製品ガイド「探査機器」
地下埋設物探査・空洞調査

ｉエスパー

／アイレック技建㈱

■概要
◦見えない地下を探るテクノロジー
非開削で埋設管路の位置を探査する電磁波法の探査機器。路面下の空洞も調査
可能。
■特長
◦タッチパネル入力の簡単操作
画面表示部にタッチパネルを搭載。着脱可能なモバイルＰＣとしても使用可能。
◦探査・解析・報告書作成が一台で可能
探査・解析ソフトを統合。ワンクリックで切り替え可能で、探査・解析作業を
シームレスに実施。
◦連続長距離探査を実現
連続探査距離は従来比５倍の200 mとなり、広域探査での作業効率が向上。
◦総重量25 kg以下の軽量ボディ
コ
 ンパクトに折りたため移動も簡単。防塵・防滴構造で厳しい環境でも探査可能。

問い合わせ先／TEL：03-3845-8109
URL：http://www.airec.co.jp

ストラクチャスキャン

SIR-EZ XT

／KEYTEC㈱

コンクリート内部にある鉄筋位置、かぶり厚、配管（電線管）、空洞など幅広い
現場で非破壊検査が可能。ダブル筋、千鳥筋なども見逃さない。
―鉄筋や配管、配線の干渉事故防止に最適。
■特長
◦探査深度：～約60 cm（2019年１月にバージョンアップ）
◦電磁波レーダ法（金属以外の非金属管や空洞、厚みも探査可能）
◦資格・免許不要
◦機能拡張ができるオプションユニットが好評
エクステンションポール：床、壁面の探査が簡単に
電線管判別ユニット AC Line Trac：活電線の探知が可能に
超小型キューブアンテナ：狭所や壁際の探査が可能に
◦KEYTEC製 報告書作成ソフトReport Editor Proで簡単に報告書作成
◦NETIS登録製品：CB-160009-VE

問い合わせ先／TEL：078-200-5217
URL：https://www.key-t.co.jp

誘導式樹脂管漏水探索機

D305

／㈱グッドマン

誘導式樹脂管漏水探索機D305は既存の漏水探索機とは全くことなる観点から開発
された最新の樹脂管用漏水探索機。漏水音の検出し難い塩ビ管やポリエチレン管な
どの樹脂管の漏水箇所や配管路の調査などに絶大な威力を発揮する。D305はこの樹
脂管の電気絶縁性を利用した独自の電磁誘導式配管路探査・漏水探索で漏水音の存
在しない微少漏水や無音漏水に対応できる画期的な漏水探索機である。
■仕様
◦周囲の騒音に全く左右されず漏水箇所を検出
◦探索距離は最大500 mで埋設深度の測定も可能
◦塩ビ管・ポリ管の10～700 mm探索深度5 mまで対応
◦樹脂管の配管路探索が簡単操作で誰にでも行える
◦水圧や漏水量を選ばない優れた順応性の漏水探索機
◦用水管や極小漏水もピンポイント検出
◦配管の分岐箇所や鉄管の配管路探索も可能
◦送受信機ともダイヤル調整のみの楽々探索を実現

問い合わせ先／TEL：045-701-5680
URL：https://www.goodman-inc.co.jp
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製品ガイド「探査機器」
電磁波レーダー方式

鉄筋探査機

C-Thrue ／エフティーエス㈱

C-Thrueは世界的に有名なレーダーメーカーのIDS社が開発したコンクリート構造
物用のオールインワン鉄筋探査レーダーであり、鉄筋、導管、ポストテンションケ
ーブル、空洞、電気配線、およびその他埋め込まれた物を探査することが可能。ま
た、画期的な２組のアンテナ配列により、第１層と第２層の両レベルで鉄筋等が検
出できる。
■特長
◦画期的なアンテナ配列により、第１層と第２層の両レベルで鉄筋等が検出可能
◦鉄筋、導管、ポストテンションケーブル、空洞、電気配線、およびその他埋め
込まれた物を探査することが可能
◦構造物を切断・穴あけする前の、鉄筋や空洞の検出が可能
◦自動ポジショニング／ナビゲーションシステムにより、測定エラーが発生しや
すい手作業によるグリッド紙を排除し、データの精度向上を実現
◦ARによる3Dデータのビジュアライゼーション拡張機能を装備
◦最大探査深度80 cm（コンクリート品質による）

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

最新型レーダー探査機

GPR Live

／エフティーエス㈱

GPR Liveはコンクリート構造物の正確なスキャンを可能にしたレーダー探査機で
ある。従来品よりも大きくキレイな表示画面で、表示ビュー（Bスキャン、マイグ
レーション、2D、3D）が非常に素早く切替でき、ストレス無く操作できる。また、
2D・3D表示も探査現場にてすぐに表示が可能。
■特長
◦鉄筋、ポストテンションケーブル、空洞、電気配線および埋設物の探査が可能
◦SFCW技術を採用し、最大探査深度は約70 cm（コンクリート品質による）
◦マイグレーションビューや2D・3D表示注）を探査現場でもすぐ表示
◦表示装置はiPadのため、最大12.9インチ（iPad Pro）の大画面
◦画面操作もスマホのように、簡単な操作で素早く動作
◦Proモデルはデータのメール添付、クラウドでの管理・共有も可能
◦４輪エンコーダーで車高も8 mmあり多少の凹凸も気にせず探査
◦電源は単３電池のため空輸も簡単
注）はProモデルのみ

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

地中埋設物探査機オペラデュオ

／エフティーエス㈱

地中埋設物探査機 オペラデュオは、水道管・ケーブル管・ガス管・ヒューム管・
塩ビ管等の探査が可能である。地中内を最大6 mまで（※地盤条件による）探査が可
能で、様々な機能を搭載した電磁波レーダー方式を用いた地中埋設物探査機になっ
ている。
■特長
◦２周波数（250 MHz、700 MHz）で同時に表層から深層まで埋設物の探査が可能。
◦GPS 位置情報との組み合わせにより正確な測定軌跡の表示が可能。
◦探査場所ごとに比誘電率のキャリブレーションが不要。
◦独自のノイズカット機能を搭載。結果を鮮明に表示。
◦コンパクトに折りたたむ事が可能（縦置きも可能）。
◦耐久性を持ったアンテナカバーを採用。あらゆる探査場所に対応。
◦スプレーによる探査箇所のマーキングが可能。 注）オプション
◦探査条件に合わせた２ホイールと４ホイールをラインナップ。
◦左右への稼動範囲もあり、凹凸面でも安定した測定が可能。

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「探査機器」
ハンディサーチNJJ-200K

／㈱計測技術サービス

非破壊検査手法の一つである電磁波レーダ法を用いた、非破壊探査装置。コンク
リート構造物の非破壊探査に最適化されており、コンクリート構造物内の埋設物
（鉄筋、鉄骨、配管）およびコンクリートの部材厚や空洞などを簡単に短時間で探
査することができる。
■用途
◦コンクリートアンカー工事 ◦コア抜工事 ◦電機設備工事 ◦空調設備工事
◦ガス工事分野 ◦水道工事 ◦コンクリート構造物改修工事
◦コンクリート建造物調査診断 ◦コンクリート橋梁完成検査工事 など
■仕様
◦周波数帯域：700～3,500 MHz（中心周波数：2,100 MHz）
◦測定深度：5～450 mm（コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6 mm以上で上場
筋の場合）
◦水平方向距離分解能：2.5 mm
◦連続使用時間：７時間以上（バッテリー満充電時、当社推奨スマートフォンの
場合）

問い合わせ先／TEL：03-6379-0334
URL：https://www.kgs-inc.co.jp/

鉄筋探査機3312シリーズ モデルB、BH、SH、TH

／㈱サンコウ電子研究所

鉄筋の「位置」・「方向」・「かぶり厚」、さらに「鉄筋径」がこの１台で
カンタン、正確に測定可能。
■特長
◦配筋状態及びかぶり測定要領適合品（国土交通省）
◦「住宅瑕疵担保責任保険」の現場検査に最適
◦JASS５ T-608の検査に最適（日本建築学会）
◦日本語文字表示による簡単操作
◦測定操作は本体の他、サーチヘッド部でも可能
◦軽量でコンパクト、日常生活防水構造（IP-65）のボディ
◦独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を
受けずに素早く正確に探査・測定
◦直角測定法による鉄筋径測定（モデルSH、TH）
◦統計演算機能内蔵、パソコンとのデータリンクが可能（モデルSH、TH）
◦データメモリ数10,000点（モデルSH）240,000点（モデルTH）

問い合わせ先／TEL ：03-3254-5033
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp

硬化コンクリート気泡計測装置

HF-MAC02

／㈱ファースト

硬化コンクリート気泡計測が、現場で簡単に画像処理にて高速に計測可能。
コア抜き不要、現場で表面研磨後、即計測可能な小型・軽量ポータブル版。
■特徴
◦複数の光源による陰影の違いを利用して気泡を識別
◦ASTM C 457に準拠したリニアトラバース法を自動化測定
◦高精度、個人誤差無し、リアルタイムで解析結果算出
◦測定時間は２〜３分（従来の肉眼による方法の約1/100）
◦撮影デジタル画像の保存、CSV形式によるデータ出力可能
■計測仕様
◦気泡検出：3 µm以上
◦気泡間隔係数：0.001 mm単位表示
■装置仕様
◦解析PC：Note PC（intel Core i5搭載） ◦モニター：10インチ
◦カメラ：USB3.0 モノクロカメラ 2048（H）
×2048（V）/8bit（256階調）

問い合わせ先／TEL：046-272-8675（非破壊検査担当）
URL：https://www.fast-corp.co.jp/
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製品ガイド「探査機器」
マグネチックロケーターMR-10

／日本エマソン㈱

ガス弁、給水バルブ、鋳鉄管、マンホールのふた、不発弾など、磁性を帯びた金
属を探知するマグネチックロケーター。設備保全、建設・掘削現場、土木工事、矢
板探査など様々な場所で活躍する。
■用途 地中・水中埋没している磁性を帯びた金属物の探知
■特長
◦
 音と画面で探知結果を確認 ◦
“オートナル”機能で探知対象物の探知を容易に
◦片手で操作可能なように操作パネルを本体の筒上に配置 ◦軽量で手にフィット
して握りやすいデザイン ◦センサー部は防水仕様のため、水中でも使用可能
■仕様
◦防水性能：IP54（操作パネルより下はIP67）
◦長さ：100 cm
◦本体質量：770 g
◦電源：単３アルカリ電池×６本付属
◦携帯用ソフトケース付属
◦日本語取扱説明書付属

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp

シークテック

ST-33Q+発信器

／日本エマソン㈱

この発信器は、受信器と組み合わせることで高い精度で埋設管探知を迅速に行え
る。特にSR-24と組み合わせるとBluetooth®が使用でき、離れた場所でも電源のオン
／オフ等の操作ができる。
■用途：埋設管（金属管、ケーブル、樹脂製非金属管など）の探知
■特長
◦より高い電流を目標管路に誘導することにより、より離れた場所からでも埋設
管路を探知可能
◦発信器として最も汎用性が高く、10 Hz～490 kHzの周波数の間でユーザー設定可能
◦乾電池、リチウムイオンバッテリーどちらも使用可能
■仕様
◦出荷時周波数設定：128 Hz、1 kHz、8 kHz、33 kHz、93 kHz、262 kHz
◦ユーザー設定可能範囲（直接）：10 Hz～490 kHz
◦誘導：8 kHz、33 kHz ◦出力：最大10 W
◦電源：単１乾電池 ６本、または、18 Vリチウムイオンバッテリー
◦本体質量：約7 kg

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp

シークテック

SR-24

探知器（受信器）

／日本エマソン㈱

この探知器は、発信器と組み合わせることで高い精度で埋設管探知を迅速に行える。指向
性アンテナだけではなく全方向アンテナを採用する事で、埋設管やケーブルの位置を瞬時に
把握し、ディスプレーに位置と深度を表示する。GPS機能、microSDカードも付きレポート
作成も容易にできる。
■用途：埋設管（金属管、ケーブル、樹脂製非金属管など）の探知
■特長
◦探知位置の表示：管路方向を表示、深度の常時表示
◦アローガイダンス：目標管路の位置・方向を矢印で表示
◦近接信号と信号強度：作業者を目標管路の中心に導ける
◦当社発信器（ST-305など）との組み合わせによる金属管・ケーブルの探知の他、当社カ
メラ搭載の発信器と組み合わせることにより（ゾンデ探知）樹脂製非金属管も高い精度
で探知可能。ST-33Q+と組み合わせるとBluetooth®が使用可能
■仕様
◦アクティブ探知モード：128 Hz、1 kHz、8 kHz、33 kHz
◦パッシブ探知モード：50 Hz、60 Hz、他倍数周波数、＜4 kHz広域帯、ラジオ波4〜15
kHz、＞15 kHz
◦ゾンデ探知モード：512 Hz（他、16 Hz、640 Hz、850 Hz、8 kHz、16 kHz、33 kHz）
◦本体質量：1.5 kg
◦電源：単２アルカリ乾電池 ４本 ◦電池寿命：約15時間（使用状況による）

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp
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製品ガイド「探査機器」
GPS搭載デジタル4点リアルタイム相関式漏水探知器 クアトロコアLC-5000 ／フジテコム㈱
水道法改正で維持管理が義務化されることに伴い、漏水探知器機の機材装備は必
要不可欠となる。2019年夏に発売予定の「クアトロコアLC-5000」には、４つのプリ
アンプを使用した６経路同時相関処理機能を世界で初めて搭載した。広範囲かつ複
雑な管路での迅速な漏水発見に適している。
■特長
◦現場調査を大幅に迅速化
４
 つのプリアンプを使用し６経路分の相関処理を同時に実行。プリアンプを何度も
移動させる必要がなく、相関処理も一度で済むため作業スピードが大幅に向上。
◦中継機能付きプリアンプで様々な現場に対応
プリアンプは無線中継器として使用することができる。付帯設備の間隔が広い場
合やビルなどの障害物がある場合にも無線通信させることが可能となる。
◦作業負担を減らせるロガーモード搭載
漏水音を録音できるロガーモードが搭載されており、回収後に相関処理を行うこ
とができる。長時間通行止めに出来ない現場や夜間調査などの負担を軽減。

問い合わせ先／TEL：03-3862-3196
URL：https://www.fujitecom.co.jp/

ノイズカット漏水探知器

DNR-18

／フジテコム㈱

【車の通過音、動物の鳴き声を除去】
◦ノイズ除去デジタルフィルタを搭載。車両の通過音・衝撃音・足音などの調査の
妨げとなる突発的な雑音を３つのレベルで除去可能
【大きくて見やすい液晶ディスプレイ】
◦大型液晶ディスプレイ採用により視認性が向上
◦バックライト搭載で昼夜を問わず快適に作業可能
◦大型になり漏水調査に必要な様々な情報が表示可能
【漏水音レベル値が記録可能】
◦本体内蔵メモリへ250箇所分の漏水音レベル値（最小レベル値）を記録可能
◦消火栓をはじめとする各種弁栓での定期的な音聴比較や調査作業の確認、報告書
の記載データとして添付することが可能（専用ソフト付属）
【記録した値を簡単にPCへ】
◦取り込んだ漏水音レベル値（最小レベル値）をUSBによりPCへ簡単に素早く転送
可能
【突然の雨でも大丈夫】
◦一体成型により、防塵・防滴機能が備わった。調査中、突然の雨でも安心して使
用可能。さらに耐衝撃性・耐振動性も向上（当社従来品比）

問い合わせ先／TEL：03-3862-3196
URL：https://www.fujitecom.co.jp/

鉄管・ケーブル探知器

PL-G

／フジテコム㈱

道路の下には水道管・ガス管・下水道管・通信ケーブル・電力ケーブルなど様々
なライフラインが埋設され、複雑化した地下空間となっている。事故のない安全な
工事を行うためには各ライフライン担当者の立ち合い、埋設図面での事前確認はも
ちろんのこと、何よりも「現場での位置・方向・深度の確認」が欠かせない。
PL-Gは管の位置を振動と光で知らせる機能を搭載し、より作業性が向上してい
る。
■特長
◦管の直上点では音に加え、受信器の振動とLED点灯で通知するのでわかりやす
い
◦地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」を標準装備
◦専用アプリで「いつ」「どこで」「どのような結果か」をデータ管理できる
◦ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示
◦スパーク防止設定をすることで接続時の出力を制限し、事故を防ぐ
◦標準の単一電池４本の使用だけでなく、変換アダプターを使えば手に入りやす
い単三電池での使用にも対応

問い合わせ先／TEL：03-3862-3196
URL：https://www.fujitecom.co.jp/
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複合探査車

／㈱三井E&Sマシナリー
複合探査車は、路面下空洞や床版損傷等を調査する地中レーダ装置と、道路表面
のわだち・ひび割れなどの路面性状を調査するレーザー撮影装置を、１台の車両に
搭載した調査車両である。路面と路面下の双方のデータから、総合的に道路状況を
把握することができる。
■特長
◦路面性状と路面下空洞の同時調査が可能。
◦道路表面と内部調査結果の統合管理が可能。
◦1BOXタイプの普通車。
◦80 km/hの高速調査が可能。
◦用途に合わせ、自社製レーダを変更し、路面下のあらゆる調査に対応可能。

問い合わせ先／TEL：03-3544-3221
URL：https://www.mes.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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