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良画像の決め手！産業用レンズ

　リコーグループは、1936年の創業から80年を

超えて事業を継続している。その間、常に世の中

の先を見据えて、お客様に新しい製品を提供して

きている。銀塩カメラからデジタルカメラへ、ア

ナログ複写機からデジタル複写機へ、弊社で培わ

れた技術は時代のニーズに即しながら表現方法を

変え進化を続けてきた。

　1970年代後半からは、自社での自動化設備の開

発を進め、検査工程などに光学技術を活用しなが

ら、マシンビジョンに関する技術ノウハウを蓄積

してきた。2011年にはFAレンズに関する高い技

術を所有していたPENTAXと協業を開始し、2014

年10月には、リコーグループ内に分散していた光

学、画像処理、電装などに関する技術や人材を集

約し、新会社「リコーインダストリアルソリュー

ションズ株式会社」として事業展開を図ってきた。

　そのような動きのなかで、世の中で必要とされ

る製品を提供し、FAレンズも時代に合わせて進

化させてきた。

　FAレンズを取り巻く状況の変化としては、か

つては人間が介在して検査や監視などに使う視認

用としてのニーズが多かったが、今では、取得し

た画像に画像処理を施し、自動的に検査や判断が

できる装置の入力手段として捕らえられることが

多くなっている。画像を取得するカメラは、年々、

小画素化、多画素化が進んでおり、それに対応す

るべくFAレンズにおける高解像のニーズも変化

してきている。

　FAレンズに求められる性能を、身近な光学系

を参考に説明する。

　レンズを使う簡単な例は、虫眼鏡である。虫眼

鏡は1枚の凸レンズを使っている場合が多く、物

を大きくして観察する場合、虫眼鏡を前後に動か

したり、目の位置を前後に動かしたりして、何気

なくピント合わせや、見えるものの大きさの調節

を行なっている。FAレンズも同じようにレンズ

の位置を移動させてピントを合せたり、大きさ（倍
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率）を調整したりするところは虫眼鏡と似ている。

ただし、多くのFAレンズはレンズ玉を複数枚内

蔵しており、外観面で虫眼鏡とは大きく異なって

いる。また、使用方法も装置に取り付けた状態で、

対象物までの距離を簡単に変えられない状態で使

われることが多い。

　レンズに求められる性能は、一言で言えば、像

の正確さ（ボケの少なさ、歪みの少なさ、色にじみ

の少なさなど）である。求められる正確さは、その

物の使われ方によって異なる。たとえば、虫眼鏡

で物を見るときは、ピントが甘かったり、形状が

歪んでいたりする状態、すなわち、理想的で正確

な像でなくても、人の目で見る場合であれば、あ

る程度は気にならずに使うことができる。ところ

が、FAレンズを使う状況では、一般的にセンサ

で読み取り、画像にして検査に使ったり寸法を測っ

たりするので、正確さは高いものを求められる。

特に1度の撮影で画面全体を見ることが多いので、

画面全域で像の正確さが求められる場合が多い。

　正確な像からのズレは、原理的に生じる収差か

ら発生している。収差には、ザイデルの5収差と

呼ばれるものと、色収差とがある。レンズの正確

さの向上に関しての研究、すなわち収差の低減は、

ガリレオガリレイの時代から続けられており、収

差をできるだけ小さくする方法は様々な方から提

案されていて、レンズの枚数を増やしたり、形状

を工夫したり、材質を工夫したりして、収差の低

減を図っている。ただし、球面のレンズでは収差

をゼロにすることは原理的に不可能であり、製品

仕様の範囲内に入れるように設計して、製品とし

て使われているのが現状である。

　基本的に、画面の周辺に行くに従い色々な収差

が大きくなる影響を受け、特性が落ちる。前記し

たようにレンズ1枚ではFAに使用する特性が得ら

れないため、レンズを複数枚にして、周辺の特性

も上げるように設計していく。また、物体までの

距離が変わった場合も、特性は変化していく。よっ

て、ある狙いの設計距離の状態で、中心と周辺部

の特性を良くしたとしても、物体までの距離が変

わるとその状況が変わり、中心や周辺の特性が悪

くなったりする。高解像で高性能なレンズを設計

する場合、中心だけでなく、周辺までの特性を見

ながら、かつ、違う距離での特性を見ながら設計

する必要が生じる。

　このような状況を解決する手段の1つが、フロー

ティング・フォーカス機構と呼ばれるレンズ構成

である。図1に一般的なフローティング・フォー
カス機構の1例を示す。

　フローティング・フォーカス機構とは、被写体

距離による収差の変化を抑制するために光学系の

高解像レンズを成り立たせる
フローティング・フォーカス機構について

図1　一般的なフローティング・フォーカス機構の1例
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一部の間隔を変化させながらフォーカスする機構

のことである。設計の際は、レンズに要求される

性能的な要求や重量、コストなどを考慮し、構造

を決めていくことになる。

　本構造は、ピントを合わせるときに動かすフォー

カス群と、移動しない固定群とを分けた構成となっ

ている。操作者は、レンズ本体にあるフォーカス

リングの回転部を回転させることで、フォーカス

群のみを前後に動かし、対象物までの距離に応じ

てピントを合わせることになる。図2に、フロー
ティング・フォーカス機構を採用した弊社製品の

特性の1例を示す。画像中心から端部まで、物体

までの距離が250mmでも、500mmでも良い画質

が得られるようになっている。

　図3は、実画像の比較の例である。
◎撮影条件
• レンズ：

RICOHフローティング・フォーカス機構採用品

　　他社フローティング・フォーカス機構無し品

　　（全体繰り出しタイプ）

• 撮影距離：1,300mm

• 被対象物：以下のラベルを画面の中央と画面

の端部に置く。

• ピント合わせの条件：

　画面の中心のバーコードラベルが認識でき

るようにピントを合わせる

◎結果
　図4、5に端部画像の比較を示す。図4、5のよ
うに、中心部でピントを合わせたとしても、端部

図5　端部画像の比較（文字部）

図4　端部画像の比較（バーコード部）図3　撮影用ラベル

図2　MTF特性の例（設計結果）
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の画質が劣化していると、バーコードの読取がで

きなかったり、文字の読取ができなかったりする。

この状況は前述したように、物体までの距離が変

わると、端部の劣化の度合いも変わるので、注意

が必要である。

　弊社のフローティング・フォーカス機構採用レ

ンズは、このような画質劣化をできるだけ少なく

なるように構成されたレンズとなっている。

　なお、リコーFAレンズでフローティング・フォー

カス機構を取り入れているエリアレンズは、以下

のとおりである。

　RICOH 9メガピクセル対応レンズ（6機種）（写真1）
（表1）。

　机上での光学シミュレーション上で性能が確保

できたとしても、実機でその特性が出ていないの

では意味がない。リコーでは以下の技術を活用し、

高性能なレンズの市場提供を行っている。

高性能レンズを成り立たせるリコーの
技術について

写真1　RICOH　9メガピクセル対応レンズの外観
（左から焦点距離12、16、25、35、50、75mm）

表1　RICOH 9メガピクセル対応レンズのラインナップ

型　　名 FL-BC1220-9M FL-BC1618-9M FL-BC2518-9M FL-BC3518-9M FL-BC5024-9M FL-BC7528-9M

対応画素数 400万画素、600万画素、900万画素

画面サイズ 1型

焦点距離 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm

最大口径比 1:2.0 1:1.8 1:1.8 1:1.8 1:2.4 1:2.8

絞り範囲 2.0～16 1.8～16 1.8～16 1.8～22 2.4～22 2.8～32

マウント C

水平画角

1/3型 22.7° 17.1° 11.0° 7.8° 5.5° 3.7°

1/2型 30.0° 22.7° 14.6° 10.4° 7.3° 4.9°

1/1.8型 33.6° 25.4° 16.4° 11.7° 8.2° 5.5°

2/3型 40.6° 30.8° 20.0° 14.3° 10.1° 6.7°

1型 57.0° 43.8° 28.8° 20.7° 14.6° 9.8°

至近距離 0.08m 0.08m 0.1m 0.15m 0.2m 0.25m

バックフォーカス 14.1mm 14.1mm 14.1mm 16.8mm 18.8mm 21.3mm

フィルタサイズ 40.5 P=0.5mm

外形寸法 φ42×60.5mm φ42×64mm φ42×57.5mm φ42×60.5mm φ42×69mm φ42×81mm

質量 156g 153g 149g 150g 166g 189g
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１．実績に支えられた光学シミュレーション技術
　製品を成り立たせるために、最も重要な光学設

計技術をリコーグループ内の他の製品などと情報

共有。常にあたらしい技術の導入を行っている。

　また、解像力、ゴースト解析について、弊社独

自のアルゴリズムを導入し、設計後の試作におい

て実機における特性がシミュレーション通りになっ

ていることを確認。その結果をシミュレーション

にフィードバックし、性能確保の技術をブラッシュ

アップさせ、技術蓄積を行っている。

２．量産時のばらつきを考慮した公差積み上げ技術
　リコーでは、光学ユニットとしてのノウハウを

詰め込んだ、部品加工精度と歩留まりを考慮した、

部品公差積み上げシステムを構築している。自社

開発のアルゴリズムに従い、部品単位で必要な精

度を設定し、実物検証を行っている。

３．量産時の精密調整技術
　従来から行っているレンズの精密加工と精密組

立に加え、調整に関する技術を導入。リコーグルー

プで生み出された精密調整技術を結集し、より高

品質な製品を作り出している。

　リコーは、お客様の多様なニーズにお応えする

ため、9,5,2メガピクセル対応レンズ、従来からの

VGA用レンズ、ラインスキャンカメラ用レンズや

UV光に対応したレンズなど、多種多様なレンズ

をシリーズとして取り揃えている。

　FA／マシンビジョンという産業用途の枠にとら

われることなく、セキュリティやインフラ監視等、

様々な用途でレンズをお使いいただける。

　対象物を高解像度で広い視野で見たい場合や、

解像度はそれほど必要なく低価格でシステムを構

築したい場合など、コストパフォーマンスに応じ

た様々なニーズに対応できるレンズを取り揃えて

いる。システム構築の際にはご検討に加えていた

だけると、お客様へのお役立ちができると考えて

いる。レンズ検討の際は、ぜひ、リコーをご用命

いただきたい。FAレンズカタログは次のURLよ

りダウンロードできる（http://industry.ricoh.com/

fa_camera_lens/pdf/sougou.pdf）。

☆リコーインダストリアルソリューションズ株式会社

　TEL.045-477-1551

　E-mail：webmaster@rins.ricoh.co.jp

　https://industry.ricoh.com/fa_camera_lens/
リコーFAレンズのラインナップについて


