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シングル周波数、シングルビーム

低消費電力

AC、DC電源対応

小型で丈夫な防水仕様送受信器

最高精度のための較正機能
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高精度、高分解能

最大15台の分離式送受信器

標準的なWindows 7コンピュータによる操作

生データの記録とイーサネット通信

3rd パーティの後処理ソフト対応



Simrad EK15

シムラッドEK15は、移動調査と定点観測の双方に対応し、様々な用途に向け設計されています。
湖沼、港湾、浅海、河川および水産養殖といった幅広い環境で使用可能です。多数の送受信器を使用
して提供されるユニークな機能性、生データ・ロギングおよびセコンドシステムへのインターフェー
スは、あなたがEK15を漁業資源の評価、魚類行動および魚類-プランクトンの相互作用に関する研究、
ハビタット・マッピングおよび生態系モニタリングに使用することを実現します。

　シムラッド EK15は、小さ
く、耐久性に優れたシングル
ビーム・送受信器ユニットお
よび専用変換器で構成されま
す。周波数は、高解像度と高
精度を提供する200kHzです。
最大15までの送受信器を接続
し使用することが出来ます。
これらは同時、もしくは連続
ピンギングのいずれかとパラ
レルに作動させることができ
ます。多数の送受信器を使用
し、単一の音響探知システム
で、広範囲をモニターするこ
とができます。
　シムラッド EK15のエコーグ
ラムは、「上下逆」に回転し
て展開することが出来ますの
で、多くの生け簀を監視する
場合に理想的な手段となりま
す。

　1つのトランスデューサを、
それぞれの生け簀底部に設置
して上方に向けることも出来
ます。さらに、生け簀の「音
響フェンス」を作成するため
にカスタムEK15システムを配
置することが出来ます。その
ような「音響フェンス」は、
水力発電ダムの流水口モニタ
ーに頻繁に使用されます。
　魚類の回遊、単なるハビタ
ットの確認や海洋生物の出現
の研究である場合、同様のシ
ステムは河川またはフィヨル
ドを横断して使用されること
が出来ます。さらに、シムラ
ッドEK15は、コンピュータと
送受信器間で、ワイヤレス通
信させることが出来ます。こ
れは、ポータブル、定点設置
の両システムにおいてケーブ
ルを大幅に減らすメリットと
なります。

下記のキャプチャ画像（再生モード）は、典型的な生け簀における魚類を様子を捉えた画像です。
トランスデューサは、生け簀のカゴの底から上方に向け配置され、EK15は対応する運用モードでセットされました。
最大15までの生簀は単一のEK15システムを使用してモニターすることができます。
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【用途】
　シムラッドEK15は、用途に合わ
せて簡単に様々な使い方が出来ま
す。

水力発電ダム
　水力発電ダムにおいて、魚類
の保護は重要です。魚の存在に
関する連続的なオンライン情報
は、魚類の保護のために必要な
処置を講ずるために必要です。
シムラッドEK15のトランスデ
ューサ・アレイは、流水口に
接近する魚をモニターするた
めの音響フェンスを設置する
ことが出来ます。

河川調査
　河川幅に応じて必要な数の
トランスデューサを用いるこ
とで、Simrad EK15は、魚類
の行動をモニターすることが
できます。システムユニット
の小型化によって、システム
は小型のリュックサックに入
ります。EK15は、人里離れた
険しい地域においても効果的
に扱えます。

湖沼調査
　EK15トランスデューサは、
広角で大きなサンプリングボ
リュームを提供します。対象
(範囲)が広がりますので、浅
場の水域環境を効果的に調査
することができます。

低い電力消費、バッテリー作動、
小型、そして防水の送受信器は、
すべての条件で展開と操作を容
易にします。

ハビタット・マッピング
　生息環境の保護は、多くの地
域の魚類コミュニティ維持にと
って重要です。

Simrad EK15は、植生の分布をモ
ニターし、陸・海水の高さを判断
することができます。実際のサン
プリングと結合し、バイオマス・
インデックスを構築することがで
きます。

生け簀
　水産養殖では、大きな生け簀の
中で魚を育成します。連続的な魚
類の行動、垂直分布、回避、残餌、
環境は常に重要視されます。
2年以上もの間、Simrad EK15のプ
ロトタイプは、目的監視のために
ノルウェーの水産養殖企業下にお
いて試験され、良好な結果を得て
います。

環境モニタリング
　Simrad EK15の送受信器はとて
も小さく低い電力消費量であるこ
とから、海中の収納箱に簡単に収
納できます。これらの収納箱は、
長期の生態系モニタリングのため
に海底やウォーターカラム（水柱）
中に設置されます。
EK15のプロトタイプは既にこのよ
うなシステムで大成功しています。

【性能仕様】

使用周波数
・200 kHz
標準レンジ
・200 m
送信
・同時もしくは連続
・ピングレート：最大40 Hz
・パスル間隔：80 ~1240 μs
トランシーバーユニット
・データ転送速度：1.6 Mbps
・最大使用数：15

・出力：45 W
・IP規格：IP66
較正
・シングルビームによる較正
データ出力フォーマット
・生データ（EK60 フォーマット）
・処理データ
・生データ保存容量はディスク
　サイズによる
データ・サブスクリプション
・リモートサブスクリプションの
　ためのイーサネット・データグ
　ラム・ベースシステム

3rdパーティ後処理ソフト
・EchoView
・Sonar5
送受信器
・タイプ：シングルビーム
・最大設置深度：600 m
・ビーム幅：26 °
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System configuratio

A) Colour display
B) Computer
C) Ethernet switch
D) Transceiver Unit
E) Transducer

http://www.facebook.com/simrad

A)カラーディスプレイ
B)コンピュータ
C)イーサネットスイッチ
D)トランシーバーユニット
E)トランスデューサ

EK15の操作は、一般的なコンピュ
ータ（ノートパソコン可）を使用
することが出来ます。EK15のアプ
リケーションはWindows7システム
に対応しています。複数の送受信
器によるシステムの場合、すべて
のエコーグラムを表示するために
大型ディスプレイをお勧めします。

イーサネット・スイッチによっ
て最大15の送受信器をコンピュ
ータに接続することが出来ます。
1台の送受信器を使用する場合
には、イーサネットスイッチは
必要ありません。

各送受信器はAC電源で使用出来る
専用の電力供給装置が供給されま
す。送受信器とイーサネット・ス
イッチ（またはコンピュータ）間
の通信は、イーサネット・ケーブ
ルを使用します。
情報量のために、高品質イーサネ
ット・ケーブルも使用することが
できます。
また、今後ケーブルは無線システ
ムに置き換えることができる予定
です。

〒114－0005　東京都北区栄町9－2
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