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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の赤外線を電気信号に変換する赤外線検出素子を含む画素が二次元に配置された
赤外線検出部と、各々の前記赤外線検出素子の信号をスイッチ動作により順次読み出し、
設定された感度で増幅して処理する信号処理部と、を少なくとも備える熱型赤外線撮像装
置において、
　前記信号処理部に、所定のパターンに従って前記信号を積分するコンデンサの容量を調
整することにより前記画素毎に感度を設定する制御手段を備え、
　前記制御手段により、複数の前記画素が、 感度を有し、かつ、同一波長帯に対する感
度が異なる複数種類の画素に分類され、
　前記複数種類の画素は、前記制御手段で前記信号を積分するコンデンサの容量を調整す
ることにより感度が相対的に高く設定された第１の画素と、前記制御手段で前記信号を積
分するコンデンサの容量を調整することにより感度が相対的に低く設定された第２の画素
とで構成され、同種類の画素が横及び縦方向で隣接しないように配置される熱型赤外線撮
像装置。
【請求項２】
　前記赤外線検出素子は、赤外線の受光量に応じてその抵抗値が変化するボロメータ素子
である請求項１に記載の熱型赤外線撮像装置。
【請求項３】
　被写体の赤外線を電気信号に変換する赤外線検出素子を含む画素が二次元に配置された
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赤外線検出部と、前記赤外線検出部からの信号を処理する信号処理部と、を少なくとも備
える熱型赤外線撮像装置の動作方法であって、
　前記信号処理部で、所定のパターンに従って前記信号を積分するコンデンサの容量を調
整することにより前記画素毎に感度を設定し、複数の前記画素を、感度を有し、かつ、同
一波長帯に対する感度が異なる複数種類の画素に分類する第１のステップと、
　前記被写体の温度に応じて、いずれかの一の種類の前記画素からの信号を処理する第２
のステップと、を少なくとも有し、
　前記複数種類の画素を、前記信号を積分するコンデンサの容量を調整することにより感
度が相対的に高く設定された第１の画素と、前記信号を積分するコンデンサの容量を調整
することにより感度が相対的に低く設定された第２の画素とで構成して、同種類の画素が
横及び縦方向で隣接しないように配置し、
　前記第２のステップでは、前記第１の画素からの信号に基づいて赤外線画像を生成し、
前記第１の画素からの信号が予め定めた閾値を越えたら、前記第２の画素からの信号に基
づいて赤外線画像を生成する熱型赤外線撮像装置の動作方法。
【請求項４】
　前記赤外線検出素子は、赤外線の受光量に応じてその抵抗値が変化するボロメータ素子
である請求項３に記載の熱型赤外線撮像装置の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱型赤外線撮像装置及びその動作方法に関し、特に、ボロメータを赤外線検
出素子とする熱型赤外線撮像装置及びその動作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被写体の温度分布を画像化する検知器として、ボロメータを用いた熱型赤外線撮像装置
が知られている。ボロメータは、赤外線の入射により抵抗体の抵抗値が変化する現象を利
用して赤外線を検出する素子であり、熱型赤外線撮像装置では、ボロメータを二次元のマ
トリックス状に配列して、各々のボロメータの抵抗変化を電気的に読み取ることにより、
赤外線による被写体の二次元画像を取得している。
【０００３】
　上記熱型赤外線撮像装置では個々のボロメータの出力が小さいことから出力を積分する
回路が設けられる。図７は、入射する被写体からの赤外線量に応じてボロメータ抵抗の変
化を読み出す回路の構成を示したものである。図７に示すとおり、ボロメータ２１の抵抗
変化は積分回路を用いて電圧変換しており、積分回路の電気の一般的な理論より、
　出力電圧＝ボロメータ印加電圧／ボロメータ抵抗値／積分用コンデンサ容量値×積分し
ている時間
　の関係があることから、ボロメータ２１に印加するバイアス電圧２２、積分用コンデン
サ２４の容量、積分時間をそれぞれ決めることで出力電圧２５を調整し、出力電圧範囲２
６内において読み出して画像化している。
【０００４】
　また、ボロメータ２１の感度はこの出力電圧２５を調整したものであり、出力電圧範囲
２６によって被写体の測定温度範囲が制限される（例えば、特許文献１、２等参照）。
【０００５】
　ここで、図８に示すように、温度測定範囲と温度分解能とはトレードオフの関係がある
。従って、同一の出力電圧範囲において感度を高く設定すると、温度分解能は向上するが
温度測定範囲は狭まり（図８の高感度領域２８参照）、逆に感度を低く設定すると、温度
分解能は低下するが温度測定範囲は広がることになる（図８の低感度領域２９参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１０５７９４号公報
【特許文献２】特開平９－２０３６５９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１によると、この感度は、基準となる一定の温度測定範囲と温度分解能に
おいて、検出する信号の画素毎のばらつきを防止するために調整されている。しかしなが
ら、被写体温度が温度測定範囲の設定幅を超えてしまった場合には、画像出力は飽和して
しまい、一定値以上の温度は全て上限の一定温度として出力され、温度情報が消失してし
まう。一方、設定した感度に比べて被写体の温度分布が小さい場合には、十分な温度分解
能が得られないため、適切な温度情報を出力することができない。従って、被写体温度に
対して感度の設定のずれが大きい場合には、適切な赤外線画像を出力するために感度の設
定を切り替える必要があった。
【０００８】
　例えば、火災現場などを撮像の対象とする場合、常温付近の環境温度を識別するための
高い温度分解能と、発火元といった高温源を判別するための広い温度測定範囲とが必要で
ある。しかしながら、前記の通り、温度分解能と温度測定範囲は一定の出力電圧範囲内に
おいてトレードオフの関係にあるため、高い温度分解能と広い温度測定範囲とを同時に実
現することは困難である。そのため、前述した火災現場の例では、状況に応じてユーザが
感度の設定の切り替えを行う必要があるため操作が煩雑になり、また、切り替えを行わな
いと温度情報が消失したり適切な温度情報が得られないという問題があった。
【０００９】
　本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、その主たる目的は、ユーザが感度の設
定を切り替えなくても、高い温度分解能と広い温度測定範囲とを同時に実現することがで
きる熱型赤外線撮像装置及びその動作方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明は、被写体の赤外線を電気信号に変換する赤外線検出
素子を含む画素が二次元に配置された赤外線検出部と、各々の前記赤外線検出素子の信号
をスイッチ動作により順次読み出し、設定された感度で増幅して処理する信号処理部と、
を少なくとも備える熱型赤外線撮像装置において、前記信号処理部に、所定のパターンに
従って前記画素毎に感度を設定する制御手段を備え、前記制御手段により、複数の前記画
素が、感度を有し、かつ、同一波長帯に対する感度が異なる複数種類の画素に分類される
ものである。
【００１２】
　本発明においては、前記制御手段は、前記赤外線検出素子に印加する電圧、前記信号を
積分するコンデンサの容量、又は、前記信号を積分する時間の少なくとも１つを調整して
感度を設定する構成とすることができる。
【００１３】
　また、本発明においては、前記複数種類の画素は、感度が相対的に高く設定された第１
の画素と、感度が相対的に低く設定された第２の画素とで構成され、同種類の画素が隣接
しないように配置される構成とすることもできる。
【００１４】
　また、本発明においては、前記赤外線検出素子は、赤外線の受光量に応じてその抵抗値
が変化するボロメータ素子であることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明は、被写体の赤外線を電気信号に変換する赤外線検出素子を含む画素が二
次元に配置された赤外線検出部と、前記赤外線検出部からの信号を処理する信号処理部と
、を少なくとも備える熱型赤外線撮像装置の動作方法であって、前記信号処理部で、所定
のパターンに従って前記画素毎に感度を設定し、複数の前記画素を、感度を有し、かつ、
同一波長帯に対する感度が異なる複数種類の画素に分類する第１のステップと、前記被写
体の温度に応じて、いずれかの一の種類の前記画素からの信号を処理する第２のステップ
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と、を少なくとも有するものである。
【００１６】
　本発明においては、前記第１のステップでは、前記赤外線検出素子に印加する電圧、前
記信号を積分するコンデンサの容量、又は、前記信号を積分する時間の少なくとも１つを
調整して感度を設定する構成とすることができる。
【００１７】
　また、本発明においては、前記複数種類の画素を、感度が相対的に高く設定された第１
の画素と、感度が相対的に低く設定された第２の画素とで構成して、同種類の画素が隣接
しないように配置し、前記第２のステップでは、前記第１の画素からの信号に基づいて赤
外線画像を生成し、前記第１の画素からの信号が予め定めた閾値を越えたら、前記第２の
画素からの信号に基づいて赤外線画像を生成する構成とすることもできる。
【００１８】
　このように、信号処理部で、各画素の赤外線検出素子の信号を読み出すためのスイッチ
の動作に連動して、所定のパターンに従って画素毎に感度を設定し、複数の画素を、感度
の設定値が異なる複数種類の画素に分類することにより、温度範囲の広い被写体を撮像す
る場合であっても、感度の設定をユーザが切り替えることなく、高い温度分解能と広い温
度測定範囲を同時に実現することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の熱型赤外線撮像装置及びその動作方法によれば、ユーザが感度の設定を切り替
えることなく、高い温度分解能と広い温度測定範囲を同時に実現することができる。
【００２０】
　その理由は、赤外線検出素子が配置された画素が二次元のマトリクス状に配列された赤
外線検出部と赤外線検出部からの信号を処理する信号処理部とを少なくとも備える熱型赤
外線撮像装置において、信号処理部で、各画素の赤外線検出素子の信号を読み出すための
スイッチの動作に連動して、所定のパターンに従って画素毎に感度を設定し、複数の画素
を、高感度（低温度測定範囲－高温度分解能）に設定された画素と低感度（高温度測定範
囲－低温度分解能）に設定された画素などの、感度の設定が異なる複数種類の画素に分類
しているため、感度の設定をユーザが切り替えなくても、常温付近において細かい温度分
解能を実現すると同時に、高温の被写体も測定が可能となる広い温度測定範囲を実現する
ことができるからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　従来技術で示したように、従来の熱型赤外線撮像装置では、全ての画素の感度が一定に
設定されており、被写体温度に対して感度の設定のずれが大きい場合には、適切な赤外線
画像を出力するために、ユーザが感度の設定を切り替える必要があった。この問題に対し
て、二次元に配列された複数の画素自体を、高感度の画素と低感度の画素とで構成する（
すなわち、高感度の画素と低感度の画素とを基板上に作り込む）構造が提案されているが
、この構造では、赤外線検出素子の製造が難しいためにコストの上昇を招いてしまい、ま
た、高感度の画素と低感度の画素の配列パターンを変更することができないために汎用性
に乏しいという問題がある。
【００２２】
　そこで、本発明では、感度が異なる複数種類の画素を基板上に作り込むのではなく、各
画素の信号を処理する信号処理部で画素毎に感度を設定するようにする。具体的には、ボ
ロメータが配置された画素が二次元のマトリクス状に配列された赤外線検出部と、各画素
のボロメータの信号を水平シフトレジスタ及び垂直シフトレジスタなどのスイッチ動作に
よって順次読み出し、読み出した信号を積分回路で積分して出力する信号処理部とを少な
くとも備える熱型赤外線撮像装置において、上記信号処理部を、スイッチ動作に連動して
、所定のパターンに従って画素毎に感度（例えば、ボロメータに印加する電圧や積分回路
内のコンデンサの容量、積分時間など）を設定可能に構成し、複数の画素が、感度が相対
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的に高く設定された（すなわち、温度測定範囲が狭く温度分解能が高い）第１の画素と、
感度が相対的に低く設定された（すなわち、第１の画素よりも温度測定範囲が広く温度分
解能が低い）第２の画素などの、感度の設定が異なる複数種類の画素に分類されるように
して、高い温度分解能と広い温度測定範囲を同時に実現する。以下、図面を参照して具体
的に説明する。
【実施例１】
【００２３】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施例
に係る熱型赤外線撮像装置及びその動作方法について、図１乃至図５を参照して説明する
。図１は、本実施例の熱型赤外線撮像装置の構成を示す回路図であり、図２乃至図４は、
本実施例の熱型赤外線撮像装置における画素の配置を示す図である。また、図５は、本実
施例の熱型赤外線撮像装置の動作を示すフローチャート図である。
【００２４】
　図１に示すように、熱型赤外線撮像装置１は、複数の画素が二次元に配列された赤外線
検出部と、赤外線検出部からの信号を処理する信号処理部などを備え、信号処理部は、基
板内に作り込まれる内部回路と、基板外に設けられる外部回路とで構成される。また、赤
外線検出部の各々の画素は、ボロメータ２などの赤外線検出素子とＭＯＳトランジスタ３
などの選択素子とで構成され、ＭＯＳトランジスタ３のソースはＧＮＤに接続され、ＭＯ
Ｓトランジスタ３のドレインはボロメータ２を介して垂直信号線５に接続され、ＭＯＳト
ランジスタ３のゲートは水平信号線４に接続されている。また、垂直信号線５と出力端子
ＯＵＴの間には、ＰチャネルＭＯＳトランジスタとＮチャネルＭＯＳトランジスタなどか
らなるトランスファゲート８が接続されている。
【００２５】
　そして、水平信号線４は垂直シフトレジスタ６及びアンド回路９によって順次選択され
、垂直信号線５は水平シフトレジスタ７及びアンド回路１０によって順次選択され、選択
された水平信号線４及び垂直信号線５が交差する画素のボロメータ２の信号が出力端子Ｏ
ＵＴから出力される。
【００２６】
　また、出力端子ＯＵＴは基板外に配置される積分回路１１に接続されている。この積分
回路１１は、エミッタが出力端子ＯＵＴに接続されたバイポーラトランジスタ１２などの
スイッチング素子と、バイポーラトランジスタ１２のコレクタに接続された積分用コンデ
ンサ１３とリセットトランジスタ１４などからなり、バイポーラトランジスタ１２がＯＮ
の間、ボロメータ２の信号が積分される。
【００２７】
　上記構成の熱型赤外線撮像装置１を各ボロメータ２に着目すると図７のようになり、前
述したように、ボロメータ２の出力電圧は、ボロメータ２に印加するバイアス電圧、積分
用コンデンサ１３の容量、積分時間によって変化することから、本実施例では、これらの
値を設定する制御手段（図示せず）を信号処理部に設け（又は、制御手段として機能する
制御プログラムを信号処理部で動作させ）、その制御手段を垂直シフトレジスタ６及び水
平シフトレジスタ７のスイッチ動作に連動して（すなわち、垂直シフトレジスタ６及び水
平シフトレジスタ７に入力される同期信号に基づいて）動作させ、所定のパターンに従っ
て、画素毎に、バイアス電圧を小さく又は積分用コンデンサ１３の容量を大きく又は積分
時間を短くして感度を低く設定するか、若しくは、バイアス電圧を大きく又は積分用コン
デンサ１３の容量を小さく又は積分時間を長くして感度を高く設定するかを変更できるよ
うにする。なお、上記制御手段の具体的な構成は特に限定されず、バイアス電圧や積分用
コンデンサ１３の容量、積分時間を調整可能な構成であればよい。
【００２８】
　図２は上記制御手段によって感度を調整した画素の配置を示す図であり、感度を相対的
に高く設定した高感度画素１５（”Ｈ”と記載した画素）と、感度を相対的に低く設定し
た低感度画素１６（”Ｌ”と記載した画素）とが交互に配置されるように、制御手段によ
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って各画素の感度を設定する。なお、図２では、横方向に６画素、縦方向に４画素の計２
４画素の例を示しているが、複数の画素が二次元に配列されていればよく、その画素数は
限定されない。また、図２では、高感度画素１５と低感度画素１６とが交互に配置される
ようにしたが、例えば、図３に示すように、同一種類の複数の画素群（ここでは４画素）
が交互に配置されるように、制御手段によって各画素の感度を設定してもよい。また、図
２及び図３では、高感度画素１５と低感度画素１６とが同数になるように感度を設定して
いるが、例えば、図４に示すように、いずれか一方の種類の画素（ここでは低感度画素１
６）が少なくなるように、制御手段によって感度を設定してもよい。
【００２９】
　次に、複数の画素が、所定のパターンに従って高感度画素１５と低感度画素１６に分類
された熱型赤外線撮像装置の動作方法について、図５のフローチャート図を参照して説明
する。
【００３０】
　まず、ステップＳ１０１で、高感度画素１５と低感度画素１６をどのように配列するか
を決めると共に、高感度画素１５及び低感度画素１６の感度（バイアス電圧値、積分用コ
ンデンサ１３の容量値、積分時間）を決め、それに従って各画素の感度を設定する制御手
段を信号処理部に形成する。
【００３１】
　次に、ステップＳ１０２で、画素が配列された赤外線検出部と制御手段が形成された信
号処理部とを用いて被写体を撮像して画像化するが、その際、高感度画素１５及び低感度
画素１６の双方から出力される信号を全て処理するのではなく、初期状態においては、高
感度画素１５から出力される信号のみを処理し、常温付近の狭い温度範囲を高い解像度で
撮像した赤外線画像を表示する。
【００３２】
　次に、ステップＳ１０３で、高感度画素１５の信号を計測し、その信号と予め定めた閾
値とを比較し、信号が閾値を越えたら（すなわち、高感度画素１５の信号が飽和したら）
、ステップＳ１０４で、低感度画素１６から出力される信号のみを処理して、高温を含む
広い温度範囲を低い解像度で撮像した赤外線画像を表示する。
【００３３】
　このように、本実施例の熱型赤外線撮像装置では、複数の画素が、所定のパターンに従
って高感度画素１５と低感度画素１６とに分類されているため、常温付近において細かい
温度分解能を実現すると同時に、高温の被写体も測定が可能となる広い温度測定範囲を実
現することができる。
【００３４】
　なお、ここでは、初期状態で高感度画素１５から出力される信号のみを処理し、高感度
画素１５の信号が飽和したら低感度画素１６から出力される信号のみを処理する制御を行
ったが、始めに低感度画素１６から出力される信号を処理して被写体の概略の温度分布を
把握し、高感度画素１５の信号が飽和しないことを確認した後、高感度画素１５に切り替
えるなど、処理の順序を変更することもできる。また、高感度画素１５と低感度画素１６
とは同じように表示してもよいし、高感度画素１５の信号を出力する際にはグレースケー
ルで表示し、低感度画素１６の信号を出力する際にはカラーで表示するなど、表示形態を
変えてもよい。
【実施例２】
【００３５】
　次に、本発明の第２の実施例に係る熱型赤外線撮像装置及びその動作方法について、図
６を参照して説明する。図６は、本実施例の熱型赤外線撮像装置における画素の配置を示
す図である。
【００３６】
　前記した第１の実施例では、二次元のマトリクス状に配列された複数の素子を、高感度
画素１５又は低感度画素１６のいずれかに分類したが、本実施例では、図６に示すように
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、二次元に配列された複数の素子を、高感度画素１５と、低感度画素１６と、その間の感
度に設定された中感度画素１７（”Ｍ”と記載した画素）の３種類に分類し、この３種類
の画素を用いて３つの感度を同時に実現する。これにより、様々な温度範囲において最適
な感度で被写体を撮像することができる。
【００３７】
　なお、図６では、二次元のマトリクス状に配列された複数の素子を、高感度画素１５と
中感度画素１７と低感度画素１６の３種類に分類したが、４種類以上に分類してもよい。
また、各々の感度の画素の配列パターンは図の構成に限定されず、第１の実施例と同様に
同一種類の複数の画素群を交互に配置してもよいし、種類毎に画素の数を変えてもよい。
【００３８】
　また、１つの画素に隣接する画素より読み出された信号値を主成分分析により固有ベク
トルを求め、得られる固有空間内の点を画素信号値として決定するようにすることもでき
る。
【００３９】
　また、上記各実施例では、赤外線検出素子としてボロメータを使用する熱型赤外線撮像
装置を示したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、スイッチ動作によって
各画素の赤外線検出素子の信号が読み出され、読み出された信号が信号処理部で増幅又は
積分されて出力される任意の熱型赤外線撮像装置に対して適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、複数の画素が二次元に配列され、各画素の出力電圧が調整可能な任意の熱型
赤外線撮像装置及びその動作方法に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施例に係る熱型赤外線撮像装置の構成を示す回路図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る熱型赤外線撮像装置における画素配置の例を示す図
である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る熱型赤外線撮像装置における画素配置の他の例を示
す図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る熱型赤外線撮像装置における画素配置の他の例を示
す図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る熱型赤外線撮像装置の動作を示すフローチャート図
である。
【図６】本発明の第２の実施例に係る熱型赤外線撮像装置における画素配置の例を示す図
である。
【図７】従来の熱型赤外線撮像装置における積分回路を示す図である。
【図８】熱型赤外線撮像装置における温度測定範囲と温度分解能の関係を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　熱型赤外線撮像装置
　２　ボロメータ
　３　ＭＯＳトランジスタ
　４　水平信号線
　５　垂直信号線
　６　垂直シフトレジスタ
　７　水平シフトレジスタ
　８　トランスファゲート
　９、１０　アンド回路
　１１　積分回路
　１２　バイポーラトランジスタ
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　１３　積分用コンデンサ
　１４　リセットトランジスタ
　１５　高感度画素
　１６　低感度画素
　１７　中感度画素
　２１　ボロメータ
　２２　バイアス電圧
　２３　出力抵抗
　２４　積分用コンデンサ
　２５　出力電圧
　２６　出力電圧範囲
　２７　リセットスイッチ
　２８　高感度領域
　２９　低感度領域

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】
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