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　まえがき

画像処理を応用した FA向け自動外観検査は，今日では，

ものづくりを支える重要なコア技術となっている。富士電
機は，一般的にはビジョンシステムと呼ばれているビジョ

ン検査装置を，その黎明（れいめい）期（1980年代初頭）

より研究開発し，これまで多数の検査システムを実用化し

てきた。特に，高速生産ラインにおける全数自動外観検査

システムに注力しており，医薬，食品分野を中心として製
品展開を図ってきた

（1），（2）
。

ビジョンシステムの適用分野とその期待効果を，表１に

示す。現在では，省人化，合理化の側面に加え，品質管理
上の要求が強くなっており，生産設備として付帯的なもの

から必須なものへと変ってきている。求められる検出精度
は，通常の検査対象の場合は目視限界となるが，電気電子，

半導体，液晶分野などは，デバイスの小型化や構造の微細
化などとあいまって，検出すべき欠陥が非常に微細なもの

となっている。このために検査画像を高精細化して，しか

もきわめて膨大な情報量を処理しなければならず，インラ

インでの検査では，要求される検査精度とスループットは

トレードオフの関係になっている。

図 1は，1990年以降の主な製品の系譜である。従来の

検査装置は，設定によりさまざまな検査対象に適用できる

汎用型ビジョン検査装置と，特定の検査対象に対して高速
の搬送機構と一体となった高度な検査機能を実現する専
用型ビジョン検査装置に大別できる。これに加え，近年は，

パソコンの性能が飛躍的に向上したこととパソコン内蔵用
の画像処理ボードが高速化してきたことにより，パソコン

ベースの高精細画像検査装置が実現でき，これをプラット
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表1　ビジョン検査装置への適用分野と期待効果

主な検査 主な期待効果適用分野

電気電子分野

半導体分野

プリント板などの部品実装
検査

ウェーハ検査，ICパターン
検査

品質管理，省人化，高速化

品質管理，省人化，高速化

食品分野 食品の異物混入検査，食品
容器の検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

医薬品分野
細粒異物の検査，錠剤・
カプセルの文字検査，
パッケージの検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

その他 包装・印刷・自動車電装品
の検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

液晶分野 液晶パネルの検査 品質管理，省人化，高速化

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

汎用型
ビジョン装置

専用型
ビジョン装置

高精細画像
検査装置

２５万画素対応（512×480） ラインセンサ
５２万画素対応（512×1024）

２５万画素対応 １００万画素対応
（1024×960）

高精細化

マルチウィンドウＭＷＰ-３０００

マルチウィンドウＦＡ用ＶＲ-Ｆ ＦＡ用ＦＡⅰ-３００

容器内面検査MW-5220 容器外面検査 FAY-1000

貨幣検査装置

媒体検査装置 高精細画像検査装置

ＭＥＭＳウェーハ検査装置

カラー細粒異物検査装置
OPC検査装置

カラー容器外面検査装置 FAY-2100

モノクロ細粒異物検査装置

ＦＡ用画像処理ユニットＦＡＹ-４００/６００

ＦＡＹ-5００/7００
汎用化 カラー化

ＭＷＰ-３０００

カラーエリアセンサ２００万画素対応

FAi-300

図１　ビジョン検査装置の主な製品の系譜
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ホームとして各種専用型ビジョン検査装置が構成できる。

本稿では，このパソコンベース高精細画像検査装置の特
長やその応用事例について紹介する。

　高精細画像処理装置

パソコンベース高精細画像処理装置には，以下のような

特長が挙げられる。

（a） 　画像処理ボードを内蔵したパソコン装置を利用して，

検査対象に応じた画像処理アルゴリズムの開発や評価
シミュレーションが行えるとともに，画像データベー

スを構築することでカスタム化した専用機能の開発と

機能評価を効率的に行える。

（b） 　パソコン環境上では，画像処理ソフトウェアのソー

スコードレベルのポータビリティが期待でき，組込み

型の専用機と比較して，ソフト資産が再利用しやすく

陳腐化しにくい。

（c） 　標準インタフェースやミドルウェア，ライブラリな

ど，利用可能な素材が充実し増大している。

図 2に高精細画像検査装置の基本構成を示す。中央の高
精細画像処理プラットホームがパソコンベースの部分であ

り，その核に画像処理ユニットがある。高精細画像処理に

おいて，要求されるスループットが高い場合には，画像処
理アクセラレータなどで高速処理を実現する。

ほかにパソコン部は，検査システムを構成する外部機器
に対して，制御装置としての役目も果たす。主な例として

は，照明器に対する発光タイミングや光量制御，カメラに

対する撮像タイミングや露光時間などの各種設定，レンズ

機構に対する撮像倍率やピント制御，搬送排出機構に対す

る位置決め制御，駆動制御などである。

検査アプリケーションは，関数として準備されている画
像処理ライブラリを利用して構築する。高精細画像処理プ

ラットホームと合わせて，サンプル画像や実際の検査ライ

ンで取得した検査画像を蓄積して高精細画像データベー

スを充実させつつある。画像データベースを活用して，検 
査方式の最適化のための開発環境づくりを進めている。

ハードディスクドライブ（HDD）などの記憶デバイスが

高速大容量化したので，全検査画像のファイリングができ

るようになっている。今後は，これらの膨大な画像情報を

評価する高精細画像処理技術が，重要になるものと考えら

れる。

高精細画像検査装置の機能体系を図 3に示す
（3）

。機能には

大別して，装置の調整機能，検査対象品種ごとに作成する

設定ファイル作成機能，検査機能，検査結果を集計・管理
する品質管理機能がある。

　MEMSウェーハ検査への応用

IJP（インクジェットプリンタ）ヘッドやダイヤフラム

膜など，MEMSデバイスは超精密機械構造を特徴として

おり，外観検査の自動化ニーズが強い。検出すべき欠陥に

は，パターンブリッジ，パターン欠損，パターン位置ずれ，

異物付着，成膜はがれなどがある。

371（63）

外部機器

照明器

高解像度
カメラ

制御

搬送機構
制御

制御

制御

制御

制御

入力
出力

レンズ
機構

実装

修正

照明制御

カメラ
インタ
フェース

搬送制御

入力

レンズ
制御

高精細画像処理プラットホーム
（パソコンベース）

画像検査

制御
ユニット

画像処理
ライブラリ

最適条件

検査アプリ
ケーション

関数

設定

検査結果

画像ＤＢ作成・読出し

高精細画像ＤＢ

学習用画像ＤＢ
（良品 , 不良品）

・検査項目
・検出率
・ムダばね率
・検査時間

画像処理
ユニット

標準パターン
ＤＢの作成

検査用画像ＤＢ
（良品 , 不良品）

良品・不良品
の検査結果

図2　高精細画像検査装置の基本構成
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図3　高精細画像検査装置の機能体系
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MEMSウェーハ検査装置の主な開発目標仕様は，以下
のとおりである。

（a）　検査精度 5 µm以上
（b）　検査時間 10分/枚（4インチウェーハ時）

（c）　溝部分など局所の深さ計測機能
（d） 　品種設定，チューニングに要する段取り時間の最小
化（多品種少量対応）

図 4にMEMSウェーハ検査装置の外観写真と操作風景
を示す。また図 5にその構成を示す

（4）

。

検査対象ウェーハを XYθステージ上に載せ，顕微鏡光
学系を備えたカラーカメラにより撮像する。最初にアライ

メント動作でθ軸を補正し，次にリニアスケールで撮像距
離間隔を計測しながら，数百の検査領域に分割して全域を

撮像する。露光は電子シャッタにより，ウェーハ移動中の

撮像が可能である。なお，光量を確保するために，高輝度
のメタルハライド照明器を用いている。検査は，画像処理
カードを実装した産業用パソコンのプラットホームで実行
する。画像の位置ずれ補正を行った後に，パターン化され

た領域については，あらかじめ登録した良品画像とのマッ

チングによって検査を行い，パターンのない無地領域につ

いては，微分フィルタにより欠陥を検出する。

レーザ測定器で計測する深さ方向のプロファイル情報に

より，目的とする計測箇所の奥行き，深さを自動算出する。

操作画面は，図 6に示すようにメイン操作画面（左上）

のほか，ウェーハ全体マップ（右上），検査画像表示（左
下），結果表示画面（右下）の 4画面で構成している。メ

イン操作画面は，オンライン検査で必要な情報を集約して

表示する。設定操作はウィザード形式で進行するユーザー

フレンドリなヒューマンマシンインタフェースとして簡
単操作を実現している。マップ表示は検査の進行状況や

ウェーハ上の各セルの検査結果が表示でき，またマップ上
をクリックすることにより視点の移動も可能とした。現場
でのオペレータの作業性を考慮して，画面はタッチパネル

としている。

本装置を使って，MEMSウェーハ製造ラインでの試行
運転を行い，目視検査工数の削減効果を評価している。一
方，検査対象の品種が多いため，品種個別の検査精度，良
品ばらつきなどへの対応が必要であり，高精細画像データ

ベースの構築，画像収集，解析および評価を進めている。

検査装置の主な，表 2のとおりである。

　カラー細粒異物検査機への応用

医薬細粒剤については経口剤であり，異物の混入があっ

てはならない。万一の混入を未然に検出して，最終的に市
場への流出を防止することが求められている。生産ライン
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周辺制御
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図5　MEMSウェーハ検査装置の構成

図6　操作画面例

表2　MEMSウェーハ検査装置の主な仕様

仕　様項　目

ウェーハサイズ

画面分解能

レンズ

照明器

XYステージ

カメラ CAMERA LINK，
UXGA相当，8ビットカラー

m

4～6インチ

1～10　  /画素

m300mm× 300mm，精度5

光学10倍ズーム

LEDまたはHID

図4　MEMSウェーハ検査装置の外観と操作風景
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では，サンプリングによる目視検査に頼ってきたのが現状
である。異物の混入は，突発的かつ一過性で発生する場合
がほとんどで，全量検査が望まれている。また，社会的に

も品質を問われ，より微細なものまで検出することが求め

られる。以上のことから，検査機の生産ラインへの導入に

よる自動化の要求は高い。特に混入異物の種類を判別しや

すいカラー機の導入が望まれている。このカラー化の要望
に対し，従来のモノクロ細粒異物検査機に高精細画像処理
用に開発した画像処理プラットホームを適用したカラー細
粒異物検査機を開発した。

図 7に細粒異物検査システムの構成を，図 8にシステム

の外観の例を，表 3に本装置の主な仕様を示す。カラー細
粒異物検査機のシステムは，供給ホッパ内に投入した細粒
を，フィーダでの送り出しとドラムでの回転により，一層
化し異物を露出させ，これをカラーラインセンサカメラに

て撮像する。撮像した画像をリアルタイムに独自の画像
処理にて高速判定処理する。異物を検出すると排除ノズル

を動作させ異物を吸引排除する。吸引した異物は，集塵
（しゅうじん）機の不良品容器に蓄積する。検出した異物
の画像および判定結果情報は，液晶モニタに表示されると

ともに，パソコンの HDDにすべて保存する。

本装置の主な機能として設定調整機能と判定機能がある。

設定調整機能には搬送細粒画像からの判定しきい値自動
設定機能，判定前に基準データを自動取込みし判定時光量
のばらつきを補正するシェーディング補正機能，光量の変
動を補正する光量フィードバック自動補正機能などがある。

判定機能としては，サイズ判定機能，総合色判定機能など

を持っている。構造は，細粒のロット交換時に必要な洗浄
が容易に行えるように，接粉部（ドラム，フィーダのトラ

フ，供給ホッパ，良品シュートなど）が簡単に洗浄できる

構造となっている。

検出精度は，目視検査では検出できる異物の大きさが

200〜 300 µmが限界であるのに対し，カラー細粒異物検
査機では最小検出限界 50 µm程度が可能となる。図 9に検
出した異物の画像を示す。

本装置は，特に医薬品の品質管理に必要なモニタリング

機能として，以下のような豊富なデータ表示機能がある。

（1）　バリデーションデータ

①吸引圧，②ドラム回転速度，③光量データ，④基準サ

ンプルデータ

（2）　生産管理データ

①品名，②ロット番号，③検査年月日，④稼動時間，⑤
検出異物数

（3）　各種異常監視機能
①光量異常，②不良多発，③排除異常，④回転数異常
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液晶タッチパネル

PC＋画像処理部

メカ制御
状態監視

（RS232C）

カメラリンク カラーラインセンサカメラ

NG

メカ制御信号

7,300画素×2台

照明器
ホッパ

細粒

フィーダ

静電
除去器

ドラム良品

UPS

PLC

集塵機へ

不良品吸引
ノズル

図7　細粒異物検査システムの構成

図8　細粒異物検査システムの外観

表3　細粒異物検査装置の主な仕様

項　目

搬送方式

搬送ライン数

最大搬送量

ドラム回転速度

排出吸引圧

照　明

カメラ

仕　様

フィーダ・ドラム搬送

最大2ライン

1ライン当たり50kg/h

20～50r/min

定格1.5kPa

LED照明×2灯

カラーラインセンサカメラ
7,300画素×最大2台

髪の毛 眉毛

黒点 ゴム（赤）

図9　細粒中の異物検出画像
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普
通
論
文

　あとがき

パソコンベースの高精細画像処理装置とMEMSウェー

ハ検査，細粒異物検査への適用について，その概要を述べ

た。

MEMSウェーハ検査については，ダイシングチップへ

の対応や処理の高速化，3D深さ計測の強化などの機能
拡充を行って，マルチセンシングを特徴とするコストパ

フォーマンスの高いビジョンシステムを提供していく。ま

た，細粒異物検査については，高速搬送排出機構の洗浄の

容易化や高精細画像処理の高度化により付加価値の向上を

図っていく。

さらにパソコンベースのプラットホームを開発したこ

とにより，他の高精細画像検査分野への応用展開が可能と

なった。半導体分野や医薬分野だけなく各種分野への検査
装置の適用拡大と検査業務の高度化を図っていくとともに，

パソコンのネットワーク機能などを活用して，MES（製
造実行管理システム）などの製造ライン全体を統合管理す

る製造ソリューションのキーコンポーネントの一つとして

も適用を図っていく。

富士電機は，高精度検査によるお客様の製品の品質向上
を通して，社会の安全・安心の一役を担うとともに，企業
の社会的な責任を果たしていく所存である。
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