
科学／研究開発向けの赤外線カメラ
は、パワフルな非侵襲ツールです。
赤外線カメラを使うことで、設計サイ
クルの早い段階で問題を特定できるた
め、コストのかかる修理や問題の深刻
化を回避できます。

研究開発現場での赤外線カメラ
赤外線は肉眼では見えませんが、赤外
線カメラは物体や状態の温度変化を熱
画像として可視化できます。赤外線領
域の電磁スペクトルの一部である赤外
線は、絶対零度以上のあらゆる物質か
ら放射されており、温度上昇に伴い赤
外線放射量は増加します。フリアーシ
ステムズの赤外線カメラは、温度分布
や温度変化をリアルタイムで収集・記
録できるため、各種機器、製品、工程
における熱パターン、熱消散、熱漏れ

などを確認し、正確に測定できます。
精度の高いモデルでは、0.02℃という
わずかな温度変化を見分けることが可
能です。最先端の検出素子技術と高
度なアルゴリズムにより、高性能かつ 
－80℃~＋3000℃の範囲での高精度な
測定を実現しています。研究開発用カ
メラは、強力なツールと解析・報告用
ソフトウェアを搭載しており、極めて高
い画質と温度測定の正確さを両立して
おり、様々な研究、温度試験、製品検
証などに最適です。

冷却型と非冷却型カメラ
研究開発／科学アプリケーション用の
赤外線カメラシステムには多種多様な
選択肢があります。市場には数多くの
製品がありますが、大きく分けると冷
却型と非冷却型の2つのタイプに分類

できます。
そのため、多くのお客様から「冷却型
と非冷却型の赤外線カメラシステムの
どちらを使うべきか、コストパフォーマ
ンスがよいのはどちらか？」という質問
を受けます。実際、この2つのシステ
ムの部品コストはかなり差があるため、
どちらを採用するかの決定は極めて重
要です。

赤外線カメラは、企業の研究開発、大学、研究機関、非破壊検査や材料検査、軍事、
航空業界などで長年、利用されています。多種多様なアプリケーションに対応す
る赤外線カメラが開発、製造されており、専門的で高度なモデルでは正確な測定
を実現する高速ストップモーション機能を備えたものなどがあります。

冷却型／非冷却型赤外線カメラの比較
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冷却型検出素子を搭載した赤外線カメラは高速で動く事象
を鮮明な熱画像にとらえることができる。 

FLIR A6700scは冷却型インジウムアンチモン（InSb）検
出素子を搭載したコンパクトで低価格な赤外線カメラ。 

FLIR T650scは、非冷却型検出素子を搭載した高解像度
な研究用カメラ。正確に測定するための小さなスポットサ
イズで信頼できる温度測定値が得られる。



冷却型赤外線カメラ
現在の冷却型赤外線カメラの検出素子
には冷却用のクーラーが組み込まれて
います。

これは検出素子の温度を極低温にまで
冷却する装置です。検出素子の冷却は、
熱により生じるノイズを、対象物を画
像化する信号レベルよりも下げるため
に必要となります。クーラーの極めて
精密な機械公差を有する可動部分が経
年劣化するとともに、ヘリウムガスが
ガスシールから徐々に漏えいします。

冷却型の赤外線カメラは、わずかな温
度差に対しても非常に敏感です。その
ため、対象物間のほんのわずかな温度
差でも検出することができます。温度
差は、黒体放射による熱のコントラスト
が高い中波長赤外線（MWIR）および
長波赤外線（LWIR）を画像に変換す
ることで検出されます。熱のコントラス
トは、信号の変化となって表れますが、
それは対象物の温度が変化したところ
に対応します。背景と対象物の温度差
がそれほど大きくなくても、熱コントラ
ストが高ければ高いほどその背景に対
して対象物が検出しやすくなります。

非冷却型赤外線カメラ
非冷却型赤外線カメラは、その検出素
子をクーラーによって冷却する必要の
ないタイプの赤外線カメラです。検出
器の設計は、通常、酸化バナジウムを

素子とするマイクロボロメータを使用
しており、表面積の大きなシリコン素
子上に搭載され、温度係数が非常に大
きいこと、熱容量が低いこと、熱の絶
縁性が高いことを特徴としています。
視界内の対象物の温度変化がボロメー
タの温度変化を生じさせ、それが電気
信号に変換されて画像として処理され
ます。非冷却型センサーは長波赤外線
（LWIR）帯で動作するように設計され
ています。陸上に存在するほとんどの
物体はこの波長帯の赤外線エネルギー
を放射しています。

一般的に非冷却型カメラは、冷却型カ
メラに比べてかなり安価です。冷却型
センサーに比べて工程が少なく、かつ
大量生産ができ、しかも非常に高価な
デバイスであるクーラーが不要である
ことがその理由です。非冷却型カメラ
の方が使用している可動部品が少ない
ため、動作条件が同じなら、製品寿命
はかなり長い傾向があります。

研究開発用の冷却型カメラ
非冷却型カメラにこれだけ有利な条件
が揃っているため、「どのようなときに、
研究開発／科学用途で冷却型カメラを
利用すべきなのか」という疑問が生じ
ます。用途に応じて選択する、という
のがその答えです。
たとえば、ほんのわずかな温度差を検
出したいとき、最高画質が必要なとき、
高速で動く発熱する物体が対象物であ

るとき、微小な物体の温度プロフィー
ルを知りたいときや温度を測定したい
とき、波長帯の特定部分の対象物だけ
を画像化したいとき、他の測定機器と
赤外線カメラを連動させたいときなど
は、冷却型赤外線カメラを選択すべき
です。
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冷却型赤外線カメラで撮影した電子板　 非冷却型赤外線カメラで撮影した電子板

非冷却型赤外線カメラで撮影した回転中のタイヤの画像

冷却型赤外線カメラで撮影した回転中のタイヤの画像
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スピード
冷却型カメラは、非冷却型よりもはる
かに速いスピードで画像撮影が可能で
す。冷却型赤外線カメラによる高速撮
影では、μ秒単位の露光時間、1秒間
に62,000Hzを超える高フレームレート
で撮影することで、ダイナミックなシー
ンの一瞬の動きを止め、鮮明な画像と
して捉えることができます。この高速
撮影技術は、ジェットエンジンのタービ
ン翼や自動車のタイヤやエアバックの
検査、超高速ロケット、爆発の解析に
利用されています。

冷却型カメラは応答時間が速く、グロー
バルシャッターを採用しています、した
がって、非冷却型のようにピクセルを1
列ずつ読み込むのではなく、すべて同
時に読み込みます。そのため、冷却型
カメラは、高速で移動する物体の一瞬
の動きを止めて、鮮明な画像として撮
影したり、温度測定することが可能です。

図1では20mphで回転するタイヤを撮
影した画像を比較しています。冷却型
で撮影した上の画像では、タイヤが回
転していないように見えます。これは
冷却型カメラの画像取得速度が極めて
速いために、動きが止まって見えてい
るのです。一方、非冷却型カメラの画
像取得速度はそれほど速くないため、
回転するタイヤのスポークがブレてみ
えます（下の画像）。ブレのある画像
上では正確な温度測定はできません。

空間分解能
一般的に、短波赤外線を検出する冷却
型カメラは、非冷却型と比べて拡大性
能が高くなります。これは、冷却型カ
メラの方が感度が高いため、信号対雑
音比を悪化させることなく、光学素子
の多い、又は厚いレンズを使用でき、
拡大性能が高くなるのです。

図2は、冷却型カメラと非冷却型カメラ
システムで最大限の接写マクロ撮影し
た赤外線画像です。左の画像は15µm
ピッチの冷却型カメラと4×接写レンズ
の組み合わせで撮影したもので、スポッ
トサイズは3.5µmとなります。右の画
像は25µmピッチの非冷却型カメラと
1×接写レンズの組み合わせで撮影した
もので、スポットサイズは25µmとなり
ます。

感度 
冷却型赤外線カメラの方が高感度です
が、その価値を正確に理解することは
難しい面があります。温度分解能 0.05℃
（50mK）50mの非冷却型カメラと温
度分解能 0.02℃（20mK）の冷却型カ
メラの利点を比べるため、簡単な実験
をしました（図3参照）。数秒間、壁に
手をついて、熱の手形を作ります。上
の2つの画像は手を壁から離したばか
りの画像です。

壁に手を付けた直後の手形を冷却型赤外線カメラで撮影した熱画像

壁に手を付けた2分後の手形を冷却型赤外線カメラで撮影した熱画像

壁に手を付けた直後の手形を非冷却型赤外線カメラで撮影した熱画像

壁に手を付けた2分後の手形を非冷却型赤外線カメラで撮影した熱画像

図3



詳しい情報は弊社の
ウェブサイトをご覧ください
www.flir.com

掲載画像は実際のカメラの解像度と異なる場合が
あります。画像は説明目的で使用されています。
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スペクトルフレームフィ
ルターなしの冷却型赤
外線カメラによる画像

スペクトルフレームフィ
ルターありの冷却型赤
外線カメラによる画像

下の2つの画像は2分後の熱手形です。
冷却型カメラによる画像では、手形の
熱シグネチャがまだほぼ完全に確認で
きますが、非冷却型カメラは部分的に
しか残っていません。冷却型カメラの
方がわずかな温度差を長時間検出でき
ます。そのため、冷却型カメラの方が
対象物の詳細な情報までとらえること
ができ、ほんのわずかな温度の異常で
さえ発見できるのです。

スペクトルフィルタリング
冷却型赤外線カメラの大きな利点の一
つに、スペクトルフィルタリングが簡単に
できる点があります。スペクトルフィルタ
リングを行うことで、非冷却型では不可
能な微細な温度差をとらえ、温度を測定
することが可能になります。例として、
図4はスペクトルフィルターを使用してい
ます。この例では、炎越し検査をするため、
レンズ後部又はデュワー検出器に内蔵さ
れたフィルターホルダーにフィルタを設

置します。炎越し検査用のスペクトルフィ
ルターを用いると、炎のスペクトル波長
を遮断するため、石炭粒子の燃焼を画
像化できます。図4の最初の画像は炎フィ
ルタを使用していないため、炎そのもの
が見えます。2番目の画像は炎フィルタ
を使用しているため、石炭粒子の燃焼を
はっきりと確認できます。

同期
高速高感度撮影用途には、正確な同期
とトリガリングが可能なカメラが理想的
です。FLIR A6750scのスナップショット
モードは、熱事象の撮影中にすべての
ピクセルを登録することができます。こ
の機能は、高速で動く物体をモニタリ
ングするときに特に重要です。非冷却
型赤外線カメラでは、高速で動く物体
はぶれて撮影されます。
 
図5の画像は、コインを1枚落とし、セ
ンサーによりカメラをトリガーして撮像
しました。同じコインを1回落として、
カメラを同時にトリガーすると、毎回、
同じ位置でコインを撮影できます。非
冷却型のマイクロボロメーターカメラで
は、この種のセンサーによるトリガーが
できない上に、運よく撮影できたとして
も画像はぶれているため、コインを撮
影することは不可能です。

フリアーシステムズ製の赤外線カメラ
冷却型カメラのA6750sc、A8300sc、
S C 6 0 0 0、S C 7 0 0 0、S C 8 0 0 0、
X6000sc、X8000scは、中波赤外線
（MWIR）と長波赤外線（LWIR）波
長域で、FLIR A6250は近赤外線（NIR）
波長域で超高速、超高感度な性能を発
揮するハイスペックモデルです。これら
のモデルはすべて、高速移動、急激な
温度変化、広い温度範囲、振幅の小さ
い微細な減少、マルチスペクトル解析、
微小な物体の観察など、難易度の高
い条件下でも正確な温度測定が可能で
す。 

フリアーシステムズでは、エントリー
レベルのベンチテストキットからFLIR 
T650scを始めとするハイエンドなシス
テムまで、多種多様な非冷却型カメラ
も提供しています。特定の用途に対応
する専用レンズやソフトウェアもご用意
しています。冷却型と非冷却型のどち
らを採用すべきかを明確に知りたい場
合は、お近くのフリアーシステムズ代理
店にお問い合わせください。

同じコインを2回落とし、カメラを同時にトリガーすることで、毎回同じ位置に撮影できる。
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