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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの送信機および少なくとも１つの受信機を含む分光システムによって、
生体サンプルの特性を判定するための判定方法であって、
　前記システムのデータ処理ユニットによって、少なくとも１つの対応する波長にある少
なくとも１つの電磁波（ＥＭＷ）を前記少なくとも１つの送信機からの放射によって引き
起こされる、前記少なくとも１つの受信機からの出力を取得するステップであって、前記
少なくとも１つの送信機および前記少なくとも１つの受信機は、前記サンプルと動作可能
に並置されており、前記出力は、ｂ）ベール・ランベルトの法則によって推定される経路
に沿うのではなく、ａ）前記少なくとも１つの送信機から前記少なくとも１つの受信機ま
での、前記サンプル中の物質成分の濃度勾配によって画定されるように光が拡散する対応
する光学経路に沿って各波長に対して測定された前記サンプルの光学的特性を表す、取得
するステップと、
　前記システムの前記データ処理ユニットによって、前記サンプルの実験的に定義された
スペクトル依存特性を表す基準データを受信するステップと、
　前記サンプルのインパルス応答を求めるステップであって、前記インパルスは、前記少
なくとも１つの送信機による前記少なくとも１つのＥＭＷの放射と関連付けられる、求め
るステップと、
　時間の関数として、ｉ）求められたインパルス応答ｉｉ）前記基準データ及びｉｉｉ）
ｂ）ベール・ランベルトの法則によって推定される経路に沿うのではなく、ａ）前記少な
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くとも１つの送信機から前記少なくとも１つの受信機までの、前記サンプル中の物質成分
の濃度勾配によって画定されるように光が拡散する対応する光学経路に沿って各波長に対
して測定された出力に基づいて前記サンプルを特性化する少なくとも１つの波長依存物質
パラメータを求めるステップと
を含む、判定方法。
【請求項２】
　前記出力を取得するステップは、波長依存散乱、吸収、および前記サンプルの異方性の
少なくとも１つを含む前記光学的特性を示す出力を取得することを含み、前記光学的特性
は前記サンプルの動脈パルスを用いることなく判定されたものであることを特徴とする請
求項１に記載の判定方法。
【請求項３】
　前記時間の関数として前記サンプルを特性化する波長依存物質パラメータを求めるステ
ップは、前記求められたインパルス応答を使用することによって推定されている平均波長
依存経路長に基づいて、前記サンプルを特性化する波長依存物質パラメータを求め、
　前記サンプル内の前記少なくとも１つの送信機と前記少なくとも１つの受信機の間の直
線経路とは異なる前記平均波長依存経路を散乱させる
ステップを含む、請求項１に記載の判定方法。
【請求項４】
　サンプリング時点における前記物質パラメータの値を得るために、時間の関数として前
記求められた波長依存物質パラメータを表す曲線をサンプリングするステップと、
　サンプリング時点における前記物質パラメータの前記値の間で変動値を計算することに
よって重み付け関数を形成するステップであって、前記重み付け関数は時間の関数として
前記変動値によって定義される、形成するステップと
をさらに含む、請求項３に記載の判定方法。
【請求項５】
　（ｉ）前記重み関数によって重み付けされている、前記計算されたインパルス応答、お
よび（ｉｉ）前記基準データに基づいて前記サンプルを特性化する前記波長依存物質パラ
メータを改変するステップをさらに含む、請求項４に記載の判定方法。
【請求項６】
　少なくとも１つの波長依存物質パラメータを求めるステップは、前記サンプルの酸化の
レベル、および、前記サンプル中の選択される種の濃度のうちの１つまたは複数を求める
ステップを含み、
　さらに、異なる波長で、それぞれ対応するＥＭＷを互いに直交する第一と第二励起シー
ケンスで変調することを含んでいる、請求項１に記載の判定方法。
【請求項７】
　前記サンプルを特徴付ける前記少なくとも１つの波長依存物質パラメータに基づいて、
心拍出量の変化を導き出すステップをさらに含む、請求項１に記載の方判定法。
【請求項８】
　前記インパルス応答を求めるステップは、出力に基づいて前記サンプルのインパルス応
答を求めるステップを含み、前記出力は、前記少なくとも１つの送信機および前記少なく
とも１つの受信機によって形成される対の時間依存特性であり、前記対は、前記少なくと
も１つの送信機によって生成される、それぞれ対応する励起シーケンスパルス系列によっ
て前記システムの前記データ処理ユニットにおいて識別され、
　第一波長における第一の励起シーケンスパルス系列は、第二波長における第二励起シー
ケンスパルス系列と直交していることを特徴とする、請求項１に記載の判定方法。
【請求項９】
　前記物質パラメータを時間の関数として表す曲線の異なる部分に基づいて前記少なくと
も１つの送信機と前記少なくとも１つの受信機との間に位置する前記サンプルの断面にわ
たって前記求められた物質パラメータの空間マップを形成するステップをさらに含む、請
求項１に記載の判定方法。
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【請求項１０】
　前記生体サンプルの表面に沿って１つ以上の送信機と１つ以上の受信機の少なくとも１
つを再配置するステップをさらに含んで、前記再配置するステップの結果として生成され
る前記生体サンプルの構造を表現する画像に基づいて前記前記少なくとも１つの波長依存
物質パラメータを求めるステップの局在化を強化することを特徴とする請求項１に記載の
判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本特許出願は、２０１２年４月３０日に提出された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ｏｆ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ａｎａｌ
ｙｔｅｓ」と題する米国仮特許出願第６１／６４０，６８２号、２０１３年３月１５日に
提出された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ
　Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｉｍａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　
ａ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｏｆ　ａ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ａｎａｌｙｔｅ」と題する米国
仮特許出願第６１／７８９，５６５号、２０１３年３月１５日に提出された「Ｓｐｅｃｔ
ｒｏｍｅｔｒｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｆｉｎｅ－Ｇｒａ
ｉｎｅｄ　Ｉｍｐｕｌｓｅ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｉｍ
ｐｒｏｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｏｎ」と題する米国仮特許出願
第６１／７９４，１９６号、および、２０１３年３月１５日に提出された「Ｓｐｅｃｔｒ
ｏｍｅｔｒｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　
Ｆｏｃｕｓ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｉｍｅ－　ａｎｄ　Ｓｐａｃｅ－Ｖａ
ｒｙｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」と題する米国仮特許出願第６１／７９４，５１
５号からの利益および優先権を主張する。上記特許出願の各々の開示は参照によりその全
体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、２つ以上の同時信号を送受信する分光システムおよび方法と、体積および体
積変化測定値ならびにチャレンジベースの特性測定値を追加で使用する、時間および空間
変動分光計測定値の改善された測定値フォーカス位置特定を可能にするシステムおよび方
法とに関する。
【背景技術】
【０００３】
　動脈血および組織酸素飽和度の評価は、急性の心血管の不全、たとえば、限定ではない
が、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）に起因する血液酸素飽和度の低下の監視、診断、およ
び処置、または極端な場合には瀉血にとって重要であることが分かってきている。さらに
、生理的変化が発生している時間記録が、潜在的な心血管の悪化を示す。動脈血および組
織酸素飽和度の定性的な監視を可能にする技法は存在するが、現在の医業は、初期の心血
管イベントまたは急性外傷から医療施設への到着を通じての心血管状態の悪化を定量的に
監視するためのツールを欠いていると考えられる。
【０００４】
　分光法は、もともとは波長（「λ」）に応じた放射と物質との間の干渉の研究であった
。歴史的に、分光法は、たとえば、プリズムによって波長に従って分光される可視光を使
用することに向けられていた。
【０００５】
　後に、分光法の概念は、波長または周波数のいずれかの関数としての量の任意の測定値
を含むように大きく拡大された。したがって、分光法は、交番場または変動周波数（「ν
」）への応答にも向けられ得る。光子に関する非常に緊密な関係「Ｅ」＝「ｈν」が認識
されるようになると、この定義の範囲はさらに拡大して、変数としてのエネルギー（「Ｅ
」）が追加された。波長、またはより一般的には周波数の関数としての物質または構造体
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の応答のプロットまたは測定値は、スペクトルと称される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＩＳＯ規格番号８０６０１－２－６１：２０１１は、３４ページにおいて、以下のよう
に述べている。「現行の技術では、ｉｎ　ｖｉｖｏヘモグロビン酸素飽和度を概算するた
めに、適切な濃度のヘモグロビン、血流の拍動性変化、および組織層を通じた光透過率が
必要となる。パルスオキシメータ機器は、一般的には、心肺バイパス法の間または極端に
流量の低い状態においては有効に機能することが可能でなく、現在のところ、血流量また
は血液容量を測定するための手段としては意図されていない。
【０００７】
　「これらの制限を所与として、パルスオキシメータ機器は、動脈ヘモグロビン飽和度の
精密な測定値を提供しない。現在市販されているｉｎ　ｖｉｖｏパルスオキシメータ機器
は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ光学酸素濃度計による血液サンプルの測定に代わるものではない。
パルス酸素測定法から導出される値は、血液または固形組織酸素圧の測定値ではない。パ
ルス酸素測定法は、組織への酸素運搬量、または組織酸素消費量の直接の指示を提供しな
い。」
【０００８】
　最近の理論的展開においては、酸素測定を実行するために光の複数の波長を使用する分
光デバイスの潜在的な利点が指摘されている。動作のために複数の適切に選択された目標
波長を使用する分光デバイス（酸素濃度計を含む）は、複雑なおよび／または大型の周辺
システムを使用することなく精度を改善してきている。定量的心血管測定に使用するため
のデータを取得および処理するように構成されている分光デバイスの動作のために複数の
最適な波長を選択することを可能にする方法が、依然として必要とされている。複数の波
長を的を絞って選択することは、本明細書においては分析物コントラストと称される、異
なる分析物を正確かつ完全に区別するプロセスの最適化にも有益である。
【０００９】
　さらに、サンプル中の物質成分の相対濃度および／または絶対濃度を測定するように動
作するように構成されている改善された測定デバイスも依然として必要とされている。従
来のモデルは、測定されるサンプルを行き来する電磁波の経路長、特に経路長の波長ベー
スの変化を組み込むことを無視してきたように考えられる。この情報を組み込むことによ
って、測定の感度および精度を増大させることができ、対象の物質成分の特性の多様な評
価が可能になる。これらの物質成分の非限定例は、細胞、タンパク質、ヘモグロビン、グ
ルコース、脂質、発色団、水、ｐＨ、ならびに、過分極ガス、二酸化炭素、一酸化炭素、
および酸素のような気体である。組織サンプルを通じた信号の遷移時間が短いこと、およ
び、インパルスの変化において搬送される情報、それゆえサンプルのインパルス応答が豊
富であることに起因して、分光システムによってインパルス応答を正確かつ細粒度（良好
な忠実度）に測定する構成は些末事ではなく、実現した場合、有益な結果をもたらすこと
ができる。
【００１０】
　より正確な測定のために細粒度の情報を利用することができることを所与として、非常
に小さい信号レベルおよび非常に短い遷移時間を正確に測定する機能を組み込み、それに
よって、送信信号の集合的な異なる経路長の詳細を提供するシステム、方法、および装置
が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態は、電磁波（ＥＭＷ）を生成するように構成されており、ＥＭＷの少
なくとも１つを使用してサンプルの少なくとも１つの物質成分の少なくとも１つの特性を
測定するなどのためにサンプルと並置されている分光デバイスを動作するための方法を含
む。方法は、（ｉ）分光デバイスのユニットによって生成される第１の励起パルスシーケ
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ンスに応答して、分光デバイスと関連付けられている送信機によって第１の波長にある第
１のＥＭＷを送信するステップと、（ｉｉ）第１のＥＭＷの送信と同時に、かつ分光デバ
イスのユニットによって生成される第２の励起パルスシーケンスに応答して、分光デバイ
スと関連付けられている送信機によって第２の波長にある第２のＥＭＷを送信するステッ
プと、（ｉｉｉ）分光デバイスと関連付けられている受信機によって上記第１の送信ＥＭ
Ｗおよび第２の送信ＥＭＷを集約入力として取得するステップとを含む。方法は付加的に
、（ａ）第１の識別子を形成するために、集約入力と、第１の励起パルスシーケンスの時
間制御表現とを相関させること、（ｂ）第２の識別子を形成するために、集約入力と、第
２の励起パルスシーケンスの時間制御表現とを相関させること、ならびに、（ｃ）少なく
とも第１の識別子および第２の識別子に基づいて、サンプルの少なくとも１つの物質成分
の少なくとも１つの特性を計算することによって、分光デバイスと関連付けられているデ
ータ処理ユニットによって受信集約入力を処理するステップを含む。
【００１２】
　本発明の実施形態は、サンプルの第１の物質成分および第２の物質成分を特性化するよ
うに適合されている装置をさらに提供し、当該装置は、２つ以上の送信機であって、当該
２つ以上の送信機によって受信される励起シーケンスに応答して、それぞれ対応する波長
にあるそれぞれ対応する電磁波（ＥＭＷ）を同時に送信するように各々が構成されている
、２つ以上の送信機と、ＥＭＷ同時に送信されたＥＭＶを集約入力として受信するように
適合されている受信機と、少なくとも１つの相関器を含み、集約入力を処理するように構
築されているデータ処理ユニットとを備える。そのような装置において、別個の相関器が
、データシーケンスを生成し、集約信号の各ＥＭＷ成分に関する生成されたデータシーケ
ンスを一意に定量化するために、集約入力であると、励起シーケンスの時間制御表現とを
相関させるなどのために、集約入力の各ＥＭＷ成分を定量化するのに使用される。
【００１３】
　実施形態は付加的に、サンプル中の第１の物質成分および第２の物質成分の濃度を測定
するためのシステムを提供する。システムは、システムによって受信される励起シーケン
スに応答してパルスシーケンスを送信することを可能にされている送信機と、送信パルス
シーケンスの少なくともいくらかを受信することを可能にされている受信機と、受信パル
スを表すデータを定量化するように構成されているデバイスとを含む。デバイスは、（ａ
）受信パルスとパルスシーケンスとを相関させ、（ｂ）経時的に受信されるパルスを表す
データの大きさを定量化するために複数の受信パルスを集約し、（ｃ）定量化された大き
さから第１の物質成分および第２の物質成分の少なくとも１つを表す少なくとも１つの値
を求めるように構成されている計算ユニットを含む。
【００１４】
　本発明の実施形態は、生体サンプルの特性を、サンプルと動作可能に並置されている少
なくとも１つの送信機および少なくとも１つの受信機を含む分光システムによって監視す
るための方法をさらに提供する。方法は、少なくとも１つの対応する波長にある少なくと
も１つの電磁波を（送信機によって）放射することによって引き起こされる、少なくとも
１つの受信機からの出力を、システムのデータ処理ユニットによって受信するステップを
含む。方法は、組織の経験的に定義されたスペクトル依存特性を表す基準データを、シス
テムのデータ処理ユニットによって受信するステップをさらに含む。方法は付加的に、サ
ンプルのインパルス応答を求めるステップであって、インパルス応答は、少なくとも１つ
の送信機による少なくとも１つの電磁波の放射と関連付けられる、求めるステップと、求
められたインパルス応答および基準データに基づいてサンプルを特性化する波長依存物質
パラメータを、時間の関数として求めるステップとを含む。サンプルを特性化する波長依
存物質パラメータを、時間の関数として求めるステップは、求められたインパルス応答を
使用することによって推定されている平均波長依存経路長に基づいて、サンプルを特性化
する波長依存物質パラメータを求めるステップを含んでもよい。
【００１５】
　関連実施形態において、方法は付加的に、サンプリング時点における物質パラメータの
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値を得るために、時間の関数として求められた波長依存物質パラメータを表す曲線をサン
プリングすると、上記サンプリング時点における物質パラメータの値の間で分散値を計算
することによって重み関数を形成するステップであって、重み関数は、時間の関数として
上記分散値によって定義される、形成するステップとを含む。さらに、方法は、（ｉ）重
み関数によって重み付けされている、計算されたインパルス応答、および（ｉｉ）基準デ
ータに基づいてサンプルを特性化する改変波長依存物質パラメータを時間の関数として求
めるステップを含んでもよい。
【００１６】
　本発明の実施形態は付加的に、光源と受光器との間の光路長を改変するための光路調整
装置を提供する。そのような装置は、（ｉ）少なくとも１つの対応する波長にある対応す
るビーム光を放射することを可能にされている少なくとも１つの送信機を有する光源と、
（ｉｉ）少なくとも１つの送信機と光学連通している受光器と、（ｉｉｉ）デバイスであ
って、（ｉｉｉ－ａ）第１の複数の選択的に再配向可能な反射器であって、当該第１の複
数の反射器からの反射器の各々が対応する基準配向にあるとき、当該第１の複数の反射器
が第１の表面を画定するように配置されている、第１の複数の反射器と、（ｉｉｉ－ｂ）
第２の複数の選択的に再配向可能な反射器であって、当該第２の複数の反射器からの反射
器の各々が対応する基準配向にあるとき、当該第２の複数の反射器が、第１の表面を横断
し、対応する光ビームに実質的に平行である第２の表面を画定するように配置されている
、第２の複数の反射器とを含む、デバイスとを含む。第１の複数の反射器および第２の複
数の反射器は、装置が、第１の複数の反射器のうちの反射器および第２の複数の反射器の
うちの反射器が対応する基準配向に対して再配向されるとき、第２の複数の反射器のうち
の反射器と相互作用した後に第１の複数の反射器のうちの反射器と相互作用した対応する
光ビームを走査することを可能にするなどのために、少なくとも１つの送信機と光学連通
する。
【００１７】
　本発明の実施形態は、光学データ収集装置も提供する。装置は、光検出器と、開始点と
光検出器との間のビームの伝播方向に沿った中間点に位置付けられている物体を走査する
などのために、開始点から光検出器へと光ビームを送信することを可能にされている光照
射システムとを含む。光照射システムは、開始点を画定する少なくとも１つの光送信機と
、複数の空間的に再配向可能な反射器であって、当該反射器のうちの少なくとも３つがそ
れぞれ対応する基準配向状態にあるとき、当該反射器のうちの少なくとも３つが、光ビー
ムに実質的に平行である平面を画定するように配置されている、複数の反射器とを含む。
特定の実施形態において、光照射システムは、ビームを光検出器に向けて再配光するため
に、複数の反射器からの反射器によってビームを反射することによって、物体を走査した
送信ビームが渡る距離を制御することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】垂直共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）ベースの酸素濃度計の一実施形態を概
略的に示す図である。
【図１Ｂ】ＶＣＳＥＬベースの酸素濃度計の代替の実施形態を概略的に示す図である。
【図２】３つの発光ダイオード（ＬＥＤ）のスペクトルエネルギー分布を示すグラフ図で
ある。
【図３Ａ】ＬＥＤを採用した従来技術のパルスオキシメータにおける８つの動作波長の選
択を示すグラフ図である。
【図３Ｂ】依然として十分な動作を可能にする、図１Ａおよび図１Ｂの酸素濃度計に関す
るより少数（４つ）の動作波長を示すグラフ図である。動作波長の数の低減は、本発明の
アルゴリズムを使用することによって達成される。
【図３Ｃ】本発明のアルゴリズムによって決定される、光ベースの分光デバイスのスペク
トル的に独立した帯域幅の最適な選択を示すグラフ図である。加えて、このグラフ図は、
そのような分光デバイスを採用する動作コストを表す「ペナルティ」曲線（「コスト」曲
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線、または「性能指数」曲線）を示す。
【図３Ｄ】クロロホルム中のビリルビン（可能性のある交絡分析物）を特性化する吸光係
数のスペクトル分布を示すグラフ図である。
【図４】本発明のアルゴリズムによって決定される、血糖値を測定する、光ベースの分光
学的測定デバイスのスペクトル的に独立した帯域幅の最適な選択を示すグラフ図である。
【図５】焼きなまし法の解を規定する最適化アルゴリズムを示す流れ図である。
【図６】図５に示すステップシーケンスを組み込んだ最適化アルゴリズムに対する、焼き
なまし法の解の一連の検証を示す流れ図である。
【図７】２つの詳細な断面図を付した腕を示す図である。
【図８Ａ】線形および非線形伝達関数を示すグラフ図である。
【図８Ｂ】付加雑音から励起シーケンスを受信および回復する機能を示す、セットのグラ
フ図である。
【図８Ｃ】付加雑音からインパルス応答を受信および回復する、本発明のシステムの機能
を示す、セットのグラフ図である。
【図８Ｄ】図８Ｃからのインパルス応答グラフを、測定サンプルの例示的な断面を通る放
射経路に関連付ける図である。
【図８Ｅ】図８Ｃからのインパルス応答グラフの変化を、例示的な断面中の異質な物体の
変化する直径に関連付ける、図８Ｄの図の改変図である。
【図９Ａ】１つまたは複数の物質成分の１つまたは複数の特性を測定するように適合され
ているシステムの構成要素を示す図である。
【図９Ｂ】送信機および受信機を使用して得られる測定値データに関連付けられる信号対
雑音比を増大させるように適合されているシステムの構成要素を示す図である。
【図９Ｃ】信号対雑音比を増大させ、かつ／または関連測定値の動きアーティファクトを
低減するために複数の励起信号シーケンスを送受信するように適合されているシステムの
構成要素を示す図である。
【図１０Ａ】光散乱物質成分から受信機までの距離を精密に制御するように構成されてい
る装置の一実施形態を示す図である。
【図１０Ｂ】二次元における光散乱物質成分から受信機までの距離の精密な制御を可能に
する、図１０Ａに示す実施形態に対する付加物を示す図である。
【図１０Ｃ】図１０Ａのシステムの基本レイアウトおよび関連する幾何学的パラメータを
示す図である。
【図１０Ｄ】異なる動作構成にある図１０Ａの実施形態を示す図である。
【図１０Ｅ】別の動作構成にある図１０Ａの実施形態を示す図である。
【図１０Ｆ】補助隔壁が光の経路内に導入されている図１０Ａの実施形態を示す図である
。
【図１０Ｇ】図１０Ａの実施形態を上面図において示す図である。
【図１０Ｈ】マイクロミラーアレイが、行同士がずれて構成されている、図１０Ａの実施
形態に関連する一実施形態の上面図である。
【図１０Ｉ】六角形ミラーがハニカム様式に配列されているマイクロミラーアレイを有す
る本発明の別の実施形態の上面図である。
【図１０Ｊ】矩形ミラーがダイヤモンドパターンに配列されているマイクロミラーアレイ
を有する本発明の別の実施形態の上面図である。
【図１０Ｋ】特にディスクドライブに適用されているものとしての、本発明の別の実施形
態の側面図である。
【図１１】問合せ入力に対するサンプルのインパルス応答を回復するために可変遅延を利
用する分光システムの構成要素を示す図である。
【図１２】図１１に示すシステムに使用するのに適したアナログ・デジタル入力ミキサ回
路を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態を使用して光学的に測定されたサンプルのインパルス応答
の形態を示すグラフ図である。
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【図１４】図１１の遅延値に対してプロットされた２つの波長源の測定値出力の変化を示
すグラフ図である。
【図１５Ａ】励起シーケンスのソースとして使用するための線形フィードバックシフトレ
ジスタ（ＬＦＳＲ）の一実施形態を示す図である。
【図１５Ｂ】図１５ＡのＬＦＳＲ実施形態と関連付けられる電子回路を示す図である。
【図１６Ａ】励起シーケンス生成器の代替的な実施態様を示す図である。
【図１６Ｂ】励起シーケンス生成器の代替的な実施態様を示す図である。
【図１６Ｃ】励起シーケンス生成器の別の代替的な実施態様を示す図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態の受信機に使用するためのシングルビットデジタル相関
器の一部分を示す図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａのデジタル相関器と関連付けられる電子回路の図である。
【図１７Ｃ】本発明の位置実施形態のデジタル相関器に対する入力の利得設定を決定する
ためのアルゴリズムを表す流れ図である。
【図１７Ｄ】本発明の一実施形態の受信機とともに使用するためのＮビットデジタル相関
器を表す図である。
【図１７Ｅ】図１７ＤのＮビットデジタル相関器と関連付けられる電子回路の図である。
【図１８Ａ】相関器の一部としてアナログ遅延線を採用したシステムの図である。
【図１８Ｂ】図１８Ａのアナログ遅延線の電子回路を表す図である。
【図１９】測定特性数値を生成するための非プログラム可能処理要素の一実施形態を示す
図である。
【図２０Ａ】例示的なリセット可能アナログ積分増幅器を概略的に示す図である。
【図２０Ｂ】出力レジスタにおけるインパルス応答のキー値を生成するための進行波状の
並列実施態様を概略的に示す図である。
【図２０Ｃ】図２０Ｂのシステム動作に対する制御信号シーケンス制約を示すタイミング
図である。
【図２１】受信信号ストリームおよび様々な励起シーケンスの時間に正確な表現に基づい
て物質成分の濃度を求めるためのシステムの図である。
【図２２】物質成分の特性を測定するチャレンジに使用するためのプロセスを示す流れ図
である。
【図２３】測定された量の一酸化炭素をヒト被験者に導入するための一般的な質の高い技
法を示す図である。
【図２４Ａ】異なる波長および位置からの送信励起パルスシーケンス列の測定受信振幅か
らサンプルの物質特性のインパルス応答を計算するのに使用される要素を示す図である。
【図２４Ｂ】異なる波長および位置からの送信励起パルスシーケンス列の測定受信振幅か
らのサンプルのインパルス応答サンプル物質特性の計算に、物質成分、経路長、および波
長ベースの調整を導入するための本発明の１つの方法を示す図である。
【図２５】心拍の変化に応答した、異なる測定位置からの例示的な圧力プロファイルを示
す、セットのグラフ図である。
【図２６】１回拍出量および血流量を求めるための方法の原理を示すグラフである。
【図２７】不均質構造における時間変動物質特性の測定の感度を改善するための技法のス
テップを示す流れ図である。
【図２８】測定サンプル中に蛍光染料が存在しない場合および蛍光染料が存在する場合の
例示的なインパルス応答を示す、セットのグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本明細書全体を通じて「１つの実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一実
施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「関連実施形態（ａ　ｒｅｌａｔｅｄ　ｅｍ
ｂｏｄｉｍｅｎｔ）」または類似の文言が参照されている場合、これは、「実施形態（ｅ
ｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」が参照されているものに関連して記載されている特定の特徴、構
造、または特性が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれていることを意味する。本
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開示のいかなる部分も、それ自体で、および／または図面との関連において、本発明のす
べての特徴の完全な説明を提供するようには意図されていない。
【００２０】
　図面において、同様の符号は可能な限り、同じまたは類似の要素を表す。いかなる単一
の図面も、本発明のすべての特徴の完全な説明を支持するようには意図されていない。言
い換えれば、所与の図面は、本発明の特徴の、概してすべてではなく、概して一部のみを
説明するものであり、図面を単純にするために、提示され得る特定のビューまたはすべて
の特徴のすべての要素を含むとは限らない。本発明は、本発明の特定の特徴の１つまたは
複数なしに実践される可能性があり得る。一実施形態の特定の詳細は、必ずしも、そのよ
うな実施形態を記載しているあらゆる図面に示されていない場合があるが、本明細書の文
脈が別途必要としない限り、図面内にこの詳細が存在することが暗示され得る。１つまた
は複数のさらなる実施形態において、本発明の記載されている単一の特徴、構造、または
特性は、任意の適切な様式で組み合わされてもよい。
【００２１】
　さらに、処理の流れを示す概略流れ図が含まれている場合、処理ステップまたは特定の
方法が行われる順序は、図示されている対応するステップの順序に厳密に従う場合もある
し、従わない場合もある。
【００２２】
　特許請求の範囲または本開示に添付されている節に記載されているものとしての本発明
は、本開示全体に鑑みて評価されるように意図されている。本発明は酸素濃度計デバイス
の例に関連して説明され得るが、一般に本発明の範囲は、概して、電磁放射を生成し、任
意選択的に検出するデバイスを包含することは理解されたい。
【００２３】
　動脈血および組織酸素飽和度の評価は、たとえば、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）のよ
うな急性の心血管の不全の監視、診断、および処置、または極端な場合には瀉血にとって
重要であることが分かってきている。さらに、生理的変化が発生している時間記録が、潜
在的な心血管の悪化を示す。動脈血および組織酸素飽和度の定性的な監視を可能にする技
法は存在するが、現在の医業は、初期の心血管イベントまたは身体外傷から医療施設への
到着を通じての心血管状態の悪化を定量的に監視するためのツールを欠いていると考えら
れる。最近の理論的展開においては、極端に大型のデバイスを用いることなく精度を改善
するための方法として、多波長酸素濃度計の潜在的な利点が指摘されている。上述した市
販の多波長技法の欠点に加えて、商用の酸素濃度計が動作する波長の決定はある程度任意
であり、実際の使用によって証明されているように、結果として患者から取得されるスペ
クトルデータが混同してしまう。結果として、生体情報のデータ処理および取り出しが不
必要に複雑になる。それゆえ、現在使用されている方法は、定量的には準最適である。
【００２４】
　患者の動脈血酸素飽和度を継続的に監視するために、パルス酸素測定法が一般的に使用
されている。「パルス」は、心周期の間に組織中の動脈血の時間変動量に由来する。一般
的なパルス酸素測定センサは、血液灌流組織を通じて散乱し、かつ／または透過される光
を測定するために、光検出器と、２つ以上の波長において光を生成する光源とを利用する
。波長選択は、従来は、動脈酸素飽和度（ＳａＯ2、ＳｐＯ2）の変化に対する感度を重要
視しており、放射される波長の少なくとも１つは、酸化ヘモグロビン（すなわち、Ｏ2Ｈ
ｂ）の吸収係数が、脱酸素化ヘモグロビン（すなわち、ＨＨｂ）の吸収係数と著しく異な
るスペクトル領域内に入るように選択される。パルス酸素測定法のための複数の光源に一
般的に実践される選択の１つの例は、２つの発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用することで
あり、一方が約６６０ｎｍを中心とするスペクトルを有する光を生成し、第２のＬＥＤが
約９００ｎｍを中心とするスペクトルを有する光を生成する。
【００２５】
　異常ヘモグロビン（すなわち、ＭｅｔＨｂおよびＣＯＨｂ）のような、動脈血中の他の
分析物を測定することも可能であり、各分析物につき少なくとも１つの波長が追加される
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。
【００２６】
　酸素濃度計は、垂直共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）を採用している場合がある。従
来の端部放射（面内としても既知である）レーザデバイスから発せられる光ビームは通常
、断面が楕円形であり、非点収差的であることが多い。端部放射レーザからのビームの発
散の角度は大きく（３０度×１０度程度）、それによって、光ファイバに結合する効率が
低減する。対照的に、ＶＣＳＥＬデバイスは、より制約された光路を提供するために成形
された開口を使用し、その結果として、ビームは断面が円形になり、ビームを一般的に約
１０度の角度で、概してより小さく発散するようにするのに十分な直径になる。ＶＣＳＥ
Ｌの動作特性は、本明細書においてはこれ以上詳細には説明しない。
【００２７】
　図１Ａは、測定プローブモジュール１１０を概略的に示し、レーザダイオードがプロー
ブの一体部品になっている。プローブモジュール１１０は、任意選択的に、空間的に所定
のパターンまたはアレイに構成されている１つまたは複数のＶＣＳＥＬ１２０を含む。本
発明のＶＣＳＥＬ１２０の各々は、選択された波長を実質的に中心とする光ビームを生成
する。プローブモジュール１１０は、レーザダイオード（複数の場合もあり）１２０から
放射される光を受け取り検出するように構成されている光検出器１３０をも含む。光検出
器１３０は、たとえば、光電子倍増管（ＰＭＴ）、アバランシェフォトダイオード、ＰＩ
Ｎダイオードのような任意の適切な検出器構成要素のうちの少なくとも１つを含んでもよ
く、特定の事例においては、そのような検出器のアレイを含んでもよい。プローブモジュ
ール１１０は、プローブをモニタ（図示せず）と相互接続するケーブル（図示せず）を用
いてプローブモジュール１１０と動作可能に協働するように適合されているコネクタ（図
示せず）をも含む。プローブモジュール１１０は、患者の灌流組織１４０（たとえば、例
示のみを目的として指として示されている）に並置されて示されている。プローブモジュ
ール１１０は、送信モードにおいて動作するように適合されている（レーザダイオード１
２０のアレイが指１４０の一方の側にあり、光検出器１３０が指１４０の他方の側にある
）。代替的に、プローブは、反射または後方散乱モード（ここで、要素１２０および１３
０は、灌流組織１４０の同じ側に位置付けられる）において動作するように適合されても
よい。レーザダイオード１２０のアレイは、マウント１６０によって定位置に保持される
拡散器１５０を含んでもよい。光出力の拡散は、レーザダイオード発光デバイス１２０の
アレイによって生成される光部分１６６が空間的に集中されず、誤って患者の眼に再配向
された場合に有害な影響を引き起こす可能性がないことを確実にするためのものである。
光部分１６６が細動脈床１７０を通過するときの経路長の変化は、血液分析物の濃度を求
めるのに使用される性能指数である。アレイ１２０内のレーザダイオードの間隔が近くな
る結果として、レーザダイオードによって生成される複数の光ビームが、細動脈床１７０
を通る実質的に共通の経路を渡ることになり、これによって、測定の精度が改善する。
【００２８】
　図１Ｂを参照すると、プローブモジュール１１０が患者の組織１７０（一例としてのみ
上腕１８０として示されている）に並置されており、複数の光検出器１３０が、上腕１８
０の同じ表面に沿って所定の配列（たとえば、アレイ（正方形または矩形）、三角形、お
よび五角形）に配列されている。光源１２０からそれぞれ光検出器１３０、１３１、およ
び１３２への光の伝播によって決定される光学経路１８４、１８５、および１８６は、組
織１７０および、場合によっては細動脈床の大きく異なる深さにわたる場合がある。光検
出器は、概して、互いから所定の距離に位置付けられ得る。この場合、組織１７０を通じ
て伝播するパルス波は、空間的に離れている光検出器１３０、１３１、および１３２によ
って別個の検出可能である。これらの検出器によって受け取られる光と関連付けられるパ
ルスベースの分析物組成データの時間差が、たとえば、心拍出量、および、心拍出量の心
拍間の変化のような、患者の状態の様々な特性を判定するのに使用される。プローブが配
置される身体位置は用途に応じて異なってもよい。
【００２９】
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　一般的に、複数の放射器の間でのスペクトル分布の重なりを回避し、ヘモグロビン吸光
スペクトル分布曲線に関して所与の放射器のスペクトル帯域幅の精密な協働を可能にする
ために、酸素濃度計内の放射器として単色光源を使用することが望ましいことが諒解され
る。特に、ＬＥＤ帯域幅の半値全幅（ＦＷＨＭ）値は一般的に、少なくとも数十ナノメー
トルを超える。対照的に、ＶＣＳＥＬの帯域幅のＦＷＨＭは、約１ｎｍである。加えて、
ＬＥＤは一般的に、これらの光源の従来の用途は所定の波長（複数の場合もあり）におい
て動作することを必要とする定量的測定システムではなくディスプレイ技術にあるため、
対応する帯域幅の中心波長を厳密に品質制御することなく製造される。
【００３０】
　別の例として、他の用途においては実質的に同一であると推定され得る、ＬＥＤ間での
中心波長、帯域幅、およびスペクトル曲線の形状の動作変動は、後述するもののような用
途においては大きく異なる場合がある。この目的のために、図２は、理想化されたＬＥＤ
のスペクトル２１０の一例を示す。曲線は、６００ｎｍを中心とする対称な帯域幅を有す
る。第２の曲線２１５は、製造時のＬＥＤの公称６００ｎｍを中心とするスペクトルの測
定値に対応する。ＬＥＤ作製プロセスが不完全であると、その結果として、曲線２１５の
スペクトル帯域が理想化された曲線２１０のものと比較して赤方偏移し、加えて、明白に
７００ｎｍを上回るスペクトル出力を呈することになる。スペクトル放射曲線２１５の尾
端２１７は、灌流組織からの受信信号に対する測定可能な効果を有し得る。スペクトル放
射曲線２１５の尾部２１７の大きさおよび範囲は、通常の中心波長の信号出力と比較して
予測、測定、および形状するのが困難である。第３のＬＥＤに対応するまた別のスペクト
ル曲線２２０は、そのスペクトルは公称６００ｎｍ波長を中心とするが、対応する中心波
長に対するスペクトル出力の非対称性を示す。ＬＥＤとは対照的に、ＶＣＳＥＬは、中心
波長と帯域幅の両方に関して予測可能かつ反復可能なスペクトル出力で製造することがで
きる。
【００３１】
　別の複雑性要因は、ＬＥＤがプローブモジュール内に搭載され、患者の皮膚に並置され
ることである。それゆえ、ＬＥＤはプローブモジュールの動作中に著しい温度変動を受け
、これによって、ＬＥＤによる波長出力が変化させられる場合がある。この効果は、ＬＥ
Ｄアレイにわたって動的な変動を導入し、測定可能なエラー源を生じる可能性がある。最
後に、もう１つのエラー源は、いわゆる「静脈プレフィルタリング」であり、ＬＥＤのス
ペクトル出力が、静脈および血液の非拍動動脈成分によって生成される波長の範囲にわた
って不均一かつ予測不可能に減衰される。そのような光の減衰は、血液の酸素飽和度およ
び光の波長の関数であり、被験者ごとに変化し、本質的に一時的であり、所与の１人の患
者の中で、また複数の患者にわたって変化する。動脈血流は、パルス酸素濃度計読み値が
取られる患者の四肢の中で非常に変化しやすい。血液の動脈成分と静脈成分との間の酸素
飽和度の差は１パーセント未満ほどの小ささから、２５パーセントを超えるまでになり得
る。光源のスペクトル帯域幅が大きくなると、このエラー源からの可能性のあるエラーが
より大きくなる。エラー源は、そのＬＥＤ、および、読み取りを実行するためにＬＥＤを
患者の付属肢に配置する方法に固有のものである。
【００３２】
　したがって、パルスオキシメータの光源（または光源の組合せ）が動作すべき複数の動
作波長の選択は、非常に重要なものとなる。この目的のために、図３Ａは、４つの血液分
析物（酸素ヘモグロビンＯｘｙＨｂ、デオキシヘモグロビンＤｅｏｘｙＨｂ、；ｃａｒｂ
ｏｘｙｈｅｍｏｇｌｏｂｉｎ、ＣＯＨｂ、およびメトヘモグロビンＭｅｔｈＨｂ）と、８
つの波長（６１０ｎｍ、６２０ｎｍ、６３０ｍ、６６０ｎｍ、７００ｎｍ、７３０ｎｍ、
８０５ｎｍ，および９０５ｎｍ）の概略的な指示と、市販の病院用の酸素測定システムに
採用されている８つのＬＥＤにそれぞれ対応する８つのスペクトル分布（まとめて３００
とラベリングされている）に関するスペクトル分布曲線を示すグラフを提示する。ＬＥＤ
の光出力のスペクトルが大きく重なっている（おそらく６１０ｎｍ、６２０ｎｍ、６３０
ｍ、６６０ｎｍ、７００ｎｍ、７３０ｎｍ、８０５ｎｍ、および９０５ｎｍを中心として
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）結果として、取得されるデータのスペクトルが混合しており、これはせいぜい、背景雑
音を低減するための信号加算平均に寄与することしかできないことが諒解される。事実、
後述する方法およびアルゴリズムによって確立されるように、複数のヘモグロビン種を同
定および特性化するためのデータの実際に有意な大部分を取得するには、上述の８つの波
長から選択される４つのみの波長にある光ビームで十分である。図３Ｂは、図３Ａのセッ
ト３００からの４つのスペクトル分布３２０のそのような選択を示す。異なる波長におい
て動作するいくつかの異なる光源を使用することによって取得されるデータを使用するこ
とによって、ユーザは、複数の生化学種を表す解を得ることが可能になる。
【００３３】
　本発明の実施形態を説明する特定の例が、光学分光学、より具体的には、血液サンプル
の酸素測定、定量的酸素測定、またはパルス酸素測定への応用によって下記に提示されて
いるが、本発明の実施形態は、異なる分析物（たとえば、分子またはタンパク質）を同定
および／または測定するために、他の媒質（たとえば、気体または液体）とともに使用す
ることができる。本発明のアルゴリズムの特定の実施態様が行列方程式を使用して説明さ
れるが、１つまたは複数の分析物の判定のための連続方程式を使用することも、本発明の
範囲内にある。同様に、ＶＣＳＥＬ（複数の場合もあり）は、たとえば、端部放射半導体
レーザ、または発光ダイオードのような、他の光源に置き換えてもよい。その上、本発明
の実施形態は、必ずしも光波ではなく、たとえば、無線波または音響波のような異なる波
を使用することによって実施されてもよい。
【００３４】
　試験用サンプルが生体組織および／または血液を含む場合、本発明の一実施形態に従っ
て選択されている波長にある光によって判定されるサンプルの特性は様々である。これら
の特性は、たとえば、機能的または機能不全のヘモグロビン、グルコース、脂質、タンパ
ク質、発色団、気体（酸素または二酸化炭素の割合など）、水の濃度、およびｐＨレベル
を含む。測定され得る他の特性は、正常または異常細胞計数および正常または異常タンパ
ク質レベルを含む。本発明の範囲は、挙げられている生体組織または限定された特性には
限定されない。本発明の範囲は、生体および非生体サンプル中に存在するものとしての、
全般的な物質成分の相対レベルおよび定量量の測定をも含む。
【００３５】
　微分処理を可能にする本発明の一実施形態は、たとえば、血液酸素飽和度レベル、血糖
値、血液タンパク質レベル、血中脂質レベル、体内総水分量、中心血液量、蛍光生体分子
または色素の濃度、１回呼吸気量、心拍出量、および心拍出量の心拍間の変化のうちの１
つまたは複数も提供し得る。波放射源の位置、角度、強度、位相、および波長の時間ベー
スの変化を含めることによって、サンプルプロービング波は変更することができる。たと
えば、サンプルの１つまたは複数の特性の定量的測定を可能にするために較正量の一酸化
炭素（ＣＯ）を導入することによって、サンプルも変更することができる。本発明の範囲
は、濃度の時間変動性を判定することができるように、経時的に測定値を記録することも
含む。このデータの集合から導出される特性は、心拍、心拍変動、ストーク量、ストーク
量変動、および類似の特性を含む。
【００３６】
　本発明によるアルゴリズムを実施することによって、デオキシヘモグロビン（不飽和化
した形態のヘモグロビン）、ならびに、機能不全のメトヘモグロビン、スルフヘモグロビ
ン、およびカルボキシヘモグロビン（後者は高環境濃度の一酸化炭素への曝露に関係する
）酸素飽和ヘモグロビン（酸素ヘモグロビン）を伴う化学平衡に見られる様々なヘモグロ
ビン種の最適な光学的検出だけでなく、任意の所与の時点における血液中の各種の相対的
な割合の判定の実施可能性も促進する。この目的のために、図３Ａに示すもののような複
数のヘモグロビン種の吸光係数のスペクトル分布を表す曲線（さらに吸収曲線として参照
される）のセット。当然のことながら、光学的に取得されるスペクトルデータから複数の
種を解決するには、ある連立方程式を解かなければならない。一例として、４つのヘモグ
ロビン種の場合、少なくとも４つの独立した式が必要とされる。これらの式を導出するた
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めに、血液サンプルのスペクトル特性の少なくとも４つの線形的に独立した光学測定値を
組み込むのに少なくとも４セットの係数が必要とされ、それゆえ、少なくとも４つの異な
る光学波長が必要とされる。有意なヘモグロビン測定を実行することができる光学波長は
、約４５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲内にある。図３Ｃは、ヘモグロビン種の吸収曲線
（特に、吸光係数のスペクトル依存性の曲線）の例を示し、最低の雑音対信号比（ＮＳＲ
）、または代替的に、最高の信号対雑音比（ＳＮＲ）を有する４つの同定されたヘモグロ
ビン種を解決することに関して最適である光学波長（図示のように、６１１ｎｍ、６５０
ｎｍ、６７３ｎｍおよび８５７ｎｍ）を特定する。異なる吸収曲線および分光デバイスの
動作の関連波長の選択が異なるＮＳＲに対応することになることが諒解される。
【００３７】
　４つのヘモグロビン種（たとえば、酸素ヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、メトヘ
モグロビン、およびスルフヘモグロビン）の吸収曲線を分析することによって、任意の所
与の種が、ある狭い範囲の周波数においては高い吸収性能指数を規定し、異なる狭い範囲
の周波数に置いてははるかに低い吸収性能指数を規定し得ることが分かる。４つすべての
ヘモグロビン種の相対または絶対量を同時に測定および解決するために、理想的には、４
つの未知の波長変数を有する４つの線形的に独立した式を選択しなければならない。波長
の選択を最適化するための１つの方法は、４つすべての測定値の最低のＮＳＲをもたらす
ために、これらの式を可能な限り互いに線形的に独立させることである。それゆえ、４つ
の光学波長は、それぞれ対応する吸収曲線が、これらの波長において可能な限り互いから
異なる大きさを有するように選択されるべきである。波長は、分析物との、電磁放射（Ｅ
ＭＲ）または電磁波（ＥＭＷ）の各相互作用がキャプチャされるように選択されるべきで
ある。すべての成分が特定の波長にあるＥＭＲまたはＥＭＷに対して透過性である場合、
ＥＭＲまたはＥＭＷは、サンプルとの相互作用が非常に小さい。いずれの分析物も所与の
波長において実質的に不透過性である場合、検出器によって受信される信号レベルは測定
するのが困難になる。線形独立性と分析物とのエネルギーの相互作用との組合せの改善は
、連立方程式における変動の伝播を改善することによって得られる。これは下記に詳細に
（特に、式（２９～３９）を参照して）実験されている。
【００３８】
　Ｗａｒｄ　ＣｈｅｎｅｙおよびＤａｖｉｄ　Ｋｉｎｃａｉｄ（Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ｍ
ａｔｈｅｍａｔｉｃｓ　＆　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，７ｔｈ　Ｅｄ．，Ｂｒｏｏｋｓ　Ｃｏ
ｌｅ；Ａｐｒｉｌ　２７，２０１２）によれば、行列演算のために、演算の出力に対する
、入力内のエラーの伝達の尺度をもたらす「条件」を計算することが可能である。１の条
件数を有するシステムは良条件であると考えられ、計算されたより高い条件数は、システ
ムＡｘ＝ｂを解くにあたって次第に悪条件となるシステムを示す。線形システムがＡの要
素の擾乱、またはｂの成分の擾乱の影響を受けやすい場合、この事実は、大きい条件数を
有するＡに反映される。
【００３９】
　図３Ａにおいて、８波長ソリューションの条件数は３０．５であると計算されており、
図３Ｂにおいて、条件数は３３．１であり、図３Ｃにおいて、最適に選択された波長によ
って、条件数は１９．８であると計算されており、条件数が大きくなるほど、システムは
より悪条件になった。図３Ｂにおいて、波長の選択は図３Ａに含まれている波長の選択に
制約されたことに留意されたい。図３Ｂにおける条件数は図３Ａよりも高いが、エラーの
伝播を含む他の性能指数は大きく改善されている。条件数はここでは、１つの可能性のあ
る性能指数を示すために使用されている。波長選択の制約がなければ、図３Ｃの条件数は
、図３Ａまたは図３Ｂのものと比較して改善されることに留意されたい。
【００４０】
　本発明の見解によれば、パルスオキシメータまたは光学分光計に使用するためのＶＣＳ
ＥＬの動作波長の選択は、たとえば、混合行列の条件または変動伝播に限定されない費用
関数手法に基づいて、メリット（または費用）関数を形成することによって実行される。
費用関数の制約パラメータのいくらかは、（ｉ）ＶＣＳＥＬまたは他の構成要素の製造可
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能性、（ｉｉ）光源出力の帯域幅またはスペクトル範囲、（ｉｉｉ）帯域幅が実質的に中
心とする中心波長、（ｉｖ）動作中心周波数のわずかな変化を伴う急速な精度の変化をも
たらす遷移領域、（ｖ）異なる周波数の光が媒質中を渡る差分経路長または平均経路〈δ
〉、（ｖｉ）たとえば、媒質中の生理的に関連する変化と関連付けられる経路長の統計分
布から導出される光学経路長エラー、および（ｖｉｉ）分析物吸収方程式による波長特有
のペナルティ係数を含み得る。本発明のアルゴリズムによれば、考案される費用関数の全
体が、物質成分のスペクトル依存特性を測定するためのパルスオキシメータ、またはより
一般的に分光器の動作波長を規定するプロセスを最適化するために、同時にこれらの制約
（および必要とされ得る追加の制約）を適用する。
【００４１】
　「製造可能性」制約パラメータは、選択された波長において動作するＶＣＳＥＬが製造
され得る容易さ、または可能性の高さがどれだけかを規定する。費用関数全体の計算にお
いて、選択された波長が製造可能性制約限界に入らない場合、重み付けまたはスケーリン
グ（たとえば、式（４０）を参照して下記に説明するような）が実行される。
【００４２】
　「帯域幅」制約パラメータは、急激な遷移領域の分離における有効性を試験するために
、所望の帯域幅の変動を計上し、実際の光源プロファイルの任意選択の入力を可能にする
ための仮説的なＶＣＳＥＬもしくはＬＥＤまたはさらには白色光源のシミュレーションを
促進する。
【００４３】
　「中心周波数」制約パラメータは、所与の光源の性能に対する製造公差の影響の試験を
促進する。特定のタイプのスペクトル分布が中心波長の大きな変動を有する場合、このパ
ラメータは、所望の中心周波数に対する製造中心周波数の関数としての解におけるエラー
を最小限に抑えるための制約として含まれ得る。
【００４４】
　「遷移領域」制約パラメータは、波長の選択が、その波長の周辺において、酸素濃度計
の動作と関連付けられる吸収曲線が急激に変化している（それによって、取得されるデー
タの処理に変動性が導入されている）ようなものであり得るという認識を考慮する。
【００４５】
　「差分経路長」制約パラメータは、光学散乱係数の波長依存性を計上し、これは、光学
経路長が光源によって異なることを意味する。従来の酸素濃度計において、経路長は等し
いと仮定され、そのため、考慮される部分ではなかった。しかしながら、低酸素飽和度を
特徴とする事例においては、光学経路長が異なる結果として、酸素飽和度の推定が不満足
なものになる可能性がある。したがって、本発明のアルゴリズムは、異なる波長における
光学データ取得に対応する経路長の差を考慮に入れる。
【００４６】
　「相互作用」制約パラメータは、サンプルまたはサンプルの物質成分の差分的に過剰な
透過性および差分的に過剰な不透過性を計上し、それによって、ＥＭ波のサンプルとの相
互作用が最小になる（透過性）か、または検出ユニットによって受信される信号が最小レ
ベルになる（不透過性）のいずれかである。
【００４７】
　解のエラーを最小限の抑えるための方法は、提案されるアルゴリズムを利用する。その
ような方法は、焼きなまし法、勾配降下法（最急降下法としても既知である）、および線
形計画法を含む。加えて、または代替的に、モンテカルロ法を使用するフルフォワードお
よび逆モデルのような制約が、所望のシステム最適化に応じて任意選択的に方法に含まれ
るか、または代替的に方法から外されてもよく、それによって、生理的変数の測定の包括
的解釈がもたらされる。たとえば、特定の分析物に対応する制約またはペナルティは、そ
の分析物が媒質中に存在しない場合は、費用関数全体の中に含まれる必要はない。
【００４８】
　したがって、図３Ｃに示すように、「ペナルティ」としてラベリングされている曲線は



(15) JP 6393679 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

、費用関数のサブセット、すなわち、波長選択の決定を最適化するための本発明によるア
ルゴリズム的プロセスに組み込まれるスケーリングファクタを表す。この「ペナルティ」
関数は、たとえば、ある波長にあるレーザ（特に、ＶＣＳＥＬ）が、他の波長にあるレー
ザよりも製造しやすいという検討事項を表す。後述するように、「ペナルティ」関数を使
用することで、ペナルティ関数またはペナルティ性能指数を最小限に抑えるように最適な
レーザ波長の選択をシフトすることによって、アルゴリズムが効率的に変更される。最適
化アルゴリズムがペナルティ曲線を含むことなく実行された場合、最適化プロセスは、ペ
ナルティ曲線を考慮することなく選択されるものとはかなり異なる場合がある最適な波長
にたどり着く。たとえば、新規のレーザ製造手法のために、ペナルティ曲線の形状が変化
する場合があり、新規の最適化の結果は、更新／変更されたペナルティ曲線を用いるアル
ゴリズムを行使することによって決定され得る。有効な解が、製造に特に費用がかかるレ
ーザを使用することを必要とする場合、アルゴリズムは対応する波長を選択し、「費用」
閾値が、所与の設計予算を前提とすると実現可能でないと判定する。光源に対する製造制
約を超える他の要素、たとえば、システムの受光部を含む選択される光検出器の変動する
波長における相対的光応答性、またはそれに対する製造制約を含む、問題の記述に追加の
検討事項が組み込まれ得る。
【００４９】
　血液の２つの個別の要素（本明細書においては発色団とも称されるヘモグロビン種）を
分離するのに使用される波長選択プロセスは概して、１つまたは複数の波長における測定
値が、１つまたは複数の発色団をスペクトル的に分離するために必要とされるという経験
的観測に基づく。この観測は、１つまたは複数の発色団によるプロービング光の吸収を表
す測定光信号のスペクトル混合が最小になることを保証するための根拠として役立つ。対
象の発色団の数が増大すると、波長依存連立方程式を解くのに必要とされる波長の最小数
も増大する。対象の波長の制限されたサブセットについて２つを超える発色団を規定する
ことは計算的に解決困難であることが、公開されている科学文献においてすでに文書化さ
れており、本質的に解は準最適なものになる。しかしながら、本発明の見解によれば、酸
素濃度計の波長の選択のためのアルゴリズムは、少なくとも所定の性能指数を最小化する
ことに基づいて最適解（最適に規定された波長において動作するレーザ源、または代替的
に、市販されており、最適化アルゴリズムによって規定されるものに近い波長において動
作するレーザ源に対応する）を提供する。所定の性能指数の一例が、測定値から解への変
動伝播によってもたらされる。アルゴリズムは、解の一部として固定された特定の波長を
使用する近最適解または束縛解を特定するのに使用され得る。この手法は、固定波長にあ
る所与のＶＣＳＥＬセットが市販されており、新たな波長が相当の費用増大をもってしか
利用できない場合に使用するのが有利であり得る。アルゴリズムは、付加的に、最適な波
長セットを特定するのに使用することができ、これはその後、最適なセットからの波長に
対応する中心波長において動作するＶＣＳＥＬを特別に設計および製造するプロセスを推
進する。
【００５０】
　特定の用途に使用される、好ましくは分光デバイスがそこにおいて動作すべきである波
長の選択を考慮するとき、測定されるべきサンプルの物質成分を考慮することが必要であ
る。本明細書においては交絡する可能性のある成分と称される、これらの物質成分のいく
つかは、その存在がサンプルの測定値（複数の場合もあり）と関連付けられるスペクトル
に影響を及ぼすことになるサンプルの物質成分であり、その存在が、サンプルを通じて伝
播される信号のレベル、および、信号のサンプルとの相互作用のレベルのうちの少なくと
も１つに影響を及ぼすことになる。そのような考慮は、条件数とは対照的な変動伝播を使
用することを必要とする。図３Ｄの曲線３６０は、クロロホルム中のビリルビンが約２４
０～約７００ナノメートルの範囲にわたってスペクトル的に変化するといの吸光係数を示
す。（ビリルビンは正常なヘム異化の黄色の崩壊産物である。ヘムはヘモグロビン中に見
られ、赤血球の主要成分である。ビリルビンは胆汁および尿中で排泄される。）
【００５１】
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　減光曲線３６０の膝状の部分によって経験的に判定され得るように、測定媒質の物質成
分としてのビリルビンは、５３０ｎｍ未満では５３０ｎｍより大きい波長よりも大きい吸
光係数を有する。この特性は、交絡する可能性のある分析物によって利用可能であるトレ
ードオフの一部を示す。分析物の濃度が対象の分析物の測定値に影響を与えるほど十分に
高い場合、交絡する分析物のこの範囲の可能性のある濃度によって導入されるエラーは、
測定のスペクトル依存費用として導入され得る。これによって、所与の交絡する分析物が
ほとんどまたはまったく測定値に影響を与えないスペクトル領域に位置する波長を選択す
るために分光デバイスの動作の最適な波長（複数の場合もあり）を決定するためのアルゴ
リズムがもたらされることになる。代替的に、さらなる波長（サンプルの交絡する物質成
分を計上するためのもの）がアルゴリズムに追加され得、交絡する物質成分の濃度が他の
分析物判定から抽出され得る。
【００５２】
　これらの２つの選択（干渉に関する費用曲線の提供、またはさらなる波長の追加）は相
互排他的ではない。さらなる波長が必要でないときに両方がアルゴリズムに対する入力と
して使用される場合、アルゴリズムによる出力としての、生成される波長のうちの２つは
同一になることが、経験的に分かっている。そのような最適化は、性能指数として変動伝
播を使用する結果である。図３Ａ、図３Ｂおよび図３Ｃの説明において示されたように、
適切に選択されたより少数の波長が、デバイスを利用する運用費用を表す性能指数の局所
最適化に基づいて、デバイスの性能を改善する。
【００５３】
　光学非侵襲的検知方法は、ヘモグロビン種に加えて、さらなる医療的に重要な、生理的
および生化学的変数の検出を促進する。一例として、図４は、１３５０ｎｍ～１８５０ｎ
ｍの近ＩＲ範囲内の血糖、タンパク質、および脂質の吸収曲線を示すグラフを提示する。
このグラフに示すスペクトル分布４００の中心周波数は、対象の物質成分（すなわち、タ
ンパク質、脂質、およびグルコース）の差のある吸収特性はそれ自体をより長い波長で提
示するため、図３Ａ、図３Ｂ、および図３Ｃに示すものよりも長い。対照用に、水の吸収
曲線が図４に与えられている。それゆえ、初歩の適切な動作波長、血液中のグルコース、
脂質、正常および異常タンパク質、ならびに自然分析物、ならびに人工物質（たとえば、
いくつかの化学タグ、マーカ、または色素）の検出および測定が達成され得ると予測され
る。図４に示すように測定される物質成分に加えて、測定することができる他の物質成分
は、正常または異常細胞計数を含む。最後に、発色団の割合、気体（酸素または二酸化炭
素など）の割合、割合水、およびｐＨレベルのような他の濃度も測定することができる。
上述の物質成分は、臨床パラメータとして、場合によっては疾病マーカ（たとえば、糖尿
病）として重要である。
【００５４】
　波長読み値（１３７１ｎｍ、１５９７ｎｍ、１６７９ｎｍ、および１７０７ｎｍなど）
をマーキングされている垂直実線は、本発明の最適化アルゴリズムを使用することによる
上述の種の検出のために選択される光の４つの動作スペクトル分布に対応する中心波長を
表す。ＶＣＳＥＬのＦＷＨＭ値が１ｎｍ程度であるとき、グラフ内のこれらの垂直線の幅
はおおよそ、ＶＣＳＥＬの光のスペクトル分布を表す。他方、鈴形状の曲線４００（その
ピークは実質的に垂直実線を中心とする）は、比較すると、同じ波長を中心とするＬＥＤ
の広帯域スペクトル分布を示す。各ＬＥＤのＦＷＨＭ値は５０～１００ｎｍ程度、または
ＶＣＳＥＬの少なくとも５０倍である。
【００５５】
　これらの波長、または、本明細書に記載する制約に適合するように決定された波長のセ
ットの使用、すなわち、主要な物質成分の最適または近最適な分離は、非侵襲的血糖値検
出器として使用することができる。複数の検出器１３０について説明した技法が使用され
得る。
【００５６】
非散乱吸収媒質
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　均質で損失の多い非散乱媒体を光量子が通過するとき、光量子は、渡った距離δに関し
てバルク媒質（ＢＭ）の減衰係数μa（λ）に従って減衰され、光の放射照度は、ランベ
ルト・ベールの指数法則に従って変化し、光子が距離Δδにわたって吸収される確率は、
Δδμa（λ）であり、減衰相互作用ｌt（λ）の間の平均自由行路は
【数１】

によって与えられる。Ｃiとして示される媒質の個々の減衰成分または発色団が、バルク
媒質の特性の代わりに考慮され、バルク媒質の特性は、すべてのＮ個の独立した減衰発色
団の総和として表現することができる。

【数２】

（１）
【００５７】
　光の透過を、非散乱媒質を含む個々の減衰成分［Ｃi］の濃度の関数としてより容易に
定式化することを可能にするために、μa（λ）は、モル吸光またはモル減衰係数ε（λj

）［Ｍ-1ｍ-1］に置き換えられることが多い。この置換のために、所与の発色団ｉについ
て、減衰Ａ（光学濃度ＯＤを単位とする）および透過系数Ｔは、以下のように関係付けら
れる。
【数３】

（２）
【数４】

（３）
【００５８】
　したがって、
【数５】

（４）
かつ
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【数６】

（５）。
【００５９】
　光学濃度係数Ａが複数の波長ｊ＝１…Ｍにおいて測定される場合、以下のようにベクト
ルおよび行列表記で表現される。

【数７】

（６）
および
Ａ＝ε［Ｃ］δ              （７）。
【００６０】
　式（７）は、測定値のバイアスＧおよび雑音Ｎを計上するように書きなおすことができ
、結果として、以下のようになる。
Ａ＝ε［Ｃ］δ＋Ｇ＋Ｎ      （８）
【００６１】
　既知のモル吸光係数セット、光学濃度の測定値を所与として、また非散乱媒質は均質で
あると仮定すると、式（７）は以下によって与えられる。
【数８】

（９）
【００６２】
散乱非吸収媒質
　非吸収媒質において、光強度は、光子が渡る距離δに関して散乱係数μs（λｊ）に従
ってバリスティック経路に沿って低減される。光子が散乱されることなく距離Δδを通過
する確率はΔδμs（λj）であり、したがって以下のようになる。
【数９】

（１０）
【００６３】
　光の散乱は異方性であり得、そのような散乱の方向性は、単位なしの係数ｇによって記
述される。極角φ（０≦φ≦π）および方位角ψ（０≦ψ≦２π）を使用することによっ
て、ｇは以下のように計算することができる。
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【数１０】

（１１）
【００６４】
　式中、入射光の方向（入射する光子の単位ベクトル）ｒと散乱される光子の単位ベクト
ルｒ’との間に画定される角度φにおいて光子が散乱される確率であるｐ（φ）は、Ｈｅ
ｎｙｅｖ－Ｇｒｅｅｎｓｔｅｉｎ関数によって以下のように近似される。
【数１１】

（１２）
【００６５】
　散乱データは、たとえば、積分球を使用することによって取得され、その後、逆モンテ
カルロシミュレーションの結果と相関され得る。ｇ＝１であるとき、光は完全に前方散乱
されると考えられ、ｇ＝－１であるとき、光は完全に後方散乱されると考えられる。
【００６６】
散乱吸収媒質
　媒質の散乱および吸収の両方の特性を計上するために、光子と媒質との間の総相互作用
係数は、以下のように表現することができる。
μt（λj）＝μa（λj）＋μs（λj） （１３）
【００６７】
　単位なしのアルベド係数ａは以下のように定義され、

【数１２】

（１４）
そのような媒質における散乱の確率は以下のように表現される。
【数１３】

（１５）
【００６８】
　吸収媒質における光散乱の異方性は、以下のような低減した散乱係数を導入することに
よって計上され、
μ’s（λj）＝μs（λj）（１－ｇ）（１６）
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低減した総相互作用係数は以下のようになる。
μ’t（λj）＝μa（λj）＋μ’s（λj）（１７）
【００６９】
　ｇ≧０であるとき、前方散乱の可能性は増大し、それによって、進行経路に沿った光の
明白な減衰は低減することが、従来通り認識される。この従来の見方は、所与の点に達す
るために個々の光量子がとった経路に関する情報を考慮に入れておらず、全光束のみを計
上しており、すなわち、〈δ〉≠δである。それゆえ、そのような従来の手法は、濃度の
推定にエラーを引き起こす。特に、〈δ〉＞＞δであるとき、濃度は過大評価されること
になる。したがって、経路長δは、散乱、および、光の幾何学的経路δによって計上され
ていない光の有効経路〈δ〉を計上するために、スカラー定数を乗算され得る。
【００７０】
　散乱媒質はいわゆる拡散レジームを規定し、ここで、波長λjの連続波等方性点光源か
ら外方に伝播する光の定常状態フルエンス率Φが、拡散近似の有効減衰係数が定義される
一般的な拡散方程式を使用して、無限媒質において半径の関数、すなわち、Φ（ｒ）とし
て以下のようにモデル化され得る。
【数１４】

（１８）
【００７１】
　従来のモデルと本明細書において提案されている手法との間のこれらの差を所与として
、送信機と受信機との間でとられるＥＭ波の経路長に関する情報が、導出される特性測定
値の精度を改善するのに有益であることが分かる。
【００７２】
酸素測定法：検討事項
　血液サンプルの主要な発色団は、機能的ヘモグロビン、オキシヘモグロビン（Ｏ2Ｈｂ
）およびデオキシヘモグロビン（Ｈｂ）、ならびに機能不全のヘモグロビン（すなわち、
異常ヘモグロビンまたは機能不全のヘモグロビン）、カルボキシヘモグロビン（ＣＯＨｂ
）、メトヘモグロビン（ＭｅｔＨｂ）、グリコシル化ヘモグロビン（ＧＨｂ／Ｈｂ　Ａ1c

）、およびスルフヘモグロビン（ＳｕｌｆＨｂ）を含む。［Ｈｂ］の合計濃度は［ｔＨｂ
］によって表現され、これは、以下の式によるすべての分画のすべての総和である。
［ｔＨｂ］＝［Ｏ2Ｈｂ］＋［Ｈｂ］＋［ＣＯＨｂ］＋［ＭｅｔＨｂ］＋［ＳｕｌｆＨｂ
］（２１）
【００７３】
　機能的ヘモグロビンの総和は以下の式によって与えられる。
［ｐＨｂ］＝［Ｏ2Ｈｂ］＋［Ｈｂ］（２２）
【００７４】
　酸素飽和度は以下のように定義され、
【数１５】
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（２３）
オキシヘモグロビン分画は以下のように定義される。
【数１６】

（２４）
【００７５】
２波長等吸収酸素測定法
　Ｏ2ＨｂおよびＨｂが有意な濃度中に存在するただ２つの機能的ヘモグロビン種である
と仮定される場合、ＳO2を推定するのに必要とされる波長は２つだけである。２つの波長
λ1およびλ2は、λ1については対応するε（λ1，Ｏ2Ｈｂ）がε（λ1，Ｈｂ）から最大
限に異なるように、かつ、λ2が等吸収点である、すなわち、ε（λ2，Ｏ2Ｈｂ）がε（
λ2，Ｈｂ）に正確に等しくなるように選択され得る。それによって、解を必要とする２
つの一次方程式から成る連立方程式は以下のようになる。
【数１７】

（２５）
【００７６】
　吸光係数が分かっており、減衰（光学濃度）値が経験的に求められているものと仮定さ
れる。したがって、２つの選択波長における光学濃度値の比は以下のようになり、

【数１８】

（２６）
それゆえ、酸素飽和度比は以下の式から求められる。

【数１９】

（２７）
【００７７】
一般的な２波長酸素測定法
　上記で提示した派生は、吸収点がλの１つに対して選択されるときの連立方程式の解を
実証している。一般的に、吸収点を使用することの背後にある主要な理由の１つは、その
ような解が、大きな計算量を必要としないものに単純化されることである。しかしながら



(22) JP 6393679 B2 2018.9.19

10

20

30

40

、一般的に、上記の一次式（２５）が単純に、既知の固有の混合係数εを有する２つの重
畳信号の非混合行列とみなされる場合、任意のλ1およびλ2は、必ずしも吸収波長点であ
るとは限らない、酸素飽和度値を推定するように選択され得る。実際、２つの独立した波
長λ1およびλ2（またはそれぞれλ1およびλ2を中心とする重なり合わないスペクトル帯
域幅）について、式（７）は以下のように書きなおすことができる。
【数２０】

（２８）
【００７８】
　この場合、この係数行列は、相互に直交し、ユニタリであるε係数の混合を定義する。
対応する雑音増幅および変動伝播は以下のように与えられる。
【００７９】
　雑音増幅について、

【数２１】

（２９ａ）
かつ
［ｇ（λ1），ｇ（λ2）］＝［１，１］（２９ｂ）。
【００８０】
　変動伝播について、

【数２２】

（３０ａ）
かつ
［σ（λ1），σ（λ2）］＝［１，１］（３０ｂ）。
【００８１】
　対照的に重なり合う２つのスペクトル帯域幅については性能指数を定義する必要があり
、これは、λ1およびλ2ならびに振幅を最適に選択するために、そのようなスペクトル混
合／重なりを考慮に入れる。本発明の一実施形態によれば、スペクトル的に重なり合う事
例についての２つの波長の選択は、雑音増幅および／または変動伝播の技法を決定するこ
とを含む。たとえば、数係数が、線形的に独立ではなく、それゆえ、１よりも大きい条件
数を有し、情報の混合を結果としてもたらすように選択されることによって、Ａ（λ1）
がこの時点でＯ2ＨｂおよびＨｂからの信号成分を含むため、解はより複雑になる。同様
に、この時点でＡ（λ2）はＯ2ＨｂおよびＨｂからの信号成分を含み、一方で、Ａ（λ1

）はＯ2Ｈｂ単独からの信号成分を含むべきであり、Ａ（λ2）はＨｂ単独からの信号成分
を含むべきである。この質の落ちたまたは不純な状況は、それによって、混合行列または
非混合行列として記述される。以下の式に対応するスペクトル的に重なり合う帯域幅の場
合、



(23) JP 6393679 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

【数２３】

（３１）
　雑音増幅は、混合ベクトルの直交性が低くなるにつれて増大すると観測される。
【００８２】
　ここで、変動伝播式は、そうでなければ雑音増幅によって予測されない、混合ベクトル
の直交性の低減およびε感度の低減を計上すべきである。変動伝播において、各波長にお
いて取得されるデータと関連付けられる所与の光源－検出器距離について、光と分析物と
の間の相互作用が少なくなるため、ε感度の任意の低減がＳＮＲの他に依存しない低減が
引き起こす。しかしながら、ε、すなわち相互作用ペナルティは、雑音増幅によって観測
されず、２つの技法の間の非常に重要な差異である。この差があるため、雑音増幅は、変
動伝播技法と比較してあまり好ましくない技法である。
【００８３】
　ここで、上記の例について、相互作用は以下のように実証される。
【００８４】
雑音増幅について、

【数２４】

（３２ａ）
かつ
［ｇ（λ1），ｇ（λ2）］＝［１．１１３５，１．１１３５］（３２ｂ）。
【００８５】
　変動伝播について、

【数２５】

（３３ａ）
かつ

【数２６】

（３３ｂ）。
【００８６】
　上記の定式化は、絶対波長依存ε感度を計上しておらず、それゆえ、より一般的な形式
の雑音増幅および変動伝播パラメータが必要とされ得、当業者は、分析物に適用される追
加の制約を理解し得る。雑音増幅手法とは異なり、酸素飽和度レベルＳO2の推定に変動伝
播技法を使用することは、ε感度の直交性および波長の各々におけるεの相対感度の両方
に依存する。信号が実質的にスペクトル的に混合されないときに最適解が生じ（式（２８
）に対応する）、結果として２つの他に依存しない式および相対ε感度がもたらされ、そ
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れらの各々は１に等しい。雑音増幅および変動伝播技法は実験において所与の発色団セッ
トに対して選択されるべき最適なλｊの普遍推定値を提供するため、これは重要である。
これらの手法の両方が、特定の用途向けにさらに適合され得ることに、当業者は気づくで
あろう。
【００８７】
多波長酸素測定法
　本発明の実施形態によれば、上述の方法は、多波長酸素測定法（３つ以上の動作波長を
採用する）の事例にさらに拡張される。別の手法は、式（３１、３２ａ、３２ｂ、３３ａ
、および３３ｂ）を参照して説明したものとの類推によって、式（７）のような式の全行
列を解くことを含み得る。動作波長の数が増大すると、全体的な変動も増大することが諒
解される。下記に示す例において、２つのみの種（オキシヘモグロビンおよびデオキシヘ
モグロビン）の判定に５つの動作波長λ1～λ5が使用される。
【数２７】

（３４）
【００８８】
　したがって、この例において、雑音増幅について、

【数２８】

（３５ａ）
かつ
［ｇ（λ1），ｇ（λ2）］＝［１．２１５５，１．２１５５］（３５ｂ）。
【００８９】
　変動伝播について、

【数２９】

（３６ａ）
かつ
［σ（λ1），σ（λ2）］＝［１．８７８７，２．５２５７］（３６ｂ）。
【００９０】
　多波長酸素測定法において選択される波長が、直交性および混合方程式の分析物感度を
改善するように最適化されることが重要である。補助波長を加えるだけで、結果もたらさ
れるＳO2の推定値におけるＳＮＲが低減する効果があり得る。さらに、本発明によれば、
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れる。具体的には、２つの発色団（たとえば、Ｏ2ＨｂおよびＨｂ）の判定のために選択
される複数の波長は、５発色団酸素測定のために選択される同じ数の波長と異なる場合が
ある。本発明の見解に従って複数の波長を選択する結果として、機能的ヘモグロビンの濃
度の推定における雑音指数に悪影響を及ぼすことなく、たとえば、異常ヘモグロビンの検
出、およびパルスオキシメータまたは分光計デバイスの感度を改善することが可能になる
。１つの特定の例において、
【数３０】

（３７ａ）
であり、ここで、式３７ａは、対象の５つの例示的な物質成分（Ｏ2Ｈｂ、Ｈｂ、ＣＯＨ
ｂ、ＭｅｔＨｂ、およびｒＨｂ）を使用する特定の例について式７から導出される。例示
的な吸光係数が与えられ、以下のようになる。
【数３１】

（３７ｂ）
【００９１】
　同様に、式９に示すように、送信される各波長の減衰を所与として対象の物質成分の濃
度を導出することが可能であることも望ましい。式３７ａに対する行列演算を使用して、
モル吸光係数ε（λi，Ｃi）、波長の減衰Ａ（λi）、および渡った距離δCiから各物質
成分の濃度を導出することができることが示される。この形態の式はバルク媒質と関連付
けられる距離を使用するための式３７ｃに示されている。
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【数３２】

（３７ｃ）
【００９２】
　式３７ｄは、式３７ｂにおいてすでに示した、反転した例示的な吸光係数を使用した同
じ式（３７ｃ）を示す。
【数３３】

（３７ｄ）
【００９３】
　式３７ｂを参照すると、ノイズも考慮に入れるべきである。雑音増幅について、
【００９４】

【数３４】

（３８ａ）
かつ
［ｇ（λ1），ｇ（λ2）］＝［１．３５４６，１．３４４０］（３８ｂ）。
【００９５】
　変動伝播について、

【数３５】

（３９ａ）
かつ
［σ（λ1），σ（λ2）］＝［２．０９３６，２．７９２７］（３９ｂ）。
【００９６】
重み関数またはパラメータ



(27) JP 6393679 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

　式（７）の派生を所与として、たとえば、雑音ペナルティを組み込む費用関数を表す二
次元（２Ｄ）またはベクトル（１Ｄ）行列Ｗによって、さらなる波長特有のペナルティま
たは重み付け係数が組み込まれ得ることが諒解される。酸素濃度計のスペクトルチャネル
（すなわち、動作波長および関連付けられるスペクトル帯域幅）が独立している（重なり
合っていない）とき、Ｗは喉頭行列ＷIである。代替的に、Ｗ＝Ｗsep行列が、（動作波長
がさらに離れて分離されると、分離を、δの差の増大または差分経路長係数〈δ〉に関係
付ける）波長分離と関連付けられるペナルティを含み得る。また別の実施態様において、
代替的なまたはさらなるＷ＝Ｗcost重み付け行列が、特定の波長において動作する光源の
製造の複雑度または費用についてのペナルティを含み得る。さらに、そのような重み付け
係数のすべてまたは少なくとも一部は、波長選択の最適化をより実際的にするために連続
して使用され得る。したがって、重み付け関数を組み込むために、一般行列式（７）は、
たとえば、
［ｇ（λ1）Ｗ（λ1），ｇ（λ2）Ｗ（λ2）］および［σ（λ1）Ｗ（λ1），σ（λ2）
Ｗ（λ2）］（４０ａ）
から、
［ｇ（λ1）ＷIＷcost（λ1），ｇ（λ2）ＷIＷcost（λ2）］（４０ｂ）
および
［σ（λ1）ＷIＷcost（λ1），σ（λ2）ＷIＷcost（λ2）］（４０ｃ）
へと書きなおすことができる。
【００９７】
パルス酸素測定法
　本発明の１つの実施態様によれば、パルス酸素測定データ取得の「パルス」性（たとえ
ば、（ｉ）動脈パルス波の存在および／またはパラメータならびに（ｉｉ）対象を通過す
る光に対する組織の伝達関数の効果の時系列のサンプリングを含む、測定されている組織
と関連付けられる時間的点広がり関数など）を考慮に入れた酸素測定データ処理方法は、
組織による光減衰の時間依存性を判定する。たとえば、２つの選択された動作波長／帯域
幅が重なり合わない場合、式（７）は、組織および静脈の構成要因を明示的に含むように
拡張され得る。

【数３６】

（４１）
【００９８】
　この例において、また、さらに以下のように表現される式（４１）の時間導関数を考慮
すると、

【数３７】

（４２）
以下の仮定が成される、すなわち、
（ｉ）所与の発色団について、時間とともに変化しないままである（そのような発色団の
）吸収スペクトルの一部分は、上記の時間導関数によってゼロに設定され、
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（ｉｉ）光が渡る有効距離は実質的にすべての発色団について同じであり、Δ〈δ〉また
は動脈パルスによって引き起こされる距離の変化に等しく、
（ｉｉｉ）２つの発色団のみが考慮されている（この例のみに固有の任意選択の仮定であ
る）。
式からの動脈パルス波に起因する経路長の変化の相殺は、たとえば、２つの異なる波長に
対応する式（３９）の比を規定することによって達成される。
【数３８】

（４３ａ）

【数３９】

（４３ｂ）
【００９９】
　パルス酸素測定法の酸素飽和度レベルの解は、これらの仮定の下に以下のように求める
ことができる。

【数４０】

（４４）
【０１００】
　パルス酸素測定法の解（４４）と標準的な酸素測定法の解（２７）との間の類似性を所
与として、標準的な酸素測定法に最適であるように選択された波長は、パルス酸素測定法
にも最適であり得ることを、当業者は諒解することができる。
【０１０１】
定性的かつ定量的なパルス酸素測定法
　定性的パルス酸素測定法と定量的酸素測定法との間の主な差は、Ａ）パルス酸素測定法
は、最初に波長特有の光学経路長の比が単一であると仮定して、または代替的に、比の因
子が既知であると仮定してオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンとの比を測定し、
したがって、連立方程式から未知の変数が除去されること、Ｂ）パルス酸素測定法は、パ
ルス酸素測定法によって測定される波長特有の時間変動動脈パルスが、動脈を通る光の経
路長の増大によって引き起こされると仮定すること、Ｃ）パルス酸素測定法は、異なる波
長における時変信号の比が、デバイスを飽和度に対して較正するための侵襲的血液気体測
定値（すなわち、患者から取り出される血液のサンプルの酸素飽和度の医療研究室測定に
よる）に、または、オキシヘモグロビンと、オキシヘモグロビンおよびデオキシヘモグロ
ビンを組み合わせた量との比［すなわち、オキシヘモグロビン／（オキシヘモグロビン＋
デオキシヘモグロビン）］に線形的にまたは低次数多項式によって関係付けられること、
Ｄ）パルス酸素測定法は、無効なベール・ランベルトの法則に依拠すること、Ｅ）定量的
酸素測定法は、光源と光検出器との間で散乱されることのないベール・ランベルトの法則
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の既知の不正確な直接の光学経路の仮定ではなく、光が、光源から濃度勾配をもって拡散
すると仮定すること、Ｆ）定量的酸素測定法は、光学経路長を幾何形状、またはベール・
ランベルトの法則によって仮定される最短経路長から、幾何学的経路よりも大きい平均経
路長に変更する組織中の散乱を計上するよう試行すること、ならびに、Ｇ）定量的酸素測
定法は、動脈パルスに依拠せず、代わりに、オキシヘモグロビンおよびデオキシヘモグロ
ビンの濃度に直接関係する、特定の波長における吸収を測定することである。
【０１０２】
　組織中、光源から検出器まで光が従う経路は、最小の幾何学的経路に直に沿っているの
ではない。そうではなく、光はかなり散乱されており、結果として正味の経路長は幾何学
的経路長よりも長くなる。加えて、正味の経路長は波長特有である。関連技術のアルゴリ
ズム、たとえば、Ａｙｏｇｉ他（Ｉｎｔ’ｌ　Ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ　Ｒｅｓ．Ｓｏｃ．
，ｖ．１０５，Ｎｏ．６，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２００７）参照、において、波長の光学経
路長因子は同様であると仮定されており、それらを除算することが可能になっている。加
えて、差分経路長因子は身体構造、たとえば、指対頭皮または耳の耳介に特有であり、一
方で、通常の身体構造の変動、たとえば、指の太さは、差分経路長因子をかなり不正確な
ものにする。実際には、正確に同じであるべき、すべての波長ならびに患者に対する配置
および患者の身体構造にとって経路長が同じであることの必要性の可能性は低く、それゆ
え、各波長について実際の光学経路長を測定することが有利である。
【０１０３】
行列方程式を解くためのアルゴリズムの例
焼きなまし法
　１つの実施態様において、焼きなまし法と称される技法が、波長の最適な選択を判定す
るのに使用される。焼きなまし法（ＳＡ）は、広い探索空間内の所与の関数の大域的最適
解に対して、良好な近似をおくための一般的なメタヒューリスティクスである。波長選択
タスクについて、焼きなまし法は、網羅的列挙よりも扱いやすい。この方法の名称は、金
属学における焼きなまし、すなわち、材料を、両方ともその熱力学的自由エネルギーに依
存する材料の属性である、その結晶のサイズを増大させ、それらの欠陥を低減するために
、加熱し制御しながら冷却することを含む技法に由来する。材料の加熱および冷却は、温
度および熱力学的自由エネルギーの両方に影響を及ぼす。図５の流れ図に示すように、こ
の解空間において、温度は、解空間の連続した探査の間の「解を並べ替える」５１０にお
いて選択される変化の推定範囲と、「より不良な」解が「選択Ｐ（ＥOLD、ＥNEW、Ｔｅｍ
ｐ）を評価する」５１５において選択されることになる可能性Ｐとの両方について類似で
ある。金属学の熱力学的自由エネルギーに対して類似であることは、波長の選択を評価す
るのに使用される性能指数ＥWAVESETである。冷却は、焼きなましアルゴリズムにおいて
は、アルゴリズムが解空間を探索するときにより不良な解を許容する確率を徐々に低減す
ることとして実施される。より不良な解を許容することは、それによって、大域的最適解
よりも不良である局所最適解にとらわれることが回避されるため、このヒューリスティク
スの基本特性である。
【０１０４】
　図５を参照すると、焼きなまし最適化アルゴリズムは、様々なデータ構造を初期化し５
０５、これは、解（波長の選択）の開始点、解の価値ＥWAVESETを計算するための式、良
好さの現在の値ＥOLD（ここでは解のエネルギーと称され、ここで、エネルギーは最小化
されることを所望される）、および現在の「温度」（Ｔｅｍｐ）を設定することを含む。
一般性を損なうことなくさらなる初期化が行われてもよい。選択される解は、可能性のあ
る解からランダムに並べ替えられる（波長の選択が更新される）。並べ替えの範囲は、計
算の「温度」の使用によって管理され、上記「温度」は連続した実行の過程にわたって低
減することになり、それによって、後述するように、試験されるべき可能性のある解の範
囲が経時的に段階的に更新（たとえば、低減）される。並べ替えられた各解が評価される
５１５とき、目的関数ＥWAVESETがより良好な数（並べ替えられた解の状態の「エネルギ
ー」が以前の状態を下回る場合に生じる）をもたらす場合、確率Ｐ（ＥOLD，ＥNEW，Ｔｅ
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ｍｐ）によって、現在の状態が並べ替えられた状態を反映するように更新される、ステッ
プ５２０。このステップから進んで、このエネルギーレベルにおける並べ替えが完了した
か否かを判定するための評価が実行される。限定ではないが、特定の「温度」段階と関連
付けられるカウント、または、最後に選択された数の評価実行にわたる変化の評価を含む
、いくつかの技法が、この評価に使用されてもよい。この「温度」においてそれ以上実行
されるべき並べ替えがない場合、「温度」が更新される５３０。それ以上実行されるべき
「温度」選択がない場合、すなわち、計算が完了した場合５３５、結果が返され５４０、
アルゴリズムは終了する５４５。評価５３５がそのように決定した場合、計算は５１０に
おいて継続することになり、新たな「温度」においてさらなる並べ替えが生成される。
【０１０５】
　「選択Ｐ（ＥOLD、ＥNEW、Ｔｅｍｐ）を評価する」５１５の特性は、温度（Ｔｅｍｐ）
が低減するとＥOLDおよびＥNEWのうちの低い方の可能性が選択されることになるようなも
のである。上述のように、目的関数ＥWAVESET（λ1，…，λN）は、選択される波長（λ1

，…，λN）に基づく。分光測定グラフを通じた波長選択の処理によって、受信信号から
物質組成への使用されるべき変換行列が求められる。このように形成された行列は変動伝
播について評価され、この結果は、選択される波長および波長間の関係に関係付けられる
様々な費用関数によって重み付けされる。この演算によって、特定の波長選択についての
性能指数がもたらされる。式４０ａ～４０ｃを参照されたい。
【０１０６】
　図６を参照すると、ステップ５４５において焼きなまし法によって選択される状態が最
適な選択であることを検証することが有利である。選択された状態が最適であることの確
度は、図５に示す流れ（ステップ５００～５４５）の複数回の試行を実行することによっ
て増大し得ることが分かっている。焼きなまし法の解の検証は、ステップ６５５において
「温度冷却」プロファイルを選択すること、および、この「温度プロファイル」について
複数のタスクを実行することを含む。これらのタスクはステップ６６０において分配され
、ステップ６６５においてその結果が集約される。ステップ６７０において判定されるも
のとして、複数回の実行に基づいて集約された結果が実質的に同じである場合、最適な選
択が返された６８０確度は高く、ステップ６９０においてアルゴリズムは終了する。ステ
ップ６７０において実行された比較に基づいて、複数回の実行からの結果が異なる場合、
「より遅い冷却を選択する」６７５が、「タスクを分配する」６６０において以前に使用
されたものよりも遅い冷却プロファイルを手配する。ステップ６６０～６７０を参照して
説明したタスクを評価する動作は、ステップ６７０において実行される比較に基づいて解
の群が収束するまで反復される。
【０１０７】
　デバイスを利用する部分的なまたは全体的な運用費用を表し、評価に使用される波長（
複数の場合もあり）および重み付け関数（または制約パラメータ）の選択は、有限または
離散変数および連続型変数を含み得る。解状態における波長のランダム摂動は、当該技術
分野において既知である、限定ではないが、勾配降下（すなわち、最後に変化が結果を改
善した場合、同じ方向にさらなる変化を行う）および統計的サンプリングを含む、いくつ
かの技法によって増強され得る。
【０１０８】
さらなるアルゴリズム
　Ｓｔｅｐｈｅｎ　ＢｏｙｄおよびＬｉｅｖｅｎ　Ｖａｎｄｅｎｂｅｒｇｈｅ（Ｃｏｎｖ
ｅｘ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅ
ｓｓ；Ｍａｒｃｈ　８，２００４）によって説明されているような凸最適化、ならびに、
Ｒ．Ｆｌｅｔｃｈｅｒ（Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｍｉｚａ
ｔｉｏｎ，Ｗｉｌｅｙ，１９８７）によって説明されている線形プログラミングが、上述
したような定量化問題に対する改善された解を求めるのに使用することができる２つのさ
らなるクラスの技法である。
【０１０９】



(31) JP 6393679 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

構造、システム、および方法
　構造、システム、および方法（本明細書のいてはまとめて技法と称される）の組合せが
、雑音が存在する中での測定値の精度を改善し、測定システムの（たとえば、非常に小さ
い成分割合の測定に関する）感度を増大させ、異なる物質成分を区別し、時間および位置
にわたる測定サンプルの物質構成の変化を判別する機能を提供および改善するために、使
用され得る。行われるべき測定における変動は、多くの原因に由来する可能性があり、下
記に確認される様々な原因の組合せに対処するために技法の組合せが必要とされる。
【０１１０】
測定信号変動および劣化の原因
　測定中の信号変動または精度の劣化の原因は、サンプルの不均質性、交絡する物質の存
在、電子雑音、電子機器および光学機器の非線形性、環境放射、信号経路の変動を含むラ
ンダム性、変換点における量子化、非常に低い信号レベルにおける量子効果、サンプル内
の蛍光発光、および非線形的成分相互作用を含む。これらの各々は後述するが、このリス
トは網羅的であると考えられるべきではない。
【０１１１】
　サンプルの不均質性。測定されているサンプルの不均質性は、サンプルを通じて放射が
とる経路に応じて、測定結果に変動を引き起こす。サンプルが完全に均質でない場合、組
成の変動は、測定値の雑音要素であると考えられ得る。機械的な、またはサンプル応答の
細粒度時間特性を使用した評価測定値の空間位置特定を、そのような不均質性によって生
じる雑音を制限するのに使用することができる。多数の測定値にわたる結果の平均化が、
この問題を部分的に軽減するが、これは、診断に有用である、時間および空間にわたる変
動に関する正確な情報であることが多い。この理由から、後述する技法のいくつかが有益
に利用される。
【０１１２】
　図７を参照すると、腕７００が、２つの断面図７１０（面Ｊ－Ｊ’に沿ってとられてい
る）および７２０（面Ｉ－Ｉ’に沿ってとられている）とともに概略的に示されており、
７１０は、手首近くにとられた断面の表記であり、７２０は、肘に周辺における断面の表
記である。図７は、本発明による分光デバイスの一実施形態が人間と並置されるときに使
用されるサンプルの異成分からなる構成を示すように意図されている。サンプルの異なる
部分が、サンプルを通るときの信号を別様に変化させる。骨構造７３０は、２つの断面図
７１０および７２０にも示されている。断面図は、明瞭にするために主図面には示されて
いない筋組織７４０を含む。サンプル全体を通じた組織の変化を示し、静脈および動脈の
サイズが、それらが互いに近接するときに変化することを示すために、主要な静脈系７５
０および動脈系７７０が概略的に示されている。この理由から、対象の組織の応答を位置
特定するように構成されている測定値が良好な結果をもたらす。腱の位置の表記も断面図
に示されている。
【０１１３】
　交絡する物質。組織サンプル中の特定の物質成分の濃度が対象になり得るが、対象の物
質成分の測定値と交絡し得るサンプルのさらなる成分が存在する可能性を評価することも
重要である。特定の交絡成分は濃度または分布が変動し得る。可能性のある交絡物質は分
光学的にアクティブである、すなわち、異なる波長における信号の伝播に対するそれらの
影響が変動する。上記の図３Ｄを参照して提示されているビリルビンの説明が、可能性の
ある交絡物質および可能性のある交絡物質のいくつかの適切な処置の一例を与える。
【０１１４】
　電子雑音。絶対零度を上回る温度において動作するように設計されている電子システム
は、システムの構成要素の各々における熱雑音の生成の影響を受けやすい。さらなるタイ
プの雑音（たとえば、散弾雑音または１／ｆ雑音など）の特性はほとんど、デバイスタイ
プおよび／または製造品質、ならびに、コンダクタンス揺らぎのような半導体欠陥に依存
する。測定システムにおいて、雑音は送信機、検出器、およびデコーダの前後に導入され
る、有用な情報信号のエラーまたは望ましくないランダム外乱である。雑音は、自然の、
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および時として人為的な発生源からの、望ましくないまたは憂慮すべきエネルギーの総和
である。雑音がいくつかの相関のない発生源によって引き起こされる場合、中心極限定理
（「大数の法則」としても既知である）が、雑音は統計的に「正常な」またはガウス分布
を呈することを提示している。これは、いくつかの技法（後述）が、ノイズフロア未満か
らの非常に正確な測定値を抽出するために使用され得ることを意味する。そのような抽出
の品質は、異なる雑音源が互いと相関しない場合、または、それらが相関され、識別可能
な様態で相関する場合に劇的に改善される。
【０１１５】
　電子機器および光学機器の非線形性。測定システムに非線形性が存在する場合、および
、複数の異なる非線形性条件下で複数の異なる測定が実行される場合、線形変換に基づく
、上述のような行列手法に基づくアルゴリズムは、エラーのある結果を生じる場合がある
。入力信号レベルが４つの異なるシステム出力信号レベルと比較されている図８Ａを参照
すると、線形信号８１０は、その値がその入力信号の２倍である線形出力を表す。同様に
、線形出力８１５は入力信号との１対１関係を示しており、線形出力８２０は、入力の１
／２のレベルの信号を示している。非線形データ系列は、低いが増大している利得領域８
２５、高利得領域８２６、高出力だが増分が非常に低い利得領域８２７を有する。
【０１１６】
　１つの波長におけるＥＭＷからの信号が８２５に類似のレジームにおいて動作している
ステージに遭遇し、一方で、第２の波長にあるＥＭＷが８２６に類似のレジームにおいて
動作している場合、第２の波長における信号レベルの相対差は、第１の波長におけるそれ
と比較すると、過剰になる。
【０１１７】
　組み合わせる前の線形化が正確な結果にとって重要である。電子機器および光学機器の
非線形性によって生じる場合がある不正確さを回避するために較正および補償回路ならび
に較正された範囲選択回路が使用され得る。
【０１１８】
　環境放射。測定されているサンプルを照射する環境放射があることが多い。環境放射の
影響を測定プローブから区別するための技法を使用しなければならない。加えて、周囲放
射が受信機の入力に過負荷をかける場合、このタスクはより困難になる。
【０１１９】
ＳＮＲ改善技法
　信号精度改善技法は、すでに説明された、分光測定に使用される波長の選択の改善を含
む。信号精度改善技法は、限定ではないが、送信される放射をパルシングすること、オン
およびオフシーケンスに多様性を与えること、送信される放射と測定されているサンプル
からの受信信号との間の相関を実行すること、測定を反復すること、測定されているサン
プルの位置を特定するために様々な技法を使用すること、さらなる受信機を使用すること
、様々な技法によって生成されるインパルス応答の変動を使用すること、アルゴリズムに
従ってインパルス応答の特定の部分を選択すること、ならびに、送信機からサンプルへの
、および、サンプルから受信機への経路を変更するために物理的構造物を使用することを
含む、後述する技法をも含む。
【０１２０】
　多くの通信および測定システムの設計は、送信信号（通信システムの場合）または測定
値（多くの他のシステムの場合）が、距離伝播、環境内の雑音、および多くの他の要因に
起因して劣化する場合があるということを考慮に入れなければならない。しかしながら、
信号経路の出力端または測定システムの検出器において出現する「信号」は、様々な統計
処理手法を使用することによって改善することができる（すなわち、検出データのＳＮＲ
を増大することができる）。受信信号の相対的な強度の増大は、「信号処理利得」または
単純に「処理利得」と称され、エンドツーエンドシステムのＳＮＲを大きく改善すること
ができる。
【０１２１】
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　１つの実施形態において、励起シーケンスの「０」および「１」のシーケンスは、シス
テムの送信側にあるアルゴリズムに従って動作するシステムの適切なハードウェア構成要
素によって生成され、したがって、システムによって、および／またはシステム内で定義
される。システムの受信側では、受信信号が、電気的な「１」および「０」のストリーム
に変換され、「デジタル相互相関器」に通され得、これは、マッチングする事前に記憶さ
れたパターンを通った０および１を概念的に移動させる（すなわち、時間に対するスライ
ディングウィンドウ）。２つの信号パターンが後処理ユニットに送達され、後処理ユニッ
トにおいて整列するか、または、互いに一致することが分かると、「デジタル相関器」は
、送信パターンとその事前に記憶されたパターンとの間に「一致」を発見したと応答し、
「一致信号」を生成する。「一致信号」の振幅は、相関手法を使用することからの「処理
利得」の測度であり、一般的に、１および０のパターンが長くなるほど、「一致信号」の
振幅は強くなる。送信パターンが相互相関器に記憶されているパターンと異なる場合、シ
ステムによって「一致」は報告されない。
【０１２２】
　この手法の利点は、受信信号が、信号経路の「ノイズフロア」を大きく下回るように提
供され得ることである。図８Ｂを参照すると、拡張励起シーケンスまたは信号が、様々な
間隔における遷移を有するシーケンスが生成されるように、０値および２値のエッジの多
い連結から構築され得ることが分かる。この励起シーケンスは、雑音に埋め込まれるか、
または隠され得る。図８Ｂを参照すると、励起シーケンスの振幅は、雑音対信号比（ＮＳ
Ｒ）が、上から２行めの３つのグラフでは３４：１のレベル、上から３行めのグラフでは
６８：１のレベル、および上から４行めの３つのグラフでは１３６：１のレベルに達する
ように減衰される。図８Ｂのグラフの中央列の４つのグラフは、ゼロ平均４σガウス雑音
源によって加えられた励起信号のバーストを示す。右端列の４つのグラフは、雑音の多い
信号との励起シーケンス信号の相互相関を実行した結果を示す。１０，０００ビット励起
シーケンス信号の存在は、たとえ送信信号が雑音レベルの１／３４、１／６８、またはさ
らには１／１３６のレベルにおいて背景雑音に埋もれてしまっても、雑音から回復される
。励起シーケンス信号が長くなるほど、回復される信号の潜在的なＳＮＲは高くなり、適
切に選択された２０００ビット励起シーケンスは１０００ビットシーケンスよりも高いＳ
ＮＲを有する、などである。特に、相互相関器は任意選択的に、経過時間の速度ももたら
し得、基準タイム「チック」がある場合、相関器は、回復される信号の強度だけでなく、
時間的に一致がいつ発生したのかも示すことになる。以下のパラグラフにおいて、この相
互相関手法がどのように利用され得るかをより詳細に説明する。説明された酸素測定用途
について、装着式酸素濃度計が、小さく小型コイン電池によって給電されるべきである場
合、相互相関器は、カスタム設計集積回路として実装されることが有益である。
【０１２３】
　図８Ｃを参照すると、経時的な信号振幅の一連のグラフが示されている。グラフ８８５
は分光システムによって測定されているサンプルのインパルス応答を表す。このインパル
ス応答は、図８Ｃの図解の残りの部分に使用されている。グラフ８８６は、システムに対
する理想化された単一チップ入力パルスを表す。「チップ時間」という用語は、個別の時
間量子化励起シーケンスが１つのレベルから別のレベルへと変化するための機会の間の継
続時間を指す。このコンテキストにおける「チップ」という用語は、２つの連続する変化
の機会の間の時間の間の信号を指す。グラフ８８６の水平軸は、チップ境界におけるチェ
ックマークを有する。特に、この図解は、５つの時間単位のチップ期間を特徴とする分光
システムを示すため、チェックマークは、０、５、１０、１５、２０、２５および３０に
等しい時間にナンバリングされており、各チェックマークの間にある期間がチップと称さ
れる。それゆえ、単一チップパルス８８６は、低いレベルにある振幅を有し、その後、チ
ップ境界において高振幅へと遷移し、次のチップ境界において低振幅へと遷移する信号で
ある。
【０１２４】
　図８Ｃのグラフは例示のみを目的として提供されており、振幅は必要に応じて、１の高
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レベルおよび０の低レベルに正規化される。システムインパルス応答８８５を所与として
、単一チップパルス入力８８６に対するシステムの応答は、グラフ８８７によって表され
る。このパルス応答８８７は、下記のグラフ８９０、８９４、および８９５によって表さ
れる波形の視覚的基準として使用することができる。本発明の一実施態様は、励起シーケ
ンス８８８の形態の一連のチップを生成する。特に、図示のような励起シーケンス８８８
は、２進数シーケンス｛１，０，０，０，０，０，１，１，０，１，１，０，１，０，１
，０，０，０，０，１｝によって表すこともできる。グラフ８８９はインパルス応答８８
５および励起シーケンス（入力）８８８によるシステムの応答または出力を表す。この信
号はもはや２値信号ではなく、アナログ信号、または連続的に変化する信号として考える
のが最良である。励起シーケンスをベースラインとして扱い、そのベースラインの範囲と
出力８８９との経時的な相関を発見するのに使用することができる様々な回路および数学
演算がある。１つのそのような方法は、時間オフセットゼロにおける相関値を提供するた
めの２つの信号のドット積、すなわち、時間Δｔの値を発見するためにΔｔによって時間
遅延される出力８８９および励起シーケンス８８８のドット積を求めることである。グラ
フ８９０は、システムの入力とシステムの出力との相関である結果を表す。雑音のない相
関８９０が、パルス応答８８７に対して実質的に理想的である。８８７に対する入力とし
て使用される単一チップパルスは時刻０ではなく時刻５において開始するため、グラフ８
８７および８９０は異なるように見える。
【０１２５】
　測定システムに雑音が導入されると、雑音は出力の一部になる。システムへの制御され
た入力の影響を測定するとき、雑音の影響は低減されなければならない。雑音が存在する
ときでさえ測定値をより正確なものにするためのいくつかの技法が、本開示において説明
される。グラフ８９２は、ローカルスケールの励起シーケンス８８８を表す。信号レベル
と比較して＋２５ｄＢのガウス雑音が、グラフ線８９１によって表される公称最大エンベ
ロープおよびグラフ線８９３によって表される公称最小エンベロープを有する出力信号に
加えられている。グラフ８９４は、長さ２14－１の入力励起シーケンスに基づく雑音の多
い出力に対する相関動作の結果を表し、一方、グラフ８９５は、長さ２18－１の入力励起
シーケンスに基づく雑音の多い出力に対する相関動作の結果を表す。
【０１２６】
　図８Ｄを参照すると、図８Ｃからのグラフ８８５が、図示のように構成されているサン
プルのインパルス応答として経時的に発現される波形の説明のコンテキストにおいて示さ
れている。図面の下側部分は、一定距離離れて配置された送信機８３２および受信機８３
５と並置されているサンプル容量８３０を含む。時刻０においてエネルギーインパルスが
サンプルに注入されるとき、時刻０において、受信機において検出可能な結果の出力はな
い。送信機８３２から受信機８３５へと弾道的に進行する放射は、バリスティックまたは
直線経路８４１を進行することになる。グラフ８４０の第１の間隔において示されている
ように、入力エネルギーのその部分が出力に到達するまで、受信振幅は０である。時点８
４１において、最短経路８４１に沿ってサンプルを進行する放射が受信機をアクティブに
し、受信エネルギーにスパイクを生じる（横座標に沿って測定される約４単位にあるグラ
フ８８５のスパイクによって示されている）。いくらかの放射は表面に近いサンプルを通
る経路に従い、これは、実質的に領域８４２内にあるままであるため、短い経路に従う。
この放射は、グラフ領域８４２における経時的な上昇に関与する。サンプル物質の特性に
応じて、拡散、吸収、反射、およびこれらの効果の異方性特徴に関して、より多くのまた
はより少ない放射が長い経路と比較して短い経路に従うことになる。より長い経路はサン
プル内へさらに貫入し、ＥＭ放射が受信機に達するのにより長い時間がかかり、統計的に
、経時的に、残りの放射の多くは、受信機によって検出されずに吸収されるか、またはサ
ンプルを出るかのいずれかであるため、受信機によって検出可能でない。８４３、８４４
、８４５によって示される領域の連続的な深さ、および、サンプル８４６の大部分は、そ
れらの領域に対応するグラフ８８５の時間内に受信されるエネルギーの貫入の可能性を示
す。対応が正確であるというのは誤解を招くが、そうではない。しかしながら、異なる経
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路レジームに対応するための異なる遅延、および、レジームが特性化される場合、これら
の特性化の結果は、後の測定を通知するのに使用され得る。本発明の実施形態は、経路の
遅延群の測定値を分離し、これらの遅延群の差分特性化を実行するための細粒度の機能を
有利に使用するシステムを含む。
【０１２７】
　全般的に使用されている用語「インパルス応答」は、ゼロ時間において注入されるエネ
ルギーの単位サイズのバーストに対するシステムの応答であるが、本明細書における実施
形態は、それらのチップ長パルスに対する応答によってより正確に説明され得る。このチ
ップ長矩形パルスは、一般的な概念的インパルス応答の継続時間よりも長い場合があり、
その場合、そのパルスは時限階段関数、またはより単純に、パルスと同様である。交互に
、チップ時間は、インパルス応答の検出可能な継続時間よりも相当に短い場合があり、チ
ップパルスはこのとき、インパルスにより緊密に類似する。入力パルスの形状および継続
時間は、時間的に実際のパルス応答と畳み込まれること、ならびに、受信および量子化さ
れるものがパルス応答であることを、当業者は認識しよう。説明されている様々なシステ
ム内に具現化される様々な雑音低減技法に基づいて、精度および分解能を大きく改善され
て測定され得るパルス応答は、さらにより細粒度の情報を提供するために有用に畳み込み
を解かれ得る。本明細書における使用は用語の数学的解釈に厳密に適合するものではない
が、本明細書において使用される場合、「インパルス応答」という用語は、単一チップ幅
パルスの入力に対する、測定されているシステムの抽出された応答を包含する。収集され
たデータは量子化され時間的に制限されているが、これはインパルス、「チップ」、ステ
ップ、およびパルス応答の組合せをキャプチャするため、その用語が本明細書において使
用されている。付加的に、複数のλiからの受信インパルス応答を組み合わせた計算結果
を説明するインパルス応答が使用される。
【０１２８】
　本明細書において使用される場合、濃度は、特定の物質成分または分析物の量である。
これは、割合であってもよく、または、たとえば、体積が求められる場合は、絶対値が計
算されてもよい。
【０１２９】
　ＬＥＤではなくレーザ（ＶＣＳＥＬ）を利用するさらなる理由は、ＶＣＳＥＬがＬＥＤ
よりも速くパルシングされ得ることであり、これは、長い励起シーケンスが送信されるべ
きであるときに有用であり、経路長のより正確な測定を可能にする。
【０１３０】
物質成分の特性を測定するためのシステムの例
　図９Ａを参照すると、１つまたは複数の物質成分の１つまたは複数の特性を測定するた
めのシステムは、プローブ９１５（たとえば、１つまたは複数の波長における光の形態の
）を形成する送信機９００を含む。プローブは物質成分９２０と相互作用するように方向
付けられ、その結果として、プローブの特性または特徴は、そのような相互作用を反映し
、変更されたプローブを形成するように変化され、変化の固有の性質は、分析物の特性に
依存する。変更されたプローブ９２５の存在は、受信機９３０によって検出される。変更
されたプローブ９２５を表し、受信機９３０によって取得されたデータは、データ量子化
器によって下記に説明するように量子化され、その後、量子化データは計算ユニット９４
０によって、判明した特性９４５を生成するように処理される。
【０１３１】
　図９Ｂを参照すると、システムは、送信機が励起シーケンス生成器を用いて駆動される
ようにすることによって、送信機９００および受信機９３０を使用して取得された測定値
から信号対雑音比を増大させるように増強され得る。この場合、異なる波長における光（
プローブ）の成分の各々は、対応する固有の励起シーケンスによって変調される。この実
施形態において、受信機９３０は、データ量子化器９３５を通じて、少なくとも相関回路
９５５および集約回路９６０の部分から構成される計算ユニット９４０へと信号を供給す
る。この実施形態において、各相関器はその動作に対する入力として、受信信号、および
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、直接接続９６５を通る偏光されていない規定の励起パルスシーケンス９５０の両方を有
する。相関器は、受信信号とプローブとの相互相関を実行するために、この励起シーケン
スを有益に参照することができる。そのような相関手順の実施態様の例を、下記に説明す
る。図９Ｃを参照すると、相関を促進し、それによって信号対雑音比を増大させ、かつ／
または動きアーティファクトを低減するために複数の励起シーケンスを送受信するように
適合されている、さらなるシステムが示されている。送信信号は、拡散媒質または分子ダ
イ９７０であってもよい物質成分と相互作用するように方向付けられる。プローブは、１
つまたは複数の波長にある光を含み、各波長にある光部分は、対応する固有の励起シーケ
ンスによって変調される。複数の相関器が、変更されたプローブ９７５の複数の波長の同
時処理を可能にするのに使用され得る。
【０１３２】
マイクロミラーを使用したサンプリング点（複数の場合もあり）の位置の制御
　光源を用いて測定を行うにあたって、光が測定されるべきサンプルと接触する位置を厳
密な許容範囲で制御することが望ましいことが多い。そのような測定を利用する１つの用
途は、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）またはｂｌｕ－ｒａｙディスク（ＢＤ）のよう
な光ディスクドライブ状の読み取り／書き込み機構である。現行の技術水準は、サーボ制
御を有するウォーム駆動を使用してレーザを位置決めする。そのようなシステムの利点は
、レーザの位置が、ねじ、モータ、および制御システムによって限定された精度で連続的
に可変であることである。一方で、欠点は、サンプル位置に対してレーザを正確に位置決
めするために相当量のハードウェア、時間遅延、およびエネルギー（質量を動かすための
）が必要となることである。
【０１３３】
　別の例示的な用途は、統一商品コード（ＵＰＣ）スキャナである。１つの実施態様にお
いて、レーザ光は、単一の回転ミラーを使用してＵＰＣにわたって走査される。別の実施
態様において、レーザ光は、ホログラムを使用してＵＰＣにわたって走査される。本明細
書において説明されている発明とは異なり、ＵＰＣへの光の入射角は制御されず、光源か
らサンプルへ、またはサンプルから受信機への距離も制御されない。
【０１３４】
　ウォーム駆動に対する、本明細書において説明されている発明の利点は、レーザビーム
を測定されるサンプル位置に位置付けるために必要とするハードウェアがより少なく、時
間が少なく、エネルギーがより低いことである。関連する利点は、機械部分が単純である
こと、および、装置のサイズが低減されることに起因して、信頼性が増大することである
。ＵＰＣスキャナとは異なり、本明細書において説明されている発明は、サンプルに対す
る距離および入射角を同時に制御する。距離および入射角の制御はＵＰＣスキャナにとっ
て必要ではないが、他のサンプリング用途には必要である。
【０１３５】
　図１０Ａを参照すると、各々が少なくとも３つの（傾斜左１０８１、非傾斜１０８２、
および傾斜右１０８３）位置の間で制御可能にそうされる、可能性として限定ではないが
、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）に含まれるものとしてのマイクロミラー１０８０を
使用することによって、光学経路、および、それによって、プローブ１０１５と物質成分
１０２０との間の相互作用が動作中に変更されることが可能になる。ミラーは図１０Ａに
おいてはアレイパターンで示されているが、他のパターンが見込まれるため、これは例示
にすぎない。送信機１０００は、限定ではないが、レーザ、ＶＣＳＥＬ、またはＬＥＤの
ような任意の光源であってもよい。受信機１０３０は、限定ではないが、フォトダイオー
ド、ＰＩＮダイオード（特定のタイプのフォトダイオード）、光電子倍増管、または電荷
結合素子（ＣＣＤ））であってもよい。送信機は、マイクロミラーアレイ１０８０の面に
平行に波を放射する。マイクロミラーアレイ１０８０内で精密な位置にある１つまたは複
数のマイクロミラーは、非傾斜１０８２位置から、プローブ１０１５を測定されるべき物
質成分１０２０に向けて方向付ける傾斜１０８１位置に移動される。一実施形態において
、変更されたプローブ１０２５は、１つの方向において傾斜１０８１している少なくとも
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１つのマイクロミラーおよび反対方向において傾斜１０８３している少なくとも１つのマ
イクロミラーによって受信機１０３０に対して方向付けられる。
【０１３６】
　図１０Ｂは、図１０Ａに示す実施形態に対する拡張を示す。この実施形態においては１
０８０ａ、１０８０ｂおよび１０８０ｃの３つのマイクロミラーがある。マイクロミラー
アレイ１０８０ｂおよび１０８０ｃは寸法が１×Ｎ個のミラーである。加えて、この２つ
のアレイはマイクロミラーアレイ１０８０ａの面に直交している。送信機１０００は、マ
イクロミラーアレイ１０８０ｂに平行に光を送信し、光は、光をマイクロミラーアレイ１
０８０ａの１行にわたってマイクロミラーアレイ１０８０ａに平行に方向付ける傾斜ミラ
ー１０８１ｂ（アレイ内のＮ個の可能性のあるマイクロミラーのうちの１つ）から反射さ
れる。その点において、装置は図１０Ａに示すように機能し、光は物質成分と相互作用し
て、マイクロミラー１０８３から反射される。図１０Ａとは異なり、その後、光はマイク
ロミラーアレイ１０８０ｃにおいてマイクロミラー１０８１ｃから反射される。マイクロ
ミラー１０８１ｃによって反射された光はその後、受信機１０３０によって受信される。
本発明によって、マイクロミラーアレイ１０８０ａ上の各行は、物質成分の二次元領域を
サンプリングするのに使用され得る。マイクロミラーアレイ１０８０ａは、各行が前のも
のからずれて示されている（すなわち、互い違いの行）。行を互い違いにすることは、例
示にすぎない。行はまた、１つが他方の上になり、それゆえ互い違いにならなくてもよい
。
【０１３７】
　図１０Ｃは、光が物質成分１０２０から受信機１０３０へと反射される点１０４０から
の距離を精密に制御することに関する本発明の有効性を示す。示されている例について、
２つのミラーが距離を制御するのに使用され、アレイは一次元である（すなわち、ミラー
の行は１つしかない）。第１のミラーは１０８１によって示すように傾斜されており、第
２のミラーは１０８３によって示すように傾斜されている。点１０４０から受信機１０３
０までの距離（すなわち、ｄ）が式４５によって示される。物質成分１０２０およびマイ
クロミラーアレイが平行であるという単純化する過程を使用して、２つの傾斜したミラー
の右にあるミラーが傾斜され、前の２つの傾斜したミラーが非傾斜位置に置かれると、距
離は式４６に示すものになる。したがって、距離は２つの隣接するミラーの間の距離だけ
低減する。式は式４７に一般化され、式中、Ｎは図面に示す位置の右にあるミラーの数で
ある。この単純化された式は、物質成分がマイクロミラーアレイに平行であること、およ
び、確度α（および、それゆえθ）が一定であることに依存することに留意されたい。マ
イクロミラーの利点の１つは、傾斜の角度が反復可能であり、ミラー同士で一貫している
ことである。
ｄ＝ｘ2－ｘ1＋ｈ（４５）
ｄ＝ｘ2－ｘ1＋ｈ－ｘ3（４６）
【数４１】

（４７）
【０１３８】
　精密に離間されたマイクロミラーのアレイを有することの利点は、プローブが物質成分
によって散乱される「点」から受信機までの距離を精細な分解能で選択することが可能で
あることである。この距離を最適化することによって、測定されるべき所望の点が位置特
定され得、結果もたらされる測定値が改善され得る。加えて、物質成分が、所望される特
性を有する物質成分の領域を迅速に位置特定するために、（１つまたは複数のマイクロミ
ラーのうちのいずれが傾斜されるかを変更することによって）走査され得る。
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【０１３９】
　他の利点は、（図１０Ｃに示すものとして）ｙ方向におけるばらつきの保証を含む。ｙ
が増大する場合、Ｎｘ3は、総距離「ｄ」を一定に保つために増大され得る。
【０１４０】
　上記のパラグラフは、プローブ１０１５が物質成分１０２０から反射し、変更されたプ
ローブ１０２５を生成する単一の点がある単純化する仮定を利用した。しかしながら、対
象の多くの物質成分は光を単純に反射せず、加えて、光を吸収し、屈折させ、散乱させる
。それゆえ、物質成分と相互作用した光に由来する単一の光線はなく、複数の光線が、物
質成分が光と相互作用するときに物質成分によって散乱される。この見解が、このデバイ
スを動作させるための他の有用な代替形態をもたらす。図１０Ｄは、単一の傾斜ミラー１
０８１を示しており、受信機１０３０が、非傾斜ミラー１０８２のうちの１つまたは複数
から反射された光を受信する。図１０Ｅは、送信された光が１つまたは複数の非傾斜ミラ
ー１０８２から反射され、物質成分と相互作用し、傾斜ミラー１０８３に散乱し戻され、
受信機１０３０へと反射される、相補的な動作を示す。
【０１４１】
　いくつかの物質成分は光を拡散させる。この光のいくらかはアクティブであるように意
図されていないマイクロミラーの部分においてサンプルを出る。非組織経路を通じて受信
機に達する拡散光の量を低減するために、障壁が導入され得る。図１０Ｆは、そのような
障壁１０４０がどのように使用され得るかを示す。たとえ障壁が物質成分と接触していた
としても、光は物質成分を通じて進行し、障壁の右手側で出るため、依然として受信機へ
と進行することができる。代替的な障壁技法を図１０Ｇに示す。この場合、マイクロミラ
ーの列が障壁として使用される。光を反射するマイクロミラー１０８１と反対方向に１つ
または複数のマイクロミラー１０８３を傾斜させることによって、マイクロミラー１０８
３の左から受信機１０３０へと通過することが可能にされる光が少なくなる。一方で、以
前に示したように、１０８３のマイクロミラーは光の受信機に向けて右に反射する。
【０１４２】
　図１０Ｇは、二次元マイクロミラーアレイの第２の次元の動作を示す。傾斜マイクロミ
ラー１０８１は、送信される光の部分（プローブ１０１５）を選択するのに使用される。
このように、寸法が送信光波の幅よりも小さいミラーによって、送信機によって生成され
るものよりも小さい波がプローブのために反射される。反対方向に傾斜されたマイクロミ
ラー１０８３は、マイクロマイクロミラー１０８１を通り過ぎる光を閉じ込めるのに使用
される。光を閉じ込める機構の別の可能な用途は、そうでなければ有用な機能を果たさな
いことになる光からエネルギーを捕集することである。
【０１４３】
　図１０Ｈに示すような、列が互い違いになったマイクロミラーを使用することによって
、マイクロミラー間のものよりも精細な粒度の距離が達成され得る。この場合、互い違い
にする距離は、ある列内の１つのミラーの中心線から同じ列内の隣のミラーまでの距離よ
りも小さい。図１０Ｈは複数の送信機１０００および複数の受信機１０３０をも導入する
。複数の送信機の１つの用途は、複数の波長が、必要に応じて同時に送信されることを可
能にすることである。本発明の利点の１つは、各波長が必要に応じて、受信機までの固有
の距離を有することである。サンプルから受信機までの複数の距離の選択を促進するため
に複数の受信機が使用され得る。最後に、各受信機は、光の特定の波長、または波長範囲
に専用にすることもできる。これは、信号の分離、および、送信されている波長に特に適
したもののうちのものとして、２つ以上の種類の受信機の選択を補助するのに有用であり
得る。
【０１４４】
　図１０Ｉは、六角形形状を有するミラーを使用したマイクロミラーパターンを示す。こ
のパターンは、傾斜１０８１したミラーの間を通る光の量を最小限に抑えることによって
、反射光の量を最大化するのを助ける。
【０１４５】
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　図１０Ｊは、対角パターンを使用したマイクロミラーアレイを示す。今日製造されてい
るマイクロミラーは、対角線にわたる旋回軸を有することが多い。
【０１４６】
　図１０Ｋは、光ディスク１０９０（スピンドルのための孔１０９２をも示す）を読み出
しまたは書き込みするのに使用するための本発明の応用形態を示す。この例のトラック１
０９１は、単一行のマイクロミラーと整列される。図１０Ｂに示すマイクロミラーアレイ
を使用することによって、マイクロミラーアレイ１０８０ａ内のすべての行が、光線を光
ディスク１０９０上のトラックと整列させるのに必要なものして使用されることが可能に
なる。すべてではないにせよ、現在製造されているほとんどの光ディスクはらせん状のト
ラックを使用する。本発明とともに、らせん状のトラックのトラッキングを促進するため
のいくつかの技法が使用され得る。１つのそのような技法は、光ディスクドライブに一般
的に使用されているような、サーボ制御を有するウォーム駆動である。しかしながら、こ
の応用形態においては、必要とされる動きの範囲が、一般的に光ディスドライブレーザア
センブリにおけるものよりもはるかに少ない。別の技法は、送信側および受信側の両方に
おいてミラーの傾斜の角度を調整することによって、マイクロミラーを通したトラッキン
グを可能にすることである。本発明のさらなる利点は、トラック間の距離が分かっている
ことによって、１つのトラックが位置特定されると、任意の他のトラックを見つけるのに
必要なミラー位置が分かり、迅速に変更することができることである。
【０１４７】
　図１０Ａ～図１０Ｋをすべて参照すると、各々が、傾斜したミラーの角度が一定である
実施態様を説明している。複数の角度、および、さらには連続的に変化する角度を可能に
することに、明らかな利点がある。たとえば、連続的に変化する角度は、単一の角度を有
するミラーの離散的な位置ではなく、連続した位置をサンプリングするために使用され得
る。
【０１４８】
　プローブまたは変更されたプローブの経路内にマイクロミラーを使用することによって
、受信信号を低減することができる。この技法は、様々な符号化技法および本明細書にお
いて説明されている後処理技法を利用することによって実際にはより有用にすることがで
きる。
【０１４９】
シーケンス生成器および励起シーケンス
　線形フィードバックシフトレジスタ。励起シーケンス生成器がプログラム可能線形フィ
ードバックシフトレジスタ（ＬＦＳＲ）として実装され得、ＬＦＳＲの複数の内部レジス
タに対して異なる設定を行うことによって、複数の異なる励起シーケンスが生成されるこ
とになる。複数の異なるパターンを生成するようにＬＦＳＲを設計するいくつかの方法が
あり、そのパターンは反復のない非常に長いものになり得、トランジスタレベルの実施態
様は複雑ではなく、それほどトランジスタ数が多い回路にはならない。一実施形態におい
て、図１５Ａを参照すると、シフトレジスタ１５００はシフトされた出力１５１０を生成
する。この出力１５１０はシンドロームロジック１５１５に「フィードバック」される。
シンドロームロジックは、構成レジスタ１５２０に基づいて、シフトレジスタの構成され
ている要素に出力１５１０を提供し、出力は、シフトされているビット値によって、クロ
ックパルス１５０５によってトリガされるとシフトレジスタの次の要素に記憶され得るよ
うにそのビット値を変更するために、排他的ＯＲ演算される。任意選択的に、構成レジス
タ１５２０は、新たな値を書き込まれ得、上記値は、限定ではないが、たとえば、値ソー
ス、プロセッサ（図示せず）データバスから供給される。書き込み制御信号１５３０を切
り替えることによって、構成レジスタ１５２０は、値バス１５２５において供給される値
に更新するようにされる。
【０１５０】
　このＬＦＳＲ設計には「開始パルス」出力信号線１５４０が組み込まれており、これは
、任意選択的に、シーケンスの時間的境界を決定するために受信機および相関器回路内で
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使用され得る。シーケンス境界の通信は、任意選択的に、後述するように受信機内の自動
利得制御に使用され得る。シーケンス開始信号１５４０は、いくつかの方法で生成され得
ることが認識される。図示されている実施形態において、パターンマッチング回路１５３
５が使用される。
【０１５１】
　図１５Ｂを参照すると、例示的なＬＦＳＲの詳細が示されており、シフトレジスタ要素
１５５５が、入力を受信し、その入力をラッチ内の記憶要素に伝播し、出力において記憶
位置の内容を提供するデジタルラッチとして示されている。入力はデジタル信号指定クロ
ック１５０５の立ち上がりエッジにおいて内部記憶位置に伝播される。シフトレジスタ内
の左端の要素は、構成レジスタ１５６５の左端の要素からその入力をとる。この論理は、
シフトレジスタの各要素を更新するのに必要とされる論理に対応するグループに編成され
る。各々が構成レジスタ要素１５６５、ＡＮＤ論理ゲート１５７０、排他的ＯＲ（ＸＯＲ
）論理ゲート１５４５、およびシフトレジスタ記憶ラッチ１５５５から成るものの集合は
、入力クロック１５０５が切り替わるたびごとにシフトレジスタを更新するのに使用され
るシンドロームロジック１５１５を含む。各連続（左から右へとトラバースする）シフト
レジスタ要素はＸＯＲ論理ゲート１５４５の出力からその入力をとる。ＸＯＲゲート１５
４５の２つの入力は、シフトレジスタ１５５５の前の要素およびＡＮＤ論理ゲート１５７
０の出力である。このＡＮＤゲート１５７０に対する入力は、このビットグループに対応
する構成レジスタの要素およびシフトレジスタ１５１０の出力の値である。この論理は、
適切な構成値によって構成されると、反復パターンにある論理１および０の決定論的シー
ケンスを提供することになることが諒解される。図１５Ｂを参照すると、図面の中心は４
つの省略パターン、すなわち、「．．．」が含まれており、これらのパターンはこの慣習
に精通している者によって、省略パターンのいずれかの側に無限数の要素の反復が存在す
ることを示すために使用される。より少数の反復パターンによってより大きな構造を示す
この慣習は、少なくとも図１５Ｂ、図１７Ｂ、図１７Ｅ、図１８Ｂ、および図１９を含む
図解のいくつかにおいて使用されている。
【０１５２】
　雑音ベースの生成。図１６を参照すると、励起シーケンス生成のさらなる実施形態が示
されている。図１６Ａは、限定ではないが、マイクロホン、逆バイアスダイオード接合、
大気雑音の受信機、または他の時間変動プロセスのような雑音生成器１６００の使用を示
す。雑音生成器１６００の出力は、ローパスフィルタ１６１０に供給される。ローパスフ
ィルタは、比較器回路１６２０の一方の入力として平均値基準を提供する。比較器回路１
６２０の他方の入力は雑音生成器１６００から直接来る。諒解されるように、雑音生成器
の瞬時値は、ローパスフィルタ１６１０によって提供されるより長期の平均を時折上回る
場合があり、その時点において、比較器１６２０の出力１６３０は、論理１の極致に駆動
されることになる。他のときは、雑音生成器の瞬時値はより長期の平均を下回ることにな
り、比較器１６２０の出力は他方の極致、すなわち論理０へと駆動されることになる。こ
の回路を使用して、アナログ時変信号は２値信号に変換され得る。
【０１５３】
　記憶ベースの生成。規定の励起シーケンスの生成に使用され得る技法は、シーケンスの
事前決定、および、図１６Ｂに示すようなアドレス指定可能記憶構成要素１６４０内にそ
のシーケンスの要素を記憶することである。励起シーケンスは、カウンタ１６５０によっ
てメモリデバイスのアドレス線を駆動することによって生成され得る。連続したメモリ位
置がメモリの出力に提示され、励起シーケンス１６３０を含む値のシーケンスが生成され
る。変形形態として、複数のレーザを同時に駆動することを可能にする実施形態における
ように、２つ以上のシーケンスが必要とされる場合、多ビット幅メモリが使用され得、各
ビットインデックスが、別個のレーザを駆動するのに使用される。較正シーケンスが測定
シーケンスと異なるとき、複数のシーケンスにアクセスすることができることが、利点を
呈し得る。この場合、１つのメモリアドレスグループを通じて循環し、その後、構成値へ
と変更することによって、別のメモリ位置グループを通じて循環するために、構成レジス
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タと連携してカウンタが使用され得る。
【０１５４】
　図１６Ｃを参照すると、メモリインターフェースユニット１６７０を通じてメモリユニ
ット１６６０に接続されており、メモリからの命令をフェッチしてそれらの命令を復号１
６８０および実行するプロセッサ１６９０が、記憶されているプログラムまたはアルゴリ
ズムを実行し、論理信号１６３０を出力することが可能であるメモリ位置に書き込むこと
によってプログラム制御の下で励起シーケンスを生成し得る。
【０１５５】
　励起シーケンスは時間的に何度も反復し、ビット遷移が送信されない場合、各シーケン
ス間には任意選択的に短い継続時間がある。この平穏時を生成するための別の方法は、規
定の励起シーケンスの終わりにゼロの固定セットを含めることである。励起シーケンス生
成器からの出力は、レーザドライバ回路に供給され、レーザドライバ回路は、励起シーケ
ンスをレーザに対して変調する。レーザドライバおよびレーザ光源自体は、測定デバイス
のこの実施形態のアナログ部分である。一実施形態においてオン／オフキーイング変調が
使用され得るか、または別の実施形態においてレーザ光が明るい光から暗い光へと、また
戻るように変調されるが、励起シーケンスの各瞬間が送信されている限り完全に消滅しな
いか、のいずれかである。
【０１５６】
分光分析に有用な相関器の例
　パルス酸素測定のための２値デジタル相関器。図１７Ａを参照して、分光分析に使用す
るためのデジタル相関器を製造するための技法が説明される。これらの技法は、本明細書
において説明されているさらなる用途にも使用することができる。ＳＮＲを大きく改善す
る相関実施形態は、有利には、集積回路の形態で実装され得、それによって、相関器は、
携帯装着式装置の一部として機能することが可能になる。血液酸素飽和度の、絶対測度で
はなく相対測度であるパルス酸素測定の場合、組織を通る光の経路長を測定する必要はな
い。
【０１５７】
　分光分析のための相関器の一実施形態は、相関を検出するために２値受信信号を使用す
る多数のデジタル回路を含む。
【０１５８】
　回路の受信側では、組織を通過した後のレーザ光が、いずれもが光信号をアナログ時変
電気信号へと変換する、Ｐ－Ｉ－Ｎ（ＰＩＮ）ダイオード、アバランシェダイオード、ま
たは光電子倍増管のようなソリッドステート光検出器９３０に衝突する。この信号はその
後、アナログ増幅器段１７１０に供給され、その増幅定数は以下のように閉ループ式に変
更される、すなわち、励起シーケンス生成器からの開始パルスがコントローラ１７００に
、いつパルストレインが開始することになるかを通知し、次の開始パルス１５４０によっ
て示されるものとしての励起シーケンスの終了までに、相関器１７３０が相関「一致」１
７３６を生成しなかった場合、パルストレインの次の受信のために、増幅定数が増大され
ることになる。この増大は、相関器が相関一致を示すか、または増福愛知数がその最大値
になるかのいずれかまで、繰り返し継続することになる。自動増幅段１７１０の出力にあ
る閾値検出器１７２０は、光検出器からのアナログ電子信号を２値パルストレインに変化
するのに必要であるが、ここでも、これは既知の回路である。
【０１５９】
　相関器デジタル回路１７２０は、励起シーケンス生成器を駆動するものと同じクロック
パルストレイン１５０５によってクロック制御される。
【０１６０】
　図１７Ｂを参照すると、デジタル相関器の要素は、励起シーケンスの所定のビットパタ
ーンを保持するためのラッチ１７５０（レジスタにグループ化される）と、パルストレイ
ン、すなわち、クロックサイクル１５０５によるクロックサイクルがそれを通じて伝播さ
れるフリップフロップ１７４０の線形系列、受信パルストレイン内の伝播ビットが静的励
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起シーケンス保持レジスタ内の１または０に一致するか否かを検出する（完全な一致が特
定されるためには、励起シーケンス全体にわたって１のビットは１のビットに一致しなけ
ればならず、０のビットは０のビットに一致しなければならない）ＸＮＯＲゲート１７４
５のグループとから構成される。ＸＮＯＲゲートの各々の出力は、２値加算器１７６５に
供給され、加算器は、各クロックパルスに対する合計値を生成する。完全な一致が発生す
ると、２値加算器は、一致が発生したこと、および、時間的にいつ一致が発生したかを規
定する大きい２値出力値を生成することになる。平均して、半分のみのビットが各クロッ
クサイクル中にパターンに一致することになる。しかしながら、整列、すなわち、すべて
の励起シーケンスビットにわたって同時に一致が発生するときに対応するクロックサイク
ルの間、２値加算器１７６５の出力は最大値になり、その予測される大きさは既知であり
、サンプル損失によってスケーリングされる
【０１６１】
　本明細書において使用される場合、「ＸＮＯＲゲート」は、入力が一致するときは出力
が１になり、それ以外では０になる特性を有する２入力１出力回路である。本明細書にお
いて使用される場合、「２値加算器」という用語は、Ｎ個の入力および［ｌｏｇ２（Ｎ＋
１）］個の出力を有する回路であり、それによって、ともにとられる出力が、１である入
力のカウントである２値数を表す。２値加算器の一例は、１０個の入力Ｉ0～Ｉ9、および
、４［ｌｏｇ２（１０＋１）］個の出力Ｏ0、Ｏ1、Ｏ2、およびＯ3を有する回路である。
入力Ｉ0．．．Ｉ9が、たとえば、｛０，１，１，１，０，０，０，０，０，０｝であると
き、出力Ｏ0．．．Ｏ3は、３の値を表す｛１，１，０，０｝になる。たとえば、｛０，０
，０，１，１，１，０，０，０，０｝、｛０，０，０，０，０，０，０，１，１，１｝、
または｛０，１，０，１，０，０，０，１，０，０｝の入力パターンによって、同じ出力
が生成されることになる。
【０１６２】
　図１７Ａを参照すると、相関器に対する入力は、増幅器１７１０の出力と利得基準電圧
１７１５との間の比較である。比較器１７２０が２つの値を比較し、図１６Ａの雑音解決
回路と同様に、相関器に供給するための２値出力１７３５を生成する。
【０１６３】
　図１７Ｂを参照すると、比較対象となるべき励起シーケンスの基準を保持するレジスタ
要素１７５０が、新たな値によって更新され得る。新たな値はＮビットデータバス１７６
０によって提示され、書き込みパルス１７５５が切り替わるときに励起シーケンスレジス
タビット１７５０に記憶されることになる。このように、複数の基準シーケンスを有する
回路が使用され得る。
【０１６４】
　励起シーケンス生成器から供給を受ける、慎重に設計されたデジタル相関器は、雑音の
中に深く埋め込まれ、レーザ光の吸収および散乱に起因して劣化したレーザ生成光信号を
検出することができる。受信および処理システムは、相関器が励起シーケンスビットスト
リームを得るまで、または、ＡＧＣ増幅器が上限に達するまで、その利得が段階的に制御
されるフロントエンド利得制御段を有する。図１７Ａのコントローラ１７００は、それに
わたって信号が検出され得る範囲を決定するために図１７Ｃのプロセスに従うことになる
。一般性を損なうことなく、むしろ使用されるアルゴリズムの理解を促進するために、以
下の変数が使用される。Ｇは、増幅器の利得、または、比較器１７２０への入力として使
用される基準信号の電圧である。Ｃは、一致する相関要素のカウントである。これは、２
値加算器１７３５の出力である。Ｃmaxは、２つの開始パルスの間に観測されるＣの最大
値であり、それゆえ、１つの励起シーケンスの間の最高の相関レベルである。Ｔは、送信
信号が検出されたという高い可能性を表すように選択される、Ｃの閾値である。Ｇminは
、Ｃmax＞Ｔの値が観測されているＧの最小値である。Ｇmaxは、Ｃmax＞Ｔの値が観測さ
れているＧの最大値である。Ｖは、測定出力の数値であり、関数ｆ、たとえば、限定では
ないが、２つの測定値ＧminおよびＧmaxの平均によって生成される。この表記に従って、
アルゴリズムは開始し１７７０、Ｇをその最低値に初期化し１７７２、Ｇmin、Ｇmax、お
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よびＣmaxの、それぞれ最大値、最小値、および最小値への初期化１７７４に進む。初期
化されると、アルゴリズムは開始パルス１７７６を待つ。開始パルスが発生した後、アル
ゴリズムはＣの値を観測し、次の開始パルス１７８０が観測される前に、観測されたＣの
値の最大値を記録する。
【０１６５】
　開始パルス１７８０が観測された後、Ｃmaxが閾値Ｔと比較される１７８２。Ｃmax＞Ｔ
である場合、ＧminおよびＧmaxは、Ｇmin：＝ｍｉｎ（Ｇmin，Ｇ）およびＧmax：＝ｍａ
ｘ（Ｇmax，Ｇ）によって更新される１７８４。その後、Ｇはステップ１７８６によって
増大され、その後、Ｇの最後の値に対して試験される１７８８。ＧがＧの最後の値よりも
大きくない場合、プロセスは１７７４から継続する。Ｇの最後の値が評価された場合、ア
ルゴリズムはＶをＧminおよびＧmaxの関数として計算し１７９０、終了する１７９２。
【０１６６】
　検出された信号の値Ｖは、たとえば、限定ではないが、測定値および基準行列の行列操
作によって、測定されるべきパラメータの値を求めるのに使用され得る。行列乗算は、電
子プロセッサを使用してよく理解されている手段によって実行され得る。加えて、図１９
を参照すると、測定値のセットが、２値コード化入力１９００として、計算された特性に
対応する各出力１９５０に対して１つの、加算器１９４０に供給する出力１９３０を有す
る乗算器回路１９２０のアレイに供給され得る。この形態または類似の構成の構造を使用
して、測定されるべき特性の数値を計算するために、固定回路はプログラム可能でない構
造に構成され得る。別個の非線形性を除去することは、要素１９００において、索表、範
囲再スケーリング、制限警告、および、図１７Ａに関連して説明されているような利得調
整技法の少なくとも１つによって実行することもできる。この変換要素は、入力の使用の
範囲が測定経路に非線形性を与える場合に含まれることが有用である。
【０１６７】
　結果を定量化するために、受信信号の減衰が最初に測定されるべきである。そのような
測定は、励起シーケンスを送信すること、減衰シーケンスを受信すること、および、受信
値を時間的に相関させることを含む。図１１に示すもののようなデバイスが、そのような
目的に使用される。受信信号の減衰が導出されると、たとえば、式３７ｃおよび３７ｄが
、物質成分における特性の連結を計算するのに使用され得る。図１９に示す装置は、重み
付け係数を蒸散した測度および総和がステートフルな演算である（すなわち、前のタイム
スライスからの値が計算を実行するのに利用可能である）と仮定するそのような数学演算
を実行するのに適切な回路である。これらの計算における「重み」は、光学経路（または
渡る距離）および吸光係数のような波特性を指す。シストリックアレイのような他の固定
化色も、そのような計算を実行するのに適切である。処理のリアルタイム制約および速度
に応じて、デジタル信号処理に使用されるもの（ＤＳＰ）のようなプログラム可能プロセ
ッサまたはさらには汎用プロセッサも、必要な計算を実行することができる。
【０１６８】
　式３７ｃおよび３７ｄに加えて、計算にバイアスおよび雑音（式８参照）を導入するこ
とが、定量化可能な（相対的または定性的に対して）結果を達成するのに一般的に必要と
されることが理解される。たとえば、較正動作が、バイアスおよび雑音に使用されるべき
値を導出する１つの手段である。
【０１６９】
　受信信号と送信信号とを相関させる方法が、それら２つの間の時間的遅延、および、そ
れによって、送信から受信までの遅延が既知の量であると判定することを可能にする。加
えて、図９Ｂおよび図９Ｃの接続９６５のような、送信機から受信機への接続が、同期に
使用され得る。結果として、２つ以上の送信機から受信される信号の間の時間的差分も既
知の量であり、それによって、信号は時間的に相関され得る。
【０１７０】
　Ｎビットデジタル相関器。パルスオキシメータに非常に適切である（また、コンパクト
かつ低電力の実施態様を可能にし、そのため、使用には有利である）が、２値比較を用い
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る上述の実施形態は、長い励起シーケンスを使用することによって可能にされる処理ＳＮ
Ｒ利得の多くを諦めている。これは、比較器１７２０における１と０との間の区別が単一
点であることに起因する。多くの分光分析用途にとって、さらなる信号区別を提供するこ
とは有用である。図１７Ａと同様であるが２つの重大な変化がある代替的な図１７Ｄを参
照すると、Ｎビットデジタル相関器が示されている。比較器１７２０は、Ｎビットアナロ
グ－デジタル変換器（ＡＤＣ）１７２１に置き換えられている。ここで、増幅器は任意選
択的に、利得基準ブロック１７１６から、利得のための入力をとる。
【０１７１】
　図１７Ｅを参照すると、ＡＤＣ１７２１のＮビット幅出力が、最初の２×Ｎビット幅遅
延線レジスタ１７４２への入力１７３５として使用される。入力はレジスタ１７４２のビ
ットのうちのＮ個に供給され、入力１７３５は、否定ブロック１７３６にも供給される。
否定ブロック１７３６の出力は、遅延線レジスタの他のＮビットに供給する。クロックパ
ルス１５０５に基づいて、１つの遅延線レジスタ１７４２内の値が、各クロックパルス中
に行われるステップによって、１つのレジスタから次のステップへ、そして終わりまで渡
ることになる。
【０１７２】
　励起シーケンスレジスタビット１７５０に応答して、遅延線レジスタの出力のＮビット
が各マルチプレクサ１７４７によって選択される。１に設定される励起シーケンスレジス
タビットは、ＡＤＣの時間遅延値を選択することになり、励起シーケンスレジスタ内の０
のビットは、否定される時間遅延値を選択することになる。任意の所与の時間サイクルに
おいて、すべてのマルチプレクサの出力が、コントローラに対する出力を生成するために
、１７６７においてともに加算されることになる。記憶されている励起シーケンスがＭビ
ット長である場合、数値バスの最低端からのビットが落とされない場合に出力１７４７の
合計は、ｌｏｇ2（Ｍ）＋Ｎビット幅になる。
【０１７３】
　一般性を損なうことなく、否定ブロック１７３６は、各遅延線レジスタ１７４２の後に
データ経路内に置かれ得、このとき、遅延線レジスタは２Ｎビットではなく、Ｎビットの
損なわれた幅を有し得ることが諒解される。加えて、同じ目標を達成する動作のトポロジ
の他の再編成が適用され得る。この原理は、アナログ実施形態およびハイブリッド実施形
態において下記に実証される。
【０１７４】
　アナログ遅延線路相関器Ａ。定量的分光分析を実行することが所望される場合、組織中
の放射の光学経路長の速度が必要とされる。たとえば、靭帯のサンプルの測定を行うにあ
たって、経路長は２～３ｃｍ程度に短くなり得、光は、真空中の光の速度の約０．２～０
．３倍（または、２００～５００ｐｓ／ｉｎｃｈ程度）の速度において弾道媒質内を進行
するため、５～１０ｐｓの範囲内の非常に精細な時間分解能が、有用であるのに十分な精
度で光学経路長を解決するのに必要とされる（光学経路長の測度が相対値ではなく絶対読
み取り酸素測定値をもたらす理由に関する、本明細書内の他の箇所における説明を参照）
。受信および相関処理チェーンのいくつかの実施形態が、本明細書において説明されてい
るように特定されている。
【０１７５】
　図１８Ａおよび図１８Ｂを参照すると、実施形態は、進行波増幅器の概念、すなわち、
様々な高出力増幅器、たとえば、衛星通信システムに対して少なくとも１９５０年以来既
知であり、実践されてきたが、本明細書において説明されているような、本コンテキスト
（分光分析）にも構造（２つの個別の方法で入力を様々な部分要素に変化させる）にも適
用されていない概念に基づく。進行波増幅器の設計は、設計が進行波増幅器に類似してい
るだけで、実際にはそうではないという程度まで、本明細書において相当に変更されてい
る。従来の進行波増幅器においては、アナログ入力信号が、一定の間隔で「タップ」され
る伝送線路に沿って伝播され、または「進行」し、「タップ」は個別の増幅器の連続チェ
ーンの入力に供給する。アナログ信号が「供給」伝送線路に沿って伝播するとき、入力波
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の電圧変化が、各連続増幅器の入力を駆動するのに使用され、増幅器は、電流の「スラグ
」を第２の「出力」伝送線路に注入する。したがって、出力伝送線路内の信号は、重ね合
わせの原理によって個々の増幅器によって増幅され、それによって、出力伝送線路の端部
に、入力信号の強く増幅されたコピーが出現する。これが、従来の進行波増幅器の説明で
ある。本発明に関して、従来の増幅器に対する設計変更が下記に説明され、この新規の変
更が、前に説明した「デジタル相関器」とは対照的な「アナログ相関器」としてのコンセ
プトワークを成す。この設計の必要性は、組織中の光学経路長の測度をもたらすことにな
る、励起シーケンスが送信されたときと比較した、受信チェーンにおける励起シーケンス
パターンの発生に関する高レベルのタイミング精度に対する要件に左右される。
【０１７６】
　アナログ信号処理に基づく相関器は、進行波増幅器に対する改良およびその拡張として
開発され得る。図１８Ａを参照すると、光パルストレインは増幅器１８１０によって、光
パルストレインを表す時変アナログ信号１８１２に変換され、これはその後、入力伝送線
路１８２５を下って伝播され、伝送線路は一定の間隔で「タップ」され、各「タップ」に
おける時変電圧は、アナログ増幅器１８３０の一方の入力に供給される。アナログ増幅器
は、励起シーケンスレジスタビット１７５０および乗算器１８３０と協働して、デジタル
相関器、すなわち、ＸＮＯＲ１７４５またはマルチプレクサ１７５０におけるものと同じ
回路機能を実施する。各アナログ乗算器１８５５からの時変出力電流が電流加算接合部１
８６０に供給され、励起シーケンスパターンが入力伝送線路を下って伝播しているときに
ある点において、記憶されている励起シーケンスコードと、伝播している励起シーケンス
コードが１対１で整列する場合、電流加算接合部の出力１８４０は、最大非ゼロ値のみを
有する。図１８Ａに示す実施形態において、コントローラ１８００は増幅器１８１０の利
得制御部１８１５に入力を提供する。乗算器の第２の入力は励起シーケンスレジスタビッ
ト１７５０である。
【０１７７】
　図１８Ｂを参照すると、入来するアナログ励起シーケンスパルストレインは、増幅１８
１０され、（上述のように）入力伝送線路１８１２を下って伝播することを可能にされて
いる。励起シーケンス内の各パルスが、増幅器１８５０および乗算器１８３０を通過する
とき、その増幅器は乗算器出力によって、任意選択的にレジスタ１８５５を通じて電流加
算接合部に、または電流加算接合部セットのうちの１つに供給される電流のスラグを生成
する。この選択は、実施態様によって使用される特定の技術の実際的な問題である。加算
接合部が大きいダイナミックレンジを有する場合、必要とされる加算接合部はより少なく
なり、必要とされるカスケードステップの数はより少なくなる。加算接合部はチェーンに
沿ったすべての増幅器からの電流スラグのすべてを合計する。入力伝送線路に沿った各増
幅器／乗算器は実際、アナログ形態において、デジタル相関器について説明されたＸＮＯ
Ｒゲート構造を再現しており、それによって、記憶されているパターンビットと伝播して
いる励起シーケンスビットとの間で一致する「１」と「０」が統計的に０対０、および１
対１で整列する。図示されている増幅器および乗算器は、当該技術分野において既知の技
法を使用して様々な技術において組み合わされ得ることが諒解される。
【０１７８】
　逆に、伝播している波面内の０と整列した記憶されているパターン内の１、または、伝
播している波面内の１と整列した記憶されているパターン内の０は、所与の増幅器からの
無相関出力振幅を生成することになり、加算接合部に対して正または負の寄与を行う。瞬
間的に、加算接合部からの出力は、記憶されている基準と伝播波形との間で整列する０の
ビットの数、および、同じように整列する１のビットの数に応じて高くなるか、または低
くなる。これはアナログ回路であるため、加算接合部からの最大出力は、伝播しているコ
ードビットが記憶されているコードビットと整列するときにのみ生じ、この時点において
、加算接合部からの出力は最大値になる。
【０１７９】
　光学経路長は酸素飽和度の定量的計算を可能にするため、光学経路長、および、したが
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って伝播時間は、絶対読み値酸素濃度計において非常に重要である。数ｃｍだけの経路長
に必要とされる時間分解能を達成するために、１０～２０ｐｓ範囲内の時間分解能が達成
される必要がある。一実施形態において、この分解能を達成するために、酸素濃度計回路
基板上に基準長の電気伝送線路（限定ではないが、ある長さのストリップ線路またはマイ
クロストリップなど）を使用し、これは、既知の伝播遅延を有して設計されている、一方
の端部にあるレーザと、他方の端部にある光検出器および分析回路との両方を含み、この
遅延は「判断基準」遅延である。その後、判断基準遅延と、受信機端部における励起シー
ケンスの復号からの測定遅延とを比較する。
【０１８０】
　この基準手法の第１の実施形態において、図１５Ａからの電気的「開始パルス」１５４
０が、レーザを駆動するものと同じ回路によって生成され、基準遅延線路を下って処理回
路へと伝播し、処理回路における開始パルスの立ち上がりエッジが、それに対してアナロ
グ相関器回路の出力が比較される時間基準として使用される。既知の長さの基準遅延線路
に沿った伝播遅延は、回路基板が製造される材料を制御することによって短くされるため
、開始パルスの立ち上がりエッジがアナログ相関器回路内の「時刻０」点を生成し、それ
によって、アナログ相関器の出力が開始パルスの立ち上がりエッジに関連し、遅延の期間
は既知であるため、開始パルスの到達と相関器の出力との間の時間差が、遅延線路の既知
の継続時間に加えられ得る。このとき、これによって、正確な光学経路遅延、および、し
たがって光学経路長の正確な測定値がもたらされる。
【０１８１】
　アナログ相関器回路は、入来信号の非常に速いエッジレートにさらされるとき、非常に
速い出力立ち上がり時間を呈しなければならないという意味で、非常に「速い」トランジ
スタを利用しなければならない。トランジスタが速い入力立ち上がり時間を維持すること
ができない場合（そして事実、励起シーケンスパルスの立ち上がり時間も速くない場合）
、システムの高度に正確な時間分解能を達成することは不可能になる。幸運なことに、立
ち上がり時間が非常に速いトランジスタは、いくつかの最新の集積回路技術から利用可能
である。
【０１８２】
　アナログ相関器は、酸素濃度計回路基板状の基準遅延線路を下って送信される「開始パ
ルス」を受信する。基準遅延線路の時間遅延は、プリント回路基板作製時に生成され、そ
の後、実験室機器を用いて正確に測定され得るため、遅延は良好に特性化され、組織を通
るおおよその光学経路遅延よりも短くなる（または長くなる）ように構成され得る。開始
パルスは、アナログ相関器の動作を開始するのに使用され、その後、相関器からの識別時
間が、基準遅延線路の既知の遅延時間に加えられ得る。光学経路の総伝播時間が分かって
いることによって、物理経路長が正確に求められ得、その後、絶対酸素飽和度値をもたら
すために酸素測定式に利用され得る。相関器実施態様は、速い励起シーケンス立ち上がり
時間を確保するために非常に速いトランジスタを利用しなければならない。いくつかの異
なる実施態様が実現可能であることが理解され、その１つの例が、非常に速い「クロック
制御式カウンタ」であり、これは、遅延線路からの基準信号の到達によって「開始」され
、相関器のパルス出力によって「停止」され、それによって、カウンタ内の「カウント」
の数が、測定されている媒質を通るプローブ光の伝播遅延の直接の時間測度をもたらす。
【０１８３】
　アナログ相関器の有益な増強として、開始パルスを送信するのではなく、アナログ相関
器の複製が、励起シーケンス生成器から直接フィードされる。２つのアナログ相関器回路
が並列に動作される。相関器回路の１つは上述のようにアナログ光－電気パルストレイン
を処理する。第２の相関器は、基準遅延線路を下って到達した電気的励起シーケンスパル
ストレインを処理する。両方の相関器における励起シーケンス保持レジスタが、同じ励起
シーケンスパルストレインをロードされる。したがって、一方の相関器において一致が生
じた場合、他方の相関器においても一致が生じることになる。しかしながら、回路基板材
料内の伝播遅延は、組織中の光信号の伝播よりも短くなるように設計され得るため、２つ
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の相関器はわずかに異なる時刻において一致を検出することになる。したがって、組織中
の伝播遅延、および、したがって光学経路長の推定値を生成するために、基準線路内の測
定遅延が、検出時刻における２つのアナログ相関器間の差に加えられ得る。
【０１８４】
　異なる波長における光学経路長が実質的に互いから異なることが分かった場合、各波長
に対して「トレーニング」サイクルが使用され得る。すなわち、実際の測定サイクルを開
始する前に、各個々のＶＣＳＥＬがその固有の励起シーケンスコードを送信している間に
、基準遅延線路を下って開始パルスを通すことによって、各波長が「経路長較正」される
必要があり得、すべてのＶＣＳＥＬがそうしたとき、かつ個々の経路長が測定されて回路
内に記憶されたとき、すべてのＶＣＳＥＬが物質成分種測定を行うために送信を開始する
ことができる。
【０１８５】
　ハイブリッド相関器。図１１を参照すると、光源が測定対象を照射するときの１つまた
は複数の単一波長光源の送信と吸収との間の比較を可能にするために使用される１つまた
は複数の波長の振幅を求めるための一実施形態が示されている。図１１は、この測定値を
収集するのに使用され得るブロック構造の混合信号機構を提示している。可変遅延線路１
１６０を調整することによって、図示されている機構は、一連の測定を行うことが可能で
あり、各測定値は、測定対象を通る光の特定の遅延に対応する。
【０１８６】
　励起シーケンス生成器１１００からのコード化データストリーム（０および１）が、ド
ライバ１１１０によって、光源１１２０、好ましい実施形態においてはＶＣＳＥＬを変調
するのに使用される。ＶＣＳＥＬは測定対象１１３０に結合されており（光が皮膚を照ら
す）、センサ１１４０が（たとえば、限定ではないが、光検出器）が光を検出し、その出
力が増幅１１５０されて、時変アナログ信号が生成される。この時変信号１１７０に、コ
ード化データストリームが時間遅延されたものを乗算することによって、相関機能９５５
が実行される。この乗算信号は加算１１８０され、結果が出力１１９０においてキャプチ
ャされて、他の時間遅延によって生成される他の値、および、光の任意選択のさらなる波
長を変調するのに使用される励起シーケンスとの相関の結果と組み合わせて処理される。
【０１８７】
　コード化データストリームは出力まで２つの経路をとり、一方は可変遅延線路１１６０
を通る単純な時間遅延であり、他方は、測定されるべき物質を通る光学経路である。２つ
の経路は乗算器１１７０において組み合わされる。乗算器１１７０は、遅延線路１１６０
からの励起シーケンスの１が、乗算器１１７０が増幅器１１５０からのアナログ信号を加
算増幅器１１８０に通すようにするように構成される。交互に、遅延線路からの０が、乗
算器が増幅器１１５０からのアナログ信号の符号を、その信号が加算増幅器１１８０に通
す前に反転させるようにする。この乗算の結果は、加算増幅器１１８０の出力１１９０が
増幅されたアナログ信号の相関された部分を有し、アナログ信号の無相関部分が経時的に
０に向かって平均するようにものになる。
【０１８８】
　図１２を参照すると、この乗算を実行するための代表的な回路が示されている。デジタ
ル／アナログ混合のためにＦＥＴ１２３０、１２３５およびバイポーラトランジスタ１２
５０の組合せを使用するギルバートセル乗算器が示されており、差動アナログ入力１２１
０、１２１５、デジタル入力１２２５の賛辞が、協働して、出力１２６０、１２６５にお
いて、アナログ入力の区分的なものまたは反転したものを生成する。
【０１８９】
　乗算器は、遅延線路からの１が、乗算器が増幅器からのアナログ信号を加算増幅器に通
すようにし、遅延線路からの０が、増幅器からのアナログ信号を加算増幅器に通す前にそ
の信号の符号を反転させるように構成される。
【０１９０】
　比較のために、システムの相関される応答と、基準との比を生成することが有用である
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。２つの基準が、本発明のバージョンによって提供され得る。信号を通すか、またはＶＣ
ＳＥＬドライバ回路の入力を接地するためのスイッチを使用して、スイッチが入力を接地
しているとき、ＶＣＳＥＬが一定の輝度で駆動されている間に測定が行われ得る。また有
益には、ＶＣＳＥＬドライバは、乗算器において使用されるものとは異なる励起シーケン
ス入力によって駆動され得る。この手法は、時変信号であるが、検出回路に相関されない
信号によってＶＣＳＥＬを駆動することになる。これによって、励起シーケンス相関の処
理利得によって低減された雑音に対応する、加算増幅器における出力が生成されることに
なる。
【０１９１】
　遅延に、測定期間あたり１つの複数の値が使用されるとき、複数回の測定が行われ得る
。加算増幅器の対応する測定出力と組み合わされる、使用される特定の遅延値のセットは
、測定対象を特性化するのに使用され得る点のセットを提供する。測定システムの光学レ
ッグのインパルス応答はおおよそ、「光子束が時刻０においてサンプルに向けて放たれた
場合、それらがセンサに達するにはどれだけの時間がかかるか？」という問いへの回答と
して説明することができる。各光子はサンプルを通る特定の経路をとり、１度しか出現し
ないが、サンプルを通じた可能性のある遷移回数の各々において光子の集合の集約エネル
ギーを予測するのに使用することができる確率密度関数がある。図１３の参照すると、こ
のインパルス応答の例が示されている。時刻０から最初の光子がセンサに現れる時刻まで
の幾何学的経路長と関連付けられる弾道輸送遅延がある。いずれの光子も、この最小遷移
遅延の前にセンサに達することはできない。放射器からセンサへの直線遷移と関連付けら
れる時刻にスパイク１３３０がある。観測されるエネルギーの残りの部分に対するこのス
パイクの高さが、物質成分および物質への結合の特性である。物質が均質な拡散体である
場合、観測されるインパルスは図示されているように現れ、経路は平均の周りに分散され
る。この例について、組織応答を表すためにガンマ状の分布が選択されている。しかしな
がら、一般的に、組織応答は、異なる分布によって表されてもよい。
【０１９２】
　インパルス応答をプロットすることは測定対象を評価するのに必須のステップではない
が、収集された値のプロットは、それらの値と、測定対象の特性インパルス応答（すなわ
ち、点広がり関数）との間の対応を示すことができる。
【０１９３】
　図１４に示すように、物質のインパルス応答が図１３に示すものに類似している場合、
様々な遅延線路設定に対応する測定点が、インパルス応答上にあることになる。
【０１９４】
　他の箇所において説明されている、複数の相対的に直交するコード化シーケンスに基づ
いて、複数の混合器によって各入力波長に対する測定値を生成するためにセンサ出力が同
時に処理され得る。これらの測定を同時に実行することができることによって、複数の波
長を比較するときに動きに基づく不正確性を有利になくすことができる。
【０１９５】
　異成分から成る測定サンプルにおいて、インパルス応答は単純なガンマ関数ではない場
合がある。遅延が長くなるほど、光子のサンプルへの貫入は深くなる。サンプルの構成は
深さとともに変化し得るため、一定範囲の深さにわたって複数の波長の相対的な吸収を得
ることによって、測定サンプルの特性において利点が与えられる。
【０１９６】
　各々がＶＣＳＥＬドライバ入力からの基準の時間遅延励起シーケンス入力を供給される
、複数の混合器／相関器は、波長吸収係数間の比を得るために同時に作動され得、それに
よって、物質サンプル特性化が可能になる。２つのインパルス応答が示されている図１４
に示すように、概念上２つの異なる波長について、Ａ1は、遅延Ａにおいて波長１につい
て測定された信号であり、Ａ2は、遅延Ａにおいて波長２について測定された信号である
。同様に、Ｂ1およびＢ2は遅延Ｂに対応し、Ｃ1およびＣ2は遅延Ｃに対応する。多様な遅
延から構成される２つの曲線は、互いに単純にスケーリングされたものではなく、以下の
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ようになる。
【数４２】

（４８）
【０１９７】
　この結果は、様々な成分濃度が経路長によって変化するように計算され得るということ
である。
【０１９８】
　各々が異なるＶＣＳＥＬドライバの入力として使用される時間遅延励起シーケンスを供
給される、複数の混合器が、波長吸収係数間の比を得るために同時に作動され得、遅延は
、各々が測定サンプル中の概念上の「深さ」に対応する複数の比を提供する相関に使用さ
れる。これによって、複数の特性の変動を測定するための選択可能な部位のセットが与え
られる。
【０１９９】
　アナログ遅延相関器Ｂ。図２０Ａを参照すると、交互に加算増幅器１１８０と呼ばれる
リセット可能積分増幅器２０００が、例示的な実施形態の概略表現として示されている。
この構成要素の機能は、時間にわたって等しい重みで、その入力２００１のアナログ信号
レベルを収集し、出力２００８として経時的な積分値を提供することである。この積分値
は以下のようになる。
【数４３】

（４９）
【０２００】
　この回路は、動作のためのエネルギーを提供するための電力源２００６および接地源２
００５に接続されている演算増幅器２００３を使用して作成される。演算増幅器は２つの
入力、すなわち、反転入力２００２および非反転入力２００４を有する。入力２００１は
演算増幅器２００３の反転入力２００２に接続されている。演算増幅器２００７は、積分
増幅器サブシステムシステム２０００の出力２００８と、フィードバックキャパシタ２０
０９上の端子およびリセット電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）２０１１のソース／ドレイ
ンとの両方に供給する。フィードバックキャパシタ２００９およびリセット電界効果トラ
ンジスタ（ＦＥＴ）２０１１のドレイン／ソースの他の端子は、演算増幅器２００３の反
転入力２００２に接続されている。ＲＥＳＥＴピン２０１０がアサートされないとき、フ
ィードバックキャパシタは演算増幅器入力を出力から分離し、積分電荷を蓄積し、経時的
な積分関数を与える。リセット入力２０１０がアサートされるとき、ＦＥＴ２０１１は伝
導し、フィードバックキャパシタ２００９が迅速に放電することが可能になる。演算増幅
器２００３の出力２００７およびフィードバックキャパシタの両方の端子は、入力端子２
００１の瞬時電圧レベルを受ける。積分増幅器サブシステム２０００は、図２０Ｂの概略
図において、アナログ遅延相関器Ｂの一部として使用されている。
【０２０１】
　図１８Ａおよび図１８Ｂに関連して説明されたソリューションから区別されるこの回路
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において、アナログ受信信号１８１０内に一連の遅延１８１２を有するのではなく、代わ
りに、この実施態様においては、入力信号２０１６は、同じ遅延２０１５を提供し、各バ
ッファ２０２０に同時に供給される平衡接続によって複製され、それによって、入力２０
１６のタイミングが同一のコピーが各乗算器２０２５に提示される。上記乗算器は、混合
器回路２０２５内のアナログ入力１２１０としてバッファ２０２０出力を有する図１２の
例示的なギルバート混合器として実装され得る。当該技術分野において既知の他の混合器
および乗算器が使用されてもよい。乗算器２０２５のデジタル入力は、励起シーケンスパ
ルス系列によって生成される信号の精密に時間イメージされたものである基準信号から導
出される。この信号はバッファ２０３０における入力であり、制御可能時間遅延要素２０
４０を通じて複数のマルチプレクサの各々に分配される。図面において、これらの遅延要
素はカスケード形式に接続されて示されている。時間遅延要素に対する入力は交互に、並
列に、または並列およびカスケードの組合せで接続されてもよい。励起シーケンスにカス
ケード接続遅延を使用することの利点は、信号が、マルチプレクサの出力２０２６におい
て導出される信号に任意のさらなる雑音を注入することなく各遅延段において再生成する
ことができる２値全幅信号であることである。各グループの要素に対する基準としての役
割を果たす励起シーケンスパルス系列は、各グループに対するインパルス応答中の所望の
点に対応するように、時間遅延される。測定値のこの系列または集合の結果は、図８Ｃ、
図８Ｄおよび図８Ｅ、図１３、図１４、図２４Ａおよび図２４Ｂ、および図２８に示すイ
ンパルス応答において表されているものである。この値の生成は、可変遅延線路の設定に
基づいて、図１１に示す回路によって全インパルス応答曲線に沿った単一の時点に対して
実行される。
【０２０２】
　各乗算器出力２０２６は、リセット可能積分増幅器２０００に対する入力である。積分
増幅器２０５０の出力は、アナログ－デジタル変換器（Ａ／Ｄ）２０５５に対する入力を
提供する。リセット入力２０１０、および、アナログ－デジタル変換器２０５５上のクロ
ック三角形によって示されているサンプル入力は、抽出相関信号レベルをサンプリングし
、値をデジタル形式２０６０に変換し、データラッチ２０７０に対するクロック信号供給
に応答して、値を出力レジスタ２０７０内にラッチするように演算される。レジスタ２０
７０内にラッチされた値は、減衰の逆の代用である、すなわち、これは受信信号強度であ
る。レジスタ内にラッチされた値は、量子化からの雑音、システムに対する雑音として、
より高精度の測定を提供するために読み出され、時間にわたって平均され得、励起シーケ
ンスが十分に長い場合、相関雑音は低減され続ける。この理由から、本発明の一実施態様
は、最終的に達成されるものよりも少ないビットの精度を有するＡ／Ｄ、および非常に長
い励起シーケンスを使用し、励起シーケンスの過程の間に受信信号強度を複数回サンプリ
ングし、それによって、利用可能なＳＮＲをＡ／Ｄの範囲を超えて増大させる。全相関器
サブシステム２０７５は図２１に示すより大きいシステムに組み込まれ得る。
【０２０３】
　図２０Ｃを参照して、図２０Ｂの装置をシステム内に構成するのに使用される制御信号
の相対的なタイミングが説明される。制御信号は、積分リセット入力２０１０、ラッチ２
０５５上のＡ／Ｄサンプルクロック、および２０７０のデータレジスタラッチクロックを
含む。これらは図２０Ｃの相対的なタイミング図に示されている。上から下へのタイミン
グトレースは、Ａ／Ｄサンプルクロック２０５６およびデータレジスタラッチクロック２
０７１であり、励起シーケンス反復期間が示されている。時間をｘ軸として使用して、制
御信号の正に向かうエッジは、イベントがトリガされている時刻として指定される。トリ
ガパルスの幅は、選択される特定の技術に依存する。設定およびホールドタイムの検証を
含む以下の設計実践が必要とされ、仮定される。「Ｓ」字曲線、たとえば、タイミングア
ーク２０５６上のパルスからタイミングアーク２０７１上のパルスへ向かうものが、矢印
の始まりとしてのトリガが次のイベント、すなわち、矢印の終わりにあるトリガの前に完
了しなければならないことを示すのに使用される。たとえば、Ａ／Ｄサンプル２０５６は
、積分増幅器２０１１がリセットされる前、または、Ａ／Ｄの出力にあるデータがラッチ
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２０７１される前に完了しなければならない。Ａ／Ｄの出力にあるデータは、積分増幅器
２０１１がリセットされる前にラッチ２０７１されなければならない。１つの実施形態に
おいて、複数のチャネルの減衰測定をトリガするシーケンスは同時であり、既知の完全な
統計２０８０の励起シーケンスの始まりおよび終わりを示す送信機からトリガされる、す
なわち、信号は、インパルス応答累積における「チップ」と「チップ」との界面が相殺さ
れるように、平衡される。期間２０８１は相関サブシステムからデータをキャプチャする
ために必要とされるシーケンスを包含する。このシーケンスは、２０８３によって示され
る期間の間反復される。２０８２の省略によって表される、介在する時間において、この
シーケンスは、測定の精度を改善するために多数回反復され得る。２０８２の反復を含む
測定の全継続時間が、有利には、期間２０８４＋期間２０８５にわたって反復しない励起
シーケンスのセットによって包含される。
【０２０４】
複数の相関器から構成されるシステム
　図２１を参照すると、一実施形態において、相関器２０７５の集合が受信信号２０１６
を共有して配列されている。しかしながら、各サブシステムは、それが量子化することに
なる伝播振幅に対応する励起シーケンス基準を有する。入力２０３０は各々、相関サブシ
ステム２０７５に対して固有である。図１９において説明されているように、相関器の出
力は、残差非線形性を有する場合がある。この図面における要素１９００は、Ａ（λi）
の集合に対する相対的な線形性を回復するためのデジタルマッピング関数を、行列システ
ム２１００に提供する。その結果が、システムがそのために設計されている物質成分の濃
度レベルの出力２１２０である。
【０２０５】
多次元測定
　本明細書において開示されている技法は、単一点または一次元測定に厳密に限定される
ものではない。むしろ、変調方式を変更することによって、組織の深さおよび光源と検出
器との間の距離の関数としての、測定に関するさらなる情報が可能であり、それによって
、結果として二次元測定がもたらされる。放射器および検出器の格子またはアレイを利用
することによるこの概念の拡張によって、組織特性の真の３Ｄ測定がもたらされ得る。異
なる複数の時点における測定の結果を取得する（たとえば、心臓サイクルを通じて、また
は、適切な信号変調方式の関数として）ことによって、測定値に時間的要素が加わり、そ
の結果として４Ｄ測定（３つの空間次元および時間）がもたらされる。複数の波長におい
て測定を実行することによって、さらなる第５のスペクトル次元がもたらされる。一次元
生理学的モニタリングから五次元のモニタリングへと拡張することによって、本開示にお
いて提示されている本発明の実施形態の機能および範囲が大きく増強される。開示されて
いる実施形態の用途は、たとえば、適切に選択されたスペクトルを有する光によって刺激
されると同定され得る口腔がん、または光学技法によって非侵襲的にモニタリングするこ
とができる異常タンパク質蓄積のような、重要であり依然として未解決の臨床的問題を含
む。
【０２０６】
　本発明の実施形態は、２つ以上の同時信号を送信、受信、および定量化するための方法
を提供する。方法は、第１の波長において第１の位置から、第１の励起シーケンスに応答
して第１の信号を送信すると同時に、第２の波長において第２の位置から、第２の励起シ
ーケンスに応答して、上記第１の信号の送信と同時に第２の信号を送信することを含む。
方法は、送信信号を集約信号として受信することと、集約信号と第１の励起シーケンスの
時間制御表現と相関させること、および、付加的にまたは代替形態において、集約信号と
第２の励起シーケンスの時間制御表現とを相関させることによって、集約信号を処理する
こととをさらに含む。第１の相関および第２の相関の各々の量子化結果（複数の場合もあ
り）が、たとえば、伝播媒質を通じた第１の信号および第２の信号の減衰および散乱の測
度（複数の場合もあり）を提供する。媒質は、たとえば、弾道媒質、分子ダイ、有機体、
および類似のスペクトル的に区別可能な物質のうちの少なくとも１つを含んでもよい。
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【０２０７】
　その後、本発明のシステムが、受信信号成分の大きさの相対的および絶対的結果（たと
えば、経時的な変動）に基づいて媒質特性化特性値を求めるのに使用される。媒質特性化
パラメータは、たとえば、ヘモグロビン分析物濃度、血糖値、血液タンパク質レベル、血
中脂質レベル、体内総水分量、中心血液量、心拍、心拍変動、蛍光生体分子の濃度、およ
び蛍光色素の濃度を含む。
【０２０８】
　励起シーケンスの組成の有用な変化は、可能性として、任意の他のシステム励起が無い
状態で受信信号が較正され得る沈黙期の構成を有する沈黙期間を含み、様々な励起シーケ
ンスの反復期間は異なり得、励起シーケンスは有益には最大エネルギーと最小エネルギー
との間の継続時間において実質的に平衡されるコードを含み得、励起コードは、疑似ラン
ダム反復シーケンスに基づき得、励起シーケンスは実際のランダムプロセスに基づき得、
励起シーケンスは記憶されているシーケンスから生成され得る。複数のチャネルの励起シ
ーケンスは、有益には相対的に直交する、すなわち、励起信号のうちの１つと別の励起信
号との長期的な相関は、システムの背景雑音に対する相関と実質的に異ならない。反復パ
ターンを有する励起シーケンスが生成された場合、異なるパターン長または継続時間を使
用することによって雑音低減のためにより長いベースラインを提供することが有益であり
得る。相対的に互いに素である継続時間は、より長い独立シーケンスを生成することにな
り、それによって、受信および相関された結果から任意の相互導入雑音が低減される。励
起シーケンスがクロック制御プロセスによってデジタルに生成される、すなわち、シーケ
ンスが、固定セットのレベルを含むシーケンスによって表され得、出力レベルが固定時間
ベースでクロック信号の倍数である期間において変化する場合、励起シーケンスのレベル
の変化は、測定されているサンプルの少なくとも公称インパルス応答によって時間的に分
離され得るが、本明細書において説明されている混合および相関技法によって、励起シー
ケンスのレベルの変化を分離する期間は、測定されているサンプルの公称インパルス応答
時間よりも大幅に短いものでもあり得、依然として測定されているサンプルの特性の正確
な定量化を可能にする。
【０２０９】
　送信機もしくは受信機、またはその両方が、特性化されるべきサンプルに並置され得、
上記サンプルは、送信機と受信機との間の信号を変化させる。遷移中の信号は、弾道媒質
、分子ダイ、有機体、および類似のスペクトル的に区別可能な物質のうちの少なくとも１
つによって変化され得る。励起シーケンスの時間制御表現は、可変遅延要素を通過した励
起シーケンスに応答して生成され得る。この方法は、受信処理が遅延を走査すること、ま
たは一定間隔にわたって遅延要素を調整し、それによって介在する物質のインパルス応答
の表現を提供することを含むシステムにおいて使用され得る。遅延要素は、対象の測定に
対応する所定の遅延において設定されることもできる。遅延要素の設定は、各相関プロセ
スに使用される遅延を同期させるように達成され得るか、または、複数の相関プロセスの
時間制御遅延が、互いから独立して走査または設定され得る。交互に、同様に構築されて
いる乗算器および積分器が、各々可変遅延の励起信号に接続され得る。この場合、インパ
ルス応答の複数の値が同時に生成され得る。送信デバイスは、有用には、たとえば、アン
テナ、レーザ、ＶＣＳＥＬ、ＬＥＤ、または類似のデバイスであってもよい。受信機の検
出器は、有用には、たとえば、アンテナ、ＰＩＮダイオード、アバランシェフォトダイオ
ード、光電子倍増管、または類似のデバイスであってもよい。相関器は、有用には、たと
えば、その後ろに加算増幅器があり、その後ろにアナログ－デジタル変換器がある混合器
、励起シーケンスの表現、ローパスフィルタ、アナログ－デジタル変換器、ならびに閾値
検出器およびカウンタと相互接続されている遅延要素、アナログ遅延線路相関器、または
類似の回路を含んでもよい。集約信号相関器を処理するための論理ユニットは、有用には
、たとえば、プログラム可能デバイス、ソフトウェアによってプログラムされたデバイス
、固定（非プログラム可能）論理ユニット、アナログ回路要素、またはそのような要素の
組合せを含んでもよい。
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【０２１０】
　本発明の実施形態は、各々が、固有の波長において、または個別の位置から、励起シー
ケンスに応答してその信号を送信する２つ以上の送信機を備える装置を含んでもよく、上
記送信は、時折１つまたは複数の他の送信機と同時に行われる。上記装置は、いくつかま
たはすべての送信信号を受信するための受信機と、受信集約信号を処理するための論理ユ
ニットとをも備え、一方、個別の相関器が、各送信信号に応答して受信された部分を量子
化するために使用され、上記集約信号は、データシーケンスを生成するために励起シーケ
ンスの時間制御コピーと相関され、データシーケンスは対象の送信信号に対応して固有に
量子化される。励起シーケンスの時間制御表現は、交互に、元の励起シーケンスを、タン
プ遅延線路または他の類似の技法のような較正時間遅延要素に通すことによって生成され
得るか、または、送信機アセンブリから受信される較正パルスに基づいて、受信機におい
て独立して作成され得る。
【０２１１】
細粒度インパルス応答の利用
　細粒度インパルス応答を利用することによって、いくつかのシステムにおいて測定値の
確度を増大させることが可能になる。多送信機、多受信機、およびマイクロミラーベース
の位置特定制御技法に加えて、本発明の一実施形態は、特性化されているサンプルの特徴
の空間位置特定の精度を増大させるために、細粒度インパルス応答に含まれる時間遅延（
および、したがって放射経路長）に関する情報を使用することを含む。細粒度インパルス
応答に基づくデータ処理は、インパルス応答の受信データに含まれる対象の詳細のコント
ラストを増大させることができる。このコントラスト増大は、後述するように、分析をサ
ンプル中の対象の領域またはレジームに狭めるために、インパルス応答の細粒度の詳細を
使用する。確度の改善によって、測定のより高い精度、および、適切に較正することによ
って、より高い正確度がもたらされる。精度が高くなることによって、翻って、物質成分
および／またはそれらの特性の間でより精細な区別を行うことが促進される。
【０２１２】
　上述のように、分光デバイスの動作の波長の最適な選択を利用することによって、振幅
測定（図２０Ｂの２０７０参照）の結果に基づいて物質特性Ｚ（図２１の２１１０参照）
を判定する計算における変動伝播が改善される。
【０２１３】
　本発明の見解によれば、組織を特性化するパラメータ（たとえば、酸化ヘモグロビン、
またはグルコース、または特定のタンパク質のような特定の種の濃度、または、大動脈圧
のような生理学的パラメータ）の測定値を表すデータの分析は、そのようなデータが関係
する組織の部分を動的かつ空間的に位置特定するように実行される。そのような空間位置
特定は、対象のパラメータを表し、組織のインパルス応答を計上することによって得られ
る曲線の部分を分析することによって達成される。特に、図８Ｃおよび図８Ｄをさらに参
照して、組織のインパルス応答曲線の異なる部分は、ＥＭＷが送信機から組織を通じて受
信機に達するためにとっている異なる経路と関連付けられるが、それを通じてＥＭＷが伝
播される組織の領域にわたって積分されたインパルス応答曲線は、（無論、波長特有の）
ＥＭＷのための組織断面経路長にわたる平均と関連付けられる。
【０２１４】
　組織は、少なくとも１つの送信機によるＥＭＷ（複数の波長にある）のインパルスによ
って励起され、組織のインパルス応答は、選択された光学的特性（たとえば、吸収、散乱
、光学異方性）に関して、少なくとも１つの受信機によって測定される。式（３７ｃ）を
参照すると、そのような測定によって、［Ａ（λi）］として示される波長依存波面パラ
メータが生成される。モル吸光係数［ε（λi，Ｃi）］のような所定の特性を使用し、組
織を通るＥＭＷの経路長［δCi］を推定して、種（物質成分）の濃度［ＭＣ（λi）］が
その後、測定インパルス応答曲線に基づいて計算される。図２４Ａは、本発明の方法の一
例を示す。図示されているように、（サンプルを通じて送信される信号の減衰を表すデー
タに基づいて求められる）組織サンプルのインパルス応答の使用が行われる。左にある３
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つのグラフ（２４０１、２４０２、および２４０５）は、検出器において受信され、特定
の波長および／またはサンプルに対する送信機の位置と関連付けられているものとしての
信号の時間依存振幅に対応するインパルス応答曲線を表す。振幅２４０１、２４０２、２
４０５は、送信機において使用される、それぞれ対応する固有の励起シーケンスパルス系
列と関連付けられ、対応する信号の送信の瞬間後に経過した時間の関数として記録される
。すなわち、グラフの各々の横座標は、特定の信号が送信機から受信機へと伝播するのに
かかる継続時間を表す。システムの相関器によって生成される出力の振幅が単一パルスの
結果である場合、単一パルスは、その期間にわたって分散し、統計的に反復可能に測定可
能であるのに十分なエネルギーを有しなければならない。本発明の一実施形態においては
、多くのパルスが、様々な上述した相関回路の１つによってともに集約される。しかしな
がら、送信パルス系列内のパルスの極性が正規化される（上記の例においては乗算器、マ
ルチプレクサ、または排他的ＯＲゲートによって）限り他の技法が使用されてもよく、各
パルスに対応する時間遅延は、その系列からの異なるパルスの間での相関を可能にするた
めに、送信時刻に基づいて正規化される。この時間遅延は、パルスの伝播の経路の長さに
直接関係し、遷移速度に間接的に関係する。たとえば、図３Ｃの減光曲線に示す値は（１
／［濃度＊距離］）の単位にあり、これは、濃度を求めるには、距離因子（公称的にはデ
ルタ遅延）および減衰、または受信電力／送信電力が必要であることを意味する。曲線２
４０１、２４０２、および２４０５をさらに参照すると、それぞれ対応する復号励起シー
ケンス（λi）２４１１、２４１２、および２４１５に対する選択された「インパルス応
答デルタ時間」における振幅の値が、２４２０（式３７Ｃ参照）として示されている演算
に対応するデータ処理ステップに使用される。
【０２１５】
　各時間ステップにおける本発明のシステムからの出力は、物質成分濃度を表す一連の値
である。これらの値は、時間依存様式でともに集約されると、それぞれ、成分濃度１、成
分濃度２、および成分濃度Ｎに関するインパルス応答を表す、図２４Ａのグラフ２４２１
、２４２２および２４２５によって示される。データ収集および対応する測定が複数の波
長において同様に実行されることを示すために、図２４Ａにおいて省略が使用されている
。
【０２１６】
　（データに関して）λｉを参照すると、参照される群は、波長によって区別される相関
インパルス応答と、送信機または受信機位置によって区別される相関インパルス応答の両
方を含んでいた。これらの様々なλｉのすべてが各々、それらを光源励起パルスシーケン
スの時間制御表現と相関させることによって受信信号から抽出される。
【０２１７】
　細粒度インパルス応答データによって可能にされるさらなる改善は、波長に依存する伝
播の拡散変動速度に基づいてλｉのインパルス応答の線形結合を調整する可能性である。
サンプル物質のこの特性は、分光デバイスの動作の波長の最適な選択を参照して上述され
た。この情報が利用可能である場合、これは、インパルス応答の瞬間的な物質特性を生成
するとき、特定の各分析物について、波長に基づいてインパルス応答からとられるサンプ
ルを適切に時間シフトすることによって、図２４Ａにおいて説明されているプロセスを変
更することによって使用され得る。
【０２１８】
　たとえば、図２４Ｂを参照して、グラフ２４４１は、物質成分１に特有の波長λ1に適
切な時間シフトを表す。物質成分１の濃度の出力における「インパルス応答時間差分」を
表す所望の時間パラメータ２４３６は、グラフ２４４１上のインデックス２４５１として
、調整時間差分２４６１を生成するのに使用される。調整時間差分は、入力を行列計算２
４２０に提供するためにグラフ２４０１上でインデックス２４１１を付けるのに使用され
る。
【０２１９】
　同様に、グラフ２４４２．．．２４４５は、物質成分１に特有の波長λ＿２．．．λ＿
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Ｎに適切な時間シフトを表す。所望の濃度出力インパルス応答時間差分２４３６が、グラ
フ２４４２．．．２４４５上のインデックス２４５２．．．２４５５として、調整時間差
分２４６２．．．２４６５を生成するのに使用される。これらの調整時間差分は、入力を
行列計算２４２０に提供するためにグラフ２４０２．．．２４０５上でインデックス２４
１２．．．２４１５を付けるのに使用される。
【０２２０】
　これは単一の時間シフトとして示されているが、入力はまた、より多くの点を考慮に入
れた、重み付け加算、補間、および、行列演算２４２０に対する入力を選択する他の類似
の方法の可能性を提供する、波長インパルス応答の関数であってもよいことが諒解されよ
う。加えて、図２４Ｂにおいて２４３０とラベリングされている［δBM］-1が、特定の各
データサンプルの経路長を計上するのに使用されることに留意されたい。上述のように、
これは、経路が受ける増大した励起に対するスケーリングであり得、これはまた、サンプ
ルの異成分から成る構成の得られた知識によって増強され得る。この知識は、たとえば、
フィードバックを提供し、レベル、チップの周波数、および励起シーケンス特性を変更す
ることによって送信または受信される信号を最適化し、より大きい視野を提供し、送信機
および受信機の実効密度を増大させるためにマイクロミラーを組み合わせて使用した外部
／独立分析の結果から、上述のマイクロミラーアレイを使用することによるサンプルのサ
ンプリングされた測定、ならびに、上述の技法から得られ得る。すべての情報は、面内の
１つまたは複数のミラーを用いるまたは用いない単一の送信機および受信機からの信号に
含まれている。さらなる有用な情報が、送信機および受信機の数を増大させることによっ
て、または、前述のマイクロミラーアレイによって為され得るように、それらの実効密度
を増大させることによって得られる。
【０２２１】
心拍間１回心拍出量および心拍出量の判定のための実施形態（複数の場合もあり）の使用
　心臓に障害をもつ患者（たとえば、心臓弁が損傷した患者、または心臓発作もしくは冠
動脈疾患を有する患者、または非常な愛煙家など）における心拍出量の大きさは、健康お
よび疾病の重要な測度である。心拍出量の単位は、心臓によって圧送される血液の「リッ
トル毎分」である。より精細な粒度で、心拍出量は、「心拍間１回拍出量」と称される、
各心拍の間に圧送される血液の個々の量から構成され、「１回」は、１回の心拍、または
、心臓の左心室の収縮である。往時、病院ベースの超音波システムが現れる前は、心拍間
１回拍出量を測定する信頼性のある方法はなく、Ｘ線ベースの技法は１回拍出量を測定す
ることはできたが、わずかな医療センターしかその機能を有しておらず、（危険度の高い
手術を実行する）心臓カテーテル法研究所およびスタッフが必要とされていた。現代の超
音波システムは、高度に訓練された超音波検査技師によって使用される場合、心拍間１回
拍出量を推定することができる。これは費用のかかる試験であるが、その費用は、心臓カ
テーテル法研究所の費用よりも少ない。
【０２２２】
　「Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｅａｔ－ｔｏ－Ｂｅ
ａｔ　Ｓｔｒｏｋｅ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｆｒｏｍ　Ａｏｒｔｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｐｕ
ｌｓｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｄｏｇ」（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３９
（１）：１５－２４，Ｊｕｌｙ　１９７６）において、Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ，Ｍ．Ｊ．、
Ｂ．Ｋ．Ｇｉｌｂｅｒｔ、Ｇ．ｖｏｎ　Ｂｅｒｎｕｔｈ、およびＥ．Ｈ．Ｗｏｏｄは、中
心胸部大動脈内の心拍間脈圧波に基づいて心拍間１回拍出量（および、したがって心拍出
量）を計算するための方法を提案している。提案されている方法は、少なくとも２つの疑
問を生じた。第１に、その方法によれば、大動脈圧波は、大腿動脈を通じて挿入され、大
動脈へと進んだカテーテルを用いて測定されなければならなかった。そのような手術は、
特化された病院内環境が利用可能であることを必要とする。第２に、臨床的価値のあるも
のであるために、計算は、心拍ごとに「リアルタイム」で実行されなければならなかった
が、これは、この原稿において報告されている研究時点のメインフレームコンピュータさ
え超えるものだった。したがって、提案されている方法は、一般的な臨床診療においては
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まったく実行されなかった。
【０２２３】
　本明細書において説明されているシステムの酸素測定態様を利用する、Ｂｏｕｒｇｅｏ
ｕｉｓ他の研究に対する重要な拡張が、測定対象の心拍間１回拍出量の正確な非侵襲的測
定を提供するのに使用され得る。説明される分光計は、センサの送信機と受信機との間の
血液成分濃度のほぼ瞬時の変化の測定値を提供し、この情報の波形は、大動脈圧パルス輪
郭に対する「代理」波形として使用される。この代理波形の品質は、物質成分濃度曲線の
サブセットがサンプルの間隔および深さ領域から選択される場合にさらに改善され、これ
によって、最大の変動、または、酸素欠乏成分ではなく、酸素含有成分が提供される。こ
の飽和波形のソースの選択によって、静脈ではなく動脈の変化の測定が可能になる。末梢
動脈は大動脈から供給を受けるため、皮膚表面に近い動脈（静脈ではない）に対応するソ
ースを選択することによって、大動脈圧パルスのより良好な代理がもたらされ、大動脈圧
パルスは、大動脈の挙動が「減衰」したものである。この局所分解能および選択基準を使
用して、システムは、患者の自由生活環境においてリアルタイムで、心拍間１回心拍出量
、および、したがって、心拍出量を計算する。結果もたらされる情報は、その心臓機能が
損なわれている患者を治療している心臓専門医に利点をもたらす。さらに、前に説明され
た励起シーケンス符号化を用いてまたは用いずに、ともに時間的に関連付けられた複数の
取り調べ部位（すなわち、複数の光検出器）を使用することによって、心血管状態、たと
えば、血液量減少の検出に関連付けられる、血流および心拍出量の変化の検出が可能にな
る。これらの変数の値の任意の変化がその後、心血管状態の悪化または不安定性を予測し
得る。
【０２２４】
　本発明によって、酸素飽和度の瞬時変化を測定し、代理大動脈圧パルス波形を生成し、
したがって１回心拍出量および心拍出量を計算するための理想的な測定部位を同定および
／または位置特定するための機能が提供される。
【０２２５】
　波長の最適な選択を使用し、サンプルにチャレンジを導入し、選択された可能性のある
相対的に直交する選択送信機励起シーケンスを使用して有益に測定される特性は、限定で
はないが、様々なヘモグロビン分析物濃度および説明されている時間ベースの変動、なら
びに、血糖値、血液タンパク質レベル、血中脂質レベル、体内総水分量、中心血液量、蛍
光生体分子または色素の濃度、１回呼吸気量、心拍間１回心拍出量、および心拍間１回心
拍出量の変動を含む。
【０２２６】
　他の箇所において説明されている、複数の相対的に直交するコード化シーケンスに基づ
いて、複数の相関器によって各入力波長に対する測定値を生成するためにセンサ出力が同
時に処理され得る。これらの測定を同時に実行することができることによって、複数の波
長を比較するときに動きに基づく不正確性を有利になくすことができる。
【０２２７】
チャレンジベースの測定
　組織を特性化する対象の分析物は、生理学的パラメータを含み、そのうちのいくつか（
たとえば、中心血液量または組織中の総水分量）は直接測定することができない。そのよ
うな生理学的パラメータを間接的に測定するために開発された診断技法は、血液および組
織中に導入される「トレーサ」の希釈に基づく。たとえば、トレーサは、動脈もしくは静
脈に注入され、経口投与され、または吸入され（たとえば、一酸化炭素のような小量の気
体の形態で）、血液サンプルがその後、内部のトレーサの割合を定量化するために分析さ
れる。トレーサは、様々なｉｎ　ｖｉｔｒｏ（研究所）またはｉｎ　ｖｉｖｏ（人間の中
）手段を通じて、しかしこのコンテキストでは分光分析によって、それらの検出を促進す
るように選択される。使用されているいくつかのトレーサは、一酸化炭素、および蛍光色
素を含み、そのうちのいくつかは市販されており、患者において安全に臨床応用するため
に試験されたか、またはされているところである。使用されるトレーサ、および測定の精
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度に応じて、様々な生理的変数が測定され得る。
【０２２８】
　対象の他の物質特性は、様々な生理的分析物または代謝産物と関連付けられる。これら
の代謝産物のサブセットは、代謝されている（すなわち、ｉｎ　ｖｉｖｏ生化学過程を通
じて分解（ｂｒｏｋｅｎ　ｄｏｗｎ）または分解（ｄｅｇｒａｄｅｄ）されている、投与
された薬物（上述のような）に応答して通常の生化学過程を通じてｉｎ　ｖｉｖｏで形成
される化学的誘導体である。化学物質は、均一な特性を有する物質成分である。均一な特
性を所与として、化学物質は、その固有の分光的特徴を判定するために分光分析によって
分析され得る。本出願の他の箇所において説明されている技法を使用して、特定の波長（
複数の場合もあり）が、対象の薬物と関連付けられる代謝産物を最良に同定するように選
択される。このように代謝産物は「トレーサ」として使用される。
【０２２９】
　本開示の目的のために、「チャレンジ」という用語は、物質と関連付けられるパラメー
タ（たとえば、血液量および薬物取り込み）に対する代理として後に測定されるべき物質
（たとえば、血液）内に導入される物質を表すのに使用される。チャレンジの例は、限定
ではないが、微量気体および薬物を含む。そののような薬物は、直接および／またはそれ
らの関連付けられる代謝産物（複数の場合もあり）を通じて検出され得る。チャレンジを
所与として、物質パラメータの分析に使用されるプロセスが、図２２の流れ図に示されて
いる。プロセスはステップ２２００および２２１０において、サンプルのベースライン測
定によって開始する。サンプル特性のベースラインが確立されると、ステップ２２２０に
おいてチャレンジが導入され（たとえば、注入、吸入、または経口投与を通じて）、その
後、ステップ２２３０において、そのように変更されたサンプルが、代表的なデータを取
得するために測定される。このデータ収集プロセスは、ステップ２２４０において、ステ
ップ２２５０における対象の特性値の計算を可能にするのに十分な（外部的に定義された
規則によって測定されるものとして）データが収集されるまで継続する。この時点で、プ
ロセスは完了する（終了２２６０）。
【０２３０】
　チャレンジによって引き起こされる、サンプルの物質成分の特性を定量化するための、
今日使用されている技法は、精度、侵襲性、および時として、望ましくない副作用の程度
が変動する。臨床応用において必要とされているものは、臨床要件に十分な精度で、非侵
襲的に、患者に対する副作用が最小限であるようにそのような量を測定するための手段で
ある。本出願の他の箇所において説明されている、最適なＥＭ波長を選択し、波形（複数
の場合もあり）を送信し、サンプルと相互作用した後に波形（複数の場合もあり）を受信
し、結果を定量化するための技法は、それらが他の特性の検出に適用可能であるのと同様
に、チャレンジベースのプロセスにも適用可能である。
【０２３１】
　大幅におよび非自明的に改善されるチャレンジベースの特性測定技法の事例として、全
血量の測定が、使用事例を変更するために本発明によって提供されるさらなる精度によっ
て増強され得る。経時的な血液量の変化の測定の支持は、治療の優先順位決定において相
当に有益なものである。一酸化炭素（ＣＯ）が、酸素よりも選択的にヘモグロビンに結合
するため、全血量の測定のための検出可能なトレーサとして使用される。
【０２３２】
　ＢｕｒｇｅおよびＳｋｉｎｎｅｒは、「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｅｍｏ
ｇｌｏｂｉｎ　ｍａｓｓ　ａｎｄ　ｂｌｏｏｄ　ｖｏｌｕｍｅ　ｗｉｔｈ　ＣＯ：ｅｖａ
ｌｕａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｍｅｔｈｏｄ」（Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，ｖｏｌ．７９，ｐｐ．６２３
－６３１，Ａｕｇｕｓｔ　１，１９９５）において、測定された一定分量のＣＯを投与す
る前および投与の１０分後のカルボキシヘモグロビン濃度測度を用いて、その一定分量を
被験者に導入することによって全血量を測定することを記載している。彼らの方法は、彼
らの報告に示されており、本明細書において図２３に示されている装置を使用した。Ｃ．
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Ｊ．Ｇｏｒｅ，Ｗ．Ｇ．Ｈｏｐｋｉｎｓ，ａｎｄ　Ｃ．Ｍ．Ｂｕｒｇｅ「Ｅｒｒｏｒｓ　
ｏｆ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｂｌｏｏｄ　ｖｏｌｕｍｅ　ｐａｒａｍｅｔｅ
ｒｓ：ａ　ｍｅｔａ－ａｎａｌｙｓｉｓ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐ
ｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，ｖｏｌ．９９，ｐｐ．１７４５－１７５８，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１
，２００５）において、他の技法と比較したこの技法の有効性が、いくつかの研究のメタ
分析によって論証された。この技法の精度は０．８％の範囲内であるが、そのような精度
を達成するには、ＣＯを、ＣＯに結合されているヘモグロビンの割合を６．５パーセント
ポイントだけ（またはおおよそその程度）上昇させるのに十分な量で導入することを必要
とする。血液中のＣＯ濃度の危険な限界は≦１５％であり、血液中のＣＯの半減期は、純
粋な酸素による５０分から正常な被験者における２～８時間まで変化するため、複数の検
出可能な一定分量を使用することは、現在の技術を使用して短期間内では可能ではないこ
とが理解される。Ｇｏｒｅ　２００５によれば、そのような大きい一定分量を使用する背
景には２つの理由があり、第１に、より少ない量を送達することは、送達量の誤りを招き
やすい場合があり、第２に、現在の外部読み取り血液ガスモニタは０．１％までの精度し
か提供しない。
【０２３３】
　本発明の方法およびシステムによって提供される増大した精度によって、有効で信頼性
のある結果を提供するのにはるかに少ない一定分量が使用され得る。ＣＯ一定分量の定期
的な投与が一定期間にわたって安全であるように十分低い一定分量を使用することによっ
て、たとえば、被験者の健康を損なうことなく、中心血液量に対する有効なモニタが提供
される。システムを通じたＣＯの速い分散速度のレートを所与として、増分検出が十分に
高感度であることを条件として、１０分ごとの頻度でさらなる一定分量を与えることが可
能になる。
【０２３４】
蛍光発光
　局所麻酔は多くの事例において、麻薬性鎮痛剤の副作用を回避するにあたっての疼痛管
理の優れた手段である。術後疼痛管理には神経ブロックが一般的に使用され、また、全身
麻酔を回避することが望ましい場合には一次麻酔が使用される。この応用形態において局
所麻酔を使用することによって、意識に影響を及ぼすことなく一定領域を疼痛に対して無
反応にし、合併症の検出および患者の回復を速める。しかしながら、神経ブロックを実行
するとき、手術部位に対する神経伝導を阻害するために相対的に多い薬剤投与量が必要と
され得る。例として、必要とされる注入量は、２０～４０ｃｃの範囲内であることが多い
。不都合なことに、動脈に注入される１ｃｃ程度の少ない局所麻酔は発作を引き起こす可
能性があり、大量の血管内局所麻酔注入によって心臓の伝導系が遮断され、心停止および
死に至る可能性がある。中毒性のある麻酔汚染の発現を照明する症状は、舌の無感覚、立
ちくらみならびに視覚および聴覚の障害を含み、７．５ｍｃｇ／ｍｌ未満の濃度で発生す
る可能性がある。１０，０００例の手術のうち約５例において、血管内局所麻酔によって
引き起こされる重篤な合併症を報告されているが、数千の局所ブロックが毎日行われてい
る。
【０２３５】
　患者をこの問題から保護するために、麻酔専門医にとって利用可能なツールは非常に少
ない。１つの既知の方法は、局所麻酔の「試験完了」と標識されたエピネフリンを含む。
注入中、医師は故意でない血管内注入を示す心拍または血圧の増大を注意してみる。不都
合なことに、この方法は非常に信頼性が低い。ベータブロッカを服用しているか、または
ペースメーカを装着している患者は、エピネフリンに反応しない場合がある。小児では、
アドレナリンに対する身体の反応を変え、局所麻酔が血管内であるか否かを判定すること
を困難にする全身麻酔下でブロックが行われることが多い。硬膜外麻酔中のエピネフリン
マーカは、妊娠中の女性の中の胎児への血流を低減することによって合併症を引き起こす
可能性がある。それゆえ、血管内局所麻酔の正確かつ早期の警告を提供するための改善さ
れたシステムおよび方法が依然として、引き続き必要とされている。
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【０２３６】
　本発明の１つの実施形態は、赤外光を吸収する色素で標識された局所麻酔を受けている
患者をモニタリングするために分光計を動作させるための方法である。この方法は、（１
）蛍光色素で標識された麻酔を受けている（または受けた）患者に光パルスを与えること
と、（２）患者によって放射された光を検出し、検出された光を表す出力を提供すること
と、（３）色素標識麻酔の存在を表す情報を導出するために出力を処理することと、（４
）蛍光発光を表す情報に応じて、色素標識麻酔の存在を表す情報を表示することとを含む
。
【０２３７】
　インパルス応答を生成するにあたって上述した機構を使用することによって増強された
そのような方法を適用する結果は有利であることが諒解される。蛍光活性の遅延性に起因
して、蛍光発光をトリガする波長のいずれかについてのインパルス応答曲線は尾部を延長
されることになる。図２８は、蛍光色素がない（曲線２８１０）、および、蛍光色素が存
在する（曲線２８２０）、組織のインパルス応答を示す。インパルス応答を利用する分光
計を動作させるための方法を使用することは、測定の感度を増大させるという点において
、ピークまたはバルク相関にわたって有利である。
【０２３８】
位置特定
　図１Ｃを参照すると、１回心拍出量の改善された測定が、本発明の一実施形態に基づい
て可能にされ得る。図１Ａは、センサ１６０が指に並置されている一実施形態を示す。こ
れは、抹消測定と称されることが多く、多くの用途にとって適切である。しかしながら、
心臓活動の測定を考慮するとき、指におけるパルス波の測定は、循環系のインピーダンス
に強く影響される。（位置１４０において測定されるときの）パルス波の波形は、後述す
る図２５の曲線２５３０に形状が緊密に類似しており、不確定の雑音がさらに、心臓中心
の測定値に存在する可能性がある。それゆえ、分光デバイスの身体に対する代替的な配置
を確保することが有利である。図１Ｂは、図１Ａと比較してより心臓の近くに配置されて
いるセンサを示す。
【０２３９】
　図１Ｃは、人の頭部、首、肩、および動脈循環系の一部のスケッチされた側面図１９０
を含む。首１９３は、ちょうど肩関節において、少なくとも１つの主冠動脈、頸動脈１９
１に近接している。この図解におけるセンサ１４５は、頸動脈１９１中の血流に起因する
濃度特性を緊密にモニタリングするように構成されている事例である。本発明の一実施態
様の要素がともに利用されるとき（少なくとも送信機（複数の場合もあり）１１０、なら
びに受信機（複数の場合もあり）１３０、１３１、および１３２を含む）、分光システム
は、まとめてセンサ１４５と称される。
【０２４０】
　図２５を参照すると、グラフ２５００、２５１０、２５２０、および２５３０は、経時
的な血管内の血圧の変化を示す。心臓収縮期は、左心室が大動脈弁を通じて上行大動脈へ
と血液を放出している全体の心臓サイクルの一部である。心臓拡張期は、左心室が左心房
によって補充されており、大動脈弁が閉じられ、左心室から大動脈へと血液が流れていな
い心臓サイクルの部分であるが、心臓拡張期の間、血液は大動脈から動脈血管系へ、その
後細動脈、および、身体組織の中深くの毛細血管内へと流れ続ける。心臓収縮期の間、血
液は上記のように末梢動脈内にも流れているが、この主要な効果は、大動脈が左心室によ
って部分的に補充されることである。
【０２４１】
　グラフ２５００を参照すると、点（時刻＝ｔD，圧力＝ＰD）は、心臓に関して指定され
る位置点における測度としての、ちょうど心臓収縮期の放出段階が始まるときの、心臓拡
張期の終わり２５０１における最小の圧力を表している。心臓収縮期は継続し、２５０２
においてピーク圧力ＰSを達成する。左心室収縮が終わり、大動脈弁が閉じると、大動脈
圧は、２５０３における極小値へと低減し始め、その後、２５０４においてわずかに圧力
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上行大動脈、大動脈弓、および下行胸部を進行するパルス波反射によって引き起こされる
。図２５の２５０５において重複切痕が現れた後の時点において、大動脈弁が完全に閉じ
られ、血液が大動脈から流れ出るにつれて大動脈圧は低減し、これが、可能な限り多くの
圧力を動脈樹内に維持するための弾性容器として機能する。段階２５０５は、時定数τに
よる指数関数的減衰によって特性化され得ることが分かっている（「Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕ
ｓ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｅａｔ－ｔｏ－Ｂｅａｔ　Ｓｔｒｏｋｅ　Ｖ
ｏｌｕｍｅ　Ｆｒｏｍ　Ａｏｒｔｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｐｕｌｓｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ
　Ｄｏｇ」（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３９（１）：１５－２４，Ｊ
ｕｌｙ　１９７６）において、Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ，Ｍ．Ｊ．、Ｂ．Ｋ．Ｇｉｌｂｅｒｔ
、Ｇ．ｖｏｎ　Ｂｅｒｎｕｔｈ、およびＥ．Ｈ．Ｗｏｏｄ）。各心臓サイクルの心臓拡張
期の間に求めることができるこの時定数は、心拍出量の計算に使用される。示されている
拍動は２５０６において終わり、大動脈弁が開くと、次の心臓収縮期が始まる。
【０２４２】
　圧力波は、圧力波グラフ２５００が測定された点よりも、心臓から徐々に遠くなるよう
に位置する、身体にわたるさらなる点において測定されるため、対応する時間依存パルス
波（２５１０、２５２０および２５３０として示す）は、循環系のインピーダンスに起因
して弱くなる。対応するパルス波のピークは概して低減され、定常状態圧は増大し、曲線
の指数関数的減衰部分も影響を受ける。グラフ２５３０（説明されているものの中で心臓
から最も離れた点において行われる測定から取得される）において、たとえば、パルス波
の反射が２５３１として見て取れ、新収縮期の始まりにある平滑化遅延が、２５３２とし
て見て取れる。これらのグラフは健康な閉塞していない循環系に対応するパルス波の減衰
および拡大を表しており、センサを実現可能な限り中心大動脈の近くに配置する動作上の
利点を示すのに使用されることが理解される。
【０２４３】
　Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ他は、中心大動脈における心拍間パルス圧波の測定値、およびそれ
に基づくその後の計算から、心拍間１回拍出量（および、したがって、心拍出量）を計算
するための方法を提案している。図２６のグラフ（Ｂｏｕｒｇｅｏｕｉｓ他の図１に対応
する）は、「大動脈圧パルスから個々の心拍間１回拍出量を求めるための方法」を示す。
実線の曲線は、中心胸部大動脈からの正常な圧力パルスを表す。圧力パルスの心臓収縮期
の上の破線の曲線は、結果として圧力増分ΔＰESをもたらす仮説的大動脈圧輪郭を表し、
これは、すべての末梢血管が心臓収縮期の間に閉じられ、それによって心臓収縮期の排出
が妨げられる場合に発生する。定常状態の事例における心臓拡張期の排出に等しい圧力は
、（ＰES－ＰD）である。全拍出量に等しい圧力ΔＰｓｖはこれらの値の総和である。ＫA

は、比例定数である。（Ｂｏｕｒｇｅｏｕｉｓ他から引用。）
【０２４４】
　１回拍出量（ＳＶ）を計算するために、以下の演算が実行される。
ＳＶ＝ＫAΔＰSV（５０）
【数４４】

（５１）
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【数４５】

（５２）
【０２４５】
　前述したように、時定数τが、測定値が得られた後に計算され得る。他の定数ＫAは、
１回心拍出量の絶対読み値が必要とされる場合に、較正段階と、その後に続く所望の測定
を必要とするか、または、経時的な１回拍出量の変化飲みが所望される場合は、一定のま
まであることができる。圧力値はその後、測定値から得られる。
【０２４６】
　ＫAに関して、Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ　１９７６は、１セットの実験に対して「実験の開
始時に実行された心拍出量の第１の標識希釈測定に基づく」単一の較正のみを使用する。
これは、「１回拍出量のすべての後続の判定に使用された」。測定の結果は、この継続時
間にわたって、この実験の条件下で「ＫA値の相対的な普遍性」を実証した。この普遍性
は「短い実験中に測定されたデータセット全体から、および、延長した継続時間のものか
ら計算された標準偏差の数値的類似性によって暗示される」。それゆえ、１回心拍出量の
絶対読み値を必要とする多くの用途にとって十分な精度を生成するには、測定の前の単一
のＫAで十分である。
【０２４７】
　加えて、動脈パルスが伝播するとき、より高い圧力において、動脈断面積は（大動脈壁
の弾性および寝室収縮の強度に応じて）わずかに増大する。動脈断面積の増大は、翻って
、特有のオキシヘモグロビンを通ってサンプルを渡るＥＭＷの送信を促進する。インパル
ス応答はそのような細粒度で測定されるため（図８Ｅ参照）、血管拡張に対応する、付随
する全体的な減衰の増大が測定されることになる。結果として、心臓収縮期の間、心臓拡
張期の間より大きい割合で、光学経路（光源と検出器との間）に寄与する物質成分によっ
て引き起こされるインパルス応答のその部分の幅が増大することになる。本例において、
そのような物質成分は場合血液。したがって、インパルス応答のピーク濃度と、インパル
ス応答の曲線の下の面積の両方が増大することになる。大動脈の幅の増大は無論、動脈壁
の弾性に依存し、そのような弾性は、図２５のグラフ２５００の点２５０１と２５０２と
の間の上昇率から推定される。心臓サイクル全体を通じた実効光学経路長の変化とともに
変化するステップ関数の部分からの寄与を増強することによって、圧力の代理として測定
値が改善する。
【０２４８】
　したがって、本発明の酸素測定システムは、酸素飽和度の瞬時変化、および、代理大動
脈圧パルス波形の生成の測定のために最適な部位または位置の特定を可能にし、それに基
づいて、１回心拍出量および心拍出量の計算が実行される。同様に、他のパルス波形が全
身を通じて測定されていもよい。
【０２４９】
　測定値は前述の生理的変数に制約されない。同様の技法を使用して他の生理的変数が測
定されてもよい。サンプリング周波数が増大することによって、遷移時間、および、それ
ゆえ血液の速度も、リアルタイムで推定され得る。
【０２５０】
　個々の戻り信号の形状（図８Ｄ参照）は、中心大動脈血管に関するさらなる情報、たと
えば、それらの弾性を測定するのに使用され得る。血管の形状および形状の変化のこの分
析は、収縮８５０および拡張８５１の両方の血管を示す図８Ｅに示されている。収縮した
血管８５０は細い破線で輪郭を描かれており、拡張した血管８５１は太い破線で輪郭を描
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かれている。収縮した血管８５０によって戻された信号の時間依存振幅は、グラフにおい
て線８５２として、拡張した血管８５１については線８５３として示されている。この図
面からの主要な所見は、欠陥のサイズが検出信号を表す曲線の幅と曲線の下の面積の両方
に影響することである。このグラフから、本発明の一実施形態に従って、血管のインパル
ス応答の波形の形状の測定によって、血管のサイズの変化およびその弾性の判定が可能に
なることが分かる。
【０２５１】
　前に暗示されていたように、また本発明の１つの実施形態によれば、基本器具ブロック
は、送信機および単一の検出器によって形成される「送受信機対」を含む。インパルス応
答はそのような送受信機対について導出される。少なくとも、送信機が単一の波長におい
て動作するとき、このインパルス応答の導出によって、光が組織を通って進行する、平均
の、波長特有の経路長の推定が可能になる。（これは、真のインパルス応答の重心、すな
わち、較正に対応する。）加えて、散乱、吸収、および組織の異方性を含む、組織の基本
光学特性が抽出され得る。これらのデータは単一の波長においてある時点において収集さ
れるデータを表す。更なるデータが収集されると、単純な様式で、時間の関数として、時
間による組織の生理的または光学的パラメータの変化が求められ得る（たとえば、パルス
圧力波の変化、たとえば図２６参照）。１つのさらなる結果は、時間および生理学の関数
として、原因となっている組織の変化を特性化することができるようになっていることで
ある（たとえば、図８Ｅ参照）。本発明の一実施形態によれば、組織を特性化するパラメ
ータが、組織の測定インパルス応答に基づいて求められるそのようなパラメータが所定の
または集計されている周波数減衰特性を使用することによって粗く空間的にマッピングさ
れると（図８Ｄ参照）、空間的に位置特定される。
【０２５２】
　複数の光波長を利用し、組織のスペクトル依存インパルス応答を求め、組織を特性化す
るパラメータのスペクトル依存性を求めることによってさらに測定を拡張することによっ
て、たとえば、一時点における、対の送信機と受信機との間に伝播するＥＭＷ内の波長と
同じだけ多くの種の濃度の推定が可能になる。時間的に分離した複数の測定を実行するこ
とによる、組織パラメータのスペクトル依存性の判定を拡張することによって、パラメー
タの空間位置特定が可能になる。（図８Ｄ参照）
【０２５３】
　組織パラメータの空間位置特定を可能にするための方法の次の論理的拡張は、単一の送
信機、および、送信機から別様に離間された複数の受信機を使用することである。各新規
の送受信機対について、すべての前のステップが行われる。複数の重なり合ったまたは空
間的にシフトされているインパルス応答に基づいて判定される組織パラメータの位置特定
の結果として、図８Ｄにおけるサンプリングの密度が増大し、対象の特定の解剖学的構造
を参照する、原因となっている組織の画像の形成が可能になる。方法のまた次の基本的な
拡張は、複数の動作波長および複数の分離において複数の送受信機において求められるイ
ンパルス応答に基づいて組織パラメータ（複数の場合もあり）の空間的分布を導出するこ
とであり、時間および空間を通じて推定される組織パラメータの包括的な空間的に密度の
濃いマップが可能になる。
【０２５４】
　再び図８Ｄおよび図２４Ａを参照すると、所与の物質特性曲線（本発明の実施形態に従
って、測定または判定されたインパルス応答曲線に基づいて導出される物質成分の濃度ま
たは生理的パラメータを表す曲線など）の異なる部分が、それを通じてＥＭＷが送信機か
ら受信機へと伝播する組織の空間的に異なる部分と関連付けられることが諒解される。異
なった解釈をすると、測定されたインパルス応答曲線と、そのようなインパルス応答曲線
に基づいて計算された物質パラメータ曲線の両方において、組織のある領域の空間位置が
コード化される。計算された物質パラメータ曲線の異なる複数の部分を分析することによ
って、そのようなパラメータは、組織にわたって空間的にマッピングされ（それゆえ、組
織の所与の部分に位置特定され）得る。この場合、組織を特性化する求められているパラ
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メータの値に関する決定は、動的に位置特定される空間ベースで行われる。たとえば、図
２４Ａの濃度曲線２４２１、２４２２～２４２５の前部を考慮することによって、それぞ
れ対応する物質種の濃度が、ＥＭＷを最小量だけ遅延させた組織の領域において規定され
、一方で、曲線２４２１、２４２２～２４２５の尾部は、ＥＭＷを最も遅延させた組織の
部分に関係する対応する濃度値の情報を含む。時間にわたって積分されたインパルス応答
および対応する積分濃度曲線は、所与の物質パラメータの、組織にわたって空間的に平均
された濃度と関連付けられる。
【０２５５】
　図２７を参照すると、インパルス応答を使用することによってサンプルの領域に空間的
に位置特定されているサンプルの測定に関する本発明の一実施形態は、ステップ２７００
において開始され、ステップ２７１０において、時間導出シーケンスを生成するために、
複数の波長λｉの各々について、または対象の各時点において、インパルス応答（ＩＲ）
（ｔ）が測定される。時間導出信号の一例は、サンプルのシーケンス［ＳT1，．．．，Ｓ

TN］から圧力波代理の輪郭を導出することであり、各ＳTは概念的に、時刻Ｔｘをベース
とするインパルス応答の特定の測定値
【数４６】

の積分
【数４７】

から構成される。（結果もたらされる時間導出シーケンスは公称的に、図２５のグラフ２
５００によって表される形態に類似する）。
【０２５６】
　次のステップは、対象の物質成分の特性を表すインパルス応答値（ｔ）を求めるために
、インパルス応答（ｔ）と、サンプリングされたλi値とを組み合わせることである。
【０２５７】
　そのように求められたインパルス応答（ｔ）から、ステップ２７３０において、個々の
サンプルの値を合計する２７２０ことによって、バルク特性を表す値が形成される。その
後、導出された時間ベースのシーケンスが２７４０において形成される。たとえば、圧力
波代理に対応するこのシーケンスは、組織断面にわたって平均された、局所ではない、バ
ルク特性値２７３０に基づく。この結果は、たとえば、図２５のグラフ２５００と同様で
あり得る。そのグラフ表現を例示として使用して、プロセスは、ステップ２７５０におい
て、対象の時点（ＭＶＴ1-N）の特定に進む。この場合に、測定曲線の極大値の詳細が対
象である場合、図２５の曲線２５００上の点に対応し、２５０１、２５０２、２５０３、
２５０４および２５０６としてラベリングされているデータ値が、時間導出特性値の変曲
点として特定され得る対象の点である可能性が高い。他方、時間的な精度を達成すること
が目標である場合、これらの対象の点を取り囲むデータのローカル群が選択され得る。
【０２５８】
　特定の時点が選択されると、最高の変動を呈するインパルス応答遅延時間値、または、
言い換えると、対象の導出される時間ベース特性の領域の間の最高のコントラストを提供
するものを求めるためにデータ分析が実行され得る２７６０。これは、ステップ２７６０
において、ＭＶＴ1-Nにおいてサンプリングされたインパルス応答からより大きい相互変
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ップ２７７０において、インパルス応答時間範囲にわたって重み付け関数Ｗ（ｔ）を生成
する。重み付け関数をインパルス応答（ｔ）λiとともに使用して、ステップ２７８０に
おいて、正確な特性値が∫ＩＲ（ｔ）＊Ｗ（ｔ）ｄｔとして求められ得る。最後に、正確
な導出された時間ベースの信号（正確な圧力波など）が、ステップ２７９０において、正
確な特性値に基づいて求められ得る。これによって、重み付け関数を生成するプロセスが
完了する。
【０２５９】
　重み付け関数は、求められると、後続の測定のために再使用され得る。限定ではないが
、サンプルの動きを含む多くのイベントが、重み付け関数を再計算する必要性を引き起こ
すことになる。
【０２６０】
　本発明の実施態様は、上述したシステムの動作のステップを実行するために有形メモリ
に記憶されている命令によって制御されるプロセッサを利用することができる。メモリは
、制御ソフトウェアまたは他の命令およびデータを記憶するのに適した、ランダム・アク
セス・メモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリもしくは任意
の他のメモリ、またはそれらの組合せであってもよい。代替的な実施形態において、開示
されているシステムおよび方法は、コンピュータシステムとともに使用するためのコンピ
ュータプログラム製品として実装されてもよい。そのような実施態様は、コンピュータ可
読媒体（たとえば、ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、または固定ディスク）のよう
な有形持続性媒体上に固定されるか、または、インターフェースデバイス（媒体を介して
ネットワークに接続されている通信アダプタなど）を介して、コンピュータシステム送信
可能であるかのいずれかである、一連のコンピュータ命令を含む。本発明の方法の実行中
に実行される命令のいくつかは、流れ図および／またはブロック図を参照して説明されて
いる。フローチャートまたはブロック図の各ブロックのすべてもしくは一部分またはブロ
ックの組合せの機能、動作、判断などは、コンピュータプログラム命令、ソフトウェア、
ハードウェア、ファームウェアまたはそれらの組合せとして実装されてもよいことを、当
業者は容易に諒解するはずである。加えて、本発明はプログラムコードのようなソフトウ
ェアにおいて具現化され得るが、本発明を実施するのに必要な機能は、任意選択的にまた
は代替的に、その一部または全体を、組合せ論理、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のハードウェア、
またはハードウェア、ソフトウェアおよび／もしくはファームウェアコンポーネントの何
らかの組合せのような、ファームウェアおよび／またはハードウェアコンポーネントを使
用して具現化されてもよい。
【０２６１】
　本発明は、上記で提示された実施形態例を通じて説明されているが、本明細書において
開示されている本発明の概念から逸脱することなく、示されている実施形態に対する修正
、およびその変更を行うことができることを当業者は理解しよう。さらに、開示されてい
る態様、またはこれらの態様の部分は、上記にリストされていない方法で組み合わされて
もよい。したがって、本発明は、開示されている実施形態（複数の場合もあり）に限定さ
れているものと考えられるべきではない。
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