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NOVO DR Ltd. は最新鋭の携帯型デジタル X 線画像システムをご
紹介します

弊社はデジタル放射線画像の研究開発において何十年にもわたる経験とノウハウを積み重ね、最新利用可能な最新の技術とコンポ

ーネントにより、根本的な転換をもたらす X 線システムを開発しました。

弊社は、セキュリティ部門に対し、現場での作業用に設計された、最高の画像品質をもつ革新的でコンパクトで丈夫なシステムを

ご提案します。

EOD & IED
EOD/IED において、短時間で判断しなければならないのは明らかです。即時に得られる高品質

のデジタル画像は、疑わしい物体または爆弾の内部の分析に極めて重要です。わずかな時間で

正確に行う弊社のシステムにより、操作者は疑わしい物体に一度に、または間接的に (ロボット

を使って) 接近し、1 枚または複数のタブレットとユーザー フレンドリーなタッチ式ソフトウ

ェアでシステムを制御し、 X 線画像を閲覧できます。NOVO のシステムは携帯でき、小型軽量

で、配備しやすく、 16 時間以上バッテリーで使用でき、現在利用できる最も丈夫なシステムの

中で最高品質の画像が得られます。

アプリケーション

税関
税関においては、検査官は、毎日出くわす疑わしい車や梱包を素早く、非侵襲かつ非破壊で検

査を行う必要があります。NOVO の携帯型 X 線システムは大型車や自動車検査システムがない

現場や補完するソリューションを要求する現地での素晴らしい検査ソリューションを提供しま

す。弊社のシステムは即座に得られる結果と使いやすいタッチ式ソフトウェアを備え、高い防

弾性能と素晴らしい画質を誇っています; 武器弾薬、ドラッグ、宝石及びアルコールといった密

輸品の検出に最適です。

国境警備
NOVO の携帯型 X 線システムは密輸対策 – ドラッグまたは武器 – および国境を越える疑わしい

物体を検査することによる IED 検出にうってつけです。この製品では、操作者は必要に応じて車

やリュックサックでシステム全体を運ぶことができます。疑わしい物体の検査は速やかで簡単

であり、現場での判断のための画像の品質が最高です。NOVO のシステムは丈夫で、バッテリ

ーでの使用時間が長いので、どのような地域でも、どのような天候であっても使用できます。

対監視 / VIP 護衛
対監視チームが NOVO の X 線システムを使用すると、システムは日々の物品検査 - 電子機器、

株、壁 (コンクリート、石積み壁) など- や、ホテルの部屋全体の検査において重要な役割を果た

します。有名人または大使を護衛する場合、害がないように見える贈り物や携帯電話だけでな

くこれらの物品も、盗聴器として使われている恐れのある電子部品に全く影響を与えることな

く検査する必要があります。そのため、X 線システムを軽量で持ち運びでき、個別に使用でき、

配置が簡単で、現場での品質の高い結果をもたらすように設計することが弊社にとって極めて

重要でした。

特殊部隊
特殊部隊では、運びやすく、配備しやすく、持ち運びできる製品を必要とします; NOVO の革新

的なシステムは、画像品質、耐久性、及び柔軟性を損ねることなく、小さなリュックサックに

入れるための非常にコンパクトで丈夫な構造を提供します。 小型の丈夫なタブレットからシス

テムを操作できるので、全体の体積を小さくし、重量をさらに軽減させることができます。 
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OFF ON

システム

最高の画像品質:

16 ビットの最新世代 

現場において、バッテリーの寿命は極めて重要となりえます。弊社
のシステムは一度フル充電していただくと 16 時間以上使用できるよ
う設計されているため、ユーザ様は重要なことに集中できます。

弊社のシステムは過酷な環境や極端な天候でも使用できるよう設計
されているため、弊社は MIL-DTL 38999 コネクタ、MIL-STD-810G 
タブレット、落下試験済みの検出器、及び誂えの丈夫なケースでシ
ステムを構成しました。

優れた検出器:

最も薄く、最も軽く、最も丈夫

弊社のシステムは、通常サイズのリュックサック (Urban) から
丈夫な Pelican ケース (Rover) まで様々なものをご用意してお
り、できるかぎりコンパクトで小型になるよう設計されていま
す。前述のものにくわえて、検出器 (NOVO 15WS または NOVO 
22WS)、タブレット (最大 20 インチ 4K ディスプレイ)、X 線
源 (Golden XRS-3 まで) 及び弊社が提供するシステム用の NOVO  
アクセサリがあります。

弊社のシステムは、ユーザー フレンドリーな専用のタッチ式ソフト
ウェアで簡単に制御できます。これにより、ユーザはシステムを簡単
に操作でき、また、システムは最適な表示エクスペリエンスのための
強力なアルゴリズムを組み込んでいます。この、Windows  10 をサ
ポートするタッチ式ソフトウェアは、丈夫な 7 インチから最大 20 イ
ンチ 4K ディスプレイまでの様々なタブレット上で利用可能です。

複数の場所での並列の制御と表示:

射程範囲でのウェアラブル タブレットまたは、安全な場所での超大型タブレット

弊社は、指で触るだけで(走査
不要で現像処理も不要)、非常
に高い分解能と高い浸透能力
により並外れた高品質の画像
を生成する最新鋭のデジタル
放射線画像検出装置をご提供
します。

射程範囲 (疑わしい物体のそば) で1 枚目のタブレットを、そして安
全な場所 (例えば車内) で 2 枚目のタブレットを使用します。どち
らのタブレットも画像補正、保存及び共有だけでなく、システム
の制御や X 線 画像の表示に同時に使用できます。

根本的な転換をもたらす技術により NOVO の検出器は
優れた能力を発揮します:

• 防弾テスト* 3.3”以上 (>85mm)
• 薄さ0.6” (15.6mm)
• 落下試験 27.6” (70cm) で試験済み
• 耐荷重 330 lbs. (150 kg)
• 16 ビットの最新世代
• 抜きん出た画像品質!

* ~10” (25cm) で Golden XRS-3 により試験済み

3.5 lbs. (1.6 kg) 6.1 lbs. (2.8 kg)

最も丈夫なシステム

あらゆる地形及びあらゆる気象状況に適応

最小の足跡:

様々な誂えのケースにシステム全体を収納

タッチ式ソフトウェア:

簡単でユーザーフレンドリーなタッチ式インタフェース

最長のバッテリー寿命:

16 時間以上のバッテリーによる使用
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車輪のついた誂えの iM2750 PelicanTM ケースに入る NOVO の 15 Rover システムは丈夫

で持ち運びできます。NOVO で機能が最も充実し、多目的で使用できるシステムである 

NOVO の 15 Rover システムは、最大で 20" 4K タブレットの組み込みが可能で、NOVO 

の全てのアクセサリと完全に互換性があります。NOVO の 15 Rover システムは自動車

からの操作や現地での操作に最適なソリューションであり、使用時間を無制限にするた

めの外部電源オプションと互換性があります。 

特殊部隊、 SWAT、及びその他の戦術ユニットにとって理想的な NOVO の 15

Tactical システムは特別に丈夫な小型リュックサックシステムです。この軽量で丈夫な

システム (次のうちのいずれかを含みます: XR-150\XR-200\XRS-3) はこれらのユニット

が行う可能性のある高負荷の作戦用に誂えました。したがって弊社は丈夫な PelicanTM 

S115 リュックサックを誂え、パラシュート降下、悪い環境またはそのほかの直接行動 

(DA) において必要な条件に最も適合するようにシステムを開発しました。

製品

NOVO が誂えたフルサイズのリュックサックは、様々な構成とオプションのアクセサリ

に対応します。NOVO 15 Patrol システムは 15WS 検出器、 X 線源、タブレット、及び

リールに巻かれた 50m の通信ケーブルを含むすべての要素で構成されており、システ

ム全体を背中に背負う必要のある操作者にとって最適なソリューションです。NOVO が

誂えた Patrol リュックサックはNOVO 15 Rover システムのアクセサリとしても使用で

きることにご注目ください。
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NOVO's 15 Urban システムの、誂えの 5.11 CovrtTM 18 リュックサックには 15WS 検出

器、X 線源、及び丈夫なタブレットが含まれており、これは都会での情報収集において

完璧なソリューションです。この特に軽量でコンパクトなシステムにより人の多い地域

で個別に接近することができ、配置が簡単で素晴らしい画像が即時に手に入ります – 

これらは全て、状況を素早く評価するために必要です。

NOVO の 22 Rover システムには、車輪のついた、カスタマイズされた iM2750 PelicanTM 

ケースの中に大きめの 22WS 検出器が含まれており、NOVO の 22 Rover システムは丈

夫さと携帯性を兼ね備えています。NOVO で機能が最も充実し、多目的で使用できるシ

ステムである NOVO の 22 Rover システムは、最大で 20" 4K タブレットの組み込みが可

能で、NOVO の全てのアクセサリと完全に互換性があります。NOVO's 22 Rover システ

ムは自動車からの操作や現地での操作に最適なソリューションであり、使用時間を無制

限にするための外部電源オプションと互換性があります。 

NOVO が誂えたフルサイズのリュックサックは、様々な構成とオプションのアクセサリ

に対応します。NOVO の 22 Patrol システムは 22WS 検出器と X 線源、タブレット、及

びリールに巻かれた 50m の通信ケーブルを含むすべての要素で構成されており、シス

テム全体を背中に背負う必要のある操作者にとって最適なソリューションです。NOVO 

が誂えた Patrol リュックサックは NOVO 22 Rover システム のアクセサリとして使用す

ることもできることにご注目ください。
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•デザインと仕様はお知らせすることなく変わる場合があります ••数値は簡単のために四捨五入しています ••• E&OE

技術仕様

タブレット

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

画面サイズ 20" 10.1“ 7"

画面解像度 3840 x 2560 (4K) 1920 x 1200 1280 x 800

画面の明るさ (NIT) 300 800 500

マルチタッチ 10 点タッチ 10 点グローブ タッチ 10 点グローブ タッチ

オペレーション システム Windows 10  をサポート Windows 10  をサポート Windows 10  をサポート

重量 5.27 lbs. (2.4 kg) 2.5 lbs. (1.1 kg)     1.2 lbs. (0.54 kg)

MIL 規格 N/A MIL-STD-810G MIL-STD-810G

防塵性及び耐水性 N/A IP65 IP65

落下試験の格付け 1 ft (30cm) 4 ft (1.2 m) 5 ft (1.5 m)

X 線源

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
KVP 370 270 150 150

重量 22 lbs. (10 kg) 12,6 lbs. (5,7 kg) 11,8 lbs. (5,4 kg) 5.3 lbs (2.4 kg)

サイズ
17.5“ x 5“ x 8.5“ 
(44.5 cm x 12.7 cm x 21,6 cm)

14“ x 4.5“ x 7.5“ 
(35.6 cm x 11.5 cm x 19 cm)

12.5“ x 4,5“ x 7.5“ 
(31.75 cm x 11.5 cm x 19 cm)

10.5“ x 3“ x 4“ 
(26.5 cm x 8 cm x 10 cm)

ケース (ケースは全て NOVO-DR による誂え品です)

ケース 説明 ケース外形寸法

NOVO 15 Rover ケース 丈夫な iM2750 PelicanTM ケース 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 15 Patrol ケース NOVO の最大サイズのリュックサック 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

NOVO 15 Tactical ケース S115 PelicanTM リュックサック
18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7cm x 33cm x 25.4cm)

NOVO 15 Urban ケース 5.11 CovrtTM 18 リュックサック 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3cm x 31.1cm x 16.5cm)

22 Rover ケース 丈夫な iM2750 PelicanTMケース 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 22 Patrol ケース NOVO の最大サイズのリュックサック 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

検出器

システム
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

検出器 NOVO 15WS NOVO 22WS

検出器の撮像範囲 9.1" x 11.2" (23.1cm x 28.5cm) 14.0" x 16.8" (35.6cm x 42.7cm)

検出器のサイズ 10.6" x 13" (26.9cm x 33cm) 15.2" x 18.2" (38.5cm x 46.2cm)

アクティブ領域
(撮像範囲 / 検出器のサイズ)

74% アクティブ領域 85% アクティブ領域

検出器重量 3.5 lbs. (1.6kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

防弾テスト* 3.3" 以上 ( >85mm) 3.3" 以上 ( >85mm)

検出器の耐荷重性 330 lbs. (150 kg) 330 lbs. (150 kg)

検出器の落下試験 27.6" (70cm) 27.6" (70cm)

検出器の厚さ 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

ビット長 16 ビットの最新世代 16 ビットの最新世代

*Golden XRS-3 ~10" (25cm) でテスト済み
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* ~10” (25cm) において Golden XRS-3 でテスト済み ** Golden XRS-3 は利用できません *** 制御ボックスは入りません - Wireless Spark が必要です

比較表

システム
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15  
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

検
出

器

検出器型番 NOVO 15WS NOVO 22WS

検出器撮像範囲 9.1“ x 11.2“ (4 K)
(231 mm x 284 mm

14” x 16.8”
(355 mm x 426 mm)

検出器重量 3.5 lbs. (1.6 kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

防弾テスト* 3.3" 以上 ( >85mm) 3.3" 以上 ( >85mm)

検出器の耐荷重 330 lbs. (150 kg) 330 lbs. (150 kg)

検出器の落下試験 27.6“ (70 cm) 27.6“ (70 cm)

検出器の厚さ 0.6“ (15.6 mm) 0.6“ (15.6 mm)

15 Rover 15 Patrol 15 Tactical 15 Urban 22 Rover 22 Patrol

ケ
ー

ス

ケース / リュックサック
丈夫な 

PelicanTM ケー
ス 車輪付き

最大サイズ リ
ュックサック

小型で丈夫 リュ
ックサック

小型密閉 リュ
ックサック

丈夫な 
PelicanTM ケー

ス 車輪付き

フルサイズ 
リュックサ

ック

タ
ブ

レ
ッ

ト
 &

 ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア 複数のタブレットをサポート

NOVO タッチ式標準ソフトウェア

MIL-STD-810G FZ-M1 - 7" タブレット

MIL-STD-810G FZ-G1 - 10.1" タブレット

Panasonic ToughpadTM 4K - 20" タブレット

通
信

有線及び無線での使用

標準のケーブル長 165 ft. (50m) 165 ft. (50m) 65 ft. (20m) 33 ft. (10m) 165 ft. (50m) 165 ft. (50m)

最長 300m の延長通信ケーブル

400m の無線通信範囲     

Lo
ok

ou
t 有機物検出

日中 /夜間モードでのライブ動画及び静止
画撮影用遠隔カメラ

ライブ遠隔オーディオ

そ
の

他

MIL-DTL 38999 丈夫な耐候性コネクタ

16 時間のバッテリー寿命

白色 / 赤外線 LED フラッシュライト

外部電源により使用時間が無制限に

ロボットの結合

X 
線

源

ケース内の Golden XR150 用の空間

ケース内の Golden XR200 用の空間

ケース内の Golden XRS-3 用の空間

Golden XRS-4 をサポート

**

**

**

**

**

**

**

**

***

マークの意味:

標準

オプション

N/A
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タブレット

NOVO のシステムは Golden XR150, Golden XR200、Golden XRS-3 及

び Golden XRS-4 を含む、Golden の産業用 X 線源全て (旧世代及び新世

代の両方) で完璧に使用できるよう設計されています。NOVO のシステ

ムにおいては、全くの無線での使用から全くの有線での使用まであり

ますが、安全な間隔は簡単に得られます。Golden X 線源は、携帯型、

バッテリー駆動、軽量で放射性物質が含まれていません。さらに、素

早く配置しセットアップするため、Golden を特別に設計されたコネク

タで制御ボックスに接続し、これにより、誂えのケースからの取り外

しが簡単になります。

NOVO は Windows  10 サポートの様々なタブレット、及び 2 種類の丈

夫な MIL-STD-810G、IP65 Panasonic ToughpadTM タブレット: G1 10.1" 

タブレット及び M1 7" タブレットをご提供します。さらに、より大き

なディスプレイをお求めの方のため、弊社は Panasonic ToughpadTM 

4K - 革新的な 20" 4K ディスプレイ (3840 x 2560 ピクセル) をご提供

し、サポートします。タブレットは全て誂えのケースから使用できま

すが、素早く取り外して手に持って使用することもできます。

NOVO のタッチ式ソフトウェアとともにタブレットを使って、画像補

正や保存、及び情報共有だけでなくシステムの運転を制御し、X 線画

像を表示します。どのシステムも少なくともタブレット 1 枚を有しま

すが、2 枚使用することも多々有ります– 制御と表示用の 1 枚目のタ

ブレットは射程範囲 (疑わしい物体のそば) で、そして 2 枚目のタブレ

ットは安全な場所 (例えば車内) で使用します。オプションで複数のタ

ブレットによる制御が行えることで、現場でさらに安全性が高まり、

複数のタブレットを同時に使えることから生産性が高まります。

Panasonic ToughpadTM 20" 4KPanasonic ToughpadTM 
FZ-G1 10"

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

NOVO 15WS 及び NOVO 22WS 検出器は丈夫で薄いデザインで、優れ

た画質をご提供し、最新の DR 撮像技術を有します; これらのハイエン

ド検出器は独特の様々なアプリケーションに加えて 3.3" (>85mm) 以

上の防弾能力* を有します。検出器を丈夫に設計することの一つとし

て、弊社は、素早く信頼性の高いケーブル接続ができるだけでなく、

安全を保証し、事故でケーブルが検出器から引っ張られた時に心配

する必要のない、磁石で接続するケーブルコネクタを取り入れまし

た。NOVO の検出器は、無線接続であり、丈夫で軽量で持ち運びがで

き、バッテリーが組み込まれているように、特に屋外での様々な使用

及び苛酷な天候のために設計されています。

構成部品と機能

検出器

6.1 lbs. (2.8 kg)

落下試験 27.6" (70cm) で試験済み

NOVO 22WSNOVO 15WS
3.5 lbs. (1.6 kg)

落下試験 27.6" (70cm) で試験済み

X 線源

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150

* ~10" (25cm) にて Golden XRS-3 で試験済み
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タッチ式ソフトウェアは現場で使用するために最良のエクスペリエン

スと機能を提供するため、ゼロから開発された、NOVO 独自のソフト

ウェアです。

Windows  10 をサポートし、最新のタッチ スクリーンの技術を使用す

る、NOVO のユーザー フレンドリーなソフトウェアにより、X 線画像

の取得、強力な自動画像補正、注釈の追加、及び情報の取得と共有に

おいて直感的な操作が可能です。さらに、NOVO のタッチ式ソフトウ

ェアは白色 LED または赤外線 LED (疑わしい物体の照明用) の点灯また

は消灯、有線通信または無線通信の切り替え、及びその他の数多くの

重要な機能のような独自の機能を制御します。

Built-in 50m Reel

Extension Reel

無線Ranger

NOVO 無線 Ranger はバッテリー不要のコンパクトな無線トランシー

バで、タブレットと疑わしいエリアとの間の無線通信の距離を見通

し線で最大 400m まで延長させます。磁石が組み込まれた無線 

Ranger を使用することで、工具なしに、無線Ranger をタブレ

ットに、または携帯の場合は丈夫なケースか自動車のような強

磁性のものに取り付けることができます。

無線 Spark

NOVO Spark は Golden 産業用 X 線源に磁石で取り付けられた (工具不

要)、無線を有する小型でバッテリーのない装置です。NOVO のタブレ

ットから線源を遠隔で活性化できます。NOVO Spark は、軽量化する

必要がある場合に理想的です。

通信ケーブルにより、タブレットと検出器の間での信頼性が高く高速

なデータ転送が可能です。外部電源 (例えば自動車のDC/AC変換器な

ど) が利用できる場合、使用時間を無制限にするため、ケーブルで電

力を供給することも可能です。NOVO が誂えたリールは軽量で勝つ丈

夫であり、ケースに接続しての使用、またはスタンドアロンでの使用

が可能です最大  300m まで使用範囲を広げるため、50m, 100m 及び 

150m の延長ケーブルを追加することができます。300m を超える長さ

での使用については、NOVO の無線ソリューションをご覧ください。

タッチ式ソフトウェア 

無線装置

通信ケーブル

無線 Ranger 無線 Spark
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電源
制御ボックスに組み込まれたバッテリーは、16時間以上もちます 

(1000枚以上の画像を出力させてテストしました)。商用電源が利用で

きる場合、制御ボックスは通信ケーブルから無限に電力を受電するこ

とができます (Rover 構成で標準)。制御ボックスは高速充電器と電力自

動検出を使用します。自動検出機能により制御ボックスは、システム

の使用中に充電するため、商用電源とバッテリー電源を自動で切り替

えることができます。

通信
無線通信: 制御ボックスに組み込まれた長距離無線トランシーバは検出

器及び一台以上のタブレット (またはPC) と同時に通信できます。

有線通信: 極めて厳しい状況において信頼性の高い通信を確保するた

め、丈夫な MIL-DTL 38999 コネクタを使って検出器、タブレット及び 

X 線源を完全にケーブル接続することができます。

ハイブリッドモード通信: NOVO のシステムは、有線のみでの使用及び

無線のみでの使用の間で使用することもできます。

X 線制御
制御ボックスがご利用の X 線源を制御するので、タブレットにより、

安全な間隔をあけて活性化させることができます。Golden 産業用線源

のすべて (XRS-3、XR200、XR150 及び  XRS-4) を最新世代 (5 ピンコネ

クタ) 及び旧世代 (2 ピンまたは 4 ピンコネクタ)の両方が完全にサポー

トしています。イリジウム 192 線源のような同位体だけでなく、定電

位線源も NOVO のシステムで使用できます。

点灯
白色 LED のフラッシュライトの点灯、消灯は、タブレットから遠隔

で、または制御ボックスから直接行えます。この照明機能は、目標に

接近する際の照明として使用でき、物と検査環境を照らし出す際に役

立ちます。さらに、白色 LED のフラッシュライトは X 線の操作中に自

動警告フラッシュがおきた場合の安全機能として働きます。赤外線フ

ラッシュライトは、操作者が夜間明視装置または NOVO の IR ビデオカ

メラをお使いの場合に、光量を抑えるために使用します。

制御ボックスの背面のコネクタの近くの補助照明により、視界が限ら

れた状況においてケーブル接続が簡単になります。

取り付け金具
制御ボックスの上面及び底面の取り付け金具により、必要に応じて三

脚またはストラップを簡単にかつ安全に取り付けられます。

耐候性
耐候性設計によりあらゆる天候において信頼性の高い操作が保証され

ます。信頼性を最大限に高めるため、制御ボックスには可動部 (ファン

レス) がありません。

直結
Golden XR150、XR200 及び XRS-3 線源には、直接制御ボックスに素

早く簡単に接続できるよう、直結メカニズムが利用でき、これにより

取り外しに必要な部品の数を 2 つにまで最小化させることができます 

( Golden 線源に取り付けられた検出器と制御ボックス )。この機能、す

なわち Golden 線源を制御ボックスに接続する機能は、作業台を持ち上

げ、適切な高さに Golden 線源を配置しますので、三脚が不要です。

LED 表示器
LED 表示器は、通信、DC IN 及びバッテリの状態を常に表示していま

すので、注意が必要な場合は制御ボックスを見るだけで状態が分かり

ます。情報収集のため、赤外線照射中はLED表示器はオフになります。

サイレン
安全性を高めるため、X 線を使った作業中はサイレンが自動的
に鳴ります。

遠隔 On/Off
有線通信を使う場合は、制御ボックスを遠隔で On 及び Off の切り替え

ができます。無線通信を使う場合は、遠隔で Off の切り替えができま

す。この機能により、バッテリーの電力を節約し、必要に応じて無線

通信を切ることができます。

NOVO の制御ボックスは現場での使用において最大限適応するため、独自の電源、通信、X 線制御及び照明の能力を
持っています:

制御ボックス
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Lookout

検出器スタンドは誂えのアクセサリであり、必要に応じて検出器を正

面で (縦向きまたは横向き)しっかりと保持します。検出器スタンドは

スタンドアロンでの使用 (図 a) および検出器が壁にもたれかかってい

る状態での使用 (図 b) の両方が可能なよう設計されています。スタン

ドの控えめなデザインにより、過酷な状況において高い柔軟性を発揮

します。

検出器は、同種のものの中で最も小型であり、優れた操作性、適応性

および広範な適応範囲を有しますが、小型のロボットとの結合も可能

です。NOVO のシステムは、独立して制御することができますが、

必要に応じて通信と電力供給はロボットを通じて行うこともできま

す。”人間による接触”が必要でなければ、NOVO のシステムはロボ

ットの理想的なパートナーになります。

NOVO Lookout は 1 つで 3 役のアクセサ

有機物検出 – 有機物 / 無機物を区別することで、疑わしい物体の内容

と素性の特定を支援します。カラーの X 線画像が自動で表示されます; 

有機材料 (例: 爆発物、ドラッグ) はオレンジ色、無機材料 (例: 金属) は

青、薄い無機材料 (例: ガラス、ワイヤー、薄い金属) は緑です。有機物

検出デュアルエネルギーイメージは空港保安基準に準拠しています。

ライブ映像 - 監視するため、疑わしい物体のライブ映像ストリームを

タブレット (1枚または複数枚同時) に送信します。カメラは日中モード 

/ 夜間モード (赤外線) を自動で切り替え、画質を最適にするために制御

ボックスに組み込まれた LED 照明 (赤外線 / 白色光) を動作させます。

分析や記録のための静止画も得られます。

ライブ音声 – Lookout に組み込まれたマイクロホンからライブ音声ス

トリーミングがタブレットに送信されることで、操作者は Golden の 

”クリック” 音を聞くことができ、さらに、疑わしい物体の周囲の音

を監視することができます。

NOVO Lookout は、NOVOのタッチ式ソフトウェアで完全に制御され

る工具不要で軽量なアクセサリです。市販品の中で、ボタンがないこ

と (X 線の種類を選択する必要がありません)、そして線源 Golden 産業

用 XR150, XR200 およびXRS-3 で動作することの両方を兼ね備えるのは

本品のみです(旧世代および新世代)。

図 a
図 b

ロボットとの結合

検出器スタンド

図 a 図 b
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NOVO DR Ltd について

NOVO DR Ltd. は素晴らしい携帯型デジタル放射線画像 X 線診断システムを開発し、製造していま

す。弊社はセキュリティ、NDT、及び科学技術分野向けにフラットパネルを備えた放射線診断シス

テムをご提供しています。弊社の数十年にわたる経験と、世界的に優れた企業団体との徹底的な研

究開発を結合させることで、現在、弊社は携帯型放射線デジタル画像装置を改善し、画期的な技術

を用いて根本的な転換をもたらす製品を製造しています。すべての製品の細かな部分にまで注力し

ています。弊社は、弊社のシステムの全ての構成物の全ての部分を試験し – 技術、安全性、及び使

いやすさに関して、設計から素材まで – 優れた性能と耐久性を発揮するようシステムが設計されて

いることを保証します。現在、弊社がご提供するのは市販されている携帯型デジタル放射線画像シ

ステムで最良のものであり、以下の長所を兼ね備えています:

•  最高の画像品質 - 最新のセンサーと弊社独自のハードウェアおよびソフトウェアを使用しています

• 携帯性 – 製品一式は現在市販されている他の製品よりも軽く、簡単に持ち運びできます

•  効率的なユーザーエクスペリエンス - 弊社のシステムは、安全性と生産性を改善させるため、一

枚、または同時に複数のタブレット上でタッチ式のソフトウェアを使用することにより、簡単に

制御することができ、また、簡単に画像解析ができます

•  現場での作業の最適化 – システムは特に丈夫で、最も過酷な状況のために設計されており、完全

な耐候性を備えています。

ポータブルデジタルX線検査装置
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