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1.　画像検査とは？
●   画像検査とは、カメラで撮像した画像に画像処理を加えて、

必要な情報を抽出して検査し、OK/NGを判断する手法です。

●   検査用途に合わない照明やカメラを選択すると、検査に必要な画像を得ることが
できないため、最適な照明・カメラの選定が重要です。

● 画像検査では、ワーク（検査対象）に特定の方向から
　 光を照射し、照らされたワークをカメラで撮像します。
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画像検査用の照明は、単に検査ワークを照らすだけでは、
検査に必要な画像を取得することはできません。

例えば、白黒カメラで撮像・検査する場合、
「特徴情報だけが白く光っている」もしくは、
「特徴情報以外が白く光っている」画像が検査に最適です。

反射

透過 透過

反射

① 照明は、画像検査において無くてはならないものです。
光の無い環境下では検査ワークをカメラで撮像できません。

画像検査における照明の役割は、ワークを照らし、検査したい特徴情報
（キズや凹み、異物など）だけを抽出できるようにすることです。

②

以下の画像は、同一ワークを別の照明を用いて撮像した例です。
照明によって画像の見え方が大きく変わることが分かります。
必ず検査用途に合わせて、最適な照明を選定してください。

検査に適した画像 検査したい特徴情報が抽出できている

検査に適さない画像 検査したい特徴情報が抽出できていない

2.　画像検査における照明の重要性

検査ワークに当たった光のうち、正反射・正透過方向へ
進んだ光。⇒下図の赤矢印（　　）参照

カメラで直接光を観察できるように
照明を配置した撮像方法のこと。
カメラの観察軸と照明の光軸が
一致している。

カメラの観察軸と照明の光軸を
ずらして配置した撮像方法のこと。
正反射方向・正透過方向以外の光を
観察できるため、散乱光を撮像できる。

【 直接光 】

【 散乱光 】

【 明視野照明法 】 【 暗視野照明法 】

画像検査用照明で押さえておきたい用語

寸法検査 刻印読み取り キズ検査
照明 照明

照明照明

ワーク ワーク

ワーク ワーク

透明ガラス 曇りガラス

ミラー 白紙

直接光

直接光

散乱光

散乱光

カメラ カメラ

カメラ カメラ

寸法検査
光が回り込んでおり、
細く見えてしまっている

刻印読み取り
輪郭のみ光っており、
文字認識が困難

キズ検査
キズが消えて
しまっている

検査ワークに当たった光のうち、正反射・正透過方向と
異なる方向へ進んだ光。⇒下図の青矢印（　　）参照CHECK IT
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バー照明

ドーム照明

画像検査・画像処理用のLED照明といっても、市場には様々な形状や照射角度の
照明があります。
ここでは代表的な照明を取り上げて、それぞれの特徴や用途をご説明します。

リング照明

3.　画像処理用LED照明の形状と使い方

リング照明 バー照明 ドーム照明

バックライト照明   同軸照明 スポット照明

リング形状で円周から中心方向に 
向かって照射するため、照射エリア 
中心部の均一性が高い照明です。
一般的にリング形状の穴からのぞく
ようにカメラを設置します。

バー型（棒状）の照明です。
リング照明はカメラに対して上下方向にしか
設置できませんが、バー照明は照射角度など
の設置自由度が高く、様々な用途の検査に 
使用可能です。

拡散反射面のドームに光を照射し、その反射
光をワークに照射する照明です。 ドームに 
反射させることでワークに対して多方向から
光が照射され、 段差やR形状のワークでも 
影のない画像が撮像可能です。

・明るさ均一性を活かした印字検査
・ 浅い角度（ローアングル）からの照射

による、キズや打痕検査、エッジ抽出

・ 外観検査（キズ・凹み・異物 など）
・ 印字検査
・ 位置決め（アライメント）
・ 方向判別

・ 表面の光沢や凹凸の影響を抑えた
外観検査や印字検査

特徴

特徴

特徴
用途例

用途例

用途例
カメラ

検査対象
検査対象

カメラ

LED照明
LED照明

検査対象

カメラ

LED照明

検査対象

カメラ

LED照明

反射板

通常の場合 ローアングルの場合 センシングリング照明
OPRシリーズ

センシングドーム照明
OPDシリーズ

高輝度バー照明
OPBシリーズ

センシングマルチリング照明
OPMシリーズ

センシングバー照明
OPB-Sシリーズ

おすすめ製品

おすすめ製品

おすすめ製品
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バックライト照明

同軸照明

スポット照明

明るさの分布が均一な面発光の照明です。
主に、背面から照射する「バックライト」として、
製品のシルエット（寸法）検査や半透明ワークの
透過検査に使用します。
照射する光の角度によって抽出できる特徴（輪郭・
異物・キズなど）が異なるので、用途に応じて
タイプを選択します。

均一な面光源とハーフミラーを組合せた照明です。
カメラの光軸と照明の光軸が一致した「同軸」で
照射が可能で、ワークからの正反射光を撮像
することができます。
例えば、平坦な光沢ワークに照射すると、キズが
ある箇所だけ正反射光が弱くなり、暗く撮像でき
ます。

カメラの光軸と照明の光軸が一致した
「同軸」で照射が可能なテレセントリック
レンズの光学系に最適化された小型照明
です。
ピン先端のピッチ計測や鏡面反射ワーク
のパターン認識など、レンズの特性を活か
した小型ワークの検査に使用します。

狭指向角タイプ

拡散タイプ　

・ 電子部品コネクタのピッチ計測
・金属ワークなどの寸法計測
・ガラス材等のキズ検出

・樹脂ワークの異物検出
・ガラス基板のアライメント

・ 平面ワーク表面のキズ検出、
打痕検出

・ プリント基板のパターン検査
・ 基板のアライメント

・  アライメントマークの撮像
・ 2Dコードの読み取り
・ 各種コネクタのピン先端ピッチ計測

特徴

特徴

特徴

用途例

用途例

用途例

LED照明
検査対象

検査対象

カメラ
カメラ

カメラ

検査対象
LED照明

テレセントリックレンズ

LED照明

ハーフミラー

画像の明暗はワークがどの波長を吸収・反射するかで変わります。
例えば赤色ワークは赤以外を吸収するため青色照明で黒く撮像されます。
一方、どんな色のワークにも吸収されにくい赤外光は『色・柄の消し込み』用途でも
使われます。

照明の色で画像の明るさが変わる？

白色照明 白色照明 赤色照明 赤外照明青色照明

ワーク色
イメージ

カラーカメラ モノクロカメラ

透過撮像例

反射撮像例

センシングバックライト照明
OPFシリーズ

センシングスポット照明
OPS-Sシリーズおすすめ製品

おすすめ製品

センシング同軸照明
OPXシリーズ

センシング同軸照明
90°回転タイプ

OPX-SVシリーズ

おすすめ製品
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ここでは代表的な画像検査の用途を解説します。

4.　代表的な画像検査例

寸法計測

キズ検出

バックライト照明を用いて、ワークの真下から照らすことでワークのシルエット
を作り、カメラ画像から寸法を計測します。

主な検査・計測方法

【検査イメージ】 【撮像例】

【撮像画像例】

コネクタリードの寸法計測

＜バックライト照明＞
透明カプセルの外観検査

＜ローアングル照明＞
不透明ワークの外観検査

不透明ワーク（金属） 透明ワーク
（円形アクリル板を一部拡大）

ローアングル照明
（反射/暗視野）

狭指向角バックライト
（透過/明視野）

拡散バックライト
（透過/明視野）

同軸照明
（反射/明視野）

Y型圧着端子 リードフレーム

光の回り込み
なし

光が回り
込んでいる

不透明ワークの場合 透明ワークの場合

【検査イメージ】 【検査イメージ】

【撮像例】 【撮像例】

ローアングル照明でキズに対して 
浅い角度で照射し、キズを光らせて 
撮像します。光沢ワークの場合、同軸
照明で撮像するとキズの箇所を黒く
抽出可能です。

指向性の高いバックライト照明を使用
した透過検査で、キズのシルエットを
撮像します。

主な検出方法

狭指向角タイプ

拡散タイプ

照明の色（波長）
照明の色（波長）でキズや異
物の見え方が変わります。
検査内容に適した照明色を
選択して下さい。

色 波長帯 適している検査
■ 紫外(UV) 400nm以下 蛍光観察
□ 白色 ー 検査全般、色判別

■ 青色 470nm
キズ・異物検出、寸法計測、

黄・赤系の色検出
■ 赤色 630nm 透過検査、青系の色検出
■ 赤外(IR) 800nm以上 透過検査

指向性（特定方向に向かう性質）の高いバックライトを使用すると、精度よく
寸法計測が可能です。特に、金属などの円筒ワークにおいて拡散タイプの
バックライトを使用すると、円筒の端部が光ってしまい、実際より細く撮像 
されてしまいます。

CHECK IT
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異物（有無）検査 印字検査

不透明ワーク表面の異物 透明ワーク内部の異物
バー照明などでワーク上にある異物
とその周囲に光を照射し、白黒カメラ
で異物を黒く、周囲を白く撮像します。

バー照明やリング照明を使用して、印字とその周囲を均等に照らし、カメラで 
読み取ります。背景と印字にコントラスト差が生じる照明の色を選択します。
また、光沢ワークには「偏光板（下記参照）」を用いて、反射によるギラつきを 
抑えて撮像します。

偏光板は検査用途で役立つ光学素子の1つです。
照明側とカメラ側に偏光板を取り付けることで正反射光

（白とび）をカットすることが可能です。

あらゆる方向に振動している光（非偏
光、自然光）に対し、一定方向に振動し
ている光を偏光と言います。偏光板で
振動方向を一方向に制限し、さらに直交
する向きに偏光板を置くことで光を遮る
ことが可能です。

バックライト照明を使用します。
ワークを透過し、かつワーク内の異物
で吸収される照明色を選べば異物 
のみを黒く撮像することができます。

主な検査方法 主な検査方法

【検査イメージ】【検査イメージ】

＜バー照明＞
不織布の外観検査

不透明樹脂キャップ上の
黒異物（反射）

透明樹脂の容器内にある
異物（透過）

＜バックライト＞
透明ワークの異物検査

【撮像例】【撮像例】

偏光板なし

光の伝播方向
非偏光

（自然光） 偏光

偏光板

偏光板あり

【検査イメージ】 【撮像例】

＜バー照明＞ 段ボール上の印字検査

【偏光と偏光板のイメージ図】

バー照明

偏光板とは

バックライト

ギア加工検査透明カプセルの外観検査 コネクタリードの寸法検査

白黒カメラで色の付いた異物を検出する場合、検出したい異物が吸収する
波長（色）を照射するとコントラストが得られます。例えば、白紙の上の黄色
い文字であれば、青色照明を利用します。

CHECK IT

バー照明（青色）の画像 バー照明（白色）の画像

青色照明 白色照明



14 15

刻印読み取り 蛍光観察（塗布検査、ステルス印字検査等）

部品ピッキング／アライメント

ローアングル照明もしくは同軸照明による同軸照射で、刻印のエッジや刻印
を光らせて読み取ります。

紫外(UV)光照明を使用し、蛍光（発光）したワークを撮像します。

部品のエッジ、アライメントマーク等の特徴を抽出し、位置座標と回転角度を 
求めます。

主な検査方法 主な検査方法

主な検査方法

【検査イメージ】
【撮像例】

【検査イメージ】

＜ローアングル照明＞
金属ワーク刻印（暗視野）

＜同軸照明＞
金属ワーク刻印（明視野）

＜ローアングル照明＞
電子部品ワーク刻印（暗視野）

【撮像例】

＜同軸照明＞
コネクタ部品の刻印読み取り

ガラス基板上のアライメンマーク撮像

＜ローアングル照明＞
刻印のエッジ検出による読み取り

＜紫外光照明＞
ワッシャの樹脂塗布確認

＜紫外光照明＞
封筒のステルス印字

パレットからの部品ピッキング

パレットからのピックアップパレットからのピックアップパレットからのピックアップパレットからのピックアップ チップ部品のエッジ検出チップ部品のエッジ検出 イグニッションコイル巻線検査イグニッションコイル巻線検査医療内視鏡チューブ外観検査医療内視鏡チューブ外観検査

「蛍光体」が入った透明な樹脂やインクは、太陽光などの可視
光の下では「透明」のため人の目やカメラでは見えません。

しかし「蛍光体」は、特定の波長の光を吸収すると異なる 
波長の光を放射する性質(＝蛍光)があり、光って見えます。
この特性を利用した検査が「蛍光観察」です。

「蛍光観察」では、「蛍光体」と「紫外光照明」を使用するの
が一般的です。 人に見せたくない製造番号や印字、 
外見に影響しない透明な接着剤（蛍光体含有）を「紫外光
照明」とカメラで観察し、塗布状態や印字内容の検査を 
行います。

＜可視光照射＞
ワッシャの樹脂塗布確認

＜可視光照射＞
封筒のステルス印字

蛍光観察とは

アライメントマーク（拡大）

【検査イメージ】

＜紫外光照明＞
ステルス印字の読み取り

可視光照明の場合、樹脂も 
印字も光らないため、右の画像 
のように、何も検出できません。

CHECK IT
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これまでご説明した通り、照明で単にワークを照らすだけでは、検査に必要な情報
を十分に得ることができません。まずは、検査内容をしっかりと確認するようにし
ましょう。最適な照明選定のための第一歩です。

画像検査を装置内のどこに設置するかによって、使用可能な照明や設置条件が異
なります。照明の検討をはじめる前に、必ずカメラの周辺環境を確認してください。

検査箇所の特徴を最大化できる照明を選定する必要があります。Step1と2の 
内容を踏まえつつ、以下の視点から選定してください。

出来る限り、下記のポイントを確認のうえ、実際の使用環境に合わせて机上テスト
を実施してください。

机上テストで上手くいかないときは…

Step 1. 検査内容の確認

Step 1. 検査内容の確認

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ワークの「何」を検査するのか？

搬送方法

照射方式（反射、透過）

ワークの置き方・向き

カメラのタイプ
（エリア/ライン、カラー/モノクロ）

照射角度（ローアングル、拡散など）

周囲の明るさ・環境

設置可能なスペース

照明法（明視野、暗視野）

背景（光沢、色）

撮影エリアサイズ（視野）

照明色（白/赤/青、他）など

シャッター速度など

搬送スピード・タクトなど

検査箇所とその周囲の違い（特徴）
は何か？寸法、キズ、異物など
光沢がある、凹凸がある、材質
が違う、色が異なる、ザラつきが
ある、反射しないなど

思っていたような画像にならない時に
は、必ず理由があります。
例えば、表面のザラつき、光沢、凹凸の
大小、反射率、透過率 など。
一度、原点（Step 1）に立ち返り、ワーク
を見直してみましょう。

例えば…
モノクロカメラの場合、
白黒のコントラストが

しっかりと出せる
照明が最適。

そのための照明は…

例えば…
ベルトコンベアで

搬送するライン上では
バックライトによる

透過検査は不可能だね。

5.　画像処理用LED照明の選定ステップ
ここでは、画像処理用LED照明の選定ステップについてご説明します。照明選定は
おおまかに以下の5ステップで行います。「Step 4. 机上テスト」で良い画像が得ら
れるまで、Step 1 ～ 4を繰り返します。

各ステップでの確認ポイントは以下の通りです。

Step 2. 撮影条件の確認

Step 2. 撮影条件の確認

Step 3. 照明の選定

Step 3. 照明の選定

Step 4. 机上テスト

Step 4. 机上テスト

Step 5. 現場テスト
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フィードバック

電力供給、フィードバック

測定値情報
OPR シリーズ

輝度を測定

輝度が一定に
なるように調整

フォト
ダイオード

モニタリング
センシング

輝度の測定値表示

OPPF シリーズ
（フィードバック ： 電圧調整）

OPPD-30E
（フィードバック ： PWM調整）

FALUX sensing 対応コントローラ FALUX sensing 対応 LED 照明

オプテックス・エフエーのLED 照明は、従来のLED照明の
課題を解決する独自技術を搭載しています。
このページではその独自技術について解説します。

オプテックス・エフエーのセンシング照明

従来の LED 照明の課題①　 LED個々の明るさのバラツキ

LEDの順電圧のバラツキが明るさに影響し、LED個々で明るさが違う

点灯時の自己発熱により温度が上昇し、内部温度や周囲温度の上昇で明るさが
低下してしまう

・ 季節によって明るさが変わってしまう
・ 点灯時間が長くなると温度が上昇し

明るさが変動してしまう

独自回路を搭載し、LED 個々の明るさが一定になるよう
補正します。さらに下のグラフのように、LEDの温度が
上昇しても明るさの変動を抑えることができ、連続点灯
でもON/OFF制御でも一定の明るさを維持できます。
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FALUXなし

LEDカソード部温度 相対輝度 相対輝度LEDカソード部温度

温度 [℃] 温度 [℃]相対輝度 [％]

経過時間 [min] 経過時間 [min]

相対輝度 [％]

新型品：OPR-S55-28W従来品：OPDR-50-28W

FALUXあり

従来の LED 照明の課題② 自己発熱による明るさの変動

LED照明は4万時間で輝度が50％程度低下してしまう

・ LEDの経年劣化によって明るさが変わり、
画像検査が安定しない

・ いつ画像検査が不安定になるかわからない

従来の LED 照明の課題③　 長期使用に伴うLEDの劣化

経過時間　[hour]
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フィードバック有無による相対輝度比較（推定値）
使用電源：OPPFシリーズ

測定照明：OPR-S55-28W　調光：100％　延長ケーブル：5m　Ta＝30℃

FBモード OFF FBモード ON

LED の輝度と照明の内部温度を内蔵したフォトダイオードで測定し、
コントローラ側でモニタすることができます。

さらにこのモニタ値により、コント
ローラから輝度のフィ ードバック
制御が可能です。
長期間使用しても明るさを一定に
保つことができます。

また、明るさが低下したらアラームを
出力することができ、LED照明の
予知保全に役立ちます。

解決策①　明るさ変動回路“FALUX”　

解決策②　センシングとフィードバック制御“ FALUX sensing “　

相対輝度 [％]
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