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音響レンズ式スキャニングソナー

Clariscan

低廉、単純、かつ明瞭に低廉、単純、かつ明瞭に

周波数 330kHz 450kHz 600kHz 675kHz 800kHz 900kHz 1000kHz 1100kHz

ビーム幅 2.7°×26° 2.2°×19° 1.6°×16° 1.4°×36° 1.2°×31° 1.0°×25° 0.9°×22° 0.8°×20°

モード 水平視覚

計測レンジ

距離分解能

サンプリング分解能

走査速度

走査角度

走査間隔

パルス幅

0.5-300m@330kHz
0.5-100m@675kHz
0.5-50m@1000kHz

最大3.75mm

0.26mm  (0.5 m レンジ @1904サンプル)
 21 mm(10 mレンジ @ 476 サンプル)

34s/360°

360°

0.45°-7.2°

5-1000μs

電源 動作温度 外形寸法 重量 耐圧

22-36VDC -10-40℃ Φ130mm×292mm 空中：4.3kg　水中：1.9kg 4000m

■ 主 要 諸 元
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Clariscan は、水温や深度変化による音響ビームイメージの焦点
がぼける現象を限りなく低減させたスキャニングソナーです。
本機器は音響レンズを採用し、従来のスキャニングソナーより
高解像度な画像取得を実現しております。
さらに、これまでのスキャニングソナーとは異なり、Clariscan
本体はドーム型となっております。これにより、走査に必要な
可動部が露出せず、堅牢性が向上しております。

■ 概　要 ■ Clariscan 運用例（ケーソン設置監視）

・360°連続回転での計測
・シンプルな設計により導入コストの低減
・可動部が露出しないことによる堅牢性向上
・音響レンズによる鮮明な画像
・広範な周波数帯

■ 特　長

１ ）Clariscan
２ ）オペレーションソフト
３ ）ソフトウェアドングルキー
４ ）船上部ユニット
５ ）パソコン
６ ）三脚型金具
７ ）リモコン
８ ）アンビリカルケーブル
９ ）運搬用コンテナ

その他、オプションについてはご相談ください。

■ システム構成例

・水中構造物の建設監視
・ダイバーの安全管理
・濁水、汚水域での水中物標捜索
・ROV 誘導支援
・消波ブロックの設置観測
・橋脚、ダム等インフラ設備管理

■ 用　途

Clariscan

データ比較（左：Clariscan　右：従来型スキャニングソナー）

計測イメージ

横から見た図 真上から見た図

0.6 度

30 度

システム構成例（三脚設置）

トランシーバーでの通信

リモートアクセス

GPS

オペレーション PC PC

Clariscan 設置座標の測位（USBL）

ケーソン

使用イメージ

【音響レンズとは？】
音響レンズは、トランスデューサに固定された矯正機能を有する機構です。トランスデューサが組み込まれているドーム内を特殊
なオイルで満たし、これによって引き起こされる屈折を補正する、光学コンタクトレンズのような機能を有してします。
音響レンズにより、従来のスキャニングソナーに比べ、サイドローブとビーム幅の大幅な削減や解像度が大幅な向上、使用可能
なレンジ範囲の格段な向上を実現しています。
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