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B/M9000CS Small用新スキャナ
New Scanner for B/M9000CS Small

当社のBM計B/M9000CSのファミリー製品として，新スキャナによる中小規模向けB/M9000CS Smallを開

発した。既存のB/M9000CSが大規模設備に軸足を置いた製品であるのに対し，B/M9000CS Smallは中小規模

のセグメントを埋めるベーシックな製品である。ライフサイクルコストの削減に向けて機能を集約しながらも，

新技術によりスキャナ部分の高速・高精度・高分解能化を測り，さらに扱い易さを徹底的に磨き上げた製品で

ある。本稿では，主にB/M9000CS Smallの新スキャナの機能と構造を紹介する。
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Yokogawa has developed B/M9000CS Small. This new BM system in its B/M9000CS family employs

a newly designed scanner and is intended for small-to-medium papermaking plants. While the existing

B/M9000CS is targeted at large-scale plants, the B/M9000CS Small is a basic product designed to

meet the demand for small-to-medium quality control systems. Although streamlined in terms of

functionality to reduce life cycle costs, B/M9000CS Small features a high-speed, high-accuracy, high-

resolution scanner developed using new technologies, thus achieving significant improvements in the

ease of operation. This paper highlights the functions and structure of the new scanner employed in

B/M9000CS Small.

1.  は じ め に

当社のBM計B/M9000CS は大規模向けシステムに

ターゲットをおいた製品で，現在好調に販売を続けてい

る。しかし，中小規模に対応するシステムとしては多機

能で高価格の製品となっていた。これに対し，中小規模

の市場では，寧ろ過剰な機能よりも使い易くライフサイ

クルコストを抑えた製品が望まれた。この要求を実現す

るために，中小規模向けのB/M9000CS Small を開発し

た。本稿では，主にB/M9000CS Smallの新スキャナにつ

いて紹介する。

本開発では，従来製品との部品の共通化を図り，開発期

間の短縮と実績に基づく高信頼性化を同時に実現させた。

2.  構　　成

2.1 B/M9000CS Smallシステムの構成
本システムは，専用のフレームに専用のセンサ（坪量

計，水分計，紙厚計など）を搭載し，製紙工程上で紙の

横幅方向に高速スキャンしながら，オンラインで紙の

品質特性を測定し，制御するシステムである。図1に，
B/M9000CS Small のシステム構成を示す。

本システムの主な特長は以下である。

・スキャナ部を新規に開発し，測定位置精度の向上と同

時に，データの処理能力を大幅に高めた（プロファイル

点数360点から最大1200点にアップ）。

・センサの搭載数を2台から3台に増加した。

・制御部には実績のあるCENTUM CS 3000 R3をベース

にシステムを構築し，CENTUMとの親和性を高めた。

2.2 新スキャナの構成
新スキャナの構成を，図2に示す。従来のスキャナと

図1　B/M9000CS Smallシステム構成
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同様，上下のフレーム，両サイドのスタンド，センサヘッ

ドおよびエレクトロニクス部から構成されている。

（1）フレーム

フレームの基本構造は伝統的な構造を継承している

が，後述する高速スキャンに耐える新型レール構造

とした。フレーム全長は，最小約3 mから最大約8 m

（測定幅0.3～ 6 m）とした。

（2）スタンド（図2②）
Bスタンドには主要電気部品を集結させ，保守性を

考慮した。スイングパネル方式とし，フレームセン

サ用の内蔵コントローラ（FSI），上下プーリ駆動用の

サーボドライバとサーボモータ，BMネットFと接

続するためのHUBなどを内蔵している。

ヘッド分離用クラッチ機構は上プーリ部に，測定位

置を検出するエンコーダは下プーリ部に含めている。

FSIとサーボモータの採用により，高速スキャン，高

精度位置決め，位置分解能の向上を実現した。

Fスタンド（図2③）には，現場でフレームを操作する
ための押しボタンスイッチと表示用LEDがあり，こ

れによりシンプルな操作性を実現した。

（3）キャリッジ（図2⑤）
キャリッジは，ヘッドパッケージの正確な支持と

レール上の移動を担当する。移動のために，メイン

ローラとサイドローラを備え，ヘッドパッケージの

支持のためには，角度調整可能な機構を持つアーム

で対応する。

（4）ヘッドパッケージ（図2⑥）
ヘッドパッケージは，フレームセンサを搭載する

ベースシャーシである。ベースシャーシには2セン

サユニット用と3センサユニット用の二種類がある。

ヘッドパッケージ内には，各センサの入出力信号と

走行ケーブルを中継する電子回路がある。

3. 新スキャナの特長

新スキャナの主な特長を以下に示す。

（1）高速スキャン

高トルクのサーボモータと高速演算モジュール

（FA-M3R）を採用し，ヘッドスピード最大20 m/min

を実現した。

（2）高精度位置決め

サーボモータと高速位置決めモジュール（FA-M3R）

の採用により，0.1 ㎜の位置分解能と位置安定性の向

上を実現した。これにより，フレーム長やセンサ搭

載数などの負荷変動が起きても安定な走行・停止を

可能とした。

（3）1200点プロファイル

FSIに高速CPUモジュール（FA-M3R）のを採用し，

データ処理能力を大幅に向上，同時に位置検出能力

もアップし，測定分解能は従来の 360 点から最大

1200点に大きく向上した。

（4）3センサ搭載

中小規模の市場を意識し，センサは坪量計，水分計，

厚み計，灰分計の4種に絞り，その内の2センサまた

は3センサを同時搭載可能とした。

（5）環境温度仕様拡大

スタンド内部にフロンを使わないボルテックスクー

ラを搭載し，冷気を供給して周囲温度50℃まで耐え

るようにした。

（6）保守性改善

メンテナンスツールFSI-MTを新たに開発した。FSI-

MTにはシャッタ開閉やフレーム補正データの収集，

検量線データの入力，センサの安定性を確認する

‘テストランモード’等のメンテナンスメニューがあ

り，スタートアップ時間の短縮，トラブルシュート

時間の短縮に寄与できる。

（7）安全性向上

β線を使用する坪量計や灰分計にはシャッタを閉じ

る電気回路を用意し，放射線に対する安全性を向上

した。また，ヘッドが走行中人や異物に衝突した場

合，瞬時に停止できるようにした。
　
4. お わ り に

B/M9000CS Smallは中小規模向けシステムであるが，

当社の統合生産制御システムCENTUM CS 3000 R3と

の親和性があり，拡張性も高く，高信頼，高コストパ

フォーマンスの製品である。

今後は，さらなる機能のブラッシュアップと最適化を

行うことで，使い易さと高信頼性化を加速させ，お客様

の利益につながる展開を図りたいと考えている。

*‘B/M9000CS’，‘CENTUM’，‘FA-M3R’は，横河電機（株）の登

録商標です。

図2　新スキャナの構成


