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テクニカルシート

testo 885/testo 890： 
高精度の温度測定を実現

testo 885および testo 890は、サーモグラフィの同等機種のなかで最高の温度
測定精度を持つ製品の 1つです。そのため、高精度が求められる研究開発用途
に最適です。

testo 885および testo 890サーモグラフィでは± 2℃または± 2%の測定精度が保証されています。

この値は一部の基準点だけではなく、熱画像全体およびあらゆる測定値に適用されます。さらに、この温度測定精度は -15℃～
+50℃の動作温度範囲全域で保証されます。なぜ、そのようなことが可能なのでしょうか。
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周囲からの放射が 95%

対象物からの放射が 5%

図 1：サーモグラフィの検知器、光学系、および電子部品の断面図
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検知器

すべてのサーモグラフィにとってセンサは心臓部です。非常に
小さな赤外線感知ピクセルのマトリクスで構成され、そこに照
射された電磁放射が電気信号に変換されます。このピクセル信
号をまとめることでデジタル画像が得られます。デジタル画像
は対象物の表面温度を表していて、疑似カラー画像としてサー
モグラフィに表示されます。各ピクセルは、スケーリングおよ
び選択されたパレットによって定義される疑似カラー画像の色
のトーンを反映したものとなります。サーモグラフィの速度は、
各画像を作成するために必要な時間で決まります。testo 885

および testo 890サーモグラフィの画像フレームレートは最大
で 33Hzです。

テストーのサーモグラフィの検知器は、7.5～ 14µmの大気の
電磁放射を測定できます。周囲温度（300K）では波長 9.89µm

の放射量が最大になります（プランクの放射スペクトラム）。
そのため、テストーのサーモグラフィの検知器は波長 9.89µm

において感度が最大となるよう設計されています。

NETD（温度分解能）

上記に加えて、センサは高い熱感度も持っています。これは、
非常に小さな温度差でも検知器が測定して視覚化できることを
意味します。熱感度は Noise Equivalent Temperature Difference

（NETD：温度分解能）で測定され、ミリケルビン（mK）で表わ
されます。NETDは 2つのピクセル間の温度の最小分解能とい
えます。NETDは口径の非常に大きなレンズを使用することで
向上させることができます。NETDが優れているほどノイズが
減り、同じピクセル数でも画像のコントラストが高まります。

補正

テストーのサーモグラフィには、マイクロボロメータ技術によ
る非冷却式検知器が採用されています。検知器は測定対象物か
らの電磁放射を受けるだけでなく、サーモグラフィ自体の周囲
温度による影響も受けます。

図に示すとおり、測定対象物からの電磁放射は 5%にすぎま 

せん。正確な測定を行うためには、残りの 95%による影響を
補正する必要があります。この影響は周囲温度によって変化す
るため、テストーはカメラのハウジングに高精度な温度センサ
を複数取り付けました。これらのセンサによって、センサの 

周囲温度の影響で誤った測定値が記録されないようにしてい 

ます。

校正

温度センサで測定される周囲からの放射による影響は、校正に
よって補正されます。そのため、優れた温度測定精度を得るた
めには、慎重かつきめ細かに校正を行う必要があります。

テストーでは周囲温度 -15℃～ +50℃においてサーモグラフィ
の校正を実施しています。testo 885および testo 890サーモグ
ラフィの各ピクセルはそれぞれセンサ特性曲線が確認され、 
さまざまな周囲温度における測定精度が保証されています。

testo 885および testo 890の優れた温度測定精度は、検知器、
光学系、校正のバランスを正確にとることで実現されています。

*本カタログの内容は、技術上の変更を含めて、予告なく変更される場合があります。本カタログの掲載内容は、2017年 11月現在のものです。
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testo 885/testo 890： 
最小焦点距離 10cmが実現する詳細な分析

testo 885および testo 890サーモグラフィの標準レンズ（広角レンズ）は、 
最小 10cmの距離で測定対象物に焦点を合わせることができます。 
これは、携帯型サーモグラフィとして最短の焦点距離です。

IFOV（空間分解能）と焦点距離 

IFOV（Instantaneous Field of View/空間分解能）とは検知器の
幾何学的分解能のことです。当社では IFOVgeoと IFOVmeas

を区別しています。IFOVgeoは認識可能な最小の対象物である
のに対して、IFOVmeasは測定可能な最小の対象物を表して 

います。testo 885および testo 890の IFOVmeasは 3× 3ピク
セルで、IFOVgeoの 3倍となっています。

測定対象物までの距離は短くなるものの、開口角は変化しま 

せん。ただし、対象物の測定可能な領域は相対的に小さくなり
ます。そのため、対象物の小さな領域を同じ赤外線分解能で表
現できます。

IFOVの計算： 
IFOV = alpha = 2 * arctan (ピクセルピッチ /2*f‘) 
ピクセルピッチ = 1ピクセルのエッジ長 

f‘ = 焦点距離

測定対象物からの放射だけが検出器に照射され、測定値が背景
からの影響を受けないようにするには、対象物のサイズとして
3× 3ピクセル以上必要です。このサイズは、サーモグラフィ
の光学系、および測定対象物に対する測定ピクセルの方向精度
による影響を常に受けます。

testo 885および testo 890はどのようにしてこの短い焦点
距離を実現しているのか

標準レンズ（広角レンズ）を使用した際のこの非常に短い焦点
距離は、光学系と機械系の理想的な連携によるものです。光学
系については、テストーは焦点距離が短い場合でも非常に鮮明
な画像（MTF）を得られる広角レンズを開発しました。MTFは
Modular Transfer Functionの略で、画像の鮮明さを表してい 

ます。

機械系については、testo 885および testo 890サーモグラフィは、
対象物までの距離が短くてもセンサ上で焦点が合うよう構成さ
れています。

そのため、10cmという短い焦点距離でも画像の幅が正確に設
定され、短距離でもセンサ上に鮮明な画像が映し出されます。
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図 1：レンズ内の一般的な放射の経路

*本カタログの内容は、技術上の変更を含めて、予告なく変更される場合があります。本カタログの掲載内容は、2017年 11月現在のものです。
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testo 885/testo 890： 
testo SuperResolution技術による高分解能 

testo SuperResolution技術では非常に正確な熱画像が得られ 

ます。次のような特長があります。
● 熱画像の画素が 4倍に増加
● 熱画像の空間分解能（IFOVgeo）が 1.6倍
● 最小測定可能対象物（IFOVmeas）が 1.6倍に増大
● 高密度の詳細データによって PCでの分析能力が向上

testo SuperResolutionの動作原理

testo SuperResolutionはスーパーサンプリングとデコンボリュー
ションという、2つの演算処理を利用しています。

スーパーサンプリングによる高分解能

古典的なスーパーサンプリングの原理は、各方向にピクセル幅
の半分だけ検知器マトリクス全体をシフトし、作成された画像
シーケンスをつなぎ合わせて 1つの画像にすることです。

研究開発においては高い精度が不可欠です。 
そのため、テストーは高分解能の熱画像を表現するための特別な技術を 
開発しました。

各ピクセル間のギャップが追加情報で埋められ、検知器の限界
周波数が向上します。

スーパーサンプリングでは、誰もが持つわずかな動きである 

自然な手ぶれ（ラテン語の「tremere」は英語の「to tremble 

（震える）」の意味）が、サーモグラフィでの熱画像の記録時に
利用されます。そうすることで、互いにランダムにごくわずか
に相殺された画像のシーケンスが作成されます。この追加情報
と測定値から、テストーの独自のアルゴリズムによりサーモグ
ラフィ対象物の高分解能画像を作成します。

デコンボリューションによるシャープな画像

「デコンボリューション」処理では、赤外線レンズの特性に関
する詳細な知識を活用して画像品質を向上させます。サーモグ
ラフィに記録された対象物の実際の放射とサーモグラフィの 

レンズのデータに関する正確な情報から熱画像を再構築します。
その結果、極めて鮮明な熱画像が得られます。
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図 1の黒い線は対応する元の信号を表しています。グレーの棒
は元のピクセル値です。左のグラフの青い棒は人為的に生成さ
れた補間値を表します。ここから元の信号を再構築することは
できません。右のグラフのオレンジの棒は testo SuperResolution

の値で、ここからは元の信号を再構築できます。つまり、testo 

SuperResolutionでは、検知器の出力信号とサーモグラフィの
レンズ特性の情報から、入力信号（サーモグラフィに記録された

元の信号の再構築で得られる高精細な熱画像（図 1）

サーモグラフィでは、熱画像の品質に大きな影響を与える要因
が複数存在します。特に重要なのは、空間分解能と対象物の 

鮮明さです。幅が狭いスリットのダイヤフラムによって、分解
能と鮮明さが向上したことを確認できます。ここでは、次第に
小さくなり互いに接近する垂直方向の開口部を持つスリット 

ダイヤフラムが、温度が均一な黒いパネル型の発熱体の前に 

testo SuperResolution技術の品質の実証（図 2）

図 2：SuperResolution技術を使用しないで記録 SuperResolution技術を使用して記録

図 1：補間により表示分解能を高めても精細度が高まらない testo SuperResolutionによる精細度の向上

対象物の実際の放射）が再構築されます。その結果、クリアで 

鮮明な画像が得られます。testo SuperResolution技術は、スー
パーサンプリング、デコンボリューション、およびテストーが
開発したアルゴリズムの組み合わせで実現されています。空間
分解能は 1.6倍に向上し、熱画像の画素数は 4倍に向上します。
画像の主観的印象は、大型で高い分解能の検知器を使用した場
合に匹敵します。

置かれています。testo SuperResolution技術を使用しない場合、
スリットの密度が高まるにつれて画像が不鮮明になります。
testo SuperResolution技術を使用すると、画像が全体的に鮮明
になり、スリットが小さくなって互いに接近しても細部をはっ
きり見ることができます。

*本カタログの内容は、技術上の変更を含めて、予告なく変更される場合があります。本カタログの掲載内容は、2017年 11月現在のものです。



テクニカルシート

testo 885/testo 890： 
LabVIEWTMインターフェイスによる正確な評価

研究開発用途向けとして、testo 885および testo 890サーモグラフィには
LabVIEWTMソフトウェア用のインターフェイスが搭載されています。 
LabVIEWTMは、データの記録と処理における測定、制御、および自動化のために 
使用されます。テストーのサーモグラフィと組み合わせて使用すると、 
異常発熱などの分析と評価を簡単かつ効率的に行えるようになります。

LabVIEWTM

LabVIEWTMはプログラミング言語「G」をベースとし、データ
フローモデルとして構成された National InstrumentsTM社の 

プログラミングシステムです。

LabVIEWTMは 2種類のレベルで構成され、フロントパネルには
ユーザインターフェイスが含まれ、ブロック図はグラフィカル
なプログラミングコードになっています。この 2つのコンポー
ネントを合わせて Virtual Instruments（VI）と呼びます。それ
ぞれの VIはサブ VIで構成されます。サブ VIは独立して動作す
ることも、プログラムに内蔵することもできます。

testo 885/testo 890を開発環境 LabVIEWTM に接続するため、 
テストーは必要な Virtual Instrumentsをライブラリとして提供
しています。

testo LabVIEWTMライブラリの機能

専用に開発された VIによって、研究開発用に以下の機能を提
供します。
● サーモグラフィとのリアルタイム通信 
●  放射率、反射温度、測定範囲、大気補正などのパラメータの
読み取りと設定

●  測定されたすべての温度値など、可視光画像と赤外線画像の
読み取り

● 可視光線または赤外線ストリームの表示
● 2D温度マトリクスの作成

サーモグラフィと LabVIEWTMとの間の通信は標準の USB接続
で行います。そのため、ソフトウェアはダイナミックリンク 

ライブラリ（.dll）にアクセスします。

LabVIEWTMインターフェイスの利点

LabVIEWTMでサーモグラフィを設定すると、ユーザは研究開発
段階でサーモグラフィによるモニタリングを統合できます。
testo LabVIEWTMライブラリの VIは既存の Virtual Instruments

と自由に連携できるため、測定した温度を直接処理できます。
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*本カタログの内容は、技術上の変更を含めて、予告なく変更される場合があります。本カタログの掲載内容は、2017年 11月現在のものです。


