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　見えないものを、検査することはで
きない。見えないものを、読むことは
できない。照明の課題は果てしなく続
き、ビジョンやイメージングの機能を
太陽光の下で行うというのは、大抵の
場合は実行可能な選択肢ではないた
め、システムインテグレータは常に、
イメージングのために物体を適切に照
らす方法を模索している。すべての出
発点は当然ながら、用途に対する光の
選択にある。システムインテグレータ
やエンドユーザーには、適切な照明に
存在する無数の課題を解決する、さま
ざまな照明の選択肢が提示される。ス
ペインのDCMシステメス社（DCM 
Sistemes）の製品マネージャーを務め
るボルハ・ペレス・デ・アニュジタ氏

（Borja Pérez de Anuzita）は、「カメ
ラは見えるものしかとらえることがで
きないことを覚えておく必要がある。
従って、画像を処理するには、その場
面を適切に照らすことが非常に重要で
ある。用途に対する適切な照明の選択
が、どのようなマシンビジョンシステ
ムにおいても出発点でなければならな
い。良好な照明は、アプリケーション
開発を確実に成功に導くために不可欠
な要素である」と述べている。

課題
　ビジョン／イメージングシステムを
設計する際には、システムインテグレ

ータ、エンドユーザー、照明供給メー
カーに影響を与える無数の課題が存在
する。継続的なカメライノベーション
を維持するのは重要なことだが、技術
の進歩と新しいイメージング技術は、
新しい種類の照明に対するニーズを生
み出す。タイミングも重要である。用
途に対する照明要件をできるだけ早い
段階で決定することが、エンドユーザ
ーのコスト削減につながる。また、供
給メーカーに対して顧客は、カスタム
またはセミカスタムの照明ソリューシ
ョンを求める場合が多い。
　独バスラー社（Basler AG）のコンパ
ニオン製品担当製品マネージャーを務
め る ト ル ベ ン・ ダ イ ケ 氏（Torben 
Deike）は、ビジョンシステム用の照明
を選択する際の主な課題として、次の
3つを挙げた。
1.  選択のタイミング：照明の検討を後

回しにすると、照明ソリューション
のカスタマイズや独自設計が必要に
なり、コストは高くなり、市場投入
期間は長くなる。

2.  製品規格／相互運用性：非標準の照
明をビジョンシステムに組み込むに
は、時間と非常に専門的な技術知識
が必要になる。

3.  材料の摩耗と仕様：光源の経年劣化
や、目まぐるしく変更される仕様は、
一貫した良好な画質に対して悪影響
を及ぼす。

　

　「これらの課題をできるだけ最適な
方法で克服できるように、バスラー社
は顧客に対して、ビジョンシステムを
構築して適切なカメラとレンズを選択
する際には、適切な標準照明をできる
だけ早い段階で検討することを推奨し
ている。スムーズな統合とスケジュー
ルに沿った実装は、単一のメーカーが
提供する統一性のあるコンポーネント
を使用することによって、さらに促進
される。また、一貫した画質を確保し
て、保守作業を軽減するために、産業

クリス・マクルーン

システムインテグレータやエンドユーザーには、適切な照明に存在する無数
の課題を解決する、さまざまな照明の選択肢が提示される。照明要件を初期
の段階で決定することが、エンドユーザーのコスト削減につながる。

照明供給メーカーに求められる、
カメラの進歩に歩調を合わせた設計
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図１　スペクトラム・イルミネーション社は、
同社の複数のモデルで4セグメントオプショ
ン を 提 供 し て い る。「Monster Ring 
Lights」シリーズでは、MRL5.5（写真）、
MRL13.5、MRL30.5の各リング照明で、
このオプションが利用できる。（写真提供：ス
ペクトラム・イルミネーション社）



グレードの照明のみを使用するべきで
ある」とダイケ氏は述べた。
　「システムインテグレータとビジョン
システム設計者は、特に量産または
OEMアプリケーションにおいては、よ
りカスタムまたはセミカスタムの照明
を求める現在の市場ニーズに適応しな
ければならないという課題に直面して
いる」と、米アドバンスト・イルミネー

ション社（Advanced Illumina tion）
の最高経営責任者（CEO）で共同

創設者のジョン・スレイルキル
氏（John Thrailkill）は 述 べ
た。「多くのエンドユーザー
顧客は、非常に特殊な要件
を抱えていることが多く、
システムインテグレータ、
マシンビルダー、供給ベンダ

ーは、カスタムまたはセミカ
スタムのソリューションによっ

て、非常に迅速にそのニーズに応
えなければならない。多くの場合、
ソリューションを最初に提示したベン
ダーが、その業務を獲得する」（スレイ
ルキル氏）。
　米スマート・ビジョン・ライツ社

（Smart Vision Lights）の創設者で最
高技術責任者（CTO）を務めるマット・
ピンター氏（Matt Pinter）も、カメラ
メーカーが生み出す新しい技術を補完
する照明など、技術の進歩に歩調を合
わせることを、課題として挙げている。

「イメージング装置に新しい技術を採
用するカメラ（偏光、SWIR ／マルチ
スペクトル）や、フォトメトリック、
位相ディフレクトメトリ用のセンサ、
ディープラーニングなどの新しいアル
ゴリズムによって進化したカメラが存
在する。そうした新しい技術を対象に
開発された照明によって、カメラ業界
を補完する必要がある」と同氏は述べ
ている。

　ますます増加するイメージセンサに
照明を合わせることも課題の1つだと、
モリテックスの米国法人（MORITEX 
North America）の社長を務めるジェ
イソン・バチュラー氏（Jason Baechler）
は指摘した。「用途に対して十分な光
を供給することが、引き続き課題とな
るが、現在はさまざまな種類のLED
チップが市場に提供されているため、
制約や課題となるのはそれ以外の要件
である」と同氏は述べた。
　「競争的な価格で『十分に良い』照明
と、簡単に統合できるパッケージサイ
ズの間のバランスも、よくある課題で
ある。しかし、この1〜2年で増えて

いるのは、市場でますます増加するイ
メージセンサに、照明ソリューション
を適合させるという課題だ。これは、
対象用途に対して十分に明るいが、被
写界深度を低下させたりセンサの視野
を遮ったりするほど明るくはない照明
を設計するという、シンプルな課題で
ある場合もあれば、対象物に対してコ
ントラストを生成しつつ、センサの感
度に対して最適な非可視波長を見つけ
るという、複雑な課題である場合もあ
る」とバチュラー氏は続けた。
　米プロフォトニクス社（ProPhoto 
nix）の技術担当ディレクターを務める
サ イ モ ン・ ス タ ン レ ー 氏（Simon 
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図２　スマート・ビジョン・ライツ社の「LTF」は、すべての標準波長に加えてIR、SWIR、UVの
各波長で提供されている。3チャンネルで構成されており、各チャンネルのLEDはそれぞれ、ワ
イド／ミディアム／ナローのいずれかのレンズを備える。（写真提供：スマート・ビジョン・ライツ社）

図３　TPLビジョン社の「Modular Bar with Angle Changers」には、マイクロオプティクス
技術に基づく厚さわずか４mmのフィルムが採用されており、それによって光出力角度を調整す
ることにより、Modular Barの超挟角（Ultra-Narrow）に加えて、挟角、中角、広角、ライン状
の光を照射する。（写真提供：TPLビジョン社）



Stanley）は、次のように付け加えた。
「マルチスペクトル／ハイパースペクト
ルイメージングなどの新しい技術の進
歩に伴って、検査の可能性が広がり、
新しい用途が実現されるだけでなく、
複数の検査の同時実行が可能になるケ
ースもある。特に照明に関しては、こ
のような用途は本質的に要件が厳し
く、用途のニーズを満たす専門的な波
長構成に加えて、スペクトルバランス
と卓越した制御が、このような新しい
技術の可能性を最大限に引き出すため
に必要となる」。
　システムインテグレータとエンドユ
ーザーに数多くの照明選択肢が存在す
ることも、課題になると、英TPLビ
ジョン社（TPL Vision）のセールス担当
副社長を務めるキャロライン・ウィン氏

（Caroline Winn）は言う。「数万種類
という困惑するほど多くの照明製品
が、システム設計者とインテグレータ
に提供されている。適切な照明の選択
には、知識と専門技術が必要である。
用途に最も適した照明を特定して評価
した上で選択するのは、困難で時間の
かかる作業だ。しかし、設計を完成さ
せた後でも、設計した場所と最終的な
設置場所の周辺照明条件の違いが原因
で、照明製品の変更がやはり必要にな
る可能性はあり、それによってプロジ
ェクトに遅れが生じる場合がある。十

分な機能を備えつつ柔軟性に優れた照
明ソリューションは、そうした課題の
解決に役立ち、ユーザーは、設置した
照明を取り外すことなく、設置環境に
合わせて照明を迅速に適応させること
ができる」と同氏は述べた。
　「メタフェーズ社は、非常に多くの
異なる構成のLED光源を提供してい
る。多数の照明を提供したいからでは
なく、マシンビジョン市場をサポート
するためにそれが必要だからである」
と、米メタフェーズ・テクノロジーズ社

（Metaphase Technologies）のシニア
技術セールスマネージャーを務めるマ
ーク・コルバイテス氏（Mark Kolvites）
は付け加えた。「検査対象となる製品
には、さまざまな形状、サイズ、色の
ものがあるため、コントラストを最大
にするには、さまざまな長さ、形状、
波長の照明が必要になる。ビジョンシ
ステム装置は、スペースに制約がある
場合が多いため、照明などのコンポー
ネントは、LEDの動作温度を許容範
囲内に維持するために必要な質量を持
ちつつ、コンパクトかつ高集積でなけ
ればならない。これが、多数のサイズ、
形状、種類、LED波長の照明を用意
する必要性につながっている」（コルバ
イテス氏）。
　ヴイ･エス･テクノロジーの製品開
発部門ディレクターを務めるユウジ・

スガハラ氏は、システムインテグレー
タとビジョンシステム設計者が直面す
る課題として、スペースに制約がある
高輝度アプリケーションにおける放熱
と輝度の間のバランスをシミュレーシ
ョンすることと、人工知能（AI）アプ
リケーションに適合する最適な照明を
見つけることの2つを挙げた。
　英ガーダソフト社（Gardasoft）の北
米担当副社長を務めるジョン・メルヴ
ァ氏（John Merva）は、照明の課題は
次の2つの領域に分類されると述べた。
・  所望の特徴を確実に際立たせつつ、

重要ではない部分を抑制する、適切
な照明ジオメトリを提供すること。
これは、適切な光形状と照明波長を
選択することによって、達成される。

・  一貫した正確な照明を1枚1枚の画
像に対して提供すること。これは、
正確に等しい電流によってLEDを
駆動し、パルス時間を正確に測定す
ることによって、達成される。

　シーシーエス米国法人（CCS Ame 
rica）のアプリケーションエンジニアで
あるリンジー・ドラガン氏（Lindsey 
Dragan）は、「当社の経験では、最大
の課題は、簡単に視認できる欠陥とマ
シンビジョンの能力の間の不整合に起
因している。言い換えると、人間の目
で欠陥が確認できるからといって、カ
メラが確実にそれを検出できるとは限
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図４　アドバンスト・イルミネー
ション社の「UltraSeal Wash 
down Lights」はIP69K準拠
で、シールドされた平らな表面
を持ち、実質的に継ぎ目のない
形状となっている。UltraSeal
ライトは、プレハブ式のスケー
ラビリティを備える。（写真提
供：アドバンスト・イルミネーシ
ョン社）
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らないということである。その要因は
通常、カラーマッチングと、自然が生
み出すあらゆる現象にある」と述べた。

ソリューション
　照明は、マシンビジョンやイメージ
ングにおいて必ず課題となるが、シス
テムインテグレータとエンドユーザー
は、さまざまな選択肢の中から製品を
選択して、適切な照明を適切なカメラ
と適切な用途に組み合わせることがで
きる。
　米スペクトラム・イルミネーション社

（Spectrum Illumination）は、カスタ
ム照明ソリューションを専門とする企
業である。「カスタマイズは、特定の
LED波長やCRIのニーズへの対応か
ら、デュアルチャンネルオプションに
至るまでの多岐にわたる」と、同社の
設計エンジニア兼副社長を務めるデビ
ッド・ハーディー氏（David Hardy）は
述べている。「デュアルチャンネル照明
を求める当社顧客に人気が高いのは、
白色光と赤外光の組み合わせである。
このような、デュアルチャンネルのリ
ニア照明は、複数の問題の解決に役立
つ。例えば、リサイクル材料の仕分け
や植物の識別などに使われている。当
社は、『Monster』シリーズのリニア照
明で、デュアルチャンネルオプション
を提供している。長さは最大80.5イン
チ（2m）で、大きなコンベア上の仕分
け処理に利用できる。カスタム製品と
して、最大で161インチ（4m）の長さ
のものも、提供している。また、デュ
アルチャンネルのリング照明も提供し
ており、こちらはパーツの位置特定／
特性検証をサポートすることができ
る。これらのリング照明で人気の高い
組み合わせの1つは、パーツの位置特
定に白色光、接着剤の有無などの確認
にUVを使用するというものである」

（ハーディー氏）。
　スペクトラム・イルミネーション社
は、セグメント照明も設計している。
セグメント照明またはフォトメトリッ
クステレオは、セグメント化されてい
ない単一光源の光では検出が難しい特
徴を明らかにするものである。「当社
は現在、複数のモデルにおいて、この4
セグメントオプションを提供している。

『Monster Domes Lights』シリーズで
は、DL85、MDL12.25、MDL29.25 の
各製品でこのオプションが利用できる。

『Monster Ring Lights』シリーズでは、
MRL5.5（図1）、MRL13.5、MRL30.5
の各リング照明でこのオプションが利
用できる。4インチまたは8インチで提
供されている『RL/DF』シリーズの照
明も、4つのセグメントを個別に制御
するようにオーダーすることができる」
と、ハーディー氏は述べた。
　スマート・ビジョン・ライツ社の最新
照明は、カメラが抱える最新の技術的
問題を解決するように設計されてい
る。例えば、「LTF」（Linear Tunable 
Field of view）シリーズ（図2）の照明
は、視野（Field of View：FoV）を電子
的に制御するもので、システムインテ
グレータとエンドユーザーは、可動部品
を使うことなく光照射角度を調整し、
特定用途のニーズに合わせて設定する
ことができる。LTFは、すべての標準
波長に加えてIR、SWIR、UVの各波
長で提供されている。3チャンネルで構
成されており、各チャンネルのLEDは
それぞれ、ワイド／ミディアム／ナロー
のいずれかのレンズを備えている。ユ
ーザーは、チャンネルを切り替えたり
組み合わせたりすることによって、照
明角度と作動距離を制御することがで
きる。
　TPLビジョン社のLED照明製品は、
明るさと均一性の間の最適なバランス

を図ってユーザーのFoVを照らすよう
に設計されている。
　TPLビジョン社の「Modular High 
Intensity Bar with Angle Changers」

（アングルチェンジャー付きモジュール
式高輝度バー、図3）は、ほぼすべて
の照明用途に対応している。この製品
は、光出力角度を調整することにより、

「Modular Bar」の超挟角（Ultra-Na-
rrow）に加えて、挟角、中角、広角、
ライン状の光を照射する。特許申請中
の Angle Changers は、Modular Bar
の上面にしっかりと固定されるように
設計されており、バーライトのIP等級
を損なうことなく、調整可能な3次光
学系として機能する。
　アドバンスト・イルミネーション社の
LED照明は、さまざまな照明課題を
解決するように設計されている。構成
可能となるように設計されていること
が、その主な理由である。同社の標準
照明はかなりの割合で、プレハブ式の
スケーラビリティ、複数の波長オプシ
ョン（最大16波長に対応する製品もあ
る）、レンズオプション、LEDピッチ
を備える。同社の「UltraSeal Wash 
down Lights」（図4）はIP69K準拠で、
シールドされた平らな表面を持ち、実
質的に継ぎ目のない形状となってい
る。UltraSealライトは、プレハブ式
のスケーラビリティを備える。これに
より、コスト効率よく受注生産やセミ
カスタムのデザインが構築可能で、優
れたカスタマイズ性がエンドユーザー
に提供される。UltraSealファミリーに
は現在、バックライトとバーライトが
あり、2021年にリリースされるスポッ
トライトに続いて、将来的にはその他
の種類の照明が登場する予定である。
　バスラー社はCCS社と共同で、多
彩なインテリジェント照明コンポーネ
ントからなるポートフォリオを開発し
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ている。CCS社と共同開発した「Basler 
SLP」照明ソリューション（図5）は、
Basler SLP機能を搭載する「Basler 
ace U」及び「ace L」の各カメラモデ
ルに合わせて設計されている。Basler 
SLP機能により、ユーザーはカメラと
照明の両方を、「Basler pylon Camera 
Software Suite」という1つのソフト
ウエアインタフェースのみを使用して、
非常に簡単に制御することができる。
カメラと光源の間の直接通信により、
ビジョンシステムの複雑さは大幅に軽
減される。カメラと照明の間の同期は
自動的に行われるため、初期動作時だ
けでなく、継続動作中に変更が生じた
場合も、時間が短縮される。Basler 
SLP機能により、ストロボやオーバー
ドライブの機能にもアクセス可能で、
経験の浅いユーザーでもそれらを利用
することができる。
　CCS社は、食品／飲料、製薬、自動
車、ロジスティクス、半導体、一般製
造など、数多くの業界の顧客によって
使用される、ソリューションや製品を
提供している。例えば、CCS社の子会
社である仏エフィルクス社（EFFILUX）
によって設計 及び製 造されている

「EFFILUX」シリーズ（図6）には、大
きな照明エリア、ロボティクス、ロジス

ティクス、自動車など、マシンビジョン
用途のさまざまなニーズに合わせて特
別に設計された、広範囲にわたるプラ
グアンドプレイ方式の照明が含まれて
いる。これらの照明には、コントロー
ラが内蔵されており、プラグアンドプ
レイ方式で接続するためのM12コネク
タが提供されている。調整可能なレン
ズ、ディフューザ、光学アクセサリによ
って、顧客は最適な照明ソリューショ
ンを設計することができる。
　ヴイ･エス･テクノロジーでは、レ
ンズと照明の統合が、マシンビジョン
とイメージングに対する重要な進歩だ
とスガハラ氏は述べ、高い均質性を実
現するためにエリアタイプのLED照明
を内蔵同軸照明として使用する、同社
の「VS-LTC WD130mm」（図7）シリ
ーズを、その例として挙げた。
　「iBlueDrive」（図8）は、 高 度 な
LED照明システムをマシンビジョンに
対して簡単に使用できるようにするこ
とを目的に、DCMシステメス社が開
発した技術である。iBlueDriveデバイ
スによってユーザーは、ストロボモー
ドを連続モードとほぼ同等に簡単に操
作することができる。これらの製品は、
インテリジェントなマイクロストロボ
コントローラを内蔵する照明デバイス

で構成されている。3端子ケーブルだ
けで、電力供給と照明制御を行うこと
ができる。iBlueDriveデバイスは、最
大5.0ppsでトリガ可能である。iBlue-
Drive照明は、モノクロ、RGB、マル
チセクタのいずれのデバイスも、多機
能制御端子が1つしかない。カメラに
直接接続するか、フォトセル、誘導型
センサ、オートメーション出力などの
トリガ信号に接続することができる。
PNPまたはNPNトリガ信号のいずれ
かを使用して、光を制御することが可
能である。デバイスは、どの種類の信
号が使用されているかを自動的に検出
するため、事前設定は不要である。
　プロフォトニクス社は、箱から取り
出して直ちに使える構成可能なLED
照明から、特定用途のニーズに対応す
るカスタム設計／カスタム製造のソリ
ューションに至るまでの、さまざまな
照明ソリューションをビジョン分野向
けに提供していると、スタンレー氏は
述べた。例えば、同社の「COBRA 
MultiSpec」のハイパースペクトル版

（図9）は、400〜1000nmのスペクト
ル範囲に対応する。専門的な波長設定
とバランス化によって、可視域から近
赤外域で動作するハイパースペクトル
ラインスキャンカメラに合わせて、ス
ペクトルが確実に最適化される。空間
的及びスペクトル的な均一性と制御に
よって、ハイパースペクトル用途に適
したLEDライン照明となっている。
　コルバイテス氏によると、一部の用
途に対しては、マルチスペクトルカメ
ラやマルチスペクトルLED照明が活用
できるという。「メタフェーズ社は、
RGBやNIRなどの幅広い種類のマル
チスペクトル照明を提供している。
RGBとIRのLEDが同じ照明の中に配
置されており、異なる波形を個別に制
御することができる。これらのマルチ

図５　バスラー社がCCS社と共同開発した「Basler SLP」照明ソリューションは、Basler 
SLP機能を搭載する「Basler ace U」及び「ace L」の各カメラモデルに合わせて設計されてい
る。Basler SLP機能により、ユーザーはカメラと照明の両方を、「Basler pylon Camera 
Software Suite」を使用して、簡単に制御することができる。（写真提供：バスラー社）
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スペクトル照明を、それぞれ異なるス
ペクトル感度を持つ複数の光学経路に
入射光を分割する、プリズムベースの
マルチスペクトルカメラとともに使用
することにより、対象物のさまざまな
特性を単一のカメラステーションで検
査することができる」と同氏は述べた。
　メタフェーズ社が提供するこのよう
な種類の照明の一例が、マルチスペク
トルLED照 明ファミリー「RGB+IR 
LED Line Lights」（図10）である。こ
れらの照明には、コントラストを最大
限に高めるために、個別に制御可能な
RGB + IR LEDが搭載されている。印
刷検査、紙幣／パッケージ／ラベル検
査、食品検査などに適している。農業
検査（果物や肉など）などの従来のマル
チスペクトルラインスキャン検査には、
複数の検査ステーションが必要で、そ
のそれぞれに専用のカメラと単一波長

（カラー）のLED照明が必要だった。
マルチスペクトルカメラに、個別に制
御可能なRGB+IR LEDで構成された
メタフェーズ社のライン照明を組み合
わせることで、そうしたすべての検査
を単一のステーションで行うことがで
きる。

カメラ技術の進歩に
歩調を合わせる
　エンドユーザーとメーカーの両方に
とって、カメラ技術の進歩についてい
くことが今後も課題となる。また、対
象用途に対して正しい照明を使用して
いることを確認することが重要であ
る。特定のイメージング方法に対応し
ない照明も存在する。照明制御も非常
に重要である。それによって、照明と
マシンビジョンのプログラミングが互
いに補完し合うことが保証されるため
である。
　ピンター氏によると、迅速な市場投

入も重要になるという。「マシンビジ
ョンに対する照明業界の勝者は、新し
い技術を採用するカメラ用の照明を、
非常に短い開発期間で開発する企業
だ。新しい照明を、構想から実際に動
作する状態までもっていくには2〜4
週間かかる。3Dプリントなどの最新

技術、SMT回路基板の社内開発、3D
プリントで製造できない部品の加工を
利用することにより、これを行うこと
ができる」と同氏は述べた。
　ウィン氏は次のように付け加えた。

「人工知能（AI）などの新しい技術はま
だ、適切なコントラストで安定した画

図６　CCS社の「EFFILUX」シリーズには、大きな照明エリア、ロボティクス、ロジスティクス、
自動車など、マシンビジョン用途に合わせて特別に設計された、一連のプラグアンドプレイ方式
の照明が含まれている。これらの照明には、コントローラが内蔵されており、プラグアンドプレイ
方式で接続するためのM12コネクタ、調整可能なレンズ、ディフューザ、光学アクセサリが提
供されている。（写真提供：シーシーエス米国法人）

図７　ヴイ･エス･テクノ
ロジーの「VS-LTC WD 
130mm」テレセントリ
ックレンズシリーズでは、
高い均質性を実現するた
めにエリアタイプのLED
照明が内蔵同軸照明とし
て使用されている。（写真
提供：ヴイ･エス･テクノ
ロジー）
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Lighting and Illuminationproduct focus on

像を取得するイメージングシステムの
能力に依存している。そうした用途で
は、AIを利用しないマシンビジョンカ
メラにおいて常にそうであったよう
に、正しい照明が不可欠である。白色
光は、照明の色として必ずしも最良の
選択肢ではなく、カメラに組み込まれ
ている内蔵照明は、照明そのものの設
計に基づき、最良のイメージング結果

を生成するための最適な位置には配置
されていない場合が多い。これ以外の
理由もあって、外部LED照明は、適
切なコントラストを持つ安定した画像
による堅牢な検査を達成するために、
この先何年も必要になるだろう」（ウィ
ン氏）。
　製品を選択した後のエンドユーザー
のサポートも、同等に重要である。ス

レイルキル氏は、適切な照明ソリュー
ションを見つけるのは、マシンビジョ
ンシステムの仕様定義の最も難しい側
面の1つだが、照明そのもの以外にも、
適切な照明手法や実装方法が理解でき
るようにサポートすることが重要だと
述べた。「当社は、Sample Evaluation 
Program（サンプル評価プログラム）を
付加サービスとして顧客に提供してお
り、顧客は、検査対象物のサンプルを
送付することができる。サンプルを受
け取った当社のチームは、顧客ととも
に、照明の種類、入射角、波長などを
含めて、最も堅牢な照明ソリューショ
ンを見つける作業を行う。当社は、顧
客が照明を実際の用途で試用して、そ
の 効 果 を 判 断 す る こ と の で き る、
Loaner Programも提供している。ま
た、より用途に特化したソリューショ
ンが必要な顧客に対しては、専門家か
らなる当社のチームが、最も堅牢で適
切な照明ソリューションに確実にたど
り着けるように、顧客をサポートする」
と同氏は述べた。
　照明の物理的な特性も重要な役割を
担うと、アニュジタ氏は述べた。「イ
ンテグレータはそれぞれの対象用途に
おいて、より大きな領域をカバーして
より高速な用途に対応できるより強力
な装置、あり得ないほど狭いスペース
で使用できるよりコンパクトなシステ
ム、ロボットに搭載できるより軽量な
システム、過酷な環境で使用するため
のより高度な保護を備えた光源、そし
てもちろん、照明を完全に制御するこ
とのできるシステムが必要だという課
題を抱えている」（アニュジタ氏）。
　ダイケ氏によると、照明が不適切で
ある場合、イメージングシステム内の
その他のどのコンポーネントによって
も、その問題を克服することはできな
いという。「照明コンポーネントとその

図８　DCMシステメス社が
提供する「iBlueDrive」照明
は、モノクロ、RGB、マル
チセクタのいずれのデバイス
も、多機能制御端子が1つ
しかない。カメラに直接接続
するか、フォトセル、誘導型
センサ、オートメーション出
力などのトリガ信号に接続す
ることができる。（写真提供：
DCMシステメス社）

図９　プロフォトニクス社の「COBRA MultiSpec」のハイパースペクトル版は、400〜
1000 nmのスペクトル範囲に対応する。専門的な波長設定とバランス化によって、可視域から
近赤外域で動作するハイパースペクトルラインスキャンカメラに合わせて、スペクトルが確実に最
適化される。（写真提供：プロフォトニクス社）



V I S I O N  S Y S T E M S  D E S I G N  J A PA N    November 2021 33

選択及び統合は、すべてのビジョンシ
ステムにおいて重要である。照明は、
カメラやレンズといったその他のビジ
ョンコンポーネントとともに、ビジョ
ンシステムからできる限り最良の結果
が得られるように、光を供給し、管理
する。不適切な照明は、他のどのコン
ポーネントによっても補正できない。
従って、価格と性能の適正なバランス
に加えて、品質、信頼性、長期的可用
性に高い要件が課される。ユーザーは、
時間とコストを抑えるために、早い段
階で適切な照明について検討する必要
がある」と同氏は述べた。
　ドラガン氏は、正しい照明と正しい
プログラミングが、どのようなアプリ
ケーションの解決においても重要であ
ることを強調した。製品の欠陥をとら
える画像は、照明の適切な選択と使用
に依存し、正しい照明と設定が選択さ
れていない場合は、正しい画像を確実
にキャプチャすることはできないと同
氏は主張した。「同様に、プログラミ
ングが不完全だと、すべての画像が元
の状態のままだったとしても、実際の
ソリューションを実装する能力は損な
われる。アプリケーションを一貫して
解決するには、照明とコーディングの
両方が調和して動作する必要がある。
適切な装置を選択することにより、ア
プリケーションを解決するための理想
的な画像が得られ、ユーザーはフィル
タやその他の部品を定期的に取り換え
る過度のわずらわしさから解放され、
不適切な照明設定をカメラソフトウエ
アフィルタによって補正する作業に費
やす時間を節約することができ、信頼
性の高いソリューションが得られる。
しかし、非常に適切に記述されたプロ
グラムがあっても、画像に欠陥が示さ
れていなければ、そのプログラムには
ほとんど価値がない。反対に、画像が

最良であっても、プログラムがその画
像を解釈できなければ、信頼できる結
果は得られない。最良の結果を得るに
は、その両方を連携して動作させる必
要がある」と同氏は述べた。
　LEDは近年、身の回りの至る所に偏
在しており、ビジョン／イメージングシ
ステムで使用されるのも意外ではない。

「LEDの効率は、常にビジョンシステ
ムの進歩の中心にあり、特に光量が不
足しがちなIR-SWIR分野の非可視波長
に対しては、より一層重要な要素であ
る」とバチュラー氏は述べた。
　メルヴァ氏はこれに対し、次のよう
に付け加えた。「LEDがマシンビジョ
ンシステムに対して、効率と安定性に
優れた最良の光源であることが、市場
で認識されるまでに10年以上かかっ
た。照明制御についても、それと同じ
認識が必要である。電圧駆動の照明は、
光度のばらつきが生じやすく、それに
よって検査結果に違いが生じる。商用
の電圧源が安定性に欠けていることが
その理由である。すべてのユーザーが
電流駆動の照明コントローラを採用す
れば、検査結果の最適な一貫性が得ら

れるようになる」（メルヴァ氏）。
　コルバイテス氏は、「カメラセンサ
は、感度、解像度、速度の面で向上し
続けるが、ますます困難な用途に対し
てマシンビジョンシステムが利用され
るようになるにつれて、さらに高性能
な照明に対する需要は高まる一方であ
る。民生市場におけるLEDの増加に
主にけん引されて、高い光度、1次レ
ンズと2次レンズ、波長選択、効率に
対するLEDの選択肢も増加している。
これにより、マシンビジョンのLED光
源を製造するメーカーは、個々の用途
に対してさらに最適化されたソリュー
ションを提供することができる」と述
べた。
　カメラ技術は目まぐるしく進歩して
おり、照明供給メーカーはその進歩に
ついていかなければならない。スタン
レー氏は、「マシンビジョン照明とシ
ステムの市場は今後も拡大し続け、新
しい用途が開拓されていくのを見る
と、期待に胸が膨らむ。照明メーカー
として私たちは、そうした進歩を最適
な形でサポートするための俊敏性を維
持する必要がある」と締めくくった。

VSDJ

図１０　メタフェーズ社のマルチスペクトルLED照明ファミリー「RGB+IR LED Line Lights」
には、コントラストを最大限に高めるために、個別に制御可能なRGB+IR LEDが搭載されている。
印刷検査、紙幣／パッケージ／ラベル検査、食品検査などに適している。（写真提供：メタフェー
ズ社）


