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はじめに1

　近年、手作業ラインの機械化や自動搬送、ロボット
活用など工場の自動化とIoT、AIなどのIT活用が、同時
かつ急速に進んでおり、まさに変革の時代を迎えてい
る。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により
テレワークが一気に普及し、当初の予測を大きく超え
たスピードで工場の自動化が進むことが予想される。
　当社では、医薬品包装工程の中で包装シートの異物
やリーク、錠剤の違いや欠けなどを高速で検査するフ
ラッシュパトリ、基板実装工程でクリームはんだの量
や位置ずれなどを検査するVPシリーズなど画像処理
製品を、20年以上前から販売してきた（Fig. 1、Fig. 2）。
一方、自社工場内の検査工程は一部自動化されている
ものの、様々な理由により人が検査している部分も少
なくない。そうした状況から検査工程の自動化を促進
するために、当社が保有する画像処理技術を応用し、
誰でも簡単に使いこなすことができる画像処理ビジュ
アルプログラミングツールFacileaを開発したので紹
介する。 Fig. 1 　はんだ印刷検査機の検査画面
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画像処理ビジュアルプログラミングツールFacilea
Facilea -Visual Programming Tool for Image Processing-

　当社は、はんだ印刷検査機VPシリーズや錠剤包装・異物検査装置フラッシュパトリシリーズと様々な画像処
理技術を使った製品を販売している。
　しかし当社が扱う製品は、自動化ラインに特化したもので特定の製造現場でしか活用できないことがほとんど
である。
　そこで、当社の画像処理技術を応用し、知識や経験がなくても様々な用途で誰でも簡単に画像処理ブログラム
を構築することができる画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaを開発した。
　ここではFacileaの機能及び活用シーンについて紹介する。

We sell products using various image processing technologies such as the solder printing inspection 
machine VP series and the tablet packaging and foreign matter inspection device Flash Patri series.
However, most of the products we handle are specialized for automation lines and can only be used 
at specific manufacturing sites.
Therefore, by applying our image processing technology, we have developed Facilea, an image 
processing visual programming tool that allows anyone to easily construct an image processing 
program for various purposes without any knowledge or experience.
Here, we will introduce the functions and usage scenes of Facilea.

   巻内特集　テーマ「サービスビジネス」
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Fig. 2 　フラッシュパトリ検査内容

画像処理ビジュアルプログラミングツールFacilea2

 ２－1 　開発経緯
　自動化のニーズが高まる中、当社でも生産ラインの自
動化を考える上で、工程設計部門、工程改善部門、製造
部門の現状把握を行った。画像処理要件を抽出したもの
がFig. 3である。課題を抽出するにあたり、費用対効果
や実現性を一切考慮せず、ブレーンストーミング法を使
いながら抽出したところ、150か所以上の現場でカメラ
を用いた画像処理システムの要件が出てきた。

　要件カテゴリ
　・製品検査、部品検査、組立確認など
　・実績収集（1D/2Dコード）
　・安全確認
　・動線確認

　Fig. 4のように課題を分類すると、最も多いと思われ
ていた工程検査の用途は全体の約半分に留まり、安全
確認や生産管理における用途が50%を占める結果と
なった。さらに自動化が進むことで、検査以外の用途が
増えてくると考えている。そこで様々なシーンで簡単に
活用できるアプリケーションの開発をスタートした。

Fig. 3 　画像処理要件

Fig. 4 　課題の分類

 ２－２ 　コンセプト「初めてでも20分！即検査」
　今までの画像処理は、一定程度以上の経験と知識が
なければ難しい分野とされてきた。当社の工場でも、
検査工程を構築するとき、機械・電気担当者に加えて、
検査設備経験のある担当者が設計を担当するケースが
ある。さらに難易度が高い検査になると、専門のベン
ダーに相談することもある。これは納期・費用の面で
大きく影響する。
　そこでFacileaは、画像処理スキルがない方でも「簡
単に」、「とりあえず試してみる」ことができると同時
に、画像処理のスキルも向上し、工場の自動化が進む
サイクルを実現できるアプリケーションを目指した。

 ２－３ 　特徴

Fig. 5 　特徴

　　・誰でもすぐに
　　・組み合わせ自由自在
　　・複数台接続
　　・自動化連携

　画像処理を行う場合、汎用機器を使う方法や汎用ラ
イブラリを使用して独自実装する方法などがある。汎
用機器はユーザーの使い勝手を重視し、照明の自動調
光機能や活用シーンにあった機能を選択するだけで検
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査を行えるものが多く、簡単ではあるが細かな調整が
できず痒いところに手が届かない場合がある。一方、
独自実装する方法は、実装の自由度はあるものの、画
像処理知識に加えてプログラミング言語の知識が必要
となり、実装難易度が高い。そこで画像処理のプログ
ラミング手法にビジュアルプログラミングを採用し、
マウス操作だけで簡単に画像処理プログラムを作成で
きるようにした。
　ビジュアルプログラミングとは、プログラムコード
を記述することなく、オブジェクトを操作することで
プログラミングが行える手法である。近年このビジュ
アルプログラミングを採用した製品が多く、プログラ
ミング初心者を対象としたプログラミング教室や小学
校の授業でも使われている。

　　・照明制御
　　・画像入力
　　・前処理（クレンジング・画像変形など）
　　・計測処理
　　・出力処理

　Facileaは、これらを機能ブロックとして用意して
おり（Fig. 6）、自由に配置することができる。また、画
像入力の前に前処理が来ることがないよう、順番に不
備がある場合は自動整列される（Fig. 7）。部品面積検査
程度の簡単な検査であれば、画像入力から結果出力ま
でわずか6ステップでできる。画像処理経験がない方
は、とりあえず機能ブロックを置いていくことにより、
画像がどのように処理されて変化していくかをリアル
タイムに確認しながらプログラミングすることができ
るため、画像処理そのものの学習教材として活用でき
ると考えている。
　接続できるデバイスは多種多様で、産業用カメラに
加えてUVC規格に対応したWEBカメラにも使用で
き、簡易的な用途であれば非常に安価なシステムを構
築できる。また照明は各社の産業用照明に対応してお
り、I/Oトリガで制御することが可能で、外部機器との
連携方法として、PCやPLCに加えてI/O・TCP・HTTP

（HTML、JSON）などの上位システムと連携できる仕
様になっている。今後のバージョンアップでさらに連
携の拡充を図っていく。

Fig. 6 　ブロックとして用意された機能

Fig. 7 　自動整列した画面

 ２－４ 　ターゲット

Fig. 8 　ターゲット

　　・ 目視で確認していて省力化したいが、費用が
掛けられない

　　・ 画像で検査・チェックできるか、まずはやって
みたい

　　・人材教育
　前記の通り、Facileaは誰でも簡単に、画像知識を必
要とせず使えることが最大の特徴である。加えて産業
用カメラとWEBカメラを複数接続できることもシス
テムを構築する上では大きなメリットになる。通常、
画像処理機器は複数のカメラを接続できる仕様であっ
ても最大8カメラ程度が多い。一方Facileaは、接続可
能カメラ台数に制限を設けていない。例えば、工場の
フロア全体で50ライン分のインラインQRコードリー

【巻内特集】 画像処理ビジュアルプログラミングツールFacilea
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ダーの導入を検討している場合、Facilea 1アカウン
トとWEBカメラ50台で構築することができる。これ
は、単に価格が安くなるだけではなく、1つのアプリ
ケーションで管理することで、QRコードを読込んだ時
刻を統一できるため、一元管理が可能となり、データ
の信頼性が担保される。
　部品の取り付け忘れや取り付け方向、色違い確認など、
費用対効果が合わずに諦めていた目視検査の自動化にも
適している。例えば、単価が安い製品を製造する生産ライ
ンの場合、自動化設備を導入するとコストが合わなくなる
ため、人が組立・検査を行っていることが多い。人による
検査は、単純な検査であっても間違ってしまう可能性があ
るため、検査機を導入したいといったニーズに対し、
Facileaは安価に構築できる。そして、組立作業完了のス
イッチを押したら検査が開始される、といった生産の流れ
の中に簡単な設定をするだけで組み込むことができる。

 ２－５ 　機能・計測

Fig. 9 　機能・計測

　Facileaは、Fig. 10のような機能ブロックを用意し
ており、画像処理初心者から経験者まで幅広い方々が
簡単に使うことができる。前処理ブロックと計測ブ
ロックは、１つのフロー（プログラム）内に複数配置す
ることができるため、長さ計測、色計測、型番判定など
が同時に行える。例えば、生産フロアの天井にWEBカ
メラを複数配置して、設備の稼働中・異常発生を知ら
せる表示灯の部分に検出領域を複数配置することによ
り、簡単に設備の状態監視が可能となる。また、連続実
行しながらファイル保存やデータ転送することで、稼
働実績とすることもできる。今までは、生産技術や製
造部門が画像処理を使って検査を行う用途が多かった
が、今後は生産管理や購買でも使われていくことを期
待している。
　その他、
　　・新機能：ドライブレコーダ機能搭載
　検査工程において、良否判定することは重要だが、
経緯を知ることにより、不良品の発生率を下げる改善
を行うことも非常に重要である。ドライブレコーダ機

能は、事象発生時の前後を録画できる。トリガは外部
トリガだけでなく、計測ブロックでNGと判定された場
合のみ録画するなど様々なトリガを選択することも可
能である。また、カメラは計測で使用中のカメラとは
別のカメラを選択することにより、検査とは異なるア
ングルで録画できる。録画した動画は、Facileaで読み
込み全フレームを再検査し、改善策の検討をする
PDCAを回せるようになる。

Fig. 10 　用意されている機能

使用例3

　ここで、当社の社内活用事例を紹介する。

 ３－１ 　スナップリング有無検査
　部品の脱落を防止するために使用するスナップリ
ングの有無確認は、製品種類が多く製品単価の問題も
あり、検査機を導入できずに人が目視検査をしてい
る。これを自動化することにより、人の凡ミスを防ぐ
ことが可能である。

Fig. 11 　スナップリング有無検査

 ３－２ 　チップコンデンサ欠落検査
　小ロット生産の基板では、特に検査機を導入するこ
とは難しい。しかし、チップコンデンサのような非常
に小さな部品は、目視検査では見落とす可能性があ
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る。Fig. 12では、まず基板の外観からチップコンデン
サの検出領域を位置・角度補正して、有無検査をして
いる。複数の計測ブロックを配置できるため、計8個
のチップコンデンサを同時に検査している。

Fig. 12 　チップコンデンサ検査

 ３－３ 　製品組立間違え確認
　部材の共通化を図るため、部材外観を統一させるこ
とは多々ある。Fig. 13の流量センサも同様に、外観は
全スペック統一されているが、ガスの流量により内径
が異なるため、組立間違いが発生していた。そこで、
QRコードを読み取り組立中の製品を認識させ、次に
部材の内径を計測することにより、適した部材を使用
されているか確認するようにした。さらにNG判定に
なった時は音を鳴らすことにより、作業者に気づかせ
凡ミスをなくすことができた。

Fig. 13 　流量センサ

 ３－４ 　その他
　周長・面積・長さの計測ブロックを使うことにより、
Fig. 14のような錠剤の欠け・異物検査が可能となり、
文字認識ブロックを使うと、印字検査や紙で運用され
ている帳票などのデジタル化も可能である。

Fig. 14 　検査事例

おわりに4

　本稿では、当社の画像処理ビジュアルプログラミン
グツールFacileaの概要と活用シーンを述べた。
　近年DX・CPS・IoTとサプライチェーン・エンジニア
リングチェーン全体が変革を迎える中、画像処理は全
ての工程で重要となる技術にも関わらず、専門知識と
経験を要求されるため活用が思うように進んでいな
い。しかしながら、知識や経験を必要とせずとも、AI検
査のように予め仕分けられた画像をインプットするだ
けで検査ができるものやワンタッチ設定で画像処理が
できる製品は今後増えてくると考えている。当社も
Facileaを通して、製造現場に関わる方やそれ以外の
方々にも画像処理スキルの向上とともに、画像処理の
面白さを知ってもらい、様々な分野で活用が進むよう
に貢献していきたいと考えている。

引用文献：日本工業出版，「検査技術」第25巻 第11号
（通巻289号），2020年11月号
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