
S p e e d y
F u n c t i o n a l

F l e x i b l e

表面欠陥検査装置

SCANTEC
シリーズ

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽 887
TEL : 045-541-0229  FAX : 045-541-0237
E-Mail : scantec@ex-nagase.co.jp
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特徵
最新FPGAによる超高速画像処理と多彩なフィルター機能、シェーディング機能で
より高精度な欠陥検出を実現しました。

シリーズのラインナップSCANTEC
お客さまの用途や目的に合わせてお選び頂けます。

専用ハードウエアによる高速処理により欠陥多発時でも安定的に検査が可能です。

欠陥多発時の安定検出

高速画像処理
市場のニーズに応えて、320MHz 高速画像処理を実現しました（オプション）。シェーディ
ング補正、各種フィルタ処理、２値化、特徴量計測などすべての処理が最大 320MHzで
行えます。例えば、40m/min の搬送速度で、走行方向分解能 13.3μm/scan が実現可
能です。

SPEEDY
さらなるスピードの追及

FUNCTIONAL
豊富な画像処理機能

照明ムラ、レンズ収差、検査対象の緩やかな状態の変化などを補正するために多彩な
シェーディング補正機能を有し、高精度な欠陥検出を実現します。また、多段階のリア
ルタイムデジタルフィルタや多階調膨張収縮処理により、淡い欠陥の検出や、表面状
態の悪い中での欠陥も検出が可能です。また、エッジ検出機能により、蛇行する検査
対象物に対してもエッジぎりぎりまでの検査が可能です。

画像強調機能

入力画像に対して複数の検査条件による欠陥検出が可能です。例えば、最適なフィル
タ条件を別々に設定することで微小欠陥と淡いムラ欠陥を同時に検出可能です。

分岐並列処理

分岐並列処理と様々な欠陥特徴量の組み合わせにより充実した欠陥分類が可能です。

欠陥分類機能

従来機の機能を継承しつつ、性能を大幅に強化した画像処理コマンドライブラリを搭
載しています。ASCIIコマンドを使用して、どんな言語を用いてもソフトウエア製作が
可能です。また、オプションでユーザー独自のコマンドも増設可能です。各種ドキュメ
ント、開発ベースソフトウエアも充実しており、初めてプログラミングされるお客さま
にも容易に取り組んで頂ける環境を提供します。

画像処理コマンドライブラリ

検査に必要なソフトウエアを「WEB タイプ１（連続タイプ（有限））」、「WEB タイプ２
（連続タイプ（無限））」、「BATCH タイプ（枚葉タイプ）」と 3 種類準備しており、お客さ
まの目的や要求に合わせたソフトウエアの開発・カスタマイズにも柔軟に対応します。

標準ソフトウエア

FLEXIBLE
ユーザーによる
カスタマイズ

ラインセンサカメラ

欠陥検査

処理ボード
コントロールボード

操作モニタ

画像モニタ

SCANTEC

CPS-500
カメラ電源

ホストPC HUB

LAN LAN

カメラリンク接続
Start信号

ラインセンサカメラの台数に
合わせて画像処理ボードを拡張

画像データ

SCANTEC 8000

SCANTEC COLOR1

SCANTEC 8000
SCANTECシリーズ最上位機種。
最新 FPGA による超高速画像処理と多彩なフィルター機能、
シェーディング機能でより高精度な欠陥検出を実現しました。

SCANTEC ELEMENTSⅡ
SCANTECシリーズの基本機能はそのままに低価格を実現
した標準機種です。

SCANTEC COLOR 1
SCANTECシリーズのカラー版、ラインセンサ専用画像処理
装置です。

システム構成例

2．エンコーダー信号
　ラインスピード対応

3．RS232C
　欠陥情報伝送
　レンズコントローラー制御

1．I／O信号
　検査装置制御
　検査開始／終了／中断／
　検査準備完了など
　検査結果出力
　OK／NG／オーバーフロー
　証明制御
　ONOFF／光量制御

外部機器との接続
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適応分野
WEB検査、BATCH検査におけるインライン高速欠陥検査に対応しており、
ラインセンサカメラを使用した無地フィルム・シートに多数の実績があります。

新機能材関連分野

電池部材フィルム 機能性フィルム 汎用フィルム 金属箔光学フィルム

電池電極、電極セパレータ、ドットパターン、炭素繊維などの検査に多くの導入事例があり、
製品形態に合わせて様々なシステム提案が可能です。

検査対象物
リチウムイオン二次電池電極シート
正極／負極

検査内容
塗工部　　欠点検査／幅計測／塗工長計測
非塗工部    欠点検査／未塗工長計測／塗工部／
                     非塗工部の塗工ズレ計測

塗工タイプ
連続塗工シート（1条～複数条ストライプまで）
間欠塗工シート

塗工面
表面 裏面 表面+裏面

飛び散り

ヌケ

半ヌケ

シワ

スジ

ピンホール

黒ムラ

出っ張り

ヘコミ

半ヌケ黒ムラヌケ 間欠境界間欠ヘコミ

検出欠点例
塗工部　　塗工ヌケ、半塗工ヌケ、黒ムラ、スジ、ピンホール、その他
非塗工部    飛び散り、間欠部塗工ヘコミ、間欠部塗工出っ張り、シワ、ピンホール、その他

検出後の動作
アラーム出力
ラベル/印字出力
管理設備への接点出力

電極
セパレータ

ITO
電磁波シールド
イオン交換膜

PP/PE /PS
食品ラップ

シュリンクフィルム
バリアフィルム

銅箔
アルミ箔
FCCL

偏光板
位相差

AG/AR/LR
TAC
PET
PMMA

フィルム・シート
コーター

乾燥
プレス

検査検査 検査

乾燥･プレス工程塗工工程 スリット工程

スリッター

ガラス

無地

エリアセンサ
カメラ

パターン

アッセンブリ基板印刷物

工業用製品検査

レーザ・X線

ラインセンサカメラ

その他
(紙・不織布 )鋼板OPCドラム

販売実績

いずれの工程での検査も可能です。

リチウムイオン二次電池電極シートの検査例

フィルム

70％

ガラス

10％

約

システム
1,500

OPC

10％

鋼板

5％

その他

5％



06SCANTECSCANTEC05

SCANTEC Recorder は、高速 SSD と専用キャプチャボードの組み合わせにより、ラインセンサカメ
ラからのデータを録画するだけでなく、そのデータ読出も高速で行う事が可能な専用ハードウェアです。
SCANTEC シリーズと連動する事でデータ読出により何度でも必要な検査検証が可能となります。

SCANTEC Recorder

録画されたデータをSCANTEC Recoder（SDR-1000）で読出（ライン読出）することで再検査可能

リムーバブル
SSD データ読み出し

再検査

取り付け

リムーバブル SSD

リムーバブル
SSD

映像信号

録画
取り出し

映像信号

検査映像信号

リムーバブル SSD

ラインセンサカメラ 分配器

OS:Windows10 64bit
保存データ 2種類（生データ、粗データ）を同時録画可能
SSDホットスワップ対応
外部ストレージへのデータ自動転送（削除）機能
IOによる外部制御及びアラーム出力
※保存先が外部ストレージの場合、動作性能はストレージに依存します

周辺製品
SCANTEC Brain

インライン
インラインの検査PCで動作している検査ソフトウェアにランタイムDLLを組み込むことでリアルタイムに
SCANTECが検出した欠陥の画像の自動分類が可能です。製造時において重大な欠陥が発生していることを認識
できることで様々な対応を行えます。（ライン停止、ブザー、パトライトなど）

SCANTEC Brainは、SCANTECシリーズに組込み可能な機械学習型自動画像分類ソフトウェアで
す。事前に分類するためのパラメータを準備して欠陥画像を分類する手法とは一線を画した機械学習
アルゴリズムによる欠陥画像を自動で分類する環境を提供します。

動作環境

CPU
GPU（オプション）
メモリ
OS

Intel Core i7以上を推奨
NVIDIA 社製 GeForce GTX1060以上を推奨
8GB以上を推奨
Windows 10 Pro

sbm

exeexe d11

インライン PC オフライン PC

学習 PC

欠陥画像 学習

欠陥画像
を保存 欠陥画像 読込 推論 “ 欠陥画像

 の分類 ”欠陥画像
検査ソフトウェア

学習結果ファイル

HDD レビューソフトウェア ランタイム DLL

共有

読込

sbm

exe

学習

検査ソフトウェア

学習結果ファイル

インライン PC

学習 PC

d11
組込 推論

“ 欠陥画像の分類 ”
ランタイム DLL

読込

欠陥画像

欠陥画像

統合学習環境によるプロジェクト管理
欠陥画像の一括インポート(IMG/BMP/PNG）
クラスタリングによるデータ作成アシスト

学習結果のエクスポート
ネイティブ（C/C++）
ランタイムDLLの提供

複数の学習アルゴリズムを選択可能
GPUによる高速な学習と推論
学習結果の履歴管理

SCANTEC Brain の特徵

オフライン インラインでSCANTECが検出した欠陥の画像をオフラインPC上のレビューソフトウェアで解析することが可
能です。製品に存在する欠陥を詳細にかつ正確に解析することで、生産品質の向上に役立てることができます。

SCANTEC との連携

ラインセンサカメラからの出力をSCANTEC Recoder（SDR-1000）へ分配する事で
リアルタイム検査しながらデータ録画が可能

データ録画システムイメージ

SCANTEC Recorder の仕様と特徴

データ読出及び再検査
SCANTEC

SCANTEC

SCANTEC

SCANTECSCANTEC Recorder
（SDR-1000）

SCANTEC Recorder
（SDR-1000）

SCANTEC Brain

SCANTEC Brain
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充実したテスト環境をご利用いただけます。 本社　横浜センター
A4 程度のカットサンプルをお持込みいただくことで、
横浜センター内のテストルームにおいてサンプル評価
（欠陥検出テスト）が対応可能です。

営業窓口（電話窓口）
仕様取りまとめ
トラブル対応

導入までの流れ

関西サービスセンター
スキャンテックグループ第2チーム

営業窓口
仕様取りまとめ
トラブル対応

大阪

サポート体制

本社　横浜センター
スキャンテックグループ第1チーム

神奈川（横浜市）（大阪市）

西条テクノセンター
（アインド株式会社）

愛媛（西条市）

お客さまからのお問い合わせ、ご紹介に応じ
て、弊社システムのご説明や案内資料をご送
付いたします。

弊社商品のご案内1
弊社システム導入をご検討のお客さまに対し、
弊社担当者がご訪問させていただきます。
ご要望と現状の課題を共有することで、お客
さまの視点に立ったご提案を行います。

お客さまのご要望のヒアリングと課題の共有2

お客さまのサンプルデータをお預かりし、弊社テストルームや
ショールームにおいてデモンストレーションを行うことも可能です。
弊社システムを、御社の製造ラインにより近い形でご覧頂けます。

デモンストレーション3

システム導入の基本計画から設置、メンテナ
ンスまで一貫してお客さまのご要望やご予算
に合わせた最適なプランをご提案いたします。

最適な導入計画のご提案4
導入のご決定後は、エンジニアリングスタッフを
速やかに派遣し、より早い稼働を実現いたします。

システム導入のご決定5

評価テストルーム
事前立上
トラブル対応

西条テクノセンター
西条テクノセンターでは、ロール幅 1650mm、 速度
200m/min までの実際のライン環境に近い、 広幅・
高速でのロールテストが対応可能です。

枚葉テスト用リニアコンベア
A4程度の欠陥カットサンプルでの検証が可能

3台

顕微鏡検査システム 1台

枚葉テスト用リニアコンベア 1台

小型リワインダー 2台

最大200m/min
最大500mm
最大φ500mm
3インチ

ライン速度
搬 送 幅
巻 径
コアサイズ

1台大型リワインダー
最大200m/min
最大1500mm
最大φ500mm
3インチ、6インチ

ライン速度
搬 送 幅
巻 径
コアサイズ

〒793-0046 愛媛県西条市港字北新地 357番3
アインド株式会社内　西条テクノセンター
JR 伊予西条駅よりタクシーで 15分

Access



ナガセテクノエンジニアリングの

製品ラインナップ 会社概要
ナガセテクノエンジニアリング

社　　　　　名 ナガセテクノエンジニアリング株式会社　　Nagase Techno-Engineering Co.,Ltd.

設　　　　　立 1989 年（平成元年）6月 28 日

資　　本　　金 65 百万円

株　　　　　主 長瀬産業株式会社 100%出資

主な事業内容 低温・真空関連機器の販売及び保守・メンテナンス、低温関連機器の設計・開発、
 製造及び販売、半導体、液晶パネル等製造用薬液の調整・回収装置の設計・開発、
 販売及び保守・メンテナンス、外観検査装置の設計、据付及び保守・メンテナンス
 その他半導体・液晶業界等向け装置の開発、販売及び保守・メンテナンス
 農業関連製品・システムの開発及び保守・メンテナンス

主 な 事 業 所 本社　横浜センター　　　：〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽 887
 関西サービスセンター　　：〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南 1-1-33
 東北サービスステーション：〒982-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5-1-4
　　　　　　　　　　　　九州サービスステーション：〒861-8046 熊本県熊本市東区石原 1-11-70

海外の事業所  韓国：Nagase Engineering Service Korea Co.,Ltd.
 　　　Bisan-Dong, Anyang Trade Center 925, 161, Simin-Daero, Dongan-Gu,
 　　　Anyang-Si, Gyeonggi-Do, Korea 14048
 上海：Nagase Techno-Engineering (Shanghai) Co., Ltd.
 　　　Room 825, 8F Best Western Shanghai Ruite Building, 
 　　　No. 1888 Yishan Road, Shanghai, 201103 China
 台湾：Nagase Techno-Engineering Co., Ltd. Taiwan Branch
 　　　No.120, Tongde 7th Street, Taoyuan District, Taiwan 

ホームページ  https://www.nagase-nte.co.jp

（2022 年 4月30日現在）

長瀬産業

社　　　　　名 長瀬産業株式会社　　NAGASE & CO.,LTD.

創　　　　　業 1832 年（天保 3年）6月 18 日

設　　　　　立 1989 年（大正 6年）12 月 9日

資　　本　　金 9,699 百万円

従　業　員　数 892 名（連結 7,113 名）

売　　上　　高 7,805 億円（連結 2022 年 3 月期）

主な事業内容 化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入および国内販売

主 な 事 業 所 大阪本社：〒550-8668  大阪市西区新町 1－1－17
 東京本社：〒100-8142  東京都千代田区大手町 2－6－4常盤橋タワー
 名古屋支店：〒460-8560  名古屋市中区丸の内 3-14-18
 ナガセ R&Dセンター：〒651-2241  神戸市西区室谷 2-2-3 神戸ハイテクパーク内
 ナガセアプリケーションワークショップ：〒661-0011  兵庫県尼崎市東塚口町 2-4-45

ホームページ  https://www.nagase.co.jp

（2022 年 3月31日現在）

半導体製造に必要な高真空クライオポンプ、超電導
技術に必要不可欠な極低温冷凍機等、 最先端の製
造・研究開発に欠かせない製品を提供しております。
全国のサービスネットワークを通じ、最新の情報とと
もに、地域に密着したきめ細やかなメンテナンスサー
ビスを提供いたします。

真空低温機器・メンテナンス 

半導体・液晶パネル業界において、フォトリソグラ
フィプロセスによるデバイス製造で用いられる薬液
を管理運用する事により、デバイス製造プロセス
の安定化と共に、化学薬品の使用量および廃液量
の削減、省エネルギー / 省資源化を達成しています。

薬液管理装置 CMS
(Chemical Management System)

当社 Grail シリーズは、発売開始より 20 年間「極
低温」「低振動・低ノイズ」を追求し、日本の半
導体及びエレクトロニクスの製品開発に大きく貢
献してきました。Grail シリーズは、水平垂直磁場・
高周波・高温・高圧など様々な条件・環境での測
定にも対応可能です。 

真空低温プローバー
静電気力によって液剤をミスト化して基材に成膜
する特殊なコーティング装置です。高い膜厚制御
性、凹凸基材への成膜、高粘度液剤の成膜、液
剤コスト削減等の特徴があり、その技術は多くの
分野に応用されています。小型の試験機から生
産機まで様々なご要望にお応えします。 

静電塗布装置 マイクロミストコーター

多種多様なサイズ・材質の基板は、その特性やデ
バイスの機能により、独自の搬送手段が求められ
ます。 H-Square 社は、高品質で信頼性のある
様々なハンドリング方法をご提案いたします。 

H-Square 社 半導体製造
用・各種基板搬送用ツール・装置

有機・無機培地に給液した養液を回収し再利用す
る循環システムです。肥料削減・環境保全・省資
源化を実現し、また作物の生産性向上にも貢献す
ることができます。小型チラーを使用した灌水冷
却システムでは、腐敗菌の発生抑制と作物の生育
向上を実現しています。 

農業・環境関連製品システム

Eshylon 社製モバイル静電キャリアは、接着剤
なしであらゆる基板を瞬時に接着・剥離します。
専用キャリアに薄い基板を接着し補強することによ
り壊れやすい基板を損傷なくハンドリングします。

モバイル静電キャリア

米国 Bonavista 社製マルチパスフィルター試験
装置 Test Rig は、油圧フィルタ各種の濾過性能・
濾過効率を ISO 規格に基づき短時間で正確に測
定する試験装置です。

マルチパスフィルター試験装置
Test Rig

HVA 社は、高真空バルブの世界トップメーカー
です。同社製品は、半導体、LCD、太陽光パネル
等の製造装置をはじめ、様々な真空低温用途で利
用されています。 

HVA 社高真空バルブ

超極細高性能フィルター技術と、高精度な整流技
術により、密閉されていないオープンな環境下でも、
短時間・低コスト・低消費電力で世界最高水準
（ISO クラス１）のクリーン空間を実現できる、スー
パークリーンシステムです。

オープンクリーンシステム 
KOACH

ePAK 社は半導体及び電子デバイスの保管・搬送・
ハンドリング用製品の設計と製造を行うメーカーで
す。半導体の前工程および後工程で使用される製
品を保護し安全に輸送する製品をご提供します。

ePAK 社 基板搬送用／
プロセス用各種ケース

イスラエル AseptoRay 社 が開発した UV 殺菌
装置で、独自の流体技術を駆使することで従来は
困難であった UV 光による混濁した液体の殺菌を
可能にしました。また、消費エネルギーを大幅に
削減することができます。

混濁液体用UV殺菌システム 
ASEPTORAY

低粘度から高粘度まで、様々な物性の製品をバッ
チ式オールインワンプロセスで乳化、分散、攪拌、
混合、粉体溶解が可能な多機能高せん断真空ミキ
サーです。

多機能高せん断真空ミキサー
m-Highest V®
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	P3_P4_ 仕上がり見本 
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