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FLIR Mシリーズ
は、640x480ピクセルの
鮮明な熱画像を生成する
赤外線サーマルカメラと低
照度カメラを搭載していま
す。水平方向360°垂直方
向+/-90°の連続旋回が可
能です。

f e r r e t t i g r o u p

フリアーシステムズの赤外線サーマル
カメラは、ほんのわずかな温度差を検出
し、その情報をリアルタイム映像に変換
し、操舵室に設置されたモニターに表示
します。照明設備を必要とする夜間監視
システムとは違い、フリアーシステムズ
の赤外線サーマルカメラは光を一切必
要としないため、完全な暗闇でも周囲の
状況をはっきりと確認できます。

フェレッティグループの会長であるノ
ルベルト・フェレッティ氏は、2010年の

ジェノバボートショーに出展した同社の
Navetta 26の船上で、フリアーシステ
ムズのインタビューに快諾してください
ました。フェレッティ氏が個人所有する
Ziacanaia号も同じNavetta 26型です。

「私はたいてい夜に自家用クルーザー
で航行します。日中はビーチでのんびり
したり、泳いだりしたいからです。」とフ
ェレッティ氏。「船長が船を一晩中走ら
せてくれるので、朝目覚めるとと目的地
に到着しています。夜のセーリングでは

イタリアの高級ヨットメーカーの　　　　
フェッレッティグループ会長フェレッティ氏
が高く評価するフリアーシステムズの　
赤外線サーマルカメラ
フリアーシステムズの船舶・ボート用赤外線サーマルカメラは、遠洋航路船や、クル
ーザー、救助艇など、さまざまな船舶に搭載され、幅広い用途で活用されています。

近年、特に個人所有のクルーザーやヨットで赤外線サーマルカメラの重要が高まっ
ています。イタリアの高級船舶メーカーであるフェレッティグループは、赤外線サー
マルカメラの可能性をいち早く認識した企業の一つです。フェレッティグループ会長
のフェレッティ氏は、5年ほど前から個人所有するクルーザーにフリアーシステムズ
社製の赤外線サーマルカメラを取り付けています。「フリアーシステムズの赤外線
サーマルカメラは船舶の安全航行を確保するための素晴らしいツールです。状況に
よってはレーダーよりも役立ちます。」

フェレッティグループの会長フェレッティ氏（2010年のジ
ェノバボートショーに出展したNavetta26型ヨットの操縦
室にて）
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熱画像は操縦室に設置された専用スクリーンに表示される。ジョイスティックコントロールユニットで操作を行います。

美しい夕日や朝日を見ることもできます
し、何よりも丸一日を自由に使えるとい
うメリットがあります。ですから、休日を
最大限に楽しむには夜に移動するのが
一番なのです。フリアーシステムズの赤
外線サーマルカメラは、夜の航海を安全
に楽しむのに役立っています。」

「これなしでは航海できない」
フリアーシステムズの赤外線サーマル
カメラを一度使い始めると手放すこと
ができない必需品になるとフェレッティ
氏は言います。「弊社のお客さまで、自
家用クルーザーにフリアーシステムズ
の赤外線サーマルカメラを取り付けた
方は、その後も新たに船を購入する度に
フリアーシステムズの赤外線サーマル

カメラをご注文されます。私自身も同じ
です。フリアーシステムズの赤外線サー
マルカメラを数年使っていますが、もは
やこれなしでは航海できません。今では
航海の必需品となっています。」

「セーリングヨットからクルーザー
まで」
ジェノバ港に世界中の大型艇が集まるジ
ェノバボートショーは2010年で50周年

を迎えました。フェレッ
ティグループはこのシ
ョーの最大のサポータ
ーの一社です。イタリ
アのフォルリーを拠点
とするフェレッティグル
ープは、高級クルーザ
ーやスポーツボートの
設計・製造分野におけ
る世界的なリーディン
グカンパニーです。フ
ェレッティグループは、
海を愛するノルベルト
とアレサンドロのフェレ
ッティ兄弟が1968年
に創設したフェレッティ
造船所に端を発し、現
在では世界的なボート
メーカーとして認めら

れています。Navetta 26はフェレッティ
グループ傘下のカスタムライン社製で
す。

快適さを追求
Navetta 26は極上の快適さと安全性
を実現した長さ26m幅7mの豪華クル
ーザーです。個室に海上の景色が一望
できるオープンビュー型の窓が備えられ

ています。スカイラウンジは取り外し可
能なガラス製の壁で仕切られており、外
のラウンジと一体化した広々とした空間
を満喫できます。ジャグジーのあるサン
デッキではのんびりと日光浴を楽しめま
す。さらに、快適な乗り心地を実現する
ため、揺れ防止ジャイロシステムが標準
装備されており、公開中も停泊中も波の
動きによる揺れが50%以上軽減されま
す。

船上の赤外線サーマルカメラ
Navetta 26のような高級クルーザーに
は高性能赤外線サーマルカメラが不可
欠だとフェレッティ氏は強調します。フェ
レッティ氏は個人所有するZiacanaia号
を建造した際に、フリアーシステムズの 
Navigator（ナビゲーター） IIを取り付け
ました。その後、フリアーシステムズから 
Mシリーズが販売されると、Navigator II
をFLIR M-625Lに変更しました。

フリアーシステムズのMシリーズは高性
能で柔軟性が高く、耐久性に優れた船舶
用の赤外線サーマルカメラです。幅広
いラインナップを揃えたMシリーズは、
航行支援、衝突回避、セキュリティ、捜索
救助活動など海上での多様なニーズに
合わせてセンサーの種類や解像度が選
べます。Ziacanaia号に装備されたFLIR 
M-625Lは640x480ピクセルの鮮明な
熱画像を生成する赤外線サーマルカメ
ラ1台と低照度カメラ1台を搭載したモ
デルです。堅牢で防水性の高いジンバル
は、水平方向360°垂直方向+/-90°の
連続旋回が可能で、海上を隈なく監視で
きます。

カスタムライン社の新型クルーザーに
は、全てのモデルにFLIR Mシリーズが
オプションで装備されています。クルー
ザーのオーナーは、デュアルペイロー
ドモデル（赤外線サーマルカメラ1台と
超低照度カメラ1台を搭載/M-625Lま
たは M-324L）または、シングルペイロ
ードも出る（赤外線サーマルカメラの
み/M-625XPまやはM-324XP）からカ

フェレッティグループのRiccardo Tebaldi氏は、ハンディタイプ赤外線サーマルカメラ
HM 324xp+を活用しています。

a

FLIR HM-324xp+は防水性と耐振動性に優れた解像
度 320x240ピクセルのハンディタイプ赤外線サーマ
ルカメラ



メラを選択できます。解像度は M-625L
とM-625XPが640x480ピクセル、M-
324LとM-324XPが320x240ピクセル
です。

「レーダーよりも役立つ」
「私が所有するクルーザーの船長は、Mシ
リーズに全幅の信頼を置いており、公開中
はほぼ常にMシリーズを使用しています。」
とフェレッティ氏。「状況によってはレーダー
よりもMシリーズの方が役立つと船長は言
っています。Mシリーズを使えば、夜間でも
海岸や岩の位置が把握できるため、船の正
確な位置が昼間のようにはっきり分かるの
です。」
「だからといってレーダーが不要になるわ
けではありません。レーダーは航海に必要
な計器です。レーダーは他の船舶や障害物
を発見するのに非常に役立ちます。ただ、
レーダー画面には小さな点だけが表示さ
れるのため、これらの点が何を示している

のか容易には判断できません。
しかし、赤外線サーマルカメラ
を使うことで、それが船舶なの
か漂流物なのかをすぐに確認
できるのです。」”

「ボートメーカーの多くが、
大型艇に2台のレーダーを
装備しています。」とフェレッ
ティ氏。「しかし、もし予算の
都合で、レーダー1台とフリ
アーシステムズの赤外線サ
ーマルカメラ1台か、レーダ
ー2台かのどちらかの選択
をしなければならないので
あれば、私は間違いなく赤
外線サーマルカメラとレー
ダーの組み合わせを選びます。赤外線
サーマルカメラがレーダーの情報を補
うことで、高精度な状況認識を助けて
くれるからです。」

ハンディタイプ赤外線サーマルカメ
ラHMシリーズ
最近、フェレッティ氏のクルーザーでは、
フリアーシステムズのHM-324XP+を
新たに導入しました。HM-324XP+は、
手のひらに収まるコンパクトなボディ
でありながら、防水性と耐衝撃性に優
れ、どんな場所からでも320x240ピク
セルの鮮明な高画質映像が撮影でき
るため、夜間の海上における状況認識
が劇的に向上します。「海上に上陸す
るときやお客様を迎えに行くときに特
に役立っています。」とフェレッティ氏。

「HM-324XP+を
導入する前は、夜間
にこうした航海をす
るのは危険を伴う
ため避けていまし

た。今はHM-324XP+のおかげで夜間
でも安全に船を使えます。」

フリアーシステムズのハンディタイプ赤
外線サーマルカメラFLIR HMシリーズ
は、夜間の航行支援、遭難救助活動、船
上のセキュリティ確保、海賊対策など海
上でのさまざまなニーズに威力を発揮
します。

「日中にも活躍」
フリアーシステムズのFLIR Mシリーズ
と、ハンディタイプのHMシリーズはど
ちらも、夜間だけでなく日中にも良好な
視界を確保するのに役立つとフェレッテ
ィ氏は言います。「がれきや岩などの漂
流物は、船体を傷つける恐れがあります
が、海面と色が似ていて見分けがつきに
くいのです。フリアーシステムズの赤外
線サーマルカメラを使えば、遠方にある
漂流物も熱画像にはっきりと映し出され
るため、すぐに発見できます。」

フェレッティ氏「画像も素晴らしく、驚くほど細部まではっきりと表示さ
れる」

ジェノバボートショーは、レクレーション用ボート産業にとって、国際的な基準を提供する
恒例行事です。

Navetta 26に装備されたFLIR M-625Lには赤外線サー
マルカメラ1台と低照度カメラ1台が装備されている。



アプリケーション
ストーリー

赤外線サーマルカメラに関するお問い合わせ
はお気軽に下記までどうぞ。：

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
Tel. : 03-6721-6648
Fax : 03-6721-7946
e-mail: info@flir.jp
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FLIR Mシリーズは使い方が簡単である
だけでなく、最新のイーサネット接続によ
り設置、操作、他の船上計器とのネットワ
ーク構築も非常に簡単です。

フリアーシステムズの販売のパートナー
であるENAV社は、船上計器を専門とす
るサプライヤーとして、フェレッティグル
ープへの機器の販売、施行、アフターサ
ービスまで一環したサービスを提供して
います。

「クルーザーは決して安くはありませ
ん。」とフェレッティ氏は続けます。「お客
様が快適さを追求すればするほど高くな
ります。しかし、高い買い物である分お
客様さには満足していただきたいと考え
ています。フリアーシステムズの赤外線
サーマルカメラを装備すれば、安全で快
適な夜間航行が可能になるなど、大きな
メリットが得られます。そのうえ、赤外線
サーマルカメラの価格はそれほど高くあ
りません。クルーザー1艇の価格に少し
予算を上乗せするだけで、これだけのメ
リットが得られるのは、お得と言えるでし
ょう。」

世界中のボートメーカーが自社最高モデルを展示するジェノバボートショー。フェレッティグループはこのショーの最大の
サポーターの一社。

2010年ジェノバボートショーに展示されたカスタムライ
ン社製Navetta 26

船に取り付けた赤外線サーマルカメラ
の用途は他にもあります。フェレッティ氏
は船のセキュリティ対策にもMシリーズ
を活用しています。「ヨットを港に停泊さ
せるときに、夜間の周辺監視ツールとし
て非常に役立っています。どんなに暗い
夜でも、私の船に不審者や他の船が接近
すれば、熱画像にはっきりと映ります。船
なら2km、人なら740m離れた場所から
検出できるのです。」

「驚くほど高画質」
フェレッティ氏はFLIR Mシリーズの熱画
像の画質に非常に満足しています。「画
質はすばらしく、驚くほど細部まではっき
りと表示されます。完全な暗闇でも、海
岸を歩く人々や航行する船舶コックピッ
ト、船室、いかり、ロープまでくっきりと見
えるのです。見事としか言いようがあり
ません。フリアーシステムズの赤外線サ
ーマルカメラが撮影した熱画像に、停泊
して間もない船のエンジンの余熱まで

映っていたのは驚きました。」

フリアーシステムズの赤外線サーマル
カメラは便利な道具であるだけではな
いとフェレッティ氏は続けます。「遊び心
のある使い方もできます。例えば、数年
前にイタリアのシチリアのストロンボリ
島で火山を観察しました。火山活動は肉
眼では見えませんが、熱画像には岩盤の
温度の違いがはっきり表示され、火山の
熱分布を見ることができました。」

「誰もが楽しめる魅力的な機器」
FLIR Mシリーズは使い方が直感的で分
かりやすい点も魅力の一つです。コント
ローラーは人間工学に基づいたデザイ
ンで、激しい海上でも無理なく快適に統
べての重要機能を操作できます。「フリ
アーシステムズの赤外線サーマルカメ
ラは船のゲストにも好評です。レーダー
や海図プロッタは見ていても退屈です
が、赤外線サーマルカメラだけは違い
ます。フリアーシステムズの赤外線サー
マルカメラは、便利で役に立つテクノロ
ジーであると同時に、誰もが楽しめる魅
力的な機器でもあるのです。ゲストに赤
外線サーマルカメラを自由に使って頂
くと、誰でもすぐに使い方をマスターし
て、夢中になって楽しまれます。さらに、
故障や不具合がほとんどない点も重要
です。」


