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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線画像に注釈を付ける方法であって、
　可視光静止画像及びビデオ画像及びサウンド記録を補足する能力のない赤外線カメラに
よって捕捉された資源の赤外線画像であって、該赤外線画像を該資源に関係づける１つ以
上のタグと共に関連する赤外線画像を、蓄積装置のフォルダに蓄積することと、
　非赤外線機器によって捕捉された補助情報であって、該非赤外線機器は上記赤外線カメ
ラとは別個であり、上記補助情報は、可視光静止画像又はビデオ画像又はサウンド記録の
うちの少なくとも１つであって、該補助情報を該資源に関係づける１つ以上のタグと共に
関連する補助情報を、上記蓄積装置に通信するプロセッサによって、該非赤外線機器から
、受信することと、
　該少なくとも１つのタグに基づいて、前記赤外線画像とともに前記フォルダ内に該補助
情報を蓄積することと、
　上記非赤外線機器によって捕捉され、且つ上記フォルダ内に蓄積された上記補助情報の
形式を表す１つ以上のアイコンであって、注釈を付された赤外線画像において、静止画像
、サウンド記録及びビデオ画像を夫々表すシンボルである１つ以上のアイコンを前記赤外
線画像に追加することにより前記赤外線画像に注釈を付けることと、
　上記フォルダ内に蓄積された上記補助情報の形式を表す１つ以上のアイコンと共に注釈
を付された資源の上記注釈を付された赤外線画像を利用者に表示することと
　を備えた方法。
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【請求項２】
　前記非赤外線機器から前記補助情報を無線で受信することを更に備えた請求項１の方法
。
【請求項３】
　上記補助情報は、視覚画像、ビデオ画像及びサウンド記録を含む１つ以上の形式の情報
を備え、並びに、それぞれの視覚画像、ビデオ画像又はサウンド記録は、該視覚画像、該
ビデオ画像又は該サウンド記録を該資源に関係づける１つ以上のタグと共に関連する請求
項１の方法。
【請求項４】
　前記フォルダ内に蓄積された補助情報の形式に対応するアイコンの利用者の選択を受信
して、該選択されたアイコンに基づいて、その選択されたアイコンに対応する補助情報を
利用者に提供することを更に備える請求項１の方法。
【請求項５】
　タグは、資源の識別を表す情報を備える請求項１の方法。
【請求項６】
　タグは、コード化された画像を備える請求項１の方法。
【請求項７】
　上記タグは、シリアル番号、バー・コード又はマトリクス・コードを備える請求項６の
方法。
【請求項８】
　タグは、上記赤外線画像、視覚画像、ビデオ画像又はサウンド記録が捕捉されたときの
日付／時刻スタンプを備える請求項３の方法。
【請求項９】
　タグは、上記資源の地理的位置に対応する地理的位置コードを備える請求項１の方法。
【請求項１０】
　上記アイコンが、上記フォルダに補助情報として蓄積された視覚画像、ビデオ画像又は
サウンド記録から成るグループのうちの１つ以上を表す請求項１の方法。
【請求項１１】
　視覚画像、ビデオ画像及びサウンド記録から成るグループのうちの１つ以上を捕捉する
ことを更に備え、上記視覚画像、ビデオ画像及びサウンド記録のそれぞれが該視覚画像、
該ビデオ画像又は該サウンド記録を上記資源に関係づける少なくとも１つのタグとともに
蓄積されている請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記資源の赤外線画像を前記赤外線カメラによって捕捉することを更に備える請求項１
の方法。
【請求項１３】
　視覚画像、ビデオ画像又はサウンド記録をスマートフォンによって補足することと、上
記捕捉した視覚画像、ビデオ画像又はサウンド記録を、上記赤外線画像を保持するフォル
ダに補助情報として蓄積するために無線で伝送することとを更に備える請求項１の方法。
【請求項１４】
　注釈の付いた上記赤外線画像を赤外線カメラ内に蓄積することを更に備える請求項１の
方法。
【請求項１５】
　注釈の付いた上記赤外線画像をスマートフォン内に蓄積することを更に備える請求項１
の方法。
【請求項１６】
　注釈の付いた上記赤外線画像をコンピュータ内に蓄積することを更に備える請求項１の
方法。
【請求項１７】
　上記コンピュータは、パーソナル・コンピュータ又はタブレット・コンピュータを備え



(3) JP 6586076 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

る請求項１６の方法。
【請求項１８】
　注釈の付いた上記赤外線画像をコンピュータ・クラウドストレージ内に蓄積することを
更に備える請求項１の方法。
【請求項１９】
　赤外線画像に注釈を付けるシステムであって、
　可視光静止画像及びビデオ画像及びサウンド記録を補足する能力のない赤外線カメラに
よって捕捉された資源の赤外線画像であって、該赤外線画像を該資源に関係づける１つ以
上のタグと共に関連する赤外線画像を、フォルダに蓄積する蓄積装置と、
　補助情報を上記資源に関係づける１つ以上のタグと共に関連する補助情報を捕捉する非
赤外線機器であって、該非赤外線機器は上記赤外線カメラとは別個であり、上記補助情報
は、可視光静止画像又はビデオ画像又はサウンド記録のうちの少なくとも１つであって、
該補助情報及び少なくとも１つのタグを無線で前記蓄積装置に伝送する非赤外線機器と、
　上記補助情報に関連した少なくとも一つのタグに基づいて前記フォルダに上記補助情報
を蓄積するための配列プログラムであって、上記補助情報に関連した少なくとも一つのタ
グに対応する１つ以上のタグを有する上記赤外線画像と共に上記補助情報の蓄積が上記フ
ォルダに蓄積するための上記補助情報をソートすることを含み、上記フォルダ内に蓄積さ
れた上記補助情報の形式を表す１つ以上のアイコンであって、上記注釈を付された赤外線
画像において、静止画像、サウンド記録及びビデオ画像を夫々表すシンボルである１つ以
上のアイコンと共に上記フォルダ内の上記赤外線画像に注釈を付ける配列プログラムと、
　上記配列プログラムを操作して、前記補助情報を上記フォルダ内に上記赤外線画像と共
に蓄積すると共に、上記フォルダ内に蓄積された上記補助情報の形式を表す１つ以上のア
イコンを前記赤外線画像に追加することにより注釈を付された赤外線画像を生成する上記
蓄積装置内のプロセッサと、
　少なくとも一つのアイコンと共に注釈を付けて上記資源の上記注釈を付された赤外線画
像を表示する表示器と
　を備えたシステム。
【請求項２０】
　タグは、上記資源の識別を表す情報を備える請求項１９のシステム。
【請求項２１】
　タグは、コード化された画像を備える請求項１９のシステム。
【請求項２２】
　上記タグは、シリアル番号、バー・コード又はマトリクス・コードを備える請求項２１
のシステム。
【請求項２３】
　タグは、上記赤外線画像が補足されたときの日付／時刻スタンプを備える請求項１９の
システム。
【請求項２４】
　タグは、上記資源の地理的位置に対応する地理的位置コードを備える請求項１９のシス
テム。
【請求項２５】
　上記補助情報を捕捉する装置は、上記資源に関連する視覚画像、ビデオ画像及びサウン
ド記録から成るグループのうちの１つ以上を捕捉するため、静止画像カメラ、ビデオ・カ
メラ及びサウンド・レコーダから成るグループのうちの１つ以上を備える請求項１９のシ
ステム。
【請求項２６】
　上記蓄積装置は、上記資源の上記赤外線画像を捕捉する上記赤外線カメラを備える請求
項１９のシステム。
【請求項２７】
　上記蓄積装置は、スマートフォン、コンピュータ・クラウドストレージ、パーソナル・
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コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ビデオ・カメラ、デジタル・カメラ及びデジ
タル・レコーダから成るグループのうちの１つ以上である請求項１９のシステム。
【請求項２８】
　赤外線画像に注釈を付ける装置であって、
　該装置から離間した非赤外線機器からの補助情報であって、可視光静止画像又はビデオ
画像又はサウンド記録のうちの少なくとも１つであり、且つ関連する１つ以上のタグを有
する補助情報を受信する入力と、
　可視光静止画像及びビデオ画像及びサウンド記録を補足する能力のない赤外線カメラに
よって捕捉された資源の赤外線画像であって、上記赤外線カメラは上記非赤外線機器とは
別個であり、該赤外線画像を該資源に関係づける１つ以上のタグと共に関連する赤外線画
像をフォルダに蓄積するメモリと、
　前記補助情報に関連した一以上のタグに基づいてフォルダに補助情報を蓄積することを
含み、上記それぞれのフォルダ内に蓄積された上記補助情報の形式を表す１つ以上のアイ
コンであって、上記注釈を付された赤外線画像において、静止画像、サウンド記録及びビ
デオ画像を夫々表すシンボルである１つ以上のアイコンと共にそれぞれのフォルダ内に蓄
積された上記赤外線画像に注釈を付けるための配列プログラムであって、上記補助情報の
蓄積が、前記補助情報に関連した一以上のタグに対応した一以上のタグを有する赤外線画
像をその中に蓄積するそれぞれのフォルダに蓄積するように上記補助情報をソートするこ
とを含む配列プログラムと、
　上記配列プログラムを操作して、上記補助情報に関連した上記１つ以上のタグに対応す
る１つ以上のタグを有する赤外線画像をその中に蓄積するそれぞれのフォルダに前記補助
情報を蓄積し上記各フォルダ内に蓄積された上記補助情報の形式を表す１つ以上のアイコ
ンを前記赤外線画像に追加することにより前記赤外線画像に注釈を付けるプロセッサと、
　上記資源の上記注釈を付された赤外線画像を一以上のアイコンと共に注釈を付けて表示
する表示器と
　を備えた装置。
【請求項２９】
　上記装置は、赤外線カメラである請求項２８の装置。
【請求項３０】
　タグは、上記資源の識別を表す情報を備える請求項２８の装置。
【請求項３１】
　タグは、コード化された画像を備える請求項２８の装置。
【請求項３２】
　タグは、シリアル番号、バー・コード又はマトリクス・コードを備える請求項３１の装
置。
【請求項３３】
　タグは、上記赤外線画像が補足されたときの日付／時刻スタンプを備える請求項２８の
装置。
【請求項３４】
　タグは、上記資源の地理的位置に対応する地理的位置コードを備える請求項２８の装置
。
【請求項３５】
　上記補助情報が、視覚画像、ビデオ画像及びサウンド記録から成るグループのうちの１
つ以上を捕捉するための静止画像カメラ、ビデオ・カメラ及びサウンド・レコーダから成
るグループのうちの１つ以上の非赤外線機器から無線で受信される請求項２８の装置。
【請求項３６】
　上記装置は、スマートフォン、コンピュータ・クラウドストレージ、パーソナル・コン
ピュータ、タブレット・コンピュータ、ビデオ・カメラ、デジタル・カメラ及びデジタル
・レコーダから成るグループのうちの１つ以上である請求項２８の装置。
【発明の詳細な説明】
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【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１３年３月１５日出願の仮出願第６１／８０１,３８０号及び２０１３年
９月１１日出願の仮出願第６１／８７６,７１９号の利益を主張し、この結果、ここでの
参照により、これらの開示を組み込む。
【背景】
【０００２】
　本発明は、赤外線カメラの分野に関する。特に、本発明は、操作者が、資源とこの資源
が配置されている場面又は領域の熱画像を捕捉し、これをその資源又は場面に関連する任
意の補助情報に関連づけることを可能にする赤外線カメラに関する。
【０００３】
　温度プロファイルを測定し、製造工場領域における電気モータの如き場面にて１つ以上
の資源の温度変動及び差を分析するための多くの設定において、熱画像カメラが長きにわ
たって使用されてきた。そのために、任意の所定時点における資源の異なる温度を比較す
るのに、又は、所定時間にわたってこれら温度又は熱変動及び差を比較するのに、かかる
プロファイルを用いることができる。例えば、予防保守問題の一部としての工業アプリケ
ーションにおいて、また、科学及び診断の検査を行うために、赤外線カメラをしばしば用
いている。故障が生じる前に故障を発見するために、又は継続中の性能をモニタ及び文書
記録するために、これらの形式の問題は、工場、施設又は構造物の資源の定期的検査にし
ばしば依存する。例えば、工業設定において、工場作業員は、特定装置の温度データを定
期的に収集するために、検査ルートをしばしば開発する。既知のように、同様な科学を構
築するための他のアプリケーションにも、同様な例が存在する。
【０００４】
　工場設定の例において、ルートに沿った装置の各部分についての熱基準画像を収集した
後、作業員（例えば、熱記録担当者、検査者、建物性能の専門家、電気技術者、技能者な
ど）は、装置の後での熱画像を基準画像又は他の以前の画像と比較することによって、い
くつかの検査過程にわたる熱特性の変化を識別できる。熱特性の変化は、いくつかの場合
において、部分の差し迫った故障を示すことが可能なので、作業者が故障の前に保守又は
交換を予定できる。
【０００５】
　簡単な場合、作業者は、異なる時点で捕捉した熱画像を比較して、期間にわたる熱特性
の変化を特定できる。しかし、熱画像単独からは限られた量の情報しか収集できない。捕
捉した最新の画像の分析、又はその画像と以前に捕捉した画像との比較を支援するために
、操作者が画像にメモ又は注釈を加えることができるように赤外線画像カメラが構成され
た。画像のみから究明するのが困難な補足情報を提供するために、これら注釈は、一般的
にオーディオ又はテキスト・ファイルとして作成され、その後、画像にセーブできる。
【０００６】
　しかし、これら注釈を画像に追加する際に、問題点に出会う。特に、熱画像をセーブす
る時点にて、いくつかのカメラは、（後の変更用の限定された能力によって）単に注釈を
追加できる。一方、他のカメラは、画像をセーブした後に注釈を追加できる。それとして
、カメラの操作者が現場にてその場面の印象を手早くメモするためにノートブックを更に
持ち運んでいるのを見かけることは珍しくない。そして、その場面のセーブした画像と共
に蓄積できる単一のファイルにこれら印象を後で組み合わせるまで、操作者は待つ。残念
なことに、たとえかかるノートブックを用いても、現場で観察し気づいたことを完全に思
い出せないので、この処理は、時間がかかり、エラーを誘引する。さらに、操作者は、注
釈に対応する特定場面を思い出すことができないかもしれず、更なる潜在的エラーを誘引
する。
【０００７】
　本特許の譲受人に譲渡され、言及によってここに組み込まれ、２０１１年３月４日出願
の米国特許出願第１３／０４０６６７号に基づき２０１２年９月６日の公開された米国特
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許出願公開第２０１２０２２４０６７号に示された装置及び方法の実施例により、上述及
び他の問題の多くは解決されている。この公開は、資源又は場面の１次熱画像を捕捉し、
それをこの資源又は場面に関連する補助情報に所望に応じて関連させるための熱撮像装置
を示している。画像を捕捉した後、この補助情報を現場における１次熱画像に関連づける
ことができる。この補助情報は、資源、場面の周辺、及び／又は場面の場所の周辺に関す
る細部を更に追加することができる。これは、１次熱画像に関連したとき、その画像の資
源情報カードの形式を集合的に表す。補助情報は、赤外光及び／又は可視光に関わらず一
般的に画像及びビデオ記録の形式であり、資源又は場面への情報の関連性に基づくように
、変化する方法又は独特な方法にて１次熱画像に関連づけることができる。赤外線画像は
、記録時点又はほぼその時点にて、熱撮像装置における他の画像及び記録によって注釈さ
れる。
【０００８】
　この公開の赤外線撮像装置は、静止画像、サウンド記録及びビデオを捕捉する能力と、
ほぼ同時点にて赤外線画像及び注釈を捕捉することによって赤外線画像を注釈する追加の
能力とを有する。しかし、多くのユーザは、静止画像、ビデオ画像及びサウンド記録を補
足する能力のない既存の赤外線撮像装置を使用し続けている。そのようなものとして、ビ
デオ・カメラ、静止画像カメラ及びサウンド・レコーダが撮った他の画像及び記録によっ
て熱画像に注釈を付けるという問題が残る。さらに、赤外線画像は、遠隔サーバーにしば
しば存在すると共に、ビデオ、オーディオ及び静止画像を記録するユビキタス・スマート
フォンの如き非赤外線機器によって捕捉できる画像及び記録にとって、注釈が単に必要と
なる。非赤外線機器が捕捉した補助情報によって赤外線画像を注釈するには、長年にわた
り満たされていない必要性がある。

【概要】
【０００９】
　この概要は、詳細な説明にて更に記載する簡略化した形式での概念の選択を紹介する。
この概要は、主張する要旨の重要な特徴を確認することを意図するものでもなく、主張す
る要旨の範囲を決定するための助けとして用いることを意図するものでもない。
【００１０】
　ここで述べ主張する本発明は、多くの実施例を有し、また、この概要でのいくつかの実
施例の省略した説明に対する解釈でもないし限定するものでもない。本発明の実施例は、
タグを用いて、モータ又はマシーンの如き資源に関する情報をいかに配列するか（分類す
るか）の問題を扱う。情報の１次要素は、熱画像である。デジタル画像（静止画）、資源
の観察者が語るメモのサウンド記録に限定されないがこれらを含む補助情報に熱画像を関
連させている。スマートフォン、デジタル・カメラ、デジタル・レコーダ、又はデジタル
・ビデオ・カメラによって補助情報を捕捉する。各捕捉装置は、捕捉した情報を資源に関
連づける捕捉情報にタグを適用する。
【００１１】
　タグには、日付／時刻スタンプ、整理番号、バー・コード、マトリクス・コード、ＲＦ
ＩＤコード、及び地理的位置情報（緯度及び経度）タグを含む多くの形式がある。タグの
付いた情報は、捕捉装置で処理されるか、又は、他の装置に送信される。ここでは、情報
のタグを用いて、同じ資源についての情報を共通フォルダに配置する。受信装置は、フォ
ルダ内の補助情報の形式を表すアイコンによって熱画像に注釈を付ける。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の上述の概念及び多くの付随利点は、添付図と連動した以下の詳細説明を参照し
てより良く理解することによって、一層容易に明らかになろう。
【００１３】
【図１】図１は、注釈システムの実施例の一般的な配線図である。
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【図２】図２は、注釈システムの実施例のより詳細な一般的な配線図である。
【図３】図３は、注釈システムの第１特定実施例のブロック図である。
【図４】図４は、注釈システムの第２特定実施例のブロック図である。
【図５】図５は、注釈システムの第３特定実施例のブロック図である。
【図６】図６は、注釈システムの第４特定実施例のブロック図である。
【詳細な説明】
【００１４】
　説明用の実施例を図示して説明するが、本発明の要旨及び範囲を逸脱することなく、こ
こでは種々の変更を行えることが明らかであろう。
【００１５】
　図１を参照すれば、システム１００が示されている。１つ以上の捕捉装置１０～１２は
、電気モータ及びそれらの周辺領域又は関連環境２１の如き資源２０の赤外線画像、静止
画像、ビデオ画像及びサウンド記録を捕捉する。資源２０及びその周辺領域（場面）２１
にタグ２８でラベルを付す。タグ２８は、捕捉した情報を資源に関連させる印し又はコー
ドである。捕捉装置１０～１２は、熱画像、補助情報及びこれらの各タグ情報を捕捉する
。捕捉装置１０～１２は、捕捉した情報に１つ以上のタグを適用するので、各熱画像３５
及び補助情報は、１つ以上のタグ２８を有し、各タグ２８が同じ資源２０に関連する。捕
捉装置１０～１２は、赤外線画像３５及び捕捉した補助情報とこれらのタグとを注釈／蓄
積／表示（ＡＳＤ）装置３０に送信する無線送受信器を有する。ＡＳＤ３０は、資源フォ
ルダ４０をクラウド蓄積装置５０に送信するのに適合する。クラウド蓄積装置からの資源
の注釈された熱画像は、有線又は無線接続５１及びインターネット５２を介して、多数の
装置５３～５６に分配される。
【００１６】
　ＡＳＤ３０は、パーソナル・コンピュータ、タブレット・コンピュータ又はサーバーで
もよい。ＡＳＤ３０は、プロセッサ３１及び配列プログラム３３を有する。プロセッサ３
１は、配列プログラム３３を操作して、熱画像と関連タグを有する補助情報とを共通フォ
ルダ４０にソートして、赤外線画像３５及び補助情報を有するフォルダを提供する。プロ
セッサは、配列プログラムを更に操作して、タグに関連する補助情報の形式を表すアイコ
ン３６～３８を作成する。アイコン３６～３８は、視覚画像６、サウンド記録７及びビデ
オ画像８を夫々表すシンボルである。
【００１７】
　図２に移動すれば、システム１００のより詳細な図がある。モータ２０の如き資源２０
が領域２１内に示されている。捕捉装置は、モータ２０又は他の資源の赤外線画像３５を
捕捉できる赤外線カメラ１０を含んでいる。スマートフォン１１は、汎用捕捉装置であり
、ビデオ画像８、サウンド記録７及び静止画像６を捕捉する。スマートフォン１１は、整
理番号、バー・コード又はマトリクス・コード、画像に対する日付／時刻スタンプ、及び
オーディオ記録に限定されないがこれらを含む異なる形式のタグも捕捉する。他のタグの
実施例では、資源２０の位置の緯度及び経度を提供する全地球測位回路及びＧＰＳプログ
ラムを用いる地理的位置情報（緯度及び経度）を含む。なお、タグの更なる実施例は、Ｒ
ＦＩＤタグを含む。スマートフォンは、全てのかかるコードを読み取るための回路及びプ
ログラムを備えてもよい。
【００１８】
　他の捕捉装置１２～１４は、画像６、サウンド記録７及びビデオ８を含み捕捉した補助
情報に１つ以上のタグを適用する適切な装置及び回路を含んでいる。デジタル・カメラ１
２及びビデオ・カメラ１４は、日付／時刻スタンプを情報に適用でき、資源２０に対する
タグとして後で解読できる整理番号、バー・コード、又はマトリクス（２次元）コードの
画像を本質的に捕捉できる。また、デジタル・レコーダ１３は、日付／時刻スタンプを記
録に付けてもよく、ユーザは、後で解読できる整理番号のオーディオ記録を作ってもよい
。他の捕捉装置１２～１４は、ＲＦＩＤ及び地理的位置コードを検出し補助情報に追加す
る装置及び回路を備えてもよいし、又は含むように変更してもよい。各捕捉装置は、有線
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又は無線通信経路を介して、情報をＡＳＤ３０に送ってもよい。
【００１９】
　ＡＳＤ３０は、プロセッサ３１、メモリ３２、及び画像を配置する１つ以上のコンピュ
ータ・プログラム３３を有する。メモリ３２は、熱画像及び補助情報の多数のフォルダ４
０．１、４０．２、４０．３、４０．Ｎを保持する。各フォルダ４０．Ｎは、資源２０の
赤外線画像３５を有し、フォルダ内の補助情報の形式を表すアイコン３６～３８によって
熱画像に注釈を付ける。ＡＳＤ３０は、光文字認識及び発話認識プログラムの如きコンピ
ュータ・プログラムの如き適切な装置、方法及びコンピュータ・プログラムであり、タグ
に対応する整理番号、バー・コード、マトリクス・コード及びオーディオ・メモを解釈し
認識する。タグ識別プログラムは、独立して又は一緒に機能して、受信した画像及び記録
を配列する。例えば、発話の整理番号のオーディオ記録は、発話認識プログラムによって
認識される。かかるオーディオ記録を日付／時刻タグ・データと一緒に処理して、類似の
日付／時刻を有する捕獲画像と共にオーディオ記録を配列する。
【００２０】
　モータ２０又は他の資源の赤外線画像３５を、この画像３５の下の１つ以上のアイコン
３６、３７、３８と共に表示する表示器３４をＡＳＤ３０が有する。アイコン３６～３８
は、モータ２０及びその関連領域又は環境２１の静止画像、オーディオ記録及びビデオ画
像を参照する。入力装置３０を操作するユーザは、任意のフォルダ４０．Ｎをアクセスし
、それを表示器３４に表示してもよい。アイコン３６～３８の１つをクリックして、ユー
ザは、静止画像又はビデオ画像を表示するか、又は、オーディオ注釈内のコメントを聞く
ことができる。入力装置３９は、任意の適切な装置であり、キーボード、マウス、トラッ
ク・ボール、トラック・パッド、表示器３４上のタッチ・スクリーン及びこれらの組合せ
の１つ以上を含む。
【００２１】
　図３は、第１特定実施例を示す。ユーザは、赤外線カメラ１０を操作して、モータ２０
の熱画像を捕捉する。次に、ユーザは、スマートフォン１１を操作して、モータ２０のビ
デオ画像及び静止画像を捕捉し、彼の観察におけるサウンド記録を作成する。画像及び記
録には、日付／時刻スタンプのタグを付け、赤外線カメラ１０に無線で送信する。赤外線
カメラ１０は、配列アプリケーションを有し、これは、熱画像、静止画像、ビデオ画像及
びサウンド記録の日付／時刻スタンプを読み取り、赤外線画像３５と資源２０に関連する
スマートフォン１１からの補助情報とを保持するフォルダ４０．１を作成する。配列プロ
グラムは、また、アイコン３６～３８を赤外線画像３５に追加する。赤外線カメラ１０の
ユーザ・インタフェース（図示せず）を操作することによって、ユーザは、アイコン３６
～３８を選択して、画像６、８を観察し、サウンド記録７を聞くことができる。
【００２２】
　図３の特定実施例を変更して、デジタル・ビデオ・カメラ１４、デジタル静止画像カメ
ラ１２、又はスマートフォン１１用のデジタル・レコーダ１３を代用してもよい。カメラ
１４、１２及びレコーダ１３は、画像又は記録を赤外線カメラ１０に送信する無線送信器
を有する。赤外線カメラ１０は、整理番号、バー・コード又はマトリクス・コードのデー
タ、日付／時刻スタンプ・タグ、地理的位置タグ又はＲＦＩＤタグを含む１つ以上のタグ
と共に熱画像３５を捕捉してもよいし、既に有していてもよい。装置１２～１４は、１つ
以上の装置、回路、プロセッサ及びサポート・プログラムを有し、整理番号、バー・コー
ド又はマトリクス・コードのデータ、日付／時刻スタンプ・タグ、地理的位置タグ又はＲ
ＦＩＤタグに限定されないがこれらを含む１つ以上のタグを取り込む。装置１２～１４は
、赤外線カメラ１０への伝送のために、１つ以上のタグをそれらに対応する画像又は記録
に付加する。赤外線カメラ１０は、モニタ２０の赤外線画像３５を有するフォルダ４０．
１を形成する配列アプリケーションを有する。カメラ１０及びその配列プログラムは、装
置１２～１４から受信したタグを読み取り、受信した画像及び記録をフォルダ４０．１内
に配置し、アイコン３６～３８を画像３５に追加する。赤外線カメラ１０のユーザ・イン
タフェース（図示せず）を操作することによって、ユーザは、アイコン３６～３８を選択
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して、画像６、８を見て、サウンド記録７を聞くことができる。
【００２３】
　図４は、第２特定実施例を示す。ユーザは、スマートフォン１１を操作して、モータ２
０のビデオ画像及び静止画像を捕捉し、彼の観察におけるサウンド記録を作成する。スマ
ートフォンは、全地球測位装置及びプログラムを有し、画像及びサウンド記録が作成され
た場所の緯度及び経度のタグをこれら画像及びサウンド記録に付ける。スマートフォン１
１は、離れたＡＳＤ（パーソナル・コンピュータ／データベース）３０に無線で画像及び
サウンド記録を送信する。ＡＳＤ３０は、フォルダ４０．２内にモータの熱画像３５を保
持する。この画像は、先週撮影したものである。ＡＳＤ３０は、配列アプリケーションを
有する。このアプリケーションは、スマートフォン１１から受信した画像及び記録の地理
的位置タグを読み取り、受信した画像及び記録をフォルダ４０．２内に配列する。これは
、静止画像、ビデオ画像及びサウンド記録と同じ地理的位置タグを有する。フォルダ４０
．２にアクセスすると、ユーザは、モータ２０の赤外線画像３５及びアイコン３６～３８
を見る。スマートフォン１１のユーザ・インタフェース（図示せず）を操作することによ
って、ユーザは、アイコン３６～３８を選択し、画像６、８を観察し、サウンド記録７を
聞くことができる。
【００２４】
　図５は、第３特定実施例を示す。ユーザは、スマートフォン１１を操作して、モータ２
０のビデオ画像及び静止画像を捕捉し、彼の観察のサウンド記録を作成する。スマートフ
ォンは、日付／時刻スタンプ・タグを画像及び記録に付け、これらを無線でタブレット・
コンピュータ／ＡＳＤ３０に送信する。数分後、ユーザは、赤外線カメラ１０を操作して
、モータ２０の赤外線画像３５を捕捉する。ユーザは、日付／時刻タグを有する赤外線画
像３５をタブレット・コンピュータ／ＡＳＤ３０に送信する。タブレットのユーザ・イン
タフェース（図示せず）を操作することによって、ユーザは、アイコン３６～３８を選択
して、画像６、８を観察し、サウンド記録７を聞くことができる。
【００２５】
　タブレット・コンピュータ／ＡＳＤ３０は、赤外線カメラ１０及びスマートフォン１１
からの画像及びサウンド記録を無線で受信する。タブレット・コンピュータは、熱画像３
５を受信し、それをフォルダ４０．３内に蓄積する。ＡＳＤ３０は、配列アプリケーショ
ンを有し、このアプリケーションは、スマートフォン１１から受信した画像及び記録の日
付／時刻スタンプを読み取り、これら画像及びサウンド記録をフォルダ４０．３内に配列
し、熱画像３５にアイコン３６～３８を追加する。配列プログラムは、スマートフォン１
１からの画像及びサウンド記録を熱画像３５に一致させる。これは、これらが熱画像３５
と同じ日付で、同じ時刻に近い日付／時刻タグを有するためである。いくつかの実施例に
おいて、配列プログラムは、所定の熱画像を伴う画像及びサウンド記録の候補配列を受け
入れるか又は断るようにユーザに問い合わせしてもよい。フォルダ４０．３にアクセスす
ると、ユーザは、モータ２０の熱画像及びアイコン３６～３８を見る。ＡＳＤ３０のユー
ザ・インタフェース（図示せず）を操作することによって、ユーザは、アイコンを選択し
て、画像３６、３７を観察し、サウンド記録３８を聞くことができる。
【００２６】
　図６は、第４特定実施例を示す。ユーザは、赤外線カメラ１０を操作して、モータ２０
又は他の資源の熱画像３５を捕捉する。赤外線カメラ１０は、組み込みバー・コード・リ
ーダーを有するが、図示しない。これは、モータ２０上に、又はモータに極めて近接して
配置されたバー・コードを読み取り、バー・コード・データをタグとして熱画像に付加し
、熱画像３５及びバー・コード・データをフォルダ４０．４内に蓄積する。ユーザは、次
に、スマートフォン１１を操作して、モータ２０に関する観察の静止画像、ビデオ画像及
びサウンド記録を補足する。スマートフォン１１は、また、バー・コード５の画像を捕捉
して、ユーザがバー・コード画像を静止画像及びビデオ画像並びにサウンド記録に付加で
きるようにする。これら画像及びサウンド記録は、メモリ及び配列アプリケーション・プ
ログラムを有する赤外線カメラ１０に無線で送信される。配列プログラムは、バー・コー
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ラムは、また、画像及びサウンド記録のバー・コード・タグ・データを識別して、これら
画像及びサウンド記録をフォルダ４０．４に蓄積する。これは、各々が熱画像３５と同じ
タグ情報を有するためである。配列プログラムは、アイコン３６～３８を熱画像３５に追
加し、注釈の付いたフォルダ４０．４をクラウド蓄積ファシリティ５０に無線で送信する
。ここでは、有線又は無線接続５１及びインターネット５２を介して、これらフォルダを
１つ以上の装置５３～５６にダウンロードしてもよい。装置５３～５６は、赤外線カメラ
、スマートフォン、タブレット・コンピュータ、パーソナル・コンピュータ、又は、他の
装置でもよく、これらは、下にある画像及び記録を開くことができるアイコンを有する熱
画像を表示できる。装置５３～５６のユーザ・インタフェースを操作することによって、
ユーザは、アイコン３６～３８を選択して、画像６、８を観察し、サウンド記録７を聞い
てもよい。
【００２７】
　本発明のいくつかの実施例を図示し説明したが、当業者には、本発明の要旨及び範囲を
逸脱することなく、変形及び変更ができよう。例えば、画像に埋め込まれたバー・コード
を解読し、サウンド記録内の発話された整理番号を認識するために、配列プログラム及び
他のプログラムを有するように、捕捉装置１０～１４の各々を構成又は変更してもよい。
捕捉装置の各々は、その情報を、任意の他の装置、又はパーソナル・コンピュータ、タブ
レット・コンピュータ若しくはクラウド蓄積ファシリティに送信してもよい。この点に関
し、パーソナル・コンピュータ、タブレット・コンピュータ及びクラウド蓄積ファシリテ
ィは、タグの付いた情報をフォルダに配列し、画像及び記録内に埋め込まれたコードを解
読する装置、回路及びプログラムを有してもよい。
【００２８】
　これら種々の実施例の概念は、全体又は一部の何れかにて交換してもよいことが理解で
きよう。さらに、上述は、例示のみを目的としており、添付の請求項の更なる記載を除い
て本発明を限定する意図のないことが当業者には明らかであろう。他の構成要素及び等価
な構成要素を用いて、上述及び請求項と実質的に同じ方法で、実質的に同じ結果を達成で
きることが当業者には理解できよう。
【００２９】
　例としての実施例を図示し説明したが、本発明の要旨及び範囲を逸脱することなく種々
の変更を行えることが理解できよう。
【００３０】
　排他的な所有権又は権利を主張する本発明の実施例は、請求項で定まる。
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