
超音波式流向流速プロファイラー

Signature1000 ADCPは、乱流観測に
最適なツールです。最大16 Hzのサンプ
リング周波数によって、これまで計測が
困難であった乱流スペクトルの一部につ
いて解析が可能となりました。波高と波
向の測定機能に加え、最大8 mの測定範
囲にわたって鉛直方向分解能2 cm間隔
での流向流速プロファイルが取得できる
ことで、Signature1000の汎用性がさら
に広がりました。センタービームにはエコ
ーサウンディング機能を搭載でき、水柱
内のバイオマスを高解像度で測定が可
能となります。 

特長

 → 5ビームによる平均流および 乱流の 
測定
 → 波高、波向の測定
 → コンパクト・軽量 

用途例

 → 乱流の研究
 → 堆積物移動の研究
 → ワイヤーウォーカーを使用した三次元流
速プロファイリング

 → 砕波帯のダイナミクス
 → 潮流の研究
 → 微細スケール混合の研究
 → 船舶搭載による沿岸測量
 → 方向波の測定
 → 沿岸域の研究
 → 波浪観測ブイでの使用に最適
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技術仕様

Signature1000

→ 流向流速測定
最大プロファイリングレンジ1) 25 m (バーストモード)、30 m (平均モード)
セル寸法 0.2-2 m
最小近接距離 0.1 m
最大セル数 256 (バースト)/200 (平均)

流速レンジ (ビーム線上) ソフトウェアにて選択可能、2.5または5.0 m/s
最小精度 測定値の0.3% ±0.3 cm/s

流速精度 ブロードバンド処理、機器ソフトウェアを参照（設定
による）

流速分解能 0.1 cm/s
最大サンプリングレート 16 Hz (5ビーム使用時は8 Hz)
→  HRオプション(センタービームのみ)
流速レンジ 3 cm/s - 1.4 m/s
セル寸法 2-25 cm
プロファイリングレンジ 10 cm - 8 m

レンジ速度限界 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

→  AD2CP測定モード2)

シングルモード バーストまたは平均
複数同時モード バーストまたは平均
交互切替モード シングルおよび/または同時
→ 反射強度
サンプリング 流向流速と同様
分解能/ダイナミックレンジ 0.5 dB / 70 dB
トランスデューサー超音波周
波数 1 MHz

ビーム数 5; 25°傾斜角 x4、垂直 x1
ビーム幅 2.9°
→  音響測深機オプション
分解能 3 mm - 0.25 m
ビン数 10,000
送信パルス長 16 µs - 0.5 ms
送信パルス 単一またはパルス圧縮(25% BW)
分解能/ダイナミックレンジ 0.01 dB / 70 dB
→  波浪測定オプション
AST3) 周波数 1 MHz

AST最大距離 34 m3)

最大波浪測定水深 30 m
海面高度範囲 -15～+15 m

精度/分解能(Hs) 測定値の < 1% / 2 cm

精度/分解能(Dir) 2° / 0.1°
周期範囲 0.5～50 s

カットオフ周期(Hs) 5 m水深; 0.6 s、20 m水深; 1.1 s

カットオフ周期(dir) 5 m水深; 1.5 s、20 m水深; 3.1 s
サンプリングレート  
(流速およびAST) 8 Hz

→  海氷測定オプション
パラメーター NA
→ センサー

温度: センサーヘッド内蔵サーミスター(測定レートでサン
プリング)

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 2分

コンパス: ソリッドステート磁力計 (最大サンプリングレート  
1 Hz)

精度/分解能 傾斜角 < 30°で2°/0.01°

傾斜: ソリッドステート加速度計 (最大サンプリングレート 
1 Hz)

精度/分解能 傾斜角 < 30°で0.2°/0.01°
最大傾斜角 フル3D
上下方向 自動検知

圧力: ピエゾ抵抗式 (測定レートでサンプリング)
標準範囲 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 0.1% FS /フルスケールの0.002%を超える精度
→  AHRSオプション
加速度計ダイナミックレンジ ± 2 g
ジャイロダイナミックレンジ ± 250°/s
磁力計ダイナミックレンジ ± 1.3 ガウス
ピッチおよびロール範囲/分解能 ± 90° (ピッチ) ± 180° (ロール) /0.01°
ピッチおよびロール精度 ± 2° (動的)4), ± 0.5° (静的、±30°)
進路範囲/分解能 360°、全軸 /0.01°
進路精度 ± 3° (動的)4)、± 2° (静的、傾斜角 < 20°)
サンプリングレート 測定レートと同様 (最大16 Hz)
→  データ記録

容量 16 GB、64 GB、128 GB (大容量に関してはお問い合
わせください)

データ記録 機器のソフトウェアを参照
モード メモリー一杯でストップ
→ リアルタイムクロック
精度 ±1分/年
外部電力なしでの 
クロック保持期間 1年。充電式バックアップバッテリー。

→ データ通信

イーサネット

10/100 Mbit、Auto MDI-X
TCP/IP、UDP/IP、HTTPプロトコル
固定IP / DHCPクライアント/自動IPアドレス割当
イーサネット上でUPnPおよびNortek独自方式の機
器検索。

シリアル RS-232/RS-422、300-1250000 bps
記録装置のダウンロードボー
レート 20 Mbit/s (イーサネットのみ) - 6分間に1 GB

コントローラーインターフェース Telnetおよびシリアル経由のASCIIコマンドインターフェース
→  コネクタ

構成に依存 MCBH6F (イーサネット)、MCBH8F (シリアル)、MCB-
H2F-G2 (pwr)、Souriau 10M-7p (オンライン)

→ 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 12-48 V DC
最大ピーク電流 1.5 A

1 Hzにおける最大平均消費電力 8 W（1 Hz）、イーサネットの場合0.75 W追加
標準平均消費電力5) 15 mW
スリープ時の消費電力 100 µA、電力は供給電圧に依存
ビーム毎の発信電力 0.3-30 W、調整可能
ピングシーケンス パラレル
→  バッテリー
内蔵 90 Whアルカリ
使用時間 構成に依存、ソフトウェアを参照
→ 環境仕様
動作温度 -4～+40 °C
保管温度 -20～+60 °C
耐振動、耐衝撃 IEC 60068-1/IEC60068-2-64

EMC認証 IEC 61000
耐圧 300 m
→  材質
標準モデル チタンファスナー付POM
→ 寸法
最大直径 142 mm
最大長 
（内蔵バッテリー格納部を含む） 212 mm

最大長 
（内蔵バッテリー格納部を除く） 152 mm

→  重量
空中重量（バッテリーを除く） 2.21 kg (ショート型：1.9 kg)
水中重量（バッテリーを除く） -0.09 kg (ショート型：0.3 kg)
バッテリー 0.71 kg

1) 最大レンジは転送電力と音響散乱条件に依存します。2) 米国特許番号 8223588。3) 超音
波海表面追跡。4) ダイナミック仕様は動作タイプに依存します。5) 平均プロファイル10分、 
1 cm/s 水平精度、最大セルサイズ、最大電力、長距離モード。その他の構成についてはソ
フトウェアを参照してください。
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