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CIRAS-2

CO2 および H2O ガスアナライザー

サイラス２

可搬性

ポータブル
光合成測定
システム

CIRAS-2 メインコンソールは、野外（フィールド）での研究に使
用するために軽量、コンパクトで、非常に頑丈にできています。
それは全システム（LED 光源ユニットを含む）を 6～8 時間以上
運転可能な 2 個の軽量な充電式 12V のニッケル水素(NiMH)電池パ
ックで作動します。電池パックは、システムをシャットダウンす

信頼される
テスト済みのテクノロジー

ることなく、フィールドで簡単に交換することができます。

真の差動ガスアナライザー
真の差動ガスアナライザー
CIRAS-2 は、真の差動システムです。それは CO2 と H2O の正確な

測定範囲
CO2

同時測定のための 4 台の独立した非分散ガスアナライザーを特
-1

(最適)

徴とします。そして、これは「ガス流路切り替え」システムに関

-1

(最大)

連した問題を取り除きます。また、強化された信頼性のために、

0-2,000 μmol mol

CO2

0-9,999 μmol mol

H2O

0-75 mb

可動部分（例えばチョッパーモータまたはフィルタホイール）が

CIRAS-2 は CO2 測定のために標準として

ありません。アナライザー（参照と分析：入口と出口）は、赤外

9,999μmol mol-1 まで工場較正されてい

線の光源、非常によく研磨された金めっきのサンプルセル及び検

ます。CIRAS-2 はまた要求があるなら研

出器を含みます。

究室およびフィールドでスタンドアロン

較正

の CO2/H2O ガスアナライザーとして使え
ます。

ガス分析技術の 25 年以上の経験によって確立された CIRAS-2 の
設計が特有の較正安定性を保証します。CO2 ガスアナライザーは
再調整を必要としませんが、PP Systems はシステム完全性を確
かめるために定期的なチェックをお勧めします。統合化 CO2 確認
機能と外部 H2O 較正器が H2O ガスアナライザーの自動化された較
正のために用意されています。
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ユーザーインターフェース

独立した CO2 および H2O 自動制御
CIRAS-2 システムは、リーフキュベット入口（Ref：参照）およ
びリーフキュベット出口（AN：分析）の独立した、CO2 と H2O の
自動制御を提供することができます。CO2 と H2O の制御は、ダイ
ナミックに、あるいはレスポンスカーブの自動生成のために、
あらかじめプログラムすることができます。

A

C
G
D

H

F

ためのキーパッド及びタッチパッド、野外使用
に最適化された大きなフルカラーディスプレイ
（640 の x 480）を含む革新的なユーザーインタ
フェースを特徴とします。これは、格納された
データの移動、並びに外部 PC への接続のために

A:電気およびｶﾞｽ
分析ｺﾈｸﾀ（ｷｭﾍﾞｯﾄ
用）
B:ﾕ 0 ｻｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
（USB,RS232 およ
び PCMCIA ｽﾛｯﾄ）
C:再充電可能な
12VNiMH ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯ
ｸ
D：CO2 ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよ
びｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾙﾀﾞｰ
E:CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ
(8g)
F:CO2 および H2O
制御用調整吸収剤
G:水蒸気等価器
H:自動ｾﾞﾛ吸収剤

B

CIRAS-2 メインコンソールは、ユーザー入力の

USB と RS232 シリアルポートを含みます。
PCMCIA カードスロットは、データ記憶カードの
用途（無制限のデータ記憶）に利用できます。
直観的ソフトウェ
直観的ソフトウェア
システムは、15 の測定パラメータとグラフィッ
クスをリアルタイムかつ同時に表示することが
できます。ユーザーは、単純な「キー押し」か
ら、完全に自動化され予めプログラムされた「レ
スポンスカーブ」までのいくつかのレコーディ
ングオプションを持つ数値データとグラフィッ
クスが表示される完全な制御を行えます。環境
制御は、ダイナミックに、あるいは自動的に変
更できます。

E

リモートコントロールソフトウェ
リモートコントロールソフトウェア

ＣＯ2 制御
純ミニ CO2 カートリッジを使うことができるビルトイン、取外
し可能の CO2 レギュレータおよびガスシリンダーホルダー 。
各カートリッジは CO2 0-2,000 μmol mol-1 の間で丸 1 日以上
制御可能です。

Ｈ2Ｏ 制御
オンボードの自己指示乾燥剤は、ユーザーに選択された 0 から
露点温度までの H2O 濃度の調整に使われます。
CIRASCIRAS-2 は左のような
大豆(cv.Stressland)
大豆(cv.Stressland)
の A/Ci カーブを自動
的に測定し、生成する
のに理想的なシステ
ムです。

リモートコントロールソフトウェアは実験室
および教育アプリケーション
教育アプリケーションに理想的です。
および
教育アプリケーション
に理想的です。

システムは、パソコン(PC)から CIRAS-2 の遠隔
操作を可能にする Windows ソフトウェア（RCS）
で提供されます。パワフルで柔軟なソフトウェ
アは、シンプルな個々の測定から、より複雑で
自動化された、予めプログラム可能な実験を可
能にします。

ハードウェ
アおよび制御状態確認
制御状態確認用の
ハードウ
ェアおよび
制御状態確認
用の
組み込みンシステム診断
ンシステム診断プログラム
組み込み
ンシステム診断
プログラム

データのグラフィック表
示の制御画面
制御画面で、
データのグラフィック
表示の
制御画面
で、
同時に最高 4 つの測定パラメータをプロ
ットできます
できます。
ット
できます
。

レスポンスエディタによって、ユーザが
迅速かつ容易に自動化
自動化したレスポンス
迅速かつ容易に自動化
したレスポンス
カーブを設定
設定できます。
カーブを設定
できます。
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PLC6（
PLC6（U)自動ユニバーサルリーフキュベット
U)自動ユニバーサルリーフキュベット
PLC6（U）Automatic Universal Leaf Cuvette は、
軽量で、融通がきくため野外(フィールド）測定に
理想的です。それは、最高の結果を得るために慎
重に選定された材料から造られています。自動温
度制御は、キュベットに必要です。それは、PAR
（光合成有効放射）の正確な決定のためにキュベ
ットの窓枠内に位置する 2 個のミニチュア PAR セ
ンサを特徴とします。正確な葉面温度測定が保証
された制御及び測定用の IR センサは、キュベット
の底面に取付けられています。任意タイミングで
の記録測定のためのリモート記録スイッチは、キ
ーボードの他にキュベットハンドルでも利用可能
です。
自動温度制御
ペルチェ素子（電子冷熱）は、ヒートシンク及び

PLC(6)自動ユニバーサルリーフキュベット
PLC(6)
自動ユニバーサルリーフキュベット

放熱ファンと一緒にキュベットヘッドに取り付け
られています。温度制御範囲は、+40℃の環境のも
とで周囲温度から約-8℃です。ユーザは簡単に、

25mmx7mm

18mm 直径

25mmx18m

完全に温度調節を働かなくする（0℃に設定）か、
周囲温度追従に設定（50℃に設定）できるオプシ
ョン付で、広範囲（1～49℃）に温度をコントロー
ルすることができます。

PLC6(U)は異なるサイズの葉のための３つのベースプレートが供
PLC6(U)
は異なるサイズの葉のための３つのベースプレートが供
給されます

PLC6(U)取り付け
PLC6(U)
取り付け LED 光源ユニット
自動光強
自動光強度制御
オプションの LED 光源ユニットは、0-2,000μ
molm-2sec-1 のキュベット光強度の自動制御を特徴
とする PLC6（U）に使用できます。これは、特に
野外（フィールド）または研究室での光レスポン
スカーブ測定に役立ちます。必要に応じて、光源

4 つの異なるハイブッシュブルーベリ栽培品種の光レスポンス
つの異なるハイブッシュブルーベリ栽培品種の光レスポンス

ユニットは周囲光源での測定のために取り外すこ

カーブ。
カーブ
。

とができます。無人（付き添わない）操作のため
に、CIRAS-2 は予めプログラムされているユーザ
定義済みの光強度レベルに自動的に制御すること
ができます。
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クロロフィル蛍光
モジュール（CFM
ジュール（CFM）
CFM）
オプションの統合化クロロフィル蛍光モ
ジュール（CFM）付の CIRAS-2 は、光合成
研究のための強力なツールです。CFM は、
CIRAS-2 ガス交換システムとの完全な統
合化のために Hansatech Instruments と
協力して開発されました。CFM は、パル
ス振幅変調（PAM）テクニックを使用して
いるクロロフィル蛍光測定を提供しま
す。
変調ビームによって誘導される脈動する
蛍光は、光化学系Ⅱ光化学の光利用効率
を精査するのに用いられます。
ガス交換測定のための光化学作用のある光源としてすべての通常の機
能を保持している一方、我々の変更（モディファイ）された LED 光ユ
ニットは全部のクロロフィル蛍光検出能力を含みます。変更されたユ
ニットはまた、著しくコンパクトなソリッドステートで、軽量なユニ
ットであり、クロロフィル蛍光測定のために必要な変調ビーム、飽和
パルス、近赤外照明と蛍光検出機能を提供します。それは、作動のた
めにさらなる電源を必要としません。
光合成とクロロ
フィル蛍光の同
時測定は、フィー
ルドと研究所で、
または、遠隔操作
ソフトウェ
ソフトウ
ェアを
使用している離
れた PC から
CIRAS--2 の上で直
CIRAS
接実行すること
ができます。

クロロフィル蛍光アダプタ
PP Systems のリーフキュベットの多くは、葉面ガス交換とクロ
ロフィル蛍光の同時測定のために、他社の利用可能な蛍光測定

上記の CIRAS
CIRAS--2 は、統合化クロロフィル
蛍光モジュール（CFM
CFM）シグナルコンデ
蛍光モジュール（CFM
）シグナルコンデ
ショニングインターフェース付です。

以下のパラメータは測定され、CIRAS-2
によって要求あり次第計算されます：Fo、
Fm、Fv、Fv/Fm（MaxYield）、Fs、Fm’、
Fo’、φPSII or ΔF/Fm’（Yield）、qP、
qNP、NPQ、PAR、TEMP and ETR。

器(Walz 社 PAM など)と一緒に働くのに適している可能性があり
ます。詳細については TM Systems、または PP Systems にご連
絡ください。

CFM 技術仕様
変調ﾋﾞｰﾑ
作用光
飽和光
近赤外光
検出器
検出方法
葉面積

627nm(赤)
赤と白の LED
範囲：0-2,000μmol m-2 s-1
赤と白の LED
範囲：0-6,000 のμmol m-2 s-1
735nmLEDx2 個
PIN フォトダイオード
>700nm
ラピッドパルスピーク
トラッキング
2.5 cm2
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CIRASCIRAS-2 アクセサリー

葉のガス交換

PP Systems は、葉とキャノピーのガス交換、
土壌呼吸、及びクロロフィル蛍光の測定のた
めに使われるリーフキュベット（Perkinson
Leaf Cuvettes）とチャンバの設計によって
長く認められています。当社は、CIRAS-2 ポ
ータブル光合成測定システムの能力を拡大
させている一連のアクセサリーを提供して
います。必要ならば、リーフキュベット（広
葉、細葉と針葉樹）は周囲条件（温度調節な
しで）の下での測定にも利用でき、オプショ
ンの光源ユニットを供給することもできま
す。

PLC5（
PLC5
（N）自動細葉リーフキュベット
草本と穀物の測定用。これは、統合化と温度自動制御を特徴とし
ます。オプションの LED 光源ユニットは、0-1,100μmol m-2s-1 の
光強度の自動制御に使えます。窓面積：80mm（L) x 30mm（W）。

針葉樹から細いスタイルの
針葉樹から細いスタイル
のリーフキュベットに
簡単に変えるために、
先端のプレートを供給
供給可能
簡単に変えるために
、先端のプレートを
供給
可能
です。

PLC5(C)自動針葉樹リーフキュベット
PLC5(C)
自動針葉樹リーフキュベット
針葉樹と松葉の測定用。窓は立体(3D)構造に適合したし半円筒状
（カマボコ型）です。これは統合化と温度自動制御を特徴としま
す。

CIRASCIRAS-1 ユーザのための
キュベットアダプター
「CIRAS-1」スタイルリーフキュベットを

オプションの LED 光源ユニットは、0-1,500μmol m-2s-1、光強度
の自動制御に使えます。
窓面積：80mm（L) x 50mm（直径）

CIRAS-2 ポータブル光合成システムで使う
ために利用できます。詳細は TM Systems、
または PP Systems に連絡してください。
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キャノピー光合成
キャノピー光合成

環境センサ

完全な品揃えのチャンバは、個体植物または低く横たわる植生の閉鎖
系（CPY-2）および開放系（CPY-3）の CO2 フラックスの測定のために
CIRAS-2 と一緒に利用できます。すべてのチャンバは透明で、PAR と
気温の測定のために、空気を混合するファンとセンサを附属していま
す。オープンシステムでの測定のために、この CPY-3 シリーズチャン
バを使うとき、コントロールインターフェースモジュール（CIM）に
組み入れられる適当な空気供給装置は必須です。

環境センサのシリ－ズは、野外(フィ
ールド)と研究所で一般的なモニタリ
ングアプリケーションのために
CIRAS-2 と一緒に使うことができま
す。

ＰＡＲセンサ

PAR（
PAR
（μmol m-２s-１）測定用

CPY--3
低く横たわる植生用の CPY
チャンバー
背の高い植物のための
CPY--3 チャ
背の
高い植物のための CPY
ンバ。必須の空気供給装置である
ンバ。必須の空気供給装置
である
我々のコントロールインターフ
ェースモジュール（CIM
CIM）も、
）も、背
ェースモジュール（
CIM
）も、
背
景に示されます。
景に
示されます。

TRPTRP-2 温度/PAR
温度/PAR プローブ

温度（℃）および
PAR(μ
PAR(
μmol m-２s-１)測定用

CPY--2 は、キャノ
キャノピー
ピーCO2
CPY
ピー
CO2 フラック
スの閉鎖系測定のために設計され
ています
ます。
てい
ます

土壌呼吸
SRC-1 土壌呼吸チャンバはフィールドでの迅速で、
正確な土壌 CO2 フラックスの測定のために使うこと
ができます。
土壌呼吸を測る閉鎖系方法は、1981 年にキース J.
パーキンソン博士によって最初に導入されました。
既知のチャンバーボリュームをもつ SRC-1 は、土壌
面に置かれて、土壌呼吸（0-9.99g の CO2 m-2h-1）の
迅速なスクリーニングのための理想的なシステムと
して、時間とともに、CO2 の増加率をモニターしま
す。チャンバーは、良いシールを提供しているステ
ンレス鋼リングを持つ、頑丈な PVC から造られます。

CIRAS--2 と一緒に使われる SRC
SRC--1 土壌呼吸チャンバと
CIRAS
STP--1 土壌温度プローブ。
STP
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我々の任務：

技術仕様

用途が広い、証明されたテクノロ

分析方法（ガスアナライザ）
非分散赤外線式。ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ制御ﾘﾆｱﾗｲｻﾞ
付の絶対値吸光度計として構成される。
ｱﾅﾗｲｻﾞは参照と分析のガス流路の絶対値
CO2 と H2O を同時測定。

ジーで科学研究を助けること。
PP Systems は、植物および土壌
学者のテクノロジーニーズを 25 年
以上にわたってサポートしてきた
ことを誇りに思います。
我々の光合成測定システムは、
世界中で試験され、100 カ国以上か
ら何千もの研究者によって検証を
受けました。我々は、高水準研究
のための光合成測定機器の設計の
リーダーであり、製造者であると
認められています。
多くの科学者は、CIRAS-2 シス
テムがフィールド研究のためのベ
ンチマークのガス交換システムで
あると考えています。
証明されたテクノロジーと結合
されたフィールド専門知識は、葉
のガス交換、土壌呼吸、キャノピ
ー光合成とクロロフィル蛍光の測
定のための、最も幅広い品揃えの
アクセサリー供給の結果といえま
す。
より多くの情報のために
我々にコンタクトしてください
Copyright
©2008
PP Systems
All rights
reserved.

Amesbury, MA 01913

U.S.A

http://www.ppsystems.com
<,米国 PP Systems 社国内総代理店>

ティーエムシステムズ株式会社
TM Systems Ltd.,
〒244-0804 神奈川県横浜市
守谷孝志
戸塚区前田町 56-1-508
TEL050-8885-6905 FAX045-824-3134

Mobile

090-7824-8405

http://www.tmsystems.biz
info@tmsystems.biz
Copyright ©2011 TM Systems Ltd.,

メインコンソール

測定レンジ

CO2:0-2,000μmolmol-1（最適ﾚﾝｼﾞ）
0-9,999μmolmol-1（最大ﾚﾝｼﾞ）
H2O::0-75mb
補正は温度、圧力および有害ｶﾞｽ干渉に対
して行われる
精度（絶対値）
CO2:0.2μmolmol-1at300ppm
0.5μmolmol-1at1750ppm
3.0μmolmol-1at9999ppm
H2O::0.015mb at 0 mb
0.020mb at 0 mb
0.030mb at 0 mb
リニアリティ
2,000ppmCO2/40mbH2O の較正において
ﾚﾝｼﾞを通じて 1.0%よりよい
安定性(CO
安定性(CO2 分析)
分析)
ｻﾝﾌﾟﾙｾﾙ汚染、光源および検出器経時変化
およびﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ変化に対して通常ｲﾝﾀｰ
ﾊﾞﾙにおける自動ｾﾞﾛ較正
応答時間
電気的:0.5 秒
表示/ｱﾅﾛｸﾞ出力:1.6 秒
ﾆｭｰﾏﾃｨｯｸ:＜5 秒
エアーサンプリング
100cm3min-1 まで調整可能な統合 DC ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ使用。分析と参照の両方にﾏｽﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾗ
附属。ｱﾅﾗｲｻﾞは開放または閉鎖ｼｽﾃﾑで使わ
れるかもしれない。
環境センサ入力
3 本の入力ﾁｬﾝﾈﾙは、PP Systems の環境ｾ
ﾝｻ用に利用できます。
アナログ出力（CO
アナログ出力（CO2/H2O）
0.5%分解能の 8 ﾋﾞｯﾄ DA ｺﾝﾊﾞｰﾀ。
出力電圧 0-5V。
最低と最大の両方の電圧は、ﾕｰｻﾞｰによっ
て定義されます。
RS232 出力
標準的なｱｽｷｰﾌｫｰﾏｯﾄの保存された/現在の
ﾃﾞｰﾀ出力。
リアルタイムクロック
正確さ： 1 分/月 at25℃よりよい。
動作温度：0-70℃。
レコーディングオプション
PC で、または計器で。ﾕｰｻﾞｰが選択可能な
10 秒～１時間（内蔵実時間ｸﾛｯｸでｺﾝﾄﾛｰﾙ
される）の間で自動集録。
計器ステータス
計器ステータス検出
ステータス検出
RS232 出力を通してのﾛｰﾊﾞｯﾃﾘｰ電圧
（10.5V）を含む計器の故障の徴候。瞬間
的な故障ならば自動ﾘｽﾀｰﾄ。
電力供給
最高 8 時間の連続使用を提供している内
部の、充電式 12V の NiMH ﾊﾞｯﾃﾘｰ。ﾊﾞｯﾃ
ﾘｰは、ｼｽﾃﾑをｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝすることなく、簡単
に変えることができます。
統合キュベットエアーサプライユニット
質量流量計で測られ制御される
0-470cm3min-1。
自動制御範囲
CO2：0-2000μmolmol-1
H2O：0-Dewpoint
使用環境
0-50℃（結露しないこと）
汚れた環境では、外部空気の濾過が必要。

ハウジング
ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換とｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽのために簡
単にｱｸｾｽできる高衝撃ｱﾙﾐﾆｳﾑｹｰｽ。
寸法
28 cm W×16cmD×24cmH
28 cm W×16cmD×26cmH（CFM）
重量
7.2kg
7.6kg（CFM 付）

ユーザインタフェース
表示
7.2"VGA 半透過型ｶﾗｰ STN LCD。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ使用のために最適化されてい
ます。
ユーザ入力
ﾃﾞｰﾀ入力用の 24 のｷｰさらにﾀｯﾁﾊﾟｯ
ﾄﾞ、仮想ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、表示ｺﾝﾄﾗｽﾄ
通信ポート
RS232 と USB
PCMCIA
ﾀｲﾌﾟ１。さらなるﾃﾞｰﾀ記憶のために。
使われる RAM ｶｰﾄﾞに依存している記
憶容量。

PLC6（
PLC6（U)自動ユニバーサルリー
U)自動ユニバーサルリー
フキュベット
キュベット材料
構成要素：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
窓：ｶﾞﾗｽ IR 干渉ﾌｨﾙﾀ
ﾘｰﾌｶﾞｽｹｯﾄ：独立気泡ﾌｫｰﾑ
ｲﾝﾍﾟﾗｰ：ｽﾃﾝﾚｽ鋼
窓サイズ/
窓サイズ/投影葉面積
投影葉面積
18mm 直径/2.5 cm2
25mm×18mm/4.5 cm2
25mm×7mm/1.75 cm2
葉面境界層抵抗
0.15-0.46 m2 s-1 mol-1
空気温度センサ
精密ｻｰﾐｽﾀ
ｿﾌﾄｳｪｱ線形化： +/-0.10℃ 0-60℃、
精度：+/-0.3℃at25℃
葉面温度センサ
葉面温度センサ
非接触測定および制御用放射ｾﾝｻ
精度：+/-0.3℃at25℃
PAR センサ
ﾌｨﾙﾀｰﾄﾞｼﾘｺﾝｾﾙ（完全にｺｻｲﾝ修正）
ﾚｽﾎﾟﾝｽ:400-700nm
ﾚﾝｼﾞ: 0-3,000μmol m-2 s-1
精度: 10μmol m-2 s-1
温度コントロール
ﾍﾟﾙﾁｪ素子がｷｭﾍﾞｯﾄにﾏｳｳﾝﾄされ、ﾋｰﾄ
ｼﾝｸと放熱ﾌｧﾝを取り付け
制御範囲：周囲 40℃のとき約 8℃低下
光制御（オプション）
LED（赤と白）光源ﾕﾆｯﾄ
制御範囲：0-2,000μmol m-2 s-1
キュベット寸法
長さ：36cm
ﾊﾝﾄﾞﾙ：直径 3.8cm
重量
0.75 kg
・PP Systems は、その製品を連続的
にアップデートしていて、無断で製
品仕様を改める権利を保有します。
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・すべてのブランド/製品名は、彼ら
のそれぞれの所有者の商標です。

