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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　温度が線形的に変化すると抵抗値が略指数関数的に変化する測温抵抗体と、
　両端温度における前記測温抵抗体の抵抗値が等比級数的になるように、予め決められた
温度領域を複数の測定領域に分割し、測定値を入力し、前記測定値に基づいて、測定温度
を算出するか、又は前記測定領域を切り替えて前記測定値を再入力するかの判断を行う制
御手段と、
　それぞれ異なる前記測定領域と対応し、対応する測定領域における前記測温抵抗体の最
小値と最大値との間の大きさの抵抗値を有する複数の定抵抗と、
　隣接する測定領域に対応する２つの定抵抗の抵抗値の積の略平方根値を抵抗値とする補
助抵抗とを備え、
　前記制御手段は、前記複数の定抵抗と前記補助抵抗とを選択的に前記測温抵抗体と直列
に接続させる機能を有し、前記隣接する測定領域のうち予め決められた範囲の補助測定領
域において、前記隣接する測定領域に対応する２つの定抵抗の両端電圧を前記測定値とし
て入力し当該測定値に基づいて前記定抵抗による仮測定温度を算出し、前記補助抵抗の両
端電圧を前記測定値として入力し当該測定値に基づいて前記補助抵抗による仮測定温度を
算出し、前記定抵抗による仮測定温度と前記補助抵抗による仮測定温度との平均値を前記
測定温度とする
　ことを特徴とする温度計測装置。
【請求項２】
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　前記制御手段が、前記予め決められた温度領域を３以上の前記測定領域に分割し、
　前記複数の定抵抗の抵抗値が、等比級数的になることを特徴とする請求項１記載の温度
計測装置。
【請求項３】
　前記各定抵抗の抵抗値が、前記対応する測定領域の中間温度における前記測温抵抗体の
抵抗値と略等しいことを特徴とする請求項１又は２記載の温度計測装置。
【請求項４】
　前記制御手段が、隣接する測定領域のうち予め決められた範囲の境界領域において、前
記隣接する測定領域に対応する２つの定抵抗の両端電圧を前記測定値として入力し、入力
された各測定値に基づいて定抵抗による仮測定温度を算出し、算出された２つの定抵抗に
よる仮測定温度に対し、それぞれ他の測定領域側に近づくにつれて小さくなるように設定
された重みをつけ、重みをつけられた２つの定抵抗による仮測定温度の平均値を前記測定
温度とすることを特徴とする請求項１～３のいずれか記載の温度計測装置。
【請求項５】
　隣接する測定領域の全てにおいて、前記補助抵抗を備え、
　前記制御手段が、前記隣接する測定領域のうち予め決められた範囲の補助測定領域の全
てにおいて、前記判断を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の温度計測装置。
【請求項６】
　前記制御手段が、隣接する補助測定領域のうち予め決められた範囲の補助境界領域にお
いて、前記隣接する補助測定領域に対応する２つの補助抵抗の両端電圧を前記測定値とし
て入力し、入力された各測定値に基づいて補助抵抗による仮測定温度を算出し、算出され
た２つの前記補助抵抗による仮測定温度に対し、それぞれ他の補助測定領域側に近づくに
つれて小さくなるように設定された重みをつけ、重みをつけられた２つの補助抵抗による
仮測定温度の平均値と、前記定抵抗の両端電圧である測定値に基づいて算出される定抵抗
による仮測定温度との平均値を前記測定温度とすることを特徴とする請求項１又は５記載
の温度計測装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、標準電圧と前記測定値とを切り替えて入力し、前記標準電圧と前記測
定値とから前記測定温度を算出することを特徴とする請求項１～６のいずれか記載の温度
計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度計測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の温度計測装置は、測定対象の温度が線形的に変化するのに対して抵抗値
が略指数関数的に変化する測温抵抗体（図２参照）と、測温抵抗体と直列に接続する１つ
の定抵抗と、略等間隔的な電圧の変化を読み取るＡＤコンバータ（ＡＤ変換器）等を含む
制御部とを備え、測温抵抗体の両端電圧に基づいて測定温度を算出する。ところが、測温
抵抗体の抵抗値が非線形に変化することにより、測温抵抗体の両端電圧において、高分解
能領域（細かい変化まで読み取れる領域）と低分解能領域（粗い変化しか読み取れない領
域）の差が大きくなって表れてしまうという問題があった。また、定抵抗の両端電圧に基
づいて測定温度を算出する温度計測装置の場合も、図７に示すように、定抵抗の両端電圧
において、高分解能領域（図７のＣ１）と低分解能領域（図７のＣ２，Ｃ３）の差が大き
くなって表れてしまうという問題があった。例えば、定抵抗の抵抗値を５．１５ｋΩとし
た場合、低分解能領域における定抵抗の両端電圧の変化率は約０．６ｍＶ／℃である。
【０００３】
　上記問題を解決するために、低分解能領域を低減し、全ての温度範囲で一定以上の測定
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分解能を有する温度計測装置が提供されている。例えば、特許文献１には、制御装置によ
り、現在の温度が、測定分解能の低い高温領域に達したと判断した場合、測温抵抗体と直
列に接続する定抵抗（固定抵抗体）の直列回路のうち、抵抗値の低い定抵抗が属する直列
回路を選択的に閉止（オン）するように複数のスイッチ手段の開閉状態をそれぞれ制御す
る温度計測装置が開示されている。これにより、出力電圧の温度特性は、測定分解能を改
善し得る急な傾きに変更されるので、温度が線形的に高くなるにつれて抵抗値が略指数関
数的に減少する測温抵抗体を用いた場合であっても、高温領域の測定分解能が改善し測定
温度を算出することができる。また、特許文献２には、測温抵抗体を用い、換算表を記憶
して測定温度を補正する温度計測装置（温度測定装置）が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－２３９１７１号公報（第４，５頁及び第１図）
【特許文献２】特開平７－１５１６１２号公報（第３頁及び第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の温度計測装置は、低分解能領域である場合に定抵抗を
切り替えているが、各定抵抗に対応する測定領域毎に測定分解能の最適化がされていない
ので、測定分解能が低下する毎に新たな定抵抗を追加しなければならないという問題があ
った。また、２つの測定領域の間には、滑らかに変化させるために不感帯（温度が変化し
ても電圧値の変化として読み取ることができない領域）を設けているので、精度が悪くな
るという問題もあった。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、不感帯を設
けることなく測定分解能を効率よく上げることができる温度計測装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、温度が線形的に変化すると抵抗値が略指数関数的に変化する
測温抵抗体と、両端温度における前記測温抵抗体の抵抗値が等比級数的になるように、予
め決められた温度領域を複数の測定領域に分割し、測定値を入力し、前記測定値に基づい
て、測定温度を算出するか、又は前記測定領域を切り替えて前記測定値を再入力するかの
判断を行う制御手段と、それぞれ異なる前記測定領域と対応し、対応する測定領域におけ
る前記測温抵抗体の最小値と最大値との間の大きさの抵抗値を有する複数の定抵抗と、隣
接する測定領域に対応する２つの定抵抗の抵抗値の積の略平方根値を抵抗値とする補助抵
抗とを備え、前記制御手段は、前記複数の定抵抗と前記補助抵抗とを選択的に前記測温抵
抗体と直列に接続させる機能を有し、前記隣接する測定領域のうち予め決められた範囲の
補助測定領域において、前記隣接する測定領域に対応する２つの定抵抗の両端電圧を前記
測定値として入力し当該測定値に基づいて前記定抵抗による仮測定温度を算出し、前記補
助抵抗の両端電圧を前記測定値として入力し当該測定値に基づいて前記補助抵抗による仮
測定温度を算出し、前記定抵抗による仮測定温度と前記補助抵抗による仮測定温度との平
均値を前記測定温度とすることを特徴とする。
【０００７】
　この構成では、各測定領域において対応する定抵抗の両端電圧の温度変化に対する変化
率を大きくすることができるので、不感帯を設けることなく測定分解能を効率よく上げる
ことができる。この構成では、補助測定領域の最も測定分解能の高い部分を測定領域の境
界近傍に設定することができるので、測定分解能を上げることができる。また、白色性の
読み取り誤差が発生した場合であっても、定抵抗による仮測定温度と、補助抵抗による仮
測定温度との平均値により、上記誤差要因を低減することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段が、前記予め
決められた温度領域を３以上の前記測定領域に分割し、前記複数の定抵抗の抵抗値が、等
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比級数的になることを特徴とする。この構成では、複数の定抵抗の抵抗値が等比級数的に
設定されるので、測定分解能をさらに上げることができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記各定抵抗の抵抗
値が、前記対応する測定領域の中間温度における前記測温抵抗体の抵抗値と略等しいこと
を特徴とする。この構成では、各定抵抗の両端電圧の大きさの範囲を略同一にすることが
できるので、測定分解能をさらに上げることができる。また、各測定領域内の高温側と低
温側との測定分解能を等しくすることができる。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、前記制御手
段が、隣接する測定領域のうち予め決められた範囲の境界領域において、前記隣接する測
定領域に対応する２つの定抵抗の両端電圧を前記測定値として入力し、入力された各測定
値に基づいて定抵抗による仮測定温度を算出し、算出された２つの定抵抗による仮測定温
度に対し、それぞれ他の測定領域側に近づくにつれて小さくなるように設定された重みを
つけ、重みをつけられた２つの定抵抗による仮測定温度の平均値を前記測定温度とするこ
とを特徴とする。この構成では、測定領域を越えて温度を計測する場合に、ユーザが測定
領域の境界を意識することなく測定温度を算出することができる。また、不感帯を完全に
防止するので、境界領域付近でもさらに高精度に測定温度を測定することができる。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、隣接する測定領域の全てに
前記補助抵抗を備え、前記制御手段が、前記隣接する測定領域のうち予め決められた範囲
の補助測定領域の全てにおいて、前記判断を行うことを特徴とする。この構成では、隣接
する測定領域の全てにおいて、補助測定領域の最も測定分解能の高い部分を測定領域の境
界近傍に設定することができるので、測定分解能を上げることができる。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は５に記載の発明において、前記制御手段が、隣
接する補助測定領域のうち予め決められた範囲の補助境界領域において、前記隣接する補
助測定領域に対応する２つの補助抵抗の両端電圧を前記測定値として入力し、入力された
各測定値に基づいて補助抵抗による仮測定温度を算出し、算出された２つの前記補助抵抗
による仮測定温度に対し、それぞれ他の補助測定領域側に近づくにつれて小さくなるよう
に設定された重みをつけ、重みをつけられた２つの補助抵抗による仮測定温度の平均値と
、前記定抵抗の両端電圧である測定値に基づいて算出される定抵抗による仮測定温度との
平均値を前記測定温度とすることを特徴とする。この構成では、補助測定領域の境界温度
を越えて温度を計測する場合に、温度変化に対して測定値を滑らかに変化させることがで
きるので、ユーザが補助測定領域の境界を意識することなく測定温度を算出することがで
きる。また、不感帯が存在しないので、補助境界領域付近でも高精度に測定温度を測定す
ることができる。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の発明において、前記制御手
段は、標準電圧と前記測定値とを切り替えて入力し、前記標準電圧と前記測定値とから前
記測定温度を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、不感帯を設けることなく測定分解能を効率よく上げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　（基本形態）
　先ず、基本形態の基本的な構成について図１～４を用いて説明する。基本形態の温度計
測装置は、図１に示すように、測温抵抗体１と、複数の定抵抗２と、制御部３とを備えて
いる。



(5) JP 4613643 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

【００１６】
　測温抵抗体１は、例えばＮＴＣ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅ
ｆｆｉｃｉｅｎｔ）のサーミスタ等であり、一端側で直流電圧源（図示せず）と接続し、
他端側で複数の定抵抗２と接続している。直流電圧源は直流電圧Ｖｃｃを供給するもので
ある。上記測温抵抗体１は、図２に示すように、測定対象の温度が線形的に高くなるにつ
れて抵抗値が略指数関数的に減少する特性を有している。基本形態の測温抵抗体１の抵抗
値は、０℃のときが１０００ｋΩであり、１℃上昇する毎に０．９倍になり、１００℃の
ときが０．０２６５ｋΩとなる。上記測温抵抗体１の温度測定範囲は０～１００℃である
。なお、測温抵抗体１の抵抗値及び温度測定範囲は、上記に限定されるものではなく、用
途に応じて適宜選択するものである。
【００１７】
　複数の定抵抗２は、図１に示すように、３つの定抵抗２０，２１，２２を備えている。
各定抵抗２０，２１，２２は、一端側で測温抵抗体１と直列に接続し、他端側で後述する
スイッチ４０，４１，４２と直列に接続している。上記各定抵抗２０，２１，２２は、マ
イコン８により設定される測定領域に対応し、両端電圧Ｖａを測定値としてＡＤコンバー
タ７に出力する。また、各定抵抗２０，２１，２２の抵抗値ｒＡ１，ｒＡ２，ｒＡ３は、
対応する測定領域の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値と略等しく、順に１７２．３
ｋΩ、５．１５ｋΩ、０．１５４ｋΩ（図３参照）である。すなわち、各測定領域毎にお
ける測温抵抗体１の抵抗値の対数的な中心値と同じ値に設定され、例えば、定抵抗２０の
抵抗値ｒＡ１は、図３のＲと同じ抵抗値であり、ｒＡ１＝１０００÷（（１０００÷０．
０２６５）１／３）１／２（ｋΩ）である。また、定抵抗２０，２１，２２の抵抗値ｒＡ
１，ｒＡ２，ｒＡ３は等比級数的であり、定抵抗２１の抵抗値ｒＡ２は、定抵抗２２の抵
抗値ｒＡ３の約３３．４倍であり、定抵抗２０の抵抗値ｒＡ１は、定抵抗２１の抵抗値ｒ
Ａ２の約３３．５倍である。これにより、各測定領域内で高温領域と低温領域との測定分
解能を略等しくすることができる。なお、定抵抗２０，２１，２２の抵抗値ｒＡ１，ｒＡ
２，ｒＡ３は、対応する測定領域における測温抵抗体１の最小値と最大値との間の大きさ
であってもよい。このように設定したとしても、測定分解能を上げることができる。
【００１８】
　制御部３は、図１に示すように、複数のスイッチ４と、リファレンス電圧生成部５と、
標準電圧生成部６と、ＡＤコンバータ７と、マイクロコンピュータ（以下「マイコン」と
いう。）８とを備えている。
【００１９】
　複数のスイッチ４は、３つのスイッチ４０，４１，４２を備えている。各スイッチ４０
，４１，４２は、一端側で定抵抗２０，２１，２２と直列に接続し、他端側で接地し、マ
イコン８によりオン及びオフの切り替えが行われる。
【００２０】
　リファレンス電圧生成部５は、２つの抵抗５０，５１を直列に接続し、直流電圧源（図
示せず）から供給される直流電圧Ｖｃｃを分圧し、分圧された直流電圧をリファレンス電
圧としてＡＤコンバータ７に出力している。
【００２１】
　標準電圧生成部６は、２つの抵抗（分圧用抵抗）６０，６１と、スイッチ６２とを備え
ている。抵抗６０，６１は、一定の抵抗値を有して直列に接続し、直流電圧源（図示せず
）から供給される直流電圧Ｖｃｃを分圧している。スイッチ６２は、一端側で後述するＡ
Ｄコンバータ７の入力ポート７０と接続し、他端側で抵抗６０と抵抗６１との間と接続し
、マイコン８によりオン及びオフの切り替えが行われる。スイッチ６２がオンになると、
抵抗６０，６１で分圧された直流電圧は、標準電圧として入力ポート７０に出力される。
【００２２】
　ＡＤコンバータ７は、例えばＩＣ等で形成されるものであり、定抵抗２０，２１，２２
の一端側及び標準電圧生成部６と接続している入力ポート７０と、マイコン８と接続して
いる出力ポート７１と、リファレンス電圧生成部５と接続しているリファレンス電圧入力
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ポート７２とを備えている。ＡＤコンバータ７は、直流電圧Ｖｃｃが測温抵抗体１及び定
抵抗２０，２１，２２で分圧された定抵抗２０，２１，２２の両端電圧Ｖａを測定値とし
て入力ポート７０に入力し、リファレンス電圧を等分割又は等倍することにより、上記両
端電圧Ｖａをアナログ値からデジタル値に変換する。
【００２３】
　ところが、リファレンス入力電圧ポート７２と接続している内部回路には内部抵抗７３
が存在する。上記内部抵抗７３は、入力ポート７０と接続している内部回路の内部抵抗（
図示せず）より影響が大きい。つまり、ＡＤコンバータ７を見ると、リファレンス電圧入
力ポート７２の内部インピーダンスより入力ポート７０の内部インピーダンスのほうが大
きくなっている。また、ＡＤコンバータ７がＩＣで形成されている場合、内部抵抗７３は
、抵抗値のバラツキが大きく、温度変化に対する特性も悪い。このため、ＡＤコンバータ
７は、リファレンス電圧生成部５から直流電圧をリファレンス電圧として入力すると、内
部抵抗７３のバラツキが大きいために、リファレンス電圧にバラツキが発生し、測定精度
が悪化するという問題があった。
【００２４】
　上記問題を解決するために、ＡＤコンバータ７は、標準電圧生成部６から直流電圧を入
力ポート７０に入力する（読み取る）。入力された直流電圧を標準電圧とすることにより
、内部抵抗７３の抵抗値のバラツキが大きい場合であっても、上記標準電圧に基づいてリ
ファレンス電圧を計算し、その真のリファレンス電圧を算出している。
【００２５】
　なお、ＡＤコンバータ７は、複数の入力ポートを複数備えてもよい。このような構成に
すると、複数の定抵抗２の両端電圧と、標準電圧生成部６の標準電圧とを別の入力ポート
から入力することができる。
【００２６】
　マイコン８は、図３に示すように、予め決められた温度領域（図３では０～１００℃）
を３つの測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３に分割している。３つの測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３は
、各測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３の両端温度における測温抵抗体１の抵抗値が等比級数的（
対数的に等しいもの）になるように分割されている。つまり、温度が０℃、Ｔ１、Ｔ２、
１００℃であるときの測温抵抗体１の抵抗値が等比級数的になる（図３のａ１，ａ２，ａ
３参照）。上記マイコン８は、図１に示すように、ＡＤコンバータ７と接続し、両端電圧
Ｖａのアナログ値から変換されたデジタル値をＡＤコンバータ７から入力し、上記入力さ
れたデジタル値に基づいて、測定温度を算出するか、又は、各定抵抗２０，２１，２２の
切り替えを行って測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３（図３参照）を切り替えて両端電圧Ｖａを再
入力するかの判断を行う制御手段である。
【００２７】
　次に、基本形態の温度計測装置の動作について説明する。先ず、初期設定について説明
する。マイコン８により、複数のスイッチ４を切り替え、定抵抗２１をオンにし定抵抗２
０，２２をオフにする。ＡＤコンバータ７により、リファレンス電圧をリファレンス電圧
入力ポート７２に入力し、標準電圧を入力ポート７０に入力する。上記標準電圧をアナロ
グ値からデジタル値に変換し、変換されたデジタル値に基づいて内部抵抗７３を推定する
。上記推定された内部抵抗７３に基づいて真のリファレンス電圧を算出する。続いて、初
期設定を行った後について説明する。定抵抗２１の両端電圧Ｖａを入力ポート７０に入力
する。上記両端電圧Ｖａに対して、リファレンス電圧を等分割又は等倍して比較を行う。
上記比較結果に基づいて、両端電圧Ｖａをアナログ値からデジタル値に変換し、マイコン
８に出力する。次に、マイコン８により、デジタル値に変換された両端電圧Ｖａを測定領
域の最小電圧及び最大電圧（図４参照）と比較する。両端電圧Ｖａが最小電圧以上であり
最大電圧以下である場合、上記両端電圧Ｖａに基づいて測定温度を算出する。一方、両端
電圧Ｖａが最小電圧より小さい場合、複数のスイッチ４を切り替え、現状より抵抗値の大
きい定抵抗２０に切り替えて測定領域を低温側にし、ＡＤコンバータ７により、両端電圧
Ｖａを再入力する。両端電圧Ｖａが最大電圧より大きい場合、複数のスイッチ４を切り替
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え、現状より抵抗値の小さい定抵抗２２に切り替えて測定領域を高温側にし、ＡＤコンバ
ータ７により、両端電圧Ｖａを再入力する。上記ステップを繰り返すことにより、継続し
て測定温度を算出することができる。
【００２８】
　以上、基本形態によれば、各測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３において対応する定抵抗２０，
２１，２２の両端電圧Ｖａの温度変化に対する変化率を大きくすることができるので、略
全ての温度領域において測定分解能を効率よく上げることができる。また、複数の定抵抗
２０，２１，２２の抵抗値ｒＡ１，ｒＡ２，ｒＡ３が等比級数的に設定されるので、測定
分解能をさらに上げることができる。さらに、各測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３において両端
電圧Ｖａの大きさの範囲を略同一にすることができるので、測定分解能をさらに上げるこ
とができるとともに、各測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３内の高温領域と低温領域との測定分解
能を等しくすることができる。
【００２９】
　なお、基本形態の変形例として、測温抵抗体を、例えばＰＴＣ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｔ
ｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）であり、測定対象の温度が線形的に高
くなるにつれて抵抗値が略指数関数的に減少する特性を有するものであってもよい。この
ような構成にしても、基本形態と同様の効果を得ることができる。
【００３０】
　また、基本形態の他の変形例として、定抵抗の両端電圧をＡＤコンバータに入力するこ
とに代わって、測温抵抗体の両端電圧をＡＤコンバータに入力してもよい。このような構
成にしても、基本形態と同様の効果を得ることができる。
【００３１】
　他の基本形態の温度計測装置は、基本形態の温度計測装置（図１参照）と同様に、測温
抵抗体１と、複数の定抵抗２とを備えているが、基本形態の温度計測装置にはない以下に
記載の特徴部分がある。
【００３２】
　他の基本形態の制御部３（図１参照）において、マイコン８は、図５に示すように、隣
接する２つの測定領域（図５のＡ１，Ａ２参照）の温度測定範囲（図５の温度測定範囲Ｃ
１、温度測定範囲Ｃ２参照）を広げ、上記測定領域のうち予め決められた重複範囲である
境界領域（図５のＢ１参照）を設けている。なお、マイコン８は、隣接する２つの測定領
域Ａ２，Ａ３（図４参照）にも同様に、上記測定領域Ａ２，Ａ３のうち予め決められた重
複範囲である境界領域を設定している。例えば、測定領域Ａ１と測定領域Ａ２との間に設
けられている境界領域Ｂ１におけるマイコン８の動作について説明する。先ず、測定領域
Ａ２に対応する定抵抗２１の両端電圧を入力し、上記両端電圧に基づいて定抵抗２１によ
る仮測定温度Ｔａ２を算出する。続いて、測定領域Ａ１に対応する定抵抗２０の両端電圧
を入力し、上記両端電圧に基づいて定抵抗２０による仮測定温度Ｔａ１を算出する。次に
、定抵抗２１による仮測定温度Ｔａ２に対し、測定領域Ａ１側に近づくにつれて小さくな
るように設定された重みＰ２をつける。上記重みＰ２は、温度測定範囲Ｃ２で測定領域Ａ
２を越える部分について境界温度Ｔ１から離れるにつれて軽くし、温度測定範囲Ｃ２で測
定領域Ａ２を越えない部分について境界温度Ｔ１から離れるにつれて重くする。つまり、
連続的に重みを変化させている。一方、定抵抗２０による仮測定温度Ｔａ１に対し、測定
領域Ａ２側に近づくにつれて小さくなるように設定された重みＰ１をつける。上記重みＰ
１は、温度測定範囲Ｃ１で測定領域Ａ１を越える部分について境界温度Ｔ１から離れるに
つれて軽くし、温度測定範囲Ｃ１で測定領域Ａ１を越えない部分について境界温度Ｔ１か
ら離れるにつれて重くする。つまり、連続的に重みを変化させている。重みをつけられた
定抵抗２０による仮測定温度Ｔａ１と定抵抗２１による仮測定温度Ｔａ２との平均値を測
定温度Ｔａとする。なお、他の基本形態の制御部３は、上記以外の点において、基本形態
の制御部３と同様である。
【００３３】
　これにより、測定領域の境界点では、各定抵抗が許容範囲内の誤差であったとしても温
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度変化に不連続な点が出てくることを防止し、境界点を滑らかに接続することができるの
で、ユーザは境界を意識することなく、この温度計測装置を使用することができる。また
、不感帯や不連続な点が発生することがないので、測定領域の境界での温度精度を悪化さ
せることはない。
【００３４】
　以上、他の基本形態によれば、基本形態と同様の効果を得ることができるとともに、測
定領域を越えて温度を計測する場合に、ユーザが測定領域の境界を意識することなく測定
温度を算出することができる。また、不感帯が存在しないので、境界領域付近でも高精度
に測定温度を測定することができる。
【００３５】
　（実施形態１）
　実施形態１の温度計測装置は、基本形態の温度計測装置（図１参照）と同様に、測温抵
抗体１と、複数の定抵抗２とを備えているが、基本形態の温度計測装置にはない以下に記
載の特徴部分がある。
【００３６】
　本実施形態の温度計測装置は、複数（本実施形態では２つ）の補助抵抗（図示せず）を
備えている。各補助抵抗は、定抵抗２０，２１，２２（図１参照）と並列になるように、
一端側で測温抵抗体１（図１参照）と直列に接続し、他端側で補助スイッチ（図示せず）
と直列に接続する。上記各補助抵抗は、マイコン８（図１参照）により設定される補助測
定領域に対応し、両端電圧Ｖａを測定値としてＡＤコンバータ７（図１参照）に出力する
。また、各補助抵抗の抵抗値ｒＢ１，ｒＢ２は、補助する対象の隣接する測定領域Ａ１，
Ａ２，Ａ３に対応する２つの定抵抗２０，２１，２２の抵抗値ｒＡ１，ｒＡ２，ｒＡ３の
積の略平方根値であり、ｒＢ１＝（１７１．２×５．１５）１／２＝２９．８（ｋΩ）、
ｒＢ２＝（５．１５×０．１５４）１／２＝０．８８（ｋΩ）となる。
【００３７】
　また、本実施形態の制御部３（図１参照）において、マイコン８は、図６に示すように
、隣接する測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち予め決められた範囲の補助測定領域（図６の
Ｔ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間参照）において、隣接する測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３に対応
する２つの定抵抗２０，２１，２２の両端電圧Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３に基づく定抵抗による仮
測定温度Ｔｂ１と、補助抵抗（図示せず）の両端電圧Ｖ４，Ｖ５に基づく補助抵抗による
仮測定温度Ｔｂ２との平均値を測定温度Ｔｂとする。なお、本実施形態の制御部３は、上
記以外の点において、基本形態の制御部３と同様である。
【００３８】
　以上、本実施形態によれば、基本形態と同様の効果を得ることができるとともに、補助
測定領域（図６のＴ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）の最も測定分解能の高い部分（図６のＴ
１，Ｔ２の部分）を、測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３の最も測定分解能が低い部分である境界
近傍に設定することができ、測定領域Ａ１，Ａ２，Ａ３と補助測定領域（Ｔ３－Ｔ４間、
Ｔ４－Ｔ５間）とで二重に温度を測定し、それらの平均を取ることができるので、測定分
解能を上げることができる。また、白色性の読み取り誤差が発生した場合であっても、定
抵抗２０，２１，２２の両端電圧Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３に基づく定抵抗による仮測定温度Ｔｂ
１と、補助抵抗の両端電圧Ｖ４，Ｖ５に基づく補助抵抗による仮測定温度Ｔｂ２との平均
値により、上記誤差要因を低減することができる。
【００３９】
　（実施形態２）
　実施形態２の温度計測装置は、実施形態１の温度計測装置と同様に、測温抵抗体１（図
１参照）と、複数の定抵抗２（図１参照）と、複数の補助抵抗（図示せず）とを備えてい
るが、実施形態１の温度計測装置にはない以下に記載の特徴部分がある。
【００４０】
　本実施形態の制御部３（図１参照）において、マイコン８（図１参照）は、単純な相加
平均ではなく、測定領域と補助測定領域の線形度に応じて、定抵抗による仮測定温度と補
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助抵抗による仮測定温度とに重みをつけて平均を取り、平均値を測定温度としている。な
お、本実施形態の制御部３は、上記以外の点において、実施形態１の制御部３と同様であ
る。
【００４１】
　以上、本実施形態によれば、実施形態１と同様の効果をさらに上昇して得ることができ
る。
【００４２】
　（実施形態３）
　実施形態３の温度計測装置は、実施形態１の温度計測装置と同様に、測温抵抗体１（図
１参照）と、複数の定抵抗２（図１参照）と、複数の補助抵抗（図示せず）とを備えてい
るが、実施形態１の温度計測装置にはない以下に記載の特徴部分がある。
【００４３】
　本実施形態の制御部３（図１参照）において、マイコン８（図１参照）は、隣接する２
つの補助測定領域（図６のＴ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）の温度測定範囲を広げ、上記補
助測定領域（Ｔ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）うち予め決められた重複範囲の補助境界領域
を設けている。上記補助境界領域において、それぞれの補助測定領域（Ｔ３－Ｔ４間、Ｔ
４－Ｔ５間）に対応する補助抵抗（図示せず）の両端電圧Ｖ４，Ｖ５（図６参照）を入力
し、上記両端電圧Ｖ４，Ｖ５に基づいて補助抵抗による仮測定温度Ｔｃ１，Ｔｃ２を算出
する。次に、入力された２つの補助抵抗による仮測定温度Ｔｃ１，Ｔｃ２に対し、それぞ
れ他の補助測定領域側に近づくにつれて小さくなるように設定された重みをつける。重み
をつけられた２つの補助抵抗による仮測定温度Ｔｃ１，Ｔｃ２の平均値と、定抵抗２０，
２１，２２の両端電圧Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３（図６参照）に基づく定抵抗による仮測定温度Ｔ
ｃ３との平均値を測定温度Ｔｃとする。なお、本実施形態の制御部３は、上記以外の点に
おいて、実施形態１の制御部３と同様である。
【００４４】
　以上、本実施形態によれば、補助測定領域（図６のＴ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）の境
界温度を越えて温度を計測する場合に、温度変化に対して測定値を滑らかに変化させるこ
とができるので、ユーザが補助測定領域（Ｔ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）の境界を意識す
ることなく測定温度Ｔｃを算出することができる。また、不感帯が存在しないので、補助
境界領域付近でも高精度に測定温度Ｔｃを測定することができる。さらに、測定領域Ａ１
，Ａ２，Ａ３と補助測定領域（Ｔ３－Ｔ４間、Ｔ４－Ｔ５間）とが重複する範囲を広げる
ことができるので、実施形態１と同様の効果をさらに上昇して得ることができる。
【００４５】
　（参考例１）
　参考例１では、基本形態の温度計測装置において、定抵抗２０の抵抗値ｒＡ１を変えて
温度に対する両端電圧の変化率を測定したものである。
【００４６】
　先ず、抵抗値ｒＡ１を、測定領域Ａ１において測温抵抗体１の最小値と略同じ抵抗値の
２９．９ｋΩとすると、測定領域Ａ１において低分解能領域における両端電圧Ｖａの変化
率は約３．１ｍＶ／℃となる。なお、抵抗値ｒＡ１を、測温抵抗体１の最大値と同じ抵抗
値の１０００ｋΩとする場合も同様の結果となる。また好ましくは、抵抗値ｒＡ１を、測
定領域Ａ１の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値を２倍にした抵抗値と略同じ抵抗値
の３４５ｋΩとすると、上記変化率は約８．１ｍＶ／℃となる。なお、抵抗値ｒＡ１を、
測定領域Ａ１の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値を１／２倍にした抵抗値と略同じ
抵抗値の８６．５ｋΩとする場合も同様の結果となる。さらに好ましくは、抵抗値ｒＡ１
を、測定領域Ａ１の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値と略同じ抵抗値の１７３ｋΩ
とすると、上記変化率は約１３．７ｍＶ／℃となる。
【００４７】
　以上、本参考例によれば、定抵抗の抵抗値を、対応する測定領域における測温抵抗体の
最小値と最大値との間の大きさにすると、測定領域において低分解能領域における両端電
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圧の変化率を大きくすることができる。特に、測定領域の中間温度における測温抵抗体１
の抵抗値を１／２倍にした値以上、上記測温抵抗体１の抵抗値を２倍にした値以下の抵抗
値とすると、両端電圧の変化率が３．５ｍＶ／℃を超えるので、両端電圧の範囲（０～１
Ｖ）に対して精度よく測定することができる変化率を得ることができる。さらに、測定領
域の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値と略同じ抵抗値とすると、変化率を飛躍的に
大きくすることができる。
【００４８】
　なお、本参考例の変形例として、定抵抗２１，２２の抵抗値ｒＡ２，ｒＡ３に対しても
、それぞれ測定領域Ａ２，Ａ３において、上記定抵抗２０の抵抗値ｒＡ１と同様の方法で
設定することができる。このようにすると、測定領域Ａ２，Ａ３において、本参考例と同
様の効果を得ることができる。
【００４９】
　（参考例２）
　参考例２の温度計測装置は、基本形態の温度計測装置（図１参照）と同様に、測温抵抗
体１を備えているが、基本形態の温度計測装置にはない以下に記載の特徴部分がある。
【００５０】
　本参考例の複数の定抵抗（図１参照）は、２つの定抵抗を備えている。各定抵抗は、マ
イコン８により設定される測定領域に対応している。なお、本参考例の複数の定抵抗２は
、上記以外の点において、基本形態の複数の定抵抗２と同様である。
【００５１】
　本参考例の温度計測装置において、マイコン８は、予め決められた温度領域を２つの測
定領域に分割している。２つの測定領域は、各測定領域の両端温度における測温抵抗体の
抵抗値が等比級数的になるように分割されている。つまり、０，５０，１００℃であると
きの測温抵抗体の抵抗値が等比級数的になる。なお、本参考例のマイコン８は、上記以外
の点において、基本形態のマイコン８と同様である。
【００５２】
　次に、本参考例の温度計測装置の低温側の測定領域において、定抵抗の抵抗値を変えた
場合の低分解能領域における温度に対する両端電圧の変化率について説明する。先ず、上
記定抵抗の抵抗値を、測定領域の中間温度における測温抵抗体の抵抗値を２倍にした抵抗
値と略同じ抵抗値の１４３ｋΩとすると、上記変化率は約３．７ｍＶ／℃となる。なお、
上記定抵抗の抵抗値を、測定領域の中間温度における測温抵抗体の抵抗値を１／２倍にし
た抵抗値と略同じ抵抗値の３６ｋΩとする場合も同様の結果となる。また好ましくは、上
記定抵抗の抵抗値を、測定領域の中間温度における測温抵抗体の抵抗値と略同じ抵抗値の
７１．８ｋΩとすると、上記変化率は約６．９ｍＶ／℃となる。
【００５３】
　以上、本参考例によれば、予め決められた温度領域を２つの測定領域に分割した場合で
あっても、測定領域の中間温度における測温抵抗体１の抵抗値を１／２倍にした値以上、
上記測温抵抗体１の抵抗値を２倍にした値以下の抵抗値とすると、低分解能領域における
両端電圧の変化率を３．５ｍＶ／℃以上にすることができるので、両端電圧の範囲（０～
１Ｖ）に対して精度よく測定することができる変化率を得ることができる。さらに、測定
領域の中間温度における測温抵抗体の抵抗値と略同じ抵抗値とすると、上記変化率を飛躍
的に大きくすることができる。
【００５４】
　なお、本参考例の変形例として、高温側の測定領域に対応する定抵抗においても、低温
側の測定領域に対応する定抵抗と同様の方法で抵抗値を設定することができる。このよう
にすると、高温側の測定領域において、本参考例と同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】温度計測装置の回路図である。
【図２】同上の温度計測装置において、温度と測温抵抗体の抵抗値との関係を表す線形図
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である。
【図３】同上の温度計測装置において、温度と測温抵抗体の抵抗値との関係を表す対数図
である。
【図４】同上の温度計測装置において、温度と定抵抗の両端電圧との関係を表す図である
。
【図５】温度計測装置において、補助測定領域での重みを表す図である。
【図６】本発明による実施形態１の温度計測装置において、温度と定抵抗及び補助抵抗の
両端電圧との関係を表す図である。
【図７】従来の温度計測装置において、温度と定抵抗の両端電圧との関係を表す図である
。
【符号の説明】
【００５６】
１　測温抵抗体
２　複数の定抵抗
４　複数のスイッチ
７　ＡＤコンバータ
８　マイクロコンピュータ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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