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IIoT と産業用ラインスキャンカメラ 

はじめに 

消費者の品質に対する意識の高まりなどから、様々な分野の生産現場で、今まで以上に

製品品質の向上が課題となっています。ところが従来は出荷検査装置の性能が不十分で、

人手で検査を行わざるを得ない製品が多くありました。人手による検査では、検査者によ

る検査精度のばらつきから不良を見逃してしまい、市場で品質問題を起こす事がありまし

た。品質問題を避けるために十分な人手をかけるとすると、現在では非常にコスト高とな

ってしまうため、ばらつきの無い、高い精度の機械的検査導入への要求が高まっています。 

一方ここ数年、IIoT や Industry 4.0 などのバズワードで代表されるように、半導体の演

算処理速度の急激な向上や AI などのデータ解析ソフトウェアの発展を背景として、生産

現場のインテリジェント化が進んでいます。各生産現場の情報を収集し、それらを統合的

に処理する事により、今までは不可能であった分野での機械的な全数検査や出荷製品のト

レーサビリティの確保が可能になってきました。ラインスキャンカメラは、現在要求の高

まっている高い精度の全数検査の実現に大変有効な産業用カメラの一種です。 

本稿は、現在様々な生産現場で日々製品品質の向上に取組まれているような方々を主な

対象として、このラインスキャンカメラの特徴や応用、活用事例についてまとめたもので

す。気軽にお読みいただきラインスキャンカメラに対する理解を深めて頂けると幸いです。 

 

1. ラインスキャンカメラとは 

製造業で一般的に行われている製品や部材の検査は、非検査物（ワーク）に検査装置を

接触させるか、させないかで、大きく接触式と非接触式に分ける事が可能です。それぞれ

のメリット、デメリットを以下にまとめます。 

検査方式 メリット デメリット 

接触式 ・ワークの種類や形状によらず、

正確に測定する事ができる 

・ワークを傷つけてしまう可能性がある 

・検査に時間がかかる場合がある 

非接触式 ・広範囲をばらつき無く高速で検

査、計測できる可能性がある 

・ワークの種類や形状が多い場合、検査

の正確性、汎用性が劣る場合がある 

・装置が高額になる場合がある 

従来は、主に人手による接触式の検査が生産現場で行われてきました。人による検査は、

検査者による検査精度がばらつく、時間がかかるためコスト高になる、などの問題があり、

全製品の検査を接触式で行う事は難しく、一部の製品の抜き取り検査で済ませる場合も多

くありました。 

これに対し、近年高速な検査が可能となる非接触の機械的検査で全数を検査する試みが

様々な分野の生産現場で導入されています。この非接触方式で最も一般的な検査方法は、

光を用いた検査方式です。以下その特徴を、使用される光の種類に基づきまとめました。 
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種類 波長 検査の特徴とメリット デメリット 

赤外

線 

 

780nm～ 

1mm 

・波長帯域を区切って使用する事

で、ワークの水分、糖度、成分、

温度などの様々な特徴の検査、識

別、測定ができる 

・レンズやセンサが特殊な

ため、装置が高価 

・有効な波長帯域を探す手

間がかかる 

可視

光 

380nm～ 

780nm 

・目視と同じ検査が可能 

・装置が比較的安価に作れる 

・実際に目に見えるものし

か検査不能 

紫外

線 

10nm ～  

380nm 

・・・ワークに蛍光磁粉を付着させて測

定する磁粉探傷法、蛍光物資を塗

布/投入する浸透探傷法など 

・磁粉探傷法は、磁化する

物しか対象とならない 

・センサの寿命が短い 

上記 3 種類の波長の光の中で、近年特に赤外線で波長が 800nm～2,500nm 程度の近赤外

線（NIR）の照明用 LED や受光素子の低価格化が進みました。NIR を使って、可視光で

は出来なかった検査が展開可能な費用で生産現場に導入できる可能性があるため、現在

NIR を使った検査が、特に食品などの分野で注目されています。 

 

2. ラインスキャンカメラの特徴 

2.1 ラインスキャンカメラの構造と特徴 

最初にラインスキャンカメラの構造を見てみましょう。ラインスキャンカメラは、可視

光、あるいは赤外線を使った産業用のカメラですが、画面が一般のカメラ（エリアカメラ）

の矩形と異なり、受光素子のセンサが 1 ラインあるいは数ラインしか無い、非常に細長い

画面でワークを捉えるカメラの事を言います。 

下記図１a でも明らかなように、ラインスキャンカメラの受光センサは、一般の画面を

面でとらえるカメラのセンサ（図 1b）と異なり、線状に受光素子が並んでいる事がおわか

りいただけると思います。ただカメラの形状は、図 2 のように、一般のカメラと同じ直方

体のものが一般的です。 

                       

 

 

 

図 1a ラインスキャンカメラのセンサ        図 1b エリアカメラのセンサ 

 

 

 

 

 

図 2 ラインスキャンカメラの例（レンズを装着していない状態）  
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このような数ラインしか撮影出来ないカメラが使われる理由は、生産ラインの様に常に

移動している現場で、ワークを継ぎ目なく撮影する事が簡便にできるからです。実際にそ

の撮影の状態を下記に示します。エリアカメラを用いた場合は、図 3a に示すように撮影

していない場所が発生しないように、常に重なり部分を確保しながら、ワークの動きと同

期して決められた間隔で撮影する必要があります。さらに撮影後、解析を始める前に、撮

影した複数の画像から重なりの無い連続した画像を生成する必要があり、この処理のオー

バーヘッドがある分、検査中のリアルタイムの解析に不利な事が分かります。 

一方図 3b に示すように、ラインスキャンカメラの場合は、連続してライン毎に撮影して

行きますので、画面の継ぎ目処理が必要無く、簡便に連続した画像の撮影が可能です。 

 

図 3a エリアスカメラの撮像手順 

 

             図 3b ラインスキャンカメラの撮像手順 

また、画素数、感度、転送速度についてもラインスキャンカメラとエリアカメラでは以

下の様に異なります。ラインスキャンカメラが、工場のラインなど、常に製品や部材が高

速で流れている環境での検査に適している事がご理解いただけると思います。 

機能 ラインスキャンカメラ エリアカメラ 

(水平)画素数 16,000 位まで 4,000 位まで 

受光素子の 

サイズと感度 

比較的サイズが大きく高感度で高

分解能である 

比較的サイズが小さく、素子毎の

感度は劣る（全体は明るい） 

PC や処理部

への 

画像転送速度 

1～数ラインのみを転送すれば良

いため、80,000line/秒(80KHz) 

程度の高速転送が可能 

矩形画面のフレームを転送する必

要があるため、VGA サイズでも最

高で 1,500fps (1.5KHz)程度 

照明 照射範囲が一軸で良く、照明ムラ

の無い画像が取得可能 

フレーム全体を均一に照射するた

めの最適な照明条件設定が難しい 
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2.2 マルチカラー対応 

ラインスキャンカメラは、白黒のみならず、マルチカラーでの解析も可能です。図 4 に

は、入力光を B(Blue)、G(Green)、R(Red)の 3 色に分光してライン毎全画素の各色の輝度

を測定するラインスキャンカメラの構成を示します。この他 3 ラインのラインスキャンセ

ンサを使う 3 ライン方式、一般用カメラで用いられるベイヤーカラー方式があります。 

 

図 4 マルチカラーラインスキャンカメラ 

2.3 近赤外線（NIR）対応 

受光素子として、近赤外線（NIR）まで感知するセンサを使う事により、可視光のみな

らず、NIR の波長領域の反射光や透過光の輝度を測定する事も可能です。また上記のマル

チカラー対応のカメラのセンサを NIR まで感知するセンサに代える事により、例えば

B/G/NIR の様な、NIR も含んだ 3 波長の組み合わせで解析できるカメラも実現可能です。 

近赤外線を用いると、可視光で区別のつかない異物の混入や、腐食の検出が可能になり

ます。一例として、図5に、塩、砂糖、水を可視光で撮った画像と、NIR (1,000 nm～1,700nm)

で撮った画像を示します。可視光では区別のつかない塩と砂糖が NIR を使うと簡単に見

分けられる事がわかります。また水は 1,450nm 付近の NIR を吸収する為、黒く映ります。 

現在食品やその原材料を中心として、製造ラインで異物除去、腐食や包装のキズなどの

検査に、各ワークに最適な波長の近赤外線を活用する試みが活発に行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5a 可視光での撮影           図 5b 近赤外線での撮影 

 

3. 3 次元への展開  ー 3D ラインプロファイルカメラ ー 

今まで紹介したのは、対象物を 2 次元的に捉えるカメラでした。ここで紹介するのは、

光切断法と呼ばれる方法で、動いているワークにレーザー光をライン状に照射し、その反

射光が投影されるセンサ上の位置によりワークの高さの測定が可能となる 3次元撮像のカ
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メラ、3D ラインプロファイルカメラです。このカメラはラインスキャンカメラと同様、

連続して撮影し、3 次元の画像を生成する事が可能です。図 6a に 3D ラインプロファイル

カメラで検査している様子を、図 6b には簡単な原理図を示します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

図６a 3D ラインプロファイル 

カメラを用いて検査している様子  図 6b 3D ラインプロファイルカメラの原理         

図 7 は、３D ラインプロファイルカメラでかぼちゃを撮影した画像です。高さを色で表

しており、青がかぼちゃを置いた面となり、緑、黄、赤となるほど高さが高い事を示しま

す。かぼちゃの上面の様子を観察できている事がわかります。 

 

 

 

 

 

図 7  3D ラインプロファイルカメラによるかぼちゃの撮像画像（画像解析ソフト使用例） 

 

4．ラインスキャンカメラの活用事例 

高速に移動しているワークを連続して検査ができるラインスキャンカメラは、印刷物、

フィルム、フラットパネル、缶、部品など様々な検査用途に使われています。以下にその

例を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8a カラー印刷の検査               図 8b 液晶パネルの検査           
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図 8c 円筒形ワークの検査          図 8d  円筒部品 

 （蓋の浮き、ラベルの図柄等）           の欠陥検査 

 

5. シーマイクロ社のラインスキャンカメラのラインアップ 

ラインスキャンカメラでは国内業界大手の㈱シーマイクロのラインスキャンカメラと

3D ラインプロファイルカメラのラインアップを以下に記載します。 

 

シリーズ/機種名 種類 センサの画素数 

White-eye シリーズ/ 

FCS16K/12K/800/600/400 A 

モノクロラインスキャンカメラ 

（CMOS センサ） 

16384/12288/8192/ 

6144/4096 

CM シリーズ/ 

CMS200/100 P 

モノクロラインスキャンカメラ  

（CCD センサ） 
2048/1024 

Albatross シリーズ/ 

 TFB200/100 P 

カラーラインスキャンカメラ 

（プリズム分光方式） 
2048/1024 

TRB400T 
カラーラインスキャンカメラ 

（3 ライン方式） 
4096 

Nighthawk シリーズ /  

NHB050H 
近赤外ラインスキャンカメラ 512 

Kingfisher シリーズ/ 

KFB200  
3D ラインプロファイルカメラ 

（解像度） 

40μm（高さ）／ 

100μm（幅） 

 

ラインスキャンカメラの詳細は、以下の連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。 

またシーマイクロでは、上記カメラ以外にも多くの受託開発カメラやボード等がござい

ます。素子の廃止や性能の向上等で新規開発が必要な場合も是非ご相談下さい。 

 

㈱シーマイクロ 横浜オフィス 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 6-14 ステートビル横浜 3F  

高尾/奥野/窪田 TEL (045) 548 5778  FAX (045) 548 9201 URL https://www.cmicro.co.jp 


