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道路交通・鉄道分野特化の画像解析ソリューション



道路交通・鉄道分野の安全性と効率性を増進
25年以上にわたり、FLIR Intelligent Transportation Systemsの交通特化画像解析技
術は世界各国の道路管理者様によりご活用されております。FLIR ITSの交通用
画像解析技術を用いることで、複雑な各種交通事象情報の効率的な管理が
可能となり、安全性を向上させます。長年改良を重ね培ってきた交通用画像
解析技術で、都市部や高速道路上のみならず、鉄道分野での各事象検知・管
理をスマートに行います。

都市部環境
FLIR ITSの交通用画像解析センサーは、交差点部での多様な交通データの取得を行い、信号機制御の最適
化を通して交通流を適切に制御します。さらに、歩行者・自転車検知用画像解析センサーを併用する事に
より、より高い安全性の確保が可能となります。きめの細かい各種交通データをリアルタイムで取得・活用
し、道路管理者様へ効率的な交通管理の改善提案をします。

高速道路、トンネル、橋梁 
FLIR ITSの画像解析センサーで高速道路環境での事故検知を行い、重大事故を未然に防ぎます。 
主な検知項目は、煙、停止車両、落下物、歩行者侵入、逆走車両であり、その他様々な項目もカバーされて
います。各事象発生初期の段階で迅速に検知を行うことにより、ニ次的な事故や救助作業までの時間短
縮等を行います。 

鉄道分野 
FLIR ITSの画像解析センサーは道路交通用途のみならず、鉄道踏切での横断遅延車両検知、地下鉄トンネル
への違法侵入、また駅ホーム上からの転落者の検知等、鉄道用アプリケーションでも多岐にわたり活用され
ています。FLIR ITSの画像解析技術により、迅速に事故挙動の検知を行います。また、旅客鉄道車両向けに赤
外線サーマル画像検知器を用いることにより、火災の検知や、乗客席使用率等も判断することが可能です。

FLIR ITSの画像解析技術は、既存のサードパーティ製CCTVおよびサーマルカメラとも問題無く接続することが出来ます。



道路交通および鉄道分野での様々な監視・検知ソリューション 
FLIR ITSの高度画像解析技術、レーダー、およびインフラ通信技術、これらを可視光画像や赤外線サーマル画像と統合し、安全
かつ効率的な交通管理ソリューションを提供します。

リアルタイム解析
可視光画像や赤外線サーマル画像をリアルタイムで解析すること
で、トンネル内、高速道路、都市部環境での効率的な交通管理が
可能になります。実際の交通流環境をリアルタイムで自動把握し、
各交通信号機を制御します。また、リアルタイムでの検知により、
交通事故が起きた際にもいち早く対応が可能となり、二次的事故
の防止に役立ちます。 

費用効果 
画像解析技術は非常に費用効果が高い技術です。映像取得用カ
メラは様々な既存他用途ポールに簡単に設置することが可能な
為、交通封鎖等を伴わずに検知が開始できます。また、設置後に
交通状況が変化した場合でも、検知設定を簡単に変更出来る為、
最新の交通状況に適宜対応させることが可能です。 

接続性
FLIR ITSの検知技術は様々な交通管理ソフトウェアと連携が可能
です。ビデオレコーディング、コマンド＆コンロールから交通事
象記録、クラウドデータ解析までがV2Xコミュニケーションで接
続されいるため、FLIR ITS製品は、検知だけでなく、それ以上のこ
とが可能になります。 
映像保存や各種設定・制御をはじめ、検知記録保存やクラウド
によるV2X解析等、単純な検知のみならず、上位システムでの各
種データ活用が可能です。 

画像解析技術の特色 
映像による迅速かつ正確な事象把握は交通管理者にとって非常
に重要です。FLIR ITSの各技術を用いることで、数値データと目視に
よる映像確認が可能となり、他検知技術に比べ、より正確な事象
把握が可能となります。 

効率性と信頼性 
FLIR ITSの画像検知および監視システムは世界各国でご活用頂い
ており、各国の交通管理者様から、高い事故検知精度・スピードへ
評価を頂いております。世界規模での豊富な運用実績を基に、検
知スピードの向上や誤検知率の低下を常に改善しています。 

世界的な実績
現在、FLIR ITSの検知技術搭載製品は、世界80ヶ国以上の国々で25万
台以上が稼動しています。FLIR ITSの自動事故検知器(AID)は1,500箇
所以上のトンネルに設置され、都市部環境においては世界の50,000
以上の交差点で信号機制御に使用されています。 

2



可視光画像 赤外線サーマルカメラ

可視光画像 赤外線サーマルカメラ

可視光画像 赤外線サーマルカメラ

太陽の逆光
従来の可視光カメラでは、逆光が検
知対象物へ被さり、正しい検知が困難
な場合がありました。赤外線サーマル
カメラは物体からの放射熱情報のみ
を取得するため、逆光の映りこみは発
生しません。

ヘッドライト 
夜間でのヘッドライトの映り込み
も、可視光画像解析での検知率
低下の原因となっていました。し
かし、赤外線サーマルカメラはヘ
ッドライトの照射光を取得しない
為、物体をクリアに確認することが
可能です。

影
可視光映像下では、影に隠れてしまっ
た対象物は確認が困難でした。赤外
線サーマルカメラを使用することによ
り、影に隠れてしまった物体からの放
射熱取得を行い、影はもちろんの事、
照明が一切存在しない暗闇でも対象
物の確認が可能です。

赤外線サーマル画像検知
可視光画像を用いた画像解析は従来より使用されてきた技術でしたが、照度が低くなる夜間
や、逆光、また検知対象外物体からの影による誤作動が誤検知の大きな原因となっていました。
そこでFLIR ITSでは、赤外線サーマルカメラと画像解析技術の統合を行い、従来の可視光画像解
析より高精度な検知を実現しました。赤外線サーマルカメラは物体からの放射熱を取得するカ
メラであり、極めて微量な熱の変化も感知します。その為、映像取得に光を全く必要とせず、逆光
による影響も無い為、可視光画像での検知の問題点が解消され、各種交通事象を24時間途切れ
なく高精度で検知することが可能になりました。



可視光画像 赤外線サーマルカメラ

ATTENTION

検知

検知と解析
（統合）

解析
管理

VMSパネル

トンネルへのアクセス

交通信号

夜間の長距離監視
夜間時の可視光映像では、車両からのヘッドライト光が乱反射を起こし、期待
通りのデータ取得や目視による事故評価が困難です。しかし、赤外線サーマル
カメラは数キロ離れている車両からの熱放射をはっきりと捉えることが出来、
また、路側帯の駐車両も鮮明に確認することが可能です。

温度測定 
赤外線サーマルカメラは、映像上のどのような物体の放射熱も取得することが可能
です。この特徴を活用することで、広域な範囲でのわずかな火災も初期段階で検知
することが出来ます。 

煙透視
赤外線サーマルカメラは煙を透視する為、可視光映像にくらべ詳細な火災状況の把
握が可能です。この視認性の向上により、トンネル内の火災においても救助隊が的
確に生存者を発見することが出来、生存率の向上につながります。

画像解析の仕組み
既存のCCTVカメラ、あるいは赤外線サーマルカメラより検知ボードへ映像入力を行います。 
映像解析部はカメラ一体型、または外付けラック型の両方法で用意します。カメラ又は検知ボードを設置し、検知
対象エリアを映像上の希望箇所に設定します。 

車両や歩行者が検知設定済みゾーンに入ると、専用のアルゴリズムが動作し各種検知データが取得出来ます。こ
の検知データには、存在検知記録、事故関連記録、統計処理用情報、事故前後の詳細解析用データなどが含まれ
ます。その後、圧縮された映像が警告アラームと共に管制室へと送信されます。これらの画像解析装置により、交
通信号機や各種連動機器、またはVMSなどのサードパーティーシステムも一括制御することが可能です。アラーム
発信により、交通管理者は目視による詳細事故情報の取得が可能となり、適切な対処が迅速に行えます。

ピンポイントでも簡単な検知ゾーン設定が可能。 正・長方形の検知エリアを調節し、正確な設定が可能。 
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安全、安心、円滑な交通環境を目指して
赤外線サーマル画像検知や交通信号機制御から高解像度解析ま
で、FLIR ITSは都市における車両、自転車、歩行者の安全で効率的な
環境を確保する様々なソリューションを提供します。従来の埋め込
みループ検知の課題であった高メンテナンス費用は、FLIR ITSの画像
解析機器を用いることで削減できます。 

車両検知 
FLIR ITSの可視・赤外線サーマル画像検知センサーやレーダーセンサーは信号機制御
および交通管理の向上目的の為、開発されました。既に世界中の都市での運用実績が
示す通り、FLIR ITSの画像検知技術は正確でスマートな都市交通管理を行います。

• 都市に於ける交通流の改善

• 交差点での赤信号待機時間の効率化

• 道路使用者の安全確保



歩行者の安全性とスムーズな移動環境  
FLIR ITSの画像解析センサーは歩行者の動きも検知するアルゴリズムが搭載されており、各種信号機制御
へ活用することが可能です。ダイナミック交通信号および各種警告灯制御により、交差点と横断歩道の安
全性を高め、かつ横断歩行者および車両待機時間を短縮することができます。

• 信号機押ボタンの代用

• 歩行者の安全確保

• 待機時間の短縮

自転車検知  
赤外線サーマルカメラでの物体放射熱取得特性を活かし、自転車と車両を高精度で分別検知が可能です。交差
点でのより良い視認性確保の為、自転車の優先検知を自動車検知に先駆け行います。自転車を検知することで
十分な横断時間を与え、交差点での不必要な遅延要因を防止します。

• 赤外線サーマルカメラにより、各種車両が入り乱れ混雑した環境でも高精度で
自転車を検知 

• 自転車専用警告灯のダイナミック制御

• 交通信号機の適切な同時制御で自転車の安全性を向上

極めて詳細なデータ解析   
FLIR ITSの可視光・赤外線サーマルカメラ画像解析を用い、車両、自転車、歩行者の存在検知データをリアルタイ
ムで信号制御機へと送信が可能です。これにより、停止線や各交差点間での車両台数カウント、占有率、車種判
別等の各種有効的データが取得できるようになります。  また、匿名Wi-Fiを使用した検知により、対象物の軌跡
検知を各交差点間にて行い、車両旅行時間、遅延時間、特定区間の出発・到着時間が算出出来ます。検知データ
と交通流データの両方をクラウドで統合管理し、従来よりも価値が高い各交通データを簡単に扱えます。 

• 質の高い交通データの取得、記録、統合

• 交差点のパフォーマンス測定

• リアルタイムの渋滞マッピング

• より豊富な参照データ、より良い管理方法選定
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交通信号機制御用の主な画像解析
製品のご紹介

FLIR TrafiCam （トラフィカム）
シリーズ
車両存在検知センサー 

TrafiCamシリーズは、CMOSカメラ(可視光)と
画像解析技術を組み合わせた、一体型車両
検知専用センサーです。取得した通行車両
情報を用い、交通信号制御をダイナミック
に行えます。存在検知のみに機能を絞った
TrafiCamと、速度や渋滞率等、様々な他交通
データを同時取得できるTrafiCam x-stream  
(エクストリーム)の2機種を用意しています。

FLIR TrafiOne （トラフィワン）
次世代スマートシティーセンサー

FLIR TrafiOneは、都市環境下での待機・横断歩行
者や自転車・車両検知を行います。解析元画
像に赤外線サーマルカメラ映像を使用してい
る為、悪天候に左右されず、照明がない暗闇
でも検知が可能です。Wi-Fiトラッキング技術に
より、交差点における車両、自転車、歩行者の
高品質なデータを取得できます。本機には、ス
トリーミング動画取得用のHD CMOSカメラも
搭載されております。



FLIR ThermiCam （サーミカム）
多機能赤外線サーマル画像解析機 

ThermiCamは高解像度赤外線サーマル画像
解析機であり、サーマル画像の特色を最大
限に活かし、あらゆる交通・設置環境下でも
多岐にわたる各種交通データ取得が1台で
可能です。

TrafiRadar （トラフィレーダー）
画像解析とレーダーの統合機 

TrafiRadarは、画像解析センサーとレーダーの統合機
であり、交差点への接近車両、または付近で停車して
いる車両の位置と速度の詳細情報を取得します。交
差点からの対象車両への距離が算出出来ることによ
り、車両青信号時間の適切な延長や赤信号の制御を
行います。その結果、交通信号機の最適制御方法を
判断することが可能となります。

ITS-IQ
ウェブベースの各種解析用プラットフォーム

FLIR ITS-IQは、ウェブベースの新しいデータ解析 
プラットホームであり、渋滞原因判別をスマートに
行います。各FLIR ITS検知器からの取得データや交
通流データをクラウド内で統合・管理し高品質な
詳細交通データを提供します。ITS-IQは、入力情報
を膨大な取得データ向けの複雑な解析アルゴリズ
ムとフィルターを標準搭載しており、交通管理者に
とって有用な各種データを扱うためのユーザーイ
ンタフェースも提供します。
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迅速かつ信頼性のある事故検知を目指して
路上やトンネル内での事故を素早く認識し対応する技術は、交通管理システムに 
取って必要不可欠な部分です。FLIR ITSの事故検知画像解析機は、衝突事故、突発的
な停止車両、逆走車両等の様々事故事象を、低照度環境や悪天候下でも高精度で
行います。  事故検知画像解析機は、事故の解析のみならず、渋滞率算出も可能で
す。さらに物体熱放射をとらえることにより、従来の他センサーよりも早期に火災を
検知することもできます。 

高速道路監視  
赤外線サーマルカメラは、低照度環境、逆光や影の被さり等でも影響を受けない映像
取得が可能な為、信頼性の高い映像を道路管理者へ24時間365日持続的に供給が可
能です。

• 24時間365日の安定した監視映像

• 昼夜を問わず正確に交通状況を監視・把握

• 天候状況に左右されないクリアな映像



画像解析による事故検知   
早期の検知・検証は事故検知システムが効率的に動作しているかの大きな判断基準となりま
す。FLIR ITSの画像解析事故検知ソリューションは、高速道路上での停止車両、逆走車両、渋滞、
低速車両、落下物および歩行者侵入等、様々な事故事象を数秒で検知するため、二次的な事
故の発生対策を早期に行うことが可能です。

• 数秒の検知時間

• 二次的事故防止 

• 様々な事故事象を迅速に検知

トンネル内火災検知   
FLIR ITSの赤外線サーマルカメラにより、火災検知を迅速に行います。火災発生時、煙を透過す
る熱源からの放射熱を直ちにとらえることにより、従来の検知機に比べ非常に早期なアラーム
を管理者へ知らせることが可能です。

• 火災を含む高速道路事故の早期検知

• トンネル内交通監視

• 火災時の煙透過による熱源監視

交通データ取得と交通流監視   
FLIR ITSの画像解析センサーは交通流を正確に関しすることで高速道路の安全維持・管理を行
います。渋滞ランクを良好、混雑、低速、渋滞等、効率よくカテゴリー分けすることも可能です。
その他の用途として、道路工事中の渋滞監視や、各交通流データに基づいた旅行時間の計算
が挙げられます。

• 価値の高い詳細交通データ取得

• 渋滞監視

• 道路工事中の交通安全を確保
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FLIR ITSの高速道路・トンネル用の主な
画像解析機のご紹介①

FLIR VIPシリーズ
多機能事故検知ボード  

VIPシリーズは、多数の検知項目を搭載した事故
検知ボードであり、1枚のボードを既存カメラや
FLIR ITSのカメラと接続することにより、各種事故
検知、交通データ取得、事故前後の映像録画や
ストリーミングビデオが取得可能となります。VIP
シリーズは世界各国の高速道路管理者様より、
数十年にわたりご愛用されています。VIPシリー
ズは数種類あり、アナログカメラ用(VIP-T)、HDカ
メラ用(VIP-HD)、またビデオエンコーディング用
(VIP-TX)等があります。

FLIR TrafiBot (トラフィボット) HD
多機能画像解析部統合型HDカメラ 

TrafiBot HDは、カメラ内部にFLIR ITSの事故検知機
能を標準搭載したスタンドアローン機であり、
実績ある検知アルゴリズムと高画質映像（解像
度：1920 x 1080）、高速データ処理技術が1台で利
用可能です。また、マルチストリームエンコーデ
ィングにも対応しています。画像処理部とカメラ
が一体型の利点を生かし、低コストで各検知が
行えます。

FLIR ITSシリーズ AID
画像解析部統合型遠赤外線サーマルカメラ

FLIR ITSシリーズ AIDは、停止車両、逆走車両、歩
行者、落下物、各種交通流データ等を画像解析
で取得することにより、交通管理者にアラームで
知らせます。赤外線サーマルカメラとの統合機
である為、悪天候や低照度でも画像解析に影響
が出ず、また、この視認性を活用することで初期
段階での火災検知も可能となります。



FLIR ITSの高速道路・トンネル用の主な
画像解析機のご紹介②

FLIR ITS シリーズ Dual AID
画像解析部統合型可視・サーマル両眼カメラ 

FLIR ITS シリーズ Dual AIDは、高画質遠赤外線サー
マルカメラと可視光カメラを1台に統合させ、か
つ画像解析処理部を搭載させた、次世代多機能
検知カメラです。各種事故検知、交通データ取得
および火災検知など、すべての検知項目を1台で
カバーすることが可能です。FLIR ITSの交通画像解
析技術の有用性は、世界中の高速道路やトンネ
ルでの長年に渡る運用を通して証明されてきた
一方で、現在では赤外線サーマルカメラと既存検
知技術の統合により、新しいレベルでの検知精度
提供を行っています。

FLIR FLUX (フラックス)
各種取得データ一括管理用ソフトウェア  

FLUXは、FLIR ITSの検知器と併用し、取得データ
を簡単に一括管理出来る多機能交通管理ソ 
フトウェアです。FLUXは、設置済みの各検知セ
ンサーにより取得した交通データ、事象、映像
を管理します。各管理機能を活用し、ネット 
ワークビデオレコーダーの設定、多画面ビデ
オウォールの設定、カメラ画角調整等を遠隔
制御できます。

FLIR Cameleon ITS
交通システム管理ソフト

Cameleon ITSは、交通事象の監視・管理のみな
らず、DMS信号や制御盤内機器、入出管理ゲー
ト、信号機、事故検知システム等を含むITS特化
システムの一括制御を行う中心的なソフトウェ
アです。
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鉄道分野におけるアプリケーション 
FLIR ITSは鉄道分野においても画像解析技術を用い、安全性を向上さ
せます。鉄道向け画像解析センサーは、駅ホームや線路内での挙動検
知、電車内の座席使用率取得と乗客の挙動監視、さらに車両内外の火
災検知を可能にし、事故リスク削減を通して安全性を向上させます。   

線路上事象の監視   
FLIR ITSの赤外線サーマルカメラは、一般鉄道をはじめ、地下鉄や路面電車の線路上へ
の人物侵入検知が可能です。駅ホームからの転落者や野外線路上やトンネル内の歩
行侵入者を遠赤外線サーマルカメラの視認性を活用し、24時間365日行います。

• 線路上の侵入人物を検知

• 各インフラの損傷を防止

• 安全性を確保



踏切での車両検知   
FLIR ITSの赤外線サーマルカメラは、線路上で停止した車両を検知し、踏切での電車と車両の
衝突を防止します。画像解析により電車や路面電車の運転手に事前に危険を知らせることが
可能です。

• 踏切内の停止車両を検知

• 運行車両等のインフラへの損傷を防止

• 安全な鉄道運行を確保

車内の火災検知    
車両内向け画像解析検知は、旅客車両や貨物列車の火災検知を赤外線サーマルカメラを用い行
います。車両内火災検知は、赤外線サーマルカメラおよびHDカラー画像の両方を同時取得するこ
とにより、高精度な安全監視システムを実現可能です。  

• 最新鋭のダイナミック火災検知

• 個別車両の詳細検知

車内の監視   
火災検知による安全性向上に加え、車内向け画像解析技術は、座席使用率取得と最大乗車可
能率も取得することが可能です。

• 座席使用率の把握

• 最大乗車可能率の把握
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FLIR ITSの鉄道向け画像解析機のご紹介

FLIR ITSシリーズ Rail
鉄道監視用遠赤外線サーマルカメラ

FLIR ITSシリーズRailは、鉄道向けに開発された 
最先端のアルゴリズムを用い、駅ホーム付近やト 
ンネル内の歩行者・車両の検知を行います。ま
た、踏切においては、突発的に停止した自動車 
両を検知し、接近する鉄道車両運転手へアラー 
ムを出すことにより、衝突を防止することが可能
となります。さらに、カメラ取得温度校正を行う 
ことにより、映像内の物体温度を正確に計測す 
ることが可能となり、早期の火災検知が可能に 
なります。 

FLIR RSX-F
鉄道車内向け温度取得センサー 

FLIR RSX-Fは、旅客列車および貨物列車内の火災
熱源を取得することにより、迅速かつ高精度で
検知します。赤外線サーマルカメラおよびHDカ
メラを同時搭載し、かつ専用検知部も統合され
ている為、従来の検知センサーよりも低コストか
つ早期に火災を検知可能です。また、乗車客か
らの熱放射を通して座席使用率の取得をし、 
乗車客管理の最適化を行います。



FLIR ITSシリーズ
交通監視用遠赤外線サーマルカメラ 

FLIR ITSシリーズは交通用途の遠赤外線サーマルカ
メラです。暗闇や悪天候下でも監視や画像検知を
高精度で行います。また、サードパーティ画像解析
技術との統合も可能です。7.5 mmから35 mmまでの複
数のレンズ種を取り揃えており、既存のインフラへ
の簡単な取り付けが大きな特徴の他、IPとアナログ
両出力が使用可能です。また、耐環境性のIP66を満
たしています。

FLIR DシリーズITS
屋外用ドーム型遠赤外線サーマルカメラ 

FLIR ITS Dシリーズと事故検知ボードを統合すること
により、高精度サーマル画像検知システムが簡単
に構築可能です。FLIR Dシリーズ ITSは、640 × 512ピ
クセル赤外線カメラと36XズームカラーCCD(昼夜対
応)を同時に搭載しています。屋外用ドーム型筐体
による正確なパン／チルト制御が特徴で、IPおよび
シリアルネットワークを介して制御が可能です。既
存の昼夜用カメラと置き換えることにより、より鮮
明な映像を24時間365日供給することが出来ます。

PTシリーズHD ITS 
交通監視用可視・サーマル両眼カメラ

FLIR PTシリーズ HD ITSは、画像解析ボードと簡単に
統合が可能な上、パン／チルト制御はプログラミン
グを介して正確かつ自動的に行います。PTシリーズ
ITSは、デジタルおよびシリアルネットワーク上で制
御運用が可能かつ640 × 512の高解像度カメラの為、
低解像度赤外線サーマルカメラに比べ、最大16倍
鮮明な映像取得と長距離での高精度検知を実現し
ます。  マルチセンサーの構成には、昼夜両用途の
36倍ズームカラーHDカメラも含まれます。

FLIR ITSの赤外線サーマルカメラ
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交通ソリューションのより良い理解に向けて 
FLIR ITSでは多岐に渡る交通ソリューションの知識向上の為、トレーニング会を
実施しています。選定済みの各種交通ソリューションの正しい評価や、選定プロ
セスのアシスト等、幅広いニーズに沿ったプログラムを提供します。

FLIR Traficonアカデミー  
FLIR ITSの製品技術をはじめ、ITS市場全般は常に目まぐるしい変化を遂げて
います。FLIR Traficonアカデミーでは最新交通関連技術に対応した様々な 
トレーニングを提供しています。

• 柔軟なトレーニングスケジュールと学習内容

• 個人トレーニング

• オンライントレーニング

Tra�con Academy



FLIR ITSの6つの特徴 

交通ソリューションの現状と展望   
FLIR ITSの6つ特徴は、世界中の交通分野に革命を起こしています。ユニークで実績ある 
ソリューションにより、車両、歩行者、自転車のスムーズかつ安全な移動環境を構築します。 
様々な監視カメラや赤外線センサー、画像解析技術、また、スマート管理ソフトウェアを統合
することにより、FLIR ITSは、お客様の状況に相応しい解決方法を提供します。世界中の交通管
理者はFLIR ITSの技術を活用し、常に道路の安全性を保ち、かつ最大効率で運用しています。
また、FLIR ITSのソリューションは、人物の安全性向上のみならず、重要なインフラの保護にも
役立っています。FLIR ITSは皆様の生活の場、職場、交通機関をできる限り安全にすることに誇
りを持っています。
ニーズに相応しいソリューションをお探しの方は、次の弊社ウェブサイトをご参照下さい。 
www.flir.com/traffic - ご用命の際は、FLIR ITS 営業部門までお問い合わせください。 
日本法人　03-6721-6648

リアルタイム解析

高い効率性と信頼性 世界実績のある技術接続性

費用効果強力な画像解析技術

法的放棄声明：FLIR Systemsは弊社の赤外線サーマルカメラシステムに使用の結果として生じたいかなるエラーや事故に対して、または使用
者の画像解釈のミスに対していかなる責任も負わず、責任を問われることもありません。仕様は通知なしに変更されることがあります。 

©Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. 全ての他のブランドおよび商品名は、それぞれの所有者の商標です。全ての画像は表示の目的の為のみに
使用されています。輸出ライセンス

このカタログに記載されている製品を輸出、再輸出、譲渡するには、政府の承認が必要になる場合があります。詳細はフリアーシステムズ
ジャパン株式会社までお問い合わせください。
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本社
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

FLIR ITS (ベルギー開発本社)
Hospitaalweg 1 b
B-8510 Marke
Belgium
PH: +32 (0) 56 37 22 00
Fax: +32 (0) 56 37 21 96 
 
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丁目13−17 

 

仕様は通知することなく変更されます

©Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. 全ての他のブランドおよび商品名は、それぞれの所有者の商標です。本書掲載の画像は、 
カメラの実際の解像度を表すものではありません。画像は例示目的のみに使用しております。（作成：2018年2月）
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