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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装置からある距離にある領域の単数の運動物体又は複数の運動物体の集団の速度を測定す
るための装置において、該装置が、
励起信号を生成するための発生装置と、
前記励起信号を波動エネルギーに変形し、前記波動エネルギーをある伝播方向へ放射する
ための放射用トランスデューサと、
前記放射用トランスデューサから放射された前記波動エネルギーとの相互作用によって生
成された前記単数又は複数の運動物体から信号を受信するための受信用トランスデューサ
とを有し、
前記放射用及び受信用トランスデューサの少なくとも一方が、複数の要素を備えたアレイ
の形態を有し、前記トランスデューサの要素から与えられる又は要素へ与えられる信号は
、各要素へ又は各要素からそれぞれ異なってスケールされた信号を与えるように、それぞ
れ異なってスケールを行う振幅スケーリング係数を伴って構成されるビーム形成装置によ
って処理され、これによって、前記領域において、前記伝播方向に対して横方向に空間発
振する場で波動エネルギーを放射するようになっていること、及び／又は、前記領域にお
いて、前記伝播方向に対して横方向に空間発振する感度を備えており、それによって前記
領域において、前記伝播方向に対して横方向に空間発振する探針場をつくり出すようにな
っていることを特徴とする前記装置。
【請求項２】
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前記波動エネルギーがパルス波エネルギーであることを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
前記波動エネルギーが音波エネルギーであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記音波動エネルギーが超音波エネルギーであることを特徴とする請求項３に記載の装置
。
【請求項５】
前記波動エネルギーが電磁エネルギーであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記一方のトランスデューサが放射用トランスデューサであり、前記ビーム形成装置が、
前記複数の要素の内のある要素に与えられる励起信号を、前記伝搬方向に集束波エネルギ
ー放射を生じる時間、他の要素へ与えられるの励起信号に対して遅延することを特徴とす
る請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記一方のトランスデューサが受信用トランスデューサであり、前記ビーム形成装置が、
前記複数の要素の内のある要素から与えられる信号を、前記運動物体から与えられる前記
信号に対して単一の出力信号を結果として生じる時間、他の要素からの信号に対して遅延
することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
装置からある距離にある領域の単数の運動物体又は複数の運動物体の集団の速度を測定す
るための該装置において、該装置が、
前記単数の運動物体又は複数の運動物体から信号を受信するための受信用トランスデュー
サを有し、前記受信用トランスデューサが、複数の要素を備えたアレイの形態を有し、前
記トランスデューサの要素から与えられる信号は、各要素からそれぞれ異なってスケール
された信号を与えるように、それぞれ異なってスケールを行う振幅スケーリング係数を伴
って構成されるビーム形成装置によって処理され、これによって、前記領域において、前
記受信用トランスデューサから前記領域への方向に対して横方向に空間発振する受信感度
を備えていることを特徴とする前記装置。
【請求項９】
前記信号が音波信号であることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記音波信号が超音波信号であることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
前記信号が電磁信号であることを特徴とする請求項８に記載に装置。
【請求項１２】
前記ビーム形成装置が、前記複数の要素の内のある要素から与えられる信号を、前記運動
物体からの前記信号に対して単一の出力信号を結果として生じる時間、他の要素から与え
られる信号に対して遅延することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、音波、特に超音波、あるいは電磁放射のいずれかを利用して遠隔感知した物体
の速度ベクトルを決定するための装置に関する。本発明は、横方向の動きによって受信信
号に影響を与える横方向空間発振を利用する原理に基づくものである。
物体の運動が、軸方向に対して一つ又は二つの横方向の空間発振を行う場から決定される
。
空間発振とサンプリング方式との組み合わせにより、測定設定の異なる速度成分に関係す
る相互サンプリング運動（位相推移）を推定することが可能になる。
パルス方式は、調査対象を反射する音響パルスの放射（アクティブ発信）によるか、調査
対象の音響アクティブ物体から放射される連続信号をサンプリングする（パッシブ発信）
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かのいずれかの方法で行うことができる。
アクティブ発信の場合、いくつかの連続パルス放射を利用して、相互パルス運動を推定す
ることができ、この推定された運動とパルス間の時間とから速度を得ることができる。
発明の背景
探針(probing)場の中を通して物体を観察し、運動物体の速度を測定するということはあ
りふれた問題である。運動物体を散乱または反射し、次いで受信用トランスデューサ又は
アンテナによって受信するパルス場の放射装置が用いられる。実験を繰り返すことによっ
て物体速度を決定するアルゴリズムで使用できる信号が生み出される。
この種類の機器は、血流速度を非観血的に測定するために医療診断用超音波システムで使
用される。この場合、Baker(1970)が記載しているように一連の超音波パルスが放射され
、血液からの散乱信号が測定される。この超音波信号はすぐに血流速度と音波の速度に従
って変位、すなわちオフセットされ、その運動は装置によって検出され、パルス間の時間
と運動とから速度が計算される。速度分布時間の関数として、または時間にわたる単一速
度としてのいずれかでこの速度を表示することができる（スペクトル写真）。この技術は
速度画像を表示するために利用することもできる。ここで超音波ビームは一つのはっきり
した方向へ数回放射され、その受信信号をセグメントに分割し、様々な深さについての速
度を得ることによってその方向に沿った速度を得ることができる。次いでこの方向は変更
される。次にこの測定手段が繰り返され、これらの別の方向に沿った速度を得ることがで
きる。そして速度を示す画像がつくられ時間にわたって連続的に更新される。この速度は
、Kasai他(1985)及びNamekawa他(1982)が記載しているように、自己相関アプローチによ
って得ることができる。もう一つの技術として、Bonnefous他(1986)が記載しているよう
な交差相関を利用する技術がある。このシステムの概要はJensen(1996)の記載の中にある
。これらの方法では、均質で高度に集束した場を生成し、全ての深さについて均一な外観
を持つ高度に集束した画像を得るための標準的技術が使用される。
レーダーシステムでも運動物体の速度を推定するためのパルス原理が利用される。一連の
レーダーパルスが放射され、受信信号が測定される。ある特定の距離から出る信号が比較
され、パルス間の物体の運動、光速度、パルス放射間の時間から速度が計算される。Skol
nik(1980)が記載しているように、この原理は例えば飛行機、ミサイル、船舶の速度を得
るために利用される。
このパルス運動原理は様々な物体の速度を得るためにソナーでも利用されている。適当な
改造を施した医療用超音波スキャナについても、上述と同じ方法によってこの原理が適用
される。
これらの全ての速度推定技術に関する一つの問題点として、ビーム方向（すなわちトラン
スデューサへの又はそれから遠ざかる方向）の速度成分しか得ることができないというこ
とがある。すなわち、ビーム伝播方向に対して垂直な速度は測定することはできないとい
うことである。医療診断用超音波でこれを改善するために数多くのアプローチがなされて
きた。Trahey他(1987)が記載しているように、スペックル追跡アプローチでは二つの連続
する超音波画像が測定される。一つの画像から次の画像までの領域パターンの領域の運動
は二次元交差相関によって知られ、その領域の速度ベクトルはその領域の変位と画像間の
時間から決定される。この技術には二つの画像が必要とされ、それによってデータ収集が
遅くなり、平均値算出を利用することが不可能となる。画像収集も完全な三次元速度推定
を行うためにこの技術を利用することを困難にしている。二次元相関は多数の演算を必要
とし、相関関数の誤った極大値が原因で間違った速度が導き出されることがある。
もう一つのアプローチは、関心領域でお互いに交差する二つのビームを放射する二つのト
ランスデューサやアパーチャを利用するものである。これによって二つの独立した方向の
速度を得ることができる。この速度ベクトルは三角測量方式によって得ることができる。
その分散、従って速度の横方向成分の精度は二つのビーム間の角度によって影響を受ける
。組織内の大きな深さでこの角度は小さくなり、小さな角度は高い分散すなわち低い精度
を与えることになる。二つのトランスデューサの使用あるいは単一の大きなアレイを使用
することは、やはり、人の肋骨間の探針を困難にし、その結果トランスデューサの一つに
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対する接触ロスを生じることがある。
EP 0 638 285 Alに、ドップラー帯域幅に基づき振幅と方向を独立して推定する超音波診
断装置が開示されている。この方法は、Newhouse他(1991)が最初に提示したアイディアに
基づく原理によるものである。
米国特許番号4 979 513、Sakai他はトランスデューサアパーチャの表面両端の位相変化を
推定する超音波診断装置を開示し、複素時間復調化高周波信号から横方向速度を得ること
ができる。
発明の概要
公知の種類の装置のこの欠陥と不便を克服することが本発明の目的である。本発明ではこ
の目的は、場の伝播方向に対して横方向の一つ又は二つの方向に空間発振する探針場を利
用する装置によって達成される。横方向発振場が媒体に導入され、複雑な空間復調と散乱
体の横方向運動に対応して発振する信号を起こす同相と直角位相の双方の場を用いて運動
散乱体を探針で調べる。次いで横方向の変位を推定することによって横方向運動と速度を
得ることができる。
ビーム形成技術を利用するとき、放射された場か受信された場のいずれか、あるいはその
両方によって空間発振を生成することができ、これによって放射用トランスデューサ又は
受信用トランスデューサあるいはその両者の感度を場の伝播方向に対して横方向（これは
トランスデューサからの方向である）に空間的発振させる。感度の空間発振ということは
、任意の一定の時点で、感度がある平均値付近の発振で空間中で変動するということを意
味する。
本発明の第一の局面では、ビーム方向に対して横方向に空間発振する場でエネルギー波や
信号を放射し、受信することによって運動と速度の推定が行われる。ビームの方向に対し
て横方向に運動する物体は、場エネルギーを反射または散乱することによって放射された
場と相互作用し、この物体は、受信信号の変化を時間の関数として導入することになる。
パルスを放射し、反射された又は散乱された信号を受信し、パルス放射間の一定の時間間
隔で何度もこれを繰り返すことによって運動物体の横方向運動によって影響された信号が
生み出される。この影響によって、パルス探針システムを利用するとき水平面又は空間の
いずれかにおいて速度を測定することが可能になる。
本発明のもう一つの局面では、エネルギー波を受信し、受信用トランスデューサがトラン
スデューサから横方向に空間発振する感度を備えるようにすることによって運動と速度の
推定が行われる。トランスデューサから横方向に運動し、音波や電磁信号のような、受信
用トランスデューサで検出可能な信号をそれ自身が放射する物体を検出することができ、
その物体の運動方向と速度を推定し計算することができる。
いくつかのサンプルに対する受信信号もビーム方向の運動によって影響を受ける。従って
ビーム方向の速度がまず決定され、受信信号でその運動が補償されるので、横方向の運動
のみが補償された信号の中で変動する。次いで、軸方向で従来のシステムについて利用さ
れるような、速度又は速度分布を得るための標準技術を用いることができる。
この場の横方向空間発振は、発信及び／又は受信中に特別のビームフォーミングを行うこ
とにより単一のアレイ・トランスデューサによって生成することができる。正弦波発振パ
ルスが、送信と受信中に適切にアポダイズされ位相化されて軸方向に放射される。例えば
、非集束放射ビームと、様々なアレイ・トランスデューサ構成要素が与えられるアポダイ
ゼイションを表す二つのsinc関数(sin(x)/x)を利用することにより、受信ビームフォーミ
ングに集束する平面波を伴う様々な発振振幅の結果、横方向に空間発振する場が与えられ
る。本質的に空間発振を生成するのはまさにこの受信ビームフォーミングであるので、受
信ビームフォーミングのみを備えていることによって、全ての深さに対して空間発振場を
得ることが可能になる。
この結果場の横方向空間発振を多くの方法で生成することができる。送信と受信ビームフ
ォーミングを線形性に因って入れ替えることもでき、これによってある一定の深さあるい
はトランスデューサからの距離で同じ横方向空間発振を持つ場が生成されることになる。
アポダイゼイションによってあるいはビームのステアリング部によってこの横方向空間発
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振を生成することができるので、ビームは相互作用し横方向空間発振が生成される。ある
いはこの発振はこれら二つの組み合わせで行うこともできる。多くのアポダイゼイション
方式が空間発振に通じるが、アポダイゼイションの利用は代表例であるアパーチャの両端
の二つの別々のピークを伴って機能する。相互作用する平面波として、あるいは横方向空
間発振を生成する深さでまたはその深さ近辺で集束する別の形としてのいずれかでビーム
ステアリングを行うことができる。
生成された各ビームについて、調査対象の深さで二つの測定値を採る。前記二つの測定値
は受信信号の同相成分と直角位相成分である。二つのビームは集束によって生成され、ビ
ームの各々は横方向空間発振に対して90°位相がずれる。次いでこれらの二つの信号を使
って、従来の推定装置で速度推定値を得ることができる。
このアプローチを用いることによって単一のトランスデューサを使用して横方向速度を測
定することができ、それによって小さなアパーチャウィンドウを通して手軽に測定を行う
ことができる。
二つの受信ビームを使用することによって速度の兆候を検出することが可能になる。
測定パルスから測定パルスまでの差を利用することによってビームにかかる歪みの影響を
伝播媒体から著しく低減することが可能である。このようにこの方法ではパルスからパル
スまでの差のみを用いて速度が決定される。
受信時にたった二つのビームを再構成することによって非常に少量の演算を行い垂直方向
の速度を推定しなければならない。
標準的自己相関アプローチを利用することによってこの装置は測定処理であまりノイズの
影響を受けなくなる。なぜなら、この推定装置はホワイトノイズのためにバイアスを受け
ないからである。
第三のビームフォーミングを用いることによって速度ベクトルのすべての成分を推定する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
図面を参照しながら本発明を今からより詳細に説明する。
図１はシステムの主要構成要素のブロック図を概略的に示す。
図２は、振幅換算係数すなわち放射ビームフォーマーに用いられるアポダイゼイションを
等価的に示す。
図３は、推奨実施例の場の放射並びに受信用線形アレイ・トランスデューサの図面を示す
。
図４は、左受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要素
の時間遅延値を示す。
図５は、左受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要素
の振幅換算係数を示す。
図６は、右受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要素
の時間遅延値を示す。
図７は、右受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要素
の振幅換算係数を示す。
図８は、中央受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要
素の時間遅延値を示す。
図９は、中央受信信号をつくるときに使用される受信用トランスデューサ・アレイの各要
素の振幅換算係数を示す。
図10は推奨実施例で使用されるパルス場の横方向空間発振を示す。
図11はコンピュータ実験のための軸方向速度と横方向速度の定義を示す。
図12はシミュレーション設定を示す。
図13はこの実施例を使用した場合の結果速度を示す。
好適な実施の形態の説明
図１に本発明によるある装置の推奨実施例の一例を示す。本発明のこの実施例は血流速度
を測定するための医療診断用超音波への応用例である。
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一つの代表例として腕、脚の動脈や頚動脈のような抹消血管中の血流の量定がある。もう
一つの例は胸郭中の主要血管の血流の推定であり、この場合肋骨の間の小さなウィンドウ
すなわちアパーチャしか利用することができない。これら二つの例では、血流は体表面す
なわち人の皮膚とほぼ平行であり、従って、探針が直接皮膚の上に置かれたとき血流は探
針場の方向に対して横方向になる。
図１に、測定装置自体の具体的な設定が概略示されている。この装置には、発生装置すな
わちパルサー１、放射ビーム形成装置２、線形アレイ超音波放射用トランスデューサ３、
線形アレイ超音波受信用トランスデューサ５、同時に機能して受信用トランスデューサ５
からの信号を受信する３つの受信ビームフォーマー6a、6b、6c、装置の動作を制御し、速
度を計算又は推定するためのマイクロコンピュータ７及びカラーディスプレー８が含まれ
る。
パルサー１は、各パルス中に3MHzの周波数で８つの正弦波発振を持つパルス電圧信号を生
成し、この信号は放射ビーム形成装置２へ送出される。放射ビーム形成装置２はパルサー
からの信号を複数の信号に分割し、これら複数の信号は放射用トランスデューサ・アレイ
３のそれぞれの構成要素へ送出される。放射ビーム形成装置２は、トランスデューサ・ア
レイ３の構成要素の各々に対して個々に信号を減衰し遅延させることができる。本実施例
では放射中遅延は導入されていないが、図２にはトランスデューサ中の要素番号の関数と
して減衰値が示されている。
本推奨実施例では、パルス超短波場の放射と受信の双方にどちらも同じ線形アレイ・トラ
ンスデューサが使用されている。この線形アレイ・トランスデューサは、図３に示すよう
に0.41mmの要素幅を持つ64個の構成要素と、隣接する構成要素間が0.1mmの間隔とから成
る。これらの構成要素の高さは5mmである。
トランスデューサから放射された場は血管４の血液によって散乱され、この散乱された場
の一部は線形アレイ・トランスデューサによって受信され、これら個々の構成要素から出
た信号は受信ビームフォーマーの中の２つ、すなわち6aと6b上へ渡される。これら構成要
素から出た信号は、個別に振幅でスケールされ、個別に遅延され、その後合計されて各々
の受信ビームフォーマーから単一の出力信号が生み出される。第一の受信ビーム形成装置
6aは左信号を生成し、第二の受信ビーム形成装置6bは右信号を生成する。図４にはトラン
スデューサ要素番号の関数として遅延値が示され、図５には第一の受信ビーム形成装置6a
のための対応する振幅換算係数が示されている。第二の受信ビーム形成装置中の構成要素
の遅延値が図６に示され、対応する振幅換算係数が図７に示されている。第三の受信ビー
ム形成装置6cは、図８に示す振幅換算係数と、図９の時間遅延とを用いて中央信号を生成
する。
従って、伝播方向に対して横方向に空間発振する場をつくり出すことが本発明の基本原理
である。放射ビームフォーマー及び／又は受信ビームフォーマーの動作によって空間発振
が生成される。これらの空間発振は、それぞれ個々のトランスデューサ要素に対するトラ
ンス励起信号をその他のトランスデューサ要素と関連させながら減衰させ遅延させる。こ
れをアポダイゼイションと呼ぶ。発信時にこれらの遅延はすべての構成要素に対してゼロ
に設定され、換算係数はガウス形に設定され、ビームのサイドローブが低減される。受信
ビームフォーマーの遅延が作動するため二つの平面波が調査対象の場所で互いに交差し、
二つのsinc関数(sin(x-x0)/(x-x0))を用いて振幅スケーリングが行われる。ここで、xは
アパーチャ上の横方向位置であり、X0はsinc関数中のピークの中央位置（アパーチャの各
半分の中央位置）である。これによって速度推定に適した横方向に空間発振するパルス・
エコー場が生成される。これは図10に横方向発振が示されている場のシミュレーションに
よって文書化されている。
この中央信号は軸速度プロセッサ上へ渡され、このプロセッサが時刻t＝2d/cで信号をサ
ンプル化する。ここでdは組織中の深さ（この例では70mm）で、cは柔組織内で1540m/sと
して採られた音波の速度である。第二の直角位相サンプルは時刻t＝2d/c+1/(4f0)で得ら
れる。ここでf0は放射されたパルスの中心周波数であり、この例では3MHzである。一組の
サンプルが各々の受信されたパルス場のために採られ、一つのラインのためのサンプルは
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x(i)とy(i)で表される。ここでiは受信されたサンプル番号を表し、第一の信号は番号i＝
０を持つ。この例では50パルス場が放射され受信されたので、50個のサンプルを利用でき
る。これらのサンプルは軸速度推定装置上へ渡される。この軸速度は次式を使って得るこ
とができる。

ここでTprfはアレイからのパルス放射間の時間であり、Ncは推定装置で使用される同方向
のパルス－エコーラインの数である。
軸速度を用いて、他の二つのビームフォーマーから出る左右の信号からサンプルが選択さ
れる。左信号から採られたサンプル(g1(t)で表す）は

で与えられ、血液の軸運動からの影響が補償される。同様に、右信号(gr(t)で表す）から
採られたサンプルは

で与えられる。これらのサンプルは、次式で与えられる推定装置に入力される。

ここでfxは、柔組織の70mmの深さにおける横方向発振トランスデューサ場の周波数である
。この場合νxが横方向速度である。
装置の機能性を検査し二次元速度ベクトル測定を行う。これは画像平面に位置するベクト
ルである。その二つの方向は、図11に示すように軸方向速度及び横方向速度と呼ばれる。
軸方向速度はパルスの伝播方向に対して平行である。横方向速度は伝播方向に対して垂直
であり、画像平面に位置している。画像平面は線形アレイの中心線と合致する。
装置の機能性はシミュレーションによって実験的に文書化される。このシミュレーション
は、TupholmeとStepanishen(Tupholme 1969;Stepanishen、1970)によって開発されたイン
パルス応答法を用いてJensenとSvendsen(1992)によって開発された実施方法で行われる。
測定値と比較したこのアプローチの高い精度についてはJensen(1991)に記載されている。
シミュレーションの値が測定された超音波場の1%の範囲内にあるということがこの論文に
は示されている。このシミュレーションによるアプローチはパルス場に対しても適用可能
であり、多重散乱体の三次元応答モデルに対して用いられる。
このシミュレーションの状況は図12に示されている。直径10mmの血管がトランスデューサ
・アレイの中心から70mmの所（すなわちトランスデューサの軸上）に置かれる。この血管
にはプラグフロー（すべての血液散乱体は同じ速度を持つ）を含み、血管中の15,000の散
乱体にはゼロ平均値と単位分散をもつガウス振幅分布がある。これによって血液モデルか
らの応答において完全に発達したスペックルが保証される。このシミュレーションは1m/s
の一定速度と、フローベクトルを表す変動角(Θ)とについて行われる。使用角度は０°、
15°、35°、55°、75°、90°である。
シミュレーションの結果を図13に示す。真正速度ベクトルは個々の矢印によって示す。各
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ベクトル速度推定値を表す灰色の楕円はそれぞれ軸方向の推定値と横方向の推定値双方の
標準偏差を示す。横方向標準偏差は半長軸であり、軸方向標準偏差は半短軸である。平均
値は楕円の中央のそれぞれの円で例示されている。
この速度推定は装置中のトランスデューサからの一定の距離で行われた。非集束した場の
使用に因って、３つの受信ビームフォーマーの集束を動的に変化させ、放射された同じパ
ルスに対して別の深さで空間発振場を生成することは簡単である。
本明細書で説明した装置は単にある平面の速度を推定したものにすぎないが、完全な三次
元速度ベクトルを出すために簡単に変更することができる。その場合、Smith他(1990)が
記載した二次元マトリックストランスデューサを使用しなければならない。このトランス
デューサは非集束なので同じ放射場を用いることができる。その場合、特別なセットの二
つの受信ビームフォーマーを用いて、z－方向とx－方向の両方向に対して垂直なy－方向
で速度推定を行わなければならない。
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