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マルチスペクトル／ハイパースペクトル撮像

ＣＭＯＳ技術によって研究レベルを超える
ハイパースペクトル撮像
アンディー・ランブラシュツ、クラース・タック、フランセスコ・ペソラノ

CMOS 準拠製法にもとづくハイパースペクトルカメラモジュールが開発され

空間／スペクトルの混合モードを使用

開を可能にする。

もに、モジュールのすべてのスペクト

た。高価で大型の光学部品を必要とせず、研究室レベルから産業分野への展

マシンビジョン分野の新技術として

ハイパースペクトルの画像は三次元

のハイパースペクトル撮像は、短期的

（ 3D ）のデータ系列（ 2 つの空間次元と

は生体内の癌の診断用小型ハイパース

ため、二次元（ 2D ）
センサによって取得

への応用が期待されている。ハイパー

カメラはライン走査技術を用い、同時

には光学的選別や再生利用、長期的に

ペクトルカメラなど、さまざまな分野
スペクトル撮像がいくつかの分野へ応

する。このことは、スキャン動作とと

ルフィルタによって、すべてのライン

が取得されることを意味している。

このようにスキャンプロセスが新し

1 つのスペクトル次元）から構成される

いことに加え、光学フィルタがアイメ

するための分離が必要になる。既存の

ペクトルイメージセンサとモノリシッ

ックの CMOS を基盤としたハイパース

クに集積されている。つまり、光学フ

に異なる波長で対象シーンの 1 本のラ

ィルタはイメージセンサ上に直接形成

って全シーンを取得する方法がある。

集積化を実現するためのフィルタ構造

されている（図 2 ）。このような高密度

用可能であることは、研究室の実験レ

インを取得する。他には単一波長によ

用いて実証された。しかしながら、産

この場合はそれぞれの波長による順次

の設計は、集積回路（ IC ）
用に開発され

えた高速かつ小型で低コストのハイパ

かる。アイメックのハイパースペクトル

そしてその結果として、イメージセン

それらの産業における利用は限定され

ーンの異なるラインを同時に取得する、

ベルにあるいまだに大型の撮像装置を
業用の画像処理に適用できる仕様を備

ースペクトルカメラは存在しないため、
ている。研究室レベルから産業分野へ
の応展開を可能にするには、いくつか

走査が必要になるが、測定に時間がか
モジュールは、異なる波長においてシ

た先端技術を利用しなければならない。
サの動作を損なわない材料と温度を使
用しなければならない。実際には材料

（a）

の障害を乗り越えなければならない。

新しいスペクトルの概念

ベルギーの研究センターのアイメッ

ク（ Imec ）
をはじめとするいくつかの研

究機関は、現在のシステムのように高
価で大型の光学部品を必要とせず高品

質かつ高速の経済的なハイパースペク

トルカメラの構成方式を探究している。

（b）

これらの挑戦的な目標を実現するため

に、アイメックの研究者たちはスキャナ
としての機能をもつ集積ハイパースペ

クトル撮像モジュールを開発した。こ

のモジュールは物体の画像を撮像装置

に自動的に変換し、完全なハイパース
ペクトル画像を取得する
（図 1 ）
。
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図 1 従来のハイパースペクトルカ
メラ（ａ）と新しい集積システム（ｂ）
の概念図を示している。新しいシス
テムは対物レンズがイメージセンサ
およびハイパースペクトルフィルタ
構造と組み合わされ、後処理はイメ
ージセンサ上でじかに行われる。

の選択（必要な波長範囲に依存する）
と

にイメージセンサの通常の生産フロー

表面調整、屈折率操作などの一連の加

やすく人手のかかる組立工程を回避で

材料の互換性が課題になる。平坦化、
工プロセスは、必要な寸法および目標
とする光学的性能と信頼性の達成を見
すえた開発が必要になる。

イメージセンサとハイパースペクト

ルフィルタ構造の組み合わせによっ

て、設計が簡素化される。そのコスト

を付加すると、高価で間違いを起こし
きる。IC 生産工程が最高のプロセス制

御と精度を用いることで、二つの部品

の非常に正確で信頼性のあるアライン
メントが可能になり、生産フローの統
合による全体コストの劇的な低減が実
現される。

光と内部反射の減少をもたらす（図3）。
これらのフィルタは明確な半値全幅

（ FWHM ）
を備え、そのスペクトル範囲

は相互に異なるフィルタの間隔によっ
てサンプリングされる。この設計は追

加のフィルタの導入、オーバーサンプリ

ング、オーバーラップによる加工のずれ
に対するロバスト性が得られる。

特に、目標のスペクトル範囲からわ

撮像装置の画素上でフィルタ構造の

ずかに外れた両側でサンプリングする

イメージセンサやハイパースペクトル

タを通過してその下の画素に到達する。

タの全範囲を上下に動かす恐れのある

システムよりも低くなる。ハイブリッ

ージセンサ上に重ねると、両者の構造

は性能を確保するために必須だが、そ

的に生まれる。このフィルタ構造とそ

はプリズム、回折格子、レンズといっ
た光学部品を個別に製作し、その後に

素子と一緒に組み立てるハイブリッド

ドシステムの全部品のアラインメント

後処理をじかに行うと、光子はフィル

一方フィルタ構造を別に製作してイメ

追加のフィルタを導入すると、フィル
加工誤差に対する設計の許容範囲を確

保できる。オーバーサンプリングは用

途に必要な最小範囲よりも広い、部分

的に重なりのあるフィルタを設計する
ことで実現できる。その結果、加工の

の組立と較正にはコストがかかる。ハ

の下の画素列との間にある層は、キャリ

品をモノリシックに集積するため、組

ィルタ効果といった性能劣化の可能性

にしか存在しない場合でも、必要な波

われわれのフィルタ構造は CMOS プロ

けるモノリシック集積および薄型フィル

ることができる。また、1 つまたはそ

ニング、エッチングなどの製作工程を

クの低減は、スペクトル分解能と空間

イパースペクトル素子は異なる要素部
み立ての不要な単一部品を製作できる。
セスだけで済むように、蒸着、パター
設計している。これらの加工プロセス

ア層数が多いため、結合損失や寄生フ
を高める。撮像装置の性能と効率にお

タ設計の大きな利点であるクロストー

分解能に悪影響を及ぼす恐れのある迷

狭い許容範囲がフィルタの厳密な位置

長に対して最も整合したフィルタを得
れ以上のフィルタをモジュール上に複

製し、サンプリングにはオーバーラッ

プを導入して、他の形の加工許容範囲

からの回復を可能にする場合もある。

加工段階が異なると許容範囲も敏感に

異なるので、設計を正確に解析すると、

スペクトルの位置と大きさおよびフィ
ルタ特性に対する効果の厳密な予測が

可能になる。このアプローチはモジュ
ールを大きな費用の発生させることな
く加工できる。

このフィルタ構造のもう 1 つの重要

な利点は、フィルタに入射する光の角度

に対して、フィルタリングされる波長の
感度が減少することにある。このよう

図 2 このウエハには多数の
ハイパースペクトルフィルタ
モジュールが含まれている。
多数の画素列（挿入図）は分
離されてフィルタモジュール
となり、それぞれの装置に実
装される。

な感度の減少によって、より多くの光

がシステムに入射し、言い換えれば、撮
像できるライン数が現在のシステムの

標準的な毎秒 100 本でなく、毎秒 1 万
本へ高速化されるため、ハイパースペ

クトルシステムの設計が可能になる。
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さらに、フィルタはイメージセンサ
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の画素上にじかに集積されるため、集

学系にもとづくラインスキャナは、画
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応用に向けたカスタマイズ

ハイパースペクトル画像はたくさん

の産業に応用されるが、用途によって

要求は大きく異なるため、撮像速度、ス
ペクトル分解能、システムの小型化と
経済性の相互間のトレードオフを考慮
した設計が必要になる。われわれのハ

イパースペクトル撮像システムは、イ
メージセンサとハイパースペクトルフ

ィルタ構造を選択、または特注設計す
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図 3 ハイパースペクトルカメ
ラにおいて集積方式の異なる
スペクトルフィルタの応答性能
を比較している。それぞれの曲
線は、イメージセンサ上に集積
されたフィルタの方式の違いに
よる応答のシミュレーション結
果を示している。縦軸は 700
nm におけるフィルタの透過率
を示し、横軸は対象波長の全
領域を示している。ハイブリッ
ド集積方式のフィルタは個別
に製作され、イメージセンサ上
に 0.5mm の間隔で配置され
ている（上）。この方式は迷光
と寄生効果がフィルタ性能を
劣化させている。フィルタを撮
像装置上に直接配置するモノ
リシック集積方式（中）は、迷
光と寄生効果が減少し、フィ
ルタ性 能 が改 善 されている。
もう 1 つのフィルタとセンサの
界面を最適化したモノリシック
集積方式（下）は、フィルタ性
能がさらに改善されている。
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図 4 提案した想定される消
費者用の健康器具は、小さな
ハイパースペクトルモジュール
を使用して皮膚の健康状態を
検査する。皮膚のあざ、しみ、
日焼けなどの走査と解析を行
い、黒色腫の可能性を使用者
に知らせ、必要な場合は医師
の受診を指示する。

ることで、応用ごとの要求に合せるこ
とができる。

システムとハイパースペクトルモジ

ュールの設計に直接アプリケーション

ごとの要求を盛り込むことによって、
領域特化型の設計が可能になり、目標

とする産業や医療への応用を実現でき

る。われわれが試作した現在の装置は

すでに食品の選別やリサイクルの用途

に応用され、また、より小型で安価な
装置が皮膚癌の初期検出などの用途に
利用されようとしている（図 4 ）
。
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