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フリアーシステムズ：
赤外線カメラ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カメラ
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。さまざまな分野で赤外線カメラの有効性が認識されはじめ
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、赤外線カメラの新たな市場開拓に努めています。
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ビデオ交通検知
赤外線カメラが急速に普及しつつある市場の一つに交通ビデオ監視市場が
あります。この市場における優位性を確保するため、フリアーシステムズはビ
デオ映像解析に基づく交通検知の分野の大手企業として25年以上の歴史を
有するTraficon（トラフィコン）社を買収しました。

フリアー・インテリジェント・トランスポーテーション・システムズ（ITS）
フリアーITSは、最新の交通ビデオ検知／監視技術を提供するための専門知
識を備えた企業です。フリアーシステムズの培ったサーマルイメージング技
術を提供できることが同社の市場優位性となっています。
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フリアー・インテリジェント・トランスポーテーション・システムズ（ITS）の技術
は、世界各地の交通状況を監視、管理するために使用されています。フリアー
ITSの技術を用いることで、市街地での車両と歩行者の監視、トンネルや高速
道路の監視、交通データ収集などが可能です。

フリアーITSは、高度な交通検出／監視システム用のハードウェアとソフトウ
ェアの両方を提供しています。ビデオカメラ又は赤外線カメラと高度なビデ
オ解析を組み合わせた交通の流れを管理・監視するのに最適なソリューション
をお届けします。

ビデオカメラ又は赤外線カメラから、入力シグナルが検知器に送られます。カ
メラ又はビデオ映像処理モジュールの設定後、検知ゾーンが映像に重ねて表
示されます。

ビデオ交通検知システムの原理2



車両や歩行者が検知ゾーンに入ると、システムが検知を開始します。専用アル
ゴリズムを用いて、検知データ、事故関連データ、統計解析用データ、事故前
及び事故後解析用データなどの多様な交通情報が作成されます。

交通データ、圧縮された画像及びアラームが管制室に送信されます。映像プ
ロセッサーが信号やデジタル交通標識などの他のシステムを作動させるよう
に設定することもできます。アラームが作動した場合、管制塔の管理者が状
況の映像を受け取り、適切な措置を判断します。

ATTENTION

検知
検知と解析

解析
解析

VMS パネル

トンネル

信号

1.	ビデオカメラによる交通モニタリング。ビデオ信号が検知器の入力データとして使
用される。
2.	ビデオ検知器の設定中の画面。検知ゾーンがビデオ映像に重ねて表示される。
3.	検知ゾーンを横切る車両、歩行者、自転車を検知
	

車両 

歩行者

1

1

2
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リアルタイム解析
ビデオ映像又は赤外線カメラの映像のリアルタイム解析により、
トンネル、道路上、都市部での交通管理の効率化を図ることが
可能です。信号はそのときの交通量に応じてリアルタイムに制
御できます。事故があった場合は、早期発見により、迅速に救助
活動ができ、二次災害を防ぐことができます。

ビデオ検知―一見は百聞にしかず
ビデオ交通検知では、データに加え映像があるという点で、他の
検知システムとは一線を画します。ビデオ検知システムから、モ
ニター上に即座に映し出される視覚的フィードバックは、交通管
理者やオペレータにとって重要な情報となります。現場の映像
から、交通管理者は状況を判断し、適切な措置をとることができ
ます。

コストパフォーマンス
交通の流れを監視するビデオ検知システムは非常にコストパフ
ォーマンスに優れたソリューションです。設置費用はわずかで
す。すべてのカメラは信号や電信柱など既存の構造物に簡単に
設置できます。

信頼の実績
フリアーのテクノロジーは世界各地の交通制御現場からの支
持を得ています。現在、世界70か国以上で10万台以上のビ
デオ交通検知システムが稼働しています。

また、600カ所以上のトンネルに弊社の自動事故検知
（AID）システムが設置されており、弊社システムで監視さ
れているトンネルの総延長距離は750	kmを超えています。

フリアーITSのソリューションは、世界中の２万ヵ所を超え
る交差点の信号制御に利用されています。

ビデオ交通検知システムの特長3
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効率性と信頼性
フリアーのビデオ検知／監視システムは世界中で利用されてお
り、事故検知率の高さと検知スピードの速さから高い評価を得
ています。検知までの時間はMTTD（平均検知時間）とFAR（ア
ラーム誤作動率）の低さにあらわれています。

従来のビデオカメラと赤外線カメラをフリアーの交通量ビデオ解析
と組み合わせることができる。
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交差点の制御
フリアーのビデオ／サーマル検知技術は、
信頼性と精度が高く、従来のループ検知
器などに代わる技術とみなされています。
フリアーの低照度カメラや赤外線カメラ
は、交差点に接近する車両や信号待ちの
車両に関する情報収集に役立ちます。
フリアーの車両／歩行者検知技術を使え
ば、リアルタイム情報による信号制御が可
能です。

歩行者の安全性と利便性
都市の道路において歩行者は非常に弱い
立場にあります。歩行者検知技術により、
信号制御だけでなく、路上の警告表示や
点滅灯などを作動させることが可能です。
永続的な点滅信号と比較して、リアルタイ
ム情報に基づく制御を行うことで、車両に
対する警告の効率化、道路の見通し改善
につながります。

フリアーシステムズは安全で円滑な交通を確保するための、市街地、高速道路、
トンネルなどの交通モニタリングに最適なソリューションを提供しています。

あらゆる交通状況で活躍するフリアーの
ソリューション4
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自動事故検知	(AID)
事故管理の効率性は、事故検知と検証の
迅速さにかかっています。時間の経過とと
もに、二次災害の発生リスクが劇的に上昇
します。そのため、最初に発生した事故に
いかに速やかに対処できるかが重要なカ
ギとなります。フリアーシステムズのAID
ソリューションは、カメラからのリアルタイ
ム映像を解析し、停止した車両、逆走行、
渋滞、低速走行車、積荷落下などの主な交
通事象を数秒以内にくまなく検知します。
これにより、二次災害の発生リスクを大幅
に削減することが可能です。

データ収集／交通量モニタリング
世界中の至る所で交通渋滞が深刻化して
います。フリアーシステムズは車両スピー
ドを正確にモニタリングし、交通流速、車
両台数、渋滞状況、停止／走行など様々な
交通状況データを収集し、高速道路の安
全確保に役立てます。道路工事中の車両
の列をモニタリングし、ビデオ映像プロセ
ッサ（VIP）からのデータに基づき、通過時
間を計測することが可能です。

規制強化
世界中の交通規制当局は、深刻な人身事
故を減らすことを目指しており、信号無視
などの重大な交通違反に対する規制を強
化したいと考えています。フリアーの自動
ナンバープレート認識（ANPR）技術は、
信号制御装置と連動するカメラが赤信号
を無視する車両をとらえます。ANPR装
置を導入することで、違反者への罰金請
求の自動化と迅速化が可能です。

11



お客様の声
フリアーのテクノロジーは世界各地の交通制御現場からの支持を得ていま
す。現在、世界70か国以上で10万台以上のビデオ交通検知システムが稼働
しています。また、600カ所以上のトンネルに弊社の自動事故検知（AID）シ
ステムが設置されており、弊社システムで監視されているトンネルの総延長
距離は750	kmを超えています。

フリアーITSのソリューションは、世界中の２万ヵ所を超える交差点の信号制
御に利用されています。

フリアーシステムズの製品は、あらゆる産業分野で利用されています。弊社
では、どんなお客様にも赤外線カメラの価値を実感していただけるような製
品づくりを常に心がけており、多くのお客様から満足の声を頂いています。

また、お客様の多くが、フリアーシステムズ製品の性能の高さ、人間工学に基
づく使いやすいデザインを高く評価されています。

この章では、フリアーシステムズ製赤外線カメラのユーザーから寄せられた
声を紹介させていただきます。弊社では、赤外線カメラ技術とフリアーシステ
ムズ製品の価値を実感しているお客様の声こそが、どんな宣伝文句よりも説
得力があると考えています.

5
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リマ市街地で車両センサーTrafiCam
ペルーの首都リマでは、交通渋滞緩和策と公害対策が大規模に進められてい
ます。その一環として、リマ当局はフリアー・インテリジェント・トランスポーテ
ーション・システムズに交通状況を改善の協力を依頼しました。TrafiCam車
両センサーが218ヶ所の交差点に設置され、交通管理、交通量の監視、渋滞
ピークと車両台数の把握、信号制御などに役立っています。

「現在リマでは、交差点にある

信号218か所に、TrafiCam

車両センサーを設置していま

す。」

	TrafiCam	ユニットは交差点を監視し、交通制御センターにビデオデータを送信する

ペルー、リマ市街地の交通渋滞
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オーストラリア、パースのノースブリッジトン
ネルで活躍する信頼性の高い事故検出システム
オーストラリア、パースのグラハム・ファーマー・フリーウェイにある全長
6.4kmのノースブリッジトンネルでは、12年以上前に設置されたフリアー
システムズのビデオ検出装置が今も活躍しています。このVIP検出ユニット
は、1日最大100,000台が通るトンネルの交通状況を日々監視しています。

「12年以上使い続けていますが、フリアーITS検知システムは、今も

なお最も信頼できるツールです。」

ノースブリッジトンネル管制室部長Philmartina氏

フリアーITSの検知システムは2000年4月のノースブリッジトンネル開通以来、活躍を続けている

集積VIPカードラック	
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南アフリカ、ケープタウンのユグノートンネ
ルで問題なく動作し続ける事故検知システム
2000年初頭、南アフリカ、ケープタウンにあるユグノートンネルでは、既存
の誘導ループ検知システムをフリアーITSのVIPモジュール搭載のビデオカ
メラによる自動事故検知（AID）システムに変更しました。設置以来、AIDシス
テムに問題が発生したことはありません。

「一日に通行する車両

12,000　台　を監視し、故

障車や停止した車両を検出し

ます。フリアーITSシステム

のおかげで、速やかに適切な

措置をとることができていま

す。」

ユグノートンネル技術部部長

ChristoVanderLinde氏。

このシステムは事故、停止又は低速走行車両、車線
離脱、交通量を高い精度で検知します。

南アフリカのユグノートンネル内部の様子 ユグノートンネル入口
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ノルウェー、オスロのエケベリトンネルで
の交通の流れの監視
ノルウェー、オスロのエケベリトンネルでは、15年以上前からフリアーITS
のビデオ検知技術を用いて交通の流れを監視しています。1996年、全長
1500mのトンネル内でバスが炎上した際、エケベリトンネルビデオ検知シス
テムはアラームを作動させ、瞬時にオペレータと救急隊員に警告を発しまし
た。	

Reiakvam	continues氏
「フリアーITSシステムは、過去15年以上にわたって安定して稼

働しました。」
シーメンス・インテリジェント・トラフィック・システムズ課長
Åge	Reiakvam氏「このビデオ検知技術は事故を瞬時に視覚的に
検証できるという点で、他の技術よりも優位にあります。」

ノルウェー、オスロのエケベリトンネル出口
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ビデオ検知システムによるオマーン、サラ
ーラの交差点管理
フリアーは、オマーンのエンジニアリング会社Hi-Tech	Projects社と協働
し、オマーンで初めてビデオ検知プロジェクトを成功させました。Hi-Tech	
Projects社は、依頼人の立場に立ち最新かつ革新的ソリューションについて
の調査を続け、それまでオマーンで唯一使われていた誘導ループ検出器に替
えて、ビデオ検知技術を活用すべきであるとの結論に至りました。

効率の高い先進交通管理を実現するため、厳しい気候条件下でも
操作でき、コストパフォーマンスが高く、必要な性能を全て備
えるビデオ検知ソリューションを探していました。こうした条
件を満たしたのが、フリアー車両センサーTrafiCamでした。」
Hi-Tech	Project社交通工学／ITSマネージャーIvanKrusic氏。

誘導ループの代わりに導入したTrafiCamは非常に優秀。誘導ループの場合、オマーンの超高温気候によって
アスファルトが頻繁に破損するため、道路工事を行いループを再設置しなければならず、コストがかかる。	

オマーン、サラーラの統合ビデオ検知システム
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インド、ヤムナー高速道路の事故検知
ニューデリーとアーグラーを結ぶ全長165km以上のコンクリート製のヤム
ナー高速道路には、輸送専門会社Efkon社が設置した総合道路管理システム
と、フリアーITSの最新自動事故検知技術が採用されています。

「フリアーITSは、ヤムナー
高速道路の円滑で安全な交通
確保に役立ちます。フリアー
ITSのVIP-T事故検知システム
搭載の交通監視用カメラは、
高速道路で事故などの問題が
発生していないかを常に監視

します。」
フリアーITSビジネスデベ
ロップメントマネージャー
Jeevit	Vashishtha氏。	
ニューデリーのヤムナー高速
道路は全長165km以上

車両と道路管理者に事故発生の可能性を即座に伝えて二次被害を防止

ニューデリーのヤムナー高速道路は全長165km
以上
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中国、昆山市のTrafiCamによる交通管理
昆山市当局は、交通管理にフリアー車両センサーTrafiCamを利用してい
ます。あるプロジェクトでは、交差点進入車両に関する交通データ収集のた
め、TrafiCam	x	–ストリームユニット219台が設置されました。	

TrafiCam	x	–ストリームの
センサーは、1台につき3
～4車線をカバーするよう、
標識や街灯、信号など既存
の道路設備に設置されてい

ます。

昆山市は、TrafiCamを利用して、交通管理を行っ
ている

フリアーITS車両検出センサーによって、円滑な交通の流れを確保

フリアーITS車両検出センサーは既存の道路設備に簡単に設置できる
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中東最長のトンネルの監視
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビにあるシェイクザイードトンネルの最大の
課題は交通渋滞の緩和です。フリアーは、この対策に使われる事故検知システム
（VIDS）用に、総合自動事故検知機能搭載の最新ネットワークビデオエンコー
ダ174台を納入しました。また、ビデオ車両検知システム（VVDS）と呼ばれる交
通管理用に、ネットワークビデオエンコーダ45台を納入しました。

	中東最長の道路トンネル、シェイクザイードトンネルは全長3.6km。このうち2.4kmをカバーしている。

フリアーは、シェイクザイードトンネル
に事故検出／交通管理技術を提供

UAE、アブダビのシェイクザイードトンネル内の光景
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ドイツ、ダルムシュタットでの最新交通管理
ダルムシュタット市では、車両検出にTrafiCam	x-ストリームを使用していま
す。このシステムでは、渋滞や車両混雑に関するデータを常時収集し、交通管
理システムに送信しています。また、信号制御には、フリアーの歩行者センサ
ーが使われており、歩行者の横断の安全を確保しています。

「ダルムシュタットで
は、Fluxシステムから報告さ
れた画像データに基づいて、
ピーク時間帯の交通状況に合
わせて信号を最適化したり、
道路工事中の渋滞に関するデ
ータを収集しています。」ド
イツ、フリアーITS営業部長
Benjamin	Schiereck氏。

Fluxは都市や道路の総合交通検知／監視用ソリューション

ドイツ、ダルムシュタットでは、フリアー
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インドネシア、ジャカルタの信号制御
ジャカルタ当局は、交通渋滞緩和のための大規模総合計画を明らかにしまし
た。この計画の一環として導入された地域交通制御システム（ATCS）により、
交通の流れは改善され、渋滞リスクは低減しました。現在、ジャカルタ市の交差
点約37ヶ所に、Traficamセンサー135台とTrafiCam	x-ストリームセンサー
25台が設置されています。

TrafiCamセンサーは、インドネシアの大規模交通管理計画の実現に貢献

ジャカルタ交通管制室

ジャカルタに設置されたフリアーITSのTrafiCam／TrafiCam	x-ストリームセンサー

ある交差点で交通渋滞が
発生すると、TrafiCamは
ATCSシステムに車両情報
を送信します。ATCSシス
テムを使えば、交差点の赤
信号／青信号の頻度や表示
時間を直接変更できます。
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最新VIP-IP技術を活用した英タイン川横断
トンネルプロジェクト
タイン川横断トンネルプロジェクトは、現在英国で進められている最も大き
な交通インフラ計画の一つです。このトンネルは、1日24,000台の交通量
を想定して設計されており、ピーク時には1日38,000人が利用します。現
在、VIP-IPモジュール83台がIPビデオストリームを解析しており、トンネル内
で問題が発生するとオペレータに警告します。

英国で最も大規模な交通プロジェクトの一つ、タイン
川横断トンネル内の光景

タイン川横断トンネル入口最先端技術を使用したタイン川横断トンネル
の管制室

「フリアーITSの技術の集積により、タイントンネルは英国で最も
安全なトンネルになるでしょう。」

タイン川横断トンネルは、既存のトンネルの改修に加
え第二のトンネル開発プロジェクトがあります。

23



インド、ムンバイとチェンマイの高度交差
点制御システム
ムンバイとチェンマイは、交通管理システムを最適化するため、最新技術や高
度な製品に多額の投資をしています。ムンバイには約700台の車両検知装置
（TrafiCam／TrafiCam	x-ストリーム）が、チェンマイにはTrafiCam100
台が設置され、稼働しています。

交通管理システム
は、TrafiCam／TrafiCam	
x-ストリームからの情報に基
づき、交通状況に応じて信号
をリアルタイム制御します。

フリアーセンサーは、地域交通管理（ATC）	プロ
ジェクトの一環として、円滑かつ安全な	交通の流
れを確保	

既存設備にフリアーITの	Traficamを設置
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アイルランドのサミュエル・ベケット橋で
の車両検知
アイルランドのダブリンにある全長120mの斜張橋サミュエル・ベケット
橋は、水平方向に90度まで開き、船舶航行ができるように設計されていま
す。船舶航行のために橋を開く前、橋上の車両の有無を確認するため、ダブ
リン市議会は、数台のTrafiCam	x-ストリームを設置しました。x-stream	
sensors.	

車両情報は、検知ゾーン（仮想ループ）からの信号出力を通じて
管制室に送られます。TrafiCam	x-ストリームにより、橋上に車
両がいないことを確認することで、管制室は安全に橋を開けるこ

とができます。

TrafiCam	x-ストリームは、既存の誘導ループに代わるコストパフォーマンスに優れた信頼性の高い製品
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米国メリーランドの歩行者センサーによる
安全管理
米国メリーランドのプリンスジョージ郡の公共事業／運輸局（DPW&T）は、交通
量の多い交差点を安全に横断できるようにするため、C-ウォーク歩行者センサー
を採用しています。C-ウォークは、コントロールテクノロジーズ（米フロリダ）が設
置しました。C-ウォークは、歩行者がボタンを押さなくても、両脇の歩道から横断
歩道に接近する歩行者を検知します。

「C-ウォークシステムの
配置／操作は簡単です。」
DPW&T、Jim	Rhine氏。

ビデオ検知技術は受動検知であるため、歩行者が何らかの行動を起こさなくても検知する。歩行者がボタンを
押す必要がない点が好ましい。

フリアーITSのC-ウォークは、信号の上に設置された。

フリアーITS	C-ウォークのおかげで歩行者は安全に横断できる
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デンマークとスウェーデン間の交通の円滑
化
デンマークとスウェーデンの間のエースレンド海峡を結ぶエーレスンドリンク
は、全長16.4kmのヨーロッパ最長の橋と海底トンネルです。フリアーの技術
により、180台以上のカメラで、停止した車両の検知、交通量、渋滞状況、車
線離脱などの交通事象の検知を行っています。

全長16.4kmのエーレスンドリンクはヨーロッパ最長のトンネルのひとつ

エーレスンドリンクでは、多
機能ビデオ検知システムを採
用しています。このシステム
は、障害発生時（停電、ネッ
トワーク通信故障等）でも、
バックアップシステムで操作

可能です。
ビデオ検知は交通円滑化の重要なカギ
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シンガポールの道路のリアルタイム交通監視
シンガポールの交通当局は、交通渋滞と道路の安全の問題に意欲的に取り組
んでいます。シンガポールの大半は市街地であるため、フリアーが渋滞緩和
と道路の安全向上のために開発した市街地用車両検知技術の導入地として
最適でした。シンガポールの幹線道路に設置された350台のビデオ映像プロ
セッサーが、交通状況や渋滞に関するリアルタイム情報を車両に提供してい
ます。	

シンガポールの幹線道路に備えられたフリアー車両検知ボードは、高速道路監視／通知システム（EMAS）に
情報を提供する

「フリアーの検知技術は、シンガポールの厳しい気候も十分に
活躍することがわかりました。森林の影や熱帯気候といった問題
に、非常にうまく対応します。」フリアーITS国際ビジネス開発部

部長、Koen	Soenens氏	

フリアーITSのプロセッサ検知ボードは、シンガポールの交通の円滑化に役立っている
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ニュージーランド、オークランドの歩行者
の安全性の向上
ニュージーランドの首都オークランドでは、道路で弱い立場にある歩行者の
安全確保のため、フリアー歩行者センサーが選ばれています。C-ウォークとウ
ォークセンサーが歩行者を検知すると、路上をライトで照らし、車両からの横
断中の歩行者への見通しをよくします。

フリアーC-ウォークとウォークビデオセンサーは、歩行者が検知範囲に入ると、横断歩道に
沿って道路標識を点灯させる

ニュージーランド、オークランドでは、フリアーITS
のC-ウォークが歩行者を監視している

歩行者を検知して点灯する
警告灯は、運転手への注意
喚起に効果的です。
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フリアー自動事故検知システムによるパリ
周辺22ヶ所のトンネル監視
フリアー・インテリジェント・トランスポーテーション・システムズは、パリ周辺22
ヶ所のトンネルに設置する自動事故検知（AID）ソリューションをイル・ド・フラ
ンス圏広域道路管理局（DIRIF）に提供しました。現在、フリアーAIDシステム
に繋がる1,400台のカメラが、交通量の多いパリのトンネルを監視していま
す。

フリアーインテリジェテント監視技術により、トンネル内の交通状況に問題があれば、即座にオペレータに通知
され、事故を回避するために必要な行動を速やかにとることができる

カメラを使った高度検知技術
は、高速検知と直接的な画像
フィードバックを組み合わせ

た点が画期的です。

フランス、パリの交通量の多い道路

自動事故検知は、二次事故の防止に役立つ
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米国コロラドスプリングスの交差点管理
コロラド州当局は、信号制御用の舗道ループ検知器をビデオ検知技術に変更
する計画を実施しました。地中のループ検知器に代えて、350ヶ所の交差点
にビデオ検知システムを設置した結果、当初の見込み通り、交差点の安全管
理の効率化が実現するとともに、コストや苦情も低減しました。

「ループの故障に対する苦情がなくなり、市民サービスの向上、
効率化、設置手順の改善、設置信号数の低減、メンテナンス費削

減を実現できました。」

コロラドスプリングスでのフリアーITSのVIP-Tモジュールを使った車両検知／交通情報収集
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クアラルンプールの総合交通情報システム
による事故検知とデータ収集
マレーシア政府は、国民生活の質を向上させ、連邦の首都クアラルンプール
を国際都市とする計画に基づき、多額のインフラ投資を行いました。主な計
画は、クアラルンプール市が実施した総合交通情報システム（ITIS）の構築で
す。

「フリアーITSは、データ
監視／事故検知用VIPモ
ジュール932台と、デー
タ、映像、事故映像送信用
VICCOM/Eモジュール126
台を交通管理センターに提

供しました。」

IT	ISは、交通渋滞の緩和、交通管理の改善、公共交通機関の拡充に役立っている

フリアーITS技術は、クアラルンプールに	繋がる高
速道路を毎日24時間監視
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米国運輸省（DOT）は、交通監視に赤外線
カメラを採用
米国運輸省は、交通監視に赤外線カメラを採用しています。赤外線カメラは、直射
日光、夜間のヘッドライトグレア、濡れた路面の照り返し、影、霧といった気象関連現
象の影響を受けません。フリアーは、サンアントニオ、テキサス、ランカスター、カリ
フォルニア、アリゾナなど多くの州に製品をを納入しています。

交差点の可視画像とサーモグラフィ画像。濡れた路面の照り返しがあっても、サーモグラフィは細部まで写し
出す

	フリアーのサーマル技術は、多くの政府機関で採用され、50州のうち45州に配置されている

フリアーは、従来のビデオカメラから赤外線カメラへの変更を
勧めました。赤外線カメラは他のセンサーと互換性があります。	
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フリアーITS：
交通監視用カメラの多彩なラインアップ

フリアーITS	は、特に要求の厳しい交通監視用途向けに設計された多彩なカ
メラをご用意しています。市街地での車両と歩行者の監視、トンネルや高速
道路の監視、交通データ収集など、用途に適したカメラをお選びいただけま
す。

フリアー	ITSの赤外線カメラは、照明は一切不要なので、昼夜を問わず24時
間の監視体制を実現できます。

FLIR FC-シリーズ T-交通監視用赤外線カメ
ラ
フリアーの赤外線カメラは、交通検知／監視システム
に組み込んで使用できます。照明設備は一切不要で
す。さまざまな交通監視アプリケーションに最適です。

TrafiCam シリーズ- 車両センサー
車両センサーTrafiCam	シリーズは、CMSカメラとビデ
オ検知器を統合したシステムです。このシリーズには2
モデルをご用意しています。
•	 TrafiCam:	標準版車両センサー
•	 TrafiCam	 x-ストリーム：車両センサーとビデオスト
リーミングデータ収集装置

C-ウォーク／セーフウォーク– 歩行者センサー
フリアーTSの歩行者センサーは世界中の市街地の安
全向上と効率改善に役立っています。歩行者センサー
は、路上の歩行者を検知して、信号や点滅灯、照明など
の警告シグナルをリアルタイム制御します。その結果、
道路の安全が確保できるとともに、歩行者と車両の両
方の待ち時間が短縮します。

6
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VIP シリーズ- 多機能ビデオ検知ボード
VIPシリーズは、交通制御用の多機能ビデ
オ映像プロセッサ検知ボードです。VIPボ
ードには、自動事故検知（AID）、データ
収集、事故前、事故後の録画、ストリー
ミングビデオが搭載されています。VIP
シリーズは世界中の道路やトンネルの
交通制御用に利用
されています。

TrafiBot - ビデオ解析器とデュアル
H.264ビデオストリーミングを集積した
ボックスカメラ
TrafiBotは、実績ある映像検知アルゴリ
ズムを備えた高性能カメラと強力な映像
処理技術を組み合わせたソリューション
です。

EYE-D - 自動ナンバープレート認識機能
（ANPR）カメラ
EYE-Dは強力かつ高精度な自動ナンバー
プレート認識機能（ANPR）を備えたカ
メラです。車両前面又は後面をカメラでと
らえ、強力な光学文字認識（OCR）ソフトウェ
アで処理し、中央管制室に解析のため送信します。
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フリアーITSはハードウェアだけでなく、ビデオ交通監視に必要なソフトウェア
も提供しています。	

Flux - ビデオ検知管理ソフトウェア
Fluxはフリアーのビデオ検知システム用の管理ソフトウェアです。ビデオ検知
システムが生成した交通データ、事象、アラーム、ビデオ映像を収集します。

特長
•	 高速で信頼性が高く、安定運用が可能なシステム
•	 導入は簡単、Windows／Linux対応
•	 操作や設定も簡単
•	 ブラウザベースのグラフィカルユーザーインターフェース
•	 拡張性のあるシステム
•	 交通管理システムに簡単に組み込めるオープンアーキテクチャ

VUU - リアルタイム表示用ソフトウェア
VUUは都市の交通センサーや監視カメラからの映像を表示するためのソフ
トウェアです。VUUを使用すれば、ライブ映像、交通データ表示、システムの
テクニカルステータスの概要を一画面に簡単にレイアウトできます。複数台
のカメラからのリアルタイム映像を1台又は複数台のディスプレイで同時に
表示することも能です。VUUは、複数台のセンサーを組み合わせて使用で
き、階層的に設定できます。	

Flux	は交通データ、事象、アラームを収集して可視化する

7ソフトウェア
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FLIR	ITS	のテクノロジーは円滑な交通の確保、自動事故検知、渋滞緩和に役立っています7
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8
赤外線サーマルカメラのメリットが広く認識されるにつれて、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・サーモグラフィの新た
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。

サーマルカメラの多彩な用途

監視・セキュリティ 
空港、港湾、発電所、倉庫、住宅等の安全監視や
侵入者検知に、サーマルカメラが活用されてい
ます。

電気機器・設備
製造業では、サーモグラフィは、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
つけるために使われています。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。

モジュール
フリアーシステムズは、他の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・サー
モグラフィの様々な中核部品も販売しています。
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研究開発
サーモグラフィは、基礎と応用の両方の研究開発
で重要な役割を果たしています。設計サイクルを
スピードアップできるため、製品をより早く市場に
投入できます。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
高性能なサーモグラフィを製造しています。

建築物診断
建築物診断のプロフェッショナルは、サーモグラ
フィ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。

国境警備 
国境警備のスペシャリストは、密輸業者やその他
のから国境を守っています。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。

船舶 
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラは、
ヨットや商業船舶の夜間の航行、船上の保全、落
水事故対応、対海賊警備などに使われています。
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車両搭載 
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラは、
運転手の視野を強化するため、車両にも取り付け
られています。サーマルカメラを車両に取り付け
ることで、ヘッドライトの4倍遠くまで見通すこと
ができるようになります。消防車、採掘車、軍用車
などの特殊車両にも設置されています。

警備・監視
警官は気付かれずに相手を発見するためにサー
マルカメラを使っています。全くの暗闇の中で
も、張り込みの場所を悟られずに容疑者を簡単に
見つけることができます。

オートメーション／プロセス制御 
サーモグラフィは、生産プロセスの継続的な監視
や防火対策としても取り付けられています。

ガス漏れ検知
サーモグラフィを使えば、ガス漏れも簡単に検知
できます。
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パーソナルナイトビジョン
アウトドア愛好家は、サーマルカメラを携帯すれ
ば、夜間でも周囲をクリアに見ることができます。

Extech
フリアーシステムズは、Extechブランドの下で、
試験・計測機器の幅広いラインナップを販売して
います。（国内未発売）

消防活動 
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
を発見することや、確実に消火したことを確認す
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。
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お客様の声をお聞かせください

本書には、フリアーシステムズのサーマルカメラを実際にお使いのお客様の
声を掲載しています。

弊社では、お客様の声を常に募集しております。サーマルカメラの興味深い
導入事例やご感想がありましたら、是非、弊社までご連絡ください。本書更新
版に掲載させていただきます。

以下の用紙にご記入いただき、eメール（info@flir.jp）またはファックス（03-
6721-7946）で送信してください。

会社名	 :	

氏名	 :	

住所	 :	

郵便番号	 :	

都道府県名	 :

国名	 :	

電話番号	 :	

用途	 :	

その他	 :	

9
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