
JP 6375054 B2 2018.8.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，
　前記放射線検出器が出力する信号に基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際
のエネルギーを計測するエネルギー計測回路と，
　放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，
　前記放射線の検出の際に前記検出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射
線を同時に検出したか否かを判定する同時判定回路と，
　前記同時判定回路における同時判定の有無と前記エネルギー計測回路におけるエネルギ
ーとに基づいて，前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御回路と，
　前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置とを備え、
　前記複数のカウンタは，前記近傍の他の検出器ピクセルとの同時計数，非同時計数のカ
ウンタを，エネルギーの区分ごとに持ち，それぞれのカウント値をもとに画像再構成を行
う
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項２】
　放射線を検出する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，
　前記放射線検出器が出力する信号に基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際
のエネルギーを計測するエネルギー計測回路と，
　放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，
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　前記放射線の検出の際に前記検出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射
線を同時に検出したか否かを判定する同時判定回路と，
　前記同時判定回路における同時判定の有無と前記エネルギー計測回路におけるエネルギ
ーとに基づいて，前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御回路と，
　前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置とを備え、
　前記複数のカウンタは，前記近傍の他の検出器ピクセルとの同時計数，非同時計数のカ
ウンタ，および同時，非同時に関係なく計数するカウンタの３つをエネルギーの区別ごと
に持ち，それぞれのカウント値をもとに画像再構成を行う
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項３】
　放射線を検出する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，
　前記放射線検出器が出力する信号に基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際
のエネルギーを計測するエネルギー計測回路と，
　放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，
　前記放射線の検出の際に前記検出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射
線を同時に検出したか否かを判定する同時判定回路と，
　前記同時判定回路における同時判定の有無と前記エネルギー計測回路におけるエネルギ
ーとに基づいて，前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御回路と，
　前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置とを備え、
　前記エネルギー計測回路と前記カウンタと前記カウンタ制御回路とで，前記検出器ピク
セルの個々に対応する個々の読出し回路ブロックを構成し，
　近傍の前記読出し回路ブロック間に同時判定を実施する前記同時判定回路を備える
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の放射線撮像装置であって，
　同時計数のカウンタを前記読出し回路ブロックの組合せごとに持つ
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項５】
　放射線を検出する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，
　前記放射線検出器が出力する信号に基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際
のエネルギーを計測するエネルギー計測回路と，
　放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，
　前記放射線の検出の際に前記検出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射
線を同時に検出したか否かを判定する同時判定回路と，
　前記同時判定回路における同時判定の有無と前記エネルギー計測回路におけるエネルギ
ーとに基づいて，前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御回路と，
　前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置とを備え、
　前記カウンタ制御回路は，前記カウンタの増加の動作を制御する際の計数値の増加量を
，同時判定回路が同時と判定した検出器ピクセルの個数の逆数となる重みにより算出する
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の放射線撮像装置であって，
　前記それぞれのカウント値をもとに画像再構成を行うに際して，
　前記同時計数のカウンタのカウント値に１未満の値の重みを乗算し，乗算後の前記カウ
ント値と前記非同時計数のカウンタのカウント値との総和を求めることで前記非同時計数
のカウンタのカウント値を補正すること，
ことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項７】
　放射線を検出する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，
　前記放射線検出器が出力する信号に基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際
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のエネルギーを計測するエネルギー計測回路と，
　放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，
　前記放射線の検出の際に前記検出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射
線を同時に検出したか否かを判定する同時判定回路と，
　前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御回路と，
　前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置とを備える
放射線撮像装置における放射線撮像方法であって，
　前記カウンタ制御回路は，
　前記同時判定回路における同時判定の結果に基づき，同時判定ではなければ前記複数の
カウンタのうちの非同時計数のカウンタのカウント値を増加させ，同時判定であれば，前
記複数のカウンタのうちの同時計数のカウンタのカウント値の値を増加させる
ことを特徴とする放射線撮像方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の放射線撮像方法において，
　前記カウンタ制御回路は，前記カウント値の増加に際して，非同時計数のカウント値よ
りも同時計数のカウント値の増加量が小さくなるように増加量を調整する
ことを特徴とする放射線撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，放射線のカウント値に基づいて画像を再構成する放射線撮像装置などに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ装置はＸ線管から発生したＸ線が被検者の体を透過した際の減衰から被検体の
断層像を求める装置であり，検出器の各ピクセルで個々のＸ線のエネルギーを区別して検
出するフォトンカウンティングと呼ばれる手法が提案されている。
【０００３】
　Ｘ線による撮像においては核医学用の検査などと比べると放射線の発生数が多く，検出
器における計数率が高くなる。このため，検出器ピクセルを小さくすることでピクセル当
たりの計数率を下げる必要がある。通常のＸ線ＣＴの検出器では約１ｍｍピッチで検出器
が並ぶが，光子の数を計数するフォトンカウンティングＣＴ（Photon counting CT）では
０．５ｍｍから０．０５ｍｍピッチと検出器を微細化する必要がある。しかし，検出器ピ
クセルが微細化するとＸ線の検出の際に，特性Ｘ線の発生やコンプトン散乱などにより複
数の検出器ピクセルに分割して検出される現象や，Ｘ線により発生した電子雲が２つのピ
クセルにまたがるチャージシェアリングなどが発生する。これらの現象が起きると，本来
１つの高いエネルギーとして検出されるべきイベントが２つの低いエネルギーのイベント
として観測されてしまう。このような誤検出は画像を劣化させるため，誤検出除去を行う
必要がある。
【０００４】
　このような誤検出を検知する方法として，特許文献１としてあげられるような検出器内
での散乱線の処理手法がある。この様な手法により検出器内で分割された信号を処理する
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－８９３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかし，特許文献１はＰＥＴ（Positron Emission Computed Tomography）に関するも
のであり，Ｘ線ＣＴのようにＰＥＴよりも放射線の入射レートが高い場合，処理に要する
時間がかかり，デッドタイムが増加することになる。
　また，Ｘ線ＣＴに用いる半導体検出器の場合，ピクセルを電極分割により形成するため
，信号検出中に隣接ピクセルに誘起電荷が一時的に発生するといった問題が生じる。この
ため従来のピークを足し合わせる手法では本来の値よりも高い信号が検出されるといった
問題が生じる。
【０００７】
　以上のような従来技術の課題に鑑み，本発明は，より適切に放射線（光子）を計数でき
る放射線撮像装置などを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために，個々のピクセル内において，その近傍の検出器（ピクセル
）を監視し，近傍の検出器において同時に計数したか否かを判定し，エネルギーの高い方
のデータを用いて画像再構成用のデータ取得を実施する。より具体的には，放射線を検出
する複数の検出器ピクセルを備える放射線検出器と，前記放射線検出器が出力する信号に
基づいて前記検出器ピクセルが放射線を検出した際のエネルギーを計測するエネルギー計
測回路と，放射線の検出数を計数する複数のカウンタと，前記放射線の検出の際に前記検
出器ピクセルの近傍の他の検出器ピクセルにおいて放射線を同時に検出したか否かを判定
する同時判定回路と，前記同時判定回路における同時判定の有無と前記エネルギー計測回
路におけるエネルギーとに基づいて，前記カウンタの増加の動作を制御するカウンタ制御
回路と，前記カウンタの値を用いて画像再構成を行うデータ処理装置を備え、前記複数の
カウンタは，前記近傍の他の検出器ピクセルとの同時計数，非同時計数のカウンタを，エ
ネルギーの区分ごとに持ち，それぞれのカウント値をもとに画像再構成を行うことを特徴
とする放射線撮像装置である。
　その他の課題を解決するための手段は，後記する発明の実施の形態にて図面を参照して
明らかにする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば，より適切に放射線（光子）を計数できる放射線撮像装置などを提供す
ることが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施例における装置の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１実施例における検出器パネルの構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１実施例における検出器モジュールの構成例を示す図である。
【図４】本発明の第１実施例における回路の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１実施例における判定フローを示す図である。
【図６】本発明の第１実施例におけるイベントの発生例を示す図である。
【図７】本発明の第１実施例における図６に対応したイベントの処理例を示す図である。
【図８】本発明の第２実施例における回路の構成を示す図である。
【図９】本発明の第３実施例における回路の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に本発明の放射線撮像装置および放射線計数装置における散乱線判定の実施形態（
以下「実施例」という）を，図面を用いて説明する。また，放射線撮像方法を併せて説明
する。
【００１２】
　＜第１実施例＞
　本発明の第１実施例の放射線撮像装置，放射線計数装置および放射線撮像方法（検出器
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内での散乱線を考慮した散乱線処理方法）を，図１から図７を用いて説明する。図１は本
実施例における装置であるＸ線ＣＴ装置Ｓの一例を示したものである。
【００１３】
　図１に示すように，本実施例のＸ線ＣＴ装置（フォトンカウンティングＸ線ＣＴ装置）
Ｓは，ガントリ１と，収集されたデータを処理・画像再構成するデータ処理装置２と処理
された画像を表示する画像表示装置３を含んでなる。ガントリ１にはベッド４が付属して
おり，被検者５を保持する。ベッド４はガントリ１の開口部に向けて水平移動し，被検者
５をガントリ１内に移動させる。
【００１４】
　ガントリ１内にはＸ線管６と検出器パネル７が対向して配置されている。Ｘ線管６と検
出器パネル７は被検者５の周囲を対向した状態で秒間１から３回程度，回転しており，被
検者５の各方向からの投影画像を取得する。Ｘ線管６は１００ｋＶ程度の高電圧によって
電子を加速するものである。電子を高電界により加速しターゲットに当てることでＸ線を
発生させる。発生したＸ線は被検者５を透過し検出器パネル７に到達する。このときＸ線
の強度は被検者５により減衰するので，その減衰量を知ることで体内の情報を取得するこ
とができる。エネルギーによる減衰量の違いを知るためにＸ線管の電圧や，発生量を制御
する電流を変化させることが行われる。
【００１５】
　図２は，検出器パネルの構成例を示す図であるが，検出器パネル７は実際には図２に示
すように複数の検出器ピクセル９によって構成された検出器モジュール８を並べたもので
ある。検出器モジュール８は中心がＸ線管６の位置となる円弧上に配置されている。図示
しないが検出器モジュール８のＸ線管６に向いた面にはＸ線が被検者５の体内で散乱した
散乱Ｘ線を除去するためのコリメータが取り付けられている。
【００１６】
　検出器モジュール８の構成（構造）を，図３を用いて説明する。検出器モジュール８は
保持基板１２上に複数のＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）１１が
搭載されたものである。ＡＳＩＣ１１はボンディングワイヤーにて基板に接続され，電源
の供給や制御が行われる。ＡＳＩＣ１１の表面には検出器１０と接続するためのパッドが
設けられており，検出器１０がそのパッドを介して接続される。検出器１０の電極ピッチ
はＡＳＩＣ１１の電極ピッチと同ピッチで製造され，１つの検出器ピクセル９が１つの読
出し回路２０（後記の図４参照）に接続される。ＡＳＩＣ１１と検出器１０の接続には半
田や導電性接着剤などを用いる。また，接着強度を確保するため，アンダーフィルなどの
非導電性の接着剤を電極部以外に用いてもよい。なお，ＡＳＩＣ１１は画像再構成用のＸ
線（放射線）を計数する「放射線計数装置」に相当する。また，読出し回路ブロック２０
は「計測回路」に相当する。
【００１７】
　検出器１０は背景技術のものと同様にＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅでできており，半導
体素子の対向する２つの面に電極が形成されている。例えば半導体素子の一方の面は面全
体に電極が形成されており，Ｘ線と半導体素子との相互作用に基づいて発生する電荷収集
のために対向する電極間に高電圧を印加する。半導体素子の逆の面の電極はパターニング
によってピクセル化されており，つまり各検出器ピクセル９を構成するようにされており
電荷信号を読み出す。両電極は金や白金を用いて形成される。検出器の辺の長さは１０か
ら２０ｍｍ程度であり，フォトンカウンティングＣＴを踏まえた０．５ｍｍのピクセルで
あれば２０から４０ピクセルが一列に並び，それが平面的に配置されるため１つの素子に
数百から数千ピクセルが形成されている。検出器ピクセル９の形状は四角のものを多数並
べることが一般的であるが，例えば，サイズの違う複数の素子を並べることや，散乱線除
去用のグリッド位置（コリメータの位置）に合わせてピクセルのサイズを変えることも可
能である。素子の厚さはＸ線を検出するのに十分な厚さを備えており，医療用の装置では
２ｍｍ程度の厚さを持つ。
【００１８】
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　検出器１０をＡＳＩＣ１１よりも大きくし，十分な厚さを持たせることでＡＳＩＣ１１
に放射線（Ｘ線）が当たることを防ぎＡＳＩＣ１１がＸ線によりダメージを受けることを
防ぐことが望ましい。また，検出器１０の外周部分にはガードリングを設けることで，素
子沿面のリーク電流がＡＳＩＣ１１の検出回路に流れないようにするほか，平行電界に近
づける効果を得ることができる。なお，図３では，作図の都合上，検出器１０よりもＡＳ
ＩＣ１１の方が大きく図示されている。
【００１９】
　放射線計数装置としてのＡＳＩＣ１１の回路について，回路構成例を示す図４を用いて
説明する。ＡＳＩＣ１１は検出器１０で発生した検出器ピクセル９ごとの電荷を電気信号
に変換し，その大きさに基づいてデータを収集するものである。図４に示すように，ＡＳ
ＩＣ１１は複数の読出し回路ブロック２０とデータ収集回路２５を含んでなる。図中では
読出し回路ブロック２０は一列にだけ並んでいるが（１次元的に示しているが），実際に
は縦横に読出し回路ブロック２０が並んでいる（後記する図６の並びに対応して並んでい
る）。もちろん，読出し回路ブロック２０の並びは検出器ピクセル９の構造（並び）に一
致することが配線の長さの短縮化かつ長さの均一化の点で好ましく，検出器ピクセル９の
配置に合わせて読出し回路ブロック２０側の並びも変更される。ちなみに本実施例では後
記するように数ｎｓｅｃオーダでの信号処理を行っているので，配線の短縮化と長さの均
一化が望まれる。なお，長さの均一化とは検出器ピクセル９と読出し回路ブロック２０間
の配線の距離がどの検出器ピクセル９と読出し回路ブロック２０の組合せでも同じにする
ことをいう。
【００２０】
　検出器ピクセル９は読出し回路ブロック２０内のチャージアンプ２１に接続される。チ
ャージアンプ２１はフィードバック容量を用いて電荷信号を電圧信号に変換する。検出器
ピクセル９は反応したＸ線のエネルギーに比例した電荷を発生させるため，チャージアン
プ２１の出力波高もエネルギーに比例したものとなる。図示しないがフィードバック容量
に電荷が溜まり続けることを防ぐため，電荷をリセットするスイッチを設けるか，抵抗に
よりたまった電荷を放電させる。
【００２１】
　チャージアンプ２１の出力は複数のコンパレータ２２（２２ａ，２２ｂ）に接続される
。コンパレータ２２ａとコンパレータ２２ｂはそれぞれ違う電圧を比較対象としており，
閾値を超えた際にトリガ信号を発生させる。コンパレータ２２ｂの閾値を高く，コンパレ
ータ２２ａの閾値を低くすることで，エネルギーが低い場合はコンパレータ２２ａのみト
リガを発生し，エネルギーが高い場合はコンパレータ２２ａとコンパレータ２２ｂの両方
がトリガを発生させる。本実施例ではコンパレータは２つとしているが，より多くのコン
パレータ２２を用いてエネルギーの測定を行ってもよい。また，エネルギーの測定方法と
してＡＤＣ（Analog-to-Digital Converter）を用いた上で，エネルギーウインドウごと
のカウント値（計数値）を求めるためにデジタル回路での比較を実施してもよい。閾値を
調整することで，特定のエネルギーウインドウに入ったＸ線イベントをカウント（計数）
することができる。なお，コンパレータ２２は検出器ピクセル９がＸ線（放射線）を検出
した際のエネルギーを計測する「エネルギー計測回路」に相当する。
【００２２】
　コンパレータ２２の出力は，同時判定回路２３ａとカウンタ制御回路２３ｂを備える制
御回路２３に接続される。この制御回路２３は自身が属する読出し回路ブロック２０内の
コンパレータ２２以外にも，近傍の他の読出し回路ブロック２０内のコンパレータ２２の
出力も受ける（「近傍」の範囲については図７を参照して後記する）。制御回路２３はこ
れらのコンパレータ２２の出力の条件によりカウンタ２４を制御しカウントを進める。複
数のカウンタ２４が制御回路２３に接続されており，例えば読出し回路ブロック２０内の
コンパレータが２つの場合，２種類のエネルギーウインドウ，ならびに，同時計数および
非同時計数の組み合わせで，図４に示されるように，計４つのカウンタ２４を持つ。
【００２３】
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　具体的には，図４の例ではコンパレータ２２は閾値が異なるコンパレータ２２ａ（低閾
値）とコンパレータ２２ｂ（高閾値）の２つであるので，エネルギーウインドウも高低２
つである。つまり４つあるカウンタ２４は，そのうちの２つが非同時計数のエネルギーウ
インドウ１（低エネルギー）のカウンタ２４とエネルギーウインドウ２（高エネルギー）
のカウンタ２４である。図４では，カウンタ２４の枠中に「Ｎ＿Ｌ」（非同時_低）と「
Ｎ＿Ｈ」（非同時_高）と記載している。また，残り２つが同時計数のエネルギーウイン
ドウ１（低エネルギー）のカウンタ２４とエネルギーウインドウ２（高エネルギー）のカ
ウンタ２４である。図４では，カウンタ２４の枠中に「Ｃ＿Ｌ」（同時_低）と「Ｃ＿Ｈ
」（同時_高）と記載している。なお，「Ｎ」はNon-Coincidence（非同時）の略であり，
「Ｃ」はCoincidence（同時）の略である。ちなみに，読出し回路ブロック２０内のコン
パレータ２２が４つに増えると，カウンタ２４の数は８つとなる。なお，この実施例での
制御回路２３は，前記のように，同時判定を行う同時判定回路２３ａとカウンタ２４の制
御を行うカウンタ制御回路２３ｂを備える。
【００２４】
　データ収集回路２５は外部からの制御信号に応じて，カウンタ２４のカウント値をデー
タ処理装置２に転送する。装置内には複数のデータ収集回路２５が存在している。このた
め，それらを調停する回路（図示省略）を介してデータが転送される。また，データ収集
回路２５は読み出し後にカウンタ２４の値をリセットする。
【００２５】
　図５は判定フローであるが，第１実施例の制御回路２３の動作について図５を用いて説
明する。制御回路２３は読出し回路ブロック２０内のコンパレータ２２の出力をトリガと
して動作する（ステップＳ１）。制御回路２３の同時判定回路２３ａはトリガを受信する
と一定の時間（タイムウインドウの間），例えば５ｎｓｅｃの間，近傍のチャンネル（近
傍の読出し回路ブロック２０）においてトリガが発生しているか否かをチェックする（ス
テップＳ２）。一定の時間（タイムウインドウ）を取るのは発生電荷量や電荷発生位置に
よりトリガの発生時間が揺らぐためであり，この揺らぎの範囲内で最小の時間を判定時間
とすることが望ましい。近傍で同時イベント（トリガ）が発生していない場合（ステップ
Ｓ３→Ｎｏ），制御回路２３のカウンタ制御回路２３ｂは自身の読出し回路ブロック２０
における波高値を測定し，信号のエネルギーウインドウを確定する（ステップＳ４）。こ
れはトリガを発生させているコンパレータ２２ａ，２２ｂのうち，最も高い閾値を持つも
のの値を用いる。このようにして，コンパレータ２２の数と同じ値のエネルギーウインド
ウに分類できる。ちなみに，図５ではエネルギーウインドウを「ＥＷ」と省略して記載し
ている。
【００２６】
　なお，２つのコンパレータ２２はコンパレータ２２ａの方が閾値が低いので，閾値が高
いコンパレータ２２ｂよりもコンパレータ２２ａの方が早くトリガを発生する。このため
，本実施例では，コンパレータ２２ａの出力をトリガとする。もちろん，コンパレータ２
２ｂの出力をトリガとして採用してもよいが，コンパレータ２２ｂの出力をトリガとした
場合，閾値の違いからコンパレータ２２ａが出力してもコンパレータ２２ｂは出力しない
ときがあるのでコンパレータ２２ａの出力をトリガとするのがよい。ちなみに，同時判定
回路２３ａは，コンパレータ２２ａの出力をトリガとして同時判定の処理を行う。
【００２７】
　カウンタ制御回路２３ｂは，測定されたエネルギーウインドウが確定すると（ステップ
Ｓ４），それに応じたエネルギーウインドウのカウンタ２４に１を加算する。この例では
非同時計数のカウンタ２４（Ｎ＿ＬかＮ＿Ｈ）を進める（ステップＳ５）。例えば閾値の
低いコンパレータ２２ａのみトリガを発生し，閾値の高いコンパレータ２２ｂはトリガを
発生させない場合，エネルギーウインドウは１と測定できる。この場合，ステップＳ５で
は非同時計数のエネルギーウインドウ１（Ｎ＿Ｌ）のカウンタ２４に加算を行う（Ｎ＿Ｌ
⇒＋１）。もし，閾値が高いコンパレータ２２ｂでもトリガを発生した場合は，ステップ
Ｓ５では非同時計数のエネルギーウインドウ２（Ｎ＿Ｈ）のカウンタ２４に加算を行うが
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（Ｎ＿Ｈ⇒＋１），エネルギーウインドウ１（Ｎ＿Ｌ）のカウンタ２４には加算を行わな
い。
【００２８】
　もし，同時と判定する一定の時間内（例えば５ｎｓｅｃのタイムウインドウ内）に近傍
のチャンネル（近傍の検出器ピクセル９に係る読出し回路ブロック２０のコンパレータ２
２）にてトリガが発生していた場合，それは同時イベントの発生であるので（ステップＳ
３→Ｙｅｓ），カウンタ制御回路２３ｂは，その近傍のチャンネル（以下適宜「ピクセル
」と呼ぶ）のエネルギーウインドウと自身のエネルギーウインドウを比較する。すなわち
波高値を比較する（ステップＳ６）。自身のエネルギーウインドウが近傍のピクセルのエ
ネルギーウインドウより高い場合（ステップＳ７→Ｙｅｓ），近傍のピクセルで発生した
トリガは自身のイベントにより誘発されたものと考えられる。そのため，当該エネルギー
ウインドウが高い方のピクセルのカウンタ制御回路２３ｂは，自身に接続されているカウ
ンタ２４を制御する。具体的には，当該ウンタ制御回路２３ｂは，ステップＳ８では同時
計数のエネルギーウインドウに応じたカウンタ２４，ここでは同時計数のエネルギーウイ
ンドウ２のカウンタ２４を１つ進める（Ｃ＿Ｈ⇒＋１）。
【００２９】
　一方，近傍のピクセルで発生したイベントの中にエネルギーウインドウが自身のエネル
ギーウインドウよりも高いエネルギーウインドウを持つピクセルが存在しない場合は（ス
テップＳ７→Ｎｏ），近傍のピクセルのエネルギーウインドウの方が自身よりも高いか（
ステップＳ９→Ｎｏ），近傍のピクセルのエネルギーウインドウと自身のエネルギーウイ
ンドウが同じ（ステップＳ９→Ｙｅｓ）のいずれかである。
【００３０】
　近傍のピクセルの波高値の方が高い場合，つまり自身と同じエネルギーウインドウのピ
クセルが近傍に存在しない場合（ステップＳ９→Ｎｏ），自身のトリガは近傍のピクセル
（近傍の検出器ピクセル９）のイベントによって誘発されたイベントであると考えること
ができるため，カウンタ制御回路２３ｂは，自身に接続されているカウンタ２４について
はいずれのカウンタ２４も進めない（ステップＳ１０）。一方，近傍のピクセルとエネル
ギーウインドウが同じ場合は（ステップＳ９→Ｙｅｓ），同時イベントの主たる発生源を
特定できない。そのため，カウンタ制御回路２３ｂは，同時計数のカウンタ２４を０．５
だけ進める（ステップＳ１１）。ちなみに，このステップＳ９がＹｅｓの場合（つまり同
じエネルギーウインドウのピクセルが存在する場合）は，エネルギーウインドウ（波高値
）が低い値で同じとき（自身も近傍のピクセルもコンパレータ２２ａのみが出力するとき
）とエネルギーウインドウが高い値で同じとき（自身も近傍のピクセルもコンパレータ２
２ａもコンパレータ２２ｂも出力するとき）の２通りがある。前者の場合は同時計数のエ
ネルギーウインドウ１のカウンタ２４に０．５を加算（Ｃ＿Ｌ⇒＋０．５）し，後者の場
合は同時計数のエネルギーウインドウ２のカウンタ２４に０．５を加算（Ｃ＿Ｈ⇒＋０．
５）する。つまり，カウンタ制御回路２３ｂは，カウンタ２４の増加の動作を制御する際
に，カウント値の増加量を同時判定の結果に基づいて変更する。
【００３１】
　なお，実際にはデジタル回路のカウンタ２４は０．５をカウントすることはできないた
め，同時計数のカウンタ２４には２倍した値が入るようにし，全てのカウントが終了した
最後の処理でカウント値に０．５を乗算することで最終的なカウント値を取得する。ちな
みに，ステップＳ８においてエネルギーウインドウ２のカウンタ２４について１加算（Ｃ
＿Ｈ⇒＋１）すると記載しているが，ステップＳ１１と整合をとるためにステップＳ８で
も２倍した値が入るようにする。つまり同時イベントありの場合（ステップＳ３→Ｙｅｓ
の場合），ステップＳ８でカウンタ２４を進めるときも，ステップＳ１１でカウンタ２４
を進めるときも２倍の値で進め，最後に半分にする。
【００３２】
　ちなみに，前記したタイムウインドウの幅は検出器１０や読出し回路ブロック２０の応
答特性などを考慮して定められ，この例ではタイムウインドウを一例として５ｎｓｅｃと
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しているが，タイムウインドウを広くすると偶発同時計数が増える傾向になる。なお，放
射線（Ｘ線）の入射レートを高めた場合，タイムウインドウが狭い方が，偶発的同時計数
が減って好ましいが，タイムウインドウを狭くすると，前記のようにトリガの発生時間の
揺らぎの影響が大きくなる。これらの点を考慮して，タイムウインドウは３～１０ｎｓｅ
ｃの範囲内で設定するのが好ましい。前記の５ｎｓｅｃというタイムウインドウの値は，
この３～１０ｎｓｅｃの範囲内である。
【００３３】
　次に，実際の処理の例を図６および図７を用いて説明する。図６は検出器ピクセル９が
平面上に並んでいる状態（格子状配列）の一部を模式的に示している。図の例では，検出
器１０は検出器ピクセル９が横方向に６個，縦方向に５個，格子状に並んでいる。１つの
検出器ピクセル９が１つのピクセル（さらには読出し回路ブロック２０）に対応するので
，図６（および図７）の例では，検出器１０は３０ピクセル（＝６×５ピクセル）の検出
器ピクセル９を備えている。図６では４つの個別のＸ線が入射し，それぞれのピクセルに
イベントとして記録される。図中のＥＷはエネルギーウインドウを示しており，「Ｅ＝」
で示される数値が大きいほど高いエネルギーを計測したことを示している。例えばＸ線イ
ベント１００Ａは１つのピクセルにエネルギーウインドウ１（ＥＷ＝１）のトリガを発生
させる。Ｘ線イベント１００Ｂはエネルギーウインドウ２（ＥＷ＝２）のイベントが１つ
，Ｘ線イベント１００Ｃではエネルギーウインドウ２（ＥＷ＝２）のイベントを２つ，Ｘ
線イベント１００Ｄは１つのピクセルにエネルギーウインドウ２（ＥＷ＝２）のイベント
ともう１つのピクセルにエネルギーウインドウ１（ＥＷ＝１）のイベントを発生させる。
【００３４】
　図７は図６に対応した処理後の各カウンタの増加量を示したものである。ここで「近傍
」について説明する。「近傍」とは，例えば同時計測判定の対象となるピクセルを含む範
囲をいう。図６・図７の本実施例では近傍のピクセル（検出器ピクセル９）を自身のピク
セルの上下左右の４ピクセルとしている。検出器内の散乱によるイベントの多くは隣接し
たピクセルでおきるため，ピクセルの辺を共有する４つのピクセルを判定対象とする方が
望ましい。これは同時計測判定の対象となるピクセルが増加すると回路規模（読出し回路
ブロック２０の数）が増大するほか，偶発同時計数などにより誤ったイベントが発生し易
くなるためである。なお，検出器ピクセル９がより微細化すると，斜めを含む８ピクセル
や，２ないし，３ピクセル離れたピクセルを含むところまで「近傍」の範囲を広げること
が望ましい。
【００３５】
　図７において，（１）Ｘ線イベント１００Ａは低エネルギーのエネルギーウインドウ１
のイベントのみを計測しており，近傍のピクセルでイベントが計測されていない。そのた
め，非同時計数（Non-Coincidence）のエネルギーウインドウ１のカウンタ２４を１増加
させる（Ｎ＿Ｌ⇒＋１）。なお，図７中では「ＥＷ＝１　Ｎ＋１」と記載している。（２
）同様にＸ線イベント１００Ｂの場合，高エネルギーのエネルギーウインドウ２のイベン
トのみを計測しており，非同時計数（Non-Coincidence）のエネルギーウインドウ２のカ
ウンタを１増加させる（Ｎ＿Ｈ⇒＋１）。なお，図７中では「ＥＷ＝２　Ｎ＋１」と記載
している。
【００３６】
　また，（３）Ｘ線イベント１００Ｃは２つのピクセルに信号が分割されている。左側の
ピクセルの回路（読出し回路ブロック２０）では自身と右側のピクセルのエネルギーウイ
ンドウを比較し，自身と同じ程度のエネルギーのイベントしか存在しないことから同時計
数（Coincidence）のカウンタを０．５だけ増加させる（Ｃ＿Ｈ⇒＋０．５）。なお，図
７中では「ＥＷ＝２　Ｃ＋０．５」と記載している。一方，右側のピクセルの回路（読出
し回路ブロック２０）でも同様の処理が行われる。右側のピクセルにおいても近傍のピク
セルとの比較を行うが，この場合は右側も左側のピクセルと同じエネルギーウインドウの
イベントのため，同時計数（Coincidence）カウンタを０．５増加させる（Ｃ＿Ｈ⇒＋０
．５）。なお，図７中では「ＥＷ＝２　Ｃ＋０．５」と記載している。（４）Ｘ線イベン
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ト１００Ｄの場合，左側のピクセルでは自身と右側のピクセルのエネルギーウインドウを
比較し，右側のエネルギーウインドウが高いために，左側のピクセルでは同時計数のカウ
ンタ２４の増加を行わない。なお，図７中では「－」と記載している。一方で右側のピク
セルでは自身のエネルギーウインドウが高いため，自身のエネルギーウインドウである２
の同時計数のカウンタ２４を１増加させる（Ｃ＿Ｈ⇒＋１）。なお，図７中では「ＥＷ＝
２　Ｃ＋１」と記載している。
【００３７】
　このように第１実施例では隣接するピクセルの条件分岐は独立に行いながら処理を実施
する。これにより単純なカウントでは２つとして計測されてしまうイベントを１つとして
カウントすることが可能になる。また，高い方のエネルギーのみを用いるので誘起電荷に
よる誤検出を避けることが可能になる。もちろん，１つのＸ線イベントが３つ以上のピク
セルにわたって計測されてしまうこともあるが，３つ以上に分割された場合は個々のピク
セルの波高値（エネルギーウインドウ）が下がるため閾値を超える可能性が低く，全割合
の数％以下であるため，本処理手法で処理しても大きな問題を起こさない。
【００３８】
　このようにしてある時間内に検出器パネル７に入射したＸ線の数の情報を取得すること
ができる。データ処理装置２ではこれらのデータを用いて画像再構成を実施する。検出器
パネル７から得られたデータはエネルギーウインドウごとのカウントが，１つの検出器ピ
クセル９内で反応し同時計数を起こさなかったもの（非同時計数）と，２つ以上の検出器
ピクセル９に分割され同時計数として検出されたもの（同時計数）の２種類が存在する。
このうち，同時計数を起こさなかった非同時計数のカウント値は真のエネルギーに基づい
ており，画像再構成において主要なデータとして用いる。
【００３９】
　一方，同時計数のカウントについてはエネルギーが正確ではなく，低エネルギー側にシ
フトしている。特定のエネルギースペクトルを持ったＸ線が入射したときに同時計数を起
こしたイベントのエネルギースペクトルがどのように変化するかをあらかじめ測定してお
き，そのデータをもとに同時計数のカウント値を補正する。この補正されたデータを非同
時計数のカウント値に加えることで計測誤差を抑えつつ統計精度の高いデータを取得する
ことができる。また，同時計数で２つのピクセルにエネルギーの高低がある場合，エネル
ギーが高い方のピクセル（検出器ピクセル９）にＸ線が入射したものとして入射位置を仮
定し，エネルギーについては両ピクセルの値を加算し，イベントが発生した位置とイベン
トのエネルギーを決定するようにしてもよい。
【００４０】
　また，例えば同時計数と非同時計数のカウント値から両者を総和したカウント値をピク
セルごとに求めることとし，この総和の際に，同時計数のカウント値と非同時計数のカウ
ント値の重みを異なるものとする。前記したように，非同時計数のカウント値は真のエネ
ルギーに基づいていることから非同時計数のカウント値に乗算する重みを１とするならば
，同時計数のカウント値に乗算する重みを１未満の値とする。そして，総和したカウント
値（つまり非同時計数のカウント値を補正したもの）をもとに画像再構成を行う。ちなみ
に，同時計数のカウント値に１未満の重みを乗算するのではなく，非同時計数のカウント
値に１よりも大きな重みを乗算することでもよい。なお，同時計数のカウントに１未満の
重みを乗算するとは，非同時計数のカウンタのカウント値の重みを増すと同じ意味である
。
【００４１】
　以上，第１実施例では，検出器ピクセル９のカウント値を増加させる際，当該検出器ピ
クセル９の近傍の他の検出器ピクセル９において同時にＸ線（放射線）が検出されたか否
かを判定する同時判定回路２３ａを備え，カウンタ制御回路２３ｂがその判定結果に基づ
き放射線のカウントを行うカウンタ２４を非同時用と同時用とで切り替える。そして，典
型的には，非同時用のカウンタ２４のカウント値を主に，同時用のカウンタのカウンタ値
に関しては補正を実施してから画像再構成用のデータに用いる。本実施例のフォトカウン
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ティングＸ線ＣＴ装置Ｓによれば，検出器ピクセル９の微細化に良好に対応可能であり，
回路デッドタイムの低減も可能である。また，回路当たりの消費電力の削減も可能である
。また，特性Ｘ線の発生やコンプトン散乱などにより複数の検出器ピクセル９に分割して
エネルギーが検出される現象や，Ｘ線により発生した電子雲が２つの検出器ピクセル９に
またがるチャージシェアリングや誘起電荷などに適切に対応することができる。
【００４２】
　＜第２実施例＞
　次に，図８を用いて第２実施例について説明する。第２実施例は読出し回路ブロック２
０の外に同時判定回路２３ａを持つことが第１実施例とは異なる。すなわち第１実施例で
は，同時判定は各読出し回路ブロック２０（例えば制御回路２３）内において同時判定回
路２３ａが実施しているが，本実施例では同時判定を読出し回路ブロック２０の外部に置
かれた同時判定回路２３ａにおいて行う。
【００４３】
　すなわち読出し回路ブロック２０はチャージアンプ２１とコンパレータ２２（エネルギ
ー計測回路）とカウンタ２４とカウンタ制御回路２３ｂとを含んで構成され，この読出し
回路ブロック２０は検出器ピクセル９の個々に対応して備わっている。また，同時判定回
路２３ａはピクセル間（読出し回路ブロック２０間）に配置されており，２つ（複数）の
ピクセル（読出し回路ブロック２０）のそれぞれのコンパレータ２２に接続されている。
また，同時判定回路２３ａは接続されるコンパレータ２２を含む読出し回路ブロック２０
内のカウンタ制御回路２３ｂに接続されている。同時判定回路２３ａは一定時間内（タイ
ムウインドウ内）に２つの検出器ピクセル９で同時にイベントが発生したか否かの情報と
，エネルギーウインドウが等しいか，大きいか，小さいかの情報をカウンタ制御回路２３
ｂに渡す。カウンタ制御回路２３ｂでは複数の同時判定回路２３ａからの信号をもとにカ
ウンタ２４の制御を実施する。この本実施例は２つ（複数）のピクセル間の同時判定を１
つの回路で行っており，個々に同時判定を実施する実施例１の構成と比べると回路規模を
減らすことができるほか，タイムウインドウの誤差により同時判定の判断が異なってしま
うといった問題を回避することが可能である。
【００４４】
　＜第３実施例＞
　図９を用いて第３実施例について説明する。第３実施例は同時判定回路２３ａにもカウ
ンタ２７が接続されている他，カウンタ制御回路２３ｂに接続されるカウンタ２４の種類
が増加している点が前記の第１，第２実施例とは異なる。Ｘ線ＣＴ装置Ｓでは検出器ピク
セル９でのＸ線の検出数が非常に多く，数十から数百Ｍｃｐｓのイベントを処理する必要
がある。このような高計数率下の状態で同時判定を行った場合，１つのＸ線が２つにわか
れたものだけではなく（図６や図７に示されたものだけでなく），偶然同時に検出されて
しまう偶発同時計数という現象が発生する。
【００４５】
　本実施例では偶発同時計数を補正する手段を備える面で前記の第１，第２実施例と異な
る。偶発同時計数が起きると本来の２つのイベントが１つのイベントとして計測されてし
まう。本実施例ではカウンタ制御回路２３ｂが制御するカウンタ２４に同時，非同時関係
なくカウントを増加させる単純カウンタ（単純計数のカウンタ）をカウンタ２４に加える
。画像再構成ではエネルギースペクトルと計数率をパラーメータとして同時計数のカウン
タ２４，非同時計数のカウンタ２４，単純計数のカウンタ２４のカウント値がいくつにな
るかを計算しておき，その逆計算を行うことで正しいエネルギースペクトルと計数率を推
定することが可能である。
【００４６】
　ちなみに，図９において枠内に単に「Ｌ」「Ｈ」と記載されているのが単純計数のカウ
ンタ２４である。他のカウンタ２４（非同時計数のカウンタ２４と同時計数のカウンタ２
４）が同時判定の結果に応じていずれかに値を加算するのに対して，単純計数のカウンタ
２４は同時判定の結果を参照しないで単純に値を増加させる。
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【００４７】
　また，図９に示されるとおり本実施例では同時計数のカウンタをカウンタ２７として同
時判定回路２３ａにも接続する。この同時計数のカウンタ２７はピクセル間の同時イベン
トを計数する。補足すると，この同時計数のカウンタ２７は読出し回路ブロック２０の組
合せごと（検出器ピクセル９の組合せごと）に備わる。なお，図示は省略しているが，こ
のカウンタ２７はエネルギーウインドウごとに３種のカウンタを持っており，片側のピク
セルがもう一方よりも高い時にカウントするカウンタが２つと，両方のエネルギーウイン
ドウが等しい時にカウントするカウンタが１つ，計３つからなる。つまり，一方のピクセ
ルと他方のピクセルにおいて，カウンタ２７は，一方が高い場合，両方が等しい場合，一
方が低い場合のカウンタを備えている。
【００４８】
　なお，Ｘ線ＣＴにおいては被検者５の体内で発生する散乱線を除去するために，斜め方
向から検出器ピクセル９に入射するＸ線を遮るコリメータが設けられている。コリメータ
はタングステンなどのＸ線の阻止能が高い物質にてスリットを形成したものである。この
散乱線除去のコリメータのため，検出器において一部Ｘ線が照射されない領域が生じる。
本実施例ではピクセルの境界（検出器ピクセル９同士の間）にこのＸ線が照射されない位
置が一致するようにコリメータを配置する。スリットの間隔よりもピクセルのピッチが細
かいためスリット間に２～４ピクセルの検出器ピクセル９が配置される。スリットの間隔
と検出器ピクセル９のピッチは整数倍の比率になるようにすることが望ましい。コリメー
タの影となる部分ではピクセルの境界で反応するＸ線が減るために２つのイベントに分割
される割合がコリメータの陰にならない部分に比べて減少する。本実施形態ではコリメー
タの影となる部分を含むピクセルと含まないピクセルのカウント値を用いて偶発同時計数
の割合を推定し，真のカウント値を求める。この真のカウント値から画像再構成を実施す
る。すなわち，同時計数のカウンタ２４（２７）のうち，コリメータの影の部分とそれ以
外の部分の計数を分離して集計し，計数率の誤差を補正する。
【００４９】
　ちなみに，図６（図７）では一例として検出器ピクセル９が５×６マトリックスに配置
された検出器１０を示しているが，各検出器ピクセル９にはアドレスが付されて各位置を
一意に特定可能である。そして各検出器ピクセル９のうちどの検出器ピクセル９がコリメ
ータの陰になるかが特定可能である。
【００５０】
　なお，図９ではカウンタ制御回路２３ｂにカウンタ２４が６つ接続されている例を示し
ているが，カウンタ制御回路２３ｂには４つのカウンタ２４（非同時計数のカウンタ２４
が２つ，単純計数のカウンタ２４が２つ）が接続されているものとし，一方，同時判定回
路２３ａに同時計数のカウンタ２７が所定数接続されているものとしてもよい。
【００５１】
　＜その他１＞
　前記した実施例では，検出器１０（検出器ピクセル９）内での散乱などによって１つの
Ｘ線イベントが３つ以上のピクセルにわたって計測（分割して計測）されてしまう場合に
ついて，このような場合は個々のピクセルでの波高値が低下するため（つまりエネルギー
ウインドウが低下するため），そのようなＸ線イベントについての処理を省略することと
した。換言すると，同時判定回路２３ａにおける同時判定は２つのピクセルでの同時であ
ることを前提に，自身のピクセルと同じエネルギーウインドウのピクセルが近傍にもう１
つ存在する同時判定の場合（ステップＳ９→Ｙｅｓの場合）は，カウンタ制御回路２３ｂ
は同時計数のカウンタ２４に０．５を加算していた。しかし，ピクセルのサイズがさらに
微細化された場合，１つのＸ線イベントが３つ以上のピクセルにわたって計測されること
も増えてくると考えられる。この場合，同時判定回路２３ａにおける同時判定のピクセル
数（同時と判定されたピクセル数）を計算し，加算するカウント値が同時判定のピクセル
数に応じたものとなるように，カウンタ制御回路２３ｂが同時計数のカウンタ２４の制御
を行う構成とする。具体的には，図５のフローチャートにおいて，自身のピクセルの近傍
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に自身と同じエネルギーウインドウのピクセルが１つ存在する場合（自身を含めて２つ存
在する場合）（ステップＳ９参照），ステップＳ１１では同時計数のカウンタ２４に１／
２＝０．５を加算する。一方，自身のピクセルの近傍に自身と同じエネルギーウインドウ
のピクセルが２つ存在する場合（自身を含めて３つ存在する場合）（ステップＳ９参照）
，ステップＳ１１では同時計数のカウンタ２４に１／３＝０．３３を加算する。
【００５２】
　つまり，カウンタ制御回路２３ｂは，同時判定のピクセル数（同じエネルギーウインド
ウのピクセル数）に応じたカウント値を同時計数のカウンタ２４に加算する。換言すると
，カウンタ制御回路２３ｂは，カウンタ２４におけるカウント値の増加量を，同時判定回
路２３ａの判定結果に基づいて変更する。さらに換言すると，カウンタ制御回路２３ｂは
，同時判定のピクセル数（同じエネルギーウインドウのピクセル数）の逆数となる重みに
よりカウント値の増加量を算出する。なお，前記したように，１つのＸ線イベントが３つ
以上のピクセルにわたって計測されてしまう場合は，個々のピクセルでのエネルギーウイ
ンドウ（波高値）が低下することになる。このため，このような同時判定の処理は，コン
パレータ２２の数をさらに増やしてエネルギーウインドウを細分化した上で行うとよい（
前記の実施例ではエネルギーウインドウは高低２つである）。
【００５３】
　ちなみに，カウンタ２４が整数値の加算を行うものであるならば，例えばカウント値の
増加量を１００倍して加算して，最後に１００で割ればよい。例えば，カウント値の増加
量が０．５の場合は５０を，カウント値の増加量が０．３３の場合は３３を同時判定のカ
ウンタ２４に加算し，最後に１００で割ればよい。また，このような処理を行う場合，「
近傍」の範囲に関して，斜めを含む８ピクセルや，２ないし，３ピクセル離れたピクセル
を含むところまで近傍の範囲を広げることが望ましい。なお，このように近傍の範囲を広
げた場合，同時判定回路２３ａは広げた近傍の範囲に属するピクセルのコンパレータ２２
（２２ａ，２２ｂ）と接続されることとなる（図４参照）。
【００５４】
　＜その他２＞
　以上説明した本発明は上記した実施例（第１～第３実施例）のみに限定されるものでは
なく，発明の本質的な効果を奏する範囲で様々な変形例が含まれる。例えば上記した実施
例は，本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり，必ずしも説明し
た全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また，ある実施例の構成の一部を
他の実施例の構成に置き換えることが当然可能であり，ある実施例の構成に他の実施例の
構成を加えることも当然可能である。また，各実施例の構成の一部について，他の構成の
追加・削除・置換をすることも可能である。
【００５５】
　各実施例において，制御線や情報線は，説明上必要と考えられるものを示しており，製
品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には，殆ど全ての構
成が相互に接続されていると考えてもよい。また，各処理はハードウエア的に行われても
ソフトウェア的に行われてもよい。また，ガンマ線の検出に本発明を適用してもよい。例
えば放射性の薬剤によって被検者５の体内から放出される放射線（ガンマ線）を検出（計
数）するのに（つまり核医学診断装置に），本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　Ｓ　Ｘ線ＣＴ装置（放射線撮像装置）
　１　ガントリ
　２　データ収集装置
　３　画像表示装置
　４　ベッド
　５　被検者
　６　Ｘ線管
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　７　検出器パネル
　８　検出器モジュール
　９　検出器ピクセル
　１０　検出器（放射線検出器）
　１１　ＡＳＩＣ（放射線計数装置）
　１２　保持基板
　２０　読出し回路ブロック（計測回路）
　２１　チャージアンプ
　２２　コンパレータ（計測回路）
　２２ａ　（閾値が低い）コンパレータ
　２２ｂ　（閾値が高い）コンパレータ
　２３　制御回路
　２３ａ　同時判定回路
　２３ｂ　カウンタ制御回路
　２４　カウンタ
　２５　データ制御回路
　２７　カウンタ（第３実施例）
　１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ　Ｘ線イベント

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 6375054 B2 2018.8.15

【図８】 【図９】



(17) JP 6375054 B2 2018.8.15

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    6/03     ３２０Ｒ        　　　　　

    審査官  山口　敦司

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１３／００２８３８２（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１２／０３０５７８６（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１３／０８９１５４（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｔ１／００－１／１６
              　　　　１／１６７－７／１２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

