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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　刺激光光源から出射される単一波長または複数の異なる波長からなる刺激光を試料に集
光し、該試料から非線形光学応答過程により放出される応答光を検出する光学顕微鏡おい
て、
　前記刺激光とは異なる波長からなり、前記刺激光の前記試料への照射による副次的応答
光の抑制効果を誘導するイレース光を出射するイレース光光源を有し、
　前記イレース光を、前記刺激光の集光領域から放出される応答光は抑制せず、該応答光
以外の前記副次的応答光は抑制するように、前記刺激光と同時に前記試料に照射すること
を特徴とする光学顕微鏡。
【請求項２】
　請求項１に記載の光学顕微鏡において、
　前記イレース光光源は、前記副次的応答光として蛍光を抑制する波長を含む光を、前記
イレース光として出射する、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項３】
　請求項２に記載の光学顕微鏡において、
　前記試料に照射する前記刺激光および前記イレース光と、前記試料からの前記応答光と
を光学的に分離する光学分離素子を有する、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項４】
　請求項３に記載の光学顕微鏡において、
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　前記応答光として散乱光を検出するように構成した、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項５】
　請求項４に記載の光学顕微鏡において、
　前記散乱光として、ラマン過程により刺激された散乱光を検出するように構成した、こ
とを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項６】
　請求項４に記載の光学顕微鏡において、
　前記散乱光として、共有ラマン過程により刺激された散乱光を検出するように構成した
、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項７】
　請求項４，５または６に記載の光学顕微鏡において、
　前記副次的応答光を、２重共鳴吸収過程または誘導放出過程により抑制するように構成
した、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項８】
　請求項５または６に記載の光学顕微鏡において、
　前記応答光として、蛍光性プローブにより染色された試料からの応答光を検出するよう
に構成した、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項９】
　請求項８に記載の光学顕微鏡において、
　前記試料に前記刺激光および前記イレース光を同時照射して前記散乱光を検出する散乱
光検出モードと、前記試料に前記刺激光のみを照射して前記蛍光性プローブによる蛍光を
検出する蛍光検出モードとを切り替え可能に構成した、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１０】
　請求項３に記載の光学顕微鏡において、
　前記応答光として、多光子吸収過程により誘導される蛍光を検出するように構成した、
ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の光学顕微鏡において、
　前記応答光として、蛍光性プローブにより染色された試料からの蛍光を検出するように
構成した、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記刺激光または前記イレース光の集光位置、集光サイズ、集光強度のいずれかを調整
する調整手段を有する、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の光学顕微鏡において、
　前記調整手段は、前記イレース光の波面を変調して集光位置でのピーク強度を低下させ
る波面変調素子を有する、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の光学顕微鏡において、
　前記調整手段は、前記刺激光の集光位置と前記イレース光の集光位置とを異ならせる、
ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記イレース光光源は、前記イレース光として近赤外光を出射する、ことを特徴とする
光学顕微鏡。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記刺激光光源および前記イレース光光源は、それぞれパルス光源であり、前記刺激光
光源は１０ピコ秒以下のパルス幅を有する刺激光を出射し、前記イレース光光源は、前記
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刺激光のパルス幅以上のパルス幅を有するイレース光を出射する、ことを特徴とする光学
顕微鏡。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記刺激光光源または前記イレース光光源は、チタンサファイアレーザ、Ｎｄ：ＹＡＧ
レーザ、ファイバーレーザ、半導体レーザ、スーパーコンティニュアム光源のいずれかを
含む、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記試料の表面で発生する前記副次的応答光を検出する副次光検出手段と、
　前記副次光検出手段の出力に基づいて前記イレース光光源から出射する前記イレース光
の強度を調整するイレース光強度調整手段とを有する、
　ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項１９】
　請求項１乃至１７のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記試料から放出される前記応答光を検出する応答光検出手段と、
　前記応答光検出手段の出力に基づいて画像信号を生成する画像処理手段と、
　前記画像処理手段から得られる画像信号に基づいて、前記イレース光光源から出射する
前記イレース光の強度を設定する強度設定手段とを有する、
　ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の光学顕微鏡において、
　前記強度設定手段は、前記画像処理手段から得られる画像信号に基づいて、前記応答光
の強度分布を示すヒストグラムを生成し、前記イレース光光源から出射する前記イレース
光の強度変化に対する前記ヒストグラムの変化に基づいて前記イレース光の最適強度を設
定する、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記試料に照射する前記イレース光の強度は、前記イレース光の照射により副次的な発
光現象が発生しない予め取得された最高強度以下である、ことを特徴とする光学顕微鏡。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のいずれか一項に記載の光学顕微鏡において、
　前記イレース光光源から出射される前記イレース光を、二次元のシート状の強度分布を
有するイレース光として前記試料に照射するイレース光照射手段を有する、ことを特徴と
する光学顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非線形光学応答過程を利用して試料を観察する光学顕微鏡に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　光学顕微鏡の技術は古く、種々のタイプの光学顕微鏡が開発されている。また、近年で
は、レーザ技術および電子画像技術をはじめとする周辺技術の進歩により、さらに高機能
の光学顕微鏡システムが開発されている。
【０００３】
　このような背景の中、様々な分光過程を用いた高機能な光学顕微鏡が提案され、試料の
形状のみならず、試料に含まれている分子の同定や構造解析が可能となっている。特に、
近年では、高い尖頭値を有するパルスレーザを用いることにより、物質に対して簡単に非
線形光学応答過程を誘導できることから、非線形光学応答過程に特有な応答光を検出する
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顕微鏡法が注目されている。その代表的な非線形光学応答過程として、１．ラマン過程、
２．高調波過程（特に、ＳＨＧ過程）、３．多光子吸収過程（特に、２光子吸収過程）が
挙げられる。以下、各過程について、簡単に説明する。
【０００４】
１．ラマン過程
　ラマン過程には、生体試料や工業材料を染色せずに、それらの光応答を観測することに
より、構造を解析するラマン分光法が存在し、顕微鏡分野への応用が期待されている（例
えば、特許文献１参照）。ラマン分光とは、ラマン効果と呼ばれている一種の非線型光学
効果を基礎にしている。入射光が強いフォトンフラックスで分子や原子により散乱される
と、分子の量子状態が変化して、それらの系全体のエネルギーが変化する。そのとき、変
化したエネルギー分が散乱された光子に移行し、結果として入射した光と異なる波長の光
が発生する。このような現象をラマン散乱と言う。このラマン散乱には、単色光を用いた
、（１）非共鳴ラマン散乱、（２）真正共鳴ラマン散乱、（３）前期共鳴ラマン散乱、の
３種類と、多色光を用いた、（４）コヒーレント・ラマン散乱とが知られている。以下、
これらのラマン散乱について、図２４および図２５を参照して、さらに詳細に説明する。
【０００５】
（１）非共鳴ラマン散乱
　図２４（ａ）は、非共鳴ラマン散乱を説明するエネルギーダイアグラムである。非共鳴
ラマン散乱は、原子および分子の立場からみると、二次の摂動論で説明できる。すなわち
、図２４（ａ）に示すように、Ｓ（imaginary）と言う仮想的な量子準位を仮定した一種
の２光子過程に対応する。この２光子励起過程では、最低電子状態で、かつ最低振動回転
準位、すなわち基底状態Ｓ０にあった分子は、例えば、非常に強いレーザ光で、一度、仮
想的な量子準位Ｓ（imaginary）に励起され、その後、最低電子状態の高い振動回転準位
（Ｖ２）に脱励起する。結果的には、図２４（ａ）から明らかなように、入射した光が、
（Ｅｉ－Ｅ０）の光子エネルギーを原子または分子に与え、非共鳴ラマン散乱後の光は、
その分、光子エネルギーを損失して、見かけ上、光の波長がλ１であったのが、長波長の
λ２に変化して散乱される。一般に、非共鳴ラマン散乱を含む仮想的な量子準位を前提と
した２光子過程は、極めて遷移確率が小さく、この過程を誘発するためには、フェムト秒
オーダの超短パルスレーザを必要とする場合もある。
【０００６】
（２）真正共鳴ラマン散乱
　図２４（ｂ）は、真正共鳴ラマン散乱を説明するエネルギーダイアグラムである。真正
共鳴ラマン散乱は、非共鳴ラマン散乱が特殊な条件を満たす場合の散乱過程で、図２４（
ｂ）に示すように、Ｓ（imaginary）が、実在する第１電子励起状態Ｓ１に一致した場合
である。この場合は、基底状態Ｓ０の分子が、実在する第１電子励起状態Ｓ１に励起され
、その後、最低電子状態の高い振動回転準位（Ｖ２）に脱励起する過程に対応する。した
がって、見かけ上、図２４（ｂ）に示すように、あたかもＳ０→Ｓ１励起後、λ２という
蛍光を発光する過程と一致する。この真正共鳴ラマン散乱は、実在する量子状態を利用す
るので、極めて散乱確率が高く、非共鳴ラマン散乱と比較すると格段に強い光強度でラマ
ン散乱を発現できる。
【０００７】
（３）前期共鳴ラマン散乱
　図２４（ｃ）は、前期共鳴ラマン散乱を説明するエネルギーダイアグラムである。前期
共鳴ラマン散乱は、真正共鳴ラマン散乱と非共鳴ラマン散乱との中間の性質をもつ。すな
わち、第１電子励起状態Ｓ１の近傍にＳ（imaginary）が存在する場合である。
【０００８】
（４）コヒーレント・ラマン散乱
　図２５は、コヒーレント・ラマン散乱を説明する図で、図２５（ａ）はコヒーレント・
アンチストークスラマン散乱（Coherent Anti-Stokes Raman Scattering；CARS）のエネ
ルギーダイアグラム、図２５（ｂ）はコヒーレント・ストークスラマン散乱（Coherent S
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tokes Raman Scattering；CSRS）のエネルギーダイアグラムである。コヒーレント・ラマ
ン散乱（Coherent Raman Scattering）は、時間領域で振動ダイナミクスを研究する手段
の一つで、実験および理論の両側面から様々な研究が行われている。
【０００９】
　このコヒーレント・ラマン散乱は、三次の非線形光学応答過程の一つで、一般に角振動
数の異なる二つのレーザ光（ω１光、ω２光）を用いる。はじめに分子と相互作用するω

１光およびω２光のレーザ光は、ポンプ光およびストークス光とも呼ばれる。これら二つ
の入射光の角振動数差が、試料分子の持つ振動モードの角振動数Ωと一致すると、多数の
試料分子の振動モードが共鳴的に、かつ位相を揃えて、すなわちコヒーレントに励振され
る。発生した振動分極は、位相緩和時間の間持続しているので、その間にプローブ光であ
るもう一つのω１光と分子が相互作用することにより、三次の非線形分極に由来する分極
波としてコヒーレント・ラマン散乱光を取り出すことができる。
【００１０】
　すなわち、ポンプ光およびストークス光と、プローブ光との間の遅延時間を変化させる
ことにより、分子振動の位相緩和時間に関する情報を得ることができる。特に、図２５（
ａ）に示すように、振動数が＋Ω大きくなったラマン散乱光は、ＣＡＲＳと呼ばれる。ま
た、図２５（ｂ）に示すように、振動数が－Ω小さくなったラマン散乱光は、ＣＳＲＳと
呼ばれる。特に、ＣＡＲＳの場合は、励起光より短波長側で信号光を検出するので、自家
蛍光によるバックグラウンド等の影響を受けにくく、良好なＳ／Ｎで信号光を検出できる
ことから、近年では、分光分析型顕微鏡等に幅広く適用され始めている。
【００１１】
　このように、ＣＡＲＳ過程は、非線形光学応答過程であるため、レーザ光、すなわちポ
ンプ光（プローブ光）およびストークス光が強く集光された特定の微小三次元部分からの
み信号光が発生する。その結果、共焦点顕微鏡のようにピンホールを導入する必要がなく
、走査型レーザ顕微鏡にＣＡＲＳ過程を導入することにより、本質的に高い三次元空間分
解能を実現することができる。しかも、無染色で生物試料を観察できることから、その商
品化が強く期待できる。
【００１２】
２．高調波過程
　高調波過程が起因する現象は、レーザ光学の現場でしばしば目撃され、広く応用されて
いる。例えば、ある波長のレーザ光を、波長オーダの空間的に秩序もった誘電体構造を有
する光学媒質に入射させると、この光学媒質から高調波が発生する。つまり、誘電体は、
強いレーザ光により、その振動電場で強制振動して、振動電場の振幅に比例しない歪みを
持った振動電場を二次波として発生する（非線形光学効果）。その結果、入射レーザ光の
振動数に対して、整数倍の成分をもったコヒーレント光を発生する。特に、周期性の良い
結晶を用いると、非常に強い２倍高調波が発生する。したがって、結晶の種類や入射角度
を調整することにより、入射光を任意の波長のレーザ光に波長変換することができる。
【００１３】
　この現象は、顕微鏡観察にも応用されている。例えば、観察試料中に、周期構造が存在
する場合、コヒーレントなレーザ光で照明すると、周期構造により、照明光に対して振動
数が倍の二次光が発生する。言い換えると、波長が半分になった光が発生する。この二次
光を捉えて、顕微鏡画像を得ることができる。したがって、高調波過程は、ラマン過程と
同様に、無染色で試料観察ができるので、近年注目を浴びつつある顕微鏡法である。なお
、高調波過程も、基本的には、ラマン過程と同様に非線形光学効果を用いている。
【００１４】
３．多光子吸収過程
　通常、分子は、構成原子の価電子の結合状態で決定される電子状態を有しており、量子
力学的に不連続なエネルギー準位を持つ。さらに、原子核の結合距離が揺動する振動状態
や分子全体の回転運動のような状態が重複する。特に、一番低い状態すなわち基底状態か
ら、次の励起状態にある電子状態（第１電子励起状態：図２４参照）に照明励起すると、
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第１電子励起状態から強い蛍光が発生する。通常の蛍光顕微鏡は、この蛍光を捕えて画像
化している。この場合、基底状態と第１電子励起状態との間のエネルギーギャップよりも
大きい光子エネルギーを有する照明光を用いる必要がある。
【００１５】
　一方、最近では、エネルギー尖頭値が非常に高いパルス光を発生するレーザ光源が発売
され、多光子吸収過程を用いた蛍光顕微鏡法（多光子顕微鏡）が利用可能となっている。
この多光子吸収過程は、高調波過程と同様に非線形光学効果をベースとし、基底状態から
第１電子励起状態まで励起する際に、一時に複数個の光子を吸収させて、分子から蛍光を
発生させるものであるが、特徴的なのは、照明光の光子エネルギーが上記のエネルギーギ
ャップよりも遥かに少なくて済むことである。例えば、２光子過程では、２個の光子を同
時に吸収するので、光子エネルギーは前述のエネルギーギャップの半分で済む。
【００１６】
　このことは、波長的には従来の照明光よりも、倍程度長い波長で済む、と言うことを意
味する。したがって、通常は可視光の照明光を用いているが、２光子過程を用いる場合は
、近赤外光の励起光を用いることができるので、小型で安定性に優れた半導体レーザやフ
ァイバーレーザを利用できる。加えて、応答する蛍光量は、照射強度の２乗に比例するの
で、蛍光反応領域は、三次元空間内の極めて狭い領域に限定される。特に、集光した場合
は、光軸方向の反応領域が狭くなるので、従来の蛍光顕微鏡法では不可能であった三次元
的分解能が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特表２００２－５２０６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　以上のように、非線形光学応答過程を用いた各種顕微鏡は、従来にはない優れた機能を
提供することができる。しかしながら、その非線形光学応答過程に付随する問題も明らか
になり、その対策が求められている。特に、各種ラマン過程を用いた顕微鏡法（ラマン顕
微鏡）の場合は、無染色で生体試料を観察できるので、その期待は大きいが、以下に示す
ような極めて深刻な問題がある。
【００１９】
　例えば、上記（１）で説明した非共鳴ラマン散乱や（４）で説明したコヒーレント・ラ
マン散乱を用いた顕微鏡の場合は、光応答断面すなわちラマン散乱断面積が極めて小さい
ことが挙げられる。すなわち、通常の蛍光顕微鏡の場合は、励起光に対する光応答断面す
なわち吸収断面積は、１０－１６ｃｍ２程度の値をもつ。これに対し、ラマン散乱断面積
は、１０－２１ｃｍ２程度と極めて小さい。このため、通常の光源、すなわちレーザ光源
では、検出するラマン散乱光（信号光）の総量が極めて少ないという問題がある。
【００２０】
　この問題を解決するため、一般には、チタンサファイアレーザをベースにした高価で操
作が難しい高出力のフェムト秒レーザを用いたり、計測時間を長くして信号量を稼ぐよう
にしたりしている。しかし、高出力のフェムト秒レーザを用いた場合、サンプルへのダメ
ージが発生し、生きた生物試料を観察するには問題が生じる場合がある。また、計測時間
を長くすると、Ｓ／Ｎが低下するとともに、１画像を取得する時間も膨大となる。このた
め、現状では、これらの条件のトレードオフを考慮して、測定条件を設定している。
【００２１】
　また、ラマン過程を誘導するためには、極めて強い励起光（以下、適宜、刺激光とも言
う）を照射するので、対象観察物質以外の、例えば生物試料を囲む溶媒やカバーガラス等
からの蛍光発光が生じる場合もある。その原因の一つとしては、試料やガラスに混入した
観察に必要ない発光性の不純物分子を、多光子吸収過程により蛍光励起してしまうことに
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よる。この場合、波長領域においては、検出すべき刺激光に対する応答光以外の波長成分
の光も検出してしまうことになる。また、空間的には、本来、刺激光の集光領域のみの空
間領域からの光応答を検出したいのに、例えばカバーガラス界面からの不必要な蛍光信号
なども検出してしまうことになる。
【００２２】
　その結果、特に、刺激光を試料上に集光し、集光点に対して試料を相対的に空間走査す
るレーザ走査方式を採用する顕微鏡では、微弱なラマン信号がバックグラウンド信号に埋
もれてしまうという深刻な問題がある。これは、波長領域および空間領域において、ラマ
ン過程という非線形光学応答過程が必然的に発生させる不必要な副次的応答光、すなわち
、背景光を増大させてしまう点に起因している。
【００２３】
　一方、上記（２）で説明した真正共鳴ラマン散乱や（３）で説明した前期共鳴ラマン散
乱を用いた顕微鏡の場合は、ラマン散乱断面積が電子遷移の吸収断面積に近づくので、最
大、１０－１７ｃｍ２にもなり、通常の蛍光顕微鏡と同程度の断面積をもつ。したがって
、計測時間の短縮化が図れるとともに、使用する光源の自由度を高くできるメリットがあ
るように思われる。
【００２４】
　しかしながら、これらの顕微鏡の場合は、バックグラウンド信号が増大するために、Ｓ
／Ｎが極めて悪くなる。すなわち、これらの顕微鏡の場合は、励起光波長が、Ｓ０→Ｓ１

の共鳴準位である電子遷移可能な波長に近づく。この場合、励起光波長が、Ｓ０→Ｓ１吸
収帯の長波長側のサイドロープにかかると、Ｓ０→Ｓ１吸収が始まり、それと同時に、Ｓ

１状態からの蛍光発光が起こる。
【００２５】
　ここで、ラマン信号光は、一般に、照明光より長波長側に現れるので、特に共鳴ラマン
散乱を用いると、ラマン信号光がＳ１状態からの蛍光発光波長帯域と重複して、強いラマ
ン信号も蛍光発光の中に埋もれてしまうことになる。このため、実質的には、蛍光収率が
低い一部の分子しか観察対象になり得ず、波長領域において、観察対象分子自身が発生す
る蛍光が背景光となる。
【００２６】
　同様の問題は、多光子吸収過程を用いた、例えば２光子顕微鏡においても生じる。２光
子顕微鏡の場合、理論的には、刺激光の波長は近赤外光で、生体試料に対して透明であり
、しかも三次元空間分解能力があることから、試料の深部まで観察できると思われる。し
かしながら、実際には、図２６に示すように、試料１０１が散乱体の場合、光学界面であ
るカバーガラスと試料１０１との界面１０２で強い散乱が起きると同時に、刺激光の集光
点から外れた上記界面領域近傍で副次的な蛍光が発生する。加えて、顕微鏡対物レンズ１
０３による刺激光の集光点が、上記界面１０２から離れた深部の場合は、散乱により到達
する刺激光の総光量が減少して、検出すべき応答光の蛍光強度が低下する。しかも、応答
光である蛍光量は、照射強度の２乗に依存するため、その影響は顕著になる。結果として
、界面領域近傍からの副次的応答光による背景光が相対的に強くなり、深部の観察が実質
上不可能となる。このような問題は、高調波過程を用いた顕微鏡においても同様に生じる
ものである。
【００２７】
　したがって、上述した問題点に着目してなされた本発明の目的は、非線形光学応答過程
による所望の応答光を、バックグラウンドとなる不要応答光の発生を抑制して、良好なＳ
／Ｎで検出できる光学顕微鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記目的を達成する第１の観点に係る光学顕微鏡の発明は、刺激光光源から出射される
単一波長または複数の異なる波長からなる刺激光を試料に集光し、該試料から非線形光学
応答過程により放出される応答光を検出する光学顕微鏡おいて、
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　前記刺激光とは異なる波長からなり、前記刺激光の前記試料への照射による副次的応答
光の抑制効果を誘導するイレース光を出射するイレース光光源を有し、
　前記イレース光を、前記刺激光の集光領域から放出される応答光は抑制せず、該応答光
以外の前記副次的応答光は抑制するように、前記刺激光と同時に前記試料に照射すること
を特徴とするものである。
【００２９】
　第２の観点に係る発明は、第１の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記イレース光光源は、前記副次的応答光として蛍光を抑制する波長を含む光を、前記
イレース光として出射する、ことを特徴とするものである。
【００３０】
　第３の観点に係る発明は、第２の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記試料に照射する前記刺激光および前記イレース光と、前記試料からの前記応答光と
を光学的に分離する光学分離素子を有する、ことを特徴とするものである。
【００３１】
　第４の観点に係る発明は、第３の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記応答光として散乱光を検出するように構成した、ことを特徴とするものである。
【００３２】
　第５の観点に係る発明は、第４の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記散乱光として、ラマン過程により刺激された散乱光を検出するように構成した、こ
とを特徴とするものである。
【００３３】
　第６の観点に係る発明は、第４の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記散乱光として、共有ラマン過程により刺激された散乱光を検出するように構成した
、ことを特徴とするものである。
【００３４】
　第７の観点に係る発明は、第４，５または６の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記副次的応答光を、２重共鳴吸収過程または誘導放出過程により抑制するように構成
した、ことを特徴とするものである。
【００３５】
　第８の観点に係る発明は、第５または６の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記応答光として、蛍光性プローブにより染色された試料からの応答光を検出するよう
に構成した、ことを特徴とするものである。
【００３６】
　第９の観点に係る発明は、第８の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記試料に前記刺激光および前記イレース光を同時照射して前記散乱光を検出する散乱
光検出モードと、前記試料に前記刺激光のみを照射して前記蛍光性プローブによる蛍光を
検出する蛍光検出モードとを切り替え可能に構成した、ことを特徴とするものである。
【００３７】
　第９の観点に係る発明は、第３の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記応答光として、多光子吸収過程により誘導される蛍光を検出するように構成した、
ことを特徴とするものである。
【００３８】
　第１１の観点に係る発明は、第１０の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記応答光として、蛍光性プローブにより染色された試料からの蛍光を検出するように
構成した、ことを特徴とするものである。
【００３９】
　第１２の観点に係る発明は、第１乃至１１のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記刺激光または前記イレース光の集光位置、集光サイズ、集光強度のいずれかを調整
する調整手段を有する、ことを特徴とするものである。
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【００４０】
　第１３の観点に係る発明は、第１２の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記調整手段は、前記イレース光の波面を変調して集光位置でのピーク強度を低下させ
る波面変調素子を有する、ことを特徴とするものである。
【００４１】
　第１４の観点に係る発明は、第１３の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記調整手段は、前記刺激光の集光位置と前記イレース光の集光位置とを異ならせる、
ことを特徴とするものである。
【００４２】
　第１５の観点に係る発明は、第１乃至１４のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記イレース光光源は、前記イレース光として近赤外光を出射する、ことを特徴とする
ものである。
【００４３】
　第１６の観点に係る発明は、第１乃至１５のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記刺激光光源および前記イレース光光源は、それぞれパルス光源であり、前記刺激光
光源は１０ピコ秒以下のパルス幅を有する刺激光を出射し、前記イレース光光源は、前記
刺激光のパルス幅以上のパルス幅を有するイレース光を出射する、ことを特徴とするもの
である。
【００４４】
　第１７の観点に係る発明は、第１乃至１６のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記刺激光光源または前記イレース光光源は、チタンサファイアレーザ、Ｎｄ：ＹＡＧ
レーザ、ファイバーレーザ、半導体レーザ、スーパーコンティニュアム光源のいずれかを
含む、ことを特徴とするものである。
【００４５】
　第１８の観点に係る発明は、第１乃至１７のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記試料の表面で発生する前記副次的応答光を検出する副次光検出手段と、
　前記副次光検出手段の出力に基づいて前記イレース光光源から出射する前記イレース光
の強度を調整するイレース光強度調整手段とを有する、
　ことを特徴とするものである。
【００４６】
　第１９の観点に係る発明は、第１乃至１７のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記試料から放出される前記応答光を検出する応答光検出手段と、
　前記応答光検出手段の出力に基づいて画像信号を生成する画像処理手段と、
　前記画像処理手段から得られる画像信号に基づいて、前記イレース光光源から出射する
前記イレース光の強度を設定する強度設定手段とを有する、
　ことを特徴とするものである。
【００４７】
　第２０の観点に係る発明は、第１９の観点に係る光学顕微鏡において、
　前記強度設定手段は、前記画像処理手段から得られる画像信号に基づいて、前記応答光
の強度分布を示すヒストグラムを生成し、前記イレース光光源から出射する前記イレース
光の強度変化に対する前記ヒストグラムの変化に基づいて前記イレース光の最適強度を設
定する、ことを特徴とするものである。
【００４８】
　第２１の観点に係る発明は、第１乃至２０のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
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　前記試料に照射する前記イレース光の強度は、前記イレース光の照射により副次的な発
光現象が発生しない予め取得された最高強度以下である、ことを特徴とするものである。
【００４９】
　第２２の観点に係る発明は、第１乃至２１のいずれか一つの観点に係る光学顕微鏡にお
いて、
　前記イレース光光源から出射される前記イレース光を、二次元のシート状の強度分布を
有するイレース光として前記試料に照射するイレース光照射手段を有する、ことを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明によれば、刺激光を試料に照射すると同時に、該試料に、刺激光の集光領域から
放出される応答光は抑制せず、該応答光以外の副次的応答光は抑制するように、刺激光と
は異なる波長からなるイレース光を照射するようにしたので、非線形光学応答過程による
所望の応答光を、バックグラウンドとなる不要応答光の発生を抑制して、良好なＳ／Ｎで
検出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】２波長蛍光Ｄｉｐ分光法の原理を説明するための図である。
【図２】超解像顕微鏡法の原理を説明するための図である。
【図３】本発明の第１実施の形態に係る走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡の要部の概略構成
図である。
【図４】本発明の第２実施の形態に係るＣＡＲＳ顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図５】本発明の第３実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図６】図５に示した２光子顕微鏡によるポンプ光とイレース光との集光位置を示す図で
ある。
【図７】本発明の第４実施の形態に係る顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図８】図７に示した位相板の一例の概略構成を示す平面図である。
【図９】本発明の第５実施の形態に係る走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡の要部の概略構成
図である。
【図１０】本発明の第６実施の形態に係るＣＡＲＳ顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図１１】本発明の第７実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図１２】本発明の第８実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図１３】図１２に示した副次光検出手段の二つの例を示す図である。
【図１４】本発明の第９実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図１５】図１４に示した２光子顕微鏡の第１動作例を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１６】図１４に示した２光子顕微鏡の第２動作例を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１７】図１６に示した第２動作例におけるイレース光強度と画素平均値との関係を示
す図である。
【図１８】図１４に示した２光子顕微鏡の第３動作例を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１９】図１４に示した２光子顕微鏡の第４動作例を説明するためのフローチャートで
ある。
【図２０】本発明の第１０実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図２１】図２０に示した第１０実施の形態の変形例を示す概略構成図である。
【図２２】本発明の第１１実施の形態に係る光学顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図２３】本発明の第１２実施の形態に係る光学顕微鏡の要部の概略構成図である。
【図２４】非共鳴ラマン散乱、真正共鳴ラマン散乱、前期共鳴ラマン散乱を説明するエネ
ルギーダイアグラムである。
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【図２５】コヒーレント・ラマン散乱を説明するエネルギーダイアグラムである。
【図２６】従来の２光子顕微鏡におけるバックグランド信号の発生原因を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
（本発明の概要）
　先ず、本発明の実施の形態の説明に先立って、本発明の概要について説明する。
【００５３】
　現在、蛍光顕微鏡の分野では超解像顕微鏡技術が発達している。これは、一種の２波長
の分光過程、すなわち、２波長蛍光Ｄｉｐ分光法を用いている。この２波長蛍光Ｄｉｐ分
光法の原理を、図１（ａ）および（ｂ）を用いて説明する。先ず、図１（ａ）に示すよう
に、ポンプ光で分子をＳ１状態へ励起し、次に、図１（ｂ）に示すように、イレース光を
照射して、分子をＳ１状態からＳｎ状態へさらに励起する（２重共鳴吸収過程）。
【００５４】
　ここで、一般に、高励起状態Ｓｎの分子は、速い無輻射過程により蛍光を発しない。こ
のため、２つの光が重なった領域では分子がＳｎに励起され、Ｓ１からの蛍光が消失する
（蛍光抑制効果）。さらに、イレース光が蛍光発光帯域に重複するときには、誘導放出過
程も起こり、蛍光抑制効果に寄与する。したがって、例えば、図２に示すように、イレー
ス光をドーナッツ状に整形して、ポンプ光と空間的に一部重ねて試料に集光照射すると、
蛍光スポットは、蛍光抑制効果によって、図示しない顕微鏡対物レンズの開口数と波長で
決まる回折限界以下のサイズに収縮する。したがって、この状態で試料位置を走査すると
、超解像顕微鏡法が達成される。
【００５５】
　ここで、重要なことは、イレース光をＳ０→Ｓ１吸収が起きない吸収帯から離れた長波
長側の帯域にして同時照射すると、蛍光が完全に抑制できるということである。つまり、
Ｓ０→Ｓ１吸収が起きない長波長側の帯域の光を用いれば、イレース光として機能する。
その波長帯域は、一般に、可視光領域から近赤外領域に広がる。また、近年では、ポンプ
光で分子を励起する際に、２光子過程を併用する先進的な技術も開発されている（例えば
、特開２００１－２７２３４３号公報参照）。
【００５６】
　このイレース光による蛍光抑制効果に注目すると、各種非線形光学応答過程において発
生する副次的背景光を除去することができる。例えば、共鳴ラマン過程を用いた顕微鏡法
に応用すれば、副次的蛍光信号に邪魔されず、強い共鳴ラマン信号のみを計測することが
できる。この場合は、ラマン顕微鏡光源として２色のレーザ光源を用意する。そのうちの
一つは、観測対象となる分子に対して共鳴ラマンを誘導できるような波長の光を発振する
共鳴ラマンレーザ光源である。もう一つは、蛍光抑制効果を誘導するためのイレース光を
発振するレーザ光源である。ここで、イレース光の波長は、共鳴ラマン信号の波長から十
分離れた長波長側の近赤外光領域が良い。この波長帯域のレーザ光源は、各種存在する。
【００５７】
　本発明の一実施の形態においては、上述したイレース光による蛍光抑制効果を利用して
、共鳴ラマンレーザ光源からのレーザ光（ラマン過程誘導刺激光）を、イレース光光源か
らのイレース光とともに試料に照射する。このようにすれば、ラマン過程誘導刺激光の照
射による蛍光を、イレース光によって完全に抑制することができ、結果として、バックグ
ラウンドとなる蛍光を取り除き、共鳴ラマン信号のみを取り出して検出することが可能と
なる。
【００５８】
　この原理は、さらに、コヒーレント・ラマン散乱を用いたコヒーレント・ラマン顕微鏡
にも有効に応用することができる。コヒーレント・ラマン顕微鏡は、通常、ポンプ光とプ
ローブ光とを用意し、それらの周波数が、観察対象となる化学基の固有振動数と一致する
周波数差を有するように光源調整を行う。ただし、ポンプ光およびプローブ光は、何れも
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Ｓ０→Ｓ１吸収が起きない波長に選定される。
【００５９】
　このようなコヒーレント・ラマン顕微鏡に、本発明を適用して、観測領域に、ポンプ光
およびプローブ光の他に、イレース光を同時照射して、同様に蛍光を抑制するようにすれ
ば、ポンプ光およびプローブ光の波長をＳ０→Ｓ１吸収が生じる波長に接近させて、共鳴
ラマン過程を併発させることができる。ここで、コヒーレント・ラマン過程は、２色の光
源を用いた三次の非線形光学効果を用いている。すなわち、ポンプ光強度Ｐ１、プローブ
光強度Ｐ２とすると、得られるラマン散乱信号すなわち信号強度Ｉは、下記の（１）式で
与えられる。
【００６０】
　［数１］
　Ｉ∝Ｐ１

２Ｐ２　　　・・・（１）
【００６１】
　上記（１）式から明らかなように、ラマン散乱信号の強度は、非線形効果のために、試
料集光面におけるプローブ光強度と、ポンプ光強度のべき乗とに比例している。したがっ
て、共鳴ラマン過程において、ラマン散乱断面積が増大すれば、３乗オーダで信号強度が
増えるので、本発明を適用して不要な蛍光を抑制すれば、従来のコヒーレント・ラマン顕
微鏡法と比較して、格段に強いラマン信号が得られる。また、計測時間およびＳ／Ｎにお
いても、画期的な改善を図ることができる。
【００６２】
　さらに、本発明は、当然のことながら、通常の非共鳴ラマン散乱過程を用いた顕微鏡法
に適用することもできる。この場合は、応答光であるラマン光とは異なる波長の蛍光光を
スペクトル領域で除去する効果が強く働く。加えて、イレース光の蛍光抑制に対する断面
積は、ラマン過程の断面積よりも大きいので、ラマン過程誘導刺激光の集光点以外で発生
した不要な蛍光も、イレース光を照射することにより空間的にも抑制することができる。
【００６３】
　また、本発明は、２光子顕微鏡に適用して、イレース光による蛍光抑制効果により、背
景光を除去することもできる。この場合は、例えば、試料とカバーガラスとの界面に、イ
レース光を集光する。これにより、前述したように、試料とカバーガラスとの界面から専
ら発生する副次的応答光、すなわち、検出対象でない不要な蛍光光を、イレース光により
抑制することができる。しかも、界面から離れた試料中の刺激光の集光点から発生する蛍
光、すなわち、応答光に対しては、イレース光による蛍光抑制効果の発現を無視すること
ができる。何故なら、刺激光の集光点は、イレース光の焦光点から十分に離れているので
、刺激光の集光点には微弱なイレース光しか到達しない。これにより、結果として、背景
光に対して、応答光を相対的に強くできるので、良好なＳ／Ｎで試料深部の蛍光画像を取
得することができる。
【００６４】
　さらに、本発明は、高調波過程を用いた顕微鏡に適用して、同様の改善効果を発現する
ことができる。この場合は、応答光である蛍光波長とは異なる波長の別の媒質から発生す
る蛍光光を、スペクトル領域で除去するのと同時に、刺激光の集光点と異なる空間領域か
ら発光する蛍光を空間的に分離して除去する効果もある。
【００６５】
　次に、本発明に係る顕微鏡の実施の形態について説明する。
【００６６】
（第１実施の形態）
　本発明の第１実施の形態に係る顕微鏡は、共鳴ラマン散乱を用いて、生体分子を可視化
する。生体試料には、例えば、トリプトファン、チロシン、フェニールアラニン、アデニ
ンをはじめとする核酸塩基が含まれている。これらの核酸塩基は、生体構造や活動を解析
するのに極めて重要な分子であり、何れもベンゼン環や窒素塩基を含み、波長２６０ｎｍ
前後の帯域に極めて強い電子遷移によるＳ０→Ｓ１吸収帯を持つ。したがって、これらの
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分子を、ラマン過程誘導刺激光として、例えば、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ光の４倍波（波長２
６６ｎｍ）で励起すれば、波長２９０ｎｍ～４００ｎｍの領域でラマンバンドを出現させ
ることができる。
【００６７】
　しかし、上記の分子は、波長３６０ｎｍ近辺に強い蛍光バンドも有している。このため
、ラマン過程誘導刺激光のみを用いる従来の共鳴ラマン散乱顕微鏡法では、蛍光バンドが
バックグラウンドとなって、一連のラマンバンドについて良好なＳ／Ｎが得られないこと
になる。
【００６８】
　そこで、本実施の形態では、例えば、トリプトファンが、波長６００ｎｍから近赤外領
域おいて、Ｓ１→Ｓｎによる２重共鳴吸収帯を有していることに着目し、この波長領域で
強いレーザ光を生成できる、例えばチタンサファイアレーザをイレース光光源として用い
て、該イレース光光源からのイレース光を、ラマン過程誘導刺激光と同時に生体試料に照
射する。このようにすれば、ラマンバンドが出現する波長２９０ｎｍ～４００ｎｍの領域
での蛍光の発生を抑制できるので、ラマンバンド成分の純度を高くでき、共鳴ラマン信号
を高いＳ／Ｎで検出することができる。
【００６９】
　図３は、本実施の形態に係る走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡の要部の概略構成図である
。この走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡は、刺激光光源である共鳴ラマンレーザ光源１と、
イレース光光源２とを有する。共鳴ラマンレーザ光源１は、例えば、パルス幅が１０ピコ
秒以下のパルス光を出射するモードロック方式のフェムト秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ１ａを有
し、その４倍波（波長２６６ｎｍ）をラマン過程誘導刺激光として用いる。このフェムト
秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ１ａから出射されるパルスレーザ光は、尖頭値が高く、十分にラマ
ン信号を発生させることができる。
【００７０】
　イレース光光源２は、例えば、ナノ秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ２ａと、該ナノ秒Ｎｄ：ＹＡ
Ｇレーザ２ａから出射されるレーザ光の２倍波を励起光とするチタンサファイアレーザ２
ｂとを有し、このチタンサファイアレーザ２ｂから出射される、ラマン過程誘導刺激光よ
りもパルス幅の長いナノ秒のパルスレーザ光をイレース光として用いる。この構成のイレ
ース光光源２は、出射光の波長を約７００ｎｍより長波長側で自由に可変できる。ここで
、一般に、近赤外領域での分子の蛍光過程は、２光子吸収過程により誘導されるので、本
実施の形態では、この近赤外領域で２光子吸収過程が起きないように、イレース光光源２
から出射させるイレース光の尖頭値を、２光子吸収過程が起こる強度よりも３桁程度低い
、通常の尖頭値とする。
【００７１】
　共鳴ラマンレーザ光源１から出射されたラマン過程誘導刺激光は、ダイクロイックミラ
ー３で反射させて、光学分離素子である偏光ビームスプリッタ４に入射させる。また、イ
レース光光源２から出射されたイレース光は、反射ミラー５で反射させた後、ダイクロイ
ックミラー３を透過させることにより、共鳴ラマンレーザ光源１からのラマン過程誘導刺
激光と同軸に合成して偏光ビームスプリッタ４に入射させる。
【００７２】
　偏光ビームスプリッタ４に入射したラマン過程誘導刺激光およびイレース光の合成光は
、該偏光ビームスプリッタ４で反射させた後、顕微鏡対物レンズ６を経て、試料ステージ
７に保持された生体試料８に集光させる。これにより、生体試料８からは、イレース光に
よる蛍光抑制効果によって、ラマン散乱光のみが放出される。
【００７３】
　生体試料８から放出されるラマン散乱光は、顕微鏡対物レンズ６を経て偏光ビームスプ
リッタ４に入射させ、該偏光ビームスプリッタ４を透過させることにより、ラマン過程誘
導刺激光およびイレース光と光学的に分離する。偏光ビームスプリッタ４で分離されたラ
マン散乱光は、ラマン過程誘導刺激光をカットするノッチフィルタ９ａ、イレース光をカ
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ットするハイパスフィルタ９ｂおよび分光器１１を経て光電子増倍管１２により受光し、
これによりラマンスペクトルを計測する。なお、生体試料８に集光する合成光は、コンピ
ュータ制御により試料ステージ７および／または図示しない走査光学系を駆動して２次元
走査し、これにより２次元的なラマン信号を計測する。
【００７４】
　このように、本実施の形態においては、生体試料８にラマン過程誘導刺激光と同時に、
ラマンバンドが出現する波長領域での蛍光の発生を抑制するイレース光を照射するように
したので、ラマン過程誘導刺激光の照射による蛍光を、イレース光により完全に抑制する
ことができ、結果として、バックグラウンドとなる蛍光を取り除き、共鳴ラマン信号のみ
を高いＳ／Ｎで検出することができる。なお、図３において、ノッチフィルタ９ａおよび
ハイパスフィルタ９ｂがそれぞれカットするラマン過程誘導刺激光およびイレース光の波
長帯域は、ラマン散乱光が現れる波長帯域と大きく異なるので、検出するラマン散乱光の
光量低下は無視できる。また、生体試料８に含まれる分子は、一般に、Ｓ１→Ｓｎが近赤
外領域に広く展開しており、被検物質以外の微量分子からの自家蛍光も、イレース光の照
射によって発光を抑制できるので、観測領域のバックグラウンド信号をより確実に除去す
ることができる。
【００７５】
（第２実施の形態）
　本発明の第２実施の形態に係る顕微鏡は、コヒーレント・ラマン散乱を用いて、生体試
料の環境応答性蛍光プローブを観察する。通常、コヒーレント・ラマン顕微鏡は、分子の
共鳴振動を信号化するので、生体試料を染色する必要がない。しかし、従来のコヒーレン
ト・ラマン顕微鏡で環境応答性蛍光プローブを観察すると、２光子吸収過程などを併発し
て、ラマン信号が蛍光信号に埋もれて検出できない場合がある。
【００７６】
　ところで、環境応答性蛍光プローブは、特定の分子・原子・イオンを取り込んだり、吸
着したりすると、蛍光収率が大きく増大し、強い蛍光を発するようになる。さらに、環境
温度や圧力変化によって、蛍光収率が大きく変化して、蛍光性になったり、無蛍光性にな
ったりする。このため、環境応答性蛍光プローブは、一旦、環境に応答して、蛍光性に転
化すれば、通常の蛍光顕微鏡法で存在を確認することが可能となる。しかし、この場合は
、環境応答前の無蛍光なプローブ分子の挙動および存在は確認できない。
【００７７】
　コヒーレント・ラマン顕微鏡は、このような無蛍光なプローブ分子を観測する一つの手
段として挙げられる。しかし、いかに無蛍光なプローブ分子であるとは言え、完全に蛍光
収率はゼロではなくバックグラウンド信号の蛍光を発生し、ラマン信号と競合する。この
ため、従来のコヒーレント・ラマン顕微鏡では、環境応答前の無蛍光なプローブ分子を良
好なＳ／Ｎで観測できない場合がある。
【００７８】
　そこで、本実施の形態では、コヒーレント・アンチストークスラマン散乱（ＣＡＲＳ）
顕微鏡に、イレース光光源を導入し、該イレース光光源からのイレース光によって、同様
にバックグラウンド信号となる蛍光信号を抑制する。以下、環境応答性蛍光プローブとし
て、カルシウムイオンを取り込むと蛍光性となる蛍光カルシウムインジケータRhod2を観
察する場合を例にとって説明する。なお、Rhod2は、波長５５０ｎｍ近傍の光に強いＳ１

吸収を持ち、カルシウムイオンを取り込むと、波長５８０ｎｍ近傍の光で強い蛍光を発生
することが知られている。
【００７９】
　図４は、本実施の形態に係るＣＡＲＳ顕微鏡の要部の概略構成図である。このＣＡＲＳ
顕微鏡は、刺激光光源であるＣＡＲＳ光源３１と、イレース光光源３２とを有する。ＣＡ
ＲＳ光源３１は、例えば、パルス幅が１０ピコ秒以下のパルス光を出射するモードロック
方式のフェムト秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ３１ａと、非線形波長変換光学素子である光パラメ
トリック発振器（ＯＰＯ:Optical Parametric Oscillator）３１ｂとを有し、フェムト秒
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Ｎｄ：ＹＡＧレーザ３１ａから出射されるレーザ光の２倍波（波長５３２ｎｍ）のパルス
レーザ光をプローブ光として用いるとともに、該プローブ光の一部をハーフミラー３１ｃ
で分岐してＯＰＯ３１ｂに励起光として入射させ、これによりＯＰＯ３１ｂから出射され
るパルスレーザ光をポンプ光として用いる。ここで、ＯＰＯ３１ｂは、波長５３２ｎｍよ
り長波長側のポンプ光を波長可変で発振する。本実施の形態では、このＯＰＯ３１ｂから
出射させるポンプ光の波長を６５０ｎｍとして、プローブ光との周波数差を、Rhod2に含
まれるＣＨ基の固有振動数に対応する２９００カイザーとする。したがって、本実施の形
態では、ポンプ光およびプローブ光が刺激光に相当する。
【００８０】
　イレース光光源３２は、図３に示したイレース光光源２と同様に、ナノ秒Ｎｄ：ＹＡＧ
レーザ３２ａと、該ナノ秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ３２ａから出射されるレーザ光の２倍波を
励起光とするチタンサファイアレーザ３２ｂとを有し、このチタンサファイアレーザ３２
ｂから出射される、ポンプ光およびイレース光よりも長いナノ秒のパルスレーザ光をイレ
ース光として用いる。本実施の形態では、このイレース光光源３２から波長７３０ｎｍの
イレース光を出射させる。
【００８１】
　ＣＡＲＳ光源３１から出射されるポンプ光は、ダイクロイックミラー３３ａで反射させ
て光学分離素子である偏光ビームスプリッタ３４に入射させる。また、ＣＡＲＳ光源３１
から出射されるプローブ光は、ダイクロイックミラー３３ｂで反射させた後、ダイクロイ
ックミラー３３ａを透過させて、ポンプ光と同軸に合成して偏光ビームスプリッタ３４に
入射させる。また、イレース光光源３２から出射されるイレース光は、反射ミラー３５で
反射させた後、ダイクロイックミラー３３ｂおよびダイクロイックミラー３３ａを透過さ
せて、プローブ光およびポンプ光と同軸に合成して偏光ビームスプリッタ３４に入射させ
る。
【００８２】
　偏光ビームスプリッタ３４に、同軸に合成されて入射するポンプ光、プローブ光および
イレース光は、該偏光ビームスプリッタ３４で反射させた後、顕微鏡対物レンズ３６を経
て、試料ステージ３７に保持された生体試料３８に集光させる。
【００８３】
　また、生体試料３８からの応答光は、顕微鏡対物レンズ３６を経て偏光ビームスプリッ
タ３４に入射させ、該偏光ビームスプリッタ３４を透過させることにより、ポンプ光、プ
ローブ光およびイレース光と光学的に分離する。偏光ビームスプリッタ３４で分離された
応答光は、ポンプ光カットフィルタ３９ａ、プローブ光カットフィルタ３９ｂ、イレース
光カットフィルタ３９ｃおよび分光器４１を経て光電子増倍管４２により受光し、これに
よりラマンスペクトルを計測する。なお、生体試料３８に集光する合成光は、第１実施の
形態の場合と同様に、コンピュータ制御により試料ステージ３７および／または図示しな
い走査光学系を駆動して２次元走査し、これにより２次元的な応答光を計測する。
【００８４】
　本実施の形態によれば、ＣＡＲＳ顕微鏡法により生体試料３８のラマンスペクトルを観
測するに際して、生体試料３８にポンプ光およびプローブ光と同時にイレース光を照射す
るので、イレース光によりバックグラウンドとなる波長領域のRhod2の蛍光を抑制するこ
とができる。したがって、Rhod2のラマン信号のＳ／Ｎを高めることができるので、Rhod2
のラマンスペクトルを高精度で観測することができる。
【００８５】
　また、本実施の形態では、イレース光を同時に照射するので、Rhod2がいかなる環境で
あっても、ラマン信号を測定することが可能となる。したがって、例えば、イレース光を
同時照射するＣＡＲＳ顕微鏡法により特定の部位のRhod2をラマン散乱により計測し（散
乱光検出モード）、随時、通常の蛍光顕微鏡法に切り替えてRhod2による蛍光検出して（
蛍光検出モード）、カルシウムとの反応状況を確認することにより、カルシウムとプロー
ブ分子とが反応した瞬間を観測することもできる。なお、通常の蛍光顕微鏡法による蛍光
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検出モードへの切り替えは、例えば、図４の構成において、イレース光の照射を停止して
、ポンプ光およびプローブ光を生体試料３８に照射するとともに、イレース光カットフィ
ルタ３９ｃに代えて、蛍光を透過するフィルタを配置することにより、容易に切り替える
ことができる。また、仮に、反応後、褪色により蛍光収率が落ちても、イレース光の同時
照射によるＣＡＲＳ顕微鏡法によりプローブ分子の行方を追跡することができる。さらに
、本実施の形態では、共鳴ラマン過程を用いているので、通常のＣＡＲＳ顕微鏡法と比較
して、ラマン信号量が多くなり、計測時間の短縮が図れる。
【００８６】
　なお、図４では、環境応答性蛍光プローブとして、カルシウム検出用のプローブである
Rhod2を例にとって説明したが、他の環境応答性蛍光プローブも同様にして観測すること
ができる。例えば、ベンゾフラザは、疎水性環境で蛍光性を示し、親水性環境では蛍光収
率が低下する。この場合は、親水性環境でプローブを追跡して、可視化することができる
。また、プローブ分子の蛍光を抑制して観測するので、従来、ラマン顕微鏡法では観測が
不可能であった蛍光色素分子も、蛍光を抑制して振動スペクトルを測定することができる
。したがって、現在、生物学の領域では興味の対象となっている蛍光タンパク、GFP，YFP
，RFP，CFPや、光学変性するDorohpaやKaedeも観察することが可能となる。
【００８７】
　また、図４において、ＣＡＲＳ光源３１は、モードロック方式のフェムト秒Ｎｄ：ＹＡ
Ｇレーザ３１ａに限らず、フェムト秒チタンサファイアレーザを用いて構成したり、半導
体レーザとファイバーアンプとを組み合わせた短パルスレーザシステムを用いて構成した
りすることもできる。さらに、ＣＡＲＳ光源３１およびイレース光光源３２は、フェムト
秒チタンサファイアレーザからのレーザ光をフォトニッククリスタルファイバに導入して
白色のレーザ光を生成するスーパーコンティニュアム光源を用い、このスーパーコンティ
ニュアム光源からの白色光を光学フィルタや分光器等の波長分散素子に入射させて、所望
の波長の励起光およびイレース光を取り出すように構成することもできる。
【００８８】
（第３実施の形態）
　本発明の第３実施の形態に係る顕微鏡は、２光子吸収過程により、蛍光色素で染色され
た試料を観察する。図５は、本実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である
。この２光子顕微鏡は、刺激光光源である２光子励起光源５１と、イレース光光源５２と
を有する。２光子励起光源５１は、例えば、モードロック型のチタンサファイアパルスレ
ーザを用い、該チタンサファイアパルスレーザから、近赤外の波長９００ｎｍから７００
ｎｍの広い領域で、パルス幅１０ピコ秒以下の尖頭値の高いパルス光をポンプ光（刺激光
）として発生させる。この波長帯域のポンプ光は、ローダミンやフルオレセイン等を分子
骨格にもつ蛍光色素を励起して、蛍光を発生させることができる。
【００８９】
　イレース光光源５２は、例えば、赤色のクリプトンレーザを用い、該クリプトンレーザ
から発生される波長６４７ｎｍのレーザ光をイレース光として用いる。この波長のイレー
ス光は、例えば、ローダミン６Ｇの蛍光を、極めて良い効率で抑制することができる。な
お、イレース光は、ポンプ光のパルス幅以上のパルス幅を有するパルス光とするか、ある
いは連続波とする。
【００９０】
　２光子励起光源５１から出射されたポンプ光は、ダイクロイックミラー５３を透過させ
た後、２次元スキャナ５４、照明光学系５５、ダイクロイックミラー５６および顕微鏡対
物レンズ５７を経て試料５８に集光させる。また、ポンプ光の照射により試料５８から発
生する蛍光は、顕微鏡対物レンズ５７を経てダイクロイックミラー５６で反射させた後、
集光レンズ５９およびＮＤフィルタ６０を経て光電子増倍管６１で受光して計測する。
【００９１】
　一方、イレース光光源５２から出射されるイレース光は、可動反射ミラー６５、調整レ
ンズ系６６および可動反射ミラー６７を経てダイクロイックミラー５３で反射させた後、
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ポンプ光と同様に、２次元スキャナ５４、照明光学系５５、ダイクロイックミラー５６お
よび顕微鏡対物レンズ５７を経て試料５８に照射する。なお、可動反射ミラー６５，６７
は、イレース光を互いに直交する方向に偏向するように構成する。
【００９２】
　ここで、イレース光は、可動反射ミラー６５，６７により、ポンプ光とは全く独立に光
軸を空間的に調整するとともに、調整レンズ系６６により、顕微鏡対物レンズ５７による
集光位置や集光スポットサイズを調整して、イレース光の集光位置を、ポンプ光の集光位
置に対して三次元的に独立に決定する。例えば、図６に示すように、ポンプ光を試料５８
の深部に集光させる場合、イレース光は、ポンプ光により副次的応答光が発生し易い試料
５８とカバーガラス６８との界面に集光させる。したがって、可動反射ミラー６５，６７
および調整レンズ系６６は、調整手段を構成している。
【００９３】
　これにより、カバーガラス６８自体から発生する蛍光、試料５８の染色色素以外の溶媒
分子等から発生する蛍光、さらには、カバーガラス６８の界面付近の染色色素から発生す
る蛍光を抑制することができる。また、ポンプ光は、イレース光の集光位置から離れた試
料５８の深部に集光しており、このポンプ光の集光領域には、極めて微弱なイレース光し
か到達しないので、蛍光抑制は殆ど誘導されない。したがって、従来問題となっていた試
料５８とカバーガラス６８との界面からの強い背景光を抑制できるので、試料深部の集光
領域からの２光子蛍光を良好なＳ／Ｎで検出することができ、２光子顕微鏡による生物試
料の三次元深度観察が可能となる。
【００９４】
　なお、ポンプ光とイレース光とは波長が異なるので、照明光学系５５や顕微鏡対物レン
ズ５７で色収差を発生させ、これにより各々の集光位置を異ならせるように構成すること
もできる。この場合、調整手段は、色収差を発生させる光学素子により構成されることに
なる。
【００９５】
　また、ポンプ光は、波長を変えるとビーム径も変化するが、この場合は、顕微鏡対物レ
ンズ５７の瞳径に合うように、ポンプ光とイレース光との共通光路に配置されている照明
光学系５５により、あるいは、別途、ビームエキスパンダを配置することにより、ポンプ
光のビーム径を調整することができる。この場合、イレース光のビーム径も同時に変化す
ることになるが、イレース光については、調整レンズ系６６のレンズ間を調整することに
よりビーム径を単独で調整することができる。したがって、例えば、ポンプ光とイレース
光とのビーム径を同じにすることもできる。
【００９６】
　このように、ポンプ光とイレース光とのビーム径を同じにすれば、顕微鏡対物レンズ５
７から射出するポンプ光の試料５８中での通過領域を定義する収斂角と、イレース光の収
斂角とを一致させることができるので、集光点以外での不要な蛍光励起を確実に、かつ効
率よく抑制することができる。当然、ポンプ光とイレース光との集光位置が一致していな
ければ、目的とする応答光が抑制されることはない。なお、ポンプ光のビーム径調整は、
共通光路で行うことなく、２光子励起光源５１からダイクロイックミラー５３に至るポン
プ光の単独光路にビームエキスパンダを配置して行うこともできる。
【００９７】
（第４実施の形態）
　図７は、本発明の第４実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。この
２光子顕微鏡は、図５に示した２光子顕微鏡において、イレース光光源５２とダイクロイ
ックミラー５３との間のイレース光の光路中に、位相板７１を配置したものである。位相
板７１は、イレース光の光軸回りでイレース光の位相差がｎπ（ｎは２以上の正の整数）
で周回するように構成されるもので、例えば、図８に示すように、光軸の周りに独立した
８領域を有し、ｎπ／８ずつ位相が異なるように、ガラス基板をエッチングしたり、ガラ
ス基板に透明薄膜を蒸着したりして形成する。
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【００９８】
　本実施の形態によれば、位相板７１を透過したイレース光を顕微鏡対物レンズ５７によ
り集光させると、光軸上で電場が相殺され、光軸方向に中空部を有する中空パターン状（
ドーナッツ形状）のビーム形状、より具体的には、カプセル状（３次元的なダークホール
形状）または管状（マカロニ状）のビーム形状が生成される。したがって、ポンプ光とイ
レース光とを同軸に合成して、イレース光の中空部にポンプ光を集光させるようにすれば
、ポンプ光の集光領域にはイレース光が照射されず、その集光領域の周囲にイレース光が
照射されて蛍光抑制が誘導されることになるので、イレース光の集光位置を、図６で示し
たように、副次的応答光が発生し易い試料５８とカバーガラス６８との界面等に適宜設定
することにより、ポンプ光の集光領域における蛍光を、より高いＳ／Ｎで計測することが
可能となる。
【００９９】
　なお、本実施の形態では、ポンプ光の集光スポットがイレース光の中空部に十分入るよ
うに、好ましくは、位相板７１をイレース光の位相差が３π以上で周回するように構成し
たり、イレース光のビーム径を細くしたりして、集光位置でのイレース光の中空部の径を
大きくする。
【０１００】
（第５実施の形態）
　図９は、本発明の第５実施の形態に係る走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡の要部の概略構
成図である。この走査型共鳴ラマンレーザ顕微鏡は、図３に示した走査型共鳴ラマンレー
ザ顕微鏡において、反射ミラー５とダイクロイックミラー３との間のイレース光の光路中
に、図８と同様の構成からなる位相板７２を配置して、生体試料８に照射するイレース光
を中空状とし、その中空状の部分にラマン過程誘導刺激光を集光させるようにしたもので
ある。
【０１０１】
　したがって、本実施の形態によれば、ラマン過程誘導刺激光の集光領域にはイレース光
が照射されないので、イレース光の照射に何ら影響されることなく、ラマン過程誘導刺激
光による共鳴ラマン信号を検出することができ、検出精度を向上することが可能となる。
【０１０２】
（第６実施の形態）
　図１０は、本発明の第６実施の形態に係るＣＡＲＳ顕微鏡の要部の概略構成図である。
このＣＡＲＳ顕微鏡は、図４に示したＣＡＲＳ顕微鏡において、反射ミラー３５とダイク
ロイックミラー３３ｂとの間のイレース光の光路中に、図８と同様の構成からなる位相板
７３を配置して、生体試料３８に照射するイレース光を中空状とし、その中空状の部分に
、ポンプ光およびプローブ光を集光させるようにしたものである。
【０１０３】
　したがって、本実施の形態によれば、ポンプ光およびプローブ光の集光領域にはイレー
ス光が照射されないので、イレース光の照射に何ら影響されることなく、生体試料３８の
ラマンスペクトルを観測することができ、環境応答性蛍光プローブの検出精度を向上する
ことが可能となる。
【０１０４】
（第７実施の形態）
　図１１は、本発明の第７実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。こ
の２光子顕微鏡は、図７に示した２光子顕微鏡において、位相板７１に代えて、イレース
光光源５２とダイクロイックミラー５３との間のイレース光の光路中に、波面変調素子７
５を配置したものである。波面変調素子７５は、例えば透過型液晶素子（Liquid Crystal
 Display:LCD）や球面収差を発生させるレンズ、あるいは位相板等を用いて構成する。こ
れにより、イレース光の波面を変調（乱）してイレース光の集光性能を劣化させて、集光
位置でのピーク強度を低下させる。
【０１０５】
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　このように、イレース光の光路中に波面変調素子７５を配置して集光位置でのピーク強
度を低下させれば、イレース光によって所望の応答光の放出が抑制されるのを防止して、
不要応答光のみを効果的に抑制することができる。したがって、所望の応答光を良好なＳ
／Ｎで検出することができる。
【０１０６】
　なお、図１１においては、波面変調素子７５を、イレース光の光路中に独立して配置し
たが、この波面変調素子７５の機能を他の光学素子に持たせて、波面変調素子７５を省略
することもできる。例えば、可動反射ミラー６５または６７を反射型液晶素子（Liquid C
rystal On Silicon:LCOS）やMEMSデフォーマブルミラーを用いて構成して、波面変調素子
としても機能するように構成することもできる。また、調整レンズ系６６に球面収差を持
たせたり、調整レンズ系６６の曲率を小さくしたり、調整レンズ系６６を偏芯または傾け
て配置して収差を発生させたりして、波面変調素子としても機能するように構成すること
もできる。あるいは、光学部材の表面精度を意図的に落としたり、光学精度の悪い素子を
挿入したりするなど、一般的に集光性能が劣化する要因を意図的に発生させて、波面変調
素子を構成することもできる。
【０１０７】
（第８実施の形態）
　図１２は、本発明の第８実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。こ
の２光子顕微鏡は、図５に示した２光子顕微鏡において、試料５８の表面で発生する副次
的応答光を検出する副次光検出手段７６と、この副次光検出手段７６の出力に基づいてイ
レース光光源５２から出射するイレース光の強度を調整するイレース光強度調整手段７７
とを設けたものである。
【０１０８】
　副次光検出手段７６は、例えば、図１３（ａ）または（ｂ）に示すように構成すること
ができる。図１３（ａ）は、試料５８の表面５８ａで発生する副次的応答光を、集光レン
ズを含む検出光学系８１により集光して、光ファイバ８２を介して光電子増倍管等の光検
出器８３で検出するように構成したものである。また、図１３（ｂ）は、光ファイバ８２
を、試料５８の表面に接触するように、図示しないマニピュレータで保持して、試料５８
の表面５８ａで発生する副次的応答光を、直接、光ファイバ８２を介して光検出器８３で
検出するように構成したものである。
【０１０９】
　イレース光強度調整手段７７は、副次光検出手段７６の出力に基づいて、例えば、副次
光検出手段７６の出力が最小となるように、イレース光光源５２から出射するイレース光
の強度を調整する。
【０１１０】
　このように、試料５８の表面から発生する副次的応答光を直接検出して、イレース光の
強度を調整すれば、刺激光およびイレース光の両方に起因する不要応答光の発生を効果的
に抑制することができる。したがって、より高いＳ／Ｎで、所望の応答光を検出すること
ができる。なお、このようなイレース光強度を調整する構成は、上述した各実施の形態に
も有効に適用することができる。
【０１１１】
（第９実施の形態）
　図１４は、本発明の第９実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。こ
の２光子顕微鏡は、図５に示した２光子顕微鏡において、応答光検出手段を構成する光電
子増倍管６１の出力を入力して、試料５８からの応答光の空間強度分布を示す画像信号を
生成する画像処理手段８５と、画像処理手段８５で生成された画像信号を入力して画像を
表示するモニタ８６と、画像処理手段８５で生成された画像信号に基づいてイレース光光
源５２から出射するイレース光の強度を設定する強度設定手段８７と、を設けたものであ
る。なお、画像処理手段８５や強度設定手段８７は、２光子顕微鏡の全体の動作を制御す
るパーソナルコンピュータを有する制御部８８により構成される。また、制御部８８には
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、キーボード等からなる入力部８９が接続されている。
【０１１２】
　以下、図１４に示した２光子顕微鏡により試料５８を観察する場合の動作例について説
明する。
【０１１３】
　図１５は、第１動作例を説明するためのフローチャートである。この動作例においては
、先ず、試料５８への刺激光（ポンプ光）の照射を開始して、応答光による試料５８のラ
イブ画像をモニタ８６に表示する（ステップＳ１１１）。次に、試料５８の観察位置、光
電子増倍管６１のゲイン（増幅率）、刺激光強度の設定処理を行う（ステップＳ１１２）
。
【０１１４】
　以上の処理が終了すると、強度設定手段８７は、画像処理部８５から得られる画像信号
に基づいて、画像上の背景部位を選択して、選択した部分の画素信号（画素値）の画素平
均値を演算して、モニタ８６に表示し（ステップＳ１１３）、さらに、背景部分の画素平
均値が所定の閾値以下か否かを判定する（ステップＳ１１４）。その結果、閾値を超える
場合、すなわち、副次的応答光によるノイズが大きい場合は、イレース光の照射を開始し
（ステップＳ１１５）、同様に背景部分の画素平均値を演算して、その画素平均値が前回
よりも増加したか否かを判定する（ステップＳ１１６）。
【０１１５】
　その結果、画素平均値が増加しなかった場合（Noの場合）、すなわち減少または同じの
場合は、イレース光強度を予め設定された変更分上げて（ステップＳ１１７）、同様に背
景部分の画素平均値を演算して、その画素平均値が所定の閾値以下か否かを判定する（ス
テップＳ１１８）。これに対し、ステップＳ１１６において、画素平均値が増加した場合
（Yesの場合）は、イレース光強度を予め設定された変更分下げて（ステップＳ１１９）
、同様に背景部分の画素平均値を演算して、その画素平均値が所定の閾値以下か否かを判
定する（ステップＳ１２０）。
【０１１６】
　ステップＳ１１８またはステップＳ１２０において、背景部分の画素平均値が閾値を超
える場合は、ステップＳ１１６に移行して上記の動作を繰り返す。これに対し、ステップ
Ｓ１１８またはステップＳ１２０において、背景部分の画素平均値が閾値以下となった場
合は、その時点のイレース光強度を、当該観察位置、すなわち顕微鏡対物レンズ５７と試
料５８との相対位置（試料５８の深さ方向におけるポンプ光の集光位置）における強度と
して決定（設定）して、内蔵のメモリ８７ａに登録（格納）する（ステップＳ１２１）。
【０１１７】
　その後、他の観察部位があるか否かを判定し（ステップＳ１２２）、ある場合は、ステ
ップＳ１１１に移行して上記の処理を繰返し実行し、無い場合は、本観察（画像取得）を
開始する。
【０１１８】
　一方、ステップＳ１１４において、背景部分の画素平均値が所定の閾値を下回る場合、
すなわち、副次的応答光によるノイズが小さく、所望の応答光を良好なＳ／Ｎで検出でき
る場合は、イレース光を照射することなくステップＳ１２１に移行して、当該観察位置に
おいてはイレース光を照射しない旨をメモリ８７ａに記録する。
【０１１９】
　以上のようにして、観察位置のイレース光強度をメモリ８７ａに格納したら、顕微鏡対
物レンズ５７と試料５８との相対位置に応じて、対応するイレース光強度を読み出して、
試料５８の本観察を開始する。これにより、刺激光（ポンプ光）およびイレース光の両方
に起因する不要応答光の発生が抑制されたＳ／Ｎの良好な所望の応答光を検出することが
できる。
【０１２０】
　図１６は、第２動作例を説明するためのフローチャートである。この動作例において、
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ステップＳ２１１～Ｓ２１３は、図１５のステップＳ１１１～Ｓ１１３と同じである。ス
テップＳ２１３の処理が終了すると、強度設定手段８７は、イレース光の照射を開始し（
ステップＳ２１４）、ステップＳ２１３と同様に背景部分の画素平均値を演算して、その
画素平均値がイレース光を照射する前よりも増加したか否かを判定する（ステップＳ２１
５）。
【０１２１】
　その結果、画素平均値が増加しなかった場合（Noの場合）、すなわち減少または同じの
場合は、イレース光が効いており、さらに背景光を抑制できる可能性がある。この場合は
、先ず、その時のイレース光強度とともに演算した背景部分の画素平均値をメモリ８７ａ
に格納する（ステップＳ２１６）。その後、イレース光強度を予め設定された変更分上げ
て（ステップＳ２１７）、同様に背景部分の画素平均値を演算し、その画素平均値が前回
よりも増加したか否かを判定する（ステップＳ２１８）。その結果、減少または同じの場
合は、ステップＳ２１６に移行してステップＳ２１８までの処理を繰返し、増加した場合
は、増加した現時点の背景部分の画素平均値を、その時のイレース光強度とともにメモリ
８７ａに格納する（ステップＳ２１９）。したがって、この場合、メモリ８７ａには、例
えば、図１７に示すようなイレース光に対する背景部分の画素平均値が格納される。
【０１２２】
　次に、強度設定手段８７は、メモリ８７ａに格納された情報に基づいて、背景部分の画
素平均値が極小となる最適イレース光強度を推定して（ステップＳ２２０）、その推定し
た最適イレース光強度を、メモリ８７ａの所定の領域に格納する（ステップＳ２２１）。
【０１２３】
　その後、他の観察部位があるか否かを判定し（ステップＳ２２２）、ある場合は、ステ
ップＳ２１１に移行して上記の処理を実行し、無い場合は、処理を終了する。
【０１２４】
　一方、ステップＳ２１５において、イレース光の照射により背景部分の画素平均値が増
加した場合（Yesの場合）は、イレース光強度が強すぎて、例えばイレース光による２光
子励起が起きてイレース光自体が背景光の原因となっていることが想定される。この場合
は、先ず、ステップＳ２１６と同様に、その時のイレース光強度とともに演算した背景部
分の画素平均値をメモリ８７ａに格納する（ステップＳ２２３）。その後、イレース光強
度を予め設定された変更分下げて（ステップＳ２２４）、同様に背景部分の画素平均値を
演算し、その画素平均値が前回よりも減少したか否かを判定する（ステップＳ２２５）。
その結果、減少した場合は、ステップＳ２２３に移行してステップＳ２２５までの処理を
繰返し、増加した場合は、増加した現時点の背景部分の画素平均値を、その時のイレース
光強度とともにメモリ８７ａに格納する（ステップＳ２２６）。
【０１２５】
　その後、強度設定手段８７は、ステップＳ２２０において、同様に、メモリ８７ａに格
納された情報に基づいて、背景部分の画素平均値が極小となる最適イレース光強度を推定
して、その推定した最適イレース光強度を、ステップＳ２２１においてメモリ８７ａの所
定の領域に格納する。以後、同様に、ステップＳ２２２において、他の観察部位があるか
否かを判定し、ある場合は、ステップＳ２１１に移行して上記の処理を実行し、無い場合
は、処理を終了する。
【０１２６】
　以上のようにして、観察位置の最適イレース光強度をメモリ８７ａに格納したら、顕微
鏡対物レンズ５７と試料５８との相対位置に応じて、対応する最適イレース光強度を読み
出して、試料５８の本観察（画像取得）を開始する。これにより、刺激光（ポンプ光）お
よびイレース光の両方に起因する不要応答光の発生が抑制されたＳ／Ｎの良好な所望の応
答光を検出することができる。
【０１２７】
　図１８は、第３動作例を説明するためのフローチャートである。この動作例においては
、先ず、試料５８への刺激光（ポンプ光）の照射を開始して、応答光による試料５８のラ
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イブ画像をモニタ８６に表示する（ステップＳ３１１）。次に、顕微鏡対物レンズ５７の
フォーカス位置を既知の観察深さに合わせ（例えば、試料表面、カバーガラス表面等）、
その深さ位置を測定基準位置に決定してメモリ８７ａに記憶する（ステップＳ３１２）。
【０１２８】
　その後、ライブ画像に基づいて観察対象位置（範囲）を特定し、観察を開始する深さに
顕微鏡対物レンズ５７のフォーカスを合わせ、適切な装置条件を設定する（ステップＳ３
１３）。ここで、設定する装置条件としては、例えば、光電子増倍管６１のゲイン（増幅
率）、オフセット、刺激光強度、２次元スキャナ５４のスキャンスピード、画像サイズ、
観察視野の大きさ等、が挙げられる。
【０１２９】
　次に、強度設定手段８７は、刺激光のみの照射状態として（ステップＳ３１４）、現在
の観察深さでの画像を取得し、その取得した画像の画像データをメモリ８７ａに格納する
（ステップＳ３１５）。その後、刺激光とともにイレース光の同時照射を開始して（ステ
ップＳ３１６）、現在の観察深さでの画像を取得し、その取得した画像の画像データをメ
モリ８７ａに格納する（ステップＳ３１７）。
【０１３０】
　次に、強度設定手段８７は、取得した刺激光のみの照射による画像、並びに、刺激光お
よびイレース光照射による画像の各々に対して、画像全体または一部の画像領域を選択し
て、選択した画像領域に含まれる画素値のヒストグラムを算出する（ステップＳ３１８）
。この算出したヒストグラムは、必要に応じてモニタ８６に表示する。その後、強度設定
手段８７は、算出した各画像のヒストグラムを所定の閾値で、画素値の大きいグループと
小さいグループとの２組に分離する（ステップＳ３１９）。
【０１３１】
　ここで、ヒストグラムを分離する閾値は、例えば、全画素の画素値の平均値を算出して
自動的に設定するか、あるいは、モニタ８６に表示されたヒストグラムを確認しながら、
オペレータにより入力部８９を介して任意に設定する。なお、試料５８が生体中の神経な
どの場合は、前者の全画素値の平均値とするのが好ましい。
【０１３２】
　その後、強度設定手段８７は、各画像の分離されたヒストグラムに基づいて、刺激光お
よびイレース光の同時照射による画像のＳ／Ｎを示す評価値αを演算する（ステップＳ３
２０）。
【０１３３】
　このため、強度設定手段８７は、刺激光およびイレース光の同時照射により取得した画
像について、分離されたヒストグラムの各組における画素値の平均値を算出し、閾値以上
の組の画素平均値を所望応答光成分Ａとし、閾値未満の組の画素平均値をノイズ成分Ｂと
する。なお、イレース光強度調整時の刺激光照射による試料の退色の影響を補正するため
、ステップＳ３１５において、イレース光を照射しないで刺激光のみの照射により取得し
た画像についても、同様に、分離されたヒストグラムの各組における画素平均値を算出し
て、閾値以上の組の画素平均値を所望応答光成分Ａ′とし、閾値未満の組の画素平均値を
ノイズ成分Ｂ′とするとともに、最初にイレース光を照射する前に算出した刺激光のみの
照射による画像についての所望応答光成分Ａ′０、およびノイズ成分Ｂ′０も予め取得す
る。
【０１３４】
　そして、強度設定手段８７は、評価値αを、α＝（Ａ／Ｂ）・｛（Ａ′０／Ａ′）／（
Ｂ′０／Ｂ′）｝、により演算する。ここで、Ａ′０／Ａ′は、所望応答光成分の退色の
影響（時間変化）を示し、Ｂ′０／Ｂ′は、ノイズ成分の退色の影響（時間変化）を示す
。
【０１３５】
　その後、強度設定手段８７は、イレース光強度がメモリ８７ａに格納された所定値に達
するまで（ステップＳ３２１）、上記のステップＳ３１４からの処理を、イレース光強度
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を変化させながら繰り返して、各イレース光強度における評価値αを演算する。そして、
イレース光強度が予め設定された所定の強度に達すると、強度設定手段８７は、評価値α
が最大となるイレース光強度を決定（設定）して、その情報を、刺激光強度、観察深さ等
の画像取得条件の少なくとも1つと関連付けてメモリ８７ａに格納する（ステップＳ３２
２）。
【０１３６】
　次に、強度設定手段８７は、必要な観察深度のデータは取得されたか否かを判定し（ス
テップＳ３２３）、取得されていない場合は、ステップＳ３１３に移行して上記の処理を
繰り返す。これに対し、必要な観察深度のデータが取得されていれば、離散的な観察深さ
に対するイレース光強度のデータから、これら間の深さのイレース光強度を内挿あるいは
任意の関数により補間して、メモリ８７ａに格納する（ステップＳ３２４）。
【０１３７】
　以上のようにして、試料５８の観察深さ毎に、Ｓ／Ｎが最大となるイレース光強度およ
び画像取得条件をメモリ８７ａに格納したら、その格納されている観察深さ毎のイレース
光強度および画像取得条件に基づいて試料５８の本観察（画像取得）を開始する。これに
より、過剰なイレース光の照射により試料５８にダメージを与えるのを低減して、刺激光
（ポンプ光）およびイレース光の両方に起因する不要応答光の発生が抑制されたＳ／Ｎの
良好な所望の応答光を検出することができる。
【０１３８】
　図１９は、第４動作例を説明するためのフローチャートである。この動作例は、第１～
３動作例において、試料５８に照射するイレース光の強度を、イレース光の照射により副
次的な発光現象が発生しない予め取得された最高強度以下とするものである。このため、
先ず、図１８に示したステップＳ３１１およびステップＳ３１２と同様に、試料５８への
刺激光（ポンプ光）の照射を開始して、応答光による試料５８のライブ画像をモニタ８６
に表示し（ステップＳ４１１）、次に、顕微鏡対物レンズ５７のフォーカス位置を既知の
観察深さに合わせ（例えば、試料表面、カバーガラス表面等）、その深さ位置を測定基準
位置に決定してメモリ８７ａに記憶する（ステップＳ４１２）。その後、ライブ画像に基
づいて観察対象位置（範囲）を特定し、観察を開始する深さに顕微鏡対物レンズ５７のフ
ォーカスを合わせする（ステップＳ３１３）。
【０１３９】
　次に、強度設定手段８７は、刺激光の照射を止めて、イレース光の照射を開始し（ステ
ップＳ４１４）、その画像全体または一部の画素の画素値を検出する（ステップＳ４１５
）。その後、イレース光強度を予め設定された変更分上げて（ステップＳ４１６）、画素
値が変化するか否かを判定する（ステップＳ４１７）。その結果、変化しない場合は、ス
テップＳ４１６に移行して、イレース光の強度をさらに変更分上げる。
【０１４０】
　これに対し、ステップＳ４１７において、画素値が変化した場合は、イレース光の照射
により副次的な発光現象が発生したことになるので、その直前の画素値が変化しなかった
イレース光の強度を照射限度の最高強度を設定して、この場合の観察深さの情報とともに
メモリ８７ａに格納する（ステップＳ４１８）。
【０１４１】
　その後、強度設定手段８７は、他の観察部位があるか否かを判定し（ステップＳ４１９
）、ある場合は、診断深さを変えて（ステップＳ４２０）、ステップＳ４１４に移行し、
上記の処理を繰り返す。これに対し、他の観察部位がなければ、離散的な観察深さに対す
るイレース光強度のデータから、これら間の深さのイレース光強度を内挿あるいは任意の
関数により補間して、メモリ８７ａに格納する（ステップＳ４２１）。
【０１４２】
　以上のようにして、試料５８の観察深さ毎に、イレース光の照射により副次的な発光現
象が発生しないイレース光の最高強度をメモリ８７ａに格納したら、その格納されている
観察深さ毎のイレース光の最高強度以下で、試料５８の本観察（画像取得）を開始する。
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これにより、過剰なイレース光の照射により試料５８にダメージを与えるのを低減して、
刺激光（ポンプ光）およびイレース光の両方に起因する不要応答光の発生が抑制されたＳ
／Ｎの良好な所望の応答光を検出することができる。
【０１４３】
　なお、上記第１～４動作例は、２光子顕微鏡に限らず、上記実施の形態に示した他の顕
微鏡にも適宜適用することができる。また、上述した動作例において、ステップＳ１１２
，Ｓ２１２，Ｓ３１２，Ｓ４１２等の処理は、入力部８９からのオペレータによる入力情
報に基づいて適宜実行される。また、第１動作例におけるイレース光強度の設定処理は、
オペレータにより、モニタ８６に表示された画像を観察しながら、背景強度が最も小さく
なるように入力部８９を介して行うことも可能である。さらに、イレース光強度は、試料
５８の深さ方向（Ｚ方向）に限らず、Ｚ方向と直交するＸＹ平面内のＸ方向、Ｙ方向の位
置においても、同様に設定することができる。
【０１４４】
（第１０実施の形態）
　図２０は、本発明の第１０実施の形態に係る２光子顕微鏡の要部の概略構成図である。
この２光子顕微鏡は、図５に示した２光子顕微鏡において、イレース光光源５２を省略し
、２光子励起光源５１から出射される刺激光の一部を波長変換して、イレース光としても
用いるようにしたものである。
【０１４５】
　このため、本実施の形態に係る２光子顕微鏡は、２光子励起光源５１（例えば、チタン
サファイアパルスレーザ）から出射したパルス光をビームスプリッタ９１により２光路に
分岐し、一方のパルス光を刺激光（ポンプ光）としてダイクロイックミラー５３に入射さ
せ、他方のパルス光を、例えば光パラメトリック発振器からなる波長変換素子９２に入射
させて所望の波長のイレース光に変換する。そして、波長変換素子９２で波長変換されて
生成されたイレース光を、調整レンズ系６６および可動反射ミラー６７を経てダイクロイ
ックミラー５３に入射させる。
【０１４６】
　なお、好ましくは、波長変換素子９２とダイクロイックミラー５３との間のイレース光
の光路には、例えば合成ルチルからなる高分散素子９３を配置して、イレース光のパルス
幅をポンプ光のパルス幅よりも十分広くする。図２０は、高分散素子９３を、調整レンズ
系６６と可動反射ミラー６７との間の光路に配置した場合を示している。その他の構成お
よび動作は、図５に示した第３実施の形態と同様である。したがって、本実施の形態に係
る２光子顕微鏡は、２光子励起光源５１および波長変換素子を含んでイレース光光源を構
成している。
【０１４７】
　これにより、第３実施の形態の場合と同様に、イレース光自体による多光子励起発生確
率を下げて、不要な背景光の発生を抑え、高Ｓ／Ｎでの蛍光検出が可能となる。なお、光
分散素子９３は、例えば、合成ルチルの他、光ファイバ、高分散多層膜フィルタ、グレー
ティングペア、プリズムペアを用いることもできる。特に、光ファイバを用いる場合は、
例えば、図２１に示すように、波長変換素子９２からのイレース光を、カップリングレン
ズ９５を経て光ファイバ９６に入射させ、該光ファイバ９６から射出されるイレース光を
、コリメータレンズ９７を経てダイクロイックミラー５３に入射させる。また、ポンプ光
は、ビームエキスパンダ９８により、ダイクロイックミラー５３に入射するイレース光と
同じビーム径に調整して、すなわちＮＡを合わせて、ダイクロイックミラー５３に入射さ
せる。このように、高分散素子として光ファイバ９６を用いれば、イレース光を導入する
アライメントが容易になる利点がある。
【０１４８】
（第１１実施の形態）
　図２２は、本発明の第１１実施の形態に係る光学顕微鏡の要部の概略構成図である。本
実施の形態に係る光学顕微鏡は、上記各実施の形態に示した顕微鏡において、イレース光
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により二次元のシート状の強度分布を有するエバネッセント光を発生させて試料に照射す
るようにしたものである。このため、図２２においては、イレース光光源１０１から出射
されたイレース光を、カップリングレンズ１０２を介して光ファイバ１０３に入射させ、
該光ファイバ１０３を通して、試料１０５の表面に密着したカバーガラス１０６の側面に
入射させる。なお、顕微鏡対物レンズ１０７は、カバーガラス１０６よりも屈折率の低い
液浸または非液浸対物レンズを用いる。刺激光については、上記実施の形態に示した顕微
鏡に応じて、顕微鏡対物レンズ１０７に導入する。
【０１４９】
　図２２において、試料１０５の屈折率がカバーガラス１０６の屈折率よりも低い場合、
カバーガラス１０６の側面から入射したイレース光は、カバーガラス１０６の上下の界面
で全反射を繰り返しながら伝播する。このとき、カバーガラス１０６の界面から試料１０
５側にイレース光の染み出しによるエバネッセント光１０８が生じる。このカバーガラス
１０６の界面から染み出すエバネッセント光１０８の深さは、界面での全反射角度に依存
するが、一般的には数百ｎｍで、これにより二次元のシート状の強度分布を有するイレー
ス光を試料１０５に照射する。
【０１５０】
　このように、カバーガラス１０６の界面からイレース光のエバネッセント光１０８を発
生させて試料１０５を照明すれば、試料界面近傍の不要な応答光のみを抑制でき、ポンプ
光の焦点近傍における所望の応答光は一切抑制することがないので、Ｓ／Ｎの高い検出が
可能となる。なお、図２１に示した構成では、光ファイバ１０３を経てカバーガラス１０
６の側面にイレース光を入射させてエバネッセント光１０８を発生させるようにしたが、
光ファイバを介することなく、カバーガラス１０６の側面にイレース光を直接入射させた
り、顕微鏡対物レンズ１０７として試料１０５の屈折率以上のＮＡを有する超高ＮＡ油浸
対物レンズを用い、その背面から全反射条件を満たす角度でイレース光を入射させたりし
て、エバネッセント光を発生させることもできる。
【０１５１】
（第１２実施の形態）
　図２３は、本発明の第１２実施の形態に係る光学顕微鏡の要部の概略構成図である。本
実施の形態に係る光学顕微鏡は、図２２に示した顕微鏡において、エバネッセント光を発
生させることなく、二次元のシート状の強度分布を有するイレース光を試料に直接照射す
るようにしたものである。このため、図２３に示すように、イレース光光源１１１から出
射されたイレース光を、角度可変ミラー１１２で反射させた後、ビームエキスパンダ１１
３で適切なビーム径に変換し、さらに、シリンドリカルレンズ１１４により二次元の薄い
シート状の強度分布を有する照明光に変換して、顕微鏡対物レンズ１１５からの刺激光に
よる観察光軸と直交する方向から試料１１６に照射する。
【０１５２】
　図２３に示した構成によれば、角度可変ミラー１１２の角度を変えることにより、試料
１１６に対するシート状イレース光による照明の深さ位置を調整することができる。また
、ビームエキスパンダ１１３でシリンドリカルレンズ１１４に入射するビーム径を変える
ことにより、シート状イレース光による照明の厚さを変えることができる。これにより、
試料１１６の所望深さのみの不要応答光を抑制することができる。したがって、特に、試
料１１６の散乱が強く、表面近傍での不要応答光発生が大きい場合に、その不要応答光の
みを効率的に抑制することができる。
【０１５３】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で、種々の変形または変更が可能である。例えば、上記の各実施の形態において
使用するイレース光は、所望の応答光以外の副次的応答光を抑制するものであるので、単
一波長に限らず、帯域を有する光でもよい。また、２光子顕微鏡における２光子励起光源
は、モードロック型のチタンサファイアパルスレーザに限らず、半導体レーザやファイバ
ーレーザを用いて構成することもできる。さらに、イレース光は、試料に照射されていれ
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ば、バックグランドを低減することができるので、第３実施の形態で説明したようなイレ
ース光の調整手段を他の実施の形態で説明した光学顕微鏡に設けて、刺激光とイレース光
との集光位置を異ならせることもできる。また、近年では、非線形光学応答過程により試
料に局所的刺激を与えて、形態の変化、イオン濃度の変化、層電位の変化等の、全体のリ
アクションを観察する手法が生体の機能解明に使われている。本発明は、このような手法
における刺激用の光学系にも有効に適用することができる。
【符号の説明】
【０１５４】
　１　共鳴ラマンレーザ光源
　１ａ　フェムト秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ
　２　イレース光光源
　２ａ　ナノ秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ
　２ｂ　チタンサファイアレーザ
　３　ダイクロイックミラー
　４　偏光ビームスプリッタ
　５　反射ミラー
　６　顕微鏡対物レンズ
　７　試料ステージ
　８　生体試料
　９ａ　ノッチフィルタ
　９ｂ　ハイパスフィルタ
　１１　分光器
　１２　光電子増倍管
　３１　ＣＡＲＳ光源
　３１ａ　フェムト秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ
　３１ｂ　光パラメトリック発振器
　３１ｃ　ハーフミラー３
　３２　イレース光光源
　３２ａ　ナノ秒Ｎｄ：ＹＡＧレーザ
　３２ｂ　チタンサファイアレーザ
　３３ａ，３３ｂ　ダイクロイックミラー
　３４　偏光ビームスプリッタ
　３５　反射ミラー
　３６　顕微鏡対物レンズ
　３７　試料ステージ
　３８　生体試料
　３９ａ　ポンプ光カットフィルタ
　３９ｂ　プローブ光カットフィルタ
　３９ｃ　イレース光カットフィルタ
　４１　分光器
　４２　光電子増倍管
　５１　２光子励起光源
　５２　イレース光光源
　５３　ダイクロイックミラー
　５４　２次元スキャナ
　５５　照明光学系
　５６　ダイクロイックミラー
　５７　顕微鏡対物レンズ
　５８　試料
　５９　集光レンズ
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　６０　ＮＤフィルタ
　６１　光電子増倍管
　６５，６７　可動反射ミラー
　６６　調整レンズ系
　６８　カバーガラス
　７１，７２，７３　位相板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】
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