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赤外線放射温度校正の基礎
より優れた作業と高い生産性のための正しいツール

アプリケーション・ノート

赤外線放射温度計を使用すると、物理的な接触がなくとも離れた場所から物体の
表面温度を測定できます。 標的に向けてトリガーを引くだけでその温度を測定で
きるというのは、まるで魔法のようです。 このアプリケーション・ノートでは、
赤外線 (「IR」) を用いた温度計測のプロセスをわかりやすく紹介し、この便利な
温度計の価値を最大限に活用するため、定期的な校正の重要性について説明しま
す。

赤外線放射温度計が
温度を測定する仕組み

赤外線放射温度計は、物体が放射する
熱電磁放射を測定し、その物体の表面
温度として表示します。 物体が高温に
なるまでの放射は、ほとんどが赤外線
の波長帯域の放射です。 高温の物体か
らは可視光が放射されます。この可視
光も熱による放射の一種です。
人間の目は、0.555 μm 付近の波長を
持つ黄色い光には非常に敏感ですが、
0.700 μm ( 赤 ) より長い波長や 0.400 
μm ( 紫 ) より短い波長の光を見ること
はできません。 人間の目は可視光と呼
ばれるこの狭い波長帯の外にある波長
を見ることはできません。しかし放射
計を使用することで検出し、その存在
を確認できます。

温度を「見る」こと
人間は、放射を目で見て温度を計るこ
ともある程度経験しています。 

赤く輝く残り火、ろうそくの黄色い炎、
白熱電球の白い光などの「高温の光」
は、誰もが見たことのある事象です。 
人間が知覚できる色は、熱せられた物
質の温度に関係しています。 製鉄所の
工員は、色だけで溶けた鉄の温度を摂
氏 50 度以内で正確に判断できるとい
います。
赤外線放射温度計は、製鉄所で働く工
員の目のように、特定の波長帯域に反
応するように設計されています。 一般
的な赤外線放射温度計に最もよく使用
される波長帯域は、8 μm ～ 14 μm です。
赤外線放射は、可視光より長く、ミリ
波より短い波長を持つ電磁放射です。 
赤外線やその他の放射を説明する際に
は、「波長」や「振幅」といった用語
が使用されます。 例えば、振幅は放射
の強度を表し、波長はそれがマイクロ
波、可視光、あるいは赤外線放射のど
れであるかを示すのに使用されます。

μm（マイクロメートル）は
どれくらい？

μm は 1 m の 100 万分の 1 という、非
常に小さな長さの単位です。分かりや
すい例を挙げると、人間の髪の毛の太
さは約 100 μm です。
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4180 シリーズ 高精度赤外線放射温度計校正器を使用すると、簡単に校正が行えます。

赤外線放射温度計の校正

放射源
経験的に温度を目で見て測れるとは
いっても、信頼できる赤外線放射温度
の測定には、校正された機器の使用が
必要となります。 校正は、「明確に文
書化された作業手順に基づいて実行さ
れる一連の作業」と定義できます。こ
れは、誤差の特定と報告、または調整
によるエラーの軽減を目的としてお
り、参照標準と呼ばれる、より高精度
な機器との比較を行う作業です。

放射温度の校正は、放射源となる物体
の表面から始まります。放射源として
は、標準としても使用できる平面また
は空洞が適しています。 放射源の大き
さや校正される放射温度計からの距離
など、校正手順に関わるパラメーター
は、測定結果に重要な影響を与えます。 
温度の安定性や均一性、放射率など放
射源表面の物理的特性も重要となりま
す。

温度から放射輝度への変換
放射温度計校正器の標的は、温度の熱
エネルギーを熱放射に変換する変換器
のようなものです。 標的である平面か
ら放射される赤外線放射の強度は、赤
外線放射温度計によって測定され、温
度が計算されます。 標的は、温度の熱
エネルギーを抵抗に変換する測温抵抗
体（RTD）と似ています。 この場合、
温度測定の誤差のほとんどは RTD に起

因するため、RTD の校正はたいへん重
要となります。 放射温度計の校正の誤
差要因の中で、最大のものは放射率で
す。

温度の均一性は、赤外線放射温度計や熱画像ツールの校正において重要です。
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放射率が 1 % 上がった時の見かけ温度への影響
環境温度 =23 ℃、 ε=0.95、 λ=8 μm ～ 14 μm
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放射率
不透明な物体からの放射エネルギー

は、物体の温度による放射と、周囲環

境からの放射の反射が混ざり合ったも

のです。 物体が不透明ではない場合は、

物体を透過する放射のエネルギーも考

慮しなければなりません。 特定の温度

で放射される熱放射の量は、表面の放

射率によって決定されます。 放射率と

は、ある温度の物体表面からの放射エ

ネルギーと、それと同じ温度の黒体か

らの放射エネルギーの比率です。 放射

率は、物体の材質や表面の仕上げの状

態によって大きく変化します。 滑らか

に加工された金属表面の放射率は低く

反射率が高くなります。細長い空洞は

放射率が比較的高く反射率は低くなり

ます。 放射率、反射率、透過率の合計

は常に 1 となります。

赤外線放射温度校正器は、全温度レン

ジにわたり一定の放射率を持つよう設

計されてなければなりません。 残念な

がら、ほとんどの放射温度計校正器の

校正において放射率は無視されていま

す。 これらの校正器では、白金抵抗温

度計 (PRT) などの接触式温度計を物理

的に放射源に差し込むことで標的の温

度校正を行います。

反射率 ＋ 放射率 ＋ 透過率 ＝ 1

放射率、反射率、透過率の関係。

放射率、黒体、灰色体
について

放射率は、0 ～ 1 の値になります。 放

射率 0 は、物体の温度に関わらず、熱

放射がないことを意味します。 放射率 

1 は、物体からの放射が全ての波長で

完全であることを意味します。 科学の

用語では、このような完全な放射体を

「黒体」と呼びます。放射率が 1 にき

わめて近い値を持つ物体も黒体と呼ば

れます。 約 0.95 の放射率を持つ平面

放射温度計校正器は、放射率がすべて

の波長に対して一定である場合、「灰

色体」と呼ばれます。

温度エラーは、放射率の 1 %のエラーに等しい。放射率における 1 %のエラーは 450 度の温度で 3 度のエラーになることがあります。
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この方法では、放射源の表面における

温度損失も無視しています。 この種類

の校正器では、ユーザーはメーカーが

提供している精度を得るためには、各

温度で放射率に関する複雑な補正が必

要となることに気付かない場合があり

ます。 これらの補正は、標的となる

物体の実際の放射率と、放射温度計の

放射率設定値との差に基づいて行いま

す。 放射率に 1 % のエラーがある場合、

500 ℃での校正のエラーは 3.5 ℃ とな

ります。 一方、メーカーによって提供

される放射率の値は、通常は代表値で

あり、実際の校正による確認は行われ

ていません。 これを長期に使用してい

くと、トレーサビリティや測定結果に

おいて、他の校正器との間での不整合

を生じかねません。

放射温度計校正器の標的の温度のエ

ラーを補正するには、放射計を用いて

校正する必要があります。放射計は、

校正する物体表面から、各温度で放出

される放射エネルギーの測定を行いま

す。 このような放射校正を行った校正

器の温度表示には、放射温度計の放射

率が校正器と一致していない場合を除

き、放射率に関する補正の必要はあり

ません。 このため、赤外線放射温度計

の放射率を補償できる校正器を使用す

ることが重要となります。以下の『分

光放射輝度と温度』のグラフに示され

るように、温度により物体から放出さ

れる放射は、多くの異なる波長成分か

ら構成されます。 これは、分光放射輝

度と呼ばれます ( 下図参照 )。もし す

べての波長を短いものから長いもの順

で並べることができれば、最も明るい

波長はほぼ中央に見えるはずです。 次

に、物体の温度をさらに上げていくと、

波長の短いものが長いものより明るく

なっていくのが分かります。 物体が十

分に熱くなると、0.400 μm から 0.700 

μm の短い波長も明るくなり、赤熱に

より物体からの放射が人間の目でも見

えるようになります。 「分光放射輝度」

という各波長ごとの放射輝度は、各波

長がどれだけ明るいかを示します。 放

射温度計は、これらの波長のうち特定

の波長帯域全体の明るさを測定し温度

を表示します。

テクニカル・ヒント

標的の温度が露点を下回る場合は、

表面の氷結により放射率が変化し、

校正エラーの原因となることがあり

ます。 氷結が増加していき表面がす

べてが氷で覆われてしまうと、標的

となる物体の実際の温度が遮られ、

さらに大きなエラーとなることがあ

ります。ドライ・エアによるパージ

により、このような結露と氷結を防

止することができます。

分光放射輝度および温度

分
光

放
射

輝
度

（
W

 m
-2

 p
m

-1
 sr

-1
）

波長（μm）

グラフのピークは、最も明るい波長に対応します。
温度が上がるにつれて、ピークは左に、曲線全体が上に移動します。
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赤外線放射温度計には周辺視野があるため、多くの校正でサイズの大きな目標物が必要です。

放射温度計による
放射輝度の検出
校正器の表面からの放射エネルギー

は、放射温度計によって検出されるま

で空気中を通して伝搬されます。 埃、

煙、ガラスの表面は光を遮るため、測

定結果に影響を与えます。放射温度

計は、校正器の標的の背後にある物体

を測定することを避け、標的からの放

射だけを正確に受け取る必要がありま

す。距離係数 (D:S 比 ) から、放射温度

計の正しい測定位置を決定します。 

放射温度計の標的サイズは、視野全体
に対する割合（％）で示されます。 赤

外線放射温度計は、人間の目のように

周辺視野を持っています。 IR 温度計

の周辺視野は散乱とも呼ばれ、機器の

品質により異なりますが、測定される

全エネルギーの 1 %～ 35 % に相当し

ます。 実際の現場では標的サイズによ

る測定で十分であったとしても、校正

で必要な精度を満たすのに十分である

とは限りません。 そのため、ほとんど

の放射温度計の校正には、温度計の距

離係数に対応する標的サイズよりもさ

らに大きな面積の標的が必要となりま

す。 

放射温度計は内部の光学系のフィル

ターによって 8 µm から 14 µm までと

いった特定波長帯の赤外線エネルギー

を収集します。 また、収集されるエネ

ルギーには、室内の環境温度による背

景放射の反射も含まれます。 反射はい

ろいろな形で放射に関わっています。 

校正器からの赤外線放射には、通常、

黒体表面からの放射だけではなく、窓、

壁、作業者といった測定環境内で温度

を持つものからの放射の反射を含みま

す。 不透明な物体では、放射率と反射

率の和が 1 になります。 

このため、不透明な物体で放射率がゼ

ロであるような場合、その物体からの

放射エネルギーのすべては、その物体

自身の熱力学温度以外に起因すること

となります。 この場合、放射温度計

で検出されるすべての放射は反射であ

り、室内のその他の物体からの放射や、

それがその他の物体に反射した放射が

もとになります。 物体の放射率が 0.95 

であるとすると、反射率は 0.05 になり

ます。 別の言い方をすれば、この物体

は部屋からの放射エネルギーの 95 % 

を吸収し、5 % を反射するということ

になります。 またこれは、温度によっ

て発生する物体の放射エネルギーが、

完全な黒体から放射されるであろうエ

ネルギーの 95 % であることを意味し

ます。 放射温度計は、物体によって

反射されるエネルギーを補正しようと

しますが、物体が環境に比べてずっと

低い温度のとき、または放射率が非常

に低いような場合、反射を補正して正

しい温度を測定するのが難しくなりま

す。 これは、物体の温度が環境温度よ

りも低くなると、温度計が受け取る信

号のうち反射エネルギーが占める割合

が比較的大きくなるからです。 このよ

うな状況では信号対ノイズ比が低い状

態になります。
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放射温度計は、波長帯域と呼ばれる特

定範囲の波長の集まりを測定します。 

赤 外 線 放 射 温 度 計 は、8 µm か ら 14 

µm のように、特定の波長帯にあるす

べての波長の分光放射輝度を測定する

ため、特定波長帯域の温度計であると

言えます。

放射輝度からの温度の計算
最後に、放射温度計の正確な校正には、

放射温度計の放射率が、測定している

物体の実際の放射率と一致していなけ

ればなりません。 別の方法としては、

放射計による校正を行った黒体で、そ

の実効放射率を放射温度計の放射率に

一致させることで直接比較が可能にな

ります。

結論
赤外線放射温度計は、接触式の温度測

定が困難なさまざまな状況で使用され

ます。 この温度計は便利ですが、時に

その使用法が正しく理解されず、測定

結果の有効性を低下させることがあり

ます。 しかし、これらの測定の信頼性

は、校正によって高めることが可能で

す。 測定誤差によるリスクが大きかっ

たり、重要なアプリケーションである

場合には、赤外線放射温度計の定期的

な試験や校正を行い、高い信頼性を得

るための投資には十分な価値がありま

す。 

すべての校正が同じというわけではな

いため、各々に対応した正しい機器を

選ぶことが重要です。 校正器を選ぶ際

には、放射温度計の周辺視野を含む十

分な大きさの標的を備えた機器を探し

てください。 メーカーが社内での校正

で使用するのと同じ大きさの標的が必

要となるかもしれません。また、放射

温度計のメーカーによる校正と同等の

精度を得るには、メーカーと同じ校正

距離を用いることを推奨します。 放

射校正が行われていない校正器の場合

は、正しい補正値を計算するため、標

的の放射率を知る必要があります。 こ

れらの計算は簡単ではないため、最初

から正しい校正を実施することが重要

です。放射温度計の放射率補正範囲が

校正器のものと一致しない場合にも同

様の計算が必要となります。そこで、

このような計算を自動的に行う高性能

の放射温度計校正器を使用すること

は、作業の不安をなくし生産性を高め

ることになります。
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用語解説

吸収 : 
物体の表面に入射した放射エネルギー

が、物体内の熱エネルギーに変換され

る現象。

均一性 :
測定される物体表面上で、2 つの領域

の測定結果の最大許容差を表す値。

距離係数（D:S 比）: 
物体までの距離と、赤外線放射温度計

によって測定される領域の直径の比

率。 距離係数は、実用的な赤外線温度

測定を行うため、適切な測定距離を決

定するガイドラインとなります。

黒体 : 
理想的な熱放射源のことで、入射した

放射エネルギーを全て吸収し、与えら

れた温度における最大の放射輝度を持

ちます。 校正ラボでは、黒体として小

さな開口部を持つ大きな空洞が使用さ

れます。 空洞に入った光は、空洞の内

壁での反射を繰り返し、やがて空洞を

出る前に吸収されてしまい、反射が抑

えられます。

散乱 :
媒体の不均一によって起こる現象。光

は直線的な経路から外れた方向に進み

ます。

赤外線放射温度計 :
物体から放射される赤外線放射を測定

することで、物体の温度を測定する装

置。 表面に触れることなく温度を測定

することができるため、非接触温度計

とも呼ばれます。 

赤外線 (IR) 放射 :
可視光より長く、ミリ波より短い波

長を持つ電磁放射。 絶対零度の 0 K 

(-273.15 ℃ ) を超える温度の物体は、

すべて赤外線を放射します。

視野 (FOV): 
赤外線放射温度計の光学系により、放

射エネルギー収集することのできる空

間的な範囲。 通常、視野は角度で表さ

れます。 正確な温度測定を行うには、

測定面が完全に放射温度計の視野に

入っている必要があります。

透過 :
物体の表面に達した放射エネルギーの

一部がその物質の内部を通過する現

象。 測定される波長帯域に対して表面

が不透明な物体では、透過はないと仮

定されます。

透過率 :
放射が物体をどの程度通過するかを示

す値。 表面に入射した量と通過した量

の比として算出します。

電磁放射 : 
物体の表面から電磁波として空間に放

射されるエネルギー。 例として、 電波、

マイクロ波、ミリ波、赤外線、可視光、

紫外線、X 線、ガンマ線などが挙げら

れます。

灰色体 :
すべての温度範囲で、すべての波長に

対して一定の放射率を持つ物体。 現実

には理想的な灰色体は存在しないもの

の、これに近いものは数多くあります。

波長 :
電磁波がその進行方向に１周期の間に

進む距離。 電位などの特性が位置に

よって周期的に変化します。 また電磁

波は動いており、時間とともに位置も

変化します。

反射 :

物体の表面で入射した放射が、透過せ

ずに一定量を保ちながら、その方向を

変えること。

反射率 :
物体表面によって反射される放射の割

合。

波長帯域 :
放射エネルギーで特定の連続した波長

範囲を定義したもの。 多くの赤外線放

射温度計は 8 µm から 14 µm の波長帯

域を用います。
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標的サイズ（スポット ･ サイズ）:
放射温度計の測定スポットの直径。 通

常 95 % など、放射温度計が受け取る

全エネルギーのうち、スポットから受

け取るエネルギーの割合として定義さ

れます。 標的サイズは、放射温度計か

らの測定距離によって変わります。

不透明 :
電磁放射は、不透明な物体を通り抜け

ることができません。 物体は、特定の

波長に対して不透明で、その他の波長

では透明となることがあります。 例え

ば、ガラスは、-3 μm より長い波長の

赤外線放射に対しては不透明ですが、

可視光に対しては透明です。

分光放射輝度 :
特定方向の特定のエリアから放射され

る、またはそこを通過する、特定の波

長の電磁放射の強さ。 単位波長当たり

の放射輝度として定義されます。 

分光放射輝度は、SI 単位 W·sr-1·m-3 で

表されます。

放射輝度 :
特定方向の特定のエリアから放射され

る、またはそこを通過する、電磁放射

の強さ。 単位立体角の単位面積当たり

の放射のエネルギーとして定義されま

す。 放射の SI 単位は、ワット (J·s-1) を 

平方メートル (m2) とステラジアン (sr) 

で割ったものです。 (W·sr-1·m-2) 

放射計 :
放射束（単位時間当たりの放射エネル

ギー）を測定する装置。「赤外線放射

温度計」もご参照ください。

放射校正 :
放射温度計の測定と、参照用の放射計

の測定とを比較する校正で、被校正器

のエラーの検出およびレポート、また

は調整よるエラーの除去などを目的と

して行われます。

放射率 :
物体表面の放射率とは、その物体と同

じ温度の黒体と比較したとき、どの程

度の放射を出すかを示します。 物質か

ら放射されるエネルギーと、同じ温度

の黒体から放射されるエネルギーの比

によって測定されます。

熱力学温度 : 
熱力学の法則に基づいて定義された温

度の単位。

露点 : 
特定の気圧で空気を冷やしたとき、水

蒸気が凝結するときの温度。
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