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フリアーシステムズの検知／監視ソリューションは交通の流れを円
滑にして安全を確保するのに役立ちます。フリアーシステムズの20
年以上の実績に裏打ちされたハードウェアとソフトウェアによる各種
ソリューションは、市街地での車両と歩行者の監視、高速道路やト
ンネル内の事故検知、交通データ収集、そして公共交通機関の安
全確保に役立ちます。

市街地
フリアーシステムズの交通センサーは、点在する交差点の信号を制
御し、市街地の円滑な交通確保に役立ちます。さらに、歩行者や
自転車の交通の流れを最適化し、市街地の交通渋滞時の安全強化
にも役立ちます。  

高速道路 
フリアーシステムズの検知テクノロジーは、高速道路上の事故や交
通渋滞の回避に役立ちます。道路上の異常を速やかに発見するこ
とで、救助チームが速やかに対応し、二次災害防止につながります。

トンネル 
フリアーシステムズの事故検知ソリューションは、トンネル内の煙、
積荷の落下、歩行者などの交通事象を直ちに検知することで、トン
ネル内での人命にかかわる事態を防止し、二次災害の回避に役立
ちます。 

鉄道線路及びプラットホーム 
フリアーシステムズの赤外線カメラは、踏切線路内で停止した車
両を検知することで重大な事故ならびにインフラの損傷を防止しま
す。フリアーシステムズの赤外線カメラは、鉄道や地下鉄の線路や
プラットホーム上の人を早期に検知し、事故を回避します。 
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交差点の制御 
フリアーシステムズのビデオ／赤外線センサーは、
信頼性が高く、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。車両、自転車、歩行者を検
知するフリアーシステムズのセンサーにより、高度
な交通制御が可能です。すでに多くの都市で、フリ
アーの技術が交差点制御に導入され、道路交通の
安全と効率が向上しています。

• 都市交通の改善 
• 不必要な待ち時間の短縮 
• すべての道路使用者の安全性確保 

歩行者の安全性と利便性 
フリアーシステムズの歩行者センサーは歩行者優先
の信号制御だけでなく、道路上で歩行者を目立たせ
ることが可能です。交通状況を反映したダイナミッ
クな信号制御と警告灯により、交差点や横断歩道の
安全性を強化するとともに、歩行者と車両の信号の
待ち時間を短縮することができます。 

• 非効率な押ボタン式信号に代わる 
• 歩行者の安全確保 
• 不必要な待ち時間を短縮 

高速道路の監視 
フリアーシステムズの赤外線カメラを使えば、高速
道路の常時監視が可能です。照度が少ない状況（夜
間）照り返しや直射日光の下、影などによる影響を
受けないため、高速道路で24時間365日体制の監視
を実現します。 
• 24時間365日の監視 
• 昼夜を問わず正確に交通状況を確認 
• あらゆる天候で鮮明な画像が得られる 

旅を安全に、交通を円滑に

道路交通と公共輸送機関の安全と効率を強化
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自動事故検知  
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。フリアーシステムズの検知ソリューショ
ンは、停止した車両、逆走行、渋滞、低速走行車、
積荷落下などを数秒以内に速やかに検知し、二次災
害の発生を防ぎます。 

• 数秒以内に検知 
• 二次災害予防 
• あらゆる交通状況の異常を速やかに検知

データ収集／交通量モニタリング 
フリアーシステムズのカメラやセンサーを使用したソ
リューションは、車両の走行速度を正確にモニタリン
グし、交通流、車両台数、渋滞／停止／走行など様々
な交通状況を確実に見分けることができるため、高
速道路の安全確保に役立ちます。道路工事中の車
両の列をモニタリングし、通過時間を計測すること
も可能です。 

• 貴重な交通データを収集 
• 車両の列を監視 
• 工事中の安全確保 

鉄道踏切の車両検知 
フリアーシステムズの赤外線カメラは、列車の通行
の障害となる踏切上で停止した車両を検知し、列車
の運転士に危険を通知するか、警告灯で知らせるこ
とで、列車と車両の衝突を防ぎます。 

• 踏切上の車両検知 
• インフラの損害予防 
• 鉄道の安全強化
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線路上の人間検知 
フリアーシステムズの赤外線カメラは、路面電車や
鉄道線路上の人間を検知できます。プラットホーム
から落ちた人、線路上やトンネル内を歩いている人
などを、周囲の明るさにかかわらず、24時間365日
体制で検知します。 

• 線路上の人間を検知 
• インフラの損害予防 
• 安全性強化 

ドライバーの視認性向上 
フリアーシステムズの赤外線ナイトビジョンシステム
を車両に装着すれば、ドライバーは完全な暗闇や悪
天候でも鮮明に見通すことが可能です。ヘッドライト
だけでの走行時に比べると、赤外線カメラを使うこ
とで、路上の歩行者、車両、動物などを検出し、危
険予知能力が向上します。 
• 夜間や悪天候時に障害物を検知 
• 遠くから障害物を検知 
• 機器に迅速に対処
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ビデオ交通検知システムの原理

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。検知器はカメラに組み込まれている
か、標準19インチラックに収載されています。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。

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。 

車両

歩行者

ATTENTION

検出
検出&分析
(統合)

分析
管理

VMSパネル

トンネルアクセス

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。

1

1

2

2

3
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交通制御・監視用赤外線カメラ

従来、ビデオ監視システムにはCCTVカメラが使用されてきました。CCTVカメラはビデオ解析には有効ですが、
克服しなければならない問題点があります。まず、夜間に使用するためには照明を設置しなければなりません。
また、直射日光や照り返し、影などにより、車両や歩行者を検知できない場合があります。 

赤外線カメラを使用すれば、こうした問題は解消されます。赤外線カメラはわずかな温度差に基づいて鮮明な
画像を作成するため、照明は一切不要です。また。直射日光による影響も受けません。 

フリアーシステムズの高性能赤外線カメラの導入により、照度や天候にかかわらず、車両、歩行者、自転車を
24時間検知できます。

日光
従来のビデオカメラでは、直射日光や
反射光のために、車両、歩行者、動物
などが見えなくなることがあります。赤
外線カメラは、この光に影響されず、
温度差のみを映し出します。

ヘッドライト 
CCTVカメラによる監視では、夜間の車
のヘッドライトがアラームの誤作動の原
因となるため、道路交通状況を正確に
判断できません。赤外線カメラはヘッド
ライトによる影響も受けないため、クリ
アな映像を撮影できます。

影を見通す 
ビデオカメラでは、影に隠れている歩
行者、自転車、動物、場合によっては
車さえも見逃すことがあります。しかし
赤外線カメラは、光ではなく熱を検出
するため、赤外線カメラに、「影」は存
在しません。

夜間の長距離監視 
夜間の道路はビデオカメラでは不明瞭
な光の列として映るため、有意義なデー
タ収集や自己評価はできません。し
かし、赤外線カメラでは、夜間でも数
キロ離れたところから車両の熱反応を
はっきりと映し出します。道路沿いもク
リアに撮影し、駐車車両などの危険の
有無を調べることができます。 

可視光カメラ 赤外線カメラ

可視光カメラ 赤外線カメラ

可視光カメラ 赤外線カメラ

可視光カメラ 赤外線カメラ
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交通・輸送機関のあらゆるニーズにこたえるフリアーシステムズのソリューション

FCシリーズ、PTシリーズ、 
Dシリーズ 
赤外線センサーは光ではなく熱を検知す
るため、日光の照り返し、濡れた路面に
反射するヘッドライトなど極端な照度条
件でも問題なく撮影ができます。そのた
め、赤外線センサーは誤作動や未作動が
極めて少なく、効率的な信号制御や交通
モニタリングが実現します。さらに、自
転車、歩行者、動物などを迅速かつ正確
に検知します。フリアーシステムズの交
通用赤外線カメラには、コンパクトでフ
レキシブルな高性能カメラのFCシリーズ
T、パンチルト搭載のマルチセンサーPT
シリーズT、そして、屋外用ドーム型カメ
ラのDシリーズTがあります。

ThermiCam
ThermiCam は、サーマルカメラとセン
サーを統合した製品で、業界最高水準の
精度で、昼夜を問わず、車両と自転車を
検知します。地上に設置するシステムな
ので、従来の誘導ループに必要であった
莫大な設置工事や維持費は不要です。

可視光カメラ 

赤外線カメラ
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TrafiCamシリーズ 
車両センサーTrafiCamシリーズは、
CMOSカメラとビデオ検知器を統合した
システムです。TrafiCamは、車両検知
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。このシリーズ
には、TrafiCam：標準版車両センサーと
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搭載の2
モデルがあります。

C-ウォーク／セーフウォーク
フリアーシステムズ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。 
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VIPシリーズ-  
多機能ビデオ検知ボード
フリアーシステムズのVIPシリーズは、自動
事故検知、データ収集、事故前後の録画、
ストリーミングビデオが1台に搭載された多
機能な検知ボードです。VIPモジュールは、
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。VIPボードには、アナログ
（VIP-T）、ネットワーク（VIP-IP）、ビデオ
エンコードとの組み合わせ（VIP-TX）に対
応するモデルがあります。

TrafiBotシリーズ
フリアーシステムズのTrafiBotシリーズは、
信頼性の高い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。TrafiBOt
（D1解像度）及びTrafiBot HD（1920×
1080）は、AID解析機と多チャンネルのビ
デオストリームエンコーディングを組み込
んだ高品質な映像を提供するネットワーク
ボックスカメラです。この技術の組み合わ
せにより、最高品質と極めて高いコストパ
フォーマンスの両立が実現しました。 

Flux 
Fluxはフリアーシステムズのビデオ検知シ
ステム用の高度なソフトウェアプラットホー
ムです。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。Fluxはビデオ管理機能も搭載
しており、ネットワークビデオレコーダー、
ビデオウォール、携帯型及び固定型カメラ
の制御もできます。
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Traficonアカデミー
めまぐるしく変化する高度交通システム市場に合
わせ、FLIR Intelligent Transportation Sysytems
製品は常に変革を続けています。そのため、
FLIR Traficonアカデミーでは最新技術に対応した
多様なトレーニングを提供しています。

赤外線トレーニングセンター 
赤外線トレーニングセンター（ITC）は、国際的
なサーモグラフィ・インストラクターから高品質で
インタラクティブなトレーニングを受ける絶好の
場所です。ITCは、フリアーシステムズの製品を
お使いのお客さまやパートナーの皆様に、赤外線
技術、サーモグラフィ製品、検査方法に関連する
知識を提供するために設立されました。
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法的放棄声明 
FLIRシステムズは弊社の赤外線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いませんし、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。
©著作権保護2014、FLIR Systems, Inc. 他の全てのブランド及び製品名はそれらそれぞれの所有者の商標です。全て
の画像は参考用です。

輸出許可
この出版物に記載の製品は、輸出／再輸出、又は移動に対して政府の許可が必要な場合があります。詳細はFLIRまでお問い合わせください。

www.flir.jp

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5階
電話：03-6721-6648
FAX：03-6721-7946
e-mail： info@flir.jp


