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序 

 

近年、地球温暖化対策としてエネルギーも多様化し、製造・使用・管理に新しい技術が

活用されエコ社会、サステイナブル型社会構築へ向けて世界が動き出しました。 機械工

業においても低炭素社会への対応が求められるようになりました。 更にこの新しい波を

活用して新産業を創造し雇用を生み出すことが期待されています。 そして、世界が同時

にパラダイムシフトを迎える時、機械産業として内外の状況を見極め、我が国の強みを生

かし、且つ世界へ貢献する事が求められます。 

こういった状況の下、当会は我が国の機械産業が更に発展する方策を導くため調査研究

を行っています。 

こういった背景に鑑み、当会では機械工業のエネルギー対策のテーマの一つとして社団

法人 遠赤外線協会に「放射伝熱の適用分野と具体的な事例による省エネ効果検証に関す

る調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご

参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤  源 嗣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

序 

 

温室効果ガスの排出を京都議定書の目標最終年である 2012 年に 1990 年比 6％削減する

ことや中期目標である国連の気候変動首脳会合での国際公約 1990 年比で 2025 年までに

25％削減することを目指した地球温暖化対策と経済発展の両立を図ることが求められて

います。こうした情勢下、産業部門のみならずオフィス・家庭部門も含めて、省エネ技術、

創エネ技術を総動員することが求められています。 

遠赤外域の放射伝熱機能は、工場の加熱・乾燥のみならず、オフィス・家庭部門の冷暖

房、調理など日常生活の各分野で広く利用され、省エネを実現する有力な要素であります。 

また、遠赤外放射材を繊維に加工した保温肌着や靴下などの製品は、保温効果を高める

ことから、広く利用され、省エネ効果に寄与しています。 

この他、計測や情報処理に利用され、非接触での温度計測、非破壊検査、食品分析、セ

キュリティ分野などでも利用され、可視光を補完するもう一つの目として、利用が広がっ

ております。 

本事業では、遠赤外線協会内に、独立行政法人産業技術総合研究所、会員企業の専門家

の方々並びに大学や外部の有識者にお集まりいただき、上記の遠赤外域の放射伝熱機能の

活用状況について、国内外の文献、特許、新聞記事から概要を調査するとともに、会員各

位や関連業界への聞き取り調査などを通して、適用事例を調査し、その広い適用分野の把

握に努めました。また、工場生産のみならず、オフィス環境、家庭環境の中から、代表的

な適用事例を抽出し、従来例と比較検討することで、遠赤外域の放射伝熱が省エネを実現

する有力な手段であることを検証しました。 

本報告書は、上記調査研究の成果をまとめた 280 頁を超える大作であります。関係各位

のご参考に供することができれば幸いです。 

 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 遠赤外線協会 

会 長  小倉 忠 
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緒言 

 

社団法人 日本機械工業連合会からの平成 22 年度受託事業「放射伝熱の適用分野と具

体的な事例による省エネ効果検証に関する調査研究」の報告書が刊行の運びに至ったのは、

ひとえに委員会運営にご協力頂いた委員各位並びに講演会講師諸氏の御蔭であり、御多忙

の中を多大な時間を割いて頂いたことに感謝している。 

遠赤外線は、省エネ性が高く、制御性に富み、クリーンなことから、学校、病院などの

大規模空間の暖房はもとより、加熱、焼成、乾燥、暖房、調理などの機能を果たす装置・

機器に幅広く使用されている。 

また、遠赤外放射材を繊維に加工した保温肌着や靴下などの製品は、保温効果を高める

ことから、広く利用され、省エネに貢献している。この他、計測や情報処理に利用され、

非接触での温度計測、非破壊検査、食品分析、セキュリティ分野などでも利用され、可視

光を補完するもう一つの目として、利用が広がっている。 

本事業では、遠赤外域の放射伝熱機能の活用状況について調査するとともに、工場生産

のみならず、オフィス環境、家庭環境の中から、代表的な適用事例を抽出し、従来例と比

較検討することで、遠赤外放射伝熱機能が省エネを実現する有力な手段であることを検証

する。 

本調査報告が公表されることで、遠赤外域の放射伝熱機能への理解・認識が深まり、ま

た、その利用が促進されることで、省エネ化の進展と関連業界の事業機会拡大振興に資す

ることができるものと考え、表記の調査研究事業を行った次第である。 



 

－2－ 

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 

地球温暖化対策と経済発展の両立を図ることが求められている情勢のもと、産業部門の

みならずオフィス・家庭部門も含めた社会全体として、エネルギーの使用状況を見直し、

省エネ技術の積極的な活用や創エネ技術の採用などグリーンイノベーションを実現し、世

界に先駆け、二酸化炭素の排出量が少ないエコ社会へ構造変革を行うべきである。この低

炭素社会の実現こそ、日本の新たな経済発展、競争力の源泉になるものと思われる。 

放射伝熱でエネルギーを伝達する遠赤外線は、対象物に集中してエネルギー供給が可能

で、省エネ性に優れていること、供給側で対象物へのエネルギー投入量が制御可能で、対

象物に適したエネルギー供給が可能なこと、熱輸送媒体が不要なので、攪拌用ファンによ

るごみの付着がないなどの特長を有することから、加熱、焼成、乾燥、冷暖房、調理など

の機能を果たす装置・機器に幅広く使用されている。 

また、遠赤加工を施したインナーウェアや肌着などの繊維製品などは、保温効果を高め

る機能を持つことから、広く利用され、省エネに貢献している。この他、計測や情報処理

の分野でも利用され、非接触での温度計測、非破壊検査、食品分析、セキュリティ分野な

どで可視光を補完するもう一つの目として、その利用が広がっている。 

本事業では、遠赤外域の放射伝熱機能の活用状況について、国内外の文献、特許、新聞

記事から概要を調査するとともに、会員各位や関連業界への聞き取り調査などを通して、

適用事例を調査し、その適用分野の把握を行う。また、工場生産のみならず、オフィス環

境、家庭環境の中から、代表的な適用事例を抽出し、従来例と比較検討することで、遠赤

外放射伝熱機能が省エネを実現する有力な手段であることを検証する。 

 

１.２ 実施計画 

 産学官の学識経験者による｢放射伝熱調査研究委員会｣を設置し、以下の項目について調

査研究を行う。  

  

１．遠赤外域放射伝熱の適用分野に関する調査 

遠赤外域の放射伝熱が適用されている分野について、国内外の文献、特許、新聞

情報、会員・関連業界への聞き取り等を通して全般的な調査を行い、その適用分

野の広さを把握する。  
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 ２．遠赤外域放射伝熱の適用分野を分類し、具体的な事例を抽出 

遠赤外域の放射伝熱が適用可能な分野を分類別けする。このうち、遠赤外線をエ

ネルギーとして用いる分野に焦点をあて、代表的な最新の具体事例を抽出する。 

 

 ３．抽出された具体事例について、従来例との対比の中から省エネ性などの効果を比較 

検証 

遠赤外線をエネルギーとして用いる分野の中から抽出された具体例について、熱

風加熱など従来例との対比の中で、遠赤外域の放射伝熱を適用することで、高い

省エネ性などの効果が得られることを検証する。調査研究の成果を報告書として

まとめ上げ、遠赤外域の放射伝熱を適用することにより実現できる省エネ促進に

向けた施策を提言する。 
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第２章 放射伝熱の適用分野調査 

 

本章では、遠赤外域の放射伝熱機能の活用状況について、 近 2 年間の国内外の文献、

特許、新聞記事から調査した結果を述べる。 

 

2.1 国内外文献調査 

近の国内外の放射伝熱の適用分野とその効果を調べるため、「赤外加熱」に関連する

キーワードを用い、2009、2010 年度の２年間に亘って文献検索を実施した。論文の発表

年度としては、主に 2008、2009 年が相当する。結果を検索年度別の一覧表にして、次ペ

ージ以降に見開きで示す。放射熱源を比較すると、我が国ではほとんどが遠赤外ヒータを

用いているのに対し、国外では赤外ヒータと記して近赤外ヒータを用いたり、あるいはガ

ス式の (通常は遠赤外の )ヒータを用いている場合でも、赤外ヒータと称しており、特に遠

赤外ヒータを選んで用いている例は稀である。  

利用分野に関しては、従来から言われているように、食品材料を対象とした研究がもっ

とも目立つ。乾燥・熱処理、焼成、そして殺菌効果など幅広い目的にその効果が試されて

いる。食材のように熱的にセンシティブで含水量も多い物質に対し、赤外加熱が有効であ

ることに期待が持たれている。また従来から、樹脂類の熱処理、反応促進、塗装乾燥など

は広範な実績を挙げている分野であり、さらに研究範囲が広がっている。  

生体や医療関係は、難しいが興味深いテーマとして、発展を遂げつつある。またデジタ

ル機器の進歩に伴う、新しい材料、素子、デバイスの製造過程において、赤外加熱が、そ

の効率性、品質制御性、クリーン対応性などの点で利用が拡大している。  

 

2.1.1 食品分野 

各種前処理を施したバナナ、ブルーベリー、苺、パイナップルなどの果物をいろいろな

目的のために乾燥させ、その成績や品質を詳しく解析し、他の方法と比較を行っている例

が目立つ。人参や生薬材料の乾燥も行われている。玄米や大麦などの穀類は、大量処理の

必要があり、我が国や東南アジア、インドで盛んに研究されており、実績も挙げている。

これらは原料のハンドリングなどに関し、いろいろな方式が開発されている。  

焼成の分野も幅広い対象や目的にそれぞれ対応している。ケーキのベーキングのほか、

ヘーゼルナッツのロースト、ゴマ種子のロースト、緑茶の焙煎・乾燥においては、加熱方

法の違いによる成分変化、風香味、酸化安定性、食感などの違いを調べて比較している。  
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ハンバーグのミートパティでも、赤外加熱の効果を調べている。  

冷凍食材などのための乾式のブランチ、脱水方法として、あるいはテンパリングに赤外

加熱が試され、例えばリンゴスライスの各種不活性化の程度を見ている。  

殺菌は赤外加熱が大いなる期待を持たれている分野であるが、ホットドッグなどの

Ready-to-eat 食品の表面のリステリア菌の殺菌実験で効果を認めている。また実際に起き

たサルモネラ症発生事件を検証するために、生アーモンドに菌を植えて、その殺菌効果を

調べている。トーストやパン表面の赤外連続殺菌を検討するため、モデル微生物を用い、

胞子の残存率を評価している。香辛料も対象とされ、パプリカ粉末にセレウス菌を接種し

て、赤外照射による品質への影響、菌胞子の不活性化条件を見ている。液状食品の殺菌装

置の検討も行われ、牛乳中の黄色ブドウ球菌の損傷や醤油系の調味液の乳酸菌、酵母の変

化を調べている。また燐酸塩緩衝食塩水中の枯草菌胞子に対する遠赤外、近赤外の作用を

比較し、遠赤外照射の特異な効果を認めている。  

 

2.1.2 樹脂加熱・加工分野 

自動車内装用の PE-EVA 厚板のプレス成形前予熱、PET ボトル延伸押出ブロー成形用の

プレフォーム加熱等に赤外加熱が用いられ、時間短縮や表面平滑性向上などの効果を得、

またシステムの 適運転条件のシミュレーションが行われている。各種樹脂に微細加工を

施して種々の目的に向けた素子を作る際の熱源、射出成形品を入れるアニール炉の熱源、

PMMA マイクロ部品のための前駆体溶液の重合支援の熱源、コンクリート劣化対策の高分

子前駆体溶液の現場加熱用熱源に、近赤外、遠赤外ヒータが使用されている。  

 

2.1.3 塗装硬化･乾燥 

自動化粉体塗装システムに用いられ、迅速切り替え、生産性向上を果たしている。建設

機械製造ラインの粉体塗装工程に熱風併用の近赤外ヒータが導入され、生産性、塗膜性能、

環境対応で成果を挙げている。同じく粉体塗装に対し、近 -中波長赤外の併用も報告され、

水性グラビアコーターの乾燥に防爆式のガス遠赤外での省エネを達成している。列車車体

の塗装乾燥や製鉄所冷延メッキ工場での後処理コーティング乾燥など大型ラインも稼動し

ている。  
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2.1.4 加熱・乾燥一般 

（１）紙 

各種繊維による混抄和紙を赤外加熱連続炭化プロセスに掛け導電性材料用炭化紙を調

製した。ガス式の塗工紙乾燥機の改良により省エネを図っている。  

（２）木材  

凍結丸太の剥皮前に赤外加熱を行い、剥皮作業を強化することを試みている。  

（３）繊維(染色) 

ニット布の緩和乾燥機やポリエステル /木綿連続染色機にガス式などの赤外予備乾燥試

験を行い、品質、成績を見た。  

（４）印刷  

セラミックスへの転写印刷装置の均一加熱に赤外加熱を施し高速化を果たした。ダンボ

ール用のフレキソ印刷に赤外加熱と紫外硬化を採用、多色印刷可能とした。  

（５）皮革 

皮革仕上げ乾燥に赤外パネルを用い、熱効率アップ、炉長短縮に寄与した。  

（６）無機材料 

多用途に用いる含水硫酸鉄Ⅱや有機顔料、円筒状カオリンの乾燥を赤外および他の方法

を用い実験し、乾燥速度、品質を調べた。  

（７）高分子水溶液ほか 

水ベースのアクリル感圧接着剤コーティングに赤外乾燥を検討、剥離強さを見た。可塑

剤混合 PVA 水溶液の乾燥や陰イオン界面活性剤スルホノールの製造ラインでの環境に優

しい泡立ち状態脱水への赤外利用を調べた。  

（８）ナノ材料  

PET やガラス基板に塗布した単層カーボンナノチューブあるいはポリアニリン膜に赤

外照射して溶媒を揮発させ均一膜を調製、エレクトロウェッティングに利用する。  

 

2.1.5 金属、ガラス、セラミックスの加工、熱処理 

鉛フリー半田付けに近赤外レーザーを用い、連続走査、ロボット化を検討、従来の赤外

リフローに比し強度が向上した。チタン合金等、航空機部材の真空ロウ付け、各種ボンド

の研削工具の加熱再生、鋼板の含 Al 浴連続溶融浸漬 Zn メッキやガルバニル処理に赤外加

熱も検討している。アルカリフリーガラスの溶解炉の上部加熱に赤外を試験した。  

 

 



－7－ 

2.1.6 電子部品･デバイスへの応用 

次世代 Display 用真空遠赤外多段加熱装置が開発され、有機 EL および Field Emission

の Display 用の同様装置で、時間短縮、均一加熱を報告している。PtSi ウエファー上の

BaTiO3-ZrO2 混合懸濁液スピンコートに赤外照射を用い、ステップ当たりの膜厚を上げた。

光電子デバイスや太陽電池用のゾルゲル法スピンコート膜の赤外照射により特性改善を図

った。  

 

2.1.7 生体･医用への応用 

金属ナノ粒子を腫瘍部に標的として埋め込み、磁気共鳴による観察、近赤外集束照射お

よびこれに類似の治療が盛んに検討されている。人全身への遠赤外照射についてはさらに

研究が続けられている。また遠赤外ヒータによるアクティブサーモグラフィによる乳癌検

出のための人体加温特性が調べられている。慢性心不全患者への遠赤外サウナ治療におい

て酸化ストレスの低下を認め、その他拡張型･虚血性の心筋症も対象としている。頭頚部筋

膜疼痛に関し、赤外照射部の組織酸素化血液量、酸素飽和度などの増大を認めた。  

近赤外ランプによる皮膚美容･治療において真皮内コラーゲン線維変化を観察、また赤

外レーザーの微細ドット状照射で真皮まで熱変性を起こし治療する方法で瘢痕、色素沈着

がないという。  

ガス式のオフィスあるいは広域の暖房システムにおける温感、コスト、 適ヒータ配置

などを論じている。新幹線車両検修庫の遠赤外暖房により大幅経費削減のほか、修繕費、

運転経費の削減を果たした。赤外照射下の哺乳子豚の体温調節行動を観察している。  

 

2.1.8 環境対策･生物資源への応用 

融点 1500℃のアスベストの赤外加熱による溶融無害化を試験、吹付品のその場処理にも

成功した。石膏ボードリサイクルで分離した二水石膏を粉砕、攪拌しつつ遠赤外加熱を行

い、得た半水石膏材を木造建物床材に利用した場合を想定し、火災後の残炎抑制効果を認

めた。種々バイオマス (木材等 )の遠赤外加熱併用の過熱水蒸気処理による炭化や高パワー

赤外加熱による熱分解、CO2 ガス化を研究、赤外加熱による効果を得ている。  

 

2.1.9 航空・宇宙関係および新規材料製作･加工用熱源 

宇宙往還機耐熱用の SiC 線維 /SiC 系セラミック基複合耐熱パネルなどの評価システムで

は、真空槽内に置いた石英ベルジャーを通し、赤外ランプによる加熱を行っている。  
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被覆高 Tc 超伝導体への応用を想定した Ni 系基板開発では、赤外集中加熱と電磁石によ

る再結晶熱処理により、高度に立方体集合組織化したテープが得られた。近赤外レーザー

集束によるグリシン結晶成長を促進させた。CoFeB/MgO/CoFeB 磁気トンネル結合におい

て、極薄 MgO 蒸着後のその場赤外加熱処理により結晶化、粒成長を促進し、巨大磁気抵

抗比を達成した。また、水素選択透過性セラミック膜支持用の種々空隙率のαアルミナキ

ャピラリーの耐熱衝撃試験を赤外加熱法で評価した。化学ルミネセンス自動免疫学的試験

の反応促進に赤外加熱を用い、フェトプロテイン試験を 3 分で終えた。  
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2.2 特許調査 

 ここでは、日本特許庁のデータベースを利用し、「遠赤外線」をキーワードとして検索し

た特許情報について記す。2009 年 1 月 1 日～2010 年 12 月 31 日の 2 年間に出願・公表さ

れた特許(要約や請求の範囲に「遠赤」を含む特許)は 472 件と多く、その全容を示すこと

は難しいので、出願時期は古くなるが質が一定で権利が確定された登録特許（198 件）に

絞り、利用分野ごとにその概要を示す。 

 

2.2.1 農林業・食品工業分野 

ここでは、農業分野（農薬固形製剤、穀物冷蔵庫、穀物乾燥機）、林業分野（木材乾燥）、

食品加工機材、装置及びその製造された食品類、ペットフードや家畜舎に関する特許群を

記す。また、促成発芽や促成栽培システム、バイオ関連（細胞培養、殺菌）の動きも見られる。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4568010 

（請求項：5） 
2004.04.07 

農薬固形製剤の製造方法 

【目的】作物の栽培形態、あるいは栽培方法は、作物

毎、あるいは地域毎に異なっているのに対応

して、種々の異なる農薬活性成分の放出速度

を示す成形品に関する新らたな製造方法を提

供する。 

三井化学 

アグロ 

株式会社 

特許 4226035 2004.1.19 

穀物冷蔵庫 

【目的】穀物保存部の中心に蒸発器を設置すること

で、穀物保存部に保存されている穀物の温度

を均一に保持することができる穀物冷蔵庫を

提供する。 

パク ソン チ

ョル 

特許 4243924 2001.9.17 

高機能性冷凍装置および高機能性冷凍方法 

【目的】食品、食材の生体細胞を破壊することなく冷

凍保存するため、氷結晶の粗大化防止と氷結

晶核の生成抑制を行う冷凍方法及びその装

置を提供する。 

株 式 会 社 ア

ビー 

特許 4303996 2003.04.25 

冷凍装置 

【目的】食品の品質の低下を防止、抑制することが可

能な冷凍装置を提供することにある。 

有限会社  

湘南実業 

特許 4237141 2003.4.9 

農産物保護用袋 

【目的】果実、野菜及び花などの栽培中に被せて、農

産物の焼けを防止するとともに病害虫などから

保護することで、農産物の糖度、色、外観など

品質の向上に寄与する通気性プラスチックフ

ィルム袋を提供する。 

ニダイキ 

株式会社 

特許 4241367 2005.12.26 

穀粒乾燥機 

【目的】水分量が異なる穀粒を貯留室に張り込んで

も、乾燥を実施するまでの間、穀粒のムレを防

止し、穀粒の品質を維持する手段を備えた穀

粒乾燥機の提供。 

井関農機 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4301018 2004.01.30 

穀粒乾燥機 

【目的】遠赤外線放射体を備える穀粒乾燥機に関し、

バーナ燃焼状態に関わりなく適正に穀粒詰ま

りを検出する穀粒乾燥機を提供する。 

井関農機 

株式会社 

特許 4325091 

（請求項：1） 
2003.07.08 

遠赤外線穀粒乾燥機 

【目的】遠赤外線放射体表面から発生する輻射熱を

利用して穀粒を乾燥する遠赤外線穀粒乾燥

機に関し、穀粒を張込まずにバーナ燃焼を行

う場合、バーナからの熱風が遠赤外線放射体

筒に通気せず、乾燥運転の場合は、バーナか

らの熱風が遠赤外線放射体筒に通気する切

替手段を備えた乾燥機。 

井関農機 

株式会社 

特許 4378871 

（請求項：2） 
2000.11.10 

穀粒乾燥機 

【目的】熱風乾燥機と遠赤外線放射機能を備えた乾

燥機との切換えが容易にでき、また、遠赤外

線放射体の断熱と塵埃対策ができ、長期にわ

たり安全に使用することのできる穀粒乾燥機を

提供する。 

井関農機 

株式会社 

特許 4389118 

（請求項：2） 
2001.02.28 

穀粒乾燥機 

【目的】熱風発生装置による熱風と外気との混合が促

進され、通気抵抗が少なく、その結果、所要

動力の少ないコンパクトな遠赤外線放射体を

備えることで伝動構成に断熱や遮熱手段を講

じる必要がなく、機体高を低くできる穀粒乾燥

機を提供する。 

井関農機 

株式会社 

特許 4561777 

（請求項：1） 
2007.05.31 

遠赤外線穀粒乾燥機 

【目的】熱風発生装置による熱風と外気との混合が促

進され、通気抵抗が少なく、その結果、所要

動力の少ないコンパクトな遠赤外線放射体を

備える穀粒乾燥機を提供する。 

井関農機 

株式会社 

特許 4337143 

（請求項：4） 
2005.04.19 

循環式穀物乾燥機 

【目的】遠赤外線放射体の輻射熱及び外気を混合さ

せた熱風により、穀物の乾燥作用を促進する

穀物乾燥機に関し、構成が簡単で製造ライン

での組付け作業が容易であり、しかも、バーナ

からの熱風が熱風室の後側まで十分に行き渡

ることが可能となる遠赤外線放射体を備えた

穀物乾燥機を提供する。 

株式会社 

サタケ 

特許 4339802 

(請求項：2) 
2005.02.16 

穀粒乾燥機 

【目的】熱風を供給して、穀粒の乾燥を行う循環型穀

粒乾燥機に関し、乾燥能率を上げるため、バ

ーナ燃焼量を増大させ熱風温度を高めても、

熱風室内における乾燥熱風の温度をムラ無く

均一にでき、集穀部に設けた熱風胴の遠赤

外放射熱をも利用することで、胴割れ等被害

粒の発生を抑制しながら短時間で効率よく乾

燥できる穀粒乾燥機を提供する。 

大島農機 

株式会社 
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特許 4349581 

（請求項：4） 
2004.09.03 

流動乾燥装置 

【目的】被乾燥物の下方から上方に通気し、また遠赤

外線を被乾燥物に照射することで被乾燥物を

流動状態とし、均一にしかも速く乾燥させるこ

とができるとともに、遠赤外線放射体の表面に

高圧空気を噴射することで、乾燥機内の被乾

燥物から飛散する微粒子を含む塵埃が遠赤

外線放射体の表面に焼き付いたり、火災が発

生するのを防止できる流動乾燥装置の提供。 

金子農機 

株式会社 

特許 4480157 

（請求項：18） 
2005.02.25 

穀物の乾燥方法及びその装置 

【目的】本発明は、旋回気流により被乾燥穀物を浮遊

動させるとともに、旋回気流の軸心位置に設

けた遠赤外線放射装置から遠赤外線を放射

して、浮遊動する被乾燥穀物に遠赤外線の

照射による加温効果を付与することにより、旋

回気流に乗って移動する被乾燥穀物を品質

の劣化を伴わず効率よく乾燥することができ、

乾燥時間の短縮と品質向上を図ることができ

る穀物の乾燥方法及びその装置を提供する。 

金子農機 

株式会社 

外１名 

特許 4355303 

（請求項：5） 
2005.05.31 

低温乾燥装置 

【目的】木材等を乾燥する乾燥装置では、木材の割

れや歪みを防止するため、３５～６０℃の低温

で乾燥するが、この乾燥時間を短縮すると共

にコストを低減する低温乾燥装置の提供。 

伊藤 好則 

外 1 名 

特許 4204667 1998.7.31 

樽焙煎機およびこれを用いた樽焙煎方法 

【目的】酒類の貯蔵・熟成に使用される木製樽の内面

を均一に加熱する装置及びその使用方法を

提供する。 

サントリー 

株式会社 

特許 4287890 2009.08.09 

炭火焼成装置 

【目的】炭を主な熱源とし炭火焼の持つ焼成の特性を

大限に引き出し、炭火焼特有の食感及び

風味が得られる美味しい焼成食品の提供。 

フジフーズ 

株式会社 

特許 4295232 2005.03.09 

電磁誘導加熱調理器用容器 

【目的】電磁誘導を利用して加熱する炊飯器用鍋や

加熱調理器に用いられる容器本体に関し、短

時間に必要で十分な調理、即ち、炊飯が低コ

ストで、しかも調理した食品の品質がいつまで

も劣化せず、おいしくするのに好適な容器本

体の構造を提案する。 

トーカロ 

株式会社 

特許 4346546 

（請求項：9） 
2003.04.22 

電熱式無煙ロースター 

【目的】焼き物を調理するレストラン、焼肉店などの飲

食店において設置される店内外への煙と臭い

の発生のない電熱式無煙ロースターに関し、

店内や店外に設置していたダクトが不要であ

り、ＮＯｘ等の有害なガスの発生がほとんどな

い無煙ロースターを提供する。 

九州電力 

株式会社 

株式会社 

峰松電機 
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特許 4388584 

（請求項：4） 
2008.07.03 

バーベキューグリル 

【目的】小型軽量化を容易に図ることが可能なバーベ

キューグリルを提供する。 

株式会社 

ロゴス 

コーポレーシ

ョン 

特許 4271614 2004.04.14 

焼成装置及び物品の焼成方法 

【目的】トンネル式オーブンのように被焼成物の搬送

を伴うオーブンは、被焼成物の搬送方向に長

い炉を有し、また搬送に伴う気流が存在する

ため、搬送方向に温度が変化しやすい。この

ため、焼成時間が短い製品や、比較的低温で

焼き色が付けられる製品など、温度に敏感な

製品では、一時的に発生する低温期や高温

期の影響を受ける恐れがあり、これを改善する

焼成装置及び焼成方法の提供。 

敷島製パン 

株式会社 

特許 4470564 

（請求項：6） 
2004.04.07 

断熱性包装フィルムの製造方法 

【目的】本発明は、アルミニウム箔等の金属箔からなる

赤外線反射層と、赤外線透過性プラスチック

フィルムからなる保護層とを互いに接着させる

接着剤層および保護層での赤外線による輻

射伝熱や赤外線の吸収を 小限に抑えるに

よる断熱性の劣化を防止する、断熱効果およ

びバリア性に優れる断熱性包装フィルムを提

供する。 

凸版印刷 

株式会社 

特許 4276158 2004.10.19 

食品加工装置及びこれを用いた食品加工方法 

【目的】食材と、熱源や冷媒などの加工媒体とを相対

的に移動させることにより、食材に対して加熱

や冷却などの加工が可能な食品加工装置に

関し、具体的には、食材あるいは加工媒体で

ある被移動体を略水平方向に移動させること

のできるコンベアを備えた食品加工装置及び

これを用いた食品加工方法を提供する。 

サン・ 

プラント 

工業 

株式会社 

特許 4456568 

（請求項：8） 
2006.02.20 

保温食器およびその製造方法 

【目的】本発明は、食品が冷め難い二重構造の保温

食器を作製するにあたり、強固に接合一体化

された構造にして、優れた強度と保温性とを兼

ね備えた保温食器の提供、およびその合理的

な製造方法を提供する。 

山嘉商店 

株式会社 

特許 4455653 

（請求項：2） 
2006.11.13 

食用油再生装置及び再生方法 

【目的】本発明は、酸敗した食用油の酸化度を低下さ

せてより新鮮な状態の食用油へと再生するこ

とのできる装置を提供する。 

株式会社 

ＭＡＳＳ 

外 1 名 

特許 4271360 2000.11.21 

調味料含浸魚削り節及びその製造方法 

【目的】調味液処理により食味を改善するとともに削り

節にする場合、削り屑の発生を低減させる調

味料含浸魚削り節及びその製造方法を提供

する。 

株式会社 

丸俊 
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特許 4295760 2005.12.15 

遠赤外線解凍処理を利用したレトルト焼き栗の製造

方法 

【目的】遠赤外線解凍処理を利用したレトルト焼き栗

の製造方法に関し、添加物をまったく使わず

100％の栗だけを 適の温度で冷蔵保管して

熟成させ、上記の熟成された栗を直接火鉢方

式でローストし、皮を剥いて洗浄し急速冷凍し

た後、冷凍した栗を遠赤外線解凍し、解凍し

た栗を窒素置換包装した後低温多段階殺菌

する簡単な工程を経ることで、栗固有の味と香

り、そして甘み、組織が生きている官能的、品

質的に優れたレトルト焼き栗を簡単に製造す

る方法を提供する。 

シージェイ  

チ ェ イ ル ジ ェ

ダン コーポレ

ーション 

特許 4331132 

（請求項：3） 
2005.03.23 

炭化野草を含有した健康食品の製造方法 

【目的】竹炭や木炭が含有された健康食品を食するこ

とで、炭の吸着性による効能を良好に得ること

ができ、その上、便秘に極めてなりにくく、食感

にすぐれ、炭の吸着性による効能以外の薬効

が得られる炭化野草を含有健康食品の製造

方法を提供する。 

株式会社 

ミヤトウ 

野草研究所 

特許 4392411 

（請求項：1） 
2006.02.03 

干物の製造装置 

【目的】本発明は、イノシン酸フォスファターゼ等のイノ

シン酸分解酵素を完全に失活させて魚体中

のイノシン酸の分解を抑止し、より味のよい干

物を製造するとともに、より鮮度のよい良質な

干物を短時間で製造できる干物製造装置を

提供する。 

株式会社 

阿天坊 

特許 4496530 

（請求項：3） 
2004.07.05 

海草類乾燥装置 

【目的】本発明は、労力の大幅な軽減を図れ、しか

も、高品質な海草類の乾燥することができる海

草類乾燥装置を提供する。 

石塚 與喜雄

特許 4405522 

（請求項：2） 
2004.05.10 

製茶火入れ装置 

【目的】本発明は、加熱手段の加熱温度を下げること

なく、搬送面の過剰な加熱を防止し、茶葉の火入れ

を均一に行える製茶火入れ装置を提供する。 

有限会社 

横山製作所 

特許 4415194 

（請求項：8） 
2005.10.31 

茶葉乾燥火入焙煎装置 

【目的】本発明は、回転ドラム内での温度や湿度のバ

ラツキが少なく、又、湿度も適度に保たれること

により、茶葉の内外が均一に乾燥火入れ焙煎

することができ、良品質の製茶を得ることがで

きる茶葉の乾燥火入焙煎装置を提供する。 

株式会社 

吉田園 

特許 4429853 

（請求項：2） 
2004.09.13 

遠赤焙煎ゴマ油の製造方法 

【目的】本発明は、得られる遠赤焙煎ゴマ油の品質ば

らつきを軽減し、また酸化安定性を向上するこ

とができる遠赤焙煎ゴマ油の製造方法を提供

する。 

竹本油脂 

株式会社 
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特許 4415199 

（請求項：4） 
2007.11.22 

回転釜加熱処理装置と製茶方法 

【目的】本発明は、鮮やかな緑色と香りの良い緑茶

を、安いコストで能率よく製茶されることが求め

られている 近の市場の要求に応えようとする

もので、従来のてん茶炉製法以上に香味を引

き出したてん茶（抹茶の原料）を効率よく生産

する製茶装置と製茶方法を提供する。 

松下 芳春 

特許 4478130 

（請求項：8） 
2006.07.21 

純酸素含有甲類焼酎の製造方法および純酸素含有

甲類焼酎 

【目的】本発明は、３次にわたって純酸素を注入する

方法により、酸素の放出を防止するのに加え、

酸素を 大限注入して酸素の流失量を極小

化し、低温状態で微細な酸素気泡を注入して

溶存酸素量を極大化することにより、経済性

に優れ、飲酒後の二日酔いを軽減することが

可能な、新規かつ改良された純酸素含有甲

類焼酎の製造方法および純酸素含有甲類焼

酎を提供する。 

株式会社 

鮮洋 

特許 4501069 

（請求項：5） 
2006.09.04 

ギャバ大豆並びにギャバきな粉の製造法及び製品 

【目的】本発明は、グルタミン酸を添加した水に浸漬し

た原料大豆を水切りして一定時間保管し、大

豆を 10～60 分程度蒸すことにより、ギャバを多

く残したままトリプシンインヒビターを不活性化

し、その後 60～100℃で熱 風 乾 燥 若 しくは

100℃以下で減圧乾燥をして、水分を調整し、

その後大豆の品温を 90～110℃とする遠赤外

線で焙煎することにより、ギャバを多く残した大

豆、並びにそれを粉砕したきな粉を提供する。 

株式会社 

マエダ 

特許 4521447 

（請求項：8） 
2008.01.30 

酵素含有の健康食品の製造方法及び健康食品 

【目的】様々な野草や野菜及び果物を発酵させること

で、野草や野菜及び果物に含まれる多種類

の酵素、補酵素、ビタミン、アミノ酸、有機酸、

ミネラルなど様々な有効成分が体内に吸収さ

れ易い状態にすると共に摂取され易い液状と

し、これを服用することで、単に生の野草や野

菜及び果物を多量に食することでは得られな

い前記酵素、補酵素、ビタミン、アミノ酸、有機

酸、ミネラルなどの有効成分による効果を極め

て良好に得ることができる酵素含有の健康食

品の製造方法及び健康食品を提供する。 

株式会社  

ミヤトウ野草 

研究所 

特許 4535294 

（請求項：8） 
2008.01.30 

ニンニク成分吸収茶及びその製造方法 

【目的】本発明は、単純な構造により低コストで設置で

きると共に、日々排泄される畜産糞尿等を連

続して順次効率的に、かつ極めて発酵度の高

い処理を行うことができ、発酵ガスを無駄なく

取ることができるバイオマス発酵槽とその設置

方式を提供する。 

杉山 早実 

外２名 
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特許 4556181 

（請求項：4） 
2005.06.06 

減圧噴霧乾燥法による発酵乳粉末の製造方法 

【目的】乳酸菌をプロバイオティクスなどとして含有す

る食品（例えば、発酵乳）を乾燥、粉末化する

ことに適した、発酵乳粉末の製造方法、特に、

生きた乳酸菌を含んだ発酵乳粉末を製造す

ることに適した発酵乳の粉末化方法の提案。 

国立大学 

法人 

筑波大学 

外１名 

特許 4282749 2008.12.22 

ペットフードの製造方法及びペットフード 

【目的】高水分含量にもかかわらず長期間の常温保

管及が可能であり、且つ、適度の弾力性があ

り、食感に優れ、犬や猫などのペットに与える

のに好適なペットフードの製造方法の提供。 

株式会社グレ

イト 

特許 4267497 2004.3.31 

動物の飼育装置 

【目的】飼育しているマウス、鶏、牛、豚、魚等の動物

に遠赤外線を照射する飼育装置において、遠

赤外線の放射効率を高くして、エネルギー消

費を少なくできる遠赤外線ヒーターを備えた動

物の飼育装置を提供する。 

石川 友康、 

株式会社 

ブラディッシュ

特許 4288679 2006.11.06 

超促成発芽システム及び超促成栽培システム 

【目的】栽培植物の超促成発芽システム及び超促成

栽培システムに係り、特に、例えばイチゴなど

の季節性栽培植物に対して、気温と土温を局

所的に制御することにより、年間を通じた多重

発芽及び多重収穫を効率的に可能にする超

促成発芽システム及び超促成栽培システムを

提供する。 

アグリ・ 

ヴァンティアン

株式会社 

特許 4558460 

（請求項：2） 
2004.11.29 

光選択透過性農業用不織布被覆材およびそれを用

いる植物の栽培方法 

【目的】光線透過性が良好で、長期の展張被覆期間

に亘って特定の光質を遮光して植物の生長を

制御する光選択透過性農業用不織布被覆材

と該被覆材を用いた実用的な植物の生長制

御法を提供する。 

ＭＫＶドリーム

株式会社 

特許 4276696 2008.10.29 

微生物担体とその製造方法 

【目的】微生物の菌床として利用されずに遊んでいる

杉木材の水管のキャップを開放し、杉木材の

組織の多孔質化を更に促進することで、１日

当りの浄化処理能力の向上を図れる微生物

担体、あるいは、より一層少量の杉木材で多

量の有機廃棄物を浄化処理することを可能と

する微生物担体と、その製造方法の提供。 

三信商事 

株式会社 

特許 4564720 

（請求項：13） 
2003.04.09 

インキュベータおよび細胞培養方法 

【目的】培養条件を確実に一定に保つことができ、装

置を軽量かつ小型化することができ、細胞が

雑菌などによって汚染されることを効果的に防

ぐことができるインキュベータおよび、細胞の増

殖や未分化な細胞の分化を促進することがで

きる細胞培養方法を提供する。 

山下 菊治 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4584409 

（請求項：10） 
2000.05.18 

液状被包装物の加熱殺菌方法 

【目的】液状被包装物の加熱、保温及び冷却のそれ

ぞれを、ともに大気中で行うことにより、包装袋

への液媒の付着残留に起因する衛生上の問

題の発生を十分に防止することにあり、他の目

的は、被包装物の、とくに加熱効率を高めるこ

とで、装置の大型化なしに被包装物の充填包

装能率を大きく向上させることであり、さらなる

目的は、加熱時間と、保温時間と、冷却時間

との不揃いを、それぞれの領域への包装袋の

搬入個数をもって吸収することで、作業能率

の低下を十分に防止する液状被包装物の加

熱殺菌方法を提供する。 

大成ラミック 

株式会社 

 

2.2.2 工業・業務機器分野 

ここでは、塗装乾燥、加熱装置に関するもの、対象もフラットディスプレイや樹脂など

様々の加工を行う設備、リフロー炉、タイヤ、車関連の特許の外、産業廃棄物を扱う炉ま

で、様々な対象物に対して広く使われていることが伺える。また、布団などの厚手のもの

のクリニ―ンでも効果をあげているようだ。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4203892 1994.1.27 

畳表の塗装装置 

【目的】畳表の表面、裏面から静電塗装と遠赤外線

照射による乾燥を繰り返して、畳表の防かび・

殺菌・殺虫・脱臭・耐火を図る畳表の塗装装

置を提供する。 

永田 正助 

特許 4533734 

（請求項：5） 
2004.12.07 

多孔質板の塗装方法 

【目的】下塗り層及び上塗り層の塗装工程の信頼性

の向上を図った多孔質板の塗装方法を提供

する。 

東亜工業 

株式会社 

外１名 

特許 4537612 

（請求項：10） 
2001.04.25 

塗工方法および塗工装置 

【目的】基材に塗布された塗工液を内部側から乾燥

固化することによってクラック等の形成不良の

ない良好な厚肉の塗工層を迅速に形成するこ

とのできる塗工方法および塗工装置を提供す

る。 

株式会社 

康井精機 

特許 4277706 2004.02.17 

ガラス基板加熱装置 

【目的】プラズマディスプレイ用ガラス基板などの大画

面のガラス基板などに用いられるガラスの被加

熱体の吸収波長帯と二次放射熱源の吸収、

放射の波長帯域のマッチングがよく、清浄な

加熱環境下で加熱が行えるガラス基板加熱

装置を提供する。 

 

ウシオ電機 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4263529 

（請求項：5） 
2003.5.14 

加熱装置 

【目的】従来の赤外線及び近赤外線を共用する塗装

乾燥装置では、複数個の遠赤外線用ランプと

近赤外線用ランプとを用意して、近赤外線用

ランプもしくは遠赤外線用ランプのいずれかを

口金により塗装乾燥装置に取り付けたり、又

は取り外したりするような交換作業を必要とな

り、作業に手間かかかるので、交換部品を保

管する必要がなく、簡易は構成で作業効率が

向上する加熱装置を提供する。 

日本電熱 

株式会社 

特許 4355182 

（請求項：4） 
2003.08.27 

乾燥装置 

【目的】半導体基板、液晶素子用ガラス基板、カラー

フィルタ基板、ＦＰＤ用のガラス基板のような各

種被乾燥物を乾燥するのに好適な乾燥装置

で、省エネで短時間に被乾燥物の乾燥を行う

ことができ、メンテナンスが簡単で、被乾燥物

の再汚染を防止できる乾燥装置を提供する。 

島田理化 

工業 

株式会社 

特許 4504665 

（請求項：25） 
2003.12.08 

液晶表示装置およびその製造方法 

【目的】本発明は、ＩＰＳ－ＴＦＴ－ＬＣＤの固有の問題

である配向処理の製造マージンが狭いという

問題を解決し、初期配向方向の変動による表

示不良の発生を低減し、且つ安定な液晶配

向を実現し、コントラスト比を高めた高品位な

画質を有する大型の液晶表示装置を提供す

ることにある。また本発明の他の目的は、量産

性に優れた高画質・高精細度の液晶表示装

置の製造方法を提供する。 

株式会社 

日立製作所 

特許 4268852 2003.10.9 

プラズマ処理装置 

【目的】ガラス基材やシリコンウェハなどの被処理物を

載せた多数のセッタを一列に並べて搬送しな

がら順次プラズマ処理する装置において、構

成の複雑化を招くことなく、被処理物の温度

低下を確実に防止できるプラズマ処理装置を

提供する 

積水 

化学工業 

株式会社 

特許 4311060 

（請求項：4） 
2003.03.26 

無機粉末含有ペースト、およびそれを用いた 

ディスプレイパネル用部材の製造方法  

【目的】印刷性を低下させることがなく、スクリーン版の

版乾きを防止する無機粉末含有ペーストを提

供し、同ぺーストを用い、低コストで高品質な

プラズマディスプレイパネル用部材を製造する

方法を提供する。 

東レ 

株式会社 

特許 4318570 

（請求項：2） 
2004.03.17 

ポリエチレンテレフタレート系樹脂成形品の製造方法 

【目的】煮沸洗浄、熱風乾燥、滅菌処理又は電子レ

ンジでの加熱処理を施した場合にあっても変

形の少ない耐熱性に優れていると共に食器用

途にも用いることができるポリエチレンテレフタ

レート系樹脂成形品の製造方法を提供する。 

大洋化学 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4381564 

（請求項：11） 
2000.05.30 

ロール成形装置システム 

【目的】プラスチックフィルムと箔シートとをそれぞれの

巻出ロールから巻き出し、これらを重ね合わせ

た状態で高温の熱ロールにより熱圧締して一

体成形し、熱ロールで成形した製品シートを

巻取ロールに巻取るロール成形装置システム

で、蛇行が生じることもなく、また途中で箔シー

トにしわやたくれが生じることがないようにした

ロール成形装置システムを提供する。 

北川精機 

株式会社 

特許 4488192 

（請求項：6） 
2004.08.02 

樹脂被覆ローラ表面の平滑装置 

【目的】本発明は、薄肉化した芯金表面の樹脂被覆

層表面の平滑性を向上させる樹脂被覆ローラ

表面の平滑装置を提供する。 

株式会社 

リコー 

特許 4566711 

（請求項：4） 
2004.11.25 

加熱装置 

【目的】被加熱物の表層部のみを選択的にかつ均一

な温度で加熱して短時間で固化させることの

できる加熱装置を提供する。 

株式会社 

リコー 

特許 4464059 

（請求項：12） 
2005.01.13 

遠赤外線による加熱方法及び装置 

【目的】本発明は、近接センサの製造プロセスのように

サイズや質量の異なる被加熱物を混在させた

状態でも、遠赤外線源からの照射時間は一定

としたまま一括して同一温度に加熱することが

できる遠赤外線加熱方法及び装置の提供。 

オムロン 

株式会社 

特許 4530896 

（請求項：4） 
2005.03.31 

真空加熱炉用プレート型遠赤外線ヒータ 

【目的】板厚を薄く構成でき、しかも比較的高温にお

いても変形なく均一加熱可能な真空加熱炉

用プレート型遠赤外線ヒータを提供する。 

株式会社 

ノリタケ 

カンパニー 

リミテド 

特許 4550594 

（請求項：10） 
2005.01.17 

可撓性ポリイミド金属積層板の製造方法および装置 

【目的】塗膜のイミド化のために効率良く熱処理するこ

とが可能な可撓性ポリイミド金属積層板の製

造方法および装置を提供する。  

株式会社 

ノリタケ 

カンパニー 

リミテド 

特許 4391665 

（請求項：2） 
2000.03.31 

流動層用搬送装置 

【目的】搬送目的物を加熱しながら搬送する流動層

用搬送装置で、加熱媒体が熱伝導率の悪い

空気であるため、搬送しながら搬送目的物を

目的の温度に加熱しにくかったが、これ解消し

た流動層用搬送装置を提供する。 

旭テック 

株式会社 

特許 4233199 2000.6.30 

平版印刷版の製造方法 

【目的】感光性塗布層及び支持体を非接触で加熱で

きるとともにその加熱条件を広い範囲で変更

できる平版印刷版の製造方法を提供する。 

富士フィルム 

株式会社 

特許 4495700 

（請求項：7） 
2006.07.14 

機能性素子の製造方法およびその製造装置 

【目的】本発明は、形成された機能層の中心部および

端部の厚みの差が、色調ムラ等の不都合を発

生させない程度の差の範囲内にある機能層を

有する機能性素子の製造方法およびそのよう

な機能性素子の製造に用いる装置の提供。 

大日本印刷 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4540960 

（請求項：8） 
2003.10.09 

シュリンク包装装置 

【目的】熱収縮性フィルムの熱吸収率が照射される遠

赤外線波長を考慮することで、包装の仕上が

りにむらが無く、効率的にシュリンク包装を行う

ことができるシュリンク包装装置を提供する。 

協和電機 

株式会社 

特許 4404170 

（請求項：12） 
1999.08.05 

パレット積載物のシュリンク包装方法及びその装置 

【目的】本発明は、ヒータからの熱をフィルムに効率良

く吸収させ、パレット積載物への熱供給を押さ

えて、熱効率良くフィルムを加熱することがで

き、またフード内部への外部空気の吸い込み

によるフード内の温度降下を防ぎ、省エネを図

り、エネルギーコストを低減させることができる

シュリンク包装方法及びその装置を提供する。 

東洋製罐 

株式会社 

特許 4273994 2004.02.23 

スピーカ用振動板の製造方法およびこの製造方法を 

用いたスピーカ用振動板 

【目的】各種音響機器に使用されるスピーカ用振動板

の製造方法とこの方法を用いて製造したスピ

ーカ用振動板に関するもので、歪が少なく音

響特性の良いスピーカの振動板を提供する。 

パナソニック 

株式会社 

特許 4556001 2002.9.2 

フレキシブル配線板の表面保護膜及びフレキシブル 

配線板 

【目的】フレキシブル配線板保護膜として必要な低そ

り性、柔軟性、耐湿性、作業性、経済性に優

れる熱硬化性樹脂ペースト及びこれを用いた

フレキシブル配線板を提供する。 

日立 

化成工業 

株式会社 

特許 4254195 2002.10.15 

リジッド配線板の表面保護膜及びリジッド配線板 

【目的】リジッド配線板保護膜として必要な低そり性、

柔軟性、耐湿性、作業性、経済性に優れる熱

硬化性樹脂ペースト及びこれを用いたリジッド

配線板を提供する。 

日立 

化成工業 

株式会社 

特許 4366697 

（請求項：15） 
2006.04.18 

熱線ろう付け装置及び熱線ろう付け方法 

【目的】熱線による局部加熱をろう付け面に対して垂

直または略垂直に行うことにより、加熱部の温

度をろう材の溶融する温度範囲で容易に制御

することが可能な熱線ろう付け装置及び熱線

ろう付け方法を提供する。 

鹿児島県 

特許 4272306 1999.06.15 

リフロー装置 

【目的】両面実装型の部品実装基板をリフロー加熱

する際に、加熱する必要のない側の実装部品

を熱的に保護できるリフロー装置を提供する。 

株式会社 

タムラ製作所

株式会社 

タムラ 

エフエー 

システム 

特許 4401859 

（請求項：3） 
2004.04.28 

リフロー炉 

【目的】本発明は、プリント基板に塗布したソルダペー

ストを溶融させてはんだ付けを行うに当たり、

加熱ムラを除去し、不活性雰囲気にしても酸

素濃度が安定するリフロー炉を提供する。 

千住 

金属工業 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4499963 

（請求項：6） 
2001.09.07 

リフロー装置 

【目的】本発明は、小型の炉体であっても炉体内の雰

囲気の温度を安定させ、かつ、安定したリフロ

ー半田付け品質を得ることが可能なリフロー装

置及びリフロー方法を提供する。 

パナソニック 

株式会社 

特許 4315392 

（請求項：7） 
2005.11.17 

有機繊維コードの接着剤付着量コントロール方法 

及び改質方法 

【目的】有機繊維コードに対するディップ液の付着量

の低減とその付着量の有機繊維コードの長手

方向及び日間のばらつきの低減を実現するこ

とである。 

株式会社 

ブリヂストン 

特許 4319191 

（請求項：4） 
2006.01.16 

有機繊維コードの改質方法 

【目的】タイヤ等のゴム物品を補強するのに用いられる

有機繊維コードに対して所望の物性やゴムと

の接着性を付与するための有機繊維コードの

改質方法に関し、改質装置全体のコストを増

大させることなく、遠赤外線を照射して乾燥・

改質することで、安定して高い品質で有機繊

維コードを改質できる有機繊維コードの改質

方法を提供する。 

株式会社 

ブリヂストン 

特許 4404363 

（請求項：7） 
2005.04.27 

有機繊維コードの改質方法 

【目的】本発明は、高速度で均一に物性の改質を行う

ことができ、処理時における繊維の劣化を

小限に抑制することが可能であって、所望のコ

ード特性を有する改質コードを確実にかつ効

率良く得ることができる有機繊維コードの改質

方法を提供。 

株式会社 

ブリヂストン 

特許 4424630 

（請求項：2） 
2005.05.13 

有機繊維コードの改質方法 

【目的】本発明は、高速度で均一に物性の改質を行う

ことができ、処理時における繊維の劣化を

小限に抑制することが可能であって、所望のコ

ード特性を有する改質コードを確実にかつ効

率良く得ることができる有機繊維コードの改質

方法を提供。 

株式会社 

ブリヂストン 

特許 4325348 

（請求項：13） 
2003.10.07 

自動車用の熱機能構造体 

【目的】室内の快適な温度環境を提供できる自動車

用熱機能構造体の炎天下における駐車時の

室内雰囲気温度および内装部品温度の低減

を目的とし、放熱能力を上げ、室内の熱平衡

を低温側にシフトすることで自動車の車体断

熱放熱システムを提供。  

日産自動車 

株式会社 

特許 4227486 2003.86 

ワークの搬送装置 

【目的】様々な形状のワークを載置可能とし、ワークに

は擦り傷、打痕などを発生させずに、長期に

渡って使用可能な汎用荷台を用いたワークの

搬送装置を提供する。 

本田 

技研工業 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4458733 

（請求項：12） 
2001.12.18 

乗客コンベア装置 

【目的】本発明は、乗客に不快感、抑制感や違和感

を与えることがなく、しかも無駄な作動や誤作

動が少ない乗客コンベア装置を提供する。 

東芝 

エレベータ 

株式会社 

特許 4490504 

（請求項：4） 
2009.02.20 

車両用シートパッドの製造方法 

【目的】本発明は、製造工程を簡素化し、製造コストを

削減した車両用シートパッド製造法を提供。 

ヒクマ 

株式会社 

特許 4430982 

（請求項：1） 
2004.04.17 

配管溶接部の防食方法 

【目的】本発明は、配管を鞘管内で溶接し溶接部を

パイプ状熱収縮チューブで防食するために、

上下二分割型のジュラルミン製又はアルミニウ

ム製の遠赤外線による円筒状真空加熱炉を

車輪により鞘管内を手動で溶接部位に横移

動させ、真空ポンプによる減圧度が 600mmH

以下の設定減圧度に達すると、遠赤外線によ

る加熱が自動的に開始され、設定時間加熱

後ヒータがオフになれば加熱終了のランプが

点灯し、熱収縮チューブを溶接部に密着させ

る鞘管内の配管溶接部の防食方法の提供。 

株式会社 

但馬物産 

特許 4509313 

（請求項：13） 
2000.06.28 

プレス装置システム  

【目的】本発明は、トレイ、クッション紙、鏡面板を不要

としてＩＣカードごとにこれらを組み付けたり取り

外したりしなくても済むプレス装置システムを

提供するとともに、できればプレス装置の熱盤

の温度をプレス前に従来のようにより幅広い温

度範囲で加熱・冷却しなくて済むようにするこ

とで、熱効率が高く、生産時間も短くて済むプ

レス装置システムを提供する。 

北川精機 

株式会社 

特許 4548777 

（請求項：5） 
2004.11.19 

耐火物の残存量予測方法及びこれを用いた灰溶融 

炉の運転方法 

【目的】信頼性が高く、且つランニングコストを安価とし

た灰溶融炉の運転方法の提供。また、耐火物

の残存量を正確に算出ことができる耐火物の

残存量診断方法及びこれを用いた灰溶融炉

の運転方法の提供。 

三菱重工 

環境・化学 

エンジニアリング

株式会社 

特許 4220083 1999.9.25 

成熟固体物質の吸引乾留ガス化燃焼装置 

【目的】産業廃棄物の固体物質焼却や改質炭化剤の

再生に関する炉で、処理する物質に合わせ、

素材供給、煙突の吸引力、対向送風量の 3

要素を調整する機構を備えた斜傾炉の提供。 

有限会社 

オバラ 

フローラ 

特許 4293373 2005.12.21 

遠赤外線乾燥システム、およびドラム型乾燥機、 

ならびに布団乾燥施設とそれを用いた布団遠赤外線 

乾燥方法 

【目的】大量の布団など寝具類や、厚手の衣類やぬ

いぐるみといった乾燥処理対象物を迅速且つ

経 済 的 に乾 燥 、処 理 可 能 にすると共 に、消

臭、殺菌効果を高めた乾燥技術を提供する。 

株式会社 

小野寺 

ドライ 

クリーニング 

工場 
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2.2.3 冷暖房分野 

ここでは、放射暖房パネルに関する特許のみであった。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特許権者 

特許 4254970 2008.8.29 

天井放射暖房発熱パネルの製造方法および該製造 

方法により得られた天井放射暖房発熱パネル 

【解決手段】パネル基板と該パネル基板上に設けら

れ、かつ発熱体が不燃性塗膜で絶縁被覆さ

れて形成された電極を有する薄膜状発熱体と

該薄膜状発熱体上に設けられた不燃性遠赤

外線放射膜を含み、前記薄膜状発熱体に対

する通電により、前記不燃性遠赤外線放射膜

を介して放射された輻射熱により前記室内が

暖房される。 

宝養生資材

株式会社、 

市川 好男 

 

2.2.4 家電・家庭用品分野 

ここでは、電池パックの製造過程での利用例や冷蔵庫、浴室用暖房機に関する特許があ

った。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4237452 2002.8.1 

電池パックおよびその製造方法 

【目的】円筒形または角形の密閉型二次電池からなる

単電池を複数備え、これらの絶縁を確保し、

小型・薄型化した電池パックとその安価な製

造方法を提供する。 

パナソニック 

株式会社 

特許 4416932 

（請求項：6） 
2000.10.06 

冷凍冷蔵庫 

【目的】本発明は、マイナスイオン放出天然鉱石等か

らなる複合素材を、冷蔵庫の冷気庫内等に取

り付けて、庫内にマイナスイオンを循環させ、

細菌の除菌、脱臭を行ない、食品を衛生的に

かつおいしく保存することができる冷凍冷蔵庫

を提供する。 

三菱電機 

株式会社 

特許 4561923 

（請求項：4） 
2009.03.23 

浴室用乾燥暖房装置 

【目的】浴室の入浴前の予備暖房を短時間で行うと

共に、入浴中も洗い場にいるときに寒い思い

を入浴者に与えない浴室用乾燥暖房装置を

提供する。 

マックス 

株式会社 

 

2.2.5 美容・健康・医療分野 

ここでは、ヘアヘア、皮膚美容器、ネイル除去器など美容機器、身体につける装身具か

ら建築資材や家、部屋に関するものや温熱治療器など健康を謳ったものである。また、医

療用機器に利用した例もある。 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4224462 2003.7.28 

ヘアーカーラー、これを用いたヘアーウエーブ装置及

び該装置を用いたヘアーウエーブ施術方法 

【目的】ヘアーカーラーの軽量化を図り、これにより、1

本のコードに複数個のヘアーカーラーを接続

し、コード数を減らし、吊し紐を不要とし、重量

を大幅に減少させた装置の提供でパーマ施

術の作業性を向上させる。 

富士株式会社 

特許 4426985 

（請求項：5） 
2005.02.23 

パーマネントウエーブの方法 

【目的】本願発明は、電源接続時に熱が発生可能な

発熱部材を内部に備えた電熱ロッドに毛髪を

巻き付け、ロッド自体を発熱させてパーマを行

うに際して、間接加熱処理促進機などによる

パーマ第１剤促進工程を併用することによっ

て、良好なカールを形成できる新たな方式に

よるパーマネント処理方法を提供する。 

株式会社 

大廣製作所 

外 2 名 

特許 4530211 

（請求項： 2） 
2004.09.22 

毛髪への有効成分のイオン導入及び遠赤外線付与

トリートメント装置 

【目的】毛髪に栄養成分を付与して手入れする際の

前処理溶液あるいは後処理溶液であるトリート

メント溶液を毛髪に付与する前処理を行うこと

でトリートメント溶液の有効成分を効率よく毛

髪の中に導入すると共にトリートメント溶液をイ

オン化して毛髪にイオン導入の器具の提供。 

株式会社 

アジュバン 

コスメジャパン 

特許 4577722 

（請求項：9） 
2005.10.12 

ヘアーセッター 

【目的】マイナスイオン発生用の放電ユニットやトランス

などの機器配置を好適化することにより、セッ

ター本体の一側に設けたホルダを小形化し、

これによってブローブラシ、ロールブラシ、ノズ

ルなどのアタッチメントの使いやすさが向上す

るヘアーセッターを提供する。 

九州日立 

マクセル 

株式会社 

特許 4431536 

（請求項：6） 
2003.10.27 

イオン導入機能を有する皮膚美容器、及び該皮膚美

容器に関するディスプレー装置 

【目的】本発明は、電源スイッチがオンになっていて

も、実際に美容器の作動部が使用者の皮膚

に当たらない間には使用中ではないと判断し

て相対的に弱いパワーで振動し、使用者の皮

膚に当てたときに強いパワーで振動をするよう

にすることにより非使用時の電力消耗を 小

限にして電力消費を 小化する。 

ファン、 

スン－ヤン 

特許 4521783 

（請求項：10） 
2009.01.08 

ネイル除去補助具 

【目的】簡単な構造で手間をかけずジェルネイル等を

除去するネイル除去補助具を提供する。 

藤ノ木 君依 

特許 4441200 

（請求項：23） 
2003.05.14 

複合線状体型装身具 

【目的】本発明は、屈曲をスムーズに行うことができる

とともに不要なクセがついてしまうことを抑制で

きる複合線状体型装身具を提供する。 

株式会社 

セベル・ピコ 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4443201 

（請求項：6） 
2003.12.02 

身体装着用健康用品 

【目的】本発明は、東洋医学における耳経穴説及び

ツボを活用し、磁力を有する磁石ではなく、透

磁率１．２０以下の磁性体物質に反磁性をもた

せる状態とし、装着した人体組織に地球磁場

で反磁力を発生させ耳経穴付近或いはツボ

付近にある於血の水分を循環させる。それに

加えて遠赤外線放射物質を用い、エネルギー

源を自分の体温や外気温から遠赤外線に変

換輻射し、且つ遠赤外線の電磁波の周波数

に共鳴する歯科用レジンや磁性体物質の固

有振動で筋肉のマイクロバイブレーションに共

鳴を加え、筋肉を弛緩させ副交換神経を優位

に保ち器官の機能を素人でも容易に改善でき

る身体装着用健康用品及びイヤリング・指輪・

ネックレス・ブレスレット・アンクレットを提供。 

堀 泰典 

外 1 名 

特許 4303301 2007.06.05 

健康具、および健康具の製造方法 

【目的】本発明は、従来より血流促進効果が高い健康

具を提供する。高価な素材を有効に活用して

従来以上に効果を高めた健康具を提供する。 

株式会社 

鈴木工業所 

特許 4303769 2005.09.29 

建築材およびその製法 

【目的】遠赤外線放射により人の健康を促進する効果

を有する建築材およびその製法を提供する。 

東洋テックス 

株式会社 

特許 4323083 

（請求項：5） 
2000.11.21 

建築物 

【目的】住宅内に電気及び磁気エネルギーとセラミッ

クス及び炭素から放出される遠赤外線の相乗

効果が得られる構造を取って、身体機能の活

性効果に優れた住宅や建築物を提供する。 

スカンジ 

ナビア 

ホーム 

株式会社 

特許 4422783 

（請求項：36） 
2009.04.22 

室内環境調整システム 

【目的】本発明は、エネルギー効率がよく、しかも室内

の垂直方向における温度分布の差が小さく、

気流が肌に当たることによる問題が発生しない

室内環境調整システムを提供する。 

石の癒 

株式会社 

特許 4246687 2004.11.17 

温熱健康器 

【目的】半円形の略密閉空間内で利用者に遠赤外線

を照射し、利用者の発汗・血行・新陳代謝の

促進と別役務（足裏マッサージなど）の提供。 

ダイヤ技研 

株式会社 

特許 4257331 2004.2.20 

温熱治療用の遠赤外線発生器 

【目的】遠赤外線発生効率に優れた発生器（ケース

内に遠赤外放射材とこれを加温するヒータを

具備）で人体の深部まで効率的に加温する。 

屋比久 勝子 

特許 4293373 2003.07.08 

遠赤外線を放射する磁気治療器の製造装置 

【目的】構造及び製造方法が簡単で量産化でき、磁

気と遠赤外線効果により、筋肉こり・痛み、疲

労を低減し、血行促進で内臓の活性化が図

れる磁気治療器及びその製造装置の提供。 

中谷産業 

株式会社 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4319228 

（請求項：1） 
2007.03.26 

炭素遠赤外線ドーム型輻射器 

【目的】炭素から放出される遠赤外線を利用したドー

ム型輻射器で、遠赤外線照射手段からの遠

赤外線エネルギーを効率良く利用し、更に、

身体から放射された熱も再度遠赤外線に変

換して利用することにより、極めて輻射効率の

良い赤外線ドーム型輻射器を提供する。 

特許開発 

有限会社 

特許 4563442 

（請求項：4） 
2007.11.27 

発汗装置 

【目的】通常の寝具である布団や寝袋に類似した形

態を有しながら、従来の寝袋型の発汗装置に

比較して遙かに快適な受熱感を感じながら、

45℃以下ないし少しばかり高めの風呂程度の

温度、ないし体温に近い温度でありながら、大

量の熱量を人体に注入して、短時間に大量の

発汗を促すことができる、従来にない、発汗方

法とその装置を提供する。 

清川 晋 

特許 4269068 2002.10.15 

患者用敷布 

【目的】介護用品である患者用敷布に関し、細菌の増

殖を抑えつつ、しかも、寝具のメンテナンス作

業を低減できるとともに、被介護者の移動労

力を低減できる患者用敷布を提供する。 

ブルネエズ 

株式会社 

特許 4276991 2004.10.21 

内視鏡の修理方法及び内視鏡用赤外線加熱システム 

【目的】内視鏡を用いた検査や処置や、その内視鏡

に洗浄、消毒、滅菌処理等を繰り返し行なう

と、その内視鏡の挿入部の可撓管やその挿入

部の可動部位である湾曲部の外皮が摩耗す

る。これを修理する方法及び内視鏡用赤外線

加熱システムを提供する。 

オリンパス 

株式会社 

特許 4293870 2003.09.12 

医療用皮膚挿通具ホルダ及び血液ポンプシステム 

【目的】生体の皮膚を挿通するチューブ、ケーブル、

カテーテル等の医療用皮膚挿通具を保持す

るために用いられる医療用皮膚挿通具ホルダ

及びこの医療用皮膚挿通具ホルダを備えた

血液ポンプシステムに関し、外力による医療用

皮膚挿通具と生体組織との剥離発生を効果

的に抑制することができ、もって感染症の発生

を未然に防止することができる医療用皮膚挿

通具ホルダを提供する。 

株式会社 

サンメディカル 

技術研究所 

特許 4343274 

（請求項：15） 
1998.05.22 

薬物送達及び組織工学のためのセミ相互侵入又は 

相互侵入ポリマー網目構造 

【目的】医療処置、特に関節表面再生及び形成外科

及び薬物送達における、重合性セミ相互侵入

及び相互侵入ポリマー網目構造組成物及び

光架橋性重合性ヒドロゲルの使用分野に関

し、合成ポリマーの相互侵入網目構造に基づ

く、細胞組織及び軟骨構造体を形成する細胞

の注射のための方法及び組成物を提供する。 

マサチューセッツ

インスティチュート 

オブ テクノロジー

外 2 社 
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2.2.6 環境分野 

ここでは、多層膜フィルムによる遮熱などヒートアイランド現象対策とともに自然現象

である霧や雪の対策に関する登録特許があった。また、内燃機関の排ガス対策として燃焼

効率を高めるのに利用するという特許登録があった。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4314357 

（請求項：8） 
1996.06.20 

透明多層デバイス 

【目的】複数の層を含むポリマフィルムと遠赤外スペク

トル領域の光を反射する金属又は金属化合

物を含有する少なくとも１つの層を有する透明

導電体を含む赤外スペクトル領域の光を反射

し、可視スペクトル領域の光を透過する透明

多層デバイスを提供する。 

スリーエム  

カンパニー 

特許 4283417 2000.04.07 

霧解消方法 

【目的】遠赤外線を簡便に発生させる遠赤外線網を

霧の流入面に配置することにより、エネルギー

採算可能な霧解消装置を提供する。 

東芝変電機器 

テクノロジー 

株式会社 

特許 4378438 

（請求項：13） 
2000.10.25 

消霧装置及び消霧方法 

【目的】過大な熱エネルギーの供給を要することなく、

比較的軽量且つ小型の機器類の使用により、

効率的な霧の消失効果を現実の自然環境下

に発揮し得る消霧装置及び消霧方法を提供

する。 

融雪テクノ 

株式会社 

東日本高速道路

株式会社 

中日本高速道路

株式会社 

西日本高速道路

株式会社 

特許 4249555 2003.8.7 

架空線の融雪方法 

【目的】水分の表面張力を小さく、挟まれた水分が形

成する外側に凹のメニスカスの曲率半径を大

きくすることにより、湿った雪の雪粒同士の間

に挟まれた水分の水膜の圧力を大気圧に近

似させることで、架空線の外周に付着した雪を

融かす方法 

東京電力 

株式会社 

株式会社関電工

特許 4372706 

（請求項：4） 
2005.03.10 

融雪装置 

【目的】遠赤外線を照射して融雪する融雪装置に関

し、歩道に好適であるとともに目の見えない方

に対しても好適に利用できる融雪装置を提供

する。 

株式会社 

キクテック 

特許 4549515 

（請求項：3） 
2000.1122 

横断歩道用の道路凍結防止装置 

【目的】発熱体を路面に埋設することなく簡易な構造

で、より効率的に広い面積における道路面の

凍結を防止する道路凍結防止装置を提供す

る。 

タチバナ 

ペーパーウェアー

株式会社 

特許 4344565 

（請求項：12） 
2003.08.20 

内燃機関の排気ガス浄化装置 

【目的】自動車エンジン等の内燃機関の排気ガス中

に含まれる窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭

素、微小粉塵粒子等の有害物質を効果的に

低減する排気ガス浄化装置を提供する。 

牧田 英明 

外 3 名 
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2.2.7 保温繊維分野 

ここでは、放射対素材やシートと寝具、サポータ、クッションへの応用検出素子、撮像

素子、カメラとその画像の処理、セキュリティ装置や各種検査装置などへの応用に関する

特許登録があった。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4254158 2002.8.20 

炭素繊維基材の製造方法、プリフォームの製造方法 

および複合材料の製造方法 

【目的】取り扱い性に優れ、生産性が高いプリフォーム

及び複合材料の製造方法を提供する。 

東レ 

株式会社 

特許 4585185 

（請求項： 18） 
2003.07.30 

遠赤外線放射体 

【目的】繊維やフィルム、布などからなる基材の風合い

を損なわずに、充分な遠赤外線効果による保

温性に優れた、かつ、簡易で安全に効率よく

発生させる遠赤外放射体を提供する。 

株式会社 

ＮＢＣ 

メッシュテック 

特許 4355945 

（請求項：12） 
2004.11.08 

近赤外線吸収繊維およびこれを用いた繊維製品  

【目的】耐候性が良く、しかも少ない添加量で太陽光

などからの熱線を効率良く吸収し、透明性に

優れることで繊維製品の意匠性を損なうことが

ない近赤外線吸収材料を表面や内部に含有

させた、低コストで保温性を有する繊維及び当

該繊維を用いた繊維製品を提供する。 

住友 

金属鉱山 

株式会社 

特許 4531281 

（請求項：2） 
2001.03.21 

遠赤外線放射立毛状繊維構造物 

【目的】本発明は、遠赤外線放射特性を有する保温

性、風合い、発色性の優れた立毛状繊維構

造物を提供する。 

株式会社 

カネカ 

特許 4578343 

（請求項：7） 
2005.07.11 

機能性立体ネット編地シート 

【目的】本発明は、いかなる組成物をいかなる形態の

ものとしてどのような方法で立体ネット編地の

空隙内に安定に装填するかを提供する。 

馬場 

化学工業 

株式会社 

特許 4422054 

（請求項：3） 
2005.03.28 

寝具 

【目的】本発明は、遠赤外線の放射性やエネルギー

放射性の鉱物またはマイナスイオン発生鉱物

の作用を効果的に利用することを可能とし、こ

れによって保温作用等の有効な作用効果を

得ることができる寝具の使用方法を提供する。 

株式会社 

日高 

特許 4430288 

（請求項：9） 
2002.09.19 

膝サポータ 

【目的】本発明は、テーピングによらずとも、装着の簡

単なサポータで膝蓋骨をその下側周縁で下か

ら支えることのできる膝サポータを提供する。 

株式会社 

ハヤシ・ 

ニット 

特許 4452768 

（請求項：6） 
2000.03.06 

サポータ及びその製造方法 

【目的】本発明は、遠赤外線エネルギーを放出し、人

体に有益な物質を含んでいる電荷発生物質

で化学処理して誘導された溶液を用いた、遠

赤外線エネルギーを放出し、かつ水のクラスタ

幅を狭めた飲料水の製造方法を提供する。 

株式会社 

ジェイエス 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4505835 

（請求項：2） 
2003.06.27 

休息敷物 

【目的】本発明は、敷布団あるいは床に横たわって睡

眠あるいは休息する際に、横たわる身体の下

に敷かれて全身に向けて遠赤外線とマイナス

イオンを発散させることができる薄手の敷物を

提供する。 

ウーブン 

ナック 

株式会社 

特許 4538652 

（請求項：6） 
2005.04.19 

クッション用セル構造体及びクッション 

【目的】長時間座った姿勢でいることによる、臀部にお

ける圧迫障害の発生を防止することができ、座

り心地の良いクッションを得るための新たな手

段を提供する。 

学校法人 

立命館 

特許 4546928 

（請求項：9） 
2004.11.19 

繊維の染色方法、繊維染色物、染料、及び染料 

製造に用いる乾燥装置  

【目的】天然物の持つ色彩を繊維に堅牢に染着する

ことができる繊維の染色方法、繊維染色物、

染料を提供する。 

金子 隆 

 

2.2.8 計測・情報分野 

ここでは、赤外の検出素子、撮像素子、カメラとその画像の処理、セキュリティ装置や

各種検査装置などへの応用に関する特許登録があった。 

特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4533939 

（請求項：18） 
2008.04.10 

赤外線検出素子、赤外線検出装置及び赤外線検出 

素子の製造方法 

【目的】微弱な光量の赤外線を広視野角、高分解能

で検出するために、量子効率の高い材料から

なる大面積のイメージセンサが必要であるが、

双方の要求を同時に満足する赤外線検出素

子、赤外線検出装置及び赤外線検出素子の

製造方法を提供する。 

三菱重工業 

株式会社 

外１名 

特許 4265866 2000.9.28 

プラスチック光学素子の製造方法、プラスチック光学 

素子製造装置及びプラスチック光学素子 

【目的】本発明は、デジタル複写機、レーザプリンタな

どに用いられるプラスチック光学素子の樹脂

冷却工程で、光学素子の温度が少なくとも使

用樹脂のガラス転移温度以下の所定温度で、

光学素子の光学面以外の面(一部または全

部)を徐冷することを特徴とする製造方法を提

供する。 

株式会社 

リコー 

特許 4505151 

（請求項：5） 
2001.01.10 

撮像装置 

【目的】本発明は、特に侵入監視システムに用いられ

る、相異なる波長帯の電磁波を各々にとらえ

て撮像し映像信号に変換する撮像装置を提

供する。 

株式会社 

日立国際電気
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4243810 2006.9.5 

手ぶれ補正機構及び撮像装置 

【目的】補正専用レンズが不要で、小型の手ぶれ補正

が可能なセンサシフト方式で、撮影素子から

の熱を遠赤外線に変換しで熱ノイズを低減し

た手ぶれ補正機能付き撮像装置を提供する。 

ソニー 

株式会社 

特許 4311988 

（請求項：3） 
2003.06.12 

固体撮像素子用カラーフィルタおよびこれを用いた 

カラー撮像装置 

【目的】赤外カットフィルタを ON/OFF するための機械

的な機構を設けることなく、周囲の照度の変化

に応じて、赤外フィルタ、赤青緑の各フィルタ

を介して得られた画素情報の利用比率を精度

良く調整し、昼間の色再現性と夜間の感度と

を両立し昼夜連続で利用できるようにする。 

アキュート 

ロジック 

株式会社 

特許 4363207 

（請求項：10） 
2004.02.05 

画像処理方法、画像処理システム及び画像処理装置 

【目的】明るさ情報に基づいて、撮像対象を可視光帯

域で撮像して出力された画像データと撮像対

象を赤外帯域で撮像して出力された画像デ

ータとを合成することで、昼夜を問わず車両及

び歩行者などの画像を確実に表示することが

できるとともに、昼夜とも違和感のない画像を

表示することができる画像処理方法、画像処

理システムおよび画像処理装置を提供する。 

住友電気工業

株式会社 

特許 4369845 

（請求項：11） 
2004.10.15 

画像処理システムおよび画像処理システムを備えた 

充填容器の検査装置 

【目的】電子シャッタ機能を持たない遠赤外光電子カ

メラを利用して、熱シール部の高精度な良否

判定を行うことのできる画像処理システムと画

像処理システムを備えた充填容器の検査装

置を提供する。 

三菱電機 

エンジニアリング

株式会社 

特許 4575748 

（請求項：23） 
2004.10.27 

光量分布制御素子、並びにそれを用いた光学機器 

【目的】適正に光量ムラの補正を行うことのできる安価

な光量分布制御素子及びそれを用いた情報

記録再生装置、撮像装置及び光走査装置等

の光学機器を提供する。 

パナソニック 

株式会社 

特許 4505921 

（請求項：12） 
2000.02.03 

インクジェットプリンタおよびこれに用いる記録媒体 

【目的】本発明は、熱可塑性樹脂層から生成される樹

脂膜に損傷を与えることなく、記録媒体への

加熱処理を行うことができるインクジェットプリ

ンタおよびこれに用いる記録媒体を提供する。 

セイコー 

エプソン 

株式会社 

特許 4324651 

（請求項：2） 
2006.02.17 

ＦＩＲアクティブ・サーモグラフィ検査装置 

【目的】遠赤外線放射加熱により能動的に体表面を

加熱して体表面付近の組織の熱伝導・熱容

量・比熱の違いに基づく生体情報を画像化す

るＦＩＲアクティブ・サーモグラフィ検査装置に

関し、発信器と測定対象物との間に遠赤外線

放射の開始・停止を実現するためのシャッター

機構を設けたことを特徴とする。 

国立大学法人

秋田大学 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者 

特許 4302768 2008.12.15 

屋外用防犯装置 

【目的】防犯エリア内における建築資材・土木資材・

資材や重機等の盗難防止と、この盗難を予め

防止すること、さらに啓蒙を図ること等を達成

するとともに、人的災害の減少化と、二次盗

難、犯罪阻止を図る 

株式会社 

日電サービス 

特許 4404047 

（請求項：6） 
2005.12.02 

障害物衝突判定システム、判定装置、障害物衝突判

定方法及びコンピュータプログラム 

【目的】本発明は、白線を検出することなく、遠赤外光

撮像装置で撮像した画像に基づいて前方の

道路の曲がり具合を推定することにより、障害

物との衝突可能性を精度良く判定することが

できる障害物衝突判定システム、判定装置、

障害物衝突判定方法及びコンピュータプログ

ラムを提供する。 

住友電気工業

株式会社 

特許 4457077 

（請求項：12） 
2006.02.08 

障害物検出システム、及び障害物検出方法 

【目的】本発明は、遠赤外線撮像装置及び近赤外線

撮像装置を搭載することにより、遠赤外線撮

像装置のみ、又は近赤外線撮像装置のみを

用いる場合の問題点を相互に補完し、高い精

度で障害物を検出することができる障害物検

出システム、及び障害物検出方法を提供す

る。 

住友電気工業

株式会社外 1

名 

特許 4405846 

（請求項：4） 
2000.10.24 

半導体装置及びその検査方法 

【目的】本発明は、ＩＣチップの上層配線部分などを加

工することなくフォトエミッション解析を行うこと

ができる半導体装置とその検査方法を提供。 

ソニー 

株式会社 

特許 4431832 

（請求項：22） 
2003.12.24 

紙幣束分析方法および装置 

【目的】本発明は、紙幣を分析するための方法および

装置を提供することにあり、その方法は、高速

で大きな精度で紙幣の処理を行うことを可能

にする。 

シンテック 

ホールディングス

 ベー ヴェー 

特許 4331186 

（請求項：16） 
2003.04.07 

通信システム及び通信照明装置 

【目的】“視界の確保”を目的とする照明機能に加え、

新たに光通信機能を付加したことを特徴とす

る通信システム及び通信照明装置の提供。 

ソニー 

株式会社 

特許 4404365 

（請求項：10） 
2007.03.07 

光電式煙センサおよび照明機器 

【目的】本発明は、簡単な構成で小型化と低コスト化

を図ることができる光電式煙センサおよびそれ

を用いた照明機器を提供する。 

シャープ 

株式会社 

 

2.2.9 材料・基礎技術分野 

ここでは、遠赤外発光素子や遠赤外光スイッチのほか遠赤外放射材、機能水に関する特

許登録があった。 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4341013 

（請求項：12） 
2003.08.21 

遠赤外発光素子 

【目的】遠赤外の発光は、化合物半導体による発光メカ

ニズムでは実現が困難で、炭酸ガスレーザー等

の大型装置を利用せざるを得なかったが、遠赤

外発光が可能で波長可変機能を有した小型、

低消費電力の遠赤外発光素子を提供する。 

独立行政法人

科学技術 

振興機 

特許 4427294 

（請求項：7） 
2003.09.19 

有機電荷移動錯体のコヒーレントコントロールによる 

遠赤外光スイッチ 

【目的】本発明は、遠赤外領域で動作する高感度の光

スイッチイング装置を提供する。 

独立行政法人

科学技術 

振興機構 

外１名 

特許 4243251 2005.1.14 

遠赤外線放射粒状物 

【目的】本発明は、機能と吸着機能とを兼備し、吸着機

能の経年劣化が少なく、製造も容易な遠赤外線

放射粒状物を提供する。 

株式会社 

サイエンス 

理研 

特許 4359703 

（請求項：2） 
2002.12.10 

放射性鉱物含有の組成物の製造方法 

【目的】容易にかつ低コストで入手可能である希元素鉱

物を主成分として、これに他の有用鉱物を混合

させて北投石と同様な各種効能を有する放射性

鉱物含有の組成物の製造方法を提供する。 

株式会社 

パワーテック 

特許 4398980 

（請求項：16） 
2005.11.04 

超軽量セラミックパネル及びその製造方法 

【目的】本発明は、セラミック固有の機能は保全しつつ

閉気孔組織により軽量性、剛性、耐水性、難燃

性、断熱性などの物性が改善された建築内外

装材用できる超軽量セラミックパネルの提供。 

エルジー・ 

ケム・ 

リミテッド 

特許 4531471 

（請求項：7） 
2004.07.28 

加熱アスファルト混合物の製造方法 

【目的】従来の加熱アスファルト混合物の製造方法は、

再生骨材等からなる骨材とアスファルトの混合物

の脱水に必要なエネルギーが大きいという欠点

があり、これを克服し、脱水を効率よく行い省エ

ネルギーで加熱アスファルト混合物を提供する。 

山陰建設工業

株式会社 

特許 4460916 

（請求項：4） 
2004.02.24 

二元構造の気孔を持つセラミックス焼結体とその製造方法 

【目的】本発明は、天然資源特有のマクロ気孔を持ち、

耐火断熱材や濾過材として使われてきた原料の

気孔組織と人工的でサイズが大きいトンネル構

造の孔隙と併存で多目的な用途に対応できる

製品を提供する。 

株式会社 

アース 

エンジニアリング

外 1 名 

特許 4532932 

（請求項：４） 
2004.02.25 

建築用内装材料 

【目的】建築用内装材料として、高い気孔率を持つ軽量

であり且つ強度、特に靱性の高い大形サイズの

ボードを低コストで提供する。 

株式会社 

アース 

エンジニアリング

外２名 

特許 4565476 

（請求項：13） 
1999.11.30 

電気石と磁石とからなる複合材の製造方法及びその方法 

で得られる複合材、並びにそれらに使用する複合材料 

【目的】機能性鉱石として知られる電気石の改良に関す

るもので、特にそれら機能の中の遠赤外線放出

機能その他が有効に活用できる新規な構造から

なる複合材と、その複合材の新規な製造方法、

及びそれらに使用する複合材料を提供する。 

佐藤 博 
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特許登録番号 出願日 発 明 の 名 称 特 許 権 者

特許 4418395 

（請求項：4） 
2005.04.13 

機能水の検出方法および検出装置 

【目的】本発明は、水に微弱エネルギーを付与すること

により作成された機能水を正確かつ再現性よく

検出する方法および検出装置を提供する。 

新日本製鐵 

株式会社 

特許 4522450 

（請求項：11） 
2005.06.24 

機能性浄水装置 

【目的】新素材セラミックとマグネチックにより、水道水を

弱アルカリ性の機能性水に変化させる機能性浄

水装置を提供する。 

リー ビョンク 

特許 4448081 

（請求項：1） 
2005.10.25 

電荷発生物質を化学処理して誘導された溶液を 

用いた、遠赤外線エネルギーを放出し、かつ水の 

クラスタ幅を狭めた飲料水の製造方法 

【目的】本発明は、遠赤外線エネルギーを放出し、人体

に有益な物質を含んでいる電荷発生物質で化

学処理して誘導された溶液を用いた、遠赤外線

エネルギーを放出し、かつ水のクラスタ幅を狭め

た飲料水の製造方法を提供する。 

イ ウォン 

ソン 
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２．３ 新聞記事調査 

日本経済新聞系のデータベース「日経テレコン 21」と購読工業紙から「赤外線」関連の

記事を抽出した。2009，2010 年の 2 年間の累計は、230 件を超えるものとなり、放射伝熱

の適用分野は多岐にわたることが再認識された。この中から、重複しているものなどを除

き、利用分野毎にその概要と記事の内容を掲載する。 

 

2.3.1 農業・食品工業分野 

 この分野では、油で揚げず、遠赤外線で焼いた低カロリーのポテトチップを売り出し、

販売攻勢がかけられ、販売激化、市場が活性化されている様子が伺える。この他では、遠

赤外線を利用した食品加工として、煮干し、ピザ、製茶の例が掲載されている。また、過

熱水蒸気発生ユニットを装備した遠赤外線ガス式オーブンや食用油の酸化抑制機能を持つという

セラミックに特殊な釉薬を塗布したパイプ状のものの利用例が発表されている。 

 

1．焼いたポテトチップス、油分、通常の３割弱に 《サッポロファインフーズ》 

サッポロファインフーズは、ポテトチップス「ポテかるっ」の発売を発表した。ジャガイモを油で揚げ

るかわりに遠赤外線で焼き、油分を通常の 3 割弱に抑えた。サッポロは主力のビール事業が縮小し

ており、スナック菓子を新たな事業に育てる。「うすしお味」と「あらびき黒胡椒味」の 2 種類。一般の

ポテトチップスより割高だが、健康志向に訴えることで需要を開拓する。年内に 8 億円、2013 年に

30 億円の売上げを目指す。サッポロの食品事業は健康食品が中心で、売上高は年数億円にとど

まる。07 年秋までに遠赤外線によるポテトチップス製造技術を持つユニバースフーズ株式の 49％を

取得し、健康志向に対応した商品として、サッポロブランドとして売出す。（日経産業 2009/1/15） 

2．ポテトチップス、ヘルシー競争、油分カット 《ハウス、サッポロ》 

ハウス食品は、これまでより油分を 3 割抑えたポテトチップスを発売。健康を気にし始める 20～30

代の購入を見込む。サッポロも油分が 7 割少ない商品を発売する予定で、油分カットを競う動きが

広がりそうだ。ハウス食品のポテトチップスは「こんがりポテト」。ジャガイモなどの原料をつぶして成

型した後、高温で乾燥させてから油で揚げる。同社によると、多くの消費者はポテトチップスの油分

を気にしており、食べるのを我慢しているという。テレビＣＭや店頭広告で油分カットを訴え、初年度

20 億円の売上高を目指す。サッポロは、油分を 7 割抑えたポテトチップス「ポテかるっ」を首都圏の

コンビニで先行発売。油で揚げるかわりに遠赤外線で焼くのが特徴だ。 （日経産業 2009/2/16） 

3．ポテトチップス、生産能力３倍に 《サッポロホールディングス》 

サッポロホールディングスは来年 3 月にポテトチップスの生産能力を 3 倍(日産能力を 6000 箱に

増強する。同社のポテトチップスはジャガイモを遠赤外線で焼いて作る日本では珍しい製法で、油

で揚げない低カロリーが売り物。今春に首都圏で発売したが、20～40 代の女性から人気が高く、供

給能力が需要に追いつかない状況。6 億円投じて生産能力を強化し、全国発売も視野に本格的

に拡販する。2010 年 12 月期のスナック菓子事業の売上高を、今年度の 8 倍、16 億円に引き上げ

る。スナック菓子は景気の冷え込みで消費者が外出を控えていることから伸びている。サッポロは菓

子事業を拡大し、ビール、清涼飲料に次ぐ柱に育成する。        （日本経済 2009/11/10） 

4．油不使用ポテチ、４つ目の味追加 《サッポロＩ》 

サッポロファインフーズはスナック菓子「ポテかるっ」シリーズにサワークリーム味を追加、8 月 2 日

に発売する。販売地域は首都圏や中部に限定。サワークリームの酸味とコクを効かせたタマネギ風
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味に仕上げた。希望小売価格は 150 円。「ポテかるっ」シリーズは油で揚げず遠赤外線を使って焼

くノンフライ製法を採用。１袋食べても熱量が 138Kcal と低カロリーだ。健康志向の高まりを背景に、

2010 年 1～6 月の同シリーズの出荷量は前年同期比約 2 倍の 250 万袋と売れ行きが好調。新製

品は「うすしお味」と「あらびき黒胡椒味」「コンソメ味」に続き４種類目。 （日経産業 2010/07/09） 

5．煮干しのうまみ水に溶け出す 《かね七》 

水に浸しておくだけで、うまみのある澄んだダシがとれる「水からとれるだし煮干」。カタクチイワシ

を湯で煮てから乾燥させ、遠赤外線でじっくり焼き上げた。身の中まで加熱され、従来品より香りが

良く、うまみが溶け出しやすい。頭やワタを取らずにそのまま水に入れ、冷蔵庫に一晩置くだけ。煮

込まないので身が崩れて汁がにごらない。120g 入り、価格は 420 円。     （日本 MJ 2009/3/4） 

6．赤外線でピザ焼き上げ 《ソーラム》 

ソーラムは、自動車の光源技術を応用したピザオーブンの販売を本格化する。車載用のハロゲ

ンランプの製造・販売が本業の同社は、イタリアのピザメーカの依頼を受けて高速オーブンの開発

に着手。同社が開発したオーブンは高出力カーボンファイバーヒータを搭載。カーボンヒータは水

の吸収波長域を放射し、石窯に近い特性を有するため、パン生地の焙焼に 適で、立ち上がりも

早く、調理時間を短縮可能。                          （日刊工業 2009/10/27） 

7．ナポリ風ピザ用電気式石窯 《ツジ・キカイ》 

ツジ・キカイのナポリ風ピザ焼成用の電気式石窯「イーナポリ 500 チンクエチェント」。寸法は横

幅 63ｃｍ、奥行 67ｃｍ、高さ 64ｃｍと、幅の狭いカウンターにも置きやすい大きさ。 高設定温度は

550℃を実現。周囲が膨らんだナポリ風ピザ１枚（直径 35ｃｍ）を 90 秒で焼くことができる。窯の内部

は、天井、底部、側面のいずれも分厚いセラミック製にしたことで、蓄熱および断熱性能に優れ、遠

赤外線効果も発揮する。蓄熱性に優れるため温度が安定するだけでなく、連続して焼いても温度

が下がりにくい。操作は簡単。レストランチェーン、居酒屋などに向く。   （日経 MJ 2010/09/22） 

8．製茶仕上げ機小型化 《羽田》 

羽田は生の茶葉を１次加工した「荒茶」を火入れ・乾燥、冷却して商品に仕上げる小型の製茶

仕上げ機 2 種類を開発した。設備の導入コストを抑えたい小規模生産者の需要を見込む。開発し

たのは荒茶に遠赤外線を当てて乾燥・火入れする機械と、熱した茶葉を冷却する機械の 2 種類。

火入れ機の新製品「ホット・ワンミニ」は、薄く敷き詰めた茶葉を 2 段階で乾燥・火入れする。3 段階

に分けていた従来製品に比べ構造を簡単にして製品価格を下げた。火入れ時間などを工夫して

おり、従来製品と性能は変わらない。遠赤外線の発生装置と茶葉との距離を調節して火入れ具合

を変えることも可能だ。機械の高さは 110cm、横幅は 120cm で、従来製品の半分以下。縦幅も

58cm と 3 割程小さい。同社は火入れした茶葉を１分間で常温まで冷ます機械も小型化し、「クー

ル・ワンミニ」として、火入れ機とセットで約 300 万円（従来の半額）で販売。（日本経済 2010/4/3） 

9．食材を内側から加熱 《マスダックＩ》 

マスダックの遠赤外線ガス式オーブン「サーマルメディアオーブン・ヒートプラス」 「サーマルメデ

ィアオーブン」は特殊なボードをガスバーナーで熱することで広範囲な波長の遠赤外線を発生させ

るもので、食材を内部まで加熱できる。さらに過熱蒸気（過熱蒸気とは 100℃の蒸気（飽和蒸気）を

さらに加熱した蒸気のこと）発生ユニット「ヒートプラス」を装備しておりで、食品の風味を損なわずに

加熱できるなどの特性を合わせ持つ。遠赤外線ガス式オーブンと併用することで焼き上がりの食感、

風味、焼き色などが向上し、焼成時間も大幅に短縮できる。        （日経 MJ 2010/07/28） 

10．遠赤外線の放射技術が強み 《上原工業所》 

佐久市の上原工業所は、本業の溶接加工・表面処理技術を活用して調理機器や暖房機器を

開発。溶射と呼ばれる表面処理方法を用いた遠赤外線放射技術が同社の強み。同社が開発した

焼き芋機「セラオーブン」で作る焼き芋は、地元のイベントで引っ張りだこだ。セラオーブンは、セラミ

ック表面に溶射加工した赤外線放射板を使うのが特長。セラミックを加熱すると、遠赤外線が放出

され、サツマイモが焼ける。約 1 時間で 15Kg のイモを焼き上げる機械は 1 台 40 万円程度。また、

溶射加工を利用した木くずを固めたペレットを燃料ストーブでは、溶射により、ストーブから放出され
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る遠赤外線が増えるという。                           （日本経済 2009/04/07） 

11．食用油の寿命、２～３倍に 《ユー・ポイント》 

食用油にかかる経費を削減できる酸化抑制器「エコセラチップ・ハイパープロ」。セラミックに特殊

な釉薬を塗布したパイプ状のものをワイヤで連結。直径約 8cm の手のひらサイズ。油２０リットルに１

個を投入することで酸化を抑制し、油の寿命を 2～3 倍に延ばすという。セラミックが熱によって遠赤

外線を放射し、衣はカラッと中はジューシーに揚がる効果も期待できるという。また、揚げ時間は通

常と比べ 2～3 割程度短縮でき、光熱費の削減や業務効率の向上に寄与する。厨房（ちゅうぼう）

内の油煙・悪臭も軽減可能だという。                        （日経 MJ 2009/7/1） 

 

2.3.2 工業・業務機器分野 

 この分野では、フラットディスプレーパネル、太陽電池パネル、リチウムイオン電池な

どグリーンイノベーション実現に遠赤外線加熱・乾燥を利用する動きが顕著になってきた。

また、ドライクリーニングや木材乾燥という従来からの利用例も継続している。 

 

12．リチウム電池製造向け真空乾燥路を開発 《ノリタケ》 

ノリタケカンパニーリミテドはリチウムイオン電池関連の製造装置事業を強化する。既に発売済み

の電極材料向けの焼成炉に加え、新たに電極製造の乾燥工程で使う高性能真空乾燥炉を開発し、

受注を開始した。開発した真空乾燥炉は市販品に比べ、遠赤外線セラミックスヒータを用いることで

昇温時間を 1/4 とし、冷却時間は炉内に水を循環させる水冷方式を採用することで 1/6 以下と大

幅に短縮した。これにより生産能力は従来比 4 倍以上となった。環境対応車に搭載されるリチウム

イオン電池の需要増に対応する。2010 年の売上げ見込みは 30 億円だが、2012 年度には 100 億

円まで引き上げる。               （日刊工業 2010/02/03）、（日本経済 2010/02/18） 

13．赤外線カーボンヒータ、長尺タイプ投入 《ヘレウス》 

ヘレウスは加熱長を 2.5m と従来に比べ、1.7 倍に長尺化した工業用赤外線カーボンヒータを完

成した。発熱体にシート状のカーボン繊維を使用し、発熱体温度を 1200℃に上げた。同社のカー

ボンヒータ事業は 1 億円規模だが、長尺タイプを戦略商品に位置付け、倍増を狙う。太陽光発電

関連やフラットパネルディスプレーの大型化に対応し、樹脂やガラスなどの加熱・乾燥工程での採

用を提案する。長尺化で電力消費を 20%削減できる。           （日刊工業 2010/04/06） 

14． 高 1150℃まで加熱の遠赤外線ヒータ 《デンコーＩ》 

デンコーは、 高 1150℃まで加熱できる遠赤外線ヒータ技術の採用を自動車業界各社に提案

中。同社は遠赤外線ヒータ技術を核にしたヒータや加熱炉の販売を展開中だが、液晶パネルのガ

ラス基板向けに加え、自動車市場を開拓する。車体の軽量化を実現する高張力鋼板を使ったプレ

ス部品の加熱工程や鍛造金型に余熱を加えるヒータなどの利用を働きかけている。電気式で制御

しやすい点などの優位性を訴え、大幅な売上げ増を目指す。      （日刊工業 2010/06/10） 

15．遠赤外線乾燥機を導入、高級な仕上がりアピール 《東栄ドライ》 

クリーニング業の東栄ドライは、遠赤外線方式の乾燥機 3 台を導入。従来の蒸気加熱方式に比

べ、衣類や布団などへのダメージが少なく、ふんわりと衛生的に仕上げられる。家庭用洗濯機の性

能向上で同業界は苦戦しているが、遠赤外線乾燥による高級な仕上がりをアピールして売上げ増

に繋げる。クロセテクニカル製の遠赤外線乾燥機を導入。布団 10 枚を一度に乾かせる大型 1 台と

中型 2 台を設置。洋服ダンスのような形で、内部の壁面に遠赤外線パネルを配置。衣類や布団を

ハンガーやバーに掛けたまま乾かす。ドラム内で回転させながら蒸気を当てる乾燥方式に比べ、生

地やボタン類を傷めにくい。水分を完全に取り除けるため、除菌や消臭効果も高い。遠赤外線乾

燥機の導入で燃料費抑制や CO2 の排出削減を達成した。          （日本経済 2009/3/6） 
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16．木材乾燥の効率化 《ラボッド》 

ラボット・プランナーは、伐採直後のあぶくま杉材を常温に近い約 40℃で短期間乾燥する技術を

開発した。伐採後にしばらく放置してから高温で乾燥する従来手法に比べ、低コストでタイムリーに

杉材を供給できる。専用の乾燥機中の遠赤外線ヒータで約 40℃で熱して乾燥する。通常の床材や

板材なら 5 日程度で、含水率が建築業界の通常の技術目標値である 15％以下になる。約 60～

150℃の高温で乾燥させる従来方式と比べて乾燥時間が同程度か短くなるため、燃料費は半分以

下で済む。                                      （日本経済 2010/03/18） 

 

2.3.3 冷暖房分野 

この分野では、放射冷暖房の実用化に拍車がかかってきたことがうかがえる。しかも、大規模なビ

ルから個別住宅へ広がりを見せている。床暖房の一形式として畳暖房、バイオマスの利用や石油と

電気のハイブリッドストーブ、農業用に過熱水蒸気の利用した暖房機と様々な方式が発売された。

また、オフィスで足元を暖めるパーソナル暖房機も人気のようで、文具各社から発売されている。 

 

17．放射式空調、冷温水を循環、体に優しく省エネも――高まる消費者の関心 

放射式空調は建物の気密性が高い欧州で広く普及している。床下のパイプで温水を循環させる

床暖房やオイルヒーターが代表例だが、ヒートポンプなどを室外機に使えば冷房も可能だ。日本で

も 近、関心を持つ企業や消費者が増加。パイプを内の水温は季節ごとに変え、冬場は 30～40℃

の温水を室内に送ると、遠赤外線効果で体感温度が上昇する。夏場は 15～20℃の冷水を循環さ

せ、人の熱を吸収する。体感温度は冬に高く、夏に低い。このため空調の設定温度を暖房で 2～

3℃低く、冷房は 2～3℃高くできる。建物の気密性にもよるが、放射式は空調時の消費エネルギー

量を対流式より 2～3 割減らせるという。普及に向けた 大の壁が価格。 （日経産業 2010/01/15） 

18．高効率放射空調と地中採熱の組み合わせ 《三建設備工業》 

三建設備工業は、年間温度が一定な 10m を超える地中から採熱する放射空調システムを医療・

福祉施設向けに開発し営業展開を進めている。              （熱産業経済 2009/11/5） 

19．放射冷暖房システム 《First StarＩ》 

First Srar は遠赤外線を利用した冷暖房システム「光冷暖」普及のため、石の癒㈱から分離独立

した。前年度の施工件数 80 件を今年度は 120 件に高める。「光冷暖」は板状のパイプの中に冷水

や温水を流して冷暖房する放射冷暖房システムで、効率を従来に比べ、3 倍に高めた。特殊セラミ

ックス粉を混ぜ込んだ塗料を、熱源となる板状パイプと部屋の壁や天井に塗ることで実現。省エネ

のみならずエアコンのように空気を対流させないので、快適性も高い。 （日刊工業 2010/07/12） 

20．地下水で冷房と冷却 《竹中工務店Ｉ》 

竹中工務店は、地下水のみで工場施設内の冷房と製造過程における製品の冷却をまかない、

冷房・冷却時に生じる空調の排熱を製品の余熱に転換する冷熱源が不要なシステムを富士山麓

のミネラルウォータ製造工場に適用した。工場の空調設備と生産設備を一体として考え、互いに熱

交換するシステムで、熱の効率的な利用と地下水の削減が図れる。本システムによる CO2 削減量

は、約 30％である。                                （熱産業経済 2010/07/15） 

21．水で静かな天井冷房システム 《アオキ住宅機材販売》 

アオキ住宅機材販売は、天井に水を通して部屋全体を冷房する天井冷房システム「天空」を発

売した。エアコンに比べて室内の温度ムラがなく、音も静かなことが特長。これまで結露で発生する

水滴や湿度の処理が難点とされてきたが、同社は水を通すフィンの真下に水滴を受けて流すドレイ

ンを設け、外気温が 30℃以上でも室温 26℃、湿度 53％を確保できるようにした。価格は延べ床面
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積約 50m２の家屋の場合、工事費込みで約 180 万円。電気代はエアコンの場合に比べ約 3 割安く

済むという。                                      （日本経済 2010/10/28） 

22．暖房機能付き畳 《アオヤギ》 

アオヤギは山形県内の畳店と連携して暖房機能付き畳を完成、販売を始めた。自社開発したマ

ット状の半導体ヒータを畳表と畳床の間に入れ、畳表面は常温で約 30℃の暖房効果を持つ。ヒー

タ上部にトルマリン鉱石の粉末シートを積層しており遠赤外線効果なども付加した。暖房機能付き

畳は、厚さが約 60 ミリメートル。畳の連結が可能で電気の取りだし 1 か所で 大 20 畳まで連結可

能。価格は、１畳 5 万円前後を見込む。                     （日刊工業 2009/7/17） 

23．ペレット・まきストーブ、デザイン洗練拡販狙う 

ペレット・まきストーブを製造・販売する長野県内の企業が、県の支援を受けてデザインを改善し

販売拡大に乗り出す。上原工業所は金型溶接で培った表面処理技術を生かし、遠赤外線を効率

よく室内に放射するペレットストーブを開発。電気を使わず重りの力で駆動する、燃料の自動投入

装置を追加。バイオマス（生物資源）のペレットやまきは CO2 の排出量削減に貢献するとして注目さ

れるが、導入費用が高いのがネック。                     （日本経済  2009/3/12） 

24．石油・電気の組み合わせヒータ 《トヨトミ》  

トヨトミは石油ファンヒータと電気式のセラミックスヒータを組み合わせたハイブリッド型の暖房機を

発売。電気式ヒータとの併用で温風が出るまでの時間は、従来の石油ファンヒータの 90 秒に比べ、

3 秒と大幅に短縮。室温が 18℃に達するまでは、石油ヒータと電気ヒータを併用運転する。灯油が

なくなると電気ヒータのみの暖房に切り替わり 長 8 時間まで運転可能。（日刊工業 2010/09/17） 

25．過熱水蒸気で暖房機 《スズテック》 

スズテックは、水と電気を熱源にする過熱水蒸気式暖房機を発売。灯油に比べランニングコスト

や CO2 排出を削減できる。価格は約 80 万円。まず農家にビニール栽培用に投入し、その後学校

や病院などへ拡販予定。過熱水蒸気は 100℃で蒸発した水蒸気をさらに加熱したもので、通常の

加熱空気より高い熱伝導性を持つ。水と電気で水蒸気を発生させ、これを電熱ヒータで 500℃に加

熱し、空気と混ぜて約 200℃の温風にして、所望の所に送り、暖房する。（日刊工業 2010/08/23） 

26．小さな部屋向けヒータ 《デロンギ・ジャパン》 

電源を入れるとすぐに前面が暖かくなる暖房器具「デロンギ ミニ・パネル型遠赤外線マイカヒー

タ」。発熱体からの熱を反射と放射で正面に集中させる 5 層構造で前面全体から暖かさが感じられ

る。温風が出ないのでほこりを舞い上げず、音も静か。絶縁体にマイカ（雲母）を使用しているため

薄型（約６cm）で、軽量化を実現。                        （日経 MJ 2009/11/30） 

27．机の内側に薄型暖房器 《ライオン事務器》 

オフィスで働く女性向けに開発した暖房器具「遠赤外線パネルヒータ」。スチール机の内側に磁

力で張り付けて使用する。寸法は縦 33cm×横 38cm×厚さ 4cm と、薄型コンパクト。光も熱も出さず、

遠赤外線が体内の水分子を振動させて自己発熱を起こさせることで体を温める仕組み。火災の心

配はない。50W と低消費電力。                          （日経 MJ 2009/12/13） 

28．この冬、かわいいストーブ 《小泉成器》 

小泉成器はサクラクレパスと共同で女性向けにデザイン性を高めた暖房機器を開発した。電気

ストーブ「サクラクーピーペンシル カーボンヒーター」を 10 月に発売。色鉛筆「クーピーペンシル」の

形を模した遠赤外線ヒータ。水色、緑色、オレンジ色、ピンク色、白色の全 5 機種。暖房機器で女

性向けにデザインした製品は珍しい。これまでの約 3 倍となる年 10 万台の販売を目指す。暖房機

器は大手家電メーカー以外の中堅各社も低価格品を販売するなど競争が激しい。性能面では差

別化が難しいので、デザインで特長を出し需要を獲得する。       （日経産業 2010/09/30） 

29．ひざまで暖めるフットヒータ 《キングジム》 

キングジムは冬の足元の寒さを解消するフットヒータ「うらほか」を発売。オフィスで机の下などにキ

ングジムは冬の足元の寒さを解消するフットヒータ「うらほか」を発売。オフィスで机の下などに設置し、
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足元からつま先、ひざまでを暖める。消費電力は約 30W。1 日 8 時間使用した場合の電気代は約

5.3 円。異常な発熱を防ぐ保護装置を装備し、安全面にも配慮。 (日刊工業 2010/11/09) 

 

2.3.4 家電・家庭用品分野  

この分野では、オーブンレンジ、IH 調理器、炊飯器などの調理家電での遠赤外線利用は定着し

た感があるが、新しい機能や性能が向上、それにコストパフォーマンスの良い機器が求められ、メー

カ間の競争は熾烈である。以下に、オーブンレンジ、IH 調理器、炊飯器の順に関連記事を掲載す

る。その他、赤外線センサを含む光センサを多用した冷蔵庫、冬場の必需品暖房機についても掲

載する。なお、中国では、電子レンジとオーブンレンジが一体になった日本の製品に対して、同様

な機能を低価格で実現することを狙ったハロゲンンランプを用いた加熱調理器が発売されている。 

 

30．石窯トルネードエンジン――レンジ、５分で２００度に 《東芝ＨＡ》 

東芝ホームアプライアンスが昨秋に発売した「石窯オーブン」シリーズの販売が堅調だ。人気の

秘密は「石窯トルネードエンジン」と呼ぶヒーターユニット。レンジの庫内で熱風を循環させ、高温で

むらなく一気に焼き上げる。トルネードエンジンはレンジの背面の部分に装着されている。熱風をレ

ンジの庫内に送り込むファンを中央に配置し、その周囲を直径 8mm の管状のヒータが取り囲む構

造。ヒータで温めた空気を庫内に送り込むと同時に、庫内の空気をエンジンの方に取り込んで再加

熱する。この動作を繰り返すことでレンジの庫内に熱が充満する仕組みだ。熱風が円滑にファンに

吸い込まれていくことから、新エンジンは「石窯トルネードエンジン」と命名。レンジの庫内を 5 分でセ

氏 200 度まで加熱できるという。電子レンジの市場では、シャープが 2004 年に発売した過熱水蒸気

で食品の油分を落とすタイプのオーブンレンジがヒットし、その後はスチーム式の高機能機種が各

社の競争の軸になってきた。背景には脂肪分を抑制したいといった消費者の健康志向がある。「石

窯オーブン」は料理の本質である「味の良さ」と「仕上がり」が開発テーマ。舌の肥えた消費者に、こ

のコンセプトが着実に浸透してきているようだ。                 （日経産業 2009/1/22） 

31．価格を抑えたオーブンレンジ 《東芝 HAＩ》 

東芝ホームアプライアンスは前モデルに比べて価格を約１割抑えたオーブンレンジ「石窯オーブン

ＥＲ―Ｈ８」を 8 月に発売すると発表。角皿の材質をセラミックスから鉄板に変更、省スペース性を高

めた。実勢価格で５万円前後。風路の構造を変えて排熱を効率よく処理できるようにした。収納場

所と上面の間隔を従来の半分の 10cm まで近づけられる。蒸気で 250℃の調理ができる機能や遠

赤外線で包み込むように調理する機能などは踏襲。            （日経産業 2010/06/30） 

32．石窯スチームオーブンレンジ 《東芝 HA》 

東芝ホームアプライアンスは、遠赤外線発生機能と脱臭機能を備えた「遠赤・脱臭ブラックコー

ト」を庫内 4 面に採用した石窯スチームオーブンレンジを発売。ピザやパンなどの焼き上げメニュー

を遠赤外線によるオーブン機能で実現。約 1 時間で焼き立てパンが楽しめる「らくらくベーカリー」、

市販のパンを焼き立てのように温める「ふっくらパン」などパンメニューを充実。インバータ 1KW 出力

でごはん、おかずを素早く温めることも可能。                 （日刊工業 2010/11/16） 

33．オーブントースター、高級機、手軽に本格料理 《三洋電機 CE、タイガー、パナソニック》 

1 万円超の高級オーブントースターでこだわりの調理機能を持たせた新製品を家電メーカが相

次ぎ投入。簡単な調理だけでなく、本格的な料理も作れるのが売りだ。小型で操作方法が簡単で、

デザインも良い。余熱なしですぐに利用できるため、単身者世帯の増加や内食化の定着を追い風

に消費者に好評。買い替え需要も掴んで、売れ行きは好調。三洋電機ＣＥが発売した「Ｓｔｅａｖｅｎ」

はオーブントースターにスチーム機能を搭載した新しい調理家電。 高 250℃になる高温の過熱水
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蒸気で「蒸す」「焼く」「煮る」ができる。１分弱でスチームが庫内背面から上下に吹き出し食品を包

み込むように加熱。人気の蒸し料理が簡単に作れるほか、食パンなどがむらなく焼け、煮物も柔ら

かく煮込める。「蒸し」機能と「焼き」機能を使えば焼きギョーザも作れる。スチームを使った調理では

余分な油分や塩分を低減しヘルシーだ。すべての設定がダイヤルと 4 つの操作ボタンだけでできる

シンプル設計。スチームやヒータを使って庫内を脱臭・清掃する機能も搭載。底部のダストトレーを

引き出せば下に落ちたパンくずや水を簡単に捨てられる。毎日使っても手入れは楽だ。3,000 円程

度が主流のオーブントースターとしては高いが、同社のスチームオーブンの半額程度。幅 40cm、奥

行き 37.2cm、高さ 25cm と小型な商品。タイガー魔法瓶が発売した「ＫＡＥ―Ａ130」（希望小売価格

12,600 円）は四角い形状で高級感のあるデザインが好評だ。特にこだわったのが本体色。「対面式

キッチンが増えるなか、『見せる家電』として自慢して使える」一品。1,300W の高出力ヒータを搭載し、

80～250℃まで温度調整が可能。トーストだけでなく様々な料理に使える。付属の角皿は 2.5cm と

深さを付け魚のホイル焼きをしても汁がこぼれず、ロールケーキも作ることが可能。メッシュ状の焼き

網で餅を焼いても下にたれない。家庭で料理する機会が増え簡単に使えるオーブントースター専

用の料理本や「クックパッド」などのサイトでも多くのレシピが紹介されている。同モデルが牽引し、同

社のオーブントースターの販売台数は、昨年の 5 割増し。パナソニックの「ＮＢ―Ｇ１３０」（15,000 円

前後）は「焼きたてパンの再現」がコンセプトだ。「1 斤 3 千円のパンが売れるなど、パンをおいしく食

べたい需要に対応した」フランスパンコース、総菜パンコースなど今回搭載した 7 種類のオートキー

を押すだけでそのパンに応じた火加減や加熱時間を自動で調節し温める。例えば総菜パンコース

は 初 140℃で 5 分間温め、 後の 45 秒は 180℃で焼き上げる。中の具材は熱々、表面はサクッ

と仕上がる。ヒータにもこだわっている。内部まで熱が届く近赤外線ヒータと表面を素早く熱する遠

赤外線ヒータを組み合わせ、中身も外側も 適に焼き上げる。40～260℃と 8 段階で温度調節がで

きるため焼きナスなどもおいしく作れる。発売からの販売台数は約 42,000 台と従来品の約３割増し。

日本電機工業会によると 2009 年度のオーブントースターの出荷台数は 225 万台と 08 年度と比べ

約 7％減少するなどここ数年減少傾向が続いていたが、10 年度は 10 月現在まで前年を上回って

推移。特に需要期の 10 月は、前年同月比約 4 割増の 20 万台。2 人以上世帯のトースターの普及

率は約 8 割。毎日使うトースターは、安定した買い替え需要がある。買い替えサイクルは 5～6 年だ

が、今年度は景気低迷による 08～09 年度の買い控えの反動が出た。3,000 円未満の低価格品に

対する需要は根強い半面、09 年 12 月～10 年 11 月の 5,000 円以上の機種の販売台数が前年同

期比約２割増となった。内食化の定着もあり今後も需要は高まりそうだ。（日経産業 2010/12/15） 

34．ハロゲンランプの放射熱を利用 《利展家電》 

中国の利展家電は、ハロゲンランプから発生する放射熱を利用した調理器具を開発した。電子

レンジで調理する場合に比べ食材の細胞破壊や水分の分離が起きにくく、鮮度が劣化しにくいとし

ている。また、電子レンジより 60～70％少ない消費電力で調理できる。電子レンジからの置き換え

需要を想定しており、欧州や東南アジア市場で月間 5～10 万台の販売を目指す。状況をみて、香

港や中国市場へも展開する。                          （日刊工業 2010/10/15） 

35．金属鍋で揚げ物可能 《パナソニック》 

パナソニックは、ビルトインタイプの IH クッキングヒータを順次発売することを発表した。揚げ物の

温度域である 140～200℃を検出する新型赤外線素子を開発し、温度調節を可能することで、揚げ

物を一般的な金属鍋でもできるよう、実現した。                 （日刊工業 2009/4/3） 

36．ＩＨ調理器、つまみコロコロ、温度調節、タッチパネルでも操作 《三洋電機》 

三洋電機はマグネット式のつまみを動かして、スムーズに温度調節ができるビルトイン型のＩＨクッ

キングヒータを発売する。ＩＨ器具の初心者でも使いやすいよう音声ガイドなどの操作サポート機能

を充実させた。脱着可能な「スマートつまみ」は指先で左右にコロコロ回すことで、直感的に温度や

加熱時間を指定できる。ガラスのタッチパネルに触れて操作する「ガラスタッチ」も採用。つまみとタ

ッチパネルの両方で操作できるのは初という。グリル上部に「遠赤平面ヒータ」を搭載し、焼きナスの

ような厚く大きな食材も芯までムラなく焼ける。地震発生時には自動でロックがかかってグリルドアが

開かない安全構造も導入。2009 年度に 2 万台の生産を計画。       （日経産業 2009/6/5） 



－40－ 

37．据置型２口のＩＨ調理器、上面スペース２割増、７年ぶり刷新 《三菱電機》 

三菱電機は据え置き型ＩＨクッキングヒータで加熱部が 2 カ所の新製品を発売する。2 つの加熱

部を持つ商品群の刷新は 7 年ぶり。従来に比べ上面の面積を 2 割広げ、空いたスペースに調味料

などを置けるようにした。ガスコンロから手軽に置き換えることができる機器として需要を開拓し、年

間 7000 台の販売を目指す。幅 60cm の一般的な流し台サイズにあわせて商品化。グリルの内壁に

炭を薄く塗り、肉を焼くときなどに遠赤外線効果で火が通りやすいよう改良。ＩＨクッキングヒータ市

場は 2008 年度で 88 万 5000 台。うちキッチンに組み込む「ビルトイン型」が約 8 割。据え置き型の

規模は小さいが、ガスコンロから切り替えの根強い需要があるという。   （日経産業 2009/7/23） 

38．セラミックス塗装で火力を高めた炊飯器 《パナソニック》 

パナソニックは釜の内側がセラミックス塗装で遠赤ハードコートのスチーム IH ジャー炊飯器を発

売する、従来のフッ素塗装に比べ、熱伝導が約 10 倍高く、遠赤外線放射率が約 3％高い。ご飯の

甘みになる還元糖が同社従来品に比べ、約 7%高まった。         （日刊工業 2010/03/29） 

39．均一加熱炊きムラ少なく、釜内部、真空技術に工夫 《東芝Ｉ》 

東芝ホームアプライアンスは炊きムラを抑えた炊飯器「ＲＣ―10ＶＧＤ／18ＶＧＤ」を発売する。実

勢価格は容量が１L タイプで約 8 万円前後、1.8L タイプで 83,000 円前後。月間 5,000 台の生産を

見込む。真空技術を工夫して米の吸水ムラを減らし、熱伝導性の高い釜で均一に加熱することで、

炊きムラを抑えた。ムラのない吸水を実現するために、釜内部を真空にして米に含まれる空気を外

に追い出した。熱を釜全体に速く伝えることができるよう、釜の外側に熱伝導率の高いダイヤモンド

と遠赤素材をコーティングし、炊きムラを抑えた。               （日経産業 2010/07/20） 

40．4 種の光技術を採用した冷蔵庫 《三菱電機》 

三菱電機では赤外線センサや発酵ダイオードなど 4 種の光技術を採用し、保存性能や清潔さを

高めた大型冷蔵庫「光ビッグ」を 9 月 25 日から順次発売すると発表した。冷凍する食品の温度を光

センサで検知して霜つきを防ぐほか野菜に LED を照射してビタミン C を増量する。冷凍中に食材か

ら水分がしみで出て霜やけや変色をおこさないように食品の温度を赤外線センサで検知して温度

制御する。また、青色 LED と光触媒フィルタを搭載しにおいや有害物質を、水と酸化炭素に分解。

清潔な冷気を保つ。このほか冷凍機の霜取り時間を半減。         （日刊工業 2009/8/26） 

41．セルフでリッチに、節約の合言葉  焼き鳥調理機 

我が家の卓上に置いてくし焼きなどの調理を楽しめる器具が昨年から売れている。岩谷産業「炉

ばた大将デラックス」（価格 6,000 円前後）は、08 年 11～12 月の出荷台数が前年同期比 43％増。

ガスの直火で輻射（ふくしゃ）板をあぶり、網の上の具材を遠赤外線で焼き上げる専用器で「ホーム

センターで男性が一目ぼれして買っていく」という。やきとり専用の電熱器「やきとり屋台」（三ツ谷電

機）も 08 年後半の売り上げが前年同期比 20％増だ。              （日経 MJ 2009/2/6） 

42．木炭節約できる野外用グリル、ロゴスコーポレーション（新製品） 《ロゴスコーポレーション》 

木炭の使用量を節約できるアウトドアレジャー用グリル「エコセラ・チューブラルシリーズ」。火床に

遠赤外線を出すセラミック板を敷くことで燃焼効率を高めた。従来の約半分の木炭で調理できる。

火床の深さ従来品の半分の薄さで、収納や持ち運びに便利。        （日経 MJ 2009/7/24） 

43．足湯、ひざ下まで浸して 健康生活 

パナソニックが販売する「スチームフットスパ」は、100ml の水を蒸気にして約 15 分間足を温めるこ

とができる。蒸気だけでなく、ふくらはぎは遠赤外線ヒータで温めるため、全身が温まりやすいという。

使用前に専用の容器に少量の水を入れて機器の準備をする。使用後は機器を開けて内部をふく

だけでよい。利用者の 8 割は女性で、50 歳以上の人が多い。    （日経プラスワン 2009/2/7） 

44．電気暖房３機種、毛布やヒータ 《三洋電機ＣＥ》 

三洋電機コンシューマエレクトロニクスは、3 種類の電気暖房機器を順次発売する。電気毛布

「BKS-SK100」は、素材に電気毛布では初の吸湿発熱素材を採用。湿気を吸収して保温効果を高

める。「速熱」ボタンを押せば短時間で暖めることもできる。セラミックファンヒータ「R-VM13A」は縦
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型の形を生かした床上約 40cm までの高い送風口が特徴。足元だけではなく太ももや腰まで暖めら

れ、立ち仕事やデスクワークに対応。遠赤外線パネルヒータ「RX-PA12A」も投入。本体正面から放

射熱で人間を、上部から熱で生じる空気の循環で部屋全体を暖める。  （日経産業 2009/8/7） 

 

2.3.5 健康・医療分野 

 この分野では、介護用品、大小サウナ、近赤外線カットのサングラスという健康志向のものから、

再生医療に用いる羊膜の遠赤外線による乾燥、近赤外線を手術や虫歯の診断、脳の活動を非侵

襲で測定する手段として用いる例が発表されている。 

 

45．健康介護用品 遠赤外線の保温商品人気（売り手にも言わせて） 

丸井今井札幌本店の福祉用具専門相談員に健康介護用品の売れ筋を聞いた。「高齢化で健

康介護用品の販売も伸び、売り場も拡充。 近は介護する側も高齢化しており、来店して、自分で

使う健康用品を購入するケースも多い。腰痛やひじ・ひざ痛、肩こりなどを抱えている人には、遠赤

外線の保温効果があるサポータや腰ベルトが人気だ。ネグ産業の『ネグ健康ベルト』は陶器から出

る遠赤外線で腰や腹を温め、冷えの悩みを解消してくれる。40～80 歳代の女性の購入が多い。景

気の悪化から節約志向が強まっているが、ファッション性の高いステッキは高くても売れている。高

齢者の消費意欲は旺盛、単なる介護用品でない一品が売れている。   （日経産業 2009/1/21） 

４6．車いすの座面に充電式ヒータ  《ＴＩＭＥ》 

冬の外出時、寒さで血流が悪くなり、関節の痛みなどを訴える車いす利用者は多い。介護用品

製造のＴＩＭＥは、車いすの座面に置くシート型の充電式ヒータを開発した。低温やけどを防ぐ機能

も備え、屋外での冷え対策になる。新商品は「暖尻（だんじり）」。ヒータは体圧を分散させるクッショ

ンと合わせて車いすの座面に置く。ヒータが発する遠赤外線で太もも部分の血液を温める。温まっ

た血流の効果で足先も冷えにくくなる。低温やけどを防ぐため 46℃以上にはならない。ティッシュ箱

大のバッテリーを一晩充電して約 7 時間使える。                （日本経済 2009/2/11） 

４7．近場の温浴施設で「１日ゆったり」――源泉かけ流し、プチぜいたく 

手軽に楽しめる温浴施設が人気を集めている。サウナのクールダウン用に雪を降らせる部屋があ

ったり、サウナストーンに水をかけて蒸気を発生させる「ロウリュ」などエンターテインメント性が面白い。

環境省によると、温泉を利用した公衆浴場の数は、2008 年 3 月末現在で 1 年前と比べて 1.4％増

の 7859 カ所。年 100～300 カ所のペースで増加。昨年開業の堺市「御陵天然温泉亀の湯」はかけ

流しを含めた 19 の風呂が売り物。遠赤外線効果で発汗を促す「塩サウナ」や床一面に麦飯石を敷

き詰め、壁に岩塩を用いた「岩盤サウナ」も人気。天日干ししたアジなどの開きを遠赤外線で焼き上

げた後、真空包装し、加熱、加圧殺菌したレトルト干物も人気。      （日本経済 2009/3/14） 

４8．湯を使わず半身浴 《愛康》 

愛康の湯を使わずに体を温める１人用の“半身浴機”「やすらぎ」。上部のふたを開けて、いすに

座る。電源を入れると床に内蔵したヒータによって内部が温まり、腰から下がじんわりと温まる。装置

の内壁に遠赤外線を放射する特殊な鉱石粉末を塗布し、体の表面よりぬくもりを感じることができる

という。いすはリクライニング式で、くつろいだ姿勢で半身浴を楽しめる。リハビリセンターや高齢者

福祉施設、スポーツ施設などに販売する。                   （日経 MJ 2010/09/22） 

49．近赤外線 95％カットサングラス 《福井の眼鏡関連 3 社》 

福井県の眼鏡関連メーカ 3 社が連携し、目に有害な太陽光成分をカットするサングラスを商品化。

紫外線を 100％カットする上、眼底部まで到達しやすい近赤外線を 95％、可視光の中でまぶしく感

じられ目に悪いとされる青色を 100％カットするレンズを開発した。レンズにはポリカーネート系光学

樹脂を使い、ゆがみを補正しつつ特殊コーティングを施した。可視光の透過率はサングラスとして
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は比較的明るい 24％とした。開発したサングラスは、通常のサングラス市場はもちろんのこと、従来

のサングラスでは透過していた近赤外線を抑圧させることにより、長時間赤外線を浴びる溶接作業

用など新しい市場への展開も考えている。                  （日刊工業 2010/08/17） 

５0．羊膜を再生医療に活用 《富山大学付属病院Ｉ》 

富山大学は、胎児を包む羊膜を移植用に使う再生医療に取り組んでいる。脳神経外科や眼科、

歯科口腔外科など 5 つの診療科で再生医療チームを結成。これまでに 50 超の症例に乾燥羊膜を

活用している。羊膜を乾燥させることで、あらかじめ持つ特性を保ちつつ、より扱いやすい素材を開

発した。滅菌装置を製造・販売する東京のメーカと開発した特殊な装置を使い、減圧して遠赤外線

やマイクロ波で水分を取り除く。人工素材を治療に使う場合は、人体にとっては「異物」となるため、

炎症が起こる恐れもある。羊膜なら拒絶反応が少なく、コストも低く抑えられる。ＥＳ細胞に比べ倫理

的な問題はなく、入手しやすい。                        （日経産業 2010/10/15） 

５1．PDE で胆管きれを発見 《浜松ホトニクス》 

関西医科大学付属病院では、浜松ホトニクスの赤外観察カメラシステム（PDE）を使い、肝臓がん

手術後に起きやすい胆汁漏れを防ぐ方法を考案。赤外線に反応して光る試薬を胆管に注入、

PDE で撮影して切れた胆管を見つける。胆汁漏れは敗血症や肝不全の原因になり、効果的な防

止法が求められる。手術で肝臓を切除する際、切れた胆管は胆汁がもれないように縫合などでふさ

ぐが、見落とされるケースも多い。新方法は試薬のインドシアニングリーン（ICG）が胆汁中の蛋白質

と結合すると蛍光を発する性質に着目。PDE で撮影することで、目視では困難な胆管を発見できる。

同病院ではこの方法で約 30 例の手術をしたが胆汁漏れは起きなかった。（日刊工業 2009/7/16） 

５2．近赤外光と超音波利用 医用画像診断装置 《大阪府大》 

大阪府立大学は近赤外光照射と超音波エコーを使った新方式の医用画像診断装置を試作。

生体組織の光吸収が少ない波長 808nm の近赤外半導体レーザ光を照射して、生体内の光吸収

情報を超音波速度の変化として捉え、画像化。鶏肉中に分散した棒状金ナノ微粒子や鶏肉中の

脂肪分布を画像化して確認。棒状金ナノ微粒子のような吸収領域を含む生体組織へ光を照射す

ると、光吸収領域で温度が上昇、弾性定数の変化が生じて超音波の速度が変化。光照射の前後

で超音波を操作し、超音波速度の変化領域を検出すれば、温度変化域が分かり、光吸収分布画

像を得る。周囲 8 ヶ所に光源を配置すると約 4cm の深さまで検査可能。 （日刊工業 2009/8/18） 

５3．がん組織切開せず観察 《東京大学》 

東京大学長野教授らは、生きたマウスの体を切り開かずにがんなどの腫瘍を可視光と比べ、生

体分子の吸収が少なく透過しやすい性質を持つ近赤外光で光らせて観察できる手法を開発した。

近赤外光を出す蛍光分子「ケイ素ローダミン」を使い、マウスの体内から出る蛍光からがん組織の

場所を特定できた。                                （日刊工業 2010/05/20） 

５4．体温検査用サーモグラフィ拡販 《富士フィルム》 

富士フィルムは国立がんセンターと共同で、高精度で大腸がんの患部を 3 次元撮影する技術を

開発。内視鏡で取り出した患部を近赤外線で細胞レベルの画像にして調べる。患部を切断する従

来法に比べ見落としが防げ、病気の進行状況が詳細に分かる。      （日本経済 2009/9/29） 

５5．虫歯やひび割れ、簡単診断 《長寿研》 

国立長寿医療研究センター、東京医科歯科大学、パナソニックヘルスケアは歯科用の新たな検

査機器を開発。近赤外光を使い虫歯や歯のひび割れを調べる機器で、エックス線装置に比べ安

全性が高い。人に照射しても安全な近赤外光を歯の表面に照射し、反射した光を検知し、歯の状

態を調べる検査機器。今年度中に長寿研究センターと東京医科歯科大で、健康な人や患者を対

象に臨床研究を始める。近赤外光を使った検査機器は目や血管の病気を調べるのに使われてい

るが、歯の検査では実用化されていない。約 10μm の亀裂も見付けられるので、初期の虫歯の発

見にも有効。                                      (日経産業 2010/11/12) 
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５6．近赤外光測定法などを追加 《日本神経科学学会》 

日本神経科学学会は「ヒト脳機能の非侵襲的研究の倫理問題等に関する指針」の改訂にあたり、

声明を発表し、脳内の血液量を近赤外光で測定する NIRS など非侵襲的な手法に対する指針を追

加した。これは簡単に脳を計測できる手法が急速に広がり、被験者にインフォームドコンセントを取

らずに測定するなど倫理性が欠如した例が増えたことが背景にある。  （日刊工業 2010/01/11） 

 

2.3.6 環境分野 

この分野では、遮熱塗料、遮熱ブラインド、遮熱スクリーン、遮熱日傘、遮熱フィルムなどの遮熱

製品や窓サッシ、保水性シートなどのヒートアイランド対策の記事が多い。一方、冬場の窓や信号

機の融雪機能の記事もある。また、建設会社などによる放射冷暖房などの環境技術粋を集めたエ

コビルや放射冷暖房の配管をスプリンクラーと共用するという実用化例も見られる。太陽光発電で

は、今まで未利用であった赤外光の発電への寄与を高め、発電効率を向上させる動きも始まった。 

 

５7．遮熱塗料事業に参入 《ミラクール販売》 

兼松、シロキ、NIPPO コーポレーションは、遮熱塗料販売会社ミラクール販売に共同で出資し、

遮熱塗料事業に本格参入する。遮熱塗料は、太陽光に含まれる近赤外線を効果的に反射する特

性を持つことから、屋根や壁に塗ることにより、建物内部の温度上昇を防ぎ、冷房電力の削減に寄

与する。既に 300 万ｍ２ の実績あり。                       （日刊工業 2009/2/15） 

58．優れた放射熱バリア 《米サーマーコウテ》 

米国サーマーコウテは、乳状アクリル系成分を使った水性塗布剤「サーマーコウテ」を開発。放

射熱バリアに優れた性能を示す。また、防錆や防腐食性に優れるとともに延焼性や発煙性が低い。

さらに揮発性有機化合物を発生しない上に紫外線や湿気浸透防止などの機能を合わせ持つ。米

国 UL 規格に適合している。                             （日刊工業 2009/3/2） 

59．遮熱塗料、国内外で拡販 《松岡コンクリート》 

松岡コンクリート工業は遮熱塗料「ロードクーラー」を国内外で拡販する。同塗料は、岩尾憲三名

古屋工業大学教授と共同開発したもので、建物の屋上や外壁などに塗布することで太陽光を反射

し、屋根や壁の温度上昇を抑える。代理店や塗料の施工業者など約 30 社で研究会を設立し、品

質向上に向けた研究と広告を行う。                       （日刊工業 2009/4/17） 

６0．遮熱塗料を海外生産 《サイペイントジャパン》 

サイトペイントジャパンは、建物の省エネルギー化につながる遮熱塗料の海外生産に乗り出す。

遮熱塗料は太陽光を反射する特殊な顔料などを含有する塗料。塗布した建物は太陽光による高

温化を防ぎ、冷暖房費の削減が可能になる。同社の遮熱塗料「プラネットスープラ」はクェート電力

水道省が採用し、変電所での使用が決定。UAE で開発中のセロエミッション都市「マスダールシテ

ィー」の公式遮熱塗料にも採用された。                    （日刊工業 2010/08/06） 

６1．特殊塗料で省エネ、遮熱ブラインドを発売 《ニチベイ》 

ニチベイは遮熱ブラインドを発売した。この商品はスラット（羽根）に高い日射反射性能を持つ特

殊な塗装を施して、室内への熱流入を抑制する効果を上げ、冷房負荷を軽減させ、省エネに貢献

できる。                                        （寝装リビング 2009/9/1） 

６2．遮熱タイプなどスクリーン 5 種 《トーソー》 

トーソーは省エネ効果の高い遮熱スクリーンなど新スクリーン 5 シリーズを発売した。遮熱スクリー

ンの「ジーア遮熱」は、裏面の特殊なコーティングにより赤外線の透過を抑えた。ほかに抗菌防臭加
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工と消臭加工を施した「セレトノイ」などがある。                （日刊工業 2010/03/01） 

６3．遮熱日傘を新発売 《アスワン》 

アスワンはインテリアファブリックスのデザイン性と機能性を生かした日傘を新発売する。カラーバ

リエーションが豊富な遮熱日傘では、赤外線をカットし涼しさを実現した。薄地カーテンの売れ筋で、

遮熱効果のある生地を日傘にした。生地の裏面に施したステンレスナノ金属コーティングが太陽光

の熱を反射する。                                （寝装リビング 2010/03/21） 

６4．窓用断熱フィルム、可視光透過率を向上 《住友スリーエム》 

住友スリーエムは、窓ガラスと同等の透明度を持つ断熱フィルム「3M スコッチティントガラスフィル

ムマルチレイヤナノ 80S」(200 層以上の薄膜で構成した厚さ 0.05mm のポリエステルフィルム)を発売

すると発表。層の厚みによって特定の波長の光を反射する原理をもとに赤外線を 90％以上、紫外

線を 99％以上カットする。可視光透過率を従来に比べ 10％増の 82％に高めたことで、色彩を適切

に表現できるようになり、今まで採用が少なかった自動車販売店、デパートへ拡大をめざす。金属

膜は未使用で、電子機器類の電波環境に影響を与えないのも特長。  （日刊工業 2009/4/24） 

６5．遮熱機能付き装飾フィルム 《住友スリーエム》 

住友スリーエムは遮熱機能を付加した目隠し用ガラス装飾フィルムを発売した。3 つの柄で展開

し、美容院やレストランなどの路面店での需要を見込む。3 柄とも紫外線を 99％以上カットし、ガラス

飛散防止機能を備えた。遮熱効果により、エアコンの消費電力削減にも効果がある。商業施設で

は外壁部ガラス開口部を多用する傾向が高く、特に 1 階部分では開放的なイメージと外から目隠し

機構を料率する必要がある。同社のガラス用フィルムは 200 層以上の薄膜を積層することで赤外線

を選択的に反射し遮熱機能を持たせた。                    （日刊工業 2009/7/24） 

６6．遮熱・断熱に高い効果 《東海ゴム》 

東海ゴム工業は、窓ガラス用機能性フィルムシリーズに新たな２製品を追加した。遮熱と断熱機

能を併せ持つ「TU71」と断熱機能に特化した「TW31」。TU71 は太陽光の近赤外線を約 90％遮断

し、一方、室内の遠赤外線の室外への流出を約 70％抑える。同社試験ではこの遮熱・断熱効果で

冷暖房の電力量を 20～25％を低減できる。可視光の透過率も約 70％を実現した。TW31 は寒冷

地など向けで、断熱効果により暖房の電力量を 大 20％低減できる。 （日刊工業 2010/10/13） 

６7．遮冷サッシ 《積水化学工業》 

積水化学工業は、窓枠を代えずに窓ガラスごとペアガラスに代えられる「遮冷サッシ」を開発し、

断熱性能を簡単に向上させるとともに、気候や生活スタイルに合わせて、居住者の快適・健康な暮

らしをサポートする既存住宅向けのリフォーム商品の販売を始めた。  （日刊工業 2009/10/23） 

68．断熱・施工性を向上したサッシ 《YKK》 

YKK は集合住宅・中低層オフィス向けサッシの基幹商品をフルモデルチェンジした。EXIMA は

従来の基幹商品の断熱性・施工性を向上しつつ、価格を据え置いた。エコガラスとの組み合わせ

で開口部の CO2 排出量を単版ガラスに比べ 41%削減できる。       （日刊工業 2010/04/27） 

69．船舶の窓に遮熱材、評価試験 《商船三井》 

商船三井はクルーズ客船やフェリーの窓ガラスに遮熱材を用いて、室内の温度に与える効果を

検証する。夏場の客室の温度上昇を防ぎ、空調機に使う電力消費量を抑える狙い。国内外のメー

カからサンプルを取り寄せ同社の技術研究所で試験する。今夏にはより効果の高い製品を選び、

フェリーで実証実験を行う予定。                         （日刊工業 2010/04/09） 

７0．高保水で温度上昇抑制。 《山一建機》 

山一建機は路面や屋上などの温度上昇を緩和するブロック材「エコマサロック」の新シリーズを開

発。歩道や駐車場のなおの放熱対策への需要を見込む。「エコマサロック」は天然の真砂土にセメ

ントと多孔質ガラスの発泡体を混合。多孔質ガラスは貝殻と廃ガラスの混合材を 900～1000℃で燃

焼したもので、吸水性と保水性が高い。コンクリートブロックの場合、真夏日は外気温より、20℃前

後上昇するのに対し、温度上昇を 10℃前後に抑えるという。新シリーズは、これまで７％であった発
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泡ガラスの比率を 85%に増やし保水性を高め、重量を 70%削減した。   （日刊工業 2009/6/30） 

７1．保水性パネルの効果確認 《関西電力、森生テクノ、和歌山大学》 

関西電力、森生テクノ、和歌山大学は、火力発電所の配管保温材を再利用した保水性パネル

の屋上遮熱効果を確認した。保水性パネルは火力発電所の配管からの熱放散を抑える保温材

（ケイ酸カルシウム）を再利用し、セメントと混ぜ合わせる。通常のセメントよりも保水能力が高く、水

分が蒸発する際の気化熱でパネル表面を低温に保てる。学校の屋上に保水性パネルを設置した

ところ、直下にある教室の室温は、設置がない場合に比べ、平均 2℃低かった。今後、保水性パネ

ルを用いた建物屋根材、クールベンチなどの製品化を目指す。     （日刊工業 2010/08/30） 

７2．新たな遮熱工法で省エネを 《日本ワイドクロス》 

日本ワイドクロスは、多くの建築物に採用されている金属製折板屋根で夏場問題となる室内の温

度上昇を緩和するために、初期投資がかかり、施工期間が長い従来の「遮熱塗料」「屋上緑化」

「散水」などとは異なる工法（折板屋根を高反射のシートで覆う「ルーフシェード」方式）を開発し、発

売を開始した。                                   （日刊工業 2010/04/09） 

７3．ヒートアイランド緩和ビジネス過熱  

都市部の異常な気温上昇を招くヒートアイランド現象。これを緩和するビジネスが続々登場して

いる。大崎駅前に完成するソニーのオフィスビルは打ち水効果のある気化冷却外装「バイオスキャ

ン」を採用した。これは壁面にすだれ状に取り付けた素焼きの管に雨水を流し、表面に染み出る水

を気化させ、ビルだけでなく周辺も地域も冷やす。ビルの屋上に保水性能を備えた小石状のセラミ

ックスを敷き、その水分蒸発時に屋上の熱を奪い、冷却する方法もある。またノズルで水を霧状にし

て噴霧する「人工の霧」も打ち水と同様の効果を有する。塗料業界では建築物の屋根や壁面の温

度上昇を和らげる高反射塗料の開発、普及活動が進む。日本ペイントは赤外領域の反射率を高

めた「アッツ・ナイン」を開発し、工場や倉庫、敷地内の道路に展開している。関西ペイントの製品は

反射による遮熱効果に加え、塗料に含まれる微粒子の中空構造体が熱伝導を抑え断熱効果を得

ている。                                       （日刊工業 2010/08/0７） 

７4．ＬＥＤ信号の融雪装置 《ハード工業》 

金属熱処理のハード技研工業は遠赤外線を利用して雪や氷が信号機に張り付くのを防ぐ装置

を開発。遠赤外線が雪を融かし水に変える仕組み。信号機の内部やひさしの上に組み込む。電流

を流すと遠赤外線を放出するシートと、温度を感知して駆動を始めるセンサを組み合わせた。温度

センサが気温を感知し、5℃になるとシート上に電気が流れ、遠赤外線を放出する。必要な時にだ

け動くため省エネ効果も見込める。省エネのため普及してきたＬＥＤを使った信号機は発熱量が少

なく雪や氷が張り付き、信号が見にくくなることが少なくない。       （日本経済 2010/11/19） 

７5．発熱・融雪する窓 《東邦シートフレーム・ジオマッテク》 

東邦シートフレームとジオマテックは通電により発熱する透明な樹脂「クリアヒート」を共同開発し、

ＪＲ北海道の車両窓に採用された。「クリアヒート」は窓割れ対策用として使用してきたポリカーボネ

ート樹脂に、透明電極膜を融合させることで、融雪や結露防止能力を持たせた。ＪＲ北海道は長年

運転席の窓にこびりついた雪の除去に悩んでいたが、この発熱・融雪窓を使用することで、氷点下

30℃の環境下でも解氷することが確認された。                （日刊工業 2009/10/20） 

７6．CO２半減オフィス 《清水建設》 

清水建設は、環境負荷低減を追求した 先端オフィス「超環境型オフィス」のモデルショールー

ムを開設。同社は東京京橋で建設中の新本社で新たに開発・実用化するものも含め、 先端の環

境関連技術を駆使して既存の同規模のオフィスビルに比べ、CO2 排出量を半減するカーボンハー

フを目指す。新本社では冷温水を使う天井放射空調システムを全面採用するほか、低消費電力の

発光ダイオード照明を周囲は暗めで、執務範囲を個別に明るくするタスク・アンビエントシステムと

組み合わせ省エネ効果を高め、昼間のオフィス照明に必要な電力を全て自然エネルギーで賄うた

め、外装面に光透過タイプを併用した太陽光発電パネルを組み込む。（日刊工業 2009/12/22） 
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７7．東京都心に先端エコビル 《戸田建設》 

戸田建設は、 先端の環境関連技術を駆使したテナントオフィスビルを建設する。オフィスビルと

して一般的な高層建築で既存の同規模ビルに比べ、CO2 排出量を 40％以上削減する。「ボリュー

ムゾーンの中規模オフィスビルで 高の環境性能を目指す」という。屋上・壁面緑化や雨水利用、

外装面に使える光透過タイプを併用した太陽光発電システム、冷温水を使う天井放射空調システ

ム、自然採光と低消費電力の発光ダイオード照明の組み合わせなどを含めて 40 項目以上の環境

関連技術を採用する。テナントと 終調整をし、遅くとも来夏までに着工。床面積 400ｍ２程度で建

設費は 10 数億円。ゼネコン大手では研究所や事務所など自社施設で環境技術を集大成し、効果

を実証する取り組みが目立つが、事業ベースの建物では前例がない。 （日刊工業 2009/12/30） 

78．中規模ビルのエネ量半減 《フジタ》 

フジタはエネルギー消費量を半減する中規模オフィスビルシステムを開発。壁面は緑化や日射

熱を遮る外装とし、地中熱利用の自然換気で空調負荷を低減、照明も人感センサで制御し、年間

エネルギーを一般事務所ビルの約半分にする。建設費は従来と同様。 （日刊工業 2010/04/01） 

79．自社オフィスを低炭素型に 《三菱地所Ｉ》 

三菱地所は本社の一部を低炭素型オフィスに改修、CO2 排出量削減の環境技術を導入し、実

証を開始。今回導入するのは、天井輻射パネルによる輻射空調と建物躯体への冷蓄熱を複合した

日本初のシステム。これは。輻射空調と夜間に建物躯体に蓄えた冷熱を微風速の旋回流により、

循環させることで、室内温度を均一にする。                 （熱産業経済 2010/07/15） 

８0．スプリンクラー放射冷暖房の配管を共有 《清水建設》 

清水建設はビルのスプリンクラー用配管を省エネ効果が高い「放射冷暖房」の冷温水配管に利

用し、CO2 を低減する「空調配管兼用スプリンクラーシステム」を開発。消防法でビルへの設置が義

務付けられているスプリンクラー設備と空調システムを融合し、1 フロア当たりの配管使用量を半減。

放射空調によるビル運用時の CO2 削減に加え、設備の合理化も実現。建物の省エネと放射空調

の採用拡大の両立を図る。                            （日刊工業 2010/11/19） 

８1．光電変換システム、近赤外光で効率 4 倍 《北海道大学》 

北海道大学は、近赤外光に対応した光アンテナ搭載の光電変換システムを開発。近赤外光を

効率良く電気エネルギーに換えるため、赤外光を使った従来のシステムに比べ 4 倍の効率が見込

める。赤外光は地表に到達する太陽エネルギーの 40％を占めるが、従来のシリコン製太陽電池で

は、この波長域を光電変換に利用できていなかった。単結晶の酸化チタン基板上に微細な構造を

持つ金の光アンテナを作り、近赤外光を利用するようにした。入射光のエネルギーに対して発生す

る光電流量の波長依存性を測定したところ、波長 1.05μm の近赤外光を当てると 8.4％の光電変

換効率が得られた。シリコンや色素増感、有機薄膜、CIS など従来の太陽電池セルは、紫外-可視

域の光で発電している。開発したシステムと従来の太陽電池を組み合わせれば、紫外から近赤外

光の広い波長域に対応した光電効率が高い太陽電池が実現できる。 （日刊工業 2010/09/29） 

８2．近赤外光も電機変換する新有機太陽電池 《産総研》 

産業技術総合研究所は、近赤外光で使える有機太陽電池の基本技術を開発。近赤外光は太

陽光エネルギーの約 4 割を占めるが、従来は未利用だった。新技術では変換効率の高い有機太

陽電池が期待できる。成果は米物理学会誌フィジカル・レビュー・レターズに掲載された。2 種類の

有機分子の間で起きる現象を、光電変換に利用する新しい原理。電子を放出しやすいタイプと受

け取りやすいタイプが、分子レベルで交互に積み重なった構造をしている有機分子化合物半導体

で素子を試作。波長１μm 以上の近赤外光で動作を確認。従来の有機太陽電池は１種類の有機

分子による別の原理で、波長 800nm 以下の可視光しか使えなかった。今回の素子は光を吸収した

ときにできるマイナス電気を帯びた電子とプラスの正孔のセットが従来の 1,000 倍以上も長続きする。

これが長いほど光電変換効率が向上する。有機太陽電池は軽量で折り曲げ可能なシート状にでき

るなど利点があるが、実用化には変換効率の向上が必須。産総研は素子の薄膜化と多層化を進

めて高効率な太陽電池を開発する計画。            （日刊工業/日経産業 2010/11/29） 
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８3．太陽電池、効率１％向上、透過率高めた新型透明電極材、赤外域取り込む 《東ソー》 

東ソーは太陽電池の発電効率を高められる透明電極材料を開発。金属の配合比率などの工夫

と特殊な添加剤を活用。電極の光の透過率が高まり、太陽エネルギーの変換効率を 1%以上向上

できる。太陽電池メーカは変換効率を 0.1%単位で上げようと競争中。開発したのは透明電極の形

成に使うターゲット材。酸化亜鉛アルミニウム（ZAO）を原料とする製品と、酸化インジウムすず

（ITO）を使う製品の２種類。ZAO 電極は薄型シリコン型太陽電池に、ITO 電極は化合物半導体を

使う「CIGS 型」と呼ぶ太陽電池に使う。顧客の太陽電池パネルメーカは同材にイオン化したアルゴ

ンなどの不活性ガスを衝突させ、太陽電池の基板の表面に透明電極を形成。新材料を電極に使う

と、これまで取り込みが不十分だった赤外域の透過率が大幅に高まる。原料配合の 適化や特殊

な添加剤を活用し、電極の光の透過性と耐久性を両立させた。薄膜シリコンや CIGS 型の太陽電

池の価格は安いが、変換効率はいずれも 10%前後が中心で、15～20%前後の結晶型シリコン電池

に比べ低い。発電層の改良などで変換効率の向上を目指すが、薄膜シリコン型では変換効率を

2.5%上げるのに 10 年かかった。                         （日経産業 2010/12/16） 

 

2.3.7 保温繊維分野 

この分野では、炭素を利用した繊維の話題が２つ、それとセラミックスや硫黄を練り込んだ糸を使

用したアンダ―ウェアやひざ掛け、毛布などへの適用例が見られる。 近は着心地、保温機能だけ

でなく、消臭や姿勢改善機能など新たな機能が付加されている。また、繊維製品ではないが、バッ

テリーを搭載した腹巻やネックウォーマなど電気式の保温器具も見られる。 

 

８4．植物性炭素１００％の繊維、と開発、寝具など温かく 《セラスメディコ、慶大》 

セラスメディコは、慶応大学と共同で植物性炭素 100％の特殊繊維を開発した。3～50μm と広

帯域の遠赤外線が血液中の血球の動きを活性化、織布などに利用すると 15 分で体の表面温度を

大 3℃上昇させる効果があるという。 ポリエステルなど化学繊維に植物性炭素を混ぜ込むので

はなく植物性炭素だけで繊維をつくるのは国内で初めて。寝具や衣類、家具などの素材としての

利用を見込む。開発した繊維は「オルガヘキサ」。木綿と木質パルプからセルロースを抽出し、ねん

糸に仕上げて織布に加工する。植物エキスに浸し炭素の分子構造を損なわないよう 8 時間かけて

200～850℃で燃焼することで 100％炭素化することに成功にした。    （日本経済 2009/2/11） 

８5．炭素繊維、保温性を高める 《大木工藝》 

大木工藝は、従来と比べ数十倍の炭素を含む高密度な炭素繊維を開発した。遠赤外線を大量

に放射し保温性が高いのが特長。低体温症の予防など医療用の素材への採用を目指し、京都府

立医科大学と臨床データの収集を始めた。スポーツ衣料向けの用途を見込む。800～1800℃で焼

成した炭層の粒を射出し、綿菓子を作るように集めてシート状に成型。シートを綿や合成繊維とより

合わせ、糸を織り、衣類などの製品を作る。       （日本経済 2010/03/24） 

８6．あったかグッズで訴求  

この冬に向けて、あったかグッズが出始めた。メイダイは硫黄を折り込んだ繊維「シェルーナ」を配

合した肌着。従来の肌着に採用した遠赤外繊維に温泉で採取した硫黄を練り込んだ特殊繊維「シ

ェルーナ」を加え、二重構造にしたことで保温効果を高めている。（日本流通産業 2009/10/1・8） 

８7．保温肌着、機能多様に、姿勢改善や加齢臭抑制 

スポーツウエアや肌着のメーカが、姿勢の改善や防臭機能の付加機能もある保温肌着を相次い

で発売。デサントは女性用に姿勢を改善する商品を販売、ゴールドウインも男女向けに加齢臭を抑

える保温肌着を発売。発熱や保温効果をうたう商品が続々と登場している中、機能向上で対応す
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る。デサントの女性用下着「シセイスト・ホット」は保温と姿勢改善が売り物。背中にたすき形に収縮

する素材を配し、猫背になるのを防ぐ。繊維の中心に空気の層ができる中空ナイロン糸を使い、軽

量で暖かさを保てるようにした。ゴールドウインは、男女向けに、加齢臭を抑え、遠赤外線効果で保

温する肌着「光電子マキシフレッシュプラス」シリーズを発売。       （日本経済 2009/11/10） 

88．着心地いい女性用保温インナー 

今回のランキングは主要百貨店や大手量販店、専門店などで販売している日常で着る女性用

保温インナーが対象。肌触りなどの着心地や縫製に加え「価格は安いが、何回か洗濯するとボロボ

ロになりそう」「値段は高いが来年、再来年も使えそう」など、使用頻度に応じた値ごろ感も評価基

準にした。さらに素材自体の性質を調べるため、汗などの水分を吸収する度合いを示す吸水性、

熱を保つ度合いを示す保温性を点数化し、専門家の評価に加えた。６位には、遠赤外線を放射す

る天然鉱石を混合したトリンプ「マジ軽ホット」が選ばれた。     （日経プラスワン 2009/12/12） 

89．ハイテク保温の女性インナー 《グッズマンＩ》 

グッズマンは、体の冷えを防ぐ女性向けインナー「サニースキニ―メディウォームシリーズ」を発売

する。セラミックスを練り込み、遠赤外線の吸収・輻射作用を高めたハイテク保温繊維「光電子」を

使用。「半そでインナー」「ハイウエストレースショーツ」「チューブキャミ」の３種類。いずれも自然なぬ

くもりが得られる。                                   （日経 MJ 2010/07/19） 

９0．岩盤浴シリーズ強化 《ロマンス小杉》 

ロマンス小杉は、秋冬向け新商品・新企画を発表した。今回は①岩盤浴シリーズの充実②敷き

布団アラカルト③μファイバー寝具など。岩盤浴シリーズは、北海道産のブラックシリカを練り込んだ

糸を使い、毛布、敷きパッド、ひざ掛けなどの販売を強化していく。     （寝具新聞 2009/5/1） 

９1．足元温かく 《ゴールドウイン》 

ゴールドウインは光電子を使った冬用ブーツ「エレッセ ウインターブーツ」を発売する。遠赤外線

を放ち保温効果のある光電子を中綿に搭載。中敷きには消臭効果のある素材「マキシフレッシュ」

を使用し、汗やムレの気になるブーツでも快適に履くことができる。様々な素材の組み合わせで、保

温効果と清潔さを両立させたのが特徴。光電子が出す遠赤外線は人体が放射している量より 1～2

割多いという。 遠赤外線は水も吸収しやすいため、汗の蒸発スピードを高められる。マキシフレッ

シュはニオイの原因になる成分を除去し、雑菌の繁殖も抑えられる。  （日経産業 2010/10/20） 

９2．ひざかけ、腹まきなどに便利 《エムクラフト》 

冷えが気になる部分にかけたり巻いたりする「カケマキ」。ひもで結ぶことができるポリエステル製

のフリースで、本体中央部分にあるポケットに遠赤外線放出シートを収納した。肩かけ、ひざかけ、

腰まき、腹まきの４通りの使い方がある。                     （日経 MJ 2009/10/16） 

９3．肩こり緩和スーツ 《ＡＯＫＩ》 

紳士服専門店大手ＡＯＫＩは、肩こりを緩和する効果があるという「セラピースーツ」を発売する。

素材が発する遠赤外線と磁力で血行が促進され、肩のこりをほぐす。紳士服大手で、健康への効

果をうたう商品は珍しい。首回りに遠赤外線を放射する炭素繊維を袋状に加工し、その中に３つの

永久磁石を入れた生地を取り付ける。血行がよくなり、肩などの体温が上昇することを確認。炭素

繊維には消臭や抗菌効果もある。                       （日本経済 2010/01/27） 

９4．充電式の電熱腹巻 《三洋電機》  

三洋電機は、充電式腹巻「エネループウェストウォーマ」を発売する。炭素と特殊樹脂でできた薄

型フィルムヒータを採用。衣服の下に着用して、腰や腹部を温める。   （日刊工業 2010/09/09） 

９5．特殊ヒータ内蔵防寒具 《サンライズ工業》 

サンライズ工業はマフラーやスヌード、スカーフの下の首周りに着用する防寒具「シークレット・ネ

ックウォーマ」を発売した。ウォーマ本体は綿素材で肌にフィットする。中央部に特殊ヒータをセットし、

単 3 電池 2 本で約 6 時間暖められる。着脱はマジックテープで行う。   （日刊工業 2010/12/21） 
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2.3.8 計測・情報分野 

この分野では、赤外線センサや感温素子とリモートセンシングや樹脂、液体爆発物の識別、水素

ステーションの管理、異物検出、指静脈認証、盗撮防止などの利用例が示されている。2 次元のセ

ンサアレイ、赤外線カメラとサーモグラフィとその利用例に関する記事も多く見られる。また、遠赤外

線の長波長限であるテラヘルツについてもその発生から応用まで 近の動きが示されている。 

 

９6.侵入者熱線センサ、屋外で誤作動少なく 《アツミ電気》 

防犯機器メーカのアツミ電気は、侵入者を検知する屋外用の熱線センサ「トライウォッチャー」を

開発した。複数の熱線センサを組み合わせ、動物や太陽光による誤作動が起きにくくした。熱線セ

ンサは人体などが発する遠赤外線を感知し侵入者を識別する。屋外で使うと鳥や虫、太陽光にも

反応してしまい、誤作動が頻発する。同製品は 3 個の熱線センサを組み合わせ、各センサの角度

を変えることで複数の個所を計測する。センサが三つとも反応した場合だけ反応するため、誤動作

は生じにくい。価格は 28000 円。国内外で年間 1 万台の販売を目指す。 （日本経済 2009/1/7） 

９7．二酸化炭素高速検出の赤外線センサ 《浜松フォト二クス》 

浜松フォト二クスは、CO2 などを高感度、高速に検出する赤外線センサを発売する。インジウム・

ヒ素・アンチモン化合物を採用し、二酸化炭素が出す赤外線（波長 4.3μm）付近で感度を高めた。

波長 5.8μm まで測定可能。今後はさらに感度を高め、人間の呼気分析による病理診断など幅広

い分野へ応用展開を図る。                            （日刊工業 2009/1/30） 

98．二酸化炭素測定市場に参入 《美山技研》 

美山技研、空気中の二酸化炭素濃度を検出するセンサを開発し、空調機市場での需要を開拓

する。同社が開発してセンサは、二酸化炭素の吸収域である 4.26μm を利用し、室内温度が集光

素子に及ぼす影響を自動で補正する回路を具備。測定範囲は事業所での衛星基準を超える

8000ppm まで。仏国では、ストーブなどの燃焼機器を販売するには、NF 規格に適合した二酸化炭

素センサが必要になり、同国を足がかりに欧州市場を開拓する。     （日刊工業 2009/3/30） 

99．社内空間に人検知センサ 《大成建設、東光電気》 

大成建設は東光電気と共同でオフィス空間において人の存在をリアルタイムに検知し、空調と照

明を一体で制御できる人検知センサを開発した。物体が発する遠赤外線を検知するサーモパイル

センサと独自のアルゴリズムを組み合わせ、人の存在を OA 機器などと正確に識別し、誤動作のな

いスポット空調・照明を実現した。                         （日刊工業 2009/4/23） 

100．赤外線素子で商品化《アイアールスペック》 

産業技術総合研究所の技術移転ベンチャーであるアイアールスペックは、来春をめどに可視光

から近赤外線領域での数 10 フェムトワットレベルの高感度を持つ光トランジスタを採用した赤外線

検出素子を商品化する。光トランジスタは産業技術総合研究所が科学振興機構（JST）から 3 年間

で 1.5 憶円の補助金を得て開発した。この光トランジスタは検出感度が従来の約 100 倍で増幅率も

数千倍の性能を持つ電界効果トランジスタ。これまで可視から近赤外領域では 2 種類のセンサを

必要としていたが１ｖ程度の低電圧で 1 個のセンサで実現できるという。  （日刊工業 2009/7/8） 

101．水例中の物体表面温度、感温塗料で可視化 《日立製作所Ｉ》 

日立製作所は、水冷中の物体表面の温度分布を感温塗料により可視化する計測技術を開発。

従来に比べ、0～100℃と広い範囲で水冷中の物体表面の温度を計測可能。同技術で多量の熱を

発する空調機器やパワーエレクトロニクス機器などの水冷中の温度計測が可能になる。冷却条件

を把握可能で、各機器の省エネルギー性能の向上に貢献できる。  （熱産業経済 2010/06/15） 

102．加工食品の内部物性や成分、近赤外線で瞬時測定  《雑賀技術研究所》 
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雑賀技術研究所（農産物の糖度などを測定する光センサを選果場への納入実績あり）は、近赤

外線を用いた食品の品質検査装置を発売した。パンやめん類、菓子類、乳製品、冷凍食品など加

工食品内部の物性や成分を非接触で瞬時に測定する。加工ラインへの設置を目的にコンベヤーと

一体化。同装置は近赤外光を対象物に照射し、透過した光を分光器で受光し演算処理を行い、

食品内部の水分や糖分、脂質、原料配合率、密度、硬度など 大 6 項目を同時測定可能。これま

で熟練者の経験に頼っていた管理項目を数値化可能。          （日刊工業 2009/10/8） 

103．近赤外線を高感度に検出 《浜松ホトニクスＩ》 

浜松ホトニクスは、シリコンホトダイオードに特殊な凹凸構造を施し、近赤外線を高感度に検出で

きる技術を開発した。安価なシリコンで高感度な近赤外検出素子が量産可能で、防犯装置や光通

信分野へ応用可能。シリコンは可視光や紫外光の検出感度は高いが、近赤外領域の感度は低下

する。新技術はレーザ加工によりシリコン上に凹凸構造を形成し、通常は透過する近赤外光を閉じ

込め吸収率を高め、感度を向上。化合物半導体と比較し、低価格。  （日刊工業 2010/01/14） 

104．CO２濃度をチェック 《CHC システム》 

CHC システムは CO2 濃度をモニターできる計測器を発売。同モニターは建物内の CO2 濃度を

検出し、快適な空間を提供するためや過剰な換気を制御して省エネ化を図るために使用される。

家庭、事務所、商業施設はもとより、病院、学校などで幅広く使用。 （熱産業経済 2010/01/25） 

105．高精度に人体検知 《パナソニック電工》 

パナソニック電工は縦 8 列横 8 列の 64 素子からなる赤外線アレイセンサを発売する。MEMS 技

術を用いて製品化。空間にいる人や発熱体の温度変化を検知する非接触のセンサでエアコンや

高機能電子レンジなど家電への組み込みを予定。視野角 60 度で 大 5-10m 先のエリアの温度分

布や人の静止、移動方向などを検知する。応答速度は毎秒 1 フレーム、精度は 2.5℃。アルゴリズ

ム補完処理で 29X29 素子相当、熱分布を認識することで空調や加熱の制御に役立つ。防犯など

高機能な人感センサとしても使える。                      （日刊工業 2010/12/07） 

106．小型赤外線分光計用ラインセンサ、低価格品で日本参入 《パイリオス》 

英パイリオスは、医療機器向け小型赤外線分光計に用いる低価格の赤外線ラインセンサで日本

市場に参入。同社は赤外線分光計のキーコンポーネントであるラインセンサ（シリコンウェハに薄膜

のチタン酸ジルコン酸鉛フィルムを塗布することで、永久的な偏光を可能にした。）の低価格化を図

ることで、安価な小型赤外線分光計の開発を後押しする。        （日刊工業 2010/03/09） 

107．MEMS 技術応用イメージセンサ 《浜松ホトニクスＩ》 

浜松ホトニクスは MEMS 技術を応用し、小型で低価格な近赤外線イメージセンサを開発した。食

品の異物検出やセキュリティ分野向けに出荷を開始した。検査用の一次元タイプとカメラ用の二次

元タイプの 2 種類。入射光を光電変換するインジウムガリウム砒素フォトダイオードと信号処理回路

のシリコン CMOS をインジウム使用の突起電極で異種接合する。粘度の低いインジウムを採用し、

狭いピッチでも熱歪や剥離のない接合を可能にした。今回、価格を大幅に下げることができたので、

自動車の安全技術やセキュリティ分野などを開拓する。          （日刊工業 2010/01/22） 

108．近赤外分光装置、感度 300 倍に向上 《名城大》 

名城大学は、濃度計測に使う一般的な分光光度計に比べて、感度が 300 倍も高い近赤外分光

装置を開発。光ファイバー型キャビティリングダウン分光法を採用した装置で、エバネッセント波を

利用することで、感度を高めたのが特徴。近赤外分光装置の光源には通常、波長領域が狭いレー

ザ光を使うため波長毎に光源必要だが、本装置は広い領域の光を一斉に照射できる独自開発の

光源を採用した。血液中のウィルスなど微量な対象でも計測可能。   （日刊工業 2009/11/17） 

109．900℃まで計測可能 《フルヤ金属》 

フルヤ金属はランタン酸タンタル酸ガリウムアルミニウム結晶を使い、900℃の高温域まで計測で

きる温度センサを開発。圧電素子が発生する振動の周波数変化量をデジタル化し、温度として出

力。直接対象に触れず簡単な構造で、低温から高温まで計測できる  （日刊工業 2010/12/03） 
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110．衛星の気象画像提供、ＮＡＳＡと提携、無償で。 《東京情報大》 

東京情報大学は米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と提携し、米国などの人工衛星が日本周辺で撮影し

た気象関連画像の無償提供を始めた。学術関係機関のほか、航空業界や海運業界などの利用を

見込んでいる。衛星は米国の「ＴＥＲＲＡ（テラ）」と、米・日・ブラジルが共同開発した「Ａｑｕａ（アク

ア）」を使う。それぞれの衛星は 36 の異なる波長の電波を使い、可視光のほか、近赤外線や遠赤外

線による画像を撮影する。可視光の画像はデジタルカメラと同じで、黄砂や台風の状況などを確認

できる。近赤外線や遠赤外線では、海の温度や地表面の温度、林野火災などが分かる。2 つの衛

星は地球を約 100 分で 1 周。画像の更新は 1 日 7 回程度という。     （日本経済 2009/7/10） 

111．成分を瞬時に画像化 《住友電工》 

住友電工は対象物を壊さず成分を調べる非破壊検査装置の市場に参入する。近赤外線（波長

1～2.4μm、光源はハロゲンランプや熱を発しにくい超高帯域パルス光源）を検査対象に当て、内

部の組成分布を瞬時に画像化する装置を完成、発売する。食品などの生産ラインに組み込み、目

視でわからない異物混入や成分の違いなどの全数検査ができる。食品・製薬会社、大学・研究機

関向けに、将来は部品検査など工業用に売り込む。            （日刊工業 2010/08/03） 

112．家電製品の樹脂リサイクル 《パナソニック》 

パナソニックは、家電製品に使われる樹脂の新しいリサイクル技術を開発した。複数の樹脂や金

属片が混ざったシュレッダーダストに近赤外線を照射すると種類ごとに反射光の波形が異なること

を利用し、ベルトコンベアと空気噴射機を組み合わせた装置で選別する。シュレッダーダストから

ABS、ポリプロピレン、ポリスチレンの 3 種類の樹脂を 99％以上の精度で選別する。リサイクル子会

社のパナソニックエコテクノロジーセンターと共同で技術開発し、同社に実証装置を設置した。この

装置では燃えにくくするために臭素を転嫁した樹脂も取り除くことができる。欧州連合の環境規制

である「RoHS 指令」に適合した再生樹脂も作れる。             （日本経済 2010/09/23） 

113．血中の活性酸素測定 《三重大学、アト-》 

三重大学とアト-は活性酸素のひとつ、スーパーオキシドの血液中での発生を測る手法を開発、

実用化した。生体に細菌などが入ると白血球のひとつの好中球が、スーパーオキシドを 初に産

生し、細菌を殺す。免疫力を左右し、老化やがんなど病気との関係が注目されている。このスーパ

ーオキシドと反応して近赤外線を出す試薬と微弱な近赤外光の検出装置の両方を開発し、簡便な

計測が可能になった。従来の可視光による検出法は、血液の赤色に邪魔されるため、スーパーオ

キシドを産生する好中球を 2 時間かけ、血液中から分離し、調べていた。スーパーオキシドと病気の

関係やこれを消去する食品・薬品の効果判定に活用できそうだ。    （日刊工業 2010/10/15） 

114．車用水素、3 分で満タン 《岩谷産業》 

岩谷産業は燃料電池車に短時間で燃料用水素を充填できる装置を 2012 年にも実用化する。

赤外線センサなどを使って水素注入量を常に 適な水準に調整することで、高圧水素の急速充

填に伴う車載タンク内の温度上昇を防ぐ技術の開発にメドを付けた。水素は加圧・充填すると、温

度が急上昇して車載タンクが破損するリスクが高まる。既存技術では温度変化を確認しながら充填

速度を小まめに調節する必要があり標準的な車載用燃料電池（水素容量 6kg 程度）のフル充填に

20 分以上かかっていた。岩谷は現在主流の装置の約 2 倍となる圧力 70 メガパスカル程度の高圧

水素に対応した装置を実用化する。赤外線センサを使い、車載タンク内の水素量や圧力、温度な

どを計測。この情報を水素注入装置にフィードバックし、常に 適な充填速度を維持する仕組みだ。

水素の圧力調整等要素技術は、海外のエネルギー関連企業から供与を受ける。水素注入の速度

は既存技術の約 10 倍の毎分 3kg 程度に高まり、容量 6kg のタンクを約 3 分でフル充填できる。地

上の水素タンクなど周辺設備を含めた設置コストは、1 基当たり 2 億円程度の見通し。水素充填設

備は現在、岩谷やＪＸなどが全国約 15 カ所に設置済み。ただ貯蔵する水素の圧力は 35 メガパスカ

ル程度で、１回の水素充填で走行できる距離も短い。燃料電池車の普及には、70 メガパスカルの

高圧水素に対応した急速充填設備の整備が必須。岩谷は今後全国で燃料用高圧水素の充填設

備を増設する計画。                                （日経産業 2010/11/05） 
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115．液体爆発物、数秒で判定 《大阪大とクボタ》 

大阪大学はクボタと共同で、液体の爆発物を短時間・高精度で発見できる装置を開発。液体の

入ったプラスチックやガラスの容器を装置にセットすると 2～3 秒で判定可能。誤検知率は 1％以下。

従来の装置はガソリンなど液体の可燃物しか検査できなかった。国内の空港で近く実証試験し、早

期の製品化を目指す。開発したのはペットボトルなどに入った液体の爆発物を検出できる装置。大

きさは縦横高さが 30～40cm。2L 入りペットボトルまで検査可能。液体爆発物だけでなく、ガソリンな

どの可燃物、酸や強アルカリといった危険物も区別可能。安全な飲料もあらかじめ検査してデータ

を蓄積しておけば、商品名まで分かる。検出には液体の種類によって吸収の仕方が異なる近赤外

光を使う。容器の底から近赤外光を入れ、容器の内側で反射して底に戻った光の波形を解析する。

波形から内容物が飲料か爆発物、可燃物かなどを正確に区別できる。今回の装置は、公共の施

設や交通機関でのテロなどに備えて開発。国内の空港にはすでにガソリンなどの液体可燃物を検

出する装置は設置されているが、液体爆発物は判定できていない。   （日経産業 2010/11/12） 

116．高精度・低価格のコメ選別機 《サタケ》 

サタケは高性能で価格を抑えた新型光選別機「ピカ選グランド」を米穀店、精米工場、ライスセン

ター向けに開発。米穀業界でも食の安全・安心への対応が進んでいることに着目。フルカラーＣＣ

Ｄカメラと近赤外線カメラにデジタル処理技術を組み合わせ、良品と色あいの差が少ない不良粒や

異物（樹脂、石、ガラスなど）も高精度に選別除去する。はい芽残存粒の選別精度が高まったことで

歩留まりも向上した。大型カラー液晶タッチパネルを採用、指先で画面をスクロールできる。処理能

力は玄米で毎時 0.4～2.6 トン、白米で同 0.4～2.9 トンを実現。      （日経産業 2010/12/22） 

117．指静脈認証で新技術 《ソニー》 

ソニーは、発光ダイオードの近赤外線を指静脈に当て、体内で散乱された光を CMOS センサで

撮影し、静脈パターンを照合するシステムを携帯電話端末や IC カードに搭載可能なまでに小型化。

高速で高い認証精度（本人拒否率 0.1%、他人受入れ率 0.0001%）を実現。（日刊工業 2009/2/3） 

118．指静脈認証装置を拡販 《日立製作所》 

日立製作所は、ロッカーや保管庫、金庫などのセキュリティ機器メーカと協業し、指静脈認証装

置を組み込んだ製品を相次ぎ投入する。指静脈認証関装置を用いた複数の機器の利用者情報を

一元管理するなどシステム化を推進する。                    （日刊工業 2009/3/5） 

119．映画の盗撮防止技術、近赤外ＬＥＤを利用 《情報学研、シャープ》 

国立情報学研究所はシャープと共同で、映画などの映像が盗撮されるのを防ぐ技術を開発。映

画館のスクリーンの裏側に、近赤外発光ダイオードを搭載した光源装置を取り付け、スクリーン映像

を市販のデジタルビデオカメラなどで撮影すると人にはみえない近赤外光が入り込みノイズとなって

撮影映像に記録される仕組み。人間の可視域（380～780nm）とイメージセンサの動作域（200～

1100nm）の違いを利用した。                           （日刊工業 2009/9/30） 

120．映画盗撮防止装置発売 《テスコＩ》 

テスコは、スクリーンの裏から赤外光を照射して、ビデオカメラのオートフォーカス機能を狂わせる盗

撮映像の価値を下げて、盗撮や海賊版の流出を防止する装置を発売。映画館のスクリーン裏に設

置する装置で、人間の目には見えないがカメラは検出可能な赤外光をスクリーン裏から客席に向け

た照射する。光の点滅パターンにより、ビデオカメラのオートフォーカス機能を狂わせる。さらに盗撮

映像に LED 光によるバツ印が写りこむことで高い防犯効果を生む。   （日刊工業 2010/01/18） 

121．赤外線レーザにより、面で監視可能に 《セコム》 

セコムは距離計測用の赤外線レーザ技術を使った屋外の侵入監視センサを開発した。従来は、

複数の赤外線投受光機セットを使って、薗間を遮る侵入者を検知する方式が一般的であったが、

赤外線レーザ技術を応用して 大で半径 30ｍの扇状に監視できる。赤外線レーザビームを 180 度

の半円上に照射し、反射を感知することで外周を面単位で監視するころができる。建物から電源を

直接引き込めるために大掛かりな工事が不要で、設置台数も少なくて住むなど設置コストを従来に
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比べ 25％ほど減らせる。学習機能も備え、監視範囲を自動的に設定できる。工場や事務所などの

敷地内の監視役として、初年度 1 万台の販売を目指す。         （日本経済 2010/10/01） 

122．赤外線サーモグラフィで発熱検知 《NEC》 

NEC は新型インフルエンザ対策の実証実験として、本社にサーモグラフィシステムを設置し、出

入りする人の体表面温度が設定温度を超えた場合、モニター画面上に赤色で示す。赤外線サー

モグラフィは非接触で多数の入場者の体表面温度を一目で識別できる。（日刊工業 2009/2/18） 

123．赤外線で耐久試験を短縮 《ケンオートメーション》 

ケンオートメーションは航空機産業向けに、赤外線カメラを使った赤外線応力応用システムや非

破壊検査システムなどを販売。主力の赤外線応力測定システムは、物体内部に外からの荷重に抵

抗してつり合い保つ力を測る。高精度、耐久性が求められる航空機部品に対する疲労耐久試験の

時間短縮をもたらす。同システムは試験対象物の表面に発生する熱変化量を赤外線カメラで捕ら

え応力値に換算。その分布を 2 次元が画像化する。カメラは毎秒 380 回の撮影能力を持つ。これを

積算処理し、温度分布を 1 枚の画像にする。物体の表面温度変化を 1000 分の 1 度単位で計測

可能だ。耐久性試験は対象物に上下から荷重をかけたり、引張たりして行う。力が加わる部分には

エネルギーが蓄積されるため発熱を伴う。部分的に大きな負荷がかかり部品の破損原因となる。同

システムは「部品を破壊せず温度変化で目に見えない内部破断や劣化が把握できる」ため、開発

期間の短縮やコスト削減に繋がるという。                    （日刊工業 2009/7/24） 

124．車載カメラ、瞬時に歩行者識別、運転支援に応用 《東芝》 

東芝は車載カメラを使い歩行者だけを瞬時に識別する技術を開発。画像に映る様々な物の位

置情報から人を識別する。見通しのよくない交差点などで歩行者が接近した際に警報を鳴らす運

転支援システムへの応用を目指す。2～3 年後をメドに実用化。新技術は特殊なソフトウエアで、車

載カメラ 2 台の画像から数 10m 先の歩行者や電柱、看板などの位置情報を検出。平面的な画像か

ら奥行きを算出し、物の位置を把握して人とほかの物とを見分ける。実験では人の検出を誤る割合

が 0.75％と従来の 10 分の 1 以下で、実用水準に達した。自動車各社に採用を働きかける。車載カ

メラを使って歩行者を検出するシステムは、ホンダが夜間用の独自技術を高級車「レジェンド」に搭

載。遠赤外線カメラで熱を感知して歩行者を判別するため、気温が人の体温に近づく日中は判別

しにくい。新技術は赤外線カメラと組み合わせることも可能。         （日本経済 2009/9/7） 

125．非冷却型赤外線センサ 《クロニクスＩ》 

クロニクスが扱うフランスウリスの極小サイズの非冷却赤外線センサ（画素数 384X288 で、動作温

度-40℃～60℃）の引き合いが活発だ。同センサは夜間の運転を補助する車載用カメラや建物点

検用、監視用などに使用されている。従来は温度制御装置が組み込まれたメタルパッケージが主

流だったが、放熱性が高いセラミックパッケージを採用し、温度制御装置なしでも安定に動作するこ

とを確認した。車載カメラに本格採用される予定。           （日刊工業 2010/01/07） 

126．高精細画像の赤外線サーモグラフィ 《テスト―》 

テスト―は片手で操作できるポータブルサイズに収めつつディスプレイは 3.5 インチを確保して高

精細な画像を実現した赤外線サーモグラフィを発売。温度分解能 0.06℃、解像度 320X240 ピクセ

ル、測定温度-20～350℃。分析やリポート作成を支援するソフトを搭載。生産ラインや建設現場な

どでの需要を見込む。                               （日刊工業 2010/12/14） 

127．遠赤外線の監視カメラ 《タムロン》 

タムロンは、ＮＥＣグループのＮＥＣ Ａｖｉｏ赤外線テクノロジーと監視カメラ用途の遠赤外線カメラ

の開発で提携。タムロンの光学技術とＮＥＣ Ａｖｉｏの赤外線カメラ技術を組み合わせる。光学ズー

ムや防振機構などを搭載した監視カメラを順次発売。夜間の防犯対策向けに売り込む。年内に遠

赤外線の監視カメラを３機種発売する。ズーム機能を搭載しない単焦点レンズを装着したモデルか

ら投入。既存の赤外線カメラの普及価格帯は 50 万～60 万円だが、その半値以下を目指す。遠赤

外線カメラは物体が発する熱を感知し、映像化できるのが特徴。現在、遠赤外線カメラは港湾や森

林、高速道路の監視など特殊用途に限られている。両社の提携で、一般企業の防犯対策などにも
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遠赤外線カメラを導入しやすくする。遠赤外線カメラ用レンズの材料はゲルマニウムを使うが、希少

金属でコスト高の要因である。両社はレンズの材料としてゲルマニウムの合成材料カルコゲナイドの

使用量を増やすなどして原価低減を進める。カルコゲナイドはこれまで超精密旋盤で切削加工して

いたが、タムロンのレンズ加工技術を活用し、プレス成形で安価に量産。（日経産業 2010/03/09） 

128．テラヘルツ波発生装置３～４ｍｍ大 《テラヘルツ研究所》 

テラヘルツ研究所は、東北大学西沢潤一名誉教授と東北学院大学木村光照教授が考案した

新たなテラヘルツ発生原理(赤外線レーザを半導体に当てテラヘルツ波が発生させる)に基づき、

従来のミカン箱大だった装置を 3～4mm 大と大幅な小型化を実現した。物質による透過パターンの

違いを利用し、麻薬、爆薬などが識別できている。               （日刊工業 2009/4/6） 

129．テラヘルツ電磁波、電場強度８ｋV/cm 達成。 《京大、アイシン》 

京都大学とアイシン精機は可搬型ファイバーレーザを用いて出力電磁場強度が 1cm 当たり 8ｋV

と世界 高強度のテラヘルツ電磁波の発生に成功した。バイオ動画イメージング装置の実用化に

道を開いたほか、次世代通信に必要な半導体デバイスの超高速スイッチ制御が可能になった。従

来技術ではテラヘルツ電磁波に不向きな光源とされてきたイッテルビウムを用いたファイバーレーザ

に注目。結晶内に入射する前にレーザ光の性質を変えることで、結晶の中での光パルス幅を短くし、

2THｚ、出力 8kV/cm の発生に成功した。                    （日刊工業 2009/6/26） 

130．テラヘルツ波を直接発生 《東工大、NTTＩ》 

東京工業大学と NTT フォト二クス研究所は共同で 1 テラヘルツを超える電磁波を発生する電子

デバイスを開発した。ナノメートルサイズの半導体の微細構造で生じる「共鳴トンネル」という現象を

利用したダイオードを用いる。室温下において、出力 7μW である。室温動作でテラヘルツを直接

発生する素子の実現は世界で初めてという。透過イメージング法を使った植物や食品、薬物分析

や医療診断、高速の大容量通信などに応用できる。            （日刊工業 2010/07/02） 

131．テラヘルツ波検出、Ga N を採用 《パナソニックＩ》 

パナソニックは、室温でも高感度で周波数 1 テラヘルツ前後の電磁波を検出できるトランジスタを

窒化ガリウム半導体で開発した。トランジスタの電極をアンテナに併用する構造を採用した。ガリウ

ムヒ素のトランジスタに比べ感度は 2 桁向上するという。監視カメラや材料分析分野などでの利用を

見込む。                                       （日刊工業 2010/06/23） 

132．テラヘルツ波の画像計測、センサ感度 大 4 倍 《NEC》 

NEC は次世代の非破壊検査技術として注目されるテラヘルツ帯の電磁波を用いた画像計測に

向け、2 次元テラヘルツアレイセンサの感度を従来比 2-4 倍に高めることに成功。同センサをテラヘ

ルツカメラに搭載し、ロックインサーモと呼ぶ信号処理技術と組み合わせ、感度を従来比 10 倍程度

に高め、非破壊検査ほか医療。創薬、違法物検知への応用を目指す。（日刊工業 2010/04/21） 

133．光と電波中間に挑む 《アドバンテスト》 

アドバンテストは光と電波の中間の性質を持つ「テラ（テラは１兆）ヘルツ波」の測定装置ＴＡＳ

7000 の販売を始めた。同装置の心臓部であるテラヘルツ波照射装置には光ファイバーレーザを採

用。光サンプリング法を使い、数 10 秒かかっていた測定時間を大幅な短縮に成功。同装置では、

ディーゼルエンジン内のセラミックフィルタに付着した粒子状物質を解析でき、燃料効率改善に向

けた開発やアタッチメントを換え、医薬品やバイオ物質などの測定にも応用可能。既に自動車や医

薬品メーカ数社から引合いがある。                       （日本経済 2010/05/07） 

134．テラヘルツ非破壊検査装置 《スペクトルデザイン、アイ電子》 

スペクトルデザインとアイ電子はテラヘルツ波を使った持ち運び可能な小型非破壊検査装置を

開発する。従来の装置は大型で、1 億円と高額のため、主に研究機関での利用に留まっている。開

発装置は、ハンドキャリー型で、本体とセンサ部が一体化。従来の装置に比べ、10 分の 1 に小型化

し、重量も 80％削減する予定。手荷物感覚で持ち運べるため、製造現場では不良品の抜き打ち検

査や文化財の修復現場にも手軽に運んで検査可能。           （日刊工業 2010/08/31） 
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135．ルネサンス絵画 テラヘルツで内部分析 《情報通信機構》 

情報通信機構は、テラヘルツ波でルネサンス絵画の内部立体構造を非破壊で分析することに成

功した。文化財の分析に使われる X 線等価撮影では 3 次元で作品内部の情報を得ることができな

いのに対し、テラヘルツイメージングを使えば彩色された絵画の部分だけでなく、下地の損傷状態

まで調べることができる。イタリア絵画の父ジョットが 1300 年代初頭に描いたといわれる名画「パディ

ア家の祭壇画」を分析し、確認した。                       （日刊工業 2009/3/4） 

136．すすで隠れた文字や絵画、テラヘルツ波で確認 《スペクトルデザイン》 

スペクトルデザインと情報通信研究機構は、火災などによるすすで隠れた文字や絵などのテラヘ

ルツ波によって非破壊検査する技術を確立した。コンクリートと紙に鉛筆で文字を記入し、すすをつ

けて、周波数 0.1-10THｚのテラヘルツを照射し、反射光を電気信号化し、独自の解析手法で画像

処理した。この結果、テラヘルツ波で鮮明な画像を確認した。従来の可視光や赤外光では、すす

が光を吸収するため確認が難しく、検査に時間がかかっていた。20111 年秋までに検査装置を開

発し、文化財の調査や工業製品向けに展開する計画。           （日経産業 2010/5/25） 

137．テラヘルツ波、医療や高齢者支援に活用 《総務省》 

総務省は情報通信分野でのテラヘルツ波を利用に関する検討会を再開。同省近畿総合通信

局が事務局となり大阪大学や NTT などと共同で利用ニーズや技術課題の分析を行う。テラヘルツ

波の活用案の洗い出しでは、医療や高齢者支援、省エネなどの分野を重点的に実施予定。アンテ

ナや半導体など、無線伝送に関する要素技術の 新動向も調べる。  （日刊工業 2010/09/24） 

 

2.3.9 科学分野 

この分野では、これまでの分野に該当しない科学的な知見やまだ実用に時間がかかると思われ

る基礎技術についてまとめている。 

 

138．高効率の軟 X 線光源 《理化学研究所》 

理化学研究所は、赤外域(波長 1.55μｍ)の超短時間(40fs)パルスレーザ光をネオンガスに照射

し、従来の 100 倍以上の効率で軟Ｘ線(2～4nm)レーザ光に変換する手法を確立した。1 パルスで

高出力のＸ線が得られる顕微鏡の開発で、生きて動いている生体試料をレントゲンのように短時間

で撮影することも可能になる。                           （日刊工業 2009/1/12） 

139．ナノの金属立体加工 《理化学研究所》 

理化学研究所は、近赤外レーザを使い、ナノメートル精度で金属を立体的に作り出す技術を開

発した。太陽電池や半導体デバイスの配線修理など幅広い分野に利用が期待できる。金属イオン

が入った溶液に近赤外光を絞り込み、強度を上げ、照射することで、特定の位置に、金属化を実

現した。                                        （日刊工業 2009/2/18） 

140．土星を包む巨大な輪を発見 

米航空宇宙局は、土星を囲む巨大な輪を赤外線宇宙望遠鏡「スピッツアー」で発見したと発表

した。輪の半径は土星の半径の 128～207 倍で、これまで も大きかった土星のＥリングよりはるか

に大きい。輪は土星から 600 万～1200 万キロの先に、ほかの輪に比べ 27 度傾いて広がっており、

厚さは土星の直系の 20 倍。氷やちりでできており、輪に沿って土星を回る衛星「フェーベ」から供給

されたとみられる。氷やちりの粒子は拡散している上に、太陽から遠いため可視光望遠鏡では見る

ことは難しい。                                     （日本経済 2009/10/9） 

141．ＬＳＩ高速・省エネ化 《東大》 

東京大学は、大規模集積回路（ＬＳＩ）の高速化と省エネルギーにつながる新技術を開発した。

光に磁力を加えると現れる特殊な物理現象を利用し、ＬＳＩ内での信号伝送の担い手を電子から光
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に換えて高速化する。早期の実用化を目指す。新技術は、物質中を流れる直流電流に磁力を加

えるとエネルギー状態が段階的に変化する「量子ホール効果」という現象を利用する。実験にはガ

リウム・ヒ素とアルミニウム・ガリウム・ヒ素の２種類の化合物半導体を張り合わせた試料を使い、零下

270℃の極低温に冷やし、4～6 テスラの強い磁力などを加えながら、波長 0.15～0.6mm の遠赤外

光を当てた。この量子ホール効果をＬＳＩに利用すれば、素子で情報処理した電気信号を光信号に

変換できる。ＬＳＩは情報伝達に電子を使うが、光に変えれば速度向上とともに熱をほとんど発生し

なくなり、消費電力が減る。                            （日経産業 2010/06/29） 

142．脳の状況、光で計測 《長岡技術科学大学》 

長岡技術科学大学では、光を用いて人間の「喜び」「怒り」といった感性を計測し、それを基にロ

ボットを制御する技術を開発した。同大では人間の脳波から感性を計測し、ロボットを制御する技

術を既に開発しているが、今回は近赤外光を用いて脳の活動状況を調べる光トポグラフィ装置を

使う。人間が「喜び」「怒り」などの感性を想起した際の血液中の酸化ヘモグロビン、還元ヘモグロビ

ンの濃度を調べ、その濃度変化から各感性パラーンを読み取りデータ化する。データ取得の時間

はひとつの感性の想起につき、1 分ほどで済む。脳波から計測する場合部比べ、ノイズに影響され

にくく、また、計測器の着脱が容易といった利点もある。          （日刊工業 2010/08/23） 

143．赤ちゃん「笑」「怒」の顔識別 《中央大と生理研》 

自然科学研究機構生理学研究所と中央大学は、脳の血流量の増減を調べる近赤外分光装置

を使い、生後 6～7 カ月の赤ちゃんが他人の笑顔と怒った顔を識別していることを突き止めた。赤ち

ゃんが人の表情の違いを識別できることを生理学的に確認したのは初めて。人がコミュニケーション

能力を獲得するメカニズムの解明などに繋がるという。赤ちゃんの頭に帽子状にした近赤外分光装

置を取り付けた。脳の特定部分の血流量が増えていれば活発に活動していることを示す。赤ちゃん

に正面の穴から、野菜、笑顔、野菜、怒った顔の順番で写真を 5 秒間ずつ見せた。側頭部に注目

したところ赤ちゃんは笑顔、怒った顔の両方とも見たらすぐに血流量が増えた。笑顔の場合は写真

が変わっても 5 秒間程度増えたままだったのに対し、怒った顔は切り替わると 2 秒後には血流量が

減りもとに戻った。側頭部の左右で比較してみると、笑顔を見た時は左側がより強く活動し、怒った

顔を見た時は右側が活動しやすい。左側頭部には言語野などがある。 （日経産業 2010/11/08） 

144．テラヘルツ波で分子揺さぶる 《京都大学》 

京都大学は、ごく短い時間だけ発生するパルスレーザを誘電体結晶に照射し、放出する「テラヘ

ルツパルス波」を開発した。アミノ酸結晶を高分子のポリエチレンで固めたものにこれを照射し、結

晶内の分子が「バネ」のように大きく振動、分子間の結合が弱くなることを確認した。化学合成や創

薬の発展に貢献できる。                             （日刊工業 2010/11/02） 

145．光るカーボンナノチューブ 《米ライス大》 

米ライス大学の研究グループはカーボンナノチューブを光らせる手法を開発した。表面を加工し

て近赤外光を当てると、より長い波長の光を出す。生物の細胞の中を細かく調べることや新しいレ

ーザなどへの応用が期待できる。より簡単にカーボンナノチューブを加工できるように技術を改良し、

実用化を目指す。研究グループは低濃度のオゾンをカーボンナノチューブの表面に当てて、部分

的に酸素がくっついた状態にした。近赤外光を当てると表面全体がアンテナのような役割をしてエ

ネルギーを受け止め、酸素が付いた部分にエネルギーを集約して光として出す。実際に細胞の中

に入れて光を当てたところ、可視光を当てた場合よりもはっきりと見えた。（日経産業 2010/12/06） 
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第 3 章 放射伝熱の具体的な事例（エネルギー利用） 

 

本章では放射伝熱の具体的な利用例のうち、遠赤外線をエネルギーとして利用する事例

について、現在、実用に供されている装置を中心に、その概要、特長、性能などについて

述べる。 

 

3.1 加熱・乾燥・調理分野 

ここでは、農業分野、工業分野に分け、農業分野では、穀物乾燥、ホタテ貝柱乾燥を取

り上げる。また、工業分野では、印刷・塗装乾燥、樹脂加熱成形などの汎用的な用途から、

平面ディスプレイやリチウムイオン電池部品の乾燥工程に使用される炉やその雰囲気を高

真空にした炉という最新の炉について、その概要を述べる。 

 

3.1.1 穀物循環型遠赤外線乾燥機 

(１）米の乾燥機 

日本の農家では５０年ほど前から乾燥機

が普及し始めたが、使用されてきた籾の乾

燥機は平面型・立体型・循環型の３種類に

分別される。 

 

１）平面型 

最初に普及したタイプで、図 3.1.1-１に示すように平面的に穀物を堆積し下から温風を

通風する方式で、天日干しの後の仕上げ乾燥用と

して爆発的に普及した。 

穀物の出し入れに人力を要することと下の方か

ら乾燥するため水分が均一にならないのが欠点だ

が、最も簡易で価格も安い方式であり、現在でも

一部の農産物の乾燥に利用されている。 

 

２）立体型 

立体型は図 3.1.1-2 に示すように、平面型の改

良型として開発された機種で、穀物を立体的に堆

積し中央から左右と上に温風を通風する方式で

図 3.1.1-１  平面型乾燥機 

図 3.1.1-2  立体型乾燥機 
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穀物の出し入れが機械化され若干設置面積が少ないことが評

価された。 

しかし水分の不均一は平面型と同様であり一時的な普及に

終わり現在は生産販売されていない。 

 

３）循環型 

循環型は図 3.1.1-3 に示すように、立体型をさらに改良し

穀物が常に循環しながら乾燥される方式で、循環により穀物

が混合されることにより比較的均一な水分に乾燥することが

できる。生脱穀やコンバインの普及により、穀物の水分が高

くなり収穫作業の必需品になって、現在に至っている。 

 循環型乾燥機に要求される品質は、乾燥速度が速く、

設置面積が少なく、背が低く、少ない動力で、音の静かなものが望まれており、この品質

を満足するためにしのぎを削って開発競争を行ってきた。 

 

４）乾燥機の普及経過 

図 3.1.1-4 は乾燥機の販売台数の推移を示したものである。平面型は、高度経済成長の

中で出稼ぎが全国的な広がりを見せると同時に爆発的な普及を示し、毎年２５万台以上の

生産が１９６０年代の後半に行われた。 

この当時の農村の状態を表現した言葉に“じいちゃん・ばあちゃん・母ちゃんの３ちゃ

ん農業”とい

うのがあり農

作業の担い手

労働力が少な

かったことが

伺われ、従来

どおりの作業

体系が維持で

きなくなった

ことが普及の

要因であると

考えられる。 

図 3.1.1-3   循環型乾燥機
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また、この時期は米の不足の時代であり収穫された米を早く出荷させるために“早出し

奨励金”という制度もあり普及促進の一因となったと思われる。 

このような労働力不足現象は現在東南アジア全般に見られ、乾燥機も普及して行くと思

われるが、日本の経験がそのまま受け入れられるとは思えない面もあり、その国の現状に

最も適合した乾燥方式を導入していくべきであり、燃料として灯油を使用することが大き

なネックになっている。 

立体型は設置面積の節減を目的に開発されたが、平面型同様１９７０年代に入ると生産

量が大幅に減少し、穀物乾燥機の表舞台から姿を消してしまった。 

循環型は、刈り取りと脱穀を同時に行うコンバインの普及と伴に収穫作業の必需品とし

て使用されるようになり、１９７０年代後半から我が国の乾燥機の主役になっている。 

この間、１９７０年代に入ると米の余剰傾向が顕著になり、生産の調整や自主流通米の

制度が行われるようになり、１９８０年代に入ると米穀配給通帳が廃止され、食糧管理法

も改正されて米不足から米余りの時代に突入していくことになる。 

 

（２）乾燥と穀物の品質 

１）一時貯留時間と品質 

最近は図 3.1.1-5 のようなコンバ

インと呼ばれる収穫機で稲刈りが行

われますので、籾の水分が高い状態

のまま堆積されることになる。 

高水分の穀物は呼吸をしており、

表面に付着している微生物も呼吸発

熱するので堆積状態での放置時間は

品質を大きく損ねるので注意が必要

となる。 

水分が２２％程度のもみは２～３日

の一次貯留が可能だが、２３％以上になると半日程度でも変質事例があるので、さらに高

水分の籾は３時間以内に乾燥を開始するのが望ましいとされている。 

２）乾燥温度と品質 

穀物は乾燥温度を高くすると変質するため適正な温度での処理が必要になる。一般に、

穀物の水分が高いほど高温の障害を受けやすく、水分が低くなるにつれて変質しにくくな

るようだ。 

図 3.1.1-5 コンバインによる収穫風景 
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送風温度を 65℃で乾燥すると発芽率が低下するが、死んだ米は食べてもおいしくはない

ので、生きたままで乾燥することが食用の米でも重要になる。 

40℃以下にすれば変質させずに乾燥できることになるが、実用機の場合は高水分の穀物

を 35℃で乾燥すると時間がかかりすぎて発芽率が低下するなどの障害が出るので、実用的

には４０℃～５５℃程度の温度で乾燥するのが一般的な使用範囲となる。 

３）米の胴われと品質 

米特有の品質要因に胴割れがある。その判定基準を図 3.1.1-6 に示す。胴割れの原因は

諸説あるが、乾燥の仕方で増加することがあるので注意が必要となる。一般に乾燥温度が

高いと増加する傾向があり乾燥速度との関連もあると思われる。 

胴割れした米は精米時に砕けて整粒が少なくなるので、米屋さんに嫌われるため等級が

低下し、価格も下がってしまう。 

 

 

 

 

 

 

 図 3.1.1-6  玄米の胴割粒判定基準
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また、図 3.1.1-7 に示すように、炊飯時にもご

飯が砕けたようにもなりおいしくなく、消費者に

も嫌われることになる。 

このように米の乾燥は品質に大きく影響するの

で乾燥機を設計する際に大きな制約を受けること

になる。 

  発芽率の関係で米の乾燥温度は、上限が５５℃

程度となり、胴割れの防止のために乾燥速度は

0.8％/ｈ程度が上限になっている。 

 金子農機では遠赤外線乾燥機の技術がこの制

約を打ち破る大きな武器として利用することが可

能なものであることに着目し、独自の開発を行ってきている。 

 

（３）遠赤外線乾燥の開発 

  農林水産省では、農業機械化促進法を大幅に改正し、平成 5 年度から新しく画期的な

発想に基づく高性能農業機械の開発・実用化を緊急プロジェクト（農業機械等緊急開発・

実用化促進事業「緊プロ事業」という。）として実施してきた。遠赤外線乾燥機はこの緊

プロ事業で開発・実用化（製品化）されて誕生した農業機械といえる。 

緊プロ農機の開発は、（独）農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研

究支援センター（生研センター）と農業機械メーカの英知を結集（共同・委託研究）する 

ことにより行われ、この開発研究の成果を受けて、より低コストでの実用化を推進する

ため、新農業機械実用化促進株式会社（新農機（株））において部品の共通化、金型等の

基盤的共通設備の貸付けなどを進めた上で、農業機械メーカ各社から市販されている。 

遠赤外線乾燥機は当社を含めて

５社の乾燥機メーカが参加して、

５年間の開発期間の後平成 10 年

に発売された。この乾燥機の性能

は乾燥速度 0.7％/ｈ程度で、条件

によっては１％/ｈ以上も可能性

があり、循環式熱風乾燥機に比べ、

平均して、燃料消費量を 10％程度、

消費電力量を 30％程度低減し、騒音

図 3.1.1-7  炊飯による米粒の変

図 3.1.1-8  遠赤外線乾燥機の概念  
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レベルは３db 程度低く、食味向上も期待され、予想以上の普及実績を示している。 

遠赤外線乾燥機は、従来の乾燥機が灯油を燃焼した熱をそのまま外気と混合して温風と

して利用していたのに対して、灯油を燃焼した熱をまず遠赤外線に変え、籾を直接効率よ

く加温し、残りの熱を外気と混合して温風として籾に通風し、水分を除去する方式の乾燥

機となる。（図 3.1.1-8 参照） 

遠赤外線乾燥機の開発は市販されている循環型乾

燥機の基本構成を大幅に変更することなく、容易に設

計変更が可能な方式という前提条件の下に着手された

ために、初年度は遠赤外線の放射体を循環型乾燥機の

どこに装着すべきかを明確にする研究を行った。 

循環型乾燥機は上から穀物貯留部、通風部、穀物取

り出し部の順に構成されており、外部に穀物を循環す

る搬送機構や灯油の燃焼器、通風用のファンなどが装

着されている。 

遠赤外線放射体を穀物貯留部に設ける方式をＡタイプとし、通風部に設ける方式をＢタ

イプ（図 3.1.1-9）、穀物取り出し部にもうける方式をＣタイプ（図 3.1.1-10）として比較

試験を

行った。 

この

試験で

は方式

間の優

劣は歴

然とし

なかっ

たもの

の当社

は均一

な加熱

を第一

優先と

図 3.1.1-10 Ｃタイプの遠赤外線照射 

図 3.1.1-9  B タイプの遠赤外線照射
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してＣタイプでの開発を行った。開発完了後、商品として発売した会社は３社だったがそ

れぞれ乾燥機の構造が異なるためもあり、当社以外はＢタイプを採用している。 

当社で開発した乾燥機は、穀物取り出し部の下に遠赤外線放射体を設ける方式を採用し

ている。 

通風部から連続的に排出された籾は、下部コンベアに向かって傾斜板上を転がり落ちる

間に遠赤外線を照射され、一粒一粒暖められ、上部の貯留槽で一定時間調質され通風部で

除水される。 

このことにより、当社の遠赤外線乾燥機は従来の乾燥機には見られない画期的な特徴を

持つことが出来た。 

１）均一加温で高速乾燥が可能に 

遠赤外線による加温は従来の温風による加温と異なり､穀物を均一に加温する能力に優

れており､直接･すばやく･効率的に穀物を加温できる大きな特徴を持っている｡ 

 穀物取り出し部で排出された穀物は傾斜板上を散粒状に転がり落ちる。この空間の外周

は全て遠赤外線を反射する板で覆われているので穀物取り出し部空間の中は遠赤外線で充

満していることになる。 

籾はひと粒ずつ全周から温められ米の乾燥にとって理想的な均一加温を実現すること

ができた｡ 

この結果、米の乾燥に特有の胴割れの増加が防止され、従来機に比較して約 1.5 倍の高

速乾燥が出来る様になった。 

これに対してＢタイプの加温は、堆積している籾層の最前列の籾が片面でのみエネルギ

ーを受けるので、均一なエネルギー授受が出来ないことになり、胴割れや発芽率低下の危

険が大きくなっている。 

２）電力消費が大幅に減少 

乾燥の原理は熱伝導とほぼ同じで温度差が主な原動力になっており、空気の温度を上げ

れば乾燥速度が速くなる。 

発芽損傷や胴われなど品質を損ねないで乾燥するには５５℃程度が送風温度の上限に

なる。この条件を維持しながら多くのエネルギーを籾に伝えるためには空気の量を多くす

ることになり、送風動力は送風量の３乗比例する。 

当社の遠赤外線乾燥機の場合は供給エネルギーの４０％程度が遠赤外線照射により直

接穀物を加温するので温風でのエネルギー供給量が少なくて済む。上限温度を従来どおり

にすれば約 1/4 の動力ですむが、当社では風量を 20％減少させるにとどめ低温乾燥と高速

乾燥の特長を付加することにした。 
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通常乾燥時の動力も少なくなったが高速乾燥が実現した分乾燥時間も短縮され消費電

力が４０%も少なくなった。 

３）燃料消費量の減少 

遠赤外線で直接籾を加温する方式なので、空気を加温する熱量が少なくなり乾燥効率も

向上したので、従来機に比較して灯油の消費量が１５%少なくなった。 

４）乾燥品質の向上 

遠赤外線乾燥機は遠赤外線を照射した残りのエネルギーが通風部に供給されるので、通

風温度が低くなり、穀物が受ける熱的なストレスが減少する。また、均一な加熱を実現し

たので、胴われ（ひび割れ）も少なくなり精米歩留まりが向上するほか、ご飯としての粒

ぞろいもよく品質がよくなった。 

今回開発された乾燥機は送風温度も外気温プラス１０度 C 程度になり、種子用乾燥機よ

り低い温度で乾燥されるので生きたままの乾燥が実現した。 

  また、乾燥が終了後は穀温を冷却する工程が組み込まれたので、籾摺り時の肌摺れも減

少し検査等級も上がった。 

低い温度で乾燥が仕上るので、米の休眠性が強くなり貯蔵時の脂肪酸の増加が少なくな

り、新米の食味が長期間維持される。 

当社の遠赤外線乾燥機で乾燥した米は食味官能試験の結果粘りが強くやわらかい特性

を持っており、消費者に喜ばれる美味しいお米を提供する事が出来るようになった。 

 
図 3.1.1-11 遠赤外線乾燥機シリーズ 
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遠赤外線乾燥機も１ｔ型から１０ｔ型までシリーズ化（図 3.1.1-11 参照）され、現在

では当社で販売している循環型乾燥機の２／３が遠赤外線方式になっている。 

乾燥メーカ各社から販売された遠赤外線乾燥機の総数は平成 22 年 2 月現在の累計が

93,622 台であり緊プロ農業機械の中でも優等生として評価されている。 

 
（４）今後の課題・・エネルギー源 

遠赤外線乾燥機は高速性と高品質な乾燥が評価され日本国内だけでなく中国において

も順調に普及してきている。 

一方で乾燥に使用する燃料の問題があり灯油の使用に対する改善が求められている。 

一般に灯油が民生用として低価格で販売されているのはわが国だけで、中国を含む東南

アジアにおいては軽油や天然ガスによる乾燥が主体になり、特に籾殻を燃料として利用す

る技術が強く求められている。 

わが国では玄米による流通が基本なので、籾の乾燥が終わると籾摺りが行われ、同一施

設内で籾殻が発生する。籾殻の量は玄米の量の１/４程度だが、籾の乾燥に必要な熱量の３

倍のエネルギーを保有している。 

籾殻は従来から燃料として炊飯に利用されており、全ての農家に籾殻カマドが普及した

時期もあったが、電気釜の普及で姿を消してしまった。その後、多くの籾殻燃焼器が開発

されてきたが、耐久性や操作性に問題があり

実用的な装置として普及することはなかった。 

特に籾の乾燥は品質を損なわないために

厳密な温度管理を要求されることと、作業が

夜間に行われるために完全な自動運転が必要

になり、これに対応できる燃焼技術が完成し

ていなかった。 

当社は平成２１年度に埼玉県のＣＯ２削

減・省エネ技術イノベーション事業に採択さ

れ、籾殻でも石油でも燃焼できる金属製の燃

焼器の開発に着手し、当初の予想を上回る成

果を挙げることが出来た。（図 3.1.1-12 参照） 

この装置は燃焼開始時に石油を利用して

５、６分予熱し、炉内温度が８００℃程度ま

で上昇してからバイオマスを投入し、 図 3.1.1-12 バイオマス燃焼器の概念
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１０００℃程度で石油の噴霧を停止して籾殻のみの燃焼に移行する装置である。 

金属製の炉体は強力な放射エネルギーを発生するので、これを空気の加温や水の温度上

昇に利用する方法を検討している。 

当社は穀物乾燥機が主力商品なので今後この燃焼器を搭載した遠赤外線乾燥機を開発

して、農業分野でのＣＯ２削減・省エネに取り組んでいくこと考えている。 

図 3.1.1-13 にバイオマス燃焼器による籾殻燃焼試験の様子を示す。 

 

図 3.1.1-13 バイオマス燃焼器による籾殻燃焼試験 
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3.1.2 ホタテ貝柱乾燥機(室) 

 

 遠赤外線の効果確認として取り組んだ事例として、ホタテ貝柱乾燥機（室）を紹介する。

まず、 初に適用プロセスを (図 3.1.2-1) に示す。 

 

 ホタテ原貝    焙 乾     乾 燥     出 荷 

                （あぶって乾燥） 

図 3.1.2-1 製造プロセス 

このように、ホタテ貝柱は出荷までに乾燥工程を経るのであるが、大きな課題があった。

それは、ホタテ貝柱は急激に乾燥させると品質低下・歩留悪化し、逆に時間をかけて乾燥

させると品質は向上し歩留まりも改善されるが、生産性が悪くなってしまう。 

 従来ホタテの乾燥は、ガス乾燥、ヒートポンプ冷風乾燥、電気ヒータ乾燥で行われてき

た。 

 今回、遠赤外線ヒータ乾燥と電気ヒータ熱風乾燥、除湿ユニットを組み合わせることに

より、遠赤外線ホタテ貝柱乾燥機の製作に取り組み、その効果を実証したものである。乾

燥機仕様を (表 3.1.2-1) に、乾燥機構造図を (図 3.1.2-2) に、乾燥機外観写真を(図

3.2.1-3)に示す。 

表 3.1.2-1 遠赤外線ホタテ乾燥機仕様 

項  目 仕        様 

外 形 寸 法  3,580 L × 2,800 W × 2,400 H 

炉内有効寸法    720 L × 1,400 W × 1,870 H 

型   式  バッチ炉（ワゴン搬入方式） 

ヒータ容量  上下遠赤平板ヒータ 2.2 kW   9 枚 

      〃     1.1 kW   2 枚 

 側面遠赤ヒータ   1.5 kW   5 枚 

 熱風コイルヒータ  6.0 kW   1 個 

 総 容 量   ：  28.0 kW 

焙 乾 時 

（雰 囲 気） 

 ヒータ温度：120 ～ 150 ℃   炉内温度：85 ℃ 

 湿   度： 40 ～  45 % 

乾 燥 時 

 

 ヒータ温度： 40 ～  45 ℃   炉内温度：60 ～ 100 ℃ 

 湿   度： 30 ～  45 % 

生 産 能 力  1.2 ton / 日(24 時間) 



－68－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-2 遠赤外線ホタテ乾燥機構造図 

①：制御盤・除湿ユニット ②：焙乾・乾燥炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-3 遠赤外線ホタテ乾燥機外観 

 

① 

② 
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 この遠赤外線ホタテ乾燥機により、乾燥日数の大幅短縮を図り、高品質のホタテ貝柱を

作ることが可能となった。 初乾燥機に入れたホタテ原貝を上下側面に配置された遠赤外

線ヒータで四方から熱を加え焙乾を行う。この時、乾燥機内部温度は８５℃、湿度は４０

～４５％である。焙乾終了後熱風乾燥に切り替えられる。熱風乾燥時の乾燥機内部温度は

６０～１００℃、湿度は３０～４５％である。乾燥は約９日間で終了する。 

本乾燥機は１日あたり１,２００ｋＧの生産量である。乾燥期間は従来１６日間程度必

要としていたが、本乾燥機により９日間となり大幅な日数短縮が図られた。また製品含水

率は従来方法の２０％以上から１６％まで減少させることが可能となったものである。（図

3.2.1-4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-4 含水率変化 

以上述べてきたように、ホタテ貝柱の焙乾および乾燥工程における遠赤外線の効果は明

らかとなった。その効果を簡潔にまとめ、この遠赤外線ホタテ貝柱乾燥機の特長を以下に

まとめる。 

【乾燥スピードアップ】 

 表 3.1.2-2 に示すように、従来の乾燥方式に比べ、１／３以上の日数短縮が可能になっ

た。 

表 3.1.2-2 乾燥日数の短縮 

    従来法      本乾燥機 

乾燥必要日数    １６日   →   ９日 

乾燥後含水率   ２０％以上  →  １６％ 
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【品質向上】 

１． 適度な色・艶を出すことができる。 

２． 過度の乾燥による割れが防止できる。 

３． １等品 ８割以上 （従来に比べ２割ＵＰ）。 

【経済性】 

１． イニシャルコスト：ホタテ原貝を２５ｔ／日処理で３千万円程度の装置化が可能。 

２． ランニングコスト：設備容量で増減するが、製品１ｋＧ当たり２０円になる。 

 

 この乾燥機によって遠赤外線ヒータによる乾燥の効果を実証することができたことによ

って、さらにスケールの大きい“遠赤外線ホタテ貝柱乾燥室”を実現することができた。

図 3.1.2-5 にその外観写真を示し、しめくくりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-5 遠赤外線ホタテ貝柱乾燥室外観 
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3.1.3 塗装乾燥・金属乾燥等 

（１）工業用加熱について 

遠赤外線の加熱利用は、昭和 40 年代から盛んになり自動車産業に関する塗装乾燥から

始まった。目的は主として能率 UP（生産量 UP）であった。加熱処理が短時間で行われる事

から生産性向上になり、生産量が一定の場合は加熱炉長が短くなる。設置面積が小さくな

った分、スペースが空き他の装置が設置できることになる。遠赤外線加熱は高効率である

ことが広く知られるようになり、木工関係、家電、カメラ、プラスチック、自動車産業関

連の部品の塗装乾燥硬化・加工・水分乾燥・予熱等に広く使用され、熱処理工程の一部門

として認知されるようになった。その後加熱効率以外にも他の加熱方法より温度分布の均

一性から品質向上にもなることが判り、基板関係やアニール等の加熱にも利用され始めた。

近年になり生産工程がクリーンルーム内で行われることが多くなり、遠赤外線加熱のよう

な放射加熱は最適な方法となる。たとえば塗装乾燥から基板加熱、フイルム加熱、プラス

チック加工等、対流加熱は好ましくない生産工程で採用されている。また最近では加熱炉

の設置面積に制限がある場合、炉長の短くなる遠赤外線加熱や、熱風炉のような風を使用

したくないクリーンルーム内加熱に最初から遠赤外線加熱を指定する企業が増加している。

温度制御がほとんど完璧にできることから温度分布の良好な全自動の加熱炉が設計できる

ことは大きなメリットになる。人件費の削減以外にも人が入れない高度なクリーンルーム

内にも設置できる。ここでは工場生産ラインで使用する遠赤外線加熱について報告する。 

 

（２）有機物の加熱について―メラミン塗装乾燥硬化を例として 

メラミン塗装は熱風炉使用の場合、130℃3 分加熱がスペックとなっている。しかし実際

の乾燥は 130℃雰囲気に直接接すると塗装表面の温度が急速に上がるため膜が張り内部の

溶剤が閉じ込められることになる。塗装内部の温度が上がると溶剤の蒸発のため発泡現象

や亀裂が生じる。これを避けるために 130℃まで徐々に昇温させ塗膜厚み方向全体から溶

剤蒸発を行わなければならない。従って硬化まで昇温と硬化時間を合わせ 20 分ほどかかる

ことになる。 

これに反し遠赤外線加熱は最終的に 130℃になるヒーター温度の炉中に予備加熱なしで

投入しても 3 分で硬化し、塗膜硬度も熱風加熱よりも優れる場合が多い。さらに短時間で

処理したい場合 1４0℃で処理すれば 2.5 分以内で硬化させることができ、塗膜の劣化等不

具合も起こらない。約１／６～７の時間で処理できることになる。 

遠赤外線炉と熱風炉の炉内温度を 130℃同一とした場合の塗装鋼板の昇温特性は下図の

ようになる。 
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  測定条件  試料    ：メラミン塗料（黒色・白色）吹き付け鋼板（１ｔ） 

               無垢鋼板（１ｔ） 

        炉内温度  ：１３０℃ 

        照射距離  ：２００ｍｍ（遠赤外線炉） 

        ヒーター容量：１０KW（遠赤外線炉）、ヒーター温度５００℃ 

        ヒーター容量：１８KW（熱風炉） 
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図 3.1.3-1 塗装鋼板の昇温特性 

 図 3.1.3-1 に示すように、熱風炉加熱は遠赤外線炉の約２倍の処理時間がかかることが

判る。（例えば、試料の温度が 125℃までの時間では、遠赤外線炉 2 分、熱風炉 4 分となる。） 

しかし、熱風炉加熱の場合このように加熱すると発泡現象や塗膜に亀裂が入る。そのため 

徐々に昇温し２０分かけて処理することになる。一方遠赤外線加熱は雰囲気温度とほとん

ど関係なくヒーター温度により昇温速度が決まる。従って処理速度に合わせヒーター温度

を変えることができる。熱風炉の場合、熱風温度以上には当然昇温せず時間もかかる。塗

装乾燥だけでなく被加熱物によらず熱風炉のおおよそ１／２の加熱時間で処理できること

が多い。 

 

（３）金属加熱について 

遠赤外線加熱は高分子や有機物な加熱に有効であることは広く知られている。金属は長

波長側に吸収体がないので効果がないとされているが、実際は加熱ヒーターの温度が高い

のと温度分布が良好なため熱風炉と比較しても処理時間が短くできる例が多い。 

また、クリーンム内での加熱処理には、遠赤外線加熱を採用する例が多くなっている。
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以下に、金属加熱の実施例を示す。 

１）処理物  円筒形鋳物 外形φ４５、内径φ４０ 

目的   内面・外面共 100℃に 

する。 

 

 

※ 熱風の場合外面を 100℃以上にすることができないため風の温度も 100℃となる。 

※ 遠赤外線加熱では外面が 100℃になるヒーター温度で加熱することができるため 

昇温が速い。 

 

２）ステンレス薄板の加熱 

 目的   クリーンルーム内でステンレス 

薄板をロール to ロールで温度 

分布良く、20 秒以内で 150℃に 

加熱する。 

 ヒーター 遠赤外線パネル型ヒーターを上下に設置した。 

 熱風炉  クリーンルーム内加熱では風は使用できないが簡易テストでは、60 秒以内 

で目的を達することができなかった。 

 

（４）その他の実施例 

１）変圧器金属匡体焼付乾燥 

処理物サイズ φ５７４、９６６H 

搬送方法   トロリーコンベア方式 

処理量    4.3 台／ｈ 

処理温度   100℃ 

※ 省電力になっているだけでなく、省スペースになっている。 

 

２）ユニクロメッキ鋼板の塗装乾燥 

処理物  550×500×3.2ｔ 

重量   3.5kg 

処理温度 150℃ 

※従来の 60 分が１／３以下になった。 

 遠赤外線加熱 熱風加熱 

温度 ヒーター450℃ 100℃ 

加熱方式 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ上下設置 ダウンフロー

時間 4 分 20 秒 10 分 

  SUS板  0.2t SUS板  0.4t

360℃ 25 秒 45 秒 

420℃ 15 秒 30 秒 

470℃ ― 20 秒 

 遠赤外線炉 赤外線ランプ炉

炉長 ３ｍ 10ｍ 

搬送速度 0.78m／min 0.77ｍ／min 

処理時間 4 分 13 分 

設備電力 50.4KW ８０KW 

 遠赤外線炉 赤外線ランプ炉

炉内温度 75℃ ― 

下塗乾燥 7.5 分 20 分 

中塗乾燥 5 分 20 分 

下塗乾燥 5 分 20 分 
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３）スチールデスクのゴム系接着剤乾燥 

処理物サイズ  1600×700×2t 

塗布厚み    0.5～1ｍｍ 

処理温度    100℃ 

 

※ 設備電力は不明だが処理時間は１／３となり省スペースとなっている。 

 

４）エポキシ系接着剤の乾燥硬化 

処理物サイズ  1600×700×2t 

塗布厚み    0.5～1ｍｍ 

処理温度    100℃ 

  

※ 遠赤外線加熱することにより温度を上げることができ処理時間の短縮になる。 

 

５）プラスチックシートのプレス成型前の予熱 

 

 卵パック（PVC) 自動車部品（ABC) 

シート寸法 0.16ｔ×980W×1030L 2.0t×1200W×1500L 

ヒーター 遠赤外線ヒーター シーズヒーター 遠赤外線ヒーター シーズヒーター

ショット時間 4 秒 4 秒 

加熱方式 上面 上下面 上面 上下面 

設備電力 51.0KW 88.4KW 53KW 88KW 

消費電力 33KW 62KW 30KW 47KW 

※ 遠赤外線加熱に変え設備電力・消費電力とも減少し、省エネルギーとなった。 

 

６）ワニス塗布トランスの加熱乾燥 

  トランスコア部・樹脂テープを 

100±10℃にする。 

  ※ 遠赤外線加熱することにより温度を上げ 

ることができ処理時間の短縮になる 

 

 

 

 遠赤外線炉 熱風炉

炉長 8ｍ 16ｍ 

セッテング 0 2 分 

処理時間 1.5 分 3 分 

設備電力 44.8KW ― 

 遠赤外線炉 熱風炉 

炉内温度 ２００℃ ８０℃ 

処理時間 熱風（110℃）併用 4 分 35 分 

設備電力 1.3KW ― 

 遠赤外線炉 熱風炉 

炉長 3ｍ ― 

設備電力 34KW ― 

消費電力 13.6KW ― 

炉内温度 15０℃ 100±10℃

処理時間 7 分 60 分 
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７）その他 

 金属塗装例 

 処理物 従来法 遠赤加熱 

1 スチール棚塗装 熱風炉   120℃ 20 分 5 分 

2 アルミ板塗装 シュバンクガス炉  

  140℃ ７5 分 5 分 

3 缶蓋水性塗装 熱風炉   100℃  ６分 3 分 

4 アルミ製ストック塗装 熱風炉   150℃ 60 分 5 分 

5 SUS 板シリコーン塗装 熱風炉   150℃ 10 分 2 分 

6 アルミダイキャスト塗装 熱風炉   150℃ 20 分 10 分 

7 アルミホイール塗装 熱風炉   140℃ ２0 分 12 分 

8 鋼板に焼付塗装 ガス熱風炉 180℃ 10 分 6 分 

 

 プラスチック塗装例 

 処理物 従来法 遠赤加熱 

1 ABS 樹脂のクリア塗装 熱風炉   ７0℃  60 分 15 分 

2 ナイロン製部品の 熱風炉   80℃  20 分  

 アクリルウレタン塗装  10 分 

3 PVC 内装材のウレタン塗装 熱風炉   80℃  30 分 10 分 

4 樹脂つまみのアクリル塗装 熱風炉   80℃  30 分 10 分 

5 ABS 樹脂のポリウレタン塗装 熱風炉   70℃  30 分 6 分 

6 アクリル板のウレタン塗装 熱風炉   50℃  40 分 3 分 

 

  木製品塗装例 

  処理物 従来法 遠赤加熱 

1 白木に黄変防止塗装 自然乾燥       2 昼夜 5 分

2 木製時計台のウレタン塗装 自然乾燥       3 時間 10 分

3 卓球台のエナメル塗装 熱風炉   50℃   50 分 7 分

4 テーブルにウレタン塗装 熱風炉   45℃  120 分 5 分

5 ギターにウレタン塗装 熱風炉   40℃  120 分 9 分

6 流し台扉のウレタン塗装 熱風炉   40℃  120 分 10 分

7 木製いすのウレタン塗装 熱風炉   40℃   90 分 12 分
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3.1.4 塗装・印刷乾燥機 

 各種製造ラインにおける、加熱・乾燥工程での電気加熱は、作業環境の改善をはじめ作

業スペース、安全などの面で数々のメリットを持ち注目されている。 

今回は、その中から印刷・塗装乾燥工程への設備導入事例および特徴・効果について紹介

する。 

（１）昇降温に優れたヒータ 

 印刷・塗装後の乾燥工程での弊社乾燥炉の熱源として使用されている遠赤外線ヒータ（ク

イックウルトラサーモ ＱＵＴ５０）の特長を述べる。 

 このヒータは金属（合金）薄帯を発熱体として、その表面に特殊セラミックを処理（プ

ラズマ溶射）し、直接通電することにより発熱させる遠赤外線ヒータである。（図 3.1.4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.4-1 ＱＵＴ５０ 

主な特長は 

・急速３０秒昇温・急速降温が可能（図 3.1.4-2） 

・抜群の放射特性（図 3.1.4-3） 

・必要最小限の電力で加熱可能 

・作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与 

・高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御可能 

     

図 3.1.4-2 昇降温特性                 図 3.1.4-3 放射特性 
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 通電開始後の目標温度達成までの時間が短いので、 

・始業時の昇温完了までの待ち時間の短縮が可能 

・ワークが投入されたときのみヒータを通電できる 

・昼休みなどの休憩時間には電源ＯＦＦできる 

など大きな省エネルギー効果が期待できる。 

 実際の加熱・乾燥工程においては、このヒータをその加熱・乾燥条件に応じて配置し、

効率的な加熱システムを設計し、製造～お客様への提供となる。 

 このヒータを使用して、設備導入した例をいくつか紹介する。 

 

（２）遠赤外線卓上乾燥炉 

図 3.1.4-4 に、印刷後の乾燥用に導入した、卓上型の乾燥炉およびワーク温度測定風景

を紹介する。 

  

 

 

 

 

図 3.1.4-4 卓上乾燥炉写真、温度測定風景 

この乾燥炉は図 3.1.4-5 に示すように、炉長が９００ｍｍと非常に短いが、ＱＵＴ５０

をワーク流れ方向に沿って５枚配置している。ヒータの温度調節区分は３区分となってお

り、高精度ＰＩＤ制御により信頼性の高い温度制御、温度分布を実現した。スピードコン

トロールモータの採用で、搬送速度を３００～１２００ｍｍ／分の範囲で設定できるので、

加熱時間は４０～１６０秒の範囲で対応できる。 

                   

図 3.1.4-5 外形図                    図 3.1.4-6 印刷乾燥炉写真 
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 従来このサイズの炉は、試作ラインなどの評価用に使用されることが大半であったが、

遠赤外線ヒータの加熱により乾燥時間が大幅に短縮できたことにより、脚を取り付けて、

ワーク搬送パスラインを合わせることで、量産ラインに採用された。（図 3.1.4-6） 

 近年注目されている分野では携帯電話や液晶、燃料電池、太陽電池関連の部品で、シル

ク印刷などが施された後工程の乾燥にも使用され、従来熱風乾燥されていたものが、遠赤

炉にて乾燥することにより、乾燥時間を 1／3～1／5 に短縮できた実績を持つ。また設備自

体も非常にコンパクトに実現できた。 

 代表として、ワーク母材であるＰＥＴシートを流した時の昇温特性を図 3.1.4-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.4-7 ＰＥＴシート昇温グラフ       図 3.1.4-8 ワーク温度制御昇温グラフ 

 なお、このグラフは保持時間が必要ない場合の一例であるが、ヒータ温度設定により保

持時間を確保することも容易である。図 3.1.4-8 に示すように、ワーク温度を放射温度計

にて監視しながらヒータ温度制御することも容易である。ＱＵＴ５０のように応答性に優

れたヒータであるからこそ実現可能であることはいうまでもない。 

 

（３）遠赤外線印刷乾燥炉 

 太陽電池セルなどを代表する、電極ペーストを印刷した基板を加熱する炉である。基板

の表・裏面に対して電極ペーストを印刷する工程がある。印刷は数回繰り返されるが、そ

の都度乾燥工程が必要となる。また乾燥時に発生する溶剤の処理工程もさまざまである。 

（図 3.1.4-8）に示す乾燥炉はＱＵＴ５０により上部から加熱する遠赤外線乾燥炉である。

ヒータ温調区分は、ワーク流れ方向で３区分としている。（図 3.1.4-9） 

従来の熱風乾燥炉に対し、この遠赤外線乾燥炉では、乾燥時間が１／５に短縮。また昇

降温特性に優れたＱＵＴ５０を熱源としていることにより、定期的な清掃の為の設備停止

時間が大幅に短縮された。 

 また、設定温度に達するまでの時間が圧倒的に短いので、消費電力に関しても、立ち上

がりの数分のみ高く、あとはピーク時の１／３～１／４程度に落ち着く（図 3.1.4-10）。

設備仕様書等でうたわれている消費電力の数値により、お客様から敬遠されることが多々
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あるが、昇温のタイミングをずらすなどして、立ち上がりの消費電力をおさえることによ

り、改善された例も多い。（図 3.1.4-11）に参考として、ワーク温度プロファイルを紹介

する。 

 

 

 

 

 

図 3.1.4-8 遠赤外線印刷乾燥炉     図 3.1.4-9 炉内ヒータ配列写真 

 

図 3.1.4-10 消費電力測定     図 3.1.4-11 ワーク温度プロファイル測定 

 

（４）遠赤外線ヒータによる加熱・乾燥の効果 

 上記のように、当社では遠赤外線ヒータでの加熱・乾燥設備をお客様に提供することに

より、数多くの改善効果をあげることができた。再認識の意味も含め、遠赤外放射の効果

を述べしめくくりとする。 

① 生産性の向上 

(1)加熱速度が速いため、加熱・乾燥時間が大幅に短縮される。 

(2)生産ラインのスピードが速められるので量産が可能。また連続生産による省力化が

図れる。 

② 経済性 

(1)設備機器の小型化、簡易化が容易で設置面積の縮小がはかれる。 

(2)加熱効率が高いので、運転コスト（ランニングコスト）の低減、設備容量（ｋＷ）

の縮小がはかれる。 

(3)遠赤外線ヒータは、長時間にわたって性能が安定し耐久性に優れる 
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3.1.5 樹脂加熱・成形装置 

 樹脂成形に遠赤外線ヒータを用いた加熱の有効性は様々な文献で述べられているが、加

熱を含め装置全体としての効率化、省エネ、コストダウンを目指すことで、前後の搬送装

置の自動化、環境・リサイクルを考えた樹脂シート加熱成形装置について述べる。 

 

（１）目的 

 樹脂シートの加熱成形工程には切断、加熱、成形、完成品の不要部分の切断といった工

程がある。従来の加熱成形方法による装置よりも様々な面での効率アップを図るために

本装置に取組んだ。 

 

（２）従来成形方法での改善要求 

 従来の樹脂シートの成形工程内は要所に改善項目、問題点があり、効率化を目指す要求

が多かった。下記に加熱成形工程内の改善目標項目や問題点を示す。 

① 切断工程における切粉の発生 

  切断では一般的に切削が多く、廃材（完成品以外の部分）の他に、切粉が発生する。

廃材に関してはリサイクル可能であるが、切粉は廃棄するしかない。又、粉塵により

環境も悪い。 

② 加熱ムラによる樹脂シート内の温度バラツキヒータ種類、配置などによる加熱側の

温度バラツキがあるため、樹脂シート内の温度もバラツキが発生する。温度バラツキ

が発生すると成形時に割れや変形などが起き、歩留りが悪い。 

③ 省エネ 

  ヒータは電気式のものが多く、昇温が遅いヒータでは、生産を始める前に加熱時間を

設ける必要がある。又、長時間装置を止めると、再度加熱時間が必要になり常に電源

を入れておく必要がある。 

④ 設置スペース 

  各工程に装置があり、一貫ラインにしても広い設置スペースが必要。 

 

（３）本装置の概要 

１）遠赤外線ヒータ 

 樹脂加熱・成形に用いる遠赤外線ヒータついて述べる。当社では独自技術を用い、発熱

体に遠赤外線放射効率の良いセラミックスを溶射し、遠赤外線放射の特性の他に、小型で、

急昇温・急降温の特長を持つヒータ「ＱＵＴ５０」を開発し（図 3.1.5-1）、樹脂の加熱装
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置に採用、遠赤外線ヒータの効果を実証した。 

 

          図 3.1.5-1 ＱＵＴ５０ 

２）装置の概要 

 当社は加熱に関する装置は様々なものを製造

してきたが、成形工程の改善を含めた一貫ラ

インで考えた。そこで、切断に関しては切粉を発生させないことに重点をおき、さらに

成形型に着目、成形後の切断を成形時に同時に行うようにし、切断機構付きの成形型を

使うことにした。これにより、製品完成まで切粉が発生しない成形方法になった。 

 加熱炉は「ＱＵＴ５０」を用いることで、ヒータの昇温時間の大幅な短縮、さらに、長

時間装置を停止するときにはヒータ電源を切ることが可能であるため省エネにも効果

がある。「ＱＵＴ５０」は小型のため、複数枚配列することで、ヒータ温度制御をブロ

ック分けし、樹脂シートの温度を均一加熱できる。 

 切断工程が一つ減ることと自動化により省スペースも実現した。 

 

（４）本装置の加熱・成形工程 

 本装置の加熱・成形工程は、(図 3.1.5-2) のような流れになっている。 

 

 

 

 

図 3.1.5-2  加熱成形工程流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3.1.5-3 のようにセット位置に樹脂シートをセットすることで、完成品の搬出まで

セット位置  待機位置 加熱装置

自動搬入  真空・圧空  

成形装置  

自動搬出  

搬出装置

自動搬入装置 加熱装置 成形装置 自動搬出装置

自動搬入

樹脂シート  

リフター  

待機ベース  

放射温度計

上ヒータ

下ヒータ 下型

上型  

アンダーカット

搬出コンベア

図 3.1.5-3  加熱成形概要図 
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自動化されている。 

 

（５）本装置の特長 

１）均一加熱 

  熱風や棒状ヒータは、配置などによる加熱側の温度バラツキ、(図 3.1.5-4) のように

昇温の遅いヒータは、樹脂シートの搬入・出による外乱影響があり、樹脂シート内で

大きな温度ムラが発生する。加熱時間管理もタイマによる時間制御方式。 

  本装置では「ＱＵＴ５０」を使用し、小型で何枚も配列することができ、ブロックご

とにヒータ温度設定ができるので、細かい温度制御が可能になる。従って、樹脂シー

トの均一加熱、希望温度分布加熱が可能になる。 

又、ヒータブロックごとにヒータ温度比率を設定しておけば、樹脂シートの温度を非

接触放射温度計にて管理することもでき雰囲気が変化しても常に同一温度にすること

が可能である。（図 3.1.5-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5-4 改善前の加熱炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5-5 本装置の加熱炉 

 

タイマ  ヒータ  樹脂シート  

外乱

外乱  

非接触放射温度計  

ヒータユニット可動機構  樹脂シート  

ヒータ  
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２）生産性の向上 

 遠赤外線ヒータは、樹脂シートに効率よく熱を吸収させるため、樹脂シートの加熱時

間が熱風加熱に比べて大幅に短縮できる。 

「ＱＵＴ５０」は急昇温特性を持っているため加熱炉の立上り時間も大幅に短縮でき

る。従って、一日の生産時間も大幅に向上する。 

３）歩留り改善 

 先にも述べたように、樹脂シートが均一加熱できるため、加熱ムラによる成形時の歩

留り（特に曲げ部などで加熱不十分のため割れなどが発生）が大幅に改善される。導

入事例では、１０％あった歩留りが、１～２％に減少した。 

さらに、従来では曲げ部などの割れ発生を防ぐため厚みのある樹脂シートであったが、

樹脂シートを薄くできた。（例：３ｍｍ厚→２ｍｍ厚） 

このため、材料費の低減にも効果がある。 

４）環境・リサイクル 

  当社独自の切断技術を用い切断機構付き成形型を使うことで、成形と同時に切断する

ことにより切粉を発生させずに成形品と廃材を同時に搬送させ、廃材をリサイクルに

まわすことができる。 

５）コンパクトなレイアウト 

搬入から搬出までをＵ字型配置することにより、コンパクトなレイアウトにできる。 

作業者も搬入や搬出時に移動せずにすみ、搬出場所での作業が可能で、省人化が可能

である。（図 3.1.5-6）(図 3.1.5-7) 

 

 

 

 

図 3.1.5-6 改善前のレイアウト 

 

 

 

 

 

図 3.1.5-7 本装置のレイアウト 

 

加熱炉

成形機  
作業者  

加熱炉成形機  

ストッカー  
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（６）おわりに 

 解かりにくい説明であったかもしれないが、樹脂シートの加熱・成形に関する説明をし、

遠赤外線加熱成形装置を紹介した。樹脂に関する製造工程ではまだまだ改善余地があるか

と思うが今後、ニーズ要求に応えれるような装置の製造に取組んでいく。 

 最後に、図 3.1.5-8 に本装置の外観写真および成型品を、図 3.1.5-9 に構造イメージ図

を載せしめくくりとする。 

 

図 3.1.5-8 装置の外観写真および成型品写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5-9 装置の構造イメージ図 

 

 

遠赤外線ヒータ（ＱＵＴ５０） 
加熱炉

自動搬送による  

樹脂シート搬入

樹脂シート  

成形品及び廃材を自動搬

成形機

非 接 触 放 射 温 度

切断機構付成形型（上下） 
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3.1.6 業務用汎用オーブン 

 遠赤外線ヒータの特長を生かし、魚はもちろん、貝類、肉類、野菜などあらゆる食材に

対応する『遠赤外線加熱式 ウルトラオーブン ＵＯⅢＤＬ２』を紹介する。（図 3.1.6-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.6-1 ウルトラオーブン 

上面には面状遠赤外線ヒータ、下面にはセラミック溶射を施した棒状ヒータを配置し、

上下同時加熱により、遠赤外線の効果を最大に生かした加熱方式を採用。 

■外形寸法 

 巾 1370mm × 奥行き 615mm × 高さ 1090mm 

■ヒータ 

 上部（ウルトラ・サーモ）       2.4 kW × 2  = 4.8kW 

 下部（遠赤外線シーズヒータ）     3.6kW × 2  = 7.2kW 

 最高温度（上部）           Max.480℃ 

 消費電力               12.0kW 

 ３相２００Ｖ電源           50A 

 

               

                遠赤外線面状パネルヒータ 

                 （ウルトラ・サーモ） 
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大きな特長を以下に記述する。 

［経済性］ 

ガスオーブンに比べ焼き時間が短縮される為、エネルギーコストの低減つまり省エネル

ギー効果をだせる。ガスオーブンとの比較を（表 3.1.6-1）に示す。 

［品質］ 

 上火ヒータ温度調節器はデジタル表記にて１℃単位で調節が可能である。またタイマー

設定により焼き時間も一定にすることにより、誰でも完成度高く焼ける。 

 特に、品質に関して 

・ 遠赤外加熱調理により、素材のうまみが倍増 

・ 炭火焼きと同じ遠赤外効果を火を使うことなく得られる 

・ 平面パネルヒータにより焼きムラが無い 

・ 細かい温度設定、時間設定により、素材に合わせて使用できる 

  ・ 上下加熱方式の為、裏返しが不要。身くずれがない。 

［作業環境］ 

 火を使用していない為、ほとんど煙がでない。室内の温度上昇が大幅に改善される。 

［歩留まり］ 

 両面同時加熱、焼き時間短縮でドリップ流出減少により質量歩留まり向上。 

などがあげられる。 

表 3.1.6-1 ガスオーブンとの比較 

 燃 費（円／匹、切、個） 時 間（分／匹、切、個） 

種類 ウルトラオーブン ガスオーブン ウルトラオーブン ガスオーブン

あゆ 塩焼き 1.40 1.70 5.1 7.7 

あじ 塩焼き 1.71 2.37 5.5 7.0 

たい 塩焼き 2.18 3.25 7.4 12.0 

たら 照焼き 2.30 2.60 13.8 17.9 

はも 照焼き 4.10 4.50 12.8 16.5 

とりもも焼 3.92 4.50 15.0 20.0 

焼さつまいも 1.80 2.70 20.0 40.0 

 

再認識の意味もあり、ここで伝導加熱・対流加熱の問題点と放射加熱の優れた点を述べ

ることにより、遠赤外線加熱式ウルトラオーブンの紹介をしめくくることとする。 
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図-3.1.6-2 熱板加熱と熱風加熱の問題点 

 図 3.1.6-2 に示されるように伝導加熱および対流加熱方式であると、物体表面が真っ先

に急激な温度上昇を示す。しかし表面温度が高くなるほど、熱源との温度差がなくなり、

受け取る熱量はどんどん減ってくる。よって内部昇温が遅くなる。また表面の焦げすぎを

防ぐため熱板、熱風温度を下げると加熱時間がかかるという現象が起こるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.6-3 遠赤外線加熱の優れた点 

 これに比べ、遠赤外線加熱方式での加熱は、図 3.1.6-3 に示されるように、高めのヒー

タ温度を設定し、加熱初期から終わりまで変わらない量の熱エネルギーを与え続けること

ができる。この為、物体表面温度が上昇するまでの間に熱風方式に比べ多量のエネルギー

を加えることができ、効率的な乾燥、均一な加熱が達成される。 
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図 3.1.7-2 多段式バッチ炉外観 

3.1.7 LCD 多段加熱炉 

（１）はじめに 

フラットパネルディスプレイは画面の大型化や生産効率の向上に対応するため、マザー

ガラス基板の大型化が加速している。それに伴い、大型ガラス基板を高効率かつ高精度に

加熱処理できる製造装置を市場から要求されていた。 

当社では従来から持つ遠赤外線加熱技術を応用し、ユーザーの要求に応えた LCD 用加熱

装置の開発を進めた。本節では液晶パネル製造工程における当社の装置詳細と今後の課題

について述べる。 

 

（２）装置開発 

１）背景 

 近年ガラス基板の大型化が進み、第 10 世代（3130ｍｍ×2880mm）を採用しているパネル

メーカもある。ガラス基板と共に生産設備も大型化しており、大型ガラス基板の均一な処

理に高い技術が必要になってきて

いる。図 3.1.7-1 に示すように、

LCD のセル工程では配向膜塗布前

の洗浄乾燥(120～150℃)、配向膜

の焼成(230～250℃)、ラビング後

の洗浄乾燥(120～150℃)などの加

熱工程があり、各工程では通常、

クリーン度クラス 100 以下の環境

にて行わなければならない。 

 

２）装置概要 

 一般的なコンベア連続搬送式の加熱装置で

は、処理時間や生産タクトの条件によっては

大きな装置設置面積が必要となる。それと比

較し、図 3.1.7-2 のように棚状に配置された

ヒーター間にロボットがガラス基板を投入す

る多段式バッチ炉は、設置面積が小さくすむ

ため LCD 加熱工程では広く使用される。 

基板の搬送動作であるが、図 3.1.7-3 に示

図 3.1.7-1 LCD セル工程 
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図 3.1.7-4.熱風加熱と IR 加熱 

図 3.1.7-5 ヒータープレート 

図 3.1.7-3.レイアウト例 

すように、まず上流工程からロボットが

ガラス基板を受け取り、多段加熱炉のガ

ラス基板投入段のシャッターが開き、加

熱が終わったガラス基板をロボットが取

り出す。上流工程から受け取ったガラス

基板を同じ段に投入した後シャッターを

閉める。加熱炉から取り出したガラス基

板は冷却炉に投入し、冷却を行って下流 

工程へ排出を行う。 

 

３）加熱方式 

 図 3.1.7-4 に示すように、LCD 加熱

装置の加熱方式は大きく分けて熱風加

熱とIR加熱の2種類ある。熱風加熱は、

ガラス基板の側面方向から HEPA フィ

ルターを通して熱風が流れるサイドブ

ロー方式となる。この方式の場合、風

上側のガラス基板温度が相対的に高く

なってしまい、大型ガラス基板では昇 

温時に面内の温度差が発生しやすい。一方、IR 加熱方式では、棚状に配置されたヒーター

プレート間にガラス基板を投入し上下面から加熱を行うため、面内を同時に昇温させる均

熱性の点で有利であり、当社では IR 加熱を採用している。 

 

４）ヒーター構造 

 図 3.1.7-5 に示すヒータープレートは軽

量化と熱伝導性からアルミの押出し成型品

を採用している。並べるプレートの枚数を

変更することで、様々なガラス基板サイズ

に柔軟に対応可能である。ヒーターは熱伝

導率が高いアルミプレートの中にパイプヒ

ーターが挿入してあり、プレート表面には

遠赤外線コーティングが施してある。また
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多くの実績・データに基づいてパイプヒーターには容量勾配が施してあり、ガラス基板の

高精度温度均一性を実現している。ヒータープレートにはパイプヒーターと平行して穴付

き SUS パイプが挿入してあり、炉内に CDA や N2 等でパージできるような構造としている。 

 またヒーターの大型化によってヒータープレートのたわみ量が課題となってくるため、

プレートの断面構造の最適化による強度向上を行った。その結果、長さ 2400mm のプレート

ヒーターを 260℃で 700 時間加熱し続けても、最大たわみ量は 1mm に抑えられている。た

わみの少ないプレートヒーターは、加熱炉の段ピッチ間距離の短縮を可能としているため、

装置の高さ低減は言うまでもなく、ヒーターからガラス基板へのエネルギー伝達効率の向

上に寄与している。 

 

５）ヒーター制御 

 図 3.1.7-6 に示すように、ガラス基板の投入・取り出し方向に対し、各段 5 ゾーンに分

割したヒーター制御を行っており、さらに両側面にヒーターを設置することでガラス側端

部の温度低下やシャッター付近の外乱の影響を抑制している。ガラス基板上下面のヒータ

ーゾーン分割とサイドヒーターの併用によって、第 8.5 世代サイズ 2200mm×2500mm のガラ

ス基板の表面 25 点測定において、目標温度(120℃～230℃)±3℃という高精度な温度均一

性が得られている。（図 3.1.7-7 参照） 

 

 

 

６）給排気の最適化 

 加熱されたガラス基板の表面から発生した水蒸気や溶剤成分が炉内空間に滞留した場合、

ガラス基板表面の水分や塗布物の乾燥処理を妨げる。本加熱炉では CDA を 0.01μm 対応の

フィルターに通し予熱ヒーターで加熱した後ヒータープレートから炉内に給気を行い、ガ

図 3.1.7-6.ヒーターゾーン 図 3.1.7-7.温度 Profile 例 
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ラス基板の両サイドから排気を行っている。給気温度と給排気量の最適制御により、炉内

雰囲気の安定性が向上し、炉内に揮発成分を滞留させることなく効率的な加熱処理が可能

となる。 

 

７）冷却方式 

 加熱炉からロボットで取り出されたガラス基板は冷却炉に投入され、急速に冷却される。 

冷却炉は加熱炉とほぼ同じ構造で、棚状に配置された冷却プレート間にガラス基板をロボ

ットで投入し、ガラス基板の上下面から冷却する放射冷却方式を採用している。冷却プレ

ート内部に冷却水を流してプレート表面を常時低温に保持する事で、ガラス基板からの熱

交換を促している。また合わせて、CDA 給気による対流冷却を併用している。加熱炉と同

様に CDA の給気は、フィルターを通した後に冷却プレートから炉内へ供給する。対流冷却

と放射冷却を併用することによって短時間で基板面内を均一に冷却でき、かつ高クリーン

化を実現している。 

 

８）クリーン対応 

 放射率を高めるためにヒータープレートに施してある遠赤外線コーティングは、化学安

定性が高く、熱や炉内の水分・溶剤成分によっても変化しないため、発塵が極めて少なく

抑えられ高クリーン化に対応している。炉内でガラス基板を支持しているピンには先端 R

形状の耐熱樹脂を使用しており、支持部の磨耗・破損が起こりにくい形状としている。炉

内には駆動部・摺動部が無く、さらに給排気の流れを制御することにより、基板表面から

の蒸発物の除去や外部からのダストの進入を防ぐことができ、炉内はクラス 10 のクリーン

度を達成している。 

 

（３）おわりに 

LCD 用ガラス基板の大型化は、装置サイズも同様に大型化することに繋がり、今後は 11、

12 世代へとさらに大型に進むとみられている。それに伴って技術的な対応も困難になる中

で、均一加熱処理、コストダウン、省エネルギー化、メンテナンス性などの向上に対する

ユーザーからの要求が高く、それに応えられる様に開発を進めていかなければならない。

また装置の大型化により運搬、搬入の問題が顕在化してきており、段間ピッチの短縮や装

置製作方法に関しても改良等を継続的に重ねていく必要がある。 
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3.1.8 高温真空乾燥炉 

（１）はじめに 

真空乾燥は特殊な加熱事例に利用されている。真空中では酸素濃度を極限まで落とせる

ため、酸化して不具合を起こす物質の熱処理に向いている。また、物質の沸点が下がるた

めに通常よりも低温下での乾燥が可能になり、物質の熱劣化を防ぐといった利点がある。

しかし、その反面、真空中における熱伝達は難しく、非接触加熱が必要とされる場合は遠

赤外線加熱を効率良く利用することで対応している。 

 

（２）ディスプレイ分野への適用  

有機ＥＬ（Electro Luminescence）やＦＥＤ（Field Emission Display）などのディス

プレイパネル用ガラス基板は製造工程中で微量水分や高分子が残留することを非常に嫌う。

分子レベルの残留物を完全に除去するために、これらの製造工程では中温度域（200～

500℃）にて高真空下で加熱乾燥処理を行っている。真空乾燥はバッチ処理となるため、1

回で投入処理できる基板数量や乾燥時間の短縮化が生産性に大きく影響することになる。 

 

（３）従来の真空乾燥  

従来の真空乾燥炉は図 3.1.8-1 のようなマッフル型及び図 3.1.8-2 のような近赤外線ラ

ンプ型と呼ばれるものが使用されている。マッフル型は真空槽周囲にヒーターを配置して

槽内壁面より放射熱で製品の加熱を行うものである。この方法での問題点はガラス基板を

多段に並べた場合に中央の基板に熱が伝わりにくく、均一になるのに非常に時間がかかる

ことである。また、近赤外線ランプ型では複数本に並べたヒーターを多段に設置して、そ

の間に基板を入れることで基板間の温度均一性は高まったが、ヒーターがパイプ型のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒーターヒーター

ガラス基板ガラス基板真空チャンバー真空チャンバー

ヒーターヒーター

ガラス基板ガラス基板真空チャンバー真空チャンバー

図 3.1.8-1 従来の真空乾燥炉①

ヒーターヒーター

ガラス基板ガラス基板真空チャンバー真空チャンバー

ヒーターヒーター

ガラス基板ガラス基板真空チャンバー真空チャンバー

図 3.1.8-2 従来の真空乾燥炉②
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遠赤外線 特殊コーティング  

金属プレートベース  

高真空用ヒーター 

粗密タイプ  

Zone Ａ  Zone Ｃ  Zone Ｂ  

ヒーターゾーン分割  

にガラス基板面内にて温度部分布差が生じてしまい、精度の高い熱処理に不向きであった。 

以上の問題点を解決するためには薄型の面状遠赤外線ヒーターを開発して多段に並べ

る方式が最良であると考え、その最適化を行った。 

 

（４）高温真空乾燥炉  

図 3.1.8-3 に示す高温真空乾燥炉は、

ディスプレイパネル用ガラス基板などの

中温度域（200～500℃）での加熱処理を

目的とした高真空下で均一加熱が可能な

乾燥炉である。真空槽内に図 3.1.8-4 の

面状遠赤外線ヒーターを多段に配置し、

ガラス基板複数枚を同時に均一に加熱す

ることが可能である。 

面状遠赤外線ヒーターは多段化した時に

空間効率を高めるために極限まで薄型化

した。温度分布性能についても重要な要

素であり、熱伝導率の高いアルミニウム

を母材に用い、その強度不足をステンレ

スにて補強して高温下で使用できる温度

均一性の高い薄型ヒーターを完成した。また内蔵するカートリッジヒーターの容量に粗密

を設定し、幅方向にはゾーン分割制御できるようにしてさらに温度精度を高めるように対

応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.8-4 高温真空炉の面状遠赤外線ヒーターモジュール 

図 3.1.8-3 高温真空乾燥炉 
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昇降

投入・取出

ガラス基板

ヒーターユニット

真空チャンバー

真空ロボット

シャッター用

ゲートバルブ

溶接ベローズ
段間ﾋﾟｯﾁ＝段間ﾋﾟｯﾁ＝MIN 70mmMIN 70mmを達成を達成

昇降

投入・取出

ガラス基板

ヒーターユニット

真空チャンバー

真空ロボット

シャッター用

ゲートバルブ

溶接ベローズ
段間ﾋﾟｯﾁ＝段間ﾋﾟｯﾁ＝MIN 70mmMIN 70mmを達成を達成

真空加熱処理において真空炉にガラス基板を投入・取出する場合は真空中で行うことが

必要になるため、図 3.1.8-5 のように投入・取出ロボットによる搬送システムを構築した。

これにより、真空炉の真空度を保った状態での連続処理を可能にした。図 3.1.8-6 にその

内部構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.8-5 高温真空乾燥炉のシステムイメージ

図 3.1.8-6 高温真空乾燥炉の内部構造 
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（５）処理例 

高温真空乾燥炉による処理例を紹介する。図 3.1.8-7、図 3.1.8-8 に示すように、何れ

もディスプレイ用ガラス基板の熱処理に使用したものであるが、面状ヒーターの採用によ

り高精度な温度分布均一化が達成できている。 
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図 3.1.8-7 高温真空乾燥炉による製品温度プロファイル例① 

図 3.1.8-8 高温真空乾燥炉による製品温度プロファイル例② 
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3.1.9 リチウムイオン電池電極乾燥炉 

リチウムイオン電池は、従来のパソコンや携帯電話に代表されるモバイル用途からハイ

ブリッド自動車や電気自動車といった車載への用途展開が進んでおり、CO2 削減といった

環境問題へのクローズアップと相まって、市場は非常に活況を呈している。リチウムイオ

ン電池の製造における加熱工程としては、大別して、リチウム化合物などの活物質自身を

製造する場合の粉体焼成工程、および当該活物質を各種溶剤に溶かしたスラリーの塗布後

の乾燥工程の 2 つがある。このうち後者の乾燥工程においては、近年特に、処理時間の短

縮や省エネルギー、生産性および製品品質の向上が強く求められており、その実現には赤

外線加熱技術が大きな鍵を握っている。 

リチウムイオン電池の電極用スラリーは正極用と負極用の 2 種類に大別される。このう

ち正極用としては、前述のリチウム化合物などの活物質を主成分として、それにポリフッ

化ビニリデン(PVDF)などのバインダーおよび溶剤として N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、

さらには各種導電助剤を混合したスラリーが用いられる。また負極用には、通常カーボン

系の活物質を主成分として、それにスチレンブタジェンゴム(SBR)などのバインダーおよ

び水系の溶剤を混合したスラリーが用いられる。 これらを正極ではアルミニウム箔、負極

では銅箔へ塗布した後、乾燥炉にてそれぞれ溶剤の蒸発処理を行うことによって両電極が

形成される。乾燥時間は塗布膜厚にもよるが、熱風乾燥の場合、概ね熱風温度 80℃～130℃

にて数分程度処理するのが一般的である。 

 乾燥処理には Roll to Roll 搬送方式を用いた乾燥炉(図 3.1.9-1)が用いられ、通常巻出装

置、コーター装置、乾燥装置、巻取装置から構成される。このうちコーター装置は最も重

要な部分で、膜厚や塗布の形態によりコーター形状も異なるが、最近では間欠塗工が可能

なダイコーターが主流となっている。特に均一膜厚での高速塗布が、コーター設計上の大

きなノウハウとなっている。両面同時塗布の方式も積極的に研究されてきてはいるが、そ

の実現にはいまだ解決すべき問題が残されており、現状では片面塗布方式が主流である。 

従来の乾燥装置は熱風乾燥方式主体であり、加熱したエアーを乾燥装置内へ投入し塗布

膜表面に吹き付けることで溶剤を乾燥する。 炉長は各工程の所定生産量によって異なる。 

生産量増大のために搬送速度を上昇すれば(その乾燥時間が等しい場合)当然のことながら

炉長も増大する。近年では数十 m の炉長をもつラインも現実的となっており、その効率化

が急務になっている。 

乾燥炉は進行方向にいくつかのゾーン区分がなされ、部分によってその意味合いが異な

る。図 3.1.9-2 に代表的な乾燥ゾーン区分を示した。主として第 1 は基板温度昇温ゾーン、

第 2 は塗布層中の溶剤蒸発を促進させるゾーンである。また第 3 のゾーンでは塗布層に残
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存する溶剤を強制乾燥させる。大きな風速下での搬送となるため、基板下部をローラー等

で支持しないフローティングと呼ばれる搬送形態がしばしばとられる(図 3.1.9-3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意すべき点として、フローティング搬送を確保する風量を保つことは、特にそれが高

温の場合、極めて大きなエネルギー消費につながることがあげられる。エアー量や温度条

件については、これまで多大な努力により最適化が図られてきた。しかし、依然として相

当なエアー量を必要とし、ひいてはそのエアーを加熱するために膨大なエネルギーを使用

することになる。従って、熱風加熱は必ずしも効率のよい乾燥方式でない場合が多い。そ

のような背景の中、赤外線ヒータを使用した乾燥方式が注目されてきている(図 3.1.9-4)。  

図 3.1.9-4 はスリット吹き出し型の熱風チャンバーの間に、面状の赤外線ヒータユニッ

図 3.1.9-1 Roll to Roll 乾燥炉

コーター
ロールガイダー

1ゾーン 2ゾーン 3ゾーン

コーター
ロールガイダー

1ゾーン 2ゾーン 3ゾーン

図 3.1.9-2 Roll to Roll 乾燥炉 乾燥ゾーン区分 

Web

air

図 3.1.9-3 フローティング搬送方式
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トを設置した装置のイメージである。熱風チャンバーおよびヒータユニットは、用途に応

じ下面にも配置される。溶剤としての NMP および水は、ともに赤外域に明瞭な吸収スペ

クトル上のピークを持っているため、それを含有したスラリー(塗布膜)は照射された赤外

線を良好に吸収する。換言すれば赤外線加熱により、理論的には効率的な乾燥が可能であ

る。従ってヒータユニットを適切に配置することで、熱風量の大幅削減が可能になる。 

 

 

また詳細議論は省くが乾燥初期における塗布膜内での赤外線吸収は、バインダーマイグ

レーション(乾燥過程において塗布膜中のバインダーが塗布膜表面側に析出する現象)の抑

制にも有効であると考えられている。この現象は、 塗布膜の金属箔への密着性に影響する

と考えられ、マイグレーションを防止できれば、塗布膜密着性の向上やバッテリ性能の向

上が期待される。図 3.1.9-2 の第 1 ゾーンは前述のように基板温度(塗布膜温度を含む)を

上昇させるエリアであるが、正極用の溶剤である NMP は 60℃程度以上の所定温度に上昇

しないとその蒸発が促進されない。熱風のみによって基板温度を急昇温させることを考え

る場合、基本的にはその流速を大きくするしかないが、その場合逆に塗布膜表面からの蒸

発速度を制御することが難しくなり、バインダーマイグレーションの要因となる。したが

ってこのゾーンでは、比較的基板上面の風速および温度を抑えた条件で運転し、基板温度

を早期に上昇させるエネルギーをふく射によって供給することが有効な手段となる。 

こうした理由もあり、リチウムイオン電池電極塗工工程における乾燥炉の今後の方向性

としては、 赤外線加熱および熱風加熱の両機構を備えた形に発展していくことが望ましい。 

ただし赤外線加熱についても導入すれば終了というような単純な話ではなく、ヒータの配

置にも最適形態が存在し、単に設置しただけでは逆効果ということもありうる。また今ま

でこうした分野で赤外線加熱が浸透してこなかった理由のひとつでもある。揮発性溶剤に

対する防爆上の問題も介在する。スラリーコーティング技術と乾燥技術とのマッチングも

引き続き検証されるべき事項のひとつである。そうした各種問題の早期解決および、リチ

ウムイオン電池製造工程における赤外線加熱の普及を切に願う。 

■乾燥炉イメージ■乾燥炉イメージ■乾燥炉イメージ■乾燥炉イメージ

図 3.1.9-4 赤外線乾燥方式例
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3.1.10 家庭用調理機器（炊飯器、電子レンジ） 

 ここでは、炊飯器と電子レンジについて、遠赤外線との関係を述べる。 

（１）炊飯器 

我が国おける炊飯器の需要動向を表 3.1.10-1 に示す。 

 

表 3.1.10-1 炊飯器の需要動向 

  2007 年度実績 2008 年度実績 2009 年度見通 2010 年度予測

総需要 633 万台 595 万台 590 万台 595 万台 

内、IH タイプ 402 万台 391 万台 395 万台 400 万台 
項

目  

構成比 64％ 66％ 67％ 67％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-1 ＩＨ炊飯器の概観写真 

 

 図 3.1.10-1 にＩＨ炊飯器の概観写真を示す。昨今、内食需要の高まりにより、炊飯器に

おいては、おいしさへのこだわりから「ごはんがおいしく炊ける」ことをより重視する方

が増えている。本製品では、業界初遠赤ハードコート採用の「遠赤大火力竈釜」 で、ごは

んの甘み成分が約 7％アップしている。 ごはんの甘みを増やすために重要な「火力」を一

層強めるため、従来、釜の内側に使用していたフッ素と比べ、熱伝導が約 10 倍速く、遠赤

放射率が約 3％アップした遠赤ハードコート（セラミックス塗装）を採用している。まる

で竈で炊いたような強火を実現した。 

さらに、新「大火力スチーム」で炊飯中のスチーム（過熱水蒸気）量が約 20％アップし、

お米から溶け出した甘みや旨みをごはんの表面にしっかりコート。炊き上がり 24 時間後の

ごはんの水分減少率は約 1/3 と少なくなり、冷めても水分を逃さずふっくら感を保つこと
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ができる。また、ごはんの硬化率は約 1/2 になる。冷めてもかたくなりにくいので、炊き

たてはもちろん、お弁当のごはんにもおすすめできる。また、新たに搭載した「エコナビ」

機能は、4 つのセンサーとマイコンで保温時のごはんの量を認識し、自動で保温電力量を

調節することで、保温時の消費電力量を抑える。 

 

１）遠赤ハードコート採用の「遠赤大火力竈釜」 

遠赤ハードコート採用の「遠赤大火力竈釜」によって、ごはんの甘み成分 約 7％アップ 

した技術について述べる。図 3.1.10-2 に遠赤ハードコート採用の「遠赤大火力竈釜」の概

要を示す。火力調整不要で高火力沸騰維持を実現する「大火力スタミナ沸騰」機能を中心

に、旧水不要で効率的な加熱ができる「大火力スチーム」と、発熱性、蓄熱性に優れた「大

火力竈釜」を合わせた、「3 大火力」で、おいしさを高めている。本製品は、おいしさへ

の関心の高まりに応えるため、「大火力竈釜」をさらに進化した。釜の内側に、従来のフ

ッ素と比べ熱伝導性が約 10 倍、遠赤放射率が約 3％アップした「遠赤ハードコート」（セ

ラミックス塗装）を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-2 遠赤ハードコート採用の「遠赤大火力竈釜」の概要 

 

従来品より釜の外側にコーティングした高断熱・高硬度の「中空セラミックス」との

相乗効果により、米一粒一粒の内部にまで素早く熱が伝わり、粒のふくらみが向上する。

さらに、お米の芯までデンプンから糖への分解が進むため、図 3.1.10-3 に示すように、

ごはんの甘み成分である還元糖が従来品より約 7％アップした。 
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図 3.1.10-3  ごはんの甘み成分比較 

本製品では、図 3.1.10-4 に示すように、ガラスと同じ組成の化合物であるセラミック

スを使用した遠赤ハードコートにより、従来のダイヤモンドフッ素コートと比較して、釜

の内側の耐摩耗性が 10 倍以上となり、内釜（内面コート）3 年保証を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 3.1.10-4 内釜 耐摩耗性比較 

 

図 3.1.10-5 に示すように、この炊飯方式は、炊飯工程後半の“追い炊き”工程で、130℃

のスチーム（過熱水蒸気）をごはんに投入し、おいしさを引き出す。本製品では、新た

に「スチーム循環ポンプ」の吸気口を 2 口にすることで、炊飯工程後半の“追い炊き”工

程で投入する 130℃のスチーム（過熱水蒸気）量が約 20％アップする。これにより、お

米から溶け出した甘みや旨みをごはんの表面にしっかりコートする。さらに、このおね

ばコートが保水膜の役割を果たすため、炊き上がり 24 時間後のごはんの水分減少率は

図 3.1.10-6 に示すように、約 1/3 と少なくなり、冷めても水分を逃さずふっくら感を保
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つことができる。また、ごはんの硬化率が約 1/2 になる。冷めてもかたくなりにくいの

で、お弁当のごはんにもおすすめである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 3.1.10-5 大火力スチームの構造図とスチーム投入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.1.10-6 ごはんの水分量減少率と硬化について 

 

 表 3.1.10-2 に炊飯器の基本仕様を示す。 

 

 

【新「大火力スチーム」構造図】 【新「大火力スチーム」のスチーム投入量】 

【24 時間後のごはんの水分減少率】 【24 時間後のごはんの硬化率】 
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表 3.1.10-2 炊飯器の基本仕様 

容量   1.0L 0.5～5.5 合   

消費電力   炊飯時   約 1210W  

炊飯時   156Wh/回   

保温時   15.1Wh/h  

タイマー予約時   0.13Wh/h  

消費電力量   

待機時   0.098Wh/h  

目標年度   2,008 年   

達成率   116%  省エネ基準達成率  

年間消費電力量   76.7kWh/年   

エコ炊飯コース  35 分   

エコ炊飯コース 浸し米炊飯   26～32 分※ 1  

銀シャリふっくらコース  56 分   

銀シャリふっくらコース 浸し米炊飯   39～45 分   

炊飯時間   

早炊き  20～32 分   

幅×奥行×高さ  26.5×37.1×23.9cm  
寸法   

ふたを開けた時の高さ  48.3cm  

質量   約 6.5kg  

加熱方式   6 段全面 IH  

遠赤ダイヤモンドふた加熱板   あり 

高温スチーム炊飯   大火力スチーム(給水レス)  

炊飯   

スチーム健康炊飯   あり 
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（２）電子レンジ 

2010 年度の電子レンジ国内出荷に占めるオーブンレンジの割合は、およそ 8 割

の見通しである。代表的な仕様を表 3.1.10-3 に示す。 

 

        表 3.1.10-3 電子レンジの総需要 

2008 年度実績 2009 年度実績 2010 年度見通し 2011 年度予測 

326 万台 307 万台 308 万台 310 万台 

 

表 3.1.10-4 に電子レンジの仕様の一例を示す。 

 

 

品番 NE-R3300/R303 

電源 100V（50／60Hz） 

消費電力 1.45kW 
レンジ 

高周波出力 1000・800～150W 相当 

スチーム スチームヒーター出力 1.0kW（0.3kW+0.7kW） 

グリル 消費電力・ヒーター出力 1.35kW/1.30kW  

消  電力・ヒーター出力 1.41kW/1.35kW  

オーブン 

温度調節範囲 
100～300℃ （5 分） 

発酵 30～45℃  

外形寸法（幅×奥行き×高さ） 約 509×468×414mm 

庫内寸法（幅×奥行き×高さ） 約 394×309×225mm 

庫内容量/質量 約 30L/約 22.6kg 

色 
-W（ホワイト） 

-R（マホガニーレッド） 
 

表 3.1.10-4 電子レンジの仕様の一例  
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          図 3.1.10-7 電子レンジの外観 

 

昨年発売された「3 つ星ビストロ」は、遠近赤外線採用の「光ヒーターシステム」を搭

載し、脂を落としながら短時間でヘルシー調理ができる機器として大変好評である。図

3.1.10-7 に示す本製品では、上面から遠近赤外線によりハイパワーで焼く「光ヒーター」

に加え、高温発熱体採用の新「ビストログリル皿」と、マイクロ波を効率よくコントロー

ルする新開発「3D アンテナ」搭載により、グリル皿の温度を当社従来品に比べ約 20℃アッ

プした。 

この結果、ハンバーグの場合、図 3.1.10-8 に示すように、従来品に比べ裏面の焼き色

が約 70％アップし、上下からの強火でこんがり感や香ばしさなどのおいしさが増した。ま

た、新搭載の「ヘルシーフライ」メニューは、新「光ヒーターシステム」の上下からの強

火と、熱風を庫内に循環させるコンベクション方式の併用により、エビフライの場合、大

さじ 1.5 杯の油で、あっさりヘルシーな揚げ物ができる。天ぷら鍋での調理に比べ、油の

使用量は約 1/25 で済み、また、廃油が出ないため、片付けの手間も大幅に削減できる。本

製品でより豊かな食文化の向上を目指し、手軽でおいしくヘルシーな調理スタイルを提案

している。 

 

１）新「光ヒーターシステム」について 1)-3) 

「光ヒーターシステム」搭載で、両面こんがり焼ける新「ビストログリル皿」と新開発

「3D アンテナ」で下からの火力がアップし、ハンバーグ裏面の焼き色が 70％アップした。

（当社従来品比）当社の「光ヒーターシステム」は、図 3.1.10-9 に示すように、「光ヒー

ター」と「ビストログリル皿」、マイクロ波を放出する「アンテナ」で構成されている。

食品の上面は「光ヒーター」から放射される遠近赤外線で、短時間で脂を落としながらこ
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んがり焼き、裏面はマイクロ波で加熱されたグリル皿からの熱伝導で焼ける。新「光ヒー

ターシステム」は、高温発熱体採用の新「ビストログリル皿」と、新開発の「3D アンテナ」

により、下からの火力をアップし、食品裏面をこんがり焼ける。当社従来品の「ダブルア

ンテナ」は 2 つのアンテナの停止角度や回転の組み合わせでマイクロ波をコントロールし

ている。新開発の「3D アンテナ」は、マイクロ波の放出口そのものが回転しながらアンテ

ナの役目をし、マイクロ波をコントロールします。指向性が高く効率的にマイクロ波を放

出することができ、高温発熱体採用のグリル皿を加熱（図 3.1.10-10 参照）する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-8 おいしさの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-9 新光システムの構成 

新製品
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マイクロ波で加熱時のグリル皿温度は、従来品に比べ、約 20℃上がり、裏面の焼き色が

約 70％アップ（ハンバーグの場合）するため、こんがり感や香ばしさなど、おいしさが増

す。また、「3D アンテナ」は、マイクロ波の向きをコントロールできるので、温度の違う

食品を同時に適温に温める「ねらって加熱」もできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-10  グリル皿温度上昇比較 

図 3.1.10-11 に示す「光ヒータ

ーシステム」は、立ち上がりの速

さ約 2 倍で、加熱能力約 1.7 倍（図

3.1.10-12 参照）の「光ヒーター」

とマイクロ波をコントロールでき

る「ダブルアンテナ」で構成して

おり、加熱時の立ち上がりの速さ

に加え、「光ヒーター」から放射され

る遠・近赤外線で食品表面・内部を効

率よく加熱ができる。脂を落とすヘルシー調理は、従来、スチーム（過熱水蒸気）で時間

をかけて内部の脂を溶出させており、食品に焦げ目がつきにくいという課題があった。「光

ヒーターシステム」では「光ヒーター」からスチーム（過熱水蒸気）を透過しやすい 1.6μm

を中心とする波長の近赤外線が放射され、素早く食品内部に浸透し、脂を効果的に短時間

で溶出させる。同時に遠赤外線は表面を素早く加熱し、こんがり焼き色をつける。 

 

図 3.1.10-11 光ヒーターシステム 
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         図 3.1.10-12 新製品と従来品の加熱能力比較 

「光ヒーターシステム」搭載により、図 3.1.10-13 に示すように、鶏肉や豚肉などの焼き

物において脂を効果的に落としながら、最大約 40％の時間短縮ができる。また、遠赤外線・

近赤外線により表面と内部を短時間に加熱できるので、図 3.1.10-14 に示すように、表面

部の水分を減少させてパリッと感を出し、内部はジューシーに保ち、焼き上げる。 

 

 

 

 

図 3.1.10-13 減脂率と加熱時間の比較 

 

 

 

 

 

        図 3.1.10-14 おいしさの比較 
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本製品は、図 3.1.10-15 に示すように、マイクロ波を放出する 3D アンテナの制

御と新形状のグリル皿により、ホームフリージングをした食品を解凍しながら一

気に焼き上げることができる。新「ビストログリル皿」はマイクロ波を通過させ

やすいように、皿の前後にスリットを 4 つ設けた。グリル皿の新形状と、3D アン

テナを前後方向に停止させることで、食品にあたるマイクロ波量を約 20％増やす

ことができる。また、3D アンテナを左右方向に停止させることで、グリル皿の発

熱性が高まり、食品底面を効率よく加熱する。さらに、食品上面は高火力の「光

ヒーター」でこんがり焼き上げる。これにより、冷凍から一気に焼き上げるので

調理時間が短縮できます。冷凍した食品を、‘一度解凍してから焼く’場合に比

べ、約 30％の時間短縮ができ、解凍の手間も省くことができる。 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.10-15 ３Ｄアンテナでのマイクロ波制御について 
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3.1.11 遠赤外線ガスグリル 

（１）はじめに 

ガスグリルは、魚や肉を主として直火で焼く調理器具であり、こんろにグリルを組み込

んだグリル付こんろとして広くご家庭で利用されている。グリルの加熱方式には、食材を

上側から加熱する片面焼きと食材を上側と下側から同時に加熱する両面焼きがある。いず

れも食材をおいしく焼くために、放射伝熱の優れた遠赤外線を利用している。ここでは、

このグリル部の構成例を紹介する。 

 

（２）遠赤外線を利用したグリルの例 

１）片面焼きグリルの例 

片面焼きグリルは、①表面燃焼式 ②熱板式の２つの輻射体の種類があり、その構成を図

3.1.11-1、図3.1.11-2にそれぞれ示す。 

 

①表面燃焼式 

グリル庫内の上側に表面燃焼式バーナーがあり、下向きに燃焼するようになっている。

食材は、表面燃焼によって加熱されたプレートから放射される遠赤外線によって加熱され

る。 

表面燃焼式バーナーには、セラミックプレートを用いたものとステンレスプレートを用

いたものがあり、ステンレスプレートは表面に遠赤外線放射材料をコーティングしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.11-1 表面燃焼式片面焼きグリルの構成 
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プレート 

 食材 

上火バーナー

下火バーナー 

 食材 

ブンゼンバーナー熱板

②熱板式 

グリル庫内の上側に遠赤外線放射材料がコーティングされた熱板が配置されている。食

材は、ブンゼンバーナーによって加熱された熱板から放射される遠赤外線によって加熱さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.11-2 熱板式片面焼きグリルの構成 

 

２）両面焼きグリルの例 

両面焼きグリルの構成を図 3.1.11-3 に示す。 

グリル庫内の上側に表面燃焼式バーナーが下向きに燃焼するようになっている。食材の

左右下側にはブンゼン燃焼式の下火バーナーがある。 

食材上側は、表面燃焼によって加熱されたプレートから放射される遠赤外線によって加

熱され、食材下側は、下火バーナーの燃焼熱により加熱される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.11-3 両面焼きグリルの構成 
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（３）表面燃焼式バーナーについて 

表面燃焼式バーナーは、１）セラミックプレートを用いたバーナー ２）ステンレスプレ

ートを用いたバーナーの２つの種類がある。  

 

１）セラミックプレートを用いたバーナー 

バーナーユニットを図3.1.11-4に、セラミックプレート単体を図3.1.11-5に示す。セラ

ミックプレートには多数の小孔を設けられており、この小孔からガスが噴出し燃焼する。

セラミックプレート表面で燃焼することでセラミックプレートが加熱され遠赤外線を放射

する。 

セラミックプレートは、コーディライトを主成分とする多孔質体であり、燃焼初期のヒ

ートアップを早くするため、セラミックプレート表面にダイヤカット形状が施されている。

定常時のセラミックプレートの温度は約８５０℃である。 

片面焼きグリル用バーナーの燃焼量は、１．３９ｋＷであり、両面焼きグリル用バーナ

ーの燃焼量は、０．８１ｋＷである。 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.11-4 バーナーユニット   図3.1.11-5 セラミックプレート単体 

 

２）ステンレスプレートを用いたバーナー 

バーナーユニットを図3.1.11-6に、ステンレスプレートを図3.1.11-7に示す。セラミッ

クプレートと同様にステンレスプレートには多数の小孔が設けられており、この小孔から

ガスが噴出し燃焼する。ステンレスプレート表面で燃焼することでステンレスプレートが

加熱され遠赤外線を放射する。 

ステンレスプレートの表面は遠赤外線放射材料がコーティングしてあるので、より多く

の遠赤外線を放射することが出来る。定常時のステンレスプレートの温度は約６００℃で

ある。 
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燃焼量はセラミックプレートと同様で片面焼きグリル用バーナーは、１．３９ｋＷ、

両面焼きグリル用バーナーは、０．８１ｋＷである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1.11-6 バーナーユニット    図3.1.11-7 ステンレスプレート 

 

（４）グリルを搭載した製品の紹介 

１）テーブルコンロの事例 

テーブルコンロは図3.1.11-8のように、

卓上型として使われるものである。グリル

部には下記の種類が搭載されている。 

・表面燃焼式 片面焼きグリル 

・熱板式   片面焼きグリル 

・表面燃焼式 両面焼きグリル 

 

 

２）ビルトインコンロの事例 

ビルトインコンロは図3.1.11-9のように、

システムキッチンに組み込んで使われるも

のである。グリル部には下記の種類が搭載

されている。 

・表面燃焼式 片面焼きグリル 

・表面燃焼式 両面焼きグリル 

 

図 3.1.11-8 テーブルコンロ 

図 3.1.11-9 ビルトインコンロ 
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3.2 冷暖房分野 

3.2.1 業務用大空間・半開放空間暖房 
 

一般的に暖房は、室内空気を何らかの方法により加熱し、室内空気温度の上昇により暖

房効果を得ている。 

しかし、大空間では室内空気の循環加熱方式を採用しても大容量の空気温度上昇に膨大

なエネルギーを要し、半開放空間では加熱昇温された空気がいとも簡単に暖房域外に流出

してしまう為、低温度の外気空気を昇温させて供給し続けなければならなくなり、やはり

大きなエネルギーを要する事になる。 

建築コスト削減等による低断熱性の材料を使用し、高暖房負荷となった大空間建物、室

内容積が大きく室内空気温度上昇に大きなエネルギーを要する建物及び換気量が大きく換

気負荷が大きな建物で一般的に暖房に不向きと言われるものの暖房で大きな省エネルギー

効果を発揮する暖房方法が、放射伝熱を利用した遠赤外線放射暖房である。 

遠赤外線放射暖房は、室内空気温度の上昇と建築構造体の室内表面温度の上昇に大きく

たよることなく人及び物を放射伝熱により直接加熱することにより暖房効果を得る暖房方

式である。遠赤外線放射暖房の具体的使用例を図 3.2.1-1 及び表 3.2.1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

自動車工場 遠赤外線パネルヒーター      格納庫 燃焼式遠赤外線ヒーター 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道車両基地 触媒燃焼式遠赤外線ヒーター    体育館 燃焼式遠赤外線ヒーター 

図 3.2.1-1 遠赤外線放射暖房の具体的使用例 
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（１）大空間暖房機器の概要 

 当社の大空間暖房機の製品仕様を表-3.2.1-2 に示す。 

表 3.2.1-2 製品の仕様 

型式 BT－22N BT-33N 

最大入力      

kW kcal/h 22 18,920 33 28,380 

最大使用量[N ㎥/h] 13A 1.72 2.58 

定常使用量[N ㎥/h] 13A 

(温調計 On 時稼働率 60％)
1.03 1.54 

 

（２）機器に係る基礎知識 

１）赤外線 

赤外線とは光や電波と同じく電磁波の一種であり、波長 0.75～1000μm の範囲のものを

指し、近赤外線 0.75～3μm と遠赤外線 3～1000μm に分類される。 

図 3.2.1-2 に示す「皮膚の分光反射率」によると、皮膚においては可視光は最も反射率

が高いことがわかる。波長 2μm より大きい赤外線に関しては反射率が低く、反対に吸収

効果が高い事から、暖房に有効に活用できることが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の製品はブラックボールセンサ（人体に近い遠赤外線吸収率）を設置し、過剰運転

によるエネルギーロスを省く。このセンサにより温度調節計は、設置位置によって異なる

が、ロスカット稼働率４０％～６０％程度の実績になっている。顧客ごとの運用基準を確

認した後、設置する。また、温度調節コントローラも標準装備し、作業環境下の状況に応

じて、放射強度を可変とした。 

図 3.2.1-2 皮膚の分光反射率特性
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２）発生エネルギー量(ステファン・ボルツマンの法則) 

次式は黒体からの全放射エネルギー量は絶対温度の 4 乗に比例するという関係を表す。 

 

 

 

※当社の遠赤外線暖房機は、放射管表面温度が同様機種中最高クラスで約 500℃に到達

する。そのため、強力に遠赤外線を放射し迅速により高い暖房効果が得られる。 

例えば、放射管表面温度差⊿T が 100[℃]の場合 

100×100×100×100=100,000,000 [W/㎡]のエネルギー差が発生する。 

３）体感温度・実測値 

簡略的には、体感温度は人体の３つの放熱状態（蒸発・対流・熱放射）により感じ方が

変化するといわれている。空気調和の観点では、快適性を表現する PMV 値（代謝量、呼

吸による顕熱・潜熱、仕事量、放射熱損失、蒸発熱損失、対流熱損失による関数で、±３(整

数変位)を持ち、「寒い・暑い」の快適度を客観的に表すことができる指標のひとつとされ

ている。) がしばしば参考データとして用いられているが、遠赤外線放射式暖房に関して

はエネルギー放射率の観点での考慮が必要となる。実際は多くの外乱条件が関与するため、

過去納入実績データに基づき設計・施工している。 

当社２機種の温度分布図を図 3.2.1-3、図 3.2.1-4 に、実際に納入した設備での温度測

定結果を図 3.2.1-5 に示す。 

4TEb σ=
][:

]/[105.67:

]/[:
428-

2

KT
KmW

mWEb

絶対温度

ン定数　ステファン・ボルツマ　

ー黒体の全放射エネルギ

⋅×σ

図 3.2.1-3 遠赤外線暖房機（BT-22N）の温度分布 



－118－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-4 遠赤外線暖房機（BT-33N）の温度分布 
 
設置台数：BT-33 26 台  釣り高さ：4.2m、35 度傾斜 

測定及び測定方法：各測定点の高さは 1.4m、測定位置は下図及び測定結果参照 

サーマルコンファートメーターを用い、OPERATION TEMPERATURE の 

示度を読み取る。 

 

 

 

 

 
 
 
 

◎測定結果：室内容積が非常に大きく、コールドマス（熱を奪う大型工作機械等）があり、 
大型扉の開閉による微風の下での測定であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・室温 14℃ 

・時々微風 

・測定点高 1.4m 

図 3.2.1-5 実際に納入したプレス工場での温度測定結果 
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測定の結果、点火 20 分後、設置部真下から水平方向に 3m 離れた装置で、3～5℃以上の

作用温度（体感温度）が上昇した。同じく、6m 離れた位置でも、2～3℃程度、作用温度（体

感温度）が上昇した。 

 

（３）暖房効果について 

１）温風対流暖房方式との違い 

図 3.2.1-6 に放射暖房と対流暖房の比較を示す。遠赤外線暖房方式は温風対流暖房方式

に比べ、空気

を暖めないた

め風による影

響は受けにく

いことが大き

な特徴となる。

一方、対流暖

房方式は、雰

囲気を暖める

ことから開始

し副次的に暖

房の効果を得

るものになる。

未だに、エア

コンディショ

ナーが普及し

ていることか

らも確認でき

るように、気

密の良い空間

では有効な暖

房の一手法と

言える。これに対し遠赤外線暖房方式は、人体をその最も吸収率の良い 3～1000μm 遠赤

外線で、直射し直接作用させるためエネルギーの無駄が少ないと言える。 

図 3.2.1-6 放射暖房と対流暖房の比較 
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このため、開放空間・広域空間・高天井空間に対し最適な暖房方式として推薦しており、

多数の納入実績の下、愛用頂いている。 

２）暖房効果向上について 

 温調計の設定により、外気温の変動に対しても常に最適温度に設定が可能となる。また、

1 台ごとの個別の制御方式の為、工場内の温度分布ムラへ適した効率で対応可能である。 

したがって、前述のように対流暖房方式に比べ省エネで同等以上の効果が得られる。 

（４）ランニング 

当社の製品はブラックボールセンサ（人体に近い遠赤外線吸収率）を設置し、過剰運転

によるエネルギーロスを省くことができる、このセンサにより温度調節計は、設置位置に

よって異なるが、ロスカット稼働率４０％～６０％程度の実績によると標準的といえる。

顧客ごとの運用基準を確認の上、設置する。また、温度調節コントローラも標準装備し、

作業環境下の方が状況に応じて、放射強度を可変とした。ランニング結果を表 3.2.1-3、

表 3.2.1-4 に示す。 

表 3.2.1-3 温度調節計 OFF 時のランニング結果 

型式 BT－22N BT-33N 

最大入力       

kW kcal/h 22 18,920 33 28,380 

最大使用量[N ㎥/h] 13A 1.72 2.58 

設置台数 25 14 

運用時間 h [ / month] 16h × 21day = 336 

機器別使用量[N ㎥

/month] 
14,448  12,136  

合計使用量 [N ㎥/month] 26,584  

          

1 シーズン使用量 159,506  

※※最大出力（温度調節計 OFF）で 6 ヶ月間 Full 運転した場合 
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表 3.2.1-4 温度調節計作動時（度調節計 ON 時稼働率 60％）のラニング結果 

型式 BT－22N BT-33N 

最大入力       

kW kcal/h 22 18,920 33 28,380 

定常使用量[N ㎥/h] 13A 1.03 1.54 

設置台数 25 14 

運用時間 h [ / month] 16h × 21day = 336 

機器別使用量[N ㎥

/month] 
8,652  7,244  

合計使用量 [N ㎥/month] 15,896  

1 シーズン使用量 95,377  

※※定格出力で 6 ヶ月間、温度調節計 ON 時稼働率 60%で運転した場合 

 
（５）半開放空間の暖房例 

これまでは大空間暖房を中心に述べてきたが、放射伝熱は、対象に直接エネルギーを届

けるので、半開放空間、開放空間でも暖房が可能になる。図 3.2.1-7 に半開放空間の暖房

例を示す。ゴルフ練習場や配送センターなどの半開放空間で利用されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1-7 半開放空間の暖房例 
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3.2.2 業務用放射冷暖房 

昨今、地球温暖化に伴う CO2 排出量削減，エネルギーの安定的な供給などの観点から、

建築における自然エネルギー利用が関心を集めている。その一つの方法として、地下水を

積極的に利用する地中熱回収システムと天井放射パネルによる冷暖房システムを組み合わ

せることによりエネルギー消費量削減、ヒートアイランドの抑制等を図るシステムを開発

し、実建物に導入した。ここでは、二次側である天井放射冷暖房システムを中心に、鹿島

技術研究所・新実験棟に設置した地下水・地中熱利用天井放射冷暖房システムの概要、性

能把握を目的とした実測及び性能評価シミュレーションモデルの精度検証の結果を述べる。 

 

（１）システム概要 

鹿島技術研究所・新実験棟（以下新実験棟）の外観を図 3.2.2-1 に示す。本建物は東京

都調布市に立地し、RC 造、地上 4 階／地下 2 階、延床面積 7,007m2 である。 

導入した地下水・地中熱利用天井放射冷暖房システムの系統図を図 3.2.2-2 に示す。本

システムは、止水壁に囲まれた建物の地下地盤中に地中熱コイルを水平に設置して砂利等

透水性材料などで覆った上に建物を建設し、建物建設後，止水壁の一部に通水口を設けて

地下水を地中熱コイルに積極的に導く「地中熱回収システム」とアルミ製天井放射パネル、

ヒートポンプ、調湿器等で構成される「天井放射冷暖房システム」により構成される。天

井放射パネルを設置した実験室の内観を図 3.2.2-3 に示す。 

地中熱コイルを通る冷温水は，熱交換器を介して天井放射パネルへ供給される冷温水の

熱源として利用している。具体的には地中温度等の条件により、熱源機器を運転しない直

接利用モード、ヒートポンプ運転モードなどを設定し、運用を行っている。 

実験室に設置した天井放射パネルは、表面を波型としたアルミ製パネル裏面に、冷温水

配管を固定した形状となっている。外気については，外気処理兼用調湿器により除湿・加

湿を行い室内へ供給される。 

   

 

 

 

 

 

図 3.2.2-1 建物外観     図 3.2.2-2 システム系統図    図 3.2.2-3 実験室の内観 
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(2)断面図（A-A 断面）  

（２）性能測定概要 

本システムでは、新実験棟が竣工した 2009 年 4 月より BEMS データの分析、及び実験室

内環境の連続測定・移動測定による運転性能の検証を実施している。ここでは、システム

二次側である天井放射冷暖房に関して説明する。表 3.2.2-1 に連続測定の項目、図 3.2.2

－4 に測定ポイントを示す。実験室は床面積 140m2、天井高 2.7m（階高 3.9m）で、天井面

積の約 50%に放射パネルが敷設されている。放射パネルの運転は、表面温度一定になるよ

う冷温水流量の制御を行っている。 

連続測定では、外気温度・日射量、室内温度・グローブ温度、湿度・放射パネル温度な

ど、移動測定では空気温度・風速（FL+0.1m・1.1m）、上下面の放射温度の不均一性を測定

した。風速は携帯用風速計（TESTO 社製 testo400）

にて測定した。 

 

表 3.2.2-1 連続測定項目 

測定場所 使用機器 測定数

① 外気温度 屋上 T型熱電対 1箇所
② 水平面全天日射量 屋上 日射計 1箇所

① 室内温度
天井表面（FL+2.7m）
FL+2.6，2.2，1.7，1.1，0.6，0.1m
床表面

T型熱電対
インテリア・
ペリメータ
各2箇所

② 天井裏温度
天井裏スラブ（天井面+1.0m）
天井面+0.9，0.5，0.1m

T型熱電対
インテリア
1箇所

③ グローブ温度 FL+1.1m グローブ温度計
インテリア・
ペリメータ
各2箇所

④ 室内湿度 FL+1.1m
相対湿度計
温湿度ロガー

インテリア・
ペリメータ
各2箇所

⑤ 放射パネル温度 パネル入口側,中央,出口側
表面センサー
（T型熱電対）

インテリア・
ペリメータ
各2箇所

① 冷水温度
熱交換器一次側（入口，出口）
熱交換器二次側（入口，出口）
放射パネル部（入口，出口）

T型シース熱電対 各1箇所

② 冷水流量
熱交換器一次側・二次側
放射パネル部

電磁流量計 各1箇所

③ 電力消費量
冷凍機（蒸発器，凝縮器）
外気調湿器
冷水一次・二次ポンプ

電力モニタ
1台
2台
1箇所（10台一括）

項目

(1)外気条件

(3)一次側
二次側

(2)室内環境

 

                       

図 3.2.2-4 測定ポイントの表示  

１）測定ケース 

 測定ケースとして、①放射パネル表面温度、②室内温度・湿度，③空調運転時間をパラ

メータとし、冷房・暖房各々の測定ケースを設定した。なお外気処理兼用調湿器は、室内

湿度及び室内温度を制御対象として発停を行うシステムとしている。 

本報では、夏期・冬期の代表日として 2009 年 8 月 18 日（パネル 20℃，室内 26℃40％、

8:30～18:00 運転）、2010 年 1 月 13 日（パネル 29℃，室内 22℃40％，6:00～18:00 運転）

のインテリア 1（図 3.2.2-4(2)参照）における結果を説明する。 

 

２）測定結果 

A A
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 ① 外気条件・室内環境 

 図 3.2.2-5 に夏期、図 3.2.2-6 に冬期の時系列を示す。夏期（8月 18 日）は最高気温 32.0℃

と夏期の一般的な外気条件であった。室内環境を見ると、パネル表面温度が 20℃設定でパ

ネル中央の表面温度は 21.0℃、FL+1.1m での室温が約 26.5℃である。またグローブ温度も

26.5℃で、室温基準グローブ温度（グローブ温度－室内温度）は±0.0℃であり、照明等か

らの放射に対しパネルからの冷放射で放射環境が改善されたと推定される。湿度は、調湿

器の除湿運転により 50％程度が維持された。ただし、表面温度を更に下げる場合は、結露

等の可能性があるため、より除湿する必要があると考えられる。 

冬期の室内環境は、空調時間帯(6:00～18:00)の空気温度は空調を開始した 6時で 17.0℃

程度、15 時で 22.0℃程度であり、暖房立ち上りでの室温上昇にやや時間を要している。こ

れは、RC 造であるため躯体の熱容量が大きいことも原因であると考えられる。 

 

 

 

 

     

   図 3.2.2-5 外気条件・室内環境（夏期）  図 3.2.2-6 外気条件・室内環境（冬期） 

 

② パネル表面温度分布 

図 3.2.2-7 に夏期、図 3.2.2-8 に冬期のパネル表面温度の時系列を示す（測定位置につ

いては図 3.2.2-4(2)参照）。入口側と出口側のパネル表面温度差は冷房時で約 0.5℃、暖

房時で約 1.5℃であり、入口側と中央は殆ど差がない結果となった。パネルで負荷処理し

ている場合、入口→出口で温度差が生じると考えられるが、今回温度差が生じない結果と

なった原因としては、パネルと配管の接触位置と測定ポイントの微妙な位置関係により測

定値が異なる可能性があることなどが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

    図 3.2.2-7 パネル表面温度           図 3.2.2-8 パネル表面温度 
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③ パネル冷温水流量・冷温水温度 

図 3.2.2-9 に夏期、図 3.2.2-10 に冬期の時系列を示す。なお，冷温水流量・温度（出

口）は還ヘッダ後、冷温水温度（入口）は往ヘッダ後のペリメータ系統にて測定した。 

 冷房時、冷水温度はパネル入口側で 16.0℃、出口側で 19.0℃程度で，温度差は約 3.0℃

であった。暖房時は、温水温度は入口側 36.5℃、出口側 32.5℃，温度差は約 4.0℃であっ

た。冷温水流量は 34.0L/min で、冷房・暖房とも日中を通じてほぼ一定であった。 

 また、(1)式にてパネルの処理熱量を算出した。 

qpanel＝ Q ×（Tout - Tin）× 60 ×（1/860）      ･･･(1) 

   qpanel：パネル処理熱量[kW]，Q：冷水流量[L/min]，Tout：冷水出口温度[℃]，Tin：冷水入口温度[℃] 

パネル処理熱量は冷房時約 6.3kW であり、床面積当たりの処理能力は 45.0W/m2（敷設率

50％より、パネル面積当たりでは 90.0 W/m2）であった。また暖房時は約 9.9kW であり、

床面積当たり 70.7W/m2（パネル面積当たり 141.4 W/m2）であった。 
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図 3.2.2-9 冷水温度・流量（夏期）  図 3.2.2-10 冷水温度・流量（冬期） 

 

④ 室内上下温度分布・風速分布 

 夏期 14 時における室内の上下温度分布、風速の平面分布（FL+1.1m）を図 3.2.2-11 に示

す。冷房時の上下温度分布は、測定位置・時刻を問わず概ね 1.0℃以内と分布は小さいこ

とが確認された。また風速は、外気処理の吹出口近傍で 0.15～0.20m/s とやや高いが、概

ね 0.10m/s 以下に抑えられ、放射冷房にてドラフトが少ない環境となっていることを確認

した。 

 

 

 

 

 

 

   図 3.2.2-11 上下温度分布・風速平面分布（夏期） 
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（３）マクロシミュレーションによる性能評価 

１）解析手法概要 

天井放射冷暖房システムの温熱環境、空調負荷をシミュレーションにより評価すること

を目的とし、性能評価モデルを構築した。具体的には、戸河里ら 1），2），3）によって開発さ

れた上下温度分布予測モデルをベースとし、新たに放射パネル周りの熱伝達や処理熱量（負

荷）を算出可能な放射冷暖房評価モデルを組み込むことで検討を行う。上下温度分布予測

モデルの概念図を図 3.2.2-12 に示す。モデルの特徴としては、壁面に沿って流れる上昇流

または下降流（壁面流）をモデル化していること、空調吹出口などからの気流を非等温噴

流モデルとして取り扱うこと、放射と対流を分離して計算することなどが挙げられる。 

２）放射冷暖房評価モデルの概要 

 新たに提案する放射冷暖房評価モデルは、図 3.2.2-13 に示すように放射パネルの冷温水

配管を長さ方向に分割した各節点における熱収支式を解き、パイプ温度 Tp[℃]を算出する。

熱収支式では冷温水パイプの熱容量、冷温水の移動、放射パネル上部・下部の周囲空気と

の対流及び壁面との放射による熱移動を考慮し、分割した節点 Ip における熱収支式は(2)

式のように表される。 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } ( ) ( ){ } windowlightpunMRTppprpanelunpppuncpanel

pupMRTppprpaneluppppupcpanel
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∆
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ρ
 ･･･(2) 

∆t:計算時間間隔[s] Cpip:（パイプ＋水+パネル）の熱容量[J/K] C :モデル化係数[-] Tp’ : 1 時刻前のパイ

プ温度[℃] 
Cw :水の比熱[J/(g･K)] ρw :水の密度[g/m3] vp :パイプ内流速[m/s] Aw :パイプ断面積[m2] Apanel :パネル面

積  [m2] 
αc_up,p : パネル上側の対流熱伝達率[W/(m2･K)]  αc_un,p : パネル下側の対流熱伝達率[W/(m2･K)]  
αr,p :パネル表面の放射熱伝達率[W/(m2･K)]  T (L up) : パネル上側ブロックの空気温度[℃]  

T (L un) : パネル下側ブロックの空気温度[℃]  TMRT_up : パネル上側の平均放射温度[℃]  
TMRT_un : パネル下側の平均放射温度[℃]  Qlight : 照明→パネルへの放射熱量[W]  Qwindow : 窓面→パネルへ

の放射熱量[W] 

 また放射パネルでの熱移動現象を考えた場合、①水⇔配管への熱伝導、②配管⇔パネル

の熱伝導、③パネル⇔室内の熱伝達が生じるため、本来は冷温水温度・配管表面温度・パ

ネル表面温度はそれぞれ異なる値となる。本モデルでは、冷温水温度＝配管表面温度とし、

配管からパネルへの熱伝導は実測値より得られた係数を用いてモデル化を行った。係数算

出の考え方を図 3.2.2-14 に示す。 

 冷房時では、冷水温度は熱源の出口側から放射パネルを経由し再び熱源へ戻るまで徐々

に上昇する。それに対し、パネル温度は冷水⇔配管⇔パネル相互の熱伝導により、冷水温



 

－127－ 

度より一定レベル高い温度になると考えられる。そこで，図 3.2.2-14 に示す「①冷水温度

差／②（パネル温度－冷水温度（往））」を実測値より算出し、熱収支式において【冷水

移動による熱移動】の項にモデル化係数 C として乗じ、パネル温度から熱収支を計算した

ことと同等と取り扱うことでモデルを設定した。なお算出においては、図 3.2.2－14(a)熱

源出口と(b)パネル入口，(d)パネル出口と(e)熱源入口では温度が等しいと仮定した。 

また本検討におけるモデル化係数 C は、実測値から近似式を求め，その傾きとして 0.48

と設定した。  
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図 3.2.2-12 上下温度分布  図 3.2.2-13 放射冷暖房モデル  図 3.2.2-14 モデル化係数 

予測モデル概念図                                 算出の考え方（冷房時） 

 

３）放射冷暖房評価モデルの精度検証 

① 概要 

上下温度分布予測モデルに導入した放射冷暖房評価モデルについて、実測値との比較に

より精度検証を行った。具体的には、前述した新実験棟内の実験室を検討対象として再現

計算を行い、実測結果と比較することで精度を確認した。 

なお、建築仕様などの解析条件は実験室の仕様に準じ、1 スパン分を対象として解析を

行った。また境界条件として、①冷温水入口温度、②放射パネル上下の空気温度、③天井・

床表面温度を実測値より与えた。 

② 解析ケース 

解析ケースとして、パネル温度を冷房時 20℃、暖房時 29℃と設定し、パネル中央の表

面温度が一定となるよう冷温水流量を制御して運転した場合について解析を行った。 

③ 検証結果 

パネル温度、冷温水流量・パネル温度差（入口と出口での温度差）の再現計算結果を図

3.2.2-15、16 に示す。 

パネル中央での表面温度は冷房（20℃設定）、暖房（29℃設定）とも実測値と同程度の

値となっている。ただし、表面温度の分布を見ると、冷房約 3.2℃、暖房約 6.0℃となり、
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実測値＜解析値という傾向であった。原因としては、冷温水⇔配管⇔放射パネルでの熱伝

導をモデル化して取り扱っていること、解析では流量制御により実測時より流量が少ない

ことなどが挙げられる。なお冷温水流量の解析値は、冷房 32.5L/min 、暖房約 24.9L/min

で、実測値比 93%，71％であり、特に冷房時は実測結果に比較的近い値であった。 

次にモデルの妥当性を検証するため、パネル処理熱量を実測値と解析値で比較した結果

（12～15 時平均値）を表 3.2.2-2 に示す。解析より算出した処理熱量は、実測値と比べ冷

房時・暖房時とも±15％程度と比較的一致しており、設計上実用的な精度が得られること

が検証された。 
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図 3.2.2-15 パネル温度分布 実測／再現計算比較（左：冷房，右：暖房） 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-16 冷温水流量・温度差 実測／再現計算比較（左：冷房，右：暖房） 

 

表 3.2.2-2 パネル処理熱量 実測／再現計算比較 

実測値 6.31 kW -

解析値 7.22 kW 114.4 %

実測値 9.15 kW -

解析値 7.82 kW 85.4 %
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3）戸河里敏，武政祐一ら；オフィス空間の空調・熱環境計画手法の研究 その 1～11，

日本建築学会学術講演梗概集，1992 年～1998 年． 

4）鈴木雄介，武政祐一，塩谷正樹，加藤正宏，二階堂稔；自然エネルギー利用天井放

射冷暖房システムに関する研究（第 1 報）天井放射冷暖房システムの実測結果及び

性能評価モデルの精度検証，空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集，D-32，

pp.1135～1138，2010 年． 
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3.2.3 家庭用暖房機器 

新しい石油暖房機器として温水ルームヒーターや遠赤外線暖房機の普及拡大が期待さ

れている。 

 

（１）家庭用暖房機器について 

 わが国の電気暖房機器市場には、電気ストーブ、パネルヒーター、オイルヒーター、電

気こたつ、電気カーペット、電気毛布、石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスストー

ブ、ガスファンヒーターなどがある。これらの電気暖房機器の中で、カタログなどで遠赤

外線の効果などを訴求しているものについて、その遠赤外線の手段と市場規模を表 3.2.3-

１に示す。 

   表 3.2.3-1 電気暖房機器における遠赤外線利用とその手段 

 

電気ストーブ 電気こたつ  電気カーペット 

電気毛布 

石油暖房機 ストーブ

ファンヒーター 

●ストーブ 

・カーボンヒーター 

・ハロゲンヒーター 

・シーズヒーター 

・グラファイトヒーター 

・シーズヒーター 

＋遠赤コート 

●こたつ 

・石英管ヒーター

・石英管ヒーター

＋セラミック 

●カーペット 

・本体表皮に遠赤カ

ーボン繊維 

●ストーブ 

・外筒（ガラス）に遠赤

放射物質をコーティン

グ 

・耐熱コーティング 

●パネルヒーター 

・アルミパネルと加熱 

ヒーターと一体化 

・マイカと加熱ヒーター 

  ●電気毛布 

・備長炭 

●ファンヒーター 

・金属板をバーナーで

加熱 

●オイルヒーター 

・難燃性オイルをヒーター

で加熱 

      

販売台数 

電気ストーブ 

105 万台（09 年） 

 

電気こたつ 

24 万台（09 年）

 

電気カーペット 

141 万枚（0９年）

 

石油ファンヒーター 

350 万台（09 年） 
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既に示したように電気暖房機器は数多くあり、ニーズに応じて選択する必要がある。そ

のポイントは、以下の通りである。 

① 快適性 

電気カーペットなどの床暖房は、音や風、光が出ないため、どんなお部屋でも快適に使

える。 

② 取り扱い性 

操作やメンテナンス、手入れのしやすさをチェックする。 

③ 清潔性 

空気の汚れや臭いは気になるところであり、最近は空気清浄機能や換気機能のほかに、

フィルターを自動でお掃除してくれるエアコンが登場し、とても注目されている。電気

カーペットもヒーター部が防水加工のものか、カバー部が洗濯機で丸洗いできるかも大

きなポイントである。 

④ 安全性 

小さな子供ややお年寄りのいる家庭では、安全性は何より大切。用途やお部屋にあわせ

て、上手に使い分けることが大切である。 

⑤ 経済性 

 暖房機器はその特徴や使用する部屋の広さにより経済性にも差が出てくる。 

電気暖房は使い方を工夫すればコストも効率的である。例えば、電気カーペットよりも

コタツの方が熱を逃がさない分、電気代はあまりかからない。ここ数年、エアコンを中

心に年々省エネを考えられた商品が登場してきている。 

⑥ 即暖性 

暖房機器によって暖まり方が異なるので、瞬間的に暖めたいのか、おだやかに暖めたい

のか、ニーズに応じた選び方が重要である。 

 

次に、遠赤外線利用の暖房機器として電気床暖房と遠赤外線ヒーターについて述べる。 

 

（２）電気床版房の特徴について  

床暖房は、暖まった床面から放射される輻射熱（遠赤外線）で、身体や部屋に熱を伝え

る。床面が最も温度が高く、天井に近づくほど少しずつ温度が下がる。熱の上にこもりに

くいので暑すぎず、のぼせにくい。床面が最も温度が高く、天井に近づくほど少しずつ温

度が下がる、頭寒足熱暖房である。足元から下半身全体をしっかり暖められる。冷えやす

い足から腰をしっかり暖めるので女性やお年寄りにおすすめである。室温より少し高い床
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面はスリッパなしでも大丈夫であり、足元が暖かければ、室温がそれほど高くなくても快

適に過ごすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3-1 床暖房の方式とそれぞれの特徴 

図 3.2.3-1 に床暖房の方式とそれぞれの特徴を示す。共通の特徴は次の通りである。 

① 風、音、においがない 

火を使わない床暖房は、燃焼による CO2 や、風や音、においなど不快さを感じる要素はほ

とんどない。 

② 乾燥しすぎない 

輻射熱で暖めるので、空気の乾燥が少なく、肌やノドを痛める心配を低減できる。 

③ 収納場所が不要 

床暖房は床面そのものが暖房器具なので、季節ごとの暖房器具の出し入れは不要である。

空間を広く、美しく保つ。 

図 3.2.3-2 に床暖房パネルと遠赤外線の関係を示す。 

 

 

 

 

 

図 3.2.3-2 床暖房パネルと遠赤外線の関係 
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図 3.2.2-3 は床暖房の利点についてまとめたものである。 

 

図 3.2.3-3 床暖房の利点 

 

（３）電気床版房の構成と暖房効果 

図 3.2.2-4 は、PTC ヒーター（後節で詳細を記す）と真空断熱材から構成された電気床

暖房の構成を示している。高い断熱性能をもつ真空断熱材と独自の PTC ヒーターを、床暖

房パネルに内蔵することによって、床下への放熱ロスを 20％から 10％に半減し、暖房効率

を高めことができた。加えて床面の昇温時間が（28 分⇒11 分へ）17 分短縮することが可

能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3.2.3-4 PTC ヒーターと真空断熱を用いた電気床暖房の構成 

 

放熱ロスを防ぐ真空断熱材と独自の PTC ヒーターにより、昇温スピードを上げることが

できた。床温が 15℃から 27℃に上がる時間を 17 分短縮し、しかも放熱ロスを抑えた分、

電気代を約 20%節約できる。PTC ヒーターは温度に応じて、ヒーター自身が判断して発熱量

を抑制する。PTC ヒーターは、いわば床全体が温度センサーであり、温度が上がった部位

だけ発熱を抑えるので、きめ細かく快適さを保つことができる。 
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・無駄なエネルギーを使用しない 

 

 

 

 

■従来の床暖房           ■ＰＴＣヒーターの床暖房 

 

 

 ・常に温度を一定に保持 

 

 

 

 

   ■従来の床暖房            ■ＰＴＣヒーターの床暖房 

 

 

・過昇温を防ぐ 

 

 

 

 

 

■従来の床暖房        ■PTC ヒーターの床暖房  

 

 

 

日光で暖まった部分も周囲と同

じように暖房する。  

日光で暖められた部分は発熱が

抑えられ、電気代を節約 

サーモスタット部が暖まると、暖

房パネル全体の温度が下がる。

暖まった部分だけ発熱を抑え、床

面全体の温度は変わらない。 

 

 

 

モノを置くと、その下だけに熱が

こもり過昇温することがあった。

温度が上がった部分だけ発熱を

抑え、過昇温を防ぐ。  
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（４）遠赤外線パネルヒーター 

身体に浸透しやすい波長域の赤外線であるが、体が「暖かい」と感じる「温覚」という

感覚神経は皮膚の奥にあるので、皮膚の表面だけを暖めても、なかなか「暖かさ」を感じ

ることはない。遠赤外線は、空気には吸収されにくく、体を内面から暖めるので効率よく

身体の芯までじんわりと暖めてくれる。速熱性のあるヒーターを搭載している遠赤外線ス

トーブなども登場しています。これらの商品は、スイッチを入れて約 2 秒で暖まるので、

すばやく暖まりたい方におすすめである。図 3.2.3-5 は遠赤外線パネルヒーターの概観で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

        図 3.2.3-5 遠赤外線パネルヒーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3.2.3-6 温風と遠赤外線暖房との暖房感の比較 

図 3.2.3-6 は温風と遠赤外線暖房との暖房感の比較を示している。遠赤外線暖房のよさ

が示されている。 
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（５）家庭用暖房機器への応用と期待 

 いままで、遠赤外線が利用されてきた家庭用機器は、暖房機と調理器である。暖房機器

においては、遠赤外線コーティング処理を施した電気ヒーターによって、皮膚浸透性が高

く暖まりやすい特性を利用している。刺激が少なく、気流感のない遠赤外線の快適性や高

齢者にとって火傷の心配のない安全な暖房機器としての期待は高い。いずれにしても、遠

赤外線の利用による暖房では、熱エネルギーをできるだけ多くの輻射エネルギーに変換し、

このエネルギーを人体･衣服などの受熱体に効率的に吸収されるようにする必要がある１）。 

  

１）石油遠赤外線暖房機２) 

 従来の石油輻射暖房機は、赤熱（近赤外線）輻射であ

ったために使用時に肌を刺すような刺激感と、不均一な

輻射であった。また遠赤外線輻射の輻射量が不十分であ

ったために輻射暖房感が弱かった。加えて、自然対流で

室内温度を上昇させるために、天井付近が高く、床が低

い温度分布になるという課題があった３）。 

そこで、これらの課題を解決するために高効率遠赤外

線輻射デバイスとサーキュレーション暖房方式を開発

した。高効率で遠赤外線を輻射するデバイスにするため

には、①遠赤外線領域の大きい輻射特性（遠赤外線（波長：3μm以上）割合を90％以上）、

②燃焼排気ガスの熱を高効率で輻射体に熱伝達、③輻射

体を均一に加熱が必要である。 

 輻射特性の改善は、輻射体の放射特性のシミュレーシ

ョンを行い、輻射体温度を300℃とするとともに、表面塗

装を検討し、セラミック塗装を施すこことで、遠赤外線

割合を95％以上にした。 

高効率熱伝達は、輻射体の表面と裏面の両面を約370℃

の燃焼排気ガスで加熱する構成で実現した。これは、 

図3.2.2-7に示すように、遠赤輻射体全面にスリット孔を設けるとともに、温度境界層の

発達を抑制するスリット形状を選択することによって、熱伝達率を向上させた。同一サイ

ズの輻射体で伝熱量を従来品に比べて5倍（35W→190W）にすることができた。 

輻射体の均一加熱は、燃焼排気ガスを輻射体の上方、左右に均等に拡散させる熱拡散ダ

クトによって可能となった。サーキュレーション暖房方式は、図3.2.2-8に示すように遠赤

熱拡散ダクト

図 3.2.3-7 石油遠赤外線暖房

冷風

燃焼排気ガス

サーキュレーション

気流感なし

冷風

燃焼排気ガス

サーキュレーション

気流感なし

図 3.2.3-8 石油遠赤外線暖房
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放射体を通過した燃焼排気ガスによる上昇流を、本体斜め前方に吹出す冷風によって向き

を変え、室内を循環する微温風のサーキュレーション効果で熱を効率的に循環させる。 

 

２）電気遠赤外線ストーブ 

  表3.2.3-2に電気遠赤外線ストーブの仕様を、図3.2.3-9に外観を示す。遠赤外線放射

特性の評価を、従来電気ストーブに用いられている石英管ヒーターと、遠赤外線ストーブ

用に開発した平板カーボンランプヒーターで比較した。図3.2.3-10に各ヒーターの外観を、

表3.2.3-3に各ヒーターの仕様を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図3.2.3-9 電気ストーブ        図3.2.3-10 ヒーター概観 

 

表3.2.3-2 電気遠赤外線ストーブの主な仕様 

体外形寸法(高さ×幅×奥行) 82.0cm×30.0cm×30.0cm(本体径 12cm)  

電力切換スイッチ   
900W/450W/切   

首振り 900W/首振り 450W/切   

消費電力(50/60Hz)  900W  

本体質量   約 3.2kg  

1 時間の電気代   約 19.8 円(税込)  

 

 

 

ｶｰﾎﾞﾝﾗﾝﾌﾟﾋｰﾀｰ 石英管ﾋｰﾀｰ
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表3.2.3-3 各ヒーターの仕様 

 定格 形状 管色 発熱体 

石英管ヒーター AC100V-900/450W φ10.5の管径 乳白色 Fe-Cr-Al発熱線

平板カーボンランプヒーター AC100V-900/450W φ10.5の管径 透明 炭素系発熱体 

 

測定は、高感度赤外線分光強度測定装置（SA-200CVF：Minarad製）を用いた。なお、800℃

の黒体で装置の校正を行った。結果を図3.2.2-11に示す。カーボンランプヒーターの放射

特性が優れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.3-11 遠赤外線放射特性の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.3-12 速熱性の比較 
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図3.2.3-12はカーボンランプヒーターの速熱性を検討した結果である。アクリルプレー

トの中心裏面にφ0.1mmのＫ熱電対を布テープで貼付け、温度上昇計測用テストピースと

した。なお、測定に際して、テストピースはヒーター前面１ｍの位置に立設し、プレート

温度を計測した。各ヒーターにそれぞれ定格電力(900W)を投入して、プレートの温度を計

測した。なお、試験室の温度は17℃である。図からわかるように、30分後のプレート温度

は、カーボンランプヒーターが34.6℃、石英ヒーターが29.6℃であり、前者が速熱性40%

ほど優れている。 

 

（６）まとめ 

 遠赤外線は暖房においては、快適の向上４）、省エネルギー性５）、速断性などの特性をさ

らに向上させることによって、高齢社会、地球環境問題への対応などに役立つものと期待

される。しかしながら、家庭用石油暖房機における占有率は、数％弱であり、市場におけ

る認知度はまだ十分でない。家庭用暖房機器の果たしてきた役割は大きいが、市場は微減

状態にある。これを食い止めるためには、遠赤外線のような新たな暖房の価値を取入れる

必要がある。一方、遠赤外線分野における健全な発展のためには、生体に対する遠赤外線

の作用効果とそのメカニズムを解明し、訴求していくことが極めて重要である。 加えて、

昇温特性に優れ、均一な温度分布特性を有する面状PTC発熱体など、新しい遠赤外線デバ

イスの開発なども重要である。 
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3.3 健康・医療分野 

3.3.1 サウナ 

サウナでの入浴は、発汗に伴い体に蓄積された有害な老廃物を排出させ、上手な冷水浴

（又は冷水シャワー）を併用することで毛細血管の拡大・収縮により一層血行を促進させ

元気を回復し、疲労やストレスを解消させてくれる。 

サウナは、入浴後の爽快感の提供と健康増進に大きな役割を担っている。 

 

（１）遠赤外線サウナ 

サウナ室内の入浴環境を大きく左右する因子として室内空気温度、湿度そしてヒーター、

内壁及び天井からの放射熱があるが、サウナ室内での発汗を促す人体への熱伝達は、対流

熱伝達と輻射熱伝達そしてサウナストーンへの水打ちにより発生する蒸気の人肌表面での

凝縮とがある。この中で輻射伝熱が占める割合が大きいことはあまり知られていない。 

電気ストーブによるフィンランド式サウナに於いても、ストーブからの輻射熱と同時に

室内の高温空気により昇温された内壁及び天井からの輻射熱で暖められている。 

最近では、低ランニングコスト性と柔らかい入浴感からガス式遠赤外線サウナと電気式

遠赤外線サウナが数多く使用されているが、ヒーターから放射された輻射伝達エネルギー

が高温空気を媒体としないで内壁・天井及び床を直接加熱するため、ストーブ式サウナと

比較して室内空気温度が低いにも係わらず高い天井面温度と壁面温度が得られる。 

これらが意味する所は、遠赤外線サウナ室内では室内空気温度が低いにも係わらず、人

体への温熱効果が良く、比較的短い時間での発汗が促進され快適な入浴感が得られること

を示している。 

図 3.3.1-1 にガス式遠赤外線サウナに用いるヒーターを図 3.3.1-2 に電気式遠赤外線サ

ウナのヒーター例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1-1 ガス式遠赤外線サウナヒーター 図 3.3.1-2 電気式遠赤外線サウナヒーター 
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3.3.2 ハイパーサーミア 

（１）はじめに 

1998 年の第 8 回遠赤外線シンポジウムの「遠赤外線による全身ハイパーサーミア」１）

では、遠赤外線を使った進行がんに対する全身加温療法について紹介した。2002 年の研究

報告 2）では「全身ハイパーサーミアと新しい Evidence」として、全身加温の工学的理論 3）

や当時の新しい研究成果から見えてきた熱による癌治療の理論や展望について言及した。 

今回は、それ以降に起こった同分野の大きな変化を中心に報告をしていく。 

 

（２）ハイパーサーミアとは 

ハイパーサーミアの日本語表現は、“温熱療法を応用した癌治療の総称“である。本邦

ではラジオ波誘電加温による局所加温法が一般的で、既に健康保険の適用が可能であり、

主に治療抵抗性腫瘍の局所病変に対する緩和的治療として施行されている。一方、遠赤外

線による全身ハイパーサーミアは転移病巣を含む全身性の病勢コントロールが得られるが、

それ以前に実験的に行われた体外循環式全身ハイパーサーミアの副作用が強かった為、そ

の悪印象が強く普及が滞っている現状である。 

どちらの治療も患部温度（全身の場合は体温）を 41.0〜42℃程度まで加温し 60 分間維

持する事により抗腫瘍効果が得られる。 

1970 年代に日本ハイパーサーミア学会が設立され、局所、全身、温熱生理、工学など、

それぞれの分野の研究者や医療関係者が全国規模で参加している。 

 

（３） ハイパーサーミアから Thermal medicine へ 

そのような歴史の中で数年前、同学会誌が Thermal medicine に改名された。 

これは海外の風潮に同調した事もあるが、加温技術が既存のハイパーサーミアの範疇では

語れないほど多様性を持って進歩してきた事が主因である。 

Thermal medicine となった事により、今までのような 41.0〜42℃程度という温度域の

制限がなくなり、非生理的な高温による熱焼灼や冷却療法なども対象となった。 

また対象疾患も癌に限定せず、生活習慣病や予防などの可能性を評価する学術団体に変

貌を遂げている。 

  

（４）当院における Thermal medicine 

当院は全身ハイパーサーミアを施行し学術報告を続け、2008年に日本ハイパーサーミア

学会の施設認定を受けている。癌治療の現場において、従来の標準治療以外に様々な治療
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法が開発され、実用化段階に入っている。当院の専門とする熱治療の分野も、様々な開発

がされており、現在、当施設は全身ハイパーサーミアにとどまらず、熱を応用した癌治療：

Thermal medicineの専門施設となっている。以下に紹介するようなラジオ波焼灼装置、

先端技術である集束超音波による焼灼装置(HIFU)を導入し、主に進行がんの治療4)に貢献

している。（図3.3.2-１に当院の治療室を紹介する。） 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3.2-１ Thermal treatment roomに設置された米国Enthermics medical systems 社のWBH
装置RHD7500（左側）と中国綿陽ソニックエレクトロニック社のHIFU装置CZ901(右側)。  

① 全身ハイパーサーミア：癌組織の血流条件などの耐熱構造が未熟である事を利用して、

いくつかの加温装置が実用化されている。当院では1991年に、米国 Enthermics medical 

systems社製の遠赤外線による全身ハイパーサーミア装置を導入し、治療症例は1200例

を超えている 5)。同治療は、全身的な治療が重要となる進行癌の治療として優れた方法

である。しかし加温の際には、生体の体温調節反射を抑制する為に全身麻酔が必要であ

り、高体温状態で静脈麻酔による全身管理が十分に行える経験と設備が必須である（図

3.3.2-2）。また健康保険が使えないなど経費負担の課題も残されている。 
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図3.3.2-2 全身ハイパーサーミア中の集中心電図モニター例 

 

② 集束著音波焼灼療法（HIFU）：近年、病変組織のみを70〜80℃の温度にまで上げる事が

可能となった。もっとも普及しているのはRFA(Radio Frequency Ablation)と呼ばれるラ

ジオ波針の穿刺により、針先付近の数cmの腫瘍組織を熱凝固させる方法で、肝腫瘍に

対しては健康保険の対象となっている。当院では加えて、穿刺が不要な超音波を使った

焼灼装置を2005年に導入した。このHIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 6)と呼ばれる

新技術は、凹レンズ状の超音波発振子で一点に集束させた高強度集束超音波エネルギ

ーで、体外から皮膚面などを障害する事なく、深部患部のみを熱変性させる事が出来る。

導入された超音波画像ガイド方式のCZ901(中国：綿陽ソニックエレクトロニック製)（図

１.右）は１MHz付近のHIFUエネルギーを深部150mm、焦点部直径3ミリの部位に照射

し、数秒で80℃に加熱する事が可能である7)。また同時に起こる音圧変化による組織の

マイクロキャビテーション（気泡化）による非熱的抗がん効果も期待される。  

 

③ 遺伝子療法：遺伝子研究の進歩は癌治療にまで及んでいる。腫瘍細胞のP53遺伝子の変

異が高率である事が分かっており、抗P53抗体と呼ばれる腫瘍マーカーが健康保険で測

定する事が可能になった。P53は障害された細胞の自然死（アポトーシス）を司る中心

的な遺伝子であり、この変異は癌細胞の異常増殖と深いつながりを持つ。現在の遺伝子

技術は、ベクターと呼ばれる無毒化したウィルスに正常遺伝子を注入して投与する技術

が一般的になっている。P53遺伝子治療薬もアデノウイルス ベクターを使った

Gendicineという製剤が中国で生産されている。現時点では中国FDAの認定のみである

が、本邦でも患者側の個人輸入であれば、中国との医療連携の形で合法的に同製剤の使

用は可能である。現状では一部の自由診療施設での限定的な治療となっているが、本邦

でも同様な製薬が治験中であり将来、急速に普及する可能性がある。同剤はハイパーサ

ーミアの前に患部に穿刺注入し、P53蛋白を発現させておく事で腫瘍のアポトーシスを
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強く誘導する事ができる為、Thermal medicineの増感剤としての役割にも期待が持たれ、

今後慎重に適応を検討していく必要がある。  

（５）全身ハイパーサーミアの普及 

本邦を含め諸先進国でハイパーサーミアが先進技術として認識された 1980~1990 年代、

同治療に対する過剰な期待が少なからず生じたが、現在は同法の限界と共に確実な有効性

も偏見なく理解されるようになっている。その時流の中で 2000 年以降、中国でのハイパ

ーサーミア開発は急速であった。全身ハイパーサーミアの基礎開発も数年間で完了し、現

在では中国全土に遠赤外線による全身ハイパーサーミア装置が普及している。 

近未来的な外観で、かなり高額であるが、学術報告によると火傷などの副作用が高頻度

にあり、我々の使用している米国製の装置で火傷は皆無である事から推測すると、あまり

高い技術で実用化されたものではないと思われる。 

それらの事情を受けて、我々に中国航空という中国の大きな企業から新規開発の協力依

頼があった。加温時の体表面と深部の温度上昇にタイムラグがある事を利用した周期加温

技術（TPM:Thermal Phase Modulation）5）を取り入れた写真（図 3.3.2-3.）のような試作

機が完成している。このような大規模な新規開発が民間では不可能に近い本邦の事情と、

医療器械の開発を事業化していきたい後進国との共同的な開発が、様々な問題を乗り越え

て、より質の高い医療を構築していく事に期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.3.2-3 .TPM 制御を組み込んだ全身加温試作機 
（腹背側からの加温と全解放型カプセルが特徴） 

 
（６）集束著音波焼灼療法の普及  

（４）で紹介した超音波を一点に集束して照射する事により非観血的に患部を灼焼する

High Intensity Focused Ultrasound: HIFU、または Focused Ultrasound Surgery: FUS



－145－ 

と呼ばれる技術は世界的に急速に普及しており、本邦でも前立腺がんに対する小型 HIFU

での治療が普及する傾向にある。この装置は米国 Focus Surgery 社で東海大学八王子病院

の内田豊昭らにより、1999 年頃から前立腺がんに対する応用が試みられ、良好な結果を得

ており 8)、根治的前立腺摘出術に匹敵する治療法となる可能性に、大きな期待が集まって

いる。さらに広範囲な適応を念頭においた大型 HIFU の開発も進められている。中国重慶

Haifu 社の Model:JC により、重慶医科大学の Feng Wu らが 1997 年に骨肉腫の症例への HIFU

治療を成功させ 9)、以後、同装置による中国での HIFU は数千例を超えて広く行われている。

海外では英国 Oxford では Gail ter Haar ら、本邦では 2003 年 11 月に導入した横浜クリニ

カ ET の奥野哲治ら 10)により客観的評価が進んでいる。またイスラエルの InSightec 社の

ExAblateも FDAの許可を得て子宮筋腫治療の臨床試験が進んでいる 11)。 綿陽ソニック エ

レクトロニック社製の CZ901 は我々の 2005 年 12 月の導入に継ぎ、2007 年 9 月には千葉県

立がんセンターにも導入された。現在、竜崇正前院長始め貝沼修らの HIFU チームにより肝

臓がん、乳がん、子宮筋腫への臨床評価プログラムが進められている。 

China Medical Technologies 社の FEP-BY という装置も 2009 年から、東京医科大学消化

器内科の森安史典教授、今井康晴らにより膵臓がんに対しての治療が始まっている、 

本邦では、Thermal Ablation としては 3.3.2.4 で紹介したような穿刺による RFA が普及

している。しかし、より非観血的な治療が望まれるようになっている昨今、HIFU がこれら

の適応の新たな選択肢になる事は十分考えられる。 

装置自体が数百万円で、一部健康保険の適用もある RFA に対して、数億円の大型 HIFU

が今後、どのような社会的な評価を得て受け入れられていくかは興味深いところである。

このような現場の展望は別として、同技術は 21 世紀の新技術として経済界でも注目を集め

ており、前述の China Medical Technologies 社は中国系の米国上場企業となり、その豊富

な資金で HIFU の普及を迅速に進めている。また重慶 Haifu 社も年々参加者が増えている国

際学会 ISTU(International Symposium on Therapeutic Ultrasound) を主催するなど学術

的な進歩の中核となっている。 

 

（７）結語：遠赤外線ハイパーサーミアの可能性について 

全身ハイパーサーミア開発の過程で、上海のがんセンター院長に新しい HIFU 技術を見

せていただいた際、我々のハイパーサーミアで十分な効果を出せない患者さんに併せて施

行すれば、かなりの症例で癌が克服できるような幻想を抱いた。体内の腫瘍が超音波で焼

かれていく技術を初めて真の当たりにした者ならば、誰もが強いインパクトを受け興奮す

ると思う。早々に試験的導入をしたところ、各医療関係からの感心は強く、結果的に立て
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続けに２台の装置が導入された。当院のような民間施設の試みが、がんセンターなどへの

導入のステップになる事は光栄であり、今後、この治療が癌治療の強力な選択肢になって

いく事を願っている。 

このような時流の中では、遠赤外線によるハイパーサーミアはローテクで古い治療と思

われがちである。しかし一見派手に見える 新治療は、あくまで局所の病巣を外科的摘出

の代替法として治療するというものである。手術が不可能な部位の腫瘍は、実は RFA でも

HIFU でも治療が困難である。さらに進行癌の場合、これらの局所治療のみでは再発、転移

をする率が高く生存期間の延長に寄与しない事が多い。進行癌の治療において、抗がん剤

などでの全身的コントロールが重要であり、局所療法の効果を生存期間に結びつける前提

条件である事が、 近の多くの臨床論文で報告されている。当院の全身ハイパーサーミア

によって、十分な症例数ではないが、熱単独、または少量の化学療法の併用で良好な長期

生存が得られている。一昨年行った学会報告での進行乳がんの 5 年生存率は 35％程度であ

ったが、国立がんセンターの統計が 29％である事を考えると十分に期待できる結果である

と思われる。また図 3.3.2-4 に示した CT 画像は、菌状息肉腫という非常に稀で治療法の少

ない癌の肺転移に対する治療例であるが、肺転移巣が熱単独の治療後、ほとんど消失して

いるのが分かる。この症例に対して、全身ハイパーサーミアが 適な治療の一つである事

は間違いない。全身ハイパーサーミアの新しい効果機序も確立されてきており、我々も各

大学と連携をとりながら、転移抑制効果についての研究を進めた結果が論文化され、機器

開発などの参考文献に使われ始めている 12.13)。 

近、多忙や対中感情を理由に中国企業との機器開発も進めていないが、将来的に全身

ハイパーサーミアは Thermal medicine の中核となる治療であると感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.3.2-4 治療前後での CT 画像  

治療前（左）には、丸印の中に多発性の肺転移病巣が確認できる 
治療後（右）には、丸印の中の肺転移病巣が縮小している 
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Extracellular Matrix Remodeling Theory. Thermal Medicine, 26-4:pp.109-119, 2010. 
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3.3.3 殺菌 

近年，食品をはじめ様々な分野において微生物災害が問題となっており、微生物制御技

術の見直し及び人体・環境への安全性を考慮した新たな殺菌技術の開発が望まれている。

食品工業では、近年の流通経路の拡大化・複雑化および嗜好性の変化（低塩化、低糖化）

にともない、大型の微生物災害が多発してきている。また、Bacillus 属および Clostridium

属を含む幾つかの細菌は、安定期において芽胞を形成する。芽胞の殺菌は食品加工プロセ

スにおいて極めて重要な課題であり、近年、赤外線加熱殺菌に関する論文においても芽胞

を扱った論文が増えてきている。ここでは、細菌の栄養細胞、真菌そして耐熱性芽胞にお

ける過去 3 年間程度の比較的新しい論文をまとめ、概説する。 

 

（１）細菌の栄養細胞に対する殺菌 

 Kathiravan ら 1)は、牛乳に黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）を接種し、赤

外線ランプにより赤外線を照射し、黄色ブドウ球菌の致死率の測定と牛乳の温度変化のシ

ミュレーションを行っている。致死率は赤外線ランプの温度、処理試料の体積及び処理時

間に依存したが、619℃の赤外線ランプ温度により 4 分以内に 8log 以上の殺菌効果が確認

された（表 3.3.3-１）。さらに，殺菌効果を検証するため加熱中の牛乳の温度変化を流体

力学を用いてシミュレートした結果、予測温度が実験データは 5.2℃の範囲内で一致した。 

 

表 3.3.3-1  赤外線照射加熱による牛乳中の黄色ブドウ球菌の減少 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

また Hung ら 2)は、ホットドッグの表面を汚染するリステリア菌の殺菌のための赤外線低

温殺菌装置を開発している。本装置は赤外線放射体、ローラー、赤外線センサー及び温度

調節器から構成されている。表面にリステリア菌を塗布し、赤外線を照射し、センサーに

てホットドッグの表面温度を 70，75，80，85℃に制御した。その結果、80℃3 分または 85℃

2 分で、6.4 または 6.7log のリステリア菌の減少が観察され、食品の表面殺菌における赤
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図 3.3.3-1 赤外線照射加熱によるホットドッグ表面に塗布されたリステリア菌の減少 2) 

外線の優れた特性を報告している（図 3.3.3-1）。 

 酒井ら 3)は、遠赤外線を利用した液状食品用殺菌装置の開発を目的に検討を行ってい

る。実験装置は、タンク、ペリスタポンプ、加熱部、レシーバータンクから構成され、斜

面上を流下する試験菌懸濁液に赤外線を照射するシステムとなっている。試験菌は、醤油

をベースにした調味液を想定し、耐塩性乳酸菌，耐塩性酵母を使用した。まず、水を使っ

た液体の加熱試験で、試料流量、流路角度、液膜の厚さと温度上昇の関係、および上昇温

度に対する平均滞在時間、液膜の厚さから試料流量と流路角度の操作条件を決定した。次

に、試験菌を用いた殺菌実験を行った結果、液膜厚み 4 mm、滞在時間 30s の条件で、出口

温度を 80℃以上に昇温でき、十分な殺菌効果が得られることが示された。 

 Brandle ら 4)は、生アーモンド粒の乾燥殺菌に関する赤外線(IR)加熱の利用の実用性を

評価している。生アーモンド粒に及ぼす IR 照射の加熱速度の影響、サルモネラ菌（S. 

Enteritidis）を接種した生アーモンド粒への IR 照射による菌の減少、およびアーモンド

粒への影響を顕微鏡観察により調べた。IR の照射条件として 5,458 W/m2 の照射強度を設定

した。アーモンド粒への IR 照射の 30-45 秒後に粒の表面温度はそれぞれ 90、 102、 113℃

まで上昇し、0.63-1.51log CFU の菌数低下をもたらした。興味深いのは、さらに IR 照射

に次いで、80℃以上で 60 分間の保温をすることにより、サルモネラ菌を 7.5log 以上低下

させていることである。顕微鏡観察により、この処理条件下でのアーモンド品質(肉質、色

調および表面形態)への影響は認められなかった。IR 照射/保温による加熱処理は生アーモ

ンド粒の効果的乾燥殺菌法であることを報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－150－ 

（２）真菌に対する殺菌 

Hatanaka ら 5)は、柑橘類由来のカビ胞子の不活性化に対する紫外線(UV)照射と組み合わ

せた赤外線(IR)加熱の影響について検討している。実験は果物に関連性のある 5 種類のカ

ビ菌種(Penicillium 属、 Aspergillus 属、 Cladosporium 属、 Rhizopus 属および

Byssochlamys 属)をステンレス製のペトリシャーレ培地に接種して IR 加熱および UV 照射

を行った。 

実験は IR 単独加熱、UV 単独照射に加え、IR 加熱→UV 照射、UV 照射→IR 加熱を各供試

カビに対して行っている。実験の結果、Penicillium 属、Aspergillus 属、Cladosporium

属は IR 加熱に感受性があった。Rhizopus 属および Byssochlamys 属は IR 加熱よりも UV 照

射に感受性があった。IR 加熱および UV 照射を組み合わせて処理した結果を図 3.3.3-2 に

示す。すべてのカビ胞子の不活性化に効果的であることが分かった。また若干ではあるが、

IR 加熱→UV 照射の方が UV 照射→IR 加熱より有効であると述べているが、原因は現在のと

ころ不明である。 

 

（３）耐性菌および芽胞に対する殺菌効果 

 Sawai ら 6)は、赤外線放射体に、主波長が 1.2μm の近赤外線ヒーターと 5-7μm の遠赤

外線ヒーターの 2 種を使用し、枯草菌芽胞(Bacillus subtilis)懸濁液に対する殺菌効果を

調べている。いずれのヒーターで赤外線を照射しても、バルク温度約 75℃において最終的

に枯草菌芽胞は減少したが、その過程は異なった。近赤外線ヒーターの場合には，コロニ

ー数は次第に減少した。対照的に、遠赤外線ヒーターの場合には、数分間にわたる低バル

ク温度(40-60℃)における照射初期段階で、芽胞の熱活性化が認められ、その後コロニー数

が減少した。赤外線照射の発芽に対する影響を調べた結果、照射中にジピコリン酸の漏洩

は認められなかった。そこで、赤外線照射後の芽胞懸濁液に増殖培地を加え、濁度変化よ

り発芽速度を測定したところ、近赤外線では全く変化が見られなかったが、遠赤外線では

著しい発芽速度の上昇が認められ、赤外線では著しい発芽速度の上昇が認められ、波長特

性の違いによる芽胞に及ぼす影響の差異が認められた(図 3.3.3-3)。遠赤外線加熱は芽胞

の熱活性化と発芽を促進するため、低温環境下における製品の熱損傷を最小限に抑えた殺

菌プロセスの開発が期待される。 

 

 

 

 



－151－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.3-2 各カビ胞子に対する遠赤外線および紫外線の連続照射の影響 
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図 3.3.3-3 赤外線照射加熱による枯草菌芽胞の発芽速度の変化 . ●遠赤外線, ▲近赤外線 5) 
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Staack ら 7)は、 近赤外線照射を使用したトウガラシ粉末を除菌するプロセスについて、

セレウス菌芽胞(Bacillus cereus)を用いて試験した。赤外線加熱中に、セレウス菌芽胞濃

度の減少および水分活性(aw)と色の変化を測定した。粉末を所定の温度までに迅速に加熱

するため初めは高熱流束で照射し、目標温度に達してからは、エネルギーを下げて照射し

た。加熱中、トウガラシ粉末の aw 値は密閉試料のバルク内では維持できたが、表層部に

おける aw 値は低下した。カロチノイドの温度に対する感受性により、表面および全体的色

値は低下したが、十分に許容できる範囲であった。バルク温度 95-100℃で加熱した aw 値

が 0.88 の粉末については、セレウス菌芽胞数は 6 分以内に 4 オーダー以上低下させること

が可能であることが報告されている。今後、耐熱性芽胞の殺滅に関する知見の集積が期待

される。 
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3.4 環境分野 

3.4.1 エコガラス 

（１）地球温暖化の危機と CO2 削減の重要性 

１）CO2 削減と省エネの重要性 

地球温暖化の危機は地球規模で進展し続けており、それを防止するために世界各国も京

都議定書の発効とともに対策を続けている。それと連動して各国の省エネ基準の内容も厳

しく改正する方向で対応している。 

日本全国のエネルギー消費量は、特に民生部門で顕著な増加を見せて、2008 年には 1990

年比で業務部門（ビルなどが含まれる）は 1.44 倍、家庭部門（住宅）は 1.24 倍にのぼっ

ている（図 3.4.1-1）。これらと連動して CO2 排出量も当然増加しており、2020 年に CO2 排

出量の 25%削減目標を掲げる政府としてはこれらの対策として、これまで罰則のなかった

建物の省エネ基準に勧告・罰則の基準を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1-1 部門別エネルギー消費量（出展；エネルギー需給実績、国民経済計算年報） 

 

図 3.4.1-2 に示す平成 21 年に改正された省エネ基準の内容を概観したい。主な改正点

は住宅、非住宅を問わず延べ床面積により、 

①第 1 種特定建築物（延べ床面積が 2,000 ㎡以上の建築物）は新築・増改築および大規模

修繕等の際、省エネ措置を所管行政庁に届出することを義務付ける。省エネ措置が著し

く不十分な場合は指示する。指示に従わない場合は公表の上、命令（罰則）の措置をお

こなう（平成 21 年 4 月 1 日施行）。 

②第 2 種特定建築物（延べ床面積が 300 ㎡以上 2,000 ㎡未満の建築物）は新築・増改築お
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よび大規模修繕等の際、省エネ措置を所管行政庁に届出することを義務付ける。省エネ

措置が著しく不十分な場合は指示する。指示に従わない場合は公表の上、勧告を行う（平

成 22 年 4 月 1 日施行）。 

③上記の第 1 種特定建築物、および第 2 種特定建築物は維持保全状況を所管行政庁に定期

報告をおこなうことを義務付けた。維持保全状況が著しく不十分な場合は勧告を行う

（平成 21 年 4 月 1 日施行）。 

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1-2 住宅・建築物の省エネ性能の向上対策（国土交通省 HP 資料より） 

 

また、この中で言われている届出内容としては 

◇住宅の場合は、省エネ基準（Q 値やμ値；建物の省エネルギー性の評価方法に後述する）

に沿った省エネ評価を行う。 

◇非住宅（事務所ビル等）は、PAL（年間熱負荷係数）、CEC（エネルギー消費係数）等に沿

った省エネ評価を行う。 

こととしている。 

さらに、住宅における改正点として 

④住宅事業建築主の判断基準をもうけ、年間 150 戸以上の戸建建売住宅（告示では特定住

宅という）を提供する住宅事業建築主を対象に、一次エネルギー消費量を定めて一定の

性能を有した住宅（現行省エネ基準適合）に効率の高い設備機器を導入することで、さ

らに高い省エネ性能の向上を誘導している。この基準は 5 年後に事業主が販売する住宅

の一次エネルギー消費量の平均値が達成目標値を超えることを自ら算定し評価するこ

ととしている（下式）。この基準はいわゆる「住宅のトップランナー制度」と呼ばれて
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いる。 

 

 

 

 

 

このように省エネ基準の改正のスピードは加速しており、さらに平成 22 年 4 月には、

省エネ基準の義務化検討が政府から発表されるなど省エネ基準、建築基準法をはじめ各種

法規の改正については毎年行われている。 

 

２）エネルギー消費が少ない建物 

建物に熱が出入りすることを熱の損失あるいは取得というが、住宅の熱損失を部位別に

見ると窓・開口部などの透明部位と外壁・屋根など不透明部位では、窓・開口部が夏冬と

もに圧倒的に大きいことがわかる（図 3.4.1-3）。 

断熱が容易な外壁・屋根に比べて、日射を取り入れる目的の開口部が断熱、日射遮蔽と

もに性能が劣るのは当然であるが、建物の計画上もっとも検討・留意する部位が窓・開口

部と言える。 

 

 

 

 

 

図 3.4.1-3 冷暖房時に住宅に熱が流入・流出する割合 

（（財）建築環境・省エネルギー機構資料） 

 

エネルギー消費の少ない住宅がすなわち地球環境に優しい住宅であり、具体的には建物

の断熱性を向上させることと設備機器の効率を向上させることで実現することが出来る。

前述のように建物の断熱性のカギを握るのが窓であり、その性能を担うのがガラスである

のは言うまでもない。さらに、近年それらのエネルギー消費の少ない建物とエネルギーを

創る装置を組み合わせた建物が出現している。 

より環境負荷の少ない住宅・建築物としてゼロエネルギー建築物（ZEB）やゼロエネル

ギー住宅（ZEH）という言葉が使われ始めており、すでにイギリスでは 2016 年にすべての

新築住宅を ZEH 化し、2019 年までにすべての非住宅建築物を ZEB 化する目標を掲げている。 

ゼロエネルギー住宅／建築物とは建物で消費するエネルギーと生産するエネルギーが

同じになることであり、暖冷房エネルギーや給湯エネルギーなどのもとになる一次エネル

年 間 に 新 築 し た  
建 売 住 宅 全 体 の  
平均の基準達成率 

基準一次エネルギー消費量の合計（GJ／年） 

＝                         X100％

全対象住宅の一次エネルギー消費量の合計（GJ／年） 
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ギーをその建物で生産する太陽光発電や太陽熱利用でまかなうことをネット（正味）ゼロ

エネルギーと呼ぶこと

もある。（図 3.4.1-4） 

これに対して家電や

コンピュータなどのす

べての消費エネルギー

も含めたエネルギーを

相殺することまで含む

という意見もあり、「概

ねゼロ」という意味で

NZEB と呼ばれること

もある。日本でも、2030

年を目指して ZEB 研究が国交省・ 

経済産業省で開始されている。 

また、国土交通省と経済産業省は既存住宅等の断熱改修を促進するため、平成 20 年度よ

り、図 3.4.1-5 に示す住宅の省エネ改修の工事費に応じて減税を行う所得税減税制度をス

タートさせ、固定資産

税の家屋分にも減免措

置がとられている。さ

らに平成22年 1月から

は、一足先にスタート

した家電や自動車のエ

コポイントと同様の住

宅エコポイント制度を

発足させ、新築住宅と

ともにリフォームにつ

いても窓や壁の断熱化

を促進している。 

 

 

３）複層ガラス、エコガラスの普及 

今日、一戸建ての新築住宅にはペアガラスの入っていない家はないと言われる。今年の

図 3.4.1-4 国土交通省 社会資本整備審議会 

平成 19 年資料より 

図 3.4.1-5 住宅・建築物の省エネ対策の強化に関する支援措置

（国土交通省 HP 資料より）
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調査結果の数字 94.5％がそれを示している。板硝子協会では 1999 年以来このような複層

ガラス普及率調査を開始した。折しも 1999 年とは省エネルギー基準の改訂があった年であ

り、窓の断熱化に注目が集まった年であるといえる。今年 4 月に板硝子協会より発表され

た数字は、戸建新築住宅では前述のように戸数普及率としては 94.5％（面積普及率は

89.1％）と過去最高の値であった。新築の共同住宅では戸数普及率としては 47.7％（面積

普及率は 46.7％）となりやや伸び悩みの結果となった。とは言っても、新築住宅着工数が

80 万戸を割るというこの不況感あふれる市場において 10 年間ずっと右肩上がりの増加を

示している建材はあまりないと思われる（図 3.4.1-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 年（平成 18 年）からは Low-E 複層ガラスの普及も調査に加えた。この年に板硝

子協会では Low-E 複層ガラスを「エコガラス」と命名して一大キャンペーンを張った。「ロ

ーイーガラス、ってなんですか？」という消費者の困惑とこれからの時代への提案として

Low-E 複層ガラスを普及させようとの業界一致した願いであった。奇しくもこの年には複

層ガラスの新築戸建住宅の普及率は 90％を初めて超えて、すでに複層ガラスは常識となっ

た年である。 

 いわゆるエコガラスは 2010 年には戸建住宅では戸数普及率としては 45.3％（面積普及

率は 33.6％）となり、戸建住宅の半数に迫る勢いである。残念ながら共同住宅になると戸

数普及率としては 5.6％（面積普及率は 8.9％）となり一桁台を脱していない。理由として

は壁が多く断熱化の順序として窓が後回しになってきたことや開口部面積が小さいことが

あげられる。共同住宅としての分類には分譲マンションもあるが賃貸の低層アパートも含

まれており、まだ普及の余地が残されている。 

図 3.4.1-6 複層ガラス・Low-E 複層ガラスの普及率推移（板硝子協会調査）
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これら普及率の調査から浮かびあがってくる普及上の問題点は以下のようである。 

①共同住宅での普及率の向上 

 マンション建設の乱高下に左右された感のある複層化であるが、現在の高層マンション

に象徴される消費エネルギー増大と大開口部化の解決策をガラスがどう持つかが今後の普

及拡大のカギとなるであろう。 

②戸建住宅の Low-E 化促進 

 戸建住宅における省エネルギーの追求は透明複層ガラスでは限界まできており、特に都

市部住宅での夏の冷房エネルギーにも目を向ける時期が来ている。特に遮熱性能を重視し

た Low-E 複層ガラスの浸透が課題である。 

③既存住宅の統計 

 これから問題とされるのは、これら新築住宅の普及のみに着目していてよいだろうか、

という点である。5 千万戸とも推定される既存住

宅の断熱化の促進については議論を待つまでもな

いが、その統計資料や実態については推定の域を

出ない。また、政府施策の効果の検証においても、

本年実施の住宅エコポイントの実施にあたって、

ようやく窓改修の実態が浮かび上がろうというの

が実態である。窓の断熱リフォームの実数や全国

既存住宅にどのような窓ガラスが装着されている

のかの統計が今後求められるであろう。 

海外の性能基準と日本の省エネ基準を比較す

ると上表（表 3.4.1-1）のようになる。ただし、

気候（暖房する日数等）の違いで、一概に横並びの

比較は出来ないことに留意する必要がある。 

 

（２）板ガラスの機能性コーティングと Low-E ガラス 

１）ガラスの熱性能 

熱と日射に対するガラスの性能は熱の移動形態として「伝導」「対流」「放射」の 3 つに

関係している。これらの熱の流れに関係する性能を評価する項目が熱貫流率（Ｕ値）であ

る。この値が小さいほど断熱性が優れていることを意味し、特に暖房負荷の軽減に効果が

大きい。建物の各部位の内外温度差を１Ｋ（ケルビン＝1 度）とした時、１㎡あたり何ワ

ットの熱量が流れるかを表す。 

○3.0韓国（中央部）

－2.8中国（北京）

－4.7（開口率25%以下）

2.5（同35%～50%）

中国（上海）

○1.4スウェーデン

○1.4スイス

○1.4オーストリア

○1.6フランス

○1.8イギリス

○

義務

1.1～1.3（2009年）

0.8～1.0（2012年）

窓のＵ値基準

（W/（㎡・K））

ドイツ

国

○3.0韓国（中央部）

－2.8中国（北京）

－4.7（開口率25%以下）

2.5（同35%～50%）

中国（上海）

○1.4スウェーデン

○1.4スイス

○1.4オーストリア

○1.6フランス

○1.8イギリス

○

義務

1.1～1.3（2009年）

0.8～1.0（2012年）

窓のＵ値基準

（W/（㎡・K））

ドイツ

国

－

－

4.65

2.33

日本（東京）

日本（札幌）

－

－

4.65

2.33

日本（東京）

日本（札幌）

表 3.4.1-1 各国の窓の性能基準

（熱貫流率 W／㎡・Ｋ）
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一方、日射に関係する性能を評価する項目が、日射熱取得率（η（イータ）値）である。

日射熱取得率はガラス面に入射する太陽エネルギーを 1 としたときの室内に流入するエネ

ルギーの比率である。この値が小さいほど窓ガラスを通して進入するエネルギーが小さく

なり、冷房負荷の低減に効果がある。なお、遮蔽係数（SC 値：Shading Coefficient）も

よく使われるが、これは厚さ 3mm の透明板ガラスの日射熱取得率（η＝0.88）を１とした

時の各種ガラスの相対値である。（図 3.4.1-7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1-7 熱貫流率と日射熱取得率 

 

２）ガラスの種類 

ガラスの最大の特徴は光を透過することである。透過する光量と入射光量の比を透過率

という。太陽光すべての透過率を日射透過率、人の目に見える波長（380～780nm）の透過

を可視光透過率という。3 ミリの厚みの普通板ガラスは表面で 4％反射し、ガラス内部で

2%吸収され裏面に出るときに 4％反射して 90%の透過率をもつ。自然界の物質としては極め

て優れた透過率をもっている。 

現在生産されている板ガラスの種類は、これら透過率や反射率をさまざまな方法によっ

てコントロールしたものや金属酸化物の調節によって色合いが異なるものなど、さらに 1

枚から複数枚のガラスを組み合わせたものまで多岐にわたって進化し続けている。 

特徴的なガラスをいくつか挙げると、 

①熱線吸収ガラス 

金属酸化物は材料によって固有の波長の光を吸収する性質を持っている。ガラスの主成

分はケイ素の酸化物であるが、鉄やコバルトなどの他の金属酸化物を微量添加すること

によって特定の波長の光を吸収させることができる。熱線吸収ガラスは、添加する金属

の種類と量をコントロールすることによって、様々な色調や、紫外線吸収、熱線吸収な

どの性能を実現している。 

日射熱取得率,η 
– 日射を遮蔽する性能を表す 
– ガラス窓に入射した日射熱

が室内側へ流入する割合 
– 単位：無名数 

熱貫流率,Ｕ  
– 断熱性能を表す 
– 室内外の温度によって 

ガラス窓を通過する熱量 
– 単位：Ｗ／（ｍ２／Ｋ） 
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②高透過ガラス 

逆に着色剤となる金属酸化物を極限まで減らして、抜けるような透明感を実現している

のが高透過ガラスである。演色性が高いためショーケースやショップフロント、ビル外

装や鏡用ガラスにも採用されている。 

③Solar Control ガラス 

金属や金属酸化物・金属窒化物の薄膜は、種類によって光の屈折率や吸収率が異なるた

め、膜の種類や厚みや積層する順番を調整すると、薄膜干渉を利用して特定の波長の光

の反射や透過を制御できる。Solar Control ガラス

は、日射の一部を反射・吸収するコーティングを施

すことで日射遮蔽性能を持つ。 

④Low-E ガラス（図 3.4.1-8 参照） 

低放射率（Low Emissivity）コーティングによって

放射熱の伝達を遮断するのが Low-E ガラスである。

主に複層ガラスの断熱性能を強化する目的で使われ

る。Low-E コーティングは薄膜干渉によって遠赤外

線を反射するように設計されており、冬場の室内の

暖かい熱が室外へ逃げるのを防ぐことができる。 

地 球

温暖化の

大きな原

因となっ

ている温

室効果ガ

スの約 9

割は二酸

化炭素で

あり、そ

のほとん

どは日常

生活や事業活動 

におけるエネルギーの使用に伴い排出されるものである。建築分野において、この二酸化

炭素の排出抑制を図るためには、冷暖房機器による空調エネルギー消費量を減らすことが 

図 3.4.1-8 Low-E 複層ガラス

表 3.4.1-2 ガラスの構成とその熱貫流率、日射熱取得率、可視光透過率
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効果的な手法の 1 つとなる。 

建物の省エネルギーを開口部から考えると、つぎの３つの要因があげられる。 

① 暖房負荷を軽減する、② 冷房負荷を軽減する、③ 太陽光を利用し照明負荷を軽減する 

これらの要因に対して、窓ガラスは大きな影響を与えるので、ガラス（表 3.4.1-2 参照）

にしっかり断熱性や日射制御性を持たせて、熱負荷の小さな建物を造る必要がある。 

 

３）機能性コーティング 

ガラスに光を制御する機能を持たせるには、吸収させる方法と反射させる方法がある。

光を吸収させるには、ガラス中に鉄(Fe2+)、チタン、セリウムなどの金属酸化物等を添加

することで特定の波長の光を吸収し、人間の目には色のついたガラスとして認識される。

前述した熱線吸収ガラスと呼ばれるものである。 

それに対して反射させて光を制御するには、ガラス表面にコーティングする方法が一般

的で、窒化チタン、窒化クロム、酸化チタン等の金属窒化物・金属酸化物を表面にコーテ

ィングする方法がとられる。これらを熱線反射ガラスと呼ぶ。超高層ビルなどの輝く外壁

に使われるのがこの種類のガラスであり、日射遮蔽性も高いので冷房負荷の削減にも役立

つガラスである。これと近い種類が、最近住宅などで多く用いられるようになった Low-E

ガラスである。 

Low-E 膜と呼ばれるコーティングされたガラスを通常は複層ガラスの構成ガラスとして

使う。Low-E とは Low Emissivity の略で低放射と訳される。熱の移動のうちガラスから放

射成分の熱の再放射が低く抑えられるので熱エネルギーの移動を少なくすることが可能に

なる。もちろん空気層による伝導や対流を抑える複層化も大切でこれらの効果と相まって

断熱性が発揮されるのである。 

それでは、一口にコーティングと言っても多くのプロセスの種類がある。ここでは建築

用の板ガラスへのコーティングを説明する。建築用途として重要な要素は、①大面積が出

来ること、②コストが安価（ラインスピードが速いこと）であること、そして③膜の耐久

性が高く均質で品質が安定していること等である。現在、板ガラスメーカーが採用してい

るコーティング方法は大きく２通りである。 

①スパッタリング法（図 3.4.1-9 参照） 

真空中の放電を利用した膜形成法である。マグネトロン・スパッタリング法とも呼ばれ

る。ターゲットと呼ばれる金属の裏側に配置された磁石により形成される磁場をプラズマ

の封じ込めに利用し、比較的低い圧力と高い真空度で安定した放電の維持が可能となる。

板ガラスのスパッタリングによるコーティングでは、たくさんのターゲット（6～30 本程 
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度）を並べ、大規模生産では 2,540mm×3,660mm の板ガラスに 30 秒足らずでコーティング

が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

②CVD(Chemical Vapor Deposition)法（図 3.4.1-10 参照） 

 板ガラスの製造プロセスの中で行われる CVD 法は大気圧 CVD 法で、基本的にコート原料

ガスを基板近傍で熱分解させ、基板上に反応析出させるコーティングプロセスである。 

コーティングが実施

さける場所はコーテ

ィングが実施される

場所は板ガラスを成

形するフロートバス

内あるいはフロート

バス外（徐冷窯の前）で

ある。生産中の熱が利用

できるとともに、板ガラスの板取りや板載せ、洗浄乾燥プロセスが不要である。 

 

４）Low-E 複層ガラス 

上記のプロセスで製造される Low-E ガラスはもう一方の透明ガラス等と組み合わせられ、

複層ガラスの形になり Low-E 複層ガラスとして製品化されている。（表 3.4.1-3 参照） 

表 3.4.1-3 Low-E ガラスの膜構成の例とコーティング法 

図 3.4.1-9 マグネトロン・スパッタリング法 （設備メーカーカタログより）

図 3.4.1-10  CVDＤ(Chemical Vapor Deposition)法 

                           （日本板硝子ＨＰより） 
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室内にある物体は、波長 10μm 近辺の赤外線領域の熱エネルギーを放射する。低放射膜

（Low-E 膜）は、この波長領域に対する放射率（Emissivity）が極めて小さい膜である。

普通の板ガラスの放射率が 0.84 なのに対して、CVD による SnO２系の膜で 0.2、スパッタリ

ングによる Ag 系では 0.1 以下である。 

 

５）Low-E ガラスの分光光学特性 

板ガラスの光学特性（表 3.4.1-4 参照）は基本的には、ガラスの厚さ、原料、表面コー

ティング等により変る。以上述べてきたように、Low-E コーティングされたガラスの分光

透過率、反射率は透明フロート板ガラスと異なり、波長による透過・反射に特徴を持たせ

た性能を作り出すことが出来る。 

表 3.4.1-4 光学特性 

  （Tv；可視光透過率、Rv；可視光反射率、Te；日射透過率、Re； 日射反射率、 

η；日射熱取得率、Ｕ；熱貫流率 w/㎡ K） 

 

①透明フロート板ガラス 

図 3.4.1-11 に可視光線と近赤外線の領域をよく透過し、透明感あふれる基本的なガラス

の特性を示す。遠赤

外線の領域はよく吸

収して温室効果を発

揮するが、放射率

（Emissivity）も高

い（ε≒0.85）ため、

屋外に排出される熱

量も大きい。 

 

 

②Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスの分光光学特性 

これに反して、Ｌｏｗ－Ｅコーティングされたガラスの分光特性は銀(Ag)やスズ(Ｓn)

などの金属膜によって遠赤外線をよく反射して、したがって吸収もなく再放射が小さい（ε

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
1000 10000

透
過

率

反
射

率

波長(nm)

透過率

吸収率

反射率

紫外線 可視光線 近赤外線 遠赤外線

図 3.4.1-11 透明フロート板ガラス(FL6)の分光光学特性
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≒0.1～0.2）ので、

可視光線はよく透

過するが遠赤外線

は透過しないガラ

スとなる。 

銀の層の数や金

属の種類の違いで、

近赤外線をよく反

射 す る タ イ プ を

「遮熱型」（日射遮蔽

型）といい、近赤外

線を透過するタイプ

を「断熱型」（日射取

得型）といい、特性

が異なる。 

（図 3.4.1-12 参照） 

また、複層ガラス

の構成で外部側からガラス表

面を♯1 面～♯4 面まで番号付けられる。表 3.4.1-4 中で♯2 面コートとあるのは、外部側

ガラスの空気層側（内側）、♯3 は室内側ガラスの空気層側を指す。図 3.4.1-13 に示す♯2

面に Low-E 膜を施すものはη値が小さく「遮熱型」と呼び、主に温暖地に使用される。♯3

面に位置するものは「断熱型」と呼ばれ寒冷地に使用されることが多い。 

 

   遮熱型（温暖地）          断熱型（寒冷地） 

図 3.4.1-13 遮熱型／断熱型 Low-E 複層ガラスの構成と光学性能例（右側が室内） 
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図 3.4.1-12 Low=E ガラスの分光光学特性 
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第 4 章 放射伝熱の具体的な事例（保温機能利用） 

 
本章では、繊維製品の保温機能としての繊維集合体の熱移動特性と、放射伝熱の具体的

な事例として、保温繊維を使用した商品利用例について報告する。また、宝飾業界を取り

巻く状況とそれを克服する新しいジャンルの装身具の一例についても述べる。 
 

4.1 繊維分野 

我々は様々な環境温の中で、恒常体温を保って生きている。恒常体温を保つため、体外

からエネルギーを摂取し、人体産熱により環境温に適応して生活している。環境温から身

体を保護するために衣服、寝装品などの繊維製品が使われている。繊維製品は、細い繊維

が沢山集ってできた繊維集合体であり、繊維と空気で構成されている。 

 

4.1.1 繊維集合体の熱移動 

（１）有効熱伝導率（見かけ熱伝導率） 

繊維製品は繊維と空気が複合した繊維集合体である。繊維素材の種類は多く、集合体構

造は複雑で多様性に富み、熱移動（熱輸送）の機構には、伝導、対流・放射の過程が様々

に競合し複雑な様相を呈する。このため、繊維集合体の熱移動特性は、素材および集合体

構造との関連において十分に解き明かすまでには至っていない。 

繊維製品は繊維と空気の複合体であり、厳密には熱伝導率は定義されず、有効熱伝導率

すなわち見かけの熱伝導率が用いられる。 

有効熱伝導率の測定には、主として定常状態での平行平版法が一般的に応用される。水

平に置いた試料（例えば布地）の上下両側の平板を高温（熱供給）側、低温（熱吸収）側

とし、それぞれの温度を一定に保つのに必要な熱流量を測定する。両側平面の間隔（布の

厚さ）を d、有効測定面積を A、温度差をΔT とし、測定された熱流量を Q とすると、フー

リエの法則を適用して、有効熱伝導率λe

および熱コンダクタンスｃは次式で与え

られる。 

 λe＝Q・d/（A・ΔT） 

  ｃ＝λe/ｄ 

繊維集合体の熱移動(輸送)機構を理解す

るには、繊維の材料内で占める体積分率

の関数として熱移動特性を整理すること

が基本となる 2)3)。 

表 4.1.1-1 各種素材の物理定数 
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種々の繊維製品（布地）について、繊維素材や組織（インナー・アウター・防寒用）を

調べて測定されたλe とｃを体積分率と共に表 4.1.1-1 に示す。 

繊維製品（布地）が厚くなる

ほど見かけ比重は小さくなり、

すなわち繊維の体積分率は減

少する。このことが、熱移動

特性値にも反映されることと

なる。 

図 4.1.1-1 は、表 4.1.1-1 で

測定した試料すべての熱コン

ダクタンスと厚さの関係をプ

ロットしたものである。 

熱コンダクタンスは、厚さに強く依存し、含気率が高いため、静止空気の熱コンダクタン

ス（図 4.1.1-1 中の実線曲線）に近い関係を示す。 

薄い試料では、比較的大きく伝導による熱移動（輸送）が支配的であるため、熱コンダク

タンスは厚さに反比例する。一方、厚く（約 4mm 以上）体積分率の小さい防寒材料では、

放射による熱移動が支配的になり、一定値（ｃ＝４σSBT
３、４σSBT

３はシュテファン－ボ

ルツマン定数）に近づく。 

繊維材料は、繊維集合体であるために、他の連続体に比べると圧縮による変形を受けや

すく、表面形態が不安定である。したがって、熱特性の計測においては、熱特性測定時の

圧縮条件に慎重であることや算出される値には繊維材料と平板境界面の接触抵抗が影響す

ることを考慮せねばならない。 

繊維集合体でも、繊維塊（わた）の場合、織編み組織への糸構造がなく、構造は単純で

あり熱移動機構の解析は比較的単純である。しかし、布団やキルト製品などは繊維塊(わた)

を詰め物とし、外側を布地で覆った複合体構造であり、熱移動の解析を複雑にしている。 

 

（２）放射伝熱 

繊維としては、衣料に用いられる羊毛･絹・木綿などの天然繊維、セルローズ系の化学

繊維やポリエステル、・ナイロン･アクリルなどの合成繊維、住宅等の断熱材に使用される

ガラス繊維、産業用途に使われるアラミド繊維、炭素繊維、さらには金属繊維などがある。 

布地や布団わたやビル壁住居壁などの断熱材などで繊維集合体の熱移動には放射（ふく射）

が重要な役割を担っている。 

図 4.1.1-1 各種素材の熱コンダクタンス 
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保温繊維として利用する温度では、波長は遠赤外線・赤外線領域あたりで、波長と繊維

の太さが同程度であり、光の回折・干渉の効果が効くことになる。すなわち、熱伝導によ

る熱の直接的な輸送に対して、放射は電磁波の形を経て、空間中を放射・吸収現象により

電磁波のエネルギーに変換される間接的輸送である。したがって、放射の熱移動の寄与を

調べるには、繊維による散乱・吸収および放射・その断面積の繊維素材・形態への依存性、

境界条件の違い、また、材料中の温度分布が、伝導と放射の双方がはたらいて複雑になる

などの点を考慮して放射熱移動方程式が解かれている 3)。 

放射による熱移動（輸送）率λr は繊維集合体の光学的厚さτ0（繊維集合体内でふく射

が吸収・散乱される割合・回数を表し、体積分率に比例）、全吸収（吸収と散乱）に占める

散乱の割合 S、および境界の放射率ε1、

ε2 として求めて図 4.1.1-2 に示す。 

境界が黒体（ε1=ε2=1 の場合、体積分率

=０（τ0=0）の時は、空洞の熱輸送率（λ

=４σSBT
３d）と一致し、体積分率τ0 の増

加と共に急激に減少する。境界が非黒体

の場合（ε1=ε2=0.1）は、ふく射による

熱輸送率は減少し、体積分率（τ0）の単

調な関係ではなくなる。 

図 4.1.1-2 光学的厚さ（τ0）と放射熱輸送の効果 

 

（３）繊維集合体構造と空隙率 

繊維製品は繊維と空気が複合した繊維集合体であり、図 4.1.1-1 に示したように繊維材

料の種類と構造により、有効熱伝導率は繊維の体積分率（図 4.1.1-1 では厚さ）と共に変

化する。 

また、繊維集合体の放射による熱移動（輸送）は、繊維集合体の体積分率（図 4.1.1-2 で

はτ0）により図 4.1.1-2 に示すよう変化す

る。 

今、放射伝熱の影響を考える場合、繊維集

合体内の空気に着目するほうが理解しやす

い。繊維と繊維の間にある空隙率を、表

4.1.1-1 の 体 積 分 率 か ら 算 出 し て 図

4.1.1-3 に示す。繊維集合体の体積(=1)と

体積分率（繊維）と空隙率（空気）
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図 4.1.1-3 繊維堆積分率と繊維間空隙率



－168－ 

すると、繊維体積分率（vf）と繊維間空隙率（va）の関係は、vf＋va＝１ となる。 

したがって、図 4.1.1-3 において、繊維の体積分率（vf）が高くなると、繊維間空隙率（va）

は小さくなる。空隙率が小さいということは放射効果の寄与も小さくなるということにな

り、繊維間空隙を大きくすることは、繊維集合体の放射効果が大きくなる。図 4.1.1-3 に

は、各種の繊維製品を記載しているが、繊維集合体として空気を多く有する製品は、保温

率も高く放射伝導の効果も大きくなる。 

 

4.1.2 保温繊維を使用した商品例 

 外部からエネルギーを受けて人体を保温させる際、外部より受ける放射伝熱エネルギー

を素材の高空隙構造などにより保温効果を高める消極的保温素材と素材により他のエネル

ギーを積極的に放射伝熱エネルギーに変換させる積極的保温素材がある。最近の保温繊維

の商品例を述べる。 

（１）消極的保温素材（空隙率利用の保温繊維） 

人体から放出される熱エネルギーは温度差に基づく乾熱移動（熱放射損：約 40%、熱伝

導･対流損：約 30%）と衣服内外の水蒸気圧差に基づく湿熱移動（気化熱損：約 30%）に

より失われる。保温素材の効果を発揮させるには、大量の空気を取り込み、対流を起こさ

せない工夫がポイントで、従来は保温性の大きな材料は厚い布にならざるを得なかった。 

しかし、繊維が細くなると、同じ重さの繊維塊でも空気を細かく分断でき、表面積が飛躍

的に増加し、空気との摩擦も増え、対流が起こり難くなる。断熱保温材料の開発は熱抵抗

の大きな材料の探索であり、そのため、中わた保温素材が重要であった。 

空気は他の繊維よりも約 10 倍も熱を伝えにくい。しかし、この値は静止空気層の場合

であり、対流が生じると急激に大きくなるため、保温では如何に材料中に多くの静止空気

層を取り込むかということになる。この対流防止には極細繊維、異型断面繊維、中空繊維

を使用するか。織編物・不織布シートなどの多層化を図り、内部の空気層を細分化して、

静止空気層の確保するかにかかっている。 

評価には熱抵抗性を表すクロー（clo）値が世界的に用いられている。１clo は、気温 21.2℃、

湿度 50%RH 以下、気流 10cm・ｓ‐1 の大気中で、椅子に掛けて安静にしている標準男子

の平均皮膚温 33℃の快適性を維持できる衣服の保温性である。 

人体から出る熱エネルギーを 50kcal・m‐2・h‐1 とし、伝導･対流・放射による熱損失分の

みを考慮して計算すると、１clo＝0.18℃ｍ２ｈkcal＝0.15m2W‐1 と算出される。 

空気層を細分化させるため細い繊維を用いた、住友スリーエム社「シンサレート不織布」

などが保温材・断熱材として広く使われている。 
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繊維内部に空気を有する中空繊維の例を図 4.1.2-1 に示す。一本の繊維に一つの孔をあ

ける中空繊維では、中空率を上げていくと断面外周の繊維層が薄くなり、潰れやすくなる

ので、高空隙構造を目標として中空率約３０％程度の繊維が作られている。図 4.1.2-1 は、

断面形状が非円形の特殊断面であり繊維集合体として、繊維内部及び繊維と繊維の間にも

丸型断面よりも空隙を多く含むように工夫されている。図 4.1.2-2 は、丸型断面の中に 12

個の孔を持つ多孔型中空糸であり中空率を 40%程度まで向上させており、インナー、アウ

ター、素材として、スポーツ衣料や寝装品用途に使われている。 

 

 

 

 

 

  図 4.1.2-1 異形中空繊維（帝人ファイバー） 図 4.1.2-2 多孔高中空繊維（クラレ） 

 

繊維の高中空化技術はさらになおナノレベルにまで追究されており、経済産業省の H１

９年度成果発表資料によれば、「高機能ファイバー創出ナノ加工技術開発プロジェクト」と

して、超軽量化繊維の開発が行われている。一本の繊維の中にナノサイズレベルの多孔中

空孔を作ろうというプロジェクトであり、超軽量保温繊維素材として、環境省「チームマ

イナス 6%」で提唱されているウォームビズにも寄与しうることが期待される。 

 

（２）積極的保温素材  

 以上に述べてきた高空隙構造は、効率的に空隙を繊維内に配することで放射伝熱移動を

上げ、保温効果を高めようとする保温であるのに対し、素材そのものがエネルギー変換機

能を有するのが積極的保温素材である。 

 面状発熱体を用いた電気エネルギーを熱エネルギーに変換させる素材、鉄粉を空気中で

酸化させて発熱させる化学反応タイプ素材、太陽光の光エネルギーを吸収熱変換させる太

陽光蓄熱保温素材、外気温の変化を感じて色が白色から黒色に変化して太陽光の吸収量を

調節するフォトクロミック保温素材などがある。身体からの放射熱を衣服の内側で反射す

る保温材料は、アルミなどの金属粉末を練り込んだ樹脂を表面にコーティングしたものや、

金属蒸着、無電解メッキなどで繊維表面を金属被覆したものがある。さらには、人体産熱

を吸収して遠赤外線を放射するセラミックス素材を用いた遠赤外線放射保温製品、人体か

ら発生する水分を効果的に吸着熱に換え保温性を高める発熱保温素材も多用されている。 
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１）電磁波エネルギー変換型保温素材 

光エネルギーを吸収熱変換する保温性素材の利用例としては次のタイプがある。 

①太陽光エネルギー等を効率的に吸収し、一部を遠赤外線に変換し人体に与える素材 

②人体から放射させる熱線（遠赤外線）を反射する保温素材 

③外気温の変化に応じて、太陽光吸収量を調節する保温素材 

このため、遷移金属化合物、金属酸化物、セラミックなどが注目されてきたが、光エネル

ギーを利用した保温材料は、軽くて運動機能に優れ保温効果は大きいが、光エネルギー量

の少なくなる夜間照明下などでは問題があったが、改良が進み各種素材が上市されている。 

これに、近年の健康志向ブームから、遠赤外線の人体活性化効果に注目が集まり、セラ

ミック利用が拡がり、効果に疑問のある製品も出現しはじめ、（社）遠赤外線協会では、適

切に遠赤外線効果を評価を計測できる評価基準を定め、認定制度を発足させた。制度発足

10 年を経過し、分光放射率を中心とする放射特性とサーモグラフィーを中心とする温度特

性から遠赤外線の放射効果をより適切に評価できる認定制度として、今回見直しを行い、

標準化している。また、香港はじめ海外に向け、遠赤外線商品の認識・普及に努めている。 

認定の第１号製品として、クラレ「ロンウェーブ○R 」50%・綿 50%の紡績糸使いのニット

生地が出現して以降、肌着などのインナー、アウター、腹巻、靴下などの商品が認定され

ている。クラレ「ロンウェーブ○R 」は多種混合セラミックを練り込んだポリエステル中空

糸で、ふとんわた、側地、毛布、靴下、サポータなどに販売されており、断面形状、遠赤

外線放射特性を図 4.1.2-3、図 4.1.1-4 に示す。また図 4.1.1-5 にサーモグラフでセラミ

ックを練り込まない糸に対し保温性は向上している。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2-3 ロンウェーブ○R の繊維断面 

 

 

 

 

図 4.1.2-5 ロンウェーブ○R のサーモグラフ 図 4.1.2-4 ロンウェーブ○R の 
遠赤外線放射特性 
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セラミックを練り込んで放射率を上げることは、放熱も起きやすくなることであり、蓄

熱・保温繊維では、暖まった布、衣服アンサンブルで、他の機能による保温機能を複合さ

せて保温効果を維持するように工夫されている。 

表 4.1.2-1 蓄熱材を内部添加した蓄熱・保温繊維例 

表 4.1.2-1 は、蓄熱材

を内部添加した蓄熱・保

温繊維の例であり、遠赤

外線協会で認定している

商品の 2、3 の例を以下

に示す。 

図 4.1.2-6 は、オーラ

石をポリエステルに練り

こんだ「オーラ○R 繊維」

（メカニカ

ルプラネッ

ト社）の遠

赤外線放射

繊維の例で

あり、着用

による体表

面温度上昇

をサーモグ

ラフで示している。 
 
また、「光電子○R 繊維」(ファー

ベスト社 )もポリエステルの

セラミック練り込み繊維であ

り、手のひらよりも放射エネ

ルギーは高い。（図 4.1.2-7） 

 

 

 

 

素材 会社 商品名 1992年以前 素材 効果

カネボウ合繊 マソニックA マソニックA A 遠赤外線吸収セラミック練り込みアクリル

サーモキャッチ サーモキャッチ A 熱線吸収物質練り込みアクリル

サーモキャッチW A 白色熱線吸収剤練り込みアクリル

東レ トレヒート A 太陽光吸収熱変換剤練り込みアクリル

東邦テキスタイル サンタード A 蓄熱剤練り込みアクリル原綿(毛布用)

東洋紡 セラムA セラムA A 遠赤外線効果のあるセラミック練り込み

カプロサーモ カプロサーモ E 太陽光吸収セラミック練り込みポリエステルSF

ロンウエーブ ロンウエーブ E 遠赤外線放射セラミック添加ステープル

ロンウエーブP E 遠赤外線放射セラミック添加フィラメント

サーモトロン サーモトロン E ソーラーα使い布帛

ホワイトサーモトロン E 白色系太陽光発熱素材

マイクロアートサーモ E 井形中空糸/サーモトロンの複合技術

(ｿｰﾗα・ﾏｲｸﾛｱｰﾄ) E

ライトウオーム ライトウオーム E 遠赤外線放射セラミック配合中空糸

旭化成 エアックサーモ E ポリエステル中空糸"エアック"に蓄熱剤を付与

ウオーマル ウオーマル E 珪酸ジルコニウム系練り込み、外層部に高濃度

オプトセンサ オプトセンサー E 近赤外線吸収物質練り込みポリエステル＆後加工

カネボウ合繊 マソニックN マソニックN N 遠赤外線吸収セラミック練り込み芯鞘ナイロン

サーモトロン サーモトロン N ソーラーα使い布帛

ソーラα ソーラα N 炭化ジルコニウム/ナイロン芯鞘糸

ホワイトサーモトロン N 白色系太陽光発熱素材

アクリル

ポリエステル

ナイロン

三菱レ

クラレ

ユニチカ

帝人

ユニチカ

図 4.1.2-6 オーラ○R 繊維の遠赤外線効果 

図 4.1.2-7 光電子○R 繊維の放射熱エネルギー
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アクリル繊維にセラミックを練込んだ「セラム○R A」、「ドゥレープ」（東洋紡）の放射率

を図 4.1.2-8 に示す。遠赤外線協会基準４５℃パラレル法テストに合格しておりインナー、

スポーツウェア、毛布などにも利用されている。図 4.1.2-9 は、「ドゥレープ」で作った毛

布の４５℃パラレル再放射法データを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2-8 セラム○R A の放射特性  図 4.1.2-9 ドゥレープ○R の 45 度パラレル再放射法 
                         ΔT＝0.5℃(p<0.05) 
 

アルミニウムやチタンなどは熱線反射材料として保温繊維分野でもよく使われている。 

放射伝熱を効率的に利用するための手段であり、防寒衣料、スポーツ素材、寝装インテリ

ア素材にも多用されている保温材料である。 

人体からの熱線（遠赤外線）を反射する保温性素材として、布や不織布の表面にアルミニ

ウム金属を蒸着させて、身体からの産熱エネルギーを反射させることで温かさを保つ、「メ

タルギア○R 」（東洋紡）の例を図 4.1.2-10 に示す。ポリエステル不織布にアルミニウムを

蒸着させた「メタルギア○R 」での遠赤外線協会基準４５度パラレル再放射法データ（図

4.1.2-11）は、未加工品と比べ 7.9℃の温度差があり熱線を効率的に反射し、保温性素材

に使われている。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2-10  メタルギア○R の熱反射効果の説明  

 

 

 

図 4.1.2-11 メタルギア○R の 

45度パラレル再放射法

ΔＴ＝7.9℃(p<0.05) 
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２）化学エネルギー変換型保温素材 

① 吸湿発熱利用 

吸湿発熱繊維は、開発当初はスポーツ素材として、スポーツウエアメーカのミズノと東

洋紡で開発された高架橋ポリアクリレート系繊維である。人体から発生する水分を効果的

に吸着熱に換え保温性を高める発熱保温で、スポーツ衣料はもとより、インナーウェア、

アウターウェア、寝装分野でも多用されている。     表 4.1.2-2 各種繊維の吸着熱 

 吸湿発熱の原理は水素結合による水和熱効果

と繊維の膨潤に伴う繊維内の非結晶領域にある

糸状分子の伸長時の抵抗から生じる熱エネルギ

ー、つまり、膨潤エントロピー効果が寄与して

いるといわれる。吸湿発熱があるといっても、繊維の内部・繊維間に吸湿・吸水された水

分が熱伝導性を高めるので、吸着熱がそのまま保温に結びつくわけではない。 

表 4.1.2-2 に各種繊維の吸着熱を示す。用途に応じた繊維の選択が必要である。綿やレー

ヨンなどのセルローズ系繊維は吸着熱の発生はあるが、吸湿・吸水された繊維が水分で熱

伝導性が高まり冷えを感じる場合もある。羊毛・羽毛などの動物性繊維は繊維組織内の微

細構造部分に水分が入るため、汗冷え・ムレ感を生じにくく、適当な水分吸着があり、保

温性を保てる。羊毛セータ、ダウンジャケツト、羽毛ふとんなどの保温性として、空気の

断熱効果と吸湿発熱効果を有効に利用できる。 

② 相変化利用 

その他、化学エネルギー変換型保温素材として、相変化物質（Phase Change Material：

PCM）を 2～3μmφのマイクロカプセルに封入して繊維に練り込んだり､繊維表面にバイン

ダーと共にコーティングし、人体体温近辺に配する保温性素材

がある。パラフィンワックスをマイクロカプセルにした NASA

開発の「アウトラスト○R 」などが衣服内温度調節に利用されて

いるが、添加量、集合体構造など適切なる商品設計に基づく品

質設計が求められる。 

図 4.1.2-12 は、PCM マイクロカプセルをアクリル繊維に練り込

んだ「アウトラスト○R 」繊維の断面図である。 

 

３）電気エネルギー変換利用 

電気発熱繊維は糸または面状繊維に導電性を付与し、電気抵抗によって発熱させる繊維

である。数μｍの細い金属繊維を耐熱繊維と複合する方法、繊維自体を金属コーティング、

ほとんどなしポリエステル

40～50綿

8501～450ウール、羽毛

800～2000ポリアクリレート繊維

吸着熱〔Jｇ－１〕繊維

各種繊維の吸着熱

ほとんどなしポリエステル

40～50綿

8501～450ウール、羽毛

800～2000ポリアクリレート繊維

吸着熱〔Jｇ－１〕繊維

各種繊維の吸着熱

図 4.1.2-12  PCM マイクロカプセル

練り込み繊維側面 
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スパッターリングする方法、繊維に導電性ポリマーを混合する方法などがある。繊維に柔

軟性、屈曲性を持たせ通電することで、路面凍結防止ヒーター、融雪マット、電気カーペ

ット、作業用手袋など幅広く商品展開されている。 

図 4.1.2-13 は、マイクロメタルファイバーとアラミド繊維を撚り合わせた“ソフテレ

ック○R ”（ソフテレック（株））という繊維状発熱繊維であり、優れた柔軟可撓性や耐熱性

をもち、発熱線の導体部を絶縁被覆加工後、最外部を耐熱耐圧繊維で被覆し、耐圧・耐熱

性を向上させた電熱線を“ブレードヒータ”と称して、路面凍結防止ヒーター、融雪マッ

トなどに使われている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2-13 発熱繊維“ソフテレック○R ”とブレードヒータの構造 

 

（３）複合型素材 

 人体の皮膚が物体に接触するときに感じる冷温感の客観的評価法として、Qmax 値が使わ

れる。布地に接触するときに感じる熱移動をシミュレートしており、素材の熱伝導率、布

地表面の毛羽の有無により変化しており、表面の滑らかな布地は冷感があり、夏用の材料

に用いられる。一方、冬用の材料としては、Qmax 値は小さく温感のある布地であり、消極

的保温素材に積極的保温素材を組み合わせた複合型保温素材が使われている。肌着素材と

して人気のある「ヒートテック（ユニクロ）」「ヒートファクト（イオン）」「ヒートスタイ

ル（グンゼ）」などは繊維の吸湿発熱効果や繊維太さや編み密度などによる空隙効果も組み

合わされた複合型保温素材である。 

 

 

参考文献 

１）中島利誠；H16 年度 常温域放射機構研究会報告者；p35 遠赤外線協会（2005） 

２）繊維学会編；繊維便覧 第 3 版、丸善（2004） 

３）丹羽雅子編； アパレル科学；p72～p77 朝倉書店(1999） 
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4.2 宝飾分野 

4.2.1 市場動向 1) 

日本国内に於ける、宝飾業界の動向と遠赤外線分野の利用状況について述べる。図 4.2-1

に示すように、1990 年前後のバブル期には、日本国内の宝飾市場は、約 3 兆円あったもの

が、近年では約 1/3 の 1 兆円程度まで縮小してしまっている。また、同業界の中でも安定

していたブライダル分野でも、図 4.2-2 に示すように、若若者の価値観の変化化から減少

傾向にあり、今後もその傾向は顕著になると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 今後の宝飾業界を取り巻く変化 

今後の宝飾業界を取り巻く変化について、プラスになる要因とマイナスになる要因を検

討すると、以下のようなことが考えられる。 

図 4.2.1-1 国内の宝飾市場動向 

図 4.2.1-2 国内のブライダル市場の動向 
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（１）プラスの要因 

・来日する中国、ロシアなどの外国人富裕層観光客による消費の増加 

・団塊世代の退職金による消費増加 

・買取市場の拡大 

・女性の社会進出にともなう購買力の増加 

・健康志向の高まりによる健康ジュエリーの増加 

（２）マイナスの要因 

・クレジットローンの規制強化 

・ブライダル人口の減少 

・消費者の宝飾品保有過多による不要感 

・若年層を中心とした、素材に拘らない低価格アクセサリーユーザーの増加 

・後継者不足による、宝飾店の減少 

上記の要因を生み出す人口減少と年齢構成比の変化の予測値 1)を図 4.2.2-1 以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 宝飾業界における遠赤外線の利用状況 

昨今の健康志向ブームにより、健康ジュエリーなる分野が注目を集めている。これまで

は、宝飾品と言えば、素材として金やプラチナを用いるものを指すのが一般的だったが、

最近は、低価格志向と価値観の多様化が顕著で、金やプラチナ以外の素材も受け入れられ

つつある。また、血流改善や体温上昇効果を期待して、磁石、ゲルマニウム、チタン、ト

ルマリン、各種セラミックス等を用いたジュエリーが増加傾向にある。その中でもまだ少

数ではあるが、遠赤外線効果を打ち出したジュエリーが出始めている。素材に、トルマリ

ン、各種セラミックス、炭などの持つ素材特性を利用して、オシャレをしながら健康を維

持するというコンセプトで販売されている。 

図 4.2.2-1 人口減少と年齢構成比の変化 
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（１）具体的な事例 

一例として、ある大手メーカーが販売している、素材に炭を用いた健康ジュエリーにつ

いて述べる。この商品は、球状の特殊加工された炭に穴をあけ、中線を通して繋いだシン

プルな構造のネックレスである。一般的な健康器具と異なり、特に意識することなく、体

に直接身につけ、当該部分の皮膚温上昇を得られるもので、皮膚温の上昇による血流の改

善を狙ったものである。 

図 4.2.3-1 は、ネックレス装着前、装着後 60 分、装着後 90 分の皮膚温の変化をサーモ

カメラで測定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-1 ネックレス着用時の皮膚温変化 

4.2.4 今後の展望 

老齢人口比率の増加にともなう健康志向の高まりを受けて、健康ジュエリーの販売が比

較的好調である。この健康ジュエリー分野を発展させるためには、販売時の正しい商品説

明と魅力ある新製品の投入が欠かせない。遠赤外線による保温効果を利用したデザイン性

豊かな商品を市場に投入し、健全な販売を心がけていけば、市場が拡大する余地は十分に

あると思われる。 

 

参考文献 

1) 矢野経済研究所 IJT 2009 Market Info 

着用前に比べ、着用後では点線で囲

まれた領域の平均皮膚温増加や顔

の部分に温度上昇が見られる。 
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第５章 放射伝熱の具体的な事例（計測・情報処理） 

 
 本章では、非接触の温度計測、バイオプロセスのモニタリング・制御を目的とした計測

などの計測分野に適用した例と遠赤外域の長波長側に位置するテラヘルツ波を用いたセン

シング、遠赤外放射を自動車の安全確保に用いた例について、その概要を述べる。 
 
5.1 計測分野 

5.1.1 放射温度計則 

（１）はじめに 

すべての物質は、その温度に応じた電磁波を放出する。この電磁波放射は、「熱放射（熱

輻射）」と呼ばれ、特に、理想的な熱放射体（黒体）からの熱放射は、「黒体放射」とされ

る。黒体放射の放射強度（輝度）、スペクトル分布と温度の関係は、プランクの法則により

次式のように記述される。 
 

1)exp(

1),(
2

5
1

,
−

=

T
c

cTL b

λ
λ

λλ      （１） 

 

ここでＬλ,b(λ,T) は、波長λ[m]、温度Ｔ[K]における黒体放射の分光放射輝度であり、ｃ１,

ｃ2 は、それぞれ放射の第一定数及び第二定数と呼ばれ、 

 ｃ１=2c2h =1.191044 ×10-16 Wm2, 

ｃ2 =ch/k = 0.01438769 mK 

である。ここで、ｃは真空中の光速度、ｈはプランク定数、ｋはボルツマン定数である。 

（１）式により表される黒体の分光放射輝度と波長、温度の関係を図 5.1.1-１に示す。黒

体放射は、温度が高くなるほど、放射スペクトルのピークが短波長側にシフトするととも

に、放射エネルギーの総量も増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5.1.1-1 黒体放射の分光放射輝度分布 
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放射温度計は、物体表面から放射される熱放射（輻射）を光センサで捕らえ、黒体放射

則を原理として物体表面の温度を推定する測定器である。図 5.1.1-1 からもわかるように、

通常の工業プロセス、産業計測等の対象となる室温～1000℃の温度域においては、波長１

μｍ～１０μｍの赤外光を検出する赤外放射温度計が利用される。従来、抵抗温度計など

の接触式温度センサが利用困難な高温用温度計として、鉄鋼・セラミックスなどのプロセ

ス用途で利用されてきたが、赤外線センサ技術の高度化などに伴い、実用的な測定温度範

囲も拡大している。現在では、赤外線サーモグラフ（熱画像装置）などを含め、0℃以下

から 3000℃に至る広範な温度域における非接触温度計として、食品衛生管理や環境計測な

どの分野においても利用が拡大している。 

 

（２）放射温度計の校正とトレーサビリティ 1) 

放射温度計は、物体の温度と放射輝度が「プランクの黒体輻射則」によって関係づけら

れることを原理として対象の温度を測定する。従って、理想に近い黒体放射を実現する装

置である「黒体炉」を標準器として放射温度計の目盛校正が行われる。黒体炉は、通常「定

点黒体炉」と「比較黒体炉」に分類される。定点黒体炉は、白金抵抗温度計の校正装置と

同様に、定点金属を封入した黒鉛製のるつぼを均熱炉内において、融解・凝固プラトーを

実現する。るつぼには、擬似的な黒体空洞が形成されており、定点温度において信頼性の

高い黒体放射を実現することができる。定点以外の温度に関しては、高精度の標準放射温

度計を定点黒体炉により校正した後、プランクの黒体輻射則に基づいて、内挿・外挿する

ことにより、連続的な温度目盛を実現することができる。比較黒体炉は、温度目盛の基準

となる参照温度計（白金抵抗温度計、標準放射温度計など）と校正対象となる放射温度計

の目盛を比較校正するための装置である。放射率を高めた金属等の空洞を温度可変の均熱

炉内に設置して、任意温度の黒体放射を実現する。 

現在、我が国の国家計量標準機関である産業技術総合研究所では、SI 単位トレーサブル

に放射温度計や黒体炉等を校正することを目的として、図 5.1.1-2 に示すような国家標準

器を整備している。962℃以上の高温域では、分光感度特性や線形応答性を評価したシリ

コン単色放射温度計（波長：0.65μm、0.9μｍ）を標準放射温度計として、これを定点黒

体炉で校正し、プランクの黒体輻射則に基づいて外挿することにより、SI 単位系における

標準温度目盛である国際温度目盛（ITS-90）を実現している。160℃～1084℃の温度域で

は、インジウム（156.5985℃）、スズ（231.928℃）、亜鉛（419.527℃）、アルミニウム

（660.323℃）、銀（961.78℃）、銅（1084.62℃）の定点黒体炉群を標準器として、0.9μ

ｍ単色放射温度計や InGaAs 素子をセンサとする 1.6μｍ単色放射温度計を標準放射温度
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計として、内挿による温度目盛を実現している。さらに、－30℃～160℃の温度域では、

温度安定性・均一性に優れた液体恒温槽内に金属製黒体空洞を設置した比較黒体炉を開発

し、空洞部の温度を国際温度目盛にトレーサブルな標準白金抵抗温度計を用いて精密測定

することにより放射温度目盛を実現している。現在、産業技術総合研究所では、これら国

家標準に基づき、標準放射温度計、定点黒体炉の校正に加え、比較黒体炉（-30℃～160℃）

及び、新たに開発された金属－炭素共晶点黒体セルの校正を実施している。産総研では現

在、およそ 0.05℃（常温域）～1.7℃（2500℃）のレベルの校正不確かさを実現している。

今後、常温域を中心とした、計量法に基づく JCSS トレーサビリティシステムの拡大や

2500℃以上の次世代標準の開発などが進められている。 
 

 
図 5.1.1-2 産総研における放射温度の国家標準と供給体制 

 

（３）放射率補正型放射温度計システム 

放射温度計による温度計測法は、非接触かつ高速に測定対象表面の温度を知ることがで

きる便利な方法である。上に述べたように一般に放射温度計は、理想的な熱放射源である

黒体放射に対してその温度目盛が校正される。黒体放射は、黒体炉（空洞）により近似的

に実現できるが、実際の測定対象物からの熱放射は理想的な黒体放射とは性質が大きく異

なっていることが多い。このような実際の物体の熱放射を同じ温度の黒体放射を基準とし

て表現したものが放射率であり、放射温度計測及び放射伝熱解析において極めて重要な量

である。 

物体の方向分光放射率ελ(θ, φ)とは、その物体の分光放射輝度とそれと同じ温度に
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ある理想的な黒体からの熱放射（黒体放射）の分光放射輝度との比として次式のように定

義される。 

) T ,λ (L /  )  φ ,θ T; ,λ ( L)  φ ,θ ( ε  b λ,λλ =      (2) 

 

ここで、Ｌλ, b（λ, T）は、波長λ、温度 T の黒体の分光放射輝度である。特にθ＝０

（面の法線方向）については、垂直分光放射率と呼ばれ、放射温度計測において特に重要

な量である。 

一般に、放射温度計を用いた温度測定においては、①放射輝度の測定精度および、②放

射率の評価精度の 2 つが測温の不確かさに大きく影響する。一般的な単色放射温度計につ

いて考えた場合、放射輝度と放射率の持つ不確かさ（σL, 及びσε）と測定温度値の持つ

不確かさ（σT）の関係は、近似的に次式で与えられる。2) 
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ここでλは波長を表し、T は温度、c2 は放射の第２定数、Ｌとεはそれぞれ放射輝度と放

射率である。（3）式から、放射測温の不確かさは、 

①測定の不確かさが同じなら観測波長に比例して増加する。 

②測定値の不確かさは温度の２乗に比例して増加する。 

さらに放射率に関しては、 

③測定値の不確かさは、１/εに比例し、一般に放射率の小さい測定対象において不確かさ

が大きくなる。したがって、放射率の低い物体の放射測温には特に注意が必要である。 

理想的な黒体放射を基準として温度目盛が校正された放射温度計では、測定対象の温度

と対象表面の放射率が複合した量であるみかけの輝度温度が測定される。さらに、測定対

象以外の（熱）光源からの反射による影響も無視できない場合も多い。このため、精度良

く放射温度計測を行うためには、測定対象の放射率や反射率などについての詳しい知見が

必要となる。しかしながら現実の温度測定環境においては、測定対象の放射率が不明であ

ったり、時間的に変動するなどして、正確な放射率を特定（予測）できないことも多い。

このような場合には、放射率の値が変化しても一定に保たれる物理的関係を見つけだすか、

あるいは、測定対象の放射率をその場で評価して測定を行うことが必要となる。 

 上記のように、工業計測をはじめとする実際の温度測定環境では、測定対象表面の分光

放射率に関する知見が不足することによる、温度測定結果の精度劣化が問題となる。これ

を解決するため、実用的な放射温度計機器では、色々な放射率補正法方が提案・適用され
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ている。主な放射率補正方法としては、 

①表面黒化による方法 

②多波長測定による方法 

③偏光測定による方法 

④補助光源・補助ミラーを用いる方法 

などがある。①～③については、主に受動型の計測システムであるが、④の方法について

は、対象表面に補助光源からの参照光を入射したり、対象表面からの熱放射を補助ミラー

により多重反射させるなどの能動的な計測システムとなることが多い。以下において、最

近開発された放射率補正型放射温度システムの事例を示す。 

１）高速熱処理中のシリコンウェハ表面温度測定システム 3)，4) 

シリコンデバイスプロセスにおける先進的な高速熱処理技術であるフラッシュランプ

アニール（FLA）法では、シリコンウェハ表面を 1ms 秒程度の短時間の間に 800℃付近

からシリコン融点温度付近（およそ 1300℃）まで急速に昇降温する熱処理が行われる。

処理条件の最適化には、加熱時間や温度の制御が必要であり、熱処理中のウェハ表面温

度の in situ モニタ技術がキーテクノロジーとなっている。 

実用的なフラッシュランプアニール装置に赤外放射温度計を適用するには、①強力な

キセノンランプの発光が背景放射光として熱放射検出の障害となること及び、②温度変

化に伴うウェハ表面の放射特性（放射率）変動が予想困難であり放射温度測定の精度劣

化を生じること、を解決する必要がある。産総研において新たに開発された測定システ

ム(図 5.1.1-3)では、キセノンランプによる背景放射光対策として、キセノンランプと

ウェハの間に新たに開発した水フィルターを設置している。これは、水が特定波長の赤

外光を強く吸収する特性を利用し、キセノンランプ発光のうち、赤外光の一部を除去し

可視光を透過させるものである。シリコンウェハは主に可視光を吸収し加熱されるため、

キセノンランプの加熱光源としての機能を損なうことはない。一方、赤外放射温度計の

観測波長帯を水の吸収線波長帯と一致させることにより、キセノンランプからの背景放

射光の影響を受けず正確な熱放射光検出が可能となった。また、温度変化によりウェハ

表面の放射率が変化するという問題を解決するため、偏光反射測定を利用した放射率補

正法を導入した。放射温度測定と反射率測定を高速に同時に行うため、偏光検出型の高

速赤外放射温度計と高速（1ms 以下）で点滅可能な高輝度参照光源装置についても新た

に開発を行っている。偏光検出型の赤外放射温度計は、p 偏光(ウェハ表面に対して垂直

な成分)、s 偏光(ウェハ表面に対して平行な成分)のそれぞれの強度を独立に測定するこ

とが可能であり、参照光源の消灯時にはウェハ表面からの熱放射を測定し、点灯時には
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ウェハ表面で反射した参照光源からの光が加わったものを測定する。これにより、ウェ

ハ表面からの熱放射光および参照光源の反射光の p 偏光、s 偏光成分の情報が独立に得

られ、ウェハ表面の放射率と熱放射強度をその場推定し、両者から放射率補正を行った

ウェハ表面の温度測定を可能としている。（図 5.1.1-4） 

 

図 5.1.1-3 FLA プロセス in situ 表面温度モニタシステム 

図 5.1.1-4 FLA 装置で加熱中のウェハ表面温度測定結果の例 

 

（４）赤外分光放射率測定技術 

 前節にも述べたように、赤外放射温度計測において、各種材料表面の赤外分光放射

率は、非常に重要な熱物性データであり、特に、熱放射性に優れた「高放射率材料・コ

ーティング」の探索・データベース化が求められている。一方、分光放射率データにつ

いては、分光反射率や分光透過率などの「光学物性」データと違い、試料の精密な温度

制御・表面温度モニタ技術及び、黒体放射を基準とした赤外分光センサの分光感度校正

などが必要となるため、一般に測定システムが複雑となり、測定データの信頼性も低く

なりやすく、市販の高精度測定装置もほぼ存在しない状況にある。以下では、産総研の

開発した赤外分光放射率システムについて紹介する。 

１）赤外分光放射率精密計測システム 5) 

 図 5.1.1-5 に分光放射率測定システムの概略を示す。測定装置は、試料・参照黒体部

と分光器部から構成されており、分光器部は KBr 製ビームスプリッタ及びコーナーキュ
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ーブミラーから成るマイケルソン型干渉計を利用したフーリエ変換分光器で、最大波数

分解能は 0.5cm-1 である。測定波長域は、使用する検出器の分光感度特性により決まり、

通常では、光起電力型ＭＣＴ検出器を用いて５μｍ～１２μｍの波長域の測定が可能で

ある。赤外波長域における大気吸収の影響を軽減するため測定はすべて真空排気環境下

で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.1-5 赤外分光放射率測定システム 

 

図 5.1.1-6 に試料加熱部の構造を示す。測定試料は、真空容器中に固定されており、

外部恒温槽により温度制御された循環液体により、裏面から直接加熱し、循環液体の温度

は、外部恒温槽内において、高精度白金抵抗温度計により測定する。 

図 5.1.1-6 分光放射率測定用試料加熱装置 

 

通常の放射率測定では、測定試料を面状ヒーター等の上に固定し、熱電対などの接触

式センサと試料表面に圧着するなどして試料表面の温度を測定する事が多い。しかしなが

ら、このような方法では、白金抵抗温度計のような不確かさの小さい温度センサを使用す

ることが困難であり、温度センサと試料表面との熱接触状態などにより、表面温度推定精

度が劣化しやすい。本システムでは、循環液体による試料の直接加熱方式を採ることによ
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り、高精度の白金抵抗温度計を用いての温度測定が容易な加熱用循環液体の温度と試料面

の温度がほぼ等しいと仮定し、１次元伝熱モデルにより計算される、試料内熱伝導及び試

料表面からの熱放射による温度降下を表面温度推定不確かさとして評価している。さらに、

常温付近の放射率測定においては、周囲環境からの熱放射（背景放射）が試料表面で反射

され、見かけの放射率を増加させ、放射率測定の精度を劣化させる。背景放射の影響を定

量的に評価するとともに、試料表面からの熱放射の多重反射効果を低減するため、試料前

方に表面を黒化した放射シールドを設置し、試料と同様に外部循環恒温槽により放射シー

ルドの表面温度を 0℃～50℃の範囲で制御している。 

２）垂直配向カーボンナノチューブ被膜の赤外分光放射率 6) 

カーボンナノチューブ（CNT）は、グラファイトをはじめとする従来の炭素系材料と

異なる特異な諸物性を有することが予測され、その幾つかについては、実験的にも検証

が行われている。光学的性質についても、配向性を持つ CNT 材料の高い光吸収特性が

注目され、世界的にも研究が活発に行われている。産総研では、「スーパーグロース」7)

と呼ばれる単層 CNT 集合体（SWNT）を対象として分光放射率データの収集評価を実施し

ている。この SWNT 材料は、エチレンガスを炭素原料物質として、水を触媒賦活物質とし

た CVD プロセスにより、シリコン基板上に形成されたものである。開発した SWNT 材料の

外観及び、電子顕微鏡像を図 5.5.1-7 に示す。外観（図 5.1.1-7A）では、SWNT 集合体の

表面は平坦であり、高倍率の観察像（図 5.1.1-7B）によると、表面には概ね水平方向に

伸長した SWNT が多数分布している。多数の SWNT は、ほぼ均一に分布しており、互いに

隣接する SWNT 同士間の空隙は、数 nm～数十 nm の幅をもっている。側面の観察像（図

5.1.1-7C）より、SWNT はほぼ垂直に配向していることが確認できる。また SWNT 集合体

を基板から剥離した底面の観察像（図 5.1.1-7D）によると、ＣＮＴの端末部もほぼ垂直

 
図 5.1.1-7 垂直配向 SWCNT の顕微鏡写真 
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に起立した状態であることが確認できる。 

前述の方法で生成した、かさ密度 0.065ｇ／ｃｍ３、厚さ（高さ）53µm～2µm の単層

CNT 集合体について、赤外域（5µm～12µm）における放射率（垂直分光放射率）測定

した結果を図 5.1.1-8 に示す。測定は、前記の FTIR 分光システムを用い、試料温度は、

100℃としている。測定結果から、単層 CNT 集合体の厚さが 50µm 程度以上である場合

には、0.99～0.98 程度の高い放射率を示し、波長依存性も小さいことがわかる。一方、

厚さ 2µm の試料では、放射率が 0.97 程度となり、基板（シリコン）材料に起因すると

思われる波長特性が観測されている。さらに同様の試料について、分光反射率評価を行

った結果、紫外（λ＝200ｎｍ）から遠赤外（λ＝100μｍ）に至る極めて広範な波長領

域において、平坦かつ高放射率（低吸収率）を持つことが確認されている。これらの結

果から開発された SWNT 材料は、従来の黒色塗料や NiP 被膜処理などと比較しても、「理

想的な黒体」に近い材料となっていることがわかる。 

図 5.1.1-8 垂直配向 SWCNT コーティングの赤外分光放射率 
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5.1.2 赤外分光計測 

（１）赤外放射利用の特徴 

食品加工プロセスにおける赤外線の利用は、熱エネルギー源としての利用と、成分センシングに代表

される分光分析ツールとしての利用に大別される。前者の代表的な熱的操作としては、乾燥や殺菌があ

げられる。赤外線照射による加熱は、物理的な側面としては食品の水分活性を低下させるための乾燥が

あげられ、微生物学的側面としては加工食品の初発菌数を低減させるための殺菌があげられる。また、

赤外線乾燥は、さまざまな分野で広く用いられており、食品分野でもその伝熱効率の良さと仕上がり製

品の風味などが優れているとの理由から多用されている。一方、赤外分光分析は、各種官能基の基本振

動情報に基づいており、食品成分や食品そのものの“指紋情報”を取得することができ、さらに食品中

に含まれる主要成分の定量分析が可能となる。しかしながら、食品分野では食品中の高水分が障害とな

って応用研究には限界があった。この問題点は近年普及してきたATR（Attenuated Total Reflection）

法により克服されつつある。また、赤外線などを用いた分光計測（電磁波計測）の最大の特徴は、様々

なバンドの光を用いた一斉同時計測による情報量の多さと計測に要する時間の短さにある。クロマトグ

ラフィーなどによる計測では、カラムの選択などにより最終的に得られる情報が限定されるが、分光計

測では原スペクトルが持つ一次情報には基本的に情報の欠落がなく、新たな解析法が見つかった時点で

原スペクトルを用いた新たな検討が可能になるという大きな利点も持ち合わせている。つまり、「スペク

トル（光センシング）情報を保存しておくこと」と「試料を保存しておくこと」がほぼ同様の意義を持

つことがある。この特徴は、農産物等の“生き物（生物）”を対象とした品質計測や状態把握において極

めて大きなアドバンテージとなる。さらに、光センシングにより取得されたスペクトル情報や画像情報

は、化学分析結果などの単なる数値よりも多種多様な情報を含んでおり、ICTと融合することにより様々

な農業サポートが可能になるものと考えられている。 

ところで、赤外線は大変広い分野において利用されており、それぞれの利用分野において異なる呼び

名の組み合わせを用いている。図 5.1.2-1 に各利用分野における赤外線の分類を示す。分光学の分野に

おいては、分子の基準振動に基づく波長帯を中赤外線とし、この波長帯よりも短波長側を近赤外線、長

波長側を遠赤外線とする。一般的に中赤外線は波数を単位とし、4000～400 cm-1 と定義され、波長では

2.5～25 µm に対応する。また、遠赤外線は 400～10 cm-1となり、波長では 25～1000 µm の範囲である。

中赤外域に現れる官能基の基準振動の倍音・結合音が得られる近赤外線では、波長が使われることが多

いが、波数も用いられる。一方、熱利用においては、3 µm よりも短波長域を近赤外線、逆に 3 µm より

も長波長域を遠赤外線とよんでいる 1)。このように、熱利用の分野においては、波長を単位として用い

るのが一般的である。 
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図5.1.2-1 赤外線の分類 

 

（２）バイオ分野における赤外分光計測 

バイオプロセスのモニタリング・制御を目的とした計測において、赤外線の利用が注目を集めている。

生ここでは、代謝の起点となる糖類の赤外分光特性とその発酵プロセスなどへの応用を目指した研究例

を紹介する。 

解糖系などにおいて重要な役割を果たし、多糖類の最小構成糖（グルコース、フルクトース、ガラク

トース、マンノース）の水溶液中におけるFT-IR/ATR（attenuated total reflection）スペクトルを図

5.1.2-2に示す2)。これらは、単糖の水溶液スペクトルから、水溶液のモル分率を用いて重みづけを行っ

た補償法により水のスペクトルを差し引いて得られたものである。1200～950 cm-1 の指紋領域のスペク

トルは、エ－テルCO伸縮とアルコ－ルC-OH伸縮の吸収帯が複雑に重なり合っているため、スペクトル

パターンが糖によって大きく異なり、この指紋領域のスペクトルは糖の定性分析に利用できることがわ

かる。 
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図5.1.2-2 指紋領域における水溶液中の単糖スペクトル 
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図 5.1.2-3 に示すように、指紋領域に各糖固有のスペクトルを測定できるので、FT-IR/ATR 法を用い

ることにより、各糖濃度を同時に定量できるものと考えられる。モデル食品としてナシ果汁を想定した

混合糖水溶液の吸光度スペクトルと、スペクトルの加成性を想定して計算により合成したスペクトルの

指紋領域における吸光度スペクトルを比較したところ、2 つのスペクトルは、定性的、定量的にもよく

一致し、指紋領域での精度の高い加成性が示された 3)。また、吸光度スペクトルから通常法で求めたグ

ルコース、スクロース、フルクトースの濃度と実際の濃度の関係では、相関係数は0.985となりPLS解

析などには若干劣るものの良好な結果が得られた3)。 

つぎに、生体の中で重要な役割を果たしているイオン解離性代謝関連物質の赤外分光計測例について

紹介する。代謝経路・回路では、多くのイオン解離性代謝物質が重要な役割を果たしている。図 5 は、

グルコース-6-リン酸（G6P）の赤外分光スペクトルに及ぼすpH の影響である 4)。スペクトルがpH の変

化に対して連続的に変化し、主要ピークが顕著に消長している。そこで、各イオン種の吸光度スペクト

ルはpHによらず一定であり、各イオン種のスペクトルの加成性が成り立つことを仮定し、吸光度と各イ

オン種の濃度との関係に対して線形重回帰を行うことにより各イオン種の吸光度スペクトルを抽出する

ことができた。 
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図5.1.2-3 G6P水溶液スペクトルに及ぼすpHの影響 

 

つぎに、解糖系の入り口にあたるG6Pからフルクトース-6-リン酸（F6P）への異性化反応系に着目し、

赤外分光法を援用したイオン解離性生体物質の定量法5)について説明する。G6P-F6P-Tris溶液の2次微

分スペクトルは、pHによりそのパターンが微妙に変化した。そこで、各解離成分に起因する吸収波数を

決定した後、各解離成分のスペクトルの加成性を仮定し、各解離成分の吸収波数における二次微分を用

いることにより、G6P-F6P-Tris溶液中の各解離成分濃度の線形重回帰分析を試みた。その際、pHの緩衝

成分であるTrisのイオン解離平衡関係からpHを推定し、そのpHに基づいてG6P、F6P、Tris濃度を求

めた（図5.1.2-4）。その結果、pHと各成分濃度はその実測値と極めて良好に一致し、赤外分光法により

イオン解離性代謝物質の同時定量が可能となった。 
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図5.1.2-4 pHおよびG6P、F6P、Tris濃度に関する調整値と推定値の比較 

 

（３）食品分野における赤外分光計測 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託を受けて、NECシステムテクノロ

ジー株式会社と三重大学が共同で、赤外線センサを用いた味見のできる「味見ロボット」を開発した。

これは、人間の舌の役割をする「赤外線センサ」を NEC のパートナーロボット PaPeRo6)に装着し、セン

サ飲物をこのセンサで測定することにより、含まれている成分の種類や量を推定し、味見や食品につい

てのアドバイスなどを可能にした7), 8)。 

PaPeRoはこの要件を満たし、また音声認識や音声合成機能を持つので、言葉による対話も可能である。

PaPeRoの頭部、とくに口に相当する位置にはセンサを組み込むことが出来ず、PaPeRoの大きさに合わせ

た腕を製作し人間の舌の役割をする赤外線センサを一体化するように装着した。そして、食品の赤外ス

ペクトル情報を解析することにより、特徴的な成分の有無や含有量によって、食品名の推定、推定した

食品情報や含有成分と健康に関する情報、さらには予め登録しておいた個人の身体情報をマッチングさ

せることにより、食品や健康に関するアドバイスをロボットが行なう。 

取得したスペクトルの処理は、検量線に基づく定量分析と、パターン認識による食品名推定の 2 つに

分かれ、それぞれ、独立に処理される。その概略を図 5.1.2-5 に示す。定量分析に関しては、糖、酸、

脂肪など食品の主成分のスペクトル特性をあらかじめ把握し、食品内における特定成分スペクトルの濃

度依存性を検討し、検量線を作成することにより行った。このような定量分析は、構成成分が比較的簡

単な食材の場合には、良好な結果を得ることができた。一方、複雑な食材（例：チーズ）では、多数の

構成成分スペクトルが互いに影響を及ぼしあい、検量線を得ることが困難な場合が多い。 
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図5.1.2-5 食品成分の定量と食品名推定法の概念図 

 

食品名を推定する場合には、取得したスペクトルをパターンとしてとらえ、スペクトル同士を比較し

て、パターン認識技術を使って食品の識別や分類を行った。そのためには、事前に種々の食品のスペク

トルを蓄積し、食品名と対にして辞書に格納しておく必要がある。また、銘柄が不明な食品のスペクト

ルを取得した場合には、辞書内のスペクトルとの距離計算を行い、その中で最も距離が小さいスペクト

ルの食品名を推定する。さらに、上記の機能を有した味見ロボットでは、ワイン銘柄の判別をおこなう

ソムリエロボットへと展開された。 

 

（４）農業分野における赤外分光計測 

土壌、水、農産物などの非破壊計測が求められる農業現場では、赤外放射の応用は容易ではない。し

かし、中赤外放射が農業現場で土壌や農産物などの評価に応用される機会が増えるものと期待されてい

る。植物など地下に根を張った陸上生物は移動してその場から逃げることができず、冷害や温暖化を始

めとする異常気象や大気汚染による自然環境から被るストレスの影響は深刻である。そこで、赤外分光

法を援用し、栽培過程において高温・乾燥ストレスを受けたイネの葉身の栄養成分バランスの変化の把

握を試みた事例について紹介する9)。 

乾燥ストレスを与えたイネは、乾燥耐性の強いスリランカ産の Dular と標準的な乾燥耐性を持つ日本

産のコシヒカリの 2 品種を用いた。高温ストレスを与えたイネは、高温耐性の強いものから弱いものま

での5種類の品種（こしいぶき、新潟71号、ゆきのせい、越路早生、新潟早生）を用いた。ATR法によ

り赤外吸収スペクトルを測定した。また、加圧治具でイネ葉身を押さえて測定部に密着させ、その時に

加えられる荷重をセンサで測定しながらATRスペクトルを取得した。 

荷重を変化させたときのイネ葉身の ATR スペクトルを測定したところ、主要成分によるピークと考え

られる1038 cm-1と水の影響が現れていると考えられる3360 cm-1において荷重の影響が認められた。1038 
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cm-1のピークは荷重の増大とともに吸光度が大きくなった。一方、3360 cm-1におけるピークはOH伸縮に

起因する吸収帯であるため、水の影響が強く表れる波数ピークである。荷重7 kgまでは吸光度が大きく

なり、それよりも大きな荷重では、吸光度は緩やかに減少した。これは、7 kgの荷重まではサンプルと

ATR アクセサリーのクリスタル（内部反射エレメント）がより密着されることにより吸光度が増加した

と考えられるが、この値を過ぎるとサンプル内の水が内部から押し出されたため、吸光度が低下したも

のと考えられた。よって、測定時における最適荷重を求めることにより、主要成分に関する再現性の高

い赤外分光情報の取得が可能といえる。 

図 5.1.2-6 に乾燥ストレスを受けたもの（Treatment）と受けていない（Control）Dular の葉身の吸

光度スペクトルを示す。乾燥ストレスを受けた Dular の葉身では、主要成分（クロロフィル、ヘミセル

ロース等）の吸収帯である 1050 cm-1付近と窒素態の有機成分の吸収帯である 1350 cm-1付近の吸光度が

高くなった。また、高温ストレスにおいては、25℃条件では各成分の品種間差は小さかったが、昇温後

は品種間の差異が顕著になり、個体間の変異も大きくなった。以上のように、赤外分光法により、イネ

体の生長とストレス影響時に伴う成分バランス変化を把握できる可能性が示されている。 
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図5.1.2-6 Dularの赤外吸収スペクトル 
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5.2 情報・セキュリティ分野 

5.2.1 ナイトビジョン 

 ナイトビジョンとは、夜間や暗い所での視界を確保するための装置をいうが、ここでは

一例として、自動車の夜間の安全走行を支援する装置・システムについて述べる。 

 

（１）アクティブ方式とパッシブ方式 

 ナイトビジョンには、近赤外線ライトを対象物に照射し、その反射光を赤外線カメラで

検知するアクティブ型と対象物から放射される遠赤外線を遠赤外線カメラで捉え、サーモ

グラフィ画像として可視化するパッシブ方式がある。コスト的には近赤外線を用いたアク

ティブ型が優れるが、検知距離では遠赤外線を検出するパッシブ型が優れるなど一長一短

がある。車への搭載は、まだコストの問題があることから、一部の高級車や特殊専門車に

限定されているのが現状である。しかしながら、可視光カメラ、ミリ波レーダなど自動車

の安全・安心を支える各種システムが充実される中、夜間走行時の安全・安心を考えると、

他の代替手段は存在せず、これからの有望市場になると思われる。 

 前記のように一長一短があることから、自動車メーカによって採用方式が異なる。GM、

トヨタ、ダイムラーなどはアクティブ方式を、ホンダ、BMW などはパッシブ方式を採用

している。ここでは、対象物から出される遠赤外線をサーモグラフィ画像として可視化し、

非破壊検査などにも利用されているパッシブ型を中心に述べる。 

 

（２）インテリジェント・ナイトビジョンシステム１） 

 ホンダが「レジェンド」に搭載した２台の遠赤外線カメラを使って、車両進路上の歩行

者や横断中の歩行者を検知し、運転席の画面上に表示するとともに警告音で運転者に知ら

せ、注意を促すシステムである。図 5.2.1-1 に可視光とナイトビジョンの画像例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

可視光画像            ナイトビジョン画像 

図 5.2.1-1 可視光とナイトビジョンの画像例 
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このナイトビジョンで歩行者を検知可能な範囲を図 5.2.1-2 に示す。路上の歩行者は車

両の幅プラス左右 1.5m で、前方 12 度の範囲がカバーエリアである。一般道であれば、ド

ライバーが余裕を持って対応できる範囲だという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.1-2 ナイトビジョンの検知範囲 

自動車の走行中には、歩行者以外に対向車や街灯、看板や街路樹などが映し出されるが、

常温域の対象物が出す遠赤外線の強弱、対象物の形や大きさ、対照性などから、歩行者で

ないものを除外し、残ったものの中で高さが 1～2ｍ程度で、頭や肩を有する者を歩行者と

判断するというアルゴリズムを採用している。 

また、車両の左右に遠赤外線カメラを設置するステレオ方式を採用し、左右のカメラで

映った対象物の位置のずれを利用して対象物までの距離を計算している。 

これらの情報を運転中のドライバーに視点移動なく見えるように、凹面鏡を用いた図

5.2.1-3 のような専用ディスプレイを設けている。この凹面鏡は、車両の周辺の明るさを

検知し、ナイトビジョンが動作始めるまで格納されている。 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.1-3 視点移動の少ないディスプレイ構成 

 

参考文献 

１）http://www.honda.co.jp/news/2004/4040824a.html 

２）http://www.honda.co.jp/tech/auto/night-vision/detail/index.html 
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5.2.2 テラヘルツセンシング 

（１）はじめに 

電磁波を用いて材料特性を非破壊かつ非接触で計測し、所望の情報を抽出することが産

業分野のさまざまな場面で利用されている。1990 年ころから、30µm～3mm の波長領域

（周波数：0.1～10THz、1THz=1012Hz）は、特にテラヘルツ領域と呼ばれるようになっ

た。テラヘルツ領域は、従来の遠赤外からミリ波にかけての電磁波領域と重なり、簡便に

使える計測装置の開発が立ち遅れたことから、応用も限られていた。 

近年、テラヘルツ波のもつ透過性と、材料固有の吸収スペクトルが得られるという特徴

を生かして、分析や検査に応用されつつある。その応用の可能性は、工業材料、農業・食

品、製薬、バイオメディカル、セキュリティー、環境計測など、多岐の分野にわたると考

えられており、今後の発展が期待されている。これまでに、テラヘルツ波に関する研究は、

基礎から応用まで幅広く行われているが 1)、2)、3)、一般的に認知されているとはいいがたい。 

本報告では、テラヘルツ波センシングでどのような情報が得られるか、テラヘルツ波セ

ンシング装置の概要、さらに、分析や検査への応用について概説する。さらに、最近の商

用システム開発の現状について述べる。 

 

（２）テラヘルツ波センシングから得られる情報 

テラヘルツ波センシングには、分光とイメージングがある。ここではテラヘルツ波セン

シングを用いるとどのような情報が得られるかを、一般的に使われている分光センシング

と比較しながら述べる 4)。図 5.2.2-1 に電磁波の種類と波長、周波数の関係を示した。ま

た、それぞれの電磁波で観測される物理現象と応用分野を示した。近年の分光センシング

技術の進歩によって、赤外分光（波長：2.5～25µm）、近赤外分光（波長：800nm～2.5µm）

は、ラボでの分析、産業現場における工程管理、品質管理、フィールドでの検査などに用

いられるようになった。材料固有の吸収スペクトルの解析から、材料の同定、成分分析、

分子振動の解析が可能となる。赤外領域では、基本的な分子振動による吸収スペクトルが

現れ、特に官能基に関する情報が得られる。近赤外領域では、赤外領域の分子振動の倍音、

結合音による吸収スペクトルが現れる。テラヘルツ領域は、遠赤外（波長：25µm～1mm）

からミリ波にかけての電磁波領域に位置し、骨格振動、ねじれ振動、格子振動、分子の回

転、分子間振動などによる吸収スペクトルが現れ、吸収スペクトルの波長、吸収強度、形

状の解析から構造化学に関する多くの情報が得られる。また、材料の透過・反射スペクト

ルの測定から、材料の複素誘電率を求めることもできる。テラヘルツ領域の誘電率には、

主にイオン分極や配向分極が関与している。 
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図 5.2.2-2 材料の複素誘電率の周波数依存性 

 

図 5.2.2-2 に誘電率の周波数依存性を示した。イオン分極は、電場をかけると結晶中の正

イオンと負イオンが相対的に変位することから生じる。また、配向分極は、電場をかける

と物質中の永久双極子の向きが電場の方向に整列することから生じる。イオン分極が関係

した分散は振動子的な分散を示すが、永久双極子の配向分極が関係した分散は緩和型の分
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（倍音、結合音）
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1015

物理現象

応用分野

テラヘルツ

分子間相互作用
誘電緩和、配向分極

ミリ波近赤外

図 5.2.2-1 電磁波の種類と波長と周波数の関係 
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散を示す。テラヘルツ領域は、振動と緩和が混在する領域であるため、興味深い物理現象

が潜んでいるといえる。最近、（独）情報通信研究機構と（独）理化学研究所が、さまざま

な材料のテラヘルツスペクトルのデータを公開しているので参考にされたい 5)。 

 

（３）テラヘルツ波センシング装置の概要 

 遠赤外分光の歴史は古く、初期のころは、プリズムや回折格子を用いた分光装置を用い

て研究されてきた。1965 年ころに、現在、産業分野に広く普及しているフーリエ変換赤外

分光装置（Fourier Transform Infrared Spectrometer: FT-IR）が登場してきた。一方、

1960 年のレーザーの発明以来、レーザー技術は急速に進歩し、レーザーを応用したさまざ

まな分光法が登場してきている。1990 年代に入ると、フェムト秒レーザー（1fs=10-15s）

の市販化や非線形光学の発展によってテラヘルツ波を発生させる技術が急速に進展した。

半導体にフェムト秒の光パルスを照射して、パルス状のテラヘルツ波の発生・検出を行う

研究が世界中で精力的に行われた結果、テラヘルツ時間領域分光法（ Terahertz 

time-domain spectroscopy: THz-TDS）という新しい計測手法が確立された 6)。また、ほ

ぼ同時期に非線形光学効果を用いた実用的な高強度単色テラヘルツ光源の開発も進展した

7)。一方、電子デバイスによるテラヘルツ波光源の研究も急激に進展を見せている 8)。これ

らの開発をきっかけとして、分光センシングやイメージングなどの応用研究が世界中で活

発に行われるようになってきている。本報告では、市販されているテラヘルツ分光装置に

ついて計測原理を説明する。市販されているテラヘルツ分光装置には、フーリエ変換分光、

時間領域分光、周波数掃引分光がある。 

 

１）フーリエ変換分光 9) 

FT-IR の分光部は、主にマイケルソン型やマーティン・パプレット型の二光束干渉計を

用いている。図 5.2.2-3 に FT-IR の基本構成と測定原理を示した。光源からの光は半透鏡

により二つの光束に分割され、一方は固定鏡で反射され、もう一方は可動鏡で反射される。

それぞれの鏡で反射された光は、半透鏡上で再び合成されて出力される。可動鏡を移動さ

せることにより、二光束間の光路差を連続的に変化させながら干渉計から出力される光の

強度を測定する。光路差に対する光強度の波形をインターフェログラムと呼び、これをフー

リエ変換することにより、スペクトルを得る原理となっている。テラヘルツ領域の FT-IR

には、光源として高圧水銀灯、検出器として焦電検出器や液体ヘリウム冷却ボロメータな

どが用いられる。 
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２）周波数掃引分光 

測定したい周波数範囲で周波数が変えられる単色テラヘルツ発生源を用いれば、分光素

子を用いることなく、分光スペクトルを測定することができる。発生源から放射されたテ

ラヘルツ波を測定したい試料に照射し、透過または反射したテラヘルツ波の強度を検出す

ればよい。この場合には、応用分野に応じて発生源の周波数範囲、周波数掃引速度、検出

器を最適に選択する必要がある。近年、非線形光学効果を用いた高強度、かつ実用的な単

色テラヘルツ発生源の開発も急速に進展した。これらの発生源は周波数掃引が可能なコ

ヒーレント光源なので、そのまま分光や分光イメージングに使える利点がある。また、他

の分光手法として、波長の異なる 2 台のレーザーの差周波混合を用いて連続波テラヘルツ

を発生させ、分光スペクトルを測定する方法もある 10)。 

 

３）時間領域分光 

THz-TDS は、テラヘルツパルス波を試料に入射させ、透過または反射した後のテラヘ

ルツパルス波の波形を計測し、その波形をフーリエ変換することにより周波数ごとの振幅

と位相を得るという新しい分光法である 6)。THz-TDS では、振幅と位相が同時に測定でき

るため、Kramers-Kronig 変換のような複雑な数学的手段を使わなくても、試料の複素誘

電率を得ることができる。図 5.2.2-4 に THz-TDS の基本構成と測定原理を示した。フェ

ムト秒レーザー、テラヘルツ発生及び検出素子、放物面鏡、可動鏡などから構成されてい

る。レーザーからの光パルスは半透鏡で分割され、一方はテラヘルツパルス波を発生させ

FT-IR

光源
固定鏡

制御系

移動

可動鏡

試料室
検出器

半透鏡

光路差

光の強度

フーリエ変換

インターフェログラム

スペクトル

波数（cm-1)

図 5.2.2-3 フーリエ変換赤外分光装置の基本構成と測定原
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るために発生素子へ、もう一方の光パルスはテラヘルツパルス波を検出するために検出素

子に導かれる。発生及び検出素子は光パルスが当たった時のみ動作する。可動鏡を移動さ

せて光路長を変えることが、検出素子の動作タイミングを調整するための時間遅延回路に

なっている。可動鏡を移動させながらサンプリングすることでテラヘルツ波の時間波形を

得ることができる。テラヘルツパルス波は、1ps 程度の時間幅を持ち、フーリエ変換する

と 0.1～数 THz の周波数を含んでいる。近年、パルス幅が 10fs 程度の超短パルスレーザー

を用いた広帯域化の研究もある 11)。  

周波数（THz）

THz-TDS

電圧

発生素子

放物面鏡 テラヘルツパルス波

電流

信号
処理

フェムト秒
レーザー

可動鏡

移動

検出素子

試料室

時間遅延

光パルス

強
度

（
任

意
単

位
）

時間（ps）

振
幅

（
任

意
単

位
）

テラヘルツパルス波の波形

スペクトル

フーリエ変換

コンピュータ

半透鏡

 

     図 5.2.2-4 テラヘルツ時間領域分光装置の基本構成と測定原理 

 

（４）分析や検査への応用 

近年、テラヘルツ波を用いた分光やイメージングは、材料分析や非破壊検査における

ツールとして注目を浴びている。これは、テラヘルツ波の持つ透過性と、材料固有の吸収

スペクトルが得られるという特徴によるものである。これまでに、半導体、誘電体、超伝

導体、高分子、フォトニック結晶、ナノコンポジット、水、糖、アミノ酸、タンパク質、

DNA など、さまざまな材料のスペクトルが測定されている 1)、2)、12)、13)。表 5.2.2-1 に産

業応用の観点から、テラヘルツ波センシング応用の対象分野と期待される情報をまとめた。

紙面の都合で多くの事例及び詳細は述べられないが、興味ある幾つかの事例を紹介する。 
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表 5.2.2-1 応用の対象分野と情報 

危険物探知

製薬・創薬

セキュリティー

非破壊検査

製品検査

LSI不良検査

環境計測

遠隔監視

医薬品検査

臨床診断

バイオ

農業・食品

農作物検査

環境監視

素材分析

工業材料

薬物探知

食品検査

芸術・文化財

バイオメディカル

半導体

対象分野・材料 期待される情報

誘電体（ソフトフォノン），超電導体（超電導ギャップ），フォトニック結晶（バンド構造），
ナノコンポジット（マトリックス，ナノ微粒子相互作用），高分子（配向，分子鎖間相互作用）

格子振動，キャリア濃度，キャリア散乱時間，結晶性，界面状態，不純物，不均一性，
量子構造評価

爆発物探知（プラスチック爆弾），武器探知（ナイフ），引火性液体

禁止薬物探知（麻薬，覚せい剤）

人物監視，隠匿物監視，危険ガス検知

結晶多形，構造解析，錠剤コーティング厚み，薬剤分布，医薬品識別

成分分析（水分，アルコール，タンパク質，アミノ酸，脂質，糖），判別・分類，経時変化追跡，

異物検査，損傷検査

成分分析，水分，糖度，経時変化追跡，損傷検査

がん細胞

生体分子のコンホメーション，水素結合，蛍光ラベルフリー検出，水和状態，DNA

修復履歴の解明，顔料の判別，絵画断面構造，隠し絵の発見，建材

配線故障解析，超高速デバイスのカットオフ周波数の評価

塗装膜の厚み，乾燥プロセスの評価，紙の水分，不良品検査，断熱タイルの検査

有害ガス検知，大気（水蒸気），廃棄物，汚染物質

 

１）分光センシング 

テラヘルツ波を用いた分光のセキュリティー分野への応用として、爆薬などの危険物 14)

やペットボトル内の引火性液体 15)のスペクトルが測定されている。昨今のような社会情勢

の中で、手荷物や郵便物などに隠された禁止薬物、武器、爆発物などを探知することは、

安全・安心な社会を実現するために大変重要な課題である。テラヘルツ波の透過性と危険

物が持つ特徴的なスペクトルを利用すると、Ｘ線や金属探知器では探知できない危険物も

探知できる。テラヘルツ分光の製薬分野への応用として、結晶多形の評価が試みられてい

る 16)。結晶多形のばらつきは、薬効に影響を与えるので、品質管理の面から極めて重要で

ある。バイオ分野への応用として、タンパク質などの生体分子のコンホメーションや水和

状態の研究がなされている 17)。生体系において、水と生体分子の相互作用に関する研究は、

生体分子の機能を解明するうえでも大変重要である。また、ボトル中のアルコール水溶液

のアルコール濃度を評価した例もある 18)。最近になって絵画の顔料の分析に使われている

例もある 19)。THz-TDS により時間波形が計測できることを利用すると、超高速電子デバ

イスにおける動作特性の評価も可能である 20)。 
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２）イメージング 

テラヘルツイメージングの手法には、物体を光軸に垂直な面内で 2 次元的に移動させな

がら画像を取得する走査型イメージングと、2 次元センサを用いて一度に画像を取得する 

二通りの手法が存在する 1)、2)。最近になって日本電気（株）が、常温で実時間撮像が可能

なテラヘルツカメラの開発を進めており 21)、産業現場への応用が期待される。 

材料分野への応用として、半導体シリコンウエハーの電気特性を評価した例がある 2)。

また、スペースシャトルの外壁である耐熱タイルの欠陥を検査するためにも用いられてい

る。農業分野への応用として植物の葉の水分をモニターした例がある 1)。食品分野では、

粉体中の異物 2)やチョコレート内部の異物 22)を検査した例がある。バイオ応用では、生体

分子の蛍光ラベルフリーな検出が試みられている 23)。医用分野への応用の可能性を示す研

究として、癌細胞のテラヘルツ分光イメージングが行われている 24)。セキュリティー分野

への応用として、麻薬などの禁止薬物 25)の分光イメージングもなされている。美術品、文

化財などの非破壊調査への応用も進んできている 19)。 

また、THz-TDS を用いてテラヘルツパルス波のエコーを観測することでトモグラフィー

も可能になり、特に材料の深さ方向の非破壊検査への応用が試みられている。錠剤のコー

ティングの厚みの均一性の評価 26)、塗装膜の厚みと乾燥プロセスのモニター27)、半導体薄

膜のキャリア濃度の評価 28)、古典絵画の絵画層断面の解析や隠された絵の解明 29)、紙の

水分含有量のモニター30)などの応用例がある。最近では、厚み分解能が数 µm まで達して

いる 23)。また、ユニークなデバイス評価法としてフェムト秒レーザーテラヘルツ放射顕微

鏡（Laser terahertz emission microscope: LTEM）がある 31)。LSI の配線故障解析への

応用が期待されている。微小領域を分析するためにテラヘルツ近接場顕微鏡の研究もなさ

れている 32)。最近、イメージングの応用研究は非常に精力的に行われており、産業現場の

検査ツールとして利用される日も近いといえる。 

 

（５）商用システム開発の現状 

これまでテラヘルツ領域は、産業応用という観点からも未開拓であったが、技術の急速

な進歩に伴い、産業化が期待されている電磁波領域である。本稿で紹介したような

THz-TDS の原理による分光やイメージングシステムは、2003 年ころから国内外の多くの

メーカーにより相次いで製品化されている。分光システムのメーカーとして、大塚電子（株）、

（株）先端赤外、（株）栃木ニコン、TeraView 社（英）、EKSPLA（リトアニア）、TOPTICA 

Photonics 社（独）、Applied Research＆Photonics 社（米）などがあげられる。また、イ

メージングシステムのメーカーとして、Picometrix 社（米）、TeraView 社（英）、（株）ア
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ドバンテストなどがあげられる。これらの装置は、分析化学、材料評価、医薬品検査、危

険物検査などの分野で使われ始めている。近年、Zomega 社（米）から小型のテラヘルツ

分光システムも市販されており、エンドユーザーが簡便にテラヘルツスペクトルを測定で

きるようになった。さらに、Menlo Systems 社（独）から安価な THz-TDS キットが販売

されている。 

一方、THz-TDS 以外の原理を用いた分光システムも数多く製品化されている。テラヘ

ルツ研究所は、GaP を用いたテラヘルツ発生技術を基礎として、高強度で広い帯域をカ

バーする周波数掃引型の分光システムを製品化している。また、小型かつ安価なテラヘル

ツ分光システムの製品化も進んできている。EMCORE 社（米）や TOPTICA Photonics

社（独）から販売されているテラヘルツ分光システムは、2 台のレーザーの差周波を用い

て連続波テラヘルツを発生させて分光スペクトルを測定する技術を採用している。また、

Goodrich 社は、同様なホトミキシング技術を用いて化学成分検出や環境計測を行うための

テラヘルツ分光システムを開発している。SYNVIEW 社（独）は、電子デバイスを光源と

したイメージングシステムを販売している。また最近では、離れた場所から現場の環境を

センシングするための遠隔センシングシステムの開発が進んでいる 33)。 

現在、国内外においてテラヘルツ関連機器のメーカーや、機器を取り扱う商社も増えて

きており、テラヘルツ関連のマーケットが着実に広がっていくことを予感させる。 

 

（６）おわりに 

テラヘルツ領域は、光と電波の境界領域にあり、未踏領域とされてきたが、近年の精力

的な研究開発により、多種多様なテラヘルツ関連デバイスやセンサが開発されてきている。

これらのデバイス技術を背景に、産業現場に適合したテラヘルツ波センサを構築すること

ができるようになってきている。現在、テラヘルツ技術は、産業化に向けての転換期の

フェーズに来ており、今後、産業における基盤技術として普及していくものと考えられる。

また、テラヘルツ技術の応用は非常に幅広く、将来、半導体デバイス技術や情報通信技術

などと融合することで更に発展し、次世代の産業において大きな役割を果たすとともに、

人々の社会生活の発展を支えていくであろうと期待される。 
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第６章 遠赤外加熱の理論的考察 

6.1 放射伝熱工学の観点から 

6.1.1 遠赤外加熱･乾燥を巡る過大･過小評価 

 遠赤外加熱はこれまでに、いろいろな立場からの評価を受けてきた。最初に我が国でそ

の効果が認められ出した頃は、電磁波が物体内部まで浸透していくので、素早い処理が出

来るとか、電磁波の独特のミクロな作用で食品はおいしく出来上がる、などど宣伝され、

識者からの反論を浴びた。例えば遠赤外線は多くの物体の極く表面層でほとんど吸収され

内部に浸透しないので、深部への熱伝達に格別有利ではない、あるいは石焼芋がうまく、

あるいはおいしく焼けるのは加熱された石からの遠赤外放射が寄与しているのではない、

その熱伝達機構も石からの熱伝導や石の間を通る熱風によるものだ、などの説である。こ

れらの反論、あるいは遠赤外加熱過小評価論は、以下に示すように、大いなる誤解に基づ

いているのであるが、未だにそのような説を唱える識者もおり、それらの影響も蒙って、

遠赤外加熱が優れた加熱･乾燥の汎用技術として、幅広い信頼を克ち得ていないように見え

るのは、残念なことである。そこで、ここでは(社)遠赤外線協会において説明されている、

遠赤外加熱の優れた効果を生み出すいくつかの機構について、改めて整理し、全体的な因

果関係のマップにまとめ、識者らの誤った理解を正す一助とする。 

 

6.1.2 遠赤外加熱の熱工学的特長 

（１）熱源との非接触 

遠赤外加熱とその他の一般の加熱方法、すなわちマイクロ波などを除く熱風加熱や熱板

加熱との違いは、後の二つが熱源との接触による伝熱によるのに対し、前者は熱源とは離

れていることである。接触伝熱の場合、物体表面の温度は急速に熱源温度に接近するので、

すぐに両者の温度差は無くなっていく。従って熱源から物体への熱流は短時間に減少する。

それ以降の内部の昇温や水分蒸発は、熱源あるいは周囲との平衡的な状態において、いわ

ば自然任せで進むのを待つことになる。 

また熱源温度を任意に設定することは出来ない。熱源は物体と接触しているのであるか

ら、その温度は物体が熱的に耐えられる温度以下でなければならない。すなわち熱源が供

給できる熱流は勝手に定めることは出来ず、自ずから定まっていることになる。 

一方遠赤外加熱の場合は、物体表面は急に上昇することはない。従って通常遠赤外ヒー

タ温度はかなり高めに設定して用いることが出来る。というより、表面に熱的ダメージを

受けさせずに、如何にヒータ温度を高く設定して、放射パワーを大きく取るかを追及して

いくことがポイントになる。すなわちこの加熱･乾燥方法は、表面温度が限界に達する前に
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必要なエネルギーを投入することにより、所定の水分除去あるいは内部昇温を完了させよ

うという、非平衡的、あるいは過渡状態利用の方法なのである。また投入パワー律速の方

法とも言える。ヒータ温度設定の自由度が高い、ということである。 

 

（２）理想的な放射伝熱 

（１）で述べた熱源との接触の有無は、伝熱方式としては、対流および伝導に対して放

射という分けかたになる。さらに遠赤外加熱においては、遠赤外ヒータと加熱対象物との

間に、放射特性と吸収特性との好まし

い合致があり、言うならば理想に近い

放射伝熱が成立すると考えられる。近

赤外加熱も放射加熱であるが、上記特

性の合致の点で、理想的とは言いがた

い。遠赤外対近赤外の対比については、

後の（４）と（５）でも検討を加える。 

理想的な放射伝熱にはどのような利

点があるか、以下に解析を行う。まず

接触加熱の場合、熱風あるいは熱板の

温度を TA[K]、物体の表面温度を TS[K]         

とすると、その間の熱流の大きさ QC          

(界面の単位面積当たり、単位時間に移動する熱量) [kW/m２]は、比例定数を h[kW/(m２･K)]

とおくと(6.1.2-1)式が成立する。この比例定数は熱風加熱の場合、界面の熱伝達係数に相

当する。ここで熱源側の温度 TA は一定であり、一方 TS は加熱の進行に伴い上昇する。 

QC＝h(TA－TS)      (6.1.2-1) 

一方放射加熱の場合、遠赤外ヒータから物体表面へと流れる熱流の大きさ QR [kW/m２]

は、ヒータ温度 TH[K]と物体表面温度 TS[K]の、それぞれの 4 乗の差に比例するので

(6.1.2-2)式が成り立つ。ここでσは Stefan-Boltzmann 定数であり、εは高温側、低温側

両物体の放射率、形状、幾何学的配置で決まる形態係数を含んだ因子であるが、ここでは

その値自身が問題ではないので、1 とする。 

  QR＝εσ(TH４－TS４)      (6.1.2-2) 

縦軸に熱流 QC および QR、横軸に物体の表面温度 TS を採り、これらの式をグラフにし

たのが図 6.1.2-1 である。なお上記の変数以外の各因子には、図中に示したようにそれぞ

れ代表的な数値を代入して作図した。[ここでは各因子の熱量の単位として、Wh でなく

図 6.1.2-1 加熱進行に伴う熱流変化 

放射加熱 QR 

熱風加熱 QC

熱

流

QR

QC

表 面 温 度 
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kcal を用いている。因みに 1kWh=860kcal である。また理解を容易ならしめるため、温

度は℃で表している]。 

加熱の進行に伴い TS は上昇していくが、その時接触加熱では、熱流が TS に対し比例的

に減少していくのに対し、遠赤外加熱では TS が上昇してきても、熱流は僅かしか減らず、

ほぼ一定の熱流が確保されることが分かる。これは熱伝達能力の面からは、非常に有利な

特長であることは明らかである。 

 

（３）乾燥における劇的な効果 

この一定熱流確保の加熱方式と周囲あるいは熱源との平衡状態の下での加熱方式の違

いは大きい。熱風乾燥と遠赤外乾燥との対比において、前者がバッチ式で半日掛かってい

るのが、後者で処理すると連続装置で例えば 20 分で済む、というような劇的な違いが生

じるのは、今述べた理由によるのである。もちろんここで、遠赤外乾燥には、（１）で述べ

た放射パワーを限界まで高めてみる自由度があり、当然最高の成績が得られるような、放

射パワー投入のプログラムを設定しておくことが必要である。 

 遠赤外乾燥には熱風乾燥ではなし得ないことがまだある。（１）で熱風乾燥は平衡乾燥に

なっていると指摘した。従ってそれにより達成される仕上がり水分は、平衡水分以下には

なり得ない。一方遠赤外乾燥は、雰囲気の水分には余り左右されず、投入されたパワーで

蒸発速度が決まる度合いが高い。これも（１）で述べた投入パワー律速の意味である。乱

暴に言えば、放射パワーを倍にすれば、倍の速度で水分が蒸発する。これが平衡論的な乾

燥ではなく、過渡的な乾燥が行われるという意味である。水分除去の難しい物質に遠赤外

乾燥を適用し、しばしば 0.3%などの絶乾に近い乾燥が達成されるのは不思議ではない。 

 

（４）遠赤外吸収と深部への熱伝達 

１）浸透と吸収 

 遠赤外放射はほとんどの物質において、その表面であまり反射されず、表面近傍で非常

によく吸収される。従って物体深部には浸透しようがない。近赤外放射は、多くの物質に

対し、表面で反射される分も含むが、反射されずに内部に進んだ分は、進むにつれ徐々に

吸収されていくが、ほぼ吸収されるまでに進む距離は遠赤外放射の場合より深い。もしも

すべてが吸収されない場合は、その物質の厚みの反対側から透過していく。近赤外放射は

より深く浸透するといっても、やはり表面に近い部分で圧倒的な部分が吸収され、浸透し

ていくにつれ、指数関数的に減衰していくから、その浸透機構が格別遠赤外放射に比し、

内部への熱伝達に有利というわけでもないのである。 
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 では表面でほぼ吸収されつくす遠赤外放射は、内部への熱伝達に不利なのか。「深部への

熱伝達は熱伝導によっており、ある程度の厚みを持った物体の場合、その深さのほとんど

の距離は熱伝導が支配している。表面の高々0.1～0.2mm は瞬時に放射が吸収されたとし

ても、内部への熱伝達の早さには全く寄与しない。遠赤外加熱は熱伝導と変わりがなく、

深部を早く加熱するはずがない」。このような説が、やはり識者から発せられたことがあり、

未だにそうではないかと思っている人が少なくない。 

２）熱伝導の方程式の意味と深部の昇温速度を決める因子 

熱伝導方程式は、伝達距離が同じならば同じ時間に同じエネルギーが移動するなどとい

うことは述べていないし、それ自体「熱の移動の速度」を規定はしない。熱伝導方程式は、

定常状態においては、入ってきた熱流の大きさ(単位時間に入ってくるエネルギー量)と同

じ分だけそこから出て行く、という熱流連続しか規定していない。系が定常状態になく、

熱流の出入りに差があれば、それに応じた速さでそこの温度が上昇、あるいは低下する、

ということである。そもそも同じ物体の内部に「熱が速く伝わる」とは、単位時間当たり

に伝わるエネルギーの量が大きいということであろう。つまり熱流が大きいということで

ある。 

ある物体を外部から加熱する場合、物体表面から内部に入ってくる熱流がその物体の熱

的変化の全てを支配する。その際の物体内部の温度分布の時間変化を求めることを、熱伝

導方程式の境界値問題を、ある境界条件(例えば表面から流入する熱流を既定する式など)

の下で解くというが、その温度変化の様子(速さ)を左右するのは、境界条件であって、熱

伝導方程式ではない。表面、すなわち境界から与えられる熱流が大きければ、内部あるい

は深部の昇温が速くなる、ということである。 

遠赤外加熱では、（２）の熱流維持のところで説明した通り、この熱流が加熱プロセス

の進行に伴い、あまり低下することなく、ほぼ一定の値を保って(しかもその値を（１）で

述べたように、かなり自由に大きく取れる)表面から流入するため、内部の昇温が順調に行

われる。これに対し熱風や熱板との接触加熱では、取りうる熱流の大きさに限界があり、

あるいは熱流が加熱初期を過ぎると低下し始め、それ以降は低いレベルで推移するため、

内部へのエネルギー供給が滞り、結果として、深部の昇温が遅くなるのである。 

 

（５）表面と深部との温度差がより少ない加熱と品質面への寄与 

上の（３）１）で述べたように、遠赤外加熱は接触加熱に比べ、内部への熱流の大きさ

が維持されるため、深部温度の上昇が早い。一方表面は熱源と触れていないため、その温

度は徐々にしか上がらない。接触加熱の場合に加熱直後から急上昇するのとは、対照的で
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ある。このため表面と深部との温度差は、接触加熱に比べかなり小さい。すなわちより均

一な加熱が出来る。この特長は、当然ながら製品の品質管理上有利に働く。すなわち風香

味などの面でもより望ましい品質達成に寄与するはずである。遠赤外加熱が利用され始め

た頃からしばらくの間、その効果を強調するために使われた説明「遠赤外加熱は中まで電

磁波が伝わるので、奥まで早く温まる」というのは、理屈としては正しくはなかったが、

現象論的には頷けるものがあったのである。 

繰り返すが、遠赤外加熱の浸透の浅さはなんら問題となっていない。遠赤外放射が多く

の物体表面であまり反射されずにほとんどが吸収され、理想に近い放射伝熱が成立するこ

とが利点なのである。遠赤外放射よりは物体のより深い位置に亘って吸収されるが、表面

での反射が無視できない近赤外放射の方が、同じ放射パワーで比べた場合、深部加熱に対

してより有利であると言うことはない。 

 

（６）雰囲気とは独立な加熱 

 伝導加熱には雰囲気は関与しないし、対流加熱の場合は雰囲気自体が熱源であり、それ

が加熱全体を支配する。これに対し放射加熱の場合は、電磁波の伝播は雰囲気とは全く関

係がない。例えば真空下でも加熱が出来るから、遠赤外式真空あるいは凍結乾燥の装置が

利用でき、通常の真空乾燥に比しより効率的な処理が期待出来る。また遠赤外放射の下で、

雰囲気を任意に設定することも出来る。例えば雰囲気をマイナス温度の冷風にしたり、常

温の空気を吹き付けたり、必要なら熱風を吹き付けても構わない。 

 マイナス温度の冷風を併用することは、省エネに逆行するように思える。しかし例えば

冷凍品を解凍する場合、それにより表面温度の上昇を抑え、融解を避けながら、放射パワ

ーを高めることが出来、短時間での解凍が可能になる。また所定時間である食材を乾燥す

るために設定した放射パワーでは、その表面が焦げてしまうというような場合、常温の空

気を吹付け、同時に放射パワーを必要なレベルに維持し、あるいはさらに高めて、より短

時間で所定の乾燥を達成する、ということも狙える。半田のリフロー炉では半田の溶融と

基板の熱損傷防止との、相反するような事象を両方達成させるべく、熱風などを吹き付け

ている。これは意識しての手法か否か分からないが、熱風による表面冷却の効果ともいえ

る。 

 

6.1.3 マイルドでパワフルな遠赤外加熱の因果関係図 

加熱目的、加熱対象物に適合した、適当な温度の雰囲気を有効に設定し、同時に極力高

い放射パワーを追及することで、効率と品質の両方を達成することが不可能ではないので
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ある。これまでの説明のように、遠赤外加熱はマイルドでパワフルな、すなわち表面には

熱的に優しく、短時間処理のためにパワフルなエネルギー投入が出来る加熱方法なのであ

るが、この雰囲気による冷却効果はさらにその特長を活かした方法といってよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6.1.3-1 遠 赤 外 加 熱 効 果 因 果 関 係 図 

 最後にいろいろな要因が互いに関係して効果を生み出している遠赤外加熱の因果関係を

図 6.1.3-1 に示しておく。 
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6.2 遠赤外ヒータの波長帯域別放射エネルギー分率の測定 

6.2.1 測定の意義 

 遠赤外ヒータが発する放射パワーのうち、実際に遠赤外域((社)遠赤外線協会では 3μm

以上と定めている)において放射されている分がどれくらいの割合を占めているか、という

問題は重要である。なぜならば、「遠赤外ヒータを高温で用いると近赤外域からの放射パワ

ーが多くなり、もはや遠赤外ヒータとではなくなる。遠赤外域での放射を利用したいヒー

タは従って低温で用いるべきもので、それ故に放射パワーが小さく、効率的ではない(パワ

ー不足である)」などという俗説が、欧米では信じられているからである。 

 このため(社)遠赤外線協会では、これまでに委託した調査研究などを通じ、このような

知見を得るための測定方法を調べ、検討を加えてきた。ただしそれらの方法には、いくつ

かの問題があり、また調査期間の短さもあって、各種遠赤外ヒータに関し必要なデータを

蓄積することは出来なかった。しかし近年、簡易的な実測による評価方法が協会の自主研

究により確立し、国内各社のヒータを用いた測定データの蓄積と解析が完了した。この成

果はいずれ国外にも発表されるべきものであるので、ここでもその概略を報告する。 

 

6.2.2 測定方法 

（１）放射温度計の利用 

 測定は遠赤外ヒータの表面温度を放射温度計で測定するのと全く同じやり方を取る。放

射温度計の目盛りはもちろん温度になっているが、これはその実際の電気出力(mV)を、黒

体炉を用いて温度目盛りに校正しているからである。黒体の温度とそこからの放射パワー

(の波長分布)との関係は Planck の法則で決まっているから、放射温度計の mV 出力から、

放射パワーの値が得られることになる。すなわち、放射温度計で測るのは、温度ではなく、

放射パワーに関係付けられる電気出力である。 

 放射温度計としては、波長域 0.2～15μm において感度を有するタイプである。通常の遠

赤外ヒータを使用可能な温度範囲で用いた場合、そこからの放射パワーはほぼこの波長域

に入る。15μm 以上の波長域での放射パワーの割合は、ヒータ温度 300℃で 12%くらいであ

るから、この部分が測定に関与しないとしても大きな誤差にはならないであろう。そこで

これを全波長域の放射パワー測定計器と位置づける。 

 

（２）フィルターの利用 

 我々が簡便に知りたいのは、この全波長域に相当する放射パワーの値に対し、3μm より

波長の長い遠赤外域の値と、それより短波長の近赤外域の値が、それぞれどのくらいの比
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率を占めているかである。このようにして全波長域放射パワー、遠赤外域放射パワー、近

赤外域放射パワー、ならびに互いの比率が得られる。ここで遠近の波長域を分けるのには

フィルターを用いる。実際に入手出来たフィルターは、4μm 以下のショートパスフィルタ

ーと 5μm 以上のロングパスフィルターであったので、15μm 以下の全域用、5～15μm の遠

赤外域用、4μm 以下の近赤外用の実質３基の放射温度計を使って、それぞれの波長域の放

射パワーを測るということになる。 

測定結果は、我々が欲しい厳密に 3μm を境にした比率ではないが、大雑把に遠・近の

放射パワーの寄与割合の傾向は把握できるであろう。なおフィルターにはそれぞれ感度特

性があるため、それらを介した放射計の場合は、全域放射計の感度特性にさらにそれら感

度特性を乗じてデータの処理を行う。すなわち、フィルターを介した場合の mV 出力から放

射パワーへの換算は、Planck の式にその(フィルターを介した)放射温度計の分光感度を乗

じて積分することにより得られる。 

 

（３）遠赤外ヒータの測定 

 遠赤外ヒータとしては面状ヒータを用いたが、目下国内で使用されているものの多くが

集まったので、これら全てを対象とした。測定は放射面を上向きして設置した遠赤外ヒー

タに通電し、供給電力を調整し、(ヒータ表面の定点が)所定の温度で一定に保たれるよう

な状態に達した後、ヒータ表面の適当な視野範囲に向けた放射温度計３基のそれぞれの mV

出力を記録する。実際には放射温度計は１基で、その前に装着したフィルターを切り替え

て測定する。このような測定を温度を何段階かに変えて行い、一つのヒータについての測

定を終える。 

 

6.2.3 遠赤外ヒータの放射特性の違い 

 これ等ヒータのほとんどはヒータ素材の分光放射特性データが別途得られており、同じ

遠赤外ヒータでも、大きく黒体型(全波長域で放射率が高いタイプ)と遠赤外域型(３μm 以

下あるいは 4～5μm 以下において放射率が低く、それより長波長域で放射率が高いタイプ)

とに分けられたため、後述のように得られた結果をタイプの違いにより比較することが出

来た。 

 

6.2.4 測定結果 

（１）タイプの異なる２種の遠赤外ヒータについての結果 

タイプの異なる２種の遠赤外ヒータとして、ヒータ表面の放射素材が図 6.2.4-1 に示す
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ような分光放射率を持つものを選択した。一方は全波長域においてほぼ一定の放射率を示

すものであり、すなわち黒体型である。もう一方は 3μm 以下の領域では放射率はほぼ 0

で、5μm以上の波長域では 1に近い放射率を示すものであり、これは遠赤外域型に当たる。

この２種の遠赤外ヒータのそれぞれにつ

き、全域、近赤外域、遠赤外域の３つの

帯域別放射パワーを、ヒータ温度を変え

つつ、上に述べた方法で求める。 

この結果を図 6.2.4-2 に示す。左側が

黒体型ヒータ、右側が遠赤外域型ヒータ

についての結果である。この両図の上の

方の図は全域、遠赤外域、近赤外域の放

射パワーをヒータ温度に対しプロット

したものである。下の方の図は、これ

ら各帯域の放射パワー同士の比として、全域放射パワーに占める近赤外域放射パワーの割

合、同じく全域放射パワーに占める遠赤外域放射パワーの割合、さらに近赤外域放射パワ

ー対遠赤外域放射パワーの比を取って、ヒータ温度に対しプロットしたものである。 

図 6.2.4-2 放射エネルギー（比）VS 温度（実測と計算） 
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図 6.2.4-1 分光放射率のタイプが異なる 2種の

遠赤外ヒータ：黒体型と遠赤外域型.
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（２）実測値と計算値 

図 6.2.4-2 には実線、点線等で計算値も併せて示している。測定に用いた２種の遠赤外

ヒータについては、それぞれのヒータの放射素材の分光放射率が別途測定されている。こ

のデータと、ヒータ表面温度の測定値とから、Planck の式を用いて、３種の放射計からの

出力に相当する(測定波長帯域、分光感度特性を考慮した)放射パワーおよびその間の比率

を求めることが出来る。 

実測値と計算値との比較では、遠赤外域型ヒータにおいてややずれが見られるが、概ね

良い一致を示しており、この方法が簡易法として実用に耐えうるものであることを示して

いると言えよう。 

 

6.2.5 結果についての考察 

 図 6.2.4-2 から見られることは、先ず遠赤外域型ヒータでは当然ながら、放射パワーの

ほとんどが遠赤外域に属し、近赤外域の分は僅かであること、また遠赤外域型ヒータから

の遠赤外域放射パワーは高温においても、黒体型ヒータからのそれと匹敵していることが

分かる。黒体型ヒータでは、全放射パワーに占める遠赤外域の放射パワーの比率は、温度

の上昇に伴い減少し、一方近赤外域の放射パワーの比率は増加するのに対し、遠赤外域型

ヒータでは高温になっても近赤外域からの放射の割合は増えず、ほとんどが遠赤外域にお

いて放射されていることが分かる。 

 遠赤外域型の遠赤外ヒータは、それが耐えうるどんな高温状態で用いても、放射パワー

のほとんどを遠赤外域において放射するという特徴をもつ。黒体型の遠赤外ヒータであっ

ても、おそらく用いられている 高の温度においても、遠赤外域で放射されるパワーの割

合の方が、近赤外域で放射されるパワーの割合よりも大きいであろうことが、グラフを外

挿すれば容易に推定できる。 

 

6.2.6 我が国で実際に使用されている各種遠赤外ヒータへの適用 

(社)遠赤外線協会で入手した８種類の遠赤外ヒータに本方法を適用した結果を図

6.2.6-1 に示す。各ヒータを構成している放射素材の分光放射率はそれぞれに異なるが、

黒体型、遠赤外域型がそれぞれ４種類ずつであった。この図の左は遠赤外域放射パワーの

温度による違いを示しているが、ヒータのタイプによらず、各ヒータは高温下においても、

黒体に近い放射パワー量を放射していることが分かる。また右の図は全放射パワーに占め

る遠赤外域放射パワーの割合が温度により、どのように変化するかを見たものであるが、

遠赤外域型ヒータは、放射パワーを遠赤外域において放射する割合が、黒体よりはるかに 
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大きいことが分かる。この傾向は特に高温下において顕著である。一方黒体型遠赤外ヒー

タは黒体と同等の放射特性を有している。 

 

6.2.7 本方法に対する評価 

 遠赤外ヒータが、中でも遠赤外域型のタイプに属するヒータが、このように、高温下で

もその放射パワーのほとんどを遠赤外域において放射しているということは、実はヒータ

放射素材の分光放射率から推定され(今回の計算値のように)得る知見ではあった。しかし、

そのような解析を系統的に行ったという報告はなく、本当にそのような計算が正しいと言

えるのか、という心配はかなり以前からあり、実際に遠赤外域放射パワーを測定して見な

ければという受け止め方が成されていたと思われる。 

 今回の測定は、帯域の異なるフィルターを使い分けることにより、放射温度計により測

定した放射エネルギーを波長帯域別に求めたものであり、いろいろな計算処理はあったも

のの、概ね実測したものと考えてよかろう。遠赤外ヒータの特長がはっきりと確かめられ

たと言えよう。 

 今回は望ましい波長帯域のフィルターを用いることが出来なかったが、もしも期待した

ように 3μm を境としたローパス、ハイパスのフィルターが使えていれば、今回の結果より

も遠赤外域型と黒体型の特徴の違いがより一層明確になったのではないだろうか。 

図 6.2.6-1 遠赤外域エネルギー比率のヒータ選別による違い 
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6.3 遠赤外炉の理論的考察 

 

従来遠赤外炉の熱設計においては、対流損失・熱貫流損失・被加熱物顕熱に着目した定

常的なエネルギー収支計算に基づくものが主体であった。昨今，コンピュータ性能の飛躍

的向上により、さらに複雑かつ非定常性を考慮した数値解析が容易になっている。  

ふく射に関する数値解析の手法としては概ね下記のような手法が考えられ、 それぞれ

多数の研究者および技術者の努力により実用化され、実設計にも適用されている。  

① 空間分割法 

② モンテカルロ法 

③ ふく射要素法 

これらについては、 文献等も数多く刊行されている 1) 2) 3)もとよりふく射は空間を電磁波

が伝播する現象であるため、 Maxwell 方程式を考慮するのが厳密であるが、一般的には任

意の放射面間の熱交換量は、 Stefan-Boltsmann の法則および「形態係数 4)」の導入により、 

実用上問題ない形で定式化されている。上記①の「空間分割法」はそれらに加え「射度」

の概念を用いることにより、 閉空間内のエネルギー収支を簡潔な式体系で表現するもので

ある 5)。本章ではそうした状況を鑑み、 空間分割法をベースとしつつ, 実際の加熱炉の設

計に適用しうるふく射数値解析の一端について述べる。 

 

6.3.1 閉空間内におけるエネルギー収支 

一般的にふく射加熱の場合、 開放状態における 2 面間のエネルギー交換に関しては比

較的容易に計算可能である。 しかしながら、 加熱炉内部のような閉空間内全体を対象と

したエネルギー収支を取り扱う場合には、 ふく射の壁面での反射・吸収・再放射を全内壁

面において考慮しなければならなくなるため、 一挙に計算が困難になる 6) 7)。そのことを、 

ペーストを塗布された基板を対象とした乾燥炉内における伝熱を例にとって説明する。 図

6.3.1-1 の上段はヒータから放射されたふく射が、 基板面や炉内壁面でその後多重的に反

射・吸収を繰り返す様子を示す。さらに炉壁内面で吸収されたふく射エネルギーは、 炉壁

内部を伝導し炉壁外面より系外へ放散される。これらが総合された結果、 定常時(連続運

転時)における炉の消費エネルギー(電力)および炉内の温度場が決定される。またそれらの

傾向は、赤外線ヒータによる焼成炉の場合、 あるいは熱風乾燥炉の場合等、 炉の用途や

構造によって多様性を示す。 したがってたとえば各種加熱炉の抜本的なランニングコスト

の机上比較を試みる場合、相当に複雑な伝熱解析手法が必要となるため、当該事項につい

ては依然として統一的な指針が確立されてないのが現状である。 
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また被加熱物の内部でのふく射吸収の過程も単純ではない。 図 6.3.1-1 の下段は基板

の上に塗布された塗布膜に入射したふく射が、 膜内部でも多重反射をしながら吸収される

様子を示している。 特に、基板が(単体としてみた場合に反射率が大きく異なる) 金属箔

の場合は,当該基板と塗布膜の界面においてふく射が断続的になると考えられ、 被加熱物

全体の厚みが小さい場合においては、こうした効果を解析に組み入れることも数値解析の

有効性において重要な要素になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.1-1 赤外線 (ふく射) の吸収・反射・透過モデル 

 

6.3.2 数値シミュレーション 

（１） モデル化 

本項では、実際の加熱炉を想定したふく射伝熱モデルの例について記載する。特に太陽

電池および各種ディスプレー用ガラス基板や二次電池用フィルム基板を対象とした、ふく

射伝熱を主体とする加熱炉を想定した。 特に, 炉内壁の材質(放射率)と加熱効果との相関、

熱風加熱と赤外加熱との比較等の検証に有効なものである。図 6.3.2-1 および図 6.3.2-2

に 2 種類の基本的なモデル化の例を示した。  

① 無限平行面モデル  (図 6.3.2-1 Infinite parallel plates model)  

② 直方体多分割面モデル (図 6.3.2-2 Finite multi-fractionated rectangular model)  
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            図 6.3.2-1  無限平行面モデル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 6.3.2-2  直方体多分割面モデル 

 

上記②は閉空間を直方体形状に近似し、その内壁面を矩形面に分割して、射度法を用い

た空間分割法によりふく射解析するものである。加熱炉は基本的に直方体の形状をしてい

る場合が多いため、近似手法として合理的である。また内壁面の矩形分割はそれらの間の

形態係数を厳密式で表現できるという特徴を持つ。このことは各加熱過程の非定常解析に

おいて、その計算所要時間に比してエネルギー保存という観点における計算誤差が小さい

という利点をもたらす。したがって複数の加熱炉間の省エネルギー性能等を比較する際に

有用である。式体系は後述するが、射度に関する代数方程式と炉壁部分および内部基板の

厚み方向に考慮する熱伝導方程式との組み合わせとなる。 

給排気および対流熱伝達

流体流出入
考慮

面Ｓ11

上段

下段

・・・・・面Ｓ12
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Wall 2
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また、①はその最も単純化された特別な場合で、複数の無限平行面の組み合わせで加熱

炉を近似する。本節冒頭に記載した用途の加熱炉内は、広い加熱面と基板面が平行に相対

している場合が多いため、①のような簡潔なモデルでもかなり良好に近似できる場合があ

る。 

いずれも伝統的な微分方程式をベースとした式体系により定式化可能であるが、基板の

有無に対応する空間認識や当該基板のふく射透過の定式化等については、相応の工夫を要

する。実際の炉設計においては、炉内壁の温度を指定するのではなく、炉内のふく射伝熱

場と、炉壁の熱伝導および炉外への対流・ふく射伝熱損失を連成して炉内壁温度を予測す

ることが重要である。また、基板や炉壁の熱容量を考慮して、非定常過程を検討すること

も重要である。これらの点を考慮して定式化する。 

なお 6.3.1 で述べた ペーストを塗布された基板を対象とした乾燥炉内における伝熱モ

デルに関しては、炉の縦断面内を計算領域とした図 6.3.2-3 のようなものが考えられる。

溶剤蒸発を伴う系は、塗布膜内での物質移動に関する定式化が非常に複雑になるため、系

全体を対象とした 3 次元解析を当初から目標とするよりも、まず図 6.3.2-3 のようなモデ

ルを試験検証に耐えうる水準に確立することがエンジニアリング上有効である。 

 

 
  

図 6.3.2-3  ペースト乾燥炉内の伝熱モデル例 
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6.3.3 定式化例 

無限平行面モデルに関する、支配方程式の定式化例を以下に示す(図 6.3.3-1 参照) 8)。な

お記号は下記のとおりである。 

cp,I ： 炉壁定圧比熱 ［kJ/(kg･K)］  

cp,f ： 基板定圧比熱 ［kJ/(kg･K)］  

cp,a，  ： 空気定圧比熱 ［kJ/(kg･K)］ 

h ： 内壁面熱伝達率 ［W/(m2･K)］ 

hout ： 外壁面熱伝達率 ［W/(m2･K)］ 

k ： 炉壁熱伝導率 ［W/(m･K)］  

q ： 発熱面の単位面積当たりの熱発生量  ［W/m2］  

qij ： 壁面間の輻射熱流束  ［W/m2］  

qif ： 壁面－基板間の輻射熱流束  ［W/m2］  

qia，  ： 壁面－空気層間の対流熱流束  ［W/m2］ 

qaf，  ： 空気層－基板間の対流熱流束  ［W/m2］ 

qout i ： 壁裏面への放熱熱流束  ［W/m2］  

t ： 時間 ［s］ 

T0 ： 炉外温度（基準温度） ［℃］  

Ti ： 壁面 (i) 温度 ［℃］  

Tf ： 基板温度 ［℃］  

 ： 壁面 i 側の空気層温度 ［℃］ 

x ： 炉壁厚み方向座標 ［m］ 

δ ： 炉壁厚み ［m］ 

δf ： 基板厚み ［μm］  

： 空気層厚み ［m］ 

σ ： Stefan-Boltzmann 定数 ［W/(m2･K4)］  

ε i ： 壁面放射率 ［－］  

ε f ： 基板放射率 ［－］ 

ρ i ： 炉壁密度 ［kg/m3］  

ρ f ： 基板密度 ［kg/m3］ 

 ： 空気密度 ［kg/m3］  

 

 

iapc ,

iiaq

fai
q

iaT

iaδ

iaρ



－222－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.3-1  無限平行面モデルに基く定式化 

 

Wall i，空気層 i および基板 f に関する熱収支式は下記の(1)～ (4)式により記述される。 

                                                       

                                                    (1) 

                                                   (2) 
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 (4) 

 

また，(4)式に関する初期条件および (1)式に関する境界条件は次のように与える。 
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(5) 

 

 

 

(1)～(5)式は発熱面を wall 1 側の内面に限定した場合の定式化例である。条件によっては

これ以外にも定式化の方法は考えられる。また定常状態において、(1)～(5)式は大きく単純

化される。以上の式群は簡潔なものでありながら、定常状態に保たれた加熱炉内に突然挿

入された後の基板温度推移、というような工業上非常に重要な加熱過程における現象を、

かなり正確に模擬することができる。  (1)～(5)式を解く場合、差分法に基づく数値プログ

ラムで実行すれば、通常のパーソナルコンピュータを用いても 1 回の計算は数秒以内に完

結する。 

次に直方体多分割面モデルに関する定式化について、基本的な手法を紹介する。具体的

には、閉空間ふく射解析における「空間分割法」を基本とし、そこに炉壁内伝熱等に関わ

る式群を付加することになる。  

(6) 

         (7) 

 

 

 

 

                                          (8) 

 

(9) 
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(6)式は、各分割面上における射度 G の定義である。すなわちある面において「面自身の

放射」と「他面からのふく射の反射分」の和を射度とよぶ。後者においてある面に入射す

る (他面からの) ふく射の総和を外来照射量 J と定義し、(7)式は射度と外来照射量との関

係を示す。 Fim は i 面から m 面をみた形態係数である。(6)および(7)式は，行列を用いた

形式で記載することができる( (8)～(10)式) 。(8)式において「射度ベクトル」もしくは「 (内
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壁面) 温度ベクトル」のいずれかが判明している場合、(8)～(10)式を解決することにより

他方の数値を求めることが可能になる。これを空間分割法といい、通常(12)式の解決には

SOR 法等の数値計算手法が用いられる。これらに加え、各分割壁および基板に本項前半で

解説した熱伝導方程式の体系を組み込むことにより、「射度ベクトル」と「温度ベクトル」

の双方を同時に決定することが可能である。本定式化により、実際の加熱炉の運転状態に

おけるエネルギー収支詳細を定量化が実現し、また空間エネルギー収支の非定常推移やふ

く射平衡の条件等、興味深い知見を引き出すことも可能である。 

なお、ペースト塗布基板を対象とした乾燥炉内における伝熱モデルについての定式化に

関しては、ふく射部分については(6)～(10)式に基づく。塗布膜内部における各成分の物質

移動に関する解析方法に関しては、過去に詳細な研究内容が報告されている 9) 10)が、式展

開等は非常に複雑になるため、ここではその詳細は割愛する。 

 

6.3.4 数値計算例 

（１）計算対象 

本節では、以上で説明した数値モデルにより、実際の加熱炉を想定した数値解析を実施

し赤外線加熱の有効性を検証する。対象とする乾燥炉は、巻取機と巻出機を備えたロール-

ロール型の加熱炉で、熱風吹き出しノズルと赤外線ヒータを併設する(図 6.3.4-1)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 6.3.4-1  ロール-ロール型乾燥炉 
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図 6.3.4-1 の下段の図においては、熱風ノズルと赤外線ヒータは上面のみに設置されて

いるが、下面にも同様に設置される場合が多い。当該乾燥炉を想定し、金属基板にペース

トを塗布した被加熱物を熱処理する過程を数値解析する。当該被加熱物の塗布ペースト中

の溶剤を、赤外線加熱により効率的に乾燥する条件を検討するものである。ペーストは金

属酸化物と有機溶剤および高分子ポリマーの混合体を想定し、6.3.2 項の図 6.3.2-3 のモ

デルに基づき計算する。計算上の加熱条件につき、熱風加熱のみの場合と、熱風と赤外線

ヒータの複合加熱の場合との比較を、表 6.3.4-1 に示す。なお炉長を 1.5ｍとし内部は 3

つの制御ゾーンに分割されているものとする。また、搬送速度を 0.5ｍ/min として計算し

た。 

表 6.3.4-1  計算上の乾燥炉設定条件比較 

 

 

 

 

 

（２）計算結果と考察 

図 6.3.4-2 および図 6.3.4-3 にそれぞれの条件に基づく計算結果を示す。 

  ＜条件 1＞ 

 

 

 

 

 

 

  ＜条件 2＞ 

 

 

 

 

 

 

 

条件1（熱風） １ゾーン ２ゾーン ３ゾーン 条件2（赤外付加） １ゾーン ２ゾーン ３ゾーン

上部熱風温度 [℃] 120 120 120 上部熱風温度 [℃] 120 120 120

熱風風速　　　 [m/s] 4 4 4 熱風風速　　　 [m/s] 2 2 2

下部熱風温度 [℃] 120 120 130 下部熱風温度 [℃] 120 120 130

熱風風速　　　 [m/s] 4 4 4 熱風風速　　　 [m/s] 2 2 2

上部赤外       [℃] - - - 上部赤外       [℃] 350 250 200
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図 6.3.4-2  計算結果 1 
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   ＜条件 1＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜条件 2＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.4-3  計算結果 2（炉断面温度分布） 

 

図 6.3.4-2 はそれぞれの条件において、左側が温度推移を示し、右側がペースト中の溶

剤質量分率の推移を示す。横軸は炉内での加熱時間もしくは炉の入口からの距離を示す。

温度推移のグラフの判例中、黒三角は基板温度を、白三角は基板上面の流体温度をそれぞ

れ示す。条件 1 と 2 を比較すると、基板温度は赤外線ヒータを付加したことにより高く維

持され、それに伴い溶剤の蒸発速度も熱風のみの場合に比し約 30％短縮されている。また

重要な点は、 条件 2 においては熱風の使用量が条件 1 に比し半分に抑えられていることで

ある。双方の条件における炉の計算上推定出力は、条件 1 の場合約 25ｋＷ(熱風予熱に必

要分)に対し条件 2 の場合は約 21ｋＷ(熱風予熱 12.5ｋＷ ,赤外線ヒータ 8.5ｋＷ)であり、条

件 2 において約 15％削減されている。結論的に条件 2 は、少ない消費電力でかつ迅速な乾

燥を実現できていることになり、赤外線加熱の効率性を示している。なおこうした傾向は
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実験においても確認されている。塗布膜中に赤外線が直接吸収され有効な蒸発エネルギー

源になっていると解釈されるが、(当該ふく射を放射する水準に)赤外線ヒータを高温に保

つことは、熱風温度を上昇させることに比べて通常エネルギー的にはるかに容易である。

少しでも熱風を削減しふく射エネルギーに置き換えていくことが、乾燥速度の上昇という

意味での加熱プロセス効率化の鍵となっていることは明白である。 

 

6.3.5  まとめと今後の課題 

本章においては、 赤外線加熱に代表されるふく射加熱の効率性について検証するため

に、主として数値解析手法の見地から最近の取り組みの一端を記載した。 紙面の関係上お

よび現在研究途上の内容も多いことから、その全容を記載することは困難であるが、 6.3.4

項の数値解析により赤外線加熱の効率性の一端は示されている。 6.3.4 項に例示したよう

なプロセスは、近未来のエネルギー源として大きな注目を集めるリチウムイオン電池の電

極形成プロセス等にも有効に応用可能である。 ただし、 加熱プロセスの効率性は単にそ

の乾燥の迅速性のみで評価することはできない。 たとえばいくら速く溶剤乾燥が行われた

としても、乾燥後の塗布膜に機械的強度が不足しているなら、それは本末転倒なこととな

ってしまう。近年のコンピュータ技術の進歩に伴い、シミュレーション技術もその進歩が

著しい。 乾燥速度のみならず、被加熱物の品質・性能に影響する因子まで予測可能な解析

技術も、少しずつではあるが実現されてきている。 引き続き研究開発に努力し、解析技術

を通して少しでも遠赤外炉の効率化に尽力できるなら幸甚である。 
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第 7 章具体的な事例による省エネ効果等の検証 

 

 本章では、エネルギー利用を中心とした放射伝熱の具体的な事例を従来方式と比較する

ことにより、放射伝熱の持つ省エネ性、処理時間の短縮化、品質の向上等の特長を定量的

に示す。 

 

7.1 農業用加熱・乾燥の事例 

ここでは、穀物乾燥機を例として、従来の熱風式と比較する中から、放射伝熱の省エネ

性について検証する。 

 
7.1.1 穀物循環型遠赤外線乾燥機 

 穀物乾燥に遠赤外線を利用した際の省エネ効果の検証は、農研機構の生研センター（生

物系特定産業技術支援センター）との共同開発事業の一部として行った。 

 従来型の熱風乾燥機と開発機の比較を行うことを原則として、定量的なデーターを得る

ためにそれぞれの乾燥機の重量や各部の温度・静圧分布・燃料消費量・電力消費量などを

自動計測して性能を比較した。 

 

（１）試験に供した乾燥機の概要 

 この性能評価に際して、今後の大型化を前提に、金子農機の主力機種とほぼ同一の処理

量（0.6Ha 分の籾）を乾燥できる機種を対象に設計した。設計した穀物循環型遠赤外線乾

燥機の構造を図 7.1.1-1 に、その主な仕様を表 7.1.1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.1.1-1 穀物循環型遠赤外線乾燥機の構造 
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表 7.1.1-1 穀物循環型遠赤外線乾燥機の主な仕様 

処理量（籾） 2000～5000 ｋｇ 穀物循環能力 8200 ｋｇ/ｈ 

排気風量 88 ｍ３/ｍ 所要総動力（7 ﾓｰﾀ） 1.957 ｋｗ 

吸入風量 66 ｍ3/ｍ 乾燥速度 0.4 ％/ｈ以上 

供給熱量 50000 ｋcal/h 胴われ増加率 3 ％以下 

遠赤放射熱量 22000 ｋcal/h 発芽率低下 3 ％以下 

 

（２）評価試験の注意事項 

 穀物（籾）は基本的な特性や生育中の気象条件などにより、ひとつの穂の中でも下の方

から開花して熟していくので部位によって熟度が異なり水分が変化する。 

また、このような差は穂によっても生じ、稲株ごと圃場ごとに変化するので、乾燥機に

投入される籾も一粒ごとに性状が異なり、水分も 15％から 35％まで分散している。 

 さらに、籾の乾燥は 50℃程度の比較的低温で行うので、天候の影響を大きく受けること

になり、夜間と雨天は乾燥が進まず晴天の日中はどんどん乾燥する。 

 これらの変動を吸収するために下記の点を工夫して乾燥試験を行うようにした。 

・ 試験に使用するもみは出来るだけ同一条件の圃場から収穫するものとし、熱風乾燥機

と遠赤外線乾燥機に交互に同量を投入して、試験材料の偏りを防止した。 

・ 天候の影響を少なくするため乾燥の時間を揃えることにし、２機の乾燥機を同時に運

転開始した。この場合、乾燥の終了時刻は異なるので、一方が乾燥を終了しても他方

が乾燥を終了するまでの天候はその乾燥機のみの条件となるが、この影響は無視した。 

 

（３）測定結果の概要 

 開発期間 5 年間の最終年度平成 10 年の籾の乾燥試験の結果を表 7.1.1-2 に示す。当初の

期待どおり大きな省エネ効果が得られ、この開発が成功したことが明らかになった。 
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（４）考察 

１）除水率（熱） kg／kg・・・除水量／灯油消費量 

対象機に比較して平均 116.4％の除水率を達成した。 

熱風乾燥においては、穀物より温度の高い空気を通風し穀物の温度を上昇させて乾燥す

る。空気は穀物層を通過するにつれて温度が下がり、水蒸気を受け取って断熱変化（等エ

ントロピー変化）しながら排気される。 

通常は熱風温度 50℃で穀物を乾燥するが、穀物温度は乾燥初期の 30℃程度から乾燥終

了時には 40℃程度になるので、水分が低い段階では温度差 10℃での熱交換になり効率が

低下する。 

また、常に外気を 50℃まで上昇させるエネルギーが必要になるので、夜間や収穫時期の

遅い地区など気温が低いほど効率が低下する。 

これに対して遠赤外線乾燥においては、遠赤外線放射体の温度が 450℃程度あり、直接

穀物の温度を上昇させるので温度差が充分にあり、乾燥終了時でも効率が低下しない。ま

た、乾燥エネルギーの 40％程度が遠赤外線として照射され、残りの熱が空気を加温するの

で、外気温度が低いときでも効率の低下が少なくなる。 

２）除水率（電気） ｋｇ／ｋｗｈ・・・除水量／灯油消費量 

対象機に比較して平均 179％の除水率が得られた。 

表 7.1.1-2 籾の乾燥試験結果 （生研センター平成 10 年度事業報告より） 
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遠赤外線乾燥機は送風温度が低いために、処理量に対する通風量を 80％に抑えたので、

その分送風動力が少なくなった。 

また、均一加熱が実現して熱による障害が少なくなったために、胴割れや発芽障害がほ

とんどなくなり、乾燥速度を早くすることができた。結果として乾燥時間が短縮されその

分電力の消費も少なくて済んだ。 

３）送風量低減効果 

遠赤外線乾燥においては、穀物を直接加温するので穀物温度が上がり、送風空気の温度

が低くても乾燥が進む。したがって、穀物層を通過する際に空気の温度低下が少なく、ほ

とんど等温で変化する。このために空気が水蒸気飽和点に到達しにくく、多くの水分を含

むことが出来るので、少ない通風量で乾燥を行うことが可能になった。 

また、このことは同じ送風機でより多くの穀物を乾燥できることになるわけで、今回開

発した 5ｔ処理の乾燥機と同じ送風機を使用して、燃焼能力と遠赤外線放射体の面積を増

やした機種が開発され、7t までの乾燥処理ができるようになった。この送風機を使用して

従来販売されていた熱風乾燥機の最大処理用は 4t だったので、遠赤外線を利用することに

よって大幅な性能 UP を実現することができた。 

４）品質向上効果 

遠赤外線乾燥において胴われが少なくなったが、均一な加熱によって特定の穀物に熱的

なストレスがかからなくなったことと、通風部での穀粒の表面の温度が内部より低く、水

分移動に好適であることが原因であると考えている。 

今回の開発の中で最少処理量である 2000kg に対して、燃焼量 100％の試験区を設けた。

この試験では乾燥速度１.8％/ｈという従来乾燥機の 3 倍のスピードとなったが、胴割れの

発生は認められなかった。 

熱風乾燥で同じことをすると、ほとんどの米が胴割れして規格外になってしまうので、

穀物の量に応じて乾燥温度を変化させているが、遠赤外線乾燥でこれが不要ということに

なれば乾燥操作の簡略化が実現する。 

また、乾燥速度を速くすることができると、同じ乾燥機で１日 2 回転の運転も可能とな

るので、生産性の大幅 UP を実現することもできる。 

また、遠赤外線乾燥機で乾燥した米は貯蔵時の脂肪酸の増加が少なく新米の味を長期間

維持することが出来た。これは玄米中の脂肪を包む膜に対する熱的なストレスが少なかっ

たことを示しており、発芽率の減少度合いが少ないことの理由と共通である。 

これは均一加熱による影響が大きく、全ての米粒が均一に加熱されるため、熱風式のよ

うに風上の米だけが過熱されることがなかったためと思われる。 



－233－ 

7.2 工業用加熱・乾燥の事例 

ここでは、工場の熱処理工程で使用される加熱・乾燥装置などを例として、従来の装置

との比較から、放射伝熱の省エネ性、処理時間の短縮、品質の向上などの特長を述べる。 

 

7.2.1 塗装乾燥機 

（１）メタルガスケット塗装乾燥機 

 図 7.2.1-1 にメタルガスケット塗装乾燥機の外観を、表 7.2.1-1 にその仕様を示す。 

 

 

 

 

 

図 7.2.1-1 メタルガスケット塗装乾燥機 

表 7.2.1-1 乾燥機仕様 

項  目 仕     様 

外形寸法  7,320 L × 650 W × 1,424 H 

炉内有効寸法  6,400 L × 400 W 

ヒータ容量  24.0 kW 

使用ヒータ  遠赤外線面状ヒータ 28 枚 

  温風ダクトヒータ 2 基 

搬送方法  ＳＵＳ製チェーン付きネットコンベア 

照射距離  75 mm 

温調区分  3 区分 
 

従来はガス熱風炉を使用し乾燥していたが、炉内の雰囲気が悪く、ホコリによる不良発

生や急速加熱が難しかった。遠赤外線ヒータを使用した塗装乾燥機を導入することにより

コンパクト化・省エネ・その他効果を実証した。以下にその効果内容を記す。 

また、図 7.2.1-2 に省エネ・コンパクト化の様子を、図 7.2.1-3 に昇温昇温時間短縮に

よる生産性の向上の様子を示す。  

［1］ ワーク温度との差が大きく、安定した加熱ができる 

［2］ 保持時間が短い 

薄物の場合は保持ゾーンが必要ない場合もある。高いエネルギー密度で、速い昇

温、かつ塗膜内部に赤外線が吸収されることで硬化が促進される。 
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［3］ 制御性が良く、希望の昇温・保持の温度プロファイルが実現できる 

［4］ 塗装膜品質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、赤外線加熱は硬化時間を短縮させるだけでなく、速く、瞬時に硬化させる

ことにより、滑らかで艶のある仕上がりが得られる。また粉体が飛び散りワークに再付着、

離脱することもない。 

図 7.2.1-2  省エネ・コンパクト化

図 7.2.1-3  昇温時間短縮による生産性の向上 
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（２）デフリックコート塗装乾燥機  

 図 7.2.1-4 にデフリックコート塗装乾燥機の外観を示す。また、表 7.2.1-2 にデフリッ

クコート塗装乾燥機の仕様を示す。 

  

図 7.2.1-4  デフリックコート塗装乾燥機  

 

表 7.2.1-2 乾燥機仕様 

項  目 仕     様 

外形寸法  3,685 L × 720 W × 1,675 H 

炉内有効寸法  2,240 L × 670 W × 490 H 

ヒータ容量  17.6 kW 

使用ヒータ  遠赤外線面状ヒータ 8 枚 

搬送速度  60 ～ 600 m/分 インバータ制御 

搬送方法  ＳＵＳ製チェーン付きネットコンベア 

照射距離  50 ～ 300 mm 

温調区分  2 区分 

 

従来は熱風炉を使用し乾燥していたが、遠赤外線ヒータを使用した塗装乾燥機を導入す

ることにより、コンパクト化・省エネ・その他効果を実証した。以下にその効果内容を記

す。 

［1］生産性 

・ 歩留まりが大幅に改善 

・ 乾燥時間が従来の１／３に短縮 

［2］作業環境 

・ 電気の為、空気を汚さずクリーンな環境を実現した。 

・ 作業場への熱の拡散も少なくなり、環境改善を実現した。 
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7.2.2 樹脂加熱炉 

（１）遠赤外線樹脂加熱炉 

 図 7.2.2-1 遠赤外線樹脂加熱炉の外観を、表 7.2.2-1 にその仕様を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.2-1 遠赤外線樹脂加熱炉の外観 

 

表 7.2.2-1 遠赤外線樹脂加熱炉の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この加熱炉の用途は、服装のパッド・シューズ底・スポーツ防護用パッドなどの樹脂成

形前の加熱を目的として設計・製作したものである。遠赤ヒータ上下加熱＋熱風循環加熱

により様々な効果を実証した。 

 

項  目 仕     様 

外形寸法  6,000 L × 1,100 W × 2,000 H 

炉内有効寸法  5,000 L × 400 W 

ヒータ容量  31.2 kW 

使用ヒータ  遠赤外線面状ヒータ 8 枚 

  温風ヒータ     12 個 

搬送方法  ＳＵＳ製チェーン付きネットコンベア 

照射距離 

 

 

 上部遠赤ヒータ：150 ～ 300 mm 電動 

 下部遠赤ヒータ：100 mm 固定 

 熱風ヒータ  ：350 mm 固定 

搬送速度  75 mm 

温調区分  11 区分（遠赤８回路、熱風３回路） 
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［1］生産性 

・ 歩留まりが大幅に改善 

・ 乾燥時間が従来の１／３に短縮 

・ 安定した加熱、品質によりインライン化が可能になった 

・ コンベアスピード及び温度コントロールによりバリエーションに富んだワーク

に対応できる 

［2］省エネ 

・ 放射効率が良く、樹脂への熱吸収の良い遠赤パネルヒータを使用 

・ 熱風循環方式の為、熱の放出が少なく、経済的である 

［3］作業環境 

・ 電気の為、空気を汚さずクリーン 

・ 作業場への熱拡散が少なく、環境改善を実現 
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7.2.3 アニール炉 

（１）はじめに（アニールとは）  

近年、電子・自動車分野を中心に高機能性樹脂の用途が年々拡大している。樹脂の開発

が進み、成形品形状が複雑化するにつれて、より高い精度や強度が要求されるようになっ

てきた。これに対応するためには熱処理による歪み取りが必要である。この熱処理をアニ

ールと呼んでいる。 

プラスチックの射出成形では溶融した樹脂を金型内に急激に流し込み、冷却して成形を

行う。この時、樹脂内部の冷却速度差によって各種の歪みが発生する。これらの歪みが成

形品中に残留すると、機械的強度・荷重たわみ温度・結晶化度といった物性値低下の原因

となり、後になって割れや寸法変化を起こす。樹脂成形品は一定温度に加熱されることで

残留歪みを除去することができる。この処理をアニールと呼ぶ。精密部品や、強度部品を

成形する場合は必ずアニールが必要になる。アニールされた成形品は耐薬品性や耐候性に

優れ、寸法精度も向上する。図 7.2.3-1 にア二―ル処理が必要な製品例を示す。 

 

 

 

（２）従来方式 

アニール処理の方法として、従来は熱風循環式バッチ炉が一般的に使用されていた。バ

ッチ方式であるため、炉内投入箇所による成形品の昇温速度差が大きくなり、出来上がり

の寸法精度にばらつきが生じる。このバラツキを最小限におさえるために数時間のアニー

ル処理が必要であった。そのためアニール炉に投入する成形品を溜めておく必要が有り、

仕掛かり在庫が大量に発生する。また、製品をバッチ炉に出し入れする作業が必要となり、

大変非効率で改善が必要な工程の一つであった。 

 

 

 

 

図 7.2.3-1 アニール処理が必要な製品例 
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（３）遠赤外線アニール炉について  

図 7.2.3-2 に示すような当社の遠

赤外線アニール炉では、加熱炉内に

搬送ベルトを通し、連続的に短時間

でアニール処理を行うことができる。

均一に温度管理された炉内を連続的

に通過させることで、均質な成形品

を安定生産することを可能にした。

また、図 7.2.3-3 に示すように、遠

赤外線ヒーターとエアブローとのコ

ンビネーション加熱により、製品内

部まで温度を均一化すること

ができ、約３～５分でアニー

ル処理が完了する。 

このように短時間でのアニー

ル処理を可能にしたことで成

形機と直結した一連のライン

を確立することができた。ま

た、アニール処理の前後にロ

ボットによる投入・取出を行

うことで、図 7.2.3-4 に示す

ように、成形から箱詰めまで

を自動化したシステムを導入したユーザーもある。 

 

図 7.2.3-2 遠赤外線アニール炉 

図 7.2.3-3 遠赤外線アニール炉の特長と炉内処理イメージ

図 7.2.3-4 自動ラインレイアウト例 

成形機成形機
取出機取出機

ストッカーストッカー
アニール炉アニール炉

製品の流れ製品の流れ

成形機成形機
取出機取出機

ストッカーストッカー
アニール炉アニール炉

製品の流れ製品の流れ
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（４）ＩＣトレイのアニールに関する実施例  

半導体の生産工程で使用されている図 7.2.3-5 に示

すような、ＩＣトレイのアニールへの実施例を紹介す

る。 

ＩＣトレイは加熱することにより反りが発生する。

従来はアニール処理の際に重ねた製品の上におもりを

載せてバッチ炉に投入することで反りを抑えていた。

遠赤外線アニール炉では遠赤外線ヒーターの上下温度

をコントロールし、徐冷を行うことによって、おもりを使用することなく、反りを規格寸

法である０．５ミリ以下に抑えることができた。処理時の温度プロファイルを図 7.2.3-6

に示す。 

遠赤外線アニール炉で

ＩＣトレイをアニールした

場合のエネルギー効果を確

認するために、実際のラン

ニングコストを測定し、熱

風循環式バッチ炉と比較し

た。熱風循環式バッチ炉と

遠赤外線アニール炉のヒー

ター容量（Ｑｈ）、付属設備

容量（Ｑａ）、そして実際に電力計を用いて測定した実測電力量（Ｑｒ）、それらから計算

されたヒーター運転率（η）を表に示す。ヒーター運転率は、以下の式から求める。 

η（％）＝（Ｑｒ－Ｑａ）／Ｑｈ×１００ 

表 7.2.3-1 電力比較 

項目 熱風式バッチ炉 開発アニール装置 

ヒーター容量Ｑｈ（ｋＷ） ２８．０ ２７．９ 

付属設備容量Ｑａ（ｋＷ） ３．０ ０．３１５ 

実測電力量Ｑｒ（ｋＷ） ２４．０ １１．８ 

ヒーター運転率η（％） ７５ ４１ 

 

表 7.2.3-1 を用いて、熱風循環式バッチ炉と遠赤外線アニール炉のランニングコストを

計算する。 

図 7.2.3-5 ＩＣトレイ 
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図 7.2.3-6 ＩＣトレイのアニール時の温度プロファイル
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熱風循環式バッチ炉熱風循環式バッチ炉 遠赤外線アニール炉遠赤外線アニール炉

１０

２
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１００
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１００

ｱﾆｰﾙ時間
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設備面積

ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

熱風循環式バッチ炉熱風循環式バッチ炉 遠赤外線アニール炉遠赤外線アニール炉
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熱風循環式バッチ炉の場合の電気代は 

２４．０ｋＷ×２４ｈｒ×１５円／ｋＷ＝８，６４０円／日 

遠赤外線アニール炉の場合の電気代は 

１１．８ｋＷ×２４ｈｒ×１５円／ｋＷ＝４，２４８円／日 

約５０．１％の省エネ効果があった。 

また、おもりをセットしたり、バッチ炉への投入・取出を行ったりする手間が削減でき、

工程の大幅な効率向上が達成できた（図 7.2.3-7）。 

熱風循環式バッチ炉と遠赤外線アニール炉の効果比較を図 7.2.3-8 に示す。 

 

図 7.2.3-8 遠赤外線アニール炉と従来方法（熱風）との比較 

図 7.2.3-7 遠赤外線アニール炉の作業効率上のメリット 
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7.2.4 ＰＤＰ用遠赤外線加熱装置 

（１）はじめに 

 PDP 製造工程には数多くのペースト塗布、乾燥、焼成工程が存在し、その工程によりリブ、蛍

光体、誘電体等が形成される。乾燥工程はガラスパネル表面にスクリーン印刷やコーター印刷に

より、数十μｍ～数百μｍのペーストが塗布されペースト中に含まれている有機溶剤成分を蒸発

させて乾燥を行う。有機溶剤は遠赤外線の吸収効率が高く、ペースト内部から乾燥する事が出来

ることから、遠赤外線ヒーターを用いた乾燥炉が主流となっている。（図 7.2.4-1）また、パネル

サイズは、従来 1枚取りで生産していたが、現在は多面取りを行うためパネルサイズの大型化（マ

ザーガラス化）に移行している。それによりパネル面内の温度均一制御が一層困難となり、パネ

ル面内温度精度が乾燥ムラなどの品質に直接影響するため、塗膜の均一乾燥が重要になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）装置について 

乾燥工程において装置に要求される性能、機能は多様であるが客先から求められている項目は、

大きく以下の 4点が上げられる。 

1)省スペース 

2)高精度な温度分布 

3)給排気効率の良い乾燥 

4)高いクリーン度 

 

１）省スペース 

 乾燥炉はペーストの 適な乾燥条件に合わせて、キープ温度や時間が決定される。また、量産

化と大型化に伴い、1 段で処理する場合は多大なスペースが必要になり、省スペース化を図るた

図 7.2.4-1 熱風と遠赤外線加熱方式の比較
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めには、炉体を 2段や 3段積み上げた多段式にする必要がある。ただし、装置設置場所（クリー

ンルーム）やメンテナンス性を考慮すると、炉体高さを極力低く抑える必要が有り、ヒーター高

さ、給排気機構を多段化に合わせた構造に再設計する事により対応が可能となる。（図 7.2.4-2、

図 7.2.4-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）高精度な温度分布 

 ヒーターは温度制御の追従性を重視するためオールセラミ

ック製の小型遠赤外線プレートヒーター（図 7.2.4-4）を使

用する。プレートヒーターは 大ガラスサイズに合わせて、

マトリックス状に配置しユニット化されている。ガラスパネ

ルはその大きさと厚みから、加熱時にはパネル面内で温度差

が発生しやすいため、ユニット内を複数ゾーンに分割

して制御を行う。（図 7.2.4-5） 

ガラスパネルの搬送はタクト方式を採用している。パネルを常

にヒーターユニットのセンターで加熱する事ができるため、連続

搬送方式のようなパネルの前後に温度差が発生することなく、均

一に昇温させる事が可能である。また、タクト搬送は昇温とキー

プゾーン間で相互に影響することなく温度の切替えができるため、

オーバーシュートの少ない温度カーブが得られる。この事により

昇温・キープの全ての加熱部で大型ガラスパネルの面内温度±3℃

以内を達成した。(図 7.2.4-6) 

 

 

図 7.2.4-3. 多段式乾燥図 7.2.4-2. 1 段式

図 7.2.4-5 ヒーターユニット 

図 7.2.4-4 遠赤外線プレートヒーター



－244－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）給排気効率の良い乾燥 

 効率の良い乾燥を行うには、ガラスパネル表面に塗布された塗布物から乾燥時に発生する蒸発

物を効率良く除去する必要がある。ガラスパネル表面近傍に塗布物からの蒸発物が滞留してしま

うと、この部分で蒸発物濃度が高く飽和してしまい、塗布物からの蒸発を妨げる事となり乾燥ム

ラや乾燥不足の要因となる。また、炉内に蒸発物の滞留箇所があると、蒸発物が液化して結露し、

ガラスパネルに滴下し製品不良を引き起こす原因となる。そのため、安定かつ効率的な乾燥を行

うには給気と排気機構を設け、塗布物からの蒸発物を効率良く排気する必要がある。 

給気方法は、ガラスパネル上部に設置されたヒーターユニット間から給気を行い、ガラスパネ

ル全体に均一な風を当てる事により、塗布物表面からの蒸発物を除去する。また、蒸発物は冷え

ると液化するため、80℃以上に加熱した

エアーを炉内に給気する。 

排気方法は、ガラスパネル下部両脇に

排気口を設置し、パネルからの蒸発物を

含んだ空気を排気する事で、滞留のない

排気が可能となる。排気量と排気方式に

ついては、蒸発物の成分や処理量により、

適な排気量とダクト設置箇所及び形状

を選定し炉内に設置する必要がある。(図

7.2.4-7) 

 

図 7.2.4-6 温度プロファイル 

図 7.2.4-7. 給排気方法 
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４）高いクリーン度 

 本乾燥炉は塗布物表面にゴミが付着しない様に、炉内をクリーン度クラス 1000 以下に保持する

事が要求される。そこで炉内構造物から発塵しないように金属（SUS）や特殊プラスチックで構成

し、溶接部分や繋ぎ目には発塵防止処理を行う。(図 7.2.4-8) また、使用するヒーターはクリ

ーン度向上のため、母材と同じ熱膨張率の特殊ガラス釉薬を表面に施したヒーターを使用する。

炉内への給排気に関しては、ダウンブロー方式により塗布物からの蒸発物質がパネル上部に舞い

上がらない構造とする。給気エアーはHEPAフィルターで濾過したエアーを給気する。(図7.2.4-9)

この様な対応をする事により、炉内のクリーン度を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）省エネルギー効果 

 省エネルギー効果として熱風式乾燥炉と

遠赤外線式乾燥炉を比較した。遠赤外線加

熱の場合、製品加熱時間を約 1/4 に短縮す

る事が可能となった。それぞれの温度プロ

ファイルを図 7.2.4-10 に示す。 装置設置

面積を約 79%縮小する事ができ、加熱時間

の短縮や炉壁、ダクトからの放熱量低減に

より、約 72%の費電力削減を達成できた。

(表 7.2.4-1) 

 

項 目 熱風式乾燥炉 遠赤外線乾燥炉 効 果 

装置設置面積(m2) ６５．５２ １３．２３ ７９％減少 

消費電力（kw/h） ４０７ １１３ ７２％削減 

図 7.2.4-8. 炉内構造 図 7.2.4-9. 給気エアー 

図 7.2.4-10 製品加熱時間 

表 7.2.4-1 比較 
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7.3 業務用冷暖房の事例 

ここでは、大空間暖房の省エネ性とともに地中熱回収システムと天井放射パネルを組み

合わせたビル用放射冷暖房の省エネ性について言及する。 

 

7.3.1 大空間暖房 

大空間暖房に於いて、従来の温風による対流暖房方式に較べて放射伝熱による遠赤外線

暖房方式が省エネ性で優位性があることを建築構造物の断熱性及び換気量をパラメーター

として対流暖房方式と遠赤外線暖房方式の必要熱容量（入力）について比較検証する。 

（１）比較検証計算モデル基本条件 

比較検証計算モデルの基本条件を表 7.3.1-1 の通り定め、断熱性及び換気量を 0.5 倍及

び 1.5 倍とした際の暖房必要熱容量（入力）を比較する。 

 

表 7.3.1-1 比較検証計算モデル基本条件 

固定設計条件 
暖房効果温度：  12℃   立上り係数：1.1 
外気温度  ：-0.5℃   安全率  ：1.1 
床下土中温度： 5.7℃ 

比較検証倍率 小条件 0.5 倍 基本条件 1.0 倍 大条件 1.5 倍 

幅 ｍ 30 

長さ ｍ 170 
建物 
寸法 

平均高さ ｍ 14 

室内容積 ㎥ 71,400 

換気回数 回/ｈ 0.5 1.0 1.5 
換気量 

換気風量 ㎥/ｈ 35,700 71,400 107,100 

外壁１ ㎡ 4,130 

外壁２ ㎡ 400 

外壁扉 ㎡ 60 

外壁窓 ㎡ 410 

天窓 ㎡ 330 

屋根 ㎡ 5,100 

面
積 

床 ㎡ 5,280 

外壁１ kcal/㎡ h℃ 1.31 2.62 3.93 

外壁２ kcal/㎡ h℃ 1.67 3.33 5.00 

外壁扉 kcal/㎡ h℃ 1.90 3.80 5.70 

外壁窓 kcal/㎡ h℃ 2.76 5.52 8.28 

天窓 kcal/㎡ h℃ 3.14 6.27 9.41 

屋根 kcal/㎡ h℃ 1.37 2.74 4.11 

建
築
構
造
体 

熱
貫
流
率 

床 kcal/㎡ h℃ 0.36 0.72 1.08 

計画適用暖房機 

高指向性遠赤外線放射暖房機 

暖房機から放射される遠赤外線が一定角度に限定されてい

る物で、暖房域に有効に照射される様計画する。 

 



－247－ 

（２）建築構造物の断熱性による比較 

前項基本条件の熱貫流率を 0.5 倍と 1.5 倍とした際の対流暖房と遠赤暖房の必要入力計

算結果を表 7.3.1-2 に示す。 

表 7.3.1-2 建築構造物の断熱性による比較 

断熱性比較倍率 0.5 倍 1.0 倍(基準) 1.5 倍 

暖房方式 対流暖房 遠赤暖房 対流暖房 遠赤暖房 対流暖房 遠赤暖房

室内空気温度 ℃ 12.6 8.4 13.4 7.4 14.2 6.55 

外壁１ ℃  10.5 6.9 8.8 4.8 7.0 3.1 

外壁２ ℃  9.9 6.5 7.6 4.1 5.0 2.1 

外壁扉 ℃  9.5 6.3 6.8 3.6 3.7 1.5 

外壁窓 ℃  8.1 5.3 3.8 1.9 -1.0 -0.7 

天窓 ℃  7.5 4.9 2.5 1.2 -3.1 -1.7 

屋根 ℃ 10.4 6.9 8.6 4.7 6.6 2.9 

室
内
内
表
面
温
度 

床 ℃  12.3 12.6 12.7 12.7 13.1 12.7 

平均放射温度 ℃  11.3 9.7 10.6 8.7 9.8 7.9 

暖房機放射温度 ℃  ― 3.0 ― 4.0 ― 4.8 

暖房効果温度 ℃  12 

換気負荷  271,249 184,283 287,813 163,577 304,378 145,977 

必要入力 kcal/h 869,112 656,234 1,364,959 873,642 1,914,038 1,047,860

入力比  0.995 0.751 1.562 1.0 2.191 1.199 

 

（３）換気量による比較 

前項基本条件の換気量を 0.5 倍と 1.5 倍とした際の対流暖房と遠赤暖房の必要入力計算

結果を表 7.3.1-3 に示す。 

表 7.3.1-3 換気量による比較 

換気量比較倍率 0.5 倍 1.0 倍(基準) 1.5 倍 

暖房方式 対流暖房 遠赤暖房 対流暖房 遠赤暖房 対流暖房 遠赤暖房

室内空気温度 ℃ 13.4 8.0 13.4 7.4 13.4 6.8 

外壁１ ℃  8.8 5.2 8.8 4.8 8.8 4.4 

外壁２ ℃  7.6 4.5 7.6 4.1 7.6 3.8 

外壁扉 ℃  6.8 4.0 6.8 3.6 6.8 3.3 

外壁窓 ℃  3.8 2.1 3.8 1.9 3.8 1.8 

天窓 ℃  2.5 1.3 2.5 1.2 2.5 1.1 

屋根 ℃ 8.6 5.1 8.6 4.7 8.6 4.3 

室
内
内
表
面
温
度 

床 ℃  12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 

平均放射温度 ℃  10.6 8.9 10.6 8.7 10.6 8.5 

暖房機放射温度 ℃  ― 3.5 ― 4.0 ― 4.3 

暖房効果温度 ℃  12 

換気負荷  143,907 88,001 287,813 163,577 431,720 226,731 

必要入力 kcal/h 1,124,187 773,986 1,364,959 873,642 1,605,732 949,386 

入力比  1.287 0.886 1.562 1.0 1.838 1.087 
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（４）比較検証 

１）断熱性による比較結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.1-1 断熱性による比較結果 
 

図 7.3.1-1 に示すように、建築構造体の断熱性が悪く、暖房負荷が大きい建物ほど遠赤

外線放射暖房による省エネ効果率も大きくなる。 

２）換気量による比較結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.1-2 換気量による比較結果 
 

図 7.3.1-2 に示すように、対流暖房方式では、換気量に比例して暖房負荷が大きくなる

が、遠赤外線放射暖房方式では省エネ効果率が大きくなり、換気負荷が大きい建物ほど遠

赤外線放射暖房による省エネ効果率も大きくなる。 

0.995(1.325)

1.562(1.562)

2.191(1.827)

1.199
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0.0

1.0

2.0

3.0

0 0.5 1 1.5 2

熱貫流率倍率

熱
負

荷
倍
率

（  ）内数値は、対流暖房負荷の  
遠赤暖房負荷に対する倍率を示す。

遠赤外線放射暖房方式

対流暖房方式  

1.838(1.691)

1.562(1.562)

1.287(1.453)

0.886
1 1.087

0.0

1.0

2.0

3.0

0 0.5 1 1.5 2

換気量倍率

熱
負
荷
倍
率

対流暖房方式  

遠赤外線放射暖房方式

（  ）内数値は、対流暖房負荷の  
遠赤暖房負荷に対する倍率を示す。
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３）比較検証 

前述の断熱性比較結果と換気量比較結果から、大空間暖房に於いては暖房負荷が大きく、

換気量が大きい建物ほど放射伝熱を利用した遠赤外線放射暖房が、従来の対流暖房方式に

比べ大きな省エネルギー効果があることが明らかである。 

低炭素社会の実現を前提とした大空間暖房方式は、放射伝熱を利用した遠赤外線放射暖

房の採用が最善の選択肢であると断言出来る。 
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7.3.2 放射冷暖房 

 放射（輻射）パネルを利用した冷暖房の高い快適性は、古くから知られているところで

ある。特に、住宅、高齢者福祉施設、医療施設等において、暖房時の足元の冷えや、エア

コンの空気が直接体にあたることが不快と感じる等の問題点が指摘されている。このよう

な問題を解消する暖房方式として、床暖房が採用することが多く、施工実績が多数ある。

この床暖房と同様に、快適性の高い冷房を求めるニーズは多く、特にヨーロッパおいては、

放射パネルを利用した冷房システムの施工実績は多い。しかし日本における放射冷房は、

高温多湿という気象条件もあり、暖房ほどの施工実績はなく、社会的な認知度も高くない

状況である。 

最近では地球温暖化対策のひとつとして、クールビズ・ウォームビズ（空調温度を夏季

は２８℃、冬季は１９℃に設定）による省エネルギー（CO2 の削減）が推進されているが、

従来の空調方式で冷房を２８℃、暖房を１９℃で運用すると、湿度や気流などの影響もあ

り、必ずしも快適とはいえない環境になってしまう。省エネルギーと快適性とを伴った室

内環境の質的向上の両立という観点から、放射効果による快適性が再認識され、積極的に

放射による空調システムを採用する事例が増加してきている。 

ここでは、放射冷暖房の快適性、省エネ性について検討を行う。 

 

（１）従来空調と放射空調との違い 

従来の冷暖房は、室内が所定の温度となるように室内の空気を冷却または加熱して循環

させる対流空調方式が主流となっている。対流空調方式による室内環境は、室内の空気温

度と供給空気の温度差が大きいことから、冷たい空気は下に、暖かい空気は上に移動し、

室内の上下温度分布が大きくなりやすく、足元が冷たく頭が暑く感じる環境となりやすい。

また制気口から吹き出す冷たい空気や暖かい空気が直接体にあたることによる不快感や、

送風音がうるさいという不満も聞かれる。 

放射空調は、室内の空気ではなく、床・壁・天井などを冷却または加熱し、人体との放

射熱交換により温熱環境を調整する技術である。放射による冷房感は、真夏にトンネルの

中に入った時にヒンヤリと感じる自然な涼しさである。この涼しさはいわゆる「冷放射」

と呼ばれる現象で、誰でも経験したことがあると思われるが、トンネル内の表面温度が人

体の表面温度より低いことから、人体の熱が遠赤外線の状態でトンネル壁面に直接吸収さ

れることによるものである。空気の温度が若干高くても、人体からの放射効果による放熱

量が多いことから、涼しく感じるのである。 

放射空調は、室内の空気を循環して冷却・加熱を行っていないことから、室内の上下温
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度がほぼ均一となり、足元が寒いといったことが無くなる。また循環風量が少ないことか

ら、気流感や騒音のない、静粛な快適環境となる。 

 

（２）天井放射パネルの特徴 

本システムで用いる放射パネルは、常温に近い冷水でも高い冷房能力を発揮する工夫を

行った。放射パネルの構造と特徴を図 7.3.2-１に示す。放射パネルおよび伝熱配管は、熱

伝導性の高いアルミ製とした。放射パネルの幅は１列あたり 100mm とし、室内に向かって

逆Ｕ字型の形状となっている。パネルの中央部で、伝熱配管とパネルを高い密着性で接合

することで伝熱性能が向上し、パネル各部での表面温度差が小さくなった。またパネル同

士は 10mm の隙間を取って配置している。 

 

放射パネルの冷房能力を高めるために、天井内側の断熱を取り止め、室内側と天井内側

の両方に対し放射させることとした。また天井内側のパネル表面で冷却された空気を、パ

ネル間の 10mm の隙間から室内側に自然対流で降下させることにより、放射パネルの冷房能

力を増加させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.2-1 放射パネルの構造と特徴 
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(a)パネル外観 

(b)配管(コイル)イメージ

(c)パネル断面イメージ

(d)製品概要 

 配管は内外面をポ

リエチレンで被覆し

た三層構造のアルミ

複合管(内径９mm)を

用い，耐圧性能，耐

腐食性に優れ，かつ

軽量な材料とした。

 またシームレス配

管を使用することに

より，継ぎ目を最小

限として漏水の危険

性を小さくした。パ

ネル表面は波形のア

ルミ合金を利用して

自然対流を増加する

ような形状とした。
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（３）高効率放射空調システム 

 図 7.3.2-2 に高効率放射空調システムの冷房時の概要フローを示す。 

本システムにおける

主要構成機器は、井水

ポンプ、水熱源ＨＰ（暖

房時の顕熱処理用熱源

機）、天井放射パネルお

よび外調機となってい

る。冷房時は井水から

冷水を汲み上げ天井放

射パネルに送り、パネ

ルを冷却することによ

り室内の温度（顕熱）

処理を行う。また在室

人員に対する導入外気

を調湿機で除湿・加湿することにより、室内の湿度（潜熱）処理を行う。暖房時は井水を

熱源として、水熱源ＨＰにより温水を生成して天井放射パネルに送水し、パネルを加熱す

ることにより室内の温度（顕熱）処理を行う。 

冷房時は天井放射パネルにより天井面が冷却され、人間が快適と感じる「頭寒足熱」の

環境となるため、冷房時の快適性を重視する用途や、年間を通して冷房が主となる用途に

向いている。 

一方、暖房時は天井部の放射パネルを加熱するために頭が暑くなるのではないかと危惧

されることもあるが、天井放射パネルの表面温度を人体表面温度以下に制御することで、

熱は高温側（人体表面）から低温側（天井放射パネル）へ移動するため、頭部は天井放射

パネルに冷却される事となり、居住者は頭部が暑くて不快と感じることはない。 

暖房時の床の表面温度は、居住者の快適感に対する影響が非常に大きい。経験上、床暖

房において床の表面温度をおよそ 25～28℃程度にすれば充分に暖かいと感じることがで

き、床の表面温度が 20℃以上であれば足元の冷えが気にならない状況となる。天井からの

放射暖房おいては、加熱された天井パネルが室内の空気を暖めるのではなく、直接床を放

射効果で暖めて、床の表面温度を上昇させるため、ウォームビズの様な状況でも足元の冷

えがない室内環境となる。ただし、暖房時の快適性を重視する用途や、年間を通して暖房

が主となる用途では、床からの放射冷暖房の方が適している。 

放射パネル放射パネル

揚水井

２階研究室

熱交換器

16～25℃冷水

外調機

除湿新鮮空気

冷却コイル

還元井

水熱源

ＨＰ

外気

図 7.3.2-2 高効率放射空調システム 
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日本において放射による冷房が普及しなかったのは、ヨーロッパと比較して日本の夏の

外気が高温多湿であり、冷房時の表面結露の問題への対処が難しかった事が要因である。

冷房時の一般的な室内設計条件（DB26℃、RH50%）における露点温度は 14.7℃であるが、

一般的に行われている室内の温度制御だけでは減湿量が不十分で、実際の室内露点温度は

18℃以上となっている状況も見受けられる。 

天井放射パネルの表面温度が室内露点温度以下となると、パネル表面が結露する恐れが

あるので、結露防止のため室内空気を除湿する必要がある。室内を除湿するためには、室

内空気を 14℃以下に冷却して減湿する必要があるが、冷却された空気をそのまま室内に供

給すると室内が過冷却されてしまう。こうなると放射による冷房がなくても室内は冷えす

ぎた状態となり、放射冷房の快適感を得ることはできない。これを回避するため、空気を

14℃以下に冷却した後に再加熱してから室内に供給することにより、室内が供給空気によ

り過冷却しないようにする方法もあるが、再加熱に必要な熱量分も含めて空気を冷却する

必要があり、省エネルギー性が低下しランニングコストが上昇することとなる。 

本システムでは冷却コイルと顕熱交換器を組み合わせた調湿システムにより、導入外気

を充分に減湿し、しかも温度はあまり下げない高効率な除湿を行うことができる。この調

湿システムで導入外気を減湿することで、人体からの発生潜熱を十分に処理することがで

きるとともに、エネルギーを必要とする再熱をしなくても放射冷房を行うことが可能とな

った。また天井結露防止策として、冷水温度が室内露点温度以上となる様に送水温度制御

を行い、天井パネルに設置した結露センサーで天井結露を検出した場合は冷水の送水を停

止する制御を行っている。 

 

（４）高効率放射空調システムと省エネルギー 

本システムの特徴は、冷却または加熱による温度（顕熱）処理と、除湿または加湿によ

る湿度（潜熱）処理を分離したことである。 

従来の空調方式は温度と湿度を一括処理している。このため、一般的に冷房に利用する

冷水の温度は７℃程度である。一方、温度と湿度を分離処理した場合では、湿度処理には

7℃程度の冷水が必要であるが、温度処理は 20℃程度の冷水でも冷房が可能となる。熱源

機においては、製造する冷水温度が常温に近いほど（蒸発器と凝縮器の温度差が小さいほ

ど）圧縮機の仕事量が小さくなり、成績係数ＣＯＰ（冷却熱量／消費電力）が高くなる。 

図 7.3.2-3 に温度と湿度を一括処理している従来の熱源システムと、温度と湿度を分離

処理した熱源システムにおける消費エネルギーの比較を示す。 

７℃の冷水を製造する熱源の成績係数ＣＯＰを 3.0 とした場合では、温度と湿度を一括
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処理する熱源システムにおいて、トータル負荷 100 に対する消費エネルギーは、33.3 とな

る。 

地中熱の利用が可能な場合、約 20℃程度の冷水（地下水）が放射空調の冷房熱源として

使用できる。このため、使用するエネルギーは地下水汲み上げ用の井水ポンプの動力のみ

であり、成績係数ＣＯＰは 20.0 となる。このときのトータル負荷 100 に対して温度と湿度

の割合が 50：50 の場合の消費エネルギーは 13.5 となり、温度と湿度を一括処理する熱源

システムに対して、消費エネルギーが約 60％%削減できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.2-3 消費エネルギーの比較 

 

7.3.5 おわりに 

放射空調は、長時間在室し高い快適性を求められる室用途では非常に効果を発揮するが、

すべての室用途に適しているわけではない点には注意が必要である。 

また従来は、快適性を重視する用途であっても、イニシャルコストの問題から、採用を

見送られることが多くあったのも事実である。本システムでは放射パネルの冷房能力を高

くすることで、放射パネルの設置面積を削減すると共に汎用品のシステム天井を利用する

ことで大幅なコストダウンを行い、セントラル熱源をもつ空調システムに近いイニシャル

コストを実現することができた。また図書館や映写室の様な静粛性を求められる用途では、

大掛かりなダクト系の消音装置が不要になり、天井放射冷暖房方式の方が従来空調に比べ

イニシャルコストが安くなるケースもある。 

快適性が高くしかもエネルギー効率が高い空調方式を求める社会のニーズに対して、高

効率放射空調システムは有力な解決策のひとつである。 

 

トータル負荷　100 トータル負荷　100

温度と湿度を一括処理 温度と湿度を分離処理

湿度の割合　50
温度の割合　50 湿度の割合　50 温度の割合　50 顕熱処理 潜熱処理

20 30

熱源　7℃冷水 地中熱　20℃冷水 熱源　7℃冷水

33.3 3.5 10

消費エネルギー計　33.3
消費エネルギー

計  13.5

平均COP  7.4平均COP  3.0
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7.4 家庭用暖房・調理機器の事例 

ここでは、パネルヒータなど暖房機に使用される PTC フィルムの省エネ性と炊飯器、電

子レンジの調理性能と省エネ性について述べる。また、ガスグリルのバーナーに施した遠

赤外線放射加工によって得られる省エネ性について述べる。 

 

7.4.1 暖房機器 1)-3) 

（１）ＰＴＣヒーターについて 

柔軟性がある布のように薄いヒーターについて述べる。柔軟性とは、まるで布製のハン

カチのように折りたためることができる。厚みもハンカチのように薄い。特徴は、３つあ

り、第一は、素早く温まること、第二は省エネルギーであること、第三は、均一に加熱で

きることである。これらの特徴は、温度が上がると電気抵抗があるという、PTC 特性によ

るものである。その PTC 特性を有する材料を柔軟性のあるシート状の材料に印刷すること

で、柔軟性がある布のように薄いヒーターを実現している。すなわち、PTC 特性を有する

材料は弾力性のある電気抵抗体材料であり、シート状の材料は柔軟性を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-1 PTC 特性について 

PTC 特性について説明すると、図 7.4.1-1 のように温度が上がると、電気抵抗があがり、

従って、ある温度以上になると、電気抵抗が一定なる。PTC 特性を有する材料の成分を調

整することで、希望の温度に設定することが可能になる。PTC 特性の原理についは、高分

子材料と導電性材料（カーボン）からなっている。高分子材料の相変化する温度に近づく

と、熱的に膨張し、導電性材料の距離が離れ、電気抵抗が上がる。 

正温度特性

高分子結晶の遷移点
(融点）

膨張

温度上昇

導電性粒子（炭素）

高分子結晶

電流

温度(℃）

抵
抗

（Ω
）

正温度特性

高分子結晶の遷移点
(融点）

膨張

温度上昇

導電性粒子（炭素）

高分子結晶

電流

温度(℃）

抵
抗

（Ω
）

 



－256－ 

 図 7.4.1-2 に示すように電気を流すと、電気抵抗が低い状態であるので、大きな電力が

入るので、温度が素早く上がる。温度が上がると、高分子が膨張し、電気抵抗体同士が離

れ、電気抵抗が上がるので、ヒーターに入る電力量は減少する。さらに、温度が目標、設

定温度に近づくと、さらに抵抗値が上がり、ヒーターに入る電力量は、さらに減少する。

このようにして、ＰＴＣヒーターは、２分程度、設定温度に到達し、自ら一定温度に設定

するようになる。従って、温度を制御する部品等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-2 PTC ヒーターの自己温度制御特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-3 柔軟性 PTC ヒーターの構成 
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図 7.4.1-3 は、柔軟性があるＰＴＣヒーターの構成図である。柔軟性のある PTC 抵抗体

は、このように櫛（髪をとく）のような形状で、印刷されている。黒い部分が電極であり。

電気はこの間で流れる。PTC 抵抗体は、柔軟性のコーティングで挟まれ、さらに不織布で

はさまれ、全体としてＰＴＣヒーターを構成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-4 柔軟性 PTC の概観（左）とヒーターの特性（右） 

図 7.4.1-4 の左は PTC ヒーターの外観写真である。この写真のように曲げることができ

る。また、右図は PTC 特性を示している。温度の上昇とともに抵抗値が急激に上昇するこ

とがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-5 柔軟性 PTC ヒーターの省エネについて 
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次に PTC ヒーターの特徴についてであるが、それは、均一加熱と省エネルギーである。

図 7.4.1-5 に示すように、開始時、投入される電力が大きく、急速に加熱できる。ヒータ

ー自ら、温度を調整する能力があるので、一定温度になった後、消費電力量を減らすこと

ができる。加えて、必要なところだけを加熱できるので、消費電力を削減できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-6 均一加熱に関する比較 

図 7.4.1-6 は従来のニッケル・クロムヒーターと PTC ヒーターによる加熱状態を示して

いる。PTC ヒーターは、より均一に加熱できることが分かる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-7 PTC ヒーターの放射特性 
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続いて、遠赤外線の放射特性について、紹介する。図 7.4.1-7 において、サンプル

Ａは、不織布の上に PTC 抵抗体と電極があり、サンプルＢは、PTC 抵抗体と電極が不織

布に挟まれている。遠赤外線の測定は、FT-IR によって測定している。両方のサンプル

共に、黒体に似た放射特性を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1-8 PTC ヒーターの放射率 

図 7.4.1-8 は波長と放射率を示しているが、サンプルＢはサンプルＳＡより、放射率が

よいことを示している。柔軟性を有する PTC ヒーターについて、まとめると、要点は４つ

である。第一は、弾力性のある PTC 特性をしめす抵抗体に柔軟性のあるコーティングによ

って、優れた柔軟性のあるシート状の PTC ヒーターを実現した。PTCＰヒーターは、素早く

加熱するだけでなく、均一に、省エネルギーも実現する。シート状ＰＴＣヒーターは、用

途が広く、車の座席のヒーターになどにも利用できる。PTC は遠赤外線を放射するので、

接触による加熱だけでなく、放射による加熱も可能である。 
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7.4.2 電気調理機器（炊飯器、電子レンジ） 

（１）調理と加熱について 

 調理に関する遠赤外線の利用に入る前に、調理における加熱の効果について、述べる。

加熱は、調理のために基本となる。北京原人は料理にすでに火を用いたと言われている。

加熱の効果は、図 7.4.2-1 に示すように主に３つあり、消化を助け・かおりを増加させ衛

生を確保することにある。 

・炭水化物、たとえば、お米は加熱よって、でんぷん（天然の高分子）になる。消化 

 しやすい状態になる。 

・たんぱく質は、たとえば、肉、魚、卵 加熱よって、分解あるいは固まる。 

・脂質（脂肪）は、例えば、肉の脂分、脂肪が加熱によって、固体から液体になる 

 ような相変化が起こる。 

・その他は、栄養成分の濃縮と殺菌である。 

 このように加熱によって、肉・魚・野菜などがおいしくなり、食べやすくなり、消化し

やすくなる。この加熱に遠赤外線を用いるとさらに効果的に調理ができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-1 加熱による調理の効果 

 

次に、加熱温度と調理、あるいは調理の材料との関係（図 7.4.2-2 を参照）を述べる。

この温度帯は、細菌が生きているので、食中毒の危険性がある。この温度を越えると、多

くの細菌は死滅する。この温度帯は、牛肉、魚、豚肉などのたんぱく質が固まる。この温

度で炭水化物、例えば、お米などがでんぷんになる。この温度帯は、野菜の繊維質(セルロ

ース）が分解する。140℃から 160℃以上で魚が焼ける。 

加熱

糖化

蛋白質の凝固と分解

相変化

●その他
成分の濃縮/安定化

加熱の効果：消化の助け /芳香の増加 / 衛生の確保

●炭水化物

●炭水化物

● 脂質
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図 7.4.2-2 加熱温度と食材の関係 

 

調理するときには、野菜や、肉、魚などの食材の表面には、水分があり、付着している。

この水は、遠赤外線を熱として効果的に吸収できる。図 7.4.2-3 は、水による赤外線の吸

収特性を示し。水の厚みによる赤外線の吸収特性である。縦軸は、吸収の比率を示す。1.0

は吸収がゼロを意味する。0 は全て吸収される。3 ミクロンの遠赤外線域は水の厚みが 5

ミクロン以上ならば、全て吸収されることなる。野菜や、肉、魚などの食材の水分は、遠

赤外線を吸収しては、効率的に野菜や肉などを加熱できることを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-3 水の赤外線吸収スペクトル(水層の厚みを変えた場合) 
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（２）炊飯器 

さて、家庭用調理器の遠赤外線の利用技術を紹介する。まず、最初は炊飯器（図 7.4.2-4

参照）である。日本では、お米が主食であり、炊飯器はほぼ全家庭に普及している。年間

595 万台販売されている。中国 2220 万台、日本が続き、韓国、タイ、インドネシアの順で

ある。グローバルで、5670 万台、5.7％成長を示す。 

特に、おいしくお米が炊飯できる炊飯器は、10 万円でもよく売れている。日本の電機メ

ーカーは、このおいしくお米ができる技術に力を入れている。ここに示しました炊飯器も

おいしさにこだわった商品である、遠赤外線と 130 度の水蒸気を組み合わせて、おいしさ

を向上させている。お米ができあがる最終段階で、遠赤外線と 130 度の水蒸気による加熱

で、お米が香りよくおいしく仕上がる。また、炊飯が終わったお米を保温すると、従来は

乾燥したが、 130 度の水蒸気を定期的に供給すること、お米の表面が乾燥することを防ぐ

ことができ、朝できたお米が夜でも暖かく、おいしくたべることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-4 炊飯器の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 7.4.2-5 加熱版の構成 

ステンレススチール

＜従来品＞＜遠赤外線効果搭載製品＞

フッ素コート + 
炭素微粒子 +
ダイヤモンド粒子

加熱版の構成

加熱板
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では、遠赤外線の利用技術について解説する。炊飯の終了段階になると、水が少なる。

この状態のときに、お米の表面に熱を加えると、お米が香りよく、おしくできることは知

られている。後は、どのように効果的に熱をお米に加えるかである。そこで、先ほど、記

述した、水と遠赤外線の吸収の関係である。遠赤外線によってお米の表面の水分を利用し

て効果的にお米の表面に熱を加えることで、よりおいしい炊飯ができるはずである。従来

の加熱方法は、図 7.4.2-5 に示すように、ステンレス板の後ろに配置したヒーターで加熱

していた。そこで、ステンレス板の表面にフッ素コーティングをして、それに炭素粒子と

ダイヤモンド粒子を均一に混ぜている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-6  加熱板表面温度の比較 

図 7.4.2-6 は、サーモビューアと呼ばれる温度分布を色で示すことできる装置で、測定

した加熱状態を示す。色が赤いほど高く、青い色は温度低くなる。遠赤外線の処理をした

方は、全体に赤く、均一で高温であることがわかる。こちらは、遠赤外線放射の割合は 88％

である。一方、ステンレス板のままでは、温度が低いままである。遠赤外線の放射率は 2％

である。ヒーターの放射率測定法は、JIS R 1801「遠赤外ヒーターに放射部材として用い

られるセラミックスの FTIR による分光放射率の測定方法」に定められている。 

注 ： 「 FTIR」 と は 、 フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計 （ Fourier transform infrared 

spectrophotometer）の ことである。 

遠赤外線を知るには「放射率」を理解する必要がある。ある温度の物質表面から放射す

るエネルギー量と、同温度の黒体（放射で与えられたエネルギーを 100％吸収する仮想物

※ 加熱板の前に紙を置き、紙の表面温度をサーモビュアーで計測

炭素微粒子と

ダイヤモンド粒子コート

遠赤外線放射率 88%

ステンレス板のみ

遠赤外線放射率 2%

熱く、均一 熱くない
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体）から放射するエネルギー量との比率を放射率といい、放射率は、物質によって異なり、

物質固有のものですが、その表面状態(粗度など)でも変化し、波長によっても変わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-7 内釜の遠赤外線放射の構成 

続いて、炊飯器の内側の釜に利用した遠赤外線技術について紹介する。図 7.4.2-7 に示

すように、内釜のステンレス製の釜の外側に銅を、内側にアルミニウム、炭素粒子、ダイ

ヤモンドとフッ素コーティングの順番でコーティングしている。 

図 7.4.2-8 は、炭素粒子の含有量と遠赤外線放射率の関係を示しており、6％の含有量

であると、放射率は 85％であることがわかり、これ以上入れても１％程度増えるだけであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-8 炭素含有量と放射率の関係 
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図 7.4.2-9 従来商品の内釜と新製品の内釜の遠赤外線放射率の比較 

図 7.4.2-9 は、従来商品の釜と新製品の釜について、遠赤外線放射の放射率を比較した

ものである。新製品の釜は、水の吸収に有効である 3 ミクロンあたりの放射率が 80％であ

り、従来製品の釜は、放射率が 42％程度であることがわかる。 

図 7.4.2-10 は、炊飯から開始から 35 分ほど経った、最終工程における時間と釜の表面

温度の関係を示す。炊飯から 35 分ほど経過した時点で、新製品の方が、素早く温度が上昇

している。これが、おいしく炊飯する秘訣だといわれている。それを実現している。45 分

後の温度低下も少ないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-10 炊飯最終工程における遠赤外線の作用 
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図 7.4.2-11 は、いままで紹介してきましたふた加熱板と内側の釜に施した遠赤外線放

射技術と高温水蒸気による炊飯の過程をまとまたものである。炊飯の初期は、釜からの加

熱が中心である。炊飯の中期はも釜からの加熱が中心となる。そして、後期になりますと、

高温水蒸気とふたから加熱で、炊飯する。この炊飯過程によって、かおりよくおいしいお

米ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-11 加熱工程のイメージ図 

 

（３）電子レンジ 

続いて、電子レンジである。日本では年間 350 万台、中国で 750 万台、アメリカが 1180

万であり、グローバルでは 4394 万台で 4.8％の成長である。ここにご紹介する電子レンジ

も、炊飯器と同じく、「高温水蒸気」と「遠赤外線」を利用し、加えて「電磁波、マイク

ロウエーブ」を利用する。この電子レンジの特長は、320℃の（加熱調理）オーブン機能と

高温の水蒸気を組み合わせた技術で、プロの調理人（シェフ）のような料理を家で楽しむ

ことができる。脂肪や塩分を半分以下に減少させることができる、健康的な調理ができる。 

図 7.4.2-12 は、遠赤外線放射を可能にする電子レンジの内側の壁の表面処理を示して

いる。遠赤外線の放射は、ステンレス板の表面に、ダイヤモンド粒子と高い遠赤外線放射

率を有する粒子を含むシリコーンコーティングによって、実現している。これは、2 つの
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面に配置され、上と奥の面である。左右の壁面は、フッ素コーティングによって、遠赤外

線を高効率に反射する構成としている 1),2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-12 電子庫内の表面処理 

図 7.4.2-13 は、ダイヤモンド粒子の有無による遠赤外線放射の違いを比較したもので

あり、約 10％ほど改善されています。特に短い波長域で改善が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-13 遠赤外線放射の比較 

 

図 7.4.2-14 は、電子レンジの内部の壁から遠赤外線が放射される理論を示している。 

従来の内部の壁から放射される遠赤外線は 5～7μm あたりで減少傾向があるが、新製品

は、ダイヤモンドの熱伝導率の良さによって、周りの遠赤外線放射率の高い材料を加熱し、

5～7μm あたりの放射を増加させている。 
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図 7.4.2-14 遠赤外線放射増加の理論 

図 7.4.2-15 は、従来品と新製品による受け取る熱量を比較した実験を示している。Ａ

は、放射率が 0.94 のブロックであり、Ｂは、鏡のような表面である。これをそれぞれの電

子レンジ入れて、加熱調理（オーブン調理）のモードで運転をしている。そして、それぞ

れのブロックの温度上昇から、受け取る熱量を計算できる。その結果、新製品は、23％、

受け取る熱量が増加したことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-15 受熱量の計算モデル 

 

図 7.4.2-16 は、受け取る熱量が増える理由を記した図である。理由は 2 点である。先

ず、送風機（ファン）と風路の構成を工夫して、風量を 1.7 倍にしたことで対流による熱

移動が増したことである。今ひとつは、先ほど紹介しました壁面の表面処理の効果である。

その結果、250℃であった電子レンジ内部の温度を、320℃まで上げることができた。これ

により、加熱調理の質が向上し、おいしさ、見た目の良さが向上した。 
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図 

 

 

図 7.4.2-16 受熱量増加の説明図 

 

図 7.4.2-17 は、ピザを加熱調理した例である。従来だと、焦げ目が付きにくかったが、

新製品では焦げ目が付き、ピザらしい仕上がりになっている。ピザのチーズ部分であるが、

新製品は弾力性があり、トローリととろける感じがでている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-17 ピザ焼き上がりの比較例 
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次は、トリの調理である。高温加熱調理と高温水蒸気の組み合わせで、脂を 30％程度減

少させることができる。（図 7.4.2-18 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2-18 鶏肉料理の比較 

 

調理分野についてまとめてみると、炊飯器は、2 点あり、第一は、高温水蒸気と遠赤外

線の組み合わせによって、より魅力的な品質のご飯を得ることができる。第二は、ご飯を

保温する時は、ご飯が乾燥し、おしくなり、高温水蒸気を時々ご飯に供給することで、お

いしく保温ができる。 

 電子レンジは 2 点あり、第一は、320℃の高温の加熱調理と高温水蒸気の組み合わせによ

って、家でプロの調理人のような調理ができる。第二は、脂や塩分を減少するなどの健康

に配慮した調理が可能である。 
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7 .4 .3  ガスグリル 

（１）はじめに  

ガスグリルは、魚や肉を主として直火で焼く調理器具であり、こんろにグリ

ルを組み込んだグリル付こんろとして広くご家庭で利用されており、そのグリ

ルは食材の加熱に有効な遠赤外線を利用している。 

ここでは遠赤外線による省エネ効果を検証するために、ステンレスプレート

を用いた表面燃焼式バーナーで、表面を遠赤外線放射材料でコーティングした

場合としない場合を比較する。 

 

（２）試験器具について  

試 験 に は 図 7.4.3-1に 示 す よ う に 食 材 を 上 側 か ら 加 熱 す る 片 面 焼 き グ リ ル を

用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.3-1 片面焼きグリルの構成 

   

試験器具の試験条件は表7.4.3-1に示す条件とした。 

 

表 7.4.3-1 試験条件  

 試験器具  比較対象器具 

金属製プレート表面 遠赤外線放射材料あり 遠赤外線放射材料なし 

燃焼量  １．３９ｋＷ 

テストガス １３Ａ－１ 

※テストガス１３Ａ－１は、成分がＣＨ ４ ８５％、Ｃ ３ Ｈ ８ １５％のガスで

ある。 
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（３）ステンレスプレートを用いたバーナーについて  

遠 赤 外 線 放 射 材 料 を コ ー テ ィ ン グ し た 場 合 と コ ー テ ィ ン グ し な い 場 合 を 図

7.4.3-2に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.3-2 遠赤外線放射材料コーティングバーナー（左）と 

コーティングなしバーナー（右） 

 

（４）ステンレスプレート表面の分光放射率について  

遠 赤 外 線 放 射 材 料 の コ ー テ ィ ン グ 有 無 に よ る 分 光 放 射 率 の 相 違 を 図 7.4.3-3

に示す。  

 

 

 

 

 

 

図 7.4.3-3 遠赤外線放射材料コーティングの有無による分光放射率の相違 

（左：コーティング有の場合、右：コーティング無の場合） 

 

遠赤外線放射材料をコーティングした場合は３～２５μｍの波長域で放射率

が６０％以上を示しているが、コーティングしないステンレス製の場合の放射

率は２０％以下である。 

 

（５）試験方法  

図 7.4.3-4のように、グリル庫内に魚に見立てた被加熱物をセットし、加熱開

始から、１００Ｋ上昇に要するガス消費量を測定する。ガス消費量は、図7.4.3-4
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図 7.4.3-5 被加熱物  

にあるようにガス通路に設置したガスメーターでガス流量を測定し、これにガ

ス発熱量を積算し、ガス消費量として算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.3-4 試験方法  

 

被加熱物は、図 7.4.3-5の銅製のブ

ロックとし、その表面には、黒色耐熱

塗料を塗布し、中央部には測温用の熱

電対を装着している。なお、この銅製

のブロックは、ガスグリルのエネルギ

ー 消 費 効 率 を 測 定 す る 際 に 被 加 熱 物

として使用するものであり、グリルと

して調理頻度の多いアジ（魚）と同程

度の熱容量を有するものとして、財団

法人省エネルギーセンター（熱調理機

器 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 測 定 方 法 等 検

討会）で決定した計測治具である。材

質やサイズだけでなく、黒色耐熱塗料仕様についても表7.4.3-2のように指定さ

れている。 

 

 

 

 

測温用  
熱電対  

バ ー ナ ー  

ガスメータ 

ガス



－274－ 

表 7.4.3-2 黒色耐熱塗料仕様 

項目  内容  

材質  JIS S3100の C1020相当の銅  

寸法  Ｄ１８０×Ｗ７０×Ｈ２０ 

黒色耐熱塗料 武蔵ホルツ社製 黒０１３Ｂ 

JIS C1602の ﾀｲﾌﾟＫ  素線径 1.0mm 

熱電対  熱電対の先端は、ブロック中心点に直径1.1mm、深さ 10mmの穴

を掘り、その穴底に達するように埋め込み、はんだで固定。

 

（６）試験結果  

試験結果を表7.4.3-3に示す。この試験結果により、遠赤外線放射材料をコー

ティングしたものは、しないものに比べて、約１４％の省エネ効果が確認され

た。 

 

表 7.4.3-3 試験結果  

 試験器具  比較対象器具 

金属製プレート表面 遠赤外線放射材料あり 遠赤外線放射材料なし 

加 熱 に 要 し た ガ ス 量

(㍑ ) 

Ｗ１：１５．９ Ｗ２：１８．５ 

ガス消費量〔Ｗｈ〕 Ｅ１：１９９．２ Ｅ２：２３１．７ 

省エネ化率〔％〕 ※  １４．１  

※省エネ化率〔％〕＝（Ｅ２－Ｅ１）／Ｅ２×１００ 



－275－ 

第８章 本調査で示された放射伝熱利用の最近の進展と将来への展望ならびに課題 

  

本章では、本調査で得られた放射伝熱利用の最近の進展を各分野について述べるととも

に将来展望及び残された課題について示す。 

 

8.1 研究分野 

8.1.1 赤外加熱効果の解明に対する内外の立場の違い 

赤外加熱および遠赤外加熱に関しては、その加熱効果のユニークさから、研究テーマと

して多くの研究者にとって、魅力あるテーマとして受け止められており、特に欧米、アジ

ア諸国において、いろいろな用途に適用してその効果を調べる研究が盛んに行われている。

しかしこれらは近赤外加熱中心であり、その理論的なアプローチも、近赤外加熱は高パワ

ーであり、かつ対象物体内部に浸透するが故に効果的である、などという、昔ながらの解

釈の枠に捉われている場合が多い。この理屈は相対的に遠赤外加熱の効果を過小評価する

見方につながっており、遠赤外加熱産業の世界的な発展を目指す上で、好ましくない影響

を及ぼしている。近赤外ヒータ利用が中心である欧米では、Wien の法則の誤った理解から、

遠赤外ヒータは低温で利用されるものであり、従ってその放射パワーは低く、効率的では

ない、という誤解が常識化していることも、我が国の遠赤外加熱産業にとって、真に残念

なことである。 

我が国では、欧米の近赤外加熱の理論にあまり捉われることなく、食材や樹脂系材料な

ど、主に熱的にセンシティブな材料の加熱・乾燥に遠赤外ヒータを適用した場合に、優れ

た効果が得られることが比較的早くから認められたため、遠赤外加熱が独自の発展を遂げ

てきている。その効果の説明についても、遠赤外放射は物体内部まで浸透するから効果が

高いとか、逆に物体のごく表面でほとんど吸収されてしまうから、効果はない、などの誤

った解釈も以前には見られたが、その後、放射伝熱の熱工学的な観点からの解析が進み、

マイルドでパワフルな遠赤外加熱の効果が、説明されるようになっている。またその効果

を最大限活かすための、放射パワー制御重視の操作条件についての考え方も、その意義へ

の認識の深さはともかく、産業界に自然に浸透している、と言ってもよい。一方近赤外ヒ

ータを用いた海外の研究では、放射パワーを制御し、その限界を探りながら、赤外加熱の

効果を最大限追求する、という概念が希薄に感じられる。 

 

8.1.2 放射伝熱工学における進展 

（１）遠赤外放射の熱工学的特長  
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遠赤外加熱にはいくつもの特長があり、それらが相乗的に作用して、最終的に効率的で

高品質の仕上がりに結びつくことが説明されるようになってきた。その基本的な特長のう

ち、最も重要なものは、対象物体に投入される熱流が、加熱処理時間中に、ほぼ一定に保

たれることであり、この点が、熱風加熱など、他の加熱方法に対して大きな差別化をもた

らしている。また雰囲気条件とヒータに投入するパワーレベルとは互いに独立の因子とし

て決められるため、雰囲気の気流条件を適正に設定して、対象表面の温度を抑制しつつ、

内部へのエネルギー供給を高め、マイルドでパワフルな加熱効果を最大限追及できること

も、謳われている。これらの効果を発揮させるための考え方は一部では知られているが、

まだ我が国の遠赤外加熱産業界の常識と呼べるほどには普及していないが、今後は各方面

に活かされて行くであろう。 

 

（２）遠赤外ヒータが放射する遠赤外域エネルギーの比率 

(社)遠赤外線協会が受託調査研究を続ける形で実施した自主研究(防衛大学への委託)で

は、放射温度計に帯域の異なる２種のフィルターを交互に装着する方法を用いて、放射特

性の異なる各種遠赤外ヒータの遠赤外域放射エネルギーの比率を、表面温度を変えて測定

している。これによれば、遠赤外ヒータは 500℃以上の高温で用いた場合でも、遠赤外域

放射エネルギー比率が高いこと、さらに同じ遠赤外ヒータの中でも、近赤外域の放射率が

低い特性を有するタイプのヒータは、黒体型の放射特性をもつタイプよりも、高温下にお

いて、さらに遠赤外域放射エネルギー比率が高いことが確かめられた。 

この結果は、欧米に見られる遠赤外ヒータへの過小評価に対する、確かな反論として、

さらに国内にも以前残っている、黒体が理想的な特性であるという誤解を振り払うために

も、有意義な知見として、今後その説明の国内外への浸透が望まれる。 

 

（３）遠赤外炉の放射伝熱モデルの高度化 

箱型遠赤外加熱炉の３次元モデルが、近年いろいろな要因を考慮した形で、高度なモデ

ルとして構築され、数値解析によるモデル実験等により、装置メーカにおける最適運転条

件の検討、事前の効果確認、設計支援、顧客への説明に役立っている。 

またこのようなモデル化を発展させて、閉空間の放射平衡に関する理論的な研究も行わ

れており、今まで仮説として提起されていた、「高放射率の、あるいは高反射率の壁材で覆

われた閉空間内部はある程度の時間が経過すると放射平衡に達し、内部に装填した物体の

温度はすべて等しくなる」という概念を一般化した、いわば Kirchhoff の法則の逆の概念

の証明が試みられた。これは、閉空間内の限定された位置に遠赤外ヒータを設けたバッチ
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式の遠赤外加熱炉において、ヒータ面や処理物面がランダムな位置関係にあるような場合

でも、全体的に均等な熱処理が出来る、という、それまでは疑問視されていた考えに正当

性を認め、バッチ式遠赤外加熱炉の熱処理、熟成、乾燥などへの利用に向けての根拠を与

えている。 

 

8.2 利用分野における変化 

8.2.1 乾燥・塗装乾燥 

水分蒸発は遠赤外加熱がもっとも優位性を発揮する分野であり、古くからその利用が盛

んであったが、これからも様々な新しい乾燥工程や新しい材料の乾燥に、活躍すると思わ

れる。遠赤外加熱・乾燥装置は、その性格上汎用的な装置としての例が少ないが、多量の

材料を扱う農産物の加工工場においては、汎用的な、比較的大型の装置が検討されており、

今後も穀類の乾燥などに期待される。国内では籾の乾燥装置がその例であり、多数の遠赤

外乾燥機が各地で導入されている。 

塗装乾燥では、従来から溶剤の蒸発に広く用いられており、熱風乾燥に比べての効率性

と塗膜品質の良さが評価されてきたが、VOC(揮発性有機物質)の排出規制問題も影響して、

よりエネルギーを必要とする水性塗料や熱硬化性の塗料への移行の必要性が言われており、

より遠赤外加熱の効率性に期待がもたれている。 

 

8.2.2 食品加工・調理 

食品加工のうち、焼成、焙煎など、熱変性や焼き色、香りの変化を伴う加熱目的におい

ての遠赤外加熱の効果も以前から追及され、成果を挙げている。焙煎におけるその効果は、

焙煎度のばらつきの少なさ、焙煎工程の安定性とその制御の容易さなどとして知られてお

り、今後もこのような利点が活かされていくであろう。一方パンの焼成のような、表面の

焼き具合と内部の水分保持とのバランスが問題となるようなプロセスにおいては、焼き具

合を評価する諸特性のなかで、遠赤外加熱の効果がどの項目に見出されるか、あるいはど

のような評価のバランスに対して効果が得られたとするかを、はっきりと決めるのは難し

い。(社)遠赤外線協会では、このようなテーマを取り上げ、横浜国大への委託研究を中心

とした自主研究を実施しているところであり、目下最終段階として、遠赤外加熱とその他

の加熱方法との違いが、もっとも顕著に現れるような条件として、比較的嵩の大きいフラ

ンスパン用の生地を用いた実験に取り組んでいるところである。このような条件を選んだ

理由は、大きいパンほど、加熱表面と深部との距離が大きく、遠赤外加熱とその他の加熱

方法との伝熱気候の違いが出易いと思われたためである。その結果によって、さらにこの
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ような加熱目的に対する遠赤外加熱の効果が、より明らかになると期待される。 

家庭用電子レンジへの遠赤外加熱利用も従来より高度化が図られ、近赤外ヒータも備え、

過熱水蒸気の働きも併用した製品が現れ、広範囲の調理内容に対応し、おいしさもアップ

したと謳っている。また炊飯器も各部に遠赤外放射機構を取り込んだ仕組みが、おいしい

炊き具合に寄与しているという。家庭用の電化機器において遠赤外加熱の効果が広く知ら

れれば、遠赤外加熱自体への信頼性向上につながり、今後の産業用の遠赤外加熱装置の発

展にも好ましい影響を及ぼすと期待される。 

 

8.2.3 殺菌 

遠赤外加熱の食品殺菌への適用は、表面に与える熱的なダメージを避けながら、高い放

射パワーを投入できるという、遠赤外加熱自体の特長が活きる、分野と考えられ、短時間

で目的を達成する可能性に期待がもたれる。魚節焼軟装置やシート食品製造の乾燥装置に

おいては、本来の加熱目的達成と同時に、一般生菌に対する殺菌効果も確認されているが、

遠赤外加熱を用いた殺菌のみを目的とした装置は未だ実現してはいないと思われる。 

国内の研究では、各種の菌を含んだ溶液などを対象とした基礎的な研究が中心であり、

例えば芽胞菌などに対する特異な殺菌効果が報告されている。しかし穀類などの実際の食

品を対象とした殺菌研究例は少なく、ましてや実機として、食品の遠赤外加熱殺菌装置を

検討するといったことは、残念ながらこれまでほとんど行われていない。 

このような研究を実施するには、食品メーカによる植菌試料の提供や、殺菌効果の評価

実施が必要であるので、彼らが従来の殺菌技術に問題を感じ、新しい加熱技術を検討した

いという期待がなければならない。現状では、新技術開発の必要性があまり大きくないか、

必要であっても遠赤外加熱が注目されていないのであろう。O１５７問題発生以来、食材殺

菌のよい方法が求められている、という話は消えてはいないと思われ、いずれはこの分野

にも遠赤外加熱が利用されるべく、食品メーカとの共同開発などが行われることを望みた

い。ただし殺菌装置として、例えば(過熱)水蒸気併用などというプロセスが検討されたと

した場合、従来の遠赤外加熱装置の枠を超えた技術開発が必要になるかも知れない。 

 

8.2.4 健康・医療分野 

家庭用の遠赤外サウナは以前かなりの実績を挙げ、その健康効果を調査した報告も出さ

れたが、現在はむしろクリニックなどで使われる医療装置として利用されている。その医

療効果については、かなりの報告が成されており、心機能の改善、疼痛緩和、血流増加に

よる各種治療効果のほか、癌の温熱療法にも用いられている。これらの装置は特定の専門
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機器メーカによって医療分野への利用が図られたもので、装置としては比較的単純で、横

になった人間の頭から下の全身の周囲を遠赤外ヒータでくるんだ形をしていると思われる。 

これら装置を用いた医学部研究者らによる治療効果の報告では、そこでの遠赤外加熱の

効果について、機器メーカの説明がそっくり受け売りされており、研究者自身らが遠赤外

照射の効果を検討し、その機構や効果を確信した上で、適用したとは思われないのである。

何か新しい装置が提供され、効果がありそうだから研究し、実際に効果があったので報告

書を書いた、といった感じが否めない。またこれら機器メーカについても、放射伝熱の工

学を理解した上での、装置設計や効果の説明が成されているようには感じられない。欧米

由来の近赤外浸透効果を重視しての解釈が目立っている。 

ここは、遠赤外加熱装置メーカがタッチできなかった分野であるが、医療研究者側と遠

赤外加熱装置技術者との間の交流があれば、遠赤外加熱の効果をよりよく活かして貰える

ような寄与ができるのではないか、という思いが残る。ただし、食材など通常の放射加熱

の対象に対しては大変有効な、物体表面に適切な温度の気流を流しながら放射パワーを高

め、表面の熱的損傷を避けつつ短時間の加温や乾燥を行う、というような手法を人体に適

用すると、むしろ人体への負荷が増すという。人体は与えられた刺激に対し、常に平衡を

保とうという反応が起こるから、温熱治療も微妙なバランスの下に行われるべきものなの

であろう。しかしそれでも、そのようなフィードバックを得て、遠赤外加熱技術側が人体

への伝熱についてさらに考える、ということは必要ではないだろうか。そもそも、近赤外

放射と遠赤外放射との効果や使い方の比較など、まだまだ明らかにされていないことが多

いのではないか。 

 

8.2.5 冷暖房分野および日射対策 

広い作業場、体育館、ゴルフ練習場などの天井暖房にガス式の遠赤外暖房が導入され、

暖房費の節約、環境のよさ、快適性が評価されている。一方家庭用の暖房としては、天井

に遠赤外ヒータを装着する方式はあまり見られず、以前からの赤外、遠赤外ヒータを用い

た電気ストーブのほか、最近は電気加熱した熱媒を循環させるラジエータ型の暖房器も使

われるようになってきた。床暖房は温水式、電気式のものの普及が拡大しているが、これ

はわざわざ遠赤外ヒータを用いてはいないが、床材が暖められてのしたからの遠赤外放射

暖房であると言える。 

この暖房方式のよさは、直接床からの、そして最終的には床からの放射により暖められ

た壁部からの分も含めた周囲からの放射により、空気温度があまり高くなっていなくとも、

十分な温感を得られることである。これに対し、従来からの対流加熱方式は、室内の空気
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温度を高めることで人に温感を与えているが、十分な温感が得られるための空気温度は、

放射暖房の場合の雰囲気温度よりも高めに維持する必要があることが知られている。また、

室内の空気の対流が生じるため、天井付近の温度は必要以上に高くなり、顔の部分は暑い

くらいなのに、足元が寒いというような点も含めて、温感の快適性では、放射暖房が優位

に立っている。 

このような人体の温感、快適性の評価に関しては、これまでも成されてはいるが、従来

の対流暖房を想定した方法ではなく、今後は放射暖房の機構や特徴を踏まえた評価法の進

展を望みたい。放射暖房、床暖房の快適性への寄与を、より明確に示す必要があろう。 

 放射冷房に関しては、原理的には可能であろうが、結露の問題を含め、実現は難しそう

である。しかし、放射の積極的利用ではないが、戸建て住宅、集合住宅向けの経済的で、

効果的な冷房方法あるいは冷房機能付きの家屋構造が今後いろいろ検討され、提言されて

くると思われる。都市のヒートアイランド化に関しても、その実態の評価方法も含め、放

射に関係した検討や対策が一層求められて来るであろう。 

 

8.2.6 保温繊維分野 

常温域において遠赤外線の効果を正しく認識・普及させるため、(社)遠赤外線協会では

科学的に検証できるデータに基づく認定基準を設けて運営している。現在、認定基準に合

格している製品は、肌着・インナー類が多く、認定品全体の約 70％を占めている。 

肌に近いところにあり、放射伝熱の効果を受けやすい製品に関しては、繊維にセラミッ

クス微粒子を練り込んだり、あるいは付着させた製品と、未処理の製品との比較データに

基づいて判定する認定基準を適用している。 

しかし、衣服・防寒ジャケット・布団などに求められる機能としての、恒常体温をキー

プするための保温特性と、人が温かい・冷たいと感じる温熱感覚とは別の特性であり、常

温域での遠赤外線特性評価の難しさがある。防寒ジャケットや布団など、厚みのある繊維

製品は空気を大量に含む高空隙構造であり、熱移動モードは、放射・熱伝導・対流が複雑

に絡み、それぞれの寄与率の中から遠赤外線効果だけを検証する事は単純ではなく、繊維

集合体の熱移動モードの寄与割合を簡単に評価する技術が求められている。 

近年、情報・計測分野での赤外放射を利用した計測技術の進歩は目覚しく、繊維分野に

も利用され始め、人体生理・体温調節システム、温熱感覚とも関連させて、保温繊維分野

の研究の更なる進展が期待される。 
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8.2.7 情報・計測分野 

主に赤外放射を利用した計測の進歩が目覚しい。気象観測、海洋汚染、国土の都市化と

緑地の減退などでは、以前から行われていたが、農産物の生育状況・収穫時期の判定や果

物などのライン輸送中での糖度の高速自動判定・選別などに実績を挙げ始めており、畜肉

の等級付けの自動判定なども試みられている。放射測定は、直接測定が面倒な対象に対し、

瞬時の間接測定が行えるとの期待が持たれ、長らくその測定技術の開発が求められてきた

が、簡便な測定器が開発されたことと、評価手法の進歩により、近年これが可能になった。

これらは主に近赤外線を利用しているが、さらにその利用拡大に向け、開発が進められて

いる。また体温計でも耳の穴に挿入して、短時間で測定できるようなタイプが開発されて

いる。 

 

8.3 遠赤外加熱に対する認識向上の必要性 

8.3.1 遠赤外加熱と近赤外加熱 

 8.1 において、遠赤外ヒータの位置づけが特に欧米において正しく成されていないこと

を報告したが、その結果、遠赤外加熱の優れた効果に関しても、我が国と韓国、中国以外

では、あまり関心がもたれていないという状況にある。 

しかし、その背景には、同じような対象、目的に対しての遠赤外加熱と近赤外加熱の効

果の比較やその解釈について、これまであまりはっきりと検討されてはいない、というこ

とがあるのかも知れない。実際、塗装乾燥、食品加熱、殺菌など、少なくはない対象物に

対し、どちらの赤外加熱も用いられていて、あまりこれまでその違いや優劣が話題になっ

てはいない。それぞれにそのヒータにより最大限の効果が得られるように、使い方を工夫

しているため、違いが明確ではないのかもしれないが、放射特性、吸収特性を考えると、

本来何らかの差が生じるはずではないだろうか。今後より多くの比較データが蓄積される

ことを望みたい。 

遠・近赤外対比のこの点に関連して、これらのヒータを例えば赤外ストーブに用いたと

きの人間の温感にはどのような違いがあるのか、という問題には、そのようなストーブの

利用推進とは別に、人体の温感に対して放射波長の違いがどう影響するか、という大事な

点が含まれる。人体の加温においては、血流の変化に基づく人体の独特の反応があり、な

かなか判定が難しそうであるが、その方面の専門家を含めての研究に期待したい。 

 

8.3.2 省エネとその他の効果への認識 

 遠赤外加熱の効果として、もっともよく知られている効果は、省エネである。その効果
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が一番歓迎されている例は、広域暖房である。体育館や作業場においてガス式の天井暖房

が用いられており、通常の熱風発生式の暖房機で内部空気の温度を必要レベルまで上げる

のに要する時間に対して、短時間で温感が得られ、燃料費も大幅に削減できることが評価

されている。また何らかの材料を乾燥しようという場合、熱風乾燥では、例えばバッチ式

で半日以上を要し、あるいは熱効率 25%というのが通例であるのに対し、遠赤外乾燥では

連続式となり、例えば 20 分で乾燥できる、あるいは熱効率 50%というような成果が得ら

れることは珍しくはなく、大きな省エネ効果が得られる結果となる。 

 しかし、遠赤外加熱・乾燥では、省エネに留まらない幅広い、かつ大きな効果が得られ

ることが、今回の調査研究で明らかにされた。改めて遠赤外加熱の効果を見てみると、熱

風(多くはバッチ式)等に比し短時間に大きなエネルギーを、表面に熱的なダメージを与え

ることなく投入できるので、大幅な処理時間の短縮が可能となる。この結果工程の連続化

と自動化が達成され、生産性が向上するとともに、省力化が図られる。ここで生産性の増

大とは、熱風と同じ時間内に、例えばエネルギーを３倍使って、製品を３倍生産しよう、

ということであるから、一見省エネと逆行するように思われるかもしれないが、製品 1kg

当たりのエネルギー原単位は、その効率を考えれば、当然低くなっている。そして得られ

る効果は、労務費原単位の大幅削減など、非常に大きいはずである。 

 さらに遠赤外加熱には、均一加熱の効果があり、これは製品品質の向上に寄与する。と

いうよりむしろ、これまでの加熱方法では成し得なかった、高品質の製品の製造が実現で

きた、という例が少なくない。遠赤外加熱利用の多くの成功例は、実は効率と品質の両方

が達成された場合が多い。 

これらの、これまであまり喧伝されず、広くは知られてこなかった効果に関しては、今

後、省エネ効果に限ることなく、遠赤外加熱の利用をより一層推し進め、その幅広い効果

を享受して貰うためにも、より一層社会全体に訴えていく必要があろう。 
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結言 

 

本事業では、放射伝熱の利用例を国内外の文献調査、特許調査、新聞記事調査という形

で、網羅的に調査を行うとともに、5 回の委員会と 3 回の講演会を開催し、放射伝熱の利

用例を個々に掘り下げ調査を行った。委員会では、8 社の会員から事業に立脚して得られ

た放射伝熱の利用例を紹介いただいた。また、講演会では、5 人の講師から経験豊かな話

と経験の中から得られた知見を伺うことができ、大変貴重な機会となった。 

また、放射伝熱の中心的な存在であるエネルギーとして利用する分野に焦点を絞り、放

射伝熱を利用することで得られる省エネを始め、加工処理時間の短縮化、仕上がり品質の

向上などの効果について、定量的なデータを示せたことは大変有意義であった。 

できあがった本調査報告書をハンドブックのように傍らに置き、自らの事業を推進する

補助エンジンとして利用いただくことを期待する。 

今回、調査研究を通して、放射伝熱の利用分野について調査を行ったが、6 ヶ月という

短い期間に、広い放射伝熱の利用分野を網羅できたわけではないが、時代の要請、産業構

造の変革により、放射伝熱で扱う対象物も重厚長大なものから軽薄短小なものに移り変わ

りつつあり、さらに高品質、高精細なナノレベルの材料やバイオ分野への利用が促進され

つつあることを痛感した。この推移にともない、省エネはもちろんのこと、より高い品質

を実現するために、厳しい条件での扱いや高い制御性が強く要求されるようになると思わ

れる。遠赤外線という電磁波を利用するユニークな応用例が出現することが望まれる。 

また、本報告書で示した省エネ効果などを活かして、グリーンイノベーションの一翼を

担い、工場やオフィス、家庭でも、今後ますます放射伝熱の利用が広がるものと思われる。

この動きを加速するためにも、省エネ効果の大きな機器を導入した事業者や個人に対して

は、排出枠の付与、購入資金の融資、金利減免、税制優遇、エコポイントなどに代表され

るインセンティブを与える施策が必要だと思われる。地道で継続的な努力が、温室効果ガ

スの排出を京都議定書の目標最終年 2012 年に 1990 年比 6％削減や中期目標である国連の

気候変動首脳会合での国際公約 1990 年比で 2025 年までに 25％削減が実現できるのではな

いだろうか。 

これら時代の要請を受け、絶えず進化する放射伝熱の姿を 10 年後の調査で明らかにで

きることを期待しつつ結言としたい。 
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