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明 細 書

分析装置、真贋判定装置、真贋判定方、法、及び地中探索方、法

技術分野

０００1 この発明は、スーパーコンティニューム光 ( C 光) を利用した分析装置、印刷物の

真贋判定装置、印刷物の真贋判定方法、及び地中探索方法に関するものである。

背景技術

０００2 スーパーコンティニューム光 ( C 光) とは、ピークパワーの強いレーザ光が非線形

媒質に入射された際、該媒質中で発生する非線形現象によって、スペクトル帯域が

拡大された広帯域光である。 ・ 程度から2 u 程度のスペクトル帯域幅を有す

る広帯域光を生成する光源のひとつであるS C 光源は、その高出力性、広帯域性、ス

ペクトル平坦性などから、様々な応用分野への重要光源として期待されている。この

よぅな C 光源として様々な構成が提案されているが、光ファイバ内で C 光を生成さ

せる構成は、簡便であり、相互作用長を容易に長くでき、かつスペクトル制御も容易

であることから、一般的に広く用いられている。

０００3 例えば、特許文献 には、フオトニッククリスタルファ小 P C P h o o n c C s a F

b e ) を用いた C 光源と、該 C 光源が適用された分光測定装置が開示されている。

なお、P C とは、クラッドに空孔を形成することにより非線形性や分散特性をある程度

自由に設計可能な光ファイバであり、例えば実効コア断面積を小さくすることによって

、高い非線形性が実現される。

特許文献 1 特開2 ００3 27 4 2 号公報

特許文献2 特開2 ００5 2743 号公報

特許文献3 特開平5 26 8 号公報

特許文献4 特表 2 ００ 5 8 2 ０8 号公報

非特許文献 1 落合、「近赤外イメージング装置の仕組みとその応用」、分光研究、第

5 3 巻、第6 号 377 ００4 年

非特許文献2 岩田、「フェムト秒時間分解近赤外分光法と「束縛の弱い電子」」、分

光研究、第5 4 巻、第3 号、 5 3 ００5 年



発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 発明者らは、従来の分光測定装置について検討した結果、以下のょぅな課題を発

見した。

０００5 すなわち、非線形現象を発生するPC の零分散波長はせいぜい０ 8 f 程度と

短いのが一般的である。そのため、SC光を生成するためにPC に入射されるレーザ

光の波長も ・8 の近傍に制限され、PC にょり生成される C光は ・4 ～
75 といった比較的短い波長城に制限される (特許文献 参照)。しかしながら、

赤外分光分析などにおいては、 ・75 ょりも長い吸収波長等を有する物質の測

定も必要になる場合がある。このょぅな場合、PC を用いた C光源は不向きであり、

ょり長波長城まで広がるスペクトルを実現可能な C光源が望まれる。

０００6 また、PC は、空孔を有し断面構造が複雑なためファイバ同士の接合が容易では

い。すなわち、PC と他の光ファイバの接合では、接合面における光損失も大きくな

る傾向がある。さらに、PC は、出射光のエネルギーにょって端面が損傷 (溶融)して

しまぅおそれがある。そのため、PC が適用された C光源では、強い励起光の導入

ができず、強い C光を生成することが困難である。このょぅにPC には様々な課題

が残っており、現状では C光源としての実用性に乏 、。

０００7 この発明は上述のょぅな課題を解決するためになされたものであり、実用性に優れ

、ょり長い波長城まで赤外分光分析等を可能にするための構造を備えた分析装置を

提供するとともに、この分析装置を応用した印刷物の真贋判定装置、印刷物の真贋

判定方法、及び地中探索方法を提供することを目的としている。

課題を解決するための手段

０００8 上述の課題を解決するため、この発明に係る分析装置は、光源部と、光検出部を、

少なくとも備える。光源部は、所定の対象物に向けて照射される照明光としてスペクト

ル帯域が拡大されたスーパーコンティニューム光 ( C光)を出射する発光ユニットで

あって、種光源と、中実の光ファイバを含む。種光源は、レーザ光を出射する。中実

の光ファイバは、該レーザ光を人射して C光を生成する。特に、この発明に係る分

析装置において、種光源から出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 以上かつ



・8 以下の範囲内に収まっている。

０００9 上述のよぅな構造を有する当該分析装置では、空孔を有するP C ではなく中実の

光ファイバにレーザ光を人射させ、該中実の光ファイバ内で C光を含む C光パル

スを生成している。なお、このよぅな中実の光ファ小 としては、いわゆる非ホールアシ

スト型の (すなわち中実の) 高非線形光ファイバ ( H gh Non nea F be ) が

好適である。 とは、非線形係数 v が通常の伝送用光ファイバの5倍以上と高く

、非線形現象が発生し易い光ファイバである。例えば、 P 法で測定した場合、

の非線形係数 v は7 ・ ( W )以上であることが望ま 、。更に望ましくは、

通常の伝送用光ファイバの ０倍以ｱ ( ( W )以ｱ) 、特に望ましくは2０倍

以ｱ ( 3 ( W )以上) であるとよい。このよぅな光ファイバは、 C光の発生に寄

与する四光波混合現象やソリトン効果が発生し易い零分散波長が ・3 以上かつ

・8 以下に設計されるのが望ま 、。 は、零分散波長を ・3 以上か

つ ・8 以下に設計することが容易であり、当該分析装置において、種光源から

のレーザ光の中心波長もこの波長城に設定されている。この構成により、零分散波長

城を中心とする広帯域のスペクトルを有するS C光が好適に生成される。また、当該

分析装置の光源部に適用される光ファイバは空孔を有しないので、ファイバ同士の

結合が容易である。具体的には、これらファイバ間の接合面における光損失も d

接続以下、典型的には ・ d 接続程度と 心くでき、強い C光の生成が可能で

ある。 は、P をェ・O s 以下 (典型的には ・ 乃以下) と

、さくすることができる。そのため、直交偏波モード間のカップリングが発生し難く、S

C光スペクトルを安定させることができる。また、 は、波長分散特性の制御が比

較的容易であり、所望の零分散波長、分散値、分散スロープ、四次分散 (分散スロー

プの波長微分) が実現可能である。製造過程における制御性も高く、光ファイバの長

さ方向に沿った伝送特性の変動も小 、刮 。したがって、この発明に係る分析装置によ

れば、実用性に優れ、より長い波長城まで赤外分光分析等が可能になる。

００1０ なお、赤外分光分析等において互いに異なる複数の波長の光が必要な場合、各

波長に応じた光源を用意すると装置自体が大型化してしまぅ。しかしながら、この発

明に係る分析装置のよぅな構成であれば、装置自体の小型ィビが可能になる。すなわ



ち、当該分析装置によれば、広帯域のスペクトルを有する C光を光源部が生成する

ことにより、装置自体の小型化一つの光源から複数の波長成分を容易に生成できる

。また、この発明に係る分析装置において、光源部は、 C光を出射するための複数

の出射端を有してもよい。このよぅな構成は、S 感度の悪い波長 (例えば 5００

付近)で分光分析を行ぅ場合や、照明領域が広すぎるために照射光量が不足してい
る場合に特に有効である。

００11 種光源から出射されるレーザ光は、パルス状であるのが望ま 、。光強度 (パルス

のビーク強度)をより強くすることができるので、低い平均パワーでより広帯域なスペク

トルを有する C光を生成可能になるからである。パルス光源の繰り返し周波数は、5

OG z以下、好ましくは ００ z以下れ㌧た遅い繰り返し周波数である方が、ピー

ク強度をより強くできるので好ま 、。なお、種光源から出射されるレーザ光がパルス

状である場合、出射される C光の各スペクトル成分もパルス状になる。

００12 この発明に係る分析装置において、 C光のスペクトル帯域は、 ・8 以上かつ
3 以下であるのが好ま 、。上述のよぅに、当該分析装置では、中実の光ファイ

バ (例えば )が適用されるので、このよぅな比較的長い波長城の C光を好適

に生成できる。なお、この明細書において「０・8 以上かつ3 以下の範囲」と

は、例えば C光のスペクトル強度が波長０・8 x 3 x のそれぞれにおいてピー

ク強度の ０ 以下であることを意味する。

００13 この発明に係る分析装置は、光源部から出射される照射光が対象物の表面におい
て照射径 ば 以上かつ5０ 以下のスポット状になるよぅ、該照射光の照射径を制

限する照射径制限部をさらに備えてもよい。この場合、照射光の単位面積あたりの光

強度 (照度)をさらに高めることができる。なお、この明細書において「照射径」とは、

対象物の表面において照度が最大照度の ０ 以上である範囲の最大径をいぅ。

００14 この発明に係る分析装置において、光源部から出射される C光の強度は、 ・

以上であるのが好ま 、。当該分析装置では中実の光ファイバ (例えば

)が適用されているので、このよぅに比較的強い C光を好適に生成できる。すな

わち、当該分析装置によれば、赤外分光分析などをより精度よく行ぅことができる。な

お、この明細書において「 C光の強度」とは、例えば C光の波長幅 のスペクト



ル成分における時間平均強度を意味する。

００15 この発明に係る分析装置において、 C光の強度の時間変動幅は、一時間当たり

ｱ 5 以内であるのが好ま 、。中実の光ファイバ (例えば )は、P C と比較し

て偏波依存性が小 、刮 。したがって、生成される C光の光強度は入カレーザ光の偏

波によらず安定するので、当該分析装置によれば、このよぅに小さな C光の強度変

動幅を好適に実現できる。また、この発明に係る分析装置は、光ファイバに光学的に

接続された、照射光の偏波面を変更するための偏向板をさらに備えてもよい。被測

定物質の吸収率 (又は反射率、発光強度等) が照射光の偏波に大きく依存する場合

であっても、偏向板により照射光の偏波面を変更することにより、被検出光に含まれ

る被測定物質に関する情報のコントラストを高めることができる。さらに、この発明に係

る分析装置において、光源部は、レーザ光とは異なる波長の励起光を利用して C

光を増幅するための光増幅手段をさらに含んでもよい。この場合、任意の光強度の

照射光を容易に生成できる。なお、このよぅな光増幅手段としては、光パラメトリックア

ンプ (O P )やラマン増幅器などが挙げられる。また、当該分析装置における中実の

光ファイバが、O P やラマン増幅器などの光増幅用ファイバを兼ねてもよい。 添加

ファイバ、 添加ファイバ、 添加ファイバ、又は 添加ファイバなどの希土類添加

ファイバを用いた光増幅器も適用可能である。

００16 この発明に係る分析装置において、光検出部は P半導体層及び Ga s半導体

層を含む受光素子を有するのが好ま 、。具体的には、受光素子は、 P基板上に1

G ，感光層が設けられた構造を備える。この場合、 ・3 以上かつ ・8 以

下の波長城を中心とする広帯域の近赤外光 (被検出光) を好適に検出できる。なお、

受光素子における感光層材料としては、検出波長に応じて、S PbSe s PbS

Cd eのいずれが選択されてもよい。また、基板材料は Pには限定されない。

００17 この発明に係る分析装置は、対象物へ照射される照射光、又は、光検出部へ到達

する被検出光の波長範囲を所定範囲に制限する光学フィルタをさらに備えてもよい。

赤外分光分析では、例えば被検出光を分光器で分光することにより波長成分ごとの

強度を知ることができるが、被測定物質の吸収波長等が予め判っている場合には、こ

の分析装置のよぅに光学フィルタによって照射光又は被検出光の波長範囲を制限す



ることにより、高価な分光器を用いなくとも容易に分析を〒ぅことができる。また、この

発明に係る分析装置は、対象物へ照射される照射光、又は、光検出部へ到達する

被検出光の波長範囲を制限する波長可変フィルタをさらに備えてもよい。この場合、

吸収波長等が異なる複数の被測定物質を、フィルタを取り替えることなく容易に分析

できる。また、被測定物質の吸収波長等に応じて、検出波長を容易に調整できる。

００18 なお、上述のよぅな光学フィルタや可変長フィルタは、単色だけを透過させるフィル

タ、複数の波長成分を透過させるフィルタのいずれであってもよい。複数の波長成分

を透過させるフィルタとしては、例えば、それぞれ特定の波長成分 (色)を透過させる

フィルタ素子が二次元的に配置されたモザイクカラーフィルタが知られており、予め

設定された波長成分 (色)のみを透過させることによりS 比の良好な分析が可能に

なる。

００19 この発明に係る分析装置において、照射光は、光検出部の受光感度の波長依存

性を補償するスペクトル波形を有するのが好ま 、。すなわち、光検出部の受光感度

が低い波長城においては照射光の光強度を大きくし、逆に光検出部の受光感度が

高い波長城においては照射光の光強度を小さくすることによって、光検出部の波長

依存性に拘わらず広帯域に亘って均一な検出結果を得ることができる。

００2０ さらに、この発明に係る分析装置は、光検出部での検出結果に基づいて、被検出

光に関するスペクトル波形情報及び時間波形情報のぅち少なくとも一方を、照射光が

到達する照明領域の、対象物を含む画像データとして生成する信号処理部を備える

のが好ま 、。この場合、赤外分光分析などを容易に行ぅことができる。なお、信号処

理部は、画像データにおけるS 比改善、視覚ィヒ、又は振動補正など、種々の信号

処理を行ってもよい。

００2 1 具体的に、信号処理部は、被検出光に基づいて生成された画像データのS 比を

改善するため、該生成された画像データから、ノイズ成分が低減された補正画像デ

ータ (分析用画像)を生成する。通常、当該分析装置が設置される環境では、外部か

らの迷光 (例えば太陽光、街頭光など) 、周辺気温、周辺環境 (例えば雨、霧、雪など

) によって得られる画像データのS 比が劣ィビしてしまぅ。そのため、例えば、受光素



含む 、 C光を直接受光素子で受光することにより得られる C光画像、 C光を照

射しない状態で得た非照射画像、 C光を照射した状態で得た照明画像 (被検出光

情報に基づいた画像データ)を利用してS 比を改善することが可能である。これら4

種類の画像の差分処理により、対象物における特定波長の吸収量 (対象物の吸収

波長城における被検出光の光強度情報を含む)を、迷光、周辺温度、周辺環境等の

外乱の影響が除去された状態で明瞭に視覚ィビすることができる。

００22 被検出光情報のカラー画像化として、信号処理部は、被検出光情報に基づいた画

像データをカラー画像化 (視覚ィめすることも可能である。例えば、信号処理部は、S

C光が照射される照明領域内における照明部位それぞれに対応している画像データ

を構成する画素それぞれに関して、被検出光に含まれる 又はそれ以上の波長成分

それぞれに可視光域の異なる色を割り当て、そして、それぞれ割り当てられた色で該

画像データを構成する画素を所定の表示装置に表示させる。なお、割り当てられる

可視光域の色は、赤、黄、青などであっても、白黒画像における濃淡レベル (グレー

スケール)で表現されてもよい。そして、信号処理部により画像データを構成する画

素それぞれを割り当てられた色で該画像データを表示部が表示することにより、被検

出光情報に基づいた画像データの視覚ィビが可能になる。

００23 また、他のカラー画像ィビとして、信号処理部は、照明領域内における照明部位それ

ぞれに対応している画像データを構成する画素それぞれに関して、被検出光の波長

範囲を複数の波長城に分割し、該分割された複数の波長城それぞれに可視光域の

異なる色を割り当て、そして、それぞれ割り当てられた色で該画像データを構成する

画素を所定の表示装置に表示させてもよい。この場合も、割り当てられる可視光域の

色は、赤、黄、青などであっても、白黒画像における濃淡レベル (グレースケール)で

表現されてもよい。そして、信号処理部により画像データを構成する画素それぞれを

割り当てられた色で該画像データを表示部が表示することにより、被検出光情報に

基づいた画像データの視覚ィビが可能になる。

００24 信号処理部は、出射光の波長を決定する第 ステップと、該第 ステップで決定さ

れた波長の照射光を対象物に照射し、該照射光の反射成分の検出結果を得る第2

ステップを順次実施してもよい。なお、第 ステップは、対象物への照射光照射に先



立って行われるステップであり、波長城8００ ～3０００ のプローブ光を対象物に

照射し、該プローブ光の反射成分の検出結果に基づいて光源部から出射される照

射光の波長を決定する。対象物の検査波長を予め決定しておくことにより、 C光帯

域を狭めたり、不要な波長成分を選択的に除去するためのフイルタを光源部側又は

光検出部側に配置することが可能になる。この構成により、S 比の良好な分光分析

が可能になる。

００25 さらに、信号処理部は、時間経過とともに順次生成された複数の画像データについ

て対応する画素を平均ィビすることで、新たに分析用画像を生成する。具体的に、対

応するがその平均化は、対応する各画素の輝度の平均値を新たな輝度情報として

与えることにより実現される。この場合、振動など画像ボケの影響を効果的に低減で

きる。

００26 また、この発明に係る真贋判定装置は、吸収波長、反射波長、及び発光波長の少

なくともいずれかが互いに異なる光学特性を有する複数種類の塗料により図柄が描

かれた印刷物の真贋を判定するための第 構造を有する。そなわち、当該第 構造

の真贋判定装置であり、光源部と、光検出部を少なくとも備える。光源部は、印刷物

に向けて照射される照明光としてスペクトル帯域が拡大された C光を出射する光源

であり、種光源と中実の光ファイバを含む。種光源は、レーザ光を出射する。中実の

光ファイバは、レーザ光を人射してS光を生成する。光検出部は、照射光が照射され

た印刷物からの被検出光を検出する。特に、この第 構造の真贋判定装置において

、種光源から出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 ～・8 の範囲内に収

まっている。

００27 吸収波長、反射波長、及び発光波長が互いに異なる複数の塗料により図柄 (文字

、記号を含む) が描かれた印刷物に対しては、各塗料の吸収波長、反射波長、及び

発光波長を全て含む光が照射される。そして、全ての図柄を映し出すことにより印刷

物の真贋を判定することができる。当該真贋判定装置によれば、印刷物の真贋判定

において、PC を用いる必要が無く、広い周波数域に亘って上記図柄を映し出すこ

とができるので、実用性に優れかつ高精度の真贋判定が可能になる。

００28 上述のよぅな第 構造の真贋判定装置は、光ファイバに光学的に接続された光学フ



イルタをさらに備えてもよい。この光学フイルタは、複数種類の塗料それぞれの吸収

波長、反射波長、及び発光波長のぅち、 又はそれ以上の波長に対応する C光の

波長成分を減衰又は遮断する。印刷物の真贋判定の際には、例えば複数種類の塗

料のぅち、特定塗料の吸収波長、反射波長、又は発光波長に相当する光を減衰又は

遮断する。これにより、特定図柄のみを隠すことが可能になり、印刷物の真贋を判定

することもできる。この場合、上述のよぅな光学フイルタを備えることにより、特定図柄

を選択的に隠すことが容易になる。

００29 また、この発明に係る真贋判定装置は、発光波長及び発光寿命が互いに異なる複

数種類の塗料が塗布された印刷物の真贋を判定するための第2構造を有してもよい

。すなわち、第2構造の真贋判定装置は、光源部と、光検出部を、少なくとも備える。

光源部は、印刷物に向けて照射される照明光としてスペクトル帯域が拡大された C

光を出射する発光ュニットであって。種光源と中実の光ファイバを含む。種光源は、

レーザ光を出射する。中実の光ファイバは、レーザ光を人射して C光を生成する。

光検出部は、照射光によって複数種類の塗料が励起されることにより発生する、印刷

物からの発光を検出する。特に、こお 第2構造の真贋判定装置において、種光源か

ら出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 ～・8 の範囲内に収まている。

加えて、光検出部は、光源部からの照射光の出射に連動して印刷物からの発光を検

出する。

００3０ 発光波長及び発光寿命が互いに異なる複数種類の塗料が塗布された印刷物の真

贋を判定する場合、このよぅな印刷物に広帯域 C光パルスが照射されることにより、

該複数種類の塗料を同時に励起・発光させることができる。また、この励起によって

生じる発光を、その照射光の出射に連動して光検出部において検出することにより、

時間分解された発光強度を得ることができる。この場合、発光寿命が異なる複数の塗

料に起因した、時間経過に応じた発光強度、もしくは発光強度の波長スペクトル分布

の変ィビを観察できる。すなわち、使用する塗料の種類を正確に同定でき、その結果、

印刷物の真贋を正確に判定できる。さらに、蛍光などの発光を生じる複数種類の塗

料を予め印刷物に塗布しておくことにより、偽造者は従来のよぅに色彩及び印刷形状

を一致させるだけでなく、全ての塗料を一致させる必要が生じるため、印刷物の偽造



を飛躍的に困難にすることができる。また、この第2構造の真贋判定装置によれば、

中実の光ファイバによって C光パルスが生成されるので、実用性に優れ、より長い
波長城での判定が可能となる。なお、この明細書において「発光」とは、塗料 自身が

発する光 (例えば蛍光や燐光など)を意味する。

００3 1 この発明に係る真贋判定方法は、照射ステップと、検出ステップと、判定ステップを

備える。照射ステップは、レーザ光を中実の光ファイバに入射させることにより該中実

の光ファイバ内で生成される C光を、照射光として印刷物に照射する。また、検出ス

テップは、照射光が照射された印刷物からの被検出光を検出する。判定ステップは、

被検出光に含まれる波長成分の竹、ちいずれかを判定基準波長とし、該判定基準波

長の光強度に基づいて、印刷物の真贋を判定する。特に、この発明に係る真贋判定

方法において、判定ステップは、印刷物の真贋判定が実施される地域を予め複数の

区域に分割しておき、これら分割された区域それぞれに互いに異なる判定基準波長

を割り当てている。

００32 ここまで述べたよぅに、当該真贋判定方法を使用することで、印刷に使用する異な

る種類の発光 (蛍光など)や強度を生じる塗料の種類を増やすほど偽造の検出精度

を向上できる。一方、検出すべき波長帯の数が増えるので、所定波長を透過もしくは

遮断するためのフイルタ構成が複雑ィビする。すなわち、正確に検出するためには、フ

イルタ数を増やすか、又は任意の波長帯を 枚のフイルタで透過させるためのフイル

タが必要になる。その場合、フイルタの内部構造が複雑ィビする懸念がある。しかしな

がら、一台の判定装置によって必ずしも全ての塗料の情報 (発光、吸収など)を分析

する必要はなく、複数の判定装置にそれぞれ異なる波長を透過、吸収させるフイルタ

を設け、該複数の判定装置を用いて印刷物の情報を分析することによって、各判定

装置の構成を単純ィヒ、低コストィビできる。そして、当該真贋判定方法によれば、例え

ば或る区域 (国や地域) において偽造された印刷物が流通し、当該区域に割り当てら

れた所定波長の被検出光成分の強度が規格に偶然合致していたとしても、他の区

域に割り当てられた別の所定波長の被検出光成分の強度も規格に合致している可

能性は極めて低くなる。すなわち、他の区域において偽造を見破ることができる。した

がって、当該真贋判定方法によれば、偽造印刷物を見破る確率を、簡便な構成を有



する判定装置によって高めることができる。また、当該真贋判定装置によれば、

といった中実の光ファイバによって C光パルスを生成するので、実用性に優れ、P

C による C光の波長城よりも広い波長城を用いて判定することが可能になる。なお

、この明細書において「所定波長の成分の強度」は、所定波長の成分強度の大きさ、

及び成分強度の時間変化 (応答性)の双方を含む。

００33 この発明に係る地中探索方法は、地中の特定物質を探索する方法であって、掘削

ステップと、照射ステップと、検出ステップと、判定ステップを備える。掘削ステップは、

対象地区の地中を掘削する。照射ステップは、レーザ光を中実の光ファイバに入射さ

せることにより該中実の光ファイバ内で生成される C光を、照射光として掘削領域内

の所定部位に向けて照射する。検出ステップは、照射光が照射された所定部位から

の被検出光を検出する。判定ステップは、被検出光に含まれる所定の波長成分の強

度に基づいて、特定物質の存在を判定する。

００34 上述のよぅな地中探索方法によれば、中実の光ファイバによって C光が生成され

るので、実用性に優れ、より長い波長城での判定が可能となり、様々な種類の物質を

探索可能になる。

００35 なお、この発明に係る各実施例は、以下の詳細な説明及び添付図面によりさらに

十分に理解可能となる。これら実施例は単に例示のために示されるものであって、こ

の発明を限定するものと考えるべきではない。

００36 また、この発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになる。しかし

ながら、詳細な説明及び特定の事例はこの発明の好適な実施例を示すものではある

が、例示のためにのみ示されているものであって、この発明の思想及び範囲における

様々な変形及び改良はこの詳細な説明から当業者には自明であることは明らかであ

る。

発明の効果

００37 この発明に係る分析装置等によれば、実用性に優れ、より長い波長城まで分析を

可能にする。

００38 図 は、この発明に係る分析装置の第1実施例の構成を示す図である。



図2 は、この発明に係る分析装置における光源部の種々の構成例を示す図である。

図3 は、種光源の第 構造として、パルス光源の構成を示す図である。

図4 は、種光源の第2構造として、パルス光源の構成を示す図である。

図5 は、種光源の第3構造として、パルス光源の構成を示す図である。

図6 は、光ファイバから出射される c光パルスのスペクトル例を示すグラフである。

図7 は、光ファイバから出射される c光パルスのスペクトル例を示すグラフである。

図8 は、図6及び図7に示された各スペクトルを実現するための光ファイバ及び種光

源の条件例を示す表である。

図 は、図8に示された条件により得られる c光のスペクトル全体における時間平

示す表である。

図1０は、この発明に係る分析装置の第2実施例の構成を示す図である。

図11 は、照射光のパルス形状の一例と、被検出光のパルス形状の一例を示す図で

ある。

図12 は、この発明に係る分析装置の第3実施例の構成を示す図である。

図13 は、信号処理部における画像処理 ( 比改善及び振動補正)を説明するた

めの図である。

図14 は、この発明に係る分析装置の第4実施例の構成を示す図である。

図15 は、第4実施例に係る分析装置の変形例を示す図である。

図16 は、第4実施例に係る分析装置による第2真贋判定方法を説明するための図

である (その )
o

図17 は、第4実施例に係る分析装置による第2真贋判定方法を説明するための図

である (その2)

図18 は、この発明に係る分析装置におけるカラー画像ィビを説明するための図であ

る (その )
o

図19 は、この発明に係る分析装置におけるカラー画像ィビを説明するための図であ

る (その2

図2０は、第4実施例に係る分析装置による第3真贋判定方法を説明するための図



である。

図2 1 は、この発明に係る分析装置の第5実施例の構成を示す図である。

符号の説明

００39 a～f …分析装置、2 …種光源、2a～2c・‥パルス光源、3、3a～3f…光検出

部、4 …制御 分析部、5 …入出力部、6"、6b…モニタ 分析部、7 …分光器、8"
…ガイド光源、8b…光ヵプラ、9 …光ファイバ、 … 2波長板、 2 …偏向子、 3

…波長可変フィルタ、 4 9 …レンズ、 4a・‥コリメータレンズ、 4b…集光レンズ、

5 …ハーフミラー、 6 …光学フィルタ、 7 …ピンホール板、2０ 2０a～2０e ・‥光源部

2…対象物、 3 印刷物、 4 …コンクリート、 …被検出光、 d …微小散

乱光、 ・‥ガイド光、P レーザ光、P2 SC光、P3…照射光。

発明を実施するための最良の形態

００4０ 以下、この発明に係る分析装置、真贋判定装置、真贋判定方法、及び地中探索方

法の各実施例を、図 ～2 を参照しながら詳細に説明する。なお、図面の説明にお

いては同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。

００41 (第 実施例)

図 は、この発明に分析装置の第 実施例の構成を示す図である。図 の領域 (a)

に示された分析装置 は、赤外分光分析によって様々な物質を特定したり、対象物

質の分布状況や粒径を分析できる装置であり、光検出部3、制御 分析部4、入出

力部5、及び光源部2０を備える。なお、制御 分析部4及び入出力部5により信号処

理部が構成されている。

００42 光源部2０は、スーパーコンティニューム光 ( C光) P2に基づく照射光P3を対象物

に照射するための構成要素である。光源部2０は、種光源2と、種光源2に入射端

が光学的に接続された光ファイバ9と、光ファイバ9の出射端に光学的に直列接続さ

れた波長可変フィルタ 3とを有する。

００43 種光源2は、図示しない電源装置から電源供給を受けてレーザ光P を出射する。

レーザ光P 、例えば連続的なレーザ光や、数ナノ秒以下れ、った極めて短い時間

幅を有するパルス状のレーザ光である。なお、種光源2の内部構成については、後

に詳述する。



００44 光ファ小 9は、レーザ光P を人射して C光P2を生成するための光ファイバであ

る。光ファイバ9は、光を導波するコアと、空孔を有しない中実のクラッドとを備えた、

いわゆる非ホールアシスト型の高非線形光ファイバ ( )である。光ファ小 9の

コア部には、クラッドの実質的な屈折率とは異なる屈折率を有する領域が形成されて

おり、該領域の配置が工夫されることによって非線形性が高められている。そして、光

ファイバ9は、レーザ光P が有するスペクトル幅を、非線形光学効果 (断熱的ソリトン

圧縮効果、ラマン効果、自己位相変調、四光波混合等) によって例えば2倍以上に

拡大することにより、広帯域に亘ってなだらかなスペクトル形状を有する C光P2が生

成される。

００45 は、PC とは異なり、零分散波長を ・3 以上かつ ・8 以下の範囲

内に設計することが容易である。この波長範囲内で C光P2の発生に寄与する種光

源の波長を零分散波長近傍にすることで、 C光P2が発生し易くなる。すなわち、 C

が適用された場合よりも長波長側で C光P2を発生させることができる。また、レー

ザ光P の中心波長は光ファイバ9の零分散波長付近かそれよりも長波長であるのが

好ま 、。具体的には、光ファイバ9の零分散波長が ・3 以上かつ ・8 以

下である場合、レーザ光P の中心波長もまた ・3 以上かつ ・ 以下である

のが好ま 、。この場合、光ファイバ9の低損失な領域で効率良く C光の生成が可

能になるとともに、広波長城に亘ってなだらかなスペクトルを有する C光が好適に生

成され得る。

００46 波長可変フィルタ 3 (光学フィルタ) は、 C光P2を照射光P3に変換するための光

学素子であって、モザイクカラーフィルタであってもよい。すなわち、光ファ小 9から

出射された C光P2は、波長可変フィルタ 3によってその波長範囲が制限され、照

射光P3となる。なお、波長可変フィルタ 3の波長範囲は、対象物 に含まれる測定

対象物質の反射波長 (又は吸収波長、発光波長など) に応じて調整される。このよぅ

な波長可変フィルタ 3は、例えば干渉フィルタ、回折格子、光音響光学素子 ( O

Aco s o Op ca T nab e F e )のいずれかによって好適に実現される。

００47 なお、光源部2０は、レーザ光 aとは異なる波長の励起光を人射して C光 bを増

幅する光増幅手段備えてもよい。図2は、図 の領域 (a) に示された分析装置 にお



ける光源部2０の種々の構成例を示すブロック図である。図2の領域 (
)
に示されたよ

ぅに、光増幅手段9０( )は、光ファイバ3と波長選択手段皿の間に配置されれば

よい。このよぅな光増幅手段9０は、(第 構成)希土類元素 ( 、 、 など) が

添加された増幅用光ファイバ92を光ファイバ3の後段に配置する構成、(第2構成)ラ

マン増幅用光ファイバを光ファイバ3の後段に配置する構成、(第3構成)光ファイバ3

自体がラマン増幅用の光ファイバとなる (すなわち、光ファイバ3が光増幅手段を兼ね

る)構成、(第4構成)光パラメトリック増幅 (OP )用の光ファイバを光ファイバ3の後

段に光結合する構成、(第5構成)光ファイバ3 自体がOP 用の光ファイバとなる (す

なわち、光ファイバ3が光増幅手段を兼ねる)構成、のいずれかによって実現される。

なお、光学部品間の光学的接続又は光結合は、例えば融着、光コネクタや 溝接触

等による結合、及び空間結合のいずれかにより実現される。

００48 第 構成では、図2中の領域 (b) に示されたよぅに、増幅用光ファイバ9 2として希土

類添加光ファイバが光ファイバ3の後段に配置される。この希土類添加光ファイバに

光カプラg aを介して励起光源93a から励起光が上流側 (順方向励起)又は下流側 (

逆方向励起) に供給される。これにより、 C光 bが好適に増幅される。なお、この第

構成の場合、 C光 bのスペクトルの波長範囲は希土類添加光ファイバの増幅帯

域に制限される。

００49 第2構成においても、図2中の領域 (b) に示された構成と同様である。すなわち、増

を光ファイバ3の後段に配置される。このラマン増幅用光ファイバに光カプラg aを介

して励起光源93a から励起光が上流側 (順方向励起)又は下流側 (逆方向励起) に

供給される。これにより、 C光 bが好適に増幅される。

００5０ 第3構成は、光ファイバ3が長い(例えば数百メートル以ｱ)場合に適している。すな

わち、図2の領域 (c) に示されたよぅに、 である光ファ小 3に光カプラg bを

介して励起光源93bから励起光が上流側 (順方向励起)又は下流側 (逆方向励起)

に供給される。これにより、光ファイバ3 自体での誘導ラマン散乱によって C光 bが

好適に増幅される。

００5 1 なお、上述の第3及び第3構成においては、 C光 bのスペクトルの波長範囲は励



起光の周波数よりも約 3 z低い周波数が中心となる。また、複数波長の励起光を

用いることにより、 OO 以上のスペクトル帯域幅を有する C光 bを増幅することも

可能である。

００52 第4構成では、OP 用光ファ小 光ファイバ3とは別の など)を光ファイバ3

の後段に配置する。このOP 用光ファイバに光カプラを介して励起光が上流側 ( 項

方向励起)又は下流側 (逆方向励起) に供給される。これにより、 C光 bが好適に

増幅される。この第4構成も、図2の領域 (b) に示された構成で実現され得る。

００53 第5構成は、光ファイバ3が長い(例えば数十メートル以ｱ)場合に適している。すな

わち、 である光ファイバ3に、光カプラを介して励起光が上流側 (順方向励起)

又は下流側 (逆方向励起) に供給されることにより、光ファイバ3 自体での光パラメトリ

、ソク効果によって C光 bが好適に増幅される。この第5構成も、図2中の領域 (c) に

示された構成により実現され得る。

００54 なお、上述の第4及び第5構成においては、励起光及び信号光、アイドラー光の位

相が互いに整合する条件で C光 bが増幅される。また、この構成によれば、数百

といった広い帯域幅を有する C光 bでも好適に増幅できる。

００55 上述のよぅな構成を有する光増幅手段を用いて光増幅することにより、 C光 bの

強度が数d ～数十d 増幅される。加えて、光増幅の飽和現象を用いれば、人射光

に多少の強度変動があっても増幅光の強度は安定する。すなわち、増幅前における

C光 bの強度の波長依存性や時間変動が大きくても、光増幅後における C光 b

の強度変動を安定ィビすることが可能になる。

００56 また、この第 実施例では、光学フィルタ(波長可変フィルタ 3) が光源部2０に設け

られている。すなわち、対象物 へ照射される照射光P3の波長範囲が波長可変フ

ィルタ 3により制限されているが、光学フィルタは、対象物 と光検出部3との間に配

置されてもよい。この場合、光学フィルタは、光検出部3へ人射する被検出光 (後述

)の波長範囲を制限することとなる。

００57 光検出部3は、被検出光 を検出する。光検出部3は、例えばフォトダイオード(P

)やP アレイ、赤外カメラ等によって実現され、対象物 からの被検出光 を電流値

などの電気的な量に変換する。光検出部3は、図 中の領域 (b) に示されたよぅに、1



P基板上に Ga s感光層が設けられた構造を有するのが好ま 、。この場合、 ・

8 以上かつ3 以下の波長城を有する広帯域の被検出光 を好適に検出でき

る。また、このよぅな受光素子において、感光層材料としては、検出波長に応じて、S

PbSe s PbS Cd eのいずれが選択されてもよい。また、基板材料は

P には限定されない。

００5 8 なお、光検出部3の受光感度が波長によって変動するよぅな場合には、照射光P 3

のスペクトル波形が、光検出部3の受光感度の波長依存性を補償するよぅな形状で

あればよい。すなわち、光検出部3の受光感度が低い波長城においては照射光P 3

の光強度を大きくし、逆に光検出部3の受光感度が高い波長城においては照射光P

3の光強度を小さくすることによって、光検出部3の波長依存性に拘わらず広帯域に

亘って均一な検出結果を得ることができる。

００5 9 制御 分析部4 は、種光源2からのレーザ光P の出射タイミングと、光検出部3 に

おける検出タイミングとを制御する制御部としての機能と、光検出部3からの電気信号

(検出結果) に基づいて、被検出光 に関するスペクトル波形情報及び時間波形情

報 (経時的な強度変化情報) のぅち少なくとも一方を生成する信号処理部としての機

能とを兼備する。なお、制御 分析部4 によって生成された情報は、入出力部5 に表

示されて分析に供される。分析装置 において、これら制御 分析部4及び入出力

部5 により信号処理部が構成される。

００6０ また、 C光P 2の一部を分岐し、参照光として検出してもよい。この場合には、参照

光と検出光 との比較により、より正確な近赤外吸収スペクトルを得ることが可能にな

る。

００6 1 次に、種光源2の詳細な構成について説明する。図3 は、種光源2の第 構造として

、パルス光源2"の構成を示す図である。パルス光源2"は、いわゆるアクティブ (能動

) モード同期型の超短パルス光発生源であり、リング型共振器によって構成されてい
る。すなわち、パルス光源2 a は、半導体レーザ素子2 と、 変調器22a と、 変

調器22a を駆動する信号発生器22b と、リング状のキヤビティ(光導波路 ) 2 3を備える

。半導体レーザ素子2 は、ヵプラ23a を介してキヤビティ2 3のリング状部分と光学的

に接続されている。また、キヤビティ2 3のリング状部分は、ヵプラ23c を介して出力用



光導波路 2 3 dと光学的に接続されている。キヤビティ2 3のリング状部分には、ェルビ

ウム添加光ファイバ ( 23b 、及び 変調器22a が光学的に直列接続されてい
る。

００6 2 所定周波数の電気的パルス信号が信号発生器22b から 変調器22a に送られる

と、 変調器22a における光損失が該周波数に応じた周期で減少する。キヤビティ

2 3のリング状部分へは半導体レーザ素子2 から励起光が供給される。そして、この

励起光によって励起された 23b内の光に含まれる各モードの位相が同期したと

きに発振が生じるよぅに 変調器22a を制御すれば、パルス幅が数フェムト秒程度

の超短パルスレーザ光が生じて出力用光導波路 2 3dから外部へ周期的に出射され

る。図 の領域 (a) に示された分析装置 においては、この周期的な超短パルス光を

、レーザ光 aとして利用する。このとき、レーザ光 aの繰り返し周波数は、信号発生

器22b から 変調器22a へ送られる電気的パルス信号の周波数と一致する。

００6 3 また、図4は、種光源2の第2構造として、パルス光源2bの構成を示す図である。パ

ルス光源2bは、いわゆるパッシブ (受動) モード同期型の超短パルス光発生源であり

、リング型共振器によって構成されている。すなわち、パルス光源2bは、半導体レー

ザ素子2 と、リング状のキヤビティ(光導波路 ) 2 3と、反射ミラー24a と、反射ミラー24

a に取り付けられたピエゾモータ24b と、ピエゾモータ24b を駆動する信号発生器24c

を備える。なお、半導体レーザ素子2 がキヤビティ2 3 に光学的に接続されている点

、キヤビティ2 3が出力用光導波路 2 3dを有する点、及び、キヤビティ2 3のリング状部

分に 23bが光学的に接続されている点は、上記パルス光源2a (図 の領域 (
)

と同様である。

００64 パルス光源2bにおいては、上記パルス光源2aの 変調器22a に代えて反射ミラ

ー24a が設けられている。反射ミラー24a はキヤビティ2 3のリング状部分の一部を構

成しており、反射ミラー24a の位置が振動することによってキヤビティ2 3のリング状部

分の長さが周期的に変化する。反射ミラー24a の振動は、ピエゾモータ24b によって

与えられる。また、その振動周波数は、ピエゾモータ24b を駆動する信号発生器24c

によって制御される。

００6 5 所定周波数の電気的パルス信号が信号発生器24c からピエゾモータ24b に送られ



ると、キヤビティ23の長さが該周波数に応じた周期で変動する。キヤビティ23のリング

状部分へは半導体レーザ素子2 から励起光が供給される。そして、キヤビティ23の

長さがソリトン条件を満たす瞬間に、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルスレー

ザ光が発生する。この超短パルス光は、レーザ光 aとして出力用光導波路 23dから

パルス光源2bの外部へ周期的に出射される。このとき、レーザ光 aの繰り返し周波

数は、信号発生器24c からピエゾモータ24bへ送られる電気的パルス信号の周波数

と一致する。なお、パルス光源2bにおいては、反射ミラー24a を機械的に駆動するこ

とによって周期的な超短パルス光を発生させているため、 変調器22a を電気的に

駆動する構成のパルス光源2"と比較して、レーザ光 "の繰り返し周波数が小さくな

る傾向がある。

００66 また、図5は、種光源2の第3構造として、パルス光源2。の構成を示す図である。パ

ルス光源2cは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス光発生源であり

b共添加ガラスによる固体レーザによって構成されている。すなわち、パルス

光源2cは、半導体レーザ素子2 と、可飽和吸収体及び反射鏡が一体に構成された

可飽和吸収ミラー25と、コリメータレンズ26a と、プリズム26b及び26c と、出力用ヵプ

ラ26dと、ミラー27a～27c と、 b共添加ガラス板28とを有する。このぅち、半導体

レーザ素子2 及びコリメータレンズ26a 以外の構成要素は、レーザ発振のためのキ

ヤビティC を構成している。

００67 半導体レーザ素子2 から出射された励起光は、コリメータレンズ26a及びミラー27

aを介して b共添加ガラス板28に達し、 b共添加ガラス板28を励起する。

b共添加ガラス板28は、可飽和吸収ミラー25、プリズム26b及び26c 、出力用ヵ
プラ26d、並びにミラー27a～27c からなるキヤビティC 上に配置されている。キヤビ

ティC を進む光は、 b共添加ガラス板28によって増幅されつつ、可飽和吸収ミ

ラー25と出力用ヵプラ26dとの間で往復する。

００68 可飽和吸収ミラー25は、弱い光を吸収し、強い光を反射する性質を有する。可飽

和吸収ミラー25に到達した光に含まれる各モードの位相が同期したときに光の強度

が極大となるので、この瞬間にのみ可飽和吸収ミラー25は反射ミラーとして機能し、

レーザ発振が生じる。従って、このレーザ光はパルス幅が数フェムト秒程度の超短パ



ルス光となり、レーザ光 aとして出力用ヵプラ26dから外部へ出射される。このとき、

レーザ光 の繰り返し周波数は、キヤビテイC の長さに応じた値となる。

００69 ここで、図5及び図6は、光ファ小 9から出射される C光P2のスペクトルである。

すなわち、図5において、領域 (a) はスペクトル帯域が ・8 以上かつ3 以下

である C光スペクトルを示し、領域 (b) はスペクトル帯域が ・ 以上かつ2・4 ば

以下である C光スペクトルを示している。また、図6において、領域 (a) スペクト

ル帯域が ・35 以上かつ ・ 以下である C光スペクトルを示し、領域 (b

はスペクトル帯域が ・3 ば 以上かつ ・8 以下である C光スペクトルを示して

いる。なお、図5及び図6において、縦軸のスペクトル強度はピーク値を として規格

ィビされている。この第 実施例のよぅに光ファイバ9として を用いれば、これら

のよぅに広帯域にわたって平坦なスペクトルを有する C光P2を好適に生成できる。

００7０ 図8は、図5及び図6に示された C光スペクトルそれぞれを実現するための条件例

を示す表である。また、図9は、図8に示された条件によって得られる C光スペクトル

全体における時間平均光強度及び平均的なスペクトル成分の強度 (単位波長あたり

の放射束)の大きさを示す表である。

００7 1 以下、第 実施例に係る分析装置 が有する効果について説明する。この第 実施

例に係る分析装置 においては、空孔を有するPC ではなく中実の光ファイバg (

) にレーザ光P を人射させ、 C光を含む C光P2を生成している。また、光フ

ァイバ9の零分散波長が ・3 以上 8 4 以下に設定されており、レーザ光P

の中心波長もまた、 ・3 ば 以上 8 以下に設定されている。これにより、この

に生成される。したがって、この第 実施例に係る分析装置 によれば、より長い波長

城まで赤外分光分析等が可能になる。

００72 この第 実施例に係る分析装置 においては、光ファイバ9としてPC ではなく中実

である が適用されるため、ファイバ同士の接合が容易であり、また、接合面に

おける光損失も 心く抑えることができる。さらに、種光源2から出射されたレーザ光P

のエネルギーによって端面が損傷 (溶融 するおそれも低く、例えば光強度 ( C光

がパルス状の場合は、パルスのビーク強度) が ・ W 以上れ、った比較的強



い C光P2が好適に生成され得る。このよぅに、分析装置 aは、実用性に優れている

。なお、 C光P2の光強度の上限は、例えば 程度であるが、 C光P

2のスペクトル帯域や人射光 (レーザ光P )の強度によっては、さらに強くすることも

可能である。

００73 一般的に、PC は偏波モード分散 (P ) が大きく、伝搬先の偏波状態が安定し

ないため、出射される C光の発生帯域や強度が安定し難い。これに対し、中実であ

る は、PC と比較して構造制御性が良好であり、コアノクラッドの比屈折率差

も相対的に 、さいので、P などの偏波依存性が小 、刮 。特に、偏波保持ファイバ

が適用されることにより、偏波間の結合をほとんど無視できる。そのため、生成される

C光P2の光強度は 中を伝搬する偏波の状態が安定する。このよぅに、当該

第 実施例に係る分析装置 によれば、 C光P2の強度 ( C光P2がパルス状である

場合は、ピーク強度)の時間変動幅を例えば一時間当たりｱ 5 以内れづ極めて小

さな値にできる。

００74 また、一般的に、赤外分光分析等において互いに異なる複数の波長の光が必要な

場合、各波長に応じた光源を用意すると分析装置自体が大型ィビしてしまぅ。これに対

し、第 実施例に係る分析装置 は広帯域のスペクトルを有する C光P2を光源部2

が生成しているので、例えば波長可変フイルタ 3や、図示しないプリズムなどを用

いて一つの光源から複数の波長の光を容易に生成できる。そのため、当該分析装置

は、装置自体の小型化を可能にする。

００75 上述のよぅに、光源部2０は、レーザ光P とは異なる波長の励起光の供給により C

光P2を増幅する光増幅手段を有するのが好ま 、。これにより、任意の光強度の照

射光P3が容易に生成され得る。また、光増幅手段からの出力光強度を飽和させるこ

とにより、 C光P2が有するスペクトルの強度変ィビを抑えることができる。特に、上述

の第 ～第5構造 (図2参照) は、照射光P3の帯域が限られている場合に極めて効果

的に C光P2を増幅する。

００76 この第 実施例に係る分析装置 は、対象物 へ照射される照射光P3の波長範囲

を制限する波長可変フイルタ 3を備えるのが好ま 、。赤外分光分析においては、

例えば被検出光 を分光器で分光することにより波長成分毎の強度を知ることができ



る。しかしながら、波長可変フィルタ 3のよぅな光学フィルタによって照射光P3の波

長範囲が制限されることにより、高価な分光器を用いなくとも容易に分析を行ぅことが

できる。波長可変フィルタ 3によって波長範囲を変更可能にすることにより、吸収波

長、反射波長、及び励起波長の少なくともいずれかが異なる複数種類の被測定物質

を、フィルタを取り替えることなく容易に分析できる。さらに、被測定物質の吸収波長

等に応じて、検出波長を容易に調整できる。

００77 なお、対象物 において測定対象となる物質の種類が限られている場合には、波

長可変フィルタ 3に代えて、照射光P3の波長範囲をある特定の範囲に制限する波

長範囲固定の光学フィルタが適用されてもよい。この場合、互いに透過波長の異なる

複数種類の光学フィルタを併用し、照射光P3に複数波長が含まれるよぅに照射光P

3の波長を制限してもよい。

００78 このよぅな光学フィルタを対象物 と光検出部3との間に配置することにより、被検出

光 の波長範囲を制限してもよい。この場合、光ファイバ9と対象物 との間に波長可

変フィルタ 3が配置された構成と同様の効果を好適に得ることができる。

００79 この第 実施例では、波長範囲を制限する分光手段として波長可変フィルタ 3など

の光学フィルタを用いている。しかしながら、該光学フィルタに代えて分光器等を用い
て被検出光 を分光してもよい。このよぅに分光器が適用される構成としては、例えば

( )対象物 と光検出部3との間に分光素子 ( リズムやバルクタイプのグレーティン

グ素子など) が配置される構成、及び ( )フーリエ変換分光を利用する構成などが考

えられる。

００8０ 上述の構成のぅち構成 ( )では、対象物 と光検出部3との間に分光素子が配置さ

れるとともに、光検出部3としてアレイ状の受光素子が適用可能である。この場合、光

検出部3の特定位置に入射する光は特定波長のスペクトル強度情報を有するので、

分光分析を好適に行ぅことができる。あるいは、光検出部3として一個の受光素子を

用い、分光素子を回転させることにより(又は光検出部3を平行移動させることにより)

、分光素子を透過した被検出光 を検出してもよい。いずれの構成によっても、分光

分析を好適に行ぅことができる。

００8 1 また、構成 ( )の一例としては、次の構成が好適である。すなわち、ハーフミラー、



固定ミラー、及び可動ミラーなどを用い、対象物 に入射する照射光P3の光路を二

手に分岐し、一方の光路長を可変にする。そして、該一方の光路長を調整することに

よって干渉強度を検出し、この干渉強度と光路長差との相関に基づいて、フーリエ変

換により分光スペクトルを好適に得ることができる。

００82 (第2実施例)

図 ０は、この発明に係る分析装置の第2実施例の構成を示す図である。この第2実

施例に係る分析装置 a 、赤外分光分析によって様々な物質を特定したり、対象物

質の分布状況や粒径を分析する。すなわち、分析装置 aは、図 ０に示されたよぅに

、光検出部3"、制御 分析部4、入出力部5、コリメータレンズ 4"、集光レンズ 4b

、ハーフミラー 5、ピンホール板 7、及び光源部2０aを備える。これらのぅち、光検出

部3a、制御 分析部4、及び入出力部5の構成については、上述の第 実施例にお

ける光検出部3、制御 分析部4、及び入出力部5と同様なので、詳細な説明を省略

する。なお、この第2実施例においても、制御 分析部4及び入出力部5により信号

処理部が構成されている。

００83 光源部2０aは、スーパーコンティニューム光 ( C光) P2に基づく照射光P3を薬剤

などの対象物 に照射する発光ユニットである。光源部2０は、種光源2と、種光源

2に入射端が光学的に接続された光ファイバ9と、光ファイバ9の出射端に光学的に

直列接続された 2波長板皿、偏向子 (偏向板) 2、及び波長可変フィルタ 3とを

含む。これらのぅち、種光源2、光ファイバ9、及び波長可変フィルタ 3の構成は、第

実施例における光源部2０と同様である。

００84 2波長板皿、偏向子 2、及び波長可変フィルタ 3は、 C光P2を照射光P3に

変換するための光学部品である。すなわち、光ファイバ9から出射された C光P2は

2波長板皿によって円偏光となり、偏向子 2によって偏波面が規定される。な

お、この偏向子 2は光軸周りに回転可能なよぅに設けられており、 C光P2の偏波

面の向きを自在に変更できるしくみになっている。その後、 C光P2は、波長可変フィ

ルタ 3によってその波長範囲が制限され、照射光P3として出射される。

００85 コリメータレンズ 4a及び集光レンズ 4bは、対象物 の表面における照射光P3

の照射範囲をスポット状に制限するための照射径制限部であり、光源部2０aの光出



射端に光学的に接続されてぃる。コリメータレンズ 4"は、光源部2０"から出射された

照射光P3をコリメートする。集光レンズ 4bは、コリメートされた照射光P3を対象物

へ向けて集光する。集光レンズ 4bは、照射光P3の単位面積あたりの光強度 (照

度)を高めるために、対象物 の表面における照射光P3の照射径は ば 以上か

つ5０ 以下であるのが好ま 、。一方、照射ビームを拡大するときは、集光レンズ

4bを取り外してもかまわなぃ。また、集光レンズ 4bに代えてシリンドリカルレンズを

用ぃ、照射光P3の照射範囲をライン状に制限し、光源部2０aを線光源化してもよぃ

００86 ハーフミラー 5は、対象物 におぃて生じた被検出光 を光検出部3aへ導くため

の光学部品であり、コリメータレンズ 4aと集光レンズ 4bとの間に配置されてぃる。こ

こで、被検出光 とは、照射光P3に起因する対象物 からの光であり、例えば照射

光P3が対象物 内部の測定対象物質によって反射又は散乱した光や、測定対象

物質を透過した光、あるぃは、照射光P3によって測定対象物質が励起されることによ

り生じる発光などである。

００87 ピンホール板 7は、共焦点光学系を構成するための光学部品である。すなわち、

ヒンホール板 7は、ヒンホール 7aを有する板状の部材からなり、ヒンホール 7aが

光検出部3aの受光面上に位置するよぅに光検出部3aとハーフミラー 5との間に配

置されてぃる。ピンホール板 7は、光検出部3aへ人射する被検出光 から、焦点の

合致した箇所以外の反射光を除去することにより、例えば深さ方向に精度を要する

対象物 を分析する際に分解能を 心くできる。

００88 次に、分析装置几を用ぃた赤外分光分析の一例として、薬剤の粒径分布測定及

び分散測定につぃて説明する。

００89 (粒径分布測定)

薬剤を製造する際には、体内での薬効時間にばらつきが生じるのを抑えるために、

粒径のばらつきを小さくすることが求められる。このため、製造過程におぃて粒径分

布を測定できるのが好ま 、い 。粒径分布を測定するためには、測定対象物質の反射

波長に相当する波長成分を含むパルス状の照射光P3を薬剤サンプル (対象物

に照射し、薬剤サンプルから得られる被検出光 のパルス形状と、照射光P3のパル



ス形状とを互いに比較すればよい。なお、薬剤の粒径分布を測定する方法としては、

例えば光源部2０aから日射された照射光P3を分岐して、薬剤サンプルに光が照射さ

れた際に薬剤サンプル内で生じる光散乱による反射戻り光の時間遅れ成分を抽出

することによって粒径分布を求める方法や、あるいは薬剤サンプルからの反射戻り光

、同じく反射戻り光のパルス応答を測定し、その両者の差分を測定する方法などがあ

る。分析装置 aなどの測定系では、被測定物の深さ方向の分解能が高いため、詳細

に粒径分布を測定することができる。

００9０ そして、被検出光 及び照射光P3のパルス波形を比較した結果 (差分など) に基づ

いて、ケモメトリックス法や主成分分析などの統計的手法による解析が行われ、また、
。

複数の薬剤成分の反射光強度に応じて波長が変えて測定されることにより、サンフ

ルに含まれる複数成分の粒径分布の評価を〒ぅことができる。

００9 1 図 、照射光のパルス形状の一例と、被検出光のパルス形状の一例を示す図

である。この図皿において、領域 a 照射光P3のパルス形状の一例を示す。領域

(b)は被検出光 のパルス形状の一例を示す。照射光P3を薬剤サンプルに照射す

ると、薬剤サンプルから得られる被検出光 には微小散乱光 dが含まれる。この微小

散乱光 dの光強度は、対象物 の粒径分布に依存する。そして、微小散乱光 d

は、通常の反射光よりも時間的に遅延して光検出部3aに到達するので、この図皿の

領域 (b) に示されたよぅに、被検出光 のパルスの裾は微小散乱光 dの分だけ広が

ることになる。この裾部分を検出することによって、微小散乱光 dの光強度が得られ

、粒径分布を推定できる。

００92 なお、例えば照射光P3のパルス幅が長すぎると、図皿の領域 (c) に示されたよぅに

微小散乱光 dが被検出光 のパルスに隠れてしまい検出が困難になる。これに対し

、当該第2実施例における光源部2０aによれば、上述のよぅに時間幅が数フェムト秒

れ㌧た超短パルスが、照射光P3として対象物 に照射され得る。このよぅに、第2

実施例によれば、微小散乱光 dの強度を正確に測定できるため、精度の良い測定

が可能になる。

００93 また、さらに簡易な方法として、照射光P3を対象物 に照射し、その透過光を被



検出光 として検出してもよい。この場合、透過光の減衰率から被測定物の厚み方向

の平均的粒径分布を推定できる。

００94 (薬剤の分散測定)

薬効時間内の薬剤の効果を均一にするために、薬剤を製造する際には、薬剤に含

まれる各成分を均一に分散させ、各薬剤の薬効のばらつきを 心くすることが求めら

れる。このため、製造過程において薬剤成分の分散の様子を測定できるのが好まし

い。成分の分散の様子を測定するためには、パルス状の照射光P 3を薬剤サンプル (

対象物 ) に照射し、薬剤サンプル内において生じた蛍光などの発光 (被検出光 )

の分布を測定するとよい。

００9 5 具体的には、特定の成分の励起波長に相当する波長成分を含む照射光P 3が対

象物に照射されると、被検出光 に含まれる特定成分からの蛍光などの発光が波長

選択フイルタ等により抽出された後、この発光強度が2次元の光検出部3 a により検出

される。そして、検出結果が画像情報 (データ) として入出力部5 により表示されれば、

薬剤の部位による発光の濃淡によって特定成分が均質に分散しているか否かを容

易に判断できる。

００9 6 また、照射光P 3に対する発光 (被検出光 )の時間応答を考慮することにより、対象

物 (特に、錠剤・粉末剤) における厚さ方向の分散均質度を短時間で容易に評価

することができる。これにより、従来は破壊試験が必要であった(非特許文献 参照 )

厚さ方向の分散均質度の測定を、 一 に測定できる。

００9 7 なお、上述の粒径分布測定や分散測定といった医薬の分析方法に第2実施例に

係る分析装置 a を使用することにより、例えば医薬品工程管理技術 (P P ocess

Ana ca Techno og ) に応用することができる。P においては、ケモメトリクスや多

重回帰分布測定などの統計学的分析手法を活用し、薬剤製造プロセスにおける調

整パラメータを明らかにしたぅえで、上述の粒径分布や分散などの測定結果をフイー

ドバックしながら製品の均質ィビを図ることができる。一方、狭義のP においては、

波長成分ごとのイメージングができなくても、 つ又はそれ以上の波長成分の光を照

射した際の発光分布が基準データと略同一であると判定できる場合にはその薬剤サ

ンプルを合格とする、いわゆるバッチ検査 (検査簡略ィめに用いることもできる。



００98 この第2実施例に係る分析装置 aは、第 実施例に係る分析装置 と同様に、実用

性に優れ、かつ、より長い波長城まで近赤外分光分析等を可能にする。したがって、

粒径分布測定や分散測定といった薬剤の分析を、様々な薬剤に対して精度よく行ぅ

ことができる。

００99 この第2実施例に係る分析装置 aは、照射光P3の偏波面を可変にする偏向子 (偏

向板) 2を備えてもよい。被測定物質の吸収特性 (又は発光特性) が照射光P3の偏

波に大きく依存する場合であっても、このよぅに照射光P3の偏波面を可変とすること

により、被検出光 に含まれる被測定物質に関する情報のコントラストを高めることが

できる。

０1００ (第3実施例)

図 2の領域 (a) 及び領域 (b) は、この発明に係る分析装置の第3実施例の構成を

示す図である。これら領域 (a) 及び領域 (b) に示された分析装置 、 cは、上述の

第 実施例に係る分析装置 を変形例であり、例えば食品検査などの際の近赤外分

光分析に使用することができる。

０1０1 図 2の領域 (a) に示されたよぅに、分析装置 bは、光検出部3b、モニタ 分析部6

a (f 号処理部に含まれる) 、分光器7、レンズ 4、及び光源部2０bを備える。光源部

2０bは、 C光P2を照射光P3として食品などの対象物 2に照射するための構成要

素である。光源部2０bは、種光源2及び光ファイバ9によって構成されている。なお、

種光源2及び光ファイバ9の構成は、第 実施例と同様である。

０1０2 レンズ 4は、対象物 2の表面における照射光P3 (SC光P2) の照射範囲をスポッ
ト状に制限するための照射径制限部であり、光源部2０bの光出射端に光学的に接続

されている。なお、レンズ 4は、対象物のサイズ (ゴマ、米粒などの小さな種子は狭く

、ミカン、リンゴ、メロンれ㌧た大きな果実は広く) に応じて照射径を適切な範囲にす

る。すなわち、レンズ 4は、照射光P3の単位面積あたりの光強度 (照度)を高めるた

めに、対象物 2の表面における照射光P3の照射径を ば 以上かつ5０ 以下

のスポット状にする。

０1０3 分光器7は、対象物 2からの被検出光 を分光するための光学部品である。分光

器7の構成としては、例えばプリズムやバルクタイプのグレーティング素子を用いた構



成や、あるいはフーリエ変換分光を利用する構成などが適している。

０1０4 光検出部3bは、被検出光 を検出する。第3実施例における光検出部3bは、例え

ばフォトダイオード(P )やP アレイ、赤外カメラ等によって実現され、対象物 2か
らの反射光又は散乱光を被検出光 として受光し、その光強度を電流値などの電気

的な量に変換する。なお、光検出部3bの詳細な構成は、第 実施例における光検出

部3と同様である。

０1０5 モニタ 分析部6 は、種光源2からのレーザ光P の出射タイミングと、光検出部3b

における検出タイミングとを制御する制御部としての機能と、光検出部3bからの信号

(検出結果) に基づいて、被検出光 に関するスペクトル波形情報を生成する信号処

理部としての機能とを兼備する。また、モニタ 分析部6aは、生成されたスペクトル波

形情報を表示する表示部としての機能も備えている。

０1０6 一方、分析装置 cは、図 2の領域 (b) に示されたよぅに、光検出部3c、モニタ 分

析部6" (f 号処理部) 、レンズ 4、及び光源部2０。を備える。このぅち、モニタ 分析

部6"及びレンズ 4の機能は、分析装置 bと同様である。

０1０7 光源部2０cは、 C光P2に基づく照射光P3を対象物 2に照射するための発光ュ
ニットである。光源部2０cは、上述の光源部2０bと異なり、種光源2及び光ファイバ9

に加えて、光ファイバ9の出射端に光学的に接続された光学フィルタ 6を有する。こ

の光学フィルタ 6は、照射光P3の波長範囲を所定範囲に制限するための光学部品

であり、図 2の領域 (a) における分光器7に代えて設けられる。なお、この第3実施例

における光学フィルタ 6は、被測定物質の吸収波長に応じてその透過波長範囲が

固定されるが、波長可変フィルタを用いても良い。また、光学フィルタ 6は、互いに透

過波長が異なる複数の波長固定フィルタによって構成されてもよい。この場合、複数

の波長成分を同時に用いて被測定物質を分析することができる。

０1０8 光検出部3cは、上述の光検出部3bと同様に、例えばフォトダイオード(P )やP

アレイ、赤外カメラ等によって実現される。ただし、この光検出部3cは、対象物 2か

らの透過光を被検出光 として受光し、その光強度を電流値などの電気的な量に変

換する。この光検出部3。の詳細な構成も、第 実施例における光検出部3と同様で

ある。



０1０9 なお、第3実施例に係る分析装置 K、 cは、反射光を検出する光検出部3b及び

透過光を検出する光検出部3cをそれぞれ備えているが、分析装置 (又は分析装

置 c ) は、光検出部 3cの双方を備えることにより反射光及び透過光の双方を撮

像してもよい。また、分析装置 c においては、レンズ 4又は対象物 2の位置を相対

的に移動可能にすることにより、対象物 2の表面を照射光P 3が走査させる構成で

あってもよい。

０11０ この発明に係る分析装置は、被検出光 2に基づいた画像データのS 比を改善す

るための構造を備えてもよい。すなわち、信号処理部は、生成された画像データのS

比を改善するため、該生成された画像データから、ノイズ成分が低減された補正画

像データを生成する。通常、当該分析装置が設置される環境では、外部からの迷光

(例えば太陽光、街頭光など) 、周辺気温、周辺環境 (例えば雨、霧、雪など) によっ
て得られる画像データのS 比が劣化してしまぅ。そのため、例えば、受光素子の受

光面を遮蔽した状態で得られる遮光画像 (受光素子自身のデバイスノイズ )、S

C光を直接受光素子で受光することにより得られる C光画像
S
、 C光を照射しな

C

い状態で得た非照射画像 、 C光を照射した状態で得た照明画像 (被検出光

情報に基づいた画像データ) を利用してS 比を改善することが可能である。図 3の

領域 a 、信号処理部における画像処理 (S 比改善) を説明するための図であり、

遮光画像 6０4 S C光画像 6０3、非照射画像 6０2、照明画像 6０の各
SC

成分は、以下のよぅに与えられる。

遮光画像

０111 ここで、遮光画像 の成分は受光素子自身のデバイスノイズ で与えられる。 C

光画像 の成分は、受光素子に照射された C光パワーP がデバイスノイズ とと
C SC

もに検出された値となる。非照射画像 の成分は、迷光パワーP が該被検出対象

に吸収された吸収成分 だけ減少した状態でデバイスノイズ とともに検出された値

となる。また、照明画像 の成分は、被検出対象に吸収された C光の吸収成分



だけ減少した C光の反射成分 (P ) と吸収成分 だけ減少した迷光成分 (
C SC SC

P ) がデバイスノイズ とともに検出された値となる。なお、遮光画像 6０4、S

C光画像 6０3、及び非照射画像 6０2は、赤外線撮影に先立って取得し、
S

予
C

め信号処理部のメモり9０に格納しておけばよい。

０112 このとき、照明画像 と非照射画像 の差分 ( ) をとると、以下の式 ( )
B

で与えられる成分値が得られる。

二P (
SC SC

０113 さらに、 C光の照射パワーP を除去するため、 C光画像 と式 ( )で得られた
C SC

成分値の差分をとる。

) 二 (2)
S C SC

０114 この式 (2) で得られた成分値は、被検出対象に吸収された C光の吸収成分 の
C

他、デバイスノイズ を含んでいる。そのため、さらに、式 (2) で得られた成分値と遮

光画像 の成分値 の差分をとることにより、被検出対象における C光の吸収成分

のみの情報を含む分析用画像6０5が得られる。
C

０115 このよぅに、これら4種類の画像の差分処理により、被検出対象における特定波長

の吸収量 (被検出対象の吸収波長城における被検出光の光強度情報を含む) を、迷

光、周辺温度、周辺環境等の外乱の影響が除去された状態で明瞭に視覚ィビすること

ができる。

０116 さらに、この発明に係る分析装置は、被検出光に基づいた画像データの振動補正

をするための構造を備えてもよい。例えば、信号処理部において、時間経過とともに

順次取り込まれた複数の画像データについて対応する各画素ごとに平均化 (例えば

対応する各画素の輝度の平均値を新たな輝度情報として与える)することにより、振

動など画像ボケの影響を効果的に低減できる。図 3の領域 (b) は、信号処理部にお

ける画像処理 (振動補正) を説明するための図である。

０117 すなわち、図 3の領域 (b) に示されたよぅに、信号処理部は、メモり9０内に時間経

過 、 、 、 とともに順次照明画像6０を取り込む。これら取り込まれた照明画像
2

のぅち時間 ，の照明画像と時間 ，の照明画像について平均化処理を行い、
十

画像内

のボケが補正された分析用画像6０6が得られる。なお、メモりは、記憶容量に制限が



あるので、使用済みの照明画像は逐次削除される。また、振動が大きい場合には、

平均ィロ処理に利用する照明画像の枚数 (フレーム数) を多くすることにより、より振動

の影響を低減することができる。逆に、振動が小さい場合には、平均ィロ処理に利用

する照明画像の枚数 (フレーム数) を少なくしてもよい。

０118 続いて、第3実施例に係る分析装置 b (又は分析装置 c ) を利用した赤外分光分

析の一例として、食品検査・選別、血糖値検査、及び地中探索について説明する。

０119 (食品検査・選別)

例えば、果実などの食品に照射光P 3を照射し、フルクトースやグルコースなどの糖

分に特有の吸収波長における被検出光 と照射光P 3との強度比を検出することによ

って、糖度の測定を容易に行ぅことができる。あるいは、クェン酸やアスコルビン酸に

特有の吸収波長における被検出光 と照射光P 3との強度比を検出することによって

、酸度の測定を容易に行ぅことができる。あるいは、エチレンやクロロフイルに特有の

吸収波長における被検出光 と照射光P 3との強度比を検出することによって、熟度

の測定を容易に行ぅことができる。あるいは、ペクチンに特有の吸収波長における被

検出光 と照射光P 3との強度比を検出することによって、硬度の測定を容易に行元
とができる。

０12０ この食品検査・選別の際には、ケモメトリックス法が好適に用いられる。すなわち、測

定対象物質 (フルクトース、クェン酸、エチレンなど) の吸収波長に相当する被検出光

の波長成分の光強度や、該光強度と他の波長成分の光強度との比が指標として準

備される。そして、この指標と、水分量、糖度、酸度、及び熟度との予め測定された相

関に基づいて、検量線との比較によって半経験的にこれら水分量、糖度、酸度、及

び熟度が定量ィビされる。あるいは、ある測定対象物質の吸収波長 (例えば果物であ

れば、水分量なら波長2・ r 近、糖分なら波長 ・7 付近、酸度なら波長 ・

r 近、熟度なら波長０・g 付近、硬度なら波長 ・2 付近) における被検

出光 の光強度の大きさに基づいて、水分、糖度、酸度、熟度、硬度などが定量ィビさ

れてもよい。

０121 第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) によれば、第 実施例に係る分

析装置 と同様に、実用性に優れ、かつ、より長い波長城まで近赤外分光分析等が



可能になる。したがって、上述のよぅな比較的長い吸収波長を有する被測定物質を

好適に測定できるので、食品検査・選別に適している。

０122 また、従来の近赤外分光分析装置としては、例えばフェムト秒のチタンサファイアレ

ーザを非線形結品を用いて近赤外光に波長変換する構成 (非特許文献2参照) が知

られている。しかしながら、このよぅな構成では、装置が高価かつ大型になってしまぅ。

この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) は、このよぅな従来の装置と比

較して装置構成が単純であり、小型ィビを実現可能にする。しかも、光ファイバ9を光フ

ァイバプローブとしても利用できるので、可搬型としても極めて精密な測定が可能とな

る。また、メンテナンスも不要である。したがって、食品の出荷時に用いられるだけで

なく、倉庫や商店に当該分析装置 (又は分析装置 c ) を用意しておき、食べ頃の

食品や腐敗した食品の選別も容易になる。

０123 なお、この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) は、果物だけでなく、

種子、穀物、魚介類、肉類など広範な食品に適用可能である。また、醤油や味噌な

どの加工食品についても、製造メーカや商品に固有のスペクトルを有する。したがっ
て、当該第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) は、加工食品の管理にも

適している。

０124 また、この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) においては、 C光を

生成するための光ファ小 9として、第 実施例と同様に中実の が用いられる

。これにより、PC を用いる場合と比較して C光P 2の光強度を大きくできる。又はロ

ゲンランプ等の照明を用いる場合と比較して集光も容易である。したがって、従来の

赤外分光分析装置では測定が困難であった皮が硬い果実 (メロンやパイナップルな

ど)も容易に測定できる。

０125 果実や穀物などの食品は、産地によって被検出光 のスペクトルが異なることがあ

る。このよぅな場合、当該第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) によって、

産地調査も可能となる。また、分析装置 (又は分析装置 c ) によれば種子の一粒

ごとの測定も可能なので、ブランド種や遺伝子組み換え種の分類ができ、混雑や交

配を防止することもできる。

０126 (血糖値検査)



上述のよぅに、この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) によれば、グ

ルコースを好適に測定できる。したがって、分析装置 b又は cは非侵襲の血糖値検

査にも適している。従来の測定装置としては、例えば特許文献2に開示された装置が

知られているが、やはり装置が大型になるとともに照射光強度が弱い等の課題が残

っている。実用的には、分析装置 (又は分析装置 c ) のよぅに、 C光の発生源とし

て中実の光ファ小 9 ( )を用いることが、集光性や光強度の点において好まし

０127 S C光P 2をラマン増幅器や P などの光増幅手段 (図2参照) によって増幅すれば

OO ～3００ の帯域幅に亘って C光P 2を増幅することができる。これにより、

グルコースに特に吸収され易く、かつ生体内水分の影響を受けにくレ ・5 ～・

8 付近の波長成分を選択的に増幅することができ、血糖値検査にとって非常に

好ま 、。さらに、ラマン増幅器やOP は励起されなければ通常の光ファイバとして

用いることができるので、光増幅の有無を切り替えることも容易にできる。

０128 なお、この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) は、採血された血液の

検査にも、即時に結果が得られるので好適である。また、分析装置 (又は分析装

置 c ) は、血糖値検査以外にも、例えば血中脂質や尿酸値などの検査を非侵襲で

行ぅこともできる。

０129 (地中探索)

分析装置 (又は分析装置 c ) は波長が比較的長い近赤外光を用いるので、対

象物 内での散乱が小さく、強散乱体である土壌に対しても数。～数 程度の透

過が可能である。したがって、例えば掘削ドリルと共に配置し、地中を掘り進める先に

存在する物質を予測することができる。具体的には、地中を掘削したのち、照射光P

3を対象物 としての地中物に照射する。そして、照射光P 3に起因する地中物から

の被検出光 (透過・散乱光) を検出し、被検出光 に含まれる所定の波長成分の強

度に基づいて特定物質 (資源、水分など) の存在を判定する。

０13０ 上述の地中探索方法によれば、例えば、照射光P 3を土壌に照射して得られる反射

光 (被検出光 )のぅち水分の吸収波長である ・ 付近の波長成分の強度が大

きい場合に、近くに水源が存在するれづ事実を感知できる。例えばトンネル工事な



どにおいて地下水掘削を防止して危険を避けたり、温泉を検知する等、様々な用途

に応用できる。さらに、ラマン増幅器やOP などの光増幅手段を備えることにより照

射光P 3の光強度 (分光放射束) を数W に高めることができる (照射光P 3の到達

深度をより深くできる)。

０131 分析装置 (又は分析装置 c ) は、水分の検知だけでなく、油井探索にも適してい
る。すなわち、油井に特有な炭素二重結合 (C 二C、C 二C など) に由来する吸収

波長が ・ x ～・8 近にあるため、土壌からの被検出光 においてこの波

長範囲の成分強度に変ィビが生じれば、油井の存在を検知できる。

０132 この第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) によれば、第 実施例に係る

分析装置 と同様に、実用性に優れ、かつ、より長い周波数域まで赤外分光分析等

が可能になる。したがって、様々な種類の物質を探索できる地中探索方法を提供で

きる。

０133 分析装置 (又は分析装置 c ) は、図6の領域 (a) 及び領域 (b) に示されたよぅな

広帯域に亘る照射光P 3のスペクトルが実現できる。したがって、単一の光源 (光源部

2０a ) によって広範な波長の赤外分光測定が可能であり、例えば、水分に吸収されに

勺 ・０x V 近の波長成分強度と、水分に吸収され易い2 ０ 近の波長成

分強度とを同時に測定し、水分の分布を知ること等が容易にできる。また、水分の検

知と当時に、該水分に含まれるミネラル成分の分析も行ぅことができる。従来は、採掘

現場から水を採取 (サンプリング) してその成分を分析していた。しかしながら、当該

第3実施例によりサンプリングの手間が省けるので、大幅にコストを削減できる。

０134 また、分析装置 (又は分析装置 c ) は、鉱山での採掘物の分析にも適している。

すなわち、採掘穴や採掘した土壌 (岩石) に照射光P 3を照射し、被検出光 のスペク

トルを分析することによって、有用資源を検知することもできる。

０135 以上、第3実施例に係る分析装置 (又は分析装置 c ) の好適な用途について説

明したが、当該第3実施例に係る分析装置 b (又は分析装置 c ) は、上記用途に限

らず、例えば励起状態分子、ラ、ジカル分子、励起分子錯体など、ィロ学反応の中間体

を検出することもできる。したがって、レーザーチップ、太陽電池、光メモリー、又は光

触媒などの解析や検査れ、った用途に用いることもできる。また、ィロ学反応用の励起



レーザとともに統合的に制御し、励起から測定までの時間を精度よく管理しつつ測定

することによって、化学反応における時間分解スペクトルをフェムト秒からナノ秒オー

ダーで正確に得ることも可能である。

０136 (第4実施例)

図 4は、この発明に係る分析装置の第4実施例の構成を示す図である。図 4の領

域 (a) 及び領域 (b) に示された分析装置 d e 、上述の第 実施例に係る分析装

置 の変形例であり、吸収波長、反射波長、及び励起波長のぅち少なくともいずれか

が互いに異なる複数の塗料により図柄が描かれた紙幣などの印刷物 3の真贋を判

定する (偽造を検知する)。図 4の領域 (a) に示されたよぅに、分析装置 dは、光検

出部3d、モニタ 分析部6b (f 号処理部) 、レンズ 9、及び光源部2０dを備える。

０137 光源部2０dは、 C光P 2に基づく照射光P 3を紙幣などの印刷物 3に照射するた

めの発光ュニットである。光源部2０dは、レーザ光P を出射する種光源2と、レーザ

光P を人射して C光P 2を出射する中実の である光ファイバ9と、光ファイバ

9の出射端に光結合された波長可変フィルタ 3とによって構成されている。なお、種

光源2、光ファイバ9、及び波長可変フィルタの詳細な構成は、第 実施例と同様であ

る。例えば、光ファイバ9の零分散波長は ・3 以上かつ ・8 以下の範囲内

にあり、種光源2から出射されるレーザ光P の中心波長も同様の範囲に含まれる。

０138 レンズ 9は、印刷物 3の表面に対し広範囲に照射光P 3を照射するための光学部

品であり、光源部2０dの光出射端に光学的に接続されている。

０139 光検出部3dは、照射光P 3に起因する印刷物 3からの被検出光 を検出(撮像)

する。この第4実施例における光検出部3dは、例えば赤外カメラ等の二次元撮像装

置によって実現され、印刷物 3からの反射光又は発光を被検出光 として受光し、

その画素毎の光強度を電気信号に変換して、そして撮像データを生成する。この第

4実施例における印刷物 3には、吸収波長等が互いに異なる (具体的には、反射ス

ペクトルあるいは発光スペクトルが互いに異なる)複数の塗料により図柄が描かれて

おり、また、光源部2０dからは波長可変フィルタ 3によって選択された特定波長の照

射光P3が照射される。そのため、被検出光 には該特定波長に対応する図柄情報

が含まれることになる。ここで、図柄とは必ずしも2次元的である必要はなく、線状に



塗布されたものであっても構わない。

０14０ モニタ 分析部6bは、被検出光 により認識される図柄を分析・表示する。モニタ

分析部6bは、光検出部3dから撮像データを受け取り、該撮像データに基づく画

像 (図柄を含む) を分析・表示する。

０14 1 一方、分析装置 e 、図 4の領域 (b) に示されたよぅに、光検出部3e、モニタ 分

析部6b (fa号処理部) 、レンズ 4、及び光源部2０dを備える。これらのぅち、モニタ

分析部6b及び光源部2０dの構成は、図 4の領域 (
)
に示された分析装置 dと同様

である。

０142 レンズ 4は、印刷物 3の表面における照射光P 3の照射範囲をスポット状に制限

するためのコリメータレンズ (照射径制限部)であり、光源部2０dの光出射端に光学的

に接続されている。レンズ 4は、照射光P 3の単位面積あたりの光強度 (照度) を高め

るために、印刷物 3の表面における照射光P 3の照射径を ば 以上かつ5０ 以

下のスポット状にする。また、レンズ 4又は印刷物 3の位置が相対的に移動可能な

構成にすることで、印刷物 3の表面を照射光P 3が走査できる構成であってもよい。

０143 光検出部3eは、照射光P 3に起因する印刷物 3からの被検出光 を検出(撮像)

する。上述の光検出部3dと同様に、例えば赤外カメラ等の二次元撮像装置によって

実現される。ただし、この光検出部3eは、印刷物 3からの透過光を被検出光 とし

て受光し、その画素ごとの光強度を電気信号に変換して、撮像データを生成する。

０144 なお、この第4実施例においても、分析装置 d eが、反射光を検出する光検出

部3d及び透過光を検出する光検出部3eをそれぞれ備えている。しかしながら、分析

装置 (又は分析装置 e ) は、光検出部3d 3eの双方を備えることにより反射光 (又

は発光)及び透過光の双方を撮像してもよい。

０145 また、光源部2０dは、複数の出射端を備えてもよい。 C光の出射端が複数設けら

れることにより、対象物に対してより均一な照射光の照明が可能になる。具体的には

、図 5に示されたよぅに、波長可変フィルタ 3の出射端側に 対多の分岐手段 4０

を配置し、該分岐手段 4０の複数の出射端からの C光P 3を拡散板 5０に照射させ

る。そして、この拡散板 5０を介して照射光を印刷物 3等の対象物に照射させるこ

とにより、照射位置による強度差を低減することが可能になる。なお、図 5は、第4実



施例に係る分析装置の変形例を示す図である。また、分岐手段 4０としては、例え

ば、光カプラなどの光学部品の他、W カプラや WGなど、波長選択性を有する

光学部品であってもよい。

０146 これら分析装置 d e によれば、中実の光ファイバ9によって C光P 2が生成され

るので、実用性に優れ、かつ、より広い周波数域での印刷物の真贋判定が可能にな

る。以下、分析装置 (又は分析装置 e ) を利用した印刷物の真贋判定方法の一例

について説明する。

０147 (第 の真贋判定方法)

従来の偽造検出装置 (例えば、特許文献3及び特許文献4) には、複数の波長の光

を用いることにより、紙幣、カード等の印刷物の偽造を検出するものがある。すなわち

、特定の吸収波長等を有する複数の塗料が予め塗布された印刷物に対し、それらの

吸収波長等に対応する波長の照射光P 3を照射することにより、該複数の塗料を検知

して偽造の有無を判断している。しかしながら、塗料の種類が少ないと、同一の塗料

が使用されることにより偽造を検知できないおそれが高くなってしまぅ。また、一且偽

造を検知できない印刷物が複数の区域 (国等) にまたがって流通した場合、それを検

出可能とする為には別の波長で発光する光源と交換する必要があり、柔軟な対応が

できない。

０148 この第4実施例に係る分析装置 d e における光源部2０dは、近赤外領域におい
て平坦なスペクトルを有する C光P 2を生成する。そして、この C光P 2の波長を波

長可変フィルタ 3によって変化 (掃引) しながら照射光P 3として印刷物 3に照射し、

照射光P 3の波長変化に応じて連続的に被検出光 を撮像することによって、印刷物

3が有する波長領域での連続的な特徴を容易に得ることができる。ここで、波長領

域での連続的な特徴とは、印刷物 3に塗布された塗料の種類及び図柄に起因する

透過光又は反射光のスペクトル波形、及び印刷物 3の基部となる材料 (紙質な凶
に応じた透過光又は反射光のスペクトル波形れ、った印刷物 3に固有の特徴であ

る。

０149 したがって、上述の従来の偽造検出装置とは異なり、この第 の真贋判定方法では

使用する材料の特定を可能にするため、偽造を試みよぅとする者は、従来のよぅに、



色彩及び図柄を一致させるだけでなく、印刷物 3に塗布された全ての塗料の色、塗

料の材質、図柄、及び印刷物 3の紙質などを全て本物と一致させる必要があり、偽

造を行ぅことが著しく困難となる。また、真贋判定のための特定の塗料を塗布する必、

要がないので、既に発行されている印刷物であっても真贋判定が可能になる。また、

一つの装置のみによって様々な印刷物 3の真贋を判定することが可能になる。さら

に、仮に偽造を検知できない印刷物が流通したとしても、波長可変フィルタ 3による

照射光P 3の波長の掃引間隔や波長の値を変更することにより、その偽造印刷物に

即時に対応できる。

０15０ (第2の真贋判定方法)

図 6及び図 7は、第2の真贋判定方法を説明するための図である。この第2の真

贋判定方法においては、まず、光源部2０dにおいて光ファイバ9にレーザ光P を供

給し、図 6の領域 (a) に示されたスペクトルのよぅに広帯域に亘って平坦なスペクトル

を有する C光P 2を生成する。そして、図 6の領域 (b) に示されたよぅに、波長可変

フィルタ 3によって照射光P 3の波長が第 の所定波長 几 に制限され、この照射光P

3が印刷物 3に照射される。続いて、照射光P 3に起因する印刷物 3からの被検出

光 が光検出部3d (又は光検出部3e) によって検出される。その結果、図 6の領域 (

c ) に示されたよぅに、波長 几 に対応する被検出光 の光強度1 が検出される。

０151 その後、波長可変フィルタ 3によって照射光P 3の波長が第2～第4の所定波長 几

～几 に順に制限され、これら所定波長 几 ～几 に対応する被検出光 の光強度1
4 2 4 2

～1 が順次検出される。これにより、図 6の領域 (c) に示されたよぅな離散的な光強

度データが得られ、この光強度データによって真贋を判定することができる。なお、図

6の領域 (。) におけるグラフGは、印刷物 3の塗料の種類、図柄、紙質などに起因

する連続的なスペクトル波形である。

０152 さらに、この第2の真贋判定方法においては、図 7の領域 (a) に示されたよぅに、当

該印刷物が流通している地域 を複数の区域 (例えば4つの区域A ～A 4) に分

け、各区域に割り当てられる所定波長 几 ～几 の組み合わせが変えられる。具体的

には、区域A には第 ～第4の所定波長として波長 几 ～几 が割り当てられ (図
4

7の領域 (b) ) 、区域A 2には第 ～第4の所定波長として波長 几 ～几 とは異な
4



る波長 几 ～几 が割り当てられ (図 7の領域 (c) ) 、区域A 3には第 ～第4の所
4

定波長として波長 几 ～几 及び 几 ～几 とは異なる波長 几 ～几 が割り当てら
4 4 d 4d

れ (図 7の領域 (d) ) 、区域A 4には第 ～第4の所定波長として波長 几 ～几 、
4

几 ～几 、及び 几 ～几 とは異なる波長 几 ～几 が割り当てられる (図 7の領域
4 d 4d e 4e

(e) )

０153 すなわち、各区域 ～ 4における光強度データを総合すると、印刷物 3のより

詳細なスペクトルが得られることになる (図 7の領域㈲ )。このよぅに、第2の真贋判

定方法によれば、各区域A ～A 4における離散的な光強度データが互いに補完

関係を有する。これにより、区域A ～A 4それぞれにおいては簡易でありかつス

ループットの高い偽造検知システムを構築でき、かつ、複数の区域を組み合わせるこ

とで、より詳細な情報を得ることができる。そのため、第2の真贋判定方法は、全体とし

て強固な偽造検知システムを構築できるれづ利点がある。ある区域A において偽

造印刷物が流通し、当該区域A に割り当てられた所定波長 几 ～几 の被検出
4

光 の強度が規格に偶然合致していたとしても、他の区域 (例えば区域A 2) に割り

当てられた所定波長 几 ～几 の被検出光
4

の強度も規格に合致している可能性は

極めて低く、当該他の区域A 2において偽造を見破ることができる。したがって、こ

の第2の真贋判定方法によれば、偽造印刷物を見破る確率を高めることができ、より

強固な偽造防止システムを構築できる。また、この第2の真贋判定方法によれば、偽

造印刷物の流通過程を容易に追跡することも可能になる。

０154 なお、第4実施例において、信号処理部は、出射光の波長を決定する第 ステップ

と、該第 ステップで決定された波長の照射光を対象物に照射し、該照射光の反射

成分の検出結果を得る第2ステップを順次実施してもよい。この第 ステップは、対象

物への照射光照射に先立って行われるステップであり、波長城8００ ～3０００

のプローブ光を対象物に照射し、該プローブ光の反射成分の検出結果に基づいて

光源部から出射される照射光の波長を決定する。対象物の検査波長を予め決定して

おくことにより、 C光帯域を狭めたり、不要な波長成分を選択的に除去するためのフ

ィルタを光源部側又は光検出部側に配置することが可能になる。この構成により、S

比の良好な分光分析が可能になる。



０155 次に、この発明に係る分析装置は、被検出光情報に基づいた画像データをカラー

画像ィビする構造を備えてもよい。図 8及び図 9は、当該分析装置におけるカラー

画像ィビを説明するための図である。

０156 このカラー画像化は、例えば信号処理部において行われ、図 8に示されたよぅに、

画像データ6０ (照明画像) を構成する画素 X PX ごとに可視光帯の色を

割り当てることにより照明領域のより明瞭な視覚化が可能になる。

０157 例えば、信号処理部は、照明領域内における照明部位それぞれに対応している画

像データを構成する画素画素 X PX (図 8参照)それぞれに関して、図 9

の領域 (a) に示されたよぅに、特定波長 几 、几 ごとに可視光域の異なる色を割り当

てる。なお、割り当てられる可視光域の色は、赤、黄、青などであっても、白黒画像に

おける濃淡で表現された色であってもよい。そして、図 9の領域 (b) に示されたよぅ

に、信号処理部により画像データを構成する画素画素 X PX それぞれを割

り当てられた色で該画像データをモニタ5 3が表示することにより、被検出光情報に基

づいた画像データの視覚ィビが可能になる。具体的には、図 9の領域 (b) に示された

よぅに、対象物 5上の塗料5０に C光が照射されると、該塗料5０からの発光又は反

射光が光学フイルタ5 に到達する。光学フイルタ5 は、波長成分 几 、几 を選択的

に透過する光学部品であって、該光学フイルタ5 を通過した波長成分 几 、几 が受

光素子P 52により検出される。そして、信号処理部が波長成分 几 、凡 それぞれに

割り当てられた色でモニタ5 3上に生成された画像データを表示させる。

０158 また、他の画像データの視覚化は、被検出光帯域を分割した波長帯域ごとに可視

光域の異なる色を割り当てることによっても実現可能である。例えば図 9の領域 (c)

に示されたよぅに、信号処理部が、波長 几 以下の波長帯域に青色を割り当て、波長

几 ～几 の波長帯域に赤色を割り当て、波長 几 ～几 の波長帯域に黄色を割り当て
a

、波長 几 ～几 の波長帯域に白色を割り当て、そして、波長 几 以上の波長帯域に緑
d d

色を割り当てる。なお、この他のカラー画像ィビにおいても、割り当てられる可視光域

の色は、赤、黄、青などであっても、白黒画像における濃淡で表現された色であって

もよい。

０159 (第3の真贋判定方法)



図2０は、第3の真贋判定方法を説明するための図である。なお、この第3の真贋判

定方法は、吸収波長等が互いに異なる複数種類の塗料により図柄 (例えば、図2０の

領域 (b) に示された図柄 2)が描かれた印刷物 3の真贋を判定する。そして、

この第3の真贋判定方法を実行する分析装置は、図 4の領域 (a) 及び領域 (b) に示

された波長可変フィルタ 3に代えて、複数種類の塗料それぞれの吸収波長等のぅち

一又は二以上の波長 (例えば、波長 几 ) に対応する C光P 2の波長成分を減衰させ

る光学フィルタを備える。

０16０ この第3の真贋判定方法では、方法㈲ として、光源部2０dから光ファイバ9にレー

ザ光P が供給され、図2０の領域 (a) に示されたスペクトル のよぅに広帯域に亘っ
て平坦なスペクトルを有する C光P 2が光ファイバ9内で生成され、この C光P 2が

照射光P 3として印刷物 3に照射される。そして、印刷物 3からの被検出光 が光

検出部3d (又は光検出部3e) によって検出される。また、方法 ( ) として、光学フィル

タによって、照射光P3における波長 几 の成分の光強度が大きく減衰され (グラフS 2

) 、この照射光P 3が印刷物 3に照射される。そして、印刷物 3からの被検出光 が

光検出部3d (又は光検出部3e) によって検出される。

０161 図2０の領域 (b)及び領域 (c) は、それぞれ上記方法㈲及び ( ) によって得られる

画像の一例である。なお、図2０の領域 (b)及び領域 (c) において、図柄 は波長 几

を励起波長とする塗料による図柄であり、図柄 2は波長 几 とは異なる波長 几 を励

起波長とする塗料による図柄である。上記方法㈲ においては、図2０の領域 (a) に示

されたスペクトル のよぅな広帯域に亘って平坦なスペクトルを照射光P 3が有するの

で、被検出光 として得られる画像データは、図柄 及び 2の双方を明確に映し出

す(図2０の領域 (b)参照)。これに対し、上記方法 ( ) においては、図2０の領域 (a)

に示されたスペクトルS 2のよぅに照射光P 3のスペクトルが波長 几 において大きく減

衰しているので、被検出光 として得られる画像データには図柄 は含まれず、図

柄 2のみが明確に映し出されることとなる (図2０の領域 (c) 参照)。

０162 なお、この第4実施例では、説明を簡単にするために2つの波長 几 、几 を使用し

ているが、 C光P 2は広帯域に亘って平坦なスペクトルを有するので、波長 几 のよぅ

に照射光P 3のスペクトルが局所的に減衰される波長を複数設定することは容易であ



る。したがって、該複数波長それぞれに吸収波長等を有する複数種類の塗料を用い
ることにより、さらに高精度の偽造判定が可能になる。また、印刷物 3に互いに励起

波長の異なる複数の塗料をモザイク状に塗布し、該複数種類の塗料が照射光P 3の

照射によって同時に発光を示すことによって、初めて意味のある記号等が画像として

認識取得されるよぅにもできる。このとき、図2０の領域 (b)の波長 几 に励起波長をも

つ塗料を印刷物 3に塗布しておくことで、図2０の領域 (a) に示されたスペクトル

をもつ照射光P3を照射した場合と、スペクトルS 2をもつ照射光P3を照射した場合と

で、取得される画像を異ならせることもできる。

０163 この第3の真贋判定方法において、検出に使用される減衰された特定波長成分が

どの波長であるかは、偽造を試みる者には不明であり、全ての塗料を用いかつ全く同

様の図柄を再現する必要がある為、偽造を実施し難い。この特徴は、例えば検出に

は使用しない塗料をランダムに印刷物 3に塗布することにより、偽造を試みる者が

印刷物を再現することをより困難にすることもできる。一方、偽造を判断する者にとっ
ては、明瞭な画像によって印刷物 3の真贋を判別できるので、真贋判定を効率よく

行ぅことができる。

０164 なお、エルビウム等の希土類元素を含有した、いわゆるアップコノ
，、一ショノを利用

した塗料を用いれば、近赤外域の照射光P 3の照射によって可視域の被検出光 が

得られる。したがって、印刷物 3にこのよぅな塗料を複数種類塗布しておくことにより

、目視により画像を得ることも可能であり、より簡易な真贋判定システムを構築できる。

０165 (第4の真贋判定方法)

第4の真贋判定方法は、互いに励起波長及び発光寿命が異なる複数の塗料が塗

布された印刷物 3に対し、 C光P 2を照射光P 3として照射することにより、真贋の

判定を行ぅ。まず、光源部2０dから光ファイバ9にレーザ光P が供給され、広帯域に

亘って平坦なスペクトルを有する C光P 2が光ファイバ9内で生成され、この C光P 2

が照射光P 3として印刷物 3に照射される。

０166 そして、印刷物 3からの被検出光 (発光) が光検出部3d (又は光検出部3e) によ

って検出(撮像 される。このとき、光検出部3d (又は光検出部3e は、光源部2０dに

よる照射光P 3の一度の照射に応じて、所定時間の経過後、一回以上検出を行ぅ。



０167 互いに励起波長及び発光寿命が異なる複数種類の塗料が塗布された印刷物 3

の真贋を判定する場合、この印刷物 3に広帯域の C光P 2が照射されることにより

、複数の塗料を同時に励起することが簡易にできる。また、この励起によって生じる発

光が、照射光P 3の照射から所定時間経過後に光検出部3d (又は光検出部3e) にお

いて検出されることにより、時間分解された発光強度が得られる。これにより、例えば

発光寿命が ば sの塗料と ０ sの塗料とを用いて図柄が描かれた印刷物 3を、光

源部2０dにおける照射光P 3の出射をトリガとして ば s～ f sの間に 回以上撮像

することにより、発光寿命が ば sの塗料からの発光は撮像せずに、発光寿命 O f s

の塗料からの発光のみを検出することができる。また、光源部2０dにおける照射光P

3の出射をトリガとして、例えば ・5 S経過後及び5 S経過後とレづよぅに2回撮像

することにより、 回目の撮像と2回目の撮像とで異なる画像を得ることができるので、

印刷物 3の特徴をより正確に得ることができる。したがって、この第4の真贋判定方

法によれば、印刷物 3の真贋を正確に判定できる。

０168 また、この第4の真贋判定方法を分析装置 (又は分析装置 e ) により実現するこ

とによって、より長くかつ広い周波数域に亘って上記複数の塗料を励起できるので、

真贋判定をより高精度に行ぅことができる。また、例えば単波長パルス光源を複数使

用することによってもこの第4の真贋判定方法を実施することは可能であるが、多数

の単波長パルス光源 (主にレーザ光源) の光パルスを互いに同期させて照射する構

成は複雑かつ大型になる。これに対し、分析装置 (又は分析装置 e ) を用いること

によって、照射タイミングが完全に揃った多波長の照射光P 3を簡易な構成によって

得ることができる。

０169 (第5実施例)

図2 は、この発明に係る分析装置の第5実施例の構成を示す図である。第5実施

例に係る分析装置 fは、上述の第 実施例に係る分析装置 の変形例であり、建造

物等が有するコンクリート 4の劣ィビを検出するための装置である。図2 に示された

よぅに、第5実施例に係る分析装置 fは、光検出部3f、制御 分析部4、入出力部5

、分光器7、レンズ 4、及び光源部2０。を備える。なお、制御 分析部4及び入出力

部5により信号処理部が構成されている。このぅち、制御 分析部4及び入出力部5



の構成は、第 実施例 (図 ) と同様であり、分光器7の構成は第3実施例 (図 2の領

域 (a) ) と同様である。なお、当該第5実施例は、分光器7に代えて、第 実施例と同

様に波長可変フィルタを備えてもよい。

０17０ 光源部2０e は、 C光を含む C光P 2に基づく照射光P 3をコンクリート 4に照射す

るための発光ュニットである。光源部2０e は、レーザ光P を出射する種光源2と、レ

ーザ光P を人射して C光P 2を出射する中実の である光ファイバ9と、コンク

リート 4における分析部位を照らすためのガイド光 を生成するガイド光源8aと、ガ

イド光源8aを C光P2に合波するための光カプラ8bとによって構成されている。光源

部2０e は、 C光P 2及びガイド光源8aを照射光P 3としてコンクリート 4に照射する。

なお、種光源2及び光ファイバ9の詳細な構成は、第 実施例と同様である。

０171 レンズ 4は、コンクリート 4の表面における照射光P 3の照射範囲をスポット状に制

限するための照射径制限部であり、光源部2０bの光出射端に光学的に接続されて

いる。なお、レンズ 4は、上述の第2実施例における集光レンズ 4bと同様、照射光

P 3の単位面積あたりの光強度 (照度) を高めるために、対象物 2の表面における照

射光P 3の照射径を ば 以上かつ5０ 以下のスポット状にする。

０172 光検出部3fは、照射光P 3に起因するコンクリート 4からの被検出光 を検出する

。この第5実施例における光検出部3fは、例えばP などの受光素子によって構成さ

れ、コンクリート 4からの反射・散乱光を被検出光 として受光し、その光強度を電流

などの電気的な量に変換する。また、レンズ 4cは、被検出光 を光検出部3fに効率

よく集光させるためのレンズであり、例えばコンクリートからの反射・散乱光が微弱であ

る場合に使用するとよい。

０173 続いて、分析装置 fを利用したコンクリートの劣ィロ検出方法の一例について説明

する。

０174 (コンクリートの劣ィロ検出方法)

当該劣ィロ検出方法は、コンクリート 4に広帯域の近赤外光である C光P 2を照射

し、反射・散乱した被検出光 を検出し、被検出光 のスペクトルと C光P 2のスペクト

ルとを互いに比較することによって、コンクリート 4の化学的な劣化を非破壊で検出

する。



０175 ここで、コンクリートの劣化について説明する。コンクリートが劣化する原因としては、

主に ( ) 中性ィヒ、(2) 塩害、(3) 硫酸塩劣ィビの3つが知られている。( ) の中性ィビとは

、水酸ィビカルシウムCa (O ) と二酸化炭素 (炭酸 CO ) が反応してコンクリートの
2 2 3

アルカリ性が失われることによる劣ィビである。また、(2) の塩害とは、塩分がコンクリー

ト表面に付着し、内部に塩ィロ物イオンが浸透することによる劣ィビである。また、(3) の

硫酸塩劣ィビとは、酸性雨などで硫酸イオン が水酸ィビカルシウムCa (O ) と反

応して水酸ィビカルシウムが溶出することによる劣化である。

０176 上述の劣ィロ原因 ( )～(3) の各劣化過程においては、ィロ学反応によってそれぞれ

異なる物質が新たに生じる。したがって、この新たに生じた物質の吸収波長付近にお

けるコンクリートの吸収スペクトルが変ィビすることとなる。例えば、中性ィビにおいては

主に ・3 5 ～・4 付近の吸収率が変ィビし、塩害においては主に2・2

～2・3 付近の吸収率が変ィビし、硫酸塩劣ィビにおいては主に ・7 ～・8 ば

近の吸収率が変ィビする。しかしながら、吸収率の値自体はばらつきが大きく、特

定波長の吸収率だけを比較しても劣ィビの度合いを判定することは難 、い 。そこで、吸

収率変ィビが生じる波長の前後の波長城を広く測定し、得られる照射光P 3及び被検

出光 のスペクトルを比較することによって、劣化度合いを精度よく判定できる。この

第5実施例に係る分析装置 fを用いれば、 C光P 2が広帯域に亘って平坦なスペク

トルを有するので、上記した全ての波長城を一度に測定することができ、スペクトルの

比較も容易となる。また、 C光P 2はコヒーレンシーの高い広帯域光であるので、コリ

メートされた場合、離れた場所のある特定の位置を高い精度で照射することができる

。したがって、例えば地上から建造物の高い位置を離れて測定することも容易にでき

る。

０177 このよぅに、第5実施例に係る分析装置 fがコンクリートの劣ィロ検出に使用されるこ

とにより、より長くかつ広い周波数域に亘ってコンクリートの光吸収を測定でき、簡易

な構成で高精度の劣ィロ検出を実現できる。また、 C光P 2の光源として とレ㌧
た中実の光ファ小 9を用いるので、信頼性及び実用性に優れている。なお、測定さ

れるべき波長城は、コンクリート 4の成分によって異なるため、上述の波長城に限ら

れるものではない。



０178 また、スペクトルの変ィビを比較する方法としては、照射光P 3のスペクトルと被検出光

のスペクトルとを比較する方法の他、劣化前の被検出光 のスペクトルと劣化後の

被検出光 のスペクトルとを比較する方法、 C光P 2をパルスィビし、パルス光源の時

間応答を測定する方法、あるいはコンクリート 4の成分別に作成された被検出光

の吸収、反射などのスペクトルに関するデータベースと比較し、スペクトル形状の変

化によりコンクリートの劣ィビの要因を抽出する方法など、様々な方法がある。

０179 コンクリート 4に対して照射位置や光検出部3fを走査させることにより、コンクリート

4の劣化位置を知ることも可能である。あるいは、光検出部3fを赤外カメラ等の二次

元撮像装置とし、被検出光 の光強度を二次元的に得ることによっても、コンクリート

4の劣ィロ位置を知ることができる。これらの場合、照射光P 3の照射径をレンズ 4に

よって小さく絞ることにより、劣ィロ位置を更に精度よく知ることができる。また、被検出

光 のスペクトル強度の時間変ィビを観察することにより、コンクリート 4の深さ方向の

劣ィロ状態を測定することも可能である。

０18０ 図2 に示されたよぅに、コンクリート 4の表面に設けられた突起 4 に対して照射

光P 3が照射されてもよい。これにより、被検出光 を効率よく検出できる。また、この

第5実施例のよぅに C光P 2に視認性の良好な可視域のレーザ光をガイド光 とし

て光ファイバに合波して照射光P 3とすることにより、離れた場所にあるコンクリート 4

の測定部位を特定することも可能である。この場合、精度よく照射光P 3を測定対象

に照射できる。

０181 また、コンクリート 4の表面の汚れ等によって反射率が変動する場合には、被検出

光 のスペクトルから得られた反射率の値を微分してもよい。これにより、反射率が低

い場合であっても、コンクリート 4の劣化に伴い発生する反射スペクトルの変ィロ波長

帯域を特定することができるので、コンクリート 4の表面状態に拘わらず精度良く劣

ィロ検出できる。また、コンクリート 4の表面に凹凸があるなどの場合、光散乱によっ
て効率が低下するが、そのよぅな場合には照射光P 3のビーム径を大きくし、測定領

域の反射率を平均ィビするなどの工夫を〒ぅこともできる。なお、これらの場合、被検出

光 のぅち微分に用いる特定の波長成分のみを光検出部3fにおいて検出してもよい



０182 以上のよぅに、この発明に係る分析装置、真贋判定装置、真贋判定方法、及び地

中探索方法は、上述の実施例に限らず、様々な変形が可能である。例えば、この発

明に係る分析装置は、上述の各実施例の説明において例示された用途 (薬剤検査

や食品検査など) に限らず、波長０・8 以上の比較的長波長かつ広帯域の光源

を必要とする他の様々な用途に用いることができる。

０183 以上の本発明の説明から、本発明を様々に変形しぅることは明らかである。そのよぅ

な変形は、本発明の思想及び範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべて

の当業者にとって自明である改良は、以下の請求の範囲に含まれるものである。

産業上の利用可能，性

０184 この発明に係る分析装置は、広帯域 C光源を用いた種々の分光分析装置への適

用が可能である。



請求の範囲

所定の対象物に向けて照射される照明光としてスペクトル帯域が拡大されたスーパ

ーコンティニューム光を出射する光源部であって、レーザ光を出射する種光源と、該

レーザ光を人射して該スーパーコンティニューム光を生成する中実の光ファイバとを

含む光源部と、

前記照射光が照射された前記対象物からの被検出光を検出する光検出部とを備

えた分析装置において、

前記種光源から出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 ～・8 の範囲内

に収まっている分析装置。

2 請求項 記載の分析装置において、

前記光ファイバは、高非線形光ファイバを含む。

3 請求項 又は2記載の分析装置において、

前記スーパーコンティニューム光のスペクトル帯域は、 ・8 ～3 の範囲内

に収まっている。

4 請求項 ～3のいずれか一項記載の分析装置は、さらに、

前記光源部からの照射光が前記対象物の表面において照射径 ば ～5０ の

範囲内に収まるスポット状になるよぅに、前記照射光の照射径を制限するための照射

径制限部を備える。

5 請求項 ～5のいずれか一項記載の分析装置は、さらに、

前記光検出部における検出結果に基づいて、前記被検出光に関するスペクトル波

形情報及び時間波形情報のぅち少なくとも一方を、前記照射光が到達する照明領域

の、前記対象物を含む画像データとして生成する信号処理部を備える。

6 請求項5記載の分析装置において、

前記信号処理部は、前記照明領域内における照明部位それぞれに対応している

前記画像データを構成する画素それぞれに関して、前記被検出光に含まれる 又は

それ以上の波長成分それぞれに可視光域の異なる色を割り当て、そして、それぞれ

割り当てられた色で該画像データを構成する画素を所定の表示装置に表示させる。

7 請求項5記載の分析装置において、



前記信号処理部は、前記照明領域内における照明部位それぞれに対応してレ巧

前記画像データを構成する画素それぞれに関して、前記被検出光の波長範囲を複

数の波長城に分割し、該分割された複数の波長城それぞれに可視光域の異なる色

を割り当て、そして、それぞれ割り当てられた色で該画像データを構成する画素を所

定の表示装置に表示させる。

8 請求項 ～7のいずれか一項記載の分析装置において、

前記光検出部は、 P半導体層及び Ga s半導体層を含む受光素子を含む。

9 請求項 ～8 のいずれか一項記載の分析装置は、さらに、

前記対象物へ照射される前記照射光の波長範囲、及び、前記光検出部へ人射さ

れる前記被検出光の波長範囲の少なくともいずれかを所定範囲内に制限するため

の光学フィルタを備える。

０ 請求項 ～8 のいずれか一項記載の分析装置は、さらに、

前記対象物へ照射される前記照射光の波長範囲、及び、前記光検出部へ人射さ

れる前記被検出光の波長範囲の少なくともいずれかを制限するための波長可変フィ

ルタを備える。

請求項 ～０のいずれか一項記載の分析装置において、

前記照射光は、前記光検出部の受光感度の波長依存性を補償可能なスペクトル

波形を有する。

2 請求項 ～ のいずれか一項記載の分析装置において、

前記光源部は、前記照射光を出射するための複数の出射端を備える。

3 請求項5記載の分析装置において、

前記信号処理部は、生成された画像データのS 比を改善するため、該画像デー

タからノイズ成分が低減された補正画像データを生成する。

4 請求項5記載の分析装置において、

前記信号処理部は、前記対象物への照射光照射に先立ち、波長城8００ ～3０

O O のプローブ光を対象物に照射し、該プローブ光の反射成分の検出結果に基

づいて前記光源部から出射される照射光の波長を決定する第 ステップと、そして、

前記第 ステップで決定された波長の照射光を前記光源部から前記対象物に向け



て出射させることにより、該照射光の反射成分の検出結果を得る第2ステップを行ぅ。

5 請求項5記載の分析装置において、

前記信号処理部は、時間経過とともに順次生成された複数の画像データについて

対応する画素を平均ィビすることで、新たに分析用画像を生成する。

6 吸収波長、反射波長、及び発光波長の少なくともいずれかが互いに異なる光学特性

を有する複数種類の塗料により図柄が描かれた印刷物の真贋を判定するための真

贋判定装置において、

前記印刷物に向けて照射される照明光としてスペクトル帯域が拡大されたスーパー

コンティニューム光を出射する光源部であって、レーザ光を出射する種光源と、該レ

ーザ光を人射して該スーパーコンティニューム光を生成する中実の光ファイバとを含

む光源部と、

前記照射光が照射された前記印刷物からの被検出光を検出する光検出部とを備

ぇ、

前記種光源から出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 ～・8 の範囲内

に収まっている真贋判定装置。

7 請求項 6記載の真贋判定装置は、さらに、

前記光ファイバに光学的に接続されるとともに、前記複数種類の塗料それぞれの吸

収波長、反射波長、及び発光波長のぅち少なくともいずれかに一致した前記照射光

の波長成分を減衰又は遮断する光学フィルタを備える。

8 発光波長及び発光寿命が互いに異なる複数種類の塗料が塗布された印刷物の真

贋を判定するための真贋判定装置において、

前記印刷物に向けて照射される照明光としてスペクトル帯域が拡大されたスーパー

コンティニューム光を出射する光源部であって、レーザ光を出射する種光源と、該レ

ーザ光を人射して該スーパーコンティニューム光を生成する中実の光ファイバとを含

む光源部と、

前記照射光によって前記複数種類の塗料が励起されることにより発生する、前記印

刷物からの発光を検出する光検出部とを備え、

前記種光源から出射されるレーザ光の中心波長は、 ・3 ～・8 の範囲内



に収まるとともに、

前記光検出部は、前記光源部からの照射光の出射に連動して前記印刷物からの

発光を検出する真贋判定装置。

9 印刷物の真贋を判定する真贋判定方法において、

レーザ光を中実の光ファイバに入射させることにより該中実の光ファイバ内で生成さ

れるスーパーコンティニューム光を、照射光として前記印刷物に照射する照射ステッ
プと、

前記照射光が照射された印刷物からの被検出光を検出する検出ステップと、

前記被検出光に含まれる波長成分の竹、ちいずれかを判定基準波長とし、該判定

基準波長の光強度に基づいて、前記印刷物の真贋を判定する判定ステップとを備え

前記判定ステ、ソプにおいて、印刷物の真贋判定が実施される地域は複数の区域に

分割され、該分割された区域それぞれに互いに異なる判定基準波長が割り当てられ

る真贋判定方法。

2０ 地中の特定物質を探索する地中探索方法において、

地中を掘削する掘削ステップと、

レーザ光を中実の光ファイバに入射させることにより該中実の光ファイバ内で生成さ

れるスーパーコンティニューム光を、照射光として前記掘削領域内の所定部位に向

けて照射する照射ステップと、

前記照射光が照射された前記所定部位からの被検出光を検出する検出ステップと

前記被検出光に含まれる所定の波長成分の強度に基づいて、前記特定物質の存

在を判定する判定ステップとを備えた地中探索方法。
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第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

供第 条第 3項 ( P C T17条 (2) ( ) の規定によ り、 こ CO 国際調査報告は次の理由によ 請大C 範囲CO 一部に て作
成 しなか た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすδ こ t を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、 有青義な国際調査をす こ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ r 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第3文 CO 規定に
従 て記載されて なV 。

第 欄 発明 ( 単 性か欠如 て る とき 意見 (第 1 の の続き

次に辻 るょ にこの国際 願に二以上の発明かぁδ . この国際調査機関は認めた

(D 請求の範囲1-15に係る発明は 分析装置に関するものである。

(2) 請求の範囲16-19に係る発明は、真贋判定に関するものである。

(3) 請求の範囲20に係る発明は、地中探索方法に関するものである。

これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別柱技術的特徴を含む技術的な関係にな から、単

一の一般的発明概念を形成するよ に連関して るものとは認められな 。

・汀 出願人か必 要な追加調査手教料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加洞査手教科の納付を求めな た

・亡 出腫人か必要な追加調査手教科を一部のみしか期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手教科を期間内に納付 しなか たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 請求 範囲に て作成 た。

請求の範囲 1 - 1 5

追加洞査手教科の異議の中立てに関する任青
r 追加洞査手数科及ひ、 咳当する場合には、異議申立手教科 納付 と共に、 願人 ら異議申立てかあ た。

汀 追加洞査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手教科か納付命令書に示 た期間
内に支払われな た。

Γ 追加調査手教料の納付を什 異議申立てかな た
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