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独⾃の機能によるサーマル画像処理。
101010⽉⽉⽉ 202120212021

ホワイトペーパー



⽬次
111 概概概要要要 3

222 はははじじじめめめににに 3

333 サササーーーマママルルル画画画像像像 3

3.1 熱放射の波⻑ 3

3.2 放射測定 4

3.3 放射率と反射 4

3.4 カラーパレット 5

444 AxisAxisAxis温温温度度度アアアラララーーームムム搭搭搭載載載カカカメメメラララ 5

4.1 カメラの特性 6

4.2 精度 7

4.3 温度とアラーム 7

4.4 等温帯パレット 7

4.5 スポット温度測定機能 9

555 さささまままざざざまままななな⽤⽤⽤途途途 10

2



1 概要
温度アラームに基づくAxis温度アラーム搭載カメラは、特定のエリアにおける温度のリモー
トモニタリングに使⽤されます。天候や光の状態にかかわらず、重要なインフラ設備を監
視する必要のある、幅広い⽤途で使⽤できます。温度アラーム搭載カメラの特殊機能に
は、温度アラーム、等温画像、スポット温度測定機能が含まれます。温度アラームは、ア
ラームをトリガーするために使⽤され、等温画像やスポット温度測定機能は、オペレー
ターの視覚的な補助として使⽤されます。

Axis温度アラーム搭載カメラは、Axisネットワークカメラで補完し、⾮常に⾼い汎⽤性を実
現することができます。ただし、これは必須条件ではありません。Axis温度アラーム搭載カ
メラは、あらゆる⼀般的な監視システムで使⽤することができます。

2 はじめに
Axis温度アラーム搭載カメラは、物体や⼯業プロセスを監視し、温度の設定上限値また
は下限値の逸脱を検知することで、損傷、故障、⽕災などの危険を未然に防ぐことを可
能にします。

特定の⼀点のみを測定する⼀般的な温度センサーとは異なり、Axis温度アラーム搭載カメラ
は、リモート監視に使⽤でき、監視シーンのイベントを視覚的に確認することができます。

3 サーマル画像
最新のセンサー、新素材、キャリブレーションの改善によって、サーマルカメラがより⼿
頃な価格になり、信頼性と汎⽤性が向上するにつれ、サーマル画像はますます利⽤しやす
くなっています。サーマルカメラは、航空機、船舶、セキュリティ、監視などの業界だけ
でなく、消防や法執⾏機関などの公共サービスにも使⽤されています。

サーマル画像の詳細については、www.axiscom.co.jpをご覧ください。

3.1 熱放射の波⻑
従来の画像は、可視光がさまざまな物体で反射することで⽣成されます。可視光の波⻑
域は約0.38〜0.78μmです。⼀⽅、サーマルカメラは、⼈間の⽬には⾒えない、熱放射ま
たは⾚外線放射と呼ばれる、より⻑い波⻑の放射を検知するように設計されています。
異なるタイプのセンサーテクノロジーにより、カメラはサーマル画像を可視スペクトル
で可視化することができます。
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下図のように、⾚外線のスペクトル領域は、いくつかのサブ領域に分かれています。Axisの
サーマルカメラは通常、⻑波⻑⾚外領域 (7) と呼ばれる領域で動作します。

Figure 1. 図の波⻑: 1) X線、2) 紫外線、3) 可視光、4) 約0.75〜1.4μmの近⾚外線 (NIR)、
5) 1.4〜3μmの短波⻑⾚外線 (SWIR)、6) 3〜5μmの中波⻑⾚外線 (MWIR)、7) 8〜14μm
の⻑波⻑⾚外線 (LWIR) - Axisサーマルカメラで使⽤される領域、8) 約15〜1,000μmの遠
⾚外線 (FIR)、9) マイクロ波、10) ラジオ/テレビの波⻑。

なお、Axisの⾚外線投光器は近⾚外領域 (4) で動作しますが、これは可視光カメラ⽤で、
Axisのサーマルカメラには使⽤できません。

3.2 放射測定
絶対零度 (0ケルビン (-273℃または-459°F) 以上の温度の物体はすべて、⾚外線を放射しま
す。氷でも、温度が-273℃以上である限り、⾚外線を放射します。物体の温度が⾼いほ
ど、より多くの熱放射が放出されます。物体とその周辺との温度差が⼤きいほど、サー
マル画像はより鮮明になります。ただし、サーマル画像のコントラストは、温度だけで
なく、物体の放射率にも左右されます。

3.3 放射率と反射
物質の放射率 (e) は、放射熱エネルギーを吸収/放射する能⼒の尺度です。放射率は、物質の
熱の伝わりやすさを表す熱伝導率など、物質の特性に⼤きく依存します。表⾯に吸収され
たすべての放射線は、最終的には、その表⾯から放射されなければなりません。

すべての物質の放射率は0〜1の間にあります。いわゆる「⿊体」は、⼊射 (⼊ってくる)放
射線をすべて吸収し、e=1となりますが、反射率の⾼い物質はe値が低くなります。⽊、コ
ンクリート、⽯、⼈間の⽪膚、植物など、ほとんどの物質は、LWIR領域で⾼い放射率 (0.9以
上) を持ちます。⼀⽅、ほとんどの⾦属は、表⾯の仕上げによって異なりますが、低い放射
率 (0.6以下) を持ちます。表⾯の光沢が強いほど、放射率は低くなります。

物質に吸収されなかった熱放射は反射されます。反射エネルギーが⼤きいほど、測定結果
が誤って解釈されるリスクが⾼くなります。誤読を防ぐには、反射が最⼩限になるよう
にカメラの測定⾓度を選択することが重要です。⼀般的に、可視スペクトルで鏡のよう
な働きをする物質は、LWIR領域でも鏡のような働きをします。このような物質は、温度
測定値が監視対象物によって反射された他の物体の影響を受けることがあるため、監視
が困難になる場合があります。

⼀般に、Axisの温度アラーム搭載カメラは、放射率が⾼い (0.9以上) 物体で最も良く機能
しますが、測定設定を慎重に選択すれば、放射率の低い (0.5以上) 物体も検討すること
ができます。
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3.4 カラーパレット
Axis温度アラーム搭載カメラは、放射エネルギーを測定し、この測定値を温度に変換しま
す。このように、光の測定値は対応する温度の値を提供し、センサーの各ピクセルは、放
射された温度を読み取る⼩さな温度計として機能します。Axis温度アラーム搭載カメラは、
下図のような、さまざまなデフォルトのカラーパレットを使⽤します。

Figure 2. Axis温度アラーム搭載カメラのカラーパレットの例

濃い⾊はいわゆる疑似⾊です。つまり、実際の⾊ではなく、デジタルで作成されます。
サーマル画像は⼀般的に⽩⿊で作成されますが、⼈間の⽬は⽩⿊の⾊合いよりもカラーの
⾊合いを⾒分けるほうが得意なため、温度差を強調するためにカラーパレットが使⽤され
ます。図のパレットの上側の範囲は、撮影シーンで測定される最⾼温度を表しています。

4 Axis温度アラーム搭載カメラ
AxisサーマルカメラとAxis温度アラーム搭載カメラは、どちらもサーマル画像に基づいてお
り、同じセンサーテクノロジーを使⽤しています。Axisサーマルカメラは、主に検知を⽬的
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として使⽤されます。Axis温度アラーム搭載カメラは、温度アラームの設定が可能で、温度
のリモートモニタリングに使⽤されますが、検知にも使⽤できます。

Figure 3. 標準的なAxisネットワークカメラの画像。

Figure 4. Axisサーマルカメラで撮影した同じシーン。

Figure 5. Axis温度アラーム搭載カメラで撮影した同じシーン。

4.1 カメラの特性
温度アラーム搭載カメラの検知性能は、さまざまなレンズを選択することで、ほとんどの
⽤途の要件を満たすよう最適化することができます。焦点距離の短いレンズはより広い視
野を、焦点距離の⻑いレンズはより遠くの物体を監視することができます。
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4.2 精度
温度アラーム搭載カメラの測定精度は、周囲の状況によって異なります。このようなカメ
ラから最⼤限の性能を引き出すためには、測定条件を慎重に検討する必要があります。被
写体の材質、カメラまでの距離、カメラの⾓度や周囲の状況などの要素を観察する必要が
あります。放射率の項で述べたように、反射や物質の特性が測定値に影響を与えること
があります。放射率をどの程度正確に把握しているかが、測定の精度に⼤きく影響しま
す。⼀般的に、放射率が低いほど精度は低くなります。また、霧、雪、⾬などの悪天候に
よっても精度が低下する場合があります。

4.3 温度とアラーム
Axis温度アラーム搭載カメラは、いくつかの独⾃の機能を備えています。最⼤の特徴は、
2種類の温度アラームを設定できることです。ユーザーは、温度の上限値と下限値を設
定できます。温度が設定された制限値を超えると、アラームが作動します。また、温度
が急激に上昇または下降した場合にアラームが作動するよう、温度が変化する速度を設
定することもできます。

Figure 6. 温度を使⽤して、排出されるガスの温度を確認することができます。

4.4 等温帯パレット
等温画像では、画像内で強調表⽰する温度範囲を設定し、撮影シーン内で何が起こって
いるのかを簡単に解釈することができます。Axis温度アラーム搭載カメラは、従来のカ
ラーパレットとは異なり、温度設定が可能な等温帯パレットによってこれを実現してい
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ます。パレットは固定されていますが、重要な温度が⽬⽴つように、⾊範囲ごとに温
度を調整することができます。

Figure 7. Axis温度アラーム搭載カメラの等温帯パレットの例

等温帯パレットには、上限、中間、下限と呼ばれる制限値があり、さまざまな温度範囲が
始まる温度を定義しています (下図参照)。下限は、パレットのカラー部分が始まる温度を⽰
しています。中間と上限は、これらの温度範囲が始まる温度を⽰しています。

Figure 8. 等温帯パレットの (1) 上限値、(2) 中間値、(3) 下限値。

等温帯パレットは、オペレーターの視覚的な補助として特定の温度を強調するためにのみ
使⽤されます。たとえば、下限値が特定の物体にとって重要な温度に設定されている場
合、その値を超えるすべての温度が⽬⽴つように表⽰されます。温度アラームが作動し
た場合、等温画像によって、アラームをトリガーしたのが重要な物体であるか、その他
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の物体であるかが⽰されるため、オペレーターはアラームが誤作動であるかどうかを迅
速に確認することができます。

Figure 9. 「レインボー」等温帯パレットを使⽤すると、温度範囲を強調表⽰して、表⾯が
定義された温度に到達しているかどうかを簡単に確認できます。

4.5 スポット温度測定機能
もう⼀つの機能は、いわゆる「スポット温度測定」です。カメラが、ユーザーがクリック
した画像内の領域 (9ピクセル (3×3)) の温度を測定します。ユーザーは物体に応じて放射率
の設定を調整することで、より正確な測定値を得ることができます。等温帯パレットと同
様、スポット温度はオペレーターの視覚的な補助としてのみ使⽤されます。

Figure 10. AXIS Q2901-E Temperature Alarm Cameraからのスクリーンショット。⽬的の場所
をクリックすると、スポット温度測定値が表⽰されます。
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5 さまざまな⽤途
Axis温度アラーム搭載カメラは、次のような温度監視を必要とする幅広い⽤途で使⽤で
きます。

• ガスタービンや⽔タービンなどの発電設備、および接続されたスイッチギア

• 変圧器や変電所など、その他の重要な電気設備

• ⽯炭の⼭、ゴミ捨て場、保管場所、サイロなどの⽕災危険区域

• 粉塵や⼩⻨粉などの⾃⼰発⽕性物質を含む⼯業プロセス

サーマル画像は、故障予測、問題箇所の特定、断熱材の状態の確認など、さまざまな問題
に取り組むことができます。サーマル画像は、問題が明らかになる前、または機械が動作
を停⽌する前に、さまざまな問題箇所を⽰すことができるため、故障予測に最適です。予
測には、破損または発⽕するおそれのある過熱部品、破裂するおそれのある配管の詰ま
り、緩むおそれのある締め付けの悪い接合部などが含まれます。

サーマル画像には、他にもいくつかの⽤途があります。タンクの残量検知では、タンク本
体とその内容物の温度差で残量を可視化します。サーマル画像を使⽤して、エネルギー効
率を⾼めることもできます。たとえば、断熱材に隙間があるパイプからの熱損失を検知す
ることで、エネルギーを節約し、コストを削減することができます。

Figure 11. 発電所、電気変電所、燃料タンクは、Axis温度アラーム搭載カメラの⽤途の⼀
部です。
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