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(57)【要約】
【課題】光トモグラフィー計測を用いた光断層画像化シ
ステムにおいて、断層画像の動画応答性を向上させる。
【解決手段】測定光Ｌ１が測定対象Ｓに走査しながら照
射されたときの測定対象Ｓからの反射光Ｌ３と参照光Ｌ
２が合波されたときの干渉光Ｌ４を波長掃引毎に干渉信
号ＩＳとして検出し、波長掃引毎に検出された干渉信号
ＩＳのうち断層画像Ｐの生成に用いる干渉信号ＩＳの間
引きする間引領域ＣＲが設定されているとき、間引領域
ＣＲ内の複数の干渉信号ＩＳのうち断層画像の生成に用
いる干渉信号ＩＳの間引きを行い、間引きした波長掃引
の干渉信号ＩＳから間引領域ＣＲにおける測定対象Ｓの
光強度情報ｒ（ｚ）を取得し、取得した光強度情報ｒ（
ｚ）を用いて間引領域ＣＲにおける断層画像Ｐを生成す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に波長を掃引した光を射出し、
　射出した前記光をそれぞれ測定光と参照光とに分割し、
　前記測定光が測定対象に走査しながら照射されたときの該測定対象からの反射光と前記
参照光とを合波し、
　前記反射光と前記参照光とが合波されたときの干渉光を波長掃引毎に干渉信号として検
出し、
　前記波長掃引毎に検出された前記干渉信号のうち前記断層画像の生成に用いる前記干渉
信号の間引きを行う間引領域が設定されているときに、設定された該間引領域内において
取得された複数の前記干渉信号の間引きを行い、
　間引きした前記波長掃引の前記干渉信号から前記間引領域における前記測定対象の光強
度情報を取得し、
　取得した前記光強度情報を用いて前記間引領域における断層画像を生成する
　ことを特徴とする光断層画像化方法。
【請求項２】
　周期的に波長を掃引した光を射出する光源ユニットと、
　該光源ユニットから射出された前記光をそれぞれ測定光と参照光とに分割する光分割手
段と、
　該光分割手段により分割された前記測定光が測定対象に走査しながら照射されたときの
該測定対象からの反射光と前記参照光とを合波する合波手段と、
　該合波手段において前記反射光と前記参照光とが合波されたときの干渉光を波長掃引毎
に干渉信号として検出する干渉光検出手段と、
　該干渉光検出手段において前記波長掃引毎に検出された前記干渉信号のうち前記断層画
像の生成に用いる前記干渉信号の間引きを行う間引領域を設定する間引領域設定手段と、
　該間引領域設定手段において設定された前記間引領域内の前記複数の干渉信号の間引き
を行う干渉信号間引手段と、
　該干渉信号間引手段により間引きされた前記波長掃引に対する前記干渉信号から前記間
引領域における前記測定対象の光強度情報を取得する断層情報取得手段と、
　該断層情報取得手段により取得された前記光強度情報を用いて前記間引領域における断
層画像を生成する断層画像生成手段と
　を備えたことを特徴とする光断層画像化システム。
【請求項３】
　前記間引領域設定手段が前記測定光の全走査領域のうち特定の領域を前記間引領域とし
て設定する機能を有するものであることを特徴とする請求項２記載の光断層画像化システ
ム。
【請求項４】
　該光源ユニットにおいて波長が１周期分掃引されたときに周期クロック信号を出力する
周期クロック生成手段をさらに備え、
　前記干渉信号間引手段が、前記周期クロック生成手段から出力された前記周期クロック
信号のクロック数を計数し、計数した該クロック数が予め設定された設定クロック数にな
ったときの前記干渉信号を選択することにより間引きを行うものであることを特徴とする
請求項２または３記載の光断層画像化システム。
【請求項５】
　前記測定光が走査する領域を前記走査方向に対し複数の分割領域に分割する領域分割手
段をさらに備え、
　前記断層情報取得手段が、前記領域設定手段により設定された前記分割領域内の複数の
前記干渉信号を用いて該分割領域毎に前記光強度情報を取得するものであり、
　前記断層画像生成手段が、該断層情報取得手段において取得された前記分割領域毎の前
記光強度情報を用いて断層画像の更新を行うものであることを特徴とする請求項２から４
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のいずれか１項記載の光断層画像化システム。
【請求項６】
　前記測定光が１回走査する毎に回転クロック信号を出力する回転クロック生成手段
　をさらに備え、
　前記領域分割手段が、該回転クロック生成手段から出力される前記回転クロック信号の
周期の１／Ｍ（Ｍは前記分割領域の数）倍の周期からなる分割クロック信号を生成し、該
分割クロック信号に基づいて前記複数の干渉信号を前記分割領域毎に区切るものであるこ
とを特徴とする請求項５記載の光断層画像化システム。
【請求項７】
　前記領域分割手段が前記複数の分割領域のうち前記断層画像の更新を行う分割領域を指
定する機能を有し、
　前記断層情報取得手段が前記分割領域の前記干渉信号のみから前記光強度情報を取得す
るものであり、
　前記断層画像生成手段が更新する前記分割領域の前記光強度情報のみを用いて前記断層
画像を更新するものであることを特徴とする請求項５または６記載の光断層画像化システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）計
測により光断層画像を生成する光断層画像化方法およびシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体腔内の病変部を観察するために超音波診断装置が用いられており、病変部の超
音波断層画像を動画像として取得し表示している。たとえば特許文献１において滑らかな
画像更新を実現するために、１枚の画像データの領域を複数に分割し、分割した領域毎に
画像データの更新を行うようにしている。
【０００３】
　また、生体組織の断層画像を取得する方法として、上述した超音波診断装置の他に、Ｏ
ＣＴ計測を利用した光断層画像を取得する光断層画像取得装置が用いられることがある。
たとえば特許文献２には、超音波断層画像と光断層画像とを同時に取得する画像診断装置
が提案されている。特許文献２において、光断層画像を生成する際に多くの画像処理時間
が必要になることを考慮して光断層画像は一部の関心領域のみ取得するようにし、超音波
断層画像と光断層画像とを同時に表示するときのフレームレートの低下を防止するように
している。
【特許文献１】特開２００４－３４４５１６号公報
【特許文献２】特開２００６－２８０４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献２に示す構成に限らず、ＦＤ（Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｄｏｍａｉｎ）－ＯＣＴ
計測を用いて光断層画像を動画像として表示する際には、フーリエ変換等の周波数解析を
行うことにより断層情報が取得しなければならない。この周波数解析には所定の処理時間
が掛かってしまい、使用者がプローブを回転駆動してから遅れて断層画像が更新すること
になり、動画応答性が悪いという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、安価な処理ユニットでも動画応答性能を向上させることができる光
断層画像化システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】



(4) JP 2009-156749 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

　本発明の光断層画像化方法は、周期的に波長を掃引した光を射出し、射出した光をそれ
ぞれ測定光と参照光とに分割し、測定光が測定対象に走査しながら照射されたときの測定
対象からの反射光と参照光とを合波し、反射光と参照光とが合波されたときの干渉光を波
長掃引毎に干渉信号として検出し、測定光を走査しながら波長掃引毎に干渉信号を繰り返
し検出する過程において、波長掃引毎に検出された干渉信号のうち断層画像の生成に用い
る干渉信号の間引きを行う間引領域が設定されているときに、設定された間引領域内にお
いて取得された複数の干渉信号の間引きを行い、間引きした波長掃引の干渉信号から間引
領域における測定対象の光強度情報を取得し、取得した光強度情報を用いて間引領域にお
ける断層画像を生成することを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明の光断層画像化システムは、周期的に波長を掃引した光を射出する光源ユニット
と、光源ユニットから射出された光をそれぞれ測定光と参照光とに分割する光分割手段と
、光分割手段により分割された測定光が測定対象に走査しながら照射されたときの測定対
象からの反射光と参照光とを合波する合波手段と、合波手段において反射光と参照光とが
合波されたときの干渉光を波長掃引毎に干渉信号として検出する干渉光検出手段と、干渉
光検出手段において波長掃引毎に検出された干渉信号のうち断層画像の生成に用いる干渉
信号の間引きを行う間引領域を設定する間引領域設定手段と、間引領域設定手段において
設定された間引領域内の複数の干渉信号の間引きを行う干渉信号間引手段と、干渉信号間
引手段により間引きされた波長掃引に対する干渉信号から間引領域における測定対象の光
強度情報を取得する断層情報取得手段と、断層情報取得手段により取得された光強度情報
を用いて間引領域における断層画像を生成する断層画像生成手段とを備えたことを特徴と
するものである。
【０００８】
　ここで、反射光とは、測定対象からの反射光および後方散乱光を意味する。
【０００９】
　また、設定クロック数は、複数であればクロック数は問わず、使用者により設定可能に
なっているものであってもよい。
【００１０】
　さらに、間引領域設定手段は、測定光の全走査領域のうち特定の領域のみを間引領域と
して設定してもよいし全走査領域を間引領域として設定してもよい。あるいは間引領域設
定手段は間引領域を設定しないモードを有していてもよい。
【００１１】
　また、断層情報取得手段は、間引領域内の光強度情報を干渉信号間引手段により選択さ
れた干渉信号を用いて光強度情報を取得するものであればよく、間引領域以外の領域につ
いては間引きされていない複数の干渉信号を用いて光強度情報を取得する。
【００１２】
　なお、光断層画像化システムは、光源ユニットにおいて波長が１周期分掃引されたとき
に周期クロック信号を出力する周期クロック生成手段をさらに備えたものであってもよい
。このとき、干渉信号間引手段は、周期クロック生成手段から出力された周期クロック信
号のクロック数を計数し、計数したクロック数が予め設定された設定クロック数になった
ときの干渉信号を選択することにより間引きを行うものであってもよい。
【００１３】
　また、光断層画像化システムは、測定光が走査する領域を走査方向に対し複数の分割領
域に分割する領域分割手段をさらに備えたものであってもよい。このとき断層情報取得手
段は、領域設定手段により設定された分割領域内の複数の干渉信号を用いて分割領域毎に
光強度情報を取得するものであってもよい。また、断層画像生成手段は、断層情報取得手
段において取得された分割領域毎の光強度情報を用いて断層画像の更新を行うようにして
もよい。
【００１４】
　さらに、光断層画像化システムは、測定光が１回走査する毎に回転クロック信号を出力
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する回転クロック生成手段をさらに備えたものであってもよい。このとき、領域分割手段
は、回転クロック生成手段から出力される回転クロック信号の周期の１／Ｍ（Ｍは分割領
域の数）倍の周期からなる分割クロック信号を生成し、分割クロック信号に基づいて複数
の干渉信号を分割領域毎に区切るようにしてもよい。
【００１５】
　また、領域設定手段が複数の分割領域のうち断層画像の更新を行う分割領域を設定する
機能を有するものであってもよい。そして、断層情報取得手段が分割領域の干渉信号のみ
から光強度情報を取得し、断層画像生成手段が分割領域の光強度情報のみを用いて断層画
像を生成するものであってもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の光断層画像化方法およびシステムによれば、周期的に波長を掃引した光を射出
し、射出した光をそれぞれ測定光と参照光とに分割し、測定光が測定対象に走査しながら
照射されたときの測定対象からの反射光と参照光とを合波し、反射光と参照光とが合波さ
れたときの干渉光を波長掃引毎に干渉信号として検出し、波長掃引毎に検出された干渉信
号のうち断層画像の生成に用いる干渉信号の間引きを行う間引領域が設定されているとき
に、設定された間引領域内において取得された複数の干渉信号の間引きを行い、間引きし
た波長掃引の干渉信号から間引領域における測定対象の光強度情報を取得し、取得した光
強度情報を用いて間引領域における断層画像を生成することにより、間引きした干渉信号
に対し信号処理を行うことになるため、データ処理量を削減し安価な処理ユニットで動作
応答性能を向上させることができる。
【００１７】
　なお、間引領域設定手段が測定光の全走査領域のうち特定の領域を間引領域として設定
する機能を有するものであるとき、注目していない領域については間引きを行うことによ
り動画応答性を向上させるとともに、注目している領域については間引きを行わずに高画
質な断層画像を取得することができる。
【００１８】
　また、測定光が走査する領域を走査方向に対し複数の分割領域に分割する領域分割手段
をさらに備え、断層情報取得手段が、領域設定手段により設定された分割領域内の複数の
干渉信号を用いて分割領域毎に光強度情報を取得するものであり、断層画像生成手段が、
断層情報取得手段において取得された分割領域毎の光強度情報を用いて断層画像の更新を
行うものであるとき、断層画像の表示を更新するときに必要なデータ処理量を削減し動画
応答性能を向上させることができる。
【００１９】
　さらに、領域分割手段が複数の分割領域のうち断層画像の更新を行う分割領域を指定す
る機能を有し、断層情報取得手段が分割領域の干渉信号のみから光強度情報を取得するも
のであり、断層画像生成手段が更新する分割領域の断層情報のみを用いて断層画像を更新
するものであれば、注目している領域のみ断層画像の更新を繰り返すことにより、データ
処理量を削減して動画応答性能を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の光断層画像化システムの実施の形態を詳細に説明する。
図１は本発明の光断層画像化システムの好ましい実施の形態を示す概略図である。光断層
画像化システム１は、体腔内に光プローブ１０を挿入することにより、体腔内の生体組織
や細胞等の測定対象Ｓの断層画像をＳＳ－ＯＣＴ（Ｓｗｅｐｔ　ｓｏｕｒｃｅ　ＯＣＴ）
計測により取得するものである。この光断層画像化システム１は、光プローブ１０、干渉
計２０、光源ユニット３０、周期クロック生成手段８０、Ａ／Ｄ変換ユニット９０、断層
画像処理手段１００、表示装置１１０等を有している。
【００２１】
　図２は図１の光プローブ１０の先端部分の一例を示す模式図である。図２の光プローブ
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１０は、たとえば鉗子口を介して体腔内に挿入されるものであって、プローブ外筒（シー
ス）１１、光ファイバ１２、光学レンズ１５等を有している。プローブ外筒１１は、可撓
性を有する筒状の部材からなっており、測定光Ｌ１および反射光Ｌ３が透過する材料から
なっている。なお、プローブ外筒１１は先端がキャップ１１ａにより閉塞された構造を有
している。
【００２２】
　光ファイバ１２は、干渉計２０から射出された測定光Ｌ１を測定対象Ｓまで導波すると
ともに、測定光Ｌ１が測定対象Ｓに照射されたときの測定対象Ｓからの反射光Ｌ３を干渉
計２０まで導波するものであって、プローブ外筒１１内に収容されている。また光ファイ
バ１２の外周側にはバネ１３が固定されており、光ファイバ１２およびバネ１３は回転駆
動ユニット１０Ａに機械的に接続されている。そして、光ファイバ１２およびバネ１３は
回転駆動ユニット１０Ａによりプローブ外筒１１に対し矢印Ｒ１方向に回転する。なお、
回転駆動ユニット１０Ａは回転エンコーダを具備しており（図示せず）、回転制御手段１
０Ｂは回転エンコーダからの信号に基づいて測定光Ｌ１の照射位置を認識する。
【００２３】
　光学レンズ１５は、光ファイバ１２から射出した測定光Ｌ１を測定対象Ｓに対し集光す
るために略球状の形状を有しており、測定対象Ｓからの反射光Ｌ３を集光し光ファイバ１
２に入射する。ここで、光学レンズ１５の焦点距離は、たとえば光ファイバ１２の光軸Ｌ
Ｐからプローブ外筒の径方向に向かって距離Ｄ＝３ｍｍの位置に形成されている。光学レ
ンズ１５は光ファイバ１２の光出射端部に固定部材１４を用いて固定されており、光ファ
イバ１２が矢印Ｒ１方向に回転したとき、光学レンズ１５も一体的に矢印Ｒ１方向に回転
する。よって、光プローブ１０は、測定対象Ｓに対し光学レンズ１５から射出される測定
光Ｌ１を矢印Ｒ１方向（プローブ外筒１１の円周方向）に対し走査しながら照射すること
になる。
【００２４】
　図１の光ファイバ１２および光学レンズ１５を回転させる回転駆動ユニット１０Ａの動
作は回転制御手段１０Ｂにより制御されており、回転制御手段１０Ｂはたとえば約２０Ｈ
ｚでプローブ外筒１１に対し矢印Ｒ１方向に回転するように制御する。そして、回転制御
手段１０Ｂは回転駆動ユニット１０Ａの回転エンコーダからの信号に基づき光ファイバ１
２が１回転したと判断したとき、回転クロック信号ＲCLKを出力する回転クロック生成手
段として機能する。
【００２５】
　図３は光源ユニット３０の一例を示す模式図である。光源ユニット３０は、波長を一定
の周期Ｔ０で掃引させながらレーザ光Ｌを射出するものである。具体的には、光源ユニッ
ト３０は、半導体光増幅器（半導体利得媒質）３１１と光ファイバＦＢ３０とを有してお
り、光ファイバＦＢ３０が半導体光増幅器３１１の両端に接続された構造を有している。
半導体光増幅器３１１は駆動電流の注入により微弱な放出光を光ファイバＦＢ３０の一端
側に射出するとともに、光ファイバＦＢ３０の他端側から入射された光を増幅する機能を
有している。そして、半導体光増幅器３１１に駆動電流が供給されたとき、半導体光増幅
器３１１および光ファイバＦＢ３０により形成される光共振器によりレーザ光Ｌが光ファ
イバＦＢ３０へ射出される。
【００２６】
　さらに、光ファイバＦＢ３０には光分岐器３１２が結合されており、光ファイバＦＢ３
０内を導波する光の一部が光分岐器３１２から光ファイバＦＢ３１側へ射出される。光フ
ァイバＦＢ３１から射出した光はコリメータレンズ３１３、回折格子素子３１４、光学系
３１５を介して回転多面鏡（ポリゴンミラー）３１６において反射される。そして反射さ
れた光は光学系３１５、回折格子素子３１４、コリメータレンズ３１３を介して再び光フ
ァイバＦＢ３１に入射される。
【００２７】
　ここで、この回転多面鏡３１６は矢印Ｒ３０方向に回転するものであって、各反射面の
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角度が光学系３１５の光軸に対して変化する。これにより、回折格子素子３１４において
分光された光のうち、特定の波長帯域の光だけが再び光ファイバＦＢ３１に戻るようにな
る。この光ファイバＦＢ３１に戻る光の波長は光学系３１５の光軸と反射面との角度によ
って決まる。そして光ファイバＦＢ３１に入射した特定の波長の光が光分岐器３１２から
光ファイバＦＢ３０に入射され、特定の波長のレーザ光Ｌが光ファイバＦＢ１ａ側に射出
される。
【００２８】
　したがって、回転多面鏡３１６が矢印Ｒ３０方向に等速で回転したとき、再び光ファイ
バＦＢ１ａに入射される光の波長λは、時間の経過に伴って周期的に変化することになる
。具体的には、図４に示すように、光源ユニット３０は最小掃引波長λminから最大掃引
波長λmaxまで波長を一定の周期Ｔ０（たとえば約５０μｓｅｃ）で掃引した光Ｌを射出
する。そして、光源ユニット３０から射出された光Ｌは、光ファイバカプラ等からなる光
分岐手段２により、光ファイバＦＢ１ｂ、ＦＢ１ｃにそれぞれ分岐され、干渉計２０およ
び周期クロック生成手段８０にそれぞれ入射される。
【００２９】
　なお、光源ユニット３０としてポリゴンミラーを回転させることにより波長を掃引させ
る場合について例示しているが、たとえばＡＳＥ光源ユニット等のような公知の技術によ
り周期的に波長を掃引させながら射出するようにしてもよい。
【００３０】
　周期クロック生成手段８０は、光源ユニット３０において波長が１周期分掃引されたと
きに周期クロック信号ＴCLKを出力するものであって、たとえば光源ユニット３０から射
出された光の波長が設定波長になったことを検出して周期クロック信号ＴCLKを出力する
。なお、周期クロック信号ＴCLKの出力タイミングは掃引される波長帯域内であれば波長
の掃引終了後もしくは開始直後の波長に設定して周期クロック信号ＴCLKを出力するよう
にしてもよいし、掃引波長域の中間の波長に設定して周期クロック信号ＴCLKを出力する
ようにしてもよい。また、図３において、周期クロック生成手段８０は、光源ユニット３
０から射出された光Ｌを検出することにより周期クロック信号ＴCLKを生成する場合につ
いて例示しているが、光源ユニット３０が回転ミラーの角度を検出することにより周期ク
ロック信号ＴCLKを出力するようにしてもよい。
【００３１】
　図５は図１の光断層画像化システム１における干渉計２０の一例を示す模式図である。
干渉計２０はマッハツェンダー型の干渉計であって、筐体２０Ａに各種光学部品を収容す
ることにより構成されている。干渉計２０は、光源ユニット３０から射出された光Ｌを測
定光Ｌ１と参照光Ｌ２とに分割する光分割手段３と、光分割手段３により分割された測定
光Ｌ１が測定対象Ｓに照射されたときの測定対象Ｓからの反射光Ｌ３と参照光Ｌ２とを合
波する合波手段４と、合波手段４により合波された反射光Ｌ３と参照光Ｌ２との干渉光Ｌ
４を検出する干渉光検出手段７０とを備えている。なお、干渉計２０と光源ユニット３０
とはＡＰＣ（Angled physical contact）コネクタを用いて接続されている。ＡＰＣコネ
クタを用いることにより光コネクタ（光ファイバ）の接続端面からの反射戻り光を極限に
まで低減し、断層画像Ｐの画質劣化を防止することができる。
【００３２】
　光分割手段３は、たとえば２×２の光ファイバカプラからなっており、光源ユニット３
０から光ファイバＦＢ１ｃを導波した光Ｌをそれぞれ測定光Ｌ１と参照光Ｌ２とに分割す
る。このとき、光分割手段３は、たとえば測定光Ｌ１：参照光Ｌ２＝９９：１の割合で分
割する。光分割手段３は、２つの光ファイバＦＢ２、ＦＢ３にそれぞれ光学的に接続され
ており、分割された測定光Ｌ１は光ファイバＦＢ２側に入射され、参照光Ｌ２は光ファイ
バＦＢ３側に入射される。
　光ファイバＦＢ２には光サーキュレータ２１が接続されており、光サーキュレータ２１
には光ファイバＦＢ４、ＦＢ５がそれぞれ接続されている。光ファイバＦＢ４には測定光
Ｌ１を測定対象Ｓまで導波する光プローブ１０が接続されており、光分割手段３から射出
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した測定光Ｌ１は光ファイバＦＢ２から光プローブ１０へ導波され、測定対象Ｓに照射さ
れる。また、測定対象Ｓを反射した反射光Ｌ３は光ファイバＦＢ４を介して光サーキュレ
ータ２１に入射され、光サーキュレータ２１から光ファイバＦＢ５側に射出される。なお
、光ファイバＦＢ４と光プローブ１０とはＡＰＣ（Angled physical contact）コネクタ
を用いて接続されており、光コネクタ（光ファイバ）の接続端面からの反射戻り光を極限
にまで低減し、断層画像Ｐの画質劣化を防止する。
【００３３】
　一方、光ファイバＦＢ３には光サーキュレータ２２が接続されており、光サーキュレー
タ２２には光ファイバＦＢ６、ＦＢ７がそれぞれ接続されている。光ファイバＦＢ６には
、断層画像の取得領域を調整するために参照光Ｌ２の光路長を変更する光路長調整手段４
０が接続されている。光路長調整手段４０は、光路長を粗調整する光路長粗調整用光ファ
イバ４０Ａと、光路長を微調整する光路長微調整手段４０Ｂとを有している。
【００３４】
　光路長粗調整用光ファイバ４０Ａは、一端側が光ファイバＦＢ２に対し着脱可能に接続
されており、他端側が光路長微調整手段４０Ｂに着脱可能に接続されている。光路長粗調
整用光ファイバ４０Ａは予め異なる長さのものが複数用意されており、必要に応じて適切
な長さの光路長粗調整用光ファイバ４０Ａが適宜取り付けられる。なお、この光路長粗調
整用光ファイバ４０Ａは、光ファイバＦＢ６および光路長微調整手段４０ＢとＡＰＣ（An
gled physical contact）コネクタを用いて接続されており、光コネクタ（光ファイバ）
の接続端面からの反射戻り光を極限にまで低減し、断層画像Ｐの画質劣化を防止する。
【００３５】
　光路長微調整手段４０Ｂは、反射ミラー４３、光ターミネータ４４等を有している。反
射ミラー４３は、光路長粗調整用光ファイバ４０Ａから射出された参照光Ｌ２を光ターミ
ネータ４４側に反射するとともに、光ターミネータ４４から反射した参照光Ｌ２を再び光
路長粗調整用光ファイバ４０Ａ側に反射するものである。反射ミラー４３はこの反射ミラ
ー４３は可動ステージ（図示せず）上に固定されており、ミラー移動手段により参照光Ｌ
２の光軸方向（矢印Ａ方向）に移動することにより、参照光Ｌ２の光路長が変更する。こ
の可動ステージは、光路長調整操作部４６が操作されることにより反射ミラー４３を矢印
Ａ方向に移動させる。
【００３６】
　さらに、光ファイバＦＢ７には偏波コントローラ５０が光学的に接続されている。この
偏波コントローラ５０は参照光Ｌ２の偏波方向を回転させる機能を有している。なお偏波
コントローラ５０としてたとえば特開２００１－２６４２４６号公報等の公知の技術を用
いることができる。偏波コントローラ５０は、偏波調整操作部５１が操作されることによ
り偏波方向を調整するようになっており、たとえば反射光Ｌ３と参照光Ｌ２とが合波手段
４において合波されるときのそれぞれの偏波方向が一致するように偏波調整操作部５１を
操作することにより、断層画像が鮮明になるように調整することができる。
【００３７】
　合波手段４は、２×２の光ファイバカプラからなり、光ファイバＦＢ５を導波した反射
光Ｌ３と光ファイバＦＢ７を導波した参照光Ｌ２とを合波するものである。具体的には合
波手段４は、光ファイバＦＢ５を導波した反射光Ｌ３を２つの光ファイバＦＢ８、ＦＢ９
に分岐するとともに、光ファイバＦＢ７を導波した参照光Ｌ２を２つの光ファイバＦＢ８
、ＦＢ９に分岐する。したがって、各光ファイバＦＢ８、ＦＢ９においてそれぞれ反射光
Ｌ３と参照光Ｌ２とが合波され、光ファイバＦＢ８内を第１干渉光Ｌ４ａが導波し、光フ
ァイバＦＢ９内を第２干渉光Ｌ４ｂが導波することになる。つまり、合波手段４は、反射
光Ｌ３と参照光Ｌ２との干渉光Ｌ４を２つに干渉光Ｌ４ａ、Ｌ４ｂに分岐する光分岐手段
５としても機能している。
【００３８】
　干渉光検出手段７０は、第１干渉光Ｌ４ａを検出する第１光検出部７１と、第２干渉光
Ｌ４ｂを検出する第２光検出部７２と、第１光検出部７１により検出された第１干渉光Ｌ
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４ａと第２光検出部７２により検出された第２干渉光Ｌ４ｂとの差分を干渉信号ＩＳとし
て出力する差分アンプ７３とを有している。各光検出部７１、７２は、たとえばフォトダ
イオード等からなっており、各干渉光Ｌ４ａ、Ｌ４ｂを光電変換し差分アンプ７３に入力
するものである。差分アンプ７３は各干渉光Ｌ４ａ、Ｌ４ｂの差分を増幅し干渉信号ＩＳ
として出力するものである。このように、各干渉光Ｌ４ａ、Ｌ４ｂを差分アンプ７３によ
りバランス検波することにより、干渉信号ＩＳを増幅して出力しながら干渉信号ＩＳ以外
の同相光雑音が除去することができ、断層画像Ｐの画質の向上を図ることができる。
【００３９】
　また干渉光検出手段７０から出力された干渉信号ＩＳは、増幅器７４により増幅された
後、信号帯域フィルタ７５を介してＡ／Ｄ変換ユニット９０に出力される。この信号帯域
フィルタ７５を設けることにより、干渉信号ＩＳからノイズを除去しＳ／Ｎ比の向上を図
ることができる。
【００４０】
　図６は図１に示すＡ／Ｄ変換ユニット９０の一例を示すブロック図である。Ａ／Ｄ変換
ユニット９０は、干渉光検出手段７０により検出された干渉信号ＩＳをデジタル信号に変
換し出力するものであって、Ａ／Ｄ変換部９１、干渉信号記憶手段９２、間引領域設定手
段９３、干渉信号間引手段９４を有している。Ａ／Ｄ変換部９１は、干渉計２０からアナ
ログ信号として出力される干渉信号ＩＳをデジタル信号にするものであり、Ａ／Ｄ変換さ
れた干渉信号ＩＳはＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）等からなる干渉信号記憶手段９２
に一時的に記憶される。ここで、周期クロック信号ＴCLKが掃引波長域の中間の波長の光
Ｌが射出されたタイミングで出力されるものであるとき、周期クロック信号ＴCLKが出力
されたタイミングの前後の干渉信号ＩＳを１波長掃引分の干渉信号ＩＳとして干渉信号記
憶手段９２に記憶される。また、周期クロック信号ＴCLKが掃引終了直後もしくは掃引開
始直前に出力されるとき、周期クロック信号ＴCLKの出力タイミングよりも前に記憶され
た干渉信号ＩＳを１ライン分の干渉信号ＩＳとして干渉信号記憶手段９２に記憶される。
【００４１】
　間引領域設定手段９３は波長掃引毎に検出された干渉信号ＩＳのうち断層画像Ｐの生成
に用いる干渉信号ＩＳの間引きを行う間引領域ＣＲを設定するものである。たとえば図７
に示すように、間引領域設定手段９３はたとえば図示しない入力部からの入力に従い特定
の走査領域を間引領域ＣＲとして設定する。なお、間引領域設定手段９３は、特定の領域
を指定せずに測定光Ｌ１の全走査領域において干渉信号ＩＳの間引きを行う応答速度向上
モード、全走査領域において間引きを行わない高画質モードに設定されるものであっても
よい。
【００４２】
　図６の干渉信号間引手段９４は間引領域設定手段９３により設定された間引領域ＣＲ内
において取得された複数の干渉信号ＩＳの間引きを行うものである。具体的には、干渉信
号間引手段９４は周期クロック信号ＴCLKのクロック数を計数し、計数したクロック数が
予め設定された設定クロック数Ｔｒｅｆになったときの干渉信号ＩＳを選択する。なお、
設定クロック数Ｔｒｅｆは予め設定されたものであってもよいし、入力部の入力に従い設
定されるものであってもよい。
【００４３】
　ここで、図８は干渉信号間引手段９４が間引領域ＣＲにおいて干渉信号ＩＳを選択する
様子を示すタイミングチャートである。図７において設定クロック数Ｔｒｅｆ＝５に設定
されており、干渉信号間引手段９４は周期クロック信号ＴCLKが５クロック分出力された
ときの干渉信号ＩＳを選択する。したがって、間引領域ＣＲが全走査範囲（全波長掃引＝
２０００ライン）に設定されている場合、１枚の断層画像Ｐは２０００本／５＝４００本
の波長掃引（干渉信号ＩＳ）から構成されることになる。
【００４４】
　また、干渉信号記憶手段９２に記憶された干渉信号ＩＳは、回転クロック信号ＲCLKが
出力されたときに干渉信号記憶手段９２に記憶された１枚の断層画像Ｐ分の干渉信号ＩＳ
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が断層画像処理手段１００に出力される。なお、干渉光検出手段７０において検出された
全干渉信号ＩＳは別途干渉信号データベース９５に記憶され、測定対象Ｓのリアルタイム
観察終了後に高画質な断層画像Ｐが生成することができるようになっている。
【００４５】
　図９は断層画像処理手段１００の一例を示すブロック図である。なお、図９のような断
層画像処理手段１００の構成は、補助記憶装置に読み込まれた断層画像処理プログラムを
コンピュータ（たとえばパーソナルコンピュータ等）上で実行することにより実現される
。断層画像処理手段１００は、干渉信号取得手段１０１、干渉信号変換手段１０２、断層
情報取得手段１０３、断層画像生成手段１０５等を有している。
【００４６】
　干渉信号取得手段１０１は、干渉信号間引手段９４により選択された複数の干渉信号Ｉ
Ｓを干渉信号記憶手段９２から取得するものである。干渉信号変換手段１０２は、図１０
に示すようなＡ／Ｄ変換ユニット９０において時間経過とともに取得される干渉信号ＩＳ
を、図１１に示すような波数ｋ（＝２π／λ）軸において等間隔になるように再配列する
機能を有している。このとき、干渉信号変換手段１０２は、光源ユニット３０の時間－波
長掃引特性データテーブルもしくは関数を予め有しており、この時間－波長掃引特性デー
タテーブル等を用いて波数ｋ軸において等間隔になるように干渉信号ＩＳを再配列する。
これにより、干渉信号ＩＳから光強度情報ｒ（ｚ）を算出するときに、フーリエ変換処理
、最大エントロピー法による処理等の周波数空間において等間隔であることを前提とする
スペクトル解析法により精度の高い光強度情報ｒ（ｚ）を得ることができる。なお、この
信号変換手法の詳細は米国特許第５９５６３５５号明細書に開示されている。
【００４７】
　断層情報取得手段１０３は、干渉信号変換手段１０２により信号変換された各波長掃引
毎の干渉信号ＩＳをたとえばフーリエ変換処理、最大エントロピー法（ＭＥＭ）、Ｙｕｌ
ｅ－Ｗａｌｋｅｒ法等の公知のスペクトル解析技術を用いて解析し、光軸方向の距離ｚに
依存した光強度情報ｒ（ｚ）を取得するものである。
【００４８】
　断層画像生成手段１０５は、断層情報取得手段１０３により取得された１周期分（１ラ
イン分）の光強度情報ｒ（ｚ）を光プローブ１０のラジアル方向（矢印Ｒ１方向）につい
て取得し、図１２に示すような光の進行方向を含む２次元の光反射光強度分布、すなわち
断層画像Ｐを生成するものである。ここで、断層画像生成手段１０５は、順次取得される
１ライン分の光強度情報ｒ（ｚ）を断層情報蓄積手段１０５ａに記憶しておき、図１の回
転制御手段１０Ｂから回転クロック信号ＲCLKが出力されたとき、間引きした波長掃引数
の光強度情報ｒ（ｚ）を配列して２次元断層画像Ｐを生成する。たとえば、光源ユニット
３０から周期クロック信号ＴCLKが２０ｋＨｚであって、光プローブ１０が２０Ｈｚで測
定光Ｌ１を矢印Ｒ１方向に走査するものであって、間引領域設定手段９３が全走査領域を
間引領域ＣＲに設定し干渉信号間引手段９４が１／５に干渉信号ＩＳを間引きしたとき、
断層画像生成手段１０５は、ｎ＝２０００／５＝４００ライン分の光強度情報ｒ（ｚ）を
用いて１枚の断層画像Ｐを生成する。
【００４９】
　このように、干渉信号ＩＳを間引きして断層画像処理を施して表示させることにより、
従来のように１枚分（１回転走査分）の断層画像Ｐを取得した後に表示装置１１０に表示
するとき、１枚分の波長掃引分のすべての干渉信号ＩＳについて断層画像処理をする場合
に比べて画像処理時間を大幅に短縮して動画応答性を向上させることができる。
【００５０】
　次に、図１から図１２を参照して光断層画像化方法について説明する。まず、光源ユニ
ット３０から所定の波長帯域内において周期的に掃引された光Ｌが射出される。光Ｌは光
分岐手段２において２分され、干渉計２０と周期クロック生成手段８０とにそれぞれ入射
される。干渉計２０の光分割手段３において光Ｌは測定光Ｌ１と参照光Ｌ２とに光分割さ
れ、測定光Ｌ１は光ファイバＦＢ２側に射出され、参照光Ｌ２は光ファイバＦＢ３側に射
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出される。
【００５１】
　測定光Ｌ１は光サーキュレータ２１、光ファイバＦＢ４および光プローブ１０を導波し
測定対象Ｓに照射される。そして、測定対象Ｓにおいて反射した反射光Ｌ３および後方散
乱した光が再び光プローブ１０に入射される。この反射光Ｌ３は光プローブ１０、光サー
キュレータ２１および光ファイバＦＢ５を介して合波手段４に入射される。
【００５２】
　一方、参照光Ｌ２は光ファイバＦＢ３、光サーキュレータ２２、光ファイバＦＢ６を介
して光路長調整手段４０に入射される。そして、光路長調整手段４０により光路長が調整
された参照光Ｌ２が再び光ファイバＦＢ６、光サーキュレータ２２、偏波コントローラ５
０、光ファイバＦＢ７を導波し合波手段４に入射される。
【００５３】
　合波手段４において、反射光Ｌ３と参照光Ｌ２とが合波されるとともに、合波されたと
きの干渉光Ｌ４が合波手段４（光分岐手段５）において分岐され、２つの干渉光Ｌ４ａ、
４ｂが光ファイバＦＢ８、ＦＢ９にそれぞれ射出される。そして、各光ファイバＦＢ８、
ＦＢ９を導波した各干渉光Ｌ４ａ、Ｌ４ｂが干渉光検出手段７０においてバランス検波さ
れ干渉信号ＩＳとして出力される。そして、干渉信号ＩＳが増幅器７４および信号帯域フ
ィルタ７５を経てＡ／Ｄ変換ユニット９０に出力される。
【００５４】
　その後、干渉信号ＩＳはＡ／Ｄ変換ユニット９０においてＡ／Ｄ変換され、干渉信号記
憶手段９２に順次格納されていく。このとき、間引領域設定手段９３において設定された
間引領域ＣＲ内において、干渉信号間引手段９４による干渉信号ＩＳの間引きが行われる
。そして間引きされた複数の干渉信号ＩＳが断層画像処理手段１００側に出力される。
　断層画像処理手段１００において、干渉信号変換手段１０２により１ライン分の干渉信
号ＩＳに波数ｋについて等間隔になるように信号変換処理が施される。その後、断層情報
取得手段１０３により、干渉信号ＩＳがスペクトル解析されることにより、干渉信号ＩＳ
からそれぞれ光強度情報（反射率）が光強度情報ｒ（ｚ）として取得される（ステップＳ
Ｔ６）。断層画像生成手段１０５において、取得した光強度情報ｒ（ｚ）が測定光Ｌ１の
走査方向（矢印Ｒ１方向）について間引きした波長掃引分だけ蓄積される。そして、回転
クロック信号ＲCLKが検出したとき、蓄積した複数の光強度情報ｒ（ｚ）を用いて１枚の
断層画像Ｐが生成・更新され図１の表示装置１１０に表示される（ステップＳＴ７）。そ
して、断層画像Ｐの表示終了の指示がなされるまで、干渉信号ＩＳを間引きした断層画像
Ｐの更新が繰り返される。
【００５５】
　このように、干渉信号ＩＳから光強度情報ｒ（ｚ）を取得する処理を行う干渉信号ＩＳ
のデータ数を間引きすることにより、断層画像Ｐの動画応答性を向上させることができる
。すなわち、従来の方法では１枚の断層画像Ｐ分の全ての干渉信号ＩＳを干渉信号記憶手
段９２に一時的に保存し、回転クロック信号ＲCLKの出力に合わせて干渉信号取得手段１
０１が１枚分の断層画像Ｐの干渉信号ＩＳを取得する。たとえば波長掃引周波数２０ｋＨ
ｚ、回転走査の周波数１０Ｈｚ、１波長掃引のデータ数を１０２４点としたとき、干渉信
号ＩＳの取得から干渉信号ＩＳの断層画像処理手段１００へのデータ転送、光強度情報ｒ
（ｚ）の取得、光強度情報ｒ（ｚ）のラジアル画像変換処理、断層画像Ｐの表示までの所
要時間は約５００ｍｓだけ掛かる。つまり、プローブは１０Ｈｚで回転駆動しても動画像
として表示される断層画像Ｐのフレームレートは２Ｈｚ程度でしか動作しない。
【００５６】
　一方、干渉信号間引手段９４において干渉信号ＩＳをたとえば１／５になるように間引
いたとき（図８参照）、干渉信号ＩＳの取得から断層画像Ｐの表示までの所要時間は略１
／５にすることができ、光プローブにおける回転駆動に追従して断層画像Ｐを表示させる
ことができる。
【００５７】
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　図１３は本発明の光断層画像化システムにおけるＡ／Ｄ変換ユニットの別の実施形態を
示すブロック図であり、図１３を参照してＡ／Ｄ変換ユニット１９０について説明する。
なお、図１３のＡ／Ｄ変換ユニット１９０において図６のＡ／Ｄ変換ユニット９０と同一
の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。図１３のＡ／Ｄ変換ユ
ニットが図６のＡ／Ｄ変換ユニット９０と異なる点は、断層画像Ｐの更新を分割領域ＢＲ
毎に行うために、測定光Ｌ１の全走査領域について領域分割を行う領域分割手段１９１が
設けられている点である。
【００５８】
　領域分割手段１９１は、全走査領域（１枚の断層画像Ｐ）を走査方向Ｒ１に対し複数の
分割領域ＢＲに分割するものであって、たとえば図１４に示すように１枚の断層画像Ｐを
扇状の５つの分割領域ＢＲ１～ＢＲ５に分割する。そして領域分割手段１９１は、図１５
に示すような回転クロック信号ＲCLKの周期を１／Ｍ倍した分割クロック信号ＢＲCLKを生
成し、生成した分割クロック信号ＢＲCLKに基づいて干渉信号記憶手段９２に記憶された
干渉信号ＩＳを分割領域ＢＲ毎に区切る機能を有している。
【００５９】
　上述した分割領域ＢＲの数Ｍは予め設定されたものであってもよいし、マウスやキーボ
ード等の入力手段からの入力に従い設定されたものであってもよい。また、分割領域ＢＲ
はそれぞれ略均等の大きさを有するものであってもよいし異なる大きさからなるものであ
ってもよい。なお、分割領域ＢＲが間引領域ＣＲになっている場合、干渉信号間引手段９
４は分割領域ＢＲ内の干渉信号ＩＳを間引いて干渉信号記憶手段９２に記憶する。
【００６０】
　一方、干渉信号取得手段１０１は、干渉信号記憶手段９２に記憶されている干渉信号Ｉ
Ｓを分割領域ＢＲ毎に取得し、断層情報取得手段１０３は分割領域ＢＲに位置する各干渉
信号ＩＳからそれぞれ光強度情報ｒ（ｚ）を取得する。断層画像生成手段１０５は既に取
得された断層画像Ｐ内の扇状の分割領域ＢＲを新たに取得された光強度情報ｒ（ｚ）に更
新する。たとえば１つの断層画像Ｐが５つの分割領域ＢＲ１～ＢＲ５に分割されている場
合（図１４参照）、分割クロック信号ＢＲCLKの出力タイミング位置を起点とした７２°
の扇状の分割領域の断層画像が生成される。そして、断層画像生成手段１０５は既に生成
されている断層画像Ｐについて、新たに生成された分割断層画像ＢＰの部分を更新する。
【００６１】
　このように、断層画像Ｐ内における分割領域ＢＲの光強度情報ｒ（ｚ）を更新するとき
の所要時間が１枚の断層画像Ｐを更新処理していた従来の手法に比べて約１／１０にする
ことができるとともに、１枚の断層画像Ｐを分割して更新する時間は、１枚の断層画像Ｐ
全体を更新する時間よりも約１／２にすることができる。
【００６２】
　ここで、断層画像処理手段１００による断層画像Ｐ内の分割領域ＢＲの更新を行う際、
干渉信号取得手段１０１は断層画像の更新の終了後に干渉光検出手段７０において検出さ
れた干渉信号ＩＳを取得し、断層画像Ｐにおける分割領域ＢＲの更新作業を行う。言い換
えれば、１つの分割領域ＢＲの取得から断層画像Ｐの更新終了までに取得された干渉信号
ＩＳについては断層画像Ｐの生成・更新を行わない。
【００６３】
　具体的には、図１５に示すように、領域分割手段１９１は分割クロック信号ＢＲCLKの
出力タイミングに基づいて、断層画像Ｐの更新に用いる干渉信号ＩＳを識別する識別フラ
グ（Ｈｉｇｈレベル信号）を干渉信号ＩＳに関連づけして干渉信号記憶手段９２に記憶す
る。そして、干渉信号取得手段１０１は、識別フラグが付されている干渉信号ＩＳを取得
するようになっている。つまり、図１４の分割領域ＢＲ１の干渉信号ＩＳについて光強度
情報ｒ（ｚ）の取得および断層画像Ｐの更新が完了するまでの分割領域ＢＲ２～ＢＲ４内
の干渉信号ＩＳには識別フラグは付されない。一方、分割領域ＢＲ１について断層画像Ｐ
の更新が完了後において、干渉光検出手段７０により検出された分割領域ＢＲ５の干渉信
号ＩＳに識別フラグが付される。そして、分割領域ＢＲ５の干渉信号ＩＳに基づいて光強
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度情報ｒ（ｚ）の取得および断層画像Ｐの更新が行われる。そして、分割領域ＢＲ５にお
ける断層画像Ｐの更新が終了した後に干渉光検出手段７０により検出された分割領域ＢＲ
４の干渉信号ＩＳに識別フラグが付される。以上の動作を繰り返すことにより断層画像Ｐ
の更新が行われる。
【００６４】
　このように、断層画像Ｐの更新後に干渉光検出手段７０において検出された分割領域Ｂ
Ｒの干渉信号ＩＳを用いた断層画像Ｐの更新を繰り返すことにより、干渉光検出手段７０
において検出された最新の干渉信号ＩＳを用いて断層画像Ｐの更新作業を行うことになる
ため、常に最新の断層画像Ｐを表示させることができる。
　特に、回転クロック信号ＲCLKをＭ（たとえば５）だけ分割した分割クロック信号ＲCLK

を出力したときに、分割クロック信号ＲCLKがＭ－２クロック（たとえば３クロック）だ
け出力されるまでの間に断層画像処理を終了させるようにしたときには（図１５参照）、
結果として反時計回りに隣接する分割領域ＢＲが更新されていくことになるため、画像更
新の際の違和感が少ない動画を得ることができる。
【００６５】
　なお、断層画像Ｐの更新方法は上記方法に限定されず、干渉信号ＩＳが取得された順に
分割領域ＢＲ内の断層画像Ｐの更新を行うようにしてもよい。このとき、干渉信号取得手
段１０１は、分割クロック信号ＢＲCLKの出力タイミングに合わせて干渉信号記憶手段９
２に記憶された分割領域ＢＲ内の複数の干渉信号ＩＳを取得することになる。
【００６６】
　また、図１４においては、断層画像Ｐのすべての領域について更新が繰り返される場合
について例示しているが、特定の分割領域ＢＲのみ更新を繰り返すようにしてもよい。す
なわち、領域分割手段１９１は複数の分割領域ＢＲのうち断層画像の更新を行う分割領域
を指定する機能を有している。そして、干渉信号取得手段１０１は更新する分割領域ＢＲ
の干渉信号ＩＳのみを取得し光強度情報取得手段１０３が光強度情報ｒ（ｚ）を取得する
。すると、断層画像生成手段は分割領域ＢＲの光強度情報ｒ（ｚ）のみを用いて断層画像
Ｐを生成し分割領域ＢＲの更新を行う。これにより、注目している領域のみ断層画像Ｐの
更新を繰り返すことにより、データ処理量を削減して動画応答性能を向上させることがで
きる。
【００６７】
　上記各実施の形態によれば、周期的に波長を掃引した光Ｌを射出し、射出した光Ｌをそ
れぞれ測定光Ｌ１と参照光Ｌ２とに分割し、分割した測定光Ｌ１が測定対象Ｓに走査しな
がら照射されたときの測定対象Ｓからの反射光Ｌ３と参照光Ｌ２とを合波し、反射光Ｌ３
と参照光Ｌ２とが合波されたときの干渉光Ｌ４を波長掃引毎に干渉信号ＩＳとして検出し
、波長掃引毎に検出された干渉信号ＩＳのうち断層画像Ｐの生成に用いる干渉信号ＩＳの
間引きする間引領域ＣＲを設定し、設定した間引領域ＣＲ内の複数の干渉信号ＩＳのうち
断層画像の生成に用いる干渉信号ＩＳの間引きを行い、間引きした波長掃引に対する干渉
信号ＩＳから間引領域ＣＲにおける測定対象Ｓの光強度情報ｒ（ｚ）を取得し、取得した
光強度情報ｒ（ｚ）を用いて間引領域ＣＲにおける断層画像Ｐを生成することにより、間
引きした干渉信号ＩＳに対し信号処理を行うことになるため、データ処理量を削減し動作
応答性能を向上させることができる。
【００６８】
　なお、間引領域設定手段９３が測定光Ｌ１の全走査領域のうち特定の領域を間引領域Ｃ
Ｒとして設定する機能を有するものであるとき、注目していない領域については間引きを
行うことにより動画応答性を向上させるとともに、注目している領域については間引きを
行わずに高画質な断層画像を取得することができる。
【００６９】
　また、図１３に示すように、測定光Ｌ１が走査する領域を走査方向に対し複数の分割領
域ＢＲに分割する領域分割手段１９１をさらに備え、断層情報取得手段が、領域分割手段
により設定された分割領域ＢＲ内の複数の干渉信号ＩＳを用いて分割領域ＢＲ毎に測定対
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象Ｓの光強度情報ｒ（ｚ）を取得するものであり、断層画像生成手段１０５が断層情報取
得手段１０３において取得された分割領域ＢＲ毎の光強度情報ｒ（ｚ）を用いて断層画像
Ｐの更新を行うものであれば、断層画像Ｐの表示を更新するときに必要なデータ処理量を
削減し動画応答性能を向上させることができる。
【００７０】
　さらに、領域分割手段１９１が複数の分割領域のうち断層画像の更新を行う分割領域を
設定する機能を有し、断層情報取得手段１０３が更新する分割領域ＢＲの干渉信号ＩＳの
みから光強度情報ｒ（ｚ）を取得するものであり、断層画像生成手段１０５が分割領域の
光強度情報ｒ（ｚ）を用いて断層画像Ｐを更新するものであれば、注目している領域のみ
断層画像の更新を繰り返すことにより、データ処理量を削減して動画応答性能を向上させ
ることができる。
【００７１】
　本発明の実施の形態は、上記実施の形態に限定されない。たとえば、図７において、間
引領域設定手段９３および干渉信号間引手段９４はＡ／Ｄ変換ユニット９０内に設けられ
ている場合について例示しているが、断層画像処理手段１００内に設けられていてもよい
。このとき、干渉信号間引手段９４は、干渉信号取得手段１０１がＡ／Ｄ変換ユニット９
０から取得した１枚分の複数の干渉信号ＩＳを間引きすることになる。同様に、図１４の
領域分割手段１９１はＡ／Ｄ変換ユニット９０内に設けられている場合について例示して
いるが、断層画像処理手段１００内に設けられていてもよい。
【００７２】
　さらに、光プローブ１０の回転数を断層画像処理手段１００において処理できる能力以
上に設定し、干渉信号データベース９５に記憶された干渉信号ＩＳを用いて、オフライン
処理において高精細な断層画像Ｐを作成するようにしてもよい。これにより、干渉計２０
や光断層画像処理手段１００等の構成を変更せずにモーションアーティファクトの影響が
少ない高画質な断層画像Ｐを取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の光断層画像化システムの好ましい実施の形態を示す概略構成図
【図２】図１の光断層画像化システムに使用される光プローブの一例を示す模式図
【図３】図１の光断層画像化システムにおける光源ユニットの一例を示す模式図
【図４】図３の光源ユニットから射出される光の波長が掃引される様子を示すグラフ
【図５】図１の光断層画像化システムにおける干渉計の一例を示す模式図
【図６】図１の光断層画像化システムにおけるＡ／Ｄ変換ユニットの一例を示すブロック
図
【図７】図６の間引領域設定手段において設定される間引領域の一例を示す模式図
【図８】干渉信号間引手段において干渉信号が間引きされる様子を示すタイミングチャー
ト
【図９】図１の断層画像処理手段の一例を示すブロック図
【図１０】図９の干渉信号変換手段に入力される干渉信号の一例を示すグラフ
【図１１】図９の干渉信号変換手段により信号変換された干渉信号の一例を示すグラフ
【図１２】図９の断層画像生成手段により生成された断層画像の一例を示す模式図
【図１３】本発明の光断層画像化システムにおけるＡ／Ｄ変換ユニットの別の一例を示す
ブロック図
【図１４】図１３の領域分割手段において走査領域（断層画像）が分割領域毎に分割され
た状態を示す模式図
【図１５】図１４の領域分割手段において分割領域毎に干渉信号が区切られる様子を示す
タイミングチャート
【符号の説明】
【００７４】
１　　 光断層画像化システム
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２　　 光分岐手段
３　　 光分割手段
４　　 合波手段
１０　 光プローブ
２０　 干渉計
３０　 光源ユニット
７０　 干渉光検出手段
８０　 周期クロック生成手段
８２　 光学フィルタ
８４　 光検出部
９０　 Ａ／Ｄ変換ユニット
９１　 Ａ／Ｄ変換部
９２　 干渉信号記憶手段
９３　 間引領域設定手段
９４　 干渉信号間引手段
１００ 断層画像処理手段
１０１ 干渉信号取得手段
１０２ 干渉信号変換手段
１０３ 断層情報取得手段
１０５ 断層画像生成手段
１９１ 領域分割手段
ＢＲ　 分割領域
ＣＲ　 間引領域
ＩＳ　 干渉信号
Ｌ　　 光
Ｌ１　 測定光
Ｌ２　 参照光
Ｌ３　 反射光
Ｌ４　 干渉光
Ｐ　　 断層画像
ｒ（ｚ）　　　光強度情報
ＲCLK　 回転クロック信号
Ｓ　　 測定対象
Ｔ０　　周期
ＴCLK　 周期クロック信号
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