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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を照射することにより発生する光音響波を測定する光音響測定装置であって、
被検体を保持する保持部と、
前記保持部を介して被検体に対して光を照射する照射部と、
前記照射部による光照射により生じる光音響波を検出するための検出部と、
前記検出部が前記光音響波を検出した結果生成される光音響信号を解析する解析部と、
を備え、
前記解析部は、前記光音響信号を解析することで、前記検出部と前記保持部との界面と、
前記保持部と前記被検体との界面のうちの前記照射部側の該界面との、少なくとも一方で
生じる光音響波による光音響信号の成分の信号強度の変化情報を取得して、被検体の有無
を判定することを特徴とする光音響測定装置。
【請求項２】
前記検出部は複数の音響検出素子を含み、
前記複数の音響検出素子のうちの少なくとも一部がそれぞれ検出した光音響波による光音
響信号を加算して加算信号を生成する加算演算部を更に備え、
前記解析部は、前記加算演算部が生成した前記加算信号に対して解析を行うことを特徴と
する請求項１に記載の光音響測定装置。
【請求項３】
前記検出部と前記保持部との界面と、前記保持部と前記被検体との界面のうちの前記照射
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部側の該界面との、少なくとも一方で生じる光音響波による光音響信号の成分の検出時刻
と信号強度は、前記照射部、前記保持部、前記被検体、前記検出部の位置関係、及びこれ
らの光吸収特性の少なくとも１つによって決まり、
前記解析部は、被検体の有無によって前記界面で生じる光音響波による光音響信号の強度
が変化することに基づいて被検体の有無を判定することを特徴とする請求項１または２に
記載の光音響測定装置。
【請求項４】
前記検出部の個体差を補正する補正処理、物理的または電気的に欠損した前記検出部の素
子の補完処理、光音響信号の記録処理、及びノイズ低減のための光音響信号の積算処理の
少なくとも１つを制御する信号処理部を更に備えることを特徴とする請求項１乃至３の何
れか１項に記載の光音響測定装置。
【請求項５】
前記解析部の解析結果に応じて被検体の光音響測定のための動作を制御する制御部を更に
備えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の光音響測定装置。
【請求項６】
前記照射部と前記検出部を前記保持部に対して走査させる走査機構を更に備え、
前記制御部は、前記走査機構を制御して、走査速度、走査方向、前記検出部による計測の
位置、及び前記検出部による計測の間隔のうちの少なくとも１つを制御することを特徴と
する請求項５に記載の光音響測定装置。
【請求項７】
光を照射することにより発生する光音響波を測定する光音響測定方法であって、
保持部で保持された被検体に対して該保持部を介して光を照射するステップと、
光照射により発生する前記光音響波を検出部により検出するステップと、
前記光音響波を検出した結果生成される光音響信号を解析するステップと、
を有し、
前記解析ステップでは、前記光音響信号を解析することで、前記検出部と前記保持部との
界面と、前記保持部と前記被検体との界面のうちの前記照射部側の該界面との、少なくと
も一方で生じる光音響波による光音響信号の成分の信号強度の変化情報を取得して、被検
体の有無を判定することを特徴とする光音響測定方法。
【請求項８】
前記解析ステップの解析結果に応じて被検体の光音響測定のための動作を制御する制御ス
テップを更に有することを特徴とする請求項７に記載の光音響測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光音響波を測定する光音響測定装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
これまで、光を使用して画像データを生成する技術に関して多くの提案がなされており、
その中の１つに光音響断層画像撮像法（Ｐｈｏｔｏ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　ＴｏｍｏｇｒＡ
ｐｈｙ、以下ＰＡＴとも表記する）がある。ＰＡＴは、特に皮膚がんや乳がんの診断での
有用性が示されており、同診断で従来使用されてきた超音波診断装置、Ｘ線装置、ＭＲＩ
装置などに代わる医療機器としての期待が高まっている。
【０００３】
ＰＡＴでは、可視光や近赤外光等の計測光を生体組織に照射した際に、生体内部の光吸収
物質、特に血液中のヘモグロビン等の物質が、計測光のエネルギーを吸収して瞬間的に膨
張した結果発生される光音響波を計測することで生体組織の情報を可視化する。このＰＡ
Ｔの技術により、光エネルギー吸収密度分布、即ち生体内の光吸収物質の密度分布を定量
的に、また３次元的に計測することができる。
【０００４】



(3) JP 5677044 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

一般に、乳腺科における乳がん診断では、触診や上述した複数のモダリティを使用した結
果に基づいて、総合的に良悪性診断が行われる。その診断の中で重要な根拠の１つとされ
るのが、がんが生成する血管新生の有無の画像診断結果である。血管新生により血流量が
正常組織より増大している乳がんにおいて得られる光音響画像は、従来の超音波診断装置
、Ｘ線装置、ＭＲＩ装置等による計測より優れた検出能を有する可能性を秘めている。ま
たＰＡＴは、診断画像データの生成に光を用いることで無被爆、非侵襲での画像診断が可
能なため、患者負担の点で大きな優位性を有しており、繰り返し診断することが難しいＸ
線装置に代わり、乳がんのスクリーニングや早期診断での活用が期待される。
【０００５】
適正に光音響波の測定を実施するための技術として、被検体への装置の装着状態を判定す
る技術が特許文献１や特許文献２で提案されている。特許文献１に開示の技術によれば、
得られる光音響信号から体表の位置と生体内組織の位置を抽出することで、抽出した２つ
の位置間の距離を算出し、その距離に基づいて被検体への装着状態を判定できる。また、
特許文献２に開示の技術によれば、繰り返し複数回の光音響測定を行う装置において、得
られる光音響信号を前回までの光音響信号と比較することで、信号振幅の変化量に基づい
て、正しく光音響測定ができているかを判定できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－０１１５５５号公報
【特許文献２】特開２００９－０３９２６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
一般に、保持板で被検体を保持しながら光源と探触子を保持板に沿って走査して被検体の
３次元の光音響画像データを生成する光音響測定装置では、走査時間が、診断全体にかか
る時間に占める割合は小さくない。装置として決められた走査領域をフルサイズで測定す
ると、被検体の有無に係らず全走査領域に渡って計測動作を完遂するため、診断ごとに一
律で長い時間を要する。同時に、必要以上に被検者に負担を負わせることになる。そのた
め、走査時間を可能な限り短縮したいという要求がある。走査時間を短縮するためには、
測定動作を被検体に適応させることが有効である。それには、光学センサや圧力センサな
どにより被検体の有無を判定して走査の動作を制御する手段や、事前に有効な走査領域を
指定する手段などを講じる必要がある。ただし、これらの手段を用いる手法では新たな構
成が必要となり装置の大型化につながり易い。しかし、可能な限りこれらの構成を省きた
いという要請がある。
【０００８】
特許文献１と２には、光音響画像データの生成において被検体の有無を判定する技術とし
て、タイムアウトによる方法と、前回までの計測結果との比較により判定する方法などが
開示されている。しかし、走査を含めた測定動作を被検体に適応させることは想定されて
いない。また、タイムアウトによる方法では判定までに時間を要し、前回までの計測結果
との比較による方法では１回の計測だけでは判定することができない。つまり、これらの
先行技術は、光を照射することにより発生する光音響波を用いて被検体の有無を判定する
技術として充分に簡易であるとは言い難かった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題に鑑み、光を照射することにより発生する光音響波を測定する本発明の光音響測
定装置は以下の様な構成を有することを特徴とする。本装置は、被検体を保持する保持部
と、前記保持部を介して被検体に対して光を照射する照射部と、照射部による光照射によ
り生じる光音響波を検出するための検出部と、検出部が光音響波を検出した結果生成され
る光音響信号を解析する解析部と、を備える。そして、前記解析部は、光音響信号を解析
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することで、検出部と保持板との界面と、保持板と被検体との界面のうちの前記照射部側
の該界面との、少なくとも一方で生じる光音響波による光音響信号の成分の信号強度の変
化情報を取得して、被検体の有無を判定する。
【００１０】
また、上記課題に鑑み、光を照射することにより発生する光音響波を測定する本発明の光
音響測定方法は以下のステップを有することを特徴とする。即ち、保持板で保持された被
検体に対して該保持部を介して光を照射するステップと、光照射により発生する前記光音
響波を検出部により検出するステップと、前記光音響波を検出した結果生成される光音響
信号を解析するステップと、を有する。そして、前記解析ステップでは、光音響信号を解
析することで、検出部と保持板との界面と、保持板と被検体との界面のうちの前記照射部
側の該界面との、少なくとも一方で生じる光音響波による光音響信号の成分の信号強度の
変化情報を取得して、被検体の有無を判定する。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、保持板で被検体を保持しながら光音響波を取得する光音響測定装置にお
いて、単に、検出される光音響信号の信号特性に基づいて被検体の有無を判定するので、
判定を比較的短時間で簡易に行うことができる。従って、例えば、この判定に応じて測定
動作を被検体に適応させる、即ち走査動作や光音響計測後の光音響信号の処理動作などを
制御することで、光音響測定を簡易化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の光音響測定装置ないし方法を用いる光音響測定システムの第１の実施形
態の構成を示す概略図。
【図２】第１の実施形態における被検体がある場合の光音響信号を説明する概念図。
【図３】第１の実施形態における被検体がない場合の光音響信号を説明する概念図。
【図４】第１の実施形態における光音響波測定の制御を説明する概念図。
【図５】第１の実施形態における光音響画像データの生成の流れを示すフローチャート。
【図６】本発明の光音響測定装置ないし方法を用いる光音響測定システムの第２の実施形
態の構成を示す概念図。
【図７】第２の実施形態における被検体がある場合の光音響信号を説明する概念図。
【図８】第２の実施形態における被検体がない場合の光音響信号を説明する概念図。
【図９】第２の実施形態における界面光音響信号の抽出方法例を説明する概念図。
【図１０】第２の実施形態における光音響波測定の制御を説明する概念図。
【図１１】第２の実施形態における光音響画像データの生成の流れを示すフローチャート
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
本発明の特徴は、検出部が検出した光音響波による光音響信号を解析して、検出部と保持
板の界面及び／または保持板と被検体の界面のうちの照射部側の該界面で生じる光音響波
による光音響信号の特性、即ちその信号強度の変化情報を取得し、被検体の有無を判定す
ることにある。この考え方に基づき、本発明の光音響測定装置及び方法は、上記課題を解
決するための手段のところで述べた様な基本的な構成を有する。こうした構成の本発明に
おいて、電気機械変換装置である検出部は、どの様な方式（例えば、圧電セラミックを用
いた変換装置や、静電容量型のＣＭＵＴ、磁性膜を用いるＭＭＵＴ、圧電薄膜を用いるＰ
ＭＵＴなど）のものでも用いることができる。
【００１４】
以下に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
（第１の実施形態）
本発明の光音響測定装置ないし方法を用いる第１の実施形態を図に従って説明する。図１
に示す様に、第１の実施形態の光音響測定システムは、被検体１０１を保持する保持板１
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０２、計測光を照射する照射部１０３、光照射により生じる光音響波を検出する検出部を
成す音響検出素子を含む光音響波検出ユニット１０４を有する。また、光音響波検出ユニ
ット１０４が検出した信号を増幅してデジタル信号に変換する光音響計測部１０５、本実
施形態の特徴部である被検体有無判定部１０６、検出した光音響信号の記録処理などを行
う信号処理部１０７を備える。更に、走査位置を２次元的に制御する走査制御部１０８、
外部処理装置としての画像処理装置１２０とのインターフェース（以下、Ｉ／Ｆとも表記
する）１０９を含む。
【００１５】
本実施形態において、上記被検体有無判定部１０６は、検出部が光音響波を検出した結果
生成される光音響信号を解析する解析部と、解析部の解析結果に応じて被検体の光音響測
定のための動作を制御する制御部を含んでいる。解析部は、光音響信号を解析することで
、検出部と保持板との界面及び保持板と被検体との界面のうちの少なくとも一方で生じる
光音響波による光音響信号の成分の信号強度の変化情報を取得して、被検体の有無を判定
する機能を有する。本発明において、被検体の有無とは、検出部の検出面と垂直な方向に
おいて、検出部の位置に対応する領域（検出部の前面）に被検体が存在しているかどうか
を示す。つまり、図４に示すように、保持板を介して検出部側から投影して見た場合に、
検出部の位置に被検体が存在している場合は、「被検体が有る」とし、検出部の位置に被
検体が存在していない場合は、「被検体が無い」とする。また、制御部は、走査制御部１
０８を介して、照射部と検出部を保持部に対して走査させる走査機構を制御して、走査速
度、走査方向、検出部による計測の位置、及び検出部による計測の間隔のうちの少なくと
も１つを制御する。
【００１６】
図１において、測定対象の被検体１０１は、乳腺科での乳がん診断では乳房となる。保持
部を成す保持板１０２は、１０２Ａと１０２Ｂの２枚１対で構成され、保持間隙と圧力を
変更するために、図示しない保持機構によって保持位置を制御される。保持板１０２Ａと
１０２Ｂを区別する必要がない場合には、まとめて保持板１０２と表記する。保持板１０
２で被検体１０１を挟むことで装置に固定し、被検体１０１が動くことによる計測誤差を
低減できる。また、計測光の浸達深度に合わせて、被検体１０１を光音響の計測に適した
厚さに調整することができる。保持板１０２は、計測光の光路上に位置するため、計測光
に対して高い透過率を有すると同時に、特に保持板１０２Ａは、光音響波検出ユニット１
０４内の検出部である超音波探触子との音響整合性が高い部材であることが好ましい。例
えば、超音波診断装置などで使用されているポリメチルペンテンなどの部材が使用される
。
【００１７】
被検体１０１に対して計測光を照射する照射部は、レーザ光源からの光を被検体に照射す
るための部材であり、例えば、光を反射するミラーや、光を集光したり拡大したり形状を
変化させるレンズ、光を分散・屈折・反射するプリズム、光を伝搬させる光ファイバ、拡
散板等が挙げられる。光源から照射された光は、レンズやミラーなどの光学部材を用いて
被検体に導かれたり、光ファイバなどの光学部材を用いて伝搬させたりすることが可能で
ある。このような光学部材は、光源から発せられた光が被検体に所望の形状で照射されれ
ば、どのようなものを用いてもかまわない。照射部は、保持板１０２に対して走査するこ
とができるよう、走査機構が設けられている。不図示の光源としては、５３０ｎｍ～１３
００ｎｍの近赤外領域に中心波長を有するパルス光（幅１００ｎｓｅｃ以下）を発する光
源を用いると良い。光源は、一般的に近赤外領域に中心波長を有するパルス発光が可能な
固体レーザ（例えば、Ｙｔｔｒｉｕｍ－Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ－ＧＡｒｎｅｔレーザやＴｉ
ｔＡｎ－ＳＡｐｐｈｉｒｅレーザ）が使用される。計測光の波長は、計測対象とする被検
体１０１内の光吸収物質（例えばヘモグロビンやグルコース、コレステロールなど）に応
じて、５３０ｎｍから１３００ｎｍの間で選択される。例えば、計測対象とする乳がん新
生血管中のヘモグロビンは、一般的に６００ｎｍ～１０００ｎｍの光を吸収し、一方、生
体を構成する水の光吸収は８３０ｎｍ付近で極小となるため、７５０ｎｍ～８５０ｎｍで
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光吸収が相対的に大きくなる。また、ヘモグロビンの状態（酸素飽和度）により光の吸収
率が変化するため、この変化を比較することで生体の機能的な変化も計測できる可能性が
ある。
【００１８】
光音響波検出ユニット１０４は、被検体１０１で生じた光音響波を受信して電気信号（光
音響信号）に変換する複数の音響検出素子から構成される探触子と、探触子を保持板に対
して走査する走査機構から構成されている。光音響信号のＳ／Ｎを向上させるには、探触
子の前面において被検体１０１を計測光で照射することが好ましい。そのため、照射部１
０３と光音響ユニット１０４を対向する位置に配置し、その位置関係を保つ様に同時に同
様の走査制御がなされる。光音響波検出ユニット１０４から入力される光音響信号を増幅
してデジタル信号に変換する光音響計測部１０５は、次の部分を有する。即ち、光音響波
検出ユニット１０４が出力したアナログ信号を増幅する信号増幅部と、アナログ信号をデ
ジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換部から構成される。信号増幅部では、計測深度によらず
に均一なコントラストを持つ光音響画像を得るために、計測光の照射から光音響波が探触
子に到達するまでの時間に応じて増幅利得を増減する制御などを行う。
【００１９】
計測された光音響信号の信号特性に基づいて被検体１０１の有無を判定する被検体有無判
定部１０６は、判定結果を信号処理部１０７と走査制御部１０８へ出力する。被検体１０
１の有無を判定する方法については後述する。光音響計測部１０５により計測された光音
響信号に対して補正処理や記録処理、積算処理を行う信号処理部１０７は、次の様な処理
を行う。即ち、探触子の音響検出素子の個体差の感度ばらつきの補正や、物理的または電
気的に欠損した素子の補完処理、図示しない記録媒体への光音響信号の記録動作、ノイズ
低減のための積算処理などを行う。積算処理は、被検体１０１の同じ箇所の計測を繰り返
し行い、加算平均処理を行うことでシステムノイズを低減して、光音響信号のＳ／Ｎ比を
向上するために行われる。また、被検体有無判定部１０６の判定結果に従って、被検体１
０１がない場合には上記処理の実行を省略する。
【００２０】
照射部１０３と光音響波検出ユニット１０４の位置を保持板１０２上で制御する走査制御
部１０８は、被検体１０１に対して２次元走査して各走査位置で計測を行うことで、小型
の探触子でも広い測定範囲を得られる様にする。例えば、乳腺科での乳がん診断ではフル
ブレストの光音響画像の測定が可能になる。被検体有無判定部１０６の判定結果に従って
、走査制御部１０８による走査制御が変更される。
【００２１】
光音響の処理データを外部装置としての画像処理装置１２０に伝送するためのＩ／Ｆ１０
９は、画像処理装置１２０のＩ／Ｆ１２１と共に、光音響測定装置と画像処理装置１２０
との間のデータ通信を行うインターフェースとして機能する。リアルタイム性を確保でき
、かつ大容量の伝送が可能な通信規格を採用することが好ましい。光音響測定装置から受
信した光音響の処理データに基づき光音響画像の構成と表示を行う外部装置としての画像
処理装置１２０は、Ｉ／Ｆ１２１、画像構成部１２２、光音響画像を表示する表示部１２
３から構成される。画像構成部１２２は、光音響の処理データから光音響画像データを構
成する。一般に、パソコンやワークステーション等の、高性能な演算処理機能やグラフィ
ック表示機能を備える装置を用いる。画像処理装置１２０のＩ／Ｆ１２１は、光音響測定
装置のＩ／Ｆ１０９と同等の機能を有し、Ｉ／Ｆ１０９と連携してデータや装置の制御命
令などの送受信を行う。受信した光音響の処理データに基づいて、被検体１０１の光学特
性分布の情報を画像化して光音響画像データを構成する画像構成部１２２は、次の様なこ
とを行うことができる。即ち、構成した画像データに対して、輝度の調整や歪補正、注目
領域の切り出しなどの各種補正処理を適用して、より診断に好ましい情報を構成すること
もできる。
【００２２】
以上の構成を有する光音響測定システムにおいて、光音響効果に基づいて画像データを生
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成することで、被検体１０１の光学特性分布を画像化し、光音響画像を提示することがで
きる。なお、図１では、画像処理装置１２０を外部装置として、光音響測定装置と画像処
理装置を別々のハードウェア構成としているが、それぞれが有する機能を集約して一体化
する構成でも構わない。
【００２３】
図２の概念図において、（ａ）は計測方法、（ｂ）は探触子に到達する光音響波の音圧、
（ｃ）は検出した光音響信号の例をそれぞれ示している。図２（ｂ）と（ｃ）の縦軸はそ
れぞれ音圧と光音響信号を表し、横軸は時間を表す。図２において、２０１は、照射部１
０３により照射される計測光である。被検体１０１に照射された計測光２０１は、被検体
１０１内で強く拡散して減衰しながら被検体１０１の深部へと浸達する。そのため、被検
体深部であるほど被検体１０１の内部の組織を照らす光エネルギーは小さくなる。２０２
は、計測光２０１を吸収して光音響波を発する光吸収物質である。乳がん診断では、乳が
んに相当する。乳がんの組織は、血管新生による血流量の増大で光の吸収率が正常組織に
比べて高く、パルス光のエネルギーを吸収して熱膨張した結果光音響を発する。２０３は
、光音響波検出ユニット１０４の探触子を構成する１つの音響検出素子である。音響検出
素子は、到達する図２（ｂ）の光音響波を検出して、図２（ｃ）の様な光音響信号を出力
する。音響検出素子の検出周波数帯域は有限で低周波での感度が低いため、図２（ｃ）に
示す様に低周波成分が除去された信号が形成される。
【００２４】
図２（ｂ）において、２２１は、被検体１０１の正常組織が発する光音響波を示している
。光音響波２２１は主に低周波成分で構成される。計測光２０１が被検体１０１の深部へ
浸達するに従って減衰して光エネルギーが小さくなるため、深い位置（保持板１０２Ａに
近い位置）ほど音圧も小さくなる。２２２は、被検体１０１内部に局所的に存在する光吸
収物質２０２が発する光音響波を示している。光音響波２２２は主に高周波成分で構成さ
れる。光吸収物質２０２が被検体１０１の深部に位置するため、光吸収物質２０２に入射
する計測光２０１のエネルギーが小さく、光音響波２２２も小さくなる。
【００２５】
図２（ｃ）において、２４１は、光吸収物質２０２による光音響波２２２に対応する光音
響信号を示している。信号２４１は、第１の実施形態の計測方法では、光音響波の検出開
始後に検出される１つ目の信号である。２４２は、照射部１０３側の保持板１０２Ｂと被
検体１０１との界面での光音響波に対応する光音響信号を示している。被検体１０１の表
層は光吸収率が比較的小さい正常組織で形成されるものの、高い光エネルギーを保った状
態で計測光２０１が入射するため、被検体表層が発する光音響波は大きい。そのため、そ
の界面で生じる光音響波に対応する光音響信号２４２は、探触子側の保持板１０２Ａと被
検体１０１との界面で発生する光音響波に対応する信号に比べると非常に大きな信号とな
る。信号２４２の検出時刻は装置構成（保持板１０２Ａの厚さ）で決定され、信号強度は
被検体１０１の光吸収率で決定されるため、計測ごとに変動せず同じ信号特性で検出され
る。２６１は、被検体１０１の有無を判定するために予め決定される閾値である。第１の
実施形態における被検体がある場合の光音響信号には、この閾値２６１を超える信号成分
がない。
【００２６】
続いて、図３を参照して、被検体１０１がない場合の光音響信号との差異を説明する。図
３は、第１の実施形態における被検体１０１がない場合の光音響信号を説明し、この光音
響信号の認識に基づく判定が、本実施形態の特徴である。図２と同様、図３（ａ）は計測
方法、図３（ｂ）は探触子に到達する光音響波の音圧、図３（ｃ）は検出した光音響信号
の例をそれぞれ示している。図３（ｂ）と図３（ｃ）の縦軸はそれぞれ音圧と光音響信号
を表し、横軸は時間を表す。
【００２７】
ここでは、被検体１０１がなく計測光２０１を遮るものがないため、照射部１０３から照
射された計測光２０１は、対向する光音響波受信ユニット１０４の探触子に直接到達する
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。図３（ｂ）において、３２１は、光音響波検出ユニット１０４の探触子表面が発する光
音響波を示している。一般的に、探触子表面には、音響波の検出効率を向上させるために
音響整合材が取り付けられている。音響整合材は計測光２０１に対して光吸収率を持つた
め、探触子表面が光音響波の音源となる。探触子表面を反射膜で保護した場合でも、反射
膜自身も数％の光吸収率（例えば、Ａｕの場合３％程度）を持つため、高い光エネルギー
を保った計測光２０１を受けて大きな光音響波を発する。
【００２８】
図３（ｃ）において、３４１は、光音響波３２１に対応して探触子と保持板１０２Ａとの
界面で検出される光音響信号を示している。信号３４１は、探触子表面で発生する光音響
波による信号のため、計測を開始した直後に検出される信号で、前記閾値２６１を超える
非常に大きな信号である。信号３４１は、探触子の構造に起因した光音響信号であるため
、その検出時刻と信号強度は計測ごとに変動せず同じ信号特性で検出される。つまり、検
出部と保持板の界面及び保持板と被検体の界面のうちの少なくとも一方で生じる光音響波
による光音響信号の成分の検出時刻と信号強度は、照射部、保持板、被検体、検出部の位
置関係、及びこれらの光吸収特性の少なくとも１つによって決まる。この信号特性を利用
して、検出される光音響信号強度を閾値２６１と比較することで光音響信号の強度の変化
情報を得て、被検体１０１の有無を判定することができる。ここでは、光音響信号３４１
の有無を閾値２６１との比較で検出して、被検体１０１の有無を判定したが、光音響信号
２４２の有無を別の閾値との比較で検出して、被検体１０１の有無を判定することもでき
る。また、両方の比較を行って、被検体１０１の有無を判定することもできる。ただし、
この別の閾値は、被検体の性質を考慮して、閾値２６１よりは低く設定しておく必要があ
る。
【００２９】
以上、図２と図３を用いて説明した様に、被検体１０１の有無で、音響検出素子２０３が
出力する光音響信号に差異が生じる。そのため、被検体有無判定部１０６がこの信号特性
の差異に基づいて被検体１０１の有無を判定することができる。
【００３０】
図４は、第１の実施形態における光音響波測定の制御を説明する概念図を示す。走査線４
０２は、光音響検出ユニット１０４の探触子中心の走査軌跡を示しており、実線は被検体
１０１がある領域、破線は被検体１０１がない領域の走査を示している。被検体１０１（
乳房）によらずフルブレストでの測定を実現するためには、フルサイズでＡ４サイズ相当
（３００ｍｍ×２００ｍｍ程度）の走査領域４０１が必要とされる。走査領域４０１上を
走査線４０２に沿って、各走査位置で計測動作を繰り返すことで、フルブレストの光音響
画像データを生成、表示することができる。光音響波検出ユニット１０４の探触子は、２
次元状に配置された複数の音響検出素子から構成され、１度に探触子のサイズに相当する
領域を計測することができる。ただし、例えば、音響検出素子が１ｍｍピッチで、横３０
素子、縦４０素子で構成される場合、探触子サイズは３０ｍｍ×４０ｍｍとなるため、Ａ
４フルサイズを測定するためには最低でも５０回（水平１０回×垂直５回）の計測が必要
となる。更に、積算処理のために計測領域を重ねながら計測を行う場合には、その分だけ
計測回数が増大することになる。
【００３１】
ここで、図４の走査線４０２を辿ると、被検体１０１がなく光音響測定に寄与しない走査
領域が少なからず存在して、全走査領域に対して占める割合が小さくない。故に、被検体
１０１の有無に関わらず全走査領域に渡って計測動作を完遂すると、光音響での測定ごと
に一律で長い時間を要し、その分だけ被検者に不必要な負担を負わせることになる。よっ
て、第１の実施形態では、以下に説明する様な測定制御を行う。図４において、４０３、
４０４、４０５は、第１の実施形態での測定制御において、被検体１０１の有無を判定す
るために注目する音響検出素子である。注目素子４０３と４０４は、被検体１０１である
乳房の人体側水平方向両端の素子で、水平方向の走査を制御するために用いる。注目素子
４０５は、被検体１０１の先端側中央の素子で、垂直方向の走査を制御するために用いる
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。
【００３２】
光音響測定制御を説明する図４において、走査位置Ａは、走査の原点で、この位置から光
音響検出ユニット１０４の走査が開始される。走査位置Ａでは被検体１０１がない（全注
目素子４０３～４０５が被検体１０１を認識しない）ため、光音響診断などに有効でない
領域として、光音響計測後に行う光音響信号の記録動作や信号処理を無効化する。そして
、次に被検体１０１が認識されるまで処理を省く。水平走査を開始して走査位置ＡからＢ
までは、注目素子４０４及び／または４０３が被検体を認識しないため水平走査を継続す
る。走査位置Ｂは、注目素子４０４が、被検体１０１のない領域から、ある領域へ移った
位置を示している。走査位置Ｂからは、注目素子４０４及び／または４０３が被検体１０
１を認識するため、光音響診断などに有効な領域として、光音響信号の記録動作や信号処
理を有効化する。走査位置ＢからＣまでの水平走査の間では、全ての注目素子４０３～４
０５が被検体を認識する。
【００３３】
走査位置Ｃは、注目素子４０３が、被検体１０１のある領域から、ない領域へ移った位置
を示している。走査位置Ｃでは、注目素子４０４に加えて注目素子４０３も被検体１０１
から外れたため、光音響診断などに有効でない領域として、光音響計測後の記録動作や信
号処理を再び無効化する。加えて、１回の水平走査中に、注目素子４０３及び／または４
０４が、被検体１０１のある領域を通過した後に被検体１０１のない領域に到達したため
、以後の水平走査は行わずにこの１回の水平走査を完了する。
【００３４】
走査位置ＢからＣまでの水平走査の間に、注目素子４０５が被検体１０１を認識すること
で、被検体１０１の垂直方向への広がりを把握できるため、垂直走査を行う。走査位置Ｄ
は、注目素子４０３が、被検体１０１のない領域から、ある領域へ移った位置を示してお
り、光音響診断などに有効な領域として、走査位置Ｂと同様の測定制御を行う。走査位置
Ｅは、注目素子４０４が、被検体１０１のある領域から、ない領域へ移った位置を示して
いる。光音響診断などに有効な領域から外れたため、走査位置Ｃと同様に水平走査を完了
すると共に、被検体１０１の垂直方向への広がりを確認して垂直走査を行う。
【００３５】
走査位置Ｆは、注目素子４０４が、被検体１０１のない領域から、ある領域へ移った位置
を示している。光音響診断などに有効な領域として、走査位置Ｂと同様の制御を行う。走
査位置Ｇは、注目素子４０３が、被検体１０１のある領域から、ない領域へ移った位置を
示している。光音響診断などに有効な領域から外れたため、走査位置Ｃと同様に水平走査
を完了する。走査位置Ｇでは、走査位置ＦからＧまでの水平走査の間に注目素子４０５が
被検体１０１を認識していないことで、被検体１０１の垂直方向への広がりを確認できな
い。そのため、光音響画像データ生成のための全走査をここで終了する。
【００３６】
以上の光音響測定制御により、複数の音響検出素子が検出する光音響信号に基づいて被検
体の有無を判定し、走査制御を行うと共に光音響診断などに寄与しない走査領域での計測
動作を省く。これにより、全体の測定時間を短縮できる。
【００３７】
図５は、第１の実施形態における光音響波の測定のフローチャートである。本フローチャ
ートの一連の処理は、図４の測定制御を機能させると共に、診断などに好ましい光音響画
像を得ることを目的としている。ステップ５０１では、走査制御部１０８が、照射部１０
３と光音響波検出ユニット１０４を同時に水平走査制御して、次の計測位置に移動させる
。ステップ５０２では、照射部１０３が、光源の発光制御を行って、計測光である近赤外
領域のパルスレーザ光を被検体１０１に向けて照射する。
【００３８】
ステップ５０３では、光音響波検出ユニット１０４の探触子が、ステップ５０２の計測光
照射の結果生じる光音響波を検出（サンプリング）する。そして、光音響波検出ユニット
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１０４が検出した光音響信号に対して、光音響計測部１０５が信号増幅とＡ／Ｄ変換を行
い、その信号を被検体有無判定部１０６へ出力する。ステップ５０４では、被検体有無判
定部１０６が、光音響計測部１０５から入力される光音響信号に対して、注目素子４０３
～４０５の信号強度を予め設定された閾値２６１と比較して各素子の位置での被検体１０
１の有無を判定する。第１の実施形態では、信号強度が閾値２６１を超えた場合に被検体
１０１がないと判定する。
【００３９】
ステップ５０５では、被検体有無判定部１０６が、ステップ５０４での被検体１０１の有
無の判定結果に基づいて、現在の計測位置が光音響診断などに有効な計測位置かどうかを
判定する。有効な計測位置である場合にはステップ５０６へ処理を移行する。そうでない
場合には、被検体有無判定部１０６が走査制御部１０８に対して、水平走査または全走査
の完了を指示して、ステップ５０９へ処理を移行する。ステップ５０６では、光音響計測
部１０５が、１回の計測に必要なサンプル数だけ光音響信号を検出したかどうかを判定す
る。必要なサンプル数の検出を終えた場合には、ステップ５０７へ処理を移行する。まだ
終えていない場合にはステップ５０３へ処理を移行して、サンプリングを繰り返すことで
、時間軸上に配列した光音響信号を得る。ステップ５０７では、信号処理部１０７が、探
触子の音響検出素子の感度ばらつき補正や、物理的または電気的に欠損した素子の補完処
理、記録媒体への光音響信号の記録動作、ノイズ低減のための積算処理などを行う。
【００４０】
ステップ５０８では、走査制御部１０８が水平走査の完了を判定する。水平走査の完了は
、被検体有無判定部１０６からの水平走査完了の指示、または走査領域フルサイズでの走
査が完了したかどうかで判定する。水平走査を完了した場合には、ステップ５０９へ処理
を移行する。そうでない場合には、ステップ５０１へ処理を移行して次の計測位置で光音
響計測を繰り返す。ステップ５０９では、走査制御部１０８が全走査の完了を判定する。
全走査の完了は、被検体有無判定部１０６からの全走査完了の指示、または走査領域フル
サイズでの全走査が完了したかどうかで判定する。全走査を完了した場合には、一連の光
音響波の測定動作を終了する。完了していない場合には、ステップ５１０へ処理を移行す
る。ステップ５１０では、走査制御部１０８が、照射部１０３と光音響波検出ユニット１
０４を同時に垂直走査制御して次の水平走査線に移動させ、計測動作を継続する。
【００４１】
以上の処理により、検出した光音響信号に基づいた被検体有無判定を機能させると共に、
光音響測定の動作を被検体１０１に適応させることができる。本実施形態によれば、保持
板により被検体を保持しながら、被検体を挟んで光源と探触子が対向する構成で測定を行
う光音響測定において、被検体の有無によって生じる光音響信号の信号特性の変化情報に
基づいて、被検体の有無を判定できる。また、被検体の有無を判定するための光学センサ
や接触センサなどの新たな構成を追加することなく、さらに１回の計測の中で被検体の有
無を判定する機能を実現できる。加えて、被検体の有無に基づいて、光音響の測定動作を
被検体に適応させることで、全体の光音響測定時間を短縮できる。
【００４２】
（第２の実施形態）
次に、本発明を実現する第２の実施形態を図に従って説明する。第１の実施形態では、光
源と探触子が被検体１０１を挟んで対向する様に配置され、計測光２０１を探触子の反対
側から照射する構成において、被検体１０１の有無を判定した。これに対して、第２の実
施形態の特徴は、光源と探触子が被検体に対して同方向側に配置され、計測光を探触子の
ある側と同側から照射する構成において、第１の実施形態と同様に被検体の有無を判定す
ることである。また、被検体有無の判定に必要とする界面の光音響信号を、その信号特性
を用いて抽出することで、ノイズなどの偶発的な検出信号を除去する。上記特徴を中心に
、第２の実施形態を説明する。
【００４３】
図６は、第２の実施形態の光音響測定システムの構成を示す概略図である。第１の実施形
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態の図１の構成と比べて、照射部６０１が光音響波検出ユニット１０４と同じ側に配置さ
れ、加算演算部６０２が新たに設けられ、走査制御部６０３が新たなものとなっている。
図６において、６０１は、計測光を探触子側から被検体１０１に照射する照射部である。
照射部６０１は、光音響波検出ユニット１０４の前面の被検体１０１を照らすために、計
測光を斜照射する。また、計測光を被検体に対して均一に入射させるために、光音響波検
出ユニット１０４を挟んで両側に照射部６０１Ａと照射部６０１Ｂが対称的に配置されて
いる。６０１Ａと６０１Ｂを区別する必要がない場合には、まとめて照射部６０１と表記
する。この対称的な２つの照射部の配置は、計測光の均一的な斜照射を実現できて好まし
いものであるが、１つの照射部を配置したり２つの照射部を非対称的に配置したりするこ
ともできる。
【００４４】
光音響検出ユニット１０４の探触子を構成する複数の音響検出素子の光音響信号を加算す
る加算演算部６０２は、加算演算をすることで界面光音響信号を生成・抽出する。詳細に
ついては後述する。走査制御部６０３は、照射部６０１と光音響波検出ユニット１０４の
位置を保持板１０２Ａ上で制御する。ここでは、照射部６０１と光音響波検出ユニット１
０４の保持板１０２Ａ上の位置関係を保ちながら同時に同一の走査制御を行う。以上の構
成を有する光音響測定システムにより、計測光を探触子と同じ側から照射する構成におい
て、光音響効果に基づいて測定することで、被検体１０１の光学特性分布を画像化し、光
音響画像を提示することができる。
【００４５】
図７の概念図において、（ａ）は計測方法、（ｂ）は探触子に到達する光音響波の音圧、
（ｃ）は検出した光音響信号の例をそれぞれ示している。図７（ｂ）と（ｃ）の縦軸はそ
れぞれ音圧と光音響信号を表し、横軸は時間を表す。図７（ａ）において、７０１は、照
射部６０１により斜照射される計測光である。計測光７０１Ａと７０１Ｂは、それぞれ照
射部６０１Ａと６０１Ｂから照射される計測光で、同時照射する様に制御される。計測光
７０１Ａと計測光７０１Ｂを区別する必要がない場合には、まとめて計測光７０１と表記
する。
【００４６】
図７（ｂ）において、７２１は、探触子表面が発する光音響波を示している。斜入射され
た計測光７０１の一部は、保持板１０２Ａと被検体１０１の界面で反射して探触子表面に
到達するため、探触子表面が光音響波の音源となる。７２２は、保持板１０２Ａが発する
光音響波を示しており、保持板１０２は計測光７０１に対して高い透過率を持つため光音
響波はほぼ生じず、その信号幅は保持板１０２Ａの厚さに相当する。７２３と７２４は、
それぞれ、被検体１０１の正常組織が発する光音響波と、被検体１０１内部の光吸収物質
２０２が発する光音響波を示している。
【００４７】
図７（ｃ）において、７４１は、光音響波７２１に対応して探触子と保持板１０２Ａとの
界面で検出される光音響信号を示している。信号７４１は、第２の実施形態では、計測光
７０１を探触子と同じ側から照射する構成のため、光音響波の検出開始後に計測される１
つ目の信号である。この信号は、高いエネルギーを保った計測光７０１によって探触子表
面で生じた光音響波が直に検出されるため、比較的大きな信号となる。７４２は、光音響
波７２３に対応して保持板１０２Ａと被検体１０１との界面で検出される光音響信号を示
している。被検体１０１の表層は光吸収率が比較的小さい正常組織で形成されるものの、
高い光エネルギーを保った状態で計測光７０１が入射するため、この界面で生じる光音響
波７２３に対応する光音響信号７４２は下記の信号７４３に比べると大きな信号となる。
信号７４１と７４２の検出時刻は装置構成（保持板１０２Ａの厚さ）で決定され、信号７
４１と７４２の信号強度は、それぞれ、探触子表面と被検体１０１の光吸収率で決定され
るため、計測ごとに変動せず同じ信号特性で検出される。
【００４８】
更に、図７（ｃ）において、７４３は、光音響波７２４による光吸収物質２０２の光音響
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信号を示している。７６１は、被検体１０１がないことを判定するために予め決定される
閾値である。第２の実施形態における被検体がある場合の光音響信号には、この閾値７６
１を超える信号成分がない。７６２は、被検体１０１があることを判定するために予め決
定される閾値である。第２の実施形態における被検体がある場合の光音響信号には、この
閾値７６２を超える信号成分が２つある。
【００４９】
続いて、図８を参照して被検体１０１がない場合の光音響波信号との差異を説明する。図
８の概念図において、図７と同様、（ａ）は計測方法、（ｂ）は探触子に到達する光音響
波の音圧、（ｃ）は検出した光音響信号の例をそれぞれ示している。図８（ｂ）と図８（
ｃ）の縦軸はそれぞれ音圧と光音響信号を表し、横軸は時間を表す。
【００５０】
図８（ａ）において、照射部６０１から射照射された計測光７０１は、保持板１０２Ａと
空気との界面で、臨界角を越える角度で入射される。即ち、本実施形態の照射部による斜
入射の角度は、被検体がある場合は臨界角を越えず、被検体がない場合は臨界角を越える
様に設定されている。よって、被検体がない場合は全反射が起こって、レーザ光である計
測光７０１の不必要な空気中への出射を防止することができる。また、図８（ｂ）におい
て、８２１は、探触子表面が発する光音響波を示している。全反射により光エネルギーの
損失なく計測光７０１が探触子に到達するため、被検体１０１がある場合の光音響波７２
１と比較して、非常に大きな光音響波が生じる。更に、図８（ｃ）において、８４１は、
光音響波８２１に対応して探触子と保持板１０２Ａとの界面で検出される光音響信号を示
している。信号８４１は、上記閾値７６１を超える非常に大きな信号となる。信号８４１
は、光源と探触子の位置関係、計測光７０１の斜入射角度、保持板１０２Ａの厚さ、そし
て探触子の構造に起因した光音響信号であるため、その検出時刻と信号強度は、計測ごと
に変動せず同じ信号特性で検出される。この信号特性を利用して、検出される光音響の信
号強度を閾値７６１と比較することで被検体１０１の有無を判定することができる。
【００５１】
なお、図７と図８では、光音響波７２１と８２１、その光音響信号７４１と８４１は、保
持板１０２と被検体１０１または空気との界面で反射した計測光７０１が、探触子に入射
する場合の例で説明した。一方、反射した計測光７０１が探触子表面に到達しない場合に
は何れも小さくなるかまたはなくなるため、被検体有無の判定に使用するのは難しくなる
。しかし、その場合には、上記閾値７６２を用いて、光音響信号７４２の有無に基づいて
被検体１０１の有無を判定することが可能である。
【００５２】
以上、図７と図８を用いて説明した様に、被検体１０１の有無で、音響検出素子２０３が
出力する光音響信号の特性には大きな差異がある。第２の実施形態では、被検体有無判定
部１０６が、この信号特性の変化情報に基づいて被検体１０１の有無を判定する。
【００５３】
上記判定は、１つの音響検出素子２０３が出力する界面光音響信号の特性の変化情報に基
づいて行うこともできるが、複数の音響検出素子の出力から界面光音響信号を抽出して行
うこともできる。図９は、本実施形態における界面光音響信号の抽出方法の一例を説明す
る概念図である。図９（ａ）は計測方法、図９（ｂ）と図９（ｃ）はそれぞれ音響検出素
子９０１と９０２が検出する光音響信号、図９（ｄ）は、図９（ｂ）と図９（ｃ）の信号
を加算演算した信号を示している。図９（ｂ）～図９（ｄ）の縦軸はそれぞれ音圧と光音
響信号を表し、横軸は共に時間を表す。
【００５４】
図９（ａ）において、９０１と９０２は、光音響波検出ユニット１０４の探触子を構成す
る２つの音響検出素子である。音響検出素子９０１と９０２は位置が異なるため、その光
音響信号には位置関係に応じた差異を生じる。図９（ｂ）と図９（ｃ）を比較すると、被
検体１０１内部の光吸収物質２０２が発した光音響波の検出時刻は、２つの音響検出素子
９０１と９０２で異なる。光吸収物質２０２が発する球面状の光音響波を異なる距離で検
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出するためである。これに対して、探触子表面や、被検体１０１と保持板１０２との界面
で生じる光音響波の検出時刻は、２つの音響検出素子９０１と９０２で一致する。これは
、２つの音響検出素子から、探触子と保持板、そして保持板と被検体１０１の界面までの
距離が一定で、平面波状の光音響波が同じ距離で検出されるためである。音響検出素子９
０１と９０２が検出した光音響信号の加算平均演算を行うと、検出時刻が同一の界面光音
響信号は加算され、検出時刻の異なる光吸収物質２０２の光音響信号は加算されず、図９
（ｄ）の様な信号特性が得られる。即ち、加算演算した結果、界面で生じる光音響信号を
抽出できる。
【００５５】
ここでは、簡単のために２つの音響検出素子９０１と９０２の光音響信号を用いる場合に
ついて説明したが、実際には、より多くの検出素子の信号を用いることで、界面光音響信
号を精度高く抽出することができる。また、１つの素子に偶発的に生じるノイズを除去で
きるため、ノイズによる誤判定を防ぐことができ、より安定して被検体有無の判定を機能
させることができる。この実施形態では、抽出した界面光音響信号に対して、図７と図８
で説明した被検体有無の判定方法を適用する。
【００５６】
以上により、界面で生じる光音響波が平面波である特性を活かして、被検体有無の判定に
必要な界面光音響信号の成分のみを抽出して被検体の有無を判定することで、偶発的なノ
イズの影響を低減でき、安定して機能させることができる。
【００５７】
図１０は、第２の実施形態の光音響測定制御を説明する概念図を示す。走査線１００１は
、光音響検出ユニット１０４の中心の走査軌跡を示しており、実線は被検体１０１がある
領域の走査を示し、破線は被検体１０１がない領域の走査を示している。１００２は、第
２の実施形態での測定制御において、被検体１０１の有無を判定するために注目する音響
検出素子群である。注目素子群１００２は、探触子中央に位置する複数の音響検出素子か
ら構成され、注目素子群１００２の信号は界面光音響信号の抽出に使用する。
【００５８】
走査位置Ａは、走査の原点で、この位置から光音響検出ユニット１０４の走査が開始され
る。走査位置Ａでは、被検体１０１がない（全注目素子群１００２が被検体１０１を認識
しない）ため、光音響信号の記録動作や信号処理を省くと共に走査速度を高速化する。水
平走査を開始して走査位置ＡからＢまでは、注目素子群１００２が被検体を認識しないた
め水平走査を継続する。走査位置Ｂは、注目素子群１００２が、被検体１０１がない領域
から、ある領域へ移った位置を示している。走査位置Ｂからは被検体１０１がある領域に
入るため、光音響診断などに有効な領域として、光音響信号の記録動作や信号処理を実行
して、走査速度を光音響波測定に好ましい走査速度まで低下させる。
【００５９】
走査位置Ｃは、注目素子群１００２が、被検体１０１がある領域から、ない領域へ移った
位置を示している。走査位置Ｃからは被検体１０１から外れるため、光音響診断などに有
効でない領域として、光音響信号の記録動作や信号処理を省くと同時に走査速度を高速化
して、走査位置Ａと同様の走査制御を行う。走査位置Ｄでは、注目素子群１００２が、被
検体１０１がない領域から、ある領域へ移るため、光音響診断などに有効な領域として走
査位置Ｂと同様の測定制御を行う。以後、各位置での被検体１０１の有無判定に基づいて
走査制御や信号処理などの制御を繰り返して、走査領域４０１を全て走査する。
【００６０】
以上の光音響測定制御により、被検体１０１の有無を判定して、光音響診断などに寄与し
ない走査領域での走査領域を高速化することで全体の測定時間を短縮できる。なお、被検
体の境界部では、注目素子群１００２に対して被検体１０１が全て重ならず、注目素子群
１００２を構成する素子の一部だけが被検体１０１を認識する領域がある。この場合は、
加算演算の結果、抽出された界面光音響信号が小さくなるため、被検体境界部のどこまで
を有効な走査領域とするかを考慮して、上記閾値７６１または７６２を設定する必要があ
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る。
【００６１】
図１１は、第２の実施形態における光音響波の測定の流れを示すフローチャートである。
本フローチャートの一連の処理は、図１０の測定制御を機能させると共に、診断などに好
ましい光音響画像を得ることを目的としている。ここでは、第１の実施形態の図５のフロ
ーチャートと比べて、ステップ１００１～１００３が加わっている。
【００６２】
ステップ１００１では、被検体有無判定部１０６が、注目素子群１００２を構成する各音
響検出素子の光音響信号を加算演算することで、界面光音響信号を抽出する。ステップ１
００２では、ステップ５０５で、現在の計測位置では被検体がなく、光音響診断などに有
効でないと判定されているため、走査速度を高速化する。ステップ１００３では、ステッ
プ５０５で、現在の計測位置では被検体があり、光音響診断などに有効であると判定され
ているため、光音響波の測定に好ましい走査速度に制御する。以上の処理により、検出し
た光音響信号に基づいた被検体有無判定を機能させると共に、光音響測定の動作を被検体
１０１に適応させることができる。
【００６３】
本実施形態によれば、保持板により被検体を保持しながら、光源と探触子が同じ側に配置
される構成で測定を行う光音響測定において、被検体の有無によって生じる光音響信号の
信号特性の差異に基づいて、被検体の有無を判定することができる。更に、光音響波に含
まれる界面で生じる光音響波が平面波である特性を利用することで、被検体の有無の判定
に必要な界面光音響信号のみを抽出することで、偶発的なノイズの影響を低減でき、被検
体有無の判定を安定して機能させられる。
【００６４】
（第３の実施形態）
本発明の目的は、以下の実施形態によって達成することもできる。即ち、前述した実施形
態の機能（特に、解析部や制御部を成す被検体有無判定部の機能）を実現するソフトウェ
アのプログラムコードを格納した記憶媒体（または記録媒体）を、システム或いは装置に
供給する。そして、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が
記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。この場合、記憶媒体から読
み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、その
プログラムコードを格納した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００６５】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、そのプログラ
ムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（Ｏ
Ｓ）などが実際の処理の一部または全部を行う。その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も本発明に含まれる。更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコ
ードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張
ユニットに備わるメモリに書込まれたとする。その後、そのプログラムコードの指示に基
づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部ま
たは全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も本発明に
含まれる。本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフロ
ーチャートに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【００６６】
（その他の実施形態）
上記各実施形態の様々な技術を適宜組み合わせて新たなシステムを構成することは当業者
であれば容易に想到し得るものであるので、この様な様々な組み合わせによるシステムも
また、本発明の範囲に属するものである。例えば、第１と第２の実施形態では、光源を被
検体の片側のみに配置して、片側からの計測光の照射のみで測定を行う光音響測定システ
ムにおいて本発明を適用する例を説明した。しかし、測定深度を向上させると共にコント
ラストが高く高画質な光音響画像を得るための構成として、光源を被検体の両側に配置し
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て、両側からの計測光を用いて測定する構成も考えられる。この構成では、被検体の有無
に応じて生じる光音響信号の特性の変化は、第１の実施形態と第２の実施形態の信号特性
の変化の組み合わせで表れる。そのため、この変化情報を上記被検体有無の判定に用いる
ことができる。従って、被検体に対して計測光を両側から照射する構成もまた、本発明の
範囲に属するものである。また、光音響検出ユニットを貫通して光ファイバなどの光導入
部を配置し、この光導入部から計測光を被検体に向けて照射する形態も同様に上記被検体
有無の判定に用いることができ、これも本発明の範囲に属するものである。さらに、Ａ／
Ｄ変換でデジタル化された光音響信号に基づいて被検体有無の判定を行う構成で説明した
が、十分なＳ／Ｎ比をもつ光音響信号が検出できる場合はＡ／Ｄ変換前のアナログ信号に
基づいて実施する形でも構わない。
【００６７】
また、第１と第２の実施形態では、被検体の有無に応じて、光音響信号の記録や信号処理
を省くと共に、走査方向または走査速度を制御する光音響測定制御の例を説明した。この
他にも、計測位置や計測間隔（光音響測定におけるフレームレート）を制御して測定動作
などを被検体に適応させる構成であってもよい。また、光音響測定と同時に超音波測定な
どが可能な複数のモダリティ機能を備える診断装置などにおいて、光音響での被検体の有
無の判定に応じてその他の診断機能などを制御する構成であってもよい。
【符号の説明】
【００６８】
１０１・・・被検体、１０２Ａ、１０２Ｂ・・・保持板（保持部）、１０３・・・照射部
、１０４・・・光音響波検出ユニット（検出部）、１０６・・・被検体有無判定部（解析
部、制御部）、１０７・・・信号処理部、１０８・・・走査制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 5677044 B2 2015.2.25

【図１１】
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