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仕様

項目
光学設定

最大オフアクシスアングル

測定波長範囲

方位角範囲(Azimuth Range)

像高（Image height）

空間周波数範囲 (Spatial Frequency Range)

MTF精度

MTF繰り返し精度

EFL精度

歪曲収差精度 （Distortion Accuracy)

有限/無限

±105度

400～1000nm

360度

±12.5度

0～500 lp/mm

±2MTF (±1MTF標準)

±1MTF (±0.5MTF標準)

±0.2%

±0.2%

無限

±105度

900～1700nm

360度

±12.5度

0～200 lp/mm

±3MTF (±2MTF標準)

±2MTF (±1MTF標準)

±0.2%

±0.2%

無限

±105度

8～12μm

360度

±12.5度

0～60 lp/mm

±3MTF (±2MTF標準)

±2MTF (±1MTF標準)

±0.2%

±0.2%

VIS-NIR SWIR LWIR

有限系共役ユニット

オブジェクトディスタンス可変システム

LensCheck可視タイプのオプション。

Z軸(手動):可動範囲1000mm、

精度0.01mmエンコーダー

調整可能な共役レンズ装置は、個別の
ユニットとして、または、LensCheckを
カスタマイズして使用出来ます。実際の
物体距離として1mから無限大まで任意の
物体距離及び±110度以内の任意の角度で
レンズを測定出来ます。負の共役は、レンズの
背後に画像が形成されるバーチャルリアリティ

などのアプリケーションに使用されます。
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システム構成
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1 コリメーター

・屈折式
・反射式

2 レンズマウント/アクセサリー

・20種類以上のマウントオプションとアダプタープレート

・温調モジュールアップグレード

3 対物レンズ

・40倍0.65NAアクロマート標準レンズ
・その他の対物レンズはアクセサリーのページを
ご覧ください。

4 手動ターゲット、

手動フィルターホイール

・8ポジション手動ターゲットホイール- アライメントターゲット
- ピンホール
- USAF 1951ターゲット

・8ポジション手動フィルターホイール- フォトピック
- 546nmバンドパスフィルター
- 赤外線カットオフフィルター
- RGB
- 2ヶ所のオープンスポット

5 ロータリープラットフォーム

・±105°フル可動

6 イメージアナライザーマウント

・標準25mmXステージマウント
・拡張100mmXステージ
・標準レール(500mm)
・延長レール(700mm)
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システム概要

VIS/NIRおよびLWIRレンズの画質を測定・評価するLensCheckシステムの特長

対象レンズ

仕様

入射瞳径 最大50mm 最大50mm

5～50mm

ｆ/20～f/1 ｆ/20～f/1

最大50mm

焦点距離

fナンバー

イメージフォーマット
サイズ

≤ 100mm以下
イメージアナライザー
対物レンズ使用時

標準で最大500lp/mm
カスタマイズにより
1000lp/mmまで対応

標準で最大120lp/mm
カスタマイズに対応 最大60lp/mm

f/20〜f/1
適切なイメージアナライザー
対物レンズ使用時、
S/N比に依存

画像対角25mmまで
オプションで100mmまで
延長可能

画像対角25mmまで
オプションで100mmまで
延長可能

画像対角25mmまで
オプションで100mmまで
延長可能

5～50mm
コリメーターオプション
により、照射範囲を拡大

最大空間周波数

VIS SWIR LWIR

・リアルタイムでMTF測定を可能にする特許取得済みのVideoMTF技術
・柔軟なプラットフォームにより、様々な測定が可能（MTF、EFL、歪みなど）
・VIS - 業界をリードする測定精度2%以下（標準1%）、再現性1%以下（標準0.5%）
それぞれ50mm F4 Audit Lensで検証済み

・LWIR - 40lp/mmで3％（標準2％）以上の業界をリードする測定精度、2％以上の再現性（標準1％） - それぞれ25mm F1.5監査レンズで検証
設定可能な自動測定ルーチン

・波長帯域の切り替えが容易（VIS/NIR、SWIR、LWIR）
・世界中の生産施設や研究開発施設に導入実績有り
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システム概要

システム仕様

仕様 VIS SWIR LWIR

筐体サイズ

電源

設置環境

コリメーター

Z軸(モーター式）

X軸(モーター式）

Y軸(手動式）

レンズ取付部
(モーター式)

光源部

ターゲット

フィルター

イメージアナライザー

高さ355mm、幅762mm、
長さ1219mm
*コンピュータおよび
周辺機器は含まれません。

高さ355mm、幅762mm、
長さ1219mm
*コンピュータおよび
周辺機器は含まれません。

高さ355mm、幅762mm、
長さ1219mm
*コンピュータおよび
周辺機器は含まれません。

100-240 VAC、
60/50 Hz、 < 15 amp

355mm EFL、
50mmクリアアパーチャー

可動範囲 25mm、
分解能0.1μm

可動範囲 12.5mm

ファイバー光源：
400～1000nm

フォトピック、546nmバンドパス、

赤外カットオフ、RGB フィルター、

2ヶ所のオープンスポット

CMOS GigEカメラ、6MP以上、

4.5umピクセル、12ビットビデオ、

40x 0.65NAリレーレンズ、

感度400-1000um。

InGaAS ビデオカメラ、

640x512、

アポクロマート20xリレーレンズ、

分光感度0.9-1.7ミクロン

非冷却マイクロボロメータ、
640 X 512、
分光感度 7.5 - 15 ミクロン、
キャリブレーション済み
7.5x 0.70NA リレーレンズ、
14 ビットビデオ出力

900～1700nmバンドパス 8～12μｍバンドパス

ファイバー光源：
400～2000nm

広域放射 Broadband Emitter:

7～15 ミクロン

可動範囲 12.5mm 可動範囲 12.5mm

可動範囲 25mm、
分解能0.1μm

可動範囲 25mm、
分解能0.1μm

可動範囲 25mm、
分解能0.05μm、
ガラススケールエンコーダー

±105°軸外回転、
分解能0.0001°、
ガラススケールエンコーダー、
0.5m 光学レール、
自動レンズ芯出しレンズマウント

8 ポジション 手動ターゲット、

フィルターホィール、

ターゲット：

ピンホール、十字線、

USAF1951、

アライメントターゲット

12 ポジション ハイスピード

モーター式ターゲットホィール、

ターゲット：スリット、

ピンホール、

十字線、

アライメントターゲット

12 ポジション ハイスピード

モーター式ターゲットホィール、

ターゲット：スリット、

ピンホール、

十字線、

アライメントターゲット

±105°軸外回転、
分解能0.0001°、
ガラススケールエンコーダー、
0.5m 光学レール、
自動レンズ芯出しレンズマウント

±105°軸外回転、
分解能0.0001°、
ガラススケールエンコーダー、
0.5m 光学レール、
自動レンズ芯出しレンズマウント

可動範囲 25mm、
分解能0.05μm、
ガラススケールエンコーダー

可動範囲 25mm、
分解能0.05μm、
ガラススケールエンコーダー

355mm EFL、

50mmクリアアパーチャー
短いEFLに対応した
コリメーターも用意

355mm EFL、

50mmクリアアパーチャー
短いEFLに対応した
コリメーターも用意

暗室内での使用により最適な

パフォーマンスを発揮

暗室内での使用により最適な

パフォーマンスを発揮

暗室内での使用により最適な

パフォーマンスを発揮

100-240 VAC、
60/50 Hz、 < 15 amp

100-240 VAC、
60/50 Hz、 < 15 amp
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システム概要

カスタマイズオプション

オプション VIS SWIR LWIR

有限系共役ユニット (オプションまたはスタンドアロンユニットとして利用可能)

最小有限系共役ユニット

調整可能な共役ユニット (スタンドアロンユニットとして、または、既存の
LensCheckをカスタマイズして利用可能)

迷光除去オプション

アクロマティック対物レンズ

アポクロマティック対物レンズ

透過率測定キット/相対照明キット

ロータリーレンズマウント 360°回転

ロータリーレンズマウント 視線 (Line of Sight)

反射型コリメーター

Audit レンズ、基準レンズ

レンズマウント：
直径範囲 5-25mm の標準 3 点挟みカリパスレンズ用ホルダー付属、
最良の結果を得る為、レンズマウントの仕様を提案します。
入手可能なアダプター例：
M7 から M12 まで、C マウント、T マウント、ニコン F-マウント他
カスタマイズレンズマウントにも対応可能

温調モジュール

LensCheck専用筐体

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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迷光対応アクセサリー

VGIキット

・ISO 9358に準拠した迷光測定
・均一な明視野に囲まれた黒点
・基準レンズで0.1%まで検証済み
・積分球サイズオプション（焦点距離による）
○ 6 インチ（φ15cm）積分球
○10インチ(φ25.4cm)積分球
○２０インチ(φ50.8ｃｍ)積分球

GSFアップグレード

・LensCheck VISの能力を拡張し、測定対象レンズのグレア拡散機能を測定可能
・測定モジュールには、以下のハードウェアのアップグレードが含まれます。

○ 40X 0.65NA対物レンズ、精密ピンホールフィールドストップ付
○ ライトガイドアダプター、ディフューザー付、開口部縮小型

・広帯域の可視スペクトルで10-6以上のダイナミックレンジを実現します。
・GSFの測定にはLensCheckシステム全体の使用が必要です。

筐体
LensCheck VIS の測定精度と再現性は、迷光をすべて除去した暗室環境でシステムを動作させた

場合に最適化されます。これは、グレア拡散関数 (GSF) のような高ダイナミックレンジの測定において

特に重要です。LensCheck専用の筐体は、レンズ測定試験用に専用の暗室を用意する必要を無くす

ために設計されました。

特長

・測定精度と再現性を最適化するために、測定対象レンズの周囲を暗い環境にします。
・空調システムやクリーンルームのファンフィルターユニットからの気流の影響を排除します。
・筐体無しの状態と同様に、レンズの装填やアライメント作業を行うことが可能です。
・コンパクトな筐体サイズ（オープン～104L x 81W x 56 H cm)
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有限系共役ユニット

有限系共役システム

有限共役レンズ測定器は、スタンドアロン・ユニットとして、またはLensCheck VISアップグレード
オプションとして利用できます。有限距離測定用の LensCheckオプションとして使用する場合、
LensCheckイメージアナライザ（IA）、IA マウント、およびレンズ・マウントは LensCheck ユニット
からはずして、装置ベースに取付けます。その後、画像をレール上の正確な位置に移動させたり、軸から
外れた位置に移動させたりすることができます。

調整可能な共役レンズ測定器は、単体で使用することも、LensCheckをカスタマイズして使用する
ことも可能です。この装置により、-1mから無限遠までの任意の物体距離、および±110°以内の任意の
フィールド角でレンズを測定できます。ネガティブコンジュゲートは、バーチャルリアリティなどの
アプリケーションに使用され、テストするレンズの後ろに画像が形成されます。

・ソースモジュールは、様々なアプリケーションのレンズをテストするために、様々なピンホール
ターゲットと分光フィルターを提供します。

・レンズを回転（ヨー）台に取り付けるための電動回転（ロール）マウントを装備 - レンズの
二次元視野内のどこにでもターゲットを投影可能です。

・ビデオイメージアナライザは、画像をサンプリングし、アポクロマート対物レンズと高解像度
CMOSカメラで構成されています。

・すべてのレンズ測定にOpTest 7ソフトウェアを使用します。
・視野角は±100°の範囲で測定可能です。
・入射瞳径が17mm未満のレンズに最適（焦点距離により異なる）です。

最小有限共役システム

LensCheck スモール フォーマット共役システムは、近接共役イメージング用に設計されたレンズの
MTFおよびその他の特性を測定するように構成されています。このコンパクトなシステムでは、対物距離
0 ～ 300mm、フィールド対角 250mmまでの測定が可能です。独立したシステムとして、または無限
共役測定に使用する標準のLensCheck VISシステムの付属品として使用できます。

アプリケーション

・メディカルイメージング、その他外科手術用アプリケーション
・セルイメージングシステム
・低倍率顕微鏡
・有限共役対物レンズ（対物レンズとチューブレンズのペア）
・検査用またはショートTTLマシンビジョン用光学部品
・マクロレンズ

仕様

・光源制御
○モーター式X軸：250mmトラベル、分解能0.1μmエンコーダー付
○手動式Z軸 ：300mm トラベル、分解能2μmエンコーダー付

・20X および 60X オブジェクト再投影対物レンズ

・81 × 36ｃｍのフットプリント

・幅広いテストセットアップに対応する 500mmマウントレール

・LensCheckタワーマウント、手動 X、Y、Zステージおよび Cマウントアダプタプレート付属

・LensCheck VISの仕様については、システム仕様の表を参照してください。
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その他アクセサリー

対物レンズ

アポクロマティック

対物レンズ

可視基準レンズ

AL-050

LWIR基準レンズ

AL-080

ロータリー

レンズマウント

・未校正4X 0.10NAアクロマティックDIN対物レンズ（画像の位置決めを容易にするため）・校正済み10X 0.25NAアクロマティックDIN対物レンズ・校正済み20X 0.20NAアクロマティックDIN対物レンズ・校正済み60X 0.85NAアクロマティックDIN対物レンズ
・校正済み20X 0.80NAプラン アポクロマート対物レンズとチューブレンズ
・校正済み40X 0.95NAプラン アポクロマート対物レンズとチューブレンズ
・システム性能の確認に使用する回折限界可視レンズ
・50mm EFL、F4
・メーカー出荷時に位置合わせとレールキャリアに装着済みで、迅速なセットアップが可能
・システム性能の検証に使用した回折限界LWIRレンズ
・25mm EFL、F1.5
・メーカー出荷時に位置合わせとレールキャリアに装着済みで、迅速なセットアップが可能
・測定系の光軸中心にレンズを回転させる高速モーター式ステージ
・360°の連続移動が可能
・レンズまたはレンズマウントを回転軸に一致させるためのチップチルト調整（±1°）
・レンズまたはレンズマウントを回転軸の中心に合わせるためのX、Y調整（±1mm）
・レンズまたはレンズマウントの機械的なデータム調整用のダイヤルインジケータを装備
・標準のLensCheckロータリープラットフォームレールと互換性あり
・標準のLensCheckタワーマウントアダプタプレート接続用のアダプタープレート付き
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コリメーター

反射型コリメーターのアップグレード

・LensCheck 屈折式コリメータの代替品
・色収差の測定に適した収差のない平行ビームを提供します。
・オフアクシス・パラボリック・ミラー

○ >50mm以上の開口部
○ 焦点距離750mm
○ 実装後の波面精度 λ/10
○ アルミニウムコーティングで保護

・メーカー出荷時に8ポジションのターゲットホイールをアライメント済み
・干渉計による証明データを提供

LWIR 150mm 屈折式コリメーター

・短焦点距離のLWIRレンズで使用する場合
・2.5～25mm 測定対象レンズの焦点距離

LWIR 焦点距離レデューサー

・測定対象レンズの入射瞳径と焦点距離の範囲を小さくする150mmコリメーターへのアタッチメント
○ 入射瞳径 0.5mm～2.5mmまで
○ 有効焦点距離 0.5mm～2.5mmまで

・観音開きを採用し、レデューサーアセンブリを左右に開いて150mmコリメーターを使用する
ことが可能です。
○ 測定対象レンズがレデューサーに衝突した場合の安全対策も兼ねています。
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レンズマウント

LensCheck標準レンズアダプター

・タワーマウント（キャリア＆レンズマウントタワー）
・ブランクアダプタープレート
・Sマウント - M12 x 0.5mm
・Cマウント - 1インチ x 32 TPI
・セルフセンタリング（小口径）レンズマウント
・キヤノン EFマウント
・Dマウント 0.625"-32インチ
・ライカ Mマウント
・M13マウント M13 X 1 mm
・M16マウント M16 X 0.5mm
・M39マウント M39 X 0.977mm
・M42マウント M42 X 1mm
・ミツトヨマウントM 26 X 0.706mm
・ニコン Fマウント
・ニコンマウント M25 X 0.75mm
・オリンパス OMマウント
・ペンタックス Kマウント
・DIN標準マウント 0.800mm x 36 TPI（旧RMS）
・Sマウントレンズホルダー M12 X 0.5
・シグマ SAマウント

・ソーラボ SM05 0.535''-40 TPI
・ソーラボ SM1 1.035''-40 TPI
・ソーラボ SM2 2.035''-40 TPI
・ソーラボ SM30 M30.5x0.5 TPI
・Tマウント M42 X 0.75mm
・ツァイスマウント M27x0.75mm

お使いのレンズマウントが一覧にない場合、ご要望に応じてカスタムレンズアダプターを提供いたします。

その他のLensCheckマウント

小型レンズマウント

・ティップ/チルト調整付きの小型Opti-Claw™マウントアセンブリ
・既存のLensCheckレールと互換性あり
・直径1.5～16 mmの光学部品に対応

中型レンズマウント

・ティップ/チルト調整付きの小型Opti-Claw™マウントアセンブリ
・既存のLensCheckレールと互換性あり
・直径50mmまでの光学部品に対応
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温調モジュール

LensCheck用温調モジュール

LensCheck™ 温調モジュールは、LensCheck™ VIS レンズ検査システムのアクセサリとして
使用でき、通常 -30°C ～ 105°C の温度範囲でレンズの検査を行うことができます。最大視野角*が
±80° (TC-1010/TC-1011) および ±40° (TC-1050) の小型レンズ用に設計されたLensCheck
温調モジュールは、特性評価が可能な自動車用レンズの種類を増やします。

*実際の視野は、各レンズの取り付け位置によって異なります。

温調モジュールの構成は以下の通りです。

・温調チャンバー（複数のオプションがあります）・スカイフック（ホースを吊り下げる機構）・コントロールマニホールド・ユラボ社製温調コントローラー（複数のオプションがあります）
測定の種類は以下の通りです。

・FFLバリエーション・オン／オフアクシス自動測定
○MTF
○スルーフォーカスMTF
○ディストーション
○像面湾曲
○EFL
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