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(57)【要約】
【課題】形状に特徴のある試料について妥当な反射測定
値を得ることができ、かつ、高い再現性を有する積分球
を提供すること。
【解決手段】積分球１０は、測定光を上部の窓１ａから
受入れて、下部の窓１ｂの下に設置された試料Ｓに当て
て、試料表面の反射光を球状内壁面で拡散反射させて、
球状内壁面の一部に設けられた検出用窓１ｃから光強度
を検出する。すなわち、球状の内部空間を有する積分球
本体１と、上部窓の上に設置される集光レンズ２と、試
料Ｓを下部窓の下に設置する試料皿３と、照射光を集光
レンズ２の上側に導いて該集光レンズ２を上側から照射
する導光光学系５とを備える。さらに、集光レンズ２を
保持するレンズケース６と、上部窓の上でのレンズケー
ス６の位置又は姿勢を変化させる調整手段７とを備える
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定光を上部の窓から受入れて、下部の窓の下に設置された試料に当てて、試料表面の
反射光を球状内壁面で拡散反射させて、球状内壁面の一部に設けられた検出用窓から光強
度を検出する積分球であって、
　球状の内部空間を有する積分球本体と、
　前記積分球本体の上部窓の上に設置される集光レンズと、
　試料を前記積分球本体の下部窓の下に設置する試料皿と、
　照射光を前記集光レンズの上側に導いて該集光レンズを上側から照射する導光手段と、
を備え、さらに、
　前記集光レンズを保持するレンズケースと、
　前記上部窓の上での前記レンズケースの位置又は姿勢を変化させる調整手段と、
を備えることを特徴とする積分球。
【請求項２】
　請求項１記載の積分球において、前記調整手段は、前記レンズケースの位置又は姿勢を
自動調整することを特徴とする積分球。
【請求項３】
　請求項１記載の積分球において、前記調整手段は、前記積分球本体の上面と前記レンズ
ケースの間に介在する磁石であることを特徴とする積分球。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の積分球は、前記試料皿内の試料表面を撮像する撮像
手段を備えることを特徴とする積分球。
【請求項５】
　測定光を上部の窓から受入れて、下部の窓の下に設置された試料に当てて、試料表面の
反射光を球状内壁面で拡散反射させて、球状内壁面の一部に設けられた検出用窓から光強
度を検出する積分球を用いて、試料の反射光を測定する方法であって、
　試料皿に試料を入れて積分球本体の下部窓の下に設置する工程と、
　照射光を積分球本体の上部窓に設けた集光レンズの上側に導く工程と、
　前記集光レンズに照射光を上方から入射させる工程と、
　前記上部窓からの目視、または、前記上部窓を通して撮像された画像によって、試料表
面上での測定光のスポット位置を確認して前記集光レンズの位置又は姿勢を調整する工程
と、
　試料表面の反射光を球状内壁面で拡散反射させて前記検出器で検出する工程と、
を含むことを特徴とする試料の反射光を測定する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料水平置き積分球に関する。また、この試料水平置き積分球を使って固体
試料などの反射光を測定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
試料水平置き積分球
　分光光度計の構造的な制約から、通常、分光光度計の試料室に供給される照射光は水平
に設けられている。試料室に設置される付属品（アクセサリー）としての積分球も、側部
の窓から照射光を取り込む方式のものが一般的であった。
【０００３】
　しかし、近年、分光光度計の照射光は水平のままとし、その照射光を鉛直方向にする導
光路を積分球に設けて、積分球の上部の窓に向けて光を鉛直下方に照射する方式のものが
開発された。球体内壁面の下部窓の下に試料皿を設置して、上部窓から鉛直下方に入って
くる測定光を試料皿の試料に照射する。そうすると、試料表面の反射光は球体内壁面によ
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って拡散反射して、反射光の強度が積分球に設けられた検出器によって検出される。積分
球の下部窓の下に試料皿を設置するだけで、反射率測定の準備が整う。このような機能か
ら、以下、「試料水平置き積分球」と呼ぶ。例えば、特許文献１の図３には、円二色性測
定装置に設置された積分球が開示されている。
【０００４】
　この試料水平置き積分球を使えば、粉体など一定の形状を有しない試料の測定において
、従来のように専用セルに入れた試料をセル壁材越しに照射する必要も無くなり、試料皿
に入れた試料を直接照射することができる。従って、セル壁材の反射の影響を受けない試
料の反射光を簡単な方法で測定することができる。また、水平に置かないとこぼれてしま
うような、牛乳やオイルなどの液状試料についても、同様のことが言える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３２５３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、近年、試料の反射率の測定結果に対する再現性の向上や、異常値発生の抑制と
いった要望が強くなってきている。上述の試料水平置き積分球においても、対象とする試
料によっては、再現性が低下したり、異常値が多く発生したりする場合がある。発明者ら
は、特に、真珠など形状に特徴のある試料については、単純に試料皿に置いて上方から測
定光を照射するだけでは、測定値が異常値になったり、再現性が低かったり、と満足でき
る分析結果が得られないことが多い点に気付いた。本発明は、形状に特徴のある試料につ
いて妥当な反射測定値を得ることができ、かつ、高い再現性を有する、積分球およびこれ
を用いた試料の反射光測定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明者らは、球形など試料が形状的な特徴を有する場合は、球体内の上部窓に設けた集
光レンズを使って測定光を集光させることと、集光された測定光のスポット位置が試料表
面の所望の位置となるようにスポット位置を調整することが重要であると考えた。つまり
、試料が形状に特徴を有する場合は、測定光が意図しない方向に反射して、積分球内で十
分に拡散反射されないまま、積分球内の検出窓に入ってしまうということが、再現性の低
下は異常値の発生原因ではないかと考えた。そこで、上部窓に集光レンズを設けて、その
集光レンズの位置または姿勢を調整できるようにした。
【０００８】
　すなわち、本発明に係る積分球は、測定光を上部の窓から受入れて、下部の窓の下に設
置された試料に当てて、試料表面の反射光を球状内壁面で拡散反射させて、球状内壁面の
一部に設けられた検出用窓から光強度を検出するものであって、
　球状の内部空間を有する積分球本体と、
　前記積分球本体の上部窓の上に設置される集光レンズと、
　試料を前記積分球本体の下部窓の下に設置する試料皿と、
　照射光を前記集光レンズの上側に導いて該集光レンズを上側から照射する導光手段と、
を備え、さらに、
　前記集光レンズを保持するレンズケースと、
　前記上部窓の上での前記レンズケースの位置又は姿勢を変化させる調整手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記調整手段は、前記レンズケースの位置又は姿勢を自動調整することが好ま
しい。
　或いは、前記調整手段は、前記積分球本体の上面と前記レンズケースの間に介在する磁
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石であることが好ましい。
　また、本発明の積分球は、前記試料皿内の試料表面を撮像する撮像手段を備えることが
好ましい。
【００１０】
　一方、本発明に係る試料の反射光を測定する方法は、以下の積分球を使用する。すなわ
ち、測定光を上部の窓から受入れて、下部の窓の下に設置された試料に当てて、試料表面
の反射光を球状内壁面で拡散反射させて、球状内壁面の一部に設けられた検出用窓から光
強度を検出する積分球を用いる。そして、
　試料皿に試料を入れて積分球本体の下部窓の下に設置する工程と、
　照射光を積分球本体の上部窓に設けた集光レンズの上側に導く工程と、
　前記集光レンズに照射光を上方から入射させる工程と、
　前記上部窓からの目視、または、前記上部窓を通して撮像された画像によって、試料表
面上での測定光のスポット位置を確認して前記集光レンズの位置又は姿勢を調整する工程
と、
　試料表面の反射光を球状内壁面で拡散反射させて前記検出器で検出する工程と、
を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　形状に特徴がある試料（真珠など）の反射スペルトルを、水平置き積分球を使って測定
する際、本発明の積分球の便利さがより一層認識される。すなわち、本発明の構成によれ
ば、積分球本体の下部窓の下に試料皿を設置するとともに、上部窓の上に集光レンズを設
置して、上部窓の上での集光レンズの位置又は姿勢を変化させる調整手段を設けたので、
集光レンズにより形成される測定光のスポット位置を、試料表面における所望の位置に合
わせることができる。
【００１２】
　さらに、本発明の構成によれば、積分球は、集光レンズよりも上方に測定光を導いて、
集光レンズに測定光を鉛直下向きに照射する導光手段を備えている。例えば、積分球に供
給される測定光の光路が水平である場合、導光手段は、測定光の光路を一度鉛直上向きに
変えて、積分球本体の上方まで導き、再び水平方向に変えて、集光レンズの真上まで導く
。そこから、測定光を集光レンズに向けて鉛直下向きに変える。このような導光手段の構
成においては、集光レンズの上には測定光の光路を水平から鉛直下向きに変更するミラー
が配置されることになる。そうすると、調整手段を使って測定光のスポット位置を試料表
面の所望の位置に合わせる際、積分球本体の上部窓から試料表面を目視しながら容易に集
光レンズの位置などを調整できる。或いは、積分球本体の上部窓を通して球状内を撮像す
る撮像手段によって、試料表面を観察しながら容易に集光レンズの位置などを調整できる
。このようにして、測定光のスポット位置を試料表面の所望の位置に確実に合わせること
ができるので、形状に特徴のある試料について異常値の発生が抑制され、測定値の再現性
が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る積分球の全体構成を正面から見た縦断面図である。
【図２】前記積分球を含むアクセサリーの構成を正面から見た縦断面図である。
【図３】前記積分球の試料皿のスライド着脱装置を示す縦断面図である。
【図４】前記積分球のレンズケースを積分球本体に固定する磁石を示す図である。
【図５】第２実施形態に係る積分球の全体構成を正面から見た縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
第１実施形態
　以下、本発明に係る試料水平置き積分球の各実施形態について図面に基づいて説明する
。図１は、第１実施形態の積分球１０の全体構成図である。反射光測定の対象は、球状試
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料（真珠）Ｓである。積分球の主な構成要素は、積分球本体１と、集光レンズ２と、試料
皿３と、検出器４と、導光光学系（導光手段）５である。
【００１５】
　積分球本体１は、球状の内部空間を有する箱であり、その上部には入射用の窓（上部窓
１ａ）、下部に試料もしくは標準白板用の窓（下部窓１ｂ）、側部の２箇所に検出器用の
窓（検出用窓１ｃ）がそれぞれ形成されている。
【００１６】
　集光レンズ２は、レンズケース６に保持されている。そして、集光レンズ２が積分球本
体の上部窓１ａを覆うように、レンズケース６が積分球本体の上方に配置されている。こ
こで、積分球本体の下部窓の位置付近に焦点を結ぶレンズが採用される。レンズケース６
は、調整手段７によって、積分球本体の上面を水平方向（Ｘ－Ｙ方向）に移動自在に保持
されている。つまり、調整手段７が、集光レンズ２の位置をＸ－Ｙ方向に微調整できる。
調整手段７は、Ｘ軸およびＹ軸の位置を微調整するのみでなく、集光レンズ２のＸ軸周り
の回転位置、Ｙ軸周りの回転位置についても微調整できることがよい。つまり、調整手段
７は、集光レンズ２の位置および姿勢を微調整できることが好ましい。さらには、調整手
段７が、集光レンズの鉛直方向（Ｚ方向）の位置も微調整できることがよい。
【００１７】
　ここで、調整手段７は、ユーザーが集光レンズの微調整を遠隔操作できるように、電動
機などの駆動部を内蔵するものが好ましいが、手動操作によるものでも構わない。
【００１８】
　試料皿３は、下部窓１ｂの下に設置されると、該窓１ｂを塞ぐようになっている。皿内
には球状試料Ｓを収容できる。試料皿３は、水平方向にスライド自在なスライド着脱装置
（後述する図２参照。）によって、積分球本体１の下部から外部に引き出され、取り出し
・他の試料皿との交換・下部窓の位置への再設置が容易にできるように構成されている。
【００１９】
　導光光学系５は、外部からの測定光を集光レンズ２の上側に導いて、該集光レンズ２を
上側から照射するように配置された複数の光学素子（５ａ～５ｄ）から成る。本実施形態
の積分球１０は、既存の紫外可視分光光度計などの分光測定装置と組み合わせて、試料Ｓ
の反射スペクトルの測定に有効に用いられる。例えば、積分球１０を、分光光度計の試料
室に取り付ける場合を説明すると、分光光度計からの測定光（単色光）は、積分球本体１
の側方から水平に供給されるのが一般的である。本実施形態の導光光学系５では、積分球
本体１の側方に配置されたミラー５ｄが、測定光の向きを鉛直上向きに変える。その上方
に配置されたミラー５ｃが測定光を再び水平方向に変える。そして、集光レンズ２の上方
に配置されたミラー５ａが測定光を鉛直下向きに変える。また、２つのミラー（５ａ，５
ｂ）間の光路上には、コリメータレンズ５ｂが配置され、分光光度計の光源からの測定光
を平行光束にする。つまり、コリメータレンズ５ｂからの平行光は、ミラー５ａを反射し
た後、平行光のまま下方向に進んで、集光レンズ２を照射する。
【００２０】
　集光レンズ２で集光される測定光は、上部窓１ａから球状内に進入して、下部窓１ｂに
達し、試料皿の球状試料Ｓの表面を直接的に照射する。本実施形態では、集光レンズ２へ
の測定光が平行光束であるから、球状試料Ｓの表面にてちょうど焦点を結ぶ。試料Ｓの表
面を反射した光は、球状内壁面で拡散反射して、検出用窓１ｃに設けられた検出器４で光
強度が検出される。
【００２１】
　なお、導光光学系５の光学素子群は、図示しない支持部材によってそれぞれの位置や姿
勢が定められている。光学素子群の支持部材は、積分球本体１とともに、図示しない専用
ケースに固定されている。このため、分光光度計のアクセサリーとして本実施形態の積分
球が扱い易い構成になっている。
【００２２】
　図２は、積分球１０を含むアクセサリー２０の構成を正面から見た縦断面図である。ア
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クセサリー２０は、断面Ｌ字形のトレイ部２２と、試料皿用のスライド着脱装置２４とを
含んでいる。分光光度計に組み込む際に、トレイ部２２が試料室などに載置されるように
なっている。
【００２３】
　トレイ部２２の水平部材２２ａのほぼ中央位置に積分球１０が載置される。スライド着
脱装置２４は、水平部材２２ａと平行に伸びる引き出し部２４ａと、その基端に設けられ
た取っ手２４ｂとを有する。長尺の引き出し部２４ａは、Ｌ字形のトレイ部２２の垂直部
材２２ｂを貫通して設けられている。図２のように、スライド着脱装置２４を設置した状
態では、引き出し部２４ａの取っ手２４ｂが垂直部材２２ｂを挟んで積分球１０とは反対
側に位置し、引き出し部２４ｂの先端に載置された試料皿３が丁度、積分球本体の下部窓
１ｂの下に位置する。
【００２４】
　前述の積分球の導光光学系５のうち、集光レンズの上のミラー５ａについては、図２の
ように上下ストローク手段５ｅによって保持されて鉛直方向に移動自在になっているとよ
い。上下ストローク手段５ｅを使って、ミラー５ａを上端に退避させれば、集光レンズ２
の交換および微調整を容易に行える。また、上端窓１ａから積分球内を観察し易くなり、
メンテナンスなども容易になる。
【００２５】
　積分球１０を使った反射光測定の手順について、図１～３を用いて簡単に説明する。こ
こで、図３は、試料皿用のスライド着脱装置２４を示す正面図である。
【００２６】
　まず、図２の取っ手２４ｂを抓んで、アクセサリー２０からスライド着脱装置２４のみ
を引き出す。そして、図３に示すように試料測定の際は、引き出し部２４ａの先端に球状
試料Ｓを入れた試料皿３を載置する。ブランク測定の際は、標準白板Ｗを入れた試料皿３
を載置する。そして、スライド着脱装置２４を垂直部材２２ｂの開口に挿入して、引き出
し部２４ａを積分球本体１の下部窓の下までスライドさせる。このようにして、球状試料
Ｓを積分球本体１の下部窓の下に設置することができる。
【００２７】
　次に、分光光度計などの光源から積分球１０に測定光を供給する。測定光は導光光学系
５のコリメートレンズ５ｂによって所定の平行光束にされ、集光レンズ２の上方からこれ
を照射する。そして、測定光は、集光レンズ２で集光され、積分球内部を鉛直下方に進行
し、下部窓１ｂに設置された球状試料Ｓの表面を照射する。試料皿３の位置は、集光レン
ズ２の焦点位置に一致するため、測定光のスポット位置がほぼ試料表面に位置することに
なる。この際、ユーザーは、ミラー５ａの上方から集光レンズ２越しに積分球内を覗いて
、試料表面の所望の位置にスポット位置が合うように、集光レンズ２の位置または姿勢を
微調整することができる。例えば、調整手段７がレンズケース６をＸ軸およびＹ軸に移動
自在に保持している場合、ユーザーは、試料上のスポット位置を目視しながら、調整手段
７を手作業で動かしてスポット位置を微調整することができる。さらに、調整手段７がレ
ンズケース６をＸ軸周りおよびＹ軸周りに回転自在にも保持している場合は、集光レンズ
の姿勢も変わるので、スポット位置の微調整がより容易となる。加えて、調整手段７がレ
ンズケース６をＺ軸に移動自在に保持していれば、焦点距離の調整も可能となるので、よ
り厳密にスポット位置の微調整を実行できる。
【００２８】
　本実施形態では球状試料Ｓを測定対象としているため、測定光のスポット位置が球状試
料Ｓの頂部になるように、調整手段７によって集光レンズ２を微調整する。
【００２９】
　以上の手順によって、集光レンズ２からの測定光が、球状試料Ｓの表面の所望の位置を
照射するので、その反射光が意図しない方向に集中して進行するようなことなく、球状内
壁面によって拡散反射される。そして、拡散反射後の光強度が、検出器４で検出される。
このようにして、試料の反射光測定が完了する。
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【００３０】
　なお、ブランク測定を行う際は、球状試料Ｓに代えて、標準白板Ｗを試料皿に入れて、
前述と同様の測定を行なう。
【００３１】
　本実施形態の積分球１０によれば、積分球本体の下部窓１ｂの下に試料皿３を設置して
、上部窓１ａの上に集光レンズ２を設置して、上部窓１ａの上での集光レンズ２の位置又
は姿勢を変化させる調整手段７を設けたので、集光レンズ２により形成される測定光のス
ポット位置を、真珠などの形状に特徴がある試料Ｓの表面において所望の位置に合わせる
ことができる。
【００３２】
　さらに、導光光学系５が、外部から水平方向に供給される測定光を集光レンズ２よりも
上方まで導いて、更に、集光レンズ２に測定光を鉛直下向きに照射する。従って、集光レ
ンズ２の上には測定光の光路を水平から鉛直下向きに変更するミラー５ａが配置されさえ
すればよい。そうすると、調整手段７を使って測定光のスポット位置を試料表面の所望の
位置に合わせる際、積分球本体１の上部窓１ａから試料表面を目視しながら容易に集光レ
ンズ２の位置や姿勢を調整することができる。
【００３３】
　形状に特徴がある試料に対して測定光を照射するときに、試料表面にムラや傷などがあ
れば、その部分を反射した光が直接的に検出用の窓１ｃやその付近に集まってしまうこと
も起こり得る。また、試料表面の一部分が傾斜しているような場合にも、たまたまその傾
斜面に当った光が、直接的に検出用の窓１ｃやその付近に集まってしまうことも起こり得
る。そうすると、積分球の本来の機能を発揮できず、球体内の光を適正に平均化したもの
を検出することができなくなる。
【００３４】
　本実施形態によれば、測定光のスポット位置を試料表面の所望の位置に確実に合わせる
ことができるので、理想的な積分球の測定状態で反射光を「ならせる」ことができる。従
って、真珠などの形状に特徴のある試料Ｓについて異常値の発生を抑制することができ、
測定値の再現性が向上する。
【００３５】
　ここで、形状に特徴のある試料には、真珠の他、ダイヤモンドなどの貴金属、砂などの
粉状試料も含まれる。
【００３６】
　なお、本実施形態の調整手段７として、磁石を利用したものを採用してもよい。図４に
磁石７ａ、７ｂによる調整手段の一例を示す。積分球本体１とレンズケース６の間にシー
ト状の磁石７ａ、７ｂを介在させて、レンズケース６を磁力で積分球本体１に固定する。
積分球本体１の上面が磁石に付く磁性を有している場合は、シート状の磁石７ａ、７ｂを
レンズケース６の下面に固定しておく。このようにすれば、レンズケース６のＸ－Ｙ方向
を位置決めした後、容易に、集光レンズ２を固定することができる。また、磁石７ａと磁
石７ｂのシート数に差を設ければ、集光レンズ２の姿勢も調整できる。
【００３７】
第２実施形態
　図５に第２実施形態の積分球１０ａの全体構成を示す。ここでは、調整手段７ｃは電動
機によってレンズケース６の位置や姿勢を駆動できるようになっている。また、積分球１
０ａには、ＣＣＤカメラなどの撮像手段８が設けられている。撮像手段８は、集光レンズ
２の上側に設けられており、集光レンズ２を通して、上部窓１ａから積分球内を撮像する
。撮像方向は、下部窓１ｃの試料表面を向いている。図５に、目視で積分球内を観察する
場合の視線と合わせて、撮像手段８の撮像方向を示す。
【００３８】
　なお、球状内壁面の一部に撮像用の窓を別途設けて、この窓に撮像手段８を内蔵しても
よい。
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　撮像手段８からの画像信号は制御手段１２に入力される。制御手段１２は、画像信号に
基づいてモニター１４に試料表面の拡大画像を表示させる。また、制御手段１２には、調
整手段７ｃおよび入力装置１６が接続されている。制御手段１２は、入力装置１６から入
力されたＸ軸方向の移動量やＹ軸周りの回転量に応じて、調整手段７ｃを駆動させるよう
になっている。
【００４０】
　ＣＣＤカメラなどの撮像手段８が球状試料Ｓを撮像するので、ユーザーはモニター１４
に拡大表示された試料表面の画像から、測定光のスポット位置を確実に所望の位置に微調
整することができる。球状試料Ｓの表面のムラや傷などを容易に避けることも可能になり
、適正な測定値が得られる。
【００４１】
　なお、撮像手段８を設置する際、集光レンズ２の上にはミラー５ａが配置されさえすれ
ばよいので、撮像手段８の設置位置の自由度が比較的大きくなる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、紫外可視分光光度計などの分光光度計において使用する積分球に適用できる
。これに限られず、円二色性分散計や分光蛍光光度計などで用いる積分球にも適用できる
。
【符号の説明】
【００４３】
１　・・・積分球本体
２　・・・集光レンズ
３　・・・試料皿
４　・・・検出器
５　・・・導光光学系（導光手段）
５ｅ・・・上下ストローク手段（導光手段）
６　・・・レンズケース
７　・・・調整手段
７ａ，７ｂ・・・磁石（調整手段）
８　・・・撮像手段
１０・・・積分球
１２・・・制御手段
１４・・・モニター
１６・・・入力装置
２０・・・アクセサリー
２２・・・トレイ
２４・・・スライド着脱装置
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