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はじめに
生産システムや行程の効率化とコスト削減を以下に追求していくかは、技
術者にとっての永遠の課題です。その解決策としてよく利用されるのがオ
ートメーション技術による処理能力拡大と品質向上です。赤外線カメラの
導入により、工程のモニタリング・制御、品質・資産管理、機器状態モニタリ
ングなどさまざまな生産工程の効率向上が期待できます。

本ガイドブックは、赤外線カメラによる生産オートメーションシステムやモ
ニタリングシステムの構築、および改良の検討に役立てていただくことを
目的とし、弊社の赤外線ビジョンシステムの最適な導入方法を様々な事例
とともにご紹介します。

本書に含まれる主な内容:

• オートメーションシステムへの赤外線カメラの統合

• データ通信インターフェース

• サーモグラフィによる測定の原理

• PCまたはPLCコントローラーのインターフェース

• 赤外線カメラシステムの標準ソフトウェアパッケージ

オートメーションシステムへの赤外線カメラの同導入には、都度多くの兼
用必要事項があります。本、ガイドブックはすべての問題に対応できるもの
ではありません。赤外線ビジョンシステムの設計において直面するだろう
と思われる主な検討事項に対する指針としてご活用いただくことを目的と
しています。
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1. モニタリングおよび制御への導入例

赤外線カメラによる温度測定

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は約
900-14,000nm（0.9-14μm）です。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。適
切に温度補正を行った赤外線カメラは、対象物の熱画像を撮るだけでな
く、非接触で温度を測定することが可能です。こうした定量測定は様々な
場でのモニタリングおよび制御に利用することができます。

これに対して、他の赤外線イメージャーは物体の状態や相対的な温度のみ
を捉えるため、対象物の定性評価に利用されます。主な用途としては、温度
コントラストに基づき熱画像を解釈するモニタリングがあり、例えば、建築
物、地表下の土壌詳細、液体レベルなど、物理的な異常が見られる領域を
特定する目的で使用されます。

スマートセンサーと呼ばれることもある赤外線カメラは、ユーザーの指定
の温度データを比較できるロジック解析機能を内蔵しています。また、温
度差を利用してアラーム機能や制御機能を動作させるI/Oインターフェー
スも搭載しています。さらに、赤外線カメラは温度補正したサーモグラフィ
機器であり、高精度な非接触温度測定が可能です。

こうした機能を備えた赤外線カメラは他のスマート温度センサーとほぼ同
じように機能します。高速・高分解能のA/D（アナログ−デジタル）変換回
路を搭載しており、入力データのサンプリングまたはデジタルデータを出
力できるため、離れた場所へ熱画像と温度データを送信して工程モニタリ
ングや制御を行うことも可能です。

一般的に、赤外線カメラは対象物と周囲の温度差を正確に測定しなけれ
ばならない定量用途で利用されます。大抵の工程では温度変化が比較的
緩やかであるため、リアルタイムに近いデータ通信のできる赤外線カメラ
は、多くの工程制御システムやマシンビジョンシステムに適しています。
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オートメーション

温度モニタリングおよび制御に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
赤外線カメラを利用したオートメーションの事例：

• 連続鋳造、押し出し成形、ロール成形

• 部品製造

• 接触温度測定が困難な製造工程

• 検査および品質管理

• 包装製造および包装作業

• 環境モニタリング、機器モニタリング、安全モニタリング

• 代理変数としての温度モニタリング
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以下に赤外線カメラの様々な導入事例を紹介します。システム設計者に想
像力あれば用途の可能性は際限なく広がることがお分かりいただけるで
しょう。 

ベニヤ加工機器のモニタリング

問題：熱湯を入れた木材タンクからの蒸気でオペレーターの視野が遮ら
れ、タンクに木材を並べる操作に支障が生じる。

解決策：赤外線カメラによって、蒸気を透過した画像が得られるため、タン
クに木材を適切に配列することが可能になる。この定性用途での導入事
例は図１参照。

図１：ベニヤ加工機器のモニタリング

問題

•	 熱湯を入れた木材タンクからの
蒸気でオペレーターの視野が遮
られ、タンクに木材を並べる操作
に支障が生じる。

解決策

•	 赤外線カメラによって、蒸気を透
過した画像が得られるため、タン
クに木材を適切に配列すること
が可能になる。
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カーシートヒーターの生産試験

問題：オプション機能のカーシートヒーターの動作確認に接触型温度セン
サーを用いると生産性が減速する上に、センサー接続箇所が不適切な場
合測定が不正確になる。

解決策：赤外線カメラを使うことで、シート内のヒーター部から熱放射を
検知し、高精度な非接触温度測定が可能である。

この定量測定では、組立工程の指定ポイントに車両が到達すると、カメラ
を据付けた機材が測定地点まで動くようにする。シートヒーター部の温度
が測定地点付近のモニター上に温度スケール付で表示される。　　　　　

（図2参照）

問題

• 接触方式でないとオプション機
能の検査ができない。

• そのため生産スピードを落とさな
くてはならない。

• 100% 検査することは困難であ
る。

解決策

• 赤外線カメラを自動モニタリング
装置として工程過程に設置。

• 非接触検査機器として使用が可
能。

図2：カーシートヒーターの生産試験
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包装作業

問題：高速の包装工程で効率的かつ非接触的で包装箱の接着状態を試験
する方法は少なく、ほとんどの試験方法は非常に煩雑である。さらに、接着
方法は変動が大きいため、統計的な品質管理業務として接着の状態をモ
ニタリングし、記録しなければならない。

解決策：接着材は使用前に加熱するため、赤外線カメラでその温度と蓋の
接着箇所をモニタリングすることができる。さらに、図3に示すように画像
をデジタル化することで情報を統計的な品質管理データベースに保存し、
動向分析や機器モニタリングに使用できる。

これは温度差を代理変数として用いた例である。この事例では、温度測定
が検査・試験という機械的方法の代替として用いられている。

問題

• 接着不良の箱を見つける。
• 不良品を発見し、製造ラインから

除く必要がある。
• 大量の不良品が見つかった場合

のみアラームが鳴る。
• 統計データを残す必要がある。

解決策

• 箱を熱画像で捉えることができ
る。

• 接着材がついた部分を確認。
• 不良品を判定。
• 統計データを残すことが可能。

図３：包装の接着部分のモニタリング
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まとめ
この章で紹介した赤外線カメラのオートメーションシステムへの導入事例
は、赤外線カメラの応用可能領域の一部にす過ぎません。次章からは、赤
外線カメラのメリットを活かしたオートメーションシステムの導入事例を
実用的な情報とともにさらに詳しく紹介していきます。各章では、以下の一
般的用途ごとに赤外線カメラの導入事例をまとめています。：

• 遠隔サーモグラフィモニタリング

• オートメーション行程での非接触温度測定

• IRマシンビジョンと温度測定の組み合わせ

• リアルタイム制御とモニタリングに関する問題と解決策
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2. 赤外線による遠隔モニタリング
概要

赤外線カメラは、絶対温度零度以上のあらゆる物質から放射されている
赤外線を検知します。熱画像と温度データを遠隔地に転送する通信機能
を備えた赤外線カメラは遠隔地モニタリングや無人モニタリングに最適
です。さらに、ロジック解析機能を内蔵し、データ通信のできる赤外線カメ
ラでは、熱画像から得た温度データとユーザー指定データを比較し、結果
に応じてデジタル信号を出力し、アラームや制御を作動させることも可能
です。もちろん、その間もカメラからライブ画像は途切れることはありませ
ん。

赤外線カメラの操作

赤外線カメラの構造はデジタルビデオカメラとよく似ています。主要部品
は赤外線を検出器上に結合させるレンズ、そして熱画像と温度データを
処理してLCDまたはCRTモニター上に表示する電子機器とソフトウェア
です。（（図1参照）赤外線カメラの検出器には、ビデオやデジタルスチー
ルカメラで使用する電荷結合素子（CCD）ではなく、焦点面アレイ（FPA）
を使用しています。この焦点アレイは、赤外線波長領域に感度を有する
検出素子から構成されており、画素サイズμm、解像度は80x80から
1024x1024ピクセルです。赤外線カメラによっては、映像処理用電子機
器に前述のロジック解析機能が搭載されています。内蔵のファームウェア
で焦点面アレイの特定エリアまたは全エリアを指定して、最低温度、最高
温度、平均温度を計算できます。一般的に赤外線カメラの測定温度精度は
±2℃以上です。

カメラのレンズの種類そして対象物との距離で視野（FOV）が変化し、この
視野によって各画素がカバーするスポットサイズが決定します。画素のア
ナログ出力は、対象物上でその画素がカバーするスポットから放射された
熱エネルギーの強度を示します。モニター上には、マイクロプロセッサーが
画素出力ごとに温度に応じたカラーまたはグレーの階調を付けたサーモ

2

IR In

Optics

NIR
MWIR
LWIR

Video
Processing
Electronics

Detector Cooling
Digitization

User Interface
User Control

Video Output
Digital Output

Synchronization In/Out
System Status

図1：

10



グラフィー画像が現れます。さらに、検出器の画素に衝突した熱エネルギ
ーの放射情報を保存できるため、その画素がカバーするスポットの正確な
温度測定が可能です。

こうした機器を備えた赤外線カメラの動きは、他のスマート温度センサー
と非常によく似ています。通信インターフェースを通して温度補正した出
力値にアクセスでき、遠隔地でのモニタリングが可能です。さらに、赤外線
カメラで保存した画像は完全なラジオメトリックデータであるため、フリ
アーシステムが提供している標準ソフトウェアでオンライン解析が可能で
す。

遠隔モニタリングシステムを評価する指標

赤外線カメラによる遠隔モニタリングシステムを検討する上で重要な指標
を以下にまとめています。

• スポットサイズ−　ある状況における最小の測定可能領域

• 視野（FOV）−　カメラで見ることができる領域

• 作業距離−　カメラレンズの先端から最も近い対象物

• リアルタイム制御＆モニタリング

• 被写界深度−　ある状態においてピントのあう最大奥行き

• 解像度−　画素数とセンサーの測定視野から得られる値

• 最小検知温度差（NETD）−　検知できる熱エネルギーの最小レベル

• スペクトル感度−　カメラが検出できる赤外線スペクトル領域

1 Radiometry is a measure of how much energy is radiating from an object, as 
opposed to thermography, which is a measure of how hot an object is; the 
two are related but not the same.
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さらに、カメラの視野のどの部分がモニタリングに必要な重要情報を含む
のかという点も考慮に入れる必要があります。視野にある物質はその温度
によって正確に状況を示すものでなければなりません。状況によっては、対
象物がカメラの視野の同一箇所に常になければならないこともあるでしょ
う。状況モニタリングに関連する変数は他にもあります。：

• 放射物の放射率

• 視野内の反射温度

• 周囲の温度と湿度

こうした項目については、次章でさらに詳しくみていきます。

12



資産の遠隔監視

財産や商品などの盗難や紛失を防ぎ、安全性を高めるための資産管理で
赤外線カメラは非常に有用です。資産管理には大抵、倉庫や資材置き場な
ど保管施設が必要となります。これから資産管理に赤外線カメラのモニタ
リングシステムを導入した一般事例をご紹介します。

有害廃棄物保管庫のモニタリング

この事例では、化学廃棄物の容器は被覆された施設内に保管されていま
すが、防湿が完全ではありません。したがって、漏れや内容物が空気や湿気
に接することで化学反応が起き、温度が上昇し、ひいては火災や爆発に至
る可能性があります。

このような場合、複数の可視光カメラを保管施設全体に配置したとして
も、すべての容器をカメラの視野におさめることはなかなかできません。さ
らに、可視光カメラは煙や炎が発生しなければ問題を検知することができ
ず、検知後に策を講じても手遅れになりかねません。これに対し、ネットワ
ークに接続していない赤外線カメラによるモニタリングであっても、火災
発生前に視野内の温度上昇を検知できます。（図2aおよび2b）

カメラメーカーによって利用できるモニタリング用オプションは異なりま
す。フリアーシステムズのAシリーズでは、最高温度値を設定して、それを

図2a：有害廃棄物保管場所の赤外線画像、2箇所の温度測定値(-3.1°Cおよび 
-8.4°C)は安全範囲内。もう一箇所の測定値37.1℃）は異常に高くなっている。
図2b：同じ場所のその後の画像。2aで異常に高かった場所の温度はさらに高くな
っているため、アラームが作動する。
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超えるとアラームを作動させることができます。さらに、ロジック・クロック
機能により、一定時間以上温度が上昇し続けなければアラームが作動し
ないように設定できます。これにより、容器を追加/除去するために施設内
にフォークリフトが入ってくるときにカメラの視野内で起きる一般的な温
度上昇を除外することができます。加えて、ヒステリシス機能を使えば、検
知温度が設定値を大きく下回らない限り、アラームが解除されないように
設定することも可能です。（図3）

デジタルインターフェースを搭載したカメラは、一般的に出力のオン/オフ

図3：ヒステリシスは赤外線カメラの重要な信号処理機能である。この機能によりモ
ニタリング制御の効率は大きく向上する。
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O� Temp = On Temp – Deadband

Hysteresis
• Also known as deadband
• Can be thought of as another threshold setting – where 

the smart sensor resets the alarm that was generated 
when the original setpoint was compromised

• Used to prevent signal “chatter”

によりアラームを作動させます。デジタル出力はオンかオフかのいずれか
なので、オンのときはDC電圧または電流が流れます。例えば、フリアーシ
ステムズのFLIR　A320のカメラからのデジタル出力は100mA以下の負
荷電流で10-30VDCです。通常はデジタル出力はPLC（プログラマブルロ
ジックコントローラー）に送られ、PLCがアラームシステムを制御します。

アラームシステムの設定方法の一例として、温度が設定値以下のとき全カ
メラのデジタル出力が高レベルになるように設定します。このとき、PLCは
非アラーム状態となります。設定値以上の温度が検知されると、カメラの
デジタル出力は下がり（一般的には0ボトルになる）、そのまま一定時間が
経過するとPLCがアラーム状態になります。このシステムは二重の安全装
置です。カメラへの給電がなくなるとPLCへの高レベル出力がなくなり、温
度が設定値を超えて上昇したときと同じくアラームが作動します。つまり、
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モニタリング不能であるか、実際に温度上昇があったかのいずれかの場合
に、モニタリング担当者に警告が送られることになります。

画像モニタリング 

温度測定値に基づき警報を受信できる機能は極めて有用ですが、カメラ
の画像処理機能こそが赤外線カメラによる資産モニタリングの本領とい
えます。制御室には赤外線カメラからライブ映像が送られてきます。これは
可視光カメラやその他の温度センサーでは不可能です。さらに、メーカー
にもよりますが、ほとんどの汎用赤外線カメラが熱画像を遠隔地に送る多
様なデータ通信フォーマットを備えています。また、インターネット対応カ
メラではPCが利用できる場所であればどこでもモニタリングが可能です。

図4は、イーサネットとTCP/IP通信プロトコロルを採用したフリアーシス
テムズのA320のシステムでアラーム設定機能を利用した事例です。イー
サネットでは最長100mのケーブルが使用でき、デジタルアラームをPLC
に直接送ることができるので視覚アラームやアラーム音が迅速に作動し
ます。視覚アラームが表示パネル上に現れてアラーム発生箇所を示しま
す。これを受けて、担当者は直ちにPCで該当箇所のライブ画像を確認しま
す。画像および温度データは再調査および解析用に保存できます。

A320では、温度が設定値を超えるとEメール（SMTP）またはFTP経由で

図4：赤外線カメラによる遠隔モニタリングのシステム設定の一例。このシステムで
は、適正温度を超えていることをデジタルアラームで検知できるとともに、ストリー
ミング配信されるMPEG-4圧縮映像によりPCモニター上で状態を確認することが
できる。

Use Digital Out on 
each camera to 
ALARM on AREA MAX

Use the camera’s 
web interface to 
con�gure multiple 
cameras. Set up one 
AREA in each 
camera. 

Use Digital Out on 
each camera to 
ALARM on AREA MAX

Use the camera’s 
web interface to 
con�gure multiple 
cameras. Set up one 
AREA in each 
camera. 
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温度データ画像をPCに自動送信するように設定でき、再調査用に記録を
作成することも可能です。

フリアーシステムズのIR Monitor（アイアール　モニター）（またはその他
の適切なソフトウェア）のホストコントローラーを利用すれば、傾向分析用
に温度データを得ることが可能です。Aシリーズでは、アナログ映像信号を
デジタル圧縮し、MPEG-4ストリーミングデジタル映像としてイーサネッ
トを通してPCモニターに送ることが可能です。IR Monitorは温度測定、録
画、カメラ表示機能の設定に使用できます。このアプリケーションを利用す
ることで最大9台までのカメラからの映像をPC上に一度に表示でき、必要
に応じて他のカメラのグループからの映像に切り替えることも可能です。
フリアーシステムズのIP Config（アイピー　コンフィグ）使えば、カメラごと
のIPアドレス設定も可能です。

カメラの設定後、モニタリング用のPCは常にネット接続しておく必要はあ
りません。カメラに内蔵のFTPおよびSMTPプロトコロルを使って、アラー
ム時またはスケジュールごとに映像を受け取ることが可能です。さらに、ウ
ェブブラウザ搭載のPCであれば、カメラのウェブサーバーにアクセスして
ライブ映像受信および基本的な制御が可能です。この操作にはパスワード
が必要です。

多くの赤外線カメラはPALまたはNTSC形式のアナログ映像出力に対応
しています。したがって熱画像をTVモニターで表示することも可能です。各
カメラから連続して送られるライブ映像を切り替えるスイッチがあれば、
単一の制御室でモニタリングできます。カメラを適切に設定すれば、制御
室では画像内の指定エリアの温度（最低、最高、平均値）を表示することが
できます。（図2のスクリーン上での画像のカラースケール参照）担当者は
異常温度の発生を迅速に検知するだけでなく、発生場所も特定できます。

その他に画像マスキングと呼ばれる画期的な機能があります。この機能は
カメラのファームウェアまたは他社ソフトウェアで利用できます。画像マス
キングとは、温度データを解析したい領域を事前に特定することができる
機能です。図5では、変電所の問題箇所である高温点を継続的にモニタリ
ングしています。
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同様のパターン認識型のソフトウェアを利用して、金属やハンダ付けや溶
接、プラスチック部品のレーザー溶接の自動査察が可能です。赤外線カメ
ラは完成部品の中を伝わる熱を可視化できるため、部品の溶接箇所の温
度を確認できます。さらにソフトウェアを使えば、溶接パスを記憶すること
ができるため、画像内の特定画素を利用してパスが正しいかどうかを確認
できます。その他に、見本となる部品の最低温度、最高温度、デルタ値を前
もって保存し、それと比較することで他の部品の合格、不合格を判定する
ことが可能です。第一章でご紹介したカーシートヒーターの検査もこうし
た事例です。同じ原理で、車のウィンドウヒーター部品の検査として、電源
を入れて熱画像を検査する方法が行われています。

図5：フリアーシステムズのA320のマスキング機能。第三者ソフトウェアにも同様
に機能が搭載されている。
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パワー・オーバー・イーサネット (PoE) 

注目すべき点として、イーサネットに接続するカメラはさまざまな電源から
電力を供給されることが可能です。電源は一般的には外部DC電源を利用
しますが、可能であればPoEを利用できます。PoEはイーサネット配線を
利用した電力供給技術で、10/100BASE-Tイーサネットシステムでは使
われていない信号線を利用します。さまざまなPoE設定が可能です。PoE
のネットワーク上では電源を受ける側の機器と、電源を送る側の機器があ
ります。（図6参照）（ただし、ギガビットイーサネットではすべてのデータペ
アが使用されているため、PoEを利用することはできません。）

図6：使用されていないペアケーブルを利用し、一方にエンドポイントPESを使用し
たPoEによる給電。
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PoEを利用すれば、個別電源の設定やネットワーク上の各カメラに電源接
続の必要がなくなります。PoEは、専用電子ハードウェアにかかるわずか
な追加費用だけで利用できます。

多くのアプリケーションはイーサネット100mのケーブル長の範囲を超え
ています。その場合は、ワイヤレスや光ファイバー変換機のオプションを利
用いただくことで、非常に広い範囲の通信が実現します。このようなオプ
ションは次に紹介する大量の資材保管庫などに頻繁に利用されています。
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資材保管庫のモニタリング

大規模の倉庫では大量の資材が、空気や湿気が堆積物の発熱反応を容易
に起こす状態で保管されています。このような状況は、火災や、金銭的損
失、また働く人への安全性に脅威を与えます。また、火災発生後には、付近
に保管してある資産の損失、火災活動による水害、生産ラインのシャット
ダウンなどの損害をも被ります。有機性廃棄物（コンポストなど）、再生利
用のくず紙、木材、石炭、またセメントや塩素水和物などの無機化学製品な
どは燃焼を拡大させる傾向にあります。自然燃焼要因がない場合でも、プ
ラスチックのような材質は、火の粉やその他への点火要因になります。

多くの場合、予防的対応は事後対応よりも低コストで済みます。資材保管
庫における最も効果的な予防的対応は資材を継続的にモニタリングする
ことです。赤外線カメラを利用したオートメーション温度測定システムの
導入は、コストがそれほどかからないため、十分採算に見合う投資といえ
ます。システムデザインには、前述の有害廃棄物容器のモニタリング事例
と同じものを採用できます。指定上限温度を超えるとアラーム出力が直接
送られるように設定します。視覚アラームとアラーム音によって、自然発火
の危険があることを制御室担当者に知らせます。図7の廃棄物処分場のよ
うなモニタリングシステムにおける問題箇所を特定するさまざまなソフト
ウェアが開発されています。

図7：廃棄物処理の制御室とゾーン別のモニタリングレイアウトを示す画面。フリア
ーシステムズの赤外線カメラを上下左右見渡せるようにパンチルトで設置し、火災
の危険があれば警告するように渡している。
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自然発火は通常、積み上げられた廃棄物の最下層から発生しますが、表
面を継続的にモニタリングすることで初期段階において高温点を検知で
き（図8参照）、大火災発生前に予防措置をとることが可能です。広大な処
分場を完全にカバーするには複数台のカメラが必要です。さらに金属の柱
を立てて、積み上げられた廃棄物の上にカメラを設置しなければなりませ
ん。したがって、覆い付きで、しかも厳しい産業環境で一貫した動作が保証
できる機能を備えたカメラが求められます。

重要な容器のモニタリング

容器とその内容物の温度が非常に重要な意味を持つ事例があります。容
器は化学反応、液体の過熱、単なる保管に使用されている場合が考えられ
ます。大型容器のモニタリングに接触型の温度センサーを導入するのは困
難です。容器全体の表面温度が均一でないため、接触型センサーが大量に
必要になり、導入にコストがかかりすぎるからです。

CVMモニタリングの多くは、赤外線カメラを数台利用すれば、容器の表面
温度をほぼ100%視化することが可能です。（図9参照）さらに、容器の表
面温度を測定し、容器内の耐熱性が劣化し、容器の機械的安全性が危う
くなる時期を予測することもできます。特定エリア（ROI）のモニタリング
が必要な場合は、赤外線カメラの内蔵機能（または外部ソフトウェア）によ
り、特定点やエリアを指定して温度測定することも可能です。

図8：可視光カメラおよび赤外線カメラからの石炭積出所の画像−熱画像は火災発生前の
高温点をはっきりと示している。
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さらに、前述のシステムのバリエーションも使用可能です。使用環境にも
よりますが、カメラに爆発防護用のハウジングが必要になることがありま
す。HMI（ヒューマン・マシーン・インターフェース）ソフトウェアを利用して、
全カメラの画像を結合し、一つの空間として提示することで、モニタリン
グしている場所の全体像を得ることも可能です。容器モニタリングの場合
は、容器を平坦にした図が得られます。この図は途切れることなく更新さ
れ、ほぼリアルタイムで熱画像が受信できます。

変電所モニタリング

変電所の安定稼働は一貫した電力供給に欠かせません。落雷や過剰負荷
以外では、機器や連結部の老朽化が設備の不具合やサービス中断の大き
な原因となっています。こうした障害の多くは、効果的な予防保守モニタリ
ングで回避できるものです。多くの場合、破壊的な不具合が生じる前に、変
圧器やブレーカー、連結部などの温度が上昇し始めます。こうした温度上
昇を赤外線カメラで検知することで、意図しない停電が起きる前に予防保
守措置をとることができます。（図10参照）

1 コンピューター

2 CAT-6 イーサネットケーブルと
RJ45 コネクター

3 PoE対応産業用イーサネットスイ
ッチ

4 FLIR Aシリーズカメラ

5 モニタリングの対象となる産業
プロセス（気体化装置）

図9：容器のモニタリング事例。カ
メラの配置およびネットワーク接
続とPC
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カメラはパン/チルトで全体が見渡せるように設置し、広い変電所全体を
継続的に調査します。（図11参照）カメラ数台で、すべての重要機器のリア
ルタイム映像を提供できます。赤外線カメラの設置は、予防保守に加えて、
不法侵入に備えた24時間体制のセキュリティシステムの導入にもなりま
す。

カメラのイーサネットにワイヤレス接続とインターネット対応のインターフ
ェースを組み合わせることで、遠隔地の制御室にライブ映像を送ることが
可能です。さらに、傾向監視ソフトウェアを利用すれば、危険な温度上昇を
検知すると、問題のある機器の画像を添付した警報Eメールをメンテナン
ス担当者に送付することが可能です。

エクセル・エネルギー社など米国の大手電力会社の最新の変電所ではこう
した機能をすでに導入しています。こうした企業にとって赤外線モニタリン
グへの投資は、オートメーションの保守安全のための汎用機器による遠隔
監視制御・情報取得（SCADA）の一環としての戦略的投資と考えられてい
ます。最先端システムでは、重要機器および重要エリアの3-Dの熱モデル（
時刻表示付き）と温度動向解析が供給されます。警報システムは全体的に
導入しているため、ゾーン内またはゾーン間で高温、低温、温度差、周囲の
温度に関するリアルタイムで会社全体に配信されます。

図10：可視カメラと赤外線カメラからの変電所の画像。赤外線カメラからの画像で
は変圧器の異常高温が分かる。
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これまでに紹介した事例は赤外線カメラによる遠隔モニタリングが有効
な事例のほんの一部に過ぎません。他にも以下のような事例で赤外線温
度モニタリングは利用されています。：

• 石油やガス産業（探査リグ、精製所、フレアガス管、天然ガス処理、パイ
プライン、保管施設）

• 電力施設（発電所、配電所、変電所、変圧器）

• 予測・予防保守（重要な機器に継続的/定位で設置）

赤外線画像による遠隔モニタリングは多くの定性用途で有効です。例え
ば、赤外線カメラを森林火災の早期警告システムの一部として利用して、
大量の煙が発生する前に炎を検知することができます。（図12参照）また、
コークス向上、ベニア加工所、合板材加工など凝縮された蒸気で機器や工
程が見えにくい場合も、蒸気を透過できる熱画像が有効です。（第一章、図
1参照）

図11：Ngaro’s IRIS®  森林警報システム
　　　フリアーシステムズの赤外線カメラを使用
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まとめ
すでに述べたとおり、赤外線カメラの温度データは定性モニタリングにも
定量的な温度測定や制御にも利用できます。定性モニタリングは、温度コ
ントラストに基づき熱画像を解釈する事例（地表下の土壌詳細、液体レベ
ル、耐熱性の評価など）において異常がみられるエリアを特定する目的で
行われます。

定量測定では、一般的に赤外線カメラで対象物とその周囲の温度差を正
確に測定することが求められます。遠隔モニタリングでは、こうした温度デ
ータを利用してアラームの作動や機器の活動停止を行うことができます。
大抵の工程では温度変化が比較的緩やかであるため、リアルタイムに近い
データ通信ができるの赤外線カメラはアラーム・制御システムに適してい
ます。

24 25



3. オートメーション工程での温度管理

背景　　　　　 

第二章では、赤外線カメラに最高温度値を設定し、測定温度が設定値を超えると
PLCを介してアラームが作動する事例をご紹介しました。こうした事例の多くでは
複台のカメラを導入しますが、熱画像の検証についてはアラームの確認として二次
的に行われるだけでそれほど重要視されていません。第三章では、1台のカメラの
視野内の複数箇所の温度が問題となる工程制御での導入事例をご紹介します。こ
うした事例では、赤外線カメラは工程制御用のその他の機器（他社ソフトウェアや
最先端データ通信などを利用したPCやPLC等）に組み込まれて使用されます。

赤外線カメラの一般的な測定機能

多くのカメラでは、さまざまな使用条件の下で正確な温度測定ができるように多様
な操作モードが選べるようになっています。以下は赤外線カメラの一般的な測定機
能です。：

•	 スポット計測

• エリア計測

• イメージマスク

•	 ΔT（デルタT）

•	 アイソサーム

• 温度範囲

• カラー/グレースケール設定

3
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最後の2項目は他の機能とともに使い、カメラの視野内の温度範囲を視覚
的に示します。一般的にモニタリングや制御においては、スポット測定とエ
リア測定が最も役立つでしょう。ほとんどのカメラで熱画像内のスポット
とエリアを設定できます。

カーソル機能を利用すれば、図1に示すようなスポット測定画像上で、十字
カーソルによって簡単に特定エリアを選択できます。さらに、カーソルで円
形、四角形、任意形状の多角形選択も可能です。

スポット測定は特定点の温度を測定する機能です。エリア機能は対象物
または状況から任意にエリアを選択し、エリア内の最高、最低、平均温度
を測定します。温度測定範囲は一般的にユーザーが選択できます。ある状
況の温度範囲がカメラの最大温度範囲よりも狭い場合にこの機能が役立
ちます。温度幅を狭く設定すると、画像解像度が高くなり、測定値の精度も
向上し、より微小な温度差の検出が可能になります。逆に、温度幅を広く設
定、または最高温度を高く設定すると、最高温度での画素の飽和を回避で
きます。

ほとんどのカメラでは温度範囲の選択を補助する機能として、カメラの画
像を最適化するためにカラースケールまたはグレースケールの設定が可能
です。図2は2種類のグレースケール設定を示しています。

図1では、カラースケールとしていわゆる「アイアンスケール」を採用してい
ます。これはグレースケールと同じく温度が高くなるにつれ色調が明るく、
または暗くなります。他に「レインボースケール」と呼ばれるものがあります。

（図3参照）

図1：プリント配線板の赤外線画像。3点で温
度測定値を表示。画像の色は右側の温度スケ
ールに対応。
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導入事例

合否判定 

工程基準に合致することを確認するために温度モニタリングでは、設定値を上
回る/下回ると機器が停止し、当該製品を不合格品としてラインから外します。こ
の用途での導入例としては、車両ドアパネルの製造工程において、成形に入る前
に、赤外線カメラを利用して部品の温度を測定・モニタリングする例があります。

図2：カーエンジンのグレースケール画像−左は最高温度を白、右は最高温度を黒で表示

図3：レインボースケール−色のスペクトルの青側
になるほど低温を示す
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合否判定の対象となるのは倉庫に保存されていた補強材です。倉庫での
保管中または成型ラインへの移送中に補強材が結露や悪天候で濡れる
と、成型プレス加工に必要な温度まで加熱できず、完成したパネルの品質
が低下してしまいます。

コンベアーから流れてきた補強材部品を2枚同時にプレス機にかけて溶着
します。完成したドアパネルは車種ごとに指定された形状に成形されます。
もし、補強材部品が濡れていると、プレス機内で蒸気が生じ、成形温度が
低くなるという問題が生じます。しかし、濡れた部品はコンベアー上を流れ
るときに正常部品よりも温度が低くなるため、プレス機にかける直前にコ
ンベアーを止め、赤外線カメラの非接触温度測定を行えば、部品を事前に
チェックできます。図4はこうした定性制御の一般事例です。

赤外線カメラのエリア機能を利用して2つの部品の温度が最低許容値を
上回っているかどうかをチェックします。部品の温度が設定値（一般的には
室温）を下回る場合、デジタルI/OがPLCに送られてアラーム音が作動し、
成形ラインが停止し当該部品が撤去されます。

1 コンピューターまたはPLC

2 CAT-6 イーサネットケーブルと
RJ45コネクタ

3 光ケーブルポート付き産業用イ
ーサネットスイッチ

4 光ファイバーケーブル

5 FLIR Aシリーズ

6 モニタリング対象の産業工程　
（コンベヤーベルト上の製品）

図4：赤外線カメラを使用した一般的な合否判定チェックシステム
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製造メーカーは、消費者への車の購入後の保証の一環として、無料でドア
パネルを交換することになっているため、品質の悪いパネルを最終生産品
から事前に除外できれば事業損失を回避することができます。

ここでは確実に部品の温度を測定することが重要です。部品が適正な位
置にないと、カメラの視野内にあるコンベアーを間違って計測してしまうこ
とがあります。この場合、床の温度は非常に低いためアラームが作動しま
す。部品がプレスエリアに入ると光電検出器からPLCに信号が送られます
が、信号がない場合はラダーロジック（リレーによる論理回避）によりカメ
ラからのアラーム出力を無視する設定になっています。

継続的工程モニタリング

多くの工程において温度は重要な変数です。温度変化が工程の一部であ
る場合もありますし、他の要素の代理となる場合もあります。これから両
方の状況を含む事例を紹介します。

化繊製造工程では通常連続的な押出成形加工が必要です。複数の繊維束
を一度に押し出す工程が不繊布をシート状に重ねるウェブ形成がありま
すが、いずれの場合も、押出機から出てきた繊維の温度モニタリングによっ
て、繊維の破損や工程における繊維の目詰まりや戻りを検知できます。赤
外線カメラを利用した無人モニタリングでこうした不具合を早期に検知で
きれば深刻な問題発生による長期間の機能停止や生産量低下を回避でき
ます。さらに、実際の温度測定により傾向解析も可能です。

用途に応じてカメラのスポットまたはエリア測定機能を使います。エリア
測定では指定エリア全体の最低、最高、平均温度を測定します。このうちい
ずれかの温度が指定値を下回ると、PCまたはPLC上で作動しているアプ
リケーションプログラムが即時に機器を停止します。

図5は押出機から出てくる6本の繊維を対象としたモニタリングエリアを示
しています。図の左上の数字はアラーム設定温度です。

多くの遠隔モニタリング事例と同様に、カメラのアナログ映像が制御室モ
ニターに送られるルートが選択できます。イーサネット接続のカメラでは、
デジタル圧縮されたMPEG-4ストリーミング映像をPC上でPC画面上で
モニターすることができます。FLIR Aシリーズでは、画像およびアラーム
TCP/IPとSMTP（Eメール）プロトコロルで遠隔地PCに送ることも可能で
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す。

可視光カメラでも繊維束の破損は検知できるかもしれませんが、赤外線カ
メラでは傾向解析や統計的工程管理（SPC）用の温度測定が可能です。さ
らに、繊維加工で凝縮蒸気が発生するような状況でも可視光カメラでは
見通せませんが、赤外線カメラであれば可視化できます。つまり、赤外線カ
メラは多くの機能を備えており、よりコストパフォーマンスが高いといえま
す。

図5：押出機から出てくる化学繊維のモニタリング
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データ通信とソフトウェア

カメラによって映像フレームレートは異なります。フレームレートとは熱画
像とその温度データがどの程度頻繁に更新されるかを示しています。標準
的なフレームレートは200ミリ秒に1回程度です。カメラのデジタル通信プ
ロトコロルでは、更新処理においてわずかな遅延が生じることがあります。
しかし産業工程では温度は緩やかに変化することが多いため、この速度で
温度データを収集すれば、定性評価による制御に必要な情報は十分得ら
れます。

多くの赤外線カメラにはシリアル/ソケットインターフェースがついており、
制御スクリプトやアプリケーションを実行するPCやPLCとの通信に利用
できます。システムデザイナーまたは、ユーザーが、PLCを使い慣れている
のであれば、PC上にバーチャルPLC（実際のPLCハードウェアとロジック
を模倣したもの）を作成し、そこに制御アルゴリズムを実装できます。いず
れの場合も、HMIを実装し、カメラから送られるデータをモニターします。
以下にご紹介する詳細はフリアーシステムズのFLIR Aシリーズを基準に
していますが、イーサネットでデータ通信を行うカメラであれば同様の仕
様であるはずです。

FLIR A320からのデジタルデータ通信用物理インターフェースはイーサ
ネットポートだけです。イーサネットはTCP/IPだけに対応していますが、
カメラのIPアドレス、ネットマスタ（ゲートウェイが必要な場合もあります。
）を適切に設定すれば、どのようなLAN環境でもカメラはシームレスに動
作します。カメラは主にコマンドコントロールインターフェースとリソースコ
ントロールインターフェースで制御します。デジタル画像ストリーミング、
データファイル通信、その他の機能はIPサービスインターフェースから利
用できます。他にソフトウェアで多数の機能が利用できます。これはカメラ
のリソース・コントロール（シリアル/ソケット）インターフェースです。イー
サネットインターフェースとは無関係に、telnet、 ftp、 http、およびFLIR 
Resource Socket Services （リソースソケットサービス）を使ってTCP/
IP接続されたカメラシステムにアクセスすることができます。

大抵のPLCはイーサネット用のシリアル/ソケットインターフェースを提供
します。例えば、Allen-Bradley社のイーサネット/IPウェブサービスモジュ
ール（EWEB）やHMSインダストリアルネットワークスのAnybus Xゲート
ウェイ・イーサネットインターフェースモジュールがあります。HMSのXゲー
トウェイでは、このシリアル/ソケットインターフェースを多様な産業ネット
ワークプロトコロル（イーサネットI/P、Modbus-TCP、Profinet、イーサ
ネットパワーリンク、イーサCAT、FLNetなど）に変換することが可能です。
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カメラの設定とデータ取得は通常はFLIR IR MonitorおよびPC上で実行
しているIP CONFIGソフトウェアで直接行います。その後、PCまたはPLC
により連続モニタリングとデータ記録をするためにカメラをネットワーク
に接続できます。通常、Windows®PC上でtelnetプロトコロルを利用し
てカメラのデータクエリーが可能です。telnetプロトコロルはほとんどの
PLCでも利用できます。いずれの場合もカメラのリソースソケットサービス
で動作します。（カメラのICDマニュアルコマンドシンタックスが記載さ
れています。付録Dにも数例が記載されています。）

フリアーシステムズ、またはシステムデザイナーは、PLCでもPC制御と
同じ方法でカメラの温度データと熱画像を呼び出すことができるよう
なメッセージを作成できます。他の方法としては、PLCでイーサネッ
トポートを開いたままにしておき、カメラが継続的にデータをポート
に最大速度で出力するように指定することもできます。いずれの場合
も、アラーム機能および意思決定はPCL（該当する場合はPC）上で
実行中のアプリケーションプログラムで行います（図6参照）。一般
的には、傾向解析および統計的工程制御に使用するために収集された
温度データと画像はネットワークに接続された別サーバ上のダウンロ
ード／データ保管用のトランザクション管理ソフトウェアに保管され
ます。

PC上で実行するカスタム化アプリケーション用にVisual BasicやC++
などのコードを記述または編集するためのオプションも用意されてい
ます。FLIRのResearcher package（リサーチャー　パッケージ）は
OLE-2をサポートしています。OLE-2はExcelなどのアプリケーショ
ン間でデータの連携、共有を行うためのマイクロソフト社の標準技術
です。連携データは自動的に更新されるため、Resercher（リサーチ
ャー）内の温度データが変化すると、リンク先アプリケーションのデ
ータも自動的に更新されます。さらに、Resercher（リサーチャー）
はVisual Basic またはVBAを使ってソフトウェアを制御できるオー
トメーションインターフェースを提供します。市販のOLE制御用オプ
ションには、他にMATLABナショナルインスツルメンツのLabNIEW
があります。しかし、このうちいずれもOPC（OLE for Process 
Control）対応のものはありません。

その他に、オートメーションテクノロジー社のIRControlなどアプリ
ケーション・ソースコードの記述を必要としない画期的な製品もあり
ます。IRControlは、Microsoft®COM/DCOMを基盤とする内蔵型オ
ートメーションインターフェースによって複雑なタスクの自動化処理
を簡単に行えるソフトウェアです。これを使えば、フリアーシステム
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ズの赤外線カメラの測定、解析、制御の基本機能はマクロコマンドで直接
プログラムが可能となり、デジタル入力イベントに基づき自動的に制御ス
クリプトが実行できます。さらに、IRControlはRS-232リンクを介して
遠隔制御コマンドを受信します。したがって、その他のPCやPLCによる
IRControlの遠隔制御が非常に簡単にできます。加えて、このソフトウェ
アには包括的な報告書作成機能もついています。

まとめ
赤外線カメラの制御やデータ取得には多様なオプションが利用できます。
（図7参照）マシンビジョンシステムに利用されている可視光カメラのオプショ
ンは、ほぼすべて赤外線カメラでも利用できます。これに加えて赤外線カメラに
は、1台の機器で高精度な非接触温度測定ができるというメリットがあります。

1 コンピュータ、PLCおよび／
またはトランザクション管理
サービス

2 CAT-6イーサネットケーブル
とRJ45コネクタ

3 光ファイバーポート付きの産
業用イーサネットスイッチ

4 光フィバーケーブル

5 ワイヤレスアクセスポイント

6 CAT-6 イーサネットケーブル
とRJ45コネクタPoEを利用し
てカメラに供給

7 産業用イーサネット

6 工程またはその他の対象物
をモニタリングの中のFLIR 
A320 

図6： 汎用赤外線マシンビジョンシステムおよび通信ネットワーク
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4. マシンビジョンと温度測定の結合

背景

これまでの自動検査や工程制御用のマシンビジョンシステムでは可視
光カメラが主体でした。こうしたシステムの多くで、製品の品質管理
のために温度測定が求められています。赤外線カメラの導入によっ
て、製品画像と重要な温度データの両方を得ることができます。もち
ろん、非接触での温度測定にメリットがない事例では、可視光カメラ
の方が確実に低いコストで導入できます。しかし、そのメリットがあ
る事例では、システムデザイナーは赤外線カメラの導入を検討すべき
でしょう。

赤外線カメラの技術は、付属ハードウェアおよびソフトウェアの進歩
とともに向上しつづけており、オートメーションシステムでの赤外線
カメラの利用は急増しています。画像取得機能と温度測定機能を統合
した赤外線カメラはコストパフォーマンスにおいても非常に優れてい
ます。赤外線カメラの普及拡大の主な障害となっているのは、赤外線
カメラの機能やその標準機器、システム、ソフトウェアに関するシス
テムデザイナーの知識不足です。本章ではこうした情報について詳細
にご紹介します。

マシンビジョンへの導入例

赤外線カメラやそのソフトウェアで、可視光カメラと同様に対象物
のサイズ、形状、相対的な位置が把握できます。（パターンマッチン
グが可能であれば）さらに、最新の赤外線カメラは高フレームレート
（60Hz以上）での高速信号処理を実現し、生産ライン上を高速で動
く部品の画像を撮ることができるようになっています。こうしたカメ
ラのA/D変換機は、短い集積時間と14～16ビットの解像度を組み合
わせることで動く対象物や急速に温度が変化する状況を正確に描写し
ます。

4
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急速に温度変化する例として、回路基板上のICの自動検査があります（図1参
照）。

ICの自動検査の一環としてICに電流パルスを流して熱負荷をかける過負荷
試験があります。この試験では、800ミリ秒持続するパルスを使い、出力許
容範囲を超えた電流レベルで正流と逆流でICにバイアスを与えます。赤外線
カメラは電流パルス中とパルス後に温度の上昇と下降を示す画像を撮影しま
す。60Hzのフレームレートでは、17ミリ秒ごとに新たなフレームが撮影で
きるため、800ミリ秒のパルスの間に約50フレームの撮影が可能です。さら
に、パルス後には熱の散逸を示すさらに多くの画像が撮影可能です。

その他の導入例として、異常のない状態の画像を対照画像として保管し、画
素ごとの差を利用して、検査画像と対照画像を比較する方法があります。得
られた画像が完全に黒いと、対照画像と全く差がなく異常なしということに
なります。異常な温度差があるエリアに異常があることを示しています。こ
うして不要な温度差を極めて簡単に見分けることができます。

図1：回路基板上のIC自動検査の結果
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非接触での温度測定と高フレームレートでの画像撮影の組み合わせが
極めて有益な事例は他にも多数あります。赤外線カメラを既に導入し
ているオートメーションシステムの例には次のようなものがありま
す。：

•	 オートメーション化された部品製造および組立ライン

• スラグモニタリングや取鍋炉検査など製鉄工程

• 金属およびプラスチックの鋳造、はんだ付け、溶接

• 食品加工ライン

• 製品包装

• 成形品内部の孔隙の検知など非破壊的な試験

• 電気器具モニタリング

• 電子産業のR&D、プロトタイピング、製造

自動車業界の導入事例として、安全性を最重要視する部品の圧力鋳造
金型の温度分布のモニタリングがあります。（図2参照）赤外線マシン
ビジョンシステムの導入前は、このメーカーは表面下の欠陥検出にX
線システムを使った100％検査を実施していました。しかし、部品製
造から数時間を要するX線検査は即時性の観点から実用的ではありま
せんでした。ある特定の金型から出された部品にX線で重大な欠陥が

図2：圧力鋳造金型とその温度分布
−赤外線カメラ1台を使ってオペレー
ターは金型を最適温度に調整する。
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検出されると、この情報を製造エリアに伝達し、当該部品の鋳型の温
度を調整していましたが、この方法は手間とコストがかかる上に、ス
クラップ発生率を増大させていました。赤外線カメラを利用すれば、
オペレータが即座に金型の温度分布をチェックし、調整することがで
きます。

実現技術

データ通信は近代産業用SCADA、PLC、HMIおよびマシンビジョン
システムの基幹です。イーサネットはこうしたシステムの事実上の標
準技術となっています。このような背景でマシンビジョンシステムに
おける赤外線カメラの実用性を考慮すると、ギガビットイーサネット
（GigE）接続性、GigE Vision対応性、GenICamインターフェースお
よびカメラをサポートする多様な他社ソフトウェアの機能が重要とな
ります。さらに重要なハードウェア機能もあります。

一般的に産業工程モニタリングなどの用途では超高解像度の検出器は
必要なく、一般的な赤外線カメラの焦点面アレイ（FPA）の解像度は
320x240ピクセルです。しかし、フレームレート60Hzで76,800ピ
クセルを16ビット画像ストリーム配信するとおよそ74Mb／秒にな
ります。これは1000baseTイーサネットシステムの転送可能速度よ
りもずっと遅いのですが、複数台のカメラを接続することがあるうえ
に、画像転送機器間のネットワークで他の通信量が増えることもあり
ます。

したがって画像転送速度を上げるためには、カメラ以外の機器でデー
タ解析や意思決定を行わなければなりません。このため第三者サーモ
グラフィー用ソフトウェアが必要となります。大抵のマシンビジョン
システムは特定の製造工程用にカスタムデザインされています。当然
ながら赤外線カメラメーカーは、自社製品をサポートし、システム導
入を促すためのさまざまなタイプのソフトウェアを供給しています。

GigEVisionの技術規格はマシンビジョン産業のニーズにこたえる
GigEバージョンを提供することを目的としており、この規格に沿った
多様なメーカーの製品を組み合わせた最適設計を可能にすることが業
界で求められています。またGigE Visionでは、比較的安価なケーブ
ル、スイッチ、ネットワーク・インターフェース・カード（NIC）な
どのアクセサリーが利用できるとともに、必要に応じてケーブル長を
延ばせるというメリットもあります。
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GigE Vision規格はUDP/IPを基盤として、以下の4つの主要な構成要
素を備えています。:

• アプリケーションによりデバイスを検出、列挙し、有効なIPアド
レス取得方法を定義します。

• GigE Vision制御プロトコル（GVCP）により、検出したデバイス
の設定やデータ転送の一貫性を保証します。

• GigE Visionストリームプロトコル（GVSP）により、デバイスか
らの情報受け渡しが可能になります。

• デバイスの設定登録（現在のIPアドレス、シリアルナンバー、メ
ーカー名等）

GigEと適切なソフトウェアを利用した赤外線マシンビジョンシステ
ムは、可視光カメラで従来必要だった個別のフレームグラバーが不要
になります。PC上のGigEポートが実質上のフレームグラバーとなり
ます。旧式の可視光カメラはアナログ画像出力（NTSCおよびPAL）
だけであったため、低フレームレートでの現地モニタリングに限定さ
れていました。GigEを利用した赤外線ビジョンシステムは、USBや
Firewire、CameraLink等によるローカル処理とデータ通信速度に比
べて高フレームレートを実現するとともに、非常に離れた場所での遠
隔モニタリングが可能となりました。さらに、フレームグラバーカー
ドやその他のハードウェアと比較して、イーサネットでは安価な部品
が利用できるのも特長です。
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GigE Visionカメラは通常、NICカードを利用し、複数台のカメラをネ
ットワーク上に接続することが可能です。しかし、NICメーカーが供
給するドライバはWindowsまたはLinux IPスタックを利用するため、
データ転送の遅れなど不慮の事態が起こる可能性があります。GigE 
Vision規格対応の専用ドライバを使うことで、IPスタックをバイパス
してPCシステムのカーネルレベルでデータを直接メモリに転送こと
が可能です。このダイレクト・メモリ・アクセス（DMA）はCPU負
担を大きく軽減します。したがって、CPUタイムのほぼ全てを画像
処理に使えるリアルタイムに近い赤外線ビジョンシステムが実現しま
す。

 

カメラがGigE Vision対応であることを示す公式マーク（図3に示す）
をご確認ください。このマークはGigE Vision規格に沿ったカメラだ
けに付いています。

GenICam準拠の赤外線カメラも検討に値します。GenICam準拠のカ
メラは赤外線ビジョンシステムへの統合が容易です。GenICam規格
は、あらゆる機種のカメラに対応する汎用プログラミングインターフ
ェースを提供することを目標としています。インターフェース技術に
何を利用しても（GigE Vision、Camera Link、1394等）どのような
カメラの機能を実装しても、アプリケーション・プログラミング・イ
ンターフェース（API）は同じです。GenICam規格は複数のモジュー
ルから構成されており、その主要なタスクは以下の通りです。:

• GenApi: カメラの設定

• 標準機能名称：推奨機能の名称とタイプ

• GenTL: 画像取得用トランスポート層のインターフェース

図3：GigE準拠製品の公式マーク
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マシンビジョンシステムにおける赤外線カメラの共通タスクとして
は、設定、コマンドと制御、画像処理、温度測定結果を画像データ
ストリームに加える機能などがあります。さらに、カメラのデジ
タルI/Oを使用して、他のハードウェアを制御することも可能です
し、リアルタイムデータ取得に関連するトリガ機能や同期化機能
もあります。GigE　Visionはハードウェアの独立性を可能な限り高
め、GenICamはソフトウェア独立性を実現します。たとえば、この
両規格に準拠し、GigEネットワークに接続した赤外線カメラシステム
では、ほぼすべてのアプリケーションプログラムで60Hzストリーム
画像転送コマンドをカメラに送ることが可能で、フレーム落ちや重要
データの紛失もありません。この情報を処理して、アラーム機能、傾
向解析、統計的工程制御などに利用することもできます。
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他社ソフトウェア

上記の規格に準拠した赤外線カメラは、広範囲な機能を有するビジョ
ンシステムに容易に統合できます（図4参照）。カメラメーカーも統
合を促進するため、さまざまなソフトウェア製品を提供しています。
例えば、FLIR A325にはPCコントローラー上で動作する次の3パッ
ケージが付属しています。：

•	 IP Configuration utility－ネットワーク上でカメラを探し、カメ
ラの設定を行う

• IR Monitor－最大9台のカメラの画像と温度データを一括表示す
る

• AXXX Control and Image interface－画像フォーマットやCコー
ド例などのカメラとの通信方法のローレベルな記述

これに加え、Visual Basic、C++、Delphi等のプログラミング環境
でカスタムアプリケーション用にソースコードを作成するためのオ
プションとしてソフトウェア開発ツールキットがご利用いただけま
す（FLIR SDK、LabVIEW SDK、A&BソフトウェアのActive GigE 
SDK等）。ただし、フリアーシステムズのA325カメラの強みは、ソー
スコード記述の必要性を最小限にまたは完全になくす他社ソフトウェ
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図4：オートメーション向Vision Builderの主な機能
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アとの親和性にあります。たとえば、オートメーション検査用ソフト
ウェアであるナショナルインスツルメンツのVision Builderはマシン
ビジョンシステムの構築、評価、展開用のユーザ設定が可能なパッケ
ージです（図5参照）。このソフトウェアはプログラムコードの記述
が不要です。内蔵の展開インターフェースによって複雑な合否判定の
定義、デジタルI/Oの制御、シリアルデバイスやイーサネットデバイ
ス（PLC、PC、HMI等）との通信が可能であるため、システム実装
が容易です。同様の機能がSTEMMER IMAGINGの画像処理ソフト
Common Vision Bloxでも利用できます。この製品にはハードウェア
や言語にかかわりなく動作するツールや画像処理のプロ用のライブラ
リが含まれます。

第三者ソフトウェアを利用することで、カメラ以外のPC上で解析、
コマンド、制御機能のほとんどができるようになり、用途の可能性が
大きく広がります。一つの可能性としては、たとえば、熱画像と温度
データを赤外線カメラが供給し、可視光カメラが白色光の認識をする
2種類のカメラが混在するシステムの構築が考えられます。

食品加工産業には、赤外線ビジョンシステムが有効な用途が幅広くあ
り、赤外線カメラをオートメーション・マシンビジョンシステムに利
用して、高度な解析を行っています。コンベヤオーブンから次々に出
てくる食品の100％検査では、製品が完全に加熱調理されているかを
確認することが主要目的です。これをカメラの測定温度で判断しま
す。図6にハンバーガーパティの事例を示します。オーブンから出て
くるバーガーの位置に対応する測定点またはエリアを指定します。バ
ーガーの温度が低すぎると、マシンビジョンのプログラムロジックが
アラームを発信し、ラインから撤去すべきバーガーの位置を示す画像
を表示します。その他の用途としては、特定バーガーまたは視野全体
の最低、最高、平均温度を収集して、傾向解析や統計的工程管理に使
用することもできます。

別の導入例では、チキンテンダーが適切に加熱されているかをチェッ
クするために赤外線カメラを使用します。オーブンから出てきたチキ
ンは、別のコンベヤー上での任意の位置に落とされます。（図7参照）
作業者は赤外線画像を利用して、ばらばらに落ちたチキンから未加熱
のものを検出し、コンベヤーから撤去します。

他には冷凍食品の製造工程で、赤外線のマシンビジョンのパターン認
識ソフトウェアを使い、食品トレイの仕切り内に適切に食品が詰めら
れているかをチェックできます。

44



同様に、完成した食品をセロファンのラップで熱密封できているかど
うかを100%検査する事例でも赤外線ビジョンシステムが利用できま
す。検査所で撤去できるように不合格品にレーザーでマークすること
ができる追加機能もあります。

図5：温度測定によ
り、ハンバーガーの
加熱具合をチェッ
クする赤外線マシ
ンビジョン画像。

図6：赤外線による
温度測定と熱画像
を利用して、未加熱
部分のあるチキンテ
ンダーを検出し、未
加熱部分が検出さ
れると、ラインをとめ
て撤去する。

44 45



まとめ
赤外線マシンビジョンと温度測定は、無数のオートメーション工程
で利用できます。多くの場合、可視光カメラでは得られない画像と
情報を提供し、可視光カメラが必要な場合でも可視光画像と組み合
わせることで補完的な役割を果たします。FLIR A325や同様の赤外
線カメラでは、高速フレームレートで高速処理を実現した赤外線デ
ジタル画像配信やGigEネットワーク上での遠隔地への転送が可能で
す。GigEVisionやGenICam規格に準拠しているため、同様の準拠機
器と組み合わせて使用できるとともに、多様な第三者ソフトウェアと
親和性があります。トリガ機能や同期性機能により、多くの他種機器
の制御が可能であり、他種機器による制御も可能です。ワイヤレスお
よび光ファイバーアダプタを利用すれば、遠隔地などでも利用が可能
となりました。
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フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-6-20
西五反田アクセス8F
電話：03-6277-5681
FAX：03-6277-5682
Eメール：info@flir.jp

解決したい問題はありませんか?

赤外線カメラの熱画像による、制御・モニタリング
アプリケーションのご相談はお気軽にどうぞ。

www.flir.com/thg


