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リアルタイムデータ観測中のトラブルシューティング
リアルタイムデータ観測中 CTD にトラブルがあった場合、トラブルの症状を正確に把握しトラブ
ルの原因（何が・何処が異常なのか）を素早く正確に突き止めることが重要です。
原因が分かれば、トラブルを解消する復旧作業を迅速に行うことができ、次回の観測に備えること
が出来ます。
トラブルシューティングの作業において、
記入 の記号のある箇所では、シートに計測値等を記入し、
の記号のある箇所では、指示にある点検箇所へ進んで下さい。

１．CTD リアルタイム観測中のトラブルの症状を確認
リアルタイムデータ観測中の CTD のトラブルは、以下の 2 つのトラブルに分かれます。
・ CTD のトラブルで観測が続行できない若しくは観測データ異常がある場合。確認 1 (p4)へ進む。
・ 採水器のトラブルで CTD 観測は正常に行えるが採水ができない場合。 確認 6 (p9)へ進む。
“フローチャート 1，CTD トラブルシューティング”及び巻末（27 頁以降）の 3.フローチャート
を参照確認しながら異常の原因を探します。
フローチャート1

CTDトラブルシューティンング

CTD観測中異常発生

採水ができない

データが異常

確認 1

確認 6

船上局のUnder Water Unit
LED確認(p4)
DATA LED点灯
データ取得は行えるが
エラーがある

採水できない場
合の確認(p9)

Error LED 点灯・DATA LED消灯
データ取得ができず
観測ができない

船上局FISH
ボタン確認

確認 2
船上局8桁表示器確認(p4)

1).観測中
0011
表示
確認 3

2).観測中
0001
表示

3).観測中
0010
表示

4).00000000
全て0表示

復旧作業 1
ERROR LDEが点
灯している場合の
復旧作業(p11)

復旧作業 2
2).電気伝導度セ
ボトムコンタクトス ンサーに異常があ
イッチ確認(p24)
る場合(p18)
復旧作業 4

観測データの確
認(p5)

船上局の表示
UNDERWATER
UNIT

ERRO の LED(緑)

ERRO の LED(赤)
電源ﾗﾝﾌﾟ

Fig．1.1.1：船上局前面パネル LED 表示の確認
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確認 1

船上局 UNDERWATER UNIT の LED を確認

CTD のトラブルで観測が続行できない若しくは観測データ異常がある場合、以下の 2 つのトラブ
ルに分かれます。
・ データ観測は行えるが、1 つ若しくは複数のデータにスパイク等の異常が発生
・ データ観測中に CTD からのデータが来なくなり観測ができない
CTD とアーマードケーブルが接続されていることを確認し、船上局の電源スイッチを投入し、船
上局 UNDERWATER UNIT の LED 症状を確認して下さい。（Fig.1.1.1 参照）
DATA LEDが点灯している場合は、船上局までCTDのデータが上がってきています。リアルタイ
ムデータ観測は行えますがセンサー等の値に異常があります 確認2 (p4)へ進みさらに異常の確認
を行います。
ERROR LED が点灯若しくは DATA LED が消灯している場合、船上局まで CTD のデータが上がって
きていないことを示します船上局の電源スイッチの左隣の[SIGNAL SOURCE]スイッチが[FISH]側押し
込まれていることを確認し（TAPE 側であれば FISH に切り替える）
、速やかに船上局の電源を切り
ます。
水中部（CTD）のトラブルか、アーマードケーブル断線の疑いがあります。復旧作業 1 (p11)へ進
む。

確認 2

船上局 8 桁表示器の数値を確認

リアルタイムデータ観測は行えますがセンサー等の値に異常がある場合、船上局の電源スイッチを
投入したまま、船上局8桁表示器（Fig.1.1.1参照）Bチャンネルの数値の確認します。
1).0011 を表示（空中であれば 0010 を表示）。
表示には異常が無く観測は続行できますが取得データに異常があり、データーがスパイクした
りグラフがジグザグに飛んだり、塩分値が異常になります。確認 3(p5)へ進み観測データを確
認し異常のあるセンサーを特定します。
2).0001 を表示（空中であれば 0000 を表示）。
ボトムコンタクトスイッチに異常があります。このとき船上局のブザーが鳴っている場合があり
ます。復旧作業 4(p24)へ進み、ボトムコンタクトスイッチを確認します。
3).0010 を観測中表示。
観測中 0011 → 0010

と変化したのであれば、水中ポンプが停止したことを示します。

水中ポンプは電気伝導度が 0 の空中では回転しないように設計されているため（電気伝導度の値が
が 3500HZ 以上で水中ポンプの電源 ON）海水中で停止したのであれば、電気伝導度が 0 を示し
たことが原因です。電気伝導度センサーコネクターの漏水若しくは、センサーケーブルの断線が考えら
れます。復旧作業 2 . 2）(p18)へ進み、電気伝導度センサーの確認をします。
4).00000000 と全て 0 を表示。
船上局まで CTD のデータが上がってきていないことを示します船上局の電源スイッチの左隣の
[SIGNAL SOURCE]スイッチが[FISH]側押し込まれていることを確認し（TAPE 側であれば FISH に
切り替える）
、速やかに船上局の電源を切ります。水中部（CTD）のトラブルか、アーマードケ
ーブル断線が考えられます。復旧作業 1(p11)へ進み、アーマードケーブルの確認をします。
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確認 3

観測データの確認

船上局の表示には異常が無くリアルタイム観測はできますが取得データに異常があります。データ
ーがスパイクしたり、グラフがジグザグに飛んだり、塩分値が異常になります。観測データを良く
確認し、どのセンサーのデータにスパイクの異常があるか確認します。
フローチャート2：データに異常がある場合の確認手順を参照して、異常の原因を探します。

フロ
C12.dat
32.000
0.0

1).1つ若しくは複数のデータがグラフ横方

Salinity, Practical [PSU]
34.000

33.000

35.000

36.000

向にスパイクする場合空中で値が異常の
海水の漏水、センサーケーブルの断線、
が考えられます。まずどのセンサーに異

Pressure, Digiquartz [db]

62.5

場合、センサーを接続するコネクターの

常があるか確認するため確認 4(p6)へ進

Bottle
Firing
Sequence

125.0

187.5

み、異常のあるセンサーを特定します。
250.0
0.000

10.000

20.000

30.000

Temperature [ITS-90, deg C]
0.000

2.000

4.000
6.000
Oxygen, SBE 43 [ml/l]

8.000

10.000

2).観測中グラフ画面でデーターがジグザグ
模様を表示したり、観測が停止したりす
る場合アーマードケーブル断線の疑い
があります。アーマードケーブルが断線
すると CTD からのデータが途切れデー
タ欠損が起こるため、観測が停止したり
データの整合が得られず水圧データが
異常となり上下に飛びデータがジグザグ
模様を描きます。復旧作業 1(p11)へ進み、
アーマードケーブルの確認をします。
050912f30.dat

3).観測中塩分がふらついたり高い塩分値が

32.000
0

Salinity, Practical [PSU]
36.000

34.000

38.000

40.000

観測される場合パイプ配管内のエアーが
20

し、パイプ内の海水の流れを阻害してい
ることが推測され、空中で塩分が高い場
合は、電気伝導度センサーが油等によっ
て汚れたことが考えられます。

Pressure, Digiquartz [db]

エアーベントから抜けずにエアーが残留
40
Bottle
Firing
Sequence

60

塩分 40 以上

80

復旧作業 3(p20)へ進みます。
100
0.000

10.000

20.000

30.000

Temperature [ITS-90, deg C]
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確認 4

異常のあるセンサーを特定確認
異常のあるデータは横方向に大きくスパイクしますが、塩分と溶存酸素（DO）は、水温・電
気伝導度（Conductivity）の値を使用し計算しているのでこれらのデータがスパイクしている
場合は水温センサー若しくは電気伝導度センサーどちらのセンサーに異常があるのか特定し
なければなりません。
まず水温データがスパイクしているかどうか確認します。
水温データがスパイクしている場合は水温センサーの異常と判断し、水温センサーがスパイク
していないのに塩分にスパイクがある場合は、電気伝導度センサーの異常と判断します。
また、水温・塩分が正常で DO センサーやその他オプションセンサーの値のみ異常の場合はそ
のオプションセンサーの異常と判断します。
もし、異常のあるセンサーが特定できない場合は確認 5(p7)を参照して、水温と電気伝導度の
グラフを作図し、どのセンサーに異常があるか特定する必要があります。
フローチャート3：異常のあるセンサーの特定確認手順を参照して、異常のあるセンサーを特
定し、不具合を復旧します。
フローチャート3
異常のあるセンサー
を特定できない

確認 5
異常のあるデータ
を作図(p7)

異常のあるセンサーの特定確認手順
確認 4
異常のあるセンサ
ーを特定
異常なあるセンサー
を特定できる

1).水温のスパイク

2).電気伝導度のスパ
イク

3).オプションセンサー
のスパイク

4).塩分の乱れ
スパイクでは無い

復旧作業 2
1).水温センサー
に異常がある場合

復旧作業 2
2).電気伝導度セ
ンサーに異常があ
る場合(p18)

復旧作業 2

復旧作業 3
1).各センサーの配
置・タイゴンチューブ
の確認(p21)

(p18)

3).DOやその他オプ
ションセンサーに異
常がある場合(p18)

異常のあるセンサーが特定できない場合。確認 5. (p7)へ進みます｡
異常のあるセンサーが特定できる場合。
1).水温データにスパイクデータがある場合
水温センサーの異常と判断します。復旧作業 2 . 1）. (p18)へ進みます｡
2).電気伝導度センサーのデータに異常がある場合
（塩分に異常があり水温データに異常が無い場合）
電気伝導度センサーの異常と判断します。復旧作業 2 . 2）. (p18)へ進みます｡
3).水温・塩分が正常で DO センサーやその他オプションセンサーの値のみ異常の場合
オプションセンサーの異常と判断します。 復旧作業 2 . 3）. (p18)へ進みます｡｡
4).塩分のデータが乱れる（振れ・スパイクでは無い）場合
センサー配管内の海水の流れに異常があると判断します。復旧作業 3 . 1）. (p21)へ進み
ます｡
6
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確認 5

データを作図し異常のあるセンサーを特定

異常のあるセンサーを特定できない場合 Seasave7 から異常のあるデータを作図してセンサーを特
定していきます。以下のグラフの設定方法を参照して異常のあるセンサーを特定して下さい。

１). グラフの設定
Seasave7 のグラフエリアを右クリックし、表示されるメニューより設定変更… を選択、 [グラフ
表示 1]ウィンドウにて、変更する軸のタブをクリックし、各設定を行います。
まず、項目選択… をボタンをクリックし、[リストから項目を選択]ウィンドウより表示するデーター
項目を選択します。最後に OK ボタンをクリックしグラフに戻ります。
以下の例では[X-Axis2]タブの項目を[Salinity→Conductivity（S/m）]変更しています。
X-Axis2 タブ

設定変更選択

範囲
最小値
最大値
リニアスケール
軸を反転

２). 既存データの再生
作図するデータを選択後、作図します。Seasave ﾒﾆｭｰﾊﾞｰ⇒既存データ再生 ⇒ｽﾀｰﾄ を選択し、次に
“既存ﾃﾞｰﾀの再生” ウィンドウにてﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの選択 ボタンを押す。
Do you want to change your[.XMLCON] file のメッセージが表されるのではいボタンを押し最後
に ｽﾀｰﾄ ボタンをクリックすると作図します。

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの選択 ボタン
ｽﾀｰﾄ選択

ｽﾀｰﾄ ボタン

7
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３).

作図データから異常のあるセンサーを特定

以下のグラフは、水温・塩分共にスパイクしている異常データーです。このようなデータの場合、異常のある
センサーが水温なのか電気伝導度センサーなのか判断がつきません。

赤色：塩分
青色：水温
緑色：溶存酸素

以下のグラフは、塩分を電気伝導度に変更して水温・電気伝導度で作図しました。一見、電気伝導度と水温
センサーの両方に異常がある様に見えますが、グラフと、[流れ表示]の Pump Status = off から不具合の原因
が次のように電気伝導度センサーにあると判断できます。
水深 500m を越えてから電気伝導度センサーにスパイクが入り、取得データ値が 0 を示したため、水中ポンプ
が OFF となり配管内の海水の流れが停止した。水温センサーは、海水流入部 T ダクトの入口のすぐ近くにあ
るため、配管内に留まっている温かい海水（深度とともに水温は低くなるため流れが停止した時の海水は温
かい）と T ダクト入口部の冷たい海水（深度とともに冷たくなる）が混ざった海水を計測しているため水温は振
れている(スパイクではなく値が振れていて、ポンプが停止した時の水温より高い値はない)。以上から異常の
あるセンサーは電気伝導度センサーであると特定でき、センサーコネクターの漏水若しくは、センサーケーブ
ルの断線が原因で、電導度の値が 0 となったため配管内の流れが停止ししたと推測します。
アドバイス
水中ポンプは電気伝導度が 0 の空中で回転しないように設計されているため（電気伝導度センサ
ーが 3500HZ 以上）海水中で 0 の値が計測されると停止し、その後データに異常が無ければ
CTD は水面下にあるため 60 秒後に再び回転する。
赤色：電気伝導度
青色：水温
T ダクトと水
温センサー
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確認 6

採水できない場合の確認

採水が出来ない場合、採水実行後に採水器から送られる採水信号の有無によって原因が異なります。
採水信号が無い場合、船上局から直接採水を行い、コネクターやケーブルの不具合なのか、Seasave
の設定ミスなのか確認します。
採水信号がある場合は、ラッチ・ランヤード・ボトルのハードウエアの確認をします。
フローチャート4：採水が出来ない場合の確認手順 を参照し手順に従って判定及び測定を行います。
フローチャート4

採水できない場合の確認手順
確認 6
採水できない場合
の確認
.採水器からの信号の
有無の確認

採水信号無し

採水信号あり

復旧作業 5
2).ラッチ ランヤー
ド 採水ボトルの確認
(p25)

2 .船上局から採水
作業
LED点灯しない

LED点灯する

復旧作業 2
4).コネクター・接
続ケーブルの確認
(p19)

症状変化なし

復旧作業 5
1).Seasaveの採水
設定確認(p25)

復旧作業 5
3).ラッチアッセンブリ
ーの分解整備(p26)

採水できない

症状変化なし

採水器の故障の可能性
あり弊社技術部へ連絡

採水器の故障の可能性
あり弊社技術部へ連絡

１）．採水器からの信号の有無の確認
採水を行い採水器からの採水信号が送られてくるとグラフ画面に採水したボトル番号、採水ライン
が表示されます。
（信号は採水器のマグネットスイッチに電流を流すと採水器から発信される）
101216b.hex: 1000db
0.000
32.000
0

Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
0.200
0.300

0.100

Salinity, Practical [PSU]
34.000

33.000

0.400
35.000

0.500
36.000

12,
11,
10.3
10.2
10,
19.6
9,
30.2
8,
7, 49.8
73.1
6, 100.1
5, 249.6

4, 500.2

750

採水ﾗｲﾝ
Pressure, Digiquartz [db]

3, 1000.8

Bottle
Firing
Sequence
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

1,500

ﾎﾞﾄﾙ番号

2, 2001.4

2,250

3,000
0.000

1, 3000.8

10.000

20.000

30.000

Temperature [ITS-90, deg C]
0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Oxygen, SBE 43 [ml/l]

採水器からの信号がない場合 ２）. (p10)へ進み、船上局から採水操作を行います。
採水器からの信号がある場合 復旧作業 5 .2）(p25)へ進み、ラッチや採水ボトルの確認を
します。
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２）．船上局から採水操作を行う
船上局から直接採水操作を行なう。船上局の電源を投入し、
“HOME/ARM”ボタンを 1 回のみ押して
採水器を初期化するこの時、ボタンの右側にある黄色 LED が点灯するか確認する。次に“FIRE”ボ
タンを押しボタンの左側にある緑色 LED が点灯するか確認する。この時、船上で作動確認できる場
合は採水ボトルを採水器にセットしボトルが閉じるか確認する。

HOME/ARM ﾎﾞﾀ
ﾝを押し黄色の
LED が点灯する
か確認

FIRE ﾎﾞﾀﾝを押
し緑色の LED が
点灯するか確認

SBE

LED

CARRIER

LED

緑色 LED が点灯するがボトルが閉じない

復旧作業 5 .1）(p25)へ進む。

黄色 LED または緑色 LED が点灯しない場合、採水器接続ケーブルを採水器のコネクターと下図
CTD トップエンドキャップコネクターJT7 で抜き、漏水があるか確認する｡漏水があった場合
は、乾いたキムワイプ等で良くふき取り、乾燥させた後再度コネクターを接続し作動確認を行
う｡もし、新しい接続ケーブルがあれば新換えする。
JT1：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
ｱｰﾏｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ接続

JT7：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
SBE32(採水器)

CTD トップエンドキャップ

10
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２．トラブルの復旧作業
トラブルの症状が確認できましたら、トラブルを解消するための復旧作業を行います。ここでは、
テスターを使用し電圧を計測したり、センサーから接続ケーブルを抜いたりします。
けがや感電等に十分気をつけ作業して下さい。
警告：船上局からの出力電圧は高電圧の 230VDC です。テスターで測定する場合、感電に注意して
下さい。波しぶきのかかる暴露等では作業を行わず出来れば室内で作業し、プラグが濡れ
ている場合は十分に乾燥させ、濡れた手で作業しないでください。万一感電しても電流が
小さいので大事故にはなりませんが十分注意して作業して下さい。

復旧作業 1

ERROR LDE が点灯している場合の復旧作業

船上局の電源を投入すると UNDERWATER UNIT 内の ERROR LED が点灯している｡
若しくは DATA LED が消灯している。
（Fig.1.2.1 参照）
トラブルの症状
･船上局の 8 桁表示器の数値が全て 0 の“00000000”を表示する｡
・コンピュータにデータが取り込めない｡（CTD からリアルタイムデータを取得できない）
ERROR LED が点灯している（DATA LED が消灯している）ことから CTD 本体、アーマードケーブ
ル防水接続部、船上局に原因があると推測する。また、空中や浅い水深で DATA LED が点灯するが、
観測中ある水深にて“ERROR LED”が点灯する場合、アーマードケーブル断線の疑いがあります。こ
のような症状の場合、リアルタイムデータの取得はできません｡
フローチャート5： ERROR

LEDが点灯している場合の復旧作業，表1．ERROR LEDが点灯している場

合の確認・チェックシート（12 頁）を参照して復旧作業を行います。手順に従って判定及び測定
を行い 記入

の記号のある箇所では、表1に値を記入します。

値を記入後、弊社に表1をFAXして下さい。 弊社技術部 Tel：03-3668-0801、Fax：03-3668-0802
弊社の技術者が原因を推測いたします。
復旧作業に入る前に船上局、前面の“SIGNAL SOURCE”スイッチが“FISH”側に倒れて(押
されて)いるか 確認し、
“TAPE” 側に倒れている場合“FISH”側に倒して下さい。
(Fig.1.2.1.船上局前面パネル参照 )
“00000000”を表示

ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ

ERRO の LED(赤)

“FISH”側

Fig.1.2.1：船上局前面パネル
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フローチャート5:復旧作業1 ERROR LEDが点灯している場合の復旧作業
船上局電源投入
船上局UNDERWATER UNIT
のERROR LEDが点灯
1 .船上局

確認(p13)
切れていれば交換

切れていない 2 .
の確認(p14)

2

の交換
弊社技術部へ連絡

焼損

応急処置してみる

異常なし
3 .

作動しない
確認

作動する

4 .船上局からの
CTD電源確認(p16)
230V出力

5 .
芯
線の抵抗確認(p16)

4).コネクター・接
続ケーブルの確認
(p19)

抵抗正常

抵抗異常

出力がない
6 .

復旧作業 2

応急処置で正常に作動す
る場合観測続行可能だが
の交換の
必要あり
早急に弊社技術部へ連絡

での直接
作動確認(p15)

線確認(p17)

船上局の故障
弊社技術部へ連絡
出力無し

復旧しない

7 .
絶縁確認(p17)

断

技術資料 6
アーマードケー
ブルの先端加工
参照

絶縁不良

復旧しない

CTDの故障の可能性
がある
弊社技術部へ連絡

原因が特定できない弊社
技術部へ連絡

表 1．ERROR LED が点灯している場合の確認・チェックシート
記入 （SBE9plus S/N：
,SBE3（水温センサー）S/N：
,SBE4（電導度）S/N
作業番号 確認事項
判定
次の作業番号
1)
ヒューズが切れているか
切れている
2). (p14)
切れていない 3). (p15)
2)
①2 ﾋﾟﾝﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞｺﾈｸﾀｰに焼損がある
焼損がある
弊社へ連絡
か
ない
3). (p15)

3)

②2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ-以外のｺﾈｸﾀｰのﾋﾟﾝが極
端にやせ細ったり折れているか
テストケーブルで直接作動できるか

4)

船上局からの電源確認

はい
いいえ
作動しない
作動する
230V
なし

5)

アーマードケーブル芯線抵抗測定

抵抗異常
抵抗正常

6)

アーマードケーブル断線確認

出力なし

7)

アーマードケーブル絶縁確認

絶縁が悪い

弊社へ連絡
3) . (p15)
4) . (p16)
5) . (p16)
復 旧 作 業 2.4)
(p19)
船上局の異常
弊社へ連絡
6) . (p1７)
7) . (p1７)

）
測定値
ﾋｭｰｽﾞ交換
―
ﾋﾟﾝ間の抵抗
値
Ω
―
―
―
―
出力電圧
V

芯線抵抗

技術資料6:ｱｰﾏｰﾄﾞ
ｹｰﾌﾞﾙの先端加工
技術資料 6:ｱｰﾏｰﾄﾞ ―
ｹｰﾌﾞﾙの先端加工

Ω
―
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１）．船上局背面ヒューズの確認
船上局、背面の“SEA CABLE”のヒューズ（250V、0.5A）を抜き取り（Fig.1.2.2）、ヒューズが
切れていないかテスターで抵抗を確認（Fig.1.2.3）
。切れているか？
ヒューズが切れている場合 CTD と船上局の間でショートしていて、切れていない場合は断線し
ている。
記入

(切れている 、 切れていない)

切れている場合、CTD と船上局の間でショートしている。船上局の電源を切り 1 分間放置した
後“SEA CABLE”の 250V、0.5A のヒューズを交換し 2）. (p14)へ進む。
切れていない場合、アーマードケーブルが断線している。 3）. (p15)へ進む。

SEA CABLE 250V 0.5A
ヒューズ
Fig.1.2.2：船上局背面パネル

SEA CABLE
MS コネクター
既存のｹｰﾌﾞﾙを外
しﾃｽﾄｹｰﾌﾞﾙ接続

切れていれば、O.L( ∞)
切れていなければ 0.5～数Ω

テスタープローブで
抵抗測定

Fig.1.2.3：ヒューズの計測方法
アドバイス
船上局、背面の“SEA CABLE”のヒューズが切れた場合、船上局から CTD へ供給する電源がア
ースに流れたという事を示し（過電流が流れた）、アーマードケーブル防水接続部の絶縁不良か
CTD トップエンドキャップ 2 ピンバルクヘッドコネクター（JT1）の漏水の可能性があります。
ヒューズが切れていない場合は、船上局からの供給電源が CTD まで届いていない事を示し、ア
ーマードケーブル防水接続部の芯線断線の可能性があります。
13
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２）．コネクター（2 ピンバルクヘッドコネクタ・水中プラグ）の確認
1).CTD のコネクター及びセンサー接続ケーブル全てを開放し、コネクターに異常がないか確認する。
特に水中プラグの差し込まれている CTD の本体上部 2 ピンバルクヘッドコネクター(Fig1.2.4)及び
水中プラグ(Fig1.2.5)の電極間に焼け痕がないかよく確認する。焼け跡は、先の尖ったシャーペン
の先等で電極間を削ると簡単に削れる。Fig.1.2.5 のようにピンの間に焼損がある場合交換が必要。
JT1：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
ｱｰﾏｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ接続

Fig.1.2.4:CTD2 ピンコネクターの場所
300

焼損
焼損
簡単に削れる

CTD ﾄｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 2 ﾋﾟﾝﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞｺﾈｸﾀ

水中プラグ

Fig.1.2.5：CTD2 ピンコネクターの状態確認
2 ピンバルクヘッドコネクターに焼損があるか 記入

(焼損がある 、 ない)

また、電極の(太いピンと細いピン)の抵抗値を測定する。焼損している場合、テスターで抵抗を
測定すると抵抗値がある。(通常は、∞) 記入
(測定値
Ω)
2 ピンバルクヘッドコネクター及び水中プラグの電極間に焼損があり、電極間でショート（抵抗
がある）している場合、コネクター及び水中プラグの換が必要。 弊社技術部へ連絡
● 応急処置として、2 ピンバルクヘッドコネクターの電極間の炭化している部分を削り取り削った
痕にシリコーンシーラントを薄く塗って下さい。CTD が正常に動作する場合がある。
また、アーマードケーブル先の水中プラグの交換も必要。
CTD が正常に作動すれば、一時的に観測しても構いませんが、基本的にはコネクターの交換が
必要なので早急に 弊社技術部へ連絡
2 ピンバルクヘッドコネクター以外のピンが漏水している場合
コネクターに異常がない場合 3）
． (p15)へ進む。
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３）．テストケーブルでの直接作動確認
付属のテストケーブル(Fig．1.2.6 参照)にて船上局と CTD を直接つないで動作テストをする。船上
局背面の“SEA CABLE”コネクター(Fig．1.2.2 参照)に接続しているケーブルを抜き、Fig.1.2.6 の
テストケーブルを接続する。CTD に延長ケーブルが接続されている場合、延長ケーブルを抜き、
CTD に直接テストケーブルの水中コネクターを接続する（Fig．1.2.7 テストケーブルと CTD の接
続参照）
。船上局の電源を入れ正常に作動するか。
記入

( 作動する 、 作動しない)

テストケーブルで正常に動作する場合ウィンチアーマードケーブルの断線かショートが考えられ
る。

4）. (p16)へ進む。
正常に作動する場合 5）. (p16)へ進む。

作動しない場合

水中ｺﾈｸﾀMS コネクター

付属のテストケーブル

約 2m

Fig．1.2.6 テストケーブル

ﾃｽﾄｹｰﾌﾞﾙを直接 CTD に接続する

Fig．1.2.7： テストケーブルと CTD の接続
15
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４）．船上局からの CTD 電源確認
CTD が正常に動作しない場合、船上局の電源を切り、再度、船上局、背面の“SEA CABLE”の 250V、
0.5A のヒューズが切れていないかテスターで確認し切れている場合は交換する。
次に、テストケーブル水中コネクターの 2 ピンメスの太いピン(1 番ﾋﾟﾝ)にテスターの黒いプローブ
を、細いピン(2 番ﾋﾟﾝ)に赤いプローブを挿入し、船上局からの供給電源を調べる(Fig. 1.2. 8)。
プローブが水中プラグに 2 本差し込めない場合は、テストケーブルを船上局背面から抜き、船上局
背面の MS コネクター（Fig.1.2.2）のコネクター端子の“A”にマイナス側の黒いプローブを、
“B”
にプラス側の赤いプローブを差し込み直流電圧（DC）を測定する(Fig. 1.2. 9)。
正常であれば直流 230V（前後）が出力される。船上局の電源を入れテスターの読み値を記録する。
記入

(テスターの読み値？直流

V)

テスターの読み値が約 230V の場合、船上局は正常、 復旧作業 2 .4） (p19)へ進み、CTD 全
てのコネクターと接続ケーブルの確認を行い、コネクターに漏水が無いか接続ケーブルに異常が

CTD 本体の故障が考えられるので弊社技術部へ連絡
テスターの読み値が約 230V の無い場合、船上局の故障 弊社技術部へ連絡

無いか確認する。異常が無い場合

太いﾋﾟﾝ（-）

船上局背面 MS コネクターのコネクター端子の
“A”にマイナスプローブを“B”にプラスプロ
ーブを差し込み直流電圧を測定

細いﾋﾟﾝ（＋）
Fig.1.2.8： 船上局からの出力電圧の測定

Fig.1.2.9

５）．アーマードケーブル芯線の抵抗測定
船内ケーブル（MS コネクターFig1.2.10）B ピンとウィンチ先端水中プラグ細ピン（2 番ピン）と
の抵抗をテスターにて測定する(Fig.1.2.11)。標準のアーマードケーブルでは、ワイヤー長 1000m
（1Km）あたり 10Ω が標準（3000m のワイヤーが巻かれたウィンチであれば 30Ω,1000m で
10Ω,6000m で 60Ω）
。
(テスターの読み値？

記入

Ω )

テスターの読み値が異常（約 100Ω以上）の場合芯線の断線の可能性がある 6）. (p17)へ進む。
テスターの読み値が正常（標準抵抗値）の場合、絶縁不良の可能性がある 7）. (p17)へ進む。

B ﾋﾟﾝ（芯線）

Fig.1.2.10： 船内ｹｰﾌﾞﾙ MS ｺﾈｸﾀ

細いﾋﾟﾝ（芯線）

Fig.1.2.11：ｳｨﾝﾁ先端水中ﾌﾟﾗｸﾞ
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６）．アーマードケーブル断線確認
船上局の“SEA CABLE”コネクターにウィンチへ接続されている“シーケーブル”（通常の配線に戻
す）を接続し、アーマードケーブル先端の水中コネクター2 ピンメスの大きいホールにテスターの
黒いプローブを、小さいホールに赤いプローブを挿入し、船上局からの供給電源を調べる。断線の
場合、空中では防水テープによりきつく巻かれているので導通がある場合があるので電圧を測定す
る際、防水接続部やコネクター上部を引っ張ったり曲げたりして負荷を与え断線するか（電圧が 0V
になる）調べる、
また、船上でリアルタイム観測を行いデータの飛び（Modulo Error Count）が無いか確認する。 (Fig.
1.2.8 船上局からの出力電圧の測定参照) 船上局の電源を入れテスターの読み値を記録する。正常
であれば、直流 230V（前後）が出力される。
記入

(テスターの読み値？

V)

テスターの読み値が 0V やリアルタイム観測のデータに異常がある場合の場合、アーマードケーブ
ルと水中プラグを接続している防水接続部で芯線が断線している可能性がある。現場で復旧できる
場合は、アーマードケーブル防水接続部分を切断し新しく接続し防水処理を行う。技術資料 6：ア

ーマードケーブルの先端加工参照。

７）．アーマードケーブル絶縁確認
船上局の“SEA CABLE”コネクターと、CTD から水中コネクターを外し、水中コネクターの 2 ピンメ
スの大きいホールにテスターの黒いプローブを、小さいホールに赤いプローブを挿入し、テスター
にて抵抗を測定し読み値を記録する。
記入 通常は、∞でショートしている場合抵抗値がある。(測定値
Ω)
また絶縁抵抗計(メガー)があればケーブルの絶縁を計測する。
測定レンジは 250V,500V で測定する。
(Fig．1.2.12 アーマードケーブルの絶縁を測定参照)
水中プラグに 2 本差し込めない場合は、Fig1.2.13 のように、 マイナス側の黒いプローブは、アー
マードケーブル(錆びていない箇所)等（船体アース）しっかり触れて測定する。
正常な場合は、ほぼ∞、数Ω～数 KΩの場合は絶縁不良。
記入

(測定値 250 V, 測定値

Ω)・(測定値 500 V, 測定値

Ω)

太い穴（-）

細い穴（＋）
細い穴（＋）
Fig.1.2.12： アーマードケーブルの絶縁を測定

ｱｰﾏｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
Fig.1.2.13

抵抗値があり絶縁不良の(∞でない)場合、アーマードケーブルと水中プラグを接続している防水接
続部でショートしている可能性がある。現場で復旧できる場合は、アーマードケーブル防水接続部
分を切断し新しく接続し防水処理を行う。技術資料 6：アーマードケーブルの先端加工参照。
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復旧作業 2

センサーケーブル・コネクターの確認及び復旧作業

１).水温センサーに異常がある場合
4).コネクター、接続ケーブルの確認 (19 頁) を参照し水温センサーについてコネクターと接
続ケーブルに異常がないか確認する。もし、予備の接続ケーブルがあれば新換えする。
コネクターやと接続ケーブルに異常が無く、データーがスパイクする場合は、船上局の 8 桁表示
機 0 チャンネルの値を確認する。このチャンネルには水温センサーからの周波数（生データ）が
表示さる。CTD とアーマードケーブルを接続し、船上局の電源を投入し、空中で 0 チャンネルの
値を記録し弊社に FAX して下さい（後述のアドバイス参照）。
記入

ﾁｬﾝﾈﾙ 表示項目
水温の周波数
0

標準の値

現在の気温と値を記録

約 3000～8000(水温のより変化)

コネクター・接続ケーブルが異常な場合メンテナンスか交換できなければ 弊社技術部へ連絡
水温の値が異常な場合、水温センサーが異常の可能性がある

弊社技術部へ連絡

２).電気伝導度センサーに異常がある場合
4).コネクター、接続ケーブルの確認 (19 頁)を参照し電気伝導度センサーについてコネクター
と接続ケーブルに異常がないか確認する。もし、予備の接続ケーブルがあれば新換えする。
コネクターやと接続ケーブルに異常が無い場合は、船上局の 8 桁表示機 1 チャンネルの値を確認
する。このチャンネルには電気伝導度センサーからの周波数（生データ）が表示される。CTD
とアーマードケーブルを接続し、船上局の電源を投入し、空中と海水中（注射器に海水を入れセ
ルを海水で満たしても良い）で 1 チャンネルの値を記録し弊社に FAX して下さい。
記入

ﾁｬﾝﾈﾙ 表示項目
電気伝導度の
1
周波数

標準の値

値を記録

空中での値 約 2800～3000
海水中（セル内に海水を満たし）の値約 5000～10000

コネクター・接続ケーブルが異常な場合メンテナンスか交換できなければ 弊社技術部へ連絡
電気伝導度の値が異常な場合電気伝導度センサーが異常の可能性がある 弊社技術部へ連絡
アドバイス
水温と・電気伝導度の出力周波数については、キャリブレーションシートに値が記載されている。
電気伝導度は空中の値で、塩分値 0 に対する出力周波数を、海水を満たした値は、およその海水
の塩分値と現在の水温から対応する出力周波数をキャリブレーションシートから確認し、現在の
値と比べることによって、センサーに異常がないか確認することができる。

３).その他オプションーに異常がある場合
4).コネクター、接続ケーブルの確認 (19 頁)を参照し該当するオプションセンサーについてコネ
クターと接続ケーブルに異常がないか確認する。
コネクター・接続ケーブルが異常な場合メンテナンスか交換できなければ 弊社技術部へ連絡
取得した値が異常な場合、該当するセンサーが異常の可能性がある

弊社技術部へ連絡

アドバイス
LED を発光させている蛍光光度・濁度センサーは、発光している LED に白い紙などを当て受光
部に反射させたり、透過度センサーは LED 受光部を手で隠し遮断させ、PAR センサーは保護キ
ャップを被せると値が変化するので作動確認ができる。
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４).

コネクター・接続ケーブルの確認

① コネクターの状態を調べる
データに異常のあるセンサー接続ケーブルをセンサー側及び CTD 本体側で抜き（接続ケーブル両
端のコネクターを抜く）
、漏水や緑錆があるか確認する｡漏水があった場合は、乾いたキムワイプ等
で良くふき取り、乾燥させた後、シリコングリスを塗布し再度コネクターを接続し作動確認を行う｡
グリスアップやコネクターの取り扱いは、別紙［術資料 1.水中コネクター取り扱い説明］参照
CTD に接続しているセンサーは、以下の例を参照する。
● CTD トップエンドキャップ側に接続しているセンサーの例（Fig.1.2.14）アーマードケーブル、
採水器（SBE32）
、オプションセンサー（溶存酸素、蛍光光度、pH、透過度、光量子、その他）
。
● CTD ボトムエンドキャップ側に接続しているセンサーの例（Fig.1.2.15）水温センサー（SBE3）
、
電気伝導度センサー（SBE4）
、水中ポンプ 、ボトムコンタクトスイッチ塩分が異常の場合は、
水温センサー（SBE3） 、電気伝導度センサー（SBE4）の確認を行う
JT6：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
外部電圧 CH 6,7

JT1：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
ｱｰﾏｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙﾍ

JB3：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

JT2：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
外部電圧 CH 0,1
(DO ｾﾝｻｰﾍ)

JB4：接続なし

JB2：3 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
電気伝導度ｾﾝｻｰ

JT7：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
SBE32(採水器)
JT3：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
外部電圧 CH 2,3
JT5：6 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
外部電圧 CH 4,5

JT4：接続なし

Fig.1.2.14 ：トップエンドキャップ側

②
●
●

JB5：接続なし
JB1：3 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
水温ｾﾝｻｰ

JB6：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
ﾎﾞﾄﾑｺﾝﾀｸﾄｽｲｯﾁ

Fig.1.2.15 ：ボトムエンドキャップ側

センサーケーブルの状態を調べる
ケーブルにひび割れや亀裂がないか、コネクターに緑青がないか目視にて確認する。
Seasave にて船上で観測し、データ異常のあるセンサーケーブルを延ばしたり縮めたり、引っ
張ったり曲げたりして、船上局の表示や Seasave でのセンサーからの表示値に異常が無いか確
認する（0 となる場合は、異常）
。この作業でデータにスパイクが入ったり、値が 0 になる場合
センサーケーブルの断線と判断し新換えする。

③ センサーケーブルの導通確認及び線間絶縁抵抗を調べる
● テスターを使用し、センサーケーブルコネクター両端から同じピン番号の導通を確認する。
● 線間絶縁抵抗(コネクタピン間)を絶縁抵抗計 250V レンジにて計測する（Fig.1.2.16）
。
記入 下表に測定値を記入する。下表は 2 ピンケーブルの例、全てのピン間の絶縁抵抗を測定する。
予備のケーブルに新換えしても症状が変わらない場合該当するセンサーの故障と判断。

弊社技術部へ連絡

表：2 ピンコネクターの線間絶縁抵抗測定表
同じｺﾈｸﾀｰか
ら計測できな
い場合、両端
のｺﾈｸﾀｰから
計測する

計測したｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ間
測定値（MΩ）

1-2

1-3

1-4

1-5

計測したｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ間
測定値（MΩ）

2-3

2-4

2-5

2-6

計測したｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ間

3-4

3-5

3-6

4-5

4-6

5-6

1-6

測定値（MΩ）

Fig.1.2.16 ：ケーブル線間絶縁抵抗測定

計測したｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ間
測定値（MΩ）
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復旧作業 3

塩分に異常がある場合の復旧作業

症状
･観測中グラフ画面にて、塩分が大きくふらつく。または、高い塩分値が観測される。
観測中に水中で塩分（及び水温）がふらついたり高い塩分値が観測される場合、CTD 水面下での待機
中にパイプ配管内のエアーが完全に抜けずにエアーが残留し、パイプ内の海水の流れを阻害している
ことが推測される。また空中で塩分が高い場合は、電気伝導度センサーが油等によって汚れたことが
考えられる。
フローチャート6：復旧作業3．塩分が大きくふらつく場合の復旧作業 を参照し、手順に従って作業を行
います。
フローチャート6

復旧作業3 塩分に異常がある場合の復旧作業
復旧作業 3
塩分に異常がある
場合の復旧作業

水中で値が異常
1).各

空中で値が異常

の配置・
の点検(p21)

4).Tritonにて洗浄
(p23)

2 .水中
接
続
の確認(p22)
3 .水中

の作動確認
(p23)

症状変わらず
電気伝導度センサーの
異常弊社技術部へ連絡

回転する

回転しない
水中ポンプの異常弊社
技術部へ連絡

技術資料 5
水中ポンプのメン
テナンス

空中で塩分が高い場合、電気伝導度センサーセルの油膜の汚染が考えられる ４）
．(p23)へ進む。
Fig.1.3 .1 の例では観測中塩分値 40 を超えている。この場合パイプ配管内のエアーが抜けずに
エアーが残留しパイプ内の海水の流れを阻害していることが考えられる。
観測中、水中で塩分がふらついたり高い塩分値が観測される場合 １）
．(p21)へ進む。
050912f30.dat
32.000
0

Pressure, Digiquartz [db]

20

Salinity, Practical [PSU]
36.000

34.000

38.000

40.000

塩分値が大き
くふらつく

40
Bottle
Firing
Sequence

60

80

塩分値が 40 以上
100
0.000

10.000

20.000

30.000

Temperature [ITS-90, deg C]

Fig.1.3.1：塩分がふらつく
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１）．

各センサーの配置・タイゴンチューブの点検
海水中で、タイゴンチューブ配管内の空気が完全に抜けないと、水中ポンプが回転しない場合や、
回転しても水流が一定でなくなり各センサーの反応速度のマッチングが取れず塩分や水温のデータ
が乱れたり（スパイクでなく振れる）高い塩分値が計測されます。
また、タイゴンチューブ配管が抜けていたりゆるみがある場合、その箇所から海水が混入し同様の
不具合が生じます。

①

目視による確認
各センサーの配置を目視により、確認し海水中で配管内の空気が確実に抜ける状態か確認します。
a）．CTD が横向きの場合
CTD を水中に投入すると、海水は水温センサーの T ダクトから入り空気はポンプ出口より抜けま
す（下図青矢印）
。横向きの CTD では、TC ダクトが一番下（水温センサーの SBE3 が一番下、そ
の上に電気伝導度センサーSBE4）で電気伝導度センサーに接続されているクイックリリースの上
に Do センサーが配置され、さらに高い位置に水中ポンプが配置されます。またポンプの海水出口
が 45 度上を向くように（頂点は天を向く）に配置されているか確認して下さい。
（Fig:1.3.2 参照）
CTD が海水に入ると、一番下にある T ダクトから海水が配管内に入り、一番高い所に配置されて
いる水中ポンプの海水出口から空気が抜けます。全てのセンサー配置の中で、T ダクトが一番下で
ポンプの海水出口が一番上に配置され、空気が配管内の途中で溜まってしまう箇所が無いよう目視
にて確認し、場合によってセンサーの配置を変えて下さい。配置を変えた場合、全てのタイゴンチ
ューブの緩みを再確認して下さい。

水中ポンプ

クイックリリース
Do センサー

電気伝導度センサー

水温センサー
T ダクト
水中ポンプが一番高い位置に
配置され、ポンプの海水出口
は、下図のように 45 度上を向
く（頂点が天）配置されてい
るか確認

Do セ ン サ ー
出入り口の接
続確認

クイックリリース及び T ダクト
入り口に異物が無いか。TC ダク
トチューブがきちんと配管確認

頂点が天を向き

Fig.1.3.2
海水出口
が 45 度
上を向く
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b）． CTD が縦向きの場合
パイプ配管内のエアーが Y フィッティングのエアーベントから抜けずにエアーが残留しパイプ内
の海水の流れを阻害していることが考えられます。
タイゴンチューブ上部の Y フィッティング（Ｙ形状）のエアーベント（空気抜きの穴）を付属の細
い針金（直径 0.3mm）で貫通させ掃除して下さい。
（Fig:1.3.3 参照）
Y フィッティング（空気抜きの穴）を針金で掃除
注意：
空気抜きの穴にゴミが詰まるとタ
イゴンチューブ内の空気が抜けに
くくなり、ポンプが回転するまで
の時間が長くなったり、塩分値異
常の原因となります。
Fig.1.3.3:Y フィッティングの掃除
DO センサー出入り口の竹の子には、直径の小さなタイゴンチューブが挿入されています。電気伝導
度、水中ポンプから接続されるメイン配管のタイゴンチューブを挿入する場合きついですが（密閉を
高めるための仕様です）清水をチューブの内側に塗って挿入すると簡単に挿入できます。（Fig:1.3.3
参照）
② クイックリリース及び TC ダクトの確認
クイックリリースが電気伝導度センサーにきちんと嵌っているか確認。
（Fig:1.3.4 参照）
T ダクト入り口に異物が無いか TC ダクトチューブがきちんと配管されているか確認
（Fig:1.3.5 参照）

クイックリリ
ース
TC ダクト

T ダクトと TC ダクトを
繋ぐタイゴンチューブ
T ダクト（海水の入り口）
に異物がないか

T ダクト
Fig.1.3.4

Fig.1.3.5

各センサーの配置・タイゴンチューブの緩み等に異常が無い場合

２）．

2）．(次)へ進む。

水中ポンプのコネクター、接続ケーブルの確認
水中ポンプのコネクターからの漏水または、接続ケーブル断線等の異常がないか確認する。
4).コネクター、接続ケーブルの確認 (19 頁) を参照し水中ポンプについてコネクターと接続ケー
ブルに異常がないか確認する。
コネクター及びケーブルに異常が無い場合
3）．(p23)へ進む。
コネクターが漏水している場合メンテナンスを行い、ケーブルが断線している場合は新換えし
3）．(p23)へ進む。
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３）．

水中ポンプの作動確認

実際に、水中ポンプが回転しているか確認する。CTD保管時に使用する、タイゴンチュ－ブが付い
た注射器に海水を入れ、水温センサーの先の入り口（Tダクト）へ差し込み、水中ポンプ出口までが
海水で満たされるように海水を押し込みます(CTD本体が入る大きな水槽に海水を満たしCTDを入
れても良い)（Fig.1.3.6）
。この状態で、船上局の電源を入れます。1分間後に船上局の表示が“0010”
→ “0011”と表示され、ポンプ出口から海水が噴出すか確認する。また、必要に応じてポンプ出口を
覗き見したり、水中ポンプのキャップを外しインペラが回転しているか確認する。
コネクターの漏水やポンプの故障に
よりポンプが回転していない場合で
も、CTD 本体から水中ポンプに電力
を供給すると船上局の表示が“0010”
→ “0011” と変わる。

注射器に海水を入れ水中ポンプ出口までが海水
で満たされるように海水を水押し込む

Fig.1.3.6
ポンプが回転する場合、水中ポンプの回転数に異常があると判断します。
技術資料 5：水中ポンプのメンテナンスを参照しメンテナンスを行う。
ポンプが回転しない場合、水中ポンプの故障と判断し修理を行う｡

４）．

弊社技術部へ連絡

電導度センサーセルの洗浄 (TRITON(R) X-100 で洗浄)

油のような汚れは清水を流すだけでは取れない。港内や内湾等で観測した場合、空中で塩分値が大きな
値を示すことがあります。このような場合、油膜でセンサーが汚染されている可能性があります。
上記のような場合、付属品の TRITON(R) X-100 を使用して洗浄する。40~50℃の温水で１％の希釈液
を作り、CTD保管時蒸留水を差し込む注射器にこの希釈液を入れ電導度センサ－が満たされるように押
し込み30分程放置します。その後、注射器を外し１分間以上、温水（熱湯でない）を注入しセンサ－内
に残った洗浄液を洗い流します。

注意： TRITON(R) X-100

のすすぎは十分に行って下さい。成分がセル内に残留すると塩分

（電気伝導度）の計測に悪い影響（計測誤差）が出ます。
次に、空中での電気伝導度の値を計測します。復旧作業 2 . 2）(p18)へ進み、CTD とアーマードケ
ーブルを接続し、船上局の電源を投入して空中で船上局 1 チャンネルの値を記録し弊社に FAX して下
さい。またこの値とキャリブレーションシートの電気伝導度が 0 の時の値と比べます
記入

ﾁｬﾝﾈﾙ 表示項目
電気伝導度の周波数
1

標準の値

値を記録

空中での値 約 2800～3000

空中での値がキャリブレーションシートの値より高い場合

弊社技術部へ連絡

23

株式会社 イーエムエス

復旧作業 4

船上局が 0000 を表示する場合の復旧作業

症状
･船上局のブザーが鳴る
・CTD が空中にある場合、船上局の表示が“0000” 、観測中は “0001” （十の位が 0）
を表示する｡
ボトムコンタクトセンサー（海底検出センサー）(Fig.1.4.1 )が CTD に取り付けられている場合、スイ
ッチが入った状態になっているか、もしくはこのコネクターが漏水したためコネクターのプラス極と
マイナス極がショートしスイッチが入ったと同じ状態になっていることが原因です。

１）．ボトムコンタクトスイッチの確認
ボトムコンタクトスイッチ（海底検出スイッチ）が CTD に取り付けられている場合、このスイッチを
OFF にし、ブザーが鳴り止むか確認する(Fig.1.4.1 )｡（錘を下方向へ引っ張るとスイッチが OFF）

錘を下方向へ引っ
張るとスイッチが
OFF となる
Fig.1.4.1：ボトムコンタクトスイッチ

２）．ボトムコンタクトスイッチ接続ケーブルの確認
CTD ボトムエンドキャップのボトムコンタクトスイッチ接続ケーブルをセンサー側及び CTD 本体側
で抜き、漏水があるか確認する｡漏水があった場合は、乾いたキムワイプ等で良くふき取り、乾燥させ
た後再度コネクターを接続し作動確認を行う｡（Fig.1.4.2）
JB6：2 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ
ﾎﾞﾄﾑｺﾝﾀｸﾄｽｲｯﾁ

Fig.1.4.2：ボトムエンドキャップ側
上記の作業を行ってもブザーが鳴る場合、原因の特定ができない｡ 弊社技術部へ連絡
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復旧作業 5

採水ができない場合の復旧作業

１）．Seasave

採水設定の確認

“FIRE”ボタンの左側にある緑色 LED が点灯するので船上局では、採水信号を正常に受信している、
“Seasave”プログラムの採水設定に問題が無いか確認する。SEASAVE ウィンドウより、 ﾒﾆｭｰﾊﾞｰ →入力

構成設定→通信ﾎﾟｰﾄ タブを選択し、“採水器またはﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙ通信ﾎﾟｰﾄ”の設定が“COM2”を確認する。
（Fig.1.5. 1 参照）次に 採水 タブを選択し、採水器タイプに“SBE Carousel”を確認し、採水方法の設定が
“順列採水”の場合、“ﾕｰｻﾞｰ入力採水”へ変更し、採水する番号を変えながら実際にボトルが閉まるか空
中で確認する。設定は、Fig．1.5.2 を参照
採通信ﾎﾟｰﾄタブ

採水タブ
SBE Carousel
ﾕｰｻﾞｰ入力採水

COM2

Fig．1.5.1

Fig．1.5.2

設定に異常がない場合、船上局とコンピュータ間の接続ケーブルについてケーブルが抜けていな
いか、緩んでいないか調べる。 （船上局背面は“MODEM CHANNNEL”コンピュータの背面は“COM2”
に刺さっている）

２）．ラッチ・ランヤード・採水ボトルの確認
① 十分に塩抜きした後ラッチが正常にリリースできるか（Fig．1.5.3）
、ラッチに曲がっていたり、
隙間に異物等が挟まっていないか（Fig．1.5.4）確認する。

ラッチが正常にリ
リースできるか

曲がっていた
り、隙間に異物
等が挟まってい
ないか確認

Fig．1.5.3

Fig．1.5.4

ラッチは海水中で摩擦が小さくなる特殊コーティングが施されています。性能が損なわれますの
で、ラッチ可動部には、潤滑剤等油製品を塗ったり吹き付けたりしないで下さい。
② 採水ボトルの蓋を閉じるラテックスチューブ（採水ボトルの中に張ってあるゴム）がゆるんでいな
いか確認する。ランヤードのテンションは約 25kg 以下です。
必要に応じて、他の番号の採水ボトルと交換してみる。
上記の作業を行なっても症状がかわらない場合、

3）. (p26)へ進む
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３）．ラッチアッセンブリーの分解整備
①

採水器の作動原理
船上局から採水実行のコマンドを受けると SBE32 は、採水するラッチの電磁石(Fig.5.10)に電流を
流します。電流が流れると鉄心が磁石化しラッチプレートが磁石にくっつきラッチが外れます。電
流を流した時、採水器は採水信号を船上局に発信します。ラッチはトリガーに採水器が取り付けて
いなければ外れません（引っ張る力がないと外れない）
。

②

ラッチアッセンブリーの分解とメンテナンス
以下の作業内容に沿って分解とメンテナンスを行い、場合によってはラッチを交換したり、新換え
したりして下さい。
・SBE32 上部のラッチアッセンブリーの 3 本のネジを外し、採水器本体からラッチアッセンブリ
ーを取り外します。
（Fig．1.5.5）
採水器の電磁石部、本体に腐食等ないか確認します。
・次にリテーナーディスク上に刻印がありますので各ラッチにマジック等で番号を書き込んで下
さい。さらに外側にある 8 本の皿ビスを外しリテーナーディスクを外します。（Fig．1.5.6）
・ラッチを水平に引き抜き、清水に漬け潮抜きします。
（Fig．1.5.7）
・ラッチの各ビスにゆるみが無いか、プラスティック部（ジュラコン）に亀裂等無いか確認しま
す。
（Fig．1.5.8）
・ラッチプレートを押してラッチが外れるか確認します（Fig．1.5.9）
。
3 本のネジ

8 本の皿ビス

ラッチをこの
方向へ水平に
引き抜く

リテーナーディスク
Fig．1.5.5
ラッチアッセンブリー

Fig．1.5.6
リテーナーディスク

Fig．1.5.7
ラッチの引き抜き

ラッチが外れる

ラッチプレート押す
Fig．1.5.8
ラッチ

Fig．1.5.9
ラッチの作動確認

電磁石
Fig．1.5.10
電磁石

上記の作業を行なっても症状がかわらない場合、 弊社技術部へ連絡
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の確認(p21)

復旧作業 2

復旧作業 2
2).電気伝導度セ
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る場合(p18)
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ションセンサーに異
常がある場合(p11)

4).塩分の乱れ
スパイクでは無い

3).オプションセンサー
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異常のあるデータ
を作図(p7)

(p20)

復旧作業 3
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異常のあるセンサー
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エラーがある

3).観測中
0010
表示

採水器の故障の可能性
あり弊社技術部へ連絡

採水できない

復旧作業 2
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2).ラッチ ランヤー
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ボタン確認

Error LED 点灯・DATA LED消灯
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復旧作業 2
2).電気伝導度セ
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CTDの故障の可能性
がある
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復旧しない
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続ケーブルの確認
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