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(57)【要約】
【課題】被測定物の表面で反射される光の影響を抑えつ
つ、被測定物の内部成分の鮮明なインターフェログラム
と高精度な分光特性を取得する。
【解決手段】本発明は、被測定物から放出された光を第
１軸方向に２つに分割して第１及び第２測定光を形成す
る分割光学系、第１及び第２測定光の間に第１軸方向と
直交する第２軸方向に沿って連続的に変化する光路長差
を付与する光路長差付与手段、連続的に変化する光路長
差が付与された第１及び第２測定光を第１軸方向に集光
させて結像面上に直線状の干渉光を形成する結像光学系
、所定の周期で配置された複数の画素を有する干渉光検
出部、干渉光検出部で検出された干渉光の光強度に基づ
きスペクトルを取得する処理部、被測定物と分割光学系
の間に配置された該分割光学系と共通の共役面を有する
共役面結像光学系、共役面に配置された振幅型回折格子
、を備える。振幅型回折格子の透光部は表面反射光に由
来する偏光を減衰させつつ内部拡散光を通過させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
a) 被測定物からの光を所定の第１軸方向に２つに分割して第１測定光及び第２測定光
を形成する分割光学系と、
b) 前記第１測定光及び前記第２測定光の間に、前記第１軸方向と直交する方向である
第２軸方向に沿って連続的に変化する光路長差を付与する光路長差付与手段と、
c) 連続的に変化する光路長差が付与された前記第１測定光及び前記第２測定光を前記
第１軸方向に集光させて結像面上に直線状の干渉光を形成する結像光学系と、
d) 前記結像面上に前記第２軸方向に所定の周期で配置された複数の画素を有する、前
記干渉光の強度を検出する干渉光検出部と、
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e) 前記干渉光検出部で検出された前記干渉光の光強度に基づき、前記被測定物に含ま
れる成分のインターフェログラムを求め、このインターフェログラムをフーリエ変換する
ことによりスペクトルを取得する処理部と、
f) 前記被測定物と前記分割光学系の間に配置された、該分割光学系と共通の共役面を
有する共役面結像光学系と、
g) 前記共役面に配置された、前記第１軸方向に周期的に並ぶ複数の透光部と複数の遮
光部とを有する振幅型回折格子と、
を備え、
前記複数の透光部の少なくとも一部が、前記被測定物の表面で反射された表面反射光に
由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定物の内部から放出された光を通過させる光学素
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子から構成されていることを特徴とする分光測定装置。
【請求項２】
前記光学素子が、透過軸の方向が前記第１軸方向となるように配置された第１直線偏光
板、透過軸の方向が前記第２軸方向となるように配置された第２直線偏光板、及び透過軸
の方向が前記第１軸方向及び第２軸方向のいずれとも異なる方向となるように配置された
第３直線偏光板から選択される１種又は複数種の直線偏光板から構成されていることを特
徴とする請求項１に記載の分光測定装置。
【請求項３】
前記複数の透光部が、透過軸の方向が前記第１軸方向となるように配置された第１直線
偏光板と、透過軸の方向が前記第２軸方向となるように配置された第２直線偏光板とから
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構成されていることを特徴とする請求項１に記載の分光測定装置。
【請求項４】
前記複数の透光部が、透過軸の方向が前記第１軸方向となるように配置された第１直線
偏光板及び透過軸の方向が前記第２軸方向となるように配置された第２直線偏光板のいず
れかと、透過軸の方向が前記第１軸方向及び第２軸方向のいずれとも異なる方向となるよ
うに配置された第３直線偏光板とから構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
分光測定装置。
【請求項５】
a) 被測定物からの光を分割光学系により所定の第１軸方向に２つに分割して第１測定
光及び第２測定光を形成し、

40

b) 前記第１測定光及び前記第２測定光の間に、前記第１軸方向と直交する方向である
第２軸方向に沿って連続的に変化する光路長差を付与し、
c) 連続的に変化する光路長差が付与された前記第１測定光及び前記第２測定光を、結
像光学系により前記第１軸方向に集光させて結像面上に直線状の干渉光を形成し、
d) 前記結像面上に前記第２軸方向に所定の周期で配置された複数の画素を有する干渉
光検出器を用いて前記干渉光の強度を検出し、
e) 前記干渉光検出部で検出された前記干渉光の光強度に基づき、前記被測定物に含ま
れる成分のインターフェログラムを求め、このインターフェログラムをフーリエ変換する
ことによりスペクトルを取得する分光測定方法において、
前記被測定物と前記分割光学系の間に、該分割光学系と共通の共役面を有する共役面結
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像光学系を配置するとともに、前記共役面に、前記第１軸方向に周期的に並ぶ複数の透光
部と複数の遮光部とを有する振幅型回折格子を配置し、前記透光部の少なくとも一部を、
前記被測定物の表面で反射された表面反射光に由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定
物の内部から放出された光を通過させる光学素子から構成したことを特徴とする分光測定
方法。
【請求項６】
複数の透光部のうち一部は前記表面反射光に由来するＰ偏光成分と前記被測定物の内部
から放出された光に由来するＰ偏光成分が透過する光学素子から構成し、残りは前記表面
反射光に由来するＳ偏光成分と前記被測定物の内部から放出された光に由来するＳ偏光成
分が透過する光学素子から構成することを特徴とする請求項５に記載の分光測定方法。
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【請求項７】
前記被測定物の表面においてブリュースター角で反射された表面反射光を前記分割光学
系に入射させ、
前記干渉光検出器が検出した干渉光のうち前記表面反射光に由来するＰ偏光成分と前記
被測定物の内部から放出された光に由来するＰ偏光成分が重畳した光による干渉光の強度
と、前記表面反射光に由来するＳ偏光成分と前記被測定物の内部から放出された光に由来
するＳ偏光成分が重畳した光による干渉光の強度から、表面反射光の強度と内部散乱光の
強度を算出することを特徴とする請求項６に記載の分光測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、測定対象の分光特性を利用して該測定対象を定性的又は定量的に測定する分
光測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
血液中に含まれるグルコース（血糖）やコレステロール等の生体成分を測定する方法の
一つに、身体の被検部位に光を照射したときに、該被検部位の内部の生体成分から発せら
れる光の分光特性から生体成分を定性的、定量的に測定する方法がある（特許文献１）。
この方法では、血液を採取する必要がなく、非侵襲的に測定することができる。
【０００３】
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この方法では、被検部位の皮膚を透過して内部に入り込み、屈折や生体成分での反射を
経て、外部に放散された光（内部散乱光）を、対物レンズを介して位相シフタである固定
ミラーと可動ミラーに導き、これら２つのミラーでそれぞれ反射される光を結像面におい
て干渉させる。可動ミラーはピエゾ素子などにより移動されるようになっており、該可動
ミラーの移動量に応じた位相差が、固定ミラーで反射される光と可動ミラーで反射される
光の間に生じる。このため、可動ミラーの移動に伴い、可動ミラーで反射された光と固定
ミラーで反射された光の干渉光の強度が変化して、いわゆるインターフェログラムを形成
する。このインターフェログラムをフーリエ変換することにより内部散乱光の分光特性（
スペクトル）が取得される。
【０００４】
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上記測定方法では、結像面における干渉光の光量分布が被検部位のテクスチャー（表面
状況）による回折角の違い等の影響を受ける。つまり、被検部位の屈折率分布等や光学的
なテクスチャーの違いにより結像面における内部散乱光の光量分布が異なるため、このよ
うな光量分布が、生体成分の濃度に依存する干渉光の光量分布に重畳してしまい、生体成
分の濃度を正確に測定することができない。
【０００５】
これに対して、物体面の像を共役結像光学系により一旦、物体面と光学的に共役な像面
上に形成し、この共役像面上に設置した振幅型回折格子により物体光束に空間的な周期変
化を付与する方法が提案されている（特許文献２、非特許文献１）。この方法によれば、
被検部位のテクスチャーの違いが、結像面における内部散乱光の光量分布に及ぼす影響を
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排除することができる。ここで、振幅型回折格子とは、集光軸方向（結像ライン方向）に
透光部と遮光部を交互に配列したもので、透光部の間隔（周期）や集光軸方向及び干渉軸
方向の長さ（縦横の長さ）は数十μｍ〜数百μｍと非常に小さく、多重スリットとも呼ば
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2001‑123456号公報（[0003],図3）
【特許文献２】国際公開WO2014/054708
【非特許文献】
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【０００７】
【非特許文献１】石丸伊知郎「共役面超解像格子によるフーリエ分光断層イメージングの
高鮮明度化」、日本光学会年次学術講演会2012（Optics & Photonics Japan 2012）講演
要旨集
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
近年、ドローンと呼ばれる無人航空機に分光測定装置を搭載し、海中のプランクトンや
森林の樹木の葉に含まれる成分等、被測定物の内部に含まれる成分を広域測定する試みが
行われている。この場合、海面や樹木の葉に入射した太陽光が海中や葉の内部に進入し、
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海中のプランクトンや葉の内部の成分によって反射等された後、外部に放出された光（内
部散乱光）が分光測定装置で測定される。
【０００９】
上述した、血液中のグルコースやコレステロール等の生体成分を測定する場合、皮膚の
透過性に優れた近赤外光を測定光として被検部位に照射する。このため、測定光の多くを
被検部位の内部に入り込ませることができる。これに対して、海面や樹木の葉の表面に入
射する太陽光の場合、その多くは海面や葉の表面で反射され、海中や樹木の葉の内部に進
入する光の方が少ない。このため、本来、分光測定装置で受光すべき内部散乱光に、海面
や葉の表面で反射した光（表面反射光）が重畳してしまい、海中のプランクトンや葉の内
部成分を正確に分光測定することができない。

30

【００１０】
本発明が解決しようとする課題は、被測定物の表面で反射される光の影響を抑えつつ、
被測定物の内部成分の鮮明なインターフェログラムと高精度な分光特性を取得することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記課題を解決するために成された本発明に係る分光測定装置は、
a) 被測定物からの光を所定の第１軸方向に２つに分割して第１測定光及び第２測定光
を形成する分割光学系と、
b) 前記第１測定光及び前記第２測定光の間に、前記第１軸方向と直交する方向である
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第２軸方向に沿って連続的に変化する光路長差を付与する光路長差付与手段と、
c) 連続的に変化する光路長差が付与された前記第１測定光及び前記第２測定光を前記
第１軸方向に集光させて結像面上に直線状の干渉光を形成する結像光学系と、
d) 前記結像面上に前記第２軸方向に所定の周期で配置された複数の画素を有する、前
記干渉光の強度を検出する干渉光検出部と、
e) 前記干渉光検出部で検出された前記干渉光の光強度に基づき、前記被測定物に含ま
れる成分のインターフェログラムを求め、このインターフェログラムをフーリエ変換する
ことによりスペクトルを取得する処理部と、
f) 前記被測定物と前記分割光学系の間に配置された、該分割光学系と共通の共役面を
有する共役面結像光学系と、
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g) 前記共役面に配置された、前記第１軸方向に周期的に並ぶ複数の透光部と複数の遮
光部とを有する振幅型回折格子と、
を備え、
前記複数の透光部の少なくとも一部が、前記被測定物の表面で反射された表面反射光に
由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定物の内部から放出された光を通過させる光学素
子から構成されていることを特徴とする。
【００１２】
上記分光測定装置では、被測定物の表面に入射した光が該被測定物の内部に進入するこ
とにより該内部に含まれる成分によって反射され、該被測定物の外部に放出された光（内
部散乱光）は、振幅型回折格子の透過部を通過することにより空間的な周期変化が付与さ
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れた後、分割光学系によって第１測定光と第２測定光に分割され、その後、光路長差付与
手段によって第１測定光と第２測定光の間に連続的に変化する光路長差が付与される。そ
して、結像光学系によって結像面上に第１測定光と第２測定光の干渉光が形成され、該結
像面上に配置された干渉光検出部によって干渉光の強度が検出され、処理部によってスペ
クトルが取得される。このとき、該振幅型回折格子の透光部の少なくとも一部を前記被測
定物の表面で反射された表面反射光に由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定物の内部
から放出された内部散乱光を通過させる光学素子から構成したため、分割光学系に向かう
光に占める被測定物の表面反射光の割合を小さく抑えることができる。
【００１３】
前記光学素子としては、透過軸の方向が前記第１軸方向となるように配置された第１直
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線偏光板、透過軸の方向が前記第２軸方向となるように配置された第２直線偏光板、及び
透過軸の方向が前記第１軸方向及び前記第２軸方向のいずれとも異なる方向となるように
配置された第３直線偏光板から選択される１種又は複数種の直線偏光板を用いることがで
きる。
【００１４】
被測定物の表面に入射する光が太陽光のような非偏光の光の場合、その入射角（＝反射
角）が所定の角度範囲にあるとき、表面反射光にはＰ偏光成分がほとんど含まれず、Ｓ偏
光成分が支配的になることが知られている。Ｐ偏光成分とは、電場の振動方向が入射面（
入射光線と反射光線を含む面）に垂直な直線偏光成分をいい、Ｓ偏光成分とは、電場の振
動方向が入射面と平行な垂直偏光成分をいう。一方、被測定物の内部から放出される内部
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散乱光は、非偏光の状態がほぼ維持される。従って、被測定物に入射する光が非偏光の光
の場合に、直線偏光板の透過軸が入射面と垂直になり、且つ、入射角が所定の角度範囲と
なる表面反射光が入射するような向きに分光測定装置を設置すると、表面反射光に由来す
る偏光（すなわちＳ偏光成分）の多くは該直線偏光板から成る透光部を通過することがで
きないため、該表面反射光を減衰することができる。この場合、透光部の全てを透過軸の
方向が同じ直線偏光板から構成し、且つ、それら直線偏光板の透過軸が入射面と垂直にな
るような向きに分光測定装置を設置すると、表面反射光に由来する偏光が透光部を通過す
ることを阻止することができる。
【００１５】
また、上記分光測定装置においては、前記複数の透光部を、透過軸の方向が前記第１軸
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方向となるように配置された第１直線偏光板と、透過軸の方向が前記第２軸方向となるよ
うに配置された第２直線偏光板とから構成すること、あるいは、前記複数の透光部を、透
過軸の方向が前記第１軸方向となるように配置された第１直線偏光板及び透過軸の方向が
前記第２軸方向となるように配置された第２直線偏光板のいずれかと、透過軸の方向が前
記第１軸方向及び第２軸方向のいずれとも異なる方向となるように配置された第３直線偏
光板とから構成することが好ましい。
【００１６】
上記構成においては、透光部を構成する直線偏光板の透過軸の方向を適宜の方向に設定
することにより、一部の透光部は、表面反射光に由来する偏光及び内部散乱光に由来する
偏光の両方を通過させ、残りの透光部は内部散乱光に由来する偏光のみを通過させ、且つ
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、表面反射光に由来する偏光を通過させないようにすることができる。例えば、透光部を
構成する直線偏光板の一部は内部散乱光のＰ偏光成分が、残りの直線偏光板は表面反射光
のＳ偏光成分及び内部散乱光のＳ偏光成分が通過するように透過軸の方向を設定した場合
、干渉光検出器の一部の画素で検出されるＰ偏光成分の光強度、残りの画素で検出される
Ｓ偏光成分の光強度から表面反射光の強度、内部散乱光の強度を求めることができ、これ
ら表面反射光の波長毎の強度（分光特性）、内部散乱光の波長毎の強度（分光特性）を求
めることができる。
【００１７】
表面反射光の分光特性は被測定物に入射する光、つまり光源色を反映する。一方、内部
散乱光の分光特性は被測定物の内部成分の反射光の分光特性（言い換えると吸収光の分光
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特性）を反映する。従って、表面反射光の強度を用いて光源色の補正（バックグラウンド
補正）を行うことにより、内部成分の高精度な分光特性を求めることができる。
【００１８】
また、上記課題を解決するために成された本発明に係る分光測定方法は、
a) 被測定物からの光を分割光学系により所定の第１軸方向に２つに分割して第１測定
光及び第２測定光を形成し、
b) 前記第１測定光及び前記第２測定光の間に、前記第１軸方向と直交する方向である
第２軸方向に沿って連続的に変化する光路長差を付与し、
c) 連続的に変化する光路長差が付与された前記第１測定光及び前記第２測定光を、結
像光学系により前記第１軸方向に集光させて結像面上に直線状の干渉光を形成し、
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d) 前記結像面上に前記第２軸方向に所定の周期で配置された複数の画素を有する干渉
光検出器を用いて前記干渉光の強度を検出し、
e) 前記干渉光検出部で検出された前記干渉光の光強度に基づき、前記被測定物に含ま
れる成分のインターフェログラムを求め、このインターフェログラムをフーリエ変換する
ことによりスペクトルを取得する分光測定方法において、
前記被測定物と前記分割光学系の間に、該分割光学系と共通の共役面を有する共役面結
像光学系を配置するとともに、前記共役面に、前記第１軸方向に周期的に並ぶ複数の透光
部と複数の遮光部とを有する振幅型回折格子を配置し、前記透光部の少なくとも一部を、
前記被測定物の表面で反射された表面反射光に由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定
物の内部から放出された光を通過させる光学素子から構成したことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、分割光学系と共役面結像光学系の共通の共役面に振幅型回折格子を配
置するとともに、該振幅型回折格子の透光部を被測定物の表面で反射された表面反射光に
由来する偏光を減衰させつつ、前記被測定物の内部から放出された光を通過させる光学素
子から構成したため、被測定物のテクスチャーの違いが結像面における内部散乱光の光量
分布に及ぼす影響を抑えつつ、被測定物の内部成分の鮮明なインターフェログラム及び高
精度な分光特性を取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】本発明の第１実施形態に係る分光測定装置の全体構成を示す斜視図。
【図２】分光測定装置の上面図。
【図３】分光測定装置の側面図。
【図４】多重スリットの正面図（ａ）、側面図（ｂ）。
【図５】散乱表面反射光が分光測定装置に入射する条件で測定するときの測定原理を説明
する模式図。
【図６】Ｓ偏光及びＰ偏光の入射角度と反射率との関係を示す図。
【図７】表面反射光と内部散乱光のＳ偏光成分とＰ偏光成分の関係を説明するための図。
【図８】本実施形態に係る分光測定装置を用いて測定した結果を示す図。
【図９】直接表面反射光が分光測定装置に入射する条件で測定するときの測定原理を説明
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する模式図。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る分光測定装置の全体構成を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、図面を参照しつつ本発明に係る分光測定装置の具体的な実施形態について説明す
る。
【００２２】
［第１実施形態］
＜装置構成＞
図１〜図３に示すように、分光測定装置１００は、共役面結像光学系と結像型１次元フ
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ーリエ分光光学系により構成されている。共役面結像光学系では、観察条件である視野範
囲や倍率に応じて、測定対象（物体面）の像を結像レンズや広角レンズ、顕微対物レンズ
などのレンズ１１を用いて物体面と光学的に共役な面を形成する。この共役面は結像型１
次元フーリエ分光光学系の物体面となり、該共役面に多重スリット１３が配置されている
。多重スリット１３が本発明の振幅型回折格子に相当する。
【００２３】
多重スリット１３は、図４に示すように、所定方向に周期的に配列された複数の透光部
１３１を有する。透光部１３１と透光部１３１の間の部分は遮光部１３２となる。多重ス
リット１３の透光部１３１が並ぶ方向が本発明の第１軸方向に相当する。透光部１３１の
幅は、後述する２次元アレイデバイス２１の第１軸方向の画素ピッチ（画素サイズ）とほ
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ぼ同じに設定されている。複数の透光部１３１には被測定物の表面反射光を減衰させつつ
内部散乱光を通過させる光学素子１３１Ａが嵌め込まれている。光学素子１３１Ａとして
は、透過軸の方向が第１軸方向と一致する第１直線偏光板、透過軸の方向が第２軸方向と
一致する第２直線偏光板、及び透過軸の方向が第１軸及び第２軸とは異なる方向の第３直
線偏光板の中から選択される１種又は複数種の直線偏光板が用いられる。いずれの直線偏
光板を用いるかは、被測定物に入射する光の種類（偏光光であるか非偏光光であるか）、
被測定物の表面に対してどのような角度で分光測定装置１００を設置するか、等によって
決める。
【００２４】
結像型１次元フーリエ分光光学系は、対物レンズ１５と結像レンズ１７による無限遠補
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正結像光学系であり、光学的なフーリエ変換面の近傍に位相シフタ１９を、結像レンズ１
７の結像面に２次元受光アレイデバイス２１をそれぞれ設置している。２次元受光アレイ
デバイス２１が本発明の干渉光検出部に相当する。
【００２５】
位相シフタ１９は、半円状の透過型光学部材である第１透過部１９１と第２透過部１９
２からなり、全体としてほぼ円板状の構成を有している。第１透過部１９１及び第２透過
部１９２は、本装置において測定する光の波長帯域を透過可能な光学部材から構成されて
いる。第１透過部１９１は、入射面及び出射面が平行な厚さ一定の光学部材から成る。一
方、第２透過部１９２は、第１透過部１９１の入射面に対して傾斜する入射面と、第１透
過部１９１の出射面と同一面上にある出射面を有するくさび形の光学部材から成る。本実
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施形態では、第２透過部１９２は、厚さが一方側から他方側（図１では手前側から奥側）
に向かって徐々に小さくなっており、これにより入射面が、一方側から他方側に向かって
結像レンズ１７側に傾斜している。結像レンズ１７は平凸面シリンドリカルレンズから成
る。結像レンズ１７は、位相シフタ１９側の面が該位相シフタ１９に向かって突出する、
第２軸と平行な軸を中心とする円筒状の凸面から成り、２次元受光アレイデバイス２１側
の面が位相シフタ１９の出射面と平行な平面から成る。
【００２６】
対物レンズ１５と位相シフタ１９が本発明の分割光学系を構成し、位相シフタ１９が本
発明の光路長差付与手段を構成する。第２透過部１９２の厚さが変化する方向が本発明の
第２軸方向に相当し、上述した第１軸方向と直交する。図面では、第１軸を垂直軸、第２
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軸を水平軸として表しているが、逆でも良く、水平軸や垂直軸以外の軸でも良い。要は、
第１軸方向と第２軸方向が直交する関係にあればよい。
【００２７】
２次元受光アレイデバイス２１は、第１軸方向及び第２軸方向にそれぞれ所定のピッチ
で配列された複数の画素を有する２次元ＣＣＤカメラから構成されている。
なお、第２透過部１９２の入射面の傾斜角度は、波数分解能により決まる位相シフト量
と、２次元受光アレイデバイス２１の画素の第２軸方向のサンプリング間隔（第２軸方向
に並ぶ画素のピッチ）により決まるが、多少ずれても問題はない。
【００２８】
＜装置の光学的作用＞
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次に、上記分光測定装置１００の光学的作用について図５を参照しながら説明する。な
お、上記分光測定装置１００は、被測定物の内部から発せられる光（内部散乱光）の分光
特性及び被測定物の表面から発せられる光（表面反射光）の分光特性のいずれも測定する
ことができるが、本発明は、内部散乱光の分光特性を測定して被測定物の内部に含まれる
成分を定量、定性分析することを目的とするため、以下の説明では、内部散乱光の分光特
性を求める方法について説明する。つまり、本実施形態に係る分光測定装置１００の測定
対象は、被測定物の内部成分である。以下、海面を広域測定することにより、測定対象で
ある海中のプランクトンの分光特性を測定する場合を例に挙げて説明する。説明の便宜上
、海面は水平な平坦面であることとする。
【００２９】
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＜太陽光の散乱光・拡散光の反射光が入射する条件での測定＞
反射率は、フレネル反射則で知られているように、界面における屈折率差に基づいて決
定される。海中に存在するプランクトンなどの生物系の屈折率は水の屈折率（1.33）より
少し大きい程度（例えば、屈折率：1.38）であることが知られている。そのため、海面（
大気の屈折率：1.0、水の屈折率：1.33）における屈折率差に比べ、プランクトンと水と
の屈折率差は極めて小さい。このため、海面での反射率（表面反射率）の方が内部散乱反
射率よりも、数百倍程度大きくなる。
【００３０】
一方、空気中には様々なガスや塵等が存在するため、太陽光は空気中の塵等によって散
乱・拡散される。そのため、海面には、太陽光が直接入射する他、太陽光の散乱光や拡散
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光が入射する。太陽光が直接海面に入射した場合の反射光（直接表面反射光）の強度は、
太陽光の散乱・拡散光が海面に入射した場合の反射光（散乱表面反射光）の強度に比べる
と非常に大きい。
【００３１】
内部散乱光の強度と表面反射光の強度の差が大きいと、内部散乱光の強度と表面反射光
の強度の両方を分光測定装置１００のダイナミックレンジ内で測定することが難しくなる
。そこで、分光測定装置１００に対して散乱表面反射光が入射するように該分光測定装置
１００を配置する。以下の説明では、散乱表面反射光を単に表面反射光と呼ぶ。
【００３２】
具体的には、図５に示すように、太陽に背を向けた状態で、且つ、分光測定装置１００
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の受光軸Ｌ１（第１軸及び第２軸と直交する方向に延びる軸）と水平面のなす角度（俯角
）がθ[rad.]になるように該分光測定装置１００を設置する。また、第１軸方向及び第２
軸方向のいずれか水平方向となるように分光測定装置１００を設置する。これにより、分
光測定装置１００のレンズ１１には、入射面（入射光と反射光を含む面）が海面に垂直で
、且つ、反射角がθ１（＝90‑θ[rad.]）の表面反射光が入射する。同時に、分光測定装
置１００のレンズ１１には、前記表面反射光と同じ方向で海中から放出される内部散乱光
が入射する。これら表面反射光及び内部散乱光は、レンズ１１によって分割光学系と共通
の共役面に集光される。
【００３３】
共役面には多重スリット１３が配置されており、且つ、該多重スリット１３の透光部１
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３１には直線偏光板が嵌め込まれている。この例では、直線偏光板として、透過軸の方向
が第１軸方向となる直線偏光板と、透過軸の方向が第２軸方向となる直線偏光板が用いら
れ、これら２種類の直線偏光板が交互に透光部１３１に嵌め込まれていることとすると、
表面反射光及び内部散乱光に由来するＳ偏光はこれら２種類の直線偏光板の一方のみ通過
し、他方は通過しない。また、表面反射光及び内部散乱光に由来するＰ偏光は２種類の直
線偏光板の他方のみ通過し、一方は通過しない。
【００３４】
太陽光のような非偏光の光は、Ｐ偏光成分とＳ偏光成分に分解することができる。この
ような非偏光の光が所定の角度で被測定物の表面に入射したときのＰ偏光成分とＳ偏光成
分の反射率と入射角の関係を図６に示す。図６は水（屈折率1.33）と空気（屈折率1.00）
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の界面におけるＰ偏光とＳ偏光の入射角度ごとの反射率を示すグラフである。各偏光の反
射率はフレネル反射則による式から求めた。図６から分かるように、全体に亘ってＳ偏光
成分の反射率の方がＰ偏光成分の反射率よりも高い。また、入射角が約70[deg.]を下回る
とＰ偏光成分の反射率は非常に低くなり、ブリュースター角では 0％となる。図６に示す
ように、水と空気の界面におけるブリュースター角は53[deg.]となる。
【００３５】
ブリュースター角とは、屈折率が異なる２つの物質の界面に一方の物質（入射側媒質）
側から他方の物質（透過側媒質）側に向けて光が入射したとき、電場の振動方向が入射面
（入射光線と反射光線を含む面）に平行な直線偏光成分（Ｐ偏光）は物質の内部に入射し
、電場の振動方向が入射面に垂直な直線偏光成分（Ｓ偏光）だけが反射する角度をいう。
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ブリュースター角をθＢ、入射側媒質の屈折率をｎ１、透過側媒質の屈折率をｎ２とする
と、角度θＢは次の式で表される。
ｔａｎ θＢ ＝ ｎ２／ｎ１
【００３６】
そこで、俯角θが37[rad.]（＝90‑53[rad.]）となるように分光測定装置１００を設置
すると、分光測定装置１００のレンズ１１に入射する表面反射光はＳ偏光成分のみとなる
。このため、表面反射光（のＳ偏光成分）は内部散乱光のＳ偏光成分とともに一方の直線
偏光板を通過するが、他方の直線偏光板を通過する光は内部散乱光のＰ偏光成分のみとな
る。
【００３７】
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多重スリット１３には透光部１３１と遮光部１３２が交互に配置されているため、透光
部１３１を通過した光は、空間的な周期性が付与された後、分割光学系、平凸面シリンド
リカルレンズ１７を経て２次元受光アレイデバイス２１に入射する。分割光学系を構成す
る対物レンズ１５に入射した光は、位相シフタ１９によって第１軸方向に２つに分割され
、第１測定光と第２測定光として出射する。上述したように位相シフタ１９を構成する第
１透過部１９１は、入射面及び出射面が平行な厚さ一定の光学部材から成り、第２透過部
１９２は、厚さが一方側から他方側に向かって徐々に小さくなる光学部材から成るため、
第１透過部１９１を通過した第１測定光と第２透過部１９２を通過した第２測定光の間に
連続的な光路長差が付与される。これら第１測定光及び第２測定光は平凸面シリンドリカ
ルレンズ１７によってそれぞれ第１軸方向に集光され、結像面において干渉光を形成する
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。結像面には２次元受光アレイデバイス２１を構成する多数の画素が配置されており、こ
れら画素によって干渉光の強度が検出される。
【００３８】
２次元受光アレイデバイス２１の画素では、それぞれ対応する透光部１３１を透過した
光によって形成された干渉光の強度が検出される。上述したように、複数の透光部１３１
のうち一部は表面反射光のＳ偏光成分と内部散乱光のＳ偏光成分が通過し、残りは内部散
乱光のＰ偏光成分のみが通過する。従って、一部の画素では表面反射光のＳ偏光成分及び
内部散乱光のＳ偏光成分が重畳した光による干渉光の強度が検出され、残りの画素では内
部散乱光のＰ偏光成分の干渉光の強度が検出される。
【００３９】
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２次元受光アレイデバイス２１の検出信号はパーソナルコンピュータ等から成る制御装
置２５に入力され、所定の演算処理によってプランクトンのインターフェログラムが求め
られ、このインターフェログラムをフーリエ変換することによりスペクトル（分光特性）
が得られる。従って、本実施形態では制御装置２５が本発明の処理部に相当する。
【００４０】
このとき、制御装置２５は、表面反射光のＳ偏光成分と内部散乱光のＳ偏光成分が重畳
した光により形成された干渉光の強度、及び内部散乱光のＰ偏光成分により形成された干
渉光の強度に基づき表面反射光の光量、内部散乱光の光量を求め、これらを用いて、表面
反射光、及び内部散乱光のインターフェログラム、スペクトルを得る。例えば図８の（ａ
）は表面反射光のインターフェログラム、スペクトルを、図８（ｂ）は内部散乱光のイン
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ターフェログラム、スペクトルの例を示している。そして、表面反射光のスペクトルを用
いて、内部散乱光のスペクトルを補正し、内部成分（プランクトン）の分光特性を求める
。以下、表面反射光の光量及び内部散乱光の光量を求める方法について図７を参照して説
明する。
【００４１】
海面に入射する光のうち波長λの光量（分光光量）をＩ0(λ)、海面に入射した波長λ
の光の表面反射率（分光反射率）をr1(λ)、海中に進入した波長λの光の内部成分による
反射率（分光反射率）をr2(λ)とすると、波長λの表面反射光量Ｉ1(λ)、波長λの内部
散乱光量Ｉ2(λ)は次の式で表される。
波長λの表面反射光量

：Ｉ1(λ)＝r1(λ)・Ｉ0(λ)

波長λの内部散乱光量

：Ｉ2(λ)＝r2(λ)・(1−r1(λ))・Ｉ0(λ)
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…(1)
…(2)

【００４２】
また、各反射率r1(λ)、r2(λ)は、次に示すように、それぞれＳ偏光成分、Ｐ偏光成分
の反射率の和で表される。
r1(λ)＝r1p(λ)＋r1s(λ)

…(3)

r2(λ)＝r2p(λ)＋r2p(λ)

…(4)

そうすると、２次元受光アレイデバイス２１で検出される波長λの光のＰ偏光成分及び
Ｓ偏光成分の光量Ｉp(λ)、Ｉs(λ)は、式(1)〜(4)から次の式で表される。
Ｉp(λ)＝r1p(λ)・Ｉ0(λ)＋r2p(λ)・(1−r1p(λ)−r1s(λ))・Ｉ0(λ)

…(5)

Ｉs(λ)＝r1s(λ)・Ｉ0(λ)＋r2s(λ)・(1−r1p(λ)−r1s(λ))・Ｉ0(λ)

…(6)
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【００４３】
ただし、上述したように、分光測定装置１００は俯角θが37[rad.]となるように設置さ
れており、ブリュースター角（53[rad.]）付近の角度の表面反射光が分光測定装置１００
のレンズ１１に入射するため、表面反射光にはＰ偏光成分がほとんど含まれない。一方、
内部散乱光は入射光の非偏光状態を維持している。このため、
Ｐ偏光成分の反射率：r1p(λ)＝0
r2p(λ)＝r2p(λ)＝1/2・r2(λ)

…(7)
…(8)

と仮定することができる。
【００４４】
そこで、式(7)、(8)を、式(5)、(6)に代入すると、検出光のＰ偏光成分及びＳ偏光成分
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の光量Ｉp(λ)、Ｉs(λ)は、次の式で表される。
Ｉp(λ)＝1/2・r2(λ)・(1−r1s(λ))・Ｉ0(λ)

…(9)

Ｉs(λ)＝r1s(λ)・Ｉ0(λ)＋1/2・r2(λ)・(1−r1s(λ))・Ｉ0(λ)

…(10)

【００４５】
式(9)をr2(λ)について解くと、
r2(λ)＝[2/(1−r1s(λ))]・(Ｉp(λ)/Ｉ0(λ))

…(11)

となる。また、式(9)及び式(10)から、
Ｉs(λ)＝r1s(λ)・Ｉ0(λ)＋Ｉp(λ)
となるため、この式をＩ0(λ)について解くと、
Ｉ0(λ)＝（Ｉs(λ)−Ｉp(λ)）/r1s(λ) …(12)
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となる。
【００４６】
式(11)及び式(12)から、内部散乱光の分光反射率r2(λ)は次の式で表される。
r2(λ)＝[2r1s(λ)/(1−r1s(λ))]・(Ｉp(λ)/(Ｉs(λ)−Ｉp(λ))

…(13)

分光測定装置１００に入射する表面反射光の入射角（90‑θ[rad.]）から、表面散乱光
のＳ偏光成分の反射率r1s(λ)の値を推定することができる（図６参照）。また、Ｉp(λ)
及びＩs(λ)の値は２次元受光アレイデバイス２１の検出結果から求められる。従って、
これらの値を式(13)に代入することにより、内部散乱光の分光反射率r2(λ)を求めること
ができ、この分光反射率r2(λ)から内部成分の分光吸収率(１−r2(λ)）を求めることが
できる。従って、この内部成分の分光吸収率を用いて内部成分の分光特性を求めることが

10

できる。
【００４７】
＜太陽光の直接表面反射光が入射する条件での測定＞
晴天時のように太陽光の強度が大きい場合は、空気中の塵等による太陽光の散乱光・拡
散光の強度も大きいが、曇天時は雲に遮られるため太陽光の散乱光・拡散光の強度は非常
に小さくなる。従って、このような場合は、図９に示すように、太陽光の直接表面反射光
が分光測定装置１００に入射する条件で測定しても、ダイナミックレンジ内で表面反射光
と内部散乱光を測定することができる。
【００４８】
太陽光の直接表面反射光が分光測定装置１００に入射する条件で測定する場合も、分光
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測定装置１００は、その受光軸（第１軸及び第２軸と直交する方向に延びる軸）と水平面
のなす角度（俯角）がθ[rad.]になるように設置する。第１軸方向及び第２軸方向のいず
れか水平方向となるように分光測定装置１００を設置する。そして、太陽光の高度φが90
‑53＝37[rad.]となる時間帯に測定を行う。これにより、分光測定装置１００のレンズ１
１には、入射面（入射光と反射光を含む面）が海面に垂直で、且つ、反射角が57[rad.]の
直接表面反射光が入射する。同時に、分光測定装置１００のレンズ１１には、前記表面反
射光と同じ方向で海中から放出される内部散乱光が入射する。これら直接表面反射光及び
内部散乱光は、レンズ１１によって分割光学系と共通の共役面に集光され、多重スリット
１３、対物レンズ１５、位相シフタ１９、平凸面シリンドリカルレンズ１７を経て２次元
受光アレイデバイス２１で干渉光の強度が検出された後、制御装置２５における所定の演
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算処理によってスペクトルが得られる。
【００４９】
なお、以上の説明では海面が水平な平坦面であることとしたが、実際は、波によって海
面は様々な方向の傾斜面から構成される。そのため、太陽光の高度φが33[rad.]となる時
間帯であっても、海面で反射される表面反射光の入射角（反射角）は様々である。従って
、分光測定装置１００を上述した角度θ（37[rad.]）以外の俯角で設置した場合でも表面
反射光と内部散乱光を分光測定装置１００に取り込むことができる。また、太陽光の高度
φが37[rad.]以外の場合であっても、分光測定装置１００の俯角を適宜の値に設定するこ
とにより、表面反射光と内部散乱光を分光測定装置１００に取り込むことができる。この
ような場合、表面反射光はＰ偏光とＳ偏光を含むランダム偏光となるが、上述した計算式
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を用いることにより、内部成分の分光特性を求めることができる。
【００５０】
［第２実施形態］
図１０に示すように、第２実施形態に係る分光測定装置２００は、分光光学系を結像型
２次元フーリエ分光光学系から構成した点が第１実施例と異なる。即ち、この分光測定装
置２００は、共役面結像光学系と、多重スリット１１３と、結像型２次元フーリエ分光光
学系から構成されている。結像型２次元フーリエ分光光学系は、対物レンズ１１５、反射
型位相シフタ３０、結像レンズ１１７、検出部１２１、制御装置１２５から構成されてい
る。検出部１２１は例えばＣＣＤカメラから構成されている。
【００５１】
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反射型位相シフタ３０は、可動ミラー部３０１と、固定ミラー部３０２と、可動ミラー
部３０１を移動させる駆動機構３０３とを備えて構成されている。可動ミラー部３０１及
び固定ミラー部３０２の表面(反射面）は光学的に平坦で且つ本装置が測定対象とする光
の波長帯域を反射可能な光学鏡面となっている。本実施形態では、反射型位相シフタ３０
が光路長差付与手段に相当する。
【００５２】
共役面結像光学系は、多重スリット１１３と被測定物Ｓの間に配置されたレンズ１１１
から構成されている。共役面結像光学系と前記対物レンズ１１５は共通の共役面を有して
おり、この共通の共役面に多重スリット１１３が配置されている。
上記構成においては、多重スリット１１３、対物レンズ１１５を経て位相シフタ３０の
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可動ミラー部３０１と固定ミラー部３０２に入射した光は、これら２つのミラー部の反射
面で反射された後、結像レンズ１１７を通って検出部１２１の受光面で集光して干渉する
。検出部１２１が受光した干渉光強度は、制御装置１２５に入力され、フーリエ変換され
た後、分光特性が取得される。
このような構成においても、上述した第１実施形態と同様の作用・効果が得られる。
【００５３】
なお、本発明は上記した実施形態に限定されない。
多重スリット１３の全ての透光部１３を、被測定物の表面反射光に由来する偏光成分の
通過を阻止し、内部散乱光に由来する偏光成分を透過させる光学素子から構成しても良い
。例えば、ブリュースター角で表面反射光が分光測定装置に入射する条件で測定する場合
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は、全ての透光部を、Ｐ偏光成分を透過させ、Ｓ偏光成分を透過させない直線偏光板から
構成する。この構成によれば、干渉光検出器が検出する干渉光から表面反射光を除くこと
ができる。また、この構成においては、表面反射光の強度や分光特性に関する情報を分光
光度計等を用いて予め取得しておくことにより、この情報を用いて内部散乱光のバックグ
ラウンド補正を行うことができる。
【符号の説明】
【００５４】
１００、２００…分光測定装置
１１、１１１…レンズ
１３、１１３…多重スリット
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１３１…透光部
１３２…遮光部
１３１Ａ…光学素子
１５、１１５…対物レンズ
１７…結像レンズ（平凸面シリンドリカルレンズ）
１１７…結像レンズ
１９…位相シフタ
１９１…第１透過部
１９２…第２透過部
２１…２次元受光アレイデバイス
２１１…画素
２５、１２５…制御装置
３０…位相シフタ
３０１…可動ミラー部
３０２…固定ミラー部
３０３…駆動機構
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