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パイプ検査用テレビカメラロボット『スーパービジョン』

 

仕様、機能、その他詳細につきましては、

弊社ホームページ

http://www.kantool.co.jp/ をご欄下さい。 

パイプ検査用テレビカメラロボット 『スーパービジョン』 

 

 

 あなたの本管 TV カメラ調査のイメージがきっと変わります 
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●ケーブル巻取り時の効率を高めるためのバックカメラとフリークラッチ機能。 

●カメラの高さを自在にリモートコントロールできるリフト装置。 

●障害物や段差の通過を容易にするステアリング機能を持つ左右独立駆動。 

●走行性を高めるためのφ5 ㎜ケブラー強化軽量ケーブル。 

●最大 100ｍの水深まで耐えられるアルミ、ステンレス構造クローラ（SVR95/SVR140） 

●細部まで調査可能にするパン＆チルト＆ズームヘッド。 

 

●柔軟な組合せが可能 

すべての構成部品は簡単に接続することが可能です。ゴムやコランダムでできた 
タイヤを調査目的に合わせ取りつけます。カメラヘッドも瞬時に交換できます。 
オプション補助ライトを装着すれば、管内の隅から隅まで明るくすることが可能。 
あらゆる管径、さまざまな管種・環境に適応する、まさに画期的なシステムです。 

●オートフォーカス、拡散 LED リング内蔵カラーカメラ 

LED リングは、暗い場所でも日光のような明るさを再現します。 

パン±135°と 360°のエンドレスチルト回転で、管内を包括的に検査。 

40 倍ズーム(光学 10 倍、デジタル 4倍)機能を使えば、調査範囲がより広がります。 

スーパービジョンは、上下水道、漁業・農業用水、工業用水、排水設備など、 
あらゆる分野で対応できるよう設計された管内検査用 TV カメラシステムです。 

そのサイズ、速度、走行性、操縦性は、従来システムに比べ極めて高く、革新

的な装備を搭載しています。管内に障害物があっても支障なく走行し、作業時間

を大幅に節約できます。 

構成部品はすべて互換性があります。接続は簡単です。 

*パイプバス （PipeBus）は、スーパービジョンのために開発されたネット

ワーク技術で、計測・制御機器間でのデジタル通信を行います。膨大な

情報や命令信号を取得できるため、様々な構成部品のコントロール（シス

テムを統合して制御すること）が可能です。カメラ、クローラなど各構成部

品の温度、位置、内部圧力などを計測し最新情報を画面表示します。 

完全に同期した各周辺機器と安定した制御ネットワークで

確実な生産性と安全性を保証 

●*パイプバス・ネットワーク技術でケーブル軽量化を実現 

●ユニット内のマイクロプロセッサが、デジタルネットワー 

 ク上で通信することで、より優れた制御が可能に！ 

●パソコンを使ってデータの読取ができます。 

最先端の通信技術 システム構成機器一覧 
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設備維持管理の効率化を支援する地理空間基盤情報
「GEOSPACE」

GEOSPACE は、地理空間基盤情報データとして電子
地図、航空写真を整備しており、設備維持管理を効率的
に行う上で、非常に有効なデータです。

■ GEOSPACE 電子地図（スタンダード）
日本全国を網羅し、可住地域 1/2,500、非可住地域
1/5,000 の精度で整備しており、住所データも全国の地
図と合わせ整備しております。

・縮尺精度：都市部 1/2500　山間部　1/5,000
・データ形式：Shape
・座標系：緯度経度、世界測地系、日本測地系のい

ずれかを選択可能
・更新サイクル：都市レベルにより 1、3、5 年の周期。

＊この他にも建物住所データを除いたベーシックやより
詳細な目標物を整備したプレミアムもございます。

GEOSPACE 航空写真（精密オルソ）

■ GEOSPACE CDS
GEOSPACE 電子地図、および航空写真・衛星写真を、
クラウド環境で簡単にご利用いただける、インターネッ
ト配信サービスです。
インターネット配信サービスです。日本マイクロソフト
社のクラウドプラットフォーム「Microsoft Windows 
Azure™ Platform」を活用し、各種データをオープン仕
様で配信するため、様々な GIS に容易に組みこむこと
が可能です。

GEOSPACE 電子地図（スタンダード）

■ GEOSPACE 航空写真
日本国土の約 29 万 k㎡を網羅し、地上解像度は一部
50cm の地域を除き 25cm の高解像度となっており、定
期的にデータ更新を行っております。
・縮尺精度：精密オルソ ‐ 1/2,500　簡易オルソ ‐ 1/5,000
・解像度：精密オルソ　25cm/pixel　簡易オルソ 50cm/pixel
・座標系：世界測地系
・ファイル形式：TIFF（画像データ）＋ tfw（座標データ）
・オプションデータ：スキャニングデータ等撮影成果一式
・更新サイクル：都市レベルにより 1、3、5 年の周期。
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