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(57)【要約】
　本開示による超音波イメージングシステムは、超音波
プローブと、ディスプレイユニットと、プロセッサであ
って、第１のダイナミックレンジをもつソース画像デー
タを受信することであって、ソース画像データが、超音
波プローブにより検出された超音波エコーに基づくログ
圧縮エコー強度値を含む、受信することと、ソース画像
データの少なくとも一部のヒストグラムを生成すること
と、ヒストグラムに対する累積密度関数を生成すること
と、累積密度関数（ＣＤＦ）における少なくとも２つの
点の標示を受信することと、ディスプレイユニットに第
２のダイナミックレンジに従って表示されたソース画像
データを表す超音波画像を表示させることとを行うよう
に構成されたプロセッサとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波エコーを検出するように動作可能な超音波プローブと、
　前記超音波エコーに基づいて超音波画像を表示するように動作可能なディスプレイユニ
ットと、
　前記超音波プローブと前記ディスプレイユニットとに通信可能に結合されたプロセッサ
とを備える、超音波イメージングシステムであって、
　前記プロセッサは、
　　第１のダイナミックレンジをもつソース画像データを受信することであって、前記ソ
ース画像データが、前記超音波プローブにより検出された前記超音波エコーに基づくログ
圧縮エコー強度値を含む、受信することと、
　　前記ソース画像データの少なくとも一部のヒストグラムを生成することと、
　　前記ヒストグラムに対する累積密度関数を生成することと、
　　前記累積密度関数における少なくとも２つの点の標示を受信することと、
　　前記少なくとも２つの点に基づいて前記第１のダイナミックレンジより小さい第２の
ダイナミックレンジを規定することと、
　　前記ディスプレイユニットに前記第２のダイナミックレンジに従って表示された前記
ソース画像データを表す超音波画像を表示させることと、
　を行う、超音波イメージングシステム。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記累積密度関数における２つの点の標示を受信することと、前記
第１のダイナミックレンジの一部を前記第２のダイナミックレンジにマッピングするため
の前記２つの点に基づく線形マッピング関数を規定することとを行う、請求項１に記載の
超音波イメージングシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサが、前記線形マッピング関数を使用して、表示のために１６ビットソー
ス画像データを８ビット画像データにマッピングする、請求項２に記載の超音波イメージ
ングシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサが、黒色ピクセルの所望パーセントに対応した、前記累積密度関数にお
ける第１の点の標示を受信することと、ミッドグレー以下のピクセル値をもつピクセルの
所望パーセントに対応した、前記累積密度関数における第２の点の標示を受信することと
を行う、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記第１の点に対応した前記累積密度関数のｘ軸におけるデータ値
に対応したピクセル値に、前記第２のダイナミックレンジの最小値を設定することにより
、前記第２のダイナミックレンジを規定し、前記プロセッサが、前記第２の点に対応した
前記累積密度関数の前記ｘ軸におけるデータ値を特定して入力値の広がりを規定すること
と、前記入力値の前記広がりの２倍に対応したピクセル値に、前記第２のダイナミックレ
ンジの最大値を設定することにより、前記第２のダイナミックレンジをさらに規定するこ
ととを行う、請求項４に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項６】
　前記黒色ピクセルの所望パーセントと、前記ミッドグレー以下のピクセル値をもつピク
セルの所望パーセントとを記憶するメモリをさらに備える、請求項４に記載の超音波イメ
ージングシステム。
【請求項７】
　前記プロセッサが、前記メモリに記憶された前記黒色ピクセルの所望パーセントと前記
ミッドグレー以下のピクセル値をもつピクセルの所望パーセントとに基づいて、複数の時
間的に連続した超音波画像の各々に対して前記第２のダイナミックレンジを自動的に規定
する、請求項６に記載の超音波イメージングシステム。
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【請求項８】
　前記メモリが、前記黒色ピクセルの所望パーセント、及び前記ミッドグレー以下のピク
セル値をもつピクセルの所望パーセントに対する値の複数のペアを記憶し、各ペアが、特
定の臨床用途、又は、前記特定の臨床用途に関連した標準的なビューに関連している、請
求項６に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項９】
　前記黒色ピクセルの所望パーセント、及び、前記ミッドグレー以下のピクセル値をもつ
ピクセルの所望パーセントを調節する１つ又は複数のユーザー制御部をさらに備える、請
求項６に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１０】
　前記プロセッサが、
　前記ソース画像データの少なくとも一部を複数の深さバンドに分割することと、
　各深さバンドに対する、ヒストグラム及び対応する累積密度関数を生成することと、
　各深さバンドに関連した深さに依存した第２のダイナミックレンジを規定することと、
　をさらに行う、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、累積密度関数を使用して、複数の深さに依存した第２のダイナミッ
クレンジを規定することと、前記複数の深さに依存した第２のダイナミックレンジの各々
に関連した最小値間、及び、前記複数の深さに依存した第２のダイナミックレンジの各々
に関連した最大値間を補間して、追加的な深さに依存した第２のダイナミックレンジを導
出することとを行う、請求項１０に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１２】
　前記プロセッサがさらに、前記ログ圧縮エコー強度値に時間利得補償を適用して前記ソ
ース画像データを生成する、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１３】
　前記プロセッサがさらに、前記ヒストグラムを生成する前に、前記ソース画像データを
空間的に、時間的に、又は時空間的にフィルタ処理する、請求項１に記載の超音波イメー
ジングシステム。
【請求項１４】
　表示のために超音波イメージングシステムを設定する方法であって、前記方法が、
　第１のダイナミックレンジをもつソース画像データを受信するステップであって、前記
ソース画像データが、超音波プローブにより受信されたエコー信号に基づくログ圧縮エコ
ー強度値を含む、受信するステップと、
　前記ソース画像データの少なくとも一部のヒストグラムを生成するステップと、
　前記ヒストグラムに対する累積密度関数を生成するステップと、
　前記累積密度関数における少なくとも２つの点の標示を受信するステップと、
　前記少なくとも２つの点に基づいて前記第１のダイナミックレンジより小さい第２のダ
イナミックレンジを規定するステップと、
　表示のために前記ソース画像データを表す超音波画像を生成するステップであって、前
記超音波画像が、前記第２のダイナミックレンジに従って前記ソース画像データを表示す
る、生成するステップと、
　を有する、方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも２つの点の前記標示を受信するステップ、及び前記第２のダイナミック
レンジを規定するステップが、第１の点及び第２の点の標示を受信するステップと、前記
第１の点と前記第２の点とに基づいて、前記第１のダイナミックレンジの一部を前記第２
のダイナミックレンジにマッピングするための線形マッピング関数を規定するステップと
を有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のダイナミックレンジの一部を前記第２のダイナミックレンジに前記マッピン
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グするステップが、表示のために１６ビットソース画像データを８ビット画像データにマ
ッピングするステップを有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも２つの点のうちの第１の点が、黒色ピクセル値を割り当てられる前記ソ
ース画像データにおけるピクセルのパーセンテージに対応しており、前記少なくとも２つ
の点のうちの第２の点が、ミッドグレーピクセル値以下のピクセル値を割り当てられる前
記ソース画像データにおけるピクセルのパーセンテージに対応している、請求項１４に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも２つの点の前記標示を受信するステップが、前記超音波イメージングシ
ステムのメモリから前記少なくとも２つの点を入手するステップを有し、前記少なくとも
２つの点のうちの第１の点が、黒色ピクセル値の所望パーセンテージをもち、前記少なく
とも２つの点のうちの第２の点が、ミッドグレー以下のグレーピクセル値の所望パーセン
テージをもつ、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ログ圧縮エコー強度値に時間利得補償を適用して前記ソース画像データを生成する
ステップをさらに有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ヒストグラムを生成する前に前記ソース画像データを空間フィルタ、時間フィルタ
、又は時空間フィルタに通すステップをさらに有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ソース画像データを複数の深さバンドに分割するステップと、
　前記複数の深さバンドのうちの各深さバンドに関連した前記ソース画像データのヒスト
グラム及び累積密度関数を生成するステップと、
　前記複数の深さバンドのうちの各深さバンドに対する、深さに依存した低減されたダイ
ナミックレンジを規定するステップと、
　をさらに有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　医療イメージングシステムの１つ又は複数のプロセッサにより実行されたときに、前記
１つ又は複数のプロセッサに、請求項１４から２１のいずれか一項に記載の方法を実施さ
せるプロセッサ実行可能命令を含む、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[001]　本開示は、一般に、例えばＢモード及びＭモードイメージングのための、超音
波画像の表示のためのダイナミックレンジを調節するための超音波システム及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　[002]　超音波Ｂモード（２Ｄ又は３Ｄ）又はＭモードイメージングでは、エコー強度
は、概して表示のためにログ圧縮されている。これは、エコー強度比が明度差として表さ
れ、利得調節及びスペックル及びノイズ分散がエコー振幅に無関係である、直感的な画像
を生成する。概して、表示のダイナミックレンジは、時間利得補償（ＴＧＣ）後でもエコ
ー信号のフルダイナミックレンジより小さい。表示のダイナミックレンジ内のピクセルは
、典型的にはグレーの陰影として示されるが、表示のダイナミックレンジを越えたピクセ
ルは、飽和した白色又は黒色として示される。審美的に魅力的な画像に対して、通常、特
に、画像の大きい割合が流体を表す心臓又は産科用途では、ピクセルの非常に大きい割合
が黒色であるか、又は非常に暗い。通常、ピクセルの比較的小さい割合が飽和した白色で
あり、場合によっては飽和した白色がない。表示のダイナミックレンジは、ログ強度デー
タのオフセット（「利得」）、スケーリング（「圧縮」）、及びクリッピングを適用され
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る。ログオフセットは通常、深さに依存し（ＴＧＣ）、ユーザーにより手動で制御され、
又は、システムにおいてアルゴリズムにより自動的に制御され得る。ログスケールは、典
型的にはユーザーにより手動で制御され、概して既存のシステムでは適応的ではない。シ
ステムノイズは、概して、一貫しており予測可能であり、したがって、システムによる利
得（ログオフセット）の自動設定は、ノイズが一次的には望ましくない成分（例えば深い
深さ）である状況において適切な働きをし得る。しかし、多くの場合（及び浅い深さ）、
カオス的な残響又はサイドローブからのクラッターのかすみは、支配的な望ましくない成
分であり、これは患者及びビューに大きく依存する。組織エコーの強度は、さらに患者及
びビューに大きく依存する。したがって、超音波システムの設計者及び製造業者は、それ
に対する、特に、このようなデバイス及びシステムの表示のダイナミックレンジを設定す
るためのアルゴリズムに対する改善策を探し求め続けている。
【発明の概要】
【０００３】
　[003]　本開示は、概して超音波画像の表示のための、例えばＢモード及びＭモードイ
メージングのためのダイナミックレンジを設定するための超音波システム及び方法に関す
る。本明細書における例によると、フルダイナミックレンジを表示のダイナミックレンジ
にマッピングするための適応的な技術が説明される。
【０００４】
　[004]　本開示による超音波イメージングシステムは、超音波エコーを検出するように
動作可能な超音波プローブ、超音波エコーに基づいて超音波画像を表示するように動作可
能なディスプレイユニット、及び、超音波プローブとディスプレイとに通信可能に結合さ
れたプロセッサを含む。プロセッサは、第１のダイナミックレンジをもつソース画像デー
タを受信することであって、ソース画像データが、超音波プローブにより検出された超音
波エコーに基づくログ圧縮エコー強度値を含む、受信することと、ソース画像データの少
なくとも一部のヒストグラムを生成することと、ヒストグラムに対する累積密度関数を生
成することと、累積密度関数（ＣＤＦ）における少なくとも２つの点の標示を受信するこ
とと、ディスプレイユニットに第２のダイナミックレンジに従って表示されたソース画像
データを表す超音波画像を表示させることとを行うように構成される。
【０００５】
　[005]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、２つの点のみの標示を受信する
ことと、２つの点に基づく線形マッピング関数を規定することとをするように構成される
。線形マッピング関数は、第１のダイナミックレンジの一部を第２のダイナミックレンジ
にマッピングするために使用される。例えば、プロセッサは、表示のために１６ビットソ
ース画像データを８ビット画像データにマッピングするマッピング関数（例えば、１つ又
は複数の入来する超音波画像に関連したＣＤＦに基づく線形マッピング関数）を導出する
ように構成される。
【０００６】
　[006]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、黒色ピクセルの所望パーセント
に対応した、ＣＤＦにおける第１の点の標示を受信することと、ミッドグレー以下のピク
セル値をもつピクセルの所望パーセントに対応した、ＣＤＦにおける第２の点の標示を受
信することとを行うように構成される。第２のダイナミックレンジへのマッピングのため
の、第１のダイナミックレンジの低クリッピング値及び高クリッピング値は、２つの点か
ら導出される。例えば、低クリッピング値、ひいては第２のダイナミックレンジの最小値
は、（例えば、黒色ピクセルの所望パーセントに等しい）第１の点に基づき、高クリッピ
ング値、ひいては第２のダイナミックレンジの最大値は、第２の点から導出される（例え
ば、パーセントミッドグレーが指定された場合、高クリッピング値は、パーセントミッド
グレーに対応したピクセル値を２倍することにより規定される）。
【０００７】
　[007]　いくつかの実施形態において、超音波システムは、ヒストグラムＣＤＦ処理に
対する入力のうちの１つ又は複数を記憶する不揮発性メモリを含む。例えば、メモリは、
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黒色ピクセルの所望パーセント、及び、ミッドグレー以下のピクセル値をもつピクセルの
所望パーセント、又は、特定のピクセル値のピクセルの任意の他の所望パーセンテージを
記憶する。
【０００８】
　[008]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、少なくとも２つの点に対する同
じ値に基づいて（例えば、メモリに記憶された、黒色ピクセルの所望パーセント、及びミ
ッドグレー以下のピクセル値をもつピクセルの所望パーセントに対する同じ値に基づいて
）複数の時間的に連続した（いくつかの場合において、時間的に絶え間ない）超音波画像
の各々に対して、第２の、又は低減されたダイナミックレンジを自動的に規定するように
構成される。したがって、所望ピクセルパーセンタイルが（例えば、所与のイメージング
用途において、又は、所与のビューに対して）画像ごとに異ならないのに対し、表示は、
各画像におけるピクセル値の特定の分布に基づいて各入来画像に対して動的に、又は適応
的に調節される。
【０００９】
　[009]　いくつかの実施形態において、（例えば超音波システムの）メモリは、黒色ピ
クセルの所望パーセント、及びミッドグレー以下のピクセル値をもつピクセルの所望パー
セントに対する値の複数のペアを記憶し、各ペアは、特定の臨床用途に関連しているか、
又は、特定の臨床用途に関連した標準的なビューに関連している。いくつかの実施形態に
おいて、システムは、黒色ピクセルの所望パーセント、及び、ミッドグレー以下のピクセ
ル値をもつピクセルの所望パーセントを調節するように構成された（例えば、機械的な、
又はソフト的な制御部、例えば、スライダー、ノブ、又はタッチスクリーン制御部の形態
をとる）１つ又は複数のユーザー制御部をさらに含む。
【００１０】
　[010]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、複数の深さバンドのうちの任意
の１つに関連した画像データを低減されたダイナミックレンジにマッピングするための、
深さに依存したマッピング関数を導出するように構成される。深さに依存した分析を実施
するために、プロセッサは、ソース画像データを組織の所与の深さに関連したサンプル集
合に分割する。横方向の（又は、横方向に空間的に関連した）サンプル集合とも呼ばれる
これらのサンプル集合は、トランスデューサーの物理的性質（例えば、アレイ、例えば、
セクターフェーズドアレイ、湾曲したアレイ、線形アレイなどの形状）に応じて直線又は
曲線に沿って位置する。いくつかの実施形態において、プロセッサは、ソース画像データ
の少なくとも一部を複数の深さバンド（例えば特定の深さにおける横方向サンプル集合）
に分割することと、各深さバンドに対する、ヒストグラム及び対応するＣＤＦを生成する
ことと、各深さバンドに関連した深さに依存した第２のダイナミックレンジを規定するこ
ととをするように構成される。いくつかの実施形態において、例えばセクターフェーズド
アレイ又はカーブドリニアアレイの場合、特定の深さにおける横方向（空間的に関連した
）サンプル集合は、１つ又は複数の近接した円弧又はその一部に沿ったエコー強度データ
を含む。いくつかの例において、例えば。線形（非フェーズド）アレイの場合、横方向サ
ンプル集合は、所与のピクセル線、若しくはピクセル線の複数の行、又はその一部に沿っ
たピクセルデータを含む。いくつかの例において、ソースデータの幾何学的関連性にかか
わらず深さに関連した分析が、ピクセル線に基づいて実施される。
【００１１】
　[011]　いくつかの実施形態において、プロセッサは、複数の深さに依存した第２のダ
イナミックレンジを、ＣＤＦベースの処理を使用して規定することと、及び複数の深さに
依存した第２のダイナミックレンジの各々に関連した最小値間を、及び、複数の深さに依
存した第２のダイナミックレンジの各々に関連した最大値間を補間して、追加的な深さに
依存した第２のダイナミックレンジを導出することとをするように構成される。いくつか
の実施形態において、プロセッサは、（例えばヒストグラム化の前に）ログ圧縮エコー強
度値に時間利得補償を適用してソース画像データを生成するようにさらに構成される。い
くつかの実施形態において、プロセッサは、ヒストグラムを生成する前にソース画像デー
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タを空間的に、時間的に、又は時空間的にフィルタ処理するようにさらに構成される。
【００１２】
　[012]　本明細書におけるいくつかの例による方法は、第１のダイナミックレンジをも
つソース画像データを受信することと、ソース画像データの少なくとも一部のヒストグラ
ムを生成することとを有する。ソース画像データは、超音波プローブにより受信されたエ
コー信号に応答して生成されたログ圧縮エコー強度値（すなわち、ログ圧縮後のエコー強
度値）を含む。本方法は、ヒストグラムに対する累積密度関数を生成することと、累積密
度関数（ＣＤＦ）における少なくとも２つの点の標示を受信することと、少なくとも２つ
の点に基づいて第１のダイナミックレンジより小さい第２のダイナミックレンジを規定す
ることと、表示のためにソース画像データを表す超音波画像を生成することであって、超
音波画像が、第２のダイナミックレンジに従ってソース画像データを表示するように構成
された、超音波画像を生成することとをさらに有する。
【００１３】
　[013]　いくつかの例において、少なくとも２つの点の標示の受信と第２のダイナミッ
クレンジを規定することとが、第１の点及び第２の点の標示を受信することと、第１の点
と第２の点とに基づいて、第１のダイナミックレンジの一部（例えば第１のダイナミック
レンジに関連したピクセル値の一部）を、第２のダイナミックレンジに（例えば第２のダ
イナミックレンジに関連したピクセル値に）マッピングするための線形マッピング関数を
規定することとを有する。いくつかの例において、マッピングは、１６ビットソース画像
データを８ビット画像データにマッピングすることを伴う。いくつかの例において、少な
くとも２つの点のうちの第１の点は、黒色ピクセル値を割り当てられるソース画像データ
におけるピクセルのパーセンテージに対応し、少なくとも２つの点のうちの第２の点が、
ミッドグレーピクセル値以下のピクセル値を割り当てられるソース画像データにおけるピ
クセルのパーセンテージに対応する。
【００１４】
　[014]　いくつかの例において、本方法は、ソース画像データを複数の深さバンドに分
割することと、複数の深さバンドのうちの各バンドに関連したソース画像データのヒスト
グラム及び累積密度関数（ＣＤＦ）を生成することと、複数の深さバンドのうちの各バン
ドに対する、深さに依存した低減されたダイナミックレンジを規定することとを有する。
いくつかの例において、複数の深さバンドのうちの各バンドは、所与の深さにおける横方
向サンプル集合の集合に対応する。いくつかの実施形態において、横方向集合は、超音波
画像のピクセルの曲線（又は円弧）に沿って、又は直線又は行に沿って位置する。他の例
において、各バンドは、ピクセルデータの複数の軸方向に近接した線（曲線又は直線）に
沿った横方向サンプル集合に対応する。
【００１５】
　[015]　いくつかの例において、少なくとも２つの点は、超音波イメージングシステム
のメモリから入手される。いくつかの例において、少なくとも２つの点は、イメージング
用途（例えば、心臓、胸部、産科など）に基づいて、又は、特定のビュー（例えば標準的
な心臓ビュー）に関連した画像データに基づいて、入力点の複数のペアから入手される。
いくつかの例において、本方法は、ログ圧縮エコー強度値に時間利得補償を適用してソー
ス画像データを生成することをさらに有する。いくつかの例において、本方法は、ヒスト
グラムを生成する前に、例えば、空間フィルタ、時間フィルタ、又は時空間フィルタを使
用して、ソース画像データをフィルタ処理することをさらに有する。
【００１６】
　[016]　本明細書において開示されている例のうちの任意の例による方法は、システム
（例えば、医療画像を表示及び／又は獲得するように構成されたシステム）により実行さ
れたとき、コンピュータ可読媒体において具現化された処理をシステムに実施させるプロ
セッサ実行可能命令を含むコンピュータ可読媒体において具現化される。
【００１７】
　[017]　開示される実施形態のうちの任意のものからの特徴は、限定されないが、互い



(8) JP 2021-508532 A 2021.3.11

10

20

30

40

50

に組み合わせて使用される。加えて、本開示の他の特徴及び利点が、以下の詳細な記述及
び添付図面の考慮により当業者に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】[018]　フルダイナミックレンジ（例えば１６ビット）画像データに対するロ
グ圧縮データのヒストグラムを示す図である。
【図１Ｂ】[019]　低減されたダイナミックレンジ（例えば８ビット）におけるものであ
るが図１Ａのログ圧縮画像データのヒストグラムを示す図である。
【図２】[020]　医療画像データの表示のためのダイナミックレンジを調節する工程のブ
ロック図である。
【図３】[021]　本開示の原理による超音波イメージングシステムのブロック図である。
【図４】[022]　本開示の原理による、出力（調節されたＤＲを使用した表示のための画
像データ）を取得するための入力（フルＤＲを使用したソースデータ）における処置の適
用を伴う工程の例を示す図である。
【図５】[023]　フルＤＲ画像データに適用される処置を決定する工程の例を示す図であ
る。
【図６】[024]　８ビット画像データにマッピングされ得る、１６ビット画像データに対
する線形マッピングの一例を示す図である。
【図７Ａ】[025]　本開示の原理による、表示のためのダイナミックレンジを調節するた
めのユーザー制御部の例を示す図である。
【図７Ｂ】本開示の原理による、表示のためのダイナミックレンジを調節するためのユー
ザー制御部の例を示す図である。
【図７Ｃ】本開示の原理による、表示のためのダイナミックレンジを調節するためのユー
ザー制御部の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　[026]　特定の例示的な実施形態の以下の説明は、本質的に例示にすぎず、どのような
観点からも本開示又は本開示の用途又は使用を限定することを意図したものではない。本
システム及び方法の実施形態の以下の詳細な説明において、本出願の一部を構成する添付
図面が参照され、説明されるシステム及び方法が実施される特定の実施形態が添付図面に
おいて例示として示される。これらの実施形態は、本明細書において開示されているシス
テム及び方法を当業者が実施することができるように十分詳細に説明されており、他の実
施形態が利用されること、及び、本システムの趣旨及び範囲から逸脱することなく構造的
な、及び理論的な変更がなされることが理解される。さらに、明確であることを目的とし
て、特定の特徴の詳細な記述が当業者に明らかである場合、本システムの説明を不明瞭に
しないために、その特定の特徴の詳細な記述は説明されない。したがって、以下の詳細な
説明は限定的な意味に解釈されず、本システムの範囲は添付の特許請求の範囲によっての
み規定される。
【００２０】
　[027]　図１Ａ及び図１Ｂに示されるように、表示のダイナミックレンジ１２０は、エ
コー信号のフルダイナミックレンジ１１０より小さい。図１Ｂに示されるように、表示の
ダイナミックレンジ内のピクセルは、典型的にはグレー（すなわち、０から２５５の間の
ピクセル値）の陰影として示されるのに対し、表示のダイナミックレンジを越えたピクセ
ルは飽和した白色（すなわち、２５５のピクセル値）又は黒色（すなわち、０のピクセル
値）として示される。審美的に魅力的な画像に対して、特に、画像の大きい割合が流体を
表す心臓又は産科用途では、通常、ピクセルの非常に大きい割合が黒色であるか、又は非
常に暗い。通常、飽和した白色はピクセルの比較的小さい割合である（場合によっては、
飽和した白色がない）。
【００２１】
　[028]　フルダイナミックレンジのログ強度データをクリッピングするように、（例え
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ば、「利得」ノブを介した入力に応じた）オフセット１１２、及び（「圧縮」入力に応じ
た）スケール１１４を適用することにより表示のダイナミックレンジが規定される。図１
Ａ及び図１Ｂに示されるように、１６ビット「フルダイナミックレンジ」画像は、指定さ
れたオフセット（利得）及びスケール（圧縮）設定に従った表示のために、８ビット画像
にマッピングされる。利得及び圧縮入力は、典型的には深さに依存した利得又はコントラ
スト調節のための、概して８つのスライダーの形態により提供される時間利得補償（ＴＧ
Ｃ）制御部に無関係である。しかし、既存の超音波システムにおいてこれらの制御部を伴
う場合でも、画像は、最適ではない状態で表示され、及び／又は、最適な表示を実現する
ために、効率的なワークフローに対して所望される調節より多くの、音波検査者による手
動による調節を必要とする。
【００２２】
　[029]　図２は、本開示の原理による、超音波画像の表示のためのダイナミックレンジ
（ＤＲ）を適応的に調節するための工程のブロック図を示す。工程は、フルダイナミック
レンジ画像データ、この例では１６ビット画像データを受信すること（ブロック２０２）
により始まる。図２における例は、ソース（生の）画像データとしての１６ビット画像デ
ータ及び出力画像データとしての８ビット画像データを参照して説明されるが、この例に
おけるビットサイズが任意であり単に例示のために提供されることが理解される。この技
術が、例えば、１２ビット、３２ビット、３６ビット、又は任意の他の整数ベースの、又
は非整数（すなわち浮動小数点）ベースの入力及び出力といった、任意のサイズの入力及
び出力に同様に適用され得ることが理解される。例は入力と出力との間のビットサイズの
低減を示しているが、これは、繰り返すが例示のために提供されるにすぎないことがさら
に理解される。他の例において、ソース及び出力データは、どちらも同じサイズ（例えば
、１６ビット、又は他のサイズの入力／出力）であり、本明細書における例による、画像
データのダイナミックレンジを調節するために適用される処置は、入力及び出力のワード
サイズを変えることを単に、又は部分的に目的とするのではなく、代わりに概して、例え
ば、画像データがディスプレイに提示される前に、ソース画像データから不必要なデータ
（又はクラッター）を除去するように、画像品質に影響を与えることを目的とする。
【００２３】
　[030]　本明細書において説明されているように、処置２０１は、画像における望まし
くない、又は不必要な情報、例えばクラッターを減らすように（例えば矢印２０３により
示されるように）ソース画像データに適用される。ソース画像データに適用される処置２
０１の決定は、ソース画像データに基づいて１つ又は複数のヒストグラムを生成すること
と、各ヒストグラムに対する累積密度関数（ＣＤＦ）を演算することと、ＣＤＦにおける
２つ以上の点に基づいて低減されたダイナミックレンジ（本明細書において、表示のため
のダイナミックレンジ（ＤＲ）とも呼ばれる）に対する最小値及び最大値を規定すること
とを伴う。図２における例において、（ブロック２０２における）ソース画像データが、
（ブロック２０８に示されるように）深さバンドに分割され、ヒストグラム及び対応する
ＣＤＦが、（ブロック２０４に示されるように）各深さバンドに対して生成される。しか
し、本明細書において説明されている工程は、ソース画像データ全体を複数の深さバンド
に分割せずに、ソース画像データ全体に対して実施される－すなわち、処置２０１は、ソ
ース画像データの全体集合に対応した１つの深さバンドを使用して導出されることが理解
される。ソース画像データは、完全な超音波画像を生成するために必要な画像データの全
体集合である必要はないが、その一部、例えば画像における関心領域に関連した部分、画
像の中心の周囲の部分、画像の１つ又は複数のスキャンラインに沿った部分、又は、任意
の他の部分であることがさらに理解される。表示のダイナミックレンジの最小値及び最大
値がＣＤＦに基づいて規定された後、例えばブロック２２０に示されるように、処置がク
リッピングするソース画像データ及びフルダイナミックレンジに適用されて、表示のため
のＤＲを使用して出力画像データを生成する。
【００２４】
　[031]　図２にさらに示されるように、工程２００は、複数の任意選択的なステップを
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伴う。例えば、（ブロック２０２における）ソース画像データは、画像をブラーリング又
は平滑化するために（ブロック２０６に示されるように）最初に、空間的に、時間的に、
又は時空間的にフィルタ処理される。例えば、スペックル及びノイズによりもたらされる
強度のばらつきを減らす（例えばヒストグラムブラーリングを適用する）ために、ヒスト
グラム化前に、ソース画像データが空間的に低域通過フィルタ処理される。示されるよう
に、図２におけるブロック図に示される任意のこのような空間的な、及び／又は時間的な
平滑化は、分析パス２０５、例えば、適用される処置２０１を規定することに関連した信
号パスに沿ったソースデータにのみ適用される。このフィルタ処理は、画像生成パス２０
７に沿ったソース画像データに適用されないものであり、したがって、最終的に表示され
る画像に影響を与え（例えばブラーリングし）ないものである。すなわち、低減されたダ
イナミックレンジ（例えば、表示のためのＤＲ又は表示のＤＲ）が信号パス２０５の出力
において規定された後、処置２０１（例えば、そのダイナミックレンジへの低減）が、信
号パス２０７を介して供給された事前フィルタ処理されたソース画像データに適用される
。いくつかの実施形態において、２つ以上の時間的に連続した（絶え間ないとは限らない
）画像フレームに対するヒストグラムは、ＣＤＦを演算する前に時間的な変動を低減する
ために時間的に平均化される。例えば、心臓イメージングの場合、このような時間的な平
均化は、心周期変動を低減する。
【００２５】
　[032]　図２にさらに示されるように、ソース画像データは、ブロック２１０に示され
るように、任意選択的に深さバンド、例えば２、３、４、６、８、１０、２０、又は任意
の他の数の深さバンドに分割される。ブロック２０４に示されるように、ヒストグラムが
、各深さバンドに対して生成され、対応するＣＤＦが、各深さバンドに関連したヒストグ
ラムの各々に対して演算される。ＣＤＦは、例えば、０から１まで単調に増加する各ヒス
トグラムに対するＣＤＦを取得するようにヒストグラムを統合及び正規化することにより
、任意の知られた技術を使用して演算される。単調関数、例えばＣＤＦが、変数の逆マッ
ピング－すなわち、ｘ軸における２つの点を取得するｙ軸に沿った２つの点の選択－を可
能にするように、それぞれのヒストグラムから取得される。他の例において、ＣＤＦ以外
の異なる逆関数が使用される。本例における、２つの所望パーセンテージ値（例えば完全
黒色及びミッドグレー）の入力又は選択は、低減されたダイナミックレンジに対する最小
値及び最大値をアルゴリズムが決定することを可能にする。例えば、完全黒色及びミッド
グレーパーセンテージが指定された場合、アルゴリズムが、ｙ軸からの完全黒色パーセン
テージを、ｘ軸における低クリッピング点（又は、最小ピクセル値、すなわち、完全に飽
和した黒色と関連付けられるピクセル値）にマッピングし、及び、ｙ軸からのミッドグレ
ーパーセンテージを、対応する中点ピクセル値にさらにマッピングする。低減されたダイ
ナミックレンジの高クリッピング点又は最大ピクセル値が次に、中点ピクセル値を２倍に
したものとして規定され得る。例えば、（Ｄ１６により表記された）１６ビット画像デー
タを（Ｄ８により表記された）８ビット画像データにマッピングする場合、及び完全黒色
及びミッドグレーに対する所望パーセンタイルが、それぞれＢ及びＧにより表記される場
合、出力画像データへの入力画像データの例示的な適応型線形マッピングが次式により表
される。
【数１】

【００２６】
　[033]　２つの入力点の異なるペアが、他の例による線形マッピングに対して使用され
てよく、又は、さらに異なるさらなる例において、２つより多い点が非線形又はピースワ
イズ線形マッピングに対して使用される。理解されるように、線形マッピング関数を使用
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して、ＣＤＦにおける２つの入力点が、従来のログオフセット（高クリッピング点）及び
スケール（低クリッピング点）値を導出するために使用され得るが、異なる画像間のピク
セル値の累積分布の違いを理由として、異なるオフセット及びスケール値が異なる画像に
適用されるという点で、本明細書において説明されている工程は動的であり、又は適応型
である。言い換えると、従来のシステムに当てはまるように、（ユーザーにより手動で調
節されない限り）入来画像ごとに表示のＤＲに対して同じログオフセット及びスケール値
、ひいては同じ範囲のピクセル値を使用する代わりに、本開示によるシステムは、異なる
画像間において特定のピクセル値の同じパーセンテージを使用するが、結果として得られ
る表示のＤＲは画像間において異なり、任意の所与の像におけるピクセル値の分布は異な
る。
【００２７】
　[034]　説明されるように、ヒストグラム及び対応するＣＤＦは、例えば、所与の深さ
バンドにおけるピクセルのすべてを分析すること、又はヒストグラム化することにより、
複数の深さバンドの各々に対して生成され、画像における各深さに対するログオフセット
及びスケール値が、（例えば、分析されたサンプル間の補間により）演算的に取得される
。他の例において、（直線であるか曲線であるかに関わらず）各ピクセル線におけるサン
プルは、例えば、各深さにおけるヒストグラム及びＣＤＦを生成することにより独立して
分析される。
【００２８】
　[035]　図２にさらに示されるように、及び、説明されているように、工程２００はＣ
ＤＦにおける少なくとも２つの点を入力として受信する（例えばブロック２２２を参照さ
れたい）。いくつかの例において、２つの点は、完全黒色の所望パーセント、及び、所望
パーセントミッドグレーピクセルである。すなわち、第１の点は、「黒色」ピクセル値を
割り当てられなければならない出力画像におけるピクセルのパーセンテージを選択するよ
うに、ＣＤＦにおいて示され、第２の点は、ミッドグレー以下にピクセル値を割り当てら
れなければならないピクセルのパーセンテージを選択するように、ＣＤＦにおいて示され
る。２つの入力（例えば、完全黒色及びミッドグレーレベル又はパーセンテージ）が、低
減されたＤＲの最小値及び最大値を導出するために使用される。例えば、２つの入力（例
えば、ＣＤＦにおいて示される２つの点）は、図５を参照してさらに説明されるように、
ソース画像のピクセル値パーセンテージを、低減されたＤＲに含まれるピクセル値にマッ
ピングするための線形マッピング関数を規定する。いくつかの例において、ＣＤＦにおい
て示される２つの点は、完全黒色及びミッドグレーパーセンテージ以外であり、例えば、
それらは、２つのグレーレベルパーセンテージ、完全黒色及び完全白色パーセンテージ、
ミッドグレー及び完全白色、又は、完全黒色又は完全白色入力のうちのいずれか１つ、及
び、どこかの中間位置におけるグレー値入力、中間値、２つの完全に飽和したレベル（黒
色又は白色）のいずれかに対応する。さらに異なるさらなる例において、２つより多い点
が指定されてよく、非線形又はピースワイズ線形マッピングが、対応するヒストグラムの
最小値及び最大値を規定するために使用される。
【００２９】
　[036]　いくつかの例において、ＣＤＦにおいて指定された２つの点は、（ブロック２
１２に示されるように）この場合は各深さバンドに対して従来のログオフセット及びスケ
ールに戻すように変換されるが、単一深さバンドの場合、ソースデータの全体集合に対す
るＤＲに適用されるログオフセット及びスケールに戻すように変換される。（ブロック２
１４に示されるように）各深さバンドにおけるログオフセット及びスケールは、ソース画
像データの各深さにおけるログオフセット及びスケールを規定するように補間される。次
に、処置２０１がソース画像データに適用され、ブロック２１８に示されるように、フル
ＤＲを表示のためのＤＲにクリッピングし、表示のための出力画像データを生成する（ブ
ロック２２０）。説明されるように、深さバンドへのソース画像データの分割は、任意選
択的であり、いくつかの例において、低減されたＤＲは、ソース画像データの全体集合に
おいて演算することにより規定され、補間が、任意選択的に、１つのヒストグラム及びＣ
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ＤＦに基づいて規定されたログオフセット及びスケールから、異なる深さに対するログオ
フセット及びスケールを規定するために使用される。さらに異なるさらなる例において、
工程は、画像データの各深さにおいて実施され、したがって、ブロック２１２及び２１４
におけるステップを省略して実施されるが、この技術は、より少ない数の深さバンドがヒ
ストグラム化のために使用される例より演算的に大きな負荷がかかる。
【００３０】
　[037]　例えば図１を参照して説明されるダイナミックレンジ調節方法は、超音波画像
の表示に対する適応型ＤＲ調節を提供するように超音波システムに組み込まれる。いくつ
かの例において、超音波システムは、例えば、超音波画像データ獲得のためのハードウェ
ア及び／又はソフトウェアコンポーネントを備えるイメージングシステムである。他の実
施形態において、超音波システムは、例えば、超音波画像の表示及び／又は分析のための
ハードウェア及び／又はソフトウェアコンポーネントを備える分析ワークステーション、
例えば獲得後レビューワークステーションである。本明細書における例は、医療画像を表
示するように構成された任意のシステム、例えば、（例えば、超音波、ＣＴ、ＭＲＩなど
の）任意のイメージングモダリティの医療画像を獲得及び／又は表示するように構成され
た任意のシステムに同様に適用可能である。
【００３１】
　[038]　図３は、本開示の原理により構築された超音波イメージングシステムのブロッ
ク図を示す。図３における超音波イメージングシステム３１０は、超音波プローブ３１２
と、トランスデューサーアレイ３１４と、ビーム形成器３２２と、任意選択的に、マイク
ロビーム形成器３１６と、送信／受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ３１８と、送信制御装置３２０
と、検出されたエコーから超音波画像を生成するための１つ又は複数の処理コンポーネン
トとを含む。例えば、システム３１０は、信号プロセッサ３２６、Ｂモードプロセッサ３
２８、ドップラープロセッサ３６０、スキャンコンバーター３３０、多断面リフォーマッ
タ３３２、ボリュームレンダラー３３４、画像プロセッサ３３６、グラフィックプロセッ
サ３４０などを含む。システムは、ユーザーインターフェース３２４、入力デバイス３５
２、及び出力デバイス３３８をさらに含む。図３に示されるコンポーネントは、例示にす
ぎず、コンポーネントを除外すること、コンポーネントを組み合わせること、コンポーネ
ントを再構成すること、及び、コンポーネントを置換することを有する他の変形例がすべ
て想定される。例えば、画像の獲得後表示のために構成された超音波システム（例えば分
析ワークステーション）では、画像データ獲得のために必要なコンポーネントのうちの１
つ又は複数が省略され、超音波画像データは、このような場合において、例えば画像保管
通信システム（ＰＡＣＳ）に関連した記憶サーバーといった記憶デバイスから受信される
。
【００３２】
　[039]　示されるように、超音波イメージングシステム３１０は、超音波を送信するた
めの、及び、エコー情報を受信するためのトランスデューサーアレイ３１４を含む超音波
プローブ３１２を含む。例えば線形アレイ、湾曲したアレイ、又はフェーズドアレイとい
った、様々なトランスデューサーアレイが使用される。トランスデューサーアレイ３１４
は、例えば、２Ｄ及び／又は３Ｄイメージングのためにエレベーションとアジマスとの両
方の次元においてスキャンすることが可能なトランスデューサー要素の（示される）二次
元アレイを含み得る。トランスデューサーアレイ３１４は、超音波プローブ３１２内に位
置するマイクロビーム形成器３１６に結合される。マイクロビーム形成器３１６は、アレ
イ３１４におけるトランスデューサー要素による信号の送信と受信とを制御する。示され
る例において、マイクロビーム形成器３１６は、送信と受信との間でスイッチングし、高
エネルギー送信信号から主ビーム形成器３２２を保護する送信／受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ
３１８に結合される。いくつかの実施形態において、例えばポータブル超音波システムに
おいて、システムにおけるＴ／Ｒスイッチ３１８及び他の要素は、別々の超音波システム
基体内ではなく超音波プローブ３１２に含まれ得る。超音波システム基体は、典型的には
、信号処理及び画像データ生成のための回路とユーザーインターフェースを提供するため
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の実行可能命令とを含む、ソフトウェア及びハードウェアコンポーネントを含む。
【００３３】
　[040]　マイクロビーム形成器９１６の制御下におけるトランスデューサーアレイ３１
４からの超音波パルスの送信は、ユーザーインターフェース３２４のユーザーの操作から
入力を受信する、Ｔ／Ｒスイッチ３１８に結合された送信制御装置３２０及びビーム形成
器３２２により指示される。ユーザーインターフェース３２４は、１つ又は複数の機械的
制御部（例えば、ボタン、スライダー、符号化器など）、タッチ感応式制御部（例えばト
ラックパッド、タッチスクリーンなど）、及び他の知られた入力デバイスを含む、例えば
制御パネル３５２といった１つ又は複数の入力デバイスを含む。例えば、ユーザーインタ
ーフェースは、ＴＧＣ、全体的な利得、及び画像の表示を設定するための他のパラメータ
を制御するためのユーザー制御部（ハードウェア又はソフトウェア）を含む。ユーザーイ
ンターフェース９２４は、例えば画像を表示するように構成されたディスプレイ９３８と
いった１つ又は複数の出力デバイスを含む。
【００３４】
　[041]　送信制御装置３２０により制御される別の機能は、ビームが操縦される方向で
ある。ビームは、トランスデューサーアレイ３１４からまっすぐに（トランスデューサー
アレイ３１４に直交して）、又は、より幅の広い視野のために異なる角度で操縦される。
マイクロビーム形成器９１６により生成された部分的にビーム形成された信号は主ビーム
形成器３２２に結合されており、主ビーム形成器３２２において、トランスデューサー要
素の個々のパッチから部分的にビーム形成された信号が完全にビーム形成された信号へと
組み合わされる。ビーム形成器及び／又はマイクロビーム形成器は、ハードウェア、ソフ
トウェア、又はそれらの組合せにより実施される。
【００３５】
　[042]　信号プロセッサ３２６は、例えば帯域通過フィルタ処理、デシメーション、Ｉ
成分とＱ成分との分離、及び高調波信号分離といった様々な手法により、受信されたエコ
ー信号を処理し得る。信号プロセッサ３２６は、スペックル低減、信号コンパウンディン
グ、及びノイズ除去などの追加的な信号強調をさらに実施する。処理された信号は、Ｂモ
ード画像データを生成するためにＢモードプロセッサ３２８に結合される。Ｂモードプロ
セッサは、体内における構造物のイメージングのために振幅検出を使用し得る。Ｂモード
プロセッサ３２８の出力は、スキャンコンバーター３３０、多断面リフォーマッタ３３２
、及び／又は、ボリュームレンダラー３３４に結合される。スキャンコンバーター３３０
は、所望の画像形式で、画像データ（例えばエコー強度信号）を、それらが受信された元
の空間的関係により構成するように構成されている。例えば、スキャンコンバーター３３
０は、二次元（２Ｄ）セクター形の形式、又は、ピラミッド形又は別の形状の三次元（３
Ｄ）形式にエコー強度信号を構成する。多断面リフォーマッタ３３２は、例えば米国特許
第６，４４３，８９６号（Ｄｅｔｍｅｒ）において説明されているように、体のボリュメ
トリック領域における共通面における点から受信されたエコー強度信号を、共通面の超音
波画像（例えばＢモード画像）に変換し得る。ボリュームレンダラー３３４は、例えば米
国特許第６，５３０，８８５号（Ｅｎｔｒｅｋｉｎら）において説明されているように、
所与の基準点から見られた３Ｄデータ集合の画像を生成する。
【００３６】
　[043]　システム３１０は、ドップラープロセッサ３６０をさらに含む。信号プロセッ
サ３２６からの信号は、ドップラーシフトを推定するように、及び、ドップラー画像デー
タを生成するように構成されるドップラープロセッサ３６０に結合される。ドップラー画
像データは、表示のためにＢモード（又は、グレースケール）画像データに重ね合わされ
る色データを含む。ドップラープロセッサ３６０は、知られた技術により速度及びパワー
を推定するように構成される。例えば、ドップラープロセッサは、速度（ドップラー周波
数）推定がラグ１自己相関関数の偏角に基づき、ドップラーパワー推定がラグ０自己相関
関数の大きさに基づく、自動相関器などのドップラー推定器を含む。運動は、知られた位
相領域（例えば、パラメトリック周波数推定器例えばＭＵＳＩＣ、ＥＳＰＲＩＴなど）、
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又は、時間領域（例えば相互相関）信号処理技術によっても推定され得る。例えば、加速
度、又は、時間的な、及び／又は空間的な速度の導関数の推定器といった、速度の時間分
布又は空間分布に関連した他の推定器が、速度推定器の代わりに、又は、速度推定器に加
えて使用され得る。
【００３７】
　[044]　スキャンコンバーター９３０、多断面リフォーマッタ９３２、及び／又は、ボ
リュームレンダラー９３４からの出力（例えば画像）は、画像ディスプレイ９３８に表示
される前に、さらなる強調、バッファリング、及び、一時的な記憶のために画像プロセッ
サ９３６に結合される。いくつかの実施形態において、例えば、２Ｄリアルタイム超音波
データと術前画像データとの画像融合を実施するとき、システムは、術前データ源９６８
を含むか、又は、術前データ源９６８に通信可能に結合される。スキャンコンバーター９
３０からの２Ｄ画像は、まず、組み合わされた画像を融合することと、下流に、例えば、
画像プロセッサ及び／又はグラフィックプロセッサに送信することとの前に、運動により
誘起された位置ずれをリアルタイムで修正するように構成される重ね合わせ融合プロセッ
サ９６４に通される。グラフィックプロセッサ９４０は、画像との表示のためのグラフィ
ックオーバーレイを生成する。これらのグラフィックオーバーレイは、例えば、標準的な
識別情報、例えば、患者名、画像の日時、イメージングパラメータなどを含み得る。これ
らの目的のために、グラフィックプロセッサは、打ち込まれた患者名又は他の注釈などの
、ユーザーインターフェース９２４からの入力を受信するように構成される。いくつかの
実施形態において、システム１００は、本明細書において説明されているアルゴリズムの
パラメータを設定するために、ユーザーインターフェース９２４を介してユーザー入力を
受信するように構成される。いくつかの実施形態において、グラフィックプロセッサ、画
像プロセッサ、ボリュームレンダラー、及び多断面リフォーマッタのうちの少なくとも１
つの１つ又は複数の機能が、これらのコンポーネントの各々を参照して説明される特定の
機能が別々の処理ユニットにより実施されるのではなく、集積型画像処理回路（その演算
は並列に動作する複数のプロセッサ間で分担される）に組み合わされる。さらに、例えば
Ｂモード画像又はドップラー画像を生成することを目的とした、エコー信号の処理が、Ｂ
モードプロセッサ及びドップラープロセッサを参照しながら説明されるが、これらのプロ
セッサの機能が単一のプロセッサに統合されることが理解される。
【００３８】
　[045]　いくつかの実施形態において、システム３１０は、入来画像の表示のためのダ
イナミックレンジを調節するための機能を実施するように構成されるダイナミックレンジ
制御装置３６４を含む。ダイナミックレンジ調節は、例えば図３における例に示されるよ
うに、スキャン変換前に実施され、又は、ダイナミックレンジ調節は、下流で、例えばス
キャン変換後だが、表示のための最終画像のさらなる画像及び／又はグラフィックス処理
（例えば、注釈の追加、重ね合わせなど）の前に実施される。本開示の原理によると、ダ
イナミックレンジ制御装置３６４は、Ｂモードプロセッサ３２８からエコー強度データ（
Ｂモード画像データ）を受信し、表示のためのダイナミックレンジを規定するために、１
つ又は複数のヒストグラム及び１つ又は複数の累積密度関数を生成する。ダイナミックレ
ンジ制御装置３６４により受信されたエコー強度データは、以前にログ圧縮されたもので
あり、及び、時間利得補償されたものである。代替的に、時間利得補償は、後で、及び／
又は、ダイナミックレンジ制御装置３６４により実施されるＤＲに対するどの調節とも無
関係に適用される。
【００３９】
　[046]　ダイナミックレンジ制御装置３６４は、表示のための入来画像に対する処置を
適応的に規定するように、及び動的に適用するように構成される。例えば、ダイナミック
レンジ制御装置３６４は、図２を参照して説明される工程を実施するように構成される（
ハードワイヤードであり、又はメモリに記憶された実行可能命令に応答してプログラムさ
れる）。いくつかの例において、ダイナミックレンジ制御装置３６４は、ヒストグラム生
成モジュール（例えばヒストグラムユニット３６６）及びマッピングモジュール（例えば
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マッピングユニット３６８）を含む。図４～図６をさらに参照すると、ヒストグラム生成
モジュールは、（生画像データ若しくはソース画像データ、又は、生ピクセルデータ若し
くはソースピクセルデータとも呼ばれる）ログ圧縮エコー強度データである入力データに
基づいて、少なくとも１つのヒストグラムを生成するように構成される。したがって、ヒ
ストグラム生成モジュールの出力は、ソース画像データの少なくとも１つのヒストグラム
４０１である。いくつかの例において、ヒストグラム生成モジュールは、各画像に対して
複数のヒストグラムを生成する。例えば、任意の所与の画像に関連したソース画像データ
は、複数の深さバンドに分割され、ヒストグラムは、各深さバンドに対して生成される。
ヒストグラム生成モジュールは、例えば図５に示されるＣＤＦ５０２といった、各ヒスト
グラムに関連した累積密度関数を演算するようにさらに構成される。マッピングモジュー
ルは、出力データ（例えば低減されたＤＲ画像データ）を生成するために入力データに適
用される処置４０３を規定するように構成され、出力データのヒストグラム４０５が図４
に例として示される。
【００４０】
　[047]　ダイナミックレンジ制御装置３６４は、例えば図５に示される入力を受信する
ように構成される。入力は、ＣＤＦにおける少なくとも２つの点の標示（例えば５０４及
び５０６）を含む。いくつかの例において、入力は、２つのグレースケール値の所望パー
センタイル、例えば、完全黒色ピクセル値に関連したピクセルのパーセント、及び、ミッ
ドグレーピクセル値以下のピクセル値に関連したピクセルのパーセントに対応する。少な
くとも２つの点の標示は、ユーザー入力（例えば、ユーザーがユーザーインターフェース
３２４を介して所望完全黒色及びミッドグレーレベルを指定すること）に応答して受信さ
れ、又は、少なくとも２つの点の標示は、システムプリセット（例えば、メモリ３４４に
記憶された所望パーセンテージ）に応答して受信される。いくつかの例において、システ
ムは、例えば、心臓イメージング、胎児超音波のための、又は、特定のタイプの組織又は
臓器、例えば、腎臓、肝臓、胸部、又は他のものをイメージングするための、特定の臨床
用途に各々が関連した複数のプリセットを記憶する。プリセット（２つ以上の所望パーセ
ンテージの各々に対して予め記憶された値）は、任意の所与の臨床用途のための、又は、
さらには所与の臨床用途における特定のビューのための画像を表示する最適な手法に関す
る臨床専門家からの入力を考慮する最適化に基づいて導出される。言い換えると、例示的
なシステムにおいて、多くのプリセットが、異なる可能な臨床用途（例えば、母体胎児ス
キャン、胸部検査、肺超音波など）のために、さらには、特定のビュー（例えば、所与の
用途における任意の標準的なビュー例えば、傍胸骨の長軸又は短軸ビュー、又はカルジオ
グラフィーにおける心尖部四腔ビュー）のために記憶され、結果として、システムがその
特定の臨床用途においてイメージングするために、又は標準的なビューを取得するために
使用されるとき、適切なプリセットがダイナミックレンジ制御装置により適用される。単
なる例として、及び、限定されないが、心臓イメージングの場合、所与のシステムにおけ
る所望完全黒色パーセンテージは約４０％に設定され、ミッドグレーレベルは約８５％に
設定される。同様の値が産科イメージングに使用されるのに対し、より均一な組織がイメ
ージングされる用途（例えば、肝臓、胸部、肺超音波）では、より小さいパーセンテージ
の黒色が望ましいものである。他のプリセット値が他の例に使用される。本明細書におけ
る例は関連するピクセル値をもつ２Ｄ画像のコンテキストにおいて説明されているが、本
明細書における技術は、３Ｄ画像データ及び対応するボクセル値に同様に適用可能である
ことがさらに理解され、したがって、ピクセルという用語は、概して、３Ｄイメージング
に関するコンテキストにおいてボクセルを包含すると理解される。いくつかの例において
、３Ｄ画像データを獲得及び表示するように動作可能な超音波システムのダイナミックレ
ンジ制御装置は、３Ｄ画像データの任意の部分、例えば、画像データのフレームにより表
されたボリュメトリック領域内における関心領域に関連した部分に対してヒストグラム及
び対応するＣＤＦを生成するように、及び、本発明の原理による表示のために、フルダイ
ナミックレンジソースデータを低減されたダイナミックレンジの出力データにマッピング
するように構成される。本明細書において説明されている技術は、３Ｄデータ集合（例え
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ばＭＰＲビュー）から抽出されたＢモード画像に対するピクセルレベルを調節するために
使用され、又は、本明細書において説明されている技術は、本明細書において説明されて
いるように３Ｄ不透過性が２Ｄ画像グレーレベルに対応する３Ｄレンダリングに適用され
る。
【００４１】
　[048]　図６は、図５を参照して説明される工程と同様だが、より具体的には、１６ビ
ット画像データが８ビット画像データにマッピングされる例に対する工程を示す。図６で
は、１６ビットソース画像データ（又は、そのある部分又はある深さバンド）に関連した
任意の所与のヒストグラムに対して生成された累積密度関数６０２が図の上部に示される
。線形マッピング関数は、２つの入力（例えば、ＣＤＦにおいて６０４により示される所
望パーセント黒色ピクセル、及び、ＣＤＦにおいて６０６により示されるミッドグレー以
下のピクセルの所望パーセント）に基づいて規定される。黒色及びミッドグレーパーセン
テージに対する値が、フルＤＲの最小値（又は、６１２により示される低クリッピング点
）、及び、最大値（又は、６１４により示される高クリッピング点）を規定するために使
用され、次に、低クリッピング点と高クリッピング点との間におけるフルＤＲ内における
ピクセル値が、（例えば８ビット画像を生成するように）低減されたＤＲのピクセル値に
マッピングされる（例えば均一に分布させられる）。図６における画像の下部は、ログオ
フセット及びスケールという良く理解された用語の観点から、フル（１６ビット）ＤＲ画
像のこのクリッピングを示す。結果として得られるクリッピングされたＤＲに対して、低
クリッピング点未満のフルＤＲ値に関連したピクセルは、すべて黒色にマッピングされ（
すなわち、黒色ピクセル値に対応した値、又はこの場合には０を割り当てられ）、高クリ
ッピング点より高いフルＤＲ値に関連したピクセルは、白色にマッピングされ（すなわち
、白色ピクセル値に対応した値、又はこの場合には２５５を割り当てられ）、間にある残
りのピクセル値は、低減されたＤＲにおいて取り得る値の範囲に沿って均一に分布させら
れ、この場合には０～２５５に分布させられる。
【００４２】
　[049]　いくつかの実施形態において、システムは、適切なプリセットを自動的に適用
するように構成される（例えば、ユーザーは、オンボタンをトグルさせて自動ダイナミッ
クレンジ調節を作動させ、各画像がプリセットに基づいて自動的に改善され、オフへのボ
タンのトグルが、ダイナミックレンジ制御装置の機能をオフに切り替える）。いくつかの
実施形態において、システムは、追加的に、又は代替的に、ダイナミックレンジ制御装置
に入力を提供するための１つ又は複数のユーザー制御部を備える。例えば、ユーザーイン
ターフェースは、ＣＤＦにおける少なくとも２つの点のうちの１つ又は複数をユーザーが
指定することを可能にするために、１つ又は複数のユーザー制御部（例えば、例えばタッ
チスクリーン実施型制御部を介したソフト的な制御部、又は機械的制御部、例えば、ノブ
、ダイヤル、ボタン、スライダーなど）を含むように構成される。
【００４３】
　[050]　例えば、図７Ａ～図７Ｃに示されるように、ユーザーインターフェースは、所
望の完全黒色及びミッドグレーレベルを調節するための１つ又は複数のスライダーを含む
。図７Ａは、超音波システムのディスプレイに心臓超音波画像７１０と制御エリア７２０
とを示すグラフィカルユーザーインターフェースを示す。図７Ａにおける心臓画像７１０
は、基準画像、例えば、任意の処置の適用前に表示される画像として見られる。図７Ｂは
、同じ心臓画像が制御エリア７２０におけるスライダー７２１のうちのいくつかの操作を
介して調節された後の、同じ心臓画像を示す。図７Ｂでは、画像７１０’は、図７Ａにお
ける画像７１０に比べてより黒色を含み、これは、すべての深さにおける黒色ピクセルの
パーセントを上げるスライダー７２２－１、７２２－２、７２２－３、及び７２２－４の
操作により達成されたものである。図７Ｃは、基準画像が制御エリア７２０におけるスラ
イダー７２１のうちのいくつかの操作を介して調節された後の、基準画像と同じ心臓画像
を示す。この場合において、図７Ｃにおける画像７１０”は、図７Ａにおける基準画像７
１０に比べてより少ない白色を含み、これは、すべての深さにおけるミッドグレーのパー
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センタイルを大きくするスライダー７２４－１、７２４－２、７２４－３及び７２４－４
の操作により達成されている。図７における例において、４つのスライダーセット（各々
が黒色レベル及びミッドグレーレベルスライダーを含む）が、画像の４つの深さバンドの
各々に対して示される。しかし、他の数の深さバンドが使用されること、又は、１つのバ
ンドに関連して調節が行われることが理解される。他の例において、異なる数又はタイプ
のユーザー制御部が使用される（又は使用されない）。一例において、クラッターを減ら
すように動作するユーザー制御部（例えばスライダー又はノブ）、及び、組織フィリング
を調節するように動作する別のユーザー制御部が使用される。クラッター低減量を増やす
ことに対応した方向にクラッター低減制御部を操作することは、ＣＤＦにおけるパーセン
ト黒色レベルを高くするのに対し、組織フィリングを高めることに対応した方向に組織フ
ィリングノブを操作することは、ＣＤＦにおけるミッドグレーのレベル又はパーセントを
下げる。他の例において、（例えば完全黒色及び／又はミッドグレーといった）ＣＤＦマ
ッピング関数への入力のうちの１つ又は複数は、例えば従来の超音波システムにおける利
得ノブ及びＴＧＣノブといった、既存の表示制御部の操作により少なくとも部分的に制御
される。
【００４４】
　[051]　図５を再度参照すると、線形マッピング関数が、ＣＤＦにおいて選択された点
に基づいて、プロット５１０により示されるようにログ圧縮画像データのヒストグラムを
クリッピングするための、表示のダイナミックレンジに対するオフセット及びスケールを
規定するために使用される。示されるように、白色にマッピングされるピクセルのパーセ
ンテージは、ミッドグレーレベルに対応した（横軸における）入力データ値の広がりを２
倍にすること、ひいては高クリッピング点又はオフセットを規定することにより規定され
る。特定の一例において、黒色及びミッドグレーに対する入力は、４０％及び８５％であ
り、これは、２倍にされたときに完全白色未満におおむね約９８％のピクセルを提供する
広がりに対応する。他の例において、黒色及びミッドグレー値に対する異なるパーセンテ
ージが使用される。
【００４５】
　[052]　指定された完全黒色レベル未満に該当するフルダイナミックレンジにおけるピ
クセルのパーセンテージに関連したピクセル値が黒色にマッピングされ、ひいては低クリ
ッピング点又はスケールを規定する。高クリッピング点及び低クリッピング点は、低減さ
れたＤＲ（又は表示のためのＤＲ）を規定するダイナミックレンジの最大値及び最小値と
も言い換えられる。ヒストグラムを生成し、ヒストグラムに対するＣＤＦを演算し、入力
点に基づいて表示のＤＲの境界を規定するこの工程は、複数の深さバンドの各々において
反復され、補間は、所与の画像に関連した各深さに対する低減されたＤＲを導出するため
に使用される。次に、低減されたＤＲが、表示のための超音波画像を生成するためにソー
ス画像データに適用されて、結果として、表示された画像は、低減されたダイナミックレ
ンジ内のみのピクセル値をもつ。ダイナミックレンジ制御装置３６４は、表示される各画
像に対するバックグラウンドにおいてこの分析（ヒストグラム生成及びＤＲ調節）を実施
し、処置は、画像を表示する前に画像に適用される。この意味で、この工程は、ユーザー
により知覚不能である。
【００４６】
　[053]　任意の入来画像に対して、ヒストグラムの形状は、異なり（すなわち、任意の
所与の画像におけるピクセル値の分布の違いを反映し）、したがって、（例えば所望パー
セントの黒色、ミッドグレー、白色、又は、任意の他のピクセルレベルに基づく）線形（
又は非線形）マッピング関数に比べて、２つ以上の入力点に基づく低減されたＤＲへのマ
ッピングは、したがって、画像データのより最適な表示を提供するように、各画像を適応
的に調節する。したがって、本開示の例によると、Ｂモード超音波イメージングにおいて
、フルダイナミックレンジログデータがヒストグラム化され、所望パーセンタイルが、例
えば完全黒色又はミッドグレーといった、表示されたグレースケール範囲の特定の点にマ
ッピングされる。説明されるように、データは、スペックル、ノイズ、又は心拍に起因し
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通過フィルタ処理され得る。ヒストグラム化及び／又は所望パーセンタイルは、例えば、
複数の深さバンドに対してヒストグラムが生成される例において、深さに依存し、（深さ
バンド間で異なる）対応する所望パーセンタイルが各深さバンドに適用される。利得及び
ダイナミックレンジのヒストグラムベースの適応性は、従来の非適応型制御より高い一貫
性及びロバスト性を提供する。いくつかの例において、このヒストグラムベースのダイナ
ミックレンジ調節の後に、特定のグレーレベルにおけるピクセルのパーセンタイルが、例
えば、スキャン変換、適応型空間フィルタ処理、パーシステンス、又はグレーマッピング
といった下流の処理により修正される。代替的に、これらの処理ステップは、例えば、ヒ
ストグラムベースのダイナミックレンジ調節の前に、ソース画像データに上流において適
用される。説明されるように、所望ピクセルパーセンタイルは、システムに事前設定され
、又は事前にプログラムされ、この手法は、自動ビュー認識（例えば、ＡＰ４、ＰＬＡＸ
、ＰＳＡＸなど）、ユーザー入力、又は機械学習に基づいて値を設定する。追加的に、又
は代替的に、所望パーセンタイルは、（例えば、１つ又は複数のノブ、スライダー、テキ
スト入力、又は他のユーザー制御部を介して）ユーザーにより選択可能であり、又は調節
可能であり、所与のシステムの事前にプログラムされた設定（例えば所望パーセントレベ
ル）は、機械学習に基づいて経時的にさらに改善される。
【００４７】
　[054]　本開示の観点から、本明細書において説明されている様々な方法及びデバイス
がハードウェア、ソフトウェア、及びファームウェアにおいて実施され得ることに留意さ
れたい。さらに、様々な方法及びパラメータは単なる例示として含まれるのであり、何ら
かの限定的な意味で含まれるわけではない。本開示の観点から、当業者は、本教示独自の
技術、及び、これらの技術に影響を与えるために必要とされる機器を決定する際に、本開
示の範囲内に留まりながら、本教示を実施し得る。本明細書において説明されているプロ
セッサのうちの１つ又は複数のものの機能は、より少ない数の、又は単一の処理ユニット
（例えばＣＰＵ又はＧＰＵ）に組み込まれ、又は、代替的に、本明細書において説明され
ているプロセッサのうちの１つ又は複数のものの機能は、より多数の処理ユニット間で分
散され、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は、本明細書において説明されている機
能を実施する実行可能命令に応答するようにプログラムされた汎用処理回路を使用して実
施される。コンピュータプログラム（例えば実行可能命令）は、他のハードウェアと一体
的に、又は他のハードウェアの一部として供給される光記憶媒体又はソリッドステート媒
体などの任意の適切なコンピュータ可読媒体に記憶される／任意の適切なコンピュータ可
読媒体にのせて配布されるが、例えばインターネット又は他の有線又は無線電気通信シス
テムを介して他の形態で配布される。
【００４８】
　[055]　本明細書において説明されている例、実施形態、又は工程のうちの任意のもの
が、本システム、デバイス、及び方法に従って、１つ又は複数の他の例、実施形態、及び
／又は工程と組み合わされ、又は、別々のデバイス又はデバイスの部分の間で分離及び／
又は実施されることが理解される。最後に、上述の説明は本システムの例示にすぎないこ
とを意図したものであり、添付の特許請求の範囲を任意の特定の実施形態又は一群の実施
形態に限定すると解釈されてはならない。したがって、本システムは例示的な実施形態を
参照しながら特に詳細に説明されているが、後述の特許請求の範囲に記載された本システ
ムのより広い及び意図される趣旨及び範囲から逸脱することなく、多くの変更例及び代替
的な実施形態が当業者により考えられることも理解されなければならない。したがって、
本明細書及び図面は例示的な手法で考慮されるのであり、添付の請求項の範囲を限定する
ことを意図したものではない。
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