
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と、この眼底照明光により照明さ
れた眼底を観察及び撮影するための眼底観察撮影光学系と、ショートコヒーレントの測定
光を出射させるための光源部と、この光源部から光を導くための第１のファイバーと、こ
の第１のファイバーからの光を参照用光ファイバーと測定用光ファイバーとに分岐して導
くための光束分岐手段と、前記参照用光ファイバーからの光を反射させる参照反射鏡と、
前記測定用光ファイバーから出射され被検眼眼底から反射され測定用光ファイバーに導か
れた光と該参照反射鏡から反射された光とで、前記参照用光ファイバーに導かれた光を合
成して受光器に導くための検出用光ファイバーとからなる光干渉測定用光学ユニットから
なり、被検眼眼底と共役な位置に配置した前記測定用光ファイバーの光出射端面からの光
を、前記眼底照明系又は前記眼底観察撮影光学系の一方の光路に導く

前記光路に挿脱自在に配置した光反射部材を備えた眼科装置。
【請求項２】
　眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と、この眼底照明光により照明さ
れた眼底を観察及び撮影するための眼底観察撮影光学系と、ショートコヒーレントの測定
光を出射させるための光源部と、この光源部から光を導くための第１のファイバーと、こ
の第１のファイバーからの光を参照用光ファイバーと測定用光ファイバーとに分岐して導
くための光束分岐手段と、前記参照用光ファイバーからの光を反射させる参照反射鏡と、
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光ファイバーから出射されて被検眼眼底から反射された反射光を前記測定用光ファイバー
に導くために、



前記測定用光ファイバーから出射され被検眼眼底から反射され測定用光ファイバーに導か
れた光と該参照反射鏡から反射された光とで、前記参照用光ファイバーに導かれた光を合
成して受光器に導くための検出用光ファイバーとからなる光干渉測定用光学ユニットから
なり、被検眼眼底と共役な位置に配置した前記測定用光ファイバーの光出射端面からの光
を、前記眼底照明系又は前記眼底観察撮影光学系の一方の光路に導く

前記測定光と、眼底を観察させるための光とを選択的に反射させるための
波長選択反射部材を備えた眼科装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は眼科装置に係わり、特に、測定対象眼内の測定対象部分の断面画像信号を形成す
るための眼科装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、生体眼内の測定対象物の断面画像を得る技術は、可干渉距離が短い光源の光を採用
しており、この光源を測定光束と参照光束とに分離し、  測定光束をスポット光として測
定対象部分に照射する一方、参照光束の光路長を変化させる様に構成されている。
【０００３】
そして、反射されて戻ってくる参照光束と測定光束とを合成して干渉信号を形成し、参照
光路に設けられた反射ミラーを移動した際の干渉信号から測定対象部分の断面画像を得る
様になっている。
【０００４】
更に本出願人より、眼底カメラにこの種の干渉装置を組み込んだ装置に関する出願もなさ
れている。（特開平８－３８４２２号）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の装置においては、光学配置が制約される上、本格的な眼底カメラ
に簡便に装着することができないという問題点があった。
【０００６】
更に、小型化が困難な上、撮影像に各種の悪影響が生じるという問題点があった。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題に鑑み案出されたもので、眼底照明光を被検眼眼底に投影するための
眼底照明系と、この眼底照明光により照明された眼底を観察及び撮影するための眼底観察
撮影光学系と、ショートコヒーレントの測定光を出射させるための光源部と、この光源部
から光を導くための第１のファイバーと、この第１のファイバーからの光を参照用光ファ
イバーと測定用光ファイバーとに分岐して導くための光束分岐手段と、前記参照用光ファ
イバーからの光を反射させる参照反射鏡と、前記測定用光ファイバーから出射され被検眼
眼底から反射され測定用光ファイバーに導かれた光と該参照反射鏡から反射された光とで
、前記参照用光ファイバーに導かれた光を合成して受光器に導くための検出用光ファイバ
ーとからなる光干渉測定用光学ユニットからなり、被検眼眼底と共役な位置に配置した前
記測定用光ファイバーの光出射端面からの光を、前記眼底照明系又は前記眼底観察撮影光
学系の一方の光路に導くと共に、前記測定用光ファイバーから出射されて被検眼眼底から
反射された反射光を前記測定用光ファイバーに導くために、前記光路に挿脱自在に配置し
た光反射部材を備えた構成となっている。
【０００８】
　また本発明は、眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と、この眼底照明
光により照明された眼底を観察及び撮影するための眼底観察撮影光学系と、ショートコヒ
ーレントの測定光を出射させるための光源部と、この光源部から光を導くための第１のフ
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と共に、前記測定用
光ファイバーから出射されて被検眼眼底から反射された反射光を前記測定用光ファイバー
に導くために、



ァイバーと、この第１のファイバーからの光を参照用光ファイバーと測定用光ファイバー
とに分岐して導くための光束分岐手段と、前記参照用光ファイバーからの光を反射させる
参照反射鏡と、前記測定用光ファイバーから出射され被検眼眼底から反射され測定用光フ
ァイバーに導かれた光と該参照反射鏡から反射された光とで、前記参照用光ファイバーに
導かれた光を合成して受光器に導くための検出用光ファイバーとからなる光干渉測定用光
学ユニットからなり、被検眼眼底と共役な位置に配置した前記測定用光ファイバーの光出
射端面からの光を、前記眼底照明系又は前記眼底観察撮影光学系の一方の光路に導くと共
に、前記測定用光ファイバーから出射されて被検眼眼底から反射された反射光を前記測定
用光ファイバーに導くために、前記測定光と、眼底を観察させるための光とを選択的に反
射させるための波長選択反射部材を備えた構成となっている。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　以上の様に構成された本発明の光干渉測定用光学ユニットは、眼底照明系が、眼底照明
光を被検眼眼底に投影し、眼底観察撮影光学系が、眼底照明光により照明された眼底を観
察及び撮影し、光源部が、ショートコヒーレントの測定光を出射させ、第１のファイバー
が、光源部から光を導き、光束分岐手段が、第１のファイバーからの光を参照用光ファイ
バーと測定用光ファイバーとに分岐し、参照反射鏡が、参照用光ファイバーからの光を反
射させ、検出用光ファイバーが、測定用光ファイバーから出射され被検眼眼底から反射さ
れ測定用光ファイバーに導かれた光と参照反射鏡から反射された光とで、参照用光ファイ
バーに導かれた光を合成して受光器に導く様になっており、光路に挿脱自在に配置した光
反射部材が、被検眼眼底と共役な位置に配置した測定用光ファイバーの光出射端面からの
光を、眼底照明系又は眼底観察撮影光学系の一方の光路に導くと共に、測定用光ファイバ
ーから出射されて被検眼眼底から反射された反射光を測定用光ファイバーに導くことがで
きる。
【００１０】
　更に本発明は、測定光と、眼底を観察させるための光とを選択的に反射させるための波
長選択反射部材が、被検眼眼底と共役な位置に配置した測定用光ファイバーの光出射端面
からの光を、眼底照明系又は眼底観察撮影光学系の一方の光路に導くと共に、測定用光フ
ァイバーから出射されて被検眼眼底から反射された反射光を測定用光ファイバーに導くこ
とができる。
【００１１】
「原理」
【００１２】
ここで、本発明に応用される干渉技術の原理を説明する。
【００１３】
図７に示す様に、光干渉測定用光学ユニット１００００は、光源１０００と、参照ミラー
２０００と、分波器３０００と、受光器４０００と、光ファイバー５０００とから構成さ
れている。
【００１４】
光ファイバー５０００は、光源１０００から光を導くための第１のファイバー５１００と
、測定対象物２００００まで導くための測定用光ファイバー５２００と、参照ミラー２０
００まで導くための参照用光ファイバー５３００と、受光器４０００に導くための検出用
光ファイバー５４００とから構成されている。
【００１５】
光源１０００は、コヒーレンス長の短い２０ｎｍ以下程度、例えば８４０ｎｍの光源が利
用される。なお光源１０００には、スーパールミネセンス・ダイオード（ＳＬＤ）を使用
することもできる。
【００１６】
分波器３０００は、第１のファイバー５１００からの光を参照用光ファイバー５３００と
測定用光ファイバー５２００とに分岐するためのものである。なお、分波器３０００は、
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光束分岐手段に該当するものである。
【００１７】
また、分波器３０００は、測定対象物２００００から反射され測定用光ファイバー５２０
０により導かれた光と、参照ミラー２０００から反射され参照用光ファイバー５３００に
導かれた光とを合成して、検出用光ファイバー５４００に導く機能も有している。
【００１８】
分波器３０００と参照ミラー２０００までの光路長が、分波器３０００から測定対象物２
００００である眼の眼底部までの光路長と基本的に等しくなる様に、参照ミラー２０００
が移動制御される。なお参照ミラー２０００は、参照反射鏡に該当するものである。
【００１９】
なお、測定対象物２００００である眼の眼底部と測定用光ファイバー５２００の出射端面
とが、幾何光学的に共役の位置になる様に構成されている。
【００２０】
そして、測定用光ファイバー５２００による測定反射光束と、参照用光ファイバー５３０
０の参照反射光束とは合成して干渉され、受光器４０００に導かれる様になっている。
【００２１】
受光器４０００は、ポイントで測定可能な単一の光電素子を採用する。
【００２２】
そして、参照反射光束と、測定反射光束との内、光路長が等しくなる光束同志が干渉し、
受光器４０００上に入射される。換言すれば、参照ミラー２０００側を含んだ参照光路の
光路長と等しい光路長にある、眼底部の構造からの反射光の成分のみが干渉に寄与するも
のである。
【００２３】
従って参照ミラー２０００が、参照光路の光軸方向に移動するに従い、眼底部分における
干渉に寄与する反射部分が変化することになる。そして干渉に寄与する眼底部の深度方向
の範囲は、使用されている光源の可干渉距離によって定まる。
【００２４】
また参照ミラー２０００の走査によるドップラー効果のために、参照光の波長が僅かに変
化する。これにより受光器４０００からの干渉信号は、ビート信号となり、この干渉信号
をヘテロダイン光検出することにより断面画像信号の抽出を行うことができる。
【００２５】
次に本原理の電気的構成を図８に基づいて説明する。
【００２６】
本原理の電気的構成は、受光器４０００と、操作部６２００と、制御演算部６３００と、
信号処理部６４００と、表示部６５００と、走査制御部６６００とから構成されている。
【００２７】
操作部６２００は、使用者が、所望の動作指令を入力するためのものである。
【００２８】
制御演算部６３００は、画像形成のための演算及び全体の制御処理を司るものであり、特
に、光源１０００と参照ミラー２０００及び測定用光ファイバー５２００の走査の制御を
行っている。この制御演算部６３００には、参照ミラー移動手段６３１０と受光器移動手
段６３２０とＳＬＤ駆動手段６３３０と測定用光ファイバー走査手段６３４０とが接続さ
れている。
【００２９】
参照ミラー移動手段６３１０は、制御演算部６３００の駆動信号に基づき、参照ミラー２
０００を光軸方向に所定量移動させるものである。受光素子移動手段６３２０は、制御演
算部６３００の駆動信号に基づき、受光器４０００のエレメント方向と直交する方向に所
定量移動させるものである。参照ミラー移動手段６３１０と受光器移動手段６３２０とは
、適宜の直線移動機構が採用される。
【００３０】
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ＳＬＤ駆動手段６３３０は、ＳＬＤから構成された光源１０００を駆動して、可干渉距離
の短い光を発生させるためのものである。
【００３１】
表示部６５００は、ディスプレイ装置等から構成されており、制御演算部６３００からの
信号により眼底部の断面画像信号を出力するためのものである。
【００３２】
ここで、図９に基づいて、具体的な眼底の観察について説明する。
【００３３】
まず、ステップ１（以下、Ｓ１と略する）では、測定対象物２００００の眼の眼底部に移
動させる。次にＳ２では、参照ミラー２０００を縦方向に走査させる。Ｓ２で走査が実行
されると、Ｓ３で受光器４０００上に干渉縞が発生する。
【００３４】
そしてＳ２の参照ミラー２０００の走査によるドップラー効果が生じ、信号処理部６４０
０は、Ｓ４で受光器４０００からの信号をヘテロダイン検波し、Ｓ５ではＳ４で得られた
信号をＡ／Ｄ変換し、制御演算部６３００に出力するものである。
【００３５】
また、この信号処理は、後述する様に制御演算部６３００からの信号に基づき、走査制御
部６６００により被測定対象物２００００上での横走査を各測定点で行い、制御演算部６
３００はこれらの各ステップで入力される信号に基づいて演算を行い、被測定物の断面画
像信号を出力するものであり、この被測定対象物２００００の断面画像は表示器６５００
で表示される。
【００３６】
【実施例】
【００３７】
本発明の眼科装置を眼底カメラに応用した実施例を図面に基づいて説明する。
【００３８】
眼底カメラは、眼底検査に使用されるもので、網膜・脈絡膜・視神経等の眼底の疾患に対
しては、必須の検査となっている。この眼底カメラは、眼底の２次元像を写真または実時
間的にモニターで観察できる装置である。
【００３９】
次に、光干渉測定用光学ユニット１００００と、眼底カメラ３００００の光学系との関連
を詳細に説明する。
【００４０】
「第１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａ」
【００４１】
第１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａの基本構成を図１に基づいて説明する。第
１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａは、対物レンズ１００と、波長選択性素子２
００と、リレーレンズ３３０と、跳ね上げミラー４００と、撮影光源５００と、観察光源
６００と、合焦レンズ７００と、結像レンズ８００と、ダイクロイックミラー９００と、
撮像手段９５０とから構成されている。
【００４２】
図２に示す様に波長選択性素子２００の外周部２０１は、可視光、赤外光とも反射する通
常の反射ミラーであり、中心部２０２のダイクロイックミラーは、８４０ｎｍ近傍の赤外
光は反射し、８００ｎｍ近傍の近赤外波長及び可視光は透過する様に構成されており、近
赤外による眼底観察及び可視光による眼底撮影の場合には孔あきミラーとして機能し、干
渉測定用の光である８４０ｎｍの赤外光に対しては通常のミラーとして機能するものであ
る。
【００４３】
リレーレンズ３００は、第１のリレーレンズ３１０と、第２のリレーレンズ３２０と、第
３のリレーレンズ３３０とから構成されている。
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【００４４】
第１のリレーレンズ３１０と第２のリレーレンズ３２０とは、撮影光源５００と光干渉測
定用光学ユニット１００００との間に挿入されており、撮影光源５００と観察光源６００
からの光を、光干渉測定用光学ユニット１００００に導く様に構成されている。なお、第
１のリレーレンズ３１０と第２のリレーレンズ３２０との間には、リング絞り３４０が挿
入されている。また、第２のリレーレンズ３２０からの光は、ミラー３５０で反射され、
光干渉測定用光学ユニット１００００に導かれる様に構成されている。そして、第３のリ
レーレンズ３３０は、光干渉測定用光学ユニット１００００と波長選択性素子２００との
間に挿入されている。
【００４５】
跳ね上げミラー４００は、撮影光源５００と観察光源６００から波長選択性素子２００に
至る光路に形成され、眼底を観察、或いは、眼底を撮影する際には、光路から跳ね上げて
離脱され、光干渉測定用光学ユニット１００００により干渉測定を行う場合には、光路内
に挿入配置され、光干渉測定用光学ユニット１００００からの光を取り込むことができる
。
【００４６】
なお、跳ね上げミラー４００に代えて、波長選択ミラーを使用することもできる。波長選
択ミラーは波長選択反射部材に該当するものである。その場合には、８４０ｎｍ近傍の赤
外光は反射し８００ｎｍ近傍の近赤波長及び可視光は透過する様な特性の波長選択ミラー
にする。
【００４７】
撮影光源５００からの光は、リレーレンズ３００に入射されるが、観察光源６００は、コ
ンデンサレンズ６１０と赤外フィルタ６２０を介してリレーレンズ３００に入射される。
従って、観察光源６００からの光の内、赤外フィルターを透過した光束は、８００ｎｍ近
傍の近赤外の波長域となる。
【００４８】
合焦レンズ７００は、波長選択性素子２００と撮像手段９５０の間に挿入され、被検眼の
眼底にピント合わせをするためのものである。この合焦レンズ７００の移動に連動して、
跳ね上げミラー４００も光軸に沿って移動可能となっており、この移動により、合焦レン
ズ７００による眼底像にピント合わせ調整すれば、自動的に光干渉測定用光学ユニット１
００００の測定光用ファイバー５２００の端面が被検眼の眼底と共役な位置に配置される
こととなる。
【００４９】
結像レンズ８００は、波長選択性素子２００を透過した眼底光を撮像手段９５０上に結像
させるためのものである。
【００５０】
撮像手段９５０は、写真フィルム９５１と赤外モニター装置９５２とから構成されている
。なお、測定対象物２００００である眼の眼底部から撮像手段９５０に至る光路が、眼底
観察撮影光学系に該当する。そして観察光源６００から、測定対象物２００００である眼
の眼底部に至る光路が、眼底照明系に該当するものである。
【００５１】
ダイクロイックミラー９００は、第１のダイクロイックミラー９１０と、第２のダイクロ
イックミラー９２０とからなり、第１のダイクロイックミラー９１０は、眼底撮影に使用
する可視光の殆どは透過し、可視光の一部及び赤外（近赤外を含む）を反射する特性にな
っており、第１のダイクロイックミラー９１０を透過した可視光は、写真フィルム９５１
上に結像する様になっている。更に第１のダイクロイックミラー９１０で反射された赤外
光は、第２のダイクロイックミラー９２０に入射される。第２のダイクロイックミラー９
２０は、赤外光を反射し、可視光を透過する様になっており、反射された赤外光は、撮影
用リレーレンズ９５３を介して、赤外感度のＣＣＤセンサー９５４上に結像される。
【００５２】
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そしてＣＣＤセンサー９５４で得られた眼底画像信号は、モニター装置９５２でモニター
することができる。
【００５３】
また、被検眼の視線を定めるための固視標９６０からの光束は、第２のダイクロイックミ
ラー９２０を透過し、第１のダイクロイックミラー９１０により反射され、被検眼に向け
投影する様に構成されている。
【００５４】
以上の様に構成された本第１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａは、跳ね上げミラ
ー４００により、撮影光源５００及び観察光源６００と、光干渉測定用光学ユニット１０
０００との光路を光波分割することができる。更に、波長選択性素子２００により、眼底
カメラの撮影光路と、光干渉測定用光学ユニット１００００の光路とを光波分割可能に構
成されている。
【００５５】
そして、測定対象物２００００である眼の眼底部と、光干渉測定用光学ユニット１０００
０の測定用光ファイバー５２００の出射端面とが、共役な位置に配置されている。
【００５６】
また、参照ミラー２０００と参照用光ファイバー５３００とで形成された参照光路は、第
１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａの光路長を考慮して定められる。
【００５７】
ここで、光干渉測定用光学ユニット１００００の測定用光ファイバー５２００は、前述し
た走査制御部６６００により一次元或いは二次元的に移動走査される様になっている。こ
の走査による眼底上で測定用光束は移動し、各測定点で干渉測定が行われ、この干渉測定
により眼底部の一次元或いは二次元的な断面像を得ることができる。また、この様に測定
用光ファイバー５２００を走査させることにより、眼底部への投影測定光束を移動走査す
る代わりに、固視標９６０を走査制御部６６００により移動走査することにより、被検眼
の視線方向を変え、測定光束が到達する眼底位置を変えることによる、前述の移動走査と
同じ機能を果たすこともできる。
【００５８】
以上の様に構成された第１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ａは、眼底カメラの配
置を変更する必要がないという卓越した効果がある。
【００５９】
「第２実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｂ」
【００６０】
第２実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｂの基本構成を図３に基づいて説明する。第
２実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｂは、対物レンズ１００と、波長選択性素子２
００と、リレーレンズ３００と、光干渉測定用光学ユニット用ダイクロイックミラー４５
０と、撮影光源５００と、観察光源６００と、合焦レンズ７００と、結像レンズ８００と
、ダイクロイックミラー９００と、撮像手段９５０とから構成されている。
【００６１】
光干渉測定用光学ユニット用ダイクロイックミラー４５０は、第１実施例の跳ね上げミラ
ー４００に代えて採用したものである。光干渉測定用光学ユニット用ダイクロイックミラ
ー４５０は、８４０ｎｍ近傍の波長を透過し、８００ｎｍ近傍の近赤外光及び可視光を反
射させるものである。従って、撮影光源５００及び観察光源６００からの光を反射させ、
波長選択性素子２００に導くことができる。そして８４０ｎｍ近傍の赤外光は、光干渉測
定用光学ユニット用ダイクロイックミラー４５０を透過し、ミラー５４１で反射された後
、第２の合焦レンズ４５２を介して、光干渉測定用光学ユニット１００００の測定用光フ
ァイバー５２００の出射端面に至る様になっている。なお、光干渉測定用光学ユニット用
ダイクロイックミラー４５０は、波長選択反射部材に該当するものである。
【００６２】
第２の合焦レンズ４５２は、合焦レンズ７００と連動して視度を調整することができる。
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【００６３】
そして、光干渉測定用光学ユニット１００００の測定用光ファイバー５２００の出射端面
を走査させることにより、眼底像を解析することができる。
【００６４】
以上の様に構成された第２実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｂは、眼底像の観察、
撮影と、光干渉測定用光学ユニット１００００による干渉測定をミラー等の可動部を必要
とせずに同時に行うことができるという効果がある。
【００６５】
その他の第２実施例の構成、作用等は、上述の第１実施例と同様であるから、説明を省略
する。
【００６６】
「第３実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｃ」
【００６７】
第３実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｃの基本構成を図４に基づいて説明する。第
１実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｃは、対物レンズ１００と、孔あきミラー２０
０’と、リレーレンズ３００と、撮影光源５００と、観察光源６００と、合焦レンズ７０
０と、結像レンズ８００と、ダイクロイックミラー９００と、撮像手段９５０とから構成
されている。
【００６８】
ダイクロイックミラー９００は、第１のダイクロイックミラー９１０と、第２のダイクロ
イックミラー９２０とからなり、第１のダイクロイックミラー９１０は、８００ｎｍ近傍
の近赤外光及び８４０ｎｍ近傍の赤外光を反射し、可視光を透過させる特性を有している
。そして第２のダイクロイックミラー９２０は、８４０ｎｍ近傍の波長を反射し、８００
ｎｍ近傍の近赤外光を透過させるものである。
【００６９】
第１のダイクロイックミラー９１０を透過した可視光は、写真フィルム９５１上に結像す
る様になっている。更に第１のダイクロイックミラー９１０で反射された８００ｎｍ近傍
の波長の光は、第２のダイクロイックミラー９２０に入射される。第２のダイクロイック
ミラー９２０は、８４０ｎｍ近傍の波長を反射させ、光ファイバー９２１を介して、光干
渉測定用光学ユニット１００００の測定用光ファイバー５２００に至る様に構成されてい
る。
【００７０】
第２のダイクロイックミラー９２０を透過した８００ｎｍ近傍の近赤外光は、赤外感度の
ＣＣＤセンサー９５４上に結像される。
【００７１】
そしてＣＣＤセンサー９５４で得られた眼底画像信号は、モニター装置９５２でモニター
することができる。
【００７２】
なお、ダイクロイックミラー９００は、波長選択反射部材に該当するものである。
【００７３】
以上の様に構成された第３実施例の眼底カメラの光学系３００００Ｃは、従来からの眼底
カメラの光学系をそのまま利用することができるという効果がある。
【００７４】
なお、第２のダイクロイックミラー９２０に代えて、跳ね上げミラーを採用することもで
き、この跳ね上げミラーは、観察光源６００からの光を逃がし、撮影光源５００の光を取
り込む様に構成されている。
【００７５】
その他の第３実施例の構成、作用等は、上述の第１実施例及び第２実施例と同様であるか
ら、説明を省略する。
【００７６】
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なお、本実施例の眼底カメラによれば、図５及び図６に示す様に、黄斑、乳頭、血管が明
瞭に観察される。
【００７７】
図５（ａ）に示す様に、まず、モニター上に写し出された十字線（図示せず）を基準とし
て眼底上での測定の中心ポイントを決定し、その中心ポイントを中心として走査して測定
を開始すれば、図５（ｄ）の様に、視神経層の欠落等を観察することができる。
【００７８】
なお、前述した走査制御部６６００による測定用光ファイバー５２００の走査に対応して
変化する様な、眼底上での走査部位を示すための電気的マークをモニタ上で眼底像と重ね
合わせて表示する様に構成すれば、眼底上での測定走査位置を観察することができる。
【００７９】
また、前述の電気的マークを、眼底像の撮影と同時に写し込む様に構成すれば、眼底像の
撮影の際に、測定部位をも明瞭に示した撮影像を得ることができる。
【００８０】
更に走査の方向は、図６（ａ）の様に横方向、図６（ｂ）の様に縦方向、図６（ｃ）の円
形に走査することができる。
【００８１】
また、上述した実施例では、眼底観察のための８００ｎｍ近傍の近赤外光と測定に使用す
る８４０ｎｍ近傍の赤外光とをダイクロイックミラーにより完全に波長で分離する様に構
成しているが、これらのダイクロイックミラーを近赤外光及び赤外光に関して一部半透過
特性にすることにより、眼底像観察のためのＣＣＤセンサー９５４に干渉測定用の光をも
一部入射させる様にすれば、眼底像と重ね合わせて、干渉測定用の光も観察することがで
き、走査制御部６６００で走査している干渉測定用光束の位置を観察確認することができ
る。
【００８２】
【効果】
　以上の様に構成された本発明は、眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系
と、この眼底照明光により照明された眼底を観察及び撮影するための眼底観察撮影光学系
と、ショートコヒーレントの測定光を出射させるための光源部と、この光源部から光を導
くための第１のファイバーと、この第１のファイバーからの光を参照用光ファイバーと測
定用光ファイバーとに分岐して導くための光束分岐手段と、前記参照用光ファイバーから
の光を反射させる参照反射鏡と、前記測定用光ファイバーから出射され被検眼眼底から反
射され測定用光ファイバーに導かれた光と該参照反射鏡から反射された光とで、前記参照
用光ファイバーに導かれた光を合成して受光器に導くための検出用光ファイバーとからな
る光干渉測定用光学ユニットからなり、被検眼眼底と共役な位置に配置した前記測定用光
ファイバーの光出射端面からの光を、前記眼底照明系又は前記眼底観察撮影光学系の一方
の光路に導くと共に、前記測定用光ファイバーから出射されて被検眼眼底から反射された
反射光を前記測定用光ファイバーに導くために、前記光路に挿脱自在に配置した光反射部
材を備えた構成となっているので、光学配置が限定されず、眼底カメラに簡便に装着する
ことができる上、装置全体を大型化せずに眼底像の悪影響も無くすという卓越した効果が
ある。
【００８３】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例の構成を示す図である。
【図２】本第１実施例の波長選択性素子２００を示す図である。
【図３】本発明の第２実施例の構成を示す図である。
【図４】本発明の第３実施例の構成を示す図である。
【図５】眼底像を説明する図である。
【図６】眼底像を説明する図である。
【図７】本発明の光干渉測定用光学ユニットの原理の構成を示す図である。
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【図８】本発明の原理の電気的構成を示す図である。
【図９】本発明の原理の作用を示す図である。
【符号の説明】
１００００　光干渉測定用光学ユニット
２００００　被測定物
３００００Ａ　第１実施例の眼底カメラの光学系
３００００Ｂ　第２実施例の眼底カメラの光学系
３００００Ｃ　第３実施例の眼底カメラの光学系
１０００　光源
２０００　参照ミラー
３０００　分波器
４０００　受光器
５０００　光ファイバー
５１００　第１のファイバー
５２００　測定用光ファイバー
５３００　参照用光ファイバー
５４００　検出用光ファイバー
６２００　操作部
６３００　制御演算部
６４００　信号処理部
６５００　表示部
６６００　走査制御部
１００　対物レンズ
２００　波長選択性素子
３００　リレーレンズ
４００　跳ね上げミラー
４５０　光干渉測定用光学ユニット用ダイクロイックミラー
５００　撮影光源
６００　観察光源
７００　合焦レンズ
８００　結像レンズ
９００　ダイクロイックミラー
９１０　第１のダイクロイックミラー
９２０　第２のダイクロイックミラー
９５０　撮像手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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