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光コヒーレンストモグラフィー

新しい OCT 用途を加速する VCSEL
可変 VCSEL 使用の 760kHz 繰り返し周

VCSEL で実現された高い位相安定性
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図 1 1060nm の MEMS-VCSEL イメージング結果として、（ a ）網膜までの軸方向眼長測定による前眼部の 3D OCT データ；（ b ）OCT イメージ
ング実験で使われた電球；
（ c ）MEMS-VCSEL による長距離イメージングを示す電球の OCT ボリュームレンダリング；
（ d ）視神経頭内のドップラー
OCT 血流測定；（ e ）全動脈血流対時間のプロット。各データ点は完全な 3D 体積測定解析から得られている。そして（ f ） 広視野 OCT 投映像は
1.2MHz の走査周波数で得られた人の網膜についての 3D データを示した。（資料提供：MIT ）
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される（ 2 ）。

定されるのに対して、VCSEL は数 10
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さらなる利点は、VCSEL 掃引光源

掃引光源 OCT イメージングの深度

センチメートルから 1 メートル以上ま

OCT は、ほとんどのクリニックで使わ
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反復率、波長可変範囲、検出帯域幅

る」と語っている。

に比べて、ビーム走査によるフリンジ

などに依存する。MITのジェームス・G・

最近、この研究チームは加工された
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とである。400kHz の高速軸方向走査

「 VCSELは、モードホッピングのない縦

ロファイリングを 15.2cm の深度範囲

速度で動作するプロトタイプ撮像装置

モードチューニングによって極めて長

で実行し、電球内の非破壊 3D イメー

で VCSEL 掃引光源を使用すれば、軸

いコヒーレンス長を実現するため、OCT

ジングを実現した（図 1 ）
。これらは製

方向速度範囲±80mm/s で血流を高速

で実証された従来の掃引光源に比べて、

造業における組み立て、検査、品質管

検出できる。高い軸方向走査速度は、

かなり優れている。ほとんどの OCT

理などに有用な代表的動作例である。

1 心周期あたり複数の 3D ボリューム収

光源の撮像範囲が数ミリメートルに限

（ Gail Overton ）

集による眼内の血流と「拍動性」
（血流
速度の変動）の評価を可能にする（ 3 ）。
この同一 VCSEL を使って 1.2MHz の軸
方向走査を実施すれば、網膜の広いエ
リアの包括的な OCT データセットが得
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