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フリアーシステムズ：赤外線サーモグラフィの世界的リーディングカンパニー 
フリアーシステムズは、一般、産業、軍事向にさまざまな赤外線サーモグラフ
ィシステムを設計、製造および販売するグローバルリーディングカンパニーで
す。

市場の拡大とともに成長するフリアーシステムズ
ここ数年、さまざまな市場で赤外線カメラおよびサーモグラフィへの関心が
高まっています。こうした需要の高まりに対応するため、フリアーシステムズ
は組織の大幅な拡大を行いました。現在従業員は4,000人以上、年間収益
は1000億円以上となり、世界最大の商用赤外線カメラメーカーとなってい
ます。
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製造拠点
フリアーシステムズには、現在、米国に3ヶ所（オレゴン州ポートランド、マサチ
ューセッツ州ボストン、カルフォルニア州サンタバーバラ）、そしてスウェーデ
ンに1ヶ所（ストックホルム）、フランスに1ヶ所（パリ）、エストニアに1ヶ所（タリ
ン）の計6ヶ所に製造拠点があります。

あらゆる市場のあらゆる用途に
フラーシステムズは赤外線サーモグラフィの製造だけに特化した企業です。
フリアーシステムズは赤外線サーモグラフィ生産量で世界をリードしていま
す。

現在、フリアーシステムズのサーモグラフィは、電気機器／設備の予測保守、
建築、オートメーション／工程管理、海事、セキュリティをはじめ、あらゆる産業
で活用されています。

	FLIR	ATS,	フランスFLIR,	スウェーデン

FLIR,	米ボストン															 FLIR	米サンタバーバラ
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赤外線サーモグラフィは、電磁スペクトルの赤外線部分に相当する熱放射を
視覚化し、計測するカメラです。

赤外線とは
人間の目は、可視光線を検知するよう設計された検知器です。可視光線は電
磁スペクトルのごくわずかな部分で、残りの電磁スペクトルは人間の目には見
えません。

1800年に天文学者フレデリック・ウィリアム・ハーシェルは太陽光をプリズム
に透過させ、可視光スペクトルを作り出し、色ごとに温度を計測しました。そし
て、紫から赤にかけての部分の温度が高いことに気が付きました。

この後、ハーシェルは赤色光の外側、つまり色の見えない部分の温度が、色の
ある部分の温度よりも高いことを発見しました。ハーシェルはこの現象から、
肉眼では捉えられない赤外線の存在を発見しました

赤外線サーモグラフィの原理2
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赤外線放射は電磁スペクトルの可視部分とマイクロ波部分の間にあります。
赤外線放射の主な源は熱放射です。絶対零度	(摂氏-273.15度または0ケ
ルビン)を超える温度の物体は赤外線を放射します。とても冷たい氷でさえ赤
外線を放射しています。

Gamma
Rays

X-Rays Ultra-
Violet

Visible

Infrared

Microwaves

Radio

UHF VHF

Visible Infrared

2 5 8 12 micrometers

SW LW

私たちは赤外線放射を日常的に経験しています。太陽の光、火、ラジエータな
どから感じられる熱はすべて赤外線です。人間の目には見えませんが、皮膚
の神経はそれを熱として感じることができます。物体の温度が高いほど赤外
線放射量は多くなります。
	
赤外線サーモグラフィ
物体が放射する赤外線エネルギー(A)は、光学機器(B)によって捉えられ、赤
外線検出素子(C)に送られます。検出素子は情報をセンサー(D)に送り、セン
サーで画像を処理します。センサーは検出素子から送られてくるデータをビ
ューファインダ－や、標準ビデオモニター、LCD画面で見られるよう画像(E)
に変換します。

赤外線サーモグラフィは赤外線画像をラジオメトリック画像に変換する技術です。ラジ
オメトリック画像とは、温度データを読み取ることができる画像です。このラジオメトリ
ック画像を生成するために、赤外線カメラには複雑なアルゴリズムが組み込まれてい
ます。温度計測機能を有する赤外線サーモグラフィは、オートメーション／工程管理用
途に最適です。

A

B D

E

C
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製造業のエンジニアや技師は、一定した品質かつ低コストで高い生産量を実現する
ことを求められます。フリアーシステムズのサーモグラフィは、赤外線マシンビジ
ョン、閉ループ工程管理、品質管理における最も有効なツールであり、製品の品質
向上と生産量増加に役立ち、製品の競争力強化と収益増をもたらします。

フリアーシステムズのサーモグラフィの特長：
•	 高温状態の観察が可能です。
•	 警報装置を発動させられます。
•	 触れることなく、素早く簡単に使用できます。
•	 システムを稼働した状態で検査が可能です
•	 問題個所の位置を特定できます。
•	 温度計測が可能です。
•	 情報の保存が可能です。
•	 時間とコストを削減します

フリアーシステムズは、赤外線サーモグラフィを幅広く取り揃えています。これか
らオートメーション・工程管理用へのご使用をお考えの方に、それぞれの用途にあ
ったサーモグラフィをご提供します。

赤外線サーモグラフィが選ばれる理由3

カーウィンドウの除霜装置の検査 石炭パイルのモニタリング
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お客様の声

フリアーシステムズの製品は、あらゆる産業分野で利用されています。弊社
では、どんなお客様にもサーモグラフィの価値を実感していただけるような
製品づくりを常に心がけており、お客様から、サーモグラフィ導入が日々の時
間とコストの節約に役立ったという多くの満足の声を頂いています。

多くのお客様が、フリアーシステムズ製品の性能の高さ、人間工学に基づく使
いやすいデザインを高く評価されています。

この章では、フリアーシステムズ製サーモグラフィのユーザーから寄せられ
た声を紹介させていただきます。弊社では、サーモグラフィ技術とフリアーシ
ステムズ製品の価値を実感しているお客様の声こそが、どんな宣伝文句より
も説得力があると考えています。

是非、フリアーサーモグラフィをご使用のお客さまからのご意見をお読みくだ
さい。	

4
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空港手荷物取扱システム責任者のKaan	Turkmen氏
「何度も試験を重ねて、システムが確実に機能することを確認しま
した。子供がコンベアベルトに入り込んだ状況をシミュレーション
するため、スタッフが実際に手荷物システムに何度も乗り込んで試
験しました。その結果、安全システムは確実にコンベアベルトを停

止することが実証できました。」	

サーモグラフィはイスタンブールのサビハ・ギョ
クチェン空港で子供たちの安全を守っています。

空港のチェックインカウンターはそれほど危険なエリアであるとは考えられ
ていません。しかし、危険が全くないわけではありません。毎年、世界中で、親
が目を離した隙に、幼児が手荷物用のベルトコンベヤーシステムに載ってしま
うという事例が発生しています。

関心領域（ROI）として定義したエリア内で一定以
上の面積の温度が閾値を越えるとアラームが作動
する。

スーツケースは温度閾値を超えていてもアラームを
作動させない。スーツケースはROIのわずかな割合
しか占めないからである。

人物がコンベアベルトエリアに入り込めば、温度アラ
ームが自動的に作動し、コンベアベルトシステムを直
ちに停止させる。

フリアーシステムズの解析ソフトウェアのスクリーン
ショット。コンベヤベルト全体を8台のサーモグラフ
ィで監視しており、そのうち4台からの映像が表示
されている。
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韓国の火力発電所の防火対策にサーモグラ
フィが使用されています

韓国唐津（タンジン）火力発電所（DCFPC）の石炭コンベヤーシステムの
自然発火リスクを回避するため、発電所の所有者である東西発電株式会社
（EWP）はサーモグラフィを基盤とする火災警告システムを導入しました。

DCFPCの責任者であるKim	Young	Min氏
「輸送中の石炭に引火するようなことがあれば、作業員やコンベヤ
ーシステムに被害が及ぶだけでなく、発電所の運転が完全に停止す
る可能性もあります。このようなシナリオは決して許されません。
そのため、DCFPCではフリアーシステムズのサーモグラフィを何

台も設置しています。」

フリアーシステムズ製サーモグラフィ7台から映像と
熱データがPLC（プログラマブルロジックコントロー
ラ）と制御室に送信される。

温度アラームが作動すると、PLCは直ちにコンベ
ヤベルトを停止し、スプリンクラーシステムを稼働
させる。

サーモグラフィを基盤とした火災早期警告システム
は石炭火災防止に極めて有効

防水構造のケースに格納されコンベヤベルト上に
設置されたフリアーシステムズのサーモグラフィ
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ALOATECのPhilippe	Bourrier氏
「初期購入費用だけを考えると、赤外線カメラはCCTVカメラや煙
探知機よりもわずかに高額です。しかし、照明設備やメンテナン
ス費用などが不要で、電気代も低いため、市販されている火災報知
システムのなかでも最もコストパフォーマンスの高い選択肢と言え

ます。」

サーモグラフィは公共交通機関の安全確保
に役立っています

バスの燃料であるバイオガスは火気に触れると爆発する恐れがあり、保管に
は細心の注意が必要です。そこで、事故防止策として、フリアーシステムズの
サーモグラフィを使った早期火災報知システムが導入されました。火気の発
生を未然に検知するシステムは、周辺地域全体の安全を守っています。

フリアーサーモグラフィは施設の全体を絶えずモリ
タリングする。

フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィがとらえたライブ映像は、停車場入口とオフィス内に設置された2
台のタッチスクリーンに表示される。

タッチスクリーンは施設の平面図とサーモグラフィか
らのライブ映像を表示する。
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サーモグラフィは合板産業の生産性と安全
性の向上に役立っています

合板べニアの製造過程では、木材を柔らかくしてから、樹皮剥ぎなどの加工を
行います。木材が十分に柔らかくなっていなければ、加工中に割れが生じ、木
材の無駄な消費や生産性の低下につながります。
	

サーモグラフィは、視界を遮る霧や蒸気、煙などを見通して、熱エ
ネルギーを検出します。北米の大手合板メーカーでは、サーモグラ
フィを使って重機運転者が蒸気を見通し、生産効率を最適化するた

めのシステムを導入しています。

製造工程の可視画像と熱画像：サーモグラフィを使えば、重機運転者が蒸気越しに安全に操作でき	

蒸気によって木材が見えにくくなるが、熱画像上では木材がはっきりと見える
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Inprotec社の販売ディレク
ターRoberto	Ricca氏はフ
リアーシステムズのサーモグ
ラフィの品質に非常に満足し
ています。「サーモグラフィ
は、この用途に必要な詳細
な熱データを提供してくれ

ます」

フリアーシステムズのサーモグラフィはフィ
アットの一貫した品質確保に貢献しています

現代の自動車の車体パネルは、軽量化と強度確保のため、接着層の上に金属
層をコーティングした構造になっています。接着剤を確実に硬化させるため
には、適正温度での施工が必要です。フィアットでは、フリアーシステムズのサ
ーモグラフィを用いて自動的にフィードバックを提供する工程モニタリングシ
ステムを導入しました。

熱画像内の19ヶ所の緑枠は温度計測スポットを示す。温度計測スポットは必要なだけ設定可能。

誘導加熱中の熱画像。金属層の温度は数秒で
室温から180℃に上昇する。

Inprotec社の技師によって硬質の
保護ケースに装填されたサーモグラフィ
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フリアーシステムズのサーモグラフィを使
った抵抗器の100％品質管理

納入する製品の品質を完全に保証するには、電気部品の不良率をゼロにする必
要があります。そのためには、機器をひとつひとつ検査し、100％の品質管理を
行う以外にありません。

Isabellenhütte社の製造部門マネージャーEichman氏
「フリアーシステムズのサーモグラフィによる赤外線サーモグラ
フィ検査は当社の厳しい品質管理体制に最適な方法でした。」

100％の品質管理検査を受けたIsabellenhutte
製の抵抗器

フリアーシステムズのサーモグラフィは抵抗器のわ
ずかな不良も検出する

サーモグラフィで検出された抵抗器の不良フリアーシステムズのサーモグラフィを使った完全
自動化の品質管理体制
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「欧州では、乳房炎による経済的損失は年間2万～6万ユーロと言
われています。これは莫大な損失です。そのため、この問題のソリ
ューションとして、サーマルイメージング技術を基盤とした自動早

期発見システムを導入しました。」

フリアーシステムズのサーモグラフィによる
乳牛の自動健康チェックが行われています

酪農業では乳牛の乳房炎が大きな問題となっています。乳房炎は牛の乳腺の
持続的な炎症で、乳牛にはよくみられる病気ですが、重症化して死亡に至るケ
ースもあります。サーモグラフィは乳房炎の早期発見に役立ちます。

自動解析ソフトウェアを使い、乳牛の乳房の熱画像を
アルゴリズム解析し、乳房炎の発生を検出する

フリアーシステムズのサーモグラフィ2台が乳牛の乳房を両側からの熱画像を記録する。

酪農場の環境でも使用できるように防水ケースに収
納され、自動ウィンドウクリーニングシステムを搭載
したFLIR	A310
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フリアーシステムズのサーモグラフィを使って、コンベヤベルト
を通過する樽の温度をひとつひとつ測定しています。サーモグラ
フィが温度の異なる樽を検出すると、アラームが作動し、自動的
にコンベヤベルトが停止します。問題のある樽は手動で工程ライ

ンから撤去します。

サーモグラフィはエルディンガーヴァイス
のビール樽の検査に使用されています

ドイツのエルディンガー醸造所は厳格な品質管理で知られています。原料の
選択、承認から、瓶詰めと瓶内熟成まで、製造工程はすべて厳格にモニタリン
グされています。サーモグラフィがこのモニタリングで重要な役割を担ってい
ます。

水酸化ナトリウム溶液を充填した樽はビールを充填した樽よりも温度が高いため、サーモグラフィ検査で誤っ
て充填された樽を特定できる。

サーモグラフィ（画像左上）がコンベヤで通過する
樽を検査する

ビールを充填した樽の熱画像	
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食品業界では、赤外線カメラは品質保証のための最重要ツールで
す。調理肉の品質/安全性管理でも、この技術がうまく応用されて
います。例えば、コンベアオーブンから出てきたチキンを固定型サ

ーモグラフィで撮影し、温度を記録するのです。

食品業界で活躍するサーモグラフィ

食品業界では、生鮮食品の製造、移送、保管、販売の全課程を通して、きめ細
やかな温度管理が必要です。食品業界では低コストでヒューマンエラーを予
防できるオートメーションツールの必要性が高まっています。

赤外線温度計測と熱画像によるチキンの加熱具合の検査。加熱不足のチキンがあれば、コンベアが停止し、問
題のあるチキンを取り除くことができる。

熱画像の温度計測機能でハンバーガーの	加熱具
合をチェック

充填した瓶を撮影した熱画像。容量不足や過多を一
目で検出でき、ラインから撤去できる。
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大手自動車メーカー フォードはゲンク工場でフ
リアーシステムズ製サーモグラフィを使ってオ
ートメーションによる品質管理を行っています

ベルギーのフォードゲンク工場では、赤外線サーモグラフィ3台が設置され、
フロントガラスとリヤガラスの電熱線検査とエアコン吹き出し口の検査に使
用されています。

フォードゲンクの品質管理部長Arthur	Knuysen氏
「フォードゲンクでは、オートメーションシステム導入前は、作業
員が手動で車両をチェックしていました。オートメーションシステ
ムによる検査は、はるかに迅速かつ確実です。フリアーシステムズ
の赤外線サーモグラフィは、高精度で信頼でき、メンテナンスも不

要であるため、こうした検査に最適です。」

エアコンシステムを検査するフリアーシステムズ製
サーモグラフィ

PLC（プログラム可能倫理制御装置）がサーモグラ
フィの計測データを事前に設定したパラメータと
比較する

フォードゲンクでは、フロントガラスとリヤガラスの電熱線とエアコンシステムの検査用に3台のサーモグラフ
ィを設置している。（赤丸が赤外線カメラの位置）
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Nastup	Mines社はこれまで長期間、さまざまな温度モニタリング
を行ってきた経験があるため、フリアーシステムズのサーモグラフ

ィが選ばれました。

サーモグラフィは石炭貯蔵場の火災リスク
低減に役立っています

石炭を野積みして貯蔵すると自然発火の危険があります。チェコ共和国の
TusimiceにあるNastup	Mines社は、火災を防止し、安全を確保するため、
フリアーシステムズのサーモグラフィを使用しています。

Nastup	Mines社が柱に設置したフリアーシステ
ムズのサーモグラフィ	 	

野積みした石炭の重なり部分にホットスポ	トがあり、
自然発火の危険がある。

荷積みエリアを挟んで野積みされた2つの石炭パイルを柱上に設置されたフリアーシステムズのサーモグラ
フィから撮影した画像

a
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サーモグラフィは固形廃棄物バンカーの火
災防止と火災検知に使用されています

廃棄物は貯蔵中に発火する危険があります。出火の原因には自然発火、圧力
による発熱、物質の組み合わせによる化学反応、メタンガス発生などがありま
す。サーモグラフィは、こうした火災防止に役立ちます。

廃棄物中のホットスポットを示す熱画像。
自然発火の危険がある。

廃棄物バンカーの表面はゾーンに区切られている。
フリアーシステムズのサーモグラフィが各ゾーンを
チェックする。

廃棄物バンカーの管理室。サーモグラフィがホット
スポットを検出すると、アラームが作動する。

フリアーシステムズ製サー
モグラフィは固形廃棄物バ
ンカーの火災防止と火災検
知のツールとして選ばれて

います。
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「アラームシステムを内蔵したフリアーシステムズ製サーモグラフ
ィ4台が、変電施設の重要部品を継続的にモニターしています。モ
ニター中の機器の一部で温度が閾値を超えて上昇するとアラームが

作動します。」

サーモグラフィは変電設備のモニタリング
に使用されています

病院などの救急サービスにとって、長時間の停電は生命に関わる問題です。
ノルウェイ政府とエネルギー企業はサーモグラフィを使って、変電施設のモ
ニタリングを行っています。
	

温度アラームシステムにより、管理室のオペレータからLyse	Energyのメンテナンス担当者に警告メッセージ
が発信され、コストのかかる故障を未然に防止する。

4台のサーモグラフィが変電施設の重要部品をモニターする。カメラの視野内の温度が事前に設定した閾値を
超えて上昇するとアラームが作動する。
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Roadscanners社の共同
創立者であり経営責任者の

Saarenketo氏
「フリアーシステムズのサー
モグラフィを使用すること
で、肉眼では見ることができ
ない道路表面の浸水を確認で

きます。」

フリアーシステムズのサーモグラフィはフ
ィンランドの道路診断に使用されています

フィンランドの道路はハイウェイ、舗装路、未舗装路を含めて全長
78,141km。冬季には気温が－40℃にまで下がり、日照時間が短く、地平線
が不明瞭であるため、道路のモニタリングとメンテナンスは非常に困難です。

橋の点検を行うために特別車両に設置した90°の広
角レンズ付きフリアーシステムズ製サーモグラフィ

状態のいい道路の熱画像（左）は均一であるが、右の道路のアスファルトにはひび割れや浸水がある。

晩春に撮影された熱画像は、舗装下の構造のどこに溶けた氷があるかを示す貴重な資料。
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サーモグラフィは変電施設モニタリングに
よるコスト削減に役立っています

フリアーシステムズ製サーモグラフィと自動化解析ソフトウェアを使用すれ
ば、昼夜を問わず、遠隔モニタリング施設で、変電施設の機器の不具合や安
全への侵害を検知でき、信頼性の向上とコスト削減につながります。

大規模な変電施設の変圧器の
ブッシュロッドが発熱してい
るのが発見され、修理費用は
12,000ユーロでした。サーモ
グラフィプログラムを導入する
前に、同じ施設で同様の問題が
生じた時は故障から大惨事に至
り、2,250,000ユーロという
大損害を被りました。高電圧機器は故障する前に発熱する傾向がある。

高電圧機器をサーモグラフィでモニタリングする
ことで、コストのかかる故障を回避できる。

変電所モニタリングシステムの概略図
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Thermal imaging camera A310pt
with enclosure and Ethernet
Interface

サーモグラフィは余剰ガス燃焼装置の監視
に使用されています

余剰な排気ガスを完全に燃焼するため、多くの産業で余剰ガス燃焼装置が使
用されています。サーモグラフィは、あらゆる天候で24時間365日の常時自
動遠隔監視が可能であるため、こうした装置の監視ツールとして最適です。

炎がなければ、ガスが大気中に排出されるため、アラ
ームが作動し、何らかの措置が取られる。

肉眼にはみえないが、サーモグラフィにより炎の有無
を確認で.きる。
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取鍋監視

取鍋には寿命があります。耐火物の劣化や衝撃による割れが生じると、取鍋
の外層は過剰な熱にさらされることになります。こうした問題を早期に発見せ
ずに放置すると、取鍋が破損したり、溶解した金属がふき出したりするなど、作
業者の生命を脅かす事故や機器の損傷につながります。

サーモグラフィは目視検査では発見できない劣化や不具合によるホットスポットを早期発見でき、事故が起き
る前に取鍋のメンテナンスを行うことができる
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サーモグラフィは倉庫の防火対策に活躍し
ています

フリアーシステムズのサーモグラフィは、ホットスポットを検出し、火災発生前
にアラームを作動させるという防火対策を実現します。ホットスポットの早期
検出は、あらゆるタイプの倉庫で有効な防火対策となります。

Schematic overview

その後の同じ場所の熱画像では、異常値を示した
箇所の温度がさらに上昇しており、アラームが作動
した。

37.1

76.2 ºC

28.9-8.4
-3.1

53.8

81.1 ºC

31.2

有害廃棄物の保管場所の赤外線画像：2ケ所の温度
計測定は-3.1ºC	、-8.4ºCと安全範囲であるが、別
の一ケ所では37.1ºCとなっており異常な高温とな
っている。
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赤外線サーモグラフィのメリットが広く認識されるにつれて、サーモグ
ラフィの製造台数はうなぎのぼりに増え、低価格化が進んでいます。
それに伴い、さまざまな産業でサーモグラフィの新たな用途が開発さ
れています。フリアーシステムズではあらゆる用途に対応したカメラを
提供しています。

赤外線サーモグラフィの多彩な用途

電気機器・設備
製造業では、赤外線サーモグラフィは、電気・
機械設備の故障につながる可能性があるホ
ットスポットを見つけるために使われていま
す。異常を早期に検知できれば、操業停止を
回避し、コストを減らすことができます。

監視・セキュリティ 
空港、港湾、発電所、倉庫、住宅等の
安全監視や侵入者検知に赤外線サーマルカ
メラが活用されています。

赤外線モジュール
フリアーシステムズは、他のメーカーが自社
製品に組み込むための、赤外線サーモグラフ
ィの様々な中核部品も販売しています。

5
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研究開発	
赤外線サーモグラフィは、基礎と応用の両
方の研究開発で重要な役割を果たしていま
す。設計サイクルをスピードアップできるた
め、製品をより早く市場に投入できます。フリ
アーシステムズでは、研究開発分野で求めら
れる厳しい条件を満たす極めて高性能な赤
外線サーモグラフィを製造しています。

建築物診断
建築物診断のプロフェッショナルは、赤外線
サーモグラフィを使って断熱損失やその他
の建物関連の欠陥を探します。断熱損失を
特定して修理すれば、エネルギーコストを大
幅に節約できます。

国境警備
国境警備のスペシャリストは、密輸業者やそ
の他の侵入者から国境を守っています。赤外
線サーマルカメラを使用すれば、完全な暗闇
でも20km先の侵入者を見つけることがで
きます。

船舶
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメ
ラは、ヨットや商業船舶の夜間の航行、船上
の保全、落水事故対応、対海賊警備などに使
われています
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車両搭載 
フリアーシステムズの赤外線カメラは、運転
手の視野を強化するため、車両にも取り付け
られています。サーモグラフィを車両に取り
付けることで、ヘッドライトの4倍遠くまで見
通すことができるようになります。消防車、採
掘車、軍用車などの特殊車両にも設置され
ています。

警備・監視
警官は気付かれずに相手を発見するために
赤外線サーマルカメラを使っています。全く
の暗闇の中でも、張り込みの場所を悟られず
に容疑者を簡単に見つけることができます。

オートメーション 
赤外線サーモグラフィは、生産工程の継続的
な監視や防火対策としても取り付けられて
います。

ガス漏れ検知
赤外線サーモグラフィを使えば、ガス漏れも
簡単に検知できます。
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アウトドア	
アウトドア愛好家は、赤外線サーマルカメラ
を携帯すれば、夜間でも周囲をクリアに見る
ことができます。

Extech	
フリアーシステムズは、Extechブランドの下
で、試験・計測機器の幅広いラインナップを
販売しています。（日本国内では販売してお
りません。）

消防活動	
赤外線サーマルカメラを使えば、火災現場で
も煙を見通すことができます。煙が充満した
部屋で要救助者を発見することや、確実に消
火したことを確認することができ、人々の生
命と財産を守ることにつながります。
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赤外線サーモグラフィメーカーを選ぶポイント

赤外線サーモグラフィの人気はここ数年で高まっていることから、この市場に
多くのメーカーが参入しはじめています。

用途にかかわらず、赤外線サーモグラフィを選ぶ前に検討すべき点がいくつ
かあります。

用途に合わせた機種を選ぶ
多くの選択肢を提供しているメーカーを選びましょう。用途が違えば、必要な
サーモグラフィの種類も異なります。サーモグラフィを初めて使用する人とす
でに使いこなしている人では、必要な機能は違います。画質も機種によって
千差万別です。信頼できるメーカーは、それぞれの用途に最適なサーモグラ
フィを用意しています。	

ニーズに合わせてアップグレードできるシステムを選ぶ
サーモグラフィの良さを実感すればするほど、さらに高性能で多機能なサー
モグラフィが欲しくなるものです。最初に購入したサーモグラフィを下取りし
て、高性能モデルを提供してくれるメーカーを選びましょう。用途によって、広
角レンズや望遠レンズが必要になる点も考慮しましょう。

6
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ソフトウェアの重要性
あらゆる用途で、適切なソフトウェア
を使用することが重要になります。
ソフトウェアを使って、サーモグラフィ
で撮影、測定した結果を解析し、報告
書	を作成します。ハードウェアのメー
カー	を選ぶ際には、適切なソフトウェ
アを	提供していることを確認しましょ
う。

トレーニング
赤外線サーモグラフィは、ビデオ
カメラと同じように簡単に使えます。
しかし、正しく使用するために
知っておかなければならないことが
あります。サーモグラフィを最大限
に活用するために必要な基本的又は
専門的トレーニングを提供している
メーカーを選びましょう。

アフターサービス

お客様のシステムとして稼働を
開始した赤外線サーモグラフィは、
重要な機器となります。問題が生じ
た場合、最短の時間で問題を解決で
きるメーカーを選びましょう。
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7お客様の声をお聞かせください

本書には、フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィを実際に
お使いのお客様の声を掲載しています。

弊社では、お客様の声を常に募集しております。赤外線サーモグラフィの
興味深い導入事例やご感想がありましたら、是非、弊社までご連絡ください。
本書更新版に掲載させていただきます。

以下の用紙にご記入いただき、eメール（flir@flir.jp）またはファックス
（03-6721-7948）で送信してください。

企業名 :

氏名 :

住所 :

郵便番号 :

都市名 :

国名 :

電話番号 :

用途 :

簡単な説明 :
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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5F
電話：03-6721-6638
FAX：03-6721-2688
e-mail：info@flir.jp

www.flir.com 


