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横河電機は 1962 年に製膜装置用のオンライン厚さ計を発売開始して以来，測定・制御技術を進歩させながら，

紙やフィルムなどのシート状製品の品質と生産性の向上に貢献してきた。現在，紙向けに B/M9000VP，紙以外

の汎用シート向けに WEBFREX NV，電池電極シート向けに WEBFREX3ES の 3 機種をラインアップしている。近

年，EV（Electric Vehicle）シフトによるリチウムイオン電池プラントへの投資が活況となるなか，電池電極シー

ト向けの厚さ計 WEBFREX3ES が広く利用されている。リチウムイオン電池の部材であるセパレーターシートの

需要も高まっており，特に海外市場が拡大している。このような背景を受け，今後ターゲットとする市場のニー

ズに応え，各国の法令や IoT（Internet of Things）化に対応し，さらに保守性を向上させるための新しいプラッ

トフォームとして，WEBFREX NV QC1F16（F16 フレーム）を開発した。本稿では，F16 フレームの特徴とそれ

を実現する技術について紹介する。

Since the release of the first online thickness gauge for sheet manufacturing processes in 
1962, Yokogawa has kept developing measurement and control technologies to improve the 
quality and productivity of sheet products such as paper and films. The current product lineup 
is the B/M9000VP for paper, the WEBFREX NV for general-purpose films and sheets other 
than paper, and the WEBFREX3ES for battery electrode sheets. In recent years, as the power 
source of vehicles has shifted from fossil fuel to electricity, investment has poured into lithium-
ion battery plants, where the WEBFREX3ES has been widely used. The demand for separator 
sheets, which are a main component of lithium-ion batteries, is also increasing particularly in 
overseas markets. To meet the needs of the market, Yokogawa has developed a new platform 
with improved maintainability, the WEBFREX NV QC1F16 (F16 frame), which conforms to 
regulations in various countries and is compatible with the Internet of Things (IoT). This report 
describes the features and technologies of the F16 frame.

1. はじめに

オンライン厚さ計（図 1）は，製膜装置において，フィ
ルム・シートの幅方向（Cross Direction: CD）や流れ方
向（Machine Direction: MD) の厚みをオンラインで正確に
測定し，厚み分布グラフ（プロファイル）を表示すると
ともに，厚みが均一になるよう自動制御するシステムで
ある。横河電機は，1962 年に最初のオンライン厚さ計を
発売して以来，現在に至るまで，外部環境や社会ニーズ
の変化に柔軟に対応しながら測定・制御技術を進歩させ，
紙やフィルムなどのシート状製品の品質と生産性の向上

に貢献してきた。現在，紙向けに B/M9000VP，紙以外
の汎用シート向けに WEBFREX NV，電池電極シート向け
に WEBFREX3ES の 3 機種をラインアップしている。

近年，持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals: SDGs）の採択などにより，脱炭素社会の実現に
向けた動きが世界的に広がりをみせている。電気自動
車（Electric Vehicle: EV）への転換，いわゆる EV シフト
が起き，EV に用いられるリチウムイオン電池（Lithium-
ion battery: LiB）の市場は急速に拡大を続けている。LiB
メーカー各社は，EV メーカーの立地に合わせて生産拠点
を新設し，需要拡大に対応している。最近では，特に欧
州と中国地域での設備投資が活発である。

LiB の主要部材である電池電極シートの製造において
はオンライン厚さ計が広く利用されているが，これにつ
い て は「WEBFREX3ES 電 池 電 極 向 け 厚 さ 測 定 シ ス テ
ム」(1) を参照されたい。同じ LiB の主要部材であるセパ
レーターシートを製造するフィルムメーカー各社も，LiB
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メーカーと同様に地産地消戦略をとっており，各国地域
での新工場の設置を急ピッチで進めている。LiB の需要
拡大とともに，LiB のさらなる高容量化，高安全化の要
求が高まっており，これに伴いセパレーターシートの薄
膜化，耐熱性の向上，製膜装置の大型化も求められている。
同時に，その生産を支えるオンライン厚さ計による測定
と制御に関連する要求も増えており，また各国の法令へ
の対応も必要とされている。

さらに，お客様のプラント操業を最適化し，故障予知，
トラブル原因特定，製品品質予測などを行うためには，
オンライン厚さ計の各機器の情報をデジタル化し，デー
タ分析を容易にする必要がある。これにより，お客様の
デジタルトランスフォーメーション（DX）にも貢献でき
ると考えている。

これらの実現に向けて，各国法令対応，IoT（Internet 
of Things）化対応，保守性の向上，測定精度の向上，リ
プレースへの配慮をオンライン厚さ計の課題とし，そ
れらを解決するための次世代プラットフォームとして，
WEBFREX NV QC1F16( 以下 F16 フレームと呼ぶ ) を開
発した（図 2）。本稿では，F16 フレームの特徴とそれを
可能とする技術について紹介する。

図 2 QC1F16（F16 フレーム）

2. フレーム

厚さ測定に用いられるフレームは，フィルム・シート
上を走査するセンサヘッドを支える構造体である。セン
サ本来の性能を 100％発揮させるためには，高剛性な基
本構造に高精度な駆動機構を備える必要がある。また，
性能を長期にわたり維持するためには，定期的なメンテ
ナンスが欠かせない。適正なメンテナンスを行えば，10
年以上の運転操業を支えることが期待できる。

2.1 フレームの構成
標準的な O（オー）形フレームの構成を，従来製品で

ある標準 F6 フレーム（図 3）を例に説明する。

図 3 標準 F6 フレーム（WG51F6B）の構造

O 形フレームは，各種センサが搭載できるプラット
フォームである。センサとして β 線式検出器や X 線式
検出器などを用意している。センサは上下一組のセンサ
ヘッドで構成されている。測定オペレータステーション
からフレーム B スタンド内制御盤への指令により，セン

図 1 オンライン厚さ計のシステム構成例
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サヘッドの往復走査や所定の位置への移動・停止を行い，
被測定物であるフィルム・シートの厚さをコントロール
するための測定を行う。

2.2 フレームの課題とその背景
次世代のプラットフォームとなるフレームには，次に

示す課題を解決することが求められている。
 � LiB 主要生産国の法令規格への準拠
LiB 市場の拡大が見込まれる欧州，中国を仕向け地と
するセパレーターシート生産工場の新設計画に伴い，
オンライン厚さ計の引き合いが増えている。今後 EV
シフトの加速により，さらに生産工場の新設地域が広
がることが予想されることから，仕向け地先における
法令規格への適合が必要になる。フレームは駆動部が
むき出しにならざるを得ない構成のため，安全に運用
するための機械指令を充たす必要がある。主に運転時
の緊急停止の仕組みが規格取得の要件となる。

 � IoT 化対応
フレームの健全性はメンテナンス時に判断される。メ
ンテナンスは工場のシャットダウン中に行われるた
め，年に数回程度しかフレームの健全性を確認できる
機会がない。より多くの機会でフレームの状況を把握
するために，リモートでリアルタイムにフレームの健
全性を把握できる仕組みが必要である。この仕組みが
あれば，トラブル発生時においても，現場のお客様と
リモートにいる各拠点のサービス員および技術サポー
トメンバーの情報共有が容易になり連携が強化でき，
早期の原因特定が可能になる。

 � 保守性の向上
メンテナンスには各国拠点のサービス員が対応にあた
る。専門的なスキル，知識，および経験が必要であり，
その人財育成には時間を要するため，市場の急速な立
ち上がりへの追従に課題がある。部品の交換やセンサ
の調整といった作業を誰でも簡単にできる仕組みが必
要である。

 � 測定精度の向上
セパレーターシートの製造においては，LiB の性能を
高めるための薄膜化，耐熱性向上のためのセラミック
などの塗工，生産能力向上のための製膜装置の大型化
が進んでいる。これに対応するため，オンライン厚さ
計の測定精度の向上やフレームの機械精度維持が求め
られている。様々な環境においても高い精度で測定で
きるために，設置環境の変化を捉えて測定値を補正す
る補助センサや，新しいセンサを容易に搭載できる仕
組みが必要である。

 � リプレースへの配慮
フレームを設置する環境はお客様の工場毎に事情が異
なるため，必要最小限の設置サイズでフレームの製作
を要求されることが多い。これまで多くの納入実績の

あるお客様に安心して装置を交換していただけるよ
う，リプレースへの配慮が必要である。

3. F16 フレームの特徴

前述の課題を解決するために，次に挙げる特徴を備え
た新型の F16 フレームを開発した。

3.1 LiB 主要生産国法令規格対応
各国の法令規格への準拠については，本稿掲載時点で

CE マークと中国 GB を取得済みであり，今後順次，他の
法令規格も取得予定である。

3.2 躯体の構造設計（保守性の向上，測定精度の向上）
標準 F6 フレームで使用していた I 形鋼を H 形鋼に変

更した。これによりフレーム全体が軽量化し，自重によ
る変形に起因する測定精度への影響が小さくなる。また，
材料の軽量化だけでなく，製造性の向上にも寄与する。I
形鋼は，両フランジ部の内側の肉厚が中心から両端に向
けて薄くなるテーパー構造となっているため，駆動機構
にテーパーに対応した部品が増えることにより，組み立
てには時間を要する。しかし，H 形鋼は構造が平面のため，
部品点数と組み立て工数が削減され，加えて，輸送時の
環境負荷の低減にも貢献する。

フレームの設計時には構造解析ソフトウェアを用いて，
鋼材の変更によるたわみの影響を確認するとともに，さ
らなる剛性アップを狙った梁を複数同時に検討し，最適
な梁を決定した。これにより，H 形鋼によるビームの軽
量化と梁による剛性の強化を実現し，従来と比べて約 30
％たわみを軽減する効果が確認できた（図 4）。

図 4 フレーム構造解析

3.3  高密度設計（法令規格への準拠，保守性の向上， 
リプレースへの配慮）
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機器の採用や，機能のファームウェア化と高密度設計に
より，標準 F6 フレーム用と同サイズのフレーム制御盤
に実装した。これにより，F16 フレームは既存市場での
リプレース性を備えたものとなった。

3.4  要求仕様に対する柔軟性の向上（リプレースへの配慮）
フレームの長さを標準 F6 フレームの 20 種類から 55

種類（100 mm 刻み）へ拡充させ，設置サイズへの多様
な要求に応えられるようにした。またフレームを通過す
るフィルム・シートが水平でない装置も多く，角度付き
のセンサヘッドの要求もあったことから，最大±８°（上
下センサヘッド間 GAP が 23 mm まで）の傾斜で設置可
能な仕様を標準ラインアップとした。

3.5  フレーム内情報のデジタル化（IoT 化対応，測定精度
の向上）

センサヘッド内やフレーム制御盤内の各機器にモニタ
リング回路と操作回路を付加し，各機器の情報と伝送を
デジタル化することで，既存モデルの 50 倍以上の情報
をリモートで扱えるようになった（図 5）。これにより，
操業を止めることなくフレームの健全性に関わる情報を，
オペレータステーションの画面上でリアルタイムに把握
できるようになった。さらに，トラブル時の原因特定が
容易になるためダウンタイムの低減に大きく寄与し，フ
レームのスタートアップ時やメンテナンス時のセンサチ
ューニングの時間短縮や正確性の向上にもつながった。

また，デジタル化にはノイズ耐性を向上させる効果も
あり，アナログ伝送時の課題であったノイズの影響を低
減させることができた。

図 5 F16 フレーム内での通信の概略図

4. 今後の展望

新素材や新材料による機能性シート製品は，環境への
対応や小型化の要求などから，今後ますます多種多様な
製品が開発製造されていくことが予想される。その市場
ニーズに応えるためには，各品種に最適なソリューショ
ンを提供し続ける必要がある。お客様のさらなる操業改
善をサポートするためには，あらゆるセンシングデータ
の融合と解析により，故障予知，トラブル原因特定，製
品品質予測などを行っていく必要がある。これらの実現
のために開発したデジタル化対応のプラットフォームで
ある F16 フレームを用いて，新たなセンサ開発や他アプ
リとの連携を進めるようなソリューションを展開してい
きたい。これらは，お客様の DX に大きく貢献すると考
えている。

5. おわりに

F16 フレームにより，LiB のセパレーターシートの世
界市場での当社の認知度を確固たるものにするとともに，
その他のフィルム市場への展開も図っていきたい。

参考文献
(1) 岸野貴昭，萩原芳彦，原口武大，“WEBFREX3ES 電池電極向け

厚さ測定システム ”，横河技報，Vol. 62，No. 1，2019，p. 9-14

* WEBFREX は，横河電機株式会社の登録商標です。
* その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および

ロゴ等は，横河電機株式会社，各社または各団体の登録商標また
は商標です。

上センサ

下センサ

フレーム
制御盤

オペレータ
ステーション

デジタル化

デジタル化

6464


