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二次電池用電極の塗工工程においては，塗工位置を管理することが安全性と生産性の面から大変重要である。

従来は乾燥後の工程で塗工位置を測定していたが，生産性の向上のため，より早い段階での塗工工程への塗工位

置のフィードバックの要求が高まっている。また，二次電池の安全性をさらに高めるためには，従来よりも高い

精度での塗工位置の管理が必要となる。このような要望に応えるため，塗工直後での塗工位置を高精度に測定で

きる電池電極向け塗工位置測定システム EdgeEye を開発した。塗工位置測定に特化した装置であり，トレーサビ

リティの確保されたスケールによる校正ができ，塗工直後での塗工位置を高精度に測定できるという特長がある。

本稿では EdgeEye の仕様，構成，特長などについて紹介する。

From the viewpoint of safety and productivity, it is very important to control coating 
positions of battery electrodes in the coating process of rechargeable battery electrode sheets. 
Conventionally, the coating positions were measured after the drying process. However, early 
feedback of position data to the coating process is required to improve productivity. In addition, 
to make rechargeable batteries much safer, the coating positions need to be controlled more 
accurately. To meet such market needs, Yokogawa has developed the EdgeEye, an online coating 
position gauge for battery electrode sheets. This device―dedicated for measuring the coating 
positions, which can calibrate measurements by using a built-in scale traceable to the national 
standard―accurately measures the coating positions immediately after the coating process. This 
paper describes the specifications, configuration and features of EdgeEye.

1. はじめに

低炭素化社会の促進や再生可能エネルギーへの関心の
高まりとともに，大規模な蓄電技術の根幹を成すキーパ
ーツとしてリチウムイオン二次電池が期待されている。
電池メーカーを中心にこの分野への投資が活発化してき
ている。

横河電機では，電池電極製造ライン用に電池電極の塗
工量（坪量）を高精度で測定する WEBFREX3ES を 2010
年に製品化し，国内ではトップシェアを誇っている。

今回開発した電池電極向け塗工位置測定システム 
EdgeEye は，電極の基材となる箔の端（箔端）から各塗
工位置までの距離，各塗工部の幅や塗工部の表裏ずれを
測定している。EdgeEye により，電池電極塗工工程にお
いてもう一つの重要なパラメータである塗工位置のリア
ルタイムオンライン測定を実現した。本システムを用い
ると，電池電極の安全性と性能の向上，および生産コス
トの削減が可能である。EdgeEyeの測定部の概観を図 1に，
主な仕様を表 1 に示す。オンライン厚さ計 WEBFREX3ES
で培った現場ノウハウを，EdgeEye の仕様に盛り込み，
実際の生産現場で使いやすいシステムとなっている。
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図 1 EdgeEye 測定部外観

2. 電池電極塗工の課題

リチウムイオン二次電池は，金属シートに電極材料を
塗布された正極シートと負極シートがセパレータと呼ば
れる樹脂フィルムを挟んで何層にも重ねられ，電解液が
満たされた容器に収納されている。正極の電極材として
はリチウムイオンを含む金属酸化物，負極の電極材には
炭素材料が使われており，充放電による反応は基本的に
リチウムイオンの移動のみ行われる。具体的には，充電
時は正極からリチウムイオンが引き抜かれて負極に移動
し，放電時にはリチウムイオンが負極から放出されて正
極に移動する。

リチウムイオン二次電池は発熱や発火が問題になるケ
ースが散見されるが，その要因の一つとして電極の面積
が不均一なことに起因する内部短絡の問題が指摘されて
いる。電池の充放電の際，リチウムイオンがセパレータ
を透過して正極と負極間を移動するが，それぞれの電極
材料の塗工幅に不均一な部分があると，イオン交換が均
一におこなわれず，リチウムが金属として負極に析出し

てしまう。この析出したリチウム金属がセパレータを突
き破り正極に達すると正極と負極が短絡して発熱，発火
を引き起こす可能性がある。このような事故を防止する
ため，負極側をわずかに広く塗工するが，広すぎると高
価な電極材料を多く消費し，電池のスペース効率が悪く
なるという問題が発生する。このように，塗工位置・塗
工幅の管理は安全性と生産性の両面を左右する重要な要
素である。

3. 従来の問題点

電池電極塗工ラインには塗工の欠陥を検査する目的で，
欠点検知装置が設置されていることが多く，従来はこの
欠点検知装置を塗工位置測定にも流用している場合が多
かった。このような場合，以下の問題がある。

 � 問題１　校正精度
欠点検知装置の場合，画素が１次元に並んだラインセ

ンサを使用している。対象物が連続で搬送されているの
で１次元情報であっても，ラインセンサで測定した輝度
信号を時系列に並べることによって２次元の面情報が得
られるからである。ラインセンサを使用する場合，スケ
ールによる高精度な校正ができないという問題点がある。
スケールは搬送できないため，静止した状態で検査視野
に設置せざるを得ない。ラインセンサからは１次元の情
報しか得られず，スケールのごみ，かすれ，汚れや傷と
いった誤差に直結する情報を補正，除去することができ
ないためである。

そのため，ラインセンサを用いる場合は，塗工が終わ
って巻き取った後現物を測定し，センサ測定値を合わせ
込むことが多く，校正には多くの時間を要していた。

 � 問題２　パスライン変動による影響
検査している場所で，電極材料を塗布された金属シー

トが搬送される垂直方向の高さをパスラインと呼ぶ。電
極材料が搬送されることにより，パスラインが変動する
可能性がある。パスラインとカメラの距離が変動すると，
塗工位置測定の誤差が発生する。欠点検知装置は通常少
数（１～２台）のカメラで全幅をカバーしているため，
検査する視野の角度が広くなる。例えば 90 度の視野を
カバーするラインセンサの場合，パスラインが 1 mm 変
動すると 1 mm の測定誤差が発生する。できるだけ，パ
スラインの変動の少ないローラーがある場所で測定を行
うようになっているが，それでも数百 µm の変動はさけ
られず，発生する測定誤差は数百 µm となってしまう。

4. EdgeEye について

4.1 システム構成
図 2 に両面測定時の構成図を示す。片面測定時は点線

内の機器が不用である。

表 1 主な仕様

測定幅 800, 1200, 1450 [mm]

カメラ視野 55（幅方向） × 35（流れ方向）[mm]

カメラ台数 2 ～ 8 台（標準）

測定値演算周期 1 s

繰り返し精度 2σ： 0.05 mm 以下

同期測定 センサユニット数：最大 2 台
同期精度：± 33 ms

I/O 接点入力：6 点
接点出力：8 点
シート速度入力：アナログ入力また
はパルス入力

据付姿勢 0 ～ 360 度
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図 2 両面測定時のシステム構成図

EdgeEye の測定部（センサユニット，LED 照明ユニッ
ト，スケールユニット）は塗工機内部のローラーの近傍
に設置するのが一般的である。図 2 の中央部にあるよう
に，Ⅰ面（表面）の測定部とⅡ面（裏面）の測定部はそ
れぞれ異なるローラーの近傍に反対向きに設置する。カ
メラの光軸はローラーの回転軸と直交するように設置さ
れている。

センサユニットには２～８台のカメラが内蔵されてい
て，箔端と各塗工位置の撮像ができる位置に固定する。

LED 照明ユニットは複数の LED を等間隔に配置した光
源で，測定対象となる範囲を十分な明るさになるよう照
明する。

電極が通過する部分にはスケールユニットを設置して
あり，シートの搬送停止中にスケールをローラー上に接
触するよう旋回させると，各カメラの視野内にスケール
の目盛が入るようになっていて，各カメラの撮像位置と
撮像倍率の校正ができる。シート搬送中にはスケールユ
ニットを跳ね上げて，電極の走行の邪魔にならないよう
にする。

測定部にはそれぞれローカルボックスが接続されてい
る。ローカルボックス内には電源や外部接点入出力端子
などが入っていて，センサユニット，LED 照明ユニット
と接続されている。また，センサユニットと測定オペレ
ータユニットとの通信の中継の機能もある。

測定オペレータユニットでは各カメラからの画像を基
に，箔端から各塗工位置までの距離を画像処理により測
定し，その測定値，各塗工部の幅や塗工部の表裏ずれな
どを操業画面に表示する。お客様は操業画面に表示され
た値を確認しながら，金属シートに電極材料を塗布する
位置を調整する。測定値は塗工機からの塗工信号やシー
ト速度信号に基づいて，シート巻長との対応付けが可能
である。予め設定している管理値・規格値に基づいてア

ラームなどを発報することもできる。図 3 に操業画面例
を示す。操業画面は上下２つのパネルを表示でき，表示
するパネルは任意に設定できる。図 3 は操業画面の上部
にシートの流れ方向の変化を示す縦型トレンド表示パネ
ルを，下部に複数デジタル表示パネルを表示している例
である。

図 3 操業画面の例

4.2 特長
EdgeEye の主な特長を列記する。

 � 特長１　スケールによる校正の高精度化
EdgeEye では画素が２次元に配置されたエリアセンサ

（カメラ）を採用し，２次元の輝度情報を得ている。２次
元の輝度情報であれば，スケールのかすれ，ごみ，汚れ
や傷などの外乱があったとしても画像を見れば外乱部分
が分かるため，処理により除去できる。したがって，校
正の誤差は要求精度に対して十分小さい。

また，スケールユニットに搭載しているスケールは
JCSS (Japan Calibration Service System) 認定業者による
目盛校正済みのものであり，標準機関からのトレーサビ
リティが確保されている。

 � 特長２　パスライン変動による影響の低減
カメラ視野角は約８度とラインセンサの 90 度に比べ

て 1/10 程度と小さく，パスラインが数百 µm 変動した
場合でも，発生する測定誤差は 0.02 ㎜程度とラインセン
サに比べ１桁以上小さい。

 � 特長３　塗工直後測定の実現
WEBFREX3ES の経験を活かして，塗工機内の狭いスペ

ースに容易に設置できるよう，コンパクトなユニットと
した。塗工機のガイド用ローラーを利用して設置するた
め，測定部は自由な角度（0 ～ 360 度）での据え付けが
可能である。これにより塗工機内で塗工直後の測定が可
能となっている。

21 21



電池電極向け塗工位置測定システム EdgeEye の開発

横河技報 Vol.57 No.1 (2014)

4.3 高精度測定
高精度測定（繰り返し精度 2σ: 0.05 mm）を実現する

ため，以下の機能を開発した。

 � 機能１　補正アルゴリズム
以下の各補正アルゴリズムを開発し，リアルタイムに

補正を実施している。
 ● 歪曲補正：レンズには通常 0.1 ～ 1% の歪曲収差があ
り，撮像素子の場所により像の撮像倍率が異なる。工
場出荷時に正確な格子チャートを撮像して歪曲を補正
するデータを作成し，カメラ個別のデータとして保持
し，補正している。

 ● オンロール補正：電極をローラーに巻き付けた状態で
測定するため，測定対象物は円筒状になる。カメラは
この円筒を見ているため，視野内で撮像距離が異なり，
撮像倍率の違いとして現れる。工場出荷時に撮像距離
と撮像倍率を補正するデータを作成し，カメラ個別の
データとして保持し，補正している。

 ● 温度補正：カメラを固定する部材とスケールの部材の
線膨張係数が異なり，測定精度に影響が生じる。その
ため，装備している温度センサのデータと線膨張係数
と校正時の温度を用いてリアルタイムに補正を行って
いる。

 � 機能２　箔端基準
各塗工位置は箔端基準で測定している。それにより，

仮に箔が蛇行した場合でも塗工位置を正確に測定できる。
また，ローラーは研磨した金属材料であり，金属箔とは
光の反射率が近く誤検出が生じやすいが，箔端を安定し
て検出するアルゴリズムを新たに開発し誤検出を防止し
ている。

 � 機能３　表裏同期測定
Ⅰ面（表面）の全カメラとⅡ面（裏面）の全カメラの

撮像するタイミングを同期させ，Ⅰ面とⅡ面の距離（パ
ス長）を正確に設定することによって，電極上での同一
位置で塗工位置を測定し，表裏ずれを測定できるように
している。

5. 測定例

図 4 に疑似サンプル（１列）を使って 16 時間連続運
転した際の測定結果を示す。塗工幅設定値からの偏差を
示している。途中で値が変化しているが，夜間に空調の
関係で温度が 1.5 ℃変動している部分であるが，その部
分を含めても，測定値のバラツキ標準偏差 σ=0.01 mm 以
下であり，高精度な測定を実現している。

図 5 に LED 照明ユニットを上下させ，明るさを変動さ
せた時の疑似サンプル（１列）の塗工幅を測定した結果
を示す。明るさは箔端部のカメラ出力値（平均値）とした。
カメラ出力値は 10 ビットである。LED 照明ユニットを
上下させ，明るさを 450 から 1023 まで変動させた。そ

の時，測定の誤差は± 0.007 mm であり明るさの影響を
受けにくく，安定した測定を実現している。

測定のバラツキや明るさの変動の影響などを考慮して
も，繰り返し精度 2σ: 0.05 mm 以内であり。高精度で安
定した測定結果が得られている。

図 4 疑似サンプル連続測定結果

図 5 明るさの変動による誤差

6. おわりに

今回開発した EdgeEye は，トレーサビリティの確保さ
れたスケールによる校正ができ，塗工機内に設置し，塗
工直後での塗工位置を高精度に測定できるという特長を
持つ。これにより早い段階での塗工工程への正確なフ
ィードバックが可能となり，材料の無駄が防止できる。
EdgeEye を既にご導入頂いているお客様からは，品質の
向上と材料ロスの削減の導入効果が現れていると好評を
頂いている。

二 次 電 池 の 生 産 は 2015 年 以 降， 急 速 な 増 加 が 期
待 さ れ て い る が， 電 池 電 極 専 用 オ ン ラ イ ン 厚 さ 計
WEBFREX3ES と塗工位置測定システム EdgeEye により
お客様の品質向上に貢献していきたい。

* EdgeEye, WEBFREX3ES は横河電機株式会社の登録商標です。
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