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(57)【要約】
光学測定装置は光学系（１００）を含む。光学系（１０
０）は、放射源（１０２）と、撮像装置（１１２）とを
含む。放射源（１０２）は、使用時に電磁放射のビーム
を生成するように構成される。更に光学系（１００）は
、電磁放射のビームを測定部位（１３２）に入射するよ
うに構成される。光学測定装置は、測定部位から反射ビ
ームを受光し且つ反射ビームの受光に応答して光学系と
の測定部位の位置合わせの程度を示すフィードバック情
報を提供するように構成されるフィードバック構成（４
００、６０２、６０４）を更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時にプローブ用ビームを放射するように構成される光源であり、光学系が使用時に
前記プローブ用ビームを測定部位に入射するように構成される光源と、
　前記測定部位から反射ビームを受光でき、複数の検出器素子を含む絞り無し検出器装置
と、
　前記絞り無し検出器装置に動作可能に連結される処理リソースとを含む前記光学系を含
み、
　前記処理リソースは、使用時に前記反射ビームにより照明される前記複数の検出器素子
のいくつかを識別し、選択される検出器素子により生成される出力信号に関して計算する
所定の基準に基づいて前記複数の検出器素子のいくつかから前記検出器素子を前記選択す
るように構成されることを特徴とする共焦測定装置。
【請求項２】
　前記基準は最大発光強度であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記基準は所定の発光強度閾値を上回る発光強度であることを特徴とする請求項１に記
載の装置。
【請求項４】
　前記基準は時間に対する検出器素子の照明の動きであることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記出力信号に関する前記計算は、前記光学系の受光軸との前記測定部位の位置合わせ
不良の程度の計算であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記光学系は受光軸を有し、
　前記複数の検出器素子の前記数を前記選択することは、前記光学系との前記測定部位の
位置合わせ不良に起因する前記受光軸に対する前記反射ビームの軸外伝播を補正する働き
をすることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　共焦測定の方法であって、
　プローブ用ビームを放射することと、
　前記プローブ用ビームを測定部位に入射することと、
　前記測定部位からの反射ビームを複数の検出器素子を含む絞り無し検出器で受光するこ
とと、
　前記反射ビームにより照明される前記複数の検出器素子のいくつかを識別することと、
　選択される検出器素子により生成される出力信号に関して計算する所定の基準に基づい
て前記複数の検出器素子のいくつかから前記検出器素子を前記選択することとから成るこ
とを特徴とする方法。
【請求項８】
　使用時にプローブ用ビームを放射するように構成される光源であり、光学系が使用時に
前記プローブ用ビームを測定部位に入射するように構成される光源と；
　前記測定部位から反射ビームを受光でき、複数の検出器素子を含む絞り無し検出器装置
と；
　前記絞り無し検出器装置に動作可能に連結される処理リソースとを含む前記光学系を含
み、
　前記処理リソースは、使用時に前記反射ビームにより照明される前記複数の検出器素子
のいくつかを識別し、前記複数の検出器素子のいくつかに対する発光強度を評価するよう
に構成されることを特徴とする共焦測定装置。
【請求項９】
　前記発光強度の前記評価は、前記複数の検出器素子のいくつかに対する平均発光強度の
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計算であることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記平均値は、前記絞り無し検出器装置の空間寸法に対して生成されることを特徴とす
る請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記評価は、前記複数の検出器素子のいくつかの積分により行うことを特徴とする請求
項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記複数の検出器素子のいくつかは、ある期間にわたり積分されることを特徴とする請
求項８乃至１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記複数の検出器素子のいくつかは、所定の基準に基づいて識別されることを特徴とす
る請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記基準は、所定の発光強度閾値を上回る照明強度であることを特徴とする請求項１３
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記光学系は、前記測定部位を含む複数の測定部位又は連続する測定部位に前記プロー
ブ用ビームを入射するように構成されることを特徴とする請求項１乃至６及び８乃至１４
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　生理的な体の一部は前記測定部位を含むことを特徴とする請求項１乃至６及び８乃至１
５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記生理的な体の一部は眼であることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　共焦測定の方法であって、
　プローブ用ビームを放射することと、
　前記プローブ用ビームを測定部位に入射することと、
　複数の検出器素子を含む絞り無し検出器で前記測定部位からの反射ビームを受光するこ
とと、
　前記反射ビームにより照明される前記複数の検出器素子のいくつかを識別することと、
　前記複数の検出器素子のいくつかに対して発光強度を評価することとから成ることを特
徴とする方法。
【請求項１９】
　使用時に電磁放射のビームを生成するように構成される光源及び使用時に前記電磁放射
のビームを測定部位に入射するように構成される光学系と、
　使用時に前記測定部位から反射ビームを受光し、前記反射ビームの受光に応答し、前記
光学系との前記測定部位の位置合わせの程度を示すフィードバック情報を提供するように
構成されるフィードバック装置とを含むことを特徴とする光学測定装置。
【請求項２０】
　前記測定部位は眼の特徴の部位であり、
　前記光学系は前記眼から前記反射ビームを受光するように構成され、
　前記光学系は少なくとも前記反射ビームの部分を再び前記眼に入射するように更に構成
され、前記再入射される反射ビームは前記フィードバック情報を構成することを特徴とす
る請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記電磁放射のビームは位置合わせ画像を含み、前記反射ビームは前記位置合わせ画像
を更に含むことを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
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　前記反射画像は前記眼の角膜に起因することを特徴とする請求項２０又は２１に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記反射画像は前記眼のレンズに起因することを特徴とする請求項２０又は２１に記載
の装置。
【請求項２４】
　前記反射画像は前記眼の網膜に起因することを特徴とする請求項２０又は２１に記載の
装置。
【請求項２５】
　前記光源は消失点に対して複数の画像を生成するように構成され、前記光学系は、使用
時に前記複数の画像を前記眼の位置合わせのために前記眼に入射するように更に構成され
ることを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２６】
　前記フィードバック装置は、位置合わせされた状態に対応する所定の軸に対する前記反
射ビームの受光に応答して前記フィードバック情報を生成するために、撮像装置に動作可
能に連結される処理リソースを含むことを特徴とする請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記測定部位は眼の特徴の部位であり、
　前記フィードバック装置は、使用時に前記光学系に対する前記眼の前記特徴の部位を判
定するように構成されることを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記光学系は、前記所定の軸を構成する受光軸を有し、
　前記処理リソースは、前記受光軸との前記眼の前記特徴の前記測定部位の前記位置合わ
せの程度を示すものとして前記フィードバック情報を提供するように構成されることを特
徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記フィードバック装置は、撮像装置に動作可能に連結される処理リソースを含み、
　前記光学系は受光軸を有し；
　前記測定部位は、第２の軸を有する眼の第１の軸と同軸を有し、
　前記処理リソースは、前記第２の軸を前記受光軸と位置合わせするために、前記受光軸
との前記第１の軸の位置合わせ不良を取得するフィードバックを提供するように構成され
ることを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項３０】
　前記フィードバック情報は、位置合わせの可聴指示又は視覚指示であることを特徴とす
る請求項１９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記光源は、眼に不可視であるプローブ用測定ビームを放射できることを特徴とする請
求項１９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記光源はプローブ用測定ビームを生成するように構成され、前記光学系は、使用時に
前記プローブ用測定ビームを前記測定部位に入射するように構成され、
　使用時に前記測定部位からプローブ用反射測定ビームを受光するように構成される検出
器を更に含むことを特徴とする請求項１９乃至３１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３３】
　前記プローブ用測定ビームは、前記電磁放射のビームとしても機能することを特徴とす
る請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記フィードバック構成は撮像装置に動作可能に連結される処理リソースを含み、前記
処理リソースは、前記撮像装置の照明に対応し、前記フィードバック情報を構成する第１
の特徴の第１の測定値を生成するように構成されることを特徴とする請求項１９に記載の
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装置。
【請求項３５】
　前記処理リソースは、前記撮像装置の照明に対応し、前記第１の測定値に対する種々の
種類である第２の特徴の第２の測定値を生成するように構成されることを特徴とする請求
項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記第１の測定値は前記第１の特徴の定性的な測定値を含み及び／又は前記第２の測定
値は前記第２の特徴の定性的な測定値であることを特徴とする請求項３４に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第１の測定値は前記第１の特徴の定量的な測定値を含み及び／又は前記第２の測定
値は前記第２の特徴の定量的な測定値であることを特徴とする請求項３４乃至３６のいず
れか１項に記載の装置。
【請求項３８】
　照明に関し且つ前記光学系との実質的に最適な位置合わせの状態に対応する特徴データ
を格納する記憶装置を更に具備することを特徴とする請求項１９乃至３７のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項３９】
　照明に関し且つ前記光学系との位置合わせ不良の状態に対応する特徴データを格納する
記憶装置を更に具備することを特徴とする請求項１９乃至３８のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項４０】
　前記処理リソースは、前記光学系との前記測定部位の位置合わせ又は位置合わせ不良を
判定するために格納される前記特徴データを前記フィードバック情報と比較するように構
成されることを特徴とする請求項３８又は３９に記載の装置。
【請求項４１】
　生理的な体の一部は前記測定部位を含むことを特徴とする請求項１９乃至４０のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項４２】
　前記生理的な体の一部は眼であることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　光学測定の方法であって、
　電磁放射のビームを生成することと、
　前記電磁放射のビームを測定部位に入射することと、
　光学系を介して前記測定部位から反射ビームを受光することと、
　前記反射ビームの受光に応答して前記光学系との前記測定部位の位置合わせの程度を示
すフィードバック情報を提供することとから成ることを特徴とする方法。
【請求項４４】
　使用時に第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像を生成するように構成される
光源、並びに使用時に前記第１の画像及び前記第２の画像を眼の特徴の測定部位を位置合
わせする画像平面に入射するように構成される光学系を含む光学位置合わせ装置であり、
　前記第１の位置合わせ画像及び前記第２の位置合わせ画像は、前記眼が前記光学系と位
置合わせされない場合に空間的に離間して現れ且つ前記眼が前記光学系と位置合わせされ
る場合に意図する相対的な位置に現れるように構成されることを特徴とする光学位置合わ
せ装置。
【請求項４５】
　前記光学系は受光軸を有し、
　前記第１の位置合わせ画像及び前記第２の位置合わせ画像は、前記眼が前記受光軸と位
置合わせされない場合に空間的に離間して現れ且つ前記眼が前記受光軸と位置合わせされ
る場合に意図する相対的な位置に現れるように構成されることを特徴とする請求項４４に
記載の装置。
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【請求項４６】
　前記意図する相対的な位置は、重ね合わされる前記第１の位置合わせ画像及び前記第２
の位置合わせ画像に対応することを特徴とする請求項４４又は４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記第１の位置合わせ画像及び前記第２の位置合わせ画像は画像の未完成の部分であり
、前記意図する相対的な位置は、前記画像を完成させるように組み合わされて現れる前記
第１の位置合わせ画像及び前記第２の位置合わせ画像に対応することを特徴とする請求項
４４又は４５に記載の装置。
【請求項４８】
　前記第１の位置合わせ画像と前記第２の位置合わせ画像との前記空間的離間を制御する
ために前記光源に動作可能に連結される処理リソースを更に含むことを特徴とする請求項
４４又は４５に記載の装置。
【請求項４９】
　前記第１の位置合わせ画像と前記第２の位置合わせ画像との前記空間的離間は、前記眼
の軸を前記光学系と位置合わせするために適応可能であることを特徴とする請求項４８に
記載の装置。
【請求項５０】
　前記眼の前記軸は前記眼の光軸である請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記眼の前記軸は前記眼の視軸であることを特徴とする請求項４９に記載の装置。
【請求項５２】
　前記第１の位置合わせ画像の輪郭は変更可能であり及び／又は前記第２の位置合わせ画
像の輪郭は変更可能であることを特徴とする請求項４４乃至４９のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項５３】
　前記光学系は、前記第２の位置合わせ画像に対する折り返し経路を提供するように構成
されることを特徴とする請求項４４乃至５２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５４】
　前記第１の位置合わせ画像は前記眼を調節不可にするために提示され及び／又は前記第
２の位置合わせ画像は前記眼を調節不可にするために提示されることを特徴とする請求項
４４乃至５３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５５】
　前記第１の位置合わせ画像は、前記眼を調節不可にするために無限を構成する見掛け被
写体距離を有するように提示され及び／又は前記第２の位置合わせ画像は、前記眼を調節
不可にするために無限を構成する見掛け被写体距離を有するように提示されることを特徴
とする請求項５４に記載の装置。
【請求項５６】
　前記第１の位置合わせ画像は、前記眼の調節量を制御するように提示され且つ／又は前
記第２の位置合わせ画像は、前記眼の調節量を制御するように提示されることを特徴とす
る請求項４４乃至５３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５７】
　前記光源は、使用時に前記第１の位置合わせ画像を含むプローブ用測定ビームを放射す
るように構成されることを特徴とする請求項４４乃至５６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５８】
　生理的な体の一部は前記測定部位を含むことを特徴とする請求項４４乃至５７のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項５９】
　光学位置合わせの方法であって、
　第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像を生成することと、
　眼の特徴の測定部位を位置合わせする画像平面に前記第１の位置合わせ画像及び前記第
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２の位置合わせ画像を入射することと、
　前記眼が前記光学系と位置合わせされない場合に空間的に離間して現れ且つ前記眼が前
記光学系と位置合わせされる場合に意図する相対的な位置に現れるように、前記第１の位
置合わせ画像及び前記第２の位置合わせ画像を提供することとから成ることを特徴とする
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、眼等に対して測定される生理的特徴を有する部位と位置合わせする
ために使用される種類の光学位置合わせ装置に関する。本発明は、更に、眼等に対して測
定される生理的特徴を有する部位と光学的に測定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病は関心が高まりつつある大きな問題であり、世界中で２億３千万人以上の人がこ
の疾患を有している。また、若年型糖尿病、インシュリン依存型糖尿病が過去１５年間に
わたり倍増したことが調査により判明している。糖尿病の５歳未満の子供の数もこの２０
年間で５倍に増加した。
【０００３】
　糖尿病に関連する病状は深刻である。患者が血糖値を適切に管理しない場合に引き起こ
される可能性のある身体的損傷には、失明、心疾患及び壊疽がある。従って、糖尿病の人
の死亡率は、平均的な人の死亡率よりもはるかに高い。
【０００４】
　患者が最後に摂取した食事からの時間、摂取した食べ物の種類、運動量及び患者が病気
であるか否か等の多数の要因により、患者の血糖濃度は相対的に短い時間尺度で変動する
。従って、糖尿病の人は、通常、状態を監視及び制御するために日に何度も糖濃度を検査
する必要がある。実際の検査方法は患者毎に異なり、医師又は患者の糖尿病管理者により
個別に指示される。
【０００５】
　血糖濃度検査に使用される主な方法には、その後分析される血液サンプルの採取が含ま
れる。この検査において、患者の指又は腕を小針で刺すことで、携帯型測定器で分析する
ための血液が検査片に滴下する。糖濃度測定値が許容値を上回る場合、糖濃度を許容範囲
内に戻すためにインシュリンを注入する必要がある。
【０００６】
　血糖濃度の監視に必要な検査頻度のため、患者には、通常、１日中検査を実施し、血液
サンプルを自身で抽出及び分析することが求められる。上記手順により患者が体験する問
題は多数ある。第１に、その技法は侵襲的であり、感染の危険を伴う。第２に、指を頻繁
に刺すことにより皮膚が硬くなる。第３に、その方法は明らかに痛みを伴う。最後に、そ
の方法に関連する消耗品のコストは高く継続的なものである。これらの問題及びその他の
問題により、糖尿病人口のある特定の人々は、必要とされる頻度ほど自分自身で検査して
いない。これは、検査に要求される運動機能に乏しい傾向にある老人、検査自体が社会的
に恥ずかしいと考える傾向にあるティーンエイジャー、検査に随伴する不快感を受け入れ
ない傾向にある子供に特に当てはまる。
【０００７】
　これらの問題を克服するために、多くの無侵襲血糖濃度測定技法が提案されてきた。一
般に、これらは、皮膚を介して測定することで機能するように考案されてきたが、種々の
皮膚の特徴により不正確な結果を招いてきた。
【０００８】
　より最近では、眼がより適切な測定部位として提案されている。眼の糖の測定に可能な
技法には、結膜での分光法（例えば、米国特許第６，９７５，８９２号公報）、基底部で
の精神物理学的測定法（例えば、米国特許第６，８９５，２６４号公報）、糖を吸収する
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コンタクトレンズ又は他の植込型装置（例えば、米国特許第６，９８０，８４２号公報又
は米国特許出願公開第２００６／０１６６３５０号）、あるいは眼の屈折矯正の測定法（
例えば、米国特許第６，４４２，４１０号公報）が含まれる。
【０００９】
　眼の前房における房水の糖濃度の測定を伴うある特定の方法が提案されてきた。これは
、個人差はあるが、この濃度と血糖濃度との間に密接な相関性があるためである。房水の
測定は、偏光分析法（例えば、米国特許第Ａ５，８９６，１９８号公報）、ラマン技法（
例えば、国際公開第ＷＯＡ００／０２４７９号）、蛍光測光法（例えば、国際公開第ＷＯ
２００５／１２０３３４号）、分光測定法（例えば、米国特許第Ａ５，９６９，８１５号
公報）、蛍光分光法（例えば、国際公開第ＷＯ０２／０８７４２９号）又は反射光測定法
（例えば、米国特許第Ａ６，２３６，０８９号公報）等の種々の手段により達成される。
【００１０】
　房水の糖濃度を測定する別の望ましい方法は、房水の屈折率の測定を伴う。これは、屈
折率と糖濃度との間の相関性が高いためである。この点において、米国特許第３，９６３
，０１９号公報、米国特許第６，１５２，８７５号公報、国際公開第ＷＯ０３／０２５５
６２号、国際公開第ＷＯ０５／０４４０９９号及び国際公開第ＷＯ０５／０５８１５２号
では、房水の屈折率の測定に関連する種々の技法が説明される。
【００１１】
　また、患者又はオペレータの眼に位置合わせされる器具を必要とする他の測定法が多数
ある。一例として、レーザー光線近視（ＬＡＳＩＫ）手術をより安全に行なうために、角
膜の厚さ及び形状を測定する必要がある（例えば、米国特許第６，５８５，７２３号公報
及び米国特許出願公開第２００４／００８０７５９号で説明されるように）。
【００１２】
　上記全ての場合において、測定適合度は、測定器と患者の眼との位置合わせのばらつき
により損なわれる。また、患者は、測定器を個人で適切に使用するために、臨床医を介さ
ずに自身で測定器を使用し、位置合わせできることが重要である。
【００１３】
　更に、無侵襲的に眼の糖濃度及び他のパラメータを測定する際、必ずしも眼への位置合
わせが適切に達成できるとは限らない場合もある。
【発明の概要】
【００１４】
　本発明の第１の態様によると、使用時にプローブ用ビームを放射するように構成される
光源であり、光学系が使用時にプローブ用ビームを測定部位に入射するように構成される
光源と、測定部位から反射ビームを受光でき、複数の検出器素子を含む絞り無し検出器装
置と、絞り無し検出器装置に動作可能に連結される処理リソースとを含む光学系を含む共
焦測定装置が提供され、処理リソースは、使用時に反射ビームにより照明される複数の検
出器素子の数を識別し、選択される検出器素子により生成される出力信号に関して計算す
る所定の基準に基づいて複数の検出素子の数から検出器素子を選択するように構成される
。
【００１５】
　基準は最大発光強度であってもよい。基準は所定の発光強度閾値を上回る発光強度であ
ってもよい。基準は時間に対する検出器素子の照明の動きであってもよい。
【００１６】
　出力信号に関する計算は、光学系の受光軸との測定部位の位置合わせ不良の程度の計算
であってもよい。
【００１７】
　光学系は受光軸を有してもよく、複数の検出素子の数を選択することは、光学系との測
定部位の位置合わせ不良に起因する受光軸に対する反射ビームの軸外伝播を補正する働き
をしてもよい。
【００１８】
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　本発明の第２の態様によると、プローブ用ビームを放射することと、プローブ用ビーム
を測定部位に入射することと、測定部位からの反射ビームを複数の検出器素子を含む絞り
無し検出器で受光することと、反射ビームにより照明される前記複数の検出素子の数を識
別することと、選択される検出器素子により生成される出力信号に関して計算する所定の
基準に基づいて複数の検出素子の数から検出器素子を選択することとから成る共焦測定の
方法が提供される。
【００１９】
　本発明の第３の態様によると、使用時にプローブ用ビームを放射するように構成される
光源であり、光学系が使用時にプローブ用ビームを測定部位に入射するように構成される
光源と、測定部位から反射ビームを受光でき、複数の検出器素子を含む絞り無し検出器装
置と、絞り無し検出器装置に動作可能に連結される処理リソースとを含む光学系を含む共
焦測定装置が提供され、処理リソースは、使用時に反射ビームにより照明される複数の検
出素子の数を識別し、複数の検出素子の数に対する発光強度を評価するように構成される
。
【００２０】
　発光強度の評価は、複数の検出素子の数に対する平均発光強度の計算であってもよい。
【００２１】
　平均値は、絞り無し検出器装置の空間寸法に対して生成されてもよい。
【００２２】
　評価は、複数の検出器素子の数の積分により行ってもよい。複数の検出器素子の数は、
ある期間にわたり積分されてもよい。
【００２３】
　複数の検出素子の数は、所定の基準に基づいて識別されてもよい。基準は、所定の発光
強度閾値を上回る照明強度であってもよい。
【００２４】
　光学系は、測定部位を含む複数の測定部位又は連続する測定部位にプローブ用ビームを
入射するように構成されてもよい。
【００２５】
　生理的な体の一部は測定部位を含んでもよい。生理的な体の一部は眼である。
【００２６】
　本発明の第４の態様によると、プローブ用ビームを放射することと、プローブ用ビーム
を測定部位に入射することと、複数の検出器素子を含む絞り無し検出器で測定部位からの
反射ビームを受光することと、反射ビームにより照明される複数の検出素子の数を識別す
ることと、複数の検出素子の数に対して発光強度を評価することとから成る共焦測定の方
法が提供される。
【００２７】
　本発明の第５の態様によると、使用時に電磁放射のビームを生成するように構成される
光源及び使用時に電磁放射のビームを測定部位に入射するように構成される光学系と、使
用時に測定部位から反射ビームを受光し、反射ビームの受光に応答し、光学系との測定部
位の位置合わせの程度を示すフィードバック情報を提供するように構成されるフィードバ
ック構成とを含む光学測定装置が提供される。
【００２８】
　測定部位は眼の特徴の部位であってもよく、光学系は眼から反射ビームを受光するよう
に構成されてもよく、光学系は少なくとも反射ビームの部分を再び眼に入射するように更
に構成されてもよく、再入射される反射ビームはフィードバック情報を構成する。電磁放
射のビームは位置合わせ画像を含んでもよく、反射ビームは位置合わせ画像を更に含む。
【００２９】
　反射画像は眼の角膜に起因してもよい。反射画像は眼のレンズに起因してもよい。反射
画像は眼の網膜に起因してもよい。反射画像はプルキンエ画像であってもよい。
【００３０】
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　光源は消失点に対して複数の画像を生成するように構成されてもよく、光学系は、使用
時に複数の画像をその位置合わせに対する眼に入射するように更に構成される。フィード
バック構成は、位置合わせされた状態に対応する所定の軸に対する反射ビームの受光に応
答してフィードバック情報を生成するために、撮像装置に動作可能に連結される処理リソ
ースを含んでもよい。
【００３１】
　測定部位は眼の特徴の部位であってもよく、フィードバック構成は、使用時に光学系に
対して眼の特徴の部位を判定するように構成されてもよい。光学系は、所定の軸を構成す
る受光軸を有してもよく、処理リソースは、受光軸との眼の特徴の測定部位の位置合わせ
の程度を示すものとしてフィードバック情報を提供するように構成されてもよい。
【００３２】
　フィードバック構成は、撮像装置に動作可能に連結される処理リソースを含んでもよく
、光学系は受光軸を有してもよく、測定部位は、第２の軸を有する眼の第１の軸と同軸を
有してもよく、処理リソースは、第２の軸を受光軸と位置合わせするために、受光軸との
第１の軸の位置合わせ不良を取得するフィードバックを提供するように構成されてもよい
。
【００３３】
　受光軸は撮像装置から延出してもよい。
【００３４】
　フィードバック情報は、位置合わせの可聴指示又は視覚指示であってもよい。
【００３５】
　光源は、眼に不可視であるプローブ用測定ビームを放射できてもよい。
【００３６】
　光源はプローブ用測定ビームを生成するように構成されてもよく、光学系は、使用時に
プローブ用測定ビームを測定部位に入射するように構成され、装置は、使用時に測定部位
からプローブ用反射測定ビームを受光するように構成される検出器を更に含んでもよい。
プローブ用測定ビームは、電磁放射のビームとしても機能してもよい。
【００３７】
　フィードバック構成は撮像装置に動作可能に連結される処理リソースを含んでもよく、
処理リソースは、撮像装置の照明に対応し、フィードバック情報を構成する第１の特徴の
第１の測定値を生成するように構成される。処理リソースは、撮像装置の照明に対応し、
第１の測定値とは異なる種類である第２の特徴の第２の測定値を生成するように構成され
てもよい。
【００３８】
　第１の測定値は第１の特徴の定性的な測定値を含んでもよく及び／又は第２の測定値は
第２の特徴の定性的な測定値であってもよい。
【００３９】
　第１の測定値は第１の特徴の定量的な測定値を含んでもよく及び／又は第２の測定値は
第２の特徴の定量的な測定値であってもよい。
【００４０】
　装置は、照明に関する特徴データを格納し且つ光学系との実質的に最適な位置合わせの
状態に対応する記憶装置を更に具備してもよい。
【００４１】
　装置は、照明に関する特徴データを格納し且つ光学系との位置合わせ不良の状態に対応
する記憶装置を更に具備してもよい。
【００４２】
　処理リソースは、光学系との測定部位の位置合わせ又は位置合わせ不良を判定するため
に格納される特徴データをフィードバック情報と比較するように構成されてもよい。
【００４３】
　生理的な体の一部は測定部位を含んでもよい。生理的な体の一部は眼であってもよい。
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【００４４】
　本発明の第６の態様によると、電磁放射のビームを生成することと、電磁放射のビーム
を測定部位に入射することと、光学系を介して測定部位から反射ビームを受光することと
、反射ビームの受光に応答して光学系との測定部位の位置合わせの程度を示すフィードバ
ック情報を提供することとから成る光学測定の方法が提供される。
【００４５】
　本発明の第７の態様によると、使用時に第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画
像を生成するように構成される光源、並びに使用時に第１の画像及び第２の画像を眼の特
徴の測定部位を位置合わせする画像平面に入射するように構成される光学系を含む光学位
置合わせ装置が提供され、第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像は、眼が光学
系と位置合わせされない場合に空間的に離間して現れ且つ眼が光学系と位置合わせされる
場合に意図する相対的な位置に現れるように構成される。
【００４６】
　光学系は受光軸を有してもよく、第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像は、
眼が受光軸と位置合わせされない場合に空間的に離間して現れ且つ眼が受光軸と位置合わ
せされる場合に意図する相対的な位置に現れるように構成されてもよい。
【００４７】
　意図する相対的な位置は、重ね合わされる第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ
画像に対応してもよい。
【００４８】
　第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像は画像の未完成の部分であってもよく
、意図する相対的な位置は、画像を完成させるように組み合わされて現れる第１の位置合
わせ画像及び第２の位置合わせ画像に対応する。
【００４９】
　装置は、第１の位置合わせ画像と第２の位置合わせ画像との空間離間を制御するために
光源に動作可能に連結される処理リソースを更に含んでもよい。
【００５０】
　第１の位置合わせ画像と第２の位置合わせ画像との空間離間は、眼の軸を光学系と位置
合わせするために適応可能であってもよい。眼の軸は眼の光軸であってもよい。眼の軸は
眼の視軸であってもよい。
【００５１】
　第１の位置合わせ画像の輪郭は変更可能であってもよく及び／又は第２の位置合わせ画
像の輪郭は変更可能であってもよい。
【００５２】
　光学系は、第１の位置合わせ画像を静止画として提供してもよい。装置は、第１の位置
合わせ画像と第２の位置合わせ画像との空間離間を変動させるように第２の位置合わせ画
像を移動可能に表示できる表示装置を更に含んでもよい。
【００５３】
　光学系は、第２の位置合わせ画像に対する折り返し経路を提供するように構成されても
よい。
【００５４】
　第１の位置合わせ画像は眼を調節不可にするために提示されてもよく及び／又は第２の
位置合わせ画像は眼を調節不可にするために提示されてもよい。
【００５５】
　第１の位置合わせ画像は、眼を調節不可にするために無限を構成する見掛け被写体距離
を有するように提示されてもよく及び／又は第２の位置合わせ画像は、眼を調節不可にす
るために無限を構成する見掛け被写体距離を有するように提示されてもよい。
【００５６】
　第１の位置合わせ画像は、眼の調節量を制御するように提示されてもよく且つ／又は第
２の位置合わせ画像は、眼の調節量を制御するように提示されてもよい。
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【００５７】
　光源は、使用時に第１の位置合わせ画像を含むプローブ用測定ビームを放射するように
構成されてもよい。
【００５８】
　生理的な体の一部は測定部位を含んでもよい。
【００５９】
　本発明の第８の態様によると、第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像を生成
することと、眼の特徴の測定部位を位置合わせする画像平面に第１の位置合わせ画像及び
第２の位置合わせ画像を入射することと、眼が光学系と位置合わせされない場合に空間離
間して現れ且つ眼が光学系と位置合わせされる場合に意図する相対的な位置に現れるよう
に、第１の位置合わせ画像及び第２の位置合わせ画像を提供することとから成る光学位置
合わせの方法が提供される。
【００６０】
　本発明の第９の態様によると、本発明の第２の態様、第４の態様、第６の態様又は第８
の態様のうちのいずれか１つに対して上述されたような方法をコンピュータに実行させる
コンピュータプログラムコード手段を含むコンピュータプログラム素子が提供される。
【００６１】
　コンピュータプログラム要素は、コンピュータ可読媒体上で具体化されてもよい。
【００６２】
　従って、共焦測定装置の光学系又は非共焦測定装置の光学系を眼の表面等の測定部位に
位置合わせさせ、眼の他の特性、例えば眼の各表面の場所又は眼の構成要素の厚さ又は場
所、あるいは眼に可視である医療条件を測定するために使用される自然発生する化学物質
及び意図的に添加される化学物質の双方を含む眼の他の化合物の濃度を判定できるように
する装置及び方法を提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
　次に、添付の図面を参照して、本発明の少なくとも１つの実施形態を単なる一例として
説明する。
【図１】本発明の一実施形態を構成する１つの装置を示す概略図である。
【図２】図１の装置により生成される位置合わせ不良状態の位置合わせマーカ画像を示す
概略図である。
【図３】位置合わせ済状態で見る場合の図２の位置合わせマーカ画像を示す概略図である
。
【図４】本発明の別の実施形態を構成する図１の装置への変更を示す概略図である。
【図５】図４の装置の変更の部分を更に詳細に示す概略図である。
【図６】本発明の更なる実施形態を構成する図５の装置の部分への変更を示す概略図であ
る。
【図７】本発明の更に別の実施形態を構成する１つの装置を示す概略図である。
【図８】検出器素子の配列を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　以下の説明全体を通して、同一の図中符号は同様の部分を識別するために使用される。
【００６５】
　図１を参照すると、グルコメータ等の光学測定装置は、第１の電磁放射源１０２を含む
光学系１００を含み、近赤外光等、例えば眼には不可視の光である可視光は、測定時の眼
に対する不快感を軽減するように使用される。第１の放射源１０２の出力ウィンドウ（不
図示）は、第１の放射源１０２の光路に配置される第１のビームスプリッタ１０４に対し
て配向される。第１のビームスプリッタ１０４は、第１の放射源１０２の光路を走査レン
ズ１０６に対して折り曲げるように機能する。この例において、走査レンズ１０６は単レ
ンズとして示されるが、レンズシステムが走査レンズ１０６又は任意の他の適切な光学構
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成として機能し、実際に測定するために走査又は無走査することは、当業者には理解され
るだろう。走査レンズ１０６は、第１の放射源により放射されるプローブ用測定ビームが
測定部位１３２を含む複数の測定部位又は連続する測定部位に入射される英国特許出願公
開第Ｂ２４０７３７８号及び英国特許出願公開第Ａ２４０９０３３号に従って、測定部位
１３２に近接するか又は測定部位１３２から離間するように直線的に平行移動できる。ビ
ームスプリッタ１０４は半透明鏡であるが、任意の適切な他の光学素子又は光学構成、例
えば偏光ビームスプリッタ及び偏光ビームスプリッタと走査レンズ１０６との間に配設さ
れる１／４波長板がビームスプリッタ１０４として機能するように採用されることは、当
業者には理解されるだろう。
【００６６】
　第１のビームスプリッタ１０４が走査レンズ１０６と第１の集光レンズ１０８との間に
配置されるように、第１の集光レンズ１０８は第１のビームスプリッタ１０４と対向して
配設される。光学測定装置は共焦システムであり、ピンホールを構成する絞り１１０は第
１の集光レンズ１０８と対向して配設され、検出器１１２は絞り１１０に隣接して配設さ
れる。この例において、検出器１１２はフォトダイオード（図１では不図示）を含む。
【００６７】
　第２の放射源１１４は、光学系１００の受光軸１１６から離れて配置される。この例に
おいて、第２の放射源１１４は、第２のビームスプリッタ１２０で光軸１１６と交わる接
線位置合わせ軸１１８と位置合わせされる。しかし、ブルースタ位置合わせ軸等の接線位
置合わせ軸１１８ではなく、他の非接線位置合わせ軸が採用されてもよい。第１のグラテ
ィキュール１２２は、第２の放射源１１４の前に配設される。同様に、第３の放射源１２
４は、接地位置合わせ軸１１８に対して垂直に配設され、第２のビームスプリッタ１２０
と第１のグラティキュール１２２との間の接地位置合わせ軸１１８に配設される第３のビ
ームスプリッタ１２６で入射される。第２のグラティキュール１２８は、第３の放射源１
２４と第３のビームスプリッタ１２６との間に配設される。第２の集光レンズ１３０は、
第２のビームスプリッタ１２０に隣接する接地位置合わせ軸１１８に配置される。ここで
も、第２の集光レンズ１３０が測定部位１３２で名目上平行なビームを生成する任意の適
切なレンズ構成であってもよいことは、当業者には理解されるだろう。
【００６８】
　第１のグラティキュール１２２及び第２のグラティキュール１２８は、各形状、例えば
同一サイズ又は異なるサイズの十字線又は円を規定するように構成される。
【００６９】
　図２を参照すると、第１のグラティキュール１２２が眼２０４により見られる第１の位
置合わせマーカ画像２００を生成できる第１の表示装置であり、第２のグラティキュール
１２８が眼２０４により見られる第２の位置合わせマーカ画像２０２を生成できる第２の
表示装置であることは、当業者には理解されるだろう。特に、眼２０４は、光学系１００
の受光軸１１６と位置合わせされる第１の軸２０６、例えば光軸を有する。この例におい
て、第１の表示装置は第１の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置であり、第２の表示装置は
第２のＬＣＤ装置である。しかし、１つ以上の空間光変調器（ＳＬＭ）等の他の画像装置
が採用されてもよいことは、当業者には理解されるだろう。第２の放射源１１４及び第３
の放射源１２４、並びに第１のグラティキュール１２２及び第２のグラティキュール１２
８は、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２の放射
源を構成する。
【００７０】
　第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２の生成専用
の別個の表示装置を使用するのではなく、例えば単一の画像装置を一方の半片が第１の位
置合わせマーカ画像２００の生成を担い且つ他方の半片が第２の位置合わせマーカ画像２
０２の生成を担う２つの機能半片に分割すること及び第１の位置合わせマーカ画像２００
と第２の位置合わせマーカ画像２０２との間の空間分離を眼２０４に示すためにそこに隣
接して配設されるレンズ構成を有することにより、機能的に区分された単一の画像装置が
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採用されてもよい。
【００７１】
　この例では実現されないが、第１の表示装置及び第２の表示装置は、例えば第１の位置
合わせマーカ画像２００が無限の見掛け被写体距離を有するように集光され且つ第２の位
置合わせマーカ画像２０２が眼２０４に更により近接して集光されるように構成される。
実際には、第１の位置合わせマーカ画像２００は約６メートルの見掛け被写体距離にある
。更により長い見掛け被写体距離の目的は眼２０４を調節不可にすることであり、これは
数回の測定に対して必要である。実際、要求に応じて、見掛け被写体距離は、必要とされ
る眼の調節量を達成するために制御される。
【００７２】
　この例では２つの位置合わせマーカ画像を採用したが、更に多くの位置合わせマーカ画
像が採用されてもよい。別の実施形態において、第１の位置合わせマーカ画像２００及び
第２の位置合わせマーカ画像２０２は、絞り及び指標として構成される。従って、十字が
絞り（円形に形成される第１の位置合わせマーカ画像２００）を介して見られているとい
う印象を患者に与えるように、例えば第１の位置合わせマーカ画像２００は円形に形成さ
れ且つ第２の位置合わせマーカ画像２０２は十字又は他の指標である。この点において、
第１の位置合わせマーカ画像２００は、光透過絞りを有するオペークスクリーンにより形
成される。光透過絞りは、第２の位置合わせマーカ画像２０２を見るための穴として機能
することにより、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２
０２を位置合わせする。
【００７３】
　この例において、第１の位置合わせマーカ画像２００は眼２０４からの第１の焦点距離
に現れるように生成され、第２のマーカ画像２００は眼２０４からの第２の焦点距離に現
れるように生成される。光学系１００の受光軸１１６に沿って見られる場合、第１のマー
カ画像２００及び第２のマーカ画像２０２は重ね合わさって現れる。マイクロプロセッサ
（図１では不図示）は、第１の位置合わせマーカ画像２００と第２の位置合わせマーカ画
像２０２との間の空間分離を制御するために、第２の放射源１１４及び／又は第３の放射
源１２４に連結される。この点において、第１の位置合わせマーカ画像２００と第２の位
置合わせマーカ画像２０２との間の空間分離は、測定部位１３２に依存して眼の光軸又は
視軸等の眼の種々の軸を受光軸１１６に位置合わせするために構成される。
【００７４】
　動作時、第２の放射源１１４及び第３の放射源１２４は、第１のグラティキュール１２
２及び第２のグラティキュール１２８又は表示装置をそれぞれ通過する光を放射し、第３
のビームスプリッタ１２６に入射し且つ第２の集光レンズ１３０を通過する前に合成され
る第１の画像ビーム及び第２の画像ビームを提供する。その後、合成ビームは、第２のビ
ームスプリッタ１２０により、この例においては眼２０４（図２）の測定部位１３２（図
１）に入射される。第１の位置合わせマーカ画像２００は眼２０４からの第１の焦点距離
に現れるように生成され、第２のマーカ画像２００は眼２０４からの第２の焦点距離に現
れるように生成される。光学系１００の受光軸１１６に沿って見られる場合、第１の位置
合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２は重ね合わさって現れる
か又は同軸に現れる。
【００７５】
　眼２０４の第１の軸２０６は、一般に、最初は光学系１００の受光軸１１６と位置合わ
せされない。従って、眼２０４の視野２１０は、互いから空間的に分離した第１のマーカ
画像２０２及び第２のマーカ画像２０２を視差の結果としてみなす。
【００７６】
　第１の位置合わせ画像２００及び第２の位置合わせ画像２０２を重ね合わそうと、例え
ばソケットで頭及び／又は眼を動かすことにより眼２０４を動かす場合（図３）、眼２０
４の第１の軸２０６は光学系１００の受光軸１１６と位置合わせされる。この点において
、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２のうちの一
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方は、例えば基準となるように固定され、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の
位置合わせマーカ画像２０２のうちの他方は、受光軸１１６に対する眼２０４の動きに応
答して動こうとする。
【００７７】
　位置合わせされると、例えば英国特許出願公開第Ｂ２４０７３７８号及び英国特許出願
公開第Ａ２４０９０３３号に記載された技法に従って、この時点で光学系１００の受光軸
１１６と位置合わせされた部位１３２に対して測定する。いくつかの実施形態において、
第１の位置合わせマーカ画像２００及び／又は第２の位置合わせマーカ画像２０２を更に
形成するように、プローブ用ビームを測定のために使用することが望ましい。
【００７８】
　この例において、第１のマーカ画像２００及び第２のマーカ画像２０２は十字線である
。しかし、上述のように、第１のマーカ画像及び第２のマーカ画像は、異なる直径の円等
、種々の輪郭を有してもよい。その結果、別の視野２１２（図２）において、円は、第１
の軸２０６が受光軸１１６に対して位置合わせ不良である場合は空間的に分離するか又は
同軸を有さないが、第１の軸２０６が受光軸１１６と位置合わせされる場合には同軸を有
する（図３）。
【００７９】
　上述のように、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２
０２の輪郭は、上述の十字線又は円とは異なってもよい。この点において、第１の位置合
わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２の輪郭は、例えば子供の興
味を引きつけるために別の形式を有することが望ましい。従って、第１の位置合わせマー
カ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２は２つ以上の絵画画像であり、例え
ば１つ以上の漫画のキャラクター又はその部分は、位置合わせされる場合に単一の絵画画
像、例えば単一の漫画のキャラクターを形成するように合成される。実際、光学測定装置
は、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２の輪郭を
選択できるように構成される。従って、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位
置合わせマーカ画像２０２は、位置合わせを示すために完全に又は部分的に重なり合う必
要はないことが分かる。それよりも、光学系１００は、位置合わせが完了し患者に周知さ
れる場合に、第１の位置合わせマーカ画像２００及び第２の位置合わせマーカ画像２０２
が意図する相対的な位置に現れるように構成される。
【００８０】
　別の実施形態において、第１の表示装置及び第２の表示装置は、互いに対して非直交の
関係で配設され、ブルースタビームスプリッタ（不図示）は、眼２０４の視野で第１の位
置合わせマーカ画像２００と第２の位置合わせマーカ画像２０２との合成を容易にするよ
うに提供される。これにより、より小型の光学測定装置を構成するための内部レイアウト
を設計する際により順応になる。
【００８１】
　更なる実施形態において、図１の光学系１００は、第３の放射源１２４、第２のグラテ
ィキュール１２８及び第３のビームスプリッタ１２６が採用されないように変更される。
図４を参照すると、代わりにフィードバック素子４００が、例えば走査レンズ１０６上の
中心位置で受光軸１１６と同軸に配設され、この例においては軸咬合部として機能する。
しかし、軸咬合部は、第１の放射源１０２と測定部位１３２との間の光路のどこか他の位
置に設けられてもよい。
【００８２】
　従って、１つの位置合わせマーカ画像、例えば第１の位置合わせマーカ画像２０２のみ
が採用される。第１の位置合わせマーカ画像２００は、パターン（不図示）を形成する先
の実施形態の第２の放射源１１４及び第１のグラティキュール１２２を使用して実現され
る。あるいは、第１の放射源１０２は、一般に、パターン４０２が配設される場所に隣接
するコリメーティングレンズ（不図示）を含む。
【００８３】
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　動作時（図４及び図５）、一例として眼２０４を使用して、第２の放射源１１４は、第
１のグラティキュール１２２と共同し、第２のビームスプリッタ１２０を介して眼２０４
に対する測定部位１３２に向けて伝播する位置合わせビーム５００を生成する。図５を参
照すると、眼２０４は、前部角膜表面５０２及び対応する曲率５０４の中心を有する。更
に角膜表面５０２は、それに関連付けられる反射焦点５０６を更に有する。位置合わせビ
ーム５００は、前部角膜表面５０２の曲率５０４の中心で集光される場合に再帰反射され
る。しかし、位置合わせビーム５００が反射焦点５０６で集光される場合、平行反射ビー
ム５０８が得られる。反射は、この例における測定部位である前部角膜表面５０２での反
射により形成されるいわゆる「プルキンエ」反射である。
【００８４】
　この例において、フィードバック素子４００はミラー又は他の反射表面であるが、位相
共役反射器又は再帰反射器等の他の適切な光学素子が採用されてもよいことは、当業者に
は理解されるだろう。その結果、プリキンエ画像は、眼を光学系１００の光軸１１６に位
置合わせする患者に可視となるように、フィードバック素子４００により再び眼２０４に
反射される。光を検出するより多くの検出器素子のうちの１つが素子４００として採用さ
れてもよいことは、当業者には理解されるだろう。検出器素子は、情報を再び患者又は臨
床医に供給する。
【００８５】
　測定部位１３２が光学系１００の光軸１１６と位置合わせ不良である場合、平行反射ビ
ーム５０８は受光軸１１６に対して軸外である。
【００８６】
　患者が眼２０４上の部位１３２又は眼２０４の中の部位１３２を光学系１００の受光軸
１１６と位置合わせする時、反射平行ビーム５０８の軸が受光軸１１６上で集束するため
、反射プリキンエ画像は患者の視野で第１の位置合わせマーカ画像２００に重なり合い始
める。フィードバック素子４００は、完全に位置合わせされるか又は所定の量だけ中心を
外れる場合に、反射プリキンエ画像が第１の位置合わせマーカ画像２００に完全に重なり
合うように構成される。
【００８７】
　フィードバック素子４００が走査レンズ１０６に隣接して配設されるか又は走査レンズ
１０６上に配設される場合、重なり合った反射プリキンエ画像は光学系として焦点にブリ
ングイン及びブリングアウトされ、例えば走査レンズ１０６は眼２０４に対して動く。し
かし、反射プリキンエ画像は、眼２０４の光学系のおかげで眼２０４に対する焦点に戻さ
れる。
【００８８】
　プリキンエ画像の使用は、光学系１００の受光軸１１６との眼２０４の測定部位１３２
の位置合わせに関するフィードバックを患者に提供するために採用される反射の一例にす
ぎない。プリキンエ画像は、角膜表面又は接眼レンズ表面での拡散ビーム又は平行ビーム
の反射の結果として得られる。フレネル反射及び平行反射又は任意の他の適切な反射は、
光学系１００の受光軸１１６との位置合わせの程度を患者に通知する方法として、再び眼
２０４に入射される。実際、眼のレンズ及び／又は眼の網膜等、眼の他の部位からの反射
は、位置合わせの程度を判定するために使用される。
【００８９】
　例えば光学系１００における反射表面の曲率の１つ以上の半径を特定することで第１の
位置合わせマーカ画像２００とプリキンエ画像（又は他の反射画像）との分離を制御する
ことにより、第１の位置合わせマーカ画像２００とプリキンエ画像との間のｚ分離、即ち
いわゆる「作動距離」を制御できる。特に、これは、例えば所望のｚ分離が達成されるよ
うに走査レンズ１０６の曲率の半径を特定することにより達成されるため、１つ以上の反
射の動きの感度を制御する。更に、複数の反射表面が採用される場合、感度が種々の程度
で達成される。この点において、使用される位置合わせマーカ画像の多くに依存して多数
の焦点が取得される結果、測定部位１３２が光学系１００の受光軸１１６と位置合わせさ
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れる際に眼２０４は同軸画像を見る。尚、走査レンズ１０６の表面の曲率の半径が上述の
ｚ分離を制御するために使用される一方、曲率の異なる半径の反射表面は、同一の目的を
達成するために走査レンズ１０６の前又は後ろに配設される。
【００９０】
　別の実施形態において、メニスカスレンズ、凹レンズ及び／又は凸レンズ等のレンズ（
不図示）は、前部角膜表面５０２又は他の測定部位１３２とフィードバック素子４００と
の間の光路に配置されるように光学系１００に配設される。動作時、前部角膜表面５０２
からの反射平行ビーム５０８の一部分は、メニスカスレンズを通過し、フィードバック素
子４００により再び眼２０４に反射される。反射平行ビーム５０８の残りの部分がメニス
カスレンズの表面により再び眼２０４に反射される結果、集光反射ビームが眼２０４に入
射する。従って、眼２０４は、第１の位置合わせマーカ画像２００に加えて２つの反射を
確認する。２つの反射のうちの一方はフィードバック素子４００に起因し、２つの反射の
うちの他方は、フィードバック素子４００からの反射ビームよりも測定部位１３２の位置
合わせ不良により敏感である集光反射ビームに起因する。従って、反射画像は、メニスカ
スレンズがフィードバック素子４００からの反射よりも速く動くことに起因し、患者に粗
位置合わせ及び精細な位置合わせを示す。
【００９１】
　別の実施形態（図６）において、図４の実施形態は、回転ミラー６００が測定部位１３
２からの反射の経路に配設され、検出器装置６０１が接線位置合わせ軸１１８に配設され
る範囲で変更される。この例において、検出器装置６０１は電化結合素子（ＣＣＤ）であ
る。しかし、任意の他の適切な画像装置、例えばいわゆる「ウェブカム」、位置検知形検
出器又は直角位相検出器等のデジタルカメラが採用されてもよいことは、当業者には理解
されるだろう。マイクロプロセッサ６０２等の処理リソースは、検出器装置６０１に連結
され、出力装置６０４及び記憶装置６０６、例えば電気的消去可能プログラマブル読み出
し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）等の不揮発性メモリ素子は、プロセッサ６０２に動作可能
に連結する。図示しないが、プロセッサ６０２は、制御器モジュール及び／又はインタフ
ェースモジュールを介して出力装置６０４に連結される。
【００９２】
　プロセッサ６０２は、もしあれば光学系１００の受光軸１１６に対する測定部位１３２
の位置合わせ不良の程度を判定するために、そこに入射する光で検出器装置６０１の誘導
に起因する出力信号を分析するソフトウェアを実現する。
【００９３】
　動作時、位置合わせビーム５００は眼２０４の前部角膜表面５０２により反射され、結
果として得られる平行反射ビーム５０８は、回転ミラー６００及び第３のビームスプリッ
タ１２６により検出器装置６０１に入射される。従って、結果として得られる平行反射ビ
ーム５０８は検出器装置６０１に入射する。検出器装置６０１は、上述したのと同様の方
法で出力信号を生成することにより入射平行反射ビームに応答する。出力信号は、プロセ
ッサ６０２により受信され、光学系１００の受光軸１１６との測定部位１３２の位置合わ
せ不良の程度を判定するために信号処理する必要がある。
【００９４】
　この点において、プロセッサ６０２は記憶装置６０６に格納される空間プロフィールデ
ータへアクセスできる。空間プロフィールデータは、照明される必要がある検出器装置６
０１の素子を示し、要求に応じてほぼ軸上になるように反射平行ビーム５０８を受光する
ことに対応する関連する最小信号レベルを示す。従って、出力信号は、上述の位置合わせ
の程度を判定するために、プロセッサ６０２により、格納された空間プロフィールデータ
と比較される空間プロフィールを有する。空間プロフィールは、検出器装置６０１のどの
素子が照明されるかを示すデータである。要求に応じて、位置合わせ、１つ以上の位置合
わせ不良の状態に対応する格納データを判定する逆の方法がとられる。また、空間プロフ
ィールデータは、経験的に取得される空間プロフィールデータを使用するのではなく、リ
アルタイム又は略リアルタイムにモデル化及び生成される。いくつかの種類の測定の場合
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、プロセッサ６０２は、検出器装置６０１の照明の種々の特徴、測定された種々の特徴と
種々の感度を有する位置合わせとの相関性を測定することが望ましい。種々の特徴は、定
量的及び／又は定性的である。
【００９５】
　とにかく、この例において位置合わせの程度が計算されると、例えば１から１０の段階
でマップされ、フィードバック情報として出力装置６０４に提供される。当然、計算され
た位置合わせの程度又はプロセッサ６０２の他の関連出力データは、フィードバック情報
を構成するように出力装置６０４に提供される。
【００９６】
　その後フィードバック情報は、この例において、可聴信号又は位置合わせの強度を示す
動くバー等の視覚フィードバックとして患者に通信される。視覚フィードバックは、グラ
フィカルフィードバックが眼２０４に可視であるように、光学系１００に組み込まれた表
示装置（不図示）により提供される。別の実施形態において、第１の位置合わせマーカ画
像２００又はパターンは、ＬＣＤ装置等の表示装置により生成される。表示装置は、例え
ば第１のグラティキュール１２２の代わりに配設されるか、第１の放射源１０２と第１の
ビームスプリッタ１０４との間に配設されるか又は第１のビームスプリッタ１０４と第２
のビームスプリッタ１２０との間に配設される。当然、フィードバック情報は、可聴信号
又は視覚フィードバックとして提示されるだけでなく、患者に対してふさわしい任意の適
切な知覚フィードバックとして提示されることは、当業者には理解されるだろう。いくつ
かの実施形態において、フィードバック情報は臨床医により使用される。
【００９７】
　フィードバック情報の提供に関する上述の例において、上述のように、第１の放射源１
０２は、測定中に測定部位１３２により反射されるプローブ用測定ビーム（不図示）を生
成し、検出器１１２は、プローブ用反射測定ビームを受光する。いくつかの実施形態にお
いて、プローブ用測定ビームは位置合わせビーム５００として機能する。
【００９８】
　当然、位置合わせは、光学系１００の任意の所定の軸及び必ずしも眼に関連しない測定
部位１３２に対して測定されることが理解されるべきである。また、測定部位の位置合わ
せは、測定部位を含む体部と関連付けられる別の軸、例えば眼の視軸及び光軸の位置合わ
せ不良を介して間接的に達成される。一方とは意図的に個別に位置合わせ不良となる結果
、他方とは位置合わせされる。
【００９９】
　図７を参照すると、別の実施形態において、第１の位置合わせマーカ画像２００又は第
２の位置合わせマーカ画像２０２は、位置合わせを判定するために使用される必要はない
。従って、図１の第２のビームスプリッタ１２０、第３のビームスプリッタ１２６、第２
の集光レンズ１３０、第１のグラティキュール１２２及び第２のグラティキュール１２８
、並びに第２の放射源１１４及び第３の放射源１２４は採用されない。その代わりに、測
定部位１３２に対して測定するために使用されるプローブ用測定ビーム７００の反射が採
用され、位置合わせ又は位置合わせ不良を判定する。位置合わせの程度を判定するように
プローブ用測定ビーム７００を使用するために、検出器１１２は、配列、例えば電荷結合
素子（ＣＣＤ）、相補型金属酸化物（ＣＭＯＳ）検出器、フォトダイオード又はいわゆる
「ニプコー円板」等の走査点検出器の配列として構成される複数の検出器素子７０２を含
む。検出器１１２は、電磁放射を電気エネルギーに変換できる任意の適切な検出器であっ
てもよい。この例では図示しないが、必要に応じて、検出器１１２は、アナログデジタル
変換器及び／又は空間分析モジュール等、任意の適切な信号処理モジュールに結合される
。
【０１００】
　光学系１００は共焦である。しかし、絞り１１０は採用されない。その代わりに、プロ
セッサ６０２がデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）として採用される。プロセッサ６０２
は、検出器１１２に連結され、１つ以上のデジタル信号処理技法を使用して絞り１１０の
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機能を実行するように適切にプログラムされる。
【０１０１】
　動作時、プローブ用測定ビーム７００は測定部位１３２に入射する。しかし、光学系１
００の受光軸１１６との測定部位１３２の位置合わせ不良のため、プローブ用測定ビーム
７０２の反射の結果、受光軸１１６からずれるプローブ用反射ビーム７０４が得られ、軸
外反射となる。プローブ用反射ビーム７０４は、第１の集光レンズ１０８により検出器１
１２の複数の検出器素子７０２に集光される。
【０１０２】
　複数の検出器素子７０２のうちの多くはプローブ用集光反射ビーム７０４により照明さ
れ、照明される複数の検出器素子７０２の量及び場所は、光学系１００の受光軸１１６か
らのプローブ用反射ビーム７０４の偏差の程度に依存する。
【０１０３】
　この例において、プロセッサ６０２は、プローブ用集光反射ビーム７０４により照明さ
れる複数の検出器素子７０２の多くを識別する。その後、プロセッサ６０２は、所定の基
準に基づいて識別される複数の検出器素子７０２の多くのうちの１つ以上を選択する。こ
の例において、基準は、例えば素子が照明されるか否かの離散照明である。プロセッサ６
０２は、照明される検出器素子の一致を記憶装置６０６により格納される位置合わせ照明
データと比較し、測定部位１３２が受光軸１１６と実質的に位置合わせされる際に照明さ
れる複数の検出器素子７０２のこれらの素子を識別する。その結果、位置合わせ不良が存
在する場合、その位置合わせ不良の程度は、照明される検出器素子の一致を格納される位
置合わせ照明データと比較することにより判定される。
【０１０４】
　位置合わせ（又は位置合わせ不良）の程度の計算を容易にするために、他の基準、例え
ば照明の経時変化又は最大発光強度等の発光強度が更に使用される。先の基準に対して、
検出器素子の照明の経時変化を認識することは、受光軸１１６に対する測定部位１３２の
動き、即ち位置合わせ済状態への収束又は位置合わせ済状態からの発散を示す。プロセッ
サ６０２は、時間の進行に伴う今後の検出器素子７０２の照明を予想するため、即ち測定
される検出器素子照明データの処理を最適化するためにこの情報を使用する。
【０１０５】
　更に又はあるいは、発光強度の基準に対して、１つ以上の検出器素子７０２は、信号処
理のためにこの基準に基づいて選択される。例えば所定の発光強度閾値を上回る発光強度
に露出される検出器素子が選択される。選択される１つ以上の検出器素子７０２により生
成される出力信号は処理アルゴリズムに影響され、最大発光強度、例えばいわゆる「近傍
」に対応する検出器素子に隣接する照明される検出素子の数を選択する等、不在の絞り１
１０により以前実行された機能を実行する。
【０１０６】
　上述の技法は絞り１１０を採用する共焦光学系よりも集中的に処理しているが、プロセ
ッサ６０２と組み合わせて絞り無し検出器１１２を使用することにより、光学系１００の
開口数が制限されるためにプローブ用反射ビーム７０４が損なわれる場合、プローブ用測
定ビーム７００の軸外反射を使用できる。それにより、軸外反射を補正する。
【０１０７】
　別の例（図８）において、複数の検出器素子７０２の注目素子（１つ以上）８００は、
上述の発光強度基準に基づいて選択される。その後、プロセッサ６０２は、選択される複
数の検出器素子７０２の注目素子８００に隣接する検出器素子８０２を調査する。プロセ
ッサ６０２は、調査される隣接素子８０２の中から隣接検出器素子等の検出器素子を最適
化出力選択アルゴリズムに従って選択し、検出器素子又は任意の他の適切な基準により受
光される光の強度、強度閾値、強度分布に基づいて複数の検出器素子７０２及び選択され
る隣接検出器素子８０４の注目素子８００に起因する出力信号を評価する。他の計算が実
行されてもよいが、この例における評価は積分値の計算であり、例えば選択される隣接検
出器素子を空間的に平均化する。上記複数の検出器素子７０２の注目素子８００に起因し
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て、計算される積分出力信号が積分出力信号を上回る場合、プロセッサ６０２は、測定部
位１３２が受光軸１１６と位置合わせ不良にされるか又は任意の他の信号が損なわれるか
を判定する。その後、この判定は、知覚フィードバック指示として患者又は臨床医に通信
される。
【０１０８】
　当業者は、上述の任意の位置合わせ技法において、片方の眼が位置合わせに使用され且
つもう片方の眼が測定に使用されることを理解する必要がある。あるいは、両眼を位置合
わせのために使用することにより被験者の快適さを向上させ、眼の動きを軽減する。
【０１０９】
　本明細書で言及する「光」は、明確に示されない限り、約５５０ナノメートル～約１４
００ナノメートル又は約６００ナノメートル～約１０００ナノメートル等、例えば約３５
０ナノメートル～約２０００ナノメートルの電磁スペクトルの光学範囲に関して言及する
ことを意図する。
【０１１０】
　光学系１００は自由空間で実現される必要はなく、導波路型の設計、例えばファイバ光
学型の設計に従って実現されてもよいことを更に理解する必要がある。この点において、
導波路装置は少なくとも光学系１００の部分を含む。
【０１１１】
　主に人間の眼に関して上記例を説明したが、状況により本明細書で説明される技法が任
意の反射表面、例えば人間又はその他の任意の体の部分の測定に関して採用されることは
、当業者には理解されるだろう。同様に、生理的パラメータは、体に関する上記技法を使
用して測定される。生理的パラメータの一例は、血糖濃度である。
【０１１２】
　光学測定装置は、個人使用又は臨床使用の携帯装置、例えば臨床医が存在する臨床的な
環境用の携帯型装置、あるいは卓上装置、机上装置又はベンチ上装置として提供される。
【０１１３】
　本発明の他の実施形態は、例えばディスケット、ＣＤ ＲＯＭ、ＲＯＭ又は固定ディス
ク等の有形データ記憶媒体に格納される一連のコンピュータ命令であるコンピュータシス
テムと共に使用するコンピュータプログラム製品として実現されるか、あるいはマイクロ
波又は赤外線等の有形媒体又は無線媒体を介して送信されるコンピュータデータ信号にお
いて具体化される。一連のコンピュータ命令は、上述の機能性の全て又は一部を構成し、
半導体メモリ素子、磁気メモリ素子、光学メモリ素子又は他のメモリ素子等の揮発性又は
不揮発性の任意のメモリ素子に格納される。
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