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■豊富な入力仕様、多機能気象用プログラマブルデータロガー
豊富な入力仕様、多機能気象用プログラマブルデータロガー
■１００,０００データメモリ、ＳＤカード（４ＧＢ）内蔵
１００,０００データメモリ、ＳＤカード（４ＧＢ）内蔵
■専用アプリケーションソフトＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒによる簡単設定
専用アプリケーションソフトＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒによる簡単設定
■低消費電力によりソーラーパネル駆動も可能
低消費電力によりソーラーパネル駆動も可能
ＨＤ３２ＭＴ.１は、その入力に接続された種々の気象センサによって測定さ
れた測定値を受信し、データロギングを行う気象用データロガーです。ＨＤ
３２ＭＴ.１はユーザーによる完全なプログラミングが可能で、多様なアプリ
ケーションに対応できます。ウェブサイトからダウンロードできるアプリケー
ションソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒにより、システムのセットアップ、稼働ま
で、多大な時間を費やすことなく、グラフィックインターフェースを使って、簡
単かつ直覚的にプログラミングを行うことができます。プログラム言語の知
識や学習の必要はありません。
データロガーによって記録された測定値はＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒを使用して
ＰＣに転送することができます。データロガーは、瞬時値、ＭＩＮ値、ＭＡＸ
値、平均値、標準偏差値を保存するように設定できます。パルス入力をカウ
ントする測定については、パルスの積算カウント数が保存されます。
データ取得およびデータ記録のインターバルは、入力毎に任意に設定で
き、各記録データはデータ取得の日付、時間情報を含みます。
データロガーには循環モードに設定されたフラッシュメモリが内蔵されてお
り、メモリが飽和すると、古いデータから順に消去され、新しいデータが上書
きされていきます。保存可能な測定データ数は、接続されているセンサの
数、測定の様態、種々センサの測定データを同時に取得するか、あるいは
異なる瞬間に取得するか等の条件によります。一例として、８種類のセンサ
で同時にデータ取得した場合、１００,０００の記録データが保存可能で、各
データは８個の瞬時値データで校正されます。
データは、容量４ＧＢの着脱可能なＳＤカードに直接保存することも可能で
す。メモリカードの使用はデータロガーの保存容量を拡張させ、メモリ飽和
時のデータ損失を防ぎます。
ＰＣとの通信方法により、３種類のデータロガーのバージョンがあります：
■基本バージョン： データ送信やプログラミングのためのＰＣとの通信は
ケーブル接続によって行います。
■無線モデムバージョン（オプション）： ＰＣとのケーブル接続に加えて、オ
プションの外付け無線モデムを使用して、データやプログラミング内容を
ＶＨＦ無線で送信できます。
■ＴＣＰ/ＩＰバージョン（オプション）： オプションの外付けイーサネットシリア
ルサーバーで、データやプログラミング内容をＴＣＰ/ＩＰで送信します。
すべてのバージョンが、オプションでデータロガーに外付けするＧＳＭモ
ジュールを装備することができ、これにより、ＳＭＳのアラームメッセージを
携帯電話へ送信したり、記録データをＥメールで、あるいはＦＴＰアドレスへ
送信することができます。
データロガーＨＤ３２ＭＴ.１には、産業、環境、気象分野で使用される多く
のアナログまたはデジタル出力の一般的なセンサが接続できます。
データロガーに接続できる代表的なセンサは以下の通りです：
シングルエンドまたはディファレンシャルのアナログ電圧出力センサ
アナログ電流出力センサ（ＤＣ０～２０ｍＡ、ＤＣ４～２０ｍＡ）
● 熱電対温度センサ（Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂ、Ｅタイプ）、データロガー内蔵の温度センサ
により自動冷接点補償
● Ｐｔ１００、Ｐｔ１０００、ＮＴＣ温度センサ
● 計数、周波数、期間測定用デジタル（ＴＴＬレベル）またはアナログ（周期的）出力セン
サ（例：土壌水質センサ）
● 抵抗-電圧の関係を測定する抵抗あるいはポテンショメータ（例：ベーン式風速計）
● リード接点付磁気センサ（例：ドア開閉）
● 太陽放射センサ（日射計、アルベドメータ、放射収支計、照度計、長波放射計、日照計）
● 開閉接点出力付センサ（例：雨量計）
● ＲＳ４８５出力、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル
● デルタオーム製超音波風向風速計ＨＤ２００３、ＨＤ５２.３Ｄ
算出物理量：
● 露点温度、ヒートインデックス、風速冷却率、水蒸気飽和圧
● 算術演算、論理、数学的または三角法機能、制御機能（もし・・・ならば）などのカスタム
計算式（ユーザー設定）
● ペイマン-モンテース式による基準蒸発散量
●
●
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ＨＤ３２ＭＴ.１は無電位接点アラーム出力およびデジタルアラーム出力を
備えています。これらの出力は、データロガーに接続されたセンサによる測
定値がプログラムされたしきい値を超えると動作します。データロガーは、
接続されたセンサやハードウェア、データロガーのデータ取得、保存中の
動作不良に起因するエラー状態を保存し、レポートすることができます。ア
ラーム出力は、そのようなエラーを検出するようにプログラムすることもできます。
データロガーＨＤ３２ＭＴ.１は気象上の変位値を検出し、遠隔送信する気
象ステーションに特に適しています。デルタオームは、データロガーに接続
可能な、温度、湿度、大気圧、風向風速、太陽放射、雨量などを含む、幅広
いレンジの環境要素測定センサを製造しています。
データロガーは、ユーザーにおけるシステムの設置後すぐに使用できるよう、
ユーザーの仕様に従って、測定・保存のプログラムを予め工場でインストー
ルして出荷することができます。プログラムは、ユーザーのご発注時に要求
される仕様を満足するよう、デルタオームが直接インストールします。ＨＤ
３２ＭＴ.１の他の特長のひとつはパスワードによる保護機能です（クロック
設定、ユーザーコード設定、プログラム送信、ＧＳＭ設定）。必要な場合、パ
スワードは機器の接続時にユーザー入力が可能です。
供給電源はＤＣ１２～３０Ｖですが、データロガーは太陽パネルと適切な容
量のバッテリーによっても駆動できます。従って、電源のない遠隔地におい
ても設置・使用が可能です。
内蔵のリチウム電池が外部電源のない場合でも日付・時刻を保持します。
データロガーはその入力端子に接続されたすべてのセンサに電源を供給
します。また、供給電圧が設定可能なしきい値よりも下がった場合、信号を
発するとともに保存し、電力消費を低減するため待機（スタンバイ）モードに
入ります。このモードでは、供給電圧がしきい値に復帰するまで、データロ
ガーはすべてのセンサへの電源供給を中断し、データ取得/ロギングを保
留します。
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■テクニカルデータ
テクニカルデータ
外形寸法
重量
ケース材質
動作温度・湿度
保管温度
供給電源
消費電流
測定データサンプ
リングインターバル
データロギング
インターバル
データ保存容量
データ当りの容量

アナログ入力

デジタル入力/出力
ポート

高周波パルス
カウント入力
電位フリー接点
カウント入力
ＲＳ４８５接続

ＲＳ２３２Ｃ接続

アラーム出力

センサ電源出力

■端子説明
端子説明

２２２×１４０×６３ｍｍ
約１ｋｇ
表面アルマイト
-２０～＋５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）
-２５～＋６５℃
ＤＣ１２～３０Ｖ
４０ｍＡ、ＤＣ１２Ｖにて
１～６０秒の範囲で設定可
２秒～２４時間の範囲で設定可
内部メモリ４ＭＢ
ＳＤメモリカードリーダー４ＧＢまで
測定要素数Ｎ×４バイト ＋ 日付・日時８バイト
１６チャンネル、シングルワイヤ（シングルエンド）入力として、
あるいは、隣接する二つのチャンネルをディファレンシャル
入力として使用。
入力範囲 ： ±２５ｍＶ、±１００ｍＶ、±１０００ｍＶ、±２５００ｍＶ
分解能 ： １６ビット
精度
： ０.０１％ＦＳ
入力インピーダンス ： １００ＭΩ
８ポート、各ポートは接続センサ入力用、あるいはアラーム
出力用として設定可
ＴＴＬロジックレベル（０ ⇒Ｖｉｎ＜０.８Ｖ、 １ ⇒Ｖｉｎ＞３Ｖ）
最大入力電圧： ５.５Ｖ
２入力
最大パルス周波数１００ｋＨｚ
ＴＴＬロジックレベル（０ ⇒Ｖｉｎ＜０.８Ｖ、 １ ⇒Ｖｉｎ＞３Ｖ）
最小パルス幅１０μｓ
２絶縁入力
最大スイッチング周波数５０Ｈｚ
最小開閉時間１０ｍｓ
ＲＳ４８５ポート（８センサまで接続可）、デルタオーム超音波
風向風速計ＨＤ２００３、ＨＤ５２.３ＤシリーズおよびＭｏｄｂｕｓＲＴＵプロトコルセンサ用。
２×ＲＳ２３２Ｃポート、１ポートはＰＣ、オプションの無線モデム、
イーサネットモジュール接続用、１ポートはオプションのＧＳＭ
モジュール接続用、Ｄサブ９極オスコネクタ
２×ドライ接点出力
接点容量： １Ａ、ＤＣ３０Ｖにて、抵抗負荷
デジタルＩ/Ｏポートのひとつをアラーム出力として設定可
安定化＋５Ｖ出力、Ｍａｘ. ５００ｍＡ
＋Ｖｓｗ（スイッチング）： 電源電圧入力と同じ電圧、測定値の
取得中のみアクティブ

① ＰＷＲ入力： 供給電源入力ＤＣ１２～３０Ｖ
② スイッチング電源出力＋Ｖｓｗ： 電源電圧入力と同じ電圧、測定値の取得中のみ
アクティブ
③ 安定化＋５Ｖ出力
④ アナログ信号に対する入力： ８ディファレンシャル入力（ＢＩＰチャンネル）または１６シン
グルエンド入力（ＵＮＩチャンネル）に相当する、８チャンネルに分割されています。
ディファレンシャル入力の場合のチャンネル番号は、端子ブロック左側に白色文字で
表示されています。
各チャンネルは四つの端子で構成されています：
端子Ｅ
端子Ｈ

端子Ｌ

■ディスプレー
ディスプレー
データロガーが取得した測定値をチェックするための、オプションのＬＣＤディスプレーを
ロガーに接続することができます。チェックのためにＰＣを接続する必要がありません。
ディスプレーは基本バージョン（ＨＤ３２.Ｄ）、またはデータロガーのクロックを自動的にアッ
プデートするＧＰＳオプション（ＨＤ３２.Ｄ.ＧＰＳ）に装備できます。ディスプレーは屋外用
キャビネットＨＤ３２.３５、ＨＤ３２.３５ＦＰ、ＨＤ３２.３６、ＨＤ３２.３６ＦＰに固定できるよう設計
されています。ディスプレーはバックライト付で、ＰＣのＲＳ２３２ＣシリアルポートＣＯＭ ＰＣ
ポートに接続します。ディスプレーの供給電圧はＤＣ８～３０Ｖです。

ディスプレー

端子Ｇ

： 基準電圧。特定の測定内容の設定の際にのみ使用します。
： チャンネルがディファレンシャル入力に使用される場合、“＋” 入力信号
の接続に相当します。チャンネルがシングルエンド入力に使用される場
合は、黄色で表示されたシングルエンド入力チャンネルの“＋”入力信号
の接続に相当します。
： チャンネルがディファレンシャル入力に使用される場合、“－” 入力信号
の接続に相当します。チャンネルがシングルエンド入力に使用される場
合は、黄色で表示されたシングルエンド入力チャンネルの“＋”入力信号
の接続に相当します。
： アナロググランド。筐体と同じ電位です。チャンネルがシングルエンド入力
に使用される場合は、黄色で表示されたシングルエンド入力チャンネル
の“－”入力信号の接続に相当します。

⑤ 保護アース接続用端子
⑥ デジタル入力/出力： ８チャンネルがデジタル出力（ＯＮ/ＯＦＦ）センサに対する入力、
またはアラーム出力として使用できます。
⑦ 非使用
⑧ ＰＵＬＳＥ（パルス）入力： 高周波パルスカウント入力、Ｐ１およびＰ２の２入力。
⑨ ＳＷ ＩＮ： 無電圧接点入力、１および２の２入力。
⑩ ドライ接点出力、１および２の２出力。
⑪ ＲＳ４８５シリアルポート： デルタオーム超音波風向風速計ＨＤ２００３、ＨＤ５２.３Ｄ
シリーズ接続用。デルタオーム製以外の風向風速計をＲＳ４８５ポートに接続した場合、
通信プロトコルの違いにより、正常に動作しません。
⑫ メモリカードリーダー
⑬ ＰＣ ＣＯＭ ＲＳ２３２Ｃシリアルポート： ＰＣへの直接接続、またはオプションの無線
モデム（無線モデムバージョンのみ）接続用
⑭ ＡＵＸ ＣＯＭ ＲＳ２３２Ｃ： オプションのＧＳＭモジュール接続用。

電源供給

+

+Vsw
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各測定に対して表示される内容は： 測定要素名、測定値、測定単位、センサが接続され
ているデータロガーの入力、データのサンプリングレート、データロガーの現在ＵＴＣ（協定
世界時）時間です。
様々な測定結果はディスプレー上で自動的にスクロールされるか、あるいは手動でスク
ロールさせることも可能です。
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■データ通信
データ通信

㟁※౪⤥

保存データをＰＣと通信させるために、以下の異なる方法があります：
● ケーブルによる直接通信
● ＶＨＦ無線モデム経由の通信（無線モデムバージョンのみ）
● ＴＣＰ/ＩＰでのＬＡＮ経由の通信（オプションのＲＳ２３２Ｃ/イーサネットモジュールが必要）
● ＧＳＭネットワーク経由の通信（オプションのＧＳＭモジュールがある場合のみ）
ＶＨＦ無線モデムおよびＧＳＭモジュールでの通信は遠隔地の無人地域のシステムに特
に便利です。
ＧＳＭ接続では、データロガーはＳＭＳで携帯電話にアラームを送信したり、インターネット
経由で保存データをＥメールやＦＴＰのアドレスに送信することができます。ＧＳＭモジュー
ルには、データロガーシステムが設置される場所で適切なＧＳＭサービスネットワークを持
つ電話サービス会社のＳＩＭカードが挿入されていなければなりません。
䜰䞁䝔䝘

䝅䞊䝹䝗

䜰䞁䝔䝘

電圧出力トランスミッタ

ᇶ‽ᢠ
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２線式抵抗センサ

2
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ＶＨＦ無線モデム経由の通信
䠮䠯䠎䠏䠎㻛䜲䞊䝃䝛䝑䝖
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４線式測温抵抗センサ（Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００）
䜲䞊䝃䝛䝑䝖
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３線式ポテンショメータセンサ

ＴＣＰ/ＩＰでのＬＡＮ経由の通信
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熱電対 / ｍＶ出力センサ

㞵㔞ィ

㢼ᮼᘧ㢼㏿ィ

ＧＳＭネットワーク経由の通信

■センサの接続
センサの接続
データロガーは、様々な分野で使用される、アナログおよびデジタル出力の多様なセンサ
と接続できるよう設計されています。以下はその内の幾つかのセンサと接続の例です。
㟁※౪⤥

接点周波数センサ

䝅䝱䞁䝖ᢠ
２線式電流出力トランスミッタ
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■ご注文コード
ご注文コード

㢼㏿ィ

ＨＤ３２ＭＴ.１
ＨＤ３２ＭＴ.１

㟁※౪⤥
䝕䞊䝍㻌䠉

䝕䞊䝍㻌䠇

䝅䝸䜰䝹
䠣䠪䠠

デルタオーム風速計
ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力センサ
䝟䝹䝇䝉䞁䝃
䝕䝆䝍䝹ฟຊ

デジタル周波出力センサ
䝕䝆䝍䝹ฟຊ䝉䞁䝃

䠫䠪㻛䠫䠢䠢
᥋Ⅼ

論理状態の取得

■外形寸法
外形寸法

ᅛᐃ⏝䝃䝫䞊䝖

データロガー、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ付属
（ＰＣでのプログラム、データダウンロード、モニタ、データ
処理用、ウェブサイトからダウンロード）、取扱説明書。
※プローブ、ＧＳＭモジュール、ディスプレーは別途。
無線モデムオプションはご発注時要指定、無線モデム
モジュール、アンテナは別途。

アクセサリ：
ＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ 予備ソフトウェア（ＣＤ-ＲＯＭ）、ＰＣでのプログラム、
データダウンロード、モニタ、データ管理用、
Ｗｉｎｄｏｗｓ®ＯＳ用
９ＣＰＲＳ２３２
ヌルモデムＲＳ２３２Ｃ接続ケーブル、
両端Ｄサブメスコネクタ付、ＰＣ接続用、Ｌ=２ｍ
Ｃ.２０５
ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢコンバータ内蔵ケーブル、
ＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）：Ｄサブ９極メスコネクタ
（ロガー側）、データロガーのＰＣ・ＵＳＢポート接続用
Ｃ.２０５Ｍ
ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢコンバータ内蔵ケーブル、
ＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）：Ｄサブ９極メスコネクタ
（モデム側）、無線モデムのＰＣ・ＵＳＢポート接続用
ＨＤ３２.Ｄ
ＬＣＤ表示、屋外キャビネットＨＤ３２.３５、ＨＤ３２.３５ＦＰ、
ＨＤ３２.３６、ＨＤ３２.３６ＦＰに装備
ＨＤ３２.Ｄ.ＧＰＳ
ＬＣＤ表示、屋外キャビネットＨＤ３２.３５、ＨＤ３２.３５ＦＰ、
ＨＤ３２.３６、ＨＤ３２.３６ＦＰに装備
データロガー自動時間同期用ＧＰＳモジュール付属
ＨＤ３２ＭＴ.ＡＬＭ
ハウジングドア開放通知センサ
ＴＰ３２ＭＴ.１Ｐ.Ｉ
４線式Ｐｔ１００温度プローブ、１/３ＤＩＮ、
φ４ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ、突き刺し型、ケーブルＬ=５ｍ
ＴＰ３２ＭＴ.２.Ｉ
４線式Ｐｔ１００温度プローブ、１/３ＤＩＮ、
φ６ｍｍ、Ｌ=１５０ｍｍ、突き刺し型、ケーブルＬ=５ｍ
ＴＰ３２ＭＴ.１１Ｐ
Ｔ熱電対温度プローブ、絶縁タイプ、φ４ｍｍ、
Ｌ=１５０ｍｍ、突き刺し型、ケーブルＬ=５ｍ
ＴＰ３２ＭＴ.１２
Ｔ熱電対温度プローブ、絶縁タイプ、φ４ｍｍ、
Ｌ=３００ｍｍ、ケーブルＬ=５ｍ
ＴＰ８７８.１ＳＳ.Ｏ
太陽光パネル用４線式Ｐｔ１００表面型温度プローブ、
ケーブルＬ=５ｍ
ＨＤ４Ｖ８Ｔ-ＢＡＲＯ 大気圧トランスミッタ、ＤＣ０～１Ｖ出力、測定範囲６００～
１１００ｈＰａ、供給電源ＤＣ１０～４０Ｖ、屋外キャビネット
ＨＤ３２.３５、ＨＤ３２.３５ＦＰ、ＨＤ３２.３６、ＨＤ３２.３６ＦＰ
に装備
ＨＤ５３ＧＳＭ
クアッドバンド無線ＧＳＭ/ＧＰＲＳモジュール、ホイップア
ンテナおよびＲＳ２３２Ｃシリアルポート付
ＨＤＲＭ０１６９
ＶＨＦ無線モデムモジュール（ペア）、周波数１６９ＭＨｚ、
ホイップアンテナおよびＲＳ２３２Ｃシリアルポート付デー
タロガーおよびＰＣ接続設定済み、２モジュール間互換
性なし、無線モデムオプション付ロガーでのみ動作
ＨＤ２００４.２０
風向風速計取付け用三脚キット、Ｈ=３ｍ
ＨＤ２００４.２２
ソーラーパネル取付け用キット（φ４０～５０ｍｍポール取
付け用）、１２００×５３０×３４ｍｍ、ＡＩＳＩ３０４ステンレスス
チール製
ＨＤ２００４.３０
８０Ｗ単結晶ソーラーパネル、１２００×５３０×３４ｍｍ
（Ｍｏｄｅｌ ＭＤ５００００８０-ＣＳ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ）

※ 気象データロガーＨＤ３２ＭＴ.１は専用の屋外用キャビネットＨＤ３２.３５、
ＨＤ３２.３５ＦＰ、ＨＤ３２.３６またはＨＤ３２.３６ＦＰに収納して使用します。
これらの屋外用キャビネットの詳細についてはＰ253をご参照下さい。
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