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1 はじめに  

本書では、振動センサの操作方法について記載します。  

  

2 各部名称  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スイッチ１（S1）」：側面にあるボタン。主に計測時に使用します。  

「スイッチ２（S2）」：背面にあるボタン。主にリセット時（起動中モードに戻す）に使用します。  

※押す時は爪楊枝等をお使い願います。  

「LED（W1/W2）」： ２つの LED で操作や状態を表示します。点灯は赤、橙、緑の三色があります。  

「microUSB コネクタ」：充電するときに使用します。USB5V 電源と接続し充電を行います。  

  

3 ボタン操作方法  

3.1 動作モード  

 センサには４つの動作モードがあります。  

「起動中」  計測をしておらず、低消費電力状態になります。リセット操作後、出荷時はこのモードになりま

す。  

「計測」    計測中のモードになります。設定された測定間隔で計測を行います。  

「無線通信切替」  無線方式を 920MHz 帯と 2.4GHz 帯の切替えを行うモードになります。 ※通常は使用いた

しません。  

「検査」   製造時の検査を行うモードになります。 ※通常は使用いたしません。  

    

  

3.2 ボタン操作一覧  

   

※2 回単押し、3 回単押しは、1 秒間隔でボタンを押してください  

※長押しは 5 秒以上押し続けてください。  

 動作モード  ボタン操作  機能  

全てのモード  S2 を 5 秒長押し  リセットを行い、起動中モードに戻ります。  

スイッチ(S1) 

MicroUSBコネクタ 
LED(左 W1,右 W2) 

スイッチ(S2) 



無線振動センサ操作マニュアル 

 

PMESK-2021006-0  4 / 6 大平洋機工株式会社 

起動中  S1 を 2 回単押し  計測モードになり、計測を実行します。以

降、測定間隔で計測します。  

S1 を３回単押し  計測モードになり、コマンド確認を実行しま

す。（この時は計測しません。）以降、測定間

隔で計測します。  

S2 を 2 回単押し ※基本使用しません  無線通信切替モードになります。  

S2 を３回単押し ※基本使用しません  未送信の保存センサデータをクリアします。  

S2 を 1 回単押し、(5 秒空け)、S2 を 1 回

単押し、(5 秒空け) 、S1 を５秒長押し  

※基本使用しません  

検査モードになります。 ※誤って操作した場

合は、 

S2 長押し（リセット）を行ってください。  

計測  S1 を１回単押し  非定期（任意）のタイミングで計測を行いま

す。以降、測定間隔で計測します。  

S1 を３回単押し  コマンド確認を実行します。（この時は計測し

ません。）以降、測定間隔で計測します。  

S2 を 1 回単押し  コマンド確認を実行します。（この時は計測し

ません。）以降、測定間隔で計測します。  

S2 を 3 回単押し  コマンド確認を実行します。（この時は計測し

ません。）以降、測定間隔で計測します。  

S1 を 5 秒長押し  電池残量確認を行います。  

S2 を 2 回単押し ※基本使用しません  無線通信切替モードになります。  

無線通信切替  S1 を１回単押し  920MHz 帯と 2.4GHz 帯通信を切替えます  

3 秒以上無操作  選択している通信方式で確定し、起動中モー

ドに戻ります。  

検査  ※基本使用しませんので、リセットしてくだ

さい。  

誤って検査モードになった場合は S2 長押し

（リセット）を行ってください。  

  

各モードとボタン操作の関係を図示します。  
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3.3 操作方法   

3.3.1 リセット操作  

 どのモードでも背面の S2 を 5 秒長押しすることで起動中モードに戻ります。  

 実行されると LED（W1/W2 両方）が赤点灯→橙点灯→緑点灯します。  

  

3.3.2 計測開始  

出荷時は、起動中モードになっております。S1 ボタンを 2 回単押しすることで計測モードになり、計測し

ます。  

ボタン操作は 1 秒間隔で 2 回押してください。  

実行されると、LED が緑点灯→緑点滅→橙点滅します。（通信が 920MHz 帯時は W1、2.4GHz 帯時は W2 が点

灯）  

  

以降は、測定間隔で設定した時間毎に自動で計測を行います。※この時 LED は点灯しません。  

  

3.3.3  非定期計測  

計測モード中に S1 ボタンを 1 回押しすると即座に計測を行います。  

実行されると、LED が緑点灯→緑点滅→橙点滅します。（通信が 920MHz 帯時は W1、2.4GHz 帯時は W2 が点

灯）  

  

以降は、測定間隔で設定した時間毎に自動で計測を行います。※非定期計測してからの間隔になります。こ

の時 LED は点灯しません。  
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3.3.4 コマンド確認  

起動中モード及び計測モード中に S1 ボタンを３回押しするとコマンド確認を行います。これは、計測を行

わずにゲートウェイへコマンドの問合せ（時刻設定や、設定変更の有無）を行います。  

実行されると、LED が橙点滅します。（通信が 920MHz 帯時は W1、2.4GHz 帯時は W2 が点灯）  

  

コマンド確認後は計測モードとなり、測定間隔で設定した時間毎に自動で計測を行います。  

  

 計測モード中に S1 を３回単押し、または S2 を 1 回単押し、または S2 を 3 回単押しすることでも同様に

コマンド確認を行います。  

  

3.3.5 電池残量確認  

 計測モード中に S1 ボタンを 5 秒長押しすることで電池残量を確認することができます。  

 実行されると電池残量に応じて LED が 5 秒間点灯します。（通信が 920MHz 帯時は W1、2.4GHz 帯時は W2 が点

灯）  

3.7V 以上：緑点灯  

3.7V 未満：橙点灯  

3.4V 未満：赤点灯  

3.0V 未満：消灯  

  

電池残量確認後は、コマンド確認を行います。コマンド確認後は計測モードとなり、測定間隔で設定した時

間毎に自動で計測を行います。  

  

3.3.6 充電方法  

 電池残量が低下しますと動作不具合、動作停止となります。製品を充電することで回復することが可能です。  

 側面にあります保護シールを剥がします。充電用の microUSB コネクタが現れます。（コネクタ Type B にな

ります。） microUSB ケーブルを使って USB 電源（５V）と接続します。  

 接続して 2 時間で充電が完了します。電池残量確認操作及び、クラウド画面でご確認願います。  

 再設置する場合は、コネクタ部に保護シールを貼ってからご使用願います。  


