技術アピールシート
あいせい

技術分野

アイセイ株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

道路構造物の点検・調査､

技術キーワード

3D 計測・モデリング

[本社]〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-6-6 ヴィラ東邦ホワイトテラス 1 階
[都内所在地]〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-14-7 青葉ビル 3 階
1,000 万円

31 名

従業員数

設立年（西暦）

1997 年 1 月

●構造物の点検 ●構造物の調査・診断 ●構造物のセンシング/モニタリング
●３Ｄ計測・モデリング ●三次元計測機の販売
http://www.eyesay.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 技術開発部
TEL

危機管理・インフラメンテナンス

関 和彦

03-6912-0350

seki-k@eyesay.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

長年の点検・調査業務実績と新技術を積極的にとりいれた点検・調査、診断業務

 得意な顧客・市場分野

土木建設業界、新規ビジネス

 生産拠点・研究体制

技術開発部 技術推進グループおよび空間情報グループ

 特記事項（取得資格・認証等）

－
PR 詳細

3D 計測・ロボットを活用した道路構造物の点検・調査・診断
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技術アピールシート
あるふぁぷろだくと

株式会社アルファ・プロダクト

技術分野

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

超音波非破壊検査、画像解析

所在地

[本社]〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 都産技研

資本金

1,000 万円

主要事業

非破壊検査

Web サイト

設立年（西暦）

2010 年

http://alpha-product.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 技術部
TEL

4名

従業員数

製品開発支援ラボ 313

原

03-6457-2666

徹
t.hara@alpha-product.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

画像解析、超音波非破壊検査

 得意な顧客・市場分野

インフラ点検業界、電力会社

 生産拠点・研究体制
 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

１．画像解析によるインフラ点検システム（Focusα）
高精細一眼レフカメラで撮影した画像から、コンクリートクラックを専用ソフ
トにより 1 画素単位で自動抽出します。1 画素を何 mm に設定するかにより、抽
出精度を調整できます。
（最小設定精度：0.1ｍｍ）
望遠レンズを使用すれば、遠方・高所でも足場不要で撮影でき、調査コストを
抑えることができます。検査対象全体の画像が得られるため、補修状況も確認
でき、経年変化も正確に捉えることができます。トンネル用装置では、時速 15
ｋｍの連続走行で、精度 0.2ｍｍが可能です。（写真はトンネル用連続走行型）

FOCUS αT2
２．広帯域超音波によるコンクリート非破壊検査（SEEC）

SEEC

広帯域の超音波を使用して、コンクリート内部の空洞・鉄筋・ジ
ャンカ等を検出します。ひび割れ深さ、コンクリート厚の測定も
可能です。最大厚さ 10ｍ以上のコンクリート探査が可能です。

３．ＳＨ超音波による薄鋼板内面腐食検査（SHEED）

SHEED

通常の鋼板検査は垂直探傷や斜角探傷法による「ポイント」での
探査ですが、ＳＨ超音波法ではレーダーの様に「エリア」で探査
できるため、従来の探傷法と比較して短時間で広範囲の検査が可能
で、キズの位置や、錆や腐食の範囲を効率よく特定できます。
ＳＨ超音波は鋼板の形状に沿って伝搬するため、ドラム缶内面腐食

SH 波

探査に有効で、内容物の有無を問わずパレット積載状態での探査が

伝搬

可能です。（日本原子力開発機構様で基礎研究の論文発表。
）

範囲
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技術アピールシート
こあしすてむじゃぱん

株式会社コアシステムジャパン

[本社]〒192-0012 東京都八王子市左入町 624-12

資本金

500 万円

Web サイト

7名

従業員数

緊急速報システム

設立年（西暦）

2008 年

社会インフラなどの構造物モニタリング、セキュリティ、介護・福祉分野での光技術システム
http://www.core-system.jp/

連絡先（部署・氏名） 開発部
TEL

非破壊調査技術、予防・保全技術、

技術キーワード

所在地

主要事業

危機管理・インフラメンテナンス

技術分野

課長

近

哲也（こん

042-696-3411

てつや）
con@core-system.jp

E メール

 得意な技術・製品

光デバイス関連技術、組込みシステム開発、スマホアプリ開発

 得意な顧客・市場分野

建設コンサルおよび関連会社、点検業務請負業者、自治体（社会インフラ管理者）

 生産拠点・研究体制

事業所（東京都八王子市）、創価大学および都内中小企業と共同研究中

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 3180959（他 4 件が権利化済、40 数件が特開）、NETIS 登録（KT-160055-A）
PR 詳細

【社会インフラの問診、触診から聴診へ


点検・診断後の中長期間モニタリング



老朽化特定部位の経時変化監視



長期モニタリングによる予兆の検知



構造計算データとの比較による変状確認



災害直後の点検判断の迅速化

―

点検・診断業務の支援装置 i-Line】

（右写真：5mm 変位計と計測器）
■i-Line シリーズの特徴
シングルモード光ファイバを使用した信頼性の高い次世代モニタリング・システムで、疲労点検後の高速道路
や橋梁などの中長期間・遠隔モニタリングに優れています。実時間変位計測のため、構造物の変状（～300mm）
を正確なデータで把握できます。温度依存を受けない独自開発の光方式を採用し、電磁ノイズ・落雷に強く、長
時間にわたって、あらゆる実環境下でも安心してご利用いただけます。また、従来の光ファイバセンサに比べて
非常に安価（20～100 分の 1）なコストでシステムを実現できます。
■提供データ（一例）


振動振幅（平均値、最大値）、許容振動変位検知、経時変化（1 週
間、1 ヶ月など)



固有振動数（経時変化）



温度膨張変化



通過車両数、過積載車両数（重量較正による）

■登録実績


平成 27 年度「先進的防災技術実用化支援事業」採択



平成 27 年度

八王子市中小企業新商品開発認定制度
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認定商品

技術アピールシート
せらてっくえんじにありんぐ

技術分野

株式会社セラテックエンジニアリング

技術キーワード

所在地

[本社]〒197-0831 東京都あきる野市下代継 291-1

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

電池レスセンサー、振動発電、
超音波ソナー、アクチュエータ

設立年（西暦）

1999 年

圧電セラミックス開発、製造、販売
http://www.ceratec-e.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

9名

従業員数

危機管理・インフラメンテナンス

岡本

正昭

042-558-15441

E メール

m-okamoto@ceratec-e.com

 得意な技術・製品

PZT、PT の全工程を社内にて生産：ガス点火栓、圧電ポンプ、探傷器、搬送用振動子

 得意な顧客・市場分野

ガス器具業界、FA 業界、医療機器業界、海底探査業界、警備業界、構築物疲労モニタリング

 生産拠点・研究体制

特殊生産は国内、量産は中国工場・鉄道総合技術研究所、都市大学、法政大学

 特記事項（取得資格・認証等）

商標：IMPACT BATTERY 、IMPB 取得商標登録済み
PR 詳細

A

FIG-1
左列より ・ 電子部品搬送用アクチュエータ
・ 超音波歯ブラシ用アクチュエータ
・ 美顔器用振動子
・ 胎児監視用超音波センサー
・ 海底資源探査用超音波センサー
・ 圧電ポンプ
・ 溶接個所内部非破壊検査用超音波センサー

B

FIG-2

左列より ・ IoT 用振動発電、電池レスセンサー
・ 振動発電（電源）（直流化）→

蓄電可

・ 振動発電（電源）（交流）
・ 高感度電池レスセンサー
・ 農機具用高さ検出センサー

C
左より

FIG-3
・ 3 種類

潜水艦探査用超音波センサー

・ 超音波リニアモーター（定在波型）PAT
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ブルー・グリーン賞

2 回受賞

技術アピールシート
そなんでんし

ソナン電子株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

電気工事、ソリューション

[本社]〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3 丁目 3 番 7 号
[都内所在地]〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3 丁目 22 番 5 号
1,000 万円

従業員数

20 名

設立年（西暦）

1986 年 3 月

電気・通信システムの設計・保守、機器据付工事
http://www.sonan.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

技術分野

大河内

鉄雄

0422-76-1115

E メール

okochi@sonan.co.jp

 得意な技術・製品

カメラを使ったソリューションのご提案、左記システムの据付工事

 得意な顧客・市場分野

防犯カメラ、医療用の映像システム分野

 生産拠点・研究体制

三鷹市下連雀

 特記事項（取得資格・認証等）

電気通信工事業（般－２８）第１２６７５４号
PR 詳細

会社設立以来３０年間電子機の製造・販売・据付を手掛け、あらゆるお客様からのニーズに対応してきました。
30 年間蓄積されたノウハウによりお客様のご要望に対応したシステムを素早く提案をします。
主な業務内容は以下の通りです。
・防犯カメラの設置・メンテナンス、市町村、商店街の防犯システム
・セキュリティシステムの設計、施工、販売、ビル、倉庫、建設現場等の監視装置
・映像・音声、各種制御の設計、施工、販売、会議室、結婚式場、ホテルイベント会場、等
・医療映像システムの設計、施工、販売

手術室でのビデオ記録

・ゲートシステム：車両ナンバー認識を介して車両情報を管理するシステム
※電気通信工事

許可番号

東京都知事

許可（般－２３）第１２６７５４号

医療映像システム

車両管理システム
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技術アピールシート
でいしー

株式会社デイシー

技術分野

危機管理・インフラメンテナンス

技術キーワード

予防・保全技術

所在地

[本社]〒198-0024 東京都青梅市新町 9 丁目 2190 番地

資本金

6,705 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

41 名

従業員数

設立年（西暦）

1978 年

鉄道保線用計測器と乗用車・商用車・建機/農機車両開発用計測器の開発・製造・販売
http://www.deicy.co.jp/
営業

マネージャ

北川

0428-34-9860

登章
noriki@deicy.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

鉄道保線や車載計測用途の計測システム、センシング・収録・解析までご提供

 得意な顧客・市場分野

鉄道保線、建機・農機車両の開発・耐久試験・信頼性評価部門

 生産拠点・研究体制

本社に集約

 特記事項（取得資格・認証等）

センサ製造部門 ISO 9001(2008)
PR 詳細

ジャイロセンサを用いた小型・軽量・高精度な手押し式軌道検測装置


高精度・優れた再現性

高精度ジャイロセンサ採用で従来機を凌ぐ高い再現性


組立・分解が簡単で機動性に優れる

ケーブル接続不要．箱から出して 5 分以内に測定可能


小型・軽量

検測梁の長さ 1.25m，本体重量 13.4kg


自動ゼロ調整

面倒な架け替え・手測りが不要


高い信頼性・メンテナンス性

可動部が少なく，防滴・ケーブルレスで信頼性向上


新機構の逸走防止ブレーキ

測定者が押し棒を離すと自動動作するフェールセーフブレーキ
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