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要約 

遠赤外線加工を施した繊維製品は、保温効果を高めることから、広く利用されている。 

適正製品の峻別は、遠赤外線加工品と未加工品の間に生じる特性差（布の分光放射特性と

製品のサーモグラフィ特性）を判別することで行ってきたが、未加工品作りや複数の被験

者によるサーモデータを揃える必要があるので、手間や時間を要し、費用も高額にならざ

るをえなかった。また、扱う温度領域が常温域であることから計測上の課題も多い。 

本事業では、放射温度計の測定原理を利用して、未加工品に代わり黒体を基準に布の放

射特性を求める簡易計測法について調査研究を行う。また、装置を試作し、複数の布を例

に、本計測法の検証を行う。 

 

緒言 

平成 18 年度の簡易型常温域遠赤外線放射エネルギー計測に係る調査研究報告書刊行の

運びに至ったのは、ひとえに本年度の委員会運営にご協力頂けた委員各位のお蔭であり、

特に作業部会委員各位には御多忙の中を多大な時間を割いていただいたことに感謝してい

る。 

常温域における遠赤外放射機構と人体への作用・効果に関する調査研究は、本協会設立

以来の重要課題であり、その成果は、遠赤外線協会の繊維製品認定制度に繋がり、この地

道な努力により遠赤外線加工に対する消費者の理解は深まりつつある。 

しかし、常温域での遠赤外線効果の有無については、人間の温度感覚の発現を抜きにし

ては考えられず、熱刺激としては放射に限らず、熱伝導でも、対流もあり得る。ただ、放

射加熱は伝導、対流よりも、エネルギー伝播速度が速いため、人間の動的温度感覚におい

て温度感覚を刺激しやすいのが特長といえる。このため、本協会の認定に当っては、遠赤

外線がどの程度放射されているか否かを確認する放射特性と、温度感覚を刺激した結果の

人体側の皮膚温度上昇が有るか否かを確認する温度特性を義務付けている。しかし、フー

リエ変換赤外分光（FTIR）の測定にしても、人体側の被験者テストにしても、繰り返しが

必要であるため、かなりの費用が必要であり、認定を受けずに、信憑性の欠けた製品を出

荷する原因ともなっている。このような現状を考え、遠赤外放射に関係する物理量、特性

値を、利用可能な装置や計器を用いて、比較的容易に測定できることが必要と思い表記の

調査研究を行った次第である。 

 

第１章 調査研究の全体計画及び実施計画 

遠赤外線加工を施したインナーウェアや肌着などの繊維製品は、保温効果を高める機能 

を持つことから、常温域でも広く利用されている。 

これまで遠赤外線繊維製品の評価には、布の分光放射特性と繊維製品のサーモグラフィ
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による温度特性から製品評価基準を定め、遠赤外線加工品と未加工品の間に生じる有意差

を判別することで、適正製品の峻別を行ってきた。 

しかしながら、この方法では、分光放射率測定のための比較試料（遠赤外線未加工品）

作りや被験者による複数回のサーモグラフィ測定データなどを揃える必要があるので、手

間や時間を要し、簡便さに欠け、測定費用も高額にならざるを得なかった。また、扱う温

度領域が常温域であることから、迷走光による影響を除去し、高感度な検出器を選択する

など考慮すべき事柄も多い。 

本事業ではこれらの課題を解決することを目的に、放射率が既知の基準となる黒体と放

射率が未知の試料が同一温度であると仮定して、試料の放射率を求めるという方法を提案

し、常温域遠赤外線放射エネルギーの概略値を、基準黒体との比により求める方法につい

て調査研究を行う。また、移動可能な簡便な装置の試作を通して、本調査研究で提案する

方法について、複数の実測例をもとに検証を行う。 

 

第２章 遠赤外線放射エネルギー計測法の現状 

２.１ 簡易計測法の現状 

遠赤外放射によるエネルギーを加熱や乾燥に利用しようとする場合、遠赤外ヒータから

の放射パワー（単位時間当たりの放射エネルギーの量）を、より厳密に言えば、遠赤外域

における放射パワーを知ることが、装置設計、運転条件の最適化、効果の追求、確認など

にとって大変重要である。この放射パワーを、任意の波長帯域別に知ることができれば、

さらに望ましい解析へとつながり、その意義は大きい。 

しかし実際には、遠赤外ヒータからの全放射パワーを直接に測定する方法、計器は未だ

に用意されてはいない。代わりに現在行われているのは、ヒータを構成する放射材料の分

光放射率測定、およびヒータ表面温度の測定などである。これらのデータを総合して、放

射パワーに関して大体の推定を行う。また実際の加熱・乾燥プロセスでは、処理物の温度、

重量やその他物性変化を観察して、その情報をフィードバックして全体の放射パワーを加

減するなどで対応している。このため、遠赤外域放射パワー、特に特定波長域の放射パワ

ーと処理物における加熱効果との因果関係の追求は、定量的にも定性的にも、これまで曖

昧なままで放置されて来たのが現状である。 

そこで、(社)遠赤外線協会では、平成 17 年度に「遠赤外ヒータの放射エネルギーを簡

易的に評価する方法の調査研究」を(社)日本機械工業連合会より受託し、上記問題点を念

頭においた調査を実施し、簡易的に必要最小限の情報を得るための新たな方法につき、そ

の可能性を模索した。 

この調査の主旨である簡易的な測定方法として、選ばれたのは市販の各種放射温度計で

ある。この計器は本来、特定の波長帯域(検出帯域)の放射エネルギーを測り、これを温度
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に換算して表示するようになっており、対象物体の(平均的な)放射率の影響が考慮できる

ようになっている。したがって、本来とは逆の使い方になってしまうが、放射エネルギー

測定計器として利用することが原理的に可能である。また、検出波長域、検出素子、測定

温度域その他に関して、様々な種類が用意されているため、簡易法としての利用に適した

仕様のものを選択することができる。将来実際に簡易測定器を製作するニーズが発生した

際には、原型の放射温度計からの改良など、比較的に容易に対応可能と考えられ、低コス

トの簡易測定器実現につながると期待される。 

常温域(体温＋10 数度)の遠赤外利用においては、関与する放射エネルギーが加熱分野に

比べてかなり弱いレベルとなるが、その大きさや波長分布を知る重要性は、加熱分野の場

合と全く変わりはない。むしろその測定は、場合によっては微弱なエネルギーを対象とす

る必要があるなど、加熱分野とは異質の難しさを含んでいるとも言える。 

この分野では、効果を比較する際に、例えば 0.5℃の温度差を問題にすることも考えら

れるが、それはその 0.5℃に相当する僅かな放射エネルギーの差を検出し、議論する必要

があると言うことである。そしてこのような常温分野の測定手段として、加熱分野同様、

放射温度計の活用が、単なる温度測定、放射エネルギー測定に留まらず、考えられよう。 

平成 17 年度調査では、近赤外域から遠赤外域までの帯域を有する放射温度計に、

Long-Pass フィルタ、Short-Pass フィルタをそれぞれ装填した時、あるいは装填しない時

の計３つの条件下で遠赤外ヒータからの出力を測り、これらを互いに比較することによっ

て、大雑把な波長帯域別の放射エネルギー比率の情報が得られることを確かめている。こ

のように、フィルタを併用して波長帯域別の情報まで知るという手法は、常温域において

も有効であると考えられる。 

 

２.２ 市販赤外線検出器の国内外の現状 

赤外線を用いた温度測定には次の２つの方法がある。 

1) 赤外線温度計   1 ポイントの温度を計測（一次元計測） 

2) 赤外線カメラ  テレビのように画像として計測（二次元計測） 

 

赤外線温度計の種類と得失 

温度を計測するには、接触型（棒状水銀温度計、熱線対、サーミスタなど）と非接触型

（赤外線放射温度計、赤外線カメラ）がある。接触型は応答が遅く、被測定物の熱を奪う

欠点があるが安価なため一般的に用いられている。非接触型は応答が速く、被測定物の熱

を奪うことがないので微小な物体も計測できる。このように利点が多いことから、工業的

に広く用いられている。ただし、物体の材料や表面状態で赤外線を放出する効率（放射率）

が異なるため被測定物の放射率を知る必要がある。 
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国内で赤外線測定機器を製造、販売をしている主な会社は、以下の通りである。 

        赤外線カメラ  赤外線放射温度計 

ＮＥＣ三栄株式会社   ◎ 

日本アビオニクス株式会社  ◎      

日本バーンズ株式会社  ◎     ◎ 

株式会社チノー   ◎     ◎ 

株式会社堀場製作所            ◎ 

 

第３章 簡易型遠赤外線放射エネルギー計測器 

３.１ 常温域での遠赤外線放射計測法の経緯と問題点 

1990 年に当協会の前身である「遠赤外線産業協会」が発足した当初から、常温遠赤外放

射に関する技術的な課題を解決することが活動の大きな目的の一つであった。そこで、協

会発足と同時に編成された「技術委員会」の中に「加熱部会」と「非加熱部会」が編成さ

れ、非加熱部会内に「非加熱測定」、「非加熱効果」および「非加熱情報」の三つの分科

会が設けられて活動が行われた結果、フーリエ変換赤外分光法（FTIR 法）を用いて 33～40℃

の常温付近における各種材料の遠赤外線放射特性を波長 4～20μm 範囲の分光放射率また

は分光放射輝度などから把握できるようになった。 

しかし、同一の材料であっても測定時の形状、厚さ、伸張度や圧密度、表面状態、吸湿

度、温度およびその分布などの諸要因によってデータの大幅な変動の生じることもわかっ

た。また、FTIR 装置内にセットされた試料についての測定データは、その材料が実際に使

用される場における遠赤外線の放射特性を示すものではないなどの問題点も指摘された。

このためもあり、高度な保守管理技術を要する FTIR 分光測定装置を用いない簡便な測定方

法「45 度／90 度再放射法」が開発された。 

 このような遠赤外線放射計測法の確立を受けて、遠赤外線放射特性とサーモグラフィを

中心とする温度特性から遠赤外線繊維製品の評価基準を定め、認定制度を発足させた。 

この認定基準では、放射特性、温度特性のいずれも加工布・未加工布両試料の比較から

判定を行ってきたが、最近の機能性繊維はサブミクロンオーダーでの技術を駆使して製造

されているため、加工布に対応する未加工布を調達する難しさが生じており、加工布に対

する未加工布の概念を改めて考え直す必要性が生じている。 

 

３.２ 遠赤外線加工製品の氾濫と簡易型遠赤外線放射エネルギー計測器の必要性 

1980 年代後半から合成繊維製造各社がセラミック含有の蓄熱保温繊維を上市し始めて

いたが、1988 年のカルガリー冬季オリンピックに炭化ジルコニウム練り込みナイロンを芯

にした芯鞘複合繊維“ソーラα”が使用され、各社の蓄熱・保温繊維の開発競争に拍車が
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かかった。さらに、近年の健康指向ブームが加わり、遠赤外線の人体活性化効果に注目が

集まり、セラミック利用が急速に広がった。 

このため検査依頼が増加する一方、検査費用もかさむことから認定を受けない製品が市

場に出回ることになり、消費者に混乱を生じさせている。廉価で迅速かつ簡易に計測でき

る計測器の開発が望まれている。 

 

第４章 簡易型遠赤外線放射エネルギー計測器の試作 

４.１ 基本構想 

簡易型遠赤外線放射エネルギー計測器は、構造がシンプルであること、操作が容易であ

るという２つのコンセプトに基づき考案した。 

本試作器では焦電型検出器を用い、量子型検出器で必要となる液体窒素などの冷却を不

要な簡単な構造とした。構造がシンプルなため、現場でも計測が可能で、現場で計測結果

を確認しながら、機器の開発や製品の生産が可能になる。 

 

４.２ 試作 

本試作器は、４.１の基本構想をもとに試作を行った。構造がシンプルで操作が容易で

あることは、将来のオンライン計測などファクトリー用途での展開では重要な要素である。 

本試作器は、①放射率の計測が簡易に

できること、②装置サイズがコンパクト

であること、③ある程度の計測範囲があ

りマクロな範囲で計測することを基本構

想として試作を行った。 

なお、試作する上で考慮したのは、①

検出器、②ヒータ部分の形状と表面の材

質、③周辺環境からの放射をコントロー

ルできる（もしくは影響を一定にできる）

ことである。 

図 4.2-1 に試作器の外観を示す。 

             

４.３ 検出器（KT15.83）の基本特性 

試作計測器の主要部である検出器の基本特性を以下に示す。また、その外観を図 4.3-1

に示す。 

1) 赤外線検出波長域 8 ～ 20 μm 

2) 測定温度範囲  0 ～ 150 ℃ 

図 4.2-1  試作器の外観 
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3) 応答時間  3 秒（50 ミリ秒～10 秒:可変） 

4) 精度   ±0.5℃+0.7%(試料温度と検出器のケース温度の差) 

5) 温度解像度（NET） 0.05℃ (応答時間：3 秒、試料温度：50℃ にて) 

6) アナログ出カ  0-1 V  

7) RS232C   9600 baud（1200～19200 baud）  

8) 赤外線検出素子タイプ Pyroelectric Type A  

9) レンズタイプ  Type K6   

10) 焦点距離  50 mm  

11) スポット径  20 mm  

12) 使用環境温度  0～+60℃ (結露しない事)  

13) 保管環境温度  -20～+70℃ (結露しない事) 

14) 作動電源  AC100V 50/60Hz  0.6A (DC24V AC アダプタ使用) 

15) 質量   1.3Kg   

 

図 4.3-1  検出器（KT15.83）の外観 

４.４ 測定手順 

放射率計測では、どれだけ精密に表面温度を計測できるかが重要なポイントとなるが、

簡易に表面温度を計測する方法として測定試料の半分を放射率既知（ε＝0.95）の塗料で

塗布し、その放射率を設定したときの放射温度計による計測結果を表面温度にすることと

した。その計測された温度と同一になるように放射率を調整し、その値から測定試料の放

射率を算出した。 

なお、放射率を計測する上で、「表面」の定義および「表面温度」の計測方法は、今後

も検討すべき重要な課題である。 

 

付記：その他の考案事例 

その他の考案事例として、ミラーなどによる光路変更タイプをいくつか考案したが、シ

ンプルかつ放射エネルギー損失の少ない方法として、試作事例を凌ぐものはなかった。 
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第５章  試作器における実用性の検証 

５.１ 温度差と放射率 

放射温度計は、検出帯域の放射エネルギーが同帯域の黒体の放射エネルギーと合致する

黒体温度をもって、対象物体の温度とする。実際の物体は黒体ではなく放射率が１以下で

あるので、その大きさに応じて実際の温度より低い温度を示す。そこで計器では、対象物

体の放射率を予め設定しておくことにより自動的に補正を行い、正しい温度値を指示する

ようになっている。 

 本試作器ではこの仕組みを逆に利用して放射率を測ることを目的としている。すなわち、

黒体と同一温度においた物体の温度を計器で測定し、その値が、当然黒体温度より低く表

示されているその温度値が、黒体温度と等しくなるように、計器の放射率値設定を変えて

いき、温度値が合致した時の放射率を読めば、これがその物体の放射率ということになる。 

 試作器の実用性は、この方法によりどれくらいの確度で放射率を読み取れるか、言い換

えると、どれくらいの放射率の違いが検出できるかに掛かっている。試作器に用いた放射

温度計の測定精度は±0.5℃＋試料・検出器間の温度差の 0.7%であり、今回この第２項の

値は約 0.2℃に相当するから、測定できる温度の精度は＋0.7～－0.3℃となる。この幅よ

り小さい放射率の違いは正しい値としては読み取れないということになる。 

 そこで今回採用した放射温度計ならびにこの方法により、検出可能な放射率の差がどの

程度の大きさであるかを確認するため、50℃の黒体がさらに 1℃ずつ温度が上昇した時、

そこから周囲へ放射されるエネルギーが何％増えるかを見た。放射エネルギーを求める波

長域は、今回用いた放射温度計の検出帯域である 8～20μm とし、周囲温度は 20℃とした。

計算にはプランクの分光放射発散度の式に対する波長積分数表を用いて、各温度における

放射エネルギーのうち 8～20μm の波長域が占める割合を読み取り、これにその温度(絶対

温度)の４乗を乗じた値を、それぞれ 20, 50, 51, 53, 55℃について求めた。 

 50℃以上の温度における値から 20℃の時の値を差し引いた値が、この放射温度計で測定

される各温度からの放射エネルギーに相当する。50℃を 1 とした比でそれより高温の場合

の値を表し、1℃上昇の際の平均的な放射エネルギー比の上昇率を求めれば、これが 1℃の

違いで検出される放射率の差に相当することになる。 

 結果を下表に示す。 

 

温      度   （℃） 50 51 53 55 

放射エネルギー比 

(対 50℃増加率％) 

1 

( ― )

1.049

( 4.9)

1.148

(14.8)

1.248 

(24.8) 

1℃当たり増加率 (％/℃) ― 4.9 4.9 5.0 
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この結果から、50℃付近においては、放射エネルギーの 4.9％の違いは、放射温度計の

指示として 1℃の違いとして示されることが分かる。放射エネルギーの違いは放射率の違

いを意味する。したがって放射率として 5％の差を検出することを期待するならば、それ

は温度として約 1.0℃の違いとして検出できればよいということになる。これはこの放射

温度計において十分検出可能な範囲に収まっている。この計器では、前述のように、0.7℃

の差まで検出できると考えると、放射率の差の検出可能幅は、最小 3.5％となって、この

方法が十分有効であることが確かめられた。 

 

５.２ 放射率の留意点 

放射温度計で得られた見かけの温度値から、放射率の値を算出する方法について述べる。

放射率は物体固有の値ではなく、物体表面の状況、物体温度、放射波長によって変化する。

金メッキを施した金属表面の温度を求める場合は、放射率が非常に低いため、周囲環境の

温度による影響をより受けやすいことになる。このことは、放射率測定にあたり周囲のエ

ネルギー放射すなわち、環境放射を考慮しなければならないことを意味する。 

 

５.３ 表面温度の留意点 

一般に布の熱伝導率は 0.03～0.06 Kcal/(m・h・℃))と小さいので、布の表面温度は少

なからず低下する。20℃の環境温度に対して 50℃の熱源からの熱は試料布を通してその表

面から伝導・対流・放射で放出する。本装置の熱放射率の算出においては、その試料布の

表面温度が重要となる。ここでは、布の厚さ、布の熱伝導率、対流熱伝達率、熱放射率を

パラメータとした試料布の表面温度を理論的に推定し、本装置で熱放射率を測定する時の

影響について検討し、測定誤差について評価する。 

 

５.４ 波長帯域別エネルギー比率の温度依存性 

黒体に関するプランクの分光放射発散度の式の積分数表を用いて、50℃近傍の各温度に

おいて放射されるエネルギーの波長分布の様子を計算することができる。 

 表 5.4-1 は、35℃から 70℃の各温度の物体から放射されるエネルギーの波長分布に関す

るものである。ここで中心波長とは、それより短波長側で放射されるエネルギーと、長波

長側で放射されるエネルギーとが等しくなる波長であり、また 90％、70％、50％、30％放

射波長域とは、この順に、中心波長を境にして、それより短波長側および長波長側でそれ

ぞれ 45％, 35％, 25％, 15％の放射エネルギーを放射する波長域を表す。 

 言い換えると、90％放射波長域とは、放射エネルギー分布曲線の短波長、長波長両側の裾

の部分からそれぞれ 5％分を切り捨てた残りの波長域であり、70％, 50％, 30％放射波長域

は、各分布曲線の両端からそれぞれ 15％, 25％, 35％分を切り捨てた残りの波長域を示す。 
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表 5.4-1 黒体からの放射波長帯域の温度依存性（低温域） 

波長(域) 

 

物体温度 

90%ｴﾈﾙｷﾞｰ 

放射波長域 

(μm) 

70%ｴﾈﾙｷﾞｰ 

放射波長域

(μm) 

50%ｴﾈﾙｷﾞｰ 

放射波長域

(μm) 

30%ｴﾈﾙｷﾞｰ 

放射波長域 

(μm) 

中心波長 

 

(μm) 

35℃ 6.1～40.4 7.9～25.4 9.4～20.0 10.9～16.7 13.3 

40℃ 6.0～39.8 7.8～25.1 9.3～19.6 10.7～16.4 13.1 

45℃ 5.9～39.2 7.7～24.7 9.1～19.3 10.5～16.1 12.9 

50℃ 5.8～38.6 7.6～24.3 9.0～19.0 10.4～15.9 12.7 

55℃ 5.7～38.0 7.5～23.9 8.8～18.7 10.2～15.6 12.5 

70℃ 5.4～36.3 7.1～22.9 8.4～15.0  9.8～15.0 12.0 

 

この計算結果から分かることは以下の通りである。 

・35℃から 70℃辺りの温度範囲では、放射エネルギーの波長依存性はほとんど無く、12～

13μm を中心に、5～40μm の範囲で 90％の放射が、7～25μm の範囲で 70％の放射が起

こる。 

・放射エネルギー分布は中心波長を境とした場合でも、長波長側に裾を引いた形で拡がっ

ており、かなり長い波長域まで無視できない。 

・なお、放射エネルギー分布曲線のピーク波長は、50％エネルギー放射波長域の短波長限

界と同じである。即ちピーク波長を境に短波長側では全体の 25％、長波長側では 75％

のエネルギーが放射される。 

 

第６章 試作器による計測例 

６.１ 測定試料 

試作器による計測には、金メッキ面、アルミニウム泊および JISL0803「染色堅ろう度用

添付白布」で規定する綿、ウール、ポリエステル、アクリルを用いた。 

 

６.２ 試験サンプル１（金） 

試料の加熱部は銅製のヒータに十分な厚さの金メッキを施しているので、放射率の計測

は金の放射率を計測していることになる。金は赤外領域に対しても十分な反射率を持った

材料なので、周辺の環境や検出器内からの放射を反射し、正確な計測は困難であった。 

正確な計測結果ではないが、参考までにその結果をあげると放射率ε＝0.15～0.2 程度

であった。これは環境温度 20℃の黒体の放射とほぼ同程度であることから、周囲環境放射

と同程度になるので、真のεはゼロに近いと思われる。 
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６.３ 試験サンプル２（アルミニウム）  

アルミニウムも金と同じように赤外領域で反射特性があり、周囲の環境放射を反映した

結果となった。計測結果もほぼ金メッキ面と同様の結果であった。 

 

６.４ 試験サンプル３（綿） 

綿布を前述した計測手順に従い計測した結果、ε＝0.93 となった。 

 

６.５ 試験サンプル４（ウール） 

ウール布を前述した計測手順に従い計測した結果、ε＝0.94 となった。 

 

６.６ 試験サンプル５（ポリエステル） 

ポリエステル布を前述した計測手順に従い計測した結果、ε＝0.92 となった。 

 

６.７ 試験サンプル６（アクリル） 

アクリル布を前述した計測手順に従い計測した結果、ε＝0.82 となった。 

 

６.８ 試験サンプル計測結果のまとめ 

本試作計測器による測定結果から判明したことは、アクリルが特に低い放射率を示して

いるが、他の繊維素材は概ねε＝0.9 以上を示していることである。 

黒体化した試料では、形状因子による影響が低く、材料特性もどちらかと言えば布その

ものではなく黒体塗料の特性に依存するものとの予想に反し、若干の相違が見られた。し

かし測定精度を勘案すると誤差内であると思われる。 

 

第７章 試作計測器の適用可能性について 

赤外線計測方法とその適用分野に関する考察から、本試作器は放射強度を点として計測

し、観測対象はヒータにより加温するのでアクティブ型の計測器ということになる。 

試作器（検出器はサーモパイルで焦電型）は、他の分光器付き計測器（検出器はＭＣＴ

検出器であり量子型）とほぼ同等の計測結果となり十分実用に耐えうる装置であることが

判明した。当初の目的である繊維材料はじめプラスチック材料、塗料などを塗布した金属

材料など常温域で使用する材料の評価など広い分野での活用が期待できる。また、環境温

度の管理が重要になるが、低放射率材料の開発にも適用可能であると考えられる。 
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第８章 本調査の成果と課題 

本調査において、構造がシンプルであり、操作が容易であるとの当初の要求を満たした

試作器が完成された。またこれまで利用していた量子型検出器での計測結果とも相関性が

高く十分実用性があることが分かった。本調査によって、材料・製品のスクリーニングは

可能になったが、遠赤外線の作用はそれぞれの波長により異なることが予想されるため、

波長帯によるエネルギーとその作用の解明までを可能にする簡易評価法の開発が次の課題

として浮かび上がっている。 

 

結言 

本調査において、当初の要求を満たした試作器が完成され、これまで利用していた量子

型検出器での計測結果とも相関性が高く十分実用性があることが分り、材料・製品のスク

リーニングが可能になったことは喜ばしいことである。 

また、本協会は常温域における遠赤外線効果に関しては加工布と未加工布の FTIR を用

いて行う放射率測定または、加工布・未加工布両試料に熱線を放射した場合の再放射特性

の比較、さらには人体側の反応としての温度特性から判定してきたが、現在では加工布に

対応する未加工布を調達する難しさが生じており、加工布に対する未加工布の概念も改め

て考え直す必要性が生じてきた。そのため、未加工布との比較ではなく、黒体に対する絶

対評価法の可能性を調査検討する必要もあり、本調査研究では、その第一歩として、黒体

塗料試料との比較を行えたのも進歩であった。 

以上、本調査の常温域における放射効果の評価法は衣服材料のみならず、インテリア材

料、建築材料の評価など他分野にも拡げられよう。さらには、宇宙空間での長期間にわた

る作業が現実的なものになってきた現在、低放射率材料の開発にも利用され得るであろう

ことを述べ、結言としたい。 
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