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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補償光学走査システムであって、
　第１の光を発生させるための発光源（７０５）であって、前記第１の光は前記補償光学
走査システムを通って標本（７１０）に向けられる発光源と、
　１つ以上の補償光学素子（７１５）であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及
ぼすか、または前記第１の光の波面と強度の両方に影響を及ぼす補償光学素子（７１５）
と、
　ビーム照射モジュール（７２０）であって、４つ以上の運動軸によって動作し、前記補
償光学素子にまたは前記補償光学素子付近にビーム旋回軸点を作成することまたは適応さ
せることによって前記補償光学素子（７１５）を優先的にインターフェースするように前
記第１の光の角度および位置を制御しながら、前記第１の光を前記標本（７１０）にわた
って走査するビーム照射モジュール（７２０）と、
　前記ビーム照射モジュール（７２０）における前記軸の運動軌跡を制御するためのコン
トローラ（７２５）と、
　標本伝達オプティクス（７３０）であって、前記第１の光を適切に調整して前記標本（
７１０）に向ける標本伝達オプティクス（７３０）と、
　１つ以上の検出器（７３５）であって、前記標本（７１０）からの第２の光を測定する
検出器（７３５）と、を備える、
　補償光学走査システム。
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【請求項２】
　前記補償光学システムは、光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を実行するものであ
り、
　前記補償光学走査システムはさらに、干渉計（１１０）と、標本経路（１１５）と、干
渉ＯＣＴ信号を得るための参照経路（１２０）とを備える、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項３】
　前記補償光学走査システムは、多光子撮像を実行するものであり、
　前記補償光学走査システムは、光路におけるダイクロイックミラー（１９４）をさらに
備え、前記検出器（７３５）は、弾道を測定し、前記標本からの散乱蛍光または前記標本
から発せられた第２の光を逓倍する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項４】
　前記標本（７１０）は、寸法特性に関し特徴づけられる、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項５】
　前記補償光学素子（７１５）が可変形鏡である、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項６】
　前記補償光学素子（７１５）が液晶空間光変調器である、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項７】
　補償光学素子の数が２つ以上であり、前記補償光学素子のいずれか１つのみを使用する
場合よりも好ましい補正を達成するために、前記２つ以上の補償光学素子（７１５）が、
異なる補正範囲、異なるアクチュエータまたは画素配列、異なるアクチュエータまたは画
素間隔、または、異なる時間的な応答を有する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項８】
　前記補償光学素子（７１５）は、前記標本における収差を補償する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項９】
　前記補償光学素子（７１５）は、前記補償光学走査システム内の残留収差を補償する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１０】
　前記ビーム照射モジュール（７２０）の少なくとも１つの軸は回転する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１１】
　前記ビーム照射モジュール（７２０）は、少なくとも１つの高速ステアリングミラー（
ＦＳＭ）を備える、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１２】
　前記ビーム照射モジュール（７２０）は、少なくとも１つのステアリングミラー、音響
光学偏向器、回転ポリゴン、電気光学ビーム偏光器、電気光学プリズム、熱光学プリズム
、または回折アレイを備える、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１３】
　前記補償光学素子（７１５）は、前記システムの瞳孔面と共役である、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１４】
　前記補償光学素子（７１５）は、補償光学補正を改善するために前記瞳孔面の外部の面



(3) JP 6242906 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

と共役である、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１５】
　前記システムは、前記標本（７１０）または前記標本（７１０）内の点光源からの第３
の光における収差を測定するための波面センサを備え、
　前記システムは、前記波面センサによって得られた前記収差についての情報を使用する
ことによって、適切な補償光学補正を決定する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１６】
　前記システムは、波面センサレス補償光学最適化方法を使用することによって、適切な
補償光学補正を決定する、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１７】
　前記補償光学最適化方法は、一連の補償光学形状を生成し、前記形状を撮像システムに
適用し、前記検出器（７３５）からの前記第２の光の測定に基づいてメトリック値を計算
することにより前記形状の影響を評価し、画像または信号品質を向上させるために前記補
償光学素子（７１５）を更新する、
　請求項１６に記載の補償光学走査システム。
【請求項１８】
　前記ビーム照射モジュール（７２０）は、機械的に走査される鏡、モーターによって駆
動される機械的に走査される鏡、ステッピングモーターによって駆動される機械的に走査
される鏡、ガルバノメータによって駆動される機械的に走査される鏡、ＭＥＭＳミラー、
音響光学変調器、または液晶デバイスを備える、
　請求項１に記載の補償光学走査システム。
【請求項１９】
　モジュラー補償光学ユニットであって、
　１つ以上の入口ポート（３８９０）であって、１つ以上の光ビームが前記モジュラー補
償光学ユニットに入ることを可能にする入口ポートと、
　１つ以上の出力ポート（３８９５）であって、前記光ビームが通過または終端し得る１
つ以上のビーム経路に沿って設けられた出力ポートと、
　１つ以上の補償光学素子であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及ぼすか、ま
たは前記光ビームの波面と強度の両方に影響を及ぼす補償光学素子と、
　ビームステアリング素子のセットであって、前記光ビームがその周りを旋回させられる
少なくとも１つの有効回転点を優先的に作成するために、前記光の伝播経路の角度または
前記光の横断位置、または前記光の伝播経路に影響を及ぼす４つ以上の運動軸を作成する
ビームステアリング素子と、
　優先的な経路に沿って前記光ビームを向けるように前記ビームステアリング素子の軌跡
を制御するための手段と、を備える、
　モジュラー補償光学ユニット。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１２年１０月１２日に出願された米国仮出願番号第６１／７１３，４７８
号についての優先権を主張し、その内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、補償光学ビーム走査の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ほとんどの光学系は、系内部の光学収差のみを考慮して設計される。精密な製造、入念
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な組み立て、および精選されたいくつかの調節可能なパラメータ（たとえば、フォーカス
、ズーム、または球面収差補正）の包含と組み合わせられた光学面ジオメトリの入念な選
択は、光学系が指定された公称レベルの性能を達成することを可能にする。しかしながら
、光学収差源が光学系の外部に存在し、収差が未知で、経時的に変化してし得る場合、光
学系の性能は著しく劣化し得る。ビーム走査撮像システムおよび収差源の精選されたいく
つかの例が、それぞれ、図１および図２に示されている。補償光学（ＡＯ）は、性能を向
上させるために、収差源によって引き起こされる波面歪みを低減するための手段を提供す
る。ほとんどのＡＯシステムでは、図３に示されるように、波面補正デバイス（多くの場
合、可変形鏡または液晶空間光変調器）が、波面に影響を及ぼす数個から数千個の個々に
アドレス指定可能なアクチュエータまたはセル（画素）を含む。光学系に統合された波面
補正デバイスによって、波面への望ましくない歪みが補正され得るか、または、より好ま
しい波面形状が生成される。補償光学は、望遠鏡観測のために動的な大気収差を補正する
ため、網膜撮像のために人間および動物の眼の中の収差を補正するため、顕微鏡撮像のた
めに標本誘発収差を補正するため、レーザー材料加工において標本誘発収差を補正するた
め、見通し線光通信のために大気収差を補正するため、および波面補正が所望される他の
用途に、適用されている。補償光学の恩恵は一般的に、観測または撮像用途での分解能お
よび信号強度の向上、ビーム照射用途でのより厳密な合焦とより高いパワー密度、または
データ伝送用途での通信レートの向上である。
【０００４】
　非特許文献１がまず、地球ベースの望遠鏡による天体観測のための補償光学の概念を説
明した。今までの補償光学系の大半は、図４（Ａ）に示されるように、波面センサ４１０
と、補償光学素子４２０と、波面センサからの入力を取り込み、補償光学素子を好ましい
波面補正形状に駆動する制御信号を生成するフィードバック制御システム４３０とを含む
システムを用いた、非特許文献１において提案された基本的なＡＯフレームワークを使用
している。波面センサは、シャックハルトマン、ピラミッド、または他の波面センシング
設計であり得る。ＡＯの代替である、より最近の実装は、波面センサを使用しないが、そ
の代わりに、図４（Ｂ）に示すように、性能を向上させるために、補償光学素子４６０の
ための波面補正値を生成する処理の一部として最適化システム４５０で実行される最適化
アルゴリズムへの入力として、画像センサ４４０によって得られた測定信号の品質につい
ての情報を使用する。波面補正値がアプリオリに知られていない場合、そして専用の波面
センサを用いずに、このようにＡＯを実装することは、一般にセンサレスＡＯと呼ばれる
。ＡＯの第３の変形例は、図４（Ｃ）に示すように、開ループＡＯと呼ばれる開ループ制
御システム４８０によって補償光学素子４７０に適用される、記憶または計算された制御
信号を使用する。
【０００５】
　ＡＯ－ＳＬＯ事例によって教示されるＡＯシステムの収差の課題
【０００６】
　これまでに取り組まれて来たシステム収差管理の課題が、補償光学走査型レーザー検眼
鏡（ＡＯ－ＳＬＯ）の文脈において説明される。人間の眼の中の周辺角膜および水晶体が
、大きな瞳孔径での分解能を劣化させる波面歪みをもたらすことが昔から知られている。
非特許文献２は、線広がり分析を使用して２．４ｍｍの瞳孔径が最高光学分解能を与える
ことを発見している。より最近の非特許文献３における同様の発見によれば、従来の（非
ＡＯ）走査型レーザー検眼鏡（ＳＬＯ）撮像において、２．４６ｍｍの瞳孔サイズが最良
の横方向分解能を提供し、４．６ｍｍの瞳孔サイズが最良の軸方向分解能を提供する。よ
り大きな瞳孔サイズに関連づけられる収差は、開口数が増大したことによって期待される
分解能の向上および関連づけられる回折限界の向上よりも大きな程度で、分解能を左右し
、劣化させる。補償光学素子は、分解能および撮像性能を著しく向上させるために、より
大きな瞳孔径を回折限界でまたは回折限界近くで使用することを可能にするよう、周辺角
膜および水晶体の収差を補正し得る。
【０００７】
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　非特許文献４は、レーザートモグラフィ用スキャナにおける深度分解能の２倍の向上を
達成するために、６ｍｍの瞳孔径での人間の眼の中の収差を補正するために、開ループで
可変形鏡を使用することを教示する。さらに、非特許文献４は、可変形鏡の能動面を眼の
入射瞳に結像するためにリレー構成におけるレンズのアフォーカル４ｆ配列を使用するこ
とを教示する。レンズの追加のアフォーカル４ｆ配列が、ガルバノメータ（ガルボ）スキ
ャナの走査瞳を可変形鏡の能動面に結像する。この基本的な配列と、眼とＡＯ素子とスキ
ャナとの間の複数の４ｆリレーの使用とが、レーザー走査型眼科用撮像を実行するほぼす
べてのＡＯシステムの標準になっているが、瞳孔面および４ｆリレーにおいて使用される
特定の光学コンポーネントの順序は異なり得る。追加のガルバノメータが２Ｄ走査を実行
するために使用される場合、関連づけられた追加の４ｆリレーが、他のスキャナ、補償光
学素子、および瞳孔面との適切な瞳孔共役のために使用される。４ｆ瞳孔リレーの設計は
、撮像システム自体における軸外収差が著しい波面歪みをもたらし得るがゆえに難解であ
る。複数の４ｆリレーが直列にカスケード接続される場合、収差が複合するので、問題は
悪化する。
【０００８】
　非特許文献５および関連する特許文献１において説明されるように、初期の点走査補償
光学撮像システムは、軸外構成で球面鏡を使用して４ｆ瞳孔リレーを実行し、主に像面の
性能を最適化することに集中した。しかしながら今日では、非特許文献５および特許文献
１において使用された瞳孔リレーの面内構成は、撮像性能を劣化させるかなりの残留非点
収差を生成することが知られている。
【０００９】
　非特許文献６は、４ｆ瞳孔リレーにおける球面鏡上の小さな軸外ビーム角によってさえ
、軸外非点収差がシステムにおける複数の連続した鏡の反射とともに蓄積することを教示
する。非特許文献６は、第２の瞳孔リレーが第１の瞳孔リレーと比較して面外に構築され
るようにオプティクスを設計することで非点収差が部分的に解消され得ることを教示する
。非特許文献７は、軸外収差をさらに研究し、面外リレー構成をも使用することにより網
膜（撮像）面と瞳孔面の両方における撮像性能を最適化するための、関連づけられた理論
を展開する。非特許文献８は、瞳孔リレーの収差理論をより高い次元に拡張し、非特許文
献９において説明される改善された眼科用ＡＯ撮像システムの基礎として使用される。
【００１０】
　実際、収差、特に非点収差、を最小化するだけでなく、撮像面および瞳孔面における収
差の両方を同時に最小化することの重要性が、非特許文献１０および非特許文献１１にお
いて、つかみどころのない杆状体モザイクの画像を公開した２つの別個のグループによっ
て論証された。非特許文献１１はまた、像面および瞳孔面の両方における走査位置に依存
した波面収差をもたらすことに加えて、ビームゆらぎもまた、球面鏡ベースの４ｆ瞳孔リ
レーシステムにおいて生じることを教示する。ビームゆらぎは、面外リレー構成によって
改善され得る。
【００１１】
　１０年以上にわたって、ＡＯベースのＳＬＯ撮像は、相対的に大きな球面錐体モザイク
を分解することしかできなかったシステムから大きく進歩して、網膜の中の非常に小さな
杆状体モザイクを分解できるまでになった。収差の詳細および瞳孔リレーの品質に細心の
注意を払うことが、いっそう改善された撮像性能の大きな要因であった。しかしながら、
最適化されたこれらの新たなＡＯ撮像システムの、結果として生じたサイズは、高度に最
適化された設計において使用される球面鏡コンポーネントの長い焦点距離に起因して極め
て大きい。たとえば、先に述べた最適化された設計において、アフォーカル望遠鏡は、長
さ１．５メートルを超え（非特許文献１０）、また、長さ０．４メートル（非特許文献１
１）である。これは、長い焦点距離の鏡が軸外収差を低減するために使用されるからであ
る。球面鏡ベースのＡＯシステムの大きなサイズは、ＡＯシステムにおいて、複数のアフ
ォーカルリレーをカスケード接続することが必要であるために、いっそう大きくなる。ア
フォーカルリレーそれぞれ自体も、かなりの長さを有する。
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【００１２】
　正のパワーを供給された鏡面および反射面が、ＡＯ－ＳＬＯシステムにおいて最も一般
的に使用されている。ガラス面またはレンズ面からの小さな後方反射は重要であり、網膜
から戻る低いレベルの光の測定に干渉し得るためである。ガラス面の後方反射はまた、波
面センサによる波面測定を劣化させる迷光アーチファクトおよびゴースト画像を生成し得
る。これらの理由のために、前出の非特許文献７において説明されたように、高性能ＡＯ
－ＳＬＯシステムでは、鏡がレンズよりも好まれ、ほぼ排他的に使用されている。
【００１３】
　非特許文献１２は、ＡＯ－ＳＬＯシステムにおいて使用される複数のアフォーカル瞳孔
リレーの全レンズベースの実装が、より複雑な面外球面鏡ベースの構成に匹敵するレベル
の収差を達成し得ることを教示する。アフォーカル瞳孔リレーの長さは、０．５メートル
オーダーである。波面測定に干渉するガラス面からの後方反射の問題は、ガラス面から反
射した光は拒絶されるが眼から反射した光は波面センサを通過するように、波面センサの
前に偏光ビームスプリッタおよび偏波器を導入し、かつ、眼の前に四分の一波長板を導入
することによって対処される。像の検出および形成に干渉するレンズ面およびガラス面か
らの後方反射の問題は対処されない。非特許文献１２は、杆状体モザイクの結果を示すが
、画像の品質は、前述した非特許文献１０の全鏡ベースの面外構成によって得られた画像
ほど良好ではないように見える。
【００１４】
　これまでの議論は、ＡＯ－ＳＬＯにフォーカスされているが、それは、この技術が補償
光学系のうち最もよく論証され入念に分析されたものの１つだからである。異なる撮像モ
ダリティまたは材料加工能力を使用する他のＡＯシステムもまた、論証されており、同じ
軸外収差およびサイズの課題だけでなく、短パルスレーザーが使用された場合のガラス素
子における分散に関連づけられた追加の課題にも直面している。
【００１５】
　補償光学による顕微鏡撮像
【００１６】
　高性能の顕微鏡対物レンズは、良好に制御され規定された撮像条件下での撮像時に最適
な性能を達成する。名目上の撮像条件に対する小さな摂動は、結果として、信号強度の著
しい低減と分解能の劣化をもたらし得る。名目上の撮像条件に対する有害な摂動は、異な
る厚みのカバーガラスを使用すること、水浸撮像シナリオにおいて油浸対物レンズを使用
すること、組織または他の標本の中を撮像すること、標本容器を通して撮像すること、ま
たは他の源によって、起こり得る。非特許文献１３は、試料および標本が誘発する収差を
分析し、屈折率が一致しない媒質を通した深撮像から生じる収差を補正するために共焦点
顕微鏡または二光子顕微鏡において可変形鏡を使用することの潜在性を教示する。
【００１７】
　非特許文献１４は、補償光学による二光子撮像の最初の実験的な応用例を説明する。補
償光学補正器、強誘導体液晶空間光変調器（ＦＬＣＳＬＭ）が、工業用レーザー走査型顕
微鏡における走査メカニズムの前に設けられる。
【００１８】
　特許文献２は、顕微鏡の対物レンズと試料との間の距離を変化させる必要なく、光軸（
深度）方向に焦点の走査を実行するための、波面変換素子を含むレーザー走査型顕微鏡を
教示する。深度走査中に生じる収差は、光軸方向の走査に起因した集光性能の劣化を最小
化する波面変換素子を使用することによって解消される。波面変換素子は、所定の条件が
満たされるよう、対物レンズの瞳孔位置と共役な位置に、または対物レンズの瞳孔位置と
共役な位置の近くに配置される。さらに、光軸に垂直な方向に集光される位置を走査する
走査型光学系における波面変換素子と２つのガルバノメータミラーの各々、そしてさらに
、対物レンズの瞳孔位置は、介在する光学系により、互いに共役な関係で、またはほぼ共
役な関係で、すべてが配置される。走査型光学系は、互いに共役な関係の波面変換素子の
より近くに波面変換素子およびガルバノメータミラーを配置するための瞳孔照射レンズを
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含む。
【００１９】
　非特許文献１５は、二光子撮像システムにおける軸外収差を補正するために可変形鏡を
使用することを教示する。対物レンズは、軸外放物面鏡であり、二光子標本の強度が可変
形鏡の形状を最適化するために使用される。
【００２０】
　非特許文献１６は、共焦点顕微鏡における補償光学の最初の論証を説明する。非特許文
献１６は、可変形鏡と対物レンズとの間にリレーレンズを使用することを教示する。
【００２１】
　非特許文献１７は、多光子走査型顕微鏡における波面補正器として可変形鏡を使用する
ことを論証する。非特許文献１７は、ＤＭの面を顕微鏡の対物レンズの入射瞳に直接結像
させるために４ｆ望遠鏡システムを使用することを教示する。
【００２２】
　特許文献３は、顕微鏡の観察ビーム経路および／または照明ビーム経路における１つ以
上の波面変調器の使用を教示する。特許文献３は、チューブレンズと対物レンズとの間に
波面変調器を配置することを教示する。そのような変調器は、物体空間における焦点の変
位および整形と可能な収差の補正とを実行するように光の位相および／または振幅を変化
させるよう適合し得る。本発明の実施形態は、対物レンズから物体までの距離を変化させ
ずに異なる深度に合焦することを可能にする。可能な使用分野は、共焦点顕微鏡、レーザ
ーアシスト顕微鏡、従来の光学顕微鏡、および分析顕微鏡を含む。
【００２３】
　特許文献４（前出の特許文献３の継続特許）は、波面変調器を瞳孔面に配置する、器具
への設計変更が特許請求されている、追加の請求項を含むが、それを行う方法およびメカ
ニズムは説明されていない。
【００２４】
　特許文献５は、補償光学顕微鏡アーキテクチャ内の波面検出装置を教示する。本発明の
実施形態は、多光子顕微鏡および共焦点顕微鏡の例を用いて蛍光撮像について説明される
。波面センサは、標本における目的の深度を隔離するために、コヒーレンスゲーティング
と呼ばれる干渉技法を使用する。可変形鏡は、伝わる光パルスの所望の波面を形成するた
めに所定の形状に適合する。試料の走査は、試料保持デバイスの移動によって得られる。
【００２５】
　顕微鏡において、上述された複数の瞳孔リレーをカスケード接続する従来のアプローチ
を使用することに関する課題が認識されている。特許文献６は、収差を補正するために波
面変換素子を使用する走査型光学顕微鏡を教示する。波面変換素子が瞳孔と共役な位置に
配置されることが所望されることを教示する特許文献７を引用して、特許文献６は、次の
問題ゆえに瞳孔リレーシステムの実現が困難であることを強調する。第一の問題は、さま
ざまな対物レンズが顕微鏡観察において使用され、瞳孔位置が各々の対物レンズで異なる
ことである。したがって、複数の対物レンズが観察を実行するために次から次へと切り替
えられる場合、対物レンズの瞳孔を常に波面変換素子と共役な関係に保つことは困難であ
る。さらに、波面変換素子は、レーザー走査部材の位置、そしてまた対物レンズの瞳孔の
位置と、共役な関係で配置される必要がある。したがって、少なくとも２つの瞳孔リレー
光学系が要求される。したがって、装置は、好ましくないことに大きなサイズで複雑なも
のになる。
【００２６】
　補償光学は、光学収差を補正すること以外の理由のために顕微鏡において使用されてい
る。特許文献８は、励起ビーム経路に制御可能な外部空間収差を導入する収差素子を含む
分厚い組織における向上したバックグラウンド拒絶を提供するシステムを教示する。関連
づけられた方法は、外部収差なしの分厚い組織の二光子励起蛍光を収集し、励起ビーム経
路に外部収差パターンを導入し、導入された外部収差パターンを有する分厚い組織の二光
子励起蛍光を収集し、外部収差なしの分厚い組織の収集された標準的な二光子励起蛍光か
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ら外部収差を有する二光子励起蛍光を差し引くステップを備える。可変形鏡が、ビームス
キャナにリレーされ、ビームスキャナが次に、対物レンズの背面開口にリレーされる。可
変形鏡は、対物レンズの背面開口の共役面に設けられる。
【００２７】
　補償光学によるＯＣＴ撮像
【００２８】
　ＡＯ－ＳＬＯと同様に、補償光学は、補償光学ＯＣＴ（ＡＯ－ＯＣＴ）のための光コヒ
ーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）に適用されている。
【００２９】
　特許文献９は、撮像される標本を提供する工程と、補償光学を使用して標本に関連づけ
られた収差を測定および補正する工程と、光コヒーレンストモグラフィによって標本を撮
像する工程とを備える光学撮像方法を教示する。
【００３０】
　特許文献１０は、臨床での使用しやすさおよび縮小のために、近視、遠視、および乱視
といった大きな眼鏡収差を補正するＡＯ－ＯＣＴシステムに挿入される、バダル視力測定
装置および回転シリンダを使用することを教示する。ＡＯ－ＳＬＯによる実現と同様に、
望遠鏡内の球面鏡が、スキャナによって引き起こされる収差およびビーム変位を低減する
ために、直交するように（面外で）回転させられる。これは、ＡＯ位置決め誤差を大幅に
低減させ、ＡＯ性能を向上させ、患者の眼における高次元の収差補正を可能にする。
【００３１】
　特許文献１１は、ＡＯ－ＳＬＯまたはＡＯ－ＯＣＴのために使用され得る物体追跡シス
テムを教示する。
【００３２】
　特許文献１２は、測定がＯＣＴによって行われるデータ収集システムであって、これら
の測定の品質がビーム経路内に能動光学素子を配列することによって向上し、システムが
また波面センサを含む、データ収集システムを教示する。
【００３３】
　特許文献１３は、ＡＯ－ＳＬＯまたはＡＯ－ＯＣＴを教示する。
【００３４】
　特許文献１４は、走査型レーザー検眼鏡（ＳＬＯ）モードおよび光コヒーレンストモグ
ラフィ（ＯＣＴ）モードで動作することができる光学コンポーネントのシステムを含む多
機能光学装置を教示する。複数の走査デバイスが、光学コンポーネントのシステムにおい
て瞳孔と共役に設置される。システムは、１つ以上の光学補償オプティクスに沿った光学
追跡を含み得る。
【００３５】
　特許文献１５は、複数の測定用ビームを有し補償オプティクスを使用するＳＬＯまたは
ＯＣＴを用いて撮像し得る発明を教示し、補償オプティクスは、複数のビームが表面を走
査したときに発生する反射ビームまたは後方散乱ビームにおける波面収差を検出するため
の波面収差検出器と、波面収差に基づいて複数のビームの各々における波面収差を補正す
るための単一の波面収差補正器とを含み、複数のビームは、異なる入射角で単一の波面収
差補正器に入り、互いに重なり合う。一実施形態において、波面収差補正器は、複数のビ
ームが互いに交差する単一の位置と光学的に共役な、リレーオプティクスの出射瞳が収集
される位置に、配設される。
【００３６】
　特許文献１６は、可変形鏡および波面センサを使用するＡＯ－ＳＬＯまたはＡＯ－ＯＣ
Ｔ撮像装置を教示する。瞳孔リレーオプティクスが使用され、特許文献１６は、角膜、Ｘ
Ｙスキャナ、および波面センサが互いと光学的にほぼ共役になるようにリレーレンズが使
用されることを教示する。
【００３７】
　補償光学による材料加工および物体操作
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【００３８】
　非特許文献１８および非特許文献１９を含むさまざまな文献が、材料加工用途でのビー
ム整形のために補償光学を使用することを説明している。
【００３９】
　補償光学は、材料加工において標本誘発収差を補正するために使用されている。非特許
文献２０は、３Ｄ光学メモリデバイスへの書き込み時に標本誘発収差を補償するためにＳ
ＬＭを使用することを教示する。非特許文献２１は、レーザー加工の品質を向上するため
にレーザー加工システムにおいてＳＬＭを使用することを教示する。非特許文献２２は、
プラズマ発光ダイレクトレーザー書き込みシステムにおいてＳＬＭを使用することを教示
する。
【００４０】
　補償光学は、光学操作のために使用されている。小さな物体を操作する１つの方法は、
往々にして光ピンセットと呼ばれる、光トラッピングを使用することである。光ピンセッ
トを使用するほとんどの方法は、非特許文献２３、非特許文献２４、および非特許文献２
５において教示されるようにガルボベースの走査メカニズムを含まない。
【００４１】
　より進歩した光トラッピング機構は、非特許文献２６のように、走査能力および／また
はビームスプリッティング能力を含む。非特許文献２６では、ＳＬＭは、対物レンズの近
くに配置され、明らかに開口と共役ではない。ＳＬＭは、ガルボがビームの粗いステアリ
ングを行うことができ、ＳＬＭがビームスプリッティングを実行して、複数のトラップお
よびビームの細かいステアリングを生成することができるように、複数のトラップが形成
されることを可能にする。装置において使用される可変形鏡は、トラッピングされた物体
上の振動性けん引力を最適化することによって較正される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４２】
【特許文献１】米国特許第６８９００７６号明細書
【特許文献２】米国特許第６３８１０７４号明細書
【特許文献３】米国特許第６７７１４１７号明細書
【特許文献４】米国特許第７７３３５６４号明細書
【特許文献５】米国特許第７６５９９９３号明細書
【特許文献６】米国特許第７００２７３６号明細書
【特許文献７】特開平１１－１０１９４２号公報
【特許文献８】米国特許第８１９８６０４号明細書
【特許文献９】米国特許第７３６４２９６号明細書
【特許文献１０】米国特許第７９４２５２７号明細書
【特許文献１１】米国特許第７８９６４９６号明細書
【特許文献１２】国際公開第２００５０６０８２３号
【特許文献１３】米国特許出願公開第２０１２００１９７８０号明細書
【特許文献１４】米国特許出願公開第２０１１０２３４９７８号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２０１２０００２１６５号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２０１２００４４４５５号明細書
【非特許文献】
【００４３】
【非特許文献１】「Ｔｈｅ　Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｎｇ
　Ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ　Ｓｅｅｉｎｇ」，Ｈ．Ｗ．Ｂａｂｃｏｃｋ，Ｐｕｂｌｉｃ
ａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ，Ｖｏｌ．６５，Ｎｏ．３８６，ｐ．２２９（１９５３）
【非特許文献２】「Ｏｐｔｉｃａｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｅｙ
ｅ」ｂｙ　Ｆ．Ｗ．Ｃａｍｐｂｅｌｌ　ａｎｄ　Ｒ．Ｗ．Ｇｕｂｉｓｃｈ，Ｊｏｕｒｎａ
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ｌ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１８６，ｎｏ．３，ｐｐ．５５８－５７８（
１９６６）
【非特許文献３】「Ｏｐｔｉｍａｌ　ｐｕｐｉｌ　ｓｉｚｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ
　ｅｙｅ　ｆｏｒ　ａｘｉａｌ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」ｂｙ　Ｗ．Ｊ．Ｄｏｎｎｅｌｌ
ｙ　ＩＩＩ　ａｎｄ　Ａ．Ｒｏｏｒｄａ，ＪＯＳＡ，Ｖｏｌ．２０，Ｉｓｓｕｅ　１１，
ｐｐ．２０１０－２０１５（２００３）
【非特許文献４】「Ａｃｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｐｔｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
　ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｌａｓｅｒ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｉｃ　ｓｃ
ａｎｎｅｒ」ｂｙ　Ａ．Ｄｒｅｈｅｒ，Ｊ．Ｂｉｌｌｅ，ａｎｄ　Ｒ．Ｗｅｉｎｒｅｂ，
Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．２８，８０４－８０８（１９８９）
【非特許文献５】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｌａｓｅｒ　
ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｙ」ｂｙ　Ａ．Ｒｏｏｒｄａ，Ｆ．Ｒｏｍｅｒｏ－Ｂｏｒｊ
ａ，Ｗ．Ｄｏｎｎｅｌｌｙ，ＩＩＩ，ｅｔ　ａｌ，Ａ．Ｒｏｏｒｄａ，Ｆ．Ｒｏｍｅｒｏ
－Ｂｏｒｊａ，Ｗ．Ｄｏｎｎｅｌｌｙ，ＩＩＩ　Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１０，４０５
－４１２（２００２）
【非特許文献６】「Ｌａｒｇｅ－ｆｉｅｌｄ－ｏｆ－ｖｉｅｗ，ｍｏｄｕｌａｒ，ｓｔａ
ｂｉｌｉｚｅｄ，ａｄａｐｔｉｖｅ－ｏｐｔｉｃｓ－ｂａｓｅｄ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｌ
ａｓｅｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　Ｓ．Ｂｕｒｎｓ，Ｒ．Ｔｕｍｂａｒ，
Ａ．Ｅｌｓｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．Ａ　２４，ｐｐ．１３１３
－１３２６（２００７）
【非特許文献７】「Ｆｉｒｓｔ－ｏｒｄｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｏｆｆ－ａｘｉｓ　
ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｓｙ
ｓｔｅｍｓ　ｕｓｉｎｇ　ａｆｏｃａｌ　ｔｅｌｅｓｃｏｐｅｓ」ｂｙ　Ａ．Ｇｏｍｅｚ
－Ｖｉｅｙｒａ，Ａ．Ｄｕｂｒａ，Ｄ．Ｍａｌａｃａｒａ－Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ，ａｎｄ
　Ｄ．Ｗｉｌｌｉａｍｓ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１７，ｐｐ．１８９０６－１８９１
９（２００９）
【非特許文献８】「Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ａ
ｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａｎ　ｏｆｆ－ａｘｉｓ　ｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｍｉｒｒ
ｏｒ」ｂｙ　Ａ．Ｇｏｍｅｚ－Ｖｉｅｙｒａ　ａｎｄ　Ｄ．Ｍａｌａｃａｒａ－Ｈｅｒｎ
ａｎｄｅｚ，Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．５０，ｐｐ．６６－７３（２０１１）
【非特許文献９】「Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ａｆｏｃａｌ　ｂｒｏａｄｂａｎｄ　ａｄａ
ｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　
Ａ．Ｄｕｂｒａ　ａｎｄ　Ｙ．Ｓｕｌａｉ，Ｂｉｏｍｅｄ．Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　２
，ｐｐ．１７５７－１７６８（２０１１）
【非特許文献１０】「Ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍ
ａｎ　ｒｏｄ　ｐｈｏｔｏｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｍｏｓａｉｃ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｃｏｎｆ
ｏｃａｌ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓ
ｃｏｐｅ」ｂｙ　Ａ．Ｄｕｂｒａ，Ｙ．Ｓｕｌａｉ，Ｊ．Ｎｏｒｒｉｓ，Ｒ．Ｃｏｏｐｅ
ｒ，Ａ．Ｄｕｂｉｓ，Ｄ．Ｗｉｌｌｉａｍｓ，ａｎｄ　Ｊ．Ｃａｒｒｏｌｌ，Ｂｉｏｍｅ
ｄ．Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　２，ｐｐ．１８６４－１８７６（２０１１）
【非特許文献１１】「Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｅ　ａｎｄ　ｒｏｄ　ｐｈ
ｏｔｏｒｅｃｅｐｔｏｒｓ　ｉｎ　ｎｏｒｍａｌ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ　ａｎｄ　ｐａｔｉ
ｅｎｔｓ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｎｅｗ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔ
ｉｃｓ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｌａｓｅｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　Ｄ．Ｍ
ｅｒｉｎｏ，Ｊ．Ｄｕｎｃａｎ，Ｐ．Ｔｉｒｕｖｅｅｄｈｕｌａ，ａｎｄ　Ａ．Ｒｏｏｒ
ｄａ　Ｂｉｏｍｅｄ．Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　２，ｐｐ．２１８９－２２０１（２０１
１）
【非特許文献１２】「Ｌｅｎｓ　ｂａｓｅｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｓｃａ
ｎｎｉｎｇ　ｌａｓｅｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　Ｆ．Ｆｅｌｂｅｒｅｒ
，Ｊ．Ｋｒｏｉｓａｍｅｒ，Ｃ．Ｈｉｔｚｅｎｂｅｒｇｅｒ，ａｎｄ　Ｍ．Ｐｉｒｃｈｅ
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ｒ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　２０，１７２９７－１７３１０（２０１２）
【非特許文献１３】「Ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｃｏｎｆ
ｏｃａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ－ｉｎｄｅｘ－ｍｉｓｍａｔｃ
ｈｅｄ　ｍｅｄｉａ」ｂｙ　Ｍ．Ｊ．Ｂｏｏｔｈ，Ｍ．Ａ．Ａ．Ｎｅｉｌ，ａｎｄ　Ｔ．
Ｗｉｌｓｏｎ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，Ｖｏｌ．１９２，ｉｓｓ
ｕｅ　２，（１９９８）
【非特許文献１４】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ
　ｉｎ　ａ　ｔｗｏ－ｐｈｏｔｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　Ｍ．Ａ．Ａ．Ｎｅｉ
ｌ，Ｒ．Ｊｕｓｋａｉｔｉｓ，Ｍ．Ｊ．Ｂｏｏｔｈ，Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｔ．Ｔａｎａｋ
ａ，ａｎｄ　Ｓ．Ｋａｗａｔａ，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，Ｖｏｌ．２００，Ｐｔ．２
，ｐｐ．１０５－１０８（２０００）
【非特許文献１５】「Ｓｍａｒｔ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：ａｎ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏ
ｐｔｉｃｓ　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒ
ｒｅｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉｐｈｏｔｏｎ　ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｙ」ｂｙ　Ｏ．Ａｌｂｅｒｔ，Ｌ．Ｓｈｅｒｍａｎ，Ｇ．Ｍｏｕｒｏｕ，Ｔ．Ｎｏｒｒ
ｉｓ，ａｎｄ　Ｇ．Ｖｄｏｖｉｎ，Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．２５，５２－５４（２０００）
【非特許文献１６】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ
　ｉｎ　ａ　ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ」ｂｙ　Ｍ．Ｊ．Ｂｏｏｔｈ，Ｍ
．Ａ．Ａ．Ｎｅｉｌ，Ｒ．Ｊｕｓｋａｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｐｒｏｃ．
Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，Ｖｏｌ．９９，Ｎｏ．９，３０，ｐｐ．５７８８－５７９
２（２００２）
【非特許文献１７】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｅｐｔｈ－ｉ
ｎｄｕｃｅｄ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉｐｈｏｔｏｎ　ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｄｅｆｏｒｍａｂｌｅ　ｍｉｒｒｏｒ」
ｂｙ　Ｓｈｅｒｍａｎ　Ｌ，Ｙｅ　ＪＹ，Ａｌｂｅｒｔ　Ｏ，Ｎｏｒｒｉｓ　ＴＢ．Ｊ　
Ｍｉｃｒｏｓｃ．２０６（Ｐｔ１）：６５－７１（２００２）
【非特許文献１８】「Ｂｅａｍ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｂｙ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉ
ｃｓ　ｆｏｒ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　
ｕｓｉｎｇ　ｈｉｇｈ－ｐｏｗｅｒ　ＣＯ２　ｌａｓｅｒｓ」ｂｙ　Ｈｅｉｎｚ　Ｈａｆ
ｅｒｋａｍｐ　ａｎｄ　Ｄｉｒｋ　Ｓｅｅｂａｕｍ，Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　２２０７，Ｌ
ａｓｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ａｎｄ
　Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，１５６（１９９４）
【非特許文献１９】Ｍ．Ｇｅｉｇｅｒ，Ｓｙｎｅｒｇｙ　ｏｆ　Ｌａｓｅｒ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍｅｔａｌ　Ｆｏｒｍｉｎｇ，ＣＩＲＰ　Ａｎ
ｎａｌｓ－Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌｕｍｅ　４３，
Ｉｓｓｕｅ　２，ｐｐ．５６３－５７０（１９９４）
【非特許文献２０】「Ａｃｔｉｖｅ　Ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｆ
ｏｒ　ｔｈｅ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」ｂｙ　Ｍ．Ｎｅｉｌ，Ｒ．Ｊｕｓｋａｉｔｉｓ
，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｔ．Ｔａｎａｋａ，ａｎｄ　Ｓ．Ｋａｗａｔａ，
Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．４１，１３７４－１３７９（２００２）
【非特許文献２１】「Ｕｌｔｒａｆａｓｔ　ｌａｓｅｒ　ｗｒｉｔｉｎｇ　ｏｆ　ｈｏｍ
ｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ｗａｖｅｇｕｉｄｅｓ　ｉｎ　ｇｌａｓ
ｓｅｓ　ｕｓｉｎｇ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ」，
Ｃ．Ｍａｕｃｌａｉｒ，Ａ．Ｍｅｒｍｉｌｌｏｄ－Ｂｌｏｎｄｉｎ，Ｎ．Ｈｕｏｔ，Ｅ．
Ａｕｄｏｕａｒｄ，ａｎｄ　Ｒ．Ｓｔｏｉａｎ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１６，５４８
１－５４９２（２００８）
【非特許文献２２】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｆｏｒ　ｄｉｒｅｃｔ　ｌａｓ
ｅｒ　ｗｒｉｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｐｌａｓｍａ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ａｂｅｒｒａｔｉ
ｏｎ　ｓｅｎｓｉｎｇ」ｂｙ　Ａ．Ｊｅｓａｃｈｅｒ，Ｇ．Ｍａｒｓｈａｌｌ，Ｔ．Ｗｉ
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ｌｓｏｎ，ａｎｄ　Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１８，６５６－６６１（
２０１０）
【非特許文献２３】「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｉｎ　ａｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　
ｔｒａｐｐｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｌａｔｅｒａｌ　ｔｒａ
ｐ　ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ　ａｔ　ｄｅｐｔｈ」，ｂｙ　Ｍ　Ｃ　Ｍｕｌｌｅｎｂｒｏｉｃ
ｈ，Ｎ　ＭｃＡｌｉｎｄｅｎ　ａｎｄ　Ａ　Ｊ　Ｗｒｉｇｈｔ，Ｍ　Ｃ　Ｍｕｌｌｅｎｂ
ｒｏｉｃｈ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｏｐｔ．１５　０７５３０５（２０１３）
【非特許文献２４】「Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ　ａ
ｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉ
ｃｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ａ　ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ｓｅｎｓｏｒ」ｂｙ　ＫＤ．Ｗｕｌｆ
ｆ，ＤＧ．Ｃｏｌｅ，ＲＬ．Ｃｌａｒｋ，ＲＤ　Ｌｅｏｎａｒｄｏ，Ｊ　Ｌｅａｃｈ，Ｊ
　Ｃｏｏｐｅｒ，Ｇ　Ｇｉｂｓｏｎ，ＭＪ．Ｐａｄｇｅｔｔ，Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　６３
２６，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｉｃｒｏｍａｎ
ｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ＩＩＩ，６３２６２Ｙ（２００６）
【非特許文献２５】「Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ
　ａｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ　ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　ａｄａｐｔｉｖ
ｅ　ｏｐｔｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ」ｂｙ　Ｓ．Ｂｏｗｍａｎ（２００９）
【非特許文献２６】「Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ－ｍｅｃｈａｎｉｃａ
ｌ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ：Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，ｏｐｔｉｍｉｚａ
ｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ」，ｂｙ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｄ．Ｌ．Ｈａｎ
ｅｓ，Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｃ．Ｊｅｎｋｉｎｓ，ａｎｄ　Ｓｔｅｆａｎ　Ｕ．Ｅｇｅｌｈａ
ａｆ，Ｒｅｖ．Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．８０，０８３７０３（２００９）
【発明の概要】
【００４４】
　本発明の実施形態は、補償光学走査システムおよびその較正と動作のための方法である
。本発明の実施形態の補償光学走査システムのユニークな設計は、大きなサイズ、分散、
色収差、および軸外収差に関する従来技術における制限を克服する。本発明の実施形態は
、補償光学コンポーネントに関し適切なビームセンタリングを達成するために、従来の設
計において使用される静的な光学素子を能動素子と置き換えることによって、サイズの低
減を可能にする。本発明の実施形態は、走査鏡間の４ｆリレーの必要を取り除くと同時に
、機器の性能、フレキシビリティ、および能力を増大させる。本発明の実施形態は、平ら
なまたはほぼ平らな反射面のみを使用することによって、ほとんどの補償光学系において
使用される従来のレンズベースのおよび凹面鏡ベースの瞳孔リレー構成に関連づけられた
軸外収差の課題を克服する。本発明の実施形態は、反射鏡のみを使用することによってレ
ンズベースの設計に関連づけられた分散および色収差の悪影響を克服する。本発明の実施
形態は、小さな形状因子において補償光学性能を向上させることを可能にする。本発明の
実施形態は、異なる標本伝達オプティクスに対応するためのプログラム可能なフレキシビ
リティを可能にする。さらに、本発明の実施形態は、生物学的、医学的、産業用の撮像お
よび検査において使用される、広範囲の撮像モダリティ、加工方法、およびキャラクタリ
ゼーション方法と互換性がある。可能な使用分野は、医用撮像、生体撮像、産業用検査、
材料加工、材料検査、表面下撮像、表面プロファイリング、距離レンジングおよび測定、
流量のキャラクタリゼーションおよび分析、材料の偏光特性の調査およびキャラクタリゼ
ーションを含む。
【００４５】
　一実施形態は、補償光学走査システムを提供し、この補償光学走査システムは、光を発
生させるための発光源であって、光が補償光学走査システムを通って標本に向けられる、
発光源と、１つ以上の補償光学素子であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及ぼ
すか、または光の波面と強度の両方に影響を及ぼす、補償光学素子と、ビーム照射モジュ
ールであって、４つ以上の運動軸によって動作し、補償光学素子にまたは補償光学素子付
近にビーム旋回軸点を作成することまたは適応させることによって補償光学素子を優先的
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にインターフェースするように光の角度および位置を制御しながら標本にわたって光を走
査する、ビーム照射モジュールと、ビーム照射モジュールにおける軸の運動軌跡を制御す
るためのコントローラと、標本伝達オプティクスであって、光を適切に調整して標本に向
ける、標本伝達オプティクスと、１つ以上の検出器であって、標本からの光を測定する、
検出器と、を含む。
【００４６】
　一実施形態は、１つ以上の入射ポートであって、１つ以上の光学ビームがモジュラー形
式の補償光学ユニットに入ることを可能にする入射ポートと、１つ以上の出力ポートであ
って、光学ビームが通過または終端し得る１つ以上のビーム経路に沿って設けられる出力
ポートと、１つ以上の補償光学素子であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及ぼ
すか、または波面と光ビームの強度の両方に影響を及ぼす、補償光学素子と、ビームステ
アリング素子のセットであって、光ビームがその周りを旋回させられる少なくとも１つの
有効回転点を優先的に作成するために、光の伝播経路の角度または横断位置に影響を及ぼ
す４つ以上の運動軸を作成する、ビームステアリング素子と、優先的な経路に沿って光ビ
ームを向けるためにビームステアリング素子の軌跡を制御するための手段とを含む、モジ
ュラー形式の補償光学ユニットを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、本発明の実施形態を使用し得る多くの例示的な光学系および撮像モダリ
ティのうちのいくつかを示す図の集合である。
【００４８】
【図２】図２は、本発明の実施形態を使用して補正され得る多くの可能な収差源のうちの
いくつかを示す図の集合である。
【００４９】
【図３】図３は、本発明の実施形態において使用され得る多くの可能な補償光学技術のう
ちのいくつかを示す図の集合である。
【００５０】
【図４】図４は、補償光学制御方法を示すブロック図の集合である。
【００５１】
【図５】図５は、光学ビームステアリングコンポーネントおよび補償光学コンポーネント
の相対的な順序がどのように変えられ得るかを示す追加の図を伴う、光学系において使用
される瞳孔リレーの実現を示す図の集合である。
【００５２】
【図６】図６は、２つの別個の一軸走査鏡または単一の二軸走査鏡を有する瞳孔リレーシ
ステムを示す図の集合である。
【００５３】
【図７】図７は、検出器が異なる位置に設けられた本発明の実施形態の可能なサブシステ
ムレイアウトを示すブロック図の集合である。
【００５４】
【図８】図８は、本発明の実施形態において使用される発光源の可能な特性を示す図の集
合である。
【００５５】
【図９】図９は、本発明の実施形態のために所望される、回転鏡が固定ビーム強度平面の
位置をどのようにリレーまたは制御し得るかを示す図のセットである。
【００５６】
【図１０】図１０は、回転鏡の２つのペアが２つの方向に固定ビーム強度平面の位置をリ
レーまたは制御するためにどのようにアラインメントされ得るかを示す図である。
【００５７】
【図１１】図１１は、ｘ軸およびｙ軸から見た、固定ビーム強度平面の位置をリレーまた
は制御し得る２方向のビームステアリングシステムの図を示す図のペアである。
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【００５８】
【図１２】図１２は、高速ステアリングミラー（ＦＳＭ）、回転鏡、および並進鏡で構成
されたシステムを含む、固定ビーム強度平面の位置をリレーまたは制御し得るシステムの
別の可能な実現を示す図の集合である。
【００５９】
【図１３】図１３は、ビーム経路が示され、入力および出力ビームが示された、本発明の
ビーム照射モジュールの例示的な実現を示す図の集合である。
【００６０】
【図１４】図１４は、本発明の実施形態のビーム照射モジュールの例示的な実現における
素子およびビーム経路を示す立体模型描画のセットである。
【００６１】
【図１５】図１５は、本発明の実施形態のビーム照射モジュールにおけるビームステアリ
ングミラーの配置および向きを示す図の集合である。
【００６２】
【図１６】図１６は、本発明の実施形態のコントローラを示すブロック図のセットである
。
【００６３】
【図１７】図１７は、本発明の実施形態の走査特性を示すグラフのセットである。
【００６４】
【図１８】図１８は、本発明の実施形態の例示的な走査パターンおよび走査軌跡を示すグ
ラフのセットである。
【００６５】
【図１９】図１９は、レーザー走査型顕微鏡に統合されたビーム照射モジュールを示す本
発明の実施形態のシミュレーションのＺＥＭＡＸレイトレースを示す図である。
【００６６】
【図２０】図２０は、本発明のプロトタイプの実施形態のためのレンズの規定を示す図の
集合である。
【００６７】
【図２１】図２１は、本発明の実施形態のプロトタイプを示す写真の集合である。
【００６８】
【図２２】図２２は、補償光学素子の最適化を示す本発明の実施形態を動作させるソフト
ウェアプログラムのスクリーンキャプチャである。
【００６９】
【図２３】図２３は、最適化された可変形鏡画像における信号強度の改善および分解能の
改善を示す、最適化された平らな可変形鏡によって得られた標本の画像品質を示す、本発
明の実施形態のプロトタイプによって得られた画像のペアである。
【００７０】
【図２４】図２４は、本発明の実施形態のＯＣＴの実現を示す図のセットである。
【００７１】
【図２５】図２５は、ＯＣＴ撮像の原理および本発明の実施形態の光路長の変化を示す図
およびグラフのセットである。
【００７２】
【図２６】図２６は、ＯＣＴのために使用された場合の本発明の実施形態の光路長の変化
の影響を示すグラフのセットである。
【００７３】
【図２７】図２７は、人間の眼の光学シミュレーションを示す図である。
【００７４】
【図２８】図２８は、補償光学素子が人間の眼の瞳孔と共役な、補償光学撮像システムの
一部を示す図のセットである。
【００７５】
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【図２９】図２９は、補償光学素子が人間の眼の中の瞳孔面外に設けられた、補償光学撮
像システムの一部を示す図のセットである。
【００７６】
【図３０】図３０は、補償光学素子が人間の眼の中の瞳孔面内に設けられたシステムと瞳
孔面外に設けられたシステムとにおいて光学レイアウトおよび撮像性能を比較した図およ
びグラフのセットである。
【００７７】
【図３１】図３１は、顕微鏡システムにおいて、補償光学素子が瞳孔面内に設けられた顕
微鏡撮像システムと瞳孔面外に設けられた顕微鏡撮像システムとを比較する図およびグラ
フのセットである。
【００７８】
【図３２】図３２は、ビーム照射モジュールに対する補償光学素子が別の順序である本発
明の実施形態の可能なシステムレイアウトを示すブロック図の集合である。
【００７９】
【図３３】図３３は、どのように標本伝達オプティクスにおける光学素子の調節が対物レ
ンズの運動を適応させながら対物レンズの瞳孔と補償光学素子との適切な共役を維持し得
るかを示す図である。
【００８０】
【図３４】図３４は、本発明の実施形態において組み合わせられ得る補償光学技術の多く
の異なる組み合わせのうちのいくつかを示す図の集合である。
【００８１】
【図３５】図３５は、器具のアラインメントを補助するために本発明の実施形態において
使用され得るビームアライメントモジュールの立体模型描画である。
【００８２】
【図３６】図３６は、本発明の実施形態の補償光学制御アルゴリズムを示すブロック図の
セットである。
【００８３】
【図３７】図３７は、低減された基底系による補償光学制御を示すスクリーンキャプチャ
の画像である。
【００８４】
【図３８】図３８は、本発明の実施形態の、ビーム切り替え、モジュラー補償光学ユニッ
ト、およびモジュラー補償光学ユニットの複数のビーム入口ポートおよび出口ポートを示
す図の集合である。
【発明を実施するための形態】
【００８５】
　本発明の原理による例示的な実施形態の説明は、添付図面を参照して読まれるように意
図されており、添付図面は、記載される説明全体の一部であるとみなされる。本明細書に
おいて開示される発明の実施形態の説明において、方向または向きへの言及はいずれも、
単に説明をしやすくするためのものであり、本発明の範囲を限定することを意図したもの
ではない。「下方の」、「上方の」、「水平な」、「垂直な」、「上部の」、「下部の」
、「上の」、「下の」、「頂部」、および「底部」といった相対的な用語、ならびにそれ
らの派生語（たとえば、「水平に」、「下に」、「上に」、等）は、そのときに説明され
ている向き、または議論されている図の中に示されている向きについてのものと解釈され
るべきである。これらの相対的な用語は、説明をしやすくするためのものにすぎず、明示
的に示されない限り、装置が特定の向きで構築されるかまたは動作させられるということ
ではない。「取り付けられた」、「装着された」、「接続された」、「結合された」、「
相互接続された」といった用語、およびこれらと同等の用語は、そうでないと明確に説明
されない限り、構造が直接的に、または介在する構造を通して間接的に固定されるまたは
取り付けられる関係、ならびに、可動または固定状態で取り付けられるまたは関連してい
ることを言う。さらに、本発明の特徴および恩恵は、例示された実施形態を参照して説明
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される。したがって、本発明は、単独でまたは特徴の他の組み合わせによって存在し得る
いくつかの可能な非限定的組み合わせを示した例示的な実施形態に限定されるべきではな
いのは明らかである。本発明の範囲は、本明細書に添付される特許請求の範囲によって定
義される。
【００８６】
　本開示は、ベストモードまたは現在検討されている発明を実現するモードを説明する。
この説明は、限定の意味で理解されるように意図されたものではない。本発明の利点およ
び構成を当業者に助言するために添付図面を参照して説明することのみを目的とするもの
である。。図面のさまざまな図において、同一の参照番号は、同一または同様のパーツを
指す。
【００８７】
　補償光学の議論
【００８８】
　補償光学（ＡＯ）は、光学収差の補正によって、光学撮像、材料の光学加工、光学形状
測定、光学検査、および、システム、標本、または外部で誘発された光学収差が光学性能
を劣化させる他の光学キャラクタリゼーションの性能を向上させることを可能にする。補
償光学は当初、大気によってもたらされた収差を補償するために望遠鏡による天体撮像の
ために提案された。閉ループ制御システムにおいて、（往々にして波面補正器と呼ばれる
）補償光学素子と波面センサとを使用することで、大気中の収差を測定し、補償光学素子
上の補正形状をリアルタイムに生成して収差のレベルを低減し、画像品質を向上させるこ
とが可能である。画像品質は一般的に、信号強度および分解能を改善する。補償光学はま
た、波面を優先的に整形または補正するために、レーザーキャビティ、レーザービーム整
形、生物医学的撮像、顕微鏡検査、および材料加工において使用されている。環境の影響
、熱的効果、生体内作用、標本ホルダーの材料および特性、標本自体、および他の収差源
が、しばしば光学系または光学器具の性能を劣化させる。補償光学素子を光学系または光
学器具に追加することによって、多くの場合、収差が補正され、性能を向上させることが
できる。
【００８９】
　天体撮像において、収差源と光学的に共役な補償光学素子を設けることが望まれる、と
いうことが一般的に理解される。収差源は、一般的には大気の乱流層である。（異なる補
償光学素子が異なる乱流大気層と共役な）多層共役構成における複数の補償光学素子を使
用することで、収差補正を改善でき、アイソプラナティックパッチのサイズの改善に関連
する概念である補償光学補正の特定のセットによって即時に補正可能であるよりも広い視
野の達成とが可能である。。アイソプラナティックパッチの定義は文献において異なるが
、アイソプラナティックパッチによって、被写界位置の変化による波面の類似性が説明さ
れる。また、「理想的な」単数の波面補正器または複数の波面補正器によって収差を補正
することに関し最もよく説明される。大きなアイソプラナティックパッチは、単一の理想
的な補償光学補正または異なる補償光学素子での補正の単一のセットが広い視野にわたっ
て波面を補正できるように、波面が被写界位置とともにゆっくりと変化することを暗示す
る。小さなアイソプラナティックパッチは、単一の補償光学補正または異なる補償光学素
子での補正の単一のセットが狭い視野にわたって波面を補正することしかできないように
、波面が被写界位置とともに急速に変化することを暗示する。しかしながら、アイソプラ
ナティックパッチは、補償光学素子が、十分な空間周波数、ストローク、または時間的な
動的性能とともに波面補正を生成する能力を有し得る場合または有し得ない場合に、補償
光学系が実際にどれほど良好に機能するかを示さない。
【００９０】
　良好に補正された（低収差の）対物レンズによる高開口数レーザー走査において、最も
初期の文献は、対物レンズの瞳孔面と共役な面に補償光学素子を設けることを教示してい
る。眼科用撮像において、補償光学素子は、眼の瞳孔と共役な面に最もよく設けられる。
図５は、例示的な瞳孔リレー構成を示す。往々にして４ｆ望遠鏡と呼ばれるアフォーカル
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４ｆリレー５０５は、瞳孔面と補償光学素子との間の共役を達成するための最も一般的な
方法である。４ｆリレーは、レンズ５１０、軸外放物面鏡５１５、球面鏡５２０、レンズ
と鏡との組み合わせ、または他のオプティクスを使用し得る。４ｆリレーにより、ビーム
に対する波面摂動がしばしば、補償光学素子５２５から対物レンズ５３０の瞳孔面５３０
へとリレーされる。４ｆリレーにより、相対的な光強度分布は、所望されるように２つの
平面間で保たれる。本特許出願の議論の目的のために、４ｆリレーは、構成コンポーネン
トの焦点距離に依存して、ビーム直径を保つことができ、ビーム直径を拡大することもで
き、またはビーム直径を縮小することもできる。補償光学走査システムはしばしば、補償
光学補正に加えてビームステアリングを必要とする。４ｆ望遠鏡で構成される追加の瞳孔
リレーがしばしば、補償光学素子５２５からステアリングミラー５４０へと瞳孔をリレー
するために補償光学走査システムに含まれる。ステアリングミラーが２つの自由度を有す
る場合、高速ステアリングミラー（ＦＳＭ）によるケースのごとく、両方の回転軸は、１
つの追加の４ｆリレーを使用する瞳孔面と一致し得る。しかしながら、ＦＳＭミラーはし
ばしば一軸ガルバノメータ駆動型ミラーほど高速ではない。結果的に、ほとんどのＡＯビ
ーム走査撮像システムは、２つの別個のガルボ駆動型ミラーを使用する。ｘ走査およびｙ
走査を達成するために２つの別個のガルボ駆動型ミラーをごく近接させて配置することが
、ある距離だけ回転軸が分離される、という結果を生じることがよく知られている。この
距離は小さいものであり得るが、両方の軸を同一の共役瞳孔面内に精確に設けることが不
可能であることを意味する。波面への小さな摂動が性能を劣化させ得る補償光学走査シス
テムでは、２つの別個のガルボ駆動型ミラー５４０と５５０との間に追加の瞳孔リレー５
４５を含むことが一般的である。実際、今までに論証された最も成功した補償光学走査シ
ステムは、４ｆリレーによって分離された別個のガルボ駆動型ミラーを使用する。ｘ方向
走査用ガルボミラー５５０とｙ方向走査用ガルボミラー５４０との間の４ｆリレーは、ビ
ームの中心を走査鏡の各々と適切にアラインメントさせる。走査鏡５４０の１つと補償光
学素子５２５との間の４ｆリレーは、補償光学素子での適切なビームステアリングを達成
する。補償光学素子およびガルボミラーの順序は、図５（Ｅ）および図５（Ｆ）に示され
るように変えることができる。４ｆリレーは、レンズ、鏡、またはレンズと鏡との組み合
わせで構築され得る。良好な（回折限界の）軸外性能を有する単一の４ｆリレーを設計す
ることが可能であり得る一方で、一般的に４ｆリレーは、ほとんどが正のパワーを有する
光学素子で構成されるので、収差のバランスを完全にとることは困難または不可能である
。複数の４ｆリレーをカスケード接続することは、正のパワーを供給された素子の収差要
因が複合するという結果を生じる。結果として、一般的に実現されるように直列につなが
れた複数の４ｆリレーによって良好な（回折限界の）性能を達成することは困難である。
結果、ほとんどの補償光学系は、大きなサイズという欠点を伴いながら、収差を低減する
ために長い作動距離のレンズまたはミラーを使用する。軸外球面鏡を使用する場合に示さ
れたように、収差の複合を低減するために、不便な面外光学構成を使用することによって
、さらなる改善が得られている。４ｆリレーを直列につなぐことは、補償光学素子を対物
レンズの瞳孔面と共役させ、ビームを適切にステアリングするための一般的な方法である
。しかしながら、４ｆリレーを直列につなぐと、レンズまたは鏡を使用する場合には大き
なサイズと軸外収差についての問題が生じ、レンズを使用する場合には色収差および分散
についての問題が生じる。ガラス素子の厚みまたは数の増加に伴って、分散が増加する。
パルスは時間的に分散して広がるため、短パルスレーザーを使用する場合に分散が問題と
なる。本発明の実施形態は、従来技術の設計のこれらの著しい欠点に対処する。本発明の
実施形態は、光学性能および撮像性能の向上のために、分散、色収差、および軸外収差が
皆無かそれに近い、非常にコンパクトでフレキシブルな補償光学走査システムを可能にす
る。
【００９１】
　本発明の実施形態の用途
【００９２】
　本発明の実施形態は、補償光学走査システムである。走査光学系では、光が標本にわた
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って走査される。走査光学系は、撮像、加工、操作、またはキャラクタリゼーション用途
の広い範囲に使用され得る。
【００９３】
　図１は、本発明の実施形態によって使用され得るいくつかの撮像モダリティおよび撮像
システムの例を示す。図示されていない他の撮像モダリティおよび撮像システムもまた本
発明の実施形態によって使用され得ることが理解されるだろう。一般的な用途は、標本の
特性について何かしらを学習する目的または標本の特性を測定する目的のために、標本に
わたって光を走査する。たとえば、一実施形態において、補償光学走査システムは、標本
の撮像を実行する。撮像は、共焦点、多光子、第二高調波、反射光、蛍光、散乱光、また
は走査される光のビームによって標本を撮像する任意の他の方法によって実行され得る。
撮像は、動的なプロセスを撮像する時間に応じて、一次元（１Ｄ）、二次元（２Ｄ）、三
次元（３Ｄ）、または１Ｄ、２Ｄ、または３Ｄであり得る。撮像は、波長選択的であり、
蛍光撮像においてしばしば実行されるように、多色または多チャンネルであり得る。撮像
のより一般的な形態は、標本についての分光情報を得ようとするものである。一実施形態
において、補償光学走査システムは、標本の分光検査を実行する。しばしば、走査光学系
は、標本についての材料固有の情報を得るために使用される。標本についての材料固有の
情報とは、一般的に蛍光撮像による生体細胞のタイプ、または、一般的に光コヒーレンス
トモグラフィ（ＯＣＴ）による標本の散乱特性などである。他の用途は、標本の形状また
はプロファイルに関してのみである。一実施形態において、補償光学走査システムは、形
状測定を実行する。一般的に、標本の撮像またはキャラクタリゼーションは、非破壊的で
標本自体を変化させないことが所望される。しかしながら、しばしば、退色、加熱、また
は標本を変化させる他の現象が、撮像の副生成物として生じる。他の用途は、レーザー加
工、切除、刺激、加熱、または光学操作におけるように、走査されたビームを用いて、特
に標本を変更しようとし、または標本に影響を及ぼそうとする。一実施形態において、補
償光学走査システムは、標本の加工を実行する。別の実施形態において、補償光学走査シ
ステムは、標本の操作を実行する。別の実施形態において、補償光学走査システムは、標
本のプロファイリングを実行する。別の実施形態において、補償光学走査システムは、標
本のうちのある領域の刺激を実行する。別の実施形態において、補償光学走査システムは
、標本のうちのある領域の加熱を実行する。
【００９４】
　図１（Ａ）は、光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）システムのための光学レイアウ
トを示す。一実施形態において、補償光学走査撮像システムは、光コヒーレンストモグラ
フィ（ＯＣＴ）を実行する。ＯＣＴを実行する場合、本発明の実施形態は、干渉計１１０
と、標本経路１１５と、標本１４５から干渉ＯＣＴ信号を得るための参照経路１２０とを
さらに備え得る。スキャナ１３５および対物レンズ１４０は、合焦した光のスポットが標
本１４５にわたって走査されることを可能にする。ＯＣＴは、時間ドメイン、スペクトル
／フーリエドメイン、または往々にして光学周波数ドメイン撮像（ＯＦＤＩ）と呼ばれる
スイープ源／フーリエドメインを含む、さまざまな方法を使用して実行され得る。光コヒ
ーレンス顕微鏡検査（ＯＣＭ）と呼ばれるＯＣＴもまた、高開口数対物レンズ１５０を使
用して実行され得る。情報はＡ走査の相対的に長い深度範囲に沿って得られることが多い
ので、ＯＣＴでは低開口数対物レンズがしばしば被写界の十分な深度を提供するために使
用される。高開口数対低開口数の定義はいくらか主観的である。本願の目的のために、高
開口数は、工業用顕微鏡対物レンズにおいて一般的に見出される開口数のことを言う。図
１（Ｂ）は、ＯＣＴ干渉計に接続されるであろうＯＣＭシステムの標本経路のための光学
レイアウトを示す。コリメートされた光が、スキャナ１５５へ、そして走査レンズ１６０
およびチューブレンズ１６５を通って、対物レンズ１５０へと向けられる。一実施形態に
おいて、補償光学走査システムは、光コヒーレンス顕微鏡検査（ＯＣＭ）を実行する。Ｏ
ＣＭ撮像を実行する場合、本発明の実施形態は、干渉計と、標本経路と、干渉ＯＣＴ／Ｏ
ＣＭ信号を得るための参照経路と、精細な分解能の標本データを得るための高開口数対物
レンズ１５０とをさらに備え得る。ＯＣＴの１つの一般的な用途は、図１（Ｃ）に示され
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るように、眼１７０の撮像である。一実施形態において、補償光学走査システムは、眼１
７０のＯＣＴを実行する。網膜は、ＯＣＴによって撮像される眼の最も一般的な部位であ
るが、前眼部、水晶体、および角膜の撮像もまた実行され得る。
【００９５】
　別の実施形態において、補償光学走査システムは、共焦点撮像を実行する。共焦点撮像
システムの例が図１（Ｄ）に示される。共焦点撮像を実行する場合、補償光学走査システ
ムは、深度セクショニングされた蛍光撮像または反射撮像を達成するために、ビームスプ
リッタまたはダイクロイックミラー１７５、検出器１８０、および共焦点ピンホール１８
５をさらに備え得る。往々にしてシングルモードファイバーまたはマルチモードファイバ
ーの端部が共焦点ピンホールとして使用される。走査型レーザー検眼鏡（ＳＬＯ）は、眼
１９０を撮像するのに有用な共焦点撮像の変形例である。ＳＬＯ撮像システムの例が図１
（Ｅ）に示される。一実施形態において、補償光学走査システムは、ＳＬＯシステムであ
る。本発明の実施形態はまた、非線形撮像モダリティによって使用され得る。多光子撮像
システム／第二高調波撮像システムの例が図１（Ｆ）に示される。一実施形態において、
補償光学走査システムは、二光子撮像を実行する。二光子撮像を実行する場合、撮像シス
テムは、光路内にダイクロイックミラー１９４をさらに備えてもよく、検出器７３５が、
弾道を測定し、標本からの散乱蛍光または発光を逓倍する。三光子撮像および他の多光子
撮像もまた同様に実行できる。一実施形態において、補償光学走査システムは、多光子撮
像を実行する。多光子撮像を実行する場合、補償光学撮像システムは、光路内にダイクロ
イックミラー１９４をさらに備えてもよく、検出器１９７が、弾道を測定し、標本からの
散乱蛍光または発光を逓倍する。多くの多光子撮像システムはまた、第二高調波撮像のた
めに使用され得る。一実施形態において、補償光学走査システムは、第二高調波撮像を実
行する。別の実施形態では、補償光学走査システムは、蛍光撮像を実行する。より一般的
には、本発明の実施形態は、光ビームが標本上または標本内を走査し、標本についての情
報が標本から集光することによって得られる、広範囲の用途のために使用され得る。蛍光
撮像および非線形撮像に加えて、より標準的な反射撮像および透過撮像が実行され得る。
一実施形態において、補償光学走査システムは、反射撮像を実行する。別の実施形態にお
いて、補償光学走査システムは、透過撮像を実行する。ほとんどの撮像用途は、単一のス
ペクトル検出チャンネルまたは標本の特性を区別するのに十分な少数のスペクトルチャン
ネルを使用する。他の用途は、分光検査を使用して標本の領域をスペクトル分解しようと
する。一実施形態において、補償光学走査システムは、分光検査を実行する。分光検査を
実行する場合、補償光学走査システムは、標本からの光のスペクトル成分を分解するため
の分光計をさらに備え得る。
【００９６】
　性能の向上を達成するために補償光学から恩恵を受け得る多くのレーザー走査用途が存
在する。したがって、本発明の実施形態は、生物学的、医学的、産業、および研究の分野
に関連する広範囲の標本に使用され得る。いくつかの例示的な標本は、生体試料、動物、
動物の一部、人間、人間の一部、植物、植物の一部、組織、生きている組織、保存された
組織、着色された組織、生体器官、生検試料、眼、眼の一部、脳、脳の一部、または皮膚
を含む。他の例示的な標本は、機械コンポーネント、電気コンポーネント、光学コンポー
ネント、製造されたコンポーネント、コンポーネントのアセンブリ、材料試料、半導体コ
ンポーネント、半導体材料試料、金属コンポーネント、ガラスコンポーネント、プラスチ
ックコンポーネント、非生物有機試料、水晶試料、または鉱物試料を含む。より一般的に
は、本発明の実施形態によって使用され得る標本は、標本の特性によって特徴づけられる
だろう。標本は、寸法特性に関して特徴づけられ得る。標本は、機械特性に関して特徴づ
けられ得る。標本は、光学特性に関して特徴づけられ得る。標本は、蛍光特性に関して特
徴づけられ得る。標本は、反射特性に関して特徴づけられ得る。標本は、透過特性に関し
て特徴づけられ得る。標本は、屈折率に関して特徴づけられ得る。標本は、散乱特性に関
して特徴づけられ得る。標本は、分散特性に関して特徴づけられ得る。標本は、分光特性
に関して特徴づけられ得る。標本は、偏光特性に関して特徴づけられ得る。標本は、熱特
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性に関して特徴づけられ得る。
【００９７】
　本発明の実施形態における収差源は、図２に示されるように、補償光学走査システムの
内部または補償光学走査システムの外部の源に由来し得る。一実施形態において、収差は
、図２（Ａ）に示されるように、標本であるコンポーネント２１０の周りのパッケージ２
０５に由来する。収差は、図２（Ｂ）に示されるように、標本２２０の上部のガラス窓ま
たはカバーガラス２１５から生じ得る。収差は、図２（Ｃ）に示されるように、標本自体
または試料自体２２５に由来し得る。収差は、図２（Ｄ）に示されるように、角膜２３５
または水晶体２４０を含む眼２３０の一部に由来し得る。出現流体、ガラスのカバーガラ
ス、または標本自体の間の境界面といった屈折率の不一致を伴う表面を通して集束光を合
焦させることは、球面収差をもたらす。標本の不均質性が他の収差をもたらし得る。かく
して、収差は、図２（Ｅ）および図２（Ｆ）に示されるように深度とともに、または、図
２の（Ｇ）に示されるように横方向位置とともに、変化し得る。収差は、波面への歪みを
引き起こす。本発明の一実施形態は、標本における収差を補償するために、補償光学素子
を使用する。本発明の一実施形態は、パッケージ、カバーガラス、窓、チューブ、容器で
あり得る標本ホルダー、または、任意の他の材料、物体、流体、または標本および撮像シ
ステムと接触する面または標本と撮像システムとの間の面からの収差を補償するために、
補償光学素子を使用する。撮像システム自体が、残留システム収差を有し得る。本発明の
一実施形態は、撮像システム内の残留収差を補償するために補償光学素子を使用する。
【００９８】
　概説
【００９９】
　本発明の実施形態は、補償光学走査システムである。本発明の実施形態の模式図が図７
に示される。本発明の一実施形態は、光を発生させるための発光源７０５であって、光が
補償光学走査システムを通って標本７１０に向けられる、発光源７０５と、１つ以上の補
償光学素子７１５であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及ぼすか、または光の
波面と強度の両方に影響を及ぼす、補償光学素子７１５と、ビーム照射モジュール７２０
であって、４つ以上の運動軸によって動作し、補償光学素子にまたは補償光学素子付近に
ビーム旋回軸点を作成することまたは適応させることによって補償光学素子７１５を優先
的にインターフェースするように光の角度および位置を制御しながら、光を標本７１０に
わたって走査する、ビーム照射モジュール７２０と、ビーム照射モジュール７２０におけ
る軸の運動軌跡を制御するためのコントローラ７２５と、標本伝達オプティクス７３０で
あって、光を適切に調整して標本７１０に向ける、標本伝達オプティクス７３０と、１つ
以上の検出器７３５であって、標本７１０からの光を測定する、検出器７３５とを備える
。
【０１００】
　図７（Ａ）は、検出器７３５が、標本伝達オプティクス７３０の後に設けられるか、ま
たは標本伝達オプティクス７３０とは別個である、例示的な実施形態を示す。検出器７３
５が標本伝達オプティクス７３０の後に設けられる実施形態の一例は、薄い標本を撮像す
る場合、または、検出器が標本の周りに配列されるが、標本伝達オプティクス７３０と光
路を共有しない場合に、往々にして使用されるように、検出器７３５が標本７１０から直
接光を受け取る多光子撮像システムであろう。標本７１０の後の図７（Ａ）における検出
器７３５の位置付けは、光の経路を示すにすぎず、検出器７３５が実際に標本７１０およ
び標本伝達オプティクス７３０に対し空間的に設けられる場所を示すものではない。他の
実施形態および撮像モダリティもまた、検出器７３５が標本伝達オプティクス７３０と光
路を共有しない構成を使用し得る。図７（Ｂ）は、検出器７３５が標本伝達オプティクス
７３０の少なくとも一部から光を受け取る例示的な実施形態を示す。検出器７３５が標本
伝達オプティクス７３０の少なくとも一部から光を受け取る例示的な実施形態は、顕微鏡
の対物レンズ、患者インターフェースオプティクス、走査レンズ、または他の標本伝達オ
プティクス７３０を通して集光される、多光子撮像である。図７（Ｃ）は、検出器７３５
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が、ことによるとビーム照射モジュール７２０と検出器７３５との間の追加のコンポーネ
ントによって、ビーム照射モジュール７２０から光を受け取る、例示的な実施形態を示す
。検出器７３５がビーム照射モジュールから光を受け取る例示的な実施形態は、ＯＣＴ、
共焦点撮像、プロファイリング、または分光検査のある特定の構成であり得る。図示され
ていないが、検出器７３５は他の位置にあってもよい。検出器７３５は、光路に沿ったい
ずれの場所からでも光を受け取るかまたはピックオフするように設けることができ、また
は、光学的な光伝達システムとは別個に設けらることもできる。
【０１０１】
　図７に示すように、本発明の実施形態は、発光源７０５を含む。補償光学走査システム
において使用される発光源のタイプは、走査用途と両立するように選択される。撮像モダ
リティに依存して、発光源７０５は、ダイオード、レーザー、パルスレーザー、チューナ
ブルレーザー、波長スイープレーザー、フェムトセカンドレーザー、ファイバーレーザー
、垂直共振器面発光レーザー（ＶＣＳＥＬ）、波長チューナブルＶＣＳＥＬ、プラズマ光
源、ハロゲンランプ、水銀灯、白熱灯、またはスーパーコンティニウム光源によって、光
を発生させ得る。本発明の実施形態において、他の発光源７０５が、可能であり、含まれ
る。
【０１０２】
　発光源７０５からの光伝達の要件は、用途に依存する。可能な発光源特性が図８に示さ
れる。たとえば、多光子撮像システムが発光源からのコリメートされたビームを優先的に
使用し得る一方で、共焦点撮像システムまたはＯＣＴシステムは、シングルモードファイ
バーまたはマルチモードファイバーから伝達された光を優先的に使用し得る。本発明は、
発光源が点光源または狭面積エミッタからの光をコリメートするためのオプティクスを含
む実施形態を含む。多くのケースにおいて、発光源からの光はコリメートされる。コリメ
ートされた光または際立ってコリメートされた光は、数ある他の光源の中でも特に、チタ
ンサファイアレーザーから発せられる。コリメートされた光を発する発光源８０５が図８
（Ａ）に示される。本発明の一実施形態において、発光源８０５からの光はコリメートさ
れる。発光源から出てレンズを通過する、点光源から発せられた光は、集束ビームを形成
し得る。本発明の別の実施形態では、図８（Ｂ）に示されるように、発光源８１０からの
光は集束している。図８（Ｃ）に示されるように、点光源または狭面積エミッタからの光
は、発散ビームを形成し得る。本発明の一実施形態において、発光源８１５からの光は発
散している。ＯＣＴおよび共焦点撮像といった多くの用途のために、図８（Ｄ）に示され
るように光が光ファイバーケーブルによって伝達されることが所望される。本発明の一実
施形態において、発光源８２０からの光は、ファイバー結合される。さらに、ＯＣＴおよ
び共焦点撮像のいくつかの実現のケースのように、光ファイバーケーブル８２５がシング
ルモードであることが往々にして所望される。本発明の一実施形態において、発光源から
の光は、シングルモードファイバーにファイバー結合される。発光源からの光は、非常に
多くの形状と光強度分布を有し得、そのすべてが本発明の実施形態に含まれる。レーザー
源または点光源からの光は、図８（Ｅ）に示されるように際立って円形のビーム横断面８
３０を有することが一般的である。本発明の一実施形態において、発光源からの光は、際
立って円形の横断面８３０を有するビームである。レーザー源または他の源からの光はし
ばしば、図８（Ｆ）に示されるように、一般的に光分布がガウス分布である。本発明の一
実施形態において、発光源からの光は、光分布が際立ってガウス分布であるビームである
。異なる用途は、発光源についての異なる性能仕様を要求する。本発明の実施形態は、発
光源７０５が広帯域スペクトル成分を有する光を発生させ、（約２ｎｍを超える）波長範
囲にわたって発光する実施を含む。広帯域光源を使用することが多い用途は、ＯＣＴ、多
光子顕微鏡検査、共焦点顕微鏡検査、（アーク灯、白熱灯、またはＬＥＤを使用する）蛍
光顕微鏡検査、ある特定の分光検査の実施、および他のものを含む。広帯域光源は、スイ
ープ光源、または、連続広帯域発光またはパルス広帯域発光を発する光源を含む。本発明
の実施形態は、発光源７０５が狭帯域スペクトル成分を有する光を発生させ、（約２ｎｍ
未満の）狭い波長範囲にわたって発光する実施を含む。狭帯域光源を使用することが多い
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用途は、（レーザー光源を使用する）共焦点撮像および蛍光撮像、ある特定のタイプの形
状測定、ある特定のタイプの分光検査、および他のものである。
【０１０３】
　本発明の実施形態は、言い換えると波面補正器とも呼ばれる、補償光学素子を含む。本
発明の実施形態において使用可能な多くの補償光学素子が存在し、その一部が図３に示さ
れる。本発明の実施形態は、可変形鏡３０５、３１０、３１５、３２０、３２５、３３０
、および３３５、液晶空間光変調器３４０および３４５、液晶デバイス３４０および３４
５、連続フェースシートを有する可変形鏡３０５、３１５、３２０、３２５、３３０、３
３５、セグメント化された可変形鏡３１０、空間光変調器３４０および３４５、または、
波面に影響を及ぼし得るか、強度に影響を及ぼし得るか、または光の波面と強度の両方に
影響を及ぼし得る、他の能動アクチュエータおよびマルチアクチュエータまたはチャンネ
ル光学素子である、補償光学素子を使用し得る。補償光学素子におけるアクチュエータの
配列は、補償光学素子の設計に依存して異なり得る。一般的なアクチュエータレイアウト
は、グリッドパターン、ハニカムパターン、同心円、放射状にアラインメントさせられた
アクチュエータ、円形または弧形セグメントアクチュエータレイアウト、および他のもの
である。本発明の一実施形態において、補償光学素子７１５は、可変形鏡である。本発明
の一実施形態において、補償光学素子７１５は、液晶空間光変調器である。
【０１０４】
　多くの補償光学系は、光学系におけるスキャナの場所に対するビーム旋回軸の場所の要
件を適切に管理するために、図５に示された瞳孔リレーを使用する。従来の瞳孔リレーは
、瞳孔の被写界の真のリレーを実行し、ステアリングミラーと補償光学素子と標本伝達オ
プティクスまたは標本自体との間の光学的リンケージとして、ほとんどの既存の補償光学
系で使用される。本発明の好ましい実施形態は、異なるアプローチを使用する。レーザー
ベースの撮像システムにおけるビーム直径は０．５ｍｍ～数ｃｍオーダーであり、ビーム
品質は一般的に極めて良好であるので、ビームの発散、および器具の経路長にわたる波面
および強度分布の関連づけられた変化は、ごくわずかである。実際、多くの既存の二光子
顕微鏡は、レーザー源から出て顕微鏡に入るコリメートされたビームが、実験室または設
備現場に利用可能なレイアウトおよびスペースにとって何が好都合であるかに基づいて、
設備毎に異なる距離を横断するように、工業用に利用可能な二光子顕微鏡（たとえば、Ｐ
ｒａｉｒｉｅ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＵｌｔｉｍａ（登録商標））とつながれた、
工業用に利用可能なレーザー源（たとえば、ＣｏｈｅｒｅｎｔのＣｈａｍｅｌｅｏｎ（登
録商標））を使用して構築される。ビームは、品質を維持し、数ｃｍ～数メートルのコリ
メートされた伝播にわたって際立って変化しないので、距離および平面の入念な制御は不
要である。すなわち、高品質のレーザービームが、顕微鏡設備スケール（数ｃｍ～数メー
トル）の距離にわたって本質的に固定された（変化しない）強度および波面とともに伝播
する。この点を考慮して、図６に示されるように、１つのステアリングミラー６０５の瞳
孔面が別のステアリングミラー６１０の瞳孔面に結像するように瞳孔リレー（アフォーカ
ル４ｆ望遠鏡）が使用される、標準的なＡＯ構成に立ち戻ることが役立つ。瞳孔リレー（
アフォーカル４ｆ望遠鏡）６１５の第１の効果は、ビームがすべての入出ビーム角につい
て常に鏡の中心に向けられるように、鏡面６２０に仮想旋回軸点を作成することである。
瞳孔リレーの第２の効果は、光場を標本化し、第１のステアリングミラーにおける１つの
瞳孔面６０５から第２のステアリングミラーにおける別の瞳孔面６１０へと光場をリレー
することである。このように、光学波面および強度分布は、たとえ波面が平らでなく、強
度分布が複雑であっても、第１の瞳孔面６０５から第２の瞳孔面６１０へとリレーされる
。走査型補償光学系のために、仮想旋回軸点を作成する第１の効果は必要である一方で、
波面および強度分布をリレーする第２の効果は必ずしも必要とされない。ビームの直径が
十分に大きく、際立ってコリメートされ、際立って平面の波面であり、際立ってガウス分
布の強度分布である場合、ビームは、本質的に変化しない平らな鏡の反射間を伝播するだ
ろう。したがって、瞳孔面を形式的にリレーすることは必要ではないが、むしろ、単にビ
ームの仮想旋回軸点を作成することが望ましい。同一の推論が、第２の瞳孔リレー６３０
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によって一般的に実行されるように、第２の瞳孔面６１０から補償光学素子６２５の面へ
とリレーする場合に成立する。説明されたビームのように、数ｃｍ～数メートルの伝播距
離にわたり名目上際立って一定のままである強度分布および波面を有するビームを考慮す
る。図９は、従来の４ｆ設計において使用されたであろうレンズまたは凹面鏡の代わりに
回転鏡のペアを使用して、固定位置を有するが可変ビーム角を有する仮想旋回軸点を作成
する方法を使用することが可能であることを示す。図９（Ｂ）に示されたニュートラルな
（ゼロ）位置では、ビームは最初、左から右に伝播し、第１のステアリングミラー９０５
に反射する。ビームは続いて、左上に伝播し、第２のステアリングミラー９１０に反射す
る。第２のステアリングミラーは、ビームを右の方へ伝播するように向け、ビームは、特
定の場所で平面９１５と交わる。図９（Ａ）に示されるようにステアリングミラーの角度
を適切に調節することによって、同一の光学構成は、図９（Ｂ）に示されたニュートラル
な位置の場合と同一の場所の平面９１５と交わる下向きのビーム角を作成し得る。同様に
、図９（Ｃ）に示されたステアリングミラー角の異なるセットは、同一の場所の平面９１
５と交わる上向きのビーム角を生成する。図９（Ｄ）は、図９（Ａ）～図９（Ｃ）に示さ
れた３つの構成を重ね合わせたものであり、ステアリングミラー角の適切な調節は、際立
って固定されたビーム強度の平面９１５が旋回軸点の周りの調節可能なビーム角によって
形成されることを可能にする、ということを示す。鏡への適切な角度を設定することは、
すべてが同一の旋回軸点の周りを回転する中間ビーム角が生成されることを可能にする。
この光学構造は、より従来の瞳孔リレー（アフォーカル４ｆ望遠鏡）に代わって補償光学
走査システムにおいてビームステアリングメカニズムと補償光学素子との間のリンケージ
として使用される仮想旋回軸点を作成する要件を満足するために使用され得るが、軸外収
差がなく、分散がなく、およびコンパクトなサイズである、という大きな利点を有する。
図９（Ｄ）は、ビームが左から入ってきて、固定強度位置であるが可変角のビームが、平
面９１５においてビームステアリングメカニズムの右に形成されている様子を示す。図９
（Ｅ）は、同一の光学構造がまた、適切な角度に向けられた第１のステアリングミラー９
３５と第２のステアリングミラー９４０とを使用することによって、固定ビーム強度位置
であるが可変ビーム角の平面９２０からの光を受け、ビームステアリングメカニズムの右
に、固定ビーム強度位置であるが可変ビーム角の第２の平面９２５を生成するために使用
され得ることを示す。さらに、配列のフレキシビリティは、出力ビームの位置および角度
の恣意的でプログラム可能な配置を可能にする。たとえば、図８（Ｄ）における平面９４
５は、変化するビーム角に伴って変化するビーム位置を示す。ビーム位置およびビーム角
は、鏡の作動開口内で完全にプログラム可能である。そして、ビーム位置およびビーム角
は、同一点の周りを旋回てもしなくてもよく、走査中に恣意的なビーム位置およびビーム
角軌跡を作成するように事前にプログラムされてもよく、またはその場で再計算されても
よい。図９（Ｄ）～図９（Ｅ）に示された２つの基本的な機能は、補償光学走査システム
におけるコンパクトな走査メカニズムのためのビルディングブロックとして使用され得る
。ほとんどのビーム走査システムは、標本にわたり、２つの方向ＸおよびＹに走査する。
図１０は、２つの回転鏡で構成されたＸビーム走査メカニズム１００５を、これもまた２
つの回転鏡で構成されたＹビーム走査メカニズム１０１０と接続することが可能であるこ
とを示す。２つのビーム走査メカニズムは、直交（９０度回転された）方向に向けられて
おり、平面１０１５における同一の固定点に照射する。この例において、第２の回転鏡ペ
ア１０２０および１０２５は、第１の回転鏡ペア１０３０および１０３５の出力が第２の
回転鏡ペアへの入力となるように、平面１０１５における固定点と第１の回転鏡ペアとの
間に収まる。図１１は、ステアリングミラーをアクチュエートするために４つのガルバノ
メータ（ガルボ）を使用するｘ走査およびｙ走査を示す、この原理に基づいた例示的な構
成を示す。鏡が他の相対的な順序および配列をとることも可能である。ビームのプログラ
ム可能な位置および角度を生成する鏡とアクチュエータとの集合は、本特許出願において
、ビーム照射モジュール７２０と呼ばれる。
【０１０５】
　補償光学走査システムの本発明の実施形態は、光学系における適切な場所にビームの旋



(24) JP 6242906 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

回軸の場所を生成するためのビーム照射モジュールを含む。ビーム照射モジュールは、ビ
ームを適切に誘導するように鏡に影響を及ぼす４つ以上の運動軸を有する。本発明の一実
施形態は、ビーム照射モジュールの少なくとも１つの軸が回転する配列を使用する。図１
１に示すように、本発明の一実施形態は、４つのガルバノメータ駆動型ミラーを備えるビ
ーム照射モジュールを含む。ガルボの順序は、特定の撮像用途に最適化され得る。本発明
の一実施形態は、２つのｘ軸ガルボがｙ軸ガルボに先行する光学レイアウトを使用する。
別の実施形態では、２つのｙ軸ガルボが２つのｘ軸ガルボに先行する。別の実施形態では
、第１のｘおよびｙガルボが第２のｘおよびｙガルボに先行するように、軸が分けられる
。鏡とアクチュエータの他の構成もまた可能である。たとえば、図１２（Ａ）は、１つの
外部旋回軸点１２１５に照射するための２つの高速ステアリングミラー（ＦＳＭ）１２０
５および１２１０で構成されたビーム照射モジュールを示す。図１２（Ｂ）は、外部ビー
ム旋回軸点１２３０から光を受け、外部ビーム旋回軸点１２３５に照射する２つの高速ス
テアリングミラー（ＦＳＭ）１２２０および１２２５で構成されたビーム照射モジュール
を示す。ＦＳＭとガルボとを組み合わせることもまた可能である。本発明の一実施形態は
、少なくとも１つの高速ステアリングミラー（ＦＳＭ）を備えるビーム照射モジュールを
含む。本発明の別のより特定の実施形態は、２つの高速ステアリングミラーを使用するビ
ーム照射モジュールを備え、各々の高速ステアリングミラーは２つの回転軸を有するもの
である。ＭＥＭＳミラー、ジンバル式ミラー、ピエゾ駆動チップチルト鏡、または他のチ
ップチルト鏡メカニズムといった、他の二軸単一鏡ビームステアリング素子もまた、ＦＳ
Ｍによって説明されたように使用され得る。別の実施形態において、ビーム照射モジュー
ルは、少なくとも１つのガルバノメータ駆動型ミラーを備える。アクチュエータおよび鏡
の運動のすべてが回転でなくてはならないわけではない。目標を達成する、またはビーム
をプログラム可能な位置およびビーム角に照射することを達成するために、アクチュエー
タおよび鏡の回転移動および並進移動を組み合わせることが可能である。図１２（Ｃ）は
、外部ビーム旋回軸１２５０を生成するビーム照射モジュールを作成するために、第１の
回転鏡１２４０が第２の並進鏡１２４５とどのように組み合わせられ得るかを示す。回転
軸と並進軸の順序は、異なってもよい。図１２（Ｄ）は、外部ビーム旋回軸１２６５を生
成するビーム照射モジュールを作成するために、第１の並進鏡１２５５が第２の回転鏡１
２６０とどのように組み合わせられ得るかを示す。より一般的には、本発明の一実施形態
は、ビーム照射モジュールの少なくとも１つの並進する軸によって動作する。本発明の別
の実施形態は、回転軸と並進軸の組み合わせまたは自由度を使用するビーム照射モジュー
ルを備える。他のビームステアリングデバイスが可能である。本発明の一実施形態は、以
下のリスト、すなわち、ステアリングミラー、音響光学偏向器、回転ポリゴン、電気光学
ビーム偏光器、電気光学プリズム、熱光学プリズム、回折アレイ、機械的に走査される鏡
、モーターによって駆動される機械的に走査される鏡、ステッピングモーターによって駆
動される機械的に走査される鏡、ガルバノメータによって駆動される機械的に走査される
鏡、ＭＥＭＳミラー、音響光学変調器、または液晶デバイスのうちの少なくとも１つを備
えるビーム照射モジュールによって動作する。
【０１０６】
　鏡の角度または位置は、所望のビーム照射出力を生成するように制御されなくてはなら
ない。多くのアクチュエータは、アクチュエータに指令するための入力として位置指令が
使用され、指令された位置を追跡するように制御システムが動作するように、関連づけら
れたフィードバック制御システムを有する。たとえば、ガルボシステムは、ガルボ角の位
置を測定するために容量性エンコーダまたは光学エンコーダを使用し得る。測定された位
置は、指令された位置と比較されて、位置誤差が生成される。位置誤差は、ガルボにおけ
るアクチュエータに適用される補正動作を生成するために、フィードバックコントローラ
、たとえば、比例－微分－積分（ＰＩＤ）コントローラまたはフルステートフィードバッ
クコントローラによって処理される。このように、鏡への指令は、アクチュエータおよび
コントローラの帯域幅、加速度、および速度限界まで実行される。これらの局所化された
フィードバック制御システムは、アクチュエータの低レベル位置制御を管理する。ＭＥＭ
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Ｓデバイスおよびピエゾアクチュエータといった他のアクチュエータが、開ループ位置指
令に対し良好に応答する。本発明の一実施形態は、ビーム照射モデルにおける少なくとも
１つの軸のために閉ループ制御を使用する。本発明の別の実施形態は、ビーム照射モジュ
ールにおける少なくとも１つの軸のために開ループ制御を使用する。しかしながら、局所
化されたアクチュエータ制御スキームとは無関係に、本発明の実施形態における異なるア
クチュエータと鏡との間の位置は、所望のビームステアリング効果を生成するように入念
に協調させられなくてはならない。
【０１０７】
　ビームステアリングモジュールにおける異なる軸間の協調は、ビーム照射モジュールに
おける軸の運動軌跡を制御するためのコントローラ７２５によって実行される。コントロ
ーラは、運動を協調させるための個々のアクチュエータへの位置指令を生成する。好まし
い実施形態において、協調は、所望の位置指令を生成するためのコード、論理、または命
令を実行し得るプロセッサまたは回路によって実行される。プロセッサは、マイクロプロ
セッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または、
デジタル計算を実行し得る任意の他のプロセッサであり得る。非線形計算が実行されるこ
とができ、計算のアジャスタビリティおよびフレキシビリティがあり、しばしば多くの撮
像システムにおいてすでに利用可能な予備のプロセッサ能力があるので、デジタルプロセ
ッサが好ましい。しかしながら、アナログ回路もまた制御を実行するために使用され得る
。ビーム照射モジュールにおける鏡のためのアクチュエータが開ループで制御されるか閉
ループ（フィードバック）で制御されるかに依存して、コントローラはまた、ビーム照射
モジュールにおける軸の各々のための運動軌跡を生成するプロセッサに加えて閉ループコ
ントローラを備え得る。開ループアクチュエータ制御方法または閉ループアクチュエータ
制御方法のいずれのケースにおいても、コントローラは、運動軌跡を生成し、ビーム照射
モジュールにおける軸の運動軌跡を制御するためのものである。本発明の好ましい実施形
態において、ビーム照射モジュールにおける自由度間の協調は、アクチュエータまたは能
動素子への電子信号によって制御される。一実施形態において、任意の所与の走査軸のた
めのアクチュエータは、各々の個々の軸のための所望の出力指令が単一の入力パラメータ
によって決定されるように結合される。本発明の別の実施形態において、ビーム照射モジ
ュールにおける自由度間の協調は、機械的リンケージによって制御される。撮像システム
は一般的に、試料上でスポットを走査し、多くの走査軌跡が可能である。本発明の一実施
形態は、光ビームが標本７１０上でラスタ走査パターン１７０５をトレースするようにさ
せる軌跡によって鏡を走査するためにビーム照射モジュール７２０を使用する。
【０１０８】
　本発明の実施形態は、標本伝達オプティクス７３０と呼ばれる、標本７１０に光を伝達
するためのオプティクスを含む。ほとんどの標本は、対物レンズが標本にまたは標本の中
に光を合焦することを必要とする。本発明の一実施形態は、顕微鏡の対物レンズを備える
標本伝達オプティクスを含む。より一般的には、本発明の一実施形態は、標本における所
望の分解能を達成する開口数（ＮＡ）による集束ビームの光を標本に向ける標本伝達オプ
ティクスを使用する。他の標本は、生物学的な眼またはカメラシステムといった、それら
標本独自のオプティクスまたは光学面を含む。生物学的な眼またはカメラシステムは、コ
リメートされたまたはほぼコリメートされたビームが標本への光の伝達のために好ましい
ように光の伝達の特性についての異なる要件を有する。本発明の一実施形態は、標本の光
学特性が所望の撮像面に光を合焦するように旋回軸点が標本内の瞳孔面またはその付近に
設けられて、際立ってコリメートされたビームの光を標本に向ける標本伝達オプティクス
を使用する。より具体的には、本発明の一実施形態は、眼の中に向けられる際立ってコリ
メートされたビームを使用し、ビームの旋回軸点は、光が眼の中の網膜２４５またはその
付近に合焦するように、眼の瞳孔またはその付近に設けられる。標本伝達オプティクスは
、光を調整して標本に向けるために使用され、調整することは、ビームの適切なコリメー
ション、集束、または発散を生成すること、適切なビーム直径を生成すること、適切な開
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口数を生成すること、適切な強度プロファイルを生成すること、適切なスポットサイズを
生成すること、適切なスポット形状を生成すること、適切な波面を生成すること、または
標本と際立ってインタラクトするように光ビームに影響を及ぼす任意の他の手法のことを
言う。
【０１０９】
　本発明の実施形態は、標本７１０からの光を検出するための検出器７３５を含む。本発
明の一実施形態において、検出器７３５は、スペクトル／フーリエドメインＯＣＴを実行
するためのラインスキャンカメラである。本発明の別の実施形態では、検出器７３５は、
アンバランスな検出を実現するためのハイスピードフォトダイオード、または、スイープ
源／フーリエドメインＯＣＴを実行するためのバランスのとれた検出を実現するための２
つのハイスピードフォトダイオードを備える。本発明の別の実施形態において、検出器７
３５は、光電子倍増管（ＰＭＴ）またはアンバランシェフォトダイオードを備える。より
具体的には、本発明の一実施形態は、二光子、多光子、または第二高調波撮像を実行する
ための光電子倍増管（ＰＭＴ）またはアンバランシェフォトダイオードを備える検出器を
使用する。本発明の別の実施形態は、共焦点撮像を実行するための光電子倍増管（ＰＭＴ
）、フォトダイオード、またはアンバランシェフォトダイオードを備える検出器７３５を
使用する。本発明のさらなる別の実施形態では、検出器は、標本からの光のスペクトル成
分を分解するための分光計である。本発明の別の実施形態は、フィルムにおいて使用され
るように、光化学反応によって標本からの光における情報を記録する検出器を使用する。
本発明の別の実施形態は、熱センサによって標本からの光における情報を記録する検出器
を使用する。光ピンセットシステムにおいて、操作されている物体はしばしば、カメラ、
たとえば、電荷結合素子（ＣＣＤ）または相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）アレイに
よって監視される。操作されている物体に光学的な力を印加することおよびカメラによっ
て物体の応答を監視することは、光トラッピング力の強さを示し得る。光トラッピング力
の測定は、システムにおける収差に依存し、補償光学素子は、トラッピング力を最大化す
るように最適化され得る。本発明の一実施形態において、検出器７３５はカメラである。
本発明の別の実施形態において、検出器７３５は波面センサである。本発明の別の実施形
態において、検出器７３５は、標本からの光の強度を測定する。検出器７３５は、用途と
一致するように光路に沿った異なる場所に設けることができる。または、検出器７３５は
、標本に光を伝達する光学系とは別個に設けることもできる。
【０１１０】
　多光子顕微鏡検査の実施形態
【０１１１】
　本発明の実施形態は、補償光学多光子撮像のために使用され得る。図１３～図２１は、
二光子顕微鏡検査を実行する本発明の実施形態を教示し、図２２および図２３は、実験的
な補償光学二光子の結果を示す。プロトタイプにおける発光源７０５は、図２１（Ｃ）に
示されるように、工業用に利用可能なチタンサファイアフェムトセカンドレーザー（Ｔｈ
ｏｒｌａｂｓのＯｃｔａｖｉｕｓ－２Ｐ）である。プロトタイプにおける補償光学素子７
１５は、図２１（Ｂ）に示されるように、１４０個のアクチュエータ、金めっき、グリッ
ドアクチュエータレイアウト、静電アクチュエーション、および４．４ｍｍの能動面積を
有する、工業用に利用可能なＭＥＭＳ可変形鏡（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎ
ｅｓのＭｕｌｔｉ－ＤＭ）２１０５である。図１３に図示されたビーム照射モジュール７
２０は、工業用に利用可能な４つのガルバノメータ（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙの６２１０Ｈ　Ｘ－Ｙスキャナ）を備える。Ｘ－Ｙスキャナの各々のペアは、ガ
ルボ角位置の閉ループ制御を実行するガルボとともに売られているアナログコントローラ
によって制御される。アナログ電圧信号が、所望のガルボ位置角度を指令するためのコン
トローラへの入力として使用される。図１３（Ａ）に示されるように、光が、ビーム照射
モジュール１３０５に入り、Ｘミラー１と表示された第１のステアリングミラー１３１０
に反射する。光は続いて、Ｘミラー２と表示された第２のステアリングミラー１３１５へ
と伝わる。Ｘミラー１およびＸミラー２は、Ｘ走査方向にビームの角度と位置を制御する
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ように協働する。Ｘミラー２からの光は、Ｙミラー１と表示されたステアリングミラー１
３２０へと伝わり、ステアリングミラー１３２０は、光を反射してＹミラー２と表示され
たステアリングミラー１３２５に向ける。Ｙミラー１およびＹミラー２は、Ｙ方向にビー
ムの角度と位置を制御するように協働する。ＸおよびＹ方向が図示の便宜上選ばれたもの
であること、ＸおよびＹの順序は交換可能であることに注意する。工業用Ｘ－Ｙスキャナ
キットは、小さな鏡と大きな鏡を有するガルボのペアを含むので、２つのキットは、小さ
な鏡を有する２つのガルボと大きな鏡を有する２つのガルボとを含む。小さな鏡を有する
ガルボの動的性能は、大きな鏡を有するガルボの性能とは異なる。したがって、ビーム照
射モジュールにおいては、各々の走査軸内の鏡のサイズを一致させることが望ましい。示
された特定の実施形態では、（図１３においてＸミラー１およびＸミラー２と表示された
）ビーム照射モジュールの第１のステージにおける２つの小さな鏡１３１０および１３１
５と、（図１３においてＹミラー１およびＹミラー２と表示された）ビーム照射モジュー
ルの第２のステージにおける２つの大きな鏡１３２０および１３２５を使用することが望
ましい。２つのガルボの動的性能が同様であると、２つのガルボが入力指令電圧軌跡に対
し同様に応答するであろうから、ステージ内で鏡のサイズを一致させることは、ステージ
内の走査が単純化されることを意味する。さらに、図１４（Ｂ）に示されるように、Ｘミ
ラー１およびＸミラー２からのビームが軸外に向けられて、より大きなＹミラー１および
Ｙミラー２の表面が軸外ビームを受け取ることを要するのであるから、２つの大きな鏡の
前に２つの小さな鏡を配置することは、有利である。Ｙミラー２から反射された光は、ビ
ーム照射モジュールを出て、可変形鏡１３３０へと伝わる。可変形鏡１３３０は、ビーム
ステアリングモジュールの出力へと光を反射する非常に反射する表面を有する。ステアリ
ングミラーの角度を変化させることは、可変形鏡１３３０への入射ビーム角および可変形
鏡１３３０からの反射ビーム角が変化させられることを可能にすると同時に、可変形鏡１
３３０へのビームの軸合わせを維持することを可能にする。図１３（Ｂ）に描かれた、方
向１、方向２、および方向３と表示された出力光線は、可変形鏡１３３０へのコンパクト
なインターフェースと標本上のビームの走査とを可能にするビームステアリングのこの原
理を示す。図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）は、図１３（Ｂ）および図１３（Ｄ）のビー
ムステアリングモジュールおよび補償光学素子アセンブリの等角図の斜視図を示す。図１
４（Ａ）および図１４（Ｂ）は、ステアリングミラーと可変形鏡の表面が、入力および出
力ビームに対し示されているビームステアリングモジュール１４０５の立体模型図を示す
。図１５は、プロトタイプの実施形態のステアリングミラーの場所および角度を示す。
【０１１２】
　この実施形態のビーム照射モジュール７２０における軸の運動軌跡を制御するためのコ
ントローラ７２５は、図１６（Ａ）に示されるように、ＰＣコンピュータ１６０５（Ｄｅ
ｌｌのデスクトップＰＣ）上で実行されるソフトウェアコード、デジタルアナログコンバ
ータ（ＤＡＣ）ボード１６１０（Ｎａｔｉｏｎａｌ　ＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓのＰＣＩｅ
－６３２３）、およびガルボ１６１５および１６２０のためのアナログコントローラを備
える。ＰＣコンピュータ１６０５は、中央処理装置１６２５（ＣＰＵ）を含む。アルゴリ
ズム１６３０が、撮像フィールド（撮像面）における所望の光学スポット軌跡の走査を達
成するためにガルボの各々のためのミラー角度軌跡を生成するために、ＣＰＵ１６２５に
よって実行される。ミラー角度軌跡は、コンピュータメモリにおいてアレイとして記憶さ
れる。走査を実行するために、デジタルデータとして表されたミラー角度軌跡が、４つの
チャンネルＣｈ１～Ｃｈ４の各々でアナログ出力電圧として、１６ビットのＤＡＣ分解能
で、毎秒１００，０００標本の固定レートでＤＡＣボードによって出力される。Ｃｈ１～
Ｃｈ４の出力は、２つのガルボコントローラ１６１５および１６２０の入力へと電気配線
１６３５によって接続される。２つのガルボコントローラ１６１５および１６２０の各々
は、ビーム照射モジュール１６６０における４つのガルボ１６４０、１６４５、１６５０
、および１６５５の２つのチャンネルのための閉ループ制御を実行する。図１６（Ｂ）は
、走査軌跡がどのように、第１のステップとして走査軌跡ジェネレータ１６６５によって
撮像フィールド（撮像面）座標系を参照して生成されるかを示す。ビーム照射モジュール
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のジオメトリに基づいて、フィールドにおける所望の走査パターンを生成することが要求
されるガルボ角のセットが、ミラー角度計算１６７０によって計算され得る。ミラー角度
計算は、ＸおよびＹフィールド位置を入力として受け取り、対応するＸ１ガルボ、Ｘ２ガ
ルボ、Ｙ１ガルボ、およびＹ２ガルボステアリングミラー指令角度を生成する。デジタル
で表現され、コンピュータメモリに記憶された、Ｘ１ガルボ、Ｘ２ガルボ、Ｙ１ガルボ、
およびＹ２ガルボ指令は、ＤＡＣ１６７５に送信され、Ｃｈ１、Ｃｈ２、Ｃｈ３、および
Ｃｈ４から出力されるアナログ出力信号に変換される。
【０１１３】
　図１７は、実験用装置の撮像フィールドにおいて使用される走査パターンの詳細を示す
。ラスタ走査パターン１７０５は、図１７（Ａ）および図１７（Ｂ）に示されるように、
ｘ方向に一定の速度で標本にわたり光学スポットを走査する左から右への撮像経路の反復
連続からなる。光学スポットが標本にわたって走査されると、ＰＭＴから収集された光強
度を読み取るＡ／Ｄコンバータが、標本からの信号を測定し、そのデータが、最終的な二
光子画像におけるデータの行を生成するために使用される。撮像経路１７１０の各々の一
定速度のｘ方向走査の終わりに、走査パターンは、新たな一定速度のｘ方向走査１７１０
の始点にスポットを戻す敏速なフライバック運動または経路１７１５を定義する。フライ
バックと同時に、走査パターンは、隣接する次の行を走査するための、ｙ方向における光
学スポットの上方への小さな移動、行ステッピング移動１７２０を定義する。実際には、
ガルバノメータは、限られた閉ループ動的帯域幅内で追跡することしかできず、滑らかで
なく、達成可能な運動限界内の軌跡によって指令された場合、発振およびリンギング効果
を受けやすい。図１７Ｂは、プロトタイプの実施形態におけるラスタ走査のために使用さ
れる前方走査およびフライバック軌跡の詳細を示す。軌跡は、加速度の正弦半波プロファ
イルに基づいている。この軌跡は、よく研究されており、動的なシステムにおける加速度
および速度の制約が存在する場合に振動および共振モードの望ましくない励起を低減する
ために、運動制御およびロボット工学の分野において使用される一般的な軌跡である。正
弦半波加速度の時間に対する微分は、ジャークプロファイルであり、それは、値において
限度内にとどめられる。正弦半波加速度プロファイルの時間に対する積分は、速度プロフ
ァイルである。速度プロファイルの時間に対する積分は、位置プロファイルであり、それ
は、フィールド参照フレームにおける運動経路として使用される。図１７（Ｃ）は、撮像
経路の走査軌跡を示し、上のグラフにはｘ方向走査のためのフライバックを、下のグラフ
には関連づけられた行ステッピング移動を示す。行ステッピング移動１７２０は、正弦半
波の加速度プロファイルにも基づいている。撮像および最適化のための他の走査軌跡が可
能であり、所望される。図１７（Ｄ）は、フィールド位置に対し走査される一定速度の撮
像の同心円を示し、各々の円は、小さな非撮像経路セグメントによって接合される。関連
づけられたｘおよびｙフィールド位置およびフィールド速度が、図１７（Ｅ）においてグ
ラフ化されている。図１７（Ｆ）は、ガルボ加速度および速度の制約に対し各々が最適で
ある非撮像転回セグメントによって接合された放射状のクロスパターン撮像走査を示す。
関連づけられたｘおよびｙフィールド位置およびフィールド速度が、図１７の（Ｇ）に示
される。フィールド参照面において定義された走査軌跡は、実行のためのガルボ座標系軌
跡に変換される。
【０１１４】
　図１８（Ａ）の上部は、数値法によってレイトレーシング式を解くことにより決定され
るｘ方向についての所望の出力角を生成するために要求されるガルボ角を示す。走査ジオ
メトリは、所望の出力ビーム位置および角度を生成するステアリングミラー角を計算する
ために使用されるＺＥＭＡＸレイトレーシングソフトウェアおよび非線形ソルバ（オプテ
ィマイザ）によって定義された。図１８（Ｂ）の下部は、数値法によってレイトレーシン
グ式を解くことにより決定されるｙ方向についての所望の出力角を生成するために要求さ
れる、要求されたガルボ角を示す。これらのグラフは、要求されたガルボ角が撮像フィー
ルド座標系における所望の走査角の入力から決定され得るように、較正曲線を表す。曲線
は、図１８（Ｂ）の上部に見られ得るように、際立って線形的に見え、一次多項式が線形
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回帰を使用して較正曲線データにフィッティングされる。図１８（Ｂ）の下部は、較正デ
ータにおける残留フィッティング誤差と非線形性を示す。較正曲線において線形性が高い
度合いであることは、小さな誤差はあるとしても、線形的な較正曲線によって本発明の実
施形態を実行することが可能であることを示す。非線形性を適応させるためのより高い次
元のフィッティングが、較正性能を向上させるために使用され得る。図１８（Ｃ）は、一
次、三次、および五次の多項式フィッティングについての残留誤差を示し、各々の増大す
る次元は、較正曲線性能の向上を示す。他のパラメータ表示および基底が、補間法または
他の基底関数の選択を含む較正曲線を表すために使用され得る。線形的な較正は、各々の
ガルボに印加された電圧がＶｇａｌｖｏ＿ｘ１＝Ｃ１θｘ＋Ｃ２，Ｖｇａｌｖｏ＿ｘ２＝
Ｃ３θｘ＋Ｃ４，Ｖｇａｌｖｏ＿ｙ１＝Ｃ５θｙ＋Ｃ６，Ｖｇａｌｖｏ＿ｙ２＝Ｃ７θｙ

＋Ｃ８であるように実験用プロトタイプにおいて使用された。Ｖは、下付き文字で示され
たガルボへの指令電圧である。θｘは、ｘフィールド位置である。θｙは、ｙフィールド
位置である。Ｃの奇数の添え字の係数は、スケーリングファクターである。Ｃの偶数の添
え字の係数は、較正曲線のＤＣオフセット値である。ガルボのための切削架台内のガルボ
の絶対回転角度は制御されない（すなわち、ガルボ自体が位置決めねじと締結される前に
切削架台の掘削孔内で回転し得る）ので、ＤＣオフセット値は、鏡のすべてにビームをセ
ンタリングし、可変形鏡にセンタリングされた出力ビームを生成する、アナログ出力電圧
を求めることによって、決定された。スケーリングファクターのための電圧変換への角度
は、レーザーをビーム照射モジュールに向け、ガルボへの電圧が変化したときにビーム照
射モジュールの出力からの既知の距離のところに設けられた照射スクリーン上のスポット
の場所を測定することによって、実験により決定された。
【０１１５】
　ビーム照射モジュール１９０５および可変形鏡１９１０は、図１９（Ａ）に示されるよ
うに、走査レンズ１９１５、チューブレンズ１９２０、対物レンズ１９２５と組み合わせ
られて、二光子顕微鏡の標本伝達オプティクス７３０を形成する。ビーム照射モジュール
へのズームインは、図１３～図１５において詳細に説明されたビーム照射モジュールの図
を示す。ステアリングミラーは、図１５（Ｂ）におけるＺＥＭＡＸによってトレースされ
た光線によって軸外走査位置を作成するような角度にされる。図２０は、二光子顕微鏡の
レンズ規定およびレンズ間隔を示す。ロングパスダイクロイックミラー（６８０ｎｍ～１
６００ｎｍ）２００５は、励起経路に配置され、長い波長のレーザー源を標本へと通過さ
せ、蛍光信号を、発光ダイクロイックフィルタを含むフィルタキューブ２０１０と発光バ
ンドパスフィルタ２０１５とを通ってＰＭＴ検出器２０２０へと反射する。発光ダイクロ
イックフィルタおよび発光バンドパスフィルタは、撮像される標本の蛍光特性に基づいて
選ばれる。対物レンズ２０２５は、工業用に利用可能な水浸対物レンズ（ＮｉｋｏｎのＬ
ＷＤ　１６Ｘ　０．８ＮＡ）である。検出器２０２０は、工業用に利用可能なＰＭＴ（Ｈ
ａｍａｍａｔｕｓｕのＨ７４２２ＰＡ）であった。本発明の実施形態の実験用プロトタイ
プの写真が、図２１に示される。４つのガルボが、図２１（Ａ）において１～４で示され
、可変形鏡（ＤＭ）２１０５は、図２１（Ｂ）に示される。実験用の機構が、図２１（Ｃ
）に示される。この装置は、収差を生成するカバーガラスに塗布された光学ジェルを有す
る顕微鏡のスライド上の紙の標本７１０を撮像するために使用された。ジェルの屈折率は
、脳の組織と同様であり、ジェルの表面は、ファントムの脳の標本を作製するために特有
のテクスチャを出した。図２２は、プロトタイプを制御するためのソフトウェアからのス
クリーンキャプチャを示す。標本２２０５の画像が示される。最適化された可変形鏡の形
状２２１０が見られ得る。最適化の進行を示すグラフ２２１５が示される。可変形鏡に適
用される基底関数の結果として生じる振幅が、グラフ２２２０において見られ得る。図２
３は、平らな可変形鏡２３０５および最適化された可変形鏡２３１０による標本の画像を
示す。平らな鏡の画像２３０５は、ジェルからの収差を被る。最適化された鏡の画像２３
１０は、可変形鏡を適切に整形することによってジェルによって生成された収差を補正す
ることにより、信号を増大させ、および分解能を向上させることを示す。
【０１１６】
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　補償光学集束アルゴリズムは、「Ｉｍａｇｅ　ｂａｓｅｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔ
ｉｃｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｏｗ　ｓｐａｔｉａｌ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ」ｂｙ　Ｄ．Ｄｅｂａｒｒｅ，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｗ
ｉｌｓｏｎ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１５，８１７６－８１９０（２００７）および「
Ｉｍａｇｅ－ｂａｓｅｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｆｏｒ　ｔｗｏ－ｐｈｏｔ
ｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ」ｂｙ　Ｄ．Ｄｅｂａｒｒｅ，Ｅ．Ｂｏｔｃｈｅｒｂｙ，Ｔ
．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｓ．Ｓｒｉｎｉｖａｓ，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｗｉｌｓｏ
ｎ，Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．３４，２４９５－２４９７（２００９）において提示されたアル
ゴリズムに基づいている。これらは、センサレス補償光学アルゴリズムおよび補償光学二
光子最適化のための実現を教示し、論証している。
【０１１７】
　多光子撮像のために使用された同一の光学器具が発光フィルタおよび励起波長の適切な
選択による第二高調波撮像のためにも使用され得ることに注意する。既製のオプティクス
の代わりにカスタム設計されたオプティクスを使用することによって、本発明の実施形態
のサイズを低減することもまた可能である。
【０１１８】
　ＯＣＴ撮像の実施形態
【０１１９】
　本発明の実施形態は、補償光学ＯＣＴ撮像のために使用され得る。図２４は、往々にし
てスイープ源／フーリエドメインＯＣＴ、または光学周波数ドメイン撮像（ＯＦＤＩ）と
呼ばれる、スイープ源ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）検出を使用する補償光学ＯＣＴ撮像システ
ムを示す。図２４（Ａ）に示された同一の基本的な干渉計２４０５の設計が、異なる標本
伝達オプティクスにインターフェースされ得る。図２４（Ｂ）は、眼２４１０を撮像する
のに適した標本伝達オプティクスを示す。図２４（Ｃ）は、外部瞳孔を有するフォーカシ
ング対物レンズまたは走査レンズ２４２０を含む標本２４１５を撮像するのに適した標本
伝達オプティクスを示す。図２４（Ｄ）は、顕微鏡の対物レンズ２４２５または走査レン
ズ内部の瞳孔を有する他の同様な対物レンズによる撮像に適した標本伝達オプティクスを
示す。スイープ源ＯＣＴにおいて、波長スイープ光源２４３０は、図２５（Ａ）に示され
るように、時間において狭くチューニングされた波長をスイープする発光による光を生成
する。発光源２４３０からの光は、図２４（Ａ）に示されるように、第１のファイバーカ
プラー２４３５にファイバー結合される。光の一部は、スプリットされ、またはあるいは
参照アーム２４４０と呼ばれる参照経路に向けられる。光の他の部分は、ファイバーカプ
ラーにおいてスプリットされ、ビーム照射モジュール（ＢＰＭ）、補償光学素子（ＡＯＥ
）、および標本オプティクス２４４５に向けられる。標本オプティクスからの光は、標本
２４１０、２４１５、２４５０に向けられる。標本２４１０、２４１５、または２４５０
から後方散乱または反射した光は、標本オプティクスによって収集され、光ファイバーを
通って戻る。標本２４１０、２４１５、または２４５０から戻ってきた光の一部は、第１
のファイバーカプラー２４３５を通過して第２のファイバーカプラー２４５５へと至り、
ここで、それは、参照アーム２４４０からの光に干渉する。第２のファイバーカプラー２
４５５からの光は、バランスのとれた検出器２４６０に向けられる。バランスのとれた検
出器２４６０は、光を各々のチャンネルのための電気信号に変換し、チャンネルから信号
を差し引き、電圧出力を生成する。電圧出力は、図２５（Ａ）に示されるように、インタ
ーフェログラム２５０５を形成するためにアナログデジタルコンバータ（Ａ／Ｄ）２４６
５によってデジタル化される。インターフェログラムは、アキシャル走査またはＡ走査２
５３０と呼ばれる反射率対深度プロファイルを生成するためにフーリエ変換される。標本
にわたって走査することおよび隣接Ａ走査をアセンブルすることは、二次元横断面画像、
Ｂ走査２５３５を形成し得る。ラスタ走査パターンで標本にわたる撮像スポットを走査す
ることおよび隣接Ｂ走査をアセンブルすることは、三次元ボリューム測定データセット２
５４０を形成し得る。往々にして、スペクトルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）と、時間
ドメインＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）とを含む、スイープ源ＯＣＴ以外のＯＣＴの実現もまた
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可能であるということに注意すべきである。ここで、スペクトルドメインＯＣＴ（ＳＤ－
ＯＣＴ）は、広帯域光源および分光計を使用するスペクトル／フーリエドメインＯＣＴと
も呼ばれる。ここで、時間ドメインＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）は、広帯域光源、シングルポ
イント検出器、および参照アームにおける移動ミラーを使用するものである。ＯＣＴは、
よく開発された分野であり、光ファイバーコンポーネントを使用するＯＣＴシステム、バ
ルク光コンポーネントを使用するＯＣＴシステム、ドップラー測定のために使用されるＯ
ＣＴ、偏光感受型測定のために使用されるＯＣＴ、および他のものを含む異なるＯＣＴ実
現を教示する文献が多数存在する。任意の点走査ＯＣＴ方法が、本発明の実施形態におい
て使用され得る。しかしながら、本発明の実施形態においては、スイープ源検出方法にお
ける短時間の積分および効率的な標本化であるゆえに、スイープ源ＯＣＴが空間ドメイン
ＯＣＴおよび時間ドメインＯＣＴよりも有効である。
【０１２０】
　ＯＣＴのために本発明の実施形態を使用する場合に生じる１つの課題は、走査中に生じ
る経路長の変化が存在することである。図２５（Ｅ）は、軸上被写界位置および軸外被写
界位置のためのビーム照射モジュールのレイトレーシングを示す。鏡の前方および後方へ
の反射ゆえに、軸外走査位置のために導入された追加の光路長が存在する。さらに、図２
５（Ｆ）に示されるように、被写界位置に対する追加の光路長の変化の量は、鏡の間隔が
異なるために、ｘおよびｙ軸について異なる。ＯＣＴにおけるインターフェログラムは、
参照アームと標本アームとの間の経路長の差分の関数であり、ビーム照射モジュールにお
ける光路長の変化の第１の効果は、ＯＣＴ画像に歪みを追加することである。図２６（Ｅ
）は、平らなミラーの反射のＯＣＴ　Ｂ走査横断面画像２６５０から予期されるであろう
ものを示す。図２６（Ｆ）は、軸外走査角でのより長い経路長に起因した画像２６５５へ
の歪みを示す。経路長の変化の第２の効果は、インターフェログラムの形状を変えること
、ＯＣＴ機器の感度を潜在的に減じること、アキシャル分解能を劣化させること、および
深度測定誤差を導入することである。これらの効果は、インターフェログラムを生成する
ことに関連する式を見ることによってよりよく理解され得る。以下の式１を参照すると、
ｋｍは、標本点ｍでの波数であり、Ｉ［ｋｍ］は、標本点ｍでの瞬時の光電流であり、ρ
［ｋｍ］は、標本点ｍでの検出器の応答であり、Ｓ［ｋｍ］は、標本点ｍでの標本上の瞬
時電力であり、ＲＲは、参照ミラーの反射率であり、ＲＳは、標本ミラーの反射率であり
、ｚｒは、参照ミラーの深度であり、ｚｓは、標本アームミラーの深度である。式１は、
Ｊ．Ａ．Ｉｚａｔｔ　ａｎｄ　Ｍ．Ａ．Ｃｈｏｍａ，Ｓｅｃｔｉｏｎ　２．７，Ｗ．Ｄｒ
ｅｘｌｅｒ　ａｎｄ　Ｊ．Ｇ．Ｆｕｊｉｍｏｔｏ　Ｅｄ．，「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎｓ」，２００８から採用された。実際には、光電流Ｉは一般的に、Ａ／Ｄデジタル
化の前にトランスインピーダンス増幅器によって電圧に変換される。波長スイープ光源２
５１０は、図２５（Ａ）における波長対時間のグラフに示されるように、時間において波
長をチューニングする発光を生成する。光は、ＯＣＴ干渉計２５１５の中を進む。ＯＣＴ
干渉計２５１５では、フォトダイオードが光強度を電流Ｉ［ｋｍ］に変換する。電流Ｉ［
ｋｍ］は、検出器２５２０によって電圧出力信号に変換される。波長が時間においてスイ
ープすると、Ａ／Ｄコンバータ２５２５が、ＯＣＴインターフェログラム２５０５を生成
するために検出器２５２０の出力をデジタル化する。
【０１２１】

【０１２２】
　コサイン関数の中の項は、またはあるいはＯＣＴフリンジと呼ばれるＯＣＴインターフ
ェログラムの位相を表す。位相が増大（または減少）すると、ＯＣＴフリンジは、２＊π
ラジアン毎に生じる発振の完全な期間によって発振する。波長スイープは、開始波長数ｋ
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ｓｔａｒｔと、終了波長数ｋｅｎｄを有する。ＯＣＴフリンジにおける発振の数は、スイ
ープにわたる合計位相差ΔΦの大きさに比例し、それは、
【０１２３】

によって付与される。
【０１２４】
　式２は、コサイン関数内の（ｚｒ－ｚｓ）乗算子の項が合計フリンジ位相を増大させる
ので、フリンジ周波数は、増大する撮像深度に伴って増大する（すなわち、スイープにわ
たるより多くの発振数が存在する）ことを示す。図２６は、開始波長λｓｔａｒｔから終
了波長λｅｎｄまでの波長スイープを有する標本アームにおける固定ミラー反射からの結
果として生じたシミュレーションされたインターフェログラムを示す。これは、ｋ＝１／
λが、開始波長数ｋｓｔａｒｔおよび終了波長数ｋｅｎｄと等しい。また、光学クロッキ
ングまたは数値較正法によってスイープ源ＯＣＴにおいて一般的に実行されるように、イ
ンターフェログラムにおける標本点は、波数において等しく間隔をあけられる。図２６（
Ａ）の上部は、浅い深度での鏡からのインターフェログラム２６０５を示す。図２６（Ｂ
）の下部は、深い深度からのインターフェログラム２６１０を示す。式１および式２から
予期されるように、（ｚｒ－ｚｓ）項からの結果として生じたより大きな全位相ゆえに、
深いミラーの反射のための発振数は、浅いミラーの反射のための発振数よりも多い。図２
６（Ａ）は、標本アームにおける固定の経路長を有する固定ミラーのためのインターフェ
ログラム２６１５を示す。図２６（Ｂ）に示されるように、本発明の実施形態のケースに
おいて、経路長が変化しながら、波長スイープ源がスイープしている場合、インターフェ
ログラムへの影響は、インターフェログラムの開始部分が、開始光路長に関連づけられ、
インターフェログラムの終了部分が終了光路長に関連づけられる。これは、固定ミラー条
件と比較した場合に、インターフェログラム２６２０をチャープさせることとなる。図２
６（Ｃ）は、浅いフリンジ２６０５のためのＯＣＴ点広がり関数２６２５、深いフリンジ
２６１０のためのＯＣＴ点広がり関数２６３５、およびチャープしたフリンジ２６２０の
ためのＯＣＴ点広がり関数２６３０を示す。図２６（Ｄ）は、浅いフリンジ２６０５およ
び重度にチャープしたフリンジ２６４５のためのＯＣＴ点広がり関数を示す。チャーピン
グは、フーリエ変換される際にＯＣＴアキシャル点広がり関数に２つの影響を有する。第
一に、反射の深い位置が、ある一般水準のまたは集約された光路長位置にシフトされるこ
とである。第二に、点広がり関数が、それが複数の深度からの情報を含むので、潜在的に
広げられることである。これらの影響の両方は、ＯＣＴ撮像性能に有害である。スイープ
源ＯＣＴのケースにおいて、標本化レートは一般的に、現代のＡ／Ｄカードにより毎秒数
億～５億標本（ＭＳＰＳ）以上の速度で、非常に高速であり、１標本あたりナノ秒オーダ
ーの短い標本化時間という結果を生じる。カメラが複数の波長を露光させ、数十キロヘル
ツ～数百キロヘルツのレートで実行し、マイクロ秒オーダー、スイープ源ＯＣＴよりも大
きな大きさのオーダーの積分時間という結果を生じるので、空間ドメインＯＣＴのための
積分時間ははるかにより長い。空間ドメインＯＣＴのために、時間において変化するＯＣ
Ｔインターフェログラムは、フリンジの制約を減じ、ＯＣＴの感度を妥協し得るフリンジ
ウォッシュアウト効果という結果を生じる。フリンジウォッシュアウト効果は、より短い
大きさのオーダーの積分時間ゆえに、スイープ源ＯＣＴによってさほど顕著ではない。そ
れでもなお、本発明は、画像ベースのＯＣＴの点走査ＯＣＴの任意の形態によって実現さ
れ得る。性能を向上させるための本発明の光路長の変化に対処するための方法が、次に説
明される。
【０１２５】
　長いコヒーレント長のスイープ源レーザーは、本発明の実施形態の経路長の変化を対応
させる長いＯＣＴ撮像範囲を可能にする。長いコヒーレンス長のスイープレーザーは、波
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長チューナブル垂直共振器面発光レーザー（ＶＣＳＥＬ）、フーリエドメインモードロッ
クレーザー（ＦＤＭＬ）、および分散バランスＦＤＭＬレーザー、短共振器レーザー、お
よび　バーニア調整分布ブラッグ反射器（ＶＴ－ＤＢＲ）レーザーに基づいた技術を含む
。高速検出器および高いデジタル化レートと組み合わせられた長いコヒーレンス長のレー
ザーは、軸外走査位置に関連づけられたより長い光路長によって作成された画像歪みに対
応するために十分な範囲を有するＯＣＴ画像の収集を可能にする。
【０１２６】
　標本形態学を表すための深度方向にデータを適切にアラインメントさせるためにデータ
をアキシャル方向にシフトする（フリンジをフーリエ変換した後の）ＯＣＴ画像データに
、較正が適用され得る。各々のＡ走査に適用されるシフトの量は、走査ジオメトリから予
期される公称経路長変化の計算によって、または、図２６（Ｅ）～図２６（Ｆ）に示され
るように、既知の平らな鏡を撮像すること、ＯＣＴ画像データにおける平らな表面を生み
出す要求されたアキシャルシフトを決定することといった、実験的な方法によって、決定
され得る。ＯＣＴインターフェログラムのチャーピングに関連づけられたＯＣＴアキシャ
ル分解能のわずかな劣化が許容可能であろうから、ＯＣＴ画像データを単純にシフトする
ことは、多くの用途において十分である。最高のＯＣＴアキシャル分解能性能が要求され
る用途では、ＯＣＴフリンジを数値補正することによってＯＣＴインターフェログラムの
チャーピングに関連づけられたＯＣＴ　ＰＳＦの劣化の損失に対処することもまた有利で
あり得る。適切な較正は、文献「Ｕｌｔｒａ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｓｗｅｐｔ　ｓｏ
ｕｒｃｅ　ＯＣＴ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｎｔｅｒｉｏｒ　ｓｅｇｍｅｎｔ
　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｅｙｅ　ａｔ　２００　ｋＨｚ　ｗｉｔｈ　ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ
　ｉｍａｇｉｎｇ　ｒａｎｇｅ」ｂｙ　Ｍ．Ｇｏｒａ，Ｋ．Ｋａｒｎｏｗｓｋｉ，Ｍ．Ｓ
ｚｋｕｌｍｏｗｓｋｉ，Ｂ．Ｋａｌｕｚｎｙ，Ｒ．Ｈｕｂｅｒ，Ａ．Ｋｏｗａｌｃｚｙｋ
，ａｎｄ　Ｍ．Ｗｏｊｔｋｏｗｓｋｉ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１７，１４８８０－１
４８９４（２００９）のＳｅｃｔｉｏｎ　２．２および文献「Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓ
ｉｏｎａｌ　ａｎｄ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｓｗｅｐｔ－ｓｏｕｒｃｅ　ｏｐｔｉｃａ
ｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｎｖｅｓ
ｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ａｎｔｅｒｉｏｒ　ｅｙｅ　ｓｅｇｍｅｎｔｓ」
ｂｙ　Ｙ．Ｙａｓｕｎｏ，Ｖ．Ｍａｄｊａｒｏｖａ，Ｓ．Ｍａｋｉｔａ，Ｍ．Ａｋｉｂａ
，Ａ．Ｍｏｒｏｓａｗａ，Ｃ．Ｃｈｏｎｇ，Ｔ．Ｓａｋａｉ，Ｋ．Ｃｈａｎ，Ｍ．Ｉｔｏ
ｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｙａｔａｇａｉ，Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１３，１０６５２－１０６
６４（２００５）のＳｅｃｔｉｏｎ　２．２において教示されたもののように、よく確立
され、ＯＣＴフリンジの再標本化および分散の補償に基づいたＯＣＴにおいて実現される
方法を使用して得られ得る。これらの方法において、ミラーの反射またはＭＺＩが、ＯＣ
Ｔフリンジ、または、波数ｋにおいて等しく間隔をあけられ、適切に分散補償された較正
を作成するために適用される数値法を生成するために使用される。本発明の実施形態のた
めに、平らなミラーの表面が走査され得、較正が、Ａ走査毎に得られる。較正の記憶は、
名目上の較正への摂動が、ほぼ一定の速度で経路長が変化することに起因することを実現
することによって、単純化され得る。したがって、走査における任意の１つの領域での速
度のみが、知られ、記憶され、ＯＣＴフリンジ補正を計算するために使用される必要があ
る。
【０１２７】
　ビーム照射モジュールによって導入される経路長の変化に対処する別のアプローチは、
参照アームと標本アームとの間の経路長が走査中に一致させられたままであるように、高
速アクチュエータによって光路長を調節することである。この方法は、スイープ源ＯＣＴ
におけるよりも顕著なフリンジウォッシュアウト効果を低減するために空間ドメインＯＣ
Ｔを実行する場合に好ましい。経路長の変化は、高速かつフレキシブルな遅延線を使用す
ることによって、または高速作動ミラーによって経路長を調節することにより、得られ得
る。遅延線または高速作動ミラーは、ピエゾ、電磁気、または他のアクチュエーションに
よって作動させられ得る。能動ミラーの位置は、図２５（Ｆ）に示すような計算またはシ
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ミュレーション、または他の方法によって、平らなミラーの反射からの較正により決定で
きる。
【０１２８】
　他のＡＯシステムの実施形態
【０１２９】
　本発明の他の実施形態が可能である。図１に示された撮像システムのいずれかは、示さ
れたステアリングミラーをビーム照射モジュールおよび補償光学素子と置き換えることに
より、本発明の実施形態によって実現され得る。図１（Ａ）に示されたものと同様の汎用
ＯＣＴのための撮像システムは、本発明の実施形態の補償光学ＯＣＴ撮像システムを実現
するために、ステアリングミラー１３５をビーム照射モジュールおよび補償光学素子と置
き換えることができる。図１（Ｂ）に示されたものと同様の撮像システムは、適切な干渉
計、検出器、および発光源と組み合わせられた場合、本発明の実施形態の補償光学ＯＣＭ
撮像システムを実現するために、ステアリングミラー１５５をビーム照射モジュール、補
償光学素子、およびコントローラと置き換えることができるう。図１（Ｃ）に示されたも
のと同様の撮像システムは、適切な干渉計、発光源、および検出器と組み合わせられた場
合、本発明の実施形態の眼を撮像するための補償光学ＯＣＴ撮像システムを実現するため
に、ステアリングミラー１７２をビーム照射モジュール、補償光学素子と置き換えること
ができる。図１（Ｄ）に示されたものと同様の撮像システムは、適切な発光源および検出
器と組み合わせられた場合、本発明の実施形態の補償光学コンフォーカル撮像システムを
実現するために、ステアリングミラー１７７をビーム照射モジュール、補償光学素子、お
よびコントローラと置き換えることができる。図１（Ｅ）に示されたものと同様の撮像シ
ステムは、適切な発光源と組み合わせられた場合、本発明の実施形態の補償光学レーザー
走査型検眼鏡撮像システムを実現するために、ステアリングミラー１９２をビーム照射モ
ジュール、補償光学素子、およびコントローラと置き換えることができる。図１（Ｆ）に
示されたものと同様の撮像システムは、適切な発光源と組み合わせられた場合、本発明の
実施形態の補償光学多光子撮像システムまたは第二高調波撮像システムを実現するために
、ステアリングミラー１９９をビーム照射モジュール、補償光学素子、およびコントロー
ラと置き換えることができる。本発明の光ピンセットの実現もまた、光ピンセット構成に
おけるビームステアリングミラーをビーム照射モジュール、補償光学素子、およびコント
ローラと置き換えることによって実現され得る。光ピンセットにおいて、検出器はしばし
ば、デジタルカメラである。
【０１３０】
　補償光学素子の共役
【０１３１】
　光学系における補償光学素子の共役面を選択することは、一回の補償光学補正によって
補正可能な広い視野を達成するために考慮すべき重要な事項である。ビームが標本にわた
って走査されるときに光は異なる光路を横断するので、収差は、各々の被写界位置につい
て変化し得る。収差の変化率および被写界位置と関連づけられた点広がり関数（ＰＳＦ）
は、収差源の特性および光学レイアウトの詳細に依存する。アイソプラナティックパッチ
は、ＰＳＦがどれだけ迅速に被写界位置を変化させるかの測度であり、往々にして、経路
内の任意の２つの波面間の二乗平均平方根（ＲＭＳ）波面差分がクリティカルな値未満で
ある領域として定義されるが、アイソプラナティックパッチの別の定義が文献においても
使用されている。本特許出願においては、即時の回折限界での視野の概念が、補償光学性
能を評価および比較するために使用される。ここで、回折限界でのとは、０．８以上のス
トレールレシオとして定義される。即時のとは、一回の補償光学補正のみを使用すること
を示す。ある特定の用途において、撮像性能の著しい向上が見られるが、回折限界の性能
には到達できていない。同様の視野における性能の向上、または、クリティカルな性能レ
ベルでの視野のサイズの増加もまた有用であり、本発明の実施形態によって達成され得る
。
【０１３２】
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　ほとんどの補償光学撮像システムの文献および説明は、補償光学素子をシステムの瞳孔
面と共役にすることを教示している。補償光学顕微鏡システムにおいて、補償光学素子は
しばしば、顕微鏡の対物レンズの瞳孔面と共役である。これらのことは、文献「Ａｄａｐ
ｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｖｉａ　ｐｕｐｉｌ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｈ
ｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｉｓ
ｓｕｅｓ」ｂｙ　Ｎ．Ｊｉ，Ｄ．Ｍｉｌｋｉｅ，ａｎｄ　Ｅ．Ｄａｎｉｅｌ，Ｎａｔｕｒ
ｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，７，１４１－１４７（２００９）、および文献「Ｉｍａｇｅ－ｂａ
ｓｅｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｆｏｒ　ｔｗｏ－ｐｈｏｔｏｎ　ｍｉｃｒｏ
ｓｃｏｐｙ」ｂｙ　Ｄ．Ｄｅｂａｒｒｅ，Ｅ．Ｂｏｔｃｈｅｒｂｙ，Ｔ．Ｗａｔａｎａｂ
ｅ，Ｓ．Ｓｒｉｎｉｖａｓ，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｏｐｔ．Ｌｅ
ｔｔ．３４，２４９５－２４９７（２００９）、および他の文献において教示されている
補償光学走査型レーザー検眼鏡および補償光学ＯＣＴシステムにおいて、補償光学素子は
しばしば、眼の瞳孔と共役である。走査型光学系のために、補償光学素子を瞳孔と共役に
することは、撮像ビームにわたるアクチュエータの数を最大化し、走査の間に補償光学面
と瞳孔面との両方における固定ビーム中心という結果を生じる。文献「Ｒｅｑｕｉｒｅｍ
ｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ａｎｄ　ｓｅｇｍｅｎｔｅｄ
　ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ｃｏｒｒｅｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍ
ｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｗｏ　ｌａｒｇｅ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｈｕ
ｍａｎ　ｅｙｅｓ」ｂｙ　Ｎ．Ｄｏｂｌｅ，Ｄ．Ｍｉｌｌｅｒ，Ｇ．ｙｏｏｎ，ａｎｄ　
Ｄ．Ｗｉｌｌｉａｍｓ，Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．４６，４５０１－４５１４（２００７）は、
人間の眼の個体群における瞳孔にわたるアクチュエータの数およびストロークの要件を調
査する。別の文献「Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｖａｒｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｂｅｒｒａ
ｔｉｏｎ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｉｍａｇｅ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎ　ａ　ｎｏ
ｒｍａｌ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｅｙｅｓ」ｂｙ　Ｌ．Ｔｈｉ
ｂｏｓ，Ｘ．Ｈｏｎｇ，Ａ．Ｂｒａｄｌｅｙ，ａｎｄ　Ｘ．Ｃｈｅｎｇ，Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓ
ｏｃ．Ａｍ．Ａ　１９，２３２９－２３４８（２００２）は、眼の通常の個体群における
収差のタイプおよび大きさを調査する。これらの文献の両方において、波面測定が、見通
し線に沿って実行されるので、眼の単一の被写界位置しか調査されない。実際の補償光学
撮像システムは、単一の点だけでなく拡大された視野にわたって撮像する。補償光学補正
が可能な限り広い被写界に適用されることもまた望ましい。光学補償オプティクスの瞳孔
共役は、シミュレーションまたは実験的な方法によって決定され得る。補償光学素子の共
役の効果は、光学シミュレーションを通じて次に論証する。
【０１３３】
　眼のＬｉｏｕ－Ｂｒｅｎｎａｎモデルは、今までに開発された人間の眼の最も精確なモ
デルの１つであり、眼に対する形態学的に同様の表面輪郭、レンズの勾配屈折率特性、眼
と同様のオフセット瞳孔位置を含む。文献「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　
Ｅｙｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　Ａｃｃｕｒａｃｙ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　Ｅ
ｙｅ：Ａ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　Ｓｔｕｄｙ」ｂｙ　ＭＳ
　ｄｅ　Ａｌｍｅｉｄａ　ａｎｄ　ＬＡ　Ｃａｒｖａｌｈｏ，Ｂｒａｚｉｌｉａｎ　Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　３７，ｐｐ．３７８－３８７（２００７）において
説明されているように、このモデルは、生理学的に得られた実験用データと一致すること
が示されている。図２７（Ａ）は、Ｌｉｏｕ－Ｂｒｅｎｎａｎモデルに基づいた、人間の
眼２７０５のモデルのＺＥＭＡＸシミュレーションされたレイトレーシングを示すが、瞳
孔は光軸に対して中心に配置されている。瞳孔径は４ｍｍであり、これは、残留収差ゆえ
に、最適な横方向撮像分解能を生み出すことが予期される直径より大きい。
【０１３４】
　文献「Ｏｐｔｉｃａｌ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｏｆ
　ｔｈｅ　ｅｙｅ　ｗｉｔｈ　ａｇｅ」ｂｙ　Ｅｓｔｈｅｒ　Ｂｅｒｒｉｏ，Ｊｕａｎ　
Ｔａｂｅｒｎｅｒｏ，Ｐａｂｌｏ　Ａｒｔａｌ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖｉｓｉｏｎ　
１０（１４）（２０１０）において説明されているように、眼の加齢過程の研究によって
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、年齢に伴い増加する屈折誤差の主な原因は、角膜の変化よりもむしろ水晶体の変化に起
因することが知られている。通常の若い眼において、角膜２７１０の収差は、水晶体２７
１５における収差によってバランスをとられる。そのため、通常に加齢が進んだ眼におけ
る収差の源は、瞳孔面自体に存在するのでなく、角膜２７１０と水晶体２７１５との間の
収差の不均衡に由来する。図２７（Ｂ）は、４ｆ望遠鏡を使用して眼の瞳孔面と共役な可
変形鏡２７２０の従来の補償光学設計を示す。ここで、望遠鏡は、ＺＥＭＡＸにおける第
１の近軸レンズ表面２７２５および第２の近軸レンズ表面２７３０で構成される。近軸レ
ンズ表面は、理想のレンズのように動作し、それら独自のいかなる収差も導入しない。位
相誤差を導入し得る表面（ゼルニケフリンジ位相表面）は、水晶体２７３５のすぐ後に設
けられ、角膜と水晶体レンズの後面との間の収差の追加の不均衡を作成するように動作す
る。このシミュレーションにおける可変形鏡２７２０からの光は、平らであり、収差がな
い。可変形鏡２７２０からのコリメートされた光は、アフォーカル望遠鏡システムの第１
のレンズ２７２５に伝播し、集束ビームに合焦点させられ、集束ビームが今度は、第２の
レンズ２７３０によって収集され、眼のモデル２７０５への照射のために再度コリメート
される。収差のない光は、眼のモデル２７０５に入り、眼に固有の収差の影響を受け、加
えて、収差表面によって導入される収差の影響を受け、網膜に合焦する。収差表面２７３
５は、非点収差位相誤差２７４０を生成するように構成される。網膜での光の波面分析２
７４５は、眼の自然な収差と組み合わせられた収差源の支配的な形状を示す。
【０１３５】
　図２８は、可変形鏡を眼の中の瞳孔と共役にするこの従来のアプローチについての追加
の情報を示す。図２８（Ａ）は、システムにおける共役画像面を示す。図２８（Ｂ）は、
システムにおける共役瞳孔面を示し、可変形鏡が眼の瞳孔面に結像させられることが理解
され得る。図２８（Ｃ）は、主光線、周辺光線、補助光線が表示された眼の中の水晶体お
よび可変形鏡のレイトレーシングにおけるズームを示す。期待されるように、主光線およ
び補助光線は、相対的な順序および保存されたビーム直径によって正規化された間隔の、
可変形鏡から眼の瞳孔へと結像させられる。しかしながら、収差の源の平面で、主光線お
よび補助光線は重なり合い、交差する。これは、可変形鏡で適用された補正が、収差の源
の平面でぼやけ、結果的にこの平面で導入された収差を補償する際にさほど有効でないこ
とを意味する。
【０１３６】
　図２９は、可変形鏡が今度は収差源の平面にほぼ設けられた平面と共役であるように、
望遠鏡のレンズ間隔が調節されている別の設計を示しており、このとき、可変形鏡が収差
源の平面にほぼ設けられた平面と共役である図２９（Ａ）は、共役画像面のレイトレーシ
ングを示す。図２９（Ｂ）は、可変形鏡と収差の源の近似平面との間の共役が見られ得る
共役瞳孔面のレイトレースを示す。図２９（Ｃ）は、主光線、周辺光線、および補助光線
のレイトレースにおけるズームを示す。この別の構成において、主光線および補助光線は
、可変形鏡で交差し、また、収差の源の平面でも交差する。これは、可変形鏡での補正形
状が、収差源の平面において空間的に局所化され、２つ以上の被写界位置での収差を相殺
する際に有効であることを意味する。
【０１３７】
　４．５度×４．５度の被写界サイズにわたり撮像することで、図３０は、図２８に示さ
れた瞳孔共役構成の性能と図２９に示された収差源共役構成の性能とを比較する。これら
のシミュレーションにおいて、可変形鏡（ゼルニケフリンジ位相）は、ゼルニケモード４
～２７によってパラメータ化され、ＺＥＭＡＸ最適化が、（０，０）、（０，４．５）、
（２．２５，２．２５）、（４．５，０）、および（４．５，４．５）の５つの被写界位
置にわたるＲＭＳ波面誤差を同時に最小化するように可変形鏡の形状を最適化するために
使用された。瞳孔共役構成のケースでは、可変形鏡の位置が、瞳孔共役を維持するために
固定された。収差共役構成のケースでは、アフォーカル望遠鏡の第１のレンズに対する可
変形鏡の位置が、変数として定義され、最適化中に変化することを可能にさせられた。収
差共役構成のケースでは、可変形鏡の能動直径が、（４．５，４．５）の被写界位置にお
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いて最も極端な光線の位置と一致するように強制された。２つの異なる構成において同一
のゼルニケ項を使用することにより、可変形鏡の相対的な空間周波数補正能力は、公平に
比較するために同一であり、すなわち、２つの鏡のアクチュエータカウントおよび影響関
数は、補償光学素子の直径に対し、正規化された場合に同一である。結果は、同一の被写
界サイズにわたって、収差源共役構成は、すべての被写界位置におけるストレールレシオ
に関し、瞳孔共役構成よりも優れた性能であることを示す。収差源共役構成が、４．５×
４．５の視野全体にわたり回折限界性能（０．８より大きいストレールレシオ）を有する
一方で、瞳孔共役システムは、視野全体にわたり限られた回折でない。これは、眼の中の
収差が主に水晶体の後面付近の屈折誤差に起因する場合、補償光学素子の最適位置が、瞳
孔面の外、瞳孔面と示された収差面との間のどこかにあることを意味する。この瞳孔外走
査スキームが機能するために、ビーム径は、図３１（Ｅ）に示すように、可変形鏡の能動
直径よりも小さくなければならず、ビーム中心は、可変形鏡表面上を移動しなくてはなら
ないことに注意すべきである。これは、ビームにわたるアクチュエータ密度がわずかに失
われるという結果を生じるが、収差源との共役することには、アクチュエータ密度がわず
かに失われることを上回る利点があることを示す。
【０１３８】
　眼の中では、収差源の一般的な領域を設け、収差源と共益する、または、補償光学素子
を収差源とほぼ共役にすることが可能である。これは、収差源が瞳孔面の近くに位置し、
収差源と焦点面との間に十分な距離があるからである。顕微鏡ベースの撮像システムにお
いては、収差源は一般的に、焦点面の非常に近くにあり、標本および撮像面に隣接してい
る、接している、または近くにある標本自体または材料または光学インターフェースに起
因する。したがって、顕微鏡システムにおいて、補償光学素子を収差源と完全に共役にす
ることは必ずしも可能ではない。図３１（Ａ）～図３１（Ｃ）は、レンズのための設計形
態が米国特許第６５０１６０３号明細書において説明されたレンズ規定から導出される顕
微鏡の対物レンズを示す。図３１（Ａ）は、顕微鏡の対物レンズにおける最後のレンズか
ら出て標本の中に合焦する光線のズームした図を示す。対物レンズは水浸型であり、対物
レンズの光学性能のＺＥＭＡＸシミュレーションは、対物レンズの最後のガラス素子に続
く水の層を含む。水の層の後には、ゼルニケ位相表面と、光学焦点が存在する水の最後の
層の前の薄い水の層とが交互に続く。ゼルニケ位相表面は、標本の深度を通って生じる標
本誘発光学収差のより現実的な影響をシミュレートする（すなわち、収差が、単一平面に
含まれない）。ゼルニケ位相表面によって導入される位相誤差の形状は図３１（Ａ）に示
され、山から谷までの収差の１つの波についてともに導入する。標本によって導入された
収差を補正する可変形鏡の能力は、ゼルニケ項４～２０を使用してゼルニケ位相表面によ
り可変形鏡を定義し、可変形鏡の移送補正の形状を０．０度、２．５度、および５．０度
の入力角の被写界位置にわたる二乗平均平方根（ＲＭＳ）波面誤差を同時に最小化するよ
うに最適化することによって、比較される。図３１（Ｂ）に示された、補償光学素子が対
物レンズの瞳孔と共役な構成が、図３１（Ｃ）に示された、補償光学素子が１５ｍｍだけ
瞳孔面から遠くにシフトされた構成と比較される。補償光学素子は、５０ｍｍの焦点距離
を有する近軸レンズ表面で構成された望遠鏡によって、顕微鏡の対物レンズにおける領域
と共役になる。図３１（Ｂ）は、瞳孔共役構成についての最適な補償光学補正を示す。図
３１（Ｃ）は、瞳孔外共役補償光学補正についての最適な補償光学補正を示す。０．０、
２．５、および５．０度の被写界位置についての結果として生じるストレールレシオは、
瞳孔共役構成については０．７５８、０．８８７、０．７０２であり、瞳孔外共役構成に
ついては０．８０５、０．９２６、０．８３７である。同一の被写界サイズにわたって、
瞳孔外共役構成は、瞳孔共役構成よりも性能が優れており、瞳孔外共役構成によって得ら
れるより大きな回折限界での視野を示す。
【０１３９】
　補償光学素子の瞳孔外共役によるより広い回折限界視野が、人間の眼の中の撮像および
拡大された被写界サイズにわたる収差生成標本を通じた二光子撮像の例とシミュレーショ
ンによって、論証されている。しかしながら、瞳孔面外に補償光学素子を配置することが
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ビームにわたる有効アクチュエータ数を減じるということを実現することが重要である。
図３１（Ｄ）は、補償光学素子をシステムの瞳孔面と共役させる場合に達成されるように
、補償光学素子の能動面積と等しく、かくしてビームにわたるアクチュエータの個数を最
大化するビームサイズを示す。瞳孔面外に補償光学素子を配置するケースにおいて、図３
１（Ｅ）に示すようにビーム中心位置が走査角の関数に応じて移動しなくてはならないの
で、ビームサイズは、補償光学素子の能動面積よりも小さくなければならない。所与の補
償光学素子のために、これは、ビームにわたるアクチュエータの個数を必ず減じ、それは
、波面補正に潜在的に悪い影響を及ぼす。広い被写界サイズのために、より広い視野にわ
たる改善された補正の瞳孔面外に補償光学素子を配置することによって提供される利点は
、ビームにわたるより低い空間周波数補正の欠点を上回る。所望の視野のサイズが狭くな
ると、視野にわたる波面の変換の大きさもまた減少し、アイソプラナティズムの影響は、
さほど顕著ではなくなるので、ビームにわたるアクチュエータの数を増大させることは、
瞳孔面外に、また収差面により共役であるように補償光学素子を移動させることよりも性
能に対しより利点があり得る。単一点の視野の限界において、波面は、視野にわたりまっ
たく変化せず、最良の補償光学性能が、システムの瞳孔面に補償オプティクスを共役させ
ることによりビームにわたるアクチュエータの数を最大化することによって得られ得る。
本発明の一実施形態において、補償光学素子７１５は、システムの瞳孔面と共役である。
本発明の別の実施形態において、補償光学素子７１５は、補償光学補正を向上させるため
に瞳孔面外の平面と共役になる。補償光学補正を向上させることは、拡大された視野にわ
たる特定のストレールレシオへ撮像すること、または同様のサイズの視野にわたり撮像す
ることであるが、その視野内のストレールレシオを改善することによって構成し得る。図
２８（Ｃ）に見られ得るように、ビーム旋回軸点は、補償光学素子のところに設けられる
。図２９（Ｃ）および図３１（Ｃ）において見られ得るように、ビーム旋回軸点は、補償
光学素子の近くに設けられるが、補償光学素子のところではない。それは、ビーム照射モ
ジュールが４つ以上の運動軸によって動作し、補償光学素子のところで、または補償光学
素子の近くにビーム旋回軸点を作成することまたは対応させることによって、補償光学素
子を優先的にインターフェースするために光の角度および位置を制御するという意味に近
い。
【０１４０】
　補償光学素子の順序
【０１４１】
　ビーム照射モジュールと補償オプティクスの順序を変化させながら依然として必要不可
欠な機能を保存することが可能である。一実施形態において、ビーム照射モジュール３２
１５は、図３２（Ａ）に示されるように、システムにおいて補償光学素子３２０５の前に
設けられる。この実施形態は一般的に、補償光学素子３２０５と標本伝達オプティクス３
２１０との間の共役がビーム照射モジュール３２１５内の経路長の変化によって影響を及
ぼされないので、好ましい。別の実施形態では、光学系における補償光学素子３２２０は
、図３２（Ｂ）に示されるように、ビーム照射モジュール３２２５の前に設けられる。こ
の構成では、ビーム照射モジュール３２２５の光路長の小さな変化が、補償光学素子と共
役な平面における位置依存性のアキシャルシフトを引き起こし得る。別の実施形態は、軸
のグループ３２３５が補償光学素子３２４０の前に設けられ、軸のグループ３２４５が補
償光学素子３２４０の後に設けられるように、ビーム照射モジュールの軸をスプリットす
る。この構成はまた、補償光学素子と意図された共役面との間の共役に影響を及ぼす光路
長の変化に悪影響を受ける。補償光学走査システムの一実施形態において、ビーム照射モ
ジュール７２０は、光ビームの中心が、主に、補償光学素子７１５の中心とアラインメン
トさせられたまま、補償光学素子７１５に対する光ビームの角度がビームステアリング動
作中に変化させられるように、光を補償光学素子に向ける。補償光学走査システムの別の
実施形態では、ビーム照射モジュール７２０は、補償光学素子７１５から光を受け取り、
光ビームの中心が、主に、撮像システムにおける所望の瞳孔面の中心とアラインメントさ
せられたまま、所望の瞳孔面に対する光ビームの角度がビームステアリング動作中に変化
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させられるように、光を向ける。
【０１４２】
　合焦および共役の制御
【０１４３】
　顕微鏡では、対物レンズが、試料の異なる高さおよびサイズに対応するためだけでなく
、標本において目的とする面に合焦するために、並進可能であることが一般的である。一
実施形態は、図３３に示されるように、標本内に焦点を調節するための手段を備える。よ
り具体的には、本発明の実施形態は、撮像システムが標本伝達オプティクスの一部として
顕微鏡の対物レンズ、走査レンズ、または対物レンズを並進させることにより焦点を調節
するための手段を備えるケースを含む。対物レンズの位置が変化する場合、ビームアライ
ンメントおよび補償光学素子との瞳孔共役を維持することがさらに望ましい。本発明の実
施形態は、コントローラの運動軌跡が、標本伝達オプティクスの瞳孔と光ビームの適切な
アラインメントを維持しながら、焦点の変化に対応するように変化するケースを含む。本
発明の実施形態はまた、標本伝達オプティクス内の光学素子が、標本伝達オプティクスの
瞳孔と光ビームの適切なアラインメントを維持しながら、焦点の変化に対応するように移
動するケースを含む。いずれかの光学素子の位置を移動させることなく焦点に影響を及ぼ
すこともまた可能である。本発明の実施形態は、デフォーカスモードが標本内の焦点位置
制御を達成するために補償オプティクスによって生成されるケースを含む。
【０１４４】
　分解能、視野、被写界深度、および他のものに関連するさまざまな理由のために、標本
伝達オプティクスまたは対物レンズを変化させることが所望され得る。本発明の実施形態
は、異なる瞳孔位置を有する異なる対物レンズが、ビーム照射モジュールにおける走査軌
跡を調節することによって、標本伝達オプティクスにおける光学要素を調節することまた
は変化させることによって、またはビーム照射モジュールにおける走査軌跡と標本伝達オ
プティクスにおける光学素子の両方を調節することによって、対応させられ得るケースを
含む。
【０１４５】
　走査しながら対物レンズから出てくる光を監視することによって、光学アラインメント
の品質を推測し、評価することが可能である。本発明の実施形態は、較正が、対物レンズ
の瞳孔位置を学習する代わりに、対物レンズによって実行されるケースを含む。さらに、
本発明の実施形態は、標本伝達オプティクスにおける素子が、異なる対物レンズの瞳孔径
、異なる対物レンズの瞳孔の場所、または異なる対物レンズの瞳孔径および瞳孔場所を対
応させるように変化可能または調節可能であるケースを含む。１つの可能な実現において
、ズームビームエキスパンダが、異なる瞳孔サイズに対応するために標本伝達オプティク
スにおいて使用される。
【０１４６】
　オプションのエンハンスメントおよび別のの実施形態
【０１４７】
　異なる補償光学技術および補償光学設計は、異なる性能特性を有する。
【０１４８】
　一実施形態において、補償光学素子の数は２つ以上であり、補償光学素子の組み合わせ
が、波面補正、強度補正、または波面補正と強度補正の両方の範囲を増大させるために使
用される。一実施形態において、補償光学素子の数は２つ以上である。いずれか１つの補
償光学素子のみを使用する場合よりも好ましい補正を達成するために２つ以上の補償光学
素子は、、異なる補正範囲、アクチュエータまたは画素についての異なる配列、アクチュ
エータまたは画素についての異なる間隔、または異なる時間的応答を有する。一実施形態
において、２つ以上の補償光学素子は、図３４に示されるように、ウーハーツイーター構
成で使用される。４ｆ望遠鏡が２つの補償光学素子間で使用され得るか、または２つの補
償光学素子が互いにごく近接して設けられ得る。一実施形態において、液晶空間光変調器
が、可変形鏡の反射面の近くに搭載される。この配列は、それによって可変形鏡と液晶空
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間光変調器とがほぼ同一平面と共役であることを可能にするので、所望され得る。一実施
形態において、液晶空間光変調器は、大きな振幅の収差を補正するが、遅速動的性能に限
定されない一方で、可変形鏡は、より小さな振幅の収差を補正するが、高速動的性能によ
って動作する。本発明の別の実施形態において、２つ以上のビーム照射モジュール７２０
は、複数の補償光学素子７１５をカスケード接続するために使用され、各々のビーム照射
モジュール７２０は、４つ以上の運動軸によって動作する。
【０１４９】
　光学性能が分散によって影響を受ける用途のために、本発明の実施形態は、システムに
おける分散を補償するために分散補償ユニットを含み得る。本発明の一実施形態は、分散
補償ユニットを含み、分散補償ユニットは、分散補償ミラー（ＤＣＭ）、プリズム、ガラ
スウェッジ、グレーティング、または能動可変形鏡または空間光変調器による能動分散補
償のいずれか１つ以上で構成される。
【０１５０】
　ある特定の撮像モダリティにおいて２つのビームによるパラレルな撮像を実行すること
が可能である。２つのビームは、２つの近くにスペースを置かれた光ファイバーチップか
ら、または、異なる伝播角度を有する２つのビームから発生し得る。本発明の実施形態は
、パラレルなスポット撮像を実行するために複数のビームが撮像システムを通過するケー
スを含む。
【０１５１】
　ビーム照射モジュール７２０によるビームステアリング方法は、コリメートされたビー
ムによって示されている。しかしながら、同一の方法は、ビームが鏡の限界内にとどまる
限り、集束または発散ビームのために機能する。本発明の一実施形態は、ビーム照射モジ
ュール７２０において集束または発散ビームを使用する。
【０１５２】
　補償光学走査システムのセットアップおよびアラインメント中、発光源からのビームは
しばしば、光学系の意図された光軸と精確にアラインメントさせられる必要がある。アラ
インメントは、時間および温度にわたってドリフトし得る。図３５に示されるように、ビ
ーム位置を監視することおよびセンサを使用することによってアラインメントの品質を決
定することが可能である。本発明の実施形態は、１つ以上の位置センシング検出器または
角度センシング検出器が、発光源からのビーム照射モジュールとの入来ビームのアライン
メントの精度と、能動軸の走査軌跡を調節することによってミスアラインメントを補正す
るためにビームアラインメントについて使用される情報とを決定するために使用される。
さらに、図３５に示されているように、ビーム照射モジュールにおける能動ミラーの１つ
以上を、通常の撮像経路からアラインメント検出器に光を向けるように変化させることに
よって、ビームの位置およびアラインメントを監視するためのセンサが光路に含まれ得る
。本発明の一実施形態は、ＣＣＤアレイ、ＣＭＯＳアレイ、または位置センシングダイオ
ード（ＰＳＤ）といった、１つ以上の１Ｄまたは２Ｄ検出器を含み、または、ビーム位置
を測定し得る任意の他の検出器が、ビームアラインメントの品質をチェックするための小
さなビームスプリッタまたは追加のミラーによって、またはそれらなしで、ビーム位置を
監視するために使用され得る。
【０１５３】
　補償光学制御
【０１５４】
　補償光学系では、点光源（ガイド星）からの光が光学収差を推定するために使用される
ことが一般的である。本発明の一実施形態は、標本または標本内の点光源からの光におけ
る収差を測定するための波面センサを含む。この実施形態において、撮像システムは、図
３６（Ａ）に示されるように、波面センサによって得られた収差についての情報を使用す
ることにより、適切な補償光学補正を決定し得る。波面センサを使用する場合、実際に一
般的に使用される可変形鏡を調節するためのアルゴリズムは、波面を測定するステップ３
６０５と、補償光学補正値を計算するステップ３６１０と、その補正値を補償光学素子に
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適用するステップ３６１５とを実行することである。ほとんどの補償光学系は、波面セン
サに入るビームが標本に向けられる励起ビームと共線的であるように、スキャナの前に波
面センサを配置する。前出の非特許文献９において教示されたように、波面センサのため
のガイド星を生成するために、ダイクロイックミラーまたはビームスプリッタおよびビー
コンのための光源が、本発明の実施形態の発光源７０５とビーム照射モジュール７２０と
の間に設けられ得る。あるいは、波面センサは、ビーム照射モジュール７２０およびダイ
クロイックミラー、または、標本伝達オプティクス７３０の一部として適切な瞳孔リレー
とともに含まれるビームスプリッタの後に設けられ得る。ビーム照射モジュールの後に波
面センサを設けることの利点は、瞳孔との波面センサの共役がビームステアリング位置に
よって変化しないことである。しかし、励起ビームは、波面センサ測定に有意なチルトモ
ードを導入しないように正確にセンタリングされなくてはならない。ビーム照射モジュー
ルの前に波面センサを設けることの利点は、チルトモードが走査の間に導入されないこと
である。しかし、共役面との波面センサの共役に影響を及ぼす走査中の小さな経路長変化
が存在し得る。
【０１５５】
　適切な補償光学補正値を決定するための他の方法が存在する。波面センサレス補償オプ
ティクスとしばしば呼ばれる１つの技法は、画像からの情報または標本信号のみを使用し
て補償光学コンポーネントを最適化する。センサレス補償光学のためのアルゴリズムを教
示する文献は、「Ｉｍａｇｅ　ｂａｓｅｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｔｈｒｏ
ｕｇｈ　ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｏｗ　ｓｐａｔｉａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｉｅｓ」ｂｙ　Ｄ．Ｄｅｂａｒｒｅ，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｏｐ
ｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ１５，８１７６－８１９０（２００７）、「Ｉｍａｇｅ－ｂａｓｅｄ
　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｆｏｒ　ｔｗｏ－ｐｈｏｔｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｙ」ｂｙ　Ｄ．Ｄｅｂａｒｒｅ，Ｅ．Ｂｏｔｃｈｅｒｂｙ，Ｔ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｓ
．Ｓｒｉｎｉｖａｓ，Ｍ．Ｂｏｏｔｈ，ａｎｄ　Ｔ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．
３４，２４９５－２４９７（２００９）、および他に「Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ
　ｖｉａ　ｐｕｐｉｌ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｉｓｓｕｅｓ」ｂｙ　Ｎ．Ｊ
ｉ，Ｄ．Ｍｉｌｋｉｅ，ａｎｄ　Ｅ．Ｄａｎｉｅｌ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，７
，１４１－１４７（２００９）を含む。波面センサレス補償光学制御では、図３６（Ｂ）
に示されるように、補償光学素子と信号との間の入力／出力データを得るために補償光学
素子を摂動するインタラクティブループがしばしば存在する。この内部ループは、補償光
学素子に形状（基底関数、または往々にしてモードと呼ばれる）を適用するステップ３６
２０と、信号応答を測定し記憶するステップ３６２５とで構成される。内部ループの結果
は、補償光学補正を計算するステップ３６３０において使用され、補償光学素子に補正を
適用するステップ３６３５がそれに続く。本発明の一実施形態は、波面センサレス補償光
学最適化方法を使用することにより適切な補償光学補正を決定する。多くの波面センサレ
ス方法は、基底関数とも呼ばれる一連の形状、またはモードを最適化処理の一部として補
法光学素子に適用する。補正の品質は、検出器により標本から帰ってくる光の測定に関連
づけられたメトリックを計算することによって評価され得る。本発明の実施形態は、補償
光学最適化方法が一連の補償光学形状を生成し、その形状を撮像システムに適用し、検出
器からの光の測定に基づいてメトリック値を計算することにより形状のインパクトを評価
し、画像または信号品質を改善するために補償光学素子を更新するケースを含む。前出の
文献（Ｄｅｂａｒｒｅ，２００７、Ｄｅｂａｒｒｅ，２００９、Ｊｉ，２００９）におい
て教示されているように、メトリックは普通、信号品質、コントラスト、または空間周波
数成分の測定値である。最適化アルゴリズムは、ニュートン法、準ニュートン法、勾配降
下、共役勾配、遺伝的アルゴリズム、シミュレーテッドアニーリング、ヒルクライミング
、多項式補間、または数値最適化の分野において知られている他の最適化アルゴリズムを
含む、最適化の分野において知られている多くの最適化アルゴリズムのうちのいずれか１
つであり得る。補償オプティクスの最適化は、ゾーナル制御方法またはモーダル制御方法
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によって実行され得る。ゾーナル方法において、補償光学アクチュエータまたは画素の局
所的な領域は、別個に制御される。モーダル制御方法では、複数のアクチュエータまたは
画素が、基底形状のセットと同時に制御される。モーダル技法を使用する場合、本発明の
一実施形態は、最適化アルゴリズムの集束レートを改善するために際立って直交である補
償光学モード形状のプロファイルを使用する。収差補正のある特定のモードは、画像品質
を改善しない。たとえば、ピストンは、波面の絶対位相を変化させるが、結果として生じ
る点広がり関数（ＰＳＦ）は変化させない。チップおよびチルトは、ビームをステアリン
グするが、画像品質に影響を及ぼさない。したがって、補償光学素子を制御するモードか
らピストン、チップ、およびチルトを取り除くことが往々にして所望される。本発明の実
施形態は、補償光学形状のプロファイルが、ピストン、チップ、およびチルトモードの部
分を含むことを回避するために生成されるケースを含む。いくつかの環境において、ある
特定のモードの形状は、他のものよりも重要である。最適化は、図３７に示されているよ
うに、モードのサブセットに対し実行され得る。基底振幅を示すグラフ３７０５によって
示されているように、３つの基底形状（モード）のみが最適化において使用される。集束
グラフ３７１０は、最適化アルゴリズムのプログレスを示す。平らな可変形鏡３７１５に
よる標本の画像は、最適化された可変形鏡３７２０による標本の画像と比較される。平ら
な可変形鏡３７１５による標本の画像と比較すると、最適化された可変形鏡３７２０によ
る標本の画像は、信号の増大と分解能の向上を示す。
【０１５６】
　多くの撮像モダリティは、共焦点、多光子、および他のものといった、深度セクショニ
ング撮像モダリティである。セクショニング撮像モダリティのために、標本における特定
の焦点深度で収差を劣化させる画像を補正することが望ましい。このケースにおいて、補
償光学素子を制御する基本的なセットからいずれかのデフォーカスモードを取り除くこと
が望ましい。本発明の実施形態は、補償光学補正のプロファイルがデフォーカスモードの
一部を含むことを回避するために生成されるケースを含む。標本における特定の領域につ
いての最適化された補償光学状態を考慮すると、近くの領域が同様の収差を有することが
あり得る。したがって、集束を達成するために要求される時間を短縮するために近くの領
域についての状態によって補償オプティクスを初期化することが可能である。１つ以上の
領域からの適切な補償光学補正についての情報は、標本における新たな領域についての推
定を改善する目的と組み合わせられ得る。本発明の実施形態は、標本内の第１の場所また
は複数の場所についての適切な補償光学補正についての情報が、標本内の新たな場所のた
めの適切な補償光学補正を推定するために使用されるケースを含む。
【０１５７】
　ＯＣＴ撮像を実行する場合、ＯＣＴフリンジ内に含まれる周波数および位相情報は、標
本から入ってくる光の経路長についての情報を含む。ＯＣＴフリンジに符号化された情報
は、波面を推定するために使用され得る。共焦点または多光子撮像において、ブラインド
コンボリュージョンのような方法は、点広がり関数、物体、および波面を推定するために
使用され得る。本発明の一実施形態は、補償光学素子７１５の補正を決定するための最適
化処理の一部として、ＯＣＴデータから、またはブラインドデコンボリュージョンといっ
た画像処理方法から推定された波面を使用する。
【０１５８】
　光ピンセットシステムにおいて、補償オプティクスは、文献「Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ
　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　
ｕｓｉｎｇ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ａ　ｗａｖｅｆｒｏｎ
ｔ　ｓｅｎｓｏｒ」ｂｙ　ＫＤ．Ｗｕｌｆｆ，ＤＧ．Ｃｏｌｅ，ＲＬ．Ｃｌａｒｋ，ＲＤ
　Ｌｅｏｎａｒｄｏ，Ｊ　Ｌｅａｃｈ，Ｊ　Ｃｏｏｐｅｒ，Ｇ　Ｇｉｂｓｏｎ，ＭＪ　Ｐ
ａｄｇｅｔｔ，Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　６３２６，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｐｐｉｎｇ　ａ
ｎｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｉｃｒｏｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ＩＩＩ，６３２６２Ｙ（
２００６）および「Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ
　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｗｅｅｚｅｒｓ：Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，ｏｐｔｉｍｉｚａｔ



(43) JP 6242906 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

ｉｏｎ，ａｎｄ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ」，ｂｙ　ＲＤＬ　Ｈａｎｅｓ，ＭＣ　Ｊｅｎ
ｋｉｎｓ，ａｎｄ　ＳＵ．Ｅｇｅｌｈａａｆ，Ｒｅｖ．Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．８０，
０８３７０３（２００９）において教示されたもののようなアルゴリズムを使用して最適
化され得る。
【０１５９】
　ビームの切り替え
【０１６０】
　図３８（Ａ）は、ｘ軸に沿って見たビーム照射モジュールの図を示す。図３８（Ｂ）は
、ｙ軸に沿って見た同一のビーム照射モジュールの図を示す。３つの異なる入力ビーム３
８０５、３８１０、および３８１５は、ステアリングミラー３８２０と完全に一致した点
でそれらが交差するように、照準を定められる。入来ビーム間の角度は、ステアリングミ
ラー３８２０の回転が、入力ビーム３８０５、３８１０、または３８１５のうちどれが光
学系を通過するかを選択することを可能にするのに十分小さい。入来ビーム３８０５、３
８１０、および３８１５間の角度が非常に小さい場合には、非能動ビームの意図されない
部分も光学系を通過することが可能である。光学系を通るビームの意図されない透過は、
ビーム間の角度が、鏡３８２５でのビームエッジ間の距離が鏡面よりも大きいほど十分に
大きいことを保証することによって、防止され得る。光学系を通るビームの意図されない
透過は、光学系内のフィールドストップが意図されないビームの透過をブロックするのに
十分な程度にビーム間の角度が大きいことを保証することにより、防止され得る。入力ビ
ーム間の切り替えの能力は、複数の撮像モードを実行する際に所望され得る。単一の設備
が、発光源と他の関連するシステムとを切り替えることにより、異なる撮像モダリティを
実行し得る。たとえば、組み合わせられた二光子撮像システムおよびＯＣＴ撮像システム
は、８５０ｎｍあたりにセンタリングされたチタンサファイアレーザーと、８５０ｎｍ、
１０５０ｎｍ、１３１０ｎｍあたりセンタリングされたＯＣＴシステムとを使用する。チ
タンサファイアレーザー３８３０からの光は、ビーム照射モジュール３８４０に向けられ
たビーム３８３５を生成する。ＯＣＴシステムからの光は、光ファイバーケーブル３８４
５によって伝達され、これもまたビーム照射モジュール３８４０に向けられるビーム３８
５０にコリメートされる。ビーム照射モジュールは、標本伝達オプティクス３８５５を通
る光を標本３８６０に向けるために２つの入力ビームの切り替えを可能にする。二光子撮
像モードにおいて、励起光は、ロングパスフィルタ３８６５を通過する一方で、標本から
の蛍光発光は、ロングパスフィルタ３８６５に反射し、ＰＭＴ検出器３８７０に向けられ
る。ＯＣＴ撮像モードにおいて、８５０ｎｍ、１０５０ｎｍ、または１３１０ｎｍあたり
にセンタリングされた光は、標本に向かう方向でロングパスフィルタ３８６０を通過し、
また後方散乱し反射した標本３８６０からの光を、ロングパスフィルタを通過させ、ビー
ム照射モジュールを通ってＯＣＴ干渉計に戻す。マルチモーダル撮像システムを使用する
ことで、標本についての追加の情報が集められることができ、機器が、コンパクトな設置
における異なる撮像モダリティのために時間共有されることができる。
【０１６１】
　モジュラー補償光学素子
【０１６２】
　先に説明されたビームステアリングモジュールおよび補償光学素子の基本的な概念は、
他の機器への適合のためのモジュラー補償光学ユニットとして考慮され得る。モジュラー
補償光学ユニットは、それ自体の光学系と統合されたユーザ向けスタンドアロンモジュー
ルとして、相手先商標製品製造会社（ＯＥＭ）モジュールとして、または統合システムの
一部として、売られ得る。モジュラー補償光学ユニットのビームステアリングモジュール
および補償光学素子部の一実施形態が、図１３～図１５に示される。図３８（Ｄ）に示さ
れるように、モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、１つ以上の入口ポートであっ
て、図３８（Ａ）に示すように、１つ以上の光学ビームがモジュラー補償光学ユニットに
入ることを可能にする入口ポートと、１つ以上の出力ポートであって、光学ビームが透過
または終端し得る１つ以上のビーム経路に沿って設けられた出力ポートと、１つ以上の補
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償光学素子であって、波面に影響を及ぼすか、強度に影響を及ぼすか、または光ビームの
波面と強度の両方に影響を及ぼす、補償光学素子と、ビームステアリング素子のセットで
あって、光ビームがその周りを旋回させられる少なくとも１つの有効回転点を優先的に作
成するために、光の角度および／または光の横断位置、光の伝播経路に影響を及ぼす４つ
以上の運動軸を作成する、ビームステアリング素子と、優先的な経路に沿って光ビームを
向けるようにビームステアリング素子の軌跡を制御するための手段とで構成される。入口
ポートおよび出力ポートは、物理ポートまたは単純に異なる光学経路であり得る。軌跡を
制御するための手段は、コントローラ７２５について先に議論された軌跡を制御するため
のすべての手段を含む。
【０１６３】
　図３８（Ｄ）において、モジュラー補償光学ユニット３８７５の実施形態は、第１のビ
ーム３８８０および第２のビーム３８８５から光を受け取り、光学サブシステム３８８７
に光を向ける。
【０１６４】
　光学系では、光ビームを調整すること、またはある特定の光学素子を汚染から保護する
こと、またはこれらのある特定の素子へのアクセスを制限することが望まれ得る。この目
的を達成するために、モジュラー補償光学ユニット３８７５の一実施形態の入口ポート３
８９０および出力ポート３８９５の１つ以上は、光学窓、光学フィルタ、バンドパスフィ
ルタ、ノッチフィルタ、ロングパスフィルタ、ショートパスフィルタの任意の組み合わせ
を含む。このリストは、これらのポートで使用できる光学素子の完全なリストとみなされ
るべきではない。これらは、使用され得る一般的な素子の例である。これらの素子は、固
定されていても、取り外し可能であってもよい。モジュラー補償光学ユニットの一実施形
態において、１つ以上の光学フィルタは取り外し可能である。
【０１６５】
　モジュラー補償光学ユニット３８７５の一実施形態の補償光学素子は、１つ以上の可変
形鏡を含み得る。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、可変形鏡である補償光学
素子を備える。モジュラー補償光学ユニットの実施形態の可変形鏡は、連続フェースシー
トまたはセグメント化されたフェースシート、静電気アクチュエータ、ピエゾ電気アクチ
ュエータ、ユニモルフピエゾアクチュエータ、バイモルフピエゾアクチュエータ、空気圧
式アクチュエータ、またはフェースシートを変形させるための他の同等な手段を備え得る
。これらの可変形鏡素子の例が図３に示される。モジュラー補償光学ユニットの一実施形
態における可変形鏡は、ＭＥＭｓ型構造、膜型構造、層状ピエゾ型構造、チップ／チルト
／ピストンまたはチップ／チルト素子型構造、または、鏡面の形状、鏡面の向き、鏡面の
形状と鏡面の向きを繰り返し変えることができる他の型の構造のものであり得る。
【０１６６】
　モジュラー補償光学ユニット３８７５の実施形態の補償光学素子は、１つ以上の空間光
変調器を含み得る。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、空間光変調器である補
償光学素子を使用する。空間光変調器は、液晶素子に基づいてもよく、または、強度の変
調、位相の変調、または位相と強度の両方の変調のための他の方法に基づいてもよい。例
が図３に示される。空間光変調器は、補償光学素子の前または後の光学ビームに対し引き
起こされる波面収差または強度変動を補償するために使用され得る。光学系を通って伝播
するビームの波面および強度は、ビームがそれを通って進む媒質によって影響を受け得る
。これらの媒質は、ガス、液体、光学窓、ガラス素子、組織、フィルタ、レンズ、鏡、屈
折光学素子、能動または受動クリスタルを含むが、これに限定されない。モジュラー補償
光学ユニットの一実施形態は、波面収差、または強度変動、または波面収差および強度変
動を補償するために補償光学素子を使用する。ここで、波面収差、または強度変動、また
は波面収差および強度変動は、少なくとも１つの出力ポート３８９５に向かって透過し、
少なくとも１つの出力ポート３８９５の中を透過した後に、ガス、液体、光学窓、ガラス
素子、組織、フィルタ、レンズ、鏡、屈折光学素子、能動または受動クリスタルを備える
光学媒質または光学素子を通って伝播することによって、光学ビームに対して引き起こさ
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れる。
【０１６７】
　光学ビームにおける波面または強度変動の量に依存して、補正され得るこれらの変動の
大きさを増大させるために、２以上の補償光学素子が使用され得る。補償光学素子は、互
いに本質的に同様であってもそうでなくてもよい。それらが変動を静的に補償するために
使用されてもよく、または補償は時間的に変えられてもよい。たとえば、モジュラー補償
光学ユニットの一実施形態では、異なる設計による２つ以上の補償光学素子が使用され得
る。１つの補償光学素子のみを使用するよりも好ましい補正を達成するために、２つ以上
の補償光学素子は、異なる補正範囲、または異なるアクチュエータ配列、または異なる間
隔、または異なる時間的応答、またはこれらのパラメータの任意の組み合わせを有する。
【０１６８】
　多くの補償光学系は、光学系におけるビーム旋回軸の場所の要件を適切に管理するため
に、図６に示される光学リレーを使用する。モジュラー補償光学ユニットは、光学系にお
ける適切な場所にビームの旋回軸の場所を生成するためのビーム照射モジュールを含む。
ビーム照射モジュールは、ビームを適切に誘導するように鏡に影響を及ぼす４つ以上の運
動軸を有する。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、運動軸が少なくとも１つの
回転軸を備えるケースを含む。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、運動軸が少
なくとも１つの並進軸を備えるケースを含む。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態
は、運動軸が回転軸と並進軸との組み合わせを備えるケースを含む。モジュラー補償光学
ユニットの一実施形態は、少なくとも１つのガルバノメータ駆動型ミラーを備えるビーム
ステアリング素子を使用する。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、４つのガル
バノメータ駆動型ミラーを備えるビームステアリング素子を使用する。モジュラー補償光
学ユニットの一実施形態は、少なくとも１つの高速ステアリングミラーを備えるビームス
テアリング素子を使用し、高速ステアリングミラーは２つの回転軸を有する。モジュラー
補償光学ユニットの一実施形態は、２つの高速ステアリングミラーを備えるビームステア
リング素子を使用し、２つの高速ステアリングミラーは２つの回転軸を有する。モジュラ
ー補償光学ユニットの一実施形態は、少なくとも１つの共振走査ミラーを備えるビームス
テアリング素子を使用する。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、ステアリング
ミラー、音響光学偏向器、回転ポリゴン、電気光学ビーム偏光器、電気光学プリズム、熱
光学プリズム、または回折アレイを、単独でまたは任意の組み合わせで備えるビームステ
アリング素子を使用する。
【０１６９】
　モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、アクチュエータまたは能動素子への電子
信号によって制御される複数の運動軸間の協調によって動作する。モジュラー補償光学ユ
ニットの一実施形態は、機械的リンケージによって制御されるこれらの運動軸間の協調に
よって動作する。光のビームを向けるために運動軸を制御しようとすることに伴って、軌
跡が変化する。モジュラー補償光学ユニットの実施形態のうちの一実施形態は、少なくと
も１つの出力ポートにおいて、または、少なくとも１つの出力ポートによって光ビームを
受け取る光学系内の定義された平面で、それがラスタ走査パターンをトレースするように
、光ビームの経路を変える運動軸の軌跡を制御するための手段によって動作する。モジュ
ラー補償光学ユニットの一実施形態は、光ビームの中心が、主に、補償光学素子の中心に
整列されたままで、補償光学素子に対する光ビームの入射角が運動軸の軌跡を制御する手
段によって変えられるように光ビームを補償光学素子に向けるために、ビームステアリン
グ素子を使用する。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、補償光学素子から光を
受け取り、光ビームの回転の見かけの中心が、主に、定義された平面に位置する点に対し
てアラインメントさせられたまま光ビームの角度が運動軸の軌跡によって変えられるよう
に光ビームを向けるために、ビームステアリング素子を使用する。ここで、定義された平
面は、ビーム経路に沿ってビームステアリング素子の後に配置される。
【０１７０】
　前述したように、複数の補償光学素子は、波面の変動、または強度の変動、または波面



(46) JP 6242906 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

と強度の変動を補償することを要求され得る。モジュラー補償光学素子の一実施形態は、
各々のビーム照射モジュールが４つ以上の運動軸によって動作するような２つ以上のビー
ム照射モジュールが複数の補償光学素子をカスケード接続するために使用されるケースを
含む。
【０１７１】
　補償光学走査システムのモジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、４ｆ光学リレー
が、組み込まれた補償光学素子の能動エリアを補償走査システムからの光ビームを受け取
る光学系と一致させるために使用されるケースを含む。モジュラー補償光学ユニットの一
実施形態は、４ｆ光学リレーが、補償光学走査システムを少なくとも１つの出力ポートか
ら光ビームを受け取る光学系にインターフェースすることを可能にするために、少なくと
も１つの出口ポートの前の、実質的に少なくとも１つの出口ポートでの、または少なくと
も１つの出口ポートの後の、共役面へ補償光学素子上に入射する波面をリレーするために
使用されるケースを含む。図６は、１つの平面から別の平面に波面をリレーするために使
用され得る典型的な４ｆリレーを示す。
【０１７２】
　モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、４ｆ光学リレーが反射光学素子、屈折光
学素子または反射光学素子と屈折光学素子との組み合わせを備えるケースを含む。モジュ
ラー補償光学ユニットの一実施形態は、４ｆ光学リレーが可変倍率を有するケースを含む
。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、１つ以上の４ｆ光学リレーが、補償光学
走査システムを補償光学走査システムの少なくとも１つの出力ポートから光ビームを受け
取る光学系にインターフェースするために使用され得るケースを含み、ここで、４ｆ光学
リレーは、光学系における瞳孔面と補償光学走査システムの第１の光学素子との間の短い
距離に関連する空間の制約を克服するのに役立つ。
【０１７３】
　多くの走査型レーザーシステムは、パルスレーザーを光源として要求する用途で使用さ
れる。短パルスレーザーは、比較的高いピーク電力によるシステムへの光学エネルギーの
短いバーストを入力する能力を提供する。光学波長範囲は実質的に、ＣＷレーザーよりも
広く、所望の波長で、または所望の波長付近でセンタリングされる。パルスレーザーから
発せられる波長スペクトルは、用途合わせて、ある特定の動作パラメータ限界内で調整し
得る。ビーム終端点でのパルス持続時間が実質的にほぼある特定の値であることを要求す
る用途である場合には、分散補償素子または分散補償システムが、光学材料が光パルスの
持続時間に悪影響を及ぼし、それによる光スペクトルを補償するために必要とされる。補
償光学走査システムのモジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、分散補償素子または
分散補償システムが、分散補償素子または分散補償システムの前にビームによって「見ら
れた」光学材料によって引き起こされる光ビームにおける分散を補償するために、または
、分散補償素子または分散補償システムの後にビームによって「見られる」であろう光学
材料によって引き起こされる光ビームにおける分散を予め補償するために、使用され得る
ケースを含む。モジュラー補償光学ユニットの一実施形態は、分散補償素子または分散補
償システムが、独立した分散補償素子として、または、組み合わせで、所望の分散補償量
を達成するために、マルチレイヤ絶縁ミラー、光学プリズム、回折光学素子、ホログラフ
ィック光学素子、液晶光学素子、プログラム可能な回折光学素子、プログラム可能なパル
スシェーパーを含み得るが、これに限定されないケースを含む。
【０１７４】
　本発明は、説明されたいくつかの実施形態に関しある長さおよびある特性とともに説明
されている。しかし、それが任意のそのような詳細または実施形態または任意の特定の実
施形態に限定されるべきであることを意図したものではない。従来技術を鑑みてそのよう
な特許請求の範囲の最も広い可能な解釈を提供するように、したがって、意図された本発
明の範囲を有効に含むように、添付の特許請求の範囲に関連して解釈されるべきである。
さらに、現時点で予見されていない本発明の実質的でない
変更がそれでもなお本発明の均等物を表し得るにもかかわらず、権能を付与する説明が利
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