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Chapter 1： 準備 

HOBOmobile は iPhone、iPod touch、iPad 用のソフトウェアで、ホボ MX シリーズロ

ガーを Bluetooth にて運用するように設計されたソフトウェアです。ロガーの特徴や詳

細情報については、www.onsetcomp.com/HOBOmobile または HOBOmobile の About 
screen より参照して下さい。 
 
HOBOmobile の準備 

1. App store にて HOBOmobile を iPhone、iPod touch、iPad にダウンロードして

下さい。 
2. ロガーにバッテリーを入れます。ロガー背面のバッテリードアを開け、単４型乾

電池２本を向きを確認しながら入れます。バッテリードアを締め直します。 
3. HOBOmobile を開きます。必要に応じて、お手持ちの端末の Bluetooth の設定を

有効にしてください。 
4. HOBOmobile 上で  をタップします。するとロガーが下記の"Recently Seen / 

In Range device"の項目上に現れます。お持ちのスマートフォン、タブレットの

範囲内にロガーがある事を確認して下さい。 
5. "Recently Seen / In Range device"の中のロガーの行をタップし、ロガーを接続し

ます。 

 
6. 一度接続したら、"Configure"をタップして設定をし、ロガーをスタートします。 

 
7. 設定上の選択を終えたら、次図の右上部分にある"Start"をタップします。ロガー

は設定された条件で記録を開始します（Chapter2 で設定についての詳細を記載

してます）。 

接続にはこの

行をタップし

ます。 

設定時にタ

ップします。 
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8. ロガーからスマートフォンやタブレットにデータを読み出しする場合には、手順

４や５の後に"Readout"をタップします。 

    
ロガーから読み出したデータは、スマートフォンやタブレットに記録されます。 
  をタップして、ミニグラフをタップすると、大グラフを表示する事が出来、ファイ

ルを共有することが出来ます。 
 
HOBOmobile における全ての機能・動作は画面 下部の４つのアイコンを通して行いま

す。 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

スマートフォンやタブレットが通信できるロガー一覧を確認できます。設定する為に接続する場合、ステータ

スを確認する場合、データの読み出しの場合等に使用します。（詳細は Chapter2 を参照ください。） 

グラフ上で読みだしたデータを見たり、他のユーザーとデータを共有したりする際に使用します。 

（詳細は Chapter3 を参照ください。） 

アプリケーションの設定を変えたり、ユニットタイプやタイムゾーンを変更する際に使用します。 

（詳細は Chapter4 を参照ください。） 

アプリケーションのヘルプを利用したり、追加的な質問がある場合にコンタクトインフォメーション

を見る際に使用します。（詳細は Chapter4 を参照ください。） 

ロガーの設定

をした後にタ

ップします。 

読み出し時

にタップし

ます。 
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Chapter ２： ロガーの操作 

 
 

通信範囲内のロガーを見る 

HOBOmobile はスマートフォンやタブレットの帯域内の全てのロガーに対して

Bluetooth を用いて通信をします（通信帯域の使用についてはロガーのマニュアルを参

照して下さい）。これらの帯域内に入っているロガーは"Recently Seen / In Range list"
に表示されます。数日前までスマートフォンやタブレットの帯域内に入っていて、現在

は対域外のロガーに関しては"Others Seen in Last Day list"に表示されます。両方のリ

ストでは、スマートフォンやタブレットの画面を指で上や下にスクロールする事で、全

てのロガーを見る事が出来ます。画面を指で下にプルダウンする事でリストを更新する

ことが出来ます。特定のロガーを検索ツールを用いる事で探す事も出来ます。虫メガネ

マークの検索入力欄で、検索カテゴリーを選択して、ロガーにつけたラベル名や、シリ

アルナンバー、ロガーにつけたグループ名等を入力します。 
 
備考：設定上で"Show Only My Devices"が有効になっている場合、スマートフォンやタ

ブレットで接続した事のあるロガーだけがリストに表示されます。スマートフォンやタ

ブレットの Bluetooth 帯域内にある全てのロガーを表示させたい場合には、この設定を

無効にします。 
 

HOBOs のアイコンをタップする事で使用しているスマートフォンや

タブレットで 近通信していたロガーのリストや、 近まで通信範囲

に入っていたその他ロガーのリストを見る事が出来ます。特定のロガ

ーを探す事、特定のグループのロガーを見つける事、通信範囲内にあ

る特定のロガーの設定をする事、データを読み出す事、ステータスを

確認する事、その他多くの事が出来ます。
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ロガーを特定するのに役立つようグループをカテゴリー分けする事ができます。 
 
・Favorites：favorite としてタグ付けしたロガーのカテゴリー 
 （ロガーを favorite グループに追加する詳細は本 Chapter のロガーの設定を参照して 
 下さい。） 
・Ungrouped：スマートフォンやタブレットの帯域内に過去数日の間にあったロガーで、 
 特定のグループに追加されていないロガーのカテゴリー。グループを作成しグループ 
 にロガーを追加する場合にはロガーを設定するの項目を参照して下さい。 
・All：スマートフォンやタブレットの帯域内に本日、または数日前まであったロガーの 
 カテゴリー。 
 
HOBOs の画面の下をスクロールし、グループのリストを見る事が出来、グループ名を

タップする事で、どのロガーがそのグループに属しているかを見る事が出来ます。ロガ

ーから読み出されたデータファイルは同じグループでカテゴリー分けされます

（Chapter3 にて詳細を参照して下さい）。 
 

スマートフォンや

タブレットの通信

範囲内にあるロガ

ーのリスト 

検索フィールドを

タップしてロガー

を探します。ラベル

名、シリアルナンバ

ー、グループネーム

等を入力します。 

過去にスマートフ

ォンやタブレット

の通信範囲内にあ

ったが、今は通信範

囲に無いロガーの

リスト 

カテゴリー分けさ

れたロガーのグル

ープ。ここのグルー

プをタップすると

その中にあるロガ

ーを見る事が出来

ます（詳細は次のペ

ージ）。 
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画面上部右側の"Edit"をタップする事で、HOBOs の画面に出ているリストの行を削除す

ることが出来ます。一覧から削除したい行を選択して、画面下部の"Delete"のボタンを

タップします。これは永久的にロガーやグループを削除するものではなく、一時的にリ

ストから対象のロガーやグループを削除するということです。ロガーが一覧から削除し

た後もスマートフォンやタブレットの帯域帯にあった場合や、新たな時点で帯域帯に入

った場合には、ロガーは一覧に再び追加されます。自分の通信端末で接続していないロ

ガーを隠す設定の場合には"Show Only My Devices"オプションを使用します。 
 

ロガーの情報をチェックする 

 
各ロガーに関する以下の画面情報は、HOBOs の画面に表示されます。メモリーをどの

くらい使用しているかや、どのような設定がロガーに対して行われているかなどの詳細

情報をチェックするには、後述で記載するように接続しなければなりません。 
 
備考：ロガーが記録されていなくても、現在のセンサーの読み値が HOBOs の画面に表

示されます。 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ロガーに接続する 

ロガーは接続する時は、スマートフォンやタブレットの Bluetooth 帯域内でなくてはな

りません。帯域の仕様につきましてはロガーのマニュアルを参照して下さい。 
 
ロガーに接続する為のヒント： 
・Bluetooth がお使いになる通信端末で有効になっている事 
・前項に記載のある信号の強弱度アイコンを参照し、ロガーがスマートフォン 
 やタブレットの範囲に近いかどうかを確認し必要に応じて近づけてください。  の

マークが出ている場合は Bluetooth の信号が見つからない状態です（この時のロガーの

ロガーのバッテリ残量

ロガーがお気に入りの（Favorite）グループである

ロガーのラベル：ロガーのラベルを設定しなかっ

た場合にはシリアルナンバーが表示されます。

パスワードが設定されている

時はこのマークが表示されま

す。 

ロガーの現在の状況 
ロガーの属している任

意のグループ名。設定し

ていない場合には表示

されません。 

１あるいはそれ以上のア

ラームが発動した表示 

ロガーのシリアルナンバー 

ロガーのモデルナンバー

追加情報：利用できる

場合には地図位置情報

等、ロガーについての

情報がタップすると見

られます。 スマートフォンやタブ

レット端末とロガーの

Bluetooth 信号の強さ

を表します。青いバー

が多いほど、信号が強

い事を表します。 

現在のセンサーの読み値。ロガーの LCD

ディスプレイは 15 秒毎に更新されます

が、ここは 1 分毎に更新されます。 
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詳細情報は灰色になっています）。１つか２つしか青色のバーが表示されていないときは、

Bluetooth の信号が弱い状態です。 
 
備考："Recently Seen / In Range list"を下にスクロールすることで HOBOs の画面に出

ているロガー情報を更新することが出来ます。これによって灰色になっているロガーは

"the Others Seen in Last Day"のリストに移動し、どのロガーが Bluetooth 帯域内にあ

るのかを特定する事に役立ちます。 
 
ロガーに接続するには 

1.     をタップします。 
2. "Recently Seen / In Range"リスト、もしくは HOBOs 画面の下部のグループリ

ストの接続したいロガーを見つけます。検索機能でも特定のロガーを探す事が出

来ます。 
3. "Recently Seen / In Range"リスト、HOBOs 画面の検索結果、特定のロガーのグ

ループの中の列をタップします。 
 
一度接続すると、ロガーの更なる詳細情報は"Connected"の画面にロギングの状態やメモ

リーの使用状況（設定をしている場合）等と共に表示されます。 
 
備考：画面上でのロギング情報は"Recently Seen / In Range"リストで表示される詳細情

報よりも、より詳しく表示されます。両方の画面が設定、ロギング、停止、電源リセッ

トによる停止、delayed スタート待ち、ボタンスタート待ち、などの状態を表示してい

る時、"Connected"の画面のロギング状態はロガーのメモリーが上書き機能になってい

るか、ボタンリスタートを待っている状態であるか、ロガーメモリーが一杯であるか等

を表示します。 
 

 
ロガーがスマートフォンやタブレットに接続されている際に、次の動作を行う事が出来

ます。 

ロギングのステ

ータスや他の現

在情報をチェッ

クします。 

接続中にこれら

のアクションを

選択することが

出来ます。 

ロガーのメモリ

ーをどれだけ使

用しているかを

把握することが

出来ます。 



 8

 

 

アイコン 名称 内容 

ロガーの設定とロガーをスタートする時にタップします。次のセクションの"ロ

ガーを設定する"にて詳細を参照して下さい。 

スマートフォンやタブレットにデータを読み出したい場合にタップします。一

度読み出しが完了したら画面下の"Data file"をタップし、グラフを見たりデータ

を共有することが出来ます。 

"Full status Details"をタップする事で現在選択しているロガーの記録インタ

ーバルやアラームの設定やロギングモードを含む設定を見る事が出来ます。詳

細については後述の"ロガーの状態をチェックする"を参照して下さい。 

データを記録するのを停止する時にタップします。ロガーに設定した停止設定よ

りもこちらが優先されます。 

ロガーの位置を特定するのにこの機能を使用します。"Page"をタップするとロガ

ーが 1 回ビッとなります。"Page"ボタンを押したままにすると、ロガーがビッビ

ッビとなり続けます。 

音の出るアラーム設定を有効にした場合（後述に詳細があります）、"Clear 

Audible Alarm"という項目が使用できる動作リストに入ります。アラームの音

を止める場合には、"Clear Audible Alarm"という項目をタップする事でロガー

のブザー音を止める事が出来ます。 

この項目は次項で記載する記録開始と記録停止の設定によって表示されます。

もしプッシュボタンでロガーの計測をスタートする場合には"Start logging"の

項目をタップするかロガーの Start / Stop ボタンを 3 秒間長押しします。"Start 

logging"はロガーが特定の日、特定のインターバルからのスタートの設定になっ

ている場合や、ロガーがストップしている場合には利用できません。"Restart 

Logging"はロガーをボタンプッシュで停止させ、"Allow Button Start"を設定し

た場合に現われます。"Restart Logging"をタップするか、ロガーの Start/Stop

ボタンを 3 秒間長押しする事で、記録を再開します。 

他のスマートフォンやタブレットからロガーに接続を試みた際に、パスワードを

求めるようにするには、"Logger Password"をタップし、パスワードを作成しま

す。誤ってロガーを停止してしまったり、他人に使用されないようにする為に使

用する事を推奨します。 大 10 文字までのパスワードを入れ、"Done"をタップ

します。対象のロガーに対して設定したスマートフォンやタブレットのみがパス

ワードの入力なしでロガーと通信が出来、他の機器はパスワードが必要になりま

す。例えば iPad でパスワードを設定した場合、iPhone ではパスワードが必要に

なりますが、 初設定した iPad ではパスワードは不要です。同様に異なる iPad

で通信をした場合には、パスワードが必要になります。パスワードの解除にはロ

ガー上部の Start / Stop ボタンと Alarm / Stats ボタンを同時に 3 秒長押し、ま

たは Set Logger Password の画面で、"Reset to Factory Default"を選択します。
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ロガーを設定する 

スマートフォンやタブレットがロガーに接続している時、記録間隔、スタート時間とス

トップ時間、どのセンサーを記録するか、センサーアラームの限度設定、記録モードな

どの希望の記録設定をする事が出来ます。ロガーを設定するには、 
 

1.     をタップします。設定したいロガーを見つけ、タップして接続して下さい。 
2. "Configure"を"Connected"の画面でタップします。 
3. "Configure"の画面より、現在の選択されているオプションを見る事が出来、次の

計測より変更する事も出来ます。"Option"をタップして（後述の表を参照して下さ

い）希望の通りに変更し"Done"をタップします。 
4. "Configure"の画面で選択を終えたら、右上部の"Start"をタップします。 

 

 
 
 

新しいファームウェアが利用できる場合、この項目が動作リストに追加されま

す。この項目をタップして画面上の指示に従って下さい。ロガーのファームウ

ェア更新中に何らかのエラーによりうまく更新できない場合には、ファームウ

ェアのバージョンは直前のバージョンに戻ります。 

重要：ファームウェアの更新の前にはデータを必ず読みだして下さい。

バッテリーの残りを確認し、 低でも 30％以上はあるようにしてくだ

さい。アップデート完了までの間はロガーを接続した状態のままにする

必要があります。 

ロガーの設定時に何らかのエラーが起きた場合、"Force Offload"が動作リス

トに追加されます。ロガーの設定でエラーが見つかった旨のメッセージも現

われます。"Force Offload"の項目が出た場合、ロガーの中に現在までのデー

タを保存するのを確実にするため、"Force Offload"をタップする事を推奨し

ます。"Force Offload"から出たグラフには"Data error"という表示が出ます。

エラーの出たロガーを修正するには、次項記載の設定の項目を参照して下さ

い。 

タップすると

設定した内容

で計測を開始

します。 
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次の設定はロガーを設定する時に使用することが出来ます。 

 

 

 

重要： ロガーをスタートする前にスマートフォンやタブレットとデータロガーの通信が途切れ

てしまった場合には、再度接続し、再設定をする必要があります。ロガーの設定は"Start"をタ

ップするまでロガーに反映されません。 

初期設定のロガーのラベルはシリアルナンバーになっていますがHOBOs画

面で変更することが出来ます。ラベルはデータファイルのファイル名やグラ

フ名に使用されます。ラベルを変更するには"Label"をタップし、20 文字以

内の半角英数字でラベルを入力し、"Done"をタップします。 

アイコン 名称 内容 

ロガーはそれぞれを特定するのが容易なように、またデータファイルを特定

できるようにグループに分類されます。例えば 3 階建ての建物でロガーを使

用していた場合、それぞれの階ごとのグループを作成し、各ロガーをそれぞ

れのグループに加えることが出来ます。"Group"をタップし、 

・"Add to Favorites"をタップし、Favorite グループに追加します。 

・"Create New Group"をタップし、半角英数字 20 文字以内のグループ名を

入力し、"Done"をタップします。ロガーは自動的に新しいグループへと追加

されます。備考：ある特定のグループへとロガーを追加した場合、

"Ungrouped"カテゴリーから該当のロガーは除かれます。 

・"an existing group name"をタップする事でそのグループのロガーを登

録・削除が出来ます。 

・グループ名をスクロールし"Delete"をタップするとグループを削除できま

す。過去に取得したデータやロガー情報は"Ungrouped"のカテゴリーに登録

されます。 

これはモバイル端末での地図位置情報を表示します。端末にて位置情報サー

ビスを有効にしており、HOBOmobile の Under settings>Privacy>Location 

Services でも有効になっている場合に、地図で位置情報を見る事が出来ま

す。位置は自動で検知され、変わる事はありません。 

ロガーが何度計測されたかが分かる項目です。新しい計測は"Configure" 画面

から"Start and the settings"をタップした時にロガーに反映されます。 

ロガーが burst モードではなく標準時に、どの位の頻度で記録を取るか設定す

る項目です（後述を参照下さい）。"Logging Interval"をタップし、1 秒から 18

時間までの記録間隔を選んでください。短い記録間隔はバッテリー消費に大き

く影響します。設定を終えたら"Done"をタップします。

記録間隔・記録モード・選択したセンサーの種類に基づいた継続記録可能期間の

表示です。概算の為、バッテリーの寿命や、何度も読み出しを行う設定やアラー

ム設定やページング（位置特定機能）などの要因によって実際は変わります。 



 11

 
 
 
 
 
 
 

この項目は記録を開始する時に使用します。"Start Logging"をタップするときに

次のいずれかを選びます。 

・Now : 記録は"Configure"画面の"Start"をタップした後すぐに始まります。 

・On Next Logging Interval : 記録は設定した記録間隔を考慮し、次のキリのい

 い時間よりスタートします。これはキリのいい時間・分よりデータを取る際に

 は非常に便利な機能です。 

・On Button Push : 記録は"Start / Stop"ボタンを 3 秒間長押しした際、または

 HOBOmobile で"Start Logging"をタップした際にスタートします。 

・On Date/Time : 記録は特定の設定した日時にスタートします。日時を設定し 

 "Done"をタップします。 

この項目はいつ記録を停止するかの項目です。記録停止の設定は 

1. "Stop Logging"をタップします。 

2. 記録を停止するのに次の 2 つのメモリーオプションから１つを選びます。 

 When Memory Fills : ロガーはメモリーが一杯になるまで記録を取り続

けます。 

 Never (Wrap When Full) : ロガーは新しいデータを古いデータに上書

きしながら継続的に記録し続けます。このモードは Burst モードになっ

ている時には利用できません（後述を参照して下さい）。 

3. "Start / Stop" ボタン 3 秒間長押ししてロガーを停止させたい場合には、"On 

Button Push"を選択します。ロガーのスタートの設定で"On Button Push"

を選択している場合はロガーがスタートしてから 30 秒以上が経過しないと

"Start / Stop"ボタンでロガーを停止させる事が出来ません。ロガーの停止の

設定で"On Button Push"を設定した場合には、"Allow Button Restart"とい

う項目を選択することが出来ます。これは"Start / Stop" ボタン 3 秒間長押

しして、ロガーを停止させたり、再スタートさせたりすることが出来ます。

 

 

重要："Allow Button Restart"を選択し、"Start / Stop" ボタンを使用する場

合、記録は次の同じ記録間隔からのスタートとなります。例えばロガーを 1

時間の間隔で 7：00 にスタートさせたとします。"Start / Stop" ボタンを 8：

45 に押してロガーを停止させ、10：15 に再度ボタンを押した場合、ロガー

は 10：15 すぐには記録再開せず、11：00 にスタートします。これは記録間

隔が 1 時間間隔だからです。従って記録間隔によって、再開する為にボタン

を押した時と実際の再開した記録時刻との差があるという事を認識するこ

とが重要です。記録間隔が短ければ、再記録までの時間が短くなります。 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

4. 記録をストップする時には次の中から１つを選びます。 

 Never : 特に 初から止める時期を予定していない場合にはこ

ちらを選択します。 

 On Date/Time : 特定の日時でロガーを停止させる場合にはこれ

を選択します。日付と時間を選択し"Done"をタップします。 

 After : ロガーをスタートしたらある一定の期間計測したい場合

にはこれを選択します。ロガーに記録させたい期間を選び

"Done"をタップします。例えば、記録を始めてから 30 日間のデ

ータを取らせたい場合には 30days を選択します。 

備考："Stop Logging の項目を設定しなくても、ロガーを接続し、

"Connected"画面よりロガーをいつでも停止させることは出来ます。

この操作はどの設定画面での停止オプションよりも優先となります。 

5. "Done"をタップします。 

記録するセンサーを選択します。初期設定では全てのセンサーが有効になっ

ています。１つのセンサーだけ有効にしていても、HOBOmobile では全ての

センサーの値が表示されます。備考：温度と湿度が記録されている場合、デ

ータファイルの読み出しの際に露点が計算されます。 

ある特定の値以上または値以下にセンサーの値がなった場合のアラームを設

定することが出来ます。アラームの設定には、 

1. 有効なセンサーをタップします。 

2. センサーの読み値がある特定の値よりも上回った際にアラームを発

動させたい場合には、"High Alarm"を有効にします。アラームの発動

する値へとカーソルをスライドさせるか、数値入力欄をタップして特

定の読み値を入力します。次項の例示ではアラームは華氏 85°を超

えた場合に発動します。 

3. センサーの読み値がある特定の値よりも下回った際にアラームを発

動させたい場合には、"Low Alarm"を有効にします。アラームの発動

する値へとカーソルをスライドさせるか、数値入力欄をタップして特

定の読み値を入力します。次項の例示ではアラームは華氏 32 を下回

った場合に発動します。 
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備考：実際の"High alarm"と"Low alarm"の限度はロガーの仕様に近い

形となります。 

 

4. "Raise Alarm After"の下にアラームを発動するのに何回設定値

外に値が出るかの回数を設定する欄があります。上図のように 5

回とした場合、アラームが発動する前に華氏 85°以上、または

華氏 32°以下に 5 回なる必要があります。数値入力項目の隣の

時間は、入力した回数からアラームが発動するまでの 低時間を

表記しており、LCD ディスプレイは 15 秒ごとに更新されます。 

 

5. アラーム発動の条件として、値の Cumulative（累積）で発動す

るか値の Consecutive（連続）で発動するかについて選択します。 

Cumulative を選択した場合は、計測している値がある一定の回

数、設定した値を、累積で超えた時点でアラームを発動します。 

 

Consecutive を選択した場合は、LCD ディスプレイに、設定した

値を超えた一定の数が、連続で表示された場合アラームが発動し

ます。 

例えば、華氏 85 度での読み値の回数が 5 回連続であった場合、

アラームが発動します。しかし、Cumulative を選択している場

合には、読み値の回数の 5 回が断続でも連続でも累積で計測され

れば が発動 ます6. "Done"をタップし、他のセンサーも希望によっては設定します。

アラームの限界値はロガーの LCDスクリーンが毎 15 秒ごとに更

新されるときにチェックされます。"Alarms / Stats"ボタンを押す

と設定されたアラーム発動の際の設定値を見る事が出来ます。

LCD ディスプレイには計測中に設定値を超えた値の中でも、 も

離れた値を表示します。 
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ここでは、アラーム音(ビープ音)を鳴らすかどうか設定します（利用可能なセン

サーアラームが設定されている場合のみ）。この設定を有効にすると、次のいず

れかになるまで 30 秒に 1 回ビープ音が鳴ります（下記のいずれかを 初に行う

まで 30 秒に 1 回鳴ります）。 

 アラームを HOBOmobile で解除した時（ロガーに接続し Clear Audible 

Alarm をタップした時） 

 ロガーの上部のどちらかのボタンを押した場合 

 7 日間が経過した場合 

 

一度解除すると、アラームは再度設定値の範囲外に出た場合に鳴ります。 

音の出るアラームがクリアされても、アラームのマークはロガーの LCD ディス

プレイと HOBOmobile に残ることがあります。これはアラームマークをそのま

ま残す設定をしている場合や、アラームの条件がまだ有効なためです。 

また、センサーの値が正常範囲に戻った場合、アラーム音は上述のようにクリア

されるまで継続されます。 

簡単にビープ音をオフにすることができるように、ロガーへ定期的にアクセスを

している場合にのみ、この機能を有効にすることをお勧めします。アラーム音を

鳴らす事で、徐々にバッテリーの寿命が短くなります。 

センサーのアラームを設定した場合、どの程度アラームが発動した場合に LCD

ディスプレイにアラームのアイコンを残したままにするか、下のオプションよ

り選択します。 

 Logger reconfigured : アラームのアイコンは、次にロガーを再設定する

まで残したままにしておきます(再設定するまでとはロガーを接続して

Configure をタップし、設定後に"Start"をタップするまでの事です)。 

 Sensor in Limits : アラームアイコンは正常範囲値にセンサーの値が戻

るまで表示されたままになります。 

 Alarm Button Pressed : アラームアイコンは"Alarm / Stats"ボタンを押

すまで表示されたままになります。 

備考：アラーム音とアラーム表示は、アラーム発動の時に同時に発動させる事

が出来ますが、2 つのクリア方法はそれぞれ異なります。アラーム音は前述し

た 3 通りの方法で、表示に関しては上述の 3 通りの方法でクリアします。アラ

ーム音はクリアすることが出来ますが、アラーム表示は再度設定をするか、セ

ンサーが設定値から出るか、またはアラームボタンを押すまでは LCD ディスプ

レイや HOBOmobile に残ります。ロガーの停止方法で"button push"を設定した

場合、アラームに関してはロガーが停止した時に自動的に解除され、"no Alarm 

Cleared"のイベントがデータファイルに記録されます。ロガーは再度スタート

する時に、アラームの設定状況をチェックします（ロガーで"Allow Button 

Restart を選択の場合"）。 

記録モードは 2 つあります。 

・一定の記録間隔：ロガーは利用できるセンサーや統計について、選択した

記録間隔で記録します（Statistics(統計)データは各記録間隔で記録した結果

を元に設定したサンプリング間隔を元に計算されます）。 
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備考：センサーアラーム、統計モードやロガー停止の際の上書きモードは

バーストモードでは利用できません。 

記録モードの設定では、"Logging Mode"をタップし、"Fixed Interval Logging 

"や"Burst Logging"を下記を参照し選びます。そして"Done"をタップします。 

一定の計測間隔（Fixed interval Logging）を選択した場合 

1. スクリーン画面の一番上にある記録間隔で、使用できるセンサーの現

在の読み値を記録するには"Normal"を選択します。Statistics (統計) デ

ータを取りたい場合にはこの選択をしないでください。 

2. 下記の事項を取りたい場合には、"Statistics(統計)"を選択します。 

 

Maximum（ 大値）：サンプリング（統計の中でのサンプリング間隔

で設定しています）の中での 大値です。 

 

Minimum（ 小値）：サンプリング（統計の中でのサンプリング間隔

で設定しています。）の中での 小値です。 

 

Average（平均）：サンプリング（統計の中でのサンプリング間隔で設

定しています。）の平均値です。 

 

Standard deviation（標準偏差）：サンプリング値の平均値からの標準

偏差です。選択された統計は全ての使用できるセンサーで記録されま

す。 

 

・Burst（バースト）モード：ロガーは利用できるセンサーや統計について、

読み値が特定の設定した値に入るまでは通常モードにて記録しますが、設定

した値に入ると、読み値が当初設定した値の範囲を出るまで、記録間隔の短

いバーストモードになります（バーストモードは 15 秒ごとにチェックし、

この 15 秒というのは LCD ディスプレイの更新時間になります）。例えば、

ロガーを 5 分インターバルで計測し、バーストモードを 30 秒で設定し、華

氏 85°以上になった場合に作動するよう設定した場合（high limit といいま

す）、または華氏 32°を下回った場合（low limit といいます）に作動するよ

う設定した場合、ロガーは華氏 32°から 85°までは通常の 5 分間隔での計

測を行いますが、一度温度が 85°を超えた場合、ロガーは短い記録間隔を取

るモードに切り替わり、温度が華氏 85°を下回るまで 30 秒ごとに記録を取

ります。華氏 85°を下回ると通常の記録間隔に戻ります。同様に、華氏 32°

以下になった場合、ロガーはバーストモードになり、記録を 30 秒ごとに取

ります。そして温度が 32°を上回り戻ると、ロガーはノーマルモードになり、

5 分間隔に戻ります。 
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バーストモード（Burst Logging）を選択した場合 

1. "Burst sensor limits"の下にある sensor をタップします。 

2. 読み値がある一定の値を上回るときにバースト記録を作動させたい

場合には"High Limit"を設定します。読み値のバーをスライドさせる

か、値を入れる項目部分をタップして特定の値を入力します。ここで

は例えば、温度が華氏 85°を超えた場合にバーストモードが作動す

るように設定されています。 

3. 読み値がある一定の値を下回るときにバースト記録を作動させたい場

合には"Low Limit"を設定します。読み値のバーをスライドさせるか、

値を入れる項目部分をタップして特定の値を入力します。ここでは例

えば、温度が華氏 32°を下回った場合にバーストモードが作動するよ

うに設定されています。 

3. "Statistics Sampling Interval"をタップし、統計を計算するのに使用する

Rate（レート）を選択します。レートは記録間隔よりも短くする必要

があります。例えば、記録間隔が 1 分で、サンプリングレートを 5 秒

とした場合、ロガーは記録間隔を取る間に 12 回サンプリングを取りま

す（1 サンプルを 5 秒で取得する為）。そして 12 サンプルの統計の結

果を 1 分の間隔で記録します。サンプリングレートを頻繁にすると、

バッテリー寿命に影響します。 

4. "Done"をタップします。 

5. "Done"をもう一度タップし、"Configure"の画面に戻ります。一度ロガ

ーが記録したら、ロガーの"Alarm . Stats"ボタンを押して、現在の読み

値から統計に表示を変えられます。（ロガーは現在記録をしていないと

しても、HOBOmobile で現在のセンサーの読み値を表示します。） 
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ロガーが動作中に LCD 画面を表示するかどうかの設定です。"Show LCD"

を使用しない場合、ロガーの LCD は現在の読み値、状況、その他情報等を

ロガーの動作中に表示しません。この設定を有効にした場合、"Start / Stop"

ボタンを 1 秒間押す事で、一時的に LCD 画面が表示されます。LCD 画面は

10分表示されたままになります。加えて LCDの設定が有効になっていても、

スマートフォンやタブレットで帯域内のロガーの情報は見る事が出来ます。 

 

4. "Done"をタップします。 

5. 希望により他のセンサーにも上述の１から４を繰り返します。 

6. Burst logging の記録間隔をタップします。 

7. 通常の記録間隔よりも早い間隔を選択し、"Done"をタップします。 

8. "Logging mode"画面に"Done"をタップして戻ります。 

備考 

 一度ロガーを設定した場合、High と Low のバースト記録の限度値

は、ロガーの LCD スクリーンが 15 秒毎でリフレッシュされるときに

チェックされます。従って、記録間隔を 15 秒以下に設定した場合、

センサーの読み値が限度値の外に出た場合、バースト記録は次の 15

秒のリフレッシュサイクルが来るまでは始まりません。 

 一度、High, Low の条件設定をクリアした場合、記録間隔はバースト

記録モードの 後に記録されたデータポイントを使って計算されま

す。例えば、ロガーは 10 分の記録間隔で、9:05 にデータを取ったと

します。"High"の限界値を超え、9:06 にバーストモードに入ったとし

ます。そしてバースト記録がセンサーの値が High の限界値を下回る

9:12 まで続いたとします。そこからはノーマルモードにて計測します

が、次の記録時刻は 後のバーストモードの終わった所から 10 分後、

つまり 9:22 となります(もしバースト記録モードが作動していなけれ

ば、次のデータ記録時刻は 9:15 となっていたはずです)。 

 バースト記録モードの際に"button push"でロガーを止めた場合、新し

い間隔イベントが自動的に記録し、実際 High もしくは Low の状況が

解除されていなくても、バースト状態はクリアされます。ロガーは記

録が再開した際に High、Low 状況をチェックします。（ロガーで"Allow 

Button Restart"を選択していた場合。） 
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ロガーの状態をチェックする 

前述の「ロガーの情報をチェックする」でも述べた通り HOBOs 画面で、ロガー現在の

センサーの読み値やその他基本情報を見る事が出来ます。より詳細な状態を知るために、

ロガーに接続して"Full Status Details"をタップします。"Status Details"画面では次の

情報を見る事が出来ます。 
 
・設定情報："Current Configuration" をタップする事で、ロガーが設定された時刻、 
             記録間隔、スタートとストップの設定、記録モード、アラームの限界値や 
       バースト記録の設定値などを見る事が出来ます。設定情報を見るのを終え 
       た時、"Current Configuration"画面左上の"Status Details"をタップし 
             "Status Details"画面に戻ります。 
・現在値  ：これらはセンサーの読み値の項目です。センサーの記録が記録されていな 
             くても、現在値は表示されます。 
・デバイス情報：ロガーの型番、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョンなど 
                 の項目です。 
・デバイスの詳細：ロガーの現在のバッテリーレベルやメモリーの使用状況(%)、現在の 
                  ロガーの状況（設定中、記録中、停止中）等の項目です。 
 
"Status Details"画面の左上の "Connected"をタップし、チェックが終わったら

"Connected"画面へ戻ります。ロガーの 15 秒毎に更新される LCD 画面でもロガーの状

態をチェックすることが出来ます。LCD 画面を利用できないときは、"Start / Stop"ボタ

ンを 1 秒押して一時的に LCD 画面を表示して下さい。ロガーの LCD 画面では計測記録

している項目の値のみを表示しますが、HOBOmobile 上では計測記録しているかどうか

にかかわらず全ての項目の値を確認することができます。 
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Chapter ３： データファイルの操作 

 
 
 
 
 

ロガーからのデータ読み出しとデータファイルを開く 

ロガーのデータファイルは読み出す事で作成されます。データはスマートフォンや

タブレットに記録されます。ロガーを読み出すには： 
1.    をタップし、接続するロガーを選択します。 
2. "Connected"の画面から、"Readout"を読み出します。ロガーのデータが端末へ

とオフロードされます。読み出しが完了するとメッセージが表示され、  ア

イコンの上に数字が表示され、新しいファイルを見る事が出来る事を示します。 
3.    をタップします。データはロガーから読みだされ、"Recent Data Files"

の欄にミニグラフで表示されます。このリストには 10 の 近のデータファイ

ルを載せる事が出来、一番直近の物が一番上にきます。データファイルはグル

ープで仕分けすることが出来ます。そのグループで複数のロガーで関連付けら

れたデータファイルのリストを見るため、グループ名をタップします。"All"を
タップすると全てのデータを見る事が出来ます。特定のデータファイルを検索

する事も出来ます。検索フィールドで、検索カテゴリーを選択して、探したい

データロガーのラベル、シリアルナンバー、グループネーム等を入力します。 

 
 
 
 
 
 

Data Files のアイコンをタップする事で、ロガーから読みだしたデ

ータをグラフで見る事が出来ます。ロガーの設定や記録されたデータ

地点といったデータファイルの詳細を見る事ができ、また他のソフト

ウェアでも分析できるように色々なフォーマットにてファイルを共

有することが出来ます。 
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ロガーを読み出し、データファイルを探す 

ミニグラフは端末の"Data files"画面に保存されたそれぞれのデータが表示されます。ミ

ニグラフは使用可能なセンサーの記録されたデータのスナップショットを表示し、さら

に次の情報も含んでいます。 
 
 

 
ミニグラフをタップする事で下記の例のような大グラフを開く事が出来ます。 

 
 

アラームアイコンはアラームの発動を表します。

このアイコンは

ロガーがお気に

入 り (Favorite)

のグループに属

している事を表

しています。 

個のラベルは計測時に使用されます。ロガーのシ

リアルナンバーは任意のラベルを入力していない

場合に自動で入力されます。 



 21

大グラフを表示している際には次の事が可能です。 
 縦軸方向に上下、画面スクロールがどこでも可能です。 
 横軸方向に左右、画面スクロールがどこでも可能です。 
 表示されているグラフを特定の時期で引き伸ばしたり大きくしたり、つまんでグラ

フを小さくしたりする事が可能です。 
 グラフの上で画面を押したままにする事で、特定の日時でのセンサーのデータポイ

ントを見る事が出来ます。その際には 2 本の交差線が表示されます。（上図を参照

して下さい。） 
 グラフの上にある   のアイコンをタップして、もともとの表示に戻す事が出来ま

す。大グラフは計測時に使用したラベルをグラフの上部に表示し、一つ以上のグラ

フがあるときにはそのグラフの凡例も表示します。標準ではロガーのイベント（ア

ラームが発動した、アラームが解除になった）、算出されて表示されたグラフ（露

点）や統計データはグラフには表示されません。グラフ上での異なったセンサー、

イベント、統計グラフを見るもしくは隠す場合には、   をタップして、表示もし

くは非表示にしたいグラフ上のセンサー、イベント、統計グラフを選択し、   を

タップします。大グラフは選択したセンサーやイベントを表示するよう更新されま

す。これによって"Datafile"画面のミニグラフや共有ファイルの中にあるデータの

見え方が変わる事はありません。 
 

記録したデータと共有ファイルを見る 

個々のデータポイントについて閲覧し、データファイルやグラフを他のソフトウェアで

分析する為共有、エクスポートをする事が出来ます。 
データを見たりデータファイルを共有するには 

1.     をタップします。 
2. 閲覧や共有したいデータのあるミニグラフをタップします。 
3. 大グラフの上にある   をタップします。 
4. "Share"画面で下の表のデータファイルやグラフフォーマット形式を選択し

ます。共有するというオプションはモバイル端末にインストールしているア

プリケーションによって利用可能です。 
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データファイルの詳細を見る 

ロガー設定の際の詳細情報等をデータファイルから見るには 
1.     をタップします。 
2. 閲覧や共有したいデータのあるミニグラフをタップします。 
3. グラフの右上にある   をタップします。 
4. "Data Files Details"画面で、ロガーの部品番号、シリアル番号、ファームウェア

バージョンが列挙されています。"Logger Configuration"をタップすると、ロガ

ーをスタートした時の以下の設定事項について見る事が出来ます。 
 
・Label : 任意の名称を入力することが出来ます。また名称なしの場合シリアルナンバー 
     となります。 
・Group : 特定のグループにロガーが属している時のグループ名 
・Location : 通信端末から設定した際の位置情報を記録します。 
・Config Date : ロガーが設定された日時（ロガーが動作開始する時とは異なります。） 
・Deployment Number : ロガーがソフトウェアを通して設定されてスタートした回数 
         を表します。ロガーが一度停止して再度スタートした場合には、この数字が変 
         わりません。この数字が変化するのはあくまでもロガーの設定をした回数とな 
         ります。 

アイコン データファイル 内容 

XLSX をタップすると、ファイルと各データの情報、データ、ロガーイベント、詳細等

を含むエクセルファイルを作成します。メール、コピーまたは対応したアプリケーショ

ンで開きます。データ、イベント、詳細をプレビューするには"Quick Look"をタップし

ます。 

カンマ区切り 

 

テキストファイル 

 

HOBOware 

ファイル 

png ファイル 

マイクロソフト 

エクセルファイル 

 

CSV をタップすると、データとロガーイベントをカンマ区切りしたファイルを作成

します。詳細等を含むエクセルファイルを作成します。メールをするか、コピーをす

るか、対応したアプリケーションで開きます。データ、イベント、詳細をプレビュー

するには"Quick Look"をタップします。 

 

TEXT をタップすると、データとロガーイベントのテキストファイルを作成します。

メールをするか、コピーをするか、対応したアプリケーションで開きます。データ、

イベント、詳細をプレビューするには"Quick Look"をタップします。 

IMAGE をタップし、大グラフのスクリーンショットを作成します。メール、メッセージ、

コピー、プリント又は画像を保存します。プレビューは"Quick Look"をタップします。 

HOBO をタップすると、ファイルと各データの情報、データ、ロガーイベント、詳細

等を含む HOBOware ファイルを作成します。メールをするか、コピーをするか、

HOBOware で開きます。 
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・Logging Interval : ロガーがデータを記録する時の固定された記録間隔を表します。 
・Logging Duration : ロガーの設定情報から算定されるおおよそのロガーの継続可能時 
         間です。（ロガーが作動して以降の実際の時間を表しているのではありませ 
         ん。） 
・Start Logging : 記録を開始する際に選択する項目です。 
・Stop Logging : 記録を停止する際に選択する項目です。 
・Sensor & Alarm Setup : 使用可能なセンサーの項目と、それに関連付けられたアラー 
          ムとバースト記録の限界値の項目です。アラームを設定した場合、アラーム 
     表示とアラーム音は、選択した方の設定が表示されます。 
・Logging Mode : 計測時の記録モードの項目です。 
・Show LCD : 計測中に LCD ディスプレイを使用するかどうかの項目です。 
・Statistics : 計測時の Statistics(統計)とサンプリングレート（間隔）使用の項目です。 
・Burst Logging Interval : バーストモードの際の記録間隔の項目です。 
 

データファイルを削除する 

データファイルの消去には 2 通りの方法があります。 
1.      をタップします。 
2. 消去したいデータを見つけ、左にスワイプします。 
3. "Delete"をタップし、消したいファイルを"Confirm"をタップします。 

 
あるいは 

 
1.      をタップします。 
2. "Data files"画面右上の"Edit"をタップします。 
3. 消去したいスクロールしタップします。 
4. "Data Files"画面の下にある"Delete"をタップし、確認画面が出てきたら

"confirm"をタップします。 
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Chapter ４： 設定・サポート・FAQ 

 
設定の変更 
 

をタップして HOBOmobile にて以下の項目を変更することが出来ます。 
 
・Units : "US"単位と"SI"単位を切り替える事が出来ます。この Units を変更した後のデ

ータの読み出しでは、新しく変更した方の単位にて表示されるようになります。すでに

存在するミニグラフの表示されている単位は更新されません。ミニグラフは読み出した

時の単位で継続して表示されます。しかし、大グラフに関しては表示が変わります（ミ

ニグラフをタップして、新しい単位で大グラフを見ます）。存在するデータの中の共有す

るデータは、表示が変わります。ロガーの LCD 画面については次の設定がなされたとき

に表示が更新されます。 
 
・Time Zone for Data : この項目はグラフや共有するデータファイルのタイムゾーンを

設定します。自分のスマートフォンやタブレットと同じタイムゾーンを使用する場合に

は"Set Automatically"を選択します。自分のスマートフォンやタブレットと異なるタイ

ムゾーンに設定したい場合には、"Set Automatically"を有効にせず、希望のタイムゾー

ンを選択します。タイムゾーンを変更した後のデータの読み出しは、変更後の新しいタ

イムゾーンにて行われます。すでに存在するミニグラフに表示されているタイムゾーン

は更新されません。ミニグラフの表示は読み出しをするまで変わりません。大グラフは

タイムゾーンが変わります。（ミニグラフをタップし、大グラフを見ると新しいタイムゾ

ーンになっています。）タイムゾーンの変化は.hobo のファイルを除くすべてで更新され

ます。.hobo ファイルのタイムゾーンの調整は HOBOware にて行います。ファイルの設

定をした時間（これは Full status details と Data File Details 画面にて見る事が出来ま

す。）と.xlsx ファイルでの設定時間（詳細タブより見る事が出来ます。）はロガーの設定

の際のタイムゾーンとなります。 
 
・Show Only My Devices : この設定ではどのロガーをHOBO画面の"Recently Seen / In 
Range"に表示させるかを決める事が出来ます。自分のスマートフォンやタブレットと接

続したロガーのみをリストに表示したいという場合、設定を有効にします。自分のスマ

ートフォンやタブレットが接続していてもいなくても通信帯域内にあるロガーを全て表

示したい場合には、この設定を無効にします。この設定は"Recently Seen / In Range"リ
ストの編集をする際には使用できません。 
 
・Enable Logging : これはオンセット社のテクニカルサポート用に作成された設定です。

これを使用可能にすると、ログを見る事と共有する事が可能になります。オンセット社

のテクニカルサポートより指示があり、ログファイルを共有する時にのみクリックしま

す。 
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サポート 
をタップしてソフトウェアのバージョンをチェックします。オフラインにて iBooks

を開きマニュアルにアクセスし、サポート情報を得てください。 
 
よくある質問（FAQ） 
以下の質問はソフトウェアのトラブルシューティングとなります。 
 
 HOBO 画面上の Recently Seen / In Range list に私のロガーが無いのですが…。 
 ・ロガーはバッテリー切れの可能性があります。バッテリーが十分あり正しく装着さ 
    れている場合には LCD ディスプレイにマークが出ています。 
 ・ロガーはお手持ちのスマートフォンやタブレット等の通信帯域内に入っていない、 
    もしくは通信に何かしらの障害が発生している場合があります。ロガーの近くに通 
    信端末を近づけてください。無線通信の範囲は障害のない場所でおおよそ 30.5m で 
    す。 
 ・Bluetooth がお手持ちのスマートフォンやタブレットの設定で有効になっている事 
    を確認して下さい。 
 ・"Show Only My Devices"の設定を解除して下さい。 
 
 Recently Seen / In Range list で私のロガーを見つけることは出来ますが、通信が出 
  来ません。 
 ・HOBOmobile を一度閉じて、再度起動して下さい。 
 ・通信端末を一度電源を切り、再度電源を入れ、通信を試みてください。 
 
 私のロガーが異なるグループの中に入っています。変更は出来ますか？ 
 ・ロガーを接続し、"Configure"をタップし、"Group"をタップします。ロガーのグル 
    ープを選択するか新しいグループを選択します。どのグループにもロガーを入れた 
    くない場合には、全てのグループから除く事が出来ます。（どの表示されているグル 
    ープ名にもチェックが入っていないようにします。）"Add to Favorites"をお気に入 
    りのグループに入りたい場合にはタップします。その後"Start"をタップします。ロ 
    ガーは再設定され他のグループにも影響します。 
 
 ロガーの設定をしたのですが、接続できなくなってしまいました。ロガーはスタート 
  していますか？ 
 ・接続が途切れる前に"Start"をタップしていなければ、ロガーは記録を開始していま 
    せん。ロガーに再び接続して設定を完了し、"Start"をタップしてください。 
 
 LCD ディスプレイを見なくても HOBOmobile 上でどの程度バッテリー残量があるか 
  確認できますか？ロガーが作動しているか停止しているかをチェックすることは出来 
  ますか？ 
 ・通信帯域内にお手持ちの端末がある場合、ロガーの現在の状況を HOBOs 画面の 
    "Recently Seen / In Range"のリストで見る事が出来ます。ロガーに接続し"Full  
    Status Details"をタップする事で、バッテリー残量や設定した内容を見る事が出来 
    ます。 
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 他の人が設定できないようにロックをかけるにはどうしたらいいですか？ 
 ・ロガーに接続し、"Logger Password"をタップしてください。 大 10 文字までのパ 
    スワードを入れる事が出来ます。設定したパスワードは、他の通信端末で接続を試 
    みようとする際には入力を求められます。ロガーを設定した端末はわざわざロガー 
    に接続する際にパスワードを入力しなくて済むようになっています。 
 
 ロガーに設定したパスワードをリセットする方法を教えてください。 
 ・継続的に 3 秒間ロガーの上部にある"Start/Stop"ボタンと"Alarm/Stats"ボタンを押 
    します。またはロガーのパスワードを設定する画面にて"Reset to Factory Default" 
    をタップします。 
 
 アラームが作動しました。どのようにしてクリアしたらいいでしょうか？ 
 ・表示されたアラームはロガー設定時の"Maintain Visual Alarms Until"に基づいてク 
   リアされます。表示型アラームは設定時に選択した①ロガーが再設定されたとき、② 
   設定した限界値を出ていた値が戻った場合、③ロガーの"Alarm"ボタンが押された場 
   合のいずれかでクリアされます。音の出るアラームについてはロガーのいずれかのボ 
   タンを押す事、もしくはロガーに接続し、"Clear Audible Alarm"でクリアすること 
   が出来ます。 
 
 ロガーからデータを読み出す方法を教えてください。 
 ・ロガーに接続して"Readout"をタップします。一度データの読み出しが完了したら 
    "Data Files"アイコンをタップする事で、読みだしたデータを見る事が出来ます。 
 
 データを読み出すのに私のロガーは 1 分以上かかりますが、普通なのでしょうか？ 
 ・データが一杯に入っているロガーは１分かそれに近い時間が読み出しにかかります。 
    1 分以上読み出しに時間がかかるときは、通信端末をロガーに 1 メートル以内まで 
    近付けてください。ロガーから通信端末の距離がそれよりも遠い場合にはデータの 
    読み出しにより時間がかかる可能性があります。 
  
 グラフのズームをしました。元の大きさのグラフに戻す手順を教えてください。 
 ・グラフの上にある  をタップしてください。グラフからズームを戻す時にグラフの 
    2 本の交差線の機能を使用している場合には、このボタンでも元の大きさには戻り 
  ません。"Done"をタップしてその後ミニグラフをタップして元のサイズでのグラフ 
  を再表示して下さい。 
 
 グラフなしで個々のデータポイントを見る事が出来ますか？ 
 ・グラフの上にある  をタップしてください。データポイントを見るため、CSV か 
    TEXT、XLSX を選択して"Quick Look"をタップして下さい。スプレッドシートの 
    ファイルを開くか、テキストエディタを用いさらに解析する事が出来ます。 
 
 私のグラフはブランクです。何が原因でしょうか？ 
 ・データ満杯のグラフを見る場合やグラフに多くのセンサーを付けている場合はブラ 
    ンクのグラフになります。小さくつまみ図をリフレッシュし全ての図を表示させて 
    下さい。これでも上手くいかない場合には隠れているセンサーを試し（グラフの上 
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    の   をタップし）、図が正しく描写されるかを確認します。 
 
 どのようにしてグラフへ図やイベントを追加したり削除したりするのですか？ 
 ・グラフ上部の  をタップしてグラフで表示したい、あるいは非表示にしたいセンサ 
    ーや統計やイベントを使用可能や使用不可能にします。完了したら  を再びタッ 
    プします。 
 
 どのようにしてグラフを印刷するのですか？ 
 ・"Data Files"画面のミニグラフをタップして大グラフの表示にします。そして  を 
    タップし、"Image"をタップし、"Print"をタップします。 
 
 自分の通信端末の電子メール設定をしていませんが、データをメール出来ますか？ 
 ・HOBOmobile からデータファイルや画像をメールしたい場合には、これらのファイ 
    ルを共有する前にメールアカウント情報を設定して下さい。Setting > Mail,  
    Contacts, Calendars でアカウントを設定して下さい。 
  
 .hobo のファイルを共有する際に AirDrop は利用できますか？ 
 ・.hobo のファイルを AirDrop したい場合には、AirSharing というアプリケーション 
    を使用して下さい。 
 
 データファイルのグループを変えることは出来ますか？ 
 ・グループ名はロガーを設定した時に決められ、ロガーよりデータを読み出す時も同 
    じ名前になります。その結果としてデータファイルが分類されているグループ名を 
    変える事が出来ません。 
 
 Unit の設定を変更しました。なぜロガーは以前の Unit の設定のままなのですか？ 
 ・LCD ディスプレイの表記の変更が反映されるのは、再設定をした時になります。ロ 
    ガーの LCD 画面の表記を変えるために、希望の Unit 単位に変更し、ロガーを接続 
    し、"Configure"をタップし、希望の設定を選び、下の右端にある"Start"をタップし 
    ます。その場合、記録がスタートした時から新しい Unit 単位で LCD ディスプレイ 
  に表示されます。 
 
 Unit 単位の設定を変更しましたが、ミニグラフは変更前の Unit 単位で表示されます。 
  ミニグラフを新しい単位で表示できますか？ 
 ・設定変更前のデータの読み出しをしたミニグラフでは、読み出し時の Unit 単位が反 
    映されます。しかし、ミニグラフをタップし、大グラフでは新しい Unit 単位で見る 
    事が出来ます。 
 
 設定でタイムゾーンを変更しました。しかしミニグラフは変更前のタイムゾーンを示 
  しています。ミニグラフは変更後のタイムゾーンを表示できないでしょうか？ 
 ・設定変更前のデータの読み出しをしたミニグラフでは、読み出し時のタイムゾーン 
    が反映されます。しかし、ミニグラフをタップし、大グラフでは新しいタイムゾー 
    ンで見る事が出来ます。 
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  他のアプリケーションに動作を切り替えた後、HOBOmobile に再び切り替えた際、 
  HOBOs 画面がブランクになっていましたがどうしたら良いでしょうか？ 
 ・HOBOmobile で他の画面に切り替えてみてください（例えば     をタップ）。 

そして、    をタップします。スクリーンは通常に戻ります。 
 
 私の通信端末にたくさんのロガーが表示されています。私が設定したロガーだけ見た 
  い場合にはどうすればよいでしょうか？ 
 ・  をタップして、"Show Only My Devices"を有効にします。HOBOs 画面の 
    Recently Seen / In Range List はあなたのスマートフォンもしくはタブレットで設 
    定したロガーだけになります。 


