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近赤外線が拓く産業用検査の展開 

1. はじめに 

可視光より波長の長い電磁波である赤外線は、英国の Hershel により、今から 200 年

以上も前の 1800 年に発見されました。彼はプリズムで分けられた太陽光の紫から赤の色

の違いにより、温度計の温度上昇がどのように変化をするかを研究していた際に、偶然

光があたっていなくても温度が上昇することから、太陽光には可視光とは質の異なる輻

射が存在することを発見し、これを熱線と名付けました。その後の研究で、この熱線が

可視光に比べて波長の長い、目に見えない光である事がわかり、ラテン語で“赤を越える”

という意の““infra-red”（赤外線）と名付けられました。現在では赤外線は熱（温度）の

計測に広く使われています。*1) 

温度の計測に使われている赤外線は、波長が 4000nm～1mm の遠赤外線と呼ばれる光

です。一方、本稿では、近年特に活用が活発になってきた、波長が可視光（波長が

380nm~780nm）と遠赤外線の間にある近赤外線（波長が 780nm~2500nm）を使った撮

像・検査技術について紹介します。遠赤外線が古くから温度測定に使われていたのに対

し、近赤外線が検査に広く使われるようになったのはこの 50 年ほどです。可視光や近赤

外線を電気に変える光電効果により光の強さを電気的に計測できるシリコンや InGaAs

（インジウムガリウムひ素）などの半導体の研究開発が進み、この半導体を使ったセン

サ素子などのデバイスや半導体デバイスを組み込んだ電子機器の低価格化が進みました。

近赤外線が使われている最も身近な電子機器はリモコンと言えるでしょう。リモコンに

は一般的に 940nm から 950nm の波長の近赤外線が使われています。 

最近広く使われるようになった静脈認証にも近赤外線が使われています。このしくみ

は、血液中のヘモグロビンが近赤外線を吸収する性質を利用し、黒く写る静脈の形状を

撮像し、認識処理をする事によって人物を特定します。また、特定の波長の近赤外線が

水や油脂などの物質に吸収され、各波長での吸光度（入射した光に対して物質に吸収さ

れる割合）が物質によって異なる性質を使って、ここ数十年、近赤外線を工業用製品や

食品、農業の分野での品質検査や異物検出に使う応用が急速に進んでいます。 

本稿は、この近赤外線を使った検査、特にカメラで撮像する映像を使った検査に使われ

る技術について紹介するものです。気軽にお読みいただき、今後大きな発展がみこまれ

る近赤外線による検査に対する理解を深めていただけると幸いです。 

 

2. 近赤外線による検査 

「はじめに」でも簡単に紹介したように、近赤外線は、波長が 780nm から 2500nm く

らいの範囲にある電磁波のことを指します。この近赤外線は波長により物質に対する異

なる性質を持つため、その性質を使って様々な検査に使用されています。 

基本的な検査の手法としては、照明機器を使い検査対象（ワーク）に近赤外線を照射し、
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その結果として得られる画像を用いて検査を行うのが一般的で

す。画像の撮り方として、図 1 のように透過光と反射光を使う

２通りの方法があります。 

 

① 透過光による検査 

透過光による検査は、主に半導体デバイスの検査に用いられて

います。シリコンは下図に示すように、可視光に対しては全く

透過しないのに対して、図 2 に示すように 1200nm(1.2μm)以

上の近赤外線の波長領域は透過します。*2) そのため、シリコン

のウェハーやデバイスの内部の検査に近赤外線が用いられてい

ます。ただ、シリコンのように近赤外線の広い波長帯域で、高い透過率を持つ物質は限

られているため、次に述べる反射光による検査の方が一般的に広く行われています。 

 

 
                            図 2 シリコンの透過率 

 

②  反射光による検査 

多くの物質で近赤外線の波長に対する吸収率が異なるため、吸光度を測定する形で、反

射光による検査が広く行われています。ワークに近赤外線を照射すると、近赤外線が吸

収された波長の反射光の強度が弱くなるため、画像として黒くなります。この性質を利

用し、食品・医薬品などの検査分野で近赤外線が活用されています。 

例えば、水は、1450nm 及び 1950nm 付近の近赤外線を吸収するという性質がありま

す。また、ショ糖は約 1400nm 以上の波長に対して吸光度が高い性質を持っています。

図 3a に水の波長―吸光度特性、図 3b にはショ糖の波長―吸光度特性のグラフを示しま

す。*1) 
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  図 3a 近赤外領域の水の吸光度      図 3b 近赤外領域のショ糖の吸光度 

 

一方で、塩は近赤外線領域の波長の光は吸収しません。そのため、塩、砂糖、水を近赤

外線で撮像すると、図 4a のような可視光での見え方とは全く異なった映像（図 4b）に

なります。（950nm～1700nm の近赤外線で撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4a 可視光での撮影           図 4b 近赤外線での撮影 

 

このように、可視光では不可能であった検査を可能とする近赤外線ですが、数年前まで

は、センサの価格が非常に高価であったり、センサに用いる素子が発熱するため素子を

冷却する必要からカメラが大型化してしまったりするなどの理由により、近赤外線カメ

ラが広く使われる事はありませんでした。ところがここ数年、近赤外線センサの低価格

化、高画素化が進み、工場のラインなどの生産現場での検査に近赤外線カメラの導入が

進んでいます。次章では近赤外線での撮像による検査技術について解説します。 

 

3．近赤外線での撮像による検査 

この章では、近赤外線での撮像による工業用製品や食品などの検査に用いられる、近赤

外線を検出するためのセンサ及び、センサを組み込んだカメラ、カメラに装着するレン

ズ、そして撮像に必要な照明機器について解説します。 
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3.1 近赤外線センサ 

一般の可視光のカメラではここ 30 年程でデジタル化が進みました。光の検出素子とし

ては、シリコンを使った CCD のセンサが最初に導入され、その後 CMOS のセンサが一

般的に広く使われるようになったことは、よく知られています。 

このシリコンを使ったセンサは、可視光のみならず、780nm から 950nm 付近までの近

赤外線の領域でも感度を持ちます。近年では、近赤外線領域で感度を上げるような技術

も導入され、950nm 付近までの波長の近赤外線の検出には、シリコンを使ったセンサが

広く使われています。 

一方、シリコンは 1000nm 以上の波長では感度を持たないため、代わりに化合物半導

体がセンサの材料として使われます。現在では、InGaAs（インジウムガリウムひ素）、

PbS（硫化鉛）、PbSe（セレン化鉛）、InAs（ヒ化インジウム）、InSb（アンチモン化イ

ンジウム）などが使われています。InGaAs 以外の半導体では、冷却システムが必要とな

るため、センサのパッケージが大きくなってしまう上、値段がまだ高価です。一方、

InGaAs は安定した製造プロセスが確立されており、ノイズが小さく、しかも多画素で

1700nm までの波長であれば冷却せずに使えるセンサが実用化されています。さらに、

冷却システムを装着した場合には、2550nm 付近まで検出可能な波長範囲を持つセンサ

も実用化されています。 

 

3.2 近赤外線カメラ 

産業用の検査では、民生品のカメラと同様に撮像した画像が矩形であるエリアカメラの

他に、受光素子のセンサが 1 ラインあるいは数ライン分しか無い、非常に細長い画面で

ワークを捉えるラインスキャンカメラ（あるいはラインセンサカメラ）も広く用いられ

ています。このラインスキャンカメラについてさらに知りたい方は、ホワイトペーパー

「IIoT と産業用ラインスキャンカメラ」*3)をご参照下さい。以下の説明では、エリアカ

メラとラインスキャンカメラの両方を含めて紹介します。 

近赤外線を用いた検査用のカメラは、その対応する波長の数により以下のカメラに分類

する事が可能です。 

・単一波長（モノクロ）カメラ：対応する波長は 1 種類 

・マルチスペクトルカメラ  ：対応する波長は 10 種類くらいまで 

・ハイパースペクトルカメラ ：対応する波長は数百種類。擬似的に連続した波長での

検査と見なせる 

以下、それぞれのタイプのカメラについて説明して行きます。 

 

3.2.1. 単一波長（モノクロ）カメラ 

モノクロカメラは、一つのセンサを搭載し、このセンサが検出する全ての波長で取り込

んだ映像をそのまま出力するカメラです。前述のシリコンのウェハーやデバイスの検査
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では、シリコンが1,200nm以上の波長帯域の近赤外線ではほぼ均一な透過率を持つため、

このモノクロカメラを使って検査をする事が可能です。4 章では、このモノクロカメラ

の例として(株)シーマイクロの 512 画素の InGaAs のセンサを用いたラインスキャンカ

メラを紹介します。 

一方、多くの物質では、水やショ糖の例で見たように、近赤外線の波長に対して、吸収

率が大きく変化します。その場合、ワークを見分けるためには、センサのカバーする波

長帯域の中からワークの特徴的な特定の波長を使って検査に使用する必要があります。

特定の波長を使うためには、検査に使う波長だけを透過するバンドバスのフィルタをカ

メラに装着する方法、あるいは検査に必要な波長の光だけを放射する照明を使用する方

法の２つの方法があります。 

フィルタを使用する方法は、カメラにフィルタを装着するだけで波長を選ぶ事ができる

ので手軽ですが、使用できる波長は一つの波長帯域に限られます。一方、後者の方法で

は、波長の種類が多様で輝度が高く、しかも低価格の LED 照明が普及してきました。異

なった波長の LED の発光を時分割で切り替える事により、一つのセンサで複数の波長に

対応させることも可能です。 

 

3.2.2. マルチスペクトルカメラ 

マルチスペクトルカメラの構造の代表的なものとして、プリズム分光による方法と、複

数のフィルタを用いる方法について紹介します。 

a) プリズム分光による方法 

最初に紹介するのは、入力した近赤外線を内蔵するプリズムで帯域を分割することによ

り、複数の帯域に対応する方法です。プリズムの構成により、4 波長帯域くらいまで、

波長帯域を分割することが可能です。図 5 には、プリズムで A、B 2 つの波長帯域に分光

するラインスキャンカメラの例を挙げます。 

 

図 5 2 分光プリズムカメラの構成 

 

このカメラの例では、入力した近赤外線を、２つの波長帯域 A と B にプリズムで分光

します。それぞれλ1、λ2 の波長で発光する LED 照明を照射することにより、イメージ

センサ A ではλ1、イメージセンサ B ではλ2の波長による撮像が可能となります。 
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b) 複数のフィルタを用いる方法 

プリズム分光では対応できない、さらに多く

の波長での撮像が必要な場合には、複数のバ

ンドバスフィルタを用いたマルチスペクトル

カメラを使用します。センサの前に設置する

特定の波長しか透過させないバンドバスフィ

ルタを時分割的に切り替える事により、様々

な波長の近赤外線の検出を可能とします。例

えば図 6 には、この時分割の切り替えを実現

するためのフィルタの例を示します。このよ

うなフィルタを高速に回転させることにより

λ1からλ8の 8 種類の波長に対する映像を得る事が可能です。 

 

3.2.3. ハイパースペクトルカメラ 

マルチスペクトルカメラが区別できる波長の数が 20 程度であったのに対し、ハイパー

スペクトルカメラで区別できる波長の数は数百となり、擬似的に連続波長に対応してい

ると言えます。図 7 には一般的なハイパースペクトルカメラの構成を示します。 

 

図 7 ハイパースペクトルカメラの構成例 

 

ハイパースペクトルカメラは、ワークを時間的にライン毎に撮像していきます。ワーク

からの反射光を捉えたライン上の各点の近赤外線は、回析格子などの素子により、波長

情報に分解されます。回析格子は波長によって屈折率が違うという光の性質を利用し、

光を波長成分に分解する分光機能を持つ素子です。図では擬似的に長い波長の光を赤色

で、短い波長の光を青紫色で表しています。入力された 1 ラインの近赤外線は、横軸を

撮像したライン、縦軸を波長情報とする 2 次元の平面に展開されます。この 2 次元情報

を、InGaAs など近赤外の帯域に感度を持つエリアセンサを用いて取得します。さらにこ
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のラインを走査（撮像するラインを時間的に移動して行く）する事により、図中 X、Y

の平面に対して波長を加えた 3 次元の情報を取得する事が可能となります。 

 

3.3 レンズ 

 ハイパースペクトルカメラの構成例でも示したように、光は波長により屈折率が変わ

ります。この性質を利用してハイパースペクトルカメラは実現されていますが、光を一

か所に集めるレンズの場合は、近赤外線と可視光では屈折率が大きく異なるため、可視

光用のレンズをそのまま近赤外線に使っても焦点が合わないなど、検査に必要な性能を

持たせることができません。そのため近赤外線専用、あるいは可視光のレンズでも近赤

外にも対応するように設計されたレンズが必要になります。さらに遠赤外線は、可視光、

近赤外線用レンズの素材(N-BK7 など)を透過しないため、レンズの材質自体をゲルマニ

ウムやシリコンなど、遠赤外線を透過する材質に変える必要があります。 

 

3.4 照明機器 

検査に用いられる照明は、検査に用いる波長の近赤外線を必要な輝度で照射できる必要

があります。モノクロやマルチスペクトルカメラのように既に必要とする近赤外線の波

長が決まっている場合と、ハイパースペクトルカメラのように測定する帯域を連続的な

波長の光で照射する必要がある場合とでは、必要とされる照明の種類も変わってきます。 

まずハイパースペクトルカメラには、測定する近赤外線の帯域を連続的な波長の光で照

射することのできる白熱ランプやハロゲンランプを用いることができます。どちらも可

視光から近赤外線までの幅広い帯域の波長を連続的に照射することが可能です。長時間

の稼働が必要な産業用の検査では、主にハロゲンランプが使われます。ハロゲンランプ

は、ランプ内に封入する不活性ガスに、ヨウ素や臭素などのハロゲンガスを微量導入す

ることにより長寿命化を実現するとともに、白熱ランプより高い輝度が得られます。 

一方、モノクロカメラやマルチスペクトルカメラのように、予め測定する波長が決まっ

ている場合でも、従来は、照明にハロゲンランプを使用し、測定したい波長だけを透過

させるバンドバスフィルタを用いて特定波長での検査を行うという方法が一般的でした。 

近年、近赤外線の LED の輝度が著しく向上し、さらに発光可能な波長の種類の増加、

高寿命化と低価格化が進んだため、モノクロカメラやマルチスペクトルカメラでの撮像

用の照明としても、近赤外線発光の LED を使う事が増えてきました。 

 

4. シーマイクロ社の近赤外ラインスキャンカメラ 

ラインスキャンカメラの分野で国内大手の(株)シーマイク

ロでは、512 画素、InGaAs のラインスキャンセンサを用い

た近赤外線ラインスキャンカメラ NHB050H を商品化して

います。      

NHB050H 
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以下にその主な仕様を記載します。 

物理的な特徴／動作レンジ 単位 
 

画素数 pixel 512 

分光感度特性 nm 950～1700 

画素サイズ μm 25×25 

レンズマウント - C マウント 

サイズ（レンズマウント、コネクタ含まず） mm 60(W)×60(H)×60(D) 

重さ（レンズ含まず） g 標準：260 

データ出力形式 - Camera Link Base 

データレート(Camera Link 出力クロック) MHz 40 

ラインレート kHz 最大：8.14 

データフォーマット bit 8/10/12 

入力電圧 DC V 標準 12V ～ 15V 

 

シーマイクロでは、この 512 画素の近赤外ラインスキャンカメラ以外にも可視光のラ

インスキャンカメラ、高さを計測する 3D ラインプロファイルカメラなど様々なライン

スキャンカメラのラインアップを取り揃えています。また今年 11 月には、新しい近赤外

線ラインスキャンカメラの発表も予定しています。 

今まで可視光で検査して良い結果が得られなかったが、近赤外線ではできるかもしれな

い、と思われるような検査対象（ワーク）をお持ちの方は、是非一度シーマイクロにご

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 

 

参考文献 

1) 尾崎幸洋「近赤外分光法」、講談社（2015） 

2) http://www.neotron.co.jp/crystal/4/Si.html 

3) https://www.cmicro.co.jp/pdf/IIoT_LineScanCamera_V1.3_2019.pdf 

https://www.cmicro.co.jp/
http://www.neotron.co.jp/crystal/4/Si.html
https://www.cmicro.co.jp/pdf/IIoT_LineScanCamera_V1.3_2019.pdf

