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(57)【要約】
【課題】近赤外分光法を用いた被検体情報取得装置にお
いて、介在組織の影響を除去する。
【解決手段】介在組織を表層に有する被検体に対して光
を照射する光照射手段と、前記介在組織を透過して前記
被検体内を伝搬した光の強度を検出し、第一の信号に変
換する光検出手段と、前記照射された光に起因して前記
介在組織内で発生した音響波を検出し、第二の信号に変
換する音響波受信手段と、前記第二の信号に基づいて、
前記介在組織の光学特性に関連した情報である光学関連
情報を取得する信号処理手段と、前記光学関連情報に基
づいて前記第一の信号を補正し、前記第一の信号から前
記介在組織の影響を除去する信号補正手段と、を有する
ことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　介在組織を表層に有する被検体に対して光を照射する光照射手段と、
　前記介在組織を透過して前記被検体内を伝搬した光の強度を検出し、第一の信号に変換
する光検出手段と、
　前記照射された光に起因して前記介在組織内で発生した音響波を検出し、第二の信号に
変換する音響波受信手段と、
　前記第二の信号に基づいて、前記介在組織の光学特性に関連した情報である光学関連情
報を取得する信号処理手段と、
　前記光学関連情報に基づいて前記第一の信号を補正し、前記第一の信号から前記介在組
織の影響を除去する信号補正手段と、
　を有することを特徴とする、被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記光検出手段は、第一および第二の測定を行い、前記第一の信号をそれぞれ取得し、
　前記音響波受信手段は、第一および第二の測定を行い、前記第二の信号をそれぞれ取得
し、
　前記信号補正手段は、前記第一および第二の測定によって得られた前記第二の信号から
、前記介在組織を透過する光の光量の変動量を取得し、当該変動量を用いて、前記第二の
測定によって得られた前記第一の信号を補正する
　ことを特徴とする、請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記光学関連情報は、前記介在組織を透過する光の光量である
　ことを特徴とする、請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記第二の信号は、前記介在組織内で発生した音響波の音圧を表す信号であり、
　前記信号処理手段は、前記介在組織内で発生した音響波の音圧と、前記介在組織を透過
する光の光量との関係を表したデータを用いて前記光学関連情報を取得する
　ことを特徴とする、請求項３に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記信号補正手段は、前記光学関連情報に基づき、前記介在組織を透過する光の光量が
少なくなるほど、前記第一の信号を増幅する
　ことを特徴とする、請求項１から４のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記光照射手段は、第一の光源と、パルス光源である第二の光源を含み、
　前記光検出手段は、前記第一の光源から発生し、被検体内を伝搬した光の強度を検出し
、
　前記音響波受信手段は、前記第二の光源から発生したパルス光に起因して発生した音響
波を検出する
　ことを特徴とする、請求項１から５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記第一の光源および前記光検出手段の近傍に、前記第二の光源および前記音響波受信
手段が配置される
　ことを特徴とする、請求項６に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　介在組織を表層に有する被検体の内部情報を取得する被検体情報取得装置の制御方法で
あって、
　被検体に照射する光を発生させる光照射ステップと、
　前記介在組織を透過して前記被検体内を伝搬した光の強度を検出し、第一の信号に変換
する光検出ステップと、
　前記照射された光に起因して前記介在組織内で発生した音響波を検出し、第二の信号に
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変換する音響波受信ステップと、
　前記第二の信号に基づいて、前記介在組織の光学特性に関連した情報である光学関連情
報を取得する信号処理ステップと、
　前記光学関連情報に基づいて前記第一の信号を補正し、前記第一の信号から前記介在組
織の影響を除去する信号補正ステップと、
　を含むことを特徴とする、被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項９】
　前記光検出ステップでは、第一および第二の測定を行い、前記第一の信号をそれぞれ取
得し、
　前記音響波受信ステップでは、第一および第二の測定を行い、前記第二の信号をそれぞ
れ取得し、
　前記信号補正ステップでは、前記第一および第二の測定によって得られた前記第二の信
号から、前記介在組織を透過する光の光量の変動量を取得し、当該変動量を用いて、前記
第二の測定によって得られた前記第一の信号を補正する
　ことを特徴とする、請求項８に記載の被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記光学関連情報は、前記介在組織を透過する光の光量である
　ことを特徴とする、請求項８または９に記載の被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記第二の信号は、前記介在組織内で発生した音響波の音圧を表す信号であり、
　前記信号処理ステップでは、前記介在組織内で発生した音響波の音圧と、前記介在組織
を透過する光の光量との関係を表したデータを用いて前記光学関連情報を取得する
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記信号補正ステップでは、前記光学関連情報に基づき、前記介在組織を透過する光の
光量が少なくなるほど、前記第一の信号を増幅する
　ことを特徴とする、請求項８から１１のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置の制
御方法。
【請求項１３】
　前記光照射ステップでは、第一の光源と、パルス光源である第二の光源を用いて光の照
射を行い、
　前記光検出ステップでは、前記第一の光源から発生し、被検体内を伝搬した光の強度を
検出し、
　前記音響波受信ステップでは、前記第二の光源から発生したパルス光に起因して発生し
た音響波を検出する
　ことを特徴とする、請求項８から１２のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置の制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を用いて被検体内部の情報を測定する被検体情報取得装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーザ光などの計測光を被検体に照射し、被検体内を伝播した計測光を検出することで
、被検体内の情報を得る光イメージング技術の研究が医療分野で積極的に進められている
。
　光イメージング技術の一つに、近赤外分光法がある。近赤外分光法は、光源から被検体
に光を照射して、被検体内を伝播および拡散した微弱光を光検出器によって検出すること
で、被検体の内部組織における光の吸収特性を取得する方法である。また、検出した光の
強度の変化を取得することで、被検体内部の光吸収特性の変化についての情報を得る事が
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できる。
【０００３】
　光の吸収特性は、光の波長や吸収体の種類に依存することが知られている。例えば、二
種類の波長の光を被検体に照射し、血液中のヘモグロビンの光吸収特性を測定することで
、酸化ヘモグロビンと脱酸化ヘモグロビンの相対濃度の変化量を取得することができる。
　このような近赤外分光法による測定を生体の頭部に対して行うことで、大脳皮質表面の
酸素代謝の変化（脳の活性化状態）などを非侵襲で測定することができる。
【０００４】
　ところで、近赤外分光法を用いて脳の活性化状態を測定する場合、脳活動に由来しない
、頭皮の血流の変動が測定に影響してしまうことが知られている（非特許文献１参照）。
これは、脳に対して頭皮越しに計測光を照射するためである。頭皮のような、測定に影響
を及ぼす組織を介在組織と呼ぶ。このように、光源と測定を行いたい領域との間に介在組
織がある場合、介在組織において血流が変化すると、透過する計測光の光量が変動してし
まうため、測定結果が変動してしまう。
【０００５】
　この問題を解決する技術として、特許文献１に記載の光計測装置がある。当該光計測装
置では、光の入射位置と検出位置の間隔を変えた二種類の測定系によって被検体を測定す
る。光の入射位置と検出位置との間隔が長い測定系（第一の測定系）では、計測光が深部
まで到達するため、大脳皮質および頭皮の情報を含んだ信号を得ることができる。また、
間隔が短い測定系（第二の測定系）では、計測光が深部まで到達しないため、頭皮の情報
のみを含んだ信号を得ることができる。そこで、第二の測定系が取得した信号を用いて、
第一の測定系が取得した信号を補正することで、大脳皮質から得られた情報のみを抽出す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１４８３８８号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】T. Takahashi “Influence of skin blood flow on near-infrared spe
ctroscopy signals measured on the forehead during a verbal fluency task.”, Neur
oimage, Vol.57, (2011)
【非特許文献２】G. Strangman “Factors affecting the accuracy of near-infrared s
pectroscopy concentration calculations for focal changes in oxygenation paramete
rs”, Neuroimage, Vol.18, (2003)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の光計測装置では、介在組織を透過する計測光の光量の変動を取得し
、測定信号を補正することで介在組織の影響を除去している。
　被検体内において光は、光の入射位置と検出位置とを円弧状に結ぶ経路で伝搬する。前
述したように、光の入射位置と検出位置の間隔を短くした場合、光は被検体内の浅い位置
を透過するため、相対的に浅い部位の情報を得ることができる。
【０００９】
　しかし、検出された信号には、当該円弧状の経路上のいずれかの位置における局所的な
血流変動が反映されているが、必ずしも介在組織全体の血流変動が反映されているとは限
らない。また、取得した第二の信号には深さ方向の分解能が無いため、介在組織の深度を
指定して情報を抽出することもできない。
　すなわち、従来の技術では、介在組織を透過する計測光の光量の変動を必ずしも正確に
取得することができないという問題があった。
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【００１０】
　この問題を回避するため、近赤外分光法ではなく、光音響イメージングを利用して被検
体を測定することも考えられる。光音響イメージングは、計測光に起因して被検体内で発
生した音響波を解析することで、被検体内の組織構成を可視化する技術である。光音響イ
メージングは、被検体内の光学特性分布を、近赤外分光法よりも精度よく取得することが
できる。しかし、生体の頭部に対して光音響イメージングを実施すると、頭蓋骨によって
音響波の減衰や反射が発生してしまい、正確な情報を得ることができない。
【００１１】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、近赤外分光法を用い
た被検体情報取得装置において、介在組織の影響を除去することができる技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る被検体情報取得装置は、
　介在組織を表層に有する被検体に対して光を照射する光照射手段と、前記介在組織を透
過して前記被検体内を伝搬した光の強度を検出し、第一の信号に変換する光検出手段と、
前記照射された光に起因して前記介在組織内で発生した音響波を検出し、第二の信号に変
換する音響波受信手段と、前記第二の信号に基づいて、前記介在組織の光学特性に関連し
た情報である光学関連情報を取得する信号処理手段と、前記光学関連情報に基づいて前記
第一の信号を補正し、前記第一の信号から前記介在組織の影響を除去する信号補正手段と
、を有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る被検体情報取得装置の制御方法は、
　介在組織を表層に有する被検体の内部情報を取得する被検体情報取得装置の制御方法で
あって、被検体に照射する光を発生させる光照射ステップと、前記介在組織を透過して前
記被検体内を伝搬した光の強度を検出し、第一の信号に変換する光検出ステップと、前記
照射された光に起因して前記介在組織内で発生した音響波を検出し、第二の信号に変換す
る音響波受信ステップと、前記第二の信号に基づいて、前記介在組織の光学特性に関連し
た情報である光学関連情報を取得する信号処理ステップと、前記光学関連情報に基づいて
前記第一の信号を補正し、前記第一の信号から前記介在組織の影響を除去する信号補正ス
テップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、近赤外分光法を用いた被検体情報取得装置において、介在組織の影響
を除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第一の実施形態に係る生体光測定装置の構成例を説明する図。
【図２】第一の実施形態におけるシミュレーションモデルを説明する図。
【図３】第一の実施形態におけるシミュレーション結果を説明する図。
【図４】第一の実施形態におけるシミュレーション結果を説明する図。
【図５】第一の実施形態における換算テーブルを説明する図。
【図６】第一の実施形態における処理フローチャートを説明する図。
【図７】第二の実施形態に係る生体光測定装置の構成例を説明する図。
【図８】第三の実施形態に係る生体光測定装置の構成例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、同一の構成要素
には原則として同一の参照番号を付して、説明を省略する。また、実施形態の説明で用い
る数値（厚さ、サイズ）や材質等は、発明の範囲を限定するものではない。
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【００１７】
（第一の実施形態）
　第一の実施形態に係る生体光測定装置は、近赤外分光法を用いて、生体の脳内における
血流に関する情報を取得して画像化することで脳機能を可視化する装置である。また、音
響波を用いて被検体の介在組織に関する情報を取得し、取得した情報を用いて、測定結果
から介在組織の影響を除去する機能を有する。
【００１８】
 <システム構成>
　図１を参照しながら、第一の実施形態に係る生体光測定装置の構成を説明する。
　第一の実施形態に係る生体光測定装置は、光源１、光検出器２、光導波路３、投光プロ
ーブ４、受光プローブ５、光導波路６、信号処理部７、パルス光源８、光導波路９、第二
の投光プローブ１０、音響波探触子１１、表示部１２からなる。また、本実施形態に係る
光計測装置は、本発明における第一の信号を測定する光強度測定系と、第二の信号を測定
する光音響波測定系から構成される。各測定系に含まれる構成要素を順に説明する。
【００１９】
　まず、光強度測定系について説明する。
　光強度測定系は、光源１から被検体１００に照射され、被検体１００内を伝播した光の
強度を光検出器２で検出し、第一の信号に変換する測定系である。
【００２０】
　光源１は、被検体１００に対して照射する光を発生させる手段である。光源１にて発生
する光は、被検体１００を構成する成分のうち特定の成分に吸収される特定波長の光であ
ることが好ましい。波長は、生体内での吸収が少ない７００ｎｍ以上、１１００ｎｍ以下
の範囲であることが好ましい。光の種類は、連続光、強度変調光、パルス光のいずれかで
ある。光源１は、一つまたは複数の光源によって構成されてもよい。また、光学特性値の
波長による違いを測定するために、波長の異なる複数の光源を用いてもよい。以下、光源
１にて発生する光を計測光と称する。
　光源１はレーザ光源であることが好ましいが、レーザのかわりに発光ダイオードなどを
用いてもよい。レーザ光源を使用する場合、固体レーザ、ガスレーザ、色素レーザ、半導
体レーザなど、様々な種類のレーザを使用することができる。
【００２１】
　光導波路３は、光源１から照射された計測光を被検体１００の表面に導く手段である。
光導波路３には、光ファイバを用いることが好ましい。また、光源が複数個である場合、
それぞれの光源に対応する複数の光ファイバを用い、被検体の表面に計測光を導いてもよ
い。また、複数の光源で発生した計測光を単一の光ファイバに入射させ、被検体の表面に
導いてもよい。反対に、一本の光ファイバを分岐させ、被検体の表面に複数の計測光を導
いてもよい。なお、光源１を被検体の近傍に配置できる場合、光導波路３は必ずしも使用
しなくてもよい。
【００２２】
　投光プローブ４は、光導波路３の先端に設けられたプローブであり、被検体に対して計
測光を照射する手段である。投光プローブ４は、金属やプラスチック、ゴムなどの筐体で
覆われており、計測光が出射する出射面が設けられている。投光プローブ４は、不図示の
固定部材によって、被検体表面に配置される。
【００２３】
　受光プローブ５は、被検体内を伝搬した計測光を検出する手段である。受光プローブ５
の先端には、計測光が入射する受光面が設けられている。受光プローブ５は、不図示の固
定部材によって、被検体表面の、投光プローブ４から所定の距離だけ離れた位置に配置さ
れる。
【００２４】
　ここで、測定対象領域と介在組織について説明する。
　被検体１００の内部は、装置によって測定を行う対象の領域である測定対象領域１０１
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と、測定対象領域よりも表層側に位置する介在組織１０２に大別される。被検体が生体の
頭部である場合、測定対象領域１０１は大脳皮質であり、介在組織１０２は頭皮や頭蓋骨
などの脳外組織である。
　被検体１００に入射した光は、減衰および散乱しながら被検体の内部を拡散し、被検体
表面から出射する。投光プローブ４から出射され、受光プローブ５に入射する光の経路１
０３は、図に示したように、いわゆるバナナシェープと呼ばれる円弧状の形状となる。計
測光は、投光プローブ４から出射されて介在組織１０２を透過する部分と、測定対象領域
１０１を透過する部分と、介在組織１０２を透過して受光プローブ５に入射する部分の三
つに分けられる。
【００２５】
　投光プローブ４と受光プローブ５の間隔を調整することによって、光が到達する深さを
相対的に調整することができる。被検体が成人の頭部である場合、プローブの間隔を約３
０ｍｍとすれば、頭皮表面から光が到達する深さを１５ｍｍから２０ｍｍ程度にすること
ができる。成人の場合、頭皮表面から大脳皮質までの深さは１５ｍｍ程度であるため、頭
皮表面から入射した光は大脳皮質まで到達し、頭皮の表面に戻る。
　大脳皮質（測定対象領域１０１）における光吸収特性が変動すると、大脳皮質を透過す
る計測光の光量が変動するため、当該変動量を取得することで、脳機能を測定することが
できる。
　しかし、同様に、頭皮において光吸収特性が変動すると、大脳皮質を往復する計測光の
光量が変動する。光吸収特性が変化する要因は、例えば血液中の酸化ヘモグロビン、脱酸
化ヘモグロビンなどの色素の濃度や量の変化が挙げられる。これにより、大脳皮質に対し
て行った測定の結果が変動してしまう。
【００２６】
　本実施形態に係る生体光測定装置は、介在組織１０２を透過する光量の変動を取得し、
測定結果を補正する。具体的には、計測光が頭皮を往復することによって発生する測定結
果の変動、すなわち、投光プローブ４から出射され介在組織１０２を透過する部分と、介
在組織１０２を透過して受光プローブ５に入射する部分に起因して発生する光の吸収特性
の変動を補正する。
【００２７】
　構成要素の説明を続ける。
　光導波路６は、受光プローブ５に入射した光を光検出器２に導く手段である。光導波路
６には、光導波路３と同様に光ファイバを用いることが好ましい。なお、光検出器２を被
検体１００の近傍に配置できる場合、光導波路６は必ずしも使用しなくてもよい。
【００２８】
　光検出器２は、被検体内を伝播した光の強度を検出し、電気信号（本発明における第一
の信号）に変換する手段である。光検出器２には、フォトダイオード（ＰＤ）、アバラン
シェフォトダイオード（ＡＰＤ）、光電子増倍管（ＰＭＴ）などを用いることができる。
　光検出器２が検出した光の強度を取得することで、被検体内部の光吸収特性の時間変化
についての情報を得ることができる。また、第一の信号には、光が透過する経路について
の情報が含まれる。すなわち、第一の信号には、測定対象領域１０１および介在組織１０
２の光吸収特性の情報が混在して含まれている。変換された信号は、信号処理部７に送ら
れる。
【００２９】
　次に、光音響波測定系について説明する。
　光音響波測定系は、被検体に対してパルス光を照射して、当該パルス光に起因して被検
体内の光吸収体から発生する音響波を音響波探触子１１で検出し、第二の信号に変換する
測定系である。
【００３０】
　パルス光源８は、被検体１００に対して照射するパルス光を発生させる手段である。パ
ルス光の波長は、光源１で発生させる光と略同一であることが好ましい。光源１にて発生
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させる光と波長を合わせることで、第一の信号との対応が取りやすくなる。また、パルス
幅は、数ナノ秒から数百ナノ秒オーダーであることが好ましい。以下、パルス光源８にて
発生する光を単にパルス光と称する。
　パルス光源８はレーザ光源であることが好ましいが、レーザ光源のかわりに発光ダイオ
ードなどを用いてもよい。レーザ光源を使用する場合、固体レーザ、ガスレーザ、色素レ
ーザ、半導体レーザなど、様々な種類のレーザを使用することができる。また、被検体に
照射する光の照射強度を上げるため、同じ波長の光を発生させる複数の光源を用いてもよ
い。
【００３１】
　パルス光源８から照射されたパルス光は、光導波路９、第二の投光プローブ１０を経由
して被検体１００に照射される。第二の投光プローブ１０は、投光プローブ４および受光
プローブ５の近傍にそれぞれ配置される。
　光導波路９には、光導波路３と同様に光ファイバを用いることが好ましい。また、パル
ス光源が複数個である場合、それぞれのパルス光源に対応する複数の光ファイバを用い、
被検体１００の表面にパルス光を導いてもよい。
　また、複数のパルス光源で発生した計測光を単一の光ファイバに導くことで合成し、被
検体の表面に導いてもよい。反対に、一本の光ファイバを分岐して、被検体の表面に複数
のパルス光を導いてもよい。なお、パルス光源８を被検体１００の近傍に配置できる場合
、光導波路９は必ずしも使用しなくてもよい。
【００３２】
　音響波探触子１１は、被検体の内部で発生した音響波を電気信号（本発明における第二
の信号）に変換する手段であり、本発明における音響波受信手段である。
　ここで、被検体の内部で発生する音響波について説明する。
　被検体１００に照射されるパルス光は、吸収減衰されながら被検体１００内部に拡散し
ていく。そして、被検体１００内で光吸収体が光エネルギーを吸収することで音響波が発
生する。発生する音響波の初期音圧Ｐは、数式１で表すことができる。
　Ｐ＝Γ×μａ×φ　・・・（数式１）
　ここで、Γはグリューナイゼン定数、μａは光吸収体における光の吸収係数、φは光吸
収体に到達するパルス光の光量である。発生する音響波の音圧は、吸収される光エネルギ
ー（μａ×φ）に比例する。音響波探触子１１は、このようにして発生した音響波を受信
する。
【００３３】
　音響波探触子は、単に探触子あるいは音響波探触子、トランスデューサとも呼ばれる。
なお、本発明における音響波とは、典型的には超音波であり、音波、超音波、光音響波、
光超音波と呼ばれる弾性波を含む。音響波探触子１１は、単一の音響波探触子からなって
もよいし、複数の音響波探触子からなってもよい。さらに、投光プローブ４（または受光
プローブ５）を挟む形で、第二の投光プローブ１０と音響波探触子１１を配置してもよい
。
　また、音響波探触子１１は、感度が高く、周波数帯域が広いものが望ましい。具体的に
はＰＺＴ（圧電セラミックス）、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン樹脂）、ＣＭＵＴ（容
量性マイクロマシン超音波トランスデューサ）、ファブリペロー干渉計を用いたものなど
が挙げられる。ただし、ここに挙げたものだけに限定されず、探触子としての機能を満た
すものであれば、どのようなものであってもよい。
【００３４】
　また、音響波探触子１１は、複数の受信素子が一次元、或いは二次元に配置されたもの
であってもよい。多次元配列素子を用いると、同時に複数の場所で音響波を受信すること
ができるため、測定時間を短縮することができ、被検体の振動などの影響を低減すること
ができる。なお、探触子が被検体よりも小さい場合は、探触子を走査させて複数の位置で
音響波を受信するようにしても良い。
　また、音響波探触子１１が取得した信号のレベルが小さい場合、増幅器を用いて信号強
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度を増幅することが好ましい。また、音響波探触子１１と被検体１００との間には、音波
の反射を抑えるための音響インピーダンスマッチング剤（不図示）を配置してもよい。
　音響波探触子１１が取得した第二の信号は、信号処理部７に送られる。
【００３５】
　信号処理部７は、音響波探触子１１によって得られた第二の信号をデジタル信号に変換
し、画像データを生成（再構成）する手段である。また、第二の信号を用いて第一の信号
を補正する、信号補正手段である。具体的な補正方法については後述する。
　信号処理部７は、コンピュータによって実現してもよいし、専用に設計されたハードウ
ェアやＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等によって実現してもよい。また、
信号処理部７は、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバータや、解析に必
要な情報や解析結果を保持する記憶媒体などを含んでいてもよい。
　また、信号処理部７が実行する画像再構成方法には、例えば、フーリエ変換法、ユニバ
ーサルバックプロジェクション法やフィルタードバックプロジェクション法、逐次再構成
法などがあるが、どのような画像再構成方法を用いても構わない。
【００３６】
　表示部１２は、信号処理部７で生成された再構成画像を表示する手段である。表示部１
２には、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、ＦＥＤなど
を利用することができる。
【００３７】
 <介在組織の影響を除去する方法>
　次に、取得した第一の信号を補正することで、測定結果から介在組織の影響を除去する
方法について具体的に説明する。
　まず、音響波探触子が取得した第二の信号を用いて、介在組織を透過する計測光の光量
を取得する方法について述べ、次に、取得した結果に基づいて測定信号（第一の信号）を
補正する方法について述べる。
【００３８】
 <<介在組織を透過する光量の取得>>
　被検体が生体の頭部である場合、介在組織は頭皮であり、介在組織内の光吸収体とは、
頭皮の表面付近にあるメラニンや毛細血管などである。これら毛細血管中の血流が、光吸
収特性の変動要因となる。これらの光吸収体に関する情報（光学関連情報）は、パルス光
に起因して発生する音響波を解析することで取得することができる。
　音響波探触子１１に対して毛細血管は微小であるため、介在組織は均質であるとみなせ
る。また、被検体表面に照射される光量は一定であるため、吸収される光エネルギーは、
光の吸収係数にほぼ比例する。従って、パルス光に起因して介在組織内で発生する音響波
の音圧は、介在組織の吸収係数にほぼ比例する。
【００３９】
　また、音源と音響波探触子との距離および音速から、音源の位置を特定することができ
る。つまり、第二の投光プローブ１０と音響波探触子１１との距離と、介在組織内の音速
がわかれば、介在組織で発生する音響波が検出される時刻を特定できる。すなわち、介在
組織内で発生した音響波の音圧を取得することができる。
【００４０】
　前述したように、介在組織の吸収係数は、音響波の音圧と相関がある。すなわち、この
相関を表すデータがあれば、受信した音響波の音圧から、介在組織を透過する計測光の光
量を求めることができる。ここでは、光の伝播解析および音響波の伝播解析を行うことで
当該相関を求める例について述べる。
【００４１】
　光の伝播解析は、公知の手法であるモンテカルロ法を用いて行った。例えば、生体の光
学定数やシミュレーションの方法は、非特許文献２にて報告されている。
　また、音響波の伝播解析には、公知の解析ソフトを使用した。超音波を取り扱える解析
ソフトとして、例えば、University College Londonにて公開されている、k-waveがある



(10) JP 2015-10988 A 2015.1.19

10

20

30

40

50

。
　本例では、図２に示したような、頭部を模擬した縦横６４ミリメートル四方の二次元の
モデルを作成した。当該モデルは、空気１１０、音響マッチング材１１１、頭皮１１２、
頭蓋骨１１３、脳髄液１１４、大脳皮質１１５の６層構造となっている。頭皮１１２表面
には、幅１ｍｍの光照射領域Ｗが設定されている。
　このようなモデルを用いて、光伝播解析を行うことで、光の吸収エネルギー（数式１に
おけるμａ×φ）の分布を求め、次に、吸収エネルギー分布を元に初期音圧（数式１にお
けるＰ）を求め、最後に音響波の伝播解析を行った。本例では、光照射領域Ｗの中心から
５ｍｍ離れた位置に音響波探触子１１があるものとして、到達する圧力波を求めた。解析
に使用した各層の厚さ、および光学特性、音響特性を表1に示す。使用したパラメータは
、各物質における代表的な値である。
【表１】

【００４２】
　この結果得られた、光の吸収エネルギー分布を図３に示す。図３の縦軸が垂直方向、横
軸が水平方向である。図３は、光照射領域を水平方向の中心として、頭皮１１２から深さ
３０ｍｍまでの領域を拡大して表示したものである。また、等高線は最大値を１に規格化
して、対数スケールで表示している。図３より、頭皮１１２内の領域において、黒色で示
した光照射部直下の領域１１６で光の吸収エネルギーが最大になっていることがわかる。
従って、光照射部直下の領域１１６において、最大の初期音圧が発生する。また、光の吸
収エネルギー分布から、大脳皮質１１５表面に照射される計測光の光量（すなわち、介在
組織を透過する光量）も得られる。
【００４３】
　光の吸収エネルギー分布を初期音圧分布であるとみなして、音響波の伝播解析を行った
結果を図４に示す。図の横軸が時間、縦軸が音響波探触子に到達する音圧の波形である。
光照射領域と音響波探触子との距離（５ｍｍ）と頭皮１１２における音速（１５４０ｍ/
ｓ）の関係から、図中の約３．３μｓの時刻に現れるピークが、頭皮１１２で発生する音
響波に由来することが分かる。すなわち、図中の頭皮１１２に相当する振幅Ａから、頭皮
１１２での光の吸収エネルギーに関する情報が得られる。
【００４４】
　同様の解析を、頭皮１１２の吸収係数を０．８から１．２倍に変更して実施した。吸収
係数と頭皮１１２で発生する音響波の振幅Ａとの関係を図５（ａ）に示す。図の横軸は頭
皮１１２の吸収係数、縦軸は頭皮１１２で発生する音響波の振幅である。両軸とも、表１
の条件で計算した結果で規格化して表示している。図５（ａ）より、頭皮１１２の吸収係
数と、発生する音響波の振幅には比例関係があることが分かる。
【００４５】
　次に、光伝播解析で求めた、頭皮１１２の吸収係数と大脳皮質１１５表面に照射される
光量の関係を図５（ｂ）に示す。図の横軸は頭皮１１２の吸収係数、縦軸は大脳皮質１１
５表面に照射される光量を表す。両軸とも、表１の条件で計算した結果で規格化して表示
している。図５（ｂ）より、大脳皮質１１５表面に照射される光量と頭皮１１２の吸収係
数には負の相関があることが分かる。
　図５（ａ）および図５（ｂ）より求めた、頭皮１１２で発生する音響波の振幅と、大脳
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皮質１１５表面に照射される光量の関係を、図５（ｃ）に示す。図５（ｃ）より、大脳皮
質１１５表面に照射される光量と、頭皮１１２で発生する音響波の振幅には負の相関があ
ることが分かる。このような、図５（ｃ）に相当するデータがあれば、頭皮１１２で発生
する音響波の振幅の変化から、大脳皮質１１５表面に照射される計測光の光量の変化を推
定することができる。
　なお、受信した音響波から、介在組織を透過する計測光の光量を求めることができれば
、振幅以外を用いてもよい。例えば、音響波の波形の傾きや自乗平均、ＦＦＴを実行した
時のパワーなどを用いてもよい。
【００４６】
 <測定信号の補正方法>
　次に、第一の信号を補正する具体的な方法について説明する。
　始めに、被検体を測定する際の基準となる「対照状態」と「換算テーブル」について説
明する。対照状態とは、被検体に負荷を課していない状態、もしくは被検体の状態を一定
にする標準的な負荷を課している状態（コントロール）である。
　また、換算テーブルとは、図５（ｃ）に示したような、介在組織で発生した音響波の振
幅と、介在組織を透過する光量との関係を表したテーブルである。本実施形態では、換算
テーブルを用いて、介在組織を透過する計測光の光量が少なくなるほど、第一の信号を増
幅する方向に補正を行う。
　換算テーブルは、前述したようなシミュレーション、あるいはファントムや動物実験な
どによって事前に作成することができる。また、換算テーブルは、標準的な被検体に対応
するものを一つだけ使用してもよいし、被検体に応じて複数用意してもよい。例えば、介
在組織の厚さは、被検体の測定部位や被検者の年齢、性別、体格などに応じて変わる。そ
こで、介在組織の厚さに応じた換算テーブルを事前に複数用意し、対象の被検体に適合す
る換算テーブルを選択するようにしてもよい。
　なお、換算テーブルの選択は、磁気共鳴映像法やＸ線断層像などによって取得した情報
を用いて行うことができる。また、被検体を複数回測定した後に、安定して頭皮の影響を
補正できている換算テーブルを事後的に選択するようにしてもよい。
【００４７】
　第一および第二の信号の取得は、まず、対照状態にある被検体に対して行われる（第一
の測定）。そして、第二の信号から、介在組織内で発生した音響波に相当する振幅Ａ０を
取得する。なお、振幅Ａ０の取得は、単一の信号を用いて行ってもよいし、複数回の測定
を行ったうえで平均化してもよい。
【００４８】
　次に、被検体に負荷を課しながら、第一および第二の信号を測定し（第二の測定）、取
得した第二の信号から、頭皮の音響波に相当する振幅Ａ１を得る。そして、振幅の変化量
（Ａ１／Ａ０）と換算テーブルを用いて、第一の測定および第二の測定における、透過す
る光量の変化量Ｔを得る。最後に、変化量の逆数（１／Ｔ）を補正量Ｋとして、第二の測
定にて取得した第一の信号を補正する。
　なお、本実施形態では、光音響波測定系は、投光プローブおよび受光プローブの近傍そ
れぞれに設けられている。このような場合、投光側と受光側の光音響波測定系それぞれに
ついて補正量Ｋを取得すればよい。数式２に示すように、第一の信号に補正係数を乗ずる
ことで、介在組織の吸収係数の変化を補正した信号を得ることができる。なお、Ｉは第一
の信号、Ｉ’は補正後の信号、Ｋｓは投光プローブ側の補正量、ＫＤは受光プローブ側の
補正量を表す。
　Ｉ’＝Ｉ×（Ｋｓ×ＫＤ）　・・・（数式２）
　なお、当該処理は、第一の測定から第二の測定までの間に生じた計測光の光量の変化を
補正するためのものであるため、対照状態で取得した信号を補正する必要はない。よって
、第一の測定で取得した第一の信号は、補正せずに使用する（Ｉ’＝Ｉ）。
【００４９】
　なお、複数の波長に対して信号Ｉ’を測定することで、光の吸収特性の波長依存性を得
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ることができる。被検体内の測定対象成分（例えば酸化ヘモグロビンや脱酸化ヘモグロビ
ン）の光吸収特性は、成分ごとに波長依存性が異なる。従って、複数の波長に対して、補
正した信号Ｉ’を測定することで、測定対象領域における測定対象成分の濃度変化を算出
することができる。
　例えば、測定対象成分が酸化ヘモグロビンや脱酸化ヘモグロビンである場合、波長が７
００ｎｍ以上、１１００ｎｍ以下である二以上の波長を用いればよい。酸化ヘモグロビン
と脱酸化ヘモグロビンの光吸収係数は、８００ｎｍ付近で大小関係が逆転するため、少な
くとも８００ｎｍを挟んだ二つ以上の波長を選択することが好ましい。例えば、７００ｎ
ｍと８３０ｎｍの波長を用いることで相対濃度変化を計測することができる。
【００５０】
 <処理フローチャート>
　図６に、本実施形態に係る生体光測定装置が行う処理のフローチャートを示す。なお、
被検体に対するプローブ等の設置および、前述した対照状態の測定（第一の測定）と換算
テーブルの準備は完了しているものとする。
　始めに、特定の波長の光を被検体に照射し、光強度測定系を用いて第一の信号を測定す
る（ステップＳ１）。次に、ステップＳ１と同じ波長のパルス光を被検体に照射し、光音
響測定系を用いて第二の信号を測定する（ステップＳ２）。ステップＳ１およびＳ２は、
短い間隔で実行することが好ましい。
　次に、第一および第二の測定で取得した音響波に基づいて、介在組織内で発生した音響
波に相当する振幅を取得し、当該振幅の変化量を算出し、換算テーブルを用いて第一の信
号の補正量を算出する（ステップＳ３）。もし、換算テーブルが複数ある場合、被検体の
条件に最も適した換算テーブルを選択して処理を行う。
　次に、算出した補正量を用いて、ステップＳ１で取得した第一の信号を補正する（ステ
ップＳ４）。
【００５１】
　さらに、全ての波長に対して測定が完了したかを判定し（ステップＳ５）、完了してい
なければ、処理をステップＳ１に遷移させ、再度測定を行う。全ての波長に対して測定が
完了していたら、処理をステップＳ６に遷移させる。
　次に、波長ごとに測定した結果を用い、吸収特性の波長依存性から、被検体を構成する
物質の濃度変化を算出する（ステップＳ６）。
　なお、経時的な変化を測定する場合、所定の測定時間が終了するまで、ステップＳ１か
らステップＳ６の処理を繰り返す（ステップＳ７）。経時的な変化を測定する際は、被検
体内部の変化に対して十分な時間分解能を有する周期で測定を繰り返せばよい。例えば、
大脳皮質の血液は百ミリ秒から秒オーダーの周期で変化するため、血流の変化周期よりも
小さい周期で測定すればよい。また、経時的な変化の測定中に被検体に負荷を課すことで
、対照状態に対する内部状態の変化を測定することができる。内部状態の変化を測定する
対象としては、例えば、脳の賦活領域を測定する脳機能測定などが挙げられる。
【００５２】
　このように、第一の実施形態に係る生体光測定装置は、介在組織内で発生した音響波信
号を取得することで、介在組織（頭皮）の影響を除去することができ、測定対象領域（大
脳皮質）で発生した信号の変化をより正確に取得することができる。
　前述した通り、従来技術に係る測定装置では、介在組織を透過する計測光の光量を正確
に取得できず、被検体の内部情報を精度よく取得することができなかった。これに対して
、本実施形態に係る生体光測定装置では、介在組織における光吸収特性を正確に取得でき
るため、介在組織の影響を正確に除去することができ、測定精度を向上させることができ
る。
【００５３】
　なお、本実施形態で示したフローチャートは一例であり、同等の機能を実現できれば、
処理順などを入れ替えてもよい。例えば、第一の信号の測定および第二の信号の測定の順
番が逆になってもよい。また、所定の測定が全て終了してから、補正および濃度変化の算
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出を行っても良い。また、第一の信号に対して第二の信号の変化速度が緩やかであるとみ
なせる場合は、第二の信号の測定を間引きしてもよい。
【００５４】
（第二の実施形態）
　第一の実施形態では、投光プローブ４の近傍と受光プローブ５の近傍に、それぞれ第二
の投光プローブ１０と音響波探触子１１を配置した。すなわち、複数組の光音響波測定系
を用いて測定を行った。これに対して第二の実施形態は、単一の光音響波測定系を用いて
測定を行う実施形態である。
　第二の実施形態は、介在組織に起因する測定信号の変動量が、位置に依存せず同一であ
るとみなせる場合に適用できる。
　図７は、第二の実施形態に係る生体光測定装置の構成図である。本例では、投光プロー
ブ４および受光プローブ５の略中間に、第二の投光プローブ１０および音響波探触子１１
をそれぞれ配置する。他の構成は、第一の実施形態と同様である。なお、第二の投光プロ
ーブ１０および音響波探触子１１は、介在組織に起因する信号の変動が略同一であるとみ
なせる位置であれば、どこに配置してもよい。
【００５５】
　本実施形態でも第一の実施形態と同様に補正係数Ｋを取得するが、光音響測定系が一つ
であるため、ステップＳ４の処理において、数式３を用いて補正計数を決定する。Ｋは、
光音響測定系における補正量である。
　Ｉ’＝Ｉ×（Ｋ×Ｋ）　・・・（数式３）
　被検体１００が頭部である場合、大脳皮質の局所的な変化と比較して、水平方向におけ
る頭皮血流の変化は相対的に少ないと考えられるため、単一の補正計数を用いても大きな
誤差は発生しないと考えられる。従って、本実施形態のような構成とすることで、光音響
波測定系の数を減らし、装置のコストを削減することができる。
【００５６】
（第三の実施形態）
　第一および第二の実施形態では、光強度測定系と光音響測定系とでそれぞれ異なる光源
を使用した。これに対して第三の実施形態は、共通のパルス光源を用いて測定を行う実施
形態である。
　図８は、第三の実施形態に係る生体光測定装置の構成図である。本例では、共通の光源
であるパルス光源１３を用い、光導波路１４によってパルス光を分岐させている。他の構
成は、第一の実施形態と同様である。なお、図８の例では、投光プローブ１５も、光強度
測定系と光音響測定系とで共通のものを使用しているが、別個のものを使用してもよい。
【００５７】
　光検出器２は、パルス光源１３から発せられ被検体を伝播したパルス光を第一の信号と
して検出し、音響波探触子１１は、パルス光源１３から発せられたパルス光により被検体
内で発生した音響波を第二の信号として検出する。第一の信号および第二の信号は同時に
測定してもよいし、別々に測定してもよい。このような構成とすることで、使用する光源
および光導波路、投光プローブの数を減らし、装置のコストを削減することができる。
【００５８】
（第四の実施形態）
　第一ないし第三の実施形態では、対照状態と、被検体に負荷を課した状態で測定を行い
、計測光の光量の変化を用いて信号を補正した。これに対して第四の実施形態は、第二の
信号から得られる介在組織の光吸収特性の経時的な変化を用いて、第一の信号の経時的な
変化から介在組織の情報を除去する実施形態である。すなわち、被検体に負荷を課しなが
ら複数回の測定を連続して行う実施形態である。第四の実施形態に係る生体光測定装置の
構成は、第一ないし第三の実施形態と同様である。
【００５９】
　第四の実施形態では、測定を行うごとに、第一の信号を収集して時系列の信号を生成す
る。以降、本実施形態における第一の信号とは、被検体を透過した計測光の強度の経時的
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な変化を表す信号であるものとする。
　また、第二の信号から、介在組織にて発生した音響波に相当する振幅を得て、当該振幅
を時系列で表した信号を生成する。これを第三の信号と称する。すなわち、第三の信号は
、取得した振幅の経時的な変化を表す信号である。
【００６０】
　信号の取得が完了すると、第一の信号と第三の信号の組合せについて、被検体の対照状
態と、対照状態に対する時間変化を取得する。第一の信号の時間変化には、介在組織と測
定対象領域の光吸収特性の情報が含まれる。また、第三の信号の時間変化には、介在組織
の光吸収特性の情報が含まれる。そして、第一の信号と第三の信号のそれぞれの時間変化
に対し、独立成分分析などの数学的信号分離法を用いて、測定対象領域と介在組織との信
号（情報成分）を分離し、測定対象領域の信号（情報成分）のみを抽出する。
【００６１】
　第四の実施形態においては、このような方法によって、信号成分を分離する処理の過程
でランダムな雑音成分を除去することができ、信号対ノイズ比を向上させる効果を得るこ
とができる。
【００６２】
（実施例）
　第一の実施形態に対応する実施例について説明する。本実施例に係る生体光測定装置は
、生体の脳の血液動態の変化を求めることを目的とした測定装置である。
　光強度測定系と光音響波測定系は、不図示のホルダによって被検体１００の表面に配置
した。また、光源１には、波長が７５０ｎｍと１０６０ｎｍである半導体レーザ光を照射
できる光源を用いた。光源１にて発生する光は、変調周波数１００ＭＨｚの変調光である
。また、パルス光源８には、パルス幅が５０ナノ秒、繰返し周波数が１０Ｈｚ、波長が１
０６４ｎｍであるＮｄ：ＹＡＧレーザと、波長が７５０ｎｍであるアレキサンドライトレ
ーザを用いた。
　また、音響波探触子１１には、中心周波数が１ＭＨｚのピエゾタイプのトランスデュー
サを使用した。
【００６３】
　本実施例では、光源で発生した光を光ファイバ経由で投光プローブ４に導く構成とし、
被検体１００の表面にて受光プローブ５とカップリングさせた。投光プローブ４と受光プ
ローブ５の間隔は３０ｍｍとした。また、光検出器２には、光電子倍増管（ＰＭＴ）を使
用し、光源１の変調周波数と同期させて測定を行った。そして、光源１から照射され、被
検体１００を伝播した光の強度を光検出器２で取得し、第一の信号を得た。
　また、パルス光源８から発せられたパルス光を、光ファイバ経由で第二の投光プローブ
１０から被検体１００に照射した。そして、パルス光に起因して被検体１００内で発生す
る音響波を音響波探触子１１で取得し、第二の信号を得た。
【００６４】
　第一の信号および第二の信号は、コンピュータによって構成された信号処理部７で処理
を行った。信号処理部７では、第二の投光プローブ１０と音響波探触子１１の距離と、生
体内の音速を用いて、第二の信号から頭皮内で発生した音響波に相当する部分を特定し、
頭皮内の吸収係数の変化を得た。また、吸収係数の変化から補正係数を算出し、第一の信
号を補正したうえで、酸化ヘモグロビンと脱酸化ヘモグロビンの濃度比の時間変化を取得
した。なお、補正用の換算テーブルは、シミュレーションおよび生体を模擬したファント
ム実験によって予め作成したものを使用した。
　測定は、複数波長の光源を用いて行い、所定の測定時間が終了するまで繰返し行った。
このようにして最終的に得られた結果は、頭皮における血流の影響が除去されたものであ
った。すなわち、介在組織（頭皮）の吸収係数の変化を正確に取得することができ、信号
を正確に補正したうえで脳の血液動態を求められることが確認できた。
【００６５】
（変形例）
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　なお、各実施形態の説明は本発明を説明する上での例示であり、本発明は、発明の趣旨
を逸脱しない範囲で適宜変更または組み合わせて実施することができる。例えば本発明は
、上記処理の少なくとも一部を含む被検体情報取得装置の制御方法として実施することも
できる。上記処理や手段は、技術的な矛盾が生じない限りにおいて、自由に組み合わせて
実施することができる。
　例えば、光強度測定系と光音響波測定系を複数組設け、被検体表面上に一次元あるいは
二次元的に配置してもよい。各測定系を複数組配置することで、測定結果の空間的な分布
を得ることができる。また、取得した分布は表示部に出力するようにしてもよい。
　また、実施形態の説明では、音響波の振幅と、介在組織を透過する計測光の光量との対
応を表した換算テーブルを用いた。すなわち、本発明における光学関連情報とは、介在組
織を透過する計測光の光量である。しかし、大脳皮質に到達する計測光の光量を求めるこ
とができれば、他の情報を用いてもよい。例えば、介在組織に吸収される光エネルギーを
用いてもよいし、介在組織における光の吸収係数を用いてもよい。
【００６６】
　また、記憶装置に記録されたプログラムを読み込み実行することで前述した実施形態の
機能を実現するシステムや装置のコンピュータ（又はＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイス）によ
っても、本発明を実施することができる。また、例えば、記憶装置に記録されたプログラ
ムを読み込み実行することで前述した実施形態の機能を実現するシステムや装置のコンピ
ュータによって実行されるステップからなる方法によっても、本発明を実施することがで
きる。
　この目的のために、上記プログラムは、例えば、ネットワークを通じて、又は、上記記
憶装置となり得る様々なタイプの記録媒体（つまり、非一時的にデータを保持するコンピ
ュータ読取可能な記録媒体）から、上記コンピュータに提供される。したがって、上記コ
ンピュータ（ＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイスを含む）、上記方法、上記プログラム（プログ
ラムコード、プログラムプロダクトを含む）、上記プログラムを非一時的に保持するコン
ピュータ読取可能な記録媒体は、いずれも本発明の範疇に含まれる。
【符号の説明】
【００６７】
　１・・・光源、２・・・光検出器、３・・・光導波路、４・・・投光プローブ、５・・
・受光プローブ、７・・・信号処理部、８・・・パルス光源、１０・・・第二の投光プロ
ーブ、１１・・・音響波探触子
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