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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
偏光感受型光画像計測装置と、偏光感受型光画像計測装置で得られた画像データの処理
を行うためのプログラムを搭載したコンピュータと、を備えた偏光感受型光画像計測シス
テムであって、
前記コンピュータは、入力装置、出力装置、ＣＰＵ及び記憶装置を備えており、前記プ
ログラムに従って、
試料の計測で得られたノイズを含んだＯＣＴ信号を、複屈折を求めるアルゴリズムで処
理することで、ノイズの存在下で計測される複屈折値である計測複屈折値を得る手段と、
モンテカルロ法の計算によって、ノイズを統計的に変化させて、前記アルゴリズムで処
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理するプロセスを繰り返すことで計測複屈折の分布をシミュレートし、計測複屈折値のノ
イズ特性を決定する手段と、
前記モンテカルロ法の計算を、ノイズ量及び真の複屈折値をそれぞれ異なる値に仮定し
て繰り返すことによって、真の複屈折値、ＳＮ比及び計測複屈折値の組み合わせがどのよ
うな頻度で出現するかを表す三次元のヒストグラム情報を形成する手段と、
三次元のヒストグラム情報から、所定の計測複屈折値とＳＮ比を仮定することで、真の
複屈折の確率密度分布を取り出す手段と、
真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈折値を推定する手段と、
して機能することを特徴とする偏光感受型光画像計測システム。
【請求項２】
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コンピュータは、前記計測を複数回行い、それぞれの計測値に対して前記真の複屈折の
確率密度分布を得て、全ての複屈折の確率密度分布をすべて掛け合わせることで、最終的
な真の複屈折の確率密度分布を得る手段として機能することを特徴とする請求項１に記載
の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項３】
真の複屈折値は、真の確率密度分布から得られる真の複屈折値の期待値であることを特
徴とする請求項１又は２に記載の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項４】
真の複屈折値は、真の複屈折の確率密度分布が最大になる真の複屈折の値である最尤値
であることを特徴とする請求項１又は２に記載の偏光感受型光画像計測システム。
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【請求項５】
コンピュータは、真の複屈折の確率密度分布に基づき、最尤値の信頼度を求める手段と
して機能することを特徴とする請求項４に記載の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項６】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点のみを
複数回スキャンすることで、試料の１つのピクセルの点について多数の複屈折値を計測す
ることを特徴とする請求項２〜５のいずれかに記載の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項７】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め
複数のピクセルの点をスキャンすることで、試料の所定の箇所のうちの複数のピクセルの
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点についてそれぞれの複屈折値を計測することを特徴とする請求項２〜５のいずれかに記
載の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項８】
試料を計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め複数の
ピクセルの点を１回スキャンすることで、所定の箇所における複数のピクセルの点に対す
る複数の複屈折値を計測することを特徴とする請求項２〜５のいずれかに記載の偏光感受
型光画像計測システム。
【請求項９】
コンピュータは、真の複屈折値に基づく画像を、擬似カラー表示し、この擬似カラー表
示において、輝度はＯＣＴ信号の強度によって決定し、色は複屈折の最尤値によって決定
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し、濃度は最尤値の信頼度によって決定する手段として機能することを特徴とする請求項
５〜８のいずれかに記載の偏光感受型光画像計測システム。
【請求項１０】
偏光感受型光画像計測装置と、入力装置、出力装置、ＣＰＵ及び記憶装置を備え光感受
光画像計測装置で得られた画像データを処理するコンピュータと、を備えた偏光感受型光
画像計測システムのコンピュータに搭載されるプログラムであって、
前記コンピュータを、
試料の計測で得られたノイズを含んだＯＣＴ信号を、複屈折を求めるアルゴリズムで処
理することで、ノイズの存在下で計測される複屈折値である計測複屈折値を得る手段と、
モンテカルロ法の計算によって、ノイズを統計的に変化させて、前記アルゴリズムで処
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理するプロセスを繰り返すことで計測複屈折の分布をシミュレートし、計測複屈折値のノ
イズ特性を決定する手段と、
前記モンテカルロ法の計算を、ノイズ量及び真の複屈折値をそれぞれ異なる値に仮定し
て繰り返すことによって、真の複屈折値、ＳＮ比及び計測複屈折値の組み合わせがどのよ
うな頻度で出現するかを表す三次元のヒストグラム情報を形成する手段と、
三次元のヒストグラム情報から、所定の計測複屈折値とＳＮ比を仮定することで、真の
複屈折の確率密度分布を取り出す手段と、
真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈折値を推定する手段と、
して機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
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コンピュータを、前記計測を複数回行い、それぞれの計測値に対して前記真の複屈折の
確率密度分布を得て、全ての複屈折の確率密度分布をすべて掛け合わせることで、最終的
な真の複屈折の確率密度分布を得る手段として機能させることを特徴とする請求項１０に
記載のプログラム。
【請求項１２】
真の複屈折値は、真の確率密度分布から得られる真の複屈折値の期待値であることを特
徴とする請求項１０又は１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
真の複屈折値は、真の複屈折の確率密度分布が最大になる真の複屈折の値である最尤値
であることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のプログラム。
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【請求項１４】
コンピュータを、真の複屈折の確率密度分布に基づき、最尤値の信頼度を求める手段と
して機能させることを特徴とする請求項１３に記載のプログラム。
【請求項１５】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点のみを
複数回スキャンすることで、試料の１つのピクセルの点について多数の複屈折値を計測す
ることを特徴とする請求項１１〜１４のいずれかに記載のプログラム。
【請求項１６】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め
複数のピクセルの点をスキャンすることで、試料の所定の箇所のうちの複数のピクセルの
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点についてそれぞれの複屈折値を計測することを特徴とする請求項１１〜１４のいずれか
に記載のプログラム。
【請求項１７】
試料を計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め複数の
ピクセルの点を１回スキャンすることで、所定の箇所における複数のピクセルの点に対す
る複数の複屈折値を計測することを特徴とする請求項１１〜１４のいずれかに記載のプロ
グラム。
【請求項１８】
コンピュータを、真の複屈折値に基づく画像を、擬似カラー表示し、この擬似カラー表
示において、輝度はＯＣＴ信号の強度によって決定し、色は複屈折の最尤値によって決定
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し、濃度は最尤値の信頼度によって決定する手段として機能させることを特徴とする請求
項１４〜１７のいずれかに記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光コヒーレンストモグラフィー（ＯＣＴ：Optical coherence tomography）
の技術分野の発明であり、特に、局所的な複屈折（偏光）情報を抽出可能な偏光感受型光
画像計測装置（ＰＳ−ＯＣＴ。「偏光感受型光コヒーレンストモグラフィー装置」、ある
いは「偏光感受型光干渉断層計」ともいう。）を備えた偏光感受型光画像計測システムに
関する。
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【０００２】
即ち、偏光を入射光として用い、試料（被検物体）のもつ複屈折による偏光依存性を試
料の偏光情報として捉え、試料のより微細な構造を高精度定量計測可能とする偏光感受型
光画像計測システムに関する。
【０００３】
また、本発明は、ベイズ統計を用いた組織複屈折の高精度定量計測を特徴とする偏光感
受型光画像計測システム及び該システムに搭載されたプログラムに関する発明である。
【背景技術】
【０００４】
従来、物体（試料）の内部情報、つまり後方散乱、反射率分布及び屈折率分布の微分構
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造を非破壊、高分解能で捉えるために、ＯＣＴを用いることが行われている。
【０００５】
医療分野等で用いられる非破壊断層計測技術の１つとして、光断層画像化法「光コヒー
レンストモグラフィー」（ＯＣＴ）がある（特許文献１参照）。ＯＣＴは、光を計測プロ
ーブとして用いるため、被計測物体（試料）の反射率分布、屈折率分布、分光情報、偏光
情報（複屈折率分布）等が計測できるという利点がある。
【０００６】
基本的なＯＣＴ４３は、マイケルソン干渉計を基本としており、その原理を図５で説明
する。光源４４から射出された光は、コリメートレンズ４５で平行化された後に、ビーム
スプリッター４６により参照光と物体光に分割される。物体光は、物体アーム（試料アー
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ム）内の対物レンズ４７によって被計測物体４８に集光され、そこで散乱・反射された後
に再び対物レンズ４７、ビームスプリッター４６に戻る。
【０００７】
一方、参照光は参照アーム内の対物レンズ４９を通過した後に参照鏡５０によって反射
され、再び対物レンズ４９を通してビームスプリッター４６に戻る。このようにビームス
プリッター４６に戻った物体光と参照光は、物体光とともに集光レンズ５１に入射し光検
出器５２（フォトダイオード等）に集光される。
【０００８】
ＯＣＴの光源４４は、時間的に低コヒーレンスな光（異なった時刻に光源から出た光同
士は極めて干渉しにくい光）の光源を利用する。時間的低コヒーレンス光を光源としたマ
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イケルソン型の干渉計では、参照アームと物体アームの距離がほぼ等しいときにのみ干渉
信号が現れる。この結果、参照アームと物体アームの光路長差（τ）を変化させながら、
光検出器５２で干渉信号の強度を計測すると、光路長差に対する干渉信号（インターフェ
ログラム）が得られる。
【０００９】
そのインターフェログラムの形状が、被計測物体４８の奥行き方向の反射率分布を示し
ており、１次元の軸方向走査により被計測物体４８の奥行き方向の構造を得ることができ
る。このように、ＯＣＴ４３では、光路長走査により、被計測物体４８の奥行き方向の構
造を計測できる。
【００１０】
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このような軸方向（Ａ方向）の走査のほかに、横方向（Ｂ方向）の機械的走査（Ｂスキ
ャン）を加え、２次元の走査を行うことで被計測物体の２次元断面画像が得られる。この
横方向の走査を行う走査装置としては、被計測物体を直接移動させる構成、物体は固定し
たままで対物レンズをシフトさせる構成、被計測物体も対物レンズも固定したままで、対
物レンズの瞳面付近においたガルバノミラーの角度を回転させる構成等が用いられている
。
【００１１】
以上の基本的なＯＣＴが発展したものとして、光源の波長を走査してスペクトル干渉信
号を得る波長走査型ＯＣＴ（Swept Source OCT、略して「ＳＳ−ＯＣＴ」という。）と、
分光器を用いてスペクトル信号を得るスペクトルドメインＯＣＴがある。後者としてフー
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リエドメインＯＣＴ（Fourier Domain OCT、略して「ＦＤ−ＯＣＴ」という。特許文献２
参照）、及びＰＳ−ＯＣＴ（特許文献３参照）がある。
【００１２】
波長走査型ＯＣＴは、高速波長スキャニングレーザーにより光源の波長を変え、スペク
トル信号と同期取得された光源走査信号を用いて干渉信号を最配列し、信号処理を加える
ことで三次元光断層画像を得るものである。なお、光源の波長を変える手段として、モノ
クロメーターを利用したものでも、波長走査型ＯＣＴとして利用可能である。
【００１３】
フーリエドメインＯＣＴは、被計測物体からの反射光の波長スペクトルを、スペクトロ
メーター（スペクトル分光器）で取得し、このスペクトル強度分布に対してフーリエ変換
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することで、実空間（ＯＣＴ信号空間）上での信号を取り出すことを特徴とするものであ
り、このフーリエドメインＯＣＴは、奥行き方向の走査を行う必要がなく、ｘ軸方向の走
査を行うことで被計測物体の断面構造を計測可能である。
【００１４】
ＰＳ−ＯＣＴは、Ｂ−スキャンと同時に直線偏光したビームの偏光状態を連続変調し、
試料（被検物体）のもつ偏光情報を捉え、試料のより微細な構造および屈折率の異方性を
計測可能とする光コヒーレンストモグラフィー装置である。
【００１５】
さらに詳しくは、ＰＳ−ＯＣＴは、フーリエドメインＯＣＴと同様に、被計測物体から
の反射光の波長スペクトルをスペクトル分光器で取得するものであるが、入射光及び参照
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光をそれぞれ１／２波長板、１／４波長板等を通して水平直線偏光、垂直直線偏光、４５
°直線偏光、円偏光として、被計測物体からの反射光と参照光を重ねて１／２波長板、１
／４波長板等を通して、例えば水平偏光成分だけをスペクトル分光器に入射させて干渉さ
せ、物体光の特定偏光状態をもつ成分だけを取り出してフーリエ変換するものである。こ
のＰＳ−ＯＣＴも、奥行き方向の走査を行う必要がない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００２−３１０８９７号公報
【特許文献２】特開平１１−３２５８４９号公報
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【特許文献３】特開２００４−０２８９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
上記偏光感受型光画像計測装置は、複屈折をコントラスト源とした「観察」技術として
は 成功をおさめたものの、その定量性の確立にはいまだ多くの問題が残る。
【００１８】
本発明者等のグループが鋭意研究開発を進めてきた結果、偏光感受型光画像計測装置に
よる複屈折計測は、信号強度の低い領域では無視できないバイアスを含むことがわかって
きた。このバイアスが存在する領域では、偏光感受型光画像計測装置によって複屈折の高
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精度定量計測を可能とすることはできない。
【００１９】
本発明は、偏光感受型光画像計測装置における複屈折計測における信号強度の低い領域
でのバイアスを除去することを目的とし、高精度定量計測可能とする偏光感受型光画像計
測装置を備えた偏光感受型光画像計測システムを実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本発明は上記課題を解決するために、偏光感受型光画像計測装置と、偏光感受型光画像
計測装置で得られた画像データ（計測データ）の処理を行うためのプログラムを搭載した
コンピュータと、を備えた偏光感受型光画像計測システムであって、前記コンピュータは
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、入力装置、出力装置、ＣＰＵ及び記憶装置を備えており、前記プログラムに従って、試
料の計測で得られたノイズを含んだＯＣＴ信号を、複屈折を求めるアルゴリズムで処理す
ることで、ノイズの存在下で計測される複屈折値である計測複屈折値を得る手段と、モン
テカルロ法の計算によって、ノイズを統計的に変化させて、前記アルゴリズムで処理する
プロセスを繰り返すことで計測複屈折の分布をシミュレートし、計測複屈折値のノイズ特
性を決定する手段と、前記モンテカルロ法の計算を、ノイズ量及び真の複屈折値をそれぞ
れ異なる値に仮定して繰り返すことによって、真の複屈折値、ＳＮ比及び計測複屈折値の
組み合わせがどのような頻度で出現するかを表す三次元のヒストグラム情報を形成する手
段と、三次元のヒストグラム情報から、所定の計測複屈折値とＳＮ比を仮定することで、
真の複屈折の確率密度分布を取り出す手段と、真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈
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折値を推定する手段として機能することを特徴とする偏光感受型光画像計測システムを提
供する。
【００２１】
本発明は上記課題を解決するために、偏光感受型光画像計測装置と、入力装置、出力装
置、ＣＰＵ及び記憶装置を備え光感受光画像計測装置で得られた画像データを処理するコ
ンピュータと、を備えた偏光感受型光画像計測システムのコンピュータに搭載されるプロ
グラムであって、前記コンピュータを、試料の計測で得られたノイズを含んだＯＣＴ信号
を、複屈折を求めるアルゴリズムで処理することで、ノイズの存在下で計測される複屈折
値である計測複屈折値を得る手段と、モンテカルロ法の計算によって、ノイズを統計的に
変化させて、前記アルゴリズムで処理するプロセスを繰り返すことで計測複屈折の分布を
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シミュレートし、計測複屈折値のノイズ特性を決定する手段と、前記モンテカルロ法の計
算を、ノイズ量及び真の複屈折値をそれぞれ異なる値に仮定して繰り返すことによって、
真の複屈折値、ＳＮ比及び計測複屈折値の組み合わせがどのような頻度で出現するかを表
す三次元のヒストグラム情報を形成する手段と、三次元のヒストグラム情報から、所定の
計測複屈折値とＳＮ比を仮定することで、真の複屈折の確率密度分布を取り出す手段と、
真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈折値を推定する手段と、して機能させることを
特徴とするプログラムを提供する。
【００２２】
コンピュータは、前記計測を複数回行い、それぞれの計測値に対して前記真の複屈折の
確率密度分布を得て、全ての複屈折の確率密度分布をすべて掛け合わせることで、最終的
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な真の複屈折の確率密度分布を得る手段として機能することが好ましい。
【００２３】
真の複屈折値は、真の確率密度分布から得られる真の複屈折値の期待値であることが好
ましい。
【００２４】
真の複屈折値は、真の複屈折の確率密度分布が最大になる真の複屈折の値である最尤値
であることが好ましい。
【００２５】
コンピュータは、真の複屈折の確率密度分布に基づき、最尤値の信頼度を求める手段と
して機能することが好ましい。
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【００２６】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点のみを
複数回スキャンすることで、試料の１つのピクセルの点について多数の複屈折値を計測す
ることが好ましい。
【００２７】
試料を複数回計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め
複数のピクセルの点をスキャンすることで、試料の所定の箇所のうちの複数のピクセルの
点についてそれぞれの複屈折値を計測することが好ましい。
【００２８】
試料を計測するに際して、試料の所定の箇所のうち、１つのピクセルの点を含め複数の
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ピクセルの点を１回スキャンすることで、所定の箇所における複数のピクセルの点に対す
る複数の複屈折値を計測することが好ましい。
【００２９】
コンピュータは、真の複屈折値に基づく画像を、擬似カラー表示し、この擬似カラー表
示において、輝度はＯＣＴ信号の強度によって決定し、色は複屈折の最尤値によって決定
し、濃度は最尤値の信頼度によって決定する手段として機能することが好ましい。
【発明の効果】
【００３０】
本発明によれば、従来不可能であった理論的に決定される複屈折計測範囲の周縁(位相
遅延に換算した０πｒａｄ近傍）に真の複屈折がある場合でもその推定が可能であり、偏
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光感受型光画像計測装置における複屈折計測における信号強度の低い領域でのバイアスを
除去することができ、従来の偏光ＯＣＴ装置に比べてより高い精度を持つ。
【００３１】
本発明に係るプログラムは、最低限のハードウェア改造によってほほすべての偏光ＯＣ
Ｔ装置に実装が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るＰＳ−ＯＣＴシステムの全体構成を示す図である。
【図２】本発明に係るＰＳ−ＯＣＴシステムの画像処理を行うコンピュータを示す図であ
る。
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【図３】本発明における試験例の試験結果を示す図である。
【図４】本発明における試験例の試験結果を示す図である。
【図５】従来のＯＣＴを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
本発明に係る偏光感受型光画像計測システム及び該システムに搭載されたプログラムを
実施するための形態を実施例に基づいて図面を参照して、以下説明する。
【００３４】
本発明に係る偏光感受型光画像計測システムは、偏光感受型光画像計測装置と、偏光感
受型光画像計測装置で得られた画像データ（計測データ）の処理を行う画像処理装置とを
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備えている。
【００３５】
画像処理装置は、通常のコンピュータが使用され、本発明に係るプログラムは、コンピ
ュータに搭載され、偏光感受型光画像計測装置で得られた画像データを処理する手段とし
て機能させるものである。
【００３６】
以下、まず、本発明の前提となる偏光感受型光画像計測装置及び画像処理装置（コンピ
ュータ）の構成を説明し、その後、コンピュータが、それに搭載された本発明のプログラ
ムによって機能する手段等の本発明の特徴的構成について説明する。
【００３７】
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（偏光感受型光画像計測装置）
偏光感受型光画像計測装置としてＰＳ−ＯＣＴを念頭において説明するが、ＰＳ−ＯＣ
Ｔ自体は、すでに特許第４３４４８２９号公報等で知られているが、本発明の前提となる
技術であるから、その概要を説明する。
【００３８】
本発明に係る偏光感受型光画像計測装置は、Ｂスキャン（試料の奥行方向に垂直な平面
上の一方向のスキャン）と同時に（同期して）光源からの偏光ビーム（偏光子により直線
的に偏光されたビーム）をＥＯ変調器（偏光変調器、電気光学変調器）によって連続的に
変調し、この連続的に偏光を変調した偏光ビームを分けて、一方を入射ビームとして走査
して試料に照射し、その反射光（物体光）を得ると共に、他方を参照光として、両者のス
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ペクトル干渉によりＯＣＴ計測を行うものである。
【００３９】
そして、このスペクトル干渉成分のうち、垂直偏光成分（Ｈ）と水平偏光成分（Ｖ）を
同時に２つの光検出器で測定することにより、試料の偏光特性を表すジョーンズベクトル
を得る（Ｈ画像とＶ画像）構成を特徴とするものである。
【００４０】
図１は、本発明に係る偏光感受型光画像計測装置の光学系の全体構成を示す図である。
図１に示す偏光感受型光画像計測装置１は、光源２、偏光子３、ＥＯ変調器４、ファイバ
ーカプラー（光カプラー）５、参照アーム６、試料アーム７、分光器８等の光学要素を備
えている。この偏光感受型光画像計測装置１の光学系は、光学要素が互いにファイバー９
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で結合されているが、ファイバーで結合されていないタイプの構造（フリースペース型）
であってもよい。
【００４１】
光源２は、広帯域スペクトルを有するスーパールミネッセントダイオード（ＳＬＤ：Su
per Luminessent Diode）を使用する。なお、光源２は、パルスレーザでもよい。光源２
には、コリメートレンズ１１、光源２からの光を直線偏光にする偏光子３、進相軸を４５
°の方向にセットされたＥＯ変調器（偏光変調器、電気光学変調器）４、集光レンズ１３
及びファイバーカプラー５が、順次、接続されている。
【００４２】
ＥＯ変調器４は、進相軸を４５°の方向に固定して、該ＥＯ変調器４にかける電圧を正

10

弦的に変調することで、進相軸とそれに直交する遅相軸との間の位相差（リターデーショ
ン）を連続的に変えるもので、これにより、光源２から出て偏光子３で（縦）直線偏光と
なった光がＥＯ変調器４に入射すると、上記変調の周期で、直線偏光→楕円偏光→直線偏
光………などのように変調される。ＥＯ変調器４は、市販されているＥＯ変調器を使用す
ればよい。
【００４３】
ファイバーカプラー５には分岐するファイバー９を介して、参照アーム６と試料アーム
７が接続されている。参照アーム６には、偏波コントローラ（polarization controller
）１０、コリメートレンズ１１、偏光子１２、集光レンズ１３及び参照鏡（固定鏡）１４
が、順次、設けられている。参照アーム６の偏光子１２は、上記のとおり偏光状態を変調
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しても参照アーム６から戻ってくる光の強度が変化しないような方向を選択するために用
いている。この偏光子１２の方向（直線偏光の偏光方向）の調整は偏波コントローラ１０
とセットで行う。
【００４４】
試料アーム７では、偏波コントローラ１５、コリメートレンズ１１、固定鏡２４、ガル
バノ鏡１６、集光レンズ１３が、順次、設けられ、ファイバーカプラー５からの入射ビー
ムが２軸のガルバノ鏡１６により走査されて試料１７に照射される。試料１７からの反射
光は物体光として再びファイバーカプラー５に戻り、参照光と重畳されて干渉ビームとし
て分光器８に送られる。
【００４５】

30

分光器８は、順次接続される偏波コントローラ１８、コリメートレンズ１１、（偏光感
受型体積位相ホログラフィック）回折格子１９、フーリエ変換レンズ２０、偏光ビームス
プリッター２１及び２つの光検出器２２、２３を備えている。この実施の形態では、光検
出器２２、２３として、ラインＣＣＤカメラ（１次元ＣＣＤカメラ）を利用する。ファイ
バーカプラー５から送られてくる干渉ビームは、コリメートレンズ１１でコリメートされ
、回折格子１９によって干渉スペクトルに分光される。
【００４６】
回折格子１９で分光された干渉スペクトルビームは、フーリエ変換レンズ２０でフーリ
エ変換され偏光ビームスプリッター２１で水平及び垂直成分に分けられ、それぞれ２つラ
インＣＣＤカメラ（光検出器）２２、２３で検出される。この２つラインＣＣＤカメラ２
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２、２３は、水平および垂直偏光信号両方の位相情報を検知するために使われるので、２
つのラインＣＣＤカメラ２２、２３は同一の分光器の形成に寄与するものでなくてはなら
ない。
【００４７】
なお、光源２、参照アーム６、試料アーム７及び分光器８には、それぞれ偏波コントロ
ーラ１０、１５、１８が設けられているが、これらは、光源２から参照アーム６、試料ア
ーム７、分光器８に送られるそれぞれのビームの初期偏光状態を調整して、ＥＯ変調器４
で連続的に変調された偏光状態が、参照光と物体光においても互いに一定の振幅と一定の
相対偏光状態の関係が維持され、さらにファイバーカプラー５に接続された分光器８にお
いて一定の振幅と一定の相対偏光状態を保たれるようにコントロールする。
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【００４８】
また、２つラインＣＣＤカメラ２２、２３を含む分光器８を校正するときはＥＯ変調器
４は止める。参照光をブロックし、スライドガラスと反射鏡を試料アーム７におく。この
配置は水平および垂直偏光成分のピークの位置が同じであることを保証する。そして、ス
ライドガラスの後ろの面と反射鏡からのＯＣＴ信号は２つの分光器８で検知される。ＯＣ
Ｔ信号のピークの位相差はモニターされる。
【００４９】
この位相差はすべての光軸方向の深さでゼロであるべきである。次に、信号は２つライ
ンＣＣＤカメラ２２、２３を含む分光器８で複素スペクトルを得るために、ウィンドウさ
れ逆フーリエ変換される。この位相差はすべての周波数でゼロであるべきなので、これら
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の値をモニターすることによって２つラインＣＣＤカメラ２２、２３の物理的な位置は位
相差が最小になるようにアライメントされる。
【００５０】
光源２からの光を直線偏光し、この直線偏光されたビームをＥＯ変調器４により連続的
に偏光状態の変調を行う。即ち、ＥＯ変調器４は、進相軸を４５°の方向に固定して、該
ＥＯ変調器４にかける電圧を正弦的に変調することで、進相軸とそれに直交する遅相軸と
の間の位相差（偏光角：リターデーション）を連続的に変えるもので、これにより、光源
２から出て直線偏光子で（縦）直線偏光となった光がＥＯ変調器４に入射すると、上記変
調の周期で、直線偏光→楕円偏光→直線偏光………などのように変調される。
【００５１】
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そして、直線偏光された偏光ビームをＥＯ変調器４により連続的に偏光状態の変調を行
うと同時に、Ｂスキャンを同期して行う。即ち、１回のＢスキャンの間に、ＥＯ変調器４
による偏光の連続的な変調を複数周期行う。ここで、１周期とは、偏光角（リターデーシ
ョン）φが０〜２πと変化する期間である。要するに、この１周期の間に、偏光子からの
光の偏光が、直線偏光（垂直偏光）→楕円偏光→直線偏光（水平偏光）………などのよう
に連続的に変調する。
【００５２】
このように偏光ビームの偏光を連続的に変調しながら、試料アーム７では、入射ビーム
をガルバノ鏡１６により試料１７に走査してＢスキャンを行い、分光器８において、その
反射光である物体光と参照光の干渉スペクトルについて、その水平偏光成分および垂直偏
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光成分を２つのラインＣＣＤカメラ２２、２３で検出する。これにより、１回のＢスキャ
ンによって、それぞれ水平偏光成分及び垂直偏光成分に対応する２枚のＡ−Ｂスキャン画
像が得られる。
【００５３】
上記のとおり、１回のＢスキャンの間に、偏光ビームの偏光の連続的な変調を複数周期
行うが、各周期（１周期）の連続的な変調の間に２つのラインＣＣＤカメラ２２、２３で
検出した水平偏光成分および垂直偏光成分それぞれの偏光情報が１画素分の偏光情報とな
る。１周期の連続的な変調の間に２つのラインＣＣＤカメラ２２、２３で偏光情報を検出
タイミング信号に同期して行い、１周期に検出回数（取込回数）を、４回、８回等、適宜
決めればよい。
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【００５４】
このようにして１回のＢスキャンの間に得た２枚のＡ−Ｂスキャン画像のデータを、Ｂ
スキャン方向に１次元フーリエ変換を行う。すると、０次、１次、−１次のピークが出る
。ここで、０次のピークをそれぞれ抽出し、そのデータのみを用いて逆フーリエ変換する
と、Ｈ０、Ｖ０画像が得られる。同様に、１次のピークをそれぞれ抽出し、そのデータの
みを用いて逆フーリエ変換すると、Ｈ１、Ｖ１画像が得られる。
【００５５】
Ｈ０、Ｈ１画像から、試料１７の偏光特性を示すジョーンズマトリックスの成分Ｊ（１
，１）、Ｊ（１，２）、Ｊ（２，１）、Ｊ（２，２）のうち、Ｊ（１，１）およびＪ（１
，２）を求める事ができる。そして、Ｖ０、Ｖ１画像から、試料１７の偏光特性を示すジ
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ョーンズマトリックスの成分Ｊ（１，１）、Ｊ（１，２）、Ｊ（２，１）、Ｊ（２，２）
成分のうち、Ｊ（２，１）およびＪ（２，２）を求める事ができる。
【００５６】
このようにして、１回のＢスキャンにおいて４つの偏光特性を含む情報が得られる。そ
して、この４つの情報をそれぞれ、通常のＦＤ−ＯＣＴと同様にＡスキャン方向にフーリ
エ変換すると、１次のピークが試料１７の深さ方向の情報を有し、しかもそれぞれ偏光特
性に応じた４枚のＡ−Ｂ画像の画像データ（計測データ）が得られる。
【００５７】
上記構成の偏光感受型光画像計測装置１で得られた画像データは、画像処理装置として
使用するコンピュータ３０に入力される。このコンピュータ３０は通常のコンピュータで

10

あり、図２に示すように、入力部３１、出力部３２、ＣＰＵ３３、記憶装置３４及びデー
タバス３５を備えている。
【００５８】
本発明に係る偏光感受型光画像計測システムに搭載される画像データの処理を行うため
のプログラムは、コンピュータ３０の記憶装置３４に記憶されるプログラムであって、入
力部３１に入力されたＰＳ−ＯＣＴで得られた画像の画像データに基づき、複屈折計測に
おける信号強度の低い領域でのバイアスを除去し、偏光感受型光画像計測システムによっ
て複屈折の高精度定量計測を可能とする手段として、コンピュータ３０を機能させるプロ
グラムである。
【００５９】

20

以上は偏光感受型光画像計測システムの実施例の一つであるが、本発明の使用範囲はこ
の実施例に限定されず、試料の偏光位相差とそれに定数を乗することで得られる複屈折、
および散乱強度分布とそれをシステムノイズ量で除することによって得られる信号雑音比
を計測することのできるすべての偏光感受型光画像計測システムに適用可能である。
【００６０】
（本発明の特徴的な構成）
本発明に係る偏光感受型光画像計測システム及び該システムに搭載されたプログラム（
画像データの処理を行うためのプログラム）について、その特徴的な構成である該プログ
ラムでコンピュータが機能する手段、動作等について、以下説明する。
【００６１】
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概要：
まずその概要は、次のとおりである。偏光感受型光画像計測装置（偏光ＯＣＴという）
は、複屈折の計測を行い、その複屈折をコントラスト源とした観察技術であるが、複屈折
の計測は、特にＳＮ比（signal‑to‑ noise ratio）が低く信号強度の低い周辺の領域では
、無視できないバイアスを含み複屈折がずれ、高精度の定量計測を可能とすることはでき
ない。
【００６２】
本発明は、この複屈折のずれを除去し、高精度の定量計測を可能とする。そのために、
本発明では、計測される複屈折と真の複屈折の間の関係をべイズの法則（ベイズの定理と
もいう）を用いて表し、これを用いて、複屈折の計測値からベイズ推定手段を用いて、バ
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イアスの影響を受けていない真の複屈折値（後記するベイズ最尤推定値）を推定するＯＣ
Ｔデータの処理技術を特徴とするものである。
【００６３】
このべイズ推定手段を構成するためには、「尤度関数」と呼ばれる関数（本発明におい
ては偏光ＯＣＴの装置特性を表した関数）が必要である。従来、偏光ＯＣＴの装置特性は
非線形性が高く複雑であり、従来この尤度関数を求めることができなかった。
【００６４】
そこで、本発明に係る偏光感受型光画像計測システム及び該システムに搭載されたプロ
グラムでは、偏光ＯＣＴによる画像データに基づき、モンテカルロ法と呼ばれる数値計算
手段を用いることでこの尤度関数を数値的に求め、これにより、上記ベイズ推定手段を用
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いて、真の複屈折値を推定するＯＣＴデータの処理技術の構成を特徴とするものである。
なお、複屈折に定数を乗じた値は偏光位相遅延値であるので、本発明は、換言すると、真
の偏光位相遅延値を求めることをも特徴とする。
【００６５】
また、本発明は、偏光ＯＣＴによる多数回の計測値を用いることで、真値から計測値の
間のシステム誤差（つまり、計測バイアス）を除去する手段を特徴とする。この手段は、
ノイズの存在する条件下で計測される複屈折値（本明細書及び発明では「計測複屈折値」
ともいう）の分布を統計処理することで実現される。
【００６６】
全体のフローと手段：

10

本発明に係る偏光感受型光画像計測システムのコンピュータが、搭載された本発明に係
るプログラムによって機能する手段について、まず、その骨子となる手段について、その
動作の全体的な流れ（フロー）に沿って説明する。
【００６７】
（１）本発明におけるＯＣＴデータの処理技術では、モンテカルロ法を用いて、計測複屈
折の分布特性を得る手段を備えている。
具体的な手段は、偏光感受型光画像計測システムのコンピュータに搭載されたプログラ
ムによって、次の順で機能（動作）する各手段である。
【００６８】
（１）−１
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まず、本発明における偏光感受型光画像計測システムのコンピュータに搭載されたプロ
グラムによって、コンピュータは、ノイズを、複素ＯＣＴ信号（複屈折を計算するために
計測される生信号である）に対する加算的な複素ガウスノイズとしてモデル化し、そのノ
イズを任意に設定されたノイズを含まない複素ＯＣＴ信号に加算することでノイズを含ん
だＯＣＴ信号をモデル化し、そのノイズを含んだＯＣＴ信号を、偏光ＯＣＴで用いられる
ＯＣＴ信号から複屈折を求めるアルゴリズム（非線形なアルゴリズム）で処理することで
、ノイズの存在下で計測される複屈折値（計測複屈折値）を得る手段として機能する。
【００６９】
（１）−２
次に、コンピュータは、モンテカルロ法の計算によって、ノイズを統計的に（ノイズが
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ガウスノイズになるようにランダムに）変化させて、（１）−１のプロセスを繰り返すこ
とで計測される複屈折の分布をシミュレートし、これによって、計測複屈折値の（非線形
な）ノイズ特性を決定する手段として機能する。
【００７０】
（１）−３
次に、コンピュータは、このモンテカルロ法の計算を、様々なノイズ量（＝ＳＮ比）、
様々な真の複屈折値を仮定して繰り返し、これによって、真の複屈折値、ＳＮ比、計測さ
れる複屈折の値の組み合わせがどのような頻度で出現するかを表す三次元のヒストグラム
情報を得る手段として機能する。この三次元のヒストグラムは、後記する三次元の関数ｆ
（ｂ，β，γ）で表現される。
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【００７１】
ここで、ある計測複屈折の値と実効ＳＮ比を仮定する（ある計測複屈折の値ｂ１とある
実効ＳＮ比１を代入する）と、この三次元のヒストグラムから真の複屈折の一次元のヒス
トグラムを取り出すことができる。これを、本明細書では、「三次元のヒストグラムを、
計測複屈折値とＳＮ比でインデックスする」と表現する。
【００７２】
このようにして取り出された真の複屈折のヒストグラムは、ある計測によって上記で仮
定した計測複屈折値とＳＮ比が計測されたと仮定した場合に、未知数である真の複屈折が
取りうる値の確率密度分布を表している。
【００７３】
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（２）コンピュータは、最終的に真の複屈折値を、次の（３）−１又は（３）−２のとお
り推定する手段として機能する。
（２）−１
真の複屈折値は、前記得られた真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈折値の期待値
を求めることで推定する。（期待値の場合）
（２）−２
真の複屈折値は、真の複屈折の確率密度分布の最尤値（つまり、真の複屈折の確率密度
分布が最大になる真の複屈折の値）を選択することで、真の複屈折の最尤推定が可能にな
る。
【００７４】

10

（３）計測が複数回行われた場合には、コンピュータは、それぞれの計測に対して（１）
の処理をおこない、それぞれの計測値に対してそれぞれの真の複屈折の確率密度分布を得
る。そのようにして得られた真の複屈折の確率密度分布を、すべて掛け合わせることで、
最終的な真の複屈折の確率密度分布（＝結合された真の複屈折の確率密度分布）を得る手
段として機能する。
【００７５】
（４）コンピュータは、計測が複数回行われた場合、真の複屈折値は、次の（５）−１又
は（５）−２のとおり推定する手段として機能する。
【００７６】
（４）−１
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上記結合された真の複屈折の確率密度分布から、真の複屈折値の期待値を求めることで
推定する。（期待値の場合）
【００７７】
（４）−２
結合された真の複屈折の確率密度分布の最尤値（つまり、結合された真の複屈折の確率
密度分布が最大になる真の複屈折の値）を選択することで、真の複屈折の最尤推定が可能
になる。
【００７８】
以上の（１）〜（４）において、（１）の全て、（２）−２及び（４）−２に示す手段
を備えた手段を、特に本明細書ではヘイズ最尤推定手段（ヘイズ最尤推定器）という。

30

【００７９】
各手段の詳細：
以下、さらに本発明に係る偏光感受型光画像計測システムのコンピュータが、搭載され
た本発明に係るプログラムによって機能する各手段について、上記全体の動作フローに沿
って、それぞれ詳細に説明する。
【００８０】
その説明の前提となる事項として、偏光ＯＣＴで計測される複屈折の分布は、実効ＳＮ
比（本明細書ではγとして示す)、真の複屈折値（本明細書ではβとして示す）及びベク
トル間角度（本明細書ではζで示す）の３つのパラメータで決まる。
【００８１】
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ベクトル間角度ζは、偏光ＯＣＴで計測する際に、２種類の入射偏光を使用するが、そ
れらはポアンカレー球面上の２つのベクトルで表される、これらのベクトル間の角度を言
う。ただ、ベクトル間角度ζは、偏光ＯＣＴのシステムで決まる値であって、固定値であ
る。このことを考慮すると、偏光ＯＣＴで計測される複屈折の分布は、実効ＳＮ比γと真
の複屈折値βで決まる。
【００８２】
実効ＳＮ比γは、複屈折を算出するために用いられる複数のＯＣＴ信号のそれぞれで、
異なった入射偏光に対応するＳＮ比を求め、そのようにして得られた全てのＳＮ比（つま
り、それぞれのＯＣＴ信号のそれぞれの入射偏光に対して得られたＳＮ比の全て）の調和
平均として定義される量である。なお、本明細書では計測複屈折値をｂとして示す。
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【００８３】
上記全体の流れの（１）で行ったモンテカルロ法では、ノイズを統計的に変化させて計
測される複屈折の分布をシミュレートし、計測複屈折値の非線形なノイズ特性を決定する
（（１）−２）。さらに様々な真の複屈折値βとＳＮ比γの設定に対して同様のモンテカ
ルロ法の計算を組み合わせることで、三次元の関数ｆ（ｂ，β，γ）で表現される三次元
のヒストグラムを構築した（（１）−３）。
【００８４】
そして、その後、モンテカルロ法の計算で得られた結果である計測複屈折値の値を固定
（仮定）する、つまり、計測複屈折値ｂでヒストグラムをインデックスすることで、もと
もとは設定されたパラメータであった真の複屈折の確率密度分布（一次元の関数ｆ（β；

10

ｂ，γ）で表される）を得ている。
【００８５】
このような手段は、数学的には、「ある真の複屈折値と実効ＳＮ比の下で得られる計測
複屈折の分布にベイズの法則を適応することで、ある計測複屈折値と実効ＳＮ比が計測さ
れた場合の真の複屈折の値を得る」ことと等価である。
【００８６】
つまり、（１）にベイズの法則を適用しているわけではなく、（１）の処理が、発明者
等が意図した様に、真の複屈折の確立密度分布を与えている、と考えると理論的根拠がベ
イズの法則である、ということである。
【００８７】
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三次元のヒストグラムは、前記のとおり三次元の関数ｆ（ｂ，β，γ）で表現される。
ｆ（ｂ；β，γ）は、特定の真の複屈折βと特定の実効ＳＮ比γにおけるｂに対する確率
密度分布である。そのため、ｆ（ｂ；β，γ）をｂに対して積分すると、β、γの値に関
わらず１になる。また、この分布は、β、γの２つのパラメータのみで特徴づけられてい
る。
【００８８】
ここで、ある計測複屈折値ｂ１とＳＮ比γ１を仮定するとは、ｂとγに定数であるｂ１
とγ１を代入するということである。
【００８９】
このように定数が代入されてしまえば、ｂとγは変数ではなくなり、関数ｆは１次元の
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関数ｆ（β）になる。この状態を一次元の関数ｆ（β；ｂ１，γ１）と表記する。添え字
がついているｂ、γは定数、ついていない場合は変数ということである。これが、三次元
のヒストグラムをインデックスして一次元のヒストグラムを取り出す、ということである
。
【００９０】
被計測物の１点を多数回計測して得られる計測複屈折値のヒストグラムはｆ（ｂ；β，
γ）とほぼ相似形である。このため、実際的には、計測複屈折値のヒストグラムを、ｂに
対する積分が１になるように規格化することでｆ（ｂ；β，γ）の代替とすることができ
る。
【００９１】

40

真の複屈折の確率密度分布は、特定の計測複屈折値ｂと実効ＳＮ比γが計測された時の
、真の複屈折βの確率密度分布であり、これをｐ（β；ｂ，γ）と表記する。ベイズの法
則を使用すれば、計測複屈折の確率密度分布ｆ（ｂ；β，γ）から真の複屈折βの確率密
度分布ｐ（β；ｂ，γ）を、数式１のように得ることができる。
【００９２】
【数１】
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【００９３】
π（β）は事前的に予想される真の複屈折の確率密度分布であり、その意義は、後記す
る。数式１において、ｆ（ｂ；β，γ）のβとγは、ｆ（ｂ；β，γ）をｂの関数として
考えた場合にその形状を決定する値、つまり、パラメータとして扱われている。
【００９４】
次の数式２では、ｆ（β；ｂ１，γ１）が示されているが、これは、関数ｆ（β；ｂ，
γ）に（ｂ，γ）の計測値として（ｂ１，γ１）を代入した関数である。この数式２を参
照すると、ｆ（ｂ；β，γ）がｆ（β；ｂ，γ）と書き直される。この書き直された後の
ｆは、βの関数であり、ｂとγはその関数の形を決定するパラメータであると言える。
【００９５】
【数２】
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【００９６】
しかし、これらの違いは、式の意味をどのように解釈（理解）するかの違いでしかなく
、ｆ（ｂ；β，γ）とｆ（β；ｂ，γ）は数式上完全に同じものである。より一般化され
た表現をするならば、ｆはｂとβとγの三次元の関数ｆ（β，ｂ，γ）であると言える。
ｆ（β；ｂ，γ）を尤度関数という。

20

【００９７】
なお、数式２において、「垂直の線（ｂ，γ）＝（ｂ１，γ１）」という表記は、「計
測により、（ｂ，γ）の計測値として（ｂ１，γ１）が得られ、ゆえに、垂直線の左側の
式において、ｂにｂ１を代入し、γにγ１を代入する」という意味である。
【００９８】
真の複屈折の確率密度分布が取得できれば、それを使用して真の複屈折値βを推定でき
る。例えば、実効ＳＮ比γ、計測複屈折値ｂが計測により得られた際の真の複屈折値βの
平均推定値（期待値）は、次の数式３によって求められる。なお、数式３中、複屈折値β
の平均推定値（期待値）はβの上に−を付記した符号で示す。
【００９９】
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【数３】

【０１００】
また、真の複屈折βの最尤推定値（最ももっともらしい推定）は、数式２のように得ら
れたｆ（β；ｂ，γ）を次の数式４に適用（代入）することによって得られる。なお、真
の複屈折βの最尤推定値は、βの上に∧を付記した符号で示す。また、arg max（argumen
t of the maximum）は、関数値が最大となるような定義域の元の集合を意味する。arg ma
x の下に付けられた記号は、関数を最大化させるために変化させる元を表している。つま
り、数式４の右辺は、関数を最大化する真の複屈折βの値を与える。
【０１０１】
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【数４】

【０１０２】
なお、数式２を数式４に適用した結果は次の数式５にまとめられている。π（β）は、
前記したとおり事前的に予想される真の複屈折の確率密度分布であり、詳しくは後記する
。

10

【０１０３】
【数５】

【０１０４】
以上整理すると、本発明では、まず、ある計測複屈折値と、それに対応する計測された
実効ＳＮ比が計測された際の真の複屈折の確率密度分布を推定する。この推定に際しては
、予め数値的にモンテカルロ法で計算した（決定した）計測複屈折の確率密度分布ｆ（ｂ
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；β，γ）と数式１を使用する。そして、これから得られた真の複屈折の確率密度分布か
ら最尤値を得る。
【０１０５】
ところで、本発明では、一回の複屈折の計測の（つまり、１組の計測複屈折値の値とそ
れに対応する実効ＳＮ比）によって真の複屈折の推定値を得ることができる。しかし、多
数回の計測を行うことで、推定精度を向上させることが可能である。
【０１０６】
以下、まず一回の複屈折の計測から真の複屈折を推定する手段を説明する。その後、そ
れを拡張することで、多数回の複屈折の計測によって得られた計測値を利用して真の複屈
折を推定する手段を説明する。
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【０１０７】
１回の計測で計測複屈折値ｂ１と実効ＳＮ比γ１が得られたとする（計測複屈折値と実
効ＳＮ比は対になって同時に取得される。）。ここで、数式１を利用すると、真の複屈折
の確率密度分布は、数式２のように表記されることになる。
【０１０８】
数式１で、π（β）は事前的に予想される真の複屈折の確率密度分布である。これは、
つまり、真の複屈折に対する事前知識と考えることができる。一般に、最初の計測が行わ
れる前には、真の複屈折に関する事前知識を持ち合わせていない。ゆえに、最初の計測を
用いて真の複屈折を推定する際には、π（β）は一様分布であることを仮定する。つまり
、π（β）＝定数を仮定する。
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【０１０９】
複数回の複屈折の計測から真の複屈折の推定を行う場合、ｎ回目の計測ではｎ−１回目
（まで）の計測によって得られるｐ（β；ｂ，γ）をπ（β）として利用する。
【０１１０】
例えば、複屈折と実行ＳＮ比を２回計測し、（ｂ１、γ１）と（ｂ２、γ２）を得たと
する。最初の計測値（ｂ１、γ１）から、数式２のように、真の複屈折βの確率密度分布
ｐ１（β；ｂ１，ｙ１）が得られる。
【０１１１】
次に、２回目の計測によって得られた計測値（ｂ２、γ２）を数式１に代入することで
、２回目の計測を行った後の真の複屈折の確率密度分を求める。この際、π（β）として
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、先程求めたｐ１（β；ｂ１，ｙ１）を使用する。
【０１１２】
すると、２回目の計測後による真の複屈折βの確率密度分布は、次の数式６で示される
。
【０１１３】
【数６】

10
【０１１４】
それを繰り返すことで、Ｎ回目の計測による真の複屈折βの確率密度分布は、次の数式
７で示されることがわかる。数式７中、Πは、関数ｆ（β；ｂｉ，γｉ）について、ｉが
ｉ＝１からｉ＝Ｎまでの全ての積を示す。例えば、ｉ＝１、Ｎ＝３の場合は、Πは、ｆ（
β；ｂ１，γ１）×ｆ（β；ｂ２，γ２）×ｆ（β；ｂ３，γ３）である。
【０１１５】
【数７】

20
【０１１６】
このように、多数回の計測による複屈折の最尤値は、１回の計測の推定プロセスと同様
の方法を拡張することで導くことができる。Ｎ回目の計測による真の複屈折の最尤値は、
数式７で示されるＰＮ（β）を数式４のｐ（β；ｂ，γ）に代入することで得られ、数式
８で示される。
【０１１７】
【数８】
30

【０１１８】
ベイズの最尤値の推定手段の有益性で挙げられるのは、真の複屈折の推定値（ベイズ最
尤推定値）が得られるだけでなく、真の複屈折の確率密度分布が得られることである。こ
の確率密度分布を使って真の複屈折の推定値の信頼度を求めることができる。
【０１１９】
この真の複屈折の確率密度分布を用いて、ある真の複屈折の最尤推定値（βの上に∧を
付記して示す）の信頼度を求める式を数式９で表した。ここで、上記信頼度は、数式９の
左辺で示す。Δβは予め設定した真の複屈折の信頼区間の幅であり、その信頼区間の中心
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が真の複屈折の最尤推定値である。
【０１２０】
【数９】

【０１２１】
ここでＰＮ（β）は、βに関するＳ区間内の積分が１になるように規格化された確率密
度関数である。Ｓは、真の複屈折の領域である。この信頼度は、計測試料の複屈折分布ト
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モグラフィーを擬似カラー画像化する際に使用される。
【０１２２】
ところで、数式８に基づいてヘイズ最尤値の推定を実施するために、尤度関数ｆ（β；
ｂ，γ）を事前に得ておく必要がある。尤度関数は、ＯＣＴのノイズモデルに基づいて予
め数値的にモンテカルロ法で計算した（決定した）計測複屈折の分布ｆ（ｂ；β，γ）と
数式１を使用して真の複屈折の確率密度分布を求め、真の複屈折の確率密度分布か得られ
る。そして、尤度関数からさらに最尤値を得ることができる。
【０１２３】
上記全体の流れの（１）で行った本発明におけるモンテカルロ計算について、以下、具
体例で説明する。
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【０１２４】
１回のモンテカルロ計算は、６５，５３６回の擬似的な計測（数値シミュレーションさ
れる計測、以下擬似計測という）から成る。各擬似計測では、まず、２つのジョーンズマ
トリクスを生成する。これは、一回の複屈折計測に必要な試料上２点におけるジョーンズ
マトリクスを、一回の擬似計測において生成することを意味している。このジョーンズマ
トリクスは、それらの間の偏光位相差の差によって決まる複屈折が、ある真値βを持つよ
うに決定されている。
【０１２５】
上記のＯＣＴノイズモデルでは、複素ガウシアンノイズがジョーンズマトリクスのそれ
ぞれの要素に加算的に加えられる。ノイズの標準偏差は、このモンテカルロ法でシミュレ
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ーションを行いたい実効ＳＮ比γを実現するように設定される。上記各擬似計測において
、本発明の実施に使用される偏光感受型画像化装置と同等の計算を用いて計測複屈折値ｂ
を求める。
【０１２６】
以上の１回のモンテカルロ計算で、ある特定の真の複屈折のβと実効ＳＮ比γを仮定し
た場合の計測複屈折値ｂの分布を得ることができる。ここで、（得られた６５，５３６個
の）ｂの値からシフト平均ヒストグラムを求める。なお、このシフト平均ヒストグラム自
体は１次元のヒストグラムであり、それを、β、γの２つを変化させながら複数得ること
で、三次元ヒストグラムになる。
【０１２７】
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ヒストグラムのビン（bin）の数は１０２４であり、各ビンの大きさはフリードマン−
ダイアコニス法（Freedman‑Diaconis法）によって設定される。このシフト平均ヒストグ
ラムは、ヒストグラム内の全カウント数の合計が1になるように定数を乗した後に（つま
り、規格化した後に）、最尤度関数ｆ（β；ｂ，γ）として使用される。なお、ヒストグ
ラムを作成する際には、任意にビン（bin）のサイズを「設定」する必要があるが、フリ
ードマン−ダイアコニス（Freedman‑Diaconis法）は、ビンのサイズを一意に決める方法
として、一般的に用いられている計算式である。
【０１２８】
上記全体の流れの（１）−３で行ったモンテカルロ計算は、分解度０．００００４４で
０〜０．００８８の領域の２０１の真の複屈折値、及び１ｄＢの分解度の０〜４０ｄＢの
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実効ＳＮ比に対して、繰り返し行う。
【０１２９】
得られる真の複屈折の値の範囲は、上記２つのジョーンズマトリクスが計測されると仮
定しているシミュレーション上の計測点の深さ方向の距離（Ｚｄ）と偏光位相遅延の計測
可能範囲である０〜πラジアンを、偏光位相遅延／（２ｋＺｄ）なる式に代入することに
よって求められる。ここで、ｋは実施に用いる偏光感受型画像化装置のプローブ光の波数
である。以上より、得られる真の複屈折の範囲は０〜π／２ｋＺｄとなる。Ｚｄは、本実
施例では３７μｍ（６ピクセル）である。
【０１３０】
上記全体の流れの（１）−３においては、上記のようにβとγの値を変えながらモンテ
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カルロ計算を繰り返す。これにより、最尤度関数ｆ（β；ｂ，γ）は三次元の数値的な関
数として得られる。
【０１３１】
さらに追加的に、この最尤度関数の分解能をランクゾス（Ranczos）補間法によって向
上させることができる。本実施例では、１０２４の真の複屈折値を得られるように分解能
を向上させる。この時、を複屈折推定の分解能は０．０００００８６となる。
【０１３２】
モンテカルロ計算が一度行われると、その結果得られる三次元ヒストグラムは、三次元
配列データの形式で記憶装置に保存される。真の複屈折の推定プロセスでは、保存された
三次元が読み出され、計測値（ｂｉ，γｉ）を用いてインデックスされる。
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【０１３３】
ここで、三次元配列の次元はｂ，γ，βであるため、ｂｉ，γｉでインデックスするこ
とにより、ｂｉ，γｉに対応するβの確率密度分布、つまり、尤度関数が得られる。この
尤度関数ｆ（β；ｂｉ，γｉ）は

一次元配列であり、各計測毎に得られる。

【０１３４】
多数回計測をした場合、それぞれの計測の後に事後に分布ｐｉ（数式７）が得られる。
そして、最後の計測の後に得られた事後分布と数式８を用いて最尤推定値が得られる。
【０１３５】
ところで、本発明の最尤推定手段では、試料の各点を多数回計測する必要がある。この
場合、計測プロトコル（スキャンのパターン、仕方）として、２つの異なるプロトコルが
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ある。
【０１３６】
プロトコル１は、試料の１点（１つのピクセル）について繰り返しＢスキャンを行う仕
方であり、試料上の同じ点を多数回スキャンする。これにより、サンプルの同じ点につい
て多数の複屈折値を計測する。
【０１３７】
プロトコル２は、試料の１点について１回のＢスキャンによる仕方である。ここでは、
試料上の一点に対して一つの計測値しか得られないかわりに、その点近傍のカーネルと呼
ばれる小さな領域内の複数の点（複数のピクセル）から推定値を得る。
【０１３８】
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このプロトコル２では、最尤値は互いに僅かに離れた場所で計測された複数のピクセル
から得られる複屈折値を利用して推定値を求めることになるため、近似的な手段であると
も言える。このプロトコル２は、カーネル内で真の複屈折に有意な相違がないという前提
に基づくものである。
【０１３９】
このような前提にかかわらず、このプロトコル２は、試料の１点について多数回のＢ−
スキャンはしにくいような場合、例えば、生体などの動きのある試料等を計測し、複屈折
値を推定するような場合に有効である。
【０１４０】
上記のように得られた複屈折値の画像は擬似カラー表示することによって、観察者がよ
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り容易に組織の複屈折特性を観察できるようになる。このような擬似カラー画像では、各
ピクセルの輝度は、散乱強度、つまり、ＯＣＴの信号強度によって決定し、色（色相）は
複屈折の推定値によって決定している。また、濃度（サチュレーション、色の飽和度）は
推定値の信頼度によって決定している。
【０１４１】
つまり、試料の構造は輝度によって表示され、複屈折は各ピクセルの色によって表示さ
れる。また、仮に、ピクセルがきわめて信頼度の高い複屈折の推定値の場合は着色されて
おり、信頼度の高い複屈折の推定値の場合は白黒で表示されることになる。
【０１４２】
ここで、散乱強度は、ＪＭＯＣＴ（前記した試料の偏光特性を示すジョーンズマトリッ
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クスの成分を得ることのできる偏光ＯＣＴ）を構成する２つの光検出器（フォトディテク
ター。図１の２つのラインＣＣＤカメラ２２、２３参照）から得た４つのＯＣＴ像のうち
、ＯＣＴの基準深さ位置に近い二つのＯＣＴ像の強度の平均として定義される。これは、
一般に「複屈折に依存しない散乱強度画像」とされている画像である。
【０１４３】
（試験例）
本発明者等は、モンテカルロ法に基づいた数値シミュレーションによって、本発明にお
ける最尤推定手段（器）の性能検証を行った。以下、この性能検証についての試験例につ
いて説明する。この検証は以下のように二種類を行った。
10

【０１４４】
まず、第一の検証では、７つの真の複屈折値βを仮定し、それぞれに対して５ｄＢから
４０ｄＢまで１ｄＢ刻みの３６の実効ＳＮ比γを仮定したモンテカルロ法に基づいたシミ
ュレーションを行った。
【０１４５】
ここで、複屈折を計算するために使用する２つの計測点の深さ方向の距離Ｚｄは、３７
μｍを仮定した。実効ＳＮ比γと真の複屈折βのすべての組み合わせについて、それぞれ
で１０２４回の計測をモンテカルロ法でシミュレートし、それらの数値的にシミュレート
した計測値を用いて、複屈折のベイズ最尤推定値と平均推定値（期待値）を求めた。
【０１４６】
ここで得られた複屈折のベイズ最尤推定値と平均推定値は、それぞれその解釈を容易に
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するために偏光位相差値に変換した上で図３に示した。図３中、横軸が実効ＳＮ比（ＥＳ
ＮＲ）[ｄＢ]であり、横軸が偏光位相差値（Phase Retardation ）[ｄＢ]である。青は青
色の曲線を示し、赤は赤い曲線を示す。
【０１４７】
図３では、青色の曲線でベイズ最尤推定値が、赤い曲線で平均推定値が、実効ＳＮ比の
関数として示されている。それぞれの曲線に対応した真の複屈折値（シミュレーションの
設定値）は水平な点線で示されている。
【０１４８】
この結果より、６ｄＢ以上の実効ＳＮ比がある場合には、ベイズの最尤推定手段から適切
な推定値が得られていることがわかる。一方、平均推定値は、１５〜２０ｄＢという比較
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的高い実効ＳＮ比においても、真値から大きく外れた値を示していることがわかる。この
平均推定値のずれは、特に真値が０ラジアン、およびπラジアンの場合に顕著である。
【０１４９】
これらの結果から明確なように、ベイズの最尤推定手段は、特に低い実効ＳＮ比の場合
に、平均推定手段よりも適切な推定値を示すことがわかる。
【０１５０】
第二の検証では、実効ＳＮ比１０ｄＢ

および２０ｄＢを仮定して、２５回の計測をモ

ンテカルロ法でシミュレーションした。真の複屈折値β＝０．００２を仮定し、計測点の
深さ方向距離Ｚｄは３７μｍを仮定した。
40

【０１５１】
図４（ａ）および図４（ｂ）に、それぞれ１０ｄＢの場合と２０ｄＢの場合の結果を示
す。この図の中で、シミュレートされた計測値が

ｘ

で示されている。真の複屈折値（

シミュレーションの設定値）は水平な点線で示されている。
【０１５２】
図４（ａ）、（ｂ）において、青は青い線を示し、赤は赤い線を示し、横軸は推定に使
用された計測の回数を示す。また、縦軸は、複屈折値とベイズ最尤推定値に対する信頼度
を示し、ベイズ最尤推定値が円のついた青の線で、平均推定値が赤の線で示されている。
図４（ａ）、（ｂ）において、それぞれの円は正確な推定値を示している。また、円環の
付された黒線は、得られたベイズ最尤推定値に対応する信頼度（段落０１１９、段落０１
２０によって定義された量）を示す。
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【０１５３】
図４（ａ）、（ｂ）から明らかなように、１０ｄＢ，２０ｄＢの場合共に、計測値の使
用数が増えるに従い、青の線で示すベイズ最尤推定値は、漸近的に真値に近づいていくこ
とがわかる。それと同時に信頼度も増している。一方で、図４（ａ）から明らかなように
、１０ｄＢの場合、使用する計測値を増やしても赤の線で示す平均推定値は真値からずれ
た値、つまり、バイアスされた値に漸近的に収束していくことがわかる。
【０１５４】
１回目、１１回目、２１回目のシミュレーションされた計測に対応する尤度関数ｆ（β
；ｂ，γ）を図４（ｃ）と図４（ｅ）に示す。ここで、図４（ｃ）は１０ｄＢの場合、図
４（ｅ）は２０ｄＢの場合である。また、横軸は真の複屈折値（True birefringence）を
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示し、縦軸は確率密度（Probability density）を示す。
【０１５５】
ここで、図４（ｃ）、（ｅ）において、赤、緑、青は、それぞれ赤、緑、青の曲線を示
し、赤、緑、青の曲線は、それぞれ、１回目、１１回目、２１回目の尤度関数を示してい
る。また、横軸は真の複屈折値（True birefringence）を示し、縦軸は確率密度（Probab
ility density）を示す。
【０１５６】
同様に、図４（ｄ）、（ｆ）において、赤、緑、青は、それぞれ赤、緑、青の曲線を示
し、横軸は真の複屈折値を示し、縦軸は確率密度を示す。
【０１５７】
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図４（ｄ）（１０ｄＢの場合）、図４（ｆ）（２０ｄＢの場合）には、１回の計測（赤
い曲線）、１１回の計測（緑の曲線）、２１回（青い曲線）の計測を用いて得られた真の
複屈折の確率密度分布（事後分布）（ｐ１（β），ｐ１１（β），ｐ２１（β））が示さ
れている。
【０１５８】
明らかに、使用する計測数が増えるほど事後分布はシャープになっている。このように
、計測数の増加に伴い事後分布がシャープになることは、図４（ａ）（１０ｄＢの場合）
、図４（ｂ）（２０ｄＢの場合）に示されたように、尤度（つまり、推定の信頼度）が増
加していくことに対応する。
【０１５９】

30

ところで、１０ｄＢの場合を見ると、事後分布のシャープさが比較的低い場合でも最尤
推定値は真値に近づいている。このことは注目に値する。
【０１６０】
上記の検証（シミュレーション）を５０回繰り返し、推定値のバイアス（真値からのず
れ）の量と、推定値の再現性を検証した。
【０１６１】
１０ｄＢの場合、５０回の繰り返しで得た推定値の平均と標準偏差は、最尤推定値では
０．００１９７±０．０００３９（平均±標準偏差）であり、平均推定値では０．００２
３５±０．０００２９であった。（前述のように、真の複屈折値は０．００２００に設定
されている。）
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【０１６２】
２０ｄＢの場合、５０回の繰り返しで得た推定値の平均と標準偏差は、最尤推定値では
０．００２００±０．００００９であり、平均推定値では０．００２０１±０．００００
９であった。これらの結果から、ベイズ最尤推定手段は、平均推定法（現在一般的に用い
られている）よりも小さな計測バイアス（＝真値からのずれ）をもっていることがわかる
。
【０１６３】
以上、本発明に係る偏光感受型光画像計測システム及び該システムのコンピュータに搭
載されたプログラムを実施するための形態を実施例に基づいて説明したが、本発明はこの
ような実施例に限定されることなく、特許請求の範囲記載の技術的事項の範囲内で、いろ
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いろな実施例があることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
本発明は偏光ＯＣＴ装置に広く適用できる技術であり、かつ、偏光ＯＣＴの応用が期待
されるすべての分野においてその性能を底上げすることが期待される。特に、医療技術分
野における偏光ＯＣＴ装置として、具体的に次のような利用可能性がある。
【０１６５】
（１）眼球強膜の複屈折測定による緑内障、近視のリスク診断。
（２）緑内障手術(トラベクレクトミ一)後の術後経過観察と治療効果の維持。
（３）冠動脈内の動脈硬化物質のリスク判定。
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【符号の説明】
【０１６６】
１ ＰＳ−ＯＣＴ（偏光感受型光画像計測装置）
２ 光源
３、１２ 偏光子
４ ＥＯ変調器（偏光変調器、電気光学変調器）
５ ファイバーカプラー（光カプラー）
６ 参照アーム
７ 試料アーム
８ 分光器
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９ ファイバー
１０、１５、１８ 偏波コントローラ（polarization controller）
１１ コリメートレンズ
１３ 集光レンズ
１４ 参照鏡（固定鏡）
１６ ガルバノ鏡
１７ 試料
１９ 回折格子
２０ フーリエ変換レンズ
２１ 偏光ビームスプリッター
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２２、２３ 光検出器（ラインＣＣＤカメラ）
２４ 固定鏡
３０ コンピュータ（画像処理装置）
３１ 入力部
３２ 出力部
３３ ＣＰＵ
３４ 記憶装置
３５ データバス
４３

ＯＣＴ

４４

光源

４５

コリメートレンズ

４６

ビームスプリッター

４７

物体アーム（試料アーム）内の対物レンズ

４８

被計測物体（試料）

４９

参照アーム内の対物レンズ

５０

参照鏡

５１

集光レンズ

５２

光検出器
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【図２】

【図３】

【図４】
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