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地盤調査

危険物探査

埋設物探査環境防災調査

測定機器の開発
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・路面下空洞
・地中埋設管類(上下水道、ガス管、電力・信号ケーブル)
・遺跡・遺構
・地下埋設物
・トンネル覆工背面の空洞
・コンクリート中の鉄筋
・地層構造
・その他(地盤と誘電率の差があるものなら探査可能です。詳しくはお気軽に御相談ください。)

探査対象

レーダ探査とは

地中情報を迅速・正確に地中情報を迅速・正確に
　　　　  非破壊で調査致します　　　　  非破壊で調査致します
　　近年、上下水道等の埋設管老朽化が原因と考えられる空洞陥没事故が多くなってきました。
　もし、道路を走る自動車や歩行者がそこに落ちたら・・・。また、土地売買にあたり、産業廃棄物等が地
　中に投棄されていたら・・・。

・地中レーダ探査は電磁波の反射、 
  屈折、透過現象を利用して地中の 
  構造を把握する手法です。

・地表のアンテナ(送信機)から電磁
  波を地中に放射し、地中の電磁気 
  的性質の異なる境界面等で反射し
  た電磁波をアンテナ(受信機)で計
  測します。計測した反射波を連続
  的に並べると反射断面図が作成さ
  れ、反射断面図から反射面の深さ
  や広がりを解釈することにより、
  地下の構造を把握します。

特徴
　●地中情報が、その場で専用モニタに表示されます。
　●短時間で広範囲の測定が可能です。
　●探査深度は地下の状況により変わります。

　地中レーダ探査システムは地下浅部の地中情報を効率的に探査します。また、非破壊探査のため路面
　を傷めたり、汚したりせず手軽に地下を探査できます。

　このような不安を解決する手段として、地中レーダ探査システムが効力を発揮します。

測定機器　　

受信機
送信機

アンテナ

埋設管埋設ケーブル

空洞

電磁波
(放射波)

電磁波
(反射波)

移動

仕様

・システム                   ：パナソニック・タフパッドFZ-G1
・内蔵データメモリ   ：128GB  SSD
・表示方式　　　　：10.0型TFTカラー液晶WUXGA　1920×1200 LEDバックライト
・周波数                      ：300MHzと800MHz（シールド付）
・ＧＰＳデータ         ：内部保存
・動作温度                 ：-10~50℃
・電源                           ：リチウムイオンバッテリ（8時間動作）

・カート（モデル655）-12インチ4輪　サーベイホイールエンコーダ付
・寸法                           ：61.7×100×102.4cm
・システム総重量       ：29kg

高性能地中レーダデータ収録装置ならびにアンテナ

【ユーティリティスキャン】

【350MHz HS デジタルアンテナ】
・周波数           ：350MHｚ（シールド付）
・動作温度   　： -28~+55 ℃
・内蔵電源　   ：リチウムイオン
・外形寸法　   ：335X 310 X 382mm
・重量　　　   ：5Kg 
・保護級数   　：IP65 

【データ収録：SIR-4000GPRコントローラ】
・アンテナ対応     ：全てのGSSIアンテナに適応可能
・表示器　　　   ：10.4型カラーLCD
・メモリ容量        ：32GB(Flash) 1 GB RAM
・動作温度           ：-20~40℃
・電源                   ：リチウムイオン
・防水性               ：IP-65 

【200MHz HS デジタルアンテナ】
・周波数　　：200MHz 
・動作温度　： -10~+40 ℃
・内蔵電源　：リチウムイオン（約4時間動作）
・外形寸法　：64.8 X 64.8 X 34.3mm
・重量　　　：18Kg 
・防水性　　：IP65 
・耐振性　　：Mil-STD-810G Me出od 514.6
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高性能地中レーダデータ収録装置ならびにアナログアンテナ

測定機器　　

ボアホールレーダ 調査事例１　路面下空洞調査

調査事例２ 埋設物調査

①　調査敷地内にコンクリート
　ガラ等が埋設されている可能
　性がある土地において地中レ
　ーダ探査を実施した(200MHz
　アンテナ使用)。

②　その結果、G.L.-0.6m付近で
　異常反射が検出された。

③　異常反射を検出した場所を
　掘削し、埋設物を確認した。

④　確認された埋設物

①地中レーダ探査実施状況 ③掘削し、埋設物を確認
(地表面から1.5mまでを掘削)

④埋設物(鉄筋コンクリート)を確認

①　路面下に空洞が存在する
　可能性がある道路において
　地中レーダ探査を実施した　
　　(400MHzアンテナ使用)。

②　その結果、G.L.-0.4m付近
　で異常反射が検出された。

③　異常反射を検出した場所
　においてコアドリル(100mm)
　にて削孔、孔内を撮影し、空
　洞の状況を確認した。

①地中レーダ探査実施状況

②反射断面図②反射断面図

③地表から0.68ｍまでを削孔し、
孔内カメラにて空洞を確認

孔壁画像 構成/層厚(m)
(cm)

空洞
0.19m

採石

コンクリート
0.37m

0.56m

0.68m

0.37m

撮影深度

0m

0.7m

0.6m

0.5m

0.4m

0.3m

0.2m

0.1m

0m

②反射断面図
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　ボアホールレーダ探査は、ボーリング孔内にレーダアンテナが内蔵されたゾンデを挿入することで、
孔周辺のプロファイル測定ができる探査装置です。ボーリング孔を利用することで、地表からのレーダ
探査では測定できない深部の探査対象物のプロファイル断面記録を収録することができます。

ボアホールレーダ探査概念図
プロファイル測定記録例
（縦方向：深度、

       　　横方向：探査孔からの
　　　　　　　　　　　　往復反射時間 = 距離）

計測者

計測制御・記録器

探査孔
計測補助員

測定状況例

制御機 ＳＩＲ-3000
寸法
重量

温度 -10℃～40℃
バッテリ 10.8VDC，内部
送信レート 100KHzまで

4.1kg(バッテリを含む)

動作

31.5cm×22cm×10.5cm

アンテナ各種
アンテナ周波数 寸法 質量 探査対象
200MHz 60cm×60cm×30cm 20.5kg 路面下空洞、埋設物、埋設管、地層境界
400MHz 30cm×30cm×17cm 5kg 路面下空洞、埋設物、埋設管
900MHz 33cm×18cm× 8cm 2.3kg 浅層埋設物、コンクリート中の鉄筋

100MHzボアホールアンテナ ℓ=120cm,φ3.7cm 2kg 孔内用

左:200MHzアンテナ,中央:制御機(SIR-3000),右:400MHzアンテナ



⑤　前方部の反射断面図と横断掘削時の写真

調査事例3：　野球場における埋設物検出 調査事例5：　城壁内部構造調査

調査事例6：　法面背面の空洞調査

調査事例4：　遺跡（前方後円墳）調査

①　野球場の維持・管理を目的

　として調査を行なった。(400

　MHzアンテナ使用)測線は1m

　ピッチとした。

②　一定の深度(GL-0.7m)で多

　数の反射を検出した。

③　タイムスライス平面図にす

　ると、規則性のある構造物が

　確認された。資料調査により

　雨水排水用の暗渠管であるこ

　とが判明した。

①　地中レーダ探査状況

②　反射断面図
③　タイムスライス平面図（GL-0.75ｍ）

△△

①　道路拡幅工事に伴い前方後円墳の調

　査を行なった(400MHzアンテナ使用)。

②　事前に光波測距儀による測量を行い、 

　樹根などによる障害物を考慮した測線

　を設定した。測線は0.5mメッシュで配置　

　(一部0.25m)した。

③　反射断面図では後円部中心の　　　　

　GL-0.5m付近に空洞を示す反射が認め

　られる。

④　タイムスライス平面図から③の反射

　は1×2mの長方形を示すことが確認さ

　れ、墓坑の反応である可能性が高い(後

　円部頂部は削平され、浅くなっている)。

⑤　前方部は反射断面図にて二段の水平

　構造を検出することができた。その後の

　掘削調査時に、腐植質土＋クサレ礫質

　ロームのセットと盛土の三段構造が確

　認され、各段の転圧面を検出したことが

　判明した。

③　後円部の反射断面図　④後円部のタイムスライス平面図

①　地中レーダ探査状況 ②　測線設定状況

①　城壁築石のはらみ出しや築石間に隙

　間が見られたため、城壁の内部構造を

　把握する必要が生じた。そのため、地中

　レーダ探査を実施した

　（400MHzアンテナを使用）。

②　凹凸の多い築石の表面の測線長約　

　5mで、同じ高さでアンテナを一定速度

　で滑らせて測定した。

③　反射記録には築石背面の反射波Aと、

　さらに裏の反射波Bが捉えられた。Bは

　栗石層背面の地山もしくは盛土の境界

　からの反射と考えられる。反射波Aの凹

　凸は築石の奥行（厚さ）の違いを示して

　いる。

④　築石中の電磁波の往復反射時間と深

　度の対応は、厚さが確認できる築石の

　反射波を記録し、予め算出しておく。

①　測定状況

④　城壁の一般的構造

③反射断面③反射断面

②城壁②城壁

反射波A反射波A
反射波B反射波B

①　
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①　急傾斜な法面においては、自作の

　昇降機を用いて測定を行う。

①　測定状況

②③　城壁と反射断面


	地中レーダ探査_表 old
	地中レーダ探査_NEW1-6
	地中レーダ探査2021_表0531NEW5-2
	地中レーダ探査2021_表0531NEW3-4

