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サーモグラフィ 
セレクションガイド
約60以上の主要ブランドから
適正なデバイスをお選びいただく
ためのセレクションガイド
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サーマルイメージング入門
サーモグラフィは、赤外線スペクトルで放射される光の波長を

使用して物体の温度を計測する手法です。

これは熱として認識されているため、赤外線サーモグラフィ

とも呼ばれます。

サーモグラフィは、赤外
線の波長を、温度を表す
画像に変換する非接触技
術です。画像における対
象物の温度範囲はスペク
トラムの色によって識別
されます。

サーモグラフィは、非接
触技術として効果的であ
り、安全で容易です。ほ
んの数秒で温度の上昇、不安定さ、ホットスポットを検出
し、機器やシステムの潜在的な故障を確認・特定できるの
で、コストのかかるダウンタイム・電力障害・破損を回避
できます。このことは、機器をシャットダウンできない場
合や危機に容易にアクセスできない場合、対象物に物理的
に接触することで温度が変化し、結果に影響が出るような
場合に、非常に有益です。加えて、離れた位置から温度を
計測でき、安全性に優れているので、動いている部品のあ
る対象物の温度を計測する場合、温度が非常に高い場合、
危険な環境での使用に最適です。

ホットスポットやコールドスポットは、サーモグラフィに
より素早く特定することができます。この技術を使うと、
診断に時間がかからず、生産機器やプロセスをシャットダ
ウンすることなく測定することができるため、生産性を維
持することができます。

最新世代のサーモグラフィカメラ技術に関するトレーニン
グ要件は最小限で済みます。この技術をメンテナンススケ
ジュールの一部として採用することで、ダウンタイムを減
少させることができます。また、問題発生時の迅速・安
全・効果的なトラブルシューティングツールとしても最適
です。

特長

各種熱計測用途に適したカメラ技術を選択する際は、3つ
の鍵となる要素を考慮する必要があります。

1. 分解能
サーモグラフィセンサの解像度
は、表示される画像の品質を決定
します。センサの解像度が高けれ
ば高いほど、画像上の点がより鮮
明で正確になり、操作者はより正
確に測定でき、より良い判断を下
すことができます。解像度が高い
と、より離れた位置から小さな対象物を計測できるようになり
ます。この点だけでも、ユーザーの操作対象環境に基づいて購
入の判断に影響し得ます。検出器の解像度と画像の解像度を混
同しないでください。画面が高解像度であっても、最終的に重
要なのは検出器の解像度です。

2. 使用温度範囲
機器の温度範囲も考慮が必要で
す。すべての用途で非常に高温な
温度範囲が必要とされるわけでは
ありません。広範な温度範囲に対
応するデバイスでは高価なセンサ
が使用されるため、価格が高価
になります。

3. 感度
3つ目の要素は感度です。感度は、
赤外線センサが区別できる最小の温
度差を示します。熱感度が高いデバ
イスは、小さな温度差を検出し、よ
り正確な画像を生成します。測定単
位はmilliKelvins(mK)で、mKの数値
が低ければ低いほど、感度が高くな
ります。低いmKの数値は、そのカメラがより広範にわたる温度差
を検出し、より多くの色を画面上に表示することを意味します。

考慮すべき点
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サーモグラフィの要件は状況によってさまざまであり、要件によって必要な機器が決まり
ます。多くのカメラメーカでは、サーモグラフィの用途を建築物用と産業用の2つに大き
く分類しています。

建築物で使用される機器は、建築物の構造内の問
題、何かの陰になっていて見えないものや壁の背
後にある問題の検出に使用されます。そのような
用途には、断熱材の効果の確認、水分や水漏れの
検出、床下暖房システムやセントラルヒーティン
グ機器のテスト、空調チャンネルからの漏れの追
跡などが含まれます。サーモグラフィの検出器の
解像度と感度は、購入の決定に影響する主な要因
です。感度が高いと、建築物の構造の小さな温度
差を検出できます。また、解像度が高いとより詳
細な画像が生成されるため、より正確な情報を把
握できます。

産業用サーモグラフィ機器は、電気、電子、電気
機械、機械工学用途におけるプロセス検証ツール
として使用されます。これには、製品ラインコン
ポーネントや製造システムなどが含まれます。ま
た予防的メンテナンスや定期的なサービスプログ
ラムのような用途においても、優れたトラブルシ
ューティングツールとなります。操作者が機器か
ら離れて計測できるというメリットもあります。
産業用サーモグラフィカメラは、一般的に広範な
温度範囲に対応しています。多くのカメラは高温
の用途に使用されています。建築物用と同様、検
出器の解像度によって、用途に必要とされる精度
と画像の詳細さのレベルが決まります。

サーモグラフィを使用する場所

画面に表示される画像を見て、「機器をシャットダウンする」、「予防的メンテナ
ンスのスケジュールを立てる」、「問題がないため対処不要」など、迅速な判断
を下すことができます。多くの機器では、計測データをメモリ及びリムーバブル
カードに保存し、オフライン保存、分析、レポート作成を行うことができます。
一部の機器はWi-Fi接続に対応しており、他のデバイスに直接接続できます。この
場合、測定データや視覚画像をスマートフォン、タブレット、ラップトップに直
接エクスポートできるため、即時にモバイルで分析やレポート作成が可能です。
また、電子メールやその他のチャンネルを使用して簡単に情報を共有できます。 
 
ソフトウェアスイートは、保存されたデータの分析を支援し、画像エクスペリエンスを強
化します。一般的な追加機能には、注釈、選択的な温度しきい値、可視及び赤外線波長 
画像のマージによるコンポジット写真の表示が含まれます。そのようなデータ拡張によ
り、明確なレポート作成、証拠の明確化、効果的なコミュニケーションに役立ちます。

画像データでできること

http://jp.rs-online.com


4

中程度の解像度1

jp.rs-online.com詳細についてはこちら
現在取扱いされていない製品が記載されている場合がございます。
また、スペックが異なる場合がございます。最新情報はjp.rs-online.comでご確認ください。

875-2i 875-1i TiS45 TiS40

ヘッドセットを使用し、音声の注釈を保存 HVAC産業向け診断ツールとして最適 5メガピクセルのデジタルカメラ搭載 充電レベル表示付きのスマートリチアムバッテリが付属

RS品番 777-6707 777-6704 888-2493 888-2487

検出器の解像度 160 x 120 pixels 160 x 120 pixels 160 x 120 pixels 160 x 120 pixels

温度範囲 -20°C → +350°C -20°C → +350°C -20°C → +350°C -20°C → +350°C

感度 <50mK (0.05ºC) <50mK (0.05ºC) ≤0.09 °C ≤0.09 °C

画面サイズ 3.5インチ 3.5インチ 3.5インチ 3.5インチ

フォーカスタイプ 手動 手動 手動 固定式

他のレンズとの互換性 P O O O

865 868 FLIR E6

設備及び電気設備のメンテナンスに最適な機器です。 Testo Thermographyアプリにより、ワイヤレスで測定値をまとめ、スマートフォンや 
タブレットを第二のディスプレイにすることが可能 ワイドなビューフィールド、建築用途に最適

RS品番 125-2265 125-2266 848-1378

検出器の解像度 160 x 120 pixels 160 x 120 pixels 160 x 120 pixels

温度範囲 -20°C → +280°C -30°C → +650°C -20°C → +250°C

感度 120mK 100mK <0.06°C

画面サイズ 3.5インチ 3.5 インチ 3インチ

フォーカスタイプ 固定式 固定式 手動

他のレンズとの互換性 O O O

http://jp.rs-online.com
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=777-6707
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=777-6704
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2493
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2487
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=125-2265
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=125-2266
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1378
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中程度の解像度1

jp.rs-online.com詳細についてはこちら
現在取扱いされていない製品が記載されている場合がございます。
また、スペックが異なる場合がございます。最新情報はjp.rs-online.comでご確認ください。

FLIR E6 Wi-Fi TiS20 FLIR E5 FLIR E5 Wi-Fi

FLIR Toolsモバイルアプリ経由でスマートフォンや 
タブレットにWiFi接続でき、画像やレポートが送信可能 エントリレベルのデバイスでありながら、優秀なFluke性能 可変の放射、IR/ビジュアル/MSXの同時保存 FLIR Toolsモバイルアプリ経由でスマートフォンやタブレット

にWiFi接続でき、画像やレポートが送信可能

RS品番 135-3289 888-2484 848-1369 135-3290

検出器の解像度 160 x 120 pixels 120 x 90 pixels 120 x 90 pixels 120 x 90 pixels

温度範囲 -20°C → +250°C -20°C → +350°C -20°C → +250°C -20°C → +250°C

感度 <0.06°C ≤0.1°C <0.1°C <0.1°C

画面サイズ 3インチ 3.5インチ 3インチ 3インチ

フォーカスタイプ 固定式 固定式 固定式 固定式

他のレンズとの互換性 O O O O

FLIR E4 TiS10 FLIR C2 FLIR C3

堅牢設計で他のツールと一緒に保管可能 内部ストレージとマイクロSDカード付属、 
Wi-Fiインターフェイス 建築業界向けに設計されたポケットサイズのサーマルカメラ MSX®リアルタイム画像処理、範囲内の最高 / 

 最低温度測定、WiFi接続

RS品番 848-1365 888-2475 866-8124 135-3287

検出器の解像度 80 x 60 pixels 80 x 60 pixels 80 x 60 pixels 80 x 60 pixels

温度範囲 -20°C → +250°C -20°C → +250°C -10°C → +150°C -10°C → +150°C

感度 <0.15°C ≤0.15°C <0.10°C <0.1°C

画面サイズ 3インチ 3.5インチ 3インチ 3インチ

フォーカスタイプ 固定式 固定式 固定式 固定式

他のレンズとの互換性 O O O O

http://jp.rs-online.com
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3289
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2484
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1369
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3290
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1365
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2475
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=866-8124
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3287
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高解像度2

jp.rs-online.com詳細についてはこちら

TiS65 TiS60 Ti300 871

TiS50より高い解像度、マニュアルフォーカス、 
デジタルカメラ搭載 固定フォーカスモデル、5メガピクセルデジタルカメラ搭載 LaserSharp™ AutoFocusで完璧にフォーカスが合った 

画像を実現
クラス最高の熱画像品質で、デジタルカメラを内蔵し、 

多数のスマートな新機能が搭載

RS品番 888-2507 888-2490 788-4666 125-2267

検出器の解像度 260 x 195 pixels 260 x 195 pixels 240 x 180 pixels 240 x 180 pixels

温度範囲 -20°C → +550°C -20°C → +550°C -20°C → +650°C -30°C → +650°C

感度 ≤0.08°C ≤0.08°C 50mK (0.05°C) 90mK

画面サイズ 3.5インチ 3.5インチ 3.5インチ タッチスクリーン 3.5インチ

フォーカスタイプ 手動 固定式 自動/手動 固定式

他のレンズとの互換性 O O P O

FLIR E50 TiS55 TiS50

E50BXと同じ仕様で、最大対応温度が高 手動フォーカスデバイス、ワイヤレスの画像転送 TiS55とほぼ同じ機能で、固定フォーカス

RS品番 848-1400 888-2497 888-2481

検出器の解像度 240 x 180 pixels 220 x 165 pixels 220 x 165 pixels

温度範囲 -20°C → +650°C -20°C → +450°C -20°C → +450°C

感度 <0.05°C ≤0.08°C ≤0.08°C

画面サイズ 3.5インチ タッチスクリーン 3.5インチ 3.5インチ

フォーカスタイプ 固定式 手動 固定式

他のレンズとの互換性 O O O

現在取扱いされていない製品が記載されている場合がございます。
また、スペックが異なる場合がございます。最新情報はjp.rs-online.comでご確認ください。

http://jp.rs-online.com
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2507
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2490
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=788-4666
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=125-2267
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1400
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2497
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=888-2481
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プレミアム解像度3

jp.rs-online.com詳細についてはこちら
現在取扱いされていない製品が記載されている場合がございます。
また、スペックが異なる場合がございます。最新情報はjp.rs-online.comでご確認ください。

FLIR E8 Wi-Fi FLIR E75 FLIR E85 FLIR E95

FLIR Toolsモバイルアプリ経由でスマートフォンや 
タブレットにWiFi接続でき、画像やレポートが送信可能 建物の欠陥や水分の侵入を示すわずかな兆候も検出可能 建物の欠陥や水分の侵入を示すわずかな兆候も検出可能 建物の欠陥や水分の侵入を示すわずかな兆候も検出可能

RS品番 135-3288 135-3293 135-3295 135-3294

検出器の解像度 320 x 240 pixels 320 x 240 pixels 384 x 288 pixels 640 x 480 pixels

温度範囲 -20°C → +250°C -20°C → +650°C -20°C → +1200°C -20°C → +1500°C

感度 <0.06°C <0.03°C @ 30°C <0.03 @ 30°C <0.03°C @ 30°C

画面サイズ 3インチ 4インチ タッチスクリーン 4インチ タッチスクリーン 4インチ タッチスクリーン

フォーカスタイプ 固定式 固定式 固定式 固定式

他のレンズとの互換性 O P P P

Ti400 FLIR E60 882 FLIR E8

最大対応温度が高く、手動フォーカス E50モデルよりも高い76,800ピクセルの解像度、 
手動フォーカス 表面の水分を表示できる手動フォーカスモデル Wi-fi機能及びテキスト/音声記録機能

RS品番 788-4662 848-1404 740-8701 848-1371

検出器の解像度 320 x 240 pixels 320 x 240 pixels 320 x 240 pixels 320 x 240 pixels

温度範囲 -20°C → +1200°C -20°C → +650°C -20°C → +350°C -20°C → +250°C

感度 50mK (0.05°C) <0.05°C ≤60mK (0.06°C) <0.06°C

画面サイズ 3.5インチ タッチスクリーン 3.5インチ タッチスクリーン 3.5インチ 3インチ

フォーカスタイプ 自動/手動 固定式 自動 固定式

他のレンズとの互換性 P O O O

http://jp.rs-online.com
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3288
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3293
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3295
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=135-3294
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=788-4662
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1404
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=740-8701
http://jp.rs-online.com/web/c/?searchTerm=848-1371
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RSでは最新のサーモグラフィカメラを継続的に 

導入しています。 

Fluke、Flir、Testoなどを含む大手 

メーカーの商品についてはjp.rs-online.comでご確認ください。

http://jp.rs-online.com

