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【要 約】 

第１章 調査研究の全体計画および実施計画 

 1.1 調査研究の全体計画   

遠赤外線は、主として加熱したセラミックスを放射源として、産業・業務用の加熱・乾

燥のほか大空間暖房、家庭用の暖房・調理器具に利用されているが、近年、地球環境問題

への関心の高まりとそれに起因した生産システムの効率化追求や、一般消費者の快適性、

高品質指向に応える上での重要な基本技術となっている。 

 遠赤外利用技術の進展においては、遠赤外エネルギー関連因子の測定技術の確立が不可

欠である。これらは熱源(放射源)に関する測定と、被加熱物に関する測定とに大きく分け

られ、いずれも必要なものであるが、特に後者は対象物体がその時点で、実際にどれだけ

エネルギーを受けているかなど、最も重要な情報を得るための手段と言える。遠赤外加熱

対象物は、人体を初めとして、それらが受けるエネルギーレベルには微妙に反応するので、

なおさらそのような測定が求められている。 

しかし現在、放射側については、放射輝度等の測定はある程度は可能となっているのに

対し、照射側に関する測定(遠赤外放射照度)においては、ほとんど利用出来る手段がない

という状況である。可視光域において既に照度計が利用されているのに対し、遠赤外域で

それが実現していないのは、一つにはその光量子エネルギーが桁違いに小さいからである。

また設計技術的にも、入射光学系設計が非常に難しい、環境からのノイズが大きく、測定

精度が確保出来ないなど、多くの問題を残しているからである。 

 このため現在、遠赤外加熱システム設計に当たっては、ヒータ素材の放射率測定、ヒー

タや対象物温度の測定などの２次的測定やシミュレーションによる推定、経験的判断等を

参考にしているが、定量性、信頼性に欠け、この点が最適設計を困難にし、一般顧客へア

ピールする際の障害ともなっており、ひいてはこの技術の普及を遅らせている一因ともな

っている。 

 そこで本調査研究においては、最も基本となる遠赤外放射照度計測システムを検討し、

さらに、この計測システムに対して、遠赤外線応用機械のエネルギー評価方法への利用可

能性の調査研究を行う。 

 

1.2 実施計画 

 赤外放射照度計測システム、各種センサーについての現状調査をし、焦電素子を用いた

赤外放射照度計の製作と評価をする。遠赤外放射照度測定の応用分野のニ－ズ調査を実施

し、ニ－ズに対する赤外放射照度計の評価を行う。 
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  １．赤外放射照度関連測定装置の現状調査 

２．焦電素子を用いた赤外放射照度計の製作と性能評価 

  ３．遠赤外放射照度測定の応用分野の調査 

  ４．各種ニ－ズに対する赤外放射照度計の評価 

 

第２章 遠赤外放射照度計の必要性 

 遠赤外エネルギーを利用した加熱・乾燥、調理、冷暖房、非破壊検査、温熱治療等にお

いては、遠赤外放射源から発せられる放射を対象物体に効果的に当てることが肝要であり、

そのため放射源に関しては、そこから(例えばある方向に)放射されるエネルギー量に関し

ては、原理的には測定あるいは測定データからの算出が可能である。 

 しかし加熱目的にとって最も重要な「対象物体側(各部)がどれだけ放射エネルギーを受

けているか」ということに関しては、適当な測定手段がなく、従来これらに関する状況を

判断するには、高々シミュレーションなどによって、予測するしかなかった 

 遠赤外加熱技術の特長を活かした効果を追求しようとする場合、あるいはその効果を確

認しようとする場合、どうしても遠赤外照射面各部で受ける放射エネルギー量を知る必要

がある。例えば暖房環境において、快適環境をどう設計するか、非破壊検査のような精度

高い放射照度分布を求められている状況にどう対応するか、微妙な熱処理を必要とし、あ

るいは複雑な、あるいは大型の形状を有する物体に対して、遠赤外加熱炉をどのように効

率的に設計していくか、あるいは微妙な人体加熱(全身および局部)を行う医療分野におい

て、複雑な人体各部への放射照度をどのように制御していけばよいか等々、放射照度に関

連する問題は多い。これらは全てが簡単に解決する問題ではないが、解決の第一歩として、

まずは放射照度計の基本システム(プロトタイプ)を構築し、それについて実際の応用展開

を検討していくことが必要と考える。 

 

第３章  赤外放射照度関連測定装置の現状調査 

 

3.1  放射照度等基礎事項の解説 

 輝度は物体表面より単位面積、単位立体角あたりに

放射される光エネルギーである。光源の発光点の明る

さを示すような物理量である。 

面積 S(cm2)

赤外線エネルギー

E(W)

輝度 E/ S / Ω ( W/cm2/str)
測定方向に垂直な単位面積、

単位立体角を通過する光エネルギー

立体角 Ω

被観測点

輝度の定義

物体表面から放射される赤外線の分光放射輝度はプ

ランクの式により分光放射輝度として示される。 
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面積

S(cm2)

赤外線エネルギー

E(W)

照度 E/ S ( W/cm2)
単位面積を通過する全エネルギー

被観測点

照度の定義
温度と輝度にはこの関係があり、物体表面輝度から

温度測定が可能である。 

 照度は、ある単位面積を通過する全光エネルギーで

ある。測定点が他の放射物体からうける光エネルギー

または被爆量といったような量を示す。 

 赤外光源を使用して物体を加熱するような場合に、その場所においての照度を測定する

ことにより、この加熱の能力を示すことができる。 

 

3.2 光パワーメータ 

赤外線エネルギーを測定する装置として、レーザパワーを測定の目的で多くの光パワー

メータが製作、販売されている。照度計として使用するには、指向特性(コサイン特性)に

ついての調査が必要で、光吸収体がコサイン特性を持っていれば、これら光パワーメータ

は赤外波長領域での、照度計として使用することができる。受光素子としては、焦電素子 

サーモパイルを使用したものが一般的である。 

これらのパワーメータの計測値は、国内では、可視、近赤外波長領域の特定のレーザ波

長においては、国家機関での検定校正が可能である。また国外においては、NIST が 10.6

μm の波長での光強度の校正を実施している。 

 

3.3 気象観測用放射計 

 気象観測に用いられている放射計には大きく分けて 1）日射計 2）赤外放射計 3）紫外放

射計 4）分光放射計などがある。日射計は太陽光エネルギー（日射量）を測定するために

開発されたもので、古くから気象観測に用いられている。その構造は大略図-1 のようなも

ので、屋外で長期間風雨に耐えるよう全天候型の構造になっている。検出器には熱型のサ

ーモパイルが用いられ、原理的には波長選択性はないが、実際にはフードにガラスを用い

ているので、ガラスの透過帯域で制約され波長検出帯域は 0.28～3μm である。機器の校正

は天空を光源として標準器との比較で行われているが、校正方法は世界気象機構を中心に

検討されており、気象観測では基本的な観測機器となっている。 

 近年大気現象の解析には太陽エネルギーの長波長成分および大気中ガスからの放射の重

要性が指摘され、3μｍより長波長域の放射を計測できる赤外放射計が開発されてきた。基

本的な構造は日射計と同じで、当初は日射計のフードをポリエチレンフィルムに変えたも
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のが開発されたが、短波長側のデータは日射計があるので長波長域だけのデータがほしい、

またフィルムは薄くて強度が弱くドームが変形するなど保守が容易でないことからフード

の改造が進められ、現在では検出波長帯域を長波長域に限定する金属蒸着膜を施したシリ

コンのドームが用いられている。機器の校正には黒体炉を使用しており、角度特性は構造

的にはランベルトの余弦則による放射が受光部に入射しているものとして、特に評価して

いない。また、赤外放射計の特有の問題点としてフードと検出器の温度差による放射の授

受の問題があり、このためフード温度を検出し、これによって指示値を補正している。 

電気出力は日射計とほぼ同じで、大略４～10mＶ/kＷ/ｍ2である。 

なお、赤外放射計は半球方向の全天

空放射の測定を目的にしているが、

遠赤外ヒータなど特定の熱源からの

放射量の測定では、高温の比較的狭

い視野からの放射を測定することに

なる。このため、熱源からの放射を

測定したい場合には、背景放射（室

内では壁面からの放射）分を補正す

る必要がある。 

                                                                  

                                                

                                          図-1 全天日射計の断面図 

3.4 熱流計 

 熱流計は熱的現象の解析のための計測に広く用いられている。その構造は伝導率が既知

の薄い板状の熱伝導体の両面に温度センサーを取付けたもので、測定箇所に設置（貼付）

したときのセンサー両面の温度差から熱流計（熱流センサー）を貫流する熱流が測定でき

る。例えば壁などの外側に設置した場合には、壁に接触している側は熱伝導で、また外側

は対流および放射熱伝達で熱の流れが決まるので、壁の内側からの熱の漏洩、また日射が

あるときには太陽放射の吸収が計測できる。これを利用して冷凍庫などの断熱の評価など

に用いられているが、この他広く放射伝熱を伴う環境計測に応用されている。 

なお、熱流センサーを貼付することにより、その部分の熱貫流抵抗は周辺と異なる。また、

センサー表面の放射率が測定対象面と同じでない場合には放射熱伝達も異なるので、実用

に際してはこれらの点に注意が必要であるが、特定熱源からの放射照度分布の計測には有

用なセンサーである。 

  5/13 



3.5 グローブ温度計 

 中空の球（グローブ）の中に温度センサーを組み込んだ温度計で、その温度は室内の快

適性の評価に必要な平均放射温度の算出に用いられ、これに関連したＩＳＯ規格もある。

構造の原型は図-2 に示すようなもので、温度センサーには

棒状温度計が使われていたが、現在では直径１５ｃｍの中

空銅球に白金抵抗温度センサーが組み込まれている。中空

球が大きいことおよび白金抵抗温度センサーを使用してい

ることなどから、時定数は約２０分と遅い。このため熱的

に安定した試験空間で計測する必要がある。 

なお、球の大きさは人間の温熱感覚を考慮して決められた

部分もあるが、放射熱源が偏っている場合には球の表面温

度は一様ではないこと、熱源との距離によっても変化する

こと、さらには人体の温熱感覚には発汗による蒸発潜熱の

効果も評価する必要があるなど問題点も指摘されている。

また、広く屋外を含めた環境計測では、温度センサーに熱

伝対やサーミスターを使用したもの、ピンポン球を利用し

た小さな球、また球にガーゼを被せ水分を含ませ湿らせた

ものなどが利用されている。 
図-2 グロ-ブ温度計 

 

第４章  焦電素子を用いた赤外放射照度計の製作とその性能評価 

 本章では，様々な放射環境に対応でき、赤外放射を簡便に低放射照度まで測定できる装

置として人間の温熱感の検知をその設計の目安とした、焦電素子を用いた小形携帯用赤外

放射照度計の開発を試み、その設計、製作、及び特性評価を行った結果について報告する。 

 

4.1 赤外放射照度計の設計･製作 

 赤外放射を利用した装置（暖房機など）や、放射環境を評価するための赤外放射の測定

器として、次の仕様を満足する装置を設計した。 

(1) 照度計のように、屋内・外で手軽に測定でき，小型で携帯可能 

(2) 周囲の温度変化や振動などの影響を受けにくい 

(3) 広い赤外領域(波長 20µm 程度まで）にわたって分光応答特性ができるだけ一定である 

(4) 人体の冷暖感の閾値が数 mＷ/cm2であることから、最小検出能力は 1mW/cm2以上 

(5) 応答速度は、例えば、人体のように移動する物体を測定対象とすることも考えて、1sec
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以下とする 

(6) 人体表面などを考えた場合、色々な方向からの放射を受けるので、斜入射光特性はで

きるだけ余弦則に従い、波長依存性がない上記の設計に基づき放射照度計を製作した。 

 

4.2 赤外放射照度計の性能評価 

製作した赤外放射照度計の性能評価として、斜入射光特性、応答特性及び安定性につい

て検討し、斜入射光特性については、Si 単結晶基板をフロストしたものを拡散板として使

用し、それによる特性改善の効果を評価した。入射した放射に対する波長依存性について

評価し、測定赤外波長域においては波長依存性がないことを確認した。 

 応答特性については、分光応答特性、応答出力の直線性及び応答速度を測定した。分光

放射照度標準により校正されたサーモパイルを参照受光器として応答度の絶対値校正を行

った。 

 安定性については、暗雑音とドリフトを評価した。 

 

4.3 応用に向けた問題点 

 赤外放射照度計を実際に利用するあたり、考慮すべき大気の吸収、赤外窓材料の選定及

び斜入射光特性の改善方法について考察した。 

 

第５章  遠赤外放射照度測定の応用分野の調査 

 

5.1 遠赤外ヒータおよび加熱炉における現行の解析例とそれへの応用検討 

 遠赤外ヒータを用いての加熱に関して工業的実例は枚挙に暇がないが、輻射主体の系に

おける被加熱物の温度分布を扱った解析例は、従前では多くなかった。ここでは新規構築

した三次元熱伝導モデルによるヒータ下や加熱炉内被加熱物の温度解析例について述べる。

解析の一例を掲載する。 
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①ヒータ近距離           ②ヒータ遠距離 

図-3  ヒータ並列面下におけるアクリル板面内温度分布 

 

 ヒータ配置が、被加熱物温度分布に大きな影響を与えることが理解できる。本例を含め、

ヒータの放射量がある程度正確に判明している時には、計算値と実測値は良い一致を見て

いる。 

 近年コンピュータの性能向上により、輻射熱交換を含む複雑な計算が卓上パーソナルコ

ンピュータ上で迅速に計算できるようになってきた。さらには、計算条件設定さえ適切で

あれば前掲例のように設計上有効な結果を呈する計算ツールも確立してきている。 

しかしながらヒータ性能の把握があいまいである場合等、常に計算の有効性が確保されて

いるわけではない。ヒータからの輻射量はすなわち周囲の任意地点から見れば、当該位置

での照度となって現れる。したがってヒータ周辺の放射照度が正確に測定できれば、当該

データを設定値に用いることで解析の精度が増し、より効率的な加熱装置の設計が実現で

きるであろう。 

 その観点からも、特にヒータをはじめとする発熱体に依存する放射照度の正確な測定が

望まれている。 

 

5.2 遠赤外加熱炉温度分布の評価実施例 

 遠赤外放射ヒータを使用して被加熱物を加熱･乾燥･硬化する場合、発熱体には各種の形

状・サイズ・容量（表面温度）がある。被加熱物も平面状（シート・フイルム・金属板)・

立体物・小物部品等がある。被加熱物の温度分布も±10℃のラフな物から±1℃の精度を要

求される物まである。また加熱方式もコンベアによる連続搬送・タクト搬送から固定炉ま

であり、大気中･真空中・不活性ガス中加熱とある。雰囲気も開方式や炉体式で自然排気や
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強制排気がある。従って経験や実績がなければどの様な加熱状況になるか想像も出来ない。 

遠赤外加熱の特徴は被加熱物の遠赤外領域の吸収率により個々昇温に差が出る事から、電

対や測温体により被加熱物の温度を測定し加熱炉を設計する事になる。 

遠赤外ヒータの放射強度は測定・計算できるがそれにより被加熱物の各部所でどの程度

の温度分布（温度精度）が得られているのかを知るためには多点測定し温度分布を知り遠

赤外ヒータの配列や表面温度を調節しなければならず、かなりの時間と手間が必要になる。

加熱炉の各点での放射照度が測定でき温度分布が判れば解析や設計に応用できる。そのた

めには遠赤外放射照度計が必要になる。 

 

5.3 赤外線法非破壊検査における赤外放射照度計の必要性 

 赤外線サ－モグラフィを用いた赤外線非破壊検査法は、非破壊かつ非接触で広範囲な面

積を検査可能な手法であり、近年コンクリ－ト構造物検査への適用が増加している。現状

の赤外線非破壊検査法は、パッシブ法とアクティブ法に大別できる。前者は日射や外気温

変動などにより自然に温められた検査対象構造物の赤外線温度分布画像に現れる、健全部

と欠陥部との間の温度差をもとに｢浮き｣や｢剥離｣欠陥を検出する手法である。後者は、構

造物に能動的に熱負荷を与えた時の同様の温度差を検出する手法である。 

 赤外線非破壊検査法においては、日照、外気温変化、風などの気象条件、立地条件およ

び検査時刻などの検査環境に応じて得られる検査結果が異なるという問題点が指摘される

日中の気温上昇時に検査を実施する場合、日射量が欠陥部に生じる温度差の支配要因であ

ることが報告されており、被測定物にどの程度の日照による熱負荷が与えられたのかを実

証することが、検査をより確実なものとする。また、アクティブ法においては、アクティ

ブ加熱に用いるヒ－タの性能評価や実際現場において確実に構造物が加熱されているかど

うかの実証も必要となる。 

 本項では、このような赤外線非破壊検査法における問題点を示すとともに、放射照度計

の適用によるこれらの問題を解決できる可能性について述べる。 

 

5.4 ガス遠赤外線放射暖房の最適効果温度評価事例とそれへの応用検討 

ガス遠赤外線放射暖房は都市ガス、ＬＰＧ，灯油等の燃焼装置で調整された燃焼ガスを

直結された放射パイプ（遠赤外線放射率を高める表面処理されている）の中を通し、その

表面温度が平均約３００℃にコントロールされ、効果的な遠赤外線が放射される。これを

反射板により暖房ゾーンに空気を媒体にしないで効率よく直接人間、床面、壁面等を暖め

る新しい概念の方式で省エネルギー効果と早春の陽だまりの様な暖かさが特徴である。 
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全国規模で暖房効果の評価基準を設定するには、暖房の快適性を示す基準を設ける必要

がある。快適とは熱的環境にいる人が満足しているかどうかを表明する意識の条件である

と定義されている。ＩＳＯ規格では快適さを判断するにはその場所にいる人の８０％以上

が寒くないと予測されればよいとされている。快適温度は人の活動度合（単位メット：met）

と服装の断熱性（単位クロー：clo）に対して最適効果温度（Optimal Operative Temperature）

が算出される。人の代表的な活動状態での代謝速度を１met＝５８Ｗ/㎡の単位で、服装状

態による断熱性が １clo＝0.155 ㎡℃/Ｗの単位に表示されている。日本で代表的実施事

例として旧郵政省東京北部小荷物集中局での半開放空間の風速のある厳しい環境での作業

者の状態で活動度合を２met（立って中程度の労働をしている状態機械工の労働・修理補助

作業”）服装の断熱性を 1.5 clo（ヨーロッパでの一般的な冬季用作業衣）と判断された

環境での最適効果温度に対する測定が郵政省立会で東京ガス（株）・日精オーバル（株）

により行われた。２日間の真冬日でときには１ｍ/ｓの風速で吹き抜ける夜間でも暖房ゾー

ンでは目標効果温度を下ることなく確認された。この経験から特に生理的発熱体の人間の

暖房効果を正確に推定できるには日本でも実用的な遠赤外放射照度計の基準と測定器の必

要性を痛感している。 

 

5.5 放射冷暖房と在来冷暖房の比較とそれへの遠赤外放射照度計の応用検討 

 放射冷暖房システムを構築し、在来空調システムの室内温熱環境と比較を行なった。冷

房時の設定室温を 26℃、暖房時の設定室温を 21℃とし、放射空調と在来空調の室内温熱環

境およびエネルギー消費を比較検討した。 

 ＭＲＴ値による比較では、冷房時は放射空調が在来空調よりＭＲＴ値が低く、暖房時は

放射空調が在来空調よりＭＲＴ値が高くなる。 

 ＳＥＴ＊による比較では、同じ室温の時に放射冷房はＳＥＴ＊値が低くより涼しく感じら

れる。また、放射暖房はＳＥＴ＊値が高くより暖かく感じられる。したがって、在来空調

に比べて室温を放射冷房では高く、放射暖房では低く設定しても快適となる。消費エネル

ギー的にも、放射冷暖房システムは在来空調システムに比べ省エネルギーになる。 

 この様な天井面等の放射効果を考慮に入れた空調方式であるので、空調の制御も空気温

度制御だけではなく、周囲の表面温度を考慮に入れた制御が最適と考えられる。そこで、

周囲の表面温度を計測する機器として遠赤外放射照度計の応用が期待される。 
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5.6 全身ハイパ－サ－ミアにおける現状と適応の可能性 

遠赤外線の体外照射による全身ハイパーサーミアは、アメリカ、ウィスコンシン大学と

エンサーミクス メディカル システムス社との産学連携の開発により、１９９０年に実用

化された、がん治療法である。図-4 のような遠赤外線ペイントを施されたドーム型ヒータ

の中心で麻酔を使い体温維持の恒常性を抑制し、全身の体温を上げる治療である。 

当時一億円の価格が示す通り、膨大な治療データや論文をもとに構築された治療マニュ

アルがあり、時代の期待を集めた治療であった。日本では以来、我々の施設でのみ施行さ

れているが、長年の成果が認められ関連学術学会での注目が高まっている。というのは、

近年になって、この治療のガン転移抑制効果、またリウマチなどの慢性炎症、C 型肝炎な

どの効果に対する基礎研究が進み、様々な疾患への応用が期待できる事が明らかにされた

のである。また中国では、アメリカの技術を基に自国製の装置が開発され、すでに全土で

実際的な治療が始められている。 

このような背景のもとで、日本でも我々を中心とした産学連携による新しい全身加温装

置の開発が進んでいる。その中で従来の古典的な温度によるサーモスタット制御に代わり、

今回の遠赤外線放射照度計を利用した放射量の直接制御による加温技術の可能性があると

考え、さらに検討を進めている。このように日本には優れた遠赤外線技術があり、装置の

制御に関しても一日の長があると思われ、今後の開発が期待される。 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

   

   図-4 エンサーミクス社遠赤外線全身ハイパーサーミア装置の構造 
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第６章  遠赤外放射照度計の各種ニ－ズへの対応 

 放射照度計は元来は放射照度（空間における放射の密度）を測定する計測器であるが、

使用方法を工夫したり、補助装置を併用したりすることで、単なる放射照度だけでなく、

色々な放射量を計測することができる。本章では、それらについて、実例を交えて解説す

る。なお、放射照度計は第４章で述べた焦電素子/シャッタ形を対象とする。 

 

6.1 比較的容易に測定できるケ－ス 

 放射体が空間に放射する放射パワ－の分布状態（配光）や空間に放射する放射パワ－の

量（全空間放射束）などは、放射照度計あるいは放射体の向き（光軸の角度）を空間的に

変えられる装置（ゴニオメ－タ）を用いて測定できる。具体的には、ヒ－タの指向特性や、

電気炉が周囲に発散する熱量などの評価である。また、人体などの閉曲面物体が採りこむ

放射の量も状態によっては、比較的簡単なフレ－ムなどを使用して測定できる。これらの

測定は原則的に多点測定で、数値処理も必要である。 

 

6.2 簡単に対応できにくいケ－ス 

 至近距離で大入射角の放射照度測定、高温雰囲気での測定など（例えば、稼動している

炉内の放射量の測定など）は、直接の対応はできないので、その実態によって、前提を設

けるか、条件を変えるなどの処置が必要で、そのためには特別な装置や工夫が要求される。 

 

第７章  本調査の成果と残された問題点ならびに今後への展望 

 遠赤外放射照度計周辺の計測システムについて、光パワ－メ－タ、気象観測用放射計、

熱流計、グロ－ブ温度計に関し調査した結果、遠赤外線放射照度計を補完するものとして、

有用であることが分かったが不都合な点もあり、今後その手直しを含め利用の仕方を調査

する必要がある。 

 焦電素子を用いた赤外放射照度計については、今回調査したニ－ズに原則的に適用が可

能であるが、個々のニ－ズに対しそれぞれ必要性能の向上（付帯的な機能）、部品の付与

が必要である。最終的には、絶対的放射照度の値付けを行う必要があろう。 

 応用分野におけるニ－ズについては、遠赤外加熱炉関連、建築物非破壊検査用遠赤外ヒ

－タ照射面、全身ハイパ－サ－ミア医療での応用等、仕様の確定が必要となる。 

 遠赤外加熱業界全体のニ－ズに対応させるには、個別に仕様調整が必要で、個々のニ－

ズに対し、実際の測定により問題点を確認するとともに、仕様を適正化することが課題で

ある。さらに、利用者側のソフトを充実し利用範囲を拡大し、新しい遠赤外加熱装置開発
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への応用を進め、相互に効果を上げることが必要である。 
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