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1.　温度管理の必要性
温度変化によって、製品の品質、安全性や耐久性が大きく左右されます。
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食品業界では

樹脂業界では

フィルム業界では

金属加工業界では

ゴム業界では

ガラス業界では

温度のバラつきにより菌の繁殖などが起こり衛生的によくない

樹脂製品が正しい温度で成形されずに、割れやひびの原因となる

透明フィルムのカッター温度のばらつきにより、均一にカットができない

温度のバラつきによりワークが変形したり、強度が落ちてしまう

季節要因により、年間を通して安定的に品質のバラつきを抑えられない

ガラス製品が正しい温度で成形されずに、割れ、ひび、反りの原因となる

非接触温度計 テクニカルマガジンWebで公開中

温度管理ができていないと

今すぐアクセス!

カタログには載らない技術的な情報を多数掲載しています

非接触温度計 テクニカル

例えば

上級者向け

検索

・ 炉内の窓越し温度測定テクニック

・ フィルムの温度測定のコツ
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弱 強

温度が低い状態では、
赤外線エネルギーは弱い。

温度が高い状態では、
赤外線エネルギーは強い。

温度が低い状態では、
赤外線エネルギーは弱い。

温度が高い状態では、
赤外線エネルギーは強い。

オプテックス・エフエーでは非接触温度計で温度測定します

4 5

測定方式によって様々な種類があり、測定対象物や目的にあった方式を選ぶ必要が
あります。

になっているものが一般的に産業用で使用されます。

2.　温度計の種類

設置型 ポータブル型

非接触 対象物に傷がつかず稼動中でも測定可能

安全 危険物や危険個所でも遠くから測定が可能

衛生的 直接触れないため衛生的

速い 約1秒で測定完了。移動物体でもOK

安定 測定者による測定誤差が生じない

すべての物体(絶対零度以上)は、赤外線エネルギーを放射しています。

非接触温度計には様々な
メリットがあります。
特に右記の項目が最大
の特長といえます。

非接触温度計には設置型とポータブル型があります。
FA用途には主に設置型が使用され、ポータブル型は電池式で持ち運びができ、
チェッカーとして使用されます。

温度計一覧

非接触温度計の特長

非接触温度計の種類

非接触温度計は物体から発せられる赤外線エネルギーを検出素子で受光して、
赤外線エネルギーの量を温度に変換しています。

3.　非接触温度計とは

赤外線エネルギーが強いほど温度は高くなる
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波長、温度、赤外線エネルギーの関係性

波長、温度、赤外線エネルギー。この３つの関係性は高温になるほど短波長の
赤外線エネルギーの放射が強くなり、低温では短波長の赤外線エネルギーの放射
がほぼありません。一方、長波長は低温から高温にかけて一定の弱い赤外線エ
ネルギーを放射しています。

あらゆる物体は、温度帯により様々な異なる波長の赤外線を放出しています。
非接触温度計は測定波長を自由に変えることができないため、温度帯に適した
測定波長の温度計を選定しなければなりません。

「適した測定波長」とは、他の波長に比べて赤外線エネルギーの放射が強い波
長を指します。

赤外線は電磁波に属する光の一種で、0.8 ～ 1000μmの長さの波長を指します。
電磁波は波長の長さによって性質が大きく異なり、赤外線の他にX線、紫外線や電波
など、様々な用途で使用されています。

4.　赤外線と波長について

温度測定に適した波長とは

電磁波（光）の波長帯
0～14μmにおける0～2000℃の赤外線エネルギー量

高温域で測定したい場合

温度が高いもの 温度が低いもの（高温にならないもの)

低・中温域での測定の場合
短波長(0.8～5μm)を選ぶ 長波長(8～14μm)を選ぶ

CHECK IT
高温のワークを測定したい場合は、短波長を測定する
機器を選定するほうが感度良く測れる

低温から広い温度範囲を測定したい場合は、長波長を
測定する機器を選定する

□

□

非接触温度計は0.8 ～ 14μm付近の波長を受光して温度計測します
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鉄の場合では、放射率の一番
高い波長は1.0μmとなります

1.0μmの波長を検出する非接触
温度計を選定すれば、感度良く
温度測定が可能

鉄の場合

透過率とは？

反射率とは？

物体を透過する赤外線エネルギー量の割合です。

物体から反射される赤外線エネルギー量の割合です。

この3つの関係性は放射率＋透過率＋
反射率＝１となります。
物体の放射率が高ければ、透過率や反射率
が低くなるので、周囲の温度の影響を受け
にくくなります。

まとめ

反射率が高い物体は他の熱源の赤外線エネ
ルギーを反射させるため、温度計は周囲の
熱源の影響を受ける場合があります。

周囲の影響を受けにくいため、
安定して温度測定が可能

あらゆる光を完全に吸収し、外部から
の光の反射は、まったくない物体。

放射率は素材ごとに異なります。感度良く温度測定するには、放射率の一番高い
波長を測定波長とする必要があります。

他の波長に比べて放射率が高い

※  素材の表面状態や温度に
より、実際の放射率は異
なります

放射率は赤外線エネルギーの放射割合を0 ～ 1で表しています。
物体の放射率は完全黒体(放射率1)を基準として放射率を導きだしているの
で、１に近づくほど感度良く温度測定が可能。

放射率、透過率、反射率の関係性について説明します。
特に放射率は温度測定にとって重要なため、要チェックです。

5.　放射率、透過率、反射率の関係性

放射率とは？

完全黒体とは

放射率の確認方法

波長 1.0μm 5.1μm 8 ～ 14μm
放射率 0.35 0.05 ～ 0.25 0.05 ～ 0.2

CHECK IT
□
□

その素材ごとの放射率の高い波長を検出する非接触温度計を選定する
放射率は温度計で調整することができる(一部できない機種あり)

透過率が低いと背景物体の温度の影響を受けにくいので
安定して温度測定ができる

反射率が低いと周囲の熱源の影響を受けにくいので
安定して温度測定ができる

放射率の
基準となる。
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周辺環境

測定条件

Step3. その他の条件確認

温度

温度

種類

設置角度

大きさ・距離・形状
水・埃・粉塵・煙など

測定精度およびラインスピード
(応答時間)の確認

ノイズ

信号処理・出力の確認

全数検査する場合は設置型。
抜き取りで温度測定する場合はポータブル型。

測定物の素材、大きさ、管理したい温度域を確認する必要があります。

ワーク(測定対象物)

Step1. 用途の確認使用

Step2. 測定内容の確認

6.　非接触温度計の選定

□

□

□ □

どのような素材を測定するのか？

どのくらいの距離で測定するのか？

ワークの設置角度は何度になる
のか？

ワークの表面温度はどれくらいか？
表面温度にばらつきはないか？

高温金属、光沢金属、フィルム、ガラス等で
あれば専用の非接触温度計を選定する

大きさや形状にばらつきはないか？
機種の測定エリアを確認する

垂直で設置いただくことで一番良
い条件で測定できます

温度のバラつきのない箇所で設定
し、測定温度範囲や特に管理したい
温度を確認する

設置型 ポータブル型

測定精度はどれくらいか？
タクト・ラインスピードはどれく
らいか？

周辺温度が使用周囲温度以内か？

空気のクリーン度はどれくらいあるか？

周囲に電気的または電磁的なノイズ
はないか？

応答時間を確認し、できる限り高
速ラインでは、実ラインでテスト
を行う

周囲温度の高い場所にセンサヘッド
を設置する場合は、ファイバ型を
選定したり、冷却ハウジング等の
オプションを使用します

埃、粉塵、煙などの多い環境では、エアパージ管などのオプション部品
を使用してください

取付位置を変更したり、シールド
で遮蔽したりするなどの対策が
必要です

どのような信号の処理方法や出力
が必要か？
機種によっては信号の処理方法
や出力が異なるので確認

□

□

□

□

□
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前ページの「非接触温度計の選定」で、確認した測定温度範囲や形状、用途などを一覧
で確認できます。汎用用途と専用用途に応じた製品をラインアップしています。

13

設置型

7.　製品ラインアップ

12

ポータブル型

用途 タイプ 製品名 測定波長 測定温度範囲

フィルム用

ポリエチレン
向け

GT-P3
シリーズ

3.43
μm

ポリエステル
向け

GT-P7
シリーズ

7.9
μm

ガラス用

小型
センサヘッド

GT-G5
シリーズ

5μm
レーザマーカ
搭載

GTL-G5
シリーズ

エリア
測定用

小型
センサヘッド

Xi80
シリーズ

7.5 ～ 13
μｍ

用途 タイプ 製品名 測定波長 測定温度範囲

汎用

保護構造
IP69K CSシリーズ

8～14
μm

使用周囲温度
Max.250℃

GT-hot
シリーズ

高速応答
6ms

GT-fast
シリーズ

超小型
センサヘッド

GT-Slim
シリーズ

センサ・
アンプ一体
（レーザマーカ搭載）

BAシリーズ

センサ・
アンプ分離 BSシリーズ

センサ・
アンプ一体
（ローコスト型）

SAシリーズ

高周波装置・
金属用

ファイバ BFシリーズ 1.2～2.6
μm

高温金属用

小型
センサヘッド

GT-1M/2M
シリーズ

1μm
(1M)

1.6μm
(2M)

レーザマーカ
搭載

GTL-1M/2M
シリーズ

金属・
光沢用

小型
センサヘッド

GT-3M
シリーズ

2.3
μm

レーザマーカ
搭載

GTL-3M
シリーズ

タイプ 製品名 測定波長 測定温度範囲

防水耐衝撃構造
（食品・衛生用）

PT-7LD

8～14
μm

PT-5LD

長距離狭視野測定 PT-S80/U80

ワイドレンジ PT-2LD

φ2.5mm微小点測定 PT-3S
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押さえておきたいポイントを一問一答形式で簡単解決！

8.　非接触温度計のFAQ

精度保持の観点から定期的な校正をお勧めしています。
当社では国家標準にトレースされた標準器で校正を行っており、
校正証明書の発行が行えます。詳しくは裏面をご確認ください。

業界によっては必須のトレーサビリティ体系図ですが、意外と
発行してもらえないことが多い証明書です。ISO取得や更新
の際に必要になる場合があります。

お買い上げいただいてから１年間のメーカー保証がついています。それ以降は別途
費用をいただき修理することも可能です。修理に関しては当社または代理店へお問い
合わせください。

非接触温度計は点ではなく面で測定します。つまり、測定視野内に凸凹があっても、
すべて平均化して測定できます。

A .

A .

A .

A .

定期的な校正を推奨いたします

発行できます

メーカー保証が１年間ついています

測定可能です

Q1 温度計の校正は必要ですか？ Q5 水蒸気の影響は受けますか？

Q6 ワークの色が変化する場合でも正確に測定できますか？

Q7 炉内のワークを窓越しで測定できますか？

Q8 放射率を誤ると、どの程度の誤差が生じますか？

Q2 トレーサビリティ体系図は発行できますか？

Q3 温度計の保証期間はどれぐらいですか？

Q4 表面が凸凹でも測定できますか？

大気中に浮遊している水蒸気には、影響を受けませんが、水滴となると影響を受けます。
結露により水滴となり測定対象物が目視できないほどの環境下では、注意が必要です。

A . 結露しなければ影響を受けません

色による温度誤差はほとんどありません。
しかし、素材が異なることによる光沢ありなしや色違いであれば、放射率が異なり、温度
誤差が生じるおそれがあります。

A . 基本的にワークの色によって温度誤差は生じません

測定波長を透過する窓材がありますので、その波長に合わせた窓材を選定することに
より、測定可能となります。

A . 透過する窓材を選ぶことで、測定可能です

放射率の設定を誤ると、温度計は全く違う温度を表示するため、注意が必要です。
放射率を高く設定した場合は温度が低く、放射率を低く設定した場合は温度が高く表示
されます。

A . 温度によっては数十度～数百度の誤差が生じます

校正証明書

トレーサビリティ体系図
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