規格の

遵守

2.  記載事項のご注意
｢カタログ等｣の記載内容については次の点をご理解ください。
① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証する
ものではありません。

② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
③ 利用事例はご参考ですので、｢当社｣は｢適合性等｣について保証いたしかねます。
④ ｢当社｣は、改善や当社都合等により、｢当社商品｣の生産を中止し、または｢当社商品｣の仕様を変更することがあります。

3.  ご利用にあたってのご注意
ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。
① 定格・性能ほか｢利用条件等｣を遵守しご利用ください。
② お客様ご自身にて｢適合性等｣をご確認いただき、｢当社商品｣のご利用の可否をご判断ください。
｢当社｣は｢適合性等｣を一切保証いたしかねます。

③  ｢当社商品｣がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
④ ｢当社商品｣をご使用の際には、（ⅰ）定格および性能に対し余裕のある｢当社商品｣のご利用、冗長設計などの安全設計、（ⅱ）｢当社商品｣が故障し
ても、｢お客様用途｣の危険を最小にする安全設計、（ⅲ）利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、（ⅳ）｢当社商品｣
および｢お客様用途｣の定期的な保守、の各事項を実施してください。

⑤ 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールさ
れたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または
間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、（ⅰ）アンチウイルス保護、（ⅱ）データ入出力、（ⅲ）紛失データの復元、（ⅳ）「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対
するコンピュータウイルス感染防止、（ⅴ）「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

⑥ ｢当社商品｣は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が｢当社商品｣をこれらの用途に使用される際には、｢当社｣は｢当社商品｣に対し
て一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
（a） 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、

その他生命・身体に危険が及びうる用途）
（b） 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
（c） 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
（d） ｢カタログ等｣に記載のない条件や環境での用途
⑦ 上記3. ⑥（a）から（d）に記載されている他、｢本カタログ等記載の商品｣は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する
用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4.  保証条件
｢当社商品｣の保証条件は次のとおりです。
① 保証期間 ： ご購入後１年間といたします。（ただし｢カタログ等｣に別途記載がある場合を除きます。）
② 保証内容 ： 故障した｢当社商品｣について、以下のいずれかを｢当社｣の任意の判断で実施します。
（a） 当社保守サービス拠点における故障した｢当社商品｣の無償修理（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）
（b） 故障した｢当社商品｣と同数の代替品の無償提供
③ 保証対象外 ： 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
（a） ｢当社商品｣本来の使い方以外のご利用
（b） ｢利用条件等｣から外れたご利用
（c） 本ご承諾事項｢3. ご利用にあたってのご注意｣に反するご利用
（d） ｢当社｣以外による改造、修理による場合
（e） ｢当社｣以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
（f） ｢当社｣からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
（g） 上記のほか｢当社｣または｢当社商品｣以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

5.  責任の制限
本ご承諾事項に記載の保証が、｢当社商品｣に関する保証のすべてです。　
｢当社商品｣に関連して生じた損害について、｢当社｣および｢当社商品｣の販売店は責任を負いません。

6.  輸出管理
｢当社商品｣または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守くださ
い。お客様が法令・規則に違反する場合には、｢当社商品｣または技術資料をご提供できない場合があります。
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●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。

●製品に関するお問い合わせ先

　■営業時間：8:00～21:00　　　■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015（通話料がかかります） オムロン商品のご用命は

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

●本誌に記載の商品の価格は、お取引き商社にお問い合わせください。
●ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。
　適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。 
　　www.omron.co.jp/ecb/support/order
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