








SW1 CH2 CH1 未使用

BIT 1 2 3 4 5 6 7 8

水位 ・歪 OFF OFF ON OFF OFF ON --- ---

白金測温抵抗体 ON ON OFF ON ON OFF --- ---

SW2 CH4 CH4 CH3 CH3

BIT 1 2 3 4 5 6 7 8

電圧 ON OFF OFF --- ON OFF OFF ---

2/5 分圧器 OFF OFF ON --- OFF OFF ON ---

電流 ON ON ON --- ON ON ON ---

シングルエンド --- --- --- ON --- --- --- ON

差動 --- --- --- OFF --- --- --- OFF



1 2 3 4 5 6 7 8

OFF OFF ON OFF OFF ON --- ---

CH2 CH1 未使用

1 2 3 4 5 6 7 8

ON ON OFF ON ON OFF --- ---

CH2 CH1 未使用

1 2 3 4 5 6 7 8

ON ON OFF OFF OFF ON --- ---

CH2 CH1 未使用



1 2 3 4 5 6 7 8

ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

CH4 CH4 CH3 CH3

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF

CH4 CH4 CH3 CH3

1 2 3 4 5 6 7 8

ON ON ON ON ON ON ON OFF

CH4 CH4 CH3 CH3



項目 記録書式 単位 内容 補足
Volt ＊＊＊＊．＊ mV 電圧

Temp ＊＊＊＊．＊ ℃ 温度 サーミスタ温度計

Temp ＊＊＊．＊＊ ℃ 温度 白金測温抵抗体

Hum ＊＊＊＊．＊ % 湿度

Res ＊＊＊．＊＊ kΩ 抵抗

Res ＊＊．＊＊＊ kΩ 抵抗

Res ＊．＊＊＊＊ kΩ 抵抗

Current ＊＊．＊＊＊ mA 電流

Water ＊＊＊．＊＊ m 水位 水位、最少桁 cm

Water ＊＊．＊＊＊ m 水位 水位、最少桁 mm

Strain ＊＊＊＊＊ uE 歪

Press ＊＊＊＊．＊ hPa 気圧

Snow ＊＊＊＊＊ cm 積雪

InstWS ＊＊＊＊．＊ m/s 瞬時風速

InstWD ＊＊＊＊＊ ° 瞬時風向

Format ＊．＊＊＊＊ 単位無し

Format ＊＊．＊＊＊ 単位無し

Format ＊＊＊．＊＊ 単位無し

Format ＊＊＊＊．＊ 単位無し

Format ＊＊＊＊＊ 単位無し

Disable －－－－－－－ CH 未使用 この CH の記録をしない



















意味 表示項目 表示内容 備考

測定インターバル interval 10min

プレタイマー Preset Timer OFF

アフタースタート After Start 00/00 00:00 未使用

入力モード Mode ch1 Water ＊＊． ＊＊＊ m CH1 水位

Mode ch2 Disable CH2 未使用

Mode ch3 Disable CH3 未使用

Mode ch4 Disable CH4 未使用

１次変換式 ch1 aX+b a +1.000000 未使用

ch1 aX+b b +0.000000 未使用

ch2 aX+b a +1.000000 未使用

ch2 aX+b b +0.000000 未使用

ch3 aX+b a +1.000000 未使用

ch3 aX+b b +0.000000 未使用

ch4 aX+b a +1.000000 未使用

ch4 aX+b b +0.000000 未使用

BSL 計算 BSL ch1 g +1.000000 未使用

BSL ch1 i +0.000000 未使用

BSL ch2 g +1.000000 未使用

BSL ch2 i +0.000000 未使用

平均化 Average OFF 未使用

オフセット Offset ch1 00.000m

Offset ch2 +00000

Offset ch3 +00000

Offset ch4 +00000

警報出力 Alarm1 ch1 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm1 ch2 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm1 ch3 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm1 ch4 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm2 ch1 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm2 ch2 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm2 ch3 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

Alarm2 ch4 Over   +9999999 警報無し

Under -9999999 警報無し

データ自動転送 Auto Download OFF 未使用











メニュー項目 表示例 操作スイッチ 動作内容

ROM バージョン ＲＯＭ　Ｖｅｒｓｉｏｎ [UP][DOWN] 表示のみ

製造番号 ＲＭＩＺＵ１．０　’１７／０１ [ENTER]

日付 Ｄａｔｅ [UP][DOWN] 表示／変更

１７／０２／１６ [ENTER]

時刻 Ｔｉｍｅ [UP][DOWN] 表示／変更

１１：２２：３３ [ENTER]

インターバル Ｉｎｔｅｒｖａｌ [UP][DOWN] 表示／変更

　　　　　　　１０ｍｉｎ [ENTER]

プレタイマー Ｐｒｅｓｅｔ　Ｔｉｍｅｒ [UP][DOWN] 表示／変更

２ｍｉｎ [ENTER]

アフタースタート Ａｆｔｅｒ　Ｓｔａｒｔ [UP][DOWN] 表示／変更

００／００　００：００ [ENTER]

通信速度 ＣＯＭ　Ｓｐｅｅｄ [UP][DOWN] 表示／変更

１１５２００ｂｐｓ [ENTER]

入力モード Ｍｏｄｅ　ｃｈ１ [UP][DOWN] 表示／変更

　Ｗａｔｅｒ　　　＊＊．＊＊＊ｍ [ENTER]

係数確認・設定 ｃｈ　１　ａＸ＋ｂ [UP][DOWN] 表示／変更

  ａ　　 　 　＋１．００００００ [ENTER]

ＢＳＬ確認・設定 ＢＳＬ　ｃｈ　１　　ａＸ＋ｂ [UP][DOWN] 表示／変更

  ｇ　　 　 　＋１．００００００ [ENTER]

平均化確認・設定 Ａｖｅｒａｇｅ [UP][DOWN] 表示／変更

ＯＦＦ [ENTER]

入力モニタ Ｍｏｎｉｔｏｒ [UP][DOWN] 表示／変更

  ｃｈ　１　　 　 ＋１２．３４５ｍ [ENTER]

オフセット確認・設定 Ｏｆｆｓｅｔ [UP][DOWN] 表示／変更

  ｃｈ　１　　 　 ＋００．０００ｍ [ENTER]

ゼロセット確認・設定 Ｚｅｒｏ　Ｓｅｔ [UP][DOWN] 表示／変更

  ｃｈ　１　　 　 ＋１２．３４５ｍ [ENTER]

警報値確認・設定 Ａｌａｒｍ１　ｃｈ１ [UP][DOWN] 表示／変更

  Ｏｖｅｒ　　  ＋９９９９９９９ [ENTER]

記録データ Ｄａｔａ　16 －１１：２２：３３ [UP][DOWN] 表示のみ

 ｃｈ　１  　  　＋１２．３４５ｍ [ENTER]

メモ Ｍｅｍｏ　１ [UP][DOWN] 表示／変更

１１１１１１１１１１１１１１１１ [ENTER]

電池残量 ＢＡＴＴ [UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ

［＿＿＿＿■■■■■■］ [ENTER]

標準設定呼出 Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｓｅｔｔｉｎｇ [UP][DOWN] 変更のみ

Ｙｅｓ，Ｎｏ [ENTER]

自動データ転送 Ａｕｔｏ　Ｄｏｗｎｌｏａｄ [UP][DOWN] 表示／変更

ＯＦＦ [ENTER]

データ回収 Ｃａｒｄ　Ｄｏｗｎｌｏａｄ [UP][DOWN] 回収実行

Ａｌｌ，Ｎｅｗ [ENTER]

測定開始 Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｓｔａｒｔ 測定スイッチ 表示のみ

ｉｎｔｅｒｖａｌ　１０ｍｉｎ [REC]

測定終了 Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｓｔｏｐ 測定スイッチ 表示のみ

Ｃｏｕｎｔ　０１５５６４ [STOP]



メニュー項目 操　　　作　　　方　　　法

ROM バージョン

① メニュー項目の「ROM Version」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

②
[UP][DOWN] キーで目的の項目を選択して [ENTER] キーを押します。　　　　　　　　　　　　　

　　

日付

① メニュー項目の「Date」を表示させます。

② [ENTER] キーを押すと年、月、日の順で点滅します。

③ 年月日の正しい数値を [UP][DOWN] キーで設定します。

④
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

時刻

① メニュー項目の「Time」を表示させます。

② [ENTER] キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。

③ 時分秒の正しい数値を [UP][DOWN] キーで設定します。

④
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

インターバル

① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的のインターバル時間に合わせます。

③
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。

プレタイマー

① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② ② [UP][DOWN] キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。

③
③ ｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択し

て [ENTER] キーを押します。

アフタースタート

① メニュー項目の「After Start」を表示させます。

② [ENTER] キーを押すと月が点滅します。

③ 測定を開始したい月を [UP][DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。

④ 測定を開始したい日を [UP][DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。

⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。

⑥
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選　択し

て [ENTER] キーを押します。

通信速度

① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の通信速度に合わせます。

③
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

入力モード

① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。

③ [UP][DOWN] キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER] キーを押します。

④
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

係数確認と設定

① メニュー項目の「ch 1  aX+b」を表示させ、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。

③ [UP][DOWN] キーで係数ａ、ｂを選び、[ENTER] キーを押します。

④ [UP][DOWN] キーで係数ａ、ｂを桁ごとに設定して、[ENTER] キーを押します。

⑤
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

ＢＳＬ確認と設定

① メニュー項目の「BSL ch 1」を表示させ、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。

③ [UP][DOWN] キーで係数 g、iを選び、[ENTER] キーを押します。

④ [UP][DOWN] キーで係数 g、ｉを桁ごとに設定して、[ENTER] キーを押します。

⑤
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

平均化確認と設定

① メニュー項目の「Average」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の平均化時間に合わせます。

③
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]

キーを押します。

※平均化の設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。



メニュー項目 操　　　作　　　方　　　法

入力モニタ

① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。

②
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER] キーを押して、表示したいチャンネルを [UP]　　

[DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。

オフセット

① メニュー項目の「Offset」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。

③
オフセットを変更するときは、目的の桁から設定することができますので、[ENTER]　　キーを押

して目的の桁にします。

④ [UP][DOWN] キーで目的の数値に合わせます。

⑤
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して

[ENTER] キーを押します。

ゼロセット

① メニュー項目の「Zero Set」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせます。

③ 値が安定した状態で [ENTER] キーを押します。

④
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して

[ENTER] キーを押します。

※ゼロセットの値はオフセット値に反映されます。解除する場合はオフセット値をクリアしてく

ださい。

警報値確認と設定

① メニュー項目の「Alarm」を表示させて、[ENTER] キーを押します。

② [UP][DOWN] キーで Alarm1 か Alarm2 に合わせ、[ENTER] キーを押します。

③ [UP][DOWN] キーで目的のチャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。

④ [UP][DOWN] キーで Over か Under に合わせ、[ENTER] キーを押します。

⑤
警報値を変更するときは、目的の桁から設定することができますので、[ENTER] キーを押して目的

の桁にします。

⑥ [UP][DOWN] キーで目的の数値に合わせます。

⑦
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して

[ENTER] キーを押します。

記録データ

① メニュー項目の「Data」を表示させます。

② 現在表示中データは最新の記録データです。

③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN] キーを押します。

メモ

① メニュー項目の「Memo」を表示させます。

② [ENTER] キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER] キーを押します。

③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。

④ １文字ずつ [UP][DOWN] キーを操作して、[ENTER] キーを押します。

⑤
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して

[ENTER] キーを押します。

電池残量

① メニュー項目の「BATT」を表示させます。

② 内蔵バッテリの残量が表示します。

③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER] キーを押します。

④ [UP][DOWN] キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER] キーを押します。

⑤
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を

選択して [ENTER] キーを押します。

※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。

標準設定呼出

① メニュー項目の「Standard Setting」を表示させます。

②
[ENTER] キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」

を選択して [ENTER] キーを押します。

自動データ転送

① [UP][DOWN] キーで ｢Half Memory｣ または ｢Max Memory｣ に合わせます。

②
｢Change? Yes,No｣ が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで ｢Yes｣ または ｢No｣ を選択して

[ENTER] キーを押します。

データ回収

① カードスロットにＳＤカードを挿入します。

②

メニュー項目の ｢Card Download｣ を表示させ [ENTER] キーを押し、[UP][DOWN] キーで [All] ま　

たは [New] を選択して [ENTER] キーを押します。[All] を選択すると全データ、[New] を選択す　

ると最新データが回収されます。 ※１

③ 回収時間は記録データ数により異なります。

④
回収が正常に完了すると ｢Load Finished｣ と表示しますのでカードスロットからＳＤカードを抜

きます。

※１：最新データ回収と全データ回収の違いについては、「4-4 データ回収」についての項を参照してく

ださい。
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