
EM® 2040C MKII

Key facts

動作周波数範囲は200～400 kHzで、10 kHzのステップ
で周波数を選択できるため、ユーザーはアプリケーショ
ンに最適な動作周波数を選択できます。使用可能な動作
帯域幅が広いため、システムの出力サンプルレートは最
大60 kHzです。システムは、非常に短いパルス長で効
果的に動作できます。最短パルスは14μsで、10.5 mm
のレンジ分解能です。

CWおよびFMチャープパルスの両方を利用することに
より、高分解能を維持したまま長いレンジ性能を実現し
ています。デュアルヘッドシステムの最大深度範囲
は、200 kHzで520 m、スワス幅は最大700 mに及び
ます。(冷水環境にて)

200～320kHzモードでのスワス角は140°で、水
深5.5倍の範囲をカバーします。また、オプション
として、「デュアルスワス機能」が搭載されてお
り、発振レートを大幅に上げることができます。
船舶の高速航行を維持しながら、調査カバレッジ
基準を満たすのに十分な音響密度を実現できま
す。

Components

EM 2040C MKIIの基本構成は、ソナーヘッド、プロ
セッシングユニット、ワークステーションの3つのコン
ポーネントがあります。プロセッシングユニットは2種
類あり「標準プロセッシングユニット」またはIP67規
格（24 VDC）の「ポータブルプロセッシングユニッ
ト」が選択可能です。

動揺スタビライズ(安定化)動揺補正のためには、モー
ションセンサーおよび測位/方位システムからのデー
タ入力が必要です。ウォーターカラムの音速度プロ
ファイルは、特にデュアルヘッドシステムのリアルタ
イム補正に推奨されます。

ソナーヘッドを含むすべての機器は、ギガビット
イーサネット通信を介してプロセッシングユニット
に接続されます。プロセッシングユニットは、通信
と同じ1本のケーブルを介して48VDCの電力も供給
可能です。オペレーターによる制御、データ品質
チェック、データ収録は全て”SIS"ソフトウェアま
たはサードパーティソフトウェアが動作するワーク
ステーション(HWS)またによって処理されます。
EM 2040Cは、ROVまたはAUV向けに耐圧1500m定格
のバージョンもございます。(スワス角は130°となりま
す)

MULTIBEAM ECHO SOUNDER

EM 2040C MKIIは、これまでEM2040シリーズで培われたテクノロジーに基づいた浅海域
マルチビーム測深機であり、高解像度のマッピングに理想的なツールです。MKIIシリーズ
のリリースに伴い、新たにハードウェアとソフトウェアをアップグレードして、低ノイズ
レベルを維持したままこれまでのEM 2040シリーズよりもスワス幅を拡大し、データ品質
を向上させました。
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特長
• 高解像度の点群を取得可能
• 幅広い周波数設定
• CWおよびFMチャープ波の両方を併用
• ロールおよびピッチスタビライズ搭載
• ヨースタビライズ搭載 (デュアルヘッド)
• 短いパルス長、広い帯域幅
• ソナーヘッド耐圧30m水深
• コントラストに優れた高解像度の

BackScatterデータが取得可能

オプション構成
• ウォーターカラム表示お

よびデータ収録
• エクストラディテクショ

ン(ウォーターカラムか
らのフラグ付した複数点
の抽出機能)

• デュアルスワス
• デュアルヘッド

主な仕様
周波数  
ビーム幅  
最大ピングレート
スワス幅
ビームパターン  
ビーム数

ロールスタビライズ  
ピッチスタビライズ
ヨースタビライズ

200 ～ 400 kHz (10 kHz 刻みで設定可能)
1x1° (400 kHz)
50 Hz
140° (シングルヘッド) / 200° (デュアルヘッド)
等角度モード, 等距離モード, 高密度モード
400点 (シングルスワス) / 800 (デュアルスワス) 
 / 1600 (デュアルスワス&デュアルヘッド)
± 15°
± 10°
± 10°

カバレッジの参考値  -  底質︓岩 (BS = - 10 dB, NL = 45 dB, FM mode)

周波数 最大水深 最大カバレッジ

シングルヘッド デュアルヘッド

200 kHz 520 m 580 m 700 m

300 kHz 450 m 580 m 670 m

350 kHz 400 m 510 m 600 m

400 kHz 350 m 375 m 530 m
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 CW pulse 200-400 kHz FM Pulse 200-400 kHz

パルス長 14, 27, 54, 135, 324 & 918 μs 3 & 12 ms

寸法・重量（コネクタおよび取り付け配置を除く）

ソナーヘッド EM 2040C MKII 332x119 mm (ØxH) 18.8 kg 
(水中 8.4 kg)

耐圧 30 m 水深

ソナーヘッド EM 2040CX
(ROV&AUV向け)

332x122 mm (ØxH) 26.1 kg 
(水中 17 kg)

耐圧 1500 m 水深 

標準プロセッシングユニット (2U 19” rack) 482.5 x 424 x 88.6 mm (WxDxH) 10.5 kg IP 22規格

ポータブルプロセッシングユニット 370 x 390 x 101 mm (WxDxH) 10.5 kg IP 67規格

仕様は予告なく変更される場合があります。
��Ｒは、ノルウェーおよびその他の国における���������������������の登録商標です。
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標準プロセッシングユニット

ソナーヘッド

ソナーヘッドの船底艤装例




