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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長の光学出力で標的対象を照射するための光源と；
　出力強度が、ある変調周波数で変調信号の関数として変化するように前記光源を駆動す
る変調器と；
　前記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として電気出力を生成するための検
出器であって、前記光源と検出器は、その活性面が標的本体の表面のほぼ同一地点に向く
ように、基板上で互いに側方隣接して配置される検出器と；
　当該検出器の出力を受け、前記変調周波数と実質的に等しい周波数を有する局部発振器
を有し、前記変調信号及びそのいずれかの側帯波を表わす復調出力を生成するための、前
記変調信号と前記発振器との間のいかなる位相差にも反応しない復調器であって、前記復
調器が、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に関する第１の位相とを
有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第１
のチャネルと、
　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が復調出力を形成する、復調器と；
　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生成す
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る手段と；
を具えることを特徴とするフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２】
　前記第１のチャネルに混合するための第１の位相出力と、前記第２のチャネルに混合す
るための第２の位相出力とを有する単一の局部発振器を具えることを特徴とする請求項１
に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項３】
　前記第１の位相出力及び前記第２の位相出力が実質的に９０度の相対位相角度であるこ
とを特徴とする請求項２に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項４】
　前記単一の局部発振器の前記第１の位相出力及び前記第２の位相出力の位相が同じであ
り、前記復調器が、前記検出器の出力を２のチャネル信号に分割するためのスプリッタと
、前記２のチャネルへの入力として用いられる前記分割された検出器の出力信号間に位相
シフトを提供するための、少なくとも１のチャネルの位相シフトデバイスとを有すること
を特徴とする請求項２に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項５】
　前記分割された検出器の出力信号間の位相シフトが、実質的に９０度であることを特徴
とする請求項４に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項６】
　前記混合プロセスによって生成される前記第１及び第２のチャネルの前記第１及び第２
の位相出力中の高調波を除去するローパスフィルタを更に含むことを特徴とする請求項１
に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項７】
　前記検出器の出力又は前記復調出力の関数として前記光源の出力強度を調整するように
構成されるフィードバック回路を更に具えることを特徴とする請求項１に記載のフォトプ
レチスモグラフ装置。
【請求項８】
　前記フィードバック回路が前記復調出力からのプレチスモグラムの検出を維持するのに
十分なレベルで、前記光源の出力強度を維持するように構成されることを特徴とする請求
項７に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項９】
　前記第１の光源より異なる波長の光で、前記標的対象を照射するための第２の光源と；
　出力強度が第２の変調信号の関数として変化するように前記第２の光源を駆動する第２
の変調器と；
　前記第２の変調信号を表す第２の復調出力を生成するための第２の復調器と；
を含むことを特徴とする請求項１に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１０】
　前記第２の復調器が前記変調信号と前記第２の復調器の局部発振器との間のいかなる位
相差にも反応しないことを特徴とする請求項９に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１１】
　前記第２の復調器の出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信
号を生成する手段を更に含むことを特徴とする請求項９に記載のフォトプレチスモグラフ
装置。
【請求項１２】
　前記変調周波数を通過させるだけ十分に広い通過帯域と、前記検出器の出力中のプレチ
スモグラムの振幅変調によって生ずるいずれかの側帯波とを有する、前記検出器の出力と
前記復調器の入力との間に結合される帯域フィルタを更に含むことを特徴とする請求項１
に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１３】
　前記通過帯域が実質的に前記変調周波数の両側の２５Ｈｚに限定されることを特徴とす
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る請求項１２に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１４】
　プレチスモグラムを生成する方法であって：
　４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長の光学出力を有する光源で標的対象を照射するステッ
プと；
　出力強度が、ある変調周波数で変調信号の関数として変化するように前記光源を変調器
で駆動するステップと；
　検出器で前記標的対象からの光を受け、受けた光の強度の関数としての電気出力を生成
するステップであって、前記光源と検出器は、その活性面が標的本体の表面のほぼ同一地
点に向くように、基板上で互いに側方隣接して配置されるステップと；
　前記変調周波数と実質的に等しい周波数を有する局部発振器を有し、前記変調信号とそ
のいずれかの側帯波とを表わす復調出力を生成し、前記変調信号と前記発振器との間のい
ずれの位相差にも反応しない復調器で、検出器の出力を受けるステップであって、前記復
調器が、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に関する第１の位相とを
有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第１
のチャネルと、
　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が復調出力を形成するステップと；
　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生成す
るステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長を含む異なる波長の光で標的対象の一部分を照射する
ための複数の光源と；
　各光源の出力強度が、ある変調周波数で変調信号の関数として変化するように前記光源
を駆動する複数の変調器と；
　前記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として複数の電気出力を生成するた
めの複数の検出器であって、前記複数の光源と複数の検出器は、その活性面が標的本体の
表面のほぼ同一地点に向くように、ある基板上で互いに側方隣接して配置される、複数の
検出器と；
　各々が複数の電気出力を受け、前記変調周波数とそれぞれ実質的に等しい周波数を有す
る局部発振器をそれぞれ有し、前記変調光源のうちの１つの前記変調信号及びそのいずれ
かの側帯波を表わす復調出力を生成し、それによって、前記複数の光源及び／又は複数の
検出器に対応する複数の復調出力を生成するための複数の復調器であって、前記復調器が
それぞれ、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に関する第１の位相とを
有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第１
のチャネルと、
　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が前記復調出力を形成する、複数の復調器と；
　前記復調出力から、前記復調出力のそれぞれについて時間及び／又は血液成分の関数と
しての血液量を示すプレチスモグラム信号を生成する手段と；
を具えることを特徴とする、フォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１６】
　最良のＳＮ比を提供する復調出力のうちの１つを選択する手段を更に含むことを特徴と
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する請求項１５に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１７】
　前記複数の復調出力から、個々の成分分析、主要な成分分析、及びブラインドソースセ
パレーションのうちの１又はそれ以上を行い、ＳＮ比を改善する手段を更に含むことを特
徴とする請求項１５に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１８】
　前記複数の光源が、基板上のピクセルアレイ内に配置される複数の光源を含むことを特
徴とする請求項１５に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項１９】
　前記ピクセルアレイ中の前記光源の相対空間配置と相関した、前記血液量及び／又は血
液成分の空間分布をマッピングする手段を更に具えることを特徴とする請求項１８に記載
のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２０】
　前記複数の光源が異なる変調周波数で駆動されることを特徴とする請求項１５に記載の
フォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２１】
　各々の前記復調器がそれぞれの前記光源に対応する復調出力を生成する、請求項２０に
記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２２】
　各々がそれぞれの前記光源波長を受けるように作用する複数の検出器を具え、各々の前
記復調器がそれぞれの前記光源に対応する復調出力を生成する、請求項１５に記載のフォ
トプレチスモグラフ装置。
【請求項２３】
　各々の前記復調器が局部発振器を有し、前記それぞれの変調信号を表わす復調出力を生
成し、前記復調器が前記各々の変調信号と前記復調器の発振器との間のいかなる位相差に
も反応しないことを特徴とする請求項１５に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２４】
　基板上のピクセルアレイにそれぞれ配置された、複数の検出器及び対応する複数の復調
器を含むことを特徴とする請求項１５に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２５】
　前記ピクセルアレイ中の前記検出器の相対空間配置と相関した、前記血液量及び／又は
血液成分の空間分布をマッピングする手段を更に具えることを特徴とする請求項２４に記
載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２６】
　プレチスモグラムを生成する方法であって：
　４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長を含む異なる波長の複数の光源で標的対象の一部分を
照射するステップと；
　前記光源を複数の変調器で駆動して、各光源の出力強度が、ある変調周波数で変調信号
の関数として変化するようにするステップと；
　複数の検出器で前記標的対象からの光を受け、受けた光の強度の関数としての複数の電
気出力を生成するステップであって、前記複数の光源と複数の検出器は、その活性面が標
的本体の表面のほぼ同一地点に向くように、ある基板上で互いに側方隣接して配置される
ステップと；
　複数の復調器で複数の前記電気出力を受け、前記変調周波数とそれぞれ実質的に等しい
周波数を有する局部発振器をそれぞれ有し、各々が前記変調光源のうちの１つの前記変調
信号とそのいずれかの側帯波を表わす復調出力を生成して、それによって前記複数の光源
に対応する複数の復調出力を生成するステップであって、前記復調器がそれぞれ、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に関する第１の位相とを
有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第１
のチャネルと、
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　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が前記復調出力を形成するステップと；
　前記復調出力から、ピクセルアレイの復調出力のそれぞれについて時間及び／又は血液
成分の関数としての血液量を示すプレチスモグラム信号を生成するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項２７】
　非接触用途のフォトプレチスモグラフ装置であって：
　第１の偏光フィルタを介して４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長の光学出力で標的対象を
照射するための光源と；
　出力強度が、ある変調周波数で変調信号の関数として変化するように前記光源を駆動す
る変調器と；
　前記第１の偏光フィルタと異なる偏光度を有する第２の偏光フィルタを介して、前記標
的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として電気出力を生成するように構成される
検出器であって、前記光源と検出器は、その活性面が標的本体の表面のほぼ同一地点に向
くように、基板上で互いに側方隣接して配置される、検出器と；
　当該検出器の出力を受け、前記変調周波数と実質的に等しい周波数を有する局部発振器
を有し、前記変調信号及びそのいずれかの側帯波を表わす復調出力を生成する復調器であ
って、前記復調器が、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に比例する第１の位相と
を有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第
１のチャネルと、
　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が復調出力を形成する、復調器と；
　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生成す
る手段と；
を具えることを特徴とするフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２８】
　前記第１及び第２の偏光フィルタが、互いに９０度の相対偏光度で配置されることを特
徴とする請求項２７に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項２９】
　前記検出器が局部発振器を有し、前記変調信号を表わす復調出力を生成し、前記復調器
が前記変調信号と前記復調器の発振器との間のいかなる位相差にも反応しないことを特徴
とする請求項２７に記載のフォトプレチスモグラフ装置。
【請求項３０】
　前記光源が４４０ｎｍ乃至５７４ｎｍの間、あるいは、５００ｎｍ乃至６００ｎｍの間
の波長の光学出力を有することを特徴とする請求項２７に記載のフォトプレチスモグラフ
装置。
【請求項３１】
　プレチスモグラムを生成する方法であって：
　第１の偏光フィルタを介して、４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの波長の光学出力を有する光
源で標的対象を照射するステップと；
　前記光源を変調器で駆動して、出力強度が、ある変調周波数で変調信号の関数として変
化するようにするステップと；
　前記第１の偏光フィルタと異なる偏光度を有する第２の偏光フィルタを介して、検出器
で前記標的対象からの光を受け、前記検出器が受けた光の強度の関数としての電気出力を
生成するステップであって、前記光源と検出器は、その活性面が標的本体の表面のほぼ同
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一地点に向くように、基板上で互いに側方隣接して配置されるステップと；
　復調器で検出器の出力を受け、前記変調信号とそのいずれかの側帯波とを表わす復調出
力を生成するステップと；
　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生成す
るステップであって、前記復調器が、
　　前記検出器の出力を、発振器の周波数と、前記検出器の出力に関する第１の位相とを
有する局部発振器の出力と混合し、第１の位相信号出力を生成するように構成される第１
のチャネルと、
　　前記検出器の出力を、前記発振器の周波数と、前記第１の位相と異なる、前記検出器
の出力に関する第２の位相とを有する局部発振器の出力と混合し、第２の位相信号出力を
生成するように構成される第２のチャネルとを具え、
　　前記第１及び第２の位相信号出力が復調出力を形成するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフォトプレチスモグラフィに関し、ヒト又は動物の身体の特に脈拍数、呼吸数
、及び血液成分を測定する方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「ｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｙ（フォトプレチスモグラフィ）」という用語は、「
ｉｎｃｒｅａｓｅ（増加）」を意味するギリシャ語「Ｐｌｅｔｈｙｓｍｏｓ」と、「ｗｒ
ｉｔｅ（書く）」を意味する「ｇｒａｐｈ」との組合せである。プレチスモグラフは身体
内の血液量の変化を測定するのに用いられる機器、方法又は装置である。フォトプレチス
モグラフィ（これ以降、「ＰＰＧ」とも称される）は、光の使用に付してこれらの量の変
化を測定する。従って、フォトプレチスモグラフは光を用いてこれらの測定を行う機器、
方法又は装置である。
【０００３】
　ヒトあるいは動物の身体は一般的に光に対して不伝導性であると想定されるが、ほとん
どの軟組織は可視光と近赤外光の双方を伝送し反射する。従って、光が皮膚のある領域上
へ投射され、放たれる光が、皮膚、血液、及びその他の組織との相互作用の後に検出され
る場合、プレチスモグラムとして知られている、血液量と関連して時間変化する光強度の
変化が観察される。時間変化する光強度信号は、測定部位での組織及び血液の光学特性と
、光源の波長を含む数多くのファクタに依存している。血液が光を吸収し、吸収された光
の総量と、それ故に検出された残りの光の強度とが、照射された血液量と関連して変化す
るので、信号が生じる。プレチスモグラムの変化は、組織に流れる血液量の変化によって
生じている。
【０００４】
　この技術は、Ｈｅｒｔｚｍａｎによって１９３７年に紹介された。Ｈｅｒｔｚｍａｎは
フォトプレチスモグラフィという用語を用いた最初の人であり、結果として生ずるプレチ
スモグラムが、皮膚の血管内の血液の容量変化を表わすことを示唆した。
【０００５】
　プレチスモグラムは通常そのＡＣ（交流）及びＤＣ（直流）成分によって記述される。
非拍動血液、骨及び組織とによる光の吸収は一定であると想定され、ＤＣ成分を生じさせ
る。ＤＣ成分は、センサの下での非拍動血液量と、その上に、皮膚、骨及びその他の組織
から反射、散乱される光とを表している。ＡＣ成分は、センサ下での血液量の一時的変化
により起こる、時間変化する光の吸収によって生じる。
【０００６】
　血液量の変化は、循環系調節、血圧調節、温度調節及び呼吸によって生じうる。従って
、プレチスモグラムを分析して、脈拍数、呼吸数、血圧、灌流、一回心拍出量、一回呼吸
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量のようなパラメータ情報を決定できる。このことは、「“Ｓｋｉｎ　Ｐｈｏｔｏｐｌｅ
ｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｙ　－　ａ　ｒｅｖｉｅｗ”，Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃｉｎｅ，２８（１９８９）２５
７－２６９」により詳述されている。プレチスモグラムを更に分析して、血液成分を決定
できる。このような技術の１つがパルスオキシメトリであり、血液中の酸素の相対量を決
定する。その他の血液成分は更にフォトプレチスモグラフィを用いることによって計測で
きる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　フォトプレチスモグラフィについては、伝送モードと反射モードという２つのモードが
ある。伝送モードにおいては、光源は組織の片側にあり、光検出器は、光源の向かい側で
ある反対側に配置される。伝送モードの使用は、例えば、人の指、足の親指、耳垂のよう
な組織が光を伝播できるほどに薄い領域に限られている。
【０００８】
　反射モードにおいては、光源及び光検出器は並列に配置される。組織に入力する光は反
射され、伝播は光検出器で検出される。この光源－検出器構成はもっと融通が利き、測定
を組織のほとんどの領域で行うことができる。しかしながら、反射モードの使用は伝送モ
ードの使用よりも、信号レベルがほとんどの有効な波長で有意に低いので、設計するのが
難しい。従って、ＳＮ比を最大にすることにかなりの注意を払わなければならない。結果
として、ほとんどの共通のＰＰＧセンサは伝送モードで使用され、故に光が組織を通過で
きる位置に限定される。
【０００９】
　光検出器が光源からの光を測定するのに用いられる場合、フォトプレチスモグラフは更
に、例えば蛍光灯やコンピュータモニタといった、その他の光源からの干渉信号に反応し
うる。センサは更に、組織を通じて伝播する光の変化、すなわち、プレチスモグラムに対
応しなければならない。これらの生理的変化はＤＣ乃至２５Ｈｚの間の周波数成分を含ん
でいる。しかしながら、センサは周辺光のノイズに反応しないことが所望される。よって
、フォトプレチスモグラフは対象の帯域のプレチスモグラムを検出する間に周辺光のノイ
ズを除去すべきである。
【００１０】
　第２の干渉の発生源は、その他の電気機器である。その他の電気デバイスはフォトプレ
チスモグラムが検出できる無線周波数信号を生成しうる。このような性質の干渉の発生源
に対するシステムの感度を最小化することが所望されている。
【００１１】
　第３の干渉の発生源は、フォトプレチスモグラム自体により生成された電気ノイズであ
る。このようなノイズは電子素子により生成され、熱ノイズ、フリッカノイズ、ショット
ノイズ、並びに、例えば、ＡＤ変換器中の欠落コードによって生成される倍音のような、
スパイクノイズを含みうる。これらの発生源からの干渉に対するシステムの感度を最小化
することが更に所望されている。
【００１２】
　これら３つの干渉の発生源により生成されるノイズを減ずる既知の技術は、周辺光、電
気的な無線周波数信号、あるいはフォトプレチスモグラフのシステムノイズの中に、存在
しない、あるいは支配的ではない周波数で変調した搬送波でセンサの光源を駆動すること
である。これは矩形波でセンサの光源を変調することによって、つまり、オン及びオフの
パルスにすることによって、為すことができる。検出された信号は帯域フィルタにかけら
れて、対象の周波数範囲の外側にある干渉を減衰する。次の復調はプレチスモグラムを回
復する。一般的には、正弦波のような周期信号を用いて、光源を変調できる。
【００１３】
　変調光のフォトプレチスモグラフィは従来技術にもあるが、それが適用される手段にお
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いて、特にノイズの減衰あるいは除去、及び復調のための適した信号処理回路に関しては
、臨床上の限界が未だに存在している。例えば、欧州特許公報第０３３５３５７号、欧州
特許公報第０３１４３２４号、国際公報第０１４４７８０号及び国際公報第０９８４６１
２５号は、変調光のフォトプレチスモグラフィを開示している。しかしながら、それらは
変調及び復調搬送波位相が同期されることを必要とする復調方法及び機器を用いている。
同期タイミングの誤差は、ノイズを復調信号に加える（タイミングジッタあるいは位相ノ
イズ）。先行技術は更に帯域フィルタ特性を十分に用いて、別個のチャネルに頼って常に
周辺光を測定すること、及び後に信号からそれを除去することによって、周辺の干渉光を
除去することができず、更に複雑性を増し、干渉を減衰することにほぼ間違いなくほとん
ど効果がない。これらの限界は、蛍光灯、コンピュータモニタ、太陽光、白熱ランプ、電
気的なＲＦ干渉、熱ノイズ、フリッカノイズ、及びショットノイズのような発生源からの
広帯域及び狭帯域ノイズに対する妨害排除能力を減ずる。
【００１４】
　先行技術の更なる限界は、反射モードセンサ用の波長の選択である。反射モード及び伝
送モードの双方のセンサは、６００ｎｍ乃至１０００ｎｍの間の波長である、スペクトル
の赤色及び／又は赤外部分の光源を用いる。しかしながら、赤色／赤外部の反射センサは
赤色及び赤外波長の光が血液によって不十分に吸収されるため、十分に機能しない。この
ことによって低変調の反射信号、それ故小さなＡＣ成分が生ずる。従って、赤色／赤外反
射プローブは、伝送プローブと比較する場合不十分な結果を与える。より大きなプレチス
モグラムのＡＣ成分の振幅は、反射モードセンサが５００ｎｍ乃至６００ｎｍの間の波長
の光（緑色光）を用いる場合に、記録できることは、「“Ｉｎ　Ｖｉｖｏ　Ｒｅｆｌｅｃ
ｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｂｌｏｏｄ　ａｎｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　ａｓ　ａ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ　Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ”，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏ
ｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌｕｍｅ　３７，Ｎｏ．６，
Ｊｕｎｅ　１９９６」に示された。
【００１５】
　連続的な非変調緑色光のフォトプレチスモグラフは、国際公報第９８２２０１８Ａ１号
に述べられた。しかし、この発明の目的は反射パルスオキシメトリであり、その発明はプ
レチスモグラムのＡＣ及びＤＣ成分を測定するのに適した、信頼性のあるフォトプレチス
モグラフを生成するのに必要なステップを説明していない。このような緑色光センサは、
例えば心拍数のようなＡＣ成分と、更に、極端に小さくこのシステムで検出されなかった
呼吸信号を確実に検出する必要があろう。
【００１６】
　「Ｂｅｎｔｅｎ　ｅｔ　ａｌ：“Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｒ
ｅｃｅｉｖｅｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ　－　Ｔ
ｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌｕｍｅ　３１００，７５－８８，１９９７」には、スイッチン
グ乗算器を用いて＋１乃至－１の間の信号経路のゲインを同期変化させる変調光の反射フ
ォトプレチスモグラフが記述されている。このことは、変調信号を矩形波と混合してプレ
チスモグラムを回復することに等しい。しかしながら、前述の他の先行技術と同様に、こ
の方法は変調する搬送波と復調する局部発振器信号とを同位相にすることが必要である。
【００１７】
　改良されたプレチスモグラムを提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　ある態様によると、本発明はフォトプレチスモグラフ装置を提供し：
　　　標的対象を照射するための光源と；
　　　出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記光源を駆
動する変調器と；
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　　　前記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として電気出力を生成するため
の検出器と；
　　　当該検出器の出力を受け、局部発振器を有し、前記変調信号及びそのいずれかの側
帯波を表わす復調信号を生成するための、前記変調信号と前記発振器との間のいかなる位
相差にも反応しない復調器と；
　　　当該復調器の出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号
を生成する手段と；
を具えている。
【００１９】
　別の態様によると、本発明はプレチスモグラムを生成する方法を提供し：
　　　標的対象を光源で照射するステップと；
　　　出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記光源を変
調器で駆動するステップと；
　　　検出器で前記標的対象からの光を受け、受けた光の強度の関数としての電気出力を
生成するステップと；
　　　局部発振器を有し、前記変調信号とそのいずれかの側帯波とを表わす復調信号を生
成し、前記変調信号と前記発振器との間のいずれの位相差にも反応しない復調器で、検出
器の出力を受けるステップと；
　　　前記復調器信号から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を
生成するステップと；
を具えている。
【００２０】
　別の態様によると、本発明はフォトプレチスモグラフ装置を提供し：
　　　各々が標的対象の一部分を照射するための１又はそれ以上の光源と；
　　　各光源の出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記
光源を駆動する１又はそれ以上の変調器と；
　　　前記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として１又はそれ以上の電気出
力を生成するための１又はそれ以上の検出器と；
　　　各々が１又はそれ以上の電気出力を受け、前記変調光源のうちの１つの前記変調信
号及びそのいずれかの側帯波を表わす復調信号を生成し、それによって、前記複数の光源
及び／又は複数の検出器に対応して複数の復調器の出力を生成するための複数の復調器と
；
　　　当該復調器の出力から、各々の前記復調出力用の時間及び／又は血液成分の関数と
しての血液量を示すプレチスモグラム信号を生成する手段と；
を具えている。
【００２１】
　別の態様によると、本発明はプレチスモグラムを生成する方法を提供し：
　　　標的対象の一部分を１又はそれ以上の光源で照射するステップと；
　　　前記光源を１又はそれ以上の変調器で駆動して、各光源の出力強度がある変調周波
数での変調信号の関数として変化するようにするステップと；
　　　１又はそれ以上の検出器で前記標的対象からの光を受け、受けた光の強度の関数と
しての１又はそれ以上の電気出力を生成するステップと；
　　　各々が前記変調光源とそのいずれかの側帯波のうちの１つの前記変調信号を表わす
変調出力を生成する複数の復調器で１又はそれ以上の前記電気出力を受け、して、それに
よって前記複数の光源に対応して複数の復調器の出力を生成するステップと；
　　　前記復調器の出力から、各々のピクセルアレイの復調出力用の時間及び／又は血液
成分の関数としての血液量を示すプレチスモグラム信号を生成するステップと；
を具えている。
【００２２】
　別の態様によると、本発明は非接触用途のフォトプレチスモグラフ装置を提供し：
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　　　第１の偏光フィルタを介して標的対象を照射するための光源と；
　　　出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記光源を駆
動する変調器と；
　　　前記第１の偏光フィルタと異なる偏光度を有する第２の偏光フィルタを介して、前
記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として電気出力を生成するように構成さ
れる検出器と；
　　　当該検出器の出力を受け、前記変調信号及びそのいずれかの側帯波を表わす復調出
力を生成する復調器と；
　　　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生
成する手段と；
を具えている。
【００２３】
　別の態様によると、本発明はプレチスモグラムを生成する方法を提供し：
　　　第１の偏光フィルタを介して、標的対象を光源で照射するステップと；
　　　前記光源を変調器で駆動して、出力強度がある変調周波数での変調信号の関数とし
て変化するようにするステップと；
　　　前記第１の偏光フィルタと異なる偏光度を有する第２の偏光フィルタを介して、検
出器で前記標的対象からの光を受け、前記検出器が受けた光の強度の関数としての電気出
力を生成するステップと；
　　　復調器で検出器の出力を受け、前記変調信号とそのいずれかの側帯波とを表わす復
調出力を生成するステップと；
　　　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生
成するステップと；
を具えている。
【００２４】
　別の態様によると、本発明は非接触用途のフォトプレチスモグラフ装置を提供し：
　　　６００ｎｍ未満の波長の光学放射で標的対象を照射するための光源と；
　　　出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記光源を駆
動する変調器と；
　　　前記標的対象から光を受け、受けた光の強度の関数として電気出力を生成するよう
に構成された検出器であって、前記光源と検出器は、その活性面が標的本体の表面のほぼ
同一地点に向くように、基板上で互いに側方隣接して配置される検出器と；
　　　当該検出器の出力を受け、前記変調信号及びそのいずれかの側帯波を表わす復調出
力を生成する復調器と；
　　　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生
成する手段と；
を具えている。
【００２５】
　別の態様によると、本発明はプレチスモグラムを生成する方法を提供し：
　　　光源からの６００ｎｍ未満の波長の光学放射で標的対象を照射するステップと；
　　　出力強度がある変調周波数での変調信号の関数として変化するように前記光源を変
調器で駆動するステップと；
　　　検出器で前記標的対象からの光を受け、受けた光の強度の関数としての電気出力を
生成し、前記光源と検出器が、その活性面が標的本体の表面のほぼ同一地点に向くように
、基板上で互いに側方隣接して配置されるステップと；
　　　復調器で前記検出器の出力を受け、前記変調信号とそのいずれかの側帯波とを表わ
す復調出力を生成するステップと；
　　　前記復調出力から、時間及び／又は血液成分の関数としての血液量を示す信号を生
成するステップと；
を具えている。
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【発明の効果】
【００２６】
　本発明は変調光のフォトプレチスモグラフ装置を提供する。選択された実施例において
は、変調光、帯域フィルタリング及びＩＱ復調の特徴を結合して、灌流組織のプレチスモ
グラムを与えている。反射モードで用いられる場合、より大きな拍動性信号及び改良され
たＳＮ比を与える、光学スペクトルの青色及び／又は緑色部分の光が用いられる。
【００２７】
　本発明の選択された実施例は、フォトプレチスモグラフ装置が伝送モードで用いられる
場合、ノイズの減少を通じて改良された信頼性を提供している。更に、光学スペクトルの
青色／緑色部分（すなわち、４００ｎｍ乃至６００ｎｍの間の波長）の光の選択は、フォ
トプレチスモグラフ装置が反射モードで用いられる場合に、ノイズの減少及びＡＣ成分の
信号振幅の増加を通じて、改良された信頼性を与えている。
【００２８】
　選択される実施例は、単一波長のフォトプレチスモグラフィと、複数波長のフォトプレ
チスモグラフィと、ピクセルアレイのフォトプレチスモグラフィと、非接触のフォトプレ
チスモグラフィとを含む、異なるフォトプレチスモグラフィ技術に適用することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施例は、実例によって、及び添付の図によって示されている。
【００３０】
［単一波長のフォトプレチスモグラフ装置］
　図１によると、フォトプレチスモグラフ装置１００は、光源１０２に変調駆動信号でエ
ネルギを与えるように結合される駆動回路１０１を具え、光源の出力強度を特定の変調周
波数（ｆｍ）と変調振幅（Ｍ１（ｔ））とを有する変調信号の関数として変えるようにし
ている。従って、光源を駆動する波形はその周波数と振幅とによって特徴付けられる変調
搬送波である。
【００３１】
　光源１０２はヒトあるいは動物の身体の組織の領域のような標的対象１０３を照射する
ように構成される。光源１０２は好ましくは所定の波長あるいは波長範囲の１又はそれ以
上のそれぞれの光放射デバイスを具えている。
【００３２】
　光検出器１０４は、その相互作用後に標的対象１０３から光を受けるように構成される
。光源１０２、標的対象１０３及び光検出器１０４の相対位置によって、この受けた光は
標的対象を通じて伝送された光、標的対象の表面から反射された光、及び標的対象内の構
成あるいは流体で散乱及び／又は反射された光のうちの１又はそれ以上にすることができ
る。光検出器はその活性領域へ入射する光の量の関数、例えば比例して、電流を生成する
。
【００３３】
　検出器１０５は光検出器１０４からの電流を、その電流に比例する電圧に変換できる。
検出器１０５は増幅器（図示せず）を組み込むことができる。その増幅器のゲインは変調
周波数より大きな周波数でロールオフできる。検出器１０５と増幅器は注意深い設計で、
そこに接続される帯域フィルタ１０６への入力でのノイズを最小化できる。一般的な意味
において、光検出器１０４と検出器１０５の関数は、標的対象から光を受け、受けた光の
強度の関数である電気出力を生成できるどの検出器によっても提供されうる。
【００３４】
　帯域フィルタ１０６は、対象の帯域幅外部の信号を減衰するために提供される。フィル
タの帯域幅は好ましくは変調周波数ｆｍに中心が置かれ、変調搬送波とプレチスモグラム
の振幅変調によって生じる側帯波とを通過させるほど十分に広く、干渉やノイズの周波数
成分を減衰するほど十分に狭い。ノイズを減ずるために、帯域フィルタ１０６の帯域幅は
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可能な限り狭くなければならない。プレチスモグラムの上方及び下方の側帯波を通過させ
るのに十分に広く、典型的には限定されないが５０Ｈｚに、することのみが必要である。
帯域フィルタ１０６は増幅器（図示せず）を組み入れて、更なるゲインを提供できる。帯
域フィルタ１０６と増幅器は好ましくは、次段階、すなわち、復調器１０７の入力時にノ
イズを最小化するように設計される。帯域フィルタ１０６の供給はいつも必要とは限らず
、用いられた場合、信号対雑音比（ＳＮＲ）の増加が起こりうることは分かるであろう。
【００３５】
　復調器１０７の好ましい配置が図２に詳細に示されている。復調器１０７は帯域フィル
タ１０６の出力を復調し、このようにして標的対象から受けた、検出した光からのプレチ
スモグラムを回復するように構成されている。好ましい復調器１０７は変調搬送波と復調
搬送波との間の位相差と反応しない方法を用いている。言い換えると、復調器は後に説明
するように、復調器中の変調信号と発振器との間のいかなる位相差とも反応しない。この
ようにして、変調と復調とのプロセス間に所定の位相関係を維持する必要はない。
【００３６】
　復調器１０７は変調信号Ｍ１（ｔ）を２つのチャネルに分けるためのマルチプレクサを
具えることができる。第１のチャネルは第１の変調入力信号Ｍ１（ｔ）ａを処理し、第２
のチャネルは第２の変調入力信号Ｍ２（ｔ）ｂを処理する。第１の変調入力信号Ｍ１（ｔ
）ａは第１の復調器の局部発振器（ＬＯ）信号２０４の出力Ｄ１（ｔ）と共に第１の乗算
器２０１への入力として提供される。局部発振器信号２０４の周波数は好ましくは、変調
信号の周波数と実質的に等しく、従って、入力信号Ｍ１（ｔ）の変調搬送波周波数に等し
くなる。Ｍ１（ｔ）ａの第１のＬＯ信号２０４との乗算の結果は、Ｉ（同位相）信号とな
る。第２のチャネルにおいては、第２の変調入力信号は乗算器２０６を用いて、好ましく
は実質的に変調信号の周波数と等しい周波数を更に有する第２の復調器局部発振器（ＬＯ
）信号と乗算される。しかしながら、第２の復調器のＬＯ信号は、第１の復調器のＬＯ信
号に関連して、移相器２０５により位相シフトされる。第１の復調器のＬＯと第２の復調
器のＬＯとの間の位相差は好ましくは９０度である。第２の復調器のＬＯ信号とＭ１（ｔ
）ｂの乗算結果は、Ｑ（直角位相）信号である。局部発振器は正弦波出力を生成するよう
に示されているが、要求される周波数の他の波形を生成できることは理解されるであろう
。
【００３７】
　別個のＩ及びＱ信号は好ましくは、それぞれフィルタ素子２０２及び２０７で別個にロ
ーパスフィルタにかけられて、所望されない高調波と乗算プロセスの産物とを除去する。
選択的に、結果として生ずる信号は、それぞれデシメータ２０３と２０８でデシメートさ
れ、サンプル速度を減することができる。この結果がＩ’及びＱ’信号である。
【００３８】
　Ｉ’及びＱ’信号はミキサ２０９で１つの信号に元にデマルチプレクスされ、復調され
たプレチスモグラムＳ１（ｔ）を提供できる。このデマルチプレクス処理はＩ’及びＱ’
信号の二乗の合計の平方根を決定するアルゴリズムあるいは回路を含むことができる。
【００３９】
　図２の復調器の配置は、復調器の変調信号と発振器との間のいずれの位相差にも反応し
ない復調器を提供する時に、変更されうる。図１８乃至２０は、第１のチャネルにおいて
検出器の出力が、この検出器の出力と第１の位相関係を有する局部発振器と混合され、第
２のチャネルにおいて検出器の出力が、この検出器の出力と第２の位相関係を有する局部
発振器と混合される２つのチャネルを各々が提供する、別の配置を示している。図２に示
すように、第１及び第２の位相関係は好ましくは９０度離れている。
【００４０】
　図の観察から、これが、異なる相対位相シフト素子２０５、１９０５ａ、１９０５ｂ、
２００５（図２、１９及び２０）で２つのチャネルを与える共通の局部発振器２０４、１
８０４、１９０４，２００４を用いることによって、あるいは、共通の局部発振器と、一
方又は双方のチャネルで提供されて、Ｍ１（ｔ）ａ及びＭ１（ｔ）ｂの一方又は双方の信
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号を遅延させ、それによってその間の相対位相シフトを生成する位相遅延素子１８０５（
図１８)とを用いることによって、得られることは分かるであろう。図２０はフィルタリ
ングが、素子２０２、２０７（又は１８０２、１８０７、１９０２、１９０７）によって
実行された場合、フィルタ２００２によってミキサ２０９、１８０９、１９０９、２００
９の後に代替的に実行されうることを例示している。同様にして、デシメーションがミキ
サ２０９、１８０９、１９０９、２００９の後に更に実行されうる。
【００４１】
　高調波的に関連する狭帯域ノイズを検出、減衰する手段は提供できる。この手段は適応
性にでき、干渉特性の変化は検出できるようになり、フィルタリング（あるいは他の除去
手段）はＳＮ比を維持するように構成される。
【００４２】
　閉ループ制御の手段を提供して、プレチスモグラムを検出するのに十分な輝度で光源１
０２を維持できる。この制御ループ１２００の機能ブロック図は図１２に示されている。
図１に示されたものと同様の素子が、対応する参照番号で与えられている。検出され、帯
域フィルタをかけられた変調搬送波Ｄ－ＢＰＦ－Ｍ１（ｔ）の振幅は、フィードバック経
路内の信号処理回路１２０１によって測定、処理され、参照値又は比較器１２０２内の値
の範囲と比較される。誤差信号がフォワード経路内の信号処理回路又はアルゴリズム１２
０３によって生成、処理されうる。この技術を用いることによって、駆動回路によって生
成された波形の振幅は調節されて、検出された搬送波振幅が所定の範囲内又は参照値の近
くにあることを保証できる。このことはあまりにも多くの光が標的対象から受けた場合、
検出器は飽和されず、あまりにも少ない光が標的対象１０３から受けた場合、プレチスモ
グラムが未検出にならないことを保証する。従って一般的な態様においては、フィードバ
ック制御ループ１２００は、検出器の出力の関数として、及び、復調された出力Ｓ１（ｔ
）からのプレチスモグラムの検出を維持するのに十分なレベルで、光源１０２の出力強度
を維持する手段の例を提供している。
【００４３】
[複数波長のフォトプレチスモグラフィ]
　図３は２又はそれ以上の異なる波長の光を標的対象（例えば試験下の組織）に照射する
ための２又はそれ以上の光源３０２、３０４を含むフォトプレチスモグラフ装置３００を
示している。光検出器３０６は標的対象から受けた、例えば、フォトプレチスモグラフ装
置が伝送モードである場合、標的対象を通じて伝送された、あるいは、フォトプレチスモ
グラフ装置が反射モードで用いられる場合、標的対象から反射された、光を検出するよう
に構成されている。駆動回路３０１、３０３がそれぞれ提供され、選択された周波数及び
振幅での変調を有する変調された駆動信号Ｍ１（ｔ）及びＭ２（ｔ）でそれぞれ光源３０
２、３０４をエネルギ化している。２のドライバと光源のみが例示されているが、一般的
には複数のドライバと光源が用いられうることは理解されるであろう。各光源は単一の所
定の波長あるいは波長の範囲で光を放射する、１又はそれ以上の光学エミッタからなる。
各光源の波形は他の光源をエネルギ化するのに用いたものと異なる周波数を有することが
できる。この波形は変調搬送波であり、周波数と振幅によって特徴づけられる。各光源は
選択的に別個の関連する駆動回路を有することができる。各光源は選択的に異なる波長を
有することができる。
【００４４】
　光検出器３０６を提供して、標的対象３０５（例えば、ヒト又は動物の身体の組織）で
の相互作用後の光を検出する。光検出器はその活性領域に入射する光の量に比例する電流
を生成する。
【００４５】
　検出器３０７を提供して光検出器３０６からの電流を、その電流に比例する電圧に変換
できる。検出器３０７は増幅器（図示せず）を取り込むことができる。その増幅器のゲイ
ンは最も高い変調周波数より大きな周波数でロールオフできる。検出器と増幅器は注意深
い設計で、帯域フィルタ３０８への入力でのノイズを最小化し、このようにして、ＳＮ比
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を最大化できる。
【００４６】
　帯域フィルタ３０８は対象の帯域幅の外部の信号を減衰するために提供することができ
る。フィルタの帯域幅は好ましくは選択されて、フィルタの下方のロールオフが最も低い
変調搬送波周波数の下方にあり、フィルタの上方のロールオフが最も高い変調搬送波周波
数の上方にあるようにする。最も高い及び最も低い変調搬送波周波数の間の帯域幅とフィ
ルタのロールオフは、変調搬送波とプレチスモグラムの振幅変調によって生じる側帯波と
を通過させるほど十分に広く、干渉やノイズの周波数成分を減衰するほど十分に狭くすべ
きである。ノイズを減ずるために、フィルタの帯域は可能な限り狭くすべきである。最も
高い変調搬送波の上方側帯波と最も低い変調搬送波の下方の側帯波とを通過させるのに十
分な範囲を有することだけが必要である。最も高い変調搬送波周波数の上方２５Ｈｚ乃至
最も低い変調搬送波周波数の下方２５Ｈｚが適切である。帯域フィルタは増幅器（図示せ
ず）を組み込むことができ、更なるゲインを提供している。帯域フィルタと増幅器を設計
して、次段階の入力でのノイズを最小化できる。例えば、櫛形又は移動平均型のフィルタ
のような、複数の基本波周波数で零の、又は大きな減衰を有する周波数応答を提供するフ
ィルタを含むことができる。これらのフィルタを設計して、干渉発生源の基本波及び高調
波を減衰できる。
【００４７】
　複数の復調器２０９及び３１０は帯域フィルタの出力を復調するために提供されて、各
々の変調搬送波周波数で、あるいは各々の光の波長で、プレチスモグラムを回復している
。好ましくは、復調器は、図２に関連して述べたような、各々の変調搬送波と復調する局
部発振器との間の位相差と反応しない復調方法を用いる。従って前述したように、変調と
復調との間のプロセスの所定の位相関係を維持することは必要ない。
【００４８】
　この場合において、各復調器は好ましくは、それぞれの対応する変調搬送波Ｍ１（ｔ）
及びＭ２（ｔ）と同一周波数を持つ局部発振器Ｄ１（ｔ）及びＤ２（ｔ）を有している。
【００４９】
　この複数波長のフォトプレチスモグラフ装置の出力は、複数のプレチスモグラムＳ１（
ｔ）及びＳ２（ｔ）である。各々は組織を試験するのに用いられた所定の波長の光用のプ
レチスモグラムである。複数波長のフォトプレチスモグラフは２つの波長、光源３０２に
よって提供されるある波長と、光源３０３によって提供される第２の波長の例について述
べられているが、本発明を変更して、更なるドライバ、光源及び復調器を追加することに
より、２以上の波長を用いることができる。これらの変調した複数波長はパルス及び呼吸
数の検出用の最適なＳＮＲのための光学波長の選択を可能にするだけではなく、レシオメ
トリック測定を行って、血液成分を決定できる。従って、一般的な態様においては、フォ
トプレチスモグラフ装置は、データがプレチスモグラムから抽出されるように最小のＳＮ
Ｒを提供する復調出力Ｓ１（ｔ）、Ｓ２（ｔ）のうちの１つを自動選択する手段を提供で
きる。
【００５０】
　図１２に関連して上述したように、閉ループ制御を更に用いて、所定の輝度で各光源を
維持することができる。
【００５１】
[ピクセルアレイのフォトプレチスモグラフィ]
　光検出器、検出器、帯域フィルタ及び復調器の組合せを用いて、マルチピクセルのフォ
トプレチスモグラフ画像装置の一ピクセルを形成できる。このようなアレイはピクセルと
チップ上で行われるアナログ又はディジタル信号処理を伴うマイクロチップとして生成で
きる。
【００５２】
　図４は小さな（４×４）ピクセルアレイのフォトプレチスモグラフ装置の概略正面図を
示し、１６個のピクセル４０１を具えている。要求があれば、アレイはこれよりかなり大
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きくできることは理解されるであろう。
【００５３】
　各々のピクセル４０１が好ましくは光検出器と、検出器回路と、帯域フィルタと、復調
器とを具えている。このような装置は１６の連立した（並列した）プレチスモグラムを提
供して、アレイの各ピクセルを照射する組織からの光によって検出される。アレイは平方
である必要はない。例えば、アレイは４×１６ピクセル又は、１×２５６ピクセル等を具
えることができる。各ピクセルは共通の変調周波数で変調された共通の光源からの光に応
答できる。代替的に、各ピクセルはそれぞれ別個の駆動光源に対応でき、異なる変調周波
数は、各ピクセル用に用いるようにできる。代替的に、各ピクセルは総ての光源が共通の
変調信号を用いて駆動される場合、それぞれの光源に対応できる。
【００５４】
　検出器のアレイは上述した処理のいくつかの並行チャネルを用いることによって、信号
処理の全体的に新しい次元を切開している。ピクセルアレイは標的対象からの血液パラメ
ータ（例えば、脈拍数、呼吸数及び血液成分）の空間マップの生成を可能にする。複数の
チャネルは並行して処理でき、それによりアービトレーションスキームを用いて、最適な
ＳＮＲを選択できる。更に複数のチャネルは別個の成分分析、主要な成分分析又はブライ
ンドソースセパレーションにより処理され、例えばノイズや他の干渉信号内に埋もれた場
合に、基本信号を抽出できる。これにより、１以上の波長が用いられた場合、ロバストな
脈拍及び呼吸数測定法や、空間血液成分測定法を生成することが可能となる。別個の成分
分析等を更に用いて、動作性アーチファクトを減ずることができる。動作性アーチファク
トは大抵、フォトプレチスモグラフシステムにとって重大な問題であり、その問題と低減
方法はＳｍｉｔｈやＨａｙｅｓによって述べられてきた（Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｊ．Ｈａｙｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｐｅｔｅｒ　Ｒ．Ｓｍｉｔｈ，“Ａｒｔｉｆａｃｔ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　
ｉｎ　ｐｈｏｔｏｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｙ”．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，
Ｖｏｌ．３７，Ｎｏ．３１，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１９９８）。
【００５５】
　各ピクセルからのプレチスモグラムを分析するアナログ又はディジタル領域内のオン又
はオフチップで実装される信号処理手段は、呼吸数、脈拍数及び血液成分等を抽出するよ
うに実装できる。一般的に、事前及び事後の双方の処理は各ピクセルで行うことができ、
それによって全領域の空間信号処理アルゴリズムを用いることができる。
【００５６】
［非接触のフォトプレチスモグラフィ］
　上述の単一波長のフォトプレチスモグラフ装置、複数波長のフォトプレチスモグラフ装
置、及びピクセルアレイのフォトプレチスモグラフ装置はそれぞれ非接触反射モードで用
いることができる。
【００５７】
　フォトプレチスモグラフィにおいて、光検出器１０４は標的対象、例えば組織面と接触
している。光源１０２からの大部分の光は組織面から反射され、光検出器１０４は組織と
接触しているため、この面の反射光は検出されない。わずかな部分の光は、透過し、組織
と相互作用し、その後検出され、増幅され、処理された場合に、プレチスモグラム信号を
生じる光検出器への入射で現れる。
【００５８】
　非接触のフォトプレチスモグラフィにおいては、光検出器１０４は組織と接触しない。
このことにより、組織を透過した光と同様に組織面で反射される、かなり大部分の光の検
出が生じる。検出した光は反射光によって生じる、より大きなＤＣオフセットを具え、よ
り小さなプレチスモグラム信号はその上に重ねられる。組織面から反射した光は、血液と
相互作用せず、このようにしてプレチスモグラムに有用な情報を何も含んでいない。
【００５９】
　組織面の反射により生じたＤＣオフセットは、フォトプレチスモグラフの動的範囲を減
ずることが分かるであろう。従って、非接触のフォトプレチスモグラフを用いた場合に、
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反射光をフィルタをかけて除去することが有益である。このことは偏光フィルタを用いる
ことによって為すことができる。
【００６０】
　偏光フィルタは選択的に偏光し、あるいは、所定の軸に沿って偏光される光にフィルタ
をかけている。この極性は光が反射された場合は残り、光が分散された場合は失われてい
る。組織に入射した光が偏光された場合、表面で反射された光はこの極性を残しており、
入射光に対して９０度での極性で向けられたフィルタによって減衰させることができる。
しかしながら組織を透過した光や血液及びその他の媒体によって散乱された光は極性を失
い、このようにして水平偏光フィルタを通過して、光検出器によって検出される。
【００６１】
　図５によると、第１の偏光フィルタ５０４は所定の偏光軸Ｐ１に沿って、変調した光源
５０１からの光を偏光する。偏光された光は標的対象５０３に向けられ、大部分の光は表
面から反射され、標的対象内から分散される。
【００６２】
　第２の偏光フィルタ５０５は標的対称からの光を受ける検出器の正面に配置される。第
２の偏光フィルタは偏光軸Ｐ２を有し、光検出器に入射する偏光された光を減衰する。こ
の減衰は、第２の偏光フィルタ５０５の偏光軸Ｐ２が変呼応された光の軸に対して９０度
（直交）である場合に、最大となる。従って、第１及び第２の偏光フィルタ５０４、５０
５は好ましくは、それぞれの偏光軸Ｐ１、Ｐ２が互いに直交するように配置される。この
ようにして、偏光が残っている表面から反射された光は、実質的あるいは完全に減衰され
、標的対象内で媒体から分散し、偏光状態を失った光は、有意に低減された減衰を有して
いる。
【００６３】
　上述の装置は、周囲光（蛍光灯、コンピュータモニタ及び白熱電球によって生成される
もののような）、電磁気干渉、及び、例えば、Ａ／Ｄ変換器出生成される高調波のような
、プレチスモグラフィの装置及び方法に固有のスパイクノイズの発生源から生じる狭帯域
干渉の有意な減少を提供できる。変調及び復調周波数を選択して、これらの干渉する高調
波を避け、フィルタリングと併用して、白色ノイズ、フリッカノイズ、及びショットノイ
ズを含む装置に固有の広帯域ノイズを減衰できる。
【００６４】
　図２の配置においては、復調処理は変調搬送波と復調する局所発振器との間の位相差と
反応しないため、この２つの間の位相関係を知り、維持する必要はない。従って、信号処
理回路あるいは組織内の光の伝播によって生じた検出信号のいかなる一定の位相遅れも較
正あるいは考慮する必要はない。
【００６５】
　その技術的特長が様々な形態で実施できることは分かるであろう。例えば、駆動回路、
光源、光検出器、帯域フィルタ及び復調処理は、必要に応じて、ディジタル信号処理アル
ゴリズム、カスタムアナログ集積回路、離散型アナログ電子部品として、あるいはアナロ
グ及びディジタル信号処理機能の組合せとして実装できる。
【００６６】
　更なる変更は、検出器回路の出力をサンプリングして、信号処理アルゴリズムの一部と
してディジタル信号プロセッサあるいはマイクロプロセッサ上に、帯域フィルタ、復調器
、及び信号処理を実装することであろう。
【００６７】
　更なる変更は、ＶＬＳＩ混合信号設計としてマイクロチップ上に、光検出器と、検出器
と、帯域フィルタと、復調器と、信号プロセッサとを実装することであろう。
【００６８】
［バリアント及びノイズ管理］
　各々のこれらの特徴のいくつか又は総ての組合せを利用して、信号をノイズから分離で
きるように所望のシステムから生成できる。しかしながら、注意深い設計は光源の送達及
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び受けた光信号の収集時になすべきである。例えば、全部の光電流内で検出されたフォト
プレチスモグラム電流の大きさはとても小さく、それゆえ、不十分に設計されたフロント
エンドは、ノイズ間の歪んだあるいは埋もれた信号を生じうる。光源へのパルス化した電
圧の送達は、シールドされ、受けるフォトダイオード接続と一緒に作動しないケーブルに
よってなされるべきである。これが生じた場合、Ｉ＝ＣＤＶ／ｄｔに等しい変位電流が光
検出器で誘発されうる。
【００６９】
　光源電力の大きさによって、検出器の大きさ及び電圧変化速度は、許容されるカップリ
ングキャパシタンスの最大値を確立する。良い設計の実施は、誘発される変位電流は、検
出電流の１％以下に限定されるのを保証している。
【００７０】
　他の設計基準は以下のようにすることができる。
　　ａ）入力バイアス電流が検出したＤＣ光レベルの～１％以下にすべきである。
　　ｂ）電圧及び電流ノイズは、検出したＤＣ光レベルによって設定されるショットノイ
ズ未満にすべきである。
　　ｃ）トランスインピーダンス増幅器の選択は、その１／ｆコーナ周波数が変調搬送波
周波数未満であるようになされるべきである。
　　ｄ）搬送波昇降時間はそのカップリングを減ずるように回転させることができる。
　　ｅ）良いＰＣＢ設計の実施は高電力ノイズ部品から感覚センサのフロントエンド、特
にトランスインピーダンス増幅器までの、信号のカップリングを避けるように維持される
。多層のＰＣＢを用いて、電源及び大地帰路をできるだけ短くし、従って接地バウンスや
他の形態のノイズカップリングを最小化できる。多層ＰＣＢ設計を用いて、反射プローブ
は光源電圧パルスから受けるフォトダイオード接続までの変位電流のカップリングを減ず
ることができる。
【００７１】
　例示的な構成が以下に続いている。しかしながら、このことは、これらの特徴のいくつ
か又は総ての組合せが、有益な設計を導くような唯一の構成ではないことに留意すべきで
ある。
【実施例】
【００７２】
　図６は、出力強度が変調周波数での変調信号の関数として変化するような、変調搬送波
信号で光源６０２を駆動する駆動回路６０１を含む、好ましいプレチスモグラフィ装置６
００のアーキテクチャを例示する機能ブロック図である。光源は標的対象６０３を照射し
、標的対象から戻った光は、光検出器６０４によって受けられ、受けた光の強度の関数と
して電気信号を生成する。検出器６０５は光検出器６０４の電流出力を電圧出力に変換す
る。これは帯域フィルタ６０６によってフィルタにかけられ、Ａ／Ｄ変換器６０７でディ
ジタル信号へ変換される。復調器６０８（図２に関連して述べられたタイプにできる）は
駆動回路６０１の変調信号Ｍ１（ｔ）と好ましくはほぼ同一周波数である、局部発振器信
号Ｄ１（ｔ）を有している。ブロック平均フィルタ６０９を用いて、出力プレチスモグラ
ムＳ１（ｔ）を生成する。
【００７３】
　図７は、図６の装置のために光源と光検出器を提供する反射プローブ７００を例示して
いる。反射プローブ７００は、試験下の組織を照射するために、単一波長の変調した光信
号を放射する４つの光放射装置７０２を具えている。アレイの検出器にすることもできる
フォトダイオード７０４は、試験下の組織から反射される光を検出するのに用いられる活
性領域７０３を有している。第１及び第２の直交偏光フィルタ素子５１１と５１２を組み
込む、適した偏光フィルタ素子５１０は、図５ｂに示されている。プローブが非接触モー
ドで用いられる場合、この素子５１０は光放射装置７０２とフォトダイオード７０４の上
を覆って配置される。一般的な態様においては、この配置は標的本体の表面のほぼ同一位
置に向けられた、光源及び検出器の活性面を提供している。
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【００７４】
　光放射装置は好ましくは、４００ｎｍ乃至６００ｎｍの間のピークのスペクトル応答を
有する発行ダイオード（ＬＥＤ）である。一般的に、波長は調査下の組織の光学特性に基
づいて選択される。この例示的なフォトプレチスモグラフ装置７００は、ヒトの心拍数や
呼吸数の測定に特に適しており、従って、波長は４００ｎｍ乃至６００ｎｍの間で強い吸
収を示すヒトの組織及び血液の光学特性に基づいて選択される。研究では主に５００ｎｍ
乃至６００ｎｍの間の吸収スペクトルで行われた。しかしながら、強い吸収スペクトルは
４４０ｎｍでも存在し、この波長の周辺で動作する装置は更に好ましい結果を生成する。
特に、３つバージョンの反射プローブ：５１２ｎｍのピークのスペクトル応答を有するＬ
ＥＤを伴うもの；５６２ｎｍのピークのスペクトル応答を有するＬＥＤを伴うもの；５７
４ｎｍのピークのスペクトル応答を有するＬＥＤを伴うもの；がある。これらは商業的に
利用可能であり経済的であるため、好ましい波長であるが、他のものも供給と経済的な許
容があれば用いることができる。
【００７５】
　ＬＥＤとフォトダイオードは、４層のプリント回路基板（ＰＣＢ）上に並べて取り付け
られる。スクリーンされた電力及び信号ケーブルや多層ＰＣＢ設計の使用は、ノイズの取
り込みや電気的な漏話に対する免疫性を改善する。フォトダイオードパッケージの高さは
、ＬＥＤのそれよりも好ましくは高くして、活性領域への光の直接的なカップリング（光
学的漏話）を減ずる。ＬＥＤ７０２とフォトダイオード活性領域７０３の間の遠位分離は
、光が信号を利用する組織を通じて伝わらなければならない経路長を増加する。
【００７６】
　光源は駆動回路６０１からの変調搬送波によって所定の周波数及び振幅で励起される。
駆動回路６０１は図１０に示したように電流加算増幅器を用いて実装されたＤ／Ａ変換器
である。８ビットＤＡＣ入力信号は、マイクロコントローラによって生成され、レジスタ
１００１を介して２５５の別個の振幅レベルを提供する。搬送波周波数は入力信号がクロ
ックされた速度によって決定される。出力信号Ｍ（ｔ）は、０ボルトとオペアンプ１００
２の全範囲の出力範囲との間で変化できる振幅を有する所定の搬送波周波数の矩形波であ
る。オペアンプ１００２の閉ループ電圧ゲインは、レジスタ１００３及び１００４の反転
したフィードバック部分で設定される。これで２５５のディジタル入力は全範囲のアナロ
グ出力を与えるように調整できる。
【００７７】
　フォトダイオード６０４へ入射する光は、６００ｎｍ以上の波長を減衰する可視光の光
学フィルタを通過する。このフィルタはフォトダイオードに組み込まれ、活性領域の正面
に配置される。フォトダイオードのピークのスペクトル応答は好ましくは５００ｎｍ乃至
６００ｎｍの間である。特に、フォトダイオードのピークのスペクトル応答は、５８０ｎ
ｍにすることができる。光のフィルタは、この波長より上の光からの干渉を減衰するのに
役立つ６００ｎｍ以上のフォトダイオード応答をロールオフできる。
【００７８】
　フォトダイオード６０４に入射する光は、アナログ電流を生成する。フォトダイオード
電流は、図８に示されるようなトランスインピーダンス増幅器８００である電流対電圧変
換器６０５に結合される。このトランスインピーダンス増幅器８００は好ましくは、ゲイ
ンが変調周波数以上でロールオフするように設計される。このローパスフィルタ応答はノ
イズとエイリアジングを低減する。増幅器８００はフィードバックコンデンサ８０１が電
圧ノイズゲインを減ずるフォトダイオード結合キャパシタンスの値とできるだけ近くなる
ように設計される。これは、フィードバックコンデンサ８０１とレジスタ８０２によって
制御されるトランスインピーダンスのロールオフと振幅安定性の要求に対して、平衡を保
たれなければならない。
【００７９】
　帯域フィルタ６０６は、チェビシェフ、バタワース及び他の応答が用いらうることは分
かるが、好ましくはＲＣ周波数応答を有する能動サレンキー型である。例示的なフィルタ
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９００がより詳細に図９に示されている。フィルタ９００はオペアンプ９０６を用いて設
計されるが、帯域フィルタ周波数応答は他の方法によって生成できることは分かるであろ
う。フィルタ９００は、この例では５７０Ｈｚの変調周波数に可能な限り近い中心周波数
を有するように設計され、低許容の素子がこれを得ることを助けるように選択される。オ
ペアンプの反転入力フィードバック網９０７及び９０８はフィルタゲイン及び帯域幅を設
定する。これは好ましくは、可能な限り狭く帯域幅を与えるように設計される一方で、素
子９０１、９０２、９０３、９０４及び９０５の許容量に過度に感知するフィルタ中心周
波数を生成しない。フィルタの高域通過のロールオフは変調周波数以下のノイズを減衰し
、低域通過のロールオフは変調周波数以上のノイズを減衰し、アンチエイリアジングなフ
ィルタリングを提供する。帯域フィルタ応答がこの例では単一の帯域フィルタとして実装
されているが、単一又は複数段階の別個の高域又は低域通過フィルタで実装できることは
分かるであろう。
【００８０】
　帯域フィルタの出力は変調したプレチスモグラムを表わすアナログ電圧である。検出し
た搬送波変調したプレチスモグラムは帯域フィルタをかけられ、それによって、高及び低
周波成分は減衰されるため、フィルタの出力信号は、変調搬送波の基本周波数と等しい周
波数を有する正弦波である。
【００８１】
　プレチスモグラムは帯域フィルタをかけられた、搬送波変調したプレチスモグラム信号
を復調することによって回復される。復調及び更なる信号処理は、ディジタル信号処理を
用いて行われる。しかし、この処理の総てが、２つのチャネルの固定化を形成する各チャ
ネルのために、ギルバートセルのＩ及びＱ混合器や低域通過フィルタのような回路を用い
たアナログ領域で行われている。従って、Ａ／Ｄ変換器６０７は帯域フィルタの後に続き
、フィルタ６０６の出力でのアナログ電圧をサンプリングするのに用いられる。フィルタ
は好ましくは、Ａ／Ｄ変換器６０７前の最終段階であることに留意すべきである。このこ
とは、変換器６０７が帯域フィルタノイズを有し、限定された周波数応答なくいずれかの
能動回路の出力に存在する広帯域の白色ノイズやフリッカノイズを有さずに、提供される
ことを保証している。当該技術分野の当業者により、これは復調器６０８の出力に現れる
ノイズのレベルを減ずることは理解できるであろう。
【００８２】
　Ａ／Ｄ変換及び次の復調のために、サンプル速度は好ましくは変調周波数の倍数の整数
の少なくとも４倍にすべきである。例えば、サンプル速度が変調周波数の４、８、１２、
１６倍等にすべきである。好ましい配置においては、変調周波数は５７０Ｈｚであり、サ
ンプル周波数は４５６０Ｈｚであり、サンプル周波数は変調搬送波周波数の８倍（２×４
）倍である。
　　　　サンプル周波数＝ｎ＊４＊変調周波数（ｎは整数）
　　　　最小サンプル周波数＝４＊変調周波数
【００８３】
　図１１は、図２の変調器で行われるような、例示的な復調アルゴリズムのフローチャー
トを示している。前述したように、復調器は変調信号を２つのチャネルに分割して、第１
の変調入力信号と第２の変調入力信号とを与えるマルチプレクサを具えている。
【００８４】
　第１の変調信号を考えると、これは第１の復調器搬送波で乗算される。復調器の局部発
振器（ＬＯ）は振幅１、ピーク間振幅２の矩形波であり、従って、＋１及び－１のサンプ
ル値である。デューティサイクルは５０％である。その周波数は変調搬送波周波数と等し
い。この例においては、変調及びそれゆえの復調周波数は５７０Ｈｚであり，サンプル速
度は４５６０Ｈｚである。従って、復調波形は８つのサンプル：搬送波の正のサイクルに
対応する４つの＋１の値と、搬送波の負のサイクルに対応する４つの－１の値とを具えて
いる。従って、復調するＬＯの１サイクルはサンプル＋１、＋１、＋１、＋１、－１、－
１、－１、－１で表わされ、このパターンは無限に繰り返され、連続したディジタル信号
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を生成する。第１の変調器信号を第１の復調器のＬＯで乗算し、Ｉ信号（ステップ１１０
２）を得るために、変調信号の各々の測定値は、復調器の局部発振器信号の時間どおりに
対応する値で乗算され、変調信号は＋１か－１かのいずれかによって乗算される。＋１及
び－１による乗算の使用は、処理がオンチップで比較的単純となり、要求された場合にア
プローチが単一集積回路に簡単に移動する。
【００８５】
　第２の変調信号を考えると、これは第２の復調器のＬＯで乗算される。復調器のＬＯは
振幅１、ピーク間振幅２の矩形波であり、従って、＋１及び－１のサンプル値である。デ
ューティサイクルは５０％である。その周波数は変調搬送波周波数と等しい。この例にお
いては、変調及びそれゆえの復調周波数は５７０Ｈｚであり，サンプル速度は４５６０Ｈ
ｚである。従って、復調波形は８つのサンプル：搬送波の正のサイクルに対応する４つの
＋１の値と、搬送波の負のサイクルに対応する４つの－１の値とを具えている。しかしな
がら、第２の復調器搬送波は第１の復調器搬送波に対して９０度で位相シフトされている
。従って、復調するＬＯの１サイクルはサンプル－１、－１、＋１、＋１、＋１、＋１、
－１、－１で表わされ、このパターンは無限に繰り返され、連続した復調ＬＯを生成する
。これは上で与えられた第１の復調搬送波信号と同一ではなく、９０度位相シフトしたバ
ージョンであることに留意せよ。第１の変調器信号を第１の復調器のＬＯで乗算し、Ｑ信
号を得るために、変調信号の各々の測定値は、復調器の搬送波信号の時間どおりに対応す
る値で乗算（ステップ１１０５）され、変調信号は＋１か－１かのいずれかによって乗算
された。
【００８６】
　Ａ／Ｄ変換器とディジタル復調器を用いた本例では、変調周波数の４倍の最小値で、あ
るいは４倍の変調周波数の整数乗算で、帯域フィルタをかけられた検出信号をサンプリン
グする要求は、９０度の位相シフトが、サンプリングされた復調器ＬＯをそのサイクルの
１／４シフトされることにより正確に実装される。
【００８７】
　別々に、Ｉ及びＱ信号はそれぞれ低域通過フィルタにかけられ、乗算処理の所望されな
い高調波及び産物を除去し、サンプル速度を減ずるようにデシメートされる。これは、８
サンプルを長くするブロック（ステップ１１０３、１１０６）で各信号を合算することに
よって得られる。各チャネルにおいて、第１の８サンプルは合算され、第２の８サンプル
も合算され、無限となる。これは１サイクルにわたりＩ及びＱ信号を積分することと等し
いことを理解すべきである。これは平均化プロセスであり、低域通過フィルタ周波数応答
を与え、結果高周波数の乗算産物を減衰することが分かるであろう。これは変調搬送波の
高調波の良い減衰を提供している。最終的に、８のサンプルを１のサンプルに合算すると
き、このプロセスはデシメーション段階として作用する。この減少したサンプル速度は後
の信号処理段階の演算の複雑さを簡単にし、ＳＮ比を変えるＡ／Ｄ変換器ノイズフロアを
減ずる。
【００８８】
　フィルタをかけられ、デシメートされたＩ信号はＩ’とし、フィルタをかけられ、デシ
メートされたＱ信号はＱ’とする。
【００８９】
　最終的に、Ｉ’及びＱ’信号は１の信号にデマルチプレクスされ、復調されたプレチス
モグラムとなる。各Ｉ’サンプルは自乗されＩ’２を与える（ステップ１１０４）。各Ｑ
’サンプルは自乗されＱ’２を与える（ステップ１１０７）。各Ｉ’２サンプルはそれに
対応するＱ’２サンプルに合算され、Ｉ’２＋Ｑ’２を与える（ステップ１１０８）。各
合算されたサンプルは（Ｉ’２＋Ｑ’２）０．５（ステップ１１０９）のように平方根計
算され、プレチスモグラムのサンプルを与える。
【００９０】
　例示的なフォトプレチスモグラフ装置６００の最終段階は、ブロック平均フィルタ６０
９である。ブロック平均フィルタは１９サンプルの連続的なブロックを合算して（ステッ
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プ１１１０）、１のサンプルを与える。これは平均化したフィルタ及びデシメータの機能
を提供し、その特性を用いて、高調波関連ノイズ、特に６０Ｈｚのコンピュータモニタに
より生成されるノイズを減少する。この平均フィルタは、サンプリング周波数の倍数時に
零（大きな減衰）を与える周波数応答を有している。４５６０Ｈｚの元のサンプリング周
波数は８に、次いで９にデシメートされ、３０Ｈｚの最終的なサンプル周波数を与える。
従って、平均フィルタ応答は３０Ｈｚの倍数で大きな減衰を与える。
【００９１】
　光源６０２は５７０Ｈｚの搬送波で変調される。これは５４０Ｈｚ（６０Ｈｚの９番目
の高調波）乃至６００Ｈｚ（６０Ｈｚの１０番目の高調波）の間の中間に配置される。こ
れらの高調波は３０Ｈｚで現れる（総ての他の高調波は、３０Ｈｚの偶数倍で現れる）。
ブロック平均フィルタ６０９は、この干渉を減衰する単純な方法である。フィルタリング
のこの最終段階の出力（ステップ１１１１、１１１２）はプレチスモグラム（Ｓ１（ｔ）
）である。
【００９２】
　最終的なサンプル速度及び結果としての最終段階のブロック平均フィルタの周波数特性
は、復調器６０８とブロック平均フィルタ６０９に用いられるデシメータの比率に依存す
ることが分かるであろう。従って、これらの比率を調整してブロック平均フィルタによる
異なる高調波の減衰を与えることができる。変調搬送波周波数、サンプル速度及びデシメ
ーション比の値の範囲は、以下の表１に与えられている。変調搬送波周波数、サンプル速
度及びデシメーション比は、所定の、不確定な再生速度を減衰するのに選択される。
【００９３】

【表１】

【００９４】
　典型的な出力信号を図１３に示す。図１３ａは結合されたＡＣ及びＤＣ成分を示す。図
１３ｂは拡大されたＡＣ成分を示す。高い方の周波数の周期性は測定された対象の脈拍数
である。低い方の周波数の周期性は測定された対象の呼吸数であり、サーミスタプローブ
で検証された。脈拍数を決定するアルゴリズムは文献で共通に見られ、ピークの検出等か
らなる。
【００９５】
［アプリケーション］
　平均的なここに示したプレチスモグラフ装置は、信頼可能な反射モードセンサを、以前
はフォトプレチスモグラムのセンシングに適さなかった身体の多くの部分で用いることが
できる。例えば、前頭は安全ヘルメットをかぶらなくてはならない、鉱山又は化学処理工
場で働く従業者のように、過酷な条件でのモニタリングに大いに便利な部位である。装置
は安全ヘルメットのバンド又は腕時計の下の手首上、あるいは身体のそのような便利な場
所に都合よく配置することができる。前頭センサと頭部配置は「Ｂｒａｎｃｈｅ　ｅｔ　
ａｌ：“Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓｅｎｓ
ｏｒ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ
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　ａ　Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｍｉｌｉｔａｒｙ　
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”，ＩＥＥＥ　３０ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ
　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｍ
Ａ，Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ，２００４」に述べられた。この論文は、軍隊アプリケ
ーション用の帽子に取り付けられた前頭センサを報告した。
【００９６】
　別の過酷な環境は、蘇生の必要がある新生児用の病院でのマタニティスイート内である
。前頭にトランスデューサのように配置することは、医者に新生児の世話に集中すること
を可能にする一方、脈拍数を示す可聴ブリープを連続して聞ける。このような装置は、健
康及び保全分野の他の過酷かつ日常的な環境に大いに適している。一方、社会的、家庭内
、運動及び生物測定のアプリケーション用に衣類に何度も取り付けるためのソフトなアプ
リケーションが存在する。
【００９７】
［結果］
　図１３、１４、１５は前述した例示のフォトプレチスモグラフ装置での実験結果を示し
ている。フォトプレチスモグラフを用いて、対象の前頭を照射することによりプレチスモ
グラムを記録した。従って、これらのグラフは前頭のプレチスモグラムを示す。
【００９８】
　図１３ａは、プレチスモグラムのＡＣ及びＤＣ成分を示す。これは期待される従来のプ
レチスモグラム信号である。図１３ｂは拡大されたＡＣ成分を示す。センサ下の動脈脈拍
伝送により生じた拍動性信号は、はっきりと見ることができる。これは、約１０秒間の期
間を有する他の低周波数信号と重ねられる。これは対象の吸気及び呼気としての血液量の
変化によって生じる呼吸信号である。この実験において、対象は適切に一定速度及び深さ
で呼吸し、各々８秒ごとに吸気及び呼気を行った。このことは明らかに１０乃至６０秒の
間に見られる。
【００９９】
　図１４ａは拡大されたプレチスモグラムのＡＣ成分を示している。図１４ｂはその後の
ＡＣ成分が帯域フィルタをかけられて、拍動性信号を減衰したことを示している。フォト
プレチスモグラムの呼吸信号ははっきりと見ることができる。
【０１００】
　図１５はこの低周波数のＡＣ信号がフォトプレチスモグラムの呼吸信号であることを断
言している。図１５ａはフォトプレチスモグラムの呼吸信号を示している。図１５ｂは経
口型サーミスタからの信号を示している。このサーミスタは対象の呼吸が経由するプラス
チックチューブ内に配置された。対象が息を吐くと、身体で暖められたハイカラの息が温
度の上昇を起こす。対象が息を吸うと、部屋からの冷たい空気がサーミスタを横切って引
き込まれ、センサは温度の低下を記録する。このようにして、呼吸数は測定され、フォト
プレチスモグラム信号と相関して、フォトプレチスモグラムの呼吸数信号を確認した。
【０１０１】
　図１５ａと１５ｂの検査と比較は、プレチスモグラムのＡＣ成分は拍動性及び呼吸性の
双方の信号を含み、例示したフォトプレチスモグラフは簡単にこれらの信号を検出するこ
とを示している。２つの信号は、この場合、１８０度位相が異なるべきである。小さな位
相遅れはサーミスタの熱キャパシタンスにより引き起こされる。
【０１０２】
　一般的な態様において、ここに述べたようなフォトプレチスモグラフ装置の復調器の出
力（例えば、プレチスモグラムＳ１（ｔ））は、一般的に時間の関数として血液量を示す
信号を提供する。これは、当業者に公知の技術を用いて分析できる。出力を更に用いて、
血液成分又は血液組成を推定できる。検出した光強度の周期的な昇降は、単に組織内への
動脈血の流入のせいであると推測される。ピークと底の測定値を用いることによって、動
脈血による減衰が測定される。これを２つの異なる光学波長で行った場合、基地の技術を
用いて、酸素飽和度（脱酸化された血液に対する酸化された血液の比）が推定される。
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【０１０３】
［緑色光のフォトプレチスモグラフィ］
　フォトプレチスモグラフィの技術は血液の相対的な酸素飽和度を決定する、パルスオキ
シメータに用いられる。これらの装置は通常伝送モードで用いられ、光は組織の領域を照
射するのに用いられ、他の側で出現する光を検出、処理して、飽和の割合を決定する。こ
の技術は手の指や足の指、耳たぶのような光が通過するほど薄い皮膚の領域に限定されて
いる。
【０１０４】
　伝送モードのパルスオキシメトリでの光の波長の選択は重要である。血液によル光の吸
収は、４５０ｎｍ乃至６００ｎｍ、更に６００ｎｍ乃至６５０ｎｍ及びそれ以上の大きさ
で減少する。この吸収は光子経路長と吸収計数との関数であり、伝送モードでは非常に大
きい。この結果は、４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの間の光の減衰が非常に高く、そのような
範囲について、６００ｎｍ未満の波長の非常に小さな光が、手の指、足の指又は耳たぶの
ような付属肢を通過する。一般的な光は６５０ｎｍ又はそれより高いもので用いられる。
【０１０５】
　同様に、フォトプレチスモグラフィの調査のほとんどは、伝送モードで動く装置でなさ
れており、従って、６００ｎｍより大きい波長の光が使用されてきた。
【０１０６】
　反射モードを用いた場合、経路長と、結果としての全体の吸収は小さくなる。これは光
は付属肢を通過しないためであるが、組織の表層から検出器まで分散（又は反射）される
。これは、４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの光は用いることができることを示している。しか
し、その強度はまだ非常に小さく、小さなノイズ検出技術が十分なＳＮ比を得るのに必要
である。
【０１０７】
　平均して、強く吸収される波長の光を用いるのは、主な吸収媒体が血液だからである。
これは、血液量の変化が４５０ｎｍ乃至６００ｎｍの光強度で、６００ｎｍを超えるもの
よりも対応する大きな変化を生ずることを示している。従って、光の振幅が大きな度合で
血液によって変調され、反射するフォトプレチスモグラム信号の拍動成分は、４５０ｎｍ
乃至６００ｎｍの間の光が用いられた場合に、６００ｎｍより上の光が用いられる場合よ
りも、より大きい。この異事が図１６と１７によって例示されている。
【０１０８】
　図１６は５１０ｎｍの波長で緑色光を用いたフォトプレチスモグラムを示し、図１７は
６４４ｎｍの波長で赤色光を用いたフォトプレチスモグラムを示す。双方のプロットでｙ
軸の範囲は同一である。緑色光が赤色光よりも大きな拍動性信号を与えることが明らかに
分かる。心拍によって生じたパルスは、赤色光を用いた場合よりもはっきりと見栄、大き
な振幅であり、対応するＳＮ比の改善を伴っている。
【０１０９】
　更に、緑色光からの結果は低周波数ベースのライン変動として呼吸信号を示している。
呼吸信号は赤色光を用いた場合、容易には観察できなかった。
【０１１０】
　ここに述べた数多くの特徴は、互いに併用して容易に用いることができる。
【０１１１】
　図２と関連して述べたように、復調器が変調信号と復調器の発振器との間のどんな位相
差にも反応しない、矩形復調での変調光の使用は、従来技術の方法の上にいくつかの利点
を提供する。変調したフォトプレチスモグラム信号は変調周波数で帯域フィルタをかけら
れてＤＣ周辺光、１００Ｈｚの蛍光灯、６０Ｈｚのコンピュータモニタの光、及びフリッ
カノイズの良い減衰を与えることができる。従って、それは、赤色ＬＥＤと赤外ＬＥＤと
の間で多重送信する時分割マルチプレクシングの方法として用いられる、パルスオキシメ
ータで共通して用いられるタイムスロット検出で、ＤＣ（未変調の）光又は変調した光を
用いた先行技術の機構より、干渉に対して良い除去を与えている。
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【０１１２】
　矩形復調は更に、変調及び復調搬送波の位相間の差にも反応しない。このことは、復調
処理を単一アルゴリズムへ単純化でき、搬送波の同期は必要としない。
【０１１３】
　矩形変調はここに述べた複数波長のプレチスモグラフ装置並びにピクセルアレイ装置、
反射モード装置及び緑色光装置と併用して容易に用いることができる。
【０１１４】
　緑色光のフォトプレチスモグラフィと矩形復調との組合せは、特定の利点があることが
わかる。緑色光の使用は、検出したフォトプレチスモグラム信号及び帯域フィルタでの変
調信号の大きさを最大にし、矩形復調はノイズの効果を最小化する。故に、この組合せは
ＳＮ比を最大化し、これは心拍数及び呼吸数が高い信頼度で抽出できることを示している
。心拍数の検出の場合においては、誤った正量又は誤った心拍を減ずる。呼吸信号の場合
においては、以前は検出することが難しかった信号をはっきりと回復させ、この技術は誤
った正量又は誤った呼吸の数を減ずる。
【０１１５】
　このように、フォトプレチスモグラム信号の改善されたＳＮ比は心拍数及び呼吸に関す
る信号の特徴の検出を改善し、従って、それらの特徴を用いて心拍数及び呼吸数を決定す
るいかなるアルゴリズムの信頼度も改善する。
【０１１６】
　図１－３、６、１２、１８－２０のような様々な図で、連続時間領域の信号、すなわち
、時間の関数として変化する振幅を有するアナログ信号を示すように変調信号はＭ１（ｔ
）と、復調信号はＤ１（ｔ）と標識されている。述べた配置は、例えばマイクロプロセッ
サにおいて、ディジタル信号処理アルゴリズムを用いることによりたやすく実装できるこ
とは理解すべきである。このような場合、Ｍ１、Ｄ１は離散サンプリング信号Ｍ１（ｎ）
、Ｄ１（ｎ）となることを理解すべきである。同様に、図１２において関数ブロックＧ（
ｓ）及びＢ（ｓ）は、信号処理アルゴリズムＢ（ｚ）１２０１とＧ（ｚ）１２０３により
表わすことができる。
【０１１７】
　他の実施例は、意図的に添付の請求項の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】図１は、単一波長のフォトプレチスモグラフ装置の機能ブロック図である。
【図２】図２は、図１のフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した、復調器の機能ブロ
ック図である。
【図３】図３は、複数波長のフォトプレチスモグラフ装置の機能ブロック図である。
【図４】図４は、ピクセルアレイのフォトプレチスモグラフ装置の概略平面図である。
【図５】図５ａは偏光フィルタを有する非接触のフォトプレチスモグラフ装置の概略側面
図であり、図５ｂは図７の反射モードのフォトプレチスモグラフ装置で使用する偏光フィ
ルタの平面図である。
【図６】図６は、単一波長のフォトプレチスモグラフ装置の機能ブロック図である。
【図７】図７は、反射モードのフォトプレチスモグラフ装置の概略正面図、側面図、端面
図である。
【図８】図８は、ここに述べたフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した伝送増幅器の
回路図である。
【図９】図９は、ここに述べたフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した帯域フィルタ
回路の回路図である。
【図１０】図１０は、ここに述べたフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した光源駆動
回路の回路図である。
【図１１】図１１は、ここに述べたフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した復調アル
ゴリズムを例示したプロセスフロー図である。
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【図１２】図１２は、ここに述べたフォトプレチスモグラフ装置の使用に適した光源輝度
制御ループの機能ブロック図である。
【図１３】図１３ａはフォトプレチスモグラフ装置の結合したＡＣ及びＤＣ出力を示した
フォトプレチスモグラムであり、図１３ｂは、図１３ａからの拡大したＡＣ成分を示した
フォトプレチスモグラムである。
【図１４】図１４ａは結合した拍動性の、及び、呼吸の信号を示したフォトプレチスモグ
ラムであり、図１４ｂは、図１４ａの呼吸信号のみを示したフォトプレチスモグラムであ
る。
【図１５】図１５ａは呼吸信号のみを示したフォトプレチスモグラムであり、図１５ｂは
経口型サーミスタによって測定される場合の対応する呼吸信号である。
【図１６】図１６は、波長５１０ｎｍの緑色光源を用いて記録したフォトプレチスモグラ
ムである。
【図１７】図１７は、波長６４４ｎｍの赤色光源を用いて記録したフォトプレチスモグラ
ムである。
【図１８】図１８は、図１のフォトプレチスモグラフ装置に用いるのに適した別の復調器
の機能ブロック図である。
【図１９】図１９は、図１のフォトプレチスモグラフ装置に用いるのに適した別の復調器
の機能ブロック図である。
【図２０】図２０は、図１のフォトプレチスモグラフ装置に用いるのに適した別の復調器
の機能ブロック図である。

【図１】 【図２】
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