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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】断層画像の撮影と正面画像の撮影とを、良好に
行うことができる眼科撮影装置を提供する。
【解決手段】撮影装置は、レーザー光を走査する第１の
走査部６４を有し、レーザー光による被検眼の正面画像
を得るためのＳＬＯ光学系を備える。また、測定光を走
査する第２の走査部２３を有し、測定光と参照光との干
渉を用いて被検眼の断層画像を得るためのＯＣＴ光学系
を備える。ＳＬＯ光学系の光路とＯＣＴ光学系の光路と
は、ダイクロイックミラー４０によって結合されている
。また、ダイクロイックミラー４０と被検眼Ｅとの間に
は、対物レンズ系１０が配置されている。そのうえで、
撮影装置は、第２の走査部２３とダイクロイックミラー
４０との間に配置されたリレーレンズ系２５を備えてお
り、第２の走査部２３は、リレーレンズ系２５の焦点距
離よりもリレーレンズ系２５側に配置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザー光を走査する第１の光スキャナを有し、前記レーザー光による被検眼の正面画
像を得るためのＳＬＯ光学系と、
　測定光を走査する第２の光スキャナを有し、前記測定光と参照光との干渉を用いて前記
被検眼の断層画像を得るためのＯＣＴ光学系と、
　前記ＳＬＯ光学系の光路とＯＣＴ光学系の光路を結合させる光路結合部材と、
　前記光路結合部材と前記被検眼との間に配置された対物レンズ系と、を備える眼科撮影
装置であって、
　前記第２の光スキャナと前記光路結合部材との間に配置されたリレーレンズ系を備え、
　前記第２の光スキャナは、前記リレーレンズ系の焦点距離よりも前記リレーレンズ系側
に配置されていることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
　前記第２のスキャナは、さらに、前記対物レンズ系の焦点距離よりも前記対物レンズ系
側に配置されていることを特徴とする請求項１の眼科撮影装置。
【請求項３】
　前記ＳＬＯ光学系の第１の光スキャナよりも被検眼側の光路は、非テレセントリック光
学系にて形成されていることを特徴とする請求項１～２のいずれかの眼科撮影装置。
【請求項４】
　前記ＳＬＯ光学系は、前記第１の光スキャナと前記光路結合部材との間にレンズを持た
ないことを特徴とする請求項１～３のいずれかの眼科撮影装置。
【請求項５】
　前記第１の光スキャナは、レゾナントスキャナを有し、前記第２の光スキャナは、ガル
バノミラーを有することを特徴とする請求項１～４のいずれかの眼科撮影装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　被検眼の画像を撮影する眼科撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検眼（例えば、眼底、前眼部、等）の断層画像を非侵襲で得ることができる眼
科撮影装置として、光断層干渉計（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒ
ａｐｈｙ：ＯＣＴ）が知られている。このような装置では、例えば、測定光を眼底上で１
次元走査させながら、ＯＣＴ光学系を用いて被検眼の深さ方向の情報を得ることにより、
断層画像を得ている。
【０００３】
　また、上記のような装置においては、被検眼の正面画像を取得するためのスキャニング
レーザーオフサルモスコープ（ＳＬＯ光学系）をＯＣＴ光学系に複合させた構成が知られ
ている。ＳＬＯ光学系を用いて被検眼の部位上でレーザー光を２次元的に走査した結果と
して、被検眼の正面画像が取得される。このようなＯＣＴ光学系とＳＬＯ光学系とが複合
される構成では、２つの光学系で対物レンズを共用する場合がある（特許文献１参照、特
許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１３８９０４号公報
【特許文献２】米国特許公開２０１２－１４０２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上記のような装置において、例えば、ＳＬＯ光学系とＯＣＴ光学系の光学配置は、互い
に制限を受ける可能性がある。この結果として、例えば、ＯＣＴ光学系の光スキャナの駆
動に伴うノイズが、断層画像に影響する可能性がある。また、ＳＬＯ光学系の光学配置が
複雑化する可能性がある。
【０００６】
　本開示は、従来技術の問題点の少なくとも一つに鑑み、断層画像の撮影と正面画像の撮
影とを、良好に行うことができる眼科撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の第１態様に係る眼科撮影装置は、レーザー光を走査する第１の光スキャナを有
し、前記レーザー光による被検眼の正面画像を得るためのＳＬＯ光学系と、測定光を走査
する第２の光スキャナを有し、前記測定光と参照光との干渉を用いて前記被検眼の断層画
像を得るためのＯＣＴ光学系と、前記ＳＬＯ光学系の光路とＯＣＴ光学系の光路を結合さ
せる光路結合部材と、前記光路結合部材と前記被検眼との間に配置された対物レンズ系と
、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、断層画像の撮影と正面画像の撮影とを、良好に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態の眼科撮影装置の光学系及び制御系を示す図である。
【図２】光学系の特徴部分においてレーザー光および測定光が通過する経路を示した光路
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本開示の典型的な実施形態を説明する。初めに、図１を参照
して、眼科撮影装置１の光学系について説明する。なお、以下では、図１に示すように、
被検眼Ｅの奥行き方向がＺ方向（光軸Ｌ１方向）、水平方向がＸ方向、鉛直方向がＹ方向
であるものとする。これらの光学系は、図示無き筐体に内蔵されている。その筐体は、周
知のアライメント用移動機構（手動又は電動）によって、被検眼Ｅに対して三次元的に移
動されてもよい。
【００１１】
　図１に示すように、本実施形態の眼科撮影装置１は、干渉光学系２００（以下、「ＯＣ
Ｔ光学系」と称する）と、スキャニングレーザーオフサルモスコープ光学系３００（共焦
点光学系とも言う。以下、「ＳＬＯ光学系」と称する。）と、を主に備える。本実施形態
において、ＯＣＴ光学系２００は、被検眼Ｅの所定部位の断層画像を光干渉の技術を用い
て非侵襲で得るために利用される。また、ＳＬＯ光学系３００は、被検眼Ｅの所定部位の
正面画像を得るために利用される。以下、本実施形態では、被検眼Ｅの所定部位は、被検
眼Ｅの眼底部位であるものとする。但し、これに限られるものでなく、眼底以外の部位（
例えば、前眼部）が所定部位であってもよい。また、本実施形態において例示するＯＣＴ
光学系２００は、スペクトラル・ドメイン型のＯＣＴ光学系である。しかし、ＯＣＴ光学
系２００は、これに限定されるものではなく、例えば、タイムドメイン型（ＴＤ－ＯＣＴ
）、スウィプト・ソース・ドメイン型（ＳＳ－ＯＣＴ）等の他のタイプのＯＣＴ光学系が
、ＯＣＴ光学系２００として使用されてもよい。
【００１２】
　また、本実施形態では、図１に示すように、ＯＣＴ光学系２００における測定光の光路
と、ＳＬＯ光学系３００におけるレーザー光の光路とは、光路結合部（本実施形態では、
ダイクロイックミラー４０）によって、結合されている。本実施形態において、ダイクロ
イックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００による測定光を反射すると共に、ＳＬＯ光学系
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３００によるレーザー光を透過することによって、測定光およびレーザー光を、共通光路
へ導く。ダイクロイックミラー４０および共通光路の詳細については後述する。なお、ダ
イクロイックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００による測定光を透過すると共に、ＳＬＯ
光学系３００によるレーザー光を反射してもよい。
【００１３】
　また、図１に示すように、眼科撮影装置１は、前眼部観察光学系９０、アライメント指
標投影光学系１５０等を有していてもよい。これらの光学系９０，１５０は、例えば、被
検眼Ｅに対して光学系を位置合わせするために利用される。例えば、図１に示す前眼部観
察光学系９０は、前眼部正面の観察画像を得るために利用される光学系である。図１に示
す前眼部観察光学系９０は、対物レンズ１０，ダイクロイックミラー９１，レンズ９５，
および二次元撮像素子９７を有する。前眼部観察光学系９０の光源としては、後述の赤外
光源１５１が利用されてもよい。また、アライメント指標投影光学系１５０は、アライメ
ント指標を投影するために利用される。図１に示す光学系１５０は、撮影光軸Ｌ１を中心
とする同心円上に、複数の赤外光源１５１を有する。
【００１４】
　　＜ＳＬＯ光学系＞
　ＳＬＯ光学系３００の詳細構成について説明する。ＳＬＯ光学系３００は、被検眼Ｅに
照射されるレーザー光を被検眼Ｅの所定部位上で走査する走査部６４（本実施形態におけ
る第１走査部）を有し、レーザー光を用いて所定部位の正面画像を得るために利用される
。前述したように、ＳＬＯ光学系３００におけるＯＣＴ光学系２００との独立部分は、ダ
イクロイックミラー４０の透過側に設けられている。
【００１５】
　ＳＬＯ光学系３００は、投光光学系３０１および受光光学系３０２に大別される。投光
光学系３０１は、ＳＬＯ光源（レーザー光源）からのレーザー光を被検眼眼底に投光する
。また、受光光学系３０２は、被検眼Ｅの眼底で反射された光（つまり、レーザー光の眼
底反射光）を受光する受光素子６８を備える。眼科撮影装置１は、受光素子６８から出力
される受光信号に基づいて被検眼眼底の正面画像を得る。
【００１６】
　本実施形態において、投光光学系３０１は、レーザー光源６１、コリメートレンズ６５
、ビームスプリッタ６２、フォーカシングレンズ６３、走査部６４、ダイクロイックミラ
ー４０、ダイクロイックミラー９１、および対物レンズ１０を有する。
【００１７】
　本実施形態において、レーザー光源６１は、レーザー光として、赤外域の波長の光を発
する。レーザー光源６１としては、例えば、ＬＥＤ光源、およびＳＬＤ光源、等が用いら
れてもよい。フォーカシングレンズ６３は、被検眼Ｅの屈折誤差に応じて光軸方向の位置
を調節可能である。図１に示すように、眼科撮影装置１は、フォーカシングレンズ６３の
位置を変位させる駆動機構６３ａを有している。
【００１８】
　走査部６４は、レーザー光の光路中に配置され、所定部位上（本実施形態では、眼底上
）で横断方向（ＸＹ方向）にレーザー光を走査させるために用いられる。本実施形態にお
いて、走査部６４は、２つの光スキャナ（第１の光スキャナ）の組合せからなる。詳細に
は、レゾナントスキャナ６４ａと、ガルバノミラー６４ｂとの組み合せからなる（図２参
照）。走査部６４は、これら２つの光スキャナを組み合わせて駆動することによって、レ
ーザー光源６１からのレーザー光を、眼底上で二次元的に走査する。本実施形態では、レ
ゾナントスキャナ６４ａは主走査に利用され、ガルバノミラー６４ｂは、副走査に利用さ
れる。例えば、ガルバノミラー６４ｂによって、レーザー光が縦方向に走査され、レゾナ
ントスキャナ６４ａによって、レーザー光が横方向に走査されてもよい。走査部６４は、
被検眼Ｅの瞳孔と共役な位置に配置される。この場合、例えば、レゾナントスキャナ６４
ａとガルバノミラー６４ｂの中間点が、瞳孔共役位置に配置されてもよい。なお、本開示
において、「共役」は、必ずしも完全な共役関係に限定されるものではない。本開示にお
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いて、「共役」な関係は、完全な共役関係のほか、許容される精度の範囲で完全な共役関
係からずれた位置関係であってもよい。
【００１９】
　本実施形態において、受光光学系３０２は、集光レンズ６６、共焦点開口６７（例えば
、ピンホール板）、およびＳＬＯ用受光素子６８を備える。これらの部材は、ビームスプ
リッタ６２の反射方向に配置されている。また、ビームスプリッタ６２から対物レンズ１
０までの部材を、投光光学系３０１と共用する。なお、共焦点開口６７は、眼底に共役な
位置に置かれる。
【００２０】
　ここで、レーザー光源６１から発せられるレーザー光は、コリメートレンズ６２、ビー
ムスプリッタ６２、およびフォーカシングレンズ６３を介して走査部６４に入射される。
そして、レゾナントスキャナ６４ａおよびガルバノミラー６４ｂの駆動によって、反射方
向が変えられる。そして、走査部６４を経たレーザー光は、ダイクロイックミラー４０を
透過した後、ダイクロイックミラー９１及び対物レンズ１０を介して、被検眼Ｅの眼底に
集光される。
【００２１】
　レーザー光は、眼底で反射され、ＳＬＯ光学系１０の投光経路を、ビームスプリッター
６２まで逆に辿る。即ち、レーザー光の眼底反射光は、対物レンズ１０、ダイクロイック
ミラー９１、ダイクロイックミラー４０、および走査部６４を経て、ビームスプリッタ６
２で反射される。その後、集光レンズ６６および共焦点開口６７を介して、受光素子６８
によって受光される。そして、受光素子６８からの受光信号は、制御部７０へと入力され
る。制御部７０は、受光素子６８からの受光信号に基づいて被検眼眼底の正面画像を取得
する。取得された正面画像はメモリ７２に記憶される。
【００２２】
　　＜ＯＣＴ光学系＞
　次に、本実施形態のＯＣＴ光学系２００の詳細構成を説明する。ＯＣＴ光学系２００は
、被検眼Ｅに照射される測定光を被検眼Ｅの所定部位上で走査する走査部２３（本実施形
態における第２走査部）を有し、測定光と参照光との干渉を用いて所定部位における断層
画像を得るために利用される。前述したように、ＯＣＴ光学系２００におけるＳＬＯ３０
０との独立部分は、ダイクロイックミラー４０の反射側に設けられている。
【００２３】
　本実施形態において、ＯＣＴ光学系２００は、ＯＣＴ光源（測定光源）２７、ファイバ
ーカップラー２６、測定光学系２１０、参照光学系２２０、分光光学系８００を有する。
【００２４】
　ＯＣＴ光源２７は、ＯＣＴ光学系２００の測定光及び参照光として用いられる低コヒー
レントな光を出射する。ＯＣＴ光源２７には、例えば、ＳＬＤ光源等が用いられてもよい
。
【００２５】
　本実施形態において、ファイバーカップラー２６は、導光路としての光ファイバ３８ａ
を介して導かれる光であって、ＯＣＴ光源２７からの光を、測定光と参照光とに分割する
光分割部である。測定光は、光ファイバ３８ｂを介して被検眼Ｅへと向かう。また、参照
光は、光ファイバ３８ｃを介して参照ミラー３１へと向かう。
【００２６】
　測定光学系２１０は、ファイバーカップラー２６によって分割された測定光を被検眼Ｅ
へ向けて出射する。図１に例示する測定光学系２１０の光路には、光ファイバ３８ｂの端
部、コリメートレンズ２２、フォーカシングレンズ２４、走査部２３、振れ角拡大レンズ
２５、ダイクロイックミラー４０、ダイクロイックミラー９１、および対物レンズ１０が
配置される。
【００２７】
　コリメートレンズ２２は、端部３９ｂから出射される測定光をコリメートする。フォー
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カシングレンズ２４は、被検眼眼底に対するフォーカス調整のために設けられている。フ
ォーカシングレンズ２４は、被検眼Ｅの屈折誤差に応じて光軸方向の位置を調節可能であ
る。図１に示すように、眼科撮影装置１は、フォーカシングレンズ２４の位置を変位させ
る駆動機構２４ａを有している。
【００２８】
　走査部２３は、測定光束の光路中に配置され、所定部位上（本実施形態では、眼底上）
で横断方向（ＸＹ方向）に測定光束を走査させるために用いられる。本実施形態において
、走査部２３は、２つのガルバノミラー２３ａ，２３ｂ（第２の光スキャナの一例）の組
み合せからなる（図２参照）。本実施形態において、ガルバノミラー２３ａ，２３ｂは、
駆動部５１によってそれぞれ回転駆動され、駆動部５１に入力される電気信号の強度変化
に応じた振れ角で測定光の向きを変化させる。駆動部５１に入力される電気信号の強度変
化（例えば、電圧の最大値と最小値の差）が大きいほど、大きな振れ角で各ガルバノミラ
ー２３ａ，２３ｂが動作される。なお、一般に、ガルバノミラーは、ＳＬＯ光学系３００
の走査部６４で使用されるレゾナントスキャナと比べてより大きな振れ角で動作すること
が知られている。つまり、本実施形態において、走査部２３は、ＳＬＯ光学系の走査部６
４より走査角度が大きい駆動可能範囲を備えている。また、走査部２３は、被検眼Ｅの瞳
孔共役位置に配置される。この場合、例えば、２つのガルバノミラー２３ａ，２３ｂの中
間点が、瞳孔共役位置に配置されてもよい。本実施形態の走査部２３では、２つのガルバ
ノミラー２３ａ，２３ｂによって測定光の反射角度を任意に調整することによって、眼底
上に走査させる測定光の走査方向を任意に設定できるような構成となっている。よって、
被検眼眼底の任意の領域の断層画像を得ることが可能となる。なお、光ファイバ３８ｂの
端部３９ｂは、被検眼眼底と共役となるように配置される。
【００２９】
　振れ角拡大レンズ２５は、より大きな振れ角で走査部２３を動作させるために配置され
ている。振れ角拡大レンズ２５の詳細については後述する。
【００３０】
　光ファイバ３８ｂの端部３９ｂから出射された測定光は、コリメートレンズ２２によっ
てコリメートされた後、フォーカシングレンズ２４を介して、走査部２３に導かれる。そ
して、測定光は、２つのガルバノミラーの駆動によって反射方向が変えられる。走査部２
３で反射された測定光は、振れ角拡大レンズ２５を通過した後、ダイクロイックミラー４
０で反射される。その後、ダイクロイックミラー９１及び対物レンズ１０を通過して、被
検眼眼底に集光される。測定光は、眼底で反射（および散乱）され、投光光路を逆に辿る
。すなわち、眼底で反射等された測定光は、対物レンズ１０及びダイクロイックミラー９
１を通過して、ダイクロイックミラー４０で反射される。そして、振れ角拡大レンズ２５
、走査部２３、フォーカシングレンズ２４、及びコリメートレンズ２２を介して、光ファ
イバ３８ｂの端部３９ｂに入射する。端部３９ｂに入射した測定光は、光ファイバ３８ｂ
、ファイバーカップラー２６、および、光ファイバ３８ｄを介して、光ファイバ３８ｄの
端部８４ａに達する。
【００３１】
　参照光学系２２０は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッハツェンダタイプで
あっても良い。図１に示す参照光学系２２０の光路には、参照光を出射する光ファイバ３
８ｃの端部３９ｃ、コリメータレンズ２９、参照ミラー３１が配置されている。参照ミラ
ー３１は、参照光の光路長を変化させるために、参照ミラー駆動機構５０により光軸方向
に移動可能な構成となっている。
【００３２】
　光ファイバー３８ｃの端部３９ｃから出射した参照光は、コリメータレンズ２９で平行
光束とされ、参照ミラー３１で反射された後、コリメータレンズ２９により集光されて光
ファイバ３８ｃの端部３９ｃに入射する。端部３９ｃに入射した参照光は、光ファイバ３
８ｃを介して、ファイバーカップラー２６に達する。以上のように、本実施形態では、参
照光学系２２０は、反射光学系が用いられるが、必ずしもこれに限られるものではない。
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例えば、透過光学系によって形成されてもよい。
【００３３】
　そして、前述のように生成される参照光と測定光による眼底反射光とは、ファイバーカ
ップラー２６によって合成され干渉光とされた後、光ファイバ３８ｄを通じて端部８４ａ
から出射される。干渉光は、分光光学系８００（スペクトロメータ部）に入射する。
【００３４】
　分校光学系８００は、周波数毎の干渉信号を得るために干渉光を周波数成分に分光する
。本実施形態において、分光光学系８００は、コリメータレンズ８０、グレーティング（
回折格子）８１、集光レンズ８２、受光素子８３を有する。本実施形態では、受光素子８
３として、赤外域に感度を有する一次元素子（ラインセンサ）が用いられている。
【００３５】
　ここで、端部８４ａから出射された干渉光は、コリメータレンズ８０によって、平行光
とされた後、グレーティング８１によって、周波数成分に分光される。そして、周波数成
分に分光された干渉光は、集光レンズ８２を介して、受光素子８３の受光面に集光する。
これによって、受光素子８３上で干渉縞のスペクトル情報が記録される。そして、そのス
ペクトル情報が制御部７０へと入力され、フーリエ変換を用いて解析することで、被検眼
Ｅの深さ方向における情報（Ａスキャン信号）が計測可能となる。ここで、制御部７０は
、走査部２３により測定光を眼底上で所定の横断方向に走査することにより断層画像を取
得できる。例えば、Ｘ方向もしくはＹ方向に走査することにより、被検眼眼底のＸＺ面も
しくはＹＺ面における断層画像を取得できる（なお、本実施形態においては、このように
測定光を眼底に対して１次元走査し、断層画像を得る方式をＢスキャンとする）。なお、
取得された断層画像は、制御部７０に接続されたメモリ７２に記憶される。さらに、測定
光をＸＹ方向に２次元的に走査することにより、被検眼眼底の３次元画像を取得すること
も可能である。
【００３６】
　＜ＳＬＯ光学系およびＯＣＴ光学系の共通光路＞
　上記説明したように、ＳＬＯ光学系３００およびＯＣＴ光学系２００は、ダイクロイッ
クミラー４０、および対物レンズ１０を共用している。つまり、本実施形態では、ダイク
ロイックミラー４０と、ダイクロイックミラー９１と、対物レンズ１０と、によって、Ｏ
ＣＴ光学系２００およびＳＬＯ光学系３００の共通光路が形成されている。ダイクロイッ
クミラー４０は、本実施形態における光路結合部（光路合成部ともいう）であり、より詳
細には、ＯＣＴ光学系２００の測定光とＳＬＯ光学系３００のレーザー光とを、共通光路
から被検眼Ｅの所定部位に導くために、ＯＣＴ光学系２００およびＳＬＯ光学系３００の
投光光路を結合する。ダイクロイックミラー４０は、測定光源２７から発せられる測定光
（例えば、λ＝８４０ｎｍ付近）を反射し、レーザー光源６１から発せられるレーザー光
（測定光とは異なる波長の光　例えば、λ＝７８０ｎｍ付近）を透過する。これによって
、ダイクロイックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００において、走査部２３を経て被検眼
Ｅに導かれる測定光の光路と、ＳＬＯ光学系３００において、走査部６４を経て被検眼Ｅ
に導かれるレーザー光の光路と、を結合する。その結果、ＯＣＴ光学系２００の測定光軸
Ｌ２とＳＬＯ光学系３００の測定光軸Ｌ１とが、同軸にされる。なお、測定光およびレー
ザー光の波長は、ダイクロイックミラー９１を透過する。詳細は後述するが、本実施形態
において、対物レンズ１０を通過した、ＯＣＴ光学系２００の測定光，および，ＳＬＯ光
学系３００のレーザー光は、測定光軸Ｌ１，Ｌ２上の一点（即ち、旋回点）を通過して、
被検眼Ｅの所定部位へ導かれる。
【００３７】
　＜特徴部分＞
　次に、図２を参照して本実施形態における光学系の特徴部分を詳細に説明する。なお、
図２では、走査部２３および走査部６４のそれぞれから被検眼Ｅまでの間に配置される光
学系のみを図示し、他の部材は図示を省略している。また、ダイクロイックミラー９１に
ついても図示を省略している。また、図２では、光スキャナ（走査部２３，６４）の動作
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に伴って旋回される光線の旋回範囲が、２点鎖線で囲まれる領域として示されている。
【００３８】
　図２に示すように、ＳＬＯ光学系３００は、非テレセントリック光学系にて形成されて
いる。また、本実施形態において、ＳＬＯ光学系３００は、走査部６４とダイクロイック
ミラー４０との間に、レンズを持たない。ここで、対物レンズ１０のパワーは、ＯＣＴ光
学系２００およびＳＬＯ光学系３００がそれぞれ有する走査部２３，６４における振れ角
と、所期する走査範囲との関係に応じて定められる。ここで、本実施形態では、ＳＬＯ光
学系３００の走査部６４において、レゾナントスキャナ６４ａが使用されている。レゾナ
ントスキャナ６４ａは、一般に、ガルバノミラー（例えば、ガルバノミラー２３ａ，２３
ｂ，６４ｂ）において振れ角（走査角度）が小さな駆動可能範囲を備える。このため、本
実施形態において、対物レンズ１０は、レゾナントスキャナ６４ａの振れ角（角度φ）に
応じてパワーが設定されている。例えば、±約３．５°の振れ角でレゾナントスキャナ６
４ａおよびガルバノミラー６４ｂにおけるミラー部の向きが変化する場合において、４２
．４°×４２．４°の正方形の範囲で正面画像を取得するために必要な対物レンズ１０の
レンズパワーは、４０Ｄ程度となる。なお、±約３．５°という振れ角の範囲は、レゾナ
ントスキャナ６４ａの構造上定められる限界の振れ角であってもよい。また、その限界の
振れ角よりも狭い範囲の値であってもよい。例えば、眼底正面画像を取得するフレームレ
ートとの関係で定められる値であってもよい。
【００３９】
　一方、ＯＣＴ光学系２００においても、ＳＬＯ光学系３００と同様に、走査部２３より
も被検眼側の光路は、非テレセントリック光学系にて形成されている。本実施形態におけ
るＯＣＴ光学系２００には、ダイクロイックミラー４０と走査部２３との間の光路に、振
れ角拡大レンズ２５（以下、「レンズ２５」と省略する）が、リレーレンズ系の一例とし
て設けられている。そして、レンズ２５の焦点距離よりもレンズ２５側に、走査部２３（
つまり、第２の光スキャナ）が配置される。また、走査部２３は、さらに、対物レンズ１
０の焦点距離よりも対物レンズ１０側に配置されている。本実施形態において、レンズ２
５は、走査部２３による測定光の振れ角を狭くする作用を有していてもよい。この場合、
走査部２３は、画像取得の際、ＳＬＯ光学系３００の走査部６４よりも広い振れ角にて駆
動されたとしても、レンズ２５によって振れ角が狭くなる。即ち、すなわち、レンズ２５
の中心から離れた位置に走査部２３からの測定光が入射する場合において、レンズ２５を
通過した測定光は、レンズ２５に対して測定光が入射する向きと，レンズ２５の光軸（図
1では、Ｌ２）の向きと，の間の向きに折り曲げられる（尚、レンズ２５を通過した後の
測定光の向きは、レンズ２５に対して測定光が入射する向き，および，レンズ２５の光軸
の向き，とは異なる）。その結果、ＯＣＴ光学系２００における光スキャナの振り角を確
保しやすくなり、所定の画角での画像取得が可能となる。例えば、本実施形態において、
レンズ２５のパワーが２０Ｄ程度である場合には、走査部２３の各ガルバノミラー２３ａ
，２３ｂを、例えば、±約５°の振れ角θで動作させることによって、およそ４０°×４
０°の正方形の範囲から断層画像を取得できるようになる。つまり、ＯＣＴ光学系２００
の走査部２３を、ＳＬＯ光学系３００の走査部６４に対して大きな振れ角で動かすことに
よって、ＳＬＯ光学系３００の撮影画角とほぼ等しい画角から断層画像を取得できる。
【００４０】
　このように、走査部２３の振れ角（振れ幅）がより大きく確保できるようになった結果
として、走査部２３を駆動させる電気信号におけるノイズの影響が抑制される。例えば、
本実施形態の走査部２３は、駆動部５１に入力される電気信号の強度変化（例えば、電圧
の最大値と最小値の差）が大きいほど、大きな振れ角で動作する。そのため、本実施形態
では、ＯＣＴ光学系２００における光スキャナの振り角が確保しやすくなったことに伴い
、より強度変化の大きな電気信号が利用できるので、走査部を駆動するための電気信号に
対するノイズの影響が抑制される（つまり、電気信号において、ノイズによる電気信号の
強度変化が、目立ちにくくなる）。結果、測定光の走査が、精度よく行われやすくなる。
従って、ＯＣＴ光学系２００を用いて良好な断層画像が得られる。つまり、本実施形態で
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は、ＳＬＯ光学系３００の走査部６４の小さな振れ角に応じて対物レンズ１０のパワーが
定められてしまっても、断層画像取得用の走査部２３の振れ角を大きく確保できる。そし
て、結果として、良好な断層画像を取得することが可能となる。
【００４１】
　また、ＳＬＯ光学系の旋回点と、ＯＣＴ光学系の旋回点が一致するように、リレーレン
ズ系による測定光の振れ角の狭小化が行われてもよい。この場合、断層画像と正面画像の
撮影が、同じ作動距離で行われる。よって、例えば、正面画像と断層画像との対応付けが
容易になる。また、断層画像撮影用の測定光と、正面画像撮影用のレーザー光との瞳孔に
よるケラレが生じにくいので、各画像を良好に得ることができる。
【００４２】
　より詳細には、また、本実施形態では、ＯＣＴ光学系２００からの測定光とＳＬＯ光学
系３００のレーザー光との間で、対物レンズ１０に入射される光の光線高さと入射角度と
の関係が、それぞれの光線高さにおいて一致するように、レンズ２５のパワーが設定され
ている。その結果、ＯＣＴ光学系２００を用いた断層画像の撮影と、ＳＬＯ光学系３００
を用いた正面画像の撮影とを、同一の作動距離で行うことができる。つまり、対物レンズ
１０を通過したＯＣＴ光学系２００の測定光，および，ＳＬＯ光学系３００のレーザー光
は、それぞれの走査部２３，６４の動作に伴って、共通の旋回点を中心に旋回される。
【００４３】
　制御部７０は、表示モニタ７５に接続され、その表示画像を制御する。また、制御部７
０には、メモリ（記憶部）７２、各種操作を行うための操作部７４、駆動機構５１、駆動
機構５２、参照ミラー駆動機構５０、駆動機構６３ａ、駆動機構２４ａ、等が接続されて
いる。なお、モニタ７５は、アライメント観察用と撮影画像観察用とが別体に設けられて
いてもよいし、もちろん一つの共用モニタであってもよい。
【００４４】
　＜変容例＞
　以上、実施形態に基づいて説明を行ったが、本開示は、様々な変形が可能である。
【００４５】
　例えば、上記実施形態において、対物レンズ１０は、１枚のレンズからなるレンズ系と
して示したが、複数枚のレンズによって構成されたレンズ系であってもよい。また、振れ
角拡大レンズ２５についても、複数枚のレンズによって構成されたレンズ系であってもよ
い。
【００４６】
　また、上記実施形態では、ＯＣＴ光学系２００の走査部２３として、２つのガルバノミ
ラーの組合せが使用され、ＳＬＯ光学系３００の走査部６４として、レゾナントスキャナ
とガルバノミラーの組合せが使用される場合について説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではない。それぞれの光スキャナは、反射ミラーを用いた他の光スキャナであって
もよいし、光の進行（偏向）方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられても
よい。
【００４７】
　また、上記実施形態において、光路結合部として、ダイクロイックミラー４０を例示し
たが、必ずしもこれに限られるものではない。光路結合部は、ＳＬＯ光学系３００の走査
部６４を経て被検眼Ｅに導かれるレーザー光の光路と、ＯＣＴ光学系２００の走査部２３
を経て被検眼Ｅに導かれる測定光の光路とを結合させることによって、ＳＬＯ光学系３０
０およびＯＣＴ光学系２００の共通光路を形成する構造であればよい。ダイクロイックミ
ラー４０の他には、例えば、ハーフミラー等が、光路結合部として利用され得る。
【符号の説明】
【００４８】
　２３　　　　　　走査部
　２３ａ，２３ｂ　ガルバノミラー
　６４　　　　　　走査部
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　６４ａ　　　　　レゾナントスキャナ
　６４ｂ　　　　　ガルバノミラー
　７０　　　　　　制御部
　２００　　　　　ＯＣＴ光学系
　３００　　　　　ＳＬＯ光学系

【図１】 【図２】
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