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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に運動する検査範囲のＣＴ画像を形成するために、
１．１）少なくとも１つの焦点から出るビーム束と、ビーム束のビームを検出するための
複数の分布配置された検出器要素を備えた平面構成の検出器アレイとにより、周期的に運
動する被検体を走査するために、少なくとも１つの焦点を、被検体に対して相対的に、被
検体の周りを回転する少なくとも１つの焦点軌道上で対向する検出器アレイと共に運動さ
せる手段を備え、検出器アレイの検出器要素が被検体透過時のビームの減弱を表す出力デ
ータを供給し、
１．２）検出器データおよびそれから生じるデータを運動状態に割り付けることを可能に
するために、同時の運動データを周期的に運動する検査範囲から収集する手段を備え、
１．３）出力データをフィルタ処理する手段を備え、
１．４）フィルタ処理された出力データを、スライス厚を有する被検体スライスの少なく
とも１つの断層画像を作成するために３次元に逆投影する手段を備え、
１．５）各断層画像は、被検体スライスに属するボクセルのビーム束の放射に対する、出
力データから得られた吸収値を表わし、
１．６）逆投影のために、考察ボクセルに対する考察ビームの空間的間隔を重み付けする
第１の重み関数と、検査範囲のその都度表示すべき運動状態に対する時間的間隔を表す第
２の重み関数とが使用される
ことを特徴とする周期的に運動する被検体のＣＴ画像形成装置。
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【請求項２】
　焦点軌道におけるその都度の焦点位置に属する接線の方向にフィルタ処理が行なわれる
ことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　フィルタ処理の前に、ファンビームジオメトリにおいてビームＰ（α，β，ｑ）の形式
で得られた出力データが、パラレルビームジオメトリにおいて存在するビームＰ（θ，β
，ｑ）もしくはＰ（θ，ｐ，ｑ）の形式の平行データへ換算される（但し、
　　α　　　　　　　　　焦点角
　　β　　　　　　　　　ファン角
　　ｑ　　　　　　　　　ｚ座標に対応する検出器システムの行インデックス
　　θ＝α＋β　　　　　平行ファン角
　　ｐ＝ＲFｓｉｎ（β） 回転軸線（システム軸線）からの距離に対応する平行座標
　　ＲF                 焦点軌道の半径
である）ことを特徴とする請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　平行データの逆投影は、（ｘ，ｙ）を通るシステム軸線に沿った投影を有するビームＰ
（θ＋ｋπ，β~，ｑ）もしくはＰ（θ＋ｋπ，ｐ~，ｑ）に関する各θ∈［０，π］につ
いての各ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）のための逆投影中に次の総和
【数１】

を形成するように行なわれる（但し、
　ｘ，ｙ，ｚ　　その都度のボクセルの座標、
　ｋ　　　　　　再構成において取り込まれた焦点半回転の回数に対応する整数、
　ｐ~           その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシステム軸
線に沿った投影を有するビームの平行座標（なお、ｐ~は数式においてｐの上に"～"を付
された符号を表す。以下同じ）、
　β~          その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシステム軸
線に沿った投影を有するビームのファン角（なお、β~は数式においてβの上に"～"を付
された符号を表す。以下同じ）、
　ｈZ　　　　　発生した断層画像に示された被検体スライスのスライス厚を決定する重
み関数、
　ｄ　　　　　　その都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に等しい、
もしくはその都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に関係する関数、
　ｈphase　　　運動状態に対する投影Ｐ（θ＋ｋπ，β~，ｑ）もしくはＰ（θ＋ｋπ，
ｐ~，ｑ）の時間的間隔ｔを評価する重み関数、
　ＣR（ｋ）　　　検査範囲の周期的運動状態を決める時間位置
　である）ことを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項５】
平行データの逆投影において、重みｈの総和Ｈ
【数２】

で基準化された総和
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【数３】

が形成されることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項６】
　逆投影において各考察ボクセルのビームは中央の検出器要素に当たるビームが縁側に当
たるビームよりも強く重み付けされることを特徴とする請求項１乃至５の１つに記載の装
置。
【請求項７】
　焦点軌道は円形軌道であることを特徴とする請求項１乃至６の１つに記載の装置。
【請求項８】
　焦点軌道は、焦点が円形軌道上でシステム軸線の周りを移動させられ同時にシステム軸
線方向への焦点と被検体との間の相対移動が行なわれることによって生じるスパイラル軌
道であることを特徴とする請求項１乃至７の１つに記載の装置。
【請求項９】
　検出器アレイにおける検出器要素は行および列に分布配置されていることを特徴とする
請求項１乃至８の１つに記載の装置。
【請求項１０】
　少なくとも１つの焦点から出るビーム束と、ビーム束のビームを検出するための分布配
置された複数の検出器要素を備えた平面構成の検出器アレイとを有し、周期的に運動する
被検体を走査するＣＴ装置において、少なくとも１つの焦点が被検体に対して相対的に被
検体の周りを回転する少なくとも１つの焦点軌道上で対向する検出器アレイとともに移動
させられ、少なくとも、請求項１乃至９の１つによる被検体の運動状態の検出手段、検出
器データの収集手段、フィルタ処理手段および逆投影を行うための手段が設けられ、逆投
影のために、考察ボクセルに対する考察ビームの空間的間隔を重み付けする重み関数と、
検査範囲のその都度表示すべき運動状態に対する時間的間隔を表す重み関数とが使用され
ることを特徴とするＣＴ装置。
【請求項１１】
　前記各手段は少なくとも部分的にプログラムもしくはプログラムモジュールによって実
現されていることを特徴とする請求項１０記載のＣＴ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ断層撮影装置において、周期的に運動する被検体が焦点から出
るビーム束と平面構成の検出器アレイとにより走査され、定められた運動状態における被
検体スライスの吸収値を表わす少なくとも１つの断層画像を得るために、求められた出力
データが適切にフィルタ処理され逆投影される画像形成装置に関する。さらに、本発明は
、この方法を実施するのに適したＣＴ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基本的には、「３Ｄフィルタ補正逆投影」という概念のもとでの静止対象物のための類
似の方法が知られている。この方法には次の欠点がある。すなわち、僅かの寝台送りでス
パイラル走査を行なった場合に多数回の照射によって同一のボクセルが生じるというよう
に冗長データが利用されず、このために被検体に与えられた線量は画像形成に不完全にし
か利用されない。
【０００３】
　さらに、画像再構成のための２Ｄ方法と関連して、暫定的な画像が、「２Ｄフィルタ補
正逆投影」によって、画像再構成には十分でない焦点軌道部分に由来する出力データから
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数多く計算され、しかも暫定的な画像は第２ステップにおいてやっと最終的な断層画像に
再構成されることを考慮しなければならない。この２Ｄ方法は、大きな幅を持った、すな
わちシステム軸線方向に大きく広がりを持った検出器アレイに対しては殆ど使用できない
。なぜならば、極めて多数の暫定画像が処理され、これ自体が使用できる計算パワーの多
くを費やすことで問題であるからである。
【０００４】
　心臓の運動時相を記録し、定められた運動時相または運動状態と相関関係を有するデー
タのみが使用されることによって、人間の心臓のように周期的に運動する被検体の断層撮
影を行う心臓ＣＴ装置が一般に知られている。この公知の心臓ＣＴ装置の欠点は、この心
臓ＣＴ装置が被検体におけるコーンビーム経過を考慮していないので、システム軸線方向
における比較的少ない行数または僅かな広がりの検出器に対してしか使用できないことで
ある。
【０００５】
　本出願人の未公開の先願明細書（特許文献１）には、類似の方法およびＣＴ装置が記載
されているが、しかしながらこれは静止した被検体の画像形成にのみ関係する。この出願
の開示内容全体をここに引用する。
【特許文献１】独国特許出願第１０１５９９２７．７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、３Ｄ逆投影に基づいて画質の向上を可能にし、周期的に運動する被検
体の冗長データを清算して時相正しく断層画像を算出することのできる冒頭に述べた形式
の画像形成装置およびＣＴ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、請求項１に記載された画像形成装置および請求項１０に記載されたＣＴ装
置によって解決される。有利な実施態様は従属請求項に記載されている。
【０００８】
　本発明者は、周期的に運動する検査範囲、特に生物、特に患者の心臓部位のＣＴ画像形
成装置において、
１．１）少なくとも１つの焦点から出るビーム束と、ビーム束のビームを検出するための
複数の分布配置された検出器要素を備えた平面構成の検出器アレイとにより、周期的に運
動する被検体を走査するために、少なくとも１つの焦点を、被検体に対して相対的に、被
検体の周りを回転する少なくとも１つの焦点軌道上で対向する検出器アレイと共に運動さ
せる手段を備え、検出器アレイの検出器要素が被検体透過時のビームの減弱を表す出力デ
ータを供給し、
１．２）検出器データおよびそれから生じるデータを運動状態に割り付けるために、同時
の運動データを周期的に運動する検査範囲から収集する手段を備え、
１．３）出力データをフィルタ処理する手段を備え、
１．４）フィルタ処理された出力データを、スライス厚を有する被検体スライスの少なく
とも１つの断層画像を作成するために３次元に逆投影する手段を備え、
１．５）各断層画像は、被検体スライスに属するボクセルのビーム束の放射に対する、出
力データから得られた吸収値を表わし、
１．６）逆投影のために、考察ボクセルに対する考察ビームの空間的間隔を重み付けする
第１の重み関数がスライス厚の影響を可能にするために使用され、かつ
１．７）逆投影のために、検査範囲のその都度表示すべき運動状態に対する時間的間隔を
表す第２の重み関数が使用される、
ことを提案する。
【０００９】
　本発明による画像形成装置の優れた実施態様では、焦点軌道におけるその都度の焦点位
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質を得ることができることが分かっている。このフィルタ方向の選択は、焦点軌道の接線
方向にフィルタ処理されたデータを有する唯一の投影のみを含むように暫定画像の算出基
礎となる焦点軌道の部分を非常に狭くするならば、先に述べた高画質を可能にする暫定画
像に基づく２Ｄ法がいわば３Ｄ法に移行し、かかる３Ｄ法が２Ｄ法と同じ位良好な画質を
可能にするという認識に基づいている。
【００１０】
　本発明による画像形成装置は、フィルタ処理の前に、ファンビームジオメトリにおいて
ビームＰ（α，β，ｑ）の形式で得られた出力データを、パラレルビームジオメトリにお
いて存在するビームＰ（θ，β，ｑ）（方位リビニング）の形式もしくはＰ（θ，ｐ，ｑ
）（完全リビニング、すなわち方位および半径方向のリビニング）の形式の平行データに
換算される場合に特に簡単に実施することができる。この場合に図３に関連して、
　　α　　　　　　　　　焦点角
　　β　　　　　　　　　ファン角
　　ｑ　　　　　　　　　ｚ座標に対応する検出器システムの行インデックス
　　θ＝α＋β　　　　　平行ファン角
　　ｐ＝ＲFｓｉｎ（β） 回転軸線（システム軸線）からの距離に対応する平行座標
　　ＲF                 焦点軌道の半径
である。
【００１１】
　平行データの逆投影は、本発明の優れた実施態様によれば、（ｘ，ｙ）を通ってシステ
ム軸線に沿った投影を有するビームＰ（θ＋ｋπ，β~，ｑ）もしくはＰ（θ＋ｋπ，ｐ~
，ｑ）に関する各θ∈［０，π］についての各ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）のための逆投影中
に次の総和
【数４】

を形成するように行われる。
　但し、
　ｘ，ｙ，ｚ　　その都度のボクセルの座標、
　ｋ　　　　　　再構成において取り込まれた焦点半回転の回数に対応する整数、
　ｐ~           その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシステム軸
線に沿った投影を有するビームの平行座標（なお、ｐ~は数式においてｐの上に“～”を
付された符号を表す。以下同じ）、
　β~　　　　　その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシステム軸
線に沿った投影を有するビームのファン角（なお、β~は数式においてβの上に“～”を
付された符号を表す。以下同じ）、
　ｈZ　　　　　発生した断層画像に表示された被検体スライスのスライス厚を決定する
重み関数、
　ｄ　　　　　　その都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に等しい、
もしくはその都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に関係する関数、
　ｈphase　　　運動状態に対する投影Ｐ（θ＋ｋπ，β~，ｑ）もしくはＰ（θ＋ｋπ，
ｐ~，ｑ）の時間的間隔ｔを評価する重み関数
　ＣR（ｋ）　　検査範囲の周期的運動状態、特に心周期を決める時間位置
である。
【００１２】
　その場合に、表記
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【数５】

は、方位リビニングによって得られたビームについての総和形成、または完全リビニング
によって得られたビームについての総和形成を選択的に行なうことができることを表す。
焦点軌道に対して接線方向のフィルタ処理は、方位リビニングの場合にはβ方向における
フィルタ処理であり、完全リビニングの場合にはｐ方向におけるフィルタ処理である。
【００１３】
　ｋにわたってもｑにわたっても合計することによって、同一のボクセルを通過するすべ
てのビームが考慮され、それにより被検体に照射された線量が完全に利用されることが保
証される。
【００１４】
　特別に好ましい実施態様によれば、平行データの逆投影のために、重みｈの総和Ｈ

【数６】

で基準化された総和
【数７】

が形成される。これはまたもや改善された画質を可能にする。なぜならば、その他のボク
セルにおけるよりも多いビームが当たるボクセルの強調しすぎが取り除かれ、それにより
相応のアーチファクトが避けられるからである。その都度のボクセルのＣＴ値はθにわた
る合計によって得られる。
【００１５】
　本発明による画像形成装置は、例えば本発明の変形例に従って焦点軌道が円形軌道であ
る場合（トモグラム走査）に適用することができる。しかしながら、本発明の好ましい変
形例によれば、焦点軌道は、焦点が円形軌道上でシステム軸線の周りを動かされ同時にシ
ステム軸線方向への焦点と被検体との間の相対運動が行われることによって生じるスパイ
ラル軌道である。このスパイラル走査に基づいて周期的に運動する被検体の大きなボリュ
ームも問題なく検査することができる。
【００１６】
　トモグラム走査の場合、ｋについて、通常はｋ＝１またはｋ＝２が当てはまる。スパイ
ラル走査の場合、ｋは、投影角θにおいて平行座標ｐもしくはファン角βに属し且つ適当
な閾値を上回らない距離ｄx,y,zを有するすべてのビームが画像再構成のために検出され
るように選択される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下において、添付図面に示された実施例を参照しながら本発明を更に詳細に説明する
。図１は多数行の検出器要素を有するＣＴ装置を斜視表示部分とブロック表示部分が混在
する形で示し、図２は図１による装置の縦断面を示し、図３はリビニングの具体的な説明
図を示し、図４は人間の心臓の典型的心電図を示し、図５は図４の心電図に相関させて相
対的ボリューム変化により表した心臓の運動状態を示し、図６は図４および図５と相関さ
せた重み関数ｈphaseの時間的経過を示す。
【００１８】
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　図１および図２に、本発明による画像形成装置を実施するのに適した第３世代のＣＴ装
置が示されている。測定装置が全体的に１で示され、Ｘ線ビーム源が全体的に２で示され
ている。測定装置１はＸ線ビーム源２と検出器システム５とを有する。Ｘ線ビーム源２は
、これの前方に置かれた線源側のビーム絞り３（図２）を備えている。検出器システム５
は、多数の行および列をなす検出器要素の平面形アレイとして構成されている。検出器要
素のうちの１つが図１に４で示されている。検出器システム５はこれの前方に置かれた検
出器側のビーム絞り６（図２）を備えている。図１には、図の見易さのために８行の検出
器要素４だけが示されている。しかしながら、検出器システム５は、図２に点で示されて
いるように、検出器要素４の他の行を有する。
【００１９】
　一方におけるビーム絞り３を備えたＸ線ビーム源２と、他方におけるビーム絞り６を備
えた検出器システム５とが、図２から分かるように、１つの回転フレーム７に互いに、Ｃ
Ｔ装置の作動時にＸ線ビーム源２から出て可調整ビーム絞り３によって絞られたピラピッ
ド状のＸ線ビーム束（これの縁部のビームが８で示されている。）が検出器システム５に
当たるように取付けられている。ビーム絞り６は、ビーム絞り３により調整されるＸ線ビ
ーム束の横断面に対応して、Ｘ線ビーム束が直接当たる検出器システム５の範囲だけが露
出されるように調整されている。これは、図１および図２に具体的に示されている作動様
式においては、８つの行の検出器要素４であり、これらは以下において活性行と呼ばれる
。点で示された他の行はビーム絞り６によって遮られており、従って活性になっていない
。
【００２０】
　検出器要素４の各行はＫ個の検出器要素を有し、ｋ＝１～Ｋはチャンネルインデックス
であり、各検出器要素にはファン角βkが対応している。中央の検出器要素のファン角は
０である。両側の最も外側の検出器要素のファン角はβ1＝＋βmaxおよびβk＝－βmaxで
ある。
【００２１】
　検出器要素４の活性行Ｌqは図２においてＬ1～ＬQにて示され、ｑ＝1～Ｑは行インデッ
クスであり、図示の実施例の場合にはいわばｚ軸座標に相当する。
【００２２】
　Ｘ線ビーム束は図１および図２に示されている円錐角φを有する。この円錐角φはシス
テム軸線Ｚおよび焦点Ｆを含んでいる平面におけるＸ線ビーム束の開き角度である。シス
テム軸線Ｚに対して直角方向にあり焦点Ｆを含んでいる平面におけるＸ線ビーム束の開き
角度（ファン開き角）は２βmaxの大きさであり、図１に示されている。
【００２３】
　回転フレーム７は、駆動装置２２により、Ｚを付されたシステム軸線の周りを回転させ
られる。システム軸線Ｚは図１に示されている空間直交座標系のｚ軸に平行に延びている
。
【００２４】
　検出器システム５の列は同様にｚ軸方向に延びているのに対して、ｚ軸方向に測って、
例えば１ｍｍの幅ｂを有する行は、システム軸線Ｚもしくはｚ軸に対して横方向に延びて
いる。
【００２５】
　例えば患者である被検体をＸ線ビーム束のビーム路内に運び込むために、システム軸線
Ｚに対して平行に、すなわちｚ軸方向に移動可能な寝台装置９が設けられており、回転フ
レーム７の回転運動と寝台装置９の並進運動との間における同期化は、並進速度と回転速
度との比が一定であり、この比が回転フレームの１回転あたりの寝台装置９の送りｖにつ
いて所望値を選定されることによって設定可能であるように考慮されている。
【００２６】
　従って、寝台装置９上に存在する被検体のボリュームをボリューム走査中に検査するこ
とができる。その場合、測定ユニット１の回転と寝台装置９の並進とを同時に行ないなが
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ら、測定ユニットの１回転当たりに多数の異なる投影方向からの投影を測定ユニットによ
り撮像することによって、ボリューム走査をスパイラル走査の形で行なうことができる。
スパイラル走査の場合には、Ｘ線ビーム源の焦点Ｆは、寝台装置９に対して相対的に、図
１にＳで示されているスパイラル軌道上を移動する。スパイラル走査は、検出器要素の行
当たり１つのＣＴ画像の完全な再構成を可能にするためには、α方向に少なくともπ＋２
βmaxにわたって広がっていなければならないが、ＣＴ装置の技術的な限界内において任
意にそれよりも長くすることができる。
【００２７】
　しかしながら、被検体のボリュームは、多数行の検出器要素４が存在するという事情に
より、測定ユニット１と寝台装置９との間におけるｚ軸方向の相対移動が行なわれない（
ｖ＝０）所謂トモグラム走査中に検査することができる。従って、トモグラム走査の場合
、検査すべきボリュームの大きさは検出器要素４の活性行の個数によって決定される。ト
モグラム走査中、焦点Ｆは、以下において中央平面と呼ぶ平面内にある円形焦点軌道上を
移動する。
【００２８】
　トモグラム走査は部分回転の形か全回転の形で行なわれ、全回転が２πを含むのに対し
て、部分回転はＣＴ画像の完全な再構成を可能にする少なくともπ＋２βmax（半回転＋
ファン開き角度）の部分回転インターバルを含む。
【００２９】
　スパイラル走査またはトモグラム走査中に検出器システム５の各活性行の検出器要素か
ら並列に読み取られるファンビームジオメトリにおける個々の投影Ｐ（α，β，ｑ）に相
当する測定データは、ディジタル－アナログ変換のデータ処理ユニット１０において処理
され、シリアル変換されて画像コンピュータ１１に伝送される。
【００３０】
　画像コンピュータ１１の前処理ユニット１２における測定データの前処理後に、その結
果として生じるデータストリームが断層画像再構成ユニット１３に達する。断層画像再構
成ユニット１３は、測定データから、「フィルタ補正逆投影」を基本にした更に詳細に説
明する本発明による方法に基づいて、被検体の所望スライスの断層画像を再構成する。
【００３１】
　ＣＴ画像は、マトリックス状に構成されているピクセル（Ｐｉｘｅｌ＝ｐｉｃｔｕｒｅ
 ｅｌｅｍｅｎｔ）からなる。ピクセルはそれぞれの画像平面に割り付けられ、各ピクセ
ルにはハウンズフィールド値（ＨＵ）でＣＴ値が割り付けられ、個々のピクセルは、ＣＴ
値／グレー値スケールに応じて、その都度のＣＴ値に対応したグレー値にて表示される。
その場合、各ピクセルは、ＣＴ画像において具体的に示されている被検体スライスのボク
セル（Ｖｏｘｅｌ＝ｖｏｌｕｍｅ　ｅｌeｍｅｎｔ）を具体的に示す。検出器システム５
の多行構成および場合によってはスパイラル走査によって、被検体の多数のスライスに関
する測定データが得られることから、本発明の枠内において３Ｄ逆投影を引き受ける３Ｄ
データが使用できる。最終結果として、例えば軸ｘ，ｙ，ｚを持った３次元マトリクスの
形の３Ｄデータが使用でき、マトリックスの各エレメントは、ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）に
相当し、付属のＣＴ値に応じたグレー値を有する。３次元マトリックスの要素のうち同じ
ｘ値、ｙ値またはｚ値を有するエレメントは、それぞれ標準的なｘ値、ｙ値またはｚ値に
対応する被検体スライスの平面断層画像である。
【００３２】
　断層画像再構成ユニット１３によって再構成された画像は、画像コンピュータ１１に接
続されている表示ユニット１６、例えばモニタに表示される。
【００３３】
　Ｘ線ビーム源２、例えばＸ線管は、発電機ユニット１７から必要な電圧および電流、例
えば管電圧Ｕを供給される。管電圧Ｕをその都度必要な値に調整できるようにするために
、発電機ユニット１７にはキーボード１９を備えた制御ユニット１８が付設されており、
この制御ユニットが必要な調整を行なう。
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【００３４】
　ＣＴ装置のその他の操作および制御は制御ユニット１８およびキーボード１９により行
なわれ、このことは制御ユニット１８が画像コンピュータ１１と接続されていることによ
って具体的に示されている。
【００３５】
　とりわけ、検出器要素４の活性行の個数Ｑおよびそれにともなうビーム絞り３，６の位
置は調整可能であり、このために制御ユニット１８はビーム絞り３，６に付設された操作
ユニット２０，２１と接続されている。さらに、回転フレーム７が完全回転のために必要
とする回転時間τが設定可能であり、このことは、回転フレーム７に付設された駆動ユニ
ット２２が制御ユニット１８と接続されていることによって具体的に示されている。
【００３６】
　本発明による方法はファンビームジオメトリにおいても実現することが基本的には可能
であるにもかかわらず、上述のＣＴ装置は、本発明による方法がパラレルビームジオメト
リにおいて実現されているモードで作動される。
【００３７】
　それゆえに、その都度の検査にとって重要な患者身体範囲を走査する際に、ファンビー
ムジオメトリにおけるスパイラル走査またはトモグラム走査によって得られるデータは、
まず、公知のように一般に「リビニング（ｒｅｂｉｎｎｉｎｇ；組み替え）」と呼ばれて
いる方法によってパラレルビームジオメトリにおけるデータに変換される。この変換は、
ファンビームジオメトリで撮影された種々異なる投影からビームを取り出してパラレルビ
ームジオメトリにおける投影に組み立てるというファンビームジオメトリにおいて得られ
たデータの再分類に基づいている。パラレルビームジオメトリにおいては、完全な画像を
再構成することができるために長さπの間隔からのデータで十分である。それにもかかわ
らず、これらのデータを得ることができるためには、ファンビームジオメトリにおいては
長さπ＋２βmaxの間隔からのデータが使用できなければならない。
【００３８】
　パラレルビームジオメトリにおける投影が図３に具体的に示されている。この投影の全
部でｎ個のパラレルビームＲＰ1～ＲＰnは、図３に示され図１による座標系と一致する座
標系のｘ軸に対して平行ファン角θを取る。
【００３９】
　次に、図３に太い実線で示されたパラレルビームＲＰ1に基づいて、ファンビームジオ
メトリからパラレルビームジオメトリへの移行について説明する。
【００４０】
　パラレルビームＲＰ1は、ファンビームジオメトリにおける焦点軌道Ｓ上にある焦点位
置Ｆ1について得られる投影に由来する。図３には、ファンビームジオメトリにおいてこ
の投影に属し回転軸線１４およびそれにともない座標系のｚ軸を通って延びる中央ビーム
ＲＦZ1が同様に記入されている。焦点位置Ｆ1は焦点角α1に対応する。これは、ｘ軸と中
央ビームＲＦZ1とがなす角度である。中央ビームＲＦZ1に対して、パラレルビームＲＰ1

はファン角βを有する。従って、平行ファン角θにはθ＝α＋βが当てはまる。
【００４１】
　回転軸線１４つまりｚ軸からそれぞれのパラレルビームに対して直角方向に測定された
ビーム距離ｐは、ｐ＝ＲFｓｉｎ（β）によって与えられる。
【００４２】
　図３に太い破線で示され回転軸線１４つまりｚ軸を通って延びる中央ビームＲＰZによ
り明らかのように、このビームは、焦点ＦZのファンジオメトリにおいて、焦点角αZのも
とで撮像されたファンビームジオメトリにおける投影の中央ビームである。ファンビーム
ジオメトリにおいて撮像された投影の中央ビームについてβ＝０が当てはまることから、
中央ビームの場合について次が当てはまることが明らかである。
【００４３】
　方位リビニングまたは完全リビニングのいずれが実施されるかに応じて、平行投影がＰ
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　　α　　　　　　　　　焦点角
　　β　　　　　　　　　ファン角
　　ｑ　　　　　　　　　ｚ座標に対応する検出器システムの行インデックス
　　θ＝α＋β　　　　　平行ファン角
　　ｐ＝ＲFｓｉｎ（β） 回転軸線（システム軸線）からの距離に対応する平行座標
　　ＲF                 焦点軌道の半径
である。
【００４４】
　本発明による画像形成装置の第１の実施形態に相当するキーボード１９により選択可能
な第１の作動様式において、上述のＣＴ装置は、方位リビニングによって得られる投影に
基づいて動作する。これらの投影に対応するデータは、方位リビニングの場合には、β方
向に、すなわちその都度の平行投影の中央ビームの焦点位置に属する接線Ｔ（図３参照）
の方向にフィルタ処理される。そのフィルタ処理には、コンピュータ断層撮影法において
は通例のフィルタ核、例えばシェフ・ローガン（Ｓｈｅｐｐ－Ｌｏｇａｎ）核またはＲａ
ｍ－Ｌａｋ（Ｒａｍａｃｈａｎｄｒａｎ－Ｌａｋｓｈｍｉｎａｒａｙａｎａｎ）核が用い
られる。
【００４５】
　このようにフィルタ処理された平行データは、（ｘ，ｙ）を通りシステム軸線に沿った
投影を有するビームＰ（θ＋ｋπ，β~，ｑ）に関する各θ∈［０，π］についての各ボ
クセル（ｘ，ｙ，ｚ）のための逆投影中に次の総和Ｐx,y,z（θ）が形成されるように逆
投影される。
【数８】

但し、
　ｘ，ｙ，ｚ　　その都度のボクセルの座標、
　ｋ　　　　　　再構成において取り込まれた焦点半回転の回数に対応する整数、
　β~　　　　　その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシステム軸
線に沿った投影を有するビームのファン角、
　ｈZ　　　　　発生した断層画像に表示された被検体スライスのスライス厚を決定する
重み関数、
　ｄ　　　　　　その都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に等しい、
もしくはその都度のビームの対応ボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）からの距離に関係する関数、
　ｈphase　　　投影Ｐ（θ＋ｋπ，β~，ｑ）もしくはＰ（θ＋ｋπ，ｐ~，ｑ）の時間
的間隔ｔを運動状態に対して評価する重み関数
　ＣR（ｋ）　　　被検体の周期的運動状態、とりわけ対応の心周期を決める時間位置
である。なお、β~，ｐ~は数式においてβ，ｐの上に“～”を付された符号を表す。この
表記は以下においても同じである。
【００４６】
　選択されたフィルタ方向によって、そしてｋにわたってもｑにもわっても合計すること
によって、一方ではコーンビームアーチファクトが避けられ、他方では高い線量利用率の
関心において１つのボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）を通過するすべてのビームが考慮される。さ
らに、重み関数ｈphaseによって所望の観察すべき被検体運動状態に相関しているビーム
のみが考慮され、それと相関していない測定は抑制される。
【００４７】
　１つのボクセルｘ，ｙ，ｚに割り付けられた吸収値μx,y,zは、少なくとも１つの半回
転にわたるθにわたる合計によって、
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【数９】

の形成によって得られる。その都度の吸収値に相当するＣＴ値は従来のように吸収値から
求められる。
【００４８】
　キーボード１９により種々の重み関数ｈおよび種々の関数ｄを設定することができる。
【００４９】
　重み関数ｈとしては、例えば三角関数または台形関数が適している。
【００５０】
　関数ｄとして、ボクセルｘ，ｙ，ｚからのその都度のパラレルビームの距離か、または
そのかわりにこの距離の例えばｚ成分（軸方向成分）を設定することができる。
【００５１】
　上述の第１の作動様式の変形例においては、平行データの逆投影のために、重みｈzお
よびｈphaseの総和Ｈ

【数１０】

で基準化された総和

【数１１】

が形成される。これはまたもや改善された画質を可能にする。なぜならば、多数の半回転
において「照射され」、すなわちビームが当たるボクセルの強調しすぎが取り除かれ、そ
れにより相応のアーチファクトが避けられるからである。この冗長性は、スパイラル走査
では、測定装置の全回転毎に行われる相対的送りが何回もボクセルが照射されるほど僅か
である場合（ピッチが小さいとき）に生じる。
【００５２】
　本発明による画像形成装置の他の実施形態に相当する、キーボード１９により選択可能
な第２の作動様式は、第１の作動様式とは、既述のＣＴ装置が方位リビニングではなく完
全リビニングによって得られる投影に基づいて動作する点で異なっている。これらの投影
に対応するデータは完全リビニングの場合にはｐ方向にフィルタ処理され、つまり、それ
ぞれ同様にその都度の平行投影の中央ビームの焦点位置に属する接線Ｔの方向にフィルタ
処理される(図３参照)。
【００５３】
　それゆえに、このようにフィルタ処理された平行データについては逆投影中に合計

【数１２】

が形成される。但し、ｐ~は、その都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通
るシステム軸線に沿った投影を有するビームの投影座標である。
【００５４】
　第２の作動様式の場合にも、平行データの逆投影のための変形例において、重みｈzお
よびｈphaseの総和Ｈ
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【数１３】

で基準化された総和
【数１４】

が形成される。
【００５５】
　上述の第１および第２の作動様式の場合、１つのボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）に関係して、
ｘ，ｙを通り回転軸線１４つまりｚ軸に沿っている投影を有するすべてのビームが考慮さ
れる本発明による方法の動作態様が用いられる。これらのビームが考慮されるかどうか、
これらのビームがどの程度考慮されるかは重み関数ｈzおよび関数ｄによって決められる
。
【００５６】
　図４乃至図６は、ＱＲＳグループ、ＳＴ区間、Ｔ波およびＵ波を有する心室部分が後に
続くＰ波およびＰＱ区間を有する心房部分にわたる一般的に知られている典型的な経過を
持った図４に概略表示の患者ＥＣＧ（心電図）撮影の間における時間的相関を示す。この
表示においてＰ波、ＱＲＳグループおよびＴ波のみが特徴的に際立っている。
【００５７】
　心電図のこの典型的な周期的経過は心臓の定められた運動状態と相関関係にある。この
運動状態は心臓の相対的ボリューム変化Ｖ／Ｖ0（ｔ）の表示によって時間的に同期して
示されている。この経過は大まかには２つの時相に分かれ、運動時相Ｉと休止時相ＩＩが
生じる。本発明はＣＴ撮影を定められた時相に対応させようとするものであり、その都度
の時相に応じて、図６に示された経過を有する重み関数ｈphaseが、これらの定められた
運動状態の情報しか最終的に画像形成のために考慮されないようにする。比較的長い時間
間隔にわたって、すなわち僅かの運動しか行われないことに由来する心臓の休止時相ＩＩ
にわたって、図６から明らかのように、例えば休止時相ＩＩの全体が高く重み付けられ、
これに対して運動時相Ｉの重み付けは僅かである。図６に引かれている線は、２つの異な
る値１および０のみを有する重み関数ｈphaseのこのような経過を示す。
【００５８】
　しかしながら、代替として、重み関数ｈphaseの破線で示された経過におけるように心
臓の休止の程度に応じて異なるきめ細かく区別した重みを採用することによって、実際の
相対的ボリューム変化およびそれにともなう心臓の運動状態を考慮することができる。さ
らに、定められた運動状態の時間的間隔にとともに低下する重み関数も選ぶことができる
。これは一例として重み関数の点線の経過によって示されている。
【００５９】
　しかしながら、ＣＴ装置はキーボード１９により選択可能な別の作動様式を持つことが
でき、この別の作動様式は次の違いを除いて既に述べた作動様式に対応する。すなわち、
与えられた焦点位置についてその都度のボクセル（ｘ，ｙ，ｚ）を通る理論上のビームが
求められ、それから重み関数ｈZおよびｈphaseと関数ｄとの考慮のもとで、逆投影の列に
おける総和形成に、位置に関しても観察すべき被検体の関心のある運動状態に関しても実
際に総和に寄与するビームのみが取り入れられる。
【００６０】
　上記の実施例の場合には測定ユニット１と寝台装置９との間の相対移動がその都度寝台
装置９の移動によって行なわれる。しかしながら、本発明の枠内において、寝台装置９を
場所固定し、そのかわりに測定ユニット１を移動することも可能である。さらに、本発明
の枠内において、必要な相対移動を測定ユニット１と寝台装置９の両方の移動によって行
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なうこともできる。
【００６１】
　円錐体Ｘ線ビーム束は既述の実施例の場合には矩形の横断面を有する。しかしながら、
本発明の枠内において幾何学的に他の形状の横断面であってもよい。
【００６２】
　既述の実施例に関連して、第３世代のＣＴ装置が使用され、すなわちＸ線ビーム源およ
び検出器システムが画像発生中、共通にシステム軸線の周りを移動させられる。しかしな
がら、Ｘ線ビーム源のみがシステム軸線の周りを移動し固定の検出器リングと協働する第
４世代のＣＴ装置との関連においても、検出器システムが検出器要素の多数行アレイであ
る限り、本発明を適用することができる。
【００６３】
　第５世代のＣＴ装置、すなわちシステム軸線の周りを移動する１つまたは多数のＸ線ビ
ーム源の１つの焦点のみならず多数の焦点からＸ線がでるＣＴ装置の場合にも、検出器シ
ステムが検出器要素の多数行アレイである限り、本発明による方法を適用することができ
る。
【００６４】
　既述の実施例との関連で使用されるＣＴ装置は、直交マトリックスに配置された検出器
要素の形式による検出器システムを有する。しかしながら、本発明は、平面形に配置され
た検出器要素アレイを有する検出器システムを持ったＣＴ装置に関連しても適用可能であ
る。
【００６５】
　以上に説明した実施例は本発明による画像形成装置の医療用途に関係する。しかしなが
ら、本発明は医療以外にも、例えば周期的に運動する機械または機械要素の材料検査にも
適用することができる。
                                                                        
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】多数行の検出器要素を有するＣＴ装置の概略構成図
【図２】図１による装置の縦断面
【図３】リビニングの具体的な説明図
【図４】人間の心臓の典型的心電図
【図５】図４の心電図に相関させて相対的ボリューム変化により表した心臓の運動状態を
示す時間的経過図
【図６】図４および図５と相関させた重み関数ｈphaseの時間的経過図
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　　　　　　測定装置／測定ユニット
　２　　　　　　　　Ｘ線ビーム源
　３　　　　　　　　線源側ビーム絞り
　４　　　　　　　　検出器要素
　５　　　　　　　　検出器システム
　６　　　　　　　　検出器側ビーム絞り
　７　　　　　　　　回転フレーム
　８　　　　　　　　縁部のＸ線
　９　　　　　　　　寝台装置
１０　　　　　　　　データ処理ユニット
１１　　　　　　　　画像コンピュータ
１２　　　　　　　　前処理ユニット
１３　　　　　　　　断層画像再構成ユニット
１４　　　　　　　　回転軸線
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１６　　　　　　　　表示ユニット
１７　　　　　　　　発電機ユニット、
１８　　　　　　　　制御ユニット
１９　　　　　　　　制御ユニットのキーボード
２０　　　　　　　　操作ユニット
２１　　　　　　　　操作ユニット
２２　　　　　　　　駆動ユニット
Ｓｘ　　　　　　　　Ｘ線
Ｌｘ　　　　　　　　検出器行
Ｖｘ　　　　　　　　ボクセル
Ｆ　　　　　　　　　焦点
Ｆｘ　　　　　　　　焦点位置
Ｓ　　　　　　　　　スパイラル軌道
Ｚ　　　　　　　　　システム軸線
Ｕ　　　　　　　　　管電圧
α　　　　　　　　　焦点角
β　　　　　　　　　ファン角
ｑ　　　　　　　　　ｚ座標の行インデックス
θ＝α＋β　　　　　平行ファン角
ｐ＝ＲFｓｉｎ（β）回転軸線のビーム距離の平行座標
ＲF　　　　　　　　焦点軌道の半径
ｘ，ｙ，ｚ         ボクセル
ｋ　　　　　　　　　再構成に取り込まれた焦点半回転の個数に応じた整数
ｐ~　　　　　　　　その都度のボクセルＶ（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシス
テム軸線に沿った投影を有するビームの平行座標
β~　　　　　　　　その都度のボクセルＶ（ｘ，ｙ，ｚ）の座標（ｘ，ｙ）を通るシス
テム軸線に沿った投影を有するビームのファン角
ｈZ　　　　　　　　スライス厚を決定する重み関数
ｄ                 ボクセルのその都度のビームの距離の関数
ｈphase　         運動状態を評価する重み関数
ＣR（ｋ）　　　　　検査範囲の周期的運動状態を定める時間位置
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