
現場指向の検査機活用事例などプレゼンテーション
ナビタスビジョンフェア2019盛況に

ビジネスを飛躍させる品質検査への取り組み� ナビタスビジョン

　印刷検査装置のナビタスビジョン株

式会社は５月17日、東京都港区の品川

インターシティホールで『ナビタスビ

ジョンフェア2019』を開催し、同社の

技術開発の方向性と製品の優位性を説

明するとともに、ユーザー、パートナー

会社12社がプレゼンテーションし、検査

機の重要性を語った。フェアには定員

を超える申し込みがあり、400名の会場

が満席となった。ナビタスビジョンは

2011年４月に設立。印刷検査装置メー

カーとしては後発でありながら、高い

精度でかつ過検知を抑える輪郭ファ

ジー処理、伸縮補正処理、ズレ許容処

理、寸法計測などの技術を開発してき

た。フェアでは同社の辻谷潤一社長が

同社の歩みと開発の方向性を紹介。そ

の後のプレゼンテーションでは同社の

検査ソフト『AsmilVison』をはじめと

するソリューション、今後の研究・開

発方針が説明されたほか、ユーザー企

業やパートナー企業の取り組みが報告

された。本稿では辻谷社長の挨拶と、

ユーザーの事例報告を掲載する。

� （文責：編集部）

ナビタスビジョン株式会社　代表取締役社長　辻谷潤一氏　開会挨拶（要約）

お客様現場主義の技術者集団
“永遠の未完成”で常に進化し続ける

　ナビタスビジョンは今年４月１日、親
会社ナビタスのホールディングス化に
伴ってナビタスビジョンソリューショ
ンからナビタスビジョンに社名を変更
した。持ち株会社のナビタスが７つの
事業会社を支える形になっており、そ
の１社がナビタスビジョンだ。
　本社は横浜市で、海外の販売拠点が
アセアンと中国にあり、タイのナビタ
スタイランドでは主にアセアン地域に

向けて印刷検査装置を販売。中国のナ
ビタス蘇州（営業所は上海）はナビタ
スグループの１社としてナビタス製品
全般を供給しているが、今後、印刷検
査装置の販売も計画している。また、
AIを使ったシステム開発を手掛けるタ
クトピクセル株式会社も横浜市に拠点
を置いている。
　ナビタスビジョンは2011年４月１日、
８名のメンバーがナビタスを離れ、印
刷検査装置開発の専業メーカーとして
独立起業した。現在32名の技術者集団
として運営している。画像検査ソフト
ウェアを開発・販売するとともに、カ
メラ光学系、照明、搬送技術を顧客に
向け提案しているが、オンリーワン検
査技術の開発にこだわっているのが特
長だ。日本の品質要求が厳しいため、
通常の検査装置では過検知（本来、良
品として出荷できる製品を不良品とし

ナビタスビジョン　辻谷潤一社長
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て検知してしまうこと）という問題が
起こっている。我々は、過検知をせず
に厳しい検査ができるよう、輪郭ファ
ジー処理、伸縮補正処理、ズレ許容処
理、寸法計測といった技術を開発して
きた。
　ナビタスビジョンが技術者集団とし
てこだわっているのは現場主義だ。お
客様が日々現場でお困りになっている
検査の課題に対し、開発者自身が現場
に入って直接声を聞いて製品を開発し
ていくスタイルを取っている。弊社が
提供しているソフトウェアに『ナビタス
チェッカーフレックス』と『アスミルビ
ジョン』がある。ともにバージョンアッ
プが頻繁に行われるが、これは技術が
常に進化しているという証である。宮
沢賢治の言葉“永遠の未完成”のよう
に、私たちの製品にも完成はないと考
えている。これからもお客様の現場の
声をできるだけ反映していきたい。
　弊社の検査技術をご評価頂いたお客
様のおかげで、2011年の起業後、当初
計画した目標に対し140％という高成長
で販売台数を増やすことができた。昨
年９月には念願の1,000台目を販売した。
　ナビタスビジョンでは、ラベル、カー
ド、ボトル業界向けに、主にオフライン

固定・可変印字品質検査装置を開発・
販売してきた。市場は日本とアセアン
が中心だったが、今年から欧州への展
開をめざしている。次のターゲットと
して、デジタル印刷検査、全可変・絵
柄検査、色測定、そしてインライン検
査に力を入れていく。とくにご要望の
多いのは色の測定だ。人の目が見る色
は、カメラで撮る色と違う。その違い
を新しいカメラ技術と検査技術で解析
し、インラインで撮影していく技術を
開発している。ラベル、カード、ボト
ル業界以外にも、印刷機や加工機など
各種機器メーカーとのコラボにより、
紙器関係、軟包装関係、フィルム、電
子基板などの品質検査業界に広がりを
見せている。
　今後はAI（人工知能）を検査装置に
組み込んでいく。弊社の検査装置をご
活用頂くお客様、あるいはパートナー
様、検査装置メーカー様がAIで勝ち組
になることを目指す。
　８年前に起業した時の原点は、画像
検査技術で日本のモノづくりを支えた
い、その日本の技術を世界に広げたい
という想い。平成の30年間は日本経済
が低迷し、モノづくりで中国、韓国、
アセアン諸国の台頭を許してきた。世

界がAIに投資して製品化を進めている
中、日本は大きく出遅れている。画像
検査装置についても、中国、イスラエ
ル、ドイツの海外製品が低価格で世界
に浸透してきた。平成が終わり令和時
代の幕が開けた今、弊社としては、日
本品質の検査技術で世界に勝っていき
たいと考えている。
　今回のフェアでは同業で競合関係にあ
る印刷加工会社様、印刷装置メーカー
様、検査装置メーカー様にもご参加頂
いている。本日は各社が保有する技術
情報を交換し、日本の印刷品質、機械
技術、検査技術で世界に勝てる製品を
作っていく機会にしたい。国内で争う
のではなく、オールジャパン、チーム
ジャパンで、世界で戦いたいというの
が弊社のメンバーの想いだ。
　我々は『オンリーワンの画像検査技
術で世界の製品品質の向上に貢献する』
をミッションに掲げている。ビジョン
は『世界№１の画像検査システムを開
発し、モノづくり現場の目視検査ゼロ
を目指す』だ。ナビタスビジョンは現
場の要求に耳を傾け続けて、日本の高
い品質を満たす検査技術を探求してい
く。日本の技術による世界一の画像検
査システムを開発していきたい。
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ユーザー事例報告　　レスター工業株式会社

『検査の新しいカタチがもたらす、働き方改革とは？』
メディアシステムソリューション事業部　担当課長　坂本孝明氏

　大阪市のレスター工業はビジネス
フォーム印刷を中心に事業を展開して
いる。創業は1933年。現在、印刷に限
らずデータ処理やメーリングまで一括
受託している。
　同社が受注するビジネスフォームは
高い品質が要求され、紙面の汚れをは
じめ、スプロケットホールの位置まで
品質に関して細心の注意を払って各種
帳票類を製造する。これまでオフライ
ンの検査装置を活用してきたが、誰で
も操作でき、印刷と別工程での作業に
なるというメリットがある反面、刷り
直しを恐れて多めの生産に伴う用紙の
ロスや、専任の検査員の確保、検査時
間の遅さというマイナス面があった。
　同社の坂本孝明担当課長は「本来、
5,000ｍを納品するのに、１万ｍを印刷
しなければならないこともあった。珍
しい紙を使う時に足りなくなると大変
なことになるからだ」と述べる。また、
オペレータの技量によって品質や商品
の原価が変わることも課題で、技能伝
承という問題も横たわっている。坂本
担当課長は「皆の想いは幸せになりた
いということ。お給料ももらいたい。
お給料をもらうためには良い仕事がし
たい。良い仕事をするためには良い機

械が欲しい。そこでナビタスを選んだ」
と、ナビタスビジョンのインライン検
査機を導入した背景を説明した。
　ナビタスビジョン製品を選択した動
機は顧客第一主義。坂本担当課長はそ
の姿勢に「パートナーとして最高だと
思う。今まで伝えた要望を実現してく
れた」と絶賛している。導入したイン

ライン検査機の効果として、印刷オペ
レータが１人で印刷しながら印刷不良
を即座に発見できることを挙げる。ま
た、オペレータが本来の印刷業務に集
中していることも指摘した。
　坂本担当課長は最後に「これから人
員は減っていく。職人と言われる人が
退職していく中で技能伝承が難しくなっ
ているが、伝統は維持しなければなら
ない。品質を下げずにプロ集団として
お役に立ち続けるためには、ナビタス
ビジョンの検査機を他の印刷機にも設
置していきたい」と締めくくった。
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　茨木・大成化工株式会社は、大成化
工株式会社（大阪府茨木市）のグルー
プ会社。大成化工は1932年に創業し、
現在、グループ全体で従業員970名。“誠
実”“品質”を経営理念に、主に機能性
と独自性を持たせた医薬品や化粧品の
容器を製造している。ジャー容器や点眼
容器、PTP容器、アルミチューブ、プラ
スチック容器など用途に応じて様々な素
材・形状の製品を供給する。また、医療
機器の生産や滅菌サービスも手掛ける。
　医薬品容器は薬事法で成分表記が厳
しく定められている。印字を含めてシ
ビアな品質が要求されるため、今回、

アルミチューブの生産ラインにナビタ
スビジョンの検査装置を導入した。
　アルミチューブの生産ラインは全長
約60ｍ。チューブ成型から印刷、検査、
出荷が１ラインとなる。生産開始から
梱包まで、最初の１本が届くのに２時
間かかるが、検査ラインでは300ミリ秒
に１本のペースで製品が流れてくる。
検査機導入前は、２、３名の検査員が
目視で全品検査していた。薬品の成分
表記などは文字や点が欠けていると市
場回収になりかねない。製薬メーカー
からはかなり厳しい規格が求められる
が、小さい文字の欠損は人の目で見る
ことが難しい。また、主に円筒形状と
なる容器は、機械による検査時に円筒
部分の周方向の伸び縮みによる画像補
正、文字の太り細り、芯ブレによる傾
き補正等が非常に困難だった。
　同社の和木宏一チームリーダーは「検
査機メーカーに相談してきたが、なか

ユーザー事例報告　　茨木・大成化工株式会社

『医薬品容器に要求される印刷精度と検査精度』
秦野工場生産技術グループエンジニアリングチーム　チームリーダー　和木宏一氏
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なか難しかった。ナビタスビジョンに
相談したところ、導入までお付き合い
頂き、テストを重ねてくれた」と語る。
　導入後はこれらの課題が解消。印刷
品質の検査に限らず、異物・付着物・
汚れまでの検査を可能にした。和木チー
ムリーダーは「文字の欠損に関しても
安定した検査が可能になった。0.05平

方ミリの欠損も検出できる」と評価。
「直接、ナビタスビジョンの検査装置を
扱い、製品ごとに検査条件を設定して
いるが、使いやすく、楽しく、かゆいと
ころに手が届く検査装置だと思う。他
の装置にも展開していきたい。２、３
人での目視検査が不要になり、ありが
たい結果が出た」と満足している。

　株式会社金沢シール（石川県白山
市）は石川県金沢市で1935年に創業し
たシール・ラベル印刷会社。東京、大
阪、富山、新潟に拠点を持ち、主に食
品を中心に、医薬品、飲料、電気・電
子、家庭用品、文具向けにシール・ラ
ベルを提供している。
　経営理念は“生きた商品づくり”。
シール・ラベルを通じて、顧客の商品
をより良い商品になるよう支援すると
いう想いが込められている。
　創業した当初は薬の封緘紙、マッチ
ペーパー、オーダーシートを中心に経営
基盤を作ってきた。1960年代にはマッ
チペーパーが全盛期を迎えるが、1975
年に100円ライターが登場したことで、
他の製品に蓄積してきた技術を転換。
2010年に現社長が就任すると、フレキ
ソ印刷機、デジタル印刷機、感熱塗工

機を導入し、内製化できる商品カテゴ
リを広げるとともに生産能力を高めた。
加えてリードタイム短縮から顧客の希望
順守率向上へと納期の考え方をシフト。
また、専門部隊を設けて顧客の課題解
決活動を開始し、ソリューション型の
営業に変換したほか、経営品質向上を
目指して健康経営にも着手している。
　同社の小杉淳文取締役生産本部長は

「ナビタスビジョンに共感したのは製品
や商品だけでなく、人だった。当時の
検査装置のアイコンが旧日本軍の紫電
改で、辻谷社長にその由来を尋ねると、

『私たちが日本のモノづくりを支える。
海外には絶対に負けない』という強い
想いを聞かせて頂いた。当時のベスト
セラーの海賊と呼ばれた男に近い侍魂
を感じて、感動に近い共感を抱き、気
持ちの良い会社だと思い、距離感が縮
まった」と振り返る。
　ナビタスビジョンの校正・刷出し検
版システム『ナビスキャン』を導入し
たのは2014年。現在、ナビタスビジョ
ン製品は10台まで増設している。導入
前に利用していた検査機は過検知が多
くてブリンク機能しか使えず、ほぼ人

の目で検査を行っていたという。１号
機では製版部門でデザインデータをマス
ターにして、校正用カンプ、製版デー
タを比較検査。非常に効果が大きかっ
たため、印刷現場にさらに２台導入。
かつては印刷オペレータが文字校正を
していたが、誤字、脱字、文字カケ、
文字埋まり、その他の校正業務は品質
保証課が担うことになり、オペレータ
の負担が大きく軽減して品質と生産性
の向上につながった。
　４台目からは印刷現場の検品・スリッ
ター機、シート検品機、印字機に検査
機を導入していった。同社では５つの
メーカーの検査機を保有している。し
かし、各検査装置の検知能力に差があ
り、業務ごとに特定の検査装置を活用
していた。ナビタスビジョンの検査装
置導入をきっかけに各検査機の検知能
力の平準化を進め、どの機械でも同じ
検知能力で検査できるようパラメーター
管理を始めている。これにより機種限
定の検査機が大きく減り、負荷分散が
できて仕事が改善され、リードタイム
が短縮された。
　金沢シールでは銀ツヤ紙、箔製品を
多く扱っている。これらは検査機で検
査しようとしても光が乱反射して検知
することが難しかった。ナビタスビジョ
ンの検査機では銀ツヤ紙、箔製品の自
動検査が可能となり、目視検査の工程
が省かれ、生産性が向上している。
　小杉取締役生産本部長は既設機への
インライン検査装置の導入事例も紹介。
同社ではオフセット間欠機の不良の減
少と早期発見による基材と時間のロス
削減が課題だった。オフセットは水有
り方式のため、不良の発生リスクが高
く、オペレータの高い技術力で対応して
いた。これに加えてインライン検査装置

ユーザー事例報告　　株式会社金沢シール

『画像検査による異常の早期発見とロス削減』
取締役生産本部長　小杉淳文氏
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を既設機にアドオンし、次工程への不
良流出を防ぎ、ロス削減を図っている。
　もう１つの課題は二層シールの上層
歯抜け。こちらも全数検査により歯抜
けなし100％保証を可能にした。
　３つ目の課題は検査オペレータの生産
性向上。誰でも扱えるソフトウェアによ
る作業性の改善で、『アスミルビジョン』

を導入。オペレータは感覚的に扱いや
すいと評価しているという。今後、『ア
スミルビジョン』を他の検査機にも展
開し、時間短縮を積み上げていく。
　今後は全ての材質の検知精度を上げ
る。とくに透明素材の精度向上が課題
となっており、ナビタスビジョンのマ
ルチ照明技術の導入を予定している。
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　株式会社サンメック（新潟県新潟市）
は、画像検査工程が半製品の滞留で、
ボトルネック化していた。ナビタスビ
ジョンの検査装置導入後は検査工程の
業務改善が進んだ。
　同社は1974年に創業したシール・ラ
ベル印刷会社。食品関係のラベルを主
力に、トイレタリー関係の糊殺しされ
たPOP、シールも製造している。従業
員は130名。東京都台東区に東京支店を
構える。全日本ラベルコンテストの入賞
常連企業で、そこから選ばれた同社の
作品は世界ラベルコンテストの『Best 
of Best』を受賞している。
　同社のラベルは意匠性が高く、例え
ば、ル レクチェという高級洋ナシジュー
ス向けのラベルを使ったラベルは、銀
箔、ホログラム箔、エンボス加工が施
されている。ラベル表面に強く圧をか

けて凹凸を出し、ラベル表面に質感を
出し、より加飾性を向上させた。オフ
セットで印刷後、箔押し機で銀箔、ホ
ログラム箔、エンボスでワンパス加工
する。また、新潟県産の巨峰のラベル
は、銀箔、ホログラム箔、エンボスを
施しながら、中央の巨峰の絵柄部分に
ツヤニス、マットニスを織り交ぜて、
見た目の一体感と触感を出したラベル
となっている。こちらもオフセット印
刷後、箔押し機で銀箔、ホログラム箔、
ホログラム箔をワンラインで加工。そ
の後、活版間欠機で、ツヤニスとマッ
トニスを施した。
　同社の生産フローは、入稿後、製版、
印刷・二次加工の後、仕上げ工程に入
るというもの。検査対象外製品はその
まま仕上げ業務に入るが、検査対象製
品は検品の工程に進む。近年は品質要
求が高くなっており、検査対象製品が
増える傾向にある。デザインの複雑化
や多色刷りの増加で検査時間もかかる。
その結果、検査工程で半製品が滞留す
る結果を招いた。
　同社では2018年２月にナビタスビジョ
ンの横軸ロールラベル検査装置『SNV』

を導入。多方向から光を照射するマル
チ照明を搭載しており、多用する蒸着
紙、蒸着フィルム、箔などの反射しや
すい製品でも過検知せずに検査できる
もので、コンパクト性も評価した。
　また、糊殺しされているラベルは、糊
殺し部分が搬送中によるバタつき・浮き
による輝度ムラが発生し過検知が発生
しやすい。本来の不良ではない過検知
により、余計に検査時間がかかり、滞
留製品の増加を招く。SNVはそうした糊
殺しの検査も可能。これにより過検知
を抑えて検査工程の作業性が高まった。
　現在はホログラム検査も視野に入れ
ている。同社の高野朋範取締役製造部
長は「ホログラムは光の確度によって
柄が変わるので、自動検査ができない
と言われていたが、今回の実績をもと
にナビタスビジョンに依頼した」と述
べる。マルチ照明により全方位から拡
散光を照射し、ホログラム成分を消し
て検知する。マルチ照明だけで消せな
い成分はソフトで処理するように設定。
これによりホログラム箔の欠け・汚れ・
ピンホールが検知できる。
　今後は材料ロットのバラツキの解消
を図っており、「ナビタスビジョンに照
明条件及びソフト側の処理の改善を考
案して頂き開発を進めて頂いている」
と、期待を抱く。

ユーザー事例報告　　株式会社サンメック

『品質要求と画像検査の改善と短縮』
取締役製造部長　高野朋範氏
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