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ＴＰ３２０７

ＨＤ３２.２.７.１

ＴＰ３２７５ ＨＰ３２０１

ＨＤ３２.２ＡＨＤ３２.２Ａ ＨＤ３２.２ＨＤ３２.２

ＷＢＧＴ指数計ＨＤ３２.２は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におＷＢＧＴ指数計ＨＤ３２.２は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外にお

けるＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）の表示、分析を行うための測定器です。けるＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）の表示、分析を行うための測定器です。

関連する標準は以下の通りです。関連する標準は以下の通りです。

ISO 7243:ISO 7243: Hot environments.  Estimation of the heat stress on working man, based Hot environments.  Estimation of the heat stress on working man, based 
on the WBGT Index (Wet bulb Globe temperature). on the WBGT Index (Wet bulb Globe temperature). （暑熱環境　–　暑熱環境　–　

ＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）に基づく作業者に対する熱ストレスの評価）ＷＢＧＴ指数（湿球黒球温度）に基づく作業者に対する熱ストレスの評価）

ISO 7726:ISO 7726: Ergonomics of the thermal environment – Instruments for measuring Ergonomics of the thermal environment – Instruments for measuring 
physical quantities. physical quantities. （温熱環境の人間工学　–　物理量測定用の計測器）（温熱環境の人間工学　–　物理量測定用の計測器）

ＨＤ３２.２は、ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブを接続する三つの入力を備えていまＨＤ３２.２は、ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブを接続する三つの入力を備えていま

す。ＳＩＣＲＡＭは測定器本体と接続されたセンサの間のインターフェースとして機能すす。ＳＩＣＲＡＭは測定器本体と接続されたセンサの間のインターフェースとして機能す

るモジュールで、センサのパラメータ、識別信号、校正データなどを測定器本体に送りるモジュールで、センサのパラメータ、識別信号、校正データなどを測定器本体に送り

ます。ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブは何れの入力にも接続でき、測定器本体のます。ＳＩＣＲＡＭモジュール付のプローブは何れの入力にも接続でき、測定器本体の

電源が入ると自動的に認識されます。電源が入ると自動的に認識されます。

測定器本体の主な特長：測定器本体の主な特長：
●    データロギング：　測定データを測定器本体に内蔵のメモリに保存できます。データロギング：　測定データを測定器本体に内蔵のメモリに保存できます。

データ保存容量は各入力に対して６７,６００データで、６４ブロックに分割されます。データ保存容量は各入力に対して６７,６００データで、６４ブロックに分割されます。

データロギングのインターバルは１５秒～１時間の任意の固定値で選択できます。データロギングのインターバルは１５秒～１時間の任意の固定値で選択できます。

●    データロギングの自動スタート・ストップ機能を備えていますデータロギングの自動スタート・ストップ機能を備えています

（スタート、ストップ時間を事前設定）。（スタート、ストップ時間を事前設定）。

● 測定器本体はクロック機能（日付および時間）を備えています。測定器本体はクロック機能（日付および時間）を備えています。

● ＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値の統計データが表示でき、これらの削除も可能です。ＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値の統計データが表示でき、これらの削除も可能です。

● データはＲＳ２３２Ｃシリアルポートから送出されます（ボーレート１２００～３８４００）。データはＲＳ２３２Ｃシリアルポートから送出されます（ボーレート１２００～３８４００）。

ＨＤ３２.２は以下の要素を同時に測定します。ＨＤ３２.２は以下の要素を同時に測定します。

● 黒球温度計温度　Ｔ黒球温度計温度　Ｔｇ　（プローブＴＰ３２７６.２またはＴＰ３２７５）　（プローブＴＰ３２７６.２またはＴＰ３２７５）

● 自然通風湿球温度　Ｔ自然通風湿球温度　Ｔｎ　（プローブＨＰ３２０１.２またはＨＰ３２０１）　（プローブＨＰ３２０１.２またはＨＰ３２０１）

● 環境温度　Ｔ　（プローブＴＰ３２０７.２またはＴＰ３２０７）環境温度　Ｔ　（プローブＴＰ３２０７.２またはＴＰ３２０７）

ＨＤ３２.２はプローブＴＰ３２０７.２、ＴＰ３２７６.２、ＨＰ３２０１.２またはＴＰ３２０７、ＴＰ３２７５、ＨＤ３２.２はプローブＴＰ３２０７.２、ＴＰ３２７６.２、ＨＰ３２０１.２またはＴＰ３２０７、ＴＰ３２７５、

ＨＰ３２０１によって測定された各要素の測定値に基づき、以下の指数を計算、表示しＨＰ３２０１によって測定された各要素の測定値に基づき、以下の指数を計算、表示し

ます。ます。

● ＷＢＧＴ（ｉｎ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射なしＷＢＧＴ（ｉｎ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射なし

● ＷＢＧＴ（ｏｕｔ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射ありＷＢＧＴ（ｏｕｔ）指数（湿球黒球温度）、太陽照射あり

■ＷＢＧＴ指数を高精度測定、ＲＳ２３２Ｃシリアル出力ＷＢＧＴ指数を高精度測定、ＲＳ２３２Ｃシリアル出力
■統計データのＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値を表示統計データのＭＡＸ、ＭＩＮおよび中間値を表示
■データ保存容量６７,６００、可変インターバル（１５秒～１時間）データ保存容量６７,６００、可変インターバル（１５秒～１時間）
■データロギングの自動スタート・ストップ機能データロギングの自動スタート・ストップ機能

ＴＰ３２７６.２

ＴＰ３２０７.２

ＨＤ３２.２ＨＤ３２.２

ＨＰ３２０１.２

ＨＰ３２０１.２
ＴＰ３２７６.２

ＴＰ３２０７.２

ＶＴＲＡＰ３０

ＨＤ３２.２.７.１

ＷＢＧＴ指数計ＷＢＧＴ指数計
ＷＢＧＴ指数計ＷＢＧＴ指数計  HD32.2 HD32.2
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ＨＤ３２.２ＨＤ３２.２
（ＷＢＧＴ）

ＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０ＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０
（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース

ＴＰ３２０７.２ＴＰ３２０７.２ 温度プローブ、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ温度プローブ、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ

ＴＰ３２７６.２ＴＰ３２７６.２ 黒球温度プローブ、黒球φ５０ｍｍ、ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ黒球温度プローブ、黒球φ５０ｍｍ、ステムφ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ

ＨＰ３２０１.２ＨＰ３２０１.２ 自然通風湿球プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ自然通風湿球プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ

ＨＤ３２.２ＡＨＤ３２.２Ａ
（ＷＢＧＴ）

ＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０ＨＤ３２.２本体、単３乾電池（４個）、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１０
（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース（ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書、アタッシュケース

ＴＰ３２０７ＴＰ３２０７ 温度プローブ、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ、ケーブル２ｍ温度プローブ、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ、ケーブル２ｍ

ＴＰ３２７５ＴＰ３２７５ 黒球温度プローブ、黒球φ１５０ｍｍ、ステムφ=１４ｍｍ、黒球温度プローブ、黒球φ１５０ｍｍ、ステムφ=１４ｍｍ、
Ｌ=１１０ｍｍ、ケーブル２ｍＬ=１１０ｍｍ、ケーブル２ｍ

ＨＰ３２０１ＨＰ３２０１ 自然通風湿球プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ、自然通風湿球プローブ、ステムφ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ、
ケーブル２ｍケーブル２ｍ

ＴＰ３２０４ＳＴＰ３２０４Ｓ 自然通風湿球プローブ、長期測定用、ケーブル２ｍ、自然通風湿球プローブ、長期測定用、ケーブル２ｍ、
蒸留水容量５００ｃｃ蒸留水容量５００ｃｃ

アクセサリ：

ＶＴＲＡＰ３０ＶＴＲＡＰ３０ ＨＤ３２.２、ＨＤ３２.３本体設置用三脚、最大高さ２８０ｍｍＨＤ３２.２、ＨＤ３２.３本体設置用三脚、最大高さ２８０ｍｍ

ＶＴＲＡＰ３２.２Ａ.３ＡＶＴＲＡＰ３２.２Ａ.３Ａ

三脚、ケーブル付プローブによる測定用三脚、ケーブル付プローブによる測定用

ＨＤ３２.２.７.１ＨＤ３２.２.７.１ プローブホルダー（プローブ４本保持、標準三脚取付け）プローブホルダー（プローブ４本保持、標準三脚取付け）

ＤｅｌｔａＬｏｇ１０ＤｅｌｔａＬｏｇ１０ 予備ソフトウェア（本体に１個標準付属）予備ソフトウェア（本体に１個標準付属）

ＨＤ２１１０/ＲＳＨＤ２１１０/ＲＳ 接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）‐Ｄサブ９極（ＰＣ側）コネクタ接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）‐Ｄサブ９極（ＰＣ側）コネクタ

ＨＤ２１１０/ＵＳＢＨＤ２１１０/ＵＳＢ 接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）‐ＵＳＢ２.０（ＰＣ側）コネクタ接続ケーブル、Ｍ１２（本体側）‐ＵＳＢ２.０（ＰＣ側）コネクタ

ＡＣ-ＰＴＳ-１２ＶＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給

ＡＱＣＡＱＣ 蒸留水（２００ｃｃ）蒸留水（２００ｃｃ）

ＨＤ４０.１ＨＤ４０.１ シリアル入力サーマルプリンタ、記録紙幅５７ｍｍシリアル入力サーマルプリンタ、記録紙幅５７ｍｍ
（ケーブルＨＤ２１１０/ＲＳ使用）（ケーブルＨＤ２１１０/ＲＳ使用）

ＢＡＴ‐４０ＢＡＴ‐４０ 予備充電池、温度センサ内蔵予備充電池、温度センサ内蔵

ＲＣＴＲＣＴ 予備感熱記録紙ロール、紙幅５７ｍｍ、ロール直径３２ｍｍ予備感熱記録紙ロール、紙幅５７ｍｍ、ロール直径３２ｍｍ

■プローブのテクニカルデータプローブのテクニカルデータ

■ご注文コードご注文コード

ＴＰ３２７５およびＴＰ３２７６.２　温度プローブＴＰ３２７５およびＴＰ３２７６.２　温度プローブ

センサタイプセンサタイプ Ｐｔ１００Ｐｔ１００

測定範囲測定範囲 -３０～＋１２０℃-３０～＋１２０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

温度ドリフト（２０℃にて）温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

長期安定性長期安定性 ０.１℃/年０.１℃/年

接続接続 ８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、
ケーブルＬ=２ｍ（ＴＰ３２７５のみ）ケーブルＬ=２ｍ（ＴＰ３２７５のみ）

黒球外形寸法黒球外形寸法 φ=１５０ｍｍ（ＴＰ３２７５）、φ=１５０ｍｍ（ＴＰ３２７５）、
φ=５０ｍｍ（ＴＰ３２７６.２）φ=５０ｍｍ（ＴＰ３２７６.２）

ステム外形寸法ステム外形寸法 φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ（ＴＰ３２７５）、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ（ＴＰ３２７５）、
φ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ（ＴＰ３２７６.２）φ=８ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ（ＴＰ３２７６.２）

応答時間T応答時間T９５９５
（注）（注） １５ 分１５ 分

ＴＰ３２０７およびＴＰ３２０７.２　温度プローブＴＰ３２０７およびＴＰ３２０７.２　温度プローブ

センサタイプセンサタイプ Ｐｔ１００Ｐｔ１００

測定範囲測定範囲 -４０～＋１００℃-４０～＋１００℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

精度精度 １/３ＤＩＮ１/３ＤＩＮ

温度ドリフト（２０℃にて）温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

長期安定性長期安定性 ０.１℃/年０.１℃/年

接続接続 ８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、
ケーブルＬ=２ｍ（ＴＰ３２０７のみ）ケーブルＬ=２ｍ（ＴＰ３２０７のみ）

外形寸法外形寸法 φ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ（ＴＰ３２０７）、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１４０ｍｍ（ＴＰ３２０７）、
φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ（ＴＰ３２０７.２）φ=１４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ（ＴＰ３２０７.２）

応答時間T応答時間T９５９５
（注）（注） １５ 分１５ 分

ＨＰ３２０１およびＨＰ３２０１.２　自然通風湿球プローブＨＰ３２０１およびＨＰ３２０１.２　自然通風湿球プローブ

センサタイプセンサタイプ Ｐｔ１００Ｐｔ１００

測定範囲測定範囲 ４～８０℃４～８０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

精度精度 クラスＡクラスＡ

温度ドリフト（２０℃にて）温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

長期安定性長期安定性 ０.１℃/年０.１℃/年

接続接続 ８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、
ケーブルＬ=２ｍ（ＨＰ３２０１のみ）ケーブルＬ=２ｍ（ＨＰ３２０１のみ）

ステム外形寸法ステム外形寸法 φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ（ＨＰ３２０１）、φ=１４ｍｍ、Ｌ=１１０ｍｍ（ＨＰ３２０１）、
φ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ（ＨＰ３２０１.２）φ=１４ｍｍ、Ｌ=１７０ｍｍ（ＨＰ３２０１.２）

編み布長さ編み布長さ 約１０ｃｍ約１０ｃｍ

タンク容量・寿命タンク容量・寿命 １５ｃｃ、５０％ＲＨ、２３℃にて約９６時間１５ｃｃ、５０％ＲＨ、２３℃にて約９６時間

応答時間T応答時間T９５９５
（注）（注） １５分１５分

ＴＰ３２０４Ｓ　自然通風湿球プローブＴＰ３２０４Ｓ　自然通風湿球プローブ

センサタイプセンサタイプ Ｐｔ１００Ｐｔ１００

測定範囲測定範囲 ４～８０℃４～８０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

精度精度 クラスＡクラスＡ

温度ドリフト（２０℃にて）温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

長期安定性長期安定性 ０.１℃/年０.１℃/年

接続接続 ８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、ケーブルＬ=２ｍ８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ、ケーブルＬ=２ｍ

外形寸法（タンク＋ボトル）外形寸法（タンク＋ボトル） Ｌ１４０×Ｗ６５×Ｈ１７８.５ｍｍＬ１４０×Ｗ６５×Ｈ１７８.５ｍｍ

編み布長さ編み布長さ 約１０ｃｍ約１０ｃｍ

タンク容量・寿命タンク容量・寿命 ５００ｃｃ、４０℃にて約１５日間５００ｃｃ、４０℃にて約１５日間

応答時間T応答時間T９５９５
（注）（注） １５分１５分

ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）は労働環境における熱への暴露を評価するために使用されるＷＢＧＴ（湿球黒球温度）は労働環境における熱への暴露を評価するために使用される

指標のひとつです。この指標は、特定の作業に相当する代謝消費（代謝率）に関連して、そ指標のひとつです。この指標は、特定の作業に相当する代謝消費（代謝率）に関連して、そ

の値を超えた場合に熱ストレスを発生させる指数です。の値を超えた場合に熱ストレスを発生させる指数です。

ＷＢＧＴ指数は自然湿球温度計による温度ＷＢＧＴ指数は自然湿球温度計による温度ｔｎｗに、黒球温度計による温度に、黒球温度計による温度ｔｇ、そして、場、そして、場

合により、空気温度合により、空気温度ｔａを組み合わせて計算される値で、以下の計算式によって得られます。を組み合わせて計算される値で、以下の計算式によって得られます。

● ● 太陽照射のない屋内または屋外太陽照射のない屋内または屋外

    ＷＢＧＴ    ＷＢＧＴｃｌｏｓｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｃｌｏｓｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　（閉鎖・屋内環境） = ０.７　（閉鎖・屋内環境） = ０.７ｔｎｗ ＋ ０.３ ＋ ０.３ｔｇ

● ● 太陽照射のある屋外太陽照射のある屋外

    ＷＢＧＴ    ＷＢＧＴｏｕｔｓｉｄｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｏｕｔｓｉｄｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　（屋外環境） = ０.７　（屋外環境） = ０.７ｔｎｗ ＋ ０.２ ＋ ０.２ｔｇ ＋ ０.１＋ ０.１ｔａ

　　 ｔｎｗ  = 自然湿球温度= 自然湿球温度

ｔｇ    = 黒球温度= 黒球温度

ｔａ    = 空気温度= 空気温度

測定、計算されたＷＢＧＴ指数データは当該の規格・標準に規定された基準値と比較し、測定、計算されたＷＢＧＴ指数データは当該の規格・標準に規定された基準値と比較し、

以下の対策をとらなければなりません。以下の対策をとらなければなりません。

・評価された作業環境の熱ストレスを直接に除去する。・評価された作業環境の熱ストレスを直接に除去する。

・熱ストレスの詳細分析を行う。・熱ストレスの詳細分析を行う。

ＷＢＧＴ指数の測定には以下のプローブが必要です。ＷＢＧＴ指数の測定には以下のプローブが必要です。

● 自然通風湿球プローブＨＰ３２０１.２（またはＨＰ３２０１） 自然通風湿球プローブＨＰ３２０１.２（またはＨＰ３２０１）

● 黒球温度プローブＴＰ３２７６.２（またはＴＰ３２７５） 黒球温度プローブＴＰ３２７６.２（またはＴＰ３２７５）

● 乾球温度プローブＴＰ３２０７.２（またはＴＰ３２０７）（太陽照射のある場合の測定） 乾球温度プローブＴＰ３２０７.２（またはＴＰ３２０７）（太陽照射のある場合の測定）

ＷＢＧＴ指数を測定する際の、参照すべき標準は以下のものです。ＷＢＧＴ指数を測定する際の、参照すべき標準は以下のものです。

ＩＳＯ７７２６、ＩＳＯ７２４３ＩＳＯ７７２６、ＩＳＯ７２４３

外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） １８５×９０×４０ｍｍ１８５×９０×４０ｍｍ

重量重量 ４７０ｇ（電池を含む）４７０ｇ（電池を含む）

ハウジング材質ハウジング材質 ＡＢＳ樹脂、ラバーＡＢＳ樹脂、ラバー

ディスプレーディスプレー バックライト付１６０×１６０ドットマトリックス、可視部５２×４２バックライト付１６０×１６０ドットマトリックス、可視部５２×４２
ｍｍｍｍ

動作温度動作温度 -５～＋５０℃-５～＋５０℃

保管温度保管温度 -２５～＋６５℃-２５～＋６５℃

動作湿度動作湿度 ０～９０％ＲＨ、結露なきこと０～９０％ＲＨ、結露なきこと

保護等級保護等級 ＩＰ６４ＩＰ６４

測定器本体の精度測定器本体の精度 ±１ｄｉｇｉｔ（２０℃にて）±１ｄｉｇｉｔ（２０℃にて）

乾電池乾電池 １.５Ｖ単３乾電池×４個１.５Ｖ単３乾電池×４個

電池寿命電池寿命 ２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）

ＡＣ電源ＡＣ電源 ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）

電源ＯＦＦ時の消費電流電源ＯＦＦ時の消費電流 ＜４５μＡ＜４５μＡ

データの保存データの保存 無期限に保存無期限に保存

接続（ＳＩＣＲＡＭ接続（ＳＩＣＲＡＭ
モジュール付プローブ入力）モジュール付プローブ入力）

８極ＤＩＮ４５３２６オスコネクタ×３箇所８極ＤＩＮ４５３２６オスコネクタ×３箇所

ＵＳＢインターフェースＵＳＢインターフェース

タイプタイプ １.１/２.０（電気的絶縁）１.１/２.０（電気的絶縁）

接続接続 ＭｉｎｉＵＳＢコネクタＭｉｎｉＵＳＢコネクタ

ボーレートボーレート ４６０８００４６０８００

ＲＳ２３２ＣシリアルインターフェースＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース

ピンピン 接続Ｍ１２-８極接続Ｍ１２-８極

タイプタイプ ＲＳ２３２Ｃ（ＥＩＡ/ＴＩＡ５７４電気的絶縁)ＲＳ２３２Ｃ（ＥＩＡ/ＴＩＡ５７４電気的絶縁)

ボーレートボーレート １２００～３８４００１２００～３８４００

データビットデータビット ８

パリティパリティ なしなし

ストップビットストップビット １

フロー制御フロー制御 Ｘｏｎ/ＸｏｆｆＸｏｎ/Ｘｏｆｆ

ケーブル長ケーブル長 最大１５ｍ最大１５ｍ

メモリメモリ ６４分割６４分割

保存容量保存容量 各入力（３入力）に対して６７,６００データ各入力（３入力）に対して６７,６００データ

データ保存インターバルデータ保存インターバル １５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間から選択１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間から選択

データ保存データ保存
インターバルインターバル

データ保存容量データ保存容量
（時間）（時間）

データ保存データ保存
インターバルインターバル

データ保存容量データ保存容量
（時間）（時間）

１５秒１５秒 約１１日と１７時間約１１日と１７時間 １０分１０分 約１年と１０４日間約１年と１０４日間

３０秒３０秒 約２３日と１１時間約２３日と１１時間 １５分１５分 約１年と３３９日間約１年と３３９日間

１分１分 約４６日と２２時間約４６日と２２時間 ２０分２０分 約２年と２０８日間約２年と２０８日間

２分２分 約９３日と２１時間約９３日と２１時間 ３０分３０分 約３年と３１３日間約３年と３１３日間

５分５分 約２３４日と１７時間約２３４日と１７時間 １時間１時間 約７年と２６１日間約７年と２６１日間

■ＷＢＧＴＷＢＧＴ ■測定器本体のテクニカルデータ測定器本体のテクニカルデータ


