高感度カメラと関連技術
株式会社ブルービジョン

工場検査において、
高速に移動する被写体を撮像する手段として、
高速度カメラ、
高速シャッタ
カメラを使用することが多い。また、夜間の監視、光を照射することができない顕微鏡用途等、
高感度カメラを求める市場は少なくない。
本稿では、高感度カメラおよびペルチェ素子を使用した高感度化のための関連技術を紹介する。

の視点から異なった高感度カメラを供給している。
1.

弊社では、センサ自体が高感度である高感度カ

開発の経緯と技術的特長

メラ「BV-C1800」
（写真1）と、冷却素子を使用し
高感度カメラとして供給されている製品として、

て CCD 素子のノイズを抑え、結果として高感度を

イメージインテシファイヤーを使用したカメラ、

達成するカメラ「BV-C2800」
（写真2）を販売およ

EMCCD（電子増倍）
を使用した固体撮像素子方式

び開発中である。

の高感度カメラなどがある。
イメージインテンシファイヤーカメラは、結像
さ れ た 入 射 光 を 電 子 に 変 換 し た の ち、MCP
（Micro-Channel-Plate）
にて電子増倍を行い、増倍

2.

高感度 CMOS カラーカメラ
「BV-C1800」

された電子にて高感度蛍光画像を得ている。この

「BV-C1800」は、低ノイズセンサの使用、大き

蛍光画像を Optical Fiber にて CCD 等の固体撮像

な画素サイズの採用、Multi-Sampling技術にて高感

素子とカップリングし、高感度信号を得ている。

度を達成している。表 2は、本製品の仕様である。

EMCCD（Electron-multiplying CCD）は、CCD 素

被写体からの入射光は CMOS センサに入射し、

子と読み出し回路の間に電子増倍機能をもつ高感

ピンフォトダイオードにてフォトンから電荷に変換

度撮像素子である。何らかの方法で高感度を得る

される。変換された電荷はコラムADC にてデジタ

には、表 1 の方法が考えられる。弊社では、2 つ

ル変換される。このとき、Multi-Sampling処理を行

表1
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高感度化の技術要素
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写真 1

BV-C1800 外観

写真 2
表2
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BV-C2800 外観

BV-C1800 製品仕様
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い、ノイズの低減を行って高感度を達成している。
AD 変換されたデジタル信号は専用 DSPにて、ガン

（7.1 × 7.1）
／
（4 × 4）
＝ 3.15 倍の感度である。
• Multi-Sampling 処理

マ補正、ゲイン制御、色信号補正、バックライト補

64 回の Multi-Sampling は、その平方根の感度

正、オートホワイトバランス補正、自動露光補正等

ア ッ プ が 期 待 で き る。 し た が っ て Multi-

がされ、HD-SDI信号、NTSC信号として出力する。
図1にセンサーの分光特性を示す。

Samplingによる感度アップ期待は 8 倍である。
• 専用 DSP による信号処理
専用 DSP によるデジタル色信号により、ノイ

2.1

高感度の要素

「BV-C1800」は、高感度を達成するために以下
の手段を用いている。
• 大きな画素サイズの採用

ズを抑えて輪郭補正を行っている。これらの
効果により、一般的な CCD カメラに対して約
10 倍の感度向上を達成し、EMCCDに近い感
度をもっている。

一般的な画素サイズが 4μm 前後に対し、本
センサは 7.1μmである。感度が画素の面積に
比例すれば、

eizojoho industrial

図 2 は、一般的な CCD カメラと「BV-C1800」
の比較画像である。
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撮像条件：シャッタ

OFF

Gain Max.

30dB

レンズ FNo. 1.2
被写体照度

0.11lx

図 3 は、ほば同じ条件にて 20：00
頃、横浜事務所から屋外を撮像した
比較画像である。

図1

センサの分光特性

図 2 「BV-C1800」の画像
（左）と一般的な CCD カメラの画像（右）

図3

3.

夜間の画像「BV-C1800」
（左）と一般的な CCD カメラ（右）

冷却式高感度カメラ
「BV-2800」
（白黒）

「BV-C2800」は、CCD センサ裏面をペルチェ

Shot Noise：
入射光のフォトンの総数の平方根に比例して
増える量子ノイズでランダムノイズである。
リセットノイズ：

素子にて冷却することにより、高感度を達成して

センサ内部において 1 画素単位で電荷をリ

いる。図 4 は、カメラがもっているノイズを模式

セットするときに発生するノイズである。理論

化している。一般的にビデオカメラがもっている

的には CDS（相関 2 重サンプリング処理）
にて補

ノイズ成分として次が挙げられる。

正できるノイズである。
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には、CCD素子を冷却して使用することである。

暗電流：
暗電流とは、熱エネルギーで励起された電子

CCD 素子を冷却する効果としては、暗電流の軽減

が誘起する画素単位で発生する固有のノイズで

と画素傷の温度上昇による軽減も可能である。図

ある。熱エネルギーに依存するノイズであり、

5 に暗電流とセンサ温度の関係をしめす。高温に

温度依存性及び露光時間に比例して増大する特

なると大きな暗電流が発生していることがわかる。

徴がある。
3.1

回路系のノイズ：
CDS、Gain 回路、電源等にて発生するランダ

ペルチェ素子

ペルチェ素子とは、2 極の電極をもったサーモ
モジュールである。直流電流を流すと、ペルチェ

ムノイズの総和である。

素子の 1 面が冷却されると同時に、反対の面は加
「BV-C2800」は、温度依存性のある暗電流を軽

熱される。図 6 は、ペルチェ素子に流れる電流と

減する目的で開発された。なぜなら、暗電流は使

冷却能力の関係を示している。具体的には図 7 の

用温度、露光時間が一定であれば補正が可能であ

ように CCD 素子の裏面にペルチェ素子を接着し、

る。しかし、実際の使用時に温度環境、露光時間

CCD の裏面から冷却を行っている。

を一定にすることは困難である。これを解決する
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図4

カメラがもっているノイズ

図 6 電流と冷却効果
（Y 軸：熱吸収能力／X 軸：電流）
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図5

図7





ᗘࠉΥ

暗電流と温度関係

CCD 素子とペルチェ素子の関係
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表 3 「BV-C2800」試作機仕様
（メモ：本製品は、新潟市に本社を置く、株式会社マイクロビジョンとの共同開発プロジェクトの成果である）
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図8

40℃
（左）と 0℃（右）におけるノイズの比較

表 3 は、本製品の仕様である。

への OEM 供給も視野に入れている。今後、分光

図 8 は、センサ周辺が 0℃のときの暗画面と

カメラとカメラの高感度化を両立した製品の開発

40℃の時の暗画面を撮像している。40℃の画面で

に注力していく所存である。

は、暗電流、画素傷による画面のムラが大きくなっ
ている。温度はセンサ裏面の温度であり、センサ
内部の温度はより高い。
☆
（株）
ブルービジョン
E-mail：sales@bluevision.jp
4.

今後のロードマップ

当社の特長は光学分光を用いた特殊カメラの開

http://www.bluevision.jp/
■販売・お問い合わせ先

発、製造である。これを充実させるために高感度

ダイトエレクトロン株式会社

センサを用いたカメラおよびセンサ冷却型のカメ

画像機器グループ

ラの供給は市場性があると考える。特に光源の使

TEL.03-3264-0326

用できない市場での貢献が可能と考える。冷却技

E-mail：camera-info@daitron.co.jp

術は、多種のセンサに応用が可能であり、ユーザ

http://www.daitron.co.jp/
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