
CMYK

基本仕様
流速計測　
-計測範囲(距離)

-計測範囲(流速)

-計測精度

-分解能

-セル数(層数)

-セルサイズ

トランスデユーサ

水深計測

-計測範囲

-計測精度

-分解能

流量計測

-計測可能水深(ﾎﾞﾄﾑﾄﾗｯｸ利用時)

-計測可能水深(RTK GPS利用時)

-流量計算

S5/M9補足仕様

・温度センサ
     ‐分解能：±0.01℃
     ‐精度：±0.1℃
・コンパス/傾斜計(Solid State Type)

     ‐範囲：360°
     ‐向き：±2°
     ‐ピッチ/ロール：±1°
・内部メモリサイズ：8GB
・電源/通信
     ‐12 - 18v DC
     ‐RS232通信
     ‐RS232シリアルGPS入力
     ‐最大データ出力頻度：2Hz
     ‐内部計測頻度：最大70Hz
・使用環境
     ‐耐水圧：50m
     ‐使用時外気温：-5℃～45℃
     ‐保存時温度：-10℃～70℃
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SonTek/YSI社は、1992年に設立されました。
音波を利用した流速計測のための製品は世界
100カ国以上で使用されています。

SonTek及びRiverSurveyorは、YSI社の登録商標
です.

www.nanotech.co.jp

リバーサーベイヤ
～便利なオプションとアクセサリ～

RiverSurveyor-S5 RiverSurveyor-M9
-重量(空中) 2.3kg(5.0lb)
-重量(水中) -0.6kg(-1.3lb)

-重量(空中) 1.1kg(2.5lb)

-重量(水中) -0.3kg(-0.7lb)

[mm]/in

1Please contact SonTek/YSI for accuracies better than 1%, or velocities >10 m/s.
2Depends on multipath environment, antenna selection, number of satellites in view, satellite geometry, and ionospheric activity.
3Contact SonTek for details about RTK GPS performance and specifications.

®RiverSurveyor

RTK GPS:  

これは非常に精度の
高いGPSでありボトムト
ラックの代用・補足とし
て効果的です。RTK GPSの
利用はSonTek社製品のみ
で可能です。

SonTekハイドロボード： 

オールインワン、丈夫で
運搬が容易な発泡積層製
ハイドロボードは、2つ
のオプションから選べま
す。
• ショート： 36”（91cm）

• ロング  ： 48”（122cm）

電源/通信: 

リバーサーベイヤの電源/
通信モジュールをS5・M9の
両方で使用できます。充
電式電池を使用し、出荷時
にBluetooth、無線、GPS(2
種類)の取付が可能です。

ボートの艤装：

ボート側面への取付
を容易にするM9また
はS5専用設計のデル
リン/アルミ製取付
具。

河川水路を横断するだけで、高精度
な３次元流速分布、ボトム深浅形
状、流量データが得られます！

ハイドロボードバッグ：

バッグとショルダースト
ラップ装備、これらのバ
ッグは、完全な輸送オプ
ションをショートとロン
グハイドロボードに対し
て提供します。

浮体:(Floatin Platform)
オプション

オーシャンサイエ     
ンス社製三胴船。

[mm]/in

0.20m ～ 15m
1%

0.001m

0.001 m/s
最大128

0.02m ～ 4m

0.20m ～ 80m
1%

0.001m

トランスデユーサ数5;
4ビーム:3.0MHz(流速用)

取付角25度;
垂直ビーム1.0MHz(水深用)

トランスデユーサ数9;
3.0MHz･1.0HMzそれぞれ
4ビーム　取付角25度;

垂直ビーム0.5MHz(水深用)

S5

0.06m ～ 5m
+/- 10 m/ s

最大 +/- 0.25% (計測値)
または +/- 0.2cm/s

0.001 m/s
最大128

0.02m～0.5m

M9

0.06m ～ 40m
+/- 10 m/ s

最大 +/- 0.25% (計測値)
または +/- 0.2cm/s

0.3m ～ 5m
0.3m ～ 15m

プロセッサ内部

0.3m ～ 40m
0.3m ～ 80m

プロセッサ内部

電源・通信モジュール仕様

・バッテリ
     ‐種類：充電式
     ‐容量/稼動時間：連続使用8時      

・通信オプション/到達距離
     ‐Bluetooth(携帯端末)：60m
     ‐Bluetooth(ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ)：200m
     ‐無指向性無線：2000m

・GPSオプション
     ‐GGA/VTG：誤差1ｍ

     ‐RTK：誤差0.03m

間（RTK GPS使用時は4時間）

携帯端末 
からの操作 :

リバーサーベイヤを携帯
端末・ＰＣからの操作で
きます。仮に通信が途絶
えても再調査の必要はあ 
りません。

RiverSurveyor
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Sound Principles. Good Advice.

自然河川

灌漑用水路

河川の流速と流量

Wading 
Discharge 
Measurement 
Device

従来の様々な制約を克服した製品がSonTek社により開発されまし
た。S5・M9なら小型で持ち運びに便利でデータの信頼性が高く、あ
らゆる河川や水路，海域での計測が可能です。S5・M9は、流速・流
量計測分野での新たな境地を開拓しました。

S5・M9では、複数の周波数を用いており、さらに音波の広がりを抑
え、浅い水深から深い水深まで広く対応できます。装置内のプロセ
ッサがパルス長、セルサイズなどを適切に制御するので、ユーザー
は装置の設定を意識することなく計測に集中できます。また、装置
には垂直ビームが標準装備されており、河川断面を正確に把握でき
ます。

Bluetooth、スペクトル拡散方式無線、携帯端末、RTK GPSなど最先
端技術とを組み合わせることで、より高い性能と拡張性が得られま
す。

Sound Principles. Good Advice.
®

特　徴  効　果
複数の周波数の音波利用* 高い解像度とより幅広い水深への対応

垂直ビームの搭載* 河川・水路の断面形状のより正確な把握と、より広
い面積での流速計測

SmartPulseHD™* スマートアルゴリズムにより、水深、流速と乱流レ
ベルを認識し、その計測環境に応じてパルスコヒー
レント/ブロードバンド/インコヒーレントのパルス
技術を使い分け,計測の自動最適化が行われます。 
高分解能セルサイズは，２cmまで小さくなります．

プロセッサ内部で流量計算* S5・M9は、装置プロセッサ内で流量計算まで行い、
内部メモリにデータを保存するため、計測中に通信
が途切れてもデータ欠損がありません．

コンパス・二軸傾斜計標準装備 計測時の装置の向きや傾きの補正を適切に行いま
す。

最適なピングレートの選択 ピングレート(音波発射頻度)を自動で選定し、デー
タの品質を高めます(最大70Hz)。

ボトムラック GPSを使用することなく、装置の移動状況と水深を正
確に把握します

RTK GPS（オプション） ボトムトラックが困難な状況で装置の移動状況の把
握が可能な超高性能GPSです。

RiverSurveyor
Instant Discharge Measurements

・ ハイドロボードのデザインとカラーは、変更されることがあります。 

Display. Process. Analyze. 

RiverSurveyorLiveソフト
・モバイルで多言語表示

従来のUSGS/ISOによる分割法を使用するオプションのアド
オン・プログラム。

www.nanotech.co.jp

（下記）この水深40m以上の計測範囲を示
すデータで見られるように、浅い所から
深い所までの測定能力を利用します

「Meeting of the Waters」
マナウス（ブラジル）近くのア

低流速、浅水域でのSmartPulseHDのデータ例。 
2cmまでのセルサイズが可能な超鮮明な流速分
布画像をご覧ください！

• DGPSが利用できない場所での乱流域や移動河床環境に
おけるボート移動観測の代替手段。

• 氷床の孔からの流量観測をサポート。

• 網状に交錯した流路や中州の区間をサポート。

• 効率的に岸から岸まで断面の完全な流速分布と河床地形の
測深プロットが可能。

• 同時に複数のデータ結果を見ることが可能（水深、ボトム
トラック、GPS-GGA、GPS-VTG）。

• 河床が移動している状況でのループ観測法（USGS Loop 
Correction Method）をサポート。

*Patents pending

0.5MHz垂直ビーム
（水深計測）

4つの3.0MHz
流速用ビーム

4つの1.0MHz
流速用ビーム

M 9

4つの3.0MHz
流速用ビーム

1.0MHz垂直ビーム
（水深計測）

S5

河川・水路調査のための画期的な製品
PC用とモバイル用の一組のRiverSurveyorLiveソフトウェアは、測定中も後処理でも、想像以上の処理が可能
です。 これらのインテリジェントなプログラムは、SmartPulseHDTMをフルに活用し、無線測定中の通信障害
の間においてもデータ損失を確実に防ぎます。また、測定中でも容易にPCまたはモバイル機器の切り替えも
可能です。いくつかの品質表示と選択可能なグラフ表示の統計値は、データ収集時に即座なフィードバック
を提供します。
多言語サポートは、アフリカーンス語、カタロニア語、中国語、英語（英国とUS）、フランス語、ドイツ
語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語とトルコ語を含みます。 他の

言語が必要ですか？ inquiry@sontek.comにお問い合わせください。

簡易かつ高精度なドップラー式3次元流速・流量計

移動観測 移動観測移動観測 
すべてのシステムで標準装備、走航中のボートからの移動測定で流量
を計算。

     イギリス      南アフリカ       日本       ブラジル        インド

分割点観測（区間毎）

RiverSurveyorStationay-Live
ソフト

・モバイル表示


