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超音波プローブ

超音波ビーム
を走査

体表

動脈

・1走査線当たり1回送信が必要: 200 [走査線/画像] → 秒間数十枚が限度
・空間分解能は波長(150 mm～)程度

[超音波診断の現状]
・主に形状の診断
・ゆっくりとした(低時間分解能) 動きの観察
(それでもCT，MRIよりは高時間分解能)

［超音波断層像の計測］

(パルスエコー法)
［B(Brightness: 輝度)モード断層像］

背景: 超音波診断背景: 超音波診断
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Libby, Scientific American, 286, 2002.

病変破綻による血栓形成
→ 破綻部位もしくは末梢

の細動脈を閉塞
→ 心筋・脳梗塞

破綻箇所

・壁厚が有意に増加する前の早期診断
形態ではなく機械的特性の評価が必要

・動脈硬化性病変発生後の診断
形態だけでなく機械的特性・組織性状の評価・血流動態の計測が必要

循環器系疾患: 我が国の死因の25% (31万人)

→ 原因となる動脈硬化症の診断が重要

背景: 循環器系の動態計測と機能評価背景: 循環器系の動態計測と機能評価

超音波信号計測・処理技術により医療診断に貢献
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機能計測の意義: 例)心疾患の診断機能計測の意義: 例)心疾患の診断
心筋梗塞の発生 心筋の電気的興奮の伝播経路

梗塞部位の
・収縮弛緩機能の低下
・心筋の電気的興奮の伝播障害

電気的興奮の伝播速度(高速に伝播)
プルキンエ線維: 2-4 m/s
心室筋: 0.3-1.0 m/s

* D. M. Bers, Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force, p. 64, 2001. 

心筋の電気的興奮伝播の障害とそれにともなう収縮弛緩特性および
血流動態(速度 数m/s)の異常
⇒計測・評価のためには高い時間分解能(数百Hz～)が必要



超音波断層像の空間分解能

振動子

対象物

受信
信号

送信

時
間

(
距

離
)

点とみなせる対象物をイメージングしても，装置の性能により
計測した画像においては点にならない．
→ 点をイメージングした際の画像における拡がり：

点拡がり関数(point spread function: PSF)

振幅

距離分解能: パルス幅

振動子

走査

受信信号
を画像化

距離方向
PSF

方位分解能: 指向性(ビーム幅)
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分解能は送信指向性と受信指向性の積



超音波発信源(５つ)

深さ
複数の音源を，各々固有の

遅延時間を設けて駆動

超音波強度が赤いライン
付近のみ大きい
→ 超音波が集束して

ビームを形成している

横方向距離

送信音場の制御
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受信ビームフォーミングの役割受信ビームフォーミングの役割

従来の遅延和ビームフォーミングにおける遅延相殺後の信号の位相の分散を評価

散乱点と焦点が一致 散乱点と焦点が不一致 散乱点と焦点が不一致

分散零(小) 分散大 分散大

所望位置(焦点)からの散乱波を強調



受信信号から断層像を構築するには？
⇒ 受信ビームフォーミング(指向性形成)
受信信号から断層像を構築するには？
⇒ 受信ビームフォーミング(指向性形成)

多数の素子で受信した超音波を
処理することにより断層像を構築

アレイ
信号処理

各素子で受信した
ヒト頸動脈からの超音波信号 超音波断層像
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並列ビーム形成法による高速化並列ビーム形成法による高速化

従
来
法

並
列
ビ
ー
ム
形
成
法

送信: 集束ビーム
走査線1本分の領域に照射

受信: 集束ビーム
走査線を1本のみ形成

送信: 平面波
広い領域に照射 受信: 集束ビーム

多数の走査線を形成

断層像の走査線数(N)= 送信回数
100本～

送信繰り返し周波数(PRF) 
～10 kHz

フレームレート⁄ < 100 Hz 

Shattuck, et al., J. Acoust. Soc. Am., 1984.

空間分解能・コントラストの劣化
により画像化への本格導入は未

100本の走査線を数回程度の
送信で形成可能
フレームレート > 2000 Hz
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従来手法: Ultrafast compound imaging従来手法: Ultrafast compound imaging

Montaldo, et al., IEEE Trans. UFFC, 2009.

平面波1回送信 平面波71回送信

従来法(1焦点) 従来法(4焦点)

異なる偏向角度の平面波を重ね
合わせることで空間分解能とコン
トラストを向上

送信回数が増加するため時間分
解能は劣化

送信回数を増加させずに画質を
向上させる手法が必要
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遅延和(DS)法(最も基本的な手法)遅延和(DS)法(最も基本的な手法)

整相前

整相後

DSビームフォーマの典型的な指向性(アレイファク
タ)は，aを方位方向角度qについて定義した場合

関心点Pからの散乱波を各素子mで受信した場合，
散乱点から各素子mまでの遅延時間をtmとする．
周波数領域で考え，素子mで受信される信号は，

= ( ) = ( )
S(w): 超音波パルスの

スペクトル
a: アレイ・マニホールド

ベクトル
DS法における重みwDS

= , ,⋯ , ( )
= ∗ , ∗ ,⋯ , ∗

=
ビームフォーマの出力Y(w)

= = ∗
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Minimum Variance (MV) ビームフォーマMinimum Variance (MV) ビームフォーマ
所望方向への全域通過特性: aHw = 1
ビームフォーマ出力のパワー(分散): E[|wHz|2] = wHE[zzH]w = wHRw

⇒最小化

= , Beamformer output = ( )

DS (rect. apo.) DS (Hann. apo.) MV (128 transm.) MV (1 transm.)

空間相関行列 R と相関する成分を抑圧
Holfort, et al., IEEE Trans. UFFC, 2009. 
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ファントムのBモード断層像ファントムのBモード断層像
DAS MV (APES)

受信焦点からの信号(所望信号)も空間相関行列に
含まれるため所望信号も抑圧
⇒ 画像の劣化
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Sub-array averaging: 相関行列の対角成分を増幅(遅延和法に近づける⇒安定)

空間相関行列R内の所望信号の抑圧(従来法)空間相関行列R内の所望信号の抑圧(従来法)

sub-arrayの
文献推奨サイズ: 48*

対応する空間相関行列の
サイズ:

48 x 48

Synnevåg, et al., IEEE Trans. UFFC, 2007. Holfort, et al., IEEE Trans. UFFC, 2009.

=
− 1
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sub-array averagingの効果sub-array averagingの効果

sub-array averaging により空間相関行列内の所望信号を抑圧する
ことにより画質が向上
⇒ sub-array averaging により計算負荷は増大

MV (APES) w/o
sub-array avg.

MV (APES) w/
sub-array avg.
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素子は有限の幅をもつため，指向性を有する．

適応ビームフォーマの改良適応ビームフォーマの改良

素子信号への重み wmAPES

=

素子指向性 D(qm)

= sin sin
sin

所望信号 G

= ( )∑ ( )
空間相関行列 Q

= −

所望信号の空間相関行列からの除去精度が向上
⇒ sub-array averagingが不要に

l: 素子幅

Hasegawa and Kanai, 
IEEE Trans. UFFC, 2015. 



分割開口処理による空間相関行列の
次元の低減

分割開口処理による空間相関行列の
次元の低減

Sub-aperture 1 Sub-aperture 2 Sub-aperture 3 Sub-aperture 4

Delay-and-sum
output 1

Delay-and-sum
output 2

Delay-and-sum
output 3

Delay-and-sum
output 4

適応ビームフォーミングを分割開口の出力に適用することが可能

空間相関行列のサイズ:  たったの 4 x 4 !
Hasegawa and Kanai, IEEE Trans. UFFC, 2015. 17
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ファントムのBモード断層像(糸ターゲット含む)ファントムのBモード断層像(糸ターゲット含む)

resolution: 0.67 mm
matrix size: 48 x 48
resolution: 0.36 mm

matrix size: 4 x 4
resolution: 0.25 mm

提案法は分解能は良いものの，ペネトレーションが不足
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ペネトレーション向上のための手法ペネトレーション向上のための手法

APES w sub-array avg.
and DL (conventional)

mAPES w sub-array avg. 
and DL (strategy I)

mAPES w/o sub-array avg.
w/ DL (strategy II)

creation of 48
48 x 48 matrices

sub-array averaging
⇒ 48 x 48 matrix
and diagonal loading

inversion of
48 x 48 matrix

estimation of desired signal 
by DAS and removal from 

element signals
(w/o element directivity)

sub-aperture beam-forming 
by DAS and esti-mation of 

desired signals
(w/ element directivity)

removal of desired 
signal from outputs of 4 

sub-apertures

creation of
4 x 4 matrix

and diagonal loading

creation of 48
48 x 48 matrices

sub-array averaging
⇒ 48 x 48 matrix
and diagonal loading

inversion of
48 x 48 matrix

estimation of desired signal 
by DAS and removal from 

element signals
(w/ element directivity)

inversion of
48 x 48 matrix

- high computation load
- superior performance with
element directivity?

- low computation load
- performance?



20提案法(strategy I)により分解能は若干向上，計算量は大(DASの約200倍)

DAS
resolution: 0.67 mm

conventional MV
matrix size: 48 x 48
resolution: 0.36 mm

strategy I
matrix size: 48 x 48
resolution: 0.33 mm

ファントムBモード像 (DAS, conventional MV, strategy I)ファントムBモード像 (DAS, conventional MV, strategy I)
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空間分解能とペネトレーションのトレードオフを調整可能(計算量は劇的に低減)

0.01 of received pow.
matrix size: 4 x 4
resolution: 0.29 mm

0.025 of received pow.
matrix size: 4 x 4
resolution: 0.31 mm

0.05 of received pow.
matrix size: 4 x 4
resolution: 0.34 mm

ファントムBモード (strategy II with diagonal loading)ファントムBモード (strategy II with diagonal loading)
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DAS
contrast: 2.92 dB

conventional APES
matrix size: 48 x 48
contrast: 3.80 dB

strategy I
matrix size: 48 x 48
contrast: 3.78 dB

嚢胞ファントム (DAS, conventional MV, strategy I)嚢胞ファントム (DAS, conventional MV, strategy I)
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0.01 of received pow.
matrix size: 4 x 4
contrast: 4.50 dB

0.025 of received pow.
matrix size: 4 x 4
contrast: 4.41 dB

0.05 of received pow.
matrix size: 4 x 4
contrast: 4.36 dB

cyst phantom (strategy II with diagonal loading)cyst phantom (strategy II with diagonal loading)

コントラストとペネトレーションのトレードオフも調整可能
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適応ビームフォーマの性能を引き出すためには適切な前処理が必要

従来の適応ビームフォーマ(APES ビームフォーマ)
Sub-array averaging により空間相関行列内の所望信号を抑圧
空間相関行列のサイズ: 48 x 48

提案したmodified APES ビームフォーマ
- 素子の指向性を考慮し，高精度に所望信号を推定することにより
空間相関行列から除去

- 分割開口処理により空間相関行列のサイズを劇的に低減可能
空間相関行列のサイズ: 4 x 4

提案法は，従来の適応ビームフォーマと同様の性能を，
数%程度の計算量で実現

適応ビームフォーマに基づく高分解能化
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今後の産学連携について

用途を問わず超音波イメージングに関心がある
企業との共同研究を希望

【課題】
現在，一般的に使用されている遅延和(DAS)ビームフォーマに
比べ，演算量が4倍程度

【企業への期待】
・並列計算等による高速演算技術
・超音波送受信に関するデバイス(内製でも外注でも可)



26

富山大学 大学院理工学研究部(工学)

知能情報工学科

教授 長谷川英之

TEL 076-445-6741
FAX 076-445-6743
e-mail hasegawa@eng.u-toyama.ac.jp

お問い合せ先


