
MULTI-SENSOR MARINE THERMAL NIGHT VISION

FLIR M400



FLIR M400
The FLIR M400 thermal night vision camera is a versatile, high-performance pan/

tilt marine camera system designed for best-in-class short and long range target 

identification. The M400’s advanced 640x480 sensor delivers crisp thermal 

video images in total darkness and lowlight conditions. An integrated HD color 

visable camera and tight-beam LED spotlight augment target identification for 

added safety. M400 has a continuous optical thermal zoom lens (up to 4X) that 

allows operators to see other vessels and targets at longer ranges.  Active gyro-

stabilization ensures a steady image, plus radar tracking and optional video tracking 

keep potentially dangerous targets in view at all times.
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Easy-to-use Joystick Control Unit

High intensity LED 
spot light

Gyro-stabilized 
to ensure steady 
viewing in heavy 
sea conditions.

HD color lowlight 
camera with 30x 
optical zoom

High resolution 
640x480 thermal 
sensor with optical 
zoom 18° to 6° 
Horizontal Field of 
View

Rugged, waterproof 
gimbal enclosure 
with 360° pan and 
+/-90° tilt capability

SHORT AND LONG-RANGE DETECTION
Recognize marine traffic and key landmarks at night

• Continuous variable zoom allows you to easily identify 
vessels or navigation aids at distance

• Quickly recognize nearby buoys in channels or   
open water

• Detect key landmarks, such as islands or docks

THERMAL AND VISIBLE-LIGHT PAYLOADS
Combination thermal detection and visible identification

• Up to 4X Optical Thermal Zoom for 18° to 6° HFOV
• HD Color 30X Zoom provides 64° to 2.3° HFOV 
• Illuminate and identify nearby targets with powerful  

LED beam
 

ENHANCED TARGET IDENTIFICATION
Operators can precisely locate and track objects

• Gyro-stabilization creates smooth video in rough water
• Radar integration lets the M400 follow specific radar targets
• Step up to video tracking with the M400XR and 

automatically follow objects in the camera’s view

MULTI SENSOR 
MARINE THERMAL 
NIGHT VISION

Digital Detail Enhancement 
(DDE) assures a crisp 
thermal image, even in 
scenes with extreme 
temperature dynamics.

赤外線サーマルカメラFLIR M400は、多機能で高性能なパン/チルトシステムの船舶用カメラです。M400は、離れたものから近くのものまで　距離に関わらずクラス最高の「識別」を実現するように設計されています。
M400の先進的な素子640×480ピクセルのセンサーは、暗闇や光の少ない環境でも、鮮明な画像を実現できます。内蔵の HDカラー低照度CCDカメラとタイトビームなLEDのスポットライトにより、対象物を識別しやすくなり、安全性を高めています。またM400には、連続光学ズームが搭載されているため、より遠くの船舶や対象物を確認する事ができます。ジャイロ式動揺補正機能を使用する事で、安定した画像が得られ、また、レーダー追従機能と光学ビデオトラッキングにより、危険な標的を常に追従し続ける事ができます。


FLIR M400

高照度のLEDスポットライト

ジャイロ式動揺補正機能で海が荒れていても安定した画像を得られます。

HDカラー低照度CCDカメラ30x光学ズーム

高解像度840×480のサーマルセンサー視野角18˚〜8˚の光学ズーム

頑丈、防水、ジンバル、パン/チルト連続水平360˚から垂直+/-90˚


急激な温度変化にも耐えうるDDEフィルターで鮮明なサーマル画像が得られる

【近いものも遠いものも検知できる�】
〜夜でも船舶の航行や目標を見逃しません。

オートフォーカスのズームカメラで他の船舶や遠くの標識を確認できます。
 近くのブイや水路の標識などを素早く見つけることができます。
島や埠頭などの目標を見つけることができます。


【サーマルカメラ、 可視カメラ、スポットライトの搭載】
〜「サーマルカメラで発見し、可視カメラで特定する」の組み合わせ

サーマルカメラ：視野角18˚to 6˚までの　4xサーマル光学ズーム
CCDカメラ：視野角64˚to 2.3˚の HDカラー30Xズーム
LEDスポットライトにより、対象物を強力な光で照らし、特定することができます。

ジャイロ式動揺補正機能で荒れた海でも安定した画像が得られます。
レーダー追従機能によって指定したレーダーを識別して追跡できます。
M400XRではこれまでより性能のアップしたビデオトラッカーがターゲットを自動的に追跡します。

【対象物の識別を強化】
はっきりと対象物を特定し、追跡できます。
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プレミアムマルチセンサーマリンサーマルカメラ 

FLIR M400 

 

FLIR M400 の高度な 640 x 480 センサーは、完全な暗闇と暗い場所で見事なサーマルビ

デオを提供します。 30 倍ズームとタイトビーム LED スポットライトを備えた HD カ

ラー可視カメラは、安全性を高めるためにターゲットの識別を強化します。 M400 は、

遠方の血管や物体を見るための連続光学サーマルズームレンズ（最大 4 倍）を提供しま

す。 アクティブなジャイロ安定化とレーダー追跡により、常に重要なターゲットが見

えます。 

夜間にターゲットを見るための完全な視覚システム 

短距離および長距離の検出 

M400 のサーマルカメラは 4 倍光学ズームレンズを備えているため、ターゲットは鮮明

で焦点を最大倍率まで維持します。 

 

熱および可視光ペイロード 

最大 3 倍の光学ズームを備えた熱センサーと 30 倍のズームを備えた HD カラーカメラ

の組み合わせ。 

 

過酷な条件に対応 

自動ウィンドウヒーターを備えた頑丈な防水ジンバルエンクロージャーは画像を鮮明に

保ちます。一方、ジャイロ安定化により、荒れた海でも安定した表示が保証されます。 



強化されたターゲット識別 

FLIR M400 は、困難な例外的な状況でも状況認識を提供します。 2 つのカラーパレッ

ト InstAlert™モードは最も識別しやすいように最も温度の高いオブジェクトを赤とオレ

ンジの色調で表し、IceAlert™はシーン内の最も温度の低いオブジェクトを青と緑の色

調に変えます。 レーダー統合により、M400 は特定のレーダーターゲットを追跡するよ

うに指示されますが、アクティブジャイロ安定化により安定した画像が確保されます。 

 

SPECIF ICATIONS  

GEN ER AL  

Field of View 

64° to 2.3° Optical HFOV / 0.2 NFOV e-zoom 

Typical Configuration 

Camera Head, Joystick Control Unit, Cables, & Operator Manual, Glass-filled top 

down riser 

Warranty 

2 Year / 3 years with registration 

Weight 

45lbs. 

Camera Head Size 

15.18" x 18.68" / 15.5" x 22" Swept Volume Cylinder 

Integration Options 

IP Control by FLIR Joystick, PC,and Web Browser Integration with leading 

Multifunction Navigation Displays (Nexus SDK) FLIR Sensors Manager 

Integration RS-485/422 Serial Control by Pelco D NMEA 0183 Serial 

Communications (for radar tracking) 

Pan & Tilt Coverage 

360° Continuous Pan, +/-90° Tilt 
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