製品ガイド「超音波応用機器」
低出力インピーダンス・バッフファ（リモート型） BUF10a/11a

／㈲アイ・エス・エル

◦振動子や探触子の直近に配置できるリモート型。
◦市販のファンクションジェネレータ（FG）に繋いで、任意の音波波形を生成で
きる。
◦FGより出力インピーダンスが低い為、振動子励振理論に合った結果となる。
◦インパルス応答を調べる場合に有効。
◦コサイン・バーストで周期の安定したサイン・バースト音波を出し、空洞を共
振させ、そのサイズを特定することができる。
◦サイン探傷器やパルサーレシーバのアンプの代わりに使用。
◦三角波法アダプタと組み合わせた、振動子のインパルス印加時の感度を調べる
ことができる。

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

広帯域化プリアンプ

LTI21

／㈲アイ・エス・エル

◦市販の探傷器やパルサーレシーバのアンプの代わりに使用。
◦入力インピーダンスが100MΩと高く、広帯域探触子や圧電振動子に接続する音
圧に比例した信号波形を計測できる
（市販の探傷器やパルサーレシーバは音圧波
形の微分に近い波形）。
◦市販探触子の帯域は100％程度だが、これを使うと200％（0～共振周波数）程度
と理想的になる。超音波波形（周波数特性）を観測する実験に最適。
◦市販標準的5MHzφ10の広帯域探触子で1.6Hz～6MHz程度、50MHzφ3のポリマ
ー系探触子で500Hz～50MHz程度と、特にパルス波に重要な低域側を伸ばす事
ができる。
◦これを使うと一般市販の探傷器やパルサーで駆動した広帯域探触子で、半波の
音圧波形を観測できる。（波形観測をオシロスコープでする場合）
◦ハイドロホンや水浸用広帯域探触子をマイクロドットコネクターで直接接続。
（写真はハイドロホンを接続した状況）
◦水深1mまでの簡易防水仕様となっており、水槽内でケーブル歪を抑えた実験が
できる。
◦出力はBNCコネクターでオシロスコープに直接接続できる。

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

超広帯域低周波

UCT12dBUシリーズ

／㈲アイ・エス・エル

◦コンクリート10m以上の透過能力：0.5MHz76Φ探触子で、9ｍの堰堤の厚さ測
定の実績あり。
◦高表面分解能：表面波キャンセル法により追い込み現象を従来の1/10以下にな
り、0.5MHzで有りながら、僅か表面下1cmから計測可能。
◦2kHz～5MHzの超広帯域領域での高ＳＮ計測可能。
◦１つの探触子で広い帯域をカバーする。例えば0.5MHz76Φ探触子は2kHz～700
kHz。
◦コンクリートの数ｍの大型構造物ばかり出なく、スポンジ、ケーキなど今まで
超音波の対象外の材料の検査も可能。
◦探触子は内部に送信回路、受信回路が組み込まれているアクティブ型。
◦送信回路はステップ関数型を使用し、DCから振動子の周波数まの非常に広い超
音波を発生可能。本装置の送信のみ使用し、受信に可聴用マイクを使用して、
数Hzからの超音波基礎試験、実験、研究に使用できる。

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「超音波応用機器」
ポータブル・フェーズドアレイ探傷器−GEKKO

／インサイト㈱

Gekkoは、マトリクスアレイプローブの制御やリアルタイムのTFM（Total Focusing
Method）のような最先端の探傷技術をフィールドで使えるポータブル・フェーズドアレイ
装置です。頑丈でコンパクトなボディに最先端の技術がつめこまれている。
■特長
◦最新版のCIVAが組み込まれたソフトウェア・モジュールにより、柔軟な超音波ビーム
走査設定や画像解析が可能。フレキシブルアレイ探触子の利用や3D画像表示もサポート
する。
◦タッチスクリーンを採用し、初級レベルのオペレータでもステップ・バイ・ステップで
画面の指示に従いながら、あらかじめ設定された探傷条件を呼び出して簡単に探傷作業
を行うことが可能。また、プローブの自動認識機能やレポート生成ツールも備えてい
る。
◦１本のバッテリーで最長４時間検査を続けることが可能。加えて、バッテリーのホット
スワップが可能なので、システムをシャットダウンすることなくバッテリー交換をして
作業を継続することが可能。防水防塵性能IP54相当の設計で、タフな現場環境にも適応
する。

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

フルデジタル超音波画像診断システム

IS-350

／インサイト㈱

有効スキャンエリア350×350mmの超音波走査式半導体イメージングシステムで
ある。高速・高解像度の新型スキャニングシステムにより、電子部品や半導体パッ
ケージなどの内部欠陥を検出することが可能。
■特長
◦新設計スキャナは、データ収集／処理用コンピュータを内蔵
◦超高速A/D変換ボードにより、微小欠陥の検出が可能
◦サンプルの固定が容易なフレキシブルガイドレールを標準装備
■仕様
◦最高スキャンスピード：1,000mm/sec
◦有効スキャン範囲：350×350mm（300mmウェハー検査、JEDECトレイ２枚検
査対応）
◦エンコーダ分解能：0.5µm
◦OS：Windows 7（標準）
◦装置寸法（幅×奥行×高さ）：680×800×1,320mm

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

米国JSR社製コンピュータベイス超音波パルサー・レシーバ

／インサイト㈱

米国JSR社製DPRシリーズパルサーレシーバは高性能、低価格、コンパクトなコ
ンピュータベイスフルデジタルコントロール超音波パルサーレシーバです。波形収
集に必要な早いライズタイム、正確なパルス幅コントロール、原信号を忠実に引き
出す受信増幅特性を持っている。
■DPR500の特長
◦コンピュータベイスフルデジタルコントロールパルサーレシーバ
◦デュアルチャンネルパルサーレシーバ（独立したレシーバを2ch収納）
◦探触子にマッチするリモートパルサ方式
◦500／300／50MHzレシーバ帯域（−3dB）
◦72／80dBローノイズレシーバ ◦コントロールプログラム標準添付
■DPR300の特長
◦コンピュータペイスフルデジタルコントロールパルサーレシーバ
◦パルスアンプリチュードは最高450V（オプションで900Vも可）
◦＜5ns（10〜90％）パルス立ち上がり時間 ◦ダンピング（16ステップ）
◦35MHz（−3dB）レシーバ帯域（オプションで50MHzも可）
◦ウルトラローノイズレシーバー（35MHz帯域で49µVp-p）
◦80dBレシーバーゲイン ◦ハイパス･ローパス周波数フィルター（各６ステップ）
◦コントロールプログラム標準添付

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「超音波応用機器」
配管連続板厚測定装置

UDP-8

／㈱ウィズソル

＜製品説明＞
本装置は2B以上の配管、平板等の裏面腐食検査に適用可能な超音波連続板厚測定
装置である。
マグネットローラーで対象物に吸着し、手動にて直線走行する。
接触媒質は、ソニコートの事前塗布又は水を噴霧器で適用する。
数値表示とカラーマッピングにより、視覚的な判断が可能である。
＜用途提案＞
UDP-8は小径配管から大型構造物まで適用可能であり、バッテリーを搭載したポ
ータブル探傷器で、簡易的に減肉箇所を連続測定する。
＜今後の展開＞
多くのユーザーの要望に沿えるように随時改良中。

問い合わせ先／TEL：082-291-2500
URL：http://www.withsol.co.jp/

小型軽量可搬型Cスキャン探傷装置 MultiScan Mini

／栄進化学㈱

■特長
◦直接接触・水浸 両用
◦標準測定範囲180×240mm
◦自由な表示色の選択表示及び印刷
◦複数個の一括探傷機能（水浸探傷時）
◦自社開発プログラムによる柔軟な対応
◦旧マルチスキャン・データとの上位互換

問い合わせ先／TEL：03-3573-4235
URL：http://www.eishinkagaku.co.jp/

超音波探傷器

ST10

／㈱NDTアドヴァンス
超音波探傷器『ST10』は、400 Vのパルス電圧、20～1,000 nsで調整可能なパルス
幅、13種類のフィルター（周波数帯域）など、多彩な機能を搭載した超音波探傷器
である。使い勝手にもこだわり、大きく見易い８インチのディスプレイに加え、両
サイドにはコントロールノブを配置、回転だけでなくプッシュ機能にも対応し、直
感的な操作を実現した。
■主な仕様
◦測定範囲：10～10,000 mm
◦音速範囲：500～10,000 m/秒
◦探傷モード：一探、二探、透過法
◦パルス電圧：50～400 V
◦パルス幅：20～1,000 ns
◦ダンピング：50、400ohms
◦フィルター：広帯域：0.5〜20 MHz、1〜20 MHz、10〜15 MHz、
5〜10MHz、1〜5 MHz
狭帯域：0.5、1、2、2.25、4、5、10、15 MHz
◦ディスプレイ：８インチ800×480ピクセル

問い合わせ先／TEL：048-783-5121
URL：https://www.ndtadvance.com
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製品ガイド「超音波応用機器」
スポット溶接検査システム ScanMaster UT/x ／エフティーエス㈱
ScanMaster UT/xはフェーズドアレイ技術を使用した、新しいスポット溶接の非
破壊検査器であり、ナゲットの面積・直径の測定と供に、検査結果も自動判定させ
ることが可能。
■特長
◦たがね試験が不要であり、ハイテン材にも使用可能
◦ナゲットの面積・直径の測定と供に、検査結果も自動判定
◦自動判定のため、測定結果に個人差が出ない
◦15 MHz61素子のマトリックスアレイプローブを使用
◦溶接圧痕に追従するための柔軟な保護膜
◦感度が低下した素子を自動補正し、より長いプローブ寿命を実現
◦4.4 kg（バッテリ含む）で持ち運び可能
◦過酷な環境で使用可能な筐体（IP66）
◦本体作動中に交換できるホットスワップ対応バッテリ搭載
◦プローブケーブル長は最大15 m

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傷器

SyncScan2

／エフティーエス㈱

フェーズドアレイ探傷器SyncScan2は、検査対象物の内部を映像化し、内部欠陥
の位置などを広い範囲で視覚的に捉えることが可能。さらにフェーズドアレイと
TOFD法を同時表示し、溶接部の欠陥検出・欠陥のサイジング性能を向上させ、同
時スキャニングにより探査範囲をさらに拡大させる事ができる。これにより検査効
率の向上にも大きく貢献する。
※同時表示及び同時スキャニング機能はオプション
■特長
◦軽量（4 kg）、コンパクトサイズで高所や現場作業に最適
◦8.4インチのタッチスクリーンで見やすく明るい大画面
◦操作性を重視したパネル配置、片手での操作を想定したデザイン
◦最大128素子、同時励振32素子の高機能モデル
◦溶接不良の検出や鋼材の内部欠陥の検出
◦高減衰材や厚板の探傷
◦様々なプローブ、スキャナによる試験が可能
◦検査箇所に合わせた多数のスキャナを用意

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

熱交換チューブの音響パルス反射測定システム APRIS／エフティーエス㈱
APRISは特許取得済みのAPR（Acoustic Pulse Reflectometry）技術を採用した
非破壊式管内検査機器であり、管の形状や材質に関係なく、ボイラー、フィンファ
ン、その他の熱交換器のあらゆる管を超高速で正確に検査することが可能。
■特長
◦減肉、腐食、塞ぎ、貫通穴までも検査で判別
◦鉄、非鉄、亜鉛、プラスチック、複合材など材質に関係なく使用可能
◦U-ベンド、Dタイプ、ねじれ、螺旋など形状に関係なく使用可能
◦内径最大４インチまでの管内検査が可能
◦チューブ１本あたり10秒以内で検査（５秒＜6 m）
◦図面や写真から自動でチューブマッピング可能
◦消耗品のプローブが不要
◦初心者でも操作が簡単
◦専用ソフトにてデータ管理及び報告書作成

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「超音波応用機器」
フェーズドアレイデータ収集装置 FOCUS PX

／オリンパス㈱

FOCUS PXは最新のフェーズドアレイ技術を採用し、優れた信号品質により高い
欠陥検出能力を備えている。製造現場の検査システムに組み込むことにより、自動
で全数検査を行ったり、大型部品を効率良く検査したりすることができる。
◦SN比が最大12dBの優れた信号品質。
◦ユーザーの検査要求に合わせてFOCUS PXを１台使用から４台まで接続可能。
４台の同時使用により、検査速度の大幅なスピードアップや高度なプローブ構
成が可能で、大型部品の検査におけるサイクル・タイムの削減に貢献（デー
タ転送レート：１台使用30MB/秒、２〜４台使用60MB/秒、PAチャンネル：
16:64PR、16:128PR、32:128PR、UT専用チャンネル：４つ、ビーム数：最大
1,024フォーカルロウ）。
◦専用ソフトウェアにより、ユーザーの検査用途に応じたデータ表示が可能。さ
らにオプションのソフトウェアで検査データの解析などもカスタマイズ可能。
◦優れた耐久性により、防塵防滴IP65準拠、40 ℃までの使用環境にも対応。

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

超音波フェーズドアレイ探傷器 OmniScan SX

／オリンパス㈱

OmniScan SXは、フェーズドアレイ対応（PA：16:64PR）と従来型超音波専用
（UT：パルスエコー、ピッチキャッチ）の２モデルをラインアップしており、シン
グルグループ構成を対象としている。
◦PA機、UT機ともにTOFD検査に対応。
◦フェーズドアレイにより、検査現場でのC-スキャン（面表示）探傷が容易で腐
食マッピングに最適。
◦専用ソフトウェアにより、探傷プランの作成、セットアップを効率良く実行可
能。
◦全波形保存ができるので、探傷後の解析にも対応。
◦さまざまなプローブ、スキャナーとの組み合わせが可能なため、安定した検査
データを取得可能。溶接部検査をはじめ、腐食マッピング、複合材検査などに
対応。
◦小型軽量のポータブルボディーに、8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン
を搭載。最適化されたメニュー構成やウィザード機能により、シンプルでスム
ーズな設定や校正、操作が可能。

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

超音波探傷器

EPOCH 6LT

／オリンパス㈱

EPOCH 6LTは、現場に持ち運べる携帯性と高い探傷性能を兼ね備えた、小型で
ポータブルな超音波探傷器である。
■特長
◦片手にフィットするエルゴノミックデザイン：わずか890gの軽量ボティーと握
りやすいハンドグリップによって、検査業務による手首の疲労を軽減。
◦親指一本で簡単に操作可能：ロータリーノブによる容易なパラメーター調整と
シンプルなキーパッドによる効率的なキー操作を実現。
◦高い探傷性能と充実した探傷機能を装備：調整可能な矩形波パルサーと、デジ
タル高ダイナミックレンジレシーバー、８種類のデジタルフィルター、ダイナ
ミックDAC/TCGやDGS/AVG、AWS D1.1/D1.5対応など、様々な優れた測定
機能を搭載。
◦最大400Vの強力なパルサー性能：パルサー電圧100V～400Vに対応。

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「超音波応用機器」
ポータブルフェーズドアレイ超音波探傷器 PA4

／㈱KJTD

PA4はポータブルフェーズドアレイ超音波探傷器PAL3の後継機として誕生。本体
には32ch同時励振で最大128chの振動子をドライブするパルサレシーバを内蔵してい
る。PAL3の機能を発展させ、ゲート評価機能、シングルプローブ用チャンネルの追
加、パターンサイクル数の追加など機能を拡充し、フィールドでもオンラインでも
より使いやすくなった。
■特長
◦小型軽量（アレイドライバ本体：重量約3.8kg）
◦高速描画処理（Bスコープ表示：最大30Hz）
◦ユーザーフレンドリーな独自開発ソフトウエア（解析機能、アニメーション機能）
■仕様
◦同時励振エレメント数：32ch
◦使用可能なエレメント数：128ch
◦PRF：最大20kHz
◦パターンサイクル数：最大1,024
◦評価ゲート数：4
◦DAC：54dB/14点
■適用分野
構造物の溶接検査、原子力プラント検査、航空機用複合材料の検査など

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京）
TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp

７軸同時制御 超音波探傷映像化装置 ADS71000

／㈱KJTD

ADS71000は最新の超音波探傷技術、機構制御技術と画像処理技術を取り入れた高
性能超音波探傷映像化装置である。X、Y、Z、R、θ1、θ2、θ3の７軸をモーショ
ンコントローラによる同時制御で探触子の三次元走査を可能とし、従来不可能であ
った複雑形状の被検査体の検査を可能とした。またAスコープメモリ機能を装備し
ているのでデータ収録後に様々な探傷評価が可能となった。
■特長
◦７軸同時制御 ◦CADデータによる走査パターン作成 ◦Aスコープメモリ機能
◦探触子ビームファイル測定機能 ◦各種解析ソフト（自社開発）
■仕様
◦探傷チャンネル数：1ch（オプション：最大8ch）
◦レシーバ帯域：0.5～24MHz（−3dB）
◦評価ゲート：ハードゲート×2、ソフトゲート×2（各ch毎）
◦走査軸数７：X 1,000mm-Y 1,000mm-Z 350mm、R回転テーブル、θ1/2/3
■適用分野
航空機用複合材料、エンジン部品の検査、自動車部品の検査、各種新素材の検査

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京）
TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp

マルチチャンネル型 デジタル超音波探傷器 ULTECT21

／㈱KJTD

“ULTECT21”はオンライン自動検査に対応。ブランキング制御、マーカーシフ
ト、I/Oリモート制御、ライン速度計測など、いままで大きなスペースを占めていた
探傷盤の機能をこれ１台で処理する。探傷波形はPCモニター上に表示。
自動探傷装置のベストセラー器である。
■特長
◦標準マルチ8ch／スレーブ
◦各ch毎３ゲート／２レベル評価
◦ノイズサプレッション機能 ◦DAC機能
◦ブランキング制御機能
◦探傷チャート記録表示
◦アナログ、イベント、マーカー出力 標準装備
■仕様
◦探傷チャンネル数：1～8ch（１スレーブ）＊増設可
◦レシーバ帯域：1.0～15MHz（−3dB）
◦P.R.F.：Max.12kHz（Main）
◦評価：３ゲート/ch 独立評価
■適用分野
鉄鋼製品オンラン検査、原子力プラント検査、自動車部品の検査 他

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京）
TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp
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製品ガイド「超音波応用機器」
非接触空中伝播超音波検査システム

／㈱ケン・オートメーション

非接触超音波探触子により、非接触で空気を伝播して試験体を伝播する超音波検
査用システム。
空気中を伝播した超音波は、音響インピーダンスの壁によって苛まれるが、この
システムでは極僅かな有用な信号を取り出し、最新のデジタル処理により破壊解析
を可能にしている。
■仕様
◦使用周波数帯域：50kHz〜5MHz
◦パルスタイプ：バースト波
◦出力電圧：40〜400V
◦サンプリングレート：1,000Hz（周波数による）
◦測定法：２探触子透過法、２探触子片面反射法、１探触子反射法
◦測定対象：複合材、多孔質体、コンクリート、木材、セラミックス、金属

問い合わせ先／TEL：03-3244-3628
URL：http://www.kbk.co.jp

TOFD探傷

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。
■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

NS＋システム

／㈱検査技術研究所
道路標識柱や照明柱などの道路附属物は、高度成長期に設置されたものが非常に
多く設置後40年以上経過しているものも現存し、路面境界部の腐食が多く見受けら
れ倒壊の危険性が指摘されている。
従来の点検方法である「目視・掘削・板厚調査・復旧」の効率化を図るスクリー
ニング技術として開発されたのがNS＋システムである。
路面境界部で発生するノイズ波形と腐食波形を特許技術により識別し腐食有無
（板厚減少率10％以上）ならびに腐食を定量的に評価する事が可能となった。

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

P製品ガイド2019-11.indd 7

2019/10/04 8:47

製品ガイド「超音波応用機器」
リークディテクターカメラ

MJ-LKS（V2A）

／㈱佐藤商事

＜エアー漏れ発見：『見える・聞こえる・量(はか)れる・撮れる』＞
エアー漏れ箇所の乱流により発生する『超音波』をキャッチ。
するとターゲットマークが出現。それをカメラで簡単撮影。
■特長
◦漏れ箇所を検知すると、円形のターゲットマークがモニター部に出現
◦耳には聞こえない超音波の漏れ音を『シュー』という疑似音として確認
◦リーク量（ｍ3/ｈ）・損失金額（円/年）を参考表示：『評価モード』搭載：
◦漏れ箇所を教えてくれるターゲットマークも一緒に画像撮影
◦検知周波数：42 kHz（調整範囲は30～50 kHz）
■用途
◦
『エアー（気体）漏れ箇所の特定』・『真空漏れ検査』・『気密検査・すきま検
査』・『コロナ放電などの電気的障害検知』
※2019年９月フルモデルチェンジでリリース。
スチームトラップ診断機能を付加した『MJ-LKS-V3A』も近々リリース（今秋中）
。

問い合わせ先／TEL：044-738-0622
URL：https://ureruzo.com/gas/leakCamera.html

フェーズドアレイ超音波探傷器 Mentor UT ／GEセンシング＆インスペクション・
テクノロジーズ㈱
Mentor UTは優れた探傷能力にスマートフォンのようにユーザーフレンドリーな
アプリケーションを組み合わせることで全く新しい検査の概念を作り出す。各種検
査に応じて様々な検査用アプリが標準で用意され、さらにそのアプリのカスタマイ
ズ、独自の検査アプリの作成も可能。探傷条件設定や校正は画面上のガイドに沿っ
て実施でき、検査効率を向上させることができる。また、試験対象内部の画像化、
現場ですぐに動画や写真などで検査手法が画面上で確認できるため、設定ミスやコ
ストの削減にも有効。
◦検査ターゲット：腐食部位の減肉調査、溶接部検査、ボルト検査、フランジ検
査、CFRP内部検査、接着剤接合部の検査等
◦32/32のフェーズドアレイ探傷（32:128にアップグレード可能）
◦18kHzパルス繰り返し周波数（PRF）
◦素早い応答性
◦高い操作性と独自のインターフェースの設定が可能
◦IP65防塵防滴仕様

問い合わせ先／TEL ：03-6890-4567（東京）06-6260-3106（大阪）
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it/

超音波フェーズドアレイ探傷装置 ISONIC3510 ／㈱ジェイテック
ISONIC3510は、ISONICシリーズの中でもフェーズドアレイを備えた最新モデル
になります。基本的なシステムをよりグレードアップさせ、直観的な操作及び快適
な操作性を実現可能である。ISONIC3510により、フェーズドアレイ法、TOFD法、
ガイド波による探傷が可能であり多様な用途に対応。また、きずの可視化に非常に
優れており、探傷結果を詳細に伝える事が可能である。
◦専 用のソフトウェアにより、検査対象の形状を探傷画面に取り込み検査が可
能。更に、スキャンしたデータを元に探傷結果を容易に3D表示にして探傷結果
をより可視化して確認する事が可能。保存した結果は、jpg形式で保存すること
も可能である。
◦フェーズドアレイ、UT共にTOFD法が可能。
◦外装にはCFRPを採用、防塵・防水のIP規格に対応（IP65）、多様な環境下で使
用できるよう設計。
◦8.5インチ高輝度タッチスクリーンで直観的な操作が可能。
◦Windows7 PRO、SSDを搭載しており快適な操作性で作業をサポート可能であ
る。

問い合わせ先／TEL：097-503-1005
URL：http://www.jtec-solution.net
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製品ガイド「超音波応用機器」
超音波フェーズドアレイ探傷装置

TOPAZ64

／ZETEC Inc.

様々なUT検査能力が１台の装置に集約された、64CHポータブルフェーズドアレ
イ超音波探傷装置 TOPAZ®64 がデビュー。64素子（アパチャー）を同時励振でき
るパワーと、フルマトリックスキャプチャ（FMC）およびトータルフォーカシング
メソッド（TFM）に代表される業界最先端の機能を同時に備える。TOPAZ64は、
以下に紹介する最新テクノロジーを利用した困難な検査に対するスマートなアプロ
ーチを提供する。
■特長
◦PA-UT 64/128PR：パワフルなチャンネル構成
◦高解像度ライブTFM機能／FMC機能
◦高電圧励振を可能にする新型バイポーラパルサ搭載
◦タイムリバーサル機能オプション
◦12.1インチ高解像度マルチタッチディスプレイ
◦Ultravision Touch搭載：溶接検査／コロージョンマッピング／マニュアル探傷
（PA、通常UT）／その他複雑な対象物

問い合わせ先／TEL：03-5639-2805
URL：http://www.zetec.com

フレームレス XYスキャナ LATITUDE

／ZETEC Inc.

非破壊検査装置と組み合わせて使用するために設計された、機械化に頼ることな
く位置と方位情報を符号化する（エンコード）画期的なシステム LATITUDETM
を開発。手動検査の手順を適用しながら、高品質なエンコーデッドデータを収録す
ることが可能に。LATITUEは準備に手間のかかる自動検査設備に対する簡単でコ
ンパクトな代替手法。
LATITUDEは、空中超音波を使用し位置追跡を可能に。静止状態のアレイセンサ
で構成される受信機側に対して、探傷プローブに取り付けた小型の送信センサの位
置を追跡する機構で構成。
■特長
◦少ない機材：コンパクト、ポータブル、バッテリ駆動
◦少人数化：１人での設置およびオペレーションを想定した設計
◦簡単な設置：従来の手動検査の準備時間に可能な限り近く、短時間で準備でき
る構造
◦合理性：データ収録を確実にするとともに、従来通り技術者の“手”で検査、
探触子の接触具合や指示信号の応答性を最適に

問い合わせ先／TEL：03-5639-2805
URL：http://www.zetec.com

超音波探傷用ソフトウェア

UltraVision3

／ZETEC Inc.

UltraVision3は超音波探傷試験で求められるあらゆる機能を統合したソフトウェア
である。超音波探傷試験における信号データ採取を制御し、リアルタイムでオンラ
イン情報を表示すると共にオフライン解析環境を提供する、PC向けのより強力な超
音波検査ツールである。
■特長
◦TOPAZ等のポータブル探傷装置を含む全てのZETEC製超音波探傷装置をコン
トロール可能で、設定条件および採取データに互換性
◦プローブ設定条件に沿って生成される音響エネルギーの分布を計算・可視化す
るビームシミュレーションツール搭載
◦
“フルマトリクスキャプチャ（FMC）データ採取”および“トータルフォーカ
シングメソッド（TFM）処理”をサポート
◦フェーズドアレイプローブを用いた任意のDGSカーブを作成可能
◦データ採取中に試験体表面の幾何学的な変動を動的に補償するために利用する
順応型ビームフォーカシング処理“タイムリバーサル機能”をサポート

問い合わせ先／TEL：03-5639-2805
URL：http://www.zetec.com
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製品ガイド「超音波応用機器」
テーブルトップ超音波可視化装置 SmartSAT Next ／ジャパンシステムエンジニアリング㈱
異種金属結合などの接合不良、半田不良、融合不良など、製品・素材の内部に課
題を持つユーザーの要望に応えるテーブルトップ超音波可視化装置。進化を続ける
SmartSATを用いれば、目には見えない内部の状態を、超音波で検出し、最先端の
画像処理技術で簡単・鮮明に3D可視化できる。研究開発から出荷検査まであらゆる
用途で利用可能。製品品質の向上と不良削減に威力を発揮する。
新開発のSmartSAT Nextでは、好評の従来機よりさらに分解能を向上させ、コン
パクトなサイズをそのままに、超音波ビーム路程（Echo Depth）情報を用いて、検
査データを3次元で確認できる。３次元表示では、360度あらゆる角度から確認でき
る他、ズームや視野移動、ソフトウェアによる疑似断面カットにも対応し、内部構
造の詳細な可視化が可能になる。
超音波解析の新次元を提案する。
■特長
・高周波超音波対応（周波数：5～140 MHz）
・Windows10 64bitに対応し、広い範囲を高分解能で検査可能
・超音波スキャナは用途に合わせて豊富なサイズを用意

問い合わせ先／TEL：093-873-3824
URL：http://jase.co.jp

ハイパワー超音波パルサ・レシーバ

／ジャパンプローブ㈱

■特長
◦複数の出力パルスタイプ（矩形パルス／矩形バースト／矩形チャープ）
◦周波数／波数／出力電圧などをPCにて操作可能
◦波形取得／保存も可能
◦外部プリアンプとの併用で140dBの利得
◦当社オリジナルソフトを標準添付
◦DLLはLabVIEWからでも利用可能
◦様々なオプション（マルチプレクサ、パルスジェネレータ、バッテリ等）
◦ハイパワーのJPR-600C、廉価モデルのJPR-10CN、高電圧のJPR-1800C、高周波
対応のJPR-50P、サイン波対応のJPR-10Sに加えメモリ増設タイプのJPR-600Nが
新登場
◦多チャンネルパルサ、可搬型パルサ（堅牢な専用ケース付き）も製作可能

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

超音波探傷器

Raptor

／㈱祥インターナショナル

ラプターは、高分解能を備えた高速機器であるが、Aスコープ、Bスコープ、C
スコープに対応するフルスペック超音波探傷器であり、自動車業界を始め、航空業
界、製鉄業界、プラント等において、幅広く採用されている。
ラプターは操作性に大変優れているが、そのユニークな特長のひとつは、スキャ
ナーとの組み合わせ使用により、Cスキャンイメージ画像を3Dで提供することであ
る。この機能により、これまでの“点”の検査から“面”の検査が可能になり、更
に立体的イメージ画像の提供により、検査体の腐食、割れなどの欠陥状況を視覚的
に確認することが可能となった。
スキャナーには、手動と自動がある。また、平面用、パイプ用等多様な製品を用
意しているためニーズにあったスキャナーを選択可能。
他にも、A、Bスコープに限定したAvenger、複合材等の積層構造体を対象とした
Bondascope、非接触検査を提供するCurlin Air等、バラエティに富んだ製品を提案
している。

問い合わせ先／TEL：03-5619-7198
URL：http://www.shoint.co.jp/
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製品ガイド「超音波応用機器」
U-MasterⅢ（多機能型超音波自動探傷システム）／新日本非破壊検査㈱
U-MasterをリニューアルしWindows 8.1に対応。USB3.0の採用により高速通信を
可能とした。
小型軽量化及びバッテリー駆動対応とした。
溶接部の斜角探傷検査・TOFD法による探傷及び垂直探傷にも対応した多機能な
システムとなっている。

問い合わせ 先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp

Scale-Ut（水蒸気酸化スケール厚さ測定装置）／新日本非破壊検査㈱
■特長
◦10µm以上の水蒸気酸化スケール厚さの測定が可能
◦リアルタイムで測定が可能
◦波形収録により測定データの確認が可能で、測定値の信頼性が向上
◦サンプリング周波数を高めることで、高精度な測定を実現
◦バッテリー駆動で最大4時間の連続使用が可能
■用途
◦ボイラチューブ内面の化学洗浄状況の確認
◦ボイラチューブ内面の水蒸気酸化スケール厚さの測定
◦ボイラチューブ内面の水蒸気酸化スケール厚さの経年調査

問い合わせ 先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp

熱交換器細管Ｕベンド部検査装置「U-MAT」／新日本非破壊検査㈱
■特長
◦熱交換器細管Ｕベンド部の肉厚測定が管内面側より可能
◦新規考案の回転機構搭載により、不感帯が生じない全面測定が実現
（ベンド部背面側・内側の分割測定時）
◦特殊構造により最小内径φ11.0 mmの細管ベンド部への適用を実現
◦当社IUTとの併用により直管部を含めた真の全長測定が可能
■用途
◦熱交換器細管Ｕベンド部の連続肉厚測定・減肉調査
■仕様
◦検査対象物：発電プラント給水加熱器、化学プラント熱交換器
◦IDφ11.0 mm以上、R350 mm以上のＵベンド部に適用可能
◦処理本数：20U本（以上）／日
※特許出願中

問い合わせ 先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp
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製品ガイド「超音波応用機器」
自動検査用超音波探傷システム

MXシリーズ ／ダイヤ電子応用㈱

MXシリーズは、自動超音波探傷装置での運用に最適な超音波探傷器とＰＣで構
成されたマルチチャンネル超音波探傷システムである。
■特長
◦探傷スキャン中の超音波全波形を保存することができるので、欠陥発生時の原
因解析を容易に行うことが可能。
◦ソフトウェアのカスタマイズにより、御要望に合わせた判定機能、結果画面な
どの御提案が可能。
■仕様
◦探傷チャンネル数 1～8ch
◦繰り返し周波数 0.1～12kHz（全チャンネル合計）
◦判定機能 探傷器から受信した波形データをPCにて判定処理
◦表示機能 Aスコープ（RF、検波）、Bスコープ（断面表示）、Cスコープ（階
調表示）
◦保存機能 探傷条件、探傷結果データ（Aスコープ、Bスコープ、Cスコープ）
NG判定時のみ保存など、条件による保存の選択が可能

問い合わせ先／TEL：06-6101-1013
URL：http://www.dia-elec.com/

レーザー超音波可視化検査装置

LUVI

／つくばテクノロジー㈱

パルスレーザーを検査体表面に走査し、超音波の動画映像を計測すると、欠陥が
あれば、あたかも水面から水が湧き上がるような欠陥エコーが映像で視られるの
で、その場で欠陥の有無を容易に判定できる。
■特長
◦動画映像で視るので専門でない人にも分かり易い
◦非接触走査なので複雑形状でも検査が容易
◦ミラーによる高速走査なので広範囲を迅速に検査できる
■基本仕様
◦レーザー走査周波数：最大5kHz
◦可視化範囲：視野角45°
◦検査距離：0.1〜4m（4m以上は別途相談）
◦欠陥検出サイズ：最小0.2mm
◦検査対象：CFRP、金属、セラミックス、硬質プラスチック等
◦消費電力：250W（AC100V）

問い合わせ先／TEL：029-852-7777
URL：http://www.tsukubatech.co.jp

API付属小型超音波探傷モジュール

／ディービー㈱

特殊超音波探傷器、探傷ロボットやシステムを短時間で構築できるモジュール。
ユーザーの検査ノウハウを取り入れた専用ソフトウエアを開発することができ、付
加価値の高い、そして他社競合がない御社独自の検査技術開発に役立つ。
◦小型、軽量、低消費電力、低ノイズ
◦世界中で数百台以上の実績
◦様 々なアプリケーションを短時間で開発できるAPI（C ＋＋ 、C # 、Matlab ® 、
LabView）を提供
◦有線LANと無線LAN接続、USB接続
◦超小型UT（最大8chまで拡張可）
◦小型マルチャンネルUT（16ch及び32ch）
◦フェーズドアレイUT（最大16/16～256/256構成）
◦ソフトウエア開発受託、開発サポートも対応する

問い合わせ先／TEL：06-6809-3762
URL：http://www.db-kk.com/
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製品ガイド「超音波応用機器」
ポータブルフェーズドアレイ超音波探傷装置 TOPAZ64

／㈱テクノ電子

TOPAZ64は最もスマートな超音波探傷装置である。
タッチパネルによる良好な操作性と、ポータブルでどこにでも持ち運びできる手
軽さがスマートな超音波探傷を提供する。
また、ソフトウェア開発キットを用いて現場のニーズに合わせた探傷システムを
構築することもできる。
超音波探傷に慣れていない方からコアな検査をされる方まで、検査員の技量に合
わせて、幅広く超音波探傷試験をサポートすることができる。
■特長
◦64/128PRフェーズドアレイチャンネルと200 Vの従来UT用チャンネル
◦きずを即座に視認できるライブTFM
◦バイポーラパルサーで厚みのある試験体も対応可能
◦外部ソフトウェア不要で各種探傷に対応
◦密閉型で頑丈かつ軽量なケーシング
◦バッテリ駆動（ホットスワップ対応）

問い合わせ先／TEL：078-672-4050
URL：http://www.techno-denshi.jp

ポータブルフェーズドアレイ超音波探傷器 DIO-1000PA ／日本ソナテスト㈱
革新的なデジタル超音波探傷器ディフェクトブックDIO-1000シリーズにフェーズ
ドアレイバージョンDIO-1000PAが加わった。それは従来の超音波探傷テクニックと
フェーズドアレイのコンビネーションである。最新世代の電子部品の構成と小型高
性能マイクロプロセッサーが容易で早い試験を実現する軽量で極めてポータブルな
フェーズドアレイを実現した。
標準構成は16:32パラレル、16:64モジュールと16:128モジュールへ拡張可能。
Defectobook DIO-1000 PAはEN12668-1、ASMEコードのケース2541、ASTM
E2491、ASTM E2700のすべての標準規格に従う。Defectobook DIO-1000PAはさら
に、サンプリングレート200 MHz、12-bitのパワフル高頻度エコーインフォメーショ
ンも持つ。
■主なアプリケーション
航空機－コンポジットマテリアル／鉄鋼製品－重量鋳物、高温、冷間ロールスチ
ール／エンジニアリング－溶接部、接合部／鉄道－マンガン鋼レール結合部／エネ
ルギー－オーステナイトの溶接部、ドライブシャフトetc.／パイプ検査、亀裂検査、
サイズ評価

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

電磁超音波（EMAR）計測システム

／日本テクノプラス㈱

各種のセンサ（Electro-Magnetic Acoustic Transducer：EMAT・送受信コイル
など）を自作の上、電磁超音波（Electro-Magnetic Acoustic Resonance：EMAR）
法を駆使して、
①肉厚・応力・硬化深さ
②膜厚（溶射膜・酸化膜・コーティング膜）
③材料評価（クリープ損傷・疲労・組織変化）
④弾性定数（ヤング率・剛性率・ポアソン比）
など多目的な計測を非接触・非破壊で行なうことが可能である。
装置販売のみならず、受託試験にも対応している。

問い合わせ先／TEL：06-6390-5993
URL：http://nihon-tp.com
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製品ガイド「超音波応用機器」
全波形収録型超音波映像装置

／日本電磁測器㈱

ユーザーの要望にあわせたサイズの水槽スキャナーを設計・製作に対応。
探触子ビーム特性測定機能・計測画像表示機能（Ａスコープ、Ｃスコープ、Ｂス
コープ、部分拡大）などの機能を備えている。
■主な特長
◦制御機能：Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ｒ、θx、θyの６軸制御
◦選択１軸とＲ軸の円筒走査が可能
◦データ処理ソフト：欠陥画像の抽出、欠陥寸法算出機能
◦高周波、広帯域の超音波探傷器は自社製パルサーレシーバを使用
◦探触子の経年変化の管理が、音場測定機能により可能
◦探触子ビームの中心軸音圧、中心幅等が測定できる音場計測機能を装備
◦8bit-1GHz×２チャンネルでの全波形保存

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：https://www.j-ndk.co.jp/

フェイズドアレイ溶接部自動探傷装置

／日本電磁測器㈱

フェイズドアレイ法を用いた溶接部専用の自動探傷装置。探傷結果の表示は、一
探触子斜角法のAUTと同じＡ、Ｂ、Ｃ、Ｓスコープ表示が可能。
■主な特長
◦ダイナミックレンジが２倍以上（３ゲイン同時収録）
◦全屈折角ごとにDACデータを保持し、ゲイン補償が可能
◦1D&2Dアレイに対応
◦XY&YX方向の走査、収録ピッチの自由設定
◦妨害エコー除去機能、サイジング機能を有す
◦各種継手形状、開先形状に対応
◦KJ製PAL、栄進化学扱いMC-256を使用

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：https://www.j-ndk.co.jp/

全波形収録型AUT装置

Solid Scan

／日本電磁測器㈱

鋼橋梁の鋼床板溶接部及びガス配管溶接部の自動探傷を目的として、最新の回路
構成で設計されたJIS Z3070準拠のAUT装置。広範囲なダイナミックレンジを有し、
エコーの飽和のない高速探傷が可能。
■主な特長
◦高速PCIデータ転送による高速探傷が可能
◦12bitAD変換２ゲイン同時収録による広ダイナミックレンジ
◦データ処理ソフト：欠陥画像の抽出、欠陥寸法算出機能
◦斜角探傷用＋垂直CC用複合型コンポジット探触子を使用
◦各種形状エコーに対応した柔軟な妨害エコー除去機能
◦自社製自動超音波探傷器UTステーションを使用
※本装置は（独）土木研究所平成21年度成果報告書「鋼道路橋の溶接継手の品質管
理・非破壊検査法に関する研究」に使用されている。

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：https://www.j-ndk.co.jp/
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製品ガイド「超音波応用機器」
マルチSAFTアレイ超音波探傷装置

A1550

／日本マテック㈱

フェイズドアレイをさらに進化させた高性能アレイ探傷器。
■特長
◦マルチSAFTとサンプリングフォーカスアレイ（SFA）を採用し、高精度断面セクター
画像を高速で再現する。これにより、グレーティングノイズなどを除去し、クリーンな
画像を正確に再現できる。線は線、丸は丸、垂直、四角などの形状が驚くほど正確に描
写される。
◦マルチSAFTは、16個の振動子の全ての組み合わせを送受信させ120通りの信号を受信
する。SFAにより複数の信号を組み合わせて65,536のフォーカルロー演算を行い、256×
256の画面を描写する。しかし、画面書き換え速度は毎秒25回と高速である。
◦斜角の場合には、厚さを入力すればスキップ信号を折り返して実際の欠陥位置を表示す
る。
◦横波斜角、縦波垂直は各１個でフルレンジをカバーする。周波数も2〜5MHzをカバーす
る。アレイ以外の単一、分割プローブも切り替えて使用できる。
■仕様
◦アレイ振動数：16 ◦断面画像再構成分解能：0.1〜2.0mm（選択）
◦周波数選択：1.0、1.25、1.5、1.8、2.0、2.25、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、7.5、8.0、10.0MHz
◦感度調整範囲：０〜80dB（ステップ1、6、10dB）
◦画面：TFT 640×480mm（256×256 pixel）
◦寸法・重量：258×164×110mm 1.9kg ◦動作温度範囲：−10〜＋55℃

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社）079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp/

ポータブルフェイズドアレイ超音波探傷器 プラグマ ／日本マテック㈱
プラットホームは、ET、 EMAT等の他の検査手法に使用できる共通のインター
フェースを用いたモジュラーシステムである。
技術の粋を集結した小型で堅牢なアルミ筐体とバッテリーの組み合わせで過酷な
環境にも耐えられるポータブル機能を備えている。回転ホイール操作、必要なダイ
レクト機能キーと大型画面で使い易く、見やすい機能を兼備。明るい画面に鮮明な
信号表示に、縦長デザインの画面設計は完璧にBスコープ表示に適している。
◦同時発信16CH、マルチ128CH、サンプリングレート100MHz、12bit分解能
◦ハイパワー最大180Vp-pスクウェアパルサーは強力な透過力を発揮
◦受信信号は、通常フォーカス（SPAF）
、ダイナミック フォーカス（DFR）
、距
離振幅補正（DAC）、時間補正（TCG）、角度感度補正（ACG）等を適用可能
◦最大2CHのエンコーダー同期も可能
◦感度調整範囲：80V
◦印可電圧+/−90Vpp ◦PRF5～4,000Hz
◦寸法：220×200×113mm、3.55kg

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社）079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp/

ポータブル超音波探傷器

エコーグラフ1095

／日本マテック㈱

ハイテクがもたらす満足度。超音波探傷がよりシンプルに。
すでに実証されたこれまでの性能に、新しいECHOGRAPH 1095にはTCG（Time
Corrected Gain：距離振幅補正）と底面エコー独立感度調整機能が追加された。ポー
タブル、デジタル、高コントラスト画面、実際の用途に適合した満足度が高い、理想
的な装置に仕上げられている。信頼性の高い堅牢なデザインにより、屋外現場や過酷
な環境での使用に耐えられる。
◦DGS（AVGダイアグラム）演算機能で、欠陥を平底穴相当寸法で評価可能
◦TCG（Time Corrected Gain：距離振幅感度補正）と底面エコー独立感度調整機
能が追加
◦高精度な厚さ測定を可能とする詳細設定が可能（多重信号間測定、ピーク／ゼロ
クロス）
◦３ゲート（振幅、距離）設定、第３ゲート内は感度を独立して調整可能
◦使い易いダイレクトキー（感度、位置、測定範囲）
、プログラマブルファンクショ
ンキー
◦操作、扱いがしやすい薄型設計（52mm）、大型LCDワイド画面、日本語表示
◦薄型（52mm、鞄に収納可能）
、小型（138×249×52mm）
、軽量（2kg）

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社）079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp/
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製品ガイド「超音波応用機器」
波形表示機能付き超音波厚さ計

AlphaGage+ ／ポニー工業㈱

◦AlphaGage+は非常に丈夫で使い易い人間工学に基づいた筐体をもち、長年のソ
ナテスト社における超音波機器開発のノウハウにより、検査員への利便性に富
み、正確な厚さ計測を実現する
◦本来の厚さ（塗膜下）
：金属表面が腐食防止塗装及びコーティングで保護されて
いる時、本来の厚さをエコー to エコー機能を使って計測でき、この主要機能は
全てのAlphaGage＋機種に搭載されている
◦酸化スケール（ボイラーチューブ）
：ボイラーチューブ壁面厚さと、内壁の酸化
スケール厚さを同時に表示する事により、大幅にチューブライフに関わる検査
効率が向上する
◦データロガー機能：内部SDカードは32GBまで認識し、腐食マッピングの位置
情報付き厚さデータを、容量を気にせず保存する事ができる

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

Innerspec社ポータブル電磁超音波探傷器 VOLTA

／ポニー工業㈱

VOLTAは、電磁超音波探触子（EMAT）用に特別設計された高出力２チャンネ
ル（20 kHz～8 MHz）ポータブル超音波探傷器である。
■特長
◦接触媒質不要
◦表面粗さ・汚れに左右され難い
◦少々プローブが傾いても測定可能
◦ピエゾ法では困難なSH波を始め、垂直・斜角・ラム波・レイリー波等利用可能
◦１チャネル当たり1,100 Vpp/6 kWのピーク出力
◦カスタムソフトウェアでミドルレンジUT（0〜3 m）、ロングレンジUT
◦1～100ｍ）や薄肉溶接検査、その他特殊用途にも対応
◦本体に脱着可能なタブレットやワイヤレスデバイスでリアルタイムに操作

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

Sonatest社製フェイズドアレイ超音波探傷器 VEO+ ／ポニー工業㈱
＜新登場 FMC-TFM機能＞
ユーザーベースでインストール可能なフルマトリックスキャプチャー（FMC）に
よる記録及びトータルフォーカッシングメソッド（TFM）による画像表示が可能に
なった（TFM画像はオフラインでの表示）
。
＜最先端のデジタル技術＞
Sonatest ActiveEdge®パルサーテクノロジーによって優れたSN比を実現。また、
OSのLinux® 64-bit及び高速128GB SDDメモリーによりデータファイルサイズを気に
する必要がない。
＜マルチソリューション＞
１台で４種類のバリエーション（16:64PR、32:64PR、16:128PR、32:128PR）
簡単なソフトウェアアップグレードによりニーズに合わせて機能拡張できる。

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/
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製品ガイド「超音波応用機器」
熱疲労を応用して「実際のき裂」を再現した試験体／日本ハイコン㈱
フィンランド国Truefraw（トゥルーフラウ）社が独自技術で製作するき裂（試験
体）は、金属材料において自然に発生するき裂の形状、生成の状態に極めて近似し
ている事が大きな特長。
■用途：◦新しい検査法の検証、確立 ◦検査技術の習得 ◦検査機器の性能確認
◦性能検査の基準き裂として 等々
■特長：◦天然の誘起割れと同じ特性を持つき裂を熱疲労を利用して生じさせる
◦長さ、深さやき裂の位置を制御することができる（特許技術） ◦き裂の製作過程
で母材の組成が変化したり、別の生成物が生じたりすることはない ◦き裂の品質
は、同時かつ同様に製作する検証用試験体を破壊的に検証することによって確認さ
れる ◦種々の材料や複雑な形状の母材にもき裂を製作することができる ◦き裂
の製作過程は完全に自動化されているので、再現性がある ◦このき裂試験体は、
PT（浸透探傷試験）、UT（超音波探傷検査）、ET（渦電流探傷試験）、RT（放射線
透過試験）など、ほとんどの検査方法に適している ◦要求される形状・寸法に近
似したき裂の製作が可能。材料支給での製作も承る ◦母材の材質、寸法・形状、
納期等は当社まで問い合わせ ◦溶接接合した母材、湾曲した母材等でも製作可能
◦標準的な試験体（母材材質：SUS304等）も数種用意している

問い合わせ先／TEL：03-3586-5618
E-Mail：Support@hicon.co.jp

超音波映像装置（SAT）

HA-60A

／本多電子㈱

■特長
◦３モード画面同時表示：A（反射波形）/B（断層画像）/C（平面画像）
◦取得データ保存、呼出可能
◦層間剥離、ボイド検出に便利な検査モードを標準搭載
■仕様
◦外形寸法：650（W）×650（D）×1250（H）ｍｍ…スキャナー本体
◦走査範囲；180×180 ｍｍ
◦走査分解能：8 µｍ
◦走査速度：最大1,000 ｍｍ/sec
◦適応探触子周波数：10・25・50・75・140 MHz
◦測定水槽サイズ：200×200×100 ｍｍ

問い合わせ先／TEL：0532-41-2519
URL：http://www.honda-el.co.jp/

超音波探傷器

UI-S9

／菱電湘南エレクトロニクス㈱
使いやすさをさらに追及した超音波探傷器UI-S9。
■特長
◦JSNDI仕様（Rタイプ機能）を標準搭載しており実技試験の練習が可能
◦高輝度・屋外外光環境対応6.5インチLED液晶搭載
◦高い防水性、無段階調整スタンド、直感的な操作パネル
◦12種類の周波数帯域フィルタで最適な受信帯域で探傷可能
◦JIS DAC自動作成機能、写真機能、条件一覧表示機能など充実の機能
◦JSNDI仕様対応に特化したモデル「UI-R1」も同時リリース

問い合わせ先／TEL：0467-45-3411
URL：http://www.rsec.co.jp
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製品ガイド「超音波応用機器」
３次元超音波探傷システムdolphicam2／㈱富士テクニカルリサーチ
dolphicam2は、計測準備時間が非常に短く、128×128=16,384個の振動子による高
解像度の３次元結果がリアルタイムで出力される画期的な超音波探傷システムであ
る。
計測データはリアルタイムでA-スキャン、B-スキャン、C-スキャンの結果として
出力することができる。また、C-スキャンの結果は深さ方向のカラーコンター図と
して出力することで、視覚的にもわかりやすいデータを取得することが可能。これ
により、内部欠陥の有無だけではなく、相対的な位置の確認や大きさの比較等が容
易に実行可能である。
■特長
①128×128のマトリクスアレイによる超高解像度計測がリアルタイムで可能
②複雑な設定は不要。誰でも簡単に素早く計測することができること
③CFRPから各種金属まで幅広いラインナップを用意

問い合わせ先／TEL：045-650-6650
URL：https://www.ftr.co.jp/solution/hardware/dolphicam2/

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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