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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ透過軸が異なる３つ以上の偏光子の領域に分かれており、入射される入力光の
うち、前記各領域において当該入力光の無偏光成分を透過させると共に、前記各領域によ
って偏光方向が異なる前記入力光の偏光成分を透過させる偏光子ユニットを１個又は複数
個含む偏光子アレイと、
　前記各領域を透過した光を独立に受光する受光素子アレイと、
　前記受光素子アレイからの前記偏光成分及び無偏光成分を処理する画像処理部と、
　を有し、
　前記画像処理部は、前記各領域における透過軸の角度に対する、前記各領域を透過した
透過光の強度ｆｍ(i,j)に、下記式（１）で表される数学モデルを当てはめることにより
、
　前記透過光の強度を、前記偏光成分に関する強度Ａ(i,j)と、前記無偏光成分に関する
強度Ｂ(i,j)とに分離する、請求項１に記載する偏光イメージング装置。

【数１】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における透
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過軸を０°とした場合の他の各領域における透過軸の角度であり、θ(i,j)は前記偏光子
ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前記基準とする領域における透過軸と
の角度差である。
 
【請求項２】
　それぞれ透過軸が異なる３つ以上の偏光子の領域に分かれており、入射される入力光の
うち、前記各領域において当該入力光の無偏光成分を透過させると共に、前記各領域によ
って偏光方向が異なる前記入力光の偏光成分を透過させる偏光子ユニットを１個又は複数
個含む偏光子アレイと、
　前記各領域を透過した光を独立に受光する受光素子アレイと、
　前記受光素子アレイからの前記偏光成分及び無偏光成分を処理する画像処理部と、
　を有し、
　前記画像処理部は、前記各領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)を全て加算して領域
数で割ることにより平均値を算出し、前記各領域における透過軸の角度に対する、前記各
領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)から前記平均値を減じて得られる強度に、下記式
（２）で表される数学モデルを当てはめることにより、
　前記透過光の強度から、前記偏光成分に関する強度Ａ(i,j)を抽出する、偏光イメージ
ング装置。
【数２】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における透
過軸を０°とした場合の他の各領域における透過軸の角度であり、θ(i,j)は前記偏光子
ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前記基準とする領域における透過軸と
の角度差である。また、強度ｆｍ(i,j)の平均値をｆ(i,j)に上線を付けた記号で表示する
。
 
【請求項３】
　前記画像処理部は、更に、前記θ(i,j)を算出して、前記偏光成分の偏光方向を求める
、請求項１又は２に記載する偏光イメージング装置。
 
【請求項４】
　それぞれ透過軸が異なる３つ以上の偏光子の領域に分かれており、入射される入力光の
うち、前記各領域において当該入力光の無偏光成分を透過させると共に、前記各領域によ
って偏光方向が異なる前記入力光の偏光成分を透過させる偏光子ユニットを１個又は複数
個含む偏光子アレイと、
　前記各領域を透過した光を独立に受光する受光素子アレイと、
　前記各領域を透過した透過光の強度について、隣接する領域同士の透過光の強度差が所
定値より大きい偏光子ユニットと所定値より小さい偏光子ユニットとを分離する画像処理
部と、
　を有する偏光イメージング装置。
 
【請求項５】
　前記偏光子ユニットにおける前記透過軸が、前記領域ごとに４５°以下の角度で異なる
、請求項１又は４に記載する偏光イメージング装置。
 
【請求項６】
　前記偏光子ユニットは、前記領域を４つ有し、
　前記領域における前記透過軸は、それぞれ前記領域のうち基準とする領域における透過
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軸に対して０°、４５°、９０°、１３５°の方向である、請求項１又は４に記載する偏
光イメージング装置。
 
【請求項７】
　前記偏光子ユニットの各領域の境界部分に遮光部分を設けるか、または前記偏光子ユニ
ットの各領域の境界部分に対応した前記受光素子アレイの領域を遮光し、前記境界部分に
おける光の回折や散乱の影響を抑圧する、請求項１又は４に記載する偏光イメージング装
置。
 
【請求項８】
　前記偏光子ユニットは、直交座標系ｘ、ｙ、ｚにおいて、ｘｙ面に平行な１つの基板の
上に２種以上の透明材料をｚ方向に交互に積層した多層構造体であって、ｘｙ面内におい
３つ以上の偏光子の領域に分かれており、各層は領域毎に定まるｘｙ面内の一方向に繰り
返される１次元周期的な凹凸形状を有し、
　前記ｘｙ面に前記入力光が入射される、
　請求項１ないし７のいずれかに記載する偏光イメージング装置。
 
【請求項９】
　前記偏光子ユニットは、前記各領域がワイヤーグリッド型偏光子により構成されている
、
　請求項１ないし７のいずれかに記載する偏光イメージング装置。
 
【請求項１０】
　前記受光素子アレイがフォトディテクタ、ＣＣＤ、Ｃ－ＭＯＳ又は撮像管のいずれかで
ある、請求項１ないし９のいずれかに記載する偏光イメージング装置。
 
【請求項１１】
　請求項１に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、前記入力光を構成する前記偏光成分と前記無偏光成分とを分離
して、前記無偏光成分を得る、撮影装置。
 
【請求項１２】
　請求項３に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、物体の表面形状を検出する、表面形状計測装置。
 
【請求項１３】
　請求項３に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、物体の表面を構成する物質の連続性を検出する、表面性状計測装置
。
 
【請求項１４】
　請求項３に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、該マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘って一様となる
箇所又は連続的に変化する箇所を検出する、撮影装置。
 
【請求項１５】
　請求項１４に記載する撮影装置を具備し、
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　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘っ
て一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特定し、前記路面として特定さ
れた箇所に位置する物体を検出する、路面上障害物検出装置。
 
【請求項１６】
　請求項１４に記載する撮影装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘っ
て一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特定し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおける前記路面として特定された箇所に相
当する部分において、前記偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所または前記無偏
光成分に関する強度が所定値より小さい箇所を液体成分が存在する箇所と判定すると共に
、前記偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所または前記無偏光成分に関する強度
が所定値より大きい箇所を固体成分が存在する箇所と判定する、路面状態検出装置。
 
【請求項１７】
　請求項１に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、前記入力光を構成する前記偏光成分と前記無偏光成分とを分離
すると共に、前記偏光成分に関する強度または前記無偏光成分に関する強度を前記偏光子
ユニットごとにマッピングする、撮影装置。
 
【請求項１８】
　請求項１７に記載する撮影装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて、前記偏光成分に関する強度が所定
値より大きい箇所または前記無偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所を液体成分
が存在する箇所と判定すると共に、前記偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所ま
たは前記無偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所を固体成分が存在する箇所と判
定する、気象観察用撮影装置。
 
【請求項１９】
　請求項４に記載する偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記隣接する領域同士の透過光の強度差が所定値より大
きい偏光子ユニットが所定の範囲に亘って隣接して連続する箇所からの情報を移動体とし
て検出する、移動体検出用撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光イメージング装置、及びこれを用いた撮影装置、表面形状計測装置など
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、画像の撮影原理は、被写体から得られる情報として、被写体からの光の強さ
（輝度情報）のみを検出し、この輝度情報に基づいて陰影を再現して画像を形成する。こ
の単純な画像形成方法では、被写体からの光以外に、不要な光情報も同時に検出してしま
うため、最適な画像を得ることができない。
【０００３】
　そこで、例えば、周囲の景色が映り込んでしまうようなショーウインドウをカメラで撮
影する場合には、偏光フィルタを利用して最適な撮影を行っている。偏光フィルタは、ガ
ラスなどの艶のある表面の反射光が偏光になっているという性質を利用して、周辺の光の
乱反射をカットし、被写体のコントラストを上げるフィルタである。偏光フィルタは、シ
ョーウインドウのガラスに周囲の景色が写り込んだりするのを防いだり、順光の青空も偏
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光の性質があるので、青空を鮮やかに青く抜きたいときなどにも用いられる。
【０００４】
　しかしながら、通常の偏光フィルタは主として一方向のみの偏光を透過するという異方
性を有し、撮影対象が複数の偏光を有する場合には、全ての邪魔な偏光をカットすること
ができない。この問題に対応する方法としては、偏光フィルタを回転させて複数方向につ
いての偏光情報を得ると共に、各偏光情報に基づく複数の画像を最適化処理する方法があ
る。しかしながら、この方法では、回転駆動を必要とするため装置が大型化したり堅牢で
はなかったり、前偏光方向に対応した３６０度の回転駆動に時間がかかるため高速撮影に
は適していない。また、回転速度については、高速化を目的として連続回転させた場合に
は、正確な情報を取得することが困難となるし、一方で回転駆動を遅くして段階的（ステ
ップ的）に行う場合には、高速処理の実現が困難となる。
【０００５】
　これに対して、回転駆動部をなくした偏光解析装置が提案されている（国際公開ＷＯ　
２００４／００８１９６（下記、特許文献１）を参照。）。この偏光解析装置は、複数の
偏光方向の領域を有する偏光子アレイを用いることにより、ある入射光に含まれる様々な
方向の偏光を偏光子アレイの後段に設けた受光素子アレイにより別々に受光することがで
きる。この結果、固定された偏光子アレイであっても、あたかも主として一方向のみの偏
光を透過する偏光フィルタを回転させて偏光情報を得るのと同じ情報を得ることができ、
回転駆動部をなくすことができる。
【０００６】
【特許文献１】国際公開ＷＯ　２００４／００８１９６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、被写体を撮影する際に得られる、被写体からの光には、様々な偏光状態
の光が含まれており、上記偏光解析装置が記載された文献には、この様々な偏光状態の光
を詳細に解析し、必要な偏光状態の光と不要な偏光状態の光とに分離したり、ある特定の
偏光状態の光を抽出したりする技術は提案されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　まず、「偏光」について、一般的な用語の意味を説明した後、本明細書で用いる「偏光
成分」及び「無偏光成分」について説明する。
【０００９】
　一般的に、光は、「偏光」と「無偏光」とに区別することができる。
　一般的な用語としての「偏光」の意味は、「光（電磁波）の電界がいずれかの方向に偏
って振動している光」という意味である。したがって、偏光子を通った光に着目して説明
すると、「偏光」とは、偏光子を回転するにしたがって、強度が変化する光のことである
。
　また、一般的な用語としての「無偏光」の意味は、「光（電磁波）の電界がどの方向に
対しても振動している光」という意味である。実際には、有限の非常に短い時間で偏光方
向が変化しており、偏光状態を計測する測定器を用いて観測しても、その平均的な状態の
みが測定されることになる。したがって、偏光子を通った光に着目して説明すると、「無
偏光」とは、偏光子を回転しても、強度が変化せず、常に一定の光のことである。
【００１０】
　更に、「偏光」は、以下の３つ、「直線偏光」、「円偏光」及び「楕円偏光」に区別す
ることができる。
　「直線偏光」とは、ある特定の方向にのみ電界が振動している光である。その振動方向
に垂直な方向に振動している成分はなく、したがって偏光子の透過軸と偏光方向が直行す
るように偏光子を通した場合、光は透過しない。
　「円偏光」とは、ある方向とそれに直交した方向とに電界が振動しており、互いの振動
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の位相差がπ／２＋ｎπ（ｎは整数）となっている光である。この２つの振動が合成され
ることにより、電界ベクトルを光の進行方向に垂直な面に射影すると、そのベクトルの先
端は円軌道を描くことになる。したがって、偏光子を用いて各方向の強度を測定した場合
、測定される強度はある時間内の平均値であるため、どの方向も同じ値となる。
　「楕円偏光」とは、上記「円偏光」において、合成される２つの方向の電界の振幅が異
なる場合の光、または、合成される２つの電界の振幅が同じ大きさであっても、その位相
がπ／２＋ｎπ以外の場合の光である。合成される２つの方向の電界の振幅が異なる場合
、その合成ベクトルの先端は、光の進行方向に垂直な面内において楕円軌道を描く。また
、合成される２つの電界の振幅が同じ大きさであっても、その位相がπ／２＋ｎπ以外の
場合、合成ベクトルの先端はやはり楕円軌道を描く。したがって、偏光子を用いて各方向
の強度を測定した場合、偏光子の回転角度により、透過する光の強度は変化する一方、こ
の強度がゼロになることはない。なお、「直線偏光」及び「円偏光」は、「楕円偏光」の
特殊な例であるといえる。
【００１１】
　上述する一般的な用語の意味を踏まえて、本明細書で用いる「偏光成分」及び「無偏光
成分」について説明する。
　本明細書においては、「偏光成分」とは、被測定光を偏光子に通した場合、偏光子の回
転角度により強度が変化する成分、すなわち、上記「直線偏光」及び上記「楕円偏光」を
いう。
　また、本明細書においては、「無偏光成分」とは、被測定光を偏光子に通した場合、偏
光子の回転角度により強度が変化しない成分、すなわち、上記「無偏光」及び上記「円偏
光」をいう。
【００１２】
　本発明の好ましい態様に係る偏光イメージング装置及びこれを用いた、撮影装置、表面
形状計測装置は、上記「偏光成分」と上記「無偏光成分」とを分離、そして一方を除去、
抽出などして種々の効果を奏する装置であって、一般的な用語として用いられている上記
「偏光」と上記「無偏光」とを分離などするものではない。すなわち、上記「無偏光成分
」には、上記「無偏光」のほかに上記「円偏光」も含まれており、これらを区別していな
い。しかし、現実的には、物体からの反射光が上記「円偏光」であることは大変まれであ
るため、実質的には、上記「無偏光成分」は上記「無偏光」を意味する場合が多いことに
なる。
【００１３】
　すなわち、本発明の好ましい態様に係る偏光イメージング装置などは、輝度情報、及び
複数の偏光情報を同時に得ることに加えて、さらに被写体からの光を構成する上記「偏光
成分」と上記「無偏光成分」とを分離したり、ある特定の成分を抽出したりすることによ
り、より画像処理精度を向上させた偏光イメージング装置などを提供することを目的とす
る。
【００１４】
　本発明は、基本的には、偏光子アレイ及びその後段の受光素子アレイを有する受光モジ
ュールを用いて、画像処理部により当該受光モジュールからの偏光情報ごとの輝度（光強
度）情報を画像処理することにより、最適な画像を得られる、もしくは面内での偏光情報
を得られるという知見に基づく発明である。
【００１５】
　［１］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　それぞれ透過軸が異なる３つ以上の偏光子の領域に分かれており、入射される入力光の
うち、前記各領域において当該入力光の無偏光成分を透過させると共に、前記各領域によ
って偏光方向が異なる前記入力光の偏光成分を透過させる偏光子ユニットを１個又は複数
個含む偏光子アレイと、
　前記各領域を透過した光を独立に受光する受光素子アレイと、
　前記受光素子アレイからの前記偏光成分及び無偏光成分を処理する画像処理部と、
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　を有する偏光イメージング装置が挙げられる。
【００１６】
　偏光子アレイとは、透過軸の異なる複数の偏光子をユニット化したもの（偏光子ユニッ
ト）を複数ユニット組み合わせたものであり、複数の偏光方向を有する光を抽出すること
ができ、この複数抽出により解析精度が高められている。本明細書では、前記偏光子を「
領域」とも呼び、この領域は、例えば自己クローニングにより周期的に形成された凹凸の
方向に垂直もしくは平行な偏光を透過し、それに直交する偏光を反射する特性を有する。
また、例えばワイヤグリッド型の偏光子では、領域に形成された金属細線の方向に垂直な
偏光を透過し、金属細線の方向に平行な偏光を反射する特性を有する。この偏光子アレイ
を受光モジュールの一部に用いることで、受光素子アレイにおける素子（画素）単位で輝
度情報に加えて偏光情報を同時に取得することができ、取得画像の局所的な偏光情報を検
出することができる。そして、偏光情報に基づいて各受光素子からのデータを処理して、
映り込みの少ない画像の取得や、顕微鏡観察などにおいて特定箇所の偏光度を測定するこ
とができる。
【００１７】
　被写体は、これが光を反射したときの反射光の偏光状態に着目した場合、大きく２つ、
平滑な表面を有する被写体（被写部分）と凹凸のある表面を有する被写体（被写部分）と
に分けられる。もちろん、平滑な表面と凹凸のある表面とは、厳密に区別できるわけでは
なく、凹凸の大きさが小さくなれば平滑な表面に近づくように、両者は連続性のあるもの
である。この結果、一般に、被写体からの光は、上記「偏光成分」と上記「無偏光成分」
とから構成される。被写体の表面が平滑であるほど、反射光は偏光する一方、凹凸のある
表面からの反射光は、表面において散乱され、無偏光状態となっている。
【００１８】
　そこで、上記偏光イメージング装置では、被写体からの光を構成する上記「偏光成分」
及び上記「無偏光成分」のうち、偏光子ユニットを構成する全ての領域において等量の上
記「無偏光成分」を透過させると共に、領域によって偏光方向が異なる上記「偏光成分」
を透過させることにより、入射光を複数の成分に分離する。そして、画像処理部において
、これらの透過光を詳細に解析し、必要な成分と不要な成分に分離したり、一方を抽出し
たりする。
【００１９】
　この結果、異なる反射箇所・反射対象からの光の偏光情報を偏光度、偏光状態ごとに個
々にかつ同時に取得して、異なる偏光方向から構成される偏光画像を同時に取り込み可能
とし、さらに、取り込んだ偏光画像を上記「偏光成分」及び上記「無偏光成分」に分離、
選択、再構成することで偏光による不要ノイズを除去する。
【００２０】
　［２］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記画像処理部は、前記各領域における透過軸の角度に対する、前記各領域を透過した
透過光の強度ｆｍ(i,j)に、下記式（１）で表される数学モデルを当てはめることにより
、
　前記透過光の強度を、前記偏光成分に関する強度Ａ(i,j)と、前記無偏光成分に関する
強度Ｂ(i,j)とに分離する、［１］の偏光イメージング装置が挙げられる。
【数３】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における透
過軸を０°とした場合の他の各領域における透過軸の角度であり、θ(i,j)は前記偏光子
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ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前記基準とする領域における透過軸と
の角度差である。
【００２１】
　具体的な、画像処理の一例としては、偏光子ユニットにおける各領域（偏光子）から得
られた透過光の強度に上述する数学モデルを当てはめる方法が挙げられる。上記式（１）
について簡単に説明すると、透過光は、偏光子ユニットの各領域において同じ光量が透過
する無偏光成分（強度Ｂに関する第２の項）と、領域ごとに透過量が異なる（強度Ａに関
する第１の項）とが合わさったものである。
【００２２】
　ある偏光子ユニットに入射する光の偏光状態は、１ユニットの大きさと比較してより大
きな周期で変化しているため、全ての領域において一様な偏光状態となっている。これに
対して、各領域における透過軸は、基準とした領域（透過軸方向＝０°）からθｍ（ｍ＝
０～）ずれた方向となっているので、偏光子ユニットを透過する透過光の強度は各領域の
透過軸方向に依存した強度となる。すなわち、上記式（１）における強度Ａに関する第１
の項に従った強度となる。
【００２３】
　透過光の強度に上述する数学モデルを当てはめることにより、偏光成分に関する強度Ａ
(i,j)と、無偏光成分に関する強度Ｂ(i,j)とが求められ、両者を分離、抽出することがで
きる。これらの分離した各成分を自由に再構成することにより、所望の画像を得ることが
できる。
【００２４】
　［３］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記画像処理部は、前記各領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)を全て加算して領域
数で割ることにより平均値を算出し、前記各領域における透過軸の角度に対する、前記各
領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)から前記平均値を減じて得られる強度に、下記式
（２）で表される数学モデルを当てはめることにより、
　前記透過光の強度から、前記偏光成分に関する強度Ａ(i,j)を抽出する、［１］の偏光
イメージング装置が挙げられる。

【数４】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における透
過軸を０°とした場合の他の各領域における透過軸の角度であり、θ(i,j)は前記偏光子
ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前記基準とする領域における透過軸と
の角度差である。また、強度ｆｍ(i,j)の平均値をｆ(i,j)に上線を付けた記号で表示する
。
【００２５】
　各領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)を全て加算して領域数で割ることで得られる
、各領域における透過光の強度の平均値は、偏光成分に関する強度Ａと無偏光成分に関す
る強度Ｂとの和に等しい。したがって、上記式（１）で示す透過光の強度ｆｍ(i,j)の関
数から、各領域における透過光の強度の平均値を減じることにより、上記式（２）に示す
ように、偏光成分に関する式に単純化することができる。
【００２６】
　［４］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記画像処理部は、更に、前記θ(i,j)を算出して、前記偏光成分の偏光方向を求める
、［２］又は［３］の偏光イメージング装置が挙げられる。
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【００２７】
　［５］　さらに、本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　それぞれ透過軸が異なる３つ以上の偏光子の領域に分かれており、入射される入力光の
うち、前記各領域において当該入力光の無偏光成分を透過させると共に、前記各領域によ
って偏光方向が異なる前記入力光の偏光成分を透過させる偏光子ユニットを１個又は複数
個含む偏光子アレイと、
　前記各領域を透過した光を独立に受光する受光素子アレイと、
　前記各領域を透過した透過光の強度について、隣接する領域同士の透過光の強度差が所
定値より大きい偏光子ユニットと所定値より小さい偏光子ユニットとを分離する画像処理
部と、
　を有する偏光イメージング装置が挙げられる。
【００２８】
　［６］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記偏光子ユニットにおける前記透過軸が、前記領域ごとに４５°以下の角度で異なる
、［１］又は［５］の偏光イメージング装置が挙げられる。
【００２９】
　［７］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記偏光子ユニットは、前記領域を４つ有し、
　前記領域における前記透過軸は、それぞれ前記領域のうち基準とする領域における透過
軸に対して０°、４５°、９０°、１３５°の方向である、［１］又は［５］の偏光イメ
ージング装置が挙げられる。
【００３０】
　偏光子ユニットにおける各領域の設け方には様々な態様があるが、１つのユニットに３
つ以上の領域を設けることが好ましい。また、各領域における透過軸は均等にずれて形成
されることが好ましい。例えば、１ユニットに３つの領域を設けた場合、基準領域（透過
軸方向＝０°）に対して他の領域は、自由な透過軸方向を設計できるが、好ましくは６０
°、１２０°ずれた透過軸方向とする。また、１ユニットに４つの領域を設けた場合、基
準領域（透過軸方向＝０°）に対して他の領域は、自由な透過軸方向を設計できるが、好
ましくは４５°、９０°、１３５°ずれた透過軸方向とする。すなわち、透過軸方向を均
等にずらして形成するとは、１つのユニットにＭ個の領域がある場合、各領域の透過軸方
向をπ／Ｍずらして形成することである。また、このずれ角度が小さいほど、入力光が有
しうる様々な偏光角度に対応することができるようになるので、４５°以下のずれ、好ま
しくは３６°以下のずれ、より好ましくは３０°以下のずれがよい。１つの偏光子ユニッ
トを構成する領域の数としては、３～１８０個、３～９０個、３～４５個、３～３０個な
どが挙げられ、好ましくは、３６個、２５個、１６個、９個、４個である。
【００３１】
　［８］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記偏光子ユニットの各領域の境界部分に遮光部分を設けるか、または前記偏光子ユニ
ットの各領域の境界部分に対応した前記受光素子アレイの領域を遮光し、前記境界部分に
おける光の回折や散乱の影響を抑圧する、［１］又は［５］の偏光イメージング装置が挙
げられる。
【００３２】
　［９］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記偏光子ユニットは、直交座標系ｘ、ｙ、ｚにおいて、ｘｙ面に平行な１つの基板の
上に２種以上の透明材料をｚ方向に交互に積層した多層構造体であって、ｘｙ面内におい
て３つ以上の偏光子の領域に分かれており、各層は領域毎に定まるｘｙ面内の一方向に繰
り返される１次元周期的な凹凸形状を有し、
　前記ｘｙ面に前記入力光が入射される、
　［１］ないし［８］のいずれかの偏光イメージング装置が挙げられる。
【００３３】
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　［１０］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記偏光子ユニットは、前記各領域がワイヤーグリッド型偏光子により構成されている
、
　［１］ないし［８］のいずれかの偏光イメージング装置が挙げられる。
【００３４】
　偏光子ユニットを構成する各領域（偏光子）としては、偏光子としての機能を有するも
のであれば特に限定されないが、例えば、自己クローニング技術により形成された偏光子
や、ワイヤーグリッド型偏光子などが挙げられる。
【００３５】
　［１１］　本発明に係る偏光イメージング装置としては、
　前記受光素子アレイがフォトディテクタ、ＣＣＤ、Ｃ－ＭＯＳ又は撮像管のいずれかで
ある、［１］ないし［１０］のいずれかの偏光イメージング装置が挙げられる。
　偏光子ユニットにおける偏光子（領域）と受光素子との対応関係については、１つの偏
光子に対して少なくとも１つの受光素子を対応させることが好ましい。また、１つの偏光
子に対して２つ以上の受光素子を対応させてもよい。隣接する受光素子は必ずしも全部が
同じ光学特性を有しているわけではなく、感度や雑音強度などに多少の個体差がある場合
が多い。そこで、１つの偏光子に対して２つ以上の受光素子を割り当てることにより、複
数の受光素子間のばらつきを平均化でき、偏光強度、偏光角などを算出する際にＳ／Ｎ比
を向上させることができる。
【００３６】
　［１２］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［１］の偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、前記入力光を構成する前記偏光成分と前記無偏光成分とを分離
して、前記無偏光成分を得る、撮影装置が挙げられる。
【００３７】
　例えば、ショーウインドウの中の商品を撮影する場合、ショーウインドウからの反射光
は偏光している一方、ウインドウ内の商品からの反射光は偏光していないといった場合が
多いので、両反射光をその偏光状態を解析することにより、無偏光成分のみを分離、抽出
し、ガラスからの反射光（偏光成分）を除いて最適な画像とすることができる。また、シ
ョーウインドウが曲面ガラスなどである場合には、ウインドウにおける反射箇所の違いに
より反射光の偏光角度などが異なる。このような場合でも、複数の偏光角度に対応した偏
光子ユニット及びそのアレイ板を用いることにより、ウインドウからの種々の偏光した反
射光を分離することができる。
【００３８】
　［１３］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［４］の偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、物体の表面形状を検出する、表面形状計測装置が挙げられる。
【００３９】
　［１４］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［４］の偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、物体の表面を構成する物質の連続性を検出する、表面性状計測装置
。
【００４０】
　ある偏光子ユニットに入力される入力光は、各領域に一様な偏光角度で入力されるので
、当該偏光した入力光はいずれかの領域（又は領域ごとに分布を持って）を透過してくる
。このため、入力光がいずれの領域を透過したのかを解析することにより、入力光の偏光
角度を求めることができ、偏光子ユニットごとの偏光角度のマップを作成することができ
る。表面形状が他の部分と異なる箇所（例えば平滑面における傷など）からの反射光は、
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それ以外の箇所からの反射光と比較して、異なった偏光状態である場合が多いため、この
マップを概観した場合、すぐにその異常な箇所を検出することができる。また、物体の表
面を構成する物質が他の部分と異なる箇所（例えば複数物質により表面が構成されている
場合など）からの反射光は、それ以外の箇所からの反射光と比較して、異なった偏光状態
である場合が多いため、このマップを概観した場合、すぐにその異なる物質の箇所を検出
することができる。
【００４１】
　［１５］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［４］の偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットご
とにマッピングして、該マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘って一様となる
箇所又は連続的に変化する箇所を検出する、撮影装置が挙げられる。
【００４２】
　［１６］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［１５］の撮影装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘っ
て一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特定し、前記路面として特定さ
れた箇所に位置する物体を検出する、路面上障害物検出装置が挙げられる。
【００４３】
　［１７］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［１５］の撮影装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘っ
て一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特定し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおける前記路面として特定された箇所に相
当する部分において、前記偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所または前記無偏
光成分に関する強度が所定値より小さい箇所を液体成分が存在する箇所と判定すると共に
、前記偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所または前記無偏光成分に関する強度
が所定値より大きい箇所を固体成分が存在する箇所と判定する、路面状態検出装置が挙げ
られる。
【００４４】
　［１８］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［１］ないし［３］のいずれかの偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、前記入力光を構成する前記偏光成分と前記無偏光成分とを分離
すると共に、前記偏光成分に関する強度または前記無偏光成分に関する強度を前記偏光子
ユニットごとにマッピングする、撮影装置が挙げられる。
【００４５】
　［１９］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［１８］の撮影装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記マップにおいて、前記偏光成分に関する強度が所定
値より大きい箇所または前記無偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所を液体成分
が存在する箇所と判定すると共に、前記偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所ま
たは前記無偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所を固体成分が存在する箇所と判
定する、気象観察用撮影装置が挙げられる。
【００４６】
　［２０］　また、本発明に係る偏光イメージング装置の応用例としては、
　［５］の偏光イメージング装置を具備し、
　前記画像処理部により、更に、前記隣接する領域同士の透過光の強度差が所定値より大
きい偏光子ユニットが所定の範囲に亘って隣接して連続する箇所からの情報を移動体とし
て検出する、移動体検出用撮影装置が挙げられる。
【発明の効果】
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【００４７】
　本発明によれば、輝度情報、及び複数の偏光情報を同時に得ることに加えて、さらに被
写体からの光を構成する偏光成分と無偏光成分とを分離したり、ある特定の成分を抽出し
たりすることにより、より画像処理精度を向上させた偏光イメージング装置とすることが
できる。
【００４８】
　例えば、ショーウインドウの中の商品を撮影する場合、ショーウインドウからの反射光
は偏光している一方、ウインドウ内の商品からの反射光は偏光していないといった場合が
多いので、両反射光をその偏光状態を解析することにより、分離し、主として商品からの
反射光を抽出して最適な画像とすることができる。また、ショーウインドウが曲面ガラス
などである場合には、ウインドウにおける反射箇所の違いにより反射光の偏光角度などが
異なる。このような場合でも、複数の偏光角度に対応した偏光子ユニット及びそのアレイ
板を用いることにより、ウインドウからの種々の偏光した反射光を分離することができる
。また、偏光子ユニットごとの偏光角度のマップを作成することができ、表面形状が他の
部分と異なる箇所（例えば平滑面における傷など）や物体の表面を構成する物質が他の部
分と異なる箇所（例えば複数物質により表面が構成されている場合など）などの異常な箇
所を検出することができる。
【００４９】
　更に、隣接する領域同士の透過光の強度差が所定値より大きい偏光子ユニットと所定値
より小さい偏光子ユニットとを分離することにより、撮影画像において偏光成分が比較的
多く含まれる箇所と比較的少なく含まれる箇所とを識別することができる。これにより、
例えば、車両などの移動体を含む景観の中から車両（移動体）のガラスなどの偏光成分の
多い箇所を識別することができる結果、車両（移動体）を検出することができる。
【００５０】
　また、偏光子ユニットごとの偏光角度のマップを作成することができ、例えば該マップ
において所定の偏光角度が所定の範囲に亘って一様となる箇所又は連続的に変化する箇所
を検出したり、更には、該検出箇所を路面として特定して、路面として特定された箇所に
位置する物体を検出することができる。また、該検出箇所を路面として特定して、さらに
、路面として特定された箇所における偏光成分又は無偏光成分に関する強度を解析するこ
とにより、該解析結果に基づいて路面上に水面や氷面が存在するかなどを判断することが
できる。この結果、撮影した画像における一部を画像処理するだけで路面上の障害物や路
面状態などを検出することができ、撮影画像の全てを画像処理する必要がなくなる。なお
、路面状態の検出については、次に説明する液体成分と固体成分との識別機能を利用して
いるため、後述するように、さらに識別精度を高めるアルゴリズムなどが必要となる場合
もある。
【００５１】
　また、偏光子ユニットごとの偏光成分（又は無偏光成分）に関する強度のマップを作成
することができ、例えば該マップにおいて偏光成分（又は無偏光成分）に関する強度の大
小により、液体成分が比較的多く存在する箇所と固体成分が比較的多く存在する箇所とを
識別することができる。更には、前記識別精度を高めるアルゴリズムを採用したり、例え
ば他の情報をも考慮したりするなどにより、液体成分が存在する箇所と固体成分が存在す
る箇所とをより明確に識別することができる。この結果、例えば雲などを撮影したときに
雲を構成する成分（例えば、水蒸気、砂、塵など）を判断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　＜装置構成の概要＞
　以下、図面に基づいて、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置について説明す
る。図１は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置の概略構成図である。図１に
示すように、偏光イメージング装置１００は、偏光子アレイ１０１と偏光子アレイからの
光を受光する受光素子アレイ１０２とからなる受光モジュール１０３と、受光素子アレイ
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１０２からの光に関する情報（偏光成分及び無偏光成分）を処理する画像処理部１０４と
を有する偏光イメージング装置である。
【００５３】
　なお、画像処理部１０４は、偏光イメージング装置に備えられたＣＰＵなどの演算部１
０５により、メインメモリ１０６中の制御プログラムから受けた指令、メモリなどの記憶
手段から読み出された記憶情報などに基づいて、下記詳細に説明する画像処理を行うよう
に構成されている。そして、得られた処理画像は、演算部１０５からの指令により、モニ
タやプリンタなどの出力部１０７から出力されるようになっている。
【００５４】
　次に、偏光イメージング装置を実現する各構成、すなわち、偏光子アレイ１０１と受光
素子アレイ１０２とからなる受光モジュール１０３、および画像処理部１０４における画
像処理原理について説明する。
【００５５】
　＜受光モジュール＞
　図２は、フォトニック結晶からなる偏光子の概念図である。まず、フォトニック結晶か
らなる偏光子について説明する。図２のような周期的な溝列を形成した透明材料基板２０
１上に、透明で高屈折率の媒質２０２と低屈折率の媒質２０３とを界面の形状を保存しな
がら、交互に積層する。各層はｘ方向に周期性を持つが、ｙ方向には一様であってもよい
しｘ軸方向より大きい長さの周期的または非周期的な構造を有していてもよい。このよう
な微細な周期構造（フォトニック結晶）は、自己クローニング技術と呼ばれる方式（特開
平１０－３３５７５８号公報を参照）を用いることにより、再現性良く且つ高い均一性で
作製することができる。
【００５６】
　こうして作成された周期構造体にｘｙ面に垂直あるいは斜め方向から無偏波光または楕
円偏光を入射すると、溝列と平行な偏波即ちｙ偏波と、それに直交するｘ偏波とに対して
、それぞれＴＥモードとＴＭモードの光が周期構造体の内部に励起される。ＴＥモードと
ＴＭモードの伝搬定数は、周期構造を構成する材料の屈折率、ｘｙ面の周期、積層周期に
よって広い範囲で選ぶことができる。
【００５７】
　図３は、図２に示すフォトニック結晶の伝搬特性を表すバンド図である。同図には、高
屈折率材料としてＳｉ、低屈折率材料としてＳｉＯ2を用いた場合の２次元周期構造の分
散曲線の例を示してある。縦軸は波長λの逆数を積層周期Ｌｚで規格化した値、横軸は１
周期を伝搬したときの位相変化量ｋzＬz（ｋzはｚ方向の伝播定数）をπで規格化した値
である。白丸がＴＥ波、黒丸がＴＭ波を示す。Ｌxは面内方向の周期を表し、ここではＬz

／Ｌx＝１としてある。
【００５８】
　入射する光の周波数が、バンドギャップの中にあれば、そのモードは周期構造体の中で
伝搬することができず、入射光は反射または回折される。一方、光の周波数がフォトニッ
クバンド内にあれば、周期構造体の中を光は透過することができる。周波数領域３０１で
は、ＴＥ波はバンドギャップとなり反射され、ＴＭ波は伝搬域であるため透過され、従っ
て偏光分離素子（特開２００１－８３３２１号公報、特開２０００－０５６１３３号公報
（特許３２８８９７６号）を参照。）として動作する。周波数領域３０２では、ＴＥ波が
透過し、ＴＭ波が反射される偏光子として動作する。本構造の偏光子の特長は、透過光の
消光比が高い、薄型軽量、任意の基板に形成可能、などが挙げられる。これまで数値シミ
ュレーションと実験により、特に高周波数側の３０１の領域を利用したもので、高い消光
比５０ｄＢを少ない積層数１０周期で実現している。一方、周波数領域３０３では、ＴＥ
波とＴＭ波ともに伝搬域となり透過する。しかしこの場合、２つの曲線がずれていること
からそれぞれの伝搬定数が異なり、２つのモードに位相差を与える波長板として動作する
ことになる。
【００５９】
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　フォトニツク結晶からなる偏光子や波長板は、構成する材料の屈折率、充填率、溝列の
周期Ｌx、積層方向の周期Ｌzを調整することで、動作波長域を自由に設定することができ
る。例えば、基板のパターンや製膜に使用する材料、および積層周期や積層数を適当に設
計することにより、任意の位相差を与える波長板を設計可能であり、例えば位相差がπ／
２となるようにすれば、１／４波長板として動作させることができる。さらに、溝の周期
や方向は１枚の基板内の領域毎に独立に変えることができるため、フォトニック結晶の特
性を領域毎に変えることができる。これをマルチパターンフォトニック結晶と呼ぶ。例え
ば、偏光子であれば領域毎に光軸方向を変えることができ、また波長板であれば、光軸方
向や位相差を変えることができる。
【００６０】
　フォトニック結晶を構成する低屈折率媒質としては、ＳｉＯ2を主成分とする材料が最
も一般的であり、透明波長領域が広く、化学的、熱的、機械的にも安定であり、製膜も容
易に行うことができる。また、低屈折率媒質としてはその他の光学ガラス、例えばＭｇＦ

2のようなより屈折率の低い材料を用いてもよい。高屈折率材料としては、Ｓｉ、Ｇｅな
どの半導体や、Ｔａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｎｂ2Ｏ5、ＨｆＯ2、Ｓｉ3Ｎ4などの酸化物や窒化物
を用いることができる。半導体材料は屈折率が大きいため、大きなバンドキャップが得ら
れるという利点があるが、利用波長域は近赤外に限定される。一方、酸化物や窒化物は透
明波長範囲が広いことから、可視光領域でも使用することが可能となる。
【００６１】
　自己クローニング法によりフォトニック結晶偏光子を作製する場合、まず基板上に電子
ビームリソグラフィとドライエッチングにより、先の図２の基板２０１に示したような周
期的な溝を作製する。溝パターンの形成には、その他のフォトリソグラフィや干渉露光、
金型によるスタンピング技術を用いても良い。また、図２では溝の断面形状は矩形である
が、三角形など他の形でも良い。基板としてはＳｉや石英ガラス、その他の光学ガラスな
どが使用できる。凹凸のピッチは入射する光の波長の半分程度、例えば０．８μｍの光で
は０．４μｍ程度、溝の深さは０．２μｍ程度である。
【００６２】
　上述した偏光子の開口面積や透過軸は、はじめに基板に加工する溝パターンの大きさや
方向で自由に設計することができる。パターン形成は、電子ビームリソグラフィ、フォト
リソグラフィ、干渉露光法、ナノプリンティングなど様々な方法で行うことができる。い
ずれの場合でも、微小領域ごとに溝の方向を高精度に定めることができる。そのため、透
過軸の異なる微小偏光子を組み合わせた偏光子ユニット、更にそれを複数並べた偏光子ア
レイを形成することが可能となる。また、凹凸パターンを持つ特定の領域のみが偏光子の
動作をするため、その周辺の領域を平坦あるいは、面内で等方的な凹凸パターンにしてお
けば偏波依存性のない媒質として光は透過する。したがって、特定の領域にのみ偏光子を
作りこむことができる。
【００６３】
　この基板２０１上に、Ｔａ2Ｏ5およびＳｉＯ2等のターゲットを用い、スパッタデポジ
ションとバイアススパッタリングを組み合わせて交互多層膜を積層する。このとき、各層
のｘ軸方向に周期的な凹凸形状が保存されるように、バイアス条件を適切に設定すること
が肝要である。この自己クローニング技術（特開平１０－３３５７５８号公報（特許３３
２５８２５号）を参照。）は、再現性、均一性が高く、工業的に微細な周期構造（フォト
ニック結晶）を作製する優れた手法である。基板の上に規則的な積層構造が生成される理
由は、（１）ターゲットからの中性粒子の分散入射による堆積、（２）Ａｒイオンの垂直
入射によるスパッタエッチング、それと、（３）堆積粒子の再付着の３つの作用の重ね合
わせによって説明することができる。
【００６４】
　作製条件の一例としては、たとえば、Ｔａ2Ｏ5層の製膜では、ガス圧０．２７Ｐａ（２
ｍＴｏｒｒ）、ターゲット印加高周波電力３００Ｗ、ＳｉＯ2層の製膜では、ガス圧０．
８０Ｐａ（６ｍＴｏｒｒ）、ターゲット印加高周波電力３００Ｗ、スパッタエッチングは
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ＳｉＯ2層製膜後に行ない、ガス圧０．２７Ｐａ（２ｍＴｏｒｒ）、基板印加高周波電力
９０Ｗの作製条件が挙げられる。
【００６５】
　偏光子ユニットを構成する各領域（偏光子）としては、偏光子としての機能を有するも
のであれば特に限定されない。偏光子の例としては、上述した、自己クローニング技術に
より形成されたフォトニック結晶の他に、例えば、ワイヤーグリッド型偏光子などが挙げ
られる。
【００６６】
　ワイヤーグリッド型の偏光子とは、細い金属ワイヤーを周期的に配列することにより形
成された偏光子であり、従来、電磁波のミリ波領域において多く用いられてきた偏光子で
ある。ワイヤーグリッド型偏光子の構造は、入力光の波長に比べて十分細い金属細線が波
長に比べて十分に短い間隔で並んだ構造を有する。このような構造に光を入射した場合、
金属細線に平行な偏光は反射され、それに直交する偏光は透過されることはすでに知られ
ている（例えば、米国特許６１２２１０３号を参照）。金属細線の方向については、１枚
の基板内において領域ごとに独立に変化させて作製することができるため、ワイヤーグリ
ッド偏光子の特性を領域毎に変えることができる。これを利用すれば、本実施形態におけ
る偏光子ユニットのような、例えば領域毎に透過軸の方向を変化させた構造とすることが
できる。
【００６７】
　ワイヤグリッドの作製方法としては、基板上に金属膜を形成し、リソグラフィによりパ
ターニングを行うことで、細線状の金属を残すことができる。他の作製方法としては、リ
ソグラフィにより基板に溝を形成し、この溝の方向とは直角で基板の法線から傾いた方向
（基板面に斜めの方向）から真空蒸着により金属を成膜することで作製することができる
。真空蒸着では蒸着源から飛来する粒子はその途中で他の分子もしくは原子にほとんど衝
突することはなく、粒子は蒸着源から基板にむかって直線的に進むため、溝を構成する凸
部にのみ成膜される一方、溝の底部（凹部）では、凸部に遮蔽されほとんど成膜されない
。したがって、成膜量を制御することで、基板上に形成された溝の凸部にのみ金属膜を成
膜することができ、金属細線を作製することができる。
【００６８】
　その他の作製方法としては次の例が挙げられる。表面に凹凸を有する基板を作製するた
めには、通常、基板上にレジストを塗付し、リソグラフィにより露光・現像を行い、ドラ
イもしくはウエットのエッチング処理により、レジストを残したまま下地基板にパターニ
ングを行う。したがって、通常、エッチング処理が終了した時点ではレジストは基板上の
凸部上部に存在する。この状態において、真空蒸着により基板の垂直方向から金属膜を成
膜した場合、レジスト上及び溝の底部には金属膜が成膜されるが、溝の側面（壁面）には
ほとんど成膜されない。次に、レジストを溶剤で溶かすことにより、レジスト上の金属膜
を剥離し、溝の底部のみに金属を残すことができる。
【００６９】
　上述するようにして金属細線を作製することができるが、干渉露光法においてこの金属
細線を微小領域ごとに透過軸を変えて作製する方法としては、例えば、基板上において領
域ごとのマスクをして上記方法を実施すればよい。例えば、４つの偏光子領域を有する偏
光子ユニットを複数個並列させて偏光子アレイを作製する場合には、基板上に金属膜を形
成した後、第１の領域を開口すると共に第２から第４の領域を遮蔽したマスクを用いて、
第１の領域における金属細線を作製し、これを順次繰り返すことにより、第２から第４の
領域にもそれぞれ透過軸が異なる金属細線を作製することができる。基板に溝（凹凸）を
形成する方法でも、同様に領域ごとにマスクを利用することで作製することができる。
【００７０】
　なお、ワイヤグリッド型偏光子に用いられるワイヤー金属としては、アルミニウムもし
くは銀が望ましいが、例えばタングステンなど、そのほかの金属であっても同様の現象を
実現できる。また、リソグラフィとしては、光リソグラフィ、電子ビームリソグラフィ又
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はＸ線リソグラフィなどが挙げられるが、可視光での動作を想定すると細線の間隔が１０
０ｎｍ程度になるため、電子ビームリソグラフィもしくはＸ線リソグラフィがより望まし
い。また、金属の成膜では真空蒸着が望ましいが、主として基板に入射する粒子の方向性
が重要であるので、高真空度の雰囲気におけるスパッタリング、もしくはコリメーターを
用いたコリメーションスパッタでも可能である。
【００７１】
　上述した偏光子の開口面積や透過軸は、はじめに基板に加工する溝パターンの大きさや
方向で自由に設計することができる。パターン形成は、電子ビームリソグラフィ、フォト
リソグラフィ、干渉露光法、ナノプリンティングなど様々な方法で行うことができる。い
ずれの場合でも、微小領域ごとに溝の方向を高精度に定めることができる。そのため、透
過軸の異なる微小偏光子を組み合わせた偏光子ユニット、更にそれを複数並べた偏光子ア
レイを形成することが可能となる。また、凹凸パターンを持つ特定の領域のみが偏光子の
動作をするため、その周辺の領域を平坦あるいは、面内で等方的な凹凸パターンにしてお
けば偏波依存性のない媒質として光は透過する。したがって、特定の領域にのみ偏光子を
作りこむことができる。一列以上でも作製することができる。
【００７２】
　以下の説明は、偏光子ユニットを構成する領域（偏光子）として、フォトニック結晶を
用いた例について説明する。なお、ワイヤーグリッド型の偏光子やその他の偏光子であっ
ても同様の説明で実施することができる。
【００７３】
　図４は、透過軸が４種類の領域を有する偏光子ユニットを複数並べた偏光子アレイと、
受光素子アレイとからなる受光モジュールの概略概観図である。図４に示すように、受光
モジュールは偏光子アレイ４０１と受光素子アレイ４０２を重ね合わせて構成される。な
お、図４には、説明のため各アレイを離して図示してある。
【００７４】
　まず、偏光子アレイ４０１について説明する。偏光子の構造は図２に示す構造からなり
、直交座標系ｘ、ｙ、ｚにおいて、ｘｙ面に平行な１つの基板の上に２種以上の透明材料
をｚ方向に交互に積層した多層構造体（例えばＴａ2Ｏ5とＳｉＯ2の交互多層膜）からな
る。偏光子ユニット４０７は、ｘｙ面内において３つ以上の領域、本実施形態では４つの
領域４０３～４０６に分かれていて、各領域で各膜は凹凸形状を有しており、この凹凸形
状は領域毎に定まるｘｙ面内の一つの方向に周期的に繰り返されて形成されている。
【００７５】
　第１の領域４０３（基準領域）は溝の方向がｘ軸（基準領域における透過軸）に対して
０°であり、第２の領域４０４は４５°、第３の領域４０５は９０°、第４の領域４０６
は１３５°となっている。（ｘ軸を基準とする必要はなく、他の軸を基準として定義する
こともできる。）但し、配列順番は限定されるものではなく、自由に配置することができ
、本実施形態では、偏光子ユニット４０７内に溝方向の角度が０°、４５°、９０°、１
３５°の領域が形成されていればよい。それぞれの領域は、先に述べたフォトニック結晶
偏光子として動作する。すなわち、ｘｙ面に入射される入力光から、各領域によって偏光
方向が異なる偏光成分を透過させると共に、全領域において、それぞれ等量の無偏光成分
を透過させるようになっている。なお、本実施形態では、偏光子の透過軸は４種類である
が、凹凸の軸方向は０°と６０°と１２０°の３種類でも良いし、４方向以上であっても
良い。
【００７６】
　ここでフォトニック結晶偏光子は、カメラ撮影用として、例えば面内の周期を０．４４
μｍ、積層周期を０．４４μｍ、Ｔａ2Ｏ5とＳｉＯ2の膜厚比を４：６とし、その動作波
長が例えば波長０．８μｍ帯で動作するように設計する例が挙げられる。図２の構造体に
光を垂直方向から入射したとき、溝に平行な偏光は反射され、透過方向には減衰され、そ
の減衰率は１５周期で３０ｄＢ程度となる。一方、溝に垂直な偏光は伝搬し、その透過損
失は１０周期で０．１ｄＢ以下となる。しかしながら、材料の選定や構造パラメータの選
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定には自由度がある。例えば、高屈折率材料としては、Ｔａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｎｂ2Ｏ5で
もよく、低屈折率としてはパイレックス（登録商標）ガラス、ＭｇＦ2、その他光学ガラ
スでもよい。動作波長が赤外であれば高屈折率材料としてＧｅ、ＳｉＧｅなどを使うこと
もできる。また、膜厚比、面内周期、積層周期、斜面の角度に各偏波の分散関係は依存し
、偏光子として動作する波長帯が変化する。従って、可視・紫外から赤外までの任意の波
長帯に対して設計、作製できる。
【００７７】
　ここで基板表面の溝形成は電子ビームリソグラフィと反応性エッチングを用いることが
できる。その他、フォトリソグラフィでもピッチに対して適した光の波長を選んでおけば
形成可能である。偏光子アレイを構成する各領域の大きさは、５０μｍ角が挙げられるが
、それよりも大きくても（例えば１０００μｍ角）、小さくても（例えば５μｍ角）良い
。また、正方形のパターンだけでなく、三角形、長方形、六角形など任意である。このよ
うにして、領域毎に透過偏光方向の異なる偏光子アレイを形成できる。
【００７８】
　この偏光子アレイ４０１を、受光素子（画素）が同じ周期で配列された受光素子アレイ
４０２の上に搭載することにより、偏光状態を測定する。偏光子ユニットにおける偏光子
（領域）と受光素子との対応関係については、１つの偏光子に対して少なくとも１つの受
光素子を対応させることが好ましい。また、１つの偏光子に対して２つ以上の受光素子を
対応させてもよい。隣接する受光素子は必ずしも全部が同じ光学特性を有しているわけで
はなく、感度や雑音強度などに多少の個体差がある場合が多い。そこで、１つの偏光子に
対して２つ以上の受光素子を割り当てることにより、複数の受光素子間のばらつきを平均
化でき、偏光強度、偏光角などを算出する際にＳ／Ｎ比を向上させることができる。光受
光素子は、ＣＣＤ、半導体フォトダイオード、Ｃ－ＭＯＳや撮像管でも良い。ＣＣＤの場
合では、一つの領域（画素）の大きさが数μｍから数十μｍであるので、偏光子アレイと
組み合わせることで、高精度な画像情報として、光の偏光状態を観測できる。これにより
、物質からの反射光や透過光、地表、水面などの反射光の偏波状態を観測することが可能
である。例えばガラスや光ディスク、その他の構造物に光を透過あるいは反射させ、歪に
より誘起される複屈折率により偏波状態が変化する大きさを計測することも可能である。
また、顕微鏡に組みこむことで、ミクロな偏波解析を行なうことも可能である。
【００７９】
　図５は、不透過領域により区切られた透過軸が４種類の領域を有する偏光子ユニット及
び、それと組み合わされる受光素子アレイを示す図である。本実施形態で使用する偏光子
アレイは、異なる領域を複数個配列したものであるため、それぞれの領域の境界部分は不
連続となり、光の散乱や回折が発生する。散乱光および回折光は信号処理の上では雑音と
なって現れ、偏光解析の精度を劣化させる要因となる。このため、精度の高い装置を実現
するために、偏光イメージング装置に使用する偏光子アレイまたは受光素子アレイに遮光
領域を配置し、散乱光や回折光が受光されないようにするような手法がある。
【００８０】
　図５に示すように、偏光子ユニット５０７における各領域５０３～５０６の境界部分に
は不透過領域５０８が配置されており、この部分に入射した光は受光素子アレイ５０２を
構成する受光素子（画素）５０９に到達することができないようになっている。他の例と
しては、受光素子アレイ５０２のうち偏光子アレイの境界部分からの光が入射する領域に
同様に不透過領域を設けることでも、散乱光および回折光を除去することができる。それ
ぞれの受光素子で検出する光は、対応する偏光子を透過した光であること、すなわちクロ
ストークが小さいことが重要であるが、上述するように不透過領域を設けることにより、
この問題を解消することができる、
【００８１】
　＜画像処理部における画像処理の原理＞
　次に、画像処理部１０４における画像処理の原理について説明する。図６は、実施形態
に係る画像処理方法を説明するための、偏光子アレイと受光素子アレイの概略構成図であ
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る。図６に示すように、偏光子アレイ６０１を構成する複数の偏光子ユニット６０７があ
り、当該偏光子ユニット６０７は４つの偏光子領域６０３～６０６を有する。一方、受光
素子アレイ６０２は複数の受光素子を有し、受光素子602-0（領域番号ｍ＝０）が領域６
０３からの透過光を受光し、受光素子602-1（領域番号ｍ＝１）が領域６０４からの透過
光を受光し、受光素子602-2（領域番号ｍ＝２）が領域６０５からの透過光を受光し、受
光素子602-3（領域番号ｍ＝３）が領域６０６からの透過光を受光する。
【００８２】
　説明の便宜上、偏光子ユニット及びこれに対応する受光素子ユニットを座標ｉ，ｊで表
し、偏光子アレイにおける偏光子ユニット６０７の座標、及び受光素子アレイにおける偏
光子ユニット６０７に対応する受光素子ユニットの座標を共に座標（ｉ，ｊ）とする。そ
して、座標（ｉ，ｊ）の偏光子ユニット６０７から得られる透過光強度データをｆｍ(i,j
)とすると、偏光子ユニット６０７からは各領域の４方向に関するデータｆ0(i,j)、ｆ1(i
,j)、ｆ2(i,j)、ｆ3(i,j)が得られる。この透過光の強度ｆｍ(i,j)は、各領域ごとに異な
る偏光成分の強度（偏光成分の最大強度（振動幅）を２Ａ(i,j)、振幅をＡ(i,j)とする）
と、全領域において均一な無偏光成分の強度Ｂ(i,j)との和である。そして、この透過光
の強度ｆｍ(i,j)は、下記式（３）により表すことができる。
【００８３】
【数５】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における繰
り返し方向（透過軸）を０°とした場合の他の各領域における繰り返し方向（透過軸）の
角度であり、θ(i,j)は前記偏光子ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前
記基準とする領域における繰り返し方向（透過軸）との角度差である。
【００８４】
　本実施形態では、各領域は均一な方向ずれをもって作製されているため、上記式（３）
におけるθｍをπｍ／Ｍとすることができる。これを表したのが下記式（４）である。こ
こでＭは１つの偏光子ユニットにおける領域の数であり、例えば、４つの領域が均一な方
向ずれをもって形成された場合には、０°、４５°、９０°、１３５°となる。また、例
えばＭ＝９の場合には、０°、２０°、４０°、６０°、８０°、１００°、１２０°、
１４０°、１６０°となる。
【００８５】

【数６】

【００８６】
　ここで、強度Ａ(i,j)、強度Ｂ(i,j)及びθ(i,j)は、１つの偏光子ユニットの大きさに
比べ大きな周期で変化しているため、１つの偏光子ユニット内では一様とみなすことがで
きる。すなわち、１つの偏光子ユニット（ｉ，ｊが固定された場合）の中では変数ｍ以外
は一定の値となる。図７（Ａ）は、上記式（３）又はその特殊型である上記式（４）につ
いて、横軸をｍ、縦軸をｆｍ(i,j)として、グラフをしたものである。図７（Ａ）から分
かるように、上記式（３）又は上記式（４）は、所定量の強度Ｂ(i,j)に、領域ごとの透
過軸の角度により透過強度が異なる偏光成分に関する強度が加わった強度分布となる。
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【００８７】
　そこで、画像処理部１０４では、偏光子ユニットを構成する各領域に形成された凹凸形
状の繰り返し方向の角度に対する、前記各領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)に、上
記式（３）又は上記式（４）で表される数学モデルを当てはめることにより、透過光の強
度を、偏光成分に関する強度Ａ(i,j)と、無偏光成分に関する強度Ｂ(i,j)とに分離する。
その結果、これらの分離した各成分を自由に再構成することにより、所望の画像を得るこ
とができる。
【００８８】
　次に、上記数学モデルを当てはめる方法について、その一例を詳細に説明する。
　画像処理部１０４では、まず、偏光子ユニットを構成する各領域を透過した透過光の強
度ｆｍ(i,j)を全て加算して領域数で割ることにより、透過光の強度ｆｍ(i,j)の平均値（
ｆ(i,j)に上線を付けた記号で表示する。）を算出する。ここで、図７（Ａ）からも分か
るように、透過光の強度ｆｍ(i,j)の平均値は、強度Ａ(i,j)と強度Ｂ(i,j)との和である
。したがって、透過光の強度ｆｍ(i,j)の平均値は下記式（５）で表すことができる。
【００８９】
【数７】

【００９０】
　上記式（３）は強度Ａ(i,j)と強度Ｂ(i,j)及びθ(i,j)の関数であるが、上記式（５）
を用いることにより、強度Ａ(i,j)とθ(i,j)の関数に簡略化することができる。すなわち
、下記式（６）に変形することができる。
【００９１】

【数８】

　ここで、ｍは前記領域ごとに付けられた番号であり、ｉ及びｊは前記偏光子アレイにお
ける前記偏光子ユニットの座標であり、θｍは前記領域のうち基準とする領域における繰
り返し方向を０°とした場合の他の各領域における繰り返し方向の角度であり、θ(i,j)
は前記偏光子ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向と、前記基準とする領域にお
ける繰り返し方向との角度差である。
【００９２】
　本実施形態では、各領域は均一な方向ずれをもって作製されているため、上記式（６）
におけるθｍをπｍ／Ｍとすることができる。これを表したのが下記式（７）である。
【数９】

【００９３】
　このようにして、強度Ａ(i,j)とθ(i,j)の関数に簡略化された上記式（６）、（７）を
用いて、画像処理部１０４では、偏光子ユニットを構成する各領域に形成された凹凸形状
の繰り返し方向の角度に対する、前記各領域を透過した透過光の強度ｆｍ(i,j)から前記
平均値を減じて得られる強度に、上記式（６）または上記式（７）で表される数学モデル
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を当てはめることにより（図７（Ｂ）を参照。）、透過光の強度から、偏光成分に関する
強度Ａ(i,j)を抽出する。さらに、偏光子ユニットに入力される前記偏光成分の偏光方向
と、前記基準とする領域における繰り返し方向との角度差θ(i,j)を算出する。所定の数
学モデルの当てはめは、例えばフーリエ解析や最小二乗法によることで可能である。強度
Ａ(i,j)を抽出することにより、残りの変数である強度Ｂ(i,j)も抽出することができる。
その結果、これらの分離した各成分を自由に再構成することにより、所望の画像を得るこ
とができる。
【００９４】
　＜偏光イメージング装置を応用した撮影装置＞
　次に、偏光イメージング装置を応用した撮影装置について説明する。本撮影装置の構成
は、上述する偏光イメージング装置と同じであり、画像処理部において、装置への入力光
を構成する偏光成分と無偏光成分とを分離して、無偏光成分を得るようにしている。
【００９５】
　図８は、偏光子ユニットにおける各領域から得られる撮影画像の一例である。また、図
９は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力された入力光を各成分に分離
、抽出して、再構成した処理画像の一例である。図９（Ａ）は入力光から偏光成分を分離
、除去することにより、車両内部の人間を抽出した画像例であり、図９（Ｂ）は偏光成分
のみを抽出した画像例であり、図９（Ｃ）は偏光子ユニットごとの偏光角度をマッピング
して得られた画像例である。
【００９６】
　上述するように、偏光子ユニットは、４つの領域から構成され、１つの偏光子ユニット
から各領域の４方向の偏光角度に関する透過光強度のデータｆ0(i,j)、ｆ1(i,j)、ｆ2(i,
j)、ｆ3(i,j)が得られる。また、偏光子アレイは、ｉ×ｊ個の偏光子ユニットが並べられ
て構成されているため、例えばデータｆ0～ｆ3はそれぞれｉ×ｊ個のマップ状のデータを
構成する。このマップ状のデータが図８（Ａ）～（Ｄ）である。すなわち、図８に示す各
画像は、それぞれ、一定の透過軸を有する偏光子を透過した光の強度をマップ化して、画
像としたものである。
【００９７】
　一般に、例えば、車両内部を撮影する場合、車両内部の物体からの反射光（本来検出し
たい光線）に加えて、フロントガラスやサイドガラスからの反射光（ノイズ、映り込みの
原因となる光線）が受光素子で検出される。ここで、車両内部の物体からの反射光の偏光
度と、フロントガラスなどからの反射光の偏光度とが異なるという問題に加えて、除去し
たい反射光についても、それぞれ異なる偏光を有する複数の反射光から構成されることが
問題となる。すなわち、フロントガラスとサイドガラスとでは、カメラから見て表面の向
きが異なり偏光度、偏光状態が異なったり、また、各ガラスは表面形状が曲面であること
が多く、ガラスの各部位からの反射光は偏光度、偏光状態が異なる。
【００９８】
　図８を用いて説明すると、図８（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）では、車両のサイドガラス
に周囲の背景（右横の人物や空からの太陽光）が映り込み、車両内部の人物像が不明瞭で
ある。これは、サイドガラスからの反射光が、領域ｍ＝０，１，２における透過軸とほぼ
同じ偏光角度の反射光を有しているためである。一方、車両内部の人物からの反射光はほ
とんど偏光していない無偏光成分から構成されるため、いずれの領域も透過して、図８（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、及び（Ｄ）の全ての画像で確認することができる。したがって、
車両内部の人物像を鮮明に撮影したい場合には、図８（Ｄ）で示す領域ｍ＝３からの透過
光情報を主として用いればよい。主として用いるとは、本実施例では、サイドガラスの表
面形状が曲面であるため、サイドガラスからの反射光が全て均一な偏光角度を有しておら
ず、領域ｍ＝３からの透過光情報であっても部分的に映り込みがあるためである。このよ
うな場合には、各ユニット座標ごとに最適な情報を選択して画像処理を行うことにより、
最適な画像を撮影することができる（図９（Ａ）を参照。）。
【００９９】
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　また、本撮影装置では、装置への入力光のうち、無偏光成分を得たい情報として説明し
たが、例えば、逆の成分である偏光成分を抽出してもよく、この結果得られた画像を図９
（Ｂ）に示す。
【０１００】
　本撮影装置は、様々な分野で応用することができる。
（１）雨などで濡れた路面は、濡れていない路面と比較して平滑であり、反射光を生じる
。この反射光は、例えば、路面上の白線や道路標識を見えずらくするなどの問題を引き起
こし、ドライバーから見て様々な障害となる。一方、この濡れた路面からの反射光は偏光
しているため、本撮影装置により、路面からの反射光を除去した画像をリアルタイムで撮
影し、ドライバーに提供することができる。
（２）近年、虹彩識別が注目されている。虹彩識別とは、虹彩により人物を認識、特定す
るシステムである。虹彩とは瞳孔から外側に向かってカオス状に形成された皺のことであ
り、この皺の形状（模様）は、指紋などと同様にその人固有のパターンとなるため、個人
認識の手段として注目されている。この虹彩についても、涙などにより眼が濡れた状態で
は反射光が識別の障害となってしまう。このような場合でも、本撮影装置により、眼から
の反射光を除去した画像を撮影し、識別を的確に行うことができる。
【０１０１】
　＜偏光イメージング装置を応用した表面形状計測装置＞
　次に、偏光イメージング装置を応用した表面形状計測装置について説明する。この表面
形状計測装置の構成は、上述する偏光イメージング装置と同じであり、画像処理部におい
て、偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットごとにマッピングして、物体の表面
形状を検出するようにする。
【０１０２】
　ある偏光子ユニットに入力される入力光は、当該ユニットを構成する各領域に一様な偏
光角度で入力されるので、当該偏光した入力光はいずれかの領域（又は領域ごとに分布を
持って）を透過してくる。このため、入力光がいずれの領域を透過したのか、領域ごとに
どのような分布をもって透過したのかなどを解析することにより、入力光の偏光角度を求
めることができ、偏光子ユニットごとの偏光角度のマップを作成することができる。この
結果得られた画像を図９（Ｃ）に示す。表面形状が他の部分と異なる箇所（例えば平滑面
における傷など）からの反射光は、それ以外の箇所からの反射光と比較して、異なった偏
光状態である場合が多いため、このマップを概観した場合、すぐにその異常な箇所を検出
することができる。
【０１０３】
　具体的な適用例としては、果物を出荷する際の果物の品質を検査する場合が挙げられる
。果物はその表面に傷などがあると商品としての価値が下がるため、傷の有無や表面形状
の良否が品質管理項目となっている。この傷の有無や表面形状の良否は、果物表面からの
光の偏光成分の偏光角度の違いとなって表れるので、本表面形状計測装置を用いることで
偏光角度のマップを作成して識別して、品質管理を行うことができる。
【０１０４】
　他の具体的な適用例としては、半田付けの良否を判定する場合が挙げられる。基板に電
子部品などを取り付ける際に半田付け作業が行われるが、半田付けが不良であると電気回
路が動作しないなどの問題が生じる。一般的に、半田付けの良否は、基板と該基板から略
垂直に延びた電気配線とを配線周囲に亘って接続する溶融した半田の形状によって判定す
ることができ、該半田の形状が団子状（半田表面が凸んでいる）であると不良とされ、富
士山状（半田表面が凹んでいる）であると良とされる。この半田の形状の違いは、半田表
面からの光の偏光成分の偏光角度の違いとなって表れるので、本表面形状計測装置を用い
ることで偏光角度のマップを作成して識別することができる。
【０１０５】
　物体の表面形状を評価する場合には、物体の表面から局所的に強い強度の反射光（リン
ゴや金属の表面に光を当てた際に特に反射する箇所）が発生する場合があり、ダイナミッ
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クレンジの問題が生じる。このような場合であっても、本表面形状計測装置によれば、局
所的に強い強度の反射光に基づく情報を削除して、それ以外の箇所からの光のみを用いて
精度よく表面形状を計測することができる。
【０１０６】
　＜偏光イメージング装置を応用した表面性状計測装置＞
　次に、偏光イメージング装置を応用した表面性状計測装置について説明する。この表面
性状計測装置の構成は、上述する偏光イメージング装置と同じであり、画像処理部におい
て、偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットごとにマッピングして、物体の表面
性状を検出するようにする。
【０１０７】
　ある偏光子ユニットに入力される入力光は、当該ユニットを構成する各領域に一様な偏
光角度で入力されるので、当該偏光した入力光はいずれかの領域（又は領域ごとに分布を
持って）を透過してくる。このため、入力光がいずれの領域を透過したのか、領域ごとに
どのような分布をもって透過したのかなどを解析することにより、入力光の偏光角度を求
めることができ、偏光子ユニットごとの偏光角度のマップを作成することができる。物体
の表面を構成する物質が他の部分と異なる箇所（例えば複数物質により表面が構成されて
いる場合など）からの反射光は、それ以外の箇所からの反射光と比較して、異なった偏光
状態である場合が多いため、このマップを概観した場合、すぐにその異なる物質の箇所を
検出することができる。
【０１０８】
　なお、偏光解析をした結果、反射光の偏光が、物体の表面形状（表面の凹凸など）によ
るものなのか、または、物体の表面性状（表面を構成する物質の変化など）によるものな
のかについては、区別することは困難であるため、他の情報をも考慮して判断することが
好ましい。例えば、他の情報から予め表面性状が連続的であると分かっている表面に対し
て、上記偏光解析を行った結果、反射光の偏光状態のマップに不連続性が観察された場合
には、表面形状の不連続性によるものと判断することができる。また逆についても同様で
ある。
【０１０９】
　＜偏光イメージング装置を応用した撮影装置、路面上障害物検出装置、路面状態検出装
置＞
　次に、偏光イメージング装置を応用した撮影装置、路面上障害物検出装置及び路面状態
検出装置について説明する。本撮影装置の構成は、上述する偏光イメージング装置と同じ
であり、画像処理部において、偏光成分の偏光方向の角度を前記偏光子ユニットごとにマ
ッピングして、該マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘って一様となる箇所又
は連続的に変化する箇所を検出するようにしている。また、本路面上障害物検出装置の構
成は、画像処理部において、更に、マップにおいて所定の偏光角度が所定の範囲に亘って
一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特定し、路面として特定された箇
所に位置する物体を検出するようにしている。
【０１１０】
　また、本路面状態検出装置の構成は、画像処理部により、更に、マップにおいて所定の
偏光角度が所定の範囲に亘って一様となる箇所又は連続的に変化する箇所を路面として特
定（第１機能）した後、画像処理部により、更に、マップにおける路面として特定された
箇所に相当する部分において、偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所または無偏
光成分に関する強度が所定値より小さい箇所を液体成分が存在する箇所と判定すると共に
、偏光成分に関する強度が所定値より小さい箇所または無偏光成分に関する強度が所定値
より大きい箇所を固体成分が存在する箇所と判定する（第２機能）ようにしている。
【０１１１】
　近年、車両には、路上に存在する障害物などを検知する装置が設置されている。この装
置により、例えば車両のドライバーが視認できる障害物であっても、積極的にドライバー
に知らせることができたり、よそ見などで気付かない障害物を知らせることができたりす
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る。また、ドライバーから視角となる障害物をもドライバーに知らせることができるため
、思わぬ事故を未然に防止することができる。このような緊急時に用いられる装置では、
障害物の検出速度がしばしば問題となり、例えば検出に画像処理を用いている場合には、
画像処理速度を高速にすることが好ましい。
【０１１２】
　本路面上障害物検出装置では、撮影画像の中から、まず障害物が多く存在する路面を検
出した後、該路面の部分のみを画像処理することにより路面上の物体を検出している。す
なわち、撮影した画像における一部を画像処理するだけで障害物などを検出できるため、
撮影画像の全てを画像処理する必要がなくなる。この結果、画像処理の負担を軽減して、
障害物の検出速度を向上させることができる。
【０１１３】
　本装置の動作原理は、以下の通りである。路面一面は比較的平らな面であるため、路面
からの光の偏光成分の偏光角度は一様となっていたり又は連続的に変化していたりする。
したがって、本撮影装置で撮影される撮影画像を処理して、偏光成分の偏光角度をマッピ
ングした場合、路面一面は所定の偏光角度が所定の範囲に亘って一様となった箇所又は連
続的に変化した箇所として表される。そして、この一様となった箇所又は連続的に変化し
た箇所を路面として特定することができる。一方、例えば路面の端に存在する路肩などの
箇所は、路面と不連続な形状の箇所であるため、路面が示す偏光角度と路肩が示す偏光角
度とは不連続となる。なお、「所定の範囲」については適当な値を設定すればよい。
【０１１４】
　なお、偏光成分の「偏光角度」要素は、偏光子の有する透過軸との関係で規定される要
素であるため、路面に対する撮影装置の角度によって路面からの偏光成分の偏光角度が異
なってしまう。しかしながら、車両に搭載される路面上障害物検出装置（更にその内部構
成としての撮影装置）は、車両と路面とが所定の角度関係（例えば、路面と車両の屋根は
平行になる。）にあることと関連して、路面に対して既知の角度を有する。すなわち、路
面に対する撮影装置の角度が分かっているため、路面からの偏光成分の偏光角度を予測す
ることができる。本実施形態では、路面を検出する判断材料として、上述する「所定の範
囲」であるか否かに加えて、予測される偏光角度であるか否かを採用することにより、検
出精度を高めることができる。なお、路面を検出した後、その路面上の障害物を検出する
方法としては、公知の障害物検出手法を用いて行えばよい。
【０１１５】
　また、本路面状態検出装置は、上述する第１機能と第２機能とにより路面状態を検出す
る。第１機能は、上述する路面上障害物検出装置の機能であり、これにより画像処理の負
担を軽減しながら路面を特定することができる。第２機能は、後述する気象観察用撮影装
置で用いられる機能（その詳細は下記説明を参照）であり、路面として特定された箇所に
おける偏光成分又は無偏光成分に関する強度を解析することにより、該解析結果に基づい
て路面上に水面や氷面が存在するかなどを判断することができる。
【０１１６】
　例えば、アスファルトなどの路面上に水溜りと氷面が存在した場合、それらの表面の滑
らかさは、アスファルトが最も粗く、水溜りがもっとも滑らかであり、氷面はこれらの中
間である場合が多い。そして、これらの滑らかさの違いによって、偏光成分又は無偏光成
分の強度が異なることになる。したがって、これらの強度の違いから、路面上に水面や氷
面が存在するかなどを判断することができる。後述するように、液体成分と固体成分との
識別精度をさらに高めるアルゴリズムなどを必要とする場合もあるが、例えば、さらに気
温などの情報を用いることにより、路面状態の検出精度をさらに高めることができる。
【０１１７】
　＜偏光イメージング装置を応用した気象観察用撮影装置＞
　次に、偏光イメージング装置を応用した撮影装置及び気象観察用撮影装置について説明
する。本撮影装置の構成は、上述する偏光イメージング装置と同じであり、画像処理部に
おいて、入力光を構成する偏光成分と無偏光成分とを分離すると共に、偏光成分に関する
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強度または無偏光成分に関する強度を偏光子ユニットごとにマッピングするようにしてい
る。また、気象観察用撮影装置の構成は、画像処理部おいて、更に、前記マップにおいて
、偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所または無偏光成分に関する強度が所定値
より小さい箇所を液体成分が存在する箇所と判定すると共に、偏光成分に関する強度が所
定値より小さい箇所または無偏光成分に関する強度が所定値より大きい箇所を固体成分が
存在する箇所と判定するようにしている。
【０１１８】
　図１０は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力された入力光を各成分
に分離、抽出して、再構成した処理画像の一例である。図１０（Ａ）は各成分を処理して
いない通常の撮影画像例であり、図１０（Ｂ）は偏光成分のみを抽出してこの強度をマッ
ピングした画像例である。
【０１１９】
　同図に示すように、例えば、雲を撮影した場合（図１０（Ａ））、について説明する。
雲は例えば水の粒（水蒸気）、氷の粒、砂及び塵などにより構成され、例示するように液
体成分もあれば固体成分をも有する。これらの成分のうち、水の粒に代表される液体成分
は平滑な表面を有する被写体に該当する一方、氷の粒、砂及び塵などに代表される固体成
分は凹凸のある表面を有する被写体に該当する。したがって、図１０（Ｂ）に示すように
、撮影画像を処理して偏光成分の強度についてマッピングした場合、雲の画像を偏光成分
の強度の濃淡で表すことができ、液体成分が比較的多く存在する箇所と固体成分が比較的
多く存在する箇所とを識別することができる。ただし、気象現象などは様々な要因が複雑
に絡み合って生まれる現象であるため、偏光成分の強度の濃淡という１つの情報から各成
分を明確に分離、識別できない場合も多い。したがって、各成分をより明確に分離、識別
するためには、各成分の識別精度を高めるアルゴリズムを更に採用したり（例えば、「所
定値」をより的確に設定するなど）、例えば他の情報をも考慮したりすることが好ましい
。また、例えば黄砂の観測情報など他の情報を含めて分析することにより、固体成分が氷
の粒なのか又は黄砂や塵なのかなどのより詳細な分析をすることができる。上述する液体
成分及び固体成分を判定する「所定値」については適当な値を設定すればよい。また、液
体成分を識別するための所定値と固体成分を識別するための所定値とを別に設定して、こ
れらの所定値間の強度を有する偏光子ユニットを識別するようにしてもよい。これにより
、より詳細な気象観察をすることができる。なお、偏光成分の強度についてのマッピング
を説明したが、無偏光成分の強度についてのマッピングとした場合であっても同様に説明
することができる。
【０１２０】
　＜他の実施形態に係る偏光イメージング装置＞
　上述する偏光イメージング装置は、入力光の偏光成分と無偏光成分とを処理（例えば分
離処理）して、各成分から得られる情報を利用するものである。これに対して、次に、入
力光の偏光成分と無偏光成分とを処理しなくても、有用な情報を得られる実施形態につい
て説明する。
【０１２１】
　すなわち、本発明の他の実施形態に係る偏光イメージング装置は、上述する偏光子アレ
イと上述する受光素子アレイとを有し、更に、各領域を透過した透過光の強度について、
隣接する領域同士の透過光の強度差が所定値より大きい偏光子ユニットと所定値より小さ
い偏光子ユニットとを分離する画像処理部を有する偏光イメージング装置である。
【０１２２】
　偏光子アレイ及び受光素子アレイについては、上述する様々な形態のものを適用するこ
とができる。
【０１２３】
　次に、本実施形態に係る偏光イメージング装置における画像処理部の動作について、図
６を用いて説明する。上述するように被写体を撮影する際に得られる、被写体からの光に
は、無偏光成分と偏光成分とが含まれる。ここで、偏光子ユニット６０７に入力された光
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が無偏光成分を比較的多く含む光（例えば、凹凸のある表面を有する被写体又は被写部分
からの光）である場合、偏光子ユニット６０７を構成する各領域６０３～６０６を透過す
る光の強度は領域ごとでほとんど差はない。従って、対応する受光素子602-0～602-3が受
光する透過光の強度は素子ごとでほとんど差はない。これに対して、偏光子ユニット６０
７に入力された光が偏光成分を比較的多く含む光（例えば、平滑な表面を有する被写体又
は被写部分からの光）である場合、偏光子ユニット６０７を構成する各領域６０３～６０
６を透過する光の強度は領域ごとで大きく異なる（図７を参照。）。従って、対応する受
光素子602-0～602-3が受光する透過光の強度は素子ごとで大きく異なる。
【０１２４】
　これを利用して、各領域を透過した透過光の強度について、隣接する領域同士の透過光
の強度差が所定値より大きい偏光子ユニットと所定値より小さい偏光子ユニットとを抽出
してこれらを分離することにより、撮影画像における無偏光成分の部分（又は該成分を多
く含む部分）と偏光成分の部分（又は該成分を多く含む部分）とを識別することができる
。この「所定値」については適当な値を設定すればよい。また、強度差が大きい偏光子ユ
ニットを識別するための所定値（上側所定値）と強度差が小さい偏光子ユニットを識別す
るための所定値（下側所定値）とを別に設定して、上側所定値と下側所定値との間の強度
差を有する偏光子ユニットを識別するようにしてもよい。
【０１２５】
　なお、１つの偏光子に対して２つ以上の受光素子を設置した場合には、偏光成分を多く
含む光が入力されても「隣接する偏光子（領域）同士」の透過光の強度差は大きいが、「
隣接する受光素子同士」は必ずしも大きな強度差とはならない。ある偏光子に対応する複
数の受光素子はすべて同じ強度の透過光を受光するからである。この場合には、１つの偏
光子に対応する複数の受光素子群を１単位としてとらえて、この受光素子群に隣接する受
光素子群について強度差を計算すればよい。
【０１２６】
　＜他の実施形態に係る偏光イメージング装置を応用した移動体検出用撮影装置＞
　次に、他の実施形態に係る偏光イメージング装置を応用した移動体検出用撮影装置につ
いて説明する。本移動体検出用撮影装置の構成は、上述する他の実施形態に係る偏光イメ
ージング装置と同じであり、画像処理部において、隣接する領域同士の透過光の強度差が
所定値より大きい偏光子ユニットが所定の範囲に亘って隣接して連続する箇所からの情報
を移動体として検出するようにする。本移動体検出用撮影装置は、例えばＮシステムなど
の交通監視システムなどに適用することができる。
【０１２７】
　図１１（Ａ）は、本発明の他の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力された入力
光を画像とした一例である。図１１（Ｂ）は図１１（Ａ）の拡大図である。これらの図に
示すように、比較的平滑な表面を有する車両などの移動体のフロントガラスからの光は偏
光成分を多く含むため、隣接する偏光子（領域）同士の透過光の強度差が大きく、偏光子
ごとに強度が明瞭に異なるモザイク状の画像となる。そして、このモザイク状の画像を与
える偏光子ユニットは、フロントガラス一面に対応するように、所定の範囲に亘って隣接
して連続する。一方、比較的凹凸のある表面を有する車両以外の部分からの光は無偏光成
分を多く含むため、隣接する偏光子（領域）同士の透過光の強度差が小さく、偏光子ごと
に強度がほぼ同じの画像となる。これらの画像の差を処理することにより、例えば、車両
などの移動体を含む景観の中から車両（移動体）のガラスなどの偏光成分の多い箇所を識
別することができる結果、車両（移動体）を検出することができる。なお、「所定の範囲
」については適当な値を設定すればよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明により実現される偏光イメージング装置は、デジタルカメラ、ビデオカメラ、表
面形状計測装置、表面性状計測装置などに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０１２９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置の概略構成図である。
【図２】図２は、フォトニック結晶からなる偏光子の概念図である。
【図３】図３は、図２に示すフォトニック結晶の伝搬特性を表すバンド図である。
【図４】図４は、透過軸が４種類の領域を有する偏光子ユニットを複数並べた偏光子アレ
イと、受光素子アレイとからなる受光モジュールの概略概観図である。
【図５】図５は、不透過領域により区切られた透過軸が４種類の領域を有する偏光子ユニ
ット及び、それと組み合わされる受光素子アレイを示す図である。
【図６】図６は、実施形態に係る画像処理方法を説明するための、偏光子アレイと受光素
子アレイの概略構成図である。
【図７】図７は、画像処理部における数学モデルを当てはめる方法を説明する図である。
【図８】図８は、偏光子ユニットにおける各領域から得られる撮影画像の一例である。
【図９】図９は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力された入力光を各
成分に分離、抽出して、再構成した処理画像の一例である。図９（Ａ）は入力光から偏光
成分を分離、除去することにより、車両内部の人間を抽出した画像例であり、図９（Ｂ）
は偏光成分のみを抽出した画像例であり、図９（Ｃ）は偏光子ユニットごとの偏光角度を
マッピングして得られた画像例である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力された入力光
を各成分に分離、抽出して、再構成した処理画像の一例である。図１０（Ａ）は各成分を
処理していない通常の撮影画像例であり、図１０（Ｂ）は偏光成分のみを抽出してこの強
度をマッピングした画像例である。
【図１１】図１１（Ａ）は、本発明の他の実施形態に係る偏光イメージング装置に入力さ
れた入力光を画像とした一例である。図１１（Ｂ）は図１１（Ａ）の拡大図である。
【符号の説明】
【０１３０】
１００　偏光イメージング装置
１０１　偏光子アレイ
１０２　受光素子アレイ
１０３　受光モジュール
１０４　画像処理部
１０５　演算部
１０６　メインメモリ
１０７　出力部
２０１　周期的な溝列を形成した透明材料基板
２０２　高屈折率の媒質
２０３　低屈折率の媒質
４０１　偏光子アレイ
４０２　受光素子アレイ
４０３～４０６　偏光子領域
４０７　偏光子ユニット
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