SuperSting R1/IP
多電極比抵抗/IP探査システム
SuperSting R1 IP は，多 電極自 動測定 の機能 を
本体 に組み 込んだ 比抵抗/IP（ ６ウィ ンドウ ）探査
シス テムで す。外 部出力 が2A, 200W にパワ ーアッ プ
され 、ブー スター や DC/DC イ ンバー タなど の外部
ユニ ットが 不要で 、高精 度電位 計測技 術（独 自の
ノイ ズフィ ルター や SP 補 償回路 ）が加 わり、 探査
深度 が一段 と向上 しまし た。本 体はコ ンパク トで
堅牢 な防水 構造で す。
入力 は 30nV ま での分 解能を 持ち、 海水中 での測 定
など 極低レ ベルの 電位測 定も可 能です 。また 20 MΩ
以上 の入力 インピ ーダン スで劣 悪な電 極設置 状況に
も対 応でき ます。 電位入 力のダ イナミ ックレ ンジが
大き く多電 極の自 動測定 により 有効で す。
2 極法や 様々な 3・4 極法 のファ イルを 本体に 保存で き、現 場測定 時に選 択して 自動測 定でき ます。
内蔵 メモリ ーには 70,000 まで のデー タが保 存でき 、三次 元探査 などの 膨大な データ 収録も 対応で き
ます 。また 外部Ｐ Ｃによ る直接 の制御 も可能 です。
メニ ュー方 式で各 種の詳 細設定 ができ 、操作 が容易 です。

DualSwift シス テムは 、Swift

ケー ブルに よる多 電極測 定を効 率よく 行いま す。

また Swift リレ ーボッ クスと の組み 合わせ で、他 の電極 ケーブ ルセッ トや室 内モデ ル実験 、放置 型
電極 ケーブ ルセッ ト、孔 間トモ グラフ ィー測 定、水 中曳航 型ケー ブルな どを用 いるこ ともで きます 。

河川を横切る測線での例

SuperSting R1/IP

測定 モード

見かけ比抵抗、抵抗、ＳＰ電位、電源電圧

出力

800 V p-p, max 2A

入力

１チャンネル，max 500 V
20M オーム以上

ＳＰ 補償
ノイ ズキャ ンセル

自動レンジ（分解能 30 nV）
自動補正（ドリフト補償付き）
100 dB 以上（＠ 20 Hz）
120 dB 以上（＠ 50, 60 Hz）

ＩＰ 測定

タイムウィンドウ（分極率）
６ウィンドウ
サイクルタイム： 0.5, 1, 2, 4, 8 s

測定 時間
表示 器
電源

0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 3.6, 7.2, 14.4 s
LCD 16行×30桁 バックライト付き
外部電源（12VDC）入力コネクタ付き

寸法/重 量

DualSwiftスイッチ

水中(海底)型ケーブル
ケブ ラーに よる700kgの抗 張力を
持ち 、耐水 圧ジャ ケット でデザ イ
ンさ れてい る。標 準タイ プで２ ５
極、 ２ｍ間 隔。直 列結合 での増 設
も可 能。

W 184mm, L 406mm, H 273mm / 10.9 kg

孔中測定用ケーブル
高耐 水圧、 高張力 で標準25極 、
２ｍ 間隔が 標準。
ケー ブルエ ンドを アンカ ーポイ
ント にする ことも 、直列 結合
コネ クタに よる増 設をす るこ
とも 可能。

基 岩 中の 地 下 水探 査 例 。
深 度5 0m付 近 で 毎 分1 00ガ ロ ン
以 上 の揚 水 が 得ら れ た 。
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