製品ガイド「放射線応用機器」
可搬型X線（残留）応力測定装置X3000

／㈱IHI検査計測

■特長
◦X線回折法により非破壊で残留応力を測定可能。
◦残留オーステナイト量も測定可能。
◦小型軽量、現場で容易に測定可能。
◦半導体検出器使用により短時間で測定可能。
◦３方向計測から主応力も容易に測定可能。
※測定業務にも対応

問い合わせ先／TEL：03-6404-6033（営業統括部）
URL：https://www.iic-hq.co.jp

高エネルギーX線発生装置

／㈱IHI検査計測

■特長
・非破壊検査用のX線源として、高品質で安定稼働する直線加速器。照射エネル
ギーは0.95〜9 MeVと各種ラインナップしており、用途に応じたエネルギーを
選定可能。
・一つの装置で２つのエネルギーを照射できるデュアルエネルギータイプもある
（例：1 MeVと3 MeV、3 MeVと6 MeV等）。
・X線発生装置の移動装置（昇降および左右前後、チルト等）の設計､製作もして
おり、使用条件に合致した移動装置を提供可能。
・また、照射室の遮蔽補強の計算などの相談も可能。
エネルギー
線量率［cGy/分＠1m］
焦点寸法［mmφ］
鋼板透過［mm］

0.95 MeV
≦15
≦2
40〜100

3 MeV
≦200
≦2
50〜230

6 MeV
≦800
≦2
60〜280

9 MeV
≦3000
≦2
75〜380

問い合わせ先／TEL：03-6404-6382
URL：https://www.iic-hq.co.jp

IXI300-150150D-N

／㈱IHI検査計測

■特長
・検査対象物に合わせてX線管電圧を６段階（～300 kV）に切替えることにより
軽くて薄手の貨物から石や機械装置のように重い貨物まで、様々な貨物を最適
な透視条件で検査する事ができる。満水のドラム缶の検査も可能。
・含鉛カーテンを使用する事で、X線管電圧200 kVまでは貨物を連続して検査す
る事ができる。250 kV以上の管電圧ではX線の漏えいを防止する為、検査貨物
が２重カーテンの内側にある時だけX線照射を可能とする安全なシステムとな
っている。
・貨物用の大型装置にも関わらず、手荷物検査並みの分解能を実現している。
・２方向照射により、対象物に対して垂直・水平の２方向からの画像を同時に表
示し、異物の識別をより容易にする。
・設置スペースや検査用途に応じて、様々な間口サイズの機種をラインナップし
ている。

問い合わせ先／TEL：03-6404-6382
URL：https://www.iic-hq.co.jp
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製品ガイド「放射線応用機器」
X線コンピュータ断層撮影装置

NAOMi-CT

／㈱アールエフ

撮影開始から45秒で即診断。非破壊で中身まるわかり。
■特 長：低価格／マウス操作で見たい断面を自由に移動／事務机で使えるコンパ
クトさ
■用 途：アルミニウム（φ50～60 mm程度）／樹脂成型品／プラスチック製品
ゴム製品／食品／化粧品／文具／玩具／生体（骨）
※重金属（鉄、銅等）の撮影は要相談
■仕 様：管電圧50～100 kV／管電流2～10 mA／焦点寸法0.5 mm
撮影領域φ151 mm×H63～82 mm（大きな物の撮影は要相談）
外形寸法W623 mm×D338.5 mm×H297.5 mm（※扉開口時 W668 mm）
■価 格：常識を破った280万円（税別）
※2D撮影用90万円（税別）
■その他：Youtubeで公開中［３分でわかるCT］

問い合わせ先／TEL：026-225-7733
URL：http://rfsystemlab.com/

ハンドヘルド蛍光X線分析装置 SPECTRO xSORTXHH03 ／アメテック㈱
■特長
◦散乱線漏えい防止のためのセーフティーガスケット
◦プロセスを止めることなく最高500 ℃までのサンプルを安全にテスト
◦3 mm微小スポットコリメーション
◦高分解能、高感度、SDD検出器
◦ほとんどの合金に対し、高精度グレードID、元素分析を２秒で実行ワンクリックトリガー
◦クイックチャージバッテリー
◦ルーチンタスクの迅速化を手助けするホットキー搭載インターフェースベゼル
◦タ
 ッチスクリーンインターフェースとわずか２つのメニューレベルシンプルソフトウェ
ア、直観的操作で最高の生産性を実現
◦プ
 リインストールされたグレードライブラリーは、石油化学、精製、電力、リサイクル等
に用いられる一般的な合金をカバー
◦独自のSPECTRO ICALサンプルかんたん一回測定で装置校正
◦溶接部、ねじ、ぴんなどの精密スポットテストのための内蔵ビデオカメラ（オプション）
■用途
◦PMI試験、異材判別、RoHS規制物質の検出、土壌の環境スクリーニング

問い合わせ先／TEL：03-6809-2405（スペクトロ事業部）
URL：http://www.spectro.jp/

X線CMOSセンサーカメラ Rad-iconシリーズ ／㈱アド・サイエンス
Teledyne Rad-icon Imaging社は、非破壊検査用途向けにX線CMOSセンサーカメ
ラを販売している。電子基板や配管検査などの非破壊検査用途をはじめ、X線回折
や後方散乱などの研究用途向けなどに利用されている。Rad-iconシリーズの一つで
あるRad-icon 2329は228×292 mmの大面積な検出エリアと49.5 µmのピクセルサイ
ズによる高い空間分解能を両立させたモデルとなっている。
■Rad-icon 2329の主な特長
◦ピクセルサイズ
：49.5 µm
◦ピクセル数
：5,888×4,608
◦アクティブエリア ：228×292 mm
◦最大フレームレート ：2fps
◦インターフェース ：GigE
◦A/D変換
：14bit
◦X線エネルギー
：10～225 kV

問い合わせ先／TEL：047-434-2090
URL：http://www.ads-img.co.jp
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製品ガイド「放射線応用機器」
ハンドヘルド蛍光X線分析計

VANTA

／オリンパス㈱

携帯型のハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計VANTAシリーズは、材料の成分元素を、
その場ですばやく簡単に、非破壊で高精度に分析する。
■特長
◦材料の成分元素および濃度を短時間で簡単に測定
◦バッテリー駆動のため、現場に持ち込むことができ、その場で様々な形状の試
料を非破壊で測定可能
◦金属材料の確認検査、材料中の添加成分・異物成分の分析、RoHS等有害重金属
のスクリーニング、に最適なツール
◦数nmから数十umまでのめっき厚を非破壊で測定
◦マグネシウムなどの軽元素も検出可能なハイエンドモデルから、低価格なエン
トリーモデルまでをラインアップ
◦IP65に準拠した防塵防水性能、米国軍用規格の落下試験に合格した耐衝撃構造

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL： http://www.olympus-ims.com

貴金属用蛍光X線分析装置

GoldXpert

／オリンパス㈱

貴金属用蛍光X線分析装置GoldXpertは、貴金属の純度や含有する成分の測定、貴
金属の品位の判定を、高精度に非破壊で行うことができる。小型のポータブルタイ
プのため、狭いスペースでも使用可能。
■特長
◦金、銀、プラチナ、その他貴金属や合金の成分元素を、ワンクリックするだけ
の簡単操作で、高精度に測定
◦金メッキの可能性を警告するアラート機能搭載
◦内蔵カメラや小径サイズのスポットコリメーター機能により、小型の装飾品や
特定の部位の測定も容易
◦非破壊測定のため、貴金属の装飾品を傷つけることなく測定可能

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL： http://www.olympus-ims.com

ポータブルX線回折装置

TERRA

／オリンパス㈱

ポータブルX線回折装置TERRAは、資源探査や地質調査、考古学調査など、現場
での結晶分析ニーズに応える。
■特長
◦X線回折と蛍光X線の分析機能を小型のポータブルボディーに搭載。これまで現
場で実施することが難しかった結晶解析を現場で実現。
◦わずか15 mgの試料で分析可能
◦フィールドでの使用に耐える、防塵･防水性能IP67
◦バッテリー駆動により、電源のない現場でも使用可能

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL： http://www.olympus-ims.com
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製品ガイド「放射線応用機器」
寸法測定用X線CT装置

TomoScope S

／エスオーエル㈱

ドイツの大手三次元測定機メーカーによる寸法測定用X線CT装置。
X線CTとして世界で初めて寸法測定精度を保証（測定精度3.5 µm）。
■用途
◦非破壊で内部まで全体の3D形状を取得。開発や欠陥検査、全数検査にも
■特長
◦最短２分の高速測定
◦金属や複合品も測定可能
◦ドイツの認証機関DAkkSの精度認証を取得
◦CADとSTLをフィッティングさせ、偏差を解析。幾何公差にも対応
■仕様
◦測定レンジ（標準）：最大Φ=110 mm、最大L=122 mm
（オプション）：最大Φ=180 mm、最大L=424 mm
◦最大許容誤差：SD（3.5+L/100）µm、E（4.5+L/75）µm
◦装置サイズ：2,122（W）
×1,37（D）
×1,720（H）mm、重量：4,000 kg

問い合わせ先／TEL：048-441-1133
URL：http://tomoscope.com/

X線ワイヤ自動検査装置

XL-HSシリーズ

／㈱エックスライン

XL-HSシリーズは半導体デバイス内部ワイヤの断線、湾曲、近接、インナーリー
ドピッチ、ダイ濡れ不良等の良否判定機能を持ち、ワーク搬送－X線検査－良否別
収納までを全自動で検査可能。
■特長
◦全自動による検査、良否判定、良否別収納。
◦80〜150 kV出力 マイクロフォーカスX線発生器。
◦80万～600万画素検出器。
◦スタックマガジン、スリットマガジン、パーツフィーダー、JEDECトレイ等、
要求仕様に合わせた自在設計で対応可能。
◦0.5〜3.0秒/1デバイスの処理能力。
◦インクスタンプ、NG振り分け、ケガキ、レーザーマーキング等のNG処理に対
応可能。
◦リードフレーム、基盤、個片チップ、フープ材等ワークに対応可能。
◦千鳥配線、Cuワイヤにも対応可能。
◦バーコード読み取りによるトレーサビリティなどにも対応可能。

問い合わせ先／TEL：0774-28-4123
URL：http://www.x-line.co.jp

フィルム濃度計

DM3011

／㈱NDTアドヴァンス

0.00～5.00Dの幅広い濃度測定が可能な、コストパフォーマンスにも優れた最新の
フィルム濃度計である。±0.01Dと非常に繰り返し精度が高く、信頼性の高い測定が
可能である。
■特長
◦0.00～5.00Dの幅広い測定範囲
◦±0.01Dの高い繰り返し精度
■仕様
測定範囲：D＝0.00～5.00
測定精度：D＝0.00～2.00：±0.02D、D＝2.00～4.50：±0.05D、
D＝4.50～5.00：±0.08D
繰り返し精度：±0.01D
測定アパーチャー：f2 mm
サンプリング時間：0.8秒
電源：100 V 50/60 Hz
寸法：260×265×110 mm
重量：2.1 kg

問い合わせ先／TEL：048-783-5121
URL：http://www.ndtadvance.com
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製品ガイド「放射線応用機器」
Seifert x|cubeリアルタイムＸ線検査システム

／GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ㈱

軽金属鋳物、鉄鋼部品、プラスチック、セラミックス、特殊合金などの自動車や
航空宇宙用サンプルのX線透過スポットテスト、および検査のための汎用性の高い
産業用X線システム。自動車の高速スループット要件から航空キャスティングの高
解像度用件までの幅広いアプリケーションに対応。
■特長
◦新しい320 kVモデルはメンテナンスフリーの高圧プラグを搭載し、最大300 kg
までのサンプルに対応
◦抽出可能なマニュピレーターによるシンプルローディング
◦最大サンプルサイズ600×900 mm（x¦cube XLの場合：800×1,500 mm）
◦特許取得済みの超低振動Cアームマニピュレータ、+45°
〜−45°
の柔軟なスイベ
ル角度
®
◦堅牢設計で、x¦touch コントロールパネルと教育・学習機能と組み合わせた、
直感的なオペレータガイダンス
◦DICONDE標準準拠のデジタル画像管理
◦高いサンプルスループットのための自動欠陥認識（ADR）
◦GE Flash!Filters™ 画像最適化オプションによる短時間の故障検出
◦仮想3D断面および定量的多孔度分析CT機能（オプション）

問い合わせ先／TEL：03-6890-4567（東京） 06-6260-3106（大阪）
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it/

DRシステム

Rayzor X Pro

／㈱ジェイテック

■特長
◦撮影と同時にその場で画像確認を行い、撮影画像に不良があった場合、すぐに
再撮影が可能
◦撮影結果をその場でデータとして送信可能
◦デジタル方式の為、フィルムが不要
◦薄くて軽量なフラットパネルを使用し、セッティングが容易
◦漏洩線量の少ないパルスエックス線源を使用し、安全性にも優れる
■仕様
◦イメージング面積：222×222 mm ◦フラットパネル寸法：360×330×13 mm
◦フラットパネル重量：3.5 kg ◦電源：約５時間のバッテリー駆動
■用途
◦配管内面の減肉調査 ◦配管内面異物調査 ◦配管溶接部の健全性確認
※JIS G 0804 : 2015「溶接鋼管溶接部のデジタル式放射線透過検査方法」による

問い合わせ先／TEL：097-503-1005
URL：http://www.jtec-solution.net

計測用X線CTシステム

XDimensus 300

／㈱島津製作所

XDimensus300は、ワーク（検査対象物）のX線CT画像から座標値を導き出すこ
とでワーク内部寸法や外部寸法、体積を計測できる産業用のCTシステム。本製品
は、最大許容指示誤差±3.8～9.8 um（測定寸法による）という計測用X線CTシステ
ムとして国内最高レベルの計測精度を実現している。図面の検証をはじめ、樹脂や
アルミ加工品の検査などにおいて、作業の効率化や品質精度向上への貢献が期待で
きる。
■特長
① 国内トップレベルの計測精度
ドイツ技術者協会が定めるVDI/VDE2630 Part1.3に基いた最大許容指示誤差±
3.8～9.8 um（測定寸法による）以内での寸法計測を保証。
② 国内トップクラスの観察能力
当社のマイクロフォーカスX線CTシステムのフラッグシップモデル「inspeXio
SMX-225CT FPD HR」と同様に国内トップクラスの解像度で観察が可能。
③ 優れた計測能力や観察能力とともに使い勝手の良い操作性も確保

問い合わせ先／TEL：075-823-1986
URL：http://www.shimadzu.co.jp/ndi/
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製品ガイド「放射線応用機器」
マイクロフォーカスX線TV検査装置 SHR-SERIES

／ソフテックス㈱

■特長
◦Micro-focus X線発生器搭載（SOFTEX製）
◦高解像度 >> FlatPanel Detector搭載 ◦多彩な非破壊検査 >> FPD傾斜
◦高操作性 >> ハイスピードX線画像、マッピング機能搭載
◦オプション：高出力X線発生器（130 kVタイプ）、CTスキャンシステム、自動
判定ソフト等
■仕様
入力：AC100～200 V 50/60 Hz
最大出力：90〜100 kV
最大管電流：0.1 mA
入力エリア：102×68 mm＜スタンダードタイプ＞
解像度：1,032×688pixel＜スタンダードタイプ＞ ・センサタイプ：CMOS センサ
テーブルストローク（X-Y）：250×330 mm
テーブル制御機能：可視光CCDマッピング＋テーブル制御プログラム機能
傾斜角度：60度

問い合わせ先／TEL：046-232-2571
URL：https://www.softex-kk.co.jp

ワイヤレス・ポータブルＸ線デジタルディテクターImage Dr.K2923／ダイヤ電子応用㈱
①ピクセルサイズ76 µmの超高解像度アモルファスシリコンパネル
②優れたコントラストと高い分解能を両立するシンチレータ
③軽くてスリムながらIP67の防塵防滴性能を備えたタフなボディ
④JIS Z3110に規定されている複線形像質計のD10（100 µｍ）まで識別可能
⑤JIS判定補助ソフトウエアをオプション設定
■仕様
◦ピクセルサイズ：76 µｍ ◦ピクセル数：3840×3072
◦撮像サイズ（mm）：291×233 ◦グレー深度（bit）：16
◦最大不鮮鋭度：D10 ◦基本空間分解能SRb：0.10 mm
◦X線エネルギーレンジ（kV）：～330 ◦防塵防滴：IP67
◦使用温度（℃）：−20～50
◦インターフェイス：ギガビット・イーサーネット又はWiFi
◦外形寸法：W×H×D（mm）：本体：327×367×21.5 カバー：340×377×37
◦質量（㎏）：本体：3.2 ◦カバー込：7

問い合わせ先／TEL：06-6101-1013
URL：http://www.dia-elec.com

小型X線検査装置

TXR-C1R150P-06

／つくばテクノロジー㈱

予熱不要で省電力、小型軽量で高機動性を実現した、冷陰極X線管を搭載した配
管検査用小型X線検査装置。
■特長
◦カーボンナノ構造体冷陰極X線管を搭載
管電圧：130～150 kV
最大管電流：3 mA
焦点サイズ：1 mm
パルス幅：100～2,000 msec可変可能
◦筐体サイズ
本体：210×290×95 mm
コントローラー：180×102×120 mm（バッテリー除く）
◦コントローラーで最大10 m離れた場所から照射可能
◦ノートPCにて全ての操作が可能、 FPDとのシステム化も可能
◦バッテリー駆動で高所、狭所等の現場撮影が可能

問い合わせ先／TEL：029-852-7777
URL：http://www.tsukubatech.co.jp
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製品ガイド「放射線応用機器」
デジタルCMOS

Ⅹ線ディテクタ

／トーレック㈱

GO-SCANはバッテリー駆動で、従来のフイルム、イメージングプレートではな
く、CMOSフラットパネルの採用により、リアルタイムで画像を見ることができ、
撮影データをPCに保存し編集が可能。
型式・仕様

1510HR

センサー

1510X
CMOS

画素サイズ

99 µm

49.5 µm

受光面サイズ

102×153 mm

114×145 mm

画素数

1,032×1,548pxl

2,304×2,934pxl

検出器重量

1.6 kg

全重量

3.5 kg（コントロールボックス含む）

Ⅹ線エネルギー範囲

10～225 kV

防塵防水性能

IP65

問い合わせ先／TEL：045-531-8041
（産業機器部
URL：http://toreck.co.jp

携帯式Ⅹ線発生器（バッテリー型）CP120B/160B

営業グループ）

／トーレック㈱

CP120B/160Bは、コンスタントポテンシャル（直流）タイプのバッテリー駆動式
Ⅹ線発生機器である。超軽量、小型サイズのため、持ち運びやすく、アクセスが困
難な場所での検査に大変有効。本体は、ハンドル内で360度回転させることが出来、
出力ビームを要望する方向に容易に照射することが可能。
■特長
◦バッテリー駆動 フル充電時の合計照射時間 15分
◦コンスタントポテンシャル（直流）
◦小型、軽量 120B 476×155×227 mm 7 kg
160B 523×150×225 mm 9.2 kg
◦小焦点（120B/0.8×0.5 mm 160B/0.8×0.7 mm）
■標準アクセサリー
①リチウムイオンバッテリー ②バッテリー充電器
③強化キャリングケース
④取扱説明書（日本語）

問い合わせ先／TEL：045-531-8041
（産業機器部
URL：http://toreck.co.jp

HPX-PRO

営業グループ）

／トーレック㈱
■特長
◦小型、軽量の携帯式CRシステムである
◦電源が無い環境でも24 Vバッテリにて駆動が可能
◦事前に処理プロセスを設定するクイックジョブセットアップを装備
◦簡単に報告書が作成できるカスタム レポート作成機能を搭載
◦最小25 µmのスキャン解像度
◦エッジフィルター処理・自動肉厚測定 ツールなど優れた画像処理
◦ワンパスでスキャン及びイレースができイレース中の待機時間を排除
◦幅広いダイナミックレンジ
◦最大96インチ長のプレート対応

問い合わせ先／TEL：045-531-8041
（産業機器部
URL：http://toreck.co.jp
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製品ガイド「放射線応用機器」
高出力X線CTシステム

TXSシリーズ

／テスコ㈱

■バリエーション豊富なカスタムX線CTシステム
透過力の強い高出力X線ソースを基軸に、顧客の検査・目途に合わせてシステム
を構築する。ユーザーの製品サイズ、材料により、最適なステージ、ストロークと
キャビンサイズを設計し、ラインセンサー、フラットパネルの最適な検出器を組み
合わせる。
高速画像処理により良質なデータを短時間で得られる。
X線ソースは高精細なマイクロフォーカスから透過力のあるミニフォーカスまで
バリエーションがラインナップされ２種以上の組み合わせ搭載も可能。
◦X線ソース：（管電圧タイプ）：90～600 kV（加速器タイプ）：0.95～9 MV
◦検出器：フラットパネル／ロングタイプラインセンサー（組み合わせ搭載可能）
■委託CTサービス
450 kVまでの当社保有設備を使用して、CTスキャンサービスを提供する。

問い合わせ先／TEL：045-475-1081
URL：http://www.tesco-ndt.co.jp

東芝産業用 X線CTスキャナ TOSCANER-30000μFD-ZⅡ／東芝ITコントロールシステム㈱
■特長
◦高圧発生器一体型のＸ線発生器搭載（高圧ケーブルレス）
◦８インチFPDと16インチFPDの選択が可能
FPD（フラットパネルディテクタ）
◦８インチFPDで16インチFPD相当の高解像度を実現できるWスキャン機能搭載
◦X線発生器は230 kV/300 kV（透過能力アップ）の選択が可能
◦画像再構成処理速度がさらに高速化（約25%速度UP）
◦スキャンサポート機能搭載
◦全自動校正機能搭載

問い合わせ先／TEL：03-4574-6881（検査・メカトロシステム営業技術部）
URL：http://www.toshiba-itc.com/cat/index.html

三次元CT X線検査装置

NXI-3500

／名古屋電機工業㈱

NXI-3500は直視・斜め・CT撮影に対応し、高速・高画質を両立させた、三次元X
線自動検査装置の次世代モデルである。
■特長
◦高速検査
高速FPDと新機構技術（オプション）により高速検査を実現（従来機と比べて
CT撮影時間が1/3以下）
◦高画質
フレームの高剛性化とリニアスケール採用で機械精度を大幅向上、さらに独自
の画像補正技術と高感度FPDでクリアな画像を提供
◦直視、斜め、CT撮影すべてをカバー
１枚の検出器で直視からCT撮影までカバー（0〜60度の任意角度）、最適な撮影
環境を提供し、最高0.33 µmの高分解能撮影も可能

問い合わせ先／TEL：052-715-5555
URL：http://www.nagoya-denki.co.jp/
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製品ガイド「放射線応用機器」
高速Ｘ線ＣＴスキャナ

CTH200FPD

／日本装置開発㈱

非破壊検査装置の高速Ｘ線CTスキャナ「CTH200FPD」は金属部品・樹脂部品・
セラミック部品など、検査対象物を破壊することなく高速で内部の構造や欠陥（鋳
巣など）を調べることができる最適な製品である。
■特長
＜ライン導入可能な「高速X線CTスキャナ」＞
◦高速CT撮影、再構成の実現でラインタクト１分可能
◦簡単オペレーションで誰でもが操作可能
◦耐環境対策（オプション）で現場設置可能
＜内部欠陥の「見える化」＞
◦内部欠陥（鋳巣）良否自動判定の実現
◦撮影対象物に適した撮影方式（水平．斜め．オフセット）の選択可能
◦内部欠陥（鋳巣）の把握で経験作業から根拠ある改善改良作業の実現
＜素材不良「ゼロ」の実現＞
◦全数検査で高品質管理体制の確立
◦抜取検査で複数ラインの品質管理が可能
◦内部欠陥（鋳巣）の把握で鋳造型の改善改良に寄与

問い合わせ先／TEL：0263-71-1222
URL：http://www.jed-a.jp/

小型エックス線検査装置

HNX-400HD

／㈱ハシマ

アパレル製品のパイオニアとして、異物検査装置を製造販売してきたノウハウ
を基に、靴・鞄・アクセサリー等向けに、機能はそのままに、センサーエリアを
小型化するとともに、解像度を一層向上させた小型エックス線検査装置が「HNX300HD/400HD」である。従来業界最高水準の解像度センサーとされていた「0.4
mmピッチ」を上回る「0.2 mmピッチ」のセンサーカメラを搭載。更に検査ソフト
には大型検査装置に工業用途で採用される各種拡張機能を搭載した。
リーズナブルな「0.4 mmピッチ」センサーカメラ搭載の「HNX-300/400」もあ
る。
小さな製品の異物検査から、高解像度を必要とする研究室や工業用途まで幅広い
ニーズに活用出来る。

問い合わせ先／TEL：058-245-4501
URL：http://www.hashima/co.jp/

マイクロフォーカスX線源シリーズ

／浜松ホトニクス㈱

「nm」
「µm」オーダーの分解能により、ボケのない鮮明な透視画像が得られるX線源
である。メンテナンスフリーの密封管と、最高分解能0.25 µmの開放管など、各種取
り揃えている。
■特長・仕様
◦世界最高水準のX線分解能：0.25 µm（160 kV開放型）
2 µm（110 kV密封型）
◦X線幾何倍率：1,000倍以上（160 kV開放型）
◦高出力：200 W（230 kV開放型）／90 W（180 kV密封型）
◦高安定X線出力（110 kV密封型）
◦高圧ケーブル不要：高圧電源と本体を一体化
◦外部制御：RS-232Cインターフェース標準装備
また、TDI方式（繰り返し積算）を採用し、高解像度と高速・高感度を同時に実
現した「X線TDIカメラ」など、各種X線非破壊検査カメラも充実している。
基板製造、部品実装・不良解析、高速インライン検査、X線CTなどX線イメージ
ングのあらゆるニーズに応えられる。

問い合わせ先／TEL：0539-62-5245（電子管営業推進部）
URL：http://www.hamamatsu.com
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製品ガイド「放射線応用機器」
ケアストリーム社製ワイヤレスDR装置 HPX-DR

／ポニー工業㈱

HPX-DRは、高性能、コンパクトなフラットパネルディテクターである。高エネ
ルギーアプリケーション用に設計された頑丈なシールドを備えている。
■特長
◦ワ イヤレスでのデータ転送、長距離通信機能を備えた究極のハンズフリー仕
様。
◦耐久性のあるアルミフレームとCFRPで丈夫なデザイン、パネル厚さは14.7 mm
と業界一の薄さである。
◦139 µピクセルピッチの高品質画像で微細な欠陥の検出が可能。
◦IP57仕様で高度な耐水性を備えたパネルで、屋外での現場作業につきものの加
工な要素からパネルを保護する。
■仕様
◦サイズ：38.35×45.95×1.47 cm ◦重量：5.7 kg ◦ハウジング材：アルミ及び
CFRP
◦ピクセルサイズ：139×139 µm ◦エネルギー耐性：最大3 MeV

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

ハンドヘルド蛍光X線分析計

VANTAシリーズ

／ポニー工業㈱

VANTAは、耐久性に優れた堅牢設計により、さまざまな使用環境に対応可能。
また、直感的な操作性とカスタマイズ可能なソフトウェア構成により、様々な作業
環境においても再現性のある高精度な分析結果を迅速に取得することができる。
■特長
◦IP65の防塵防滴性能を備えている。※Cシリーズ
◦前 シリーズと比較した場合、測定スピードや検出限界、再現性が向上してい
る。
◦カラータッチスクリーンの搭載により、高い操作性を実現。
■用途
VANTAは、合金品種の判別からリサイクル金属の鋼種判別、出荷受け入れ時の
品質管理や考古学分野などの学術用途まで、広範囲にわたる多様な用途に対応する。
■仕様
２つのシリーズをラインナップ。
Mシリーズ（検出の難しい微量元素や、短時間での測定に適したモデル）
Cシリーズ（検出速度や感度、対応可能な元素数などの基本性能に優れたモデル）

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

ロッドアノード型X線発生器

／ポニー工業㈱

X線照射部分を部材内部に挿入可能なX線発生器を用いることで内部照射が可能
になり、吸収されてしまうX線を大幅に減らし効率的に撮像を行うことが可能であ
る。また、X線焦点を検査対象部に近づけることができ、高倍率での撮像も可能に
なる。そのため、タンクやパイプライン建設や鋳物業界などに様々な特殊用途のソ
リューションとして提供される。
■特長
◦検査対象物内部に挿入可能なX線発生器
◦お客様の用途に応じて、様々なビーム放射形状を選択することが可能
■用途
◦周方向の溶接線のような全周にわたって閉ざされた壁面で覆われた部材
（例）航空機エンジンや中空タンク、パイプ、熱交換器

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/
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製品ガイド「放射線応用機器」
デジタルX線画像検査システム FCR DYNAMIX SYSTEM

／富士フイルム㈱

当社が開発した高精細デジタルX線画像システムFCR（Fujifilm Computed
Radiography）の最上級機種としてリリースされた「FCR DYNAMIX SYSTEM」
は従来の２倍となる25 µm間隔での高解像度読み取りと独自の高度な画像処理技術
などにより、「空間分解能」「濃度分解能」「SN比」で業界最高基準を達成し最高
画質を実現している。
■特長
◦あらゆる検査で最高画質を実現
◦直接IPを読み取れる「IPダイレクトリード機能」を新搭載
◦多彩な自動機能の搭載によりスピーディーで高品質な検査を実現
オ
 プション：パイプ肉厚自動測定機能、コントラストノーマライゼーション機能
（別途ASTM基準画像が必要となります）
。ワンクリック自動画像調整機能 等
◦M AIが規定する、デジタルX線画像システムのトレーサビリティ機能を搭載
（オプション）
◦他システムとの連携により、ネットワークソリューションを提供

問い合わせ先／TEL：03-6271-3004
URL：http://fujifilm.jp/ndt/

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置 MESA-Portable ／㈱堀場製作所
■特長
◦大画面4.3インチBlanviewTMの採用により抜群の視認性
◦スマートフォン感覚で操作可能なタッチパネル方式
◦大容量バッテリ（約12時間動作）
◦専用ソフトがなくてもPCに接続して容易にデータ編集が可能
■用途
◦RoHS/ELVスクリーニング、金属材料の品質管理、合金判別、鉱物分析など
■仕様
◦測定対象：合金パッケージ：K（19）
～U（92）
Alloyパッケージ：Mg（12）
～U（92）
◦サイズ：93（W）×210（L）×272（H） mm
◦質量：約1.5 kg

問い合わせ先／TEL：075-313-8121
URL：http://www.horiba.com/jp/

卓上型X線検査装置

µB2800

／松定プレシジョン㈱

µB2800はクラス最大・100倍のモニタ像倍率を実現した松定プレシジョン最新の
卓上型X線検査装置である。90 kVマイクロフォーカスX線管を搭載したことで、大
型装置と同等の高い透過力を誇り、金属に覆われた電子部品の内部でも楽々検査で
きる。それだけでなく、感度が２倍（当社比）に向上した最新型100万画素FPDを採
用したことで、多階調の鮮明な透視画像が得られる。もちろん、3D-CT撮影にも対
応可能。
そのほかにも様々なオプションが用意されており、ニーズに応じた最適な１台を
導入できる。電池やコンデンサの内部検査、BGA欠落検査、線材の断線検査といっ
た工業分野はもちろん、各種標本の内部観察など医学・生物学分野における非破壊
検査にも最適である。

問い合わせ先／TEL：03-5769-3311
URL：http://www.matsusada.co.jp
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製品ガイド「放射線応用機器」
ポータブルX線装置

RF-CPシリーズ

／㈱リガク

長きに渡りご愛顧いただいているRFシリーズに加え、検査現場での作業効率向上
と環境適合性を追及したCP（コンスタントポテンシャル）シリーズを新たにライン
ナップした。
【RF-3530CP/2522CP】
◦大幅な透過能力の向上。鉄厚67 mmを10分で撮影
◦最大30分の連続照射が可能
◦本体と制御機器が従来に比べ小型・軽量化
◦200 V電源に加え、100 V電源も使用可能
【RF-1310CP】
◦小型かつ軽量な低エネルギーＸ線モデル
◦バッテリで最大20分間の稼動
◦非鉄金属に最適な透過能力
◦発生器は約11.5 kg、制御器は約1.5 kgと軽量

問い合わせ先／TEL：042-545-8167（SBU X線イメージング営業課）
URL：https://www.rigaku.com

デジタルX線検査装置

FXG-DR1012W

HD-CR 35 NDT

DR/CR

／㈱リガク

【DR：FXG-DR】小型・軽量のFXG-DR1012Wと大きな検出面積のFXG-DR1417W
の２タイプ。ピクセルピッチ127 µm、防塵・防水・耐ショック性を兼ね備え、オー
ルインパッケージでフィールド検査にも適している。
◦エネルギーレンジ40～330 kV ◦軽量3.4 kg（1012）、5.3 kg（1417）
◦最高分解能127 µm ◦IP53をクリア ◦ガンマ線Ir-192対応
【CR：HD-CR 35 NDT】全世界で累計98,000台以上の販売実績を誇るDURR NDT
社のCRシリーズ。RTによる各種溶接部検査を始め、高い検査精度が求められる自
動車・航空機部品等の幅広い用途に適合。１回の操作で読取と消去を同時に行うた
め作業効率が高く、更に様々な形状やサイズのイメージングプレートが使用でき、
幅広い用途に対応する。
◦基本空間分解能：30 µm（BAM認証）、EN／ASTM／DICONDE準拠
◦用途に合わせてレーザービーム径を選択可能（12.5／25／50 µm）
◦小型・軽量で高い可搬性能：17.5 kg、バッテリ駆動
◦PC内蔵で簡単操作。無線接続も可能

問い合わせ先／TEL：042-545-8167（SBU X線イメージング営業課）
URL：https://www.rigaku.com

デジタルX線検査システム

DR-Lab

／㈱リガク

【据置型】DR-Labシリーズ
検査対象物によって低エネルギー（20 kV〜）から高エネルギー（〜300 kV）
のX線装置を選択可能。また、検出器は用途に応じて、デジタル検出器であるDR
（FPD）各種やCR各種を選択できる。さらに、検査対象物のサイズやご要望に応じ
て、X線照射ボックスのカスタマイズも対応可能。
【モバイル】X線発生装置：RFシリーズ、デジタルX線検出器：DR・CR
検査目的・用途に応じた各種ポータブルX線装置（最大300 kV）を取り揃えてい
る。また、可搬性能に優れ、屋外での使用にも配慮され、ワイヤレス通信にも対応
したデジタルX線検出器DR（FPD）各種、CR各種もラインナップ。

問い合わせ先／TEL：042-545-8167（SBU X線イメージング営業課）
URL：https://www.rigaku.com
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製品ガイド「放射線応用機器」
X線検査装置

MX-viewシリーズ

／㈱明和eテック

MX-viewシリーズはインライン全数検査を可能にしたX線検査装置である。高感
度4,096階調センサを採用し、鮮明な透過画像を得ることができる。また、独自の画
像処理技術により高速検査を可能とする。自動判定アプリケーションを標準装備し
ており、アルミ製品などの内部欠陥の判定に最適である。
■特長
◦0.2ピッチ、4,096階調のラインセンサ採用で高解像度を実現
◦GPUによる画像処理で高速検査が可能
◦自動判定アプリケーションを標準装備。判定領域も任意で選択可能
◦測定対象物の寸法・厚さ、解像度などに対応する４機種をラインナップ
■仕様
◦MX-01：X線出力150 kV、テーブルサイズ512×512 mm（30 kgまで）、本体寸
法W1,900×D1,200×H1,900
◦MX02：X線出力100〜150 kV（３タイプ）、テーブルサイズ256×256 mm（15
kgまで）、本体寸法W1,200×D800×H1,800

問い合わせ先／TEL：0565-37-1800
URL：http://www.meiwa-e.co.jp

XVA-160aⅡ

／㈱ユニハイトシステム
XVA-160aⅡはナノオーダーのフォーカスサイズを実現したハイエンドの高分解
能３次元X線CTシステム。
小型部品はもちろん大型基板も完全非破壊にて解析が可能な斜めCT機能を搭載。
■特長
◦高倍率かつ高分解能でのCT撮影に必要な調整をユーザー様ご自身がワンクリッ
クで行える機能が搭載されており、常に高倍率撮影（数µmレベルの微小クラッ
クやボイド並びに異物等）に適したコンディションでの撮影が可能。
◦ステージを非停止で回転させてCT撮影を行うことで撮影開始～断層構築まで
最短１分弱で出力することができ、解析時間の短縮／工数削減に貢献。
◦斜めCT機能のほかに、直交CTユニットを用いることで大型基板のみならず、
形状を問わず多種多様なサンプルに合わせ迅速かつ最適な解析を行うことが可
能。
◦自社開発のシンプルかつ直感的な制御ソフトを用いることで、どなたでも簡単
に操作することが可能。

問い合わせ先／TEL：046-272-0111（技術営業部）
URL：http://www.unihite-system.co.jp/
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