
Aquadopp Profiler, 1 MHz

超音波式流向流速プロファイラー

Aquadopp Profilerは、1 m未満から
85 m以上の4種の測定レンジ（距離）
を持つ、非常に汎用性の高い超音波
式ドップラー流向流速プロファイラー
(ADCP)です。シンプルながらパワフル
な観測を可能とするよう設計されたこ
の流向流速プロファイラーには、エンジ
ニアや研究者が様々な環境条件で正
確かつ効果的な流体力学データを収
集するために必要な機能が多く搭載さ
れています。

特長

 → 最大測定距離25 mでの流向流速 
プロファイル
 → 直角ヘッドのオプション
 → PUV波浪測定 

用途例

 → 操作性とシンプルさを重視した平均 
流向流速測定

 → 流向流速の変動が大きい流域での 
測定

 → 鉛直的に高解像度であることと、標準レ
ンジでの流向流速測定の両方が要求
されるプロジェクト 

 → 深層流の研究
 → 潮流の研究
 → 波浪と流向流速の組み合わせの測定
 → 波浪観測ブイでの使用に最適
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Aquadopp Profiler, 1 MHz
技術仕様

→ 流向流速測定

最大プロファイリングレンジ 1) 12-25 m

セル寸法 0.3-4 m

最小近接距離 0.20 m

最大セル数 128

測定セル位置 N/A

デフォルトセル位置（ビーム線上） N/A

流速レンジ ±10 m/s 2)

精度 測定値の±1% ±0.5 cm/s

流速精度 機器ソフトウェアを参照（設定による）

最大サンプリングレート（出力） 1 Hz

内部サンプリングレート 7 Hz

→ 反射強度

サンプリングレート 流速と同様

分解能 0.45 dB

ダイナミックレンジ 90 dB

トランスデューサー超音波周波数 1 MHz

ビーム数 3

ビーム幅 3.4°

→ HRオプション

最大プロファイリングレンジ 6 m 

セル寸法 20-300 mm

最小近接距離 0.2 m

最大セル数 128

レンジ/速度制限 プロファイリングレンジと流速値の積が1.0 m2/s
を超えないこと 

精度 測定値の±1% ±0.5 cm/s

最大サンプリングレート 1 Hz (連続モード)  
8 Hz (バーストモード)

→ Z-セルオプション

セルゼロ超音波周波数 N/A

最大プロファイリングレンジ N/A

ビーム数 N/A

→ センサー

温度: センサーヘッド内蔵サーミスター

温度範囲 -4～+40 °C

温度精度/分解能 0.1 °C/0.01 °C

温度反応時間 10分

コンパス: 磁性抵抗式

精度/分解能 2°/0.1°（< 20°傾斜）

傾斜: 電解液式

精度/分解能 0.2°/0.1°

最大傾斜角 30°

上下方向 自動検知

圧力: ピエゾ抵抗式

範囲 0-100 m (オプション範囲についてはお問い合わ
せください)

精度 0.5% FS / フルスケールの0.005%

→ アナログ入力

チャンネル数 2

アナログ出力機器への供給電圧

ファームウェアのコマンドにより3種類のオプション
を選択可能:
•	バッテリー電圧/500 mA
• +5 V/250 mA  
• +12 V/100 mA

入力電圧 0-5 V

分解能 16ビットA/D

→ データ記録

容量 9MB（標準）、4/16GB追加可能

データ記録 9*N セル + 32 バイト

診断記録 N/A

波浪記録 N サンプル * 24 + 60 バイト

モード 容量一杯で計測終了（デフォルト）もしくは連続上 
書き（ラップモード）

→ リアルタイムクロック

精度 ±1分/年

無通電時のバックアップ保持 4週間
→ データ通信

I/O RS-232またはRS-422

通信ボーレート 300-115200 Bd

記録装置のダウンロードボー
レート 600/1200 kBd（RS-232およびRS-422）

ユーザー制御
「AquaPro」ソフトウェア、ActiveX®関数呼び出し、
またはバイナリあるいはASCIIデータ出力の直接コ
マンドによる操作

→ コネクタ

バルクヘッド（Impulse） MCBH-8-FS 

ケーブル PMCIL-8-MP（10 mポリウレタンケーブル使用）
→ ソフトウェア仕様

機能 測定計画、機器設定、データ取得および変換 
(Windows®対応)

→ 電力仕様

入力電源 9-15 V DC

最大ピーク電流 3 A

平均消費電力3) 0.05 W

スリープ電流 < 100 μA

発信電力 0.3-20 W、3段階に調整可能
→ バッテリー

バッテリー容量
• 50 Wh (アルカリまたはリチウムイオン)
• 165 Wh (リチウム)
•	 1個または2個（耐性ケースのサイズによる）

新品状態のバッテリー電圧 13.5 V DC (アルカリ)

→ 環境仕様

動作温度 -5～+40 °C

保管温度 -20～+60 °C

耐振動、耐衝撃 IEC 721-3-7

EMC認証 IEC 61000

耐圧 300 m
オプションにて3000 mに対応

→ 材質

標準モデル チタンファスナー付POMおよびポリウレタン製プラ
スチック

→ 寸法

最大直径 75 mm

最大長
～550 mm (バッテリー1個内蔵)
+110 mm (バッテリー2個内蔵)
ヘッド構成に依存

→ 重量

空中重量 2.2 kg

水中重量 0.2 kg

→ オプション

• アルカリ、リチウム、またはリチウムイオンの外部
バッテリー

• その他のヘッド構成についてはお問い合わせく
ださい 

1) 現場の音響反射状況に依存します 2) これ以上のレンジについてはお問い合わせください  
3) デフォルト設定です。詳細およびその他の設定についてはソフトウェアを参照してください  
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