
1

背景ノイズ除去機能付ワンショット
透明体顕微装置

茨城大学 工学部 メディア通信工学科

准教授 鵜野 克宏



2

説明者の研究分野

• 光学

– 幾何光学

– 波動光学

• 光回折・干渉の応用

– ホログラフィ ⇒ 物体の3次元画像再生

– 干渉計測 ⇒ 物体の3次元計測

– 空間周波数フィルタリング ⇒ 物体の特徴抽出

– 量子光学
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Optical Detection of Mechanically Damaged Areas on
Manufactured Metal Parts by Spatial Frequency
Filtering

共著 2014年 Optical Review(21巻3号) Katsuhiro Uno, Takemune Kihou 382-388

Rotation- and Size-Invariant Object Identification
System Using the Liquid Crystal on Silicon Device 共著 2014年 Optical Review(21巻3号) Katsuhiro UNO, Yuta KAMIKOZAWA1,

Isao SHIMIZU 404-409

Dual Focus Diffractive Optical Element with
Extended Depth of Focus 共著 2014年 Optical Review(21巻5号) Katsuhiro Uno, Isao Shimizu 668-675

Estimation of the laser beam enabling rectangular
processing by the inverse diffraction theory 共著 2013年7月 Optik(125巻) Katsuhiro Uno, Ryo Nishikawa,

Shigeru Tachikawa 855-860

物体透過光のフーリエ変換強度画像差分法による画像差
異検出

共著 2012年 光学(41巻11号) 清水勲，鵜野克宏，寺西隆夫，齊川義則，
梅津信幸

579-585

フーリエ変換強度差分を用いた欠陥検出法の実装と評価 共著 2012年 精密工学会誌(78巻6号) 梅津信幸，清水勲，小野達矢，鵜野克宏 500-504

Detection of image differences by Fourier transformed
magnitude subtraction 共著 2012年3月 Optik - International Journal for

Light and Electron Optics(123巻)
Katsuhiro Uno, Isao Shimizu, Hiroyasu
Murakami, Nobuyuki Umezu 1779-1785

Crosstalk Image Intensity Reduction for Color
Holograms by Using Reference Beam Coded with
Multicolored Aperture Array Filter

共著 2011年4月 Optics Communications(284巻 7
号)

Katsuhiro Uno, Toshihiro Ono, Isao
Shimizu 1785-1791

説明者の業績

• 主要論文

• 研究開発費

1

レーザースペック
ルを用いた視覚
復号型秘密分散
暗号法の開発研
究

科研費 萌芽研究 科研費 2014 5 2016 3 31代表 3000000採択

2

光回折技術を用
いた機能性微粒
子の実時間識別
システムの開発

科研費以外
先端計測分析技術・
機器開発事業

科学技術振興機構 2009 10 1 2012 3 31代表 27000000採択
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新技術の目的

• 生体細胞などの光学的に透明な物体を染色な
しで可視化すること

• 物体の3次元情報を素早く獲得すること

• 測定できる対象の拡大（深さ方向の拡大）

• そのようなことが可能な顕微装置の開発
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• 観察法による分類

顕微鏡の種類

観察方法名 特徴 主な利用分野

明視野観察法
・もっとも一般的な観察方法

・染色標本の観察
・視野全体が照明によって明るい

暗視野観察法 ・視野を暗くし、透明な標本を光らせて観察する ・バクテリアなどの無染色標本の観察

位相差観察法
・回折光の光路差を明暗のコントラストに置換えて観察
する

・無色透明の標本の観察

・生きている細胞の観察

微分干渉観察法
・標本の勾配を利用して色や明暗のコントラストを付け
て観察する

・無色透明の標本の観察

・標本が立体的に見える ・生きている細胞の観察

偏光観察法
・複屈折性のある部分を明暗や色のコントラストに置換
えて観察する

・岩石や鉱物の結晶の観察

・複屈折性の検出、測定

蛍光観察法
・標本が自ら発する蛍光を利用して観察する

・蛍光色素で染色、標識した細胞や組
織の観察

・検出能力が高い ・自家蛍光による標本の観察

レリーフコントラスト観察法
・標本の凹凸を明暗のコントラストに置換えて観察する ・プラスチック容器中の細胞の観察

・標本が立体的に見える ・精子、卵の観察

分散観察法
・浸液の屈折率の違いによる分散色の変化を利用して
観察する

・アスベストの計数、定性分析

http://bioimaging.jp/learn/029/index_2.html より
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従来技術とその問題点

従来の透明体可視化顕微鏡技術と問題点

位相差顕微鏡
– ハロの発生⇒物体境界の分解能を下げる。

– 波長による位相差の制限⇒厚みをコントラストに正
しく反映できない。

微分干渉顕微鏡
– 屈折率に異方性のある物体には適用できない。

– コントラストに方向性があり、試料の回転が必要。

– 厚みの変化が激しい場合は、コントラストが出にく
い。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、波長による位相の
跳びを解消。⇒厚い物体を正しく可視化。

• 従来技術では困難であった凹凸の判別が容易。

• 偏光を使用しないので、屈折率異方性のある物体
にも適用可能。

• コントラストに異方性が無いので、試料を回転させ
る必要が無い。

• スタティックなノイズを除去することが可能。
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新技術の装置構成
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Vortex位相板

(a) Displaying image (b) Phase retardation
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新技術の装置構成
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新技術の実施例（シミュレーション）

(a) Object phase variation (b) Vortex interferogram
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新技術の実施例（シミュレーション）

(a) Skeletonized fringe (b) Fringe demodulation

A. Jesacher, S. Fürhapter, S. Bernet, and M. Ritsch-Marte, J. Opt. Soc. Am. A, 
Vol. 23, No. 6, pp.1400-1409 (2006) 

Δ
2
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• 位相差コントラスト法

– 波長を超える高低差による
同心円状のフリンジ
⇒高さを同定するのは困難

– 左右同様のフリンジ
⇒凹凸の判別は困難

従来技術の実施例（シミュレーション）
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従来技術の実施例（シミュレーション）
• 微分干渉法

(a) Horizontal Shift (b) Vertical Shift
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新技術の装置構成

2 cos

acos
2
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新技術の実施例（ノイズ除去無）

(a) Object phase variation (b) Vortex interferogram
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新技術の実施例（ノイズ除去後）

(a) Object phase variation (b) Vortex interferogram
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想定される用途

• 医療・生物学への応用

– より厚みのある細胞・組織の無染色観察、および
３次元計測。

– 義歯や義眼などの加工用データの取得。

• 工業への応用

– ICウェハの表面形状計測。

– ハードディスクや磁気ヘッド研磨面の検査。

– 結晶成長の観察。
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実用化に向けた課題

• 現在、原理や装置構成に関する特許申請済
み。プロトタイプの試作には至っていない。

• 今後、プロトタイプ試作に向け、予算の確保、
協力企業の賛同が必要。

• スパイラル位相板を高精度に実現するための、
位相変調素子の小型化（駆動回路含む）、高
精細化（画素ピッチ7㎛以下）が課題。
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企業への期待

• 新技術は、従来の顕微鏡装置の構成を大幅に変
えることなく実現可能である。

• スパイラル位相板は、従来の液晶空間光変調器
を用いて容易に実現できる。

• 顕微鏡を開発している光学機器メーカー、プロジェ
クタ等の表示機器を開発している企業の開発のノ
ウハウを期待している。

• 医療機器メーカー、バイオテクノロジー関連企業、
産業用検査機器メーカーにとって、有益な技術と
なり得る。
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No 先行特許Ｎｏ 名 称 出願人 特許技術の特徴

1
特開2012-
083394

位相差画像検査の方法およびその装置
有限会社 高度技術
研究所

鮮明な位相差画像を得るためにコヒーレントレーザー使用．
位相差像を得るためにフーリエ零次光の位相調節．
マッチトフィルタのために二光束干渉．

2
特開2010-
140027

レチクル検査システム及び方法
エーエスエムエル
ホールディング エヌ．
ブイ．

2画像の差をとるために二光束干渉．
フーリエスペクトルで180°の位相差．
位相差発生にSLM使用せず．

参
考

特開平07-
318806

位相差顕微鏡装置 ソニー株式会社 干渉画像を得るために，二光束干渉．

3
特開2012-
078802

顕微鏡および顕微鏡検査法
カール ツァイス マイ
クロイメージング ゲー
エムベーハー

異なる強度分布を交互に出力するために二光束干渉．
一方にラゲールガウスビーム．
SLMでスパイラル位相板を作成．

4
特開2005-
084266

光制御装置および光制御方法 川崎重工業株式会社
ドーナツビームをSLMで作成．
SLMでスパイラル位相板を作成．

先行技術

• 類似点
− スパイラル位相板の使用
− 位相差法の使用

• 相違点
− スパイラル位相板の用途
− 固定ノイズ除去機能
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：位相差干渉顕微装置

• 出願番号 ：特願2014-246504
• 出願人 ：茨城大学

• 発明者 ：鵜野克宏、清水勲
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お問い合わせ先

茨城大学 社会連携センター

知的財産部門

ＴＥＬ：0294-38-7281

ＦＡＸ：0294-38-5240

e-mail：chizai-cd＠ml.ibaraki.ac.jp


