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抄紙機・塗工機測定制御システム B/M9000VP 用カラー計を開発した。光源には高輝度 LED を採用し，精度

と安定性を実現し，高出力紫外 LED を備えることで，蛍光効果の連続測定を可能にした。これらの光源は長寿

命なため，保守の工数も低減できる。焦点深度の深い光学系と新たに開発した測距補正機能 WSM (Wavelength 

Shifting Method) により，紙のばたつきの影響を受けずに常に安定した測定を行う。本稿ではこれらの特徴を有

する新カラー計について紹介する。

Yokogawa has developed a new LED color sensor for the B/M9000VP paper quality control 
system. A high brightness LED as a light source ensures accurate and stable measurement, and 
a high power UV LED enables continuous measurement of the fluorescence effect. In addition the 
long life light sources reduce maintenance work. The optical system with greater depth of focus 
and the newly developed wavelength shifting method (WSM) for ranging correction eliminates 
the influence from paper fluttering and wrinkles. This paper describes the features of this color 
sensor.

1. はじめに

アジア・中国において板紙市場の成長が予測されてい
るが，近年この板紙市場においても紙の色管理に対する
要求が増している。この要求に対応すべく，抄紙機・塗
工機測定制御システム B/M9000VP の新しいカラー計を
開発した。B/M9000VP は専用フレームのヘッドに搭載
した各種センサ（坪量計，水分計，紙厚計，灰分計など）で，
製紙工程の紙の上を横幅方向に移動しながら，オンライ
ンで紙の品質特性を測定制御するシステムである。今回
開発したカラー計はこの専用フレームに搭載するセンサ
ラインナップの１つである。

カラー計センサヘッドの概観を図 1 に，主な仕様を
表 1 に示す。

図 1 カラー計外観

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（蛍光効果測定用）
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*1 IA プラットホーム事業本部 P&W ソリューション部
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2.  B/M 計用カラー計の課題

抄紙機・塗工機測定制御システム（以下 B/M 計）用カ
ラー計の基本的な測定原理は，一般的な分光色彩計と同
様であるが，抄紙工程においてオンラインで使用される
センサとしての固有課題が存在する。

B/M 計において，センサが搭載されるヘッド部分は紙
の上を横幅方向に常に移動している。したがって，セン
サは常に移動に伴う振動にさらされているが，これは精
密な光学部品により構成されるカラー計にとって厳しい
環境と言える。また，同ヘッドにはカラー計以外のセン
サ（坪量計，水分計，紙厚計，灰分計など）も同時に搭
載されるため，たとえカラー計に問題が生じたとしても，
容易に測定を中断・調査することはできない。

したがって，B/M 計用カラー計においては，各構成部
品について，可能な限り故障や交換の要素を排し，また
センサの状態を，測定動作を中断することなく確認でき
ることが望ましい。

また分光色彩計では，多くの場合，センサ部を被測定
物に接触させた状態，つまりセンサと被測定物との位置
関係が固定された状態で使用される。一方，B/M 計のカ
ラー計においては，数百～２千メートル / 分という速度
で測定対象である紙が移動しているため，センサ部と測
定対象を常に接触させておくことが困難である。加えて，
移動中の紙の坪量や操業条件により，弛みやばたつきの
状態が変化するため，センサ部と紙との距離が常に変化
することを想定しなければならない。

従来，B/M 計用のカラー計においてはこの問題に対し，
センサ部の対向側に空気の流れにより紙を吸い付け，紙
のばたつきを抑えるパスライン安定機構を使用すること
で，センサ部と紙との距離変化を抑える仕組みが用いら
れてきた。しかしながらパスライン安定機構は紙との接
触を免れず，紙切れや測定値に影響を与える紙粉を発生
させるといった問題を生じていた。

本開発ではこれらの B/M 計向けオンラインカラー計の
課題に対処すべく，信頼性・安定性が高く，かつ紙しわ
やばたつきの影響を受けない測定を実現することを目標
とした。

3. 新カラー計の特長

開発したカラー計の特長を列記する。
 � 高輝度白色 LED を採用し，長寿命（従来比２倍以上）
 � 白色度・蛍光効果測定用に高出力の紫外 LED を採用，
可動部無しに蛍光効果を評価可能

 � 無指向照射により，繊維配向の影響を排除，良好なパ
スアングル特性を実現

 � 小型積分球とシリンドリカルミラーによって作られる
均一で焦点深度の深い照射光

 � WSM (Wavelength Shifting Method) により，パスラ
イン安定機構がなくとも安定した測定が可能

 � 測定窓の周囲から均一に空気を吹き出すことで，測定
窓の紙粉付着を防止

 � センサ各部の温度，電圧等を常時通信でシステムに伝
達，システム上の専用画面でセンサの状態を確認可能

 � 照射光学系と受光光学系の一体化により，組立・部品
交換時に光軸等の調整不要

以下，本機の特長となる新開発の構成要素について詳
細を述べる。

3.1 高輝度 LED 光源 
今回開発したカラー計では，光源として従来使用され

てきたキセノンランプやハロゲンランプに替え，高輝度
白色LEDを採用した。これにより，光源寿命が大幅に伸び，
またキセノンランプに必要であった高電圧や，不安定な
発光光量を補正するための光源スペクトルのモニタが不
要となり，安定性・信頼性が大幅に向上した。

またこれに伴い関連電気回路も大幅に簡素化され，小
型化並びに低消費電力化を実現した。一方で LED は温度
によって出力特性が変動するという特徴を持つが，これ
に対しては光源部分のみを局所的に温調・恒温化するこ
とで，環境変化の影響を受けず安定した発光を実現した。

3.2 可動部の無い白色度・蛍光効果測定
紙の白色度（ISO Brightness, CIE Whiteness）を測定す

るためには，光源に一定の割合で紫外光を含むことが求
められる。これは，蛍光増白剤を含む紙において，紫外
光により励起される蛍光の影響を反映した測定を行うこ
とが必要なためである。加えて，紙の白色度評価におい
ては光源に紫外光を含む場合と含まない場合の白色度の
差分，蛍光増白剤による蛍光増白効果（以下，蛍光効果）
を測定することも求められる。

従来は紫外光を含む光源に対し紫外カットフィルタを
出し入れすることで，紫外光の有無を切り替えていた。
しかしながら，B/M 計のセンサにおいて，可動部を持つ
ことは信頼性の面で大きなデメリットとなっていた。

そこで本開発では，蛍光評価用の光源として別途高出
力の紫外 LED を採用し，発光スペクトルに紫外光を含ん
でいない主光源である白色 LED と組み合わせることで，
紫外カットフィルタなしでの蛍光効果測定を実現した。

また，紫外 LED を測定周期に同期させて点滅させるこ
とで，蛍光効果の測定を連続して繰返し行うことが可能
になった。

図 2 に，新カラー計とラボ用白色度計で IR3 蛍光標準
紙，蛍光増白剤を含む紙サンプル（A-F），PPC の白色度（ISO 
Brightness）測定を比較した結果を示す。
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図 2 新カラー計とラボ用白色度計の比較（ISO Brightness）

新カラー計とラボ用白色度計による測定値の間に高い
相関が得られた。

3.3 パスライン変動耐性
先述したセンサ部と測定対象である紙までの距離が一

定でないという課題に対し，従来行われてきた紙の動き
を規制する手法を取らずとも，安定した測定を実現する
ため，ライン変動の影響を受けにくい照射光学を採用し，
かつパスライン変動の影響をリアルタイムに補正する測
距補正機能を開発した。

3.3.1 光学系
新カラー計の照射受光光学系のイメージを図 3 に示す。

図 3 光学系イメージ

白色 LED と紫外 LED それぞれから出た光は，一旦積
分球に入射し均一化される。積分球の出射口から出た光
はシリンドリカルミラーで反射され，全周から紙へと照
射される。これにより可視光と紫外光のバランスが，紙
の位置や傾きによって変化することがない。

図 4 パスライン変化の影響

また，シリンドリカルミラーを用いたことにより，パ
スライン変化による測定箇所の照度変化，即ち測定され
る反射光の強度変化が低減されている（図 4）。

3.3.2 測距補正機能 WSM
前項光学系を用いても，図 4 に示した通りパスライン

変化の測定値への影響を完全に取り去ることは困難であ
る。

そこで今回，新たに被測定部までの距離を同時・同点
で測定し補正する測距補正機能 WSM を開発した。図 5
に WSM の構成を示す。

図 5 WSM の構成

図 5 の破線で囲まれた部分は，図 3 で示したカラー測
定用の照射受光光学系そのものであり，WSM を実現する
ために新たに必要となるものは WSM 用光源のみである。

WSM による測距補正の手順を示す。
1) WSM 用光源によるパスライン検出

WSM 用光源より紙へと照射される光は，独自の光学
デザインにより，分光器で観測される光の分光分布がパ
スライン位置により変化するような空間分光分布を持つ
よう特徴づけられている。分光スペクトルより，この変
化を検出することでパスライン位置と相関のある情報（以
下，WSM 特徴量）が得られる。なお WSM 用光源の波長
域はカラー測定に影響のないよう赤外域（800-900 nm
付近）を使用している（図 6）。

図 6 分光スペクトルの波長域別用途

2) WSM 補正係数算出（強度変化と WSM 特徴量の相関）
次に，パスライン変化による反射光の強度変化と WSM
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特徴量の変化の関係を多項式で近似し WSM 補正係数を
求める（図 7）。

図 7 WSM 補正係数算出

3) 測距補正
測定中，分光スペクトルの赤外領域から得られる WSM

特徴量を用い，記憶した多項式の各項の係数で多項式を
解き，被補正データである反射光の強度を除算すること
で，パスライン変化の影響を補正する。実際に，WSM
を用いて補正した結果を図 8 に示す。

図 8 補正前後比較

WSM のメリットを列記する。
 � WSM を実現するために必要な追加部品は WSM 用光

源のみ
 � 距離情報がカラー測定用と同じ分光スペクトルから得
られ，同時・同位置でのリアルタイム補正が可能

 � 測距位置が，カラー測定位置と同一であるため，紙の
しわや傾きの影響を受けにくい

4. 試作機による実地評価

実生産プロセスにおいて，試作機による測定，並び
に 測 定 結 果 を 用 い た B/M9000VP シ ス テ ム に よ る 制
御の実地評価を実施した。試作機をフレームに搭載し
B/M9000VP システムと接続，試作機の測定値をもとに，
B/M9000VP システムで自動カラー制御を行った。図 9
に自動制御中の制御目標値（SV）と，枠毎に抜き取った
紙をオフライン器で測定した結果（LAB）を示す。

図 9 オフライン器での測定値と制御目標（12 時間分）

オフライン器の測定値は，制御目標に対し何れも管理
値に収まっており，良好な測定・制御結果が得られた。

5. おわりに

今回開発したカラー計は，被測定物との距離変化の影
響を受けにくく，非接触で測定化が可能という特長によ
り，B/M 計以外のオンライン測色用途に展開していくこ
とが可能である。今後，さらなる機能の追加・ブラッシ
ュアップにより適合市場を拡大し，お客様の利益につな
がる展開を図っていきたい。

* B/M9000VP は横河電機株式会社の登録商標です。その他，本文中
の会社名（商号）及び商品名及び名称は，各社の登録商標または
商標です。

WSM特徴量の変化反射光の強度変化

多項式でフィッティング

多項式の各項の係数を
補正用パラメータとして記憶
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