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(57)【要約】
光学的放射の手段による対象物の表面の特性を決定する
ための測定機器は、光学的放射源及び測定表面から反射
した放射を受信する検出器を具備する。更に、測定デバ
イスは、放射される光学的放射の処理装置を具備し、そ
れは、光源から放射される光学的放射を、別の波長へ分
割し、前述の波長の内、少なくとも最も短い波長及び最
も長い波長が、測定表面の法線方向において、測定対象
物の異なる半分且つ異なる高さに集中するように、前述
の測定対象物への分割された波長を測定表面の通常から
異なる方向に向けるように調整される。更に、測定デバ
イスは、反射光の放射線処理装置を具備し、被測定物か
ら少なくとも鏡面反射の方向に反射光学的放射線を受け
るように調整され、測定表面の法線方向とは異なり、受
信した光学的放射を前述の検出器へ向ける。更に、測定
デバイスは、検出器によって生成された電子シグナルを
分析し、そこに集中した放射線の強度に比例し、更に、
被測定物の表面の光沢（光沢度）及び／又は厚さ特性を
、その波長の強度、測定面に位置する、焦点に基づいて
決定するように調整され、波長は鏡面のジオメトリにお
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象物へ光学的放射を放射させるための、少なくとも１つの光学的放射源と、
　前記測定対象物から反射した前記放射を受信するため、及び、その強度に比例する電気
信号を生成するための、少なくとも１つの検出器と、を具備する前記測定対象物の１つ以
上の特性を、光学的放射を用いて決定するための測定デバイスであって、
　前記測定デバイスが更に、
 
　　波長を分割するために前記光源によって放射された光学的放射を分割し、前記波長の
内少なくとも最短及び最長の波長が、測定表面の法線方向で、前記測定対象物の表面の異
なる半分及び異なる高さに集中するように、前記測定表面の前記法線方向から異なる方向
で前記測定対象物へ前記分割した波長を向けるように調整される、（放射した）光学的放
射処理ユニットと、
　　少なくとも前記測定表面の前記法線方向と異なるスペクトル反射の前記方向において
、前記測定対象物から反射した光学的放射を受信し、且つ、受信した光学的放射を前記検
出器へ向けるように調整される、（反射した）光学的放射処理ユニットと、を具備し、
　前記測定デバイスは、前記検出器によって生成され、且つ、そこに集中した前記反射の
前記強度に比例する電気信号を分析し、更に、その波長の前記強度に基づいて、光沢度な
どの測定対象物表面光沢を説明する特徴を少なくとも決定し、その焦点が前記測定表面に
配置され、従って、スペクトルジオメトリにおける最強波長としてその点から前記検出器
へ反射するように調整される、
ことを特徴とする測定デバイス。
【請求項２】
　光学的放射源が、２つ以上の光源を具備し、それぞれが同じ対象物表面であるが、異な
る高さへ向けてスペクトルを分割し、前記光源は幾つかの分割した光源によるか、又はビ
ーム分割器を用いた光学ラジエータの放射によって形成され、及び／又は、
　光学的放射検出ユニットが、前記表面から反射した光線を検出し、異なる場所へ集中し
た前記光線がビーム分割器を用いて前記検出ユニットへ結合するように、いくつかの異な
る場所へ集中するように調整され、又は、光学的放射検出ユニットが、前記放射源のそれ
ぞれによって放射された、及び、前記測定対象物の前記表面から反射した光線を検出する
ための２つ以上の検出ユニットを具備する、
請求項１に記載の、測定デバイス。
【請求項３】
　２つ以上の放射源及び前記放射検出ユニットは、検出ユニットが実質的に他の対を考慮
にいれず、独自の放射源からのみ強度を測定するよう配置されるように、送信機－受信機
対内へ配置され、その場合、送信機－受信機対が、互いに異なる偏光レベル又は方向を有
し得、前記測定デバイスが、正確に同じ場所から来る２つ以上の反射信号を測定するよう
に配置され得、反射信号が、前記送信機及び前記受信機の間で異なる偏光率を有すること
ができる、請求項２に記載の測定デバイス。
【請求項４】
　前記測定対象物を特徴付ける測定可能な特性が、屈折率及び／又は厚さである、請求項
１～３のいずれかに記載の測定デバイス。
【請求項５】
　前記測定デバイスが、好ましくは、実質的に以下の方法
【数１】

（式中、（φ０は前記検出器によって測定される強度（ピクセル・グレースケール値）で
あり、ＧＡ及びＧＢが第１及び第２の基準点の前記光沢度であり、φＡ及びφＢが後者に
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対応する強度値である）
によって測定される、前記測定表面の前記光沢度を特徴付ける光沢度Ｇ０を決定するよう
に調整される、請求項１～４のいずれかに記載の測定デバイス。
【請求項６】
　前記基準点に対する前記波長の焦点への距離が既知であり、この場合、前記表面から反
射した前記最強強度の波長を決定し、それを前記基準点からの前記波長の前記焦点の距離
と比較することによって、測定デバイスが前記対象物の表面の位置を画定するように調整
される、請求項１～５のいずれかに記載の測定デバイス。
【請求項７】
　前記測定対象物が、利用した光学的放射に対して、少なくとも部分的に透過性であり、
且つ、前記対象が少なくとも２つの実質的に平行な表面、すなわち、上部及び下部表面を
具備し、前記波長の内、少なくとも前記最短及び前記最長の波長は、前記対象物の表面が
前記波長の前記焦点の間で保持されるように調整され、その場合、前記測定デバイスが、
両方の表面から反射した前記波長を受信し、これらの最強の強度ピークによって生じるピ
ーク幅の変化に基づいて、前記対象の前記厚さを決定するように調整される、請求項１～
６のいずれかに記載の測定デバイス。
【請求項８】
　前記測定対象が、前記利用した光学的放射に対して、少なくとも部分的に透過性であり
、且つ、前記対象が少なくとも２つの実質的に平行な表面、すなわち、前記上部及び前記
下部表面を具備し、前記波長の内、少なくとも最短及び最長の波長は、前記対象物の表面
が前記波長の前記焦点の間で留まるように焦点を調整され、その場合、前記測定デバイス
が、２つの最強の強度に対応し、且つ、前記上部及び下部表面の間の距離を決定し、それ
に従って、前記対象の前記厚さを決定するそれらの焦点の位置データに基づいて、波長を
決定するように調整される、請求項１～６のいずれかに記載の測定デバイス。
【請求項９】
　前記測定対象物が、及び測定デバイスが互いに関連して移動する場合、前記測定デバイ
スが、前記対象物の少なくとも１つの表面のプロファイルを決定するように調整される、
請求項６又は請求項８に記載の測定デバイス。
【請求項１０】
　測定デバイスが、請求項１に記載の前記光学的放射源、前記検出器、及び前記光学的放
射処理ユニットを少なくとも備える２つの測定機器を具備し、第１の測定機器が、前記対
象の第１の半分に配置され、第２の測定機器が、前記対象の第２の半分に配置され、その
場合、前記測定機器が、前記第１の測定機器によって測定された第１表面の前記位置デー
タ、及び前記第２の測定機器によって測定された、前記第２の表面の前記位置データに基
づいて前記測定対象の前記厚さを決定するように調整される、請求項６～９のいずれかに
記載の測定デバイス。
【請求項１１】
 
　　光学的放射が、前記光学的放射の測定対象物への少なくとも１つの光源によって放射
され、
　　前記測定対象物から反射した放射が、少なくとも１つの検出器によって受信され、放
射強度に比例する電気信号が生成される前記光学的放射を用いた対象の１つ以上の特性を
決定するための方法であって、
　　更に、前記方法において、
　　　測定表面の法線方向から、波長の内の少なくとも、最小及び最長の波長が、前記測
定対象物の異なる半分及び異なる高さに集まるように、前記光源から放射した光学的放射
は、様々な波長に分割され、前記様々な波長は、前記測定表面の法線方向とは異なる方向
において測定対象物へ向けられ、
　　　前記測定対象物（少なくとも、前記測定表面の前記法線方向から異なるスペクトル
反射の方向）から反射した光学的放射が、受信され、前記光学的放射が前記検出器へ向け
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られ、かつ、
　　前記検出器によって生成され、そこに集中した前記放射の強度に比例する電気信号が
分析され、更に、前記測定対象物を説明する１つ以上の特徴、少なくとも、前記表面の光
沢特性を、その波長強度、前記測定表面に配置された前記焦点、及び、スペクトルジオメ
トリにおける最強の波長として、前記点から前記検出器へ反射したものに基づいて、分析
する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　測定デバイスからの測定データを受信するように調整され、前記測定デバイスが、
　　測定対象物へ光学的放射を放射するための、少なくとも１つの光学的放射源と、
　　前記測定対象物から反射した前記放射を受信し、その強度に比例する電気信号を生成
するための、少なくとも１つの検出器と、
　　を具備する前記光学的放射を用いて、対象物の１つ以上の特徴を決定するための、コ
ンピュータプログラム製品であって、
　前記測定デバイスが更に、
　　波長の内、少なくとも最短及び最長の波長が、測定表面の法線方向で、前記測定対象
物の表面の異なる半分及び異なる高さへ集中するように、光源によって放射した光学的放
射を、分割された波長に分割し、前記分割した波長を前記測定対象物の前記法線方向と異
なる方向で前記測定対象物へ向けるように調整される、（放射された）光学的放射処理ユ
ニットと、
　　前記測定表面の前記法線方向と異なる少なくともスペクトル反射の方向における前記
測定対象物から反射した光学的放射を受信するように調整され、且つ、受信した光学的放
射が前記検出器に向けられるように調整される、（反射した）光学的放射処理ユニットと
、
　を具備し、更に、
　前記コンピュータプログラム製品が、前記検出器によって生成され、そこに集中した前
記放射の強度に比例する電気信号を分析し、且つ、更に、その波長の前記強度に基づいて
、前記測定対象物を説明する１つ以上の特徴少なくとも表面の光沢の特徴を決定するよう
に調整され、その焦点が前記測定表面上に配置され、従って、前記コンユータプログラム
製品がデータ処理デバイスにおいて運転される場合、前記スペクトルジオメトリにおける
最強の波長としてその点から前記検出器へ反射する、
ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定機器及び方法に関し、特に、光沢、屈折率及び／又は厚さなどの物品の
表面特性の測定を目的とする測定機器及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物品の表面の特性に対する制御、例えば、表面の厚さの制御だけでなく、紙、金属、お
よび様々なフィルムの表面の品質の監視などは、例えば、プロセス制御および製品の品質
管理の期間において、重要な部分である。表面品質特性のための、１つの良く知られた、
一般的に利用されているパラメータは、光沢度である。表面の光沢度の光学的測定は、一
般的に使用され、且つ、例えば、ＩＳＯ規格２８１３「塗料及びニス－２０°、６０°、
及び８０°における非金属塗膜の場合の鏡面光沢度の測定」などにおいて、よく文書化さ
れている。現在、例えば鉄鋼業界では、光沢度は主に、オフラインモードと呼ばれる実験
室において、個々の点状のセンサを用いて測定される。点状センサの使用による光沢度パ
ラメータの測定は遅く、例えばプロセスのリアルタイムの調整ができない。
【０００３】
　また、表面の光沢度の測定のための他のシステムも先行技術から知られている。例えば
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、国際公開ＷＯ　０１／２０３０８号において解決策が開示されており、その公報中にお
いて、光源から放射される光は、光が表面から検出器に反射されるように、測定される表
面に向けられている。検出器は、順に、反射光の強度を測定し、反射光の強度に基づいて
表面の光沢度を決定する。開示されている解決策において、検出器の感度は変化させるこ
とができる。特定の光沢単位が測定結果として与えられるように、器具は順に、プログラ
ム可能な一定値で校正することができる。
【０００４】
　更に、欧州特許ＥＰ１４０７２４８Ｂ１号において、表面の光沢度の測定についての解
決策が開示されており、そこでは、光源から放射される光は、コリメートされ、かつ、二
つの異なるビームに分割され、そこから第１のビームは第１の鏡を介して測定表面へ向か
い、第２のビームは、プリズムを介して第１の鏡に向かい、そして更に、第２の鏡に向か
う。第１のビームは、測定表面から第２の鏡に向けて反射し、そして更にそこから検出器
へ向かう。第２のビームは、プリズムを介して第２の検出器へ反射する。更に、基準信号
を形成するために第３の検出器の使用を暗示している。
【０００５】
　表面の特性を測定するための先行技術として、ＦＩ１１９２５９Ｂの文書が公知であり
、その中で解決策が開示されており、表面に向かって放射される光は分散化され、スペク
トルの異なる波長が、測定表面の法線方向に異なる高さで集中するように、スペクトルを
形成する。開示された解決策において、光学的放射の強度が最高である時、検出器からの
信号に基づいて放射波長が決定され、表面の位置は、測定波長に基づいて決定される。更
に、その解決策によると、対象物の厚さは、上下表面の平面の位置を測定することによっ
て決定できる。
【０００６】
　しかしながら、公知の解決策は、いくつかの欠点を有する。例えば、測定表面が動いて
いるか、又は振動している場合、表面の光沢度が一定であるという事実にかかわらず、表
面から反射される光の強度は変化する。また、放射線源から集中した光は、測定表面にお
いて適切な場所にヒットしないことも起こり得、それによって、反射光の強度も変わり得
る。これらの欠点の理由は、例えば、検出器に対する振動している表面の距離及び／又は
角度が変化することである。また、表面の形状も変わり得、それによって、実際は光沢度
が変わらないにもかかわらず、放射光の強度に影響を与える。従って、先行技術において
開示されている解決策は、必ずしも、例えば動いている物体の表面特性の測定時には信頼
性の高い結果につながらない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、前述した先行技術の欠点を減少させることができるような、解決策を
実装することである。特に、本発明は、動いている又は振動している表面の、光沢度、屈
折率、及び／又は厚さなどの特性を監視する方法を解決することを意図する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、独立した特許請求の範囲に開示されている特徴によって満たされる。
【０００９】
　本発明による測定デバイスは、測定機器について記述する独立した請求項を特徴付ける
部分において開示された特性によって特徴付けられる。
【００１０】
　本発明による測定方法は、測定方法について記述する独立した請求項を特徴付ける部分
において開示された特性によって特徴付けられる。
【００１１】
　本発明によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムについて記述す
る独立した請求項の部分を特徴付ける開示された特性によって特徴付けられる。
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【００１２】
　本発明の一実施形態によると、対象物及び／又はその表面の特性は、光学的放射の少な
くとも１つの光源を用いて、測定表面に向かって光学的放射が放射されるように、光学的
放射を用いて決定され、表面から反射される放射の強度は、少なくとも１つの検出器によ
って監視され、放射強度に比例する電気信号を生成する。本発明によると、白、又は他の
好ましい連続的なスペクトル光などの放射は、光源によって放射され、異なる波長へ分割
される。波長は、次に、測定表面の法線方向で測定対象物表面の異なる半分で且つ異なる
高さに、少なくとも前述の波長の内で最も短い波長及び最も長い波長が集中するように、
測定表面の法線方向とは異なる方向で測定対象物へ集まる。
【００１３】
　例えば、赤いスペクトル波長は、測定対象物の上側表面の平面に集まり得、青いスペク
トル波長は、測定対象物の下側表面の平面に集まり得る。
【００１４】
　本発明によれば、たとえ、表面の形状、それ故に検出器に対する位置及び距離が一定で
はなく、表面の移動及び振動によって変化する可能性があるとしても、少なくともスペク
トルの最も長い波長また最も短い波長の間に位置する波長のうちのいくつかは、測定対象
物の表面上に実質的に集中するということを、常に保証することができる。また、本発明
によると、対象物の表面から反射した光線に対応する最強強度値は、他の場所へ集中した
光線の強度値が、実質的に対象物の表面から反射した強度よりも小さくなっているため、
常に画定することができる。更に本発明によると、最も強い強度を発生する光線の波長も
、決定することができる。
【００１５】
　より光沢度が高い表面は、表面から反射した光線の強度値がより高く従って、より光沢
度の低い表面は、その輝きが少なく、従って、表面から反射した光線の強度が弱くなると
いうように、表面の光沢は、表面から反射した光線の強度に影響を与える。更に、異なる
光源から放射される光線はまた、異なる特性の強度を有し得、これにより、本発明の一実
施形態によると、各波長について、又は少なくとも幾つかの波長を含む波長帯についての
強度特性は、知られている。本発明のいくつかの実施形態によると、表面の光沢度は、検
出器へ反射された光の最高の強度値（表面に集中する光線及びそこから反射した光線に対
応する）及び前述の光線の波長を決定することによって、かつ、更に例えば前述の波長の
特徴的な強度値と比較することによって、決定し得る。
【００１６】
　本発明によると、実質的に鏡面反射の方向に、測定表面から反射した光学的放射は、検
出器によって取得され、鏡面反射の方向は、測定表面の法線方向とは異なっている。反射
した放射は、対象物の表面に当たる点に波長が集まることを実質的に表している。検出器
によって生成した電気信号（信号は、放射強度に比例する）から、次に光沢度（その波長
の強度値に基づいて対象物表面の光沢を特徴付ける）を決定し、その焦点は、測定表面上
に位置し、その波長はスペクトルジオメトリにおいて、その点から検出器へ反射する最も
強いものであった。
【００１７】
　検出器は、好ましくは、それに向けた光学的放射及び少なくとも特定の波長帯の強度値
をそれを用いて区別することができるように組み立てられている。強度値は、例えば、検
出器によって生成された電圧によって決定することができ、かつ、波長は、検出器（例え
ばマルチチャンネルスライス検出器（ｍｕｌｔｉ－ｃｈａｎｎｅｌ　ｒｏｗ　ｄｅｔｅｃ
ｔｏｒ））のどのスポットが特定の波長に関連した光線によってヒットしているかという
データに基づいて決定することができる。検出器は、例えば、ＣＣＤ又はＣＭＯＳ技術に
基づいた検出器であってよい。
【００１８】
　本発明の１つの実施形態によると、表面から反射した光が、例えば、波長の関数として
増加又は減少するように、その透過能力が異なる光学的フィルターによって、２つの異な
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る検出器について分割されるように、２つの分かれた検出器もまた、表面から反射した光
学的放射のための監視デバイスとして使用することができる。この場合、少なくとも二つ
の異なる波長又は波長帯は、２つの異なる検出器について分割され得、かつ、ピーク強度
の焦点は、その比率に比例する；
【数１】

式中、Ｓ１及びＳ２は、検出器１及び２からの信号である。
【００１９】
　測定対象物の表面の光沢を特徴付ける、光沢度Ｇ０は、以下の方程式によって、決定で
きる；
【数２】

【００２０】
　式中、φ０は、検出器によって測定された強度（ピクセルグレースケール値）であり；
ＧＡ及びＧＢは、第１及び第２の参照の光沢度であり、φＡ及びφＢは、後者に対応する
強度値である。
【００２１】
　本発明の１つの実施形態によると、本発明の取り決めによって、光沢度に加えて、測定
対象物の表面の位置を、光沢度の測定に関連して決定することができる。この場合、波長
のための焦点への距離又は位置は、例えば、いくつかの基準点に関連して、また例えば、
検出器の上部から測定した垂直距離に関連して、分かる。本発明によると、測定対象物の
表面の位置は、次に、反射光の強度値が最強である場合の波長を決定することによって画
定される。波長が決定され、各波長での焦点までの距離が、基準点に関連して分かると、
続いて、表面の位置を決定することができる。
【００２２】
　いくつかの実施例によると、例えば、４５０～６５０ｎｍのヒトの眼に見える波長は、
例えば、１ｍｍのｚ軸方法の区域（ｚ－ｚｏｎｅ）へ、即ち、表面の法線方向に対して広
げることができる。測定のセットアップとして使用する場合、例えば、１０００×１００
０ピクセルの配列を備える電荷結合素子（ＣＣＤ）は、０．２ｎｍの１ピクセルに対応し
、かつ、上述の２００ｎｍの場合は、１０００ピクセルの領域に広がり、ピクセルの解像
度は、１ｍｍのｚ軸方法の区域について１マイクロメートルである。次に、例えば、ピー
ク強度の計算によって、検出器に向けられた光学的放射の位置を決定することにより、特
定の解決策を用いて０．１ピクセルの精度にまで到達させることが可能であり、それは、
表面の法線方向に対して、０．１μｍの高精度に対応している。
【００２３】
　言い換えると、対象物の表面の位置は、表面から反射された最も強い強度の波長を使用
し、それをいくつかの基準点から前述の波長の焦点の距離を比較することによって決定す
る。本発明によると、測定表面の位置は、いくつかの基準点における０．１μｍ精度率を
用いても、上述したセットアップを使用することによって画定し得る。しかしながら、そ
れらの上述した計算値は、単なる例示であって、当業者へ本発明の平均的なアイディアを
付与することを意図しているが、これらの値は、いかなる方法でも本発明の制限を付与す
るものではなく、本発明は、例えば紫外線や赤外線などの、より短い又はより長い他の波
長の利用のために適合させ得ることを示すべきである。
【００２４】
　本発明のいくつかの実施形態によると、光沢度及び表面の位置の決定に加えて、本発明
は、対象物の厚さの測定も採用することが可能であり、対象物は、光学的放射に対して少
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なくとも部分的に透過性である。対象物は、例えば、２つのお互いの表面に対して少なく
とも実質的に平行な、上部及び下部を具備するフィルムであり得る。本実施形態によると
、例えば、少なくとも分散した波長スペクトルの最も短い、及び最も長い波長は、対象物
の上部表面及び下部表面が、前述の波長の焦点の間（例えば、スペクトルの青及び赤の端
の間）に留められるように、集中し得る。
【００２５】
　本発明の特定の実施形態によると、対象物の厚さは、両方の表面から反射された波長を
受け取るように、決定することができる。フィルムなどのとても薄い対象物について、上
部及び下部表面の平面から反射した波長は、必ずしも２つの異なる強度のピークに分割で
きないほどに近い（検出器の分解能に依存する）が、その代わりにそれらは単一のブロー
ドなピークとして検出される。この場合、対象物の厚さは、例えば、信号分散を計算する
ことによるなどの、強度ピーク又は信号の半値幅の関数（ＦＷＨＭ）を用いて、決定する
ことができる。
【００２６】
　信号は所謂、「特徴的な幅（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｗｉｄｔｈ）」を有し、
それは光学的測定値のための特性である。特徴的な幅は、光学的な入射スリットがどの位
広いかに直接的に比例するだけではなく、スペクトルがｚ軸方法の区域にどれくらい広が
っているのかに直接的に比例し、かつ、照明開口数（ＮＡ）に反比例する。信号の特徴的
な幅は、例えば、完全に光沢のある反射面（光学的鏡など）から反射した信号の半値幅を
決定することによって測定できる。光線が透過性のフィルムを透過する、又はフィルム内
にある時、原則的に、２つの信号は、１つは上部表面の平面から反射した光によって生じ
、他方は、下部表面の平面から反射した光によって生じたものが、検出器へ取得される。
フィルムが十分に薄い場合、これらの光線によって生じる強度ピークは、互いに混合して
得られ、これは出現した信号の最大値の半分における全幅を広げ、そこで、信号のＦＷＨ
Ｍ値は、フィルムの厚さに直接比例する。
【００２７】
　本発明の別の実施形態によると、対象物が十分に厚い、又は、代替的に検出器の分解能
が十分である場合、対象物の上部及び下部表面から反射した高強度のピークは、それぞれ
に分離することができ、またそれによって、前述の強度波長に対応し、更に、前述の波長
によって、そこから波長が反射する、対象物の表面の位置を決定できる。表面の位置に基
づいて、対象物の厚さを決定できる。
【００２８】
　本発明の他の実施形態によると、特に、十分な分解能を具備した検出器を使用する場合
において、多層対象物の厚さ及び多層対象物の各層間の距離もまた、画定することができ
る（ここで、多層対象物は、完全に又は少なくとも部分的に、放射光に対して透過的であ
る）。その場合、光学的放射源の放射スペクトルは、対象物全体、及び、従ってその全て
の層が前述の実施形態と同様に、スペクトルの両端の間に維持されるように、分割される
。また、波長の内の少なくとも１つが各対象物の層の表面に集中し、検出器へそこから反
射することが期待される。従って、対象物の第１の層の厚さは、本発明の前述の実施形態
による２つの第１の強度ピークを用いて決定され、第２の層の厚さは、第３及び第４の強
度ピークを用いて決定される。従って、層間の差は、例えば、第１の差が第２及び第３の
強度ピークによって、又は、言い換えると、第１の層の下部表面の平面から反射した波長
及び、第２の層の上部表面の平面から反射した波長を用いることによって、決定すること
ができるように、測定することができる。
【００２９】
　本発明の実施形態によると、異なる層の厚さは、適切な状況において、前述したように
、強度ピークの広がりに基づいて、粗い分解能の検出器を用いたとしても、決定すること
ができる。しかしながら、この場合、層間の距離は、第１の層によって発生した強度ピー
クの広がりが、第２の層及びそこから発生した強度ピークから反射した放射について、干
渉しすぎないようにしなければならない。



(9) JP 2013-507608 A 2013.3.4

10

20

30

40

50

【００３０】
　更に、本発明の特定の実施形態について、現在の考え方は、更に対象物の表面の光沢度
を測定に加えて、対象物を測定する際で且つ測定デバイスが互いに関連して移動する場合
の対象物の表面のプロファイルの決定にも適用することができる。上記で開示した実施形
態を適用することによって、対象物の１つ以上の表面プロファイル（対象物は、少なくと
も部分的に透過的である）も、表面平面間の距離が十分であるか、使用される検出器の分
解能が十分に高いかのいずれかを条件に、決定することができる。
【００３１】
　本発明の更に別の実施形態によると、いくつかの発明が関連した測定装置を、測定対象
物の周囲に配置することができ、例えば、第１の測定装置を対象物の上部表面の上に、第
２の測定装置を、対象物の下部表面の下に配置し、この場合、第１の測定装置は、例えば
いくつかの基準点に対する、第１（上部）表面の位置及び第２測定装置、第２（下部）表
面の位置を決定し得る。そのような場合、対象物の厚さを、表面の位置に基づいて計算し
得る。前述の実施形態はまた、対象物のプロファイルを決定するために適用し得、言い換
えると、第１及び第２測定装置からのデータを適切な方法で組み合わせることによる表面
のプロファイルの決定のためだけではない。
【００３２】
　発明の実施形態は、従って、色収差と被測定物のスペクトル照度に基づいているか、又
は言い換えると、光の異なる波長が屈折され、また、空間内の別の点に焦点が集まるとい
う現象に基づいている。例えば、スペクトルの最短波長は、スペクトルの最長波長と比較
して、レンズ内で大きな程度で屈折する。光の屈折は、レンズや他の屈折対象物の屈折率
に依存する。屈折率は、一方、波長に依存し、従って、異なる波長は異なる角度で屈折し
、その場合には色収差が観察される。一般的には、青い光は、赤い光よりも大きく屈折す
る。
【００３３】
　本発明は、先行技術から公知となっている解決策、即ち、測定対象物の移動や振動、又
は表面の角度を考慮に入れない表面の光沢度の測定と比較して、大きな利点を提供してい
る。更に、本発明は、光沢度、厚さ、及び／又は表面のプロファイルを同時に測定するこ
と、及び同じプローブを使用することを可能にし、これは、先行技術では不可能であった
。本発明は、光沢度の一点計測に限らず、光沢度プロファイル、即ち、いわゆる、画像ベ
ースの光沢度測定も可能にしている。
【００３４】
　本発明は、非常に広範に適用することが可能であり、例えば、紙、鉄鋼、プラスチック
産業の分野において、表面の光沢度パラメータの監視は、プロセス及び製品品質管理の必
要不可欠な部分である。特に利点となっているのは、例えば、製造プロセスに関連して、
時間のかかる実験室での測定を追加で行う必要なく、リアルタイムで対象物の光沢度及び
厚さを測定することが可能なことである。更に、本発明によって得られた結果は、生産ラ
インのリアルタイムチューニングに使用することが可能であり、生産プロセスから離れて
行われた測定の後ではなく、それによって、最終製品の質が直接的に影響を受ける可能性
がある。それは、製品製造の制御パラメータを、リアルタイムで調整することが可能であ
るため、生産プロセスにおける品質の保証、低い質の製品を最小限にすること、及び、必
要な措置を導入するための速度の全てに、大きな影響を与えた。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】特定のＩＳＯ基準による、光沢度測定ジオメトリを示す図である。
【図２ａ】本発明の一実施形態による、典型的な測定装置を示す図である。
【図２ｂ】本発明の一実施形態による、典型的な測定デバイスを示す図である。
【図２ｃ】本発明の一実施形態による、他の典型的な測定デバイスを示す図である。
【図２ｄ】本発明の一実施形態による、第３の典型的な測定デバイスのうちの１つを示す
図である。
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【図３ａ】本発明の特定の一実施形態による、典型的な光学的放射処理ユニットを示す図
である。
【図３ｂ】本発明の特定の一実施形態による、他の典型的な光学的放射処理ユニットを示
す図である。
【図４】本発明の特定の一実施形態による、薄膜の厚さ測定のための２つの典型的な信号
を示す図である。
【図５】本発明の特定の一実施形態による、透過性の多層構造の厚さ測定のための典型的
な信号を示す図である。
【図６ａ】本発明による測定デバイス及び市販の装置の両方によって実施された、光沢度
測定の結果を示す図である。
【図６ｂ】本発明による測定デバイス及び市販の装置の両方によって実施された、別の光
沢度測定の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の幾つかの好ましい実施形態を、特許請求の範囲に説明する。
【００３７】
　次に、本発明の好ましい実施形態を、より詳細に図面を参照して、説明する。
【００３８】
　図１は、光沢度基準ＩＳＯ２８１３による、光沢度測定ジオメトリ１０を示し、ここで
光源１１によって発生した光学ビーム１２は、収束デバイス１８ａ（例えばレンズ）によ
って、測定表面１９へ指向される。光線は、表面１９からスペクトルジオメトリ１６の方
向へ反射され、収束デバイス１８ｂ（すなわちレンズ）によって、光学的放射検出器１７
へ収集される。検出器１７は、反射した光線１６の強度を測定し、光線１６の強度に基づ
いて、測定表面１９の光沢度を決定する。
【００３９】
　図２ａは、本発明の特定の実施形態による、典型的な測定装置１００を示し、システム
は、光学的放射処理ユニット１０８ａへ向けて白色または他の適切な連続スペクトル光な
ど、光学的放射１０２を放射するための光学的放射源１０１を具備する。光学的放射処理
ユニット１０８ａは、スペクトル１０３へ放射された光を分割するように調整され、それ
は例えば、最短の波長（青端）が最も屈折し、それによってその焦点は、測定表面１１０
の法線方向に対して、例えば点１０４ａを構成し、わずかに長い波長についての焦点は、
点１０４ｂを構成し、かつ、それによって最も長い波長（赤）は、少なくともこの場合そ
の焦点が測定表面１１０の法線方向に対して屈折し、点１０４ｃを構成する。
【００４０】
　測定表面１０９からスペクトルジオメトリへ反射した光学的放射１０５は、処理ユニッ
ト１０８ｂによって収集され、且つ、更に、１０６を光学的放射検出ユニット１０７へ指
向し、次に、出力として、例えば、そこへ当たる光線の強度に比例する電気信号として生
成するように調整できる。検出器１０７は、また、本明細書において開示した方法を用い
て前述の強度の波長を決定することもできる。
【００４１】
　測定装置はまた、測定対象物の表面の光沢度を、反射光線の強度に基づいて決定するた
めの手段１１１も具備する。手段は、例えば、対応する光線の特徴的な波長の強度を予め
知っており、表面、表面コーティング、使用したジオメトリ及び／又は表面光沢度がどれ
だけ異なるのかが、強度に影響することを考慮する。上述したデータに基づいて、測定装
置は、対象物の表面の光沢度を決定するために好ましく調整される。
【００４２】
　測定表面に対する光学的放射の入射角は、例えば、測定シナリオに応じて、通常は、数
度～数十度まで変化し得る。開示された装置は、他方からは、十分に大きな入射を利用す
ると、それに従って、例えば、測定において数十度と等しい反射角（ｄｅｐａｒｔｕｒｅ
　ａｎｇｌｅｓ）となることを可能にする。例えば、光沢度の測定について、多くの異な
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る角度（前述の大きな角度も）が、一般的に使用されている。測定ジオメトリは、好まし
くは調節可能である。
【００４３】
　図２ｂは、本発明の特定の実施形態による１つの典型的な測定デバイス１００を示し、
光源１０１によって生成した光学的放射は、スペクトルに分割され、処理ユニット１０８
ａによって、測定デバイス１００に近い測定対象物の表面１０９ａ上の１０４に少なくと
も波長の一部が集まり、一部は表面１０９ｂの下に集まるように、集められる。
【００４４】
　図２ｂによって示される場合において、測定表面は、例えば、光学的放射に対して実質
的に透過性な材料とすることができ、本発明の好ましい測定原理の内の１つによると、少
なくとも１つの波長は、処理ユニット１０８ｂに向けてそこから反射する対象物の上部表
面１０９ａの点に実質的に集中し、少なくとも１つの別の波長は、表面１０９ａ及び１０
９ｂの間に位置する透過性の層を貫通し、そこから処理ユニット１０８ｂへ向けて反射す
る、下部表面１０９ｂへ集中する。
【００４５】
　光学的放射処理ユニット１０８ｂによって、異なる波長は、検出器１０７ａの異なる点
へ向けて指向される。検出器１０７ａは、好ましくは、最強の強度を検出するように調整
され、それは、図２ｂに示された場合において、表面１０９ａ及び１０９ｂから反射した
光線によるものである。２つの最強の強度に基づいて、どちらの光線が表面１０９ａ及び
１０９ｂに当たるのかを決定することができ、これらの光線によって、前述の光線が当た
る検出器１０７ａ上の点に基づいて対応する波長を、画定することができる。従って基準
点に対する、焦点の位置又は前述の波長の距離が分かる、又は少なくとも数学的に計算す
ることができるので、波長に基づいて、特定の基準点への表面１０９ａ及び１０９ｂの距
離を決定できる。更に、表面の位置が分かると、それに基づいて、表面間に維持されてい
る中間層を決定することができ、即ち、対象物の厚さが分かる。例えば、透明なフィルム
のような薄い対象物の表面１０９ａ、１０９ｂから反射した光線が、検出器１０７ａにお
いて、お互いの信号が混合して受信されるように非常に近くに集中する場合、それによる
フィルムの厚さは、例えば、本明細書において前述したように、信号の最大値の半分値幅
を用いて決定することができる。
【００４６】
　図２ｃは、本発明の実施形態による別の典型的な測定デバイス１５０を示し、その測定
原理は、表面から反射した光が、例えば、半透明鏡によって、及び、例えば光学的フィル
ターを用いることによって２つの分離した検出器について分割され、例えばダイアグラム
１５２に示されているように、その透過度は波長の線形関数として変化し（例えば増加又
は減少）、例えば検出器１０７ｂ１に到達した光線のろ過は、波長の関数として曲線１５
２ａによって示されており、検出器１０７ｂ２へ到達した光線のろ過は、波長の関数とし
て曲線１５２ｂによって示されるように、機器１５０の光学的放射検出ユニット１０７ｂ
として、２つの分離した検出器１０７ｂ１及び１０７ｂ２を使用することを除いて、その
他の点では、図２ｂに示されているデバイス１００と同じである。少なくとも２つの異な
る波長又は波長帯におけるこの方法は、２つの異なる検出器について分離され得る。
【００４７】
　各波長において、両検出器によって検出された場合、光力（又は強度）は、合算され、
検出された光力における差によって分割され、この方法において、相対強度が最強である
場所における相対強度から、そのような波長が生成し、測定対象物の表面から反射する。
次に、ピーク強度の焦点は、比率に比例し、
【数３】

式中、ｈは、幾つかの基準点からの表面距離であり、λρは、表面から反射した光線の波
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長であり、Ｓ１及びＳ２は、検出器１０７ｂ１及び１０７ｂ２によって発生した信号であ
る。ダイアグラム１５４は、焦点１０４ａに対応する波長が、最も高い値を生成し、それ
によって、表面１０９の位置を、例えば本明細書において上述した方法で、問題の波長を
用いて決定できることを示す。
【００４８】
　図２ｄは、本発明の実施形態による第３の典型的な測定デバイス１８０を示し、光学的
放射源１０１は、２つ以上の光源１０１ａ、１０１ｂを具備し、それらの両方は、同じ表
面であるが、異なる高さの点に、分離したスペクトル１８１及び１８２を形成する。前述
の光源は、幾つかの分離した光源によって形成され得、又は、例えば、図２ｄに示されて
いるように、ビーム分割器１８３によって１つの光学的ラジエータからの放射によって形
成され得る。
【００４９】
　更に、図２ｄの測定デバイス１８０は、放射源及び測定対象物の表面から反射したもの
の両方によって放射された光線の検出のために、光学的放射検出ユニット１０７を具備し
、それは、少数の分離した分光器１８７ａ、１８７ｂを具備し得、又は、代替的に、同じ
検出器１０７へのビーム分割器によって幾つかの異なる場所へ集まった光線を結合し得る
。図２ｄの測定デバイス１８０の放射検出ユニット１０７ａ、１０７ｂは、好ましくは、
他にかかわらず、実質的に前述の独自の放射源からの放射線の強度のみを測定するように
配置する。この場合、表面上の同じ場所から反射した光学的放射は、独自のトランスミッ
ターを用いて同じ波長へ集中するその検出器によってのみ、受信される。各検出器は、例
えば、独自の分割波長を有し、そこでは、トランスミッターは測定表面へ集められ、それ
によって一組の送信機－受信機対のみが、同じ波長で互いに焦点が合う。
【００５０】
　また、送信機－受信機対が、互いに異なった偏光レベルや方向（偏光レベルを変更する
構成要素１８４ａ、１８４ｂを、例えば、図２ｄに示されているような方法で、配置する
ことができる）を有することも可能であり、その場合、測定デバイス１８０は、まさに同
じ場所から来ているが、送信機と受信機の間で異なる偏光率を有し得る２つの反射信号を
測定するために配置できる。例えば：
　送信機１０１ａ及び受信機１０７ａについて、例えば、送信光学的放射がＳ－偏光であ
り、受信もまた、Ｓ－偏光である場合；及び、
　送信機１０１ａ及び受信機１０７ｂについて、例えば、送信光学的放射がＰ－偏光であ
り、受信もまた、Ｐ－偏光である場合；
また、例えば下記のような他の種類のバリエーションも使用することができ、
　送信機１０１ａ及び受信機１０７ａについて、送信光学的放射がＳ－偏光であり、受信
がＰ－偏光（又は、例えば円偏光など）である場合。
【００５１】
　これらのさまざまな組み合わせを利用することで、例えば厚さ、光沢度、及び／又はフ
ィルムの反射インデックスなどの表面の特性を、偏光解析法的に、測定することが可能で
ある。特に、図２ｄの測定デバイスを、２つ以上の波長帯において対象物の表面の特性を
決定するために好ましく配置し、その場合、検出器及び複数の検出器からの出力は、ダイ
アグラム１９０の通りに曲線で表されることに注意すべきである。そこで、２つの第１の
ピーク１９１、１９２は、第１の光源によって放射された放射線によって生じるものであ
り、ピーク１９１は、対象物の上部表面から反射した光線からのピークであり、ピーク１
９２は、対象物の下部表面から反射した光線からのピークである。更に、２つの他のピー
ク１９３、１９４は、第２の光源によって放射された放射線によって生じるものであり、
ピーク１９３は対象物の上部表面から反射した光線からのピークであり、ピーク１９４は
、対象物の下部表面から反射した光線からのピークである。このように、２つの異なる波
長における対象物のインターフェース（上部及び下部表面）の高さを同時に決定すること
が、必要な場合異なる変更によってできる。両表面の間の距離だけでなく、従って、対象
物の厚さもピーク１９５と１９６の間の距離から決定できる。
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【００５２】
　図３ａは、本発明の特定の実施形態による、別の方法で光源１０１から測定対象物へ来
た光学的放射の様々な波長を集束させるための、典型的な光学的放射処理ユニット３００
ａを示す。光学的放射処理ユニット３００ａは、色収差分散構成要素３０２を具備するこ
とができ、これは、非軸方向の測定した表面に向け、光学的放射を分散させるように調整
される。そのようにして、光学的放射は、光学的放射処理ユニット３００ａの光軸３０１
から外れる方向に分散構成要素３０２によって分散し、それによって、波長の分散または
分布は、少なくとも部分的に、測定表面の法線方向へ向けられる。
【００５３】
　しかしながら、焦点の方向は、必ずしも表面の法線方向に平行である必要はないが、そ
れらの方向は、共通のベクトル成分（すなわち、焦点は水平方向にそろわず、且つ、光軸
に沿わない）を有することに注意されたい。
【００５４】
　図３ａの解決策によると、分散構成要素３０２は、２つの集中レンズ３０４、３０６の
間に配置される。レンズ３０４、３０６は、集中構成要素３０８を形成する。
【００５５】
　レンズの間の光源から来る放射線は、コリメートすることができる。分散構成要素３０
２は、集中構成要素３０８とともに、光源の異なる波長の光学的放射を、測定表面の法線
方向で異なる高さへ集中させることができる。分散構成要素３０２として、プリズム又は
格子又は、レンズの代わりに若しくはレンズに加えて、焦点鏡を使用することができる。
レンズ３０４、３０６のいずれかを、レンズの組み合わせ、鏡、鏡の組み合わせ、又はこ
れらの組み合わせによって置換し得る。
【００５６】
　図３ｂは、本発明の一実施形態による、測定対象物から反射した光学的放射をレンズ３
０４及び３０６を具備する集中構成要素３０８によって検出器へ集中するための、別の典
型的な光学的放射処理ユニット３００ｂを示す。この場合、光学的放射処理ユニット３０
０ｂの焦点は、測定表面又はその近くとすることができる。分散構成要素３０２無しで、
焦点の周囲における被写界深度は、十分に良くなるであろう。
【００５７】
　光学的放射処理ユニット３００ｂは、分散を除去し、異なる光学的経路をたどってきた
波長を同じ焦点へ合併させることができる分散構成要素５００も具備し得る。そのような
場合、光学的放射処理ユニット３００ｂの前に位置する焦点は、同じ場所であり得、そこ
へ光学的放射処理ユニット３００ｂは、異なる波長（例えば図３ａを参照）を集中する。
そのような場合、測定表面からの放射線は、集中的に進行する。分散構成要素３０２を使
用して、光学的放射処理ユニット３００ｂの後ろに離間して散在した波長を、同じ焦点（
例えば検出器へ）へ集中し、検出は、例えば単一の検出要素によって実行することができ
る。
【００５８】
　光学的放射処理ユニット３００ａ、３００ｂは、同一であり得るが、レンズの強度値は
、それらの構成及び分散構成要素が異なり得る。
【００５９】
　図４は、本発明の一実施形態による、薄いフィルムの厚さの測定のための典型的な２つ
の信号を示し、信号４０１は、例えば鏡の表面から反射した光学的放射の測定の間、測定
デバイスへの単一の波長によって生じる特徴的な信号幅を表す。他の信号４０２は、２つ
の異なる波長によって生じた波長の拡大を表し、その波長の拡大は、従って、対象物の上
部及び下部表面から反射し、異なる波長を有する、２つの異なる光線からの結果である。
対象物の厚さ（すなわち、その上部及び下部表面の間の距離）は、本発明の一実施形態に
よると、本明細書の他の場所に説明したように、信号４０２の最大値の半分値幅に直接的
に比例して決定できる。
【００６０】
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　図５は、本発明の一実施形態による、透過性の多層構造の厚さの測定のための典型的な
信号５００を示す。ここで、層間の距離は、任意の光学的インターフェース又は少なくと
も層間の表面から反射した光線が、信号ピーク５０１、５０２、５０３として示され、こ
の場合、層の位置及び／又は厚さは、本明細書の他の場所に説明したような、本発明によ
る方法で決定できるようになっている。
【００６１】
　図６ａは、本発明による色収差（ダイアグラム６０１）に基づく測定デバイス及び市販
の装置（ダイアグラム６０２）の両方により実行した塗装鋼板のサンプルについての光沢
度測定の結果を示す。更に、図６ｂは、本発明による色収差（ダイアグラム６０３）に基
づく測定デバイス及び市販の装置（ダイアグラム６０４）の両方により実行した鋼板のサ
ンプルについての他の光沢度測定の結果を示す。ダイアグラムから、両方の方法は大変類
似した結果をもたらすことが分かり得る。
【００６２】
　上述は、本発明による解決策の実施例の内の幾つかにすぎない。本発明の原理は、特許
請求の範囲によって決定された範囲内で、例えば、実施の詳細及び操作範囲などを、当然
変更することが可能である。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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