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デルタオームは３０年にわたって測
定器の開発ならびに生産を行なって
います。その幅広い製品群は一般
産業分野、研究用のみならず、環境
計測、気象観測分野においても“測
定”の重要な役割を担っています。

デルタオーム社は測定器の製造者
であると同時に、その技術的な信頼
性の高さにより、国際相互認証（ＭＲ
Ａ）され、日本のＩＡＪａｐａｎ（ＪＣＳＳ）と
も同等性を有するイタリアの校正機
関“ＡＣＣＲＥＤＩＡ”の校正センター
Ｎｏ.１２４として認定されています。

ACCREDIA校正センターNo.１２４
温度

湿度

圧力

風速

音響

光・放射照度

太陽光発電用 全天日射計・気温計

Pyranometer & Pt100 Thermometer for PV Power Generation System

http://www.deltaohm.jp/

ＰＶシステムの標準日射計・気温計として累計販売実績各 ２万台突破！



クラス２全天日射計　LP PYRA03 クラス１全天日射計　LP PYRA02

気温計　HD9008.03   HD9008.T7AC   HD9008.T7S

気象信号変換箱　SC-TD

産業・公共用ＰＶシステムにおける標準

日射計として圧倒的な実績をもつＩＳＯ

９０６０クラス２全天日射計です。ＷＭＯ

（世界気象機構）要求を満足し、ガラス

厚４ｍｍのドームを備えた堅牢な構造

は長期使用にも耐えます。変換器一体

型のＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１Ｖ

出力、ＲＳ４８５出力タイプもあります。

校正証明書付、遮蔽板はオプション。

ＩＳＯ９０６０準拠、ＷＭＯ要求を満足す

るクラス１全天日射計です。二重ガラス

ドームの堅牢な構造で、結露防止用シ

リカゲルの交換が可能です。変換器一

体型のＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１

Ｖ出力、ＲＳ４８５出力タイプもあります。

より高い精度が求められるメガソーラー

ＰＶシステムに採用されています。

校正証明書付。

気象信号変換箱ＳＣ-ＴＤは日射計、気

温計、表面温度計その他センサからの

出力を受信し、ＤＣ４～２０ｍＡ電流信

号やＲＳ４８５信号などに変換し出力しま

す。日射計の個体感度に対するスケー

リングも可能です。入・出力は電気的に

絶縁されおり、短絡など電気的なトラブ

ルの心配がありません。ユーザーご指

定の入・出力数、塗装色、材質は鋼板

またはＳＵＳ(ステンレス)で製作できます。

型式

代表感度

測定範囲

視角

スペクトル範囲

動作温度

重量

ＩＳＯ９０６０仕様：

応答時間(９５％)

ゼロオフセット：

ａ) 熱放射(２００Ｗ/ｍ２)

ｂ) 温度変化５Ｋ/ｈ

非安定性

非直線性

余弦則応答

スペクトル選択性

温度応答

傾斜応答

ＬＰ ＰＹＲＡ０３

７μＶ(Ｗ/ｍ２)

０～２０００Ｗ/ｍ２

２πｓｒ

３０５～２８００ｎｍ

－４０～＋８０℃

約０.３ｋｇ

＜３０秒

２５Ｗ/ｍ２

＜±６Ｗ/ｍ２

＜±２.５％

＜±２％

＜±２２Ｗ/ｍ２

＜±７％

＜８％

＜±４％

ＬＰ ＰＹＲＡ０２

７μＶ(Ｗ/ｍ２)

０～２０００Ｗ/ｍ２

２πｓｒ

３０５～２８００ｎｍ

－４０～＋８０℃

約０.９ｋｇ

＜２８秒

１５Ｗ/ｍ２

＜±４Ｗ/ｍ２

＜±１.５％

＜±１％

＜±１８Ｗ/ｍ２

＜±５％

＜４％

＜±２％

ＬＰ ＰＹＲＡ１０

７μＶ(Ｗ/ｍ２)

０～２０００Ｗ/ｍ２

２πｓｒ

２８３～２８００ｎｍ

－４０～＋８０℃

約０.９ｋｇ

＜６秒

＜±７Ｗ/ｍ２

＜±２Ｗ/ｍ２

＜±０.８％

＜±０.５％

＜±１０Ｗ/ｍ２

＜±３％

＜２％

＜±０.５％

※表記の感度は代表感度であり、個体差があります。※接続ケーブル（標準長１０ｍ）は１０ｍ単位で延長可能です。

ＨＤ９００８.０３はＪＩＳＣ１６０４：２０１３準拠

の応答性に優れた空気測定専用の温度

センサ（Ｐｔ１００クラスＡ）を使用した気温

計です。屋外測定では耐候性をもつ自然

通風シェルターに装着して使用します。

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣは気温測定値を計装信

号ＤＣ４～２０ｍＡで出力し、出力のスケー

リングが可能。ＨＤ９００８.Ｔ７ＳはＲＳ４８５

Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵのデジタル出力です。

型式

出力タイプ

測定範囲

センサ動作範囲

出力スケーリング

供給電源

標準ケーブル長

ＨＤ９００８.０３

３線式Ｐｔ１００Ω※

－４０～＋８０℃

－４０～＋８０℃

受信器側による

電源不要

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣ

ＤＣ４～２０ｍＡ

－４０～＋８０℃

－４０～＋８０℃

－２０～＋１００℃

ＤＣ１０～３０Ｖ

ＨＤ９００８.Ｔ７Ｓ

ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ

－４０～＋８０℃

－４０～＋８０℃

－

ＤＣ５～３０Ｖ

テクニカルデータ

テクニカルデータ

テクニカルデータ

■自然通風シェルター　HD9007A-1/A-2
耐静電気・耐熱・耐紫外線・低熱伝導・高反射性樹脂（Ｌｕｒａｎ Ｓ７７７Ｋ-ＢＡＳＦ）製

耐腐食性アルミブラケット、Ｕ型固定金具付

ＨＤ９００７Ａ-１：　外径１２５ｍｍ、高さ１６０ｍｍ（１２層）、重量約６４０ｇ

ＨＤ９００７Ａ-２：　外径１２５ｍｍ、高さ２１０ｍｍ（１６層）、重量約７６０ｇ

変換信号

許容負荷抵抗

許容差(２３℃にて)

温度特性

応答速度

入力

出力

スケーリング

日射計

ＤＣ０～１０ｍＶ

ＤＣ４～２０ｍＡ

０～１.４３kＷ/ｍ２

７５０Ω以下

０.１％ ｏｆ ＳＰＡＮ

１５０ｐｐｍ/℃

０.５ｓ以下(０→９０％)

気温計

３線式Ｐｔ１００Ω

ＤＣ４～２０ｍＡ

－２０～＋１００℃

(－５０～＋５０℃可)

７５０Ω以下

０.２％ ｏｆ ＳＰＡＮ

１５０ｐｐｍ/℃

０.５ｓ以下(０→９０％)

※日射計および気温計からの信号を入力とする標準的な信号変換箱の仕様です。

    その他の入・出力仕様についてはお問合せ下さい。短納期で対応致します。

日射計固定用
水平設置用プレート

SC-BL

日射計固定用
Ｌ字アングル

SC-LG

ＤＣ４～２０ｍＡ出力

ＤＣ０～１/～５/～１０Ｖ出力

ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ出力

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ

ＬＰ ＰＹＲＡ１０ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ１０ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ１０Ｓ

１０ｍ (１０ｍ単位で延長可能)

※４線式Ｐｔ１００Ωセンサも供給可能です。



ポータブルプリンタ

HD40.1

二次標準全天日射計　LP PYRA10 シリコンＰＤ全天日射計　LP Silicon-PYRA04

ヒータ・強制通風ユニット　HD9906.51

パネル表面(裏面)温度計　TN-47615

ポータブル/データロガー全天日射計

HD2302.01
ポータブル日射計

LP471PYRA02.5/10 LP471PYRA03.5/10

HD2102.21
データロガー日射計

DO9847R.1
３ＣＨデータロガー日射計

一般に使用される日射計としては最上級

のＩＳＯ９０６０SecondaryStandardクラ

ス、ＷＭＯ要求適合の全天日射計です。

交換可能な結露防止用シリカゲルカー

トリッジを内蔵しており、基準器として長

期使用が可能です。変換器一体型の

ＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１Ｖ出力、

ＲＳ４８５出力タイプもあります。

校正証明書付。

測定波長４００～１１００ｎｍのシリコンフ

ォトダイオードを使用した、測定範囲０～

２０００Ｗ/ｍ２、代表感度７μＶ/(Ｗ/ｍ２)、

応答時間＜０.５秒の日射計です。ディ

ヒューザと特別な受光面設計により、余

弦則に準じる１８０°の視野角を実現し

ています。標準ケーブル長は５ｍ、水準

器付ベースフランジはオプションです。

日射計、夜間放射計などの太陽放射

計を収納して使用します。ヒータおよび

強制通風機能により過酷な気象条件下

でも測定器の温度を一定に保ち、露や

霜を防止して、測定精度の維持に貢献

します。デルタオーム全天日射計ＬＰ Ｐ

ＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ１０、夜間放射計

ＬＰ ＰＩＲＧ０１などに使用できます。

ＴＮ-４７６１５は太陽光パネルの表面温

度を測定する、厚さ約０.２ｍｍ、許容差

ＪＩＳクラス２のシート型T熱電対です。極

薄のフィルムにより絶縁されており、応

答性の高いパネル表面温度測定が可

能です。標準導線長１０ｍは、補償導

線により１０ｍ単位で延長が可能です。

テクニカルデータ

テクニカルデータ

テクニカルデータ

※ＰＶシステムに使用されるものと同じ全天日射計をプローブ(別売)として接続するため整合性のある測定・データ取得が可能です。

※全天日射計プローブは下記から選択。

代表感度

測定範囲

スペクトル範囲

応答時間

安定性

余弦則応答

動作温度

７μＶ/(Ｗ/ｍ２)

０～２０００Ｗ/ｍ２

３５０～１１００ｎｍ

＜０.５秒

＜±２％/年

±３％、角度０～７５°に対して

－４０～＋６５℃

供給電源

通風ファン電力

ヒータ電力

動作温度

ＤＣ１２Ｖ

５Ｗ

６Ｗ

－３０～＋７０℃

素線タイプ

許容差

使用温度範囲

T熱電対（導線数シングル）

ＪＩＳクラス２

－１００～＋２００℃

太陽電池や太陽光発電などの

評価・検査用として、０～２０００

Ｗ/ｍ２の日射量が直読出来ま

す。ロガー機能付の機種では

任意のデータ保存インターバ

ルで日射量の長期データロギ

ングが可能です。ポータブルの

ため、現場への持込み検査に

便利です。

全天日射計プローブ

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□.□は全天日

射計ＬＰ ＰＹＲＡ０２(クラス１)または

ＬＰ ＰＹＲＡ０３(クラス２)、ＳＩＣＲＡ

Ｍモジュールおよび５ｍまたは１０

ｍの接続ケーブルで構成されて

おり、ポータブル/データロガー測

定器本体に接続して使用します。

測定範囲

電源

出力

保存データ数

データ保存インターバル

本体寸法

本体重量

保護等級

０～２０００Ｗ/ｍ２

１.５Ｖ単三乾電池×３個

-

-

-

１４０×８８×３８mm

約１６０ｇ(電池含む)

ＩＰ６７

０～２０００Ｗ/ｍ２

１.５Ｖ単三乾電池×４個
ＡＣ１００Ｖアダプタ

ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ

合計３８,０００データ

１～３,６００秒可変

１８０×９０×４０mm

約４７０ｇ(電池含む)

ＩＰ６６

０～２０００Ｗ/ｍ２

１.５Ｖ単三乾電池×４個
ＡＣ１００Ｖアダプタ

ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ

３２,０００データ/ＣＨ

１～３,６００秒可変

２４５×１００×５０mm

約６００ｇ(電池含む)

ＩＰ６４

太陽電池や太陽光発電などの

評価・検査用として、０～２０００

Ｗ/ｍ２の日射量が直読出来ま

す。ロガー機能付の機種では

任意のデータ保存インターバ

ルで日射量の長期データロギ

ングが可能です。ポータブルの

ため、現場への持込み検査に

便利です。 

※型式の末尾“5/10”はケーブル長さを示しています。ご注文時に５ｍまたは１０ｍをご指定下さい。



PC1
PC2

Ｗｉ-Ｆｉ
Ｗｉ-Ｆｉ

Wireless Remote Sensing & Local Data Logging

９２０ＭＨｚ

無線
 計測・ログ

HD52.3D
２次元超音波風向風速計

測定範囲０～６０ｍ/ｓ、分解能０.０１ｍ/ｓ、
コンパス内蔵。日射量・気圧・温度・相対

湿度のオプションセンサが一体装備でき、
１台でコンパクトな気象ステーションを構成。

ヒータ機能追加で寒冷地使用にも適応。

HD2003
３次元超音波風向風速計
測定範囲０～７０ｍ/ｓ、分解能０.０１ｍ/ｓ、
コンパス内蔵。風向・風速・Ｕ-Ｖ-Ｗ要素・
音速・音響温度・温度・相対湿度・気圧測定。
ＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５、電流、電圧出力。ヒータ
機能のオプション追加が可能。

July  2017

デルタオームＨＤ３５シリーズは９２０ＭＨｚ帯無線通信を採用したデータ送
信＋データロギングシステムです。６０を超えるデータロガー機種により温度、
湿度、気圧、照度、日射量、ＵＶＡ、ＵＶＢ、ＵＶＣ、風速、ＣＯ２、ＣＯ、加速度、
雨量、土壌水分、葉表面水分など多岐にわたる物理量要素の測定データを
無線送信するとともにデータロガー（子機）内で長期データロギングします。
データロガーは内蔵の電池で約２年間動作※１するため、商用電源の得にく
い場所でも測定＋データロギング＋無線送信システムが構築できます。定格
無線通信距離は３００ｍですが、リピータの使用により距離はさらに延長でき
ます。アクセスポイント（親機）との通信は機種により、ＵＳＢ、ＲＳ４８５、Ｗｉ-Ｆｉ、
イーサネットが準備されています。
太陽光発電においては、省設計、省配線作業、省ケーブルコストを実現し、
遠隔モニタリングシステムとも親和性の高い計測システムを提供します。

ワイヤレスデータロギングシステム

HD35 シリーズ

約2年間
電池駆動※１

920MHz無線通信
接続ケーブル不要
約2年間電池駆動※１

全天日射量を含むデータロガー

には以下の機種があります：

HD35EDWRTC.J
⇒日射量

HD35EDW1NRTC.J
⇒日射量＋温湿度

HD35EDW7PRTC.J
⇒日射量＋パネル温度 / 気温

HD35EDW1N7PRTC. J
⇒日射量＋温湿度＋パネル温度 / 気温

HD35EDWRPTC.J
⇒日射量＋雨量

※１  ５秒サンプリング、３０秒毎送信
 リピータなしでの代表値。

 （条件により期間は異なります）

※２  二次標準、クラス１、クラス２すべての
 全天日射計が接続できます。

※３  すべてのデータロガーがオプションで

 ディスプレーを装備できます。

約2年間
電池駆動※１

920MHz
無線通信

920MHz無線通信

BEMS
農業
気象
工場
物流
輸送

太陽光発電

接続ケーブル不要

接続ケーブル不要

太陽光発電システムには超音波風向風速計も採用されています：

 

New 
  全天候型・ＬＴＥ対応・ＰｏＥ搭載、オールインワン 

 防水カメラシステム 
 

防水カメラルーターＳＣＲ１８００とネット  

ワークカメラを独自設計の取付け具で ➡ ルーター・カメラ一体型のＩＰ６６防水設計 

一体化させ、特に屋外使用に最適な、 ➡ ＰｏＥ×２ポート搭載でカメラ電源が不要 

ＰｏＥ×２ポート搭載の防水カメラシス ➡ ＬＴＥ対応、３０ｆｐｓのハイビジョン動画 

テムです。組合せるカメラはメーカー、 ➡ Ｓａｆｉｅ暗号プロトコルで低価格クラウド録画 

機種を問わず、パン・チルト・ズーム ➡ ＤＤＮＳ等でカメラへのリモート接続も可能 

機能付カメラの接続も可能です。 ➡ ＰＴＺ機能付カメラの組合せも可能 

ハイビジョン動画は暗号プロトコルで ➡ 動体、音声検知して、メール、スマホへ通知 

“Ｓａｆｉｅ”クラウドへ送り、監視、録画が ➡ 極めて簡単な取付けとカメラ通信初期設定 

できるほか、ＤＤＮＳ、ＶＰＮによる ➡ ＡＣ電源への接続ですぐに使用可能 

リモート接続も可能です。 

 


