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(57)【要約】
【課題】十分に距離に依存しない測定を大きな測定範囲
で非球面性が強くても可能とする、眼の角膜のトポグラ
フィを決定するためのシステムを開発すること。
【解決手段】眼の角膜の表面形状を、空間的に分布され
たリングパターンの鏡像を評価することにより決定する
システムは、リングパターンを形成するためのエレメン
トと、照明ユニットと、画像記録ユニットと、制御およ
び評価ユニットとを備える。プラチド円板に類似するリ
ングを形成するためのエレメントは、半径の異なるリン
グ状の構造を備えるフレネルアキシコンレンズである。
照明ユニットとフレネルアキシコンレンズとの間には、
平面波によりフレネルアキシコンレンズを全面照明する
ための光学エレメントと、照明ビーム路と検出ビーム路
とを分離するための光学エレメントとが配置されている
。結像システムと画像センサとから成る画像記録ユニッ
トは、距離に依存しないテレセントリックな画像検出を
行う。
【選択図】 図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
眼の角膜のトポグラフィを決定するためのシステムであって、
角膜を照明するためのフレネル構造を有するエレメントと、
照明光線路中に配置された照明ユニットと、
検出光線路中に配置された画像記録ユニットと、
制御および評価ユニットと、
眼の角膜に異なる角度で前記照明ユニットの光を結像する半径の異なるリング状の構造
と、２つの方向に視準化された多数の部分波を生成するファセットとを含むフレネルアキ
シコンレンズ（１）とを備え、
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該画像記録ユニット（７）は、結像システム（７．１）と画像センサ（７．２）とを含
み、かつ距離に依存しないテレセントリックな画像検出を行うように構成されて、検出画
像中にリング状の連鎖点が得られることを特徴とするシステム。
【請求項２】
半径の異なるリング状の前記構造は、ファセット角の異なるファセット（１．３）の形態
で前記フレネルアキシコンレンズ（１）の表側および裏側（１．１、１．２）のうちの少
なくとも一方に配置されていることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）をリング状の平面波により全面で照明するための光
学エレメントと、前記照明ユニットと前記フレネルアキシコンレンズ（１）との間に配置
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され、照明光線路と検出光線路とを分離するための光学エレメントとを備えることを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）のファセット（１．３）のファセット角は、光の偏
向が、偏角の小さい場合には光屈折の原理に基づき、偏角が大きい場合には光反射と光屈
折の組み合わせに基づくように計算されていることを特徴とする請求項１から３までのい
ずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
前記フレネルアキシコンレンズのファセット（１．３）のファセット角は、光の偏向が、
偏角の大きい場合には全てのゾーンに対して共通の面における光反射の原理に基づくよう
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に計算されており、そのために該フレネルアキシコンレンズ（１）は付加的なミラー面（
１．５）を有することを特徴とする請求項１から４までのいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項６】
前記照明ユニットは１つの光源（２）を有し、該光源に直径の可変な絞り（２．１）が前
置されていることを特徴とする請求項１から５までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
前記照明ユニットは、発光面積の大きさの異なる複数の光源（２）を有し、該光源は交互
に使用することができることを特徴とする請求項１から６までのいずれか１項に記載のシ
ステム。
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【請求項８】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）をリング状の平面波により全面で照明するための前
記光学エレメントは、コリメータレンズ（３）であることを特徴とする請求項３から７ま
でのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の裏側は、コリメータレンズ（３）を省略できるよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１から８までのいずれか１項に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
コリメータレンズ（３）の焦点距離に対する光源（２）の発光面積の比は、１：２０から
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１：１０００、とりわけ１：１００から１：２５０の間の値を有することを特徴とする請
求項１から９までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
照明光線路と検出光線路とを分離するための前記光学エレメントは、部分反射性およびダ
イクロイックのうちの一つの面を有する平面プレート（４）またはプリズム（４）である
ことを特徴とする請求項３から１０までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の裏側は、照明光線路と検出光線路とを分離するた
めの前記光学エレメントを省略できるように構成されていることを特徴とする請求項３か
ら１１までのいずれか１項に記載のシステム。
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【請求項１３】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の裏側は、照明光線路と検出光線路とを分離するた
めの前記光学エレメントも、コリメータレンズ（３）も省略できるように構成されている
ことを特徴とする請求項３から１２までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１４】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の表側（１．１）のファセットは、結像誤差を補正
すること、および照明光を視準化することのうちの少なくとも一つのために非球面作用を
有するように構成されていることを特徴とする請求項１から１３までのいずれか１項に記
載のシステム。
【請求項１５】
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テレセントリックな画像検出のために設けられた前記フレネルアキシコンレンズ（１）の
中央ゾーン（１．４）は、ホールまたは平面として構成されていることを特徴とする請求
項１から１４までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
テレセントリックな画像検出のために設けられた前記フレネルアキシコンレンズ（１）の
中央ゾーン（１．４）は、前記画像記録ユニット（７）の結像システム（７．１）を省略
できるように構成されていることを特徴とする請求項１から１５までのいずれか１項に記
載のシステム。
【請求項１７】
角膜（５．１）に入射する光束の幅は、眼（５）の可及的に大きな自由調整領域が前記シ
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ステムの前方で達成できるように構成されていることを特徴とする請求項１から１６まで
のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１８】
自由調整領域はゾーンに対して、該ゾーンの影効果が検出され、評価され、眼の前方での
前記システムの自動ないし半自動位置決めに対する制御信号として利用されるように異な
って構成されていることを特徴とする請求項１から１７までのいずれか１項に記載のシス
テム。
【請求項１９】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の光学的に作用する面は、散乱作用を有していない
ことを特徴とする請求項１から１８までのいずれか１項に記載のシステム。
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【請求項２０】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）は、回転対称に構成されていないことを特徴とする
請求項１から１９までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２１】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の光学的にアクティブな２つの面の一方は、非回転
対称の構造を付加的に有することを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の光学的にアクティブな２つの面の一方は、回折格
子の形態の回折構造を付加的に有し、該回折格子のグリッドラインは半径方向に延在し、
該回折格子のグリッドベクトルは各個所においてアジマス方向に延在することを特徴とす

50

(4)

JP 2017‑80599 A 2017.5.18

る請求項１から２１までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２３】
付加的に設けられた回折格子は、局所的に異なる周波数を有することができることを特徴
とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
フレネルアキシコンレンズ（１）の光学的にアクティブな２つの面の一方は、半径方向に
延在する正弦波状の構造を付加的に有することを特徴とする請求項１から２３までのいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項２５】
前記正弦波状の構造の変調深度は数μｍから数１００μｍの間であり、前記正弦波状の構
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造の波長は０．１ｍｍから２０ｍｍの間、好ましくは約２ｍｍであることを特徴とする請
求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記フレネルアキシコンレンズ（１）の光学的にアクティブな２つの面の一方は、互いに
隣接する多数の平面ファセットの形態の構造を付加的に有することを特徴とする請求項１
から２５までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２７】
ファセット構造の変調深度は数μｍから数１００μｍの間であり、前記ファセット構造の
波長は０．１ｍｍから２０ｍｍの間、好ましくは約２ｍｍであることを特徴とする請求項
２６に記載のシステム。
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【請求項２８】
前記互いに隣接する多数の平面ファセットは、自由形状面として構成されていることを特
徴とする請求項２６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、眼の角膜の表面形状を、空間的に分布されたパターン、とりわけプラチド円
板に類似するリングパターンの鏡像を評価することにより決定するシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
プラチド円板とは、規則的間隔を有する複数の円の形態にある既知のパターンを形成し
、眼に結像される被照明円板である。診断は、角膜の表面上の円の反射を観察することに
基づいて行われ、角膜表面上には円が同様に規則的に結像されることになる。
【０００３】
ここでは角膜表面上に、同心のプラチドリングの対称反射が観察されるべきである。こ
れに対してリングの非対称の形状が発見されると、これは角膜表面が基準表面から偏差し
ていることの示唆である。角膜表面の不規則性は、例えば乱視の場合に観察されるが、し
かし角膜が機械的または科学的に損傷している場合にも観察される。
【０００４】
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概念「角膜曲率測定」とは、眼の角膜の形状および形態を測定することであると理解さ
れる。角膜曲率計（ケラトメータとも）により、角膜の曲率半径が中央および周辺部で検
出される。測定された半径は、例えばコンタクトレンズを適合するための基礎である。角
膜曲率測定の特別の形態はトポグラフィである。ここでは特別な方法により、角膜の中央
および周辺部の曲率半径が測定され、数学的に評価される。
【０００５】
ヒトの眼の角膜の表面測定は、角膜が透明であり、可視光が有意義な程度に後方散乱さ
れないため困難であることが判明している。
角膜は眼の最前部分であり、前方に向かって湾曲した特殊な幾何形状を有する。角膜前
面のこの幾何学的形状を全体として検出するために、トポグラフィを用いる。ここで前面
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形状は変化することがあり、非常に重要で一般的に最もよく知られているものの２つは、
球面（円錐形の）角膜と乱視（湾曲した）角膜である。
【０００６】
４０ジオプターを超える屈折率により、角膜は眼に入射する光の屈折に対する重要なフ
ァクタである。ここで角膜の屈折率は、主に角膜表面の形状、とりわけその湾曲に依存す
る。角膜表面の形状の決定は、とりわけ以下の使用分野で非常に重要である：
・乱視の低減に関連する白内障手術、
・コンタクトレンズ適合、
・円錐角膜の識別、
・乱視の角膜的決定、
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・屈折矯正手術、そして
・適切な眼鏡の適合、
である。
【０００７】
外科的適用では眼の角膜の表面形状を、外科的介入の前後で決定することが重要である
。なぜなら表面形状は、角膜の非正常形状または異常形状の識別に適するからである。
いわゆるケラトメータまたはケラトグラフを用いた角膜表面形状の測定方法は、従来技
術から長い間公知である。角膜に結像されたプラチド円板の同心リングが角膜の涙液膜に
より反射され、カメラにより記録され、評価される。角膜の湾曲に依存して、カメラによ
って検知された反射リングパターンが歪む。この反射信号から湾曲を検出するためには、
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リングの歪みを既知の形状と比較しなければならない。この既知の形状は通常、半径７．
８ｍｍの球として選択されている。この種の解決手段は、例えば特許文献１に記載されて
いる。
【０００８】
トポグラフィで同心リングを形成するために使用されるプラチド円板は、この場合、必
ずしも平坦な円板である必要はない。この種の平坦なプラチド円板は従来技術で十分に公
知であり、例えば特許文献２および特許文献３に記載されている。とりわけロート状のプ
ラチド円板（特許文献４、特許文献５）または球面湾曲したプラチド円板（特許文献６）
も普及している。
【０００９】
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特許文献７には、ディスク状のフレネルシリンダレンズに基づく角膜形状測定のための
解決手段が記載されている。リング構造を眼に投影するために、フレネルシリンダレンズ
の各リングが個別にリング状にリングシリンダレンズによって照明される。ディスク状の
構造により、一方では実現可能なリングの数が制限され、他方ではリング数の増大ととも
にこの形式の照明を実現するのが困難になる。
【００１０】
特許文献８および特許文献９には、スリット照明ユニットにより補充された角膜曲率計
（ケラトメータとも）のための解決手段が記載されている。眼の角膜の表面曲率を測定す
るためにプラチドリングシステムが結像される一方、スリット照明ユニットにより眼の断
層画像が形成され、これらの断層画像から眼の角膜の厚さを決定することができる。この
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結合の結果として、角膜−厚さ−プロフィールを求めることができる。
【００１１】
確かにこの方法は、角膜表面形状を測定するためにただ１つの記録しか必要としないと
いう利点を有し、この記録は空間解像度が高い場合には多量のデータ点を含む。ただ１つ
の記録しか必要ないことにより、眼の運動が測定の精度に影響しない。この種の解決手段
の第１の欠点は、カメラにより記録された画像が、眼の写像、とりわけ眼の虹彩と、角膜
前方の涙液膜に投影されたプラチドリングの反射像とを重ね合わせとして含んでいること
である。
【００１２】
しかし眼の表面トポグラフィを正確に決定するためには、評価アルゴリズムがプラチド
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リングを申し分なく識別しなければならない。ここでは、重ね合わされた虹彩構造がプラ
チドリングの識別を妨害するという問題が発生し得る。なぜなら、場合により、瞳縁部を
リングと取り違えることがあるからである。
【００１３】
市販で入手できるトポグラフィシステムは、真のプラチドリングを眼の前方の短い距離
で角膜に投影し、ここからプライドリングが反射され、カメラにより検出される。角膜の
復元は、投影され、かつ角膜から反射されたプラチドリングの入射角と出射角の角度評価
に基づく。ここでは、既知の基準試験体のリング位置に対する角膜上のリング位置の偏差
が、角膜復元に対する基礎として用いられる。この種の解決手段の第２の欠点は、測定精
度が角度関係に、したがって測定距離に強く依存していることである。
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【００１４】
正しい測定距離を決定ないしはコントロールするために、種々の方法が使用される。例
えば測定を、正しい動作距離に達した時に自動的にトリガすることができる。このことは
、１つには、光スイッチ、接点または付加的な測定システムを用いて距離ないしは位置を
決定し、場合により補正するようにして、各測定前に誤差のある距離を補正することによ
って行うことができる。
【００１５】
例えばこれに関して特許文献１０と特許文献１１が挙げられる。そこに記載された解決
手段は、プラチド円板に基づくトポグラフィである。正しい測定距離をコントロールする
ために、両者の解決手段は点光源を有し、この点光源の光が角膜に投影され、そこから反
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射され、ＣＣＤカメラに点画像として結像される。キャプチャ領域内の点画像の位置が、
プライド円板と眼との間の距離に関する情報を提供する。正確な位置決めのために、プラ
チド円板は、距離が最適になるまで移動される。それから初めて測定が開始される。
【００１６】
特許文献１２および特許文献１３に記載された解決手段では、それぞれ頭部の側方で左
右に配置された２つの付加的なカメラを介して正しい測定距離がコントロールないし補正
される。ここでは、側方に配置された２つのカメラと、光軸上に配置されたメインカメラ
とが角膜の測定のために互いに固定して配置されている。側方に配置されたカメラにより
記録された画像に依存してシステム全体が、測定すべき眼ないしはその角膜を基準にして
最適の測定位置が達成されるように位置決めされる。
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【００１７】
しかしもう１つには、最適でない距離で行われた測定を相応に補正することもできる。
これは、所定の補正アルゴリズムを、例えば画像評価により最適でない測定距離が確定さ
れた場合に対して適用することにより行う。適切な補正アルゴリズムによって、「誤差の
ある」測定結果を補正することができる。
【００１８】
世界的に広く使用されるカール・ツァイス・メディテック社の角膜トポグラフィシステ
ムは、ＡＴＬＡＳ（登録商標）と呼ばれ、この種の補正アルゴリズムを有する。高性能で
ユーザフレンドリーなソフトウエアプラットフォームによってＡＴＬＡＳシステム（登録
商標）は、いずれの検査の際にも事実上どんなオペレータに対しても、正確で、信頼性が
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あり、再現可能な結果を提供する。
【００１９】
特許権付与されたいわゆるコーン・オブ・フォーカス（Ｃｏｎｅ−ｏｆ−Ｆｏｃｕｓ）
（登録商標）配向システムによって、ＡＴＬＡＳ（登録商標）では、測定すべき角膜が測
定システムに対して正しく配向されることが保証される。このことは、同様に特許権付与
されたプラチド円板と関連したコーン・オブ・フォーカス（登録商標）による三角測量に
基づいて行われる。
【００２０】
この方法は、検査すべき眼のほとんどに対しては、すなわち角膜の湾曲が「正常な」眼
に対しては正確で、信頼性があり、再現可能な結果を提供するが、角膜が「異常に」湾曲
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している場合には、時たま問題が発生する。この種の「異常に」湾曲した角膜は、例えば
円錐角膜のような前から存在する病気が原因であり得る。
【００２１】
正確な角度関係を決定するためには、プラチドリングの光線が反射される被検眼の位置
から機器までの距離が既知でなければならない。したがって本来は、光軸上における測定
機器から眼までの距離が既知でなければならないだけでなく、さらにすでに角膜の正確な
形状も本来、既知でなければならない。しかし、角膜の形状はこれから測定すべきもので
ある。この問題の解決手段として反復アルゴリズムを使用することができ、この反復アル
ゴリズムは測定結果へのこの問題の影響を最小にする。しかし、このアルゴリズムによっ
て、全てのリングの測定不確定性が誤差伝搬によって結合される。したがって、測定結果
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はデータ品質によっては不正確である。健康な角膜形状を有する患者では、この問題は非
常に高い測定品質により制圧することができるが、とりわけ、病的に変形した角膜では非
常に大きな測定偏差が発生し得る。
【００２２】
１μｍ未満の範囲で正確かつ高精度に配向することは、いずれの検査においても高精度
測定に対する前提である。画像分析システム、スマートキャプチャ（ＳｍａｒｔＣａｐｔ
ｕｒｅ（登録商標））により、毎秒１５までのデジタル画像が配向中に分析され、最高品
質の画像が自動的に選択される。
【００２３】
ヒトの眼の角膜を正確に検査し、測定するというアイデアはすでに非常に古い。例えば

20

最初の古典的ケラトメータは、すでに１８５６年にＨ．フォンヘルムホルツによって開発
された。これにより実行可能な測定方法は、現在、まだ普及している測定方法に対応した
。しかしながらヘルムホルツのケラトメータは、非常に取り扱いにくいものであった。
【００２４】
さらに驚くことには、リットマンがまったく距離に依存しないケラトメータを開発した
のは１９５０年になって初めてである。距離に依存しないケラトメータでは、画像鮮鋭度
の調整が観察者の遠近調節と視力によって影響を受けず、これにより、距離に依存する機
器の大きな欠点が一掃された。
【００２５】
リットマン型ケラトメータでは、可視テスト符号が投影され、これがレンズを介して無
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限大で角膜に結像される。これにより測定時の距離依存性は、光学的観察システムとして
用いられるカメラの被写界深度にだけ依存し、テスト符号の距離には依存しない。画像検
出時の距離非依存性は、テレセントリックな光線路によって解消される。これにより測定
精度が眼と機器との間の距離に関連にして実質的に減感され、これにより測定結果には非
常に再現性がある。とりわけ測定誤差と読み出し誤差の数が低減され、測定過程を促進す
ることができた。
【００２６】
しかしながら、欠点として、リットマン型ケラトメータでは測定点の数が少ないことが
判明している。リットマン型ケラトメータでは２から８の測定点しか形成されないが、プ
ラチド円板に基づくトポグラフィでは測定点の数が数千である。
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【００２７】
完全に距離に依存しない技術的解決手段は、例えば６つの個別の視準化光源により角膜
が所定の角度の下で照明されるケラトメータにより提供される。この種の方法の格別の利
点は、角膜の湾曲を高精度かつ量的に測定できることである。例えばショートコヒーレン
ト法に基づくカール・ツァイス・メディテック株式会社のＩＯＬＭａｓｔｅｒ（登録商標
）は、この解決原理による光学的測定機器である。
【００２８】
この方法での欠点は、角膜が少数の点でしか測定されず、とりわけ角膜においては湾曲
と乱視以外の別の表面変形を有する測定誤差の原因となり得ることである。そのような例
外的事例に対しては、測定点がプラチド円板と同じように多数であることが有利であろう
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。しかし、各測定点に対して結像光学系を備える別個の光源が必要であるから、技術的コ
ストが対応して上昇する。
【００２９】
特許文献１４には、照明が絞りによって実現され、この絞りの細いリング状かつ同心の
複数開口部が光学系を介して測定すべき眼に結像される方法が示されている。検出は、前
に紹介した全ての方法と同じように、リングシステムの中心を通してテレセントリックに
補正された光学系により光軸に沿って行われる。照明の距離非依存性は、眼が「リング状
で平坦な」複数の光波によって照明されることにより達成される。したがって、リング絞
りの眼への結像を実現する光学系は、リング絞りに生じる焦点距離に対応する主平面とは
、リング絞りからも眼の角膜からも同じ距離で離れている。この方法の欠点は、結像光学
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系に対する比較的大きな技術的コストである。なぜなら所要の高い測定精度を達成し、発
生する球面誤差を補償できるようにするためには、複数のレンズを使用しなければならな
いからである。さらなる欠点は光効率の小さいことである。なぜなら比較的細いリング絞
り幅が必要だからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】米国特許第４６８５１４０号明細書
【特許文献２】米国特許第５１１０２００号明細書
【特許文献３】米国特許第５１９４８８２号明細書
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【特許文献４】米国特許第５６８４５６２号明細書
【特許文献５】米国特許第６１１６７３８号明細書
【特許文献６】米国特許第５８６４３８３号明細書
【特許文献７】米国特許第４６６０９４６号明細書
【特許文献８】米国特許第６５７５５７３号明細書
【特許文献９】米国特許第６６９２１２６号明細書
【特許文献１０】米国特許第６０４８０６５号明細書
【特許文献１１】米国特許第６０７０９８１号明細書
【特許文献１２】欧州特許第０８４３５２９号明細書
【特許文献１３】欧州特許出願公開第１１３８２５４号明細書
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【特許文献１４】独国特許出願公開第１５７２７７９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
本発明の基礎とする課題は、十分に距離に依存しない測定を大きな測定範囲で、非球面
性が強くても可能とし、そのために多数の測定点を形成する、眼の角膜のトポグラフィを
決定するためのシステムを開発することである。ここで照明に対しては、比較的高い光効
率を有し、格段に簡単でしたがって安価に製造することのできる技術的構成を使用するべ
きである。
【課題を解決するための手段】
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【００３２】
この基礎とする課題は、プラチド円板に類似するリングを形成するエレメントと、照明
光線路内に配置された照明ユニットと、検出光線路内に配置された画像記録ユニットと、
制御および評価ユニットとから構成される、眼の角膜のトポグラフィを決定するためのシ
ステムにおいて、プラチド円板に類似するエレメントが半径の異なるリング状の構造を備
えるフレネルアキシコンレンズとして構成されており、前記照明ユニットと前記フレネル
アキシコンレンズとの間に、当該フレネルアキシコンレンズを平面波により全面で照明す
るための光学エレメントと照明光線路および検出光線路を分離するための光学エレメント
とが配置されており、結像システムおよび画像センサから成る画像記録ユニットが距離に
依存しないテレセントリックな画像検出を行うように構成されているシステムによって解
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決される。
【００３３】
本発明によればこの課題は、独立請求項の特徴によって解決される。好ましい改善形態
および実施形態は従属請求項の対象である。
提案されたシステムは、反射体のトポグラフィを決定するのに適する。しかしこのシス
テムはとりわけ眼の角膜のトポグラフィを決定するために用いられる。
【００３４】
本発明を以下、実施例に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】

10

【図１】ファセットを表側と裏側に有する本発明のフレネルアキシコンレンズの基本図。
【図２】付加的なミラー面を有する本発明のフレネルアキシコンレンズの基本図。
【図３】フレネルアキシコンレンズ、コリメータレンズおよびビームスプリッタを有する
本発明のシステムの基本図。
【図４】フレネルアキシコンレンズとビームスプリッタを有する本発明のシステムの基本
図。
【図５】検出光線路が偏向される本発明のシステムの基本図。
【図６】フレネルアキシコンレンズとコリメータレンズを有する本発明のシステムの基本
図。
【図７】フレネルアキシコンレンズが付加的な視準化および光線路分離作用を有する本発
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明のシステムの基本図。
【図８】フレネルアキシコンレンズに画像検出の結像光学系が組み込まれた本発明のシス
テムの基本図。
【図９】表側がファセットを、裏側が非球面形状を有する本発明のフレネルアキシコンレ
ンズの好ましい実施形態を示す図。
【図１０】表側のファセットと裏側の非球面形状の他に、全てのゾーンに共通の外側ファ
セットを有する本発明のフレネルアキシコンレンズの好ましい別の実施形態を示す図。
【図１１】図１０による実施形態のための照明および検出のための好ましい光線案内を示
す図。
【発明を実施するための形態】
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【００３６】
全ての図面に対して、表側として角膜に向いた側のエレメントの面が示されている。角
膜がともに図示されていなくても、表側は常に左に示される。
眼の角膜のトポグラフィを決定するための本発明のシステムは、プラチド円板に類似す
るリングを形成するためのエレメントと、照明光線路内に配置された照明ユニットと、検
出光線路内に配置された画像記録ユニットと、制御および評価ユニットとから構成される
。ここでプラチド円板に類似するリングを形成するためのエレメントは、半径の異なるリ
ング状の構造を備えるフレネルアキシコンレンズである。さらに照明ユニットとフレネル
アキシコンとの間には、平面波によりフレネルアキシコンを全面で照明するための光学エ
レメントと、照明ビーム路と検出ビーム路とを分離するための光学エレメントとが配置さ
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れている。さらに結像システムと画像センサから成る画像記録ユニットは、距離に依存し
ないでテレセントリックな画像検出を行うよう構成されている。
【００３７】
有利な実施形態の第１の群は、リング形成のためのエレメントとして用いられるフレネ
ルアキシコンレンズに関するものである。ここでは半径の異なるリング状の構造をファセ
ットの形で、フレネルアキシコンレンズの表側および裏側のうちの少なくとも一方上に配
置することができる。
【００３８】
図１は、ファセットを表側と裏側に有する本発明のフレネルアキシコンレンズの基本図
である。
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ここでは、フレネルアキシコンレンズ１の表側１．１にも裏側１．２にもファセット１
．３が設けられており、ファセットは照明光源の光を種々異なる角度の下で角膜に向ける
。さらにフレネルアキシコンレンズ１は平面または切欠部として構成された中央ゾーン１
．４を有し、この中央ゾーンは距離に依存しないテレセントリックな画像検出のために設
けられている。
【００３９】
ファセットを表側と裏側に配置することにより、例えばリング状構造の数、したがって
測定点の数が格段に増加される。ここで半径の異なるリング状構造は異なるファセット角
を有し、これにより、光が種々異なる角度で眼の角膜の方向に偏向される。
【００４０】
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光の偏向は原理的に屈折、回折または反射に基づくことができるが、回折の原理を適用
することは通常、放棄される。
これは、回転対称の格子構造における光回折は重大な欠点と結び付いているからである
。回折による偏向角度は、使用される光線の波長によりスケーリングされる。したがって
このような場合、正確な測定値を得るためには光源のスペクトル帯域幅を１ｎｍ以下に制
限しなければならない。これは、狭帯の光源に関して技術的に面倒となるばかりであるが
、例えばレーザまたは付加的なフィルタエレメントによって達成することができる。
【００４１】
したがって、所要の精度を推定する際には、以下のことを考慮すべきである。角膜の湾
曲を＜０．１ｄｐｔの所望の精度により測定することによる角膜の屈折作用の決定は、角
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膜の全屈折率が４０〜５０ｄｐｔの場合、約１／５００に相当する。したがって光源は、
例えば波長が８００ｎｍの場合、２ｎｍ以下の帯域幅、好ましくは１ｎｍ以下の帯域幅を
有しなければならない。加えて平均波長が約±０．５ｎｍを超えて変化してはならない。
光源に対してこの条件を達成するためには、このような狭帯域を提供する典型的な半導体
レーザ光源を約１Ｋに温度調整しなければならないが、このことは付加的な技術コストを
意味することとなる。
【００４２】
したがって、フレネルアキシコンレンズのファセット角は、偏角が小さい場合には光の
偏向が好ましくは光屈折の原理に基づき、偏角が大きい場合には光反射の原理と一部では
光屈折との組み合わせに基づくように計算される。
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【００４３】
特に有利な構成では、フレネルアキシコンレンズのファセット角は、偏角が大きい場合
には光の偏向が光反射の原理に基づくように計算され、そのために、フレネルアキシコン
レンズは付加的なミラー面を有する。
【００４４】
図２は、このために付加的なミラー面（円錐）を有する本発明のフレネルアキシコンレ
ンズの基本図を示す。
フレネルアキシコンレンズは、表側１．１だけに設けられたファセット１．３に加えて
、共通のミラー面として用いられる外側ファセット１．５を有する。距離に依存しないテ
レセントリックな画像検出のために、中央ゾーン１．４はここでも平面または切欠部とし
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て構成されている。
【００４５】
外部ゾーンの光は、全ての外部ゾーンに対して共通の、外部ファセットの形態にあるミ
ラー面における全反射によって大部分が偏向され、フレネルアキシコンレンズの表側にあ
るファセットによって最終的に光線偏向される。この種のエレメントにより、大きな入射
角を有する外部ゾーンに対して有利な関係を達成することができる。
【００４６】
有利な実施形態の第２の群は照明ユニットに関連する。照明ユニットは、好ましくは少
なくとも１つの光源、とりわけＬＥＤ、レーザまたは光ファイバ出力端から形成される。
この構造は光効率が非常に良いので、他の形式の非点光源、例えばハロゲンランプおよび
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フラッシュランプも使用することができる。しかし正確な測定結果を達成できるようにす
るためには、これらの光源を付加的なフィルタによって５０ｎｍ以下のスペクトル幅に制
限すべきである。なぜなら屈折角も物質の拡散を介して屈折率に依存するからである。
【００４７】
ここでは例えば約１ｍｍ２の発光面積を有する光源の光を、直径１００〜１０００μｍ
の円形絞りによって付加的に絞ることができる。
有利な一実施形態では、光源の発光面積が可変である。これは例えば、直径が可変の絞
りを前置することにより、または発光面積の大きさの異なる複数の光源を交互に使用する
ことにより達成できる。
【００４８】

10

このことの利点は、提示され眼に結像されるリングの幅を変化できることである。この
ことは例えば、角膜が強く変形されている場合に、接触しない非常に細いリングを使用す
べきであり、これにより問題のない評価を可能にする場合に必要である。この場合、幅広
のリングは接触することがあり、または重なることさえあり、それにより評価が困難にな
るか、またはまったく不可能になる。
【００４９】
照明ユニットとフレネルアキシコンレンズとの間には、平面波によりフレネルアキシコ
ンレンズを全面で照明するための光学エレメントと、照明光線路と検出光線路とを分離す
るための光学エレメントとが配置されている。ここで２つの光学エレメントは、テレセン
トリックな画像検出のために設けられたフレネルアキシコンレンズの中央ゾーンの照明が

20

阻止されるように構成され、ないしは配置される。
【００５０】
有利な一実施形態に対応して、平面波によりフレネルアキシコンレンズを全面で照明す
るために光学エレメントはコリメータレンズである。このために図３は、コリメータレン
ズとビームスプリッタとを有する本発明のシステムの基本を示す。
【００５１】
ＬＥＤ２から放射された光は、コリメータレンズ３により平行化され、部分反射性で面
平行なプレート４の形態のビームスプリッタによりフレネルアキシコンレンズ１の方向に
偏向される。ここでは任意選択で、ＬＥＤ２の前に（破線で示した）絞り２．１を、照明
野を制限するために配置することができる。面平行なプレート４の部分反射性は、プレー

30

トの中心が反射部を有しておらず、したがって、フレネルアキシコンレンズ１の中央ゾー
ン１．４の照明が回避されるように構成することができる。これに対して、中央ゾーンが
部分反射性であれば、カメラ画像中にリングシステムの他に角膜の頂点上の反射点が観察
され、この反射点を有利には評価に利用することができる。しかし、このことは同時に、
検出光線路の光が部分反射層によって減衰され、ひいては光効率が低下するという欠点と
結び付いている。この理由から、偏向エレメントの中央領域の部分反射性を、達成すべき
測定特性に適合することができる。異なる角度を有するフレネルアキシコンレンズ１のリ
ング状のファセット１．３を介して、ＬＥＤ２の光は異なる角度の下で眼５の角膜５．１
に向けられる。眼５の角膜５．１に投影されるリング構造は、テレセントリックな光線路
６に沿って、平面または切欠部として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の中央ゾー

40

ン１．４を通って反射され、画像記録ユニット７により記録され、評価のために（図示し
ない）制御および評価ユニットにさらに伝送される。そのために画像記録ユニット７は、
結像光学系７．１と画像センサ７．２とを有する。
【００５２】
特に有利な一実施形態では、通常はフレネルアキシコンレンズの全面照明のための光学
エレメントとして使用されるコリメータレンズを、このフレネルアキシコンレンズの裏側
が相応に構成されている場合には省略することができる。このために図４は、１つのビー
ムスプリッタだけを有する本発明のシステムの第２の実施形態の基本を示す。
【００５３】
ＬＥＤ２から放射された光は、ここで部分反射性の面平行なプレート４の形態にあるビ
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ームスプリッタにより、フレネルアキシコンレンズ１の方向に偏向される。コリメータレ
ンズ３

として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の裏側は、全面照明のために光を

平行化し、これにより別個の光学エレメントを省略することができる。面平行なプレート
４の部分反射性は、ここでも、プレート中央が反射部を有していないように構成すること
ができ、これにより、フレネルアキシコンレンズ１の中央ゾーン１．４の照明が回避され
る。ＬＥＤ２の光を異なる角度の下で眼５の角膜５．１上に結像することも、画像記録す
ることも、前に説明したのと同じように行われる。
【００５４】
照明光線路と検出光線路とを分離するための光学エレメントとして、好ましくは平面プ
レートまたはプリズムを使用することができ、これらは部分反射性およびダイクロイック

10

のうちの少なくとも一つの面を有することができる。
【００５５】
ここで機能的には、照明光線路または検出光線路のどちらが光学エレメントを介して偏
向されるかは任意である。しかしながら、ここでは検出光線路を偏向するのがより有利で
ある。なぜなら、そのために必要な平面プレートまたはプリズムの形態の光学エレメント
の寸法をより小さくすることができるからである。そのために図５は、検出光線路が偏向
される本発明のシステムの基本を示す。
【００５６】
図５によれば、ＬＥＤ２から放射された光はコリメータレンズ３により平行化され、フ
レネルアキシコンレンズ１の方向に導かれる。種々異なる角度を有するフレネルアキシコ

20

ンレンズ１のファセット１．３を介して、ＬＥＤ２の光は異なる角度の下で眼５の角膜５
．１に向けられる。眼５の角膜５．１上に投影されたリング構造は、テレセントリックな
光線路６に沿って、平面または切欠部として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の中
央ゾーン１．４を通って反射され、面平行なプレート８により偏向され、画像記録ユニッ
ト７上に結像される。面平行なプレート８をフレネルアキシコンレンズ１の前に配置する
ことにより、その中央ゾーン１．４の照明が回避される。
【００５７】
この構成でも、光学エレメントの数が低減される変形例が考えられる。フレネルアキシ
コンレンズの裏側が相応に構成されている場合には、照明光線路と検出光線路とを分離す
るための光学エレメントを省略することができる。このために図６は、コリメータレンズ

30

しか有していない本発明のシステムの基本を示す。
【００５８】
ＬＥＤ２から放射され、コリメータレンズ３により平行化された光は、フレネルアキシ
コンレンズ１の方向に照射される。ここでコリメータレンズ３の中心は部分反射部を有す
ることができ、この部分反射部はフレネルアキシコンレンズ１の中央ゾーン１．４が照明
されるのを阻止する。プリズム４

として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の裏側

１．２は、照明光線路と検出光線路とを分離し、これにより、そのための別個の光学エレ
メントを省略することができる。ここでも、ＬＥＤ２の光を異なる角度の下で眼５の角膜
５．１上に結像することも、画像記録することも前に説明したのと同じように行われる。
【００５９】

40

特に有利な一変形実施形態では、フレネルアキシコンレンズの裏側が相応に構成されて
いる場合には、照明光線路と検出光線路との分離のためと、全面照明のための別個の光学
エレメントを省略することができる。このために図７は、フレネルアキシコンレンズの裏
側が視準化作用と光線路分離作用とを有するように構成された当該フレネルアキシコンレ
ンズを有する本発明のシステムの基本を示す。
【００６０】
ＬＥＤ２から放射された光は、フレネルアキシコンレンズ１の方向に照射される。楔形
レンズ９

として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の裏側１．２は、照明光線路と

検出光線路との分離も、フレネルアキシコンレンズ１の全面照明も行う。したがってこれ
らの目的のための別個の光学エレメントを省略することができる。
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【００６１】
ここで、楔形レンズとして構成されたフレネルアキシコンレンズ１の裏側１．２は、湾
曲したリング状のプリズム形状を有し、このプリズム形状は、フレネルアキシコンレンズ
１の中央ゾーン１．４の照明を阻止するために相応の反射性またはダイクロイックな部分
面を有する。ＬＥＤ２の光を異なる角度の下で眼５の角膜５．１上に結像することも、画
像記録することも公知のように行われる。
【００６２】
別の有利な一変形実施形態では、ファセットがフレネルアキシコンレンズの表側上で、
このファセットが結像誤差を補正するために非球面作用を有するように構成されている。
これにより、色誤差、歪み等の結像誤差を補正することができる。

10

【００６３】
有利な実施形態の第３の群は、通常は結像光学系と画像センサとから成る画像記録ユニ
ットに関するものである。テレセントリックな画像検出のために、フレネルアキシコンレ
ンズの中央ゾーンは、ホールまたは平面として構成されている。
【００６４】
しかし、フレネルアキシコンレンズの中央ゾーンが光学機能を有していても有利であり
得る。ここで、中央ゾーンは、例えばフィルタとして構成することができるが、結像光学
系として構成することもできる。このために、図８は、フレネルアキシコンレンズに画像
検出の結像光学系が組み込まれている本発明のシステムの基本を示す。
20

【００６５】
図８により示された解決手段によれば、ＬＥＤ２から放射された光は、楔形レンズ９
として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の裏側１．２に直接照射される。ＬＥＤ２
の光は、異なる角度の下で眼５の角膜５．１上に結像され、ここからテレセントリックな
光線路６に沿って画像記録ユニット７の画像センサ７．２に反射される。フレネルアキシ
コンレンズ１の中央ゾーン１．４は、結像光学系７．１

として構成されているので、別

個の結像光学系を省略することができる。
【００６６】
画像センサ７．２により記録された、眼５の角膜５．１から反射されたリング構造の結
像は、すでに述べたように評価のために（図示しない）制御および評価ユニットにさらに
30

伝送される。
【００６７】
図９は、特に有利な一変形実施形態を示す。ここに図示されたフレネルアキシコンレン
ズ１は、その表側１．１がファセット１．３を有し、その裏側１．２が非球面形状を有す
るように構成されており、加えて、フレネルアキシコンレンズ１は湾曲した全体形状ない
しは円錐形の全体形状を有する。ここで、光源から照射された光波の視準化は裏側１．２
の非球面により行われ、リング状の平面波の偏向はフレネルアキシコンレンズ１の表側１
．１に形成されたファセット１．３により行われる。外部ゾーン１１の光は、とりわけフ
レネルアキシコンレンズ１の屈折を介してではなく、フレネルアキシコンレンズ１のそれ
ぞれの２つのファセット１．３における全反射と屈折の組み合わせにより偏向される。

40

【００６８】
図１０は、特に有利な別の一変形実施形態を示す。ここに図示されたフレネルアキシコ
ンレンズ１は図９の構造の変形であり、外部ゾーン１１の光は、全ての外部ゾーンに対し
て共通の外側ファセット１．５における全反射により大部分が偏向され、フレネルアキシ
コンレンズ１の表側にある各ファセット１．３によって最終的な光線偏向が達成されるこ
とを特徴とする。フレネルアキシコンレンズ１のこの形状は、角膜への大きな入射角を有
する外部ゾーンに対して有利な関係が可能であるという利点を有する。
【００６９】
図１１は、図１０の実施形態に対する照明と検出のための好ましい光線案内を示す。Ｌ
ＥＤ２から放射された光は、フレネルアキシコンレンズ１の方向に照射される。コリメー
タレンズ３

として構成された裏側１．２は、フレネルアキシコンレンズ１の全面照明の
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ための光の平行化を行い、したがってこの目的のための別個の光学エレメントを省略する
ことができる。外部ゾーンの光束１０と１１は、全てのゾーンに対して共通の外側ファセ
ット１．５における全反射により大部分が偏向され、そしてフレネルアキシコンレンズ１
の表側にあるそれぞれのファセット１．３により最終的に偏向され、角膜５．１上に結像
される。これとは異なり、内部ゾーンの光束１２と１３はそれぞれのファセット１．３だ
けにより偏向される。眼５の角膜５．１上に投影されたリング構造は光線束１６として、
平面または切欠部として構成されたフレネルアキシコンレンズ１の中央ゾーン１．４を通
して反射され、第１の面平行なプレート８．１から結像光学系７．１を介して画像センサ
７．２の方向に偏向される。第２の面平行なプレート８．２は結像光学系７．１内に配置
されている。検出光線路を２回偏向することにより、非常にコンパクトな構成が達成され

10

る。
【００７０】
フレネルアキシコンレンズはさらなる変形実施形態では、光源に対する視準化作用も、
角膜の方向への光線偏向のための偏向作用も片側だけで、例えばフレネルアキシコンレン
ズの表側だけで実現されるように構成することができる。
【００７１】
本発明の解決手段によれば、眼の角膜の表面形状を決定するためのシステムが提供され
、このシステムはプラチド円板とテレセントリックな画像検出を行う画像記録ユニットと
に基づくものであり、簡単で安価の構造の下で高い光効率を有し、それでもなお十分に距
離に依存しない角膜トポグラフィの測定を可能にする。

20

【００７２】
プラチド円板に類似するエレメントを使用することにより多数の測定点が形成される。
このことは必然的に、角膜のトポグラフィの決定精度を向上させる。
したがって眼の角膜の表面形状を決定するために提案されたシステムは、プラチド円板
に基づくトポグラフィの利点（多数の測定点）と、リットマン型ケラトメータの利点（距
離に依存しない測定）とを組み合わせる。このことは、プラチド円板を、半径の異なるリ
ング構造を備えるフレネルアキシコンレンズとして構成することによって達成することが
できる。これらのリング構造は、個々の光源の光を種々異なる角度で眼の角膜の方向に結
像する。
【００７３】

30

眼の角膜のトポグラフィを決定するための本発明のシステムの特別の利点はとりわけ、
リング構造の提案された画像形成が、どのような吸収もなしに、すなわち光形成と光案内
だけによって行われることであり、ただ１つの光源しか必要ないことである。
【００７４】
提案されたシステムは、とりわけ眼の角膜のトポグラフィを決定するために設けられて
いるが、あらゆる反射体のトポグラフィを決定するために使用することができる。
プラチド円板に基づくトポグラフィは、機器から眼までのあらゆる距離に対して典型的
なリングを備える信号を提供する。とりわけ距離依存性により測定誤差が発生しても、こ
の測定誤差は理想焦点／調整点までの距離によりスケーリングされる。
【００７５】
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ここに示した距離に依存しないシステムでは、リットマン型のケラトメータと同じよう
に、理想調整点までの距離偏差が比較的大きい場合に対しては影効果が生じ、カメラ画像
にリングが観察されないという効果が観察される。調整点に再び接近するとリングが観察
され、そこから距離に依存せずに非常に正確な測定値を計算することができる。
【００７６】
影効果が発生しない領域は、リング状の「平坦な」光線束の幅と、対応するゾーンの平
均角度に実質的に依存する。したがって好ましくは、ゾーンの幅は可及的に大きな自由調
整領域に互いに依存せずに最適化され、これにより、静止していない眼においても頑強な
測定を行うことができる。したがって、例えば図９と１０による外部ゾーンは、内部より
も格段に幅広に実施される。特定の測定機器に対しては、測定すべきリングの数が低減さ
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れる時には、格段に頑強な調整を可能にすることが必要になる場合もある。この理由から
、幅の数は比較的少数であるが、しかし、その代わりに格段に大きな幅を有するエレメン
トを実現するのが有利であり得る。例えば３つのリング／ゾーンしか有していないエレメ
ントが考えられる。
【００７７】
さらに図示の構造の各々は、所定のゾーン数の場合に特定の調整感度を達成できるよう
にスケーリングすることができる。
さらに種々のゾーンの調整領域を異なる値にも調整し、カメラ画像中の影にならないゾ
ーンの数と番号を利用して、眼の前の機器の位置決めを自動的に、ないしは半自動的に実
現することが可能である。例えばカメラ画像中に観察可能な最大のゾーン数と最小のゾー

10

ン数を制御信号として、軸方向調整駆動のために使用することができる。
【００７８】
フレネルアキシコンレンズの回転対称の格子構造により、とりわけ調整領域も縮小され
、そのため静止していない患者、および眼の非球面偏差が例えば１５ｄｐｔと非常に強い
患者を測定することができない。
【００７９】
回転対称の格子構造により、円錐形の光波が眼に照射され、この光波は光軸を通る各断
面において視準化され、平坦である。まさに断面において平坦なこの光波により本方法の
距離非依存性が達成される。なぜなら光束内の全ての光線が角膜への同じ入射角を有する
からである。しかし光波の回転対称の円錐形状により、眼が側方に偏心している場合には
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、光が角膜において検出光学系に到達しない方向に反射される。これにより検出画像に影
が生じ、この影により測定がまったく実現できなくなるか、または測定が距離に依存し、
そのため不正確になる。同様の影は角膜形状の非球面性が強い場合に発生し、このような
角膜形状は局所的な偏心のように作用する。
【００８０】
この問題は本発明では、フレネルエレメントにおいて光波を、この光波が光軸を通る各
断面においては平坦なままであるが、アジマス方向ではもはや完全な円錐形にはフォーカ
シングされないように変形することによって解決される。このことは、回転対称性をフレ
ネルディスクに付与することによってのみ達成可能である。
【００８１】
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このことは好ましくは、フレネルアキシコンレンズの光学的にアクティブな２つの面の
一方が付加的に非回転対称の構造を有することによって実現される。これは前に説明した
フレネルアキシコンレンズの全ての変形実施形態に対して当てはまる。
【００８２】
第１の実施形態では、フレネルアキシコンレンズの光学的にアクティブな２つの面の一
方が、回折格子の形態の回折構造を付加的に有し、この回折格子のグリッドラインは半径
方向に延在し、この回折格子のグリッドベクトルは各個所でアジマス方向に延在する。こ
こで特に有利な実施形態では、局所的に異なる周波数を有する回折格子が使用される。
【００８３】
第２の実施形態では、フレネルアキシコンレンズの光学的にアクティブな２つの面の一
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方が、半径方向に延在する正弦波状の構造を付加的に有する。ここで正弦波状構造の変調
深度は数μｍから数１００μｍの間であり、その波長は０．１ｍｍから２０ｍｍの間であ
る。特に好ましくは波長は約２ｍｍである。
【００８４】
この第２の実施形態の重要な特徴は、アジマス構造によって部分波が光軸を通る各断面
において完全に視準化されたままであり、一方この部分波はこれに対して垂直の面では光
軸に対して円錐形にフォーカシングされないことである。ここで光波は、例えば真の点と
仮想点へ、光軸より格段に前方または後方でフォーカシングすることができ（およびデフ
ォーカスすることも）、完全に視準化することもできる。
【００８５】
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第３の実施形態では、フレネルアキシコンレンズの光学的にアクティブな２つの面の一
方が、互いに隣接する多数の平面ファセットの形態の構造を有する。ここでも正弦波状の
構造の変調深度は数μｍから数１００μｍの間であり、その波長は０．１ｍｍから２０ｍ
ｍの間である。特に好ましくは波長は約２ｍｍである。
【００８６】
この実施形態では、フレネルアキシコンレンズにより、「円錐形」の平面波ではなく、
１つのファセットごとに両空間方向に視準化された多数の部分波が形成される。この光波
により眼の角膜を照明し、テレセントリックな検出光学系により検出すると、検出画像中
にリング状の連鎖点が得られる。この実施形態の重要な特徴は、両方向に完全に視準化さ
れた非常に多数の部分波がこの構造によって形成されることである。
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【００８７】
ファセット構造のさらなる重要な利点は、非球面性の強い面も測定できることであり、
このことは例えば１５ｄｐｔのオーダの非常に強い円柱誤差を測定できる可能性を提供す
る。さらに、この頑強な測定は、例えば不均一性または涙液膜の引き裂きの場合に発生す
る強い局所的な形状偏差の判定も可能にする。
【００８８】
ファセット構造の第３の重要な利点は、点連鎖形状の検出パターンによって可能になる
。このパターンにより、従来技術のプラチド円板から知られる検出リングが変調され、検
出画像における円の直径の他に各スポットの角座標も決定することができる。これらのデ
ータにより、「傾斜した」光線およびこれによりプラチド円板に基づく「スキューレイエ
ラー（ｓｋｅｗ

ｒａｙ
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ｅｒｒｏｒ）」として知られるトポグラフィでの誤差も補正す

ることができる。
【００８９】
これにより、トポグラフィックな測定値を、経線に沿ってトポグラフィに結合できるだ
けでなく、点連鎖に沿ってアジマスにも結合できる。これにより、トポグラフィの精度を
、強く非球面に変形した測定試料でも特に格段に向上することができる。
【００９０】
したがって、非球面性の強い角膜において非常に頑強な測定が達成できるようにエレメ
ントを構成したい場合、技術的に簡単に実現される実施形態１または２を使用することに
なる。付加的に「スキューレイエラー」を補正したい場合、技術的に面倒な実施形態３に
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用いなければならない。
【００９１】
例えば図９による構造が実現される場合、エレメントの外側ゾーンでの光偏向は全反射
と屈折の組み合わせを介して達成される。この場合に両横断方向に多数の平面部分波を形
成するためには、光線偏向に寄与する両方の面を、回転対称ではなく互いに接する平面フ
ァセットとして構成しなければならない。しかし、このような構成部材の製造は技術的に
非常に面倒である。光偏向の大部分は全反射により形成されるから、この場合は屈折面を
回転対称に構成し、両方向に多数の平面部分波がディスクから放射されるように全反射性
の面をファセットにより最適化することができる。この場合、全反射性の面は、互いに接
する平面ファセットからではなく、互いに接する自由形状面から統合される。
【００９２】
したがって、眼の角膜の表面形状を決定するための提案されたシステムは、プラチド円
板に基づくトポグラフィの利点（多数の測定点）と、リットマン型ケラトメータの利点（
距離に依存しない測定）とを組み合わせるだけでなく、とりわけ十分に距離に依存しない
測定を比較的大きな測定領域において、非球面性が強い場合でも可能にする。
【００９３】
前記３つ全ての実施形態は、付加的な構造がない場合よりも偏心が約１０倍強い場合に
初めて影効果が発生するという利点を提供する。
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