
オムロン画像センサＦＨで

印字検査のすべてを実現

オムロン画像センサＦＨが実現可能な、様々なサーマル印字検査のご紹介
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ＦＨならこんな検査を実現可能！

バーコード
有無・照合
バーの太り・細り
バーのカスレ
クワイエットゾーン

英数字
日付・時刻の有無・照合・欠け
便・番地・電話番号

日本語
製造者・住所の有無・欠け
原材料の有無・欠け（AI 機能）

カスレ検査
罫線のカスレ
階段検査
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オムロン画像センサＦＨ

ハイスペック画像センサ

ＡＩエンジニアも不要

Intel® CoreTM i7

プロセッサー搭載

＊1. コントローラ FH-5550 シリーズと FH-3050 シリーズを比較した場合です。

高精細な画像を撮影するカメラ群
官能検査に適した画像を、高精細に、そして高速に撮影できる
高解像度カメラをラインアップしています。

ＡＩ機能搭載
高速・大容量コントローラ
FH-5550/5050 シリーズ

小さな筐体の中に
超高速センシング技術を凝縮
人の目に迫る高精細な画像撮影と検査処理速度は
トレードオフの関係にあります。オムロンでは、新たな
CMOS 撮像素子の採用とデュアル画像転送により高解
像度画像と高速画像転送を両立しました。複数カメラ
を設置したりカメラを移動させる機構をつけるような
アプリケーションを、簡単に実現することができます。

AI 技術を自社の工程で安定稼働させる形
に調整するには、画像処理スキルに加え、
プログラミング、メンテナンスが必要と
なりますが、FH シリーズはもちろん、
一般的な画像センサと同じ操作感覚で AI 
技術を使用できます。
AI のエンジニアは不要です。

ＡＩ専用の
ハードウェアは不要
ワークステーションレベルのハードウェ
アの準備が必要な AI 検査技術では、現場
への大量導入ができません。FH シリー
ズなら専用のハードウェアは不要なので、
簡単に導入可能です。

マシン制御用ネットワーク

通信周期 125μs

データ出力

高速インタフェース

USB 3.0

1

2

圧倒的高速処理

超高速 CPU

オムロン従来比

4 倍＊1

大容量 RAM

オムロン従来比

10 倍＊1

2040 万

画素カメラ
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文字認識検査

バーコードの左右は、所定の余白（クワイエットゾーン）が
ないと正しく認識できません。
余白が確保されているか検査することが可能です。

クワイエットゾーン
太り、細り加減によって適正な太細エレメント比（Ratio）がとれず
読取率の低下を招く場合があります。
その太り・細り具合を検査可能です。

バーコードの太り・細り

バーコードのカスレ

ＦＡＴオリジナル

バー 1本ごとにカスレを検出する
ことが可能です。

特殊フォントに対応 ひらがなに対応

自由に辞書を構築することで特殊フォントや英数字以外の
文字をパターンサーチベースで読取れます。

悪条件、 新表示法、 新元号に対応 「文字読み取り （OCR）」

さまざまな検査に対応できる処理項目

特殊フォントに強い 「汎用文字検査」

内蔵辞書を使用するので、 辞書登録作業が不要となり設定時間を大幅削減

ドットも捺印も、 読める。 内蔵辞書が、 主要なプリンタに対応

独自の認識技術で、 かすれ、 ゆがみがあっても安定認識 文字間の近接や湾曲していても確実に切り出し認識

①文字列を囲む ②文字条件を設定 ③文字列フォーマットを設定 読取り開始

文字の切り出し条件など印字状態に応じた
パラメータは自動的にチューニングされます

バーコード検査

「色文字」、「斜体補正」、
「回転補正」などを設定。

照合しない場合は
入力ステップ無し

ティーチング

ホットプリンタ

かすれ 文字間の近接 文字列の湾曲傾き 文字が小さい

インクジェットプリンタ サーマルプリンタ レーザマーカ

正しい幅 太り 細り 正しい幅 狭い
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ＦＡＴオリジナル

ヘッド切れによるカスレを
罫線を検査することにより検査可能です。

商品切替時などに印刷する
階段を検査することが可能です。

罫線のカスレ検査 階段検査

全文字検査

カスレ検査

ＡＩファインマッチング

ＡＩで、印字の伸縮に影響を受けず、
文字検査が可能です。

今までの全文字検査では、登録時の印
字と全く同じでないと検査できません
でしたが、ＡＩファインマッチングで
は、伸縮した画像を登録することで、
影響をうけなくなります。

白い箇所が、登録時と違い
誤検知

〈 拡大 差分画像 〉

白い箇所が少なく、
影響を受けていない

ＡＩファインマッチング今までの全文字検査



6

包材色が変わっても、同じような白黒画像に変換可能です。
包材の色の変化を考慮しなくてよくなります。

明度補正で各色包材に共通対応

例：
共通フォーマット内の、
すべての検査が他の商品にも
反映されています。
原材料名のみ個別設定。

カメララインナップ

補助機能　明度補正

商品ごとで、同じ印字内容の箇所は、共通設定機能で 1個登録をすれば、他の商品で登録する必要をなくすことができます。
共通フォーマットで登録の簡素化

補助機能　共通フォーマット

外観 レンズマウント 画素数 取込時間＊1 形式カラー
/モノクロ種類

Cマウント

Cマウント

M42マウント

ハイスピード
デジタルCMOSカメラ（単体）

ハイスピード
デジタルCMOSカメラ（単体）

2040万画素
( 接続可能コントローラ
：FH-5□50（-□）/2050（-□）
シリーズのみ） ＊2

42.6ms ＊3
カラー

モノクロ

形 FH-SC21R

形 FH-SM21R
デジタルCMOSカメラ（単体）

Cマウント

1200万画素 ＊2 24.9ms ＊3
カラー

モノクロ

形 FH-SCX12

形 FH-SMX12

500 万画素 10.3ms ＊3
カラー

モノクロ

形 FH-SCX05

形 FH-SMX05

40 万画素 1.9ms
カラー

モノクロ

形 FH-SCX

形 FH-SMX

400 万画素 8.5ms ＊3
カラー
モノクロ

形 FH-SC04
形 FH-SM04

200 万画素 4.6ms ＊3
カラー
モノクロ

形 FH-SC02
形 FH-SM02

1200 万画素 ＊2 25.7ms ＊3
カラー

モノクロ

形 FH-SC12

形 FH-SM12

ハイスピード
デジタルCMOSカメラ（単体）

消費期限 ： 22.10.23 午後 10 時
保存方法 ： 直射日光及び高温多湿を避けて下さい

製造者 ： 株式会社エフ ・ エー ・ テクノ　東京工場
東京都台東区浅草橋 5-20-8　TEL.03-5825-9809

名称 ： おにぎり　紅鮭
原材料名 ： 塩飯　紅鮭　海苔　調味料 （アミノ酸等）
　グリシン　酢酸 Na　増粘剤 （キサンタン）
（原材料の一部に大豆、 ゼラチンを含む）

1

消費期限 ： 22.10.23 午後 10 時
保存方法 ： 直射日光及び高温多湿を避けて下さい

製造者 ： 株式会社エフ ・ エー ・ テクノ　東京工場
東京都台東区浅草橋 5-20-8　TEL.03-5825-9809

名称 ： おにぎり　紅鮭
原材料名 ： 塩飯　紅鮭　海苔　調味料 （アミノ酸等）
　グリシン　酢酸 Na　増粘剤 （キサンタン）
（原材料の一部に大豆、 ゼラチンを含む）

1

消費期限 ： 22.10.23 午後 10 時
保存方法 ： 直射日光及び高温多湿を避けて下さい

製造者 ： 株式会社エフ ・ エー ・ テクノ　東京工場
東京都台東区浅草橋 5-20-8　TEL.03-5825-9809

名称 ： おにぎり　紅鮭
原材料名 ： 塩飯　紅鮭　海苔　調味料 （アミノ酸等）
　グリシン　酢酸 Na　増粘剤 （キサンタン）
（原材料の一部に大豆、 ゼラチンを含む）

1

消費期限 ： 22.10.23 午後 10 時
保存方法 ： 直射日光及び高温多湿を避けて下さい

製造者 ： 株式会社エフ ・ エー ・ テクノ　東京工場
東京都台東区浅草橋 5-20-8　TEL.03-5825-9809

名称 ： おにぎり　紅鮭
原材料名 ： 塩飯　紅鮭　海苔　調味料 （アミノ酸等）
　グリシン　酢酸 Na　増粘剤 （キサンタン）
（原材料の一部に大豆、 ゼラチンを含む）

1

白 オレンジ 青 白黒画像に変換

＊1. 取込時間に、センサコントローラの画像変換処理時間は含みません。
　　実際のカメラ画像入力処理の時間は、センサコントローラ形式やカメラ台数、カメラ設定によって変わります。確認の上、ご使用ください。 
＊2. 接続台数は 1コントローラに最大 4台までです。FH-5550-20/5050-20/2050-20 にはその他のカメラを組合せて最大 8台まで接続可能です。
＊3. カメラケーブルを 2本接続のうえ、高速モードを選択した時の値です。
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割れ

外観検査

半生

カメラは最大 8カメラまで追加可能です。印字検査以外に、梱包物の外観検査なども可能です。

ホットメルト有無検査

印字読み取り（OCR）

カメラを追加し他の検査も可能

補助機能　カメラ追加

個体 ID に検査画像 / 検査結果を紐づけ
データベース
検査画像を見ながら分析でき
不良要因の特定時間を削減

データ収集 PLC
個体 IDとの紐づけ
プログラムが不要

FH コントローラ

FHシリーズの内部で、個体 IDに検査画像や検査結果を紐づけて上位機器へ出力できます。
 「見たい検査画像がすぐには見つからない」「NGの原因を特定するのに時間がかかる」
などの課題を解決できます。

右記時間は次の条件における参考値であり、保証値ではありません。
・コントローラ FH-5050　・画像 500万画素モノクロ　・JPEG圧縮後のファイルサイズ 0.6MB

個体認識・品質管理機能

高速画像保存

全数画像 ・ 結果保存

リモートオペレーションで監視 ・ 調整

LOT: 90924350
EXP: 202208

GS１コード検査

能書有無検査

コントローラ
1台で
4台接続

USBDisk

シーン０

シーン１

シーン２

D:\
S000_000

OK

NG

2023-01-14_14-03-
2023-01-14_14-04-
2023-01-14_14-05-
2023-01-14_14-06-

NG

2023-01-14_14-00-

オンラインでもオフラインでも最高の運用を実現

●保存イメージ

賞味期限 2023.1.14

Ａライン Ｃライン

Ａライン

S000_001
OK

2023-01-14_14-03-
2023-01-14_14-04-

NG

2023-01-14_14-05-

2023-01-14_14-00-

2023-01-14_14-06-

OK
2023-01-14_14-03-
2023-01-14_14-04-

S000_002

Ｂライン

現　　場

リモートオペレーション

2023-01-14_14-03-5850.bmpBMP

2023-01-14_14-03-5851.bmpBMP

2023-01-14_14-03-5852.bmpBMP

名前

画像データ
検査データ

エフ・エー・テクノでは

リモートサービスも可能！

ネットワークをつながせて
いただければ、いつでも
調整させていただきます。

画像
保存

ＦＨ

ネットワーク

ＨＤＤ

001
個体 ID

検査画像

検査結果

002 003

OK OK NG

USB2.0＋
ifz ファイル（圧縮なし）

USB3.0＋ 
ifz ファイル（圧縮なし）

USB3.0＋
 JPEGファイル

約 1/2 に短縮

約 1/3 に短縮

圧縮時間 保存時間

約 200ms

約 100ms

約 60ms

事務所

パソコンでＮＧ画像をいつでもチェック

ＣラインＡライン Ｂライン

賞味期限 2013.1.14

不良発生原因の分析に役立つ検査画像はファイルサイズが大きく、これ
までは保存時間や保存容量の制約により全数保存は難しい状況でした。
高速・大容量コントローラでは USB3.0 と画像データを高速圧縮する
アルゴリズムを改善することで、品質管理などでニーズの高まる全数
保存を実現します。



エフ ・ エー ・ テクノのソリューションビジネス

その他 検査 ・ 計測システムもお手伝いいたします

●製品のご用命は●製品に関するお問い合わせ先

ソリューション技術本部
〒１１１－００５３

東京都台東区浅草橋５丁目２０番８号 ＣＳタワー２階

ＴＥＬ： ０３－５８２５－９８０９　ＦＡＸ： ０３－５８２５－９８１５

https://www.fa-techno.co.jp

DM1102Ａ ２０２２年７月

一番大切なのは、ご採用いただいたシステムが安定稼働することです。
稼働環境に合った「提案」、制御機器の特性を理解した「設置作業」、実稼働での「調整作業」まで
私たちが提案するシステムは、メーカーを問わず全て責任をもって対応致します。

「提案」から「安定稼働」まで

3 次元センサー＋協調ロボット

卓上スキャナー検査機

3 次元寸法測定検査を
ロボットで撮像。
手の届かない場所や
複数箇所の検査に。

食品表示ラベル検査を自動化します。

画像検査機

画像システムを装置化。
置くだけで、簡単導入
できます。

シ
ス
テ
ム
構
築

テ
ス
テ
ィ
ン
グ

納
入

据
付
工
事

調
達

現
地
調
査

課
題
提
案

立
上
げ
・
調
整

実機、実ワークを使ってのテスティングを実施。
社内のテスティングルームだけでなく
設置現場でのテストも対応します。

ご提案は機器単体だけでなく、
システム全体でも責任をもって対応します。

設置作業も対応するので責任の所在も明確。
国交省の建設業許可を取得した体制で、
安全管理を含めコンプライアンスを順守します。　

商社の強みを生かし
ベストプライスで調達。

本稼働ソフトも自社作成しているから
対応できる細かな調整など、オペレータの
要望に合わせて最終調整を実施します。


