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はじめに(Getting Started) 
HOBOconnect は、Bluetooth 通信でHOBO® MX シリーズデータロガーを操作するためのアプリです。 
 

HOBOconnect: Supports the following: 

モバイル端末(システム要件) Android 7.0 以降, iOS11 以降、Bluetooth 4.0 以降 
対応機種(MX シリーズ) MX1101-01, MX1102A, MX1104, MX1105, MX2001, MX2200, MX2300, MX2501, MX 

Gateway 
※2020 年7 ⽉現在 

MX シリーズデータロガーの仕様や詳細は製品のマニュアルを参照ください。 
お⼿持ちのスマートフォンまたはタブレットでApp Store またはGoogle Play よりHOBOconnect をダウンロードします。イン
ストールの際、アプリから端末の位置情報やファイル管理への情報へのアクセスを許可してください。 
HOBOconnect の操作は下記の3 つのアイコンより⾏います。 
 

Tap this icon: To do this: 

 
 
 

モバイル端末の通信範囲内にあるロガーやゲートウェイを表⽰します。ロガーを設定したり、ステ
ータスを確認したり、ライブデータを閲覧したり、データを読み出したり、ゲートウェイを設定し
たりします。 

 読みだしたデータをグラフ表⽰したり、データファイルをエクスポートしたり、データを他の⼈に
送信したりします。 

 通信範囲内のロガーの記録値やグラフなどをすぐに確認できるダッシュボードを設定します。 

 
 

HOBOconnect の設定を変更します。 

  
ロガーの見方(Viewing Devices) 
HOBOconnect は、モバイル端末のBluetooth の通信範囲内にあるロガーやゲートウェイと通信することができます。休眠状態
ではないロガーやゲートウェイは⾃動的に Bluetooth のシグナルを送ります。画⾯下部のデバイスアイコンをタップし、通信範
囲内にある機器をリストします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表⽰する機器のフィルタをかける際にタップ 

Bar color: What It means: 

⾚ アラームが発報した際に表⽰ 
(ベルアイコンも表⽰) 

オレンジ ファームウェア更新中などロガ
ーが回復状態にあるときに表
⽰。 

 

表⽰の順番を変えたいときにタップ 

Bar color: What It means: 

緑 ロガーのボタンを押して、リス
トの最上位に表⽰した場合 
(ロガーによっては⾮対応) 

⽩ 通常 

グレー Bluetoothシグナルが途切れてい
る状態 
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アラームが発報しているロガーがリストの最上位にきます。ロガーのボタンを押した場合にはさらに最上位に表⽰されます(⼀
部ロガーは⾮対応)。初期設定では、他のロガーは名前の順で表⽰されます。 
リストされている機器の順番を変更するには(To change the order of the devices) 

Devices 画⾯の  をタップして、以下から選択しOK をタップします。 
Select this: To order device by: 

名前 
 

アルファベットの昇順で並びます。もしロガー設定時に名前を付けていない場合は、シリアル番号
が名前になります。 

グループ グループ名のアルファベットの昇順で並びます。グループに⼊れていないロガーは、グループに⼊
っているロガーの後にリストされます。 

シリアル番号 シリアル番号の昇順で並びます。ロガーに名前を付けている場合でもシリアル番号順で並びます。 
モデル 機器の型番の昇順で並びます(MX1101, MX2301 など) 
発⾒時間 デバイスからのBluetooth 信号を受け取った順に並びます。 

注記：ロガーのアラームが発報したり、Bluetooth シグナルが認識されないなどで、並び順が変化することがあります。 

リストされている機器にフィルターをかけるには(To filter the devices shown) 

  をタップして、全てか1 以上選択し、OK をタップします。 
Select this: To display the following devices within range: 

すべて 全てのロガーとゲートウェイを表⽰ 
ゲートウェイ ゲートウェイのみを表⽰ 
ロガー ロガーのみを表⽰ 
お気に⼊り お気に⼊りに⼊れたロガーを表⽰ 
⾃分のデバイス お⼿持ちのスマートフォンまたはタブレットで過去に接続したことがある機器を表⽰ 

注記：「設定」で「⾃分のデバイスリストをクリアする」をタップするとクリアできます。 
グループ解除 グループに⼊っていないロガーを表⽰ 
グループ名 <グループ名>のグループに⼊っているロガーを表⽰ 

機器を検索するには(To search for a device) 

デバイス画⾯の⼀番上にある検索フィールドをタップし、⽂字を⼊⼒します。シリアル番号、ロガー名やグループ名、型番など
で検索することができます。⽂字を⼊⼒するごとに検索結果が⾃動的に絞られていきます。検索を解除するときは、検索フィー
ルドの×をタップします。 
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ロガーの情報をチェック(Checking Device Information) 
ロガーの場合(Loggers) 

それぞれの欄には以下の情報が表記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記: MX1104 及びMX1105 ロガーで、外部⼊⼒センサーをオフにしている場合は、そのチャンネルは“--”と表記されます。ま
たは新しくセンサーが接続され、計測記録がスタートするまでは、以前接続された外部⼊⼒センサーの数値が表⽰されます。 

ゲートウェイの場合(Gateways) 

それぞれの欄には以下の情報が表記されています。 
 

 

 

 

 

機器との接続(Connecting Device) 

機器と接続するには： 
1. 画⾯下部のデバイスアイコンをタップします。 
2. 接続するゲートウェイまたはロガーをリストから探します(必要に応じてロガーのボタンを押してリストの最上部に表⽰

させます)。 
3. 接続したいゲートウェイまたはロガーをタップします。 
機器に接続する際の注意点(Tip for connecting to a device) 

 お⼿持ちのスマートフォンまたはタブレットのBluetooth がオンになっていることを確認します。 
 MX1104, MX1105, MX2200, MX2300の場合：パワーセーブモードになっている場合、ロガーのボタンを押して休眠状

態を解除します。MX2200 シリーズを⽔中に設置している場合は、地上に引き揚げてから通信を試みます。 
 通信をするロガーまたはゲートウェイが Bluetooth の通信範囲内にあることを確認します。通信が途切れる場合は、アプ

リで表⽰されるBluetooth の電波強度をチェックします。電波強度を表すバーが1〜2 本の場合は、モバイル端末を機器に
近づけて通信を試みてください。 

 ロガーのバッテリー残量をチェックします。バッテリーが消耗している場合はバッテリー交換を⾏います。バッテリーが
新しいにもかかわらずバッテリー電圧が低い場合は、バッテリーが正しく装着されているかどうか確認します。 

 アンテナが通信したい機器に向くようにモバイル端末の向きを調整します。モバイル端末と機器との間に障害物があると、
通信が途切れる原因となることがあります。 

 該当する機器がリストに表⽰されているにも関わらず接続できなかったり、該当する機器が表⽰されない場合は、アプリ
やモバイル端末を再起動し、Bluetooth 通信を⼀旦リセットします。 

 

ロガーに付けた名前(名前を付けて
いない場合はシリアル番号) 

アラームが発報した場合、⾚いライ
ンが表⽰ 

ロガーの外観写真 
ロガーの型番 ロガーの計測値(ロガーが記録状態にない場合も表⽰);機種によって

はロガーの記録インターバルと違うタイミングで更新され、ロガーの
LCD に表⽰される値と必ずしも⼀致しません 

ロガーの状態 
アラームが発報している状態 

バッテリーの状態 
Bluetooth の電波強度 

ゲートウェイに付けた名前(名前を付
けていない場合はシリアル番号) 

ロガーの外観写真 

製品名 
ゲートウェイの状態 

Bluetooth の電波強度 

インターネットとの接続状況 
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 MX1102Aロガーの場合：USB 接続でパソコンのソフトウェアHOBOware と通信を⾏っている場合は、モバイル端末か
ら接続することができません。 

 Gateway の場合：ファームウェアアップデートを⾏っている時は接続ができません。ファームウェアアップデート中は前
⾯のLED が⻩⾊く点滅します。通常は数分後にアップデートが完了して⻘の点灯に変わり、通常通りの動作に戻ります。 

 
接続したロガーの操作(Working with a Connected Logger) 
ロガーに接続すると、下記のような画⾯が表⽰されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロガーの詳細と操作(Logger Details and Actions)  
ロガーと接続した時に、画⾯右上の をタップすると下記が表⽰されます。 
 ロガーのシリアル番号、型番、ファームウェアバージョン 
 使⽤メモリ(%；⼀部ロガー⾮対応) 
 バッテリー残量 
 Bluetooth 電波強度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接続を解除し機器のリ
ストに戻る際にタップ 

接続した機器の現在の
状態や計測値を確認。
機器によっては更新間
隔が異なるため、液晶
画⾯の計測値と異なる
ことがあります。 

現在または直近で⾏っ
た設定情報を確認でき
ます。 

機器のデータの読み出し
を⾏う際にタップ 

機器の設定を⾏う際にタ
ップ 

ロガーの詳細を⾒たり、パスワ
ードを⼊⼒したり、停⽌したり
することができます。 

10 秒更新でグラフ変化
を⾒ることができます。
グラフ内を指で押さえ
ると計測値を確認する
ことができます。 
注記：実際の記録値は読
み出したデータで確認
してください。 



 

6 

HOBOconnect ユーザーガイド 

また、表⽰されるアイコンによって下記操作ができます。 
Tap this 

icon: 

To do this: 

 ロガーのブザーを⼀度ならし、設置場所を確認(MX1101, MX1102A, MX1104, MX1105) 

 ロガーのLED を数秒間点灯(MX2200, MX2300) 

 アラームが発報した際の⾳の消⾳(MX1101, MX1102A, MX1104, MX1105) 

 ロガーのファームウェアをアップデート(アップデートができる場合のみ)。ファームウェアのアップデートの前
にデータの読み出しを⾃動的に⾏います。通信が途切れてアップデートが完了できなかった場合は、以前のバー
ジョンに戻ります。 
 
 
 
 
 

 間違えてストップしたり設定変更をしないようにパスワードを設定することができます。アイコンをタップしパ
スワードを⼊⼒し、Set をタップします。パスワードを設定すると、設定したモバイル端末だけがパスワードを⼊
⼒することなく、ロガーにアクセスすることができます。他の端末でアクセスするとパスワードの⼊⼒を求めら
れます。例えば、タブレットでパスワードを設定し、スマートフォンでアクセスするとパスワード⼊⼒を求めら
れますが、設定したタブレットでアクセスするとパスワードを求められません。同様に、部外者が他の端末でア
クセスした場合もパスワードを求められます。パスワードをリセットするには： 

ロガー本体のスタート/ストップボタンとアラームボタン(MX1101 の場合)、スタート/ストップボタンとネク
スト/クリアボタン(MX1102A の場合)、上下ボタン(MX1104, MX1105 の場合)を、3 秒間同時押し 
ボタンを10 秒間⻑押し(MX2200, MX2300 の場合) 
このアイコンをタップしてReset をタップする 

 ロガーをお気に⼊りとしてマークする。ロガーのリストでお気に⼊りのロガーとしてフィルターをかけることが
できます。お気に⼊りを解除するには  をタップします。 

 計測記録をスタートさせます。あらかじめアプリで、ボタンスタート、またはボタンスタートからの再スタート
を設定している必要があります。 

 計測記録をストップします。 

ロガーの設定(Configuring a Logger) 
1. 画⾯下部のデバイスをタップ。 
2. リストされるロガーから接続したいロガーを探す。必要に応じてロガーのボタンを押します。 
3. 接続したいロガーをタップし、  をタップ。データの読み出しを促される場合は、必要に応じて読み出しを選択します。 
4. 設定項⽬をタップして設定を⾏います。 
5.   をタップして、設定情報をロガーにロードします。 
 
 

重要：ファームウェアアップデートを⾏う前は、バッテリー残量が 30%以上残っていることを確認してくだ
さい。アップデートが完了するまでは、モバイル端末とロガーが通信範囲内にある必要がありますので、時間
に余裕があるときに⾏ってください。アップデート中は、アプリを切り替えたり、Bluetooth をオフにしたり、
ロガーを操作しないようにしてください。 
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基本情報 

Deployment 

Information Setting 

Description 

名前 名前を付けます。⼊⼒した名前はファイル名になります。何も⼊⼒しない場合はロガーのシリアル
番号が名前となります。 

グループ ロガーをグループ分けすることができます。例えば、3 階建てのビルに設置する場合、それぞれの階
のグループを作成し、設置場所に合わせてロガーを振り分けます。グループをタップし、既存のグ
ループを選択するか、新しいグループを⼊⼒し「追加」をタップします。「保存」をタップします。 
グループを消去する場合：グループをタップし、消去したいグループ上を指で押さえ、  をタップ。 
ロガーをグループから外す場合：グループをタップし、「なし」を選択して「保存」をタップ。 

配置番号 ロガーを設定した(運⽤した)回数。編集することはできません。 
配置⽇ ロガーを最後に設定した⽇時。編集することはできません。次回の計測で、タイムゾーンを変更し

たい場合は、モバイル端末の設定を変更してください。 
ロガーの設定項目 

Logger Setup Setting Description 

ロギングインターバル 計測記録するインターバルを設定します。記録インターバルが短くなるほど、バッテリーの消耗
が早くなり、計測できる期間が短くなります。注記：もしバーストロギングモードで設定した場
合は、計測値はバーストロギングインターバルで記録されます(後述参照)。 
 
 
 
 
 
MX1104, MX1105, MX2200, MX2300の場合：アラームを設定すると、ロガーは設定したロギン
グインターバルごとにアラーム閾値を超えていないかチェックします。しかしながら、バースト
ロギングを設定している場合は、ロギングインターバルではなく、設定したバーストロギングイ
ンターバルごとにバースト閾値を超えていないかチェックします。 

記録期間 記録インターバル及び計測記録する項⽬の数をもとに、ロガーのメモリがどのくらいの期間で⼀
杯になるか表⽰します。期間を表⽰するだけで設定はできません。バッテリー寿命やイベント記
録、アラームなども計測期間に影響を及ぼしますが、それらは考慮に⼊っていません。 

記録の開始 「記録の開始」をタップし、下記のいずれかを選択してSave をタップします。 
 現在(上記の現在時刻)： 設定情報をロードしたらすぐに計測記録を開始 
 次のロギングインターバル： 選択した記録インターバルに応じた正時から計測記録を開始 
 ボタンを押したとき：  をタップするか、ロガーの所定のボタンを押すと計測記録を開始 
 日付/時刻指定：設定した⽇時から計測記録を開始。タイムゾーンを変更したい場合は、モ

バイル端末の設定を変更してください。 
 
 
 

重要(MX1102A の場合)：MX1102A で CO2 濃度を計測する場合、5 分以内のインターバル
にすると、バッテリー寿命は 6 カ⽉以内となります。バッテリー寿命を⻑持ちさせるには、5
分以上のインターバルに設定してください。5 分以内のインターバルで使⽤すると、頻繁なバ
ッテリー交換が必要となる可能性があります。 
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Logger Setup Setting Description 

記録の停⽌ 「記録の停⽌」をタップし、下記のいずれかを選択して「保存」をタップします。 
注記：ここでの選択にかかわらず、画⾯右上の をタップし、 をタップすると、計測記録をス
トップすることができます。 
記録の停止(メモリオプション) 

 メモリーがいっぱいになるまで： メモリが⼀杯になったら計測記録を停⽌ 
 停止しない(いっぱいになったら上書き)：メモリが⼀杯になったら、計測記録を停⽌せず

に、⼀番古いデータを上書きしながら新しいデータを記録。バーストモードを設定してい
る場合はこの設定はできません。 

記録の停止(ボタンオプション) 

ロガーの所定のボタンを 3 秒⻑押しして計測記録をストップしたいときは、「ボタンを押したと
き」を選択します。 
MX1101, MX1104, MX1105の場合：「ボタンを押したとき」を選択した場合、「ボタンによる再
起動を許可する」を選択することができるようになります。「ボタンによる再起動を許可する」を
選択すると、「ボタンを押したとき」で⼀旦停⽌したMX1101, MX1104 及びMX1105 を、再び所
定のボタンを3 秒⻑押しすることで、再スタートすることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記録の停止(時間オプション) 

 実行しない：あらかじめ設定した時間に計測記録を停⽌しない場合に選択 
 日付/時刻指定：した⽇時に計測記録を停⽌。タイムゾーンを変更したい場合は、モバイル

端末の設定を変更してください。 
 記録後：ロガーが計測を開始した時点から何⽇間計測記録を続けるかをあらかじめ設定。

例えば、ロガーがスタートしてから30 ⽇間計測記録を続けたい場合は、30 days を選択し
ます(30 ⽇後に計測記録が停⽌します)。 

記録モード 「記録モード」をタップし、「固定記録モード」または「バーストロギングモード」を選択し、そ
の他必要な設定を⾏い、「保存」タップします。 
固定記録モード 

選択した計測項⽬や統計値を、設定した記録インターバルで計測記録します。選択した統計値は、
設定したサンプリングインターバルごとの数値を集計し、設定した記録インターバルごとに集計
結果を記録します。 

 

重要：「ボタンによる再起動を許可する」を選択すると、所定のボタンを押すことで、設定し
た記録インターバルに合わせた正時から再スタートします。例えば、ロガーを1 時間インター
バルで7 時から計測記録を開始させます。そして、⼀旦ボタンを押して8 時45 分に計測を停
⽌し、10 時15 分にボタンを押した場合、計測記録は10 時15 分から始まらずに、設定した1
時間インターバルをベースとした本来記録されるはずの 11 時ジャストから計測記録が開始さ
れます。そのため、設定した記録インターバルによってはボタンを押したタイミングと実際に
開始された計測記録の時間に、かなりのずれが⽣じる可能性があります。記録インターバルが
短いほど、ズレが⼩さくなります。 
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Logger Setup Setting Description 

記録モード 1. 選択した計測項⽬を設定した記録インターバルで計測記録する場合は、「通常」を選択しま
す。統計値だけを計測したい場合は、「通常」を選択しません。 

2. 選択した計測項⽬の統計値を設定した記録インターバルで記録する場合は、統計から選択
します。 
 最⼤(最⼤値)：サンプリングインターバルで抽出した数値の最⼤値 
 最⼩(最⼩値)：サンプリングインターバルで抽出した数値の最⼩値 
 平均(平均値)：サンプリングインターバルで抽出した数値の平均値 
 標準偏差：サンプリングインターバルで抽出した数値の標準偏差 

3. 統計サンプリング間隔を設定します。サンプリング間隔は、統計値を算出するためのサン
プリング間隔で、記録インターバルの因数で設定します。例えば、記録インターバルを1 分
とした場合、サンプリングインターバルを 5 秒と設定することができます。その場合、記
録インターバル間に12 サンプル抽出すること(1 分間の間に5 秒毎に1 サンプル)になり、
そのサンプルから統計値を算出し、算出した統計値を 1 分毎に記録していきます。サンプ
リングインターバルが短いほど、電池の消耗は激しくなります。 

 
 
 
 
 
バーストロギングモード 

バーストロギングモードでは、通常は設定した記録インターバルで記録を⾏い、計測値がある閾
値を上回ったり、下回った場合に記録インターバルを短くして記録をし、計測値が閾値内に収ま
ったら通常の記録インターバルに戻るような設定を⾏うことができます。例えば、記録インター
バルを5 分に設定し、30℃を超えるか0℃を下回ったら、30 秒ごとに記録するような設定をしま
す。この場合、ロガーは、計測値が 0℃〜30℃内であれば 5 分インターバルで記録し続けます。
しかしながら、⼀旦 30℃を超えると数値が戻るまで 30 秒インターバルで記録し続けます。数値
が戻れば再び5 分インターバルで記録します。0℃以下になった場合も同様です。 
1. バーストロギングインターバルを設定します。バーストロギングインターバルは記録イン

ターバルより短くする必要があります。 
2. それぞれのセンサーの低と⾼の閾値を設定します。 
注記： 
 バーストロギングモードではアラーム設定、統計値記録、及びメモリ⼀杯時上書き設定は

できません。 
 実際の閾値はロガーで計測できる近似値となります。 
 MX1101, MX1102A, MX2001ロガーの場合：ロガーは、閾値を超えているかどうかを15

秒毎にチェックします。従って、15 秒以内の記録インターバルで設定した場合、閾値を超
えても15 秒サイクルを経過しないとバーストモードが発動しません。 

重要(1102Aの場合)：MX1102A でCO2 濃度を計測する場合、5 分以内のインターバルにす
ると、バッテリー寿命は6 カ⽉以内となります。バッテリー寿命を⻑持ちさせるには、5 分以
上のインターバルに設定してください。5 分以内のインターバルで使⽤すると、頻繁なバッテ
リー交換が必要となる可能性があります。 
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Logger Setup Setting Description 

記録モード  MX1104, MX1105, MX2200, MX2300ロガーの場合：ロガーは、閾値を超えているかどう
かを、設定したバーストロギングインターバル毎にチェックします。例えば、記録インタ
ーバルを1 時間とし、バーストロギングインターバルを10 分とした場合、ロガーは10 分
毎にチェックします。 

 計測値が閾値内に戻ると、バーストロギングインターバルで最後に記録された時間を起点
に通常の記録インターバルに戻ります。例えば、10 分の記録インターバルで設定し9 時5
分に通常の記録があったとします。その後、9 時 6 分に計測値が閾値を超えてバーストロ
ギングが始まり、9 時 12 分に閾値内に収まった場合、通常の 10 分の記録インターバルに
戻りますが、この場合は9 時12 分を起点とした10 分後の9 時22 分に次の計測値が記録
されます。 

 バーストロギング中にボタンで計測が停⽌した場合、New Interval イベントが⾃動的に記
録され、実際の計測値にかかわらずバースト状態が解除されます。計測が再開されると、
ロガーは計測値が閾値を超えているかどうかチェックします(MX1101, MX1104, MX1105
タイプで「ボタンによる再起動を許可する」を選択していた時)。 

可聴アラーム タップしてロガーの可聴アラーム(⾳アラーム)のオン・オフを選択します(MX1101, MX1102A, 
MX1104, MX1105 のみ)。可聴アラームがオンの場合、アラームが作動すると 30 秒間隔でアラ
ーム⾳が鳴りますが、以下のいずれかが起こるまで、アラームは鳴り続けます。 

 アプリでアラームをクリアする(ロガーと接続し、画⾯右上の をタップして、  をタッ
プします)。 

 ロガーのいずれかのボタンを押す。 

 7 ⽇経過する。 

注記： 
 ⼀度クリアしても、計測値が閾値を超えると再度アラーム⾳が鳴ります。アラーム⾳が解

除された場合でも、アラーム表⽰の設定などによってはアラーム表⽰は消えません。また、
計測値が閾値内に収まっても、アラーム⾳を解除するまでアラーム⾳は鳴り続けます。 

 アラーム⾳機能は、アラーム⾳が解除しやすいようにロガーがアクセスしやすい場所に設
置してあるときに使⽤することをお勧めします。アラーム⾳が鳴り続けると、電池の消耗
につながります。 

次の時間まで視覚アラ
ームを維持 

計測値が設定した閾値を超えたときに、いつまでアラームアイコンを表⽰するか以下より選択し
て、「保存」をタップします。 
 ロガー再設定済： ロガーが再設定されるまで表⽰し続けます。 
 センサー限界値： 計測値が閾値内に収まるまで表⽰します。 
 アラームボタンが押されました(MX1101, MX1102A, MX1104, MX1105 ロガーの場合). 

ロガー本体のボタンを押すまで表⽰します。 
注記： 

MX1101, MX1102A, MX1104, MX1105 ロガーの場合：アラーム⾳とアラーム表⽰は、計測値が
閾値を超えてアラームが発動すると同時に発⽣しますが、それぞれ違う⽅法で解除されます。ア
ラーム⾳は、前項の「可聴アラーム」に記載されているとおりです。アラーム表⽰は、上記で記



 

11 

HOBOconnect ユーザーガイド 

載した3 つの⽅法より選択します。アラーム⾳を解除した場合でも、選択内容によって、ロガー
が再設定されるまで、計測値が閾値内に戻るまで、または、ロガーのボタンを押すまで、ロガー
の液晶やアプリにアラームアイコンが表⽰され続けます。ロガーをボタンで停⽌する設定をして
いた場合、停⽌した際にアラームも⾃動的にクリアされ、Alarm Cleared イベントが記録されま
せん。ロガーは、再度計測がスタートした際に、アラームで設定した閾値を超えているかどうか
チェックします(MX1101, MX1104, MX1105 ロガーで「ボタンによる再起動を許可する」を選択
した場合)。 

LCD 表⽰ 計測記録中に液晶画⾯を表⽰するかどうか選択します(MX1101, MX1102A, MX1104, MX1105
ロガーの場合)。「LCD 表⽰」をオフにすると、計測記録中、計測値、アラーム表⽰、状態の情報
が液晶画⾯に表⽰されません。ロガーのボタンを押すことで、⼀時的に液晶画⾯を表⽰すること
ができます。この際、液晶画⾯は10 分間表⽰し続けます。また、LCD 表⽰設定にかかわらず、
モバイル端末上では通信範囲内にあるロガーの現在のステータスを確認することができます。 

LED 表⽰ 計測記録中にLED ランプを点滅させるかどうか選択します(MX2200, MX2200, MX2300 ロガー
の場合)。「LED 表⽰」をオフにすると、計測記録中、状態やアラームを表すLED が点滅しませ
ん(アラーム発動時にLED が点滅しません)。ロガーのボタンを押すことで⼀時的にLED を点灯
させることができます。 

Bluetooth 常時オン アプリが認識できるように、ロガーが定期的に Bluetooth シグナルを発信するかどうかを選択し
ます(MX1104, MX1105, MX2201, MX2202, MX2300 ロガーの場合)。Bluetooth 常時オンをオフ
にすると、ロガーのボタンを押したときのみに Bluetooth シグナルを発信します。そうすること
でロガーのバッテリー消耗をセーブすることができます。 
注記：MX ゲートウェイを使⽤している場合、ロガーから定期的にデータがアップロードされる
ように、⾃動的にBluetooth シグナルを発信します。 

省電⼒モード 以下の項⽬から選択し、Save をタップします(MX2203, MX2204 ロガーの場合) 
 Bluetooth 常時オフ：保護ブーツの前⾯にある HOBO ボタンを押したときのみ Bluetooth

シグナルが発信されます。このオプションが⼀番バッテリー消耗をセーブできます。 
 水検知時Bluetoothオフ：ロガーが⽔を検知するとBluetooth シグナルを発信しません。ロ

ガーを⽔中から引き揚げて⽔を検知しなくなると、ロガーは⾃動的に Bluetooth シグナル
を発信します。注記：このオプションを選択すると、ロガーの⽔検知機能が15 秒に1 回作
動します。 

 Bluetooth 常時オンロガーは常にBluetooth シグナルを発信します。このオプションが⼀番
バッテリーを消耗します。 

データを以下を通じて
アップロードする 

データをどのようにHOBOlinkへアップロードするかを選択します(HOBOlinkのアカウントが
必要)。 
 ゲートウェイ：ゲートウェイはロガーのデータを定期的に HOBOlink へアップロードし

ます。注記：MX100 ロガーはゲートウェイに対応しておりません。 
 HOBOconnect.：HOBOconnect でデータを読み出すたびにHOBOlink にデータをアップ

ロードします。 
注記：この項⽬が選択できない場合は、HOBOconnect の「設定」項⽬のうち、「データをアップ
ロードする」をオンにしてください。後述のHOBOconnect の設定を参照ください。 
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センサーとアラーム設定(Sensors and Alarm Setup) 

Sensors & Alarm 

Setup Setting 

Description 

 センサーとアラームの設定は以下の⼿順で⾏います。MX1102A 及び MX1104/MX1105 タイプ
の設定の詳細については、それぞれ後半部分も参照ください。 
1. 設定を⾏うセンサーをタップし、「記録を有効にする」でオン/オフを選択します。 
2. 必要に応じて、「センサー/チャンネル名」の欄にセンサー名を⼊⼒します。 
3. アラームを設定する場合は、低または⾼をタップしてチェックを⼊れ、設定したい閾値を

⼊⼒するか、スライダーをドラッグして閾値を決めます。 
4. 「期間」に時間を⼊⼒することで、以下のような設定ができます。 
 積算サンプル：計測中に設定した閾値が「期間」で⼊⼒した時間を積算で超えたときにア

ラームが発報します。例えば、「積算サンプル」を選択して、閾値を30℃に設定し、「期間」
を30 分にすると、計測中に通算で30 分間30℃を超えた場合にアラームが発報します。 

 連続サンプル：計測中に設定した閾値が「期間」で⼊⼒した時間を連続で超えたときにア
ラームが発報します。例えば、「連続サンプル」を選択して、閾値を30℃に設定し、「期間」
を30 分にすると、計測中に連続で30℃を超えたときのみアラームが発報します。 

5. 「保存」をタップして、必要に応じて、他のセンサーも同様に設定します。 
注記： 
 温度と湿度を計測記録している場合は露点も算出記録され、読み出したデータファイルや

ライブデータで閲覧可能です。 
 実際のアラーム閾値は、ロガーで感知できる数値の近似値となります。 
 MX1101 ロガーと、USB 給電している MX1102A ロガーの場合、ロガーはアラーム閾値

を超えているかどうか15 秒毎チェックします。バッテリー駆動している1102A の場合、
CO2 の計測値がアラーム閾値を超えているかどうか5 分毎にチェックします(この場合で
も温度と湿度のアラーム状態は 15 秒ごとにチェックします)。バッテリー駆動で CO2 の
アラームを設定するときは、「期間」は5(分)で割り切れる数に設定してください。 

 MX1104, MX1105, MX2200, MX2300 ロガーの場合、アラームの閾値は設定した記録イン
ターバル毎にチェックします。しかしながら、バーストロギングを設定している時は、ロ
ガーはバーストの閾値を、設定した記録インターバル毎ではなく、バーストインターバル
毎にチェックします。 

 ロガーによってはアラームが発報した時に液晶画⾯上にアラームアイコンが表⽰されま
す。また、MX1101, MX1102A, MX1104/MX1105 では、それぞれ該当するロガーのボタ
ンを押すことで、アラームを発報した数値を確認することができます。ロガーによっては、
計測中、閾値から最も離れた数値を表⽰します。 

MX1102Aのセンサー設定 

MX1102A でCO2 濃度の計測を設定する場合、以下の設定もすることができます。 
 標高補正：計測場所が標⾼305m 以上の場合、「標⾼補正を有効にする」をオンにして標⾼

を⼊⼒します。注記：通常、CO2 濃度は、mbar 毎におよそ 0.135%異なってきます。よ
り良い計測結果を得るため、⾼度の補正を⾏ってください。 
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Sensors & Alarm 

Setup Setting 

Description 

  手動較正：「⼿動」をタップします。⼿動較正は、ロガーを較正する最善の⽅法です。ロガ
ーの較正ボタンを使って、⼿動で400ppm に校正します。乾燥した⽇の屋外、もしくは換
気システムや⼈のいない屋内で、定期的に⼿動較正を⾏います。⼿動較正は、常に⼈がい
る屋内にロガーを設置している場合、8 ⽇ごとの通常の⾃動較正より頻繁に較正したい場
合、計測を開始する前に較正したい場合などに推奨します。注記：⾃動較正では、計測を
開始すると 24 時間後に⾃動較正を⾏い、⼿動較正を⾏わない限り、その後 8 ⽇ごとに⾃
動較正を⾏います。 

 自動較正：「⾃動」をタップすると、ロガーは、計測開始24 時間後に⾃動較正を⾏い、そ
の後 8 ⽇ごとに⾃動較正を⾏います。⾃動較正では、24 時間または 8 ⽇間の計測値のう
ち、低い値3 点の平均値をもとに較正します。 
 
 
 
 
 
もし、8 ⽇間で CO2 濃度が 400ppm まで下がるような⼈のいない環境が得られない場合
は、晴れた⽇の屋外などで⼿動較正を⾏ってください。もし、⾃動較正を使⽤する場合で
も、最初の 24 時間に設置場所に⼈がいない環境が得られない場合は⼿動較正を⾏ってく
ださい。計測を開始した直後に⼿動較正を⾏い、その後は⾃動較正で運⽤することができ
ます。注記：計測開始後に⼿動較正を⾏うと、⾃動較正で⾏われる 24 時間後の校正はキ
ャンセルされ、次の⾃動較正は⼿動較正を⾏った⽇時より 8 ⽇後となります(ロガーを再
始動すると24 時間後と8 ⽇後の較正スケジュールはリセットされます)。 

MX1104/MX1105の設定 
MX1104 及びMX1105 で外部⼊⼒センサーを接続する際は、以下の⼿順で⾏います。 
 MX用外部入力センサーの場合：センサーをプラグインすると、HOBOconnect 上で⾃動的

にセンサーの種類を認識します(下図例：温度センサー(SD-TEMP-xx[TMCx-HD])を接続
した場合)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要：⾃動較正で正しい較正値を得るには、ロガーを設置している場所が、8 ⽇間に少
なくとも⼀度は⼈のいない環境である必要があります(例として、⼀⽇のうちの夜間、
あるいは 8 ⽇のうちの週末など、通常 400ppm〜450ppm になるような⼈のいない環
境)。 

MX ⽤外部⼊⼒セ
ンサーを接続する
とセンサーの種類
を⾃動認識します。 

ここをタップ。 

タップしてセンサーを有効にする。 

「選択されたセンサー」の欄
に認識したセンサーを⾃動
的に表⽰。必要に応じてスケ
ーリングやアラーム設定を
して保存をタップ。 
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Sensors & Alarm 

Setup Setting 
Description 

  従来の外部入力センサーの場合：センサーをプラグインするとHOBOconnect 上でセンサ
ーが接続されていることは認識しますが、種類は認識されません。ユーザー側でどの種類
のセンサーを接続したか設定をする必要があります(下図例：温度センサー[TMCx-HD]を
接続した場合)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の外部⼊⼒セ
ンサーを接続する
と接続されたこと
は認識しますが、
センサーの種類は
認識しません。 

ここをタップ。 

リスト
をスク
ロール
してセ
ンサー
の種類
を選択。 

ここをタップ。 

選択したセンサーの種類が表⽰され
るので接続したセンサーと合ってい
るかどうか確認します。必要に応じて
スケーリングやアラーム設定をして
保存をタップ。 
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Sensors & Alarm 

Setup Setting 
Description 

 注記(外部入力センサーについて) 

 スケーリングができるセンサー(電圧⼊⼒センサーなど)では、系列名、単位、最⼩値(低)、
最⼤値(⾼)を⼊⼒します。 

 MX1104 の外部⼊⼒チャンネルは、チャンネル1 となります。MX1105 は各センサーポー
トの上にチャンネル番号が記載されています。 

 HOBOconnect 上では外部センサーが正しく接続されている時は、緑の⽂字で「接続済み」
と表⽰され、接続されていない時は⾚の⽂字で「切断済み」と表⽰されます。⾚の⽂字で
「センサーエラー」と表⽰された場合はセンサーがポートに正しく接続されているかどう
か確認してください。 

 もし、同じポートに⼀度接続した MX ⽤外部センサーと違う MX ⽤外部センサーを接続
した場合、設定しなおすまでオレンジ⾊の⽂字で接続センサーが表⽰されます。 

 
 
 
 従来の外部⼊⼒センサーを使⽤している場合は、HOBOconnect の設定で、差し込んだセ

ンサーの種類を正しく選択しているかどうか確認してください。差し込んだセンサーと違
うセンサーを選択していると、間違ったデータが記録されてしまいます。また、外部セン
サーを外した後もHOBOconnect で選択した直近のセンサーの種類が表⽰されます。もし
MX ⽤外部センサーではなく、従来の外部センサーを接続したときは、HOBOconnect の
設定は直近で選択したセンサーの種類のままになっているので、必ず差し込んだセンサー
の種類が選択されていることを確認してください。 

 計測中にセンサーが外れたり、センサーの接続が緩んでしまうと、液晶画⾯に警告のアイ
コンが表⽰され、ロガーから短いビープ⾳が⼀度鳴ります。ロガーの上ボタンを押すと、
どのチャンネルに警告が出ているか確認できます(センサーの接続異常があるチャンネル
は、液晶画⾯に計測値ではなく-̒----̓ と表⽰されます)。計測インターバルにもよりますが、
センサーが外れている間は HOBOconnect 上や液晶画⾯上で異常値が表⽰されます(も
し、1 分インターバル設定で 5 分間センサーが外れていた場合は、5 点異常値が記録され
ます)。センサーを再度接続すると、警告アイコンがクリアされ、液晶画⾯の-̓----̒ の代わ
りに正しい計測値が表⽰され、正しい計測値が記録されるようになります。 

 外部センサーを接続していない外部ポートチャンネルは必ずオフにしてください。もし外
部センサーが接続されていないチャンネルをオンにすると、ロガーの液晶画⾯に警告アイ
コンが表⽰され、ビープ⾳が1 度鳴ります。 

 計測中にセンサーの接続チャンネル(ポート)を移動したり動かしたりしないでください。
センサーの接続チャンネルを変更したい場合は、⼀度計測を⽌めてから⾏ってください。 
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MX2001 の参照水位設定について(Updating Water Parameters for an MX2001 Water Level Logger) 
MX2001 ウォーターレベルロガーの計測中に参照⽔位を設定するには以下の⼿順で⾏います。 
1. デバイスをタップします。 
2. リストから設定するMX2001 ロガーを探してタップします。 
3.   をタップします。 
4. 参照⽔位を⼊⼒し、単位を選択します。 
5. 設置場所の流体密度を選択します(もしくは⼊⼒します)。 
6. 「保存」をタップすると⼊⼒値がデータに反映されます。 
注記：ダウンロードしたファイルの参照⽔位などのパラメーターを変更することも可能です。HOBOconnect の下記より「HOBO
ファイル」をタップして該当のファイルを選択し、HOBOfile ビューワーの  をタップします。 
MX2501 pH/温度ロガーの校正(Calibrating an MX2501 pH and Temperature Logger) 
MX2501 は、正確なpH 計測を⾏うため、pH7 と、pH4 とpH10 の両⽅(またはどちらか)の標準液を使⽤しての定期的な校正が
必要となります。校正に必要なものとして； 
 pH センサーをすすぐための脱イオン⽔または蒸留⽔ 
 pH 電極が装着されたMX2501 ロガー(付着物防⽌ガードは外す) 
 ビーカーに注いだ校正⽤標準液。pH7 と、pH4 とpH10 の両⽅(3 点校正)またはどちらか(2 点校正) 
校正の注意点； 
 pH の計測値は温度の影響を受けます。校正時の校正標準液の温度は、計測地点の温度と同じ温度帯であることが望まし

いです。温度によるpH 計測値の影響は、校正標準液のボトルに記載されている表または取扱説明書をご参照ください。 
 MX2501 のセンサー電極を校正標準液につける際は、エンドキャップ、温度センサー、クロージャキャップがすべて浸か

っていることを確認します。 
 校正についての詳細はMX2501 本体の取扱説明書をご参照ください。 
MX2501 ロガーを校正するには； 
1. 「デバイス」をタップします。必要に応じて、MX2501 の取り付け⽳側にあるボタンを押してロガーの休眠状態を解除し、

HOBOconnect のリスト上で該当のロガーを探します。 
2. 該当のロガーをタップします。MX2501 を初めて運⽤する時、MX2501 の電極を交換した時、前回の校正より7 ⽇間以上

経過した時などは、⾃動的に校正を促されます。校正に進むには  をタップします。 
3. pH 電極部分を脱イオン⽔または蒸留⽔などですすぎます。 
4. pH7 の標準液にセンサーを浸して「開始」をタップします。 
5. pH の読値が安定したら「確認」をタップします。 
6. pH センサーをすすぎます。 
7. pH4 の標準液を使⽤する際は、pH4 の標準液にセンサーを浸して「開始」をタップします。pH4 の標準液を使⽤しない

場合は、「スキップ」をタップして、⼿順9 に進みます。 
8. pH の読値が安定したら「確認」をタップします。 
9. pH10 の標準液を使⽤する際は、pH10 の標準液にセンサーを浸して「開始」をタップします。pH10 の標準液を使⽤しな

い場合は、「スキップ」をタップします。 
10. 「傾き」と「オフセット」を確認し、「保存」をタップします。 
 
 
 

重要：校正が完了したら、必ず脱イオン⽔または蒸留⽔でpH 電極をすすいでから、設定をして設置を⾏ってください。も
し10 分以内に設置しない場合は、必ずpH 電極を保管液に浸けてください。 
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MX ゲートウェイの設定(Configuring a Gateway) 
注記：MX ゲートウェイの電源を⼊れてゲートウェイを起動し、必要に応じて、イーサネットケーブルを接続します。詳細はMX
ゲートウェイの取扱説明書を参照ください。 
MX ゲートウェイの設定⼿順 

1. アプリ画⾯の下部にあるDevices をタップします。 
2. リストの中からゲートウェイを探します。 
3. ゲートウェイをタップし接続します。 
4. 接続したら、画⾯下部の  をタップして下記設定画⾯を表⽰します。設定画⾯右上の をタップするとゲートウェイ

の詳細情報が表⽰されます。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ゲートウェイの名前を⼊⼒します。⼊⼒しない場合は、シリアル番号が名前になります。 
6. イーサネット接続がDHCP(動的IP アドレス)の場合、⼿順7 に進みます。 

 イーサネット接続で固定IP アドレスを設定する場合は、「イーサネット設定」をタップし、DHCP をオフにしま
す。接続するネットワークの情報を⼊⼒し、「保存」をタップします。必要に応じて、ネットワーク管理者に相談
して⾏ってください。 

 Wi-Fi 接続する場合は、「Wi-Fi 設定」をタップし、ネットワーク名(SSID)とパスワードを⼊⼒し、「保存」をタ
ップします。 

7.    をタップしてゲートウェイの設定をロードします。 
ゲートウェイは、通信範囲内にあるMX ロガーを定期的にチェックし、データをHOBOlink へアップロードします(HOBOlink
アカウント設定が必要)。ロガーは、「ゲートウェイからデータをアップロード」に設定する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

タップすると、ゲートウ
ェイのシリアル番号や
ファームウェアバージ
ョンのほか、左表のよう
な詳細情報を⾒ること
ができます。 

Icon Indicates: 

 イーサネットで接続 

 Wi-Fi で接続 

 ネットワークの状態不明 

 ゲートウェイ動作中 

 ゲートウェイ未設定 

 異常あり;設定の確認が必要 

 モバイル端末との電波強度 

タップすると、通信
範囲にある機器の
リストに戻ります。 

タップすると、ゲートウェイの
設定画⾯に移ります。 
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ロガーの読み出し(Reading Out a Logger) 
ロガーからのデータの読み出しは以下の⼿順で⾏います。 

1. アプリの画⾯下部の「デバイス」をタップして、データを読み出したいロガーをタップします。必要に応じて、ロガー
のボタンを押して休眠状態を解除したり、⽔中から引き揚げたりします。 

2. ロガーに接続したら、  をタップします。読み出しが完了するまで待ちます。 
3. 画⾯下部の「HOBO ファイル」をタップし、読み出したデータを閲覧したり、エクスポートします。 

「HOBOconnect を通じてアップロード」に設定をしていると、読み出したデータは⾃動的に HOBOlink にアップロードされ
ます(HOBOlink のアカウント設定が必要)。「ゲートウェイを通じてアップロード」に設定していると、ここで⾏うデータの読み
出しとは別に、ゲートウェイを通じて定期的にデータがHOBOlink にアップロードされます。 
 
HOBOfile ビューワーについて(Using the HOBOfile Viewer) 
HOBOfile ビューワーで、読み出したデータを閲覧したり、エクスポートすることができます。画⾯下部のHOBO Files をタッ
プし、表⽰するファイルをタップします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タップすると、データのタイムゾー
ンを変更したり、データファイルを
エクスポートしたり、表⽰するグラ
フ項⽬を選択したり、設定の詳細を
確認することができます。 

タップすると違うファイルを選択することが
できます。 

グラフの操作 
 指でグラフ画⾯を上下にスクロール 
 指でグラフ画⾯を左右にスクロール 
 2 本の指でグラフを拡⼤・縮⼩ 
 指で押さえた場所の数値確認 
 ダブルタップで元のグラフに戻る 

タップして、読み出したデータをグラフ表⽰
します。 
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HOBOfile Viewerの操作 
HOBOfiles からデータの閲覧画⾯の上部にある をタップすると、以下の項⽬が表⽰されます。 

Tap this icon: To do this: 

 ロガーを設定した時のモバイル端末のタイムゾーンです。違うタイムゾーンでグラフを表⽰したりデー
タをエクスポートする場合は、タップしてタイムゾーンを変更します。ここでのタイムゾーンの変更は
HOBOfile ビューワーで開いている時のみ有効です。⼀度閉じて開きなおすと、タイムゾーンは元の設
定に戻ります。 

 タップすると、HOBOfile ビューワーで開いているデータをエクスポートします。エクスポートするフ
ァイル形式を選択します。 
 XLSX. エクセル形式のファイル。すべての計測項⽬のデータポイントが1 つのタブに、記録イベ

ントが別のタブにエクスポートされます。 
 CSV. CSV 形式。すべての計測項⽬のデータポイントと記録イベントがカンマ区切りで 1 つのフ

ァイルにエクスポート。 
 HOBO. .hobo 形式。HOBOware などで開ける形式。 
 PNG. PNG 形式。HOBOfile ビューワーで表⽰されているグラフイメージをエクスポート。PNG

形式でグラフイメージをエクスポートした後に、再度グラフイメージを作成すると、以前のイメ
ージファイル(.png)が上書きされます。複数のイメージをエクスポートしたい場合は、⼀度作成し
たイメージをパソコンなどに転送してから、再度イメージをエクスポートしてください。 

エクスポートしたファイルは、すぐに email などで転送したかどうかにかかわらず、モバイル端末に保
存されます。保存ファイルにアクセスするには、お⼿持ちのモバイル端末の内部ストーレージよりOnset
フォルダを選択してください。ロガーから読み出した HOBO ファイルはメインフォルダに、XLSX、
CSV、PNG ファイルはサブフォルダに保存されています。 

 タップすると、グラフに表⽰されている計測項⽬ごとの罫線やイベントを表⽰したり⾮表⽰にすること
ができます。初期表⽰では、イベント(アラーム発動、アラーム解除など)、派⽣項⽬(露点など)、統計値
はグラフに表⽰されません。 

 タップすると、ロガーの設定情報が閲覧できます。 
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ダッシュボード機能について(Working with a Dashboard) 
ダッシュボード機能で、個々の機器に接続することなく Bluetooth の通信範囲内にあるロガーのデータを確認することができま
す。ロガー側が、Bluetooth を常にオンにしている必要があります。 
ダッシュボードを設定するには； 
1. ダッシュボードをタップします。 
2. 右上の  をタップします。 
3. ダッシュボードに表⽰するウィジェットを設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウィジェットを設定したロガーが通信範囲内にある場合は、計測値が秒単位で更新されます。表⽰される計測値は、設定したイ
ンターバルでロガーに記録される値と異なることがあります。ロガーが通信範囲外にある時、グラフウィジェットは表⽰されま
せん。オドメーターは表⽰されますがロガーと通信した時の直近の値を表⽰します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウィジェットの
種類を選択：線
グラフもしくは
オドメーター 

タップして
チャンネル
を追加 

ウィジェットで表⽰する
チャンネルを選択 

チャンネル名を変更したい
場合はタップ 

ダッシュボードに表⽰され
るチャンネル名を⼊⼒し
「完了」をタップ 

タップでウィジェットが追加 

タップでウ
ィジェット
を削除 

線グラフ
ウィジェ
ット 

オドメー
ターウィ
ジェット 

タップしてウィジ
ェットと表⽰チャ
ンネルを変更 
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HOBOconnect の設定(HOBOconnect Settings) 
画⾯下部の「設定」をタップして、HOBOconnect の設定を変更することができます。 

Setting Description 

HOBOlink アプリをクラウドサービス「HOBOlink」のアカウントと連動することで、読み出したデータを
HOBOlink に⾃動的にアップロードし、詳細な分析やダッシュボードでの表⽰などに役⽴てることがで
きます。 
「アカウントを接続する」をタップします。HOBOlink のユーザー名(user name)とパスワード
(password)を⼊⼒し、「接続」をタップします(HOBOlink のアカウントを持っていない場合は、「新しい
アカウントを作成する」をタップしてアカウントを作成します)。 
 HOBOlink アカウントと接続しない場合は、「ログアウトする」をタップします。その後、違うア

カウントに接続したり、同じアカウントに接続しなおすこともできます。 
 「データをアップロードする」をタップして、読み出し時のデータの⾃動送信を有効にするか無

効にするか切り替えます。ここを無効にすると、ロガー設定時に「データを以下を通じてアップ
ロードする」の部分が設定できなくなります(グレーアウトになります)。有効にすると、ロガー設
定時に「データを以下を通じてアップロードする」の部分で、ゲートウェイからデータをアップ
ロードするか、HOBOconnect からアップロードするかを選択することができます。 

 「Wi-Fi のみ」をタップして、Wi-Fi 接続時のみにデータをアップロードするかどうかを選択する
ことができます。「Wi-Fi のみ」が有効の場合は、モバイル端末がWi-Fi に接続している時のみに
データをアップロードします。「Wi-Fi のみ」が無効の場合、モバイル端末がWi-Fi に接続してい
ない時もモバイル通信でデータをアップロードします。 

 「読み出しの待機状態」は、データを読み出した後、HOBOlink への送信待ちになっているファ
イルがあるかどうかを表⽰します。現在、送信待ちになっているファイルを確認するには「状態」
をタップします。 

ユーザー設定  使⽤する単位系を US、SI から選択します(⽇本の場合は SI)。選択するとアプリ上の表記はすぐ
に変更が反映されます。ロガーの液晶表⽰は、変更後、次に設定した時に反映されます。 

 ダークモードを有効にしたり無効にすることができます。ダークモードを有効にすると⿊い背景
に明るい⽂字⾊で表⽰されます。無効にすると、⽩い背景に紺の⽂字⾊で表⽰されます。 

デバイス フィルター機能で、お⼿持ちのモバイル端末で過去に接続したことがあるロガーを表す「⾃分のデバイ
ス」リストをクリアすることができます。クリアするには「⾃分のデバイスリストをクリアする」をタッ
プします。 

診断&トラブル
シューティング 

 「診断をOnset と共有する」をタップして、アプリ作成者のOnset 社とアプリのトラブルなどの
情報をシェアするかどうかを選択します。 

 「記録を有効にする」は、Onset 社のテクニカルサポートから指⽰があった場合のみオンにしま
す。 
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よくある質問(Frequently Asked Questions) 
よくある質問については以下のとおりです。 
ロガーが「デバイス」リストに表示されない 

 バッテリー残量はありますか？ロガーの液晶画⾯に表⽰されるバッテリー残量を確認し、必要に応じてバッテリー交換
を⾏ってください。 

 ロガーがお⼿持ちの端末の通信範囲外にあるか、障害物で通信がさえぎられている可能性があります。なるべくロガー
に近づいてみてください。Bluetooth の通信範囲は、⾒通しで約30m です。 

 MX1104、MX1105、MX2200、MX2300 の場合、ロガーが休眠状態である可能性があります。ロガーのボタンを押し
て休眠状態を解除してください。 

 ロガーが⽔中にある場合は、ロガーを⽔中より引き上げてください。 
 お⼿持ちの端末のBluetooth がオンになっていることを確認してください。 
 アプリのFilter 設定を確認してください(該当のロガーがフィルターの対象から外れている可能性があります)。 

ゲートウェイが「デバイス」リストに表示されない 
 ゲートウェイ本体が完全に起動していない可能性があります。プラグを差し込んで電源を⼊れても、アプリ上に表⽰さ

れて設定ができるようになるまで数分間かかります。 
 ゲートウェイがモバイル機器の Bluetooth の通信範囲内に⼊っていないか、通信を妨げる障害物がある可能性がありま

す。ゲートウェイに近づいて通信を試みてください。Bluetooth の通信範囲は⾒通しで30m です。 
 ご使⽤のモバイル機器の設定で、Bluetooth がオンになっていることを確認してください。 
 ゲートウェイの表⽰がフィルター機能で⾮表⽰になっていないかどうかフィルターの設定を確認してください。 

ロガーがアプリのリスト上には表示されるが接続ができない。 

 アプリをいったん閉じて再起動してください。 
 モバイル機器を再起動して通信を再度試みてください。 

ロガーを設定していたが接続が途切れた。設定情報はセーブされますか？ 
接続が途切れる前に   をタップしていない場合は、設定情報はロガーにセーブされていません。ロガーに接続し、再度設定
を⾏ってください。 
他の人が設定できないようにカギをかけるにはどうしたらよいですか？ 
ロガーに接続し、右上の をタップして、  をタップします。パスワードを⼊⼒し、Set をタップします。そうすると、設定し
たモバイル機器以外の機器がロガーとの接続をしようとするとパスワードの⼊⼒を求められるようになります。しかしながら、
設定をしたモバイル機器にはパスワードが保持されますので、接続するたびにパスワードを⼊⼒する必要がありません。 
パスワードを解除するにはどのようにすればよいですか？ 
ロガーに接続し、右上の をタップし、  をタップして、「リセット」をタップします。または、ロガーのスタート/ストップ
ボタンとアラーム/統計ボタンまたは Next/Clear ボタン(MX1101 及び MX1102 の場合)、もしくは、ロガーの上下のボタン
(MX1104/MX1105 の場合)を3 秒間同時に⻑押しするとクリアされます。また、MX2200、MX2300 の場合は、ロガーのボタン
を10 秒間⻑押しするとクリアされます。 
ロガーのアラームが発動しました。どのようにクリアしますか？ 
ロガーの液晶画⾯とアプリに表⽰されるアラームは、ロガーを設定する際に「次の時間まで視覚アラームを維持」の項⽬で選択
した内容が反映されます。選択によって、ロガーが再設定されたとき、計測値がアラームで設定した閾値から戻った時、ロガー
のボタンを押したとき、にアラームがクリアされます。 
アラーム⾳を⽌めるには、ロガーのボタンを押すか、ロガーに接続して  をタップします。 
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ロガーのデータの読み出し方は？ 
ロガーを接続し、  をタップします。読み出したデータは「HOBO ファイル」をタップして閲覧したり、エクスポートする
ことができます。 
ロガーのデータの読み出しに1分以上かかります。これは正常ですか？ 
ロガーのデータがフルの場合、通常 1 分以内で読み出しが完了します(MX1104/MX1105 を除く)。読み出しが 1 分以上かかる
場合は、モバイル機器をロガーに近づけてみてください。モバイル機器とロガーの距離が遠いほど、読み出しの時間が⻑くなり
ます。MX1104 とMX1105 はメモリ容量が⼤きいため、読み出しが完了するまで数分要することがあります。 
HOBOfile Viewerでグラフを拡大しました。元に戻すにはどうすればよいですか？ 
グラフをダブルタップします。 
グラフではなく、それぞれのデータポイントの計測値を見るにはどのようにしますか？ 
HOBOfile ビューワーからデータをエクスポートします。HOBOfile ビューワー画⾯右上の をタップし、  をタップします。
ファイル形式(XLSX、CSV)を選択して、それぞれのポイントの計測値を確認します。 
グラフの特定の計測項目やイベントを表示・非表示にするにはどのようにしますか？ 
HOBOfile ビューワーの右上の をタップし、  をタップします。グラフで表⽰または⾮表⽰にしたい計測項⽬やイベントを
選択してOK をタップします。 
全てのデータファイルをパソコンにコピーする方法はありますか？ 
はい。お使いのモバイル機器を USB でパソコンに接続します。モバイル機器上で Onset のフォルダを探してコピーします。ロ
ガーからダウンロードされたデータ(HOBOファイル)はメインのOnsetフォルダに、エクスポートされたファイル(XLSX、CSV、
PNG)はサブフォルダに保存されています。注記：モバイル機器をパソコンに接続している間にファイルをエクスポートすると、
エクスポートファイルが表⽰されるまでに少し時間がかかることがあります。 
リストに表示されるロガーが多すぎます。自分のロガーだけを表示させるにはどのようにしますか？ 
トップ画⾯の左上の  をタップし、「⾃分のデバイス」を選択します。そうするとお⼿持ちのモバイル機器で以前に接続したロ
ガーのみが表⽰されます。 
ロガーのデータをゲートウェイからHOBOlinkへアップロードすると設定した場合、アプリでダウンロードしたデータをHOBOlink

へアップロードすることは可能ですか？ 
できません。データは、ゲートウェイかアプリのどちらかからしかHOBOlink へアップロードできません。データをゲートウェ
イからアップロードすると設定したロガーからアプリでデータを読み出した場合、データファイルはアプリ上にしか保存されず 
HOBOlink へはアップロードされません。ゲートウェイは、ロガーのデータをアプリからダウンロードしたかどうかにかかわら
ず、定期的にロガーをチェックしデータをHOBOlink にアップロードします。 
 


