製品ガイド「探触子」
非球面及び広開口探触子シリーズ

／㈲アイ・エス・エル

非球面にすることにより、垂直では材料中で波長程度までの小さな焦点径が得ら
れ、またサイドローブもない事から高いSNが得られる。斜角の場合、球面ではいろ
いろな入射角で材料境界に入る為、透過損失の少ない屈折角側に偏る。屈折角45度
相当に探触子を傾けても屈折角35度付近に焦点が発生する。非球面により、目的の
角度に綺麗に焦点を結ぶ事ができ、結果高いSNとなる。更に非球面にすることによ
り開口角を大きくとれ、理論分解能限界に近い焦点を作ることができ、例えば毛細
血管など微細構造が映像化できる。以上のような特長により、四半世紀に渡る多く
の実績を重ねてきた。
理論分解能＝0.61l／NA＝1.2l・F
NA：開口数 F：F値＝D／f
D：振動子径 f：焦点距離
当社ではD／fが１前後まで製造可能で、例えば、5 MHzΦ40F1で0.15 mm、
20 MHzΦ10F1.5で0.1 mmの水中空間分解能を達成する。

問い合わせ先／TEL：0742-40-2345
URL：http://www.i-sl.co.jp

高耐久性広帯域探触子シリーズ

／㈲アイ・エス・エル

広帯域探触子の保護膜は公称周波数相当の波長の1/10程度と薄くできており、多
くはアルミナ薄板である。そのため衝撃に弱く、摩耗代のも僅かである。アルミナ
は音響インピーダンスが鋼材に近いため、試験片など平面度の良い材料に接触さ
せ、接触媒質が極薄い状態では透過損失が少ない検査ができる。しかし、実際の対
象物表面は凸凹で透過損失が問題になる。
本探触子は厚いセラミックを用い、セラミックの音響インピーダンスを振動子と
同じにすることにより、上記二つの欠点を改良している。標準の２ mmと１ MHzの
振動子より厚く、十分な強度と耐摩耗が得られる。音響インピーダンスは、振動子
と同じで、アルミナの約半分である。その透過分損失が減る。
探触子外径は従来と同じであり、帯域や波形は従来或いはそれ以上である。
酸化被膜のある金属、レンガ、コンクリートなど硬い凸凹のある表面の検査に有
効である。

問い合わせ先／TEL：0742-40-2345
URL：http://www.i-sl.co.jp

極薄探触子

0.25 ｍｍからの薄い探触子

／㈲アイ・エス・エル

■特長
◦二重管、放熱フィン、ピストンリングのマイタ管など、狭い隙間に入れて探傷
する為の薄い探触子。
◦垂直ではステンレス製の保護付きが標準で薄くても強度、耐久性がある。
◦周波数は2 MHz～100 MHzが製造可能。
◦全体厚さは周波数が低いほど厚くなる。
◦垂直の場合、例えば5 MHzでステンレス製保護ケース入りの場合、最小厚さ0.3
mmで製作可能。
◦垂直用アレイでは、ステンレス製ケース入りで最小厚0.5 mm。
◦斜角はアレイ構造のみとなり、最小厚1 mm。
◦柔軟構造も製造できる（左写真5 MHz10chなど）。

問い合わせ先／TEL：0742-40-2345
URL：http://www.i-sl.co.jp
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製品ガイド「探触子」
高温用超音波センサ

／㈱IHI検査計測
450 ℃の連続耐熱実験で５年以上の実績有り。
◦使用温度範囲：−196〜500 ℃
◦振動子径：10〜20 mm
◦周波数：2〜5 MHz程度
◦用途に合わせた特注にも対応可
■適用例
◦高温配管の肉厚連続監視
◦高温配管の流量常時モニタリング
高い信頼に基づき、国内外の原子力・化学プラントで使用されている。

問い合わせ先／TEL：03-6404-6033（営業統括部）
URL：http://www.iic-hq.co.jp

超音波探触子

／インサイト㈱
■特長
◦50 kHz〜150 MHzまでの広周波帯域をカバーしている。
◦直接接触型、遅延材付接触型、水浸型、分割型、対高温、高圧型、斜角型等の各
タイプがあり、エレメント材もセラミックス、ポリマーを用意している。
◦ダンピング特性は、ハイダンピング（材料表面下の欠陥用／厚さ計測用）、スタ
ンダード（一般用）、ローダンピング（ハイパワー用）の４種類から選択可能。
◦ガス、液体、粉体、固体材料の非破壊材料特性解析および評価に最適。
◦カスタム品も短納期で制作。
■探触子評価システムTEP
TEPソフトウェアは、ビームプロファイル、FFTスペクトラムアナライズが可能
で、ASTME1065-92に準拠した超音波探触子の特性評価が可能。さらにシステムで
使用されている探触子の状況を確認できる。
◦リアルタイムオシロスコープ表示
◦FFTスペクトラムアナリシス：距離−振幅プロット
◦自動焦点深度計測（±6dB）：欠陥分解能チェック

問い合わせ先／TEL：03-5330-6430
URL：http://www.insightkk.co.jp

エアーカップル空気伝播超音波探触子BAT

／インサイト㈱

エアーカップル探触子BATは、カナダのクイーンズ大学において研究開発され、
現在Micro Acoustic Instruments社から市販されているキャパシタンス方式の空気
伝播超音波探触子。従来の圧電素子を使用した探触子と異なり、この探触子はICの
製造方法であるマイクロマシーン加工技術を利用することで精密な空気層を形成可
能とし、音響マッチング層が不要となりインパルス応答が良い、ダンピングの効い
た理想的な広帯域特性を実現。その周波数特性は、100 kHzから2 MHzまでの帯域を
カバーしている。従来の空中超音波で使用される圧電素子型狭帯域探触子では周波
数の異なる探触子を複数用意しなければならない帯域をエアーカップル探触子は充
分満足していると言える。駆動するパルサは広帯域特性を最大限に活かすチャープ
波或いはトーンバースト波の採用が適している。この手法により各々の材料をその
材料固有の最適な周波数で評価する事が可能となる。

問い合わせ先／TEL：03-5330-6430
URL：http://www.insightkk.co.jp
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製品ガイド「探触子」
USB接続型フェーズドアレイ探触子

iProbe／エフティーエス㈱

iProbeはP/Rを内蔵したアレイ探触子。iProbeと専用の1.2 kg超軽量タブレットを
交換可能なUSBケーブルにて接続。
■特長
◦1.2 kgの超軽量タブレット端末を使用
◦標準プローブは64el、5 MHz、0.6 mmピッチ
◦斜角探傷用55°
ウェッジ、垂直探傷用0°
ウェッジが標準付属
◦２チャンネルエンコーダをプローブに接続可能
◦プローブとタブレット間をUSBケーブル接続とすることで低ノイズを実現
◦リニアスキャンとセクタースキャンに対応
◦デスクトップPC、ノートPCも適用可能
◦USBプローブケーブルの使用により自動探傷装置への適用が容易
◦マイクロソフトオフィス搭載
◦屋外でも見やすい11インチHDデイスプレイで1.2 kgの超軽量タブレット

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

超音波探触子

／エフティーエス㈱
■特長
当社はユーザーのアプリケーションを御聞きし、経験豊富なスタッフがアプリケ
ーションに合った探触子を提案・提供。
特に鋳物用広帯域探触子・ペンシル型探触子等、用途によっての特殊探触子設
計・製造も行っている。
また、使用頻度が高い周波数帯（1～15 MHz）の探触子では、リーズナブルな価
格設定の商品も用意、ユーザーのランニングコスト削減に、協力できる。
詳しくは当社営業まで。

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

フェーズドアレイ探触子

／エフティーエス㈱

経験豊富なスタッフがアプリケーションに合った探触子を提案・提供。
標準型アレイ探触子、小型アレイ探触子・水浸型アレイ探触子等、ユーザーが使
用しているフェーズドアレイ装置に合った探触子を製造。また、コネクタ形状も希
望にあわせて製造できる。
詳しくは当社営業まで。

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp
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製品ガイド「探触子」
フェーズドアレイプローブ

／オリンパス㈱

当社のフェーズドアレイプローブは、用途に合わせてさまざまな形状とサイズで
設計されている。複雑な形状を持つ対象物の検査、溶接部検査、腐食による孔食、
クリープ損傷、水素誘起割れ検査などに有用である。
■特長
◦一つのプローブで、ビームの焦点距離、屈折角、スポットサイズを調整可能
◦圧電複合材（ピエゾコンポジット）振動素子を使用
◦1 MHzから17 MHzの周波数範囲で、10～128の振動素子を持つアイテムを数多
くラインアップ
◦斜角、ウエッジ一体型、曲面型、水浸型プローブなどを取り揃えており、カス
タム設計も可能
◦アレイ素子間の音響干渉を最小限に抑え、フェーズドアレイ法の信頼性を向上
◦長寿命構造の設計

問い合わせ先／TEL ：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com

渦流・渦流アレイ・フレキシブル渦流アレイプローブ

／オリンパス㈱

当社の渦流、渦流アレイ、フレキシブル渦流アレイプローブは、表面および表面
近傍の欠陥や腐食検出に適している。チューブ探傷や航空機の機体検査、自動車部
品検査のほか、タービンブレードなど複雑な形状の対象物にも対応。カスタム設計
も可能。
■特長
◦渦流プローブは、用途に合わせてさまざまな直径・形状、周波数範囲のアイテ
ムをラインアップ
◦渦流アレイプローブは、一つのプローブに複数の渦流コイルを配列しているの
で、広範囲を高速で探傷可能。表面および表面近傍の腐食、クラック検出、摩
擦攪拌溶接部の検査などに有用
◦フレキシブル渦流アレイプローブは、柔軟性のあるプリント基板設計のため、
従来は検査が難しかった屈曲部などにも合わせて簡単に使用可能

問い合わせ先／TEL ：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com

超音波探触子

／オリンパス㈱
当社の超音波探触子は、探傷、厚さ測定、材料解析といった研究開発など、多様
な用途に対応するアイテムを数多くラインアップしている。さまざまな形状、振動
子径、周波数範囲、温度対応、コネクターのものがあり、各種ウエッジやアダプタ
ー、ケーブルも数多く取り揃えている。
■特長
◦一振動子型探触子、二振動子型探触子を各種ラインアップ
◦直接接触型、水浸型、高周波型、斜角、遅延材付き、表面保護付き、TOFD用
探触子などを取り揃え、さまざまな用途に対応可能
◦厚さ計用二振動子型探触子は、当社の厚さ計に接続する際に便利な自動探触子
認識機能を装備

問い合わせ先／TEL ：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com
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製品ガイド「探触子」
マトリックスアレイプローブ

／㈱KJTD

当社ではさまざまな用途に応じた探触子をラインナップしている。その中でも
マトリックスアレイプローブは、最新のフェーズドアレイ探傷装置「Flash Focus
（128素子同時励振）」の特長を最大限に活かし、高精度な探傷を可能にする。
■特長
◦微細なビームスポットサイズ
二次元に配列された素子により、360度すべての方向から超音波ビームを収束可
能。音響レンズを用いた点収束探触子と同等以上の分解能を実現した。
◦SKEWスキャニング
ビームを一定方向に収束させるだけでなく、探触子を固定したままで超音波ビ
ームの首振りすなわち探傷軸の可変を実現。
◦マルチセクタスキャニング
極めて小さいビームスポットサイズを維持した状態で、セクタスキャニングに
よる屈折角の可変とSKEWスキャニングによる首振りを組み合わせた超高密度
精密探傷が可能。
■用途
◦SUS溶接部、CFRPなど各種材料の微小欠陥検出

問い合わせ先／TEL：072-965-6235
URL：https://www.kjtd.co.jp

高精度・高分解能 フェーズドアレイ超音波探触子

／㈱KJTD

当社のフェーズドアレイ超音波探傷装置のすべてに対応する探触子である。直接
接触、水浸探傷のどちらにも適用可能で、幅広い用途に使用可能。
■特長
◦相対帯域幅（−6dB）：60〜90％
◦音響インピーダンスが水、プラスチックに近い。
◦防水ステンレスハウジング仕様のため水浸探傷でも使用可能。
■用途
◦平板、ビレット、パイプ、棒鋼、車輪、ターゲット材、タービンブレード、溶接
部など。

問い合わせ先／TEL：072-965-6235
URL：https://www.kjtd.co.jp

高分子超音波探触子

ポリマープローブ

／㈱KJTD

ポリマープローブは圧電素子に最新の高分子技術をベースに開発されたフッ素系
共重合体P（VDF-TrFE）膜を使用した高分解能探触子である。セラミック圧電素子
では困難であった高周波を使用した探傷（25 MHz以上）や高ダンピングパルス波に
よる表層微少きずの検出など、ますます高度化する検査要求に対して、優れた性能
を発揮する。
■特長
◦音響インピーダンスが水、生体、プラスチックに近い（水浸プローブに最適）。
◦誘電率 eが小さい（高周波、大面積に有利）。
◦衝撃性、屈曲性に優れ、キャスティング製法のためいかなる形状の素子も製作可
能。

問い合わせ先／TEL：072-965-6235
URL：https://www.kjtd.co.jp
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製品ガイド「探触子」
アレイプローブ

／㈱検査技術研究所
圧電素子を格子状に配列し、音波の位相を制御し超音波ビームを走査することが
可能。
■特長
◦さまざまな検査物の広範囲な探傷が可能。
◦検査物に合った設計によって、検査スピードがUPし精度よく探傷することが可
能。
■仕様
◦周波数・エレメント数・エレメントピッチ等ユーザーの要望に合わせた仕様で
製作可能。
◦コネクター・ケーブルは各種取揃えている。

問い合わせ先／TEL：044-277-0122
URL：http://www.PROBE-KGK.com

超音波探傷試験の適合型ウエッジ

／㈱検査技術研究所

任意の曲率に追従出来る小型スキャナを合わせて用いることにより、検査の精度
向上と高効率化を実現する。
■用途
◦様々な径の配管、長手および周溶接部の超音波探傷
■特長
◦配管外面の曲率に適合できるため、曲率毎のウエッジ交換が不要
■仕様
◦油性ゲル・アクリル製ハウジング

（一財）電力中央研究所で開発し当社で製品化
特許第4961051号
登録日2012年３月30日

TOFD探傷

問い合わせ先／TEL：044-277-0122
URL：http://www.PROBE-KGK.com

time of flight diffraction

／㈱検査技術研究所

TOFD探傷法は超音波の伝搬時間差を用いてきずを画像化する。
■特長
◦きず検出性抜群 X線と同等以上
◦鮮明画像
◦きずの高さ測定
◦精度抜群
■仕様
◦高分解能探触子
◦TOFDスキャナー

問い合わせ先／TEL：044-277-0122
URL：http://www.PROBE-KGK.com
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製品ガイド「探触子」
ultran空中伝播探触子

／㈱ケン・オートメーション

◦基準周波数：50 kHz〜5 MHz
◦周波数帯域：30〜50％
◦振動子の大きさ：6.3〜100 mm径
3.2〜100 mm角
◦圧電素子：セラミックスまたはコンポジット
◦BNCコネクタ
空気に対して最大の透過率となるように設計。高電圧入力を必要とせずに、最大
出力を発揮。２探触子に送受信透過型、１探触子による反射型に適応。要求によ
り、アレイタイプの探触子も製作可能。

問い合わせ先／TEL：045-290-0432（技術部）
URL：http://www.kenautomation.com

超音波探触子

／GEセンジング＆インスペクション・テクノロジーズ㈱
当社は検査の高い信頼性と正確さを持ち、使いやすさと能率など、高性能で多
種・多様な超音波探触子（標準フェーズドアレイ探触子、標準探触子、厚さ計探触
子など）を豊富に揃えている。要望に応じて特別仕様の探触子など用意している。
シンプルステップで簡単に探傷器の特性・用途に最適な超音波探触子を選択でき
る、探触子選定サイトwww.UTProbes.comも活用いただきたい。
当社の製品はISO 9001を取得している。
◦垂直探触子（水浸用も含む）
①鋼板、丸棒内部探傷検査
②鋼板、タンクなどの厚さ測定
③接合部の検査
④車軸などの疲労割れの検査
⑤鋼のブローホール、巣、パイプキズの検査
◦斜角探触子
①溶接部の探傷検査
②棒、管などの探傷
③車軸、レールの検査

問い合わせ先／TEL：03-6890-4567
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it

超音波厚さ計TI-56・66・120専用探触子

／JFE アドバンテック㈱

■当社超音波厚さ計TI-56・66・120Kの各機種専用探触子
探触子は機種ごとに固定、また他社製超音波厚さ計には使用不可。
TI-120KとTI-56K、56L専用探触子のみ単品販売しており、予備品や探触子故障時
の交換品としてご購入頂く事が可能。この２機種以外の探触子は交換後に当社工場
調整が必要となるため単品販売はせず、故障時は修理対応となる。
■各探触子の仕様
使用周波数
探触子型式
測定範囲
厚さ計型式（主用途）
・10 MHz
10Z6NDT-A
0.50～19.00 mm
TI-66C（小径管・狭所）
		
10Z10NDT-B
0.40～15.00 mm
TI-66W（広範囲）
・5 MHz
5Z10NDT-K
0.8～80.0 mm
TI-120K（メモリー付）
		
5Z10NDT-K
0.8～80.0 mm
TI-56K（薄物用）
		
5Z10NDT-L
1.5～250.0 mm
TI-56L（薄物用）
		
5Z10NDT-H2
1.5～100 mm
TI-56H（高温用）
・2 MHz
2Z15NDT-F3
2.0～100.0 mm
TI-56F（鋳物用）

問い合わせ先／TEL：0798-66-1508（大阪営業）03-5825-7362（東京営業）
URL：https://www.jfe-advantech.co.jp

P製品ガイド2019-03.indd 7

19/02/05 15:39

製品ガイド「探触子」
超音波ソフトプローブ「柔探」

／ジャパンプローブ㈱

「柔探」は探傷面が柔らかい素材でできた高S/N比・小不感帯 超音波ソフトプロ
ーブです。溶接部や鋳造品のような「粗表面」や「凹凸部」、「隙間部」などを有
する被検体に柔軟にフィットし直接接触で検査・計測を実現する。超音波送受信時
のS/N比の向上により、不感帯が小さくなり表面直下の欠陥検査が可能である。
■活用分野
鉄鋼、建築・土木、電力・化学・石油プラント、道路・橋梁、自動車、航空宇
宙、機械、電機、医療など多種多様
■仕様 （カスタマイズ可能）
◦周波数：1～10 MHz ◦プローブ径：f2～20 mm
◦振動子：一振動子、二振動子
■タイプ
◦カートリッジ式ペンシルタイプ ◦ペンシルタイプ
◦ケースタイプ ◦フラットタイプ

問い合わせ先／TEL：045-242-0531
URL：http://www.jp-probe.com

航空機部品検査用各種認証プローブ

／ディービー㈱

GE Aircraft/Engine, GE Aviation、Platt & Whitney、Rolls Royceなど航空業界
のリーダー企業が要求する高度な仕様を満足できる各種プローブの提案。
■イマソニック（フランス）：世界最高水準の技術力を誇るメーカー
◦6から13インチ直径に対応したチタンビレット検査用高品質フェルマープローブ
GE-P3TF15、AMS2628に適合
■UTX （アメリカ）：短納期で、かつ安価な高性能プローブ
◦10 MHz、Spherical Focus 3”
、GE111B Group A
◦5 MHz、Spherical Focus 6”
、GE111B Group B
◦5.5 MHz、Spherical Focus 6”
、Platt & Whitney
◦5.5 MHz、Spherical Focus 6”
、Rolls Royce
■Megasonics（アメリカ）：信頼性の高さは業界トップクラス
◦5 MHz、Spherical Focus 6”
、GE111B Group C
◦10 MHz、Spherical Focus 12”
、GE111B Group D

問い合わせ先／TEL：06-6809-3762
URL：http://www.db-kk.com

TS-400厚さ測定用分割型垂直探触子

DA-312互換の厚さ測定用分割（２振動子）タイプ垂直探触子。
■仕様・特長
◦周波：10 MHz
◦振動子：4 mm
◦コネクター：マイクロドット
（２つのマイクロドットコネクターのサイズは違う）
◦他メーカー厚さ計互換
◦使用ケーブル：MA-235ケーブルまたはDA235ケーブル

TS-400 探触子

MA-235 ケーブル
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／日本ソナテスト㈱

問い合わせ先／TEL：049-295-4817
URL：http://www.ait-ultrasonic.jp/
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SonaCam

／ポニー工業㈱
■概要
SonaCamはポータブル性と使い易さを兼ね備えた超音波カメラシステムで、
CFRPの非破壊検査に使用できる。打痕やドリルホール、繊維層の剥離、小さなキ
ズ等が検出可能。さらに、そのデータから2Dや3Dイメージを取得することが可能。
■特長
・高分解能（1 mm×1 mm）
・探傷域は31 mm×31 mmの範囲に約16,000個（タテ124×ヨコ124）
・A、B、Cスキャン対応
・探傷領域のつなぎ合わせ機能によるマッピングが可能
■用途
近年、炭素繊維強化プラスチック：CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics）
が注目されている。CFRPは樹脂と炭素繊維の複合材料で形成されていて、「軽い」、
「疲労強度が高い」、「錆びない」といった特長を有する。現在、このCFRPは航空
機や自動車、鉄道車両、橋脚補強材等に適用されている。本装置では、CFRP内部
に発生する「打痕」や「剥離」、「割れ」等が検出可能。

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

英国ソナテスト社製 フェーズドアレイ探触子

／ポニー工業㈱

■概要
Sonatest社では３つのラインの幅広いフェーズドアレイ探触子を用意している。
■特長
Xシリーズは、幅広い選択肢の探触子の仕様（周波数、素子寸法、数量）を取り
揃えている。このシリーズには、2.5 ｍのケーブルと、標準のI-PEX機器と互換性の
あるアダプタブラケットを含む、I-PEXラッチコネクタが付属している。要望に応
じ、他の長さや端子形状も、選択可能である。
DAAHシリーズは、10年以上にわたり、高品質と高性能を認識されており、ケー
ブルとアレイを分割した独自のシステムを提供する。このコンセプトは、購入時の
コスト低減もあるが、探触子を交換して修理するのに比べケーブルのコストが遥か
に低い為、長期的なメンテナンスにも役立つ。
ストリンガーシリーズは、ストリンガー部品を検査する航空宇宙メーカーとの協
力により開発された。剛性の高いラバーシューを使用し、プラスチックハンドグリ
ップを成形したこの探触子は、大きな湾曲部分のスキャンにも適している。

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

英国ソナテスト社製 タイヤ探触子（WheelProbe2）

／ポニー工業㈱

■概要
タイヤ探触子の先駆者として様々なタイヤ探触子を製作しているSonatest社の次
世代型タイヤ探触子（WheelProbe2）は、複合材の探傷や、腐食探傷用としてタイ
ヤ探触子の特長を生かした優れた特性を有しています。
■特長
◦腐食検査用と複合材検査用のパッケージがあり、検査物に合わせた設定が可能
◦強化アルミのフレームを使用し軽くて丈夫な構造
◦どのメーカーの探傷器にも接続可能なようにコネクターを用意
◦検査目的に合わせた様々なオプションを用意
■仕様
◦重量：1.06 kg
◦外観寸法：125 mm×150 mm×155 mm（H×L×W）
◦周波数：2 MHz、3.5 MHz、5 MHz and 10 MHz
◦素子数：64素子
◦アパチャー：51.1 mm

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/
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超音波探触子

／菱電湘南エレクトロニクス㈱
独自の超音波技術を活かした超音波探触子。
■特長
・超音波検査には欠かすことのできない超音波探触子。
・最近のニーズの多様化に対応する豊富なラインナップでご要望へ対応。
・垂直探触子、斜角探触子、可変角探触子、水浸探触子、二振動子探触子、表面
波探触子、タイヤ探触 子、ホルダ、シュー、ウェアプレート、探触子ケーブ
ル、特殊探触子、ボルト軸力計用探触子、ＵＴ実技試験用（レベルⅠ、Ⅱ）試
験片等。
・カタログ品は在庫により即納対応。

豊富な種類の超音波探触子

ボルト軸力計用探触子

問い合わせ先／TEL：0467-45-3411
URL：http://www.rsec.co.jp

超音波フェーズドアレイ技術
＜基礎編＞
●技術と動向
●技術の基礎
●装置使用上の留意点
●広がる適用分野

＜実技・応用編＞
●探傷器における性能評価の必要性
●斜角セクタスキャンによる性能評価について
●試験体・試験片の探傷出力例

＜基礎編＞
B5判40頁 1,000円＋税
＜実技・応用編＞
B5判40頁 1,000円＋税
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