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モリテックスの
最新テレセントリックレンズ
株式会社モリテックス／矢野一貴
近年、スマートフォン部品の高精度化や自動車用センシング部品などにおいて、個々の部品レベル
まで高精度・高品質検査が必要になるにつれ、レンズへの要求もさらに高まってきている。また、
映像素子のCCDからCMOS化に伴い、数十ピクセル（29～ 60Mpixel）の素子数をもったカメラ
が多様化されている。このような背景に対応し、モリテックスでは様々なレンズ製品をラインナッ
プしており、その中で、本稿では最新のテレセントリックレンズの当社の取り組みについて述べる。

1

開発の経緯

2

モリテックスのレンズ製品の中心となるライン

MTLシリーズの特長

MTL シリーズは、最新の光学デザインにより、

ナップとして、テレセントリックレンズ「MML

視野の中心から周辺、そして深度内において、高

シリーズ」がある。この MML シリーズは、物体

解像でかつ歪みが最小限に設計されていることが

側テレセントリックレンズであり、位置決め用途

最大の特長で、近年のCMOS化による様々なサイ

を中心に幅広いアプリケーションに採用されてい

ズのカメラフォーマット（最大センササイズ 82mm）

るが、その中でも特に高精度の寸法計測アプリケー

にも対応しており、多種多様な物体の計測を想定

ションにおいては、ユーザの要望に完
全には応えることができていなかった。
この要望を満たすために開発した製
品が、両側テレセントリックレンズ
（Bi
Telecentric Lens）
「MTLシリーズ」で
ある。この MTL シリーズは、これま
での物体側テレセントリックレンズ方
向に加え、カメラ側にもテレセントリッ
ク光学系を用い、寸法計測時の対象物
の様々な環境に対して安定した品質で
計測することで、高信頼性部品への検
査を可能とした（図 1 、2）
。表 1 に
MML シリーズと MTL シリーズの比較
を示す。
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図1

MML シリーズ

図2

MTL シリーズ
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表1

視野※
倍率※
作動距離
対応カメラサイズ
テレセントリシティ※
ディストーション※
MTF

MML シリーズと MTL シリーズの比較
MMLシリーズ

MTLシリーズ

80mm-1mm
x0.14-x8
40、65、110、150、220mm
1/2型(8mm)～43.5mm
<0.15％
<0.15％
MML-SR 145lp/mm

310mm-35mm
x0.026-x2.2
視野に合わせて最適設計
2/3型（11mm）～82mm
<0.04％
<0.05％
MTL-xx18 145lp/mm

※データ値は機種により若干の違いがある

し、最大視野は 310mmまで、99 種類のラインナッ

ンズを使用することで、この差異を解消すること

プがある。両側テレセントリック光学系を採用し、

ができる。

テレセントリシティとディストーションレベルを

物体側テレセントリックレンズと両側テレセン

最小限に抑えていることも大きな特長である。ま

トリックの相違点は、主光線が像面へ入る入射光

た、各種カメラのピクセルサイズを考慮し、最適

線角度の違いである。つまり、両側テレセントリッ

なMTFが得られるような設計となっている。さら

クレンズは、レンズ群の焦点位置と開口絞りの位

に、精密な寸法計測に合わせ、最適な平行光を照

置が同一で設計されているため、レンズから出射

射するテレセントリック
（平行光）
バックライト照

する光線角度が平行となり、レンズとカメラの取

明「MTI シリーズ」13 種類をラインナップし、こ

り付けにおいて誤差が発生しても影響されない。

の MTI シリーズを組み合わせることでより最適な

図 5 、6 はそれぞれのレンズを用いた場合の計測

計測環境を構成することが可能となる。

画像の比較である。
両側テレセントリックレンズを用いた図 6 は、

【物体側テレセントリックレンズと両側テレセン
トリックレンズの違い（図3、4）
】

画像の中心から周辺まで明るさが均一であるが、
一方、物体側テレセントリックレンズを用いた図

物体側テレセントリックレンズは、現実には、

5 は、画像の中心から周辺になるにつれ暗くなっ

レンズとカメラの取り付けで倍率誤差が発生して

ている。また、画像の凹凸エッジ部でも図 6 は

いることが多いのだが、両側テレセントリックレ

シャープであるのに対し（ピントが合っている）、

図3

物体側テレセントリックレンズ
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光線図

図4

両側テレセントリックレンズ

光線図
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図5

物体側テレセントリックレンズ

図6

両側テレセントリックレンズ

図 5 はアンシャープである（ピントが合っていな

100％の品質を保証している。安定した寸法計測

い）
ことが確認できる。この結果からもわかるよう

を実現するため、光線の入射角度であるテレセン

に、高精度の計測を行う場合は両側テレセント

トリシティ、解像力としてのMTF、計測画像のひ

リックレンズを使用することで、より精度の高い

ずみ、照明を含めた均一性など、ユーザのニーズ

結果が得られるといえる。

に合わせた検査を実施している。以下に主な検査
項目を示す。

3

• テレセントリシティ検査（図7）

品質

• MTF 検査（図8）

両側テレセントリックレンズ「MTL シリーズ」
は、すべての製品に出荷検査データを添付し、

図7

テレセントリシティ検査

図9
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ディストーション検査

• ディストーション検査（図9）
• 均一性検査（図10）

図8

図 10

MTF 検査

均一性検査
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4

主なアプリケーション

MTLシリーズの主なアプリケーションには、次
のようなものがある。
• スマートフォン部品（ガラスパネル、バッテリ、
各種内部部品）
などの電子部品の検査
（図11）
• 自動車部品
（カムシャフト・エンジン・触媒）
や時計部品などの高精度部品の計測・検査
（図
12 、13）
• ガラスの泡、歪みなどのガラス材料の検査
図 11

図 12

5

カムシャフト

両側テレセントリックレンズと各種
照明の組み合わせよる画像の違い

ここでは、弊社の 3 種類の照明と両側テレセン

スマートフォン部品

図 13

触媒

拡散の光が織り交ざり照射されるため、撮像物に
対して光の回り込みが多くなる（図15）。一方、狭
角バックライトは、バックライトより直進光の成
分が多いため撮像物に対し光の回り込みが少なく、

トリックレンズ「MTL シリーズ」の組み合わせに

バネ曲面からの反射光が低減される（図16）。ま

よる画像の違いについて述べる。

た、テレセントリック照明「MTI シリーズ」は、

以下の図 15〜17 は、市販品のバネ
（図14）
を、

両側テレセントリックレンズの光学技術を応用し、

「バックライト：MDBC-CW150」
（図15）
、
「狭角

直進光成分に特化した照明であるため、撮像物の

バックライト：CV-NFL」
（図16）
、章 2「MTL シ

厚みに依存しない平面的な画像を得ることが可能

リーズの特長」で述べた「テレセントリック照明：

である（図17）。これらを鑑みると、高い精度が

MTIシリーズ」
（図17）
を使用し撮像した画像であ

求められる寸法計測のアプリケーションには、テ

る。

レセントリック照明「MTI シリーズ」を組み合わ

バックライトを使用すると発行面から、直進と

64 ︱November 2017

せることが最適であることがわかる。
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図 14

図 16

6

市販品バネ

狭角バックライト：CV-NFL

おわりに

本稿で取り上げた両側テレセントリックレンズ
「MTL シリーズ」は、スマートフォンの部品組み

図 15

図 17

バックライト：MDBC-CW150

テレセントリック照明：MTI シリーズ

また、物体側テレセントリックレンズ「MML シ
リーズ」、ノンテレセントリックレンズ「FAシリー
ズ」においても、最新の CMOS センサの動向や
ユーザのニーズにあわせた製品開発を行っていく。

立て、外観検査、車載用センシング部品などの検
査などの背景から需要が拡大している。視野ライ
ンナップの拡大や、多くのユーザから要望をいた
だいている同軸照明付きモデルの製品ラインナッ

☆株式会社モリテックス

プの追加、ならびに、物体とレンズの間にハーフ

TEL. 048 -218 -2532

ミラーを配置した疑似同軸光学ユニットなどの製

FAX. 048 - 462- 6713

品について、今後、順次リリースを計画している。

http://www.moritex.com/
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