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要  旨  _________________________________________________  

近年，脳科学は医学界を初め幅広い社会の要請を受けて，著しい発展を遂げている．近

赤外光を利用した脳機能計測であるfNIRS (functional near-infrared spectroscopy) は，現在より

も空間分解能が向上することで脳疾患の診断に対し飛躍的に価値が高まることが期待され

ている．一方光源側では，VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser: 面発光レーザ) のセン

シング分野における新しい応用が始まっている．我々は多ビームを制御性良く出射できる

VCSELの強みを活かした「多方向方式fNIRS」を考案し，ビーム数と受光方向をそれぞれ4

倍にすることで合計16倍の情報量増加を実現し脳機能計測の高精度化を図った．VCSELと

微小レンズを高精度に実装する技術を開発して試作機を製作し，要求される空間分解能以

下の微細なメッシュ（3 mm間隔）を適用した生体モデルに対し，1×109個のフォトン数に

対してモンテカルロシミュレーションを実施することで，脳血流分布の推定精度を向上さ

せた．ファントム（疑似生体）計測および運動野のヒト計測を行ったところ，脳表面（灰

白質）における賦活エリアを5 mm程度の誤差で検出できることを確認した．このように開

発したfNIRSは，高価なfMRIに匹敵する空間分解能が実現でき，小型で安価なモジュールに

より脳内ネットワークなどの診断ができる可能性が見えてきた． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

In recent years, brain science has made remarkable progress in response to current demands, 

including those from the medical community. The development of functional near-infrared 

spectroscopy (fNIRS), a brain function measurement tool using near-infrared light, is expected to 

dramatically lower the cost of brain diseases diagnosis by improving spatial resolution. We have devised 

a multi-directional fNIRS, which utilizes a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) that can emit 

multiple beams with good controllability. The accuracy of brain function measurement is improved by 

increasing the amount of information. Phantom (pseudo biological) measurements and human 

measurements of the motor cortex showed that the activation area on the brain surface (gray matter) 

were detected with an error margin of about 5 mm. With a spatial resolution has been comparable to the 

more expensive fMRI, the possibilities for diagnosing brain diseases are now greater than ever. 
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1. 背景と目的 

1-1 脳機能の可視化 

近年，米国1)・中国・欧州の国家プロジェクトに

よる莫大な研究費の投資によって脳科学は飛躍的な

進展を遂げており，その中でも「機能性ネットワー

ク解析」が多くの注目を集めている． 

機能性ネットワークは，脳の部位がそれぞれどの

ようなネットワークを作って機能しているかを解析

する手法で，この解析によって，認知症，統合失調

症，自閉症などを診断できる可能性がある2)．特に，

局所的な脳活動や，機能的なネットワークに関わる

理解は，脳血流の賦活エリアを高い分解能で検出で

きるfMRI (functional magnetic resonance imaging) に

代表される脳機能イメージング技術を活用すること

で飛躍的に進んでいる．この脳機能イメージングを

実現する技術が，ブレインマシンインターフェース

（BMI）であり3)，脳科学を診療や治療に応用する

ものとして特に期待されている． 

主なBMIの脳機能イメージング技術としては，

fMRI ， EEG (Electroencephalogram) ， MEG 

(Magnetoencephalography) 等が挙げられる4)．ここ

で，fMRIは，核磁気共鳴を利用して還元ヘモグロ

ビン量の変化を検出し脳の賦活エリアを検出するも

のである．EEGは，脳波・頭皮の電気的な変化を計

測するもので，てんかん診断などに利用されている．

MEGは脳磁計と呼ばれるものであり，脳の神経細

胞の電流によって発生した磁場を計測し，てんかん

焦点などの位置推定を行うものである．また，この

他の脳機能イメージング技術として，近赤外光を用

いたfNIRS (functional near-infrared spectroscopy) を用

いる研究も進んでいる． 

1-2 fNIRSとその課題 

fNIRSは世界に先駆けて日本が発明し，現在も日

本企業が6割近いシェアを持つなど，我が国の光学

技術が誇る医療機器の1つである．初めに，本節に

おいてその測定機器について簡単に述べる．頭蓋骨

に近い脳表面（灰白質）では，賦活され活動すると

きに，脳血管が拡張されて血液が流入する．例えば

右手を運動させると頭頂部左側（運動野）の付近に

血流が流れ込む．そのため，右手を運動させて頭頂

部左側（運動野）の付近に血流が流れ込むと，神経

細胞の白薄ピンク色が血液の多い赤色に変化する．

その血色の変化を，外部から入射し非侵襲に脳内を

伝搬し出射した近赤外光の吸収量を定量化してマッ

ピングすることで，脳血流の分布つまりは脳活動を

検出することができる．この手法がfNIRSである．

fMRIと同様に脳血流の賦活エリアを検出するため，

fMRI研究により築かれた脳科学の知見を活かすこ

とができる．さらに，その光学的検出による高速な

応答性や，軽量性を生かしたウェアラブルセンサ5)

としての利用などfMRIにない魅力を有している． 

臨床応用に関しても，2016年には『抑うつ症状の

鑑別診断の補助』の保険収載が世界に先行して実現

し，現在，多くのデータが日本国内に蓄積されてい

る．さらに，2019年に保険収載されたうつ病治療の

反復性経頭蓋磁気刺激法（ rTMS: repet i t ive 

Transcranial Magnetic Stimulation）の効果検証や，運

動野の局所計測が必要なリハビリ6)，発達障害の薬

効診断7)などへの活用が期待されている． 

高価な装置であるfMRIを利用することで，機能

性ネットワーク解析が可能であるが，健康診断のよ

うなシーンでもっと簡易に計測するには，fNIRSの

ような簡易な計測装置が不可欠である． 

しかし，従来の fNIRSでは，送光モジュール

（Md: Module）および受光Mdの距離が30 mmであ

るため，この距離に制約された空間分解能も30 mm

程度となり，fMRIに比べて空間分解精度が不十分

である8)．このレベルでは機能的脳内ネットワーク

の解析は難しい． 
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1-3 fNIRSへのVCSELの応用 

上記の課題に対し，我々はfNIRSの空間分解能を

向上させる方法として光源に2次元VCSEL (Vertical-

cavity surface-emitting laser) アレイを用いることを

試みた．VCSELは半導体材料を活性層とする半導

体レーザ素子であり，結晶成長によって半導体基板

面に垂直方向に共振器が形成されている．このよう

に，基板面に垂直方向に発振しレーザビームが放射

されることにより，容易に2次元アレイを形成する

ことができる．また，VCSEL素子1個の大きさは20

～30 µm程度と極めて小さく，また半導体プロセス

を用いて製作されるため，位置精度の高い高密度な

アレイを得ることができる．このような位置精度と，

微小なビームスポットを実現する高密度レーザアレ

イは，高精細プリンタシステムの書き込み光源とし

て好適であり，リコーでは個別駆動型の780 nm帯光

書き込み用VCSELアレイの開発を行ってきた9)．こ

の他にも，温度に対する優れた波長の安定性を活か

した小型原子時計10) や，Q-スイッチYAGレーザ励

起用途の300 Wクラスの高出力VCSELモジュール11)，

プリンタ用VCSELで実現した安定な偏光特性を活

かした用紙銘柄識別リーダー12)等への応用展開を検

討してきた．また近年では，VCSELのセンシング

用途への応用が注目されてきており，消費電力が低

い点や，出射方向に対して厚みの薄いMdが形成で

きる点などから，様々な研究機関や企業において，

情報携帯端末における個人認証用のパターン光投影

や，TOF (Time of Flight) 方式の測距用レーザ光源や，

アイトラッキング向け光源13)などの新しい応用展開

が進められている． 

これらの応用例に見られるように，高精度に配列

されたVCSEL光源は，微小光学系と組み合わせる

ことにより，様々な応用展開が可能である．例えば，

後述するfNIRSにおける送光Mdでは，ビームを正

確に多方向に出射することが可能であり，我々はそ

の特徴を利用することによって，fNIRSの課題で

あった空間分解能を大幅に向上させることを試みた． 

 

 

2. 多方向方式DOTについて 

2-1 多方向方式DOTのコンセプト 

拡散光トモグラフィ（ DOT: diffuse optical 

tomography）とはfNIRSを発展させた手法であり，

生体内部の3次元的な機能的イメージングを高精度

に行うことができる14)．DOTのイメージングの要点

は，膨大な量の脳血流分布の発生パターンに対する

受光データを事前に時間をかけてシミュレーション

し，結果をデータベース化することにある．そして，

実際に計測された受光データからデータベースを用

いて脳血流分布を予測する．このように与えられた

変数から，結果を計算することを順問題，逆に結果

から変数を予測することを逆問題という． 

順問題の光学シミュレーションでは，任意の位置

に脳血流（吸収係数の高い領域）を発生させ，それ

によってその周辺の受光Mdの受光量の低下がどの

程度で，影響を受けるMdが何本程度（どの程度の

エリア）あるかを計算する．計算領域には，メッ

シュで囲われた一辺が3 mmの立方体からなる正規

格子単位（以下，ボクセルと呼ぶ）を並べる．その

1つ1つのボクセルに対し，脳血流が発生したことを

仮定し，血流による光の散乱と吸収によって生じる

受光量の変化を計算してデータベースを作成する． 

逆問題推定では，計測結果から最も矛盾が少ない

（シミュレーションとの誤差が最小である）脳血流

分布を推定値として算出する．検出器のデータから

3次元の空間の脳血流ボクセルを予測する際に，そ

の可能性のある組み合わせは膨大にあり，簡単に求

まるものではない．このように解が一意的に決まら

ない場合や，変数と結果を関係づけるデータセット

の数が不足している場合の逆問題を不良設定問題と

呼ぶ．このような場合において最善な答えを推定す

るためには，特殊な画像再構成アルゴリズムが必要

となる．この推定は，共同研究を実施したATRの協

力を得ている． 
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また，人間の生理現象として起こりうる脳血流分

布や計測にかかる際の傾向などを事前情報として利

用するベイズ推定を実施し，推定精度の向上を図っ

た14)．ベイズ推定では，脳血流分布が生理的にどの

程度局在しているのか，深さ方向で分布のぼやけ具

合が増加するといった事前情報を利用して推定精度

を向上させている． 

このように実施される従来型のDOTでは，一般

的な30 mmのプローブ間隔では情報量が不足するた

め，間隔を15 mm以下とした高密度fNIRS計測が必

要となり，実験をより複雑で手間の掛かるものにし

ている．本研究では，プローブ間隔を狭くする高密

度化とは異なり，多方向光源と多方向検出器を用い

ることで，情報量を増してDOTを行うことのでき

る新しい計測方法を提案する． 

Fig. 1に本方式の送光部と受光部のレイアウトを

記す．全ての送光部と受光部の間隔は30 mmに固定

しており，送光部4か所，受光部4か所で約120 mm

×90 mmのエリアを計測することができる．それぞ

れの送光部は4方向に光を出射し，受光部は4方向か

ら入射してくる光の方向を分割して検出する． 

 

 

Fig. 1 Layout of transmitter and receiver. 

受光部には，4つの独立した受光部を備えたPD 

(photodiode)（以下，4分割PDと呼ぶ）を設けており，

四方から来る光の中である任意の方向だけを選択し

て検出できる機能を有している． 

Fig. 2は，Fig. 1における送光部と受光部の1ペア

だけを抜き出し，Fig. 1において定義したx方向の断

面図を示したものである．多方向方式はFig. 2に示

すように，光を生体表面に対して多方向に傾けて入

射させ，生体中で異なる伝搬経路を進んだ光を方向

を分割して受光することにより，情報量の増加を図

るものである．これにより，疑似的な高密度プロー

ブを実現できる可能性がある15)． 

 

 

Fig. 2 Concepts of multi-directional fNIRS (DOT). 

本稿ではこの方式を多方向方式DOTと呼び，こ

れによってfNIRSの空間分解能が向上するという仮

説を検証することを目的とする． 

 

3. モンテカルロ法による光学シミュレー

ション 

多方向方式DOTを検証する際には，光が方向性

をもって伝搬することを高精度に再現できる光学シ

ミュレーションが不可欠である．生体などの高い散

乱体における光学シミュレーションには，拡散方程

式を解析的に解く手法がある．しかし，拡散方程式

では『伝搬方向の情報』を取り扱うことができない．

一方で，拡散方程式を拡張した輸送方程式は『伝搬

方向の情報』を取り扱うことができるが，計算量が

大量になってしまう課題がある．そこで，我々は，

厳密な解を求めることに固執することなくランダム

性を許容したモンテカルロシミュレーションを採用

した． 

モンテカルロシミュレーションは，1つ1つのフォ

トンがランダムに散乱していく様子を，その自由行
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程距離と散乱角を任意の乱数によって与えて計算し

ていく．具体的には，フォトンをある角度から計算

領域に入射させ，散乱係数で定義された平均自由行

程分（約10 µm程度）を直線的に伝搬した後に，異

方性係数によって定義された散乱角に方向を変化さ

せる．この際ランダム性を持たせた直線伝搬・角度

変化の繰り返しを順次行うとともに，吸収係数分の

フォトン消滅を行う．フォトン消滅・散乱角・直線

伝搬距離は，係数で定義された平均値をもつ乱数に

よって再現される． 

このような計算を，フォトンを1×109個分に対し

行うことでランダムさによる誤差を低減し，厳密な

解ではないが，微少な変化であっても再現性のある

現象として意味を与えることができる． 

次に，実際にモンテカルロシミュレーションを

行った結果について説明する．Fig. 2には，シミュ

レーションを行った生体モデルの構造についても併

せて示している．これは頭部の構造を模したもので，

上から順に，①頭皮＋頭蓋骨，②脳髄液，③灰白質

の3層構造によって構成されている．送光部から受

光部の方向に出射する光の中で，送光部側から受光

部に入射する光の量を『内側方向』の検出光量と呼

ぶ．その逆に，送光部から受光部の反対側に出射し

た光の中で，送光部の反対側から受光部に入射した

光を『外側方向』と定義する． 

以下では代表例として，内側方向と外側方向の光

量を計算した結果を示す．計算には，「MCX」と

いう米国で開発されたモンテカルロシミュレーショ

ンツールを使用した16)．このツールはフリーで利用

でき，頭部のDOTにおいて実績がある17)．本ツール

であれば，3 mmのメッシュ幅が取り扱え，1×109

個のフォトン数を一般的な計算環境で無理なく計算

させることができ，且つ十分な精度を得ることがで

きる．また近年，並列計算に長けた半導体チップ

GPU (Graphics Processing Unit) の開発が飛躍的に進

み，膨大なフォトン数のモンテカルロシミュレー

ションが安価なPCで可能となってきている． 

 

 
Fig. 3 The difference of light propagation. 

Fig. 3の(a)，(b)にはそれぞれ光の出射方向を内側

方向，および外側方向とした場合のフォトンの通過

率の様子を示す．ここでは送光Mdから放たれた1×

109個のフォトンの中で受光Mdに届いたフォトンを

対象にし，フォトン数で規格化したフォトンの通過

確率をそれぞれのボクセルについて表示している．

また，(c)は内側方向と外側方向のフォトンの通過

率の差分を示したものであり，差分が0.01（1%）

という少数点以下第2位のオーダーの領域が，表面

やMd近傍に広がっている．今回試作するfNIRSは，

小数点以下第5位のオーダーの信号を扱っているた

め，1%の相違を検出することは可能であり，提案

している多方向方式のDOTが有効であることを示

唆している． 

次に，この差分が1%近い領域にある頭蓋骨や脳

髄液層の厚さの違いを検出できるかを検討した．

Fig. 4の縦軸は，外側方向の検出光量と内側方向の

検出光量の比とし，横軸は頭蓋骨厚さ（D1）とし

てプロットした．この結果，頭皮＋頭蓋骨の厚さ

D1と脳髄液の厚さD2の違いによって，方向による

検出値の比は，0.7から0.8に変化することが分かっ

た．例えば，頭蓋骨厚が10 mmのヒトであれば，脳

の萎縮や脳溢血術後の容態経過などによって，脳髄

液層に4 mmから8 mmの間で変化が生じたとすれば，

計測される光量比は0.82と0.76となって差異が現れ

る．この10%近い差異は計測誤差に埋もれることな

く検出できる．頭部の構造は，脳髄液の層の散乱係

数が，両側面の頭蓋骨と灰白質に対し特異的に小さ

く，かつ屈折率も非常に小さいという，光学的には
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差異を出しやすい構造である（Fig. 2右表）．この透

明な水のように散乱係数が非常に小さい脳髄液層の

特異的な構造や，頭蓋骨が10 mm前後であることが

機能的に働き，Fig. 4に示すような光伝搬の方向性

の依存性（内側方向と外側方向との光量比が0.7か

ら0.8と約10%も変化）が検出される結果となった

と思われる． 

Fig. 3とFig. 4に示した方向差分の結果は，高い散

乱体である頭皮や頭蓋骨があったとしても，その奥

の灰白質を検出する際に，単純な拡散方程式では無

視されている入射角度の情報を利用できることを意

味するものである．逆に言えば，拡散係数や吸収係

数が既知であれば，この事前計算結果をデータベー

ス化しておくことによって，外側方向と内側方向の

光量比をみることで，脳の萎縮を反映する脳髄液層

の厚さを推定できる可能性がある． 

 

 

Fig. 4 Detecting the direction of light irradiation. 

今後は，偏光の利用18) や頭蓋骨界面の微細構造

などを取り込み，ヒト計測などで更なる高精度化を

検証していきたい．次章以降では，本稿で提案する

光の『伝搬方向の情報』を脳血流の検出に活かした

「多方向方式DOT」の有用性を，実験的に検証し

た結果を説明する． 

4. 多方向方式DOTの検証 

4-1 送光Mdの光学設計 

先に挙げたコンセプトを検証する上で，実際にヒ

ト計測が可能な試作機を作り計測することが必要で

ある．実用可能な多方向DOT方式の送光Mdを実現

するためには，小型で多方向へ正確に検出光を送光

するMdが必要不可欠であり，我々は既にそのよう

な光源としてVCSELを用いたMdが好適であること

を1-3節で述べた．しかし，このVCSELを用いた送

光Mdの開発にはいくつかの解決すべき課題がある．

本章では我々が考案し試作したMdについて説明す

る． 

Fig. 5にVCSELを用いた送光Mdの概念図を示す．

今回の実験では，送光Mdと受光Mdとを，それぞれ

4本ずつMd間距離が約30 mmになるように配置した

（Fig. 1）．送光Mdは同一箇所から2波長4方向の近

赤外光を放つように設計されている．光源には波長

780 nmと905 nmのVCSELチップを採用した．血液

内のヘモグロビンには，酸化ヘモグロビンと還元ヘ

モグロビンの2つの状態があり，それぞれの吸収ス

ペクトルは800 nm付近で異なる．脳活動が賦活して

いるエリアでは，酸化ヘモグロビンが増加し，還元

ヘモグロビンが減少することが知られている．異な

る2波長を用いて，この相違を利用することで脳血

流の分布や機能性をより詳細に理解できる． 

それぞれのVCSELチップは約1 mm角程度の大き

さであり，チップ上には，約500 µmの距離を置い

て4つの発光点が四角形に配置されている．また，

これらのVCSELチップの上面から約100 µmの位置

には有効径約1 mm（f = 0.1 mm）のレンズを配置し

ている．このレンズは，Fig. 5に光線を示すように，

VCSELチップから出射された4本のビームを屈折し

て，それぞれ4方向に分離し，VCSELの出射位置の

差をビームの方向の差に変換する機能を有している．

この作用から，以下このレンズを『方向変換レンズ』

と呼ぶ．この方向変換レンズの上側には更にプリズ

ムを配置しており，光がプリズム内を通過する際に
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内部の側面で反射を起こし，ほぼ中央付近に計8本

の光線が集まるように設計している．プリズムを利

用することで送光Mdの光学系は，コンパクトな筐

体で，ビームの方向を大きく振り分けることができ

ている．波長の異なる2つのVCSELチップの相対位

置を補正するために，方向変換レンズはVCSEL

チップの中央から数µm程度ずらした位置に配置さ

れている19)． 

 

 

Fig. 5 Optical design of the transmission module. 

この際，Fig. 6に示すようにVCSELの光量は

VCSELの同一基板内に形成されたモニタ素子に

よって検出される構成を取った．モニタ素子には，

隣接するVCSELから漏れ出した光が，モニタ素子

の活性層部において吸収されることにより光起電力

が発生し電流が流れる．これにより本Mdでは，非

常に小さな領域にモニタPDの機能をモノリシック

に作り込むことができている． 

 

 

Fig. 6 VCSEL and monitor element 20). 

4-2 送光Mdの試作（高精度実装） 

次に，上記の送光Mdの試作，特に光学部品の実

装方法を説明する．波長の異なる2つのVCSELチッ

プ間の距離，2つのVCSELチップに対応する方向変

換レンズ間の距離，およびVCSELと方向変換レン

ズ間の距離は，1 µm以下の高い実装精度が求めら

れる．これに対しプリズムの位置は10 µmと機械精

度で合わせられる精度である．VCSEL-方向変換レ

ンズの実装はVCSELを発光させて実装するアク

ティブアライメント，2つのVCSELチップの実装は

顕微鏡下によるパッシブアライメント，方向変換レ

ンズの実装には，MEMS治具を利用した当接実装を

開発した．当接実装では，部品と部品とを直接押し

当てて実装することで，レンズの曲面形状など高い

機械精度を利用して，精度を向上させている． 

しかし，最終的には十分な実装精度を実現するこ

とができなかったため，1つ1つのMdの個体差を補

正するためのキャリブレーション工法を開発するこ

とで最終的な試作機を作り上げた．以下に具体的な

手法を記す． 

まず，波長の異なる2つのVCSELチップを約10 

mmの角のプリント基板（PCB）の所定の位置に顕

微鏡を用いて実装した．この際のVCSELチップの

位置精度は，顕微鏡の回折限界のために1 µm程度

が上限であり，求められる位置精度とほぼ同程度と

なるため，最終的に上述のキャリブレーションが必

要となる．次にこのVCSELチップを実装したPCB

を，直径約30 mmのCANパッケージに実装し，更に

このCANパッケージをマイコンなどが実装されて

いるPCBに実装した． 

この後，VCSEL素子に導通を取るためのワイ

ヤーボンディングをVCSELチップとPCB間，PCBと

CANパッケージ間に行っている．Fig. 7 (a)はワイ

ヤーボンディングを行った後のCANパッケージの

写真を示したものである． 

次に，このVCSELチップ上に2つの方向変換レン

ズを並べたレンズ対を配置する（Fig. 5，Fig. 7 (d)）．

実装時においては，レンズ中心間距離の誤差が1 

µm以下になるように，レンズ間に適切な空間を設

けてUV硬化樹脂によって固定している（Fig. 7 (b)）． 

VCSELと方向変換レンズ間の実装精度が今回の

光学系では光学設計から求められる精度が最も高く，

顕微鏡下で実装できる精度よりも高い．曲面である
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レンズにはアライメントマークも形成できないこと

や，UV硬化樹脂の収縮，レンズ外形寸法の公差が

大きいことなどの課題があり，この実装に適した実

装方法を新たに開発する必要がある． 

この高精度な実装を実現するために，半導体プロ

セスのフォトリソグラフィ技術によってミクロン

オーダーの精度に加工されたMEMS冶具を製作し実

装に用いた．このMEMS冶具にはレンズ形状に合わ

せた逆ピラミッド型の傾斜穴を設けている．方向変

換レンズが凸形状であることを利用して，レンズを

その穴に加圧誘導させた後に，UV樹脂を硬化して

固定している（Fig. 7 (c)）．この新規に開発した工

法によって，レンズ外形寸法の公差やUV硬化樹脂

の硬化による収縮などの課題を解決しつつ，高い精

度の実装を実現できている． 

Fig. 7 (d)には，1対のVCSELチップに対するレン

ズ対の実装の様子を記している．高精度化を実現す

るために，すべての光源（計8ビーム）を光らせ，

そのビーム位置を確認しながら，ネジによって微動

させる「アクティブアライメント実装」を行った．

この時の目標値は，プリズムの端面において，1 

mm角内に8つのビームが入ることを仕様とした．

これ以上の高精度化は難しいため，後述するビーム

位置を順問題計算に取り込む位置補正を行うことで

精度向上を図った． 

 

 

Fig. 7 High-precision optical mounting. 

 

4-3 受光Mdの試作 

次に，受光Mdについて説明する．受光部も入射

してくる光がどの方位から来た光かを検出できる機

能を設けた．Fig. 8 (a)に受光Mdの構成を示す．ア

パーチャー（APT（2 mmφ））から入射した光が直

径3 mmの半球レンズによって屈折して，1辺3 mmの

4分割PDで個別に受光される．Fig. 8 (a) (b)にはその

様子を光学シミュレーションで計算し模式的に示し

ている．下方から入射した光線（緑）と，上方から

入射した光線（青）が4分割PDの対向する位置に分

離して到達している．Fig. 8 (c)には4分割PDのパッ

ケージを示している．4か所にワイヤーボンディン

グがなされ，個別に光量を定量化できる機能を有し

ている． 

 

 

Fig. 8 Principle diagram of light receiving module. 

レンズ中心とPD中心の位置合わせは，顕微鏡に

よる実装精度で良く，受光部の組付けも顕微鏡を用

いて行うことで概ね精度が得られるため，本稿では

詳細な記載を割愛する． 

Fig. 9には，入射方向を-70°から+70°まで掃引しな

がら4分割PDのそれぞれの光量をプロットしている．

本稿での入射角は法線方向とのなす角度とした．図

中にはこの際のPDの位置関係を示しているが，矢

印の方向（PDのch2からch4の方向）にビームの入

射方向を掃引した．ch2（赤）の光量が増大しピー

クを迎えたのち，0°を超えたところからch4（紺）

がピークを迎えていることが，良好な左右対称性を

もって示されている． 
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Fig. 9 Measuring the angle of light received. 

4-4 システムと筐体（ヘッドギア） 

Fig. 10に送光Md（Fig. 10 (b)），送光Mdの光学系

（Fig. 10 (c)），受光Md（Fig. 10 (d)）の概略構成を

示している．それぞれの送受光のMdには，プリン

ト基板が配置されており，その外形は長さ約100 

mm，幅約10 mm，奥行き約10 mmとなっている．

複数枚のPCB（図中緑の板）を立体的に組み合わせ

た構成となっており，実験による取り付けや交換な

どが容易にできるように工夫している． 

 

 

Fig. 10 Prototype modules. 

受光Mdの場合，アンプを側面の4枚のプリント基

板に配置し，計測値データを一時保管するマイコン

を底面側に配置した．底面はプリント基板を積層し，

上層にはマイコン，下層にはコネクタを配置した．

送光Mdの側面はアンプの代わりにVCSEL駆動用の

DA変換ICを配置している．1つのMdに対し，1つの

スレーブマイコンが内部に配置され，デイジーチェ

インによる配線で8台のスレーブマイコンを1台のマ

ザーマイコンが制御している（Fig. 10 (a)）． 

今回のプリント基板は電子部品の取り付け直し等

が容易にできるように大きく設計されているが，製

品化時には，Mdの大きさとして10 mm程度に小型

化することが可能である． 

計測時には，上記の送受光Mdをヘッドギアに取

り付け，被験者の頭部に装着する．このヘッドギア

は，被験者に合わせて製作するために被験者の頭部

の形状を3Dスキャナーで読み取り，その3Dデータ

から復元したモデルの型に板材を加熱加圧すること

により成形する製法を採用した（Fig. 11）．このよ

うな製作方法を用いたことにより，ヘッドギアを計

測ごとに取り外しても，測定対象部位とMdの位置

精度は1 mm以下の誤差となっている． 

 

 

Fig. 11 Prototype modules and head gear 21). 
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5. 計測 

5-1 ファントム（疑似生体）計測 

前節までで多方向方式DOTを提案し，VCSELを

光源とした多方向送光Mdと，入射方向を判別でき

る受光Mdの準備を行った．本節ではこのような多

方向方式fNIRS計測によるDOTをファントム計測に

よって検証する． 

実際の計測の前に，測定精度を向上させるために

行ったキャリブレーション（ビーム光量の調整と

ビーム位置補正）について説明する．まず，ビーム

光量調整とは，頭部表面においてVCSELの光量を

一定とするために，電流値を決める補正である．調

整用の冶具を作成し，ファントム実験の前に1 Md

ごと，適切な電流値を決めていく．これによって，

VCSELの個体差，レンズ実装などの誤差を補正す

ることができる．今回の計測では，32ビーム（1つ

のVCSELチップ内に4ビーム×2波長×4 Md）の光

量ばらつきは約1％以内になるように合わせた．次

に，ビーム位置補正について説明する．ビーム位置

補正とは計測時のプリズム上の実際のビーム位置情

報を顕微鏡によりサブmm単位で計測し，順問題計

算に盛り込み，補正を行うことである．ビームの位

置は最大で1 mm程度ずれることがあり，この補正

によりファントム位置の推定誤差は30%程度改善で

きる． 

次に実験では，生体を模擬したファントム媒質中

に吸収係数の大きい（黒い）5 mmφの球体を自動

ステージで移動させ，それぞれの位置での送光ビー

ム32 chごとに16 ch（4方位4 Md）の受光量を計測し

それぞれの位置でのDOTを行い，その推定位置誤

差を評価した．Fig. 12 (a)には送光Md 4台，受光Md 

4台の位置と黒い球体の位置を示しており，(b)には

吸収係数の分布を推定した結果の一例を示している．

ほぼ同位置に吸収係数の高い位置が存在しているこ

とが分かる． 

 

(b) 

 

Fig. 12 (a) Actual position (b) Estimated result 22). 

 

 

Fig. 13 Phantom position measurement results 22). 

Fig. 13にファントム計測の結果を示す．X方向，

Y方向を固定して深さ方向に球体の位置を変化させ

たときの結果である．Fig. 13 (a)がX方向の誤差，(b)

がY方向の誤差，(c)がZ（深さ）方向の推定位置を

示したものである．図中の誤差棒は標準偏差を示し

ている．(a)，(b)から深さ15 mmまでは平均5.2 mm
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の推定精度が得られている．Table. 1には，深さ15 

mm（脳表面）までの平均誤差量と標準偏差を示す．

この計測では水平方向に10か所（15 mm刻み），深

さ方向に2か所（12 mmと15 mm）の合計20か所の平

均値を示している．この結果から，プローブ間隔30 

mmの低密度計測であっても3次元推定が位置誤差5 

mm以内で計測可能となることが明らかになった．

この結果は多方向計測を用いれば高密度計測を必要

とせずに高精度なDOTを行うことができることを

示している22)． 

Table 1 Average error in phantom 22). 

水平方向 深さ方向 合計 

2.6±2.6 mm 2.8±2.0 mm 4.4±2.4 mm 

 

5-2 ヒト計測 

次に，実際にヒト被験者に対して実験を行った結

果を説明する．本研究はリコーおよび共同研究先で

あるATRの倫理審査委員会の承認を得て実施した．

1名の被験者において，右手掌握課題時の左運動／

体性感覚野の活動を多方向DOTとfMRIとで計測し

た．右手掌握運動は，グ―とパーを1秒おきに行う

運動で，fMRIなどでのヒト計測において最も利用

されているタスクの1つである．被験者の思考状態

によって変動するノイズ的脳血流が発生していても，

右手掌握運動の脳血流発生（信号）は確実に大きな

信号として発生することで知られている．Fig. 14 

(a)はDOTを実施した結果であり，プローブの位置

と，fNIRSの結果から求めた脳活動の賦活エリアを

可視化した．Fig. 14 (b)はfNIRSで計測された波形で

あり，送光部（〇），受光部（□）の9ペア（9か所）

での時間経過が示される．タスク実行時の賦活期間

（20 sec～40 sec）において，赤ライン（酸化ヘモグ

ロビン量）が立ち上がっている．特に脳血流分布が

ある右側の送光受光ペアが顕著にみられる．Fig. 15

には，同一被験者のfMRIによって得られた賦活エ

リアの分布，およびDOTの再現性評価として，3回

実施した計測の2回目と3回目の結果を示す21)．事前

に実施したfMRIでも複数回の計測を行い，fMRIの

再現性は良いことを確認している．今回の3回の計

測における相違は多方向方式DOTの精度を示して

いると考えている． 

 

 

Fig. 14 (a) DOT (b) fNIRS module time changes 21). 

 

Fig. 15 fMRI and DOT measurement repeatability 21). 

Fig. 14 (a)，Fig. 15で示す多方向方式DOTの結果3

回分およびfMRIを見比べると，若干の分布の相違

を感じるが，脳の溝（感覚野と運動野の間の中心溝

と呼ばれる特徴的な溝の周辺に脳血流が広がってい

る）との距離はそれほど変化していない．この分布

の相違を定量化するために，多方向方式DOTで可

視化した結果とfMRIで可視化した結果を，脳血流

分布の重心位置LEと空間相関係数に関して比較し

た．眉間・耳などの特徴点を利用して，fMRIと

DOTの空間座標を合わせている．この同一空間座

標上での重心位置LEを算出し，空間相関係数とし

て，スピアマンの順位相関係数ρを採用した．対象

となる領域におけるボクセル1200個に対し，脳血流
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の大きいボクセル順に1位から1200位までの順位付

けをする．この順位付けをfMRIとDOTとそれぞれ

に行い，fMRIのデータとDOTのデータとの相関係

数ρを算出する．1200個の順番が全く一緒であれば，

順位相関係数ρが1となる．従来の15 mmピッチの

高密度プローブ方式19)では，LE = 6 mm，ρは0.6で

あった．この数値が，我々が目指す脳内ネットワー

ク解析に対しての目標値となる． 

今回，3回の計測結果は，LE = 6.0 mm，7.1 mm，

4 mmであり，ρ= 0.47，0.33，0.43であった．空間

相関係数は十分な結果を得られていないが，重心位

置誤差の平均は5.7 mmで，従来の高密度プローブ方

式の6 mmとほぼ同等の精度が得られることが分

かった．また，この数値はファントムと同様の精度

となっている． 

最後に，脳血流分布を視覚的に比較するために，

fMRI（赤），多方向方式DOT（青），単一方向であ

る従来方式DOT（緑）を同一面にプロットした

（Fig. 16）．従来方式（緑）は，誤った賦活エリア

を示しているが，多方向方式（青）にはそのような

領域はない．従来方式に比べ，多方向方式の精度が

良いことが分かる．全般的に脳血流の分布がfMRI

に比べて閾値の選定によって小さくなっている．先

に示した順位相関係数ρが不足しており，視覚的な

一致（分布の一致）は目標値を満たしていない． 

 

 

Fig. 16 Comparison with the conventional example 21). 

将来有力な診断方法として期待されている『脳内

ネットワーク解析』では，脳血流分布の重心位置が

重要だと考えられ，視覚的な一致（分布の一致）の，

優先順位は低い．今回は，脳血流分布の重心位置の

最適化を優先したために，視覚的な誤差が目立つ結

果となっている．今後，脳内ネットワーク解析手法

も研究が進み，対象となる疾病も拡張されていくこ

とが期待される．将来の脳疾患診断に対して，簡易

装置である多方向方式のDOT（fNIRS）は，広く検

査機会を提供可能な技術となりうる． 

 

6. 結語 

VCSELを用いた多方向方式fNIRSのコンセプトを

提案し，光学系を試作し人に装着できるような試作

機を作り上げた．従来のfNIRSでは30 mm程度の空

間分解能であったが，本試作機を用いたファントム

およびヒト計測において，推定精度6 mmを示すこ

とができた．多方向方式fNIRSによって従来のfMRI

と同等の検査を実施できる可能性を示した． 
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付録 _____________________________________  

多方向方式DOTの効果の考察 

（fMRIとの比較結果） 

 

5章の結果に示したように今回試みた多方向方式

のDOTによって6 mmという高い重心位置検出精度

を実現した．今回はビーム数（検出数）を増やし情

報量を増やすことで検出精度を向上させるというコ

ンセプトを実現できた．これは情報量を増やすこと

が，ノイズなどに打ち消されることなく，価値ある

情報を提供できていることを示していると考えられ

る．以下では，個別のデータを解析することで，そ

れぞれの検出値が，この仮説通りに，機能している

ことを検証した． 

fMRIで知り得た脳血流分布（吸収係数が高いエ

リア）によって，9ペア（9か所）の受光量の低下量

を方向ごと（計144 = 9ペア×4受光方位×4送光方位）

にシミュレーションした．Fig. 17 (a)には，シミュ

レーションによる推定値を横軸として，実際に多方

向DOTにより計測された変化率の結果を縦軸に示

している．この結果は，Fig. 14で示した9ペアある

送光-受光の上方部に位置する1ペアだけをプロット

している．プロット数は計48個（4受光方位×4送光

方位×3回）であり，3回の繰り返し計測の再現性も

含めて評価している．Fig. 17 (b)には位置関係とし

て，脳血流分布に対して，左上側に今回選択したペ

ア（送光Md：赤〇，受光Md：水色□）があること

を示している．送光Mdからは光の伝搬を意味する

矢印が出ており，受光Mdに矢印が向かっている．

その矢印の組み合わせは4方向×4方向=16通りある

が，今回は便宜上4種類の組み合わせのみを色付け

して示している．その4種類は，①下方（赤），②

上方（青），③外側（マゼンタ），および④内側

（シアン）である．脳血流の変化が起きる位置に向

けて光が伝搬している①下方や④外側の伝搬経路が

脳血流の変化に大きく影響を受けることが予想され

る．このことは，Fig. 17 (a)のプロットの右上部に，

①下方（赤）と④外側（マゼンダ）があることと直

感的に整合がとれる．③内側（シアン）の変化が小

さいということと，②上方（青）の変化が中間であ

ることも，シミュレーションと計測でほぼ同じ傾向

であることが分かる．この傾向は3回の繰り返し計

測でも再現されている．③内側（シアン）は表面の

浅い部分に感度が高く，直下に血流が存在しない場

合には小さくなるので，②上方（青）の方が大きく

なったと思われる． 

 

 

Fig. 17 (a) Correlation of estimates by simulation and 
measurement results of detection change rate  
(b) Probe position 21). 


