製品ガイド「赤外線応用機器」
装着型遠赤外線カメラ ARTTHERMO-4800

／㈱アートレイ

新製品のハンズフリーサーモグラフィ。
◦作業しながら温度監視可能 ◦動画・静止画の記録が可能
◦ただ振り向くだけで温度画記録が可能
■用途
電気設備の点検・録画／医療関連でのゲートコントロール対策／
産業廃棄物保管状況調査／救急医療受付時／火災・事故後の安全確認時 等々
■仕様
＜温度センサ＞
◦レプトンラジオメトリックLWIRカメラモジュール ◦波長：8～14 µm
◦一体型シャッタ構成 ◦画素数：80（H）
×60（V） ◦感熱感度＜50 mk
＜可視カメラ＞
◦画素数：500万画素 ◦映像出力：720Ｐ
＜CPU＞
◦Rockchip RK3288、1.8 GHzのクアッドコアCortex-A17
CPU SDRAM RAM、DDR3 2GB
＜GPU＞ Mali-T764 ＜外形＞ 260×210×90 mm ＜質量＞ 約450 g
＜動作温度＞ 温度：5～35 ℃／湿度：20～80%（但し結露なきこと）

問い合わせ先／TEL：03-3389-5488
URL：http://www.artray.co.jp/

高画素SXGA高感度SWIRカメラ

／㈱アイ・アール・システム

高画素1,280╳1,024、10 µmピクセルサイズ、低ノイズ 35e-（typical）の超高感度
SCD社製InGaAs検出器を採用した Raptor Photonics社のSWIRカメラ。
■仕様
◦感度波長：0.4～1.7 µm
◦12bit CameraLink
◦フレームレート：60 Hz
◦超小型、軽量、低消費電力
■アプリケーション
◦半導体ウエハ検査
◦非破壊検査
◦レーザービームプロファイラー
◦アイセーフレーザー検知、3Dレーザー距離計
◦煙・靄を透過してのセキュリティカメラ
◦低照度セキュリティカメラ

問い合わせ先／TEL：042-400-0373
URL：http://www.irsystem.com

InGaAs近赤外線ハイスピードカメラ Cheetahシリーズ

／㈱アド・サイエンス

Xenics社（ベルギー）のInGaAsセンサーを搭載した世界一速い近赤外線ハイスピ
ードカメラ。0.9～1.7 µmの近赤外領域を超高速で撮影する、研究用途などの特定分
野で、大変優れたパフォーマンスを発揮する。
■特長
◦ハイスピード近赤外線カメラ（最大1,730fps）
◦InGaAsセンサー
◦波長領域：0.9～1.7 µm（オプション：0.5～1.7 µm）
◦640×512画素（ピクセルピッチ20 µm）
◦ペルチェ冷却１段
◦インターフェース：CameraLink
◦トリガー入力／出力

問い合わせ先／TEL：047-434-2090
URL：http://www.ads-img.co.jp/
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製品ガイド「赤外線応用機器」
非接触エリア温度計

Xi80シリーズ

／オプテックス・エフエー㈱

温度測定は“スポット”から“面”へ。
Xi80シリーズは、高機能なサーモグラフィでありながら、ソフトでの設定後はPC
なしで運用可能。非接触温度計のセンサヘッドと同様に使用できる新コンセプトの
温度計です。視野内で測定エリアを自由に設定でき、柔軟かつ多彩な測定が可能。
従来、非接触温度計が複数台必要だった用途に１台で対応する。
■特集
◦最小□0.27 mmの温度測定を実現
◦視野内で測定エリアを自由に設定でき、平均／最大／最小値の出力が可能
◦エリア間の差分や指定温度の占有率（％）の出力が可能
◦専用ソフトで設定後はPCなしで運用可能
■仕様
◦筐体サイズ：φ36×90 mm ◦解像度：80×80pixel ◦測定波長：7.5～13 µm
◦測定温度範囲：−20～+100 ℃、0～+250 ℃、+150～+900 ℃切換え式

問い合わせ先／TEL：0800-170-1003（フリーダイアル）
URL：https://optex-fa.jp

U5850シリーズ 赤外線サーモグラフィ／キーサイト・テクノロジー㈱
鮮明な温度分布で異常箇所を素早く特定。回路基板の熱解析、太陽光発電パネル
の劣化検知、電気設備のメンテナンス等、幅広い用途に役立つ。
■特長
◦10 cm近傍も鮮明にフォーカス。1 mm角部品の熱も判別可能。
◦160×120画素：ファインレゾリューション機能により320×240画素相当の分解
能を実現
◦温度範囲： −20～350 ℃（U5855A）
−20～650 ℃（U5856A）
−20～1,200 ℃（U5857A）
◦長時間の使用にもやさしい軽量746 g、最適重心設計
◦無償のTrueIRソフトウェアで素早く解析・簡単レポート。時系列のトレンドチ
ャート表示も可能
◦2 mの落下保証。５年間の保証期間で安心
※無料貸出し機あり。

問い合わせ先／TEL：0120-421-345（計測お客様窓口）
URL：http://www.keysight.co.jp

高速赤外線カメラ

／㈱ケン・オートメーション
高性能冷却型赤外線カメラ。InSb赤外線検知素子。320×240画素で3,000 fps、128
×100画素で17,000 fpsの高速撮影が可能な赤外線カメラ。
エアバッグの展開試験や自動車の衝突試験、複合材の破壊試験、ジェットエンジ
ンの燃焼試験、切削加工時の切削工具の温度監視といった高速過渡現象の観察に最
適。
自動露光時間調整ソフトウエアにより、常温から高温に変化する検査対象物で
も、飽和することなく撮影が可能。赤外線カメラ内の内蔵メモリに、およそ40秒程
度の3,000 fpsの高速撮影データを保存可能。

問い合わせ先／TEL：045-290-0432
URL：http://www.kenautomation.com
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製品ガイド「赤外線応用機器」
アクティブサーモグラフィ非破壊検査装置サーモ・インスペクター

／㈱KJTD

サーモ・インスペクターは赤外線カメラと加熱ランプなどの励起装置を組み合わ
せて対象物の表面近傍を検査する装置。非接触で一度に広範囲を検査することがで
きるので、大型構造物の製造工程内検査、出荷前検査、メンテナンスも効率よく行
うことが可能である。当社開発の解析ソフト「IR-Phaser」を使って位相解析を行
い、きずの詳細を調査することができるので、研究用途としても使用可能である。
■用途
◦CFRP（炭素繊維強化プラスチック）のはく離検査
◦ハニカム構造材の接着良否検査、異物の混入検査
◦建物外壁検査
◦材料の研究開発
■特長
◦非接触で検査可能
◦広範囲を短時間で検査可能
◦解析ソフトウエア「IR-Phaser」で各種解析が可能

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京） TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp

研究開発用途 赤外線カメラ FLIR A6750sc

／㈱KJTD

FLIR A6750scは冷却型素子を内蔵した高速で熱現象を捉えることができる研究開
発用途に適した赤外線カメラである。高速の熱イベントや素早く移動するターゲッ
トを撮影するのに最適。フレームレートはウィンドウ設定により最速4,175 Hz（16
×4）まで可能である。当社のサーモ・インスペクターとの組み合わせで非破壊検査
用途しても実績あり。
■用途
◦高速で変化する熱現象の計測
◦金属材料／非金属材料の非破壊検査
◦材料の研究開発
■特長
◦検出素子：InSb（インジウムアンチモン）
◦スペクトル範囲：3～5 µm（又は1～5 µm） MWIR
◦温度範囲：−20～350 ℃（オプションMax.2,000 ℃）
◦温度分解能：＜20 mK
◦インターフェイス：GigE（ギガビットイーサネット）
◦解析ソフトウエア「IR-Phaser」で各種解析が可能

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京） TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp

設置型赤外線カメラ

FLIR A615

／㈱KJTD

FLIR A615は研究開発向けに開発された固定型赤外線カメラ。640×480ピクセル
の高解像度、最大200 Hzのフレームレート（ウィンドウィング機能使用時）での撮
影が可能なため、温度が急速に変化する材料の検査・モニタリングに適用可能であ
る。
■用途
•製品開発
•火災予防監視
•金型やプリント基板などの熱管理 •非破壊検査
■特長
•非接触・非破壊・非侵入で検査可能
•高解像度：640×480ピクセル
•ウィンドウウィング機能：最大フレームレート200 Hz
•高い温度分解能：＜0.05 ℃
•ソフトウェア：FLIR QuickPlot、ResearchIRで解析可能
•コンパクトかつ軽量：重量900 g

問い合わせ先／TEL：03-5957-7367（東京） TEL：072-965-6235（大阪）
URL：https://www.kjtd.co.jp
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製品ガイド「赤外線応用機器」
小形熱画像センサ

TP-L

／㈱チノー

軽量・コンパクトな本体に赤外線素子を搭載、汎用性に優れた設置・組込形の熱
画像センサである（イーサネット仕様とUSB仕様を用意）。
さまざまな設備の発熱・温度異常を熱画像監視する。
800 ℃まで測定できる高温タイプを用意。
■特長
◦パソコンで熱画像監視、専用アプリケーションソフト付属
（イーサネット仕様は最大４台、USB仕様は１台接続する）
◦センサ本体に警報接点出力を２点装備
◦IP65防塵防滴構造
■仕様
◦測定温度範囲：－20～300 ℃（高温タイプは100〜800 ℃）
◦測定視野角：25°
と60°
の２種（高温タイプは25°
）

問い合わせ先／広報部 TEL ：03-3956-2449
URL：https://www.chino.co.jp/

HD（高精細） 画質熱画像カメラ CPA-T1000

／㈱チノー

素子数1,024×768ピクセルの高画質･高分解能の熱画像カメラである。
4.3形タッチパネル式液晶モニタ、310万画素の可視カメラを搭載。
熱画像･可視画像･統合画像で離れた距離から高精細な画像監視が可能。
■仕様
◦測定温度範囲：－40～2,000 ℃
◦温度分解能：0.02 ℃
◦測定視野角：28°
×21°
◦精度定格：測定値の±1％または±1 ℃（測定温度：5～120 ℃）
◦フレームレート：30 Hz
◦温度表示：スポット10点、エリア５点、ラインプロファイル１点
◦保存データ：熱画像、可視画像、熱画像と可視画像の統合画像、動画

問い合わせ先／広報部 TEL ：03-3956-2449
URL：https://www.chino.co.jp/

小形熱画像計測装置

CPA-L4

／㈱チノー

非冷却固体撮像素子を採用した固定形熱画像計測装置で、オンラインで製品検査
やプラント設備の温度監視などに活用できる。
シャッタレスにより連続測定が可能で、ライン監視など測定対象が連続して流れ
る用途に使用可能。
周囲温度90 ℃の過酷な環境下でも、計測可能な保護ケースも用意されている。
■仕様
◦測定温度範囲：－20～150 ℃、0～300 ℃、0～500 ℃（機種ごと）
◦視野角：水平25°
×垂直19°
、水平50°
×垂直37°
◦素子：非冷却固体撮像素子（320×240画素）
◦外形寸法：110×100×85 mm

問い合わせ先／広報部 TEL ：03-3956-2449
URL：https://www.chino.co.jp/

P製品ガイド2019-12.indd 4

2019/11/01 13:47

製品ガイド「赤外線応用機器」
Testo スマートサーモグラフィシリーズ

／㈱テストー

testo 868/871/872は、小型・軽量、焦点合わせ不要のスマートサーモグラ
フィである。510 gの軽さにもかかわらず、－30～＋650 ℃の温度帯に対応、
SuperResolutionテクノロジーにより、高画質の熱画像が得られる。
Wi-Fiモジュールを内蔵しており、スマートフォン、タブレットとの通信が可能。
専用アプリにより、サーモグラフィの遠隔操作や現場でのレポート作成、メール送
信などが手軽に行える。
このほか、屋外での撮影時に温度スケールを対象物に合わせて調整するスケール
アシスト機能や、専用マーカーにより反射温度と放射率を自動設定するε-アシスト
機能など、非接触でも、より正確な温度測定を効率的に行なうための機能も充実し
ている。設備の保守点検やメンテナンス現場での使いやすさを考慮して設計されて
いるスマートサーモグラフィである。

問い合わせ先／本社セールス TEL：045-476-2288
URL：https://www.testo.com

監視システム標準パッケージ プロセスコントロールシステム／日本アビオニクス㈱
本システムは、製造時の製品番号を登録しながら、高解像度のサーモカメラでリ
アルタイムに温度を計測し、測定結果をPLCなどと共有することで 品質管理と合わ
せてエビデンスの管理が可能。サーモカメラやコントローラ、専用ソフトウェアを
パッケージ化することで、低価格と短納期、高いメンテナンス性を実現。金型によ
る成型や部品加工、電子部品、食品、薬品などの製造ラインで幅広く利用できる。
■特長
◦ロット番号、製造番号と同期した熱画像の保存でトレーサビリティを強化
◦温度トレンドグラフやラインプロファイルを表示して傾向管理が可能
◦多点測定機能やPLCなどの制御機器との容易な連携が品質管理の効率化に貢献
■主な用途
◦自動車部品、食品、薬品、化粧品など生産ラインの監視とトレーサビリティ管
理
◦樹脂成形品、アルミ成型品、金属加工品、銅材や線材などロット不良による損
失が大きくなる生産ラインの監視とトレーサビリティ管理

問い合わせ先／TEL：045-287-0303
URL：http://www.avio.co.jp

デュアル非接触／接触式ビデオ温度計TKTL 40／日本エスケイエフ㈱
SKF TKTL 40は離れた場所から安全に温度測定するハンディタイプの赤外線温
度計。測定ヶ所を狙ってトリガーを引くだけで、温度が画面表示。プローブを使用
し、接触式で温度測定も可能。
温度測定の画像や動画を撮影。環境特性も測定・表示。
■特長
◦内蔵カメラにより、写真と動画を全ての測定情報と共に撮影、保存、呼出し
◦周辺温度、露点温度、湿球温度、相対湿度といった環境特性も表示・保存可能
◦デュアルレーザーが、温度測定エリアを決定
■仕様
◦赤外線温度測定：−50～1,000 ℃
◦プローブ使用温度測定：−50～1,370 ℃
◦本体寸法：205╳155╳62 mm、500 g
◦保護等級：IP40

問い合わせ先／TEL：045-478-2758
URL：http://www.skf.jp
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製品ガイド「赤外線応用機器」
ハイエンド サーモグラフィ

ImageIR

／㈱日本レーザー

ハイエンドサーモカメラ ImageIRシリーズは、最高の感度・測定精度・空間分解
能・撮影速度を求めるユーザーにとって、最適なソリューションを提供する。
モジュール設計なので、ユーザーのアプリケーションに応じて、システム構成・
性能を最適化することができる。またトリガー機能も豊富に備わっており、指定タ
イミングでの撮影や外部機器との同期撮影が可能なので、高速移動体や微小エリア
の温度測定、ガラス越しの温度測定、薄膜フィルムの温度測定など様々な用途に対
応する。
用途に応じた最適な材質とARコーティングの光学レンズを提供する。さらに補正
レンズを追加することで、歪みを減らし、さらに良好なイメージング品質が得られ
る。
ソフトウェア「IRBIS」シリーズは、高速データ解析や用途に合わせた解析に便
利に使える。

問い合わせ先／TEL：03-5285-0861
URL：https://www.japanlaser.co.jp/

Fluke RSE600

設置型赤外線カメラ

／フルーク

■主な機能
◦MATLAB®およびLabVIEW®ソフトウェアに対応しており、赤外線データ、画
像、ビデオの統合により、研究開発に必要な解析を強力にサポート。
◦640×480分解能。
◦オプションのスマート・レンズ（2xおよび4xの望遠、広角、マクロ・レンズ）
で細部を見ることができる。
◦SmartView デスクトップ・ソフトウェアでは、画像の最適化、カスタマイズ可
能なレポートの生成、選択した形式への画像のエクスポートが可能。
◦Fluke Connectシステムにカメラを無線接続できるので画像の共有と編集が簡単。

問い合わせ先／特約店営業部

TEL：03-6714-3114
URL：http://www.fluke.com/jp

超高感度レーザドップラ振動計 VibroFlex Xtra ／ポリテックジャパン㈱
近年、社会インフラや工場施設等の老朽化問題への関心が高まっており、大型構
造物の低コストで安全な維持・管理が求められている。
ポリテックの超高感度レーザドップラ振動計VibroFlex Xtraは、遠隔からレーザ
を照射するだけで、振動変位量を計測できる。従来の接触式センサと異なり、非接
触なので、高所や人の立ち入りが難しい危険箇所も計測でき、検査作業時間も短縮
できる。また、熟練者を必要とせず、誰でも簡単に計測できるため、今日からすぐ
に非接触検査、非接触メンテナンスを始めることができる。
最近では、ハンマーによる打音検査の代替技術として注目されている超音波非破
壊検査において、測定対象物に伝わった超音波を検知するセンサとして、応用さ
れている。VibroFlex Xtraを使用することで超音波を検知するセンサも非接触とな
り、発信側・受信側ともに完全に非接触な検査を実現できる。
測定レーザ：赤外線レーザ（波長1,550 nm、出力＜10 mW、レーザ安全クラス２）

問い合わせ先／TEL：045-478-6980
URL：http://www.polytec.com/jp/
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製品ガイド「赤外線応用機器」
FLIR C2/C3

／フリアーシステムズジャパン㈱
世界初カードサイズサーモグラフィカメラ FLIR C2/C3。
手軽に現場へ持参して、隅々まで診断したい方向けのサーモグラフィカメラ。
FLIR 独自の特許技術【MSX機能】を搭載し、些細な欠損も見逃さない。
■【MSX機能】とは
MSX機能（スーパーファインコントラス）はリアルタイムで画像を補修すること
ができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行える。また、デジタ
ルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成する事がで
きる。
■【FLIR C2/C3の特長】
◦最軽量130 g
◦国内フルメンテナンス
◦Wi-Fi機能搭載（FLIR C3）
◦耐落下衝撃性能：2 m（FLIR C3）
◦動画解析（FLIR Tools使用）
◦タッチスクリーン対応

問い合わせ先／TEL：03-6721-6648
URL：http://www.flir.jp

FLIR E53/E75/E85/E95

／フリアーシステムズジャパン㈱

ポータブル最高性能サーモグラフィカメラFLIR E53/E75/E85/E95。
あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方向けのサーモグラフィカメラ。
FLIR 独自の特許技術【MSX機能】を搭載し、些細な欠損も見逃さない。
■【MSX機能】とは
MSX機能（スーパーファインコントラス）はリアルタイムで画像を補修すること
ができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行える。また、デジタ
ルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成する事がで
きる。
■【FLIR  E53/E75/E85/E95の特長】
◦高視野角、高輝度IPS液晶
◦カバーガラスに「Dragontrail」採用
◦国内フルメンテナンス
◦距離測定（レーザーオートフォーカス）、高温測定
◦動画・タイムラプス撮影

問い合わせ先／TEL：03-6721-6648
URL：http://www.flir.jp

FLIR T500シリーズ

／フリアーシステムズジャパン㈱
FLIR T500シリーズは、専門的に赤外線カメラで計測を行うユーザーがホットス
ポットや熱の偏りから故障の可能性を正確に分析するために必要な機能を搭載して
いる。FLIR T500シリーズカメラは180°
回転するレンズプラットフォームと鮮明な
４インチLCDを備え、あらゆる環境での温度熱計測に役立つように設計されてい
る。最先端の優れた測定ツール、レーザーアシストオートフォーカス、業界をリー
ドするフリアーシステムズの画像品質により、異常個所の迅速な発見と診断が可能
である。
■FLIR T500シリーズの特長
◦MSX、UltraMaxおよび独自の適応フィルタリングアルゴリズムをベースとした
FLIR Vision ProcessingTMが鮮明な熱画像
◦180°
回転の光学ブロック
◦最大464×348（161,472）の高解像度により、安全な距離から広い範囲を計測可
能

問い合わせ先／TEL：03-6721-6648
URL：http://www.flir.jp
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