Coronis 3MP (MDCG-3120)
3 メガピクセル・プレミアム診断⽤モノクロ・ディスプレイ・システム

Grayscale technology perfected

Building on proven technology, Barco's Coronis 3MP provides ultimate precision and
performance. The advanced 10-bit architecture ensures accurate image
representations with 1024 simultaneous shades of gray out of a palette of 4096.

Transparent calibration and Quality Assurance

The Coronis 3MP is bundled with MediCal QAWeb for automated calibration and QA,
ensuring continuous diagnostic quality and maximum uptime of your workstation.
MediCal QAWeb allows you to continue diagnoses while automated QA checks are
being executed. The system also includes a secure online web service for remote,
centralized image quality management.

Worry-free DICOM compliance under all lighting conditions

The integrated I-Guard continually guards and adjusts the luminance output of the
diagnostic viewing area. Combined with the MediCal QAWeb software, the patented IGuard brings fast and easy calibrations, automatic Quality Assurance testing and
remote diagnoses of the display.
The intelligent Ambient Light Compensation (ALC) system assures that the Coronis
3MP remains DICOM compliant under all lighting conditions by adapting their
brightness relative to the ambient light conditions.

The Coronis 3MP display system includes:
b A 3 MegaPixel flat panel display

b MediCal QAWeb software for automated calibration and Quality Assurance

b A high-speed, high-performance display controller: check the compatibility
matrix

技術仕様

CORONIS 3MP (MDCG-3120)

アクティブ・スクリーン・サイズ (対⾓線)

528 mm (20.8")

スクリーン・テクノロジー

アクティブ・スクリーン・サイズ (縦 x横)
アスペクト⽐ (縦、横)
解像度

ピクセルピッチ
カラー画像
グレー画像

グレースケール数 (LUT ⼊⼒/LUT 出⼒)
視野⾓ (⽔平、垂直)

均⼀輝度テクノロジー

ピクセル輝度均⼀化 (PPU)
周辺光補償 (ALC)

バックライト出⼒安定化 (BLOS)
I-Guard

最⼤輝度

DICOM 校正済み輝度 (ネイティブ・ホワイト)
コントラスト⽐ (ULT オフ)
応答時間 (Tr + Tf)
ビデオ⼊⼒信号
USB ポート
USB 標準

消費電⼒ (公称)

低消費電⼒モード

⼨法、スタンド込み (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)
⼨法、スタンドなし (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)
本体重量、スタンド込み
設置標準

スクリーン保護
推奨モダリティ
証明書

付属品

オプション

QA ソフトウェア
保証

TFT AM LCD デュアル・ドメイン IPS
424 x 318 mm (16.7 x 12.5")
4:3

3MP (2048 x 1536)
0.2070 mm
無
有

1,024 モノクロ・レベル (10 bit / 12 bit)
170°
有
無
有
有
有

1,000 cd/m²
500 cd/m²
900:1

50 ms

DVI-D デュアル・リンク

上流側 (エンドポイント) x 1、下流側 x 3
2.0

64W
有

縦型: 369 x 558 〜 658 x 285 mm
横型: 477 x 504 〜 604 x 285 mm
縦型: 369 x 477 x 100 mm
横型: 477 x 369 x 100 mm
14.2 kg

VESA (100 mm)

反射防⽌ガラスカバー

CT、MR、US、DR、CR、NM

UL 60601-1 1ST EDITION、CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90、UL 60950-1 1ST EDITION、CSA C22.2 NO. 60950-1-03 1ST
EDITION、IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995、IEC 60950-1:2001 1ST EDITION、CE -2004/108/EC、CE -93/42/EC
、A1:2007/47/EC クラス IIB、DEMKO -EN 60601-1、CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003、VCCI、FCC クラ
ス B、BSMI、FDA 510K、RoHs
スタートアップ・ガイド
クイック・インストール・シート
ビデオ・ケーブル (DVI デュアル・リンク)
電源ケーブル (イギリス、ヨーロッパ (CEBEC/KEMA)、アメリカ (UL/CSA; アダプター・プラグ NEMA 5-15P)、中国 (CCC))
USB 2.0 ケーブル
外部電源
Barco 医療診断⽤ LCD ディスプレイ・デュアル・ヘッド・スタンド
MediCal QAWeb
5年
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技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

www.barco.com

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

