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(57)【要約】
　本発明は、撮像対象（５、２７）の蛍光および生物ル
ミネセンスイメージング用の、断層撮影法イメージング
に使用可能な光イメージング検出器に関する。この光イ
メージング検出器は、複数のマイクロレンズ（１８、２
２）を備える少なくとも１つのマイクロレンズアレイ（
１０、２１）を備える。光検出器は、マイクロレンズア
レイの焦点面に置くことができ、または光ファイバのネ
ットワークによってマイクロレンズアレイに接続され外
部に置くことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマイクロレンズ（１８、２２）を備える少なくとも１つのマイクロレンズアレイ
（１０、２１）を特徴とする、撮像対象（５、２７）の蛍光および生物ルミネセンスイメ
ージング用の光イメージング検出器。
【請求項２】
　それぞれのマイクロレンズ（１８、２２）が、０．１ｍｍから２ｍｍの範囲内の直径を
有する請求項１に記載の光イメージング検出器。
【請求項３】
　光コリメータ（１６、２４）が、それぞれのマイクロレンズアレイ（１０、２１）の隣
に配置される、請求項１または２に記載の光イメージング検出器。
【請求項４】
　前記光イメージング検出器が非接触検出器である、請求項１から３のいずれかに記載の
光イメージング検出器。
【請求項５】
　前記光イメージング検出器が、少なくとも１つの光検出器（２５）を備える、請求項１
から４のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの光検出器（２５）が、少なくとも１つのＣＣＤカメラを備える、
請求項５に記載の光イメージング検出器。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの光検出器（２５）が位置敏感光検出器である、請求項５または６
に記載の光イメージング検出器。
【請求項８】
　前記位置敏感光検出器が、ＣＣＤベースの検出器、ＡＰＤアレイ、フォトダイオードア
レイまたはＣＭＯＳセンサからなる群から選ばれる少なくとも１つのセンサである、請求
項７に記載の光イメージング検出器。
【請求項９】
　少なくとも１つの位置敏感光検出器が、前記マイクロレンズアレイ（２１）のうちの１
つのマイクロレンズアレイの焦点面に置かれる、請求項７または８に記載の光イメージン
グ検出器。
【請求項１０】
　それぞれのマイクロレンズ（１８）が、光ファイバ（１２）に接続される、請求項１か
ら８のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１１】
　それぞれのマイクロレンズ（１８）が、前記光ファイバ（１２）を介して光検出器また
は光源に接続される、請求項１０に記載の光イメージング検出器。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのマイクロレンズアレイ（１０、２１）が、正方形、長方形、また
は六角形のパターンを有する、請求項１から１１のいずれかに記載の光イメージング検出
器。
【請求項１３】
　少なくとも２つの対向するマイクロレンズアレイ（１０、２１）を備える、請求項１か
ら１２のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１４】
　複数の平坦なまたは湾曲したマイクロレンズアレイ（１０、２１）が、リング構造（１
１）に配置される、請求項１から１３のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１５】
　前記光イメージング検出器が、回転可能なガントリ上に装着される、請求項１から１４
のいずれかに記載の光イメージング検出器。
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【請求項１６】
　前記撮像対象（５、２７）の少なくともの一部分を照射するように配置される少なくと
も１つの光源（２８）を備える請求項１から１５のいずれかに記載の光イメージング検出
器。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの光源（２８）の光を除去するために、それぞれのマイクロレンズ
アレイ（１０、２１）の前に少なくとも１つのフィルタ（２３）を備える請求項１６に記
載の光イメージング検出器。
【請求項１８】
　前記光イメージング検出器が半径方向に再配置可能である、請求項１から１７のいずれ
かに記載の光イメージング検出器。
【請求項１９】
　撮像対象の非接触３次元光イメージングする方法であって、前記撮像対象のイメージン
グデータが、複数のマイクロレンズアレイを備える光イメージング検出器によって取得さ
れ、各マイクロレンズアレイが複数のマイクロレンズを有し、前記マイクロレンズアレイ
が、前記撮像対象を囲むリング構造に配置される方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像対象の蛍光および生物ルミネセンスイメージングを行う、断層撮影法イ
メージングに使用可能な光イメージング検出器および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　イメージング方法を使用して形態学的、機能的および生化学的パラメータを定性的に、
また定量的に取得することは、複数の医学の研究および応用の分野の基礎である。既知の
イメージング方法全般の概観は、「Ｓｃａｌｉｎｇ　ｄｏｗｎ　ｉｍａｇｉｎｇ：Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｏｆ　ｃａｎｃｅｒ　ｉｎ　ｍｉｃｅ」，Ｒ．Ｗｅｉｓ
ｓｌｅｄｅｒ、Ｎａｔ　Ｒｅｖ　Ｃａｎｃｅｒ（１／２００２）、Ｖｏｌｕｍｅ　２，１
－８．の中で与えられる。例えば腫瘍の研究の中で適用される既知のイメージング方法は
、光イメージング技術を含む。
【０００３】
　最先端の既知の生体内（ｉｎ－ｖｉｖｏ）検査のためのそのようなイメージング方法は
、蛍光または生物ルミネセンスのイメージングを含む光イメージング技術である。蛍光イ
メージングでは、ある励起波長の光が、撮像対象を照射し、それによりＣＣＤカメラなど
光検出器によって収集可能であるシフトした放射波長が生じる。撮像対象は、このために
様々な蛍光プローブを使用して標識される。スマートプローブが開発されており、このス
マートプローブは、それがある標的、例えば小分子、ペプチド、酵素基質または抗体と相
互作用するときにのみ作動および検出可能である。生物ルミネセンスイメージングは、細
胞から放射される光子を検出するために使用されるものであり、それらは酵素特異性基質
（ルシフェリン）の酸化を通じて光生成反応の中で発光酵素、触媒を発現させるために遺
伝子操作される。蛍光のアプローチとは異なり、この技術は発光酵素により生成される内
部の光に基づいているので、撮像対象は、外部の光源の光にさらされることを必要としな
い。
【０００４】
　平面光イメージングおよび光断層撮影法（ＯＴ：ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ）は、代替の分子イメージングモダリティとして出現しており、それらは、単一または
複数の投影で組織を通って伝播される光を検出する。巨視的蛍光反射イメージングから蛍
光イメージング／断層撮影法まで、いくつかの光ベースのイメージング技術が利用可能で
あり、それらは最近、ミリメートルの分解能で深部組織中の蛍光プローブの場所を高感度
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に突き止めると共に定量化することを実証している。近い将来、光断層撮影法の技術は、
例えば変調された強い光またはとても短い光子パルスに基づく、より高密度の測定および
改良型光子技術を用いることにより、空間分解能がかなり改善されることが期待される。
臨床光イメージング応用は、高効率の光子収集システムを必要とすることになる。最近は
ＯＴが、乳癌、脳機能および生体内の遺伝子発現のイメージングなどに適用されている。
光イメージング技術を使用することについての主要な関心は、使用される光学的光子の非
侵襲的および危険のない性質にあり、最も重大には、放射性同位体の崩壊によって放射標
識プローブの標的との相互作用と無関係に断続的に信号を生成する放射標識プローブと比
べて、励起可能プローブはそれらの標的と相互作用するときのみ信号を生成するという励
起可能プローブの有用性にある。ＯＴでは、画像は、空間的に依存性のある組織の吸収特
性および散乱特性によって大いに影響される。１つまたはいくつかの源または検出器から
の境界測定値を使用して、例えば偏微分方程式によって記述される輸送モデルからの未知
のパラメータを埋め合わせる。病気の組織の特性と健康な組織の特性の間のコントラスト
を臨床診断で使用できる。
【０００５】
　最先端技術では、（非接触式）ＣＣＤベースの光イメージング設計または（接触式）光
ファイバベースの光イメージング設計を有する光イメージング検出器が知られている。
【０００６】
　存在している光イメージングの手法の大多数はＣＣＤベースである。ＣＣＤ（電荷結合
素子）は、光子を非常に敏感に検出するように働く電荷結合イメージングセンサである。
ＣＣＤカメラは、画像の個々の点を生成する多数の微小感光区画（画素）に分割されてい
る。画素のグリッドは、半導体結晶（通常はシリコン）上の回路基板によって形成される
。ＣＣＤカメラの動作方法は、光を半導体材料中で衝突させることによる電子の解放に基
づく。光子が画素に当たると画素の位置で電位によって保持固定されている少なくとも１
つの電子が解放される。画素の位置で解放される電子の個数は、その位置の入射光の強度
に比例する。電子の個数は、それぞれの画素で測定され、その結果、画像が再構成される
ことができる。ＣＣＤは、冷却されるべきである。そうしないと、入射光によって解放さ
れない多くの電子が熱により読み出されることになるからである。光学的視野を定めるた
めに、典型的にはＣＣＤ検出器はレンズに結合される。
【０００７】
　しかし、市販のＣＣＤベースのイメージング設計のほとんど全ては、例えば動物などの
撮像対象の表面から放射される積分光分布の平面画像だけを生成する。小動物の光イメー
ジング計装市場におけるマーケットリーダーは、Ｘｅｎｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ．Ａｌａｍｅ
ｄａ，ＵＳＡである。生体内の（ｉｎ　ｖｉｖｏ）蛍光および生物ルミネセンスイメージ
ングに使用される既知のＣＣＤベースの光イメージングシステムの原理的設計は、ＣＣＤ
カメラを備えるものであり、このＣＣＤカメラは撮像対象に対してある距離で配置され（
非接触測定）、この対象から放射される光子を検出するためにこの対象に向けられている
。ＣＣＤ検出器は、最小の焦点距離がもたらされるレンズを備える必要があるので、ＣＣ
Ｄカメラは、大きなイメージングコンパートメントを生じるかなり大きい機器となりがち
である。断層撮影法イメージングに使用される場合、ＣＣＤベースのカメラシステムは、
投影図を収集するために撮像対象の周りで回転される、または多数のカメラが並列に使用
されることを必要とする。別な潜在的な応用例では、従来技術のレンズベースのＣＣＤカ
メラシステムは、同時ＰＥＴ／光イメージング用の陽電子放射断層撮影法（ＰＥＴ）など
の、デュアルモダリティ画像の取得を目的とする別のイメージングモダリティの視野内に
置くことができない。
【０００８】
　既知の光ファイバベースの光イメージング設計は、ファイバの終端が撮像対象と接触し
て置かれるように使用されている。その理由の１つは、ある具体的なファイバの終端が、
明確なはっきりした視野、この視野は光子の入射方向を後戻りすることを可能にする、を
有さないことにある。つまり、ネズミなどの非円筒形のイメージング対象については、そ
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の対象は、特定の光学的特性を有する適切な液体で満たされている円筒形コンパートメン
トの中に入れられる必要がある。これは動物ハンドリングの問題、実験の複雑さおよび研
究の管理の理由でかなり大きい欠点であると考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明は、従来技術の不利な点を回避する目的に基づくものであり、特に
高い検出感度、高い固有の空間分解能および高い時間分解能を有する非常に小型の光イメ
ージング検出器を提供する目的に基づくものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これらの目的は、撮像対象の蛍光および生物ルミネセンスイメージング用の光イメージ
ング検出器であって、複数のマイクロレンズを備える少なくとも１つのマイクロレンズア
レイを備える検出器を用いて達成される。
【００１１】
　マイクロレンズアレイのマイクロレンズは、撮像対象から放射される光を光検出器の上
にコリメートするように、または（ある適用については）撮像対象に向かう光を撮像対象
の一部の上に投射するように配置される。マイクロレンズのアレイを使用することによっ
て位置敏感性が達成できる。
【００１２】
　好ましくは、それぞれのマイクロレンズは、０．１ｍｍから２ｍｍの範囲内の直径を有
する。例をあげると、レンズ直径１ｍｍおよびアレイ全体の大きさ１ｃｍ×１ｃｍのマイ
クロレンズアレイは１００枚のレンズを集めており、後に光システムの固有の空間検出分
解能に対応する１ｍｍの空間的に分離されたレンズピッチを可能にする。マイクロレンズ
アレイは、例えば正方形、長方形、または六角形のパターンを有することができる。光コ
リメータは、個々のマイクロレンズ検出器ペアの間で光のクロストークを防ぐ目的で、各
マイクロレンズアレイの前または後に置かれることができる。そうした光コリメータは、
好ましくはマイクロレンズアレイに適合される多穴コリメータである。
【００１３】
　本発明の状況にある光イメージング検出器は、撮像対象から放射される蛍光または生物
ルミネセンスの信号（すなわち光）を検出することによって撮像対象の少なくとも一部の
画像を取得することを可能にする装置である。撮像対象は、光イメージングによってアク
セスできる、当業者によって知られる任意の対象とすることができる。好ましくは、撮像
対象は、小動物のような無傷の生きている有機体あるいは胸部または頭部などの人間の部
分である。
【００１４】
　本発明の一実施形態によれば、光イメージング検出器が非接触検出器として設計される
。検出器は、ファイバの終端がその対象と接触して配置される既知のファイバ光学べース
の光イメージング設計とは異なり、撮像対象と接触していない。本発明の非接触の検出器
は、撮像対象（例えば生きている動物）の取扱いを簡単にし、実験の複雑さを減らし、研
究の管理を簡単にする点でかなり大きい利点を有する。
【００１５】
　本発明による光イメージング検出器は、好ましくは少なくとも１つの光検出器を備える
。
【００１６】
　光検出器は、撮像対象から放射される光子を検出するために配置されるセンサである。
光検出器は、例えば少なくとも１つのＣＣＤカメラまたは少なくとも１つのフォトダイオ
ードを備える。好ましくは、少なくとも光検出器は位置敏感光検出器であり、この位置敏
感光検出器は光子と光子が光検出器に入る位置とを検出する。位置敏感光検出器について
の例は、ＣＣＤ（電荷結合素子）ベースの検出器、ＡＰＤ（アバランシェフォトダイオー
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ド）アレイ、フォトダイオードアレイまたはＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）センサ
である。ＡＰＤアレイまたはフォトダイオードアレイは、それぞれのアレイの中に配置さ
れる複数のＡＰＤまたはフォトダイオードを含む。
【００１７】
　ＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）センサは、能動的な画素センサであり、この画素
センサは光敏感ダイオードのアレイを含み、１つのダイオードはそれぞれの画素内にある
。それぞれの画素は、画素自体の増幅器を有し、それにより画素が個々に読まれることを
可能にしており、それがＣＭＯＳセンサの位置敏感性をもたらす。
【００１８】
　好ましくは、本発明による光イメージング検出器は、マイクロレンズアレイの焦点面に
置かれる光検出器、または光ファイバを介してマイクロレンズアレイに接続される光検出
をさらに備える。
【００１９】
　本発明の好ましい一実施形態では、それぞれのマイクロレンズは、光ファイバに接続さ
れる。この実施形態の利点は、ファイバが接続された各光検出器が、それ自体個々のダイ
ナミクスを有することである。好ましくは、それぞれのマイクロレンズは、光ファイバを
介して例えばフォトダイオードなどの光検出器要素または光源に接続される。これらの光
ファイバは、２つの異なる目的を帯びることができる。マイクロレンズによって収集され
る光は、検出のためにファイバを通って光検出器要素まで導かれることになり、また、例
えば蛍光色素の励起については、光源（例えばレーザダイオード）からの光は、ファイバ
を通って撮像対象まで導かれる。
【００２０】
　本発明の別の好ましい実施形態では、少なくとも１つの位置敏感光検出器が、マイクロ
レンズアレイのうちの１つのマイクロレンズアレイの焦点面に置かれる。この場合、光フ
ァイバは、マイクロレンズアレイのマイクロレンズから光検出器まで光子を伝達すること
は必要とされず、したがって検出器の構成を簡単にする。
【００２１】
　ＣＣＤカメラと比べて、マイクロレンズアレイを備える光検出器を使用することの直接
的な利点の一つは、例えば、個々の検出器要素の読み出しを可能にするファイバが結合さ
れた光検出器アレイなどの分割された光検出器が使用される場合、光システムの局所的に
適応するダイナミックレンジにある。結果として、断層撮影法の光システム全体のダイナ
ミックレンジは、大いに改善され、それによってレーザの励起の位置およびパターンに依
存しない高速（平行）の十分な断層撮影法の投影データ取得が可能になる。光検出器がマ
イクロレンズアレイの焦点面に結合されている光イメージング検出器を使用することは、
（静的イメージングの２つの主な特性の）検出感度および固有の空間分解能が、ファイバ
ベースのシステムについてよりも大きいという利点を有する。さらに、（別の非常に重要
な特性の）時間分解能は、回転可能なＣＣＤカメラ検出器システムを用いて達成できるも
のよりも大きい。直径に沿ったサンプリング効率が優れており、説明した本発明の光イメ
ージング検出器は、例えば、ＣＣＤカメラなどのレンズを装着した光検出器よりも光検出
器の物理的寸法をかなり小さくすることができ、それによりシステムの集積化が可能にな
る。これは、光検出器がマイクロレンズアレイの焦点面に直接置かれ並べられる本発明の
好ましい実施形態についての際立った特性である。マイクロレンズアレイは、当技術分野
で知られており、２次元の光照射野の形成のためにまたは光照射野写真法のために光ファ
イバ束の間の結合要素としてこれまで使用されてきている。
【００２２】
　本発明による蛍光および生物ルミネセンスイメージング用の光イメージング検出器を用
いて生体内の光マーカ／プローブの分布に関して同時の十分な３次元の取得を行うことが
可能であり、それによれば画像の対象と接触する検出器も、大きなレンズを備えた十分に
回転可能なＣＣＤカメラも必要でない。後者は、画像装置の物理的な大きさのために、比
較可能な多数の図面で投影図を同時に取得することができない。さらに、光検出器組立体
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は、空間の限られた環境内で使用できる非常に薄い検出器を構成する。１つの具体的な応
用例は、小動物用ＰＥＴスキャナ内でそうした光イメージング検出器を組み込むことであ
り、それはレンズを備えたカメラを用いてできないものである。
【００２３】
　本発明による光イメージング検出器は、撮像対象の少なくともの一部分を照射するよう
に配置される少なくとも１つの光源を備えることができる。例えば、蛍光イメージングで
は、少なくとも１つの光源が、撮像対象内の蛍光プローブを励起するために、励起波長の
光を用いて撮像対象の少なくとも一部を照射し、その結果シフトした波長を有する光の誘
導放射となる。
【００２４】
　光イメージング検出器は、少なくとも１つの光源の光を除去するために、それぞれのマ
イクロレンズアレイの前に少なくとも１つのフィルタをさらに備えることができる。そう
したフィルタは、例えば、検出器が蛍光イメージングに使用されるときにレーザの励起光
を除去する目的で設けることができる。生物ルミネセンスイメージングについては、フィ
ルタは必要でない。このフィルタは、脱着可能または交換可能であることが好ましい。種
々のフィルタは、適切なフィルタ装置が必要な特定の波長励起光を必要とする種々の光プ
ローブ／マーカのために使用可能である。
【００２５】
　本発明による光イメージング検出器を使用して、１枚の図（平面投影）から、または断
層撮影法の方式で対象を撮像することができる。断層撮影法イメージングについては、２
つの手法が存在している。すなわち、１枚の画像を取得できる１つのイメージング装置が
データ取得の間に撮像対象の周りを３６０°回転する形態の光イメージング検出器と、１
枚の画像を取得できるいくつかの同様の光イメージング装置が投影データを同時に取得す
るために撮像対象の長軸の周りに円筒形の組立体の中に割り当てられる光イメージング検
出器とのどちらかである。どちらの手法も、個々に取得される画像は、撮像対象を貫く断
層撮影法のスライスを数学的に算出するために使用される。断層撮影法の設計概念から採
られる１つのイメージング検出装置の形態の光イメージング検出器は、平面のモードで対
象を撮像するために使用することもできる。断層撮影法イメージングは、光（すなわちこ
の適用例では好ましくは蛍光または生物ルミネセンスのプローブによって放射される光子
）が撮像対象を貫通できる場合にのみ実行できる。断層撮影法イメージングは、平面のイ
メージングよりも多くの情報をもたらし、具体的には、生体内の機能的な過程および分子
の過程を評価したい場合に生物医学の応用で役立つ。
【００２６】
　好ましくは、本発明による光イメージング検出器は、少なくとも２つの対向するマイク
ロレンズアレイを備える。それによって撮像対象によって反対方向に放射される光子は検
出できる。本発明の好ましい実施形態では、複数の平坦なまたは湾曲したマイクロレンズ
アレイが、リング構造に配置される。リング構造に配置されるマイクロレンズアレイを備
える光イメージング検出器は、（例えばＣＣＤベースのシステムにわたって）改善された
ダイナミックレンジ（感度）を用いて対象の全面的な３次元の断層撮影法の光イメージン
グを可能にする利点を有する。
【００２７】
　したがって、本発明は、非接触３次元光イメージング方法であって、撮像対象のイメー
ジングデータは、撮像対象から放射される光学的光子をイメージングする目的で、（リン
グ構造に配置され、光検出器に結合されているマイクロレンズアレイを備える）本発明に
よる光イメージング検出器によって単独で取得され、マイクロレンズアレイのリング構造
は撮像対象を囲んでいる、方法についても言及するものである。
【００２８】
　本発明の好ましい実施形態では、光イメージング検出器は、回転可能なガントリ上に装
着される。ガントリ（およびガントリと一緒の検出器）は、（例えば撮像対象の縦軸の周
りに）回転可能および（例えば撮像対象の縦軸に沿って）平行移動可能であることが好ま
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しい。光イメージング検出器を備えるガントリは、その垂直軸および／または縦軸の周り
に回転可能とすることができる。ガントリは、３６０°の間で回転可能とすることができ
、これにより光イメージング検出器の任意の半径方向の配置を可能にすると共に断層撮影
法イメージングを可能にする。２つの対向しているマイクロレンズアレイを保持するガン
トリであって、マイクロレンズアレイが撮像対象の両側にあるガントリは、例えば、断層
撮影法のデータを取得するためにデータ取得の間に撮像対象の周りにシングルステップモ
ードで１８０°回転できる。
【００２９】
　本発明による光イメージング検出器は、好ましくは撮像対象に対して半径方向に再配置
可能である。それによってシステムは、撮像される種々の対象に適合できる。例えばマイ
クロレンズアレイをそれぞれ備える２つの対向する検出器ブロックは、様々な大きさの撮
像対象（例えば実験動物）に対して検出効率を最適化するために、それらの離隔距離を調
節可能である（半径方向に再配置可能である）。
【００３０】
　本発明は、概して医用イメージングに適用できる。多数の主な適用例は、分子生物学、
遺伝子研究、腫瘍学、癌の研究、薬理学および薬物研究である。本発明による光イメージ
ング検出器に関する主要な課題および対象とした適用は、以下の通りである。すなわち、
例えば遺伝子発現など特定の細胞および分子の作用、またはタンパク質間相互作用などの
より複雑な分子間相互作用を撮像すること、複数の分子事象を同時に監視すること、単一
または二重標識の細胞を追跡すること、薬物治療および遺伝子治療を最適化すること、分
子および細胞レベルで薬物効果を撮像すること、分子の病理学のレベルで病気の進行を評
価すること、単独の、迅速な、再現可能なおよび定量的な手法で上記イメージングの目標
全てを達成することの可能性を生むことである。他の適用例について本発明の具体的な用
途は、同じ動物（または患者）で遺伝子産物に対する時間依存性の実験の、発達上の、環
境上のおよび治療の影響を監視すること、腫瘍細胞と免疫系の相互作用を研究すること、
レポータ遺伝子を用いて対象のウイルスに印を付けることによりウイルス感染を研究する
ことなどである。また、生体内の内因性および外因性の遺伝子発現（遺伝子（ＤＮＡ）、
メッセージ（ＲＮＡ）、タンパク質、機能）の非侵襲的な評価に対して、受容体、酵素、
輸送体をイメージングすることに対して、基礎研究および翻訳に関する研究での新しい応
用（遺伝子治療）に対して、病気の早期発見に対して、治療法選択のガイダンスに対して
、薬物作用の監視に対して、前臨床医薬品開発の助けに対して、非侵襲的および反復的な
遺伝子治療の監視に対して、および人間の遺伝子治療の臨床試験の最適化に対して多大な
臨床的潜在性がある。
【００３１】
　以下、図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　図１は、本発明による光イメージング検出器の第１の実施形態を概略的に示す。
【００３３】
　この図は、検出器ブロック２０の断面図を示している。本発明による光イメージング検
出器は、１つのそうした検出器ブロック２０または複数の検出器ブロック２０を備えるこ
とができる。検出器ブロック２０は、２次元の格子の中で配置される複数のマイクロレン
ズ２２を備えるマイクロレンズアレイ２１を含む。マイクロレンズ２２全ては、同一の幾
何学的特性および同一の光学的特性を有することが好ましいが、適用例について必要であ
れば、これらの特性はマイクロレンズアレイ２１の個々のマイクロレンズ２２に関連して
変更できる。マイクロレンズ２２の直径は、適用例に必要とされる空間分解能特性に基づ
いて選択される。典型的には、レンズ直径０．４８ｍｍおよび１．０ｍｍが２つの異なる
適用例のために選択されている。
【００３４】
　検出器ブロック２０は、マイクロレンズアレイ２１の前に置かれるフィルタ２３をさら
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に備える。フィルタ２３は、撮像対象（図示せず）に最も近い検出器ブロック２０の部品
である。マイクロレンズアレイ２１は、撮像対象に対し径方向に延長してフィルタ２３の
背後に装着される。フィルタ２３は、例えば検出器ブロック２０が蛍光イメージングのた
めに使用されるときにレーザの励起光の除去のために設けられる。フィルタ２３は、生物
ルミネセンスイメージングのためには必要とされない。
【００３５】
　マイクロレンズアレイ２１の反対側で、光コリメータ２４は、マイクロレンズアレイ２
１と光検出器２５の間に置かれる。このフォトレジストコリメータ２４は、マイクロレン
ズアレイ２１のマイクロレンズの配列およびピッチと同様の穴の配列およびピッチを有す
ることが好ましい。コリメータ２４は、マイクロレンズ２２の個々の視野の間でクロスト
ークを回避するために設けられる。径方向に延長したコリメータ２４の厚さは、マイクロ
レンズアレイ２１の面に向かい合う背面とマイクロレンズ２２の仮想焦点面の間の空間に
依存する。
【００３６】
　大きなフィールドの光検出器２５は、コリメータ２４の隣に装着される。光検出器２５
は、マイクロレンズアレイ２１の焦点面に置かれる。この光検出器２５は、ＣＣＤベース
の検出器、ＡＰＤアレイ、フォトダイオードアレイ、ＣＭＯＳセンサおよび他の任意の位
置敏感光検出器とすることができる。好ましくは、光検出器２５は、その性能（感度、ノ
イズ特性、時間分解能など）の観点およびそのコストの観点で多くの利点を示すＣＭＯＳ
センサである。光検出器２５は、フィルタ２３、マイクロレンズアレイ２１および光コリ
メータ２４を通過する入射光を電気信号に変換する。
【００３７】
　マイクロレンズアレイ２１のマイクロレンズ２２は、あるピッチで離されており、この
ピッチは、取得される画像の中のモアレアーチファクトを回避するために、多数の光検出
器２５のピッチに等しくすべきである。典型的にはある実験装置では、レンズピッチ０．
４８ｍｍに等しいレンズ直径であるマイクロレンズ２２が使用される。用いられるＣＭＯ
Ｓセンサのピッチは、この１／１０（０．０４８ｍｍ）となるように選択される。光検出
器２５は、個々のセンサ素子からなる２次元の格子からなる位置敏感センサである。
【００３８】
　結像および検出のために使用される前述の検出器の全部品２１、２３、２４および２５
の全体的な寸法は、等しいものにすべきである。すなわち、マイクロレンズアレイ２１の
大きさが視野１ｃｍ×１ｃｍを描くように選択される場合、センサ２５、コリメータ２４
およびフィルタ２３の大きさも同様にすべきである。しかし、これは検出の目的だけに要
求されるのではない。原理上は、検出器の部品２１、２３、および２４は、交換可能であ
ってよく、それによりイメージング特性の修正を可能にする。追加の電子機器の部品およ
び信号変換要素２６が必要である場合、示したＣＭＯＳ設計と同じように、追加の電子機
器の部品および信号変換要素２６は検出器の視野の外側に置かれるべきである。
【００３９】
　図１の検出器ブロック２０は、２次元の（すなわち平坦の）断層撮影法イメージングに
使用可能であり、あるいはある形で組み立てられるまたは回転される場合には十分に３次
元の断層撮影法イメージングに使用可能である。ほとんどの適用シナリオでは、検出器ブ
ロック２０は、撮像対象とは接触しておらず、所定の距離に置かれるが、検出器ブロック
２０のマイクロレンズアレイ検出器の表面は、撮像対象またはその部分に対して直角に向
けられている。そうした検出器ブロック２０の感光の大きさ（ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｓｉ
ｚｅ）は、（技術的な処理によって制約されているが）任意に選択できるが、撮像対象ま
たはその部分の大きさによって決定されるべきである。典型的には、検出器ブロックの大
きさは、（軸方向に延在している）ネズミ全体が図によって撮像できるように（軸と垂直
な方向に）５ｍｍ×（軸方向に）７０ｍｍであるように選択される。別の具体的な適用例
では、検出器の大きさは、（軸と垂直な方向に）２５ｍｍ×（軸方向に）７０ｍｍで選択
される。この場合、検出器の視野は、ネズミ全体をカバーする。
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【００４０】
　図２は、リング構造に配置される図１による複数の検出器ブロックを備える本発明によ
る光イメージング検出器を概略的に示す。
【００４１】
　前述の多数の検出器ブロック２０は、撮像対象２７、この場合はネズミのファントムを
囲むリング構造に配置される。それぞれの検出器ブロック２０は、マイクロレンズアレイ
２１（フィルタなし）と、コリメータ（図示せず）と、光検出器２５と、電子機器の部品
および信号変換要素２６とを備える。示される光イメージング検出器は、断層撮影法の生
物ルミネセンスイメージングのために使用可能である。
【００４２】
　図３は、図２による光イメージング検出器の断面図を概略的に示す。
【００４３】
　図４は、リング構造に配置される複数の検出器ブロックおよび複数の光源を備える本発
明による光イメージング検出器を概略的に示す。
【００４４】
　図１による前述の多数の検出器ブロック２０は、撮像対象２７、この場合はＤｅｒｅｎ
ｚｏ型ファントム（Ｄｅｒｅｎｚｏ　ｐｈａｎｔｏｍ）を囲むリング構造に配置される。
それぞれの検出器ブロック２０は、マイクロレンズアレイ２１と、フィルタ（図示せず）
と、コリメータ（図示せず）と、光検出器２５と、電子機器の部品および信号変換要素２
６とを備える。リング構造に配置される複数の光源２８は、検出器ブロック２０のリング
構造を囲んでいる。光源２８の光２９は、検出器ブロック２０の間の間隙３０を通って撮
像対象２７を照射する。示される光イメージング検出器は、断層撮影法の蛍光イメージン
グ用に使用できる。
【００４５】
　蛍光プローブを励起するための適用例の具体的な光源２８は、以下のいずれかであって
もよい。すなわち、波長および出力が選択可能な１つまたは多数の半径方向に再配置可能
なレーザ（レーザダイオード）であってよい。図４では、レーザの個数は、検出器ブロッ
ク２０の個数に等しい。検出器およびレーザは、好ましくは回転可能および軸方向に平行
移動可能な共通のガントリ（図示せず）上に装着される。代替としては、波長および出力
を選択可能な１つのレーザ（または他の光源２８）が、検出器ブロック組立体の外側に置
かれ、光は光ファイバを介して撮像対象２７に伝達されてもよく、さらに光は光スイッチ
を使用して分割されることも可能である。また、波長および出力を選択可能な薄肉管の形
態の１つまたは多数の明視野光源が、対象２７の長軸と平行に向けられ、検出器ブロック
２０の間隙３０に配置できる。後者の設計は、撮像対象２７に向けて光源２８のビームパ
ターンを限定するように光源２８ごとにファンビームコリメータを有することができ、そ
れによりそのフィルタ２３の背後の光検出器２５の直接照射を避ける。光イメージング検
出器組立体全体は、リング構造の長軸の周りで回転可能であることが好ましい。検出器ブ
ロックそれ自体の個々の回転も実行できる。この回転により空間サンプリングは改善され
る。この回転の特徴がないときは、軸と垂直な方向（ｔｒａｎｓａｘｉａｌ）のレーザ位
置および検出器の視界の個数は、励起用レーザおよび検出器の要素の個数にそれぞれ固定
される（示した例では２０個である）。回転は、３６０°をレーザおよび／または検出器
の個数でそれぞれ除算した弧長に対してのみ必要とされる。（１つまたは複数の）レーザ
は、対象をその軸が延びる方向に沿って任意の位置で励起／照射するために、回転軸に沿
って平行移動することもできる。
【００４６】
　図５は、図４による光イメージング検出器の断面図を概略的に示す。
【００４７】
　図６は、本発明による光イメージング検出器の第２の実施形態のマイクロレンズアレイ
のリングを囲んでいるγ線検出器アレイのリングを備えるデュアルモダリティイメージン
グシステムを概略的に示す。



(11) JP 2008-537131 A 2008.9.11

10

20

30

40

50

【００４８】
　このデュアルモダリティイメージングシステムは、複数のガンマ線検出器アレイ６を備
えたＰＥＴスキャナを備え、この複数のガンマ線検出器アレイ６は、撮像対象５を囲むリ
ング形７に配置される。デュアルモダリティイメージングシステムは、複数のマイクロレ
ンズアレイ１０をさらに備え、それぞれが複数のマイクロレンズを含む。複数のマイクロ
レンズアレイ１０は、撮像対象５を囲むリング構造１１に配置されており、リング構造１
１は、ガンマ線検出器アレイ６のリング形７内で配置される。したがって、マイクロレン
ズアレイ１０は、システムの内側（光）リングを形成する。デュアルモダリティイメージ
ングシステムのこの実施形態は、ＰＥＴ検出器ブロックの前に装着されるマイクロレンズ
アレイのラジアル円筒形格子を使用する。高エネルギー（５１１ｋｅＶ）の同位体光子（
ｉｓｏｔｏｐｉｃ　ｐｈｏｔｏｎ）を検出するためのＰＥＴ検出器ブロック６は、光検出
器のマイクロレンズアレイ１０に対して径方向の外側に離されている。ＰＥＴ検出器６は
、最先端の検出用材料（位置敏感光電子増倍管に光学的に装着されるピクセル化した結晶
）からなることができるが、この検出用材料は、マイクロレンズアレイブロック１０に関
して具体的なブロック形状を反映するために注文製造可能である。光検出システムの部品
（マイクロレンズアレイ１０、光ファイバ１２、ファイバ装着プレート）は、ＰＥＴサブ
システムの視野内にあるが、光システムは同位体光子について影響を受けず、ＰＥＴシス
テムは、高エネルギーの光子が組み込まれた材料をとても小さな減衰および散乱で貫通す
るので光学的部品によって（ほとんど）影響を受けない。光マイクロレンズ系は、光学的
光子（ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｈｏｔｏｎ）を「ストリッピングアウェイ（ｓｔｒｉｐｐｉｎ
ｇ　ａｗａｙ）」しているが、光学的光子は同位体光子への影響がない。光ファイバ１２
は、マイクロレンズに取付けられ、ガンマ線検出器アレイ６の間の空間１３を通ってリン
グ形７の外側へ至る。システムの中に組み込まれる光ファイバ束からなるネットワークは
、レーザの励起光を外部の多波長レーザ（図示せず）から撮像対象５まで案内するために
使用可能である。個々のファイバ１２は、選択的に作動可能であり、様々なレーザ励起パ
ターンを可能にする。
【００４９】
　システムの中に組み込まれる光ファイバ束のネットワークを使用して、検出のために（
図示せず）、マイクロレンズアレイ１０のマイクロレンズによってコリメートされる放射
光を撮像対象５から外部の光検出器、例えばフォトダイオードアレイまで案内することも
できる。これらの光検出器は、本発明による光イメージング検出器の一部である。光ファ
イバ１２は、マイクロレンズ焦点に接続される。光ファイバ１２は、この位置で多穴プレ
ートによって固定される。ファイバ１２は可撓性を有するので、本発明の実施形態による
光イメージング検出器の光検出器の形状（光素子の形状の大きさおよびピッチ）が、マイ
クロレンズの形状と同様であることは必要とされない。
【００５０】
　リング構造１１ごとのマイクロレンズアレイ１０の個数は、撮像対象５の大きさおよび
レンズアレイ１１の大きさによって定められる。典型的には、小動物（ネズミ）システム
の形状を考えると、対象の軸と垂直な方向の３ｃｍの直径と１ｃｍ×１ｃｍの大きさのレ
ンズアレイのため、リングは１０個の半径方向に割り当てられるレンズアレイからなる。
マイクロレンズアレイは市販されており（ＳＵＳＳ　ＭｉｃｒｏＯｐｔｉｃｓ　ＳＡ，Ｎ
ｅｕｃｈａｔｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）、正方形の大きさで０．５ｃｍから１．２
７ｃｍまで現在製造されている。それぞれのレンズアレイは、正方形、長方形または六角
形のパターンの充填されたマイクロレンズからなり、このマイクロレンズは０．１ｍｍか
ら２ｍｍの範囲内の半径でそれぞれ製造されている。マイクロレンズアレイ１０およびガ
ンマ線検出器アレイ６は、共通の回転可能および平行移動可能なガントリ（図示せず）上
に装着することができ、それにより光検出器および光ファイバ束の制約のない任意の軌道
配置を可能にする。
【００５１】
　マイクロレンズアレイは、ＳＵＳＳ　ＭｉｃｒｏＯｐｔｉｃｓ　ＳＡ，Ｎｅｕｃｈａｔ
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ｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄから入手できる。光ファイバ、レーザおよびＣＣＤカメラ
は、いくつかの製造業者（Ｒｏｐｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．，Ｄｕｌｕｔｈ
，ＧＡなど）から入手できる。
【００５２】
　（図示されていない）波長分離のための軸方向に移動可能な光学フィルタは、図６に示
すようにシステムの中にやはり組み込まれる。非断層撮影法の光イメージングの場合は、
操作者は、対象内の現在の光プローブの分布に応じて光測定のためにレーザ／検出器ブロ
ックを光学的軌道配置に置くことになる。
【００５３】
　図７は、多数のマイクロレンズアレイを備える図６による実施形態の変形例を示す。
【００５４】
　撮像対象５は、その全長に沿ってマイクロレンズアレイ１０のリング構造１１によって
囲まれており、このリング構造１１は、リング形７の中の複数のガンマ線検出器アレイ６
内に配置される。２０個のガンマ線検出器アレイ６からなる６つのそれぞれのリングは並
んで装着される。それぞれのガンマ線検出器アレイ６は、電気接続１４を有する。マイク
ロレンズアレイ１０に取付けられる光ファイバ１２は、ファイバ束１５の形態でガンマ線
検出器アレイ６の間の空間１３を通ってＰＥＴスキャナを出て、例えば光検出器（図示せ
ず）に接続される。リング構造１１は、１０個のマイクロレンズアレイ１０からなる８つ
のそれぞれのリングによって形成される。
【００５５】
　図８は、図６に示される実施形態の断面図を示す。
【００５６】
　この例示では、撮像対象５の周りにある、本発明による光イメージング検出器を有する
デュアルモダリティイメージングシステムの構成部分（マイクロレンズアレイ１０、光フ
ァイバ１２、光検出器（図示せず））の配置を見ることができる。このシステムは、それ
ぞれのマイクロレンズアレイ１０の前に光コリメータ１６をさらに備える。
【００５７】
　図９は、本発明のために使用可能なマイクロレンズアレイを示し、各マイクロレンズは
、光ファイバに接続される。
【００５８】
　（正方形のパターンの）マイクロレンズアレイ１０は、多穴プレート１７と、複数の装
着されたマイクロレンズ１８とを含む。光ファイバ１２のネットワークは、個々のマイク
ロレンズ１８の焦点が１本のファイバの終点に局所的に対応するように多穴プレート１７
上に装着される。光ファイバはまとまってファイバ束１５になる。
【００５９】
　図１０は、光コリメータを備えるマイクロレンズアレイを示す。
【００６０】
　ファイバ束１５、光ファイバ１２、多穴プレート１７およびマイクロレンズ１８に加え
て、図１０は、マイクロレンズ１８の前に装着された多穴コリメータ１６を示しており、
コリメータ１６のそれぞれの穴１９は１つのマイクロレンズ１８に対応している。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明による光イメージング検出器の第１の実施形態の概略図である。
【図２】リング構造に配置される図１による複数の検出器ブロックを備える、本発明によ
る光イメージング検出器の概略図である。
【図３】図２による光イメージング検出器の概略断面図である。
【図４】リング構造に配置される複数の検出器ブロックおよび複数の光源を備える本発明
による光イメージング検出器の概略図である。
【図５】図４による光イメージング検出器の概略断面図である。
【図６】本発明による光イメージング検出器の第２の実施形態のマイクロレンズアレイの
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リングを囲んでいるγ線検出器アレイのリングを備える、デュアルモダリティイメージン
グシステムの概略図である。
【図７】より多数のマイクロレンズアレイを備える、図６による実施形態の変形例の図で
ある。
【図８】図６の実施形態の断面図である。
【図９】本発明による光イメージング検出器で使用可能である光ファイバのネットワーク
を備える、マイクロレンズアレイの図である。
【図１０】本発明による光イメージング検出器で使用可能である光コリメータを備えるマ
イクロレンズアレイの図である。
【符号の説明】
【００６２】
　５　撮像対象
　６　γ線検出器アレイ
　７　リング形
　１０　マイクロレンズアレイ
　１１　リング構造
　１２　光ファイバ
　１３　空間
　１４　電気接続
　１５　ファイバ束
　１６　光コリメータ
　１７　多穴プレート
　１８　マイクロレンズ
　１９　穴
　２０　検出器ブロック
　２１　マイクロレンズアレイ
　２２　マイクロレンズ
　２３　フィルタ
　２４　光コリメータ
　２５　光検出器
　２６　電子機器の部品および信号変換要素
　２７　撮像対象
　２８　光源
　２９　光
　３０　間隙
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月30日(2006.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像される対象（５、２７）の蛍光および生物ルミネセンスイメージング用の光イメー
ジング検出器であって、複数のマイクロレンズ（１８、２２）を備える少なくとも１つの
マイクロレンズアレイ（１０、２１）を備え、前記複数のマイクロレンズ（１８、２２）
が、前記撮像される対象（５、２７）から放射される光をコリメートするように、または
前記撮像される対象（５、２７）に向かって光を投射するように配置されることを特徴と
する、光イメージング検出器。
【請求項２】
　それぞれのマイクロレンズ（１８、２２）が、０．１ｍｍから２ｍｍの範囲内の直径を
有する、請求項１に記載の光イメージング検出器。
【請求項３】
　光コリメータ（１６、２４）が、それぞれのマイクロレンズアレイ（１０、２１）の隣
に配置される請求項１または２に記載の光イメージング検出器。
【請求項４】
　前記光イメージング検出器が非接触検出器である、請求項１から３のいずれかに記載の
光イメージング検出器。
【請求項５】



(17) JP 2008-537131 A 2008.9.11

　前記光イメージング検出器が、少なくとも１つの光検出器（２５）を備える、請求項１
から４のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの光検出器（２５）が、少なくとも１つのＣＣＤカメラを備える、
請求項５に記載の光イメージング検出器。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの光検出器（２５）が位置敏感光検出器である、請求項５または６
に記載の光イメージング検出器。
【請求項８】
　前記位置敏感光検出器が、ＣＣＤベースの検出器、ＡＰＤアレイ、フォトダイオードア
レイまたはＣＭＯＳセンサからなる群から選ばれる少なくとも１つのセンサである、請求
項７に記載の光イメージング検出器。
【請求項９】
　少なくとも１つの位置敏感光検出器が、前記マイクロレンズアレイ（２１）のうちの１
つのマイクロレンズアレイの焦点面に置かれる、請求項７または８に記載の光イメージン
グ検出器。
【請求項１０】
　それぞれのマイクロレンズ（１８）が、光ファイバ（１２）に接続される、請求項１か
ら８のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１１】
　それぞれのマイクロレンズ（１８）が、前記光ファイバ（１２）を介して光検出器また
は光源に接続される、請求項１０に記載の光イメージング検出器。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのマイクロレンズアレイ（１０、２１）が、正方形、長方形、また
は六角形のパターンを有する、請求項１から１１のいずれかに記載の光イメージング検出
器。
【請求項１３】
　少なくとも２つの対向するマイクロレンズアレイ（１０、２１）を備える、請求項１か
ら１２のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１４】
　複数の平坦なまたは湾曲したマイクロレンズアレイ（１０、２１）が、リング構造（１
１）に配置される、請求項１から１３のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１５】
　前記光イメージング検出器が、回転可能なガントリ上に装着される、請求項１から１４
のいずれかに記載の光イメージング検出器。
【請求項１６】
　前記撮像される対象（５、２７）の少なくともの一部分を照射するように配置される少
なくとも１つの光源（２８）を備える、請求項１から１５のいずれかに記載の光イメージ
ング検出器。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの光源（２８）の光を除去するために、それぞれのマイクロレンズ
アレイ（１０、２１）の前に少なくとも１つのフィルタ（２３）を備える、請求項１６に
記載の光イメージング検出器。
【請求項１８】
　前記光イメージング検出器が半径方向に再配置可能である、請求項１から１７のいずれ
かに記載の光イメージング検出器。
【請求項１９】
　撮像される対象の非接触３次元光イメージングする方法であって、前記撮像される対象
のイメージングデータが、複数のマイクロレンズアレイを備える光イメージング検出器に
よって取得され、各マイクロレンズアレイが複数のマイクロレンズを有し、前記撮像され
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る対象（５、２７）から放射される光をコリメートし、また前記撮像される対象（５、２
７）に向かって光を投射し、前記マイクロレンズアレイが、前記撮像される対象を囲むリ
ング構造に配置される方法。
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