ソリューション

農業および土壌監観測
農業用および土壌用測定機器

R E L I A B L E

キャンベル社は、農業および土壌水分市場における専門的な
多くのアプリケーション、研究目的の測定システムを提供して
います。キャンベル社のシステムは、蒸発散、植物の成長と
発達、および病態モデルに関連する土壌水分と環境パラメー
タの両方を測定します。複数のセンサーを有線または無線通
信機システムでネットワーク接続することができます。携帯可
能なハンドヘルドシステムは、ポイント測定を行い、灌漑ス

主なシステム

ケジューリングを検証し、サイト調査を実行することができ
ます。
キャンベル社製品は、農業研究、灌漑および栽培計画、収穫、
流域研究、霜予測、農薬および肥料散布時期調査において
重要な位置づけを担っております。

測定

データロガー

電源

通信

MetPRO｜
リサーチグレード気象
観測装置
信頼性のある気象監視 /
ハイグレード

風速、風向、気温、
降水量、相対湿度、
気圧、日射量、
土壌水分量

CR6

BP12 12 Vdc、
20W ソーラー
パネルで充電した
12 Ah バッテリー

USB、シリアル、
イーサネット、
無線通信など

WxPRO｜
リサーチグレード気象
観測装置
標準グレード

風速、風向、気温、
降水量、相対湿度、
気圧、日射量、
土壌水分量

CR300,
CR310

土壌水分、土壌導電率、
岩石の変形、ケーブル
の完全性、水位の検出

CR6,
CR1000X,
CR1000,
CR3000,
CR800,
CR850

10W のソーラー
パネルで再充電され
るデータロガーの
通常密閉型充電式
12 Vdc バッテリ

土壌水分量

該当なし
（独立型）

6 Vdc、単三電池

TDR200 ベース｜
時間領域反射率測定
（TDR）
非破壊現場土壌測定
HS2 and HS2P
HydroSense II｜
土壌水分測定システム
速くて携帯可能

10W ソーラー
パネルで充電される
12 Vdc 7Ah

バッテリー BP7

USB、シリアル、
イーサネット、
無線通信など

USB、シリアル、
イーサネット、
無線通信など

ディスプレイ表示、

bluetooth

More info: 435.227.9120
campbellsci.com/agriculture-plant-physiology
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カスタムシステム
販売できるシステムの多くはカスタマイズされており、お
客様のニーズに合ったシステムの構成をサポートします。

データロガー

すべての測定システムは、センサーを測定し、データを処
理、保存、送信するプログラムが可能なデータロガーをベー
スにしています。当社の低消費電力データロガーは、広い
温 度 範 囲、プログラ
ム 可 能 な 実 行 間 隔、
指示、標準的センサー
に対応した 豊富 な入
力 チャンネル を 備 え
て い ま す。 デ ー タロ
ガー は、ほと んどの
セン サーを外部信号
調 整 なしで 直 接 入 力
できます。

データは通常、選 択した単位で出 力されます（例：風 速
（mph、knots、m/s））。測定レートとデータ記録間隔は
独立してプログラムすることができ、1 秒の測定から 1 分、
15 分、1 時間、1 日毎のデータを計算できます。特別事
象でも、事象にあわせて追 加でデータを記録させること
ができます。チャンネル数は、マルチプレクサを使用して
拡張できます。

農業および土壌監視の事例ケーススタディ
農業および土壌監視システムは、様々な団体組織の目標
達成をサポートしてきました。以下は、これらはその一部
です。
カリフォルニア アルファルファ洪水灌漑研究用に自動化し
たシステムは、入江下流に向かって一列に埋設された 3 つ
の水検知センサーを含んだシステムです。浸水シートに浸
水が始まると、CR3000Micrologger ® は各センサーか
らの水の浸透出力を記録し、セルラー式モデムを使用して
その情報を灌漑施設に送信しました。

センサー

ほぼすべてのセンサーをデータロガーで測定することがで
き、観測装置を各現場ごとにカスタマイズすることができ
ます。農業分野で使用される標準センサーには、風速、風
向、日射、大気土壌温度、相対湿度、降水量、土壌水分、
気圧、葉濡れなどがあります。

データ回収

同じネットワーク内で混在する複数のデータ回収を行うた
めに複数の通信オプションを提供しています。
通信オプショ
ンには、短距離通信、電話（固定電話、音声合成、携帯電話）、
無線通信機周波数、マルチドロップ、および衛星が含まれ
ます。オンサイトでは、ストレージモジュールもしくはノー
トパソコンを使用します。

ソフトウェア

PC べースのサポートソフトウェアは、プログラミングから
データ回収、データ表示および分析までの観測プロセス
全体をサポートします。ソフトウェアは、ネットワークまた
は単一ステーションからのデータ回収をに管理します。ロ
バストエラーチェックにより、データの完全性が保証され
ます。データをインターネットへポストする機能もサポート
しています。
コロンビアでは、キャンベル機器が、バラの菌類の増殖と
戦う目的で、温室条件の研究に使用されます。ソーラーパ
ネルを搭載した 2 つの気 象観 測装置には、複 数の LWS
葉濡れセンサーと SI-111 赤外線放射計が設置されていま
した。これらのセンサーは、AM16/32 マルチプレクサを
介して Campbell CR1000 データロガーに接続されてい
ました。
www.campbellsci.com/fungus-roses-colombia

www.campbellsci.com/ca-irrigation

49 台のキャンベル社の気象観測装置が North Dakota’s
Agricultural Weather Network (NDAWN) を構成して
います。ネットワークからのデータは、灌漑スケジューリ
ング、農薬散布スケジューリング、およびさまざまな研究
プロジェクトに使用されます。標準観測装置は、気温、相
対湿度、風速と風向、日射量、降雨量、土壌温度を監視
します。
www.campbellsci.com/north-dakota-network
West Texas Mesonet（WTM）プロジェクトは、Texas
Tech University によって 1999 年に開始され、テキサ
ス州西部のサウスプレーンズの住民に無料のリアルタイム
天気と農業情報を提供しました。WTM はキャンベル社の
データロガー、タワー、ENC、通信機器、気象センサー
を使用しています。
www.campbellsci.com/wtmeso

コロンビアの菌類の増殖に関する研究から得られたデータは、農家
が農薬への依存度を減らしながら菌類の生育を抑制することを可能
にしています。上写真は研究おける LWS 葉湿度センサーです。
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