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(57)【要約】
【課題】試料の上下方向の搬送振れを減少させることで
、放射線源とシート状試料の間隔を一定に保ちながら厚
さ測定、欠陥検査をし、一定の透過線量を試料に透過す
る検査装置を提供する。
【解決手段】搬送手段によって搬送されるシート状試料
と、該シート状試料を挟んで対向して配置され、前記シ
ート状試料の物理的特性を測定する放射線源およびライ
ンセンサと、該ラインセンサの少なくとも一方の側面に
近接して配置され、前記シート状試料の張力によって発
生する上下方向の搬送振れを軽減し、エアーベアリング
として機能するための気体噴出手段を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送手段によって搬送されるシート状試料と、該シート状試料を挟んで対向して配置さ
れ、前記シート状試料の物理的特性を測定する放射線源およびラインセンサと、該ライン
センサの少なくとも一方の側面に近接して配置され、前記シート状試料の張力によって発
生する上下方向の搬送振れを軽減し、エアーベアリングとして機能するための気体噴出手
段を備えたことを特徴とする放射線検査装置。
【請求項２】
　前記気体噴出手段は、気体を噴射する複数のノズルまたは孔が前記シート状試料の幅方
向に複数列並べられたことを特徴とする請求項１記載の放射線検査装置。
【請求項３】
　前記気体噴出手段は、気体の噴出口に庇状の流体ガイドを形成したことを特徴とする請
求項１または２記載の放射線検査装置。
【請求項４】
　前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔に沿って前記シート状試料が前記ラインセ
ンサに接触しない程度の圧力の複数の吸着手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至３
記載の放射線検査装置。
【請求項５】
　前記ラインセンサを前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔より僅かに低く設置し
たことを特徴とする請求項１乃至４記載の放射線検査装置。
【請求項６】
　前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔からの気体の噴出方向は、上流側はシート
状の試料の流れに対して抗力が発生するように傾斜させて設置し、下流側は推力が発生す
るように上流側のそれとは反対方向に傾斜させて設置したことを特徴とする請求項１乃至
５記載の放射線検査装置。
【請求項７】
　シート状試料の上下方向の搬送振れを測定する変位計を設け、該変位計の測定値を基に
前記シート状試料の上下方向の搬送振れを軽減するために、前記気体噴出手段の噴出ノズ
ルまたは噴射孔からの気体の噴出量を制御可能に構成したことを特徴とする請求項１乃至
６記載の放射線検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線（例えばＸ線，ベータ線、ガンマ線等）検査装置に関し、特に材料ロ
ールからシート状試料（以下、単に試料という）を引き出し、機能を付加する生産工程（
塗布、エッジング、表面改質処理、コーティング、乾燥など）に用いて好適な放射線検査
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に薄膜シートや電池の電極シートのような高機能シートの膜厚測定を行う場合、完
成品の膜厚測定をし、必要に応じて良品、不良品の区別がなされて完成品ロールに巻き取
られる。また、材料投入直後や、付加価値生産工程毎に必要に応じて膜厚検査を行うこと
もある。
【０００３】
　試料の搬送高さの位置（以下パスラインと称す）を一定に保つことで、線源と試料の間
隔を一定に保ちながら厚さ測定、欠陥検査をし、一定の透過線量を試料に透過する検査装
置として図９（ａ，ｂ）に示すものが知られている。図９（ａ）は斜視図、図９（ｂ）は
断面構成図である。
【０００４】
　図９（ａ，ｂ）において、材料ロール２に巻き回された表面改質処理を行うべき試料１
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は塗布装置３による塗装工程、乾燥装置４による乾燥工程を経て搬送ローラ（ｂ図参照）
７により搬送され巻き取りロール２ａに巻き取られる。
【０００５】
　図示の例では乾燥装置４の後段の上空に放射線（例えばＸ線）源５が配置され、この放
射線源５から放射された放射線は試料１を透過した後、試料１の幅と略同一幅に形成され
たシンチレータ付のＸ線ラインセンサ（以下、単にラインセンサという）６に入射する。
ラインセンサ６では試料１の全幅にわたって厚さや欠陥などの検査が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６３－３１１０７９
【特許文献２】特開平１１－３４９１７９
【特許文献３】特開２００４－２８４７５１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、図９（ａ，ｂ）に示すように、放射線源５は点源からの放射であり、放散し
て試料１を透過し、その下のラインセンサ６にて検出される。このため、試料１が放射線
源６より近いところを透過すれば（図９ａ，ｂで示す点線Ｕ）、単位面積当たりに照射さ
れる線量は多くなるし、遠いところを透過すれば（図９ａ，ｂで示す点線Ｄ）線量は少な
くなる。
【０００８】
　図９（ａ，ｂ）に示す構成では、試料１と搬送ローラ７の間隔が広かった場合、試料１
の搬送張力により試料１が上下することが考えられ、厚さの測定においてはこの試料１の
動きにより精度が悪くなるという課題があった。
【０００９】
　ここで、試料１と線源５の距離を４００ｍｍ、試料幅（＝シート幅）を４００ｍｍとし
、試料１が上に５ｍｍ、下に５ｍｍの範囲で搬送されていたとすれば、試料１が安定して
搬送される定位置の照射角（全角）は５３．１３度、試料が上に在る時の照射角（全角）
は、５３．７１度、下に在る時の照射角（全角）は、５２．５６度となる。
【００１０】
　角度の比が照射線量比であるため、上に在る時は＋１．１％、下に在る時は－１．１％
となる。厚さ測定では、相対的なコントラストでの判定とは異なり、Ｘ線の透過率を厚さ
に換算するため、このプラスマイナス１．１％の誤差を含んだ測定精度となる。
【００１１】
　また、試料１が振れながら搬送される状況であるため、試料１に対してラインセンサ６
を離して設置しなければならず、大気吸収が問題となる低エネルギー域の放射線では、測
定感度が悪くなるという課題があった。一般的にラインセンサ６を近くした方が、温度、
湿度、気圧の影響を軽減できる。
【００１２】
　従って本発明は、試料の上下方向の搬送振れを減少させることで、放射線源５と試料１
の間隔を一定に保ちながら厚さ測定、欠陥検査をし、一定の透過線量を試料に透過する検
査装置を提供し、高精度な膜厚測定、欠陥測定を可能にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このような課題を達成するために、本発明のうち請求項１記載の放射線検査装置の発明
は、
　搬送手段によって搬送されるシート状試料と、該シート状試料を挟んで対向して配置さ
れ、前記シート状試料の物理的特性を測定する放射線源およびラインセンサと、該ライン
センサの少なくとも一方の側面に近接して配置され、前記シート状試料の張力によって発



(4) JP 2011-69641 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

生する上下方向の搬送振れを軽減し、エアーベアリングとして機能するための気体噴出手
段を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項２においては、請求項１記載の放射線検査装置において、
　前記気体噴出手段は、気体を噴射する複数のノズルまたは孔が前記シート状試料の幅方
向に複数列並べられたことを特徴とする。
【００１５】
　請求項３においては、請求項１または２記載の放射線検査装置において、
　前記気体噴出手段は、気体の噴出口に庇状の流体ガイドを形成したことを特徴とする。
【００１６】
　請求項４においては、請求項１乃至３記載の放射線検査装置において、
　前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔に沿って前記シート状試料が前記ラインセ
ンサに接触しない程度の圧力の複数の吸着手段を設けたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項５においては、請求項１乃至４記載の放射線検査装置において、
　前記ラインセンサを前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔より僅かに低く設置し
たことを特徴とする。
【００１８】
　請求項６においては、請求項１乃至５記載の放射線検査装置において、
　前記気体噴出手段の噴出ノズルまたは噴射孔からの気体の噴出方向は、上流側はシート
状の試料の流れに対して抗力が発生するように傾斜させて設置し、下流側は推力が発生す
るように上流側のそれとは反対方向に傾斜させて設置したことを特徴とする。
【００１９】
　請求項７においては、請求項１乃至６記載の放射線検査装置において、
　シート状試料の上下の変位量を測定する変位計を設け、該変位計の測定値を基に前記シ
ート状試料の上下方向の搬送振れを軽減するために、前記気体噴出手段の噴出ノズルまた
は噴射孔からの気体の噴出量を制御可能に構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば以下のような効果がある。
　請求項１～７によれば、
１．試料の張力により変わってしまう試料と線源の距離が常に一定に保たれ、距離変動に
よる透過線量変動の無い高精度測定が可能である。
２．低張力で、駆動ローラのスパンが長い試料搬送においても、試料の振れ幅を抑えるこ
とができる。
３．生産ラインの張力コントロールの精度に因らず安定した測定が可能である。
【００２１】
４．Ｘ線ラインセンサと試料の間隔を狭くすることが可能となり、大気吸収や温度、湿度
、気圧変化の影響を軽減して測定感度を向上させることができる。
５．Ｘ線ラインセンサの検出部は、エアーパージを行ってゴミの付着、堆積を防いでいる
が、気体噴出手段が隣接しているため、専用のエアーパージを行う必要が無い。
６．Ｘ線ラインセンサ、気体噴出手段ともに市販の製品がありシステム構成が容易である
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態の一例を示す断面構成図である。
【図２】本発明の他の実施例を示す断面構成図である。
【図３】本発明の他の実施例を示す断面構成図である。
【図４】本発明の他の実施例を示す断面構成図である。
【図５】本発明の他の実施例を示すブロック構成図である。
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【図６】本発明の他の実施例を示す要部斜視図である。
【図７】本発明の他の実施例を示す要部斜視図である。
【図８】本発明の他の実施例を示す要部斜視図である。
【図９】従来例を示す斜視図（ａ）および断面構成図（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下本発明を、図面を用いて詳細に説明する。図１は本発明の実施形態の一例を示す断
面構成図である。なお、図９と同一要素には同一符号を付している。
　図１において、放射線（Ｘ線）源５に対し測定用ラインセンサ６が正対して設置してあ
り、試料１はＸ線源５から離れた位置で且つ、ラインセンサ６の近傍に置かれる。この試
料を放射線に対してほぼ直角方向（図では水平）に移動してラインセンサ６で検出すれば
試料の測定（検査）が可能である。
【００２４】
　図１ではＸ線源と正対した位置にシンチレータ付きのＸ線ラインセンサ６が設置されて
おり、Ｘ線ラインセンサ６の比較的近傍上空を試料が右から左へ流れている。Ｘ線ライン
センサ６の両脇には、気体（空気）噴射手段８が近接して置かれており、Ｘ線ラインセン
サ６の上面は、気体噴射手段８の上面より僅かに下がった位置に配置されている。気体噴
射手段８は、試料幅よりも広くＸ線ラインセンサ６の幅（長手方向に）と同等程度に設置
されており、Ｘ線ラインセンサ６の幅に沿って矢印イで示す多数の空気噴出孔や噴出ノズ
ルが設けられている。
【００２５】
　気体噴射手段８は、試料１の下方に設置され、チャンバ構造体に設けた微細の噴射ノズ
ル又は微細孔（図示省略）で構成されており、そこから上方（試料）に向けて気体が噴出
している。この場合は、試料を吹き上げるような噴出量ではなく、接触しないで搬送が可
能なエアーベアリング程度の噴出量および流速であって、試料の自重を支えるものである
。
　なお、試料送り速度は生産ラインの搬送ローラ７により制御される。
【００２６】
　試料は比較的軽く薄いシートであるため、噴出孔イが大きくまばらであると、部分的に
持ち上げられ、皺がよってしまうため、極力細かで微小ピッチとされている。
　また、気体の噴出量はベルヌーイの定理によってシート状の試料１を非接触状態を維持
しながら吸着するのに適した噴出量と噴出口を持つ噴出口のみによる構造が望ましい。
【００２７】
　図１に示す気体噴出手段では矢印イで示す噴出孔のほかに矢印ロで示す吸引孔を設け、
これら噴出孔からの風圧と吸引孔の吸引力を図示しない制御手段により制御することによ
り試料１を理想的な位置に維持している。このような構成によれば単に気体を噴出させる
場合に比較してＸ線ラインセンサ６の上部と試料１をＡ’で示す狭い間隙で維持すること
ができ、Ｂ’で示すように試料の触れ幅をほぼ０にすることができる。
【００２８】
　図２は他の実施例を示すもので、Ｘ線ラインセンサ６と気体噴射手段８を一体に構成し
たものである。それぞれの機能は図１に示すものと同様である。
　図２に示す構成によれば、Ｘ線ラインセンサ６と気体噴射手段８の位置調整などが不要
になるとともに小型化が可能になる。Ｘ線ラインセンサ６と気体噴射手段８を一体にした
場合、個別の噴射ノズル９をライン状に設置したり、あるいはスリット（図示省略）をエ
アカーテンの様にして試料１側に噴出しても良い。その場合、単なるスリットではなく、
先端で絞って流速を上げれば、エアー噴出量を節約可能である。
【００２９】
　図３は他の実施例を示すもので、試料１の上側にも気体噴射手段８を設けた構成を示す
ものである。即ち、Ｘ線ラインセンサ６の上流と下流側にそれぞれ試料を挟んで対向する
位置に気体噴射手段８を設ける。そして、試料に対しては垂直に噴出させる。この場合も
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、噴射ノズルはライン状に並べたものであっても良いし、スリット上の開口部を設けたも
の、微細孔をライン状に並べたものであっても良い。
【００３０】
　但し、この場合は噴射ノズル（孔）の対向位置をモーメントが発生しないように正確に
対向させる必要がある。噴出ノズル（孔）の位置決めをしてもモーメントが発生する場合
は気体噴出の状態を加味してバランス調整を行う。
　このように上下から噴出することで、更に試料の張力変動の影響を受け難くなる。
【００３１】
　図４は他の実施例を示すもので、この実施例では、気体の噴出方向が垂直ではなく傾斜
させている。即ち、上流側（前部）の気体噴射手段８ａの噴出方向は試料の搬送方向に対
して抗力（ブレーキ）が働く様に右側を向いて配置する。一方、下流側（後部）の気体噴
射手段８ｂの噴出方向は試料１の搬送方向に対して推力（加速）が働くように左側を向い
て配置する。
【００３２】
　この抗力および推力はいずれも、生産ラインの駆動に影響を与えるような強力な力では
ない。しかし、Ｘ線ラインセンサ６上の試料１においては前後に若干張力が発生すること
になるため、皺のより難い搬送が可能になる。
【００３３】
　図４に示すように上流側の気体噴射手段８ｃの噴出方向は垂直方向に噴出しても良いし
、下流側の気体噴射手段８ｂ側の噴出方向を垂直方向に噴出させ、上流側（前部）の気体
噴射手段８ａの噴出方向を試料の搬送方向に対して抗力（ブレーキ）が働く様に右側を向
いて配置しても良い。また、シートの幅方向（シート搬送方向とは直交する方向）に張力
をかけるベクトルが存在するようにしても良い。
【００３４】
　図５は他の実施例を示すもので、この例ではＸ線ラインセンサ６の近傍にレーザ式やキ
ャパシタンス式に代表される変位計（距離計、測長計を含む）１０を設置し、噴出ガスの
流量又は圧力をフィードバック制御することで試料１とＸ線ラインセンサ６の間隔を最適
に制御するものである。この変位計は気体墳出手段８ｄに内蔵しても良いし、気体墳出手
段８の近傍に併設しても良い。
【００３５】
　図５において、変位計１０の出力はそれぞれ計測センサ１１で計測され、その計測値が
制御器１２に送られる。そして制御器１２において試料１とラインセンサ６の距離が予め
定めた最適な間隔になるように弁開度が演算されて制御弁１３ａ，１３ｂに指令される。
【００３６】
　図６は他の実施例を示すもので、この例ではＸ線ラインセンサ６と試料１の間に流れる
気体のコアンダ効果を高める庇状の流体ガイド１４を設けたものである。流体ガイド１４
に沿ってスリット１５から噴出する気体の流れの向きが変わるコアンダ効果により試料１
とラインセンサ６の距離を安定化させることができる。
【００３７】
　図７は他の実施例を示すもので、この例では気体噴出手段８を複数（図では３分割、８
ｅ，８ｆ，８ｇ）分割したものである。それぞれの気体噴出手段には空気配管１６（ａ,
ｂ,ｃ）を介して制御器１２ａに含まれる制御弁１３（ａ,ｂ,ｃ）が設けられ、この制御
弁をそれぞれ個別に調節することにより加圧空気が加えられる。
【００３８】
　このような構成によれば、試料の幅の広さに応じて気体噴出手段の流量や気体噴出手段
の数を選択することができるので、空気噴出のためのコスト削減を図ることが可能となる
。
【００３９】
　図８は他の実施例を示すもので、この例ではＸ線ラインセンサ６をＸ線源５から試料に
照射されるＸ線の強さが均等になるように円弧状に形成すると共にその円弧に合せて空気
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噴出手段８ｈを形成したものである。
　このような構成によればＸ線源５から試料に照射するＸ線の強さを均等にすることがで
き、Ｘ線ラインセンサ６がフラットな場合に必要なＸ線の強さの補正をする必要がない。
【００４０】
　なお、以上の説明は、本発明の説明および例示を目的として特定の好適な実施例を示し
たに過ぎない。実施例では放射線源としてＸ線を使用したが例えばβ線、ガンマ線等であ
っても良い。また、気体噴出手段から噴出する気体はドライエアーとし、微細ゴミやオイ
ルミスト、過剰な水分などをろ過する専用のフィルタを備えたものであってもよく、隣接
して設置する気体噴出手段は、その配置を試料の下側によらず、上側を含む隣接位置とし
、噴出ガスの流速によって生じる負圧でシートを吸着するようにしてもよい。
　また、図２～図８では言及していないが、これらの実施例においてもＸ線ラインセンサ
の上面は、気体噴射手段の上面より僅かに下がった位置に配置するようにしてもよい。
　従って本発明は、上記実施例に限定されることなく、その本質から逸脱しない範囲で更
に多くの変更、変形を含むものである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　シート状試料
　２　　　　材料ロール
　２ａ　　　巻き取りロール
　３　　　　塗布装置
　４　　　　乾燥装置
　５　　　　放射線（Ｘ線）源
　６　　　　Ｘ線ラインセンサ
　７　　　　搬送ローラ
　８　　　　気体噴出手段
　９　　　　噴出ノズル
　１０　　　変位計
　１１　　　計測手段
　１２　　　制御器
　１３　　　制御弁
　１４　　　ひさし状の流体ガイド
　１５　　　スリット
　１６　　　配管
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