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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収束された光ビームを操作する方法であって、
　サンプル内の焦点に、レンズの後瞳でのビームの断面が個々のビームレットを含む励起
光ビームをレンズにより収束させるステップと、
　他のビームレットが該後瞳を照射する状態で、該レンズの後瞳での励起ビームの個々の
ビームレットの方向及び／又は相対位相を、波面変調素子により個々に変更するステップ
と、
　該個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射さ
れる放射光を検出するステップと、
　該レンズの後瞳での個々のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大
または最少にするステップと、
　該レンズの後瞳での個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を
増加させるステップとを備える、前記方法。
【請求項２】
　前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するステップと、
　前記焦点が前記異なる位置にあるときに前記焦点から放射される放射光を検出するステ
ップと、
　前記焦点の前記異なる位置から検出された放射光に基づき、前記サンプルの画像を生成
するステップとをさらに備える、請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　前記焦点が前記異なる位置にあるときに、
　前記レンズの後瞳での前記励起ビームの前記個々のビームレットの方向または相対位相
を、前記波面変調素子により個々に変更するステップと、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射
される放射光を検出するステップと、
　前記個々のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大または最少にす
るステップと、
　前記個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を増加させるステ
ップとをさらに備える、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は該第１の波長よりも小さい第２の波長を
有する、請求項１から３のいずれか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は該第１の波長よりも大きい第２の波長を
有する、請求項１から３のいずれか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、かつ
　前記空間光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記
活性層から反射される光と前記空間光変調器の他のインタフェースから反射される光との
間に非ゼロ方向を誘導するステップをさらに備える、請求項１から５のいずれか一項記載
の方法。
【請求項７】
　前記焦点からの放射光を最大または最少にするのに用いる前記個々のビームレットの方
向を決定するステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レン
ズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを
含む、請求項１から６のいずれか一項記載の方法。
【請求項８】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相を変更してから、前記位相値
のそれぞれについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとをさらに備える、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとを含むプロセスを少なくとも２回繰り返すス
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テップをさらに備える、請求項７または８記載の方法。
【請求項１０】
　前記焦点からの放射光を増加させる前記個々のビームレットの相対位相を決定するステ
ップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビ
ームレットの相対位相を決定するステップとを含む、請求項７から９のいずれか一項記載
の方法。
【請求項１１】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビ
ームレットの相対位相を決定するステップとを含むプロセスを少なくとも２回繰り返すス
テップをさらに備える、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波数で、前記焦点
からの前記信号の放射のスペクトル成分を観察するステップと、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点
からの放射光が最大または最少になる前記ビームレットの方向を決定するステップとを含
む、請求項１から１１のいずれか一項記載の方法。
【請求項１３】
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を同時に変
更するステップと、
　前記第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第２のビームレットの方向が変更された状態で、第２のディザ周波数で前記第２の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第１および第２のビームレットの方向が変更された状態で、前記第１および第２の
ビームレットに対応する前記第１および第２のディザ周波数で前記焦点から放射される信
号の放射のスペクトル成分を同時に観察するステップと、
　各ビームレットに対応する、前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射
光が最大または最少になる前記第１および第２のビームレットの方向を決定するステップ
と、を含む、請求項１から１２のいずれか一項記載の方法。
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【請求項１４】
　前記第１および第２のディザ周波数は無相関である、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記ビームの断面は前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレ
ットを含み、
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、
　前記レンズの後瞳に前記Ｎ個のビームレットを配するステップと、
　前記配されたＮ個のビームレットを前記サンプル内の焦点に収束させるステップと、
　前記配されたＮ個のビームレットについて、
　前記レンズの後瞳での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするステップと、
　前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個のビームレット
に対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点から放射される信号の放射のスペクトル
成分を同時に観察するステップと、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された信号の放射に基づき、
前記Ｎ個のビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項１から１２のいずれ
か一項記載の方法。
【請求項１６】
　前記Ｎ個のビームレットの方向は第１の光学素子により変更され、前記Ｎ個のビームレ
ットの光学特性は第２の光学素子によりディザされる、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記励起光ビームが収束された焦点に参照ビームを収束させるステップと、
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップと、をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップと、
　前記変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズ
の後瞳から転換させるステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記変更されたビームレット以外の
前記１つまたは複数の個々のビームレットが前記レンズの後瞳から転換された状態で、前
記焦点からの信号の放射を観察するステップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項１から６のいずれか一項記載
の方法。
【請求項１８】
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレッ
トが反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、転換されたビームレットがデジタルマイクロミラーアレイの個々のマイ
クロミラーから反射される方向を選択するステップを含む、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレッ
トが反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、前記１つまたは複数の個々のビームレットに対応する前記空間光変調器
上の位置の１つまたは複数の位相ランプを選択して、前記１つまたは複数の個々のビーム
レットを転換させるステップを含む、請求項１７記載の方法。
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【請求項２０】
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレットが
反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、転換されたビームレットが可変鏡の個々の部分から反射される方向を選
択するステップを含む、請求項１７記載の方法。
【請求項２１】
　方向及び／又は相対位相が異なるＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットは、前記レン
ズの後瞳で互いに重複する断面を有し、
　前記Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対位相を制御するステップは、前記レン
ズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数であり、Ｑ＞Ｐ）の異なる構成ビームレットの方向を個別に
制御するステップを含む、請求項１から２０のいずれか一項記載の方法。
【請求項２２】
　各個のビームレットの複数の先端角のそれぞれおよび複数の傾斜角のそれぞれについて
、前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するステップと、
　前記複数の先端角のそれぞれ、前記複数の傾斜角のそれぞれ、および前記焦点の前記サ
ンプル内における複数の異なる位置のそれぞれについて、前記焦点から放射される放射光
を検出するステップと、
　前記焦点の前記複数の位置から検出された放射光に基づき、前記複数の先端角および傾
斜角のそれぞれについて、前記焦点の全位置に亘って合成した前記サンプルからの放射光
が最大になるビームレットの先端角および傾斜角を決定するステップとをさらに備える、
請求項１から６のいずれか一項記載の方法。
【請求項２３】
　前記ビームの断面における１つまたは複数のビームレットは前記焦点に収束されない、
請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　光学系の結像面上の焦点での光の強度を増加させる方法であって、
　前記光学系のレンズにより、サンプルからの放射光のビームを集めるステップであり、
前記レンズの後瞳から現れる前記放射光のビームの断面が、該レンズの後瞳での個々のビ
ームレットを含むステップと、
　前記光ビームを前記結像面上の焦点に収束させるステップと、
　前記後瞳からの他のビームレットが収束された状態で、前記焦点での前記放射光ビーム
の個々のビームレットの方向及び／又は相対位相を、波面変調素子により個々に変更する
ステップと、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点での光の
強度を検出するステップと、
　前記個々のビームレットの方向および相対位相を制御して、前記焦点での光の強度を増
加させるステップとを備える、前記方法。
【請求項２５】
　前記焦点は半透明マスクのピンホールに位置する、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記空間光変調器の活性層から反射さ
れる光にグローバル位相ランプを適用して、前記活性層から反射される光と前記空間光変
調器の他のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ方向を誘導するステップをさ
らに備える、請求項２４または２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記焦点での光の強度を増加させるのに用いる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での前記
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ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、
請求項２４から２６のいずれか一項記載の方法。
【請求項２８】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相を変更してから、前記位相値
のそれぞれについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとをさらに
備える、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含むプ
ロセスを少なくとも２回繰り返すステップをさらに備える、請求項２７または２８記載の
方法。
【請求項３０】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの相対位相を決定するステ
ップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの相対位相を決定するステップとを含
む、請求項２７から２９のいずれか一項記載の方法。
【請求項３１】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波数で、前記焦点
からの強度信号のスペクトル成分を観察するステップと、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された強度信号のスペクトル成分に基
づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項２４から３０のいず
れか一項記載の方法。
【請求項３２】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
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　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を同時に変更するス
テップと、
　前記第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第２のビームレットの方向が変更された状態で、第２のディザ周波数で前記第２の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第１および第２のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記第１およ
び第２のビームレットに対応する前記第１および第２のディザ周波数で前記焦点からの強
度信号のスペクトル成分を同時に観察するステップと、
　各ビームレットに対応する、前記観察された強度信号の放射のスペクトル成分に基づき
、前記第１および第２のビームレットの方向を決定するステップと、を含む、請求項２４
から３１のいずれか一項記載の方法。
【請求項３３】
　前記ビームの断面は前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレ
ットを含み、
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記Ｎ個のビームレットについて、
　前記焦点での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするステップと、
　前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個のビームレット
に対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点からの強度信号のスペクトル成分を同時
に観察するステップと、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、前記Ｎ個のビームレットの方向を決定するステップと、を含む、請求項２
４から３２のいずれか一項記載の方法。
【請求項３４】
　前記Ｎ個のビームレットの方向は第１の光学素子により変更され、前記Ｎ個のビームレ
ットの光学特性は第２の光学素子によりディザされる、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　励起光ビームを生成するように構成される光源と、
　前記励起光ビームをサンプル内の焦点に収束させるように構成されるレンズであり、こ
こで、該レンズの後瞳でのビームの断面が個々のビームレットを含む、レンズと、
　他のビームレットが該後瞳を照射する状態で、該レンズの後瞳での励起ビームの個々の
ビームレットの方向又は相対位相を個々に変更するように構成される波面変調素子と、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射
される放射光を検出するように構成される検出器とを備える顕微鏡システムであって、
　前記波面変調素子はさらに、前記検出された放射光に応じて、該レンズの後瞳での個々
のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大または最少にし、かつ該レ
ンズの後瞳での個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を増加さ
せるように構成される、前記顕微鏡システム。
【請求項３６】
　前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するように構成される１つ
または複数の調節可能な鏡と、
　前記焦点の前記異なる位置から検出された放射光に基づき、前記サンプルの画像を生成
するように構成されるプロセッサと、をさらに備える、請求項３５記載の顕微鏡システム
。
【請求項３７】
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　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は前記第１の波長よりも小さい第２の波長
を有する、請求項３５または３６記載の顕微鏡システム。
【請求項３８】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は前記第１の波長よりも大きい第２の波長
を有する、請求項３５または３６記載の顕微鏡システム。
【請求項３９】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記反射型空間光変調器は、前記空間
光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記空間光変調
器の前面から反射される光と前記活性層から反射される光との間に非ゼロ角度を誘導する
ように構成される、請求項３５から３８のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４０】
　前記波面変調素子はさらに、前記レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され
維持された状態で、前記レンズの後瞳での前記個々のビームレットの少なくとも一部の方
向を変更するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記レンズの
後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記サンプルから放
射される、前記検出された放射光に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少にな
る前記少なくとも一部の個々のビームレットの方向を決定するように構成される１つまた
は複数のプロセッサをさらに備える、請求項３５から３８のいずれか一項記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項４１】
　前記波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘って各個のビームレットの位
相を変更してから、前記位相値のそれぞれについて、前記レンズの後瞳での前記他のビー
ムレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズの後瞳での前記ビームレットの
方向を変更するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向が前記位相値のそれぞれで変更された状
態で、前記サンプルから放射される、前記検出された放射光に基づき、前記焦点からの放
射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定するように構成される
１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項４０記載の顕微鏡システム。
【請求項４２】
　前記波面変調素子はさらに、前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定
され維持された状態で、前記レンズの後瞳での各個のビームレットの位相を変更するよう
に構成され、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記サンプルから放射される、前記検出
された放射光に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビームレットの相
対位相を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項
４０記載の顕微鏡システム。
【請求項４３】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記ビームレットの方向を変更し、前記ビームレットの方向が変更された状態
で、前記少なくとも一部の個々のビームレットの光学特性をディザ周波数でディザするよ
うに構成され、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディ
ザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも一部の個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から３９のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４４】
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　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記少なくとも１つの個々のビームレッ
トの光学特性をディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさら
に備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ディザ周波数
で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも１つの個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５記載の顕微鏡システム。
【請求項４５】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、
　前記ディザリング光学素子はデジタルマイクロミラーアレイまたは可変鏡を含む、請求
項４４記載の顕微鏡システム。
【請求項４６】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記個々のビームレットの方向を同時に変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記少なくとも１つの個々のビームレッ
トの光学特性をディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさら
に備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ディザ周波数
で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも１つの個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から４５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４７】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記個々のビームレットの方向を同時に変更するように構成され、
　第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１のビー
ムレットの光学特性をディザし、第２のビームレットの方向が変更された状態で第２のデ
ィザ周波数で前記第２のビームレットの光学特性をディザするように構成されるディザリ
ング光学素子をさらに備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記第１
および第２のディザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記第１および第２の個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から４５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４８】
　前記第１および第２のディザ周波数は無相関である、請求項４７記載の顕微鏡システム
。
【請求項４９】
　前記波面変調素子は前記ディザリング光学素子とは異なる、請求項４７記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項５０】
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　前記ビームの断面は少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレットを含み、
　前記レンズは前記Ｎ個の個々のビームレットを前記焦点に収束させるように構成され、
　前記波面変調素子は、前記レンズの後瞳での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変
更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個の個々のビームレットのそれぞ
れの光学特性を固有のディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子
をさらに備え、前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質
的にＮ個のディザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記Ｎ個の個々のビームレ
ットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請
求項３５から４４のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５１】
前記波面変調素子は前記ディザリング光学素子とは異なる、請求項５０記載の顕微鏡シス
テム。
【請求項５２】
　前記波面変調素子は、前記レンズの後瞳での各個のビームレットの方向を変更するよう
に構成され、
　励起光のビームが収束された前記焦点に参照ビームを配すように構成される１つまたは
複数の参照ビーム光学素子と、
　前記変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズ
の後瞳から転換させるように構成される転換光学素子と、をさらに備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記変更され
たビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズの後瞳から
転換させた状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するように構成され、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から４４のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５３】
　前記転換光学素子は、前記個々のビームレットを前記レンズの後瞳から選択的に転換さ
せるように構成されるデジタルマイクロミラーアレイを含み、
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレットが
反射される、前記アレイの１つまたは複数の鏡の位置を変更するステップを含む、請求項
５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５４】
　前記転換光学素子は前記空間光変調器であり、
　前記空間光変調器は、転換される前記１つまたは複数の個々のビームレットに対応する
、前記空間光変調器上の１つまたは複数の位相ランプを適用するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記変更されたビームレットの方向を変更するように構成される
１つまたは複数の鏡をさらに備える、請求項５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５５】
　前記転換光学素子は可変鏡を含み、前記可変鏡は、１つまたは複数の個々のビームレッ
トを転換させるために形状を変化させるように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記変更されたビームレットの方向を変更させるように構成され
る１つまたは複数の鏡をさらに備える、請求項５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５６】
　前記光源は、その方向及び／又は相対位相が異なり、かつ前記レンズの後瞳で互いに重
複する断面を有するＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットを配し、
　前記波面変調素子は、前記Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対位相を制御する
ように構成され、前記制御は、前記レンズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数で、Ｑ＞Ｐ）の異な
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る構成ビームレットの方向をそれぞれ個別に制御することを含む、請求項４０から５５の
いずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５７】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含む、請求項３５から５６のいずれか一項記
載の顕微鏡システム。
【請求項５８】
　前記波面変調素子は可変鏡を含む、請求項３５から５６のいずれか一項記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項５９】
　前記波面変調素子はデジタルマイクロミラーアレイを含む、請求項３５から５６のいず
れか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６０】
　サンプルからの放射光のビームであり、レンズの後瞳での個々のビームレットを含む前
記ビームを集めるように構成されるレンズと、
　焦点に前記放射光ビームを収束させるように構成される１つまたは複数の収束光学素子
と、
　前記後瞳からの他のビームレットが収束される状態で、前記焦点での前記放射光ビーム
の個々のビームレットの方向及び／又は相対位相を個々に変更するように構成される波面
変調素子と、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点での光の
強度を検出するように構成される検出器と、を備える顕微鏡システムであって、
　前記波面変調素子はさらに、検出された放射光に応じて、個々のビームレットの方向お
よび相対位相を制御して前記焦点での光の強度を増加させるように構成される、前記顕微
鏡システム。
【請求項６１】
　ピンホールを定義する半透明のマスクをさらに備え、
　前記ピンホールは前記焦点に位置する、請求項６０記載の顕微鏡システム。
【請求項６２】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記反射型空間光変調器は、前記空間
光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記活性層から
反射される光と前記空間光変調器の他のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ
方向を誘導するように構成される、請求項６０または６１記載の顕微鏡システム。
【請求項６３】
　前記波面変調素子はさらに、前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持
された状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記焦点での光の強度を増加させるのに用いる前記個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項６０から６２のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６４】
　前記波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相
を変更してから、前記位相値のそれぞれについて、前記焦点での前記他のビームレットの
方向が固定され維持された状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するよう
に構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するように構成される１
つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項６３記載の顕微鏡システム。
【請求項６５】
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　前記波面変調素子は、前記焦点での前記他のビームレットの位相が固定され維持された
状態で、前記焦点での前記ビームレットの位相を変更するように構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記焦点での光の強度を増加させる前記ビームレットの
相対位相を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求
項６３記載の顕微鏡システム。
【請求項６６】
　前記波面変調素子は、前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された
状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさらに備え、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波
数で前記焦点での強度信号のスペクトル成分を観察するように構成され、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された強度信号のスペクトル成分に基
づき前記ビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサを
さらに備える、請求項６０から６５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６７】
　前記放射ビームの断面は、前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞１）の個々のビ
ームレットを含み、
　前記波面変調素子は、前記焦点での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するよ
うに構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさら
に備え、
　前記検出器は、前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個
のビームレットに対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点からの前記強度信号のス
ペクトル成分を観察するように構成され、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、前記焦点での光の強度を増加させる前記Ｎ個のビームレットの方向を決定
するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項６０から６６
のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６８】
　前記固有のディザ周波数は無相関である、請求項６７記載の顕微鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は顕微鏡検査法に関し、特に、適応光学系を有する顕微鏡検査法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学顕微鏡法は、数世紀前の発明以来、注目すべきコントラスト機構およびハードウェ
アの実現とともに多くの段階を経て進化してきた。しかし、その使用の根本的な目的、す
なわち、裸眼では識別不可能な特徴の解析を可能にするという点は変わっていない。その
結果、より高い分解能の追及が近年における光学顕微鏡開発の焦点になり、従来の光学顕
微鏡法の回折限界を打ち破るためにいくつかの方法が示されている。こうした努力にもか
かわらず、正当に評価されない１つの事実が残っている。すなわち、多くの生物サンプル
では、高性能な研究用顕微鏡を以てしても、回折限界の分解能が実現されることは稀であ
る。光学顕微鏡の理想的な画像性能では、励起光及び／又は放射光は、設定された浸漬媒
体の光学特性と同じ光学特性を有するサンプルを通過する必要があり、このような条件か
らのずれがあると、収差として知られる光学的歪みが生じて、信号、画像忠実度、および
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分解能の劣化をもたらす。実際には、生物サンプルは不均質な光学特性を有しており、画
像は生物組織内の深さが増すにしたがって次第に画質が低下する。例えば、２光子蛍光顕
微鏡検査法などのポイントスキャン顕微鏡検査法においては、励起光の収差はサンプル内
の焦点の拡大につながり、信号および解像度を同時に劣化させる。
【０００３】
　したがって、現在の技術の問題点に対処し、新規かつ画期的な特長を提供するシステム
および方法が必要とされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、光学系の後瞳に入射する光ビームの個々のビームレットの方向及び／又は位
相を個々に制御する顕微鏡検査法技術を説明する。個々のビームレットは、後瞳に衝突す
る光が平面波ではなく、光学系およびサンプルを横断した後のビームレットがサンプル内
で建設的に干渉して密に重なり合うように歪められた波となるように制御される。これに
より、サンプル及び／又はシステムから生じる収差の適応光学系補正が行われる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一般的な態様では、収束された光ビームを操作する方法において、ビームの断面が個々
のビームレットを含む励起光ビームをレンズによりサンプル内の焦点に収束させる。レン
ズの後瞳での励起ビームの個々のビームレットの方向及び／又は相対位相は、波面変調素
子により個々に変更され、個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で
、焦点から放射される放射光が検出される。個々のビームレットの方向は、焦点からの放
射光が最大または最少になるように制御され、個々のビームレットの相対位相は、焦点か
らの放射光が増加するように制御される。
【０００６】
　実施形態は、以下の特徴のうち１つまたは複数を含むことができる。例えば、焦点の位
置をサンプル内の複数の異なる位置に変更することができ、焦点が異なる位置にあるとき
に焦点から放射される放射光を検出することができ、焦点の異なる位置から検出された放
射光に基づき、サンプルの画像を生成することができる。
【０００７】
　焦点が異なる位置にあるとき、レンズの後瞳での励起ビームの個々のビームレットの方
向または相対位相を、波面変調素子により個々に変更することができる。個々のビームレ
ットの方向または相対位相が変更された状態で、焦点から放射される放射光を検出するこ
とができる。個々のビームレットの方向は、焦点からの放射光が最大または最少になるよ
うに制御が可能であり、個々のビームレットの相対位相は、焦点からの放射光が増加する
ように制御が可能である。
【０００８】
　励起光は第１の波長を有し、放射光は第１の波長よりも小さい第２の波長を有すること
ができる。励起光は第１の波長を有し、放射光は第１の波長よりも大きい第２の波長を有
することができる。
【０００９】
　波面変調素子は反射型空間光変調器を含んでもよく、空間光変調器の活性層から反射さ
れる光にグローバル位相ランプを適用して、活性層から反射される光と空間光変調器の他
のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ方向を誘導することができる。焦点か
らの放射光を最大または最少にするのに用いる個々のビームレットの方向を、個々のビー
ムレットの少なくとも一部について、レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定さ
れ維持された状態で、レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更し、ビームレットの方
向が変更された状態で、焦点からの信号の放射を観察し、観察された信号の放射に基づき
、ビームレットの方向を決定することにより、決定することができる。
【００１０】
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　個々のビームレットの少なくとも一部について、少なくとも２つの位相値に亘ってビー
ムレットの位相を変更することができる。そして、それぞれの位相値について、レンズの
後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、レンズの後瞳でのビーム
レットの方向を変更することができる。ビームレットの方向が変更された状態で、焦点か
らの信号の放射を観察し、観察された信号の放射に基づき、焦点からの放射光が最大また
は最少になるビームレットの方向を決定することができる。
【００１１】
　個々のビームレットの少なくとも一部について、以下を含むプロセスを少なくとも２回
繰り返すことができる。レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持された
状態で、レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更し、ビームレットの方向が変更
された状態で、焦点からの信号の放射を観察し、観察された信号の放射に基づき、焦点か
らの放射光が最大または最少になるビームレットの方向を決定する。
【００１２】
　焦点からの放射光を増加させる個々のビームレットの相対位相は、個々のビームレット
の少なくとも１つについて、レンズの後瞳での他のビームレットの位相が固定され維持さ
れた状態で、レンズの後瞳でのビームレットの位相を変更し、ビームレットの位相が変更
された状態で、焦点からの信号の放射を観察し、観察された信号の放射に基づき、焦点か
らの信号光の放射を増加させるビームレットの相対位相を決定することにより、決定する
ことができる。
【００１３】
　個々のビームレットの少なくとも一部について、以下を含むプロセスを少なくとも２回
繰り返すことができる。レンズの後瞳での他のビームレットの位相が固定され維持された
状態で、レンズの後瞳でのビームレットの位相を変更し、ビームレットの位相が変更され
た状態で、焦点からの信号の放射を観察し、観察された信号の放射に基づき、焦点からの
信号光の放射を増加させるビームレットの相対位相を決定する。
【００１４】
　焦点からの放射光が最大または最少になる個々のビームレットの方向は、個々のビーム
レットの少なくとも１つについて、レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され
維持された状態で、レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更し、ビームレットの方向
が変更された状態で、ビームレットの光学特性をディザ周波数でディザし、ビームレット
の方向が変更された状態で、実質的にディザ周波数で、焦点からの信号の放射のスペクト
ル成分を観察し、ビームレットの方向の関数としての観察された信号の放射に基づき、焦
点からの放射光が最大または最少になるビームレットの方向を決定することにより、決定
することができる。
【００１５】
　レンズの後瞳での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を同時に変更す
ることができ、第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で第
１のビームレットの光学特性をディザし、第２のビームレットの方向が変更された状態で
、第２のディザ周波数で第２のビームレットの光学特性をディザすることができる。第１
および第２のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に第１および第２のビーム
レットに対応する第１および第２のディザ周波数で焦点から放射される信号の放射のスペ
クトル成分を同時に観察することができ、各ビームレットに対応する、観察された信号の
放射に基づき、焦点からの放射光が最大または最少になる第１および第２のビームレット
の方向を決定することができる。第１および第２のディザ周波数は無相関としてもよい。
【００１６】
　ビームの断面は焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレットを含
むことができ、レンズの後瞳にＮ個のビームレットを配して、サンプル内の焦点に収束さ
せることができる。配されたＮ個のビームレットについて、レンズの後瞳でのＮ個のビー
ムレットの方向を同時に変更し、ビームレットの方向が変更された状態で、Ｎ個のビーム
レットのそれぞれの光学特性を固有のディザ周波数でディザすることができる。Ｎ個のビ
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ームレットの方向が変更された状態で、実質的にＮ個のビームレットに対応するＮ個の固
有のディザ周波数で焦点から放射される信号の放射のスペクトル成分を同時に観察するこ
とができる。Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、観察された信号の放射に基づき
、サンプルの焦点からの放射光が最大または最小になるＮ個のビームレットの方向を決定
することができる。Ｎ個のビームレットの方向を第１の光学素子により変更し、Ｎ個のビ
ームレットの光学特性を第２の光学素子によりディザすることができる。
【００１７】
　励起光ビームが収束された焦点に参照ビームを収束させることができる。個々のビーム
レットの少なくとも一部について、レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更し、変更
されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットをレンズの後瞳から転換
させることができる。ビームレットの方向が変更された状態で、かつ変更されたビームレ
ット以外の１つまたは複数の個々のビームレットがレンズの後瞳から転換された状態で、
焦点からの信号の放射を観察することができる。観察された信号の放射に基づき、焦点か
らの放射光が最大または最少になるビームレットの方向を決定することができる。レンズ
の後瞳でのビームレットの方向を変更することは、ビームレットが反射される鏡の位置を
変更することを含んでもよく、変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビ
ームレットを転換させることは、転換されたビームレットがデジタルマイクロミラーアレ
イの個々のマイクロミラーから反射される方向を選択することを含んでもよい。レンズの
後瞳でのビームレットの方向を変更することは、ビームレットが反射される鏡の位置を変
更することを含んでもよく、変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビー
ムレットを転換させることは、１つまたは複数の個々のビームレットに対応する空間光変
調器上の位置の１つまたは複数の位相ランプを選択して、１つまたは複数の個々のビーム
レットを転換させることを含んでもよい。レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更す
ることは、ビームレットが反射される鏡の位置を変更することを含んでもよく、変更され
たビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットを転換させることは、転換さ
れたビームレットが可変鏡の個々の部分から反射される方向を選択することを含んでもよ
い。
【００１８】
　方向及び／又は相対位相が異なりたＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットはレンズの
後瞳で互いに重複する断面を有してもよく、Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対
位相を制御することは、レンズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数であり、Ｑ＞Ｐ）の異なる構成
ビームレットの方向を個別に制御することを含んでもよい。
【００１９】
　各個のビームレットの複数の先端角のそれぞれおよび複数の傾斜角のそれぞれについて
、焦点の位置をサンプル内の複数の異なる位置に変更することができる。そして、複数の
先端角のそれぞれ、複数の傾斜角のそれぞれ、および焦点のサンプル内における焦点の複
数の異なる位置のそれぞれについて、焦点から放射される放射光を検出することができる
。複数の先端角および傾斜角のそれぞれについて、複数の焦点の位置から検出された放射
光に基づき、焦点の全位置に亘って合成したサンプルからの放射光が最大になるビームレ
ットの先端角および傾斜角を決定することができる。
【００２０】
　別の一般的な態様では、光学系の結像面上の焦点での光の強度を増加させる方法は、光
学系のレンズにより、サンプルからの放射光のビームを集めることを含み、ここでレンズ
の後瞳から現れる放射光のビームの断面は個々のビームレットを含む。光ビームは結像面
上の焦点に収束され、放射光ビームの個々のビームレットの方向及び／又は相対位相が焦
点で波面変調素子により個々に変更される。個々のビームレットの方向または相対位相が
変更された状態で、焦点での光の強度が検出され、焦点での光の強度を増加させるように
個々のビームレットの方向および相対位相が制御される。
【００２１】
　実施形態は、以下の特徴ののうち１つまたは複数を含むことができる。例えば、焦点は
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半透明マスクのピンホールに位置することができる。波面変調素子は反射型空間光変調器
を含んでもよく、空間光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用
して、活性層から反射される光と空間光変調器の他のインタフェースから反射される光と
の間に非ゼロ方向を誘導することができる。
【００２２】
　焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、焦点でのビームレット
の方向を変更することができ、ビームレットの方向が変更された状態で、焦点での光の強
度を観察することができる。観察された強度に基づき、焦点での光の強度を増加させるビ
ームレットの方向を決定することができる。
【００２３】
　個々のビームレットの少なくとも一部について、少なくとも２つの位相値に亘ってビー
ムレットの位相を変更することができ、そして、位相値のそれぞれについて、焦点での他
のビームレットの方向が固定され維持された状態で、焦点でのビームレットの方向を変更
することができ、ビームレットの方向が変更された状態で、焦点での光の強度を観察する
ことができ、観察された強度に基づき、焦点での光の強度を増加させるのに用いるビーム
レットの方向を決定することができる。
【００２４】
　焦点での光の強度を増加させる個々のビームレットの相対位相は、個々のビームレット
の少なくとも１つについて、焦点での他のビームレットの位相が固定され維持された状態
で、焦点でのビームレットの位相を変更し、ビームレットの位相が変更された状態で、焦
点での光の強度を観察し、観察された強度に基づき、ビームレットの相対位相を決定する
ことにより、決定することができる。
【００２５】
　焦点での光の強度を増加させる個々のビームレットの方向は、個々のビームレットの少
なくとも１つについて、焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、
焦点でのビームレットの方向を変更し、ビームレットの方向が変更された状態で、ビーム
レットの光学特性をディザ周波数でディザし、ビームレットの方向が変更された状態で、
実質的にディザ周波数で、焦点からの強度信号のスペクトル成分を観察し、ビームレット
の方向の関数としての観察された強度信号のスペクトル成分に基づき、ビームレットの方
向を決定することにより、決定することができる。
【００２６】
　焦点での光の強度を増加させる個々のビームレットの方向は、個々のビームレットの少
なくとも一部について、焦点での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を
同時に変更し、第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で第
１のビームレットの光学特性をディザし、第２のビームレットの方向が変更された状態で
、第２のディザ周波数で第２のビームレットの光学特性をディザし、第１および第２のビ
ームレットの方向が変更された状態で、実質的に第１および第２のビームレットに対応す
る第１および第２のディザ周波数で、焦点からの強度信号のスペクトル成分を同時に観察
し、各ビームレットに対応する、観察された強度信号の放射のスペクトル成分に基づき、
第１および第２のビームレットの方向を決定することにより、決定することができる。
【００２７】
　ビームの断面は焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレットを含
んでもよく、焦点での光の強度を増加させる個々のビームレットの方向は、Ｎ個のビーム
レットについて、焦点でのＮ個のビームレットの方向を同時に変更し、ビームレットの方
向が変更された状態で、Ｎ個のビームレットのそれぞれの光学特性を固有のディザ周波数
でディザし、Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的にＮ個のビームレッ
トに対応するＮ個の固有のディザ周波数で、焦点からの強度信号のスペクトル成分を同時
に観察し、Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、Ｎ個のビームレットの方向を決定することにより、決定することができる
。Ｎ個のビームレットの方向を第１の光学素子により変更し、Ｎ個のビームレットの光学
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特性を第２の光学素子によりディザすることができる。
【００２８】
　別の一般的な態様では、顕微鏡システムは、ビームの断面が個々のビームレットを含む
励起光ビームを生成するように構成される光源と、励起光ビームをサンプル内の焦点に収
束させるように構成されるレンズと、レンズの後瞳での励起ビームの個々のビームレット
の方向及び／又は相対位相を個々に変更するように構成される波面変調素子と、個々のビ
ームレットの方向または相対位相が変更された状態で、焦点から放射される放射光を検出
するように構成される検出器とを含む。波面変調素子はさらに、検出された放射光に応じ
て、個々のビームレットの方向を制御して焦点からの放射光を最大または最少にし、個々
のビームレットの相対位相を制御して焦点からの放射光を増加させるように構成される。
【００２９】
　実施形態は、以下の特徴ののうち１つまたは複数を含むことができる。１つまたは複数
の調節可能な鏡を、焦点の位置をサンプル内の複数の異なる位置に変更するように構成す
ることができ、プロセッサを、焦点の異なる位置から検出された放射光に基づき、サンプ
ルの画像を生成するように構成することができる。励起光は第１の波長を有し、放射光は
前記第１の波長よりも小さい第２の波長を有することができる。励起光は第１の波長を有
し、放射光は第１の波長よりも大きい第２の波長を有することができる。
【００３０】
　波面変調素子は反射型空間光変調器を含んでもよく、反射型空間光変調器は、光変調器
の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、活性層から反射される光
と空間光変調器の前面から反射される光との間に非ゼロ角度を誘導するように構成される
。
【００３１】
　波面変調素子はさらに、レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持され
た状態で、レンズの後瞳での個々のビームレットの少なくとも一部の方向を変更するよう
に構成することができ、システムは、レンズの後瞳でのビームレットの方向が変更された
状態で、かつレンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、サ
ンプルから放射される、検出された放射光に基づき、焦点からの放射光が最大または最少
になる少なくとも一部の個々のビームレットの方向を決定するように構成される１つまた
は複数のプロセッサを含んでもよい。
【００３２】
　波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘って各個のビームレットの位相を
変更してから、位相値のそれぞれについて、レンズの後瞳での他のビームレットの方向が
固定され維持された状態で、レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するように構成
することができ、システムは、レンズの後瞳でのビームレットの方向が位相値のそれぞれ
で変更された状態で、サンプルから放射される、検出された放射光に基づき、焦点からの
放射光が最大または最少になる個々のビームレットの方向を決定するように構成される１
つまたは複数のプロセッサをさらに含んでもよい。
【００３３】
　波面変調素子はさらに、レンズの後瞳での他のビームレットの位相が固定され維持され
た状態で、レンズの後瞳での各個のビームレットの位相を変更するように構成することが
でき、システムは、ビームレットの位相が変更された状態で、サンプルから放射される、
検出された放射光に基づき、焦点からの信号光の放射を増加させるビームレットの相対位
相を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに含んでもよい。
【００３４】
　波面変調素子はさらに、個々のビームレットの少なくとも一部について、レンズの後瞳
での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、レンズの後瞳でのビームレッ
トの方向を変更し、ビームレットの方向が変更された状態で、少なくとも一部の個々のビ
ームレットの光学特性をディザ周波数でディザするように構成することができる。検出器
はさらに、ビームレットの方向が変更された状態で、実質的にディザ周波数で放射光のス
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ペクトル成分を検出するように構成することができ、システムは、変更されたビームレッ
トの方向の関数としての検出された放射光のスペクトル成分に基づき、焦点からの放射光
が最大または最少になる少なくとも一部の個々のビームレットの方向を決定するように構
成される１つまたは複数のプロセッサをさらに含んでもよい。
【００３５】
　波面変調素子はさらに、個々のビームレットの少なくとも１つについて、レンズの後瞳
での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、レンズの後瞳でのビームレッ
トの方向を変更するように構成することができ、システムは、ビームレットの方向が変更
された状態で、少なくとも１つのビームレットの光学特性をディザ周波数でディザするよ
うに構成されるディザリング光学素子をさらに含んでもよく、検出器はさらに、ビームレ
ットの方向が変更された状態で、ディザ周波数で放射光のスペクトル成分を検出するよう
に構成される。１つまたは複数のプロセッサは、変更されたビームレットの方向の関数と
しての検出された放射光のスペクトル成分に基づき、焦点からの放射光が最大または最少
になる少なくとも１つのビームレットの方向を決定するように構成することができる。
【００３６】
　波面変調素子は反射型空間光変調器を含んでもよく、ディザリング光学素子はデジタル
マイクロミラーアレイまたは可変鏡を含んでもよい。波面変調素子はさらに、個々のビー
ムレットの少なくとも一部について、レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定さ
れ維持された状態で、レンズの後瞳での個々のビームレットの方向を同時に変更するよう
に構成することができる。ディザリング光学素子は、ビームレットの方向が変更された状
態で、少なくとも１つのビームレットの光学特性をディザ周波数でディザするように構成
することができ、検出器は、ビームレットの方向が変更された状態で、ディザ周波数で放
射光のスペクトル成分を検出するように構成することができる。１つまたは複数のプロセ
ッサは、変更されたビームレットの方向の関数としての検出された放射光のスペクトル成
分に基づき、焦点からの放射光が最大または最少になる少なくとも１つのビームレットの
方向を決定するように構成することができる。
【００３７】
　波面変調素子はさらに、個々のビームレットの少なくとも一部について、レンズの後瞳
での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、レンズの後瞳での個々のビー
ムレットの方向を同時に変更するように構成することができ、ディザリング光学素子は、
第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で第１のビームレッ
トの光学特性をディザし、第２のビームレットの方向が変更された状態で第２のディザ周
波数で第２のビームレットの光学特性をディザするように構成することができる。検出器
はさらに、ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に第１および第２のディザ周
波数で放射光のスペクトル成分を検出するように構成することができる。１つまたは複数
のプロセッサは、変更されたビームレットの方向の関数としての検出された放射光のスペ
クトル成分に基づき、焦点からの放射光が最大または最少になる第１および第２の個々の
ビームレットの方向を決定するように構成することができる。
【００３８】
　ビームの断面は少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレットを含んでもよく、レン
ズは、Ｎ個の個々のビームレットを焦点に収束させるように構成することができる。波面
変調素子は、レンズの後瞳でのＮ個のビームレットの方向を同時に変更するように構成す
ることができる。ディザリング光学素子は、ビームレットの方向が変更された状態で、Ｎ
個の個々のビームレットの光学特性を固有のディザ周波数でディザするように構成するこ
とができ、検出器は、ビームレットの方向が変更された状態で、実質的にＮ個のディザ周
波数で放射光のスペクトル成分を検出するように構成することができる。１つまたは複数
のプロセッサは、変更されたビームレットの方向の関数としての検出された放射光のスペ
クトル成分に基づき、焦点からの放射光が最大または最少になるＮ個の個々のビームレッ
トの方向を決定するように構成することができる。
【００３９】
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　波面変調素子は、レンズの後瞳での各個のビームレットの方向を変更するように構成す
ることができ、１つまたは複数の参照ビーム光学素子は、励起光のビームが収束された焦
点に参照ビームを配すように構成することができる。転換光学素子は、変更されたビーム
レット以外の１つまたは複数の個々のビームレットをレンズの後瞳から転換させるように
構成することができる。検出器はさらに、ビームレットの方向が変更された状態で、かつ
変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットをレンズの後瞳から
転換させた状態で、焦点からの信号の放射を観察するように構成することができる。１つ
または複数のプロセッサは、観察された信号の放射に基づき、焦点からの放射光が最大ま
たは最少になるビームレットの方向を決定するように構成することができる。
【００４０】
　転換光学素子は、個々のビームレットをレンズの後瞳から選択的に転換させるように構
成されるデジタルマイクロミラーアレイを含んでもよく、レンズの後瞳でのビームレット
の方向を変更することは、ビームレットが反射される、アレイの１つまたは複数の鏡の位
置を変更することを含んでもよい。
【００４１】
　転換光学素子は空間光変調器であってもよく、空間光変調器は、転換される１つまたは
複数の個々のビームレットに対応する、空間光変調器上の１つまたは複数の位相ランプを
適用するように構成することができ、システムは、レンズの後瞳での変更されたビームレ
ットの方向を変更するように構成される１つまたは複数の鏡を含んでもよい。
【００４２】
　転換光学素子は可変鏡を含んでもよく、可変鏡は、１つまたは複数の個々のビームレッ
トを転換させるために形状を変化させるように構成することができ、１つまたは複数の鏡
は、レンズの後瞳での変更されたビームレットの方向を変更させるように構成することが
できる。
【００４３】
　光源は、方向及び／又は相対位相が異なり、レンズの後瞳で互いに重複する断面を有す
るＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットを配することができる。波面変調素子は、レン
ズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数で、Ｑ＞Ｐ）の異なる構成ビームレットの方向をそれぞれ個
別に制御することにより、Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対位相を制御するよ
うに構成することができる。
【００４４】
　波面変調素子は、反射型空間光変調器、可変鏡、またはデジタルマイクロミラーアレイ
を含んでもよい。
【００４５】
　別の一般的な態様では、顕微鏡システムは、サンプルからの放射光のビームであり、個
々のビームレットを含むビームを集めるように構成されるレンズと、焦点に放射光ビーム
を収束させるように構成される１つまたは複数の収束光学素子とを含む。波面変調素子は
、焦点での放射光ビームの個々のビームレットの方向及び／又は相対位相を個々に変更す
るように構成される。検出器は、個々のビームレットの方向または相対位相が変更された
状態で、焦点での光の強度を検出するように構成され、波面変調素子はさらに、検出され
た放射光に応じて、個々のビームレットの方向および相対位相を制御して焦点での光の強
度を増加させるように構成される。
【００４６】
　実施形態は、以下の特徴ののうち１つまたは複数を含むことができる。例えば、ピンホ
ールを定義する半透明マスクは焦点に位置してもよい。
【００４７】
　波面変調素子は反射型空間光変調器を含んでもよく、反射型空間光変調器は、空間光変
調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、活性層から反射され
る光と空間光変調器の他のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ方向を誘導す
るように構成される。
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【００４８】
　波面変調素子は、焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、焦点
でのビームレットの方向を変更するように構成することができ、検出器は、ビームレット
の方向が変更された状態で、焦点での光の強度を観察するように構成することができ、１
つまたは複数のプロセッサは、観察された強度に基づき、焦点での光の強度を増加させる
のに用いる個々のビームレットの方向を決定するように構成することができる。
【００４９】
　波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘ってビームレットの位相を変更し
てから、位相値のそれぞれについて、焦点での他のビームレットの方向が固定され維持さ
れた状態で、焦点でのビームレットの方向を変更するように構成することができる。検出
器は、ビームレットの方向が変更された状態で、焦点での光の強度を観察するように構成
することができ、１つまたは複数のプロセッサは、観察された強度に基づき、ビームレッ
トの方向を決定するように構成することができる。
【００５０】
　波面変調素子は、焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、焦点
でのビームレットの位相を変更するように構成することができ、検出器は、ビームレット
の位相が変更された状態で、焦点での光の強度を観察するように構成することができる。
１つまたは複数のプロセッサは、観察された強度に基づき、焦点での光の強度を増加させ
るビームレットの相対位相を決定するように構成することができる。
【００５１】
　波面変調素子は、焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、焦点
でのビームレットの方向を変更するように構成することができる。ディザリング光学素子
は、ビームレットの方向が変更された状態で、ビームレットの光学特性をディザ周波数で
ディザするように構成することができ、検出器は、ビームレットの方向が変更された状態
で、実質的にディザ周波数で焦点での強度信号のスペクトル成分を観察するように構成す
ることができる。１つまたは複数のプロセッサは、ビームレットの方向の関数としての観
察された強度信号のスペクトル成分に基づきビームレットの方向を決定するように構成す
ることができる。
【００５２】
　放射ビームの断面は、焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞１）の個々のビームレッ
トを含んでもよく、波面変調素子は、焦点でのＮ個のビームレットの方向を同時に変更す
るように構成することができる。ディザリング光学素子は、ビームレットの方向が変更さ
れた状態で、Ｎ個のビームレットのそれぞれの光学特性を固有のディザ周波数でディザす
るように構成することができる。検出器は、Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態
で、実質的にＮ個のビームレットに対応するＮ個の固有のディザ周波数で、焦点からの強
度信号のスペクトル成分を観察するように構成することができる。１つまたは複数のプロ
セッサは、Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、焦点での光の強度を増加させるＮ個のビームレットの方向を決定するよう
に構成することができる。
【００５３】
　１つまたは複数の実施形態の詳細を添付図面および以下の説明に記載する。他の特徴は
、説明および図面から、また特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】システム及び／又はサンプル収差の補正に適応光学系を用いるポイントスキャン
顕微鏡検査法に使用可能な顕微鏡システムの概略ブロック図である。
【００５５】
【図２】システム及び／又はサンプル収差の補正に適応光学系を用いるポイントスキャン
顕微鏡検査法に使用可能な顕微鏡システムの概略ブロック図である。
【００５６】
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【図３】図３ａは、対物レンズに衝突して収差なしで回折限界焦点に収束された平面波光
ビームの概略図である。
【００５７】
　図３ｂは、波の経路の不均一性による収差を受けた状態で対物レンズに衝突して非回折
限界焦点に収束された平面波光ビームの概略図である。
【００５８】
　図３ｃは、波の経路の不均質性による収差を受けた状態で対物レンズに衝突して回折限
界焦点に収束された複数のビームレットから構成される歪み波光ビームの概略図であり、
受ける収差はビームレットが対物レンズの後瞳に入射する角度および相対位相によって補
償される。
【００５９】
【図４】励起ビームの焦点の空間的広がりを縮小させるのに適応光学系技術を用いるポイ
ントスキャン顕微鏡検査法に使用可能な顕微鏡システムの概略ブロック図である。
【００６０】
【図５】励起ビームの焦点の空間的広がりを縮小させるのに適応光学系技術を用いるポイ
ントスキャン顕微鏡検査法に使用可能な他の顕微鏡システムの概略ブロック図である。
【００６１】
【図６】励起ビームの焦点の空間的広がりを縮小させるのに適応光学系技術を用いるポイ
ントスキャン顕微鏡検査法に使用可能な他の顕微鏡システムの概略ブロック図である。
【００６２】
【図７】図７ａは、対物レンズの後瞳でビームをセグメント化するのに用いる、波面変調
素子上の３つの独立したマスクの概略図である。
【００６３】
　図７ｂは、対物レンズの後瞳でビームをセグメント化するのに用いる、波面変調素子上
の９つの独立したマスクの概略図である。
【００６４】
　図７ｃは、対物レンズの後瞳で９つのセグメントを作成するために重複する、波面変調
素子上の６つのマスクの概略図である。
【００６５】
　図７ｄは、対物レンズの後瞳に１８個のセグメントを作成するために互いに重複するよ
うに複数の位置に配置された、波面変調素子上の１５個のマスクの概略図である。
【００６６】
【図８】サンプルを通過する光に収差を生じさせるサンプルの概略図である。
【００６７】
【図９】適応光学系技術を用いて収差を補正する広視野顕微鏡検査システムの概略図であ
る。
【００６８】
【図１０】適応光学系技術を用いて収差を補正する広視野顕微鏡検査システムの概略図で
ある。
【００６９】
【図１１Ａ】波面変調素子に適用されるフレネル・ゾーン・プレート・パターンの概略図
である。
【００７０】
【図１１Ｂ】図１１Ａのフレネル・ゾーン・プレート・パターンを有する物体の画像化に
よって形成された物体の画像の概略図である。
【００７１】
【図１１Ｃ】波面変調素子に適用されるフレネル・ゾーン・プレート・パターンの配列の
概略図である。
【００７２】
【図１１Ｄ】図１１Ｃのフレネル・ゾーン・プレート・パターンの配列を有する物体の画
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像化によって形成された物体の画像の配列の概略図である。
【００７３】
【図１２】サンプル内に光を収束させるプロセスのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　図１は、システム及び／又はサンプル収差の補正に適応光学系を用いるサンプルのポイ
ントスキャン顕微鏡検査法に使用可能な顕微鏡検査システム１００の概略ブロック図であ
る。ポイントスキャン顕微鏡検査法では、空間的広がりの極めて小さい点に光が収束され
、この点から発生する信号光は非結像検出器（例えば、光電子増倍管）により検出される
。物体の画像は、サンプル全域に亘って焦点を走査し、焦点の異なる位置から得られた信
号光から計算により画像を構成することで形成される。サンプル内の焦点は、サンプルを
固定位置に保持して焦点を走査することにより走査が可能であり、或いは、焦点を固定位
置に維持してサンプルを移動させることにより、またはサンプルと焦点との両方を移動さ
せる組み合わせにより、走査を行ってもよい。
【００７５】
　システムは励起光源１０２を含む。実施形態の一例では、光源１０２は、近赤外線励起
光ビームを発生するフェムト秒パルスチタンサファイアレーザ（例えば、Ｃｈａｍｅｌｅ
ｏｎ　Ｕｌｔｒａ　ＩＩモデル、Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　Ｉｎｃ．製）を含むことができる。
励起光ビームは、１対のガルバノメータ１０４ａ、１０４ｂから反射され、励起光ビーム
とサンプル１０６における励起ビームの焦点との２次元（２Ｄ）ラスタ走査（ｘ方向およ
びｙ方向の）を提供する。一実施形態では、ガルバノメータは、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｃ．製の３ｍｍビームアパーチャガルバノメータ、モデル番号
６２１５Ｈを含むことができる。ガルバノメータ１０４ａ、１０４ｂは、２つの特注の３
０ｍｍ焦点距離のテレセントリックｆ－θレンズ１０８ａ、１０８ｂによって互いに光学
的共役関係を有することができる。第３のレンズ１１０と特注の焦点距離１５０ｍｍのテ
レセントリックｆ－θレンズ１１２とは、ガルバノメータ１０４ｂが波面変調素子（以下
「ＷＭＥ」）１１４に対して共役となるように機能し、さらに励起ビームをＷＭＥの寸法
により良く合うように拡大する。サンプルは、励起ビームの焦点に対するサンプルの位置
を移動させるのに用いることのできる移動ステージ上に置いてもよい。
【００７６】
　一実施形態では、ＷＭＥ１１４は、液晶相のみの空間光変調器（例えば、１９２０×１
０８０ピクセル、ＰＬＵＴＯ－ＮＩＲ空間光変調器、Ｈｏｌｏｅｙｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃ
ｓ　ＡＧ製）を含むことができる。他の実施形態では、ＷＭＥ１１４は、可変鏡（例えば
、Ｍｉｒａｏ５２－ｅ、Ｉｍａｇｉｎｅ　Ｅｙｅｓ，Ｉｎｃ．製）またはマイクロミラー
のアレイ（例えば、Ｋｉｌｏ－ＤＭ、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｍｉｃｒｍａｃｈｉｎｅｓ製）を含
むことができる。ＷＭＥ１１４は、システムまたはサンプルから生じる収差の特殊ＡＯ補
正を行うようにプログラミングが可能である。ＷＭＥとして反射型液晶相のみの空間光変
調器（ＳＬＭ）を用いることの利点は、ピクセル数が多い（例えば、１９２０×１０８０
ピクセル）ために、滑らかに変化する線形位相ランプを各々が有する多くの小区域に容易
に分割できるという点である。また、小区域がそれぞれ完全に独立しており、可変鏡のよ
うに機械的に結合されていないことも理由の一部である。ＷＭＥ１１４に対するガルバノ
メータ１０４ａおよび１０４ｂの共役によって、ＷＭＥ１１４の各小区域での励起ビーム
の強度がビーム走査中も一定に保たれる。
【００７７】
　ＷＭＥ１１４自体は、１対のレンズ１１６ａ、１１６ｂにより、励起ビームをサンプル
１０６内の焦点１２０に収束させる顕微鏡対物レンズ１１８の後瞳面に対して共役関係を
有する。一実施形態では、対物レンズ１１８は、１６ｍｍ径の後瞳を有する２０×ＮＡ１
．０水浸対物レンズ（例えば、Ｗ　Ｐｌａｎ－ＡＰＯＣＨＲＯＭＡＴモデル、Ｃａｒｌ　
Ｚｅｉｓｓ　Ｉｎｃ．製）とすることができる。別の実施形態では、対物レンズ１１８は
、２０ｍｍ径の後瞳を有する１６×ＮＡ０．８水浸対物レンズ（例えば、ＬＷＤ　１６×
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Ｗモデル、Ｎｉｋｏｎ　Ｃｏｒｐ．製）とすることができる。
【００７８】
　対物レンズ１１８の後瞳面に対するＷＭＥ１１４の共役関係によって、励起ビームの走
査中およびサンプル１０６内の焦点１２０の走査中に、ＷＭＥ１１４で適用される補正位
相パターンが後瞳を横切って移動しないことが保障される。レンズ１１６ａ、１１６ｂ間
の中間像面に位置する視野絞り１２２は、望ましくない、比較的高い回折次数からの光、
ＷＭＥの前面からの鏡面反射（ＷＭＥがＳＬＭなどの反射素子を含む場合）、およびサン
プル１０６に入射しないよう意図された角度でＷＭＥ１１４の小区域から反射される光な
どをブロックするように機能する。
【００７９】
　ツァイス（Ｚｅｉｓｓ）対物レンズ（デザインＮＡ１．０）に対しては、１／ｅ２ビー
ム半径σをＷＭＥ１１４で６．０ｍｍにして、後瞳半径ａに正規化されたフィルファクタ
σ／ａ＝０．７５の対物レンズ１１８の後瞳を用いることができる。ニコン（Ｎｉｋｏｎ
）対物レンズ（デザインＮＡ０．８）については、正規化されたフィルファクタσ／ａ＝
１に対して、１／ｅ２ビーム半径σをＷＭＥ１１４で６．０ｍｍにして、１／ｅ２ビーム
半径を対物レンズ１１８の後瞳で１２．０ｍｍとしてもよい。これらのフィルファクタに
よって、励起ビームの大部分に亘って位相補正を適用することができ、励起ビームエネル
ギーの大半が対物レンズ１１８に入射する。ツァイス対物レンズの比較的低いフィルファ
クタは対物レンズを生体内深部の撮像により適したものとし、一方、ニコンの場合の比較
的高いフィルファクタは対物レンズＮＡをより効率的に利用して、分解能を最大にする。
ツァイス対物レンズでは適応光学系補正に用いられるＷＭＥ領域は長方形であるが、ニコ
ン対物レンズではＷＭＥ領域は正方形である。
【００８０】
　対物レンズの真上の２色性ロング・パス・ビームスプリッタ１２４は、励起ビーム光を
サンプル１０６に伝達し、サンプル１０６から放射される放射光の蛍光信号を反射するこ
とができる。反射された放射光は後に検出器１２６で検出することができる。検出器１２
６は１つまたは複数の光電子増倍管チューブ（例えば、モデルＨ７４２２－４０、Ｈａｍ
ａｍａｔｓｕ製）であってもよい。対物レンズ１１８は、ｚ軸ステージ１２８によって、
サンプル１０６に衝突する励起ビームの軸方向に移動させることができる。システム１０
０は、１つまたは複数のプロセッサ及び／又はコンピュータデバイス１５０を含んでもよ
く、これらはシステムの他の素子を制御し、及び／又はシステムから得られる情報を処理
するよう動作してもよい。例えば、プロセッサ及び／又はコンピュータデバイス１５０は
、ミラーおよびレンズを含むシステム内の光学素子の位置及び／又は角度を制御してＷＭ
Ｅ１１４の光学特性を制御するために、光源１０２の出力および周波数を制御するよう動
作が可能である。また、プロセッサ及び／又はコンピュータデバイス１５０は、検出器１
２６によって検出される光に関する情報を処理するよう動作が可能である。例えば、プロ
セッサ及び／又はコンピュータデバイス１５０は、検出された光に基づいてサンプル１０
６の画像を作成してもよく、例えば、システムをポイントスキャン顕微鏡検査法に用いる
場合、プロセッサ及び／又はコンピュータデバイス１５０は、焦点１２０がサンプル１０
６内の複数の異なる位置にある場合の放射光の量および質に関する情報に基づいてサンプ
ル１０６の画像を作成してもよい。
【００８１】
　図２は、図１に示すシステム１００のさらなる詳細を示す、顕微鏡システム１００の概
略ブロック図である。システムのさらなる詳細の一部には、アナログ・フィードバック・
ループで、１）サンプルで所望のレーザー強度を設定し、２）レーザー強度を安定化し、
ｃ）ビームがサンプル１０６の走査に用いられていない場合に、あるいは走査中のｘガル
バノメータ１０４ａのフライバック中に、励起ビームを削除するために、ビームピックオ
フ２０４（例えば、７９４０モデルビームピックオフ、Ｏｍｅｇａ　Ｏｐｔｉｃａｌ製）
、光検出器２０６（例えば、ＰＤＡ１００Ａモデル光検出器、ＴｈｏｒＬａｂｓ製）、お
よび比例－積分－微分コントローラ（図示せず、例えば、ＳＩＭ９６０コントローラ、Ｓ
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ｔａｎｆｏｒｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ製）と結合可能な電気光学変調器（
以下「ＥＯＭ」）２０２（例えば、３５０－８０ＬＡ　ＥＯＭモデル、Ｃｏｎｏｐｔｉｃ
ｓ　Ｉｎｃ．製）が含まれる。励起ビームの出力を確実に制御可能なダイナミックレンジ
（例えば、励起ビームのフルパワーの０．０１％～１００％）をさらに拡大するために、
一連の中性密度フィルタを有するフィルタホイール２０８（例えば、Ｌａｍｂｄａ１０－
Ｂフィルタホイール、Ｓｕｔｔｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ製）を用いてもよい。ＥＯ
Ｍ２０２から顕微鏡対物レンズ１１８までの長い経路上での励起ビームの発散を最小にす
るために、２×ビーム拡大器２１０（例えば、ＢＥ０２Ｍ－Ｂモデル、Ｔｈｏｒｌａｂｓ
　Ｉｎｃ．製）を用いてもよい。
【００８２】
　顕微鏡対物レンズは、軸方向における画像化のための高速単一軸圧電屈曲ステージ２１
８（例えば、Ｐ－７３３．ＺＣＬステージモデル、Ｐｈｙｓｉｋ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
ｅ，ＧｍｂＨ製）に取り付けが可能である。検出経路に沿って、蛍光は、まずレンズ２２
０（例えば、ＬＡ１００２－Ａレンズ、Ｔｈｏｒｌａｂｓ製）によってコリメートされ、
カスタム２色性ビームスプリッタ２２２（例えば、Ｑ５６０ＤＣＸＲビームスプリッタ、
Ｃｈｒｏｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐ．製）によって赤色および緑色成分に分
けられ、２つの新たなレンズ２２４、２２６（例えば、ＬＡ１００２－Ａレンズモデル、
Ｔｈｏｒｌａｂｓ製）によって再収束され、そして２つのＰＭＴ２２６、２２８で検出さ
れる。緑色の蛍光を１対のフィルタ２３０（例えば、ガラスフィルタ：ＣＧ－ＢＧ－３９
－１．００－２モデル、ＣＶＩ製、および帯域通過フィルタ：ＦＦ０１－５１０／８４モ
デル、Ｓｅｍｒｏｃｋ製）によって第１のＰＭＴ２２６で選択し、赤色の蛍光を別のフィ
ルタ対２３２（例えば、帯域通過フィルタ：ＦＦ０１－６１７／７３モデル、Ｓｅｍｒｏ
ｃｋ製、および帯域通過フィルタ：ＦＦ０１－６３０／６９モデル、Ｓｅｍｒｏｃｋ製）
によって第２のＰＭＴ２２８で選択することができる。２つのＰＭＴ２２６、２２８で測
定される信号を昇圧するために、低ノイズ電流増幅器（例えば、ＤＬＰＣＡ－２００モデ
ル増幅器、ＦＥＭＴＯ　Ｍｅｓｓｔｅｃｈｎｉｋ，ＧｍｂＨ製）を用い、各ピクセルの時
間的経過にともなって得られる増幅された電流スパイクを加算して、赤色および緑色画像
の形成のためにデジタル化された２つの最終的な信号を生成するために、高速リセット・
カスタム・アナログ積分器を用いることができる。
【００８３】
　図１および図２のシステム１００は、例えば、厚い組織における２光子蛍光顕微鏡検査
法などを含むポイントスキャン顕微鏡検査法に用いてもよく、その場合、波長λを有する
励起光のビームはサンプル１０６内の焦点に強く収束され、サンプル１０６の焦点が走査
される間に、波長λ／２を有する放射光が焦点１２０から検出される。蛍光顕微鏡検査法
や共焦点顕微鏡検査法などの他の顕微鏡検査法技術では、放射光の波長は励起光の波長以
下であり、さらにポイントスキャン顕微鏡検査法を用いることもできる。サンプルの画像
は、サンプル内の焦点の関数としての放射光信号に基づいて形成される。２光子顕微鏡検
査法を含むポイントスキャン顕微鏡検査法では、収束された励起光の受ける収差が焦点１
２０の強収束を劣化させ、したがって画像品質に影響を与える収差である。焦点１２０の
空間強度プロファイルは電磁理論から算出することも可能であり、かつその理想的な回折
限界からのずれは収差モードの無限級数により数学的に記述することも可能であるが、こ
こでは、本発明者らは、代わりに、収差補正のための直感的な適応光学系アルゴリズムに
つながる、焦点形成の簡単な物理的モデルに従う。
【００８４】
　このモデルでは、顕微鏡対物レンズ１１８の後瞳に入射するすべての光線が曲げられ、
共通の位相を有して共有点で交わるときに、回折限界焦点１２０が生じるものと考える。
すなわち、焦点は最大の建設的干渉点である。図３ａはこのような状態を示しており、こ
こでは、平面波３０２として顕微鏡対物レンズ３０４に衝突するビームは顕微鏡対物レン
ズ３０４によって点３０６に収束され、ビームのビームレット３０８、３１０、３１２の
各例は同じ焦点３０６に収束している。しかし、図３ｂに示すように、対物レンズ３０４
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と公称焦点３０６との間の経路に沿った屈折率の予期せぬ不均質性によってビームレット
３０８、３１０、３１２が偏向される可能性があるため、これらのビームレットのすべて
が焦点で交わるわけではない、及び／又はビームレット３０８、３１０、３１２の相対位
相がシフトする可能性があり、したがって、個々のビームレットは焦点において他のビー
ムレットとさほど建設的に干渉しない。
【００８５】
　図３ｃに示すように、顕微鏡対物レンズの後瞳に対して光学的に共役な波面変調素子１
１４などの能動光学素子を用いることで、このようなビームレットを個々に焦点３０６に
戻すことができ、ビームレットの相対位相はサンプルに起因する収差をすべて効果的に無
効にするように再び最適化され、これにより回折限界焦点３０６が得られる。このような
能動光学素子を収差の補正に用いる場合、顕微鏡対物レンズの後瞳に衝突するビームは平
面波でなく、対物レンズ３０４およびサンプルを通過し、空間的広がりの極めて小さい焦
点に同相で強く収束する後瞳上の位置、後瞳の法線に対する角度、および互いに対する相
対位相で後瞳に衝突するビームレット３１６、３１８、３２０を含む歪み波３１４である
。当然ながら、ビームレットの無限連続体を個々に操作することはできないが、能動素子
１１４を、それぞれが個別に調整可能な位相パターンを有するＮ個の小区域に分割し、こ
れにより後瞳を傾斜角と相対位相オフセットとを個々に制御可能なＮ個のビームレットに
分けることは可能である。後瞳全体で必要な補正位相パターンの複雑さが増すほど、より
多くの小区域Ｎが正確な近似を得るために必要となる。しかし、大抵の収差については、
通常Ｎ＜１００で回折限界性能の回復には足りる。
【００８６】
　ＷＭＥ１１４の個々の小区域で変調されたビームレット（後瞳を照射するビームレット
のすべてまたはすべてのビームレットのサブセットを含む）を共通焦点１２０に集めるに
は、１つのビームレットの波面のみを変更した状態で、当該１つを除くすべてのビームレ
ットの波面（例えば、傾斜角および相対位相オフセット）を、例えば、変更されたビーム
レットに対応する能動素子１１４中の特定の１つの小区域に一連の位相ランプを適用する
ことにより、固定して維持してもよい。走査したビームレットと他のすべての固定ビーム
レットとの間の干渉により、焦点１２０から集められた信号の強度が変調される。この集
められた信号の変調は、信号を角度に対して（例えば、対物レンズ１１８の後瞳の法線方
向に対して）プロットすることで可視化することができる。他の実施形態では、集められ
た信号の変調は、ビームレットの変位が、ビームレットが対物レンズの後瞳へ入射する角
度と対物レンズの焦点距離とに直接的に関係する場合に、集めた信号を対物レンズの焦点
面におけるビームレットの変位に対しプロットすることで、可視化することができる。実
際には、ビームレットの角度を２次元で走査して、後瞳に入射する際のビームレットの最
適な方向を決定することもできる。２方向における走査は、後瞳の法線方向に対する２つ
の角度に対してマッピングすることができる。これら２つの角度は、「先端角」および「
傾斜角」とも称する。
【００８７】
　走査したビームレットが、対物レンズ１１８を経てサンプル１０６から焦点１２０へ通
過する際に不均一性の悪影響を全く受けない場合、ビームレットの先端角および傾斜角の
関数としての集められた信号の２Ｄプロットは、走査したビームレットに対応する能動素
子１１４の部分に適用されるゼロ位相ランプに対応する極大値を有する。しかし、不均一
性の悪影響がある場合、走査したビームレット先端角／傾斜角の関数としての集められた
信号のプロットは、以下を有する可能性がある。（１）走査したビームレットが固定ビー
ムレットからの光と建設的に干渉する場合には、非ゼロ位相ランプを能動素子１１４の一
部に適用して得られる極大値。（２）走査したビームレットが固定ビームレットからの光
に対し破壊的に干渉する場合には、非ゼロ位相ランプを能動素子１１４の一部に適用して
得られる極小値。（３）走査したビームレットの位相が固定ビームレットの位相に対して
±π／２付近である場合には、比較的フラットな強度。後者のシナリオでは、走査したビ
ームレットの位相をπ／２だけオフセットしてからビームレットの角度を再度走査するこ
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とにより、例えば、シナリオ（１）または（２）に対応して、極大値または極小値がシフ
トされた画像を生成することができる。
【００８８】
　３つのシナリオのいずれについても、ビームレットの先端角／傾斜角の関数としての信
号の２Ｄプロットにおける極大値または極小値が、小区域に対応するビームレットの角度
または方向を変更するために能動素子１１４の小区域に適用すべき位相ランプを示し、ビ
ームレットの経路不均一性の悪影響を補償し、焦点１２０の空間的広がりを縮小させる。
同様の処理を、対物レンズ１１８の後瞳に入射する励起ビームのすべてのビームレットに
対して順次適用して能動素子１１４の各小区域に適用すべき位相ランプを決定し、すべて
の到来ビームレットの角度または方向（例えば、対物レンズ１１８の後瞳の法線方向に対
する角度または方向）を変更することで、各ビームレットの経路における不均一性の悪影
響を補償し、焦点１２０の空間的広がりが縮小させることができる。それぞれのビームレ
ットの位相ランプを決定するプロセスは複数回繰り返して行ってもよく、これは、通常は
焦点の初期状態が焦点に収差がある状態であり、個々のビームレットは最初に残りのビー
ムレットを組み合わせて形成した不完全な焦点による干渉を受けるために、有用である。
このように、すべてのビームレットについて１回ビームレットの角度または方向を調整し
た後、焦点の重心は処理開始前と異なる位置にある。したがって、複数のビームレットに
ついて当該プロセスを２回以上繰り返すことで、各ビームレットは繰り返し毎に収差がさ
らに減少した焦点に干渉するため、継続的に焦点１２０の空間的広がりを縮小させること
ができる。
【００８９】
　個々のビームレット（または、等価的には、個々のビームレットに対応する能動素子１
１４の小区域上の位相ランプ）の所望の角度または方向（例えば、対物レンズ１１８の後
瞳の法線方向に対する角度または方向）が決定された後、
　個々のビームレットの相対位相を変更して、焦点１２０で建設的干渉を最大にする個々
のビームレットの相対位相を決定することができる。別の実施形態では、個々のビームレ
ットの位相を補正するために、個々のビームレットを集めて共通焦点で交わらせるために
能動素子１１４によって適用されるビーム偏向角に関する情報を、対物レンズの後瞳全体
の位相勾配測定値のアレイを規定するのに用いてもよい。これらの位相勾配測定値から、
個々のビームレットが焦点１２０で建設的に干渉するために必要な後瞳での個々のビーム
レットの相対位相を、Ｐａｎａｇｏｐｏｕｌｏｕ，　Ｓ．Ｉ．，　Ｎｅａｌ，　Ｄ．　Ｒ
．，　“Ｚｏｎａｌ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｗａ
ｖｅｆｒｏｎｔ　ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｇｒａｄｉｅｎｔ　ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，”　Ｊ．　Ｒｅｆｒａｃｔ．　Ｓｕｒｇ．　２１，Ｓ５６３－Ｓ５
６９（２００５）、または、Ｊｉ，　Ｎ．，　Ｄ．Ｅ．　Ｍｉｌｋｉｅ及びＥ．　Ｂｅｔ
ｚｉｇ，　“Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ｐｕｐｉｌ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ
　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃ
ａｌ　ｔｉｓｓｕｅｓ，”　Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，　２０１０．７（２）：ｐ
．１４１－１４７に記載され、本明細書に参照によって援用される、波面全体の位相の空
間的連続性に基づく既知の反復アルゴリズムによって決定することができる。
【００９０】
　これらの適応光学系技術は、対物レンズ１１８が屈折率分布型（ＧＲＩＮ）レンズを含
む場合に特に有用となり得る。ＧＲＩＮレンズは、生物組織に挿入して、通常、サンプル
の外側にある従来の対物レンズを用いた光学画像化を行うことのできない、より深い領域
の画像化を可能にするものであるため、望ましい。しかし、ＧＲＩＮレンズは、従来のレ
ンズと比較して収差が大きい。本明細書に記載の適応光学系技術では、ＧＲＩＮレンズに
おける収差を補償することができる。
【００９１】
　一部の実施形態では、能動素子１１４は、個々のビームレットに対応する能動素子の小
区域にそれぞれ異なる位相ランプを適用することによりビームレットの角度を走査する空
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間光変調器を含んでもよい。他の実施形態では、能動素子１１４は、個々のビームレット
に対応するミラーまたはミラーアレイの領域の向きを変えることによりビームレットの角
度を走査することのできる可変鏡（例えば、ピストンチップチルトミラー）またはマイク
ロミラーアレイであってもよい。
【００９２】
　「オン」の小区域では、ＷＭＥがＳＬＭなどの反射素子を含む場合、緩やかなグローバ
ル位相ランプを適用して、ＷＭＥの前面から鏡面的に反射される、制御不可能な僅かな光
から、ＷＭＥ１１４内で変調された光の大部分を分離することができる。グローバルラン
プはさらに、回折効率が不十分であるために変調されなかった光から、変調された光を分
離することもできる。適応光学系補正の後、ＷＭＥ１１４の各小区域に固有の別のローカ
ル位相ランプを、サンプル１０６に回折限界焦点１２０を作り出すのに必要な個々のビー
ムレットの傾斜角および位相に対する必要な補正を可能にするグローバル位相ランプ上に
重畳してもよい。一実施形態では、ＷＭＥの個々の画素は、２５６個の異なるグレースケ
ール値の１つを用いてプログラミングが可能である。ＷＭＥの制御に用いられる８ビット
・グレースケール・レベルと、ピクセルによって変調されたビームレットに生じる実際の
位相シフトとの関係は、メーカーの推奨値に従って、較正によって決定される。
【００９３】
　適合光学系プロセス中の先端角／傾斜角測定と位相測定との両方の部分に対して、すべ
ての小区域が「オフ」である背景画像を出力レベルが変更すされる度に取得し、測定値の
精度を保証するために、この背景画像を、同じ出力レベルで取得されたすべての後続の画
像から差し引いてもよい。
【００９４】
　一部の実施形態では、ビームレットの角度が変更され、かつ他のビームレットの角度が
固定され維持された状態で、ビームレットの光学特性をディザ周波数でディザしてもよい
（すなわち、周期的に、高速に変化させる）。そして、集められた信号を周波数に基づく
技術で観察することができる。例えば、一部の実施形態では、ディザ周波数に合わせたロ
ックイン増幅器を用いて、焦点から放射される信号をディザ周波数の関数として観察する
こともできる。他の実施形態では、検出された信号に高速フーリエ変換（「ＦＦＴ」）を
適用して、信号から周波数に依存する情報を取り出してもよい。例えば、ビームレットの
角度を様々な角度に亘って走査する間、走査したビームレットの強度、位相、先端角／傾
斜角、または偏波をディザ周波数でディザしてもよい。例えば、能動素子１１４が空間光
変調器である場合、ビームレットの強度を、当該ビームレットに対応する空間光変調器の
小区域の回折効率を変調し、さらに同時に空間光変調器の小区域に異なる位相ランプを適
用してビームレットの角度を変更することにより、ディザすることができる。同様に、ビ
ームレットの位相は、ビームレットの角度の変更を同時に行いながら、当該ビームレット
に対応する空間光変調器の小区域によりディザすることができる。周波数に基づく検出を
用いることで、実質的にディザ周波数である検出された信号（すなわち、中心周波数を有
し、かつディザされた信号を雑音または異なるディザ周波数の他の信号から区別すること
のできる帯域を有する）のスペクトル成分を記録することができ、走査したビームレット
と他の固定ビームレットとの間の干渉による、集められた信号の変調を比較的高い信号対
雑音比で取り出すことができる。
【００９５】
　一部の実施形態では、第１および第２のビームレット両方の角度を変更しながら、同時
に第１のビームレットの光学特性を第１のディザ周波数でディザし、第２のビームレット
の光学特性を第２のディザ周波数でディザすることができる。そして、周波数に基づく技
術を用いて、集めた信号を第１および第２のディザ周波数で同時に観察し、第１および第
２のビームレットの励起ビームの他のビームレットへの干渉に関する情報を取り出すこと
ができる。このように、焦点の空間的広がりを縮小させるのに用いるべき第１および第２
のビームレットの角度または方向を、順番にではなく、並行して決定することができる。
【００９６】
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　一部の実施形態では、第１および第２のビームレットを対物レンズの後瞳全体に亘って
同時にスイープして焦点の位置または大きさを大幅に変化させてしまうことを避けるため
に、第１および第２のビームレットの角度における変化は通常は無相関である。さらに、
周波数に基づく検出システムが、第２のビームレットの変調により、第１のディザ周波数
で認識可能な信号を検出せず、周波数に基づく検出システムに合わせたロックイン増幅器
が、第１のビームレットの変調により、第２のディザ周波数で認識可能な信号を検出しな
いように、第１および第２の周波数を無相関としてもよい。例えば、検出器の検出限界内
で、第１のディザ周波数および第２のディザ周波数が互いに対して高調ではなく、及び／
又は第１のディザ周波数の第２のディザ周波数に対する比は有理数ではない。
【００９７】
　一部の実施形態では、対物レンズの後瞳でＮ個のビームレットの方向または角度を変更
した状態で、Ｎ＞２個のビームレットのそれぞれの光学特性を固有の周波数でディザする
ことができる。焦点から放射される信号は、Ｎ個のビームレットの方向または角度を変更
した状態で、Ｎ個の固有のディザ周波数で同時に観察することができる。そして、観察さ
れた信号に基づき、焦点の空間的広がりを縮小するのに用いるべきＮ個のビームレットの
方向または角度を並行して決定することができる。
【００９８】
　一部の実施形態では、単一の焦点からの光の放射に基づいて個々のビームレットの最適
な先端角および傾斜角を決定するよりも、サンプル内の複数の焦点を合成した情報に基づ
いて最適角度を決定する。例えば、複数の異なる先端角および傾斜角のそれぞれについて
、焦点をサンプル内の複数の位置に走査してもよい。先端角および傾斜角のそれぞれにつ
いて、それぞれの焦点から放射光を検出することができる。特定のビームレットに対する
最適な先端角および傾斜角は、複数の焦点のそれぞれから受信された、検出放射光に基づ
いて決定される。例えば、一部の実施形態では、特定のビームレットに対する最適な傾斜
角を、すべての焦点に亘って合成した光の放射を最大にする先端角および傾斜角として決
定してもよい。単一の焦点からの放射光の検出に基づいて個々のビームレットの最適な先
端角および傾斜角を決定する、本明細書に記載の特定の実施形態（例えば、ビームレット
の光学特性のディザリング等）は、複数の焦点に亘って合成した放射光の検出に基づいて
最適な先端角および傾斜角を決定する場合にも用いることができる。
【００９９】
　図４は、適応光学系技術を用いて励起ビームの焦点の空間的広がりを縮小させるポイン
トスキャン顕微鏡検査法に使用可能な顕微鏡システム４００の概略ブロック図である。シ
ステム４００は光源４０２（例えば、レーザ）を含む。電気光学変調器４０４を、システ
ムに到来するビームの強度を制御するのに用いてもよい。ミラー４０５は励起ビーム４０
８をミラー４３０に向け、そして、ミラー４３２に向ける。ミラー４３２は、ビーム４０
８を可変鏡４３４に向け、さらにシステム４００において能動素子として機能し、対物レ
ンズ４１４の後瞳に衝突する個々のビームレットの位相及び／又は先端角および傾斜角を
変更する。可変鏡４３４による変調の結果生じるビームは１対のガルバノミラー４２６、
４２８により反射され、対物レンズ４１４を介してサンプル内４５０に収束する。
【０１００】
　可変鏡４３４は、アレイ中の個々のマイクロミラーが先端、傾斜およびピストン運動可
能なマイクロミラーアレイを含んでもよい。個々のビームレットの角度を連続的または並
行に変更する適応光学系技術を、可変鏡を用いて実行してもよい。一部の実施形態では、
、個々のビームレットのディザリングを、強度変調（例えば、対物レンズ４１４の後瞳に
入射させないように個々のビームレットの先端角及び／又は傾斜角を変更することによる
変調）、または位相変調（例えば、マイクロミラーのピストン運動を制御して個々のビー
ムレットのビーム経路４０８の長さを変更することによる変調）のいずれかで行ってもよ
い。上述したように、測定を並行して行うために、ミラー４３４の個々の小区域を制御し
て複数のビームレットを同時にディザしてもよい。
【０１０１】
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　図５は、適応光学系技術を用いて励起ビームの焦点の空間的広がりを縮小させるポイン
トスキャン顕微鏡検査法に使用可能な別の顕微鏡検査法システム５００の概略ブロック図
である。システム５００は光源５０２（例えば、レーザ）を含む。電気光学変調器５０４
は、システムに到来するビームの強度を制御するのに用いることができる。１つまたは複
数のプリズム５１０は光をデジタルマイクロミラーデバイス５１２に向けて屈折させる。
マイクロミラーデバイス５１２は、１対のレンズ５１６Ａ、５１６Ｂにより、ビーム５０
６の先端角および傾斜角を変更するのに用いることのできる高速２次元ガルバノミラー５
１８に対して光学的に共役である。他の実施形態では、光を直交軸に向ける２つのガルバ
ノミラーをミラー５１８の代わりに用いてもよい。ガルバノミラー５１８は、１対のレン
ズ５２０Ａ、５２０Ｂにより空間光変調器５２４に対して光学的に共役になることができ
る。また、空間光変調器５２４はシステム５００内で能動素子として機能して、対物レン
ズ５１４の後瞳に衝突する個々のビームレットの先端角および傾斜角、及び／又は位相を
変更することができる。空間光変調器５２４との接触の後、励起光のビームは、対物レン
ズ５１４の後瞳に対して光学的に共役でありサンプル５５０内の複数の異なる位置に励起
ビームの焦点を走査するのに用いることができる２つのガルバノミラー５２６、５２８に
より反射される。
【０１０２】
　デジタルマイクロミラーデバイス５１２を空間光変調器５２４と共に用いて、比較的高
レートでビームレットの光学特性をディザする一方で、比較的低レートでビームレットの
先端角および傾斜角を変更してもよい。デジタルマイクロミラーデバイス５１２は、１つ
または複数の個々の鏡を用いてビームレットの経路を素早く変更することにより、サンプ
ル５５０に到達する個々のビームレットの強度を変調するのに用いることができる。
【０１０３】
　デジタルマイクロミラーデバイス５１２の応答時間は空間光変調器５２４の応答時間よ
りも速いため、空間光変調器を用いて数十～数百ヘルツの範囲のレートで先端角および傾
斜角を変更する一方で、デジタル光変調器を用いて１～１００キロヘルツの範囲において
ディザ周波数を適用することができる。可変鏡の応答時間も空間光変調器の応答時間に比
較して速いため、一部の実施形態では、デジタルマイクロミラーデバイス５１２の代わり
に可変鏡を用いて角度、位相または強度変調による高速ディザ周波数を実現することがで
きる。
【０１０４】
　デジタルマイクロミラーアレイ５１２内におけるマイクロミラーの配置の仕方によって
、デバイス５１２がコヒーレント光源５０２に対してブレーズド回折格子となるため、プ
リズム５１０がデジタルマイクロミラーデバイス５１２と共に用いられる。光源５０２が
単波長光源ではない可能性があるため、デジタルマイクロミラーアレイ５１２から回折さ
れる異なる周波数成分は時間および空間の両方において分散し、これを補償しなければ、
焦点で周波数が空間的に広がり、時間的に分離されてしまう。したがって、プリズム５１
０は、デバイス５１２により発生した分散とは反対の極性を有する時間および空間の分散
を生じさせる。プリズム以外の周波数フィルタを用いてそのような機能を実現してもよい
。また、ＳＬＭ５２４の代わりに例えば可変鏡やデジタルマイクロミラーアレイなどの他
の能動素子を用いて励起ビームの個々のビームレットの先端角および傾斜角を変更し、空
間的広がりの縮小した焦点を実現するのに用いるべきビームレットの最適角度または方向
を決定してもよい。また、デジタルマイクロミラーアレイ５１２の代わりに他の能動素子
を用いて励起ビームの個々のビームレットの光学特性を変調してもよい。例えば、ビーム
レットの位相を変更するのに可変鏡を用いることもできる。
【０１０５】
　サンプルを通して焦点を軸方向に（すなわち、励起ビームの軸に沿って）走査してサン
プルの３次元画像を取得する場合、デジタルマイクロミラーデバイスや可変鏡（例えば、
高速チップチルトピストン分割鏡）などの高速能動素子の使用と組み合わせて空間光変調
器５２４を用いることもできる。例えば、高速能動素子を用いてビームレットの角度を変
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更してビームレットの最適角度を決定する場合、サンプル内をより深く画像化するほど収
差が増加するため、高速能動素子により高速に決定した補正をサンプル内の所定の深さで
空間光変調器に適用することができ、これにより、サンプル内の次の深さに進む場合、高
速能動素子は追加的に発生した収差分を補正すればよい。
【０１０６】
　例えばデジタルマイクロミラーデバイスや可変鏡（例えば、高速チップチルトピストン
分割鏡）などの高速能動素子を空間光変調器５２４と組み合わせて用いることで、高速能
動素子の比較的早い速度を活用し、空間光変調器の比較的高い画素密度を活用することが
できる。例えば、高速能動素子が第１の位置にある場合に、高速能動素子を用いてビーム
レットの角度を変更して、ビームレットの最適角度を決定してもよい。そして、決定され
た最適角度に関する情報を空間光変調器に転送し、高速能動素子をデジタルマイクロミラ
ーデバイスの隣接セグメント間の間隔の数分の１だけ、または可変鏡の隣接要素間の間隔
の数分の１だけ平行方向に移動することができる。高速能動素子が新しい位置にある場合
、当該素子を再度用いてビームレットの角度を変更し、ビームレットの最適角度を決定し
、新しい位置にある高速能動素子について決定された最適角度に関する情報は、空間光変
調器に転送される。高速能動素子が第１の位置および新しい位置にある場合に最適角度が
決定されたビームレットのアレイは、対物レンズ５１４の後瞳で互いに水平方向にオフセ
ットされる。高速能動素子を水平方向に移動させて新しいビームレットアレイの最適角度
を決定するプロセスを複数回繰り返して、対物レンズ５１４の後瞳に亘る、ビームレット
の最適角度のより高密度な測定値のセットを取得することもできる。最後に、これらの測
定値を位相復元により合成して、サンプル内での焦点の空間的広がりを縮小させるために
空間光変調器４２４に適用すべき、最終的な、高密度でサンプリングした補正波面を復元
する。
【０１０７】
　異なる能動素子（例えば、デジタルマイクロミラーデバイス５１２および空間光変調器
５２４）を個々にまたは互いに組み合わせて用いて上述の適応光学系技術を実行してもよ
い。例えば、能動素子５１２、５２４のそれぞれを個々に用いて、図１～３を参照して上
に説明した適応光学系技術を実行してもよい。さらに、２つ以上の能動素子５１２、５２
２の組み合わせを用いて、対物レンズ５１４により形成されるサンプル内の焦点の空間的
広がりを縮小させる適応光学系技術を実行してもよい。
【０１０８】
　図6は、他の顕微鏡検査法システム６００概略ブロック図であり、ここで対物レンズ６
１４の後瞳全体または後瞳の大部分を照射する参照ビームは励起ビームの１つまたは複数
の個々のビームレットと合成され、参照ビームと個々のビームレットとの間の干渉を観察
して、焦点の空間的広がりを縮小させることのできる１つまたは複数の個々のビームレッ
トの最適角度を決定することができる。
【０１０９】
　システム６００は光源６０２（例えば、レーザ）を含む。電気光学変調器６０４は、シ
ステムに到来するビームの強度を制御するのに用いることができる。偏波ビームスプリッ
タ６０５は励起光ビームを分割して、光をデジタルマイクロミラーデバイス６１２に向け
て屈折させる１つまたは複数のプリズム６１０に、ビーム６０６を向ける。マイクロミラ
ーデバイス６１２は、１対のレンズ６１６Ａ、６１６Ｂにより、ビーム６０６の先端角お
よび傾斜角を変更するのに用いることのできる高速２次元ガルバノミラー６１８に対して
光学的に共役である。他の実施形態では、光を直交軸に向ける２つのガルバノミラーをミ
ラー６１８に代えて用いてもよい。ガルバノミラー６１８は、ビーム結合器６２２を介し
て、１対のレンズ６２０Ａ、６２０Ｂにより空間光変調器６２４に対して光学的に共役に
なる。空間光変調器６２４はシステム６００内で能動素子として機能し、対物レンズ６１
４の後瞳に衝突する個々のビームレットの先端角および傾斜角、及び／又は位相を変更す
ることができる。空間光変調器６２４との接触の後、励起光のビームは、対物レンズ６１
４の後瞳に対して光学的に共役でありサンプル６５０内の複数の異なる位置に励起ビーム
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の焦点を走査するのに用いることができる２つのガルバノミラー６２６、６２８により反
射される。
【０１１０】
　ビームスプリッタ６０５は参照ビームとして機能する第２のビーム６０８を生成する。
参照ビームは、遅延線６３０を通過してからビーム結合器６２２により反射され、ビーム
６０６と合成される。そして、参照ビームは空間光変調器６２４で反射され、ガルバノミ
ラー６２６、６２８で反射され、対物レンズ６１４からサンプル６５０内へと通過する。
【０１１１】
　この構成によれば、他のビームレットをデジタルマイクロミラーアレイ６１２の対応領
域または空間光変調器の対応領域によりオフとし、「オフ」ビームレットが対物レンズ６
１４の後瞳に衝突しないようにした状態で、励起ビーム６０６の個々のビームレットをデ
ジタルマイクロミラーアレイ６１２の特定の対応領域によりディザすることができる。
【０１１２】
　個々の「オン」ビームレットが対物レンズの後瞳に入射する角度は、「オン」ビームレ
ットを２次元でスイープ可能な高速ガルバノミラー６１８で高速に変更が可能であり、参
照ビームとサンプルから放射される光の「オン」ビームレットとの間の干渉を、「オン」
ビームレットの最適角度を決定するのに用いることができる。「オン」ビームレットが後
瞳に入射する角度をチップチルトミラー６１８によって変更する一方で、ガルバノミラー
６２６、６２８を「オン」ビームレットの対物レンズの後瞳上での固定位置を維持するの
に用いることができる。このプロセスを対物レンズの後瞳に入射する励起ビームのすべて
のビームレットについて繰り返し行い、そして個々のビームレットの最適角度に関する情
報を空間光変調器６２４上にマッピングし、サンプル内に空間的広がりの縮小した焦点を
実現することができる。ガルバノミラー６１８を用いて空間光変調器６２４よりも高速に
個々のビームレットの角度を変更することができるため、個々のビームレットの最適角度
を順番に決定するのに２次元チップチルトミラー６１８を用いることは、空間光変調器６
２４を同様に用いるよりも高速である。
【０１１３】
　サンプルの焦点での励起ビーム光の収差の低減と、サンプルから得られる、結果として
生成される画像の改善とは、通常は能動素子の小区域数Ｎの関数として単調増加し、Ｎは
対物レンズの後瞳の個々のセグメントに対応するが、分解能および信号強度の改善はＮの
ある値で限界に達する。良好な結果を取得するために必要な小区域数Ｎは、調査の対象と
なるサンプル、最適化されるパラメータ、および所望の最適化度の詳細に依存する。対物
レンズの後瞳の個々のセグメントに対応する能動素子の小区域の密度は能動素子全体で均
一である必要はない。むしろ、低い値のＮを用いて収差を有する波面の初期の低分解能マ
ップを作成してもよく、それからより高い密度の小領域を用いて微細構造を示唆する領域
をサンプリングしてもよい。
【０１１４】
　顕微鏡システムの性能に影響を与える収差は、サンプル自体に限らず、光源と焦点との
間の光路のどこからでも発生し得る。したがって、今後の実験において測定される収差の
総量のうちサンプルに起因する成分を決定することができるように、これらの本質的な顕
微鏡収差を特徴付けることができる。例えば、蛍光ビーズ参照物体について画像を取得し
てもよく、この場合の画像は、能動素子が平坦性を欠くことに大きく起因すると考えられ
る、著しい非点収差およびコマ収差を示す可能性がある。しかし、Ｎ＝３６個の独立した
小区域について本明細書に記載の適応光学系補正および直接位相測定を適用した後、横方
向（Ｘ－Ｙ平面）および軸方向（Ｘ－Ｚ、Ｙ－Ｚ、長軸Ｚ、および短軸－Ｚ平面）の両方
におけるビーズ画像の半値全幅（ＦＷＨＭ）は、それらの回折限界値に近づきうる。
【０１１５】
　適応光学系プロセスが完了して、回折限界焦点を実現するのに適切な角度と位相とを対
物レンズの後瞳で有する個々のビームレットを生じる能動素子の小区域に適用する位相が
決定された後、能動素子の位相パターンは、最終補正波面、モジュロ２πを表す。この波



(32) JP 6195830 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

面をより直感的な形で表示するために、測定中に使用されるグローバル位相ランプが差し
引かれ、縁をカウントして、位相を小区域の境界を越えて連続するものと見なすことによ
って、位相がアンラップ（ｕｎｗｒａｐ）される。最後に、サンプルのみによる収差を決
定するために、システム収差に起因して、アンラップされた波面の一部が差し引かれる。
【０１１６】
　本明細書に記載の適応光学系補正を波面変調素子の個々の小区域に適用することに加え
、図７ａ、７ｂ、７ｃ、および７ｄは、適応光学系補正に対する独立、重複、および段階
的重複マスクアプローチの例を提供する。各図において、大きい方形は対物レンズ１１８
の後瞳を表し、網掛けの長方形の部分はビーム偏向の測定中に特定点でオンにされる瞳の
一部を表す。図７ａ及び７ｂに示す独立マスクアプローチでは、波面変調素子の異なる対
応の小領域を用いてビームの適応光学処理を行うことで、対物レンズ１１８の後瞳が非重
複領域にセグメント化される。各領域、すなわち「マスク」は、ビーム偏向測定中に個々
に「オン」にされる。波面変調素子のマスクされた各小区域における補正波面は、他のす
べての区域における平面とは別個の平面によって推定される。図７ａは独立マスクアプロ
ーチを示し、ここでは、各々が全瞳領域の１／３に相当する、ＷＭＥ１１４に対する３つ
の非重複マスクがビーム偏向を個々に測定し、３つの瞳小区域の各々における収差を補正
する。図７ｂは独立マスクアプローチを示し、ここでは、各々が瞳領域の１／９に相当す
る、ＷＭＥ１１４に対する９つの非重複マスクがビーム偏向を個々に測定し、９つの瞳小
区域の各々における収差を補正する。
【０１１７】
　図７ｃに示す重複マスクアプローチでは、ビーム偏向測定中に個々に「オン」となるマ
スクは他のマスクと重複する。その結果、最終補正波面における平面小区域の総数は、マ
スク領域に対する瞳領域の比よりも大きい。しかし、これらの小区域における位相の最終
値は、マスクの重複によって互いに完全に独立していない可能性がある。一方、所与のマ
スク領域について、または、等価的には、所与のレーザー出力について、重複マスクはよ
り多くの小区域を用いることを可能にするため、これにより優れた補正が得られることが
多い。従って、図７ｃは重複マスクアプローチを示し、ここでは、各々が瞳領域の１／３
をカバーする、ＷＭＥ１１４に対する６つの重複マスクによって、９つの異なる瞳小区域
の各々に対する固有の波面推定値が得られる。したがって、一般的に、Ｐ個の重複する個
々のビームレットの方向及び／又は相対位相を変更することができる。ここで、Ｐは整数
である。そして、Ｐ個の重複するビームレットを変更して検出される信号光に基づいて、
対物レンズの後瞳でのＱ個の構成ビームレットを個々に制御し、焦点からの放射光の強度
を最大にすることができる。ここで、Ｑは整数であり、Ｐよりも大きい。
【０１１８】
　最後に、図７ｄに示す段階的重複マスクアプローチでは、マスクは同じ寸法を有するが
、隣接するマスクから、マスクの寸法よりも小さい距離だけ離される。例えば、図７ｄに
記載するパターンは、３×３および２×１の段階的重複マスクで示され、ここで、「３×
３」は各マスクの寸法（すなわち、後瞳に亘る３つの水平マスク×３つの垂直マスク）を
示し、「２×１」は段階パターン（各マスクの幅を２ステップで横断し、高さを１ステッ
プでカバーするパターン）を示す。このアプローチは、位相勾配データの高密度アレイを
一定間隔で測定できるので、位相復元に特に適している。したがって、段階的重複アプロ
ーチでは、収差のある波面は、小区域自体よりも小さい一連の離散ステップの小区域を用
いて、各ステップで対物レンズの焦点面内のビーム偏向を測定し、これにより位相勾配を
測定することによって、単一の「オン」小区域のサイズよりも小さいスケールで測定が可
能である。図７ｄは段階的重複マスクアプローチを示し、ここでは、瞳領域の１／９をカ
バーするＷＭＥ１１４のマスクは、マスクの幅の半分に等しい水平ステップと、マスクの
高さに等しい垂直ステップとで移動する。ビーム偏向は、マスクの各位置で測定される。
したがって、図７ｄは、瞳領域の１／９に対応するマスクにより１８個の異なる瞳小区域
の各々に対して固有の波面推定が行われるように、３×３および２×１の段階的重複マス
クとして示されている。位相の復元は、段階的重複マスクの各位置で最適な位相オフセッ
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トを決定するのに用いることができ、勾配データと組み合わせて各測定点を中心とする領
域において収差がある波面に最適な平面を決定してもよい。
【０１１９】
　重複および段階的重複マスクアプローチをさらに拡張して、例えば、後瞳のＮ＝８１個
の小区域を後瞳の領域の１／９に相当するマスクを用いて規定できるようにしてもよい。
当然ながら、所与の数Ｎ個の小区域について、独立したマスクアプローチは、小区域間の
結合が残留する重複および段階的重複マスクアプローチよりも優れている。しかし、所与
のマスク領域については、または、等価的には、所与のレーザー出力については、重複ま
たは段階的重複マスクには、より多くの小区域を用いることができ、優れた補正が得られ
ることが多い。
【０１２０】
　前述のように、適応光学系は、ポイントスキャン顕微鏡検査法に用いることに加えて、
広視野顕微鏡検査法によって得られる画像の品質を向上させるのにも用いることができる
。広視野顕微鏡検査法では、サンプルの大きい領域が均一に照射され、関心領域全体が画
像検出器（例えば、ＣＣＤカメラ）に同時に記録される。多くのポイントスキャン法では
、励起光が収差の影響を主に受け、回折限界焦点の形成がブロックされる。前述のように
、さらに放射経路が収差の主要な影響を受け、これによりサンプル内の各点から放射され
る信号の画像検出器の回折限界点への再収束が阻まれる。ポイントスキャン顕微鏡検査法
は散乱生物組織に好ましく、広視野走査顕微鏡検査法はより一般的には透明な生物サンプ
ルに適用されるが、いずれの場合にもサンプルに起因する収差は発生する。
【０１２１】
　例えば、図８に示すように、放射光の球面波面は、サンプル８０４の点８０２から放射
が可能である。波面は、サンプル８０４における屈折率の不均質性によって歪む可能性が
ある（すなわち、収差が生じる）。そして、収差の生じた波面を顕微鏡対物レンズ８０６
によってコリメートさせると、結果的に平面波ではなく、収差が生じた波面８０８が得ら
れる。
【０１２２】
　ポイントスキャン顕微鏡検査法とは異なり、従来の広視野顕微鏡検査法は強いオプティ
カルセクショニング能力を欠く。したがって、通常は単一の培養細胞および極薄組織切片
に対して用いられ、収差は概して問題にならない。しかし、選択的平面照明顕微鏡検査法
（「ＳＰＩＭ」）や構造化照明顕微鏡検査法（「ＳＩＭ」）など、軸方向でのセクショニ
ング能力を有する広視野法の最近の開発によって、現在では厚いサンプルへの適用も可能
であり、そこで放射光の収差を補正することが必要となる。
【０１２３】
　図９は、適応光学系技術を用いて収差を補正する広視野顕微鏡システム９００の概略図
である。放射光はシステム９００の焦点面９０４から放射され、焦点面はサンプル９０２
内にある。対物レンズ９０６は、サンプル９０２を通過することにより収差の生じる可能
性のある放射光をコリメートし、１対の望遠レンズ９０８ａ、９０８ｂは収束された光を
視野絞り９１０を通過させ、放射光ビームのウエストを拡張または縮小するのに用いるこ
とができる。そして、波面変調素子９１２は、放射光を検出器９１４に通す前に適応光学
系技術を収差を有する波面に適用する。ＷＭＥ９１２は、ポイントスキャン顕微鏡検査法
に関して上述した、同様の適応光学系技術を適用して、波面の異なる部分から形成された
画像を用いて回折限界の完全な広視野波面を復元できるように焦点面９０４からの放射光
ビームのビームレットの角度に個々のシフトを適用してもよい。励起光ビームに対し適応
光学系技術を適用する上述のポイントスキャン顕微鏡検査法システムとは異なり、広視野
顕微鏡検査法９００では放射光ビームに対し適応光学系技術を適用する。
【０１２４】
　図１０は広視野顕微鏡システム１０００の概略図であり、適応光学系技術を用いて収差
を補正するシステム１０００をさらに詳細に示す。励起光源１００２は、移動ステージ１
００８に取り付けられた対物レンズ１００６を通過して、ビームスプリッタ１００４から
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サンプル１０１０内へと反射される励起光を提供する。放射光は、対物レンズ１００６の
焦点面でサンプル１０１０から放射され、対物レンズ１００６によって放射光ビームにコ
リメートされ、ミラー１０１２から望遠レンズシステム１０１４ａ、１０１４ｂに向けて
反射される。前述したポイントスキャン顕微鏡検査法に用いられる適応光学系と同様に、
対物レンズの後瞳に対して光学的に共役である波面変調素子１０１８は、放射光ビームの
個々のビームレットを修正するための波面センサおよび位相制御デバイスの両方として機
能する。他の実施形態では、上述の技術と同様に、図１０に示す単一のＷＭＥ１０１８を
複数の能動素子と置き換えてもよい。ＷＭＥ１０１８によって変調される放射光は、放射
光を画像化する検出器１０２０（例えば、ＣＣＤ検出器）に向けられる。他の実施形態で
は、高速検出器１０２０（例えば、光電子増倍管チューブ）は、サンプルの画像を記録す
るのではなく、検出器により受信される放射光全体の信号強度を記録することができる。
一部の実施形態では、システム１０００は、放射光が通過する対物レンズ１００８の結像
面に対して共役である平面に位置する視野絞り１０１６（例えば、半透明マスクのピンホ
ール）を含んでもよく、視野絞り１０１６によって、対物レンズ１００６の焦点面から放
射される光とサンプル１０１０内の他の面から放射される光とを識別することができる。
【０１２５】
　放射光のビームの個々のビームレットは（ビームレットがＷＭＥ１０１８から反射され
る方向および位相の両方について）個々に制御可能であり、検出器１０２０に記録される
、結果として生じた画像全体の強度を観察することができる。観察された強度に基づき、
個々のビームレットの角度および位相を調整して分解能が回折限界に近い、あるいは適応
光学系技術を用いない場合よりも回折限界に近い、画像を生成することができる。
【０１２６】
　図１１に示すように、一実施形態では、単一のフレネル・レンズ・パターンをＷＭＥ１
０１８に適用することができる。そして、図１１Ｂに示すように、フレネル・レンズ・パ
ターンはサンプル１０１０の単一画像を形成するために放射ビームを検出器１０２０に収
束させる。そして、図１１Ｃに示すように、フレネルレンズのアレイをＷＭＥ１０１８の
複数の異なる小区域に適用して、放射光波面を、個々に制御可能な複数の異なるビームレ
ットにセグメント化し、図１１Ｄに示すように、検出器１０２０の画像平面で、サンプル
の画像のアレイを生成することができる。完全な平面波放射波面の場合、画像のアレイは
完全な格子状になる。しかし、理想的な格子位置からの個々の画像のずれは、個々の画像
を作成するのに用いられる波面の部分の傾斜（および波面の当該部分に対応するビームレ
ットの角度）の測定に用いることができる。したがって、理想的な格子位置からの個々の
画像のずれの測定を用いて対物レンズ１００６の後瞳全体の波面傾斜測定値のアレイを決
定し、これから所望の補正波面を復元してもよい。この補正をＷＭＥ８１０１８に適用し
、これに図１１Ａに示す単一のフレネル・レンズ・パターンを重ね合わせたものを用いて
画像全体を検出器に収束させることで、サンプル１０１０の回折限界画像が検出器１０２
０で復元される。
例えば、フレネル・レンズ・パターンをＷＭＥ１０１８に適用しない一部の実施形態では
、収束レンズをＷＭＥ１０１８と検出器１０２０との間に置き、検出器１０２０に放射光
を収束させてもよい。
【０１２７】
　２光子蛍光顕微鏡検査法と同様に、サンプル１０１０が視野位置に依存する収差を示さ
ない場合、結果として得られる適応光学系補正は、視野のいたるところで回折限界分解能
を復元することができる。収差が視野に依存する場合、視野全体で平均化された補正が得
られ、この場合であっても信号および分解能は改善される。さらに、視野内の異なる部分
の蛍光特徴を用いて画像のシフトを解析することにより視野に依存する収差を測定するこ
ともでき、適切な収差パターンを視野の各部分に順次適用して回折限界画像を復元しても
よい。
【０１２８】
　図１２は収束された光ビームを操作するプロセス１２００のフローチャートである。プ
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ロセス１２００では、断面が個々のビームレットを含む励起光ビームを、レンズによりサ
ンプル内の焦点に収束させる（１２０２）。レンズの後瞳での励起ビームの個々のビーム
レットの方向及び／又は相対位相が波面変調素子により個々に変更される（１２０４）。
個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で（１２０６）、焦点から放
射される放射光が検出される。個々のビームレットの方向は焦点からの放射光が最大また
は最少になるように制御され（１２０８）、個々のビームレットの相対位相は焦点からの
放射光を増加させるように制御される（１２１０）。
【０１２９】
　本明細書に記載する様々な技術の実施形態は、デジタル電子回路、またはコンピュータ
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、あるいはこれらの組合せで実施すること
ができる。実施形態は、コンピュータプログラム製品、すなわち、情報担体において、例
えば、機械で読取可能な記憶デバイスにおいて、または伝播信号において、データ処理装
置、例えば、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ、または複数のコンピュータによ
って実行するために、あるいはこれらの動作を制御するために、明白に具体化されるコン
ピュータプログラムとして実施してもよい。前述したコンピュータプログラムなどのコン
ピュータプログラムは、コンパイラ型言語、インタープリタ型言語を含む任意の形のプロ
グラミング言語で書くことができ、スタンドアロンプログラムとして、あるいはモジュー
ル、コンポーネント、サブルーチン、またはコンピュータ環境での使用に適した他のユニ
ットとなど、任意の形式で展開が可能である。コンピュータプログラムは、１つのサイト
または複数サイトに分散され、通信ネットワークによって相互に接続された、１台または
複数台のコンピュータで実行されるように展開が可能である。
【０１３０】
　方法のステップは、入力データで動作し出力を発生することによって機能を実施するた
めにコンピュータプログラムを実行する１つまたは複数のプログラマブルプロセッサによ
って実施してもよい。方法のステップは、特殊目的論理回路、例えば、ＦＰＧＡ（フィー
ルド・プログラマブル・ゲート・アレイ）またはＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）によ
って実施してもよく、また、装置をこれらとして実現してもよい。
【０１３１】
　コンピュータプログラムの実行に適したプロセッサは、例として、汎用および専用の両
マイクロプロセッサと、あらゆる種類のデジタルコンピュータのいずれかのうち１つまた
は複数のプロセッサとを含む。一般に、プロセッサは、リード・オンリー・メモリまたは
ランダム・アクセス・メモリ、またはこれらの両方から命令およびデータを受け取る。コ
ンピュータの要素は、命令を実行する少なくとも１つのプロセッサと、命令およびデータ
を記憶する１つまたは複数のメモリデバイスとを含んでもよい。また、一般に、コンピュ
ータは、データを記憶する１つまたは複数の大容量記憶装置、例えば、磁気ディスク、光
磁気ディスク、または光ディスクを含んでいてもよく、あるいはこれらからデータを受け
取り、またはこれらにデータを転送し、またはこれらの両方を行うよう動作可能に結合し
てもよい。コンピュータプログラム命令およびデータを具体化するのに適した情報担体は
、例として、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭおよびフラッシュ・メモリ・デバイスなどの半導
体メモリデバイス、内蔵ハードディスクやリムーバブルディスクなどの磁気ディスク、光
磁気ディスク、およびＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭディスクなど、あらゆる形態の不揮
発性メモリを含む。プロセッサおよびメモリは、専用論理回路によって補完してもよく、
専用論理回路に組み込んでもよい。
【０１３２】
　ユーザーとのやり取りのために、実施形態は、例えばブラウン管（ＣＲＴ）や液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）モニタなど、ユーザーに情報を表示する表示装置、および、例えばユ
ーザーがコンピュータに入力を行うことのできるキーボードや、マウスまたはトラックボ
ールなどのポインティングデバイスを有するコンピュータで実施してもよい。ユーザーと
やり取りに他の種類のデバイスを用いてもよい。例えば、ユーザーに提供されるフィード
バックは、任意の形態の感覚フィードバック、例えば、視覚フィードバック、聴覚フィー
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ドバック、または触覚フィードバックであってもよく、ユーザーからの入力は音響、音声
、触覚入力など、いかなる形態で受け付けてもよい。
【０１３３】
　前述の実施形態の特定の特徴は本明細書で説明した通りであるが、ここで多くの修正形
態、代替形態、変更形態、および等価物が当業者に想起されるであろう。そこで、添付の
特許請求の範囲は実施形態の真の趣旨に含まれるすべての修正形態および変更形態を網羅
するものであることを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図３ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１１Ｃ】 【図１１Ｄ】

【図１２】
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