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使用前の注意事項 

⚫ ご使用前に本マニュアルをよくお読みください、本マニュアルの操作手順や注意事項に従わないた

めに製品が破損したり、無効になった場合は、NBIは場合によっては保証サービスを提供しませんの

でご了承ください。 

⚫ ご使用前にパッケージに問題がないかどうかをご確認の上、商品に破損があった場合は、破損した商

品とパッケージをNBIに返送してください。 

⚫ 製品の機能と性能の継続的な改善と最適化のため、パラメータは予告なく変更されることがありま

す。 
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1.概要 

1.1機能と応用 

養殖環境における重要な物理化学的要因としての塩分は、養殖動物の成長と発達に密接に関連しており、

塩分濃度が養殖動物の成長と発達に影響を与えるメカニズムを探るために、内陸の海水の完全な使用の

ための信頼性の高い理論的な基礎を提供することができます。 

 

塩分濃度とは、水1kgあたりの溶存塩類の量を示すもので、水生動物にとって重要な水環境要因の1つで

す。 水生動物の栄養要件、組織構造、生理学的および生化学的指標に影響を与える可能性があります。 

世界の海の表面の塩分濃度の日較差は一般的に非常に小さく、日較差は0.005％を超えず、個々の海域の

最大日較差は0.017％に達することがあり、これは蒸発量と降水量の日較差の小ささによって決まる。塩

分濃度の最高値は1700時間前後に発生し、塩分濃度の最低値は夜や朝に発生します。本土に近い浅い海域

では、蒸発量や降水量の日較差が大きいため、塩分濃度の日較差が海洋に比べて顕著になります。 

  

水産養殖には塩分濃度の要件があり、いくつかの養殖種（例えばナマズやコイ）は塩分濃度<5 g/Lで最も

よく成長しますが、アトランティックサーモン、ティラピアなどの種は塩分濃度20 g/Lでよく成長しま

す。そのようなエビなどの沿岸種は、2〜40 g / Lの塩分濃度でよく成長します。 

海洋および河口域の種は、内陸の塩水域で飼育することができるが、K +、Mg 2+およびCa 2+の低濃度ま

たはこれらの陽イオンの組み合わせによって引き起こされるイオンの不均衡のために、適切な塩分濃度

ではうまく生き残れず、生育しないことがある。ミネラルサプリメントを摂取することで、主要イオンの

濃度が上がることがあります。 

淡水の中には、溶存イオン濃度が非常に低いもの（低塩分）がありますが、石灰を添加したり、特定の無

機塩を添加することでイオン濃度を高めることができます。塩分濃度を下げるための唯一の実用的な方

法は、培養系に塩分濃度の低い水を加えることです。この方法は、乾燥地域や干ばつが長引く地域の池で

使用されることがあります。魚やエビの孵化場がある地域では、市販の海塩を混合したものを添加して塩

分濃度を調整したり、沿岸の海水蒸発池から抽出した濃縮塩水溶液を淡水に添加して内陸部の海産種の

養殖に利用したりすることができます。 

NBI水塩分センサーは、微生物、魚やエビ、水生植物などの様々な環境下での淡水や海水の塩分濃度を正

確に測定することができます。NBIのワイヤレス水質モニタリング製品「Watcher Pro 2（Aqua）」と併用

することで、管理プラットフォーム上で養殖水中の塩分濃度の変化を明確に把握し、それに応じてタイム

リーな調整を行うことができます。 

 

NBI水塩分センサーには次の機能があります 

⚫ 高塩水・各種給水・工業用水処理環境で長時間安定稼働。 

⚫ 誘導性塩分センサープローブは基本的にメンテナンスフリーであり、ケースの汚染やわずかな汚れ

は通常の使用に影響しません。  

⚫ IP68。 
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1.2仕様 

1.2.1パラメータ 

品番 NBI-SSWSS0101 

測定原理 電磁 

測定範囲 0～70ppt 

解像度 0.1ppt 

精度 ±1.5%F.S. 

作業環境 温度0～+65℃、圧力＜0.6MPa 

電源 12VDC～24VDC ±10% 

消費電力 ＜0.5W 

インターフェイス RS485 

設置方法 浸漬設置、3/4'' NPTスレッド 

校正方法 2点校正 

接液部材質 POM  

ケーブル 5メートル、カスタマイズ可能 

保護 IP68 

保存温度 -5～+65℃ 

温度補償 自動温度補償（Pt1000） 

 

1.2.2サイズ 

 

 

 

 

 

 

1.2.3各部の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護キャップ プローブ 

センサーコネクター 
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2.使用 

2.1 設置方法 

塩分センサーは水没設置でNBIクリーニングブラシキットでの使用をお勧めします。設置方法は次のとお

りです：クリーニングブラシキット取り付けブラケットの取り付けスロットの1つにある2つの蝶ナット

を反時計回りに緩めます、センサープローブをクリーニングブラシのヘッドに向かって伸ばします、セン

サーの位置を調整して、クリーニングブラシがセンサープローブの表面によく付着するようにし、ナット

を締めます。 

 

 

 

 

 

 

 

測定水域内のセンサーは、プローブを逆さままたは水平ではなく垂直方向に保つ必要があり、センサープ

ローブが直射日光の影響を受けないように、センサーの少なくとも2/3が測定水域に沈んでいることを確

認してください。同時に、センサープローブは水域の底部と側壁から少なくとも2cm離れている必要があ

ります。 

 

2.2電気接続 

設置後は、センサープローブが乾いていて汚れていないか確認し、汚れやゴミなどがつまっている場合

は、きれいな柔らかい布で拭き取り、乾かしてからご使用ください。 

塩分センサーは、Watcher Pro 2（Aqua）モニタリングノードのホストシェルの任意のインターフェイス

に接続できます。使用する場合は、まずノードの電源を切り、保護キャップを外して、センサーコネクタ

を合わせて挿入し、コネクタのナットをコネクタに対して時計回りに締めます。 

 

3.メンテナンス 

3.1保存 

使用後、塩分センサーを長期間保管する必要がある場合はまずセンサーを洗い流してサープローブと固

い物体がぶつからないように保護キャップに入れます。 

3.2クリーニング 

測定した液体環境の影響を受け、長期間使用した後、塩分センサープローブが汚れ、砂、微生物などに付

着し、測定精度に影響を与える場合があります。したがって、センサープローブは定期的にクリーニング

してください：柔らかいブラシを使用して汚れをクリーンにして（電極の表面を傷つけないように注意し

てください）、蒸留水で洗い流して校正を実行します。センサープローブの汚れを効果的に洗浄するには、

クリーニングブラシキットを使用することをお勧めします。 
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3.3センサー校正 

センサーは出荷前に校正されています。センサーデータが現在の周囲の塩分濃度値と一致しない場合は

校正することができます。 

校正には以下のアダプタを使用する必要があります。 

 

アダプタを使用する前にドライバをインストールしてください。 

ドライバファイルは、校正ソフトウェアと同じディレクトリに置かれ、ファイル名は「CH341SER.zip」で

す。  https://desktopstation.net/wiki/doku.php/install_driver 

 

解凍が完了したら、setup.exeプログラムを実行します。 

校正方法の詳細については校正キットの商品ページよりご確認ください。 

http://zeta-factory.shop/shopdetail/000000000542/ct60/page1/recommend/ 

 

3.4メンテナンス 

1. センサーのケーブル：通常の操作中はケーブルを張らないでください。ケーブルの内部ワイヤーが破

損し、センサーが正常に動作しない場合があります。 

2. センサーのケースが腐食やその他の理由で損傷していないか確認してください。 

3. 次の表のサイクルで塩分センサーをメンテナンスすることをお勧めします。 

 

メンテナンス 推奨メンテナンス頻度 

センサーのクリーニング 

7日ごとにクリーニング 

ブラシで使用する場合は、30日ごとにクリーニングし

てください 

センサーケーブルの確認 30日ごとにチェック 

センサーが破損していないか確認 30日ごとにチェック 

センサーの校正 読み取りエラー値による 

 

次の方法を使用して、センサーの読み取り値が正常かどうかを判断できます： 

a. 海水または一定量の塩水を準備します； 

b. 塩分計を使用して測定して記録します； 

c. 塩分センサーを使用して測定し、得られたデータを塩分計から取得したデータと比較します。 

偏差が0.3pptを超えた場合は、センサーを再校正する必要があります。 

 

 

 

 

 

https://desktopstation.net/wiki/doku.php/install_driver
http://zeta-factory.shop/shopdetail/000000000542/ct60/page1/recommend/
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4.注意 

1. 水の流れが速い場所にセンサーを設置しないでください。汚染物質が急速に蓄積します。 

2. 硬い物体（指、金属など）を使用して水塩分センサープローブに触れないでください。センサープロ

ーブの表面に傷が付きます。 

3. センサープローブを定期的に清掃およびチェックしてください。 

4. センサーケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。データが読めなくなったり、歪

んだりします。 

5. センサープローブをプールの底に触れないでください。 

6. センサーを取り付ける際は、防水コネクタインターフェイスが乾いていることを確認してください。 

7. 上記のように保管してください。そうしないと、センサーが損傷します。 

8. センサーを自分で分解しないでください。分解すると、キットが無効になったり損傷したりします。 

9. 強酸、強アルカリ、グリース、有機溶液には使用しないでください。 

 

 

5.よくある問題 

問題 原因 解決策 

センサーにデータ

がありません 

1. センサーが認識されません。 

2. センサーとノードが正しく接続されていま

せん。 

3. ケーブルまたはセンサーの障害。 

1. ノードを再起動します。 

2. センサーコネクタを取り外し、再度接続します。 

 

3. NBIにお問い合わせください。 

データ異常 1. 正しく設置されていません。 

2. センサープローブの汚染。 

3. センサーの故障。 

1. 上記のようにセンサーを再設置してください。 

2. センサーをクリーニングして再較正してください。 

3. NBIにお問い合わせください。 

 

 

保修条例 

1. 本製品の保証期間は3ヶ月です。 保証期間中、取扱説明書に従い通常の使用状態で故障した場合は、

出荷日より3ヶ月以内に無料保証いたします。 

⚫  

2. 次のいずれかの状況では、無料保証の対象外ですNBIは有料サービスを提供しています。 

(1) 保証期間の超過 

(2) 製品マニュアルの要件に適合しない使用および設置によって引き起こされた損傷 

(3) 非NBI認定サービスプロバイダーによる解体および修理による損傷 

(4) 破損、機械的損傷など、ユーザーによる不適切な使用による製品の損傷 

(5) 不可抗力による被害（火災、地震、台風等） 

(6) その他、製品の設計、技術、製造、品質等に起因しない故障または損害。 
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改訂履歴 

版 数 日 付 改定内容 

V1.0.0 2020.8.24 初 版 
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