
JP 2009-503519 A 2009.1.29

(57)【要約】
　周波数領域光コヒーレンス撮像システムは、光源と、
光検出器と、光源と光検出器との間の光伝送路とを有す
る。光源と光検出器との間の光伝送路は、撮像システム
の実効線幅を低減する。光源は広帯域光源とすることが
でき、光伝送路は周期光フィルタを含むことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　光検出器と、
　撮像システムの実効線幅を低減する前記光源と前記光検出器との間の光伝送路と
　を備える、周波数領域光コヒーレンス撮像システム。
【請求項２】
　前記光源が広帯域光源を含み、前記光伝送路が周期光フィルタを含む請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記広帯域光源が掃引レーザ光源を備える請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記光検出器が複数の光検出器を備え、前記光伝送路が前記光検出器に近接して配置さ
れる空間マスクを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　複数の光検出器が分光計を備え、前記空間マスクが前記分光計内に配置される請求項４
に記載のシステム。
【請求項６】
　前記分光計が同調可能な分光計を備える請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記光源が広帯域光源を備え、前記光伝送路が、光源アームに結合されたポート及び検
出器アームに結合されたポートを含む第１側、及び基準アームに結合されたポート及び試
料アームに結合されたポートを有する第２側を有する光スプリッタと、周期光フィルタと
を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記周期光フィルタが前記光スプリッタと前記光検出器との間の前記検出器アームに配
置される請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記光検出器が第１分光計及び第２分光計を備え、前記周期光フィルタが前記第１分光
計に結合された第１出力及び第２分光計に結合された第２出力を有する請求項８に記載の
システム。
【請求項１０】
　前記周期光フィルタが２のフィネスを有するインターリーバを備える請求項９に記載の
システム。
【請求項１１】
　前記周期光フィルタが２より大きいフィネスを有するインターリーバを備える請求項９
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記周期光フィルタが、前記第１及び第２分光計の画素間隔と実質的に合致する自由ス
ペクトルレンジを有する請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記光検出器が分光計を備え、前記システムがさらに、前記周期光フィルタの複数の出
力を前記分光計に選択的に結合する光スイッチングデバイスを検出器アームに備える請求
項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記周期光フィルタが２のフィネスを有するインターリーバを備え、前記周期フィルタ
の前記複数の出力が、略同一のピーク幅を各々有する第１コーム出力及び第２コーム出力
を備え、前記第２コーム出力が前記周期光フィルタの自由スペクトルレンジの約２分の１
だけ前記第１コーム出力から偏位する請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記周期光フィルタが縦続接続された複数の光フィルタを備え、前記光検出器が第１分
光計及び第２分光計を備え、前記縦続接続された周期光フィルタが前記第１分光計に結合
された第１出力及び第２分光計に結合された第２出力を有する請求項８に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記第１出力が前記縦続接続周期光フィルタの１つからの第１組の出力を備え、前記第
２出力が前記縦続接続周期光フィルタの別の１つからの第２組の出力を備え、前記システ
ムがさらに、前記第１組の出力を前記第１分光計に結合する第１光スイッチングデバイス
と、前記第２組の出力を前記第２分光計に結合する第２光スイッチングデバイスとを備え
る請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記縦続接続周期フィルタが、周期的でありかつ相互に偏位した複数のコームに光信号
入力を分割することによって、前記第１及び第２組の出力を生成するように構成される請
求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１及び第２分光計が、前記縦続接続周期光フィルタの最大自由スペクトルレンジ
と略同一の画素間隔を有する請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記縦続接続周期光フィルタが前記第１又は第２分光計に結合されない少なくとも１つ
の出力を含み、前記システムの画像フォールオフが前記周期光フィルタのうちの最狭帯域
フィルタのフィルタ幅に基づいて決定され、前記システムのフォールオフが前記光検出器
の画素間の最小光間隔に基づいて決定される請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記周期光フィルタが、選択可能な出力波長コームスペクトルを有する同調可能な周期
光フィルタを備える請求項８に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記同調可能な周期光フィルタが選択可能な自由スペクトルレンジ及び／又はフィネス
を有する請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記同調可能な周期光フィルタが、前記システムのための所望の画像レートに基づいて
選択された同調率を有する請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記同調可能な周期光フィルタが、所望の分解能及び／又はフォールオフを達成するよ
うに選択されたスキャンのステップ数を有する請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記広帯域光源が掃引レーザ光源を備える請求項８に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記周期光フィルタが前記光スプリッタと前記光源との間の前記光源アームに配置され
る請求項７に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記周期光フィルタが縦続接続された複数の光フィルタを備える請求項２５に記載のシ
ステム。
【請求項２７】
　前記周期光フィルタが、選択可能な出力波長コームスペクトルを有する同調可能な周期
光フィルタを備える請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記同調可能な周期光フィルタが選択可能な自由スペクトルレンジ及び／又はフィネス
を有する請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記周期光フィルタが第１周期光フィルタを備え、前記システムがさらに第２周期光フ
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ィルタを備え、前記第１周期光フィルタが前記基準アーム又は前記試料アームに配置され
、前記第２周期光フィルタが前記システムの異なるアームに配置される請求項７に記載の
システム。
【請求項３０】
　前記第１及び第２周期光フィルタが、略同一の自由スペクトルレンジ（ＦＳＲ）及び少
なくとも２のフィネスを有するインターリーバであり、前記第１及び第２周期光フィルタ
が前記ＦＳＲの約４分の１だけ偏位する請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記第１及び第２周期光フィルタの少なくとも一方が同調可能な周期光フィルタを備え
る請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記光源が複数の同調可能な光源を備え、前記光検出器が複数の光検出器を備え、その
各々が前記同調可能な光源のそれぞれに前記光伝送路によって光学的に結合される請求項
１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記光伝送路が、前記複数の同調可能な光源を前記システムの光源アームに結合する光
合波器と、前記複数の光検出器を前記システムの検出器アームに結合する光分波器とを含
む請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記光源アーム、前記検出器アーム、前記システムの試料アーム、及び／又は前記シス
テムの基準アーム内の周期光フィルタをさらに備える請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記光源がスーパルミネセンスダイオード光源を備え、前記光検出器が分光計を備え、
その各々が前記スーパルミネセンスダイオード光源によって放射される選択された波長レ
ンジに光学的に結合される請求項１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記光伝送路が、前記スーパルミネセンスダイオード光源を前記システムの光源アーム
に結合する光合波器と、前記分光計を前記システムの検出器アームに結合する光分波器と
を含む請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記光源アーム、前記検出器アーム、前記システムの試料アーム、及び／又は前記シス
テムの基準アーム内の周期光フィルタをさらに備える請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記光源が複数の光源を備え、前記光検出器が複数の光検出器を備え、前記光伝送路が
、光源アームに結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合されたポート及び試
料アームに結合されたポートを有する第２側とを有する光スプリッタと、前記複数の光源
及び光検出器を前記光源アームに結合する光合波器／分波器とを含む請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３９】
　前記複数の光源及び光検出器が複数の光源及び検出器対を備え、前記光伝送路がさらに
、前記光源及び検出器対のそれぞれを前記光合波器／分波器に結合する複数のサーキュレ
ータを備える請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記光源が広帯域光源を備え、前記光検出器が分光計を備え、前記光伝送路が、前記分
光計に結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合されたポート及び試料アーム
に結合されたポートを有する第２側とを有する光スプリッタと、前記試料アーム及び前記
基準アームを前記広帯域光源に結合する周期光フィルタアレンジメントとを含む請求項１
に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記光スプリッタが第１光スプリッタを備え、前記周期光フィルタアレンジメントが、
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前記基準アームに結合された第１周期光フィルタと、前記試料アームに結合された第２周
期光フィルタと、前記広帯域光源に結合されたポートを含む第１側と、前記第１周期光フ
ィルタに結合されたポート及び前記第２周期光フィルタに結合された第２ポートを含む第
２側とを有する第２光スプリッタとを備える請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記第１周期光フィルタ及び前記第１光スプリッタが第１サーキュレータによって前記
基準アームに結合され、前記第２周期光フィルタ及び前記第１光スプリッタが第２サーキ
ュレータによって前記試料アームに結合される請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記光源が異なるタイプの複数の光源を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記光検出器が異なるタイプの複数の光検出器を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項４５】
　光源アームに結合されたポート及び検出器アームに結合されたポートを含む第１側、及
び基準アームに結合されたポート及び試料アームに結合されたポートを有する第２側を有
する光スプリッタと、
　関連付けられた間隔及び線幅を有するコーム出力を生成する前記光源アームに結合され
た光源と、
　前記検出器アームに結合された光検出器であって、撮像システムの実効線幅を低減する
ために前記光源の前記関連付けられた間隔及び線幅に基づいて選択された間隔及び帯域幅
を有する光検出器と
　を備える、周波数領域光コヒーレンス撮像システム。
【請求項４６】
　前記コーム出力を前記光源アームに結合する光合波器をさらに備える請求項４５に記載
のシステム。
【請求項４７】
　前記光源が同調可能な光源を備え、前記コーム出力が同調可能なコーム出力を備える請
求項４５に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記同調可能なコーム出力が選択可能な自由スペクトルレンジ及び／又はフィネスを有
する請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記光源が複数のコーム光源を備え、前記システムが前記コーム光源を前記光源アーム
に結合する光スイッチングデバイスをさらに備える請求項４５に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記光源アーム、前記検出器アーム、前記光伝送路の基準アーム、及び／又は前記光伝
送路の試料アーム内の周期光フィルタをさらに備える請求項４５に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記光源アーム内のサーキュレータをさらに備える請求項４５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[関連出願]
　本出願は、２００５年７月２８日に出願した米国特許仮出願第６０／７０３，３７６号
（代理人整理番号第９５２６－４ＰＲ号）からの優先権を主張し、その開示内容全体を参
照によって本明細書に組み込む。
【０００２】
[発明の分野]
　本発明は撮像システムに関し、さらに詳しくは、光コヒーレンス撮像システムに関する
。
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【背景技術】
【０００３】
　光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を使用する様々な撮像方法が知られている。そ
のようなシステムは、フーリエ領域ＯＣＴ（ＦＤ－ＯＣＴ）及び時間領域ＯＣＴ（ＴＤ－
ＯＣＴ）として特徴付けることができる。ＦＤ－ＯＣＴは一般的に掃引光源（ＳＳ）及び
スペクトル領域（ＳＤ）を含み、ここでＳＤシステムは一般的に、掃引レーザ源及びフォ
トダイオードよりむしろ広帯域光源を分光計と共に使用する。ＴＤシステムは一般的にミ
ラー又は基準光源の経時的な移動に依存し、撮像対象試料から戻ってくる光子にコヒーレ
ンスデプスゲーティング（ｄｅｐｔｈ　ｇａｔｉｎｇ）を提供することによって、撮像深
さを制御する。どちらのシステムも広帯域光源を使用して、深さ方向すなわち軸方向の達
成可能な分解能を決定付ける、低いアグリゲートコヒーレンスを生じる。
【０００４】
　これらの撮像技術は、光学低コヒーレンス反射率測定（ＯＬＣＲ）の一般的分野から派
生している。時間領域技術は特に、光コヒーレンス領域反射率測定から派生している。掃
引光源技術は特に、光周波数領域反射率測定から派生している。スペクトル領域技術は、
「スペクトルレーダ」と呼ばれてきた。
【０００５】
　時間領域システムとは対照的に、ＦＤ－ＯＣＴでは、撮像深さは、物理的にスキャンさ
れるミラーのレンジによってではなく、取得したスペクトル間のフーリエ変換関係によっ
て決定することができ、それにより試料の全ての撮像深さからの光子の同時取得が可能に
なる。特に、ＦＤ－ＯＣＴでは、スペクトルのサンプリング要素間の光周波数間隔を使用
して、撮像深さを制御することができ、より狭いサンプリング間隔から、より深い撮像能
力がもたらされる。
【０００６】
　軸方向の分解能を一般的に制御する全帯域幅、及び撮像深さを一般的に制御するサンプ
リング間隔に加えて、第３のパラメータ、実効サンプリング線幅は、画像の品質を深さの
関数として一般的に制御する。本明細書で使用する場合、「線幅」が指すものは、別段の
指摘が無い限り、実効サンプリング線幅を指す。各サンプリング間隔における実効サンプ
リング線幅が増大すると、実効サンプリングコヒーレンス長が減少し、それは撮像深さ全
体にわたって低下する信号対雑音比の有害なエンベロープを生じることがある。この挙動
は一般的にフォールオフとして知られ、この信号品質のフォールオフを最小化することが
一般的に望ましい。
【発明の開示】
【０００７】
　本発明の実施形態は、光源と、光検出器と、光源と光検出器との間の光伝送路とを有す
る周波数領域光コヒーレンス撮像システムを含む。光源と光検出器との間の光伝送路は、
撮像システムの実効線幅を低減する。光源は広帯域又は低コヒーレンス源とすることがで
き、光伝送路は周期光フィルタを含むことができる。
【０００８】
　他の実施形態では、光検出器は複数の光検出器であり、光伝送路は光検出器に隣接して
配置された空間マスクを含む。複数の光検出器は分光計とすることができ、空間マスクは
分光計に配置することができる。分光計は同調可能な分光計とすることができる。
【０００９】
　さらなる実施形態では、光源は広帯域光源であり、光伝送路は、光源アームに結合され
たポート及び検出器アームに結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合された
ポート及び試料アームに結合されたポートを有する第２側とを有する光スプリッタを含む
。光伝送路はさらに周期光フィルタを含む。周期光フィルタは、光スプリッタと光検出器
との間の検出器アームに配置することができる。光検出器は第１分光計及び第２分光計と
することができ、周期光フィルタは、第１分光計に結合された第１出力及び第２分光計に
結合された第２出力を有することができる。周期光フィルタは、２又は２より大きいフィ
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ネスを有するインターリーバとすることができる。周期光フィルタは、第１及び第２分光
計の画素間隔と実質的に合致する自由スペクトルレンジを有することができる。
【００１０】
　他の実施形態では、光検出器は分光計であり、システムはさらに、周期光フィルタの複
数の出力を分光計に選択的に結合する光スイッチングデバイスを検出器に含む。周期光フ
ィルタは２のフィネスを有するインターリーバとすることができ、周期フィルタの複数の
出力は、各々略同一のピーク幅を有する第１コーム出力及び第２コーム出力とすることが
でき、第２コーム出力は第１コーム出力から周期光フィルタの自由スペクトルレンジの約
２分の１だけ偏位することができる。
【００１１】
　さらに別の実施形態では、周期光フィルタは縦続接された複数の光フィルタであり、光
検出器は第１分光計及び第２分光計である。縦続接続周期光フィルタは、第１分光計に結
合された第１出力、及び第２分光計に結合された第２出力を有する。第１出力は、縦続接
続周期光フィルタの１つからの第１組の出力とすることができ、第２出力は、別の縦続接
続周期光フィルタからの第２組の出力とすることができる。システムはさらに、第１組の
出力を第１分光計に結合する第１光スイッチングデバイスと、第２組の出力を第２分光計
に結合する第２光スイッチングデバイスとを含むことができる。縦続接続周期フィルタは
、周期的でありかつ相互に偏位される複数のコームに光信号入力を分割することによって
、第１及び第２組の出力を生成するように構成することができる。第１及び第２分光計は
、縦続接続周期光フィルタの最大自由スペクトルレンジと略同一の画素間隔を有すること
ができる。縦続接続周期光フィルタは、第１又は第２分光計に結合されない少なくとも１
つの出力を含むことができ、システムの画像フォールオフは、最狭帯域の周期光フィルタ
のフィルタ幅に基づいて決定することができ、システムのフォールオフは、光検出器の画
素間の最小光間隔に基づいて決定することができる。
【００１２】
　他の実施形態では、周期光フィルタは、選択可能な出力波長コームスペクトルを有する
同調可能な周期光フィルタである。同調可能な周期光フィルタは、選択可能な自由スペク
トルレンジ及び／又はフィネスを有することができる。同調可能な周期光フィルタは、シ
ステムの所望の画像レートに基づいて選択される同調率を有することができる。同調可能
な周期光フィルタは、所望の分解能及び／又はフォールオフをもたらすように選択された
、スキャンステップ数を有することができる。
【００１３】
　さらなる実施形態では、周期光フィルタは、光スプリッタと光源との間の光源アームに
配置される。
【００１４】
　さらに他の実施形態では、システムはさらに、第２周期光フィルタを含む。第１周期光
フィルタは基準アーム又は試料アームに配置され、第２周期光フィルタは、システムの異
なるアームに配置される。周期光フィルタは、略同一の自由スペクトルレンジ（ＦＳＲ）
及び少なくとも２のフィネスを有するインターリーバとすることができ、周期光フィルタ
はＦＳＲの約４分の１だけ偏位することができる。周期光フィルタは一方又は両方とも、
同調可能な周期光フィルタとすることができる。
【００１５】
　他の実施形態では、光源は複数の同調可能な光源であり、光検出器は、光伝送路によっ
て同調可能な光源のそれぞれに各々が光学的に結合される複数の光検出器である。光伝送
路は、複数の同調可能な光源をシステムの光源アームに結合する光合波器と、複数の光検
出器をシステムの検出器アームに結合する光分波器とを含むことができる。周期光フィル
タは、該光源アーム、該検出器アーム、システムの試料アーム、及び／又はシステムの基
準アームに設けることができる。
【００１６】
　さらなる実施形態では、光源はスーパルミネセンスダイオード光源を含み、光検出器は
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、スーパルミネセンスダイオード光源によって放射される選択された波長レンジに各々が
光学的に結合される分光計である。光伝送路は、スーパルミネセンスダイオード光源をシ
ステムの光源アームに結合する光合波器と、分光計をシステムの検出器アームに結合する
光分波器とを含むことができる。周期光フィルタは、該光源アーム、該検出器アーム、シ
ステムの試料アーム、及び／又はシステムの基準アームに設けることができる。
【００１７】
　他の実施形態では、光源は複数の光源を含み、光検出器は複数の光検出器を含む。光伝
送路は、光源アームに結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合されたポート
及び試料アームに結合されたポートを有する第２側とを有する光スプリッタ、ならびに該
複数の光源及び光検出器を光源アームに結合する光合波器／分波器を含む。複数の光源及
び光検出器は、複数の光源及び検出器対とすることができ、光伝送路はさらに、光源及び
検出器対のそれぞれを光合波器／分波器に結合する複数のサーキュレータを含むことがで
きる。
【００１８】
　さらなる実施形態では、光源は広帯域光源であり、光検出器は分光計である。光伝送路
は、分光計に結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合されたポート及び試料
アームに結合されたポートを有する第２側とを有する光スプリッタ、ならびに試料アーム
及び基準アームを広帯域光源に結合する周期光フィルタアレンジメントを含む。光スプリ
ッタは第１光スプリッタとすることができ、周期光フィルタアレンジメントは、基準アー
ムに結合された第１周期光フィルタと、試料アームに結合された第２周期光フィルタとを
含むことができる。広帯域光源に結合されたポートを含む第１側と、第１周期光フィルタ
に結合されたポート及び第２周期光フィルタに結合された第２ポートを含む第２側とを有
する第２光スプリッタを設けることができる。第１周期光フィルタ及び第１光スプリッタ
は、第１サーキュレータによって基準アームに結合することができ、第２周期光フィルタ
及び第１光スプリッタは第２サーキュレータによって試料アームに結合することができる
。
【００１９】
　さらに別の実施形態では、光コヒーレンス撮像システムは、光スプリッタと、光源と、
光検出器とを含む。光スプリッタは、光源アームに結合されたポート及び検出器アームに
結合されたポートを含む第１側と、基準アームに結合されたポート及び試料アームに結合
されたポートを有する第２側とを有する。光源は光源アームに結合され、関連付けられた
間隔及び線幅を有するコーム出力を生成する。光検出器は検出器アームに結合される。光
検出器は、撮像システムの実効線幅を低減するために、光源の関連付けられた間隔及び線
幅に基づいて選択される間隔及び帯域幅を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の特定の例示的実施形態について、ここで、添付の図面を参照して記載する。し
かし、本発明は多くの異なる形態で具現することができ、本明細書に記載する実施形態に
限定されると解釈すべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が充分かつ完
全になり、本発明の範囲を当業者に充分に伝えるために提示するものである。添付の図面
に示す特定の例示的実施形態の詳細な説明で使用する専門用語は、本発明の限定を意図す
るものではない。図面では、同様の番号は同様の要素を指している。
【００２１】
　本明細書で使用する場合、単数形の「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、明示的な別
段の指摘が無い限り、複数形も含むと意図される。さらに、用語「含む」、「備える」、
「含め」及び／又は「備え」は、本明細書で使用する場合、明記する特徴、整数、ステッ
プ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を指摘するものであっても、１つ以上の他の
特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又はそれらの群の存在又は追加を
排除するものではないことは理解される。要素が別の要素に「接続され」又は「結合され
る」と言う場合、それは他の要素に直接接続又は結合することができるか、あるいは介在
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する要素が存在することができることを理解されたい。さらに、「接続された」又は「結
合された」とは、本明細書で使用する場合、ワイヤレスで接続又は結合されることを含む
ことができる。本明細書で使用する場合、用語「及び／又は」は、関連列挙項目の１つ以
上のいずれか又は全ての組合せを含む。
【００２２】
　特に定義しない限り、本明細書で使用する全ての用語は（科学技術用語を含めて）、本
発明が属する当業者によって一般的に理解されているのと同じ意味を有する。さらに、一
般的に使用される辞書に定義されているような用語は、関連技術及び本明細書の文脈でそ
れらの意味と矛盾しない意味を有するものと解釈すべきであり、本明細書で明示的に定義
しない限り、理想化された意味又は過度に形式的な意味に解釈されないことを理解された
い。
【００２３】
　本発明の一部の実施形態は、画像分解能を高め、画像深度を増大し、かつ／又は画像フ
ォールオフを低減することのできる１つ以上の光フィルタリング装置を使用する、ＯＣＴ
のための光学システム（エンジン）を提供する。フィルタは、各々の個別検出器がいかな
る瞬間でも１つの線幅管理された光源試料を観察することを確実にすること、スペクトル
のどの部分を分光計によって観察するかを選択すること、及び任意の分光計内部の各画素
によって観察される帯域幅を成形することを含む、幾つかの機能を果たすことができる。
一部の実施形態でフィルタリングを追加する利点として、本質的に優れた画像品質、より
安価な部品による性能の改善、実効サンプリング線幅を狭めることによるフォールオフの
改善、より長い波長にまたがる複数の光源によって可能になるシステムの分解能の向上、
及び掃引光源又は各々データを取得する複数の分光計に対しスキャン範囲を短縮すること
を可能にする、並列データ取得のさらなる利点に基づく撮像速度の向上を挙げることがで
きる。
【００２４】
　本発明の一部の実施形態では、光フィルタは、それ以外では従来型のＯＣＴエンジンに
追加される。光フィルタは、波長、波動モード、及び／又は偏光を含む光の物理的特性に
基づいて、光を選択的に通過させる装置である。光フィルタの例として、薄膜フィルタ、
ファイバブラッグ格子、ダイクロイックフィルタ、アレイ導波路フィルタ、ファブリ－ペ
ローフィルタ、エシェル格子、インターリーバ、バルク回折格子などが挙げられる。これ
らの装置は、ＪＤＳＵ及びＢｏｏｋｈａｍのような大手の光学機器製造販売業者を含む、
多数の会社から市販されている。
【００２５】
　光フィルタは、１つの入力と１つの波長帯域を分離する２つの出力とを有する１型のフ
ィルタ、１つの入力と複数の波長帯域を分離する複数の出力とを有する２型のフィルタ、
及び１つの入力と波長を周期的に分離する２つの出力とを有する３型のフィルタを含む、
幾つかのカテゴリに分類することができる。１型は薄膜フィルタ、ダイクロイックフィル
タ、及びファイバブラッグ格子（サーキュレータ付き）を含む。これらのフィルタは一般
的に、特定の波長を波長群に追加したり、そこから除去するのに有用である。これらのフ
ィルタを縦続接続することによって、複数の波長を組み合わせるか、あるいは分割するこ
とができるが、挿入損失がカスケードの性能を限定し得る。
【００２６】
　２型のフィルタはアレイ導波路（ＡＷＧ）、エシェル格子、及びバルク回折格子を含む
。これらのフィルタは一般的に入力光を多くの波長群に分割し、各群がそれ自体の出力ポ
ートを有する。これらのフィルタは一般的に、ここで、入手可能な最高８０までのポート
数により、多くの波長を組み合わせたり、分離するのに有用であり、１０８０までのポー
ト数がこれまで報告されている。分光計はこの同じ原理をバルク回折格子と共に使用して
、出力ポートのアレイの代わりに、フォトダイオードのアレイ全体にわたってスペクトル
を拡散させる。
【００２７】



(10) JP 2009-503519 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

　３型のフィルタは、均等間隔の波長を１つのポートから外に通過させ、残りの全ての光
を他のポートから外に通過させる周期フィルタである。例としてファブリ－ペローフィル
タ及びインターリーバが挙げられる。広範囲の波長間隔及びフィネスを有するこれらの装
置を作製することが可能である。電気通信業界で利用可能なインターリーバは一般的に、
１５５０ｎｍの電気通信ウィンドウ（０．２ｎｍ～１．６ｎｍ）で、２のフィネス及び２
００ＧＨｚから２５ＧＨｚまでの範囲の周期性を有する。
【００２８】
　また、本発明の一部の実施形態には光スイッチングデバイス（又は光スイッチ）も含ま
れる。移動ミラー又はプリズムに基づく機械式スイッチ、超小型電子機械式システム（Ｍ
ＥＭＳ）に基づくミラースイッチ、移動ファイバスイッチ、漏れ内部全反射（ＦＴＩＲ）
スイッチ、ニオブ酸リチウム変調器のような相変化に基づくスイッチ、及び熱的効果に基
づくスイッチを含むが、それらに限定されない、光スイッチの多数の技術実現を使用する
ことができる。スイッチの関連パラメータとして、スイッチの挿入損失及びスイッチング
時間が挙げられる。
【００２９】
　本発明の一部の実施形態について、ここで、図１～１４の略ブロック図を参照しながら
説明する。最初に図１の実施形態を参照すると、周期光フィルタ（ＰＯＦ）１０８が検出
器アーム（経路）１０３に設けられ、ＰＯＦ　１０８の特性によって制御される関連間隔
及び幅を有する２つのコームにスペクトルを分割する。２のフィネスを有する典型的なイ
ンターリーバをＰＯＦ　１０８として使用した場合には、略均一なピーク幅を有し、ＰＯ
Ｆ　１０８の自由スペクトルレンジの２分の１だけ偏位する、２つの出力コームがある。
波長コームの一方は分光計１０９に進み、偏位波長コームは分光計１１０に進む。全帯域
幅の半分未満をＰＯＦの１つの出力に、かつ全帯域幅の半分以上をＰＯＦの他の出力に進
ませる他のＰＯＦを使用することができる。
【００３０】
　また、図１の実施形態には、光源アーム１０２を経て偏光ビームスプリッタ（カプラ）
１０１に光源を提供する低コヒーレント光源１００も示されている。しかし、一部の実施
形態では、コーム光源を光源１００として使用することができ、かつ周期光フィルタ１０
８を省くことができることは理解される。スプリッタ１０１は光源の光を、基準アーム１
０４を経てミラーのような基準１０６に提供すると共に、試料アーム１０５を経て、図１
にヒトの目として概略的に示される試料１０７に提供する。検出器アーム１０３は周期光
フィルタ１０８をスプリッタ１０１に結合する。
【００３１】
　一部の実施形態では、分光計１０９及び１１０は同一とすることができるが、必ずしも
そうする必要はない。一部の実施形態では、分光計内部の画素には、ＰＯＦ無しで見える
波長の２分の１だけが照射される。換言すると、ＰＯＦ　１０８の自由スペクトルレンジ
（ＦＳＲ）は、分光計１０９及び１１０の画素間隔、例えばサンプリング間隔と合致、又
はほぼ合致する。
【００３２】
　分光計の最も一般的な設計では通常、結果的に画素が均等な波長間隔に配置されるが、
典型的なＰＯＦは均等な周波数間隔になる。これは、分光計からのデータが一般的に、Ｏ
ＣＴエンジンによるさらなる処理の前に、波長間隔から周波数間隔に再サンプリングされ
ることを前提として有利である。しかし、一部の実施形態では、ＰＯＦ　１０８が均等な
波長間隔に構成され、分光計１０９及び１１０は、例えば画素間隔をチャーピングするか
あるいは分光計内部に追加的な補正光学素子を使用することによって、均等な周波数間隔
に構成される。
【００３３】
　各画素のこの部分照射は画素の実効取得線幅を低減することができ、それはフォールオ
フを低下させる。インターリーバがＰＯＦ　１０８に使用される本発明の一部の実施形態
では、使用する分光計が１つか２つかに関係なく、分光計の各画素の半分が照射され、フ
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ォールオフは２分の１に減少することができる。両方の分光計が使用される場合、サンプ
リング間隔は事実上２分の１に減少し、それは試料の全撮像深さを倍増することにもなる
。
【００３４】
　図２に示す実施形態は同様にＰＯＦ　１０８を使用するが、２つの分光計１０９、１１
０の代わりに、単一の分光計１１１及び光スイッチングデバイス１２０が使用される。こ
れは、フォールオフが２分の１に低減することができ、深さが２倍に増大することができ
るという点で、図１に示した構成と同じ利点を有するが、１つの分光計を使用するだけで
そうなるのである。典型的な実現では、分光計１１１はシステムのコストのかなりの部分
に相当し得、光スイッチングデバイス１２０はより安価であり得る。光スイッチングデバ
イス１２０は、分光計１１１が依然として所与の時間にスペクトル数の２倍の回数計測す
るのに充分な速度で切替えを行なうように、かつ反対側の入力から漏出する光が分光計１
１１の有意のノイズ源にならない充分な消光比を光スイッチングデバイス１２０が有する
ように、選択することができる。
【００３５】
　図３に示す実施形態は、図１及び２に関連して前述した両方の実施形態の態様を含む。
図３の実施形態では、複数のＰＯＦ　１３０、１３１、及び１３２が分光計１３５及び１
３６の組合せと共に使用され、任意選択的に、１つ以上の光スイッチングデバイス１３３
及び１３４も含むことができる。少なくとも１つの分光計が図３の実施形態で使用される
が、光スイッチングデバイスの個数は零から複数個の範囲とすることができる。縦続接続
されたＰＯＦ　１３０、１３１、及び１３２はスペクトルを複数のコームに分割し、コー
ムの各々は周期的であり、相互に他のコームから偏位する。一部の実施形態では、ＰＯＦ
　１３０は、ＰＯＦ　１３１及び１３２のＦＳＲの２分の１のＦＳＲを有し、全てのＰＯ
Ｆが２のフィネスを有する。そのような実施形態は、入射スペクトルを４つのスペクトル
に分割することができ、各スペクトルの間隔はＰＯＦ　１３１及び１３２のＦＳＲに等し
く、ピーク幅はＰＯＦ　１３１及び１３２によって決定される。ＰＯＦの順序付けは、一
部の実施形態では、各経路に存在する各自由スペクトルレンジのフィルタにより変化させ
ることができる。
【００３６】
　ひとたび波長が複数のコームに分割されると、それらは分光計１３５及び１３６に進む
か、あるいは光スイッチングデバイス１３３及び１３４を介して分光計１３５及び１３６
に進む。一部の実施形態では、分光計１３５及び１３６は、ＰＯＦの最大自由スペクトル
レンジに等しい画素間隔を有する。光スイッチングデバイス１３３及び１３４は３つ以上
の入力及び１つの出力を有することができることに留意されたい。例えば、ＰＯＦのＭ個
の出力をＮ個の分光計に接続するために、Ｍ×Ｎ光スイッチングデバイスを使用すること
ができる。他の実施形態では、光スイッチングデバイスは含まれず、ＰＯＦ　１３０、１
３１、１３２の出力は分光計１３５、１３６に直接接続される。
【００３７】
　ＰＯＦの出力は全部を使用しなくてもよく、画像フォールオフは最狭帯域ＰＯＦのフィ
ルタ幅によって決定され、画像深度は、分光計の個数に依存する実効サンプリング間隔に
よって設定される。一部の実施形態では、アップグレード可能なシステムが提供され、１
つ以上のＰＯＦ及び１つ以上の分光計及び１つ以上の光スイッチングデバイスが第１日に
インストールされ、ユーザ要件が変化するにつれて、特定の用途にどのような構成が選択
されようとも、それに追加的なＰＯＦ、光スイッチングデバイス、及び／又は分光計を加
えることができる。
【００３８】
　図４の実施形態は、図１に関連して記載したものと同様であるが、同調可能なＰＯＦ　
１３７が追加されている。同調可能なＰＯＦとは、特定の出力の波長コームスペクトルを
、何らかの制御方法によって周波数偏移させることのできるＰＯＦである。複数の分光計
を使用することができるが、一部の実施形態は、図４に示すように１つの分光計１０９を
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含むだけである。ＰＯＦ　１３７はインターリーバ、ファブリ－ペロー共振器、又は他の
ＰＯＦとすることができ、機械的、電気的、又は光学的なものを含む、様々な手段によっ
て同調可能にすることができる。一部の実施形態では、スペクトルの偏移に加えて、共振
器の自由スペクトルレンジ及びフィネスを偏移させることができる。
【００３９】
　一部の実施形態では、ＰＯＦ　１３７は、光学エンジンの所望の画像レートをサポート
するのに充分なレートで分光計１０９がスペクトルを取得することを可能にする、充分な
速さで同調するように構成される。一部の実施形態では、同調可能なＰＯＦ　１３７は、
ＰＯＦ、光スイッチ、及び分光計の前述の組合せと同じ結果を得ることができるが、柔軟
性を高めることができる。同調可能なＰＯＦの使用は一般的に、分光計の個数と画像を取
得するのにかかる時間との間のトレードオフを含む。換言すると、複数の分光計の場合と
同じ結果を、１つの分光計でも達成することができるが、全スペクトルを収集するのに長
い時間を要し得る。図４の実施形態は、１つだけの分光計としてより高いＰＯＦのフィネ
スにスケーリングすることが容易であり、光スイッチは使用されない。画像収集レート対
画像分解能のトレードオフの実時間制御も達成することができる。
【００４０】
　ＰＯＦスキャンのステップ数を変化（増加）させることによって、分解能を高め、かつ
フォールオフを低下させることができる。高速スキャン時間を希望する場合、ＰＯＦスキ
ャンのステップ数を低減することができる。この手法を、図１～１０の実施形態について
記載したアーキテクチャと共に使用して、１つ以上のＰＯＦが同調可能であり、分光計の
個数を１から多数まで変化させることができ、かつ光スイッチの個数を０から多数まで変
化させることのできるシステムを提供することもできる。
【００４１】
　ここで、図５Ａの実施形態を参照すると、ＰＯＦ　１４２は低コヒーレンス光源１００
からの光源アーム１４０、１４１に配置される。この配置は図４の実施形態に関連して記
載したものと同様の利点をもたらすことができるが、ＰＯＦ　１４２がスプリッタ１０１
より前にあるので、基準アーム１０４及び試料アーム１０５に入射するパワーを低減する
ことができる。図４の実施形態では、常に全波長が基準１０６及び試料１０７に入射する
ことができるが、いつでも波長の一部分だけがＰＯＦ　１３７を通過し、分光計１０９に
入射することができる。網膜スキャンのためにヒトの目のような試料１０７にどれだけの
パワーを入射すべきかに制限がある場合、ＰＯＦ　１３７を経て分光計１０９に進まない
パワーは無駄になる。図５Ａの実施形態の場合、試料１０７からスプリッタ１０１を経て
分光計経路（検出器アーム）１０３に戻る全てのパワーが分光計１４３に入射することが
できる。さらに、図５のＰＯＦ　１４２は同調可能又は固定ＰＯＦとすることができるこ
とは理解される。
【００４２】
　図５Ａの実施形態の変形を図５Ｂに示す。ここではコーム光源１４５が、図５Ａに示す
低コヒーレンス光源１００と周期光フィルタ１４２にとって代わる。図５Ｂの実施形態は
、異なる組の光源を使用しながら、図５Ａの実施形態と実質的に同じ利点をもたらすこと
ができる。コーム光源１４５は１組の波長１～Ｎを提供し、そこには各組の波長間の間隔
、及び各波長に関連付けられる線幅がある。一部の実施形態では、波長間の間隔は、波長
又は波数でチャーピングして、波長一定、波数又は周波数一定とすることができ、かつ／
又は他の間隔を有することができる。コーム光源を作製するには、マルチモードもしくは
マルチラインレーザ、内部フィルタリング及び／もしくはフィードバック付き広帯域光源
、ならびに／又は他の非線形光学デバイスを含むがそれらに限定されない、様々な方法が
ある。
【００４３】
　ここで、図６の実施形態を参照すると、前述したフィルタリング及び同調性を分光計１
５０の内部に移動させることができる。これは、例えば図３の実施形態と同じ機能性を提
供することができるが、ＯＣＴ撮像システム内の装置の個数及びシステムのコストを低減
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しながら、そうすることができる。分光計１５０は入力源１５４、幾つかの入力又は平行
光学素子１５５、分散素子１５６、及びフォトダイオードアレイ１５１を含むことができ
る。
【００４４】
　図６の実施形態に示すように、フィルタリングは、フォトダイオードアレイ１５１の画
素に入射する光１５３を制限する、空間マスク１５２の形で分光計１５０に追加される。
マスク１５２は波長が周期的になるように構成することができ、かつ／又は周波数が周期
的になるようにチャーピングすることができる。空間マスク１５２の穴の大きさは、照射
される各画素の百分率を制御するように指定することができる。これは、画像のフォール
オフのレートを制御するために使用することができる。
【００４５】
　さらに、図６の実施形態の分光計は、例えば、平行光学素子１５５、回折素子１５６、
空間マスク１５２、及び／又はフォトダイオード１５１を移動させることによって、同調
可能な分光計として実現することもできる。可動ミラー又はプリズムのような追加光学素
子を加え、かつ／又は分光計内部のガスの温度及び／又は圧力を変化させることによって
分光計１５０の実効屈折率を変化させることを含む、他の同調可能な実施形態を提供する
ことができる。
【００４６】
　さらなる実施形態を図７の略ブロック図に示す。図７の実施形態に示すように、少なく
とも２つのＰＯＦ　１６０及び１６５が、スプリッタ１０１に結合された異なるアーム１
０３及び１０４で使用される。ＰＯＦ　１６５の少なくとも１つは、干渉計（光学エンジ
ン）の基準アーム１０４（図７に示すように）又は試料アーム１０５のいずれかにあり、
第２ＰＯＦ　１６０は、ＰＯＦ　１６５によって使用されていない他の３つのアーム１０
２、１０３、及び１０５のいずれかに置くことができる。２つのＰＯＦ　１６０及び１６
５を相互に偏位させることによって、コームの実効帯域幅を、ＰＯＦ　１６０及び１６５
両方の帯域幅未満に低減させることができる。１例として、同じＦＳＲ及び２のフィネス
を有する２つのインターリーバ（ＰＯＦ）をＦＳＲの４分の１だけ偏位させて、インター
リーバの幅の２分の１である実効フィルタ幅を達成することができる。この結果、干渉計
の基準アーム１０４及び試料アーム１０５の両方に存在する波長にだけ、分光計１６１の
干渉が発生するようになる。
【００４７】
　図７の構成を同調可能なＰＯＦの使用と組み合わせることによって、実効フィネスが容
易に制御される装置を設けることができる。下述する図９の実施形態は一般的にこの特徴
を取り扱っているが、フィネスが調整可能なＰＯＦを作製することは、出力コームの波長
が同調可能なＰＯＦを作製するより難しい。図７の実施形態でＰＯＦ　１６５及び１６０
両方の出力コームを同調させることによって、分光計１６１の各フォトダイオード上の光
の位置及び波長の幅を制御することができる。これは、画像のフォールオフのレート及び
画像深度の制御を可能にすることができる。分光計１６１のフォトダイオード上のパワー
の量と、画像のために充分なデータを蓄積するために要する時間との間のトレードオフを
行なうことができる。
【００４８】
　また、図７の実施形態には、ＰＯＦ　１６０、１６５それぞれの追加ポートに接続する
ことのできる任意選択的追加装置１６２及び１６４も概略的に示されている。これらの追
加ポートは何にも接続されないかもしれないが、これらの追加ポートに照らして情報が得
られる。したがって、例えば追加的分光計１６２をＰＯＦ　１６０に結合することができ
、パワー又は他のスペクトルモニタ装置１６４をＰＯＦ　１６５に結合することができる
。
【００４９】
　また、図７には、破線グラフ及び実線グラフも示されている。実線は、一部の実施形態
に係る第１ＰＯＦ　１６５の通過帯域の形状を表わし、破線は第２ＰＯＦ　１６０の通過
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帯域の形状を表わす。複合通過帯域（又はオーバラップ）は、どちらのＰＯＦでも単独の
場合より狭幅のピークになり得る。そのような狭幅の線は望ましいが、ＰＯＦのコスト及
び複雑さは一般的に、線の幅の狭さと共に増大する。したがって、２ＰＯＦの設計は、よ
り低いコストで狭幅の線を達成することができる。また、一方又は両方のＰＯＦが同調可
能である場合には、一部の実施形態では、光学エンジンの特定の用途に基づいて決定され
るやり方で、オーバラップを調整することができる。
【００５０】
　さらなる実施形態を図８の略ブロック図に示す。図８の実施形態では、各ＰＯＦ　１７
１及び１７７の１回だけの通過が使用される。図８に示すように、ＰＯＦ　１７１及び１
７７はサーキュレータ１７２及び１７５と共に使用されるので、低コヒーレンス光源１０
０からの光は、第１カプラスプリッタ１０１を経てＰＯＦ　１７１及び１７７を通過し、
基準１０６及び試料１０７から戻る光は、ＰＯＦ　１７１及び１７７を帰路で再度通過せ
ず、サーキュレータ１７２及び１７５によって光学的接続１７６及び１７９上の第２カプ
ラスプリッタ１８０、及びしたがって分光計１７０に迂回される。これは、ＰＯＦ　１７
１及び１７７が特にサーキュレータ１７２及び１７５と比較して高い挿入損失を有する場
合に望ましい。図７の実施形態に存在する広範囲の波長にわたる維持可能性の様々な態様
は、図８の実施形態でも使用することができる。
【００５１】
　また、図８の実施形態には、ＰＯＦ　１７１及び１７７それぞれの追加ポートに接続す
ることのできる任意選択的追加装置１７３及び１７８も概略的に示されている。これらの
追加ポートは何にも接続されないかもしれないが、これらの追加ポートに照らして情報が
得られる。
【００５２】
　図９の実施形態は、１つ以上の光合波器及び分波器を光フィルタとして含む。複数の光
源２００、２０１、及び２０２は光合波器２０６によって、光学エンジン（干渉計）の光
源アーム１０２のシングルファイバに合波されて、スーパ光源をもたらし、次いで検出器
アーム１０３の光分波器２０７によって複数の検出器２０３、２０４、及び２０５に分波
される。合波器２０６はアレイ導波路（ＡＷＧ）、縦続接続薄膜フィルタ、ファイバブラ
ッグ格子、パワーカプラ、及び／又は類似物とすることができる。分波器２０７は、一部
の実施形態では、単純なスプリッタを使用するというよりむしろ、何らかの波長弁別能力
を有する。
【００５３】
　光源は、検出器付き同調可能レーザ（図９に示すように）、及び／又は検出側に分光計
を組み合わせたスーパルミネセンスダイオード光源とすることができる。光源（掃引又は
広帯域のいずれか）及び検出器（個別又は分光計内にある）の個数は合致する必要は無い
が、一部の実施形態では、いずれの検出器も、アレイの個別検出器及び／又は分光計の一
部のいずれであろうと、１つの光源だけの光、又は１つの波長だけの光を観察する。
【００５４】
　前述のように、検出器によって観察される実効波長分散は、画像フォールオフのレート
を決定することができる。実効波長分散は光源（狭帯域掃引光源レーザ）によって、又は
システムにおけるフィルタリングによって設定することができる。この手法により、前述
のＰＯＦ構成のいずれかを使用することもできる。ＰＯＦは、光源アーム１０２、基準ア
ーム１０４、試料アーム１０５、検出器アーム１０３、又はそれらの組合せに追加するこ
とができる。ＰＯＦのいずれか及び全部を、２００、２０１及び２０２によって与えられ
る光源及び検出器２０３、２０４及び２０５と同様に、同調可能とすることができる。
【００５５】
　図１０に示すように、さらなる実施形態は上記の図９の実施形態の説明と同様であるが
、光合波器及び分波器２０６及び２０７の代わりに、１組のサーキュレータ２１８、２１
９、及び２２０、ならびに光合波器／分波器２１６を使用する。各サーキュレータ２１８
、２１９、及び２２０は、関連光源２１０、２１２、及び２１４、ならびに関連検出器２
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１１、２１３、及び２１５に結合される。この相違は、サーキュレータ対光合波器又は分
波器のコスト、及び合波器及び分波器を同一とする潜在的要件に基づいて、設計の選択に
柔軟性をもたらすことができる。
【００５６】
　また、図１０には、スプリッタ／カプラ１０１の追加ポートに接続することのできる任
意選択的追加装置２１７も概略的に示されている。この追加ポートは何にも接続されない
かもしれないが、この追加ポートに照らして情報が得られる。
【００５７】
　図５Ａの実施形態と同様であるが、図５Ａに示すように分光計１４３付きの広帯域又は
低コヒーレンス光源１００を使用する代わりに、掃引レーザ光源３００が１つ以上のフォ
トダイオード３２０と共に使用される、さらなる実施形態を図１１に示す。図１１の実施
形態は、システムの実現に使用することのできる新しい組の光源を提供しながら、実効線
幅を制御したり試料に対する光出力を最小化するなど、図５Ａの実施形態と実質的に同じ
利点をもたらすことができる。ＰＯＦ３１０を使用することによって、システムが依然と
してＰＯＦ３１０の線幅の実効線幅特性を有する一方で、レーザの線幅をおおよそＰＯＦ
３１０の自由スペクトルレンジ（間隔）（ＦＳＲ）に拡大することができる。
【００５８】
　図１２の実施形態は、図１１の実施形態と同様である。しかし、図１２は掃引レーザ光
源３００を、光源アーム１４１ではなく、検出器アーム１０３のＰＯＦ３１１と共に使用
する。ＰＯＦ３１１は１つ以上のフォトダイオード３２０、３２１に接続することができ
る。図１２の実施形態は、ＰＯＦ３１１の２つ以上のポートから光を取得することによっ
て、撮像深さを増大する能力を提供しながら、光源の実効線幅を制御することができると
いう点で、図１１の実施形態と実質的に同じ利点を有することができる。
【００５９】
　図１３は、複数のＳＬＤ４００、４０１が合波器４２０によって合波され、向上した特
性、例えばより広幅の全帯域幅を有することができる光源が形成される、さらなる実施形
態を示す。同様に、分波器４２１によって一緒に接続される１つ以上の分光計４１０、４
１１を検出器アームで使用することができる。図１３の実施形態では、合波器４２０及び
分波器４２１は、様々なポートからの光を波長に基づいて結合したり分離することができ
、かつ／又は単純にパワーに基づいて光を混合するカプラ、及び／又は光を結合したり分
離するための他の装置とすることができる。合波器４２０及び分波器４２１はまたＰＯＦ
の性質を有することもでき、分光計４１０、４１１内の検出器の１つ以上に対して実効線
幅が変更される。一部の実施形態では、光源アーム１０２及び／又は基準アーム１０４及
び／又は試料アーム１０５及び／又は検出器アーム１０３に１つ以上の別々のＰＯＦが存
在することができる。
【００６０】
　１つ以上の光源サブシステム５００、５０１が光源アーム１０２に接続され、光源アー
ムが光合波器５２０及びＰＯＦ５３０を含むかもしれないし、含まないかもしれない、本
発明のさらなる実施形態を図１４に示す。基準アーム１０４及び試料アーム１０５は、Ｐ
ＯＦ５３２及び５３３を含むかもしれないし、含まないかもしれない。検出器アーム１０
３は１つ以上の検出器サブシステム５１０、５１１を含むように図示されており、光分波
器５２１及び／又はＰＯＦ５３１をも含むかもしれないし、含まないかもしれない。光源
サブシステム５００、５０１は光を発生するものであり、ＳＬＤ、掃引レーザ光源、コー
ム光源、他の光源、及び／又は様々な光源の混合物を含むことができる。同様に、検出器
サブシステム５１０、５１１は光を検出するものであり、単一フォトダイオード、フィル
タ付きフォトダイオード、分光計、他の光検出装置、及び／又は様々な検出器実現の混合
物を含むことができる。一部の実施形態では、システム設計要件は、１つ以上の検出器か
ら、相互に波長（又は波数）をマッピングすることのできる収集を行なうことである。こ
のマッピングは、分光計からデータのライン又は検出器から時系列のデータを読み取るよ
うな、時間及び波長の何らかの組合せとすることができるが、定義されたマッピングが存



(16) JP 2009-503519 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

在し、かつシステムが既知の時間又は時間間隔で既知の波長又は波長間隔から光をサンプ
リングすることができるように、任意の組合せ又は実現とすることができる。
【００６１】
　本発明の一部の実施形態では、光学エンジン（システム）は光源と、複数の光検出器と
、複数の干渉計と、２つ以上の光フィルタとを含む。光フィルタの１つ以上は、周波数が
周期的であるＰＯＦとすることができる。ＰＯＦは分光計アームに存在することができ、
２つ以上の分光計を含めることができる。ＰＯＦは分光計アームに存在することができ、
１つ以上の光スイッチング素子及び１つ以上の分光計を含めることができる。ＰＯＦは光
源アームに存在することができる。ＰＯＦの１つ以上を同調可能とすることができる。
【００６２】
　本発明の一部の実施形態では、１つ以上のＰＯＦが基準アームに存在し、１つ以上のＰ
ＯＦが試料アームに存在し、サーキュレータがＰＯＦと基準又は試料との間に存在する。
そのような実施形態では、光はＰＯＦを１回横切るだけであり、サーキュレータ及び他の
コンバイナを介して分光計に進む。分光計は同調可能な分光計とすることができる。
【００６３】
　一部の実施形態では、ＰＯＦは、同調可能な分光計と組み合わせて使用することのでき
るサブ画素マスクとして提供される。分光計は、チャーピングされた画素を有することが
できる。画素は、増大する幅を有することによってチャーピングすることができる。画素
は、一定幅及び増大する間隙を有することによってチャーピングすることができる。周波
数で偏位することができる２つ以上のＰＯＦを含めることができる。１つ以上のＰＯＦが
基準アームに存在することができ、１つ以上のＰＯＦが試料アームに存在することができ
る。ＰＯＦの１つ以上を同調可能とすることができる。
【００６４】
　一部の実施形態では、１つのＰＯＦが試料アームに存在し、１つのＰＯＦが分光計アー
ムに存在する。１つのＰＯＦが基準アームに存在することができ、１つのＰＯＦが分光計
アームに存在することができる。ＰＯＦの１つ以上を同調可能とすることができる。
【００６５】
　本発明の一部の実施形態では、光学エンジン（システム）は２つ以上の光源と、光源の
ための複数の合波装置と、複数の光検出器と、複数の干渉計と、複数の光フィルタとを含
む。光源はレーザとすることができ、レーザの１つ以上を同調可能とすることができる。
合波装置は、パワー合波、偏光合波、及び／又は波長依存合波を達成するように構成する
ことができる。
【００６６】
　一部の実施形態では、フィルタが検出器アームに存在する。フィルタはアレイ導波路（
ＡＷＧ）、薄膜フィルタ、エシェロン格子、及び／又はファイバブラッグ格子を含むこと
ができる。光源は、同調可能とすることのできるスーパルミネセンスダイオード（ＳＬＤ
）とすることができる。
【００６７】
　ＦＤ－ＯＣＴシステムにより、検出器システムは一般的に、１組の強度値を波長の関数
として生成することができるように、それがどの波長間隔を監視しているかが分かること
は、理解される。次いで、この情報は、深度画像を生成するためにＦＦＴに送ることがで
きる。したがって、そのような撮像システムのフォールオフは一般的に、振幅測定が行な
われるときに、検出器システムによって観察される光の実効線幅（帯域幅）によって決定
される。所望の実効線幅を得るための従前の手法は、光源の線幅が実効線幅となる掃引光
源を使用し、かつアレイの単一の検出器によって観察される線幅が実効線幅となる分光計
を使用することを含んでいた。上述のように、本発明の様々な実施形態は、実効線幅を設
定するための多種多様な手法を提供する。本発明の一部の実施形態は、従前の公知の手法
より狭い（低いフォールオフ）の実効線幅をもたらすことができる。
【００６８】
　加えて、一部の実施形態には、光源及び検出器の組合せを使用して、（１）より高い出
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力パワー、（２）より高速の掃引速度、（３）より大きい全帯域幅、及び／又は（４）よ
り安価な建設コストを含む、より優れた性能を有し得る光源サブシステム及び検出器サブ
システムが形成されるという他の利点もある。したがって、本発明の一部の実施形態は、
そのようなＦＤ－ＯＣＴシステムの商業的な建造を可能にしながら、フォールオフの問題
に関してより優れた性能を達成することができる。上述のように、一部の実施形態は、光
フィルタ及び／又は光源及び／又は検出器の組合せを使用して、干渉計に接続された光源
サブシステム、検出器サブシステム、基準アーム、及び試料アームを含むことのできる撮
像システムを提供することを含み、光源サブシステム及び検出器サブシステムの設計は、
従前の公知の手法より狭い実効線幅をもたらす。
【００６９】
　一部の実施形態では、光伝送路の設計よりむしろ光源の選択により、例えばコーム光源
の使用を通して、そのような実効線幅の細線化を達成することができる。分光計付きコー
ム光源は掃引無しでソリッドステートシステムを達成しながら、それにもかかわらず、分
光計の画素の線幅の代わりに、又はそれに加えて、コーム光源の線幅を使用してフォール
オフを設定することができるので、より優れたフォールオフを達成することができる。
【００７０】
　図面及び本明細書で、本発明の典型的な例証実施形態が開示されており、特定の用語が
使用されているが、それらは一般的な、説明の意味で使用されているだけであり、限定を
目的とするものではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一部の実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック図で
ある。
【図２】本発明の他の実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック図であ
る。
【図３】本発明の他の実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック図であ
る。
【図４】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック図
である。
【図５Ａ】本発明の他の実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック図で
ある。
【図５Ｂ】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）を示す略ブロック
図である。
【図６】本発明の一部の実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図である
。
【図７】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図であ
る。
【図８】本発明の他の実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図である。
【図９】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図であ
る。
【図１０】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図で
ある。
【図１１】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図で
ある。
【図１２】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図で
ある。
【図１３】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図で
ある。
【図１４】本発明のさらなる実施形態に係る光学エンジン（システム）の略ブロック図で
ある。
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】



(22) JP 2009-503519 A 2009.1.29

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月31日(2008.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　光検出器と、
　撮像システムの実効線幅を低減するように構成された前記光源と前記光検出器との間の
光伝送路と
　を備える、周波数領域光コヒーレンス撮像システムであって、
　Ａ）前記光検出器が、複数の光検出器を含む、分光計を備え、前記光伝送路が前記光検
出器に隣接して前記分光計に配置された空間マスクを含むこと、
　Ｂ）前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記周期光フィルタが２のフィネスを有す
るインターリーバを備えること、
　Ｃ）前記光検出器が第１分光計及び第２分光計を備え、前記光伝送路が、前記第１分光
計に結合された第１出力及び前記第２分光計に結合された第２出力を有する周期光フィル
タを含み、前記周期光フィルタが前記第１及び第２分光計の画素間隔と実質的に合致する
自由スペクトルレンジを有すること、
　Ｄ）前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記周期光フィルタが縦続接続された複数
の光フィルタを備えること、
　Ｅ）前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記光源が広帯域光源を備え、前記周期フ
ィルタの自由スペクトルレンジが前記光検出器のサンプリング間隔と略同一であること、
　Ｆ）前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記光源が広帯域光源を備え、前記光検出
器のサンプリング間隔が前記光源の帯域幅の小部分であり、前記周期光フィルタのフィネ
スが２から約１０の間であること、及び
　Ｇ）前記光検出器が少なくとも２つのスペクトル要素を並行してサンプリングするよう
に構成されること
　のうちの少なくとも１つをさらに有する、システム。
【請求項２】
　前記光検出器が、複数の光検出器を含む、分光計を備え、前記光伝送路が前記光検出器
に近接して前記分光計に配置された空間マスクを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記分光計が同調可能な分光計を備える請求項４に記載のシステム。
【請求項４】
　前記光源が広帯域光源を備え、前記光伝送路が、光源アームに結合されたポート及び検
出器アームに結合されたポートを含む第１側、及び基準アームに結合されたポート及び試
料アームに結合されたポートを有する第２側を有する光スプリッタと、前記光スプリッタ
と前記光検出器との間の前記検出器アームに配置される周期光フィルタとを含み、前記光
検出器が第１分光計及び第２分光計を備え、前記周期光フィルタが前記第１分光計に結合
された第１出力及び前記第２分光計に結合された第２出力を有する請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　前記周期光フィルタが２のフィネスを有するインターリーバを備える請求項４に記載の
システム。
【請求項６】
　前記周期光フィルタが、２を超えるフィネスを有するインターリーバを備える請求項４
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に記載のシステム。
【請求項７】
　前記周期光フィルタが、前記第１及び第２分光計の画素間隔と実質的に合致する自由ス
ペクトルレンジを有する請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記周期光フィルタの複数の出力を前記光検出器に選択的に結合する、前記検出器アー
ム内の光スイッチングデバイスをさらに備える請求項４に記載のシステム。
【請求項９】
　前記周期光フィルタが２のフィネスを有するインターリーバを備え、前記周期フィルタ
の複数の出力が各々略同一のピーク幅を有する第１コーム出力及び第２コーム出力を備え
、前記第２コーム出力が前記第１コーム出力から前記周期光フィルタの自由スペクトルレ
ンジの約２分の１だけ偏位する請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記周期光フィルタが縦続接続された複数の光フィルタを備え、前記縦続接続された周
期光フィルタが前記第１分光計に結合された第１出力及び前記第２分光計に結合された第
２出力を有する請求項４に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第１出力が前記縦続接続された周期光フィルタの１つからの第１組の出力を備え、
前記第２出力が前記縦続接続された周期光フィルタの別の１つからの第２組の出力を備え
、前記システムがさらに、前記第１組の出力を前記第１分光計に結合する第１光スイッチ
ングデバイスと、前記第２組の出力を前記第２分光計に結合する第２光スイッチングデバ
イスとを備える請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記縦続接続された周期フィルタが、光信号入力を周期的でありかつ相互に偏位する複
数のコームに分割することによって、前記第１及び第２組の出力を生成するように構成さ
れる請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第１及び第２分光計が、前記縦続接続された周期光フィルタの最大自由スペクトル
レンジと略同一の画素間隔を有する請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記縦続接続された周期光フィルタが、前記第１又は前記第２分光計に結合されない少
なくとも１つの出力を含み、前記システムの画像フォールオフが、前記周期光フィルタの
うちの最狭帯域フィルタのフィルタ幅に基づいて決定され、前記システムのフォールオフ
が、前記光検出器の画素間の最小光間隔に基づいて決定される請求項１３に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記周期光フィルタが、前記光スプリッタと前記光源との間の光源アームに配置された
、複数の縦続接続光されたフィルタを備える請求項４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記周期光フィルタが、前記光スプリッタと前記光源との間の光源アームに配置された
、選択可能な出力波長コームスペクトルを有する同調可能な周期光フィルタを備える請求
項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記同調可能な周期光フィルタが選択可能な自由スペクトルレンジ及び／又はフィネス
を有する請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記周期光フィルタが第１周期光フィルタを備え、前記システムがさらに第２周期光フ
ィルタを備え、前記第１周期光フィルタが基準アーム又は試料アームに配置され、前記第
２周期光フィルタが前記システムの異なるアームに配置される請求項４に記載のシステム
。
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【請求項１９】
　前記第１及び第２周期光フィルタが略同一の自由スペクトルレンジ（ＦＳＲ）及び少な
くとも２のフィネスを有するインターリーバであり、前記第１及び第２周期光フィルタが
ＦＳＲの約４分の１だけ偏位する請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１及び第２周期光フィルタの少なくとも一方が同調可能な周期光フィルタを備え
る請求項１８に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記光源が複数の同調可能な光源を備え、前記光検出器が複数の光検出器を備え、その
各々が前記光伝送路によって前記同調可能な光源のそれぞれに光学的に結合され、前記光
伝送路が、前記複数の同調可能な光源を前記システムの光源アームに結合する光合波器と
、前記複数の光検出器を前記システムの検出器アームに結合する光分波器とを含む請求項
１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記光源アーム、前記検出器アーム、前記システムの試料アーム、及び／又は前記シス
テムの基準アーム内の周期光フィルタをさらに備える請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記光源がスーパルミネセンスダイオード光源を備え、前記光検出器が分光計を備え、
その各々が前記スーパルミネセンスダイオード光源によって放射される選択された波長レ
ンジに光学的に結合され、前記光伝送路が、前記スーパルミネセンスダイオード光源を前
記システムの光源アームに結合する光合波器と、前記分光計を前記システムの検出器アー
ムに結合する光分波器とを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記光源アーム、前記検出器アーム、前記システムの試料アーム、及び／又は前記シス
テムの基準アーム内の周期光フィルタをさらに備える請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記光源が複数の光源を備え、前記光検出器が複数の光検出器を備え、前記光伝送路が
、光源アームに結合されたポートを含む第１側、及び基準アームに結合されたポート及び
試料アームに結合されたポートを有する第２側を有する光スプリッタと、前記複数の光源
及び光検出器を前記光源アームに結合する光合波器／分波器とを含む請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２６】
　前記光源が広帯域光源を備え、前記光検出器が分光計を備え、前記光伝送路が、前記分
光計に結合されたポートを含む第１側、及び基準アームに結合されたポート及び試料アー
ムに結合されたポートを有する第２側を有する光スプリッタと、前記試料アーム及び前記
基準アームを前記広帯域光源に結合する周期光フィルタアレンジメントとを含む請求項１
に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記光スプリッタが第１光スプリッタを備え、前記周期光フィルタアレンジメントが、
前記基準アームに結合された第１周期光フィルタと、前記試料アームに結合された第２周
期光フィルタと、前記広帯域光源に結合されたポートを含む第１側、及び前記第１周期光
フィルタに結合されたポート及び前記第２周期光フィルタに結合された第２ポートを含む
第２側を有する第２光スプリッタとを備える請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記第１周期光フィルタ及び前記第１光スプリッタが第１サーキュレータによって前記
基準アームに結合され、前記第２周期光フィルタ及び前記第１光スプリッタが第２サーキ
ュレータによって前記試料アームに結合される請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記光源が異なるタイプの複数の光源を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項３０】
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　光源アームに結合されたポート及び検出器アームに結合されたポートを含む第１側、及
び基準アームに結合されたポート及び試料アームに結合されたポートを有する第２側を有
する光スプリッタと、
　関連付けられた間隔及び線幅を有するコーム出力を生成する前記光源アームに結合され
た光源と、
　前記検出器アームに結合された光検出器であって、撮像システムの実効線幅を低減する
ために前記光源の前記関連付けられた間隔及び線幅に基づいて選択された間隔及び帯域幅
を有する光検出器と
　を備える、周波数領域光コヒーレンス撮像システム。
【請求項３１】
　前記光源が複数のコーム光源を備え、前記システムが前記コーム光源を前記光源アーム
に結合する光スイッチングデバイスをさらに備える請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記光源が広帯域光源を備え、前記周期フィル
タの自由スペクトルレンジが前記光源のサンプリング間隔と略同一である請求項１に記載
のシステム。
【請求項３３】
　前記光伝送路が周期光フィルタを含み、前記光源が広帯域光源を備え、前記光検出器の
サンプリング間隔が前記光源の帯域幅の小部分であり、前記周期光フィルタのフィネスが
２から約１０の間である請求項１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記光検出器が少なくとも２つのスペクトル要素を並行してサンプリングするように構
成される請求項１に記載のシステム。
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