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高画素・高解像度カメラの性能を
最大限に引き出す
モリテックスの最新FAレンズの紹介
株式会社モリテックス
レンズ開発部

川崎信幸

モリテックスでは、マシンビジョンカメラのCMOS化に合わせて、高精細化されたセン
サに対応した 2.2μmクラスのML-XR/URシリーズ、従来の 3.5μm/4.5μmクラスの
SR/HRシリーズ、さらには、特定アプリケーションに特化したML-Gシリーズや交通イ
ンフラ向けのML-Tなどをリリースしている。
本稿では、多様化したイメージセンサに対応した汎用レンズ、ロボットビジョン、3D計
測、交通インフラなどさまざまなアプリケーションに対応したモリテックスの最新FA
レンズについて紹介する。

開発の経緯
近年、マシンビジョン用カメラは CMOS 化が急
速に進んでいる。CMOS 化によりカメラセンサの
ピクセルピッチの高精細化が可能となり、高解像
度化および高速化が同時に進んでいる。最新のセ
ンサトレンドでは、センササイズ 1/1.8 型でありな
がらピクセルピッチ 2.4μm（6MP カメラ相当）
や1
型でピクセルピッチ 2.4μm（20MP カメラ相当）
な
どのピクセルピッチが 3μm を下回る微細な素子を
もつカメラが市場で多く使用され始めている。高画
素カメラでありながら、ピクセルサイズが微細化さ
れているため、センササイズが従来と変わらない。

図1

モリテックス新開発の FA レンズ群 6 シリーズ
全 35 機種

そのため、カメラ筺体は 29mm 角が各社からリリー
スされ、レンズには高解像度でありながら、従来と

ニーズに合わせた FA レンズを開発した
（図1）
。セ

同等サイズであることが求められている。

ンササイズは 1.1 型および従来の 2/3 型に対応し、

これらの要求に対してモリテックスでは、高解像

6 シリーズ全 35 機種のラインナップとなっている。

度化・小型化をメインコンセプトとして各センサに

それぞれのセンサの最上位として、1.1 型では ML-

合わせた汎用 FA レンズおよびアプリケーション

MC-XRシリーズ、2/3 型としてはML-M-URシリー
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表1
センサ
サイズ
1.1 型
/17.6mm

シリーズ名

ピクセル
ピッチ

最大対応
画素数

機種数

主な用途

ML-U-SR

3.5 μ m

12MP

6 種類

汎用 FA レンズ

ML-MC-XR

2.2 μ m

20MP

4 種類

精密検査・アライメントなどの近距離撮影

2/3 型
/11mm

図2

モリテックス新開発の FA レンズ製品

ML-MC-G

3.5 μ m

12MP

5 種類

3D 計測 / ロボットビジョンなどの耐振環境

ML-T

3.5 μ m

12MP

7 種類

交通システムなどの遠距離撮影

ML-M-UR

2.2 μ m

8MP

7 種類

汎用 FA レンズ

ML-M-HR

4.5 μ m

5MP

6 種類

汎用 FA レンズ

2/3 型ピクセルピッチ 2.2μm

図3

1.1 型ピクセルピッチ 2.2μm

（8MP カメラ相当）に対応した「ML-M-UR シリーズ」

（20MPカメラ相当）
に対応した「ML-MC-XRシリーズ」

ズが高い解像力性能を実現しており、次世代のソ

心から周辺部までのコントラストを示しており、周

ニー社製センサ（Pregius S 第四世代）
のピクセル

辺部まで解像力の低下が少なくコントラストの高い

ピッチ 2.74μm にも対応可能となっている
（表1）
。

鮮明でシャープな画像が得られる。ML-M-UR は、

また、すべてのシリーズが耐振性に優れた機構設

WD500mm 程度で最適な解像力が得られる汎用的

計を採用しており、さらに可視光から近赤外光
（波

なレンズであるのに対し、ML-MC-XR は、部品の

長：1,100nm）
までのワイドレンジARコーティング

精密検査やアライメントなどの近距離撮影
（WD300

を施している。

以下）
に適したレンズとなっている。
図6は極小の 2D バーコードを配列したサンプル

最新 FAレンズの特長
1）高解像度と高コントラスト

チャートを 1 型センサ、ピクセルピッチ 2.4μm
（20MP）
のカメラで撮影した際の最周辺部の領域を
切り出した画像である。比較画像として従来からの

モリテックスでは、200lp/mm 以上の解像力をも

9MP 対応レンズで撮影した画像を図7に示す。周

つFAレンズとしてML-M-URシリーズ
（図2）
とML-

辺においても十分な解像力が得られていることがこ

MC-XR シリーズ
（図3）
をリリースしている。セン

れらの画像から読み取ることができる。中心から周

ササイズはそれぞれ 2/3 型、1.1 型に対応している。

辺まで劣化の少ない画像が撮影でき、画像計測に

図4、
5はそれぞれの画面位置（像高）
に対するコン

よるアライメントや精密検査に適した設計となって

トラスト（MTF）
を示したグラフである。レンズ中

いる。
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図4

図6

ML-M-UR MTF データ 2/3 型

図5

20MP カメラ対応 ML-MC-XR レンズ

図8

左：ML-M-UR シリーズ

ML-MC-XR MTF データ 1.1 型

図7

従来の 9MP 対応レンズ

右：ML-M-UR シリーズと 29mm 角カメラのサイズ比較

2）コンパクト設計

凝縮し、高解像力と小型化を実現したレンズを開

最新の CMOS センサは、小型フォーマットサイ

発した。従来から多くのカメラメーカーがリリース

ズでありながら、ピクセルピッチの高精細化により

している 29mm 角の筐体サイズに合わせ、ML-M-

高解像度を実現しており、高画素化に対してカメ

UR と ML-M-HR シリーズでは、レンズ外径をΦ

ラ筺体サイズは大きく変わらない。そのため、顧客

29.5mm に抑えた設計となっている。これにより、

のレンズに対するサイズ要求も従来どおりの大きさ

小型・高性能が要求される検査装置や、従来サイ

となり、小型化を維持しなければならない。モリ

ズからの切替など組込みの自由度が確保される
（図

テックスでは、独自の光学設計と機構設計技術を

8）
。
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表2

耐振環境条件

項目
周波数
最大加速度
最大振幅

テスト条件
掃引レンジ 10-200Hz
10G
0.5mm

製品付属の六角穴付き止めネジで 2ヵ所
レンズ固定方法
を固定後にネジロックにてネジを接着

図9

耐振動環境試験機

図 10

耐振試験前後の MTF 比較 ML-M-UR シリーズ
左：耐振試験前 右：耐振試験後

3）耐振性

の測定結果から 10G 振動環境下でも安定した画像

一般的なマシンビジョンレンズは複数の機構部

計測が可能になることがわかる。なお、10Gの振動

品から構成され耐振性についても5G 以下となって

環境下では、製品に付属した止めネジで 2ヵ所を固

いることが多く、振動環境下では撮影時に問題が

定後、ネジロックによる接着を推奨している。

発生することがある。最新のFAレンズ ML-M-UR/
HR・ML-MC-XR・ML-Tシリーズでは、独自の機
構構造を採用し、シンプルな構造とすることで耐

ロボット 3Dビジョン用 FAレンズ

振性 10G を実現した。図9は弊社で実施した耐振

ロボット3Dビジョン・精密計測のアプリケーショ

試験結果を示す。図10に示す試験前後での MTF

ンでは、外部の振動や衝撃によって発生する光学
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図 11

ML-MC-G シリーズ

近距離撮影用にデザインされた1.1型ピクセルピッチ3.5μm
（12MP
カメラ相当）
対応 FAレンズ

図 12

衝撃時のピクセルシフト比較

左：従来の構造マシンビジョンレンズ 右：ML-MC-Gシリーズ

レンズの微小な変位が検査精度の低下やキャリブ

ブルに載せたカメラ・レンズおよび十字チャートに

レーションのズレをもたらす要因となることが多

x方向の衝撃をかけ、30 回の衝撃に対して十字チャー

い。モリテックスでは、これらの特殊なアプリケー

トの中心位置を画像処理にて計測し、プロットとし

ションに向けたFAレンズ ML-MC-Gシリーズを開

たものである。本構造において 0.3 ピクセル以下の

発した
（図11）
。

シフト量に抑えることが確認できる。

ML-MC-Gシリーズ最大の特徴は、耐振環境 15G・
1.1 型の高画素カメラ（12M ピクセル相当）
に対応
し、振動や衝撃で発生するピクセルシフトを 1ピク

ITS（高度交通システム）
用 FAレンズ

セル以内に抑えた専用設計となっている。光学仕

自動車や鉄道などの交通インフラ・自動運転シ

様は、近距離撮影（WD500mm 付近）
に適した設計

ステム・ドローンのアプリケーションでは、遠距離

となっており、振動や衝撃による光学レンズの微小

での撮影だけではなく、日中・夜間での利用を目的

な変位を防止するためにすべてのレンズを接着固

に可視光と近赤外光での撮影が求められる。モリ

定し、フォーカス機構部の緩みを防止するためダブ

テックスでは、これらのアプリケーションに対して

ルナット方式を採用している。図12は従来構造と

ML-Tシリーズの開発・販売を行っている
（図13）
。

本構造のレンズに対して衝撃を与えた場合のピク

ML-Tシリーズは、これまで説明してきた耐振環境

セルシフト量を比較した結果である。スライドテー

10G に対応やΦ 32mm 小型設計に加え、可視光と
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図 13

ML-T シリーズ

遠距離撮影用にデザインされた1.1型 ピクセルピッチ3.5μm（12MP
カメラ相当）
対応 FAレンズ

図 14

可視光と近赤外光でのフォーカス違い

左：標準的なCCTVレンズ 右：ML-Tシリーズ

近赤外光のフォーカスシフト量を補正した専用光学

クスではこれまで培ってきた独自のマシンビジョン

設計を採用している
（図14）
。

レンズ技術を活用し、お客様のニーズにあわせた
レンズの開発を進めていく。

おわりに
近年、電子部品
（エレクトロニクス分野）
だけでは
なく、交通インフラ
（ITS分野）
、自動運転、ドロー
ンなどのさまざまなアプリケーションで高画素・高
解像度レンズの要求が高まってきている。モリテッ
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