石油/ガス事業向け
高分解能サーモグラフィー

アプリケーション・ノート

予期しないダウンタイムは膨大なコストの原因となります。石油/ガス事業の
業務に携わる専門職の方なら、安全性を犠牲にすることなく、安定した状態で
中断なく運用できるようにするには、十分な設備管理が不可欠であることをよ
く認識しています。また、常に生産プロセスを円滑に運用し、
さまざまな規制
要件を満たすには、定期的なメンテナンスと潜在的な問題のすばやい発見、
さらに分かりやすく文書化する機能が重要であることも認識しています。

石油/ガス事業向けの多目的モニ
タリング/トラブルシューティング・
ツール
サーモグラフィーは、石油/ガス事
業におけるさまざまな検査やトラ
ブルシューティングに対応するた
めに必要な汎用性、確度、使いや
すさを備えています。陸上/海上、
あるいはアップストリーム/ダウン
ストリームを問わず、サーモグラフ
ィーを使用することにより、
さまざ
まな設備やプロセス用機器の見か
け上の表面温度を二次元的な画像
で捉えて観測することができます。
プロセス用機器だけでなく、パイプ
やタンクに漏洩が見られる場合も、
表面に触れたり、
プロセスを中断す
ることなく、熱シグネチャを収集で
きます。そのような検査を実施で
きれば、初期段階で問題をすばや
く特定できるように、画像や測定結
果を生かすことができます。
ただし、
どんなサーモグラフィー
でもそれが可能であるとは限りま
せん。新しい Fluke の TiX1000、
TiX660、および TiX640 サーモグ
ラフィーは、Fluke の研究開発向け

シリーズを構成する製品であり、安
全な距離から重要な情報を収集で
きるため、石油/ガス事業での検査
に最適です。つまり、
これらのカメ
ラを活用すれば、製造プロセスを
中断したり、高温作業の許可を申
請することなく、設備や問題箇所を
検査できます。
これらの Fluke の研究開発向
けシリーズ・サーモグラフィーは、
標準装備の 32 倍ズームとオプショ
ンの望遠レンズにより、30 m の距
離からでも高解像度の精細な画像
を撮影できるため、温度の以上を
すばやく正確に特定できます。

石油/ガス事業向けの用途トップ10
研究開発向けシリーズ・サーモグラフィーに最
適な石油/ガス事業における用途

1. 圧縮設備などのリモート・サイト
2. 	炎や水蒸気が出ている塔、煙突、
および空気清浄設備
3. 蒸気トラップ、蒸気の漏れ、接触分解装置
4. 海上油井基地の水平フレア
5. トップ・ドライブ
6. タンク水位
7. 電気システム
8. 装置のモニタリング
9. モーター、
ドライブ
10. ベアリング
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効率的な検査とトラブルシュー
ティング
石油/ガスの生産環境はきわめて難
度の高い問題に直面しています。危
険性の高い生産物であること、熱、
湿気、粉塵、腐食などの条件、
さらに
十分な照明が得られにくい環境で
あることから、検査員は作業を迅速
に完了して、現場から離れられるよ
うにしなければなりません。自分が
使用しているサーモグラフィーが、
初期段階で潜在的な問題を特定で
きるだけの性能を持っていること
に、十分な確信が持てなければなり
ません。やり直しになったり、不正確
な画像による悪影響が生じるのを
避けなければならないからです。
新しい Fluke の研究開発向けサ
ーモグラフィーが必要な理由はそこ
にあります。高解像度の画像、遠距

離撮影での優れた確度、温度分解
能、高度なフォーカス・システム、柔
軟な表示オプション、その他の革新
的な機能を備えているため、その
ような環境にも十分に対応できま
す。安全な距離から作業しながら、
超高解像度の画像が得られるた
め、詳細な温度情報を取得できま
す。離れた場所からでも優れた性
能を活用できるため、検査のため
に何度も昇降する手間が省けるだ
けでなく、接近が困難なために生
産プロセスを一時中断しなければ
ならないような場所でも、検査でき
るようになります。
これらのカメラが時間、エネル
ギーを節約し、
ダウンタイムを少な
くするのに役立つ検査分野の一例
を示します。

新しい Fluke の研究開発向けシリーズ・サーモグラフィーで検査の精度、
適用能力、
スピードが向上
• 詳細な診断情報: 赤外線画像が • 角度可変型 LCoS カラー・ビュー
ファインダー・ディスプレイ:
詳細になれば、対応しなければ
800 x 600 ピクセルの解像度に
ならない情報も増えてきます。
より、屋外で使用するときも鮮明
これらの Fluke の研究開発向
な画像を表示できます。
けシリーズ・サーモグラフィーで
は、詳細な画像と共に豊富な情 • 高度なフォーカス・システム:
マニュアル・フォーカス、オート・
報を提供します。
フォーカス、LaserSharp® オート・
• 超高解像度画像: Super
Resolution モードにより、標準モ
フォーカス、および EverSharp
ードの 4 倍の解像度とピクセル
多焦点記録機能により、すばや
(TiX1000 では最大 310 万ピク
く、正確に、
フォーカスの合った
セル、TiX660 では最大 120 万
画像をキャプチャできます。
ピクセル）を実現しており、精細 • 豊富なレンズ選択オプション: 屋
な画像により細部まで詳細に検
外でも簡単に交換が可能なオプ
査できます。
ション・レンズ (2 倍および 4 倍望
• 5.6 インチの回転可能な大型
遠レンズと広角レンズ) により、
ク
LCD ディスプレイ: 扱いにくい装
ローズ・アップでも望遠でも高解
置でも上下、周囲を簡単に検査
像度の画像を捉えることができる
できます。
ため、塔や煙突に登らなければ
ならない状況が少なくなります。
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• グレー・スケールおよびフル・カ
ラーの画像: さまざまな用途に
適用できます。
• 音声およびテキスト注釈が可能
なビデオ録画: 問題箇所の文書
化を容易にします。
• Fluke Connect™ ワイヤレス対
応: 検査員は Fluke Connect® モ
バイル・アプリを使用して、画像
や測定結果をスマートフォンや
iPAD に送信できるため、チーム
での共同作業にも役立ちます。*
• 使いやすいハンドヘルド型: ネッ
ク・ストラップも付属しており、梯
子を登る必要がある場合でも楽
に持ち運べます。
*利用するプロバイダーのワイヤレス・サービス・エリア内。

貯蔵タンクの腐食や構造の健全性を評価

煙突やフレアの状態を地上から簡単に検査

• 圧縮設備などのリモート・サイト:
これらのリモート・サイトは、高
速道路や通信塔を通じて各地域
の生産拠点とリンクされており、
操業状況に関するデータを常に
伝送しています。高さ 50 m の
塔に登って接続やその他の問題
をチェックする代わりに、
これら
の TiX シリーズ・サーモグラフィ
ーの 32 倍ズームや望遠/超望
遠レンズを使用すれば、技術者
は地上からすばやく、安全に、正
確に検査を行うことができます。
• 炎や水蒸気が出ている塔、煙突、
および空気清浄設備: 地上から
簡単に調査を行って、性能を評
価できます。
• 蒸気トラップ、
セメント窯などの
立ち入りが困難なエリアでの蒸
気の漏れ、
または接触分解装置:
これらのサーモグラフィーを接
近が困難なターゲットに向けて、
大型の 5.6 インチ多関節 LCD
を回転させて、画像を撮影した
い位置に合わせます。
• 海上油井基地での水平フレア検
査: 遠距離に対応した高分解能
とズーム機能により、基地また
はヘリコプターから海上油井の
フレアの状態を検査できます。
きわめて短い撮影間隔にも対応
しているため、急激な温度の変
化も捉えることができるので、
フ
レアがバーン・アウトする兆候
も見逃しません。

• トップ・ドライブ装置の検査
石油掘削ドリルに登る代わり
に、32 倍ズーム機能を使用し
て、地上からトップ・ドライブを
検査できます。角度可変型カラ
ー・ビューファインダーにより、
屋外でも鮮明な画像を表示で
きます。
• タンク水位検査: 高分解能を実
現した Fluke の TiX1000 サー
モグラフィーと広角レンズを組
み合わせることにより、離れば
場所からタンクの水位をすばや
く検査できます。燃料の積み下
ろし/積み込み。これらの研究
開発向けシリーズ・カメラを離
れた場所から使用しながら、輸
送パイプを検査できます。

石油/ガス施設を支える大規模な電気インフラ
のモニタリング

ィスプレイを備えているので、
暗い場所でも映像をはっきりと
確認できます。
• モニタリング: 耐熱処理された
装置、ヒーター、ボイラー、炉、
熱交換器、蒸気配管/トラップ、
プロセス・バルブ、安全弁、蒸気
タービン、
プロセス・ラインおよ
び機械的回転装置など、
プラン
トおよび屋外のさまざまな問題
を特定します。
• モーター/駆動装置のチェック:
これらの Fluke Tix サーモグラ
フィーを定期検査に使用すれ
ば、以下のような異常を発見で
きます。
– モーターおよび関連するパネ
ルや制御装置の異常な温度
上昇
遠距離からの外装検査だけでな
– 故障している部品の特定
く、Fluke の TiX シリーズ・サーモグ
– 電源装置の位相のずれ、接続
ラフィーは、一般的な精製装置のト
不良、異常な加熱のチェック
ラブルシューティングにも使用で
• ベアリングの検査: ベアリングお
きます。安全な距離から作業でき
よびハウジング温度の高解像
るので、高温作業の許可を申請し
度の二次元赤外線画像のキャ
たり、高電圧環境に近づく必要が
プチャし、現在の動作温度とベ
ありません。
ンチマーク比較することにより、
• 電気系統の検査: これらのサー
障害の兆候を検出できるため、
モグラフィーは、接続箇所の緩
故障を未然に防止できます。
みや腐食、電気的不均衡、
トラン
スや開閉装置の不具合、モータ
ー・コントロール・センターの故
障など、潜在的な問題をピンポ
イントで特定できます。バック
ライト付きの 5.6 インチ大型デ
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Fluke Connect® ワイヤレス機能により
リソースを拡充可能

Fluke Connect モバイル・アプリの使用により、Fluke
の研究開発向けシリーズ・サーモグラフィーの画像
や測定結果をリアルタイムで Fluke Connect モバ
イル アプリを使用しているスマートフォンに転送
できるようになります。ShareLive™ ビデオ通話を
利用して、検査員が現場で見ているのと同じ画像
や測定結果を誰もが見ることができるため、チー
ム・メンバーとの検査結果の共有も簡単です。そ
のため、質問に対して回答を得たり、作業の承認
を求めたり、迅速に修理を行うことができます。
また、
スマートフォンの画像や測定結果を安全な
Fluke Cloud™ ストレージの履歴機能 EquipmentLog™*
に保存しておけば、承認済みのユーザー全員がアクセ
スできます。その結果、
リアル・タイムの測定値と基準
データを比較して、問題を特定できるようになり、適切
な意志決定をすばやく下せるようになります。

見落としていたものが見えてくる

これらの適用分野に共通する要件は、接近
が困難なエリアでの撮影を可能にする分
解能の高さ、詳細な温度測定機能、確度、
スピード、柔軟性です。Fluke のサーモグ
ラフィーを際立った存在にしているのは、
まさにこれらの機能です。
これらの汎用性に優れた、高分解能、
高確度のカメラがどのようにお客様の生
産プロセスに役立つのか、詳細について
は、Fluke 販売代理店にご連絡いただく
か、
または www.fluke.co.uk/TiX1000
を参照してください。

また、Fluke のサーモグラフィーに付属する
SmartView® ソフトウェアを使用して、検査結果をレ
ポート形式で文書化できます。
レポートには、赤外線
画像、可視画像、およびブレンディングされた画像も
記載されているため、問題箇所を正確に伝えたり、修
理を提案することができます。
Fluke Connect™ はすべての国で利用できるわけではありません。
*利用するプロバイダーのワイヤレス・サービス・エリア内。
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