HMD60 シリーズ 湿度温度変換器
HMD62/TMD62
特長

• 計測精度：±1.5%RH および
±0.1°C
• アナログ出力の変換器モデ
ル:HMD62（湿度と温度）およ
び TMD62（温度のみ）
• 相対湿度、露点、エンタル
ピー、湿球温度など、一般的
な湿度関連のパラメータがす
べて利用可能
• アナログ出力：4～20mA
• 化学物質や粉塵への耐性
• IP66 準拠の本体
• トレーサブルな英文校正証明
書付
• ハウジングを設置した状態で
も電子回路部とプローブを一
体で取り出せ、現場での調整
や出力設定が容易
• ヴァイサラ Insight ソフト
ウェアに対応

ダクト取り付けタイプの HUMICAPâ HMD60 シリーズ 湿度温度変換器は、軽工業用途のほか、
美術館、クリーンルーム、試験所など、要求の厳しい一般空調（HVAC）用途向けに設計されて
います。
堅牢な設計、安定性、信頼性
本体が全金属製のため、製造現場や
工 業 環 境 に 最 適 で す 。 HMD60 シ
リーズ 変換器は、ヴァイサラ
HUMICAPâ R2 センサを搭載してお
り、最先端の安定性と耐久性を提供
します。
トレーサブルな精度
すべての HMD60 シリーズ変換器に
は、トレーサブル（ISO9001）な英
文校正証明書が付きます。また、ご
要望に応じて、認定校正証明書
（ISO17025）を発行することもでき
ます。

現場で出力パラメータの選択が可
能
アナログ出力モデルの HMD62 およ
び TMD62 変換器は、4～20mA の非
接地式ループ 電源出力を使用しま
す。アナログ出力のパラメータは、
現場の要求に合わせて DIP スイッ
チを使用して簡単に選択すること
が可能です。
特別なスケーリングやその他の設
定変更は、Windowsâ 用ヴァイサラ
Insight ソ フ ト ウ ェ ア
（ www.vaisala.co.jp/insight を 参
照）で簡単に行えます。

必要に応じて、トリマーや HM70 ハ
ンディタイプ 湿度温度計を使用し
て、スムーズに HMD60 を現場調整
することもできます。

技術情報
入出力

相対湿度
湿度センサ

ヴァイサラ HUMICAPâ R2

計測範囲

0～ 100％RH

長期安定性

±2.5%RH/2 年

供給電源

10～ 35VDC（RL=0Ω）
20～ 35VDC（RL=600Ω）
• TMD62: 1xT 出力 4～20mA
• HMD62: 1xRH 出力 4～
20mA、1xT 出力 4～20mA
• HMD62 の計算出力パラ
メータには Td、Tdf、A、X、
Tw、H を含む。

アナログ出力

0～+40°C（+32～+104°F）における精度（非直線性、ヒステリシ
ス、繰り返し性を含む）
0～90%RH

±1.5%RH

90～100%RH

±2.5%RH
サービスポート

M8 4 ピンオスコネクタ:
• MI70 ハンディタイプ指示計
（接続ケーブル 219980SP が
必要）
• Windowsâ 用ヴァイサラ
Insight ソフトウェアは、1)
（USB ケーブル 219690 が必
要）

ネジ端子のワイヤーサイズ

0.5～ 2.5mm2

+40～+80°C（+104～+176°F）および-40～0°C（-40～+32°F）に
おける精度（非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む）
0～90%RH

±2.5%RH

90～100%RH

±3.5%RH

工場での校正不確かさ

±1.0%RH

起動/応答時間
起動時間（+20°C（+68°F）におい 8 秒
て）
応答時間（T63）
（+20°C（+68°F） 15 秒
において）
湿度計測パラメータ（初期設定でのアナログ出力スケール）
露点

-40～ +80°C（-40～+176°F）

露点/霜点

-40～ +80°C（-40～+176°F）

絶対湿度

0～300g/m3（0～131.1gr/ft3）

湿球温度

-40～ +80°C（-40～+176°F）

エンタルピー

-40～1600kJ/kg（-9.5～
695.6Btu/lb）

混合比

0～600g/kg（0～4200gr/lb）

1)

www.vaisala.co.jp/insight からダウンロードいただけます。

スペアパーツ /アクセサリ
PC 接続用 USB ケーブル（ヴァイ 219690
サラ Insight ソフトウェア）
HM70（MI70）接続ケーブル

219980SP

メンブレンフィルタ

ASM212652SP

ステンレス焼結フィルタ

HM46670SP

コンジットフィッティング＋ O
リング（M16x1.5/NPT1/2"）

210675SP

101 [3.97]

温度
-20～ +80°C（-4～+176°F）

+20˚C（+68˚F）における精度

±0.1°C（+0.18°F）

温度依存性

±0.005°C/°C

工場での校正不確かさ

±0.1°C（0.18°F）

自由対流での応答時間（T63）

8分

82[3.23]

-40～ +80°C（-40～+176°F）

初期設定でのアナログ出力
スケール

101 [3.97]

計測範囲

82 [3.23]

49 [1.92]

使用環境
-40～ +80°C（-40～+176°F）
-40～ +80°C（-40～+176°F）

最大流速

50m/秒（焼結フィルタ使用）

電磁適合性

EN61326-1、工業環境

101 [3.97]

動作温度範囲
保管温度範囲

299 [11.77]
250 [9.84]

mm
[in]

一般仕様
ハウジング材質

鋳造アルミニウム

プローブ材質

ステンレス

ハウジングクラス

IP66 (NEMA 4X)

質量

511g (18 oz）

HMD60 寸法（正面および側面）
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