
1024×768画素HD画質の次世代赤外線サーモグラフィ

1024×768 HD

FLIR T1050sc
最高レベルの
画質・感度・速度を
求める研究者に
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フリアーシステムズの50年にわたる赤外線サーモグラフィの経験から生まれた
FLIR T1050scは、特に優れた解像度と熱感度を必要とする技術者、研究者、
科学者向けに設計された高性能赤外線サーモグラフィカメラです。その優れた
性能をバッテリ駆動のハンドヘルドパッケージに収めました。 
T1050scは、高速撮影と温度測定を行うカメラで、1024×768ピクセルの解像
度のHD画質の画像を記録します。高速インターフェース（HSI）を利用して
120HzでロスのないHD画質のデータのストリーミングを行うことが出来、ウィン
ドウィング機能を使用した場合には最高480Hzで映像を取込みます。このカメラ
は、20mK未満の温度分解能（NETD）を実現し、2000˚Cまでの広い温度範囲
に対応しています。
T1050scシステムには、ウルトラソニックドライブ、周囲温度ずれ補償を特
長とするFLIR OSXTMプレシジョンHDIR光学部品が収められています。FLIR 
ReserachIR Max、またはMathWorks® MATLABを利用して画像の表示、取得、
分析、共有が行えます。

専門家のニーズに応える専門家に特化した機能
• 非冷却式ポータブルシステムによる高解像度のHD画質赤外画像
• 0.02度以下の優れた熱感度
• バッテリ駆動のハンドヘルド型で、どんな場所でも持ち歩くことが可能
• ウィンドウィング機能により、最大480Hzの高速で温度データ付き映像を録画
• 標準付属FLIR ResearchIR Maxやサードパーティのソフトウェアを利用した直
接制御・分析が可能

• ダイナミックな熱分布を取込む広い温度範囲
• ホットスポットを見逃すことなく、温度データの連続映像を記録
• あらゆる専門分野での使用を考慮した機能性

FLIR T1050scの
ご紹介 

フリアーシステムズの2-5-10年保証
T1050scは、ご購入後60日以内に登録していただくと、
フリアーシステムズ独自の2-5-10年保証が適用されます。
登録は弊社WEBサイト（fl ir.com/touroku）から可能です。

• 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

（充電の出来ない物が対象になります）
• 検出素子の保証期間：10年

カメラの重要部品を自社製造している唯一のメーカーである
フリアーシステムズだからこそお付けできる安心の長期保証です。

カメラ本体* バッテリー* 検出素子*

50年の実績に裏付けられた
抜群のHD画質赤外線テクノロジー
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HD画質赤外線サーモグラフィ
想像以上の高解像度と高感度を持ち歩く時代に

T1050SCの主な特長

抜群の画質
1024×768のHD画質赤外線サーモグラフィ
は高解像度と極めて高い熱感度を実現

FLIR VISION PROCESSORTM

（フリアービジョンプロセッサー）
MSX®、ウルトラマックス、また適応性に優
れたフィルター適応アルゴリズムにより、ノ
イズを最小限に抑え、鮮明で細部を余すとこ
ろなく表現する画像を提供します 

広い温度範囲
2000˚Cまでの温度を補正でき、幅広い熱分
布をとらえることができます

バッテリー駆動の携帯型カメラ
人間工学設計に基づいたデザインで、使い
やすく、カメラが必要なときは研究室でも野
外でも場所を問わず持ち歩くことができます

ニーズに応じて設定を変更できる
高いカスタマイズ性
4つのプログラム可能なボタン、回転式光学
レンズブロックを搭載。オプションで顕微鏡
などを取り付けることもでき、研究でのニー
ズに合わせてカメラをカスタマイズすること
が可能です 

強い日差しの下でもまぶしさを軽減
屋外でもまぶしさを軽減するアイキャップを
備えた高解像度ビューファインダー

放射分析映像のストリーミング、録画
カメラに、リアルタイムで高解像度温度デー
タを保存でき、最大120Hz（ウィンドウィン
グ機能では最高480Hz）でのストリーミング
も可能です

フリアーのOSXTM

プレシジョンHDIR光学システム
望遠レンズから顕微レンズまで、高品質画像
と正確な温度測定を実現します

ワイヤレス制御とデータ共有
画像の共有、遠隔操作・表示、現場での迅
速なレポート作成もWi-fi 通信により簡単に行
えます 

T1050sc Brochure_JP_1124.indd   3 2016/11/24   11:44



携帯性、柔軟性
• カメラ本体に挿入したSDカードへの動画保存機
• 計測ツールと分析機能をカメラに搭載能
• プログラム可能な４つのボタンと計測機能

使いやすさ
• 応答性に優れたタッチスクリーン採用により、操作がより簡単
• Wi-Fi経由で携帯端末から画像の共有、遠隔操作が可能
•  音声、テキスト、スケッチコメントなどで画像に重要な情報を付け
加えられる

人間工学に基づいた最適設計
• 回転式光学レンズブロックにより、被写体の位置や角度に合わ
せた快適な撮影を実現

• 高解像度のビューファインダーは、強い日差しの下でも被写体
を捉え、スキャンが可能

• タッチに対応するダイナミックフォーカス機能
• 手のひらに無理なく収まり、長時間の使用でも疲れないデザイ
ン

ウルトラマックス（ULTRAMAXTM）
フリアーシステムズのウルトラマックスは、解像度を4倍に補正し、
補正前の画像のノイズを50%未満まで低減する独自の画像処理
技術です。これを利用すれば高解像度の画像を使ったレポート
の作成が可能になります。ウルトラマックスで補正した画像は、
元の画像の不明瞭な部分を埋め、遠くからでも密度の高い、高
精度な計測を実現します。

際立つ画像の鮮明さ、例のない高精度光学レンズ、人間工学に基づいて
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高性能レンズ
• HD検出器との使用に特化させたレンズ
• 内蔵温度センサによる正確な計測
• 交換可能なズームレンズと顕微レンズ
• 応答性に優れたウルトラソニックフォーカスドライブ

統合と通信
• フリアーシステムズの高速インターフェース（HSI）により高速
でデータをストリーミング

• FLIR ResearchIR Max（リサーチIRマックス）でカメラのコント
ロールやデータを共有

• MathWorks® MATLABでカメラのコントロールや、MATLABへ
の直接ストリーミング

設計されたHD画質サーモグラフィ － 待望の革新的技術の実現

効率的なデータの取込みと分析
FLIR ResearchIR Maxは、フリアー研究開発に特化した強力な熱分析
ソフトウェアです。このソフトウェアは、カメラのコントロール、高速デー
タ記録、画像分析、データ共有を可能にします。
このソフトウェアは、T1050scと接続することで、さまざまな温度情報付
き動画撮影機能に対応しています。このソフトウェアを用いることで、フ
レーム数から温度データの校正にいたるまで、すべてをニーズに合わせ
て設定することができます。
ResearchIR Maxは、スポット計測、ライン計測などの計測ツールを用い
てリアルタイムでの画像分析を行います。このソフトウェアの解析機能に
は、様々な計測ツールの線形状、ヒストグラム、プロットグラフの作成が
含まれます。
フレキシビリティを向上させるために、フリアーシステムズのイメージング
カメラは、MathWorks® MATLABなどの標準的なR&Dソフトウェアプログ
ラムともシームレスに動作します。MATLABスクリプトには、ResearchIR
から直接アクセスすることができ、熱分析や処理のカスタマイズが可能で
す。MATLABコードとしてデータのプロットやレポートを作成し、処理を行
います。MATLABを使用して、オブジェクト検出やトラッキングだけでなく、
フィルタリング、セグメンテーション、統計など熱画像の処理を行うことも
できます。
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機種番号 FLIR T1050sc

画像・光学データ

解像度 1024×768

温度感度／NETD ＜20mK（30˚C）
標準レンズ画角 28°×21°
最小焦点距離 0.4m

空間分解能／IFOV 0.47mrad

フォーカス 自動、連続自動、手動
デジタルズーム 1～8×連続ズーム
検出器 焦点面アレイ（FPA）、非冷却式マイクロボロメータ
スペクトル波長 7.5～14µm

検出器ピッチ 17µm

ディスプレイ 4.3インチ、800×480ピクセル容電性タッチスクリーン
自動方向修正 ●
ビューファインダー 内蔵；800×480ピクセル
画像表示モード

赤外線画像 ●
可視画像 ●
スーパーファインコントラスト
（MSX®）

デジタルカメラから得た輪郭や文字をエンボスし、熱画像上にリアルタイムで重ね合わせ
表示する

ウルトラマックスTM 解像度を4倍に補正し、最高3.1MPの精密かつ高精度画像を生成
計測機能

被写体温度範囲 －40˚C～＋2000˚C

精度 限定条件の場合：±1˚Cまたは±1%（25˚Cで）
その他の場合：±2˚Cまたは±2%（25˚Cで）

計測解析

計測ツール 10スポットメーター、5エリア（ボックス、サークル）、高温／低温／平均
計測率補正 計測なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット
放射率補正 調整範囲：0.01～1.0、もしくは材質リストから選択
計測補正 放射率、反射温度、相対湿度、大気温度、測定距離、外部赤外線窓補正
カラーパレット アイアン、レインボウ、レインボウHC、ホワイトホット、ブラックホット、アークティック、

ラバ
アイソサーム 設定温度以上／設定温度以下／インターバル
保存メディア

保存メディア SDカード（クラス10）
画像ファイル保存フォーマット 標準JPEG（デジタル写真および温度データを含む）
プログラム測定 15秒から24時間
ビデオ録画／ストリーミング

フレームレート 30Hz（※WindWing使用時30～240Hz）
赤外線ビデオ録画（温度情報あり） SDカードへのリアルタイムの温度情報つき動画の録画
赤外線ビデオ録画（温度情報なし） SDカードへの温度情報なし動画の録画
赤外線ビデオストリーミング
（温度情報あり）

USB経由でのPCへのリアルタイム温度情報付きデータ転送

赤外線ビデオストリーミング
（温度情報なし）

USB経由でのビデオストリーミング

製品仕様
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デジタルカメラ

デジタルカメラ 視野角：装着赤外線レンズ画角による
ビデオランプ 内蔵LEDライト
画像コメント

音声 60秒（Bluetooth経由で画像と共に保存）
テキスト 表を追加。定義済みのテンプレートから選択
追加情報

GPS、コンパス 各画像に自動的に位置データ、カメラの方向を追加
レーザポインター 専用ボタン。ポインター位置は自動的に赤外線画像に表示
インターフェース USBマイクロAB、Bluetooth、Wi-Fi、HDMI

USBコネクタ USBマイクロB、PCとの間でデータ伝送
非圧縮カラービデオ

バッテリー 充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー駆動時間 ＞2.5時間（@25˚C）
充電システム カメラ内（ACアダプタ）又は2ベイ充電器
充電時間 2.5時間で90％
外部電源 ACアダプタ：90～260VAC入力、
電源管理 自動電源オフ機能（ユーザ設定可能）
保管温度範囲 －40˚C～＋70˚C

重量 1.9kg～2.1kg（レンズ型式により異なる）
三脚取付 UNC 1/4" - 20
システム同梱品

赤外線カメラ（レンズ付き）
バッテリー（各2個）
充電器
HDMI-HDMIケーブル

FLIR ResearchIR
輸送用ハードケース
大型アイキャップ
レンズキャップ
Bluetoothヘッドセット

SDカード
ネックストラップ
電源（マルチプラグ付き）
USBケーブル（標準AからミニB）

HSIボックス
検査証
FLIR Toolダウンロード用カード
取扱説明書（CD-ROM）

ITCによるサポート
赤外線トレーニングセンター（ITC）の使命は、お客様、提携企業
のみなさまに赤外線技術、サーモグラフィ製品、関連適用分野な
どについての知っていただくことです。
ITCでは、初心者トレーニングコースを受講したり、研究開発に特
化した高度なトレーニングを受けていただけます。講師は全員経
験豊かな赤外線サーモグラフィのスペシャリストで、さまざまな
現場で実際にサーモグラフィカメラを使用した経験を持っていま
す。
詳細はウェブサイトでご確認ください。
www.infraredtraining.com

トレーニングサポート
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本書に記載されている製品の輸出には経済産業省の許可が必要な場合があります。
法律に反する転用は禁止されています。 仕様は予告なく変更されることがあります 
最新の仕様に関してはウェブサイトをご覧ください。: WWW.FLIR.COM/ T1050SC. 
©2015 FLIR SYSTEMS、 INC. その他のブランド名および製品名はそれぞれの所有
者の商標です。画像は参照目的のみで使用されています。

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@fl ir.jp

www.fl ir.com
NASDAQ:FLIR
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