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Micro Focus Digital XEray Radioscope

・ 小型部品や基板の X線検査 (透視、断面観察、3D)に最適です
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●パソコンベースのデータ処理で、大容量のデータも簡単処理
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・ 超・省エネルギー設計
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■ 王ヽ 要 仕 様  Equiplnent specincations
項 目 Itcm 内 容 DcscriptiOn

型 番
lヽodei number FLEX― M345 FLEX― M863 FLEX MH867

X線発生器
X‐ray generator

管電圧 Tube vtDltagc 10-70k∨ 10-130k∨
管電流 Tubc current 10～ 140μ A 10～ 300μ  A
焦点サイズ
11)cal spot sizc

約 7μ m 密閉管方式
about 7μ lll  Sealed itlbe systenl

5μ m,50μ m 密閉管方式
5 μ nl.50μ  m Sealcd ttlbe systenl

CCDセ ンサ
CCD censor

画素サイズ
Pixci sizc 20× 20μ m

画素数
I)ixels

1500× 10001画素  1500× 1000 pixels

テーブル
Table

サイズ (電動制御)

sizc(1]lectrical contrOl)
160× 130mm 350× 270mm 350× 270mm

ス トロークX軸
Stroke Xをlxis

95mm 325mm 325mm
ス トロークY軸
Strokc Yそ lxis

95mm 245mm 245mm
ストロークZ軸
Stroke Z‐ axis

200mm 200mm 200mm

検査物重量
Ob」 cct weiglll

最大 1 5kg
Iヽaxillltlln 1 5kg

最大 1 5kg
1ヽそlxinnuln 1 5kg

最大 1 5kg
lヽaxi11ltinn 15ktr

測定物高さ制限
()bjcct lleight linlit

10倍拡大時 7mm 8倍 拡大時 34mm
(制 限を超えると装置天板と接触し、検査物が破損することがあります。)

7nlin at 10-R)ld lllagnificatll)1l and 34innl at 8-t)ld nlagnification

(If it ovcr thc liinit tilc()birct may hit the top bOard alld nlay be dそlmそlged)

本 体
NIain bOd、 =

寸法 Dinlen● Ons
約 350W× 450D× 550H mm
About lV350× 1)450× I1550 11nnl

約 800W× 645D× 523H mm
AboutヽV8()0× D645× H523 nlm

約 80011V× 650D× 650H mm
About W800× D650× H650 mnl

質量 ヽヽ'cight
静,80kg About 80kg 約 115kQ AbOul l15kg 約 250kg  rヽ bout 250kg

漏洩線量
Leakage dOsage

0 5μ Sv/hじ
Under 0 5μ  S、 h  Iヽ(

t下 電離箱式サーベイメータ (lCS 321)に て測定
ilStlrcd b)'i01lztiOll cha11lber typc survey llletcr(ICS-321)

電 源
Power suppヽ 1

AC:100～ 240∨  150∨A以下
AC10()～ 210ヽ

・
 150ヽ

・A
AC l100～ 240∨ 400∨A以下

AC100～ 240ヽ
・ 400VA

照射時間 Hours 01s～ 10s/積算回数 :最大 100回  0 1s to 10s Adding times:ヽ Iax 100
静止画撮影
stin inlage shooling

画像サイズ/画素分解能
Iillagc size rcsoltlton

(10倍拡大時)1500× 1000画 素/2μ m 750× 500画素/4μ m 375× 250画素/8μ m
(at 10‐ ll)ld:1lagnification) 1500× 1000 pi、 cls 2μ l11  750× 500 pi、 cls lμ n1  375× 250 pixcls 8μ  nl

準動画撮影
Anh】 atiOn shO()th18

時間 Tinlc 5-180s 5s10180s

表示 Dヽ play 画像サイズ 750× 500,375× 250画素 最大 4フ レーム/s
linagcsize  750× 500,375× 250 pixelsヽ Iaximtlln 4 frallncs s

画像保存
Iinage saving 静止画像 Still image

bmp(8、 16b仕 )、 」PEG、 TIFF、 tmp(16,32bls選択可)(準動画の保存及び記録不可)

bnlp(8bit.16bit)JPEG TIFIi tll,p filc(16 32bits)(CannOt tO storc and record anilnatiOn shoOtinAr)

画像読込み
Inlage reading

フアイル形式
Irile 10rnlat

bmp、 」PEG、 tmpフ ァイル
blllp.JPEG,and imp nles

CCD補正
CCD cOrrection

補正点数
Correcti()n poinl 明画像、暗画像の 2点補正 2 pdnts Of bright and dark

補正回数
Corrcction tillles

1～ 99回 (10回推奨)1 lo 99 tinles(rcconllnend 10 tinlcs)

画像補正
Image cOrrection

明るさ補正、コントラスト補正、 r補正、自黒反転、2値化、カラー表示 (疑似カラー)

Briglltness Contrast(〕 anlllla Rc、 ersible Binarizatk)n,C()lor displそly(falsc c()101・ )

画質フィルター
Image quaHty nhcr

アンシャープマスク、シャープマスク
Urlsllarp mask.Sharp nlask

測長機能
Length measuring

functiOn

スケール登録
Scalc registcr

等倍撮影時に基準スケール測定にて設定
Sets standard scalc llleasuremcnt i)r samc lllagnincation shoOting

計測パターン
lヽcastlrernelll pattcrn

直線及び折れ線、平行線間隔 他
Straight and broken lines,Distallsc Of the parallel lines ctc

表示単位
tJllit

mm及 び画素 (pxl)(計測値は参考です。)

nlm and Pixel(pxl)

面積測定
Areaヽleasuremenl

面積、面積率、輝度面積平均 他
A rcそl Arca rati()Arca brightncss average etc

拡 大
N/1agnincation

幾何拡大率 :118～ 10倍 連続電動可変  デジタル拡大 :10～ 400%
Gconletric:1lagniflcatio11:1181o10_fl)ld.cOntinuous elcctrical ll10vcnlcnt

l)igital nlagnificati011:10104009t).variablc cach 1096 stelD

表示画面数
Imagcs On a Screen 9画面 (最大 25画面)9 imagcs(、 Iax 25 inlages)

傾斜撮影機能
Tllt tablc function

幾何倍率 2倍位置で

最大 -20度 +45度傾斜
Tllts nlaxillnum-201o+45dcgrccs al

thc position of× 2mそlgnilication

幾何倍率 2倍位置で最大 ±約 17度傾斜′
「 ilts nlaxinluin about+そ ind- 17degrces at the position

of× 2 magnincation

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
This specincation and an out、 vard appearance are sometimes changed、 vithout thO previous announcement to improve.

● お問い合わせは・

株式会社 ビームセンス
〒5640041大 阪府吹田市泉町 2-19-16

卜Иanufactureri

BEAMSENSE CO.,ETD.
2-19-16 1zuin cho Suta C ty Osaka 564 0041 Japan

URL http://www beamsense cojp
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