
工学流れ測定の解決策製品概要

　エアロプローブエアーデータシステムは、研究と国防に使用さ
れる軽量小型無人飛行機の安定性、操作性、安全性を大きく改善
することができます。

　エアロプローブ社多孔プローブシステムは、エアーデータの直
接測定のための、頑丈で信頼できる方法を示しています。弊社の
エアーデータシステムは、UAVモニター、風洞計装、航空機、そ
してロケット工学のために、非常に正確であり適した大きさが使
用可能です。

　エアロプローブ社エアーデータシステムは、簡単に集積可能な
実装型で最も高精度に設計されています。それらは最小限の集積
費用にて、全ての種類のエアデータ測定に対し、最も信頼性を持
つ解決法として役立ちます。エアロプローブシステムは、一次エ
アデータ機器、研究計装として、又は冗長目的のため動作しま
す。エアロプローブは、機体のプローブ計測への影響を特徴づけ
るといった進んだ設計サポートにより、航空宇宙技術者を支援す
ることが可能です。
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エアデータシステム 



　エアデータプローブによるデータ変換は、特別なソフトウエア
を必要とせず、また、内蔵コンピュータ又はテレメタ－システム
により、簡単にリアルタイムで実行されます。弊社の従来のプ
ローブと異なり、エアデータプローブは、約20゜の角度範囲に制
限されていますが、別のピトースタティックチューブの必要をな
くすスタティックポートの輪を特徴としています。それらは従来
のプローブよりもさらに正確であり、また、同様の周波数応答を
提供します。それらは高々度無人航空輸送機関(UAV)用に内部加
熱が可能です。

　弊社のエアデータプローブは、現在、幾つかの異なるUAV 用の
一次エアデータセンサーとして使用されており、リアルタイム
ヨーデータを提供している世界中の風力タービン翼やレースカー
でも見ることができます。

小型、軽量、正確

coNtact aeroprobe      

 +1  540 - 443 - 9215 x4223
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com        

仕　様

形状と構造

プローブ形状     

孔数

先端形状

先端径

材質

配管接続 

取り付け

動作温度範囲

ストレート型(一般的)、　L 型

 1(ピトー)、3、又は 5

60°円錐形、半球形

標準6.35 mm、4.8 mm、3.2 mm 
±0.018/0.124 15(大きいサイズも可)

先端－銅、フェルール、6 角マウント、
シャフト、内部配管－ステンレス
全ステンレス製オプション可能

一般的な出力配管　0.89 mm-1.6 mm 
(0.035”- 0.063”)OD 

1.6 mm(1.6 mm以上)OD 配管用スエージ
ロックオプション可能

1/32”ID, 3/32” OD 標準
- Tygon R3603 チューブ

6 角プリズム(標準)、長方形プリズム、
シリンダー、特注マウント可能

0℃ ～ 150℃ 標準
-80 ～ 150℃ ヒーター付き(ヒーターコ
ントロールが必要)

測定精度* 

流れ角度

流速

流れ角度校正 

流速校正

予備データ** 

圧力データ整
理

ピッチ角度(a): ±0.15゜(a＜12゜)、
±0.4゜(a＜20゜)
ヨー角度(b): ±0.15゜(b＜12゜)、
±0.4゜(b＜20゜)

±0.15％ FS 一般的
に±0.5％ FS 最大

±20゜ピッチとヨー(3HP)
±20゜ピッチとヨー(5HP)
流れ角度を伴うピトー静圧プロー
ブ精度は、20°まで校正可能

17 m/s ～ 345 m/s(マッハ0.05～1.0)

プローブ先端径＜9.5 mm(3/8")に対し

17 m/s ～ 65 m/s(マッハ0.05～0.19)

プローブ先端径＞9.5 mm(3/8")に対し

参照絶対圧 
トータル温度

圧力、角度に対し4 次多項式適合 
(3HP, 5HP)

*エアロプローブ校正による0.1％精度圧力センサー

** 最も正確な圧縮圧力対流速換算

全仕様は aeroprobe.comにてご覧ください。



工学流れ測定の解決策製品概要

小型、軽量、正確

 エアロプローブエアデータシステムは、研究や国防に使
用される軽量小型航空機の安定性、操作性、そして安全性
を大きく改善することができます。リアルタイムのデータ
を送ることにより、離れた操縦者が、航空機の環境に関す
る最も正確な表現を可視化できます。

　エアロプローブエアデータコンピュータ（ADC）は、正
確、迅速なエアデータをUAVフライトコントローラに提供
します。このフィードバックのフライトコントローラへの
統合が、非常に小さなUAVの中で前例のないコントロール
の忠実性やレスポンスを可能にします。 

　エアロプローブエアデータシステムは、科学研究、国
防、そして商業分野で拡大してきた、ますます成長する
UAV市場のニーズに応えます。それらは、リアルタイムの
エアデータ計測がフライトコントローラに提供する安定性
や耐久性の利益を、最も小型のUAVが得ることを可能にし
ます。 
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エアデータシステム



L-型エアデータプローブ

加熱エアデータプローブ

熱電対取り付け

炭素繊維構造 

COTS とOEM ハードウエアバージョンが可能

高速：100 Hz までの送出速度

小消費電力：＜2 Wの消費電力

＜1°角度エラーの平均

＜1％流速と高さエラーの平均

リアルタイムエアデータ：
　迎え角、横滑り角、流速と高度

搭載型エアデータシステム

　エアロプローブは、On-The-Fly!システム
によって飛行エアデータのための新しい標
準を設定しています。On-The-Fly!(OTF)
は、エアロプローブ社の先駆的なエアデー
タ変換アルゴリズムを、100Hzまでの速度で
エアデータを送出又はログする小型軽量エ
アデータコンピュータに組み合わせていま
す。

　マイクロプロセッサーと小型化された最
新の高信頼性を持つ圧力センサーを利用し
ているため、OTFエアデータコンピュータ
(ADC)の重さはたった150gです。その小型の
ため、ADCは胴体、翼、又は支柱に取り付け
られるエアデータプローブに近接して取り
付けが可能です。

　従来のエアデータ支柱とは異なり、On-
The-Fly!システムは可動部分を持ちませ
ん。エアデータプローブは、ポート先端と
スタティックリングの所で圧力が発生す
る、自由な流れ領域まで延長します。エア
ロプローブのエアデータ変換アルゴリズム
を実行する内蔵システムは、そのとき、リ
アルタイムでフライトコントローラに送出
されるか又は搭載データ記録装置にログさ
れる、迎え角、横滑り角、流速、そして高
度を算出します。

 エアロプローブ社多孔プローブシステムは、エアデータ直接測
定のために堅牢そして信頼性ある方法を示します。弊社のエア
データシステムは、高精度であり、そして風洞計装と航空機航空
電子工学での使用だけでなくUAVの全てのクラスに対して適した
大きさで使用可能です。

 エアロプローブエアデータシステムは、簡単に集積可能な実装
型で最も高精度に設計されています。それらは最小限の集積費用
にて、全ての種類のエアデータ測定に対し、最も信頼性を持つ解
決法として役立ちます。エアロプローブシステムは、一次エア
データ機器、研究計装として、又は冗長目的のため動作します。
エアロプローブは、機体のプローブ計測への影響を特徴づけると
いった進んだ設計サポートにより、航空宇宙技術者を支援するこ
とが可能です。
　エアロプローブは、UAVによりもたらされた用途や利益の範囲
の拡大を目指しています。弊社の工学専門知識や細部へのこだわ
りは、15年以上にわたり、融通性のある用途と信頼性の高い精度
を備えた技術を創り出してきました。エアロプローブシステムを
貴方のプロジェクトに組み合わせれば、エアデータ問題が非常に
軽減されることがわかるでしょう。

エアデータ解決策を完成する

プローブの性能とオプション

エアデータコンピュータの性能

CONTACT AEROPROBE      

 +1  540 - 443 - 9215 x4223
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com/        

エアロプローブエアデータシステムを使用するArea-I PTERA UAV

外形寸法：最小 3 mm(1/8") 

長さ：最小 152 mm(6")

氷結防止ヒーター取り付け



On-The-Fly! エアデータシステム   

エアデータ解決策を完成する
　15年の経験、何万時間にも及ぶ風洞試験、数え切れな
いほどの輸送機関エアデータ集積時間に基づいて、エア
ロプローブは、On-The-Fly! システムによる飛行エア
データのための新しい標準を設定しています。On-The-
Fly!(OTF!)は、エアロプローブ社の先駆的なエアデータ
変換アルゴリズムを、100Hz までの速度でエアデータを
送出又はログする小型軽量エアデータコンピュータに組
み合わせています。エアロプローブは、UAVや、モー
タースポーツ、風車用の特注エアデータプローブにおけ
るリーダーで在り続けます。

　OTF! からフライトコントローラへのエアデータ送
出は、あなたにアルファとベータエアフレームに関し
クローズドループ制御という選択肢を与えます。小型
であるため、エアデータコンピュータは、胴体、翼、
又は取り付けられた支柱のエアデータプローブに近接
して取り付け可能です。システムは小さなサイズと容
易なインターフェースを備え、そして完全なシステム
冗長を可能にしています。

特徴

• AOA、AOS、エアスピード、高度のリアルタイム
送出

• 角度測定での１°以下のエラー

• 高度とエアスピードにおける１％以下のエラー

• 標準と特注プローブ

• COSTとOEMバージョンが可能

• 凍結防止ヒータープローブが可能

• 広いエアスピードレンジに対応する複数レンジセン
サーが可能

一般仕様

システム: 

流速レンジ 63 m/s まで 

±20° 

電気: 

9-15 VDC 

＜2W最大 

1.62"x3.07"x1.92"

エアデータコンピュータとカーボンファイバーエアデータプローブ

動作原理 
　伝統的なエアデータ支柱とは異なり、On-The-Fly! 
システムは可動部分を持ちません。エアデータプロー
ブは、ポート先端とスタティックリングの所で圧力が
発生する、自由な流れ領域まで延長します。エアロプ
ローブのエアデータ変換アルゴリズムを実行する内蔵
システムは、そのとき、迎え角、横滑り角、流速、そ
して高度を算出します。算出されたエアデータは、リ
アルタイムでフライトコントローラに送出されるか、
又は搭載データ記録装置にログされます。

 
 
 
 

 エアロプローブはOn-The-Fly!システムによる飛行エ

アデータのための新しい標準を設定しています。

 詳細情報に関して

Aeroprobe Corporation 
2200 Kraft Dr. Suite 1475 
Blacksburg, VA 24060 
USA 
Tel: 540.443.9215 
Fax: 540.443.6525 
sales@aeroprobe.com 
www.aeroprobe.com 

ADS R2 11/11 
©Aeroprobe Corporation, 2012 
エアロプローブの名前、ロゴ、そしてOn-The-Flyはエアロプロー
ブ社の商標です。

流れ角度レンジ

エアデータコンピュータ電源

エアデータコンピュータ電力

通信プロトコル

重さ: 

RS-232

COTSエアデータコンピュータ

OEMエアデータコンピュータ

ｴｱﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｰﾌﾞ(1/4"OD;SS;6"len.)

83g

16g

6.3g

寸法: 

COTSエアデータコンピュータ

OEMエアデータコンピュータ

エアデータプローブ径

1.5"x2.95"x0.80"

1/8in. OD(min)

mailto:sales@aeroprobe.com
http://www.aeroprobe.com/
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工学流れ測定の解決策製品概要

協定多孔プローブ
　多孔プローブは、プローブ先端において圧力を直接測定
することで流速と圧力を測定するために設計された流体機
械計器で、それから流速を算出するためにその圧力を利用
します。エアロプローブ社の製品は、市場における流れ測
定機器の中でも最高品質です。

•	 標準プローブ先端径は
3.2 mmと小さく、オプ
ションは 1.6 mm

•	 複数の標準プローブ寸法

•	 標準製造は堅牢構造のた
めにステンレス鋼部品を
使用

•	 プローブ軸から60°(5
孔) 又は70°(7 孔)の高
さの流速ベクトルの正確
な分解能

•	 空気と水環境で使用可能

•	 5 m/s ～マッハ2.0 の流速

特徴 用途

+1 (540) 443 - 9215      
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation
2200 Kraft Drive	•	Suite 1475    
Blacksburg, VA 24060
United States

５孔および７孔プローブ



www.aeroprobe.com • Conventional Multi-Hole Probes

　エアロプローブは、特有の、矛盾のない方法で流れの干
渉をできるだけ小さくすることにより、流速と圧力を測定
します。既知の流速と角度でのプローブの一度の校正は、
特徴的なエアロプローブ精度を確保する、次元のない圧力
係数マップを提供します。この方法により、測定位置にお
ける全圧と静圧のみならず、未知の速度ベクターが決定さ
れます。 

　多孔プローブを使用する流れ測定に必要とされる４つの
基本要素があります：

•	 プローブそのもの
•	 正確なプローブ校正
•	 プローブ圧測定支援
•	 換算ソフトウエア

　この文書は、エアロプローブ全システムの要件を満たす
ために設計された、エアロプローブ製品とサービスに関し
て説明しています。

ニーズに応じた設計 

　エアロプローブは、３種の標準プローブ形状を提供して
います：ストレート型、L型、コブラ型です。これらは円錐
形又は半球形先端のいずれかで製造可能です。標準構成材
質は、-20℃から500℃の間でプローブが動作する能力を与
えるため、ステンレス鋼です(1200℃までを必要とする高温
型に関しては、エアロプローブ社のセールス担当に高温プ
ローブについてご相談ください)。

　標準５孔および７孔プローブは、3.2 mm径先端で、全長
152.4 mmです。標準６角取り付け部の面－面間は 6.35 mm
であり、この取り付け部は長方形プリズムにすることも可
能です。圧力接続用標準出力配管は、1.07 mm径、長さ
31.75 mmです。７孔プローブは最高精度にて70°の最大流
速ベクターを持ちます。５孔プローブでは、この角度は約
60°です。 

多孔プローブ

協定多孔エアロプローブ仕様

形状と構造

測定精度

プローブ形状
孔数
先端形状
先端径

材質

空気配管

取り付け

平均流れ角度
必要とされるトータル
流速
熱力学データ** 
姿勢に関する流れ三角
錐角度

流速校正
圧力データ整理

周波数応答

媒体

温度測定 

*流速に正しく適合された0.1％精度圧力センサーを利用

**最も正確な圧縮性P-V換算

仕　様

± 1°
± 1％*

参照圧力、トータル温度 
60°(5孔)、70°(7孔)　注釈：これは先
端の円錐角に直接関するものではない。

5 m/s ～ 680 m/s(マッハ 2.0)
多項式適合(3孔)、マルチプローブソフトウ
エア(5孔、7孔)
低い、時間平均流れを決定するには最も良
い、要求により周波数校正が可能
ステンレスに適合不活性ガス、水(ステンレ
ス 6.35 mm 先端OD推奨)；他の媒体も可能
（エアロプローブにご相談ください）

先端熱電対オプション、エアロアクワイヤー
データ収集ソフトウエアに適合

ストレート型、L型、コブラ型
5、7
30°円錐、半球、20°円錐オプション
標準 3.2 mm； オプション; 
1.6 mm、 2.4 mm、 6.35 mm
304 ステンレス構成、シャフトと内部配管を
含む
出力配管 0.89 ～ 1.6 mm (0.035"～0.063") 
ODに対する標準 Tygon R3603 配合、
1/32"ID, 3/32"OD
標準 6 角プリズム、長方形プリズム、平面
を持つ円錐
6 角取り付け平面
0 ℃ ～ 500 ℃; より広い温度範囲が可能

プローブ参照
流れ温度限界
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仕　様

　各プローブは原則的に、形状分野を特定することにより
振り分けられます。標準プローブからのわずかな形状変更
(長さの増減、先端径の増加、ベントプローブの先端長の
増加を含むがこれに制限されるものではない)のいくつか
は対応可能です。先端長、ネック長、テーブルにおける右
への曲げ半径に関する制限にご注意下さい。

特注多孔プローブオプション

多孔プローブに対する形状制限

寸法

先端径

部品径

先端径

先端径

大きさ又は部品

最小曲げ半径（中心線）

最小曲げ先端長、最小T、シャフト中心線への測定端
（コブラとL型） 

最小、標準、最大のドリルドエルボウ先端長、

シャフト中心線への測定先端（コブラとL型）

ネック最小曲げ長、最小N（コブラ）

標準許容範囲

最小

最小先端長

最小曲げ半径

最小先端長

最小ネック長

許容範囲

最大

最大先端長

先端径 (D)
全長 (L)
先端長 (T)2
ネック長 (N)2
先端角度を含む（円錐形）

1.59 mm
3.18 mm
6.35 mm

1 これらの形状レンジに応じるプローブは最低の特注コストがかかります。
2 最小先端長とネック長は中心線測定であり、そして次の２つの表に与えられています。

1 より短い先端長はオプションの孔あけエルボウ端(表5を参照)を加えることにより達せら
れます。孔あけエルボウオプションに関するコストが加えられます。

1 校正中トータル角度はN＜25 mm に制限されます。

1.59 mm
3.18 mm
6.35 mm

1.59 mm
3.18 mm
6.35 mm

1.59 mm
3.18 mm
6.35 mm

先端径と出力管
他の長さ(ハウジング管)
位置(中心線、ポート) 

基本長
基本長(全長、出力チューブ長、6角取
り付け治具、フェルール)
他の長さ(曲げ足、ハウジング段)

先端角度を含む(円錐形)
軸上曲げ角度
軸外曲げ角度

4.8 mm
11.0 mm
15.9 mm

14.5 mm
20.4 mm
22.3 mm

16.01
34.0
51.0

1.0 mm
102 mm
最小T
最小N

3.0 mm
6.0mm
9.4 mm

8 mm
255 mm
102 mm
102 mm
60°

4.5 と 6 mm
10 mm
N/A

7.5 mm
12.0 mm
22.0 mm

± 0.05 mm
± 0.01 mm
± 0.0508 mm

± 2.54 mm

± 5.1 mm

± 0.5°
± 1°
± 5°

先端径 
全長 
プローブ先端長 
コブラネック長 

ストレート型
L型
コブラ型

円錐形
半球形

多孔プローブ番号定義

プローブ種類
NP

P: 標準プローブ
CP: 特注プローブ
ストレート、コニカル、コブラ
プローブポート数

D
L
T
N

S
L
C

C
H

標準先端長

40°

P 又は CP



www.aeroprobe.com • Conventional Multi-Hole Probes

　プローブの校正は、プローブの適切な使用のために不可
欠なものです。それは測定プローブポート圧力と実際の速
度ベクター間の関係を定義します。

　プローブの校正手順は、均一な既知の流れ場(速度の大
きさと方向、密度、温度、スタティック圧力において知ら
れている)にプローブを置き、それから、既知の速度ベク
ターに関して2000以上の異なる方向にプローブを回転させ
ます。プローブ先端は、全校正手順の間、物理的に同じ位
置に維持されます。各方向において、プローブポート圧力
と自由な流れの変動圧力は記録されます。この方法で、圧
力と速度に関する校正マップが作られます。

　マルチプローブは、エアロプローブ圧力－速度変換ソフ
トウエアパッケージです。基本ソフトウエアは、後加工ウ
インドウズ互換パッケージです。マルチプローブは、エア
ロプローブ社多孔プローブ圧力収集ソフトウエアパッケー
ジであるエアロアクワイヤーによる共通ファイルフォー
マットを持ちます。エアロアクワイヤーは、データをリア
ルタイムでユーザに供給する能力により、継ぎ目なくデー
タ収集と整理を行うインターフェースのため、マルチプ
ローブを自動的に統合します。マルチプローブはユーザー
入力を検索するGUIフロントエンドであり、それから、DLL
にストアされている機能を呼び出します。加えて、変換ア
ルゴリズムは、多数の校正ファイル間を補完する能力を持
ちます。これは、通常は一つの校正ファイルの使用に伴う
変換精度と使用の容易さを保ちながら、ユーザーが広い流
速レンジにわたりプローブを使用できるようにします。

校正サービス

マルチプローブ換算ソフトウエア

校正とソフトウエア

+1 (540) 443 9215
sales@aeroprobe.com

2200 Kraft Dr
Suite 1475
Blacksburg, Virginia 24060
United States

エアロプローブの二つの高速風洞の一つ、遷音速にセットされた高速風洞に取り付けられたプ
ローブ。エアロプローブはマッハ2.0まで校正可能です。

エアロプローブ社のマルチプローブソフトウエアは、測定された圧力を意味ある速度データに変
換します。高精度局部検索－適合技術を使用して、マルチプローブは得られたポート圧力を局部
トータル圧力に変換します。

オーダーインフォメーション

他のエアロプローブ製品に関する情報については、
弊社のウェブサイトをご覧ください：

www.aeroprobe.com



高温プローブ
　弊社の高温プローブは、同じ精度、範囲角レンジ、周波数
応答で、標準プローブと全く同様に動作しますが、極めて高
い温度環境で動作するように作られています。様々な顧客の
要求と予算に合うように、弊社はこれらのプローブについて
３つの異なるタイプを備えています。弊社の高温プローブ
は、標準プローブと同じ大きさや形状で製造可能です。詳細
や用途のご相談についてはエアロプローブにご連絡くださ
い。

•	 1200 ℃までの液体流への用途
•	 Pt、 Ps、 流れ角、流速要素の決定
•	 流速 5 m/s ～マッハ1.0+ の流速への用途
•	 プローブ形状の特注可能、外形 3+ mm

+1 (540) 443 - 9215      
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation
2200 Kraft Drive	•	Suite 1475    
Blacksburg, VA 24060
United States

特徴

工学流れ測定の解決策製品の仕様

高温プローブ



プローブ形状 

形状と構造 

孔 数 

先端形状 

先端径 

材 質 

接続配管 

取り付け 

流れ温度限界 

ストレート 

3、5 

60°円錐 

4.8 mm、3.2 mm 

インコネル 

接続部温度により指定 

一般：0.5 mm ～ 1.0 mm ODインコネル管 
用途により指定製作 
一般：平面を持つシリンダー 

0 ℃ ～ 1,250 ℃ 

測定精度＊ 

流れ角度 

トータル流速 

必要とされる 
補助データ＊＊ 

姿勢の流れ角度 

校正流速 

圧力データ換算 

周波数応答 

媒 体 

＜0.4° 

＜0.8％ 

参照圧力 
トータル圧力 

±15゜(3 孔、1 角度)、 
60゜(5 孔、円錐) 

5 m/s ～ 1,000 m/s 
(マッハ 2.0) 

多項式適合(3孔)、エアロプロー
ブソフトウエア(5孔) 

多項式適合(3孔プローブ)、エア
ロプローブソフトウエア(5孔) 
低、時間平均流量決定に最適、時
間ずれ可能 

不活性ガス、水、他の媒体可能 

＊エアロプローブ校正 0.1％精度圧力センサー使用 
＊＊最も正確な圧縮性圧力－速度換算のため 

全仕様は aeroprobe.comにてご覧ください。 

オーダーインフォメーション 

他のエアロプローブ製品に関する情報については、 
弊社のウェブサイトをご覧ください： 

仕 様 

1250℃までの流れの特徴づけ 



オムニプローブ

特徴

• 12圧力ポートを持つ球状先端

• 先端直径6.35mm
• 平均角度精度±1.5°

• 平均速度精度3％または±1 m/s
• 温度定格500℃まで

• 5 m/s～マッハ1（340.29 m/s）までのプローブ校正

• 測定可能なフローベクトルはプローブ軸から

最大±150°の入射角

用途

• 風工学

• 一般空気力学

• 燃焼器の渦流

• 自動車の後流、エンジン室

• 流れの主要な方向が事前に判明していない場合の

用途に理想的

• 試験中に完全な逆流が起き得る場合の用途に

極めて有益
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工学流れ測定の解決策DATA SHEET



製品仕様

エアロプローブ社は、興味深く独特な
流れ測定の課題に対し、完璧なシステ
ム解決策を提供致します。

• 測定器具

• サポートハードウェア

• データ収集

• ソフトウェア

システム概要 Where your probe fits in our system

ストレート型、L型

12

球

形状と構造
プローブ形状

孔数 

先端形状 

先端直径 標準：9.53mm
オプション：6.35mm

材質 

空気接続 接続配管外径：1.02mm

六角柱（標準は面から面 9.53mm）

オプション：角柱、

　　　　　　面付き円筒形状

ストレート型：六角取り付けの平面プローブ角度参照

標準：0 ～500°C

測定精度
速度大きさ1, 2 3%

姿勢流角     円錐角: 150° 

流れ角度　    ± 1.5 

校正流速　    5 m/s ～ Mach 1

周波数応答 50Hzより低い
周波数校正はご要望に応じて可能です。

媒体 不活性ガス
ほかの媒体も可能、ご相談ください。

1　
試験ポイントデータの平均値に基づく

2　流速に正確に合った0.1%精度の圧力センサーを使用

Power

USB

90 PSI

C 1

C 2

P in

Cal

Cal Ref

Ref

Prg in

Prg Out

エアロプローブ社のオムニプローブについて明記されている速度
精度は、適切なレンジのスキャナが使用されていると仮定して
1 m/s または測定された速度の3％のいずれか大きい方です。
左のグラフはスキャナレンジが速度精度に与える影響を示してい
ます。グラフは、３つの異なる圧力スキャナレンジごとに、速度
関数として許容される速度の誤差が、全てフルスケールスパンの
0.5％の誤差であることを表しています。算出された誤差は、ス
キャナによって測定された圧力が変動圧であるためであり、シス
テムまたは変換による誤差ではないということが仮定されます。

オムニプローブを使用した試験を計画する際には、測定対象の流
速における圧力測定誤差を考慮することが重要です。例えば、約
60m/s未満での測定で、誤差0.5％FSSの±6.894kPa（±1psi）ス
キャナを使用した場合には、1 m/s以下の精度を期待することは
できません。

Velocity Magnitude Elaborated

303、304ステンレス構造
（軸と内部管の材料を含む）

取付け

温度定格

エアロプローブ社のシステムは
以下を含みます：



製品仕様

最小曲げ半径1 (r) （Centerline）
構成部分の直径

14.3 mm

代表的なオムニプローブ
先端直径ごとの標準校正速度レンジ

校正速度レンジオムニプローブ先端直径(d)

6.35 mm

9.53 mm

5 to 320 m/s  

5 to 70 m/s 

1 注釈の技術図面をご参照ください。

許容範囲

± 0.05 mm

± 0.10 mm

± 0.05 mm

± 2.54 mm

± 5.1 mm

± 0.5°

± 1°

標準許容範囲
　寸法または構成要素

先端直径および出力配管

その他の直径（ハウジング管） 

位置（中心線、ポート） 

主要な長さ（全長、出力配管、

　　　　　　六角マウント、フェルール）

その他の長さ（曲げ足、ハウジング台）

先端を含む角度（円錐） 

軸上曲げ角度

軸外曲げ角度 ± 5°

オムニプローブごとの形状制限

寸法 Minimum Maximum

先端直径(d)1 6.35 mm 9.53mm

全長(l)1 102 mm 255 mm

先端長(t)1 70 mm 102 mm
1
 注釈の技術図面をご参照ください。

tip (d)

overall length (l)

ストレート型

L型

shaft 1

ferrule

exit tubes mount

mount

bend radii (r)

tip length (t) 

shaft 2

shaft 1

overall length (l)

従来型の5孔、7孔プローブは、流れ入射角70度以下での使用とい
う制限がされます。より鋭角な入射角や角度が不明な流れ場、ま
たは逆流の起こりうる流れ場の測定のために、エアロプローブ社
はオムニプローブを開発しました。

エアロプローブ社は、ストレート型とL型という２つの標準オム
ニプローブ形状をご提供致します。標準オムニプローブはステン
レス製、9.53mmまたは6.35mmの先端直径をもち、全長152.4mmで
す。

exit tubes

ferrule

最小曲げ半径

6.35 mm 
1 注釈の技術図面をご参照ください。



多孔プローブ型番定義
1 P: 標準プローブ

2

3

4

5

6

7

8

9

l

t

C: 従来型

プローブ孔数（12）

先端形（S＝球）

先端直径 (06 = 6.35 mm, 09 = 9.35mm)

軸形（S=ストレート型、L＝L型）

温度定格 (S = 500°C, H = 900°C)

耐熱性強化の有無（X＝強化無し） 

カスタマイズ（S＝標準、N＝準標準、C＝特注）

プローブ全長(mm)

プローブ先端の長さ (mm)

 P-C12C06S-SX-S-152-_ _ _    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l t

プローブ型番構成

ご注意ください：

• 標準オムニプローブは先端直径6.35mmと9.53mmで製造され、全長152mmです。

• 準標準プローブは、軸長以外は、標準プローブの形状です。

• 特注プローブは、先端サイズやプローブ、マウント形状、材質等の点で、標準からの変更ができます。

• 重要：準標準および特注プローブは、製造に先立ち、ユーザによるプローブ図面の確認が必要です。

プローブ型番の例：

型番：P-C12C09L-SX-S-152-070
　　　フルスケール自動車後流測定用、標準、先端直径9.53mmのL型オムニプローブ
　　　全長152mm、先端の長さ70mm

型番：P-C12C06S-SX-N-320 
　　　竜巻模擬実験装置内の流れ場測定用、準標準、先端直径6.35mmのストレート型オムニプローブ
　　　全長320mm



標準プローブ 技術図面

ストレート型
型番： P-C12H06S-SX-S-152 

L型
型番： P-C12H09L-SX-S-152



Engineering Flow-Measurement Solutions会社概要

Unique challenges. Quality solutions.
エアロプローブ社は世界中の航空宇宙、自動車、ターボ
機械、風力タービン、風洞試験工業界に、エアデータ測
定システムを提供しています。エアロプローブ社の無人
機用エアデータシステムは、飛行性能向上のためのリア
ルタイム風速や迎え角、横滑り角などのデータを提供し
ます。ターンキーシステムは、測定用器具類、データ収
集用ハードウェア、データ変換・分析・視覚化用ソフト
ウェアを含みます。高温プローブは最高900℃の流れの中
でも動作します。300°の流れ角レンジを特徴とするオム
ニプローブは、逆流の測定も可能です。高応答プローブ
は、4KHzを超える周波数応答を備えています。櫛型形状
により、複数ポイントで同時に起こる不規則な測定も可
能です。
Aeroprobe社は、20を超える代理店ネットワークを通じて
国際ビジネスを実施しています。

of over 20 distributors.  

+1 (540) 443 - 
9215
info@aeroprobe.com 
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation 
200 Technology Drive 
Christiansburg, VA 
24073 United States

機能

5m/sからマッハ1.0までのプローブ校正

±1.5°の平均角度精度

3％又は±1m/sの平均速度精度

ONE SOURCE FOR A FULL SOLUTION 

プローブの校正は、プローブの適切な使用のために不可
欠なものです。それは測定プローブポート圧と、プロー
ブと圧力変換器によって感知された実際の速度ベクトル
との関係を定義します。プローブは既知の流れ場に置か
れ、2000から6000までの任意の点で回転させられます
（プローブの型によります）。そしてAeroflow（エアロ
プローブ社データ収集・変換ソフトウェア）のような速
度変換ソフトウェアへの圧力で使用するために、校正
マップが生成されます。

エアロプローブ社の校正風洞は、5m/sからマッハ2.0ま
での連続流を発生させられると完全に性能評価された吹
き出し風洞です。この構造によって、エアロプローブ社
は校正ごとに極端な数の校正ポイントを記録できます。
エアロプローブ社は、他の流れ場用のプローブも、レイ
ノルズ数を通して校正することが可能で、どんなプロー
ブ・用途であっても、校正スケジュールを提言すること
ができます。

** 報告されたプローブ校正精度は、エアロプローブ社工場の風洞施設で収集
された広範囲にわたる試験ポイントに見合う測定誤差に基づいています。予
測される誤差が大きくなる可能性のある流れ場環境もあります。エアロプ
ローブ社または株式会社大手技研までお問い合わせください。

NISTトレーサブル校正

特殊校正可能

校正ポイント5000以下

校正＆サービス



工学流れ測定の解決策製品概要

+1 (540) 443 - 9215      
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation
2200 Kraft Drive • Suite 1475    
Blacksburg, VA 24060
United States

高応答プローブ

高周波数応答流れ診断計装 
　流動的に変化する流れ場において、エアロプローブ社
の高応答プローブは、一つの測定ポイントにおける、瞬
時速度３成分と静的トータル圧力を同時に測定すること
を可能にします。高周波数応答が必要とされる、乱流又
は非定常流での使用のために設計されているため、これ
らのプローブは、計器の本体に圧力センサーが内蔵され
ています。

• プローブ先端径  
3.2 mm、 2.4 mm、1.6 mm

• 多孔プローブ形状
• 球又は円錐先端形状 
• ARC 音響補正アルゴリズム 
• 4.5 kHz までの周波数応答 

特徴
• 非定常な切り立っ

た形状の後流
• 大気乱流
• 乱流境界層
• 回転機械

用途



　エアロプローブ社は 2 種の基本高応答プローブモデル、SR(標準高応答プローブ)とER(より高い周波数応答)型を提供していま
す。標準高応答プローブは全て、 5 孔又は 7 孔のモデルです。どちらのプローブモデルにも、2 種の形状：ストレートと L 型
があります。これらは円錐又は半球の先端にて製造することが可能です。標準高応答プローブは、先端径1.59 mm ～ 25.4 mmで製
造することが可能です。センサーは、プローブの大きさと形状に応じて、プローブ内の3つの異なる位置に取り付けられます。先
端にセンサーのある大きなプローブ(先端径が少なくとも12.7 mm)が特注デザインとして使用可能です。SR型プローブモデルは、
プローブの12.7 mm外径シャフト内に置かれたボードマウント型センサーを利用します。ER型プローブモデルは、プローブ先端部
の直ぐ後ろに最も能力ある圧力センサーを内蔵し、より高い周波数の応答を提供しています。

高応答システム

• プローブ本体
• 安定した流れでの一連の空気力学的プローブ校正
• データ収集機材とプローブ信号デジタル化ソフトウエア
• 処理ソフトウエア

• 変換ソフトウエア

+1 (540) 443 9215
sales@aeroprobe.com

2200 Kraft Dr
Suite 1475
Blacksburg, Virginia 24060
United States

高応答エアロプローブ、AMX4K データ収集モジュール、そして接続ケーブル。正確な時間の流れ
データの変換のためにマルチプローブとARCソフトウエアパッケージを統合する、エアロアクワ
イヤーにより駆動されるデータ収集。

オーダーインフォメーション

他のエアロプローブ製品に関する情報につい
ては、弊社のウェブサイトをご覧ください：

www.aeroprobe.com

高応答プローブ

　弊社の特別に作られた風洞設備で実行されるエアロプローブ
の校正は、測定されたプローブポート圧力と実際の速度ベクト
ル間の関係を定義します。弊社の圧力－速度変換ソフトウエア
は、正確なデータをもたらすためエアロプローブ独特のアルゴ
リズムを使用しています。高応答システムにおいて、ARC(音響
回復)は非定常圧力信号の振幅変化を補正する音響補正ソフト
ウエアです。貴方の要件に最も適する高応答システムと高応答
モデルの全能力については、エアロプローブのセールスエンジ
ニアにお尋ね下さい。

　高応答プローブを使用する流れ測定のために必要とされる、
いくつかの基本要素があります：



工学流れ測定の解決策用途の概要

+1 (540) 443 - 9215      
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation
2200 Kraft Drive • Suite 1475    
Blacksburg, VA 24060
United States

ターボ機械

独特な課題、質の解決
　複雑な技術的課題は、的確で利用しやすい解決法を必
要とします。ターボ機械への用途において高品質の流れ
測定を成し遂げることは、エアロプローブ製品の精密
さ、精度、そして質を必要とする独特な技術的課題を提
示します。

　エアロプローブは、下記を含む広い範囲にわたるター
ボ機械の用途に独特に適する流れ測定システムを設計
し、製造します。

• 回転圧縮機
• 航空機エンジン
• 翼列
• 高速ファンと回転子



「我々はエアロプローブ社から1.6 mm 先端を持つ特注コブラ型
プローブを6 本購入。これらエアロプローブ社製の小型多孔プ
ローブは、我々の期待以上の性能でした。エアロプローブの使用
が、強化された性能を持つよりよいエンジン設計につながると期
待される理解、流れ場特性についてのよりよい理解を可能にして
くれました。」
Hyoun-Woo Shin, Ph.D Senior Engineer 

GE エアクラフトエンジンズ

「製造機械での5 孔エアロプローブの使用で、多段軸流圧縮機の
生産型試験で以前は不可能だった流れ角情報測定が可能になりま
した。一つの特定用途に対し、このデータで、機械製造の性能を
向上させることができました。」
James Sorokes, Manager Development Engineering Group 

ドレッサーランド

CONTACT AEROPROBE      

 +1  540 - 443 - 9215 
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com/turbomachinery  

1200℃までの3D 流れ描写

完全な解決のための一つの源

　多孔プローブシステムは、複雑で特化された環
境における高精度流れデータの収集と解析を可能
にします。ターボ機械システムの複雑な流れ特性
の正確な可視化と解析は、ターボ機械システムの
設計と性能を改良する権限を技術チームに与えま
す。

　90°ドリルエルボウ先端のような特注可能な設
計特徴は、精度を犠牲にしたり、あるいは流れ状
態を中断させたりすることなく、特定の狙った位
置に計装の設置を可能にします。1200℃までの温
度で流れの特徴を測定できる高温プローブは、ガ
スと蒸気タービンの高温部に耐えることができま
す。高応答プローブは、高速回転子と非定常な流
れへの使用において不可欠な、4.5 kHz までの周
波数にてデータを収集することができます。

プローブは、フルサービス測定と解析システムの
１構成要素です。エアロプローブの特別に開発さ
れた風洞設備は、品質を確実にするため製品を校
正します。エアロプローブの独特なソフトウエア
は、最も有益な速度および方向データを提供しま
す。製品設計からデータ解析まで、エアロプロー
ブシステムは、ターボ機械工業における進歩に対
する重要な貢献者であり、今後もあり続けます。

エアロプローブは、三種の特注風洞のひとつにおい
て、5 m/s からマッハ2 までの速度で校正する。

1200℃までの温度定格 

4.5 kHz までの周波数応答 

マッハM 2.0 までのプローブ校正速度

性能

1.6 mm の小型先端径

＜1°のとがった部分の平均エラー* 

1 ％速度平均エラー

*700+を超える校正点



工学流れ測定の解決策製品概要

　エアロプローブ小型高応答モジュール(Mini FRM)は、
ターボ機械、大型風洞、そして車載システムを含む用途
に対する高応答プローブの導入をサポートするため設計
された、多チャンネルアナログ－デジタル変換器です。

• Mini FRM は34 x 62 x 127 mmで、風洞のトラバース
システムにあるような小さな区画に適合します。

• デジタル出力はケーブルの最大長を大幅に延長します。

• RS-485 を介して2.5 kHz／チャンネルまでの速度で
デジタルフィルタされた出力と共に、200 kHz／チャ
ンネルにてプローブ圧力センサーをサンプルしま
す。

全てのエアロプローブ高応答プローブシステムをサポートします。

+1 (540) 443 - 9215      
sales@aeroprobe.com
www.aeroprobe.com

Aeroprobe Corporation
2200 Kraft Drive • Suite 1475    
Blacksburg, VA 24060
United States

高応答プローブ 

オプションの
熱電対

収集システム

Mini FRM

最長500フィートまでの距離

presents



エアロプローブソフトウエア 

要約と仕様 
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エアロアクワイヤーデータ収集ソフトウエア：

品目： SW-DAQ-E, SW-DAQ-P

説明：　エアロアクワイヤーは、プローブの位置決めを目的としたエアロムーブの機能性と同様に、

マルチプローブとオムニプローブのP-V変換アルゴリズムを統合するため、特別に設計された総合的な
圧力データ収集プログラムです。マルチプローブとオムニプローブの変換統合により、エアロアクワイ
ヤーは、全ての5孔、7孔、12孔、18孔のエアロプローブのためにデータ収集をサポートします。エアロ
ムーブの統合は、エアロプローブの位置決めに対するコントロールを可能にします。エアロアクワイ
ヤーは、イーサネットインターフェースデータ収集ユニット、又は、PCIデータ収集ボード（どちらの
場合でも16ビットデータ収集が標準）に対するサポートを利用可能です。

要約：  

サポートされるエアロプローブ圧力入力モジュール: 

• AP3KTX 圧力センサーモジュール

• AP3KE スキャナーサポートモジュール(4つまで
の圧力スキャナをサポート)

• AP3KA 高応答プローブ増幅器モジュール

• AP3KDK シリーズマルチメディア圧力センサーモ
ジュール

プローブ位置決め： 

• AP3KM と AP4KM エアロプローブモーターコント
ローラをサポート

• サポートされた 1、2 又は 3 軸システム

• 一般的な位置決め分解能 ±6.35 mm

• AP4KM コントローラによるモーターエンコー
ダーサポート

サポートされるプローブの種類： 

• 5/7 孔エアロプローブ、全ての形状

• 12/18 孔オムニプローブ、全ての形状

• 5/7 孔高応答エアロプローブ、全ての形状

データ収集： 

• ユーザー指定のサンプル速度と期間

• ソフトウエア、マニュアル、外部TTLトリガ

• 300 kHzまでのシングルチャンネル速度

• 複数の集合は位相平均データ変換を可能にする

I/Oテキストデータファイルフォーマット： 

• 時系列圧力

• 時系列速度（マルチプローブ、オムニプローブ
による）

• 位置に対する平均圧力

• 位置に対する平均速度（マルチプローブ、オムニ
プローブによる）

• TeePlotファイルフォーマットにエクスポートする

外部チャンネル： 

• 外部チャンネル数は圧力入力モジュールによる

• 外部チャンネル電圧は、ユーザー定義の変数に対
応可能(例えば圧力、温度)

• ユーザー定義の多項式校正入力

• 出力ファイルに表示される結果

グリッド定義： 

• ユーザー定義のデカルト格子と放射状グリッド

• 自動又は手動トラバース

• プローブ座標を球形座標に合わせる

• 複数プローブに対する集積プローブオフセット
（例えばプローブすくい角）

センサー／プローブ校正：

• センサー校正、温度についてを含む

• プローブ校正

• 音響応答校正(高応答エアロプローブに対して)

• ユーザーが決定した周期での圧力センサーの自動
／手動によるゼロ合わせ／校正

その他： 

• ユーザー定義のデータ収集時間周期

• ピトー静圧管サポート(風洞用)

　エアロアクワイヤーは、ユーザに以下のことができるようにします：複数のプローブのためにデータ
収集をコントロールする；様々な圧力センサーモジュールおよび関連する校正を特定する；トラバース
軸を特定し、フレームとデータ収集するポイントを調整する；サンプル速度、期間、トリガーをコント
ロールする；3Dの視覚化のために、圧力／速度データをTecPlot（又は汎用の列指向入力データを受け
付ける他のプログラム）に送出する。

http://www.aeroprobe.com
mailto:sales@aeroprobe.com
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エアロアクワイヤー仕様： 

用途： 統合圧力－速度変換(マルチプロー
ブ、オムニプローブ)とプローブ位
置決め(アエロムーブ)による圧力
データ収集

プローブの種類： 高応答プローブを含む全ての
形状の 5孔、7孔、12孔、およ
び18孔プローブ

ソフトウエアイ
ンターフェース
と統合：

マルチプローブDLL、オムニプロー
ブDLL、エアロムーブDLL(全て別売
り)を統合

サポートされる
プローブの数： 

標準5つまで、依頼により追加
プローブのサポート

校正インター
フェースと統合：

複数のプローブ校正、センサー校正
(オプションで温度影響)、プローブ
音響校正(高応答エアロプローブに対
し)、熱電対

データ収集
モード：

ユーザー定義のグリッドによる自
動および手動グリッド収集；時系
列データ、平均データ、リアルタ
イム表示と連結

トラバースシス
テムインター
フェースと統
合：

RS232(AP3KM) 又はイーサネット
(AP4KM)を通じてモーターコントロー
ラに通信する；1、2、又は3軸トラ
バースシステムをサポート

データ収集
周波数：

最大300 kHz；高応答プローブ
に対し最大10 kHz；従来のプ
ローブに対し通常500 Hz

トリガー： ソフトウエア、手動、外部 TTL 

出力： 時系列圧力／速度；位置に対する
平均圧力／速度

入力： シングルエンド又は差動での
圧力センサー電圧、ユーザー
特定の一方向又は双方向レン
ジ；また、ユーザー定義の量
に応じた外部電圧

出力フォーマッ
ト：

様々なタブ区切りテキストファイル
フォーマット(詳細はエアロプロー
ブフォーマットドキュメントを参
照)；TeePlotファイルフォーマッ
トへのデータ送出

入力レンジ： ±5 V、エアロプローブから
使用可能なセンサーに対し一
般的に0-5 V；データ収集装
置に応じて様々な代替のレン
ジが使用可能

オペレーティン

グシステム： 
ウインドウズ95/98/2000/XP、 
ウインドウズ DLL

システム要件： 7MB ハードドライブ、256MB 
RAM

http://www.aeroprobe.com
mailto:sales@aeroprobe.com
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マルチプローブ 5/7孔 圧力－速度変換ソフトウエア：

品目：　 SW-MP

説明：　マルチプローブは5孔と7孔のエアロプローブと共に使用される圧力－速度変換ソフトウエア

です。基本ソフトウエアは後処理ウインドウズ互換パッケ－ジです。

　マルチプローブは通常、各校正変数ごとに、（問題の試験ポイントに）最も近い校正ポイントの局
所最小二乗法（LLS）を利用します。LLS検索アルゴリズムは、精度を向上させるため、専門的な多領
域検索ルーチンと角度レンジ確認ルーチンを使用します。加えて、LLSの手法ほど正確ではないが、リ
アルタイムデータ変換の助けとなるような非常に高いデータ変換速度を生み出す、より速いセクター
適合アルゴリズムの使用をユーザーは指定することができます。マルチプローブは、多孔プローブ圧
力データ収集ソフトウエアパッケージであるエアロアクワイヤーと共通のファイルフォーマットを
持っています。マルチプローブは、得られた圧力データについて正確な圧力－速度変換を提供するた
めに、エアロアクワイヤーにシームレスに統合します。

　全ての変換アルゴリズムは、弊社の設備で作られる校正データと精度0.1％（又はそれより良い）の
圧力センサーを使用したときに、トータル速度＜0.8％（流れ圧力と角度のエラー伝播を含む）、流れ
角度＜0.4°という、トータル速度での一般的平均エラーを持ちます。加えて、全ての変換アルゴリズ
ムは複数の校正ファイル間を補間する能力を持ちます。これにより、変換精度と、通常は一つの校正
ファイルの使用に付随する使いやすさを維持しながら、幅広いレンジの速度に対応してプローブを操作
する能力をユーザーに与えます。

インターフェースと統合：　マルチプローブは、ユーザー入力を検索し、それからDLLにストア

されている機能を呼び出す、GUIフロントエンドです。このDLLは、カスタムソフトウエアからの圧力－
速度変換の呼び出しをユーザーがプログラムするために使用できます。現在の言語サポートはC/C++、 
Delphi、Visual Basicに対応しており、また、Excelマクロが含まれます。

　マルチプローブは、校正データを前処理し、そして次に使用者又は第三者のプローブ又は校正に対応し
た試験データを減らす能力を持っています。

マルチプローブ仕様：
全ての形状の5孔、7孔

圧力－速度変換
アルゴリズム：

局所最小二乗法(LLS)表面適合;セ
クター表面適合；広い速度レンジ
の変換のための複数校正ファイル
アクセス 

圧力－速度変
換精度：

インターフェー
スと統合：

マルチプローブGUI、 Excelマクロ、 
C/C++, VB, Delphiでのカスタムプロ
グラムからのDLL機能アクセス

入力: 測定ポート圧力、差圧センサーの
ためのリファレンス圧力、ト－タ
ル又は大気温度

出力： |V|、Pt、Ps、流れ角、マッ
ハ；ユーザー指定の単位

入力フォーマッ
ト：

タブ／スペース区切りの列指向デー
タを持つテキストファイル；Excelマ
クロへのExcel列指向データ；ユー
ザー指定の単位

出力フォー
マット：

タブ／スペース区切りの列指向
データを持つテキストファイル
に含まれるユーザー指定の変数
と単位；Excelマクロからの
Excel列指向データ

オペレーティン
グシステム： 

Windows 95/98/2000/XP,  
Windows DLL 

システム要件： 30MB ハードドライブ、256MB 
RAM

用途： プローブ種類：圧力－速度データ変換

流れ角度 ±0.4°、
流速 ±0.8％

http://www.aeroprobe.com
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オムニプロ 12/18孔 圧力－速度変換ソフトウエア：

品目：　 SW-OMNI 

説明：　オムニプロは、12/18孔オムニプローブと併せて使用される次世代圧力－速度変換ソフトウ

エアです。基本ソフトウエアは後処理のウインドウズ互換パッケージです。

　オムニプロは、各校正変数ごとに、（問題の試験ポイントに）最も近い校正ポイントの局所最小二
乗法（LLS）を利用します。LLS検索アルゴリズムは、精度を向上させるため、専門的な検索ルーチン
と角度レンジ確認ルーチンを使用します。オムニプロは、多孔プローブ圧力データ収集ソフトウエア
パッケージである、エアロアクワイヤーと共通のファイルフォーマットを持っています。オムニプロ
は、得られた圧力データについて正確な圧力－速度変換を提供するために、エアロアクワイヤーに
シームレスに統合します。

　全ての変換アルゴリズムは、弊社の設備で作られる校正データを使用したときに、トータル速度＜
0.8％（流れ圧力と角度のエラー伝播を含む）、流れ角度＜0.4°という、トータル速度での一般的平
均エラーを持ちます。加えて、全ての変換アルゴリズムは複数の校正ファイル間を補間する能力を持
ちます。これにより、変換精度と、通常は一つの校正ファイルの使用に付随する使いやすさを維持し
ながら、幅広いレンジの速度に対応してプローブを操作する能力をユーザーに与えます。

インターフェース：　オムニプローブは、ユーザー入力を検索し、それからDLL にストアされている

機能を呼び出す、GUIフロントエンドです。このDLLは、カスタムソフトウエアからの圧力－速度変換の呼
び出しをユーザーがプログラムするために使用できます。現在の言語サポートは C/C++、Delphi、Visual 
Basicに対応しており、また、Excelマクロが含まれます。

オムニプロ仕様 
全ての形状の12孔と18 孔プ
ローブ

圧力－速度変換
アルゴリズム：

局所最小二乗法(LLS)表面適合;
広い速度レンジの変換のための
複数校正ファイルアクセス

圧力－速度変
換精度：

流れ角度 ±0.4°、
流速 ±0.8％

インターフェー
スとインテグ
レーション： 

マルチプローブGUI、 Excelマク
ロ、C/C++, VB, Delphiでのカスタム
プログラムからのDLL機能アクセス

入力： 測定ポート圧力、差圧センサー
のためのリファレンス圧力、ト－
タル又は大気温度

出力： |V|、 Pt、Ps、流れ角、
マッハ；ユーザー特定単位

入力フォー

マット： 

タブ／スペース区切りの列指向デー
タを持つテキストファイル；Excelマ
クロへのExcel列指向データ；ユー
ザー指定の単位

出力フォー
マット： 

タブ／スペース区切りの列指向
データを持つテキストファイ
ルに含まれるユーザー指定の変
数と単位；Excelマクロからの
Excelファイル

オペレーティ
ングシステム： 

Windows 95/98/2000/
XP,  Windows DLL 

システム要件： 2MB ハードドライブ、256MB 
RAM

用途： プローブの種類：圧力－速度データ変換

http://www.aeroprobe.com
mailto:sales@aeroprobe.com


内蔵システム付き 

圧力センサーモジュール 
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一般的な仕様と動作 

標準モデル 

センサー数： 
　各モジュールは、異なるレンジの圧力センサーを各々が備えた、独立したセンサー列を二つまで
搭載することができます。各モジュールは、プローブの各ポートのためのセンサー、速度プローブ
（Ptポート）のためのセンサー、リファレンス圧力の直接測定のための絶対センサー、そして内
蔵モジュール熱電対を含みます。内蔵熱電対は、ユニットが温度に対して校正されている(カスタ
ムオプション参照)時のみ使用可能です。二つのBNC型コネクタが補助電圧の入力(すなわち外部熱
電対から)用に含まれています。三番目のBNCコネクタは、オプションのTTLトリガーと連動するた
めに提供されます。

(ATX4K-MOD5) 5センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、2外部チャンネル、 
1TTLトリガー入力。0.25又は0.4"H2Oレンジに対して、低レンジオプション
(LR) を指定する。

(ATX4K-MOD7) 7センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、2外部チャンネル、 
1TTLトリガー入力。0.25又は0.4"H2Oレンジに対して、低レンジオプション
(LR)を指定する。 

(ATX4K-MOD12) 12センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、2外部チャンネル、 
1TTLトリガー入力。0.25又は0.4"H2Oレンジに対して、低レンジオプション
(LR)を指定する。

(ATX4K-MOD10) 2列設置済み。各列は5センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、 
2外部チャンネルを含む。1TTLトリガー入力。0.25又は0.4"H2Oレンジに対し
て、低レンジオプション(LR) を指定する。

(ATX4K-MOD14) 2列設置済み。各列は7センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、 
2外部チャンネルを含む。1TTLトリガー入力、0.25又は0.4"H2Oレンジに対し
て、低レンジオプション(LR) を指定する。

(ATX4K-MOD24) 2列設置済み。各列は12センサー、トータルセンサー、リファレンスセンサー、 
2外部チャンネルを含む。1TTLトリガー入力。0.25又は0.4"H2Oレンジに対し
て、低レンジオプション(LR) を指定する。

標準圧力レンジ： 
　±0.25"H2O(±62.2Pa)*、±0.4"H2O(±99.5Pa)*、±1.0"H2O(±0.249kPa)、±2.5"H2O(±0.622 
kPa)、±4.0"H2O(±0.995kPa)、±5"H2O(±1.24kPa)、±10"H2O(±2.49kPa)、±20"H2O(±4.98 
kPa)が使用可能。絶対圧リファレンスセンサー標準15psi(103kPa)、オプション30psi(207kPa)*。 

*システムオプション、下記参照

　モジュールは以下のようにレンジを指定します： ±0.25"H2Oに対して002W、±0.4"H2Oに対し
て004W、±1"H2Oに対して010W、±2.5"H2Oに対して025W、±4"H2Oに対して040W、±5"H2Oに対し
て050W、±10"H2Oに対して100W、20"H2Oに対して200W、±30"H2Oに対して300W 

出力電圧：
検知された圧力に対応した1-5Vが標準出力。出力電圧はシングルエンドのため、センサーのアナ
ログ信号は電源グラウンドに参照されます。
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カスタムオプション 

リファレンスセンサーオプション(Ref-30)：
　15psi(103kPa)絶対圧センサーの代わりの30psi(207kPa)絶対圧センサー   

温度校正オプション：
　モジュールは、センサーの動作温度範囲にわたって校正が可能です。これは、センサーモ

ジュールが収集の間に温度変化を受ける場合、有益です。このオプションが指定されるときは、内
部熱電対がモジュールの中に取り付けられます。

外部熱電対オプション： 
　ユニットは外部熱電対をサポートすることができます。このオプションは手持ちのプローブに内
蔵された熱電対があるユーザーに有益です。2 線式J、K、T、E、R、S、N、Bのどの熱電対もサポー
トされています。適切な機能と精度のために、モジュール購入時にエアロプローブ社による熱電対
の提供と校正を受けてください。

その他オプション：   
　他のカスタムオプションも可能な場合があります。詳細に関してはエアロプローブ社にご連絡下
さい。

低圧レンジオプション（LR）：
　圧力レンジ±0.25"H2O、又は±0.4"H2Oを注文するには、注文時にこのオプションをご指定ください。
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1.1　モジュールコネクタとスイッチ

　AT圧力センサーモジュールは、下に示されているように、様々な電源、配管、信号のコネクタ

を持ちます。

図1：　ATX4K-MOD5、ATX4K-MOD7、 ATX4K-MOD12 圧力センサーモジュールコネクタとスイッチ

電源
スイッチ 

電源入力
コネクタ 

トータル／特性
圧力コネクタ

マルチポート
圧力コネクタ
(プローブへ)

外部チャ
ンネル(x4) 

リファレ
ンス圧力
コネクタ 

TTL外部トリガ 

USB
2.0  

銘板
(レンジを含む) 

外部熱電対
コネクタ
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仕様 
モジュール仕様

特性 

大きさ：
重さ：
電気接続： 

12" x 8" x 4" (L 30.5cm x D 20.3cm x H 10.2cm)
約 6.5 lbs (2.95 kg) 
1 x 37ピンD型コネクタ、標準3ピン電源コンセント、4 x BNC型
外部チャンネルコネクタ、1 x BNC型トリガコネクタ

19 ポートクイック着脱コネクタ、0.063"(1.6mm) OD、　
1/4"チューブ用 2xスエージロック型適合  

配管継ぎ手：

電源： 

センサー仕様 

精度: 
安定性: 
ウォームアップ熱影響（ゼロ）：
動作温度：
補償レンジ：
超過圧力：

圧力レンジ： 

±0.25％ フルスパン出力*

±10mV/年 
±10mV 
-25℃ ～ 85℃
5℃ ～ 50℃ 
保証／破裂 (100"/200", 0.25"～1.0") (200"/300,  
2.5"～10") (300"保証/500"破裂, 20") (500"保
証/800"破裂, 30") (5psi保証/10psi破裂, 1psi)
(15psi保証/30psi破裂, 5psi) 

媒体： 

動作湿度： 

ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルイミド、
シリコン、フルオロシリコーン又は シリコーンRTV 
を腐食しないガスに限る。液体はサポートされていま
せん。

出力信号： 1 ～ 5VDC (標準) 

*固定された温度での非直線性、ヒステリシ
ス、非繰返し性を含む。ユニットは非直線性に
対して校正されるため、エアロプローブモ
ジュールにおける精度は一般的にもっと良い
(±0.1％又はそれ以下)。

外部チャンネル入力電圧：

入力電源120V/240V、電源供給は自動切り替え

最大±10V 

仕様 

特性 仕様 

±0.25"WC ～ ±40 psi、FSP（カスタムおよび１方向
レンジ可能）

0 ～ 95％ RH、凝縮しない  
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1.2　リファレンスセンサー仕様 

特性 仕様 

測定の種類 絶対圧 

信号調整 増幅 

圧力レンジ 0 ～ 15psi ( 0 ～ 30psi オプション) 

補償および破裂圧力 60.0 psi 

供給電圧 最低 7.0 Vdc、標準 12 Vdc、最大 24.0 Vdc 

補償 YES 

出力校正 YES 

終端 PCB(モジュール内蔵) 

代表的な感度 0.333 V/psi 

フルスケールスパン  標準 5.0 Vdc 

ゼロオフセット  標準 1.0 Vdc  

精度（最大直線性、ヒステリシス） ±0.5％ スパン 

補償温度範囲 5℃ ～ 50℃（華氏41度～122度） 

動作温度範囲 -25℃ ～ 85℃（華氏-13度～185度） 

媒体適合性 乾燥ガスのみ：媒体はエポキシ性接着剤に適合しな
ければならない。

使用温度範囲内スパンシフト ±1.0％ スパン 

保管温度範囲 - 40℃ ～ 125℃（華氏-40度～257度）  

熱電対入力仕様 

熱電対の種類 温度レンジ (℃) 精度 (±℃) 標準ノイズ (±℃) 

J -200 ～ + 760 1.7 0.2 

K -200 ～ + 1200 1.8 0.2 

T -200 ～ + 400 1.8 0.2 

E -270 ～ + 650 1.7 0.2 

R -50 ～ + 1768 4.8 1.5 

S -50 ～ + 1768 4.7 1.5 

N -270 ～ + 1300 2.7 0.3 

B +300 ～ + 1400 3.0 1.0 
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