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背景

• ラマン散乱を用いることで，従来染色が必要
だった生体分子・組織の可視化が可能に．

• 非線形ラマン散乱現象を用いることで，より高
速にイメージングが可能に．
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非線形ラマン散乱 ー誘導ラマン散乱ー

SRS過程 スペクトルSRSイメージング
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従来技術とその問題点

• ラマンシフト領域が制限 or イメージング速度の制限
指紋領域（400 ー 1700 cm-1: 分子認識能が高い）

フルカバーの観測の要求
広帯域！ ＝ 低速波長走査
高速波長走査! ＝ 狭帯域

• １ビーム走査SRS顕微鏡システム
１ビーム ー 1フォトダイオード
レーザービーム走査によって画像を取得

ー試料へのダメージを考えると，1ビームの光強度には限界ー
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 同期高速波長走査ピコ秒レーザー

広帯域（1300 cm-1） 高速波長走査（秒オーダー）

両立

• 複数ビームによる同時励起・検出

１ビームあたりの励起光強度を低減

→ 試料へのダメージの少ない観測

１ビームあたりの励起光強度が等しい

→ より高速化

→ より高SN比化

• 誘導ラマンを検出するカメラ！
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静岡大学
川人G

大阪大
橋本G

同期高速波長
走査レーザー

回転マイクロ
レンズアレイ
を用いた
多焦点光学系

高速ロック
インカメラ

特許の概要

多焦点誘導ラマン散乱イメージング

高精度パルス間隔計測法

ロックイン
カメラの
SN比向上法
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染めずに見る顕微鏡と
その周辺技術

～同期高速波長走査レーザー～

大阪大学 大学院基礎工学研究科
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スペクトルSRS顕微鏡の光源比較

OPO
laser 1*

OPO
laser 2**

Fiber
laser***

AOTF
laser

帯域 2500 cm-1

200 nm 
115 cm-1

7.5 nm 
280 cm-1

30 nm
1800 cm-1

140 nm

可変速度 10-20 s 100 µs 10 ms 20 ms

スペクトル分解能 3 cm-1 5 cm-1 4 cm-1 3 cm-1

繰り返し周波数 76 MHz 76 MHz 51.1 MHz 80 MHz

*: C. W. Freudiger et al., Science 322 (2008), **: L. Kong et al., Opt. Lett. 38 (2013),***: K. Nose et al., J. Appl. Phys. 53 (2014)

光パラメトリック発振器 (OPO): 温度位相整合を用いる
ファイバーレーザー: ファイバー増幅器の帯域が狭い

1. 広帯域 : 1300 cm-1 (100 nm)以上
2. 高速可変性 : 30 ms以下 (計1分以下）
3. スペクトル分解能 : 数 cm-1

4. 繰り返し周波数 : 10 MHz以上
5. パルス幅 : 数 ps 
6. 光源同期 : 1 ps以下

多様な分子振動の高速識別

SRSイメージの高速取得

1300 cm-1の帯域を秒オーダーで走査可能な光源は実現されていない
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AOTF

PZT

Parallel plate pair

Prism pair

Ti:S

高速＆広範囲波長走査同期パルスレーザー

25

820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920     

http://www.brimrose.com/

Wavelength range 800 – 940 nm
Laser power > 300 mW

AOTF（Acousto-Optic Tunable Filter）内蔵

レーザーのパルス時間間隔は
レーザーキャビティ長で決まる
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Laser
beam

平行平板ペア

ガルバノモーターによって，平行平板ペアを回転

短光路長

長光路長

波長走査に伴うレーザー共振器長変化の補償

平行平板ペア

平行平板ペア
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高速波長走査同期レーザー

fs オーダーの
パルス同期

バランス
相互相関器

psオーダーの
パルス同期

パ
ル

ス
間

隔
検

出
電

子
回

路

特許：
波長走査パルス光
同期システム

特許：
パルスレーザ光のタイミング調整
装置、調整方法及び光学顕微鏡
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染めずに見る顕微鏡と
その周辺技術
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静岡大学
川人G

大阪大
橋本G

同期高速波長
走査レーザー

回転マイクロ
レンズアレイ
を用いた
多焦点光学系

高速ロック
インカメラ

特許の概要

多焦点誘導ラマン散乱イメージング

高精度パルス間隔計測法

ロックイン
カメラの
SN比向上法
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非線形ラマンの並列励起/並列観測

Objective Objective

Micro lens
 Array

Sample
     2D
Detector

w1 and w2

 beams



15

新技術の特徴・従来技術との比較

• ポンプ光強度に対して105分1程度と極めて微
弱なSRSの強度変化を各ピクセルにロックイ

ン検出の機能を設けることによって捉え，この
ようなロックインピクセルを多数アレイ状に配
置することで多点同時にSRS計測を行う．
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センサの入力信号

入力信号
信号成分/ 同相成分

= 10-4 ~ 10-5

センサのポイント
①同相成分を除去し、信号成分のみを抽出
②高速電荷変調(20MHz)

イメージセンサのSNR
SNR= 信号電子数の平方根

(ショットノイズ)
扱う電子数は1010 個

DR=100dBが必要

⇔一般的には 104~6個
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ロックインピクセルイメージセンサ

画素毎にロックインアンプ
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ロックイン
ピクセル

(1) デモジュレーション

(2) 低域通過フィルタリング

(3) 差分抽出

(4) 積分による増幅サンプリング位相制御で、残留
オフセットをキャンセル

④ 特開2014-185995（特願2013-062510）
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• 高速電荷変調が可能

– 輸送時間:
60ps (W=1mm)
90ps (W=1.6mm) 

• 転送方向電位バリアが
生じない

– １電子輸送が可能

横電界制御電荷変調素子
LEFM(Lateral Electric Field Modulator)
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• 変復調信号周波数：20MHz
• 積分器サンプリング：5MHz
• 積分期間: 150μs
• 積分回数(利得): 750

Linear region and offset

微小AC信号に対する応答
(AC/DC=10-6～10-3)
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• 2重変調法の原理図

第2の変復調として、ロックインピクセルの積分処理による増幅出力周期で、0°と
180°の位相で、AC光及び、ピクセル出力に対してパルス変調及び復調を行う。

2重変調法による1/f ノイズ、オフセットの低減
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2重変調法の効果

• 2重変調法により、1/ｆノイズは、除去されている。

2重変調法なし 2重変調法あり
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SRSロックインイメージャカメラを用いた
SRS顕微鏡システム
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外観図

内部の構成

小型堅牢SRSロックインカメラ

SRSロックイ
ンイメージャ
カメラ

SRS顕微鏡システムの顕微鏡部分
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SRSスペクトルの測定結果

・ベンゾニトリル (BN)
・コヒーレントアンチス
トークスラマン散乱
(CARS)スペクトルとの
比較
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実用化に向けた課題

• 現在、特定の1ピクセルに着目して，2次元走

査系とを組み合わせたイメージングを実施し
ている段階．

• 但し，既に，複数ピクセルの同時動作を確認
しており，得られた課題に基づき，改良を加え
たSRSイメージャの試作を完了している．
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企業への期待

• トータルだけでなく個々の技術
同期高速波長走査レーザー
高背景光下での高速変調光の検出カメラ
の利用

• 明るい照明下でのイメージングに困っている
企業には，本技術は有効．

• 例えば，蛍光色素を使って疾患部分の可視
化等を行なう際，本技術を用いれば照明下
でも検出が可能．
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本技術に関する知的財産権
① 発明の名称 ：誘導ラマン散乱顕微鏡
• 登録番号 ：特許5831901 （特開2013-113689，特願2011-259619）
• 出願人 ：大阪大学
• 発明者 ：橋本守
② 発明の名称 ：パルスレーザ光のタイミング調整装置、調整方法及び光学顕微鏡
• 登録番号 ：特許486216 （特願2008-515426（優先権主張番号：特願2006-135293））

• 出願人 ：大阪大学／静岡大学
• 発明者 ：橋本守，南川丈夫，谷本尚生，小林実，藤田克昌，河田聡，荒木勉
③ 発明の名称 ：波長走査パルス光同期システム
• 出願番号 ：特開2013-142552 （特願2012-001578）
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• 出願人 ：静岡大学
• 発明者 ：川人祥二
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産学連携の経歴
橋本 守

•2005年-2009年新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）産業技術研究助成

•2006年 H18 科学技術振興機構（JST） シーズ育成試験

•2011年-2017年JST（2015年度よりAMED） 産学共創基礎基盤研

究プログラムに採択

川人 祥二

•2006年 大学発ベンチャー(株)ブルックマンテクノロジ設立

•2011年-2017年JST（2015年度よりAMED） 産学共創基礎基盤研

究プログラムに採択

•2014年-2017年JST A-STEP（シーズ育成タイプ） 研究責任者

•2013年-2021年JST センター・オブ・イノベーション（COI）プログラ
ム 研究リーダー

※ 他に企業との共同研究多数
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お問い合わせ先

大阪大学 産学連携本部総合企画推進部

西嶋政樹

ＴＥＬ 06-6879-4206

ＦＡＸ 06-6879-4208

e-mail uic-liaison@uic.osaka-u.ac.jp

静岡大学 電子工学研究所

川人・香川・安富研究室 袴田 正志

ＴＥＬ 053-478-3250

ＦＡＸ 053-412-5481

e-mail mhakamata@idl.rie.shizuoka.ac.jp


