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Sunseekerは40年以上前の創業以来、劇
的な成長を遂げてきました。

創業当初はPoole Power Boatsという社
名で、スカンジナビア諸国と米国からの
ボートの輸入販売を手がけていました
が、1970年代はじめには自社製ボートの
成型と艤装を開始し、現在では世界の
船舶市場で卓越した地位を築いていま
す。Sunseekerは、ヨット、フライブリッジモ
ーターボート、高速モーターボート、およ
びクルーザーの世界有数のビルダーで
あり、同社のボートは映画007シリーズの
最新4作品にも登場しています。

Sunseekerの豪華なボートの中でも、とり
わけ際立っているのが37メートルのトラ
イデッキボートです。このボートは比類な
く豪華な4つのデッキを備え、目が肥えた
参加者ぞろいの市場で新しい標準を確
立しています。さらに2012年には、メガヨ
ット市場におけるSunseekerの地位を着
実かつ堂 と々固めるべく、46メートルボー
トが新しい主力製品としてデビューする
予定です。

Sunseekerは創業以来、デザイン、性
能、豪華さ、そしてテクノロジーのすべ
ての面で、常に革新を追及してきまし

Sunseeker製ボートで活用される 
FLIR Systemsの赤外線カメラ
どの船体にもオプションとして赤外線カメラを搭載可能

プールは英国南部の広大な自然の湾に面した小さな港町です。この海沿いの町は
イングランドの伝統的な州、ドーセット州の観光地ですが、単なるツーリストスポット
ではありません。プールには、ボートビルダーとして世界有数の名声を誇るSunseeker 
International社の本社があります。

Sunseekerは、世界最高の品質を自他共に認める数少ないボートビルダーの1つであ
り、そのブランドは全世界で強く支持されています。

た。Sunseekerのボートには、世界のリー
ディングブランドとしての地位を維持すべ
く最新テクノロジーが投入され、常に技

イギリス南部の港町、プールのSunseeker造船所

ジョイスティックコント
ロールユニット

Sunseekerの34メートルボートに搭載されたFLIR Systems 
Voyagerの赤外線画像を表示しているスクリーンと、デザイン
の美しさを維持したまま操舵コンソールに統合されたジョイ
スティックコントロールユニット



事例

術革新が加えられています。

赤外線テクノロジー
S u n s e e k e rのボートには先 頃 、F L I R 
Systemsの赤外線カメラがオプションとし
て搭載できるようになりました。

赤外線カメラは、完全な暗闇でも鮮明な
画像を映し出します。赤外線カメラが機
能する上で光は一切不要です。薄霧や
煙があっても対象を認識可能で、事実
上、あらゆる天候条件に対応します。赤
外線カメラは、安全な夜間航海の支援ツ
ールとして理想的であり、他の船舶やブ
イ、海上に顔を出している岩場など、さま
ざまな障害物をすべて赤外線画面に鮮

明に映し出します。レーダーで検出でき
ない物体でも、明確に視認することが可
能です。

もちろん赤外線カメラが役に立つのは夜
間航海だけに限りません。船内の防犯と
不審者の発見にも役立ちます。さらに、
乗客や船員が船外に転落した場合に、
低体温症に陥る前に救助するためにも
活用できます。

Sunseekerによる赤外線カメラの活用
「SunseekerにFLIR Systemsの赤外線
カメラを紹介したとき、即座に熱狂的
な反応を見せてくれました。と話すの
は、FLIR Systemsの船舶搭載製品をイギ

リスで販売するShips Electronic Services 
Ltd.のセールスディレクター、ポール・リ
ース氏。Sunseeker社は、赤外線画像の
技術自体はすでにご存知でしたが、FLIR 
SystemsのNavigatorとVoyagerが映し出す
赤外線画面の品質には非常に驚いた様
子でした。赤外線カメラは従来、大変高
価なものでしたが、FLIR Systemsが船舶
搭載用の市場に参入したことで、その状
況は一変しました」とリース氏。

「Sunseekerは一部のクライアントにFLIR 
SystemsのNavigatorとVoyagerを提供した
ところ、良好な反応が得られ、現在では
FLIR Systemsの赤外線カメラがすでに多く
のボートに搭載されています。」(リース氏)

FLIR Systems Voyager
FLIR Systems Voyagerは、34メートルと
37メートルのボートに搭載されていま
す。Voyagerは大型ボートへの搭載に
最適です。広視野と狭視野の赤外線カ
メラを各1台内蔵しており、この2台の
カメラが互いに独立して作動すること
で、Voyagerは赤外線画像を連続ズーム
できます。これにより操縦士は広範囲の
状況認識を維持しながら、安全を脅かす
障害物が見つかり次第、拡大して確認す
ることができます。Voyagerにはデイ/ナイト
カメラも1台内蔵されており、環境光の条
件に応じて使用できます。さらに、防振機
能によって様々海の状態でも適切に姿

Sunseekerの造船施設で建造中の34メートルボート

ロンドンボートショーに出展された34メートルボート。マスト
の最上部にFLIR Systems Voyagerが搭載されています。



勢を制御し、荒海の悪天候下でも安定
した画像をモニターに映し出します。

高精度で正確、かつ高速なパン/チルト
システムにより、高速で移動する船舶や
その他の物体を容易に捕捉し、追跡でき
ます。

FLIR Systemsが船舶搭載用に提供してい
る他の全赤外線カメラと同様、Voyager
も極めて堅牢性が高いシステムです。コ
ア部には十分な防水・防滴保護(IP66準
拠)が施されており、デッキ上の他の機
器と同じようにホースで水をかけて洗浄
できます。耐食性が高ハウジングで駆動
モーターが保護され、長い製品寿命が
保証されます。Voyagerの動作温度は-25
～55°Cの範囲です。

SunseekerボートへのVoyagerの搭載
「良好な視界を維持するため、マスト
のできるだけ高い位置に設置していま
す。Voyagerはジョイスティックコントロー
ルユニット(JCU)に容易に接続できます。
ビデオケーブルは、コンポジットビデオ対
応の多機能ディスプレイなら、種類を問
わず接続することが可能で、これによっ
てJCUとスクリーンを、デザインの美しさ
を維持したままブリッジに統合できます。
」(リース氏)

「Voyagerは使い方も大変簡単で、パン/
チルト、赤外線画像と昼光画像の切り
替え、オートフォーカスのオン/オフ、およ
び拡大/縮小をJCUを使って制御できま
す。バックライトの輝度を調整できるた
め、夜間でも画像の視認性を維持でき

ます。さらに安定化
機能も、JCUでオ
ン/オフを切り
替えることがで
きます。JCUには

「HOME」ボタン
があり、これを押
すとVoyagerは所

定の位 置に 自

動的に戻ります。JCUを追加装備すれば、
最大4つの異なる位置からVoyagerを制
御することも可能になります。」(同氏)

クライアントからの良好な反応
「操縦士たちのVoyagerに対する反応
は、極めて良好です。夜間の航海やドッ
ク、その他暗闇の中で行う必要があるす
べての操作で、Voyagerは大変役立って
います。赤外線カメラとレーダーを比べる
と、レーダーが画面に点(ブリップ)を表示
するに過ぎないのに対し、赤外線画面な
ら物体を具体的に視認できます。」(同氏)

「操縦士たちは、赤外線カメラが日中で
も役に立つことを認めています。Voyager
は環境光に関係なく物体を検出するた
め、日中に肉眼で確認できない物体が
あってもVoyagerなら検出できます。ま
た、Voyagerは日光のまぶしさの影響を
受けないため、夜明けや日没時の航
海でも、光の反射の影響を受けずに
障害物を効果的に発見できます。」(
同氏)

FLIR Systems Voyagerの機能強化
FLIR Systemsは現在、Voyagerの機能を
いっそう強化したVoyager IIを販売してい
ます。Voyager IIはレーダーシステムに接
続して、いわゆる「Slew-to-Cue」構成にす
ることが可能です。この構成のVoyager II
は、NMEA (全米船舶用電子機器協会)
策定のNMEA 0183プロトコルを使用し
てレーダーのターゲットを捕捉し、追跡
することができます。NMEA 0183プロトコ
ルによって、カメラはレーダースクリーン
に表示されている船舶その他の物体に
自動的に向きを変え、その移動を追跡
できます。このプロトコルが有効なとき
にレーダーが何らかの物体を検出する
と、Voyager IIはその物体の方向に自動
的に向きを変えて追跡を開始するため、
レーダースクリーン上のブリップ（→レー
ダースクリーン上で他の船舶の位置を
示す輝点）が具体的に何であるかを視
認できます。

Voyager IIは、さまざまなTCP/IPネットワー
クに容易に接続できるようになったため、
世界中のあらゆる場所からインターネッ
ト経由でカメラを制御することが可能で
す。Voyager IIで生成された画像を船内の
どこでも見ることができます。実際に乗船
しなくても、世界のあらゆる場所からボー
トを監視できます。

フライブリッジボートに搭載された
FLIR Systems Navigator

FLIR Systems Navigatorのパン/チ
ルトは、各カメラに付属している
JCUで容易に制御できます。操作
に訓練は必要ありません。
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赤外線カメラやその用途に関する詳細
は、下記にお問い合わせください。

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

onderschrift

FLIR Systems Navigator
「Sunseekerの船舶に搭載されている赤
外線カメラは、FLIR Systems Voyagerだけ
ではありません」と語るリース氏。

「FLIR Systems Navigatorもいくつかの
ボートに搭載されています。具体的に
は、Sunseeker 86、82、および72 Predator
です。」

「Navigatorには固定型と雲台一体型が
ありますが、Sunseekerのクライアントは
例外なく雲台一体型を選択しています。
操縦士は直感的なジョイスティック操作
で、Navigatorの向きを左右に+/-180°、上
下に+/-45°調整できるため、視界全体を
監視して必要なものを見ることができま
す。」

Visual image

赤外線画面の下部に表示されるアイコンで、Navigatorの向きやホームポジションかどうかを、すぐに確認でき
ます。その他のカメラ設定もアイコンで簡単に確認できます。
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Sunseeker 108 Predator. 

Sunseeker 34メートルボート

「Navigatorの遠距離性能は、6km先の
小型船舶を検出できるVoyagerほどでは
ありませんが、どの船舶でも船上の暗視
用途に優れた効果を発揮します。」

「Voyagerと同様、Navigatorも非常に

使いやすい製品です。雲台一体型の
Navigatorにはリモートコントロールパネ
ルが標準で付属しており、一体型のジョ
イスティックでパン/チルトを制御できま
す。さらにオプションとしてリモートコント
ロールパネルを増設すれば、船内の最大
4つの異なる位置からNavigatorを操作で
きます。」

赤外線カメラとSunseeker
リース氏は、「FLIR Systemsの赤外線カメ
ラを導入したのは、Sunseekerにとって成
功でした」との見方を示しています。

「すでに多数のボートにカメラを搭載し
ており、赤外線カメラの注文は今後さら
に増えるものと見込んでいます。」

「Sunseekerは全世界で正規代理店のネ
ットワークを展開しています。Sunseeker
の各代理店には、既存済みのボートや
新規建造するボートに赤外線カメラを
搭載する可能性について、Sunseeker 
Distributor Conferenceにおいて通達がな
されました。」

赤外線カメラはSunseekerで大成功を収
めましたが、私どもにとって、それは驚き
ではありません。FLIR Systemsの赤外線カ
メラは、娯楽用、商用の違いを問わず、あ
らゆる船舶にとって素晴らしい資産にな
りえます。」

画像提供元: Sunseeker International


