BlueTooth 温度・湿度・傾斜データロガー

BL-100

YMATIC

温湿度データロガーがBlueToothになりました。従来、設定やダウンロードにはUSBケーブルを接続する必要がありま
したが、BlueToothになり、あたかも、USBに接続しているような感覚で、無線でコントロール、ダウンロードできるよ
うになりました。PCには特別の受信機は不要で、しかもタブレット端末、スマートフォンからもアクセスできます。電池
の充電は通信中でも可能です。
■特長
● BlueTooth Class1に対応、通信距離100ｍ
● センサー
高精度MEMS温湿度センサー、低ノイズMEMS加速度センサー（傾斜）熱電対ル
● 内部メモリーによるロガー機能
通信を中断しても、内部メモリーに記録し、ダウンロードできます。
● 電池、充電回路内蔵 通信中でもマイクロUSBケーブルで充電できます。
● 超小型、57ｘ35ｘ15ｍｍ
● 多彩なアプリケーション-深部体温計、発汗センサー、コンクリート湿度計等
タブレット

Bluetooth

センサー

スマートフォン
BL-100
PC

■アプリケーション

NEXUS7によるBL-100のアクセス画面

BL-100により、従来の計測の方法が大きく進化しました。本体にふれずに内部の記
録データをモバイル機器で確認できます。
●運送物の温度管理
梱包物の内部の温度・湿度をスマートフォンで受信できます。BL-100は刻々温度・
湿度データを内部メモリーに記録しています。それをいつでも、誰でもダウンロードす
ることができます。例えば、発送時のAさんがデータをダウンロードし、発送時の温度
データを確認しておきます。そのデータをBさんにメールでデータを送ります。Bさん
は運送中のデータを自分のスマホで受信し、異常がないか確認します。到着時にCさん
は運送中の全データを自分のスマホで受信し、データ管理センターにデータをメールし
ます。つまり、荷主、運送業者、荷受人がそれぞれ独自にデータを取得できるという事
になり、配送中の温度管理がより厳密に行えることになります。温度管理が必要な冷凍
食品だけではなく、アスファルトのような工場から道路工事現場までの高温温度維持が
必要な用途にも使えます。
●進入不可能な場所での傾斜・振動・温度・湿度管理
普段、人が進入できない場所の計測データの確認が行えます。例えばトンネルの上部
構造物の傾斜を確認したい場合、定期メンテナンス時に足場を組むのはコストと時間が
かかります。BL-100なら先の定期点検時以降の傾斜データを記録しているので、傾斜
の経過データを自分のフマホでダウンロードする事ができます。
●センサークラウドへの応用
通常のBluetoothプロファイルなのでルータにセンサークラウドインターフェースを
つければ、サーバによるセンサークラウド・ビッグデータ管理が行えます。これの意味
はグラウドにアクセスできるものがあれば、どこでも誰でも統計処理されたデータに触
れることができます。
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操作・コネクター・充電について
Bluetoothの接続について

Bluetoothの接続は一般的にはデバイスの探索、デバイスの選択、ペアリングの順で行われます。ペアリングはマウスなどはコ
ードを入れる手段がないので1234等の固定コードが使われます。BL100はコマンドモードでピン番号（ペアリングコード）を
別に設定することもできます。
一度ペアリングをしてしまうと、後は自動的に接続されます。ただこれが災いして、ペアリング中では同じBL100では他の機
器が接続できません。他のBL100との通信はできます。そのため別の端末で操作する時は必ずペアリングを解除してください。
スマホ等は別のアプリケーションを動作させても、バックグラウンドで通信が行われているので、ペアリングが継続されています
ので、完全にアプリケーションを終了させてください。
Bluetoothはマスターモードとスレーブモードがあり、一般的にPC、スマホ、タブレット側がマスターモードになります。
BL100はスレーブモードで動作します。

電池の充電について
BL-100は450ｍAhのリチウムポリマー電池を内蔵し、充電回路も内蔵しています。通信中
でもマイクロUSB端子から充電可能です。通常のスマホ用のUSBのACアダプター等をお使いく
ださい。充電中は橙のLEDが点灯します。充電をが完了すれば橙のLEDは消灯します。電池の
持続時間は20時間、充電時間は6時間程度です。電池の特性は周囲温度等で大きく変わります。
あくまで目安としてお考えください。
注意事項
●マイクロUSBは充電専用で通信機能はありません。
●電池の充電は必ずBL-100で行ってください。取り出して別の充電器では行わないでくださ
い。
●リチウムポリマー電池は過放電に弱く、過放電すると使用不能になる場合があります。BL100は過放電防止回路がついていますが、電源を入れたままの放置はおやめください。
外部センサー
ピン 1-2 アナログ電圧系
ピン 3-4 アナログ抵抗系 50KΩ
深部体温計、熱電対、感圧センサー等

BL-100の操作・LED表示
電源SW

マイクロUSB
充電口

緑LED
通信ランプ
データ転送時

内部温湿度センサー
Sension SHT11
センサーコネクターに何も接続
しない場合は内部温湿度センサ
ーで計測。外部にSension、IST
を接続すれば自動認識で外部セ
ンサーで計測

点滅

赤LED
接続ランプ
消灯 接続
点灯 非接続
青LED
ステータスランプ
遅い消灯 サーチ中
速い点灯 コマンドモード
消灯
接続

I2C系センサーコネクター
外部温湿度センサー
発汗センサー
照度センサー
橙LED
電池充電ランプ
充電中
点灯
充電完了 消灯

青LED
電源ランプ
遅く点滅
時どき点滅

3軸加速度センサー
STMicro LIS3DSH
電源パイロット
データログ中

BL-100 基本仕様
測定項目

温度/湿度/傾斜

内部センサー

MEMS温湿度センサー SENSIRION SHT10 温度14bit 精度 ±0.5℃ 分解能 0.01℃
湿度 12bit 精度±4 分解能 0.03％RH
MEMS加速度センサー StMicro LIS3DSH Full 16bit ±2ｇ/±4ｇ/±6ｇ/±8ｇ/±16ｇ 分解能 0.06mg/digit 温度特性 0.01%/℃

外部センサー

温湿度センサー SHTXX
または IST HY271

無線規格

BlueTooth V2.1 + EDR Class 1 最大100ｍ(実績値）

電池/充電

リチウムポリマー電池

寸法

幅57ｍｍ

ｘ

450ｍAh 充電回路内蔵

長さ35ｍｍ

ワイマチック株式会社

国内技適取得済み

プロファイル

SPP

通信中充電可能

ｘ 厚15ｍｍ
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タブレット・スマートフォンからの操作

■タブレット端末・スマートフォンでのコントロール
タブレット・スマホには必ずBlueToothが搭載されています。BL-100はアプリでBlueToothとターミナルソフトで通信しま
す。IPHONEやIPADはBluetoothのSPPに対応していないので使えません。必ずアンドロイド系の端末をお使いください。
■準備
まず、BL-100の電源を入れておきます。これでデスカバリーモードになり、通信相手を探索します。この時、赤のLEDが連
続点灯、緑のLEDが点滅します。
タブレット・スマホ設定画面でのBlueToothをONにし、BL100XXXX等のBlueToothデバイスのリストが表示されます。
BL100XXXXはBL-100の名前で、XXXXはデバイス固有のアドレス下4桁です。他に同じ名前はありません。もし、表示され
ない場合は検索ボタンを押します。ペアリングされたデバイスと使用可能デバイスがありますが、一度ペアリングされたデバイス
は、ペアリングの必要はありません。使用可能デバイスの場合、選択してペアリングを行います。BL-100のペアリングコードは
1234です。ガイドに沿って入力してください。ただ、ペアリングコードはほとんど入力する必要はありません。自動で設定され
ます。
■とりあえず使ってみる
次にターミナルソフトを用意します。ターミナルソフトは
色々あり、Androidマーケットからダウンロードします。有
料もありますが、ほとんど無料です。この例ではNEXUS-7
上でBlueTermをダウンロードしました。メニュから
CONNECT DEVICEを選択するとBL100のデバイスの一覧
が表示されます。複数表示された場合、その対象のBL-100
を選択してください。
接続された場合、赤と青のLEDの表示が消えます。

画面1
BlueTooth設定画面
設定でBlueToothを選択するとデバイス名の一
覧が表示される。場合によってはペアリングコ
ードが要求される。ペアリングコードは1234

画面2
アプリケーションをネットからダウンロー
ドする。この例はBlueTerｍ。無料、Term
やSPPで検索する。メニュで
ConnectDevice を選択

■計測
BL-100の操作はコンソールコマンドで行います。詳しく
はコンソールコマンドの解説を参考にしてください。 。
コマンドはたったの5個で、数字1文字です。この5個でほと
んどの計測が可能です。
コマンド一覧
0 時間間設定
1 計測開始
2 計測ストップ
3 データダウンロード
4 センサー選択
まず、1リターンを試してください。温度湿度が以下のよう
に表示されます。
1,B5E4,00/01/01 00:22:11,00001,

25.7, 41.3

1はセンサー種別、B5E4はデバイスID、以降、時間、データ
番号、温度、湿度と続きます。
2は計測ストップです。
3はダウンロードで、今まで計測したデータがダウンロードさ
れます。
操作は簡単でともかく1でスタート、2でストップ、3でダ
ウンロードです。？でHELPメッせージが出ます。
ダウンロードされたデータは画面に表示されます。ターミナ
ルのメニュでLOGスタートにしておけば場面のデータがファイ
ルに落ちています。CSVファイルになっており、そのままエク
セルで読めます。ターミナルソフトによってはLOGされたデー
タをそのままEメ－ルで転送できるものもあります。
ターミナルをStopすればBL-100は赤が点灯し、緑LEDが
点滅します。赤が点灯している場合はBL-100が相手をサーチ
している場合です。赤が消灯すれば通信準備、ペアリング完了
です。消灯している場合、他のタブレット、スマホ、PCは通信
できません。必ずアプリを終了して、赤の点灯を確認してか
ら、接続してください。

画面3

画面4

デバイスリストが表示されるので選択する。接
続されるとCONNECT TO BL100B5E4が
ポップアップ表示され、通信可能になる。

？でヘルプ表示、1でスタート、2でストップ、
3でダルンロードした一連の画面

BL-100
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操作コマンド

BL100はアプリケーションによる操作とコマンドによる操作ができます。コマンドによる操作はターミナルソフトさえあれば
操作できます。データはダウンロード時にログ記録を指定しておけば、自動的にCSVファイルになります。スマホやタブレットの
ターミナルソフトはログをそのままE-mailすることができるものもあります。
コマンド一覧
0＜リターン＞ 内部時計の設定
内部の時計を設定します。01の後のYYMMDDhhmmssのフオーマットで年、月、日、時、分、秒を設定します。
時計設定がされていない場合は00/01/01 00：00：00からスタートします。
例

01140108123200＜リターン＞

2024年1月8日12時32分00秒に設定

1＜リターン＞ 計測スタート
センサーの計測をスタートさせます。単に1＜リターン＞の場合は2秒間隔でスタートし、同時に内部メモリーに記録され
ます。測定条件を指定したい場合は1の後ろに時間、データ記録フラグ、センサー種別をつけます。フォーマットは
1TTTTXS＜リターン＞
TTTTは計測間隔で単位は秒です。必ず4桁で指定してください。1秒の場合は0001です。60秒以上の場合は分単位にな
ります。9999を指定した場合は166分です。これが記録間隔の最高値です。
Xは記録するかどうかのフラグでX以外はメモリーに記録されます。メモリーに記録される場合は16000データになるとス
トップします。メモリーに記録しない場合はXを指定してください。メモリーに記録する場合は0を指定してください。Sは
センサー種別で1は温度・湿度、2は熱電対、3は発汗計、4は深部体温計、5は加速度センサーです。
例

1000501＜リターン＞

記録スタート、5秒間隔、記録あり、温度・湿度センサー

受信データの意味
1,B5E4,00/01/01 00:22:11,00001, 25.7, 41.3
最初の1はセンサー番号、B5E4はデバイスID、以降、時間、データ番号、温度、湿度と続きます。温度・湿度はセンサー
によって変わります。
2＜リターン＞ 計測ストップ
計測をストップし、送信、記録を停止します。端末とはリンクされており、いつでも再開できます。ただ、一度ストップし
た場合、メモリーは最初からの書き込みになり、データ番号０番からスタートします。
例

2＜リターン＞

3＜リターン＞ データダウンロード
データのダウンロードを行います。何回ダウンロードしてもデータの内容は変わりません。
例

3＜リターン＞
DownLoad InterVal 2 DataCount 6
1,B5E4,14/03/10 20:31:12,00000, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:14,00001, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:16,00002, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:18,00003, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:20,00004, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:22,00005, 22.9,
1,B5E4,14/03/10 20:31:24,00006, 22.9,
DownLoad End

4S＜リターン＞ センサー選択
センサーを選択します。
41 ＜リターン＞ 温度・湿度センサー
42 ＜リターン＞ 熱電対
43 ＜リターン＞ 発汗計
44 ＜リターン＞ 深部体温計
45 ＜リターン＞ 加速度センサー（傾斜計）
例

45＜リターン＞

加速度センサーを選択

V＜リターン＞ バージョン番号の読み出し
バージョン番号を読み出します。
例 V＜リターン＞
BL-100 Ymatic V0.9 BL100B5E4

47.3
47.0
46.8
46.5
46.3
46.1
45.9

BL-100

操作コマンド

NXXXX＜リターン＞ センサーID設定
センサーIDを設定します。通常、ケースに書いてあるMACアドレスを指定してください。それ以外にも独自で設定するこ
とができます。必ず４桁で指定してください。数字、アルファベットがつかえます。
例

NB5E4＜リターン＞

デバイスIDをB5E4に設定

T<リターン＞ センサーのテスト。
内部センサーのテストを行います。２秒間隔で下記のデータが表示されます。ストップは2＜リターン＞です。
ID B5E4,IT 23.9c,IH 42.1%,AD1 1900,AD2 32767,TC 114.8c,X 0.0606mg,Y -0.0032mg,Z 0.9929mg
ID B5E4,IT 23.9c,IH 42.1%,AD1 1923,AD2 32767,TC 115.9c,X 0.0464mg,Y -0.0022mg,Z 1.0012mg
IDは設定されたID番号、ITは内部の温度℃、IHは内部の湿度％、AD1はアナログ入力値 MAX50mV、AD2は抵抗系センサ
ーが接続された場合のデジタルデータでMAXは2Vで32768です。内部は.3V,100KΩでプルアップされています。TCは
AD1入力のK型熱電対換算温度℃、X,Y,Zは加速度値ｍｇです。
例

T＜リターン＞

BlueToothモジュール操作コマンド
BL100は内部にRoving Networks, Inc.のBluetoothモジュールを使っています。このモジュールはコマンドにより、自由に
設定の内容や設定を変更することができます。ただし、変更した場合は動作が正常でなくなる可能性があるので、通常は操作
しなようにしてください。モジュールのコマンドモードにするには$$$,復帰するには---＜リターン＞を入力してください。
モジュール名はRN-41です。マイクロチップ社のサイト（https://www.microchip.com/pagehandler/en-us/
technology/bluetooth/home.html）からマニュアルをダウンロードできます。
表示例
CMD
***Settings***
BTA=00066663B5E4
BTName=BL100B5E4
Baudrt(SW4)=9600
Mode =Slav
Authen=1
PinCod=1234
Bonded=0
Rem=NONE SET
***ADVANCED Settings***
SrvName= SPP
SrvClass=0000
DevClass=1F00
InqWindw=0100
PagWindw=0100
CfgTimer=255
StatuStr=NULL
HidFlags=200
DTRtimer=8
KeySwapr=0
END

PCでのBlueTooth設定 操作
■BlueToothのインストール
BlueToothをサポートしていないPCの場合、BlueToothドングル
を利用します。ドングルはクラス1と2があり、クラス2は公称10
ｍ、クラス1は100ｍです。BL-100はクラス1,2どちらでも使え
ますが、BL100はクラス1なので、クラス1のドングルでは100ｍ
の距離を通信できます。
まず、ドングル付属のデバイスドライバーをPCにインストール
してください。必ずドングルを差し込まないでドライバーをインス
トールしてください。
BlueToothドングルはSPPプロファイルをサポートしたものを
購入してください。BlueToothのバージョンは2.1以降のものを使
用してください。ドングルはここではPLANEX-COMM社のBtMicro4を使用していますが、SPPをサポートしているドングルは
どれも同じようなオペレーションです。
次にBL-100の電源を入れた状態にし、ドングルをPCに差し込
んでください。するとPCのホルダーのコンピュータの項目にMy
BlueToothが追加されています。これを開くとBlueToothデバイ
スのリストが表示されます。表示されない場合、デバイスの検索を
クリックします。
BL-100はSPPというプロファイルで通信します。SPPはシリ
アル通信のプロファルで、PCではシリアル通信に使うCOMを使っ
て通信します。
BlueToothデバイスのリストの名前でBL100-BE57等の表示
が見えますが、BE57はデバイスのMACアドレスの下4桁の16進
表示で、今後この4桁の数字を基準にします。BL-100の通信モジ
ュールにMACアドレスが表示されています。
デバイスをダブルクリックすると右のような画面が出て、シリア
ルポートのインストールを行います。インストールボタンをクリッ
クしてください。すると対応するシリアルポート番号が表示されま
す。こ例ではBL-100のBE57はCom6に設定されています。シリ
アルポート番号はPCによって違うので、このポート番号を覚えて
おいてください。あとのアプリケションプログラムでこのポート番
号を指定します。
Bl-100は複数指定可能で設定をクリックするとBL-100と
COMポート番号の一覧が表示されます。

■通信ソフトによるコマンドの確認
ここではコマンドモードの確認を行います。PCでは専用のア
プリケーションでBL-100を操作できるので、必ずしもこの操
作は必要ありません。
Tera Term等の通信ソフトウエアをダウンロードし、シリア
ルポート設定で、さきほどのコムポート番号を指定し、ボーレ
ートを115200にしてください。ここでVリターンを押すと
BL-100 Ymatic V0.9
の文字が出て、通信成功です。？を押せばHELPコマンドが表示
されます。
市販Bluetoothドングル例
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BL-100のセンサーについて
センサーの構成
BL-100はADコンバータ２チャンネル、加速度センサー、
デジタル温湿度センサーで構成されています。
■温湿度センサー
センサー選択で温湿度センサーの場合は外部にセンサーが接
続されていない場合は内部の温湿度センサーが選択され、外
部にIC2系のセンサーが接続されている場合はそちらが選択さ
れます。また、外部温湿度センサーはセンジリオンかISTが自
動選択されます。
■熱電対
熱電対は外部センサーコネクターの２番、１番（GND)に接
続します。補償温度は内部デジタル温度センサーで行いま
す。
■発汗計
発汗計はデジタル温湿度センサーを狭い空間におき、肌に
当てて、シリカゲルで水分を吸収することで発汗量を測定し
ます。IC２系コネクターに発汗センサーを接続します。
■深部体温計
深部体温計はサーモパイル、サーミスタで構成され、サー
モパイルで鼓膜温を放射温度計として測定します。同時にサ
ミスタで外耳道温を測定し、補償温度とします。
■加速度センサー
内部加速度センサーは測定間隔が10秒以内の場合は1回の
測定を行い、10秒以上の場合は128回測定し、その平均値を
データとします。
■電圧発生系センサー
外部センサーコネクターの１番、２番に接続します。最
少分解能は３μVで、18ビットAD変換を行います。
■抵抗系センサー
曲げセンサーのように抵抗値が変化するセンサーは３番、
４番ピンに接続します。内部は3Vで100KΩの抵抗が接続さ
れており、センサーの抵抗が変化することにより、AD2に入
力される電圧が変化することにより、測定します。

外部センサーコネクター
JST SM4B-SPSS
外部センサー
熱電対
サーモパイル
サーミスタ
曲げセンサー
1

3V

100KΩ

I2C

AD1
Microchip
MPC3422

2
3
4

AD2
Microchip
MPC3422

加速度センサー
STMicro
LIS3DS

CPU

I2C系コネクター
JST SM4B-SPSS

GND

1

SDA

2

SCL

3

VCC
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温湿度センサー
Senjirion
SHT11

外部センサー
IST
Sinjirion

PC用専用ソフトについて
各センサーについてPC用専用ソフトを準備しています。代理店にご相談ください。
温湿度センサー用アプリケーション

ワイマチック株式会社

東京事務所：〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目12-6-604
TEL：03-3633-1761
http://www.ymatic.co.jp
mail yamada@ymatic.co.jp

BL-100

PCでの温湿度ロガーアプリケーション 操作
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PCでは通信ソフトでBL100を動作させることができますが、BL100の専用アプリケーション用意しており、このアプリを使
うと誰でも簡単にデータロガーの機能を使うことができます。

プログラムのインストール
PC内にホルダーを作製してください。例えばディスクトップ上に作成する場合、右ボタンを押すとメニュが出て
きます。その中で新規作成＞ホルダーを選択すると”新しいホルダー”が出来上がっています。これの名前を例え
ばBL-100等に変更してください。作成したホルダーにCDの内容をコピーしてください。
次にVB6のライブラリーファイルをインストールします。CDのホルダー内にvb6sp6rt4がありますので、その
中のsetup.exeを起動してください。
ポート番号はコントロールパネル＞システム＞ハードウエア＞デバイスマネージャ＞ポート（COMとLPT)でポー
ト番号を確認できます。この番号をプログラムのポート番号へ設定してください。まれにポート番号が１６以上の
場合があります。このプログラムではポート１６以上は使えないので、そのポート番号の上でダブルクリックして
プロパテイを表示し、ポート設定の詳細設定でポート番号を変更してください。
作製したホルダー内でアプリケーションを起動します。アプリケーションファイル名はBL100.exeです。ダブルク
リックすればアプリケーションが起動します。

プログラムの操作方法
プログラムが起動するとまず、クロックセットでBL-100の内部時計を合わせてくださ。電源は入っている限り
内部時計は時刻を刻んでいますが、一度電源を切ると2000年1月1日0時0分0秒からスタートします。時刻合わせ
をしない場合は経過時間が表示されます。
記録間隔を指定してください。1秒から250秒まで設定できます。
これで準備は完了でSTART RECORDボタンを押すと、BL-100からデ-タが送信され、温度、湿度、露点、絶
対湿度が表示され、グラフを描いていきます。グラフは表示幅を超えると自動的にスクロールします。表示を拡大
したい場合は上下のスケール変更コンボボックスを変更してください。記録ストップはSTOP RECORDを押してく
ださい。
この状態でアプリケーションプログラムを終了してもBL-100は記録を続行します。メモリ－内のデータをダウ
ンロードする場合はDOWNLOADボタンを押してください。データがダウンロードされ、プログラムと同じホルダ
ーにダウンロードボタンを押した日付名のCSVファイルが出来ています。
スタートレコード
計側を開始します。Recordのチェックが入っていると、この
ボタンを押した場合以前の記録データはリセットされます。
Recordのチェックが入っていない場合、メモリー記録なしで
計測データを送信します。
READ
すでに、計測を開始している場合、データの受信のみをモニ
ターします。SAVEで受信データをCSVに記録します。

ダウンロードを開始します。データはCSVファイルに記録さ
れます。

クロックセット
内部時計を合わせます。PCの時計
を事前に合わせておいてください。

ポート番号の設定。事前でデバ
イスマネージャーでポート番号
を確認しておいてください。

記録停止
記録間隔を設定します。単位は秒です。

スケール変更

データの表示
ダウンロードデー
タはTEMP画面を
ポイントすること
により、その時間
軸のデータを表示
します。。

