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アジアにおける板紙市場は小売業の成長に伴い今後も成長が予測され，それに伴い板紙の色管理に対する要求

が増している。抄紙工程の紙の色度をオンラインで測定することで，紙の色の高度な品質管理が可能になる。抄

紙機・塗工機測定制御システム B/M9000VP の LED カラー計は，抄紙工程においてオンラインで高精度に色を

測定できる。今回，高感度分光器を採用することで高感度・高速測定を実現し，また部材を特殊防湿コーティン

グすることでその耐湿度性を向上した。この結果，LED カラー計の機能性，安定性を強化し，抄紙工程の品質管

理性を向上させた。

Thanks to the expanding retail business, the paperboard market in Asia is growing and thus 
the demand for paper color control is increasing. To meet this need, online measurement of paper 
chromaticity in the paper-making process is used to ensure strict quality control of paper color. 
Yokogawa has enhanced the functions of the LED color sensor for the B/M9000VP paper quality 
control system. A new high-sensitivity spectroscope enables high-sensitivity and high-speed 
measurements, and a moisture-proof coating on components has improved moisture resistance. 
With the enhanced functionality and robustness of the LED color sensor, the B/M9000VP has 
improved quality control in the paper-making process.

1. はじめに

アジア・中国においては今後も板紙市場の成長が予測
されているが，この板紙市場において，紙の色管理に対
する要求が増している。例えば，持続可能な包装材料と
してリサイクル可能な板紙パッケージへの移行が食品業
界で進んでおり，その外観の重要性から，高度な色品質
が求められている。
抄紙機・塗工機測定制御システム B/M9000VP に搭載

される LED カラー計は，製紙工程の紙の色に関する品質
特性をオンラインで測定する。本 LED カラー計は製紙工
程で紙の上を横幅方向に移動しながら，各ポイントにお
ける色に関する測定値をシステムに送り，色度トレンド
を出力する。その結果から，色が均一であるか否かを評
価する。また必要に応じて紙の塗色制御へのフィードバッ

クを行い，色の品質を一定に保つ。
さらに，紙の製造工程は，水に溶けたパルプを高温の

ドライヤーで乾燥させて紙を形成するため，高温多湿の
環境となる。カラー計に使用される光学部品には湿度の
影響で特性が変化する部材があり，指示変化などの課題
に対応するため，LEDカラー計内部の乾燥空気によるパー
ジやヒートアップで湿度対策を行っている。しかし，保
守点検時等でユーティリティ供給が停止した場合を想定
すると，光学部品の耐湿度性を向上させる必要がある。
これらの問題に対し，将来の製紙プロセスの色管理向

上に向けて，色測定の高感度化・高速化が可能な LED カ
ラー計を開発した。そのために，高感度分光器を採用す
ることで，高感度・高速測定によるプロファイル出力を
実現した。また部材に特殊防湿コーティングを施すこと
で耐湿性を向上させ，製紙工程のカラー測定に求められ
る機能性，安定性を強化したので報告する。
カラー計センサヘッドの主な仕様を表 1に，外観を

図 1に示す。
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図 1 LED カラー計外観

2. 製紙工程におけるカラー計の動作

新 LED カラー計は，信頼性・安定性に優れるオンライ
ンカラー計である。白色と紫外の LED を光源とし，光学
系を通して測定対象である紙に照射する。その紙の表面
で反射した光を分光器で受光し，演算部で各波長におけ
る反射強度を得る。測定した反射強度は事前に測定して
おいた校正用白タイルで規格化・校正し，測定対象の反
射率スペクトルを出力する。この LED カラー計が出力す
る反射率スペクトルの情報から，ユーザーが選択する光
源設定を用いて，業界標準の表色系・CIE 白色度・ISO 輝
度等を計算して出力する。
紙の製造においては，見かけの白色度を増すために蛍

光増白剤が使用される。新 LED カラー計では，高輝度紫
外 LED を点灯・消灯して白色度を測定し，蛍光発光を含
む測定と含まない測定を行うことで，蛍光物質を測定す
ることができる。
さらに製紙工程の周囲環境には，照明や外乱ノイズの

発生源が多い。開発した LED カラー計では，これら外乱
ノイズを補正するために，紫外 LED と白色 LED を点灯
するモード，白色 LED のみ点灯するモード，消灯モード
をそれぞれ 6.3 ミリ秒実行し，白色と紫外 LED の両方を
消灯した際のデータを周囲環境の照明によるものとして，
LED点灯時のデータから除去する。

製紙工程で流れていく紙から LED カラー計測定窓まで
の距離を補正するためのパスライン補正 (1) など，オンラ
インでカラー計測するために必要な機能を備えている。
測定原理上，紫外光と白色光の照射，白色光のみの照

射を交互に行っている。紙にむらがあり，測定を高速に
行えないと同時同点測定に近づけることができず，測定
値の信頼性が低下する。このため，測定を高速化し，指
示値安定性の向上と演算の高速化を実現した。

3. 機能性・安定性を強化する技術導入

3.1 高感度裏面 CCD 分光器の採用
3.1.1 紫外領域の高感度測定
光源は，独立して発光制御可能な白色と紫外の２つの

LEDを採用している。これらを高速に点滅させ，点灯時の
測定データから消灯時の測定データを減じて外乱光の影
響を排除する仕組みを備えている。図 2に，紫外 LEDと
白色 LEDの波長強度スペクトルを示す。2つの LED光源
の組み合わせによって，紫外域の高感度化が可能になる。

図 2 紫外 LED と白色 LED の波長強度スペクトル

紫外 LEDと白色 LEDを独立して制御することで，蛍光
染料による蛍光発光を含む測定と，蛍光発光を除いた測
定が可能になる。約19	ms 周期で照射モードを連続的に
繰り返し（図 3），この間，データを常時収集して平均化
する。この分光測定結果から，彩度，明度，蛍光強度，不
透明度，白色度等の情報を演算により得ることができる。

図 3 LED 点灯制御

表１ 主な仕様
照射 /受光条件 45°a:0°（無指向照射）

測定表示範囲 波長：400-780	nm
反射率：0-130%

測定項目

CIE	L*a*b*,	Hunter	Lab,
CIE	Yxy,	CIE	XYZ
ISO	Brightness,	CIE	Whiteness
蛍光効果

光源 高輝度 LED光源
紫外 LED光源（蛍光測定用）
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新 LED カラー計では，高感度裏面 CCD 検出器を搭載
した分光器を採用し，以下の改善をもたらすことで，さ
らに安定性の高い測定が可能になった。

 � エタロニング特性：
エタロニング特性とは，入射光が検出器の表面と裏面
で干渉し，感度に強弱が現れる現象である。これによ
り，反射強度スペクトルは，図 4の破線の様に干渉の
波を持って現れる。今回採用した裏面 CCD 検出器で
はこの現象が大幅に改善され，その分，光感度特性は
使用波長範囲でほぼフラットに近い。

 � リニアリティ特性：
測定に利用する範囲でのリニアリティ特性を高めた。
従来は LEDカラー計にリニアリティ補正機能を持たせ
ていたが，この補正機能を不要とした。

 � 紫外域から近赤外域の高感度化 :
新しい分光器の採用により，紫外域から近赤外域の分
光分析感度を高め（従来分光器に対して約 40％改善），
測定値の安定性向上を実現した。

図 4 裏面 CCD 採用によるエタロニング特性の低減

3.1.2 高速測定
安定した測定のために，カラー計の波長分解能は 5	nm

と，LED カラー計に求められる波長分解能以上とした。
この他蛍光成分の有無，迷光補正などのデータ処理を行
う必要がある。一方で，測定出力間隔が従来の５分の１
にあたる 200	ms に短縮されている。そこで，分光デー
タの取得とその一次処理を行う一次処理演算エンジンを
分光器内に搭載し，その後の処理を行うアプリケーショ
ンエンジンをカラー計本体内に搭載する形態とすること
で，大量のデータの高速処理を実現した。一次処理演算
エンジンでは，6.3 ミリ秒の露光データ取得から測定間
隔となる 200 ミリ秒の平均化データを作るために必要な
処理を実装した。すなわち，紫外光源・可視光源の点灯
制御，露光データの取得，ワーク距離の取得，ワーク距
離に応じた明るさの補正，補正済み分光データの時間平
均化，アプリケーションエンジンへのデータ出力である。
一次処理演算エンジンには，汎用分光器に求められる

ような平均化などの一般的な処理に加えて，カラー計に

必要なアプリケーションに特化した処理を組み込む必要
があった。そこで，分光分析に実績がある国内分光器メー
カーと共同開発を行い，これを実現した。図 5に，分光
器搭載の一次処理演算エンジンと，カラー計本体搭載の
アプリケーションエンジンとの演算処理の分担範囲を示
す。平均化処理前に必要なパスライン補正を高速処理で
きる一次処理演算エンジンで実施し，その他の外乱光補
正や紫外光補正をアプリケーションエンジンで実施して
いる。

図 5 分光器一次処理演算エンジンおよびカラー計
アプリケーションエンジンの演算フロー

3.1.3 光源点灯制御とデータ平均化
白色度・蛍光効果測定を実現するため，新 LED カラー

計では可視 LED に加えて，独立して点灯制御可能な紫外
LEDを光源として用いている。
紫外 LED を露光時間 6.3 ミリ秒に同期して点滅させ，

蛍光効果あり・なしの分光データをそれぞれ独立して積
算し，平均化データをアプリケーションエンジンに出力
することで，出力データを圧縮し，高速なインタフェー
スを使うことなく光源切り替え間隔を短くし，測定の同
時同点性を高めることに成功した。
また，紙からの反射光量は反射率が一定であっても測

定距離に応じて減弱される。オンライン測定ではワーク
までの距離を一定に保つことは難しいため，紙面までの
距離を測定し，それに応じて分光光量を補正している。

3.1.4 カラープロファイル出力
さらに新 LED カラー計では，データを表示する上位シ

ステムと通信タイミングを同期させてデータを取得し，
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演算してカラープロファイルを出力する。
分光器内部の一次演算処理エンジンを高速化すること

で，高感度・高速測定による安定した信号出力とプロファ
イル上位システムとの通信同期ができる。色の明度，蛍
光強度，不透明度，白色度の変化がより視覚的に分かり
やすくなり，例えばコーティングプロファイルの綿密な
監視など，測定情報が増えることにより製紙プロセス色
管理を向上させることが可能になる。この機能によって，
B/M9000VP システムへのカラープロファイル機能の追
加を検討していく。

3.2 特殊防湿コーティングによる耐環境性の向上
前述のとおり，紙の製造工程の環境は高温多湿であり，

その影響により光学部品の部材特性や指示値の変化など
の問題が生じる恐れがある。
新 LED カラー計では，複数の LED 光を均質に混色さ

せるために積分球を使用している。一般的に積分球は，
硫酸バリウムの粉末を PVA（ポリビニルアルコール）で
固定して作られる。PVA は吸湿性の素材であり，周囲の
湿度によって積分球表面の反射散乱効率は大きく変化す
る。図 6に，湿度変化による反射率スペクトルの変化を
防湿コーティングの有無で比較した様子を示す。防湿コー
ティング無しの従来の積分球では，400 ～ 500	nm の短
波長の領域で反射率が変化し，指示値が安定するまで時
間がかかっていた。

図 6 湿度変化による反射率スペクトル変化 
（防湿コーティング有無での比較）

新 LED カラー計では，積分球の表面に高い撥水性能を
持つ特殊な防湿コーティングを施した。これにより，湿
度変化に伴う反射率変化が防がれる。図 6に示す通り，
短波長領域でも反射率変化を 1%以下に抑えることがで
きた。
このコーティング剤は汚れが激しい屋外の環境でも使

用され，防塵効果も確認されており，長期間にわたる積
分球効率安定性の向上も期待される。これにより，湿度
の高い製紙工程の環境でも安定して測定することが可能
となる。

4. おわりに

高感度分光器の採用による高感度・高速測定の実現，
部材の特殊防湿コーティングによる耐湿度性の向上に
よって，LED カラー計の機能性，安定性，保守性が強化
され，製紙プロセスの色管理の向上が期待される。
LED カラー計から出力される安定した測定反射率の

データは，紙の製造工程におけるカラー塗工制御への利
用も可能であると考えられる。今後も製紙工程における
製造トレンドデータを活用してプロセス全体を最適化す
る連携最適化ソリューションにより，製紙工程全体を通
じた操業の効率化の取り組みを行っていきたい。
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