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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同一光源から出射された出射光ビームを分割して眼球の網膜である被測定物と参照鏡と
にそれぞれ照射し、前記被測定物で反射した物体光ビームと前記参照鏡で反射した参照光
ビームとを重ね合わせて得られた干渉縞のデータから被測定物の３次元画像を生成する網
膜用３次元画像生成装置であって、
前記光源を有する光源ユニットと、
前記光源から出射された出射光ビームを前記参照光ビームと前記物体光ビームに分割す
る光分割器と、
前記参照鏡を有し、前記参照光ビームを反射させる参照光ビームユニットと、
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前記網膜に物体光ビームを照射し、前記眼球の構造に起因して生ずる収差を補償しつつ
、当該網膜にて散乱された光を物体反射光ビームとして反射させる補償光学測定ユニット
と、
前記反射された参照光ビームと前記物体反射光ビームとを干渉させるとともに干渉され
た波長毎に干渉強度を検出する検出手段と、
検出された各波長毎の干渉強度をフーリエ変換することによって前記網膜の前記物体光
ビームの入射方向と略平行な奥行き方向における反射強度データを算出する算出手段と、
前記算出された反射強度データに基づいて前記網膜の３次元画像を生成する生成手段と
、
を備え、
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前記補償光学測定ユニットが、
前記物体反射光ビームの波面を検出する波面センサと、
単一の収差補正機構であるミラーであって前記波面センサにて検出された前記物体反射
光ビームの波面に基づいて焦点補正を含む低次の波面収差のみを補正する可変形ミラーを
有し、前記物体光ビームにおける結像位置を調整する結像位置調整手段と、
前記物体光ビームによって前記網膜上の結像位置を走査させるために当該物体光ビーム
の前記結像位置に対する角度を調整するためのビーム角度調整手段と、
を有し、
前記光源ユニットが、焦点深度が３００μｍ以上であって、出射光ビームの進行方向に
垂直な面方向の分解能が６μｍ×６μｍより高分解能となる出射光ビームを照射すること
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を特徴とする網膜用３次元画像生成装置。
【請求項２】
請求項１に記載の網膜用３次元画像生成装置において、
前記ビーム角度調整手段が、
前記網膜が形成さている網膜形成面に対して略平行である第１方向と前記網膜形成面に
対して略平行であるとともに前記第１方向に略垂直な第２方向とに前記物体光ビームを走
査するために２方向に可動可能な単一の走査用鏡と、
前記走査用鏡が各可動方向毎に当該可動を制御するガルバノメータと、
を備えることを特徴とする網膜用３次元画像生成装置。
【請求項３】
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請求項１または２に記載の網膜用３次元画像生成装置において、
前記結像位置調整手段が、前記可変形ミラーと、前記可変形ミラーにて反射された物体
光ビームを前記網膜に結像させる凹面鏡と、のみによって構成されていることを特徴とす
る網膜用３次元画像生成装置。
【請求項４】
請求項１または２に記載の網膜用３次元画像生成装置において、
前記可変形ミラーの鏡面が、前記波面センサによって検出された前記物体反射光ビーム
の波面に基づいて鏡面が変形するとともに、
前記結像位置調整手段が、前記可変形ミラーにて反射された物体光ビームを前記網膜に
結像させる凸レンズを更に有することを特徴とする網膜用３次元画像生成装置。
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【請求項５】
請求項３または４に記載の網膜用３次元画像生成装置において、
前記可変形ミラーの鏡面を可動して物体反射光ビームの波面のかく乱を行うことを特徴
とする網膜用３次元画像生成装置。
【請求項６】
同一光源から出射された出射光ビームを分割して眼球の網膜である被測定物と参照鏡と
にそれぞれ照射し、前記被測定物で反射した物体光ビームと前記参照鏡で反射した参照光
ビームとを重ね合わせて得られた干渉縞のデータから被測定物の３次元画像を生成する網
膜用３次元画像生成装置であって、
前記光源を有する光源ユニットと、
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前記光源から出射された出射光ビームを前記参照光ビームと前記物体光ビームに分割す
る光分割器と、
前記参照鏡を有し、前記参照光ビームを反射させる参照光ビームユニットと、
前記網膜に物体光ビームを照射し、前記眼球の構造に起因して生ずる収差を補償しつつ
、当該網膜にて散乱された光を物体反射光ビームとして反射させる補償光学測定ユニット
と、
前記反射された参照光ビームと前記物体反射光ビームとを干渉させるとともに干渉され
た波長毎に干渉強度を検出する検出手段と、
検出された各波長毎の干渉強度をフーリエ変換することによって前記網膜の前記物体光
ビームの入射方向と略平行な奥行き方向における反射強度データを算出する算出手段と、
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前記算出された反射強度データに基づいて前記網膜の３次元画像を生成する生成手段と
、
を備え、
前記補償光学測定ユニットが、
前記物体反射光ビームの波面を検出する波面センサと、
前記波面センサにて検出された前記物体反射光ビームの波面に基づいて前記物体光ビー
ムにおける結像位置を調整する一対の凸レンズであって、前記波面センサによって検出さ
れた前記物体反射光ビームの波面に基づいて当該凸レンズ間の距離が変化する凸レンズと
、前記一対の凸レンズから出射された物体光ビームを前記網膜に結像させるためのレンズ
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と、を有する結像位置調整手段と、
前記物体光ビームによって前記網膜上の結像位置を走査させるために当該物体光ビーム
の前記結像位置に対する角度を調整するためのビーム角度調整手段と、
を有し、
前記光源ユニットが、焦点深度が３００μｍ以上であって、出射光ビームの進行方向に
垂直な面方向の分解能が６μｍ×６μｍより高分解能となる出射光ビームを照射すること
を特徴とする網膜用３次元画像生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、網膜における光学測定用の画像生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、光の干渉効果を利用して生体内部の奥行き構造を可視化する光断層画像生成装置
（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ

Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈ）の研究が進んで

いる。
【０００３】
特に、最近では、網膜内部の三次元画像の観察することが可能な眼底用光断層画像生成
装置も登場し、失明の危険のある疾患の診断にその威力を発揮している。
【０００４】
従来、このような眼底用光断層画像生成装置の一つに、低コヒーレンス干渉計を用いて

30

いる。そして、このような眼底用光断層画像生成装置は、参照光路長を機械的に操作する
ことによって得られた物体の奥行き方向の干渉信号に基づいて生体内部の奥行き構造を可
視化する時間領域眼底用光断層画像生成装置（Ｔｉｍｅ−Ｄｏｍａｉｎ

ＯＣＴ（以下、

「ＴＤ−ＯＣＴ」という。））が知られている。
【０００５】
このＴＤ−ＯＣＴは、波長幅の広い低コヒーレンスの光源を有し、当該光源からの光ビ
ームを２つのビームに分割して一のビームを物体（すなわち、眼球）に照射するようにな
っている。
【０００６】
そして、このＴＤ−ＯＣＴは、物体に照射されて走査するためのビーム（以下、「物体

40

走査光ビーム」または「プローブ光ビーム」という。）を、奥行き方向に走査させつつ、
分割された他のビームであって参照用としてのビーム（以下、「参照光ビーム」という。
）と干渉させる。そして、ＴＤ−ＯＣＴは、当該干渉により生じた干渉縞に基づいて物体
における散乱位置を検出するようになっている。
【０００７】
また、このＴＤ−ＯＣＴは、物体に照射した物体走査光ビームを光路に対して横方向に
走査させ、または、物体を当該光路に対して横方向に移動させて物体断面の画像を取得す
るようになっている（例えば、非特許文献１）。
【０００８】
一方、このような機械的な奥行き方向の走査を用いることなく、光波の干渉を実空間（
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時間領域）で実行する代わりに、フーリエ空間（スペクトル領域）にて実行するスペクト
ル領域ＯＣＴ（Ｆｏｕｒｉｅｒ

Ｄｏｍａｉｎ

ＯＣＴ（以下、「ＦＤ−ＯＣＴ」という

。））が知られている。ＦＤ−ＯＣＴは、ＴＤ−ＯＣＴに比べて数十倍の計測速度を有し
ている。
【０００９】
このＦＤ−ＯＣＴは、ＴＤ−ＯＣＴと同様に、分割された２つの光ビームを用いて、か
つ、低コヒーレンス干渉原理を用いて物体の奥行き方向の分解能を算出するようになって
いる。しかしながら、ＦＤ−ＯＣＴは、参照光ビームおよび物体を走査する物体走査光ビ
ームを平行に分光器に入射させ、当該分光器にて同時に分光させてスペクトル領域で干渉
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させるようになっている。
【００１０】
また、このＦＤ−ＯＣＴは、この干渉により発生したスペクトル干渉縞をＣＣＤによっ
て計測するとともに、当該スペクトル干渉縞に対してフーリエ変換を行うことによって物
体の奥行き方向の反射分布を取得するようになっている。
【００１１】
特に、このＦＤ−ＯＣＴは、ガルバノミラーを駆動することによって計測点を網膜形成
面に対して走査することによって３次元断層画像を取得するようになっており、２次元の
機械的走査のみで３次元断層画像を取得することができるので、高速な断層計測を行うこ
とができるようになっている（例えば、非特許文献１）。
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【００１２】
なお、上述のＯＣＴの他には、光源の発振波長を掃引して光源の波長を走査して分光器
を不要とした波長走査型ＯＣＴ（Ｓｗｅｐｔ

Ｓｏｕｒｃｅ

ＯＣＤ（以下、「ＳＳ−Ｏ

ＣＴ」）という。）というものも知られている（例えば、非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】安野嘉晃、「フーリエドメイン光コヒーレンストモグラフィー」、応用
物理、第７５巻、第６号、Ｐ．７０７−７１２（２００６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１４】
しかしながら、上述の各方式におけるＯＣＴであっては、画像分解能が十分でないため
、加齢黄斑変性や緑内障と言った疾患の初期診断が難しいことがあるとともに、検査時間
についても更なる短縮化が求められている。
【００１５】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであって、その目的は、高分解能を
有するとともに、操作性の高く、かつ、小型化および低価格化を図ることができる網膜用
３次元画像生成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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（１）上記課題を解決するため、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、同一光源から
出射された出射光ビームを分割して眼球の網膜である被測定物と参照鏡とにそれぞれ照射
し、前記被測定物で反射した物体光ビームと前記参照鏡で反射した参照光ビームとを重ね
合わせて得られた干渉縞のデータから被測定物の３次元画像を生成する網膜用３次元画像
生成装置であって、前記光源を有する光源ユニットと、前記光源から出射された出射光ビ
ームを前記参照光ビームと前記物体走査光ビームに分割する光分割器と、前記参照鏡を有
し、前記参照光ビームを反射させる参照光ビームユニットと、前記網膜に物体光ビームを
照射し、前記眼球の構造に起因して生ずる収差を補償しつつ、当該網膜にて散乱された光
を物体反射光ビームとして反射させる補償光学測定ユニットと、前記反射された参照光ビ
ームと前記物体反射光ビームとを干渉させるとともに干渉された波長毎に干渉強度を検出
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する検出手段と、検出された各波長毎の干渉強度をフーリエ変換することによって前記網
膜の前記物体光ビームの入射方向と略平行な奥行き方向における反射強度データを算出す
る算出手段と、前記算出された反射強度データに基づいて前記網膜の３次元画像を生成す
る生成手段と、を備え、前記補償光学測定ユニットが、前記物体反射光ビームの波面を検
出する波面センサと、前記波面センサにて検出された前記物体反射光ビームの波面に基づ
いて前記物体光ビームにおける結像位置を調整する結像位置調整手段と、前記物体光ビー
ムによって前記網膜上の結像位置を走査させるために当該物体光ビームの前記結像位置に
対する角度を調整するためのビーム角度調整手段と、を有し、前記光源ユニットが、焦点
深度が３００μｍ以上であって、光ビームの進行方向に垂直な面方向の分解能が６μｍ×
６μｍより高分解能となる光ビームを照射する構成を有している。
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【００１７】
例えば、網膜の診断に必要な深度が３００μｍ以上でかつ物体光ビームの進行方向に垂
直な面方向の分解能（方位分解能）が６μｍ×６μｍより高分解能となる光ビームを照射
すると、眼球の角膜や水晶体などにおける複雑な収差が含まれず、非点収差などの簡単な
収差のみ含まれる反射光ビームとなる。言い換えれば、波面収差をゼルニケ近似多項式に
おける３次以下の式にて表すことが可能な反射光ビームとなるので、当該収差を簡単に補
正することが可能となる。
【００１８】
本発明の網膜用３次元画像生成装置は、上記構成により、ゼルニケ近似多項式における
高次の収差が存在せず、低次の収差のみとなる物体光ビームを用いることができるので、
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高次の収差を補正するための部品が不要となり、部品点数を少なくすることができるとと
もに、照射された物体光ビームによって網膜における画像について高分解能および装置の
高い操作性を維持することができる。
【００１９】
したがって、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、的確な波長毎の干渉強度を算出す
ることができるので、この算出された干渉強度データに基づいて的確な網膜の３次元画像
を生成することができるとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を
図ることができる。
【００２０】
（２）また、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、前記ビーム角度調整手段が、前記
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網膜が形成さている網膜形成面に対して略平行である第１方向と前記網膜形成面に対して
略平行であるとともに前記第１方向に略垂直な第２方向とに前記物体光ビームを走査する
ために２方向に可動可能な単一の走査用鏡と、前記走査用鏡が各可動方向毎に当該可動を
制御するガルバノメータと、を備える構成を有している。
【００２１】
この構成により、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、単一の鏡を用いることによっ
て網膜上にて物体光ビームを走査することができるので、部品点数を少なくすることがで
きるとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を図ることができる。
【００２２】
（３）また、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、前記結像位置調整手段が、前記波
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面センサによって検出された前記物体反射光ビームの波面に基づいて鏡面が変形する可変
形鏡と、前記可変鏡にて反射された物体光ビームを前記網膜に結像させる凹面鏡と、から
構成される。
【００２３】
この構成により、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームを用いることができるの
で、ゼルニケ近似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみによって、かつ
、可変形鏡のみによって波面収差を補正することができる物体反射光ビームを用いること
ができる。
【００２４】
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したがって、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、部品点数を少なくすることができ
るとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を図ることができる。
【００２５】
（４）また、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、前記結像位置調整手段が、前記波
面センサによって検出された前記物体反射光ビームの波面に基づいて鏡面が変形する可変
形鏡と、前記可変鏡にて反射された物体光ビームを前記網膜に結像させる凸レンズと、か
ら構成される。
【００２６】
この構成により、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームを用いることができるの
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で、ゼルニケ近似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみによって、かつ
、可変形鏡のみによって物体反射光ビームにおける波面収差を補正することができる。
【００２７】
したがって、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、部品点数を少なくすることができ
るとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を図ることができる。
【００２８】
（５）また、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、前記可変鏡の鏡面を可動して物体
反射光ビームの波面のかく乱を行う構成を有している。
【００２９】
この構成により、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、可変鏡を稼働して体反射光ビ
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ームの波面のかく乱を行うことによってスペックル雑音のコントラストを低減させること
ができる。
【００３０】
（６）また、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、前記結像位置調整手段が、一対の
凸レンズであって、前記波面センサによって検出された前記物体反射光ビームの波面に基
づいて当該凸レンズ間の距離が変化する凸レンズと、前記一対の凸レンズから出射された
物体光ビームを前記網膜に結像させるためのレンズと、から構成される。
【００３１】
この構成により、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームを用いることができるの
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で、ゼルニケ近似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみによって、かつ
、対の凸レンズ間における距離を変化させるのみによって物体反射光ビームにおける波面
収差を補正することができる。
【００３２】
したがって、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、部品点数を少なくすることができ
るとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を図ることができる。
【発明の効果】
【００３３】
本発明の網膜用３次元画像生成装置は、上記構成により、ゼルニケ近似多項式における
高次の収差が存在せず、低次の収差のみとなる物体光ビームを用いることができるので、
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高次の収差を補正するための部品が不要となり、部品点数を少なくすることができるとと
もに、照射された物体光ビームによって網膜における画像について高分解能および装置の
高い操作性を維持することができる。
【００３４】
したがって、本発明の網膜用３次元画像生成装置は、的確な波長毎の干渉強度を算出す
ることができるので、この算出された干渉強度データに基づいて的確な網膜の３次元画像
を生成することができるとともに、光量損失の低下の抑制並びに小型化および低価格化を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】本発明に係る眼底用光断層画像生成装置の第１実施形態における構成を示すブロ
ック図である。
【図２】健康体における眼球の収差量とゲルニケ多項式表示による収差次数に関するグラ
フである。
【図３】第１実施形態における２軸ガルバノメータの側面図（ａ）と正面図（ｂ）である
。
【図４】参照反射光ビームと物体反射光ビームとにおける干渉強度の算出方法を説明する
ための図である。
【図５】本発明に係る眼底用光断層画像生成装置の第２実施形態における構成を示すブロ
ック図である。

10

【図６】本発明に係る眼底用光断層画像生成装置の第３実施形態における構成を示すブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下に説明する実施形態は、適応制御光学システム（ＡＯ）を用いた眼底用光断層画像
生成装置について本発明の網膜用３次元画像生成装置を適用したものである。
【００３７】
特に、眼底用光断層画像生成装置（１００）は、同一光源（１１１）から出射された出
射光ビームを分割して眼球の網膜（Ｒ）である被測定物と参照鏡（ＲＭ）とにそれぞれ照
射し、前記被測定物で反射した物体光ビームと前記参照鏡（ＲＭ）で反射した参照光ビー
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ムとを重ね合わせて得られた干渉縞のデータから被測定物の３次元画像を生成する眼底用
光断層画像生成装置（１００）であって、前記光源（１１１）を有する光源ユニット（１
１０）と、前記光源から出射された出射光ビームを前記参照光ビームと前記物体走査光ビ
ームに分割する光分割器（１２０）と、前記参照鏡（ＲＭ）を有し、前記参照光ビームを
反射させる参照光ビームユニット（１３０）と、前記網膜（Ｒ）に物体光ビームを照射し
、前記眼球の構造に起因して生ずる収差を補償しつつ、当該網膜にて散乱された光を物体
反射光ビームとして反射させる補償光学測定ユニット（１４０）と、前記反射された参照
光ビームと前記物体反射光ビームとを干渉させるとともに干渉された波長毎に干渉強度を
検出する検出手段（１５４）と、検出された各波長毎の干渉強度をフーリエ変換すること
によって前記網膜（Ｒ）の前記物体光ビームの入射方向と略平行な奥行き方向における反
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射強度データを算出する算出手段（１５５）と、前記算出された反射強度データに基づい
て前記網膜の３次元画像を生成する生成手段（１５５）と、を備え、前記補償光学測定ユ
ニット（１４０）が、前記物体反射光ビームの波面を検出する波面センサ（１４３）と、
前記波面センサ（１４３）にて検出された前記物体反射光ビームの波面に基づいて前記物
体光ビームにおける結像位置を調整する結像位置調整手段（１４５、１４７（１４７ａ、
１４７ｂ）、２４１、３４１、３４２）と、前記物体光ビームによって前記網膜（Ｒ）上
の結像位置を走査させるために当該物体光ビームの前記結像位置に対する角度を調整する
ためのビーム角度調整手段（１４６（１４６ａ、１４６ｂ、１４６ｃ））と、を有し、前
記光源ユニット（１１０）が、焦点深度が３００μｍ以上であって、光ビームの進行方向
に垂直な面方向の分解能が６μｍ×６μｍより高分解能となる光ビームを照射する構成を
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有している。
【００３８】
また、眼底用光断層画像生成装置（１００）は、前記ビーム角度調整手段（１４６（１
４６ａ、１４６ｂ、１４６ｃ））が、前記網膜（Ｒ）が形成さている網膜形成面に対して
略平行である第１方向と前記網膜形成面に対して略平行であるとともに前記第１方向に略
垂直な第２方向とに前記物体光ビームを走査するために２方向に可動可能な単一の走査用
鏡（１４６ａ）と、前記走査用鏡（１４６ａ）が各可動方向毎に当該可動を制御するガル
バノメータ（１４６ｂ、１４６ｃ）と、を備える構成を有している。
【００３９】
また、眼底用光断層画像生成装置は、前記結像位置調整手段（１４５、１４７（１４７

50

(8)

JP 5624040 B2 2014.11.12

ａ、１４７ｂ））が、前記波面センサ（１４３）によって検出された前記物体反射光ビー
ムの波面に基づいて鏡面が変形する可変形鏡（１４５）と、前記可変鏡（１４５）にて反
射された物体光ビームを前記網膜（Ｒ）に結像させる凹面鏡と（１４７（１４７ａ、１４
７ｂ））、から構成される。
【００４０】
また、眼底用光断層画像生成装置（１００）は、前記結像位置調整手段（１４５、２４
１）が、前記波面センサ（１４３）によって検出された前記物体反射光ビームの波面に基
づいて鏡面が変形する可変形鏡（１４５）と、前記可変鏡（１４５）にて反射された物体
光ビームを前記網膜（Ｒ）に結像させる凸レンズと（２４１）、から構成される。
【００４１】
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また、眼底用光断層画像生成装置（１００）は、前記可変鏡（１４５）の鏡面を可動し
て物体反射光ビームの波面のかく乱を行う構成を有している。
【００４２】
また、眼底用光断層画像生成装置（１００）は、前記結像位置調整手段（３４１、３４
２）が、一対の凸レンズであって、前記波面センサ（１４３）によって検出された前記物
体反射光ビームの波面に基づいて当該凸レンズ間の距離が変化する凸レンズ（３４１）と
、前記一対の凸レンズ（３４１）から出射された物体光ビームを前記網膜（Ｒ）に結像さ
せるためのレンズ（３４２）と、から構成される。
【００４３】
以下、本発明の実施形態の詳細について、図面を参照しながら説明する。
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【００４４】
［第１実施形態］
はじめに、図１〜図４の各図を用いて本発明に係る眼底用光断層画像生成装置の第１実
施形態について説明する。
【００４５】
まず、図１〜図４の各図を用いて本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００の構成
について説明する。
【００４６】
なお、図１は、本実施形態における眼底用光断層画像生成装置１００の構成を示すブロ
ック図であり、図２は、健康体における眼球の収差量とゲルニケ多項式表示による収差次
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数に関するグラフである。また、図３は、第１実施形態における２軸ガルバノメータ１４
６の側面図（ａ）と正面図（ｂ）である。
【００４７】
本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、適応制御光学システム（ＡＯ）技術
を用いるとともに、光の干渉効果を利用して検査対象の物体（本実施形態においては眼球
ＥＹであり、具体的には、網膜Ｒ）の断層画像を取得するＯＣＴ測定装置である。
【００４８】
この眼底用光断層画像生成装置１００は、光ソースビーム（以下、「出射光ビーム」と
もいう。）を検査対象に照射する物体走査光ビーム（以下、「物体光ビーム」ともいう。
）と、干渉計測を行う際にその基準となる参照光ビームと、に分割するようになっている
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。そして、眼底用光断層画像生成装置１００は、当該物体走査光ビームが物体に照射され
て反射された物体反射光ビームと、参照光ビームが所定の反射鏡ＲＭにて反射された参照
反射光ビームと、を干渉させるようになっている。
【００４９】
また、眼底用光断層画像生成装置１００は、物体走査光ビームを、網膜Ｒが形成さてい
る網膜形成面に対して略平行である第１方向（横方向）に走査するとともに、網膜形成面
に対して略平行で、かつ、第１方向に略垂直な第２方向（縦方向）に走査するようになっ
ている。そして、眼底用光断層画像生成装置１００は、各ポイント（以下、「走査点」と
もいう。）毎に干渉された物体反射光ビームと参照反射光ビームに基づいて物体走査光ビ
ームの進行方向（光軸方向）と平行な網膜Ｒの奥行き方向を含めた網膜Ｒの断層画像を生
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成するようになっている。
【００５０】
具体的には、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、図１に示すように、光
ソースビームを照射する光源ユニット１１０と、照射された光ソースビームを参照光ビー
ムと物体走査光ビームとに分配するとともに、参照反射光ビームと物体反射光ビームを干
渉させる光分配結合器１２０と、を有している。なお、例えば、本実施形態の光源ユニッ
ト１１０は、本発明の光源ユニットを構成し、光分配結合器１２０は、光分割器を構成す
る。
【００５１】
また、この眼底用光断層画像生成装置１００は、参照光ビームを反射させ、当該反射さ
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れた参照光ビームである参照反射光ビームを光分配結合器１２０に入射させる参照光ユニ
ット１３０と、物体走査光ビームを物体に照射させて物体反射光ビームを光分配結合器１
２０に入射させる検査ユニット１４０と、物体反射光ビームと参照反射光ビームを干渉さ
せた光ビーム（以下、「干渉光ビーム」という。）に基づいて物体の断層画像を取得する
画像検出ユニット１５０と、から構成される。なお、例えば、本実施形態の参照光ユニッ
ト１３０は、本発明の参照光ビームユニットを構成し、検査ユニット１４０は、本発明の
補償光学測定ユニットを構成する。また、例えば、本実施形態の画像検出ユニット１５０
は、本発明の検出手段、算出手段及び生成手段を構成する。
【００５２】
光源ユニット１１０は、時間的にインコヒーレントであり、かつ、空間的にもインコヒ
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ーレントである光を出射するようになっている。
【００５３】
例えば、本実施形態の光源ユニット１１０は、光ソースビームを照射する照射光源１１
１と、光アイソレータＢＩを有し、照射光源１１１から照射された光ソースビームに対し
てガラスを用いて所定のキャリブレーションを行うキャリブレーション部１１２と、を備
えている。
【００５４】
照射光源１１１は、スーパールミネセンスダイオードにて構成され、波長幅が広い（例
えば、１５０ｎｍ程度の幅を有する波長）光ビームを光ソースビームとして照射するよう
になっており、３００μｍ以上の焦点深度を有し、かつ、物体走査光ビームの進行方向に
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垂直な面方向の分解能（方位分解能）が６μｍ×６μｍより高分解能となる光ソースビー
ムを照射するようになっている。
【００５５】
なお、光ソースビームの波長幅は、焦点深度には無関係で、幅が広いほど３次元画像の
奥行き方向の分解能が向上するが、種々の影響を鑑みて上記程度の波長幅を使うようにな
っている。また、焦点深度の上限値は、特に限定されないが、現実的な範囲としては４０
０μｍとなる。４００μｍの焦点深度があれば適正な診断を行うことができるからである
。また、方位分解能の範囲は、特に限定されてないが、現実的な最高分解能は、瞳孔の最
大径で制限され、３μｍ×３μｍである。
【００５６】
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例えば、本実施形態の照射光源１１１は、目に優しく、眩しくなく、かつ、近赤外線の
光源として、３．０ｍｍの入射口径を有する光ソースビームを出射するようになっている
。照射光源１１１が、このような３．０ｍｍの入射口径を有する光ソースビームを出射し
た場合には、網膜Ｒ上において６μｍ×６μｍより高分解能の方位分解能を得ることがで
きるとともに、３９０μｍ程度の焦点深度を得ることができるようになっている。
【００５７】
なお、本実施形態の照射光源１１１から出力される光ソースビームの入射口径は、３．
０ｍｍに限らず、概ね３ｍｍであればよい。このビーム径を規定する入射口径は、光源の
波長、分解能、焦点深度等に依存し、例えば、ビーム径が大きくなれば分解能は良好にな
るが焦点深度は小さくなり、一方、ビーム径が小さくなれば分解能は低下するが焦点深度
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は深くなり、これらのバランスをとって設定される。本発明では被測定物が眼球の網膜で
あり、この場合は概ね３ｍｍであることが好ましく、例えば、２．５ｍｍ〜３．５ｍｍで
あればよい。
【００５８】
なお、図２に示すように、健康な人間（健康体）の眼球ＥＹの収差を測定結果において
も、画質における許容収差限界を判断基準とすれば、概ね３ｍｍの口径によって光ソース
ビームが照射された場合には、３次以下の低次の収差を補正すれば良いことがわかる。
【００５９】
このように、本実施形態においては、波面収差をゼルニケ近似多項式における３次以下
の式にて表すことが可能な物体反射光ビームによって方位分解能および焦点深度が十分な
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ビームを網膜に照射することができるので、後述するように、検査ユニット１４０におい
て収差補正を簡単にしても、十分な干渉強度のデータを得ることができるようになってい
る。
【００６０】
キャリブレーション部１１２は、光源ユニット１１０から照射された光分配結合器１２
０にのみ光ビームを伝送し、その逆の光ビームを伝送しない光アイソレータＢＩを有し、
光ソースビームに対して所定のキャリブレーションを行うようになっている。
【００６１】
光分配結合器１２０は、光ファイバーやビーム分割プリズムなどによって入射された光
ソースビームを物体走査光ビームと参照光ビームに分割し、それぞれ、検査ユニット１４

20

０および参照光ユニット１３０に出力するようになっている。
【００６２】
例えば、本実施形態の光分配結合器１２０は、所定の分配比（例えば５０：５０〜８０
：２０程度の分配比）を有しており、入射した光ソースビームを当該分配比に基づいて分
割してそれぞれに出力するようになっている。
【００６３】
また、この光分配結合器１２０には、検査ユニット１４０の物体にて反射された物体反
射光ビームと、参照光ユニット１３０で反射された参照反射光ビームとが入射されるよう
になっている。
【００６４】

30

そして、この光分配結合器１２０は、入射された物体反射光ビームおよび参照反射光ビ
ームを干渉させ、当該干渉させた干渉光ビームを画像検出ユニット１５０に出力するよう
になっている。
【００６５】
例えば、本実施形態の光分配結合器１２０は、所定の結合比（例えば５０：５０〜８０
：２０程度の分配比）、入射された物体反射光ビームと参照反射光ビームを当該結合比に
基づいて結合して干渉させ、当該結合されて干渉された干渉光ビームを画像検出ユニット
１５０に出力するようになっている。
【００６６】
参照光ユニット１３０は、基本的には、物体走査光（反射光）ビームの光路と同一の長

40

さを有する光路にて基準となる参照反射光ビームを生成するためのユニットである。ただ
し、実際には、参照光ユニットにおける光路は、物体走査光（反射光）ビームの光路と光
ソースビームにおける診断に必要な深度に基づいて若干の光路差（後述する光路差τ）を
有している。
【００６７】
具体的には、本実施形態の参照光ユニット１３０は、分割された参照光ビームおよび反
射された参照反射光ビームの偏光を制御する第１偏光制御部１３１と、参照光ビームを平
行光に変換するとともに平行光である参照反射光ビームを集光させる第１変換レンズ１３
２と、色収差補正を行う色収差補正レンズ１３３と、を有している。
【００６８】
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また、この参照光ユニット１３０は、色分散を調整するためのウォーターバイアル１３
４と、参照光ビームを反射させる反射鏡ＲＭと、平行光である参照光ビームを集光させる
とともに、集光されている参照反射光ビームを平行光に変換する第２変換レンズ１３５と
、を有している。
【００６９】
特に、色収差補正レンズ１３３およびウォーターバイアル１３４は、検査ユニット１４
０における物体走査光ビーム（具体的には、物体反射光ビーム）と眼球を通過したことと
擬似的に同一の環境下を作り出すために設けられている。
【００７０】
通常、これらの色差補正レンズおよびウォーターバイアル１３４は、眼球ＥＹに光ビー
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ムが照射された際に生じる色収差または色分散を補正するためのものであり、参照光ユニ
ット１３０においては、擬似的に検査ユニット１４０における色収差または色分散を行っ
た光ビームを生成するためのものである。
【００７１】
なお、第１偏光制御部１３１は、反射された参照反射光ビームと参照光ビームとを干渉
させないためにそれぞれ偏光させるものである。
【００７２】
検査ユニット１４０は、物体反射光ビームに基づいて眼球ＥＹが元来有している角膜の
歪みや検査中の眼球ＥＹの動きなどの光ビームの波面収差を測定しつつ、当該測定によっ
て検出された収差に基づいて可変形ミラー１４５の鏡面を調整して当該検出結果をフィー
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ドバックするようになっている。
【００７３】
具体的には、本実施形態の検査ユニット１４０は、分割された物体走査光ビームおよび
反射された物体反射光ビームの偏光を制御する第２偏光制御部１４１と、分割された物体
走査光ビームを平行光にするとともに物体反射光ビームを集光する検査ユニット用変換レ
ンズ１４２と、を有している。
【００７４】
また、この検査ユニット１４０は、物体反射光ビームの波面収差を検出する波面センサ
１４３と、物体反射光ビームを分割してその一部を波面センサ１４３に入射させるセンサ
用プリズム１４４と、可変形ミラー１４５と、２軸ガルバノメータ１４６と、一対の凹面
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鏡１４７と、から構成される。なお、例えば、本実施形態の波面センサ１４３は、本発明
の波面センサを構成し、可変形ミラー１４５は、本発明の結像位置調整手段及び可変形鏡
を構成する。また、例えば、本実施形態の凹面鏡１４７は、本発明の結像位置調整手段及
び凹面鏡を構成し、２軸ガルバノメータ１４６は、本発明のビーム角度調整手段を構成す
る。
【００７５】
第２偏光制御部１４１は、第１偏光制御部１３１と同様に、反射された物体反射光ビー
ムと物体走査光ビームとを干渉させないためにそれぞれ偏光させるものである。
【００７６】
本実施形態の波面センサ１４３は、シャック・ハルトマンセンサーにて構成されており
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、網膜Ｒにて反射された物体反射光ビームの戻り経路の途中の光ビームに基づいて波面収
差を検出するようになっている。
【００７７】
可変形ミラー１４５は、波面センサ１４３にて鏡面の形状が制御されるようになってお
り、検査ユニット用変換レンズ１４２にて平行光になった物体走査光ビームおよび網膜Ｒ
で反射された物体反射光ビームをそれぞれの方向に反射するようになっている。
【００７８】
また、この可変形ミラー１４５は、所定の制御の下に、物体走査光ビームをかく乱させ
るための所定のミラー動作（物体走査光ビームに微振動を与える鏡面の動作）を行うよう
になっている。
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【００７９】
なお、本実施形態においては、当該物体走査光ビームをかく乱させたとしても、後述す
るように干渉強度を算出する際に、走査カメラ１５４のＣＣＤなどの検出工程において物
体走査光ビームにおける微振動（すなわち、物体反射光ビームにおける微振動）を補正す
ることが可能である。その一方、この微振動を物体走査光ビーム（物体反射光ビーム）に
与えることによってスペックル雑音のコントラストを低減させることができるようになっ
ている。
【００８０】
２軸ガルバノメータ１４６は、図示しない制御部の制御の下、物体走査光ビームを反射
させつつ、網膜Ｒが形成さている網膜形成面に対して略平行である第１方向（横方向）に

10

物体走査光ビームを走査（可動）し、かつ、網膜形成面に対して略平行であるとともに第
１方向に略垂直な第２方向（縦方向）に物体走査光ビームを走査（可動）するように形成
されている。
【００８１】
例えば、本実施形態の２軸ガルバノメータ１４６は、図３（ａ）および（ｂ）に示すよ
うに、物体走査光ビームを走査するために網膜形成面の横方向および縦方向に物体走査光
ビームの非光軸を中心に可動可能な単一の走査用ミラー１４６ａと、走査用ミラーが網膜
形成面の横方向に対応する第１方向への可動を制御する第１ガルバノメータ１４６ｂと、
走査用ミラー１４６ａが網膜形成面の縦方向に対応する第２方向への可動を制御する第２
ガルバノメータ１４６ｃと、有している。なお、例えば、本実施形態の走査用ミラー１４
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６ａは、本発明の走査用鏡を構成し、第１ガルバノメータ１４６ｂ及び第２ガルバノメー
タ１４６ｃは、本発明のガルバノメータを構成する。
【００８２】
特に、第２ガルバノメータ１４６ｃは、第１ガルバノメータ１４６ｂをブランケット１
４６ｄによって保持し、走査用ミラー１４６ａを回転させるときには、第１ガルバノメー
タ１４６ｂ全体を回転させるようになっている。
【００８３】
一対の凹面鏡１４７は、２軸ガルバノメータ１４６によって走査された物体走査光ビー
ムを眼球ＥＹに入射させて網膜Ｒにて結像されるように照射するようになっている。
【００８４】
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なお、網膜Ｒにて反射された物体反射光ビームは、上述の逆の経路（すなわち、戻り経
路）を通って光分配結合器１２０に入射されるようになっている。
【００８５】
画像検出ユニット１５０は、走査点（網膜形成面の横方向および縦方向に走査される各
点）毎に、干渉光ビームから各波長を抽出して各波長における干渉強度を算出するととも
に、当該算出された各波長の干渉強度に基づいて奥行き方向の光強度データ（奥行き方向
における反射分布率を示すデータ）を演算して表示するようになっている。
【００８６】
通常、網膜内部にて物体走査光ビームが反射した点によって参照反射光ビームとの光路
の距離差が変化して波長毎に干渉強度が変化する。
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【００８７】
したがって、本実施形態の画像検出ユニット１５０は、当該変化した干渉強度を検出す
るとともに、この波長領域のデータである干渉強度をフーリエ変換して空間領域データに
変換し、網膜における奥行き方向の光強度データを演算することができるようになってい
る。
【００８８】
具体的には、本実施形態の画像検出ユニット１５０には、検査ユニット１４０から伝送
された物体反射光ビームと参照光ユニット１３０から伝送された参照反射光ビームと結合
させて干渉された干渉光ビームが入力されるようになっている。
【００８９】
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また、この画像検出ユニット１５０は、干渉光ビームの偏光を制御する第３偏光制御部
１５１と、偏光された干渉光ビームを平行光に変換する画像検出ユニット用変換レンズ１
５２と、平行光の干渉光ビームを各波長毎に分光するグレーティング部１５３と、を備え
ている。
【００９０】
そして、この画像検出ユニット１５０は、各波長毎の干渉強度を検出する走査カメラ１
５４と、検出された各波長毎の干渉強度に基づいて光強度データを算出して網膜Ｒの３次
元画像化を行う画像生成部１５５と、３次元画像化された画像データを表示する表示部１
５６と、を備えている。なお、例えば、本実施形態の走査カメラ１５４は、本発明の検出
手段を構成し、画像生成部１５５は、本発明の算出手段及び生成手段を構成する。

10

【００９１】
次に、図４を用いて各波長の干渉強度データから網膜Ｒの深さ方向の光強度データを算
出する方法について説明する。
【００９２】
なお、図４は、参照反射光ビームと物体反射光ビームとにおける干渉強度の算出方法を
説明するための図である。
【００９３】
光物体走査光ビームＥｐ（ｔ）は、物体の奥行き方向、すなわち、光ビームの光軸方向
をｚ軸として網膜Ｒの構造による反射散乱特性をｓ（Ｚ）および光源ユニット１１０から
照射された光ビーム（Ｅ（ｔ））とすると、（式１）で表すことができる。
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【００９４】
【数１】

【００９５】
なお、この「○」の中に「×」のがある記号は、コンボリューションを示す。また、（
式１）が時間の関数によって表されているのは、ｚ軸と光ビームの伝播方向が同じであり
、伝播距離が時間に換算されるためｓ（ｚ）が時間の関数ｓ（ｔ）で表されるからである
30

。
【００９６】
また、参照光ユニット１３０と検査ユニット１４０には、予め光路差（τ）が与えられ
ており、光分割結合器に入る参照反射光ビームと物体反射光ビームの光振幅信号は図４（
ａ）のようになる。
【００９７】
そして、グレーティング部１５３によって分光されてフーリエ変換された参照反射光ビ
ームおよび物体反射光ビームの光干渉強度、すなわち、スペクトル干渉縞（Ｅ（ω）＝Ｆ
［Ｅｐ（ｔ）］）が走査カメラ１５４にて検出されることになる（図４（ｂ）参照）。
【００９８】
このとき、干渉信号Ｉがフーリエ変換されたフーリエ干渉信号Ｆ［Ｉ］とスペクトル干
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渉縞の関係は、（式２）に示される。ただし、Ｅ＊は、複素共役を示す。
【００９９】
【数２】

【０１００】
また、この（式２）は、相関演算（＊）に基づいて（式３）にて表すことができる。
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【０１０１】
【数３】

【０１０２】
ここで、右辺の第１項と第２項は参照反射光ビームおよび物体反射光ビームの自己相関
信号を示し、図４（ｃ）の中央のピークである。また、右辺第３項と第４項は、参照反射
光ビームおよび物体反射光ビームの相互相関を示し、自己相関信号に対して離間した位置
に左右対称に現れる。

10

【０１０３】
また、右辺第３項（Ｉ３項）は、（式１）の関係から（式４）となるが、参照光ビーム
が平面鏡にて反射して参照反射光ビームとなり、｛Ｅｒ（ｔ）＝Ｅ（ｔ）｝となるので、
光源（光ソースビーム）の自己相関関数と光軸方向（いわゆる奥行き方向）の構造のコン
ボリューションとなる。
【０１０４】
【数４】

20
【０１０５】
すなわち、光ソースビームのパルス幅が十分に短いか、または、スペクトル分布が十分
に広い場合に、Ｅ（ｔ）はデルタ関数と見なすことができるので、この相互相関信号の強
度は、物体の奥行き方向の反射散乱特性となっているため、スペクトル領域においては奥
行き方向への走査を必要とせずに、干渉強度のデータによって奥行き方向のデータを得る
ことができるようになっている。
【０１０６】
なお、深さ方向の分解能（Δｚ）は、光ソースビームの中心波長λと波長幅Δλを用い
て（式５）のように表すことができる。ただし、「σ」は、ガウス分布をしている波長広
がり幅を示す。
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【０１０７】
【数５】

【０１０８】
以上のように、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、眼球ＥＹの角膜や水
晶体などにおける複雑な収差が含まれず、非点収差などの簡単な収差のみ含まれる物体反
射光ビームを用いることができる。すなわち、眼底用光断層画像生成装置１００は、波面
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収差をゼルニケ近似多項式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビーム
を用いることができるので、当該収差を簡単に補正することが可能となる。
【０１０９】
したがって、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、的確な波長毎の干渉強
度を算出することができるとともに、この算出された反射強度データに基づいて的確な網
膜Ｒの３次元画像を生成することができるので、網膜Ｒにおける画像について高分解能お
よび装置の高い操作性を維持すること、及び、部品点数を少なくすることができるととも
に、小型化および低価格化を図ることができる。
【０１１０】
また、いずれの光学部品におきましても、光量の１００％の透過率または反射率は難し
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く、光学部品を経由すればそれだけ光量が減少することとなるので、部品点数が少なくな
れば、光量損失の低下についても抑制することができる。
【０１１１】
特に、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、２軸ガルバノメータ１４６に
おいて単一の鏡を用いることによって網膜Ｒ上にて物体走査光ビームを走査することがで
きるので、部品点数を少なくすることができるとともに、小型化および低価格化を図るこ
とができる。
【０１１２】
また、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームを用いることができるの
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で、ゼルニケ近似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみとなり、可変形
ミラー１４５のみによって物体反射光ビームにおける波面収差を補正することができる。
【０１１３】
また、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、可変形ミラー１４５を可動し
て体反射光ビームの波面のかく乱を行うことによってスペックル雑音のコントラストを低
減させることができる。
【０１１４】
［第２実施形態］
次に、図５を用いて本発明に係る眼底用光断層画像生成装置１００の第２実施形態につ
いて説明する。
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【０１１５】
なお、図５は、本実施形態における眼底用光断層画像生成装置の構成を示すブロック図
である。
【０１１６】
本実施形態の眼底用光断層画像生成装置は、第１実施形態において、検出ユニットの２
軸ガルバノメータによって走査された物体走査光ビームを眼球ＥＹに入射させて網膜Ｒに
て結像させるための一対の凹面鏡に代えて、一対の変換レンズを用いる点に特徴があり、
その他の点は、第１実施形態と同一である。
【０１１７】
なお、第１実施形態と同一の部材については、同一の番号を付してその説明を省略する
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。
【０１１８】
本実施形態の検査ユニット２４０は、図４に示すように、分割された物体走査光ビーム
および反射された物体反射光ビームの偏光を制御する第２偏光制御部１４１と、検査ユニ
ット用変換レンズ１４２と、波面センサ１４３と、センサ用プリズム１４４と、可変形ミ
ラー１４５と、２軸ガルバノメータ１４６と、一対の結像用変換レンズ２４１と、から構
成される。なお、例えば、本実施形態の結像用変換レンズ２４１は、本発明の物体光ビー
ムを網膜に結像させるための凸レンズを構成する。
【０１１９】
一対の結像用変換レンズ２４１は、一対の凸レンズであって、２軸ガルバノメータ１４
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６によって走査された物体走査光ビームを眼球ＥＹに入射させて網膜Ｒにて結像されるよ
うに照射するようになっている。
【０１２０】
以上のように、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、第１実施形態と同様
に、眼球ＥＹの角膜や水晶体などにおける複雑な収差が含まれず、非点収差などの簡単な
収差のみ含まれる物体反射光ビームを用いることができる。すなわち、眼底用光断層画像
生成装置１００は、波面収差をゼルニケ近似多項式における３次以下の式にて表すことが
可能な物体反射光ビームを用いることができるので、当該収差を簡単に補正することが可
能となる。
【０１２１】
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したがって、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、的確な波長毎の干渉強
度を算出することができるとともに、この算出された反射強度データに基づいて的確な網
膜Ｒの３次元画像を生成することができるので、網膜Ｒにおける画像について高分解能お
よび装置の高い操作性を維持すること、及び、部品点数を少なくすることができるととも
に、小型化および低価格化を図ることができる。
【０１２２】
また、いずれの光学部品におきましても、光量の１００％の透過率または反射率は難し
く、光学部品を経由すればそれだけ光量が減少することとなるので、部品点数が少なくな
れば、光量損失の低下についても抑制することができる。
【０１２３】
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特に、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、２軸ガルバノメータ１４６に
おいて単一の鏡を用いることによって網膜Ｒ上にて物体走査光ビームを走査することがで
きるので、部品点数を少なくすることができるとともに、小型化および低価格化を図るこ
とができる。
【０１２４】
また、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームとなるので、ゼルニケ近
似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみであるので、可変形鏡のみによ
って物体反射光ビームにおける波面収差を補正することができる。
【０１２５】
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また、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、可変形ミラー１４５を稼働し
て体反射光ビームの波面のかく乱を行うことによってスペックル雑音のコントラストを低
減させることができる。
【０１２６】
［第３実施形態］
次に、図６を用いて本発明に係る眼底用光断層画像生成装置の第３実施形態について説
明する。
【０１２７】
なお、図６は、本実施形態における眼底用光断層画像生成装置の構成を示すブロック図
である。
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【０１２８】
本実施形態の眼底用光断層画像生成装置は、第１実施形態において、可変形ミラーおよ
び一対の凹面鏡に代えて、一対のレンズであって、当該レンズ間の距離が変化する変換レ
ンズを用いる点に特徴があり、その他の点は、第１実施形態と同一である。
【０１２９】
なお、第１実施形態と同一の部材については、同一の番号を付してその説明を省略する
。
【０１３０】
本実施形態の検査ユニット３４０は、図５に示すように、分割された物体走査光ビーム
および反射された物体反射光ビームの偏光を制御する第２偏光制御部１４１と、検査ユニ
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ット用変換レンズ１４２と、波面センサ１４３と、センサ用プリズム１４４と、２軸ガル
バノメータ１４６と、一対の移動レンズ３４１と、結像調整用のレンズ３４２と、から構
成される。なお、例えば、本実施形態の一対の移動レンズ３４１は、本発明の一対の凸レ
ンズを構成し、結像調整用のレンズ３４２は、本発明において、物体光ビームを網膜に結
像させるためのレンズを構成する。
【０１３１】
一対の移動レンズ３４１は、シリンドリカルレンズであって、波面センサ１４３の制御
に基づいて一のシリンドリカルレンズ、例えば、眼球ＥＹ側のシリンドリカルレンズが奥
行き方向移動するとともに、物体走査光ビームにおける光軸を中心に回転するになってい
る。
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【０１３２】
なお、この移動レンズ３４１は、非点収差における収差補正を行うようにあっており、
例えば、非点収差の波面となる楕円面の当該楕円軸の方向に基づいてレンズの距離を調整
するようになっている。
【０１３３】
なお、結像調整用のレンズ３４２は、例えば、凹面レンズと片面（眼球ＥＹ側）が平ら
な平凸レンズとを用いるようになっており、２軸ガルバノメータ１４６によって走査され
た物体走査光ビームを眼球ＥＹに入射させて網膜Ｒにて結像されるように調整を行うよう
になっている。
【０１３４】
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以上のように、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、第１実施形態と同様
に、眼球ＥＹの角膜や水晶体などにおける複雑な収差が含まれず、非点収差などの簡単な
収差のみ含まれる物体反射光ビームを用いることができる。すなわち、眼底用光断層画像
生成装置１００は、波面収差をゼルニケ近似多項式における３次以下の式にて表すことが
可能な物体反射光ビームを用いることができるので、当該収差を簡単に補正することが可
能となる。
【０１３５】
したがって、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、的確な波長毎の干渉強
度を算出することができるとともに、この算出された反射強度データに基づいて的確な網
膜Ｒの３次元画像を生成することができるので、網膜Ｒにおける画像について高分解能お
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よび装置の高い操作性を維持すること、及び、部品点数を少なくすることができるととも
に、小型化および低価格化を図ることができる。
【０１３６】
また、いずれの光学部品におきましても、光量の１００％の透過率または反射率は難し
く、光学部品を経由すればそれだけ光量が減少することとなるので、部品点数が少なくな
れば、光量損失の低下についても抑制することができる。
【０１３７】
特に、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、２軸ガルバノメータ１４６に
おいて単一の鏡を用いることによって網膜Ｒ上にて物体走査光ビームを走査することがで
きるので、部品点数を少なくすることができるとともに、小型化および低価格化を図るこ
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とができる。
【０１３８】
また、本実施形態の眼底用光断層画像生成装置１００は、波面収差をゼルニケ近似多項
式における３次以下の式にて表すことが可能な物体反射光ビームとなるので、ゼルニケ近
似多項式における高次の収差が存在せず、低次の収差のみであるので、可変形鏡のみによ
って物体反射光ビームにおける波面収差を補正することができる。
【符号の説明】
【０１３９】
１００

眼底用光断層画像生成装置

１１０

光源ユニット

１１１

照射光源

１１２

キャリブレーション部

ＢＩ
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光アイソレータ

１２０

光分配結合器（光分割器）

１３０

参照光ユニット（参照光ビームユニット）

１３１

第１偏光制御部

１３２

第１変換レンズ

１３３

色収差補正レンズ

１３４

ウォーターバイアル

１３５

第２変換レンズ
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ＲＭ

反射鏡

１４０、２４０、３４０

検査ユニット（補償光学測定ユニット）

１４１

第２偏光制御部

１４２

検査ユニット用変換レンズ

１４３

波面センサ

１４４

センサ用プリズム

１４５

可変形ミラー（結像位置調整手段）

１４６

２軸ガルバノメータ（ビーム角度調整手段）

１４６ａ

走査用鏡

１４６ｂ

第１ガルバノメータ

１４６ｃ

第２ガルバノメータ

１４６ｄ

ブランケット

10

１４７（１４７ａ，１４７ｂ）
ＥＹ
Ｒ
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凹面鏡（結像位置調整手段）

眼球
網膜

１５０

画像検出ユニット

１５１

第３偏光制御部

１５２画像検出ユニット用変換レンズ
１５３

グレーティング部

１５４

走査カメラ（検出手段）

１５５

画像生成部（算出手段、生成手段）

１５６

表示部

２４１

結像用変換レンズ（結像位置調整手段）

３４１

一対の移動レンズ（結像位置調整手段）

３４２
【図１】

結像調整用のレンズ（結像位置調整手段）
【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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