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３. 高密度観測網 

 

３.１. 安価で簡易な計測機器の開発（ＪＦＥアドバンテック） 

 

３.１.１. 目的と課題 

 

３.１.１.１. 目的 

 

平成 30 年度は，当事業の目的である広域の観測データを収集するために漁業者自身が観測を行う漁業

者参加型の高密度観測網に必要な“安価・小型 S-CTD 計”（C：電気伝導度，T:水温，D：圧力）の開発

の 2 年目として，当初の仕様を満足し現場で使用できる性能であることを確認する事とを目的として製

品開発を進めた。 

概要は，平成 29 度に開発した S-CTD 計試作機の性能評価を行い，当初の課題が達成されているかを

確認し，また観測現場への 1 次試作機の提供を行い実際の観測現場での操作性や性能・観測手順の問題

点の洗い出しを行いその内容を反映した製品版の開発・製作を進めた。 

 

３.１.１.２. 課題 

 

平成 29 年度の開発着手時に，従来の CTD 計での問題点を検討し，新しい S-CTD 計の課題として挙

げてその達成を進めてきた。 

まず従来型の CTD 計で漁業者に試験的に観測作業を実施してもらったところ以下のような問題点が

判明した。 

 

 

 

 

 高精度測定を目的とした性能優先で多機能な従来型測定器（図 31-1）は，大きさが全長約 500mm

で重さ空中約 2Kg であるが，漁業者の操業の合間に観測するには大きく重いとの意見が大半で，ま

既存 CTD 既存 CTDセンサー部 

(底側) 

図 31-1 従来型 CTD 計の外観 

φ136mm 

491mm 
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たセンサー面が外部に突き出している為，センサーを破損しないよう取り扱いに注意を払ったり，

漁具へ取り付ける際に手間がかかったり漁具を傷める可能性がある点が懸念され，取り回しのしや

すい大きさでセンサー類の突起が無く，ロープや漁具へ取り付け易く強固な外観形状・構造である

事を条件とした。 

 観測行為及び観測後のデータ読み出しの一連の作業で，通信ケーブルの接続（図 31-2）や PC のソ

フトウェアの操作などやや煩雑な操作手順があり，忙しい操業前に観測を行うには面倒で漁業者か

ら敬遠される，あるいは手順を間違えた事で正常な観測が出来ないケースが想定されることから，

接続の手間が無い無線通信を採用し，かつ自動的にデータ転送を行うなどできるだけ操作を簡単に

する必要性が挙げられた。 

 観測網の確立には出来るだけ多くの CTD 計による多点での観測が重要になるが，漁業者が購入あ

るいは漁業者へ貸与する為には機器が高性能，多機能の為価格が高額であっては普及の足かせにな

るので，測定性能は研究用の高精度な従来型に対して必要十分な値に設定し、必要最低限の機能に

限定するなどして価格を抑える事が重要と判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度事業では上記の課題を製品のコンセプトとして仕様を立案し試作機を開発・製作を行った。

平成 30 年度ではその試作機を九州大学，長崎大学，福岡県，大分県，佐賀県の協力を得て実際の漁業海

域での試験観測の実施や，JFE アドバンテックでの各種試験を繰り返し，性能や操作性などの評価を行

った。 

図 31-2 従来型 CTD 計のケーブル接続状況 

インターフェイス 従来 CTD 

通信ケーブル 

充電ケーブル 

電源 
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その結果前述の課題の多くを解消したが，未達成の課題やさらに改善すべき点，新たに発生した問題な

ど以下の項目が明らかになったのでその対応を 30 年度に実施した。 

 

 センサー部の突起の無い構造とするためセンサーをトンネル内面に配置したことで，頑丈さは得ら

れたが応答性能や温度特性が想定より低下したためその対策が必要となった。 

 同じくセンサー部の突起の無い構造への対応策を実践した結果，内部構造が複雑になり部品点数の

増加や部品代の上昇につながって目標金額を上回った為コストダウンが課題となった。 

 ロープや漁具への取り付け方法として価格の安い市販品の金具の採用を検討したが，最適な寸法の

ものが無くまた取り付け金具の外観形状にて端面が 90 度の角がある形状の物しかなく漁具に傷を

つける可能性が高いため不採用とし，別途取り付け金具の検討が必要になった。（図 31-3） 

 観測準備から観測およびデータの転送等の観測の一連の手順について，簡単な操作を課題とする

が，具体的にどのような方法が漁業者に使いやすいか，また当然ながらその方法が S-CTD 計で技

術的な面とコスト面との両面で採用可能でなければならないため，諸条件の折り合うところを見出

す作業が必要となった。 

 S-CTD 計では前述のようにケーブルの接続の手間を省くために無線通信を採用したが，同様の理由

で内蔵の充電電池を充電する為の手段として非接触充電回路を採用した。この為非接触の給電装置

が必要になるが，急速充電する為にある程度大きな電力を送る必要がある事と，S-CTD 計の耐圧性

能を確保するためにケースの厚みを確保する必要があり，また当初防水も必要としたため非接触給

電には不利な条件が揃う事となった。 

 

平成 29 年度の事業ではこの条件を市販品で満たすものが無く給電装置の開発もすすめたが，コストが

想定以上にかかるため仕様の再検討を含めて見直すこととなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンレス製 

市販品 

異種金属接触腐食防止に 

ゴムシートを挟む 

図 31-3 S-CTD 計の取り付け金具当初案 
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３.１.２. 新 CTD計（S-CTD計）の 30年度開発内容 

 

３.１.２.１. 外観・構造 

 

30 年度の課題について検討した結果 S-CTD 計の外観（図 31-4）を決定し 2 次試作機を製作した。S-

CTD の先端部分は水温センサー，電気伝導度センサー，圧力センサーを配置しており，強固で安価なモ

ールド材を注入したベース構造と衝撃に強いウレタン樹脂を使用した 2 層構造からなる。 

漁業者が観測を行う場合，研究者とは異なり，S-CTD の降下速度はあまり気にしない可能性が高い。

その場合，各センサーの応答性が早くしないと重要な観測精度を保てないことになる。その為，応答性，

水循環，堅固性のバランスを考慮しながら各センサー種別や配置を考慮しなくてならない。特に水温セ

ンサーは応答性を求めると細くする必要があるが細いと折れやすくなる。従来型では水温センサーの応

答が良くなるようにセンサー本体から水温センサーが突き出すよう片側のみ埋め込んでいたが，S-CTD

計では水温センサーの両端をモールド材に埋め込み強度を持たせて極力細いセンサーを採用した。(図31-

4) 

電気伝導度センサーは当社でも応答性が早く，実績がある電極式を採用した。但し，電極式は筒状の中

に電極があり，水が筒状を潤滑に通り抜ける必要がある。その為，S-CTD 計がどの方向に向いても安定

的に水が通り抜けるように配置設計を行った。（この構造は特許出願中である。） 

中央部は各基板類と充電電池を配してノイズ源のシールド性と腐食，耐圧性能が高いチタン金属を採

用した。チタンケースは当社でも各水質観測機器で採用されてきており，実績は十分である。S-CTD 計

下部には非接触受電部と Bluetooth モジュール，LED ランプを配置した。(図 31-4) Bluetooth は金属

ケースだと無線が遮断されてしまう為，強固なポリカネート樹脂で覆った。勿論，指向性がないようにモ

ジュール配置も行っている。また，状態表示を LED3 色の点灯や点滅で容易に把握できるように配置し

た。 

S-CTD 計本体の電源を入れるスイッチには外部に突起しない事や，海中で誤作動しないようにするた

め磁石で反応するスイッチを採用した。（図 31-4） 

ロープや漁具への取り付け用に新たにチタンケースにチタンリングを溶接する方法をとった事で，比

較的安価で漁具等へ傷をつける事が無い丸い金具にすることでコストと作業性の課題を達成した（図 31-

4）。また、この取手付けたことで船上での転がり防止にもなった。 

寸法は 170mm×φ70mm と既存の製品に比べて機能を絞り S-CTD 専用の設計を新たに行う事で，大

幅な小型化に成功した。 また小型化したことで重さも約 900g と軽量化に成功し寸法面の課題も達成し

た。（図 31-4） 

1 次試作機では，炎天下の船上で S-CTD 計に直射日光が当たる場所に置いておくと，センサー部分の

温度が上がり過ぎてしまい，そのまま観測の為に海中投入した時に水温センサーの温度がなじむのに時

間がかかり誤差が大きくなる現象が見られた。 これはセンサー部の樹脂が蓄熱しその熱が水温センサ

ーへ伝わる事で発生していたためであったので，樹脂の蓄熱が少なくなるように構造や材質を見直しし

た他，当初案では黒色だったセンサー部の色を太陽光による温度上昇が少ない白色に変更した。（図 31-

4） 
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３.１.２.２. 観測方法 

 

漁業者の観測作業時の負担を減らすための簡単な操作方法として試行錯誤した結果，以下のように最

小限の操作で済む観測方法を採用した。 

 

① S-CTD 計の電源を入れる 

 

本体下部の電源マーク  部分にフェライト磁石を当てると真ん中の LED が緑色に点灯し電源が入

る。（図 31-5） なお磁石を当てている間は磁石検知中として LED は青色点灯する。（図 31-5） 

製品にはこの磁石は付属されているが，市販の磁石でもやや強力な不フェライト磁石であれば使用可

能である。観測時に作業者が S-CTD 計本体の操作をするのはこの動作だけである。 

圧力センサー部 電気伝導度センサー 

電源スイッチ 

磁石感知 

（磁気スイッチ） 

水温センサー 

状態表示 LED 

無線通信モジュール 

非接触給電コイル 

固定用取手 

図 31-4 S-CTD 計 外観 

170mm 

70mm 
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② スマートフォンの専用アプリケーションを起動する。 

 

S-CTD 計が起動している状態で，スマートフォンのいであ(株)の観測専用アプリケーションソフトを

起動する（すでに起動していても可）と作業者がいっさいS-CTD計の操作をすることなく通信を開始し，

未読のデータがあれば自動的に読み込む等必要な通信を行う。（図 31-6） 

この後観測のため海中に投入するのだが，約 30 秒間スマートフォンと通信をせず海中にも投入しない

と，S-CTD 計は消費電力を抑えるためと不要な観測データを省くために観測動作を停止してセンサー部

を待機状態にする。 

 

③ S-CTD 計を海中へ投入し下降観測を開始する。 

 

電源が ON 状態（真ん中の LED が緑色に点灯）の S-CTD 計を船上から海中に投入し深度値が規定の

値（評価では約 2m 最適値を調整中）に達すると自動的に観測と記録を開始する。（図 31-7） 

また海中では通信をする事は無いため省電力の為に無線通信の電源を OFF になる。そのまま下降させ

て観測を続ける。（速度は最大 1m/秒以下） 

S-CTD 計は深度 200m の仕様で設計されているが，漁具等への取り付けで観測する場合には深場に入

る事もあるため，耐圧性能は最大深度 300ｍまである。 

 

④ S-CTD 計を海中で上昇させる。 

 

S-CTD 計が海底に到達するか，200m まで達したら上昇させる。漁網等に取り付けた場合は漁の間海

中にあるため，下降から上昇まで 12 時間連続で観測できる設計とした。 

深度値が規定の深度値（評価では約 2m 最適値を調整中）に達すると，この後の浮上後に船上ですぐ

磁石 

図 31-5 S-CTD 計 電源操作 

磁石 

図 31-6 S-CTD 計 通信動作 

スマホと接続 OFF 

→30秒後に観測停止 
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に通信できるよう通信機能を ON にする。（図 31-8） 

 

 

図 31-7 S-CTD 計 観測動作 下降      図 31-8 S-CTD 計 観測動作 上昇 

 

⑤ S-CTD 計を船上へ浮上させ観測データを取得

する。 

 

S-CTD 計を船上に引き上げ，スマートフォンの専

用アプリが起動していると②の動作と同じく自動

的に通信を開始し観測データを読み込む。直近のデ

ータ以外に未読データがあればそのデータも自動

的に読み込む。（図 31-9） 

またスマートフォンとの通信が OFF の状態で 30

秒間海中に投入しない時は自動的に観測動作を停

止する。（省電力と不要な観測データの省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31-9 S-CTD 計 船上 
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３.１.２.３. 非接触充電 

 

従来型の CTD 計では電池は交換の手間が不要な充電電池を内蔵しているが充電時には充電用のケー

ブルを接続する必要があり，作業者の手間がかかる他ケーブル接続部の劣化などメンテナンスが必要に

なる。これに対して S-CTD 計では作業性とメンテナンス性を良くするために非接触充電回路を新たに搭

載した。これによりさら操作性を良くなるが課題の項で述べたように，非接触給電装置の開発を進めた

が防水性を確保すると価格が高くなることを避けられない為再検討を行った。 

まずコストの分析を行ったところ一番金額がかかるのが防水ケースであった。ケースのコストを下げ

るには樹脂ケースを射出成型品で製作すれば安価に出来るが初期費（金型費）が高額になるため相当数

の生産台数が見込めなければ採用し難い。 そこで防水機能の要否についてあらためて再検討した。 充

電作業には別途 100V またはバッテリー電源が必要になる他 S-CTD 計を観測に使用していない時に行う

ことから事務所または船室等の屋内または屋根のあるところで行う事が一般的で，室外（船室外）の雨や

海水のかかる場所で充電する事はかなり少ないと考えられ，充電をする環境は室内に指定をする事で防

水機能を省略する事でコストダウンを図る事とした。 

さらに充電性能についての懸案として，耐圧のためケースの厚みを確保すると給電の距離が約 10mm

必要で当初の市販品調査では条件を満たすものが見当たらなかったが，これは防水機能を条件に入れて

調査したためで，防水機能を省くと最近のスマートフォンの電池の高容量化に対応した高出力の給電装

置が発表され始めており，その中に距離を確保できそうなものが販売されていることがわかった。（下図） 

あらためてこの高出力型の給電装置の選定を行い実際に購入して評価したところ，複数の機種が S-

CTD 計に使用可能であることが確認できた。コスト的にも大量生産している製品の為か非常に安価に入

手可能で，性能も品質も調べた限りでは問題は見当たらなかった。 

これでコストの面の目途がついたが，これらの製品は民生用として販売されており産業用機器のよう

な長期間の製造・販売は想定されていない事が多く安定した供給を期待できない懸念が残った。しかし

現在スマートフォンを始め携帯用の機器では非接触給電機能が広く普及してきており，今後も同様の製

品が次々と販売される見通しの為，もし現在の製品が入手不可能になってもすぐに別の製品を調達する

ことができる状況であり採用を決めた。 

 

 

 

図 31-10 市販非接触給電器（充電器）と非接触充電イメージ 
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３.１.２.４. 無線通信 

 

端末(スマートフォン/タブレット)との通信には，端末側で標準的に採用されている Bluetooth 通信を

採用した。これによりケーブルを接続する手間や別途購入するなどの必要が無くなる。Bluetooth 通信は

既存の CTD 計には無く，新しく採用したため，既製品で使用していた通信コマンドを見直し，従来設計

の通信コマンドに加えて，新 CTD 計メモリー方式に対応した新コマンドを追加設計した。 

平成 30 年度に実際の漁業海域での使用で通信状態を確認した。 当初接続状態が悪くなる事もあった

が，ソフトウェアの調整をいであ株式会社と共に行った結果通常の観測行為でほぼ問題無く通信できる

状態に改善している。 

 

３.１.２.５. ソフトウェア（JFEアドバンテック通信ライブラリ） 

 

データ転送を行うスマートフォンアプリケーションの表示部・操作部 (アプリケーション上位側)につ

いてはいであ(株)にて開発を行い，当社は S-CTD 計との通信部(アプリケーション下位側)の開発を行う。

本章では通信部のことを通信ライブラリと呼称する。 

平成 29 年度に基本的な設計・製作を行っており，平成 30 年度はいであ(株)と実際の動作試験を行っ

た。 その結果いくつかの不具合点を確認したためその修正をおこない評価を終えた。 

 

３.１.３. 仕様に対する性能確認 

 

高密度観測網で必要な S-CTD 計の性能を開発計画当初に設定していたが，平成 30 年度に製作した 2

次試作機でその性能を満足しているかを確認した。 

 

３.１.３.１. センサー仕様 

 

S-CTD 計のセンサー C：電気伝導度，T：水温，D：圧力のそれぞれの仕様は下表のとおりである。 

 

表 31-11 S-CTD 計センサー仕様 

測定項目 C 電気伝導度 T 水温 D 圧力(深度) 

センサータイプ 電極式（5 電極） サーミスター 半導体圧力 

測定範囲 0.5～70mS/cm -3～45℃ 0～2MPa 

(0～200m 相当) 

精度 ±0.2mS/cm ±0.2℃ 

(0～35℃) 

±1%F.S. 

(±2m 相当) 

時定数(63%応答) 0.2 秒 0.2 秒 0.1 秒 

 

 

これらの仕様を満足しているかを評価した結果を以下に示す。 
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C:電気伝導度の精度の評価結果の一例を示す（図 31-12）。 ±0.2mS/cm（赤色点線）に対して範囲内

にあり性能を満足している事が確認できた。 

 

図 31-12 S-CTD 計 電気伝導度 再現性 

 

T:水温の精度の評価結果の一例を示す。（図 31-13） 仕様の±0.2mS/cm（赤色点線）に対して範囲内

にあり性能を満足している事が確認できた。 

 

図 31-13 S-CTD 計 水温 再現性 
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D:圧力の精度の評価結果の一例を示す。（図 13-14） 精度は±1%F.S（赤色点線）に対して範囲内に

あり性能を満足している事が確認できた。 

 

図 31-14 S-CTD 計 圧力 再現性 

 

D:圧力センサーは温度変化による精度の変化が大きいためその確認も行った。結果は動作温度範囲内

で精度の範囲内であることが確認できた。（図 13-15） 

 

図 31-15 S-CTD 計 圧力 再現性（温度変動） 

 

 



３．高密度観測網 

 

‒ 52 ‒ 

 

３.１.３.２. ロガー部仕様 

 

S-CTD 計のロガー部の仕様（表 31-16）もすべて達成していることを確認した。 

また製品化への評価として次のような項目（抜粋）の試験を実施し，試験後にすべての動作，再現性が

仕様に入っていることを確認している。（表 31-17） 

 

表 31-16 S-CTD 計 ロガー部仕様 

項目 仕様 

ケース材質 チタン 2 種 

質量 空中約 870g，水中重量約 308g 

寸法 約φ70×170mm (取手 116mm) 

通信 Bluetooth 準拠 

耐圧 300m 水深相当 

電源 充電式リチウムイオン電池 

観測時間 1 観測約 12 時間以上（充電電池 新品時） 

動作時間 約 12 時間（充電電池 新品時） 

充電方式 非接触充電方式 

充電時間 完全放電状態から満充電まで：約 4 時間 20 分 

観測ブロック 12 ブロック 

1 観測ブロック 1 ブロックにつき約 12 時間の観測データを記録（充電電池 新品時） 

 

表 31-17 S-CTD 計 試験項目 

ファームウェア 消費電流 充電性能 動作時間 

動作電圧 動作・保存温度 無線通信距離 耐圧性能 

温度サイクル試験 低温放置試験 高温放置試験 温度衝撃試験 

電源電圧変動試験 静電気放電試験 正弦波振動試験 船用電気器具の振動 

自然落下試験 水密試験 長期安定性試験 暴露試験 

 

３.１.４. 今後の計画 

 

S-CTD 計の開発は概ね完了に近づいており，現在は最終的な評価を進めている。 

今後は動作や操作方法に問題があれば改修,スマートフォンアプリケーションで S-CTD 計の残電池状

態を表示する（表示機能そのものはすでにいであ株式会社が実装済）為の電池の減少状態のデータ取り

を行いその結果を基に表示状態の決定をする点など機能面の詰めを行っていく。 

また，S-CTD 計本体を平成 31 年度に安定供給へ向けて量産体制を整える作業を進める。 特に部品

の納期が長期化している現状があるためすでに先行手配するなどして対応している部分もあるが，実際

の製品が計画通り製作して納められるように関係部門と連携していく。さらに，課題の一つである販売

価格を抑える点について量産体制に入り計画通りのコストにおさまるよう調整をしていく。 


