アプリケーション ストーリー

サーモグラフィ検査は建築物の隠れ
た問題を発見します
flir B660：現在流通しているなかで最高水準の建築
物検査用サーモグラフィ
フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィを使えば、肉眼では発見できない建物の
問題も簡単に発見できます。サーモグラフィは、断熱不良、気密不良、暖房配管の問題、
水漏れ、結露、
カビの発生など建物の問題点を視覚化し、その位置を正確に示すことが
できるため、問題解決の重要な第一歩となります。
サ ー モ グ ラ フィシ ス テ ム ズ の 代
理店のBöttcher
infrarotund
Trocknungstechnikの代表wolfgang
Böttcher氏は、サーマルイメージング技
術と建築物診断の専門家です。
「サーモ
グラフィ検査では問題がどこにあるのか
を実際に目で見ることができるため、建
築物の診断に最適なのです。」
フリアーシステムズのサーモグラフィは肉眼で
は見えない建築物の問題を検出できます
• 熱損失パターン
• エネルギー損失に関連する問題
• 断熱不良
• 非効率な暖房システム
• 水漏れによる被害
• カビの発生

www.flir.com

サーモグラフィ検査では、建物のどのエリ
アに問題があるのかを熱画像で一目瞭然
で把握できます。さらに、付属のソフトウ
ェアを使えば、計測した温度データを簡
単にレポートにまとめることができます。

flir B660サーモグラフィを使ったエネルギー効
率検査を実演するwolfgang Böttcher氏

Böttcher氏「このカメラは軽量で操作性は抜群だ」

Böttcher氏がフリアーシステムズのサ
ーモグラフィを使う主な目的はエネル
ギー効率診断です。
「サーモグラフィを
使えば、建物の断熱不良箇所が分かりま
す。flirサーモグラフィの正確な温度デ
ータから、熱漏れの深刻度や修理の必要
性を診断できるのです。」
気密性検査
年数の経過した住宅では、エネルギー損
失を引き起こすのは断熱不良だけではな

45°に傾斜したレンズのおかげで数メートルの近
距離からでも建物全体をスキャンできる。

アプリケーション ストーリー

flir B660は床暖房の効率検査にも最適

この赤外線画像は床下に設置された温水パイプの
位置を示している

いとBöttcher氏は説明します。小さな亀
裂や隙間を通って空気が入ると、エネル
ギーの大きな損失につながります。隙間
風による損失が住宅の消費エネルギー
の半分を占める場合もあるほどです。空
気の通り道は複雑で、サーモグラフィ検
査をしない限り、目に見える形で確認する
ことは困難です。
「ドイツには新規建築物
の断熱とエネルギー消費に関するガイド
ラインがあります。
しかし、古い建物でも
エネルギーを賢く使う必要があるのです
から、古い建築物についてもこうしたガイ
ドラインが必要だと思います。」
ブロワードア
気密性検査では、検査の効率アップのた
めブロワードアと呼ばれるシステムを使
うとBöttcher氏。
「ブロワードア検査で
は、建物内の空気を外部に送り出すファ

ンを玄関ドアに設置しま
す。ファンの働きで生じ
た建物内外の気圧差に
より、空気が建物のすべ
ての隙間を通って入って
きます。ここでサーモグ
ラフィを使い、気密性が
最も低い場所を特定しま
す。そして、風力計で隙
間風の風速を計測し、そ
の場所の気密不良の深
刻度を判断するのです。
この方法で建物全体を
検査することで、クライ
アントに対し、修理や問
題解決が必要な箇所に
ついて適格にアドバイス
できます。」

ブロワードア検査では、
建物内の空気を外部に送り出すファンを玄関に設
置し、
ファンの働きで生じた建物内外の気圧差により、
建物の隙間を通りぬ
ける空気を検査する

運ばなければなりませんでした。現在私
が使用しているflir B660は重さ3キロ
で必要な機能は全て内蔵されています。
多目的に使える
この10～15年の間の商業用サーモグラ
flir
B660サーモグラフィの使い道
はエネルギー効率検査だけではないと フィの進化には目を見張るものがありま
Böttcher氏は言います。
「B660は多目 す。」
的に使えます。当社では、水漏れや結露に
よる建物損傷の見積もりでも使用してい Böttcher氏がflirB660を購入したの
660は、解像度
ます。建物の外壁から水が侵入すると、構 は最近のことです。B
640×480ピクセル、
熱感度30mK未満、
造体が損傷する可能性もあります。です
から、flirサーモグラフィで湿気を検出 最新機能を搭載しており、現在流通して
し、解決策を提案します。他には暖房配管 いるサーモグラフィのなかで最高水準
「Böttcher infrarot- und
の検査や発生したカビ検出にもサーモグ の機種です。
Trocknungstechnikでは、
お客様に常に
ラフィを使用します。建物内部でカビが発
最善のサービスを提供することをこころ
生するかどうかの予測に使うこともあり
がけています。この分野では新しい顧客
ます。」
の開拓には既存客の口コミが最も効果的
です。
ですから、
どのお客様にも当社のサ
目を見張る進化
Böttcher氏は、サーモグラフィ使用歴の
長いベテランユーザーです。
「サーモグラ
フィが市場に投入されてすぐに、
この機器
が建築物診断に役立つことに気付きまし
た。私が最初に購入したサーモグラフィは
flir製のAgema Thermovision 470
で、モノクロのビューファインダーのつい
たモデルでした。本体だけで6キロもあ
り、付属機器を併せて30キロもの機材を

flir Agema Thermovision 470

ピクチャーインピクチャー機能で写真と赤外線画像を統合することで、水漏れによる損傷個所がクライアン
トにも一目瞭然に分かる。

ービスに十分、満足していただきたいの
です。そのため、入手できるなかで最高
水準のサーモグラフィを手に入れる必
要がありました。このサーモグラフィの
640×480ピクセルという高画質映像は
まさに最高水準です。温度計測も極めて
正確ですし、操作性も抜群です。購入し
て2ヵ月経ちますが、本当に満足していま
す。」

肉眼で見た限り、
この窓の気密性は高そうに見えるが、
ブロワー検査でflirサーモグラフィが撮影した赤外線画像には隙間風がはっきりと映っている。風速計
での計測の結果、風速は6.44m/秒と極めて強かった
（風速2m/秒以上は強い風とみなされる）。

FLIR：他の選択肢は考えられない
Böttcher氏は、flirB660以外の選択肢
は考えられなかったと言います。
「45°の
傾斜レンズのついた広視野角モデルを注
文しました。この傾斜のおかげでかなり近
距離からでも建物全体を撮影することが
可能です。建物のエネルギー効率検査で
は、隣の建物が邪魔で遠くからの撮影が
できない場合が多いため、こうした機能
は非常にありがたいのです。この傾斜付
きレンズのおかげでこうした問題に煩わ
されることがなくなりました。これとは別
に望遠レンズも購入しました。詳細まで
はっきりと撮影できる望
遠レンズも重宝していま
す。レンズのラインアッ
プがこれほど充実してい
るサーモグラフィメーカ
ーはフリアーシステムズ
だけです。これだけ高品
質のサーモグラフィと高
品質のレンズという条件
を満たすサーモグラフィ
は、flir B600以外には
ありません。」
アフターサービス
Böttcher氏がflirを選
んだもうひとつの大きな
理由がアフターサービス
の良さです。
「flirは欧
州でも最高水準のサー
ビスを提供しています。
他のメーカーは、修理を
依頼すると、中国やアメリ
カまで製品を送らなけれ
ばならないため、非常に
時間がかかります。私の
場合、サーモグラフィ検
査が仕事なので、長期

間製品を使用できないとなると死活問題
です。その点、
フリアーシステムズはすぐ
に製品を修理し、返却してくれるので安心
です。これがフリアーシステムズ製のサ
ーモグラフィを選んだもうひとつの大き
な理由です。」

に買い換えました。どの機種も非常によ
い製品で、現在も使える状態で手元にあ
ります。2年前に購入したflir B20HS
の 性 能 に も 非 常 に 満 足して い ました
が、B660が発売されると、すぐに購入を
決心しました。思った通り、flir B660の
機能は大幅に強化されていました。私が
特に気に入っているのは、適正コントラス
役立つ機能
Böttcher氏はフリアーシステムズ製品を トに自動調整する機能です。この機能の
長年使用しています。
「最初に購入したの おかげで、わずかな温度差もはっきりと示
はflir Agema Thermovision 470で、 す詳細な熱画像が得られます。
その後、flir ThermacAm 545を購入
し、それからflir ThermacAm B20HS

この赤外線画像は住宅の屋根の断熱不良を示している。

この例では、右側の天窓の枠からの熱漏れと屋根の数ヶ所の断熱不良がはっきりと分かる。

ApplicATion STory

ピクチャーインピクチャー機能
B660には他にも便利な機能が搭載され
ています。そのひとつが、写真の中に赤外
線画像を組み込み、一枚の画像にするピ
クチャーインピクチャー機能です。写真に
組み込む赤外線画像の移動もサイズ変更
も簡単にできます。Böttcher氏はこの機
能も高く評価しています。
「ピクチャーイ
ンピクチャー機能はよく使っています。お
客様に建物の中の問題個所を説明すると
きに非常に便利です。赤外線画像だけを
見せても、お客様には建物のどこの部分
かピンとこない場合があるのです。他にも
内蔵のGpS機能やボイスレコーダー機能
も役立ちそうなので、
これから使っていき
たいと思っています。」

ブロワードア検査により、窓枠の気密不良がはっきりと示されている。

この子供部屋の隅には断熱不良個所が散見される。

部屋の隅に水漏れによる損傷が認められる。何らかの措置を講じなければ、建物の構造体にまで被害が
及ぶ可能性がある。

Böttcher氏はflir B660を高く評価する
一方で、他の下位機種が役に立たないわ
けではないと強調します。
「解像度が小さ
い下位機種でも、問題検出には十分役立
ちます。ただし、問題の位置を正確に診断
し、正確で誤差のない温度データが必要
な場合はB660のようなサーモグラフィ
が必要となります。下位機種を使っている
同僚は診断不能な事例にかなり頻繁に直
面しています。flirB660は精度、感度、
解像度が高いため、損傷の見積もりにせ
よ、エネルギー効率検査にせよ、下位機種
では診断できなかった事例の多くを解決
できます。解像度が小さく、価格も手ごろ
なサーモグラフィは初期検査には十分で
すが、問題を正確に診断したければ、flir
B660のような高性能機種が必要なので
す。」

レポート作成ソフトウェア
コントラスト自動調整機能はつい最近ま る赤外線画像を実現します。この技術は
Böttcher氏はflir reporterというソフ
で軍事目的にのみ使用されていた特別機 軍事用としては長い実績がありますが、
トを使用して、
レポートを作成しています。
能です。サーモグラフィが輝度とコントラ 商業用にこの技術を導入したのはflir
「このソフトのプログラムは非常に使い
ストを自動調節し、詳細まではっきり見え B660が初めてとなります。
易く、お客様に理解しやすい建築物検査レ
ポートを素早く効率的に作成できます。」
flir reporterはマイクロソフト社の最新
oSとマイクロソフトワードと互換性があり
ます。さらに、新機能としてトリプルフュー
ジョン機能やピクチャーインピクチャー機
能を搭載しており、サーモグラフィを最大
限に活用することが可能です。

http://as.azbil.com/

株式会社山武商会から社名変更いたしました。

本社 〒１7０-８462 東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル
http://at.azbil.com/

お問い合わせは
お問い合わせは
事業企画部まで
営業推進本部 安全営業部

(03)5961-2153
(03)5961-2161

T820175

コントラスト自動調整機能のおかげで、
ほんのわずかな温度差もはっきりと示す
詳細な赤外線画像が得られる。 ※ご購入は下記代理店からお願いします。

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-6-20
西五反田アクセス8F
電話
: 03-6277-5681
fax
: 03-6277-5682
e-mail : info@flir.jp
www.flir.com

{En_

赤外線カメラに関する情報は弊社までお気軽
にお問い合わせください。
：

