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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
対物レンズ、液晶同調フィルタ、及びＣＣＤ検出素子を入射光の通過順に配置して成り、
前記液晶同調フィルタと前記対物レンズ及び前記ＣＣＤ検出素子との間にそれぞれリレー
レンズを配置すると共に、前記液晶同調フィルタを前記入射光の光軸回りに回転可能とし
たことから成る液晶光学計測装置。
【請求項２】
前記液晶同調フィルタは、筐体に回転自在に支持された回転体に取り付けられており、前
記筐体に配設された駆動源によって回転されることから成る請求項１に記載の液晶光学計
測装置。

10

【請求項３】
前記回転体は内部に前記液晶同調フィルタを取り付けた歯車であり、前記駆動源はステッ
ピングモータであり、前記ステッピングモータの出力軸に取り付けられている小歯車が前
記歯車と噛み合い係合していることから成る請求項２に記載の液晶光学計測装置。
【請求項４】
前記対物レンズ及び前記ＣＣＤ検出素子は、それぞれ、前記筐体の外部に配置されており
、異機種と交換可能であることから成る請求項２に記載の液晶光学計測装置。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載の前記液晶光学計測装置と、前記液晶光学計測装置の
前記液晶同調フィルタの回転制御及び前記液晶光学計測装置からの画像データの取得制御
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を含む制御を行うパーソナルコンピュータとを備えたことから成る光学計測システム。
【請求項６】
前記ＣＣＤ検出素子が検出した画像データは、前記パーソナルコンピュータの付属モニタ
又は前記パーソナルコンピュータに接続される外部モニタによって観察可能であることか
ら成る請求項５に記載の光学計測システム。
【請求項７】
前記ＣＣＤ検出素子が検出した画像データは、前記パーソナルコンピュータの内部記憶装
置又は前記パーソナルコンピュータに接続される外部記憶装置に記録されることから成る
請求項５に記載の光学計測システム。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、対象物からの反射光の分光偏光特性を利用して、対象物の認識や特徴を抽出
する光学計測分野に属し、特に葉緑素（クロロフィル）等の分光偏光特性を観測すること
ができる液晶光学計測装置及びそれを用いた光学計測システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
地球環境問題に対して衛星や航空機、地上、海上などで各種観測が多方面でなされている
。このような状況下で環境計測を行うための各種センサが使用されているが、光学センサ
の一つとして液晶同調フィルタ（Ｌｉｑｕｉｄ

Ｃｒｙｓ−ｔａｌ

Ｔｕｎａｂｌｅ

Ｆ
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ｉｌｔｅｒ、以下この欄において、「ＬＣＴＦ」と略す）、対物レンズ及びＣＣＤ検出素
子から成る光学センサがある。この光学センサは、直線偏光子の機能を有するＬＣＴＦを
用いた光学センサであり、ＬＣＴＦに印加される直流電圧によって透過光の波長を任意に
選択可能にする性能を有している。この光学センサは、ＬＣＴＦに印加する直流電圧を変
化させることで透過光の波長について連続分光を行うことができるので、連続分光／偏光
可能な放射計であり、ＬＣＴＦ分光偏光放射計と称されている。
【０００３】
この光学センサは、その分光特性からして、特に可視城中心での観測、即ち太陽光の被反
射対象物の観測に適している。太陽光の被反射対象物としては、湖水、海、河川、森林等
の自然対象物が考えられ、特に、植物に含まれる葉緑素（クロロフィル）等からの光の分
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光特性の観測を満足するものである。葉緑素（クロロフィル）等の分光偏光特性を把握す
れば、被反射対象物の分光偏光特性を測定することで、地上における植物の繁茂の程度及
び分布、湖水や海洋における植物プランクトンの繁殖の程度及び分布を観測することが可
能となり、植物相の観点から地球環境観測用として用いることができる。これらの自然対
象物は、地上や海上に設置したり或いは車両や船舶に搭載して直接に観測することができ
るのは勿論のこと、光学センサを航空機や宇宙機に搭載することにより、短時間で且つ広
範囲に観測することもできる。
【０００４】
放射計の中心部分を構成するＬＣＴＦの原理を、図５に基づいて簡単に説明する。図５に
示されるように、ＬＣＴＦ２０は、構造的には、入力偏光子２１と出力偏光子２４との２
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枚の偏光子の間で複屈折結晶板２２と液晶素子２３とを前後を平行に挟んだサンドイッチ
構造を用いている。ＬＣＴＦ２０は、そのようなサンドイッチ構造を複数層にして重ね合
わせたものであり、各層は液晶位相器（遅相器）の要素を挟んだ、互いに平行な直線偏光
子から成っている。
【０００５】
液晶同調フィルタＬＣＴＦは、透過波長を電子的に制御できるバンドパスフィルタであり
、リオフィルタ（Ｌｙｏｔ

Ｆｉｌｔｅｒ）の設計に基づいている。図５において左から

の入射光は、入力偏光子２１を通り、次に偏光子の偏光軸に対して結晶軸が４５度に設置
された複屈折結晶板２２でそれぞれ位相速度の異なった常光、異常光の２成分に等量に分
割される。液晶素子２３に加える電圧（Ｖ）により、液晶結晶軸の一方の屈折係数が変化
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するので、一方の光は他方に光に比較して遅延する。このように、結晶素子２３は、液晶
遅相器としての働きをする。結晶素子２３を出た２つの成分は出力偏光子２４で合成され
るが、干渉により波長に関して周期的な透過特性となる。これらを１ステージとして、次
々に複屈折結晶板２２の厚さが前段の２倍になるステージを重ねることで、入射光の最終
透過特性は狭帯域となる。
【０００６】
ＬＣＴＦ２０によっては、出力偏光子２２が入力偏光子２１に対して偏光軸が互いに垂直
になるように配置されているので、類似の分光フィルタリングが生じる。こうした設計が
されたＬＣＴＦ２０は、応用先を選択する際に、あるパスバンド形状を達成するため、又
はバンド外光を除くために利用される。このようなＬＣＴＦ２０は、可動部分が無く、液
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晶素子２３に印加する電圧を変えることで任意の波長に分光できるという特長を有してい
る。
【０００７】
図５に示すＬＣＴＦ２０を用いた従来型のＬＣＴＦ分光計２８は、図６に示されるブロッ
ク図のように左から対物レンズ（カメラレンズ）２、ＬＣＴＦ２０及び受光部としてのＣ
ＣＤカメラ６から構成されている。対物レンズ２及びＣＣＤカメラ６はカメラ筐体７の外
部に配置され、ＬＣＴＦ２０はカメラ筐体７の内部において固定配置されている。ＬＣＴ
Ｆ分光計２８の動作原理としては、図の左側から入射した被写体（対象物）からの反射光
が対物レンズ２で集光され、ＬＣＴＦ２０で各波長に分光・偏光され、ＣＣＤカメラ６で
受光され、最終的に結像される。このＣＣＤカメラ６からの撮像画像を処理することによ
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って対象物の特徴を抽出することができる。ＬＣＴＦ２０にはドライバコントロール（図
示せず）から各種電圧を与えられるが、その電圧を変えることにより選択される波長が変
化する。従って、ＬＣＴＦ２０は、選択波長を連続して高速可変でき、設定した分光光を
出射する。
【０００８】
しかしながら、従来型のＬＣＴＦ分光計２８では、図５に示すＬＣＴＦ２０がカメラ筐体
７に固定されており、リレーレンズも用いられていない。また、ＬＣＴＦ２０がカメラ筐
体７に固定されたままであるので、透過する光の振動面（偏波面）が固定され、その結果
、センサへの入射光束の中から所望の偏光を計測することができない。このような従来型
の光学センサ（ＬＣＴＦ分光計２８）を地球観測等に用いた場合、対象物からの太陽反射
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光に含まれる特定方向の偏光特性が観測されるのみであり、また、対象物の特徴抽出もあ
る特定方向の偏光画像からなされるのみである。従って、多種方向の偏光画像から特徴抽
出を行うことができず、抽出精度の向上に自ずと限界が生じていた。
【０００９】
また、ＬＣＴＦ２０では、その屈折特性からして、入射平行光線束に対して出力光を平行
光線束にすることは可能であるが、一般に、入射光が平行光線束でなければ光学センサの
対物レンズ２を透過した後の光は平行光線束であるとは限らない。従って、従来型の光学
センサでは、ＬＣＴＦ２０を透過後の光（非平行光線束）をカメラ筐体７内の任意の位置
でＣＣＤ面に結像画像として捉えることが不可能である。その結果、従来型の光学センサ
では、その出力（対象物の画像データ）の計測精度が低下し、対象物の特徴抽出の精度も
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低下するという不都合があった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、液晶同調フィルタと入出力偏光子とを用いた液晶光学計測装置において、液晶同
調フィルタの偏光面を任意に変更可能にして多種方向の偏光成分を成分ごとに透過可能に
し、更に、対物レンズ透過後の光を平行光線束にして対象物の特徴抽出の精度を向上する
と共に、そうした液晶光学計測装置を用いつつ光学計測をし易くする光学計測システムを
得る点で解決すべき課題がある。
【００１１】
この発明の目的は、従来型のＬＣＴＦ分光偏光放射計に代わり、上記の二つの問題点を同
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時に解決する、即ち、多種方向の偏光画像から特徴抽出を行うことを可能にして抽出精度
を向上させることを図ると共に、センサ出力としてＣＣＤ面に得られる対象物の結像画像
データの計測精度を高めて、対象物の特徴抽出の精度を向上させることができる液晶光学
計測装置を提供すると共に、そうした液晶光学計測装置の制御とデータ取得について扱い
易くした光学計測システムを提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
この発明による液晶光学計測装置は、対物レンズ、液晶同調フィルタ、及びＣＣＤ検出素
子を入射光の通過順に配置して成り、前記液晶同調フィルタと前記対物レンズ及び前記Ｃ
ＣＤ検出素子との間にそれぞれリレーレンズを配置すると共に、前記液晶同調フィルタを
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前記入射光の光軸回りに回転可能としたことから構成されている。
【００１３】
このように構成された液晶光学計測装置によれば、対物レンズ、液晶同調フィルタ、ＣＣ
Ｄ検出素子、並びに液晶同調フィルタの光軸方向前後にそれぞれ配設されたリレーレンズ
とから構成されるが、特に、対物レンズとＣＣＤ検出素子との間にリレーレンズを配置す
ることにより、リレーレンズ間が液晶同調フィルタが挿入可能な平行光線束の区間となる
。対物レンズからリレーレンズに入射した光は平行光となって液晶同調フィルタに入射さ
れ、その後、液晶同調フィルタを通過した光は再びリレーレンズを通してＣＣＤ検出素子
に結像される。即ち、液晶同調フィルタを透過する入射光及び出力光の光軸は液晶同調フ
ィルタの回転軸と平行になり、対物レンズの焦点距離が見かけ上長くなる。更に、液晶同
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調フィルタを入射光の光軸回りに回転可能とすることにより、入射光線束の中の任意の偏
光を選択透過可能とすることができる。従って、入射光線束の中の任意の偏光を選択透過
可能としつつ、ＣＣＤ検出素子への結像が精度良く行われる。
【００１４】
この液晶光学計測装置において、前記液晶同調フィルタは、筐体に回転自在に支持された
回転体に取り付けられており、前記筐体に配設された駆動源によって前記液晶同調フィル
タを回転することができる。駆動源を筐体に配設することによって、液晶光学計測装置を
移動体に搭載するときに駆動源も同時に搭載され、取り扱いが容易になる。また、液晶同
調フィルタを回転体に支持しているので、液晶同調フィルタを回転体に組み付けて回転体
を回転することによって、液晶同調フィルタを回転させて、前記液晶同調フィルタを透過
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した光の偏波面を任意の角位置に設定することができる。
【００１５】
この液晶光学計測装置において、前記回転体を内部に前記液晶同調フィルタを取り付けた
歯車とし、前記駆動源をステッピングモータとし、前記ステッピングモータの出力軸に取
り付けられている小歯車を前記歯車と噛み合い係合させることができる。駆動源をステッ
ピングモータとし、小歯車から歯車へ回転を伝達することにより、液晶同調フィルタの角
度調整を小刻みな等回転角度単位で且つ正確・確実に調整することができ、液晶同調フィ
ルタを透過する光の偏波面を任意の角位置に設定することができる。なお、駆動源と回転
体との間の駆動力の伝達は、タイミングベルトやチェーン等の無端帯による伝動、摩擦車
等の摩擦伝動であてもよい。
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【００１６】
この液晶光学計測装置において、前記対物レンズ及び前記ＣＣＤ検出素子を、それぞれ、
前記筐体の外部に配置し、異機種と交換可能に構成することができる。対物レンズについ
ては一般的なカメラレンズを使用して交換可能とし、ＣＣＤ検出素子についても、ＣＣＤ
カメラのように取付け部をＣマウント方式とすることで、画素数が異なる機種の素子と交
換して取付けることが可能である。
【００１７】
また、この発明による光学計測システムは、前記液晶光学計測装置と、前記液晶光学計測
装置の前記液晶同調フィルタの回転制御及び前記液晶光学計測装置からの画像データの取
得制御を含む制御を行うパーソナルコンピュータとを備えたことから成っている。
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【００１８】
光学計測システムを上記のように構成したので、液晶光学計測装置の液晶同調フィルタの
回転及び液晶光学計測装置からの画像データの取得を含む制御がパーソナルコンピュータ
で行われ、システム構成が簡単になり且つ簡素な光学計測システムが得られる。従って、
車両や船舶或いは航空機や宇宙機への搭載が容易になり、光学計測システムの取り扱いが
簡単になる。パーソナルコンピュータに備えた制御ユニットによって液晶光学計測装置に
ついての各種制御を行わせることができる。
【００１９】
この光学計測システムにおいて、前記ＣＣＤ検出素子が検出した画像データは、前記パー
ソナルコンピュータの付属モニタ又は前記パーソナルコンピュータに接続される外部モニ
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タによって観察可能とすることができる。パーソナルコンピュータの付属モニタ又は外部
モニタによって観察しつつ、液晶光学計測装置を制御することにより、分光偏光特性の良
好なデータを取得することが可能になる。
【００２０】
この光学計測システムにおいて、前記ＣＣＤ検出素子が検出した画像データを、前記パー
ソナルコンピュータの内部記憶装置、又は前記パーソナルコンピュータに接続される外部
記憶装置に記録することができる。液晶光学計測装置のＣＣＤ検出素子で検出した画像デ
ータは、画像取込みボードを経由して画像データ取得装置のメモリに一旦記憶され、その
後、パーソナルコンピュータのハードディスクのような内部記憶装置又はビデオデッキ等
の外部記憶装置において、初期設定された条件により連続／単体のファイルに随時ファイ
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リングされる。ファイリングされたデータは、既存のソフトウエア等で処理される。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に基づいて、この発明による液晶光学計測装置の実施例を説明する。図１
はこの発明による液晶光学計測装置の一実施例の概略を示すブロック図、図２はこの発明
の液晶光学計測装置の一実施例を示す縦断面図、図３は図２に示す液晶光学計測装置の液
晶同調フィルタの位置における横断面図である。図１〜図３において、図５及び図６に示
した構成要素と同様の機能を奏する要素については同じ符号を付すことにより、再度の詳
細な説明を省略する。
【００２２】
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図１に示す液晶光学計測装置１は、他の画像型光学センサと比較して波長分解能が優れて
いる点に特徴があるが、図６に示す従来の光学センサ（ＬＣＴＦ分光偏光放射計２８）と
比較して、液晶同調フィルタ（以下、この欄において「ＬＣＴＦ」と略す）２０に回転機
構２５を装着したこと、及びＬＣＴＦ２０の光軸方向前後にリレーレンズ４，５を用いた
点で相違している。ＬＣＴＦ２０は、図５に示すＬＣＴＦと同じ構成であり、入力偏光子
２１、複屈折結晶板２２、液晶素子２３及び出力偏光子２４で構成されている。ＬＣＴＦ
２０は、直線偏光子（１ｉｎｅａｒ

ｐｏｌａｒｉｚｅｒ）を含んでおり、実用のＬＣＴ

Ｆ２０は、そうした構造を幾層にも重ねたものである。
【００２３】
図２及び図３に示す液晶光学計測装置１は、入射する光の通過順に、対物レンズとしての
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カメラレンズ２、フィールドレンズ３、前側リレーレンズ４、ＬＣＴＦ２０、後側リレー
レンズ５及びＣＣＤ検出素子としてのＣＣＤカメラ６を同一光軸線上に配置して構成され
ている。フィールドレンズ３、前側リレーレンズ４、ＬＣＴＦ２０及び後側リレーレンズ
５は、装置の筐体としてのカメラ筐体７の内部に配置されており、カメラレンズ２とＣＣ
Ｄカメラ６とはカメラ筐体７の外部に配置されている。フィールドレンズ３及び前側リレ
ーレンズ４は、カメラレンズ２と共にカメラ筐体７の前壁８に保持されており、後側リレ
ーレンズ５は、ＣＣＤカメラ６と共にカメラ筐体７の後壁９に保持されている。
【００２４】
ＬＣＴＦ２０の回転機構２５は、後述するスパーギヤ１０、ステッピングモータ１２、出
力ギヤ１３を含んでいる。即ち、ＬＣＴＦ２０は、カメラ筐体７の中央壁に回転自在に保
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持されたスパーギヤ１０の内部に取り付けられており、スパーギヤ１０の歯１１はカメラ
筐体７に設けられたステッピングモータ１２の出力ギヤ１３と噛み合っている。後述する
制御ユニットからの制御信号によってステッピングモータ１２が駆動されるので、ＬＣＴ
Ｆ２０の回転位置を任意の角度に調節することができる。出力ギヤ１３はスパーギヤ１０
と比較して小歯車であるので、回転角度はステッピングモータ１２の設定刻み角度より更
に微小な回転角度単位で、任意の角度まで変更することができる。
【００２５】
カメラレンズ２の後に置かれる前側リレーレンズ４は、入射光を平行光としてＬＣＴＦ２
０に入射する。ＬＣＴＦ２０を透過した光も平行光となり、その後、後側リレーレンズ５
を通して受光部としてのＣＣＤカメラ６において結像面に精度良く結像される。ステッピ
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ングモータ１２によってＬＣＴＦ２０の回転位置を変更することにより、ＬＣＴＦ２０を
透過する光の偏波面を任意の角位置に設定することができ、任意方向の偏光特性が計測可
能である。カメラレンズ２は、一般的なカメラレンズを使用し交換可能であり、ＣＣＤカ
メラ６の取付け部もＣマウント方式のため各種のＣＣＤカメラを交換して取付けることが
可能である。
【００２６】
図４は、この発明による液晶光学計測装置を用いた光学計測システムの一実施例を示す概
念図である。光学計測システム３０は、液晶光学計測装置１を用いて被反射対象物の分光
特性を計測するときに、液晶光学計測装置１を光学センサとして駆動制御する。光学計測
システム３０は、ＬＣＴＦ放射計である液晶光学計測装置１に制御装置を結びつけ、波長
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制御、画像データ取得の自動的に行う機能を有しており、ＣＰＵボード３２、内部記憶装
置を有するハードディスク（ＨＤＤ）３３、制御ユニット３４、ＬＣＴＦ回転コントロー
ラ３５、画像取込みボード３６等と共に構成されるパーソナルコンピュータ３１を主体と
したハードウエアシステムから成っている。パーソナルコンピュータ３１には、付属モニ
タとしての液晶モニタ３７、キーボード３８、マウス３９、外部モニタとしてのビデオモ
ニタ４０、外部記憶装置としてのビデオデッキ４１等の周辺機器も接続されている。画像
データ記録用の外部記憶装置としては、その他にＦＤＤ、ビデオカード、ＣＤ−ＲＷ、Ｍ
Ｏ、リムーバブルＨＤＤ等が挙げられる。制御ユニット３４には、液晶光学計測装置１及
びこれら周辺機器を動作させるドライブ用のソフトウエアが予めインストールされている
。
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【００２７】
制御ユニット３４の機能として、第一に、液晶光学計測装置１の光学センサ本体のシリア
ルＲＳ−２３２Ｃドライバを駆動する制御が挙げられる。制御ユニット３４は、また、液
晶素子２３への印加電圧を変更することによるＬＣＴＦ２０の透過光の波長選択（分光）
と、波長選択と同時にＬＣＴＦ２０に回転角度を指定し、ＬＣＴＦ回転コントローラ３５
からの駆動信号をＬＣＴＦ回転機構２５に送ってＬＣＴＦ回転機構２５を駆動することに
より、波長に対して偏光面（透過光の偏波面）を連続的に変化させる機能を有する。光学
計測システム３０の作動としては、ＬＣＴＦ２０の分光波長を掃引するための設定項目で
あるＬＣＴＦ２０にある回転角度と掃引開始波長（スタート波長）、掃引終了波長（エン
ド波長）、波長を変えるときの波長間隔（ステップ波長）、次の波長へ移るときの待ち時
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間（インターバル時間）等でスイープし、連続して指定信号を与え、それらに対応したデ
ータがファイル名を付けてハードディスク３３等の記録媒体に記録される。
【００２８】
最後に、液晶光学計測装置１に備わるＣＣＤカメラ６の受光面で計測した画像データは、
画像取込みボード３６でＡ／Ｄ変換され、その画像をビデオモニタで４０でリアルタイム
に映し出される。画像データは、また、画像データ取得装置のメモリに一旦記憶され、そ
の後初期設定された条件によりパーソナルコンピュータ３１の内部及び／又は外部記憶装
置において、連続／単体のファイルに随時ファイリングされる。そのファイリングされた
データは、既存のソフトウエア等で処理される。
【００２９】
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液晶光学計測装置１は、太陽光の被反射対象物を地上、海上、航空機、宇宙機等から観測
する分光偏光放射計として用いることができる。本発明による液晶光学計測装置１は、地
上や海上に設置したり、或いはヘリコプターや航空機、宇宙機等の移動体に搭載すること
で地球環境リモートセンシング用光学センサとして用いることができる。特に、葉緑素の
分光特性を観測するように設定することにより、陸上・海上・湖沼・河川等の各領域にお
ける植物の繁茂の程度や分布を詳細に観測して、地球環境の現状や変化を把握することが
できる。更に、この発明による液晶光学計測装置１によれば、リモートセンシングによる
植物相の観測に限らず、反射光特性が分かっている対象物、例えば、印刷物や有価証券の
各種判別、古文書や絵画等の鑑定や調査、産業分野における品質管理・分類、医療・生物
分野の判別・調査等についても適用することができることは明らかである。

10

【００３０】
液晶光学計測装置１にＨｅ−Ｎｅレーザ光（波長６３２．８ｎｍ）を入射し、出力スペク
トル画像の輝度を測定した結果が、図７にグラフとして示されている。波長分解能は輝度
の最高値の半値における波長幅と定義されているので、図７に示す例では、波長分解能は
１０ｎｍであるが、液晶光学計測装置１では、５〜１０ｎｍ程度である。一般に、波長分
解能は短波長では高く、長波長では低い。また、ＬＣＴＦの動作確認は、直線偏光を入力
し、この偏光面からＬＣＴＦの偏光面との変位角を駆動信号によって変えていき、変位角
ゼロのときにセンサ出力輝度が最大、±９０°のときに最小になることで行われる。図８
には、液晶光学計測装置の−９０°から＋９０°の偏光角における出力輝度の一例がグラ
フとして示されている。これら各変位角における画像の輝度からフィルタ回転機構２５は
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正常に作動していることが確認できる。
【００３１】
対物レンズ２に入射する光の輝度［μＷ／ｃｍ２

・ｓｒ・ｎｍ］をＣＣＤ出力によって

求める際には、その出力輝度を測定し、その測定値にリレーレンズ、ＬＣＴＦ等の液晶光
学計測装置１の構成部品の影響度を加味することが必要である。この影響度を調べる（分
光キャリブレーション）には、安定したスペクトル照度特性を有する標準電極及び白色板
の校正値、並びに両者を相互の距離を置いてセンサの入力輝度スペクトルを計算で求める
。次に、波長毎のセンサ出力を計り、校正図を作成する。
【００３２】
液晶光学計測装置１によれば、対象物の特徴が波長スペクトル別に画像データとして取得
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可能であることが確認された。対象物としてハナズオウ（花蘇芳）を例に取り、太陽光の
下でその反射光を液晶光学計測装置１で観測したときのＣＣＤ出力として取得された画像
データが図９に示されている。カラー写真で捉えると、花は赤色、葉の部分は緑色である
ので、６５０ｎｍ以上では花の部位分が白く見えるが、全体として各波長別の特徴は鮮明
であり、分光による相違が明確に観測された。例えば、５５０ｎｍの波長では、若葉のみ
見え、花は光を吸収しており、６００ｎｍでは花が見え始める。６５０ｎｍでは花のみ見
え、葉は光を吸収している。６９５ｎｍでは花、葉ともに光を反射しており、７１５ｎｍ
では後方の植物（サザンカ）の葉も反射している。これらの波長別特徴から、本液晶光学
計測装置１は画像データ取得機能が正常に働いていることが確認された。
【００３３】
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【発明の効果】
この発明による液晶光学計測装置は、以上のように、対物レンズの後側にリレーレンズを
置き、以下光軸に沿って順に、液晶同調フィルタ、リレーレンズ、ＣＣＤ検出素子を置き
、且つ液晶同調フィルタには回転機構を配設しているので、対物レンズを通った入射光は
、リレーレンズを通過した後、平行光線束となって液晶同調フィルタに入射され、その後
再びリレーレンズを通して結像面のＣＣＤカメラ受光部に結像される。また、液晶同調フ
ィルタを任意角度に回転可能としたので、液晶同調フィルタを透過した光の偏波面が任意
の角位置に設定できる。従って、液晶同調フィルタを透過後の平行光線束をＣＣＤ面に結
像画像として捉えることができ、その結果、この発明による液晶光学計測装置は、その出
力である対象物の画像データの計測精度を高め、対象物の特徴抽出の精度を向上すること

50

(8)

JP 3613578 B2 2005.1.26

ができる。また、対象物からの反射光に含まれる任意方向の偏光特性が観測され、対象物
の特徴抽出も任意方向の偏光画像から高い抽出精度で得ることができる。更に、ＬＣＴＦ
分光偏光放射計での葉緑素（クロロフィル）の反射光の分光特性を把握することにより、
本液晶光学計測装置を地上や海上において据付けたり車両、船舶、航空機、宇宙機等の移
動体に搭載することで、地上、海洋、河川等の植物相の繁茂の状態を観測することができ
る。
【００３４】
この発明による液晶光学計測装置を用いた光学計測システムによれば、パーソナルコンピ
ュータによって液晶光学計測装置を制御したり、液晶光学計測装置からの画像データの取
得、加工等の制御が行えるので、液晶光学計測装置の取り扱いが簡単になると共に、シス
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テムとしても簡素に構成することができ、地上や海上においては据付け性が良好になると
ともに、車両、船舶、航空機、宇宙機等の移動体への搭載性が良好になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による液晶光学計測装置の基本原理を示すブロック図である。
【図２】この発明による液晶光学計測装置の一実施例を示す縦断面図である。
【図３】図２に示す液晶光学計測装置の横断面図である。
【図４】この発明による液晶光学計測装置を用いた光学計測システムの一実施例を示す概
念図である。
【図５】入出力偏光素子及び液晶素子で構成される液晶同調フィルタの原理図である。
【図６】液晶光学計測装置の基本原理を示すブロック図である。
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【図７】この発明による液晶光学計測装置にレーザ光を入射したときの出力スペクトル画
像の輝度を測定結果の一例を示すグラフである。
【図８】この発明による液晶光学計測装置の−９０°から＋９０°の偏光角における出力
輝度の一例を示すグラフである。
【図９】この発明による液晶光学計測装置で観測したときの波長別のＣＣＤ出力画像の一
例を示す図である。
【符号の説明】
１

液晶光学計測装置

２

カメラレンズ（対物レンズ）

３

フィールドレンズ

４

前側リレーレンズ

５

後側リレーレンズ

６

ＣＣＤカメラ（ＣＣＤ検出素子）

７

カメラ筐体

８

前壁

９

後壁

１０

スパーギヤ

１１

歯

１２

ステッピングモータ

１３

出力ギヤ

２０

液晶同調フィルタ（ＬＣＴＦ）

２１

入力偏光子

２２

複屈折結晶板

２３

液晶素子

２４

出力偏光子

２５

回転機構

３０

光学計測システム

３１

パーソナルコンピュ−タ

３２

ＣＰＵボード

３３

ハードディスク

３４

制御ユニット

３５

ＬＣＴＦ回転コントローラ

３６

画像取込みボード

３７

液晶モニタ

３８

キーボード

３９

マウス

４０

ビデオモニタ

４１

ビデオデッキ
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【図９】
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