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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変波長光発生装置の出力光を第一の光線と第二の光線に分割する手段と、第一の光線
を測定対象に照射する手段と、前記測定対象によって反射又は後方散乱された第一の光線
と第二の光線を合波する手段と、前記合波する手段によって合波された出力光の強度を前
記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に測定する手段と、前記測定する手段によって前
記波数毎に得られる前記合波された出力光の強度の集合から第一の光線が測定対象によっ
て反射され又は後方散乱された位置又は位置と強度を前記測定対象の深さ方向に対して特
定する手段とを具備し、
  前記第一の光線を測定対象に照射する手段が、第一の光線の前記測定対象に対する照射
位置を走査可能であり、
　前記特定する手段によって特定された情報と前記照射位置に関する情報とに基づいて、
前記測定対象の断層像の構築と前記波数の切り替えと前記第一の光線の走査とを同時に制
御する手段を具備する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置であって、前記
制御する手段による制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴とする可変波長
光発生装置。
【請求項２】
  前記特定する手段が、前記出力光の強度と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変
換するものであることを特徴とする請求項１に記載の可変波長光発生装置。
【請求項３】
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  前記特定する手段が、前記出力光の強度と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変
換して絶対値をとるものであることを特徴とする請求項１に記載の可変波長光発生装置。
【請求項４】
　光干渉トモグラフィ装置が、測定対象の複数の断層像を構築することによって、測定対
象の断層像の動画を構築する手段を具備することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何
れか１項に記載の可変波長光発生装置。
【請求項５】
　可変波長光発生装置の出力光を分割することなく試料に導く試料光路と、前記試料光路
の出力光の一部を試料光路に沿ってもどす部分反射機構と、前記試料光路に沿った試料か
らの反射光又は後方散乱光と部分反射機構からの反射光とを光検出手段に導く光検出光路
と、前記試料に照射される前記出力光の位置を走査する手段と、前記可変波長光発生装置
の出力光の波数毎に検出した前記光検出手段の出力を計算機に取り込み、計算機の処理に
よって、前記試料の断層像を構築する手段と、
　前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に検出した前記光検出手段の出力に基づいて
、前記測定対象の断層像の構築と前記波数の切り替えと前記出力光の照射位置の走査とを
同時に制御する手段を具備する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置であっ
て、前記制御する手段による制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴とする
可変波長光発生装置。
【請求項６】
  可変波長光発生装置の出力光を分割することなく試料に導く試料光路と、前記試料光路
において所望の偏光特性を持たせて前記試料光路に沿って一部の前記出力光を反射する部
分反射機構と、前記試料光路において部分反射機構を透過した前記出力光を所望の偏光特
性を持たせた後試料に照射する試料光偏光特定機構と、試料からの反射光又は後方散乱光
と部分反射機構からの反射光とを、入射光を偏光方向が直交する二成分に分割する手段に
導く光検出光路と、前記入射光を偏光方向が直交する二成分に分割する手段の２つの出力
をそれぞれ光検出する手段と、前記試料に照射される前記出力光の位置を走査する手段と
、前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に検出した前記光検出する手段の出力をそれ
ぞれ計算機に取り込み、計算機の計算処理によって、試料の偏光特性を示す断層像を構築
する手段と、
　前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に検出した前記光検出する手段の出力に基づ
いて、前記測定対象の断層像の構築と前記波数の切り替えと前記出力光の照射位置の走査
とを同時に制御する手段を具備する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置で
あって、前記制御する手段による制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴と
する可変波長光発生装置。
【請求項７】
　前記計算処理が、前記出力と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変換することを
特徴とする請求項５又は請求項６に記載の可変波長光発生装置。
【請求項８】
　前記計算処理が、前記出力と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変換して絶対値
をとるものであることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の可変波長光発生装置。
【請求項９】
　前記計算機では、複数の前記断層像を構築して、試料の断層像の動画を構築することを
特徴とする請求項５乃至請求項８の何れか１項に記載の可変波長光発生装置。
【請求項１０】
　前記可変波長光発生装置を構成する発光素子として可変波長レーザを用いることを特徴
とする請求項１乃至請求項９の何れか１項に記載の可変波長光発生装置。
【請求項１１】
　前記可変波長光発生装置を構成する発光素子として超周期構造回折格子分布反射型半導
体レーザを用いたことを特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか１項に記載の可変波
長光発生装置。
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【請求項１２】
　前記可変波長光発生装置を構成する発光素子としてサンプルド・グレーティング分布反
射型半導体レーザを用いたことを特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか１項に記載
の可変波長光発生装置。
【請求項１３】
　前記制御する手段は、前記第一の光線の照射位置の走査又は前記出力光の照射位置の走
査と同時に、波数の可変範囲の幅、周波数幅、波数間隔及び時間間隔を制御できることを
特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか１項に記載の可変波長光発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光干渉トモグラフィ装置の可変波長光発生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　（１）光干渉トモグラフィ（ＯＣＴ）
　低コヒーレント光を利用した光干渉トモグラフィ（Optical Coherence Tomography；Ｏ
ＣＴ）は、生体の表面近傍の断層像を十数μｍ程度の分解能で観察可能にする新しい医療
計測技術である。ＯＣＴは既に眼組織の臨床観察で実用化されており、眼組織の病変（例
えば、網膜はく離）の断層観察を顕微鏡的精度で可能にしている（非特許文献１）。この
技術の臨床応用は緒についたばかりであるが、内視鏡と組み合わせた生体内部の断層観察
への展開等、今後の発展が期待されている。
　現時点で実用化されているＯＣＴは、ＯＣＤＲ（Optical Coherence Domain Reflectom
etory)－ＯＣＴと呼ばれる機械的走査を必要とする測定技術である。一方、機械的走査を
必要としないＦＤ（Frequency Domain) －ＯＣＴ（ＯＦＤＲ（Optical Frequency Domain
 Reflectometory）－ＯＣＴと呼ばれることもあるが、本発明との混同を防止するため以
後ＦＤ法と呼ぶ）と呼ばれる技術が、最近研究され始めている。以下、それぞれの技術に
ついて説明する。
【０００３】
　（２）ＯＣＤＲ－ＯＣＴ
　ＯＣＤＲ－ＯＣＴの測定原理は、図７のように試料（生体）１に測定光２を照射しその
光が試料１の内部の組織境界面３で反射（又は後方散乱、以後単に「反射」という）され
再び試料１の外に出射するまでに通過する光路長を、低コヒーレント光源を光源とするマ
イケルソン干渉計によって測定するものである。即ち、図７に示すように、試料１に入射
した光２は、組織境界面３の屈折率変化によってその一部が反射され試料１の外に再出射
される。この再出射された光４が通過して来た光路長を測定することにより、試料１の内
部の深さ方向の構造を知ることができる（深さの基準点である試料１の表面の位置は、表
面反射光によって与えられる。）。従って、測定光２の入射位置を試料１の表面に対して
走査することにより、試料１の内部の断面像や三次元像を得ることができる。
【０００４】
　図８は、ＯＣＤＲ－ＯＣＴ装置の概略図である。図８に示すように、光源５としては通
常スーパー・ルミネッセンス・ダイオード（ＳＬＤ）が用いられ、その放出光はマイケル
ソン干渉計６に入射される。この光はビームスプリッタ７によって分割され、一方は細い
ビーム状に収束され試料１に照射させる。分割されたもう一方の光は、参照光ミラー８に
照射される。それぞれの光は、試料１および参照光ミラー８によって反射されビームスプ
リッタ７によって合波された後、光検出器９に入射する。ＳＬＤは波長スペクトル幅が～
２０ｎｍと広いため、その出射光のコヒーレント長は十数μｍと短い（例えば、中心波長
８５０ｎｍ、波長幅２０ｎｍのＳＬＤ光のコヒーレント長は、１５μｍである。）。この
ため参照光１０と信号光１１の光路長がこの短いコヒーレント長の範囲内にある場合にだ
け、両者は干渉する。即ち参照光ミラー８を参照光１０の光軸方向に走査すると、光検出
器９の出力は参照光１０と信号光１１の光路長が一致した付近１４のみで、図９（縦軸１
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２は光検出器９の出力、横軸１３は参照光ミラー８の移動距離）のように、コヒーレント
長程度の幅を有する干渉パターン１５（以下、「コヒーレント干渉波形」と呼ぶ。）を示
す。このコヒーレント干渉波形１５の現れる参照光ミラー８の位置から、信号光１１の光
路長を直接知ることができる。
　この方法の分解能は、使用する光源のコヒーレント長で決まり、通常１０～１５μｍ程
度である。また、一回の測定に要する時間は、参照光ミラー８の走査に必要な時間で決ま
り、通常は速くても１秒程度である（非特許文献１）。
【０００５】
　（３）ＦＤ－ＯＣＴ
　ＯＣＤＲ－ＯＣＴには、参照光ミラー８の機械的走査が必須であるため機械的振動の発
生が不可避であり、速い速度での走査距離に制限があり、走査速度も制限される。走査速
度が制限されるため、測定中は試料（生体）を制止しておかなければならない等の課題が
ある。このため比較的制止の容易な眼組織の断面観察以外への適用は容易ではない。
　参照光ミラー８の走査を不要とする試みとして、図１０のようにマイケルソン干渉計の
出力側にグレーテイグ２１とＣＣＤ１６を配置し、参照光ミラー８を固定したままで出力
光の分光特性をＣＣＤ１６で測定し、その結果からコヒーレント波形を計算・構築する周
波数領域（Frequency Domain）ＯＣＴ（以下ＦＤ－ＯＣＴと呼ぶ。以前の文献では、この
方法がＯＦＤＲ－ＯＣＴと呼ばれたこともあるが、最近の文献では、ＦＤ－ＯＣＴと呼ば
れている。ここでは、この最近の呼称を用いる。）が提案されている（非特許文献２）。
【０００６】
　ＦＤ－ＯＣＴの原理は以下のようなものである。まず、横長に集光した測定光１８を試
料１の表面１７に照射する一方、参照光ミラー８により参照光１１をビームスプリッタ７
に戻す。この様な状態で、信号光１０と参照光１１を合波してＣＣＤ１６画面上に結像さ
せる。この時ＣＣＤ１６面上には、フリンジ（空間的な干渉模様）が発生する。フリンジ
の強度を観測し計算機でそのパターンをフーリエ変換してコヒーレント干渉波形を構築す
る。なお、測定光等の集束／結像は、ｘ’軸方向のみに集光する２つのシリンドリカルレ
ンズ１９とｙ’軸方向にのみ集光する一つのシリンドリカルレンズ２０によって行われる
。
　ＦＤ－ＯＣＴでは参照光ミラー８の移動が不要なため測定時間が短く、１５０ｍｓｅｃ
程度の短時間観測の例も報告されている。しかしながら、この方法には、以下のような問
題点もある。
【０００７】
　（問題点１）水平方向の分解能が低い（水平分解能；１００μｍ程度）。
　スペクトル密度関数を算出する際、試料内部で反射面は一定の深さに広がっていると仮
定して計算処理するので、反射面の深さが水平方向（ｙ’軸方向）に対して急激に変化す
る試料では正確なスペクトル密度関数が得られない。従って、試料の表面に水平な方向（
ｙ’軸方向）での分解能は高くなく、１００μｍ程度の値が報告されるのみである。
【０００８】
　（問題点２）深さ方向の測定範囲が狭い（測定範囲；±６．０ｍｍ）。
　深さ方向の測定可能範囲Ｌmは、ＣＣＤで検出する各周波数成分に対するコヒーレント
長で決まる。各周波数成分におけるスペクトル幅をΔｆ、ｃを光速とすると、測定可能範
囲Ｌmは式（１）で与えられる（非特許文献２中に記載の式による。）。但し、ここで測
定範囲と呼んでいるものは、試料の深さ方向に対する測定可能範囲ではなく、試料に照射
された光と参照光との光路差によって測定可能範囲を表したものである。従って、非特許
文献２に記載した測定範囲は、試料の深さ方向に対する測定範囲の２倍になっている。
【０００９】
【数１】

【００１０】
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　ＦＤ－ＯＣＴでは、Δｆは周波数軸方向（ｘ軸）の＜ＣＣＤのピクセル幅＞に依存する
。コヒーレント長３４μｍのＳＬＤを光源とし、周波数軸方向のピクセル数が６４０、ピ
クセル間隔が１３．３μｍのＣＣＤを用いた場合、式（１）より計算される測定範囲は±
９．０ｍｍとなる（非特許文献２）。しかし、ｙ軸上で零から離れるほどビームスプリッ
タ７で分割された後の信号光１０と参照光１１の光路長の差（optical path difference
；ＯＰＤ）が大きくなり、このため、フリンジ周期がＣＣＤのピクセル幅に近くなるとフ
リンジの平均化が起こる。その結果Ｓ／Ｎが低下し、明瞭なコヒーレント干渉波形が構築
できる範囲はＯＰＤが±６．０ｍｍ（深さ方向に対しては６．０ｍｍ）の範囲までである
。
【００１１】
　（問題点３）生体を試料とする測定では，試料に照射できる光の強度が制限される。
　従って、信号光をいかに効率良く検出するかが重要である。しかし、ＦＤ－ＯＣＴでは
信号光は回折格子２１を通ってから光検出器（CCD）に入射するので、その一部が回折格
子２１によって失われてしまい信号光の検出効率が悪いという課題がある。
　（問題点４）また，ＣＣＤを用いた検出の場合、測定可能な強度の桁数を表すダイナミ
ックレンジが約７０ｄＢ以下であり、網膜の測定には適用できるとの報告もあるが、生体
の観測には必ずしも十分とはいえない。
　（問題点５）更に、測定時間がＣＣＤの速度に制限され、測定の高速化に限界があると
いう問題点もある。
【００１２】
【特許文献１】特開平６－５３６１６号公報
【特許文献２】特開平６－６１５７８号公報
【特許文献３】United States Patent　4,896,325
【非特許文献１】陳建培  OPTRONICS（2002）NO7,179
【非特許文献２】寺村友一、末国雅行、神成文彦；Proceeding of 23rd Meeting on Ligh
twave Sensing Technology，p39）
【非特許文献３】Handbook of Optical Coherence Tomography（edited by Brett E．Bou
ma and Guillermo J．Tearney）
【非特許文献４】応用物理：第７１巻、第１１号、ｐ１３６２　吉國祐三
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　眼底測定でＯＣＤＲ－ＯＣＴの実用化が可能であった理由には、測定対象の制止が比較
的容易であったということが挙げられる。しかし、生体には消化管のぜん動など制止困難
な運動を伴う部分が数多くある。このような部分の観測には、従来のＯＣＴ（ＯＣＤＲ－
ＯＣＴ及びＦＤ－ＯＣＴ双方）による断層観察は適していない。
　例えば数ｍｍ／秒の速さで動く部分をＯＣＤＲ－ＯＣＴで観察をする場合、測定時間中
（約１秒）に観察対象の移動する距離（数ｍｍ）が分解能（数十μｍ）に比べ著しく大き
くなるため断層像の撮影は不可能である。
　ＯＣＤＲ－ＯＣＴに比べＦＤ－ＯＣＴによる断層撮影は高速であるが、現在得られてい
る測定時間（１５０ｍｓｅｃ）は上記のような部分の測定にはまだ不十分である。これは
、コヒーレント干渉波形を構築する過程が複雑なため計算機処理に時間がかかるためであ
る。即ち、現在のＯＣＴには、制止困難な生体部分の観察には適したものがないという課
題がある。更に、上記の通り水平方向の分解能が低く又深さ方向の測定範囲も狭いという
問題点もある。
【００１４】
　本発明の目的は上記課題を解決し、制止困難な生体部分の断層観察を可能にするＯＣＴ
技術を提供することである。また、制止可能な部分の観察に対しても、制止を不要とし生
体への負担を無くした断層観察技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
　上記課題を解決する本発明の構成は次のとおりである。
　即ち、第一の発明の可変波長光発生装置は、可変波長光発生装置の出力光を第一の光線
と第二の光線に分割する手段と、第一の光線を測定対象に照射する手段と、前記測定対象
によって反射又は後方散乱された第一の光線と第二の光線を合波する手段と、前記合波す
る手段によって合波された出力光の強度を前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に測
定する手段と、前記測定する手段によって前記波数毎に得られる前記合波された出力光の
強度の集合から第一の光線が測定対象によって反射され又は後方散乱された位置又は位置
と強度を前記測定対象の深さ方向に対して特定する手段とを具備し、前記第一の光線を測
定対象に照射する手段が、第一の光線の前記測定対象に対する照射位置を走査可能であり
、前記特定する手段によって特定された情報と前記照射位置に関する情報とに基づいて、
前記測定対象の断層像の構築と前記波数の切り替えと前記第一の光線の走査とを同時に制
御する手段を具備する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置であって、前記
制御する手段による制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴とする。
　また、第二の発明の可変波長光発生装置は、第一の発明の可変波長光発生装置において
、前記特定する手段が、前記出力光の強度と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変
換するものであることを特徴とする。
　また、第三の発明の可変波長光発生装置は、第一の発明の可変波長光発生装置において
、前記特定する手段が、前記出力光の強度と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変
換して絶対値をとるものであることを特徴とする。
　また、第四の発明の可変波長光発生装置は、第一乃至第三の発明の何れかの可変波長光
発生装置において、光干渉トモグラフィ装置が、測定対象の複数の断層像を構築すること
によって、測定対象の断層像の動画を構築する手段を具備することを特徴とする。
　また、第五の発明の可変波長光発生装置は、可変波長光発生装置の出力光を分割するこ
となく試料に導く試料光路と、前記試料光路の出力光の一部を試料光路に沿ってもどす部
分反射機構と、前記試料光路に沿った試料からの反射光又は後方散乱光と部分反射機構か
らの反射光とを光検出手段に導く光検出光路と、前記試料に照射される前記出力光の位置
を走査する手段と、前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に検出した前記光検出手段
の出力を計算機に取り込み、計算機の処理によって、前記試料の断層像を構築する手段と
、前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎に検出した前記光検出手段の出力に基づいて
、前記測定対象の断層像の構築と前記波数の切り替えと前記出力光の照射位置の走査とを
同時に制御する手段を具備する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置であっ
て、前記制御する手段による制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴とする
。
　また、第六の発明の可変波長光発生装置は、可変波長光発生装置の出力光を分割するこ
となく試料に導く試料光路と、前記試料光路において所望の偏光特性を持たせて前記試料
光路に沿って一部の前記出力光を反射する部分反射機構と、前記試料光路において部分反
射機構を透過した前記出力光を所望の偏光特性を持たせた後試料に照射する試料光偏光特
定機構と、試料からの反射光又は後方散乱光と部分反射機構からの反射光とを、入射光を
偏光方向が直交する二成分に分割する手段に導く光検出光路と、前記入射光を偏光方向が
直交する二成分に分割する手段の２つの出力をそれぞれ光検出する手段と、前記試料に照
射される前記出力光の位置を走査する手段と、前記可変波長光発生装置の出力光の波数毎
に検出した前記光検出する手段の出力をそれぞれ計算機に取り込み、計算機の計算処理に
よって、試料の偏光特性を示す断層像を構築する手段と、前記可変波長光発生装置の出力
光の波数毎に検出した前記光検出する手段の出力に基づいて、前記測定対象の断層像の構
築と前記波数の切り替えと前記出力光の照射位置の走査とを同時に制御する手段を具備す
る光干渉トモグラフィ装置の前記可変波長光発生装置であって、前記制御する手段による
制御により波数を階段状に切り替え可能なことを特徴とする。
　また、第七の発明の可変波長光発生装置は、第五又は第六の発明の可変波長光発生装置
において、前記計算処理が、前記出力と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変換す



(7) JP 4362631 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

ることを特徴とする。
　また、第八の発明の可変波長光発生装置は、第五又は第六の発明の可変波長光発生装置
において、前記計算処理が、前記出力と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変換し
て絶対値をとるものであることを特徴とする。
　また、第九の発明の可変波長光発生装置は、第五乃至第八の発明の何れかの可変波長光
発生装置において、前記計算機では、複数の前記断層像を構築して、試料の断層像の動画
を構築することを特徴とする。
　また、第十の発明の可変波長光発生装置は、第一乃至第九の発明の何れかの可変波長光
発生装置において、前記可変波長光発生装置を構成する発光素子として可変波長レーザを
用いることを特徴とする。
　また、第十一の発明の可変波長光発生装置は、第一乃至第十の発明の何れかの可変波長
光発生装置において、前記可変波長光発生装置を構成する発光素子として超周期構造回折
格子分布反射型半導体レーザを用いたことを特徴とする。
　また、第十二の発明の可変波長光発生装置は、第一乃至第十の発明の何れかの可変波長
光発生装置において、前記可変波長光発生装置を構成する発光素子としてサンプルド・グ
レーティング分布反射型半導体レーザを用いたことを特徴とする。
　また、第十三の発明の可変波長光発生装置は、第一乃至第十の発明の何れかの可変波長
光発生装置において、前記制御する手段は、前記第一の光線の照射位置の走査又は前記出
力光の照射位置の走査と同時に、波数の可変範囲の幅、周波数幅、波数間隔及び時間間隔
を制御できることを特徴とする。
　更に付言すると、上記課題を解決するための手段は次のとおりである。
　（１）第一の手段
　上記課題を解決するための第一の手段は＜波数を階段状に切り替え可能な手段を有する
光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置＞を用いることである。このような手段によ
り、断層像の高速撮影が可能になる。
【００１６】
　（２）第二の手段
　上記課題を解決するための第二の手段は、＜波数の可変範囲の幅が４．７×１０-2μｍ
-1以上且つ出射光の周波数幅が１３ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であって、３．１×
１０-4μｍ-1以下の波数間隔且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え可
能な手段を有することを特徴とする可変波長光発生装置を光干渉トモグラフィ用の光源＞
として用いることである。光干渉トモグラフィ用の光源として、この可変波長光源（可変
波長光発生装置）を用いることによって、制止困難な生体部分の断層観察が可能になる。
ここで波数とは，波長の逆数に２πを乗じたものである。
【００１７】
　（３）第三の手段
　上記課題を解決するための第三の手段は、＜波数の可変範囲の幅が４．７×１０-2μｍ
-1以上且つ出射光の周波数幅が５２ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であって、１２．４
×１０-4μｍ-1以下の波数間隔且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え
可能な手段を有することを特徴とする可変波長光発生装置を光干渉トモグラフィ用の光源
＞として用いることである。光干渉トモグラフィ用の光源として、この可変波長光源（可
変波長光発生装置）を用いることによって、第二の手段に比べ、測定可能距離は短くなる
が、より高速で動く制止困難な生体部分の断層観察が可能になる。
【００１８】
　（イ）「波数を階段状に切り替え可能な手段を有する」ことによる効果
　従来のＯＣＴでは、ＳＬＤが出射する広帯域（低コヒーレント）直流光（ＣＷ光）を測
定光として用い、ＯＣＤＲ－ＯＣＴでは干渉パターン（図９）を、ＦＤ－ＯＣＴではフリ
ンジ（図１１）を測定していた。一方、本手段の構成要件「波数を階段状に切り替え可能
な手段を有する」によれば、測定に用いる光源の波数を例えば図１（ａ）のように少しず
つ階段状に変えて、各波数における干渉計の応答を測定することが可能になる。この特徴
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によって、以下に述べる通り断層撮影の高速化と水平方向分解能の向上が図られる。また
、FD-OCTで問題になっていた回折格子の存在による信号強度の検出効率の低下、CCDの性
能に起因する不十分なダイナミックレンジ、及びCCDの応答速度によって断層撮影速度が
律速されるという諸問題が解決される。
【００１９】
　なお、図１（ａ）では、波数が波数走査時間に対して漸増しているが、必ずしも漸増す
る必要は無く図１（ｂ）のように漸減する場合であっても何ら問題はない。また、必ずし
も波数が漸次変化する必要はなく、測定時間内に所定の波数を総て走査できさえすれば良
い。即ち、波数の変化は図１（ｃ）のように不規則なものであっても良い（測定後の計算
機処理の過程で、波数を並び替えることが容易であるため。）。即ち，階段状とは，波数
が時間に対して階段状に漸増する場合だけでなく漸減していく場合も含むものとする。更
には，必ずしも波数が漸次変化する必要はなく，測定時間内に所定の波数を総て走査する
走査様態すべてを含むものとする。ここで「所定の波数」とは、＜等間隔に並んだ波数の
集合＞であることが望ましいが、必ずしもこれに限られるものではなく波数間隔が一定で
ない波数の集合であっても良い。波数間隔が一定ではない場合には、後に実施の形態例１
で述べる断層像構築のための計算処理に対する一定の修正を必要とするが、この修正は波
数走査の態様に応じフーリエ変換に関する知識を基礎として導くことができるものである
。以上述べたとおり、「波数を階段状に切り替え可能な手段」とは、断層像の構築が可能
であることを条件に波数間隔及び測定順番を制限するものではない。
　また、波数の変化は離散的であることが望ましいが、一定時間特定の波数を保持できる
ものであればその変化は連続的であっても良い。
【００２０】
　本手段の測定過程にはＯＣＤＲ－ＯＣＴに必須の参照光ミラーの走査が不要であるため
、ＯＣＤＲ－ＯＣＴより高速度で測定が可能である。
　他方、本手段では、各波数における干渉計の出力光強度を束ねた分光特性（図２）から
コヒーレント干渉波形を構築するので、ＦＤ－ＯＣＴのように強度情報と位相情報の双方
を含むスペクトル密度関数を計算処理してコヒーレント干渉波形を構築する必要はない。
このため本手段では、簡単な計算機処理によってコヒーレント干渉波形を構築することが
できる。また、スペクトル密度関数の算出自体が不要なので、従来のＦＤ－ＯＣＴに比べ
データ処理が短時間で済み高速測定が可能になる（なお、本手段で用いる計算処理につい
ては、実施の形態例１において説明する。）。
【００２１】
　また、スペクトル密度関数を算出するために従来型ＦＤ－ＯＣＴの水平方向分解能を劣
化させていた仮定（水平方向で深さ分布が一様）も本手段では不要であり、従って水平方
向の分解能の劣化は存在しない。
　即ち、本手段を用いて実施される断層撮影には参照光ミラー走査の様な機械的動作が介
在せず、また後述する通り本手段を用いる断層撮影では簡単な手順でコヒーレント干渉波
形が構築可能なので、断層撮影の高速化が可能である。また、本手段を用いて実施される
断層撮影では、従来のＦＤ－ＯＣＴの様な水平方向の分解能を劣化させる仮定も存在しな
いので水平方向分解能の劣化もない。
　更に、回折格子及びＣＣＤを用いるＦＤ－ＯＣＴに特有な問題であった＜回折格子の存
在による信号強度の検出効率の低下、ＣＣＤの性能に起因する不十分なダイナミックレン
ジ、及びＣＣＤの応答速度によって断層撮影速度が律速されるという諸問題＞は、回折格
子及びＣＣＤを必要としない本手段においては当然解消される。
【００２２】
  更に、段落［００９７］で述べる通り、本手段によれば、試料に照射できる光の強度が
ある最大値で制限されているという条件の下で得られるコヒーレント干渉波形の強度が、
ＯＣＤＲ法に比べて信号強度が約１００～１０００倍強くなり、ＦＤ－ＯＣＴ法と比べて
も十数倍強くなるという効果が奏される。
【００２３】
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  なお，本手段に一見類似したＯＣＴとしてチャープＯＣＴが提案されている（非特許文
献３，ｐ３６４－３６７）。この技術には以下のような問題点があるため実用化されてい
ないので詳細は述べないが，本手段とこの技術との間には以下のような相違点がある。
【００２４】
  即ち，チャープＯＣＴは光源を可変波長光源とする点で本手段と一致するが，光源の波
数を一定速度で連続的に掃引する点で異なる。そして，その測定原理から，チャープＯＣ
Ｔに用いられる光源には波数の跳び即ちモードホップが許されないという短所がある。従
って，チャープＯＣＴを実用化すると，広い波数範囲にわたってモードホップフリーな光
源を入手することが必要であるが，そのような光源の入手は困難である。このため，この
技術は実用化されていない。これに対して，本手段によれば波数を連続的に変化させる必
要はなく，たとえ可変波長光源に多少のモードホップあったとしても，波数の変化は階段
状であれば良いので断層像の測定に支障が生じることはない。
【００２５】
　（ロ）波数範囲等を限定した効果
　この様に本手段は断層撮影の高速化に適しているが、特に＜波数の可変範囲の幅が４．
７×１０-2μｍ-1以上且つ出射光の周波数幅が１３ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であ
って、３．１×１０-4μｍ-1以下の波数間隔且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段
状に切り替え可能な手段を有する可変波長光発生装置＞に、使用する可変波長光発生装置
を限定することによって、分解能８０μｍ及び測定範囲１０ｍｍを確保しつつ、１ｍｍ／
秒以下の速さで動く試料の観察が可能になる。即ち、上記第一の手段によれば、１ｍｍ／
秒で動く制止困難な生体部分の観察が可能になる。
【００２６】
　更に、特に＜波数の可変範囲の幅が４．７×１０-2μｍ-1以上且つ出射光の周波数幅が
５２ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であって、１２．４×１０-4μｍ-1以下の波数間隔
且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え可能な手段を有する可変波長光
発生装置＞に、使用する可変波長光発生装置を限定することによって、分解能８０μｍ及
び測定範囲２．５ｍｍを確保しつつ、４ｍｍ／秒以下の速さで動く試料の観察が可能にな
る。即ち、上記第三の手段によれば、４ｍｍ／秒で動く制止困難な生体部分の観察が可能
になる。以下に、これらの効果が奏される理由について述べる。
【００２７】
　測定中に試料が動くと試料内部の反射面の位置も一定せず、反射面位置の計測値が不確
かになる。試料の動きが激しい場合には位置計測自体が不可能になるが、そこまでに至ら
ない場合であっても、一般に動きのある試料に対する分解能（以下、「動的分解能」とい
う）は静止している試料に対する分解能（以下、「静的分解能」という）より劣る。従っ
て、動的分解能８０μｍを得るためには、８０μｍの静的分解能をまず確保しておかなけ
ればならない。本願発明者は、後に実施の形態例１の「原理」で述べるとおり、静的分解
能ΔＺは、波数の可変範囲の幅をＷkとすると以下の式（２）によって規定されることを
見出した（測定光を束ねた場合のスペクトル形状が、矩形の場合。以下同じ。）。
【００２８】
【数２】

【００２９】
　この式（２）から動的分解能８０μｍを得るための前提として、波数の可変範囲の幅が
４．７×１０-2μｍ-1以上が必要であることが分かる。これは上記第二の手段の構成要件
「波数の可変範囲の幅が４．７×１０-2μｍ-1以上」に相当する。
　ところで深さ方向の測定範囲は、各波数における測定光のコヒーレント長に依存する。
従って、測定範囲は測定光の周波数幅Δｆによって制限される。（試料の深さ方向に対す
る）測定範囲Ｌmと周波数幅Δｆ（半値全幅）の間には次の式（３）の関係が成り立つの
で、１０ｍｍの測定範囲を確保するためには出射光の周波数幅が１３ＧＨｚ以下でなけれ
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ばならない。これは、上記第二の手段の構成要件「出射光の周波数幅が１３ＧＨｚ以下の
可変波長光発生装置であって」に相当する。また，出射光の周波数幅が５２ＧＨｚ以下に
設定することによって、測定範囲２．５ｍｍを確保することができる。これは、上記第三
の手段の構成要件「出射光の周波数幅が５２ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であって」
に相当する。
【００３０】
【数３】

【００３１】
　なお、この式（３）は、非特許文献３のｐ４６の式（２２）を変形したものである。
　ここでｃは光速を表す。なお、単一縦モードで発振する半導体ＬＤでは、この様な値は
容易に達成できる。
　一方、後に実施の形態例１で述べるように、（試料の深さ方向に対する）測定範囲Ｌm

は測定光の波数間隔Δｋによっても制限される。即ち、Nyquistの定理によれば、測定範
囲Ｌmは次の式（４）によって表される。
【００３２】
【数４】

【００３３】
　この式（４）からは測定範囲１０ｍｍを得るためには、更に波数間隔を３．１×１０-4

μｍ-1以下に設定しなければならないことが分かる。これは、上記第二の手段の構成要件
「３．１×１０-4μｍ-1以下の波数間隔」に相当する。
　また，波数間隔を１２．４×１０-4μｍ-1以下に設定すれば、式（４）より測定範囲２
．５ｍｍとなる。これは、上記第三の手段の構成要件「１２．４×１０-4μｍ-1以下の波
数間隔」に相当する。
　上記要件の下、波数切替時間ｔhを以下に示す通り十分短くすることによって、測定範
囲１０ｍｍを確保しつつ、１ｍｍ／秒の速さで動く試料を動的分解能８０μｍで観察可能
になる。波数切替時間に要求される条件は、以下の通りである。
　試料の運動による分解能の劣化を防ごうとするならば、測定時間内に試料の移動する距
離が静的分解能以下になるように測定時間ｔmを短くすれば良い（即ち、静的分解能以下
のブレは許容することとする。）。この考え方にたてば、静的分解能をΔｚ、試料の移動
速度をｖとすると、試料の運動による分解能の劣化を防ぐために必要な測定時間ｔmは以
下の式（５）で表される。
【００３４】

【数５】

【００３５】
　ところで測定に用いる波数の総数は波数範囲Ｗkを波数間隔Δｋで割ったものなので、
測定時間ｔmと波数切替時間間隔ｔhとの間には次式の関係がある。
【数６】

【００３６】
　従って、式（５）及び式（６）より試料の移動速度ｖが１ｍｍ／ｓの試料を測定するた
めには、波数切替時間間隔ｔhは５３０μｓ以下でなければならないことが分かる。
　また，波数間隔Δｋが１２．４×１０-4μｍ-1以下の場合、試料の移動速度ｖが４ｍｍ
／ｓの試料を測定するためには、波数切替時間間隔ｔhは５３０μｓ以下でなければなら
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ないことが分かる。
　これは、上記第二の手段及び第三の手段の構成要件「５３０μｓ以下の時間間隔で波数
を階段状に切り替え可能な手段」に相当する。
【００３７】
　以上述べたことより明らかな様に、可変波長光発生装置を＜波数の可変範囲の幅が４．
７×１０-2μｍ-1以上且つ出射光の周波数幅が１３ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であ
って、３．１×１０-4μｍ-1以下の波数間隔且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段
状に切り替え可能な手段を有する可変波長光発生装置＞に限定することによって、分解能
８０μｍ及び測定範囲１０ｍｍを確保しつつ、１ｍｍ／秒の速さで動く試料の観察が可能
になる。
  また，可変波長光発生装置を＜波数の可変範囲の幅が４．７×１０-2μｍ-1以上且つ出
射光の周波数幅が５２ＧＨｚ以下の可変波長光発生装置であって、１２．４×１０-4μｍ
-1以下の波数間隔且つ５３０μｓ以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え可能な手段を
有する可変波長光発生装置＞に限定することによって、分解能８０μｍ及び測定範囲２．
５ｍｍを確保しつつ、４ｍｍ／秒の速さで動く試料の観察が可能になる。
　なお、上記説明では波数走査は一回のみを想定しているが、この様な場合であっても、
試料に横長の測定光を照射しＣＣＤを光検出器として用いることによって断層撮影が可能
である。また、式（２）及び式（４）は、測定光を束ねた場合のスペクトル形状が矩形の
場合に対する厳密な式である。しかし、スペクトル形状をガウシアン形状等別のものに変
えても、分解能等は大きくは変わらず得られる効果も矩形の場合とほぼ同じである。
【００３８】
　（ハ）より好ましい波数範囲等
　以上の説明から明らかなように、好ましい波数範囲等は、分解能、測定範囲、測定可能
な試料の移動速度が決まれば式（２）～（６）によって自動的に決定される。分解能等の
好ましい一例は上述の通りのものであるが、更に好ましい分解能・測定範囲・試料の移動
速度は、それぞれで４０μｍ以下・１００ｍｍ以上・３ｍｍ／ｓ以下である。最も好まし
い値は、それぞれ２０μｍ以下・１０００ｍｍ以上・９ｍｍ／ｓ以下である。従って、そ
れぞれの要請に答える波数範囲等は、以下の通りになる。
【００３９】
（ａ）試料速度が１ｍｍ／ｓ以下の場合
　試料速度が１ｍｍ／ｓ以下の場合の波数間隔、周波数幅、可変波数幅、及び波数切替時
間の組み合わせは以下の通りである。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　［表１］において、横欄は、好ましい波数間隔と周波数幅を表し、縦欄は、好ましい可
変波数幅を表す。
　ここで、波数間隔と周波数幅の値、３．１×１０-4μｍ-1以下と１３ＧＨｚ以下、３．
１×１０-5μｍ-1以下と１．３ＧＨｚ以下、３．１×１０-6μｍ-1以下と１３０ＭＨｚ以
下は、それぞれ測定範囲、１０ｍｍ以上、１００ｍｍ以上、１０００ｍｍ以上に対応する
。また、可変波数幅の値、４．７×１０-2μｍ-1以上、９．５×１０-2μｍ-1以上、１．
９×１０-1μｍ-1以上は、分解能、８０μｍ以下、４０μｍ以下、２０μｍ以下に対応す
る。



(12) JP 4362631 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

　ここで、測定範囲が１００ｍｍ以上に対応する場合には、測定範囲が十分に広いので測
定点を変えても参照光ミラーの位置合わせが不要になるという効果も奏される。また、測
定範囲が１０ｍｍ以上に対応する場合であっても、参照光ミラーの位置合わせが容易にな
るという効果が奏される。
　なお、＜波数間隔が一定値以下＞という表現を用いているが、波数間間隔が０μｍ-1の
場合は当然含まれない。何故ならば、波数間隔というからには、当然有限の間隔で複数の
波数が存在することを前提としているからである。波数間間隔が０μｍ-1では、波数は一
本になってしまう。
【００４２】
（ｂ）試料速度が３ｍｍ／ｓ以下の場合
　表１中の各波数切替時間を３分の１にすれば良い。
【００４３】
（ｃ）試料速度が９ｍｍ／ｓ以下の場合
　表１中の各波数切替時間を９分の１にすれば良い。
【００４４】
（ｄ）一点に集束した測定光を試料表面で走査し断層撮影する場合
　走査する測定点の数をｎ（例えば、ｎ＝１０、５０，１００，２００，４００，８００
）以上とする場合には、（ａ）～（ｃ）に示した波数切替時間をｎ分の１以下にすれば良
い。
【００４５】
　上述の通り波数走査が一回でも断層像は得られるが、後述する実施の形態例１のように
マッハツェンダー型干渉計を用いる場合には、測定点の走査も必要である。走査点数とし
ては、１０点以上が望ましく、更には５０点以上、１００点以上、２００点以上、４００
点以上、８００点以上が好ましい。
　以上の例では、波数切替時間を短縮化することにより試料速度の高速化に対処している
。試料速度の高速化への対処方法としては、測定範囲を狭めることも有効である。具体的
には、表１の最上段に記載した波数間隔（及び周波数幅）を２倍、４倍とすることによっ
て、表１に記載された波数切替時間で、試料速度が２mm／ｓ以下及び試料速度が４mm／ｓ
以下の場合に対応できる。
　なお、走査する測定点の数をｎ（例えば、ｎ＝１０、５０，１００，２００，４００，
８００）以上とする場合には、（ａ）～（ｃ）に示した波数切替時間をｎ分の１以下にす
れば良い点が上述の通りである。
【００４６】
　（ニ）上記光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置は、上記（ロ）又は（ハ）に記
載の「波数の可変範囲の幅」「周波数幅」を有し同じく上記（ロ）又は（ハ）に記載の「
波数間隔」及び「時間間隔」で階段状に波数を切替可能な可変波長発光素子とその制御回
路とで構成されることが好ましい。そして、上記制御回路は、上記「波数の可変範囲の幅
」、「周波数幅」、「波数間隔」、及び「時間間隔」で、上記可変波長発光素子の出力光
の波数を階段状に切替可能なものでなければならない。
　或いは、上記光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置は、上記（ロ）又は（ハ）に
記載の「波数の可変範囲の幅」を有する広帯域発光素子と、上記（ロ）又は（ハ）に記載
の「波数の可変範囲の幅」「周波数幅」「波数間隔」及び「時間間隔」で広帯域発光素子
の出力光を階段状に抽出可能な可変波長フィルタとその制御回路であっても良い。
【００４７】
　（４）第四、第五、第六及び第七の手段
　上記第一及び第二の手段は、以下の様にも表現することができる。即ち、第一及び第二
の手段を別の側面から表現すると、上記課題を解決するための第四の手段は、＜分解能が
８０μｍ以下になるように波数の可変範囲の幅を広くし、測定範囲が１０ｍｍ以上になる
ように出射光の周波数幅及び波数間隔を狭くし、且つ、前記分解能を速度１ｍｍ／ｓで除
した第一の値を前記可変範囲の幅を前記波数間隔で除した第二の値で除して得られる時間
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以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え可能な手段を有することを特徴とする光干渉ト
モグラフィ用の可変波長光発生装置＞となる。
【００４８】
  また、上記第一及び第三の手段は、以下の様にも表現することができる。即ち、第一及
び第三の手段を別の側面から表現すると、上記課題を解決するための第五の手段は、＜分
解能が８０μｍ以下になるように波数の可変範囲の幅を広くし、測定範囲が２．５ｍｍ以
上になるように出射光の周波数幅及び波数間隔を狭くし、且つ、前記分解能を速度４ｍｍ
／ｓで除した第一の値を前記可変範囲の幅を前記波数間隔で除した第二の値で除して得ら
れる時間以下の時間間隔で波数を階段状に切り替え可能な手段を有することを特徴とする
光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置＞となる。
【００４９】
　また、上記課題を解決する第六の手段は、＜可変波長光源と、前記可変波長光源の出力
光を第一の光線と第二の光線に分割する手段と、第一の光線を測定対象に照射する手段と
、前記測定対象によって反射又は後方散乱された第一の光線と第二の光線を合波する手段
と、前記合波する手段によって合波された出力光の強度を前記可変波長光源の波数毎に測
定する手段と、前記測定する手段によって前記波数毎に得られる前記出力光の強度の集合
から第一の光線が測定対象によって反射又は後方散乱された位置又は位置と強度を前記測
定対象の深さ方向に対して特定する手段とを有する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波
長光源として使用される可変波長光発生装置であって、分解能が８０μｍ以下になるよう
に波数の可変範囲の幅を広くし、測定範囲が１０ｍｍ以上になるように出射光の周波数幅
及び波数間隔を狭くし、且つ、前記分解能を速度１ｍｍ／ｓで除した第一の値を前記可変
範囲の幅を前記波数間隔で除した第二の値で除して得られる時間以下の時間間隔で波数を
階段状に切り替え可能な手段を有することを特徴とする光干渉トモグラフィ用の可変波長
光発生装置＞となる。
　なお、例えば光干渉トモグラフィ装置によって多層膜の膜厚を計測するような場合には
、前記特定する手段では、第一の光線が測定対象によって反射又は後方散乱された位置を
求めればよい。
【００５０】
　また、上記課題を解決する第七の手段は、＜可変波長光源と、前記可変波長光源の出力
光を第一の光線と第二の光線に分割する手段と、第一の光線を測定対象に照射する手段と
、前記測定対象によって反射又は後方散乱された第一の光線と第二の光線を合波する手段
と、前記合波する手段によって合波された出力光の強度を前記可変波長光源の波数毎に測
定する手段と、前記測定する手段によって前記波数毎に得られる前記出力光の強度の集合
から第一の光線が測定対象によって反射又は後方散乱された位置又は位置と強度を前記測
定対象の深さ方向に対して特定する手段とを有する光干渉トモグラフィ装置の前記可変波
長光源として使用される可変波長光発生装置であって、分解能が８０μｍ以下になるよう
に波数の可変範囲の幅を広くし、測定範囲が２．５ｍｍ以上になるように出射光の周波数
幅及び波数間隔を狭くし、且つ、前記分解能を速度４ｍｍ／ｓで除した第一の値を前記可
変範囲の幅を前記波数間隔で除した第二の値で除して得られる時間以下の時間間隔で波数
を階段状に切り替え可能な手段を有することを特徴とする光干渉トモグラフィ用の可変波
長光発生装置＞となる。
【００５１】
　ここで分解能のより好ましい値は、４０μｍ以上又は２０μｍ以上である。また、測定
範囲のより好ましい範囲は、１００ｍｍ以上又は１０００ｍｍ以上である。更に、分解能
を除する速度のより好ましい範囲は、３ｍｍ／ｓ又は９ｍｍ／ｓである。
　また、好ましい値の組合せとしては、以下の様なものもある。即ち、分解能値は４０μ
ｍ以下又は２０μｍ以下であり、測定範囲は５ｍｍ以上であり、分解能を除する速度は、
2ｍｍ／ｓである。
　また、走査する測定点の数をｎ（例えば、ｎ＝１０、５０，１００，２００，４００，
８００）以上とする場合には、波数切替時間をｎ分の１以下にすれば良い。
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【００５２】
　（５）第八の手段
  上記課題を解決するための第八の手段は、＜前記第一の光線を測定対象に照射する手段
が、第一の光線の前記測定対象に対する照射位置を走査可能であり、且つ、前記特定する
手段によって特定された情報と前記照射位置に関する情報に基づいて、前記測定対象の断
層像を構築する手段を前記光干渉トモグラフィ装置が有することを特徴とする上記第六の
手段又は第七の手段の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置＞を用いることである
。この手段によって、測定対象の断層像を効率的に得ることが可能となる。
【００５３】
　（６）第九の手段
  上記課題を解決するための第九の手段は、＜ 前記特定する手段が、前記出力光の強度
と前記波数からなる実数の組み合わせをフーリエ変換するものであることを特徴とする上
記第六の手段乃至第八の手段の何れかの光干渉トモグラフィ用の可変波光長光発生装置＞
を用いることである。フーリエ変換の方法には，非常に高速で処理できる高速フーリエ変
換（FFT）の手法が確立されており、実数の組み合わせからなるデータのFFTによって，高
速のOFDR－OCTが実現できる。
【００５４】
　（７）第十の手段
  上記課題を解決するための第十の手段は、＜測定対象の複数の断層像を構築することに
よって、測定対象の断層像の動画を構築する手段を有する光干渉トモグラフィ装置の可変
波長光源に用いることを特徴とする上記第一の手段乃至第九の手段の何れかの光干渉トモ
グラフィ用の可変波長光発生装置＞を用いることである。本手段によれば、高速測定が可
能となるため、消化器のぜん動や脈動する血管などの断層像の動画の測定が可能となり、
医療診断に応用できる。
【００５５】
　（８）第十一の手段
　上記課題を解決するための第十一の手段は、＜前記可変波長光発生装置を構成する発光
素子として可変波長レーザを用いることを特徴とする上記第一の手段乃至第十の手段の何
れかの光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置＞を用いることである。
【００５６】
　（９）第十二の手段
  上記課題を解決するための第十二の手段は、上記第一乃至第十の手段の何れかの「可変
波長光発生装置」を構成する発光素子として「超周期構造回折格子分布反射型半導体レー
ザ」（特許文献１、特許文献２、非特許文献４）を用いることである。「超周期構造回折
格子分布型反射半導体レーザ」は、上記第一の手段などの可変波長光発生装置に求められ
る要件を総て充足している。即ち、可変幅は１００ｎｍ（Δｋ＝０．２６１μｍ-1）を超
え、波数の切替時間間隔が数ｎｓ程度の高速応答も可能である。また、連続的な波長変化
が可能であり、発振スペクトルの周波数幅は数ＭＨｚである。
【００５７】
　（１０）第十三の手段
    上記課題を解決するための第十三の手段は、上記第一乃至第十の手段の何れかの「可
変波長光発生装置」を構成する発光素子として「サンプルド・グレーティング分布反射型
半導体レーザ」を用いることである。「サンプルド・グレーティング分布反射型半導体レ
ーザ」は、上記第一の手段などの可変波長光発生装置に求められる要件を総て充足してい
る。即ち、可変幅は１００ｎｍ（Δｋ＝０．２６１μｍ-1）を超え、波数の切替時間間隔
が数ｎｓ程度の高速応答も可能である。また、連続的な波長変化が可能であり、発振スペ
クトルの周波数幅は数ＭＨｚである。
【００５８】
　（１１）第十四の手段
  上記課題を解決するための第十四の手段は、＜上記第一の手段乃至第十三の手段の何れ
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かの光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置を可変波長光源として用いることを特徴
とする光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００５９】
　（１２）第十五の手段
  上記課題を解決するための第十五の手段は、＜上記第一の手段乃至第十三の手段の何れ
かの光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置と、前記可変波長光発生装置の出力光を
第一の光線と第二の光線に分割する手段と、第一の光線を測定対象に照射する手段と、前
記測定対象によって反射又は後方散乱された第一の光線と第二の光線を合波する手段と、
前記合波する手段によって合波された出力光の強度を前記可変波長光発生装置の波数毎に
測定する手段と、前記測定する手段によって前記波数毎に得られる前記出力光の強度の集
合から第一の光線が測定対象によって反射され又は後方散乱された位置又は位置と強度を
前記測定対象の深さ方向に対して特定する手段とを有することを特徴とする光干渉トモグ
ラフィ装置＞を用いることである。この光干渉トモグラフィ装置は、上記第一の手段乃至
第十二の手段の何れかの光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置を用いているので、
上述の通り上記課題を解決することができる。
【００６０】
　ここで、「前記可変波長光発生装置の出力光を第一の光線と第二の光線に分割する手段
と、第一の光線を測定対象に照射する手段と、前記測定対象によって反射された第一の光
線と第二の光線を合波する手段」としては、種々の干渉計が考えられるが、代表的なもの
としてはマイケルソン干渉計とマッハツェンダー型干渉計がある。マッハツェンダー型干
渉計を用いると、集光効率がマイケルソン干渉計より高くなる。
【００６１】
　（１３）第十六の手段
  上記課題を解決するための第十五の手段は、＜前記第一の光線を測定対象に照射する手
段が、第一の光線の前記測定対象に対する照射位置を走査可能であり、且つ、前記特定す
る手段によって特定された情報と前記照射位置に関する情報に基づいて、前記測定対象の
断層像を構築する手段を有することを特徴とする上記第十四の手段又は第十五の手段の光
干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６２】
　（１４）第十七の手段
　上記課題を解決するための第十七の手段は、＜前記特定する手段が、前記出力光の強度
と前記波数からなる実数の組合せをフーリエ変換するものであることを特徴とする上記第
十五の手段又は第十六の手段の光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６３】
　（１５）第十八の手段
  上記課題を解決するための第十八の手段は、＜測定対象の複数の断層像を構築すること
によって、測定対象の断層像の動画を構築する手段を有することを特徴とする上記第十四
の手段乃至第十七の手段の何れかの光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６４】
　（１６）第十九の手段
  上記課題を解決するための第十九の手段は、＜上記第一の手段乃至第五の手段の何れか
の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置と、前記可変波長光発生装置の出力光を分
割することなく試料に導く試料光路と、前記試料光路の出力光の一部を試料光路に沿って
もどす部分反射機構と、前記試料光路に沿った試料からの反射光又は後方散乱光と部分反
射機構からの反射光とを光検出手段に導く光検出光路とを有することを特徴とする光干渉
トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６５】
  本手段の波数を階段状に切り替え可能な光源を用いると、それぞれの波数における光源
の可干渉距離（コヒーレント長）は１０ｍｍ以上を実現できる。この場合，従来の光干渉
トモグラフィで用いられているマイケルソン型干渉計やマッハツェンダー型干渉計を用い
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なくても，試料との距離が可干渉距離よりも短い試料光路上に部分反射ミラーを置き，こ
の部分反射ミラーからの反射光と試料からの反射又は後方散乱光とを干渉させることによ
って，光干渉トモグラフィ装置を実現できる。
　この方法によれば，従来の干渉計を用いる方法と比べ，使用する光学部品の数を大幅に
減少出来，製造コストを下げることが出来，装置をより安定化できる。
【００６６】
　（１７）第二十の手段
  上記課題を解決するための第二十の手段は、＜上記第一の手段乃至第五の手段の何れか
の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置と、前記可変波長光発生装置の出力光を分
割することなく試料に導く試料光路と、前記試料光路において所望の偏光特性を持たせて
前記試料光路に沿って一部の前記出力光を反射する部分反射機構と、前記試料光路におい
て部分反射機構を透過した前記出力光を所望の偏光特性を持たせた後試料に照射する試料
光偏光特定機構と、試料からの反射光又は後方散乱光と部分反射機構からの反射光とを、
入射光を偏光方向が直交する二成分に分割する手段に導く光検出光路とを有し、前記入射
光を偏光方向が直交する二成分に分割する手段の２つの出力をそれぞれ光検出手段で検出
することを特徴とする光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６７】
　（１８）第二十一の手段
　上記課題を解決するための第二十一の手段は、＜前記試料に照射される前記出力光の位
置を走査する手段を備え、且つ、前記可変波長光発生装置の波数毎に検出した前記光検出
手段の出力を計算機に取り込み、計算機の計算処理によって、試料の断層像を構築するこ
とを特徴とする上記第十九の手段の光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００６８】
　（１９）第二十二の手段
　上記課題を解決するための第二十二の手段は、＜前記試料に照射される前記出力光の位
置を走査する手段を備え、且つ、前記可変波長光発生装置の波数毎に検出した前記光検出
手段の出力をそれぞれ計算機に取り込み、計算機の計算処理によって、試料の偏光特性を
示す断層像を構築することを特徴とする上記第二十の手段の光干渉トモグラフィ装置＞を
用いることである。
【００６９】
　（２０）第二十三の手段
　上記課題を解決するための第二十三の手段は、＜前記計算処理が、前記出力と前記波数
からなる実数の組合せをフーリエ変換することを特徴とする上記第二十一の手段又は第二
十二の手段の光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００７０】
　（２１）第二十四の手段
　上記課題を解決するための第二十四の手段は、＜前記計算機では、複数の前記断層像を
構築して、試料の断層像の動画を構築することを特徴とする上記第二十一の手段乃至第二
十三の手段の何れかの光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００７１】
　（２２）第二十五の手段
　上記課題を解決するための第二十五の手段は、＜前記可変波長光発生装置を構成する発
光素子として可変波長レーザを用いることを特徴とする上記第十九の手段乃至第二十四の
手段の何れかの光干渉トモグラフィ装置＞を用いることである。
【００７２】
　（２３）第二十六の手段
　上記課題を解決するための第二十六の手段は、＜前記可変波長光発生装置を構成する発
光素子として超周期構造回折格子分布反射型半導体レーザを用いたことを特徴とする上記
第十九の手段乃至第二十五の手段の何れかの光干渉トモグラフィ装置＞を用いることであ
る。
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【００７３】
　（２４）第二十七の手段
　上記課題を解決するための第二十七の手段は、＜前記可変波長光発生装置を構成する発
光素子としてサンプルド・グレーティング分布反射型半導体レーザを用いたことを特徴と
する上記第十九の手段乃至第二十五の手段の何れかの光干渉トモグラフィ装置＞を用いる
ことである。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明は、可変波長光発生装置が超高速で波長切り替えが可能な光源（例えば、半導体
レーザ）によって構成できることに着目し、可変波長光発生装置を用いた波数の走査によ
ってコヒーレント干渉波形を構築することにより、従来のＯＣＴでは困難であった制止困
難な生体部分の断層観察を可能にした。また、制止可能な部分の観察に対しても、制止を
不要とし生体への負担を無くした断層観察が可能にした。この際、可変波数幅・波数間隔
・周波数幅を限定することによって、十分な分解能と測定範囲の確保も可能とし、能率的
な測定を可能にした。
【００７５】
  更に，本発明によれば消化器のぜん動や脈動する血管などの動きのある部位の断層像も
撮影可能なので、これらを連続撮影することによって動画の撮影も可能になる。
  従って、本発明は、波数を階段状に走査する新しい光干渉トモグラフィ装置の光源を発
明したものであると同時に、この光源に対して制止困難な生体部分の断層撮影光源として
の用途を発明したものといえる。同じく、生命活動によって動く部位に対する断層像の動
画撮像光源としての用途を発明したものといえる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７６】
　＜実施の形態例１＞
　図３に本発明による光干渉トモグラフィ装置の一例を示す。
　図３に示す光干渉トモグラフィ装置では可変波長光源として、可変波長光発生装置３１
を有している。可変波長光発生装置３１は、超周期構造回折格子分布反射型半導体レーザ
とその制御回路から構成されている。可変波長光発生装置３１の可変波長範囲は１５３３
．１７～１５７４．１４ｎｍ（Ｗk＝１．０７×１０-1μｍ-1）、スペクトルの周波数幅
は１０ＭＨｚ以下である。走査速度は１ステップ当たり１μｓであり、４００波数の走査
を行う（従って、１ステップ当たりの波数幅は２．６７×１０-4μｍである。）。走査速
度１μｓ／ｓｔｅｐで４００波数の走査を行うので、Ａスキャン（深さ方向のみについて
の走査）の計測時間は0.４ｍｓで、５０のＡスキャンでＢスキャン（Ａスキャンを繰り返
しながら行う水平方向の測定点の走査）を構成すると計測時間は２０ｍｓとなる。
　式（２）から静的分解能を求めると、
　　　ΔＺ＝３６μｍ
となる（屈折率１．３６の生体中での分解能は２６μｍである。屈折率は試料の組成に依
存するので、本発明では屈折率の分解能への影響は考慮しないこととした。上記の様に生
体の屈折率はそれほど大きくないので、屈折率の影響を無視しても得られる効果はほぼ同
じである。）。たとえ生体試料が１ｍｍ／ｓで移動したとしても、Ｂスキャンの間に試料
の動く距離は２０μｍでしかなく静的分解能３６μｍに比べ小さいので動的分解能に劣化
は生じない。
　また、測定範囲は、波数間隔により定まり、式（４）から分かるように１２ｍｍである
（なお、周波数幅から計算される測定範囲は１３ｍである（式（３）参照）。）。
【００７７】
　可変波長光発生装置３１から出射された光は、第一のカプラ３２により９０：１０の割
合で２分割される。ここで分割された光の一方（分割割合９０％）は、第二のカプラ３３
によって７０：３０の割合で更に２分割される。そして、ここで分割された光の一方（測
定光：分割割合７０％）はオプティカルサーキュレータ３４によって測定対象である試料
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３７に導かれ、試料３７からの信号光４５は再びオプティカルサーキュレータ３４によっ
て第三のカプラ３８に導かれる。第三のカプラ３８の他方の光入力口には，第二のカプラ
３３によって分割された光の他方（参照光：分割割合３０％）が導かれ，信号光４５と合
波される。オプティカルサーキュレータ３４を利用することによって、マッハツェンダー
型の干渉計を構築することができた。断層像を得るためのＢスキャンは、オプティカルサ
ーキュレータ３４と試料３７との間に介設された走査ミラー３６によって測定光を試料３
７の表面で走査することによって実現する。なお、第一、第二及び第三のカプラ３２，３
３，３８は、方向性結合器によって構成されている。第三のカプラ３８の出力は、光検出
機能を有する第一の差動アンプ３９で検出される。第三のカプラ３８は方向性結合器によ
って構成されているので、第三のカプラ３８の２つ出力Ｉ01及びＩ02は、それぞれ以下の
様になる。第一の差動アンプ３９は、第三のカプラ３８の２つの出力Ｉ01及びＩ02の差を
検出し、そのｌｏｇを出力する。式（７）の最初の式は、光路長差が２Ｌの場合の干渉パ
ターンを表す良く知られた式である。式（７）の第二の式は、方向性結合器の特性による
ものである。
【００７８】
【数７】

【００７９】
　ここでｋnは可変波長光発生装置３１の出射光の波数、Ｉrは参照光４６（第二のカプラ
３３によって分割された光のうち、オプティカルサーキュレータ３４によって試料３７に
導かれず、直接第三のカプラ３８に導かれるもの：分割割合３０％）の強度、Ｉsは試料
３７からの信号光４５の強度、２Ｌは参照光４６と信号光４５の光路長差（マイケルソン
干渉計では、参照光ミラーとビームスプリタの光路長をＬr、試料内部の反射面とビーム
スプリタの光路長をＬsとした時、Ｌ＝Ｌs－Ｌrとなる。従って、Ｌは試料の深さ方向の
座標に相当する。）を表す。また、説明を単純化するため試料３７の内部での反射箇所は
一箇所のみとし、反射に伴う位相シフトは無視した（反射に伴う位相シフトはπ以内なの
で光路長の誤差は二分の一波長以下であり無視しうる。）。
　この第一の差動アンプ３９のＬｏｇ出力信号を第二の差動アンプ４０に入力する。第一
のカプラ３２で分割された光の他方（分割割合１０％）は、光検出器４２によって検出さ
れた後、Ｌｏｇアンプ４３を通して、第二の差動アンプ４０に導かれる。第二の差動アン
プ４０は、入力光強度の変動を補正する割り算を行う。従って、第二の差動アンプ４０の
出力は、以下の式（８）で表される（定数項は省略した）。
【００８０】
【数８】

【００８１】
　第二の差動アンプ４０の出力は、アナログ／デジタル変換機（図示せず）に入力され、
そのデジタル出力は計算機４１に導かれ、計算機４１で計算処理されてコヒーレント干渉
波形が合成される。計算機４１は、このコヒーレント干渉波形に基づいて試料３７の断層
像を構築する。計算機４１は、可変波長光発生装置３１及び走査ミラー３６の制御も同時
に行う。図４に、コヒーレント干渉波形を合成した例を示す。厚さ１６０μｍのカバーガ
ラスを試料３７として得られたコヒーレント干渉波形である。二つのピークは、それぞれ
試料３７の表面及びその裏面からの反射に対応する。
　この様な装置構成をとることによって、従来困難であった消化器管のように制止困難な
器官についても断層撮影が可能になった。そして、この断層像を連続的に撮影することに
よって、動画の撮影も可能になる。即ち、複数の断層像を構築することによって、測定対
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象の断層像の動画を構築する。この動画の構築も、計算機４１によって行われる。
　図５は、人の爪を測定対象として断層撮影した結果である。爪の表面から厚さ８０μｍ
程度の層が５層識別でき、その後ろに３００μｍの厚い層が存在することが分かる。測定
に際し指の固定は特段行わなかったが、ブレのない鮮明な像が得られた。
【００８２】
　本実施の形態例１では、マッハツェンダー型干渉計を使用しているので、断層像を得る
ためにはＢスキャンが必須である。しかし、集光効率が高く、また測定光を光ファイバで
試料近傍まで導くことができるので、操作性に優れている。なお、ファイバ・ソース・カ
プラ（商品名）３５は所謂コリメータであって、オプティカルサーキュレータ３４と走査
ミラー３６との間に介設されており、光ファイバから出て広がる測定光を平行光にし、且
つ、試料３７からの信号光４５（平行光）を収束して光ファイバに結合する。また、可視
光源であるエイミング・ライト・ソース４４から出力された可視光も、第二のカプラ３３
、オプティカルサーキュレータ３４、ファイバ・ソース・カプラ３５及び走査ミラー３６
を介して試料３７へ導かれて照射される。このことによって、測定の前に試料３７への測
定光の当り具合を目で確認することができる。
【００８３】
　可変波長光発生装置３１の発光素子としては、超周期構造回折格子分布反射型半導体レ
ーザに限られるものではなく、可変波数幅は狭くなるが分布反射型レーザ（ＤＢＲレーザ
）を用いることもできる。また、これら以外にも、適用可能な可変波長レーザ（サンプル
ド・グレーティング分布反射型半導体レーザ）が存在する（例えば、特許文献３に記載の
可変波長レーザ）。これらのレーザの波数切換時間は、数ｎｓまで高速化可能である。
【００８４】
　（原理）
　コヒーレント干渉波形を得るために行なった計算処理の原理は以下の通りのものである
。
　式（８）のｌｏｇの中の項は、Ｉs／Ｉrの平方根とｃｏｓの項からなっている。ここで
、Ｉs／Ｉrは、ｋn依存性が小さいので定数と考えられる。従って、第二の差動アンプ４
０の出力を計算処理しｌｏｇを外すことによって、ｃｏｓ（２Ｌ・ｋn）に比例した出力
Ｉdを得ることができる。
　総てのｋnについて出力Ｉdを測定しその値をフーリエ変換して絶対値をとると、ｘ＝２
Ｌの位置に鋭いピークを持つ関数が得られる。即ち出力Ｉdを、フーリエ変換することに
よって試料内部の反射面の位置を表す値２Ｌを得ることができる。
　以下に、フーリエ変換の絶対値が、ｘ＝２Ｌの位置に鋭いピークを持つ関数であること
を示す。
　出力Ｉdのフーリエ変換のｃｏｓ成分Ｙc（ｘ）、ｓｉｎ成分Ｙs（ｘ）、及び絶対値Ｙt

（ｘ）はそれぞれ以下の式（９）、（１０）、（１１）、（１２）のようになる（比例係
数は省略。以下、同じ。）。
【００８５】
【数９】

【００８６】
　ここで、ｋsは波数走査範囲の起点を、ｎは自然数を、Ｎは走査する波数の総数を表す
。
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　まず、ｃｏｓ 成分Ｙc（ｘ）について考える。
　数学公式から以下の式（１３）、（１４）が導かれる。
【００８７】
【数１０】

【００８８】
　式（９）を計算する際、式（１３）及び式（１４）を利用する。なお、ｊは虚数単位の
ことである。
　まず、式（１３）でα＝ｘ×ｋn，β＝２Ｌ×ｋnと置き、式（９）に代入する。式（１
３）は４つの項からなるが、まず前２項だけについてΣを計算する。Σの計算には式（１
４）を用いる。この際、γ＝（ｘ＋２Ｌ）×Δｋと置き、ｊ×（α＋β）＝ｊ×（ｘ＋２
Ｌ）×ｋn＝ｊ（ｘ＋２Ｌ）×（ｋs＋Δｋ・ｎ）＝ｊ（ｘ＋２Ｌ）×ｋs＋ｊ（ｘ＋２Ｌ
）・Δｋ・ｎ＝ｊ（ｘ＋２Ｌ）×ｋs＋ｊ・γ・ｎなる関係式を利用する。最後にｃｏｓ
（ｘ）＝［ｅｘｐ（ｊｘ）＋ｅｘｐ（－ｊｘ）］／２の関係式を用いると式が簡単になる
。後ろ２項についても同様の手順を踏むと以下の式（１５）が得られる。
【００８９】
【数１１】

【００９０】
　同様にして、ｓｉｎ 成分Ｙs（ｘ）も以下の式（１６）の様に導かれる。
【００９１】
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【数１２】

【００９２】
　ここで式（１５）及び式（１６）ともに以下の式（１７）、（１８）の項を含むが、こ
れらはｘ＝２Ｌ又はｘ＝－２Ｌで大きな値を持ちそれ以外では小さな値となる。
【００９３】

【数１３】

【００９４】
　一方、それらの項の係数は－１から＋１の間で振動する三角関数である。従って、フー
リエ変換の絶対値は、ｘ＝－２Ｌの近傍では式（１５）及び式（１６）から式（１７）の
項を、ｘ＝２Ｌの近傍では式（１５）及び式（１６）から式（１８）の項を弁別して式（
１１）に代入すれば近似値が得られる。
　従って、ｘ＝２Ｌの近傍では、次の式（１９）となる。
【００９５】
【数１４】

【００９６】
　即ち、波数毎に得られる出力光強度の集合から測定対象内部の反射面の位置が特定され
る。この特定に必要な光強度は各波数に一つなので、従来のＦＤ－ＯＣＴに比べ測定時間
を短くすることができる。
　式（１９）はｘについての周期関数であり、その周期は式（１９）の分母のｓｉｎ関数
によって決まる（図６）。Nyquistの定理によれば、測定可能範囲Ｌmは以下の式（２０）
、（２１）で表される。
【００９７】
  また，式（１９）は、ｘ＝２Ｌ最大値を取りその値はＮとなる。即ち、本発明によって
得られるコヒーレント干渉波形のピーク値はＮに比例して増加する。そして、その比例係
数は、式（７）及び式（１８）より、Ｉr×Ｉsの平方根の２倍であることが分かる。一方
、ＯＣＤＲ－ＯＣＴのピークは、参照光と信号光の位相が一致した点で得られることから
、参照光強度Ｉr及び信号光強度Ｉsの積即ちＩr×Ｉsの平方根の２倍であることが分かる
。従って、本発明によって得られるコヒーレント干渉波形のピーク値は、ＯＣＤＲ－ＯＣ
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ので，本発明によって得られるコヒーレント干渉波形はＯＣＤＲ－ＯＣＴより数百～数千
倍大きくなる。
【００９８】
  一方，従来のＦＤ－ＯＣＴもフーリエ変換を利用するので、コヒーレント干渉波形は測
定波数の総数Ｎに比例しうるが、回折格子によって干渉光を分光する時に回折格子よって
弱められる（回折効率は一般的に１以下である）ので、コヒーレント干渉波形はＯＦＤＲ
－ＯＣＴほどには大きくならない。更に、ｙ方向に光源からの光を伸張させているのでコ
ヒーレント干渉波形はかえって小さくなってしまう。従って，従来のＦＤ－ＯＣＴに対し
ても、本発明によって得られるコヒーレント干渉波形は大きい。
【００９９】
【数１５】

【０１００】
　また、本発明の分解能も式（１９）より導ける。
　ｓｉｎ（ｘ）はｘ＝０の近傍ではｘで近似できるので、ｘ＝２Ｌにおける式（１９）の
値は（Ｎ＋１）であることは明らかである。従って、以下の式（２２）をｘについて解け
ば、半値幅すなわち分解能ΔＺが分かる。
【０１０１】
  なお、式（１７）の項の存在によって、ｘ＝２π／Δｋ－２Ｌの位置でも、Ｙt（ｘ）
は大きな値をとる。従って、この位置にゴーストが現れる。測定対象の性質上ゴーストを
容易に識別できる場合は問題ないが、そうでない場合には波形間隔を小さくしてＬmを大
きくする必要がある。
【０１０２】

【数１６】

【０１０３】
　ここで、以下の近似式（２３）を式（２２）に代入し、数値解析で式（２３）を解くと
式（２４）が得られる。
【０１０４】

【数１７】

【０１０５】
　この式より分解能に関す式（２５）が得られる。
【０１０６】
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【数１８】

【０１０７】
　なお、この分解能はｘについては半値半幅であるが、試料の深さ方向の座標に相当する
Ｌについては半値全幅となる。
【０１０８】
  もし、測定光と参照光の位相差を求めることができたならば、後方散乱（又は反射）さ
れた光の情報を完全に把握したことになるので、後方散乱位置（又は反射位置）及びその
強度を求めることは容易である。しかし、本発明では、上述した通り、前記出力光の強度
と前記波数からなる実数の組み合わせをフーリエ変換しているだけである。即ち、測定光
と参照光の位相差を測定しなくても、後方散乱位置及びその強度の計測は可能であり、位
相差を測定するための複雑な装置構成は必要ないところに特徴がある。
【０１０９】
　＜実施の形態例２＞
　本実施の形態２における光干渉トモグラフィ装置の構成は図３と同様とする。そして、
本実施の形態２では、可変波長光発生装置３１の可変波長範囲は１５１１．７４～１５８
８．２６ｎｍ（Ｗk＝２．０×１０-1μｍ）であり、スペクトルの周波数幅は１０ＭＨｚ
以下である。走査速度は１ステップ当たり２ｎｓ／ｓｔｅｐであり、８０００波数の走査
を行う（従って、一ステップ当たりの波数幅は２．５×１０-5μｍである。）。走査速度
２ｎｓ／ｓｔｅｐで８０００波数の走査を行うので、Ａスキャン（深さ方向のみについて
の走査）の計測時間は１６μｓで、８００のＡスキャンでＢスキャン（Ａスキャンを繰り
返しながら行う水平方向の測定点の走査）を構成すると計測時間は１３ｍｓとなる。式（
２）から静的分解能を求めると
　　　ΔＺ＝１９μｍ
となる。たとえ生体試料が１ｍｍ／ｓで移動したとしても、Ｂスキャンの間に試料の動く
距離は１３μｍでしかなく静的分解能１９μｍに比べ小さいので動的分解能に劣化は生じ
ない。
【０１１０】
　また、測定範囲は、波数間隔により定まり、式（４）から分かるように１３０ｍｍであ
る（なお、周波数幅から計算される測定範囲は１３ｍである（式（３）参照）。）。測定
範囲が１３０ｍｍ以上と十分に広くなるので測定点を変えても参照光ミラー位置をその度
ごとに調整する必要がなくなる。
【０１１１】
　上述の例では、干渉計としてマッハツェンダー干渉計を用いたが図８の従来技術のよう
に、マイケルソン干渉計を用いても良い。即ち、図８の構成において、光源５を上記の可
変波長光発生装置３１に代えればよい（参照光ミラー８の移動は不要）。この場合、図１
０のように測定光を一軸方向にのみ集束するシリンドリカルレンズ１９とＣＣＤ１６とを
用いることによって（図１０の構成において、光源５を上記の可変波長光発生装置３１に
代えることによって）、Ａスキャンのみによって断層像を得ることもできる（グレーテイ
グ２１は不要）。
【０１１２】
　＜実施の形態例３＞
　本実施の形態３の光干渉トモグラフィ装置では、マイケルソン干渉計とシリンドリカル
レンズにより、Ａスキャンのみによって断層像を得られるように光学系を構成する。即ち
、上記のように図１０の構成において、光源５を可変波長光発生装置に代えた構成とする
（グレーテイグ２１は不要）。そして、本実施の形態３では、可変波長光発生装置の可変
波長範囲は１５１１．７４～１５８８．２６ｎｍ（Ｗk＝２．０×１０-1μｍ）、スペク
トルの周波数幅は１０ＭＨｚ以下にする。走査速度は１ステップ当たり２５ｎｓ／ｓｔｅ
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ｐであり、８００００波数の走査を行う（従って、一ステップ当たりの波数幅は２．５×
１０-6μｍである。）。走査速度２５ｎｓ／ｓｔｅｐで８００００波数の走査を行うので
、計測時間（Ａスキャンの測定時間）は２．０ｍｓとなる。式（２）から静的分解能を求
めると
　　　ΔＺ＝１９μｍ
となる。たとえ生体試料が９ｍｍ／ｓで移動したとしても、測定時間に試料の動く距離は
１８μｍでしかなく静的分解能１９μｍに比べ小さいので動的分解能に劣化は生じない。
【０１１３】
　また、測定範囲は、波数間隔により定まり、式（４）から分かるように１３００ｍｍで
ある（なお、周波数幅から計算される測定範囲は１３ｍである（式（３）参照）。）。測
定範囲が１３００ｍｍ以上と十分に広くなるので測定点を変えても参照光ミラー位置をそ
の度ごとに調整する必要がなくなる。
【０１１４】
　なお、可変波長光発生装置の可変波数幅・波数間隔等について三つだけ例を示したが、
可能な可変波数幅・波数間隔等の組み合わせはこれに限られるものではない。「課題を解
決するための手段」の欄に列挙した組み合わせを用いることによっても、この例と同様又
はより大きな効果が奏される。
【０１１５】
　また、上記光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置は、スーパー・ルミネッセンス
・ダイオード（ＳＬＤ）やハロゲンランプ等の広帯域発光素子とその出力光を階段状に抽
出する可変波長フィルタ（特許文献２に記載の導波型ファブリ・ペロー光波長フィルタ、
エタロン等）とその制御回路であっても良い。
【０１１６】
　＜実施の形態例４＞
  本発明に基づく可変波長光発生装置を用いると、式（３）で与えられる光のコヒーレン
ト長を長く出来、式（４）で与えられる測定範囲も長くとれるため、従来の光干渉トモグ
ラフィで用いられている、マイケルソン干渉計やマッハツェンダー干渉計を用いることな
く、少ない部品構成の光学系で、リフレクトメータ装置やトモグラフィ装置を実施できる
。
【０１１７】
  図１２において、可変波長光発生装置３１の光を、分割することなくオプティカルサー
キュレータ３４を用いて試料光路に導く。試料光路において、光はオプティカルサーキュ
レータ３４からの光ファイバ４７を通り、光ファイバ４７端を出てファイバ・ソース・カ
プラ３５でコリメートされ、走査ミラー３６、フォーカシングレンズ５１を介して試料３
７に照射される。試料からの反射光と後方散乱光で構成される強度Ｉsの光は、試料光路
を通して集光され、オプティカルサーキュレータ３４によって、光検出光路４８に導かれ
る。試料光路上で、試料の最深部の測定位置からの距離が式（４）の条件で決められる測
定範囲にある場所に参照光反射素子５０を置き、試料を照射する光の一部を参照光４６と
して強度Ｉrで試料光路に沿って部分反射する。このような構成は、長い測定範囲を実現
できる本発明に基づく可変波長光発生装置によって可能となる。部分反射ミラー（参照光
反射素子５０）の反射率は数％程度でよいので、試料光路における試料への照射光、試料
からの反射又は後方散乱光（信号光４５）の減少は少なくて済む。
【０１１８】
  図１２では、参照光反射素子５０はファイバ・ソース・カプラ３５と走査ミラー３６の
間に配置しているが、試料光路上で、上記の測定範囲にある位置であればどこでも良い。
参照光反射素子５０を走査ミラー３６と試料３７の間に置いた場合は、照射光線の方向の
変化に対応して、どのような方向の場合でも一定の反射強度が得られるように反射面を曲
面にしても良い。また，部分反射ミラー（参照光反射素子５０）の変わりに、広げてコリ
メートされた光線の中に、極めて小さい全反射プリズムを置いても良い。＜試料光路の照
射光の一部を試料光路に沿ってもどす部分反射機構＞のすべてが、特許請求の範囲に含ま
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れる。
  部分反射された光と試料からの反射および後方散乱光は干渉し、光検出手段としての光
検出器９で検出される光の強度は式（２６）となる。
【０１１９】
【数１９】

【０１２０】
　ここでＬ は、部分反射ミラー（参照光反射素子５０）の位置と測定する試料３７の位
置との距離（光路に沿う距離）である。光検出器９の出力はアンプ４９で増幅され、各波
数ｋnごとに計算機４１に記憶される。計算機４１では、アンプ４９の出力データに基づ
き、計算処理によって、試料３７の断層像を構築し、更には複数の前記断層像を構築して
、試料３７の断層像の動画を構築する。式（２６）は式（７）と同じ関数形であり、強度
の直流成分にあたるＩr＋Ｉsを計算機４１で引き算した残りの干渉項
【数２０】

から、試料の深さ方向の反射率を深さの関数として求める処理は、＜実施の形態例１＞で
詳述した内容と同じである。
【０１２１】
　＜実施の形態例５＞
  図１３は、図１２に示した実施例に、試料の偏光特性の断層像を測定可能にする発明を
図示したものである。
【０１２２】
  可変波長光発生装置３１の出力光の偏光は、通常直線偏光しているが、直線偏光してい
ない場合は、偏光素子５２で直線偏光させてオプティカルサーキュレータ３４に光を導く
。オプティカルサーキュレータ３４は入力光を試料光路に導き、光ファイバ４７の端面か
ら出た光は、ファイバ・ソース・カプラ３５で平行光とされる。
【０１２３】
　ファイバ・ソース・カプラ３５を出た光の一部は、第一の波長板５３と参照光反射素子
５０で構成される試料光路において、所望の偏光特性を持たせて前記試料光路に沿って一
部の光を反射する部分反射機構５８により、所望の偏光特性を持つ参照光として試料光路
に沿って反射される。所望の偏光特性の一例としては、第一の波長板５３として１／４波
長板を用い、波長板の軸の方向を入力光の直線偏光の方向に対し２２．５度（π／８）ラ
ジアン傾ける。この場合は部分反射された光は、入力光の偏光方向に対して４５度（π／
４ラジアン）傾く直線偏光になる。この光を、オプティカルサーキュレータ３４を通して
光検出光路４８に導き、偏光ビームスプリッタ５５の軸に対して４５度直線偏光方向が傾
くように入力すれば、偏光ビームスプリッタ５５の２つの偏光方向に対して、参照光強度
が同じ値で配分される。これと同等の効果は、第一の波長板５３を用いないで部分反射ミ
ラー（参照光反射素子５０）で直線偏光した入力光を部分反射し、その反射光の直線偏光
の方向に対して４５度軸が傾くように偏光ビームスプリッタ５５を配置しても良い。“所
望の偏光特性”という幅広い表現を用いたのは，このように、入力光の偏光状態、試料光
偏光特定機構の偏光特性、検出に用いる偏光ビームスプリッタとの組み合わせによって、
様々な変化をもたせ得るからである。参照光反射素子５０と試料３７との距離の条件は、
上述の実施の形態例４に述べたとおりである。
【０１２４】
　参照光反射素子５０を透過した照射光は、＜所望の偏光特性を持たせた後試料に照射す
る試料光偏光特定機構＞として図１３では、１／４波長板である第二の波長板５４を通し
て試料３７に照射されている。照射光は走査ミラー３６、フォーカシングレンズ５１を介
して試料３７に照射される。＜所望の偏光特性＞としては、円偏光にして試料に照射する
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ことが、後の解析で解析が容易になる。しかし、偏光特性が特定されていれば、計算機４
１の計算処理によって、楕円偏光や直線偏光を含む様々な偏光特性光の試料照射に対して
、試料の偏光特性の断層像は構成できる。本発明の＜所望の偏光特性を持たせた照射光＞
は、これらの全てを含むものである。
【０１２５】
　試料３７から反射及び後方散乱された光は、試料光路に沿って戻り、参照光と一緒にオ
プティカルサーキュレータ３４によって、光検出光路４８に導かれ、偏光ビームスプリッ
タ５５によって、直行する２方向の成分の光に分けられ、それぞれ光検出手段としての光
検出器９で検出され、第一のアンプ５６と第二アンプ５７で増幅され、計算機４１に波数
ｋn毎に記憶される。計算機４１では、アンプ４９の出力データに基づき、計算処理によ
って、試料３７の偏光特性を示す断層像を構築し、更には複数の前記断層像を構築して、
試料３７の断層像の動画を構築する。それぞれのアンプ５６，５７の出力強度をＩ⊥ 及
びＩ=と表すと、それらは次式で表される。
【０１２６】

【数２１】

【０１２７】
　ここで、Ｉr⊥とＩr=は、偏光ビームスプリッタ５５の２つの軸方向に入力する参照光
の強度であるが、直線偏光する参照光の軸を偏光ビームスプリッタの軸に対して４５度傾
けて入射させれば、これらは等しい。これらが等しくない場合でも、計算機４１の処理に
よって補正できる。
  円偏光した光を照射し、試料が偏光特性が等方的であれば、２つの偏光方向の散乱光Ｉ

s⊥とＩs=は等しい。試料に偏光特性があると、これに差が生じ、この差から試料の偏光
特性を決定できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　この発明は、光干渉トモグラフィ装置の可変波長光発生装置に関するものであり、特に
従来のＯＣＴでは困難であった制止困難な生体部分の断層観察を行う場合に適用して有用
なものであり、また、制止可能な部分の断層観察を行う場合に適用しても有用なものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１（ａ）】本発明の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置において、波数走査
時間とともに漸増するように波数を階段状に切り替える様子を示す図である。
【図１（ｂ）】本発明の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置において、波数走査
時間とともに漸減するように波数を階段状に切り替える様子を示す図である。
【図１（ｃ）】本発明の光干渉トモグラフィ用の可変波長光発生装置において，波数走査
時間とともに不規則に波数を階段状に切り替える様子を示す図である。
【図２】各波数における干渉計の出力光強度を束ねた分光特性を示す図である。
【図３】本発明による光干渉トモグラフィ装置の構成例を示す図である。
【図４】前記光干渉トモグラフィ装置においてコヒーレント干渉波形を合成した例を示す
図である。
【図５】人の爪を測定対象として断層撮影した結果を示す図である。
【図６】測定可能範囲の説明図である。
【図７】ＯＣＤＲ－ＯＣＴの測定原理である。
【図８】ＯＣＤＲ－ＯＣＴ装置の構成図ある。
【図９】前記ＯＣＤＲ－ＯＣＴ装置において得られる干渉パターン（コヒーレント干渉波
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形）を示す図である。
【図１０】ＯＦＤＲ－ＯＣＴ装置の構成図である。
【図１１】前記でＯＦＤＲ－ＯＣＴ装置において得られるフリンジ（空間的な干渉模様）
を示す図ある。
【図１２】光の光路を分割しないＯＦＤＲ－ＯＣＴ装置の構成図である。
【図１３】光の光路を分割しないＯＦＤＲ－ＯＣＴにおいて、偏光測定を行う装置の構成
図である。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　試料（生体）
　２　測定光
　３　組織境界面
　４　反射光
　５　光源
　６　マイケルソン干渉計
　７　ビームスプリッタ
　８　参照光ミラー
　９　光検出器
　１０　参照光
　１１　信号光
　１２　検出器の出力
　１３　参照光ミラーの移動距離
　１４　光路長が一致した付近
　１５　干渉パターン
　１６　ＣＣＤ
　１７　試料表面
　１８　測定光
　１９，２０　シリンドリカルレンズ
　２１　グレーテイグ
　２２　フリンジ
　３１　可変波長光発生装置
　３２　第一のカプラ
　３３　第二のカプラ
　３４　オプティカルサーキュレータ
　３５　ファイバ・ソース・カプラ
　３６　走査ミラー
　３７　試料
　３８　第三のカプラ
　３９　第一の差動アンプ
　４０　第二の差動アンプ
　４１　計算機
　４２　光検出器
　４３　Ｌｏｇアンプ
　４４　エイミング・ライト・ソース
　４５　信号光
　４６　参照光
　４７　光ファイバ
　４８　光検出光路
  ４９  アンプ
  ５０  参照光反射素子
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  ５１  フォーカシングレンズ
  ５２  偏光素子
  ５３  第一の波長板
  ５４  第二の波長板
  ５５  偏光ビームスプリッタ
  ５６  第一のアンプ
  ５７  第二のアンプ
  ５８  部分反射機構

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図１（ｃ）】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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