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Precision Integrating Sound Level Meters – Frequency Analyzers – CalibratorsPrecision Integrating Sound Level Meters – Frequency Analyzers – Calibrators
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●  ●  機能■■各機種の概要

積分型騒音計 ＨＤ２０１０ＵＣ積分型騒音計 ＨＤ２０１０ＵＣ

●●   技術規則

●  ●  用途

■全モデルで騒音レベルの統計的分析全モデルで騒音レベルの統計的分析

ＵＣ/Ａ、Ｌでスペクトル分析、データロギングＵＣ/Ａ、Ｌでスペクトル分析、データロギング

■多様なオプションによる機能の拡張多様なオプションによる機能の拡張

■個々のアプリケーション向けのソフトウェアモジュール個々のアプリケーション向けのソフトウェアモジュール

■ＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓ®ＯＳインターフェースＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏＯＳインターフェースＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ

積分型騒音計
ＨＤ２０１０ＵＣ、ＨＤ２０１０ＵＣ/A、ＨＤ２１１０ＬＨＤ２０１０ＵＣ、ＨＤ２０１０ＵＣ/A、ＨＤ２１１０Ｌ

積分型騒音計 HD2010UCHD2010UC
積分型騒音計 - スペクトル分析器積分型騒音計 - スペクトル分析器 HD2010UC/AHD2010UC/A

積分型騒音計 - ハイエンドスペクトル分析器積分型騒音計 - ハイエンドスペクトル分析器 HD2110LHD2110L
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●  ●  入出力

●  ●  オプション、アクセサリ：オプション、アクセサリ：
ＨＤ２０１０ＭＣ ｃａｒｄ ｒｅａｄｅｒ （オプション“Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｌｏｇｇｅｒ”（アドバンストデーＨＤ２０１０ＭＣ ｃａｒｄ ｒｅａｄｅｒ （オプション“Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｌｏｇｇｅｒ”（アドバンストデー

タロガー）が必要）タロガー）が必要）

オプションＨＤ２０１０.Ｏ２“Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｌｏｇｇｅｒ”（アドバンストデータロガー）オプションＨＤ２０１０.Ｏ２“Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｌｏｇｇｅｒ”（アドバンストデータロガー）

オプションＨＤ２０１０.ＯＲ“Ｈｅａｔｅｄ ｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ”（加熱プリアンプ）オプションＨＤ２０１０.ＯＲ“Ｈｅａｔｅｄ ｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ”（加熱プリアンプ）

積分型騒音計 - スペクトル分析器 ＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ積分型騒音計 - スペクトル分析器 ＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ

●  ●  技術規則

●  ●  用途

●  ●  機能機能



4SAKAKI CORPORATION

●  ●  入出力

●  ●  オプション、アクセサリ：オプション、アクセサリ：
ＨＤ２０１０ＭＣ ｒｅａｄｅｒＨＤ２０１０ＭＣ ｒｅａｄｅｒ

オプション“Ｔｈｉｒｄ Ｏｃｔａｖｅ”（１/３オクターブ）ＨＤ２０１０.Ｏ１オプション“Ｔｈｉｒｄ Ｏｃｔａｖｅ”（１/３オクターブ）ＨＤ２０１０.Ｏ１

オプション“Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ”（残響時間）ＨＤ２０１０.Ｏ４オプション“Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ”（残響時間）ＨＤ２０１０.Ｏ４

オプション“Ｈｅａｔｅｄ ｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ”（加熱プリアンプ）ＨＤ２０１０.ＯＲオプション“Ｈｅａｔｅｄ ｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ”（加熱プリアンプ）ＨＤ２０１０.ＯＲ

積分型騒音計 -  ハイエンドスペクトル分析器積分型騒音計 -  ハイエンドスペクトル分析器
ＨＤ２１１０ＬＨＤ２１１０Ｌ

●  ●  技術規則

●  ●  特徴

●  ●  用途

●  ●  入出力入出力

●  ●  機能

取得

ダイナミック機能ダイナミック機能

スペクトル分析スペクトル分析

統計的分析統計的分析

アナログ入力/出力アナログ入力/出力
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校正

診断

ＰＣ接続ＰＣ接続

残響時間残響時間

●  ●  アプリケーションアプリケーション

環境騒音

作業者保護作業者保護

ＳＬＭ画面ＳＬＭ画面

オクターブバンドスペクトルオクターブバンドスペクトル

ＦＦＴ狭帯域スペクトルＦＦＴ狭帯域スペクトル

（オプションＨＤ２１１０.Ｏ６）（オプションＨＤ２１１０.Ｏ６）

スペクトル分析： 百分率レベルグラフスペクトル分析： 百分率レベルグラフ

プロファイル画面プロファイル画面

１/３オクターブバンドスペクトル１/３オクターブバンドスペクトル

（オプションＨＤ２１１０.Ｏ１）（オプションＨＤ２１１０.Ｏ１）

スペクトル分析： 確率分布グラフスペクトル分析： 確率分布グラフ
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ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ３：　“Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”（防音）モジュールＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ３：　“Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”（防音）モジュール■■ＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓ®ＯＳ用ソフトウェアＯＳ用ソフトウェア

●●   ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ

●  ●  各用途向けソフトウェアモジュール各用途向けソフトウェアモジュール

ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ１：　“Ｗｏｒｋｅｒｓ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ”（作業者保護）モジュールＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ１：　“Ｗｏｒｋｅｒｓ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ”（作業者保護）モジュール

ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ２Ａ：　“Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ”（音響汚染）モジュールＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ２Ａ：　“Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ”（音響汚染）モジュール
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ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ４：　“Ｍｏｎｉｔｏｒ”（モニタ）モジュールＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ４：　“Ｍｏｎｉｔｏｒ”（モニタ）モジュール

ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ５：　“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｎｏｉｓｅ”（環境騒音）モジュールＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ ＮＳ５：　“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｎｏｉｓｅ”（環境騒音）モジュール

■■ご注文コードご注文コード

騒音計本体

キャリブレータキャリブレータ

ＨＤ２０１０ＵＣ オプションＨＤ２０１０ＵＣ オプション

ＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ オプションＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ オプション

ＨＤ２１１０Ｌ オプションＨＤ２１１０Ｌ オプション
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共通アクセサリ共通アクセサリ

ＨＤ２０１０ＵＣ アクセサリＨＤ２０１０ＵＣ アクセサリ

ＨＤ２０１０ＵＣ／Ａ アクセサリＨＤ２０１０ＵＣ／Ａ アクセサリ

ＨＤ２１１０Ｌ アクセサリＨＤ２１１０Ｌ アクセサリ

ソフトウェアソフトウェア

ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ複合パッケージ：ＮｏｉｓｅＳｔｕｄｉｏ複合パッケージ：
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■■テクニカルデータテクニカルデータ

ＨＤ２０１０ＵＣＨＤ２０１０ＵＣ ＨＤ２０１０ＵＣ/ＡＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ ＨＤ２１１０ＬＨＤ２１１０Ｌ

適用標準・規格

１/２インチ１/２インチ

マイクロフォンマイクロフォン

ダイナミックレンジダイナミックレンジ

リニアレンジリニアレンジ

音響パラメータ音響パラメータ

周波数重み付け

一時的重み付け

積分

スペクトル分析スペクトル分析

可聴性

統計的分析

イベント分析イベント分析

残響時間



10SAKAKI CORPORATION

ＨＤ２０１０ＵＣＨＤ２０１０ＵＣ ＨＤ２０１０ＵＣ/ＡＨＤ２０１０ＵＣ/Ａ ＨＤ２１１０ＬＨＤ２１１０Ｌ

プロファイルデータのプロファイルデータの

ロギングロギング

スペクトルデータスペクトルデータ

ロギングロギング

ディスプレーディスプレー

メモリメモリ

入力/出力

ＰＣプログラムＰＣプログラム

動作条件

電源

外形寸法および重量外形寸法および重量
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Ｆｉｇ.２Ｆｉｇ.２

Ｆｉｇ.１Ｆｉｇ.１

●　 

●　 

●　 

●　 

●　 

■■制御電子回路制御電子回路

■■テクニカルデータテクニカルデータ

適合規格

対象マイクロフォン対象マイクロフォン

周波数

周波数許容差

音圧レベル音圧レベル

基準条件

安定化時間

発生音圧の全歪み

温度、湿度影響温度、湿度影響

静圧影響

短期間安定性

長期非安定性（１年）長期非安定性（１年）

動作温度

動作湿度

保存温度

保存湿度

マイクロフォン等体積マイクロフォン等体積

電源供給

ＤＣ９Ｖ電池寿命ＤＣ９Ｖ電池寿命

オートパワーオフオートパワーオフ

ディスプレーディスプレー

時間/日付表示

ケース材質ケース材質

外形寸法

重量

ＩＰ保護等級ＩＰ保護等級

電磁界影響

■■構造

■ＩＥＣ６０９４２-２００３ クラス１、ＡＮＳＩ Ｓ１.４０-１９８４準拠ＩＥＣ６０９４２-２００３ クラス１、ＡＮＳＩ Ｓ１.４０-１９８４準拠

■１/２インチマイクロフォン騒音計を校正１/２インチマイクロフォン騒音計を校正

■周波数１０００Ｈｚ、音圧レベル９４ｄＢおよび１１４ｄＢ周波数１０００Ｈｚ、音圧レベル９４ｄＢおよび１１４ｄＢ

■大気圧補正が不要

■■ご注文コードご注文コード

ＨＤ２０２０ＨＤ２０２０

騒音計キャリブレータ騒音計キャリブレータ HD2020HD2020
騒音計キャリブレータ騒音計キャリブレータ



ＡＣＣＲＥＤＩＡ校正センターＮｏ.１２４ＡＣＣＲＥＤＩＡ校正センターＮｏ.１２４

　ＥＡ（欧州認定協力機構）　ＥＡ（欧州認定協力機構）

　ＡＦ（国際認定フォーラム）　ＡＦ（国際認定フォーラム）

　ＭＲＡ（相互認証取り決め）加盟　ＭＲＡ（相互認証取り決め）加盟

温度温度

湿度湿度

圧力圧力

風速風速

音響音響

光・放射照度光・放射照度

デルタオーム社日本総輸入発売元デルタオーム社日本総輸入発売元

株式会社サカキコーポレーション株式会社サカキコーポレーション
〒558-0032大阪市住吉区遠里小野５丁目１０番２５号〒558-0032大阪市住吉区遠里小野５丁目１０番２５号

電話06-6608-7800　ＦＡＸ06-6608-7799電話06-6608-7800　ＦＡＸ06-6608-7799


