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(57)【要約】
【課題】測定対象物の表面温度を部位毎に視覚的に把握
することが容易で、かつ携帯性、
利便性に優れた温度計測表示装置を提供する。
【解決手段】温度計測表示装置１００は、可視画像を撮
像する撮像モジュール１と、撮像
モジュール１の撮影エリア内にある測定対象物の表面温
度を赤外線サーモセンサにより非
接触で計測する温度計測モジュール３と、撮像モジュー
ル１による撮影画像および温度計
測モジュール３による計測温度を表示する表示部５と、
を備えている。撮像モジュール１
による撮影エリアＡ１と温度計測モジュール３の検知エ
リアＡ２とをオーバーラップさせ
、表示部５において、温度計測モジュール３による計測
温度を、検知エリアを複数の領域
に区分して撮像モジュール１による撮影画像に重ねてカ
ラー表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯所持可能な筐体内に、
　測定対象物の可視画像を撮影する撮像モジュールと、
　前記測定対象物の表面温度を赤外線サーモセンサにより非接触で計測する温度計測モジ
ュールと、
　前記撮像モジュールによる撮影画像および前記温度計測モジュールによる計測温度を表
示する表示部と、
を備えており、
　前記撮像モジュールのカメラ部と前記温度計測モジュールの赤外線サーモセンサとが隣
接して配置されて前記撮像モジュールによる撮影エリアと前記赤外線サーモセンサの検知
エリアとをオーバーラップさせ、前記表示部において、前記赤外線サーモセンサによる検
知エリアを複数の領域に区分して当該領域の計測温度を前記撮像モジュールによる撮影画
像に重ねて色分け表示するように構成したことを特徴とする温度計測表示装置。
【請求項２】
　前記表示部は、任意の領域を指定することにより該領域における前記測定対象物の表面
温度を数値としてウィンドウ表示することを特徴とする請求項１に記載の温度計測表示装
置。
【請求項３】
　情報通信を行う情報通信モジュールと、
　請求項１または請求項２に記載された温度計測表示装置と、
を備えていることを特徴とする携帯情報通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度計測表示装置および携帯情報通信端末に関し、詳細には、人体等の測定
対象物の表面温度を非接触で測定し、液晶ディスプレイ等の画面上に表示する携帯所持可
能な温度計測表示装置および携帯情報通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　測定対象物から放射される赤外線を非接触で検出、分析して熱分布を画像として表示す
る装置として、サーモグラフィが知られている。しかし、熱分布をもとに表示するサーモ
グラフィの熱画像は、測定対象物の輪郭が明瞭でなく、測定対象物の特定の位置の表面温
度を正確に読み取ることが難しいという短所があった。サーモグラフィの解像度を高める
ことにより上記短所を改善できるが、装置構成が複雑になり大型化するため、携帯性が著
しく損なわれてしまう。
【０００３】
　サーモグラフィには、赤外線を検出する赤外線センサとして、熱型の半導体素子や量子
型の半導体素子が使用されている。熱型の半導体素子であるサーモパイルは、個々の物体
から放射される赤外線のエネルギー量に応じた熱起電力を発生する素子であり、近年小型
化が図られて非接触の温度計測装置などに利用されている。このサーモパイルを携帯情報
通信端末に搭載し、表示部を共通化するとともに、計測温度データをデータサーバー等へ
容易に転送できるようにした非接触温度計測機能搭載の携帯情報通信端末が提案されてい
る（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１３６５６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　特許文献１の技術では、携帯情報端末と非接触温度計とを一体化し、両者の間で表示部
を共通化することまでは考慮されているが、非接触温度計を用いて測定された温度分布を
どのように表示させるかについて、具体的な検討は一切なされていない。仮に、従来公知
のサーモグラフィと同様の方法で熱分布を画像表示するとしても、通常の可視画像と異な
り測定対象物の輪郭等がぼやけて画像化されるため、測定対象物の特定の部位に対応した
温度を明確に判定することは困難である。
【０００６】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、測定対象物の表面温度を部位毎に
視覚的に把握することが容易で、かつ携帯性、利便性に優れた温度計測表示装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の観点に係る温度計測表示装置は、携帯所持可
能な筐体内に、測定対象物の可視画像を撮影する撮像モジュールと、前記測定対象物の表
面温度を赤外線サーモセンサにより非接触で計測する温度計測モジュールと、前記撮像モ
ジュールによる撮影画像および前記温度計測モジュールによる計測温度を表示する表示部
と、を備えており、前記撮像モジュールのカメラ部と前記温度計測モジュールの前記赤外
線サーモセンサとが隣接して配置されて前記撮像モジュールによる撮影エリアと前記赤外
線サーモセンサの検知エリアとをオーバーラップさせ、前記表示部において、前記赤外線
サーモセンサによる検知エリアを複数の領域に区分して当該領域の計測温度を前記撮像モ
ジュールによる撮影画像に重ねて色分け表示するように構成されている。
【０００８】
　上記第１の観点に係る温度計測表示装置において、前記表示部は、任意の領域を指定す
ることにより該領域における前記測定対象物の表面温度を数値としてウィンドウ表示する
ことが好ましい。
【０００９】
　本発明の第２の観点に係る携帯情報通信端末は、情報通信を行う情報通信モジュールと
、上記第１の観点の温度計測表示装置と、を備えている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の温度計測表示装置は、撮像モジュールによる撮影エリアと温度計測モジュール
の赤外線サーモセンサの検知エリアとをオーバーラップさせるとともに、表示部において
、赤外線サーモセンサによる検知エリアを複数の領域に区分して当該領域の計測温度を撮
像モジュールによる撮影画像に重ねて色分け表示するように構成したので、測定対象物の
任意の位置の表面温度を、撮影画像を基準にして容易に把握できる。また、本発明の温度
計測表示装置は、コンパクトで携帯性に優れ、持ち運びが便利であるため、屋内・屋外を
問わず様々な場所で温度計測を行うことができる。
【００１１】
　また、本発明の携帯情報通信端末は、情報通信機能と温度計測機能とを備えているので
、情報通信、可視画像の撮影、さらに温度計測を、一つのコンパクトな携帯端末で行うこ
とが可能であり、利便性に優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施の形態に係る温度計測表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】温度計測表示装置の正面図である。
【図３】温度計測表示装置の撮影エリアと温度計測エリアとの関係を説明する図面である
。
【図４】第２の実施の形態に係る携帯情報通信端末の概略構成を示すブロック図である。
【図５】携帯情報通信端末の外観構成を示す斜視図である。
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【図６】携帯情報通信端末の別の角度からみた外観構成を示す斜視図である。
【図７】携帯情報通信端末における撮像と温度計測の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［第１の実施の形態］
　以下、適宜図面を参照しながら、本発明の第１の形態にかかる温度計測表示装置につい
て説明する。図１は、本実施の形態に係る温度計測表示装置１００の概略構成を示すブロ
ック図であり、図２は、温度計測表示装置１００の正面図である。
【００１４】
　図１に示したように、温度計測表示装置１００は、主要な構成として、可視画像を撮像
する撮像モジュール１と、撮像モジュール１の撮影エリア内にある測定対象物の表面温度
を非接触で計測する温度計測モジュール３と、撮像モジュール１による撮影画像および温
度計測モジュール３による計測温度を重ねて表示する表示部５と、を備えている。
【００１５】
　また、温度計測表示装置１００は、撮像モジュール１で撮影された可視画像データおよ
び温度計測モジュール３で計測された温度データを、表示部５で表示可能な形式に処理す
るために、中央演算装置（ＣＰＵ）７と、撮像モジュール１の撮影画像と温度計測モジュ
ール３により得られる熱画像を合成する画像合成部９と、画像合成部９で合成された画像
データを表示部５で表示できるように変換するデータ変換部１１と、ＣＰＵ７に接続され
た記憶部１３ａと、画像専用の記憶手段としてのグラフィックメモリ部１３ｂと、を備え
ている。
【００１６】
　さらに、温度計測表示装置１００は、撮像モジュール１と温度計測モジュール３による
撮影・計測や、表示部５における任意の領域の選択・決定などに使用される操作部１９を
備えている。温度計測表示装置１００の上記各構成部は、携帯所持可能な筺体（ケース）
１７内に収納されている。なお、表示部５は、図２に一例を示したように、筺体１７の表
面において外部から視認可能な状態で装着されている。
【００１７】
　撮像モジュール１は、例えばレンズなどの光学系およびＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ等の撮
像素子（いずれも図示省略）を有するカメラ部１ａと、アナログ形式のデータをデジタル
形式に変換するＡ／Ｄ変換器（図示省略）とを有している。なお、撮像機能を有する限り
において撮像モジュール１の構成は問われるものではない。
【００１８】
　温度計測モジュール３は、例えばレンズなどの光学系およびサーモパイル素子（いずれ
も図示を省略）を有する赤外線サーモセンサ３ａと、アナログ形式のデータをデジタル形
式に変換するＡ／Ｄ変換器（図示を省略）を有している。サーモパイル素子としては、例
えばＴＰＡＭ１６６Ｌ３．９、ＴＰＬＭ０８６Ｌ５．５（いずれも商品名；ＰａｒＫｉｎ
Ｅｌｍｅｒ社製）などのサーモパイルアレイを使用することができる。サーモパイル素子
は、小型である点で他の半導体素子よりも有利であるが、他の種類の素子を用いることも
可能である。
【００１９】
　表示部５は、撮像モジュール１により撮影された可視画像や、温度計測モジュール３に
よる計測温度を表示するディスプレイ５ａを備えている。表示部５は、例えばＬＣＤ（液
晶ディスプレイ）や有機ＥＬディスプレイなどから構成されている。ディスプレイ５ａに
おいて、温度計測モジュール３による計測温度は、例えばカラーで色分け表示される。ま
た、ディスプレイ５ａは、部分的にサブウィンドウ５ｂを表示可能に構成されている。
【００２０】
　また、表示部５には、ディスプレイ５ａに隣接して、温度計測モジュール３で計測され
た測定対象物の計測温度の判定を容易にするために、レベル表示部５ｃが設けられている
。このレベル表示部５ｃは、例えば０℃から１００℃までの温度範囲がカラーで階調表示
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されており、区画線Ｌにより区画されるディスプレイ５ａの１６マスのうちの任意の区画
内にカラー表示される計測温度と視覚的に照合できるようになっている。
【００２１】
　本実施の形態の温度計測表示装置１００では、図示は省略するが、可視光線受光部であ
る撮像モジュール１のカメラ部１ａと、赤外線受光部である温度計測モジュール３の赤外
線サーモセンサ３ａが、筺体１７の一つの外表面において隣接して配置されている。そし
て、例えば測定対象物までの距離が５００ｍｍ～５ｍまでの間であれば、図３に示したよ
うに、撮像モジュール１の撮影エリアＡ１と温度計測モジュール３の検知エリアＡ２とが
、オーバーラップするように構成されている。この場合、温度計測モジュール３の検知エ
リアＡ２が、撮像モジュール１の撮影エリアＡ１の一部または全部と重なっていることが
好ましい。
【００２２】
　ＣＰＵ７は、温度計測モジュール３で計測された温度データを演算処理する。例えば、
ＣＰＵ７は、温度計測モジュール３のＡ／Ｄ変換器（図示せず）からデジタル形式で出力
された計測温度データを演算処理するとともに、グラフィクメモリ部１３ｂから計測温度
データに対応するＲ，Ｇ、Ｂの三原色の色データや区画線Ｌのデータを取得し、画像合成
部９に出力する。なお、ＣＰＵ７において、撮像モジュール１で撮影された可視画像デー
タに色補正等の画像処理を行うように構成することもできる。
【００２３】
　画像合成部９は、オーバーレイ回路（図示せず）を備えており、撮像モジュール１から
出力された撮影画像のデータと、上記のようにＣＰＵ７から出力された温度計測モジュー
ル３の計測温度データや色データ等とをオーバーレイ処理する。撮像モジュール１からは
、可視画像を表わすデジタルＹＵＶ信号やデジタルＲＧＢ信号が出力され、画像合成部９
に入力されるので、温度計測モジュール３の計測温度データも同じ形式でＣＰＵ７から画
像合成部９に入力される。また、ＣＰＵ７は、グラフィックメモリ部１３ｂに記憶された
区画線や色のデータを取得して画像合成部９に入力し、そこで可視画像上に合成させる。
【００２４】
　データ変換部１１は、画像合成部９と表示部５との間に介在してこれら２つの構成部に
接続されている。データ変換部１１は、画像合成部９を経由した画像データを、表示部５
で表示可能な形式に変換する。例えば、撮像モジュール１から画像合成部９を介してデジ
タルＹＵＶ信号が出力された場合、データ変換部１１ではエンコーダによって例えばＮＴ
ＳＣ信号やＰＡＬ信号へデータ変換が行われ、表示部５へ出力される。
【００２５】
　記憶部１３ａは、図示は省略するが、一次メモリとしてのＲＡＭと、二次メモリとして
の不揮発性メモリを備えている。記憶部１３ａの二次メモリには、任意の温度範囲（例え
ば１℃幅）で区切られた温度と、表示色とを対応付けた温度／色変換テーブル（図示省略
）が保存されており、ＣＰＵ７によってこのテーブルを参照することにより、温度計測モ
ジュール３で計測された温度データから表示部５のディスプレイ５ａ上に表示する色が決
定される。また、グラフィクメモリ部１３ｂは、例えばＶＲＡＭを備え、計測温度データ
に対応するＲ，Ｇ、Ｂの三原色の色データや区画線Ｌのデータが保存されている。
【００２６】
　以上の構成を有する温度計測表示装置１００においては、図２に示したように、表示部
５のディスプレイ５ａは、撮像モジュール１での撮影画像に重ねて、格子状の区画線Ｌに
よって区画された複数の領域毎に計測温度を表示する。なお、本実施の形態では、ディス
プレイ５ａには、縦横に３本ずつの区画線Ｌが格子状に形成され、合計１６マスの領域が
設けられているが、区画の数や形状は任意である。
【００２７】
　温度計測モジュール３で計測された被測定対象の温度は、表示部５の領域毎に例えばカ
ラーで色分け表示される。この場合、計測温度の表示は、例えば以下の方法で行うことが
できる。一つの方法として、撮像モジュール１で撮影された可視画像に区画線Ｌを重ねて
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表示し、温度計測モジュール３で計測された測定対象物の表面温度に応じて、その各部位
に対応する区画線Ｌの色をカラーで色分け表示する方法を採用することができる。
【００２８】
　また、別の方法として、撮像モジュール１で撮影された可視画像に区画線Ｌを重ねて表
示し、温度計測モジュール３で計測された測定対象物の表面温度に応じて、測定対象物の
各部位に対応する区画線Ｌ内の領域を計測温度に応じてカラーで表示する方法を採用する
こともできる。この場合、背景となる撮像モジュール１で撮影された可視画像自体をモノ
クロで表示することによって、計測温度の把握を容易にしてもよい。
【００２９】
　また、表示部５は、温度表示専用のサブウィンドウ５ｂを表示できるようになっており
、このサブウィンドウ５ｂには、例えばディスプレイ５ａの１６マスのいずれかの領域の
計測温度を数値表示できるように構成されている。すなわち、１６マスのディスプレイ５
ａの領域の中で、サブウィンドウ５ｂに温度を表示したい領域を操作部１９から一つ選択
することによって、測定対象物の当該領域における計測温度を数値情報として、例えば「
３８．１」のように表示することができる。この場合、区画線Ｌで区画された領域の平均
温度が数値表示される。
【００３０】
　以上のように、本実施の形態の温度計測表示装置１００では、撮像モジュール１による
撮影エリアＡ１と温度計測モジュール３の検知エリアＡ２とをオーバーラップさせ、表示
部５において、温度計測モジュール３による計測温度を、検知エリアを複数の領域に区分
して撮像モジュール１による撮影画像に重ねてカラー表示するように構成したので、測定
対象物の輪郭等がぼやけて識別しにくい熱画像のみを表示する方法と異なり、測定対象物
の任意の位置の表面温度を、撮影画像を基準にして容易に把握できる。
【００３１】
　また、特に表示部５において、測定対象物の任意の領域を指定することにより該領域に
おける測定対象物の表面温度を数値としてウィンドウ表示することが可能となるので、当
該領域に対応する位置の測定対象物の表面温度をさらに正確に認識することができる。
【００３２】
［第２の実施の形態］
　次に、図４～７を参照しながら本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の
形態は、携帯情報通信端末に関する。図４は、本実施の形態に係る携帯情報通信端末２０
０の概略構成を示すブロック図であり、図５および図６は、その外観構成を示す斜視図で
ある。また、図７は、携帯情報通信端末２００における温度計測の手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【００３３】
　この携帯情報通信端末２００は、主要な構成として、可視画像を撮像する撮像モジュー
ル１と、撮像モジュール１の撮影エリア内にある測定対象物の表面温度を非接触で計測す
る温度計測モジュール３と、撮像モジュール１による撮影画像および温度計測モジュール
３による計測温度を重ねて表示する表示部５と、情報通信を行う情報通信モジュール２１
と、を備えている。
【００３４】
　また、携帯情報通信端末２００は、撮像モジュール１で撮影された可視画像データおよ
び温度計測モジュール３で計測された温度データを、表示部５で表示可能な形式に処理す
るために、中央演算装置（ＣＰＵ）７ａと、撮像モジュール１の撮影画像と温度計測モジ
ュール３により得られる熱画像を合成する画像合成部９と、画像合成部９で合成された画
像データを表示部５で表示できるように変換するデータ変換部１１と、ＣＰＵ７ａに接続
された記憶部１３ａと、画像専用の記憶手段としてのグラフィックメモリ部１３ｂと、撮
影モードの切り替えを行うためのモード切替部１５と、を備えている。
【００３５】
　さらに、携帯情報通信端末２００は、情報通信のためのキー入力や、撮像モジュール１
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と温度計測モジュール３による撮影・計測、表示部５における任意の領域の選択・決定な
どに使用される操作部３１を備えている。携帯情報通信端末２００の上記各構成部は、携
帯所持可能な筺体（ケース）３３ａ，３３ｂ内に収納されている。なお、図５および図６
では、筺体３３ａと３３ｂを備え、中央部で折畳む形式の携帯情報端末を示したが、その
形状は問われるものでなく、スライド式や一体型などでもよい。
【００３６】
　携帯情報通信端末２００は、情報通信を行うために、情報通信モジュール２１が、ＣＰ
Ｕ７ａに接続されている。また、情報通信モジュール２１には、スピーカー２５、マイク
２７およびアンテナ２９が付属して接続されている。そして、情報通信モジュール２１に
より、携帯情報通信端末２００において例えば電話、電子メールなどの情報通信ができる
ように構成されている。
【００３７】
　図６に示したように、筺体３３ａの外表面３３ｃには、撮像モジュール１のカメラ部１
ａと温度計測モジュール３の赤外線サーモセンサ３ａが隣接して配置されており、撮像モ
ジュール１の撮影エリアと、温度計測モジュール３の計測エリアとがオーバーラップする
ように構成されている。
【００３８】
　本実施の形態の携帯情報通信端末２００は、情報通信モジュール２１を備えて情報通信
機能を有している。そのため、ＣＰＵ７ａは、撮像および温度計測のための演算処理と情
報通信のための演算処理の両方の機能を担っている。また、情報通信に必要な文字データ
等の表示を行うためにＣＰＵ７ａは直接表示部５にも接続されている。表示部５は、情報
通信のための表示と温度計測のための表示の両方を行うように共通化されている。また、
操作部３１は、情報通信のためのキー入力と、撮像および温度計測のための入力の両方を
行うように構成されている。このように、情報通信機能と温度計測機能でＣＰＵ７ａ、表
示部５、操作部３１を共通化することにより、通常の携帯電話などの情報通信端末と同等
のサイズまで小型化が実現されている。
【００３９】
　また、携帯情報通信端末２００では、可視画像の撮影と温度計測を行うために、モード
切替部１５を設け、通常撮影モードと温度計測モードの二つのモードを切り替えている。
本実施の形態において、上記以外の構成は第１の実施の形態の温度計測表示装置１００と
同様であるため、同じ構成には同一の符号を付して説明を省略する。
【００４０】
　本実施の形態の携帯情報通信端末２００は、可視画像を撮影する通常撮影モードと、可
視画像の撮影とともに温度計測を行う温度計測モードとを切り替えることができる。つま
り、通常撮影モードでは、一般的なカメラ付き携帯電話等と同様に可視画像の撮影が可能
であり、温度計測モードでは、画像視認が可能な非接触温度計として使用可能である。
【００４１】
　通常撮影モードと温度計測モードとの切り替え操作は、操作部３１により行うことがで
きる。例えば、操作部３１を操作してメニュー画面から「温度計測」を選択することによ
り、温度計測モードをオンにすることができる。なお、モード切替専用のスイッチ部（図
示せず）を設けてもよい。温度計測モードが選択されると、対応する制御信号に基づく設
定パラメータがモード切替部１５に記憶される。そして、温度計測モードで、測定対象物
に撮像モジュール１のカメラ部１ａと温度計測モジュール３ａの赤外線サーモセンサ３ａ
を向け、所定の距離からシャッターキーを押すことにより、温度計測が開始される。なお
、シャッターキーの機能は、操作部３１の任意のキーに割り当ておくことができる。
【００４２】
　ここでは、携帯情報通信端末２００における撮影・温度計測の手順について、図７を参
照しながら説明する。まず、ステップＳ１でシャッターキーを押す。ステップＳ２では、
ＣＰＵ７ａがモード切替部１５の設定パラメータを参照し、温度計測モードがオンである
か否かをチェックする。ステップＳ２で、温度計測モードがオン（Ｙｅｓ）である場合に
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は、ステップＳ３で測定対象物の撮像および温度計測が行われる。すなわち、撮像モジュ
ール１と温度計測モジュール３を同時に作動させて測定対象物の可視画像の撮影と温度の
計測が行われる。なお、撮像および温度計測のタイミングは、厳密に同時でなくてもよく
、例えば数秒以内のタイミングの誤差があっても許容される。
【００４３】
　次にステップＳ４では、通常の撮像装置と同様に、撮像モジュール９で撮影された可視
画像データを作成する。また、ステップＳ５では、赤外線サーモセンサ３ａで検知された
測定対象物の表面温度の熱画像データを作成する。この場合、温度計測モジュール３で計
測されたアナログ形式の温度データがＡ／Ｄ変換器（図示せず）でデジタル形式に変換さ
れてＣＰＵ７ａに出力され、ＣＰＵ７ａにおいて記憶部１３ａに保存された温度／色変換
テーブル（図示せず）と、グラフィックメモリ部１３ｂに保存されたＲ，Ｇ、Ｂの三原色
の色データや区画線Ｌのデータが参照され、計測温度に対応する熱画像データが作成され
る。なお、図７では、ステップＳ４で可視画像データを作成した後に、ステップＳ５で熱
画像データを作成する構成としたが、その順序は問われず、先に（ステップＳ４で）熱画
像データを作成し、次に（ステップＳ５で）可視画像データを作成してもよい。
【００４４】
　次に、ステップＳ６では、ステップＳ４およびステップＳ５でそれぞれ作成された可視
画像データおよび熱画像データを画像合成部９において合成処理する。すなわち、測定対
象物の同じ部位で可視画像と熱画像とが重なり合うようにオーバーレイ処理が行われる。
【００４５】
　次に、ステップＳ７では、画像合成部９で合成された画像データがデータ変換部１１に
出力されて、表示部５で表示可能な形式に変換される。そして、ステップＳ８では、表示
部５のディスプレイ５ａ上に、可視画像に熱分布画像が重ねて表示される。ここで、操作
部３１を操作し、表示部５のディスプレイ５ａ上の任意の区画（画像領域）を指定するこ
とにより、サブウィンドウ５ｂに当該画像領域の温度を数値表示することもできる。
【００４６】
　表示部５に表示された画像は、ステップＳ９で必要に応じて記憶部１３ａに記録したり
、通信機能を利用してサーバーなどに送信したりすることができる。
【００４７】
　一方、ステップＳ２で温度計測モードがオンでない（Ｎｏ）である場合には、通常撮影
モードであるため、ステップＳ１０で撮像モジュール１のみを作動させて撮影が行われ、
次いでステップＳ１０で可視画像データが作成される。そして、可視画像データは、可視
画像を表わすデジタルＹＵＶ信号やデジタルＲＧＢ信号として画像合成部９へ出力され、
さらにデータ変換部１１へ出力される。以降は、上記と同様に、ステップＳ７、ステップ
Ｓ８および必要な場合ステップＳ９の処理が行われる。
【００４８】
　以上のように、本実施の形態の携帯情報通信端末２００は、可視画像を撮影する通常撮
影モードと、可視画像の撮影とともに温度計測を行う温度計測モードとを、簡単なキー操
作で切り替え可能に構成されているので、情報通信、可視画像の撮影、さらに温度計測を
、一つのコンパクトな携帯端末で行うことが可能であり、利便性に優れている。
【００４９】
　また、本実施の形態の携帯情報通信端末２００は、情報通信機能と温度計測機能とを備
えているので、測定対象物の特定の位置の表面温度を計測した後、該計測データを任意の
サーバー等に送信することにより、温度計測データの管理を容易に行うことができるので
、利便性に優れている。
【００５０】
　本実施の形態における他の構成および効果は、第１の実施の形態と同様である。
【００５１】
　以上、本発明の実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に制
約されることはなく、種々の変形が可能である。たとえば、上記実施の形態では、選択し
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た領域の計測温度を数値表示する場合に、サブウィンドウ５ｂをディスプレイ５ａ上にウ
ィンドウ表示する構成を採用したが、例えばディスプレイ５ａとは別の第２のディスプレ
イを設け、そこに計測温度を数値表示させる構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００５２】
　１：撮像モジュール
　１ａ：カメラ部
　３：温度計測モジュール
　３ａ：赤外線サーモセンサ
　５：表示部
　５ａ：ディスプレイ
　５ｂ：サブウィンドウ
　５ｃ：レベル表示部
　７（７ａ）：ＣＰＵ
　９：画像合成部
１１：データ変換部
１３ａ：記憶部
１３ｂ：グラフィックメモリ部
１５：モード切替部
１７：筺体
１９：操作部
２１：情報通信モジュール
２５：スピーカー
２７：マイク
２９：アンテナ
３１：操作部
３３ａ，３３ｂ：筺体
１００：温度計測表示装置
２００：携帯情報通信端末
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