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HD2003.77/40

M6x12

40 mm

ＨＤ２０１３-ＤＢは雨量のトレンドデータを取得し保存することを目的に開ＨＤ２０１３-ＤＢは雨量のトレンドデータを取得し保存することを目的に開

発されたデータロガーです。ＨＤ２０１３-ＤＢは内蔵の長寿命リチウム電池発されたデータロガーです。ＨＤ２０１３-ＤＢは内蔵の長寿命リチウム電池

と大容量メモリにより、長期間のデータ記録を可能にしています。内蔵のリと大容量メモリにより、長期間のデータ記録を可能にしています。内蔵のリ

チウム電池が消耗した場合は汎用のアルカリ電池（３個、ＨＤ２０１３-ＤＢにチウム電池が消耗した場合は汎用のアルカリ電池（３個、ＨＤ２０１３-ＤＢに

は付属なし）との交換も可能で、ユーザーにとって非常に便利です。は付属なし）との交換も可能で、ユーザーにとって非常に便利です。

バックライト付のディスプレーには異なる時間インターバルでのリアルタイムバックライト付のディスプレーには異なる時間インターバルでのリアルタイム

の雨量が表示されます。の雨量が表示されます。

一般的な押しボタンではなくリードリレーを採用したことにより、データロ一般的な押しボタンではなくリードリレーを採用したことにより、データロ

ガーは完全防水です。リードリレーは、データロガーのケースにストラップでガーは完全防水です。リードリレーは、データロガーのケースにストラップで

繋がれたアルミハンドルの先端に付けられたマグネットで動作します。使用繋がれたアルミハンドルの先端に付けられたマグネットで動作します。使用

しないときはマグネット付のバーはホルダーに収納しておきます。しないときはマグネット付のバーはホルダーに収納しておきます。

ウェブサイトからダウンロードできるソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒにより、ウェブサイトからダウンロードできるソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒにより、

データロガーのパラメータの設定、ロガーが取得した測定値のリアルタイムデータロガーのパラメータの設定、ロガーが取得した測定値のリアルタイム

表示、ＰＣへのデータダウンロード、保存データの加工などが可能です。ＰＣ表示、ＰＣへのデータダウンロード、保存データの加工などが可能です。ＰＣ

へは、ロガーケースの底部にあるＭ１２ネジＲＳ２３２Ｃ８極シリアルコネクタへは、ロガーケースの底部にあるＭ１２ネジＲＳ２３２Ｃ８極シリアルコネクタ

で接続します。で接続します。

ＨＤ２０１３-ＤＢは常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）出力を備えＨＤ２０１３-ＤＢは常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）出力を備え

た一般的な雨量計に接続できます。た一般的な雨量計に接続できます。

ディスプレーのオートパワーオフ機能は電池の消耗を低減し、電池寿命ディスプレーのオートパワーオフ機能は電池の消耗を低減し、電池寿命

の延長に役立ちます。ロガー前面のＬＥＤによって、ディスプレー表示がＯＦの延長に役立ちます。ロガー前面のＬＥＤによって、ディスプレー表示がＯＦ

Ｆのときのデータロガーの動作状態がチェックできます。ＬＥＤは雨量計のＦのときのデータロガーの動作状態がチェックできます。ＬＥＤは雨量計の

接点が切替わったときにその色を変えます。これによって、雨量計の転倒接点が切替わったときにその色を変えます。これによって、雨量計の転倒

ますが空になった後、正しく安定した位置に復帰したことが確認できます。ますが空になった後、正しく安定した位置に復帰したことが確認できます。

■長寿命リチウム電池（約５年）長寿命リチウム電池（約５年） ■０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルス０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルス
■大容量メモリによるデータ保存大容量メモリによるデータ保存 ■二段バックライト付ＬＣＤ二段バックライト付ＬＣＤ

ＨＤ２０１３‐ＤＢＨＤ２０１３‐ＤＢ 雨量計データロガー、バックライト付ＬＣＤ、 大３２,２５５雨量計データロガー、バックライト付ＬＣＤ、 大３２,２５５
データ保存、分解能０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルス設定可データ保存、分解能０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルス設定可
能、絶縁タイプＲＳ２３２Ｃシリアル出力、保護等級ＩＰ６７、能、絶縁タイプＲＳ２３２Ｃシリアル出力、保護等級ＩＰ６７、
塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（ＢＡＴ-２０１３Ｄ）電池（ＢＡＴ-２０１３Ｄ
Ｂ）、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（ウェブサイトからダウＢ）、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（ウェブサイトからダウ
ンロード）、４極メスコネクタ（ＦＣＭ１２.４）標準付属。ンロード）、４極メスコネクタ（ＦＣＭ１２.４）標準付属。
φ４０ｍｍ支柱取付け用クランプ（ＨＤ２００３.７７/４０）、φ４０ｍｍ支柱取付け用クランプ（ＨＤ２００３.７７/４０）、
ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（予備ＣＤ-ＲＯＭ）、雨量ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（予備ＣＤ-ＲＯＭ）、雨量
計接続用ケーブル（ＣＰ２０１３-ＤＢ）、ＰＣ接続用ケーブル計接続用ケーブル（ＣＰ２０１３-ＤＢ）、ＰＣ接続用ケーブル
ＨＤ２１１０ＲＳ（ＲＳ２３２Ｃ）またはＣＰ２５（ＵＳＢ）は別売。ＨＤ２１１０ＲＳ（ＲＳ２３２Ｃ）またはＣＰ２５（ＵＳＢ）は別売。

ＣＰ２０１３‐ＤＢＣＰ２０１３‐ＤＢ 雨量計接続用ケーブル、Ｌ=１ｍ、片側４極コネクタ、片側雨量計接続用ケーブル、Ｌ=１ｍ、片側４極コネクタ、片側
切放し。切放し。

ＨＤ２１１０ＲＳＨＤ２１１０ＲＳ シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：
９極Ｄサブメスコネクタ（ＰＣ・ＲＳ２３２Ｃポート側）。９極Ｄサブメスコネクタ（ＰＣ・ＲＳ２３２Ｃポート側）。

ＣＰ２５ＣＰ２５ シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：
ＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）、ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢコンバータ内蔵。ＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）、ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢコンバータ内蔵。

ＨＤ２００３.７７/４０ＨＤ２００３.７７/４０ データロガーのφ４０ｍｍ雨量計支柱取付け用クランプ。データロガーのφ４０ｍｍ雨量計支柱取付け用クランプ。

ＢＡＴ-２０１３ＤＢＢＡＴ-２０１３ＤＢ ３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（充電不）電池（充電不
可）、単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４可）、単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４
２極コネクタ。２極コネクタ。

ＦＣＭ１２.４ＦＣＭ１２.４ 予備４極Ｍ１２メスコネクタ、１ｍ以上の長尺ケーブル用。予備４極Ｍ１２メスコネクタ、１ｍ以上の長尺ケーブル用。

ＦＣＭ１２.８ＦＣＭ１２.８ 予備８極Ｍ１２メスコネクタ、データロガーのＰＣ接続用。予備８極Ｍ１２メスコネクタ、データロガーのＰＣ接続用。

供給電源供給電源

内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（充電不可）、）電池（充電不可）、
単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４ ２極コネクタ単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４ ２極コネクタ
※ 内蔵Ｌｉ-ＳＯＣｌ※ 内蔵Ｌｉ-ＳＯＣｌ２消耗時、１.５Ｖアルカリ電池×３個の使用が消耗時、１.５Ｖアルカリ電池×３個の使用が

可能（データロガーには付属せず）。可能（データロガーには付属せず）。

記録イベント記録イベント 常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）

分解能分解能 ０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルスまで設定可能０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルスまで設定可能

保存容量保存容量
３２,２５５データ３２,２５５データ
（０.２ｍｍ/パルス分解能で雨量６４５１ｍｍに相当）（０.２ｍｍ/パルス分解能で雨量６４５１ｍｍに相当）
不揮発性メモリ、循環メモリ管理不揮発性メモリ、循環メモリ管理

ＰＣインターフェースＰＣインターフェース ＲＳ２３２Ｃシリアルポート（絶縁）-１１５２００ｂａｕｄＲＳ２３２Ｃシリアルポート（絶縁）-１１５２００ｂａｕｄ

ディスプレーディスプレー バックライト付二段ＬＣＤバックライト付二段ＬＣＤ

ディスプレー表示ディスプレー表示
カウンタリセット後のｍｍ単位雨量カウンタリセット後のｍｍ単位雨量

新１、４、２４、４８、７２時間および９６時間のｍｍ単位雨量新１、４、２４、４８、７２時間および９６時間のｍｍ単位雨量

表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ
雨量計接点が開のとき赤色で点滅雨量計接点が開のとき赤色で点滅

雨量計接点が閉のとき緑色で点滅雨量計接点が閉のとき緑色で点滅

電池寿命電池寿命

内蔵塩化チオニルリチウム電池、連続使用にて約５年間。内蔵塩化チオニルリチウム電池、連続使用にて約５年間。

但し、ＬＣＤディスプレーのバックライトが１日当り１０分間程度但し、ＬＣＤディスプレーのバックライトが１日当り１０分間程度

点灯する代表的な動作モードにて。点灯する代表的な動作モードにて。

※２２００ｍＡｈアルカリ電池×３個、連続使用にて約１８ヶ月。※２２００ｍＡｈアルカリ電池×３個、連続使用にて約１８ヶ月。

動作温度動作温度 -３０～＋６０℃-３０～＋６０℃

保護等級保護等級 ＩＰ６７、コネクタを含むＩＰ６７、コネクタを含む

データロガーのハウジングはＩＰ６７のデータロガーのハウジングはＩＰ６７の

保護等級を持っており壁掛け取付け保護等級を持っており壁掛け取付け

が可能です。雨量計と共に地表からが可能です。雨量計と共に地表から

浮かせて取付ける場合は、クランプ浮かせて取付ける場合は、クランプ

型式ＨＤ２００３.７７/４０を使用して、型式ＨＤ２００３.７７/４０を使用して、

雨量計の支柱に固定して下さい。支雨量計の支柱に固定して下さい。支

柱の直径は４０ｍｍです。柱の直径は４０ｍｍです。

■取付けおよび接続取付けおよび接続

マグネットスイッチ
クランプＨＤ２００３.７７/４０ Ｆｉｇ.１ ＨＤ２００３.７７/４０での取付け

■テクニカルデータテクニカルデータ ■ご注文コードご注文コード

雨量計データロガー雨量計データロガー
雨量計データロガー雨量計データロガー  HD2013-DB HD2013-DB
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STATUS

HD2013-DB
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ふたつのコネクタがデータロガーハウジングの底部に位置しています。ひとつは雨量計接ふたつのコネクタがデータロガーハウジングの底部に位置しています。ひとつは雨量計接

続用の４極Ｍ１２オスコネクタ、もう一方はＰＣ接続用の８極Ｍ１２オスコネクタです。ふたつ続用の４極Ｍ１２オスコネクタ、もう一方はＰＣ接続用の８極Ｍ１２オスコネクタです。ふたつ

のコネクタの配置はデータロガー前面マスクにも表示されています。のコネクタの配置はデータロガー前面マスクにも表示されています。

■過電圧保護：■過電圧保護：

ハウジングの背面に雨量計支柱固定用クランプが既に取付けられて供給されるデータロハウジングの背面に雨量計支柱固定用クランプが既に取付けられて供給されるデータロ

ガーには、クランプに接続された、内蔵の過電圧保護デバイスが備わっています。過電圧ガーには、クランプに接続された、内蔵の過電圧保護デバイスが備わっています。過電圧

保護デバイスを正しく働かせるためにはクランプが固定される支柱を必ず接地しなけれ保護デバイスを正しく働かせるためにはクランプが固定される支柱を必ず接地しなけれ

ばなりません。ばなりません。

■キーボード：■キーボード：

データロガーを管理するふたつの機能キーはふたつのリードリレー接点で形成されていデータロガーを管理するふたつの機能キーはふたつのリードリレー接点で形成されてい

ます。これらのリードリレー接点はデータロガーとともに供給されるマグネットで外部から操ます。これらのリードリレー接点はデータロガーとともに供給されるマグネットで外部から操

作できます。データロガーの前面マスク上に、ふたつの赤丸のエリアがそれぞれ“ＥＮＴＥＲ”作できます。データロガーの前面マスク上に、ふたつの赤丸のエリアがそれぞれ“ＥＮＴＥＲ”

の文字と▲/▼のシンボルの上に示されています。これらのエリアがデータロガーを操作すの文字と▲/▼のシンボルの上に示されています。これらのエリアがデータロガーを操作す

るためにマグネットを置く位置です。マグネットをしばらくこの赤丸のエリアに置き、離すことるためにマグネットを置く位置です。マグネットをしばらくこの赤丸のエリアに置き、離すこと

がボタンを押す動作と同じになります。以下の取扱い説明文では、便宜的にこのマグネッがボタンを押す動作と同じになります。以下の取扱い説明文では、便宜的にこのマグネッ

トの着脱動作を“ＥＮＴＥＲボタンを押す”、“▲/▼ボタンを押す”と表記しています。使用後、トの着脱動作を“ＥＮＴＥＲボタンを押す”、“▲/▼ボタンを押す”と表記しています。使用後、

マグネット付のバーはホルダーに収納しておきます。マグネット付のバーはホルダーに収納しておきます。

■操作：■操作：

データロガーは雨量計転倒ますが空になる回数をカウントし、保存します。転倒ますが一データロガーは雨量計転倒ますが空になる回数をカウントし、保存します。転倒ますが一

度空になることが、設定された雨量計の分解能に等しい雨量になります。分解能は、ソフト度空になることが、設定された雨量計の分解能に等しい雨量になります。分解能は、ソフト

ウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使用して、０.０５０から１.５９９ｍｍの範囲で設定できます。雨ウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使用して、０.０５０から１.５９９ｍｍの範囲で設定できます。雨

量計の出力接点は常閉接点（ｂ接点）、常開接点（ａ接点）何れでも構いません（データロ量計の出力接点は常閉接点（ｂ接点）、常開接点（ａ接点）何れでも構いません（データロ

ガーは何れの接点タイプでも自動的に動作しますので、接点のタイプを設定する必要はガーは何れの接点タイプでも自動的に動作しますので、接点のタイプを設定する必要は

ありません）。ありません）。

■状態表示ＬＥＤ：■状態表示ＬＥＤ：

データロガーのＬＥＤは雨量計の出力接点の状態を表示します。接点が開のとき、ＬＥＤデータロガーのＬＥＤは雨量計の出力接点の状態を表示します。接点が開のとき、ＬＥＤ

は赤色で点滅、接点が閉のときは緑色で点滅します。従って、ＬＥＤの色によって、雨量計は赤色で点滅、接点が閉のときは緑色で点滅します。従って、ＬＥＤの色によって、雨量計

の転倒ますが空になったこと、その後正しく安定した位置に復帰したことが確認できます。の転倒ますが空になったこと、その後正しく安定した位置に復帰したことが確認できます。

■ディスプレー：■ディスプレー：

ディスプレーはバックライト付です。電池の消耗を 小限にするため、２分間データロガーディスプレーはバックライト付です。電池の消耗を 小限にするため、２分間データロガー

の操作がなければ、ディスプレーはＯＦＦになります。ディスプレーがＯＦＦの状態でもデーの操作がなければ、ディスプレーはＯＦＦになります。ディスプレーがＯＦＦの状態でもデー

タロガーは働き続けており、その動作は状態表示ＬＥＤの点滅で知らされています。ディスタロガーは働き続けており、その動作は状態表示ＬＥＤの点滅で知らされています。ディス

プレーを表示させるには、ふたつの押しボタンの何れかを押して下さい。ディスプレーが表プレーを表示させるには、ふたつの押しボタンの何れかを押して下さい。ディスプレーが表

示されたとき、以下の画面が順に現れます：示されたとき、以下の画面が順に現れます：

●　 新１時間および４時間のｍｍ単位の雨量　 新１時間および４時間のｍｍ単位の雨量

●　 新２４時間および４８時間のｍｍ単位の雨量　 新２４時間および４８時間のｍｍ単位の雨量

●　 新７２時間および９６時間のｍｍ単位の雨量　 新７２時間および９６時間のｍｍ単位の雨量

●　 後のカウントリセット後のｍｍ単位の雨量（分割降雨量）。補正テーブルが有効な　 後のカウントリセット後のｍｍ単位の雨量（分割降雨量）。補正テーブルが有効な

ときは、非補正値、補正値の両方が表示されます（注１）。ときは、非補正値、補正値の両方が表示されます（注１）。

●　●　日付/時間および電池残圧日付/時間および電池残圧

●　●　ユーザーコードおよびデータロガーのシリアル番号ユーザーコードおよびデータロガーのシリアル番号

注１：注１：

データロガーに接続された雨量計が降水率の補正テーブルを備えている場合、補正をデータロガーに接続された雨量計が降水率の補正テーブルを備えている場合、補正を

データロガーに保存することにより、分割降雨量の補正値も表示できます。工場出荷時のデータロガーに保存することにより、分割降雨量の補正値も表示できます。工場出荷時の

デフォルトでは補正は無効になっています。補正はソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使っデフォルトでは補正は無効になっています。補正はソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使っ

て有効化できます。補正は１、４、２４、４８、７２および９６時間の雨量には適用されません。て有効化できます。補正は１、４、２４、４８、７２および９６時間の雨量には適用されません。

雨量の値は０.１ｍｍの分解能でディスプレーに表示されますが、データロガー内部の分雨量の値は０.１ｍｍの分解能でディスプレーに表示されますが、データロガー内部の分

解能は０.００１ｍｍであるため、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って測定データをＰＣ解能は０.００１ｍｍであるため、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って測定データをＰＣ

にダウンロードすることにより、１/１０００の値が読取れます。にダウンロードすることにより、１/１０００の値が読取れます。

１、４、２４、４８、７２および９６時間の雨量が１０００ｍｍを超えると、データロガーは“オー１、４、２４、４８、７２および９６時間の雨量が１０００ｍｍを超えると、データロガーは“オー

バーレンジ”を表示します。バーレンジ”を表示します。

分割降雨量のカウンターはメモリ容量にのみ制限されます（３２,２５５データ）。メモリは循分割降雨量のカウンターはメモリ容量にのみ制限されます（３２,２５５データ）。メモリは循

環的に管理されています。つまり、新しいデータは古いデータを上書きします。環的に管理されています。つまり、新しいデータは古いデータを上書きします。

■分割降雨量カウンターのリセット：■分割降雨量カウンターのリセット：

分割降雨量カウンターは、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って、あるいは、以下の手分割降雨量カウンターは、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って、あるいは、以下の手

順でデータロガーのキーボードを操作することによって直接リセットできます：順でデータロガーのキーボードを操作することによって直接リセットできます：

１.　 ディスプレーがＯＦＦの場合は、データロガーのふたつのボタンの何れかを押してＯＮ１.　 ディスプレーがＯＦＦの場合は、データロガーのふたつのボタンの何れかを押してＯＮ

にします。にします。

２.　 ディスプレーが“Ｕｓｅ ｍａｇｎｅｔ ｔｏ ｅｎｔｅｒ ＭＥＮＵ”（マグネットでＭＥＮＵに入る）のメッ２.　 ディスプレーが“Ｕｓｅ ｍａｇｎｅｔ ｔｏ ｅｎｔｅｒ ＭＥＮＵ”（マグネットでＭＥＮＵに入る）のメッ

セージを表示するまで待ちます。セージを表示するまで待ちます。

３.　 マグネットで▲/▼ボタンを押すと、“ＲＥＳＥＴ ＩＮＣＲ. ＣＯＵＮＴ”（増加カウントのリセッ３.　 マグネットで▲/▼ボタンを押すと、“ＲＥＳＥＴ ＩＮＣＲ. ＣＯＵＮＴ”（増加カウントのリセッ

ト）の表示が現れます。ト）の表示が現れます。

４.　 ＥＮＴＥＲボタンを押して“ＹＥＳ”を選びます。データロガーは自動的にＭＥＮＵから退４.　 ＥＮＴＥＲボタンを押して“ＹＥＳ”を選びます。データロガーは自動的にＭＥＮＵから退

去します。去します。

カウンターをリセットせずにMENUから退去するときは、“ＲＥＳＥＴ ＩＮＣＲ. ＣＯＵＮＴ”（増カウンターをリセットせずにMENUから退去するときは、“ＲＥＳＥＴ ＩＮＣＲ. ＣＯＵＮＴ”（増

加カウントのリセット）の表示が現れたときに、▲/▼ボタンを押して“Ｎｏ”を選択し、ＥＮＴＥ加カウントのリセット）の表示が現れたときに、▲/▼ボタンを押して“Ｎｏ”を選択し、ＥＮＴＥ

Ｒボタンを選択して退去します。Ｒボタンを選択して退去します。

日付/時間、ユーザーコード、分解能、補正テーブル、データロガーの言語はソフトウェアＨ日付/時間、ユーザーコード、分解能、補正テーブル、データロガーの言語はソフトウェアＨ

Ｄ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って設定できます（ソフトウェアの取扱い説明を参照）。Ｄ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使って設定できます（ソフトウェアの取扱い説明を参照）。

■ＰＣへの接続：■ＰＣへの接続：

データロガーは８極Ｍ１２コネクタのＲＳ２３２Ｃシリアルポートを備えており、コネクタはデーデータロガーは８極Ｍ１２コネクタのＲＳ２３２Ｃシリアルポートを備えており、コネクタはデー

タロガーの底部に位置しています。ＰＣへの接続には以下のものを使用して下さい：タロガーの底部に位置しています。ＰＣへの接続には以下のものを使用して下さい：

●　ＰＣのＲＳ２３２Ｃシリアルポートへの接続にはケーブルＨＤ２１１０ＲＳ。　ＰＣのＲＳ２３２Ｃシリアルポートへの接続にはケーブルＨＤ２１１０ＲＳ。

●　 ＰＣのＵＳＢポートへの接続にはケーブルＣＰ２５。ケーブルＣＰ２５を使用する場合は、　 ＰＣのＵＳＢポートへの接続にはケーブルＣＰ２５。ケーブルＣＰ２５を使用する場合は、

当該のＵＳＢドライバをＰＣにインストールする必要があります。当該のＵＳＢドライバをＰＣにインストールする必要があります。

ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使用して、Ｗｉｎｄｏｗｓ®ＯＳでは、種々のパラメータ、デーソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使用して、Ｗｉｎｄｏｗｓ®ＯＳでは、種々のパラメータ、デー

タロガーの言語、データロガーが取得した値のリアルタイムビュー、ＰＣへのダウンロード、タロガーの言語、データロガーが取得した値のリアルタイムビュー、ＰＣへのダウンロード、

保存されたデータの処理が可能です。保存されたデータの処理が可能です。

データロガーがソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒに接続されると、ディスプレーのバックライデータロガーがソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒに接続されると、ディスプレーのバックライ

トは常にＯＮになります。電池寿命を延ばすために、この接続は必要 小限に留めることトは常にＯＮになります。電池寿命を延ばすために、この接続は必要 小限に留めること

をお薦めしますをお薦めします

■電池交換：■電池交換：

データロガーＨＤ２０１３-ＤＢは、充電不可の、内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌデータロガーＨＤ２０１３-ＤＢは、充電不可の、内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）

電池、単２形サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ ５２６４２極コネクタ付を使用しています。充電池、単２形サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ ５２６４２極コネクタ付を使用しています。充

電（残圧）状態は常にモニタ・表示されています。電（残圧）状態は常にモニタ・表示されています。

電池電圧がある値以下に低下すると、データロガーは、電池の消耗を 小限に抑え、測電池電圧がある値以下に低下すると、データロガーは、電池の消耗を 小限に抑え、測

定機能を継続させるために、自動的にディスプレーのバックライトを切ります。バックライトが定機能を継続させるために、自動的にディスプレーのバックライトを切ります。バックライトが

ＯＦＦになったときには、すぐに電池の交換を行うことをお薦めします。ＯＦＦになったときには、すぐに電池の交換を行うことをお薦めします。

電池電圧がさらに低下して、データロガーの正しい動作を維持できないレベルになると、電池電圧がさらに低下して、データロガーの正しい動作を維持できないレベルになると、

“ＣＨＡＮＧＥ ＢＡＴＴＥＲＹ ＮＯＷ！”（即座に電池交換！）のメッセージが表示されます。“ＣＨＡＮＧＥ ＢＡＴＴＥＲＹ ＮＯＷ！”（即座に電池交換！）のメッセージが表示されます。

そのような場合はすぐに電池を交換する必要があります。そのような場合はすぐに電池を交換する必要があります。

データロガーは不揮発性メモリを備えています：　電池が消耗し取り外されてもデータはデータロガーは不揮発性メモリを備えています：　電池が消耗し取り外されてもデータは

保存されています。電池交換は以下の手順で行って下さい：保存されています。電池交換は以下の手順で行って下さい：

１.　データロガーがＰＣに接続されている場合は接続を外します。１.　データロガーがＰＣに接続されている場合は接続を外します。

２.　データロガーのフロントカバーを固定している四つのネジを外します。２.　データロガーのフロントカバーを固定している四つのネジを外します。

３.　電池のコネクタを外し、電池をホルダーから取り出します。３.　電池のコネクタを外し、電池をホルダーから取り出します。

４.　 極性に注意して新しい電池を挿入します（コネクタは極性の逆接を防ぐための保護４.　 極性に注意して新しい電池を挿入します（コネクタは極性の逆接を防ぐための保護

機構を備えています）。機構を備えています）。

５.　 塩化チオニルリチウム電池が入手できない場合、代用として１.５Ｖアルカリ電池×３個５.　 塩化チオニルリチウム電池が入手できない場合、代用として１.５Ｖアルカリ電池×３個

が使用できます。が使用できます。

Ｆｉｇ.５が示すように電池を挿入しＦｉｇ.５が示すように電池を挿入し

て下さい。この場合、電池ホルダーて下さい。この場合、電池ホルダー

のコネクタをデータロガーの基板のコネクタをデータロガーの基板

のコネクタに繋いで下さい。のコネクタに繋いで下さい。

６.　 固定ネジでデータロガーのフロン６.　 固定ネジでデータロガーのフロン

トカバーを閉めます。カバーを閉めトカバーを閉めます。カバーを閉め

る際、密閉用のガスケットが正しいる際、密閉用のガスケットが正しい

位置に収まっていることを確認し位置に収まっていることを確認し

て下さい。固定ネジは確実に締めて下さい。固定ネジは確実に締め

て下さい。て下さい。 Ｆｉｇ.５　データロガーの内部

Ｆｉｇ.４ ＲＳ２３２Ｃシリアル接続

Ｆｉｇ.２ ロガー各部の名称と接続

Ｆｉｇ.３ ケーブルＣＰ２０１３-ＤＢの雨量計への接続

ケーブル/ピン 機　能 色

１ 雨量計接点 茶

２ 雨量計接点 白

３ 非接続 青

４ 非接続 黒

Ｍ１２コネクタ 機能（ＰＣ側） ＤＢ９コネクタ

１ Ｒｘ ２

２ ＲＴＳ ７

６ Ｔｘ ３

７ ＣＴＳ ８

８ ＧＮＤ ５


