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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポンプ光を発生する光源と、前記ポンプ光の第二高調波を励起光とする光パラメトリッ
ク発振器とを有し、前記光パラメトリック発振器からのアイドラー光をストークス光とし
て発生する光源部と、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を被検体へ照射する光照射部と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光の波長を変調する光変調部と、
波長変調された前記シグナル光と、前記被検体からのアンチストークス光との干渉光を
検出する第１光検出部と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光と、波長変調された前記シグナル
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光との干渉光を検出する第２光検出部と、
前記第２光検出部からの信号を参照信号として、前記第１光検出部からの信号から前記
参照信号との位相差が９０°の成分を検出する信号検出部とを含み、
前記光パラメトリック発振器は、
光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する２つの非線形光学結晶を有す
る、計測装置。
【請求項２】
請求項１において、
前記被検体からのアンチストークス光を増幅する光増幅部を更に含み、
前記第１光検出部は、
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波長変調された前記シグナル光と、増幅された前記アンチストークス光との干渉光を検
出する、計測装置。
【請求項３】
請求項１又は２において、
前記ポンプ光及び前記ストークス光の波長は、０．７μｍ〜１．５μｍである、計測装
置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかにおいて、
前記信号検出部からの信号を血糖値に換算する処理を行う信号処理部を更に含む、計測
装置。
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【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかにおいて、
前記光照射部は、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を前記被検体上で走査させる、計測装置。
【請求項６】
ポンプ光を発生する手順と、
前記ポンプ光の第二高調波を励起光とする光パラメトリック発振器からのアイドラー光
をストークス光として発生する手順と、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を被検体へ照射する手順と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光の波長を変調する手順と、
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第１光検出部によって、波長変調された前記シグナル光と、前記被検体からのアンチス
トークス光との干渉光を検出する第１光検出手順と、
第２光検出部によって、前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光と、波長
変調された前記シグナル光との干渉光を検出する第２光検出手順と、
信号検出部によって、前記第２光検出部からの信号を参照信号として、前記第１光検出
部からの信号から前記参照信号との位相差が９０°の成分を検出する手順とを含み、
前記光パラメトリック発振器は、
光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する２つの非線形光学結晶を有す
る、計測方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、被検体の分子情報を計測する計測装置及び計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、ポンプ光と、ポンプ光の第二高調波を励起光とした光パラメトリック発振器
（ＯＰＯ）からのストークス光（アイドラー光）とを材料に照射し、材料からのアンチス
トークス光と、ＯＰＯからのシグナル光とを干渉させて、ヘテロダイン検波する光学的装
置が知られている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１０−５２６３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記従来の光学装置では、計測対象分子の変更に伴ってシグナル光とア
イドラー光の波長を変化させるために、ＯＰＯ内の非線形光学結晶を回転すると、シグナ
ル光とアイドラー光の出射位置及び出射方向が変化してしまうため、波長変更（計測対象
分子の変更）を行うたびに、シグナル光とアイドラー光の干渉光学系を再調整しなければ

50

(3)

JP 6422449 B2 2018.11.14

ならない。
【０００５】
本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、
計測対象分子の変更に伴う干渉光学系の調整を不要とすることが可能な計測装置及び計測
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）本発明に係る計測装置は、
ポンプ光を発生する光源と、前記ポンプ光の第二高調波を励起光とする光パラメトリッ
ク発振器とを有し、前記光パラメトリック発振器からのアイドラー光をストークス光とし
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て発生する光源部と、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を被検体へ照射する光照射部と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光の波長を変調する光変調部と、
波長変調された前記シグナル光と、前記被検体からのアンチストークス光との干渉光を
検出する第１光検出部と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光と、波長変調された前記シグナル
光との干渉光を検出する第２光検出部と、
前記第２光検出部からの信号を参照信号として、前記第１光検出部からの信号から前記
参照信号との位相差が９０°の成分を検出する信号検出部とを含み、
前記光パラメトリック発振器は、
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光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する２つの非線形光学結晶を有す
ることを特徴とする。
【０００７】
また本発明に係る計測方法は、
ポンプ光を発生する手順と、
前記ポンプ光の第二高調波を励起光とする光パラメトリック発振器からのアイドラー光
をストークス光として発生する手順と、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を被検体へ照射する手順と、
前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光の波長を変調する手順と、
第１光検出部によって、波長変調された前記シグナル光と、前記被検体からのアンチス

30

トークス光との干渉光を検出する第１光検出手順と、
第２光検出部によって、前記光パラメトリック発振器からの一部のシグナル光と、波長
変調された前記シグナル光との干渉光を検出する第２光検出手順と、
信号検出部によって、前記第２光検出部からの信号を参照信号として、前記第１光検出
部からの信号から前記参照信号との位相差が９０°の成分を検出する手順とを含み、
前記光パラメトリック発振器は、
光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する２つの非線形光学結晶を有す
ることを特徴とする。
【０００８】
本発明によれば、光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する２つの非線
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形光学結晶により光パラメトリック発振器を構成することで、非線形光学結晶を回転させ
てもシグナル光とアイドラー光の出射位置及び出射方向を固定することができるため、計
測対象分子の変更に伴うシグナル光とアイドラー光の干渉光学系の調整を不要とすること
ができる。また、本発明によれば、第１光検出部によって、波長変調されたシグナル光と
被検体からのアンチストークス光との干渉光を検出し、第２光検出部によって、光パラメ
トリック発振器からの一部のシグナル光と波長変調されたシグナル光との干渉光を検出し
、第２光検出部からの信号を参照信号として、第１光検出部からの信号から参照信号との
位相差が９０°の成分を検出することで、アンチストークス光（ＣＡＲＳ光）の信号を高
感度に検出することができる。
【０００９】
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（２）また本発明に係る計測装置では、
前記被検体からのアンチストークス光を増幅する光増幅部を更に含み、
前記第１光検出部は、
波長変調された前記シグナル光と、増幅された前記アンチストークス光との干渉光を検
出してもよい。
【００１０】
また本発明に係る計測方法では、
前記被検体からのアンチストークス光を増幅する手順を更に含み、
前記第１光検出手順では、
波長変調された前記シグナル光と、増幅された前記アンチストークス光との干渉光を検
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出してもよい。
【００１１】
本発明によれば、被検体からのアンチストークス光を増幅して、増幅されたアンチスト
ークス光を、波長変調されたシグナル光と干渉させることで、アンチストークス光（ＣＡ
ＲＳ光）の信号を高感度に検出することができる。
【００１２】
（３）また本発明に係る計測装置及び計測方法では、
前記ポンプ光及び前記ストークス光の波長は、０．７μｍ〜１．５μｍであってもよい
。
【００１３】
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ポンプ光及びストークス光として生体に対して高い透過性を持つ近赤外光を用いること
で、精度の高い生体計測を行うことができる。
【００１４】
（４）また本発明に係る計測装置では、
前記信号検出部からの信号を血糖値に換算する処理を行う信号処理部を更に含んでもよ
い。
【００１５】
また本発明に係る計測方法では、
前記信号検出部からの信号を血糖値に換算する処理を行う手順を更に含んでもよい。
【００１６】
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本発明によれば、精度の高い血糖計測を行うことができる。
【００１７】
（５）また本発明に係る計測装置及び計測方法では、
前記光照射部は（前記光照射手順では）、
前記ポンプ光及び前記ストークス光を前記被検体上で走査させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、ＣＡＲＳにおける、光子と分子振動のエネルギー関係を示す図である。
【図２】図２は、光源部の各波長とＣＡＲＳの波長関係を示す図である。
【図３】図３は、３次非線形感受率χ（３）の励起光の差周波数特性を示す図である。
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【図４】図４は、第１の実施の形態に係る計測装置の構成を示す図である。
【図５】図５は、光パラメトリック発振器の構成を示す図である。
【図６】図６は、被検体からの信号光側に光増幅器を挿入し、光増幅器への励起注入電流
を変化させた時の干渉信号の利得特性と干渉信号の様子を示す図である。
【図７】図７は、第２の実施の形態に係る計測装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
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【００２０】
まず、本実施形態に係る計測装置及び計測方法における計測原理について説明する。本
実施形態に係る計測装置及び計測方法は、血糖値（血中グルコース濃度）の非侵襲計測を
実現するものである。
【００２１】
血糖値の非侵襲計測は、そのニーズの高さからこれまで様々な手法が検討されてきたが
、いまだ実用に至っていない。光を用いた非侵襲計測では、生体に対して高い透過性を持
つ近赤外域の光が選好されるが、グルコース分子の原吸収波長はグルコース分子振動準位
に対応した赤外域にある。このため近赤外域の光では、グルコースの高次倍音吸収を観測
することとなり、その光吸収量は光計測限界に近いほど小さく、また近赤外域では水の温
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度変化に伴う吸収変化が重なるため、精度の良い計測は困難となる。すなわち、光を用い
た血糖値の非侵襲計測には、測定対象の光特性と計測プローブ波長とに大きなミスマッチ
があるという課題が存在する。
【００２２】
また、生体組織は光散乱体であるため、通常の直接検出法では光散乱の影響によって、
生体内物質の定量計測は困難である。血糖計測では高い精度を確保することが要求される
ため、散乱問題の克服も大きな課題である。
【００２３】
更に、指などの透過計測や腕などの反射計測では、光の伝搬経路中になる皮下の血液や
組織間質液などの大まかな領域内のグルコースの情報を計測することとなり、適格に血中
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グルコースの信号のみを計測できていないことが、血中グルコースの濃度変化に対する追
随性の悪さとして計測精度の劣化につながっている。
【００２４】
本実施形態では、第１の課題（生体の光特性とプローブ波長の不整合）を解決するため
に、プローブ光として近赤外光を用いた近赤外ＣＡＲＳ（Coherent Anti‑Stokes Raman S
cattering）を採用する。図１に、ＣＡＲＳにおける、光子と分子振動のエネルギー関係
を示す。ＣＡＲＳでは、分子の振動吸収バンドに対応した周波数差Δωのあるポンプ光（
周波数ωｐ）パルスとストークス光（周波数ωｓ）パルスを時空間的に同時に照射すると
、分子は、ポンプ光パルスにより基底準位Ｖ＝０から上準位へ上がるとともに、ストーク
ス光パルスにより励起準位Ｖ＝１に誘導される。更に、分子は、ポンプ光パルスにより上
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準位へ上がった後、基底準位Ｖ＝０に緩和する過程でアンチストークス光（周波数ωａｓ
）を生じる。ストークス光とアンチストークス光のそれぞれの周波数ωｓ、ωａｓは、ポ
ンプ光の周波数ωｐを中心にΔω折り返された周波数であり、ωｓ＝ωｐ−Δω、ωａｓ
＝２ωｐ−ωｓとなる。ωｓとωｐは、予め設定可能なため、近赤外域でωｓとωｐを設
定すれば、近赤外域の波長（０．７〜１．５μｍ）のポンプ光、ストークス光を用いて、
赤外振動吸収のΔωの情報をアンチストークス光により計測することができる。
【００２５】
また、本実施形態では、散乱下での定量計測を実現するために、光ヘテロダイン検出を
採用する。ＣＡＲＳにおいて光ヘテロダイン検出を実現するためには、被検体からのアン
チストークス光と相関ある局発光が必要となる。そこで、本実施形態では、近赤外のＣＡ
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ＲＳポンプ光パルスを発生するレーザー光源と、当該ポンプ光の第二高調波を励起光とす
る光パラメトリック発振器（ＯＰＯ：Optical Parametric Oscillator）とを備えた光源
部を用いる。図２に、光源部の各波長とＣＡＲＳの波長関係を示す。例えば、ポンプ光の
周波数をωｐとすると、その第二高調波光の周波数は２ωｐとなり、この２ωｐはＯＰＯ
により、２ωｐ＝ωｓｉｇｎａｌ＋ωｉｄｌｅｒに周波数変換される。ＯＰＯは周波数可
変であるから、ωｉｄｌｅｒ−ωｓｉｇｎａｌ＝Δωとなるように調整し、ＯＰＯのアイ
ドラー光（周波数ωｉｄｌｅｒ）をＣＡＲＳのストークス光として用いると、ωａｓ＝ω
ｓｉｇｎａｌとなるので、被検体からのアンチストークス光とＯＰＯのシグナル光は相関

があり可干渉である。従って、ＯＰＯのシグナル光をアンチストークス光の局発光として
光ヘテロダイン検出することができる。
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【００２６】
ＣＡＲＳ信号には、分子振動の励起準位Ｖ＝１を介したアンチストークス光生成による
基底準位Ｖ＝０への緩和である共鳴過程（図１参照）と、励起準位Ｖ＝１を介さない（仮
想準位を介した）アンチストークス光生成による基底準位Ｖ＝０への緩和である非共鳴過
程に基づく２種類がある。ＣＡＲＳのＳ／Ｎ比は、実質的に共鳴信号／非共鳴信号比が律
速している。このため共鳴信号／非共鳴信号比がとれるパルス幅としてピコ秒パルスが用
いられるものの、共鳴信号／非共鳴信号比の更なる向上が課題となる。特に、血糖計測に
おいては、低血糖値範囲において精度を確保することが重要である。
【００２７】
ＣＡＲＳは３次の非線形光学効果の一種であり、ＣＡＲＳ光の光電界は３次非線形感受
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率χ（３）に比例し、ＣＡＲＳ信号強度はχ（３）の絶対値の二乗に比例する。図３に、
χ（３）の励起光の差周波数特性を示す。図３を見ると、χ（３）の虚部（ＩｍχＲ（３
）

）は共鳴周波数ωＲのみにおいて存在するのに対して、χ（３）の実部（ＲｅχＲ（３

）

）は非共鳴周波数においても存在することがわかる。仮にχ（３）の虚部だけを検出で

きれば非共鳴信号は生じないが、ＣＡＲＳは光強度を検出するため、χ（３）の実部も検
出されてしまい、これが共鳴信号／非共鳴信号比を低下させる原因となる。ＣＡＲＳ信号
を光ヘテロダイン検出する場合、検出されるＣＡＲＳ信号Ｓは、
【数１】
20
となる。ここで、ＥＥＸ＝Ｅｐ２ＥＳであり、φはアンチストークス光と局発光との位相
差である。
【００２８】
すなわち、本実施形態では、ＯＰＯのシグナル光をアンチストークス光の局発光として
光ヘテロダイン検出しているので、局発光であるＯＰＯのシグナル光の位相を保ったもう
一つの光ヘテロダイン検出系を確保して、この２つの光ヘテロダイン信号の位相差９０°
の成分を検出することで、共鳴信号のみを検出できることになる。更に、本実施形態では
、干渉前のアンチストークス光を光増幅して、光増幅したアンチストークス光とＯＰＯの
シグナル光を光ヘテロダイン検出することで、アンチストークス光の高感度検出を実現す
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る。
【００２９】
また、本実施形態では、ポンプ光とストークス光を被検体に照射する際に、ポンプ光束
とストークス光束が皮下血管内で交差するように調整することで、血中グルコースのみか
らの情報の取得を実現する。
【００３０】
（第１の実施の形態）
図４は、第１の実施の形態に係る計測装置の構成を示す図である。図４に示す計測装置
１は、ポンプ光及びストークス光を発生する光源部１０と、ポンプ光及びストークス光を
被検体Ｓへ照射する光照射部２０と、シグナル光の波長を変調する光変調部３０と、アン
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チストークス光を増幅する光増幅部４０と、第１光検出部５０と、第２光検出部５２と、
信号検出部６０と、信号処理部７０と、表示部７２とを含む。光変調部３０（波長シフタ
ー）の機能は、例えば音響光学素子（ＡＯＭ）により実現することができ、光増幅部４０
の機能は、例えば半導体増幅器や光ファイバー増幅器により実現することができ、第１光
検出部５０及び第２光検出部５２の機能は、例えばフォトダイオードにより実現すること
ができる。
【００３１】
光源部１０は、ポンプ光とストークス光を発生するものであり、ピコ秒パルスの基本波
と第二高調波を発生するレーザー光源１１と、該第二高調波を励起光とする光パラメトリ
ック発振器１２とを備える。ここでは、レーザー光源１１として、波長１０６４ｎｍの基
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本波と、波長５３２ｎｍの第二高調波を発生するＮｄ：ＹＡＧ−ＳＨＧレーザー結晶を用
いている。レーザー光源１１からの基本波が、ポンプ光パルスとして取り出される。
【００３２】
光パラメトリック発振器１２は、アイドラー光とシグナル光を出射する。光パラメトリ
ック発振器１２からのアイドラー光が、ストークス光パルスとして取り出される。光パラ
メトリック発振器１２は、基本波（ポンプ光）の角周波数ωｐと、アイドラー光（ストー
クス光）の角周波数ωｓの差が、計測対象分子の振動数ωγと等しくなるように（すなわ
ち、ωγ＝ωｐ−ωｓとなるように）、その結晶軸の角度が調整される。ここでは、グル
コース分子を計測対象分子とするため、グルコースの骨格振動バンドである５１２ｃｍ−
１

に合わせて、アイドラー光の波長は１．１２５μｍ（9398.5cm‑

1

−512cm‑1＝8886.5cm

10

‑1

）に、シグナル光の波長は１．００９μｍ（9398.5cm‑1＋512cm‑1＝9910.5cm‑1）に調

整される。
【００３３】
図５は、光パラメトリック発振器１２の構成を示す図である。光パラメトリック発振器
１２は、光共振器を構成する第１ミラー１３、第２ミラー１４及び第３ミラー１５と、光
共振器内に配置された第１非線形光学結晶１６及び第２非線形光学結晶１８を含む。第１
ミラー１３（ダイクロイックミラー）は、光路ＯＰに対して４５°傾いて配置され、ポン
プ光の第二高調波を透過し、シグナル光とアイドラー光を反射する特性を有する。また、
第２ミラー１４（ハーフミラー）は、ポンプ光の第二高調波、シグナル光、アイドラー光
を５０％の反射率で透過する特性を有し、第３ミラー１５は、これら３つの光を全反射（
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高反射率で反射）する特性を有する。
【００３４】
第１非線形光学結晶１６及び第２非線形光学結晶１８は、形状（例えば、直方体）、寸
法、材質（ここでは、ＫＴＰ結晶）が同一であり、光路ＯＰ（入射ビームの光軸）に対し
て互いに逆方向に同一角度傾くように配置される。第１非線形光学結晶１６及び第２非線
形光学結晶１８は、それぞれ第１回転テーブル１７及び第２回転テーブル１９に載置され
、第１回転テーブル１７及び第２回転テーブル１９は、連動（同期）して互いに逆方向に
同一角度回転するように構成されている。図中左方向から第１ミラー１３に入射するポン
プ光の第二高調波は、第１非線形光学結晶１６及び第２非線形光学結晶１８によって、シ
グナル光とアイドラー光に変換されて、第２ミラー１４から出射する。なお、第１非線形
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光学結晶１６は、ポンプ光の第二高調波が入射する位置Ｐ１を中心に回転し、第２非線形
光学結晶１８は、シグナル光とアイドラー光が出射する位置Ｐ２を中心に回転する。
【００３５】
ポンプ光の第二高調波は、第１非線形光学結晶１６及び第２非線形光学結晶１８との位
相整合角度に合致したシグナル光とアイドラー光に変換される。すなわち、シグナル光と
アイドラー光の波長は、光路ＯＰに対する第１非線形光学結晶１６及び第２非線形光学結
晶１８の角度によって変化する。第１非線形光学結晶１６の角度変化によって光ビームの
位置は変化するが、第１非線形光学結晶１６と逆方向に同一角度回転（対称回転）する第
２非線形光学結晶１８によって光ビームの位置は補償されるため、結果として、非線形光
学結晶を回転（シグナル光とアイドラー光の波長を変更）しても、光パラメトリック発振
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器１２から出射するシグナル光とアイドラー光の出射位置と出射方向を不変となる。
【００３６】
図４の説明に戻ると、光源部１０からのポンプ光ＰＰは、ミラー８０で反射した後、２
つのミラー８１、８２を備えた光遅延部によって遅延（光路長を調整）させられ、光照射
部２０に入射する。一方、光源部１０からのストークス光ＳＴ（アイドラー光ＩＤ）は、
ダイクロイックミラー８３で反射して光照射部２０に入射する。
【００３７】
ポンプ光ＰＰとストークス光ＳＴは、ダイクロイックミラー２１、２２により、対物レ
ンズ２４の中心軸と平行に等間隔のビーム位置に調整され、対物レンズ２４によって被検
体Ｓ上（ここでは、皮下血管内）に集光される。被検体Ｓ内の集束位置では、ポンプ光Ｐ
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Ｐとストークス光ＳＴが重なり合い、その位置の被検体Ｓ内の計測対象分子（ここでは、
血中グルコース分子）との相互作用により、アンチストークス光（ＣＡＲＳ光）が発生す
る。被検体Ｓで発生したアンチストークス光ＡＳは、対物レンズ２４で集束され、ダイク
ロイックミラー２２によりポンプ光ＰＰ及びストークス光ＳＴと分離され、ミラー８４で
反射した後、光増幅部４０で増幅される。
【００３８】
一方、光源部１０からのシグナル光ＳＧは、ダイクロイックミラー８３を透過した後、
２つのミラー８５、８６を備えた光遅延部によって遅延（光路長を調整）させられ、ハー
フミラー８７で分割される。ハーフミラー８７を透過した一方のシグナル光ＳＧは、光変
調部３０で波長変調され、ハーフミラー８８で分割される。波長変調されハーフミラー８

10

８を透過した一方のシグナル光は、光増幅部４０で増幅されたアンチストークス光ＡＳと
ハーフミラー８９において同軸上に重畳されて、干渉光として第１光検出部５０に入射す
る。第１光検出部５０は、波長変調されたシグナル光とアンチストークス光ＡＳとの干渉
光の検出信号を信号検出部６０に出力する。ハーフミラー８７で反射した他方のシグナル
光ＳＧは、ミラー９０で反射した後、波長変調されハーフミラー８８で反射した他方のシ
グナル光ＳＧとハーフミラー９１において同軸上に重畳されて、干渉光として第２光検出
部５２に入射する。第２光検出部５２は、シグナル光ＳＧ（波長変調されていないシグナ
ル光）と波長変調されたシグナル光との干渉光の検出信号を信号検出部６０に出力する。
【００３９】
信号検出部６０（ロックインアンプ）は、第２光検出部５２からの検出信号を参照信号
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として、第１光検出部５０からの検出信号の位相９０°成分を検出する。すなわち、信号
検出部６０は、第１光検出部５０からの検出信号から、参照信号との位相差が９０°の成
分を検出し、検出信号をアンチストークス信号（ＣＡＲＳ共鳴信号）として信号処理部７
０に出力する。
【００４０】
信号処理部７０は、処理部（ＣＰＵ）、記憶部（メモリ）等を備えたコンピュータであ
り、信号検出部６０からのアンチストークス信号に基づいて、被検体Ｓの定量的な分子情
報を生成する処理を行う。例えば、計測対象分子が血中グルコースである場合には、信号
処理部７０は、アンチストークス信号の各値に対応するグルコース濃度を格納したテーブ
ルデータを参照して、信号検出部６０からのアンチストークス信号に対応するグルコース
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濃度を取得することで、信号検出部６０からのアンチストークス信号を血糖値（血中グル
コース濃度）に換算する処理を行う。また、アンチストークス信号を血糖値に換算する関
数に、信号検出部６０からのアンチストークス信号を入力してもよい。信号処理部７０で
生成された分子情報は、表示部７２（ディスプレイ）に表示される。
【００４１】
このように本実施形態によれば、ヘテロダイン検出の局発光の位相との位相差が９０°
の成分を検出することで、ＣＡＲＳ共鳴信号のみを検出することができ、ＣＡＲＳ検出の
Ｓ／Ｎ比（共鳴信号／非共鳴信号比）を向上させることができる。
【００４２】
また、本実施形態では、被検体Ｓからのアンチストークス光ＡＳを光増幅してヘテロダ
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イン検出することで、微弱なＣＡＲＳ信号の検出が可能となる。特に、血糖計測において
低血糖域での測定精度が飛躍的に向上する。被検体Ｓからのアンチストークス光ＡＳが光
増幅部４０で増幅されるとき、アンチストークス光ＡＳ以外の雑音光も同様に増幅される
が、シグナル光ＳＧは相関のあるアンチストークス光ＡＳのみと干渉する。ここで、シグ
ナル光ＳＧは波長変調されているから、第１光検出部５０では、アンチストークス光ＡＳ
とシグナル光ＳＧの周波数差の交流信号として検出される。一方、雑音光はシグナル光Ｓ
Ｇとは干渉せずに直流信号として検出される。そこで、交流信号のみを計測することで、
アンチストークス光の増幅検出が実現する。図６は、被検体からの信号光側に光増幅器（
ここでは、ＰＤＦＡ：Praseodymium doped fiber amplifier）を挿入し、光増幅器への励
起注入電流を変化させた時の干渉信号の利得特性と干渉信号の様子を示す図である。図６
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において、ＩＳは、信号光光源の注入電流であり、ＩＳが小さいほど大きな利得が得られ
、２０ｄＢもの大きな利得改善効果（１００倍の信号増幅効果）が得られている。このよ
うな大きな信号増幅が実現できると、検出光学系のＮＡ値（開口数）が制限される用途（
例えば、眼科領域での応用）においても、高精度な計測を行うことができる。
【００４３】
また、本実施形態によれば、光路に対して互いに逆方向に同一角度傾くように回転する
２つの非線形光学結晶（１６、１８）により光パラメトリック発振器１２を構成すること
で、非線形光学結晶を回転させてもシグナル光ＳＧとアイドラー光（ストークス光ＳＴ）
の出射位置及び出射方向を固定することができるため、計測対象分子の変更（波長変更）
に伴うシグナル光とアイドラー光の干渉光学系の調整を不要とすることができ、計測装置

10

としての実用性を高めることができる。
【００４４】
（第２の実施の形態）
図７に、第２の実施の形態に係る計測装置の構成の一例を示す。なお、図７において、
図４の構成と同様の構成については同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
【００４５】
図７に示す計測装置１の光照射部２０は、ポンプ光ＰＰ及びストークス光ＳＴを被検体
Ｓ上で走査させるＸＹ方向走査部２６及びＺ方向走査部２９を更に含む。ダイクロイック
ミラー２１、２２により平行ビームに調整されたポンプ光ＰＰとストークス光ＳＴは、Ｘ
Ｙ方向走査部２６の走査ミラー２７、２８によって、被検体Ｓ上のＸＹ平面内で光走査さ
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れる。また、対物レンズ２４は、Ｚ方向走査部２９によってＺ軸方向に移動し、これによ
り被検体ＳにおけるＺ軸方向（深さ方向、奥行き方向）の光走査を行う。
【００４６】
信号処理部７０は、走査信号をＸＹ方向走査部２６及びＺ方向走査部２９に供給して、
走査ミラー２７、２８の駆動と対物レンズ２４の駆動を制御する処理を行う。また、信号
処理部７０は、信号検出部６０からのアンチストークス信号を、走査信号と同期された画
像（ＣＡＲＳ画像）とする処理を行う。ポンプ光ＰＰ及びストークス光ＳＴの走査は、Ｘ
−Ｙ平面上とＺ軸方向において行われるため、被検体ＳのＸ−Ｙ平面における２次元画像
と、被検体ＳのＸ−Ｚ平面或いはＹ−Ｚ平面における断層画像とを生成することができる
。信号処理部７０で生成されたＣＡＲＳ画像は、表示部７２（ディスプレイ）に表示され
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る。
【００４７】
なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１

計測装置、１０

光源部、１１

レーザー光源（光源）、１２

振器、１３

第１ミラー、１４

結晶、１７

第１回転テーブル、１８

２０

光照射部、２１，２２

向走査部、２７，２８
幅部、５０
、７２

第２非線形光学結晶、１９

走査ミラー、２９

第１光検出部、５２

ミラー、８３

第１非線形光学

第２回転テーブル、

対物レンズ、２６

Ｚ方向走査部、３０

第２光検出部、６０

ミラー、８７，８８，８９

光パラメトリック発

第３ミラー、１６

ダイクロイックミラー、２４

表示部、８０，８１，８２，

５，８６
ー

第２ミラー、１５

光変調部、４０

ＸＹ方

信号検出部、７０

光増

信号処理部

ダイクロイックミラー、８４，８

ハーフミラー、９０

ミラー、９１

ハーフミラ
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【図２】

【図３】

【図５】
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【図７】
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２１／００−２１／８３

Ｇ０２Ｆ

１／３５− １／３９

Ｇ０１Ｊ

９／００− ９／０４

ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
ＫＡＫＥＮ
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