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(57)【要約】
　本発明の代表的な実施例によれば、構成、装置、及び
方法が提供される。具体的には、少なくとも１つの第１
電磁波を受信することが可能であり、立体角内の少なく
とも１つの第２電磁波をサンプルに対して転送すること
が可能である。第２電磁波は、第１電磁波と関連付けす
ることが可能である。複数の第３電磁波を第２電磁波と
関連付けられたサンプルから受信することが可能であり
、第３電磁波の少なくとも１つの部分は、立体角の外縁
の外において提供されている。第３電磁波の各々と関連
付けられた信号を同時に検出することが可能であり、こ
れらの信号は、サンプル内の複数の深さにおけるサンプ
ルの情報と関連付けられている。第３電磁波の中の少な
くとも１つのものを使用することにより、第３電磁波の
別のものを利用する必要性を伴うことなしに、サンプル
内の複数の深さを判定することが可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの第１電磁波を受信し、且つ、立体角内の少なくとも１つの第２電磁波
をサンプルに対して転送するべく構成された少なくとも１つの第１構成部であって、この
場合に、前記少なくとも１つの第２電磁波は、前記少なくとも１つの第１電磁波と関連付
けられており、この場合に、前記少なくとも１つの第１構成部は、前記少なくとも１つの
第２電磁波と関連付けられた前記サンプルから複数の第３電磁波を受信するべく構成され
ており、且つ、この場合に、前記第３電磁波の少なくとも１つの部分は、前記立体角の外
縁の外において提供されている、少なくとも１つの第１構成部と、
　前記第３電磁波の各々と関連付けられた信号を同時に検出するべく構成された少なくと
も１つの第２構成部であって、この場合に、前記信号は、前記サンプル内の複数の深さに
おける少なくとも１つのサンプルの情報と関連付けられており、且つ、この場合に、前記
少なくとも１つの第２構成部は、前記第３電磁波の中の少なくとも１つのものを使用する
ことにより、前記第３電磁波の別のものを利用する必要性を伴うことなしに、前記サンプ
ル内の複数の深さを判定することが可能である、少なくとも１つの第２構成部とを有する
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記第３電磁波の少なくとも２つのものと、前記少なくとも１つの第１電磁波と関連付
けられた少なくとも１つの第４電磁波との間の干渉を検出するべく構成された少なくとも
１つの第３構成部を更に有しており、且つ、前記干渉に基づいて前記サンプル内の深さの
関数として、前記サンプルと関連付けられた情報を取得している請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記信号の関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の複屈折特性、分光特性
、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性特性の少なくとも１つのものと関連付けら
れたデータを提供するべく構成された少なくとも１つの第３構成部を更に有する請求項１
記載の装置。
【請求項４】
　前記信号の関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の少なくとも１つの画像
を生成することが可能である少なくとも１つの第３構成部を更に有する請求項１記載の装
置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの第３構成部は、前記信号の関数として、前記サンプルの少なくと
も１つの部分の複屈折特性、分光特性、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性特性
の少なくとも１つのものと関連付けられたデータを提供するべく更に構成されている請求
項４記載の装置。
【請求項６】
　前記データは、前記少なくとも１つの画像と関連付けられたコントラストデータである
請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記信号の組み合わせの関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の散乱特性
と関連付けられたデータを提供するべく構成された少なくとも１つの第３構成部を更に有
する請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記第３電磁波の中の単一のものを使用して前記
サンプル内の複数の深さを判定することが可能である請求項１記載の装置。
【請求項９】
　信号を検出する方法において、
　少なくとも１つの第１電磁波を受信する段階と、
　立体角内の少なくとも１つの第２電磁波をサンプルに対して転送する段階であって、こ
の場合に、前記少なくとも１つの第２電磁波は、前記少なくとも１つの第１電磁波と関連
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付けられている段階と、
　前記少なくとも１つの第２電磁波と関連付けられた前記サンプルから複数の第３電磁波
を受信する段階であって、この場合に、前記第３電磁波の少なくとも１つの部分は、前記
立体角の外縁の外において提供されている段階と、
　前記第３電磁波の各々と関連付けられた前記信号を同時に検出する段階であって、この
場合に、前記信号は、前記サンプル内の複数の深さにおける前記少なくとも１つのサンプ
ルの情報と関連付けられている段階と、
　前記第３電磁波の中の少なくとも１つのものを使用することにより、前記第３電磁波の
別のものを利用する必要性を伴うことなしに、前記サンプル内の複数の深さを判定する段
階とを有することを特徴とする方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つのサンプルと関連付けられたデータを提供する装置において、
　前記少なくとも１つのサンプルから提供された複数の電磁波の信号と関連付けられた第
１情報を受信するべく構成された少なくとも１つの第１構成部であって、この場合に、前
記電磁波の中の少なくとも第１のものは、第１軸に沿って提供されており、且つ、前記電
磁波の中の少なくとも第２のものは、前記第１軸とは異なる第２軸に沿って提供されてお
り、この場合に、前記第１情報の少なくとも１つの部分内の前記信号の各々のデータは、
前記少なくとも１つのサンプル内の複数の深さのデータを含んでいる、少なくとも１つの
第１構成部と、
　前記第１情報の関数として、前記少なくとも１つのサンプルの画像の少なくとも１つの
部分のコントラストデータと関連付けられた第２情報を生成するべく構成された少なくと
も１つの第２構成部とを有することを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記信号の少なくとも１つの部分は、前記立体角の外縁の外において提供されている請
求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記第１情報を使用して前記サンプル内の前記少
なくとも１つの深さのパラメータを判定することが可能である請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記信号の中の単一のものと関連付けられたデー
タを使用して前記少なくとも１つの深さを判定することが可能である請求項１０記載の装
置。
【請求項１４】
　前記第２情報の関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の少なくとも１つの
画像を生成することが可能である少なくとも１つの第３構成部を更に有する請求項１０記
載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第３構成部は、前記第２情報の関数として、前記サンプルの少な
くとも１つの部分の複屈折特性、分光特性、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性
特性の少なくとも１つのものと関連付けられたデータを提供するべく更に構成されている
請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　前記データは、前記少なくとも１つの画像と関連付けられたコントラストデータである
請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記信号の組み合わせの関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の散乱特性
と関連付けられたデータを提供するべく構成された少なくとも１つの第３構成部を更に有
する請求項１０記載の装置。
【請求項１８】
　少なくとも１つのサンプルと関連付けられたデータを提供する方法において、
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　前記少なくとも１つのサンプルから提供された複数の電磁波の信号と関連付けられた第
１情報を受信する段階であって、この場合に、前記電磁波の中の少なくとも第１のものは
、第１軸に沿って提供されており、且つ、前記電磁波の中の少なくとも第２のものは、前
記第１軸とは異なる第２軸に沿って提供されており、この場合に、前記第１情報の少なく
とも１つの部分内の前記信号の各々のデータは、前記少なくとも１つのサンプル内の複数
の深さのデータを含んでいる段階と、
　前記第１情報の関数として、前記少なくとも１つのサンプルの画像の少なくとも１つの
部分のコントラストデータと関連付けられた第２情報を生成する段階とを有することを特
徴とする方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つの第１電磁波を受信し、且つ、立体角内の少なくとも１つの第２電磁波
をサンプルに転送するべく構成された少なくとも１つの第１構成部であって、この場合に
、前記少なくとも１つの第２電磁波は、前記少なくとも１つの第１電磁波と関連付けられ
ており、この場合に、前記少なくとも１つの第１構成部は、前記少なくとも１つの第２電
磁波と関連付けられた前記サンプルから複数の第３電磁波の中の少なくとも２つのものを
同時に受信するべく構成されており、且つ、この場合に、前記第３電磁波の少なくとも１
つの部分は、前記立体角の外縁の外において提供されている、少なくとも１つの第１構成
部と、
　前記第３電磁波の中の少なくとも２つのものと、前記少なくとも１つの第１電磁波と関
連付けられた少なくとも１つの第４電磁波との間の干渉を検出するべく構成され、且つ、
前記干渉に基づいて前記サンプル内の少なくとも１つの深さの関数として、前記サンプル
と関連付けられた情報を取得するべく構成された少なくとも１つの第２構成部とを有する
ことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記第３電磁波の別のものを利用する必要性を伴
うことなしに、前記干渉に基づいて前記少なくとも１つの深さを判定することが可能であ
る請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記第３電磁波の各々と関連付けられた信号を同
時に検出するべく構成されている請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
　前記信号の関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の複屈折特性、分光特性
、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性特性の少なくとも１つのものと関連付けら
れたデータを提供するべく構成された少なくとも１つの第３構成部を更に有する請求項２
１記載の装置。
【請求項２３】
　前記信号の関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の少なくとも１つの画像
を生成することが可能である少なくとも１つの第３構成部を更に有する請求項２１記載の
装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの第３構成部は、前記信号の関数として、前記サンプルの少なくと
も１つの部分の複屈折特性、分光特性、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性特性
の少なくとも１つのものと関連付けられたデータを提供するべく更に構成されている請求
項２３記載の装置。
【請求項２５】
　前記データは、前記少なくとも１つの画像と関連付けられたコントラストデータである
請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記信号の組み合わせの関数として、前記サンプルの少なくとも１つの部分の散乱特性
と関連付けられたデータを提供するべく構成された少なくとも１つの第３構成部を更に有
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する請求項２１記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの第２構成部は、前記第３電磁波の中の単一のものを使用して前記
少なくとも１つの深さを判定することが可能である請求項２０記載の装置。
【請求項２８】
　信号を検出する方法において、
　少なくとも１つの第１電磁波を受信する段階と、
　立体角内の少なくとも１つの第２電磁波をサンプルに対して転送する段階であって、こ
の場合に、前記少なくとも１つの第２電磁波は、前記少なくとも１つの第１電磁波と関連
付けられている段階と、
　前記少なくとも１つの第２電磁波と関連付けられた前記サンプルから複数の第３電磁波
の中の少なくとも２つのものを同時に受信する段階であって、前記第３電磁波の少なくと
も１つの部分は、前記立体角の外縁の外において提供されている段階と、
　前記第３電磁波の中の少なくとも２つのものと、前記少なくとも１つの第１電磁波と関
連付けられた少なくとも１つの第４電磁波との間の干渉を検出する段階と、
　前記干渉に基づいて前記サンプル内の少なくとも１つの深さの関数として、前記サンプ
ルと関連付けられた情報を取得する段階とを有することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、角度分解型のフーリエドメイン光干渉断層撮影法を遂行する方法及びシステ
ムに関するものであり、更に詳しくいえば、フーリエドメイン光干渉断層撮影法の手法を
使用して遂行される透明サンプル及び混濁サンプルからの空間分解型の角度別後方散乱分
布の計測に関するものである。
【０００２】
　（関連出願に対する相互参照）
　本出願は、２００６年２月２４日付けで出願された米国特許出願第６０／７７６，５４
４号に基づくものである。さらに、本出願は、この米国特許出願の優先権の利益を主張す
るものであり、この米国特許出願の開示内容は、本願明細書で言及することによって、そ
の全ての内容が本願明細書に包含されている。
　(連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載）
　本発明は、国立衛生研究所（National Institutes of Health）によって付与された契
約第Ｒ０１　ＣＡ１０３７６９号の下に、米国政府の支援によって実現したものである。
従って、米国政府は、本発明における特定の権利を有している。
【背景技術】
【０００３】
　光干渉断層撮影法（Optical Coherence Tomography：ＯＣＴ）によれば、数ミクロン（
μｍ）～数十ミクロンのレベルの分解能における生物学的サンプルの断面画像を取得する
ことが可能であり、従って、組織の微細構造を詳細に撮像することが可能である。フーリ
エドメインＯＣＴ（Fourier-Domain OCT：ＦＤ－ＯＣＴ）は、高速撮像を実現させるよう
な、時間ドメインＯＣＴよりも大幅に改善された感度を提供することが可能であることが
実証されている。より具体的には、ＦＤ－ＯＣＴは、例えば、２００４年９月８日付けで
出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０２９１４８号、２００５年１１月２
日付けで出願された米国特許出願第１１／２６６，７７９号、及び２００４年７月９日付
けで出願された米国特許出願第１０／５０１，２７６号の中の少なくとも１つのものに記
述されているように、スペクトルドメインＯＣＴ（Spectral-Domain OCT：ＳＤ－ＯＣＴ
）及び光学周波数ドメイン撮像（Optical Frequency Domain Imaging：ＯＦＤＩ）という
２つの構成において実施されている。ＦＤ－ＯＣＴは、心血管、胃腸、及び網膜の撮像を
含む多数の臨床環境における形態学的な変化を識別するツールとして大きな可能性を有し
ていることが明らかになっている。



(6) JP 2009-527770 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

【０００４】
　従来のＯＣＴシステム及び方法における１つの制限は、１８０度に中心を有する１つの
角度レンジからの後方散乱光しか収集されないという点にある。このような制限は、光学
コヒーレンス顕微鏡法（Optical Coherence Microscopy：ＯＣＭ）システムにも当てはま
る。この場合には、アレイ検出を使用することにより、ビームを走査することなく正面の
二次元画像を生成することが可能である。イー．ビューリペア（E. Beaurepaire）らによ
る「全視野光学コヒーレンス顕微鏡法（Full-Field Optical Coherence Microscopy」（
光学レター（Optics Letters），２３（４）：２４４～２４６頁，１９９８年）に記述さ
れている上記のようなＯＣＭシステムの一例が図１に示されている。スペックル（Speckl
e）を低減させることが可能である角度合成（Angular Compounding）の手法を使用するこ
とにより、異なる角度から後方散乱した光の取得を実施することが可能である。スペック
ルは、一般的に、画像の散乱領域内においてチェッカーパターンとして現れるものであり
、この結果として、組織の反射率におけるわずかな違いを識別することが更に困難になる
。
【０００５】
　角度合成を実現させるＯＣＴ環境において異なる入射角度にて後方散乱光を取得する方
法及びシステムは、経路長エンコーディングを利用している。エヌ．イフティミア（N. I
ftimia）らによる「経路長エンコーディングを使用した角度合成による光学コヒーレンス
顕微鏡法におけるスペックル低減（Speckle Reduction in Optical Coherence Tomograph
y by 'Path Length Encoded' Angular Compounding」（生物医学光学ジャーナル（Journa
l of Biomedical Optics），８（２）：２６０～２６３頁，２００３年）に記述されてい
るこのようなシステムの例が図２に示されている。例えば、光学ガラスを撮像ビームの経
路内に配置することにより、入射フィールドを複数のビームレットに分割することが可能
である。この光学ガラスにより、入射ビームの一部（ビームレット２）が、ビームレット
１よりも大きな経路長の遅延を生ずることになる。更には、ビームレット２は、ビームレ
ット１とは異なる角度においてサンプルを照射している。この結果として、サンプルの（
それぞれが異なる角度において取得された）複数のＯＣＴ画像がＯＣＴディスプレイ上に
同時に出現することになる。上記の方法及びシステムは、高速撮像には適しているが、一
般に、多数の角度に対する適切なスケーリングが行われず、且つ、空間分解能と取得角度
数との間のトレードオフが必要となる可能性がある。
【０００６】
　別の方法及びシステムは、直角プリズムを並進運動させることにより、サンプルアーム
からの光を合焦レンズ（Focusing Lens）上の異なる位置に導いている。エム．バシカン
スキ（M. Bashkansky）らによる「光学コヒーレンス顕微鏡法におけるスペックルの統計
学及びスペックル低減（Statistics and Reduction of Speckle in Optical Coherence T
omography）」（光学レター（Optics Letters），２５（８）：５４５～５４７頁，２０
００年）に記述されている上記のようなシステムの例が図３に示されている。上記の方法
及びシステムにおいては、一般に、１８０度に中心を有する狭い角度レンジにおける後方
散乱光を収集しているが、サンプルの法線に対する入射ビームの入射角度がプリズムの位
置と共に変化している。このような方法及びシステムは、角度別後方散乱分布の計測を提
供しない（又は、場合によっては、許容しない）可能性が高い。画像の取得可能速度が、
振動方式においてプリズムの並進運動が可能である速度によって制限されることになるで
あろう。更に別の方法及びシステムにおいては、４つの検出器によるＯＣＴ信号の検出を
同時に遂行することが可能であり、これにより、スペックル低減のための角度合成が実現
されている。ジェイ．エム．シュミット（J. M. Schmitt）による「光学コヒーレンス顕
微鏡法におけるスペックル低減のためのアレイ検出（Array Detection for Speckle Redu
ction in Optical Coherence Microscopy）」（医学及び生物学の中の物理（Physics in 
Medicine and Biology），４２（７）：１４２７～１４３９頁，１９９７年）に記述され
ている上記のようなシステムの一例が図４に示されている。具体的には、このシステム内
の基準ビームは、一般に、入射ビームよりも大きくない。従って、上記のシステムは、角
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度別後方散乱分布の計測には、有用ではないであろう。更には、各々の検出器要素は、異
なる角度において後方散乱光を受光しているが、所定の検出器要素にて収集される光によ
って範囲が定まる立体角が、入射ビームによって範囲が定まる立体角の中に完全に含まれ
ている。上記のシステムにおける検出は、時間ドメインにおいて遂行されている。
【０００７】
　光散乱分光法の分野においては、後方散乱光の角度別分布は、一般に、組織内における
散乱粒子のサイズ分布に関する情報を含んでいることが知られている。ＯＣＴの光学分解
能が制限されている場合には、反射率特性のわずかな差を有する組織間において安定した
コントラストを導出する機能は、（特定の状況においては）後方散乱光の角度別分布の計
測を利用することが可能である。エー．ワックス（A. Wax）らによる「光散乱分光学の低
コヒーレンス干渉法を使用した角度分布の計測（Measurement of Angular Distributions
 by Use of Low-Coherence Interferometry for Light-Scattering Spectroscopy）」（
光学レター（Optics Letters），２６（６）：３２２～３２４頁，２００１年）に記述さ
れている図５（ａ）及び図５（ｂ）の構成、並びに、ジェイ．ダブリュー．ピティラ（J.
 W. Pyhtila）らによる「改善された角度分解型の低コヒーレンス干渉法システムを使用
して核形態学を決定すること（Determining Nuclear Morphology Using an Improved Ang
le-Resolved Low Coherence Interferometry System）」（光学エクスプレス（Optics Ex
press），１５（２５）：３４７４～３４８４頁，２００３年）に記述されている図６（
ａ）及び図６（ｂ）の構成に示されているように、高い角度分解能を有する光散乱計測の
ために、低コヒーレンス干渉法を使用した深さ分解型の角度別後方散乱計測（Depth-Reso
lved Angular Backscattering Measurements）が設計されている。
【０００８】
　例えば、低コヒーレンス源からの光を改良型マイケルソン（Michelson）干渉計の２つ
のアームに分割し、１つのビームをサンプル（又は、サンプルアーム）に入射させ、もう
１つのビームをミラー（又は、基準アーム）に入射させる。前者のサンプルアーム内の様
々な後方散乱角度の選択性を提供するために、基準アーム内に配置されたレンズをミラー
面に対して平行に並進運動させることが可能である。干渉光の計測は、一般に、（図５（
ａ）及び図５（ｂ）に示されている構成を使用して）時間ドメインにおいて、又は（図６
（ａ）及び図６（ｂ）に示されている構成を使用して）周波数ドメインにおいて遂行され
る。これらの手法によれば、一般に、角度別後方散乱分布の同時計測が不可能であり、計
測速度も、レンズを正確に並進運動させることが可能である速度によって制限されること
になるであろう。角度、ポイントサンプリング、及び原位置計測について最適化されては
いるが、上記のような現在実施されている角度分解型のＬＣＩは、恐らく、生体内におけ
る臨床撮像に好適ではないであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、前述の欠点を克服する必要性が存在している。実際に、光干渉断層撮影法の撮
像環境において複数の角度から後方散乱した光を同時に計測することにより、高度なスペ
ックルの低減と付加的な形態の画像コントラストを実現させることが可能である。
【００１０】
　従って、前述の欠点を克服する必要性が存在している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述の問題及び／又は欠点に対処するために、且つ／又は、前述の問題及び／又は欠点
を克服するために、フーリエドメイン光干渉断層撮影法の原理を使用して透明サンプル及
び混濁サンプルからの空間分解型の角度別後方散乱分布を計測するような本発明に係るシ
ステム、装置、及び方法の代表的な実施例が提供されている。更には、本発明の更なる代
表的な実施例によれば、スペックルの低減を遂行すると共に、画像のコントラストを生成
するために、後方散乱分布を利用したシステム及び方法も提供されている。
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【００１２】
　従って、本発明の代表的な一実施例によれば、装置及び方法が提供されている。具体的
には、少なくとも１つの第１電磁波を受信することが可能であり、立体角内の少なくとも
１つの第２電磁波をサンプルに対して転送することが可能である。第２電磁波は、第１電
磁波と関連付けすることが可能である。複数の第３電磁波を第２電磁波と関連付けられた
サンプルから受信することが可能であり、第３電磁波の少なくとも１つの部分は、立体角
の外縁の外において提供されている。第３電磁波の各々と関連付けられた信号を同時に検
出することが可能であり、これらの信号は、サンプル内の複数の深さ（Depth）における
サンプルの情報と関連付けられている。第３電磁波の中の少なくとも１つのものを使用す
ることにより、第３電磁波の別のものを利用する必要性を伴うことなしに、サンプル内の
複数の深さを判定することが可能である。
【００１３】
　更には、第３電磁波の中の２つのものと、第１電磁波と関連付けられた少なくとも１つ
の第４電磁波との間において干渉を検出することが可能であり、サンプルと関連付けられ
た情報を、干渉に基づいてサンプル内の深さの関数として取得することが可能である。サ
ンプルの少なくとも１つの部分の複屈折特性、分光特性、モーション、角度別後方散乱特
性、又は弾性特性の少なくとも１つのものと関連付けられたデータを信号の関数として提
供することが可能である。サンプルの少なくとも１つの部分の少なくとも１つの画像を信
号の関数として生成することが可能である。サンプルの少なくとも１つの部分の複屈折特
性、分光特性、モーション、角度別後方散乱特性、又は弾性特性の少なくとも１つのもの
と関連付けられたデータを信号の関数として提供することも可能である。データは、画像
と関連付けられたコントラストデータであってよい。又、サンプルの少なくとも１つの部
分の散乱特性と関連付けられたデータを信号の組み合わせの関数として提供することも可
能である。更には、第３電磁波の中の単一のものを使用して信号の深さを判定することが
可能である。
【００１４】
　本発明の別の代表的な実施例によれば、少なくとも１つのサンプルと関連付けられたデ
ータの生成を円滑に遂行する装置及び方法を提供することが可能である。例えば、少なく
とも１つのサンプルから提供された複数の電磁波の信号と関連付けられた第１情報を受信
することが可能である。電磁波の中の少なくとも第１のものを第１軸に沿って提供するこ
とが可能であり、電磁波の中の少なくとも第２のものを、第１軸とは異なる第２軸に沿っ
て提供することが可能である。第１情報の少なくとも１つの部分内の信号の各々のデータ
は、サンプル内の複数の深さのデータを包含することが可能である。少なくとも１つのサ
ンプルの画像の少なくとも１つの部分のコントラストデータと関連付けられた第２情報を
、第１情報の関数として生成することが可能である。
【００１５】
　本発明の更に別の代表的な実施例においては、更なる装置及び方法を提供することが可
能である。例えば、少なくとも１つの第１電磁波を受信することが可能であり、立体角内
の少なくとも１つの第２電磁波をサンプルに対して転送することが可能である。第２電磁
波を第１電磁波と関連付けすることが可能である。複数の第３電磁波の中の少なくとも２
つのものを第２電磁波と関連付けられたサンプルから同時に受信することが可能であり、
第３電磁波の中の少なくとも１つの部分を立体角の外縁の外において提供することが可能
である。第３電磁波の中の少なくとも２つのものと、第１電磁波と関連付けられた少なく
とも１つの第４電磁波との間の干渉を検出することが可能である。サンプルと関連付けら
れた情報を、干渉に基づいてサンプル内の少なくとも１つの深さの関数として取得するこ
とが可能である。
【００１６】
　上記のような本発明の目的及びその他の目的、特徴、及び利点については、添付の特許
請求の請求項との関連において、本発明の実施例に関する以下の詳細な説明を参照するこ
とにより、明らかとなるであろう。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の更なる目的、特徴、及び利点については、本発明の例示用の実施例を示す添付
図面との関連において提示されている以下の詳細な説明を参照することにより、明らかと
なるであろう。
【００１８】
　これらの図面の全体を通して、同一の参照符号及び文字は、特記されていない限り、図
示の実施例の類似した特徴、要素、構成要素、又は部分を表すべく使用されている。更に
は、以下においては、添付図面を参照し、本発明について詳細に説明しているが、この説
明は、例示用の実施例との関連において提示されている。添付の特許請求の範囲の請求項
に規定されている本発明の真の範囲及び精神を逸脱することなしに、説明対象の実施例に
対する変更及び変形を実施することが可能であると解釈されたい。
【００１９】
　（角度分解型のＦＤ－ＯＣＴの典型的な原理）
　以下、フーリエドメインＯＣＴの環境において、角度分解型のＦＤ－ＯＣＴについて説
明する。例えば、ＦＤ－ＯＣＴにおいては、混濁媒体、半混濁媒体、又は透明媒体の深さ
分解型の反射率を取得するために、基準光と撮像サンプルから後方散乱された光との間の
干渉を周波数ドメインにおいて計測することが可能である。入力光源の（例えば、光やレ
ーザービーム等の）電磁波を基準ビームとサンプルビームに分割することが可能である。
サンプルビーム光を撮像対象のサンプルに導くことが可能であり、サンプルからの後方散
乱光を基準ビーム光と干渉させることができる。角度分解型のＦＤ－ＯＣＴの場合には、
入射サンプルビームによって範囲が定まるものを上回る後方散乱の角度範囲との干渉を実
現させるべく、サンプルビームの断面エリアよりも断面エリアを大きくすることができる
ように、基準ビームを空間的に拡張することが可能である。基準ビームと後方散乱光との
間の干渉は、例えば、検出器アレイを使用して計測することが可能である。この検出器ア
レイは、（ｉ）単一集積回路要素上に集積化された検出器、及び／又は（ｉｉ）空間内に
一緒に提供された個別の検出器から構成されることが可能である。入射ビームに対する検
出後方散乱光の角度依存性は、空間ドメインにおいて、検出器アレイの少なくとも１つの
次元に沿った光強度の分布としてエンコーディング可能である。干渉光の波長依存性を計
測することが可能であり、異なる後方散乱角度のレンジに対応するフーリエ分析軸方向反
射率プロファイルを取得することが可能である。
【００２０】
　例えば、レーザー光の周波数νnの関数として検出器アレイのｉ番目のピクセルによっ
て検出される干渉信号Ｓiは、次の式（１）の比例式によって付与され得る。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　ここで、Ｐ（νn）は、供給源の合計電力である。Ｒ（ｚ）及びφ（ｚ）は、それぞれ
、反射率プロファイルの振幅及び位相の項である。軸方向の距離ｚは、相対的な距離とし
て表現することが可能であり、ｚ＝０は、サンプルアームと基準アームとの間のゼロの光
学経路差に対応している。Ｐ（νn）の一部として表現されるピクセルｉに到達するサン
プルアーム及び基準アームの（例えば、光等の）電磁波の量は、それぞれ、γs,i及びγr

,iと表記することが可能である。反射率プロファイルＲ（ｚ）は、次元ｉに沿ってサンプ
リングされた干渉信号の離散フーリエ変換として次の式（２）のように取得され得る。
【００２３】
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【数２】

【００２４】
　（角度分解型のＦＤ－ＯＣＴを使用したスペックル低減の典型的な原理）
　後方散乱した波面の歪みの結果としてスペックルが生じるが、これらのスペックルは、
恐らく、低角度の多様な前方散乱によって発生したものであり、且つ、互いに接近した値
を有する複数の屈折率により生ずる多様な後方散乱を拡散させる。角度合成法は、一般に
、上記のような干渉の結果として生成され、且つ、異なる後方散乱角度に由来する複数の
フィールドが、相関関係を有していないという観察結果から得られたものである。例えば
、再構築された反射率プロファイルの大きさを平均化することによる等のように、異なる
散乱角度からの信号をインコヒーレントの状態で平均化することにより、低減されたスペ
ックルを有する反射率信号を得ることができる。
【００２５】
　スペックルの信号対雑音比（Signal-to-Noise Ratio：ＳＮＲ）は、次の式（３）のよ
うに、均質性の散乱特性を有する媒体内におけるピクセル強度の分散の平方根に対するピ
クセル強度の平均値の比の値として、スペックル低減の尺度とすることができる。
【００２６】

【数３】

【００２７】
　ここで、山形括弧（<>）は、ｋによってインデックス付けされたピクセルの収集結果の
平均値を表している。スペックルのＳＮＲは、均質性のサンプルから得られる信号の分散
の正規化された尺度とすることができる。従って、スペックルのＳＮＲは、システム感度
とは異なるものであって、最小検出が可能な反射率としてのスペックルの存在を伴うこと
なしに規定することが可能である。典型的な角度合成法においては、ＳＮＲは、次の式（
４）のように、非相関インコヒーレント平均値の数Ｎの平方根に比例して増大させること
が可能である。
【００２８】
【数４】

【００２９】
　従って、角度合成によってＳＮＲを増大させることができる程度は、角度別脱相関（An
gular Decorrelation）のレベルに依存することが可能である。一般に、多数の散乱体を
含むＯＣＴサンプルの容積、並びに、大きな光学的深さに位置するものにおいては、相対
的に高いレベルの脱相関を得ることが可能である。これとは対照的に、サンプル容積の寸
法に類似した寸法を有する鮮鋭なインターフェイス及び散乱体は、角度合成によるわずか
な量のコントラストの向上を示す可能性が高い。
【００３０】
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　（角度別後方散乱分布からの画像コントラストパラメータの抽出の原理）
　角度分解型のＦＤ－ＯＣＴ方法及びシステムによって計測することが可能である光の角
度別後方散乱パターンは、撮像サンプルの散乱体サイズ及び密度に関する情報を包含する
ことが可能である。この情報は、単一の角度レンジ内において後方散乱する光の反射率を
計測する光学的な方法に使用可能で且つ非常に類似した散乱特性を有するような組織の異
なる領域の間を互いに弁別するために、例えば、臨床における撮像環境において好適であ
ろう。画像コントラストの尺度は、各々のピクセルにおける角度別後方散乱分布から生成
することが可能であり、このような尺度は、空間的にスムージングを行うことが可能であ
り、且つ／又は、画像コントラストの尺度は、空間的にスムージングがなされた角度別後
方散乱分布から生成することが可能である。
【００３１】
　（角度分解型のフーリエドメインＯＣＴ）
　ＳＤ－ＯＣＴ及びＯＦＤＩシステムとＳＤ－ＯＣＴ及びＯＦＤＩ方法におけるＦＤ－Ｏ
ＣＴ法は、離散スペクトル干渉を計測することが可能であり、且つ、この計測の実施にお
いて異なるものであってよい。ＯＦＤＩシステム及び方法は、波長掃引型供給源を使用す
ることにより、時間の関数として干渉を記録することが可能であり、ＳＤ－ＯＣＴシステ
ム及び方法は、一般に、分光計を使用することにより、干渉スペクトルを検出器アレイ又
は検出器アレイの一部上に画像生成することが可能である。
【００３２】
　図７は、本発明に係る角度分解型のＦＤ－ＯＣＴ撮像システムの代表的な実施例の概略
図を示している。この代表的なシステムは、波長掃引型供給源（波長掃引型レーザー源）
７０５、干渉計７０７、及び対応する電子回路（コンピュータ及びデータ取得（ＤＡＱ）
カード）７８５を有する画像捕捉カメラ（ライン走査カメラ）７６５といったような複数
のモジュールを具備することが可能である。例えば、レーザー出力は、光を干渉計７０７
の２つのアームに分割することが可能である光カプラ７１０に導くことが可能である。基
準アームコリメータ７２５から供給されるコリメートされた光は、要素７３５、７４０及
び７４５を有する円筒形レンズ望遠鏡に入射することが可能である。この円筒形レンズ望
遠鏡は、ライン走査カメラ７６５の寸法にビームを拡張することが可能である。基準アー
ム内のコリメータ７２５の前に、距離が可変である自由空間カプラ７１２を配置すること
により、基準アームの長さの調節を円滑に遂行することが可能である。サンプルアームコ
リメータ７３０からのコリメートされた光は、リニア偏光子７５５及びビームスプリッタ
７５０を通してサンプルに導くことが可能であり、この場合に、上記の光は、サンプル７
８０上に光の焦点を合わせる撮像オプティクス７７０、７７５に入射することが可能であ
る。
【００３３】
　それぞれ、コリメータ７２５、７３０の前に設けられている偏光コントローラ７１５、
７２０を配置することにより、波長掃引型供給源７０５の周波数レンジにわたってフリン
ジ変調（Fringe Modulation）を極大化することが可能である。撮像オプティクス７７０
、７７５は、その軸が、干渉計７０７の面に平行であり、且つ、ビームスプリッタ７５０
から入射するビームに垂直である検流計ミラー７７０と、サンプル７８０から１焦点距離
に配置された合焦レンズ７７５とから構成されている。入射ビームは、検流計ミラー７７
０の水平の中心及び垂直の中心に接触している。サンプル７８０から反射して戻った光は
、ミラー７７０及び合焦レンズ７７５を介して戻ることが可能であり、次いで、ビームス
プリッタ７５０において基準ビームと干渉することが可能である。この干渉光は、ライン
走査カメラ７６５上に焦点を合わせる円筒形レンズ７６０に入射することが可能である。
ヘリウム・ネオン（Ｈｅ－Ｎｅ）レーザー７００からの光は、ファイバカプラ（光カプラ
）７１０に注入することが可能であり、この光は、撮像処理手順においてガイドビームと
して機能することが可能である。
【００３４】
　ライン走査カメラ７６５からの信号は、データ取得（ＤＡＱ）ボード７８５のアナログ
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／デジタル（Ａ／Ｄ）入力ポートに送信することが可能である。例えば、１つのエーライ
ン（a-line）に対応する期間内において、ＤＡＱボード７８５は、ｍ個のデータポイント
をｎ回の露光から取得することが可能であり、ここで、ｍは、ライン走査カメラ７６５内
の検出器の数であってよく、ｎは、１つのエーライン当たりにサンプリングされる周波数
の数であってよい。エーライン取得速度は、ライン走査カメラの読み取り速度とｎとの商
として判定することが可能である。ＤＡＱボード７８５からの読み取りは、例えば、各々
の読み取り期間の開始時点におけるライン走査カメラ７６５によるＴＴＬトリガ信号を使
用して周波数掃引型レーザー源（波長掃引型レーザー源）７０５に同期化することが可能
である。
【００３５】
　図８に示されているように、波長掃引型供給源の代表的な実施例は、利得要素としての
半導体光学増幅器（Semiconductor Optical Amplifier：ＳＯＡ）８４５と、検流計ミラ
ーフィルタ８００とを有するリング空洞レーザーとして構築可能であり、検流計ミラーフ
ィルタは、検流計ミラー８０２、望遠鏡８０５、８１０、回折格子８１５、及びファイバ
コリメータ８２０を有することが可能である。２つの偏光コントローラ８２５、８４０を
設けることにより、レーザーの偏光を最適化することが可能であり、これにより、出力カ
プラ８３５は、レーザー出力を提供している。出力カプラ８３５は、出力ポート８３６と
レーザーポート８３７との間において、原則として光をほぼ等しく分割することが可能で
ある。光サーキュレータ８３０は、偏光コントローラ８４０を介して、レーザーポート８
３７から検流計ミラーフィルタ８００に光を導くことが可能であり、且つ、検流計ミラー
フィルタ８００から戻ってきた光を、偏光コントローラ８２５を介してＳＯＡ８４５に導
くことが可能である。検流計ミラーフィルタ８００から反射される波長は、一般に、検流
計ミラー８０２が回転するのに伴って変化する。光アイソレータ８５０を使用することに
より、代表的なシステムの残りの部分からレーザーを分離することが可能である。
【００３６】
　（方位角及び極角の分解のための二次元（２Ｄ）検出）
　本発明の第２の代表的な実施例によれば、両方の次元が後方散乱光の角度別分布に対応
している検出器の二次元アレイを使用して干渉光の検出を遂行することが可能である。サ
ンプルに入射する光は、波長の調節が可能な狭いライン幅の供給源によって供給すること
が可能である。撮像サンプルから後方散乱した光は、２つの空間的次元に沿って拡張され
た基準ビームと干渉する。各々の検出器アレイ要素は、後方散乱光の極角及び方位角の固
有のレンジに対応することが可能である。検出器アレイの読み取り値を取得しつつ、レー
ザーをその調節されたレンジにわたって掃引することにより、各々の離散した方位角及び
極角の対毎のベクトルを取得することが可能である。フーリエドメイン光干渉断層撮影再
構築法をベクトルに対して適用することが可能であり、これにより、深さ分解型の反射率
プロファイルを生成することが可能である。アレイの読み取り値を取得しつつ、サンプル
にわたってビームを走査することにより、又は、ビームに対してサンプルを移動させるこ
とにより、組織上の異なる場所における角度分解型の反射率プロファイルを取得すること
が可能である。これらのプロファイルを合成することにより、二次元又は三次元の断面反
射率画像を形成することが可能である。
【００３７】
　（角度及び波長の同時分解のための二次元（２Ｄ）検出）
　本発明の代表的な第３の実施例によれば、例えば、図９の動作図及びブロック図に示さ
れているように、一方の次元が波長に対応しており、他方の次元が後方散乱光の角度に対
応している検出器の二次元アレイを使用することにより、干渉光の検出を遂行することが
可能である。サンプル上に入射する光は、広帯域供給源によって供給することが可能であ
る。サンプルから後方散乱した光は、１つの空間次元に沿って拡張された基準ビームと干
渉することが可能であり、この空間次元は、後方散乱光の角度に対応可能である。干渉光
９００は、回折格子９０５に入射することが可能であり、これにより、波長に対応する別
の次元に沿って光を分離することが可能である。次いで、この分離された光９１０は、二
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次元検出器アレイ９１５に入射することが可能である。特定の後方散乱角度レンジに対応
する検出器アレイの読み取りの各々の一次元部分に沿って、フーリエドメイン光干渉断層
撮影再構築法を干渉スペクトルに対して適用することにより、深さ分解型の反射率プロフ
ァイルを提供することが可能である。アレイの読み取り値を取得しつつ、サンプルにわた
ってビームを走査することにより、又は、ビームに対してサンプルを移動させることによ
り、組織上の異なる地点における角度分解型の反射率プロファイルを取得することが可能
である。これらのプロファイルを合成することにより、二次元又は三次元の断面反射率画
像を形成することが可能である。
【００３８】
　（ファイバ束光学ブローブ）
　本発明に係る小さなプローブ形状を使用したアプリケーションに好適な第４の代表的な
実施例は、図１０の動作図及びブロック図に示されているように、ファイバ束と共に使用
可能である。この代表的な実施例によれば、光ファイバのアレイ１０２５を使用すること
により、撮像サンプル１０００との間において光を送受信することが可能である。アレイ
１０２５内の１つ又は複数のファイバは、「供給ファイバ（Delivery Fiber）」と呼ばれ
ており、これらのファイバを通して、サンプル１０００との間で光１０１０を送受信する
ことが可能である。アレイ１０２５内の各々のファイバは、角度別後方散乱の固有の狭い
角度レンジに対応可能である。ファイバの前に配置されているレンズ１０２０は、各々の
ファイバによって収集される光の量を増強するべく機能することが可能である。レンズ１
０２０の前に配置されているレンズ１０１５は、サンプル１０００上に光の焦点を合わせ
ると共に、レンズ１０２０による収集の前にサンプル１０００から後方散乱した光をコリ
メートするべく、機能している。
【００３９】
　（偏光感知式角度分解型のＦＤ－ＯＣＴ）
　光干渉断層撮影法の環境における偏光計測は、生物学的な組織における複屈折の空間的
な分解に有用であろう。本発明に係る第５の代表的な実施例によれば、次の各段階の中の
１つ又は複数の段階を実行することにより、偏光計測を遂行することが可能である。
【００４０】
　ａ）干渉計における受信の前に光の偏光を変化させる段階、並びに、基準アーム及び／
又はサンプルアームの偏光状態を固定する段階
　ｂ）時間の関数としてサンプルビームのみの偏光を変化させる段階
　ｃ）時間の関数として基準ビームのみの偏光を変化させる段階
　ｄ）偏光状態が異なる基準ビームの少なくとも２つの特徴的な部分が存在可能なように
、空間の関数として基準ビームの１つ又は複数の部分の偏光状態を変化させる段階
　ｅ）偏光状態が異なるサンプルビームの少なくとも２つの特徴的な部分が存在可能なよ
うに、基準ビームとの干渉の前に、空間の関数として後方散乱光の１つ又は複数の部分の
偏光状態を変化させる段階
　ｆ）偏光状態が異なる少なくとも２つの特徴的な部分が存在可能なように、空間の関数
として干渉光の１つ又は複数の部分の偏光状態を変化させる段階
【００４１】
　前述の典型的な手法（ａ）、（ｂ）、及び／又は（ｃ）を使用し、これらの手法が由来
する偏光状態が恐らくは異なるように、異なる時点において受信されたエーラインを比較
することにより、サンプルの複屈折マップを取得することが可能である。前述の典型的な
手法（ｄ）、（ｅ）、及び／又は（ｆ）を使用し、これらの手法が由来する偏光状態が恐
らくは異なるように、異なる後方散乱角度レンジから得られたエーラインを比較すること
により、サンプルの複屈折マップを取得することが可能である。
【００４２】
　（粒子のサイジング）
　平面波からのビームの逸脱を分析によって補償することができる場合には、ミー（Mie
）散乱の演算フレームワークを使用し、角度分解型のＦＤ－ＯＣＴシステム及び／又は方
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法から得られた角周波数コンテンツを分析することが可能である。具体的には、ミー（Mi
e）理論を使用して球面誘電散乱体から発生し得る角度別散乱分布を判定することが可能
であることから、角度別散乱分布から散乱体のサイズ分布を判定するという逆の問題を遂
行することが可能である。角度別後方散乱分布のミー散乱分析により、上皮組織内の散乱
体分布の計測を実現させることが可能であり、この上皮組織内の散乱体分布を、癌病変に
先行する形成不全遷移と相互に関連させることが可能である。
【００４３】
　（角度別脱相関）
　角度分解型のＦＤ－ＯＣＴから取得した角度別後方散乱分布を処理する別の方法は、そ
れらの角周波数コンテンツの分析を含んでいる。画像コントラストの尺度は、最大電力を
有する角周波数ビン（Angular Frequency Bin）と、最大電力を有するピークの幅とを含
む。角度別後方散乱分布の電力－スペクトル密度の分析は、ウィーナー・ヒンチン(Wiene
r-Kinchine)の定理による自動相関関数の分析と等価である。正規化された自動相関関数
Ｃは、次の式（５）によって提供され得る。
【００４４】
【数５】

【００４５】
　ここで、ｊ及びｉは、角度のインデックスであってよい。例えば、第１最小値との関係
において計測された自動相関関数の中央ローブ（Central Lobe）の幅は、連続した角度別
サンプル間における相関の程度を示すことが可能である。角度分解型のＦＤ－ＯＣＴシス
テム及び方法を使用して取得した断面画像の各々のピクセル毎に上記の典型的な幅を判定
することにより、角度別後方散乱分布の脱相関のレベルのコントラストを有する画像を提
供することが可能である。
【００４６】
　（例）
　スペックルを低減させるべく使用可能な本発明に係るシステム及び方法の代表的な実施
例を以下の実験によって検証した。水溶性寒天ゲル（０．５重量％（パーセント）の寒天
）及び直径０．３ｍｍのポリマーミクロスフィア（Polymer Microsphere）（デューク　
サイアンティフィック（Duke Scientific）から入手）によって、２つのレイヤの組織フ
ァントム（Phantom）を形成した。この組織ファントムをシリコーンアイソレータ（Silic
one Isolator）（シグマ（Sigma）から入手）内に収容した。２ｍｍの適切な深さを有す
る最初の散乱レイヤ（第１散乱レイヤ）を形成した。第１散乱レイヤよりも小さな散乱係
数を有するように設計された第２散乱レイヤを第１散乱レイヤの上に形成した。この第２
散乱レイヤは、約４５０ｍｍの深さを有していた。深さとの関係において指数的な信号減
衰を分析することにより、合計散乱係数は、第１レイヤ及び第２レイヤについて、それぞ
れ、２４ｃｍ－１及び１２ｃｍ－１と推定された。
【００４７】
　単一の角度別サンプルから生成された二次元画像は、図１１（ａ）に示されているよう
に、大きなスペックルを示しており、この場合には、２つのレイヤ間の境界は、明瞭な可
視状態にはない。角度合成された画像内においては、スペックルが大幅に低減されており
、図１１（ｂ）に示されているように、２つのレイヤの間の境界は、明瞭な可視状態にあ
る。定性的な検査により、図１１（ｂ）の画像内の分解能が画像１１（ａ）の画像内の分
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解能よりも大幅に低くなる可能性は高くない。ファントムの表面の下５００ｍｍの地点か
ら取得した典型的な代表的角度別分布のグラフ及びこれに対応する自動相関関数が図１２
（ａ）及び図１２（ｂ）に示されている。
【００４８】
　角度合成の効果は、図１３Ａ～図１３Ｄの画像に示されているように、食道組織に適用
されたときに顕著に現れる。これらの画像は、生体外においてブタから得られたものであ
り、撮像対象のサンプルをカバースリップによって軽く圧縮することにより、上皮の基礎
を成すレイヤの視認性を向上させている。具体的には、図１３Ａに示されているように、
単一の角度別サンプルから生成された画像は、例えば、分解対象の特徴及びスペックルの
結果としてもたらされる粒状性の観点において、最新技術の従来のＯＦＤＩシステムによ
って取得したものに質的に類似している。この典型的な画像においては、上皮内の散乱レ
イヤは、かすかに現れているのみである（矢印を参照されたい）。図１３Ｂの画像に示さ
れている３つの角度の合成の場合には、画像の特定の部分においてのみ、このレイヤが分
解可能であるといったようなスペックルの低減レベルになっている。図１３Ｃ及び図１３
Ｄの画像に示されている３０個以上の角度の平均の場合には、散乱レイヤは、画像の長さ
にわたって明瞭に分解されている。角度合成によって実現される細部における同様の向上
は、固有層及び上皮の基礎を成す粘膜下組織の領域内でも観察される。
【００４９】
　以上の内容は、本発明の原理を例示したものにすぎない。本願明細書の開示内容に鑑み
、説明対象の実施例に対する様々な変更及び変形が当業者には明らかであろう。実際に、
本発明の代表的な実施例に係る装置、システム、及び方法は、任意のＯＣＴシステム、Ｏ
ＦＤＩシステム、スペクトルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）システム、又はその他の撮
像システムと共に、並びに、例えば、２００４年９月８日付けで出願された国際特許出願
第ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０２９１４８号、２００５年１１月２日付けで出願された米国
特許出願第１１／２６６，７７９号、及び２００４年７月９日付けで出願された米国特許
出願第１０／５０１，２７６号に記述されているものと共に使用可能であり、これらの特
許出願の内容は、本願明細書で言及することによって、その全ての内容が本願明細書に包
含されている。従って、当業者であれば、本願明細書には明示的に図示及び説明されては
いないが、本発明の原理を実施し、且つ、本発明の精神及び範囲に属する多数のシステム
、装置、及び方法を考え出すことが可能であることを理解されたい。更には、以上におい
て、従来技術の知識は、上記の説明で引用することによって明確に包含されていない場合
でも、その全ての内容が明示的に本願明細書に包含されている。以上において参照した全
ての文献は、本願明細書で言及することによって、その全ての内容が本願明細書に包含さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】光学コヒーレンス顕微鏡法（ＯＣＭ）を遂行するための従来の装置のブロック図
である。
【図２】光干渉断層撮影法（ＯＣＴ）のスペックルを低減させる経路長エンコーディング
型の角度合成を遂行するための従来の装置のブロック図である。
【図３】スペックルの低減を遂行するための従来のＯＣＴ装置のブロック図である。
【図４】スペックル低減のためのアレイ検出を遂行する従来のＯＣＴ装置のブロック図で
ある。
【図５（ａ）】角度分解型の低コヒーレンス干渉法を遂行するための従来の装置のブロッ
ク図である。
【図５（ｂ）】角度分解型の低コヒーレンス干渉法を遂行するための従来の装置のブロッ
ク図である。
【図６（ａ）】角度分解型の低コヒーレンス干渉法を遂行するための更なる従来の装置の
ブロック図である。
【図６（ｂ）】角度分解型の低コヒーレンス干渉法を遂行するための更なる従来の装置の
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ブロック図である。
【図７】単一次元の検出器アレイを利用した本発明に係る角度分解型のＦＤ－ＯＣＴシス
テムの代表的な実施例の概略図であって、干渉計の面に対して垂直に方向付けされた矩形
の灰色の破線領域を有する概略図である。
【図８】図７に示されたシステムにおいて利用されている波長掃引型レーザー源の代表的
な実施例の概略図である。
【図９】波長及び角度の同時検出のために二次元検出器アレイを利用している本発明に係
る角度分解型のＦＤ－ＯＣＴシステムの別の代表的な実施例における干渉検出の概略的な
動作図である。
【図１０】内視鏡プローブに対応可能である本発明に係る角度分解型のＦＤ－ＯＣＴシス
テムの更なる代表的な実施例に提供されている撮像オプティクスの概略的な動作図である
。
【図１１（ａ）】１つの典型的な角度別サンプルにわたる平均のための本発明に係る角度
分解型のＦＤ－ＯＣＴシステムの代表的な実施例によって得られる組織ファントムの二次
元画像である。
【図１１（ｂ）】４００個の角度別サンプルにわたる平均のための本発明に係る角度分解
型のＦＤ－ＯＣＴシステムの代表的な実施例によって得られる組織ファントムの別の二次
元画像である。
【図１２（ａ）】本発明の代表的な実施例に係る組織ファントム内の１つの分解要素から
得られる角度別分布のグラフである。
【図１２（ｂ）】本発明の代表的な実施例に係る対応する正規化された相互相関関数を使
用した１つの分解要素から得られる角度別分布のグラフである。
【図１３Ａ】１つの角度別サンプルの合成から得られる典型的な食道組織の画像であって
、上皮内の薄い散乱レイヤを指し示す矢印を有する画像である。
【図１３Ｂ】３つの角度別サンプルの合成から得られる典型的な食道組織の画像であって
、上皮内の薄い散乱レイヤを指し示す矢印を有する画像である。
【図１３Ｃ】３０個の角度別サンプルの合成から得られる典型的な食道組織の画像であっ
て、上皮内の薄い散乱レイヤを指し示す矢印を有する画像である。
【図１３Ｄ】４００個の角度別サンプルの合成から得られる典型的な食道組織の画像であ
って、上皮内の薄い散乱レイヤを指し示す矢印を有する画像である。
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【国際調査報告】
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