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(57)【要約】
【課題】　被検体の形態情報と分子情報を同時に計測す
ることが可能な計測装置及び計測方法を提供すること。
【解決手段】　ポンプ光Ｐ及びストークス光Ｓを発生す
る光源部１０と、ポンプ光Ｐのパルスを伸長して、スト
ークス光Ｓのパルス幅をポンプ光Ｐのパルス幅よりも短
くするパルス伸長部３０と、ストークス光Ｓを分割する
光分割部４１と、パルス伸長されたポンプ光Ｐと分割さ
れた一方のストークス光ＳＭとを被検体Ｓ上で走査させ
る光走査部５０と、被検体Ｓからのアンチストークス光
ＡＳを検出する第１の光検出部７０と、分割された他方
のストークス光ＳＳと、被検体Ｓからのストークス光Ｓ

Ｍの反射光との干渉光を検出する第２の光検出部８０と
、第１の光検出部７０からの検出信号と、第２の光検出
部８０からの検出信号に基づいて、画像生成処理を行う
信号処理部９０とを含む。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に照射するポンプ光及びストークス光を発生する光源部と、
　前記ポンプ光のパルスを伸長して、前記ストークス光のパルス幅を前記ポンプ光のパル
ス幅よりも短くするパルス伸長部と、
　前記ストークス光を分割する光分割部と、
　パルス伸長された前記ポンプ光と前記光分割部で分割された一方のストークス光とを前
記被検体上で走査させる光走査部と、
　前記被検体からのアンチストークス光を検出して検出信号を出力する第１の光検出部と
、
　前記光分割部で分割された他方のストークス光と、前記被検体からのストークス光の反
射光との干渉光を検出して検出信号を出力する第２の光検出部と、
　前記第１の光検出部からの検出信号と、前記第２の光検出部からの検出信号に基づいて
、画像生成処理を行う信号処理部とを含む、計測装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　パルス伸長された前記ポンプ光は、ピコ秒パルスレーザー光であり、前記ストークス光
は、フェムト秒パルスレーザー光である、計測装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記光源部が、
　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を備え、前記光パラ
メトリック発振器のアイドラー光を前記ストークス光として発生する、計測装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記光パラメトリック発振器のシグナル光の波長を変調する光変調部を更に含み、
　前記第１の光検出部が、
　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
検出して検出信号を出力する、計測装置。
【請求項５】
　被検体に照射するポンプ光及びストークス光を発生する光発生手順と、
　前記ポンプ光のパルスを伸長して、前記ストークス光のパルス幅を前記ポンプ光のパル
ス幅よりも短くするパルス伸長手順と、
　前記ストークス光を分割する光分割手順と、
　パルス伸長された前記ポンプ光と前記光分割手順で分割された一方のストークス光とを
前記被検体上で走査させる光走査手順と、
　前記被検体からのアンチストークス光を検出して検出信号を出力する第１の光検出手順
と、
　前記光分割手順で分割された他方のストークス光と、前記被検体からのストークス光の
反射光との干渉光を検出して検出信号を出力する第２の光検出手順と、
　前記第１の光検出手順で出力した検出信号と、前記第２の光検出手順で出力した検出信
号に基づいて、画像生成処理を行う信号処理手順とを含む、計測方法。
【請求項６】
　請求項５において、
　パルス伸長された前記ポンプ光は、ピコ秒パルスレーザー光であり、前記ストークス光
は、フェムト秒パルスレーザー光である、計測方法。
【請求項７】
　請求項５又は６において、
　前記光発生手順では、
　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のアイドラー光を前
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記ストークス光として発生する、計測方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記光パラメトリック発振器のシグナル光の波長を変調する光変調手順を更に含み、
　前記第１の光検出手順では、
　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
検出して検出信号を出力する、計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の形態情報及び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】
　生体を対象とした非侵襲的な計測では、各種の物理エネルギーの中で光の適応性が高い
。一方、生体を生きたままの状態（in vivo）で光計測しようとすると、生体固有の困難
な問題が存在する。第一に散乱現象による問題である。すなわち、散乱透過、散乱反射し
た光には、伝播履歴情報と位置情報が殆ど保持されないため、定量化と画像化が著しく困
難である。第二は生体内在物質による妨害の問題である。生体内の特定分子を識別するに
は分光計測が有力であるが、生体内在物質には紫外光～可視光を吸収する蛍光物質が多種
存在しアーティファクトの原因となる。このため、目的物質固有の信号の弁別が困難であ
る。第三は波長のミスマッチの問題である。生体分子は、Ｃ－Ｃ、Ｃ－Ｈ、Ｃ－Ｏ等の振
動吸収で特定可能であるが、これら振動吸収の波長帯は赤外域である。生体は約６０％が
水であり、水の吸収は赤外域で大きく、生体深部の振動分光計測を防げる。一方で、生体
は０．７μｍ～１．２μｍの波長域で透過性が良く、この波長域は生体の光学的窓とも呼
ばれている。このように生体を生きたままの状態で光計測する際、計測対象物の光特性と
プローブ波長のミスマッチが生体内部の情報取得を困難にしている。
【０００３】
　今後の健康医療に資する先端技術を考えるとき、疾病の進行プロセスとそこでの現状技
術を対置させると理解しやすい。疾病の発現と進行は、遺伝子変化をトリガーに異常タン
パク発現、細胞や組織の機能変化、形態変化、自覚症状発現といったプロセスを辿る。一
方、診断技術は、疾病の進行プロセスを遡るように進展してきた。すなわち、医師の五感
と経験に依拠した症状の補足から、早期の形態変化を補足する画像診断技術へと発展して
きた。
【０００４】
　ところが、近年、遺伝子診断が長足の進歩を遂げ、遺伝的にどのような疾病リスクがあ
るかは個々に判る時代になってきた。ただし、発生の時期までは判らない。こうした現状
を捉えると、今後は疾病の発生をいかにして早期に的確に捉え、より侵襲の少ない治療を
実現していくことが重要である。疾病の早期発見には形態変化に至る前段階の機能変化を
捉えることが肝要である。すなわち、恒常性を維持した組織構造をそのままに細胞内、組
織内の特定タンパクなどの分子イメージングが求められる。
【０００５】
　光を用いた分子イメージングは、蛍光標識薬などのプローブ法と、生体内材物質の特質
を活用したノンプローブ法に大別される。ノンプローブ法では、上述の生体計測における
波長のミスマッチを解決する方法として、ＣＡＲＳ（Coherent Anti-Stokes Raman Scatt
ering）イメージングが知られている（例えば、特許文献１参照）。しかし計測対象の分
子分布自体が元々空間的にメリハリのあるものではないため、分子イメージングの解像度
は悪いのが一般的である。各種疾病の発症機構やその進展メカニズムの解明において、タ
ーゲット分子の詳細な空間位置情報は必須の情報である。すなわち、形態情報に裏打ちさ
れた分子イメージングが重要な課題である。
【０００６】
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　非侵襲な生体の形態イメージング技術として、ＯＣＴ（Optical Coherence Tomography
）が知られている。近年では、短パルスレーザーを用いた光源の広帯域化によるin vivo
な細胞イメージングが報告されている。また、光源の広い帯域特性を活かして、試料のス
ペクトル情報を抽出する分光ＯＣＴも提案されている。しかし、ＯＣＴ信号は試料の吸収
と散乱を反映したもので、低散乱試料ではスペクトル情報の抽出がある程度可能なものの
、組織体のような散乱体では誤差が大きくなり、物質同定に耐えうる分光情報の取得は困
難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０７－２９４４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように、生体（固体、器官、組織）を対象としたin vivoな非侵襲的な計測におい
て、形態情報と同時に分子情報を計測することが求められている。
【０００９】
　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、
被検体の形態情報と分子情報を同時に計測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】
【００１０】
　（１）本発明に係る計測装置は、
　被検体に照射するポンプ光及びストークス光を発生する光源部と、
　前記ポンプ光のパルスを伸長して、前記ストークス光のパルス幅を前記ポンプ光のパル
ス幅よりも短くするパルス伸長部と、
　前記ストークス光を分割する光分割部と、
　パルス伸長された前記ポンプ光と前記光分割部で分割された一方のストークス光とを前
記被検体上で走査させる光走査部と、
　前記被検体からのアンチストークス光を検出して検出信号を出力する第１の光検出部と
、
　前記光分割部で分割された他方のストークス光と、前記被検体からのストークス光の反
射光との干渉光を検出して検出信号を出力する第２の光検出部と、
　前記第１の光検出部からの検出信号と、前記第２の光検出部からの検出信号に基づいて
、画像生成処理を行う信号処理部とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明に係る計測方法は、
　被検体に照射するポンプ光及びストークス光を発生する光発生手順と、
　前記ポンプ光のパルスを伸長して、前記ストークス光のパルス幅を前記ポンプ光のパル
ス幅よりも短くするパルス伸長手順と、
　前記ストークス光を分割する光分割手順と、
　パルス伸長された前記ポンプ光と前記光分割手順で分割された一方のストークス光とを
前記被検体上で走査させる光走査手順と、
　前記被検体からのアンチストークス光を検出して検出信号を出力する第１の光検出手順
と、
　前記光分割手順で分割された他方のストークス光と、前記被検体からのストークス光の
反射光との干渉光を検出して検出信号を出力する第２の光検出手順と、
　前記第１の光検出手順で出力した検出信号と、前記第２の光検出手順で出力した検出信
号に基づいて、画像生成処理を行う信号処理手順とを含むことを特徴とする。
【００１２】
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　本発明によれば、ポンプ光のパルス伸長を行ってストークス光のパルス幅をポンプ光の
パルス幅よりも短くすることで、アンチストークス光（ＣＡＲＳ光）の検出信号のＳ／Ｎ
比を向上させることができる。更に、本発明によれば、該ストークス光をＯＣＴ測定光と
することで、ＣＡＲＳとＯＣＴの複合化における光パルスの不整合を回避してＣＡＲＳと
ＯＣＴの複合化を実現し、被検体の分子情報と形態情報とを同時に計測することが可能と
なる。
【００１３】
　（２）また本発明に係る計測装置及び計測方法では、
　パルス伸長された前記ポンプ光は、ピコ秒パルスレーザー光であり、前記ストークス光
は、フェムト秒パルスレーザー光であってもよい。
【００１４】
　本発明によれば、ポンプ光をピコ秒パルスレーザー光として、ストークス光をフェムト
秒パルスレーザー光として、該ストークス光をＯＣＴ測定光とすることで、アンチストー
クス光（ＣＡＲＳ光）の検出信号のＳ／Ｎ比を向上させるとともに、ＣＡＲＳとＯＣＴの
複合化における光パルスの不整合を回避してＣＡＲＳとＯＣＴの複合化を実現し、被検体
の分子情報と形態情報とを同時に計測することが可能となる。
【００１５】
　（３）また本発明に係る計測装置では、
　前記光源部が、
　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を備え、前記光パラ
メトリック発振器のアイドラー光を前記ストークス光として発生してもよい。
【００１６】
　また本発明に係る計測方法では、
　前記光発生手順では、
　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のアイドラー光を前
記ストークス光として発生してもよい。
【００１７】
　（４）また本発明に係る計測装置では、
　前記光パラメトリック発振器のシグナル光の波長を変調する光変調部を更に含み、
　前記第１の光検出部が、
　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
検出して検出信号を出力してもよい。
【００１８】
　また本発明に係る計測方法では、
　前記光パラメトリック発振器のシグナル光の波長を変調する光変調手順を更に含み、
　前記第１の光検出手順では、
　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
検出して検出信号を出力してもよい。
【００１９】
　本発明によれば、光パラメトリック発振器のシグナル光を参照光としたヘテロダイン検
波を行うことで、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可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＣＡＲＳにおける、光子と分子振動のエネルギー関係を示す図。
【図２】第１の実施の形態に係る計測装置の構成の一例を示す図。
【図３】ポンプ光、ストークス光及び対物レンズの位置関係を示す図。
【図４】被検体に照射されるポンプ光パルス及びストークス光パルスのパルスタイミング
を示す図。
【図５】第２の実施の形態に係る計測装置の構成の一例を示す図。
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【図６】光パラメトリック発振器からのシグナル光のパルスタイミングを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　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。
【００２２】
　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。
【００２３】
　本実施形態に係る計測装置及び計測方法は、生体試料（固体、器官、組織）を対象とし
た、非侵襲な生体イメージングにおいて、光散乱下にあっても優れた形態イメージングを
可能とするＯＣＴ（Optical Coherence Tomography）と、生体内分子を振動分光により弁
別して分子イメージングを可能とするＣＡＲＳ（Coherent Anti-Stokes Raman Scatterin
g）の複合化を実現するものである。
【００２４】
　ＯＣＴとＣＡＲＳでは、それぞれの計測における最適光パルス幅が大きく異なるため、
ＯＣＴとＣＡＲＳの複合化は単純には成立しない。ＣＡＲＳでは、分子信号振動のＳ／Ｎ
比は非共鳴信号により律速され、十分な共鳴信号／非共鳴信号比と、十分なスペクトル分
解能（数ｃｍ－１）を確保するため、数ｐ（ピコ）秒～数十ｐ秒のパルス幅を有するポン
プ光及びストークス光が用いられる。一方、ＯＣＴでは、高精細な形態イメージングを実
現するため、数十ｆ（フェムト）秒～数百ｆ秒程度のパルス幅を有する超短パルス（スペ
クトル幅＝１０００ｃｍ－１程度）が用いられる。このように、ＯＣＴとＣＡＲＳの複合
化には、光パルスの不整合という課題が存在する。
【００２５】
　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信号に
は、分子振動のＶ＝１準位を介したアンチストークス光ωａｓ生成によるＶ＝０準位への
緩和である共鳴過程と、Ｖ＝１準位を介さない（仮想準位ａを介した）アンチストークス
光ωａｓ生成によるＶ＝０準位への緩和である非共鳴過程に基づく２種類がある。非共鳴
過程では、Ｖ＝１準位を介さない（仮想準位ａを介する）ため、ポンプ光とストークス光
の同時性（ポンプ光パルスとストークス光パルスを同時に被検体に照射すること）が必須
である。しかし、共鳴過程では、初段のポンプ光ωｐとストークス光ωｓのミキシングに
よりＶ＝１準位へ励起された分子が、後段のポンプ光ω’ｐでさらに励起されるため、後
段の励起においては、ポンプ光ω’ｐのみあればよくストークス光ωｓを必要としない。
【００２６】
　本実施形態の計測装置及び計測方法は、このようなＣＡＲＳの共鳴過程と非共鳴過程の
特質に注目し、ＣＡＲＳ信号の共鳴過程／非共鳴過程比の向上を図るとともに、初段励起
過程におけるストークス光ωｓをＯＣＴ計測光とすることで、ＣＡＲＳとＯＣＴの複合化
における光パルスの不整合を回避し、ＣＡＲＳとＯＣＴの複合化を実現するものである。
【００２７】
　（第１の実施の形態）
　図２に、第１の実施の形態に係る計測装置の構成の一例を示す。計測装置１は、被検体
（試料）Ｓに照射する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
ストークス光の被検体Ｓへの照射タイミングを調整するための光遅延部２０と、ポンプ光
のパルス幅を伸長してストークス光のパルス幅をポンプ光のパルス幅よりも短くするパル
ス伸長部３０と、ＯＣＴ参照光となるストークス光と被検体Ｓからのストークス光の反射
光とを干渉させるための光干渉部４０と、ポンプ光とストークス光とを被検体Ｓ上で走査
させる光走査部５０と、ポンプ光とストークス光とを被検体Ｓ上に集光させる対物レンズ
６０と、被検体Ｓからのアンチストークス光（ＣＡＲＳ光）を検出する第１の光検出部７
０と、ＯＣＴ参照光となるストークス光と被検体Ｓからのストークス光の反射光との干渉
光を検出する第２の光検出部８０と、信号処理部９０と、表示部９２とを含む。
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【００２８】
　光源部１０は、ｆ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１２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１４（ＯＰＯ）とを備える。レーザー光
源１２は、例えば、Ｙｂ：ＹＡＧレーザー結晶により構成することができる。Ｙｂ：ＹＡ
Ｇレーザーは、波長１０３４ｎｍの基本波と、波長５１７ｎｍの第二高調波を発生する。
レーザー光源１２からの基本波が、ポンプ光パルスとして取り出され、光パラメトリック
発振器１４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１４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。
【００２９】
　光源部１０からのポンプ光Ｐは、２つのミラー２２、２４を備えた光遅延部２０によっ
て遅延させられ、ミラー２６を介してパルス伸長部３０に入射する。パルス伸長部３０は
、例えば屈折率に負又は正の分散特性を有する光学材料で構成され、ポンプ光Ｐのパルス
幅を伸長する。パルス伸長部３０によってパルス幅が伸ばされたポンプ光Ｐは、ハーフミ
ラー４５、４２を透過して光走査部５０に入射する。
【００３０】
　一方、光源部１０からのストークス光ＳＴは、ダイクロイックミラー１６で反射して、
光干渉部４０のハーフミラー４１（本発明の光分割部に対応）で分割される。ハーフミラ
ー４１を透過した一方のストークス光は、測定光（被検体Ｓへの照射光）としてのストー
クス光ＳＭとなり、ハーフミラー４１で反射した他方のストークス光は、ＯＣＴ参照光と
してのストークス光ＳＳとなる。参照光であるストークス光ＳＳは、ミラー４３、４４に
よって光路長が調整され、ハーフミラー４６を透過して第２の光検出部８０に入射する。
一方、測定光であるストークス光ＳＭは、ハーフミラー４２で反射して光走査部５０に入
射する。
【００３１】
　ポンプ光Ｐとストークス光ＳＭは、平行ビームに調整され、光走査部５０の走査ミラー
５２、５４によって、被検体Ｓ上のＸＹ平面内で光走査される。走査ミラー５２、５４の
駆動は、信号処理部９０によって制御される。また、ポンプ光Ｐとストークス光ＳＭは、
ダイクロイックミラー６２を透過して、対物レンズ６０によって被検体Ｓ上に集光される
。対物レンズ６０は、図示しない駆動部（図示せず）によりＺ軸方向に移動可能に構成さ
れ、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。対
物レンズ６０の駆動部は、信号処理部９０によって制御される。
【００３２】
　ポンプ光Ｐ、ストークス光ＳＭ及び対物レンズ６０の位置関係は、図３に示すように調
整される。すなわち、ポンプ光Ｐとストークス光ＳＭの各光路が、対物レンズ６０の光軸
ＯＡに対して対称な位置となるように調整される。なお、後述するアンチストークス光Ａ
Ｓの光路は、光軸ＯＡ上に位置する。
【００３３】
　被検体Ｓ内の集束位置では、ポンプ光Ｐとストークス光ＳＭが重なり合い、その位置の
被検体Ｓ内の計測対象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６０で集束され、ダ
イクロイックミラー６２によりポンプ光Ｐ及びストークス光ＳＭと分離されて、第１の光
検出部７０に入射する。第１の光検出部７０は、例えばフォトダイオードで構成され、ア
ンチストークス光ＡＳを受光して、その検出信号をアンチストークス信号として信号処理
部９０に出力する。
【００３４】
　一方、被検体Ｓ内で散乱反射したストークス光ＳＭ（ストークス光ＳＭの反射光）は、
光路を逆走し、対物レンズ６０、ダイクロイックミラー６２、光走査部５０、光干渉部４
０のハーフミラー４２、４５、４６を介して第２の光検出部８０に入射する。ストークス
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光ＳＭの反射光は、参照光であるストークス光ＳＳと干渉し、第２の光検出部８０で干渉
光として検出される。干渉を発生させるために、ミラー４３、４４で構成される光路調整
部は、ストークス光ＳＭの反射光の光路長と、参照光であるストークス光ＳＳの光路長が
一致するように調整される。第２の光検出部８０は、例えばフォトダイオードで構成され
、当該干渉光の検出信号をＯＣＴ干渉信号として信号処理部９０に出力する。
【００３５】
　信号処理部９０（コンピュータ）は、第１の光検出部７０からの検出信号（アンチスト
ークス信号）と、第２の光検出部８０からの検出信号（ＯＣＴ干渉信号）に基づいて、画
像を生成する処理を行う。また、信号処理部９０は、走査信号を、光走査部５０及び対物
レンズ６０の駆動部に供給して、走査ミラー５２、５４の駆動と対物レンズ６０の駆動を
制御する処理を行う。
【００３６】
　信号処理部９０は、第１の光検出部７０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）とする処理と、第２の光検出部８０からのＯＣＴ干渉信号
を、走査信号と同期された画像（ＯＣＴ画像）とする処理を行う。ポンプ光Ｐ及びストー
クス光ＳＭ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９０で生成されたＣＡＲＳ画像（分子情報を表す画
像）及びＯＣＴ画像（形態情報を表す画像）は、表示部９２（ディスプレイ）に表示され
る。なお、ＣＡＲＳ画像と、ＯＣＴ画像を、個別に表示部９２に表示するようにしてもよ
いし、ＣＡＲＳ画像とＯＣＴ画像とを重畳した画像を、表示部９２に表示するようにして
もよい。
【００３７】
　図４に、被検体Ｓに照射されるポンプ光パルス及びストークス光パルスのパルスタイミ
ングを示す。図４に示すように、ストークス光パルスは、ｆ秒（数十ｆ秒～数百ｆ秒）の
パルス幅を有し、ポンプ光パルスは、パルス伸長部３０でパルス幅が伸長されることで、
ｐ秒（数ｐ秒～数十ｐ秒）のパルス幅を有する。また、ストークス光パルスとポンプ光パ
ルスは、パルスの立ち上がりが略一致するように、光遅延部２０でポンプ光の光路長が調
整されている。
【００３８】
　ＣＡＲＳの共鳴過程では、分子の振動エネルギーは、初段のストークス光パルスとポン
プ光パルスの同時照射によりＶ＝１準位（図１参照）に励起され、後段のポンプ光パルス
のみの照射により更に励起され、Ｖ＝０準位への緩和によってアンチストークス光が生成
される。一方、非共鳴過程では、分子の振動エネルギーは、初段のストークス光パルスと
ポンプ光パルスの同時照射により仮想準位ａ（図１参照）に励起されるため、後段のポン
プ光パルスのみの照射では更に励起され難くなり、アンチストークス光が生成される確率
が低下する。すなわち、図４に示すように、ストークス光とポンプ光のパルスの立ち上が
りを一致させつつ、ストークス光のパルス幅をポンプ光のパルス幅よりも短くして、後段
の励起過程でストークス光を照射しないようにすることで、ＣＡＲＳ信号の共鳴過程／非
共鳴過程比（すなわち、ＣＡＲＳ信号のＳ／Ｎ比）を向上させることができる。
【００３９】
　更に、ストークス光を、ＯＣＴの計測に適した数十ｆ秒～数百ｆ秒程度の超短パルスと
し、当該ストークス光パルスをＯＣＴ計測光とすることで、ＣＡＲＳとＯＣＴの複合化に
おける光パルスの不整合を回避し、ＣＡＲＳとＯＣＴの複合化を実現することができる。
【００４０】
　（第２の実施の形態）
　図５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５において、
図２に示した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。
【００４１】
　図４に示したように、ＣＡＲＳの初段の励起過程でのパルス幅を数十ｆ秒～数百ｆ秒と
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絶対強度が低下する。そこで、図５に示す計測装置１では、光パラメトリック発振器１４
からのシグナル光ＳＧを参照光としたヘテロダイン検波を行うことで、アンチストークス
信号を高感度に検出する。
【００４２】
　図５に示す計測装置１は、光パラメトリック発振器１４からのシグナル光ＳＧの光路長
を調整するミラー１７、１８と、シグナル光ＳＧの波長を変調する光変調部１９と、ハー
フミラー６３を更に含む。光変調部１９は、音響光学素子（ＡＯＭ）で構成することがで
きる。
【００４３】
　シグナル光ＳＧは、ダイクロイックミラー１６を透過し、ミラー１７、１８を介して、
光変調部１９に入射する。光変調部１９で波長変調されたシグナル光ＳＧは、ハーフミラ
ー６３を透過して第１の光検出部７０に入射する。一方、被検体Ｓからのアンチストーク
ス光ＡＳは、ハーフミラー６３で反射して第１の光検出部７０に入射する。
【００４４】
　ここで、上述したように、光パラメトリック発振器１４の励起光は、ポンプ光（角周波
数ωｐ）の第二高調波（角周波数２ωｐ）であり、ポンプ光の角周波数ωｐと、ストーク
ス光（光パラメトリック発振器１４のアイドラー光）の角周波数ωｓは、ωγ＝ωｐ－ω

ｓとなるように調整されているため、アンチストークス光の角周波数は、ωａｓ＝２ωｐ

－ωｓとなり、光パラメトリック発振器１４のシグナル光の角周波数と等しくなる。
【００４５】
　従って、ミラー１７、１８によって、図６に示すように、シグナル光ＳＧのパルスタイ
ミングがアンチストークス光ＡＳのパルスタイミングと一致するように調整し、且つ光変
調部１９によりシグナル光ＳＧの波長をシフトすれば、シグナル光ＳＧとアンチストーク
ス光ＡＳとが干渉して光ビートが生じ、第１の光検出部７０で検出される。第１の光検出
部７０は、検出した光ビートのビート信号をアンチストークス信号として信号処理部９０
に出力する。
【００４６】
　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】
【００４７】
１　計測装置、１０　光源部、１２　レーザー光源、１４　光パラメトリック発振器、１
６　ダイクロイックミラー、１７，１８　ミラー、１９　光変調部、２０　光遅延部、２
２，２４，２６　ミラー、３０　パルス伸長部３０、４０　光干渉部、４１，４２　ハー
フミラー、４３，４４　ミラー、４５，４６　ハーフミラー、５０　光走査部、５２，５
４　走査ミラー、６０　対物レンズ、６２　ダイクロイックミラー、６３　ハーフミラー
、７０　第１の光検出部、８０　第２の光検出部、９０　信号処理部、９２　表示部
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