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フリアーシステムズ： 
サーモグラフィの世界的リーディングカンパニー
フリアーシステムズは、一般、産業、軍事向にさまざまな赤外線サーモグ
ラフィシステムを設計、製造および販売するグローバルリーディングカンパ
ニーです。

市場の拡大とともに成長するフリアーシステムズ
ここ数年、さまざまな市場で赤外線カメラおよびサーモグラフィへの関心
が高まっています。こうした需要の高まりに対応するため、フリアーシステ
ムズは組織の大幅な拡大を行いました。現在従業員は3,000人以上、年間
収益は15億ドル以上となり、世界最大の商用赤外線カメラメーカーとなっ
ています。
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製造拠点
フリアーシステムズには、現在、米国に3ヶ所（オレゴン州ポートランド、
マサチューセッツ州ボストン、カルフォルニア州サンタバーバラ）、そしてス
ウェーデンに1ヶ所（ストックホルム）、エストニアに1ヶ所（タリン）の計5ヶ
所に製造拠点があります。

FLIR、スウェーデン FLIR、米国、ボストン FLIR、米国、サンタバーバラ

あらゆる市場のあらゆる用途に
フリアーシステムズはサーモグラフィの設計・製造だけに特化した企業です。
フリアーシステムズはサーモグラフィ生産量で世界をリードしています。

現在、フリアーシステムズのサーモグラフィは、電気機器／設備の予測保守、
建築物診断、R&D、オートメーション／工程管理、海事、セキュリティ、軍
事用の暗視用途などをはじめ、あらゆる用途で活用されています。 
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サーモグラフィは、電極スペクトルの赤外線部分に相当する熱放射を視覚化
し、計側するカメラです 

赤外線とは
人間の目は、可視光線を検知するよう設計された検知器です。可視光線は
電磁スペクトルのごくわずかな部分で、残りの電磁スペクトルは人間の眼に
は見えません。 

1800年に天文学者フレデリック・ウィリアム・ハーシェルは太陽光をプリズム
に透過させ、可視光スペクトルを作り出し、色ごとに温度を計測しました。
そして、紫から赤にかけての部分の温度が高いことに気がつきました。

この後、ハーシェルは赤色光の外側、つまり色の見えない部分が、色のあ
る部分の温度よりも高いことを発見しました。ハーシェルはこの現象から、
肉眼では捉えられない赤外線の存在を発見しました。

サーモグラフィの原理2
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赤外線放射は電磁スペクトルの可視部分とマイクロ波部分の間にあります。
赤外線放射の主な源は熱放射です。絶対零度（摂氏－273.15度または0ケ
ルビン）を超える温度の物体は赤外線を放射します。とても冷たい氷でさ
え赤外線を放射しています。

私たちは赤外線放射を日常的に経験しています。太陽の光、火、ラジエー
タなどから感じられる熱はすべて赤外線です。人間の目には見えませんが、
皮膚の神経はそれを感じることができます。物体の温度が高いほど赤外線
放射量は多くなります。

赤外線サーモグラフィ
物体が放射する赤外線エネルギー（A）は、光学機器（B）によって捉えられ、
赤外線検出素子（C）に送られます。検出素子は情報をセンサー（D）に送り、
センサーで画像を処理します。センサーは検出素子から送られてくるデータ
をビューファインダーや、標準ビデオモニター、LCD画面で見られるよう画像
（E）に変換します。

赤外線サーモグラフィは赤外線画像を放射画像に転換する技術です。放射画像のす
べての画素は実際に温度測定であり、したがって、画像から読まれる温度数値です。
これにより熱画像カメラは消防用に最適なツールになります。
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サーマルカメラは多くの市場でまだ新しい技術ですが、消防関係ではすでに
良く知られている技術で、人命救助に活躍しています。

しかし、サーマルカメラには様々なモデルがあり、それぞれ長所と短所を持っ
ていますので十分な知識を得た上で購入検討をする必要があります。

過酷な消火活動のために開発されました。
フリアーシステムズのKシリーズは特に消防用の過酷な要求を満たすように
開発されています。製品開発の段階で、世界中の消防士と直接コンタクトし、
消防における独特なニーズを把握し、設計過程において要件を満たせるよ
う考慮しました。

FLIR Kシリーズは消防活動での要望にこたえるべく開発されました。

FLIR Kシリーズ:
低価格な高品質の赤外線サーマルカメラ3
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軽量
消防士は常に重装備を身に着けています。
Kシリーズは電池込みでわずか700g（K2の場合）
と軽量です。

大型画面
4インチのLCD表示のため、どんな見えにくい状
況下でも熱画像は見やすく、カメラを持ってい
る消防士だけでなくその周りにいる消防士にも
見えるので便利です。

操作性は抜群
Kシリーズカメラは、3個の大きなボタンで、操
作が簡単。手袋のままでも容易に操作できます。 

消防士のシックスセンス
FLIR Kシリーズ

世界中の消防署と連携して開発されたKシリーズサーマルカメラは、
消防隊員自身の要望にこたえる多数の特長を

備えています。
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消防士のシックスセンス
多重画像モード
Kシリーズのサーマルカメラには5つのカラーモードがあり、消火活動のさま
ざまな状況で利用できます。各モードは簡単なボタン操作で切替る事が可
能です。

ベーシックモード＆グレースケール画像消火活動や救助活動の初期に使用

ベーシックモード
モノクロファイヤー
ファイティング モード

ホットスポットの発見に使用。設定温度を超え
る場所を赤外線画像ではっきりと映し出す

熱検出モード

背景温度が低く、屋外での探索救助などを行う
場合に使用

背景温度が高く、構造物の火災などですでに燃
え広がっている場合に使用

ファイヤーモード 捜索 &救助モード
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人間工学
Kシリーズは「グリップ」設計で握りやすく、右利きでも左利きでも操作は
簡単です。

カスタマイズ
Kシリーズのサーマルカメラは使用目的に合わせて簡単にカスタマイズでき
ます。Kシリーズ全てに装備されているソフトウェア FLIR Toolsでオリジナル
の起動画面の作成も可能です。

FLIR Kシリーズは「グリップ」設計で操作が簡単

FLIRツールのソフトウェアで各自の起動画面を作成
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カメラ内ビデオ保存（K55／K65）
内部メモリーにビデオクリップを保存できるので、消火訓練に役立ちます。
介入行動の事後分析や研修目的に最適です。FLIR K55／K65では200ファイ
ル（画像またはビデオクリップ）が保存可能です。ビデオクリップは最長5分
で、600分録画可能です。

フレキシブル・シーン・エンハンスメント（FSX）（K45／K55／K65）
カメラ内部のデジタル画像処理によって赤外線画像のディテールが改善され
ました。その結果が、より細部を示す超鮮明な赤外線画像です。FSXのお
かげで、消火活動の場面では一般的な、極端な温度状況にあっても、消防
士は煙が充満した部屋の中をこれまでより容易に進んで行くことができます。

＜  FSX補正して 

 いない赤外線画像

FSX補正した ＞
赤外線画像
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電池
Kシリーズカメラには高品質のリチウムイオン電池が使用されています。

Kシリーズで使用しているリチウムイオン電池は、最新のNMC（リチウムニッ
ケルマンガン酸化コバルト）技術を用いた高品質な電池で、完全な品質管
理の下で世界的な電池メーカーにより生産されています。

このリチウムイオン電池はすべて、UL1642規格に合わせて広範囲に試験さ
れ、高温試験を含む安全性を検証していますので、過酷な現場でも信頼し
てお使いいただけます。

簡単なアップグレード
Kシリーズカメラは、最新版のファームウェアをインターネットからのダウン
ロードでアップグレードできます。

完全なパッケージ
FLIR Kシリーズサーマルカメラには、2個の電池、充電器、ハードケース、
伸縮自在なストラップ・ランヤード、ネックストラップ、USBケーブル、フリアー
ツールソフトウェアおよび三脚のアダプタなど必要なものが全て装備されて
いますので、すぐに使用できます。（車載用充電器は別途購入可能です）

ン電

電池 ムニ
た高 な品質

生産さ

164 合わせて広範囲に
いますので、過酷な現場でも
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車載用充電器（オプション）
この充電器を消防車に装備しておけば、予備
の電池と共に、カメラを充電していつでも使
用できる状態にしておけます。

製品保証
Kシリーズは購入後60日以内に登録していただければ、フリアーシステムズ
独自の2-5-10年保証が適応されます。

・カメラ本体の部品および修理の保証期間：2年
・バッテリーの保証期間：5年（充電の出来ないものが対象になります。）
・検出素子の保証期間：10年

カメラ本体* 検出素子*バッテリー*

* 製品を www.flir.comに登録した後の年数

カメラの重要部品を自社製造している唯一のメーカーだからできる安心の長
期保証です。

サポート
Kシリーズに不具合のある場合には、日本国内にあるサービスセンターにて
必要なサポートを提供しますので安心してお使いいただけます。
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FLIR Kシリーズの価格は？
低価格な理由は？4 理由は簡単です。フリアーシステムズのサーマルカメラ製造台数は、他のメー
カーが1年に生産するカメラの合計より多いからです。

フリアーシステムズのサーマルカメラは、予知保全、建物診断、研究開発、
オートメーションなど、または海上の保安、安全、軍事での暗視用に、あら
ゆる用途で活用されています。

カメラを大量生産することで、お手頃な価格でお客様にお届けできるのです。
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Kシリーズは消防専用に開発されたのですか、
それとも産業用カメラを改良したものですか？5
Kシリーズは、世界中の消防隊員と協力して、消防用に基礎から 
開発されました。 

フリアーはKシリーズをゼロから設計しました。既存のカメラを少し改良して
消防用カメラと呼んでいるのではありません。
なぜなら他の産業環境とは異なる状況下での消防活動
には独特の要件があるからです。

消防用カメラは耐熱性、耐水性があり、軽量で、
手袋をはめたままでも操作しやすくなければなり
ません。

当社の50年の経験と、世界中の消防隊員との協
力で、これらの有用な特長をすべて備えたKシリー
ズカメラをご提供いたします。

既存のカメラを少し改良して

消防活動

り

協
リー

防活動

ー

操作性は抜群
FLIR Kシリーズは3つのボタンだけで
操作が可能。手袋をはめたままでも
問題なく使用できます。

電源ボタン

モード選択ボタン

ズームボタン
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IP-67とは？
 
IPコードは、製品が塵埃と液体の侵入に対しどのように保護されるかを示す
2桁の標準評定基準です。最初の数字は固体に対して、2番目の数字は液体
に対してどのように保護されるかを示します。数字が大きいほど保護が良好
です。

KシリーズのIP-67は、過酷な使用環境にも耐えることを示します。

落下試験
火に囲まれても、カメラの落下を気
にする必要はありません。Kシリーズ
サーマルカメラは、コンクリート上で
も2メートルの落下に耐えるよう作ら
れています（IEC 60068-2-31）。

IP 67.
塵埃保護
塵埃の進入を完全に保護します

浸水保護
短時間の最大1メートルの浸水に対
し保護します

IP 6IP 6
保護
の進入を完全に保護します

6667.7.77.7.77
浸水保護
短時間の最大 メ

676767

燃焼試験
Kシリーズサーマルカメラは、燃焼試
験によって、－20°C～85°Cで連続的
に作動し、＋260°Cの高温に最長5分
間耐えることが立証されました。

2 
メートルメー

19



Kシリーズは、世界中の消防隊員と協力して、消防活動専用にフリアーシス
テムズが設計しました。危険な現場で毎日使用できるような性能、特長、堅
牢さを備えています。

Kシリーズサーマルカメラは、熱画像に関するフリアーシステムズのリーダー
シップと50年の経験から、お手頃価格となり、多くの消防士の方々にこの人
命救助のための最新技術を装備していただけるようになりました。

結論6

FLIR Kシリーズによって煙を見通し物が明瞭に見える

FLIR Kシリーズは各消防士の必需品。オプションでトラック充電器を装備すると、いつでも使用が可能。

FLIR Kシリーズによって救助作業中でも消防士自身
は安全 
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サーマルカメラの消防応用7
多くの消防士は、猛威をふるう火中に侵入し、自身を保護しつつ人命救助を
するのに、サーマルカメラが大変有用であることを知っています。以下にサー
マルカメラの応用例を説明します。

煙を見通す
サーマルカメラは、煙を見通すことができるので、消防士自身が建物の中
のどこにいるか、同僚がどこにいるか明瞭です。さらに火中に閉じ込められ
た人々を消防士が見つけるのに役立ちます。

消防士が消火をするのにサーマルカメラは重要なツールです。炎自体をサー
マルカメラで見るのが容易なことは明らかですが、ホースから放水する冷水
も熱画像上で明瞭に見えるので、消防士は、できるだけ効果的かつ効率的に、
確実に火元に放水できます。 

温度測定
Kシリーズサーマルカメラは、火元から離れて温度を
測定できますので、ロールオーバーと呼ばれる危険な
現象から消防士を保護します。ロールオーバーは未燃
焼の過熱ガスが密閉された天井に集まり発火する現象
です。

煙を冷やしながらサーマルカメラを用いて天井の温度
を監視するとによって、温度が限度値を超えロールオー
バーが切迫しているかもしれないと分かり適切に対応で
きます。
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捜索と救助
消防士の仕事は消火だけではありません。しばしば、行方不明者や負傷者
を見つける必要があります。サーマルカメラは暗闇の中でも物が見えるの
で、捜索・救助をするのに非常に貴重なツールです。

山火事
サーマルカメラは、「地下火」がまだ燃えているホットスポットを明瞭に示す
ので、その場所を消火し冷却することにより自然発火を防ぐことができます。

オーバホール
オーバホール中に、焼けた場所を注意深く検査して、再発火を起こすかもし
れないホットスポットを探します。これらの「ホットスポット」は明瞭に熱画
像上に現れるのでそこを冷却し消火できます。

22



「フリアーKシリーズのおかげで、特定の場所に入らなくても 
危険な状況が分かります」と、Stefaan Terryn隊長は言います。

フリアーシステムズは、Beveren消防署が 
ホットスポットや行方不明者を、 
より容易に見つけるのを支援します。

消防士が、自分自身が生き残り、かつ他者の命を救うために正しい設備を
持つことは非常に重要です。署員の安全を確実に保ち、より良い消防活動
を提供するために、Beveren（ベルギー）消防署は、最近フリアーK50サー
マルカメラを購入しました。

フリアーK50を使えば、コンテナ内部のあらゆる
種類の化学反応に起因する温度変化を見ることが
できるので、多くの化学工業の会社が管轄内ある
WaaslandポートにあるBeveren消防署にとってフリ
アーK50は非常に有用。

FLIR Kシリーズの捜索&救助表示モード
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熱画像は山火事や他の活動の間に 
Kalmthout消防署を支援します。
Kalmthoutは、ベルギー、アントワープの約20キロメートル北にあります。
人口が約20,000人の小さな村ですが、地元の消防士の装備は整っています。
通常の消防とは別に、自然保護区「Kalmthout Heath」を保護する必要が
あるため、サーマルカメラはずっと以前から装備されていました。

「サーマルカメラは、さまざまな用途で、あらゆる消防隊員にとって、 
重要なツールです。FLIR K50を1号車に、FireFLIRを2号車に 
装備しています。サーマルカメラは、消防士の生命を保護し、 
消防士が人命を救助するのに大いに役立ちます」と、 

Ronny van Riel副所長は言います。

40人いるKalmthout消防署のボランティア消防
士の一人がFLIR K50を手に持っている。

Ronny van Riel副所長、Kalmthout消防署の部隊長。

FLIR K50と並んだFireFLIR。FLIR K50は小型軽
量でお勧めツールですが、FireFLIRも10年間の
酷使に耐えていまだその価値は衰えず、2011年
のKalmthout Heathの火災では大活躍しました。
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「サーマルカメラで、肉眼ではほぼ見えない状況も見ることができる 
ようになりました。火災現場の内部は煙が充満して暗いので、建物 
内部の間取りも配置も分かりませんが、サーマルカメラがあれば、 
進入方向が示され、迅速に火元を探し出し、救助者を見つけることが 
できます。赤外線カメラのおかげでとても有効なロードマップが 
手に入ります。」とジェイソン・エリソン隊長は語ります。

赤外線画像：使いやすい必須アイテム
クラッカマス第一防火地区では、米国オレゴン州の5都市の消防、救助、救
急医療サービスを管轄しています。クラッカマス郡全体に17か所の消防署
を戦略的に配置し、200名を超える署員、100名のボランティアを擁するオ
レゴン州では2番目に大きな防火地区であり、200平方マイルに広がる同地
区内の179,000人の市民のために活動しています。

米国の多くの消防局と同様に、クラッカマス消防局は、12年以上に渡り、人
命を守り、財産の焼失を防ぐための欠かせないツールとしてサーマルカメラ
を活用してきました。

ジェイソン・エリソン隊長：「サーマルカメラで、裸眼ではほぼ見えない状況も見ることができるようになりま
した。」

FLIR Kシリーズを使えば、煙の中でもどこに何があるか分かります。消防隊員は、煙の充満した建物の中を進み、
閉じこめられた要救助者を捜し出すことができます。サーマルカメラが救命作業の一端を担っているのです。
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FLIRサーマルカメラは、Mühldorf郡消防署が
最良の消防活動をするのを支援します。
消防隊員用のサーマルカメラは、以前は大型で、費用が高く、小さなボラ
ンティアの消防署には、簡単に入手できませんでした。このような消防署が
ドイツBavaria州にはたくさんあります。FLIR K50のようなサーマルカメラ
は、このような小さな消防署にとっても非常に魅力的でお手頃なものになり
ました。

「このカメラのトータルパッケー
ジは我々のような消防署にとっ
て最適です。パッケージの中身
は何一つ変更していません。
250°Cを超える高温でもカメラ
は完全に作動し続けます。現在
我々の郡でフリアーシステムズ
のサーマルカメラを12台利用し
ています。活動をするとき常に、
FLIRサーマルカメラを装備して
いる最も近いチームを優先的に
出動させます。これにより住民
に最良の消防活動を提供できる
と確信しています」と地区の防
火検査官Harald Lechertshuber
は言います。

カメラにはいくつかの異なるイメージングモードがあ
り、戦術上の決定や生存者の捜索が迅速にできる。
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熱画像のメリットが広く認識されるにつれて、赤外線サーマルカメラの製造
台数はうなぎのぼりに増え、低価格化が進んでいます。それに伴い、さま
ざまな産業でサーマルカメラの新たな用途が開発されています。フリアーシ
ステムズではあらゆる用途に対応したカメラを提供しています。

赤外線サーマルカメラの多彩な用途8

電気機器・電気設備の予防保全
製造業では、赤外線サーマルカメラは、電気・機
械設備の故障につながる可能性があるホットスポッ
トを見つけるために使用する正確な非接触温度測
定に利用されています。異常を早期に検知できれ
ば、操業停止を回避し、コストを減らすことがで
きます。

セキュリティ
セキュリティ用サーマルカメラや最適化された赤
外線分析は、空港、港湾、発電所、倉庫、住宅、
中小企業等の周辺の侵入者を自動検知するのに
活用されています。

OEM部品 
フリアーシステムズは、世界のさまざまなメーカー
が自社製品に組み込むための、赤外線サーマル
カメラの様々な中核部品も販売しています。
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建築物診断
建築物診断のプロフェッショナルは、赤外線サー
マルカメラを使って断熱損失やその他の建物関連
の欠陥を探します。断熱損失を特定して修理すれ
ば、エネルギーコストを大幅に節約できます。

研究開発
赤外線サーマルカメラは、科学的研究と製品開発
の両方において重要な役割を果たしています。フ
リアーシステムズでは、研究開発分野で求められ
る厳しい条件を満たす極めて高性能な赤外線サー
モグラフィを製造しています。

海事
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラを使
用すれば、どんな状況でも、船舶の大きさや種類
にかかわらず、真っ暗闇の中でも船員たちが鮮明
に見通すことができ、安全に航行できます。

国境警備
国境警備のスペシャリストは、密輸業者、テロリス
トやその他の侵入者から国境を守っています。赤
外線サーマルカメラを使用すれば、完全な暗闇で
も20km先の侵入者を見つけることができます。
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ドライバーの視力の増強
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラを使
えば、ドライバーは真っ暗闇の中ヘッドライトを点
灯して見る視力の4倍まで明瞭に見ることができ
ます。また、対向車のヘッドライトのまぶしさをほ
ぼ除去しま、歩行者、自転車、動物が進路に近づ
くのを自動的に警告します。

オートメーションと工程管理 
赤外線サーマルカメラは、生産工程の連続的監
視、製品品質の維持、防火対策としても使用でき
ます。

警備・監視
警官は気付かれずに相手を発見するために赤外線
サーモグラフィを使っています。真っ暗闇の中で
も、張り込みの場所を悟られずに容疑者を見つけ
ることができます。

光学的なガスイメージング
専用のサーマルカメラを使えば、作業員は多数の
異なる有機的揮発合成物（VOC）と他の温室ガ
スを検出できます。環境被害が生じて罰金を科さ
れる前に漏洩を見つけて止めることができます。
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アウトドア
ハイカー、キャンパー、ハンターなどは、フリアー
システムズの携帯型サーマルカメラを使えば、暗
闇でも視界が開け進路を安全に確認し、夜間の動
物観察も楽しめます。

消防活動
赤外線サーマルカメラを使えば、火災現場でも煙
を見通すことができます。煙が充満した部屋で要
救助者を発見したり、確実に消火したことを確認
したりすることができ、人々の生命と財産を守る
ことにつながります。

軍事用 
フリアーシステムズの戦闘用センサパッケージは、
戦闘員の要求する性能をもち信頼できる製品で
す。当社が商業ベースで開発した軍事公認システ
ムによって、任務を遂行するのに必要な情報と見
識が得られます。

試験・測定
フリアーシステムズの試験機器と測定器はすべ
て、サーマルカメラ業界での当社の50年にわたる
リーダーシップと革新、品質および信頼性に対す
る当社の責任に基づき製造されています。
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サーマルカメラメーカーを正しく選ぶ

サーマルイメージング技術が近年ますます普及するにつれて、サーマルカメ
ラメーカーもたくさんあります。しかし、カメラの用途が何であれ、サーマ
ルカメラを購入する場合、どのカメラメーカーから購入するかを決める前に
考慮すべきいくつかの重要な点があります。 

用途に適切なツール
用途によって、さまざまな能力を備えたカメラが必要になります。そのため、
製品ラインナップの豊富なメーカーを選び、用途に最適な特長と性能を備え
たカメラを確実にお選びください。

9

32



ソフトウェア
さまざまな用途で、画像上の温度デー
タを基に、操作・分析をし、その結果
の報告書を作成できるソフトウェア・
パッケージが必要です。それらソフト
ウェアをカメラメーカーが提供してい
るかを確認することも重要です。

 

製品トレーニング
昨今のサーマルカメラはオートフォー
カスで操作は簡単です。しかし、カメ
ラを最大限に利用するために、製品ト
レーニングを受けることをお勧めしま
す。信頼のおけるカメラメーカーは、
トレーニング施設を完備しています。

サービス
サーマルカメラを使用し始めると、
それは必須アイテムになります。
万一問題が生じたとき、メーカーが
その問題に迅速に対応できるかどう
かをご確認ください。
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サーマルカメラのエキスパートへのお問合せは 
下記まで。

PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

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
電話：03-6721-6648
FAX：03-6721-7946
Eメール：info@flir.jp 

ここに述べた機器の輸出には米国政府の承認が必要です。米国法からの逸脱は禁止されています。仕様は予告なく変更することが
あります。最新版の仕様については当社のウェブサイト: www.flir.jpにアクセスしてください。 ©2015 FLIR Systems, Inc. その他ブ
ランド名および製品名はFLIR Systems, Incorporatedの商標です。画像は説明目的で使用されています。（Rev. 01/15）

FLIRの消防用サーマルカメラについての詳細は、
www.flir.jp. NASDAQ:FLIRにアクセスしてください。

www.flir.jp


