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フランスのPetroval社は、工業機器の技
術点検における赤外線カメラの有用性を
いち早く認識した企業のひとつです。「赤
外線カメラを導入する前は、機器を稼働
している最中に不具合を発見する方法
はありませんでした。」とPetroval社のプ
ロジェクトリーダーであるJean-François 
Tournieux氏は語ります。「フリアーシス
テムズの赤外線カメラを使えば、操業中
でも精度の高い非破壊検査ができるうえ
に、安全に操業できる生産量の上限を正

確に判断することができるのです。」
Petroval社は、TOTAL/Eurecatグルー
プの一社で、操業は1990年、本社はフ
ランス、ノルマンディ地方のル・アーブ
ルにあります。米テキサス州ヒュースト
ンに2003年に支社を設立し、2011
年にはシンガポール支社も開設予定で
す。Petroval社の事業の8割以上がフラ
ンス国外向けであり、現在、世界50ヵ国
以上にサービスを提供しています。. 

フリアーシステムズの赤外線カメラに　
よる炎越し検査
Petroval社は技術的監査にフリアーシステムズの冷却
及び非冷却型赤外線カメラを使用しています。
加熱炉とボイラーは、様々な産業分野の生産工程で重要な役割を果たしています。一方
で、加熱炉とボイラーが不具合や故障が生じやすい機器でもあります。不具合の原因は
様々ですが、代表的なものには、管内側に付着したコークによる管の閉塞や液状製品の
流動性の阻害、管外壁に堆積したスラグ、炉壁に付着する灰によるダメージ、温度のばら
つき、バーナーの配置ミスによる管への火災衝突、引火性製品の漏れなどがあります。

こうした不具合は、機器の重大な損傷や製品の品質低下を招くだけでなく、時には生産工
程全体が停止する事態につながることもあります。フリアーシステムズの赤外線カメラを
使えば、機器を稼働させた状態で不具合の予兆を事前に察知して、不具合の発生を未然
に防ぐことが可能です。点検で問題を確認したうえで計画的な操業停止や部品交換など
の予知保全を実施すれば、メンテナンス費用の削減や生産量低下の防止が可能です。

Petroval社の原油蒸留装置の加熱炉の点検に赤
外線カメラが使用されている

フリアーシステムズの赤外線カメラによる点検で、
起動時に管に炎が衝突するためホットスポットが生
じていることが判明した
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冷却型と非冷却型
現在、Petroval社ではフリアーシステムズ
の赤外線カメラを3台使用にしています。
冷却型検出器モデルが1台と非冷却型検
出器モデルが2台です。冷却型赤外線カ
メラは、FLIR Agema 550で、炉内の検
査用の熱シールドと炎フィルタが付属し
ています。非冷却型赤外線カメラの1台
は、FLIR ThermaCAM P50Fで、この機
種も炎フィルタを備えています。もう1台
はP640で主に外からの断熱材の点検に
使用しています。

Petroval社のTournieux氏は、3台の赤
外線カメラそれぞれの目的に応じた性
能に満足していると話します。「フリア
ーシステムズのFLIR Agema 550は冷
却型で、精度と感度が非常に高い赤外
線カメラです。一方で、非冷却型のFLIR 
ThermaCAM P50Fは微細な温度差に
対する感度はそれほど高くありませんが、
メンテナンスが不要です。また、冷却型は
起動時間に5分ほどかかるのに対し、非冷
却型は素早く起動します。もう1台の非冷

却型カメラP640は、断熱材の点検と転
記機器の不具合検出に最適なツールで
す。」

FLIR P640：メンテナンス不要で予知
保全に最適なツール
FLIR P640は、非冷却型マイクロボロ
メーターを備え、640x480ピクセルの
鮮明画像を撮影できる赤外線カメラで
す。P640には、レーザーポインター、可
視画像に熱画像を重ねて表示するピクチ
ャー・イン・ピクチャー、熱画像の特性を可
視画像に合成できるフュージョン機能な
ど便利な機能が内蔵されています。「フリ
アーシステムズP640は、起動が素早く、
使い方も簡単です。50m～00m離れた
距離からでも、断熱材の不具合を示す小
さなスポットを検出できます。」

FLIR GF309：最新型赤外線カメラ
Petroval社が使用しているFLIR Agema 
550とFLIR ThermaCAM P50Fは、ど
ちらも現在では販売していない旧式モデ
ルです。現時点での高温産業路アプリケ
ーション向の最新機種はFLIR GF309で
す。この新機種は、高温産業路の炎越し
検査だけでなく、一般的な機械部品や電
気機器など点検にも使用可能です。その
ため、化学工業、石油化学工業、ガス・電気

業界などに使用されるあらゆるタイプの
加熱炉やヒーター、ボイラーの監視に最
適なモデルとなっています。

FLIR Agema 550には、冷却プラチナシ
リサイド(PtSi)素子が搭載されています。
しかし、プラチナシリサイド素子は現在
主流となっているインジウムアンチモン
(InSb)素子に比べ感度が低く、現在では使
用されていません。フリアーシステムズの
最新の FLIR GF309にもInSb素子が使
用されています。非冷却のPtSiやマイク
ロボロメーター検出素子と比較して、高
感度で性能が安定しているInSb素子を採
用することで、高温産業炉の炎越し検査
と一般機器の検査の両方に使用可能な
赤外線カメラが実現したのです。

赤外線カメラFLIR GF309に搭載された
InSb検出素子は、解像度320x240ピク
セルの画像を生成します。さらに、スクリ
ーニングサイクル冷却器により検出器
とフィルタを極低温にまで冷却すること

FLIR P640は遠くは慣れた場所からでも、断熱材
の不具合を示す小さなホットスポットを発見できる
とTournieux氏

ダクトのホットスポットは断熱材の不良箇所を示している

赤外線カメラを使えば、熱漏れの発生源を正確に
突き止めることができる

赤外線カメラFLIR GF309には炎フィルタが内蔵
されており、炎越し試験や炎の向こう側の部品の
温度計測ができる



で定量的感度が大きく向上します。FLIR 
G309は300°C以上での使用に耐える
設計で最高1500°Cまで計測することが
可能です。さらに、炎や燃焼ガスや灰が充
満した炉内やボイラー内部の部品を撮影
することも可能です。画像の確認は、高解
像度ビューファインダー越しでも、4.3イ
ンチ800x480ピクセルの高画質カラー
LCDディスプレイ上でも可能です。さら
に、GF309には、炎越し検査や炉内の温
度計測を行うための取り外し可能な熱シ
ールドが付属しています。この熱シールド
によって、作業者は安全かつ熱を感じずに
検査をすることができます。

炎フィルタ
赤外線カメラFLIR GF309は、炎フィルタ
と呼ばれる特定帯域の赤外線（熱放射）の
みを通過させる光学フィルタを備えてい
ます。炎が放射する赤外線は、いくつかの
波長範囲で非常に多くなる一方で、帯域
によっては放射量がほぼゼロになるのが
特長です。GF309に組み込まれた炎フィ
ルタは炎が放射しない3.8μm - 4.05μm
の波長帯域の赤外線だけを透過させま
す。 

炎フィルタが特定帯域以外の赤外線を
すべて遮断するおかげで、赤外線カメラ
GF309は高温産業炉の中という過酷な
環境で、炎越し検査や炎の向こう側の部
品の温度計測ができるのです。炉内検査
に理想的なフィルタを備えている赤外線
カメラだからこそこれができるのです。

ダウンタイムの削減
Tournieux氏は、フリアーシステムズの赤
外線カメラは産業炉やボイラーなどの機
器の予知保全に最適なツールだと言いま
す。「赤外線カメラを使えば、不良箇所を
早期発見できます。例えば、管に一部の
欠陥があることが分かれば、交換部品を
購入して、ダウンタイムを削減できます。」

赤外線カメラによる問題の早期発見
赤外線カメラで発見できる産業炉の問題
には様々なものがあるとTournieux氏は説
明します。「耐火材の損傷や炎の形状の以
上は異常はもちろんのこと、管に堆積した
粉塵なども発見できます。粉塵が堆積する
と、熱伝達の効率が低下し、製品の温度低
下を招きます。耐火レンガが落下してバー
ナーや加熱管が破損することもあります。
点火していないバーナーや火災衝突を起
こしているバーナーを見つけることも可
能です。酸化物が発生すると、最終的には
がれ落ちてきて不具合の原因にもなりま
すが、赤外線カメラにより酸化物に有無を
検査することもできます。さらに、フリアー
システムズの赤外線カメラは温度計測も
できるため、工程全体が問題なく稼働して
いることを確認することもできます。」

「温度計測によって、管内のコーク付着
の有無やその位置を知ることもできま
す。コークは普通、異常高温により発生
し、管の詰まりや閉塞の原因となるので
す。過焼成により管の金属の規格温度を

超える過熱が生じ、閉塞した管内の圧力
が上昇して、管の破壊や漏れが起きるこ
ともあります。カメラのディスプレイで、金
属表面の実際の温度変化とともに、こうし
た事態を確認することもできます。」

FLIR P640で約80m離れた場所から撮影したキ
ャビン型加熱炉

超微細加熱炉に生成したコーク

灰色で示した細かい帯域は、カメラの感度が高く、炎
の放射量が低い箇所を示す。この帯域の赤外線のみ
を検出することで、炎越しの検査が可能となる

赤外線カメラ
FLIR GF309 
加熱炉の炎越し検査だけでなく、一般的
　な機器のメンテナンスにも使用可能
インジウムアンチモン（InSb）素子搭載
の320 x 240ピクセル高解像度検出器
スターリングサイクル冷却器
温度分解能　 <25 mK
温度測定範囲　 -40°C to +1500°C
重量　2.4 kg
ビデオ記録装置、デジタルカメラ、レーザーポインター内蔵
内蔵GPS
大型LCDスクリーンと可変可能なビューファインダー
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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。：

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-031
東京都品川区西五反田3-6-20
西五反田アクセス8F
☎ :  03-6277-5681
Fax :  03-6277-5682
e-mail : info@fl ir.jp

www.fl ir.com/thg

フリアーシステムズの赤外線カメラ
熱電対などの温度計測機器による情報
では、炉内で実際に何が起こっているか
を知ることは出来ないとPetroval社の
Tournieux氏は言います。「加熱炉の除き
窓から検査すれば炉内の様子を見ること
ができますが、操業中は炎や燃焼ガスや灰
があるため過熱管やバーナーははっきりと
は見えません。熱電対温度計は問題の発
見に役立つこともありますが、一点の温度
しか測れないという欠点があります。これ
に対して、フリアーシステムズの赤外線カ
メラは320x240又は、640x480のそれ
ぞれのピクセルの温度情報を読み取るこ
とができるのです。」

「Petroval社では微細な温度情報を検
出するため、フリアーシステムズの報告
書作成ソフトウェアFLIR Reporterを使っ
て、熱データを解析、記録しています。」と
Tournieuxは続けます。

熱電対温度計の精度低下
Tournieux氏は、赤外線カメラによる加熱
炉やボイラーの検査で特に重要な項目と
して、熱電対で測定した温度データの検証
をあげます。「機器の表面に埋め込んだ熱
電対やその溶接部は時間が立つと劣化し、
温度データの精度が低下することがありま
す。精製所などでは、潜在生産能力よりも
低い状態で稼働していることが多いので
すが、熱電対温度計の精度が低いと、安全
のために上限よりもかなり低い生産量に
とどめておかなければなりません。しかし、
フリアーシステムズの赤外線カメラを使っ
て、熱電対の温度測定値が正確であること
を検証できれば、精製所の生産性を安全に
向上させることが可能となります。」

「フリアーシステムズの赤外線カメラを
導入する前は、熱電対による温度測定値
を検証する方法はありませんでした。」
とTournieux氏は続けます。「当時は、生
産量を上げても安全性に問題がないか
どかを判断することができませんでし
たが、現在は安全かどうかを極めて正確
に判断できます。例えば、1日に3万トン
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を生産する精製所で、弊社の検査の結
果、3万2000トンでも安全性に問題が
ないと判断できるのです。」

検査の実績
産業炉の検査に経験や高い技術力は不
要だと考えているのであれば、それは問
題だとTournieux氏は言います。「赤外線
カメラの性能はもちろん重要ですが、そ
れ以上に重要な点があります。Petrova
社は赤外線カメラ検査とデータ解析だ
けではなく、高熱産業炉とボイラー検査
で長年の実績を有しています。」

「一例を上げるとPetrova社では赤外線
カメラの精度を確認するために特別な
測定プローブを使用しています。まず、
炉内の測定対象となる管の横にこのプ
ローブを挿入します。プローブ内には正
確な熱電対温度計が内蔵されているた
め、この場所の正確な温度が分かりま
す。その後、赤外線カメラの測定値が実
際の温度に合うように放射率を補正しま
す。物体によって放射率は違うため、産

業炉に使用されている全種類の管の温
度をプローブで測定します。」

フリアーシステムズの赤外線カメラ：
産業炉の検査に最適な方法
「専門知識と適切な機器が必要ではあり
ますが、フリアーシステムズの赤外線カメ
ラは産業炉の検査に最適な方法です。」と
Tournieux氏は結論づけます。「フリアー
システムズの赤外線カメラは、定性的およ
び定量的情報を非接触、日破壊的に収集
し、ダウンタイムを未然に回避するための
優れたツールです。」

画像提供：Petroval社

管に埋め込まれた表面熱電対を溶接部は経時的に劣化するが、放射率を補正した赤外線カメラを使って熱
電対の測定値の精度を検証することができる

熱電対を内蔵したプローブを炉内に挿入し、赤外線カ
メラの測定値が実際の温度に合うように放射率を補
正する

検査用の覗き窓から炉内は見えるが、稼働中は炎
や燃焼ガス、灰などにより部品をはっきり見るこ
とはできない。炎フィルタが付属したフリアーシ
ステムズの赤外線カメラを使えば、炎越しの検査
ができる

新 潟 営 業 所
静 岡 営 業 所
諏 訪 営 業 所
兵 庫 営 業 所
広 島 営 業 所
鳥 栖 営 業 所

(025)364-2726
(054)272-5300
(0266)75-8001
(079)458-6655
(082)535-0017
(0942)84-4331

東 京 本 店
大 阪 支 店
名 古 屋 支 店
九 州 支 店
神 奈 川 営 業 所
茨 城 営 業 所
北 関 東 営 業 所

(03)5961-2180
(06)7668-0022
(052)380-5558
(093)285-3751
(046)228-1530
(029)273-8887
(0276)30-2072

本社  〒１7０-８462 東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル

※ご購入は下記代理店からお願いします。

事業企画部まで
お問い合わせは (03)5961-2153

http://as.azbil.com/ 株式会社山武商会から社名変更いたしました。

〒17-8462 東京都豊島区北大塚1-14-3
 大塚浅見ビル 

※ご購入は下記代理店からお願いします。

営業推進本部 安全営業部
お問い合わせは

(03)5961-2161http://at.azbil.com/

2013年4月1日、アズビル商事株式会社とアズビル ロイヤルコントロールズ株式会社は合併し、
社名をアズビルトレーディング株式会社に変更いたしました。

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5階
電話 :03-6721-6648
FAX:03-6721-7946



本　社	〒105-0014	 東京都港区芝 3-23-1	セレスティン芝三井ビルディング	8階	 03-4233-7853
https://at.azbil.com/

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 	03-4233-7863
北関東支店	 048-600-3931
名古屋支店	 052-218-5080
大 阪 支 店 	06-7668-0023
広 島 支 店 	082-568-6181
九 州 支 店	 093-285-3751

つくば営業所	029-817-4755
群馬営業所 	027-310-3381
千葉営業所 	043-246-6652
神奈川営業所	046-400-3433
諏訪営業所 	0266-71-1112

静岡営業所 	054-272-5300
神戸営業所 	078-341-3581
兵庫営業所 	079-456-1581
岡山営業所 	086-460-0050
鳥栖営業所 	0942-84-4331

230508-0000-1-AT


