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ノルウェー海難救助隊（NSSR）は、海での人
命救助を目的として1891年7月9日に設置
されました。設立以来、NSSRの救助船隊は
6200人以上の命を救い、50万人を超える人
々の助けをしてきました。

暗視技術
ノルウェーでは、南のスウェーデン国境から
北のロシア国境まで続く沿岸の要所全てにて
NSSRの救助艇25艇が常時配置され、訓練を
受けたボランティアグループによる16艇も待

機しています。NSSRには最近6艇の救助艇が
新たに加わりました。NSSRのPedersen氏は
こう説明します。「沿岸の船舶航行状況は常に
変化しており、船舶の近代化も進んでいます。
ですから、救助組織である私たちは進歩に乗
り遅れないように常に努力しなければなりま
せん。そして、現代の進歩に歩調を合わせるた
めには、何らかの暗視装置が必要だと考えた
のです。」数種類の暗視装置を比較検討した
結果、NSSRは、フリアーシステムズの赤外線
カメラを選びました。「フリアーシステムズの

ノルウェーでは、海難救助にフリアーシス
テムズのカメラが利用されています。
「世界中の捜索・救助チームはフリアーシステムズ製の
カメラを導入すべきです。」

夜間に海を航海したことがある人であれば、暗闇の中で視界が得られることがどれほ
ど重要かお分かりでしょう。ノルウェーの海難救助隊（NSSR）にとって、暗闇での視界
は、文字どおり、生と死を分ける分水嶺となるのです。

ノルウェー北部は冬の数ヶ月間闇に包まれます。この漆黒の冬の時期、NSSRの救助
活動は効率は著しく低下します。しかし、救助艇にフリアーシステムズのカメラを設置
して以来、冬の長い夜にもNSSRの活動は支障なく行われるようになりました。「探索・
救助艇にはフリアーシステムズのカメラを設置すべきです。」と、探索救助監督官の
Ronny Pedersen氏は言います。「このカメラは、遅かれ早かれ、人命救助に活躍するこ
とになると私は確信しています。」

救助艇Stormbull 号に設置されたフリアーシステムズの船
舶用赤外線カメラVoyager。このカメラにより夜間でも視
界が得られるため、人命救助の効率が向上した。

Voyagerの低照度カメラでとらえた、4艘のカヌーを漕ぐ
人々

同じ4艘のカヌーをVoyagerの赤外線カメラで捕らえた映
像。漕ぎ手4人がくっきりと写し出されている。
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赤外線カメラが最も低価格でかつ最高品質の
暗視カメラを提供していたからです。」 

全艇へ赤外線カメラの導入を検討
NSSRは、試験的にフリアー社製カメラをさ
まざまな救助艇に設置しました。Voyagerを9
台、Navigatorを4台注文し、その後、Mシリー
ズを1台追加しました。クルーの評価が高いた
め、現在フリアー社製の赤外線カメラをNSSR
の全ての救助艇に設置することを検討してい
ます。

NSSRは世界的にみても特に熱心にフリアー
社製品の導入を進めている救助組織ですが、
全艇への赤外線カメラ導入は、世界にも例の
ない先駆的な試みとなります。Pedersen氏は
こう言います。「先ほど説明したとおり、私たち
は救助組織として任務遂行能力を最大限引き
出してくれる新規テクノロジーを常に模索し
てきました。フリアー社製カメラの導入は、私
たちの取り組みの最新事例のひとつにすぎま
せん。」 

救助艇のカメラ設置を請け負ったNav y 
Electronics社は、ノルウェーで唯一の海事
エレクトロニクス販売業者です。担当のPer 
Andresen氏は、フリアー社製品は他社ナビゲ
ーションツールと比較して設置が簡単だと言
います。「フリアー社製品の設置で重要なの
は、カメラを搭載する最適な位置を見つける
ことだけです。あとは、ケーブルなどを通す穴
をドリルであけ、最後に防水仕様に戻すだけ
でいいのです。」

赤外線画像のの大きな可能性
Andresen氏はNSSRが全艇にフリアー社製
カメラ導入を決定したことを支持しており、他
国の救助部隊も同様の検討をすべきだと強く
主張しています。「フリアー社製カメラは海上
でのあらゆる用途に役立つ可能性を秘めてい
ることがすぐに理解できました。暗闇や霧の中
での航行、落水者の救助などに役立つフリア
ー社製カメラは、船舶オーナーや海運業者な
ど海上航行に関わる全ての人にとって有益な
資産となると私は確信しています。」

Andresen氏がフリアー社製カメラを設置した
救助艇のなかにRS 146 Stormbull号があ
ります。このPetter C. G. Sundtクラスの救
助艇であるStormbull号は、ノルウェーの首都
オスロ近郊のオスカースボルグを母港とする
全長17メートル、船体重量約28トン、そして
NSSRのどの船よりも速い39ノットを誇る高
速救助艇です。製造された2009年当時の最
先端装備であったフリアー社製船舶・ボート用
赤外線カメラVoyager（ボイジャー）を搭載し
た最新型救助艇です。 

Voyager: カメラを超えたカメラ
フリアーシステムズのVoyagerには赤外線カ
メラが2台搭載されています。一方のカメラは
広角レンズ搭載で、主に航行中の船舶や付近
の近況を確認するために使用されます。もう
一方のカメラにはズーム機能付きの望遠レン
ズが搭載されており、船の周辺を遠くまで監
視できるため余裕をもって危険に対処できま
す。

さらに、Voyagerには赤外線カメラ2台に加
え、低照度カメラも搭載されており、朝日や夕
日のまぶしい光のなかでも港湾入口の状況や
船舶をはっきりと確認できます。この合計3台
のカメラを搭載したVoyagerは、昼夜を問わな
い24時間体制での監視に最適な機種といえ
ます。

赤外線カメラで得られる重要な情報
Stormbull号に搭載された船舶・ボート用赤外
線カメラVoyagerは合計3台のディスプレイに
接続されています。2台は、多機能ディスプレ
イで、レーダー、海図プロッタ、Voyagerの映
像のいずれかを表示できます。もう一台は常
にVoyagerの映像を映し出すカメラ専用ディ
スプレイです。つまり、3台のどのディスプレイ
でも赤外線画像の確認ができ、さらに、専用デ
ィスプレイで常に赤外線画像による監視を行
うことで、重要な情報の見落としを防いでい
ます。

V o y a g e r を 導 入 し て 1 年 経 っ た 現
在、Stormbull号のクルーはカメラの性能に非
常に満足しています。船長のGlenn Pettersen
氏はこう述べています。「冬は水温が非常に低
いため、海難救助は時間との闘いになります。
装備なし冬のノルウェーの海に入れば、どん
な人でも10分から20分以内に低体温症で
死に至ります。しかし、フリアーシステムズの
Voayegrのおかげで、手遅れになる前に救助
することができるのです。
」

快適で直感的な操作 
S tormbu l l号のチーフエンジニアである
Andreas Grorud氏はカメラの操作官でもあ
ります。「このカメラは非常に使いやすいと思左から：Per Andresen氏（ Navy Electronics社）とRonny 

Pedersen氏（ NSSR の探索救助監督官）

...

Stormbull号の船内には2台の多機能ディスプレイと1台のカメラ専用ディスプレイが設置されており、3人のクルーは
常に赤外線画像を確認できる。人間工学に基づいて設計されたジョイスティックコントロールユニット（JCU）が中央に据
付けられている。

赤外線カメラで捉えた同じクルーズ船。船体のペイントが
はっきり確認できる。

Voyagerの低照度カメラで捉えたクルーズ船



います。航法レーダーなど他のナビゲーション
ツールと比べるとその違いは歴然です。レー
ダーと違って、フリアー社製カメラは非常に直
感的で、私は使い始めてすぐに操作方法を習
得することができました。」 

Voyagerは、人間工学に基づくジョイスティック
コントロールユニット（JCU）で快適かつ直感
的な操作が可能です。数本の指でジョイスティ
ックを動かすだけで、パン・チルトなどカメラ機
能の全てを操作できます。

Grorud氏はVoyagerの耐久性にも非常に満足
しています。「カメラは悪天候時には強く打ち
付けられることもありますし、毎日のように海
水のしぶきを浴びていますが、問題は生じてい
ません。冬季、海水のしぶきが船体でそのまま
凍りつくほど厳しい寒さのなかでも、Voayger
の機能には影響はありませんした。」

Stormbull号では、Voyagerを主に暗闇での
航行に使用していますが、Grorud氏によれば
Voyagerの真価が発揮されるには落水者救出
の場面だといいます。「水温と人体に温度差が
るため、はるか遠くからでも落水した人を見つ
けることができます。落水者の頭だけを水面か
ら出してVoyagerをテストしましたが、すぐに見
つけることができただけでなく、1000メート
ル以上離れた場所でもそれが人の頭だという
ことを認識できました。

Voyagerの姿勢制御機能
最新のVoyagerのテストでは、水面から頭だ
けを出して浮かんでいる人を最長2.2km離
れた距離から見分けることが可能でした。ま
た、5.8kmは慣れた距離から約2m四方の小
さな物体を発見することも可能でした。

Grorud氏は、遠距離で使用したときにカメラ
の姿勢を自動制御して安定化させる機能につ
いて高く評価しています。「海上が荒れている

ときに遠距離でカメラを効率よく使用するに
は、カメラを安定させることが絶対に必要で
す。もし、荒れた海で姿勢制御機能をオフにす
れば、ほとんどの時間、スクリーンには見たい
標的ではなく海や空が映し出されることにな
るでしょう。」

昼夜でも活躍 
Grorud氏によれば、フリアー社製カメラは昼
夜でも活躍します。「フリアー社製カメラは、夜
間はもちろん、薄霧がかかっているなかの航
行にも威力を発揮します。ですから、そのよう
な状況での航行にこのカメラは不可欠です。
しかし日中にフリアー社製カメラが役立つこ
ともあります。少し前の事件ですが、嵐で大き
な木材が海に落ちたという電話連絡を受けま
した。漂流する木材は、海域にいる船舶に危険
を及ぼす可能性がありますが、暗い海面にま
ぎれた暗色の木の柱を肉眼で探すのは困難で
した。しかし、Voyagerはの映像に切り替えた
ところ、木材はすぐに発見できました。木材は
海水よりも温度が高いため、赤外線カメラで
はその温度差がはっきりと映し出されるから

です。このように、日中でもフリアー社製カメ
ラは十分有益なツールであることが証明され
ました。」

氷山回避！
「冬の間はこのカメラを流氷との衝突回避の
ためにも使用しています。」とPettersen船長。

「この湾の周辺に大きな流氷が次々と流れ込
んできて非常に危険な状況になることがあり
ます。レーダーに映るのは巨大な氷山だけで
す。Stormbull号は流氷との衝突に耐えられる
ように設計されていません。ですから、以前は
暗い冬の間は、湾を抜けるときに細心の注意
を払わなければなりませんでした。しかし、現
在はVoyagerのおかげで苦労なく流氷群のな
かを航行できるようになりました。海水と氷の
温度差により、遠くからでも氷を見分けること
ができ、楽々と流氷をよけることができるから
です。おかげで航行速度を下げずに任務遂行
ができるようになりました。これは人命救助に
おいては何よりも重要な点です。」

救助艇Gideon号のボランティアクルーである
Kent Andersen氏もまったく同感だといいま
す。「これまで夜間や冬季の航行は非常に神経
を使う作業でした。小型のGideon号は他の船
舶が入れないような浅瀬を航行することが多
いのですが、かつては暗闇の中では懐中電灯
やサーチライトを使って、がれきなどの危険な
漂流物がないかどうかを検査していたため、船
はのろのろとしか走行できませんでした。しか
し、フリアー社製カメラを導入してからは、スピ
ードを落とす必要がなくなり、敏速な活動がで
きるようになりました。

赤外線カメラ：Mシリーズ
Gideon号ボランティアクルーによる救助艇で、
ノルウェーの首都オスロから1500kmほど北
に位置するトロムソという都市の中心地区に
配備されています。Gideon号は全長わずか
13m、船体重量は9.7トン、最高速度は34ノッ
トのNSSRの中で最軽量、かつ最小の救助艇
です。 

最近、海事エレクトロニクスの販売業者Navy 

NSSRの救助艇Gideon号のボランティアクルーAndersen氏は、フリアーシステムズのMシリーズの評判に違わぬ性能
に非常に満足している。

Stormbull’号のクルー：左から救助隊員のSvein Larsen氏、チーフエンジニアのAndreas Grorud氏、船長のGlenn 
Pettersen氏。Voyagerは安定せいと長距離監視の効率を最大化するためキャビンの屋根に設置されている。
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赤外線カメラに関する情報は弊社までお気軽
にお問い合わせください。：

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5F
☎	 :	03-6721-6648
FAX	 :	03-6721-7946
e-mail	 :	info@flir.jp

www.flir.com/cvs

Electronics社がGideon号にフリアーシステ
ムズの赤外線カメラMシリーズを設置しまし
た。Andersen氏は、Mシリーズが意外なほど
高性能であることに驚いたといいます。「当初、
私は悪天候や全速力での航行中には映像が
乱れるのではないかと懸念していました。しか
し、Voyagerのような姿勢制御機能がついてい
ないにもかかわらず、Mシリーズの画像は悪天
候下でも驚くほど高品質の画像を生成しまし
た。」

Mシリーズのジョイスティックコントロールユ
ニット（JCU）は、Voyagerよりもさらに操作が
簡単です。指１本で水平360°の連続か移転（
パン）や垂直±90°の傾斜（チルト）などにより
視界を変えることができます。Mシリーズは、
防滴・防水に優れた堅牢なシステムで、海上環
境に対応する多様なセンサーや機能を内蔵し
た柔軟なラインアップとなっています。

Gideon号に搭載されたMシリーズは、解像度
320x240ピクセルの赤外線カメラと、マイク
ロルクスの低照度カメラを内蔵しており、どん
な状況でも最高品質の映像で撮影することが
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可能です。カメラは船内に設置された3台の
多機能ディスプレイに接続されており、レーダ
ー、海図プロット、フリアー社製カメラの映像
を同時に表示できます。Andersen氏は、夜間
航行中はまず例外なくフリアー社製カメラの
映像に切り替えていると話します。「使い始め
てすぐに、フリアー社製カメラの映像を頻繁に
チェックするのが習慣になりました。」

堅牢性 
熱心なボランティアクルーのAndersen氏
は、Mシリーズの評判とおりの堅牢性にも満
足しています。「Gideon号のようあn小型船
舶は大型船と比べて安定性がないため、悪天
候下ではかなり揺れます。ですから、フリアー
社製カメラは大きな負荷に耐えなければなり
mせん。しかし、今のところ、最悪の状況でもま
ったく問題ありません。」ただし、冬の寒さにこ
のカメラが耐えられるかどうかはこれからテス
トされます。「Mシリーズにはヒーターが内蔵
されているため、寒さを乗り切ることはできる
でしょう。しかし、冬の航行は本当に過酷です。
海水のしぶきは船体にそのまま凍りつきます
し、このあたりはひどい吹雪にも見舞われま
す。Mシリーズがこの過酷な条件を乗り切って
くれればいいと思います。」

赤外線画像：低価格な人命救助技術
フリアー社製カメラをGideon号に導入すると
いうニュースを聞いて、Andersen氏は大喜び
したといいます。「ずっとフリアー社製カメラ
を使ってみたいと考えていました。数年前、フ
リアー社製カメラが軍事用へリコプターでの
デモンストレーションに参加したとき、すぐに、
このカメラは探索救助活動で使えると思った
のです。しかし、当時、赤外線カメラはとても高
価で、私たちの予算では購入は不可能でした。
ここ数年、ようやく予算にみあう価格になって
きたのです。」

たしかに、この数年でフリアー社製カメラの価

格は大幅に低下しましたが、それでも高価なこ
とには変わりません。しかし、監督官のRonny 
Pedersen氏はそれだけの価値があると請負
ます。 「今のところ、フリアー社製カメラで人
命救助を行った実績はありませんが、遅かれ
早かれ、人命救助に活躍することになると確信
しています。ですから、フリアー社製カメラへ
の投資は確実にそれだけの価値があったと私
は考えています。」

Gideon号の船橋でフリアーシステムズのMシリーズを操作するKent Andersen氏「使い始めてすぐに、フリアー社製カ
メラの映像を頻繁にチェックするのが習慣になりました。」 

RS146 Stormbullに設置された
Voyagerのカメラ回路図

NSSRのボランティアクルーKent Andersen氏「ずっとフ
リアー社製カメラを使ってみたいと思ってました。」 

RS 128 Gideon号に設置された
Mシリーズのカメラ回路図
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