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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明光源と、
　この照明光源から放射された光ビームを直線光に収束するための部材と、
　前記収束された直線光が入射され、この直線光を明暗のパターンからなる明暗パターン
を有するように変調する光変調部材と、
　この明暗パターンを有する直線光を平行光とするための少なくとも１つのレンズと、
　前記光変調部材と試料体の間に配置され、この平行光の照明角度を前記光変調部材に収
束された直線光の直線方向と直交する方向に変更するための走査部材と、
　この照明角度が変更された平行光を試料体に収束するための複数のレンズと、
　前記試料体に収束された光の試料体からの反射光、または前記試料体に収束された光の
照射により試料体によって発生された光を前記走査部材及び前記光変調部材を介して光検
出素子に結像するための複数のレンズと、
　を具備する走査光学顕微鏡。
【請求項２】
前記明暗パターンは、前記直線光の直線方向に並べられた複数の明暗のドッドである請求
項１に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項３】
前記光検出素子は、ラインセンサ、撮像装置および光検出器のうちの１つである、請求項
１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
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【請求項４】
前記照明光源は、レーザビームもしくは白色光源を含む、請求項１又は２に記載の走査光
学顕微鏡。
【請求項５】
前記白色光源は、高圧水銀ランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドラ
ンプからなる群から選択される、請求項４に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項６】
前記走査部材の開始および停止動作、ならびに走査速度の調整と、光変調部材の照明パタ
ーンと、試料体上の照明光のオン／オフ照射とを制御するためのコンピュータをさらに具
備する、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項７】
前記光変調部材は、ＤＭＤである、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項８】
前記光変調部材は、 可変透過率を有する液晶プレート、およびＳＬＭ（空間光変調器）
の一方である、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項９】
前記走査部材は、ガルバノメータミラーであり、前記光変調部材を制御することによって
一点照明光の位置が時間的に移動可能である、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項１０】
前記光変調部材は、前記明暗パターンが変更可能な種々の可変明暗パターンを与えるため
の制御手段を有し、前記制御手段が作成した複数の明暗パターンそれぞれに対して、前記
走査部材が照明角度を変更することにより走査しそれぞれの明暗パターン毎の画像データ
セットを作成し、前記画像データセットを合成することによって共焦点像を生成する、請
求項１、２，７，８，又は９に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項１１】
前記光変調部材は、前記明暗パターンの明暗を変更可能であり、視野の１区分が同時に照
明され、試料体は、直線光で走査される、請求項１，２，７，８、又は９に記載の走査光
学顕微鏡。
【請求項１２】
前記走査部材は、ガルバノメータミラー、ポリゴンミラーおよび音響光学変調器の１つを
含む、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項１３】
異なる明暗パターンの直線照明光によって前記試料体は、数回走査され、複数の走査デー
タから１つの画像が生成される、請求項１，２，７、８，９、又は１２に記載の走査光学
顕微鏡。
【請求項１４】
前記照明光源は、レーザを備え、レーザからのレーザビームがファイバを介してレンズ部
材に導入される、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項１５】
前記照明光源は、超短パルスレーザであり、二光子励起および三光子励起の一方のような
多光子励起によって試料体からの蛍光が観察される、請求項１又は２に記載の走査光学顕
微鏡。
【請求項１６】
前記超短パルスレーザは、チタンサファイアレーザを含む、請求項１５に記載の走査光学
顕微鏡。
【請求項１７】
回折格子、音響光学変調器およびプリズムを用いる分光素子の１つを、試料体からの光を
受ける前記光検出素子と光変調部材の間に挿入することによって構成される分光回折デバ
イスをさらに含み、前記光検出素子は、二次元光検出器である、請求項１，２，７，８，
９，１０，１１，又は１３に記載の走査光学顕微鏡。
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【請求項１８】
前記光検出素子は、二次高調波発生、三次高調波発生、ラマン光およびコヒーレント反ス
トークスラマン散乱の１つによって、前記試料体から発生された非線形光を受けることが
できる、請求項１，２，１５，１６、又は１７に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項１９】
前記光検出素子は、二次元撮像デバイスである、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡
。
【請求項２０】
二次元撮像デバイスは、高感度冷却ＣＣＤカメラ、背面照明ＣＣＤカメラ、カスケードカ
メラ、およびイメージ増倍管付きＣＣＤカメラからなる群から選択される、請求項１９に
記載の走査光学顕微鏡。
【請求項２１】
前記光検出素子は、ラインセンサである、請求項１又は２に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項２２】
前記ラインセンサは、フォトダイオードアレイ、ＰＭＴアレイ、ラインＣＣＤアレイから
なる群から選択される、請求項２１に記載の走査光学顕微鏡。
【請求項２３】
複数の異なる波長を前記光検出素子上に集束させるための手段をさらに具備する、請求項
１，２，７，８，９，１０，１１、又は１３に記載の走査光学顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して顕微鏡に関し、より詳細には、光学顕微鏡、共焦点顕微鏡、蛍光顕微
鏡、および分光顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高速で走査および画像化できる走査顕微鏡および共焦点顕微鏡への需要が高まっ
ている。これまでに、タンデム走査のプロセスが改良され、例えば、レンズアレイが用い
られたディスク走査顕微鏡を含む顕微鏡が開示されている（米国特許第５，７１７，５１
９号）が、この方法を用いると、ピンホール径の変更が困難であり、対物レンズ内の最適
な共焦点ピンホール径の設定が非常に困難である。加えて、この方法では、複数のピンホ
ールおよびレンズアレイの調整およびセンタリングが技術的に困難である。さらに、広範
な散乱のある試料体に対して、試料体の一点走査により画像のコントラストを改善するこ
とができるが、多点走査から一点走査への切換えプロセスが非常に困難である。
【０００３】
　また、小範囲内の複数の焦点からなるアレイの走査により画像を生成する方法、および
複数の直線レーザビームが小範囲にわたって走査される画像を生成する方法が開示されて
いる（米国特許第６，０２８，３０６号）が、これらの方法を用いると、複数のピンホー
ルおよびレンズアレイの調整およびセンタリングが技術的に困難である。さらに、多数の
ピンホールが視野の全面に存在しているため、厚く、広範な散乱のある試料体の観察では
、画像のコントラストが試料体の散乱により低減されることがある。加えて、広範な散乱
のある試料体に対して、試料体の一点走査により画像のコントラストを上げることができ
るが、多点走査から一点走査への切換えプロセスが非常に困難である。
【０００４】
　さらに、生物顕微鏡ハンドブック第２版、第２５章、４０６頁、図３（ｂ）に記載の線
走査共焦点顕微鏡が開示されており、この方法を用いると、線走査が採用されているので
、共焦点効果が画像の一方の側でＸ方向またはＹ方向にのみ増大されるが、共焦点効果が
反対側では低減されるので、一点または多点共焦点顕微鏡よりも解像度が低くなる。また
、走査励起波長が波長ごとに変更される線順次走査の実現は、非常に困難である。加えて
、リレー系の採用なくしては倍率が容易に変更できず、さらに、試料体に最適な走査速度
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の設定が困難である。
【０００５】
　また、ＭＭＭ（多焦点多光子顕微鏡、Ｓｔｅｆａｎ　Ｗ．Ｈｅｌｌ、米国特許第６，２
６２，４２３号）が用いられた二光子顕微鏡が開示されているが、この構成の顕微鏡は共
焦点アパーチャを備えていない。さらに、共焦点アパーチャが顕微鏡内に挿入される構成
を採用するのは困難であり、共焦点を作ることによってこの方法を改良するのは非常に困
難である。
【０００６】
　また、ＡＯＴＦ（音響光学的可同調フィルタ）が用いられたビデオレート走査顕微鏡が
開示されている（米国特許第４，８９３，００８号）が、この顕微鏡を用いると、ＡＯＴ
Ｆを放出するレーザビーム自体へのＡＯＴＦの影響によって収差が発生する。結果として
、点走査型レーザ走査光学顕微鏡よりも低い解像度になることがある。
【０００７】
　また、生物顕微鏡ハンドブック第２版、第９章、１３９～１５４頁に開示されたような
ガルバノメータミラーを用いた点走査型レーザ走査光学顕微鏡では、試料体を複数の点で
走査することができず、且つガルバノメータミラーを高速で振動させることができないた
め、走査速度が非常に遅くなる。
【０００８】
　また、共振検流計を用いた走査顕微鏡が以前に開示されているが、共振検流計を用いる
と走査速度が自由に制御できない。このことは、走査が遅い場合、ならびに一点光の測光
を行うために測光位置が固定されている場合であっても、特有の問題となる。
【０００９】
　また、米国特許第６，０６９，７３４号に開示されたようなこれまでに考案された一点
走査共焦点顕微鏡は、大きい瞳径の対物レンズに対応できない。この種のレンズに対応す
るには、大径のミラーを備えるガルバノメータミラーの採用が必須であるが、大径のガル
バノメータミラーを高速で走査するのは非常に困難なため、高速走査の実現はこの程度ま
では難しいことが分かっている。
【００１０】
　本発明では微小ミラーが用いられているが、厳密に言えば、２次元画像ではなく点光、
ドット光、または直線光である、光検出器上に投影された共焦点画像は、２次元画像を構
成しない。そのために、本発明は、米国特許第５，５９７，８３２号、第５，９２３，４
６６号、および第６，０３８，０６７号に開示されたようなＤＭＤを用いた観察方法とは
根本的に異なっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、下記の条件の１つまたは複数を満たす共焦点顕微鏡を提供することが本発
明の目的である。
【００１２】
　（１）高速走査で動作可能なこと。
【００１３】
　（２）画像のＸおよびＹ方向の両方に共焦点効果を生み出すことにより高い画像解像度
を生成可能なこと。
【００１４】
　（３）共焦点アパーチャの径が容易に変更可能なこと。
【００１５】
　（４）一点走査、多点走査および線走査間の切換えが可能なこと。
【００１６】
　（５）反射光観察および蛍光観察が可能なこと。
【００１７】
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　（６）蛍光観察が、二光子および三光子励起などの多光子励起によって達成可能なこと
。
【００１８】
　（７）標準的な対物レンズと共に使用可能であり、対物レンズの瞳径が大きいこと。
【００１９】
　（８）試料から反射光、透過光、蛍光、非直線光、ラマン分光データが得られること。
【００２０】
　（９）ＳＨＧ（第二高調波発生）、ＴＨＧ（第三高調波発生）、ＣＡＲＳ（コヒーレン
ト反ストークスラマン散光）、およびラマンなどの光によって画像を生成可能なこと。
【００２１】
　従来技術の共焦点顕微鏡を用いると、（１）「高速走査」および（２）「画像のＸおよ
びＹ方向の両方に共焦点効果を生み出すこと」の２点を共存させるだけでも非常に達成困
難であった。さらに、上述の９つの条件を同時に満たすことが極端に難しかった。これま
では、ガルバノメータミラーを用いた一点照明法共焦点顕微鏡を用いて高速で走査される
画像を生成したい場合には、ＰＭＴ（光電子倍増管）の電圧が著しく増加されない限り画
像を生成することができないため、形成された画像はノイズが多かった。さらに、線走査
共焦点顕微鏡が用いられれば、高速で一点照明法共焦点顕微鏡を用いて得られるよりも高
効率な高効率照明の画像は生成されるが、一点照明法共焦点顕微鏡と同様に、共焦点効果
を画像のＸまたはＹ方向のいずれか一方にしか生成することができない。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　そこで、照明光源と、光源から放射された光ビームの断面形状アスペクトレシオを変更
するのに必要なレンズ部材と、異なる断面形状アスペクトレシオの光ビームを収束して直
線光を作るための少なくとも１つのレンズと、収束された直線光に明暗を与えることがで
きる光変調部材と、明暗が与えられた光を平行光として形成することができる少なくとも
１つのレンズと、照明の角度を変更するための少なくとも１つの走査部材と、一つの動作
で明暗が与えられた光を結像するための少なくとも１つのレンズと、明暗が与えられた光
を試料体に誘導するのに用いられる対物レンズと、試料体からの反射光または試料体から
発生された光をラインセンサ、撮像装置、または光検出器上に結像するために必要な少な
くとも１つのレンズと、から構成されることを特徴とする走査光学顕微鏡を採用すること
により、ラインセンサ、撮像装置、または光検出器と協働して、像のＸおよびＹ方向の両
方に高速走査速度および共焦点効果を生じさせることができる。
【００２３】
　この走査光学顕微鏡は、さらにレーザビームまたは高圧水銀ランプ、キセノンランプ、
ハロゲンランプ、メタルハライドランプなどの白色光源を照明光源として用いることを特
徴としている。照明光源は、光源と、例として、ダイクロイックミラー、ＡＯＤ，ホログ
ラフィックノッチフィルタ、ガラス板またはハーフミラーなどの照明光および光源（ビー
ムスプリッタ）に接続されているファイバの出射端からの観察光を分離する素子との間の
光学系を変更することによって種々の光源に対応することができるよう設計されている。
【００２４】
　さらに、コンピュータを用いて、走査部材の開始および停止動作、ならびにその走査速
度の調整を行うことができ、光変調部材の照明パターンを変更することができ、試料体上
の照明光のオン／オフ照射を制御することができる。結果として、試料体を種々のパター
ンで走査することができる。例として、試料体を一点走査することができ、試料体を多点
走査することができ、試料体をラインで走査することができ、光を試料体の１区分上にの
み入射させることができる。
【００２５】
　さらに、撮像デバイスとして、高感度冷却ＣＣＤカメラ、背面照明ＣＣＤカメラ、カス
ケードカメラ、またはイメージ増倍管付きＣＣＤカメラ等が用いられる場合には、非常に
弱い光を捉えることができる。
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【００２６】
　さらに、ガルバノメータミラーを用いて照明光を走査し、明暗パターンが変更可能な光
変調部材の解像限界を達成する大きさのミラーまたは膜を時間的に用いて、タイミングを
とって一点照明光を移動させることにより試料体を照明することによって、像のＸおよび
Ｙ方向の両方に共焦点アパーチャ効果を生じさせることができる。
【００２７】
　さらに、試料体の高速での走査が所望される場合には、明暗パターンが変更可能な光変
調部材の各点ごとに交互の明暗パターンを与えることによって、さらに、この明暗パター
ンの移動によって、複数の点を同時に照明することができるので、画像のＸおよびＹ方向
の両方に共焦点アパーチャ効果を生じさせることができ、さらに、画像を高速で取得する
ことができる。
【００２８】
　さらに、高速での走査が所望され、線走査照明が実施される場合には、明暗パターンが
変更可能な光変調部材を直線的に照明することができるような方法で、線走査共焦点顕微
鏡を実現することができる。
【００２９】
　さらに、共焦点効果または明るい照明の付与を低減することが所望される場合には、明
暗パターンが変更可能な光変調部材の単一点の解像限界よりも十分に大きい表面積のミラ
ーまたは膜を用いることにより、あるいは、複数の隣接するミラーまたは膜を同時に透過
するかまたはその反射により、共焦点アパーチャが開の時に得られるのと同様の効果を生
じさせることができる。
【００３０】
　さらに、共焦点顕微鏡を用いる場合であっても、反射顕微鏡または蛍光顕微鏡用と同様
の深さの像の観察が所望されることがある。本発明では、明暗パターンが変更可能な光変
調部材として二次元素子が用いられ、レーザ光を試料体表面全体に導くことができ、さら
に、スキャナで走査して視野全体にわたって照明光を照明することによって、試料体の像
を変更せずに撮像デバイス上に投影できるので、標準的な試料体の反射光および蛍光を観
察することができる。
【００３１】
　さらに、これまで観察を可能にしてきた一光子励起蛍光観察に加えて、二光子励起また
は三光子励起のような多光子励起に基づいて、チタンサファイアレーザのようなフェムト
秒レーザ等を用いる蛍光像観察への需要が生じてきた。二光子励起または三光子励起を用
いる本発明では、蛍光像の観察は照明光を生成するためにチタンサファイアレーザのよう
な超短パルス光源を用いることによって可能である。
【００３２】
　また、試料体からの蛍光または反射光の分光回折が所望されるときがあるが、これは、
これまで使用された手法を用いるのでは困難である。本発明を用いて、回折格子または音
響光学変調器（ＡＯＭ）を撮像デバイスと光変調部材の間に挿入し、撮像デバイスとして
、例えば、二次元撮像デバイスを構成するＣＣＤカメラを用いることによって分光デバイ
スを構成することができる。音響光学変調器が用いられる場合には、電気的スイッチのオ
ンおよびオフによりスペクトル測定と標準的な測定との切換えを行うことができる。
【００３３】
　加えて、超短パルス光源が用いられる場合には、試料体から発生された非直線光の受容
、例として、二次高調波発生、三次高調波発生、ラマン光、およびＣＡＲＳ（コヒーレン
ト反ストークスラマン散乱）が可能である。この場合には、本発明の照明光と受容された
光とを分割する部品の光学特性と、光検出器の前に設けられた帯域フィルタまたは分光素
子の最適化が必須である。照明光と受容された光とを分割する部品は、例えば、照明光を
反射するためのダイクロイックミラー、または照明光が導かれるホログラフィックノッチ
フィルタのことであり、光源と光強度光変調部材の間に設けられる。また、受光素子の前
に設けられた帯域フィルタまたは分光素子は、音響光学変調器ＡＯＭまたは受容された光
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の波長の範囲を制限する干渉フィルタを構成し、光検出器と照明光および受容された光を
分割するための部品との間に挿入される。ＣＡＲＳ（コヒーレント反ストークスラマン散
乱）については、２つの異なる波長の超短パルス光源を用いて照明を行うことが必須であ
る。
【００３４】
　加えて、光変調部材とガルバノメータミラーの位相周期のオンおよびオフが適正に使用
される場合には、光を試料体表面の所定の位置にのみ照射することができる。また、複数
の波長を発生するレーザが光源として用いられる場合には、照明される波長を切換えるこ
とができる、あるいは、水銀ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプおよびハロ
ゲンランプ等が用いられる場合には、これらの光源から発生される光を試料体上に選択的
に照射することができる。これによって、例えば、試料体として着色した細胞または細胞
グループを用いてその細胞の一部を漂白させることによって、蛍光顔料の散乱を観察する
ことができる。蛋白質が色素に与えられると、高速で蛋白質の拡散を見ることができる。
さらに、ケージド化合物が用いられる場合には、カルシウム等の濃度の局所的な増加が可
能である。例として、細胞または細胞グループからなる試料体上のケージドカルシウムの
導入、ケージドカルシウムを放出する細胞の特定部位の照明、およびカルシウムの濃度の
局所的な増加に伴う細胞の変化を測定するための手段が開示されているが、本発明はこの
種の試験および観察にも対応することができる。
【００３５】
　要約すれば、本発明の顕微鏡では、光源からの光が直線的に集束されてＤＭＤまたは液
晶などの光変調素子上に入射される。次に、光変調素子により直線光がその光線の方向に
沿って所定の明暗を有する光に変調されるのに伴い、光が試料体に照射される。試料体か
ら発生された光（反射光および蛍光等）は、この光変調部材へと戻され、その後、照明光
路から分離され、光検出器によって検出される。用いられる光検出素子の例には、一次元
ラインセンサおよび二次元ＣＤカメラが含まれる。
【００３６】
　明暗パターンを含む直線光の「明」部は、連続的に移動されながら、光検出素子によっ
て順次検出され、各明暗パターンに対応する検出画像が集積される。これに伴い、単一区
分の検出画像が次の工程で合成される。二次元画像を形成するために、ガルバノメータミ
ラー等を用いて直線光が走査される。
【００３７】
　こうして走査光学顕微鏡が提供される。走査光学顕微鏡は、照明光源と、光源から放射
された光ビームの断面形状アスペクトレシオを変更するためのレンズ部材と、異なる断面
形状アスペクトレシオの光ビームを収束して直線光を作るための少なくとも１つのレンズ
と、収束された直線光に明暗を与えるための第１の光変調部材と、明暗が与えられた光を
平行光として形成するための少なくとも１つのレンズと、照明の角度を変更するための少
なくとも１つの走査部材と、明暗が与えられた光を集束するための少なくとも１つのレン
ズと、明暗が与えられた光を試料体に投影するための対物レンズと、試料体からの反射光
または試料体によって生成された光を光検出素子上に結像するための少なくとも１つのレ
ンズと、を備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の装置および方法のこれらおよび他の特徴、態様、利点は下記の説明、添付の特
許請求の範囲、および付属の図面に関連してより良く理解されよう。
【００３９】
　さて、図１および２を参照して、本発明の光学系の第１の実施形態の説明がなされる。
図１は、第１の実施形態の光学系の斜視図を表し、図２はこの光学系の上からの図を表す
。本発明のデバイスの構成における照明は、レーザ１３の使用により実施される。連続波
レーザが用いられる場合には、シングルモードファイバ１３ａを経て光をデバイス内に導
入することができる。
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【００４０】
　導入された光は、コリメータレンズ１４によって平行光ビームとして形成される。一例
として、フェムト秒の超短パルス光を実施するためのレーザが用いられる場合、中空光フ
ァイバ１３ａの使用によって光を導入することができる。中空光ファイバ１３ａの使用が
望ましくない場合には、レーザ光はデバイスに直接導入されてもよい。
【００４１】
　導入されたレーザは、ビーム部材の断面形状アスペクトレシオを変更するのに必要なレ
ンズを構成し、少なくとも１つの円柱レンズまたは少なくとも１つのｆ‐θレンズから構
成される、レンズ３を通過し、ビームの断面形状アスペクトレシオが異なるレーザ光に変
換される。レンズ３は、少なくとも１つの円柱レンズから成る。円柱レンズは、平行レー
ザビームをビームの断面形状アスペクトレシオに変換する。円柱レンズまたはｆレンズ等
は、広範囲の波長に対応できるように、色収差が補正されることが望ましい。ビームの断
面形状アスペクトレシオが異なるレーザ光は、ある程度の幅を持った直線無限ビームであ
るため、拡大されたレーザ照明よりも明るく物体面上を照明することができる。
【００４２】
　ビームの断面形状アスペクトレシオが異なるレーザ光は、ビームスプリッタ１５から反
射される。ビームスプリッタ１５は、ダイクロイックミラー、または反射率が５０～２％
程度のハーフミラー、または少量の照明光を反射するガラス板を含むことができる。次に
、光は、ビームの断面形状アスペクトレシオが異なるレーザ光を収束するための少なくと
も１つのレンズから構成されるレーザ収束レンズを構成する、レンズ２に入射する。レン
ズ２から射出された光は、収束され、直線光として形成される。また、レンズ２は、複数
の異なる波長の光を同じ位置に直線的に収束することができるように、色収差が補正され
ていることが必要である。
【００４３】
　収束された直線レーザ光は、透過または反射されて、明るい強度の部分および暗い強度
の部分を含むように変調を実施するための、光変調部材４に入射する。複数の小型反射ミ
ラー（詳細については後述する）を含む光変調部材４は、小型反射ミラーのオンおよびオ
フを切換えることを特徴とするＤＭＤ（デジタルミラーデバイス）、またはＳＬＭ（空間
光変調器）、または透過率を変えることができる液晶プレートを用いてもよい。ＤＭＤが
、第１の実施形態で用いられている。小型反射ミラーのそれぞれがＤＭＤによりオンされ
ると、光がミラーに入射し、顕微鏡の光路（レンズ１側）に向かって反射され、オフされ
ると、光が顕微鏡の光路からそれる方向に反射される。したがって、小型ミラーのオンお
よびオフ制御によって、ＤＭＤに入射する光は収束直線レーザ光から明暗パターンが与え
られた直線レーザ光へと変調されるか、または反射される。液晶プレートが用いられる場
合、液晶プレートを透過する際に起こる透過率の変化により、液晶プレートに入射した光
を明暗パターンが与えられた直線レーザ光へと変調することができる。
【００４４】
　明暗パターンが与えられた直線レーザ光は、光を幅のある平行光に変換するためのレン
ズを構成するレンズ１に入射し、幅のある平行光として形成されるドット光がガルバノメ
ータミラー５に入射する。ガルバノメータミラー５は、ミラーを振動させることにより、
幅のある平行光の角度をある時間にわたって変更する役割を持つ。瞳レンズ６を通過した
後、幅のある平行光は、瞳レンズと結像レンズ８の間の位置７に集束される。瞳レンズ６
が広範囲の波長に対応できるように、色収差が補正されることが望ましい。
【００４５】
　明暗パターンが与えられ、瞳レンズを透過して瞳レンズと結像レンズ８の間の位置７で
再結像された直線レーザ光は、結像レンズ８を透過して対物レンズ９により試料体表面１
０上に結像される。
【００４６】
　試料体表面上に集束された光は、反射されるかまたは蛍光発生材料により蛍光に変換さ
れ、対物レンズ９を透過し、さらに結像レンズ８を透過した後、一次結像面位置７で結像
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され、瞳レンズ６を透過してガルバノメータミラー５によって反射され、レンズ１上に入
射し、二次結像面を構成する光変調部材４上に結像され、光変調部材４によって反射また
は透過される。光変調部材４は、共焦点アパーチャの役割を果たす。光変調部材４によっ
て反射または透過された光は、レンズ２によって平行光として形成され、ダイクロイック
ミラー、ハーフミラー、またはガラス板から構成されたビームスプリッタ１５を透過し、
レンズ１１を透過して、光検出器１２上に結像される。
【００４７】
　単波長レーザを用いることができるレーザ光源１３は、複数の波長のレーザを用いても
よい。複数の波長のレーザには、ターゲット波長だけが選択されるように、複数の波長を
放射するアルゴンレーザまたはクリプトン／アルゴンレーザのいずれか、または複数のレ
ーザが合成されるレーザビームコンバイナを用いることができる。
【００４８】
　光検出器１２、光変調部材４、およびガルバノメータミラー５が、それぞれ光検出器制
御部１２１、ＤＭＤドライバ４１およびガルバノミラードライバ５１によってコンピュー
タ９０に接続されているという事実のおかげで、相互にリンクならびに駆動されることが
でき、画像が形成される。さらに、モニター９１がコンピュータ９０に接続され、コンピ
ュータ９０によって形成された画像をこのモニター９１上に表示することができる。
【００４９】
　第１の実施形態の共焦点顕微鏡が用いられ、試料体の一点照明が行われる場合、実施さ
れるプロセスのフローは図３（ａ）～（i）に示されている。実際には、１０２４×７６
８画素または１２８０×１０２４画素の複数のミラーから構成されるＤＭＤが用いられる
が、図３（ａ）～（i）では、９×８画素ミラーアレイから構成される仮想ＤＭＤを用い
てその原理の説明がなされている。照明光は、レンズ２によって光変調部材４を構成する
ＤＭＤに照射される。照明光は、参照符号５１で示される直線光線を構成している。図３
（ａ）に示すように、アレイ内のミラー５６が、オンにされて、最初に照明光を反射し、
次に、レンズ１を通って、光がガルバノメータミラー５によって反射され、試料体１０へ
と導かれる。この時、１つのミラー５６以外の他のミラー全てがオフ状態にあるため、オ
フの部分で反射された光は試料に導かれない。次に、図３（ｂ）に示したように、このミ
ラー５６がオフに切換えられ、また、他の１つのミラー５７がオンに切換えられると、照
明光がこのミラー５７によって反射され、次に、レンズ１を通って、光がガルバノメータ
ミラー５によって反射され、試料体１０へと導かれる。オン位置の切換えおよびミラー５
６からミラー６４への順次照明は、図３（ａ）～（i）に示したように、照明光がＤＭＤ
のＸ方向に走査されるように行われる。また、Ｘ軸上の１ライン区分の照明が完了すると
、次にガルバノメータミラーがＹ方向に１ラインシフトし、そこでさらにＤＭＤのミラー
５６から６４への順次照明が行われ、続いてガルバノメータミラーが再度Ｙ方向にもう１
ラインシフトする。一点走査共焦点照明は、この動作を順次実施し、Ｙ方向の最終ライン
まで照明することによって行うことができる。
【００５０】
　一連の協働動作はコンピュータ９０の制御により実施される。コンピュータ９０は、図
３（ａ）～（i）に示された線形光の照明パターンを決定するためのパターン制御部の機
能を有する。また、コンピュータ９０は、画像形成部としての機能を含み、それによって
、獲得した各照明パターンに対応する線画像データをコンピュータの内部当該メモリに集
積し、合成することにより、１つの画像を形成する。
【００５１】
　コンピュータ９０は、線形光の明暗パターンを決定するために、パターン制御部から試
料体に照射された光の明暗パターンを獲得し、照明パターンにしたがって獲得した線形デ
ータを配置し直すことによって、試料体の二次元画像を作り出す。より詳細には、一例と
して、明暗パターンの「明」部に相当するラインデータのみをその位置の輝度データとし
て採用し、光が異なる明暗パターンで順次照射された時の線画像データが同様に処理され
、配置し直される。共焦点照明が単一部分画像の全ての画素位置で実施されるならば、こ
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の方法により獲得した線画像データの再配置によって１つの共焦点画像が形成される。あ
るいは、個々のラインについて獲得した線画像データが加算されれば、この再配置無しで
も二次元共焦点画像を形成することができる。
【００５２】
　また、解像度を低減させる共焦点アパーチャの大径化の代わりに、輝度を明るくするこ
とを含む観察が所望される場合には、図４（ａ）に示すように、複数の調整ミラーがオン
に切換えられる。一例として、ミラー８１，８２、８３、および８４が同時にオンに切換
えられる場合に、共焦点アパーチャが開のときに得られるのと同一の効果が生じる。照明
光が８０で示された広い範囲に照射されるように、レンズ３の焦点距離が最適化されると
、照明範囲および受光範囲の両方を光変調部材で同時に制御することができる。さらに、
レンズ３の焦点距離が規制され、生成可能な照明範囲が図３（ａ）～（i）の５１で示さ
れたような照明光の阻止によって生成される照明を構成する構成であっても、観察された
画像に及ぼす効果が、図４（ａ）に示すようにミラー８１，８２、８３、および８４が同
時にオンに切換えられる場合に共焦点アパーチャが拡大されたようなものであるため、画
像が明るくされる。走査するためには、図４（ｂ）に示すように、ミラー８１，８２、８
３、および８４がオフに切換えられ、隣接する群を構成するミラー８５，８６、８７、お
よび８８がオンに切換えられる。Ｘ方向の走査は、図３（ａ）～（ｃ）に関連して説明さ
れたのと同様に構成され、複数の隣接するミラーをこのように順次オンに切換えることに
よって実施される。このように走査を実施することによって、共焦点アパーチャが拡大さ
れたときに達成されるのと同一の効果を生じさせることができ、明るい画像を生成するこ
とができる。
【００５３】
　以下に、直線照明光に明暗を与えることによって、複数の点で試料体を照明する方法を
説明する。この場合も第１の実施形態を参照して説明する。照明光が、レンズ２によって
光変調部材４を構成するＤＭＤに照射される。さらに、ＤＭＤの一部が図５（ａ）並びに
（ｂ）に示されている。照明光は、図５（ａ）並びに（ｂ）の参照符号９０で示されるよ
うな直線光線を構成している。直線照明光は、図５（ａ）に示されるように複数のミラー
が交互にオンおよびオフに切換えられる部分に照射される。照明光は、複数のミラーによ
って直線光からドット光に変換される。次に、ドット光は、試料体表面に投影される。さ
らに、照明光は、Ｙ軸に対応するガルバノメータミラー５の走査によって試料体１０の観
察範囲全体にわたって照射される。試料体１０によって反射または蛍光に変換された光は
ガルバノメータミラー５によって再度反射され、レンズ１を透過し、ＤＭＤ光変調部材４
上に結像される。ＤＭＤ上のオン状態の複数のミラーは、共焦点アパーチャの役割を果た
す。オン状態の複数のミラーを透過した光は、光検出器１２上に結像される。この画像が
、第１の画像データセットとしてコンピュータ９０のメモリに送られる。次に、直線照明
光が、図５（ａ）に示されるようなオンおよびオフのパターンの反転パターンとされた複
数のミラーセット上に照射される。このＤＭＤの状態が図５（ｂ）に示されている。照明
光が、オフおよびオンが交互に設定された複数のミラー上に照射されると、照明光は、複
数のミラーによって直線光からドット形に変換される。ドット光は試料体表面に投影され
る。ＤＭＤミラーが図５（ａ）に示すように設定されると、ドット照明光は、照明が反転
されたドット光線として試料体上に照射される。さらに、光が、Ｙ軸に対応するガルバノ
メータミラー５の走査によって試料体１０の観察範囲全体にわたって照射される。試料体
１０によって反射または蛍光に変換された光はガルバノメータミラー５によって再度反射
され、レンズ１を透過し、ＤＭＤ光変調部材４上に結像される。ＤＭＤ上のオン状態の複
数のミラーは、共焦点アパーチャの役割を果たす。オン状態の複数のミラーを透過した光
は、光検出器１２上に結像される。この結像された画像が、第２の画像データセットとし
てコンピュータ９０のメモリに送られる。第１および第２の画像データセットは、コンピ
ュータ９０によって合成されて最終的な画像を生成する。
【００５４】
　さらに、一点走査よりも高速で取得される画像が所望される場合には、試料体内に散乱
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が存在し、この散乱による画像の劣化を低減することが所望されるため、多点走査でＤＭ
Ｄのオンとオンの間隔を大きくすることができる。この場合のＤＭＤの設定は、図６（ａ
）～（ｂ）および図７に示されている。この場合には、一例として、複数のオフのミラー
がオンのミラー同士の間にあるように、すなわちオン、オフ、オフ、オンとなるように、
ＤＭＤの切換えが設定される。１つのオンのミラーと次のオンのミラーとの間に設定され
るオフのミラーの数は、試料体の厚みと散乱量によって決まる。散乱量が大きい試料体に
対しては、１つのオンのミラーと次のオンのミラーとの間に多数のオフのミラーが設けら
れることが望ましい。まず、図６（ａ）に示すように、オン、オフ、オフのミラーの反復
パターンが設定され、試料体１０がガルバノメータミラー５によって走査され、第１の画
像データセットが光検出器１２から生成される。次に、図６（ｂ）に示すように、オフ、
オン、オフのミラーの反復パターンが設定され、試料体１０がガルバノメータミラー５に
よって走査され、第２の画像データセットが光検出器１２から生成される。さらに、図７
に示すように、オン、オフ、オフのミラーの反復パターンが設定され、試料体１０がガル
バノメータミラー５によって走査され、第３の画像データセットが光検出器１２から生成
される。コンピュータ９０を用いて、第１、第２、および第３の画像データセットが合成
されて最終的な画像データが生成される。
【００５５】
　また、一点走査よりも高速で撮影される画像が所望される場合には、試料体内に散乱が
存在し、この散乱による画像の劣化を低減し、同時に画像を明るくすることが所望される
ため、多点走査でＤＭＤ４の１つのオンのミラーと次のオンのミラーとの間に複数のオフ
のミラーを設けることができ、オンのミラー自体に関する限りは、複数の連続するオンの
ミラーを設定することができる。この例が、図８に示されている。この図のミラーの設定
は、オン、オン、オフ、オフ、オフ、オフである。この設定を採用することにより、画像
の輝度およびコントラストを大きくすることができ、画像を比較的高速で生成することが
できる。
【００５６】
　さらに、図９並びに図１０を参照して、第１の実施形態のデバイスを用いてスペクトル
画像の画像を取得することについて以下に説明する。図９並びに図１０には、図１と同一
構成の共焦点顕微鏡の撮像デバイス１２に加えて、二次元検出器、一例として、ＣＣＤカ
メラが用いられ、分光素子１６、一例として、回折または音響光学変調器（ＡＯＭ）が光
検出器１２と光変調部材４の間に設けられている。
【００５７】
　分光素子１６は、分光素子１６に入射する直線（ドット光線）光のスペクトル回折が光
線の方向とは直交する方向に生じるように配置される。
【００５８】
　回折格子が分光素子１６として用いられる場合には、光路内に素子を設けたりそこから
取り去ったりする動作によって、分光共焦点顕微鏡から標準的な共焦点顕微鏡への切換え
が可能となる。さらに、音響光学変調器が用いられる場合には、音響光学素子がオンに切
換えられていれば分光共焦点顕微鏡としての使用が可能だが、素子がオフに切換えられて
いれば標準的な共焦点顕微鏡への切換えが可能である。図１１は、試料体が明暗のある照
明光によって照明されている場合のスペクトルの例を表している。光検出器１２（ＣＣＤ
カメラ）で撮影された画像のＸ軸方向は、Ｘ方向の画素位置に対応し、そのＹ軸方向は波
長に対応する。画像中の画素の輝度は、Ｘ方向の画素位置での各波長の光の強さを表して
いる。
【００５９】
　この光学系では、レーザのような点光源だけでなく、例えば、水銀またはキセノンラン
プまたはハロゲンランプなどのいわゆる白色光源を用いることができる。この場合には、
試料に照射可能な波長について制限はない。本発明は、種々の波長で励起が可能であるた
め、蛍光顕微鏡として採用される場合に特に効果的である。
【００６０】
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　さて、図１２を参照すると、複数の光検出器が用いられたデバイスが示されており、試
料体からの光はダイクロイックミラー１８ａ～１８ｃによって各波長に分離され、各波長
の光が同時に撮影される。
【００６１】
　ところで、図１３を参照すると、回折光学素子２０、一例として、ホログラフィックノ
ッチフィルタまたは音響光学変調器が用いられた構成が示されており、励起光の光路だけ
が屈折されて照明光を横方向から入射させる。このような構成が採用されると、励起光の
波長以外の波長全てを光検出器１２に導くことができ、これによって、ダイクロイックミ
ラー（図１２の１８ａ～１８ｃ）で得られるよりも高い効率での照明が可能となり、散乱
ストークスシフトを有する試料体を観察することができる。
【００６２】
　図１４は、ＤＭＤが用いられず液晶膜４ａから構成された例を示す。この液晶膜４ａは
、液晶ドライバ４１ａによってＤＭＤと同様に駆動され、解像限界程度のユニットサイズ
に基づいて、入射する光の透過（オン）または不透過（オフ）を含む切換え制御を実施す
る。これによって、液晶膜は、直線光の光強度を変調する機能を果たす。第１の実施形態
のシステムと同様に、ガルバノメータミラーおよび光検出器がコンピュータ９０によりリ
ンクされ制御されている。
【００６３】
　図１５は、照明光に回折格子を設けたこと、照明光の単一屈折、ならびに回折光の＋１
回折ビームまたは－１回折ビームの遮断により縞が形成され、試料体に投影される例を示
している。＋１回折ビームまたは－１回折ビームが遮られると、縞が移動するので、図１
６（ａ）～（ｃ）、図２３（ａ）並びに（ｂ）および図２４を参照してその原理の説明が
なされる。この照明方法が用いられる場合、ＤＭＤ等の光変調部材の使用によって共焦点
効果を画像のＸ方向に生じさせることができ、米国特許６，３７６，８１８号に記載のよ
うに、これらの縞の投影によって共焦点効果を画像のＹ方向に生じさせることができる。
図１６（ａ）～（ｃ）は、図１５の回折格子２８、レンズ２２、２６、および液晶シャッ
タ２４を詳細に示している。
【００６４】
　図１５に示した実施形態は、構造的照明を用いており、共焦点画像を得る素子を示して
いる。図１６（ａ）～（ｃ）に示したように、レーザ光が回折格子２８に入射し、２つ以
上の回折光が生成されレンズ２２に入射する。レンズ２２は各回折光を直線スポットに集
光する。図１６（ａ）は、レンズ２６で平面１００１上に集束された集光ビームを示して
いる。縞模様のパターンを平面１００１上に生じさせるには、図１６（ｂ）に示したよう
に、位相板２４の黒印の部分２４ａでの位相を位相板２４の残りの部分から１／４波長だ
けシフトさせる。次に、図１６（ｃ）に示したように、位相板２４の黒印の部分２４ｂで
の位相を位相板２４の残りの部分から１／４波長だけシフトさせる。図１６（ｂ）の場合
については、平面１００１上に投影されたパターンが図２３（ａ）に示されている。図１
６（ｃ）の場合については、平面１００１上に投影されたパターンが図２３（ｃ）に示さ
れている。図２３（ｂ）および２３（ｃ）に示した２つのパターンを合成することによっ
て単一ライン画像が得られる。図２３（ａ）および（ｂ）の各画像の明るい領域は、図２
４に示したように１つの線画像に合成される。
【００６５】
　また、この光学系を用いて明るい画像を検出するために、系は大きい瞳径の対物レンズ
に対応できることが必須である。これまでに用いられた顕微鏡で試料体を撮像するために
光線を射出するときの対物レンズ裏面のＮＡは０．０３程度であり、広範囲にわたって明
るい画像を観察することができるが、系は０．０４～０．１の間またはそれ以上のＮＡ値
、一例では０．１７５の値に対応できることが必須である。このような大径の瞳を含む光
学系では、大径のガルバノメータミラーの採用が必須である。このような大径のガルバノ
メータミラーを高速で駆動することは困難である。ガルバノメータミラーを用いて走査が
実施される従来技術の共焦点顕微鏡を用いて、解像度５１２×５１２の画像を撮影するた
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めには、少なくともＸ走査ガルバノメータミラーを５１２回振動させなければならないが
、Ｘ走査ガルバノメータミラーはこの構成の共焦点顕微鏡では不要であり、Ｙ走査ガルバ
ノメータミラーを１度だけ振動させる必要があるため、比較的大きいガルバノメータミラ
ーが使用される場合でも、画像の写真を高速で撮ることができる。
【００６６】
　図１７は、高圧水銀ランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプまたはメタルハライドラ
ンプ等の白色光源１３ｂを照明光源として用いるための光学系を示している。このような
光学系では、レンズ３が白色光源１３ｂ用に最適化されている。光源１３ｂは高圧水銀ラ
ンプであることが好ましいが、キセノンランプ、ハロゲンランプまたはメタルハライドラ
ンプも利用することができる。
【００６７】
　図１８を参照して以下に説明する。光変調部材のオンおよびオフ、ならびにガルバノメ
ータミラーの位相は適正に利用され、光を試料表面上の特定の位置にのみ照射することが
できる。このために用いられる手段を以下に説明する。図１８は、試料体上のセル１１１
に対応する画素と、写真の撮影が可能な範囲１１２とを示している。ここで、これらのセ
ルの一部１１０上に光が照射される蛍光画像を観察する方法を説明する。
【００６８】
　１．照明光が所望の照明波長に設定される。
【００６９】
　２．光変調部材４を構成し、Ｙ１ラインのＸ１～Ｘ１１に対応するＤＭＤ素子の全ての
ミラーが、オフに切換えられる。
【００７０】
　３．そのためにＹ軸で照明位置の変更を行うことができるガルバノメータミラー５が、
Ｙ１を照射可能な位置からＹ３を照射可能な位置へと移動される。
【００７１】
　４．ラインＹ３のみの照明位置Ｘ５、Ｘ６に対応するＤＭＤミラーのオンによって光が
照射される。
【００７２】
　５．ガルバノメータミラー５が移動され、ラインＹ４のＸ５、Ｘ６位置が照射され、次
にラインＹ５のＸ５、Ｘ６位置が照射される。
【００７３】
　６．ラインＹ５のＸ５、Ｘ６位置に対応するＤＭＤ４がオフに切換えられ、次に、ガル
バノメータミラーがＹ６を経て位置Ｙ１０に移動される。
【００７４】
　７．走査を数回実施することが所望される場合には、２～６の動作を繰り返すことがで
きる。
【００７５】
　８．蛍光画像の取得が初期化される。
【００７６】
　図１９を参照して以下に説明する。図１９は、ミラーが光変調部材４内に一列に配列さ
れた一次元デジタルミラーデバイスアレイを用いた例を示している。本実施形態で採用さ
れた構成は、光路がガルバノメータミラー５から上方に向かって曲げられるものである。
図１、図９、図１３、図１４、図１５および図１７の実施形態の構成では図示されていな
いが、光路がガルバノメータミラーから上方に向かって曲がる構成はこれらの実施形態で
も可能である。図１９の光検出器１２として、ラインセンサが用いられる。全実施形態の
共焦点観察で、線、ドット、またはドット光線が光検出器１２に投影される。
【００７７】
　次に図２０を参照すると、ダイクロイックミラー１５１によって試料体１０から導かれ
た光を分割し、分割された光に異なる波長のそれぞれの光が透過される帯域フィルタ１５
２、１５５を通過させ、さらに、ミラー１５３、１５４、および１５６によって反射し、
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結像レンズ１５８、１５９によってそれぞれ結像させることにより、２つの異なる波長の
光を１つの光検出器１５７上に投影することができる。このような構成を採用することに
より、２つの画像を１つの二次元光検出器１５７を用いて生成することができる。本実施
形態の構成は、２つの異なる波長を投影させるものだが、実用的には、構成を３つ以上の
波長の光が投影される場合にも採用することができる。
【００７８】
　図２１は、ミラー１５６、１５４からの２つの線形光１６０、１６１が横方向に並列さ
れ、光検出器１５７に受容される例を示している。図２２は、ミラー１５６、１５４から
の２つの線形光１６２、１６３が垂直方向（図の上／下方向）に並列され、光検出器１５
７に受容される例を示している。図２２に示すように、光が光検出器１５７の上／下方向
に２つの線で受容されるとき、画像の解像度を減少させることなく２つの波長の光を受け
ることができる。
【００７９】
　本発明を用いて、共焦点でない非共焦点画像を生成することができる。光変調部材とし
て明暗パターンが変更可能な二次元素子を用いることによって、レーザ光全体を試料体表
面に導き、さらにガルバノメータミラーを走査して照明光を全視野にわたって照射し、光
検出器を用いて試料体からの光を画像として生成することができる。一例として、図１の
実施形態が用いられると、レーザ１３が照射され、全光変調部材４がオンに切換えられて
ガルバノメータミラー５を走査することによって試料体を照射し、反射光、蛍光、および
試料体から発生された光がガルバノメータミラー５によって再度反射され、光変調部材４
を通って撮像デバイス１２に導かれる。結果として、標準的な試料体の反射光または蛍光
を観察することができる。
【００８０】
　本発明の好適な実施形態であると考えられるものについて示され、説明されてきたが、
本発明の精神から逸脱することなく、形状または細部に種々の変形および変更が容易にな
されうることは言うまでもないことが理解されよう。本発明は、説明され、示されたその
ものの形状に限定されないが、添付の請求項の範囲内に収まる変形の全てを網羅するよう
に構成されるよう意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本デバイスの光学系の斜視図である。
【図２】このデバイスの光学系の上からの図である。
【図３】（ａ）ないし（i）は、試料体の一点照明が行われる、図１および２の共焦点顕
微鏡のために実施された光変調部材用のミラーのオン／オフパターンを示す図である。
【図４】（ａ）および４（ｂ）は、複数の隣接ミラーがオンおよびオフに切換えられる、
図３（ａ）～（i）のミラーのオン／オフパターンの変形を示す図である。
【図５】（ａ）および５（ｂ）は、複数のミラーが交互にオンおよびオフに切換えられる
部分に直線照明光が照射される、光変調部材用のミラーのオン／オフパターンを示す図で
ある。
【図６】（ａ）および６（ｂ）は、光変調部材のミラーのオン／オフパターンの他のシー
ケンスを示す図である。
【図７】光変調部材のミラーのオン／オフパターンの他のシーケンスを示す図である。
【図８】光変調部材のミラーのオン／オフパターンの他のシーケンスを示す図である。
【図９】図１の光学系の変形を示す図である。
【図１０】図２の光学系の変形を示す図である。
【図１１】試料体が明暗のある照明光により照明されている場合のスペクトルの例を示す
図である。
【図１２】複数の光検出器が用いられ、これらの各波長の光が同時に撮影されるように、
試料体からの光がダイクロイックミラーによって各波長に分離されるデバイスを示す図で
ある。
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【図１３】励起光の光路だけが屈折されて照明光を横方向から入射させるように、回折光
学素子を用いた構成を示す図である。
【図１４】光変調部材の代わりに液晶膜で構成された光学系を示す図である。
【図１５】照明光に回折格子を設けたことにより縞が形成され、試料体に投影される光学
系を示す図である。
【図１６】（ａ）～１６（ｃ）は、図１５の系の回折格子、レンズ、および液晶シャッタ
を示す図である。
【図１７】高圧水銀ランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプ、またはメタルハライドラ
ンプ等の白色光源を照明光源として用いた光学系を示す図である。
【図１８】試料体のセルに対応する画素および撮影が可能な範囲を示す図である。
【図１９】ミラーが光変調部材４内に一列に配列され、光路がガルバノメータミラーから
上方に向かって曲がる、一次元デジタルミラーデバイスアレイを有する光学系を示す図で
ある。
【図２０】試料体からの光が分割され二次元光検出器への２つの光路に向けられる、光学
系を示す図である。
【図２１】２つの線形光が横方向に並列され光検出器に受容される、図２０の光検出器を
示す図である。
【図２２】２つの線形光が垂直方向に並列され光検出器に受容される、図２０の光検出器
を示す図である。
【図２３】（ａ）および２３（ｂ）は、図１６（ｂ）および１６（ｃ）の光学素子によっ
て生成された投影パターンをそれぞれ示す図である。
【図２４】図１６（ｂ）および（ｃ）の各パターンの明るい領域の組み合わせを示す図で
ある。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】
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