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要　旨

　ハイパースペクトルカメラに対する分光放射輝度
値校正に関して，可視光外領域における校正係数算
出方法を考案し，検証した。校正係数の導出には輝
度計と分光放射照度計を用いた。積分球光源を用い
た均一輝度面に対して比較校正を行うことにより，
380nm から 1000nm という可視光外の領域を含む波
長範囲において，ハイパースペクトルカメラに対し
て分光放射輝度の校正係数を付与することが可能で
あることを実証した。比較校正に用いる光源出力お
よび検出器の応答度が小さい領域では誤差が大きく
なったものの，可視光範囲の校正係数は，従来法で
導出した係数と良い一致を示した。

　１．はじめに

　ハイパースペクトルカメラは 1980 年代に A.F.H.Goetz
らにより提案され，二次元で複数帯域のスペクトル
情報を取得できることから，航空機等に搭載した地
表リモートセンシング1や，特定の果物の選定2，ス
ペクトル情報を用いた顔認識3をはじめ，様々なア
プリケーションに用いられている 4-8。ハイパースペ
クトルカメラの出力値は検出素子の応答特性や光学
系に依存するため，異なる機種間やメーカー間のデ
ータには一般的に相関がなく，同一機種内における
相対値比較しかできなかった。分光放射輝度計を用
いた比較校正により，出力値を分光放射輝度値など
の物理量と紐づけることが可能になり9，異なる機
種やメーカー間におけるデータ比較や，試薬類デー

タベース活用などが期待されている。しかしながら，
分光放射輝度計による比較校正では，校正可能な波
長範囲が分光放射輝度計の波長範囲（概ね可視光
380nm から 780nm の範囲）に限定されてしまうと
いう問題がある。ハイパースペクトルカメラは紫外
線や赤外線の領域にも感度を有する機種が販売され
ているため，可視光以外の領域でも分光放射輝度の
校正に対するニーズがある。本研究では，輝度計と
分光放射照度計を用いることにより，可視光領域だ
けでなく，近赤外領域での分光放射輝度校正を行っ
た結果について報告する。

　２．分光放射輝度の校正方法

　従来の校正方法9では，ある光源を観測した場合
のハイパースペクトルカメラの出力カウント値を
Phyp（λ），比較校正に用いる分光放射輝度計の出力
値を Lref（λ），ハイパースペクトルカメラ出力カウント
値を分光放射輝度に変換する校正係数をkhyp（λ）と
すると，khyp（λ）は⑴式のように表される。

�
⑴　　　

ただし，λは光の波長である。先に述べたとおり，⑴
式を用いてハイパースペクトルカメラの分光放射輝
度校正値を算出する場合，その波長域は分光放射輝
度計の出力波長域に制限されてしまう。
　一方で，ハイパースペクトルカメラの分光放射輝
度校正値の算出に，輝度計と分光放射照度計を用い

可視光外領域における
ハイパースペクトルカメラの
分光放射輝度校正方法

澁谷　孝幸（しぶや・たかゆき）＊１

秋葉　拓也（あきば・たくや）＊１

岩永　敏秀（いわなが・としひで）＊１

高良　洋平（たから・ようへい）＊2

野呂　直樹（のろ・なおき）＊2

＊１地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター／＊2 エバ・ジャパン㈱



70 JETI　Vol．70，No.９（2022）

ることを考える。ある光源を観測した場合のハイパ
ースペクトルカメラの出力カウント値を Phyp（λ），
比較校正に用いる輝度計の出力値を Lref，分光放射
照度計の出力値を Eref（λ），輝度計で観測する領域
の分光放射輝度値を Lref（λ），ハイパースペクトルカ
メラ出力カウント値を分光放射輝度に変換する校正
係数をkhyp（λ）とする。まず，輝度計の出力値 Lref

と分光放射輝度値 Lref（λ）の関係は⑵式で表すこと
ができる。

� ⑵　

ただし，Km は最大視感効果度，V（λ）は分光視感
効率である。一方，分光放射輝度 Lref（λ）と分光放
射照度 Eref（λ）の関係は係数αを用いて，

�
⑶　　　

となる。⑶式を⑵式に代入すると，

� � � � � ⑷

⑷式を⑶式に代入すると，光源の分光放射輝度
Lref（λ）は

� ⑸

として，輝度 Lref と分光放射照度 Eref（λ）で記述す
ることができる。結局，ハイパースペクトルカメラ
出力カウント値を分光放射輝度に変換する校正係数
をkhyp（λ）は，

� ⑹

となる。⑹式は，比較校正として輝度計と分光放射
照度計を用いれば，ハイパースペクトルカメラに分
光放射輝度値を値付けることが可能であることを示
している。分光放射輝度計と異なり，分光放射照度
計の波長感度域は，市販のものでも 250nm から
2500nm 程度まで有するものが市販されており，校
正可能波長域の制限が従来の方法よりも大幅に広が
ることになる。

　３．実験系及び測定結果

　ハイパースペクトルカメラへの分光放射輝度値校
正用の光源として，２つの開口（ポート１，ポート
２）を有する直径８インチの積分球を用いた。積分
球の天頂内部には定格 150W のハロゲンランプが設
置されており，この光源を点灯することで開口部は
均一輝度面として機能するため，これをハイパース
ペクトルカメラ，輝度計，分光放射照度計で計測す
ることにより，比較校正をおこなう。またポート１
およびポート２で計測される輝度の偏差は約 0.6�%
であり，ほぼ同一の輝度値を呈することから，２つ
の開口を用いた同時計測が可能である。積分球の外
観を図１に，測定のセットアップを図２に示す。
　ポート１およびポート２の前面にはレールがあり，
各種計測器の測定基準面がそれぞれの開口前面に任

積分球光源の外観図図１

実験系図２
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意の距離で設置可能である。ポート１の前面にハイ
パースペクトルカメラを，ポート２の前面に輝度計
または分光放射照度計を設置する。ハイパースペク
トルカメラとポート１までの距離d1 および輝度計ま
たは分光放射照度計とポート２までの距離 d2 はと
もに 35�㎜とした。ハイパースペクトルカメラには
エバ・ジャパン社製 NH-8（1200 × 1024 ピクセル），
輝度計にはコニカミノルタ社製 CS-200，分光放射照
度計にはオーシャンフォトニクス社製のポリクロメ
ータ QE65000 を用いた。ハイパースペクトルカメラ
と輝度計の焦点距離は無限遠に設定し，輝度計の視
野角は 1 度とした。NH-8 の測定可能波長域は 380�
nm から 1000�nm，QE65000 の測定可能波長域はお
およそ 250�nm から 1040�nm である。ハロゲンラン
プを点灯し，それぞれの計測器で測定を行った。輝
度計の出力値は 41052�cd/m2であった。分光放射照
度計の出力値を図３に，⑸式により計算された積分
球光源の分光放射輝度値を図４に，ハイパースペク
トルカメラのカウント分布を図５に示す。ハイパー
スペクトルカメラのカウントスペクトルは，取得し
たカウントスペクトル分布の中心付近の平均値を代
表して用いた。
　得られた結果を用いて⑹式により算出した校正係
数を図６に示す。実線が輝度計と分光放射照度計を 用いて算出した校正係数，点線が同様の条件で分光

放射輝度計を用いて⑴式により算出した校正係数で
ある。両者を比べると，概ね校正係数は一致してお
り，これまで算出ができなかった波長領域における
校正係数の算出が可能であることを確認した。400�
nm 以下の範囲で誤差が大きくなっているが，これ
は分光放射輝度値およびハイパースペクトルカメラ
カウントスペクトルの応答度が小さい領域であり，
また積分球光源の光出力が小さい領域であることか
ら，SN 比が小さいことによる計算誤差が大きく影
響しているものと思われる。問題の解決策として，当
該波長域で十分な光出力を有する光源による校正な
どが考えられる。

　４．測定例

　LED 電球と白熱電球について，分光放射輝度を校
正したハイパースペクトルカメラで測定した例を図
７に示す。測定対象の外観は，図７左上に示すとお
りで，図７左下は，ハイパースペクトルカメラで測
定したそれぞれの電球の特定箇所の分光放射輝度で
ある。また，図７⒜，⒝，⒞はそれぞれ，波長 450nm，
560nm，900nm におけるハイパースペクトルでの測

積分球光源の分光放射照度スペクトル図３

積分球光源の分光放射輝度スペクトル図４

ハイパースペクトルカメラで測定した
カウントスペクトル

図５

ハイパースペクトルカメラに対する
分光放射輝度校正係数
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定結果である。このように，可視光範囲のみでなく
赤外光の領域においても分光放射輝度の空間分布を
計測することができるため，出力の絶対値が必要と
なる計測に有用であると考えられる。

　５．まとめ

　本研究では，ハイパースペクトルカメラの分光放
射輝度校正に，輝度計と分光放射照度計を用いるこ
とで，これまで分光放射輝度計の感度波長域に制限
されていた校正波長領域について，より幅広い波長
範囲で校正係数の算出が可能であることを確認した。
今回の手法により得られた校正係数は，従来手法で
ある分光放射輝度計を用いた方法による校正係数と
概ね一致していた。光源出力および検出器感度が小
さくなる領域においては誤差が大きい結果となった
が，当該領域で十分な光源を採用するなどにより，誤
差は少なくなるものと考えられる。本手法により，こ
れまで校正が難しかった可視光外における分光放射
輝度値の校正が可能となり，医学やバイオなど各種
分野での応用が期待されると考えられる。
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