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Let's Solve Water! 水の問題を解決しよう！

水は、地球上で最も貴重な天然資源です。
ワイエスアイ・ナノテック株式会社（ザイレム ジャパン Xylem Japan) は水質及び水理

動態に関連する計測機器メーカーです。1986年創業以来、水資源の保護をテーマに掲
げ、弊社の計測機器・システム構築を通じて水分析及び環境観測に一貫して取り組んで

きました。そしてあらゆる研究と産業分野で数々のプロジェクトに携わり、正確で信頼性
の高いデータを多くのお客様にご提供して参りました。

2011年Xylem Inc.設立。弊社はザイレム本社（Xylem Inc.）の日本現地法人として、
これ

までのフィールド用計測機器に加えて、
ラボ用分野の幅広い製品ブランドとラインアッ

プを拡充しました。
これを機に、特に、食品・製薬・バイオ関連の産業分野において、お
客様の更なるニーズにお応えできるよう尽力して参ります。

ザイレムグループ（Xylem Inc.）は、"水"に関連した計測・分析技術・をご提供する世界の

リーディングカンパニーです。集水、給水、利用から自然に戻るまで、あらゆる分野にお
いて公共用水の搬送・処理・試験機器およびサービスを設計、製造、販売しています。主

な製品は、水質計、海洋・河川用流速計、上下水道用ポンプ、処理・試験設備・装置、工業

用水ポンプ、バルブ、熱交換機、給水設備・装置、ベンチトップ水質計、屈折計、粘度計、
滴定装置ラボ用機器など。

ザイレムは150カ国以上で事業を展開していて、世界中で12500名の従業員を擁してい

ます。2014年のグループ全体の売上高は$3.92billion (約4700億円）
でした。
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1986年7月16日

代表者
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事業内容

コンピュータ通信関連機器の製造・販売、
計測電子機器の開発、製造及び販売
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(2014年末現在)

水質分析・環境観測・科学分析用測定機器
―ザイレム ジャパン
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18

SonTek HydroSurveyor

52

YSI 卓上型トゥルーラボ 1110, 1310, 1320

20

GPS内蔵・LCDディスプレイ付 携帯型CTD計

53

YSI Classicsシリーズ

21

SonTek FlowTracker2

54

YSI卓上型マルチラボ 4010

22

Global Water FP111、FP211、FP311フロープローブ

55

YSI インテリジェント デジタル センサー (IDS)
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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。

水源管理

水文学の研究

イベントの監視

環境影響評価

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

課題
• 流量と流れをより高精度で
迅速に計測
• 洪水の警告

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

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
• 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

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

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

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ー
• MET
• AUV

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。

ベースラインデータ

水産養殖モニタリング

海岸工学

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

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

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
• データブイ
• MET

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

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

YSI ProDSS マルチ水質センサー

pH、ORP、溶存酸素(蛍光式DO)、電導度、濁度、温度、水深など最大17項目まで測定

最大１７測定項目：
• 溶存酸素(光学式)
• 濁度
• pH
• ORP/Redox
• 電導度
• 電導度(25℃換算値)
• 塩分濃度
• 全溶存物質(TDS)

YSI ProDSS マルチ水質センサー

地表水、地下水、沿岸水、水産養殖場の水質検査のために設計され
たProDSSは、頑丈で信頼性が高く、最大で17項目の測定に対応しま
す。ProDSSで使用するデジタルスマートセンサーはユーザーによる
交換が可能で、装置に接続すると自動的に認識されます。バックライ
ト付きカラーディスプレイ、大容量メモリ、簡便なキャリブレーション
手順、充電式電池、強力なパソコン用データ管理ソフト(KorDSS)など
使い勝手の良い機能が満載です。そして、オプションのGPS機能、多
彩なセンサー、多様な長さのケーブルがそろい、思いのままにカスタ
マイズすることができます。
また軍用規格(MS)準拠のコネクターや、
防水規格(IP-67)に準拠したラバーオーバーモールドの本体ケースに
よって、極めて過酷な現場環境でも長期的にサンプリングを継続で
きる耐久性を実現しています。

• 抵抗率
• 海水密度
• 全浮遊物質(TSS)
• 水深
• アンモニウム
• アンモニア
• 塩化物
• 硝酸塩
• 温度
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データのパソコンへの
ダウンロードと
USBメモリへの転送
ProDSSには、パソコンまたは
USBと接続するためのOTG規
格マイクロUSBポートが搭載
されています。
また各製品に、
パソコンで使用する強力なデ
ータ管理ソフト、KorDSSが付
属しています。内部メモリに
は10万件を超えるデータセッ
トに加え、地点リスト100件、
データID100件、GLPレコード
400件を記録できます。

YSI ProDSS マルチ水質センサー
特長

校正作業の効率化

大容量メモリ；高度なデータ管理
ソフトKorDSSが付属
YSIのProDSSは、極めて厳しい現場環境での水質サンプリングおよびプロファイリング
に適した画期的な携帯装置です。市販装置として最高の性能を実現し、溶存酸素(光学
式)、pH、ORP、濁度、電導度、温度、水深、硝酸塩、塩化物、
アンモニウムなど多数の項目
を測定することができます。

Digital Sampling System
(デジタル・サンプリング・システム)―スマートで簡単操作

ProDSSは、キャリブレーション情報を記憶し、装置に接続するだけで自動認識されるス
マートセンサーを使用しています。4つのセンサーポート
は任意のセンサーに対応しており、項目を自由に組み合わ
せて測定することができます。ProDSS携帯装置はメニュー
形式のユーザーインターフェースを採用し、ヘルプキー/機
能が搭載されています。

先進的な機能と耐久性に優れた設計

ProDSSはバックライト付きカラーグラフィックディスプ
レイとバックライト付きキーパッドを搭載し、
どのような
明るさの環境でも見やすく簡単に操作することができま
す。ProDSSはリチウムイオン充電池パックを使用します。
また、構成時にGPSの有無を選択できます。GPS機能を組
み込むと、測定情報とともに位置情報を記録し、本体に付
属するパソコン用データ管理ソフトのKorDSSで地図にマ
ッピングすることができます。ラバーオーバーモールドの
本体ケースは頑丈で防水規格(IP-67)に準拠し、金属製の
ケーブルコネクターは軍用規格(MS)に準拠しています。

自由なカスタマイズ

ProDSS携帯装置は、
自由自在に構成していただけるように、ケーブル(10、20、30mのケ
ーブルにはケーブル管理キットが付属)とセンサーを単体で販売しています。内蔵GPS
機能の有無を選択できるほか、ケーブル(最長100 m)は水深センサーの有無を選ぶこ
とができます。
システムを完成させるための各種付属品も取り揃えています。

ProDSS本体に含まれるもの：

リチウムイオン充電池(装着済み)、ハンドストラップ、ProDSSの充電とパソコン接続用
のUSBケーブル、AC充電器、USBメモリ接続用ケーブル、ProDSSクイックスタートガイ
ド、KorDSSソフトウェアと電子版マニュアルが格納されたUSBメモリ。
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ProDSS マルチ水質センサー

セット商品

※各単品選択での製品構成も可能

• ユニバーサルポートを搭載したシングルケーブル設計
で、任意の4つのセンサーと水深センサーを使用可能
• 溶存酸素、濁度、pH、ORP、電導度、電導度(25℃換算
値）、塩分、海水密度、TDS、電気抵抗率、TSS、
アンモニ
ウム、
アンモニア、塩化物、硝酸塩、深度、温度――最大
１７測定項目まで
• 本体とセンサーの電源は長寿命のリチウムイオン充電
池
• カラーディスプレイとバックライト付きキーパッドで、
ど
のような明るさの環境でもサンプリング
• デジタルスマートセンサーは本体で自動認識され、セ
ンサー内にキャリブレーションデータを保存
• ユーザーによるケーブルやセンサーの交換が可能――
多用途に対応し、
ダウンタイムや総所有コストが減少
• 大容量メモリ(データセット10万件超)で、大量の地点リ
ストやデータIDタグの保存も可能
• パソコン接続用のUSBポート(OTG規格)を搭載
し、ProDSSの充電/電源供給やUSBメモリの直接接続
に対応
• 全地球測位システム(GPS)機能(オプション)
• 最長100メートルのロングケーブル対応と水深センサ
ーオプション
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製品名

センサー

セット内容と仕様

ProPlus

pH/ORP, 溶存酸素（DO）,電導度, 温度セ
ンサー

本体部＋各長さのケーブル＋記載センサー。
仕様：ミリタリー仕様コネクター（MSスペック）.濃淡調整バックライト付きディスプレイ
とキーボード,3年保証付のIP-67耐水規格準拠

ProDSS -1

pH/ORP, 蛍光式溶存酸素（DO）,電導度/
温度センサー，※

GPS無本体＋水深センサ無・各長さのケーブル＋記載センサー。
仕様：ミリタリー仕様コネクター（MSスペック）.濃淡調整バックライト付きディスプレイ
とキーボード,3年保証付のIP-67耐水規格準拠表示画面は文字が読みやすいカラー画
面で、大きなメモリー、充電式バッテリー

ProDSS-2

pH/ORP, 蛍光式溶存酸素（DO）,電導度/
温度センサー，※

GPS付本体＋水深センサ無・各長さケーブル＋記載センサー。
仕様：同上。

ProDSS-3

pH/ORP, 蛍光式溶存酸素（DO）,電導度/
温度センサー，※

GPS無本体＋水深センサ付・各長さのケーブル＋記載センサー。
仕様：同上。

ProDSS-4

pH/ORP, 蛍光式溶存酸素（DO）,電導度/
温度センサー，※

GPS付本体＋水深センサ付・各長さのケーブル＋記載センサー。
仕様：同上。

※ 濁度センサーはオプション

ProDSS マルチ水質センサー

一般仕様：システム仕様

ProDSS一般仕様
外形寸法(幅×長×高)

8.3×21.6×5.6 cm (3.25×8.5×2.21 in)

重量(電池込み)

567 g (1.25 lbs)

電源

リチウムイオン充電池パック、電池寿命～48時間(本体のみ、バックライトオフ)

使用温度

0°
C～50°
C (32°
F～122°
F)

保管温度

電池装着0°
C～45°
C (32°
F～113°
F)、電池非装着0°
C～60°
C (32°
F～140°
F)

ディスプレイ

カラー、LCDグラフィックディスプレイ

ケーブル

1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 mを利用可能。いずれも水深センサーの有無を選択可

センサーポート

ケーブル1本につきユニバーサルセンサーポート4口。いずれのポートも任意のProDSSセンサーに対応。

保証

装置本体は3年；バルクヘッド、ケーブル部品、センサーは2年；pHとpH/ORPのセンサーモジュール、ODOセンサーキャッ
プ、
リチウムイオン電池パックは1年；アンモニウム、硝酸塩、塩化物のセンサーモジュールは6カ月

メモリ

データセット10万件超

言語

日本語、英語、
スペイン語、ポルトガル語、
フランス語、
ドイツ語、イタリア語、
ノルウェー語、中国語(簡体字)、中国語(繁体
字)

認証

CE；RoHS；IP-67；WEEE；FCC；国連マニュアル第3部38.3項、
リチウムイオン電池の試験基準(クラス9)、1m落下ﾃｽﾄｸﾘｱ

GPS

内蔵GPS(オプション)；測定情報、地点リストとともに位置情報を記録

センサー/項目

センサー種類/測定方法

測定範囲

最大水深

温度

サーミスタ、電導度センサーに搭載

5°
C～70°
C (DO mg/L測定の温度補正
範囲：-5°
C～50°
C)

100 m

pH

ガラス複合電極、ゲル化電解質使用の
Ag/AgClリファレンス電極

0~14．00 pH単位

100 m

ORP

Ag/AgClリファレンス電極使用の白金ボタン

-1999.0～+1999.0 mV

100 m

溶存酸素

蛍光式（光学式）

0～500 .0%、0～50.00 mg/L

100 m

気圧

ピエゾ抵抗

375.0～825.0 mmHg

―

電導度

ニッケル4電極セル

0～200 mS/cm(0.001 µS）

100 m

塩分濃度*

電導度と温度を用いて計算

0～70．00 ppt

―

全溶存物質(TDS)*

25℃換算電導度とユーザーが選択する / TDS乗数(0.30
～1.00；初期値0.65)を用いて計算

0～100.000 g/L

―

海水密度*

シグマは塩分濃度、温度、圧力(水深)を用いて計算

0.0～50.0 σ, σT

濁度

比濁分析―90°
散乱光方式

0~4000 FNU

―

全浮遊物質(TSS)*

現地の濁度測定値と、
ラボでのグラブサンプル
のTSS測定値に基づきユーザーが関連づけ

0~30000.00 mg/L

―

アンモニム**

イオン選択電極

0～200.00 mg/L

アンモニア*

アンモニウム、温度、塩分濃度、pHを用いて計算

0～200.00 mg/L NH4-N

―

塩化物**

イオン選択電極

0～18000．00 mg/L Cl

20 m

硝酸塩**

イオン選択電極

0～200.00 mg/L NO3-N

20 m

水深

圧力センサー

0~100.0 m

* 電導度と温度から計算

**ISEセンサーは淡水用、浸漬最大水深20mまで。

NH4-N

20 m
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プロフェッショナルシリーズ
マルチ水質センサー

プロフェッショナルプラス
堅牢な設計で屋外耐久性の高い
プロフェッショナルプラスハンデ
ィメータ
（水質計）を使用すること
で、調達コストを低く抑えながら、
非常に過酷な現場条件において
も確実に業務を遂行することが
できます。交換可能なセンサーと
ケーブルを使用することによって
ダウンタイムを抑制し、フィール
ド用としてもラボ用としても、い
つでもどこでもプロプラスを使用
できます。

このコンパクトなハンディメータには、
詳細なGLPデータ、ヘルプ機能、自動バ
ッファ認識機能、
ミリタリー仕様のコネク
ター、再校正プロンプト、自動安定機能、
及びセキュリティパスワード機能が含ま
れ、円滑な業務遂行に役立ちます。
• バックライト付きディスプレイとキー
ボード
• 3年保証付のIP-67耐水規格準拠の本
体と
2年保証付のケーブル
• DO、pH、電導度、ORP、
アンモニウム、
硝酸イオン塩化物イオン、塩分、総固体
溶解量、大気圧、抵抗率等を測定可能
• 5,000データセット及びGLPイベントを
記憶可能なメモリ
• 中間イベントまたは単一イベントの
記録機能
• あらゆるデータを管理できる、
操作性の良いソフトウェア

選択可能なセンサー

新型
クアトロケーブル

*

ISEセンサー：pH、ORP、pH/ORP（6051010または605790ケーブルには推奨しません）

**

DOセンサー：ガルバニック、
もしくはポーラログラフ

ISE センサー：アンモニウム、硝酸イオン、
または塩化物イオン（淡水のみ）

*** ラボグレードのpHおよびORPケーブル／センサーオプションも選択可。
X＝ ケーブル長：全て1、4、10、20、30m（20-Xのみ100mまで提供可）
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YSIプロフェッショナルプラスご注文の手引き
使用例
地表水、廃水、水産養殖、地下水
パラメータ
DO、pH、ORP、温度、電導度、
アンモ
ニウム、塩化物イオン、硝酸塩、
塩分濃度

ステップ1：測定器のご注文

（6050000測定器には、Data Managerソフトウェア、ProComm II コミュニケーションサドル、
及びUSBケーブルが含まれています。）

ステップ2：ケーブルのご注文*

（すべてのケーブルには温度センサーが組み込まれています。
1メートルを超えるケーブルにはケーブルマネージメントキットが付属しています。）
60510–1、4、10、20または30メートル

DataManagerソフトウェア
（標準付属）
• あらゆるデータ管理、測定器の
セットアップ、
またはリアルタイム
調査を可能にする、使いやすいソ
フトウェア
• 図及び表形式データの参照、
印刷、
またはエクスポート
• USB接続による測定器への電源
供給
• GLPデータの参照および印刷

ISE**／温度

605790–1、4、10、20または30メートルISE／ISE／DO／電導度

60520–1、4、10、20、30または100メートル*** DO／温度

605107 1mシングル接合電極付きケーブル（pH／温度用）

60530–1、4、10、20または30メートル 電導度／温度

605177 4mシングル接合電極付きケーブル（pH／温度用）

6051010–1、4、10、20または30メートル

ISE／ISE／温度

605108 1mシングル接合電極付きケーブル（ORP／温度用）

6051020–1、4、10、20または30メートル

ISE／DO／温度

605178 4mシングル接合電極付きケーブル（ORP／温度用）

6051030–1、4、10、20または30メートル

ISE／電導度／温度

605109 1mシングル接合電極付きケーブル（pH／ORP／温度用）

6052030–1、4、10、20または30メートル

DO／電導度／温度

605179 4mシングル接合電極付きケーブル（pH／ORP／温度用）

ステップ3：電極のご注文
605202 ガルバニックDO

605103

605780 自動攪拌機付BOD（2mのケーブル付属）

605105

605203 ポーラログラフDO
605101 pH（ISE）

605102 ORP（ISE）

pH/ORPの組み合わせ（ISE）****

605104

アンモニウム（ISE）

605106

硝酸塩（ISE）

塩化物イオン（ISE）

ステップ4：校正用標準液のご注文
3161 電導度溶液（1,000 µs/cm）950 mL

3842

アンモニウム溶液（10 mg/L）475 mL

3169 電導度溶液 (50,000 µs/cm）950 mL×8

3885

硝酸塩溶液（1 mg/L）475 mL

3163 電導度溶液 (10,000 µs/cm）950 mL
3682 Zobell 溶液 (ORP校正用) 125 mL
3824 pH 4、7、10 標準液 各475 mL×2

3841 アンモニウム溶液（1 mg/L）475 mL

3843
3886
3887
5580

アンモニウム溶液（100 mg/L）475 mL
硝酸塩溶液（10 mg/L）475 mL

硝酸塩溶液（100 mg/L）475 mL

pH、ORP、および電導度データを検証する
Confidence Solution®

ステップ5：付属品のご注文
603059 標準フローセル、203 mL

603069

ベルトクリップ

603077 フローセルキット、
1または2ポートケーブル用アダプター付
（603059及び603078も付属）

063517

ウルトラクランプ

606850 クアトロケーブル用フローセル

063507 トライポット

603078 1ポートケーブル用フローセルアダプター

603062

603056 フローセルマウント用スパイク

605978

電極／ケーブル用重り、約140g

603075 ソフトキャリングケース

063019

電極／ケーブル用重り、約680g、7.6cm

603074 ハードキャリングケース

063020

電極／ケーブル用重り、約1,450g、15.2cm

*
**
***
****

アクセサリー

ケーブルマネージメントキット

電導度測定用ケーブルには、電導度／温度電極を付属しています（電導度用電極を別途注文する必要はありません）。
ISEは、pH、ORP、
アンモニウム、硝酸塩、塩化物イオン電極が含まれます。
10メートル刻みで、100メートルまでの特注ケーブルを用意しております。
6051010または605790ケーブルにはお勧めしません。pHのみ表示されます。

www.ysi.com/products/accessories をご参照ください
ハードタイプ及びソフトタイプの
キャリングケース

605203
ポーラログラフDO

603059
フローセル

603074

603075

603069
ベルトクリップ

063507
トライポット

603062
ケーブルマネージメン
トキット

605978
ケーブル用
おもり
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プロフェッショナルシリーズ
蛍光式溶存酸素計

本体にはデータマネージャーソ

ProODO™は、非常に優れた携
帯用光学式DO計です。
多様
性、耐久性、及びデータ管理機
能を併 せ 持 つ 特 長 は、他 の 機
器の追随を許しません。 また
耐水性、落下耐久性、ケーブル
柔 軟 性 、及 び 強 度 試 験 を 通し
て、ProODOの堅牢性は実証済
みです。 ProODOの広範囲に
及ぶ特性を実感していただくべ
く、弊社Webをご参照いただく
か、直接弊社までお問い合わせ
ください。

新しい光学BODプローブ

フトウェアCD-ROMとプロコムキ

ット
（PC接続ツール）を付属して
います

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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光学、蛍光技術
頑丈で屋外使用が可能な設計
容易なメンテナンス
PC用Data Managerソフトウェアによ
り、5,000データセットのファイル及び
サイトリストを管理できる、
スマートな
データ管理
流速依存無し／酸素消費無し
スマートセンサー／d・・
i g・・
i t・a・l
デザイン
電極は標準的な100 mL BODフラン
瓶に適合

あらゆるデータ管理、測定器のセ
ットアップ、
またはリアルタイム計
測を可能にする、操作性の良いソ
フトウェア
図及び表形式データの参照、印
刷、
またはエクスポート
USB接続による測定器への電源
供給
GLPデータの参照および印刷

ProODO
ステップ1：測定器のご注文

(626281測定器には、データマネージャーソフトウェア、
ProComm II コミュニケーションサドル、
及びUSBケーブルが付属）

ステップ2：ケーブルのご注文
626250–1、4、10、20、30、40、50、60また
は100メートル*（センサー付属）
626400–（光学式BOD）米国／日本向け
626401–（光学式BOD）
グローバル向け

ProODO用

使用例
地表水、廃水、水産養殖、
地下水

ProOBOD

パラメータ
DO、温度

ProOBOD
P r o O D O ™ は 、優 れ た 携 帯 型 蛍 光 式 D O 計（ 溶 存 酸 素 計 ）で
す。100mフィールドケーブルやBOD用センサーなどを持ち多用
途型です。高い耐久性、データ管理機能を持ちます。

YSI ProOBODプローブは、通常YSI ProODOハン
ディ蛍光式溶存酸素計本体とともに使います。
ProODO機器は、頑丈で、耐久性のあるラボ用
・フィールド用のハンディメーターです。
機器は3年間の保証付きを誇り、YSI専用のデー
タマネージャーソフトウエア、ＵＳＢケーブルや
プロコムⅡコミュニケーションサドルを付属して
います。
ProOBODはProODOハンディ本体に簡単に接続
できて、コンパクトな基地としてラボでのBOD管
理を簡便にします。
スターラー機能が値を素早く安定して表示させ
てくれます。
（不使用での無撹拌測定も可能）

ProODO ※蛍光式（光学式DO）はJISで承認されたDOセンサーです。
ステップ1：測定器のご注文
ProODO 測定器

本体

ステップ2：電極のご選択

で
ラボ た
され
承認

法

DO手

1、4、10、20、30または100メートル*

*10メートル単位で、100メートルまでの特注ケーブ
ルを用意しております。
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プロフェッショナルシリーズ

YSI Pro20 プロDOメーター & Pro30 SCTメーター

YSI Pro20

YSI Pro30

定器で、携帯用DO計に求められる全て

測定します。特徴は、測定範囲がμS

YSI

Pro20は堅牢かつ信頼性の高い測

の機能を装備しています。 ユーザーが

交換可能な電極とケーブル、50データ

セットのメモリ、便利なワンタッチ校正

機能により、使いやすい測定器となって

います。 ミリタリ－スペックのコネクタ

ー、IP-67規格の耐水性能を持つゴム製

YSI

Pro30は電導度・塩分・TDS・水温を

れることです。 ユーザー交換型のセン
サー付ケーブルは1mから各種で最大

30mで、50データメモリー、簡単シンプ
ルなキャリブレーション校正機能、IP67

のボディ、1m落下テストと各種保障を持

ボディ、また、1メートルからの落下試験

っています。

ンプリングを行っても長期間使用できる

保証付でケーブルに直接組み込みされ

に耐えるので、非常に厳しい条件下でサ

ことが確認されています。

また、安定応答する４

電導度セルは高い信頼性があり、2年間

ています。

• クイック キャリブレーション校正機能は簡単なボタン押しのみで
前回実施した校正 値を記憶します
• ５０データメモリーです
• 画面はグラフィックでバックライト付ディ スプレイ画面で、キーパッ
トは暗い場所で有効な光源付です
• １, ４, １０, ２０, 又は ３０ｍケーブル
（４ｍ以上はケーブルマネージメントキット付）
• 画面は偏光ガラス付のディスプレイで太陽光下でも見やすいです
• 英語、
スペイン語、
フランス語、
ドイツ語と多言語型です
• ユーザー交換可能なケーブルは半回転する堅牢なMS
（ミリタリスペック＝軍仕様）
コネクタです
• 3年間の本体保証、2年間のケーブル保証がついています
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mS/cmまでオートレンジで広範囲に測

プロフェッショナルシリーズ
YSI Pro2030 プロDO/Condメーター
YSI Pro1030 プロpH(ORP)/Condメーター
YSI Pro1020 プロpH(ORP)/DOメーター

YSI Pro 2030

YSI Pro 1030

性の高い測定器です。応答速度が非常

pH、ORP、電導度、塩分、水温、TDSを一

プロDO/Condメーターは堅牢かつ信頼
に速いDO（溶存酸素）センサーと塩分変

プロpH（or OP) / Cond計は溶存酸素、水

台で測定するモデルです。

で す。アプリケ ー ション によりp H か

ーは同時に設置できないので付け替え

センサーはポーラログラフかガルバニッ

化あるエリアでの計測とDO補正に必要

アプリケーションによりpHかORPセンサ

ーザー交換可能でポーラロとガルバニ

てください。機器の特長については後述

な電導度センサーを有しています。 ユ

との選択型DOセンサーを持ち、交換型

の長短各種ケーブルは維持管理費用の

YSI Pro 1020

pH（orORP)/Cond計は、測定項目を

をご覧ください。

温、ｐＨ又はＯＲＰの測定するモデル
O R P セン サ ー い ず れ か を、溶 存 酸 素

クのをどちらかを選択いただけます。

特長については後述をご覧ください。

低減や使用できない時間を低減するこ

とを実現します。 ワンタッチキャル校

正機能により現場で速やかな測定開始
が可能です。

• フィールド（野外）
でのセンサー交換が可能な溶存酸素電極（ポーラログラフ、又はガ
ルバニック選択）
と、安定したケーブル組込型の電導度/塩分センサーです。
• “クイックタッチ キャル ％モード又はmg/Lモード”でボタン押しによるキャリブレシ
ョンメニューに簡単にアクセスできます。
• ID番号付50データメモリー付です。
• グラフィック、バックリッドディスプレイです。
• 沈降性のある重量付きスタンダードケーブルは1､4、10、20、30mです。
（4m以上には
ケーブルマネージメントキット付）
• 光源の増減機能付きキーパッドです。
• 保証は本体3年、ケーブル2年、ポーラログラフDOセンサー1年、ガルバニDOセンサ
ー6ヵ月です。
• ポーラログラフDOメンブレン型式5908（キャップメンブレン、黄色、PE素材）使用
時、8秒間で95％を表示し、応答速度が速いです。
• 言語は英語、
スペイン語、
ドイツ語、
フランス語、他。
• 本体とケーブルの接続部は堅牢なミリタリースペックコネクタを採用
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EcoSense

ハンディ＆ポータブルシリーズ

携帯用

ODO200

pH100A

DO200A

EC300A

全てのEcoSense測定器と同様
に 、O D O 2 0 0 、p H 1 0 0 A 、
DO200A、及びEC300Aは、お求
め安い価格でありながら、さま
ざまな用途に容易に使用できる
よう設計されています。

測定器とケーブルは別々に販売しています。
セットも用意しております。

ペン型
非 常 にコン パクトな E C 3 0 A 、
pH10A及びORP15Aペン型測定
器は、
グラフィック表示付（ヘル
プ機能内蔵）の耐水ボディとな
っております。

EC30A

pH10A

ORP15A

フォトメーター
9 3 0 0 および 9 5 0 0フォトメー
ターはポータブルタイプの測
定 器 で 現 場 に 携 行して約 5 0
～100項目の分析を行うことが
できます。 試薬は毒物劇物を
用いない、非常にシンプルで便
利、かつ高精度なフォトメータ
ーです。
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9300

9500

EcoSenseシリーズは、データ品質を損なうことなく業務を遂行できるベーシックな測定器です。
当社のEcoSense製品をお勧めします。
シンプルで使いやすく、かつ信頼性の高いデーターを提供します。

pH100Aはお求めやすい価格でありながら
十分な耐久性を備え、信頼性の高い機器です。
DO200Aは廃水、地表水、および水産養殖など
の現場用途で、DOを迅速に測定できます。
EC300Aは多くの用途に使用できるよう、お求
めやすい価格で、
また簡単に片手操作ができ
るよう設計されています。 電導度、25℃換
算電導度、塩分濃度、TDS、及び温度の測定が
できます。

pH10Aは、廃水、地表水、水産養殖、水耕栽培、
プール水の管理、および教育などの現場用途
で、pHや温度のスポットサンプリングを手軽
に行える、お求めやすい測定器です。
ORP15Aを用いてORP（絶対値および相対値
（mV））
と温度の測定を正確に行うことが可能
です。 シンプルでコンパクトなペン型測定
器でこれらのパラメータを容易に測定するこ
とができます。

標準的な特長：

•
•
•
•
•

IP-67防水規格
1年保証
CE遵守

大型のディス プレイ
迅速で容易な校正

標準的な特長：

•
•
•
•
•

IP-67防水規格

•

ヘルプ機能を備えたグラフィック表示

1年間保証
交換可能な電極
50データセットのメモリ保存
ホールド機能により、ディスプレイで
安定した読み取りが可能

EC30Aは電導度＋TDS＋温度メーターで、低
価格を実現したエコノミーシリーズです。 初
心者からプロまで幅広いユーザーにご使用い
ただける導電率計 電気電導度計です。

YSI 9300及び9500は、両者ともバックライト付
きのグラフィックディスプレイが耐水ボディに
内蔵されています。 また様々な直径のサン
プルチューブホルダーを装備し、100種類以上
の計測項目に対応します。
YSI 9500はさらに、USBケーブルによる外部電
源接続が可能です。 また500データセットの
メモリが搭載されてます。

標準的な特長：

•

•
•
•

テスト手順のヘルプが 画面上に表
示、正しい手順によるデータ品質の向
上と作業の効率化に役立ちます。
試薬の保存期間も長く、安全で無害な
試薬を提供します。

IP-67規格の防水ボディにより、厳しい
フィールド条件での使用が可能です。
アクセサリーおよび測定器を保護す
るハードタイプのキャリングケースを
付属しています。
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プロフェッショナルシリーズ
パラメーター

ProDSS

Pro2030

電導度

●

●

溶存酸素

●

●

Pro1020

Pro1030

ProODO

ProOBOD

●

Pro30

●

●

●

溶存酸素 (蛍光式)

●

BOD (蛍光式)

●
●

BOD

●

大気圧補正

●

●

硝酸塩*

●

ORP

●

●

●

pH

●

●

●

抵抗率**

●

塩分濃度

●

●

●

●

(25℃換算) 電導度**

●

●

●

●

温度

●

●

TDS**

●

●

アンモニウム
アンモニア*

●

塩化物*

●

硝酸塩*

●

現場での電極交換

●

●

●

●

●

●

●

５cmボーリング
ホールに適合

●

●

●

●

●

●

●

フローセル

●

●

●

●

●

内部メモリ

●

●

●

●

●

内部電源

●

●

●

●

USB Comms

●

（１）
プリセットモデルはDO、pH、ORP、SCTセンサーを含んでいます。
（２）
プリセットモデルはDO、SCTセンサーを含んでいます。
（３）
プリセットモデルはpH、DOセンサーを含んでいます。
（４）
プリセットモデルはpH、SCTセンサーを含んでいます。
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Pro20

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EcoSense

ハンディ＆ポータブルシリーズ
パラメーター

DO200A

BOD200A

EC300A

PH100A

EC300A

pH10A

ORP15A

ODO200

アンモニウム
アンモニア*
塩化物*
電導度
溶存酸素

●
●

●

●

溶存酸素 (蛍光式)
BOD (蛍光式)
BOD

●

●

大気圧補正
硝酸塩*
ORP

●

pH

●

●

抵抗率**
塩分濃度

●

(25℃換算) 電導度**

●

温度

●

●

TDS**

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

現場での電極交換
５cmボーリング
ホールに適合
フローセル
内部メモリ

●

●

●

●

内部電源

●

●

●

●

●

USB Comms
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YSI 卓上型トゥルーラボ
1110、1310、1320メーター

YSI TruLab（トゥルーラボ ）
モデル1110、1310 と1310P、1320と1320P
のモデルをラインナップしています。 温度、pH、 mV 各種ISE、
と多様
なイオンを測定する卓上用水質計です。
機器番号の”P”付は内蔵プリンター付属モデルです。

特長：
• 測定項目はpH、mV (ORP/酸化還元)、温度、ISE（イオンセンサー）はアンモニア、アン
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

モニウム、臭化物、
カドミウム、
カルシウム、塩化物、
ヨウ化物、銅、
シアン化物、
フッ化
物、鉛、硝酸塩、
カリウム、銀/硫化物、
ナトリウムです。

シングルモデルでは単項目を、デュアルモデルや3チャンネルモデルでは
pH,mV（ORP）か各種イオン（ISEセンサ）
と温度と複数項目を同時に測定します（2、3
チャンネル）
自動読み取り機能が連続測定を向上します
テキストメニューによる読みやすい照明付ディスプレイ画面で簡単に操作できます
データは迅速にUSB経由でcsv形式か ASCIIフォーマットで転送するか、内蔵プリンタ
ーに出力します
調整可能な校正タイマーが校正を簡便にします
自動か手動温度補正機能付です
pH校正点は1,2,3,4,あるいは5点です。
ISE(イオン）センサーは1,2,3,4,5,6あるいは7点で非線形です。
GLP/AQA準拠しています
幅広い電極の選択肢があります

TrueLab pH/ISE 1320 機器仕様
pH
● 範囲：-2.0～20.0；-2～20.00；
-2.000～19.999
● 分解能：0.1； 0.01； 0.001
● 精度：±0.1；±0.01；±0.05
（テストサンプル温度15~35℃；校正
点の±2pH範囲以内）
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mV

ISE

温度

● 範囲：-1200～1200.0; -2500~2500
● 分解能0.1；1.0
● 精度±0.3；±1.0
（テストサンプル温度15～35℃）

(µmol/l) 0.000~9.999;
10.00~99.99; 100.0~999.9;
1000~9999 分解能0.001;

● 範囲：-5~105℃
● 分解能0.1
● 精度±0.1

(mol/l, mmol/l, ppm, %)
0.000~9.999; 10.00~99.99;
100.0~999.9 1000~999999
分解能：0.001；0.01；0.1；1

溶存酸素測定用

使用例

地表水、飲料、廃水、水産養殖

Classicsシリーズ

パラメータ
DO、温度

YSI Classicsは携帯可能、使いやすい、堅
牢といった特長を持つ、
ラボでもフィール
ドでも使用可能な多用途の測定器で、世
界中のお客様から高い評価をいただい
ております。

IP67 規格の防水ボディ
バックライト付き大型液
晶ディスプレイ
ケーブル長 3、7.5、15、30ｍ

使いやすいキーパッド
ハンドストラップ
ケーブル耐久性が考慮
されたデザイン

YSI 58
YSI 550A

広い測定範囲
（DO：0～50 mg/L、
塩分濃度：0～70 ppt）
PEメンブレンの採用に
よる迅速な応答性能

5908 メンブレン

YSI 58 DO メーター

YSI 550A

イに酸素濃度を表示します。測定可能範囲が広く、酸素を発生

場交換可能なDO電極、2,000時間を越える電池寿命、CE準拠、

YSI 58 DO 測定器は、2つの温度補正モードで、液晶ディスプレ

する藻類が含まれたサンプルなど、過飽和水を測定する場合に

YSI 550Aは耐水性があり、堅牢で信頼性の高い測定器です。現

測定器保証3年、交換電極保証1年を特長とし、フィールド使用

特に便利です。本測定器は、手動による塩分補正およびレコー

を目的に設計された機器です。温度とDOを同時に測定し、
また

動作可能です。また、オプションのフィールドスターラー用バッ

簡単なキャップメンブレンを採用しています。

ダーアウトプット機能を備え、電源ケーブルでもバッテリーでも
テリーも内蔵できます。

DO電極を迅速かつ容易に交換することができます。取り付けが

*すべてのアクセサリーリストについては、弊社ウェブサイトのアクセサ
リーページを参照してください。Classicシリーズの携帯用測定器の詳
細については、www.ysijapan.comを参照してください。
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YSI卓上型マルチラボ（MultiLab)
4010-1、4010-2、4010-3 メーター

YSI マルチラボ（MultiLab）
ライン
はモデル4010-1 (シングルチャンネル)、4010-2 (デュアルチャンネル)と4010-3 (３チ
ャンネル) の3種類で、簡単に使えて、
メニュー方式の校正操作ができるラボに適し
た水質計です。
マルチラボ 4010-2 、4010-3 はpH メーター、ORP メーター、電導度（導電率）
メータ
ー又は、BOD用DOメーターのようなスタンドアローン型又は ラボでの複合の測定
項目用メーター として実験室に理想的です。
特長:

•
•
•
•
•
•
•
•

パラメーター

DIN、BNCのシンプルなアダプターを持つpH、ORPのIDSセンサー
(他のメーカーのもの)が使えます

データ保存・・・手動で500 データセット、
自動ロギングモードは
10,000データセットです大きくて、読みやすいカラーグラフィック
ディスプレイです
インテリジェント、デジタルセンサ で プラグ&プレイします

GLPトレーサビリティ (センサーはシリアル＃と校正データ
を保有。※トレーサビリティ書類は購入時お申し付けく
ださい)
バクテリア耐性キーパット

データを管理するUSB接続
3年保証

pH 103740Y と 103741Y

pH 103750Y

0.000 ～ 14.000 (+/-0.004)

0.000 ～ 14.000 (+/-0.004)

0.000 ～ 14.000 (+/-0.004)

-1200～+1200 mV

0 ～ 80ºC

0 ～ 80ºC

0 ～ 100ºC

0 ～ 100ºC

+/-0.2ºC

+/-0.2ºC

+/-0.2ºC

+/-0.2ºC

リファレンス電極

ジェル

3 mol/l KCl

3 mol/l KCl

3 mol/l KCl

膜形

円筒形

円筒形

円錐状

---

ファイバー

セラミック

プラチナワイヤー

セラミック

プラスチック

プラスチック

ガラス

ガラス

測定範囲
温度測定範囲
温度精度

ダイヤグラム
材質
寸法（全ｾﾝｻ共通）
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複数測定モデルはpH、ORP、DO/BOD、電導度用の2個 (4010-2)
又は3個 (4010-3)チャンネル入力のものです

保証

pH 103780Y

ORP103790

長さ 120 mm (4.7 in); 直径12 mm (0.47 in)
1年

1年

1年

1年

インテリジェント デジタル センサー
"Intelligent Digital Sensors" (IDS)

IDS センサー
は固有のシリアル番号と校正データを自動的に内蔵します。 また、測定シグナルをデ
ジタル的に処理します。 センサーを機器からほかの機器に移動しても、校正データを
維持したまま情報を伝達します。

CMC

CMC機能はセンサーの測定範囲を頻繁
に監視する機能です。 測定範囲は棒
や校正点で表され、校正点の線形として
見せます。 移動すカーソルで現在の測
定値を表示し、校正範囲以内の測定にあ
るかどうかを示します。

センサー品質コントロール

QSCはpH電極のコンディションを監視
するシステムです．初期校正が実施さ
れ、そして、その後、センサーの状況は監
視され、その間グラフで表示されます。

イオンセンサー

（TrueLab用互換センサー）
4010-2、4010-3では、変換アダプターを
用いて15種類のトゥルーラボ用のイオ
ンセンサーをご使用いただけます。 詳
しくはホームページをご覧ください。

センサータイプ

（スターラー付蛍光式DO）
スターラー付、
ダイナミック発光消光ライフタイム検出

溶存酸素（DO）測定範囲

0～50 mgL; 0～500%空気飽和

DO精度

（0～20 mg/L）,+/-0.1 mg/L 又は 測定値の+/-1% ,いずれか大きい方;（20～50 mg/L）,測定値の+/-10%

DO分解能

0.01 mg/L; 0.1%

TDS（全溶解物質）

0～1,999 mg/L; 0.0～199.9 g/L 値の+/-0.5%

温度測定範囲

10～40ºC； 補正

㎎/L-5～50℃ （45℃以上は範囲外）

温度精度

+/-0.2ºC

温度分解能

0.1ºC

代表的な応答速度
保証

スターラー稼働し22秒間で最終表示値の95%;

スターラ稼働無 40秒で95%

センサー部2年、 センシングキャップ1年
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ラボ用
溶存酸素計

YSI 5000シリーズ製品により、作業時
間を削減し、業務効率を向上すること
ができます。 これらのマイクロプロセ
ッサをベースとしたラボ用測定器によ
り、100セットのデータを保存すること
が可能です。
また、RS-232インターフェ
ースを装備することにより、パソコンに
直接接続することが可能です。 機器の
ファームウェアはCD-ROMまたはYSIの
ウェブサイトでアップグレードが可能で
す。
自動校正、大型のグラフィック表示、及
び使いやすいキーパッドを特長として
います。

YSI 5000

YSI 5100

YSI 5100 DOメーター

YSI 5010
自動攪拌
BOD電極

YSI 5010は、正確な測定と
より迅 速 な 応 答 を 得るた
め、自動撹拌子が内臓され
ています。
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自動校正機能を備え、バイオリアクター
内 で の 微 生 物 の 活 動レ ベ ル を 示 す、
O U R / S O U R *（ 酸 素 摂 取 速 度（O U R）
／ 固 有 酸 素 摂 取 速 度（ S O U R ））
プ ロ グ ラ ム を 内 蔵 し 、優 れ た
機 能 性 を 得 る こと が で き ま す 。
• 圧力補正に必要な内蔵型気圧計
• プログラム可能な自動安定化機能
• 自己診断機能によりメンブレンの損
傷を検出
• バーコード互換性により、手作業に
よる
ベンチシート管理を効率化
• Windows®用BOD Analyst™
ソフトウェア
• リアルタイムクロック
• RS-232 接続

YSI 5000 DOメーター

メニュー形式の操作を可能とする大型
の液晶ディスプレイを備え、安定した読
み取りを予め設定する自動安定化機能、
エラーや誤操作を感知する自己診断機
能により、使いやすさが向上しています。
Windows®用YSI BOD Analyst™ ソフトウ
ェアとともに使用することによって、BOD
計算を行い、機器の操作をパソコンから
一括管理することができます。

* 固有酸素摂取速度（SOUR）は、バイオソリッ
ドの媒介生物の誘引に関する米国環境保護
庁規制に従って(503)、多くの廃水処理プラン
トが使用する手法です。現在、SOURと酸素摂
取速度（OUR）の両方を使用してプロセス管
理が実施されています。

ラボ用

使用例

食料および飲料、地表水、廃水、
工業用水、薬品用、教材

電導度計

パラメータ

DO、温度、電導度

YSI 3100

YSI 3200

YSI 3200 電導度 メーター

製薬や半導体製造ラインなどの用途に
必要とされる超純水を極めて高精度に
測定します。
多点校正により、同一のセルでさまざま
なサンプルの測定ができます。 また、処
理用途に応じて上限／下限のアラーム
セット、およびResistance Ratio Technology™を特長としています。
以下の測定が可能です。
• 電導度

YSI 3100 電導度 メーター

電導度測定に対する汎用ニーズを満た
し、高精度な測定値を提供します。 直読
式デジタルディスプレイ、ユーザー設定
可能な温度係数、および自動温度補正
機能を具備しています。
以下の測定が可能です。
• 電導度

• 塩分濃度
• 温度

• 抵抗率

• 塩分濃度

• 総固体溶解量
• 温度

NIST-トレーサブルレジスターセット

一般的なレジスターより精度が高く、測定器の性能の最適化が可能です。YSI 3166レジ
スターセットは、交流電流および直流電流に使用できるという特長があり、バナナプラ
グに取り付けて容易に使用できます。
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多項目水質モニターEXOシリーズ

小型堅牢なパッケージに集約された高性能センサー

オンラインディスプレイによる直読計測と、
ゾンデ本体メモリーを用いた定点観測、
或いは 鉛直プロファイルのハイブリッドな運用が可能です
オンライン
リアルタイム

定点メモリ
長期観測

ハイブリッド運用
•
•

水温・電導度・塩分・溶存酸素・ＰH・ORP・濁度・クロロフィル・シアノバクテリア・溶存有機物（fDOM）
硝酸イオン・アンモニア・アンモニウムイオン・塩化物イオン・水深

YSIならではのユニークな特長！
コンパクトでありながら高精度
EXOモニターは、高精度かつ高速応答の各種センサーを、設置
とメンテナンスを容易に行える小型筐体に一括に組込むとい
う、新しいアプローチをご提供いたします。
このことにより、煩雑
なセンサーの配列が要求された従来の面倒なシステム構築の
手間を排除することができます。
生物付着の抑止
水中での計測では、生物付着の問題は常に存在します。生物付
着がデータに及ぼす影響を抑止するために、EXOでは銅合金の
部材や防汚ワイパーを用いており、
これにより設置計測の期間
を延ばし、データ精度の向上を実現しています。
ワイヤレス
ケーブルを一切使用せずに機材の設定、校正、設置計測を行う
ことが可能です。
現地に到着してから必要なケーブルが足りないなどという事は
もうありません。
ワイヤレス通信が可能なハンディディスプレイ
とEXOモニターさえあれば万全です。
安定したモニタリング
EXOモニターの強化筐体構造（特許取得）、溶接チタン管、高性
能な電力管理、そして安定したセンサー性能は、極めて過酷な
条件下でもその影響を最小限に抑え、長期間のデータ収集を可
能にしました。
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高品位データを支える
スマートコントロール
ガイド形式の校正プログラムとセンサーの自己診断機能によ
り、EXOは水質モニタリング機器として極めて高い信頼性を確
保します。
ガイドプロンプトと校正情報の内部ログ機能により、素早い校
正作業を実現するだけでなく、校正エラーの発生頻度も低減さ
せます。
スマートゾンデ
EXOシステムでは、設定エラーの検出、
メモリーの状況監視や
センサーの動作チェックを自動的に行っています。
このような多
くのチェック機能により機器の運用をより確実なものとしてい
ます。
スマートポート
防水コネクターは湿った状態でも交換可能ですが、
スマートポ
ートは、過度の電流が生じた際に、機器への障害を防止するた
めに電気的遮断を行う機能を有します。
スマートセンサー
EXOにインストールされる全てのセンサーにはメモリとデータ
処理機能が内蔵されており、校正と設定情報は各センサー内部
へ格納されます。そのためユーザーはセンサーの校正と設定を
一ヶ所でまとめて行い、それを様々な現場へ送り、センサーを
EXOモニターに装着して使用するという事も可能です。

E X Oシリーズの外観と構造
EXO1

EXO2

ベール（脱着可能）
6ピンケーブルコネクタ

ケーブルコネクター、バッテリーバルブ、
外部センサー接続用の拡張ポート

耐衝撃筐体

EXO2モニターはセンサー用の6基のユ
ニバーサルポートとクリーニングワイパ
ー用のセントラルポートで構成
バッテリーコンパートメント
内部構造図：強化内部構造
圧力センサーホール

赤色LEDインジケータ
（ステータス）
青色LEDインジケータ
（Bluetooth）
On/Off 磁気スイッチ
（電源及びBluetooth）

生物付着を防止する
クリーニングワイパー

４ピン防水コネクタ
ポートプラグ

溶接チタンハウジング

EXO1モニターは、センサー用の４基
のユニバーサルポートで構成
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多項目水質モニターEXOシリーズ

EXOの周辺機器はデータ収集の運用性を更に広げます

EXOハンディディスプレイ

KORソフトウエア

性、そして耐候性に優れたEXOモニターのイ

ールドデータの操作、ビジュアル化、そして管

EXOハンディディスプレイは、耐久性、可搬
ンターフェイスになります。また、ハンディデ
ィスプレイは、KORソフトウエアのモバイルバ
ージョンを使用しています。

その他の標準機能：
• GPS

• 大気圧計（温度補償機能）
• バックライト付き英数字キーパッド
• マイク/スピーカー（Future Function）
• 防水ワイヤレスコネクタ

KORソフトウエアにより、収集した大量のフィ
理を大変容易に行うことができます。
また、EXO機器の校正、設定、QA/QCやデータ
収集をスピーディに行うインターフェースとし
ての機能も兼備します。
• 長期モニタリング用に設計された新しい校
正プロセス
• 迅速なデータ解析を可能にするグラフィッ
ク機能
• マルチ言語に対応したソフトウエア表示

• Bluetooth通信
• LEDカラーディスプレイ
• ２GBメモリー
・充電式バッテリー

データ出力オプション

DCPシグナルアウトプットアダプタ

EXOモニターのデータは、ハンディディスプレ

イ、KORソフトウエア、及びデータ遠隔伝送モ
デュールでの読取りが可能です。
また、以下の
通信インターフェイスも利用できます。
• DCPシグナルアウトプットアダプタ（オプショ
ン）専用フィールドケーブルの端末をリード
変換して本アダプタに接続することで、EXO
モニターの出力をRS-232またはSDI-12に
信号変換します。特にデーターロガー等へ
の接続に有効です。
• USBアダプターEXOモニターとパソコンを
USB接続します。

EXOハンディディスプレイと
EXOモニターのフィールドケーブル接続
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• BluetoothワイヤレスEXOモニターとの通信
をケーブルを介さず行うことが可能で、
ラボ
での使用やフィールドでの設置計測前の準
備で用いることができます。

USBアダプタ

EXO機器仕様
EXO1 モニター
ポート

センサーポート４基
電源通信ポート１基

サイズ

直径：4.7㎝、 長さ：64.8㎝

重量

1.65㎏ （４プローブ、
ガード、バッテリー内蔵）

EXO2 モニター
ポート

センサーポート７基（中央ワイパーポート使用時６ポート使用可能）
電源通信ポート１基
Auxポート１基

サイズ

直径：7.6㎝、 長さ：71.1㎝

重量

2.65㎏ （５プローブ、
ガード、バッテリー内蔵）

Sondes ゾンデ
動作温度

-5～50℃

保管温度

-20～80℃（ｐＨ及びｐＨ/ＯＲＰセンサを含む場合は、0～60℃）

水深

0～250ｍ

通信

ＰＣインターフェイス：Bluetooth、RS-485、USB
出力オプション：USB（USB-SOA）、RS232＆SDI-12(DCP-SOA)

サンプリングレート

最大４Hz

バッテリー寿命

90日**

データメモリ

512MB、約1,000,000 データ

センサー

演算出力パラメータ

電導度

ｐH

塩分

水深

温度

25℃換算電導度

溶存酸素

全藻類（クロロフィル+BGA-PC）

総溶解固形分

蛍光溶存有機物（ｆＤＯＭ）

濁度

全浮遊物質

ORP

EXO ハンディディスプレイ
サイズ

幅：12㎝、 高さ：25㎝

重量

0.71Kg

オペレーティングシステム

Windows CE 5.0

動作温度

-10～50℃

保管温度

-20～80℃

防水規格

IP-67

データメモリ

２GB、約2,000,000 データ

電池含まず

アクセサリー
フィールドケーブル

フローセル

センサーガード

キャリングケース

KOR ソフトウエア

キャリブレーションカップ

DCP シグナル出力アダプター（DCP-SOA）

USB シグナル出力アダプタ
（USB-SOA）
*
**

仕様は標準的な性能を示し、変更される場合があります。
通常90日： 以下の条件に基づく

温度環境20℃、15分間の計測間隔で、それぞれのモデルと計測項目の場合を想定。
EXO1：温度/電導度、ｐH/ORP、DO、濁度

EXO2：温度/電導度、ｐH/ORP、DO、濁度、全藻類（CHL/BGA-PC）、
（クリーニングワイパーを計測毎に稼働）
バッテリー寿命はセンサーの設定によって大きく変化します。
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EXOセンサー仕様
センサー

レンジ

精度*

分解能

大気圧

375 ～ 825 mmHg

±1.5 mmHg（ 0 ～ 50°
C）

0.1 mmHg

フィコシアニン
（BGA-PC）

0 ～ 100 μg/L PC
0 ～ 100 RFU

リニアリティ: R2 > 0.999
検出限界: 0.03 μg/L PC

0.01 μg/L PC
0.01 RFU

クロロフィル

0 ～ 400 μg/L Chl
0 ～ 100 RFU

リニアリティ: R2 > 0.999
検出限界: 0.07 μg/L Chl

0.01 μg/L Chl
0.01 RFU

電導度 1

0 ～ 200 mS/cm

0 ～ 100mS/cm: 読取値の±0.5% or
0.001 mS/cm ( w. i. g. ）
100 ～ 200mS/cm: 読取値の±1%

0.0001 ～ 0.01 mS/cm
(レンジによる)

水深

0 ～ 10 m

±0.04% FS (±0.004 m)

水深

0 ～ 100 m

2

±0.04% FS (±0.04 m)

水深

0 ～ 250 m

2

±0.04% FS (±0.10 m)

溶存酸素（蛍光式）

0 ～ 500%
空気飽和度

0 ～ 200%: 読取値の±1% or
飽和度1% ( w. i. g. ）
200 ～ 500%: 読取値の±5%

0.1% 空気飽和

溶存酸素（蛍光式）

0 ～ 50 mg/L

0 ～ 20 mg/L: ±0.1 mg/L or
読取値の1% ( w. i. g. ）
20 ～ 50mg/L: 読取値の±5%

0.01 mg/L

fDOM（蛍光溶存有機物）

0 to 300 ppb
硫酸ｷﾆｰﾈ等量 (QSE)

リニアリティ: R2 > 0.999
検出限界: 0.03 ppb QSE

0.01 ppb QSE

ORP

-999 ～ 999 mV

レドックス標準溶液で±20 mV

0.1 mV

pH

0 ～ 14

±0.1 pH（校正温度 ±10˚C 以内）
±0.2 pH（全体の温度範囲）

0.01

塩分濃度
（電導度と温度から換算）

0 ～ 70 ppt

読取値の±1.0% oｒ 0.1 ppt ( w. i. g. ）

0.01 ppt

25℃換算電導度
（電導度と温度から換算）

0 ～ 200 mS/cm

読取値の±0.5% or 0.001 mS/cm ( w. i. g. ）

0.001, 0.01, 0.1 mS/cm
(自動スケール)

-5 ～ 50°
C

±0.01℃
±0.05℃

0.001 ℃

総溶解固形分（TDS）
（電導度と温度から換算）

0 ～ 100,000 g/L

–

可変

総浮遊物質（TSS）
（濁度とTDSから換算）

0 ～ 1500 mg/L

–

可変

濁度 4

0 ～ 4000 FNU or NTU

0 ～ 999 FNU: 0.3 FNU or 読取値の±2% ( w. i. g. ）
1000 ～ 4000 FNU: 読取値の±5%

0 ～ 999 FNU: 0.01 FNU;
1000 ～ 4000 FNU: 0.1 FNU

アンモニウムイオン

0 ～ ２００mg/L

読取値の±10%または2 mg/L-N (w.i.g)

0.01 mg/L

塩素イオン

0 ～ １０００mg/L

読取値の±10%または2 mg/L-CL (w.i.g)

0.01 mg/L

硝酸イオン

0 ～ ２００mg/L

読取値の±10%または2 mg/L-N (w.i.g)

0.01 mg/L

水位 (ベントレベル）

0 ～ 1０ｍ

±0.03% FS (±0.003 m)

0.01 m (自動レンジ)

温度

2

3
3

（-5 ～ 35℃）
（35 ～ 50℃）

10ｍ及び100ｍレンジの水深センサーを除き、全てのセンサーは耐水深250ｍ。

また、EXOセンサーは６シリーズ水質計との互換性はありません。

* 仕様は標準的な性能を示し、変更される場合があります。
また、精度仕様は、調整され安

定した環境条件下で実施された校正から得られる基準を示し、
自然環境下での性能は、記
載仕様とは異なる場合があります。

2
3
4

精度仕様は電導度レンジとして 0 ～ 100,000 μS/cmに適用されます。

温度精度は、NIST規格に準拠

キャリブレーション：１点、２点、又は３点、ユーザーが選択可能

w.i.g. = どちらか大きい方
1

25℃換算電導度と総溶解固形分も演算出力されます。

演算法は「Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater」に

記載されているアルゴリズムに準拠します。
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0.001 m
(自動レンジ)

多項目水質モニター
生物付着抑止技術
EXO2生物付着抑止技術
ＥＸＯ２の電極自動洗浄ワイパーに
より、本体に配備された以下の全ての
水質電極に自動クリーニングが適用さ
れ、長期観測による電極感知部への生
物付着の悪影響を防御します。

• 水温

• 電導度（塩分）
• 蛍光式ＤＯ
• ＰH

• ORP

• 濁度

• クロロフィルシアノバクテリア
• 溶存有機物（fDOM）

90日間の長期観測後のセンサ感知部状況

従来のCT電極

▼

構造的にセンサ内部まで
クリーニングブラシが届かない

▼

電極自動洗浄ワイパ

電極自動洗浄ワイパ
センサクリーニングが可能な
電極構造に改良！
！
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多項目水質モニター

自動ワイピング対応 CT電極 仕様

EXO 自動クリーニング対応型 ＣＴ電極 仕様
電導度

範囲
精度
分解能

0 to 100 mS/cm
読値の±1%または 0.001mS／cmのどちらか大きい方
0.0001 to 0.01 mS/cm (レンジによる)

温度補償電導度

範囲
精度
分解能

0 to 100 mS/cm
読値の±1%または 0.001mS／cmのどちらか大きい方
0.0001 to 0.01 mS/cm (レンジによる)

塩分

範囲
精度
分解能

0 to 70 ppt
読値の±2%または 0.2 pptのどちらか大きい方
0.01 ppt

温度

範囲
精度
分解能
応答速度

-5 to 50°
C
±0.2°
C
0.001°
C
T95<30 秒

仕様 補足
運用温度

-5 to 50°
C

保管温度

-20 to 80°
C

耐水深

250 meters

保証

１年
EXO2本体及びセントラルワイパーに対応

銅合金コンポーネント
電極部
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銅テープ

銅テープでラッピング
された電極

銅合金ガード

センサガード部

多項目水質モニター ６シリーズ
Model 6600 V2-4 / 6920 V2-2
概要
6600V2-4

機器の運用法

YSI 6600V2-4及び 6920V2-2は、蛍光式
D O を 始 め とする 光 学 プ ロ ー ブ を 、
それぞれ最大４基（6600V2-4）、２基
（6920V2-2）まで配列可能な多項目水
質センサーです。
各光学プローブは、自動洗浄ワイパーを
装備しており、長期観測における付着異
物の影響を軽減し、データーの信頼性を
高めます。

•

•
•
•

ケーブルオンラインによるPC接続or
専用ディスプレイによるリアルタイム
測定
本体メモリーによる長期定点観測（15
分インタバルにて約75日）*6920V2-2
は約30日

高速ロギング（最小0.5秒インタバル）
による、鉛直メモリープロファイリング

を測定目的やロケ―ションに応じて自
由に選択いただけます。

6920V2-2

項目

6600V2-4

6920V2-2

水温

●

●

-5～+50℃

電導度

●

●

0～100mS/cm

塩分

●

●

0～70ppt

pH

●

●

0～14

ORP

●

●

-999～+999mV

溶存酸素（蛍光式）

●

濁度

●

クロロフィル

●

シアノバクテリア
（淡水）

シアノバクテリア
（海水）

x

アンモニア・アンモニウム

x

塩素

x

水深
水位
外形寸法／重量

いずれか1項目
を選択可能
Φ89×599L／3.2ｋｇ

分解能

精度

0.01℃

±0.15℃

0.001～0.1mS/cm

±0.5%（読
値）+0.001mS/cm

0.01ppt

±1%(読値）or 0.1ppt

0.01

±0.2

0.1mV

±20mV

0.01mg/ｌ

±0.1mg/l or 読値の1
％(0～20mg/l)
読値の±15％ （20
～50mg/l)

0.1NTU

±0.1mg/l or 読値の1
％(0～20mg/l)
読値の±15％ （20
～50mg/l)

0.1μｇ/ｌ

-

0～280000cell/m
0～100RFU

1cell/ml
(検出限界220以下）
0.1RFU

R^2 > 0.999

0～200000cell/ml
0～100RFU

1cell/ml
(検出限界220以下）
0.1RFU

R^2 > 0.999

0～200mg/ｌ

0.001～1mg/ｌ

±10%（読値）or
2mg/ｌ

0～200mg/ｌ

0.001～1mg/ｌ

±10%（読値）or
2mg/ｌ

0～1000mg/ｌ

0.001～1mg/ｌ

±10%（読値）or
2mg/ｌ

S：0～9m
M：0～60m
D：0～200m

0.001m

±0.02m
±0.12m
±0.30m

SV：0～9m

0.001m

±0.003m

0～50mg/ｌ

光学電極
いずれか2項目
を装着可能

光学電極
いずれか1項目
を装着可能

硝酸

範囲

いずれか1項目を選
択可能

いずれか1項目
を選択可能
φ73＊457L/1.8㎏

0～1000NTU
0～400μｇ/ｌ
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600OMS-CTD+Optical

濁度-光学式DO-クロロフィル-シアノバクテリア

測定項目

• 濁度 - 光学式DO - クロロフィル - シアノバクテリアより１種選択
• 水温・電導度・塩分も標準サポート！
＊水深センサー（組込みオプション）

測定手法

• 長期メモリー測定 （15min 間隔にて約１ヶ月）
• 高速メモリー測定 （最小0.5秒間隔にてメモリｰ鉛直プロファイル）
• リアルタイム直読測定 （650データーディスプレイ or PC接続）

特徴

• データーの信頼性
データーサンプル領域の広域化によりノイズを低減、データー再現
性に優れます。
• 電極受発光部ワイピング機構
光学電極すべてに、受発光部ワイピング機構が装備され、測定時の
気泡・異物等の電極付着による影響を除去することが可能です。

濁度

光学式DO計

仕様 :

範囲 0～1000NTU
分解能 0.1NTU
精度±2%（読値）or
0.3NTU

水温 :

電導度 :

塩分 :
水深 :

クロロフィル計

シアノバクテリア

範囲 0～50mg/ｌ
分解能 0.01mg/ l
精度 ±0.1mg/ l
読値の±15%

範囲 0～400μg/ｌ
分解能 0.01μg/ｌ

範囲0～280000//0～200000 cell/ml
分解能 0～100/0～100 RFU
分解能 1//1 cell/ml 0.1//0.1 RFU
リニアリティ R2 =
０．９９９９ // ０．９９９９

範囲 -5～+50℃
分解能 0.01℃
精度 ±0.15℃

範囲 -5～+50℃
分解能 0.01℃
精度 ±0.15℃

範囲 -5～+50℃
分解能 0.01℃
精度 ±0.15℃

範囲 -5～+50℃
分解能 0.01℃
精度 ±0.15℃

範囲 0～100mS/cm
分解能 0.001～0.1mS/cm
精度 ±0.5%（読
値）+0.001mS/cm

範囲 0～100mS/cm
分解能 0.001～0.1mS/cm
精度 ±0.5%（読値）+0.001mS/cm

範囲 0～100mS/cm
分解能 0.001～0.1mS/cm
精度 ±0.5%（読値）+0.001mS/cm

範囲 0～100mS/cm
分解能 0.001～0.1mS/cm
精度 ±0.5%(読値)+0.001mS/cm

範囲 0～70ppt
分解能 0.01ppt
精度 ±1%(読値）or 0.1ppt

範囲 0～70ppt
分解能 0.01ppt
精度 ±1%(読値）or 0.1ppt

範囲 0～70ppt
分解能 0.01ppt
精度 ±1%（読値）or 0.1ppt

範囲 0～70ppt
分解能 0.01ppt
精度 ±1%(読値）or 0.1ppt

範囲 0～60m

範囲 0～60m

範囲 0～60m

範囲 0～60m

外形寸法/重量: Φ45×541/0.7kg 電源 単３アルカリ電池×４本
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Model 600LS

メモリー式水温・塩分・水位計

YSI 600LSは 温度、塩分（電導度）、水位 センサー
を組み込んだコンパクトセンサーです。大気圧補正
ケーブルの使用により、水位計測も可能です。

•
•
•
•
•

YSI 600LS
温度

水位

42ｍｍφの細型PVCボディ採用

水位・温度・電導度・塩分の自記記録測定

任意の設定インタバル（最小0.5秒）にてデーター収集

電池組み込み・内部ロガー型モデル
（10分間隔にて約50日間計測可能）
9m高精度水圧センサー標準装備

オプション
測定範囲
分解能
測定精度

-5～+50℃
0.01℃
±0.15℃

大気圧補正ケーブル （ベントチューブ内蔵）
6195

3m

測定範囲
分解能
測定精度

0~9
0.0003m (0.03cm)
0~3m: 0.003m (0.3cm)
3~9m: 0.01m (1cm)

6191

7.5.m

6192

15m

* オプションの大気圧補正ケーブル使用により、
気圧変動の影響を自動補正
電導度

測定範囲
分解能
測定精度

0~100 mS/cm
0.001~0.1mS/cm (測定範囲による)
実測値の±0.5％+0.001mS/cm

塩分

測定範囲
分解能
測定精度

0-70ppt
0.01ppt
実測値の±1％ または 0.1ppt

電源

単３アルカリ電池４本

メモリー

384k Byteフラッシュメモリー (150,000データ記録)

通信

RS-232C to PC or SI-12

バリエーション
（型半番）
水温

水位

600LS-11

●

●

600lS-13

●

●

電導度

塩分

●

●

データ分析用ソフト
Windows®用EcoWatch®

全てのYSIゾンデに付属されるEcoWatchソフトウェアを用いる事
により、水質センサーとの通信が容易になります。
センサーのキャリブレーション、センサーの設定、及び基本的な
グラフ表示などのツールが含まれています。

650MDS

•
•

全ての6-Seriesモニターに接続可能。

•

IP-67の防水、耐衝撃ケースを使用しており、
屋外での使用に最適です。

リアルタイムのデータのログ、キャリブレー
ション、及び定点観測の為の設定が容易に行
えます。

•
•

データをPCにアップロード可能

気圧計とGPSインターフェースのオプション
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多項目水質モニター
６シリーズ用電極
光学式

藍藻類

ROX

センサー

弊社の光学センサーには、

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、信頼性を持つ水
質センサーの提供にお
いて、その基盤を確立し
てきました。弊社Ｒ＆Ｄ
部門では長期間の最も
厳しい環境条件を想 定
し、センサーの開発を進
めてきました。また全て
のＹＳＩセンサーは、現
場での交換が可能でメ
ンテナンス、運用性に優
れ、予期しない状況に緊
急対応が可能です。

自動洗浄ワイパーがビルトイ
ンされ、長期計測におけるデ
ーターの信頼性を高めます。
銅合金防汚バージョンでは、
長期計測をより確かなもの
とし、時間とコストを節約し
ます。
また、ユーザー設定が可能な
データフィルタリング機能に
より、最適な応答時間、検出精
度のコントロールも行えます。

電気化学式

優 れ た ポ ーラログラフィ技
術を採用した Rapid Pulse
D O は 静 水 中で の 計 測 を 可
能とし、ま た 広 い 計 測 範 囲
（0～50mg/L）に対応します。
EPA認定手法。

物理式

温度

電導度

優れた線形性と容易な1点校
正。

温度

極めて高精度、かつ現場で交
換可能な温度センサー。

36

ROX®光学式溶存酸素

クロロフィル

ローダミン

濁度

信頼性に優れた高精度なDO
センサーです。
メンテナンスフ
リーで運用性を高めます。

優れたリニアリティを持ち、1
、2、
または3点での校正が可
能です。

藍藻類（アオコ）

クロロフィル

蛍光式センサーにより、淡水
及び海水において、
リアルタ
イムで藍藻類バイオマスをモ
ニタリングできます。

濁度、周辺光、
または溶存有
機物から干渉を受けることな
く、藻類バイオマス総量を正
確にモニタリングできます。

ローダミン

感度の高い蛍光センサーによ
り色素トレースを行います。

Rapid Pulse DO

Rapid Pulse™溶存酸素

濁度

pH/ORP

pH/ORP

低温かつ低イオン水の測定
においても優れたパフォーマ
ンスを発揮します。現場での
センサー交換が可能であり、
レファレンス電極も組み込ま
れています。高速レスポンス
タイプ、及びワイパーによる自
動洗浄対応バージョンのオプ
ションもます。

イオン選択電極
アンモニア、硝酸イオン、及び
塩化物イオンを測定。短期モ
ニタリング及びスポットサン
プリング用。

ISE

組込型

深さとレベル

水深及び水位

光量子

校正によって保証する精度に
更に温度補正を加えることに
より、より高い信頼性を動作
範 囲 全 体 に 渡って提 供しま
す。

PAR

生物学的研究用に、業界標準
のLI-COR® PAR （光合成有効
放射）センサーを採用してい
ます。ワイパー付のPARセン
サーオプションもあります。

多項目水質モニター

６シリーズ標準仕様

範囲

分解能

制度

Rapid Pulse溶存酸素
%空気飽和度

0～500%

0.10%

0～200%：読取値の±2%または
2%空気飽和度、
どちらか大きい方
200～500%：読取値の±6%

Rapid Pulse溶存酸素
mg/L

0～50 mg/L

0.01 mg/L

Rapid Pulse溶存酸素#
%空気飽和度

0～500%

0.10%

ROX溶存酸素#
mg/L

0～50 mg/L

0.01 mg/L

電導度+

0～100 mS/cm

温度

-5～50°
C

水深（Shallow）

0～9.1 m (0～30 ft)

pH

水深（Medium）
水深（Deep）
水位

開水路流量

0～14

0～61 m (0～200 ft)

0～200 m (0～656 ft)
0～9.1 m (0～30 ft)

計算された測定値、水位が必要

0.001～ 0.1 mS/cm
（範囲に依存）

0～20 mg/L：読取値の±1%または0.1 mg/L、
どちらか大きい方
20～50 mg/L：読取値の±15%
読取値の±0.5% + 0.001 mS/cm
±0.15°
C

0.001 m (0.001 ft)

±0.018 m (±0.06 ft)

0.01

0.001 m (0.001 ft)

0.001 m (0.001 ft)

0.001 m (0.001 ft)

0～3 mg/L

0.01 mg/L

ORP

-999～+999 mV

0.1 mV

塩分濃度

0～70 ppt

0.01 ppt

硝酸イオン/窒素*

0～200 mg/L-N

アンモニウム/アンモニア/
窒素*

0.001～1 mg/L-N
(範囲に依存)

0～200 mg/L-N

塩化物イオン*

0～1000 mg/L

濁度#

0～1,000 NTU
0～200 µg/L

0～200%：読取値の±1%または1%の空気
飽和度、
どちらか大きい方
200～500%：読取値の±15%

0.01°
C

遊離塩素

ローダミン WT#

0～20 mg/L：読取値の±2%または0.2 mg/L、
どちらか大きい方
20～50 mg/L：読取値の±6%

0.001～1 mg/L-N
(範囲に依存)
0.001～1 mg/L
(範囲に依存)
0.1 NTU

0.1 µg/L

クロロフィル# ++

範囲
0～400 µg/L chl a
0～100 RFU

分解能
0.1 µg/L chl a
0.1% FS、0.1 RFU

藍藻類#
フィコシアニン

範囲
0～280,000 cells/mL

検出範囲
220 cells/mL§

藍藻類#
フィコエリスリン

0～200,000 cells/mL

450 cells/mL§§

光量子

範囲
400～700 nm 波帯
線形性
1%の最大偏差

校正
±5%
感度
1000 µmol s-1 m-2 辺り通常
3µA（水中）

±0.2

±0.12 m (±0.4 ft)
±0.3 m (±1 ft)

±0.003 m (±0.01 ft)

読取値の±15%または0.05 mg/L、
どちらか大きい方
Redox標準溶液で±20 mV

読取値の±1%または0.1 ppt、
どちらか大きい方

読取値の±10%または2 mg/L、
どちらか大きい方

読取値の±10%または2 mg/L、
どちらか大きい方

読取値の±15%または5 mg/L、
どちらか大きい方
読取値の±2%または0.3 NTU、

読取値の±5%または±1 µg/L、
どちらか大きい方

線形性
R2 > ローダミンの連続希釈法に対して0.9999
0～500 µg/LのWT溶液

線形性
R2 = ローダミンの連続希釈法に対して0.9999
0～400 µg/LのWT

R2 = ローダミンの連続希釈法に対して0.9999
0～8 µg/LのWT
安定性
1年で<±2%の変化

# 光学プローブの深さ評価は、61 m (200フィート)です。銅合金プローブハウジング付き防汚光学プローブ用の深さ評価は200 m(656フィート)です。*
淡水のみ。15.2 m (50フィート)の最大深さ評価。
+ 特定のコンダクタンス(25°
Cに伝導性を補正)、抵抗性, および総溶解固形分の報告出力もまた提供されます。これらの数値は、Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水の検査のための標準的な方法)(1989年版)のアルゴリズムに従って、伝導性から自動的
に計算されます。** 精度の仕様を維持するには、
フローは少なくとも500 mL/分である必要があり、平均pHが8.5～9.3の場合、pHは±0.3以上変化が
あってはいけません。++ ハプト藻のモノカルチャーとクロロフィルaの蛍光分析による抽出を使用して決定された仕様。実際の検出限界は、
自然の
藻群により異なります。§ アオコの栽培から推定。 §§ シアノバクテリアの栽培から推定。
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自動水質監視・制御ユニット
5500

5500 MultiDO

特長：

MultiDOモニタリング
及び管理
水産養殖システム用に特別に設計され
た、YSI5500とAquaManager®ソフトウェ
アにより、
プロセス管理、警報、およびデ
ータ管理を一元化することができます。
簡単に複数のタンクまたはいけすの溶
存酸素を監視でき、ネットワーク機能に
より世界中のどこからでも本格的な養殖
管理を行うこと可能です。

•
•

４Ch型

•

イベントロガーには、キャリブレーショ
ンデータ、状況の良し悪し等を記録可

•
•
•
•
•

蛍光式DO連続モニター

イーサネットTCP/IP通信によるネット
ワーク構築により 複数台の5500機
器を一元管理

Feed Smartソフトウェアによる条件付
き給餌タイマー付属
6ch外部アナログ入力を持ち、pH等の
アナログ計器を接続することが可能
８ch接点リレー出力を持ち、得られた
計測値による外部機器のOn/Offコン
トロールが可能
バックライト付グラフィックLCDによ
り、素早い、確実なシステム状況の確
認が可能
プラッグアンドプレイ機能により、容
易に設置及び管理が可能、ユーザによ
る拡張も可能

養殖用 蛍光式DO 自動監視・制御システム
YSI 5500D
溶存酸素

4ch蛍光式DO電極システム

測定範囲

（蛍光式）

分解能

（0 ～ 200％）
（0 ～ 20mg/L）

精度

（200 ～ 500
％）
（20 ～
50mg/L）

0.1％空気飽和；0.01 ㎎ /L または0.1 ㎎ /L
（自動で測定範囲認識）
測定値の±1％又は空気飽和の±1％いずれか大きい
方；±0.1mg/L または測定値の
±1％のいずれか大きい方． 測定値の±10％

応答速度
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0 ～ 500％空気飽和；0 ～ 50 ㎎ /L

25 秒で測定最終表示値の90% 表示；
45 秒で95％（撹拌無での標準応答速度；サンプル水撹拌で
の流速により標準的な応答速度は向上します）

温度

測定範囲: 0 ～ 45℃; 分解能: 0.1℃; 精度: ±0.2℃

コミュニケー
ションポート

RS485、 RS232 標準； イーサネット ワイヤレス オプション

メモリー
/ ロギング

不揮発性メモリー；2000 データ、1250 リレー／アラーム、1000 入力/ 変更と
500GLP データ記録

入力（インプット） １～４個のDO プローブ入力

※モデルにより異なります．

寸法

奥行12.1cm

高さ：16.5cm

長さ：21.6cm

Oxix®トランスミッター
光学式溶存酸素（DO）計

メンテナンスが最小のセンサー

優れた検出技術

Oxix®トランスミッターは、最新型の電子
コンバータとの通信が可能な、ユニーク
な光学式溶存酸素（DO）測定システム
です。DO測定用システムでは、Oxix®の
機能と性能に比類するものはありませ
ん。Oxix®はプロセス中または排水中の
DOの測定に最適です。Oxix®センサーは
取り替えが必要なメンブレン膜や、環境
汚染の原因となる薬品も一切を使用せ
ず、校正は必要であるとしてもわずかで
す。
時間設定されているコンバータのリレ
ーは、バルブをアクティブにしてセンサ
ーの光学ウィンドウを自動的にクリーニ
ングするので、実質上システムのメンテ
ナンスが不要になります。

Oxix®光学センサーは酸素を消耗しませ
ん。センサーは、特定波長の光源を内蔵
し、特殊化合物をゲル基材中に分散さ
せたものを含有するメンブレン膜の裏
側に光を照射します。
光がゲルに到達すると、蛍光プロセスが
始まり、センサーは溶存酸素（DO）量に
比例した蛍光発光を検出します。検出に
よって生成された信号はコンバータに
送信され、
アナログ4～20 mA出力信号
への線形処理と計算が行われます。
センサーの測定範囲は0～25 mg/lで、
分解能は0.01 mg/l、精度は1 %未満ま
たは0.02 mg/lです。温度範囲は0～50℃
です。Oxix®センサーのデジタル信号は
高度な通信技術を使用しているので、セ
ンサーとコンバータの間では最長600
mのケーブルが使用できます。

マルチタスク可能なディスプレイ
センサーをOxix®コンバータに接続すると、0.01 mg/lの分解能、0～25 mg/lの範囲で測
定値が直ちに表示されます。
Oxix®のディスプレイには、30,000件のタイムスタンプ付きの測定値を記録可能なデー
タロガーが内蔵されています。データはディスプレイのUSBポートまたはBluetooth®を
使用して、csvファイルフォーマットでPCに送信されます

Oxix センサー

Oxix®コンバータ

測定範囲：

溶存酸素（DO）0～25 mg/l（0～25 ppm）

分解能：

0.02 mg/l

動作原理：

光学蛍光

応答速度（t90）
：

1秒未満

寸法：

50 mm（直径）× 130 mm

材質：

エポキシ、
シリコンおよびPU、PVC 316 SS

ケーブル：

4 x 0.34 mm 2、Ø 5.0 mm

ケーブル長標準：

10 m

デジタル出力：

ポテンシャルフリーのメカニカルリレー1ch（
最大50 V DC / 1 A）

入力：
アナログ出力：

RS 485
アクティブ4～20 mA、
ガルバニック絶縁（最大
800 Ω）

光学絶縁リレー:

MOSFETリレー1ch（最大50 VAC / V DC / 120
mA）

デジタル入力：

フラッシングおよびアラームリセットのアクテ
ィブ化

通信：

Modbus® RTUモード、9600 bps、2線式RS 485、
スレーブモード

インターフェー
ス：

ディスプレイユニットまたはPLCとの通信に
RS 485

材質：

ポリカーボネート、
ガラス強化
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SuSix®センサー
濁度＆SS（浮遊物質）計

マルチクロスビーム検出
のための光学系

通信機能を持った
コンバータ

高品質、高信頼性
SuSix®は、濁度とSS(浮遊物質)の測定
で、それぞれ選択されたパターンで赤
外線ビームを制御・誘導する、指向性
に優れた光学素子を採用しています。
特許取得済みのアルゴリズムを使用す
る高度な光学システムは、神経論理学
を採用し、確実で安定した測定を行い
ます。センサーには診断機能が組み込
まれているので、高品質で正確な測定
を継続することが可能です。アルゴリ
ズムは光学素子に付着する沈殿物や液
体内の気泡の補正も行われます。

SuSix®には直感的にナビゲーションで
きる論理的なメニュー構造がありま
す。ユーザーインターフェースは携帯
電話のような構成で、異なる表示言語
にも対応できます。USB 接続を行う
と、各種設定、データロガーからのデ
ータ、PCからのソフトウェアアップグ
レードを転送できます。
SuSix®コンバータには4～20 mA出力
が1ch、制御とアラームのためのリレ
ー出力が2ch、測定レンジ、リニアリ
ゼーション、アラームのキャンセルを
変更するためのデジタル入力が1chあ
ります。

１台のセンサーとトランスミッターで
広い測定範囲をカバー

•

1台のセンサーで、極めて広い測定範
囲をカバーできるため、清浄な飲料
水、地表水、排水から、下水処理場か
らの活性スラッジまたは返送汚泥中の
浮遊物質に至るまで、測定できます。

•
•

•

SuSix®センサー
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アラームはポップアップウィンド
ウに表示され、アラームログに保
存されます。
SuSix®の表示は、必要な値を示す
ようにユーザー設定が可能です。
SuSix®は他のSuSix®やMJKユニット
で構成されるネットワークの一部
となることができ、最大4ユニット
までディスプレイを共有すること
ができます。
Modbus®通信プロトコルよっ
て、PLCユニット、SCADA、遠隔
測定シスムに直接接続できます。

SuSix®コンバータ

測定範囲：

濁度
SS（浮遊物質）

測定原理：

吸光度計測法：パルス赤外線方式
6ch光学電極法

トランスミッター出力：

RS 485

電源：

コンバータから

筐体材質：
クリーニング：

入力：
アナログ出力：

RS 485
アクティブ4～20 mA 1ch、
ガルバニック絶縁
（最大800 Ω）

デジタル出力：

電圧フリーのメカニカルリレー1ch
最大(50 V DC / 1 A)
光学絶縁されたMOSFETリレー1ch
最大（50 VAC / V DC / 120 mA）

IP68

デジタル入力：

レンジ変更、
リニアライズ、
アラームキャンセル用

メカニカルワイパー（オプション）

通信：

Modbus® RTUモード
9600bps、2線式RS 485、
スレーブモード

インターフェース：

ディスプレイユニットまたはPLCとの通信にRS 485

pHix®コンパクト

pH－ORP－温度トランスミッター

PHix®コンパクト
pHix®コンパクトは、電極、トランス
ミッター、取り付け器具が１ユニット
に備わり、設置とメンテナンスが容易
な、斬新かつ画期的なpH／ORPトラン
スミッターです。
pHix®コンパクトのユニークな設計に
より、高インピーダンス電極接続と特
殊なハードウェアの取り付けが不要に
なりました。
pHix®コンパクトの電気接続は非常に
簡単で、必要な接続はループ電源で稼
働するディスプレイと12～30 V DC電
源のみです。
pHix®コンパクトは、開水路およびタ
ンク内の液中に浸水させて測定を行う
ことができます。パイプ内での測定に

仕様

は、pHix®コンパクトは2インチ径のパ
イプＴ字部に取り付け可能です。また
pHix®コンパクトはIP68クラスの筐体
を採用し、1 bar / 10 mWGの静圧への
耐性があります。
pHix®コンパクトはpH もしくは ORP用
の4～20 mA出力、またはPLCやインジ
ケータに直接接続できる、pHと温度
両方用のガルバニック絶縁4～20 mA
2ch出力が適用可能です。
すべてのパラメータは4～20 mA信号
を介してHART®通信で設定できます。
廃水処理
pH値は高すぎても、 低すぎても処理
場の細菌処理に影響します。放流水の
pH値は、環境規制に準拠するために
も確認する必要があります。

レドックス電極の仕様

電源：

12～30 V DC、2線式ループ電源。

電極方式：

白金電極連結二重液絡式

温度範囲：

- 20 … + 80 ℃

比較電極液絡部：

焼結PTFE

材質：

PPS (Ryton®)

pH> 2 x 1012 Ωt
入力インピーダンス：
リファレンス> 2 x 108 Ω
測定範囲：

0～14 pH (-1000 … +1000 mV)

出力：

ガルバニック絶縁4～20 mA 1 or 2ch

通信：

HART®プロトコル

比較電極方式：

KClゲル、二重液絡構造

インピーダンス：

50MΩ/ 25 ℃

推定寿命：

1～2年、処理状況によって 異なる

pH電極の仕様
電極方式：

平面ガラスメンブレン連結二重液絡式

pHガラス：

低インピーダンス

比較電極液絡部：

焼結PTFE

比較電極方式：

KClゲル、二重液絡構造

インピーダンス：

50 MΩ/ 25 ℃

推定寿命：

1～2年、処理状況によって異なる
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FSS & WS705 / WS755
— サンプリングシステム

FSS — サンプリングシステム

WS705 / WS755

このユニークな水モニタリングシステムには、使用が簡単で軽量なコンポジット/個別
採水器、開水路フローモニター、Windows™とWindows™ CEの両方に互換するデータ
記録計付きデュアルディスプレイおよび出力が装備されています。
システムには、簡単
で柔軟に使用できるようにプリセットされた20種類以上人工水路および堰の表を内蔵
しています。ペリスターポンプはサンプルのコンタミネーションを防ぎます。FSSはポー
タブルで、流れをモニタリングする場合など、流量に基づいてサンプルを採集するよう
に簡単に設定できます。

Global WaterのWS705シングルボトル
とWS755デュアルボトルのサンプラー
は、
さまざまなサンプリングの条件に応
えるべく、必要となるすべての機能を備
えています。
どちらのモデルも多数の地
表水での用途に使用でき、河川や水路
でのサンプリングに最適です。

アクセサリー& 部品
• 00-010スペア12Vゲルセルバッテリー

特長

•
•
•
•
•

•

FE0400バッテリー充電器
00-835* 1ガロンガラスボトル

•

CA0600ステンレス鋼吸い込みストレーナ

•

00-546サクションホース、1ft毎
00-744ペリスターポンプ管、1ft毎

•
•

* バッテリーを取り外さない場合、サンプラーケース
に使用できるガラスボトルは1つのみ

耐久性：丈夫なホイールと格納可能
な ハンドル付き
向上したバッテリー寿命：
高性能バッテリー充電器付き
バッテリーコンパートメント
過酷な環境に対応する堅牢な構造

筐体：

UV保護PVC

スタンバイ：

3ヶ月は両ポンプの能力に十分な電力を保持

ボトル：

1ガロンポリエチレン2個

起動ディレイ：

0～12時間で16種類の時間設定

ピックアップホース：

4.6 mの強化PVC(内径1/4in.ポリエチレンチ
ューブ、20メッシュ吸入ストレーナと脱着コ
ネクター)

コンポジット
サンプル間隔：

5分～12時間で15種類の時間設定と外部トリ
ガーモード設定

ポンプチューブ：

Norprene内径1/4in.、外径7/16in.サンプル
ポンプ：

サンプルサイズ：

50 ｍｌ～2リットルで15種類のサンプルサイ
ズとフルボトル個別設定
（4ft.揚程での概算サイズ）

流速：

4ft.揚程で1,000 ml/分

タイプ：

ペリスター型

外部トリガー入力：

最小パルス幅250ミリ秒
（スイッチクロージャまたは4～30 VDC）

最大揚程：

6m

パルス出力：

バッテリー：

充電式5 AHゲルセル

5 VDC 1秒パルス
（1000オーム出力インピーダンス）

ボトルスイッチ入力：

スイッチクロージャ入力
（ ボトル内のフロートスイッチ）

バッテリー寿命：
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持ち運びに簡単：すばやく取外して、
筐体内に保管できるピックアップ
ホース

ポンプ1個の連続稼働：

最長1時間

ポンプ2個の連続稼働：

最長½時間

雨および水センサー：

オプションの湿度センサーまたは
スイッチクロージャ入力

内部ヒューズ：

10Aスローブロー

充電器：

18 VDC調整スイッチング電源、
330 mA 6W、2.1 mmコネクタ

本体サイズ：

56x45.7x25.4 cm（高さ x 幅 x 奥行き）

重量：

13.6 kg（配送時重量は14.5 kg）

WQS水質サンプリングシステム
WQMS水質測定システム

WQS水質 サンプリングシステム
このユニークなポータブル水質サンプラーには、使用が簡単で軽量なコンポジット/
個別採水器、デュアルリレー出力付きの水質プロセスコントローラ、Windows™と
Windows™ CEに互換するデータ記録計が装備されています。センサーパラメータに基
づいて容易にセットアップできるWQSは水質に問題のあるエリアの識別や、水位や天
候によってサンプル採集をトリガするのに最適です。

WQSの特長

•
•
•
•
•

ユーザーがセンサータイプを選択できる使用が簡単な4ボタンインターフェース
過酷な環境に対応する堅牢な構造

コンポジットサンプリングのための拡張可能な水質トリガー
水質サンプラーデータ記録計は
Windows対応

WQMS水質測定システム
完全に統合され、使用が容易で経済的なシステムで、複数の水質パラメータの測定
が可能。マルチチャンネルデータロガー（アナログ7chおよびデジタル2ch）により水
温、pH、電導度、溶存酸素（DO）測定用の堅牢な4～20 mA水質センサー4台のデータ
記録が可能。
また、追加のパラメータとして、最大3台のアナログセンサー、および最大2
台のデジタルセンサーを接続可能。
WQMSの特長

•
•
•
•
•
•
•

温度、DO、pH、電導度に加え、5つの追加パラメータを 同時測定
高性能で堅牢なセンサー

遠隔地での使用に適したバッテリー式

ユーザーフレンドリーなWindows™およびWindows CEベースのPDAソフトウェアが
付属
4種類のサンプルモード：時限、10回/秒、対数、
コンポジットイベントサンプル
USBとシリアル通信ポートの両方が使用可能
堅牢で施錠可能な耐候性筐体
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圧力変換式水位計

WL16ロガー & WL400 / 450 水位トランスミッター

WL16 水位ロガー 堅牢圧力センサー
WL16水位ロガー 堅牢圧力センサーを内蔵した水位計は、遠隔測定や水位や
圧力データの記録のため、データロガーと組み合わされました。WL16に付属
のはGlobal Logger IIソフトウェアにより、
リアルタイム計測、測定間隔と工学単
位の選択、
ステーションID設定、センサー校正を行うことができます。WL16は
小川、河川、湖、貯水池、湿地、池の測定に最適です。

•
•
•
•
•
•
•
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81,000以上の測定値が記録可能種類のユニークな記録オプション
防水

操作性に優れたソフトウェア
（付属）により、データの保管とオプション設定が容易
複数の水深レンジ

極めて正確な水位測定
作と設置が簡単

USBとシリアルによる通信オプション

圧力変換式水位計

WL16ロガー & WL400 / 450 水位トランスミッター

データロガー部

WL1６U

電源

9VDC アルカリ006P*2P

入力信号

アナログ4-20mA

サンプリングモード
固定時間間隔

１秒から１年 まで可変

高速モード

10Hzサンプリング

メモリー容量

81,759時系列データ

通信ポート

USB Type B

ハウジング

Dia. 45mm x L290mm

水位トランスミッター部

WL400

WL450

センサー外観

0-3’（0-0.9m）/ 0-15’（0-4.5m）/ 0-30’（0-9m）
0-60’（0-18m）/ 0-120’,（0-36m）0-250’（0-75m）

レンジ
水温センサー(オプション)
精度

-

0-50℃

±0.1%FS（一定温度下）
±0.2%FS（1.3～21.1℃）

±0.1%FS

動作温度
加圧限界

-10～80℃
フルスケールの２倍以内

フルスケールの２倍以内

4-20mA（2線式）

4-20mA（2線式）

10‐28VDC

10‐28VDC

センサーハウジング

304ステンレス
*チタンオプションあり

316Lステンレス, ポリアミド
*チタンオプションあり

センサー寸法・重量

φ20mm×L140mm

φ21mm×L95mm・450ｇ

ポリエステルエラストマー

ポリエステルエラストマー

ベントチューブ

ベントチューブ

5.8mm

5.8mm

出力
供給電圧

ケーブル
材質
大気圧補正機能
外径

45

Shuttle®センサー
超音波水位トランスミッター

用途に合わせて選べるセンサー
測定する水位が小型ダム、スラッジの堆積したホッパー、ポンプ枡、貯水池
のいずれであれ、MJKでは用途に合ったセンサーをご用意しています。
Shuttle®システムは0～10 mの小規模から、0～24 mまでの大規模な範囲が測
定できます。MJKのセンサーは、ビームの広がり角度を3°に抑えることによ
り、音波強度を集約させ、乱流や水面のデブリにも対応できるように設計さ
れています。そのため、込み合ったウエットウェルや側面への設置が可能で
す。
MJKの幅広いビームセンサーは、固体対象物のレベル測定と長距離での用途
に優れています。MJKのShuttle®センサーは爆発危険区域での使用が許可さ
れているFM防爆規格の承認を受けています。また、MJKでは薬品貯蔵タンク
用の耐薬ケミカルレジスタンスモデルもご用意しています。
必要な機能を余すところなく実現
内蔵キーパッドや18項目のステータスインジケータ付きの大型4桁LCDが完
全配備され、更に信号強度インジケータも装備されているので、他の装置を
追加する必要もなく、すべてのセットアップと調整を行うことができます。
水位閾値設定が可能な2chリレーを内蔵し、ポンプ切換制御を行い、アラー
ム信号を誘起することができます。
Shuttle®はデュアル電源なので、10～30 V DCまたは230 / 115 V ACで受電が
できます。mA出力は、システム値としてユーザーが選択できます。
高感度な学習機能により、エコーノイズや測定エラーが排除されます。ま
た、高度な自己診断と信号管理オプションにより、正確で信頼性の高い運用
を実現するための設定をピンポイントで行うことができます。

Shuttle®センサー
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Shuttle®コンバータ

液体の測定範囲：

0 ～ 10 cm から 0 ～ 25 m

測定精度：

0.2%以内

固体の測定範囲：

0 ～ 4 m から 0 ～ 10 m

入力：

超音波センサーから

アナログ出力：

アクティブ4～20mAガルバニック絶縁、
最大ループ抵抗500オーム

デジタル出力：

SPDTメカニカルリレー2ch。
（最大50V
DC / 1 A）

セットアップおよび調整：

フロントカバー下のキーパッドを使用

表示：

特大サイズの4桁LCD表示、18のステー
タスインジケータ付き

電源：

230/115 V AC、50 / 60 Hz ± 10 %およ
び10 ～ 30 V DC

消費量最大：

2W

周波数;：

30 kHz、40 kHz、50 kHz

温度範囲：

-20～+60°C

温度補償内蔵：

-20～+60°C

広がり角度：

3°
、6°
、7°

材料：

センサーモデルによって異なる。データシ
ート2.1を参照

筐体：

IP 68 / NEMA 6P（10 mの深度まで浸水
可能）

MagFlux電磁流量計

実証済みの信頼できる流量測定
MJK MagFlux®の流量計は高い精度、安定性、低メンテナンス性を兼ね備えてい
ます。可動部のない、直線形の流量計と自動クリーニング可能な電極で、実質上
メンテナンスフリーで、流量への影響も流量センサーによる圧力損失もありませ
ん。MagFlux®流量計は、広く実証・承認済のいる検出技術を使用して、加圧閉管
システムでの広範囲にわたる線形測定を行います。
極めて簡単なセンサーセットアップ
MJKの各センサーに固有な登録コードによって、計測処理部に必要なすべてのデー
タが供給されます。ほんの数秒で登録は完了し、センサーの特性と計測処理部は
完全に整合され、流量測定の開始準備が整います。
紛失や損傷の可能性のあるメモリーチップや、外部装置の接続の際、エラー要因
となり得る複雑な手順が必要となる他社システムと比べ、より安全に設定を行う
ことができます。MagFlux®センサーの方向は機器内部で設定されるので、センサ
ーを誤って逆に設置する可能性もありません。
クラス最高のデータロギングとネットワーキング
MagFlux®は、流量のグラフと、各データポイントの日付、時間、流量を示すオン
ボード電子チャート式記録計を採用した最初の流量計です。これは、データロギ
ング間隔をセットアップできるデータロガーによって実現しています。永久保存
用のデータをキャプチャするには、MagFlux®ディスプレイとMJK Field Linkフリ
ーウェアをUSBまたはBluetooth®（オプション）で接続をおこないます。グラフ
データだけでなく、PCのMS Excelで開くことができるCSVデータファイル（最大
160,000データ）も送信できます。
SCADAをご使用の場合は、MJKではレジスタとともにModbusプロトコルによる
RS-485通信を用意しているので、複数のMJK MagFlux®流量計を制御室からシー
ムレスに操作することもできます。MagFlux®が時代遅れになることはありませ
ん。USBポートで最新のソフトウェア、機能、異なる言語をPCからアップロード
することもできます。

MagFlux®センサー
取り付け：

筐体 材質：
電極 材質：
内蔵アース：
精度：

液体 温度：
周辺 温度：
筐体：

フランジまたはウエハー

塗装済の炭素鋼またはステンレス鋼ライニング硬
質ゴム、軟質ゴム、PTFE

ステンレス鋼1.4571（AISI 316）。ハステロイ、チタニ
ウム、白金は別注
DN 50以上

± 0.25%以内

-20～+150℃、
タイプによって異なる

-20～+60℃（コンバータがｾﾝｻｰ上に設定されてい
る場合）
-20～+80℃（コンバータが遠隔に設定されている
場合）

IP 67（ゲル埋め込みIP 68）/ NEMA 4X（ゲル埋め込
みNEMA 6P）

MagFlux®コンバータ
精度：

測定の± 0.1%（システム精度は± 0.25 %以内）

アナログ出力：

アクティブ4～20 mA 1つ、
ガルバニック絶縁（最大800
Ω）

入力：

デジタル出力：
デジタル入力：

MagFlux®センサーから

電圧フリーのメカニカルリレー1ch（最大50 V DC / 1 A）
光学絶縁リレー1ch（最大50 VAC / V DC / 120 mA）

デジタル入力1ch。最大30 V DC

通信：

Modbus® RTUモード、9600bps、2線式RS 485、
スレーブ
モード

データロガー：

160,000件のログを日付、時間、値、
日次合計とともに表示

インターフェース

ディスプレイユニットまたはPLCとの通信にRS 485

電源：
電力消費：

24 V AC、50 / 60 Hz ± 10 %または
10 ～ 30 V DCまたは230 / 115 V AC、50 / 60 Hz ± 10 %
最大：10 W
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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

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。
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。
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SonTek-IQ
優れたシステム拡張性
SonTek-IQ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

仕様

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。

SonTek-IQ
PLUS

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。

0.08 – 5.0 m

0.08–1.5 m

0.08 – 5.0 m

分割セル数

100層

1層

100層

セルサイズ

2 cm – 10 cm

水深追従
セル

2 cm – 10 cm

精度

SonTek-IQには、標準で取付冶具が付属しており、それを用い

固定するだけで設置は完了です。またSonTek-IQの消費電力は

±5m/s

分解能

簡易な現場インストレーション

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

Pipe

計測レンジ1

流速計測レンジ

ます。

SonTek-IQ

流速計測

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

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

SonTek-IQ

水深計測レンジ
（超音波計測）

0.0001m/s
計測値の±1%，
±0.5cm/s
0.05 - 5.0 m

0.05 – 1.5 m

0.05 - 5.0 m

水深
計測レンジ

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。

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
消費電力2

8-15 VDC
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

日本語対応ソフトウェア

(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
内部容量メモリー

4 GB
-

温度センサー

分解能/精度 ±0.01℃/±0.1℃

•

小水路のために独自開発された流量アルゴリズム

•

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

•

RS232, SDI-12, Modbus

動作温度環境

傾斜センサー

•

3.0 MHz

精度 ±1°

SonTek独自のSmart Pulse高解像計測技術

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
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SonTek RiverSurveyor

河川・水路調査のための画期的な製品
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

1.0MHz垂直ビーム
（水深計測）
4つの3.0MHz
流速用ビーム

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。

M9

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

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。

（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

特
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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。

SonTek RiverSurveyor

簡易かつ高精度なドップラー式３次元流速・流量計
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

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。

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！

RiverSurveyorLiveソフト
・モバイルで多言語表示
• 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、GPSVTG）。

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。

分割点観測（区間毎）

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。

RiverSurveyorStationay-Live
ソフト
・モバイル表示
• 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。

• 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。

日本語対応ソフトウェア
南アフリカ
日本

ブラジル

イギリス

インド

・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。
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SonTek HydroSurveyor

ADCP機器とソフトウェアによる流速と水底地形の３D計測のための実用的解決手法

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

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

ッケージとして、
また低コストで導入する

ッキング機能（GPSロスト時の対地速度

複雑なセットアップや、高価な機器、難

ことで、完全な調査のための包括的なデ

ことが可能です。

解なソフトウェアを用いる必要はありま
せん。

補完）が１つのパッケージに集約される

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

汎用性と迅速性

CastAway-CTDを併用することで、水中

機能により、複雑な計測調査でも専門的

可能です。
これにより、迅速で高精度な

トをセーブします。

音速補正を時間・空間的に内挿補間が

な解析ソフトを必要とせず、時間とコス

計測を実現します。

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 Suveyor 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 ボート取付治具
• Bluetooth/SS無線
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GPS内蔵
LCDディスプレイ付 携帯型CTD計
概要

CastAwayCTDは、温度、電気伝導度、塩
分、水深を瞬時にプロファイル可能な、世
界初の携帯型投げ込み式CTD計です。
埠頭、橋、
または船上などから、短時間に
信頼性の高いデータを収集することがで
きます。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堅
牢で可搬性に優れたCTD計です。
タッチ操作のスタイラスペンで3回タップ
し、CastAwayCTDを水中に投げ入れて
引き上げるだけで、容易に水深、電導度、
水温、塩分、及び密度が測定できます。
内蔵のLCD画面により、セットアップデー
タや取得データを即時に表示確認でき
ます。内蔵GPSにより、各投入時と引き上
げ時の位置と時間が内部レコーダーに
記録されるため、計測地点を野帳に記入
する必要がありません。

C T D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、
地図上に計測地点の位置をプロットしま
す。CTDデータ、GPS情報、分布の比較を
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。

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。

範 囲

分解能

精 度

Measured or Derived

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

0 to 250,000 µS/cm

1µS/cm

± 0.25% ±5 µS/cm

EOS805

電導度 :

特定の導電率 :
GPS :

10 m
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FlowTracker2

携帯音響ドップラー速度計 (ADV®)

新しいFlowTracker2（FT2）携帯音響ドップラー速度計（ADV®）には、
初機のFlowTracker で信頼を受けている全てのテクノロジーと共に、
現在、FlowTrackerを使用している水文観測者、研究者と科学者からの
フィードバックと評価に基づく、機能的で近代化された特徴があります
（少し例を挙げれば、
ブルートゥース、GPS、大カラースクリーンなど）。

FlowTracker2の革新性

FT2のいくつかの大きな特徴的改善は、
現場ユーザーの要望から行われました。
時間の節約、失敗のない特徴は、以下に
あります：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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日本語に対応

常時、バッテリー残量アイコンをスク
リーン表示。予備カートリッジを準備
し、測定中の交換でもデータ損失が
ありません

テンプレートの設定と保存－現場ごと
に、データ再入力の必要がありません

内臓GPSによる自動測定位置入力、
あるいは、手入力の選択ができます

交換可能なプローブとハンドヘル
ド－機関チーム内で、そして、サービ
スに発送中にも柔軟に対応できます

改善されたADV音響技術：より高速
なピング、低雑音とより良い標準偏差
エラー

オプション

10mまでケーブル長をカスタマイズで
きる拡張ケーブルと、分離できる
プローブ

2-D / 3-D
ADV プローブ

ブルートゥース、
または、USBインター
フェースによるPC接続
ビープ音による警告および通知

流速レンジ :

±0.001 to 4.0 m/s (0.003 to 13 ft/s)

GPS

流速分解能 :

0.0001 m/s (0.0003 ft/s)

- 水平位置精度

<2.5 m (8.2 ft)

流速精度 :

測定流速の±1% or 0.25 cm/s

周波数 :

10.0 MHz

- 周波数

L1 (1.575 MHz), SBAS補正
(WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)

測定位置 :

10 cm (3.93 in) 中心トランスデューサから

- Cold Start

<38 seconds

最小測定水深 :

0.02 m (0.79 in)

LCD - 解像度

320 X 240 TFT Transmissive

特長：

タイマー、電池残量警告

ブルートゥース

Class 2, 通信距離 = 10 m (33 ft)

水温センサー :

分解能：0.01℃, 精度：0.1℃

USB

Micro USB, IP-67

傾斜センサー :

精度：1.0°

分解能：0.01℃, 精度：0.1℃

通信プロトコル :

RS-232

プローブ
インターフェース

動作/保管温度 :

-20℃ ～ 50℃

- データ出力

RS-232

- データ容量

16 GB：最大 10,000 流量データ、
最大 10,000,000 流速データ

FP111、FP211、FP311フロープローブ
高精度流速用

高精度流速（流量）電極で、小川、河川、水路、雨水/農業排水などの広範な
地表水での用途で流量を測定します。ユニークなターボプロペラセンサー
は流速計測に使用できる最も精度の高い容積式技術を採用しています。
フロープローブハンドルには、3.7～6ft.（FP111）、5.5～15ft.（FP211）、2.5
～5.5ft.（FP311）の3種類の長さがあります。

簡単な流量測定

Global Waterのフロープローブですばやく
簡単に流水測定。 流量はV（平均流速） x A
（断面積）= Q（流量）で求めます。
円形パイプ内の水の断面積（A）は、水深を
測定し、フロープローブのマニュアルに記載
されている計算表を使用して算出します。小
川や河川の断面積を求めるには、岸からの
距離と小川のさまざまな点での水深を測定
して水路断面プロファイルを作成します。こ
の測定は方眼紙に図を描いて記録すると容
易にできます。
フロープローブでは小川の平均流速（V）を
求める2つのユニークな方法が使用できま
す。1つめは小さな水路やパイプに使用し、

安定した平均値が表示されるまで水流内で
プローブをゆっくり滑らかに動かします。こ
の測定値は流れの真の平均流速です。2つ
めはより大きな水路や河川に使用し、小川
を2～3ftの幅に分割します。この際、分割し
た小川を水路プロファイルに描き、参照基準
を得るために水路に側線を張ることを推奨
します。安定した測定値が示されるまで水
面から水底まで垂直にプローブを繰り返
し移動させて、各区分中央での平均流速
を求めます。平均流速を区分の面積で掛
けると、各区分の流量が求められます。す
べての区分の流量を合計すると、合計流
量が算出されます。

レンジ：

0.3～19.9 FPS（0.1～6.1 MPS）

精度：

0.1 FPS

平均化処理：

デジタル平均。毎秒更新。

ディスプレイ：

LCD、
グレアおよびUV保護

制御：

4ボタン

データロガー:

30データセット記録（最小値、最大値、平均値）

特長：

タイマー、電池残量警告

センサータイプ：

磁気ピックアップで保護されたターボプロッププロペラ。

重量：

装置：0.9 kg（FP111）、1.4 kg（FP211）、1.3kg（FP311）
配送時：5.9 kg（FP111）、10.4 kg（FP211）、8.6 kg（FP311）
延長可能な長さ：1.1～1.8 m（FP111)、1.7～4.6 m（FP211）、0.76～1.7
m（FP311）

材質：

0.3～19.9 FPS（0.1～6.1 MPS）

特長
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ft/secまたはm /secのデジタル表示

事後解析のための30データセットの記録
防滴デジタルコンピュータ

非常に正確で簡単な流量測定

異物の影響を受けにくいターボプロペラ
軽量、堅牢かつ高い信頼性
水位標付き伸縮ハンドル

保管に便利なパッド付きキャリーケース
CE認証

1990年以来世界の水理専門家による使用実績

プローブ：ステンレス鋼耐水ベアリング付きPVCおよび陽極酸化アルミ
ナ
表示器：

ポリエステルオーバーレイ付きABS/ポリカーボネート筐体

消費電力：

内蔵リチウムバッテリー、通常の使用で寿命は約5年、交換不可能

自動停止：

無動作5分後

稼働温度：

-20～70 ℃

保管温度：

-30～80 ℃

キャリーケース：

フロープローブにはパッド付きキャリーケースが付属。

承認：

CE認証
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ADV Family
16 MHz MicroADV

16MHrz Micro ADV 0.09cc以下の計
測対象容積と50Hz以上のサンプリ
ングレートにより、微流速と渦を捉え
る研究室用測器として理想 的です。

10 MHz ADV

5 MHz ADVOcean

10MHrzADV研究室と現場の両方に
利用できる堅牢構造は、ADVが広範
な応用において多機能性と信頼性
を持っているということを証明して
います。

5MHrzADVOcean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。

16MHz
MicroADV

10MHz
ADV

5MHz
ADVOcean

サンプリングレート(Hz)

0.1～50

0.1～25

0.1～25

計測対象容積(cc)

0.09

0.25

2.0

計測対象までの距離(cm)

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
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)

＜オプション＞

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°
供給電源：12～24VDC

電源:

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ともに一貫生産されます。
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Argonaut®-ADV Ocean

Argonaut®-ADV

MicroADV

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。

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。

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。

SonTek-SL(3G)シリーズ
簡単・高性能・洗練されたデザイン
SonTek-SL(別名サイドルッカーまたは
「SL」)は、開 水 路 における流 速と水
位を簡 単 に測 定 可 能 なシステムとし
て開発され、長期観測用ソリューショ
ンとして世界中のユーザーから高い支
持を得ています。今回新たに独自機能
のSmar tPulseHD®を搭載した(3G)モ
デルが2機種 追加されました。付属の
アクセサリー、取付用オプション、ソフ
トウェア、各 種 統 合フォーマットによ
り、SonTek-SLはあらゆるアプリケーシ
ョンに対応します。

SLは橋梁、水路側壁、川岸への側面設置
が可能なよう特別に設計されており、洗
練された小型デザインのため設置も簡
単です。3つの機種からお選びいただく
ことで、飛び越えられるほどの狭い水路
から、
アマゾン川のような大河にいたる
まで、様々な環境に対応します。超ナロ
ービームと不整合なサイドローブ抑制
を併用することで、水面と水底の境界に
よる干渉を受けることなく、水平方向に
最大限のレンジを得るために必要な高
性能な音響指向性を実現しています。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

人工水路、自然水路
河川の流量観測
湾港
用水路
小河川
上水道
水力
雨水
都市用水
河口

特徴

効果

流速・水位測定

流速、水位、流量、全容積など複数のパラメータを1台の計器で簡単に測定できます。流速データの音
響ドップラープロファイルと音響水位により、最高レベルの測定精度と信頼性を実現します。

SmartPulseHD®
*(3Gモデルのみ)*特許申請中

スマートアルゴリズムにより水深、
プロファイル範囲、流速、乱流レベルを認識し、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、計測を最適化します。
高分解能設計によりセルサイズ4cmに対応。

コンパクトな流体力学設計

大幅な軽量化により運搬・設置も簡単に行えます。
スリムな形状で汚れにくく、
メンテナンスの手間を
軽減できるほか、
より広範囲のエリアでサンプルを採集でき、狭い場所でも使用できます。

流速プロファイル

カスタマイズ可能で柔軟性に優れた設定オプションにより、様々なアプリケーションに対応します。3G
モデルでは128セルに対応し、高解像度化と詳細なプロファイリングを実現しています。

音響・水圧「二重」水位測定
(3Gモデルのみ)

鉛直方向の音響ビームと圧力センサーが、水位の二重測定だけでなく、常に自己診断を行い、圧力デ
ータを自動補正して大気圧のオフセットを最小限に留めます。

波スペクトルオプション

内蔵圧力センサーが、波高と波周期をリアルタイムに計算し、出力します。

スマートソフトウェア

SonTek-SLの各モデルには、業界トップ
クラスの機能性と使いやすさを誇る各
種Windowsソフトウェアパッケージが
付属します。流速インデックスの作成お
よび流量評価に特化したFlowPackソフ
トウェアでは、常に精度の高いデータに
基づきプロ仕様のレポートを簡単に作
成できます。
水位・断面積の関係式の自動作成と最
適な流速インデックス方程式の選定に
より、全体の評価分析をわずか数分で
完了できます。データは、SonTek製の計
器やその他のデバイスなど様々なリソ
ースから取り込めます。
3Gモデルでは、SonTek-SLの「SmartPage」により1つのウィンドウで効率的に設定・データの
閲覧が行えます。 流速インデックスの作成、流量評価に特化したFlowPackソフトウェア。
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Argonaut-SL Side Looking
SonTek-SL500：河川や湾港での
使用に適した長距離レンジモデル

SonTek-SL1500(3G)：幅広い用途
に対応可能な中距離レンジモデル

SonTek-SL3000(3G)：多彩な
ニーズに対応するコンパクトモデル

信頼性に定評のあるSL500は、橋脚や岸
壁に設置するため、
ダイバーやボートを
使用することなく水路中央部のデータを
収集でき、メンテナンスやアクセスも容
易です。軽量で取り扱い易いため、他の
類似製品よりも設置し易く、かつ水平方
向の計測レンジは最大120m(400ft)まで
対応します。本製品は特に以下の用途に
適しています。

SmartPulseHD®を搭載しスリムなデザ
インが特徴のSL1500(3G)は、最も汎用
性に優れたシステムです。水平方向のプ
ロファイリングを、0.2～20m(0.7～66ft)
の 範 囲で 高 品 質 のデ ータを収 集しま
す。SmartPulseHD技術をサイドルッキ
ング方式で採用したことにより、計測条
件が変化する環境でも最高レベルのデ
ータ品質と分解能を実現します。本製品
は特に以下の用途に適しています。

SL3000(3G)は、価格も手頃な業界最小・
最軽量のサイドルッキング・ドップラー
プロファイラです。幅0.5m(1.6ft)の水路
にも取付可能で、少量のサンプル採集
にも対応します。セルサイズ4cmに対応
し、最高レベルの分解能を実現します。
限られたスペースでも、川岸や側壁など
の構造物付近に設置し、精度の高いデ
ータを収集できます。本製品は特に以下
の用途に適しています。

•
•

•
•

•
•
•

大河川、河口、大水路
湾港の安全確保、船舶の運航、気象
の定点観測のため、橋梁や岸壁に
設置し潮流をモニタリング
洋上プラットフォーム

•

河川、小川、水路、用水路、側溝
流れが遅い(または流れがない)環
境や逆流が発生する環境で抜群の
性能を発揮
アクセスが容易でプラントの稼働
を妨げない場所への設置が求めら
れる、水力発電・雨水処理・都市用
水施設

3.0MHz

1.5MHz

500KHz

測定距離範囲:

0.1～5.0m

0.2～20m

1.5～120m

水位:

0.1～5m

0.15～10m

0.2～18m

重量：

0.3Kg
（水
1.2Kg
（空中）
、
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

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℃

分解能：

電池：外部電池パック
＜オプション＞

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:
耐水深：
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電圧::7-15 VDC
消費電力: 0.5～0.7W（3.0/1.5MHz） 0.7～1.0W（500kHz）
30m

小河川、小水路、用水取水口、側溝
流れが遅い(または流れがない)環
境や逆流が発生する環境で抜群の
性能を発揮
アクセスが容易でプラントの稼働
を妨げない場所への設置が求めら
れる、水力発電・雨水処理・都市用
水施設

•

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

Argonaut XR
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。
手頃な価格の使いやすい流速プロファイラー

3.0MHz

1.5MHz

750KHz

測定距離範囲：

6.0 m (20.0 ft)

20.0 m (66.0 ft)

40.0m (131.0 ft)

最小セル：

0.2 m (0.6 ft)

重量：

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℃

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

0.8 m (2.5 ft)

電池：外部電池パック

オプション・特徴
•
•
•

0.4 m (1.2 ft)

通信インターフェース：RS422（ケーブル長約1500m迄）
＜オプション＞

通信インターフェース：RS485(複数使用 約1500m 迄)
通信インターフェース：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:
耐水深：

電圧：12～24VDC
消費電力：0.2-0.3W
200m

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。

59

ADP/Mini ADP
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、500KHｚ、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。
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。

特徴
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•
•

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。

•
•
•

固定計測、移動計測など様々な計測が可能です。

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）。
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)。

ADP/Mini ADP
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。

測定距離範囲
セル数

1.5MHz mini

1.0MHz

500khrz

250KHz

15-25 m

25-35 m

70-120 m

160-180 m

～100セル

～100セル

～100セル

～100セル

2.5Kg
（空中）
、
-0.3Kg
（水中）

重量

2.5Kg
（空中）
、
-0.3Kg
（水中）

分解能：±0.01℃
精度：±0.1℃ v

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

水温:

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＞

通信インターフェース

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℃）
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%

外部センサー：

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。
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RCM BLUE ドップラー流向流速計
RCM BlueはBluetoothを使用してパソコンと通信し各種設定・デ
ータ回収が可能です。頑丈で自記記録式の最新型の流向流速計
です。RCM Blueは海水・淡水で計測が可能です。最大70Ahのバ
ッテリーが収納可能です。
特長
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

内部データ記憶
Bluetoothによる各種設定・データ回収
最大70Ahのバッテリー収納可能
装置状態を示す外部LED
各種設定とデータ回収用のソフトウェア
とBluetoothアダプタ付属
ユニークなZPulseマルチ周波数音響技
術でデータ品質・サンプリング
の向上、電力消費を軽減します。
内蔵コンパスとチルトセンサーにより
補正
高速サンプリング速度
低消費電力
付着物への耐久性
メンテナンスの低減

RCM Blueは自記記録可能で、水温も測
定できる流向流速計です。
ドップラー流速センサーは、実証済みの
SeaGuardZPulseセンサーのアップグレ
ードバージョンです。装置の各種設定と
データ回収はBluetoothを介して行われ
るので、耐圧ケースを開く必要がありま
せん。
DCSセンサーは後方散乱音響ドップラ
ー原理に基づいています。DCSには、各
直交軸に2つのトランスデューサがあり
ます。そのため、DCSは各軸で両方向の
測定ができ、前方へのping機能を有効
にした際のセンサー自体と係留ライン
周辺の渦流速の干渉を受けません。各
軸の1つのトランスデューサは短い超音
波パルスを同時に発信します（各記録間
隔に50～600のping）。
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同じトランスデューサは後方散乱信号を
水中の粒子から受信します。
これがチル
ト補正された直交するxとyの流速成分
になり水平流速成分が得られます。北方
と東方の流速成分はxとyの成分流速と
内蔵のソリッドステート電子コンパスか
らの方位を基に計算されます。
センサーはこれらの2成分測定の一部を
使用して、北方と東方の平均流速成分と
ベクトル平均された絶対値流速と絶対
値流向を最終的に計算します。

RCM BLUE ドップラー仕様
記録システム：

内部データ記憶

ストレージ容量：

標準1GB

バッテリー：

2つのバッテリー収納部

アルカリ3988：

9V、
15Ah

リチウム3908：

7V、
35Ah

記録間隔：

2秒～2時間

耐水深：

300m

材質・仕上げ：

PUR、
POM、
PET、
エポキシ
樹脂コーティングチタニウム

サイズ:
重量：

高さ：356mm
大気中
7.0kg

外径：139mm
水中
1.7kg

供給電圧：

6～30 V

使用温度範囲：

-5～+50℃
流速：
（ベクトル平均）

範囲：

0～300cm/s

分解能：

0.1mm/s

精度：

±0.15cm/s

相対：

測定値の± 1%

統計的分散（標準）
：

0.3cm/s
（ZPulseモード）
、
0.45cm/s1）

流向：
範囲：

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°

温度：

範囲：

-5℃～ +40℃

分解能：

0.01℃

精度：

0.05℃

応答時間（63%）
：

< 3秒

チルト：
範囲：

0-50°

分解能：

0.01°

精度：

±1.5°

コンパス：
分解能：

0.01°

精度：

±3°

音響：

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°

設置距離：

付属アクセサリー：

水面から 0.75 m
海底から 0.5 m
Data Studio Basic
AADI Real-Time Collector
磁気スタイラスペンとス
ペア USB対Bluetoothアダプタ
アルカリバッテリー3988
内部バッテリーシェル4513
CD
（マニュアル等）

もう1 つ の 優 れ た 機 能 は、統 計 精 度を向 上させる
ZPulse技術です。マルチ音響パルスは、1つの音響パ
ルスに組み合わされる2つの異なる周波数から構成
されます。ZPulseベースのDCSは、受信した信号を転
送された信号の各周波数毎に異なる周波数帯に分離
します。そのうえ、
ドップラーシフト周波数を検出する
ためにアルゴリズムを処理するARMA（自己回帰移動
平均）ベースのパラメトリックモデルを使用して、高速デ
ジタルシグナルプロセッサーで周波数シフトを分析します。
このマルチ周波数技法により、少ないping数でも統計エラー
を抑えることができます。
これによって得られた測定精度は、
測定間隔のping測定数の逆平方根に比例します。
つまり、ZPulse DCSは2つの周波数を使用することで、単一
周波数センサーに比べて2の平方根倍にping数を減少できま
す。単一周波数センサーがZpulse DCSと同じ精度を得るに
は2倍のping数が必要になります。
装置は絶対値流速・流向、東方・北方成分流速、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。

各種設定とデータ回収

装置の各種設定とデータ回収の手順は、Aanderaa社のReal
Time Collectorソフトウェアで行います。
このパッケージを使用
し、Bluetoothを介して各種設定と装置に保管されているデー
タ回収を行います。

データ解析・閲覧ソフトウェア

Data Studioという基本バージョンのソフトウェアが装置に付
属し、基本的なデータ閲覧と作図手順のほか、測定セッション
中の装置の設定の確認と、収集データのExcelやMatlabなどの
さまざまな形式へのエクスポートができます。

オプションのアクセサリー：
係留フレーム：

インライン係留フレーム4044/3824A
ボトム設置用フレーム3448
保護ロッド3783

バッテリー/電力：

リチウム3908
アルカリ3988
バッテリーシェル4513
AC/DCアダプター、
ラボ用 4908
メンテナンスキット3813
ツールキット3986A
ベーンプレート3781、
3681
マニュアル
（印刷物）

流向流速センサーには可動部がないので、低流速の測定に適してい
ます。センサーは装置から0.4～1.0 mの範囲で測定を開始するの
で、海中での付着生物による汚れと局所乱流の影響は最低限に抑え
られます。
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SEAGUARDII ADCP
SeaGuardⅡ DCP（Doppler Current Profiler）は最新のドップラー多層流向・流速
計です。革新的なドップラー技術と潮流
による係留策の傾きなど高精度に補正
します。自記記録式とリアルタイム観測
（オプション）
も可能です。
SeaGuardIIはAanderaaのSmartGuard
データハブの先進的な管理ファームウェ
アとSeaGuardエレクトロニクスを組み
合わせたスマートデータハブです。
SeaGuardII DCPはマルチセンサ機能(水
質センサーなど）をもつ600kHzの周波
数プロファイラです。
低消費電力に設計されている為、長期
観測が可能です。最適化された構成の
柔軟性と厳しい環境下で観測を提供し
ます。

アプリケーション：
•
•
•
•
•

マルチな海洋観測を提供します。係留観測（上向
下向）、２つのDCPセンサー（Doppler Current Profiler）を１台の本体に接続可能。
各種センサーストリングによる観測。海底設置。
気象システムとの融合。
ブイ式気象システムとの融合。

長期観測が可能

Smart Data quality control

•

•
•
•

•
•

30分インターバルで最大24ヶ月観
測可能。
低消費電力のブロードバンド技術。
大容量バッテリー。オプショナルユ
ーザー組み立てバッテリーキット。

データ品質コントロールの向上
異常データのフラグ処理。
各セルのステータス情報。

ユニークな拡張可能なプラットフォーム
•
•
•
•
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波浪、水温、導電率、圧力、DO、濁度、ORP、pH値など 流向・流速以外のセンサーが容
易に追加が可能。簡単に効率的に海洋観測の拡張が可能。
２つのDCPセンサー（Doppler Current Profiler）を１台の本体に接続可能。上向・下
向同時測定により、広範囲な測定が可能。

シングルポイントドップラーセンサーと組み合わせることにより、測定困難な表層、下
層をカバー。
LEDインジケータによる装置の状態の確認が可能。

SEAGUARDII DCP 仕様
流速プロファイラー
周波数：

600 kHz

一般的なプロファイラー範囲：

ブロードバンド：

30-70m

ナローバンド：

35-80m

セルサイズ：

0.5m - 5m

セルオーバーラップ：

0-90%

流速範囲：

電源

外部供給：

12-30V

アルカリバッテリーパック 3998：

9V, 15Ah

内部バッテリー：

2個のバッテリーパックを搭載可能

リチウムバッテリーパック 3908：

7V, 35Ah

消費電流（例）
：

4,2 mA

使用環境
耐水圧：

300m

寸法 D：

160mm H: 585mm

ナローバンド：

0-500 cm/s other range on
request

ブロードバンド：

0-400 cm/s

流速精度1：

0.3 cm/s or ±1,5%（読値）

流速分解能：

0.1 cm/s

流速精度2：

<3,3cm

Pingレート：

Up to 10Hz

オプションセンサー

セルポジション：

SStatic (装置基準)
Dynamic (水面基準)
Multiple コラム

範囲：

-4-36°
C (32-96.8°
F)

精度：

±0.03°
C (0.054°
F)

応答時間 63%：

< 2秒

使用動作温度：

-5 to +40°
C

重量：

空中：10,8kg

材質：
水温センサー 4060
分解能：

0.001°
C (0.0018°
F)

セルコラム：

3 同コラム + 水面セル

最大セル数：

150トータル、 75 ファーストコラ
ム、50 セカンド、25 サード

ブランキング：

1m

電導度センサー 4319
範囲：

0-7.5 S/m

ビーム数：

4

分解能：

0.0002 S/m

テーブル：

オートビームアルゴリズム

ビーム角度：

25°

ビーム幅：

2.5°

ダイナミックレンジ：

> 50dB

分解能：

< 0.01dB

精度：

< 0.01dB

トランスデゥーサー：

エコー強度

チルト、
コンパス
タイプ：

内部コンパス

ピッチ／ロール範囲：

± 90°
5) / ± 180°

チルト／ヘディング精度：

± 1.5°/ ± 3.5°

チルト／ヘディング分解
能：

< 0.1°

水温センサー ＊DCPセンサー組込
範囲：

-4- +40°
C

分解能：

0,001°
C

精度：

± 0,05°
C

応答時間：

(63%): <5秒

通信・データ記録

データ収録容量：

2GB SDカード

精度

水中3,6kg

PET, PUR, Titanium, Stainless steel
316

4319 A:

±0.005 S/m

4319 B:

±0.0018 S/m

応答時間：

<3秒

潮位センサー：範囲：

0-60MPa (0-700psia)

分解能：

<0,0001% FSO

波浪：

サンプルレート: 2Hz, 4Hz

波浪・潮位センサー 5217/5218
波浪センサー：最大範囲：
精度：

1000kPa (145psia)

±0,01% FSO

サンプル個数：

256, 512, 1024,2048

分解能：

<0.0001% FSO

4117A 範囲：

0 – 1000kPa (0 – 145 psia)

圧力センサー 4117
精度：

4117B 範囲：

濁度センサー 4112
4モデル

蛍光式DO Optode 4835/43309

±0.01% FSO

0 – 4000kPa (0 – 580 psia)
0-5V アナログアウトプット

0-25, 0-125, 0-500, 0-2000FTU
O2濃度、飽和度

範囲：

0 – 500 μM 0 - 150%

分解能：

< 1 μM 0.4 %

マルチポイントキャリブレーショ
ン：

<±2 μM or ±1.5%

精度：

<8 μM or 5% <5 %
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SEAGUARD® RCMシリーズ

SEAGUARD® Recording Current Meter
S E A G U A R D ® R C M 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。

SEAGUARD®RCMシリーズは、業界の代
表的な製品であるRCM9およびRCM11
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。
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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。

活用事例
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 Studio

SEAGUARD Studioを使って以下を実行できます。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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。
編集済みセッションの保存。
仮想パラメーターの計算。

編集済みセッションの保存。
仮想パラメーターの計算。

AADI Real Time
システムアプリケーション

機 器 からのデータメッセージは、X M L 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AADIReal-Time
Collectorにアクセスできます。AADIReal-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® 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

オフライン設定アプリケーション

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）。
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図と説明
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)。

Comparison RCM9 versus Seaguard RCM
18
16
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Seaguard RCM

Absolute speed [cm/s]

14
12
10
8
6
4
2
0
29.09.2006
00:00

29.09.2006
12:00

30.09.2006
00:00

30.09.2006
12:00

01.10.2006
00:00

01.10.2006
12:00

02.10.2006
00:00

02.10.2006
12:00

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。

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。
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SEAGUARD RCMの仕様
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

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：
アルカリ3988：

オプションのアクセサリー：

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

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

プラットフォームのサイズ：

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

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

オフライン設定4811

重量：

乾燥

水中

アナログケーブル/ライセンス

300mバージョン（SW）
：

7.6 kg

2.0 kg

4564/4802

2000mバージョン（IW）
：

14.8 kg

8.5 kg

保守キット3813/3813A

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°

精度：

チルト15～35°
の場合±7.5°

チルト回路：

コレクター

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)

レンジ：

0～35°

感度：

0.01°

4648A波及び潮流センサー

精度：

±1.5°

圧力：測定範囲：

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°

0～400kPa（0～58psia）

分解能：

<0.002% FSO

精度：

±0.02% FSO

波：
サンプル数：

サンプリング率：2Hz、4Hz
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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In-line ZPulse DCS Doppler Current Sensor

5800/5810/5800R/5810R for easy system integration
Building on the Filchner-Ronne Ice Shelf experience, the In-line
Zpulse DCS was developed by Aanderaa. This versatile product
is also well-suited for buoy applications, string solutions with the
SeaGuard product line replacing and extending the successful
4100 DCS series.
The new In-line Zpulse DCS will simplify your sensor integration by
offering a built-in multi-port sensor hub, allowing you to plug ’n
play additional measurement parameters (add up to 6 sensors e.g.
conductivity, pressure, temperature, oxygen…). The unit connects
‘in-line’ to a combined mooring and signal cable and can be
connected to a continuation cable at the opposite end. It can hold
a load of up to 1300kg. Available data output formats are AiCaP,
RS232 and RS422.

DCPS Doppler Current Profiler Sensor

5400/5400R available as a stand-alone product
Profiling from buoys and platforms is simplified with the Doppler
Current Profiler Sensor 600kHz. It is the perfect solution for system
integration when medium range current profile measurements are
needed.
The sensor can be mounted facing up or down as desired: upside down on a buoy, upward facing in bottom observatories, on
landers or autonomous platforms. Its serial output is optimized for
integration with the most common data loggers in the market.
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SeaGuardII DCP

also available with Dual Head
The SeaGuardII DCP Dual Head is a cost efficient solution
combining two 600kHz profiler sensors on the same
instrument, which doubles the range for high quality
current measurement with up to 160m and gives half the
horizontal beam separation. The instrument also has the
ability to host multiple water quality sensors including
Aanderaa smart sensors placed on the top plate or on a
string above/below and third party sensors with analog
and serial signal output.

SeaGuard RCM news
SeaGuard RCM Basic: an alternative to SeaGuard RCM
The SeaGuard RCM Basic series is identical to a SeaGuard RCM
without internal LCD display for a more economical alternative.
While the product retains the same quality and functionality the
configuration and recorder start is done using a serial cable to a PC
running the AADI Real-time collector software.

Exchange / Trade-in campaign still going on

Clamping
solution
for
mooring of the SeaGuard
The SeaGuard can be ordered
with a clamping solution as
an alternative to the standard
in-line mooring frame. This
solution has been designed by
the National Oceanographic
Centre, Southampton UK and
can be used either with Kevlar
rope or stainless steel wire.

You have the opportunity to redesign your existing
inventory of old Aanderaa RCM 4/5/7/8/9/11 by reusing existing mechanical parts (such as pressure
case, top-end plate and frame) and implementing
new electronics resulting in significant savings.
You also have the possibility to trade in your old
RCM and receive a $1,000 upgrade allowance
towards the purchase price of a new Aanderaa
SeaGuard RCM.
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水質プロファイリングシステム

鉛直プロファイルシステム
•
•
•
•
•

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。
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。

浮体式システム
全水深探知のために測定毎にエコサウンダ（超音波測深計）のデータをリファレンスし
ます。 潮位変動により浮体からボトムまでの距離が変化する浮体式に適用されるタイ
プです。 この情報より測定可能な層数の割り出し、
またステップ式の最終層をボトムか
らの距離で決定することを可能とします。
鉛直断面システムコンポーネント用の取り付け面が用意されているだけでなく、TFrameにはその上にソーラーパネルが一体化された、保護グラスファイバーのカバー
付きフレームワークも用意されています。

固定式システム
全水深探知のために測定毎に水位計の
データをリファレンスします。
この情報により測定可能な層数の割り
出し、またステップ式の最終層をボトム
からの距離で決定することを可能としま
す。
プロファイリングソフトウェアから断面
データの3Dディスプレイ
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GPS式波浪計測ブイシステム

本波浪計は、
ブイに取り付けられてい
るＧＰＳセンサを用いた波浪観測ブ
イシステムです。
本波浪計では、単独測位ＧＰＳデ
ータに独立行政法人宇宙航空研究
開発機構（JAXA）が新規に開発した
デジタル・フィルタ処理（特許認証済
み）を施すことで、従来の超音波式・
加速度式波浪計に匹敵する波浪測
定精度（波高：10cm、波向：5度）
を実
現しています。

概要

波高・波向計測用のブイとして長年にわ
たり調査や海上作業管理に各地で活躍し
ています。そのデータ測得率や性能面で
高い評価をいただいています。

特徴

• システムには波浪に加え、流況および
水温計測、気象観測センサーを組込む
ことが可能です。
• 波軌道追従方式で砕波時のノイズを
効果的に除去します。
• 無線テレメータや陸上局の故障時に
あってもデータはブイ内に保存され、
欠測を極力回避するように設計され
ています。
• 複数ブイを単一の陸上局で制御し、デ
ータを収集することができます。
• 陸上局からの計測パラメータ変更が
可能です。
• リスト表示、
グラフ表示および最新デ
ータ表示ウインドウが用意されてい
ます。
• 各ウインドウに表示するデータ項目を
任意に選択できます。
• 計測期間の任意の期間データの再生
表示もできるほか、
リアルタイムにデ
ータをモニター可能です。

•
•
•

また、
ウインドウ間で同期的にスクロールさせることにより、同一時間の波高・水温･
流速など多数のパラメータ変化をモニターできます。
特定計測データ値の範囲指定（複数のAND/OR/NOT 可）
で検索表示が可能です。
計測データは期間指定で圧縮ファイルとして任意のドライブにバックアップされ、随
時リストアメニューから元のデータベースに展開し表示することができます。
この機能を利用することにより、１つの遠隔局ですべてのデータを回収し、複数の遠隔
局がネットワーク経由で必要なデータのみをアクセスして表示再生することが可能とな
ります。

•
•

さらに、EXCELなどのスプレッドシート用の一般的なカンマ区切りのASCII ファイルと
してエキスポートすることができます。
監視局データはさらに電話またはネットワーク経由で遠隔局PCからアクセスすること
ができます（自動で定期的に回収するモードと手動で 回収するモードがあります）。

73

Aanderaa SEAGUARD®

ストリングシステム

Aanderaa SEAGUARD® ストリングシステムは、溶存酸素（DO）、電
導度、水温、流速、圧力、潮位などを測定する、柔軟かつ完成され
た海中観測装置です。
SEAGUARD ストリング ロガー

SEAGUARD センサーストリング

Aanderaa SEAGUARDストリングロガー
はSEAGUARD ストリング システムの基
本モジュールです。SEAGUARDストリン
グロガーは多数のセンサーとともに使
用することができます。データは内蔵SD
カードに記録するか、ケーブルでリアル
タイムに表示されます。

新しいAADI SEAGUARDRセンサースト
リングはSEAGUARDRストリングロガ
ーに接続されるように設計されていま
す。SEAGUARDRストリングシステムは最
大25のAiCaPセンサーを接続できます。
またAADI Real-Time Collectorを使用
すれば、
リアルタイムでの通信と制御が
できます。

特徴:

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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優れた柔軟性：最大25ノードのデー
タ登録
任意なポジションの変更
流体力学的なデザイン及び固定金具
各アウトレットに2つのセンサーを内
蔵可能
オプション、センサーは水中コネクタ
の有無に関わらず（最大3mまで）接
続可能
最長300 m のケーブル長
メンテナンスの低減
多数測定項目に対応する拡張RAM
大容量のSDカード

•
•
•
•
•

リアルタイムXML出力RS-422
（オプション）
ショート記録インターバル
プラグアンドプレイでのセンサー設定
起動時にセンサーの自動検出
Windows® CEインターフェース、
カラ
ーディスプレイ
SEAGUARD Studioデータ閲覧ソフト
ウェア
300 m/2000 m/6000 mバージョン
外部電源12～30 Vを内部調整
最大4つのアナログセンサー入力
（0～5 V）
（オプション）
海水および淡水での使用

Ecomapper AUV
自走式水中ロボット
•
•
•

Eco Mapperは特に水質、水底地形図作成アプリケーションのために
開発されたユニークなAUVです。
低コスト、低リスクで最高解像度のデータを生み出すモニタリングコ
ンピューターシステムを搭載しました。
低溶存酸素、藻の異常発生の早期警戒、特定汚染源、非特定汚染源
の水源への影響等の水資源保護などに威力を発揮します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1秒毎にデータ収集される伝導率、温度、水深、威力、pH、溶存酸素、濁度及びクロロ
フィルの各センサを装着したYSI6600多項目水質計を装備。
サイドスキャンソナー（オプション）搭載により、水底地形の詳細な地図を提供しま
す。
全長152cm、重さ20kgで1人で簡単に持ち運べ設置操作が可能です。
小型なので、ボート使用のできない浅い領域でのマッピングにも最適。
標準巡航速度2～3ノットで8時間連続走行可能な充電式リチウムイオン電池使用。
1回の充電で1日96km以上の計測が可能。
Windows Baseのソフトウェアにより調査計画を簡単に作成できます。
ルート毎に速度、深さ
（水面又は水底からの距離）中間地点（途中ダウンロード必要
な場合）など選択設定可能。
新たなミッションやセンサーの再構築が容易。
水中での上下移動能力があり、水平マッピングに加え鉛直マッピングも行なえるの
で、3-Dデータを提供できます。
観測データを無線LANでPCに高速ダウンロード可能。

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。
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マルチ観測装置 Aanderaa SmartSub
合理的で安定したデータ収集システム

マルチ観測装置 Aanderaa SmartSub
Aanderaa Data Instruments社がベルゲン大学と協
同で開発したSmartSubは、柔軟かつ合理的な計測
が可能です。

SmartSubの特徴：
• 設置、回収、再設置が容易
• 長期観測が可能（通常1～5年）
• 柔軟に再構築できる装置オプション
• 浅海から深海まで使用可能
• ユーザーの希望によりさまざまな使い方が可能
• 音響切り離し装置を使用
• 音響モデムによるデータ収集
• 音響モデムと衛星のリンクにより完全な
リアルタイム・ソリューション
• Webでのデータ閲覧
• さまざまな状況に対応した設計

流向・流速

水温

電気電導度

蛍光式溶存酸素

濁度
圧力
ドップラー流向・流
速計プロファイラー
RDCP
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Contros社製
（CO2、CH4）

• すぐれた耐久性
• 安定性したシステム
• 低コスト

音響モデム、
バッテリー容器

Sea-Bird社製
（CTD）

Turner Designs社製
（クロロフィル）

SEAGUARD® ドップラー
流向・流速計（定点）
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R2V2 HydroSurveyor

リモートコントロールボートSonTek３次元流速・流量計M９、YSI多項目水質計EXO
R２V２はFRPに回りをPVCチューブ
で 補 強し た 衝 撃 に 強 い 筐 体 の
リモートコントロールボートです。
SonTek３次元流速・流量計M９、YSI
多項目水質計EXOを搭載すれば簡
単に流速・流量、水質の調査が可能
です。
人件費、準備時間が縮小でき、従来
の有人ボートでの調査に比べ安全、
経済的に作業が行えます。全長わず
か１３４ｃｍの筐体は平均的な自
動車に積込み可能です。最高速度
２．５ｍ/ｓによるコストパフォーマ
ンスは十分です。

主な特長

•

•
•

流速、流量計M９とソフトウェアのハ
イドロサーベイヤー、
リバーサーベイ
ヤーを使用して水路調査、深浅測量
が可能。
また多項目水質計EXOとの併
用で同時に水質モニタリングが可能。

ダブルプロペラにより小回りが利き、
狭い範囲での調査が可能。
波等によるロール、ピッチの影響を受
けにくい安定した船体構造。

使用例

•
•
•
•
•
•
•

流速、流量観測
深浅測量
堆砂測量

ダム、河川、沿岸域の地形調査
浸食、堆積調査
水質環境調査
生態調査

R2V2 HydroSurveyor

78

サイズ

全長１３４㎝×幅６６㎝×高さ２８㎝

重量

２０㎏（バッテリー込）

最高速度

２．５ｍ/ｓ

連続使用時間

１時間

船体

FRP、PVC

搭載可能機器

SonTek ADCP M９&YSI多項目水質計EXO

R 2V 2/EXO多項目水質計
R 2 V 2 / E X O は 、水 資 源 管 理 者 に 高 解 像 度 の 水 質
データを容易に収集できる非常に有用な機器です。低溶
存酸素、藻の異常発生の早期警戒、特定汚染源、非特定汚
染源の水源への影響等の水資源保護などに威力を発揮し
ます。
最小０．２５秒毎にデータ収集される伝導率、温度、水深、
威力、pH、溶存酸素、濁度及びクロロフィルの各センサを
装着したＥＸＯ多項目水質計を装備。
以下の情報は水資源を保護するのに重要です。
• 藻の異常発生のマッピング
• 嵐の影響調査

• 水質研究と特定汚染源、非特定汚染源の水源への影響
• 水質の水平垂直の変動調査

• 飲料水抽出における最適な取水選択

• 薬品処理または事前処理システムの適用時期と期間の
データ提供
水質管理者においては、
より競争力のあるR２V２/EXOを
使用することにより飲料水設備の生産効率を迅速に改善
できます。
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YSI社及びワイエスアイ・ナノテック略歴
History of YSI Inc. and YSI/Nanotech (Xylem Japan)
1948年


1948年 創業

1940年代後半、エンジニアの Hardy
Trolander と John Benedict に化
学者の David Jones が加わり、優
れた科学を応用して解決できる問
題を探 求し始 めました 。その 後ま
もなく、3人は1948年に会社を立ち
上げ、初代社長にHardy Trolander
が 就 任し まし た 。そして、同じく
アン ティオク 大 学 出 身 の D a v i d
C a s e が 加 入しました 。4 人 は F e l s
Research Institute の研究者と連
携して活動する一方、5人目の株主
となる Fred Hooven と協力して、
ラ イト パ タ ー ソ ン 空 軍 基 地
（旧ライトフィールド飛行場）での仕
事を受注しました。

1960年

1970年

 1960年 最初の機器の発



売、売り上げの拡大

起 業してし ば らくは 試 行 錯 誤 が
続 きまし た が 、数 年 後 、Y S I の 初
め て の 市 場 向 け 機 器 が 完 成し
まし た 。モ デ ル 3 A 誘 電 率 メ ー タ
ーで す。続 い て、注 目 す べ き 業 界
初 の 交 換 可 能 サ ーミスター 温 度
プローブと、関連する温度測定機器
を発売しました。1960年にはYSIの社
員は数十人に増え、多数の製品をそ
ろえて科学者や研究者に広く支持さ
れるようになりました。1960年代初
めには、欧州で流通ネットワークを
確立しました。エンジニア陣は引き
続き、より革新的な製品の開発に精
力的に取り組みました。

1970年 革新的なセンサー技術

YSIの歴史は、Leland Clark 博士に触
れずに語ることはできません。Clark
博士はYSIだけでなく世界に多大な
恩恵をもたらした人物です。Hardy
TrolanderをはじめとするYSIメンバ
ーは、Felsの研究者だった同博士と
緊密に協力しました。博士の名を知
らしめたのは、自身の名を冠したク
ラーク型酸素電極の開発です。
これ
は液体内の溶存酸素を測定する装
置で、環境分野だけでなく生物医学
や産業界でも応用されています。

ナノテック、ワイエスアイ・ナノテック、そしてザイレムジャパン
 1986年 Nanotechとして創業

ナノテック㈱は1986年に日本国内
で創業し、当初からシステムインテ
グレーション・プロジェクトに重点的
に取り組んでいました。自社開発の
海底地震計や海象波浪観測ブイに
加え、世界中から選りすぐった多数
のセンサーを同一パッケージに統合
した大規模システムを提供できるこ
とを強みとして、極めて複雑な市場
において有利なポジションを獲得し
ていました。ナノテック㈱は沿岸環
境、
とりわけ危険な港湾エリアを出
入りする海上輸送に注目したプロジ
ェクトを手がけていました。波、潮の
満ち引き、海流、気象状況といった
測定値を正確に把握するため、

ナノテック㈱はそうした用途のセン
サーを用意し、船舶の操縦者や港湾
当局がリアルタイムなデータを利用
できるようにしました。従来のシステ
ムを使った場合よりも簡単かつ安全
に、危険なエリアを航行することが
可能になったのです。

1970年

21世紀

1970年、Clark博士はポーラログラ
フ法による水中グルコースの酵素活
性測定を実証し、
グルコースオキシ
ダーゼ酵素を用いれば全血グルコ
ースが測定可能であると指摘しまし
た。それから数年後、YSIは
ポーラログラフ電極を使った先駆的
な製品、モデル23グルコースアナラ
イザーを市場に出すことができたの
です。
この時点でYSIは、高精度の温
度センサー技術と生物医学分野の
アプリケーションを基盤とした幅広
い製品ラインを確立していました。

 21世紀、さらなる発展を目指す

21世紀の最初の10年間は何度
か大規模な自然災害に見舞わ
れ、天然資源の希少性が高まり
続けました。
こうした状況を踏ま
え、YSIでは問題解決に役立つ製
品やデータサービスの提供を始
めました。私たちは、当社の製品
やサービスをお使いの皆さまに
常に寄り添えるように、独創的な
新しいソリューションの追求を続
けます。また当社の事業の進め
方や、人材の獲得と維持の新た
な手法についても追求していき
ます。

 2005年YSI社の初の海外拠点、

 2011年ITT社に買収、そし

長年にわたりナノテック㈱と提
携してきた米国YSI社は、2005
年 に 同 社 の 株 式をすべて買 い
取り、同社を完全子会社化し、社
名をワイエスアイ・ナノテック㈱
(YSI/Nanotech)としました。その後、
ナノテック㈱従来のシステム事業
を継続しながら、そこにYSI社の
製品ライン（YSI、ISS、SonTek）を
組み込み、事業内容をさらに拡大
しました。

2011年7月、YSIは米国のITT系列
の傘下となり、そして同年11月、ITT
は 水 事 業 を 特 化 する た め ザ イレ
ム社 ( X y l e m )を立ち上 げました 。
フィー ルド 用 計 測 機 器 か らラ ボ
用 分 析 機 器 ま で 、ヨ ー ロッ パ や
アメリカの多数の有名な分析・計測
機器ブランドが揃っております。
弊社はザイレム社の日本法人とし
て、優れた製品を日本の市場に導入
し、最新技術を皆さまにご提供でき
るものと期待しています。
長年のご愛顧に感謝するとともに、
今後ともお引き立てくださいますよ
うお願い申し上げます。

YSI/Nanotechへ

Xylemへ

ザイレム ジャパンについて
About Xylem Japan

ザイレム ジャパンは、サンプルの定量・定性分析の分野において
長きにわたってお客様の信頼と業界をリードするブランドを築き
あげてきました。
フィールドや研究室を含むあらゆる現場で、測
定に関する課題を解決する最高のツールを提供し、お客様の業
務を支援してきました。
私どものコア・コンピテンシーは「水」
です。親会社であるザイレ
ム社は、
フォーチュン100社に名を連ね、水質技術で世界をリード
する企業の1社です。150を超える国々で業界をリードするブラン
ドを展開しており、売上高はおよそ40億ドルに登ります。ザイレ
ム アナリティクス社は、世界の6つの大陸で30以上の施設を運営
し、サポートを提供しています。地域統合センターではさまざまな
ブランドを組み合わせて地域に合ったソリューションを提供し、
以下のそれぞれの分野で豊富な知識を持つスタッフがお客様の
問題をお客様とともに解決します。
地表水、研究室（ラボ）、廃水、農業、エネルギー、源水、廃水、飲料
水、地下水、R&D、海洋モニタリング、食品・飲料、生命科学などの
さまざまな業界にサービスを提供する一方で、以下の主要4分野
ではより充実した製品群と高度な専門知識を備えています。

• 廃水
• 地表水
• 海洋/沿岸水域
• 食品・飲料

モジュール化されたセンサーやプラットフォーム、
システムを提供
しているため、導入時に高度な柔軟性を実現できます。最高の製
品をお客様にお使いいただけるように、私どもではエネルギーコ
ストの上昇を抑え、処理効率を高め、厳しい規制を満たす新製品
の設計に努め、常に最先端の製品をお届けしています。
そして業務に関する高度な知識も相まって、必要なソリューショ
ンを開発するための真のパートナーであることをお客様に必ず
確信していただけると考えております。
私どもは、水質や水流、水位のモニタリングで業界をリードする
企業です。お客様が水不足や水質低下、洪水、人間の健康に与え
る影響などのさまざまな課題に対応できるように、製品やサービ
スだけでなく、バンドルしているデータ管理用パッケージやサー
ビスパッケージの品揃えを拡張し続けています。
ザイレム ジャパンは、お客様が困難な課題を解決するお手伝い
をさせていただきます。
詳細はhttp://www.ysijapan.comをご覧ください。

Xylem

ザイレム

1) 植物の木質部。水を植物の根部から上まで運ぶ組織です
2) 水に関する技術を先導するリーディングカンパニーです
Xylem は、「世界中の水ニーズに対して、革新的なソリューションを開発・創出すること。」を共通の
目標に掲げ集結したグローバルグループです。 私たちの仕事は、未来の水の使用・保存・再利用に関
する課題を新しいテクノロジーで改善することです。 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、
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。

ザイレム ジャパンについては、こちらをご覧ください：www.ysijapan.com

ザイレム ジャパン

（ワイエスアイ・ナノテック株式会社）
〒210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町14-19
浜屋八秀ビル 3階
TEL：044-222-0009
FAX：044-222-1102

www.ysijapan.com
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