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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光照射により発生した光音響波を音響検出手段により複数の測定位置で受信して得られ
た複数の信号に基づいて、被検体の特性情報を取得する被検体情報取得装置であって、
　前記音響検出手段と前記被検体との間に配置され、かつ、前記音響検出手段と前記被検
体とは音響インピーダンスの異なる音響整合材に接する前記被検体の表面の形状情報に基
づいて、前記複数の測定位置のそれぞれと前記被検体の表面との間の距離を算出し、
　前記距離に基づいて、前記複数の信号の中から、前記音響整合材に接する前記被検体の
表面、または、前記音響整合材に接する前記音響検出手段の表面の少なくとも一つを含む
特定位置で発生し、かつ、前記被検体の表面と前記音響検出手段の表面との間で多重反射
した光音響波に由来する対象信号を推定する信号推定手段と、
　前記信号推定手段により推定された前記対象信号を低減する低減手段と、
　前記低減手段により前記対象信号が低減された前記複数の信号を用いて、前記特性情報
を取得する取得手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記音響検出手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記音響検出手段は、平面方向に配置された複数の音響検出素子を含む
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ことを特徴とする請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記音響検出手段は、曲面上に配置された複数の音響検出素子を含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記信号推定手段は、前記形状情報と前記曲面の情報とに基づいて、前記複数の測定位
置のそれぞれと前記被検体の表面との間の前記距離を算出し、前記距離に基づいて、前記
複数の信号の中から、前記特定位置で発生し、かつ、前記被検体の表面と前記音響検出手
段の表面との間で多重反射した前記光音響波に由来する前記対象信号を推定する
ことを特徴とする請求項４に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記信号推定手段は、
　　前記距離に基づいて、前記光音響波が前記被検体の表面と前記複数の測定位置のそれ
ぞれとの間を伝播する伝播時間を算出し、
　　前記伝播時間の整数倍に対応する信号を、前記多重反射した光音響波に由来する信号
として推定する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記信号推定手段は、推定する前記多重反射の回数を設定する
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記信号推定手段は、前記形状情報を用いて前記光音響波の伝播をシミュレーションす
ることにより、前記対象信号を推定する
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　前記形状情報を取得する形状情報取得手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１０】
　前記形状情報取得手段は、前記光音響波に基づいて、前記形状情報を取得する
ことを特徴とする請求項９に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１１】
　前記形状情報取得手段は、前記被検体の立体情報を測定可能なカメラまたはレーザー距
離計を含み、前記立体情報を用いて前記形状情報を取得する
ことを特徴とする請求項９に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１２】
　前記取得手段は、前記特性情報に基づいて前記被検体内の画像データを取得する
ことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１３】
　前記画像データを表示する表示手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１４】
　光照射により発生した光音響波を音響検出手段により複数の測定位置で受信して得られ
た複数の信号を用いて、被検体の特性情報を取得する信号処理方法であって、
　前記音響検出手段と前記被検体との間に配置され、かつ、前記音響検出手段と前記被検
体とは音響インピーダンスの異なる音響整合材に接する前記被検体の表面の形状情報に基
づいて、前記複数の測定位置のそれぞれと前記被検体の表面との間の距離を算出し、
　前記距離に基づいて、前記複数の信号の中から、前記音響整合材に接する前記被検体の
表面、または、前記音響整合材に接する前記音響検出手段の表面の少なくとも一つを含む
特定位置で発生し、かつ、前記被検体の表面と前記音響検出手段の表面との間で多重反射
した光音響波に由来する対象信号を推定する信号推定ステップと、
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　前記信号推定ステップにより推定された前記対象信号を低減する低減ステップと、
　前記対象信号が低減された前記複数の信号を用いて、前記特性情報を取得する取得ステ
ップと、
を有することを特徴とする信号処理方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の信号処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置および信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野において、生体内部を非侵襲的にイメージングする装置の一つとして、
光と超音波を用いて生体機能情報が得られるＰｈｏｔｏａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｍｏｇｒ
ａｐｈｙ（ＰＡＴ：光音響トモグラフィー）が提案され、開発が進んでいる。
【０００３】
　光音響トモグラフィーとは、光音響効果を用いて、音響波の発生源となる内部組織を画
像化する技術である。光音響効果とは、光源から発生したパルス光を被検体に照射すると
、被検体内で伝播・拡散した光の吸収によって音響波（典型的には超音波）が発生する現
象である。受信された音響波の時間による変化を複数の個所で検出し、得られた信号を数
学的に解析処理、すなわち再構成し、被検体内部の吸収係数など光学特性に関連した情報
を三次元で可視化する。
【０００４】
　パルス光に近赤外光を用いた場合、近赤外光は生体の大部分を構成する水を透過しやす
く、血液中のヘモグロビンで吸収されやすい性質を持つため、血管像をイメージングでき
る。さらに、異なる波長のパルス光による血管像を比較することによって、機能情報であ
る血液中の酸素飽和度を測定することが期待されている。すなわち、悪性腫瘍周辺の血液
は良性腫瘍周辺の血液より酸素飽和度が低くなっていると考えられるので、酸素飽和度を
知ることによって腫瘍の良悪を鑑別できる。
【０００５】
　また、光音響トモグラフィーと同様に、音響波を受信して生体機能情報を画像化するも
のとして超音波検査装置が挙げられる。超音波検査装置は、生体に音響波を送信し、生体
内で反射した音響波を受信し、画像化する。音響波は、音響波が伝播する速度と密度の積
である音響インピーダンスの異なる界面で反射する性質があるので、超音波検査装置では
生体の音響インピーダンスの分布を可視化できる。
【０００６】
　音響波を用いる場合、音響波の多重反射による画質の低下が問題となることがある。多
重反射とは、音響検出器と被検体の間に、音響インピーダンスが異なる層がある場合、そ
の層の両面で何度も音響波が反射することである。多重反射が発生する層を、多重反射層
と呼ぶ。音響波源（被検体表面や被検体内の光吸収体、反射体など）から伝搬した強い音
響波が多重反射の影響を受けて、時間的に遅れて音響検出器に到達すると、画像化した時
に、音響波源が実在しない位置に虚像（アーティファクト）が生成される。
【０００７】
　多重反射による時間遅れが少なければ、多重反射した音響波は、他の音響波源から伝搬
した音響波とは重畳しないので、虚像が診断に及ぼす影響は少ない。しかし、多重反射に
よる時間遅れが多ければ、多重反射した音響波は他の音響波と重畳するため、虚像による
診断能への影響が大きくなる。
【０００８】
　多重反射層が厚ければ、多重反射による時間遅れは多くなり、多重反射層が薄ければ時
間遅れは少なくなる。しかし、被検体が生体である場合、被検体形状は測定ごとに異なる
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曲面であるので、多重反射層を薄くするためには音響検出器の形状を被検体に合わせる必
要があり、これはきわめて困難である。したがって、多重反射層は厚くなり、多重反射に
よる虚像の影響が大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平７－１７８０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　被検体の保持や音響検出器の走査などの計測上の制約から、音響検出器と被検体の間の
層（多重反射層）に厚みを持たせる場合、従来は、特許文献１のように、多重反射層の形
状を規定していた。ここで、多重反射層の形状を規定するということは、被検体表面の形
状を規定することだと捉えることもできる。多重反射層の形状を規定することによって、
多重反射による音響波が常に同じ場所に出現するようにできる。従来は、このようにして
多重反射した音響波を同定し、信号処理によって低減していた。
【００１１】
　一方、被検体の形状を規定しないで測定を行った場合、被検体の形状が測定ごとに変化
するため、多重反射信号を推定、同定し低減することは難しい。
【００１２】
　また、被検体が人体などの生体の場合、被検体表面の形状には個人差がある。そのため
、多重反射層を一定の形状に規定し、全ての人に適用することは難しい。
【００１３】
　本発明は、このような課題認識に基づいてなされたものである。本発明の目的は、被検
体の形状を規定することなく、多重反射により発生した虚像の診断への影響を減らすこと
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、
　光照射により発生した光音響波を音響検出手段により複数の測定位置で受信して得られ
た複数の信号に基づいて、被検体の特性情報を取得する被検体情報取得装置であって、
　前記音響検出手段と前記被検体との間に配置され、かつ、前記音響検出手段と前記被検
体とは音響インピーダンスの異なる音響整合材に接する前記被検体の表面の形状情報に基
づいて、前記複数の測定位置のそれぞれと前記被検体の表面との間の距離を算出し、
　前記距離に基づいて、前記複数の信号の中から、前記音響整合材に接する前記被検体の
表面、または、前記音響整合材に接する前記音響検出手段の表面の少なくとも一つを含む
特定位置で発生し、かつ、前記被検体の表面と前記音響検出手段の表面との間で多重反射
した光音響波に由来する対象信号を推定する信号推定手段と、
　前記信号推定手段により推定された前記対象信号を低減する低減手段と、
　前記低減手段により前記対象信号が低減された前記複数の信号を用いて、前記特性情報
を取得する取得手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置である。 
【００１５】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　光照射により発生した光音響波を音響検出手段により複数の測定位置で受信して得られ
た複数の信号を用いて、被検体の特性情報を取得する信号処理方法であって、
　　前記音響検出手段と前記被検体との間に配置され、かつ、前記音響検出手段と前記被
検体とは音響インピーダンスの異なる音響整合材に接する前記被検体の表面の形状情報に
基づいて、前記複数の測定位置のそれぞれと前記被検体の表面との間の距離を算出し、
　前記距離に基づいて、前記複数の信号の中から、前記音響整合材に接する前記被検体の
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表面、または、前記音響整合材に接する前記音響検出手段の表面の少なくとも一つを含む
特定位置で発生し、かつ、前記被検体の表面と前記音響検出手段の表面との間で多重反射
した光音響波に由来する対象信号を推定する信号推定ステップと、
　前記信号推定ステップにより推定された前記対象信号を低減する低減ステップと、
　前記対象信号が低減された前記複数の信号を用いて、前記特性情報を取得する取得ステ
ップと、
を有することを特徴とする信号処理方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、被検体の形状を規定することなく、多重反射により発生した虚像の診
断への影響を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る装置の配置を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る装置の原理を説明するための模式図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る装置の原理を説明するための模式図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る装置の処理を説明するための模式図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る装置の実施方法を示す模式図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る装置の配置を示す模式図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る装置の実施方法を示す模式図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る装置の実施方法を示す模式図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る装置の構成を示す模式図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る装置の配置を示す模式図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る装置による処理結果を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る装置による処理結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発明の範囲を
以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１９】
　本発明は、被検体から伝播する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、音響波測定装置またはその制御方法、あるいは音響
波測定方法や信号処理方法として捉えられるし、被検体情報取得装置またはその制御方法
、あるいは被検体情報取得方法としても捉えられる。本発明はまた、これらの方法をＣＰ
Ｕ等のハードウェア資源を備える情報処理装置に実行させるプログラムや、そのプログラ
ムを格納した記憶媒体としても捉えられる。
【００２０】
　本発明の被検体情報取得装置は、被検体に光（電磁波）を照射し、光音響効果に従って
被検体内または被検体表面の特定位置で発生して伝搬した音響波を受信（検出）する、光
音響トモグラフィー技術を利用した装置を含む。このような被検体情報取得装置は、光音
響測定に基づき被検体内部の特性情報を画像データ等の形式で得ることから、光音響装置
とも呼べる。
【００２１】
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　光音響装置における特性情報とは、光照射によって生じた音響波の発生源分布、被検体
内の初期音圧分布、あるいは初期音圧分布から導かれる光エネルギー吸収密度分布や吸収
係数分布、組織を構成する物質の濃度分布を示す。組織を構成する物質とは、例えば、酸
素飽和度分布や酸化・還元ヘモグロビン濃度分布などの血液成分、あるいは脂肪、コラー
ゲン、水分などである。
【００２２】
　本発明の被検体情報取得装置にはまた、被検体に音響波を送信し、被検体内部の特定位
置で反射した反射波（エコー波）を受信して、特性情報を画像データ等の形式で得る超音
波装置を含む。超音波装置における特性情報とは、被検体内部の組織の音響インピーダン
スの違う箇所での反射波に基づく、形態情報を反映した情報である。
【００２３】
　本発明でいう音響波とは、典型的には超音波であり、音波、音響波と呼ばれる弾性波を
含む。光音響効果により発生した音響波のことを、光音響波または光超音波と呼ぶ。探触
子により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。
【００２４】
　[実施形態１]
　本発明は、被検体の表面形状を取得し、その表面形状を用いて反射信号を予測するもの
である。本実施形態では、光音響トモグラフィーでの実施において、後述する遅延形状を
用いて反射信号を低減する。ただし、以下の手法は超音波検査装置にも適用できる。
　本稿では、特に記載がなければ、反射信号とは、虚像の原因となる多重反射した音響波
の信号のことを示す。まず、本発明、本実施形態の原理について述べ、その後、構成要素
、実施方法、具体的な処理方法を説明し、最後に効果について述べる。
【００２５】
　（原理）
　本発明の原理について述べる。図１は被検体、音響波検出器の配置と、生体表面で発生
した音響波の伝播経路を示すものである。以下、図１のように、多重反射層（音響整合材
）、被検体、および音響検出器の音響インピーダンスが互いに異なる場合を考える。
【００２６】
　図１において、音響検出器１０２に含まれる複数の音響検出素子１０３は、多重反射層
（音響整合材）１０５を介して、パルス光１０４を照射された被検体１０１で発生して伝
播する光音響波を受信する。
　なお、音響検出素子は単一であっても構わない。その場合、音響検出素子を被検体上で
の測定位置を移動させる走査機構を設けることで、複数の測定位置で光音響波を検出でき
る。それぞれの測定位置における音響信号に対して本発明の低減処理の手法を適用すれば
、各実施形態と同様の効果を得られる。
【００２７】
　光音響トモグラフィーでは、光源から照射されたパルス光を吸収した場所で、その吸収
量に応じて音響波が発生する。このとき図１に示すように、被検体表面や音響検出器表面
などには、減衰していない強いパルス光が照射されるので、強い音響波が発生する。発生
する音響波の伝播方向は、被検体表面、音響検出器表面の法線方向となる。
【００２８】
　被検体表面と音響検出器表面で発生した音響波は多重反射層（音響整合材）を伝播し、
それぞれ音響検出器表面と被検体表面に到達する。そこで、一部の成分はそのまま透過し
て伝播し、残りの成分は反射される。透過、反射成分の割合は各物質の音響インピーダン
スに応じたものとなる。反射は、光と同様に、入射角と反射角が同じになるように反射さ
れる。
【００２９】
　パルス光の速度は音響波に比べて十分早いため、音響波が発生するタイミングは、発生
場所によらず同時とみなせる。そのため、被検体表面から発生した信号が、最初に音響検
出器に到達した時に得られる信号は、多重反射層の厚さに応じて遅延している。
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　また、音響検出器の表面から発生した音響波が被検体表面で反射して戻ってきたとき得
られる信号は、多重反射層を２回通っているので、これも多重反射層の厚さに応じた遅延
が発生する。さらに反射が繰り返された場合も、多重反射層の厚さに応じて遅延が発生す
る。
【００３０】
　多重反射層の厚さは、被検体表面の形状と探触子素子（または測定位置）の配置、つま
り音響検出器の形状によって決定されているので、多重反射による音響波の遅延は被検体
表面の形状と探触子の形状によって推定できる。このことは、音響検出器の形状が平面で
ない場合にも成り立つ。
【００３１】
　本実施形態では、音響検出器の形状が平面である場合について述べる。この場合、近似
を用いて多重反射による音響波の遅延を簡単に推定できる。
【００３２】
　まず、図２（ａ）に示すように、音響検出器表面と被検体表面が平行な場合について考
える。図２（ａ）において、被検体２０１と、音響検出素子２０３（Ａ～Ｅ）を含む音響
検出器２０２は、多重反射層である音響整合材２０５を介して接している。
　図２（ａ）の場合、入射と反射は同じ経路をたどる。したがって、多重反射による遅延
は、多重反射層の厚さの整数倍となる。
【００３３】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）中の音響検出素子で得られる信号を並べて示したものであり
、素子位置は図２（ａ）、図２（ｂ）で一致している。また、各信号の縦軸は電圧であり
、検出された光音響波の強度を示す。また、横軸は時間を示し、光を照射した時刻を原点
０とする。なお、音響検出素子が単独の場合、各素子は測定位置と読み替える。
【００３４】
　図２（ｂ）において、Ｎ１で示される信号は音響検出器表面で発生した信号である。Ｎ
２は被検体表面で発生した信号が音響検出器に到達し、検出されたものである。Ｎ３は音
響検出器表面で発生した音響波のうち被検体の方向に伝播したものが、被検体表面で反射
されて、音響検出器に戻ってきて検出されたものである。Ｎ４は被検体表面で発生した音
響波が一旦音響検出器まで伝播し、そこで反射され、さらに被検体表面で反射され、音響
検出器で検出されたものである。同様に、音響検出器表面、被検体表面で発生した音響波
が反射を繰り返して、Ｎ５、Ｎ６・・・として検出される。
【００３５】
　ここで、時間０から各信号までの時間を遅延量と呼ぶことにする。図２（ａ）のように
被検体表面と音響検出器表面が平行な場合、入射と反射は同じ経路をたどるので、得られ
る音響波信号は素子位置によらず同じ遅延量で検出される。言い換えると、図２（ａ）の
場合の各素子で得られる信号は同位相である。
　従って、音響素子位置と各音響検出素子で得られる信号の相対的な遅延量の関係を遅延
形状と呼ぶことにすると、すべての素子位置で同じタイミングなので、遅延形状は直線も
しくは平面となる。
【００３６】
　次に、図２（ｃ）に示すように、音響検出器表面と被検体表面が少し傾いた場合を考え
る。図３には、この場合の多重反射層での反射の様子を示す。図３から分かるように、反
射波は入射波とは異なる経路をたどる。
【００３７】
　この時、音響検出器表面と被検体表面の傾きが少なければ、入射波の伝播経路の長さ（
Ａ、Ｂ）と反射波の伝播経路の長さ（Ａ’、Ｂ’）はほとんど同じであるので、Ａ＝Ａ’
、Ｂ＝Ｂ’と近似できる。したがって、図２（ｄ）に示すように、各素子ごとに、得られ
る信号におけるＮ１からＮ２までの長さは、Ｎ２からＮ３、Ｎ３からＮ４、Ｎ４からＮ５
、Ｎ５からＮ６の長さと等しいとみなせる。
　Ｎ１からＮ２までの長さは、各素子における多重反射層の厚さに比例している。多重反
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射層の厚さは、音響検出器の形状が平面であれば、被検体表面形状を測定するだけで得ら
れる。よって、Ｎ１からＮ２までの長さを整数倍すれば、Ｎ３以降の信号の場所を算出で
きる。
【００３８】
　また、音響検出素子間での信号の検出タイミングは、Ｎ１は同時であり、Ｎ２は該当す
る音響検出素子から被検体に伸ばした垂線の長さに応じて遅延が発生する。Ｎ３はＮ２の
遅延量の２倍、Ｎ４は３倍、Ｎ５は４倍、Ｎ６は５倍というように、多重反射信号はＮ２
で得られた遅延量の整数倍だけ遅延する。したがって、Ｎ３以降の遅延形状はＮ２の遅延
形状を時間方向に整数倍引き延ばすことで得られる。
【００３９】
　一方、音響検出器表面と被検体表面の傾きが大きい場合は、Ｎ１からＮ２の長さとＮ２
からＮ３の長さを同じであると近似できない。そのため、Ｎ２の位置や、遅延形状から求
まるＮ３以降の位置や、遅延形状を知ることは簡単にはできない。しかし、一般的に音響
検出素子は正面の感度が高く、斜め方向の感度が低いという指向性を持つところ、傾きが
大きい場合の反射した音響波は音響検出素子に斜めに入射する。そのため、音響検出器表
面と被検体表面がさらに傾いた場合の反射波は問題とならないことが多い。
【００４０】
　（構成要素）
　次に本発明の構成要素について図４を用いて説明する。本発明の被検体情報取得装置は
、光源１、光照射装置２、多重反射層である音響整合材４、音響検出器５、電気信号処理
装置６、遅延取得装置７、データ処理装置１０、画像化処理装置１４、表示装置１５を有
する。また、遅延取得装置７は形状情報取得装置８、反射信号推定装置９を含む。データ
処理装置１０は遅延調整装置１１、空間周波数フィルタ１２、遅延回復装置１３を含む。
また、本発明の測定対象は被検体３である。
【００４１】
　（光源）
　光源１はパルス光を発生させる装置である。光源としては大出力を得るため、レーザー
が望ましいが、発光ダイオードなどでもよい。光音響波を効果的に発生させるためには、
被検体の熱特性に応じて十分短い時間に光を照射させなければならない。被検体が生体の
場合、光源から発生するパルス光のパルス幅は数十ナノ秒以下にすることが望ましい。
　また、パルス光の波長は生体の窓と呼ばれる近赤外領域であり、７００ｎｍ～１２００
ｎｍ程度が望ましい。この領域の光は比較的生体深部まで到達するので、深部の情報を得
るのに好適である。さらに、パルス光の波長は観測対象に対して吸収係数が高いことが望
ましい。
【００４２】
　（光照射装置）
　光照射装置２は、光源１で発生させたパルス光を被検体３へ導く装置である。具体的に
は光ファイバーやレンズ、ミラー、拡散板などの光学機器である。これらの光学機器を用
いて、パルス光の照射形状、光密度、被検体への照射方向などの照射条件を変更する。ま
た、これらは光源１で調整してもよい。また、広い範囲のデータを取得するために、光照
射装置２を走査させることによりパルス光の照射位置を走査させてもよい。このとき、音
響検出器５と連動して走査を行うことが望ましい。以上の機能を満たすものであれば、上
で挙げた光学機器にかぎらず利用できる。
【００４３】
　（被検体）
　被検体３は測定の対象である。被検体３として例えば、生体または、生体の音響特性と
光学特性を模擬したファントムが想定される。光音響診断装置では被検体３の内部に存在
する光吸収係数の大きい光吸収体をイメージングできる。
　生体の場合、イメージングの対象はヘモグロビン、水、メラニン、コラーゲン、脂質な
どが挙げられる。ファントムの場合は、このようなイメージング対象の光学特性を模擬し
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た物質を光吸収体として内部に封入する。また、生体は形状、特性に個人差、個体差があ
る。さらに被検体として、造影剤や分子プローブなどを、生体またはファントム中に注入
したものを対象としても良い。
【００４４】
　（音響整合材）
　音響整合材４は被検体３と音響検出器５との間に設置され、両者を音響的に結合させて
、被検体３から音響検出器５へ音響波が伝播しやすくする。音響整合材４の音響インピー
ダンスは、被検体３と音響検出器５の音響インピーダンスに基づき、音響波の反射が少な
くなるように設定されることが望ましい。しかし、現実的には完全に反射をなくすことは
不可能であり、音響整合材４が多重反射層となる。
【００４５】
　音響整合材４としては、パルス光の吸収が少ない材質が望ましい。これによって、音響
整合材からの光音響波の発生を低減できるので、画像上のアーチファクトを抑制できる。
さらに被検体に多くの光を照射することも可能となる。また、音響整合材は均一であるこ
とが望ましい。音響整合材としては音響マッチングＧＥＬや水、オイルなどが使用される
。
【００４６】
　（音響検出器）
　音響検出器５は音響波を電気信号に変換する音響検出素子を、少なくとも一つ含む。光
音響トモグラフィーでは、複数の場所からの音響波を受信することによって三次元イメー
ジングを行う。そのため、単一の音響検出素子を走査させ複数の場所に移動させるか、複
数の音響検出素子を別々の場所に設置して、複数の場所での音響波を受信する。
　音響検出器５は感度が高く、周波数帯域が広いものが望ましい。具体的にはＰＺＴ、Ｐ
ＶＤＦ、ｃＭＵＴ、ファブリペロー干渉計を用いた音響検出器などが挙げられる。ただし
、以上の機能を満たすものであれば、上に挙げたものに限らず利用できる。
【００４７】
　（電気信号処理装置）
　電気信号処理装置６は、音響検出器５で得られた電気信号を増幅するとともに、デジタ
ル信号へと変換する。電気信号処理装置６は、具体的には電気回路から成るアンプやＡｎ
ａｌｏｇ－ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（ＡＤＣ）などである。効率的にデータ
を取得するため、音響検出器５の受信素子数と同じだけアンプ及びＡＤＣがあることが望
ましい。ただし、一つずつ用意したアンプ及びＡＤＣを順々につなぎ換えて使用してもよ
い。
【００４８】
　（遅延取得装置）
　遅延取得装置７は、音響整合材４で多重反射した音響波の遅延形状を得るものであり、
本発明の骨子となる処理を行う装置である。本実施形態では遅延形状を得る形態について
述べる。遅延取得装置７は、形状情報取得装置８と反射信号推定装置９を含む。
【００４９】
　（形状情報取得装置）
　形状情報取得装置８は、音響検出器５の受信領域に含まれる被検体３の表面形状情報を
取得する。表面形状情報とは、被検体表面のうち音響検出器側の面の形状を言う。音響検
出器５が二次元で走査し、時間も含めて三次元のデータをとる場合には、被検体３の表面
形状も三次元で取得する必要がある。音響検出器５が二次元のデータを取得する場合には
、被検体３の表面形状も音響検出器５に合わせた二次元でよいが、精度を向上させるため
に三次元で取得することが望ましい。形状情報取得装置は、本発明の形状情報取得手段に
相当する。
【００５０】
　被検体３の表面形状を得る方法は、光音響信号から得る方法、立体情報の測定可能なカ
メラで得る方法、レーザー距離計によって得る方法、超音波の照射によって得る方法など
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が考えられる。本実施形態では、光音響信号（光音響波に由来する電気信号）から得る方
法について述べ、他の方法は実施形態５で述べる。この場合、形状情報取得装置８は、具
体的にはコンピュータやＦＰＧＡなどのデジタル信号処理装置などである。光音響信号か
ら被検体３の表面形状を得ることによって、新たな装置を増やすことなく、被検体３の表
面形状を取得できる。
【００５１】
　また、形状情報取得装置８に予め保存された複数の形状情報から、測定時の被検体の形
状に対応する形状情報を形状情報取得装置８が読み出すことにより、形状情報を取得して
もよい。このとき、ユーザーが入力部により測定時の被検体の形状や被検体を保持する部
材の種類などを入力し、形状情報取得装置８がそれらに対応する被検体の形状情報を読み
出してもよい。あるいは、形状情報取得装置８が被検体を保持する部材の種類を検知し、
検知された部材の種類に対応する被検体の形状情報を読み出してもよい。
【００５２】
　この手法の具体的な処理方法について述べる。被検体３の表面形状からは強い音響波が
得られるが、より音響検出器に近い音響整合材からは強い音響波は得られない。さらに、
音響検出器の表面から得られる信号は、被検体によらず同じ時間に現れるので、あらかじ
め強度ピークの現れるタイミングに基づき容易に特定できる。したがって、得られた信号
に対し適切な閾値を設け、閾値以上になった個所のうち音響検出器の表面信号以外で時間
的に最も早いものが、被検体の表面信号であると判定できる。その表面信号の出現する時
間を得ることで、音響検出器からの被検体表面までの距離に対応した時間を取得できる。
【００５３】
　この時間は音響波が被検体表面から音響検出器まで伝播するのにかかった時間なので、
音響整合材における音響波の伝播速度を用いることで、被検体表面までの距離を算出でき
、その結果表面形状を取得できる。
【００５４】
　時間取得の処理を複数の測定位置で得られた信号に対して行い、測定位置に対応させて
並べることによって、被検体の表面形状に対応した時間分布、つまり遅延形状が得られる
。この時、信号に対してノイズ低減やテンプレートマッチングなどの処理を施し、被検体
表面からの信号を強調することが望ましい。これによって、処理のロバスト性が向上する
。また、信号以外から被検体３の表面形状を取得する際は、前述のように自動的に行われ
ることが望ましいが、ユーザーが信号を見て判定し、手動で指定してもよい。
【００５５】
　（反射信号推定装置）
　反射信号推定装置９は、形状情報取得装置８で得られた被検体の表面形状から、前述の
原理を用いて、反射信号を推定する装置である。反射信号推定装置は、本発明の信号推定
手段に相当する。
【００５６】
　反射信号の推定には、複数の測定位置での相対的な遅延量である遅延形状を推定し、そ
の遅延形状と一致するものが反射信号であると同定する手法と、反射信号の絶対的な遅延
量を推定する方法がある。本実施形態では前者について説明し、後者は実施形態３で説明
する。反射信号推定装置９では遅延形状の推定のみを行い、遅延形状と一致するかどうか
の判定は後段の装置によって行う。
【００５７】
　前述の原理で述べたように、被検体の表面を示す信号の遅延形状を時間方向に整数倍引
き延ばすと、反射信号の遅延形状が得られる。このような引き延ばし処理は、具体的には
、被検体の表面を示す信号における、遅延形状を成す部分の遅延時間をそれぞれ整数倍す
ることにより行われる。その結果得られた各遅延時間の相対的な関係が、整数倍引き延ば
された反射信号の遅延形状である。
【００５８】
　また、理論上は多重反射には終わりがなく無限に続くが、反射波は反射を起こすごとに
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減衰していくので、測定したい信号に対して十分に減衰すれば、これ以降の多重反射は無
視できる。したがって、推定する反射信号の遅延形状の数を、反射信号が十分に減衰する
反射回数に応じて決めておくことが好ましい。
　このあらかじめ決められた遅延形状の数は、反射信号推定装置９の内部や、記憶手段に
保持しておくことが望ましい。これによってユーザーの作業が少なくなる。また、ユーザ
ーが測定のたびに遅延形状の数を指定してもよい。これによって、被検体ごとに反射によ
る減衰率が異なる場合でも、適切な量の処理を実行できる。
【００５９】
　遅延形状の数は、被検体の大きさと反射波の伝播時間から決めてもよいし、反射波が十
分に小さくなる反射回数から決めてもよい。決められた遅延形状の数をＭとすると、被検
体の表面を示す信号の遅延形状を時間方向に２倍、３倍、・・・、Ｍ倍引き伸ばして、Ｍ
－１個の反射波の信号の遅延形状が得られる。
【００６０】
　（データ処理装置）
　データ処理装置１０は、推定された多重反射信号の遅延形状に基づいて、多重反射信号
を低減する。本実施形態では、データ処理装置１０は、遅延取得装置７によって推定され
た多重反射信号の遅延形状と同じ形状の信号を低減する。遅延形状が複数得られている場
合には、一つの遅延形状を用いた処理を行い、その出力に対して異なる遅延形状を用いた
処理を行うというように、複数回処理を行う。
【００６１】
　本実施形態では、データ処理装置１０は遅延調整装置１１、空間周波数フィルタ１２、
遅延回復装置１３を含む。データ処理装置１０が行う処理としては、上記の手法の他に、
最適化計算を用いて反射信号を小さくする方法なども考えられる。ただし、遅延取得装置
７で得られた遅延形状の信号を低減する方法であれば、これら以外の方法でも構わない。
データ処理装置は、本発明の低減手段に相当する。
【００６２】
　（遅延調整装置）
　遅延調整装置１１は、遅延取得装置７で推定された反射波の信号の遅延形状に基づいて
、電気信号処理装置６で得られた各々の測定位置のデジタル信号の遅延を、すべての測定
位置での反射信号の遅延が同時になるように調整する。
【００６３】
　具体的な処理方法としては、各測定位置の信号に、反射信号の遅延が同時になるような
時間オフセット（遅延）を設ける。この時、反射信号の遅延が同時になるような時間オフ
セットは、遅延形状を時間方向に反転させることで得られる。これによって、反射波の信
号の遅延形状と同じ遅延形状をした信号は、遅延が同じ、つまり同位相になる。これを遅
延調整信号と呼ぶことにする。
【００６４】
　図５（ａ）は、電気信号処理装置６で得られたＡ～Ｅの測定位置のデジタル信号を表し
ている。Ｎ１～Ｎ６は、図２（ｄ）と同じものである。被検体表面信号Ｎ２の遅延形状に
基づいて、生体表面信号Ｎ２の遅延が同じになるようにデジタル信号を調整すると、図５
（ｂ）のような遅延調整信号が得られる。
【００６５】
　（空間周波数フィルタ）
　空間周波数フィルタ１２は、遅延調整装置１１で出力された遅延調整信号に対し、図５
のように各々の遅延調整信号を並べたときの、信号の時間原点の並んでいる方向に関する
空間周波数の低い成分を、各時間ごとにすべての時間において低減する。
　各時間において、並べた方向に信号を見ると、同位相の信号は、すべての測定位置で信
号強度が同じ直流成分、つまり低周波成分となっている。一方、位相がそろっていない信
号は、測定位置によって信号強度が異なり、高い周波数成分を含む。したがって、並べた
方向に関する空間周波数の低い成分を低減することで、主に同位相になっている信号を低
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減できる。
【００６６】
　また、時間領域や空間領域では、低減したい同位相の信号に別の必要な信号が重畳して
いるせいで低減がうまく行かない場合がある。しかしこのような場合でも、上述のように
周波数フィルタを用いて周波数領域での低減処理を実行することにより、主に同位相の成
分を低減し、必要な信号を残すようにできる。
　理論上、反射波の信号の遅延形状は、被検体の表面を示す信号の遅延形状の整数倍とな
っている。しかし実際には、各層の密着度や音響波伝搬速度の不均一性があり、完全に整
数倍とはならない。したがって、空間周波数フィルタ１２で低周波成分を低減する際には
、最も低周波の直流成分のみでなく、少し高周波側も含んで低減することが望ましい。
【００６７】
　どの程度の高周波まで低減するかは、各層の密着度や音響波伝搬速度の不均一性に応じ
て決める。測定や装置ごとのばらつきは大きくなく、材料や構成に依存することが大きい
ので、あらかじめ行った試験測定で、低減する空間周波数を決めておくことが望ましい。
また、低減する空間周波数は、測定したデータを見ながらユーザーが決めてもよいし、あ
らかじめ行った試験測定から装置ごとに決めてもよい。
　図５（ｂ）の遅延調整信号を空間周波数フィルタ１２で同位相の信号を低減すると図５
（ｃ）のようになる。この図が示すように、主に位相がそろった信号が低減され、位相が
そろっていない信号はほぼ低減されない。
【００６８】
　（遅延回復装置）
　遅延回復装置１３は、空間周波数フィルタ１２で出力された同位相の信号が低減された
信号に対して、遅延調整装置１１で設けられた時間オフセットを逆方向に戻す、逆処理を
行う。これにより、遅延形状に相当する部分の位置が、元の信号での位置に戻る。この結
果、元の信号から、遅延取得装置７で得られた遅延形状と同じ形状の信号を主に低減でき
る。
　これを図で示すと、図５（ｃ）の空間周波数フィルタ１２の同位相の信号が低減された
信号に対し、遅延回復装置１３で遅延を回復することによって、図５（ｄ）の信号を得る
処理に相当する。
【００６９】
　多重反射で遅延形状が複数得られる場合、前述のように、ある遅延形状に基づいてその
遅延形状と一致する信号を低減し、さらにその結果に対して、異なる遅延形状に基づいて
、その遅延形状と一致する信号を低減する。
【００７０】
　図５（ｄ）に示された被検体表面信号Ｎ２を低減済みの信号から、さらにＮ３を低減す
る場合を例として説明する。まず、被検体表面信号Ｎ２の遅延形状を２倍に引き延ばした
Ｎ３の遅延形状を用いて、遅延調整装置１１でＮ３が同位相になるように遅延を調整する
と、図５（ｅ）が得られる。この信号から、空間周波数フィルタ１２で同位相の信号を低
減したものが、図５（ｆ）である。これを遅延回復装置１３で処理すると、図５（ｇ）の
ように、被検体表面信号Ｎ２と反射信号Ｎ３が低減された信号が得られる。
【００７１】
　（画像化処理装置）
　画像化処理装置１４は、データ処理装置１０によって得られた複数の測定位置の信号を
再構成処理することによって、信号の発生源の空間分布を示す画像データを取得する。こ
こで得られる画像は、例えば、光を吸収した光吸収体から発生した音圧の空間分布を示す
初期音圧分布である。
【００７２】
　再構成処理の方法としては、微分処理した信号を、信号を得た位置から逆伝搬させ、重
ね合わせるユニバーサルバックプロジェクション法が望ましい。ただし、信号の発生源の
空間分布を画像化できれば、これに限らない。画像化処理装置は、本発明の取得手段に相
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当する。
【００７３】
　なお、形状情報取得装置８、反射信号推定装置９、データ処理装置１０、遅延調整装置
１１、空間周波数フィルタ１２、遅延回復装置１３、および画像化処理装置１４のそれぞ
れは、具体的にはＣＰＵ、ＧＰＵなどの素子を有するコンピュータや、ＦＰＧＡ、ＡＳＩ
Ｃなどの回路から構成される。また、それぞれの装置は、１つの素子や回路から構成され
るだけではなく、複数の素子や回路から構成されていてもよい。また、それぞれの装置が
行う各処理をいずれの素子や回路が実行してもよい。また、それぞれの装置において、上
記の素子や回路を共用してもよい。
【００７４】
　（表示装置）
　表示装置１５は、画像化処理装置１４によって得られた画像を表示する。具体的にはデ
ィスプレイなどである。これによって、被検体内の情報を視認できる。
【００７５】
　（実施方法のフロー）
　次に、本実施形態の実施方法について、図６のフローチャートを用いて説明する。
　まず、パルス光を被検体に照射し（Ｓ１）、被検体内で発生した音響波を複数位置で受
信する（Ｓ２）。受信した信号から、形状情報取得装置の説明で記述した処理方法を用い
て被検体の表面形状を取得し（Ｓ３）、表面形状に基づいて、多重反射信号の遅延形状を
推定する（Ｓ４）。
【００７６】
　ここで、少なくとも一つ以上の遅延形状が得られるので、各遅延形状について順番にＳ
５～Ｓ７の処理を行っていく。ある遅延形状を用いて、反射信号の遅延形状が同時になる
ように得られた信号の遅延を調整し（Ｓ５）、同位相の信号を空間周波数フィルタを用い
て低減し（Ｓ６）、遅延を元に戻す（Ｓ７）。所望の反射回数に対応した遅延形状すべて
について、Ｓ５～Ｓ７の処理を行ったかどうかを判定し（Ｓ８）、まだすべての遅延形状
について処理が終わっていない場合にはＳ５に戻る。すべての遅延形状について処理が終
わった場合には、処理された信号を用いて画像化を行い（Ｓ９）、画像を表示する（Ｓ１
０）。
【００７７】
　本実施形態の装置によって、簡便に多重反射層による多重反射信号を低減し、多重反射
による虚像を低減した画像を取得できる。これによって多重反射による虚像の診断への影
響を低減できる。なお、本発明の各実施形態を通じて、反射波成分の低減に限らず、被検
体の表面波の成分の検出と低減も可能である。すなわち、低減の対象信号には、多重反射
した信号と、光吸収体から伝播した信号が含まれる。さらに、本発明の各実施形態を通じ
て、反射波成分や表面波成分を完全に低減できない場合でも、これらの成分を低減するこ
とで、アーチファクトの影響に対する低減処理の効果は期待できる。
【００７８】
　［実施形態２］
　本実施形態では、実施形態１の多重反射層にさらに平行な反射層が入り、多重反射が複
雑になった場合について述べる。実施形態１と異なるのは、反射信号推定装置９での遅延
形状の推定における反射形状の個数である。したがって、主に原理と反射信号推定装置９
について説明する。
【００７９】
　図７のように、二層の音響整合層が、被検体と探触子の間にある場合を考える。図７に
おいて、音響検出器７０２に含まれる複数の音響検出素子７０３は、音響整合材７０５を
介して、パルス光を照射された被検体７０１からの光音響波を受信する。音響整合材７０
５は、音響整合層７０５Ａと７０５Ｂの二層からなり、両者の境界を７０５Ｃとする。
【００８０】
　二層構造を設ける理由は、音響検出器のスムーズな走査と被検体の保持を両立させるた
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めである。すなわち、音響整合層７０５Ｂを、平面が保証できる固い平板などで構成する
ことで、走査中の音響検出器と音響整合層との接触を維持できる。一方、音響整合層７０
５Ａは、被検体の形状に合わせるためにやわらかいゲルなどの物質とする。このような場
合に、複数の音響整合層が存在し、そのうち少なくとも一つが平行という状況が発生する
。各音響整合層の材質（硬さ）が異なるため、境界７０５Ｃにおいて音響インピーダンス
が不整合となるおそれがある。
【００８１】
　この場合、各音響整合層で多重反射が起こり、観測される信号における多重反射信号は
複雑になる。この場合の音響波の伝播を考えると、音響整合層Ｂは平板なので、音響整合
層Ｂでの反射は、波面にずれが発生しない。つまり、遅延形状が変わることはない。した
がって、反射が複雑になったとしても、実施形態１と同じように、被検体表面の遅延形状
を時間方向に整数倍して遅延形状を取得し、それと一致する信号が反射信号であると判定
できる。
　このことは、複数の音響整合層が存在するときに、一つの音響整合層が曲面であり、そ
の他の音響整合層が平行であれば成立する。従って、音響整合層が２層の時だけでなく、
３層以上であっても、同様の方法で反射信号を推定できる。
【００８２】
　実施形態１に比べ、本実施形態では、２つの反射波の信号の遅延形状を考慮する必要が
ある。音響検出器表面で発生した音響波が音響整合層Ｂで反射して検出される場合には、
反射信号は各素子で同じタイミングで、つまり同位相で受信される。
【００８３】
　また、被検体表面で発生した音響波が音響整合層Ｂ内で一往復して検出される場合、反
射信号の遅延形状は、被検体の表面を示す信号の遅延形状と同じになる。さらに、音響検
出器表面で発生した音響波が被検体表面まで伝播して反射し、そこから音響整合層Ｂ内で
一往復して検出される場合の反射信号の遅延形状も、被検体の表面を示す信号の遅延形状
と同じになる。
　これらの場合、反射信号推定装置９において、被検体の表面を示す信号の遅延形状を時
間方向に０倍、１倍、２倍、３倍、・・・、Ｍ倍引き伸ばして、Ｍ＋１個の反射波の信号
の遅延形状が得られる。なお、Ｍは、あらかじめ決められた、反射信号の遅延形状の個数
とする。
【００８４】
　本実施形態の装置によって、音響整合層が複数あって、反射が複雑になった場合でも、
簡便に反射波の信号の遅延形状を推定し、低減できる。
【００８５】
　［実施形態３］
　本実施形態では、実施形態１の遅延形状の代わりに、遅延量を取得する場合について述
べる。実施形態１と異なるのは、反射信号推定装置９の処理内容と、データ処理装置１０
である。したがって、主に反射信号推定装置９と、データ処理装置１０および、実施方法
について述べる。
【００８６】
　以下、図２（ｂ）、図２（ｄ）を参照して説明する。
　実施形態１の原理で述べたように、Ｎ２からＮ３、Ｎ３からＮ４、Ｎ４からＮ５、Ｎ５
からＮ６の長さとＮ１からＮ２までの長さは等しいとみなせる。従って、音響検出器の表
面で発生する信号Ｎ１の発生時刻と、被検体の表面形状の信号Ｎ２の発生時刻を取得でき
れば、Ｎ３以降の信号の遅延量は決定できる。
【００８７】
　信号Ｎ１は、被検体によらず同じ時間に現れるので、あらかじめ同定可能であり、信号
Ｎ２は形状情報取得装置８から得られる。したがって、Ｎ１～Ｎ６の遅延量をＴＮ１～Ｔ
Ｎ６とすると、反射信号推定装置９では、ＴＮ３＝ＴＮ２＋ＴＮ２－ＴＮ１、ＴＮ４＝Ｔ
Ｎ３＋ＴＮ２－ＴＮ１、ＴＮ５＝ＴＮ４＋ＴＮ２－ＴＮ１、ＴＮ６＝ＴＮ５＋ＴＮ２－Ｔ
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Ｎ１というように取得できる。これにより、反射信号位置、つまり反射信号の遅延量が得
られる。また、実施形態１と同様に、推定する反射信号の数を決めておくことが好ましい
。
【００８８】
　データ処理装置１０は、実施形態１では遅延形状のみを使用していたが、本実施形態で
は遅延量のみを用いて低減を行う。データ処理装置１０は、実施形態１と異なり、図８に
示すように反射信号低減装置１６からなる。
【００８９】
　反射信号低減装置１６は、反射信号推定装置９から得られた反射信号の遅延量を用いて
、反射信号の時刻の信号強度をゼロにすることによって、低減する。
　なお、この処理により、反射波に重畳した信号の強度もゼロになってしまう。しかし、
装置は複数の測定位置において信号を測定しているので、信号の音源が反射波の音源と一
致していない限り、他の測定位置の信号は反射信号と重畳しない。そのため、反射波に重
畳した信号の強度もゼロにすることの影響は限定的である。
【００９０】
　本実施形態の実施方法を、図９のフローチャートに示す。
　Ｓ１～Ｓ３は実施形態１と同じである。本実施形態では、被検体の表面形状から、前述
の方法によって遅延量を推定し（Ｓ１１）、反射信号を低減する（Ｓ１２）。この時、推
定した反射信号すべてについて処理が行われたかどうかを判定し（Ｓ８）、終わっていな
い場合はＳ１２に戻り、低減を繰り返す。すべての反射信号について低減が終わった場合
は、処理された信号を用いて画像化を行い（Ｓ９）、画像を表示する（Ｓ１０）。
【００９１】
　本実施形態の装置を用いることによって、測定位置の数が少なく、遅延形状に信頼性が
ない場合でも、反射信号を低減できる。
　また、実施形態１と本実施形態の組み合わせで、遅延形状と遅延量の両方を用いて、反
射信号の低減を行ってもよい。その場合、算出された遅延量に該当する遅延時間の低空間
周波数の成分を選択的に低減できる。これによって、被検体中にある吸収体からの信号を
低減することを避け、精度の高い反射信号低減を実施できる。
【００９２】
　［実施形態４］
　本実施形態では、反射信号を低減せずに表示のみする装置について述べる。実施形態１
と異なるのは、遅延取得装置７の後のデータ処理装置１０、画像化処理装置１４がないこ
とである。したがって、遅延取得装置７の後の処理について述べる。本実施形態では、反
射信号推定装置９で反射信号の遅延形状、もしくは遅延量を得る。
【００９３】
　まず、遅延形状を得る場合について説明する。本実施形態の構成要素について図１０を
用いて説明する。構成要素の１～９は実施形態１と同じである。反射信号抽出装置１７は
、反射信号推定装置９から得られた遅延形状と、電気信号処理装置６から得られた信号と
を比較し、遅延形状と同じ形状になっている成分を信号の中から探索し抽出する。探索・
抽出の方法としては、計算速度を高められるため、遅延形状をテンプレートとするテンプ
レートマッチングが好ましい。ただし形状を探索できる方法であればこれに限らず、近傍
法や統計的パターン認識など、他の方法でもよい。
【００９４】
　画像化処理装置１４は、実施形態１と同様に再構成を行う。本実施形態では、反射信号
抽出装置１７で抽出された反射信号を再構成に用いるので、反射信号からなる画像データ
が得られる。表示装置１５は、この再構成画像を表示する。
【００９５】
　さらに、電気信号処理装置６から得られた信号処理を行わないデジタル信号を画像化処
理装置１４で再構成し、反射信号からのみなる画像との差異が分かるように表示装置１５
で表示することが望ましい。これによって、多重反射信号起因の虚像が判別できるように
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なる。
　この時、両者を並べて表示してもよいし、半透明にして重畳して表示してもよいし、時
間的に交互に表示してもよいし、ユーザーの任意のタイミングで切り替えて表示してもよ
い。
【００９６】
　実施方法について図１１のフローチャートを用いて説明する。Ｓ１～Ｓ４までは実施形
態１と同じである。得られた遅延形状と一致する信号を同定、抽出し（Ｓ１３）、所望の
反射回数に対応する反射信号まで全て抽出したかを判定する（Ｓ８）。終わっていない場
合はＳ８に戻り、終わった場合は画像化処理を行い（Ｓ９）、画像を表示する（Ｓ１０）
。
【００９７】
　次に、遅延量を得る場合について説明する。本実施形態の構成要素について図１２を用
いて説明する。構成要素の１～９は実施形態３と同じである。反射信号推定装置９から得
られた遅延量から反射信号が同定できるので、反射信号抽出装置１７は設けていない。そ
の後、前述の遅延形状を用いた場合と同様に画像再構成と表示を行う。
【００９８】
　本実施形態の装置を用いることによって、画像中における多重反射信号起因の虚像を表
示することができ、通常の画像と見比べることによって、虚像による診断への影響を低減
できる。
　本実施形態では、画像化することによって虚像による診断への影響を低減したが、画像
化せず反射信号を表示するだけでも、虚像による診断への影響を低減することが可能であ
る。
【００９９】
　［実施形態５］
　本実施形態では、被検体の表面形状を、信号から取得するのではなく、立体情報の測定
可能なカメラやレーザー距離計から取得する場合について述べる。実施形態１と異なるの
は、遅延取得装置である。したがって、遅延取得装置について述べる。
【０１００】
　本実施形態の構成要素について図１３を用いて説明する。本実施形態では、被検体の表
面形状を得るために、被検体３から形状情報取得装置８へ直接矢印が伸びている。言い換
えると、本実施形態の形状情報取得装置８は、被検体の立体形状を直接計測する。したが
って、形状情報取得装置８から得られるものは、空間上の距離である。
　具体的には、形状情報取得装置８は、立体情報の測定可能なカメラやレーザー距離計で
ある。ただし、形状情報取得装置８はこれらに限られず、被検体の立体形状が測定できる
ものであれば良い。
【０１０１】
　形状情報変換装置１８は、形状情報取得装置８で得られた被検体の表面形状の距離のう
ち、音響検出器の正面方向の距離を、音響整合層における音響波の伝播速度を考慮して時
間に変換する。使用する音響波の伝播速度は、あらかじめ用意した固定値を用いてもよい
し、温度などを測定しあらかじめ用意したテーブルから伝搬速度を求めてもよいし、ユー
ザーがその都度指定してもよい。
【０１０２】
　形状情報変換装置１８によって、被検体の表面を示す信号の遅延形状、もしくは遅延量
が得られる。そこで反射信号推定装置９は、実施形態１～３で述べたように、被検体の表
面を示す信号の遅延形状、もしくは遅延量を用いて反射信号を推定する。
　本実施形態の実施方法は実施形態１と同じである。
【０１０３】
　本実施形態の装置を用いることによって、信号から被検体の表面形状を得る方法に比べ
、高いＳＮ（シグナルノイズ）比で表面形状を得る処理が行えるので、安定して被検体の
表面形状を取得できる。
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【０１０４】
　［実施形態６］
　実施形態１では音響検出器が平面であることを利用して、簡便に反射信号を推定した。
本実施形態では、音響検出器が平面でないときにも利用できるシミュレーションを用いて
反射信号の推定を行う方法について述べる。例えば、図１４に示すように音響波検出器が
曲面上に配置されている場合にも本発明によって反射信号の推定を行うことができる。図
１４において、音響検出器１７０２に含まれる複数の音響検出素子１７０３は、音響整合
材１７０５を介して、パルス光を照射された被検体１７０１からの光音響波を受信する。
この場合、被検体表面で発生した光音響波の音響整合材内での反射波を抽出・低減対象信
号とする。
【０１０５】
　本実施形態の構成要素は実施形態１と同じである。一方、反射信号推定装置の処理内容
が異なる。反射信号推定装置は被検体の表面形状の形状、音響整合層の形状、音響検出器
の形状などを用いて、被検体表面や音響検出器表面から発生した音響波の伝播をシミュレ
ーションし、信号として得られる反射波を予測する。
　この予測処理において、被検体の表面形状の形状は、形状情報取得装置によって測定ご
とに取得する。また、音響検出器の形状は常に同じであるので、あらかじめその形状を用
意しておくことが望ましい。音響整合層については、音響検出器と被検体の表面形状が得
られれば、その間の層を音響整合層とすることで形状取得できる。
【０１０６】
　また、音響伝播のシミュレーションに必要なパラメータである、音響整合層における音
響波の伝播速度や、被検体、音響整合層、音響検出器の音響インピーダンスは、あらかじ
め用意して記憶しておいた固定値を用いることが望ましい。音響整合層における音響波の
伝播速度や被検体、音響整合層、音響検出器の音響インピーダンスは温度によって異なる
ため、温度を測定してあらかじめ用意したテーブルから求めてもよい。
【０１０７】
　また、被検体が生体の場合の音響インピーダンスは個人ごとに異なるため、あらかじめ
音響インピーダンスを測定してもよい。ここで、用意するパラメータの精度が高ければ高
いほど、シミュレーションで得られる反射波の精度が高くなる。反射信号推定装置によっ
て反射信号を取得できれば、それをデータ処理装置に渡して、反射信号を低減することが
できる。
　本実施形態の実施方法は実施形態１と同じである。
【０１０８】
　本実施形態の装置を用いることによって、音響検出器が曲面上に配置されている場合で
も、反射波を精度よく推定することが可能になる。また、音響検出器が平面の場合でもあ
っても、反射波の推定精度が向上する。これによって、多重反射による虚像の低減を高い
精度で実施可能になる。なお、音響検出素子が単独または少数の場合でも、目標とする測
定位置に応じて素子を走査することで、同様の効果が得られる。
【０１０９】
　［実施形態７］
　実施形態１では、音響検出器表面と被検体表面がほとんど平行である場合に、被検体の
表面を示す信号の遅延形状を時間方向に整数倍引き延ばすことによって、反射信号の遅延
形状を得ていた。本実施形態では、音響検出器表面と被検体表面が非平行であり、被検体
の表面を示す信号と反射信号の遅延形状が整数倍の関係にない場合について述べる。
【０１１０】
　本実施形態の構成要素は実施形態１と同じであるが、反射信号推定装置９の処理内容が
異なる。本実施形態において、反射信号推定装置９は、被検体の表面を示す信号の遅延形
状を、時間方向に微小変化率で引き延ばす処理を行い、各段階における遅延形状を得る。
具体的には、微小変化率で引き延ばす処理とは、被検体の表面を示す信号の遅延形状を、
あらかじめ決めておいた微小変化率を用いて、時間方向に繰り返し引き延ばす処理である
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。
【０１１１】
　例えば、微小変化率をＲとする。このとき、被検体の表面を示す信号の遅延形状を、時
間方向に１＋Ｒ、１＋２Ｒ、１＋３Ｒ倍、・・・の引き延ばし処理を行ってそれぞれの遅
延形状を取得する。この処理を、あらかじめ決めておいた、推定する反射信号の遅延形状
の上限数に達するまで行う。こうして取得された遅延形状と一致する形状が、反射信号で
あると推定できる。
【０１１２】
　ここでは遅延形状と一致する信号を低減するので、後段のデータ処理装置１０は、得ら
れた各遅延形状に基づいて信号を低減する。微小変化率と推定する反射信号の遅延形状の
上限は、あらかじめ決めておくことが望ましいが、ユーザーがその都度入力してもよい。
【０１１３】
　本実施形態の装置を用いることによって、音響検出器表面と被検体表面が非平行の場合
など、被検体の表面を示す信号の遅延形状を時間方向に整数倍引き延ばす処理では推定し
きれない場合に、反射信号を推定し低減できる。
【０１１４】
　＜実施例＞
　本発明の効果を、図１５に示す実験体系にて確認した。
　図１５において、音響検出器１４０２は、音響整合材１４０５、被検体保持板１４０６
およびそれを覆う音響整合液１４０７を介して、パルス光１４０４を照射された被検体１
４０１で発生した光音響波を受信する。
【０１１５】
　被検体は生体のふくらはぎであり、被検体に接するようにゲル状の音響整合材を設置し
た。音響整合材は柔軟なものであり、生体の形状にフィットするようになっている。また
、７ｍｍ厚のポリメチルペンテン製の被検体保持板が設置されている。音響検出器と被検
体保持板の間の３ｍｍの空間には、ひまし油である音響整合液が満たされている。被検体
保持板と音響整合液は両面が平行になっている。
【０１１６】
　音響検出器とパルス光は、被検体が接している領域をすべて測定するように同期して走
査される。音響検出器の素子には受信部の直径が２ｍｍ、中心周波数１ＭＨｚで帯域８０
％のＰＺＴを用いた。この素子を平面方向に１５ｘ２３個を並べ、一つの音響検出器とし
た。パルス光の光源には、波長７９７ｎｍの光を、ナノ秒オーダーのパルス幅で発生させ
るＴｉＳレーザーを用いた。
【０１１７】
　この実験体系において、パルス光の照射、音響波信号の収集、走査を繰り返し、全信号
データを得た。この時用いられたアナログデジタルコンバータは、サンプリング周波数２
０ＭＨｚ、分解能１２ｂｉｔであった。
【０１１８】
　図１６（ａ）に、得られた信号を測定位置に合わせて並べたものを示す。被検体の表面
が２００ｓａｍｐｌｅｓに観測されており、この形状が被検体表面の遅延形状である。そ
の後、４００～６００ｓａｍｐｌｅｓの位置に多重反射信号群が現れている。単体でなく
複数の反射信号が存在するのは、多重反射層となる層が複数あり、間隔の異なる反射が何
重にも起こっているためである。また、８００～１０００ｓａｍｐｌｅｓにも、多重反射
信号群が現れている。ここの領域では、反射を繰り返して信号強度が小さくなっている。
【０１１９】
　図１６（ｂ）に、実施形態２で述べた装置を用いて、多重反射信号を低減したものを示
す。ここでは、推定する反射信号の遅延形状の数は４つとし、被検体表面の遅延形状を時
間方向に０、１、２、３倍引き延ばした形状を反射波の信号の遅延形状として、反射信号
の低減を行った。図１６（ａ）、図１６（ｂ）を見比べると、多重反射信号が低減されて
いることが分かる。
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【０１２０】
　次に、信号を画像化処理し、３次元画像を得た。画像化処理には、ユニバーサルバック
プロジェクションを用いた。図１６（ａ）に示した未処理の信号を画像化し、反射信号の
スライスを表示させた画像を図１７（ａ）に示す。また、図１６（ｂ）に示した実施形態
２で述べた装置を用いて処理した信号を画像化し、図１７（ａ）と同じスライスを表示さ
せた画像を図１７（ｂ）に示す。
　両者を比較すると、処理をしない場合は、被検体の表面形状を反映した反射信号が画像
化され虚像となって表れているが、本発明の装置を用いて反射信号を低減することによっ
て、虚像が低減されている。
【０１２１】
　また、同じ３次元画像のうち生体由来の構造物が顕著に表れているスライスにおいて、
未処理の信号、処理済みの信号から作成された画像をそれぞれ図１７（ｃ）、図１７（ｄ
）に示す。両者を比較すると、生体由来の構造物は影響をほとんど受けていないことがわ
かる。
　以上のことから、本発明の装置を用いることによって、生体由来の構造物にほとんど影
響を与えずに、虚像を主に低減できることが示された。
【符号の説明】
【０１２２】
　５：音響検出器，８：形状情報取得装置，９：反射信号推定装置，１０：データ処理装
置，１４：画像化処理装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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