




目視検査支援機 Neoview は、 AOI とのコンビネーショ

ンで品質アップとコストダウンを実現。

自動車、 携帯電話、 パーソナルコンピュータなど、

多くの製品の製造現場でお客様に支持されています。

複数メーカー ・ 複数機種の AOI とこれほど多く接続で

きる目視検査支援機は Neoview のみ。 お客様のニー

ズに合わせて、 今も多くの接続機能を開発中です。

国内外で特許を取得。 安心して運用できる目視検査

支援機、 それが Neovieｗです。

※敬称は省略させていただきます。

ヤマハ発動機 YSi-12

アイパルス K5

名古屋電機工業 NVI-FZ/H, NVI-FX/H, NVI-DE, NVI-D100

パナソニック IP121, IPKV3, IPKV2

三菱重工 M-ISP33B

コーヨンテクノロジー Zenith (3D)

TRI (Test Research,Inc.) TR7500、 TR7550L

アジレントテクノロジー Medalist 5DX (X線)、Medalist X6000 (X線)

オルボテック Trion-2340

ニッケ機械製作所 CycloneⅡ

0603 チップ

AOI が検出した不良箇所をピンポイントで正確

に表示。

微細なチップが多くても、 近接する部品と見

間違えることなく、 ハンダぬれ性やハンダ量

までしっかり確認できます。

IC カードコネクタ 68 ピン

ピン数の多いコネクタは、 位置ずれで発生する

ハンダブリッジが悩みの種。

ランド部の接合状態はもとより、 リードの肩付近

に発生したブリッジも見逃しません。

電解チップコンデンサ

上からでは見えづらいフィレット部も、 斜めから

見ればハンダ付け不良が一目瞭然。

ハンダぬれ性不良がこれだけ鮮明に見えます。

ViTrox V810 (X線)

サキコーポレーション BF18D-P40, BF-Comet, BF-PlanetX/II, BF-Frontier/II

BF-3Di (3D)



斜めカメラで撮影

不良箇所を漏れなく表示し、 見逃し防止
自動外観検査機が発見した不良箇所を自動的にカメラで捉え、 モニターに拡大表示。

モニターを見ながら判定ボタンを押すだけの簡単操作ですので、 見逃しの心配がありません。

AOI NG 再チェック＋重点目視で検査コスト削減
Neovieｗに重点目視箇所を登録すれば、 自動外観検査後の再チェック後に重点目視を連続して実施可能。

再チェック工程と重点目視工程をひとつにまとめて検査コストを削減できます。

もちろん、 重点目視だけでも運用も可能です。

＋重点目視
A O I  N G
再チェック

AOI 検査 重点目視A O I  N G
再チェック

拡大表示

自動外観検査機

不良発見！

検査箇所を真上と斜めから自由に観察
微細な部品の中から検査箇所を探すことなく、 真上と

斜めのカメラで拡大表示。

自動外観検査機では検査できない箇所も鮮明な映像

で確認できます。

・ 微細チップ対応の高精細撮像ユニットを搭載

・ 検査箇所を 360°スムーズに回転しながら検査可能

・ 各国で特許取得済みのため、 安心して運用可能

※コピー製品 ・ 模倣品にご注意ください。

上カメラで撮影



自動アングル調整機能＋学習機能のダブル効果

検査員ごとのバラつきを抑えて検査品質アップ

目視のような官能検査は検出レベルも十人十色。 検査員ごとの

バラつきは、 検査品質を低下させる最大の要因です。

Neoview ならば、 誰でも同じ画像を見て検査でき、 検査箇所を

見忘れることもありません。

検査に必要な情報が画面に一覧されるので検査に集中できます。

検査データを蓄積し、 トレーサビリティを保証

検査した結果はすべて PC に自動保存。

良品 ・ 不良品のすべての画像を残すことでトレーサビリティを保証できます。

いつ、 誰が、 何を見て、 どう判断したかまで、 ほしい情報はすべてあなたの

お手元にあります。

蓄積した検査結果を活用すれば、 品質向上の切り口がすぐに見つかります。

これこそ、 顕微鏡との大きな違いです。

Neoview に搭載された世界初の学習機能は、 いまや目視検査機のスタンダード機能

となりました。

Neoview はさらに進化し、 独自に 「自動アングル調整機能」 も搭載。 カメラをどのよ

うに自動操作するかを不良項目ごとに設定すれば、 検査箇所の不良内容に合わせて

最適なカメラ角度で画像を表示。 カメラ操作が激減します。

さらに、 見やすい方向へカメラを自由に操作すれば、

学習機能が操作を自動で記録。

自動アングル機能と学習機能のダブル効果で、 検査

タクトが大幅に短縮できます。

　　 ・ 上カメラ

　　 ・ 角度は０度

　　 ・ 倍率は 1.5 倍　･･･

　　 ・ 斜めカメラ

　　 ・ 角度は 45 度

　　 ・ 倍率は 1.5 倍　･･･

■AOI 不良判定結果が 【極性】 のとき

■学習機能

■AOI 不良判定結果が 【浮き】 のとき



不良流出 “０” ＆AOI 直行率アップの導入効果
Neoview の導入直後に流出が半減し品質アップ。 さらに大幅なコスト削減も実現可能。

Neoview 導入済みの企業ではこの実績が多数です。

多くのお客様の声で進化し続ける Neoview は、 検査品質の向上と各種コストの削減に効果的な機能が豊富です。

不良流出 “0” 実現、 不具合対策費 削減効果例1

新規 AOI 導入時の検査品質を安定効果例2

卓上型 AOI と Neoview の 2 台持ちで運用し、AOI での不良検出箇所を即座にもれなく再チェック。

Neoview 導入後、 わずか 1 ヶ月で不良流出 “0” を実現し、 不良流出による不具合対策費を大

幅削減。

Neoview は複数メーカー ・ 複数機種の AOI と接続可能。

新規 AOI の導入時に Neoview を併用すれば、 慣れない AOI でも安定した検査品質で運用が可能。

品質管理支援ソフトウェア QC-Aid を ( オプション ) を導入すれば、 実不良と過剰判定の把握も容易。

AOI の直行率アップ効果例3

Neoview での検査結果を参考に、 迅速かつ適切に AOI の調整を実施して直行率アップ。

自動フィードバック機能を持つ AOI であれば、 Neoview で目視検査するだけで AOI の調整は自動。

作業者ごとのバラつきを抑えて検査品質アップ効果例4

簡単な操作で習熟は不要。 検査に必要な情報をリアルタイムに提供でき、 教育時間を大幅低減。

作業者ごとのバラつきを抑え、 作業者の入れ替わりの激しい海外の職場でも検査品質アップ。

実装状況を全数記録して品質保証効果例5

過去に不良が発生した部品など、 事前登録した重点管理箇所の実装状況を画像で全数記録。

鉛フリーハンダの引け巣などを精細な画像で確認でき、 量産試作での製造工程の調整に威力を発揮。

写真撮影

データ閲覧

足浮き注意！

斜めカメラを回転させて目視すること

検査品質 ・ 効率をサポートする豊富なソフトウェア

標準ソフトウェア

検査データ リレーショナルデータベース管理 ( 最大 16TB)

AOI リンク機能 ( 複数メーカー、 複数機種で接続可能 )

AOI リンク + 重点目視検査 連動機能

自動アングル調整機能

学習機能

不良傾向表示機能

特定不良種 管理者確認機能

過去トラブル注意喚起機能

不良箇所レーザー教示機能

基板一時排出機能

サンプル画像表示機能

検査結果ファイル出力機能 (CSV、 HTML、 XML)

写真撮影機能

オプションソフトウェア

AOI 機種別ライセンス ( 接続する AOI 機種ごとに追加可能 )

AOI 接続台数ライセンス ( 接続する AOI の台数に合わせて追加可能 )

修正支援ソフトウェア Neoview Rework

品質管理支援ソフトウェア QC-Aid

QC-Aid レポート追加ライセンス

QC-Aid レポートカスタマイズ



目視で確認

判定を入力

検査結果を自動保存

検査完了

基板を設置

製造番号の入力

簡単操作で目視検査

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

画面構成

生産ラインを見える化！ 

品質管理支援ソフトウェア QC-Aid( オプション )

基板のどの部分を見ているか

表示されます

検査に有益な不良の情報が表示されます

サンプルとなる画像を

設定できます

確認箇所が拡大表示されます

さらに
さらに

QC-Aid は、 不良を作らない仕組みづくりを強力にサポートするソフトウェアです。

品質確認や進捗管理、 さらには不良原因の追跡まで、 さまざまな形式のレポート

やモニター表示で生産ラインの“見える化”を実現。 導入したその日から、品質保証・

効率改善をスムーズに開始できます。

Neoview と併用すれば、 リアルで精細な画像を記録でき、 さらにハイクオリティな

検査記録が完成します。

画像付きの検査結果は長期保存が可能ですので、 製品出荷後の品質保証にも

ご活用ください。

QC-Aid には、 以下のような機能があります。

・ 検索 ： 検査結果を画像付きで検索できます。

・ レポート ： 不良率や装置の稼働率などをさまざまなレポートとして出力できます。

・ 生産モニター ： 基板ごとの生産状況をグラフで確認できます。

・ 装置モニター ： 装置ごとの生産状況をグラフで確認できます。



お問合せ先 製 造 元

株式会社日立技研

〒316-0004　茨城県日立市東多賀町 3-18-7

電話　0294-34-2818　　　FAX 0294-32-3716

URL　http://www.hgiken.co.jp/　 E-mail sales@hgiken.co.jp

※このカタログの記載内容は 2015 年 1 月現在のものです。

※仕様および外観の一部を改良するため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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検査サイズ (mm) 50×50 ～ 330×255

部品高さ 28mm

撮像ユニット

*21.5inch ワイドモニタ使用

150 万画素 CCD カメラ × 2

上 ： 13.5 倍　　斜め ： 15.2 ～ 47.5 倍

照明ユニット 白色 LED ( 調光制御あり )

検査データ リレーショナルデータベース ( 最大 16TB)

動作環境 温度 ： 15℃ ～ 35℃　湿度 ： 20% ～ 80%

電源 (AC:50/60Hz) 100V ～ 240V （300VA）

設備寸法 (mm) W670×D752×H724　（80Kg）

OS Windows7 Professional Edition 64bit

標準装備 PC、 LCD モニタ、 コンソールボックス

検査サイズ (mm) 50×50 ～ 610×510

部品高さ 28mm

撮像ユニット

*21.5inch ワイドモニタ使用

150 万画素 CCD カメラ × 2

上 ： 13.5 倍　　斜め ： 15.2 ～ 47.5 倍

照明ユニット 白色 LED ( 調光制御あり )

検査データ リレーショナルデータベース ( 最大 16TB)

動作環境 温度 ： 15℃ ～ 35℃　湿度 ： 20% ～ 80%

電源 (AC:50/60Hz) 100V ～ 240V （300VA）

設備寸法 (mm) W880 ×D830 ×H772　（85Kg）

OS Windows7 Professional Edition 64bit

標準装備 PC、 LCD モニタ、 コンソールボックス

検査サイズ (mm) 50×50 ～ 330×250

部品高さ 42mm

撮像ユニット

*21.5inch ワイドモニタ使用

150 万画素 CCD カメラ × 2

上 ： 13.5 倍　　斜め ： 15.2 ～ 47.5 倍

照明ユニット 白色 LED ( 調光制御あり )

検査データ リレーショナルデータベース ( 最大 16TB)

動作環境 温度 ： 15℃ ～ 35℃　湿度 ： 20% ～ 80%

空圧源 0.5MPa

電源 (AC:50/60Hz) 100V ～ 120V  200V ～ 220V （300VA）

設備寸法 (mm) W800 ×D800 ×H1400　（227Kg）

OS Windows7 Professional Edition 64bit

標準装備 PC、 LCD モニタ、 コンソールボックス

《オプション》 コードリーダ、 メッセージプリンタ、 ライトカーテン

《オプション》 コードリーダ、 メッセージプリンタ、 インターロック

《オプション》 コードリーダ、 メッセージプリンタ、 ライトカーテン


