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ABSTRACT 

The present thesis describes the real-time 
optical information processing and computing 
by using liquid crystal spatial light modulators 
(LC-SLMs), such as real-time optical speckle 
metrology, real-time optical image processing 
and optical neural network system for pattern 
recognition. 
 Firstly, the key performance 
characteristics of twisted nematic liquid crystal 
television (LCTV) SLM (fabricated by Seiko 
Epson) and ferro-electric liquid crystal (FLC) 
two-dimensional photoaddressed SLM 
(fabricated by Hamamatsu Photonics, K.K.) 
are theoretically and experimentally 
investigated. Then, a method for the generation 
of a joint pattern to calculate a joint transform 
correlation function by using these LC-SLMs 
and a real-time optical joint transform 
correlator for displacement or velocity 
measurement in speckle applications are 
proposed. The generation of a joint pattern is 
verified by the experiment. It is possible to 

perform a real-time all optical joint transform correlation based on the proposed method. The 
velocity measurement up to 100 mm/s is realized at moderate operations of the FLC devices. 
 Next, real-time optical image subtraction and edge enhancement based on a speckle 
modulation technique are carried out by using FLC polarization switches and a FLC-SLM. A 
FLC-SLM is employed as a real-time and multiple-exposure optical device and the successful 
results are obtained from three-exposure images modulated by speckles. Thus, the image 
subtraction and edge enhancement are realized in real time. The whole operation is performed 
within several ms with a modest condition of the operation. As the used FLC-SLM has a high 
resolution more than 100 lp/mm and can store fine speckle patterns, the image qualities for the 
obtained results are quite satisfactory.  
 Finally, an optical neural network with a dynamics system of terminal attractors for 
pattern recognition is described and compared with the conventional Hopfield model neural 
network. The convergence of a unique solution and usefulness of the terminal attractor model 
are demonstrated by computer simulation and also optical experiment by using LCTV-SLMs. 
The results indicate that a terminal attractor neural network model can reduce spurious states in 
the Hopfield model. 
  



空間光変調器を用いた実時間光情報処理に関する研究 

  光は本質的に空間的な並列処理に適しているが、従来の写真処理などの方法での処理は

不可能であった。九十年代になって、さまざまな原理に基づく空間光変調素子と呼ばれる

実時間で画像の表示、消去、メモリ可能なデバイスが提案されている。これらの素子は、

現状では十分な性能を有しているとは言えないものの、光の並列性を十分に生かした処理

が可能であるため、今後の発展が期待されている。一方、これらの素子は、単に従来の写

真を置き換えるのみならず、光を用いた情報処理に新しい展開をもたらすことも期待され

ている。本研究においては、液晶を用いた空間光変調素子に注目し、これらを使った実時

間計測、画像の実時間処理、光ニューラルネットワークなどへの応用について検討した。

論文は、全６章から成る。 

 第１章は序論であり、本研究の背景と目的について述べている。 
  第２章では、電気アドレス型であるツイストネマテック液晶テレビと、光アドレス型の

強誘電性液晶素子を、それぞれ空間光変調素子として用いる場合に、偏光子、検光子の組

合せや制御電圧などの条件設定について検討し、最適な条件を求めた。これにより、適当

なパラメータの選択により、強度のみの変調、あるいは強度を押さえて位相のみを変調で

きるモードなどが可能であることがわかった。強誘電性液晶を用いた素子は、まだ素子の

均一性、安定性などの点で、十分な性能は有していないが、動作速度がきわめて速いため、

今後の素子として期待ができることもわかった。 
  第３章では、液晶空間光変調素子を使った光散乱物体、画像などの実時間計測として、

スペックル結合光相関器を提案した。この方法においては、スペックル結合パターンを実

時間で得る方法について提案した。これを基に、光学的な高速相関処理を行い、低パワー

のレーザを用いた実験においても 100mm/s 程度の速度測定ができることがわかった。 

  第４章では、強誘電性液晶空間光変調素子のメモリ性による多重露光効果を使い、スペ

ックルを変調信号として用いることにより、新しい画像の実時間減算とエッジ強調の方法

を提案した。強誘電性液晶素子は解像度が高く、細かいスペックルの書き込みができるた

め、スペックルによる画像の劣化は少なく、高品質な画像処理が行えることも証明された。 

  第５章では、より複雑な光処理として、ターミナル・アトラクタを使った光ニューラル

ネットワークを提案し、これをパターン認識、画像処理に応用した。実験では、液晶テレ

ビ光変調素子を使い、実際に光連想メモリシステムが構築できることを示した。 

  第６章は本研究で得られた成果の評価と結論である。本研究では、空間光変調素子の有

用性を示し、これを用いた光情報・画像処理の新しい展望を切り開いた。 


