
画像式
透過ヘーズ表面分析計

⚫ 既存の透過ヘーズ規格
（ASTM1003）と相関のある
ヘーズ結果

⚫ 人間の知覚と相関がある新しいパラ
メータ



なぜ透明な材料の外観評価をするので
しょうか？

透明な素材で作られたものは日常生活で一般的であり、透明なプラスチックは包装フィルムに使用され、飲
み物のボトル、窓ガラス、フロントガラスはガラスで作られ、携帯電話は透明な保護ディスプレイで保護さ
れています。
透明なマテリアルの機能は、多くの場合、保護されたオブジェクトまたはその向こうの景色を明確に表示で
きるバリアを形成することです。 ただし、製造された製品が完全に透明になることはめったにありません。
ベース材料の不均一性、製造中に発生する表面の質感、または引っかき傷や摩耗により、シースルーの品質
が低下します。
これらの影響は、知覚される品質と機能を低下させる可能性があるため、正確に定量化することが重要です。
正確な測定により、製造中の材料やプロセスを最適化することができます。

高い光学品質の材料を通し
て物体を見ても、その視覚
的影響は低いです。材料自
身は視覚的に目立たず、ほ
とんど見えません。

このコントラスト喪失の重
要性は、多くの場合、物体
と材料の間のすき間の距離
に関連しています。

ヘーズ材料は、それを通して見た色
が色あせて見える原因になります。

物体の外観をぼかす材料は
シャープネスが低くなりま
す。この効果には方向性が
あり、材料に目に見えるパ
ターンが表示される可能性
があります。

光学的品質の低い材料は視
覚的に邪魔になり、ミル
キーやオパールのような乳
白色と表現できます。
材料上に見えてしまう可能
性のあるパターンとテクス
チャにより物体は大幅にぼ
かされます。



Rhopoint ID とは？
Rhopoint IDは、目でみえているものを測定する透過ヘーズおよび外観分析装置です。これは、実際の状況
に適合させることができる方法で、材料のシースルーの品質を定量化し、結果を顧客の認識と高度に相関さ
せます。
独自のRhopoint IDの方式により、１つの測定で透明な材料を包括的に評価します。 サンプルを装置中央
部のグラティキュール（目盛り線）上に置き、サンプルを通して得られる目盛り線画像から各種パラメー
ターを解析します。

ID測定は、プラスチックフィルムやシート、液体、ガラス、
PETボトルなど、あらゆる透明素材のシースルー品質を定量
化するために使用できます。
・フロントガラス（ワイパー摩耗抵抗性、 ワイパー抵抗試験

-車載フロントガラスISO 12-103-1 A4）
・モバイルフォン（フィルム、ガラス）
・ディスプレイフィルム（フィルムの透過性、局所欠陥）
・液体 / ゲル / ペースト（透明性）
・リサイクル材料 (製品加工後の品質評価）
・硬化プラスチック（PPコンテナへの透明向上剤の最適化）
・チューブ、パイプ (直径6mm以上対応)

アプリケーション

バックライト付きの高精度の参照
ターゲットグランティキュール（目
盛り線または経緯線）が表示される
物体で、バックライトとマスクされ
た領域の間の鋭い遷移により、光強
度で定義されたパターンを作成しま
す。（ サンプルを通して得られる目
盛り線画像がサンプルにより変わり
ます。）

目盛り線
(グランティキュール)

目盛り線の実際の画像はソフ
トウエア上で見ることができ
ます。

カメラは人の目
のように動作し、
試験材料によっ
て生じた光の透
過の変化を定量
化します。

画像分析技術は、
これらの影響を
ヒトの認識によ
く相関するパラ
メーターに変換
するために使用
されます。



材料に曇りがあると、材料とそれを通して
見た物体の両方の外観が変わります。これ
により、見た目の（知覚の）品質が低下す
る可能性があります。
• 素材を通して見た製品は活気がなく鈍

いように見えますが、細部は鮮明なま
まです。

• 表示された物体の色が色あせて表示さ
れます。

• 素材自体が曇っている、または乳白色
に見えます。

HAZE ヘーズ
ヘーズ： 材料を通して見える物体についてのコントラスの減少を定量化します。

ヘーズには何が影響しますか？
ヘーズは、樹脂の選択、成形プロセス、表
面の質感などの要因の影響を受ける可能性
があります。 次の原因で発生する可能性が
あります。
原材料の選択：たとえば、特定のプロセス
の溶融粘度が正しくないプラスチック。
プロセスパラメータ：プラスチック材料の
冷却が速すぎると、フィルムの表面または
バルクの構造にマイクロテクスチャが導入
され、光学品質が低下する可能性がありま
す。
機械の摩耗：金型、チルローラー、スリッ
プダイの摩耗は、材料に目に見える表面欠
陥を引き起こす可能性があります。

ヘーズは目盛り線上の黒と白部分
のコントラストを評価することで
直接測定されます。

Rhopoint –IDによる測定はASTM 
D1003に準拠した装置と比較可能
な結果が得られます。

ASTMヘーズプレート(厚さ8mm)
が目盛り線とサンプルの間の位置
に置かれた場合、自動的に測定し
ます。

ASTMと定量性が合うように、工
場出荷時に校正されます。

シャープネスの低下の影響は何ですか？
シャープネスの高い素材を通して見ると、物体は
シャープではっきりと見えます。 材料のシャープネス
が低下すると、物体はぼやけて不明瞭になります。

Sharpness シャープネス 鮮明さ
シャープネスは材料を通して見える物体について認識できる詳細の減少を定量します。

視覚のテクスチャーはプラスチックフィルムの共通の
特徴で、シースルーの品質で十分な減少を引き起こし
ます。

方向の影響
Rhopoint-IDは、方向の影響を測定できる唯一の装置
です。専用ソフト ID laboratory 分析ソフトウエアを
使用します。（異方性測定は、ID-Lのみ）

右の画像は、水平と垂直方向における、異なるIDシャープネス(S)値の視覚的影響を示
したものです。

方向の影響を測定することにより、より進んだ光学的な品質管理や最適な透明性を得る
ためのプロセスのパラメーターを調整することが可能となります。



Clarity クラリティ 透明度
クラリティとは？
材料を通して見たときのオブジェクトのぼやけを定量化します。結果はシャープネスに比例しますが、測定スケール
は圧縮され、測定解像度は低下します。

クラリティは、従来のヘイズおよびクラリティメーターで使用されるスケールです。 8mmアダプタープレートを使
用して測定した場合、Rhopoint ID Clarityデータはこれらの測定機用に記述された仕様に合います。
Rhopoint IDと市販のプラスチックフィルム（<1000μm）用の従来の球形機器との間の機器間クラリティの一致は、
通常<0.4％C（SD）です。
従来の球形機器と厚い透明なプラスチック材料（<6mm）のRhopoint IDとの間の機器間の透明度の一致は、通常
<0.5％C（SD）です。

ID シャープネスはクラリティ
と比較して解像度が改善されて
います。

ID クラリティは従来の装置と
適合します。

注意：透明度とシャープネスは、
うねり/オレンジピールに関連
する不十分な光学特性を評価し
ません。

ウェービネスとは何ですか？
うねりは、材料の表面にある大きな構造（0.1〜2mm）によって

引き起こされる光学効果です。 構造が均質である場合、それはしば
しばオレンジの皮として説明されます-表面はオレンジの皮に似てい
ます。
その効果が異方性の場合、材料を通して見ると、目に見える線がよ
く見られます。
シャープネスとは異なり、これらの大きな構造は、フィルムがまっ
すぐなエッジを持つターゲット画像/オブジェクト上を移動するとき
に動的な歪みを引き起こす可能性があります-材料が移動すると、
エッジが歪んで波打つように見えます。

Waviness ウェービネス うねり

ID シャープネス測定
透明性より高解像度
ID クラリティ
現存する装置を適合した測定

ウェービネスはどのように測定されますか？

うねりは、マテリアル全体のID目盛り線のエッ
ジにおける目に見える歪みを測定します。 W
は、エッジ変形の標準偏差（μm）です。
うねりの均一性は、Rhopoint IDソフトウェ

アを使用してW（平均うねり）をWh（水平う
ねり）およびWv（垂直うねり）と比較するこ
とによって評価されます。

Wは目盛り線のエッジ（マイク
ロ）から計算される視覚的な変
形の平均標準偏差です。

変形のなし 変形あり
エッジの画像

IDソフトウエア中のW(h)とW(v)は、
異方性へ定量のために使用されます。

＊ID-Lのみ



距離依存ヘーズ

距離依存が重要なのはなぜですか？
材料をアプリケーションに正確に一致させることで、品質の向上と製造コストの節約が可能になります。
特定の材料のアプリケーションに一致させるために、Rhopoint IDは0〜40mm以内の任意の距離でIDヘイズを測定
できます。
IDを使用すると、最大ヘイズが得られるエアギャップ距離（通常は<25 mm）を特定できます。

透過画像のコントラストから
ヘーズを直接測定

材料と物体が接触または希望の
距離を開けて測定(0-40mm)

ASTMのヘーズと同様のス
ケールで距離依存を測定

目標の目盛り線上の黒と白の領
域のコントラストの介して透明
度を直接測定

距離依存ヘーズの測定と理解

Visible Transmittance  可視透過率

高いヘーズ距離依存性は、プライバ
シー /安全用のグラスやフィルムのた
めに望まれる性質です。これらは保護
光なしで視界を遮る設計です。

ヒトの目で見えている透過率

Rhopoint Itrancemission (TID)は材料を透
過し、カメラ /ヒトの目に届いた光量を定量
化します。

この測定値は、表示された物体の明るさ/光
度を表し、材料の品質をどのように知覚す
るかと相関関係があります。

顧客にどのように材料が見えているか考える場合、対象
が材料を通してどれぐらい明るく見えるかを考慮するこ
とは重要です。

多くの材料は、材料が見えている物体と接触しているか、それらの間の「エアギャップ」の距離で、離れているかに
よって、透明度の変化を示します。

ヘーズと距離
下の画像は、画像前面にヘーズのあるプ
ラスチックフィルムのエアギャップの影
響を示しています。



装置の特徴
Rhopoint-IDはヘーズ、透過率、シャープネス
を迅速、安全に測定できるようにデザインされて
います。

Rhopoint-IDのオプション
機能によりID-EとID-Lの２機種があります。
＊ID-E非対応項目 ウエーブネス測定 異方性シャープネス測定 ソフトウエア ライブ画像（設置簡便、局所部分観察）

ID-L ソフトウエア
ソフトウエアにより、LIVE VIEWを使用してサンプ
ルの詳細な視覚分析が可能となります。N数測定結
果の統計分析が各パラメーターに関して表示されま
す。

・CSVファイルで全結果が保存
・CSV結果と全画像をtiffとして保存
・CSV結果と画像tiffファイルをインポート

表面粗さアダプター
表面粗さアダプターを使用する
と、材料を油に浸すことなく、
各面のフィルムの粗さを分離し
て測定できます。

摩耗アダプター
Taber（テ―バー）で研磨さ
れたサンプルをRhopointID
にマウントできるようにしま
す。 結果はASTMD1044と
高い相関があります。

20mm距離ヘーズパック
距離依存ヘーズ測定のためのスペーサー
• 2 ×5mmスペーサー
• 5 ×2mmスペーサー
• 2パックのスペーサーで40mmの距離

を保てます。
• カスタムスペーサーも利用可能です。

ID-L アクセサリー

・可動部品なし

機械的故障のリスク回避

・スタンドアローン
省スペース
高さ470mm 直径125mm

・軽量
ラボや生産ラインへ簡便な持ち運び

・耐性と堅牢性
堅牢な再利用材料を使用

タッチスクリーン
一回の測定は2秒ですべてのパラメ
ーターを測定(積分球使用装置と同
等測定をする場合最大15秒)

大きいサンプル設置エリア
平らでないサンプルに対して、曲げ
たり、変形させることなく、最小の
前処理しか必要としません。

完全にシールされた光学系
偶発的なこぼれによる損傷を受けな
いため液体サンプルや固体材料の測
定に最適です



Specification 仕様
シャープネス ヘーズ ウェービネス クラリティ 透過率

範囲 0-100% 0-10% 10-100% 0-500μm 0-100%

分解能 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

反復性 標準偏差(Repetability SD) 0.1 0.05 0.05 0.4 0.03 0.05

再現性 標準偏差(Reproducibility SD) 1 0.2 0.5 0.8 0.3

R-IDと従来装置との一致* N/A 0.5 0.5 N/A 0.4 N/A

適するサンプル範囲 材料 T > 50% 材料T > 50% 材料 T > 50%

ID-E ID-L

測定方法 接触または非接触 接触または非接触

非接触の距離 40mmまで 40mmまで

材料の厚さ <300μm <30mm

ソフトウエア N/A Rhopoint-ID-Analysis

接続 N/A Ethernet LAN

空間分解能 12μm

画像面積 20mm×20mm

最小測定面積（ヘーズ、シャープネス） 12×8mm 6×8mm

最小測定面積（透過率） 12×8mm 2×2mm

画像形式 N/A 16 Bit Tif

画像センサーサイズ N/A 1280×1024

操作温度 10 – 40℃

寸法 高さh×直径Φ、重量 470×125 mm、3.95kg （梱包時 6.7kg）

電源 110 / 230V

オプション N/A 摩擦アダプタ、表面粗さアダプタ、
20mmヘーズパック

※記載内容は予告無く変更することがありますことをご了承ください。

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2丁目11番地
TEL:03-3518-1196 FAX:03-3518-1237

http://www.sanyo-si.co.jp

英国Rhopoint Instruments社日本代理店

三洋貿易 株式会社
科学機器部

販売代理店

インラインタイプ
ヘーズ、透過率、
シャープネスをイン
ラインで直接測定し
ます。

*典型的な値ーパッキングフィルム < 1000μm

＊ID-E 非対応項目
ウエーブネス測定
異方性シャープネス測定
ソフトウエア
ライブ画像（設置簡便、局所部分観察）


