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図２ MP センサー熱電対による測定例
MP センサーの保護管に沿って熱源を移動さ
せたときの測定例。熱源が各測定点を通過
した順に温度変化のカーブが並んでいる

管電圧：100.000
倍率：069.999

管電流：020.000

光軸角：000.000
図３ MP
センサーのＸ線透過画像
異なる位置に熱電対の先端が設置されていることがわかる
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MP センサー断面

熱が伝わり
誤差に

評価方法を確立

ホットプレート

今回の共同研究は、NND が MP
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ことがわかりました。

評価項目および評価方法の確立は、手探りで行いまし

シース熱電対

ターがその評価を担当して進められ

※代表取締役

Key Point

MP センサー

センサーの試作を、実証試験セク

共同研究に取り組んだメンバー
前列左から NND 桐田氏、西山氏、青島氏、高橋氏、童子氏※
後列左から都産技研 沼尻、佐々木、倉持、河原、NND 山口氏

応答性に差
シース熱電対
ホットプレート

※設定温度が室温以下の場合、熱の流れ（矢印）は
逆になります。

図４ 熱伝導の影響

図５ 設置角度の影響
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※ 詳 細 は TIRI NEWS 2017 年 ２
月号をご覧ください。右の QR
コードよりご覧いただけます。

100µm

のシース熱電対の製品化により、７点

JIS 規格にない MP センサーの

図１ 外径 0.1 mm のシース熱電対
自重で曲がってしまうほどの細さ。MP セン
サーではこれが７本まで１mm の保護管の
中に収めることが可能

評価することができません。

れるためには、性能評価が必要不可

の中から絶縁体として充填された酸

「極細のシース熱電対の先端に指

対（図１）の製品化に成功しました※。
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シース熱電対の製造・販売を行う

ター 沼尻）
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