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仕様 

音響検知および画像処理 

マイク数 ................................................................ 64 デジタル MEMS 

周波数レンジ 

ii900 ................................................................... 2 kHz ～ 52 kHz 

ii910 ................................................................... 2 kHz ～ 100 kHz 

作動距離 

ii900 ................................................................... 0.5 m ～ 70 m 

ii910 ................................................................... 0.5 m ～ 120 m 

視野 (FOV)............................................................. 63 °5 ° 

公称フレームレート .............................................. 25 FPS 

可視画像カメラ 

画面の解像度 ......................................................... 640 x 480 

視野 (FOV)............................................................. 63 °5 ° 

焦点 ....................................................................... 固定レンズ 

画像モード............................................................. カラーおよびグレースケール 

ディスプレイ 

ディスプレイ ......................................................... バックライト付き 7 インチ LCD、太陽光の下で読み取り可能 

解像度.................................................................... 1280 x 800 

タッチスクリーン .................................................. 容量式 

音響画像 ................................................................ 対応、SoundMap™ 画像が可視画像と重なります 

画像の保存先 

メモリー/ストレージ容量 ...................................... 20 GB 

画像形式 ................................................................ 可視と SoundMap™ 画像の合成 

.JPEG または .PNG (デフォルトでは JPEG) 

ビデオ形式............................................................. 可視と SoundMap™ 画像の合成 .MP4 

ビデオの保存 ......................................................... 最大 5分 

音響測定および分析 

音圧レンジ(代表値) 

ii900 ................................................................... 15.4 dB SPL ～ 115.2 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz  

5.6 dB SPL ～ 102.5 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 

28.4 dB SPL ～ 131.1 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 

41.8 dB SPL ～ 133.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 

ii910 ................................................................... 12.1 dB SPL ～ 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 

4.4 dB SPL ～ 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 

12.8 dB SPL ～ 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 

19.8 dB SPL ～ 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 

41.4 dB SPL ～ 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 

54.4 dB SPL ～ 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz 

最小音響画像感度 @ 1 m 

ii900 ................................................................... 9 dB SPL 2 kHz 
3 dB SPL 19 kHz 
23 dB SPL 35 kHz 
37 dB SPL 52 kHz 

ii910 ................................................................... 3 dB SPL 2 kHz 
2 dB SPL 19 kHz 
6 dB SPL 35 kHz 
17 dB SPL 52 kHz 
36 dB SPL 80 kHz 
51 dB SPL 100 kHz 

自動最大/最小 dB ゲイン ....................................... 自動または手動。ユーザーが選択可能。 

周波数帯域選択 ..................................................... ユーザーが選択可能 
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キャプチャー分析モード 

LeakQ™ モード ................................................. 漏れデータをキャプチャーして分析し、漏れのタイプ（クイック・デ

ィスコネクト、ねじ付きカップリング、ホース、開口端）を特定し、

漏れのサイズを推定。 

PDQ モード (ii910 のみ) .................................... 部分放電データをキャプチャーして保存し、部分放電の種類 (コロ

ナ、表面 / トラッキング、アーク、ボイド) を推定できます。この

データには、後でパルス位相図を作成するために使用する情報が含ま

れています。  

ユーザー・プロファイル ....................................... カスタム設定を保存するためのユーザー設定可能プロファイル 

ソース - 表示モード ............................................... 単一ソース検出または複数ソース検出から選択可能 

SoundMap™ 画像パレット.................................... 青赤、グレースケール、アイアンボウ 

通信インターフェースとボタン 

USB ....................................................................... PC へのデータ転送用 USB-C、ファイルのダウンロードには標準の 

USB 大容量記憶装置ドライバーを使用。 

ボタン.................................................................... 電源オン/オフ、画像/ビデオ・キャプチャー 

自己診断 

タイプ.................................................................... アレイの健全性 

多数のマイクが故障していることを識別するための自己診断警告。 

機械的仕様 

寸法 (ハンドストラップなし) (H x W x L) .............. 186 mm x 322 mm x 68 mm 

重量 ....................................................................... 2.15 kg 

保護等級 ................................................................ IP40 

電源 

バッテリー・タイプ .............................................. 充電式リチウムイオン、BP291 

認証 ....................................................................... IEC62133 に従った CB レポート、UN38.3 認証 

バッテリー寿命 ..................................................... >6 時間 (製品には予備バッテリーが付属します) 

充電方法 ................................................................ 外部デュアル・ベイ充電器、EDBC 290 

充電時間 ................................................................ 3 時間 

充電作動温度 ......................................................... 0 C ～ 45 C 

環境仕様 

温度 

作動時 

ii900 ............................................................... -10 C ～ 45 C 

ii910 ............................................................... -10 C ～ 40 C 

保管時 (バッテリーを外した状態) ...................... -20 C ～ 70 C 

保管時 (バッテリーを付けた状態) ...................... -20 C ～ 60 C 

バッテリー充電時 .............................................. 0 C ～ 45 C 

高度 

作動時 ................................................................ 2000m 

保管時 ................................................................ 12000 m 

湿度 ....................................................................... 10 % ～ 95 %、結露なきこと 
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安全性 

全般的な安全姓 ..................................................... IEC 61010-1 

電磁両立性 (EMC) 

国際規格 ............................................................ IEC 61326-1: ポータブル 

 

電磁環境 IEC 61326-2-2 

 

CISPR 11: グループ 1、クラス A 

グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。 

クラス A: 家庭以外のあらゆる施設、および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された施設
での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場
合があります。 

注意: 本製品は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合
があります。 

本製品をテスト対象に接続すると、CISPR 11 で要求されるレベルを超えるエミッションが発生する可能性があ
ります。 

韓国 (KCC) ........................................................ クラス A 機器 (産業用放送通信機器) 

クラス A:  本製品は産業電磁波装置要件に適合しており、販売者およびユーザーはこれに留意する必要がありま
す。この製品は商用としての使用を意図しており、一般家庭で使用するものではありません。 

米国 (FCC) ......................................................... 47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見

なされます。 




