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温度分布を計測する必要性 
温度計測は空調、熱交換、機器の保全等、様々な
ところで必要になっている。 
 

• 空調機器や熱交換機では、性能向上のための情報源
として熱交換量や熱の漏れなどの計測が必要不可欠 

• 機器の安定稼働や熱で故障しやすい機器の改善に
は、機器全体の温度分布の計測が有効 

• 生鮮食料品の輸送等の温度管理 
 

  など 



3 

熱電対による計測では不十分な点 
温度計測の基本は熱電対（点計測）によるもの。  
点計測では不十分である理由 

• 空調などの出力において一様な温度分布である保証がない 
• 熱交換では、熱移動媒体の流動と流体及び壁面の温度との
関係が重要であるが、計測に必要な個所の特定が困難 

• 機器（基板）等の発熱個所の特定が困難 
など 
 
特に流動が絡むと、非接触計測でなければプローブ部が流れを
乱してしまうため、正しい温度を計測することは不可能。 
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本技術に用いる感温液晶とは？ 
感温液晶は温度の違いにより特定の 
波長に対し選択性散乱現象をする。  
特徴 

• 低温では波長の長いものを、高温 
では波長の短いものを散乱するた 
め、温度を色として可視化できる 

• 呈色範囲は10℃程度 
 

この特徴を用いた温度計測が本発表 
感温液晶の構造 
（コレステリック） 
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感温液晶の製品は？ 
感温液晶をカプセル化し、様々な形で販売されて
いる  

• シート  （平面の可視化に有効） 
• スプレー （凹凸を含む面にも適用可） 
• 粉末  （液体内の可視化に利用可） 
 

基本的に特注にて製造する。 
 
任意の呈色温度範囲のものを作成したり、複数
の種類を混ぜることも可能。 
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感温液晶による温度分布の可視化 
温度によって散乱光が異なるので、
温度分布を色分布として可視化で
きる。  
利点 

• 温度を分布として捉えることができる 
• 色によって温度が予想できる 

 
欠点 

• 可視光の光源が必要 
• 呈色範囲が10℃程度 

 



7 

感温液晶による温度分布の可視化 
液体内に感温液晶微粒子を混ぜ、
スリット光源にて可視化したい面に
照射させると、色分布として捉える
ことができる。  
利点 

• 任意の断面を可視化できる 
 

欠点 
• 可視化できる液体が限られる 

 液体内の可視化の様子 
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感温液晶の色と温度との関係 

それぞれの色の散乱光強度と温度とに特徴がある 
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これまでの感温液晶を用いた計測法 
• RGB法 

RGB値と温度とで相関関数を作成し、温度計測に 
用いる方法。 
  7℃程度の温度幅しか計測不可 

• HSI検定法 
RGB値から計算できる色相と温度との関数を作成し、
温度計測に用いる方法。 

ほぼ呈色範囲の10℃程度の温度幅まで計測可能 
 

計測できる範囲が狭く、校正も大変なため、実験室レベルでのみ
使用されている 
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本発表の新技術では 
 RGB以外の波長を利用できないか？ 
 
               

青色付近の単波長のみで、温度計測が可能。 
計測温度範囲としては30℃以上！！ 
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新技術の特徴 
• 単色の散乱光のみの計測のため、単色の光源及びフォ
トダイオード等の安価で単純なもので構成できる 

→ 点計測であれば、数百円程度の機器で作成可能 
 

• 表面計測の場合、バンドパスフィルタを用いることにより
モノクロカメラにて温度分布計測ができる 

→ 安価なカメラで温度分布が計測可能 
 

• 液体内の温度分布計測の場合、安価なLEDレーザを用
いて計測することができる 

→ 安価に任意断面の温度分布が計測可能 
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新技術を用いた計測器の基本原理 

計測対象物 

LED光源 

フォトダイオードセンサ 

可視化 
散乱光 
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従来の競合技術の例 
• 放射温度計 
• 赤外線カメラ 
• レーザー誘起蛍光法（LIF法）       など 

LIF法による温度測定の様子 

レーザー 

カラーカメラ 

計測対象 
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従来の競合技術と新技術との比較 
• 表面温度計測（点計測の場合） 
放射温度計 
長所：比較的安価で販売（1万円前後） 

計測可能温度範囲が広い（-50～3500℃程度まで）  
簡単に温度計測が可能 

短所：測定表面の放射率が計測結果に大きく影響 
測定表面に塗料を塗布しても、計測精度は±1℃程度 
 
新技術 
長所：放射温度計と同程度の価格で作成可能 

計測精度を上げやすく、±0.1℃以下が可能 
短所：測定表面に感温液晶を塗布する必要がある 
計測できる温度範囲が狭い（感温液晶の適用範囲のみ） 
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従来の競合技術と新技術との比較 
• 表面温度計測（面計測の場合） 
赤外線カメラ 
長所：計測可能温度範囲が広い（-40～2000℃程度まで） 
簡単に温度計測が可能 
短所：解像度により価格が異なるが、VGAクラスで（300万円前後） 
あまり解像度の高い製品が作りにくい 

放射温度計と同じ短所を有する 
 
新技術 
長所：解像度の高い計測が可能 

100万円程度で装置を構成することが可能 
短所：温度計測に光源が必要 
計測できる温度範囲が狭い（感温液晶の適用範囲のみ） 
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従来の競合技術と新技術との比較 
• 流体内の温度分布計測 
レーザー誘起蛍光法（LIF法） 
長所：任意断面位置での温度分布を計測できる 
短所：製品は存在しない 
見た目では温度が分からない 

蛍光染料の寿命が短い 
モノクロカメラを複数台もしくはカラーカメラが必要 

 
新技術 
長所：任意断面位置での温度分布を計測できる 

センサ部は表面温度分布計測のものと同一のものが利用可能 
見た目である程度温度分布が予測できる 

短所：計測できる温度範囲がやや狭い 
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想定される用途 
• 放射温度計の精度向上のための補完技術とし
て適用 

常温域での計測精度が向上するため、食品の温度管理
等のような分野に低コストで利用可能 
 

• 常温域でかつ狭い温度範囲での赤外線カメラ
との置換 

高解像度で温度分布が計測できるので、電子基板の 
発熱や電子機器内の温度分布等の開発・改善のための
ツールとして用いることができる 
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想定される用途 

• 熱移動媒体の温度分布計測 
液体内部の温度分布が計測できるので、空調機器、 
冷蔵庫等の開発の際に利用でき、省エネルギー機器の 
開発を促進することに繋がる 

• 体温計 
短時間（1秒以内）にて測定が可能なため、誤差の大きい
耳式体温計の替わりに使用できる 

 
これ以外にも、常温域での温度計測が必要な分野に利用可能
である。 
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実用化に向けた課題 
• 現在、32～42℃用の感温液晶を用いて22～52℃ま

で計測可能であることを確認済み。しかし、異なる温
度用の感温液晶を用いてどの程度の温度まで本技
術によって計測可能であるかは未解決である。 

• 今後、異なる温度域の感温液晶について実験データ
を取得し、測定できる温度範囲を確定する作業を
行っていく。 

• 実用化に向けて、計測可能な温度範囲を広げるため
に、異なる温度域の感温液晶を混在させて計測する
技術を確立する必要もある。 
また、温度分布の計測も取り組む必要がある。 
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企業への期待 

• 数℃レベルでの温度変化が重要になる問題（超電導
の維持、自然対流による熱輸送）には、本技術による
温度計測が有効であると考えている。 

• 様々な波長を持つLED（レーザも含む）の技術、高感

度・高諧調のカメラ・センサの技術、放射温度計の技
術、感温液晶の技術を持つ企業との共同研究を希望。 

• また、空調機器分野への展開をしている・考えている
企業には、本技術の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：感温液晶による温度計測法 
          及び装置 
• 出願番号 ：特願2013-029052 
• 出願人  ：山梨大学 
• 発明者  ：鳥山 孝司、一宮 浩一、 
          井上 義貴 



22 

お問い合わせ先 

産 
Industry 

官 
Administration 

国立大学法人 山梨大学 

産学官連携・研究推進機構 地域連携室 

室長 還田 隆 

ＴＥＬ：055-220-8758 

ＦＡＸ：055-220-8757 

e-mail：renkei-as@yamanashi.ac.jp 

学 
University 
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