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近年，新興国では，段ボールやティッシュペーパーなどの紙の生産量が急増している。生産の効率化のため，

抄紙機・塗工機測定制御システムの検出性能の向上が求められている。その需要に対応するため，抄紙機・塗工

機測定制御システム B/M9000VP 用の新しい方式の水分計を開発した。

この新しい水分計のために，多様な紙種において高精度の水分測定を実現するための新技術を開発した。業界

初となる半導体光源や新開発の光学系，単一素子による真の同時・同点測定の実現などである。本稿では開発の

背景，実現した技術，評価結果，測定例などについて述べる。

The production of paper, especially for cardboard and tissue, is increasing in emerging 
countries, and control systems for paper machinery are required for improving sensing 
performance for efficient production. To satisfy this demand, Yokogawa has developed a new IR 
moisture sensor for the B/M9000 VP system. With various new technologies incorporated, this 
sensor measures moistures accurately in various applications. The new technologies include 
the industry-first semiconductor light source, the innovative optical system, and the single-cell 
detector for truly simultaneous measurement of single spot. This paper describes the background 
of the development, its new technologies, and the performance of the sensor.

1. はじめに

新興国において，急激な工業化と生活水準の向上によ
り段ボール原紙やティッシュペーパーなどの衛生紙の需
要と生産量が急増している。これにより抄紙設備の増強
が進み，品質管理のための抄紙機・塗工機測定制御シス
テム（以下 B/M 計）への投資も活発化している。

その需要に対応するため，既存の光学フィルタ方式
水分計とは異なる方式の水分計を開発した。光源側ヘッ
ドの概観を図 1 に，主な開発仕様を表 1 に示す。坪量
というのは紙の単位面積あたりの重量を示す値で単位は

［g/㎡］である。紙の水分量は乾燥した紙の重量に対する
水分の重量の比率で，単位は［% 水分率］または［%M］
である。

センサの大きさを従来品の半分以下にして，ティシュペ

ーパーなどの低坪量から，段ボール原紙などの高坪量まで
の広い測定レンジおよび高い測定値安定性を実現した。

図 1 水分計の外観
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2. 従来の水分測定方法

2.1 測定原理
水分計は，水に感度のある波長，セルロースに感度の

ある波長，水にもセルロースにも感度が弱くそれらに近
い比較波長の３波長を用いて，各波長の吸光度から水分
率を算出している。

図 2 に近赤外領域の吸光度を示す。水分は 1.94 mm 
(M 光 ) に，セルロースは 2.1 mm (C 光 ) に強い吸収が見
られることがわかる。比較波長としては 1.7 mm (Ra 光 ) 
を用いている。

図 2 水分計の吸光度

2.2 構成
従来型では，可視光から遠赤外に至る広帯域の光を放

射するハロゲンランプに前記の吸収波長に一致する透過
特性を持つ光学 BPF ( バンドパスフィルタ ) を組み合わ
せて測定光としていた。

検査対象となる紙の一方からこの光を照射し，反対の
面から透過光を検出器で検出するように配置されており，
光学 BPF をモーターなどで順次切替え，各波長の透過率
を検出するようになっていた。

2.3 問題点
需要が高まっている段ボール原紙は坪量が大きく，カ

ーボンなどの不純物が含まれた古紙が使われる。このよ
うな紙では赤外光の透過率が低下し，S/N 比（Signal to 
Noise ratio）の良い測定が厳しくなる。

このため，従来の水分計では光源としてより高出力の
ハロゲンランプを用いて測定精度を確保するようにして
いた。しかし，ハロゲンランプによる広帯域な黒体放射
の一部の波長をフィルタで取り出す方式では投入エネル
ギーに対する利用できる光放射の割合が低く，大量のエ
ネルギーを熱として廃棄する必要がある。

また，このような光源で S/N 比を確保するためには，
照射径を大きくせざるを得ず，空間的な測定分解能の制
限になっている。

さらに，フィルタホイールを回転させ必要な複数の波
長を取り出すため各波長の照射時刻にズレが生じ，同時・
同点測定ができないこと，回転機構の消耗により，頻繁
にメンテナンスが必要などの問題があった。

3. 新型水分計

3.1 特長
本開発では上述の問題点を解消できる水分計を目指し

た。新型水分計の主な特長を列記する。
 � 特長１：高精度・高安定性

 • 複数波長同時照射による同時・同点測定で測定精度
を向上

 • 新開発のリフレクタ光学系により，被測定物の位置
変動による測定変動を従来の 1/ ８に低減

 • 測光径を小径化し，測定の空間分解能を向上
 • 被測定物への光照射による影響をなくし，長時間測

定・繰り返し測定時の再現性を向上
 • 高気密標準サンプルの開発により，測定値の管理精

度を向上
 � 特長２：広い測定範囲

 • 均一化光学系と多重反射光学系で光の利用効率を改
善し，ティッシュ（ 8 g/㎡ ）から板紙（ 500 g/㎡ ）に
至る広い測定レンジを実現

 • 半導体光源の直接変調とデジタルロックインアンプ
による検出により S/N 比を従来品の 10,000 倍改善。

 � 特長３：高い信頼性・長寿命
 • 新開発の半導体光源はハロゲンランプの３倍以上の

長寿命
 • フィルタ回転機構などの稼動部が無いため，長期に

渡って安定した測定が可能
 • 光源素子毎のオープン，ショート故障の自己検出，

光量低下監視検出機能を採用し保全性を改善

3.2 光源・光学系
光源としては一般的なハロゲンランプではなく，独自

表 1 新水分計の主な開発仕様
項目 従来仕様 開発仕様

光源 ハロゲン 近赤外半導体光源

受光素子 PbS InGaAs PIN-PD

波長弁別方式 ターレット回転 直接変調
・ロックインアンプ

測定坪量範囲 クラフト
80 ～ 400 g/㎡
ライナー
50 ～ 200 g/㎡

ティッシュ，クラフト
8 ～ 850 g/㎡
ライナー
40 ～ 500 g/㎡

平均値繰返性 ± 0.1 [%M] ± 0.005 [%M]

Ra光 M光 C光

比較波長
1.7μm

水の吸収波長
1.94μm

セルロースの吸収波長
1.94μm

波長（μm）

吸
光
度
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開発の半導体光源を採用した。この光源は水分測定に必
要な波長の光のみを照射することができ，1.7 mm, 1.9 mm, 
2.1 mm の３種類の光源をモジュール化したものである。

光出力は 0.02 W 程度でハロゲンの 50 W に比べると
1,000 分の１以下の微弱なパワーであり，測定光以外の
放射もなく紙面へのダメージは皆無である。また，ハロ
ゲンと異なり，電気的な高速変調が可能であるため，波
長ごとに変調周波数を変えて強度変調を行っている。

図 3 に光学系を示す。光源の放射光はライトパイプを
応用した新開発の光学素子により放射強度の空間分布を
均一化している。このライトパイプは通常のライトパイ
プとは異なり透過硝材による吸収の影響を受けないよう
に，高反射率の部材で周辺を囲った管状の反射型光学素
子であり，チューブリフレクタと呼んでいる。

図 3 新型水分計の光学系

チューブリフレクタの出口には被測定物を平面反射面
でサンドイッチするように皿状の反射光学系を設置して
あり，この皿状の反射光学系はディスクリフレクタと呼
んでいる。これにより，照射光は複数回被測定物を透過
するようになっている。

3.3 受光部・検出系
測定対象の紙を挟んだ反対側には受光部があり，受光

素子には赤外に感度を持つ InGaAs PIN フォトダイオード
を採用しており，充分な S/N 比を確保するため２段のペ
ルチェ素子を用いて冷却及び恒温化を行っている。

複数波長の測定光を単一の受光素子で受け，複合信号
をデジタルロックインアンプで各波長の強度に戻して，
それぞれの波長の吸光度を算出している。ロックインア
ンプには２相型のものを用いている。２相型のロックイ
ンアンプは発振側と受信側の同期が不要という特徴があ
り，従来苦労していた同期手段が要らなくなる。また，
ロックインアンプのバンド幅を狭めることで，検出周波
数以外の外乱やクロストークを著しく低減させることが
可能となり，従来機種に比べて S/N 比は 10,000 倍程度
改善している。また，検出素子がひとつであることから，
真の “ 同時・同点測定 ” が実現できている。

3.4 測定レンジ
前述のように測定対象となる紙の坪量が増加すると，

入射光は散乱・吸収され受光光学系に到達する光量は指
数関数的に低下し S/N 比が悪化し，測定バラつきが増大
する。

高坪量対応はいかに S/N 比の高い検出ができるかによ
って決まる。測定対象の坪量を変えたときの測定バラつ
きのデータを図 4 に示す。４本の線は従来型のノーマル
レンジ型，ワイドレンジ型，新水分計の標準型，高坪量
型の測定バラつきの比較である。

赤外半導体光源

チューブリフレクタ

ディスクリフレクタ

ディスクリフレクタ

不織布

紙

フォトダイオード

図 4 坪量に対する測定バラつき

41 41

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 200 400 600 800 1000

2σ
 [%
M
]

坪量[g/m2]

従来型 ノーマルレンジ

従来型 ワイドレンジ

新水分計 標準

新水分計 高坪量



B/M9000VP システム用高精度赤外水分計の開発

横河技報 Vol.56 No.1 (2013)

新水分計では，低坪量側はティッシュペーパーなどに
相当する数 10 g/㎡から，段ボールなどに相当する高坪
量 900 g/㎡まで，２σで 0.2% 程度のバラつきで測定出
来ていることが分かる。新水分計では従来，２機種必要
だった坪量範囲を１機種でカバーできる。

3.5 測定精度の向上
水分計の測定精度の検証の難しさは，水分計で測った

状態を維持して水分重量を正確に測ることができない点
にある。

水分率は室内に 2 ～ 3 秒暴露しただけでも，0.1 ～
0.2%M も変化してしまう。水分計で測定しながら水分重
量を同時に測る手法もあるが，装置内の状態やサンプルの
乾きムラなどの要因により精度の良い測定は容易でない。

また，水分計が被検査物に影響を与えてしまうようで
は，指示値の確からしさ，測定再現性，安定性を検証す
るのは更に困難である。

今回の開発では，従来に比べ 10 倍以上気密性の高い
サンプルホルダを開発し，安定した水分サンプルを測る
ことで測定精度を向上させることができた。

図 5 に高気密サンプルを用いた測定結果を示す。この
グラフはキッチンペーパー，袋用紙など銘柄の異なる紙
６種において，水分計測定値の中間値である INX という
量を横軸に，重量測定による水分率 %M ( 真値 ) を縦軸
にしてそれらの関係をプロットしたものである。水分計
測定値が正しければ，銘柄が異なっても１本の低次多項
式に乗る。この多項式は水分計の検量線となる。実用上
で重要な 10%M 未満では乖離 0.2%M 以内に入っていて，
10%M 以上でも検量線からの乖離は 1%M 以下であり良
く一致していると言える。

図 5 高気密サンプルによる測定結果

4. おわりに

オンライン水分計の測定原理と新規開発した水分計の
赤外半導体光源や光学系とその特長について解説した。

水分計は B/M 計の最も重要な基幹センサであるが，本
開発によりこの性能を著しく改善し，需要が急増してい
る低坪量のティシュペーパーなどから高坪量の板紙まで，
幅広い紙種に対応できるようになった。これにより抄紙
機・塗工機測定制御システム B/M9000VP の海外市場で
の競争力を大幅に高めることができた。

今後は，さらなる対応範囲の拡大，長期に渡って変化
の無い標準サンプルの開発や本開発で得られた技術を坪
量測定へ展開することなどにも取り組んでいきたい。

* B/M9000VP は横河電機株式会社の商標です。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。
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