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KTN結晶を用いた200 kHz高速波長
掃引光源とSS-OCTシステム
波長掃引光源を利用した光干渉断層計（SS-OCT）は，被検
者の生体組織表層の断層画像を高速に取得可能な技術であり，
近年特に注目がなされています．本稿では，光通信用に開発し
たKTN（タンタル酸ニオブ酸カリウム）結晶を波長掃引素子と
して用いた，世界最速200 kHz駆動のKTN波長掃引光源とこれ
を基に構築した高速SS-OCTシステムを紹介します．本光源は
従来比 ２ 倍となる波長掃引速度を実現しており，OCT診断にお
いて患者の身体的負担の低減に大きく貢献できます．

SS-OCTシステム
光干渉断層計（OCT: Optical Co
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り（4）， ３ 次元画像構築に用いる膨大な

掃引光源と単一の光受光器を用いる，

２ 次元画像の高速取得が不可欠になっ

波 長 掃 引 型（SS: Swept Source）

ています．

OCTが，高速画像取得のもっとも有
効な手法として注目されています．

herence Tomography）は，生体の細

OCTは光の干渉によって深さ方向

胞などの断層構造を深さ方向へイメー

の情報を取得しますが，その取得方法

SS-OCTシステムの構成を図 １ に

ジングする診断装置であり，1990年

に よ っ て 時 間 領 域（TD: Time

示します．波長掃引光源からのレーザ

がなされて以

Domain）OCTと 周 波 数 領 域（FD:

出力はビームスプリッタにより分波さ

来，その画期的な特性が注目され開発

Fourier Domain）OCTとに分類する

れ，生体組織と参照ミラーへ照射され

が活発に行われてきました．OCTの

ことができます．いずれの方法も，光

ます．生体組織へ照射された光から，

特に注目すべき特性は，数μmオーダ

源，干渉計，受光器で構成され，各方

構造に応じた反射が発生し信号光とな

の高分解能イメージングが可能である

式によって適した構成部品でシステム

ります．信号光と参照ミラーからの参

ことです．OCTと類似する既存の技

を構築します．測定速度の点ではFD-

照光が再び合波され干渉し，光検出器

術としては，超音波によるイメージン

OCTが優れており，その中でも波長

で検出されます．干渉信号のフーリエ

（1）
（2）
,

代に入り初期の報告

グが血管狭窄等の診断に重要な役割を
果たしてきました．超音波によるイ
メージングは数cm程度の深さまで観

参照ミラー

察可能ですが，分解能は原理的に100

サンプル

μm程度に限定されてしまいます．こ
れに対して，従来手法より ２ 桁高い

波長掃引光源

OCTの分解能は，数μmレベルでの病
変を発見できるため，画像診断時の正

バランス光検出器

確さを飛躍的に向上させます．OCT
は，すでに眼科領域で網膜および黄斑

強
度

度

ジングとして内視鏡型OCTが動脈硬

強

部周辺の診断に（3），また血管内イメー
化の臨床診断に用いられています．
最近では， ３ 次元的な形状変化を伴う
疾患や，皮膚疾患等のメカニズム解明

FFT
時

間

図1

周波数（＝深さ）

SS-OCTシステムの構成

のため ３ 次元画像の必要性が増してお
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変換＊が生体組織の深さ方向の反射光

KTa1xNbxO3）結晶を用い，その光偏

（浜松ホトニクス株式会社製造）を図

強度です．この一連の過程で，ある一

向効果 を利用した世界最速200 kHz

₂ に，光源の構成（₇）を図 3 に示します．

点の断層構造をイメージングでき，

駆動のKTN波長掃引光源を開発しま

本光源はLittmanMetcalf配置の外部共

（₆）

（₇）

レーザ光を生体組織上にて空間的に掃

した ．これを用いたSSOCTシステ

振器を基にしています．1.3 μm帯の半

引することで面内のイメージングが可

ムは，従来の機械式波長掃引光源を用

導 体 光 増 幅 器（SOA: Semiconductor

能になります．

いたシステムと比較して，測定を大幅

Optical Ampliﬁer）から出射した光は

に高速化できます．

コリメータレンズにより平行光にな

SSOCTでは， 1 回の波長掃引で
1ラインの深さ方向のスキャン

本稿では，200 kHz駆動KTN波長掃

り，KTN光偏向器を通過し，回折格

（AScan）ができるため，SSOCTの

引光源と，これを用いた高速SSOCT

子により回折され端面鏡へ到達しま

システムについて紹介します．

す．回折光のうち，端面鏡へ垂直入射

スキャンレートは光源の波長掃引速度
に依存します．
従来の波長掃引光源は，
MEMS（Micro Electro Mechanical
Systems）や回折格子と可動ミラーを

KTN結晶を用いた200 kHz高速
波長掃引光源

（₅）

した波長の光のみ逆の光路をたどり，
SOAの右側端面に形成したハーフミ
ラーで折り返されレーザ発振に至りま

用いた機械式のものであり ，波長掃

SSOCT用の波長掃引光源では，外

す．発振波長の制御は，KTNへの電

引速度や掃引帯域に限界がありまし

部共振器内に波長選択素子を配置し波

圧印加によりKTNからの出射光を空

た．そこで我々は高速にOCT画像を

長掃引を行っています．その代表的な

間的に偏向し，端面鏡へ垂直入射する

取得するため，巨大電気光学（EO:

方式は，回折格子のような波長選択素

回折光の波長を変化させることで行い

ElectroOptic） 効 果 を 有 す るKTN

子と波長掃引素子を有するものです．

ま す． 光 偏 向 は， ま ず1.2 mm厚 の

（ タ ン タ ル 酸 ニ オ ブ 酸 カ リ ウ ム：

これまでの波長掃引素子には，ガルバ

KTN結晶にDC電圧±400 Vを印加し

ノミラー，ポリゴンミラー，MEMS等

注入電子を結晶内にトラップさせ，屈

の機械型光偏向器が用いられており，

折率分布を形成します．その後，周波

100 kHz超の高速動作が困難，かつ信

数200 kHz，振幅±3₆0 Vの正弦波電

頼性に問題がある状況でした．今回，

圧を印加し，光を偏向させます．

図2

KTN光偏光器を用いた波長掃引光源
（浜松ホトニクス製造）

我々が波長掃引素子に用いたKTN光

200 kHz駆動時のKTN光偏向器への

偏向器は，機械駆動部を有さずEO効

印加電圧と，信号光と参照光の干渉信

果により光偏向が可能なため，波長掃

号を図 ₄ に示します．印加電圧に対応

引光源の高速 ･ 高信頼化に向け高いポ

して，干渉信号が200 kHzの周期で観

テンシャルを有しています．

測されているのが分かります．波長掃

KTN光偏向器を用いた波長掃引光源

引光源に求められる特性としては，高
速性に加え，診断時の分解能にかかわ
る波長掃引幅と，どれだけ深くまで観

端面鏡

察できるか
（侵達度）
にかかわるコヒー
レンス長があります．本光源において
は，波長掃引幅100 nm以上，コヒー

回折光

レンス長 ₇ ～ 10 mmであり，皮膚や

電源

KTN

SOA

ファイバ
アウト

目，食道癌等のOCT診断に求められ
る要求値を満たしています．

回折格子
凹レンズ

図₃
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KTNユニット

波長掃引光源の構成
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コリメータレンズ

＊ フーリエ変換：実空間にて記述された関数を対
応する波数空間の関数に変換，またはその逆を
行う変換で，時間的に変化する量のスペクトル
を得るためによく用いられます．

特
集

キュレータ，
偏波コントローラを通り，

元情報を取得（Aスキャン）するため

光カプラに到達し干渉します．干渉光

の同期信号（ラスタートリガ）として

は，バランス型光検出器で電気信号に

用いられています．さらに前述のラス

変換され，DAQ（Data AcQuisition）

タートリガは，ファンクションジェネ

SSOCTシステムの構成を図 ₅ に示

ボードにより高速でサンプリングされ

レータにより外部機器同期信号に変換

します．光源から出射された光は，光

ます．

され，これは光を横方向に偏向させる

KTN波長掃引光源を用いた高速
SS-OCTシステム
KTN波 長 掃 引 光 源 を 用 い た 高 速

カプラにより 2 つに分岐し，一方は参

KTN波長掃引光源からは掃引周波

2 次元情報を取得するためのガルバノ

照ミラー，もう一方は測定対象物で反

数に同期したトリガ信号が出力されて

ミラー動作（Bスキャン）の同期に用

射されます．
それぞれの反射光は，
サー

おり，これがOCTの深さ方向の 1 次

いられます（Bスキャントリガ）
．1
枚のOCT断層画像は，Aスキャンによ
り取得した 1 次元情報（Aラインデー
タ）を，Bスキャンにより横方向に複

（a.u.）

干渉信号

1.0

数ライン連続取得し，並べることによ

0.5

り構築しています．
構築した高速SSOCTシステムを，

0.0
‑0.5

光源を200 kHzの正弦波で，ガルバノ

‑1.0

ミラーを300 Hzの三角波で動作させま

（V）

した．このとき，Aラインデータ 1 本

印加電圧

400

当り ₅ μsで取得し，200本のAライン

200
0

データからなる 2 次元情報を 1 ms程度

5μs（200 kHz）

‑200

で取得できることを確認しています．

‑400
‑600

‑5.0

‑2.5

図₄

0.0

時間

ヒト臼歯のin vitro（生体外）OCT

5.0 （μs）

2.5

像を図 ₆（a），実物写真を図 ₆（b）に示
します．歯の表層部分であるエナメル

₂₀₀ kHz駆動時のKTN印加電圧と干渉信号

質と象牙質からなる 2 層構造が観測し

サーキュレータ
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KTN波長掃引光源
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高速SS-OCTシステム
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エナメル質

象牙質

200 μm

（b） 実物写真

（a） in vitro OCT 画像

図₆

皮膚表面

ヒト臼歯の画像

汗腺

表皮

ャン

Bスキ

Aスキャン

真皮

ャン

Aスキ

汗腺

Bスキャン

（a） in vivo 2 次元 OCT 画像

図₇

（b） 3 次元 OCT 画像

ヒト指の画像

やすい場所（図 ₆（b）の破線部）を選

システムの要求条件を満たしていま

んで測定を行っており，図 ₆（a）に示

す．この光源を用いて，高速SSOCT

すように 2 層構造が明瞭に観察されて

システムを構築し，ヒト臼歯の 2 次元

います．

OCT画像と，指の 3 次元OCT画像を

次に，ヒト指のin vivo（生体内） 2

明瞭に観察することに成功しました．

次元OCT像を図 ₇（a）， 3 次元OCT像

今後は，本波長掃引光源の製品化と

を図 ₇（b）に示します． 3 次元OCT像

販売を浜松ホトニクスとの連携で進

は200枚の 2 次元像から構築していま

めていきます．また，波長掃引速度の

す．指表面の指紋や表皮 ･ 真皮，汗腺

さらなる伸長を図り，冠動脈診断をは

までもが明瞭に観察されているのが分

じめとする適用領域の拡大を図る予

かります．

定です．

今後の展開
KTN結晶を波長掃引素子として用
い，世界最速の200 kHzで駆動する高
速波長掃引光源を開発しました．この
波長掃引光源は，200 kHzの高速動作
時，波長掃引幅が100 nm，コヒーレ
ンス長が ₇ ～10 mmであり，SSOCT
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SS-OCTは，生体組織の断層画像を高速 ･
高感度に取得可能であり，画期的医療診断
技術として期待されています．今回，我々
は「社会的課題の克服」に貢献すべく，光
通信用KTN結晶を医療用途に適用し，世界
最速の波長掃引光源を実現しました．
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