
Phoenix Nanotom M
180 kV / 20 W X 線 nanoCT® システム 
高解像度解析と 3D 計測用



Phoenix Nanotom M
           - 汎用 3D CT システム

高解像度コンピューター断層撮影 (CT)  
は、さまざまな産業/科学検査や、計測用途（非破壊構造や故障解析）、 
さらに品質保証や製品管理に適した強力な検査ツールになりました。 

180 kV/20 W 超高性能ナノフォーカス X 線管、精密機構、先進のソフトウェアモジュールを搭載した Phoenix 

Nanotom M は、広範な 3D CT 用途に適した検査ソリューションです。 スキャンすると、完全な 3D CT 情報が提供
され、非破壊的な可視化、無作為な断面図、自動細孔分析など、さまざまな分析を行えます。 物体の完全な形状がス
キャンされるため、複雑な物体の正確で再現可能な 3D 測定を実施できるだけでなく、1 時間以内に初回品検査レポ
ートも自動生成されます。

高度に多孔質の火山性軽石の 
NanoCT フォーム構造分析



その特殊な設計により、Nanotom M はサブミクロン領域での焦点サイ
ズを提供します。焦点が小さく、幾何学的ボケが非常にわずかなため、画
像解像度が向上しています。また、そのハイダイナミックレンジ検出器によ
り、システムは、長期安定性と最適な画像品質を提供します。

nanoCT は、経済的にも使いやすい高解像度画像を追及しており、次の
ような限られたシンクロトロン施設において、さまざまな分野で応用でき
ます。

• 材質科学
• マイクロ工学
• エレクトロニクス
• ライフサイエンス
• 地球科学など

nanoCT®  
– シンクロトロン CT に近い

AlMg5Si7 合金の 3D ボリュームスライス画像 (Ø 350 µm）： 
Fe アルミナイドおよび Mg2Siphases

マイクロフォーカス管の焦点は、わずか数ミクロンの大
きさですが、半影（ペナンブラ効果）を生み出すには十
分な大きさです。  
これにより、ナノフォーカス技術を使用することで、不鮮
明な部分の発生を防ぎます。 ナノフォーカスにより、1 ミ
クロンよりさらに小さな焦点が提供され、必要な最高
度の強度を維持できます。
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高解像度 CT による 
3D 計測

特に、隠れている複雑な部品や、接近するのが難しい表面を測定する必要がある場合、CT 
は従来の触覚または光学座標測定機 (CMM) と比較すると大きなメリットがあります。 

Phoenix Nanotom M の最適化された 3D 測定パッケージには、非常に高精度で高い再現性を
誇る、CT に不可欠な機能が含まれています。

• 温度安定化キャビネット
• 高精度ダイレクト測定システム
• マニプレーターの防振機能
• 温度安定化 DXR 検出器による卓越した画質
• 2 個の較正物
• Phoenix Datos|x ソフトウェア「クリック & 測定|CT」



Phoenix Datos|x  
先進の CT ソフトウェア 
完全自動化データ取得/ボリュームプロセシング

Datos|x を使用すると、CT プロセスチェーン全体を完全に自動化することができます。 これにより、操作時間が短縮し、影響
が最小限に押さえられ、CT 結果の再現性と生産性が大幅に向上します。  
適切な設定がプログラムされると、ボリューム最適化機能（自動ビーム硬化補正など）や表面抽出を含むスキャンおよび再構
成プロセス全体が完全に自動化されます。 さらに、3D 故障解析や、初回品検査レポートの生成などの計測タスクも自動的に
実行されます。

Phoenix Datos|x CT ソフトウェアを使用することで、Phoenix 

CT システムによる 3D 計測と故障解析がこれまでになく、速く、
簡単に行えるようになります。

•  クリック & 測定|CT： 完全自動化データ取得およびボ
リュームプロセシングによる、サンプルの挿入、CT ス
キャンの開始、結果のチェック

•  再現可能な高精度 3D 計測と故障解析作業が最小
限のトレーニングで実行可能

• 必要なオペレーター時間を大幅に削減（最大 5 倍）
•  使いやすく、正確な CT 結果を提供する広範なモジュ

ール
•  バッチ CT スキャンと最大 9 倍速のボリューム再構成

による高速化したサンプルスループット

高精度、高信頼性、高速な CT 結果



• ダイナミックレンジが> 10,000 の独自の温度安定化 DXR 検出器が提供する高画質（3,072 x 2,400 ピクセル）： 1 

•  新たなオープン 180 kV / 20 W 高出力ナノフォーカス X 線管、200 nm まで鮮明に検出可能、長時間の安定性を維持す
るために最適化

•  さまざまなサンプルに対する高い空間解像度とコントラスト分解能、小さな物質から標準サイズのプラスチックサン
プルを 3 桁で表示（0.25 mm～250 mm のサンプルサイズ）

• 最適化された 3D 測定パッケージ、安定した取得条件、数分以内に実施される高速再構築機能、再現可能な測定結果

• 最大サンプルサイズ：240 mm Ø x 250 mm（高さ）および 3 kg (6.6 lbs)（重さ） 

• 最小体積 300 nm 

• 非常に高い焦点安定性に適したダイアモンド|ウィンドウと、同じ高画質レベルで最大 2 倍速いデータ取得時間

• システム設計と先進の Phoenix Datos|x CT ソフトウェアにより最適化され向上した使用性

長期安定性のために最適化された新型の管設計

Phoenix  
Nanotom M  
- メリットを得る



一般仕様
Phoenix Nanotom M

X 線管のタイプ 特許取得済みのオープンな高出力ナノフォーカス X 線管、最適化により長期安定性を実現  

内部 X 線管冷却機能

最大電圧/電力 180 kV/20 W

ターゲット CVD ダイアモンドのタングステン、 同じ画像品質レベルでデータ取得速度が最大 2 倍

トランスミッションターゲットタイプ、複数回使用で回転可能 
（その他のターゲット材：モリブデン（要相談））

フィラメント タングステンペアピン、調整済みのプラグインカートリッジをすばやく簡単に交換

幾何学的拡大 (3D) 1.4 x～300 x

最高検出能 ～200 nm（0.2 ミクロン）

最小体積 ～300 nm（0.3 ミクロン）

検出器タイプ 温度安定性ハイダイナミック DXR、14 ビット、1.5 x 検出器拡大  
（最大 4,600 ピクセル検出器幅）

ピクセル 3,072 x 2,400

ピクセルサイズ 100 µm

操作 グラナイトベース 5 軸マニプレーター、防振機能搭載、空気ベアリング上の精密回転台

可変焦点検出器距離 200 mm～600 mm

最大サンプル直径 < 1 mm～240 mm

最大サンプル高/重量 250 mm/ 3 kg (6.6 lb)

サンプル移動距離 Y/Z 250 mm/400 mm

回転 0°～360° x n

システム寸法 1,980 mm x 1,600 mm x 925 mm (78" x 63" x 36.4")

システム重量 約 1,900 kg / 4,190 lb

オプションの 3D 測定パッケージ 温度安定化キャビネット、 高精度ダイレクト測定システム、 
較正|物体、 Datos|x モジュールパッケージ「メトロジー」および「クリック & 測定|CT」

ソフトウェア Phoenix Datos|x 3D コンピューター断層撮影の収集および再構成のソフトウェア。3D 計測用のさまざまな 3D 評
価ソフトウェアパッケージ、要求に応じて故障解析または構造解析にも対応。

CT 再構成 Phoenix Datos Velo|CT 高速

Basic Datos|x モジュール 自動|ROI、セクター|スキャン、高速|スキャン、マルチ|スキャン、マルチ|ボリューム再構成、 
AGC|モジュール - 自動形状校正、 

BHC+|モジュール - 自動ビーム硬化補正、 RAR|モジュール - リングアーティファクト低減 

オプションのモジュール Datos|x モジュールパッケージ 3D「測定」、Datos|x モジュールパッケージ「クリック & 測定|CT」

オプションの高度なサンプル操作 マニュアル XY 高精度位置調整台、テンシル& 圧縮テストステージシステム、 
冷却段階での試料冷却ユニット

電動 XY 台、直線軸 2 本 

放射線防護 ドイツの StrSchG/StrSchV に従い、タイプ承認なしの全面保護設置のための放射線防止安全キャビネット 
French NFC 74 100 および US Performance Standard 21 CFR Subchapter J に準拠。システム操作には、他の

公式ライセンスが必要な場合あり。



見えないものを可視化することで、 
安全性、品質、そして生産性を保証.
当社の革新的なフェニックス CT ソリューションは、品質を落とすことなくスループットを
向上するよう設計されています。 正確なラインでより速く、より良い画質データを生産す
ることから生産ラインのある生産フロアでの検査実施まで、御社のオペレーションの効
率を飛躍的に向上します。

詳しい情報やデモのリクエストについては、当社のウェブサイトにアクセスするか、当社までお問い合わせください。

 カスタマーソリューションセンター(CSC)
京西テクノス株式会社 
内　日本ベーカーヒューズ株式会社
〒206-0041東京都多摩市愛宕4丁目25-2 
TEL:042-303-0888 

3D nanoCT® 人工骨の評価 
（アルミニウムコーティングのセラミックマトリックス） 
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