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はじめに
1970年代以降、エネルギー資源が貴重で限られているものであるという
意識が高まってきています。

EUでは建築業界のエネルギー消費が全体の40％を占めており、エネルギ
ー効率向上の可能性が最も高い業界となっています。これを受け欧州委員
会は、建築物エネルギー効率効果に関する指令を出しました。すでに多くの
国がこの指令をもとに国内法令を定めています。新築や大きなビルの修復
には、エネルギー効率効果証明書（EPC）が必須になってきており、ヨーロッ
パの多くのビジネスが影響を受けています。

これに加え最近の景気刺激策により、気密性試験やその他のエネルギー効
率検査法の需要が高まることが予想されます。

将来的には、建築物の省エネに関し、より厳しいEU指令が出されることで
しょう。実際に、パッシブハウス（無暖房住宅）をEUの標準にするという議
論が現在出ています。これが実現されると建築業者は多大な影響を受ける
ことになるでしょう。
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赤外線カメラ、または赤外線カメラをブロアードア（Blower	 Door）など他
の技術と組み合わせて使うと、作業が大幅にスピードアップします。赤外線
カメラは、エネルギー損失の具体的な場所を非破壊的な方法で検出します。

サーモグラフィは、建築物からのエネルギー損失をマッピングできるユニー
クなツールです。迅速に検査ができ、カメラが作成する熱画像とレポートは
正確で信頼できます。

このガイドブックは、サーモグラフィを使った建築物検査を詳しく説明する
ものです。赤外線検査には注意すべき細かい点がたくさんあります。赤外線
カメラの仕組み、画像の取り方だけではなく、建物の物理学や建設方法を理
解することも大切です。これらはすべて、赤外線画像を正しく理解し解析する
ために重要になってきます。建築物診断に関するすべての原理や考え、使用
方法をこのガイドブックでカバーすることはできませんが、赤外線トレーニ
ングセンターITC	 (Infrared	 Training	 Centre)に建築物診断専用のト
レーニングコースが用意されています。

このガイドブックの主な内容は下記になります。

･	建築業界における赤外線サーモグラフィの使用例
･	赤外線カメラの使い方および購買の際に注意すべきこと
･	画像を取る際に注意すべきこと
･	専門的なレポートを作成するソフトウェアについて
･	実際のアプリケーション例
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1. 赤外線カメラとその仕組み
赤外線カメラは温度を測定するのではなく、赤外領域の放射強度を記録し
ます。
赤外線放射は肉眼で見ることができませんが、赤外線カメラを使うと画像に
映し出すことができます。画像はグレースケールまたは異なるパレットで表
示され、見えやすくなっています。肉眼では電磁波スペクトルの0,4	 -	 0,7	
μm間の放射線しか見えないのに対し、赤外領域は0,9	 -	 14	 μmです。建
築物診断に使用されるカメラは8	-	14	μmに反応します。

電磁波放射と温度の関係は、ステファン＝ボルツマンの法則で求めることが
できます。	

	 	 W	=	σ	・	T4

W	=	放射の強度
σ	=	ステファン＝ボルツマン定数	=	5,67	・	10-8	W/(m2	・	K4)
T	=	熱力学温度

カメラはこの法則を用いて表面の放射強度を読み取るだけでなく、温度も
計算できます。

赤外線画像はデジタル写真とともに表示することで、より理解しやすくなり
ます。これにより赤外線画像が実際にどこでとられたものか、また何を捉え
ているのかが明らかになります。赤外線サーモグラフィは建築物の診断に最
適なツールです。

1
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2. 建築物診断用赤外線サーモグラフィ
赤外線(IR)検査は、建物の状態を監視・診断するパワフルで非侵襲的な方法
です。赤外線カメラを使うと問題を早期に発見し、文書化して修正できるた
め、問題の深刻化と修理代の増加を防げます。

建築物の診断に赤外線検査を用いると下記が可能になります。

・	エネルギー損失の視覚化
・	断熱材のない箇所、断熱材がダメージを受けている箇所の検出
・	空気の漏れ経路の検出
・	屋内外の屋根や壁に設置された断熱材の湿気の検出
・	カビ、断熱不良箇所の検出
・	熱橋の検出
・	平屋根の漏れの検出
・	温水管の欠格検出
・	建築構造の問題検出
・	放射床暖房の問題検出
・	建物の乾燥施設監視
・	電気の問題箇所検出
・	配管および地域暖房の問題点検出
・	その他様々な問題の検出

2
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建築物診断における画像の分析

断熱不良および空気漏れの検出
赤外線サーモグラフィは、断熱不良、下塗りの剥離、結露といった建物の問
題点を検出し、エネルギー損出を視覚化する優れたツールです。また、平屋
根のダメージを受けた断熱材や湿気までも検出できます。

このビルは屋内が暖かく、コンクリート−断熱材−コンクリートというサン
ドイッチ構造になっています。一箇所断熱材が不足している部分があります
が、屋内からも屋外からも肉眼では見えません。赤外線サーモグラフィを使
うと視覚化できます。

建築構造：多くの箇所で断熱材が不足しており、これが暖色で表示されてい
ます。

アトリウム上のガラス屋根。水分の漏れはありませんが気密性がありませ
ん。高圧により暖気が逃げ、カフェに冷気が入り込んでいます。解決策はガラ
ス屋根の機密性強化です。

大きなオフィスビルでは、中央がアトリウムになっていることがあります。下
がカフェ、屋根はガラスで日光が入るようなつくりになっていることがよくあ
ります。
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断熱材の欠陥
断熱材の厚さは国によって異なります。寒い国では通常厚く、温かい国では
薄いかまたは断熱材自体がありません。しかし暑い国では屋内で冷房が使
われるため、エネルギーを保つために厚い断熱材が必要になることも多々
あります。赤外線カメラで適切な結果を得るには、基本的に屋内外の温度差
が最低10℃ある必要があります。解像度および温度感度が高いカメラの場
合は、温度差が10℃以下でも使用できます。

壁と屋根の断熱性が優れた大きなプレハブ倉庫でも、接続箇所からエネル
ギー損失が見られることがあります。

壁と屋根の間から大量の暖気が逃げています。大幅なエネルギー損失を避
けるため、接続箇所を修正する必要があります。

断熱材が何箇所かない壁

屋外からの熱調査。赤く表示された箇
所が断熱不良・欠陥を示しています。
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空気漏れの検知
空気漏れは建材を通して検出できることがよくあります。空気漏れはエネル
ギー消費の無駄の原因となり、空調に問題をきたしたり、結露を引き起こし
て屋内環境を悪化させたりします。空気漏れの90％は設計不良が原因です。

赤外線カメラで空気漏れを検出するには、温度差と気圧差が必要です。空気
自体は見ることができませんが、赤外線カメラを使うと、表面の温度を下げ
る冷気の漏れのパターンを検出することができます。赤外線での検査は常に
陰圧の側で行うべきです。

屋内が陰圧で、天井と窓の間の空気漏れを示す画像

窓上の壁の断熱不足を明確に示す赤外線画像
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湿気の検知
湿気によるダメージは家屋損害のもっとも一般的なものです。空気漏れは壁
や床、天井に結露を引き起こし、湿った断熱材は乾きにくくなり、カビや菌が
繁殖しやすくなります。
赤外線カメラでスキャニングをすると、肉眼では決して見ることができない
場所でカビの原因となっている湿気を検知することができます。臭いに気づ
いても実際の場所が分からないと言うことは多いものです。赤外線で検査を
すると、健康に害を及ぼすカビ繁殖の原因となる湿気を検出することができ
ます。

湿気の検出は難しく、温度の変化がコツとなります。湿気を含んだ素材は乾
燥した素材よりも温度の変化が遅いため検知しやすくなります。他の検査方
法では1箇所しか温度を測れないのに対し、赤外線は一度に広範囲を検査
することができます。

同じ天井で撮られた赤外線画像。左の画像では、暖房により室内温度が変
わったため、断熱材の湿気がはっきりと示されています。

肉眼では見えないが赤外線ではっきりと見える床の水分侵入
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熱橋
熱橋は、金属ファスナー、コンクリート梁、厚板、支柱など断熱が不十分な場
所です。熱は熱された空間から外へと抵抗の少ない道を通って流れていきま
す。大量の熱が、まわりの素材より伝導率の高い素材を通って流れることが
よくあり、この素材を熱橋といいます。

熱橋には主に下記のような影響があります。

･	屋内の表面温度の低下。最悪の場合、結露を引き起こす（特に角の部分）。
･	熱損失の加速
･	屋内に冷えた場所が増える

ある階での熱橋を表す画像
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配管と地域暖房
寒い国では舗道や通路に暖房が使用されます。また、一般家庭および商業用
に中央施設から暖房を供給する地域暖房も一般的です。

サーモグラフィを使うと地下暖房システムの問題点を簡単に検出できます。
雪が積もっている場合でも、赤外線カメラで暖房用の配管を見ることができ
ます。

暖房が設置されているはずの舗道だが、一部しか稼動していない。

屋根梁と壁の間の熱橋
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屋根の漏れ検出
屋根は水分のある箇所だけを修理できれば、全体を取り替えるよりはるか
にコストを節約できます。

太陽を暖房として利用することにより、赤外線カメラで屋根の水分を含んだ
断熱材を検出することができます。日中は太陽が屋根を暖めています。夜に
なると屋根は再び冷えますが、水分を含んだ断熱材がある箇所は冷える速
度が遅くなります。赤外線画像ではこの箇所が暖色で表示されます。

屋根が黄色い建物に水分または断熱問題があります。

地域暖房の漏れや断熱欠陥を示した航空赤外線写真
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電気の問題点
建物における電気の問題はごく一般的です。

電気の問題は肉眼では見えないことがほとんどですが、赤外線カメラを使う
と熱画像がホットスポットとして瞬間的にとらえることができます。電気キャ
ビネットや部品のスキャン、複数の配線や接続の調査ができ、問題箇所の画
像を瞬時に撮ることができます。実際に問題となる前に原因を突き止め修理
ができるのです。建築業者の最も一般的な対象物はヒューズ、電気パネル、そ
して照明です。

ヒューズの一つが過熱しており、火事の危険性があります。

床暖房の漏れ検出
赤外線サーモグラフィは、配水管が床下や漆喰の下にあるような場合でも
漏れを簡単に確認できるツールです。配管の熱が表面をつたって放出される
ため、赤外線カメラを使ってそのパターンを簡単に検知できます。

床暖房の配水管からの水漏れを示す画像
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温水の分配

臭い
赤外線サーモグラフィは家屋間の漏れの検出にも便利です。家屋間の漏れ
は防音不良だけでなく、タバコやその他の不快な臭いの原因になります。こ
のような漏れは、温度差と陰圧を利用すれば簡単に検出できます。

幅木を通って隣の家から漏れてくる暖気
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冷蔵工場
冷蔵工場や冷蔵室は十分な断熱と気密性が必要です。冷蔵工場の室内温度
は通常-23	 °Cから-25	 °Cとなっています。断熱不良や漏れは建築構造の
結露と氷結につながり、エネルギーがさらに必要となるだけでなく、氷結は
構造破壊の原因ともなります。

左の画像は壁と屋根の接続部における空気の漏れを示しており、大幅な温
度差が観察できます。右の画像は壁と屋根間の冷橋を示しています。

再開発計画と品質保証
赤外線サーモグラフィの技術は再開発計画だけでなく新築の品質保証や検
査にも使われます。

赤外線画像を使うと建築構造の乾燥過程を検査し、乾燥の加速化に必要な
対策をとることができます。

乾燥過程を速め、赤外線カメラにより完全に乾燥したことが証明できれば、
建物をお客様により早く提供することができます。

建物の修復
赤外線サーモグラフィは、建築物や記念碑の修復の際に貴重な情報を提供
します。熱画像を使うと漆喰で隠れた建築構造を明確に表示できるため、漆
喰をはがす必要があるかを検討できます。また漆喰のはがれた場所も早期
に発見できるので、適切な防止策をとることができます。

3
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3. 建築物理学
赤外線画像を正しく理解するためには、異なる素材と構造が表面温度に及ぼす
影響を理解する必要があります。主に下記が表面温度とそのパターンに影響を
及ぼします。

1. 	建築構造に使用される素材の種類
コンクリートなどの素材は温度変化が非常に遅いのに対し、鉄などの素材は温
度変化が早くなります。検査結果を正しく理解するためには、検査開始直前に屋
内や屋外に大きな温度変化があったかどうかを確認する必要があります。

2. 	建物の構造	
外壁は、外皮とその他の建築構造の間に空気間隔を設けて設置されることがあ
ります。この場合、屋外からの管理は適切ではありません。屋内が屋外より暖か
い場合、屋内からは壁構造の温度が低く見えます。温度の低い側からはこの反対
が言えます。これはよくある現象で、構造自体に問題があるわけではありません。

屋内から撮られた赤外線画像。建築構造および枠組みにシートを留めてい
るネジがはっきりと見えます。コーナーの気温が低くなっていますが、これは
コーナー効果と呼ばれ、何の問題もありません。

3
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3. 	室内温度と室外温度
壁の両側に最低10℃の温度差がある場合、断熱不足、ダメージを受けた断
熱材、断熱不良は赤外線画像で明確に視覚化できます。建築素材の熱キャパ
シタンスにより、これ以下の温度差でも同じことができる場合もよくありま
す。検査は通常、屋内外の両方から行います。室内から行ったほうが受ける影
響が少ないため最適な結果を得られることが多いですが、建物全体をよりよ
く理解するためには、屋外からも調査を行ったほうがよいでしょう。

ユーザーは室内温度と室外温度を測るだけでなく、検査直前の24時間で大
きな温度変化があったかどうかを確かめる必要があります。

4. 	気圧差による空気漏れの視覚化
建築構造に漏れがある場合、気圧差により空気は片側からから反対側に流
れてきます。気圧差が大きいとスピードが増し、気圧差がないと空気の流れは
なく気密性があるように見えます。

赤外線カメラは空気自体を視覚化するのではなく、空気の流れによって温
度の下がった場所を視覚化します。下の例のように画像には典型的なパタ
ーンが表示されるため、そこから結論を出すことができます。

幅木の空気漏れを示す画像
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5. 	屋外への影響
日光や影は建物の表面に大変特殊な影響を及ぼすことがあり、太陽放射が
終わった後何時間もその影響が見られることがあります。どの程度の間影響
を受けるかは、建築素材によって異なります。これは建築構造内の熱伝導と
は別の現象ですので間違えないようにしてください。たとえば、レンガの温
度変化の速度は木よりもずっと遅いです。風の影響は微妙で、風があっても
なくても表面の温度変化はそれほど大きく異なりません。

雨が降ると表面が濡れて温度が下がります。また乾いてくると水分が蒸発し
表面の温度が下がります。これらの現象から誤った結論を出さないよう注意
してください。

6. 	室内への影響	
暖房は周囲面を暖めます。循環空気が表面に当たり、部分的に温まったり冷
えたりします。壁に面した本棚や棚、絵画などは断熱の役割を果たし、壁か
らこれらを離すと背後の温度が低くなっていることが分かります。がった場
所を視覚化します。下の例のように画像には典型的なパターンが表示される
ため、そこから結論を出すことができます。

同じ壁で取られた画像。室外の温度は室内より低い。右側の画像は壁から絵
画を取りはずしたときにどうなるかを示しています。絵画の背後の気温は低
くなっており、絵画の幅と間柱の幅が同じため、壁に断熱材が設置されてい
ないように見えます。この例が示すように、赤外線検査を行う際は最低でも
6時間前には壁からものをはずしておくことが大切です。
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7. 	周囲からの反射
スキャンの対象物が反射するものである場合は、画像への反射を避けるた
め必ず角度を変えてください。反射の原因には、あなたの体温や周りにある
熱源、機械、電球、変圧器などがあります。反射が起こると正しい赤外線画像
が撮れなくなります。この現象を理解していないと、誤ったデータを報告して
しまうことになります。

左側の窓から室内の壁（右側）への反射を示した画像

4
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4. 最適なソリューションを見つける
カメラ、ソフトウェア、トレーニングの最適な組み合わせを見つけるには、基
本的に下記５点の評価が重要です。

1）		カメラの解像度
2）		カメラの感度
3）	カメラの付加機能
4） 	ソフトウェア要件
5）		トレーニングの需要

1. 	カメラの解像度
より専門的なカメラの解像度は通常320	 x	 240から640	 x	 480ピクセ
ルです。サーモグラフィの専門家の間では640	 x	 480ピクセルが標準に
なりつつあります。その理由には下記が挙げられます。

A: 	 解像度が高いと温度を正確に表示でき、距離があっても詳細を表示でき
る	
320	 x	 240ピクセルカメラの1画面における測定点が76	 800点	 であ
るのに対し、640	 x	 480ピクセルカメラは307	 200点です。解像度が高
いと正確な測定ができるだけでなく、画質も大きく違ってきます。

ピクセル数が増えると画像がよりクリアになり詳細が見えやすくなるだけで
なく、温度の測定もより正確になります。これらの点は、ホットスポットがど
こにあるか、そして問題がどれだけ深刻かを判断するのに非常に重要になり
ます。鮮明でクリアな画像が撮れると対象物を理解・分析しやすくなり、ユー
ザーの信頼性も増します。

4

640	x	480ピクセルの画像 140	x	140ピクセルの画像
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B: 	解像度が高いと撮る画像が少なくてすむ
解像度の高いカメラを使うと1枚の画像で撮れる対象物のサイズが大きく
なります。解像度が低いと、同じレベルの詳細で同じエリアをカバーするの
には何枚かの画像が必要になってきます。640	 x	 480ピクセルで45度レ
ンズがついたカメラを使うと、5メーターの距離から約4	 m	 x	 3	 mの大き
さの壁を1枚の画像で検査できます。320	 x	 240ピクセル、45度レンズ
のカメラで半分の距離から同じエリアを検査するには、4枚の画像が必要
です。640	 x	 480ピクセルのカメラを使うと撮る画像の枚数が減るという
面だけでなく、文書化の面でも効率が上がります。

2. 	熱感度
温度差の低い建物を検査する場合は、特にカメラの感度が重要です。
より詳細な画像を撮り、より適切な診断をして適切な対策を取るためには、
高い感度が必要です。

カメラの感度が高いほど、温度差が低くてもより鮮明なイメージを撮ること
ができます。

640	x	480ピクセル
1枚の赤外線画像

熱感度65	mK

320	x	240ピクセル
半分の距離からでも4枚の熱画像が
必要

熱感度45	mK
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3. 	カメラの付加機能
より最新型の赤外線カメラには特殊機能が搭載されています。そうでないカ
メラには、ユーザーの目的に応じて、限られた付加機能が搭載されています。

最新型のカメラにはほとんどですが、そうでないカメラにもデジタルカメラ
が搭載されていることがあります。より専門的なカメラにはまた、可視画像と
赤外線画像を統合することにより、より良い解析・レポートができるフュージ
ョンおよぴピクチャー・イン・ピクチャー機能が搭載されています。

上の赤外線画像は両方とも家屋内から撮ったものですが、カメラの熱感度
の違いを示しています。

最新型でないカメラは解像度が低く、通常は80	 x	 80から320	 x	 240ピ
クセルです。特に高度な検査が必要でない場合は、満足な結果が得られ、と
ても便利なツールです。コンパクトで使いやすく、満足のいく画像が撮れ、温
度の測定および画像の保存が可能です。

ピクチャー・イン・ピクチャー機
能は高電圧の場合でもクリアな
全体像を生成します

赤外線画像

可視画像

可視画像
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最新型モデルの中には赤外線画像を地理的な場所にタグ付けするＧＰＳ機
能が搭載されているものもあります。また、周辺光や反射光の影響を受けず
非常に鮮明な画像が撮れ、屋外での使用に適した角度可変なビューファイン
ダーが搭載されているものもあります。

屋外で作業をすることが多い場合は、多機能性カメラを使うと便利です。持
っていく機材が少なくてすみ、より効果的です。

露点演算アラーム・断熱アラーム
より専門的なカメラには、露点演算アラーム・断熱アラームといった建築物
診断用のアラーム機能がついており、非常に便利です。露点演算アラームは
結露の危険性がある場所を知らせてくれます。下の画像では青色で表示され
ています。

断熱アラームは設定温度より高いまたは低い場所を異なる色で表示してく
れます。
下の画像では設定温度が17.5℃で、それより低い場所が緑で表示されてい
ます。

左側の窓から室内の壁（右側）への反射を示す画像
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各種オプションレンズ
より高度な赤外線カメラには、広い範囲を捕らえられるようにオプションレ
ンズがついています。

レポート作成
赤外線による検査結果の報告は検査の重要な一部です。フリアーシステムズ
のカメラにはすべて、FLIR	 QuickReportという基本的なレポート作成ソ
フトウェアが搭載されており、報告書作成用のテンプレートで簡単に結果を
まとめることができます。

より専門的なカメラになると、現場でより高度かつ効率的なレポーティング
ができる機能が搭載されています。ほとんどのカメラに、直接またはＰＤＡで
画像の一部にテキストや音声コメントが入力できる機能がついています。ま
た赤外線画像とデジタル画像にリンクがあり、報告書上で自動的に隣に表
示されるようになっています。

効率的なレポート作成は非常に重要であり、高解像度、高感度のカメラはベ
ストな画質と温度測定を実現させるのに重要です。
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4.  ソフトウェア要件
サーモグラフィの専門家にとって、赤外線画像の分析と赤外線検査結果のレ
ポート作成は日々重要な作業です。画像分析およびレポート作成の条件によ
り、異なるソフトウェアが用意されています。

FLIR	BuildIR（ビルダー）
FLIR	 BuildIR（ビルダー）は、赤外線カメラと連携し、空気の侵入、断熱欠
陥、熱橋、湿気によるダメージなど建築物に関わる問題点を専門的なレポー
トで視覚化・数値化します。さらに最新のユニークな機能を使って、エネルギ
ー損失のコストを計算し予測することができます。

このソフトウェアには、赤外線画像のより高度な分析を可能にする画像編集
機能、パノラマ機能、そして検査中の状態をグラフ化すると機能が搭載され
ています。パノラマ機能を使うと、複数の画像をつなぎ合わせて大きな画像
にしたり、トリミングや遠近の調整をしたりすることができます。また他にも、
グリッド数値化機能、エネルギー損失コスト計算機能、建築物関連レポート
用のカスタマイズ可能なテンプレートなどが搭載されています。

FLIR	Reporter
FLIR	 Reporterは、より高度な画像分析と専門的なレポートを作成するた
めのソフトウェアです。	フュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャー、パノラマ、
トレンド分析（予知保全、予防保守に役に立つ情報を追跡する機能）といっ
た高度な機能をサポートします。

Reporterはまた、GPS機能搭載の赤外線カメラもサポートしています。こ
れによりユーザーは地図、方角、経度、緯度を簡単にレポートに追加すること
ができます。FLIR	 ReporterはMicrosoft	 Wordをベースにしており、ス
ペルチェックや書式、FLIRレポート作成アプリケーション用にカスタマイズ
されたテンプレートを使ってユーザーは簡単にレポート作成ができます。そ
の他の高度な機能には、デジタルズーム、パレットを変更できる機能、現場で
録音したコメントの再生機能、レポートを自動的にPDFに変換できる機能
などがあります。

5.  トレーニングの需要
フリアーシステムズは、独立した機関でISO取得済みの世界的なトレー
ニングセンターである、赤外線トレーニングセンター(ITC)と提携していま
す。ITCは短期間の導入コースから資格取得コースまで様々なコースを用意
しています。詳細はwww.infraredtraining.comをご覧ください。

5
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5. 赤外線サーモグラフィによる検査方法

赤外線サーモグラフィによる検査は、屋内か屋外、またはその両方からの検
査になります。エネルギー検査官は、そのときの天候状態によりベストな結
果が得られる方法を決めます。より一般的なのは屋内からの検査です。これ
は、暖かい空気が常に直線を描いて建物から逃げていくとは限らないからで
す。外壁のある場所で検知された熱損失が、内壁の異なる場所が原因で起き
ているということもあります。また、風が強い場合は、建物の外壁で温度差を
検知することは困難です。このように、空気の移動が少ないため、一般的には
屋内からの検査がより正確とされています。

赤外線サーモグラフィによる検査方法は、原則的に一般家屋でも商業用ビ
ルでも同じです。

1. 	作業の定義
まずは建物の持ち主に建物の状態を聞くことから始めてください。ここで
は、エネルギー消費が高すぎるという報告のあったアパートを調査すること
にしましょう。持ち主は、特に風が強いときにマンション内が寒いと言いま
す。特に一つの部屋は風の強さに関わらず寒いそうです。

2. 	屋外から開始
赤外線サーモグラフィによる検査は屋外から始めてください。断熱材のない
箇所や冷橋は屋外からのほうが見つけやすくなっています。状態の良好な箇
所の画像を撮ることも大切です。こうすることにより、問題のある画像と比較
して問題の深刻度を評価できます。

3.  ブロアードア（Blower	Door）の設置
サーモグラフィによる検査は、ブロアードアと組み合わせて行われることが
よくあります。ブロアードアは、骨組の問題箇所からの空気漏れを強調して
くれ、赤外線カメラのビューファインダーで黒い線のように見えます。

ブロアードアは、目盛り付ファン、ドアパネルシステム、ファンの動きと圧力を
測定するデバイスから成り立っています。ブロアードアのファンは、ドアパネ
ルシステムによって玄関の外側に一時的に設置されています。ファンは建物
の内部または外部へ空気を送り込み、室内外に若干の圧力差を作ります。こ
の圧力差により、空気が建築物の穴すべてを通っていきます。気密性が高け

5
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れば高いほど（穴が少ないほど）、圧力を変化させるのにブロアードアのファ
ンから送る空気は少なくてすみます。

赤外線による検査は常に陰圧の環境で行う必要があります。ブロアードアを
使い、室内に50	 Paの陰圧を作ります。ブロアードアによるテストにより、漏
れが規定より約50%以上多いことが分かりました。次に漏れとその他の問
題箇所を検知してみましょう。

ブロアードアは通常玄関に設置します。
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4.  屋内の赤外線検査
屋内から赤外線検査をするには、正確な結果が得られるように壁から家具
やカーテンを動かしたりするなど、事前に準備をする必要があります。屋内
外の温度差が大きい（最低でも10℃）と最も正確な赤外線画像が撮れます。

それでは、赤外線カメラですべての部屋を検査してみましょう。画像を撮る
際は、どこを撮ったかを明確にする必要があります。たとえば、間取り図にど
の角度から画像を撮ったかを矢印で記すと便利です。

5.  解析とレポート作成
すべての部屋を検査したら、FLIR	 BuildIRのソフトウェアを使って画像を
解析し、結果をレポートにまとめます。

下の二つの画像はアパートの問題箇所を撮ったものです。なぜ気温が低くエ
ネルギー効率が悪いかを示しています。

左は玄関の空気漏れを示した画像で、パターンが読み取れます。右はコーニ
スの空気漏れと天井の断熱不良を示した画像です。
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76. 規格

現在のヨーロッパにおける建築物基本構造の赤外線検査規格は	 13187.	
Thermal	 performance	 of	 buildings.	 Qualitative	 detection	 of	
thermal	 irregularities	 in	 building	 envelopes,	 infrared	 method	
(ISO	6781:	1993	modified)です。

また、赤外線検査と組み合わせて行われることの多いブロアードア検
査の規格は、	 13829.	 Thermal	 performance	 of	 buildings.	
Determination	 of	 air	 permeability	 of	 buildings.	 Fan	
pressurization	method	(ISO	9972:	1996,	modified)です。

6

30



7. 使用例
下記は、建築物の診断やエネルギー監査にフリアーシステムズの赤外線カ
メラがどのように使用されているかの例です。

赤外線探知車が英国家屋の断熱不良を検出

英国を拠点とした赤外線のプロThermascan社が、家屋の断熱状態を検
出する赤外線探知車を開発。

夜および暖房を使用する季節に稼動するこの多機能画像システムは、各家屋
の住所を特定し、エネルギー効率を診断して赤外線画像に添付します。

この最新システムには高度な赤外線カメラFLIR	 SC620が装備されてお
り、時速10	 -	 15マイルで走りながら画像を撮ることができます。システム設
計士のDave	 Blain氏は次のように言います。「このアプリケーションで最
も重要なのは、カメラのFirewireデジタル出力で、これにより家屋の画像
をリアルタイムに分析できます。また、640	 x	 480ピクセルの検出器が搭
載されているので詳細を撮影できます。一晩で調査できる件数は5,000件
にのぼります。さらにこのシステムは、検査結果を必要な断熱量ごとに自動
的に分類してくれます。」

7

左側の窓から室内の壁（右側）への反射を示す画像
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FLIR	Bシリーズ赤外線カメラによるパッシブハウスの最適化

ヨーロッパではエネルギー価格が上昇するとともに、低エネルギーの家屋
建設に期待が寄せられています。AIROPTIMA社は建設前後に赤外線カメ
ラを用いて建築材料や空気循環を検査しています。

パッシブハウスは計画と建設に注意が必要です。一般家屋、特にエコ
ハウスの冷暖房空調（HVAC）を専門に扱う建築コンサルティング会
社、AIROPTIMA社のオーナーMarkus	 Meyer氏は次のように言います。
「建設過程は綿密に観察する必要があります。ブロアードアと赤外線カメラ
を組み合わせて使えば、間接的そして非破壊的に温度差を検査することが
できます」。温度差から多くの構造の問題点や熱橋	 、空気の漏れなどが検知
できます。

Meyer氏は、建築業界用の測定機能が搭載されたFLIR	 B360を使って、
各建設段階後および工事完成後に建物を検査しています。カメラの露点演
算アラームや断熱アラーム、ピクチャー・イン・ピクチャー機能もよく使って
いるそうです。また、FLIR	 Reporterのソフトウェアを使って家屋の持ち主
や建築家、エネルギー・コンサルタントにレポートをし、暖房や空調を最適
化するには何を使うべきかなどのアドバイスをしています。

低エネルギーハウスの断熱効果を
示す赤外線画像
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赤外線カメラによる外壁診断

暖房費が増すにつれ、断熱材の質が差し迫った問題になってきています。建
築物診断用赤外線カメラと専門家の目があればエネルギーは大幅に節約
できます。ドイツのBuchstaller社は水害検査および一般家屋の赤外線検
査を専門に扱う会社です。

レンガ職人兼左官職人であるG nther Buchsta l le r氏は「我々は赤
外線カメラを主に建物と床の漏れ検査に使っています」と言います。また
Buchstaller氏とBuchstaller氏のビジネス・パートナーであるMartin	
Gastager氏は、カメラを用いて、漏れや水害検査の際に穴を開けてはなら
ない場所を検出しています。これは床暖房が一般的な地域で大変役立ちます。

FLIR	 B360赤外線カメラを選んだ理由についてBuchstaller氏は次のよ
うに語っています。「カメラの画面の大きさが非常に重要でした。ユーザーに
とって使いやすいだけでなく、画面を見てこの技術に感心されるお客様もい
らっしゃいます。また、角度を変更できるレンズもとても便利で、重量も最適
でした」。

暖房費の急増と手ごろな技術の発達により、建築業者は新しいマーケットや
サービスに目を向けるようになってきています。Buchstaller氏は２年で赤
外線カメラを償却する予定だそうです。

キッチンと浴室の間の配管断熱材不良の例

ベランダの窓上の断熱不良
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製品に関する情報は弊社ウェブサイトから:

www.FLIR.com/THG

www.FLIR.com/THG


