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Underway CTD 
(米国オーシャンサイエンス社製) 

 

オーシャンサイエンス社の Underway CTD (UCTD)は、航行する船舶から投入して高品質な CTD デ

ータの取得を可能としています。システムは極めて携帯性に富み、コスト効率に優れ、繰り返し

使用可能なため、海洋投棄による海洋環境汚染を引き起こしません。 

 

UCTD は、高性能のシーバード社の CTD センサーを装備し、流体抵抗を最小限に抑えたセンサープ

ローブ、整列巻ユニットを装備した高速ウィンチ、糸巻き戻しユニット、ダビットの各部から構

成されます。プローブは 500m 以上の水深の高品質な CTD 観測が可能です。一般の海洋観測や音響

観測に必要な水中音速の測定にも理想的です。システムの総重量は 25kg 以下でデッキの占有スペ

ースも最小に抑えることが出来ます。投入は簡単で他のデッキ作業に支障をきたすこともありま

せん。プローブからのデータの回収もワイヤレスの接続で安全にまた迅速に行うことが出来ます。

UCTD は、ランニングコストのアップや海洋投棄がもたらす海洋環境に対するネガティブなインパ

クトを除去し、なおかつ従来の XBT, XCTD の利便性を備えた画期的なシステムです。 

 

UCTD システムの利点： 

・ 船舶の航行スピードを減速することなく連続の CTD プロファイルが可能 

・ プローブは物理的に船体から完全に独立しているので自由落下が可能 

・ 圧力センサーで水深を実測 

・ 観測終了後にセンサーを再検定することが可能（米国シーバード社の検定設備にて） 

・ コンパクトで携帯性に優れている 

・ 使い捨ての XBT, XCTD と違い、海中投棄をしないので海洋環境を汚染しない 

・ 荒天時でも安全、確実な観測を約束する堅牢なデザイン 

・ Bluetooth を利用してワイヤレスでデータを回収可能 
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UCTD システムは次のコンポーネントで構成されています。 

 

センサープローブ 

プローブ本体には高精度のシーバード社製CTDセンサーとセンサ

ー用電子基板、データ収録ユニット、及び Bluetooth インターフ

ェイス、充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。測定さ

れたデータは 16 Hz のスピードで内部メモリーに保存されます。

プローブの落下速度は毎秒約 4m で設計されております。糸巻き

を行うテールスプール部は、独自に設計されたツイストロック機

構でプローブ本体とカップリングすることが出来ます。 

 

ウィンチ 

ウィンチは大型糸巻きリール、特別仕様の高トルク DC 駆動

モーター（24V、1.2HP、ギア比 14:1）、モーター駆動の整列

巻ユニットを装備しています。 

ウィンチとセンサープローブをつなぐ専用テグスには、破断

強度 226kg（500lb）と 136 ㎏（300lb）の 2種類があり、プ

ローブ回収時の最大張力（10 ノット時に 32kg、20 ノット時

に 73kg）に余裕を持って耐えられます。また、糸のたるみ調

節機能やモーターの制御機能により、安全に、また迅速にプ

ローブを回収することが出来ます。 

 

糸巻き戻しユニット 

モーターを 2 台装備した糸巻き戻しユニットは、マイクロプロ

セッサーで制御され、糸巻きリールに専用テグスを正確に巻く

ことが出来ます。ユニットは、CTD プロファイルの水深に従っ

てプログラムされ、迅速な繰り返し観測を可能とすべく自動的

に糸を巻きます。 

 

ダビット 

UCTD のダビットには、コンパクトな

ウィンチ架台とプローブホルダー

が用意されています。 ほとんどの

船舶に装備できるように、レールや

デッキ取り付け冶具のオプション

があります。最もポピュラーなダビ

ットは、ほとんどの観測船のデッキに見られる２ｘ２フィートパターンの取り付け穴を利用した

支柱ポスト型です。特注でブーム長の指定も可能です。 
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作動原理 

水中プローブが到達する水深と同じ長さの釣り糸がプローブの糸巻きユニットに巻かれます。 

水中プローブは船の航行スピードに関係なくほぼ一定の降下速度（毎秒約４ｍ）で、鉛直に落ち

ていきます。船がプローブの投下地点から離れていく間、釣り糸はウィンチ側とプローブの糸巻

きユニット側の両方から送り出されます。  

 

 

オペレーションのサイクルは船速、海況、プロファイル水深などのパラメータによって変わって

きますが、典型的な所要時間(例)は以下の通りです。 

・ 船速 2～3ノット、水深 約 1,000m までの観測の場合： 約 40 分毎 

・ 船速 10 ノット、水深 約 500m までの観測の場合： 約 30 分毎 

・ 定点（停船状態）で約 1,300m までの観測： 約 30 分毎 

 
 

UCTD センサープローブの詳細仕様 

＊ 測定項目： 水温、電気伝導度、水圧（塩分、水中音速、密度の実数値出力も可能） 

＊ 測定速度： 毎秒 16 回 

＊ 降下速度： 4ｍ/秒で設計 

＊ 内蔵ﾒﾓﾘｰ： 60 キャスト又は連続 12 時間以上のデータ収録が可能 

＊ 通  信： Bluetooth によるワイヤレス通信が可能 

＊ 電  源： 充電式リチウムイオン電池（50 キャスト又は約 12 時間の連続使用が可能） 

＊ 外形寸法： 直径 62 ㎜ x 長さ 570 ㎜ 

＊ 空中重量： 約 3.6kg 

＊ センサーの再検定（米国シーバード社によるキャリブレーション）が可能 

 電気伝導度 水 温 水 深 塩 分 

測定レンジ 0～9 S/m －5～43 ℃ 0～2000 dbar 0～42 PSU 

精度(生ﾃﾞｰﾀ) 0.03 S/m 0.01～0.02 ℃ 4 dBar 0.3 PSU 

精度(処理ﾃﾞｰﾀ) 0.002～0.005 S/m 0.004 ℃ 1 dBar 0.02～0.05 PSU

分 解 能 0.0005 S/m 0.002 ℃ 0.5 dBar 0.005 PSU 
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船速とプロファイル水深の関係 

 

※条件①：破断強度 500lb テグスを使用、糸巻きを行って観測する場合（最も一般的な使用例） 

 

 

 

※条件②：破断強度 500lb/300lb テグスを使用、糸巻きを行って観測する場合（深海での使用例） 

 

 

 

※条件③：破断強度 500lb テグスを使用し、糸巻きせずに観測する場合（浅海での使用例） 
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サンプルデータ①： 

下表は 2006 年に米国オーシャンサイエンス社が行った現地テストのデータです。航行しながら

200m～450m のプロファイリングを数十キャスト実施しております。 

 

サンプル プロファイル 1000 km 断面図 

* Rudnick, D. L., and Klinke, J., "The Underway Conductivity-Temperature-Depth Instrument," 

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2006. (submitted for publication) 

 

 

サンプルデータ②： 

2008 年 4 月に米国オーシャンサイエンス社と弊社にて行った現地テスト(相模湾)のデータです。

200m、300m、400m、500m、800m を数キャスト実施しました。一例として、10 ノット航行・500m

プロファイリング時のデータを以下に記します（詳細は別紙「UCTD テスト観測報告」を参照）。 

 ●Y 軸：水深(db) 

●X 軸：水温(℃)、電導度(S/m)、塩分(PSU)、水中音速(m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※左図は各パラメータを未加工のままプロットしたグラフです。 塩分スパイクを取り除くため 

には、水温センサーと電導度センサーの測定時間差を一致させなくてはなりません。その為に

水温センサーと電導度センサーの測定時間差を補正した上で、各パラメータをプロットしたグ

ラフが右図です（深度方向への平均や時間平均等の平均処理は一切行っておりません）。 

生データ 処理データ(水温･電導度ｾﾝｻｰの時間補正後) 


