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(57)【要約】
【課題】ボリュームデータ内の注目組織の特定精度を高
められるようにする。
【解決手段】ボリュームデータに対して二値化処理が適
用されて二値化ボリュームデータが生成される。一方、
三次元データ空間内に三次元配置された球アレイの中か
ら、二値化ボリュームデータに基づいて注目組織内に位
置する球のみが残される。各球に対して膨張処理および
合体処理が適用される。１又は複数の球から中間的に生
じるオブジェクトの形状が注目組織の形状に一致するま
でそのような処理が繰り返し実行される。その結果、各
注目組織を模擬した模擬図形が生成される。それに対し
て三次元画像処理および計測が適用される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元又は三次元のデータ処理空間内において、注目組織の内部に１又は複数の原始図
形を配置する初期処理手段と、
　前記データ処理空間内において、前記１又は複数の原始図形に対して膨張処理を含む形
状適合処理を施すことにより、前記注目組織の形状を模擬した模擬図形を生成する模擬処
理手段と、
　前記模擬図形に対して計測を実行し、あるいは、前記模擬図形を表した画像を表示する
手段と、
　を含むことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記初期処理手段は、
　前記データ処理空間内に複数の原始図形を配列する手段と、
　前記配列された複数の原始図形の中で、注目組織の外部に存在する初期図形を除外する
除外処理を実行する手段と、
　を含み、
　前記除外処理後に残留した１又は複数の原始図形から前記模擬図形が生成される、
　ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置において、
　前記模擬処理手段は、
　処理対象図形に対して膨張処理を施す膨張処理手段と、
　複数の処理対象図形が相互接触した場合にそれらを合体する合体処理を実行する合体処
理手段と、
　を含み、
　前記処理対象図形は原始図形及びそれから派生した中間図形である、
　ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記処理対象図形はその外形を表す複数の頂点によって定義され、
　前記形状適合処理では前記注目組織の表面上に到達するまで各頂点の位置が段階的に更
新される、
　ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項５】
　請求項３記載の装置において、
　前記膨張処理には頂点間距離の増大に応じて頂点を追加する処理が含まれる、
ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の装置において、
　前記注目組織は卵胞であり、
　前記データ処理空間内に同時に存在する複数の卵胞が複数の模擬図形によって個別的に
模擬される、
　ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項７】
　生体内の三次元実空間から取得されたボリュームデータを処理するこよにより、注目組
織相当部分が識別された三次元識別データを生成する手段と、
　前記三次元実空間に対応する三次元データ処理空間内に三次元配列をもった球アレイを
配置する手段と、
　前記三次元識別データに基づいて、前記球アレイの内で注目組織の内部に位置する１又
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は複数の球を特定する手段と、
　前記三次元識別データに基づいて、前記注目組織の内部に位置する１又は複数の球に対
して膨張処理を含む形状適合処理を施すことにより、前記注目組織の形状を模擬した三次
元グラフィックデータを生成する手段と、
　を含むことを特徴とする超音波データ処理装置。
【請求項８】
　請求項７記載の装置において、
　前記形状適合処理においては、前記三次元識別データが表す注目組織相当部分を超えて
膨張させない条件の下で、前記注目組織の内部に位置する１又は複数の球に対して段階的
な膨張処理が施される、
　ことを特徴とする超音波データ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波データ処理装置に関し、特に、二次元又は三次元のデータ空間内におけ
る注目組織データの抽出処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波データ処理装置は、生体に対する超音波の送受波によって得られた超音波データ
を処理する装置であり、一般に、超音波データ処理装置は、送受波機能を備えた超音波診
断装置として構成され、あるいは、そこから出力されるデータを処理するコンピュータシ
ステムとして構成される。
【０００３】
　一般に、超音波データ処理装置は、注目組織（注目組織データ）を抽出する機能、注目
組織のサイズ、面積、体積等を計測する機能、注目組織を画像化する機能、等を備えてい
る。注目組織の計測や画像化のためにはそれに先だって注目組織が適切に分離・抽出され
ている必要があるが、超音波データにおいては、組織間の境界が不鮮明であったり、ノイ
ズが存在していたりして、注目組織の抽出を的確に行えない場合もある。特に、相互接触
している複数の組織部分（例えば卵胞）を個別抽出することは非常に難しいとされている
。従来において注目組織の抽出法としてラベリング法が知られている。しかし、個々の注
目組織が完全に分離抽出されていない超音波データに対してラベリング法を適用すること
は困難である。特許文献１には、従来の注目組織抽出法の一例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２９９３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　注目組織の計測又は画像化のためには、注目組織データを的確に抽出する必要があるが
、換言すれば、注目組織の形状を正確に特定する必要があるが、従来法では満足できる結
果が得られない場合があった。特に、密集あるいは散在する複数の注目組織を個別的に計
測しあるいは画像化する手法の実現が望まれていた。
【０００６】
　なお、婦人科の検診においては、個々の卵胞のサイズを計測する必要がある。従来にお
いては断層画像上において、２つのマーカーを画面上に登場させ、マニュアル（手作業）
でそれらのマーカーを卵胞の両端に位置決めすることにより、卵胞のサイズが計測され、
そのような過程が繰り返し実行されていた。よって、作業負担、操作負担が大きいという
問題があった。また、面積や体積を簡便に計測できないという問題があった。
【０００７】
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　本発明の目的は、注目組織を正確に特定できるようにすることにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、複数の注目組織について個別的に抽出を行えるようにすることに
ある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、超音波データ空間内における注目組織の二次元形状又は三次元形
状を特定する新しい方法を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る装置は、二次元又は三次元のデータ処理空間内において、注目組織の内部
に１又は複数の原始図形を配置する初期処理手段と、前記データ処理空間内において、前
記１又は複数の原始図形に対して膨張処理を含む形状適合処理を施すことにより、前記注
目組織の形状を模擬した模擬図形を生成する模擬処理手段と、前記模擬図形に対して計測
を実行し、あるいは、前記模擬図形を表した画像を表示する手段と、を含むことを特徴と
する。
【００１１】
　上記構成によれば、データ処理空間内において、注目組織の内部に存在する原始図形を
膨張、変形（必要に応じて合体）させることにより、注目組織の形状を模擬した模擬図形
をコンピュータグラフィック（ＣＧ）データとして生成することが可能となる。これはた
とえて言うならば注目組織の内部で膨張変形可能な風船を膨らませてそれを注目組織外郭
の内面に貼り付けるような処理である。実データを加工して組織外形を抽出するのではな
く、実データを参照しつつも人工的図形を成長、変形させて組織外形を特定できるから、
エコーの部分的な抜けやノイズ等に強い処理を実現でき、また外形の特定精度を高められ
る。複数の注目組織が併存している場合においても個々の注目組織に対して形状適合処理
を適用することが可能であり、それらの一括抽出を行える。例えば複数の卵胞が接してい
るような場合においても、それらの内部から外形を探知できるから、それらを複数の模擬
図形として正確に特定することが可能となる。探知条件については注目組織や要求精度等
に応じて適宜定めることができる。生成されるＣＧデータは明確な形状データであるから
、そのサイズや体積を計測することは容易であり、またそれを画像化することも容易であ
る。このように実組織データをＣＧデータに置換してＣＧデータを計測対象あるいは表示
対象とすることにより、今までには得られない各種利点を得られるのである。
【００１２】
　データ処理空間は人工的なＣＧデータだけが存在する空間であってもよいし、実データ
とＣＧデータの両者が存在する空間であってもよい。三次元のデータ処理空間が前提とな
る場合、原始図形、そこから派生する中間図形、終局的な模擬図形のそれぞれは三次元オ
ブジェクト（３Ｄグラフィック要素）として観念される。その場合、原始図形は例えば球
であり、それは望ましくは複数の頂点あるいは複数の面によって規定される多面体として
定義される。二次元のデータ処理空間が前提となる場合、原始図形、そこから派生する中
間図形、終局的な模擬図形のそれぞれは二次元オブジェクト（２Ｄグラフィック要素）と
して観念される。その場合、原始図形は例えばリングであり、それは望ましくは複数の線
分の連なりとしてあるいは複数の連結点によって定義される。１つの原始図形だけを利用
するようにしてもよい。その場合には合体処理は不要となる。形状適合処理に当たっては
望ましくは実データ又は加工済み実データ（例えば二値化データ）が参照される。本発明
に係る超音波データ処理装置は超音波診断装置、コンピュータ等によって構成される。
【００１３】
　望ましくは、前記初期処理手段は、前記データ処理空間内に複数の原始図形を配列する
手段と、前記配列された複数の原始図形の中で、注目組織の外部に存在する初期図形を除
外する除外処理を実行する手段と、を含み、前記除外処理後に残留した１又は複数の原始
図形から前記模擬図形が生成される。この構成によれば注目組織が存在する位置が不明で
あってもいずれか１又は複数の初期図形を注目組織内に位置させることが容易となる。注
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目組織外に存在する初期図形は除外排除される。変形例として、注目組織外にある原始図
形だけを残留させてその膨張処理、変形処理等によって注目組織外形を特定する処理を想
起しうるが、その場合には複数の注目組織を個別認識することが困難となる。複数の原始
図形は二次元配列又は三次元配列される。注目組織の内部に少なくとも１つの原始図形が
確実に入るように初期状態において原始図形を微小化し且つ密集化するのが望ましい。変
形例としては注目組織内部への原始図形の配置をマニュアルで行うことが考えられる。ま
た注目組織を取り囲む大きな原始図形を生成しその縮小処理によって注目組織形状を模擬
することも考えられるが、その場合、複数の注目組織を個別抽出することが困難となる。
【００１４】
　望ましくは、前記模擬処理手段は、処理対象図形に対して膨張処理を施す膨張処理手段
と、複数の処理対象図形が相互接触した場合にそれらを合体する合体処理を実行する合体
処理手段と、を含み、前記処理対象図形は原始図形及びそれから派生した中間図形である
。膨張過程において複数の図形（通常、中間図形）が接触した場合においてはそれらが合
体（連結）されて単一の図形に置換される。接触の判定及び合体処理に当たっては各種の
公知技術を利用可能である。最終的には基本的に単一の中間図形が注目組織内部に存在す
ることになりその形状が注目組織形状にフィッティングされる。もっとも、相互に入り込
むことがない複数の図形の凝集体として注目組織が模擬されてもよい。そのような凝集体
も模擬図形の一種であると言いうる。但し計測や表示処理に際しては模擬図形が単一図形
（単一オブジェクト）として構成されていた方が望ましい。
【００１５】
　望ましくは、前記処理対象図形はその外形を表す複数の頂点によって定義され、前記形
状適合処理では前記注目組織の表面上に到達するまで各頂点の位置が段階的に更新される
。各図形の形状がポリゴン配列体として表されるのが望ましい。１つのポリゴン（多角形
、望ましくは三角形）は複数の頂点によって定義されるものである。通常、膨張処理は現
図形の状態から各頂点を外側へ（法線方向へ）移動させる処理に相当する。望ましくは、
前記膨張処理には頂点間距離の増大に応じて頂点を追加する処理が含まれる。この構成に
よれば形状模擬精度（模擬分解能）を高められる。
【００１６】
　望ましくは、前記注目組織は卵胞であり、前記データ処理空間内に同時に存在する複数
の卵胞が複数の模擬図形によって個別的に模擬される。勿論、他の組織を注目組織として
もよい。その例として、心腔、腫瘍等をあげることができる。
【００１７】
　本発明に係る装置は、生体内の三次元実空間から取得されたボリュームデータを処理す
るこよにより、注目組織相当部分が識別された三次元識別データを生成する手段と、前記
三次元実空間に対応する三次元データ処理空間内に三次元配列をもった球アレイを配置す
る手段と、前記三次元識別データに基づいて、前記球アレイの内で注目組織の内部に位置
する１又は複数の球を特定する手段と、前記三次元識別データに基づいて、前記注目組織
の内部に位置する１又は複数の球に対して膨張処理を含む形状適合処理を施すことにより
、前記注目組織の形状を模擬した三次元グラフィックデータを生成する手段と、を含むこ
とを特徴とする。望ましくは三次元グラフィックデータに基づいて計測が実行される。そ
れはサイズ計測、体積計測、個数計測、等であってもよい。望ましくは三次元グラフィッ
クデータに基づいて画像が形成される。画像には三次元画像、断層画像等が含まれる。注
目組織に着色が施されたカラー画像を表示するようにしてもよい。個々の注目組織を異な
る色で表現することも容易である。例えば、卵胞の体積やサイズを大きい順で（又は小さ
い順で）数値表示するようにしてもよい。数字と画像内のグラフィック要素とを配色によ
って対応付けることもできる。三次元画像及び断層画像ともグラフィックデータをソース
データとするものであるから、組織形状を明確に表現できる。
【００１８】
　望ましくは、前記形状適合処理においては、前記三次元識別データが表す注目組織相当
部分を超えて膨張させない条件の下で、前記注目組織の内部に位置する１又は複数の球に
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対して段階的な膨張処理が施される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、注目組織の形状を正確に特定できる。あるいは、複数の注目組織につ
いて個別的にその形状を特定できる。あるいは、二次元形状又は三次元形状の新しいトレ
ース法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る超音波データ処理装置としての超音波診断装置を示すブロック図で
ある。
【図２】図１に示す装置の動作例を示すフローチャートである。
【図３】二値化処理を説明するための図である。
【図４】初期処理を説明するための図である。
【図５】膨張処理および合体処理を説明するための図である。
【図６】ポリゴンの成長と頂点の付加を説明するための図である。
【図７】オブジェクト管理テーブルの例を示す図である。
【図８】移動対象となった頂点とその近傍に存在する複数の頂点との関係を示す図である
。
【図９】頂点の移動に際しての制限を説明するための図である。
【図１０】表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１には、本発明の好適な実施形態が示されており、図１は超音波診断装置を示すブロ
ック図である。この超音波診断装置は超音波データ処理装置である。
【００２２】
　３Ｄプローブ１０は本実施形態において二次元アレイ振動子を有している。二次元アレ
イ振動子は第１方向および第２方向に整列した複数の振動素子からなるものであり、二次
元アレイ振動子により超音波ビームが二次元走査され、これによって生体内に三次元空間
（三次元エコーデータ取り込み空間）が形成される。そのような三次元空間から取得され
るデータが三次元データとしてのボリュームデータである。望ましくはボリュームデータ
は複数のフレームデータの集合体として構成される。フレームデータは一般に複数のビー
ムデータにより構成されるものである。１つのフレームデータが１つの走査面に対応し、
１つの走査面は超音波ビームの電子走査により形成される。電子走査方式としては電子セ
クタ走査等が知られている。
【００２３】
　本実施形態においては二次元電子走査方式が採用されているが、もちろん電子走査と機
械走査等を組み合わせて超音波ビームを二次元走査するようにしてもよい。また、本発明
に係る手法は、三次元データを取得する場合に限らず、二次元データを取得する場合にお
いても適用可能なものである。３Ｄプローブ１０は本実施形態において生体の表面上に当
接して用いられるものであるが、もちろん体腔内に挿入して用いられるタイプのプローブ
が利用されてもよい。
【００２４】
　送信部１２は送信ビームフォーマとして機能し、送信時において、送信部１２から２Ｄ
アレイ振動子に対して複数の送信信号が供給される。これにより送信ビームが形成される
。受信部１４は受信ビームフォーマとして機能するものである。受信時において、生体内
からの反射波が二次元アレイ振動子にて受波され、これによって生じた複数の受信信号が
受信部１４へ出力される。受信部１４においては複数の受信信号に対して整相加算処理が
実行され、これによって電子的に受信ビームが形成される。そのように形成されたビーム
データが３Ｄメモリ１６へ出力される。ビームデータは複数のエコーデータからなるもの
である。
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【００２５】
　３Ｄメモリ１６は、生体内に形成された三次元空間（実空間）に対応する三次元の記憶
空間を備えており、３Ｄメモリ１６にはボリュームデータが格納される。ボリュームデー
タは超音波ビームの二次元走査によって取得された複数のビームデータの集合体として構
成されるものである。３Ｄメモリ１６へのデータの書き込み時あるいは３Ｄメモリ１６か
らのデータの読み出し時において座標変換が実行される。なお図１においてビームデータ
を処理する各種回路については図示省略されている。ビームデータはドプラ情報によって
構成されるデータであってもよい。
【００２６】
　二値化部１８はボリュームデータに対して二値化処理を適用することにより、二値化ボ
リュームデータを生成するモジュールであり、その二値化ボリュームデータが３Ｄメモリ
２０に格納される。二値化処理にあたっては、例えば卵胞などの注目組織に相当するデー
タが１となり、それ以外のデータが０となるように処理が実行される。すなわち反転二値
化処理が実行される。二値化処理にあたっては卵胞データとそれ以外とを識別するために
閾値が利用される。もちろん輝度、分散値、テクスチャ等の他の指標に基づいて組織弁別
が行われるようにしてもよい。複数の卵胞が連なっているような場合そのような凝集体あ
るいは密集体に相当するデータ群が生成されることになる。二値化処理に先立ってノイズ
除去や平滑化処理が適用されてもよい。二値化処理後のボリュームデータにおいて、複数
の卵胞に相当するデータの固まりが相互に空間的に分離されている必要はない。
【００２７】
　模擬体生成部２２は、注目組織の形状を模擬した模擬体（コンピュータグラフィックデ
ータ）を生成するモジュールであり、これは例えばソフトウエアの機能として実現される
。後に詳述するように、三次元データ処理空間内において、注目組織の内部に相当する位
置に原始オブジェクトが配置され、その原始オブジェクトに対する膨張処理等によって注
目組織の形状にフィッティングされた模擬オブジェクトが生成される。それが模擬体であ
る。模擬体は具体的には３Ｄグラフィックデータとして構成され、それが３Ｄメモリ２４
に格納される。３Ｄグラフィックデータは複数のボクセルからなるデータであってもよい
し、関数表現されたデータであってもよい。通常はいわゆるポリゴンデータとして構成さ
れる。
【００２８】
　三次元画像形成部２６は、ボリュームレンダリング法やサーフェースレンダリング法な
どを用いて、もととなる三次元データから三次元画像を形成するモジュールである。本実
施形態において三次元画像形成部２６はボリュームデータに基づいて三次元画像を形し、
また、３Ｄグラフィックデータに基づいて三次元画像を形成している。もちろん、２つの
三次元画像を空間的に合成して表示するようにしてもよい。断層画像形成部２８は三次元
空間を表す１または複数の断面に相当する１または複数の断層画像を形成するモジュール
である。本実施形態においてはボリュームデータに基づいておよび３Ｄグラフィックデー
タに基づいて断層画像を形成することが可能である。断層画像の形成にあたっては、３Ｄ
グラフィックデータに含まれる模擬オブジェクトを中実データとしてもよいし表面形状デ
ータとしてもよい。計測部３０は３Ｄグラフィックデータに基づいて注目組織に対する計
測を実行するモジュールである。長さや直径などのサイズの計測、体積演算などが実行さ
れる。本実施形態においては複数の注目組織が抽出、特定された場合、各注目組織ごとに
計測が実行される。例えば複数の卵胞に対して上述した模擬体生成処理がされた場合、３
Ｄグラフィックデータとして複数のグラフィックオブジェクトが生成されることになり、
各グラフィックオブジェクトごとに計測が実行される。実際の卵胞データに対して計測を
行う場合には不鮮明さやノイズの影響を受けて正確な計測を行えない場合であっても、そ
の計測対象が３Ｄグラフィックデータであれば計測精度を飛躍的に高めることが可能であ
る。それを三次元画像として表示した場合にもその画像の品質を極めて高めることが可能
である。
【００２９】



(8) JP 2011-224143 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

　表示処理部３２は各画像を必要に応じて合成するモジュールであり、また表示処理部３
２は必要に応じて色付け処理を実行する。表示部３４には表示処理部３２から出力された
画像データに基づく画像が表示される。制御部３３は本実施形態においてＣＰＵおよび動
作プログラムにより構成され、図１に示される各構成の動作制御を行っている。入力部３
５は本実施形態において操作パネルにより構成され、それは具体的にはキーボードやトラ
ックボールなどを含むものである。
【００３０】
　次に、図２を用いて模擬体の生成処理について具体的に説明する。図２には一連の処理
プロセスがフローチャートとして示されている。まず各ステップの概略を説明した上で、
各ステップの内容を具体的に説明することにする。
【００３１】
　Ｓ１０１では、取得されたボリュームデータに対する二値化処理が実行される。注目組
織データに対して１が与えられ、それ以外のデータに対して０が与えられるように適切な
閾値が設定される。これによって二値化ボリュームデータが生成される。Ｓ１０２におい
ては、三次元データ処理空間内に三次元配列をもった球アレイが配置される。球アレイは
Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向に並んだグラフィック要素あるいはオブジェクトとしての球
からなるものであり、各球は原始図形と言い得るものである。本実施形態では後に説明す
るように三次元空間内において多数の球が密集するように球アレイが生成されている。も
っとも、注目組織の内部に相当する座標が既知であればその座標へ１つの球を配置するこ
とも可能である。ちなみに三次元空間は実データが存在する空間であってもよいし、それ
とは別の同じ座標系を持った空間であってもよい。
【００３２】
　Ｓ１０３においては球アレイの中で注目組織すなわち対象組織に属する球のみが残され
、対象組織外の球が削除される。この場合において、完全に注目組織内に含まれている球
だけを残すようにしてもよいし、一部がはみ出している球も残すようにしてもよい。ただ
し後者の場合には、はみ出し部分に対する別途の処理が必要となる。Ｓ１０４においては
、球あるいはそこから生成された中間図形に対して膨張処理および合体処理が実行される
。その場合においては、二値化ボリュームデータにおける注目組織部分が参照され、注目
組織部分を超えないように各球に対する膨張処理が適用される。また複数のオブジェクト
が互いに接触しあるいは互いに入り込みそうになった場合にはそれらのオブジェクトをひ
とつのオブジェクトにまとめる合体処理が適用される。膨張処理および合体処理それぞれ
公知技術と言えるものである。
【００３３】
　以上の処理がＳ１０５においてすべて完了と判断されるまで繰り返される。すなわち各
オブジェクトを膨らませながら必要に応じて合体させ、これによって注目組織の内部に基
本的に単一のオブジェクトだけが残されるようになり、そのオブジェクトの形状が対象組
織の形状にいフィッティングされる。後に説明するようにオブジェクトを定義する複数の
頂点がいずれも注目組織の表面上に到達したと判断された場合にＳ１０５以降の工程が実
行される。
【００３４】
　Ｓ１０６においては以上のように構成された三次元グラフィックデータに基づいて三次
元画像が形成される。また必要に応じて１または複数の断層画像が形成される。一方、Ｓ
１０７では三次元グラフィックデータに基づいて個々の注目組織に相当する三次元オブジ
ェクト（模擬図形）を対象としてサイズや体積の計測が実行される。そして複数の注目組
織が存在している場合、複数の体積値等が演算されることになり、それらが昇順あるいは
降順でリスト化される。Ｓ１０８では上述した三次元画像、断層画像等が画面上に表示さ
れ、また計測結果が表示される。望ましくは複数の数値を表したリストが表示される。例
えば卵胞の計測にあたっては複数の卵胞について計測された複数の体積値が大きなものか
ら小さなものにかけて順番に並べられることになる。したがって医師はそのようなリスト
を観察することにより疾病診断を行うことが可能となる。
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【００３５】
　次に、上述した各ステップの内容について具体的に説明する。図３には二値化処理が示
されている。符号３６は二値化処理前のボリュームデータを表しており、ボリュームデー
タ３６は三次元空間としての実データ空間３７内に存在するものである。ボリュームデー
タ３６には卵胞集合データ３８が含まれ、ここで符号３８ａは個々の卵胞データを表して
いる。
【００３６】
　このようなボリュームデータ３６に対して二値化処理を適用した結果として二値化ボリ
ュームデータ４０が得られる。すなわち卵胞集合データ４２には値１をもったデータの集
合として構成されており、それ以外のデータの値は０とされている。卵胞集合データ４２
は複数の卵胞データの集合体として表現されており、個々の卵胞データが４２ａで表され
ている。それらは三次元的に密集しているものであり、通常、そのような個々の卵胞デー
タを直接計測することは困難である。しかしながら本実施形態においては個々の卵胞デー
タを図形として見ることができ、個々の図形を計測することにより、直接的に卵胞の計測
が困難な場合であっても個々の卵胞について信頼性ある計測結果を得ることが可能となる
。
【００３７】
　図４には初期処理が示されている。ちなみに符号４０は図３に示した二値化ボリューム
データを表している。初期処理においては、三次元空間であるグラフィックデータ空間４
４内に球アレイ４６が配置される。球アレイ４６はＸ方向、Ｙ方向およびＺ方向に並んだ
多数の球４８からなるものであり、図示される例において各球の直径はｍであり、隣接す
る球間の間隔すなわちピッチもｍである。後に説明するように各球はポリゴンデータとし
て表現されており、すなわち複数の頂点の座標として管理されており、その場合における
各ポリゴンの一辺の長さはｍ／ｎである。ここでｎは整数である。このように球アレイ４
６を生成するのは注目組織が三次元空間内のどこに組織に存在するのかが不明であるため
であり、注目組織の個々の中に少なくとも１つの球を確実に配置するためである。よって
注目組織の存在位置が既知であるような場合にはそこに１つの球を配置する処理を行うよ
うにしてもよい。球アレイ４６の配置によれば三次元空間内に複数の注目組織が存在して
いる場合であっても、個々の注目組織ごとに少なくとも１つの球を取り込ませることが容
易であるという利点を得られる。
【００３８】
　球アレイ４６に対しては除外処理が適用される。すなわち注目組織内に位置している球
のみが残され、それ以外の球が除外される。その処理結果が符号５０で表されており、そ
れは内部球の集合として表現されている。その集合５０の生成にあたっては二値化生成デ
ータ４０が参照され、特に値１を持った卵胞集合データ４２が参照され、そのデータ領域
を超える球が消去されている。本実施形態においては注目組織内に完全に取り込まれてい
る球のみが残されているが、これについては各種の変形例が考えられる。例えば一部のは
み出しを許容してもよい。ただしそのようなはみ出し部分については膨張処理とは逆の収
縮処理を適用する必要がある。本実施形態においては多数の球が生成されていたが、原始
図形として他の形状を生成するようにしてもよい。
【００３９】
　図５には膨張処理、合体処理が示されている。符号５２はデータ空間４４内に存在する
球集合を表しており、それは複数の球５２ａからなるものである。本実施形態においては
各球ごとに膨張処理が実行され、その膨張過程において複数の球が互いに接触した場合に
はそれらを１つの図形すなわち１つのオブジェクトに合体させる処理も実行される。各球
の膨張にあたっては対象となる注目組織の外部にはみ出ないことを条件としてその処理が
実行されており、すなわち注目組織内において図形の膨張と合体とが繰り返し行われるこ
とになる。符号５４は中間的な過程にある図形集合を表しており、それは複数の中間図形
５４ａにより構成されている。中間図形５４ａは既に球の形状を有しておらずそこから変
形した形状をもっている。合体処理により注目組織の内部に存在するオブジェクト数は徐
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々に少なくなり、最終的には１つの注目組織内に基本的に１つのオブジェクトだけが存在
するようになる。そして当該オブジェクトの膨張処理によりその形状が注目組織形状にフ
ィッティングされる。その段階の様子が符号５６で示されている。符号５６ａは最終的な
オブジェクト形状を示しており、それは模擬図形である。その模擬図形は図３に示した注
目組織形状すなわち卵胞形状に合致しているものである。ちなみに隣接する卵胞間におい
ては一定の隙間あるいはデータの不連続領域が認められるため、通常は膨張処理が発散し
てしまうことはない。後に説明するようにバネ係数を利用した形状変形制限があるので、
部分的に卵胞データに繋がりが生じていても、膨張処理がそのような繋がりをもって必要
以上に拡大してしまうことが防止されている。
【００４０】
　図６には各オブジェクトがポリゴンデータとして表現される場合における１つのポリゴ
ン６２が示されている。すなわち各図形（原始図形、中間図形、模擬図形）は多面体とし
て定義されており、具体的にはそれは複数の頂点６０によって定義されている。換言すれ
ば多数の面（ポリゴン）６２として定義されている。上述した膨張処理においては各頂点
を移動させる操作が実行され、膨張後のポリゴンが符号６４で示されている。ただし一辺
の長さが一定値を超えた場合、複数の頂点の間に追加の頂点６６が新たに配置され、これ
によって１つの大きなポリゴン６４が複数のポリゴン７０～７２に分割される。このよう
な処理それ自体は公知である。
【００４１】
　図７には各オブジェクトを管理するためのテーブル１００の例が示されている。（Ａ）
は初期状態を示している。各オブジェクトすなわち各原始図形はオブジェクトＩＤ１０２
によって管理され、各オブジェクトは複数の頂点によって定義されおり、それが頂点座標
１０４である。膨張処理および合体処理を繰り返した後の状態が（Ｂ）に示されている。
そのような過程においてオブジェクトＩＤが振り直されてもよいし、合体においていずれ
か一方のＩＤを選択的に採用するようにしてもよい。この段階では各オブジェクトを構成
する頂点の個数が増大している。それとは逆にオブジェクトの個数は減少している。
【００４２】
　図７に示したテーブル１００はもちろん一例であって、多様な管理形態を採用し得る。
面のデータを管理するようにしてもよい。また後に説明するバネ係数を管理するようにし
てもよい。
【００４３】
　図８および図９には移動制限処理が模式的に示されている。現在移動対象となっている
頂点が図８において符号７６で表され、その近傍に複数の頂点７４が存在している。頂点
７４と各頂点７４との間には仮想バネ７８が存在しており、すなわち仮想的なバネ係数が
定義されている。
【００４４】
　図９においては、（Ａ）に移動前の状態が示されており、（Ｂ）に移動後の状態が示さ
れている。頂点７６の移動方向は法線ベクトル８０として定義され、そのような法線ベク
トル８０はグローシェーディング法という公知の手法等において定義されるものである。
法線ベクトル８０の方向へ頂点７６を移動させる場合に、近傍の各頂点との間におけるバ
ネ係数が作用し、（Ｂ）に示すように頂点７６Ａは一定以上外側へ移動しないように制限
される。このような処理が各頂点ごとに実行されることになる。もちろん、頂点の移動に
あたっては注目組織の表面を超えて移動が行われないように制限されており、結果として
各頂点は基本的に全て注目組織の表面上に位置することになる。ちなみに上述したような
バネ係数に基づく移動制限それ自体は公知技術である。
【００４５】
　図１０には表示例が示されている。画面８２上には三次元グラフィックデータに基づく
三次元画像８４が表されており、それは符号８６で示されるように卵胞集合を模擬した人
工的なグラフィック要素集合を含むものである。そのような三次元形状に対する３つの切
断面に対応するのが３つの断層画像８８，９０，９２である。それぞれの断層画像８８，
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９０，９２においてはグラフィック要素の断面が現れている。このような断層画像の表示
には各グラフィック要素の中身を件データとして表現するのが望ましい。そのような複数
の画像とともに計測結果がリスト９４として表されている。このリスト９４は複数の卵胞
について計測された複数の体積値を大きなものから並べたものである。このような数値リ
ストを参照することにより疾病診断を行うことが可能となる。また従来において行ってい
た手作業による計測を自動化することが可能であるから医師における作業負担を大幅に軽
減でき、しかも計測精度を高められるという利点がある。
【００４６】
　上述したような人工的な画像とともに実データに基づく三次元画像や断層画像をあわせ
て表示するようにしてもよい。またグラフィックデータの表示にあたっては着色処理を施
すようにしてもよく、例えば個々のグラフィック要素（卵胞）に対して異なる色を割り当
て、体積値の表示にあたってもそれぞれの数値に対して対応する色を割り当てるようにし
てもよい。
【符号の説明】
【００４７】
　１６　３Ｄメモリ、１８　二値化部、２０　３Ｄメモリ、２２　模擬体生成部、２４　
３Ｄメモリ、３６　ボリュームデータ、４０　二値化ボリュームデータ、４６　球アレイ
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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