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INSTRUCTION MANUAL    Infrared Temperature Sensor    RD-715-HA 

No. RD71JE4  2021.09 

Preface 
Thank you for purchasing our Infrared Temperature Sensor RD-715-HA. This manual contains instructions for 
the mounting, functions, operations and notes when operating the RD-715-HA. To ensure safe and correct use, 
thoroughly read and understand this manual before using this sensor. To prevent accidents arising from the 
misuse of this sensor, please ensure the operator receives this manual. 

   Caution 
• This sensor should be used in accordance with the specifications described in the manual. 

If it is not used according to the specifications, it may malfunction or cause a fire. 
• Be sure to follow all of the warnings, cautions and notices. If they are not observed, serious injury or malfunc- 

tion may occur. 
• The contents of this instruction manual are subject to change without notice. 
• Care has been taken to ensure that the contents of this instruction manual are correct, but if there are any 

doubts, mistakes or questions, please inform our sales department. 
• This instrument is designed to be used in close proximity with the target object. Measures must be taken to 

ensure that the operator cannot touch power terminals or other high voltage sections. 
• Any unauthorized transfer or copying of this document, in part or in whole, is prohibited. 
• Shinko Technos Co., Ltd. is not liable for any damage or secondary damage(s) incurred as a result of using 

this product, including any indirect damage. 

Safety Precautions (Be sure to read these precautions before using our products.) 
The safety precautions are classified into categories: “Warning” and “Caution”. Depending on the circumstances, 
procedures indicated by  Caution may result in serious consequences, so be sure to follow the directions for 
usage. 

 Warning 

 
 
 

 

 Warning 
• To prevent an electrical shock or fire, only Shinko or other qualified service personnel may handle the  

inner assembly. 
• To prevent an electrical shock, fire or damage to the instrument, parts replacement may only be 

undertaken by Shinko or other qualified service personnel. 

 Safety Precautions 
• To ensure safe and correct use, thoroughly read and understand this manual before using this 

instrument. 
• This instrument is intended to be used for industrial machinery, machine tools and measuring 

equipment. Verify correct usage after purpose-of-use consultation with our agency or main office. 
(Never use this instrument for medical purposes with which human lives are involved.) 

• External protection devices such as protective equipment against excessive temperature rise, etc. 
must be installed, as malfunction of this product could result in serious damage to the system or 
injury to personnel. Proper periodic maintenance is also required. 

• This instrument must be used under the conditions and environment described in this manual. Shinko 
Technos Co., Ltd. does not accept liability for any injury, loss of life or damage occurring due to the 
instrument being used under conditions not otherwise stated in this manual. 

 Caution with Respect to Export Trade Control Ordinance 
To avoid this instrument from being used as a component in, or as being utilized in the manufacture of 
weapons of mass destruction (i.e. military applications, military equipment, etc.), please investigate 
the end users and the final use of this instrument. In the case of resale, ensure that this instrument is 
not illegally exported. 

 Caution 

Procedures which may lead to dangerous conditions and cause death or serious 
injury, if not carried out properly. 

Procedures which may lead to dangerous conditions and cause superficial to 
medium injury or physical damage or may degrade or damage the product, if not 
carried out properly. 

和文は裏面をご覧ください。 
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1. Model 
1.1 Model 

R D - 7  -    
Field of View 15   15:1 
Temperature Range H  0 to 500  
Output A Direct current: 4 to 20 mA DC (2-wire type) 

 
1.2 How to Read the Model Label  

The model label is attached to the surface of the electronics (Status indicator side). 

Lot No. label is attached to the reverse side of the electronics. 
 
Sensing head Electronics Status indicator 
 
 

(Fig. 1.2-1) 
 
Electronics surface (Status indicator side) Electronics reverse side 

Model label Lot No. label 
 Status indicator 
 

(Fig. 1.2-2) 
 

2. Target Objects 

• Non-problematic objects 
  Food, paper, plastics, cloth, leather, cigarettes, medicine, chemicals, rubber, asphalt, coal, etc. 

• Difficult objects 
  Plated lustrous metals, uncoated or unpainted metals, etc. 

• Slightly problematic objects 
  Low lustrous metals, thin transparent plastics, etc. 
 

If measurement is difficult, black body tape can be used to raise emissivity. 

 

3. Installation 
Ensure the installation location corresponds to the following conditions. 
• The sensing head should be kept as close as possible to the object. 
• The ambient temperature of the sensing head should not exceed 120  (248 ). 
 The ambient temperature of the electronics should not exceed 80  (176 ). 
• The sensor lens should be protected from being covered with powder, dust, etc. 
• Use an air purge collar (ASAP, sold separately) when using this sensor in a place  
where a lot of fumes, dust or moisture is present. (Airflow: 2 to 10 liter/sec) 

• Install this sensor away from electrical noise, motors or generators. 
 
For the mounting method of the mounting bracket (TFB, sold separately), see pages 3, 4. 
For the mounting method of the Air purge collar (ASAP, sold separately), see pages 4, 5. 

072013 CE 

Shinko Technos Co., Ltd. 
RD-715-HA 
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3.1 Target Spot Size versus Distance from Sensing Head 
(Fig. 3.1-1) shows the relationship between the target spot size and distance from the sensing head. 
(Fig. 3.1-1 is not to scale.) 
Take these values into consideration when installing the sensor. 

Field of view D:S = 15:1 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: Target spot size 
D: Distance from the front of the sensing head to the object 

 (Fig. 3.1-1)  
3.2 Mounting 

There are 3 methods for mounting the sensing head. 
• Direct mounting 
• Mounting when the mounting bracket (TFB, sold separately) is used 
• Mounting when the air purge collar (ASAP, sold separately) is used 
 

3.2.1 Direct Mounting 
The sensing head is threaded (M12 x 1) for direct mounting. 

Sensing head dimensions (Scale: mm) 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.1-1) 
 

3.2.2 Mounting When the Mounting Bracket (TFB, sold separately) is Used 
If the mounting bracket is used, the sensing head can be easily adjusted. 

Mounting bracket (TFB) dimensions (Scale: mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Fig. 3.2.2-1) 

Width across flats 14 M12 x 1 

3 max 10 

31 

14
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Mounting procedure are shown below. 
(1) Fix the mounting bracket at the desired site using a screw (M3 size – not included). 
 
(2) Remove the hexagonal nut (SW 14) from the sensing head, and pass the sensing head 

through the mounting bracket. Secure it using the hexagonal nut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.2-2) 
 

3.2.3 Mounting When the Air Purge Collar (ASAP, sold separately) is Used 
The air purge collar is used to suppress rises in temperature of the sensing head, 
and to keep fumes, dust, gases and other contaminants away from the lens.  
The mounting bracket (TFB, sold separately) is also necessary. 

• Airflow: 2 to 10 liters/minute 
• Use clean, oil-free compressed air. 
 

Mounting bracket (TFB) Air purge collar (ASAP) Sensing head 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.3-1) (Fig. 3.2.3-2) (Fig. 3.2.3-3) 
 

Air purge collar (ASAP) dimensions (Scale: mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.3-4) 
 

Mounting procedures are shown below. 
(1) Remove the hexagonal nut, and install the air purge collar. 

 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.3-5) 
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(2) Fix the mounting bracket (TFB) at the desired site using a screw (M3 size – not included). 

(3) Pass the air purge collar through the mounting bracket, and secure it using the hexagonal nut. 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 3.2.3-6) 

(4) Attach the tube and air pump to the air purge collar.  
Refer to the tube size and air pump specifications recommended below. 

Recommended tube size: Inside diameter: 4 mm;  Outside diameter: 6 mm 
Recommended air pump: Air pump should fit tube size and deliver a discharge air flow rate 

 corresponding to the air purge collar (2 to 10 liters/minute). 
 

4. Wiring 
 Warning 

Turn OFF the power supply to the indicator/controller before wiring. 
Working on or touching the terminal with the power switched ON may result in severe injury or 
death due to electrical shock. 

 Caution 
When using the sensor in an environment where electrical noise is present, use a shielded 
wire, and connect it to the ground terminal of the indicator/controller. 
If the indicator/controller does not have a ground terminal, connect to the ground terminal of 
the control panel. 

 
4.1 Wiring Example 

Wiring example for the RD-715-HA, power supply (RDP-24) and digital indicating controller  
(ACS-13A- /A) is shown below. 
 

Infrared temperature sensor Power supply Digital indicating controller 
RD-715-HA RDP-24 ACS-13A- /A 

White + - 
Brown 

 
 4 to 20 mA DC 

Black 
 

White:  Power supply  Loop current (+ side) 
Brown: Power supply  Loop current (- side) 
Black: Shielded wire 
Green: Not used (Do not connect anything.) 
Yellow:  Not used (Do not connect anything.) 

• Emissivity can be set on the ACS-13A- /A Digital Indicating Controller. 
For details, refer to the Instruction Manual for the ACS-13A- /A. 

• If a fixed emissivity of 0.950 is used, any indicator/controller can be used. 

 (Fig. 4.1-1) 

G
reen 

Yellow
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5. Measurement 
Attention 
• If ambient temperature is rapidly changing, leave the sensor for more than 20 minutes as it is, then  
measure the temperature. 

• Do not measure temperature near a large magnetic field (example: Arc welding machine, induction 
heater, etc.). Measurement errors will be caused due to electromagnetic disturbance. 

After completing installation for the target object and wiring, start operation following the procedures below. 
(1) Turn the power to the sensor ON (RDP-24). 
(2) Turn ON the power to the indicator/controller (ACS-13A- /A).  
(3) Measure the temperature. 
 

Status indicator of the electronics 
The status indicator flashes as follows depending on sensor status. 

Sensor Status Indication of Status Indicator  : Unlit, : Lit (Green) 
Normal Flashes irregularly. 

(lit - short, unlit - long)  
 

Sensing head high 
temperature (*1) 

Flashes regularly.  

Out of measure- 
ment range (*2) 

Flashes regularly. 
(lit and unlit - longer) 

 

Sensing head 
error 

Flashes irregularly. 
(lit - long, unlit - short) 

 

(*1) When sensing head ambient temperature is 120  or higher. 
(*2) -40  or lower, or 1030  or higher 

 
 

6. Specifications 
6.1 Name, Model 

Name Infrared temperature sensor 
Model RD-715-HA 

6.2 Rating 
Temperature Range 0 to 500  

Power Supply 
 

2-wire type, 5 to 30 V DC，4 to 20 mA 
External shunt resistor: Max.1000  

6.3 General Structure 
External Dimensions Sensing head: 14 x 31 mm (diameter x length), M12 x 1 

Electronics: 35 x 12 mm 
Mounting Fixed using a mounting bracket (The mounting bracket is sold separately.) 
Material Sensing head: Stainless steel 

Cable between sensing head and electronics: FEP, Cable diameter: 2.8 mm 
Cable between electronics and cable end: PVC, Cable diameter: 4.3 mm 

Drip-proof/Dust-proof IP65 
Cable Length 6 m (Between sensing head and electronics: 3 m  

Between electronics and cable end: 3 m) 
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6.4 Performance 
System Accuracy (*1) 1% of temperature span 
Spectral Range 8 to 14 m 

Field of View 15:1 
Repeatability (*1) 0.75% of temperature span 
Temperature Coefficient (*2) 0.05 %/  
Temperature Resolution 0.1  
Response Time 14 ms (90% response) 
Warm-up Time 10 minutes 
Emissivity Fixed at 0.950 

0.200 to 1.000 [When digital indicating controller (ACS-13A- /A, sold 
separately) is used] 

Transmissivity Fixed at 1.000 
(*1) Ambient temperature: 23 5  
(*2) Ambient temperature (sensing head) is lower than 18 , and higher than 28 . 

6.5 Output 
Analog Output Direct current 4 to 20 mA DC 

Load impedance (loop impedance): 1000  or less 
6.6 Other 

Ambient Temperature Sensing head: -20 to 120  
Electronics: -20 to 80  

Storage Temperature -40 to 85  
Ambient Humidity 10 to 95 %RH (non-condensing) 
Vibration IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, x,y,z directional 
Shock IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, x,y,z directional 
Weight 152 g 
Accessories Included Instruction manual: 1 copy,  Nut: 1 piece 

Accessories Sold  
Separately 

• Mounting bracket (TFB) • Air purge collar (ASAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Digital indicating controller • Power supply for the RD 

(ACS-13A- /A) (RDP-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety Standards RoHS directive compliant 
CE marking compliant 
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7. External Dimensions (Scale: mm) 

Sensing head Electronics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Fig. 7-1) (Fig. 7-2) 
 

Cable end 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 7-3) 

8. Troubleshooting 
If problems arise, please check the following content. 

Problem Possible Cause and Solution 
No output • No power. 

 Ensure that the power is being supplied properly. 
Abnormal temperature • Wiring may be incorrect. 

Check the wiring. 
• Sensor may be disconnected or burnt out. 
Check if the sensor is conducting properly.  

• Sensor lens may be dirty. 
 Remove any dirt on the lens.  
 Always keep the lens clean. Foreign particles on the lens affect 
measurement accuracy.  

 
   *****  Inquiries  ***** 

For any inquiries about this unit, please contact our agency or the vendor where you purchased 
the unit after checking the model and lot number. 

• Model: RD-715-HA 
• Lot No.: 072013 

In addition to the above, please let us know the details of the malfunction, or discrepancy, and 
the operating conditions. 

 

Width across flats 14 M12 x 1 

3 max 10 

31 

14
 

2.
8 4.
3 35 

6000 

Electronics 

12
 

(60) 
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取扱説明書 赤外線温度センサ RD-715-HA 
No. RD71JE4  2021.09 

はじめに 
このたびは，赤外線温度センサ[RD-715-HA](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとう
ございました。 
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。 
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。 
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に 
届けられるようお取り計らいください。 

ご注意 
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。 
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。 

・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。 
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。 

・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。 
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら， 
お手数ですが弊社営業所または出張所までご連絡ください。 

 ・本器は，測定対象に近接させて使用することを前提に製作しています。 
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。 

・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。 
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他す 
  べての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

安全上のご注意((ごご使使用用前前にに必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。)) 
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。 
なお，  注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載 
している事柄は必ず守ってください。 

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事 
故の起こる可能性が想定される場合。 

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可 
能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。 

 警 告 
・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。 
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。 

 安全に関するご注意 
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。 
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。 
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療 
機器等には，ご使用にならないでください。) 

・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防 
止装置などの適切な保護装置を設置してください。 
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。 

・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。 
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

 輸出貿易管理令に関するご注意 
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してくだ 
さい。 
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。 

 注 意 

 警 告 

For the English manual, see the reverse. 
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1. 形 名 
1.1 形名の説明 

 R D - 7  -    
視野角 1 5   15:1 
温度レンジ   H  0～500  
出 力   A 直流電流 4～20 mA DC(2 線式) 

 
1.2 形名銘板の表示方法 

形名銘板は，アンプ部の表面(状態表示灯側)に貼っています。 
ロット No.銘板は，アンプ部の裏面に貼っています。 
 
センサ部 アンプ部 状態表示灯 
 
 

図 1.2-1 
 
アンプ部の表面(状態表示灯側) アンプ部の裏面 

形名銘板 ロット No.銘板 
 状態表示灯 
 

図 1.2-2 
 

2. 測定対象 
・問題の無い被測定物 
  食品，紙，プラスチック，織物，革，タバコ，製薬品，化学物質，ゴム，アスファルト，石炭など 
・測定が困難な被測定物 
  メッキされた光沢のある金属，塗装やコーティングされていない金属など 
・測定がやや困難な被測定物 
  鈍い光沢の金属，厚みの薄い透明のプラスチックなど 
 
測定が困難な場合，黒体テープで放射率を高めることにより測定可能です。 

 

3. 設 置 
設置する際は，以下のことに注意してください。 
・本器のセンサ部先端は，可能な限り測定対象に近接させてください。 
・本器のセンサ部は，周囲温度が 120 を超えないようにしてください。 
  本器のアンプ部は，周囲温度が 80 を超えないようにしてください。 
・本器のセンサ部のレンズ部分が，粉体またはゴミなどで覆われないようにしてください。 
・煙，埃または水蒸気が多い環境で使用される場合，別売品のエアパージ(ASAP)を使用してください。 
  (適用空気流量: 2～10 リットル/分) 
・電気的雑音，モーターおよびジェネレータから離して設置してください。 
 
※別売品の取付金具(TFB)を使用した場合の取り付け方法は P.3～4 をご覧ください。 
  別売品のエアパージ(ASAP)を使用した場合の取り付け方法は P.4～5 をご覧ください。 

 

072013 CE 

Shinko Technos Co., Ltd. 
RD-715-HA 
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3.1 測定スポットサイズと測定対象までの距離 

測定スポットサイズと測定対象までの距離の関係を図 3.1-1 に示します。 
実際の測定スポットサイズは，図 3.1-1 の値より大きくなります。 
この値を目安にして，センサを設置してください。 

[視野角 D:S = 15:1] 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: 測定スポットサイズ 
D: センサ前面から測定対象までの距離 

図 3.1-1 
 

3.2 取り付け 
センサ部の取り付け方法は，下記に示すように 3 通りあります。 
・直接取り付け 
・別売品の取付金具(TFB)を使用した場合の取り付け 
・別売品のエアパージ(ASAP)を使用した場合の取り付け 

それぞれの取り付け方法について説明します。 
 
3.2.1 直接取り付け 

センサ部の先端は，M12×1 のネジですので，直接取り付けてください。 
センサ部外形寸法図(単位: mm) 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1-1 
 
3.2.2 別売品の取付金具(TFB)を使用した場合の取り付け 

取付金具を使用すると，センサ部の調整が簡単に行えます。 
取付金具(TFB) 外形寸法図(単位: mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-1 

二面幅 14 M12×1 

3 max 10 

31 

14
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取り付け手順を以下に示します。 
① 取り付け金具を設置場所にネジ止めしてください。 
 ネジはご用意ください。(推奨サイズ: M3) 
 
② センサ部を取付金具に通し，付属の 6 角ナットで固定してください。 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-2 
 

3.2.3 別売品のエアパージ(ASAP)を使用した場合の取り付け 
センサ本体の温度上昇抑制、煙，埃，ガスおよび他の汚染物質などのレンズへの付着予防にご使用く

ださい。別途，別売品の取付金具(TFB)も必要です。 
・エアパージの適用空気流量は，2～10 リットル/分です。 
・オイルフリーの清潔な圧縮空気を送り込んでください。 
 

取付金具(TFB) エアパージ(ASAP) センサ部 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.3-1 図 3.2.3-2 図 3.2.3-3 
 

エアパージ(ASAP)外形寸法図(単位: mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.3-4 
 

取り付け手順を以下に示します。 

 
① センサ部に付属の 6 角ナットを外し，エアパージを取り付けてください。 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.3-5 
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② 取付金具(TFB)を設置場所にネジ止めしてください。 
 ネジはご用意ください。(推奨サイズ: M3) 
 
③ エアパージを取付金具に通し，付属の 6 角ナットで固定してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.3-6 
 
④ エアパージへ、チューブおよびエアポンプをつないでください。 
 推奨品の適合仕様は以下のとおりです。 
  チューブ : サイズ 内径 4 mm，外径 6 mm 
  エアポンプ : 適合チューブの接続可能なエアポンプ，吐出流量 2～10 リットル/分 

 

4. 配 線 
 警 告 

配線作業を行う時は，受信計器への供給電源を切った状態で行ってください。 
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。 

 注 意 
電気的雑音のある環境で使用する場合，シールド線を使用し，受信計器の接地端子に接続してください。 
受信計器に接地端子が無い場合，制御盤の接地端子に接続してください。 

 
4.1 配線例 

本器とパワーサプライ(RDP-24)，デジタル指示調節計(ACS-13A- /A)の配線例を以下に示します。 
 

赤外線温度センサ パワーサプライ デジタル指示調節計 
RD-715-HA RDP-24 ACS-13A- /A 

白 + - 
茶 

 
黄 緑 4～20 mA DC 

黒 
 

白 : 電源  ループ電流(+側) 
茶 : 電源  ループ電流(-側) 
黒 : シールド線 
緑 : 未使用(何も接続しないでください) 
黄 : 未使用(何も接続しないでください) 
※放射率は，デジタル指示調節計(ACS-13A- /A)にて設定できます。 
  詳しくは，ACS-13A- /A 取扱説明書をご覧ください。 
  放射率 0.950(固定)でご使用になる場合，任意の指示計または調節計をお使いください。 

図 4.1-1 
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5. 測 定 
重 要 
・周囲温度が著しく変化する場合，20 分以上放置した後，測定してください。 
・大きい電磁場(例: アーク溶接機，誘導電気加熱炉など)の近くでは測定しないでください。 
  電磁波傷害は，測定誤差の原因になります。 

 
被測定物への設置，配線が完了しましたら次の順序で測定を開始します。 
(1) 本器電源 ON(RDP-24) 
(2) 計器電源 ON(指示計/調節計/ACS-13A- /A) 
(3) 温度測定開始 
 
アンプ部の状態表示灯について 

センサの状態により，状態表示灯の表示が以下のように異なります。 
センサの状態 状態表示灯の表示 : 消灯， : 点灯(緑色) 

正常 断続的に消灯を繰り返します  
センサ部高温(*1) 早く点滅を繰り返します  
測定レンジ外(*2) 2 回点滅を繰り返します  
センサ部異常 断続的に点灯を繰り返します  

(*1): センサ部周囲温度が，120 以上 
(*2): -40 以下または 1030 以上 
 

6. 仕 様 
6.1 品 名，形 名 

品 名 赤外線温度センサ 
形 名 RD-715-HA 

 
6.2 定 格 

温度レンジ 0～500  
電源電圧 2 線式 5～30 V DC，4～20 mA 

外部受信抵抗 最大 1000  
 
6.3 一般構造 

外形寸法 センサ部: 14×31 mm(直径×長さ)，M12×1 
アンプ部: 35×12 mm 

取付方式 取付金具固定方式(取付金具は別売品) 
材 質 センサ部: ステンレス 

センサ部 - アンプ部間ケーブル: FEP，ケーブル径 2.8 mm 
アンプ部 - ケーブル先端: PVC，ケーブル径 4.3 mm 

防滴・防塵構造 IP65 
ケーブル長 6 m(センサ部 - アンプ部: 3 m，アンプ部 - ケーブル先端: 3 m) 

 
6.4 性 能 

システム精度(*1) 温度レンジスパンの 1 % 
測定波長 8～14  m 

視野角 15:1 
(*1): 周囲温度 23 5  
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再現性(*1) 温度レンジスパンの 0.75 % 
温度係数(*2) 0.05 %/  
温度分解能 0.1  
応答時間 14 ms (90 %応答) 
ウォームアップ時間 10 分 
放射率 0.950 固定 

0.200～1.000[別売品のデジタル指示調節計(ACS-13A- /A)使用の場合] 
透過率 1.000 固定 

(*1): 周囲温度 23 5  
(*2): 周囲温度(センサヘッド)18 より低い場合および 28 より高い場合 

 
6.5 出 力 

アナログ出力 直流電流 4～20 mA DC 
負荷抵抗(ループ抵抗) 1000 以下 

 
6.6 その他 

周囲温度 センサ部: -20～120  
アンプ部: -20～80  

保存温度 -40～85  
周囲湿度 10～95 %RH(ただし，結露しないこと) 
振 動 IEC 68-2-6: 3 G，11-200 Hz，xyz 各方向 
衝 撃 IEC 68-2-27: 50 G，11 ms，xyz 各方向 
質 量 152 g 
付属品 取扱説明書 1 部，ナット 1 個 
別売品 ・取付金具(TFB) ・エアパージ(ASAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・デジタル指示調節計(ACS-13A- /A) ・RD 専用パワーサプライ(RDP-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全環境仕様 RoHS 指令対応 
CE マーキング対応 
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7. 外形寸法図(単位: mm) 

センサ部 アンプ部 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 図 7-2 
 
ケーブル先端 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-3 
 

8. 故障かな?と思ったら 
下記に示す内容の確認を行ってください。 

現象・本器の状態など 推定故障個所 対 策 
出力が出ない 電源が入っていますか? 電源を確認してください。 
温度異常 配線が間違っていませんか? 配線を確認してください。 

センサが断線していませんか? センサ導通を確認してください。 
レンズが汚れていませんか? レンズの汚れを取ってください。 

レンズは，いつも清潔に保ってください。 
レンズ上に異物があると，測定精度に影響

します。 
 

・・・お問い合わせ・・・ 
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の形名，ロット No.をご確認の上，お買

い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。 
(例) 
・形 名 RD-715-HA 
・ロット No. 072013 

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二面幅 14 M12×1 

3 max 10 

31 

14
 

(60) 

2.
8 4.
3 35 

6000 

アンプ 

12
 

本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 
 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 
 [URL] https://shinko-technos.co.jp/ 

大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 
 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 
 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp 
 
北  陸 TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411 

東京営業所 〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 
  ニューリバータワー1201 号室 
 TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022 

名古屋営業所 〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番 
  CS 東外堀ビル 402 号室 
 TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562 
 
福  岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446 
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