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充実した機器による多彩な計測アプリケーション
～より確かなソリューションをご提供します。



水は、地球上で最も貴重な天然資源です。 

弊社は、半世紀以上に渡り、水域モニタリング機器のご提供によって、
環境保護の一翼を担ってきました。
高品質のデータ取得は、高品質のセンサーにより実現します。
弊社は、優れた性能と信頼性を持つセンサーをご提供するため、R＆D
部門では、センサー性能に対して長期間の最も厳しい環境条件を想定
し、多くの注意を払いながら開発を進め、基盤を確立してきました。
環境モニタリングは、時間とコストの多大な投資を必要とします。
しかし、弊社の信頼性の高い計測機器を使用することにより、お客様の
観測業務において予期される問題点を可能な限り解消することができ
ます。
また、弊社Xylemグループの全世界に展開する12000人のスタッフに
より、お客様のモニタリングの課題に対するサポートを提供しておりま
す。
そして、弊社はその幅広いアプリケーションの知見を活かし、世界の多
くが抱える水問題に対して、地域とともにその解決に取り組んでいます。

「少数の思慮深く献身的な人たちが世界を変えることができることを疑ってはならない。」
マーガレット・ミード 

会  社  名　　　ワイエスアイ・ナノテック株式会社
　　　　　　　YSI／Nanotech.Inc.

設        立             1986年7月16日

代  表  者             代表取締役　ローチ・テレ・デミアン

事業内容　　　コンピュータ通信関連機器の製造・販売、
　　　　　　　海洋電子機器の開発、製造及び販売

　　　　　　　本社
　　　　　　　〒210-0005
所  在  地             神奈川県川崎市川崎区東田町８番地
　　　　　　　パレール三井ビル１３階
　　　　　　　TEL 044-222-0009  FAX 044-222-1102

Sound Principles. Good Advice.



SonTekは長年に渡り、フィールド用のドップ
ラー流速計を世界に先駆けて開発してきま
した。

先進テクノロジーにより時間を節約： 
革新的な環境モニタリングに対する世界的
なニーズを満たすことは、省力化とコスト削
減が可能になることと考えます。
弊社は、使用方法と設置も容易であり、また
分り易いインターフェースで構成された機
動性の高いモニタリング機器を提供します。

信頼性により効率を向上：
モニタリングの成否は正確で適正なデータ
取得性に大きく依存します。
弊社は信頼性の高い計器を提供し、お客様
がより迅速に高品質のデータを取得するこ
とを実現します。 

グローバルなフォロー体制：
川崎市、大阪の事務所に加えて、世界中に事
務所を配置し、お客様へのきめ細かなフォ
ローに注力しています。

目次

  会社概要                                                                 　   1

  はじめに                                                             　   　2

  多彩な計測アプリケーション 　                      　  3-4

  充実した水域観測機器・システム                  　   5-6   

  RiverSurveyor                                                 　      7-9   

  CastAway-CTD                                                      　10                           

  HydroSurveyor                                                     　 11

  SonTek-IQ シリーズ                                     　   12-14

  FlowTracker 　　　　　　　　　　　　　　    15

  ADV Family 　　　　　　           　　　　　       16

  Argonaut SL                                                               17

  Argonaut XR                                                              18

  ADP/MiniADP                                                      19-20

  RDCP  600                                                                             21-24

  Argonaut MD                                                                   25

  View Argonaut                                                                         26                         

  SEAGUARD®  RCM  シリーズ                                       27-30

ワイエスアイ•ナノテック(株)応用技術部では、機器の取扱い指導等に加え計測業務も行っております。計測に
は、YSIの多項目水質センター及びSonTekドップラー流速・流量計、AUVを中心とする各種の最新悦センサーシス
テムを使用し、長年に亘り培った経験を基に様々な調査研究のため業務を行っております。

はじめに



お客様の課題に対応： 弊社のスタッフは、現場での幅広
い経験をもとに、お客様のモニタリングの課題に対する実
行可能なソリューションと実地サポートをご提供します。

水源管理

課題
• イベントの検出
• 水処理の最適化
• 適切な供給源の選択
• 貯水池のダイナミクス分析

ソリューション
• 鉛直のプロファイリングシス

テム
• 水質ゾンデ
• 栄養塩分析装置
• AUV

水文学の研究

課題
• 流量と流れをより高精度で迅

速に計測
• 洪水の警告

ソリューション
• 音響ドップラープロファイラー
• ステージ/ゲージ
• データテレメトリとアラーム

イベントの監視

課題
• マルチレベルのアラート・アラ

ームの受信
• リアルタイム·モニタリング、サ

ンプリング、およびテレメトリ
によるイベントのキャプチャ

ソリューション
• 水質ゾンデ
• サンプラー
• データロガーとテレメトリ
• ステージ/ゲージ
• サービス
• MET

環境影響評価 

課題
• 迅速な水質パラメーター

の評価
• 完全な評価を行う
• オンタイムとオン予算

ソリューション
• 水質ゾンデ
• サンプラー
• 音響ドップラープロファ

イラ
• MET
• AUV

充実した機器による多彩な計測アプリケーション
　～より確かなソリューションをご提供します。
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ベースラインデータ

課題 
• 費用対効果に優れた高解像度の

時間的・空間データの収集
• 空間データの費用対効果

ソリューション
• 鉛直プロファイリングシステム
• 水質ゾンデ
• データブイ
• MET

水産養殖モニタリング

課題 
• 魚種資源を保護するために早

期警告の受信
• 養殖基準を守るためのリアル
タイムデータ収集

ソリューション
• 鉛直プロファイリングシステム
• 水質ゾンデ
• 音響ドップラープロファイラ
• データロガーとテレメトリー
• データブイ

海岸工学

課題
• 過酷な環境でデータを収集
• 正確な情報を収集するための

所要時間を短縮

ソリューション
鉛直プロファイリングシステム
水質ゾンデ
音響ドップラープロファイラ
データロガーとテレメトリ
データブイ
MET
AUV
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充実した水域観測機器・システム
１．観測ブイプラットフォーム

２．リアルタイム・データ伝送ネット
       ワーク

• 現場の観測局にて獲得されたデータは、伝送
モデュール（DCP）にてリアルタイムに遠隔伝
送を行うことができます。

• 伝送方式は、  FOMAパケット通信、  SS 無線方
式、サテライト通信など、 通信環境と用途に応
じた選択が可能です。

• データ伝送は、以下①②の方法があり、状況　
に応じて、いずれかをご選択頂けます。

　①お客様の設定するPC受信局へ観測局から
　　の直接伝送。
　②Data Web Server（弊社運営）へデータ伝送
　　し、インターネット経由にてお客様のPC端
　　末へデータを配信（左図参照）。

３．超音波ドップラー流向流速計

４．多項目水質モニター
• 長期観測に不可欠な電極洗浄ワイパー装備。
• 定点長期メモリーorオンライン直読のハイブリ
ッドで観測が可能。

• バテッリーは市販アルカリ電池使用。
• 現場で電極交換・校正を容易に行え、運用性　

に優れます。
• 測定項目
　・水温　　　　・クロロフィル
　・電導度　　　・シアノバクテリア
　・塩分　　　　・光量子
　・蛍光式DO　  ・硝酸イオン
　・濁度                 ・アンモニアイオン
    ・pH/ORP　　  ・塩素イオン
   

• 河川・湖沼・海洋・ラボなどアプリケーションに
最適化された豊富な製品ラインアップ。

• オールマイティな計測ストラテジー
　・鉛直多層セルプロファイラー
　・水平多層セルプロファイラー
　・シングルポイントメーター
• 係留/移動計測（ボトムトラック）
• 定点長期メモリー  or  オンライン直読のハイ 
ブリッドで観測が可能

• 深海対応型（6000m）

５．気象観測センサー
• 耐久性に優れ、あらゆる気象

条件下で卓越した観測性能を
保持します。

• 測定項目
　・風向風速　　・日射
　・気温　　　　・日照
　・相対湿度　　・純放射
　・気圧　　　　・視程
　・降雨

２

５

８

• センサーのペイロード、現場海況や観測ア　
プリケーションに応じて、最適な形状寸法・　
浮力の観測ブイを用意しております。

• 以下に示す代表的な観測機材のシステム統
合が可能で、得られたデータを遠隔伝送す　
ることが可能です。

　・多項目水質モニター
　・超音波ドップラー流向流速計
　・気象観測センサー
　・波浪観測センサー
• 観測局で必要とされるセンサー及び伝送モ

デュールの電力は、すべてのソーラー発電　
による持続的な電力ソースによって確保さ　
れます。
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弊社はお客様と提携するこ
とで以下をご提供できます

• プロジェクトの策定
• 現場の評価
• システム設計
• システム統合とテスト
• 据付と設置
• 現場でのトレーニング
• データの収集と配信
• 延長サポートとサービス契約
• プロジェクト管理
• レンタル

５．気象観測センサー

• 多項目水質モニターをウインチに
て自動昇降。

• 細密な鉛直水質情報を一定時間　
毎に取得し、リアルタイムでデータ
伝送します。

• ソーラー発電による電力リソース　
で稼働しますので、設置場所の制　
約が小さく、機動性に優れます。電
力線の敷設コストも不要です。

• 使用センサーは多項目水質モニタ
ー１台で、メンテナンスの労力コ　
ストを大幅に軽減できます。

• 流向流速プロファイラーと併用す　
ることで、水質・動態の両面からの
評価も可能です。

６．鉛直プロファイルシステム ７．EcoMapper™ AUV

８．プロジェクトサポート

• 完全自律航行型水中ビークル
• スタッフ１人で運用が可能 
• 広大なエリアの水質および等深線

のマッ　ピング
• 使いやすいミッション計画ソフト
ウエア

• サイドスキャンソナー 専用のソフ
トウエア

• 多くの現場人員やボートを必要と
しない　費用対効果に優れたマ
ッピング手法です。 

２

３４

６

７

１
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従来の様々な制約を克服した製品がSonTek社により開発されました。
S5・M9なら小型で持ち運びに便利でデータの信頼性が高く、あらゆる河川や水路での計測が可能で
す。S5・M9は、水文学における計測分野での新たな境地を開拓しました。

S5・M9では、複数の周波数を用いており、さらに音波の広がりを抑
え、浅い水深から深い水深まで広く対応できます。装置内のプロセッサがパルス長、セルサイズなどを適
切に制御、ユーザーは装置の設定を意識することなく計測に集中できます。また、装置には垂直ビーム
が標準装備され、河川断面を正確に把握できます。

Bluetooth、スペクトル拡散方式無線、携帯端末、RTK GPSなど最先端技術とを組み合わせることで、より
高い性能と拡張性が得られます。

特　徴  効　果
複数の周波数の音波利用* 高い解像度とより幅広い水深への対応
垂直ビームの搭載* 河川・水路の断面形状のより正確な把握と、より広い

面積での流速計測
SmartPulseHD™* スマートアルゴリズムにより、水深、流速と乱流レベル

を認識し、その計測環境に応じてパルスコヒーレント/
ブロードバンド/インコヒーレントのパルス技術を使
い分け,計測の自動最適化が行われます。 高分解能セ
ルサイズは，２cmまで小さくなります．

プロセッサ内部で流量計算* S5・M9は、装置のプロセッサ内で流量計算まで行い、
内部メモリにデータを保存するので、計測中に装置と
端末の通信が途絶えてもデータ欠損しません

コンパス・二軸傾斜計標準装備 計測時の装置の向きや傾きの補正を適切に行いま
す。

最適なピングレートの選択 ピングレート(音波発射頻度)を自動で選定し、データ
の品質を高めます(最大70Hz)。

ボトムトラック GPSを使用することなく、装置の移動状況と水深を正
確に把握します

RTK GPS（オプション） ボトムトラックが困難な状況で装置の移動状況の把
握が可能な超高性能GPSです。

RiverSurveyor

（下記）この水深40m以上の計測範囲を示
すデータで見られるように、浅い所から深
い所までの測定能力を利用します

「Meeting of the Waters」
マナウス（ブラジル）近くのアマゾン川

0.5MHz垂直ビーム
（水深計測）

4つの3.0MHz
流速用ビーム

4つの1.0MHz
流速用ビーム

M9

4つの3.0MHz
流速用ビーム

1.0MHz垂直ビーム
（水深計測）

S5

河川・水路調査のための画期的な製品
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・ ハイドロボードのデザインとカラーは、変更されることがあります。 

RiverSurveyorLiveソフト
・モバイルで多言語表示

従来のUSGS/ISOによる分割法を使用するオプションのアド
オン・プログラム。

低流速、浅水域でのSmartPulseHDのデータ例。 
2cmまでのセルサイズが可能な超鮮明な流速分
布画像をご覧ください！

• DGPSが利用できない場所での乱流域や移動河床環境に
おけるボート移動観測の代替手段。

• 氷床の孔からの流量観測をサポート。

• 網状に交錯した流路や中州の区間をサポート。

• 効率的に岸から岸まで断面の完全な流速分布と河床地形の
測深プロットが可能。

• 同時に複数のデータ結果を見ることが可能（水深、ボトム
トラック、GPS-GGA、GPS-VTG）。

• 河床が移動している状況でのループ観測法（USGS Loop 
Correction Method）をサポート。

PC用とモバイル用の一組のRiverSurveyorLiveソフトウェアは、測定中も後処理でも、想像以上の処理が可能
です。 これらのインテリジェントなプログラムは、SmartPulseHDTMをフルに活用し、無線測定中の通信障害
の間においてもデータ損失を確実に防ぎます。また、測定中でも容易にPCまたはモバイル機器の切り替えも
可能です。いくつかの品質表示と選択可能なグラフ表示の統計値は、データ収集時に即座なフィードバック
を提供します。
また各種ソフトウェアの表示には、日本語・英語を含め、世界の主要言語がサポートされています。

Moving Boat 移動観測 移動観測移動観測 
すべてのシステムで標準装備、走航中のボートからの移動測定で流量
を計算。

     イギリス

     南アフリカ

       日本

      ブラジル

分割点観測（区間毎）

RiverSurveyorStationay-Live
ソフト

・モバイル表示

      インド

日本語対応ソフトウェア
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基本仕様
流速計測　
-計測範囲(距離)
-計測範囲(流速)
-計測精度
-分解能
-セル数(層数)
-セルサイズ

トランスデユーサ

水深計測
-計測範囲
-計測精度
-分解能
流量計測
-計測可能水深(ﾎﾞﾄﾑﾄﾗｯｸ利用時)
-計測可能水深(RTK GPS利用時)
-流量計算

S5/M9補足仕様
・温度センサー
     ‐分解能：±0.01℃
     ‐精度：±0.1℃

・コンパス/傾斜計(Solid State Type)
     ‐範囲：360°
     ‐向き：±2°
     ‐ピッチ/ロール：±1°

・内部メモリサイズ：8GB
・電源/通信
     ‐12 - 18v DC
     ‐RS232通信
     ‐RS232シリアルGPS入力
     ‐最大データ出力頻度：2Hz
     ‐内部計測頻度：最大70Hz

・使用環境
     ‐耐水圧：50m
     ‐使用時外気温：-5℃～45℃
     ‐保存時温度：-10℃～70℃

RiverSurveyor
リバーサーベイヤ

～便利なオプションとアクセサリ～

携帯端末 からの操作 :
リバーサーベイヤを携帯端
末・ＰＣから操作できます。
仮に通信が途絶えても再調
査の必要はありません。

RS S5 RS M9
-重量(空中) 2.3kg(5.0lb)
-重量(水中) -0.6kg(-1.3lb)

-重量(空中) 1.1kg(2.5lb)
-重量(水中) -0.3kg(-0.7lb)

RTK GPS:  
これは非常に精度の高い
GPSでありボトムトラック
の代用・補足として効果的
です。RTK GPSの利用は
SonTek社製品のみで可能
です。

SonTekハイドロボード:
オールインワン、丈夫で運
搬が容易な発泡積層製ハ
イドロボードは、2つのオ
プションから選べます。
• ショート： 36”（91cm）
• ロング  ： 48”（122cm）

電源/通信: 
リバーサーベイヤの電源/通
信モジュールをS5・M9の両
方で使用できます。
充電式電池を使用し、出荷時
にBluetooth、無線、GPS(2種
類)の取付が可能です。

ボートの艤装：
ボート側面への取付を
容易にするM9または
S5専用設計のデルリ
ン/アルミ製取付具。

ハイドロボードバッグ:
バッグとショルダーストラッ
プ装備、これらのバッグは、
完全な輸送オプションをシ
ョートとロングハイドロボ
ードに対して提供します。

浮体:(Floatin Platform)
オプション
オーシャンサイエンス社製三
胴船。

[mm]/in

0.20m ～ 15m
1%

0.001m

0.001 m/s
最大128

0.02m ～ 4m

0.20m ～ 80m
1%

0.001m

トランスデユーサ数5;
4ビーム:3.0MHz(流速用)

取付角25度;
垂直ビーム1.0MHz(水深用)

トランスデユーサ数9;
3.0MHz･1.0HMzそれぞれ
4ビーム　取付角25度;

垂直ビーム0.5MHz(水深用)

S5

0.06m ～ 5m
+/- 10 m/ s

最大 +/- 0.25% (計測値)
または +/- 0.2cm/s

0.001 m/s
最大128

0.02m～0.5m

M9

0.06m ～ 40m
+/- 10 m/ s

最大 +/- 0.25% (計測値)
または +/- 0.2cm/s

0.3m ～ 5m
0.3m ～ 15m

プロセッサ内部

0.3m ～ 40m
0.3m ～ 80m

プロセッサ内部

電源・通信モジュール仕様
・バッテリー
     ‐種類：充電式
　 ‐容量/稼動時間：連続使用8時間
　　（RTK GPS使用時は4時間）     

・通信オプション/到達距離
     ‐Bluetooth(携帯端末)：60m
     ‐Bluetooth(ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ)：200m
     ‐無指向性無線：2000m

・GPSオプション
     ‐GGA/VTG：誤差1ｍ
     ‐RTK：誤差0.03m
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CastAway-CTD
GPS内蔵・LCDディスプレイ付 携帯型CTD計

CastAwayCTDは、あらゆる水域での鉛直プロファイリングに対
応したヘヴィデューティーで可搬性に優れたCTD計です。 

タッチ操作を可能とするスタイラスペンで3回タップ
し、CastAwayCTDを水中に投げ入れて引き上げるだけで、もの
の数分で電導度、塩分、 温度、 及び水深が測定できます。内蔵の
LCD画面により、セットアップデータや取得データを容易にかつ
即時に確認できます。 内蔵GPSにより、投入地点を野帳に記入す
る必要がありません。各投入の最初と最後の位置と時間が、内部
レコーダーに記録されます。

CTDプロファイリングデータの確認と分析が、これまでよりも格段
に容易になりました。
同梱のGISソフトウェアは、Bluetooth経由でCastAwayCTDから

自動的にデータをPCにダウンロードし、インタラクティブな地図上に各測地点の
位置を示します。CTDデータ、GPS情報、プロット比較をすべて一箇所でカスタマイ
ズできます。またデータの分析、作図、編集、及びエクスポートも素早く、容易に行
えます。

範　囲 分解能 精　度 Measured or Derived

電導度 0 to 100,000 µS/cm 1µS/cm ± 0.25% ± 5 µS/cm Measured

温度 -5° - 45° C 0.01° C ± 0.05° C Measured

圧力 0 to 100 dBar 0.01 dBar ± 0.25% FS Measured

塩分濃度 Up to 42 (PSS-78) 0.01 (PSS-78) ± 0.1 (PSS-78) PSS-783

音速 1400 - 1730 m/s 0.01 m/s ± 0.15 m/s Chen-Millero4

密度 990 to 1035 kg/m3 0.004 kg/m3 ± 0.02 kg/m3 EOS805

水深 0 to 100 m 0.01m ± 0.25% FS EOS805

特定の導電率 0 to 250,000 µS/cm 1µS/cm ± 0.25% ±5 µS/cm EOS805

GPS 10 m

15 MB
内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内
単３アルカリ2本（約40時間作動可能）
- ASCII (CSV), Hypack, Matlab
-使用温度:-5°～45℃
-保存時:-10°～50℃
-水深:0-100m
- キャスティング（アップ/ダウン）
 - ポイントのサンプル（前後にユニット
を移動させる）

記録メモリ:
コミニュケーション:
電源:
データの出力フォーマット:
動作環境:

サンプリングモード:

ソフトウェア:

アクセサリー:

サーミスタ応答:
サンプリングレート:
本体重量 (kg) :

 - WindowsのXP/Vista/7, ジオ参照、多言語
 - データのプロット、フィルタリング、インポート/
エクスポート
 - 頑丈なプラスチック製のストレージ/輸送ケース
 - ポリウレタンのジャケット, 15メートルの展開ライン
 - Bluetoothのドングル, 2つのロックカラビナ
 - 3つの磁気スタイラスペン, クリーニングブラシ
200ミリ秒未満（5 Hz）
5 Hz
1.0 lb (0.45 kg)日本語対応ソフトウェア

現場での優れた機動性・耐久性 

CastAwayCTDは、投げ込みで使用可能な、水域プロファイリング用のCTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイ
ルデータを、現場で即座に確認できます。 
防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。 

Bluetooth通信を利用しているため、ケーブルを使用することなく、パソコンへデータを取り込むことができます。 
単3電池2個で約40時間稼働でき、電池交換時は工具を必要としない為、容易に電池交換が可能です。 
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SonTek HydroSurveyor
水路調査に適用するADCP機器とソフトウェア流速、測位と水深計測の実用的解決手法

ハイドロサーベイヤー（HydorSurveyor）を用いることで、最新の深浅測量技
術を一つのパッケージとして、また低コストで導入することが可能です。　
複雑なセットアップや、高価な機器、難解なソフトウェアを用いる必要はあり
ません。

汎用性と迅速性
CastAway-CTDを併用することで、水中音速補正を時間・空間的に内挿補間
が可能です。これにより、迅速で高精度な計測を実現します。

オールインワン機能
水中流速マッピング機能、業界随一である5ビームの音響測深機能と、ボトム
トラッキング機能（GPSロスト時の対地速度補完）が１つのパッケージに集約
されることで、完全な調査のための包括的なデータを提供します。
 
ソフトウェアの主な機能
取得データの自動グリッド化と内挿補間機能により、複雑な計測調査でも専
門的な解析ソフトを必要とせず、時間とコストをセーブします。

セットに含まれる特長：

• CastAway-CTDによる水中音速データ
の統合と内挿補間

• 対地速度（ボトムトラッキング）
• ５ビーム音響測深（スワス幅　50°）
• 水中流速マッピング
• データ自動グリッド・内挿機能

• 電子コンパス及び２軸傾斜計
• GPS/GPSコンパス入力インタフェース

追加オプション：

• CastAway-CTD
• 既存のRiver Surveyor M9システムのア

ップグレード
• SonTek RTK GPS or DGPS
• デルリン/アルミ製　ボート取付冶具
• Bluetooth/SS無線
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SonTek-IQ シリーズ
 持続可能な 優れたパフォーマンス 

米国農務省の研究教育普及局の支援を受けて開発した SonTek-IQシリ
ーズは、３種類の製品より構成され、流量、総流量、水位及び流速項目に対し、
高品質のデータを提供します。流量アルゴリズムは、注意深く設計され、テスト
をクリアしたもので、水量管理に不可欠なデータを提供します。
それぞれのシステムは、４基の独立した流速ビームにより、高精度な断面流速のマッピングを行い、得ら
れたデータは演算アルゴリズムへ入力されます。
精度の高い流量データを取得することができるため、流速インデックス法を用いる必要がなくなりま
す。更に、どの機種にも標準装備されている圧力センサーは、鉛直ビームとシステム連動し、常に高精度
の水位を計測します。

• 全ての機能が凝縮された、オールインワン設計
• 水深わずか８ｃｍから５ｍまで計測！人工水路や自然水路、管路や小河川での
流量計測に最適
• 4基のパルスドップラー流速ビームで、広範囲の通水断面をカバー
• RS-232, SDI-12, Modbus, Analogなど、多彩な通信インタフェース
• 開水路や管路の流量算出に、水理学に基づく高度な演算アルゴリズムを活用
• SonTek独自の‘Smart Pulse HD’の採用により、高度なデータサンプリング技術
を実現
• 鉛直ビームと圧力センサーを併用し、水位の自動校正機能を実現
• 標準パッケージ：本体、ソフトウェア（SonTek-IQ）、固定冶具、ケーブル、ACア
ダプター

これら全ての機能に、特別な設定は必要ありません。
SonTek-IQ PIPEは、内径0.5～5.0ｍの管路に使用可能で、水位が数
センチから満水までの流量を高精度に出力することができます。

SonTek-IQ PIPEは、水路底、或いは頂壁下向き設置が可能な流量計で、多くの産業や農業アプリケーシ
ョンでお役に立ちます。　昨今使用されている他の多くの流量計とは異なり、SonTek-IQ PIPEは、自動
で管路が満水状態であるか否かを検知し、状況に応じた最適なサンプリング手法により流速を計測し
ます。そして、この情報は、鉛直ビームや圧力センサーによる高精度水位データとともに、流量を算出す
るために用いられます。

Page:12



超 音 波ドップラー 流 量・水 位・流 速 分 布 計 測 器

５本の超音波ビームにより、水平及び鉛直方向の流速プロファイルが可能
で、流速場における優れたデータ取得性能を発揮します。

水位計測には、組込の圧力センサー及び超音波鉛直ビームの両方で計測が行
われ、データの精度補完及びその保全性の向上に着目されたデザインとなっ
ています。また、専用のIQソフトウェアにより、断面地形情報を機器内部に
簡単に入力することができ、計算流量を即座に出力させることが可能です。

• 灌漑・水力発電など、用水路でのアプリケーションに最適

• 水深わずか８cmより測定が可能

• ５ビームのパルスドップラーシステム

• 多彩なインターフェイス                                                 

RS-232C/SDI-12/Modbus、アナログ出力に対応

• 専用冶具により現場へのインストールが容易

• 自由度の高い専用解析ソフトウェア

SonTek-IQ
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簡易な現場インストレーション:SonTek-IQには、標準で
取付冶具が付属しており、それを用いることにより現場へ
の設置作業を容易に済ませることができます。
SonTek-IQを水路のセンターラインに沿うように２本のボル
トで固定するだけで設置は完了です。またSonTek-IQの消
費電力は極めて微小で、小型ソーラーパネルやバッテリー
で動作させることも可能です。

• 計測に必要な全ての機能が凝縮されたオールインワン設計
• 小水路のために独自開発された流量アルゴリズム
• SonTek独自のSmart Pulse高解像計測技術
• 鉛直超音波ビームと圧力センサーとの連動による水深自動
補正機能
• IQ解析ソフトウェア、設置冶具、ケーブル、アダプター及びAC
パワーサプライが標準付属 

 SPECIFICATIONS
SonTek-IQ PLUS SonTek-IQ SonTek-IQ Pipe

流速計測

  -計測レンジ1

  -分割セル数

  -セルサイズ

  -流速計測レンジ

  -分解能

  -精度

0.08 – 5.0 m 0.08 – 1.5 m 0.08 – 5.0 m

100層 1層 100層

2 cm  – 10 cm 水深追従セル 2 cm  – 10 cm

±5m/s

0.0001m/s

計測値の±1%，±0.5cm/s

 水深計測レンジ（超音波計測） 0.05 - 5.0 m 0.05 – 1.5 m 0.05 - 5.0 m

水深

  -計測レンジ

  -圧力センサー精度

  -水深計測精度

10ｍ

0.1％F.S

計測値の±1% or ±0.003m

電力条件
  -入力 8-15 VDC

  -消費電力2 0.5 – 1.0 W (アイドリング時0.02)

超音波発振子
  -超音波周波数 3.0 MHz

  -(2) 流軸方向ビーム 本体長手（流軸上下流）方向　鉛直25°偏角 

  -(2) 斜方向ビーム3 本体長手方向60°(45°) 　鉛直60°(37°) 偏角
（　）内は IQ Pipe の場合

通信インターフェイス RS232, SDI-12, Modbus

内部容量メモリー 4 GB

動作温度環境 -

温度センサー 分解能/精度 ±0.01℃/±0.1℃

傾斜センサー 精度 ±1°

優 れ た シ ス テ ム 拡 張 性 : S o n T e k - I Q は 、シリアル
RS232C、SDI-12、Modbusの通信プ
ロトコルを標準でサポートしていま
すので、単体での使用やデータロガ
ー接続、或いはModbusRTU（リモ
ートターミナル）接続まで、用途に
応じた幅広いセットアップを容易に

行うことができます。
また、専用のデータ表示器としてSonTekフローディスプレ
イ（オプション）もご用意しており、現場にてPCなどを用
いず、リアルタイムにデータを表示、確認することができ
ます。フローディスプレイは、4-20ｍAアナログ出力もサポートしま

す。

SonTek-IQ

日本語対応ソフトウェア
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長年に渡り実証されている実験水槽用の超音波ドップラー流速計「ＡＤＶ」の可搬
型モデルです。

ＳｏｎＴｅｋのＡＤＶの技術を用いて０．００１ｍ/秒から５ｍ/秒の測定が可能
で、これまでのハンディー流速計では最高性能を誇ります。

• 非常に浅い水深（２ｃｍ以上）で使用可能。
• 小型軽量・フィールドでの使用に合わせて堅牢防水。
• 微粒速測定０．００１ｍ／秒（１ｍｍ／秒）まで。
• リアルタイム流速表示
• 温度センサー内蔵
• キャリブレーション不要                                                    

現場での容易な使用性を考慮した計測用支持金具を用意し、ＵＳＧＳ/ＩＳＯ規格に基づく流量計算処
理ソフトウエアが内蔵されており、計測後ワンタッチで流量が得られます。 

また、汎用な使用として平均化時間（１０～１０００秒）による観測点の流速を簡単に計測し表示・記録
するモードを備えていす。  現場での厳しい使用環境での使用と非常に浅い水深での使用や微流速測定
能力を兼ね備えています。

３－Ｄプローブをお使いになるとＦｌｏｗＴｒａｃｋｅｒは３次元測定が可能で垂直方向流速が得ら
れます。全天候に対応する堅牢ボディは昼夜問わず見やすいバックライト表示機能があります。さらに不
揮発性メモリーを採用、また電池電圧は測定精度に影響を与えません。

２－Ｄ/３－Ｄ  
ＡＤＶプローブ

オプション

水深

  流量計算：

  最浅測定水深：

  測定点：

ＵＳＧＳ/ＩＳＯ標準

 ２ｃｍ

送信トランスデューサから１０ｃｍ点

     データ通信： ＲＳ２３２Ｃ

    記録容量： １５０，０００流速ポイント（６４流量計測）

     温度センサー内蔵

     流速測定範囲：   ±０．００１～４ｍ/秒

    流速測定分解能： ０．０００１ｍ/秒

    流速測定精度： ±１％

    ＜オプション＞ ２－Ｄ/３－Ｄ  ＡＤＶプローブ

３－Ｄ  垂直測定プローブ

     電源: 単三アルカリ乾電池  ８本 (消費電力, 約２５時間)

     重量： １．８Kg

     プローブセンサー幅： １３０ｍｍ

     動作温度範囲： －２０度～＋５０度Ｃ  （保管周囲温度も同様）

FlowTracker
Handheld ADV

日本語対応ソフトウェア
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FlowTracker ADV Family

MicroADV
 SonTek/YSIのすでに多
数の実績によりその高
性能が証明されている 
パルスコヒーレント方
式を用いた水槽実験用
流速計です。
50Hzまでの高速サン
プリングが可能で渦な
どの乱流測定に適して
います。

  Argonaut®-ADV
SonTek/YSIのパルス・
コヒーレント・ドップラ
ー方式をフィールド用
に採用した 高精度で
使用しやすい流速計
です。
50Hzまでの高速サン
プリングが可能で渦な
どの乱流測定に適し
ています。 

ADVOceanが過酷な
環境下における利
用に最適な測器であ
ることを、その堅牢
構造が可能にしてい
ます。

Argonaut®-ADV Ocean

  サンプリングレート(Hz)

  計測対象容積(cc)

  計測対象までの距離(cm)

16MHz MicroADV 10MHz ADV 5MHz ADVOcean

0.1～50 0.1～25 0.1～25

0.09
 

0.25 2.0

5 5～10 18

     計測分解能(cm/s) 0.01 0.01 0.01

   流速計測レンジ(cm/s) 3,10,30,100,250 3,10,30,100,250 5,20,50,200,500

     使用可能最大水深(m) 60 60 250(デルリン)
2000(ステンレス)

     計測精度 1%(計測流速の)，または0.25cm/s

    ＜オプション＞ アナログ出力(研究室型)

外部センサとの同期動作のためのアナログ入力モジュール

塩水防護パッケージ

充電型バッテリー(現場型)

数種類のプローブ取付構造を用意

ストレンゲージ圧力センサ(0.1%)

高分解能圧力発信器(0.01%)

温度センサ(0.1℃)

コンパス/傾斜センサ    方位精度：2°

ピッチ/ロール精度：1°

     電源: 供給電源：12～24VDC

消費電力：約2.5～4W(動作時) 1mW以下(スリープ状態)
これら大部分のプローブは耐水筐体と共に

一貫生産されます。
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最大6m～120mの広い範囲に対応しており、現場にあった機種を選
べます。 
流速計測用の２ビームと水位計測用１ビームで構成されています。
河川、水路の平均流速や断面方向の流速分布の計測、港湾施設の潮
流計測に最適です。 

親セル（全範囲の流速）と、子セル（一定距離ごとの流速）をそれぞれ独立に設定でき
ます。
データ自動診断機能により計測中の水中の障害物や遮蔽物の有無などの状況が後
で確認できます。また、必要に応じ装置が自動で計測範囲を調整し、正しくないデー
タの混入を未然に防ぎます。
Modbusに対応しており上下水道などの設備とのシステム化が容易です。
電力消費量が少なく、メモリ容量は40,000サンプル以上です。長期計測に適していま
す。 
通信プロトコルとしてRS242、SDI-12を標準装備。幅広い使い方が可能です。 

Argonaut®-SL 
•  2D、サイドルッキン

グドップラー流速計
•  水路、河川、運河の

流速モニタリングに
最適

•  構造物に直接取付で
きるので、設置・保守
が容易です。

•構造物による乱流の
影響を受けずに計測することが可能です。

 

  測定距離範囲:

 水位:

 重量：

3.0MHz 1.5MHz 500KHz

0.1～5.0m 0.2～20m 1.5～120m

0.1～5m
 

0.15～10m 0.2～18m

1.2Kg（空中）、0.3Kg（水中）2.4Kg（空中）、0.2Kg（水中）6.0Kg（空中）、1.1Kg（水中）

    水温: 分解能 ： ±0.01℃
 精度 ： ±0.1℃ 

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃ 

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃ 

   測定範囲 ： ±6m/s ±6m/s ±6m/s

    分解能 ： 0.1cm/s 0.1cm/s 0.1cm/s 

    精度 ： ±1％又は±0.5cm/s ±1％又は±0.5cm/s ±1％又は±0.5cm/s
    
    コンパス/二軸傾斜計: 分解能 ： 0.1°(方位/ピッチ/ロール) 方位精度 ： ±2° 傾斜精度 ：±1° 

   環境: 周囲温度（運用時） ： -5℃～ 60℃ 周囲温度（収納時） ： -10℃～ 70℃ 
    

    ＜オプション＞

電池 ： 外部電池パック

通信インターフェース：RS422（ケーブル長約1500m迄）

アナログ出力（4-20mA、0-5DVC）　最大2チャンネル 

    電源: 電圧 ： 7-15 VDC

消費電力 ： 0.5～0.7W（3.0/1.5MHz） 　0.7～1.0W（500kHz） 
    耐水深 ： 30m 

Argonaut®-SL 

Argonaut-SL  SideLooking
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最新のドップラー・プロファイル技術を利用した小型流向流速計  ARGONAUT-XR は
測定する水深と水深幅を0.5m～15.0mの間で任意に設定できます。

ARGONAUT-XR は120°の等間隔に配置されたセンサーから最大
15.0m迄間の任意のボリュームの平均の流れを測ります。
範囲は0.5m～1.5mの間で指定します。（call start - call end）

ARGONAUT-XR には標準で傾斜計及びコンパスの他圧力センサ
ーが組込まれており、通常、測定海域に上向きに測定し、潮位変化
などの水位の変動に対して自動的にサンプリングボリュームを調整
します。

  測定距離範囲：

  最小セル：

  重量：

3.0MHz 1.5MHz 750KHz

6.0 m (20.0 ft) 20.0 m (66.0 ft) 40.0m (131.0 ft)

0.2 m (0.6 ft) 0.4 m (1.2 ft) 0.8 m (2.5 ft)

2.5Kg（空中）、-0.3Kg（水中） 2.5Kg（空中）、-0.3Kg（水中） 2.5Kg（空中）、-0.3Kg（水中）

    水温: 分解能 ： ±0.01℃
  精度 ： ±0.1℃ 

分解能 ： ±0.01℃ 
  精度 ： ±0.1℃ 

分解能 ： ±0.01℃ 
  精度 ： ±0.1℃ 

   測定範囲 ： ±6m/s ±6m/s ±6m/s

    分解能 ： 0.1cm/s 0.1cm/s 0.1cm/s 

     精度 ： ±1％または0.5cm/s

     データメモリ： 4MB 内部メモリ(100,000サンプル以
    
     コンパス/二軸傾斜計: 分解能 ： 0.1°(方位/ピッチ/ロール) 方位精度 ： ±2° 傾斜精度 ：±1° 

    環境:
周囲温度（運用時） ： -5℃～ 40℃ 周囲温度（収納時） ： -10℃～ 50℃ 

    

    ＜オプション＞

電池 ： 外部電池パック 

通信インターフェース：RS422（ケーブル長約1500m迄）
                                                                   RS485(複数使用 約1500m 迄)
                                                                   RS232C(単独使用 約100m 迄)

アナログ出力（4-20mA、0-5DVC）　最大2チャンネル 

     電源: 電圧 ： 12～24VDC

消費電力 ： 0.2-0.3W 
     耐水深 ： 200m

オプション・特徴

0.5m～15.0mの測定
点が設定可能
自動水位補正
方位・傾斜・水深計組
込

Argonaut XR

手頃な価格の使いやすい流速プロファイラー

潮位変化などの水
位変動に対して自
動的にサンプリング
ボリュームを調整
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SonTek  ADP / Mini ADPは、特に浅水域用に特別にデザインされた流速プロフ
ァイラです。
沿岸海洋・河川・湖沼などあらゆる流速プロファイル測定に最適です。

概　要
• 250KHz～1.5MHzの周波数を用意、水深やセル厚など用途にあわせて選択

できます。
• 1.0、1.5MHｚタイプは小型で取り扱いが容易です。 
• トランスデューサの数が2つ、3つ、4つのものがそれぞれあります。 2つのも

のは2次元水平方向計測用のサイドルッキングタイプです（250KMz、500KH
ｚ、1.0MHｚ）。

• Argonaut-SL より水平方向の距離をとりたい方におすすめです。 トランスデ
ューサが3つ、4つのものは同じ性能です。 

• リアルタイム計測、バッテリを用いた自記記録ともに可能です。 
• 高精度のボトムトラック機能を備えています。
• 船舶、ブイなど移動体から正確な流速が測れます。 
• DGPSインターフェースにより位置データを同時に収集できます（*）。 
• 超高精度・微小セル計測が可能なパルスコヒーレントモードが装備できま

す。 
• 圧力センサ搭載により波向・波高計測が可能です。 
• リアルタイム計測や解析処理用に必要なソフトウエアが標準装備されていま

す。 
• SeaBird、濁度計、ParoScientificなどのセンサとの同期が可能です。 

• 最大100セルの流速プロファイルが可能です（一般的には10～30セルで計測しますので、十分な
セル数です）。 

• 固定計測、移動計測など様々な計測が可能です。
• 多くのオプションを標準装備した機種（mini ADP Professional）もあります。 
• パルスコヒーレント（ハイレゾ）モードにより、高頻度・高精度計測が可能です（オプション）。

特　徴

• Sontek社の代表的な流向・流速プ
ロファイラで、計測レンジは最大
6m～180mです。 

• 頑丈、対候性に優れ、劣化等しません。 
（*）GPSインターフェースは、 装置に直接

GPSを接続して同期をとる方法と、装置と
GPSを同じPCに接続し、 ソフトウェアを介
して同期を取る方法の2種類あります。

ADP/Mini ADP
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  測定距離範囲

 
 セル数　

 
 重量：

1.5MHz mini 1.0MHz            500khrz 250KHz

15-25 m 25-35 m 70-120 m 160-180 m

～100セル

2.5Kg（空中）、-0.3Kg（水中） 2.5Kg（空中）、-0.3Kg（水中）

    水温: 分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃ 

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃ 

   測定範囲 ： ±10m/s ±10m/s ±10m/s ±10m/s

    分解能 ： 0.1cm/s 0.1cm/s 0.1cm/s 0.1cm/s 

     精度 ： ±1％または0.5cm/s

     データメモリ 128Mb, 512Mb,1Gb
    
    コンパス/二軸傾斜計: 分解能 ： 0.1°(方位/ピッチ/ロール) 方位精度 ： ±2° 傾斜精度 ：±1°

   環境:
    

周囲温度（運用時） ： -5℃～ 40℃ 周囲温度（収納時） ： -10℃～ 50℃

 ＜オプション＞ 電池  :  外部電池パック 
1200Wh （2パック＠5℃） 電池 ： 外部電池パック 1800Wh （３パック＠5℃）

     通信インターフェース

   RS422（ケーブル長約1500m迄）
RS485(複数使用 約1500m 迄)
RS232C(単独使用 約100m 迄)

    圧力センサー：

                              
         ストレイン・ゲージ

精度：フルスケールの±0.5%
　　  クォーツ・クリスタル

精度：フルスケールの±0.01%

CTD、濁度計
     電源: 電圧 ： 12～24VDC

消費電力 ： 0.2～0.25W

     耐水深 ： 500m

*ポセイドン・システム
250KHz・500KHzのADPには処理速度を
約３倍に高めるポセイドン処理システムが
あります。

通常上向きに設置し、測定する水深と水深幅を0.5m～180mの間で任意に設定できます。

ADP/Mini ADP
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RDCP　600は、中距離レンジ対応の600kHz自記記録式ドップラー流向流速計です。音響ド
ップラーを活用した機器であるRDCPは、生物付着に強く、信頼性の高い製品です。固定
フレーム内に搭載して海底に係留、インライン係留索に繋げてアップルッキングもしくは
ダウンルッキング、ダウンルッキング用としてブイや埠頭に設置、といった様々な活用事例
がございます。

主な設置事例は以下の通りです
• 水深2000mまでに及ぶ、インライン係留設置を利用した気象調査用
• 港湾における、船舶航行の管理及び海上状態警告
• 水産養殖のための、流況・余水移動・水質のモニタリング
• 汚染防止のための、流況・土砂移動・水質のモニタリング

マルチパラメータープラットフォーム

同時複数プロファイル測定：複数プロファイルを同時に測定するよう設定でき、汎用性の
高い運用が可能です。

装置及び水面基準プロファイル：装置側と水面側の両方のプロファイルを1つの設定で
選択できます。

水面セル：水面付近で行う測定に適しています。

天板にオプションの水中センサーを4つまで搭載できるRDCP　600は、環境測定が行える
コンパクトな機器になっています。

傾き（チルト）補正：ビームの補正も行う、高度なベクトルベースの傾き補正機能がありま
す。

設定が容易：Windows　CEベースの設定ツールが組み込まれています。

 データ保存容量：標準のMMCカードに512MBのデータを保存できます。

リアルタイム出力：PDC4、RS-485、RS-232に対応。RDCP　600はActive-Xコントロールを採用しています。

高速データ解析：2次元及び3次元グラフを表示できる、Windowsベースの包括的な後処理ソフトウェア、RDCP Studio（リアルタ
イム非対応）。

専用ソフトウェアへのデータ出力。

水深300mから2000mまで対応。

標準パラメーター：流速、流向、信号強度、機器の傾き。

オプションのパラメーター：溶存酸素、濁度、温度、電導度、圧力、波パラメーター（8ページを参照）。

RDCP 600
Recording Doppler  Current Meter 600
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標準およびオプション 

標準機能：
• 水深300mに対応
• 流向流速プロファイルデータ
- 水平方向流速および流向
- 鉛直方向流速
- 個々のビーム速度
- 信号強度
- 単一pingの標準偏差
• 装置基準の複数コラム
• データ保存用512MB MMCカード
• スタイラスペン
• PDC4、RS-485、RS-232によるリアルタイム出力
•ヘッディング、ピッチ、ロールの測定
• 後処理用RDCP Studioソフトウェア
• 組み込みの電力消費計算機能
• 運搬用容器

オプション機能：
• 水深2000mに対応
• 以下を含む最大4つのセンサーとインターフェース
- 4050温度センサー
- 4019/3919　

1) 　電導度センサー
- 3835/3830 溶存酸素センサー
- 3612/4705 濁度センサー
- 4017 1) 圧力センサー（波、海面、潮流には非対応）
• 以下を利用した潮流及び水深測定
- 測定範囲60mのクォーツ式圧力センサー
- 測定範囲340mのクォーツ式圧力センサー
• 水面基準コラム
-測定範囲60mのクォーツ式圧力センサーを利用して水深
60mまで対応 
-測定範囲340mのクォーツ式圧力センサーを利用して水深
100mまで対応  
• 波高及び周期測定
-測定範囲60mのクォーツ式圧力センサーを利用して水深
15mまで対応

標準アクセサリー：
• USB接続のMMCカードリーダー
• トレーニング用の低磁性15Ahアルカリバッテリー　

2)

オプションのアクセサリー：
•低／高消費電力設定時の設置用35Ah非磁性リチウムバッテ
リー
• インライン係留フレーム
• インライン係留フレーム用の保護強化ロッド
• インライン係留用バッテリーコンテナ
• 傾き安定機能付き海底設置用係留フレーム
• 3813 メンテナンスキット
• 3986 ツールキット
• 推奨予備品
• デッキユニット（PDC4出力用）
• 固定設置時の電源及びリアルタイム出力用ケーブル
• 係留用フロートおよびアクセサリー
• RS-485対応リアルタイム出力時に使用するActiveXベースの
インターフェース・ソフトウェアは、Visual C++、Visual Basicと
互換性のあるコンパイラーに基づくソフトウェアと 一緒に使
用できます。
• ラボ用サプライ
• AADIリアルタイムシステムと接続可能
• トレーニング用の低磁性15Ahアルカリバッテリー　

2)

• NS 9415などの要件を満たす、RDCPレポート作成システム

1) 温度は2次パラメーター

オプションのセンサー
3835/3830溶存酸素
センサー
精度：<8µMと5%の
いずれか大きい方
分解能：<1µM

 3187クォーツ式圧力センサー
 精度：±0.04% FSO
 分解能：±0.02% FSO

使用例：

RDCP600にオプションの 4019電導度センサー
と3187クォーツ式圧力センサーを組み合わせ
た場合、高精度なCTD測定が行える非常に堅牢
な流向流速計になります。 

3 8 3 0 / 3 8 3 5 溶 存 酸 素 センサ ーを装 着した
RDCP600を使用すると、流向・流速だけでなく
溶存酸素も同時に測定できます。更に4019電
導度センサーも使用すると、温度及び塩分補正
した溶存酸素量が測定できます。

RDCP600と3187クォーツ式圧力センサー及び
Waveソフトウェアを使用することで、水深の浅
い設置で波のパラメーターが測定できます。

 
4050温度センサー
精度：±0.03°C
分解能：0.001°C

電導度センサー
3919A/4019A  
精度：±0.005S/m
3919B/4019B  
精度：±0.0018S/m
分解能：0.0002S/m

3612濁度センサー
精度：フルスケールの2%
分解能：フルスケールの0.1%
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配置および使い方

RDCPは以下の方法で設置できます。  
• インライン係留索
• 固定型海底フレーム係留
• データブイ
• 埠頭など既存の設置場所を利用
 
インライン係留索
インラインフレームは、係留索に事前に据え付けることができ、2つの道具不用ネジを使い、必
要に応じてRDCP　600をそこに嵌め込む事ができます。インラインフレーム、電子コンパスと傾
きセンサーがある事により、アップ／ダウンルッキング両方の設置が可能であり、それによって
水面基準コラムの測定が行えます。別途専用バッテリーコンテナを用意する事により、設置期間
を延長する事も可能です。 

RDCP　600用の新しい海底フレームが登場しました。複数
の高さに機器を設置することが可能です。最も低く設置す
ると、RDCP　600の最上部のみがフレームの上に出るだけ
ですが、最も高く設置すると、ドップラーセンサーヘッド全
体と、天板に取り付けたセンサーがフレームの外に出ま
す。
海底フレームには、据え付け用の取手が4つあり、また外
部バッテリー（3つ）や重り（9個）を容易に搭載できるスペ
ースもあります。当社が提供するウェイトは、環境に配慮し
た亜鉛製（10kg）の物です。
外部バッテリーとバッテリーパックは、一般の市販品を使
う事ができますし、AADI製のバッテリー、充電式バッテリ
ーやバッテリーパックもご購入いただけます。

設置済みの海底フレームに対するRDCP　600の取り付け
と取り外しは、自由に行うことができます。
設置方法について詳しく知りたい場合は、お問い合わせく
ださい。 

ボトムフレームの仕様：
重量：50kg（乾燥、外部バッテリーや重りなし）
サイズ（高さ×幅）：650 × 1400mm
素材：ポリエチレン
取手：4つ。1つの耐荷重500kg。

オプションのアクセサリー
バッテリーパック、バッテリー、充電式バッテリー、亜鉛製
重り

海底フレーム

固定型海底フレーム係留（新フレーム。詳しくは下記参照）

固定型海底フレーム係留は、港湾監視システムなどの定点観測設置で主に
使われます。この海底フレームは、外部バッテリーパックや海上に伸ばしたケ
ーブル経由で、追加の電源をシステムに提供できます。RDCPは常にアップル
ッキングで測定を行い、水面基準コラムや波パラメーターの測定（オプショ
ン機能）が可能です。データは、RS-485、RS-232、PDC4のパッケージとしてリ
アルタイムに出力できます（PDC4には容量制限有り）。RS-485は、高容量の
リアルタイム出力規格であり、RDCP　600の標準リアルタイム出力方式です。

データブイ
RDCPは、水深の浅い場所でデータブイに設置し、ダウンルッキング測定用としても使用できます。設置
方法や通信装置について詳しく知りたい場合は、sales@nanotech.co.jp までお問い合わせください。 

埠頭など既存の設置場所を利用
RDCPを埠頭に設置する場合、ダウンルッキングで使用しなければいけません。ロープや柱など、測定
の邪魔になり得る据え付け部品に注意してください。  
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固定型海底フレーム係留（新フレーム。詳しくは下記参照）

固定型海底フレーム係留は、港湾監視システムなどの定点観測設置で主に
使われます。この海底フレームは、外部バッテリーパックや海上に伸ばしたケ
ーブル経由で、追加の電源をシステムに提供できます。RDCPは常にアップル
ッキングで測定を行い、水面基準コラムや波パラメーターの測定（オプショ
ン機能）が可能です。データは、RS-485、RS-232、PDC4のパッケージとしてリ
アルタイムに出力できます（PDC4には容量制限有り）。RS-485は、高容量の
リアルタイム出力規格であり、RDCP　600の標準リアルタイム出力方式です。

   流向流速計:

   音響中心周波数：
  ビーム数： 
  処理方法：

606kHz

 4
ARMAパラメーターモデル

     トランスデューサー傾斜角度： -20°～+20°

    速度レンジ 0～500cm/s

     水平方向精度 0.5cm/s、読み取り値の±1.5%

     鉛直方向精度： 1.0cm/s

    単一pingの統計ノイズ 4.0cm/s

     測定範囲 低出力: 30～70m
高出力 5：40～80m

    ブランキング距離 300m 版：1m
2000m版：2m

     セルサイズ範囲: 1～10m（0.1mずつ増加）

    セルオーバーラップ: 0～90%

    1コラム当たり最大セル数： 100

     全コラム当たり最大セル数： １50

    電力レベル： 低電力：20W
高電力：80W

    自動減衰: 0、-3dB、-6dB

    測定パラメーター:

 
水平方向流速、鉛直方向流速、

単一ping標準、信号強度、
pingカウント、パルス減衰、

ヘッディング、ピッチ、ロ ール

    動作温度： -4～+40°C

   コンパス及び傾きセンサー:

   ヘッディング範囲: 0～360°

   ヘッディング精度: 傾き0～35°の場合±4°

   傾き範囲： ±45°
   傾き範囲： ±1.5°
   RS-485接続:

   通信タイプ： フルデュープレックス

    ケーブル最大長: 1400m@38kBaud

    ドレイン電流例:

    60mレンジ:　 60mA

    外部電源:

    電圧入力： 7～14 VDC

   高電圧入力： 13～42 VDC

オプションのセンサー

 最大センサー数：

 温度センサー： 

 圧力センサー：

4

データシートD360を参照
データシートD357を参照

    電導度センサー： データシートD344/354を参照

  溶存酸素センサー： データシートD335/355を参照

   濁度センサー： データシートD353/384を参照

オプションのクォーツ式圧力センサー

  サンプリング間隔： 10～60秒（既定は40秒）

  測定範囲（ 0～ 60m版） ： 0～700kPa

   測定範囲（0～ 340m版）： 0～3500kPa

   精度： フルスケールの±0.03%

    オプションのWave Software

    圧力ベース： 波高、流速と同時に測定

    パラメーター： 波高、波の周期、エネルギー波方向、
ピーク方向、平均方向

  サイズと重量：

  サイズ：       幅：160mm（フェンダ- 87mm）
      高さ：580mm

    自動減衰: 0、-3dB、-6dB

   重量：
 

           乾燥                         水中

   300m版： 　     19.0kg                 12.0kg

   2000m版：           22.0kg 14.6kg

   4110フレーム：          12.0kg 10.2kg

  4110フレーム（連結具とロッド付き）：          15.5kg 13.2kg

1 この範囲で傾き補正されます。–45°～+45°の範囲で傾きを測定。
2 装置が10°以上傾いている場合、上限レンジがやや低くなります。
3 通常の散乱条件の場合。統計ノイズは含みません。
4 4mのping長とセルサイズに基づく。
5 通常の後散乱条件における標準的範囲。測定範囲は、散乱条件に強く依存。散乱物質が少ない水中
では、多い水中よりも範囲が狭くなると予想されます。
6 ブランキング距離とは、最初のセルまでの距離です。
7 自動減衰を使用すると、初期設定の電力レベルが状況に応じて調整されます。
8 安定した伝送に適したケーブルが必要です。
9 クォーツ式圧力センサーの搭載が必要です。
10 測定範囲60m、測定間隔10分、ping長2m、300ping
11 ドレイン電流は設定により異なります。組み込みの電力消費計算機能を参照してください。

仕様は通知なしに変更されます。

以下に関する問い合わせ先：sales@nanotech.co.jp
RDCP　Studioのデモ、最新RDCP画像、RDCP電力消費量計算シー
ト、RDCP　Studioのアップデート、追加のデータシート、設置方法やバッテ
リーに関する問い合わせ

RDCP 600の仕様
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係留式超音波ドップラー流速計  ARGONAUT-MD は、長期観測に耐え
る信頼性と使いやすさで多くの支持を得ています。

ARGONAUT-MDの等間隔に配置されたセンサーから一定の距離
の点(1.0m～1.5m)を測りますので測定される流れはARGONAUT
の筐体やセンサーの存在による影響を受けません。
また、内蔵しているコンパス及び傾斜計の組込開発にあ
たっては水平方向の動揺による測定誤差が入らないよう
に充分な開発検証がなされています。
さらに、非常に小さい消費電力により長期間の連続観測
が可能です。

  測定距離範囲 :

  測定間隔範囲 :

  重量：

3.0MHz mini 1.5MHz mini

0.5-1.5 m 1.0-3.0 m

10s～12h

重量 ： 5.6kg（空中）、1.4kg（水中） 
     
     寸法 ： 15.2cm径、18.0cm長 

方位・傾斜センサー ：  N/W,　E/W,　UP/DOWN　出力可 

     水温: 分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃

分解能 ： ±0.01℃ 
精度 ： ±0.1℃

    測定範囲 ： ±6m/s ±6m/s

      分解能 ： 0.1cm/s 0.1cm/s

      精度 ： ±1％または0.5cm/s

      データメモリ: 4Mb 内部メモリ(120,000サンプル以上)

    
      コンパス/二軸傾斜計:

分解能 ： 0.1°(方位/ピッチ/ロール) 
方位精度 ： ±2° 
傾斜精度 ：±1°

    環境:    
周囲温度（運用時） ： -5℃～ 40℃ 

周囲温度（収納時） ： -10℃～ 50℃

     電池 ： 外部電池パック 392Wh 

     通信インターフェース :
   RS422（ケーブル長約1500m迄）

RS485(複数使用 約1500m 迄)
RS232C(単独使用 約100m 迄)

CTD、濁度計

     電源 :

電圧 ： 6～16VDC
                                     ：アルカリ
　　　　             (120日間連続可)
　                                 ：リチウム
　　　　　　(180日間連続使用可)

     消費電力： 消費電力 ： 0.001～0.1W

     耐水深 ： 500m

• CTDセンサー(オプション)の
搭載が可能 

• 水中係留式３Dドップラー流
速計です。 

• 方位・傾斜センサーを内蔵
し、センサーから約1.5m離
れた測定点流速を高精度に
測定します。 

• 本モデル(ARGONAUT-MD）
には標準で電池を備えてお
り、長時間の自己記録が可
能です。

• 較正不要で高精度の測定 

• 低い消費電力 

• 方位/傾斜センサー付 

• 自己記録式 

Argonaut MD 
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概　要
Argonautシリーズで取得したデータを閲覧したり、加工・テ
キスト出力できます。 
リアルタイムに計測ができます。 計測のセッティングができ
ます。 

機　能
河川・水路の形状をインプットすることによる流量計測の実
施 各種データ（流速、流向、音の強度、SN比など）の表示 テ
キスト出力 

データ表示機能
取得したデータをグラフとして表示します。
左上のボックスの中の数値は、セルごとの流
速です。

各種データがテキスト表示されます。

音波の状況のモニタリング機能

ViewArgonautソフトウェアを用いる装置は、計測中
に定期的に水中の音波の状況に関するデータを 取得
し保存しています。
たとえば計測中に河床が変化し、計測範囲内に障害
物ができたりといった、 計測環境が変化し
たかどうかを把握するデータを取得しま
す。
これにより、計測中に何がおこったのかが
分かり、取得したデータの信頼性の確認が
できます。 
自動保存される診断データ。
取得範囲内の音波の状況が分かります。

View Argonaut ソフトウェア 
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SEAGUARD®　RCMシリーズは、SEAGUARD®データロガー・プラットフォームとZPulse®
　Doppler Current Sensorをベースにした次世代流向流速計です。最新のコンピューター技
術が先端デジタル信号処理技術と融合して、限りなく感度の高い、高精度・高性能の計測
機器が誕生しました。さらに、温度、圧力、電導度、溶存酸素、波、潮流をカバーする一
連の新しいスマートセンサーを追加することにより、計測パラメーターを拡張することが
できます。新しいSEAGUARD®　RCMシリーズには、水深レンジ300m、2000m、6000mに
対応する各バージョンがあります。

SEAGUARD®　RCMの特徴：
• 大容量SDカード。
• 広帯域ZPulse®マルチ周波数技術により電力消費量の低減化とデータ品質の向上を実現。
• 記録間隔を2秒まで短縮。
• 低いドレイン電流。
• 安定した準高速CANbusインターフェース（AiCaP）に基づくスマートセンサートポロジー。
• 最大4chのアナログセンサー入力（0～5V）。
• TFTベースのカラータッチパネルを備えたWindows CEベースのデータロガーを使ってローカル設

定が可能。
• SEAGUARD　Studioソフトウェアによるグラフ化。
• 海水と淡水で使用可能。
• リアルタイムXML出力（オプション）。

SEAGUARD® RCMシリーズ
SEAGUARD® Recording Current Meter

SEAGUARD®　RCMシリーズは、業界の代表的な製品であるRCM 9およびRCM 11を後継す
る新しい製品です。基本部分からすべて再設計され、データロガーとセンサーソリューシ
ョンには最新の技術を応用しています。 

SEAGUARD®のアーキテクチャーは、汎用データロガーと一連の自律性スマートセンサー
で構成されます。データロガーとスマートセンサーは、信頼性の高いCANbusインターフ
ェース（AiCaP）で接続され、プラグ・アンド・プレイ機能にはXMLを使用します。電源が
入ると、バスに接続された各センサーが、それぞれの機能と仕様をデータロガーに報告し
ます。情報を収集したデータロガーは、現在のノードを使って機器を構成するための可能
な選択肢をユーザーに提示します。システム内の複数の要素を非常に柔軟に利用し、また
設計できる仕組みになっています。

自律性センサーのトポロジーは、各センサーの動作を最適にする柔軟な設計を可能にしま
した。その結果全体のシステム負荷を増やすことなく、各センサーから複数のパラメータ
ーを取り出すことが可能となりました。
データは、SDカードに保存されます。現在のSDカードの最大保存容量は2GBで、大抵の
アプリケーションに対応できる十分な容量です。

さらにSEAGUARD®には、組み込みの電力消費量計算機能があり、選択した間隔、バッテリータイプ、および各スマート
センサーが提供するドレイン電流情報に基づいて、計測時間の推定値を算出します。

センサー機能
SEAGUARD®　RCMには、ZPulse®マルチ周波数ドップラー流速センサーが標準で搭載されています。この新しいセンサー
は、複数の周波数の音響パルスの形成により、ドップラーシフトの評価における統計的分散を小さく抑えます。ZPulseの
利点は、少ないping数でも統計エラーを抑えることができるため、サンプリング速度を大きくとり、電力消費を抑えら
れるところにあります。SEAGUARD®　RCMには、堅牢な電子コンパスとチルトセンサーも組み込まれています。

さらに、温度、圧力、電導度、溶存酸素用の新しいスマートセンサーも一緒に使用できます。どのセンサーも以前のモデ
ルより感度が向上しています。温度センサーでは、SEAGUARD®プラットフォームから提供されるサンプリング速度の向
上を利用するために、レスポンスタイムを短縮させました。上端板に直接接続できるアナログの濁度センサーも使用でき
ます。
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SEAGUARD Studio 

SEAGUARD Studioを使って以下を実行できます
• SEAGUARD® RCMが収集しSDカードに保存した

観測データのインポート。 
• 観測で使用する設定内容の確認。 
• リスト済みデータの表示。
• 複数の機器からのデータを同時に表示して比較。 
• Matlabへのデータのエクスポート。
• ASCIIテキストファイル形式でのデータのエクスポ

ート。  
• 様々なフォーマットでのグラフの印刷およびエク

スポート。 
• クリップボードにグラフをコピーしてWordやExcel

などのアプリケーションで使用。

SEAGUARD®　RCMの設置方法で最も多い事例は、インライ
ン係留による設置です。鉛直から最大35°傾いても正常に
測定が行える為、水面ブイや潜水ブイを使用する設置方法
など、様々な形でのインライン係留が可能です。係留ライ
ンを分解せずに、機器を容易に設置及び取り外しを可能に
する係留フレームに、機器本体は搭載されます。

コンパクトな設計でけん引力が小さく扱いやすいため、ス
ムーズにライン降下できます。海上のボートから小型のウ
ィンチを使って海中に降ろすことができます。  
データを機器の内部に保存し、機器の回収後にデータを確
認できます。

SEAGUARD®　RCMは、ボトムフレーム係留(非磁性)でも使
用できます。

• 編集済みセッションの保存。 
• 仮想パラメーターの計算。

SEAGUARD® RCMで測定した絶対流速データをSEAGUARD Studioを
使って表示したグラフの例                                 

機器からのデータメッセージは、XML形式で送られ
ます。ユーザーはAADI　Real-Timeアプリケーション
ソフトを使って、インターネットまたはイントラネ
ット経由でAADI　Real-Time　Collectorにアクセスでき
ます。AADI　Real-Time　Collectorにはキュー管理機
能があるため、各ユーザーは機器データに個別に接
続することができます。SEAGUARD®１台に１つのラ
イセンスが提供され、複数のユーザーアプリケーシ
ョンソフトを使用することができます。AADI　Real-
Time　Collectorを含め、AADI　Real-Time　Viewer、ス
タイルシートなど、使用例について詳しくはB163を
参照してください。

Seaguard　Offline　Configurationは、SEAGUARD®用の設定
ファイルを作成および編集するためのパソコン用アプリケ
ーションです。設定ファイルは、互換性のあるメモリーカ
ード(SDカード)を使って、複数のSEAGUARD®にインポー
トできます（TD 275を参照）。

AADI Real Time 
システムアプリケーション

オフライン設定アプリケーション

活用事例
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図と説明

注意： 

800kg以上の引張強度が必要な状況
では、SEAGUARD® RCM SWをインラ
イン係留フレーム3824Aに搭載して
ください。必ずハンドルを交換して
ください。

Comparison RCM9 versus Seaguard RCM
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RCM9
Seaguard RCM

SEAGUARD®　RCM（ピンク色）とRCM　9（青色）の測定データの比較。
ノルウェーのベルゲン付近の峡湾で計測された絶対流速を示します。

ZPulse®   Doppler     Current     Sensor(DCS)は、SEAGUARD® RCMの標準センサーで
す。ZPulse®DCSは、絶対流速、絶対流向、東西方向と南北方向の速度、Pingカウン
トを出力するほか、単一ping標準偏差、方位、X軸/Y軸方向のチルト、信号強度な
どの品質管理パラメーターの広範な読み取り結果を出力します。

SEAGUARD®　RCMは、計測手法としてよく知られたドップラーシフトの原理を応用
した製品です。

4つのトランスデューサが、音響エネルギーのショートパルス(ping)をナロービーム
に沿って送出します(記録間隔ごとに600、300、150または50のping)。同じトランス
デューサがビーム内の浮遊物からの後方散乱信号を受信、そのデータを基に流速と
流向が計算されます。 

この場合の浮遊微粒子は、通常、プランクトン、気泡、微生物、人間の活動から生
じる微粒子です。 

海中での付着生物の汚れと局所乱流の影響をできるだけ避けるため、ZPulse®　DCS
は、機器から0.4～1.0メートル離れた場所の水平方向の流速から計測を開始します(
上図を参照)。 

天板： 天板には最大6つのセンサーを搭載可
能。そのうち4つはアナログセンサーを
使用可能（0～5V）。

記録システム： SDカードにデータ保存。
ストレージ容量：  ≥  2GB
バッテリー：
アルカリ3988： 9V、15Ah

(公称12.5Ah、20W 4°Cで6Vまで低下)
またはリチウム3908： 7V、35Ah
水深： 300m/2000m/6000m
プラットフォームのサイズ：

300mバージョン（SW）： 高さ：356mm  外径：139mm
2000mバージョン（IW）： 高さ：352mm  外径：140mm
6000mバージョン（DW）： 高さ：368mm  外径：143mm
重量： 乾燥 水中
300mバージョン（SW）：           7.6 kg  2.0 kg
2000mバージョン（IW）： 14.8 kg   8.5 kg
6000mバージョン（DW）： 15.7 kg 10.5 kg
供給電圧： 6～14V
稼働温度： -5～+50°C
ZPulse® Doppler Current Sensor（DCS）の仕様

流速：                                        （ベクター平均）
レンジ： 0～-300 cm/s
分解能： 0.1 mm/s
精度： ± 0.15 cm/s
相対： 読み取りの± 1%
統計的分散（標準）  0.3 cm/s（ZPulse® モード）、 0.45 cm/s
流向：  
レンジ： 0～360°磁方位
分解能： 0.01°

精度： チルト0～15°の場合±5°
チルト15～35°の場合±7.5°

チルト回路：
レンジ： 0～35°
感度： 0.01°
精度： ±1.5°
コンパス回路：
分解能： 0.01°
精度： ±3°
音響特性：
周波数： 1.9～2.0 MHz
消費電力： 1msパルスで25W
ビーム角度（メインローブ） 2°
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天板： 天板には最大6つのセンサーを搭載可
能。そのうち4つはアナログセンサーを
使用可能（0～5V）。

記録システム： SDカードにデータ保存。
ストレージ容量：  ≥  2GB
バッテリー：
アルカリ3988： 9V、15Ah

(公称12.5Ah、20W 4°Cで6Vまで低下)
またはリチウム3908： 7V、35Ah
水深： 300m/2000m/6000m
プラットフォームのサイズ：

300mバージョン（SW）： 高さ：356mm  外径：139mm
2000mバージョン（IW）： 高さ：352mm  外径：140mm
6000mバージョン（DW）： 高さ：368mm  外径：143mm
重量： 乾燥 水中
300mバージョン（SW）：           7.6 kg  2.0 kg
2000mバージョン（IW）： 14.8 kg   8.5 kg
6000mバージョン（DW）： 15.7 kg 10.5 kg
供給電圧： 6～14V
稼働温度： -5～+50°C
ZPulse® Doppler Current Sensor（DCS）の仕様

流速：                                        （ベクター平均）
レンジ： 0～-300 cm/s
分解能： 0.1 mm/s
精度： ± 0.15 cm/s
相対： 読み取りの± 1%
統計的分散（標準）  0.3 cm/s（ZPulse® モード）、 0.45 cm/s
流向：  
レンジ： 0～360°磁方位
分解能： 0.01°

精度： チルト0～15°の場合±5°
チルト15～35°の場合±7.5°

チルト回路：
レンジ： 0～35°
感度： 0.01°
精度： ±1.5°
コンパス回路：
分解能： 0.01°
精度： ±3°
音響特性：
周波数： 1.9～2.0 MHz
消費電力： 1msパルスで25W
ビーム角度（メインローブ） 2°

オプションのアクセサリー： 運搬用ハンドル4032、3965
係留フレーム： インライン4044 2) /3824A

ボトム3448R
保護ロッド3783

水面下フロート2211、2212
バッテリー： 内部リチウム3908

内部アルカリ3988
内部バッテリーシェル4513

電気端子4784
AC/DCアダプター、ラボ用4908
リアルタイムライセンスおよび

                                                    コレクター
オフライン設定4811 

アナログケーブル/ライセンス                  
4564/4802

                                                   保守キット3813/3813A
ツールキット3986A

ベーンプレート3781、3681
マニュアル（印刷物）

オプションのセンサー：
4060温度センサー
測定範囲：  -4～36°C（32～96.8°F）3)

分解能：  0.001°C（0.0018°F）
精度： ±0.03°C（0.054°F）
応答時間（63%）：  < 2秒
4319電導度センサー
測定範囲：  0～7.5 S/m
分解能： 0.0002 S/m
精度
4319 A：                  ±0.005 S/m
4319 B：                  ±0.0018 S/m
応答時間：                   < 3秒 5)

4648A波及び潮流センサー

圧力： 測定範囲： 0～400kPa（0～58psia）
分解能：                  <0.002% FSO
精度：                   ±0.02% FSO
波： サンプリング率：2Hz、4Hz
サンプル数：           256、512、1024、2048
4117圧力センサー
分解能： <0.002% FSO
精度： ±0.02° FSO
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SEAGUARD RCMの仕様



Xylem社は、“水”に関連した技術をご提供する世界のリーディングカンパニーです。　　　　　　　　　生活、商

業、農業、工業と、あらゆる分野において公共用水の搬送・処理システム、試験機器などを手掛け、効率的

な水資源の活用を進めて参りました。弊社は、業界を代表する多くの製品ブランドを通じて現在150ヵ国以上

で組織を展開し、12000人の弊社スタッフにより、その幅広いアプリケーションの知見を活かし、世界の多くが抱

える水問題に対して、地域とともにその解決に取り組んでいます。

www.xyleminc.com

Xylem社とは?

ワイエスアイ・ナノテック株式会社

〒210-0005

神奈川県川崎市川崎区東田町８番地

パレール三井ビル１３階

TEL 044-222-0009 / FAX 044-222-1102

http://www.nanotech.co.jp


