
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 測定対象物である散乱体の表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポ
ット状に入射し、
　測定対象物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミン
グでおよび／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得し、
　前記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出し、前記の複数のタイミン
グおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号
の振幅、および位相の変調角周波数に対する傾きを求め、
　前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数のタイミングおよび
／または複数の位置における吸収係数の差との間の、散乱される光の飛行距離の累積に対
して成立するベア・ランバート則に基づいて導出された所定の関係に基づいて、第１次情
報である吸収係数の差を演算する、
ことを特徴とす 乱体の吸収情報計測方法。
【請求項２】
　前記吸収係数の差、吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数、および吸収成分の濃度の差
との間の所定の関係に基づいて、前記吸収成分の濃度の差を定量することを特徴とする請
求項 記載の散乱体の吸収情報計測方法。
【請求項３】
　 測定対象物である散乱体の表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対
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象物に対して散乱係数が等しいか又は等しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光
をスポット状に入射し、
　測定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光
して、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得し、
　前記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出し、
　前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の振幅、および位相の変
調角周波数に対する傾きを求め、
　前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸
収係数の差との間の、散乱される光の飛行距離の累積に対して成立するベア・ランバート
則に基づいて導出された所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演
算する、
ことを特徴とす 乱体の吸収情報計測方法。
【請求項４】
　前記吸収係数の差、前記波長のそれぞれに対する吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数
、および吸収成分の濃度との間の所定の関係に基づいて、前記吸収成分の濃度を定量する
ことを特徴とする請求項 記載の散乱体の吸収情報計測方法。
【請求項５】
　前記測定信号は、前記測定対象物の表面における複数の位置でそれぞれ受光した複数の
測定信号である、ことを特徴とする請求項 記載の散乱体の吸収情報計測方法。
【請求項６】
　測定対象物である散乱体の表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入
射する光入射部と、
　測定対象物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミン
グでおよび／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得する光検出部と、
　前記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、
前記の複数のタイミングおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記
変調周波数成分の信号の振幅、および位相の変調角周波数に対する傾きを演算する第１の
演算部と、
　前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数のタイミングおよび
／または複数の位置における吸収係数の差との間の

所定の関係に基づいて、第１次情
報である吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、
ことを特徴とする散乱体の吸収情報計測装置。
【請求項７】
　前記第２の演算部は、さらに、前記吸収係数の差、吸収成分の単位濃度当たりの吸収係
数、および吸収成分の濃度の差との間の所定の関係に基づいて、前記吸収成分の濃度の差
を演算することを特徴とする請求項 記載の散乱体の吸収情報計測装置。
【請求項８】
　測定対象物である散乱体の表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対し
て散乱係数が等しいか又は等しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット
状に入射する光入射部と、
　測定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光
して、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得する光検出部と、
　前記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、
　前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の振幅、および位相の変
調角周波数に対する傾きを演算する第１の演算部と、
　前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸
収係数の差との間の

所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演
算する第２の演算部とを具備する、
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ことを特徴とする散乱体の吸収情報計測装置。
【請求項９】
　第２の演算部は、さらに、前記吸収係数の差、前記波長のそれぞれに対する吸収成分の
単位濃度当たりの吸収係数、および吸収成分の濃度との間の所定の関係に基づいて、前記
吸収成分の濃度を定量することを特徴とする請求項 記載の散乱体の吸収情報計測装置
。
【請求項１０】
　前記光検出部は、前記測定対象物の表面における複数の位置でそれぞれ受光することが
可能な受光部を備えており、前記測定信号は、前記測定対象物の表面における複数の位置
でそれぞれ受光した複数の測定信号である、ことを特徴とする請求項 記載の散
乱体の吸収情報計測装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は散乱体の吸収情報計測方法および装置に関し、詳しくは、再入射不可能な表面を
もつ散乱体における吸収成分の濃度の時間変化や空間分布を計測する方法および装置、さ
らには複数波長の光を利用して散乱体内部の吸収成分の濃度を計測する方法及び装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
生体のような散乱体内部の特定吸収成分の濃度、さらにはその時間変化や空間分布などの
吸収情報を非侵襲で精密に測定したいという要請は非常に強く、現在までに連続光（ｃｗ
光）や変調光（例えばパルス光、方形波光、正弦波変調光など）を用いる方法、さらに波
長の異なる光を利用する方法（多波長分光）など、種々の方法が試みられている。
【０００３】
ところが、これらの従来技術では、生体のように種々の形をした組織や器官、あるいは同
じ組織や器官であっても形状に個体差がある対象物などについて、内部の特定吸収成分の
濃度を正確に計測することが可能な方法や装置は未だ開発されていない。このことは、光
を利用した生体の非侵襲計測の大きな問題であり、その改善が強く望まれている。
【０００４】
生体などの散乱体に入射された光は、散乱吸収されながら内部を伝搬し、その一部が表面
に出てくる。そして、散乱体の外部は、普通、空気であるため、表面に出た光は自由空間
を散逸する。散乱体の内部情報計測では、上記のようにして表面に出てくる光を検出する
。このとき、伝搬光は散乱体の全域に広がり、表面全体から外部に散逸する。したがって
、表面の特定の位置で出力光を検出する場合、媒体の形状が変わると、例えば球であるか
直方体であるかなどによって、検出光の量や時間波形が大きく異なることになる。
【０００５】
以上のような場合の計測精度を高めるには、散乱体内部の光の挙動をよく理解する必要が
ある。最近では、散乱体内部の光の挙動はコンピュータによるモンテカルロシミュレーシ
ョンで解析、実験、検討されている。また光拡散理論  (Photon Diffusion Theory) によ
ってある程度正確に記述、解析できることが知られている。ところが、モンテカルロシミ
ュレーションは極めて長い計算時間が必要であり、かつ、その結果から散乱体内部の特定
吸収成分の濃度などを算出することができない。さらに、光拡散理論を利用する場合には
、光拡散方程式を解くときに境界条件を設定する必要がある。しかし、この境界条件は散
乱体の形状に大きく依存するため、正確な計測を行うためには、散乱体の形状が変わるた
びに、新たな境界条件を設定して光拡散方程式を解くことが必要になる。また、境界条件
をある程度正確に設定できる散乱体は、無限空間、半無限空間、無限円柱、無限にひろが
る有限厚さのスラブなど、極めて単純な形状のものに限定される。この結果、形状が単純
でない生体組織などの計測では、近似した境界条件を用いることが不可欠となり、これが
大きな計測誤差を生じる原因となる。
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【０００６】
以上のような問題点は、例えば最近の文献： Albert Cerussi et al."The Frequency Doma
in Multi-Distance Method in the Presence of Curved Boundaries"、 in Biomedical Op
tical Spectroscopy and Diagnostics、 1996、 Technical Digest（ Optical Society of A
merica、 Washington DC、 1996） pp.24-26、でも議論されている。
【０００７】
以上に述べたように、形状の異なる散乱体に対して統一的に適用できる吸収情報の計測法
には未だ充分なものはなく、形状の異なる散乱体に対して従来技術で統一的に内部の特定
吸収成分の濃度などを正確にかつ効率良く計測することは極めて困難であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前述した従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、形状の異なる散乱体内
部の光の挙動を記述する方法（基本関係式）を新たに開示し、この関係を利用して種々の
形状の散乱体内部の特定吸収成分の濃度変化や絶対値などの計測を実現し、その計測精度
を大幅に改善するとともに、さらにはそれらの時間変化や空間分布を効率良く計測するこ
とができる散乱体内部の吸収情報の計測方法および計測装置を提供することを目的とする
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱体の表面に所
定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定対象物の内部を伝播
した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでおよび／または複数の
位置で受光して測定信号をそれぞれ取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調周波数成分
の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記の複数のタイミングおよび／または複数の位置にお
ける測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の正弦成分、および余弦成分の変
調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記正弦成分と、前記余弦成分の変調角周波数に
対する傾きと、前記の複数のタイミングおよび／または複数の位置における吸収係数の差
との間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する、ことを
特徴とする方法である。
【００１０】
また、本発明の第２の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱体の表
面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定対象物の内部
を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでおよび／または
複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調周波
数成分の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記の複数のタイミングおよび／または複数の位
置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の余弦成分、および正弦成
分の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記余弦成分と、前記正弦成分の変調角周
波数に対する傾きと、前記の複数のタイミングおよび／または複数の位置における吸収係
数の差との間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する、
ことを特徴とする方法である。
【００１１】
　さらに、本発明の第３の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ） 測定対象物で
ある散乱体の表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測
定対象物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングで
および／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得し、（ｃ）前記測定信号か
ら前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記の複数のタイミングおよび／
または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の振幅、お
よび位相の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記振幅と、前記位相の変調角周波
数に対する傾きと、前記の複数のタイミングおよび／または複数の位置における吸収係数
の差との間の、散乱される光の飛行距離の累積に対して成立するベア・ランバート則に基

10

20

30

40

50

(4) JP 3844815 B2 2006.11.15

ヒトを除く



づいて導出された所定の関係に基づいて、第１次情報である吸収係数の差を演算する、こ
とを特徴とす 法である。
【００１２】
さらにまた、本発明の第４の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱
体の表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定対象物
の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでおよび／
または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変
調周波数成分の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記の複数のタイミングおよび／または複
数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の位相、および振幅

の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記位相と、前記振幅
の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数のタイミングでおよび／または複数の位置に
おける吸収係数の差との間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差
を演算する、ことを特徴とする方法である。
【００１３】
そして、上記本発明の方法においては、上記のように求められた前記吸収係数の差を用い
て、この吸収係数の差と、吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数と、吸収成分の濃度の差
との間の所定の関係に基づいて吸収成分の濃度の差を定量することが可能である。
【００１４】
また、本発明の方法においては、複数の波長を有する変調光を用いてもよい。すなわち、
本発明の第５の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱体の表面に、
所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は等しいと見
なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定対象物の内部
を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光して、前記波長に対
してそれぞれ測定信号を取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそ
れぞれ検出し、（ｄ）前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の正
弦成分、および余弦成分の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記正弦成分と、前
記余弦成分の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の差と
の間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する、ことを特
徴とする方法である。
【００１５】
また、本発明の第６の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱体の表
面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は等し
いと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定対象物
の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光して、前記波
長に対してそれぞれ測定信号を取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調周波数成分の信
号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信
号の余弦成分、および正弦成分の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記余弦成分
と、前記正弦成分の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数
の差との間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する、こ
とを特徴とする方法である。
【００１６】
　さらに、本発明の第７の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ） 測定対象物で
ある散乱体の表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等
しいか又は等しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射し、（
ｂ）測定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受
光して、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調
周波数成分の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調
周波数成分の信号の振幅、および位相の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記振
幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の
差との間の、散乱される光の飛行距離の累積に対して成立するベア・ランバート則に基づ
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いて導出された所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する、
ことを特徴とす 法である。
【００１７】
さらにまた、本発明の第８の散乱体の吸収情報計測方法は、（ａ）測定対象物である散乱
体の表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又
は等しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射し、（ｂ）測定
対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光して、
前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得し、（ｃ）前記測定信号から前記変調周波数成
分の信号をそれぞれ検出し、（ｄ）前記波長に対してそれぞれ得られた前記変調周波数成
分の信号の位相、および振幅 の変調角周波数に対する傾きを求め、（ｅ）前記
位相と、前記振幅 の変調角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対す
る吸収係数の差との間の所定の関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演
算する、ことを特徴とする方法である。
【００１８】
そして、複数の波長を有する変調光を用いる上記本発明の方法においては、上記のように
求められた前記吸収係数の差を用いて、この吸収係数の差と、前記波長のそれぞれに対す
る吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数と、吸収成分の濃度との間の所定の関係に基づい
て、吸収成分の濃度を定量することが可能である。また、前記の測定信号は、前記測定対
象物の表面における複数の位置でそれぞれ受光した複数の測定信号であってもよい。
【００１９】
本発明の第１の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の表面に所定
の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測定対象物の内
部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでおよび／また
は複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得する光検出部と、 (iii)前記測定信号か
ら前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記の複数のタイミ
ングおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成分の信
号の正弦成分、および余弦成分の変調角周波数に対する傾きを演算する第１の演算部と、
(v)前記正弦成分と、前記余弦成分の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数のタイミ
ングおよび／または複数の位置における吸収係数の差との間の所定の関係に基づいて、第
１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特徴とす
る装置である。
【００２０】
また、本発明の第２の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の表面
に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測定対象
物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでおよび
／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得する光検出部と、 (iii)前記測定
信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記の複数の
タイミングおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波数成
分の信号の余弦成分、および正弦成分の変調角周波数に対する傾きを演算する第１の演算
部と、 (v)前記余弦成分と、前記正弦成分の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数の
タイミングおよび／または複数の位置における吸収係数の差との間の所定の関係に基づい
て、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特
徴とする装置である。
【００２１】
　さらに、本発明の第３の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の
表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測定
対象物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングでお
よび／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得する光検出部と、 (iii)前記
測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記の複
数のタイミングおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周波
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数成分の信号の振幅、および位相の変調角周波数に対する傾きを演算する第１の演算部と
、 (v)前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと、前記の複数のタイミングお
よび／または複数の位置における吸収係数の差との間の

所定の関係に基づいて、第１
次情報である吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特徴とする装置
である。
【００２２】
さらにまた、本発明の第４の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体
の表面に所定の変調周波数成分をもつ変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測
定対象物の内部を伝播した前記変調光を、前記散乱体の表面において複数のタイミングで
および／または複数の位置で受光して測定信号をそれぞれ取得する光検出部と、 (iii)前
記測定信号から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記の
複数のタイミングおよび／または複数の位置における測定でそれぞれ得られた前記変調周
波数成分の信号の位相、および振幅 の変調角周波数に対する傾きを演算する第
１の演算部と、 (v)前記位相と、前記振幅 の変調角周波数に対する傾きと、前
記の複数のタイミングでおよび／または複数の位置における吸収係数の差との間の所定の
関係に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備す
る、ことを特徴とする装置である。
【００２３】
そして、上記本発明の装置の前記第２の演算部においては、上記のように求められた前記
吸収係数の差を用いて、この吸収係数の差と、吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数と、
吸収成分の濃度の差との間の所定の関係に基づいて吸収成分の濃度の差を演算することが
可能である。
【００２４】
また、本発明の装置は、複数の波長を有する変調光を用いるものであってもよい。すなわ
ち、本発明の第５の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の表面に
、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は等しいと
見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測定
対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光して、
前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得する光検出部と、 (iii)前記測定信号から前記
変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記波長に対してそれぞれ
得られた前記変調周波数成分の信号の正弦成分、および余弦成分の変調角周波数に対する
傾きを演算する第１の演算部と、 (v)前記正弦成分と、前記余弦成分の変調角周波数に対
する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の差との間の所定の関係に基づいて、
第１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特徴と
する装置である。
【００２５】
また、本発明の第６の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の表面
に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は等しい
と見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (ii)測
定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光して
、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得する光検出部と、 (iii)前記測定信号から前
記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記波長に対してそれぞ
れ得られた前記変調周波数成分の信号の余弦成分、および正弦成分の変調角周波数に対す
る傾きを演算する第１の演算部と、 (v)前記余弦成分と、前記正弦成分の変調角周波数に
対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の差との間の所定の関係に基づいて
、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特徴
とする装置である。
【００２６】
　さらに、本発明の第７の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体の
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表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は等
しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射する光入射部と、 (i
i)測定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受光
して、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得する光検出部と、 (iii)前記測定信号か
ら前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記波長に対してそ
れぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の振幅、および位相の変調角周波数に対する傾
きを演算する第１の演算部と、 (v)前記振幅と、前記位相の変調角周波数に対する傾きと
、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の差との間の

所定の関係に基づいて、第１次
情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、ことを特徴とする装
置である。
【００２７】
さらにまた、本発明の第８の散乱体の吸収情報計測装置は、 (i)測定対象物である散乱体
の表面に、所定の変調周波数成分をもちかつ測定対象物に対して散乱係数が等しいか又は
等しいと見なせる異なる波長をもつ複数種の変調光をスポット状に入射する光入射部と、
(ii)測定対象物の内部を伝播した前記変調光を前記散乱体の表面における所定の位置で受
光して、前記波長に対してそれぞれ測定信号を取得する光検出部と、 (iii)前記測定信号
から前記変調周波数成分の信号をそれぞれ検出する信号検出部と、 (iv)前記波長に対して
それぞれ得られた前記変調周波数成分の信号の位相、および振幅 の変調角周波
数に対する傾きを演算する第１の演算部と、 (v)前記位相と、前記振幅 の変調
角周波数に対する傾きと、前記波長のそれぞれに対する吸収係数の差との間の所定の関係
に基づいて、第１次情報である前記吸収係数の差を演算する第２の演算部とを具備する、
ことを特徴とする装置である。
【００２８】
そして、複数の波長を有する変調光を用いる上記本発明の装置の第２の演算部においては
、上記のように求められた前記吸収係数の差を用いて、この吸収係数の差と、前記波長の
それぞれに対する吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数と、吸収成分の濃度との間の所定
の関係に基づいて吸収成分の濃度を定量することが可能である。また、前記光検出部は、
前記測定対象物の表面における複数の位置でそれぞれ受光することが可能な受光部を備え
ていてもよく、この場合、前記測定信号として前記測定対象物の表面における複数の位置
でそれぞれ受光した複数の測定信号を用いることが可能となる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
（本発明の原理）
先ず、本発明の原理について説明する。なお、以下に述べる知見は本発明者によって初め
て開示されるものである。
【００３０】
生体組織の中の各種の成分は、ミクロに見れば不均一に混在、つまり局在している。しか
し、医学、生物学的見地から生体組織の分光分析を考えた場合、複雑な生体組織をマクロ
的に見たときの光学的特性、つまり平均値として計測される計測値から、生体組織内に含
有される特定成分を定量することで十分な場合が多い。このような考え方は線形システム
理論におけるブラックボックスのインパルス応答やシステム関数に見られる。以下では均
一な散乱体を考え、その表面に光を入射し、散乱体の内部を伝播した光を表面の他の位置
で受光して測定信号を得て、その測定信号から内部に含まれる吸収成分の濃度などを定量
することを考える。この場合、散乱体の外形は再入射不可能な表面をもつもの、つまり媒
体から出た拡散光が再び媒体に入射することがない任意の形状の媒体を考える。また、入
射する光は任意の時間波形をもつものを考える。この場合、任意の時間波形の入射光は、
フーリエ変換原理から明らかなように、種々の周波数で変調された光の重ね合わせで表さ
れるから、以下では周波数面で議論することとし、任意の変調周波数の入射光を考える。
【００３１】
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図１は、検出された光子が散乱体あるいは散乱吸収体の内部を伝播した飛跡の例を示す。
光は散乱成分によって強く散乱され、光子の光路はジグザグに折れ曲がる。この時、ジグ
ザグな飛行距離に対してベア・ランバート則（ Lambert-Beer's low）が成立し、伝播光の
強度はジグザグな飛行距離（累積距離）に対して指数関数的に減衰する。つまり、媒体中
の光速度をｃ、飛行時間をｔとすれば、飛行距離（光路長）はｌ＝ｃｔとなり、吸収係数
をμ aとしたとき光子の生存率は exp(-cμ a t)となる。光（光ビーム）を位置Ｐから入射し
て位置Ｑで検出すると、種々の光路を通過した光子が検出されるが、それらの総和である
検出光量、つまり生存率は exp(-cμ a t)に比例する。
【００３２】
したがって、散乱体にインパルス光を入射したときの光出力ｈ (t)、つまりインパルス応
答は次のようになる。
【００３３】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３４】
ここで、Ｊはインパルス応答つまり出力光、ｓ (μ s ,t)は吸収係数がμ a＝０のときの応答
（つまり、散乱のみがあるときの応答）、指数項 exp(-cμ a t)は吸収係数μ aによる減衰を
表す項である。いずれの関数もｔ＜０のときゼロとなる時間因果関数である。また、μ s

は散乱係数である。
【００３５】
インパルス応答ｈ (t)のフーリエ変換はシステム関数を表す。インパルス応答ｈ (t)が時間
因果関数であることを考慮し、（ 1.1）式のフーリエ変換を考えると、次のようなシステ
ム関数Ｈ (ω )が導出される。
【００３６】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３７】
　ここで、Ｒ (cμ a ,ω )とＸ (cμ a ,ω )はそれぞれ実 虚 またＡ (cμ a ,ω )とφ (cμ a

,ω )はそれぞれ振幅と位相を表す。なお、位相遅れは位相の符号を変えたものである。
【００３８】
つぎに、（ 1.1）式を（ 2）式に代入して整理すると、複素関数論でコーシー－リーマン (C
auchy-Riemann)の関係式とよばれる次の関係式が成立することがわかる。
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【００３９】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４０】
さらに、（ 3.1）式及び（ 3.2）式が成立する場合、次の関係が成立することが証明される
。
【００４１】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４２】
本発明の第一の目的である吸収係数μ aの算出は、（ 3.1）～（ 4.2）式の中のいずれの式
を利用してもよい。具体的には、これらの式をμ aで積分したもの、つまり上記の式から
得られる次式を利用することが好ましい。
【００４３】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
ただし、（ 5.1）～（ 5.4）式の右辺第２項は積分定数であり、それぞれ、μ a＝０のとき
の値を表す。以下、（ 5.1）～（ 5.4）式を用いて測定値から吸収に関する情報を算出する
方法を説明する。
【００４５】
（吸収成分の濃度変化の計測）
媒体中に１種類の吸収成分が含まれ、その濃度が変化して吸収係数μ aがμ a 1からμ a 2に
変化した場合を考える。変化の前後で（ 5.1）～（ 5.4）式が成立し、かつ変化の前後でｓ
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(μ s ,t)が変化しないものとすれば、変化前後のμ a 1とμ a 2とを用いて次式が導出される
。
【００４６】
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４７】
なお、通常の散乱体では、吸収成分の濃度が変化しても、散乱特性は変化しないと考えて
よい。これは、丁度、牛乳の中にインクを入れるようなものである。
【００４８】
つぎに、平均値定理を用いると（ 6.1）～（ 6.4）式から次式が得られる。
【００４９】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
ただし、μ x i (i=1,2,3,4)はμ a 1≦μ x i≦μ a 2またはμ a 1≧μ x i≧μ a 2なる条件を満たす
適宜の値である。
【００５１】
以上から、測定に用いる変調光の変調角周波数ω、およびμ a＝μ x iにおける４種のパラ
メータの傾き∂Ｘ /∂ω，∂Ｒ /∂ω，∂φ /∂ω，∂ lnＡ /∂ωを知ることができれば、変
化の前後のＸ，Ｒ，Ａ，φの値（これらはいずれも観測値から求めることができる）、お
よび媒体の屈折率と光速度で決まるｃの値から、変化の前後の吸収係数の差μ a 2－μ a 1を
算出することができる。
【００５２】
以上の場合、上記の４種のパラメータＢ i (i=1,2,3,4)のμ a＝μ x iにおける傾き∂Ｂ i /∂
ω｜μ x iは、μ a 1およびμ a 2における傾きを用いて次のように表すことができる。
【００５３】
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【数８】
　
　
　
　
　
【００５４】
ただし、ｐ iは０≦ｐ i≦１なる条件を満たす適宜の値である。この場合、Ｂ iは単調関数
であり、通常はμ a 1とμ a 2における傾きがほぼ等しいから、ｐ i＝ 1/2としてよい。
【００５５】
さらに、変調角周波数ω 1のときの４種のパラメータの傾き∂Ｂ i /∂ω｜ω 1は、ω＝ω 1

±Δω /2(>0)なる２つの変調角周波数成分をもつ変調光を用いて測定することができる。
この関係を式で表せば次のようになる。
【００５６】
【数９】
　
　
　
　
【００５７】
したがって、（ 7.1）～（ 7.4）式のそれぞれの傾き∂Ｂ i /∂ωは、（ 9）式を（ 8）式に代
入してｐ i＝ 1/2とおいて、次のようになる。
【００５８】
【数１０】
　
　
　
　
　
　
　
以上、∂Ｂ i /∂ωを精密に求める方法を説明した。
【００５９】
他方、変調周波数が低い場合（例えば、生体などの計測でｆ＝ω /2π＝ 100MHz以下の場合
）には、∂φ /∂ω≒φ /ωなる近似が成立することが経験的に知られている。このことは
、光拡散方程式を用いて単純な形状をもつ散乱体の応答を解析することによって導出する
ことができる。つまり、半無限媒体やある程度以上の大きさの直方体状の媒体などについ
て、境界条件を定めて光拡散方程式を解き、（ 7.1）～（ 7.4）式の右辺の傾斜∂Ｂ i /∂ω
を求めて、傾斜∂Ｂ i /∂ωの近似式を導出する事ができる。例えば、（ 7.3）式の関係で
は∂φ /∂ω≒φ /ωなる近似が成立する。したがって、変調周波数が低い場合は、（ 7.3
）式において∂φ /∂ω≒φ /ωとしてよい。この場合、前記の（ 7.3）式は次のようにな
る。
【００６０】
【数１１】
　
　
　
　
【００６１】
ただし、ｐは（ 8）式で用いたものと同様の係数であり、ここでも通常はｐ＝ 1/2としてよ
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い。なお、前出の（ 7.1）、（ 7.2）および（ 7.4）式に対しても前記と同様にして、各式
に対応する近似式をそれぞれ導くことができることは明らかである。
【００６２】
また、吸収成分の濃度変化ΔＶを算出するには、ベア・ランバート則から導かれる次式を
用いる。
【００６３】
εΔＶ＝μ a 2－μ a 1　　　　　（ 12）
ただし、εは吸収成分の単位濃度当たりの吸収係数（または消光係数）であり、分光光度
計で測定することができる。なお、上記の方法で２種類以上の波長を有する光を用いて２
種類以上の吸収成分の濃度の変化を測定することもできる。
【００６４】
以上説明したように、（ 7.1）～（ 7.4）式および（ 12）式から、散乱体内部の吸収成分の
濃度変化ΔＶを計測する方法が明らかになった。また、波長の異なる変調光を用いて上記
の計測を行うこともできる。したがって、測定位置を固定して、散乱体内部の吸収成分の
濃度の時間的変化を計測することができる。このような計測は、所定の部位におけるヘモ
グロビン濃度の時間変化の計測などに応用することができる。
【００６５】
（吸収成分の濃度変化あるいは基準値に対する濃度差の空間分布の計測）
測定位置を移動あるいは走査させながら前記の計測を行うことによって、散乱体内部の吸
収成分の濃度の時間的変化の分布を測定することもできる。また、光入射と受光との位置
を相対的に固定したまま、測定位置を計測対象に沿って移動あるいは走査させて計測し、
任意の位置での計測値を基準値とすることによって、散乱体内部の吸収成分の濃度の基準
値に対する差の分布を計測することもできる。このような計測は、乳ガンの診断を行うた
めの光マンモグラフィーに応用することができる。本発明によるこれらの計測は、再入射
不可能な外形をもつ種々の形状の散乱体に適用でき、具体的な応用例として光マンモグラ
フィーの他に、透視装置、光ＣＴ、手術や治療に利用される臨床モニターなどがある。こ
れらの例においては、多箇所での受光、光入射位置や受光位置の走査、時分割計測などの
方法が適宜利用される。
【００６６】
（特定吸収成分の濃度計測）
つぎに、２つの波長λ 1とλ 2を有する光の変調光（変調角周波数はω）を用いて計測する
場合、つまり２波長分光計測法について説明する。
【００６７】
先ず、１種類の吸収成分を含む散乱体の吸収係数が、波長λ 1の光に対してμ a 1、波長λ 2

の光に対してμ a 2であるとする。そして、波長λ 1とλ 2の光に対する媒質の散乱係数が同
じであるか、ほぼ等しいものとする。このような条件は、測定に用いる波長を選択するこ
とによって、容易に実現される。このようにすると、前出の（ 5.1）～（ 5.4）式から（ 6.
1）～（ 6.4）式と同形の式が導出される。ただし、吸収係数μ a 1とμ a 2の定義は、（ 6.1
）～（ 6.4）式の場合と異なり、ここではμ a 1およびμ a 2は波長λ 1およびλ 2の光に対す
る被測定媒質の吸収係数を表す。さらに、前出の（ 7.1）～（ 7.4）式と同形の式が得られ
、これらの式を用いて被測定媒質の２波長の光に対する吸収係数の差μ a 2－μ a 1を求める
ことができる。
【００６８】
特定吸収成分の濃度Ｖは、波長λ 1とλ 2の光に対する特定吸収成分の単位濃度当たりの吸
収係数（または消光係数）ε 1およびε 2を用いて、次式から算出される。
【００６９】
Ｖ（ε 2－ε 1）＝μ a 2－μ a 1　　　　（ 13）
ただし、ε 1およびε 2の値は前もって分光光度計で測定することができる。したがって、
前出の吸収成分の濃度変化の計測と全く同様にして、吸収成分の絶対濃度Ｖを計測するこ
とができる。
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【００７０】
また、散乱係数の波長依存性を考慮すると、例えば前記の（ 6.3）式に対応する式は、波
長λ 1およびλ 2の光に対する被計測媒体の散乱係数μ s 1およびμ s 2を用いて次のようにな
る。
【００７１】
【数１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７２】
ただし、ここでは∂φ /∂ωの波長依存性は無視してある。また、ｂ 2 /ｂ 1は波長λ 1およ
びλ 2における入射光の強度の比であり、Ａ（μ s 1 ,0,ω）およびＡ（μ s 2 ,0,ω）はμ s＝
０のときの値である。このようにすると、（ 7.3）式と同様にして、（ 14）式から次式が
得られる。
【００７３】
【数１３】
　
　
　
　
　
　
【００７４】
ここでも、（ 7.3）式と同様に、μ xはμ a 1≦μ x≦μ a 2またはμ a 1≧μ x≧μ a 2なる条件を
満たす適宜の値である。この（ 15）式は、ｂ 2／ｂ 1＝１および ＝１とおけば、前出の（
7.3）式に等しい。係数ｂ 2／ｂ 1は、入射光の強度調整によってｂ 2／ｂ 1＝１とすること
ができる。また、光源の強度の実測値からｂ 2／ｂ 1の値を推定することもできる。さらに
、単純な形状の媒体に対して光拡散方程式を解くと、ｋ＝μ 's 1／μ 's 2が導出される。但
し、μ 's 1およびμ 's 2はそれぞれ波長λ 1およびλ 2における輸送散乱係数である。したが
って、（ 15）式から、特定吸収成分を含む媒体の２波長の光に対する吸収係数の差μ a 2－
μ a 1が算出される。そしてさらに、（ 13）式から特定吸収成分の濃度Ｖを算出することが
できる。
【００７５】
また、上記の２波長分光計測において、２つの位置で出力光を受光する２点計測を行うと
、前述した係数ｂ 2 /ｂ 1を消去した関係が得られる。つまり、係数ｂ 2 /ｂ 1が検出位置に依
存しないことを利用して、係数ｂ 2 /ｂ 1を消去することができる。さらに、当然ではある
が、以上に述べた方法は、３つ以上の波長を有する光を用いる多波長分光計測に拡張する
ことができる。
【００７６】
（吸収成分の濃度の空間分布の計測）
吸収成分の濃度の空間分布の計測は、多箇所で上述のような計測を行うことによって達成
される。本発明にかかるこのような計測によれば、再入射不可能な外形をもつ種々の形の
散乱体についての計測が可能である。具体的な応用例としては、光マンモグラフィー、透
視装置、光ＣＴなどがある。これらの例においては、多箇所での受光、光入射位置や受光
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位置の走査、時分割計測などの方法が適宜利用される。これらの計測の特長は、既に説明
したように、特定吸収成分の濃度の空間分布、被計測媒体の２波長の光に対する吸収係数
の差の空間分布、特定吸収成分の濃度の時間的変化の空間分布などが計測できることにあ
る。また、これらの情報は、臨床モニター、診断や解析、手術や治療に利用される。
【００７７】
【実施例】
以下、添付図面を参照して本発明の実施例を説明する。ただし、以下の説明においては、
同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００７８】

図２は本発明の方法を実施するための本発明の装置の第１実施例を示すもので、散乱体２
の内部の吸収成分の濃度の時間変化を計測する装置１の構成を示す。この装置１の構成で
は、散乱体２の表面の位置Ｐ（光入射位置）に所定の波長λ、変調周波数ｆの変調光（変
調角周波数ω＝２πｆ）を入射し、表面の他の位置Ｑ（光検出位置）で散乱体２の内部を
伝播した光を受光する。そして、繰り返し測定を行って散乱体内部の吸収成分の濃度の変
化を定量する。この場合、第１回目の計測を行ったときの吸収成分の濃度を基準値にとれ
ば、吸収成分の濃度の変化が定量できる。計測装置１は、一体化されて１つの筐体に収納
されている。
【００７９】
光源１０としてはレーザーダイオードなどを使用し、波長λ、所定の変調角周波数ωの変
調光を発生する。この場合、波長は計測すべき散乱体や吸収成分に応じて選択される。生
体の計測では、酸化、還元ヘモグロビンや酸化、還元ミオグロビンを計測することが多く
、それらの吸収成分の吸収スペクトルを図３に示す。したがって、生体の計測では通常 60
0ｎｍ～ 1.3μｍの光が使用される。また、変調周波数ｆは１ MHz～１ GHzの範囲で適宜に選
択する。空間分布を計測する場合には、この変調周波数は高い方がよい。以下では、ｆ＝
100MHzとする。光源１０には、レーザーダイオードの他に発光ダイオード、ＨｅＮｅレー
ザーなどを使用することができる。
【００８０】
なお、所定角周波数の正弦波変調光は、図４（ａ）に示すようにレーザーダイオードの電
流変調によって発生させる。また、正弦波変調光は、図４（ｂ）や図４（ｃ）に示すよう
に、２台のｃｗレーザーのビート、あるいは光変調器を利用して発生させることもできる
。
【００８１】
光源１０から発した変調光は光ガイド１２を通して計測対象である散乱体２の表面に入射
される。光ガイド１２と散乱体２の間の空間は、図２の実施例では微小になっている。し
かし実際にはこの隙間を広くして、そこに散乱体２とほぼ等しい屈折率と散乱係数をもつ
液状体やゼリー状物体（以下、インターフェース材と呼ぶ）を満たしておいてもよい。つ
まり、変調光はこのインターフェース材の中を伝搬して計測対象に入射するから何ら問題
は生じない。また、散乱体の表面反射が問題になるときは、インターフェース材を適宜に
選択することによって、表面反射などの影響を低減することができる。
【００８２】
散乱体の内部を伝搬した変調光は、前記光入射位置Ｐから距離ｒの位置Ｑに置いた光ガイ
ド１３で受光される。ここでも前記と同様の理由によって、インターフェース材を使用し
てもよい。光検出器１４は、前記受光された光の光信号を電気信号に変換し、必要に応じ
て増幅して、測定信号を出力する。光検出器１４としては光電子増倍管の他に、光電管、
フォトダイオード、アバランシェフォトダイオード、ＰＩＮフォトダイオードなどを使用
することができる。光検出器の選択に際しては、所定波長の光を検出する分光感度特性と
必要な時間応答速度をもっていればよい。また、光信号が微弱であるときは、高利得の光
検出器を使用する。さらには、光子を計数する時間相関光子係数法を用いてもよい。光検
出器の受光面以外の場所は、光を吸収あるいは遮光する構造にしておくことが望ましい。
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【００８３】
信号検出部１５は、前記の測定信号から所定の変調周波数成分の信号を検出する。具体的
には、よく知られているモノダイン検波、ヘテロダイン検波、あるいはロックイン検出法
などが利用される。この場合、信号検出部１５は必要に応じて、光源１０から発せられる
変調光に同期した信号を利用する。第１の演算部１６は、前記所定変調周波数成分の信号
から振幅Ａ、および位相φの変調角周波数に対する傾き（微分係数）∂φ /∂ωを演算す
る。そして以上の計測を繰り返して実行する。ここで、ｍ回目と（ｍ＋１）回目の計測を
考える。
【００８４】
第２の演算部１７は、ｍ回目と（ｍ＋１）回目の計測で得られた２種の前記振幅Ａ mとＡ m

+ 1、および２種の前記位相の傾きから求められる位相の傾き∂φ /∂ω｜μ x 3を前出の（ 7
.3）式に代入して、散乱体２の吸収係数の変化量μ a ( m + 1 )－μ a m（第１次情報）を演算し
、さらに前出の（ 12）式を用いて吸収成分の変化量を演算する。
【００８５】
このとき、位相の傾き∂φ /∂ω｜μ x 3の算出には、前出の（ 8）式を用いて、ｐ＝ 1/2と
して十分な精度が得られる。また、ｆ＝ 100MHzであるから、前述したように∂φ /∂ω≒
φ /ωと近似してよい。なお、ｆ＞ 100MHzの場合には、前記変調光を２種の変調角周波数
ω＝ω 1±Δω /2(>0)として計測し、前出の（ 10）式を用いて、∂φ /∂ω｜μ x 3を算出す
る。これらの演算処理は、第１および第２演算部に組み込んだマイクロコンピュータなど
で高速に実行される。
【００８６】
前記第２の演算部１７は、このようにして得た吸収成分の濃度情報を記憶する機能をもち
、表示記録手段１８はこれらを表示あるいは記録するものである。
【００８７】
上記では、１つの波長の変調光を用いたが、実際には２つ以上の波長の変調光を利用する
こともできる。さらに、１つの位置から光を入射し、２つ以上の位置で伝播光を検出する
こともできる。また、これらは並列あるいは時分割で検出してもよい。
【００８８】
散乱体２に光を入射する手段は、図２に示した光ガイド１２の代わりに、集光レンズによ
る方法（図５（ａ））、光ファイバーを用いる方法（図５（ｂ））、ピンホールを利用す
る方法（図５（ｃ））、胃カメラのように体内から光を入射する方法（図５（ｄ））など
がある。また、太いビーム状の光を散乱体２に入射してもよい。この場合には、複数のス
ポット状光源が並んでいると考えればよい。
【００８９】
散乱体２の内部を拡散伝搬した光を検出する手段としては、図２に示した光ガイド１３を
用いる方法以外に、直接検出する方法（図６（ａ））、光ファイバーを用いる方法（図６
（ｂ））、レンズを用いる方法（図６（ｃ））などがある。
【００９０】
　なお、上記第１の演算部１６は、前記所定変調周波数成分の信号から振幅Ａ、および位
相φの変調角周波数に対する傾き∂φ /∂ωを演算する場合について説明した。しかしこ
こでは、前述したように、前記所定変調周波数成分の信号から、 (i)正弦成分と、余弦成
分の変調角周波数に対する傾き（微分係数）、 (ii)余弦成分と、正弦成分の変調角周波数
に対する傾き（微分係数）、あるいは (iii)位相  と、振幅の自然対数の変調角周波数に対
する傾き（微分係数）のいずれの組み合わせを演算してもよい。その場合には、上記実施
例１において、「振幅Ａ、位相φの変調角周波数に対する傾き∂φ /∂ω、および（ 7.3）
式」を、 (i)「正弦成分、余弦成分の変調角周波数に対する傾き（微分係数）、および

式」、 (ii)「余弦成分、正弦成分の変調角周波数に対する傾き（微分係数）、および
式」、あるいは (iii)「位相、振幅の自然対数の変調角周波数に対する傾き（微分

係数）、および（ 7.4）式」と読み換えればよい。したがって、ここに述べた第１実施例
では、（ 7.1）～（ 7.4）式による吸収成分の濃度の変化が定量できる。
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【００９１】

散乱体２に対する変調光の光入射位置Ｐと光検出位置Ｑとを同期して走査させた以外は上
記実施例１と同様にして計測し、任意の位置での吸収成分の濃度を基準値として、その基
準値に対する濃度の差の空間分布を計測することができる。この場合にも、前記実施例１
と同様にして、（ 7.1）～（ 7.4）式を用いて、吸収成分の濃度の基準値に対する差の空間
分布の計測ができる。
【００９２】
図７は本発明の方法を実施するための本発明の装置の第２実施例を示すもので、乳房のよ
うな散乱体２の内部の吸収成分の濃度の空間分布を計測する装置１（マンモグラフィー）
の構成を示す。図７中では、前記第１実施例にかかる図２に示したものと同じ機能をもつ
ものには同じ記号を用いた。散乱体２の表面に所定の波長λ、変調周波数ｆの変調光（変
調角周波数ω＝ 2πｆ）を入射し、反対側の表面の位置で散乱体の内部を伝播した光を受
光する。この際、変調光の入射位置と光検出位置とを同期して走査させて計測する。そし
て、例えば、第１の位置（第１の光入射位置および第１の光検出位置）で計測を行ったと
きの吸収成分の濃度を基準値にとれば、吸収成分の濃度差の空間分布が計測できる。
【００９３】
この第２実施例にかかる図７に示す装置１は、散乱体２を平行に軽く挟みつける第１の機
構部３０を備える。つまり、第１の機構部３０によって、乳房のような散乱体２を少し平
たく伸して計測することが可能となる。この第１の機構部３０には、変調光の入射位置と
光検出位置とを同期して走査させるための第２の機構部３１が設けてある。そして、この
第２の機構部３１からは、走査位置を表す位置信号が発せられ、この位置信号は表示記録
部１８に供給されて、空間分布の表示記録に利用される。また、変調光を発生する光源１
０の後段には波長選択器１１が設けてあり、適宜所望の波長の変調光が選択できるように
してある。その他の部分は、前記の第１実施例の装置のものと同じである。
【００９４】
上記では、１つの波長の変調光を用いたが、実際には２つ以上の波長の変調光を利用する
こともできる。さらに、１つの光入射位置から光を入射し、２つ以上の光検出位置で同時
あるいは時分割で伝播光を検出することもできる。
【００９５】

図８は本発明の方法を実施するための本発明の装置の第３実施例を示すもので、散乱体２
の内部の吸収成分の濃度を計測する装置の構成を示す。図８中では、前記第１実施例にか
かる図２および前記第２実施例にかかる図７に示したものと同じ機能をもつものには同じ
記号を用いた。この構成では２種類の波長λ 1とλ 2の変調光と、２種類の光検出距離ｒ 1

とｒ 2を用いる。この場合、２種類の光検出距離ｒ 1とｒ 2における計測に対して、それぞ
れ先に述べた（ 15）式が成立する。したがって、（ 15）式についての２つの式からなる連
立方程式から（ 15）式の中の係数ｂ 2／ｂ 1を消去して、被計測散乱体２の２波長の光に対
する吸収係数の差μ a 2－μ a 1を求めることができる。なお、ここでは、散乱係数が等しい
かまたは等しいと見なせる異なる２種類の波長の変調光を散乱体に入射するので、前記（
15）式中のｋはｋ＝１となり 消去される。また、単純な形状の媒体では、前述
したように、ｋ＝μ 's 1／μ 's 2としてもよい。以上によって、（ 15）式から特定吸収成分
を含む媒体の２波長の光に対する吸収係数の差μ a 2－μ a 1が算出され、（ 13）式に示した
関係に基づいて散乱体内部の吸収成分の濃度を定量することができる。
【００９６】
光源１０としてはレーザーダイオードなどを使用し、異なる２種類の波長λ 1とλ 2の例え
ば変調周波数ｆ＝ 100MHzの変調光を発生する。光源１０からの変調光は波長選択器１１で
波長選択され、光ガイド１２を通して計測対象である散乱体２の表面に入射される。この
場合、２種類の波長の変調光を同時に入射する方法としてもよく、このときには波長選択
器１１は省略される。
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【００９７】
光ガイド１２と散乱体２との間の空間は、図８の実施例では微小になっている。しかし実
際には、第１実施例と同様にこれを広くして、この空間に散乱体２とほぼ等しい屈折率と
散乱係数をもつ液状体やゼリー状物体（インターフェース材）を満たしておいてもよい。
つまり、変調光はこのインターフェース材の中を伝搬して計測対象に入射するから何ら問
題は生じない。また、散乱体の表面反射が問題になるときは、インターフェース材を適宜
に選択することによって、表面反射などの影響を低減することができる。
【００９８】
散乱体２の内部を伝搬した光は、前記光入射位置から距離ｒ 1およびｒ 2の位置（光検出位
置）に置いた第１および第２の光ガイド１３ 1，１３ 2で受光される。ここでも前記と同様
の理由によって、インターフェース材を使用してもよい。
【００９９】
第１の光検出器１４ 1および第２の光検出器１４ 2は、前記受光された光の光信号を電気信
号に変換し、必要に応じて増幅し、２種類の光検出距離ｒ 1とｒ 2における計測に対する測
定信号を出力する。光検出器１４ 1，１４ 2としては、光電子増倍管の他に、光電管、フォ
トダイオード、アバランシェフォトダイオード、ＰＩＮフォトダイオードなどを使用する
ことができる。光検出器の選択に際しては、所定波長の光を検出する分光感度特性と必要
な時間応答速度をもっていればよい。また、光信号が微弱であるときは、高利得の光検出
器を使用する。さらには、光子を計数する時間相関光子係数法を用いてもよい。光検出器
の受光面以外の場所は、光を吸収あるいは遮光する構造にしておくことが望ましい。また
、前述したように散乱体に２種類の波長の変調光を同時に入射する場合には、光検出器１
４ 1，１４ 2と散乱体２との間の適宜の位置に波長選択フィルタ（図示せず）を入れる。
【０１００】
信号検出部１５および第１の演算部１６は、２種類の光検出距離ｒ 1とｒ 2での計測に対し
て得られるそれぞれの前記測定信号に基づいて次のような演算を行う。まず、信号検出部
１５は、２種類の波長の変調光に対して得られるそれぞれの前記測定信号から、それぞれ
所定の変調周波数成分の信号を検出する。この場合、信号検出部１５は必要に応じて、光
源１０から発せられる変調光に同期した信号を利用する。次に、第１の演算部１６は、２
種類の波長の変調光に対して得られたそれぞれの前記所定変調周波数成分の信号から、そ
れぞれの振幅Ａ、および位相の変調角周波数に対する傾き（微分係数）∂φ /∂ωを演算
する。
【０１０１】
第２の演算部１７は、２種類の波長の変調光に対して２種類の光検出距離で得られるそれ
ぞれの前記振幅Ａ、およびそれぞれの前記位相の傾きから求められる位相の傾き∂φ /∂
ω｜μ xを前出の（ 15）式に代入して、２種類の光検出距離ｒ 1とｒ 2での計測に対して得
られる２つの式からなる連立方程式を解いて、散乱体２の２種類の波長を有する光に対す
る吸収係数の差μ a 2－μ a 1 (第１次情報）を演算し、さらに前出の（ 13）式を用いて吸収
成分の濃度を演算する。位相の傾き∂φ /∂ω｜μ x 3の算出には、前出の（ 8）式を用いて
ｐ＝ 1/2 として十分な精度が得られる。また、ｆ＝ 100MHzであるから、前述したように∂
φ /∂ω≒φ /ωと近似してよい。なお、ｆ＞ 100MHzの場合には、前記変調光を２種の変調
角周波数ω＝ω 1±Δω /2(>0)として計測し、前出の（ 10）式を用いて∂φ /∂ω｜μ x 3を
算出する。これらの演算処理は、第１および第２演算部に組み込んだマイクロコンピュー
タなどで高速に実行される。
【０１０２】
前記第２の演算部１７は、このようにして得た吸収成分の濃度情報を記憶する機能をもち
、表示記録手段１８はこれらを表示あるいは記録するものである。
【０１０３】
なお、２種類の波長λ 1とλ 2の変調光の散乱体２への入射光強度が等しいか、又はこれら
が等しくなるように制御できる場合には、第２の光検出器１４ 2を省略することができる
。この場合、前述の（ 15）式中の係数ｂ 2／ｂ 1がｂ 2／ｂ 1＝１とな
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消去されるから、（ 15）式から直接、散乱体２の２種類の波長の光に対する吸収係数の
差μ a 2－μ a 1 (第１次情報）を演算し、さらに前出の（ 13）式を用いて吸収成分の濃度を
演算することができる。
【０１０４】
上記では、一箇所から光を入射し、他の２箇所で光検出する方法について説明した。しか
し実際には、２箇所から波長の異なる光を入射し、他の位置で光を並列あるいは時分割で
検出してもよい。
【０１０５】
また、上記の第３実施例では、異なる波長の光を含む光を入射する方法と、異なる波長の
光を時分割で入射させて使用する方法とがある。前者の場合には、異なる波長の光を同軸
状のビームにして、光入射位置の直前に設けた波長選択フィルタで波長選択する方法、あ
るいはそのまま散乱体に入射して、光検出器の直前に設けた波長選択フィルタで波長選択
する方法、さらにはそれぞれの検出光を２つに分岐して波長選択して合計４個の光検出器
で並列に検出する方法などがある。また後者では、光源側にミラーを用いた光ビーム切り
換え器、フィルターを用いた波長切り換え器、光スイッチを用いた光切り換え器などを利
用することができる。散乱体に光を入射する手段および散乱体の内部を拡散伝搬した光を
検出する手段としては、第１実施例に示したようなものがある。
【０１０６】
　なお、上記で第１の演算部１６は、前記所定変調周波数成分の信号から振幅Ａ、および
位相φの変調角周波数に対する傾き∂φ /∂ωを演算する場合について説明した。しかし
ここでは、前述したように、前記所定変調周波数成分の信号から、 (i)正弦成分、および
余弦成分の変調角周波数に対する傾き（微分係数）、 (ii)余弦成分、および正弦成分の変
調角周波数に対する傾き（微分係数）、あるいは (iii)位相、および振幅の自然対数の変
調角周波数に対する傾き（微分係数）のいずれの組み合わせを演算してもよい。その場合
には、上記実施例３において、「振幅Ａ、位相φの変調角周波数に対する傾き∂φ /∂ω
、および（ 15）式」を、 (i)「正弦成分、余弦成分の変調角周波数に対する傾き（微分係
数）、および 式から導出される（ 15）式と同様の式」、 (ii)「余弦成分、正弦成
分の変調角周波数に対する傾き（微分係数）、および 式から導出される（ 15）式
と同様の式」、あるいは (iii)「位相、振幅の自然対数の変調角周波数に対する傾き（微
分係数）、および（ 5.4）式から導出される（ 15）式と同様の式」と読み換えればよい。
具体的には、ｂ 1＝ｂ 2、μ s 1＝μ s 2である場合には、上記の（ 15）式と同等の式はそれぞ
れ、 (i)のときは（ 7.1）式、 (ii)のときは（ 7.2）式、 (iii)のときは（ 7.4）式となる。
したがって、ここに述べた第３実施例では、４種類の方式によって吸収成分の濃度を定量
することができる。
【０１０７】
以上の第３実施例で、３種類の波長の光を使用すれば、２種類の吸収成分が含まれた散乱
体のそれぞれの吸収成分の濃度、あるいは多種の吸収成分が含まれた散乱体の１種類の吸
収成分の濃度と、他の吸収成分の合計の濃度などを計測することができる。例えば、酸化
ヘモグロビンと還元ヘモグロビンは、前出の図３に示したように、波長によって吸収係数
が異なる。したがって、適宜に選択した３種類の波長の光を使用することによって、これ
らの濃度、さらには酸素飽和度などを計測することができる。一般的には、ｎ（ｎは２以
上の整数）種類の波長の光を使用して、（ｎ－１）種類の吸収成分のそれぞれの濃度を計
測することができる。また、ｎ種類より多くの波長の光を使用して、（ｎ－１）種類の吸
収成分の濃度計測の精度を向上させることもできる。
【０１０８】
また、異なる時間（タイミング）に上記の計測を行なえば、特定吸収成分の濃度の時間変
化を計測することができる。さらに、散乱体に対する光の入射位置と光検出位置とを同期
して走査させて、散乱体の各部の吸収成分の濃度を計測すれば、濃度の空間分布の計測が
できる。前記第２の演算部１７には、このようにして得た吸収成分の濃度情報を記憶する
機能を持たせることができる。

10

20

30

40

50

(19) JP 3844815 B2 2006.11.15

が

（ 5.2）
（ 5.1）



【０１０９】

図９は本発明の方法を実施するための本発明の装置の第４実施例を示すものであり、人体
頭部などの散乱体２の内部の酸化ヘモグロビンの濃度あるいはヘモグロビンの酸素飽和度
（酸化ヘモグロビンの濃度とヘモグロビン全体の濃度との比）を計測、あるいはモニタリ
ングする装置の構成を示す。この第４実施例では、３種類の波長λ 1，λ 2，λ 3の変調光
と、２種類の光検出距離ｒ 1，ｒ 2を用いる。この場合、前記実施例と同様にして、先に述
べた（ 7.1）～（ 7.4）式のそれぞれに基づいて、４種類の３連の連立方程式が得られる。
したがって、これらの連立方程式を解いて、各波長における吸収係数の差  (第１次情報）
を演算し、さらに前出の（ 13）式を用いて酸化・還元ヘモグロビン濃度およびヘモグロビ
ンの酸素飽和度などを定量することができる。
【０１１０】
図９に示す装置は、鉢巻きのように頭部２に装着される取り付け用のバンドを有する容器
４０を備えており、信号検出部、第１演算部、第２演算部および表示記録部を内蔵した外
部機器４１がケーブル４２を介して容器４０に接続されている。この実施例に示す装置に
おいては、３種類の所定波長λ 1，λ 2，λ 3の光が使用され、その動作および各構成機器
は第３実施例の装置とほぼ同じである。また、図１０は、前出の図９に示した装置の一部
分、すなわち容器４０の内部の詳細を示す。
【０１１１】
図１０に示すように、容器４０内には光源１０、波長選択器１１、第１の光検出器１４ 1

、第２の光検出器１４ 2および光ガイド１２，１３ 1，１３ 2が内蔵されており、光源１０
から発せられた所定波長λ 1，λ 2，λ 3の変調光は波長選択器１１で波長選択され、光ガ
イド１２を通して頭部２に入射される。この際、３種類の波長は、前出の図３に示したヘ
モグロビンの吸収スペクトルを参照して、適宜に選ばれる。
【０１１２】
頭部２内を拡散伝搬した光は、前記光入射位置から距離ｒ 1とｒ 2の位置（光検出位置）に
置いた光ガイド１３ 1，１３ 2で受光され、第１の光検出器１４ 1と第２の光検出器１４ 2で
電気信号に変換、また必要に応じて増幅される。電力（電源）や種々の信号などは、容器
４０に付けたコネクタ４３および信号ケーブル４２を介して外部機器４１から送られかつ
外部機器４１に送られる。外部機器４１の中に配置された信号検出部、第１の演算部、第
２の演算部および表示記録部（いずれも図示せず）では、３種類の波長と２種類の光検出
距離に対して前記第３実施例と同様の信号検出や演算が行われる。
【０１１３】
なお本実施例においては、波長λ 1とλ 2および波長λ 1とλ 3で得られる信号、波長λ 1と
λ 2および波長λ 2とλ 3で得られる信号、あるいは波長λ 1とλ 3および波長λ 2とλ 3で得
られる信号に対して、前出の（ 15）式と同様の４種類の２連の連立方程式が成立する。ま
た、以上の演算処理は、第１および第２演算部に内蔵されたマイクロコンピユータなどで
高速に実行される。さらに、容器４０の中で信号を電波や光信号に変換し、信号ケーブル
を介さないで外部機器４１に伝送することもできる。
【０１１４】
上記本実施例においては、光源、光入射部、光検出手段などは、第１の実施例で説明した
ものが利用できる。また、人体頭部などでは、表面反射や光ガイドと頭部間の隙間などが
問題になることがある。この場合には、前述したインターフェース材を利用するとよい。
この場合には、図１０に示した光ガイドを省略して、頭部２と波長選択器１１との間、お
よび頭部２と光検出器１４ 1および１４ 2との間に、計測対象とほぼ同一の散乱係数と吸収
係数をもつインターフェース材を配置することもできる。
【０１１５】
このような装置は、脳内の情報の計測以外に、例えばマラソン中の人の脚の筋肉中の酸化
ヘモグロビン濃度の計測あるいはモニタリングなどに使用することができる。
【０１１６】
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第５の実施例は、前記第４実施例で光源が発生する３種類の波長λ 1，λ 2，λ 3の変調光
を、任意の波形の所定の繰り返し周波数の変調光としたものである。つまり、前記第４実
施例では、所定角周波数の正弦波変調光を使用したが、変調光は所定の周波数成分を含む
ものであればどのような波形のものであっても、その中に含まれる特定の周波数成分に対
して、第４実施例の手法をそのまま適用することができる。例えば、繰り返しパルス光で
は、繰り返し周波数と同一、およびその整数倍の周波数成分が存在するので、いずれかの
周波数成分に対して第４実施例の手法をそのまま適用することができる。所定の繰り返し
周波数の変調光に要求される性能は、安定な繰り返し周波数と安定な光強度である。
【０１１７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の散乱体の吸収情報計測方法および装置によれば、再入射不
可能な面からなる任意の形状の散乱体内部の吸収成分の濃度変化あるいは絶対濃度を効率
良く計測することが可能となる。また、本発明によれば、前記濃度変化の空間分布、濃度
の時間変化や空間分布を計測することができる。さらに、本発明の方法および装置におい
ては変調光を利用していることから光の利用率が高く、かつ信号対雑音比が大きくなり、
高い計測精度が得られる。したがって、本発明の方法および装置によれば、脳内酸素量、
運動中の人の脚の筋肉の中の酸素量、立ち木などの吸収成分の濃度などのリアルタイム計
測を高精度にかつ効率良く行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】散乱体内部を伝播した光子の飛跡を示す模式図である。
【図２】本発明にかかる第１実施例の装置の構成概略図である。
【図３】ヘモグロビンおよびミオグロビンの吸収スペクトルを示すグラフである。
【図４】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、変調光の発生方法を示す概略図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）はそれぞれ、散乱体への光入射方法を示す概略図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、受光方法を示す概略図である。
【図７】本発明にかかる第２実施例の装置の構成概略図である。
【図８】本発明にかかる第３実施例の装置の構成概略図である。
【図９】本発明にかかる第４実施例の装置の構成概略図である。
【図１０】第４実施例の装置の光入射・検出部の構成概略図である。
【符号の説明】
１…吸収情報計測装置、２…散乱体、１０…光源、１１…波長選択器、１２，１３，１３

1，１３ 2…光ガイド、１４，１４ 1，１４ 2…光検出器、１５…信号検出部、１６…第１演
算部、１７…第２演算部、１８…表示記録部、３０…第１の機構部、３１…第２の機構部
、４０…容器、４１…外部機器、４２…ケーブル、４３…コネクタ、Ｐ…光入射位置、Ｑ
…光検出位置。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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