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サーマルカメラの歴史

スマートフォン、薄型テレビ、パソコンが世界で最も多く購入された商品の
第1位、第2位、第3位であり、デジタル変革が起こっていることは間違いあり
ません。 、デジタル技術の業界は、他の誰よりも上にその道を開きました。

このカメラは1816年に初めて導入されました。 しかし、カメラの進化はそこ
で止まりませんでした。 その後、さまざまなタイプのカメラが開発され、さ
まざまな理由で使用されました。 デジタルカメラからアクションカメラまで
、すべての世帯がすでにカメラを手にするという大きなトレンドがあること
が明らかになりました。 そして、あなたがそれ以上良くなることができない
と思ったちょうどその時に、赤外線画像カメラが導入されました。

ティハニーがサーマルカメラを開発した主な理由は、朝鮮戦争中に軍を助
けたかったためです。 今日まで、サーマルカメラは消防士によって広く使用
されています。 米国では、消防士はその高価な価格にもかかわらず、熱画
像カメラの採用とその使用に依存するようになりました。 設備は高価であ
ることが知られていますが、便利なツールであるため、購入に問題はありま
せん。ハンガリーの物理学者であるカルマンティハニイによって開発され
た赤外線カメラは、1929年に登場して以来、さまざまな業界に対応できる
ように改良されています。 

赤外線カメラは、可視光または赤外線の形で放射線を感知する機能を備え
ています。 特に消防士がそれを使用する人々は、暗闇、熱透過性の障壁、さ
らには濃い煙を通してさえ熱の領域を見ることができます。 次に、サーマル
カメラは熱画像を生成します。これにより、オブジェクトの温度を知ることが
できるため、オブジェクトの周囲との相対温度を知ることができます。
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通常のサーマルカメラには次のコンポーネントがあります:

これらの5つのコンポーネントは、サーマルカメラが赤外線をレンダリン
グし、可視光をリアルタイムで提供できる主な理由です。

サーマルイメージングカメラの技術力を長年探求してきた結果、このデ
バイスには多くの用途があることがわかりました。1つには、犯罪者の配置
やレスキューミッションの実施などの監視活動を管理する必要がある場
合はいつでも、法執行機関が利用することができます。 サーマルカメラは
、熱と空気の漏れ、ジョイントの過熱を特定し、インフラストラクチャで発
生する可能性のある障害を防ぐために使用できるため、建設技術者にと
っても役立ちます。

サーマルイメージングカメラはどのように機能しますか？

多くの人は、特定の方向に向けるだけで、サーマルカメラが自動的に熱画
像または熱感度を取得できると考えていました。 彼らは熱感知ビジョンを
達成するためのプロセスがあることをほとんど知っていません。デバイス
を理解することは本当に重要です。 まず、サーマルイメージングカメラが
どのように熱温度を検出して分析するかを知っておく必要があります。

サーマルカメラは、通常のカメラが行う外部機能をキャプチャする代わり
に、さまざまなセンサーを使用して、赤外線または最も一般的に知られて
いるIRの波長を検出してキャプチャすることを選択します。

抵抗の変化は電気的に測定でき、オブジェクトの放射が決定されます。ボ
ロメータは、熱放射を吸収する能力を持つ熱画像カメラのセンサーの一
種であり、結果として抵抗を変化させます。

表示 光学システム 信号処理

増幅器 検出器
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しかし、サーマルカメラは測定対象のオブジェクトの熱特性を感知する必
要があるため、そこで止まるわけではありません。 次の要因がオブジェク
トの熱特性を決定します:

赤外線カメラで検出される波長のレベルは、測定対象
物によって異なることを理解する必要があります。 異な
るアイテムまたは材料は、特定の波長の光を吸収する
可能性があります。

2) 伝染;感染: サーマルカメラで検出されたオブジェク
トは、一部の波長を反射して一部を吸収します。吸収の
プロセスと同様に、オブジェクトは特定のレベルの波長
を透過します。

これは実際には熱特性を決定する上で最も重要な要
素です。 与えられた同等の温度では、2つの異なるアイ
テムが離れた温度にあるように見えることを知っておく
必要があります。

信じられないかもしれませんが、物体の表面の反射率
と状態に応じて、放射線も反射されます。 一部の放射
線源も物体から跳ね返り、熱画像カメラのセンサーに
当たる可能性があります。

赤外線カメラはすでに長い道のりを歩んできました。 建物の検査、マシン
ビジョンとオートメーション、高レベルの監視、または熱力学的活動のさま
ざまなアプリケーションで使用できます。 サーマルカメラはその重要性を
証明し、私たちの社会のより良いサービスに向けて大胆な一歩を踏み出
し続けています  

吸収

伝染;感染

排出

反射率
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サーマルカメラを
使用する理由？
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システムのインストールは1つのことです；電気、HVAC、機械のいずれであ
っても、それは別の問題です。 予防保守が重要です。 ただし、従来のツール
を使用して作業を継続すると、障害が発生するだけでなく、災害の原因に
もなります。 一方、赤外線画像デバイスは、目を見張るような視点を提供し
ます。目の前の状況をよりよく俯瞰することができ、計画外の混乱を回避す
る明確な利点を提供します。

たとえば、モーターが過熱すると、製造プロセスの1つで予定外の遅延が発
生する可能性があります。 空調システムから漏れるクーラントは無害のよ
うですが、長い目で見れば、最終的には消滅する可能性があります。 さらに
悪いことに、目に見えない電気的障害が全面火災を引き起こす可能性があ
ります。 あなたの会社やあなたの家を地球の表面から一掃すると脅迫して
います。 煙警報器は便利ですが、基本的には避けられないことを伝えてい
ます。 サーマルカメラに信頼を置くことは、そのような災害の発生を防ぐた
めの十分な余裕を与えることになります。 その過程で不必要に自分を危険
にさらすことなくです。

他に類を見ない予防保守の実施を可能にする明確な品質。サーマルカメ
ラは目に見えないもの、または肉眼では簡単に見ることができないものを
認識します。 そして、その過程で数百万ドルも節約できます。 効率が低下
すると、お金が無駄になります。 たとえば、HVACの修理に数日ではなく、
数週間かかると、お金がすぐに無駄になってしまいます。
 
だれでも、自宅または職場のシステム（HVAC、電源、水道など）ができるだ
けシームレスに動作することを望んでいます。 これらの潜在的な損傷は、
職場でも自宅でも、修理に多額の費用がかかる可能性があります。 したが
って、システムに障害が発生した場合のシステム機能の重要性を評価でき
ます。 これが、重大な問題になる前に潜在的な問題を特定するための予
防ツールとしてサーマルカメラを使用する必要がある理由です。

目に見えないものを見て、潜在
的な損傷を防ぐ1



赤外線イメージング技術を使用すると、システムを効率的に実行し続ける
可能性が高まります。 微妙な問題が検出されて、障害が発生する前に検出
されます。 私たちの知らないうちに、システム全体の効率を内部から妨害
する可能性のあることはほとんどありません。

これまでに聞いたことのない珍しい音は機器の問題を裏切る可能性があ
りますが、多くの症状はそれほど明白ではありません。 多くの場合、機械的
な故障が私たちを正面から見ているときに問題が存在することを知って
います。 産業環境では、電気的問題がほとんど特定されていない場合、最
終的に機器の故障につながる可能性があります。 またはさらに悪いこと
に、深刻な電気事故を引き起こします。

そうすることで、監視対象のマシンまたはシステムを指で持ち上げること
なく、問題のあるホットスポットを特定できます。 そして、機械が故障し始
める前に必要なメンテナンス対策を適用します。サーマルカメラを使用す
ることで、異常な熱の兆候をすばやく確認できます。
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計画外の混乱は非常にコストがかかる可能性があります。 しかし、システ
ムが不安定になった場合、生産性だけでなく、生命が危機に瀕する可能性
もあります。 煙探知器は便利ですが、問題が本格化し、問題が発生してい
る場合にのみ警告を発します。 そして、私たちには時間がないので、でき
ることはたくさんあり、節約できるものはほとんどありません。

したがって、サーマルカメラを使用することで、より費用対効果の高い電力
管理を適用できます。良いニュースは、電力とエネルギーを利用するほと
んどすべてが、最終的に故障する前に過度の熱を放出することです。 そう
することで、より良い予測メンテナンスが可能になり、潜在的な問題領域
がシステムで完全な障害になる前に安全に見つけることができます。 さら
に、予知保全に関しては、サーマルカメラには次のような明確な利点があ
ります:

その機器がどれほど高温であるかを知るために、機器に接触する必要はあ
りません。 したがって、システム全体を落とすことなく、電気システムの経過
を調べるために使用できます。 担当者が害を及ぼすだけでなく、システム
のより良い評価が可能です。

修理後に使用する場合、そのようなスタンプは、関係するすべてのキーパ
ーソンが成功した努力が行われたことを保証します。 サーモグラフィー画
像は、システムのスムーズで効率的な操作を詳しく説明する便利なスタン
プを提供します。 突然の熱の特典は、たとえば、電気システムの欠けてい
る部分の明白な兆候である可能性があります。 そして、その追加の修理が
必要です。

より良い修理結果

トータルセーフティ

深刻になる前に問題を特定
する2
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この点で、サーマルカムは受け入れ時にデバイスを評価できます。 新しく
購入した機器を確認するのは難しい場合があります。 障害のあるコンポー
ネントは、最初の実行ではほとんど現れません。 このようなベースライン文
書は、承認時に製造元の仕様を確認するのに役立ちます。 これは、新しい
電気設備や、HVACシステムやモーター制御システムにも当てはまります。 
サーマルイメージングは、技術者や設置担当者がいる間に、すぐに修正で
きる潜在的な障害をスキャンできます。

赤外線カメラを使って定期的に保守点検を行うことで、生産現場での機器
の故障を最小限に抑えることができます。 機器の各部分のすべてのコンポ
ーネントをチェックする必要なく、それを行うことができます。 労働力を中
断したり、物事の時間チェックのバッチを失うことなく、ほんの数分（数秒で
はないにせよ）で発生する可能性があるサーマルスキャンだけで、作業を
完了できます。

時間が経つにつれ、機器の一部は行われた作業によりさまざまな損失を
被ります。 IRカムを使用して、あらかじめ決められた数の許容値に対して
機器のパフォーマンスをチェックできます。 そうすることで、パフォーマン
スの低下を特定し、有用なデバイスを長期にわたって回収することができ
ます。 次に、修理を分解し、内部のさまざまな劣化コンポーネントを調べ
て、機器全体の故障による大きな損失を回避できます。

効率的なインストール

ダウンタイムを短縮

機器の性能を確認する
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サーマルカメラのコストが法外に高かった時代は終わりました。 当初は
軍事目的で使用されていた赤外線画像技術は、最終的には数十年前に火
災が発生した場合のアメリカの最初の対応者の手に渡って発見されまし
た: 消防士。 しかし、サーマルカメラが今日多くの分野で広く使用されてい
るため、価格ははるかに手頃な価格になっています。

サーマルカメラを所有することの利益はそれほど顕著ではありませんで
した。 強力なサーマルカメラがその仕事をすることで、以下に関連するコ
ストを削減できます: 

その過程で、企業や家が稼働していることを確認します。システムの混乱
による不都合な災害の発生場所ではありません。 最も重要なことは、効
率と効果を最適なレベルに維持することです。したがって、すべての人に
危害を与えないようにし、けがやその他の起こり得る損害を最小限に抑
えます。

プッシュが押し寄せるとき、ほとんどの場合、企業は勝つ可能性が高い不
測の事態に備えることができます。 確かに。 事前警告は前もって行われ
ます。 したがって、それはすべて準備の問題です。やがて、前もって考える
ことのすべての報酬を得ることができます。 あなたがサーマルカメラの
サービスを前もって採用することに決めたからです。

サーマルカメラでお金を節約

停電

壊滅的な障害

生産ロス

製造ダウンタイム

火
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サーマルカメラ
の選び方？
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価格は明らかに主要な要素ですが、サーマルカメラを購入する主な目的を
知ることも重要です。サーマルカメラの選択に関しては、考慮すべきいくつ
かの基準があります。 私たちはあなたが注意を払うべきもっと重要な仕様
のいくつかを選びました：

高解像度のサーマルカメラは、高品質で鮮明な画像を提供します。通常、サ
ーマルカメラの価格は解像度によって決定されるため、熱解像度は最も重
要な要素の1つです。 解像度が320 x 240ピクセルのサーマルカメラには
76,800の測定ポイントがあり、これは35,200の測定ポイントを持つ220 x 

160ピクセルの解像度の2倍以上です。

32 x 32ピクセルのエントリーレベルのサーマルカメラから、220 x 160ピク
セルのミッドレンジサーマルカメラまで、現在の市場ではさまざまな解像
度のさまざまなサーマルカメラが利用可能で、最大解像度は320 x 240ま
たは 640 x 480ピクセル。

詳細な情報が必要なPCBやその他の電子診断などのアプリケーションで
は、高解像度のサーマルカメラを購入することをお勧めしますが、高温/低
温のリークを特定するなどの単純なアプリケーションは、低解像度のサー
マルカメラで実行できます。 購入するサーマルカメラの解像度を決定する
ことは、実際にアプリケーションに必要な詳細の量に依存します。

解決 1

32x32 ピクセル 60x60 ピク
セル

220x160 ピクセ
ル

320x240 ピク
セル
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熱感度は、ノイズ等価温度差（NETD）と呼ばれることもあり、サーマル
カメラが検出できる最小の温度差を測定します。 優れた熱感度を持
つサーマルカメラは、取得される温度差を最小限に抑え、視覚化を容
易にします。 熱感度は通常、ミリケルビン（mK）で測定されるか、摂氏
で測定されることもあります。

熱感度を考慮するとき、より鮮明な画像を生成でき、特定のオブジェクト
を識別するためにカメラの焦点を合わせやすくなり、よりプロフェッショ
ナルに見えるので、感度を低くすることが推奨されます。   

  

温度の違いを検出して測定するには、優れたサーマルカメラが正確でな
ければなりません。 ただし、他の測定技術と同様に、サーマルカメラの精
度は100％とは限りません。 各サーマルカメラは規定の誤差範囲内で動
作し、現在の業界標準は±2％/±2°Cです。

キャプチャされた領域を分析し、診断のためにホット/コールドスポットを
見つけることができるように、画像を取得できることが重要です。 ほとんど
の基本的なサーマルイメージングカメラには画像を保存する機能があり
ます。保存された画像には通常、中心点の温度が含まれ、サーマルカメラ
の設定に応じて、最小および最大温度点も表示されるため、簡単に行うこ
とができます 状況の分析。

ビデオを撮る機能を持つことは、イメージを撮ることに比べてはるかに一
般的ではありません。 これは、一部の人にとって必須の機能ではないかも
しれませんが、一定の期間にわたる温度の動きを追跡しようとする場合の
アプリケーションにとって重要になる可能性があります。

 熱感度

正確さ

写真とビデオ

2

3

4
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 サイズと形状

現在の市場では、サーマルカメラには主なサイズが3つあります。銃のサイ
ズ、コンパクト、携帯電話です。

銃サイズ: 銃サイズのピストルグリップ
を備えたサーマルカメラは、産業用、消
防または法執行機関向けです。 彼らは
それがフィールドのほとんどすべての状
況に耐えることができ、困難な状況を処
理できるように、強くて耐久性があるよ
うに設計されています。

コンパクト: これらは、簡単かつ便利に
持ち運びできるように設計されたサ
ーマルカメラです。 このサイズは、家
の検査の専門家、自動車整備の専門
家、さらには家の所有者にとっても理
想的です。

携帯電話: 携帯電話はほとんどの人々
の日常生活の重要な部分であり、トレン
ドはこの方向に向かっています。 多くの
サーマルカメラは、アンドロイドとiOS

システム向けに設計されており、アプリ
をダウンロードするだけで簡単に使用
できます。 携帯電話のサーマルカメラ
の大きな利点の1つは、他のサイズに比
べて価格が安いことです。

5
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一部のサーマルカメラには、50％のサーマルモードと50％の可視光モー
ドを同時に表示できるモードがあります。 2つのモードを調整および調整
できることは非常に重要な機能であり、検出されたオブジェクトの正確な
ホットスポットまたはコールドスポットを簡単に特定できるため、熱画像と
可視光画像を個別に見る必要がありません。 すべてのサーマルカメラが
備えているわけではない重要な機能の1つは、熱画像と可視光画像をブレ
ンドする機能です。 

ラジオメトリックデータはエクセルの形式で保存され、取得した各画像の
すべてのピクセルの温度を示します。 たとえば、サーマルカメラの解像度
が32 x 32で1024ピクセルの場合、無線測定データは1024ポイントのそれ
ぞれの温度を示します。 これは、すべてのサーマルカメラに備わっている
機能ではありませんが、完全な分析が必要な場合は非常に重要です。

画像のオーバーレイ/登録

ラジオメトリックデータ

6

7



サーマルカメラの価格は、通常、熱解像度の品質と必要な機能によって異
なります。 多くの場合、約320 x 240ピクセルの高い熱解像度で十分です。 
ただし、探しているものがわかっている場合は、32 x 32ピクセルで十分で
す。 オーバーレイ画像

画像レジストレーションの使用など、より高い解像度がな
くても検査官が作業を完了するのに役立つサーマルカメ
ラの機能があります。通常の視覚的（非熱）画像を表示し、
その上に熱画像を配置することで、熱解像度が 低、通常、
視覚的な解像度は十分に高いため、熱異常の領域を特定
できます。

サーマルカメラにどのような投資を選んでも、より迅速な検査で時間と費
用を節約できるため、投資効果が高いことに注意してください。

オーバーレイ画像

ビジュアルイメージサーマルイメージ

18
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一般的なアプ
リケーション
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サーマルカメラは、消防、住宅検査、医療アプリケーション、法執行機関、ゴ
ーストハンティングなど、さまざまな用途に使用できます。 このセクション
では、サーマルカメラの最も一般的に使用されるいくつかのアプリケーシ
ョンについて説明します。

幸いなことに、これは赤外線カメラが役立ちます。 最も簡単なHVACシステ
ムでさえ、時間の経過とともに穴ができ、漏れの可能性があります。 問題の
特定に時間がかかるほど、問題を特定できる可能性は低くなります。その
ため、問題を早期に特定することが重要です。 サーマルイメージングテクノ
ロジーは、問題を迅速に根絶するために使用できるため、命の恩人になる
ことができます。 

サーマルカメラは、正しい方向を向いていれば、家の中のすべての熱フッ
トプリントを表示できます。 また、壁、天井、パイプに熱が浸透するため、問
題のある箇所が肉眼では見えなくても問題ありません。 ホットスポットと
コールドスポットを正確に特定できます-比較的簡単に、問題をすぐに修
正できます。 ここに方法があります:

家の点検-HVACメンテナンスと水/
空気漏れ
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HVACシステムはエネルギー発電所であることを覚えておいてください。
HVACシステムは、より涼しい温度を提供することにより、家庭に理想的な
環境を実現するのに役立ちますが、エネルギーを消費します。 その過程で
極端な熱が発生し、時間が経つとワイヤーやその内部のコンポーネントの
物理的限界をテストできるようになります
 

あなたの側で熱技術を使用すると、HVACの熱状態の変化を簡単に判断
できます。 これにより、問題が深刻で永続的な損傷を被る前に、接続とコン
ポーネントの障害を検出できます。 これらの電気システムの熱状態を注意
深く評価することにより、不必要な停電を防ぎます。
 

定期的な検査により、重大な問題になる前に電気的故障を診断できます。
HVACは施設の電気システムにリンクされているため、セットアップ全体を
確認するのが賢明です。 注意すべきいくつかの重要なポイントは次のとお
りです：

サーマルカメラは、正しい方向に向けることができる限り、家の中のすべて
の熱フットプリントを表示できます。 また、壁、天井、パイプに熱が浸透する
ため、問題のある箇所が肉眼では見えなくても問題ありません。 ホットスポ
ットとコールドスポットを正確に特定できます-比較的簡単に、問題をすぐ
に修正できます。 方法は次のとおりです：

電気的障害を特定します。

損傷したヒューズ 摩耗した連絡先

過負荷電流

電気部品の劣化 破損した回路ブレーカー

接続が緩んでいる 電気接点が悪い

21



さらに、機械システムが故障すると熱放出が発生します。 これは、摩擦に起
因する長期にわたる複合応力によって引き起こされる可能性があります。 
このようなシステムの熱変化を調査することで、プロセスの大規模なシス
テム障害を防止する問題の根本に対処できます。 これは、施設や家の予防
保全に非常に役立ちます。 
 

赤外線技術を使用して定期的な検査を行うことにより、HVACシステムで
増大する機械的な問題を検出できます。 オイル分析や振動分析でデータ
を確認できます。

パイプは通常、壁や床下など見えないため、水漏れは少し注意が必要です。 
隠しパイプを使用すると、構造が見た目が美しく、使いやすくなりますが、
メンテナンスの問題があります。 木工の下に隠された不適切に断熱され
たダクト工事をチェックすることは不可能に近いでしょう。 未チェックの場
合、これにより不要な滴下が発生する可能性があり、毎月の請求額が膨ら
みます。 熱画像ユニットがそれを助けることができるかどうかです。
 
サーマルカメラは温度変化を検出する機能を備えているため、漏れた水
が接触領域で温度の乱れを引き起こし、熱が均一であるはずのサーマル
カメラに現れるため、パイプやチューブの漏れを簡単に特定できます。 そ
して、その複雑な回路でも、ACが内部にドリップリークを起こした場合も同
じことが言えます。

機械的な障害を特定します

水漏れを特定する
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温度計は室内の温度を測定する場合があります。 便利なツールですが、ほ
とんど制限があります。 閉ざされた部屋で起こりうる空気漏れを知ること
はその範囲を超えています。 その仕事は、赤外線カメラにあります。
 

さらに、サーマルイメージングシステムは、家の重要なエリアの温度分布
を特定するのに役立ちます。 室内の熱エネルギーの変化を表面温度と比
較して評価することにより、貴重なデータを取得し、適切に処理することが
できます。

HVACシステムが故障すると、すぐにコストが膨らむ可能性があります。 チ
ェックされていない漏洩ダクト作業は、20～40％ものエネルギー使用量を
請求書に追加する可能性があります。 潜在的なホットスポットを検出する
ことにより、最高のサーマルイメージングシステムは、大きなエネルギー損
失の発生を防ぎます。 詳細には、住宅の冷暖房システムの落下に対処する
ことができます。 そうすることで、HVACの専門家の仕事がはるかに簡単に
なります。 災害になる前に、HVACシステムの障害を特定できます。 あなた
は不十分に行われた断熱材を見ることができません、さらに言えば、放射
暖房の失敗。 ただし、サーマルイメージングを使用することで、気密性を検
出でき、プロセスの問題の根本を突き止めることができます。
 

住宅所有者にとって、これはすべてコストを最小限に抑えることにつながり
ます。 定期的なメンテナンスを受ける理由をお勧めします。

コストを削減

気流を管理する
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サーマルイメージングカメラは、消防士の任務を強力に支援できるデバイ
スであると考えられています。 特定の状況では、サーマルカメラを使用す
ると、肉眼ではほとんど不可能である状況を見ることができます。 火災環
境の中で、それは信じられないほどスモーキーで暗いため、全体の状況を
見ることは困難です。 サーマルイメージングカメラは煙を通り抜ける道を
すばやく示したり、火の席を探したり、犠牲者のいる場所を特定したりでき
ます。
 

防護パンツ、ブーツ、フード、防護コート、ヘルメット、作業用手袋で構成さ
れるバンカーギアの他に、消防士は任務を生き残るために消防ホース、消
防斧、はしご、消火栓、および大ハンマーも必要です。 彼らは救急活動の
ためにこれらのものが必要です。 また、戦闘設備にサーマルイメージング
カメラが追加されたことで、消防隊は世界中で大幅な改善を遂げました。
 

通常、サーマルカメラを使用すると、消防士は暗闇や濃い煙を見通すこと
ができますが、デバイスは次の機能も備えているため、そこで止まること
はありません： 

そして最後に、火災が鎮火し、生存者が救出された後、消防士は彼らの赤
外線画像カメラを使用して、火災の拡大をチェックおよび検出します。
これにより、壁や天井を盲目的に開けてオーバーホールすることで、建物
やインフラストラクチャーに不要な損傷を与えなくなります。 これは、サー
マルイメージングカメラが消防士にとって本当に便利なツールになること
を証明するだけです。

消防

構造火災の座席を発見してください。

オブジェクトの熱特性を検出します。

電気配線の過熱を感知します。

火災事故で犠牲者または生存者を見つけます
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消防士が赤外線カメラの技術的進歩を紹介できる4つの一般的な状況があ
ります:

車両事故と衝突

車両事故や事故が発生すると、消防士は常に時間との戦いを繰り広げ、ま
たそうすることで大きな危険に直面します。 これらの事故の多くは、危険物
が見えにくい夜に発生します。

例えば、ガスタンカーや輸送車両が転覆した場合、燃料がこぼれる可能性
が高いです。 一般の人々にとって、こぼれた燃料は、特に夜間は特定するの
が困難になります。 ただし、消防士は現在赤外線カメラを使用しているた
め、熱温度が異なるため、燃料を特定できます。
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彼らの応急処置訓練の一環として、消防士が行方不明者を探すことも求め
られることは実際に一般的です。 そして、あらゆる種類の条件で大きな検
索領域をカバーするには、膨大な人手が必要になります。 これらの状況で
は、消防士は行方不明者を特定する機会がわずかしかないという事実も
考慮する必要があります。
 

しかし、現在、消防士は赤外線カメラを装備しているため、行方不明者が
洞窟内にいるか、悪天候下のどこかに閉じ込められているかどうかに関係
なく、周囲とは対照的な体温のために犠牲者を確実に見つけることができ
ます。 

アメリカ合衆国では、山火事は自然の通常の行動と考えられています。 彼
らは田舎や農村地域の植生で発生する火災です。 山火事は、大規模な森
林火災や低木火災を引き起こす可能性があります。
 

これらの火災は不安定で深刻な性質を持っているため、消防士は実際の
火災の大きさと広がり具合にアクセスして決定する必要があります。 熱画
像カメラのテスト済みの能力により、彼らはそれを地上および空中で使
用して、炎の広がりに正確にアクセスできました。 この追加情報により、消
防士はすでに火災の急速な拡大に巻き込まれるのを防ぐことができます。 
彼らはまた、前もって計画を立て、進歩を止めることもできます。

捜索救助ミッション

山火事
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サーマルイメージングカメラは、消防士にとって不可欠なツールですが、
最初に危険物を特定するために使用することもできます。 危険な物質が
水成分と混合された場合、特に適切なツールを持っていない場合、消防士
や誰もがそれを検出するのは困難になります。 しかし、サーマルカメラの
助けを借りて、消防士は確実に危険な物質や物質の場所を特定し、物質の
拡散を防ぐ方法についてさらに計画を立てることができます。

消防士の主な仕事は、火を鎮圧し、犠牲者を救出し、火を防ぎ、基本的な応
急処置を実行し、火の原因を調査することです。 普通の人にとってはこれ
は大変なことかもしれませんが、サーマルイメージングカメラが消防士に
とって便利なツールになり、任務の成功率は確実に向上し、安全が確保さ
れます。

サーマルカメラは、車のメンテナンスに使用する最も有用な診断ツールの
1つです。 トラブルシューティングを行い、すべてが車両で正常に機能して
いることを確認する場合、サーモグラフィに近いものはありません。 サーマ
ルスキャンを使用すると、診断手順が他とは異なり高速化されます。 最も
重要なこととして、サーマルカメラは、非表示のままになっていたであろう
未検出の問題を明らかにするのに役立ちます。

車のトラブルシューティングでは、サーマルイメージングシステムは、従来
の方法では簡単に検出できない車の異常を明らかにします。 肉眼ではは
るかに少ない。 熱の兆候をスキャンする赤外線カメラの機能により、車両
の問題領域を簡単に検出できます。

サーマルイメージングにより、問題のあるスポットを特定するためだけに、
特定の車のセクションに物理的に触れる必要がなくなります。 多くの場合、
熱エネルギーのスパイクまたは熱の明らかな欠如は、より注意が必要な領
域の存在を裏切るものです。 電気検査と同じように、サーマルイメージング
の非侵襲性は、稼働中のエンジンを検査する上で大きなプラスになります。

危険物への対応

自動メンテナンス  
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さらに、熱画像は数秒で取得できるため、診断手順が大幅に高速化されま
す。 検出されなかった問題を明らかにする。 サーマルカムが最も役立つ
自動車の3つのフィールドを次に示します：

サーマルカメラを使用してエンジンルームを検査すると、予期しない問題
が数多く発生する可能性があります。 これは通常、エラーメモリに問題が
示された後です。 エンジンの特定の問題を特定する必要性が顕著である
ため、できるだけ早く正確な調査を行う必要があります。

以下は、あなたの検査に正義を与えるために調査するべき重要な自動車
エンジン部分の一部です:

予想通り、オイルの場所の温度が最も高く表示されているはずです。 熱量
が少ないサーモグラフの色相が暗い場合、エンジンオイルは最も明るい
色を登録する必要があります。

あなたのブレーキシステムはあなたの手にある赤外線カメラでその秘密
を教えてくれます。 片側のブレーキは、たとえば、サーマルイメージングに
よって日常的に公開される物語を残します。 一方で、タイヤを交換すると
きは、ブレーキディスクの定期的なチェックを簡単に行うことができます。

理想的には、ブレーキディスクに均一な熱分布が見られるはずです。 つま
り、負荷の高いリングがある部分があってはなりません。 このような溝が存
在する場合は、アクションが必要です。

進むにつれて、あなたはあなたの車の保守点検を行うことが簡単になって
いることに気付くでしょう。 定期的に行っても。 あなたが牽引にサーマル
カメラを持っているからです。

冷暖房システム

ブレーキシステム

エンジン室

ジエーターにコールドスポットがあるかどうかを確認します

シリンダーの温度異常を確認する

ホースまたはケーブルが過熱していることを確認します

エンジンオイルが漏れていないか、漏れている場合はその流れ方向を確認します
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近年、獣医の分野でサーマルイメージングの使用が徐々に増加しています。 
サーマルイメージングの主導権を握っているのは、大きな動物研究組織で
す。これらの専門の研究機関は、赤外線技術を最大限に活用しています。 
CTスキャン、MRIおよびX線は、動物の適切な治療に多大なメリットをもた
らしますが、完全なスキャンを可能にするため、獣医用サーマルカメラだ
けが他の診断ツールにはできない卓越した利点があります 瞬時に動物の
体のです。

サーマルカメラは包括的です。 この意味で、それは未処理の石を残しませ
ん。 あなたの動物にそれを適用すると、かなりの程度までチェックすること
ができます。 骨の問題や異常な組織の成長さえも検出できる理由は十分
にあります。

ピンポイントの精度が必要な場合は、高解像度のサーマルカメラをお勧め
します。 このようにして、他の診断ツール（X線、CTスキャンなど）では困難
な痛みの原因をほんの数分で追跡できます。 従来の診断は時間がかかる
だけで、通常は対象を絞った診断に使用されます。

軟組織だけでなく骨の問題も特定できるため、サーマルカメラは強力なツ
ールになります。 従来の診断ツールでは不可能であった神経機能障害の
検出にも役立ちます。 さらに、あなたはあなたの世話の下で動物の進行状
況をチェックすることができます。 このようにして、それに応じて調整する
前に、被害を受けた動物の治癒の速さや遅さを知ることができます。

 獣医 
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軟組織だけでなく骨の問題も特定できるため、サーマルカメラは強力なツ
ールになります。 従来の診断ツールでは不可能であった神経機能障害の
検出にも役立ちます。 さらに、あなたはあなたの世話の下で動物の進行状
況をチェックすることができます。 このようにして、それに応じて調整する
前に、被害を受けた動物の治癒の速さや遅さを知ることができます。

もう1つの利点は、必要な測定値を得るためだけに問題の動物を煩わせる
必要がないことです。 非侵襲性のサーマルイメージングにより、離れた場
所から動物を監視できるため、データを取得するために手術などの複雑な
手順が必要なため、観察中であっても快適に過ごせます。

さらに、高解像度の強力なサーマルイメージングカメラを使用すると、わ
ずかな熱放射の変化でも確認できます。 これにより、血流の突然の変化を
監視できます。 たとえば、皮膚の血流は動物の健康状態を反映しています。 
強力なカメラを使用すると、怪我の程度を判別できます。

獣医用のサーマルカメラは非常に強力であり、摂氏5度未満の温度変化も
検出できるものもあります。 これにより、動物で発生している熱ストレスを
検出できます。 獣医用サーマルカメラが動物界にとっていかに有用である
かを示す強力な声明です。
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ソリューション

高温は通常発熱を示すため、サーマルカメラは人体検知に最適です。 ただ
し、正確な検出を行うために必要な要件のため、すべてのサーマルカメラ
がこのアプリケーションに適しているわけではありません。

サーマルカメラは、法執行機関から住宅の検査まで、さまざまな用途で使
用されています。 これらは通常、エンジニアや検査官がシステム、特に
HVACの潜在的な問題を診断するために使用されます。

サーマルカメラを使用する利点は、単一の点ではなく、指している領域全
体を視覚化できることです。 これにより、検査官が必要とする時間を短縮
し、潜在的な問題の場所を特定できます。 さらに、検査員が離れた場所で
熱データを視覚化できるようにすることで、検査員に安全性を追加します。

0.3°Cの精度を達成するために、温度範囲
は1000の非常に高い温度範囲から人間
の使用に完全に調整されたちょうど
32°C-42°Cに狭められました。

5 人間の発熱を検出するた めのサーマ
ルカメラ
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その他のメリット 

サーマルカメラを使用してスクリーニングする場所 

32

-最大2.5メートル（8.2フ
ィート）離れた場所でも高
精度を維持

-三脚スタンドに取り付け
可能

-警報システム

空港

ホテル 鉄道駅 学校

病院 オフィスビル/工場/倉庫 ショッピングモール



比較チャート
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コンパクト

ハンドヘルド

モバイル

全ての
熱解像度
すべての画像は5フィート
の距離から撮影
されています



あなたが知る必要
があるすべて
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いいえ、サーマルカメラは壁越しに見ることは
できません。 ただし、霧、濃い煙、さらには完全
な暗闇の中でさえも見ることができます。 これ
は、使用可能な光がほとんどないかまったくな
い場合でも、正確な熱測定値を提供できること
を意味します。
 

これが、これらのカメラが災害地域、特に火事
で無数の命を救った理由です。 これらの装置に
より、消防士は火災の座席を確認して、事故を
より迅速に消火することができます。 最も重要
なのは、閉じ込められた個人をサーマルカメラ
で識別できることです。
 

また、これがサーマルカメラが、火災などの起
こり得る危険や、冷気や温風の漏れなどの脅威
の少ない状況から家を保護できる理由です。

はい、あなたの人生はあなたの手元にサーマル
カメラがあればはるかに安全になります。 熱画
像カメラは、火災の可能性からあなたを守ること
ができます。 家庭用配線の不良は、電気火災の
主な原因です。 サーマルカメラを使用すると、電
気配線の過熱をわずか数秒で検出できます。 ま
た、深刻になる前に問題を見つけるための予防
ツールとしても使用できるため、大規模な修理
の費用を節約できます。
 

そしてそれはあなたのHVACと給水システムを
含むべきです。 したがって、炉に点火した火災や
過熱HVACや水漏れから遠ざけられます。 現時
点では、パイプを開いたり壁を壊したりすること
なく、これらすべてをチェックできます。

サーマルカメラは壁
を透視できますか？

必要ですか？ サーマル
カメラはどのように私の
日常を緩和できますか？
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絶対にありません。 サーマルカメラはそのよう
な深刻な医療目的のために設計されていませ
ん。 しかし、サーマルイメージングは、病気の蔓
延を防ぐのに役立っています。 サーマルカメラ
が体温の上昇を検出するため、高熱を特徴とす
るこれらのウイルスに感染した人々が空港に入
国するのを防ぐことができます。 これは、担当
者が直接触れることすらありません。

農業従事者は、サーマルカメラからも大きな恩
恵を受けることができます。 たとえば、熱いひ
づめは病気の牛の確かな兆候です。 このよう
な状態を早期に発見することで、家畜を救うこ
とができます。

サーマルカメラは病
気を検出できますか？

最も一般的な2つのタイプのサーマルカメラは、
非冷却型と冷却型です。 非冷却バージョンは、市
場全体で見られるバージョンです。 非冷却デバ
イス内のシステムは室温で動作し、多くの場合完
全に静かですぐに起動できます。
 

冷却バージョンは、密閉されたコンテナ内で
32°F未満で極低温に冷却されます。 システムを
冷却するプロセスにより、熱感度が大幅に向上
し、熱分解能がより明確になります。 比較すると、
冷却されたサーマルカメラの精度は、1000フィ
ート以上離れた場所から0.2°F（0.1°C）です。 しか
し、そのような高度な設計により、価格も急上昇
しています。

サーマルカメラの主な
タイプは何ですか？
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サーマルカメラは包括的です。 この意味で、それは未処理の石を残しませ
ん。 あなたの動物にそれを適用すると、かなりの程度までチェックすること
ができます。 骨の問題や異常な組織の成長さえも検出できる理由は十分
にあります。

ピンポイントの精度が必要な場合は、高解像度のサーマルカメラをお勧め
します。 このようにして、他の診断ツール（X線、CTスキャンなど）では困難
な痛みの原因をほんの数分で追跡できます。 従来の診断は時間がかかる
だけで、通常は対象を絞った診断に使用されます。

軟組織だけでなく骨の問題も特定できるため、サーマルカメラは強力なツ
ールになります。 従来の診断ツールでは不可能であった神経機能障害の
検出にも役立ちます。 さらに、あなたはあなたの世話の下で動物の進行状
況をチェックすることができます。 このようにして、それに応じて調整する
前に、被害を受けた動物の治癒の速さや遅さを知ることができます。

最初から、サーマルカメラの動作は、私たちが
知っている従来のカメラとは異なります。 厳密
な意味での実際のカメラではありません。 セン
サーのようなもので、熱を感知します。
 

カメラは可視光を認識しますが、熱を検出でき
ません。 逆に、サーマルカメラは熱を検出しま
すが、従来の意味では可視光は見えません。 し
たがって、サーマルカメラで生成された写真
が、スマートフォンや標準のカメラで撮影され
た写真とはまったく異なる理由を理解するのは
簡単です。
 

良いニュースは、テクノロジーが向上している
ことです。 たとえば、最近では、写真の仕上がり
に非常に近いサーマルカメラを手に入れるこ
とができます。
サーマルカメラの場合、熱放射が大きい（ソー
スが高温）ほど、表示される画像は白に近くなり
ます。 スケールのもう一方の端では、熱放射が
低い（ソースが冷たい）ほど、表示されるイメー
ジが青に近づきます。

さらに、標準的な画像で距離の違いを簡単に
はっきりと見ることができます。 しかし、サーマ
ルカメラにはありません。 代わりに、サーマル
が表示されます。 生成される色は、観察される
オブジェクトの「熱さ」のレベルに依存します。

サーマルカメラと
標準カメラ

用途や機能、さらには熱分解能にもよりますが、
数十ドルから数千ドルに及ぶ場合があります。 
開始する最良の方法は、ニーズに適した機能を
決定する前に、必要な機能にアクセスすること
です。

サーマルカメラの
費用はいくらです
か？
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