
印字検査装置
VISCANNER PRC5000シリーズ



1

For All Print
　ライオンエンジニアリング（株）では、画像処理検査装置の専

門メーカーとして固有の技術を高め、価値ある製品を日々研究

開発し、お客様へご提供しております。

　「インクジェットプリンター」等のドット印字と「捺印」「サーマル

プリンター」「レーザープリンター」等の活字印字の書体に着目し、

それぞれの特徴に合わせた２つの検査プログラムを開発致しま

した。

　印刷性質上の問題に細部まで応える繊細かつ独創的な検査

装置であり、洗練された機能、精度、処理等、お客さまの希望を

かなえる新しい存在です。

開発コンセプト

●文字切り出しを行わない。
ＰＲＣ５０００シリーズは、文字を切り出す手法を使わずに検査しています。

新文字抽出方式を開発し、従来ありがちな文字切り出しミスによる不良

判定をなくしました。

●１キャラクターに複数の字体登録を行わない。
ＰＲＣ５０００シリーズは、１キャラクターには１文字のみの登録としていますの

で、より厳格な検査を実現しました。
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PRC5500
捺印、サーマルプリンター、レーザープリンター等で印

刷された活字印字の日付、製造番号、製造記号等の

文字欠陥を検査します。難しい操作を必要とせず視

覚的操作で簡単に設定ができます。モニターと一体型

のコンパクト設計で既存ラインへの設置も容易です。

PRC5600S
インクジェットプリンター等で印刷されたドット印字の

日付、製造番号、製造記号等の文字欠陥を検査する

専用の検査装置です。業界初のドット位置情報によ

るマッチング方式を開発。 高速、高精度で安定した

検査を実現致します。

【印字対象例】

捺印 印字

レーザー 印字

サーマル 印字

【印字対象例】

インクジェットプリンター印字

最大処理

最大カメラ台数

検査可能範囲

１２００個 / 分

１台

１５文字５行（最大６０文字まで）

最大処理

最大カメラ台数

検査可能範囲

１６００個 / 分

２台

２０文字５行（最大１００文字まで）

PRC5500と PRC5600S の機能ハイブリッド版（PRC5800) も用意しています。
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多様な印字対象に

対応する検査装置

活字印字検査装置

［タッチパネルモニター  一体型］

　「捺印」「サーマルプリンター」「レーザープリンター」等の印刷過程で起こる各種欠陥（文字欠け・汚れ・有無等 ...）

をパターン照合により文字列を検出して印字形状検査を行います。

　従来製品の機能はそのままに更なる性能向上を実現。　また、高度な機能を搭載し製品の安全性と生産品質の

向上に貢献致します。

有無 誤字欠け汚れ

■印字対象例

■検査内容

サーマル印字 レーザー印字捺印印字

PRC5500
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最新の高速プロセッサーを使用した画像処理により、

弊社従来製品の約２倍の処理能力を実現しました。

（ただし、検査条件により変わります。）

高速処理

フォントや文字サイズの違う特殊なレイアウトも、

ＰＲＣ５５００なら検査対象を限定することなく全ての文

字を検査することができます。

特殊なレイアウトの
印刷も検査可能

検査画面

複雑な印刷も対応可能

撮り込み画像

検査画像（文字を自動抽出）

文字列端で文字列を検索し、１文字毎にグ

レーサーチを行った後に照合を行います。

従来の様な文字を切り出すための設定は

ありません。

切り出し設定のいらない

新文字抽出方式

特殊な変動２値化機能を搭載してい

るため、「照明ムラ」「印字濃度変化」

「文字周囲背景の映り込み」等に対し

て安定した結果を得られます。

安定した

２値化処理
照明にムラのある画像 変動２値化した画像

背景に映り込みのある画像 変動２値化した画像

0 600 1200
（個/分）

PRC5500

弊社従来製品

１分間に
約１２００個
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欠け設定
文字欠けの大きさを黄色で表現し許容値を入力

汚れ設定
文字汚れの大きさを黄色で表現し許容値を入力

線幅許容限度設定（太り・細り設定）

見てわかる合格許容設定

捺印などで起こる「太り文字」「細り文字」の合格許容範囲は、登録した字体パターンより自動生成し

た太り・細りの視覚サンプルを「線幅許容限度設定」を使用し、３段階のレベルより合格許容範囲と

して選択するだけで簡単に設定が完了します。

文字の欠け、汚れの合格許容範囲の設定は、数値だけでなく文字サンプルが視覚的に表示されるこ

とで、容易に調整することができます。

欠けと汚れの合格許容設定

太り ・ 細り合格許容設定

汚れ欠け

レベル１ レベル２ レベル３

太り・細りレベル サンプル

細り

太り
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予め辞 書 登 録すれば、カメラで都 度 パターン撮 影することなく、文 字 列 設 定が出 来ます。

また、内蔵時計から日付などを自動読込して、検査することも可能です。

検査範囲（画角）を決定し２値化レベルを設定す

れば、カメラでサンプル文字列を登録するだけで

検査できます。

日々字体が変更される場合、検査対象内に複数

種の字体が存在する場合等に便利です。

【印字検査の主な導入例】

辞書登録して文字列設定

２ステップ設定

サンプルが無くても設定完了！

更に簡単な使い方

文字列設定  ２通りの使い勝手

辞書登録

文字列設定

一覧／編集

カートン
印字検査

ピロー包装
印字検査

検査実行！！

２値レベル設定 文字列登録

Step2Step2Step2Step2Step1Step1Step1Step1
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１つ１つのドットを

認識する検査装置

　インクジェットプリンター等で印刷されたドット印字の日付、製造番号、製造記号等の印刷過程で起こる各種欠

陥を文字の切り出しを行わず、業界初のドット位置情報によるマッチング方式で、１文字毎のドット配列を検査しま

す。１ドットの抜けでも欠陥として検出することが可能です。

　また、高度な機能を搭載し製品の安全性と品質管理に貢献致します。

■印字対象例

■検査内容

１ドット抜け ライン抜け 汚れ 総ドット数ドット乱れ

ドット印字検査装置

［タッチパネルモニター  一体型］PRC5600S

インクジェットプリンター印字　
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ＰＲＣ５６００Ｓは、文字抽出に２値化処理

を使用せず、撮り込んだ画像に対して、

コントラスト等の画像前処理を調整設

定し、指定したサイズのドット（円形かた

まり部分）のみをグレーサーチにて抽出

するため、他の映り込みに影響されにく

く、マッチングに必要なドットおよびドッ

トの中心位置情報を安定して得ること

ができます。

【設定から検査までの主な手順】

新マッチング方式で

精度が向上

２値化を使わず
文字を抽出

業界初
ドットの中心の位置相関情報による照合

【ドット抽出】
ドットの中心位置情報を登録

【検査】
登録位置情報と照合

今までのパターン照合とは違い、業界初

のドット位置相関情報によるマッチング

方式を採用。文字やドット間隔が狭い文

字列、背景模様、文字枠などがあっても

影響なく検査が可能です。

判
　
定

撮
り
込
み
画
像

ドット抽出設定
２値化を使わない
新検出方式

辞書登録
一括自動登録で
操作性が向上！

条件設定
様々な印字を想定した
多彩な検査条件

検査
新マッチング方式で
高精度な検査！

背景に水滴のある画像

水泡に映り込みのある画像



9
文字列設定画面

辞書機能の強化で
　　　　　　　更に使いやすく

辞書を作成すると、検査文字列

を組み替えて任意の文字列の検

査ができます。

ＰＲＣ５６００Ｓは、複数の字体パターンを登録する必要はありません。

ドットの位置相関情報による検査を行うため、１つのキャラクター（正常な文字）の字

体パターンを登録するだけで検査を行うことができます。

また、登録した字体パターンの辞書管理や文字のドット編集も簡単に行うことができ

ます。

字体登録は、１パターンだけ

検査文字列の設定

辞書登録

一覧／編集

ドット文字編集

辞書編集が
できます。

ドット文字の
編集ができます。
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合格範囲調整画面

様々な印字を想定した多彩な検査条件設定

合格許容設定

文字周辺汚れチェック 照合倍率補正

検出文字に対して合格許容条件を詳細に設定できます。

検出文字列周辺の汚れに対して合格許容

条件を詳細に設定できます。

辞書登録した字体を伸び

た（タテまたはヨコ）ドット印

字に対して伸長させて検査

することができます。

「傾き」「汚れ」「ドット抜け」「乱れ」「文字周辺汚れ」などの検査条件を詳細に設定できます。

文字周辺汚れチェック画面 照合倍率補正画面 伸びた文字のイメージ文字周辺の汚れを検出

◆角度許容

許容する文字の傾き範囲を設定でき
ます。

◆汚れ許容

余分なドットの許容数を設定できます。

◆ドット抜け許容

ドット抜けの許容数を設定できます。

◆ドット余裕

ドット位置許容エリアの指定が
できます。

ドット位置許容エリアイメージ

（-xa,-ya)

（-xa,+ya)

（+xa,-ya)

（+xa,+ya)

【印字検査の主な導入例】

透明
パック上の
印字検査

湾曲した
缶底の
印字検査
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その他の機能

品質向上に貢献できる
データ管理機能

多様に活用できる生産管理機能

食品 ・ 医薬品関連の品質管理に対応した機能

生産数、不良数、不良率のファイルを外部に保存（ＵＳＢ

メモリーまたはＬＡＮ）でき、集計用データとして活用する

ことができます。

また、ＮＧ別の不良数、不良率も収集します。

良・不良の全ての検査画像を保存する検査画像保存機能を搭載。 ＮＧ検出画像以外にも、全検査画像として

６万枚以上保存が可能です。保存した画像や検査履歴を使用しトレーサビリティーシステムによる遡及・追跡

のための検査実行、再現などにお役立てください。

ＮＧ処理画像ＮＧ生画像全検査画像

以上６万枚
保存可能

生産管理画面

集計用データとして活用

生産数、不良数、不良率
データを保存

プリンター印字形式変更にも対応できます

ＰＲＣ５０００シリーズ導入後、印字形式が変更になった場合でも

内部の部品を替えるだけで対応ができます。

詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
部品交換で
変更可能
部品交換で
変更可能

※部品交換なしで必要に応じて切替をご希望のお客様には、PRC5500 と PRC5600S の機能ハイブリッドタイプ（PRC5800) の導入をお勧めします。

活字印字検査装置
PRC5500

ドット印字検査装置
PRC5600S
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優れた操作性と高性能カメラ

２種類の解像度カメラを用意
簡単操作の
液晶タッチパネルモニター

液晶タッチパネルモニターの採用で、

スピーディーな設定操作が可能です。

カメラは「ＶＧＡ」と「ＸＧＡ」の

２つのタイプより用途に合わ

せてお選びいただけます。

ＸＣ－ＨＲ７０

型 番 ＸＣ－ＨＲ５０ ＸＣ－ＨＲ７０

撮 像 素 子 １／３型　ＩＴ方式プログレッシブスキャンＣＣＤ

画 像 サ イ ズ ＶＧＡクラス ＸＧＡクラス 

レンズマウント Ｃマウント

外 形 寸 法
２９ｍｍ(W)×２９ｍｍ(H)×３０ｍｍ(D)

［突起部含まず］

質 量 約５５ｇ

連続不良検知機能

その他の高度な機能

自動文字配列機能

予め登録された字体の配列を

自動で組み替えて検査を行う

機能です。

「日時更新」、「ナンバーリング

」、「記号組み換え」の３つの

モードがあります。　また、日時

オフセット・カウントステップ・

ゼロサプレス等の機能も充実

してます。

ＮＧ判定が連続して発生した場

合にのみ、ＮＧ信号を出力するよ

うに設定できる機能です。

様々な通信環境に柔軟に対応できる、
豊富な通信インターフェイス

ＤＩＯ、シリアルＩ／Ｆ（オプション）、ＬＡＮ、ＵＳＢの様々なイン

ターフェイスを装備しており、判定出力、動作制御のほか

に検査画像や設定パラメータ等のデータを外部に保存す

ることができます。

【日時更新モード】
外部信号により、登録した数字や文

字による日付や時間を自動で組み替

えて検査を行うことができます。

ＬＡＮ

ＵＳＢメモリー

シリアルＩ／Ｆ

ＤＩＯ

ＶＩＳＣＡＮＮＥＲ
ＰＲＣ５０００シリーズ

パソコン

シーケンサー

動作制御、データ保存

データ保存

動作制御

判定出力、動作制御

連続不良検知設定
指定回数連続で
ＮＧを判定すると
信号を出力します。



付属品・別売品
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別売品（オプション）

付属品（同梱品）

分離タイプ

カメラ関連

ケーブルストロボ ・ 電源

ＬＥＤストロボ ＬＥＤストロボ電源

本体・タッチパネルモニター セット

７５ｍｍＶＡＳＡ取り付け用
タッチパネル・バックフレーム

ＤＩＯケーブル ５ｍ 制御用ＲＳ２３２Ｃ
通信ケーブル ５ｍ

カメラレンズ ２５ｍｍ
［ロック付］

本体
［タッチパネルを含む］

カメラ（標準）
ＸＣ－ＨＲ５０

カメラ（高解像度）
ＸＣ－ＨＲ７０

カメラレンズ　１６ｍｍ
［ロック付］ 

カメラケーブル　５ｍ

タッチパネル専用ペン マニュアル電源ケーブルＤＩＯケーブル ２．５ｍｍ

タッチパネル
取り付けアングル

２軸ヒンジ付
タッチパネル・バックフレーム

タッチパネルマウントセット

タッチパネル制御ケーブル

パネル取り付け金具 １２ＶＡＣアダプター

ＶＧＡ接続ケーブル



外観寸法
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仕　様

種類 液晶タッチパネルモニター

サイズ ８．４インチ

解像度 ＳＶＧＡ［８００画素×６００画素］

表示色 ２６万色

タッチパネル 抵抗膜方式

インターフェース ＲＳ２３２Ｃ

消費電力 ２４Ｗ［１２Ｖ］

外形寸法 ２３４ｍｍ（Ｗ）×３７ｍｍ（Ｄ）×１９０ｍｍ（Ｈ）

モニター

型式

VISCANNER

PRC5500 PRC5600S-1 PRC5600S-2

最大検査文字数
１５文字×５行

（総文字数６０文字まで）
２０文字×５行（総文字数１００文字まで）

最大検査速度 １２００個 / 分（検査条件による） １６００個 / 分（検査条件による）

最大文字登録数 ６０文字 / 品種 ８０文字 / 品種

検査対象文字
捺印、サーマル印字、

レーザー印字、焼印等
インクジェットプリンター（ＩＪＰ）およびレーザーマーカー等によるドット印字文字列

検査内容 印字抜け、文字欠け汚れ誤字 １ドット抜け、ライン抜け、汚れ、誤字、文字抜け、ドット乱れ、総ドット数

検査文字種 英数字、記号、カタカナ、漢字

検査方式 パターン照合 ドット位置検索

画像処理 ２値化処理 グレーサーチ

メニュー操作 専用ペンおよび指によるモニタータッチ操作

検査画像保存数 内蔵ハードディスク保存時６万枚以上（ＶＧＡカメラ使用時）

品種登録数
内蔵ＨＤＤへ２５６品種以上

（内蔵ＨＤＤの容量により増減）
内蔵ＨＤＤへ１２８品種以上（内蔵ＨＤＤの容量により増減）

品種切替 外部制御可能数 ２５６品種 １２８品種

内蔵ハードディスク ８０Ｇｂｙｔｅ（オプションにて拡張可能）

デジタル

入出力

（ＤＩＯ）

トリガー入力 フォトアイソレーターによる入力（ＯＮ電流：２ｍＡ以上 / ＯＦＦ電流：０．１６ｍＡ以下）

ストロボ

トリガー出力

オープンコレクタ出力

（ＭＡＸ３５Ｖ / １００ｍＡ）

オープンコレクタ出力

（ＭＡＸ３５Ｖ / １００ｍＡ）

オープンコレクタ出力

（ＭＡＸ３０Ｖ / ３０ｍＡ）

ＯＫ・ＮＧ出力 オープンコレクタ出力（ＭＡＸ３５Ｖ / １００ｍＡ）

外部

インター

フェイス

ＵＳＢポート ＵＳＢ２．０ ×１（データ記録）

ＬＡＮポート １０００ＢＡＳＥ－Ｔ  ×１（外部通信およびデータ記録）

シリアルポート ＲＳ２３２Ｃ［Ｄ－ｓｕｂ９ピン］×１（外部通信：オプション）

カメラ接続台数 １台 １台 ２台

電源 ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ

消費電力 ７０ＶＡ ８０ＶＡ

外形寸法 ２３０ｍｍ（Ｗ）×２６０ｍｍ（Ｄ）×１１５ｍｍ（Ｈ）

質量 ７．０kg（モニター含む）

本体

型式 ＸＣ－ＨＲ５０［ＳＯＮＹ社製］ ＸＣ－ＨＲ７０［ＳＯＮＹ社製］

画サイズ ＶＧＡクラス［６４８画素（Ｈ）×４９４画素（Ｖ）］ ＸＧＡクラス［１０２４画素（Ｈ）×７６８画素（Ｖ）］

レンズマウント Ｃマウント

シャッター 外部トリガーシャッター

電源電圧 ＤＣ１２Ｖ（＋１０．５Ｖ～＋１５．０Ｖ）

消費電力 １．８Ｗ

外形寸法 ２９ｍｍ（Ｗ）×３０ｍｍ（Ｄ）×２９ｍｍ（Ｈ）［突起部含まず］

質量 約５０ｇ

カメラ

製品に関するお問い合わせ

ＦＩシステム事業部

＜本社＞
〒１３０-００２６ 東京都墨田区両国２-１０-１４

両国シティコア １５階

ＴＥＬ ０３-５６２４-２５０６（直）

ライオンエンジニアリング株式会社は、ライオン株式会社の１００％出資子会社です。 　本カタログの仕様は、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
ライオンエンジニアリング株式会社では、画像処理系・光学系・機械系を含めた検査システムをトータルエンジニアリングします。

［カタログＮｏ.ＫＨ-３４Ｅ １５０６］

◆電話でのお問い合わせ

ホームページ
http : / /www. l ion-eng.co . jp/ E-Mai lからは　 l ion-eng@l ion .co . jp

◆インターネットでの情報入手

ＦＡＸ ０３-５６２４-２５１５

※PRC5500とPRC5600Sの機能ハイブリッド版（PRC5800)も用意しています。


