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非破壊X線検査装置

どこでも、素早く、簡単に、
構造物を破壊せずに、内部を確認。

世界最小
最軽量
※当社調べ

どこでも使える高い可搬性
準備時間約10分、簡単運用

照射から約6秒で鮮明画像を
素早く表示、共有が可能

小型･軽量を生かし
多様な冶具に装着し、
さまざまなシーンで適用

防水・防塵規格
IP65に対応
保護用ケースによる
高い堅牢性
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X線照射位置

診断例（配管）

配管の周囲を360度回転・照射し、
溶接部、肉厚、腐食などを
画像で確認することができます。

単壁（内部線源）、二重壁（外部線源）に
よる配管検査が可能。

「溶接配管150A」を約１度毎
に撮影し、医療用CTソフトを
活用して画像処理しました。
溶接部の立体映像や断層面
を映像で確認することも可能
です。

「溶接部」検査結果

「溶接部検査」の結果 CT化による立体画像

「腐食」検査結果 「錆こぶ」検査結果

 配管照射映像（バーチャル3D）

CT化画像

携帯X線源と高精細デジタル検出器を組み合わせ、構造物をX線画像で検査する装置です。

対象物を破壊することなく、割れや亀裂、腐食、配筋の有無、

溶接部分の仕上がりなどを確認できます。

可搬性に優れ、現場での完成・定期検査に適しています。

どこでも、素早く、簡単に。
さまざまなシーンで活躍する
可搬式の非破壊検査装置。

デジタル検出器

照射指示
（無線／有線）

携帯Ｘ線源

検査結果送信
（無線／有線）

検査対象物

約６秒で
画像表示

画像表示器

1

Ｘ線照射2
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■ 検査の仕組み

84φ×560mm
2.5kg

世界最小
最軽量
※当社調べ

携帯X線源

配管検査治具 使用



適用例 バリエーション

トランク一体型
X線検査装置

水中検査・
ロボット実装用

どこでも使える高い可搬性
準備時間約10分、簡単運用

■ 軽量小型で収納ケースに
　格納でき、持ち運びも容易

■ 収納状態から約10分、
　素早くX線検査の準備が完了

照射から約6秒で鮮明画像を
素早く表示、共有が可能

■ 照射から約6秒、
　素早いX線画像表示
　（検査サイクル時間約15秒）

■ 不良箇所の強調表示、
　画像のCT表示も可能

■ 配管全周の検査には
　全画像を合成して表示

■ セキュリティWi-Fiルータで、
　複数のタブレットと画像を共有し分析、診断が可能
　（収集したデータは分析診断システムと連携可能）

防水・防塵規格 IP65に対応
保護用ケースによる高い堅牢性

■ 外気温35°で8時間連続の動作実績を誇る高い耐久性

■ コンセントの無い屋外での使用を想定し、
　フル充電で500回撮影可能（交流電源でも駆動可能）

■ 衝撃から守る保護用ケースにより、高い堅牢性を実現

配管・タンク検査

建築物検査

配電機器検査 車両・自動車部品検査
配管破裂を防ぐため、溶接不良、
腐食や粉体つまりを検査

建物、構造物
目視では発見できない内部の
劣化検査

トンネル
内部の鉄筋、アンカーボルトの
腐食を検査

壁
倒壊を防ぐため、内部の欠陥や
劣化を検査

停電を防止するため、鉄塔や電
柱、配電機器を検査

エックス線作業主任者
不要で、誰でもX線照射
が可能

水中検査用はIP68に
対応、高い防水・防塵
性能

自動車のタイヤや車両の脱線につな
がる走行中の破損を防ぐ部品の検査

小型･軽量を生かし多様な冶具に装着し、
さまざまなシーンで適用

■ 出力電圧と
　照射時間の切り替えにより、
　計6通りの照射が可能
　（管電圧3段切替×照射時間2値）

■ 大型三脚式や回転式など
　応用検査冶具に装着可能

■ 配管、建物、構造物など、
　さまざまな非破壊検査に対応

高所での検査に対応する
大型三脚式治具（オプション）

内部構造

※開発中
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項　目 名　称 内　訳

携帯
X線源

線源

▪120kV
焦点サイズ：0.1mm
管電圧：70kV/100kV/120kV（3段切替）
管電流：0.3mA
照射時間：2段切替（200ms～1000ms　2値選択）
電源：二次電池式（リチウム電池タイプ）/交流電源駆動
サイズ：84φ×560mm
質量：2.5kg以下
照射制御方式：無線/有線ケーブル式（ハンドスイッチ）
満充電時連続照射回数：約500回（70kV・200ms時）
サイクル時間：約15秒、充電時間：約20分

▪分離型（線源部～電源部）、120kV/150kVタイプもございます。
詳細はお問合せください。

検出部

検出器

▪検出器
外形寸法：386（W）mm×460（H）mm×14.5（D）mm
ピクセルピッチ：140μm、GOSシンチレータ
質量：3.0kg
専用バッテリパック・AC100V、無線・有線併用タイプ
検出器用リチウムイオンバッテリ
防塵・防滴：IP65準拠

▪サイズ327（W）mm×362（H）mmタイプもございます。
詳細はお問合せください。

画像表示器

▪耐環境パソコン
OS：Windows10 Pro
メモリ：4GB以上
モニタ：12.3型液晶以上
防塵・防滴：IP65準拠
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充電完了灯
（緑色）

X線 発生灯

外部スイッチ
ジャック

充電池
充電用ジャック

電源スイッチ 充電池 内蔵
X線発生位置マーク

ACアダプタ
ジャック

（赤色）

（80）

84

14.5 386
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検出範囲460

項　目 名　称 内　訳

検出部
画像管理
ソフトウェア

▪リアルタイム画像表示
▪不良部の強調表示（カラー・赤枠）
▪画像 拡大/縮小
▪コントラスト調整（自動/指定部）
▪白黒反転（ネガポジ）
▪画像改ざん防止
▪線源・検出器バッテリ残表示
▪分割画像統合
▪対象物サイズガイド
▪日本語操作画面

検査冶具

▪用途に応じて個別開発
配管検査冶具、管内冶具、大型三脚、回転検査冶具等

▪検出器スタンド
上下各2段 分割撮影用スタンド（2、4画像合成）

（画像合成ソフトに対応）
▪線源用三脚

検出器スタンドに合わせて上下する
▪線源横置き固定冶具

収納
ケース

▪携帯X線源、検出器、画像表示器、検査用冶具等を格納
衝撃吸収材装着、キャスタ、南京錠、ハンドル付き

▪検査冶具を格納
衝撃吸収材装着、キャスタ、南京錠、ハンドル付き

付属品

▪取扱説明書
▪充電器（X線源バッテリ充電器、検出器バッテリ充電器）
▪予備バッテリ（X線源バッテリ、検出器バッテリ）
▪ACアダプタ（X線源用、検出器用、画像表示器用）
▪通信ケーブル

使用環境
条件

温度 ±0～40℃/湿度 30%RH～80%RH（結露なきこと）

■ 携帯Ｘ線源　84φ×560mm ■ 検出器　386(W)mm×460(H)mm×14.5(D)mm

仕様

外形寸法図


