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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を受信し、受信したＸ線の信号を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記撮像手段の撮像モードを設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記撮像手段におけるＸ線の信号の変
換を制御する制御手段と、
　前記画像信号を外部装置に出力するための通信インタフェースを少なくとも二つ以上備
える通信手段と、
　前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記通信手段が備える通信インタフェ
ースから前記画像信号を外部装置に出力するときに用いる通信インタフェースを選択する
選択手段と
　を備えることを特徴とする画像撮影装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記設定手段で設定された撮像モードまたは、前記撮像手段において
単位時間当たりに取得された前記Ｘ線の信号のデータ量と閾値との比較に応じて、前記画
像信号を外部装置に出力するときに用いる通信インタフェースを選択する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像撮影装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記設定手段で設定された撮像モードまたは、前記撮像手段において
単位時間当たりに取得された前記画像信号に基づく画像枚数と閾値との比較に応じて、前
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記画像信号を外部装置に出力するときに用いる通信インタフェースを切り替える
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像撮影装置。
【請求項４】
　前記通信手段は、少なくとも１つの有線通信インタフェースと少なくとも１つの無線通
信インタフェースとを備える
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像撮影装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、前記通信手段が備える通信インタフェースの通信が切断された場合、
前記切断された通信インタフェースと異なる通信インタフェースを選択する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像撮影装置。
【請求項６】
　前記有線通信インタフェースは、通信ケーブルを着脱可能な構造を有し、
　前記制御手段は、前記通信ケーブルの着脱状態を判定し、当該判定結果に基づき、前記
撮像手段におけるＸ線の信号の変換を制御する
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像撮影装置。
【請求項７】
　前記閾値を設定する設定手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の画像撮影装置。
【請求項８】
　Ｘ線を受信し、受信したＸ線の信号を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記撮像手段の撮像モードを設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記撮像手段におけるＸ線の信号の変
換を制御する制御手段と、
　前記画像信号を外部装置に出力するための通信インタフェースを少なくとも二つ以上備
える通信手段と、
　前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記通信手段が備える通信インタフェ
ースから前記画像信号を外部装置に出力するときに用いる通信インタフェースを選択する
選択手段とを備える画像撮影装置と、
　被写体に対してＸ線を照射するＸ線発生部と、
　操作者が撮影の指示を行うための操作部と、
　前記画像信号に基づく画像に対して画像処理を行う画像処理部と、
　前記画像処理部で画像処理された画像を表示する表示部とを備え、
　前記制御手段は、前記操作部の指示に基づき、前記撮像手段と前記Ｘ線発生部とを制御
する
　ことを特徴とする画像撮影システム。
【請求項９】
　撮像手段が、Ｘ線の信号を画像信号に変換する撮像工程と、
　設定手段が、前記撮像工程における撮像モードを設定する設定工程と、
　制御手段が、前記設定工程で設定された撮像モードに基づき、前記撮像工程におけるＸ
線の信号の変換を制御する制御工程と、
　選択手段が、前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記画像信号を外部装置
に出力するための通信インタフェースを少なくとも二つ以上備える通信手段から前記画像
信号を外部装置に出力するときに用いる通信インタフェースを選択する選択工程と
　を備えることを特徴とする画像撮影方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　Ｘ線の信号を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記撮像手段における撮像モードを設定する設定手段と、
　前記設定工程で設定された撮像モードに基づき、前記撮像工程におけるＸ線の信号の変
換を制御する制御手段と、
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　前記設定手段で設定された撮像モードに基づき、前記画像信号を外部装置に出力するた
めの通信インタフェースを少なくとも二つ以上備える通信手段から前記画像信号を外部装
置に出力するときに用いる通信インタフェースを選択する選択手段と
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線に感度がある固体撮像素子を備える画像撮影装置及びその制御方法、プ
ログラム、その画像撮影装置を備える画像撮影システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、医療分野においては単純Ｘ線撮影装置、ＣＴ、ＭＲＩ等の様々な検査装置が存在
し、それらの検査装置から得られる画像を利用して診断を行なう「画像診断」が活発に行
なわれている。また、血管造影撮影等では、Ｘ線動画像をリアルタイムにモニタに表示す
ることによって血管内に流入する造影剤の様子を確認することが行われている。
【０００３】
　従来、このような撮影は、ＩＩ（イメージインテンシファイア）を用いて行われてきた
が、近年、固体撮像素子を利用したＸ線センサ（例えば、フラットパネルディテクタ）が
登場し、静止画撮影のみならず動画撮影でも利用され始めている。
【０００４】
　また、このようなＸ線撮影装置で撮影された画像は、制御用ＰＣに転送することによっ
て、その制御用ＰＣで画像診断が実現される。
【０００５】
　例えば、特許文献１では、光ファイバケーブルを介して、Ｘ線画像撮影部と制御用ＰＣ
間を接続することで、画像データの高速転送を図る構成を開示している。
【特許文献１】特開２００２－１９９２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、フラットパネルディテクタ等のセンサを用いた撮影においては、従来か
ら行われている胸部一般撮影等のような静止画撮影が行われる。これに加えて、この撮影
では、ＩＶＲ（インターベンショナルラジオロジー）といった動画撮影への利用が進んで
いる。このように、ひとつのセンサを使って静止画（撮影画像）、動画（透視画像）の撮
影を行うことが可能となっている。このとき、センサが取得した画像データを出力する際
には、静止画（撮影画像）、動画（透視画像）に関わらず、単一の通信インタフェースを
使用して行われている。
【０００７】
　このような撮影環境のシステムで使用する通信インタフェースは、通常、有線インタフ
ェースとなっている。そのため、静止画データと動画データを別々に取得したり、有線ネ
ットワークの取り回しが難しい場合がある。しかしながら、既存の構成では、有線インタ
フェースに代えて、無線インタフェースを使用可能とする柔軟なシステム構成を組むこと
はできない。また、通信路がひとつの場合、データ転送中に通信が途絶えてしまうと、そ
の通信路が復旧するまでデータ転送を再開することができないという問題もある。
【０００８】
　また、上述の特許文献１に記載される構成は、大容量化する画像データをいかに高速に
制御用ＰＣ（パーソナルコンピュータ）へ転送するかについて検討されたものである。そ
のため、複数の通信インタフェースを利用することや、撮影方法や画像の種類に応じて通
信インタフェースを柔軟に切り替えるといったことには言及されていない。
【０００９】
　このように、従来の撮影装置によって得られた画像データは、その撮影方法や画像の種
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類に関わらず単一の通信インタフェースからのみ出力されていたため、使用者の目的に応
じてシステムを柔軟に構成することができない。
【００１０】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、撮影方法や画像の種類に応
じて、より適切な画像撮影システムを構築することができる画像撮影装置及びその制御方
法、プログラムに関するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するための本発明による画像撮影装置は以下の構成を備える。
【００１２】
　Ｘ線に感度がある固体撮像素子を備える画像撮影装置であって、
　Ｘ線を受信し、受信したＸ線信号を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記撮像手段を用いる撮影を含む、当該画像撮影装置の制御を行う制御手段と、
　前記撮像手段において取得された画像信号を出力するための通信インタフェースを少な
くとも２つ以上備える通信手段と
　を備える。
【００１３】
　また、好ましくは、撮影モードを設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された撮影モードに応じて、前記制御手段は、前記通信手段におい
て、前記画像信号の出力に用いる通信インタフェースを切り替える切替手段と
　を更に備える。
【００１４】
　また、好ましくは、前記撮像手段において単位時間当たりに取得されたデータ量と閾値
との比較に応じて、前記通信手段において、前記画像信号の出力に使用する通信インタフ
ェースを切り替える切替手段を更に備える。
【００１５】
　また、好ましくは、前記撮像手段において単位時間当たりに取得された画像枚数と閾値
との比較に応じて、前記通信手段において、前記画像信号の出力に用いる通信インタフェ
ースを切り替える切替手段を更に備える。
【００１６】
　また、好ましくは、前記通信インタフェースは、少なくとも１つの有線通信インタフェ
ースと少なくとも１つの無線通信インタフェースから構成される。
【００１７】
　また、好ましくは、前記制御手段は、前記通信手段において、一方の通信インタフェー
スを使用中に通信が切断された場合、他方の通信インタフェースに切り替える。
【００１８】
　また、好ましくは、前記通信手段は、前記有線通信インタフェースに通信ケーブルを着
脱可能な構造を有し、
　前記制御手段は、前記有線通信インタフェースに接続されている通信ケーブルの着脱状
態から有線インタフェースを使用できるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記撮像手段による撮像を禁止する禁止手段と
　を更に備える。
【００１９】
　また、好ましくは、前記無線通信インタフェースの無線モジュールが、当該画像撮影装
置の被写体から所定距離を保ちながら無線通信を行うことのできる構造を備える。
【００２０】
　また、好ましくは、前記閾値を設定する閾値設定手段を更に備える。
【００２１】
　上記の目的を達成するための本発明による画像撮影システムは以下の構成を備える。即
ち、
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　上記の画像撮影装置を備える画像撮影システムであって、
　被写体に対してＸ線を照射するＸ線発生部と、
　前記Ｘ線発生部及び前記画像撮影装置を制御する撮影制御部と、
　前記撮影制御部に対して操作者が撮影の指示を行うための操作部と、
　前記画像撮影装置によって取得された画像信号を受信し、画像処理を行う画像処理部と
、
　前記画像処理部によって画像処理された画像信号を表示する表示部と
　を備える。
【００２２】
　上記の目的を達成するための本発明による画像撮影装置の制御方法は以下の構成を備え
る。即ち、
　Ｘ線に感度がある固体撮像素子を備える画像撮影装置の制御方法であって、
　受信したＸ線信号を画像信号に変換する撮像工程と、
　前記撮像工程による撮影モードに基づいて、前記撮像工程において取得された画像信号
の出力に用いる通信インタフェースを、前記画像撮影装置が備える少なくとも２つの通信
インタフェースから選択する選択工程と
　を備える。
【００２３】
　上記の目的を達成するための本発明によるプログラムは以下の構成を備える。即ち、
　Ｘ線に感度がある固体撮像素子を備える画像撮影装置の制御をコンピュータに実行させ
るためのプログラムであって、
　受信したＸ線信号を画像信号に変換する撮像工程と、
　前記撮像工程による撮影モードに基づいて、前記撮像工程において取得された画像信号
の出力に用いる通信インタフェースを、前記画像撮影装置が備える少なくとも２つの通信
インタフェースから選択する選択工程と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、撮影方法や画像の種類に応じて、より適切な画像撮影システムを構築
することができる画像撮影装置及びその制御方法、プログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２６】
　＜実施形態１＞
　図１は本発明の実施形態１の画像撮影装置の概観を示す図である。
【００２７】
　１００は本画像撮影装置本体であるＸ線センサである。このＸ線センサ１００をＸ線発
生装置に正対して配置することで、これらの間に介在する被写体を透過したＸ線を受光す
るＸ線撮影を行う。１０１は被写体を透過したＸ線を受光するＸ線受光部であり、例えば
、Ｘ線に感度がある固体撮像素子を備える。
【００２８】
　１０２はＸ線受光部１０１が受光したＸ線信号を変換して得られる画像信号を出力する
ための通信ケーブルを着脱する第１コネクタである。１０３も、第１コネクタ１０２と同
じく画像信号を出力するための通信ケーブルを着脱する第２コネクタである。１０４は画
像信号を伝送するための通信ケーブルであり、第１コネクタ１０２及び第２コネクタ１０
３に対して着脱することができる。
【００２９】
　また、Ｘ線センサ１００は、通信ケーブル１０４を介して、ホスト端末と接続すること
ができる。このホスト端末は、Ｘ線発生装置に接続されていても良く、Ｘ線センサ１００
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と、Ｘ線発生装置及びホスト端末によって、撮影システムを構築することも可能である。
この場合、ホスト端末からＸ線発生装置へＸ線の曝射指示（撮影）を行うことが可能であ
る。
【００３０】
　次に、実施形態１の画像撮影装置の機能構成について、図２を用いて説明する。
【００３１】
　図２は本発明の実施形態１の画像撮影装置の機能構成を示す図である。
【００３２】
　２００は本画像撮影装置であるＸ線センサであり、図１のＸ線センサ１００と等価であ
る。２０１は被写体を透過してきたＸ線を受信し、得られるＸ線信号を画像信号へと変換
するＸ線撮像部である。
【００３３】
　２０２はＸ線撮像部２０１の駆動や、Ｘ線撮像部２０１において取得された画像信号の
転送等の撮影に関する各種制御を行う制御部である。２０３はＸ線撮像部２０１において
取得された画像信号を出力するための通信部である。通信部２０３は、画像信号を出力す
るための第１通信インタフェース２０３１及び第２通信インタフェース２０３２を備えて
いる。
【００３４】
　尚、この第１通信インタフェース２０３１及び第２通信インタフェース２０３２は、図
１の第１コネクタ１０２及び第２コネクタ１０３それぞれに対する通信インタフェースで
ある。
【００３５】
　また、第１通信インタフェース２０３１及び第２通信インタフェース２０３２の具体例
としては、ＵＳＢ（１．０／２．０）インタフェース、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース
等のシリアルインタフェースがある。更には、無線ＬＡＮ、イーサネット（登録商標）（
１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ））等のネットワークインタフェース、光ファイバ
ーを用いることも可能である。
【００３６】
　そして、用途や目的に応じて、第１通信インタフェース２０３１及び第２通信インタフ
ェース２０３２に対して、必要な通信規格の通信インタフェースを適用すればよい。例え
ば、第１通信インタフェース２０３１に第１転送速度の通信インタフェース、第２通信イ
ンタフェース２０３２に第１転送速度より高速の第２転送速度の通信インタフェースと構
成することが可能である。
【００３７】
　このような構成の場合、高い転送速度が比較的要求されない静止画については第１通信
インタフェース２０３１を用い、高い転送速度が要求される動作については第２通信イン
タフェース２０３２を用いるというような使い方が可能となる。
【００３８】
　次に、実施形態１の画像撮影装置の撮影処理について、図３を用いて説明する。
【００３９】
　図３は本発明の実施形態１の画像撮影装置の撮影処理を示すフローチャートである。
【００４０】
　尚、図３では、被写体からの透過Ｘ線を受信して、それを画像信号へ変換して、出力す
るまでの処理を示すものである。また、この処理は、制御部２０２の制御に基づいて実行
される。
【００４１】
　まず、ステップＳ３００で、Ｘ線受信の待機状態である、曝射待機を実行する。ステッ
プＳ３０１で、曝射信号を受信して、透過Ｘ線を示すＸ線情報の読取を開始する。具体的
には、操作者が、Ｘセンサ１００上あるいはＸ線発生装置上の曝射ボタンやフットスイッ
チ等の操作部を用いて、Ｘ線発生装置にＸ線曝射の指示を行うと、Ｘ線発生装置から曝射
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信号が発生し、これを画像撮影装置が受信する。この曝射信号を受信すると、Ｘ線情報の
読取を開始し、それを画像信号へ変換する。
【００４２】
　ステップＳ３０３で、出力に用いる通信インタフェースを決定するために、撮影モード
を取得する。ここで、撮影モードとは、Ｘ線撮影方法を意味し、より一般的には透視撮影
／一般撮影や静止画／動画等の分類を指す。
【００４３】
　ステップＳ３０４で、ステップＳ３０３において取得した撮影モードに基づき、画像デ
ータの転送に使用する通信インタフェースを選択する。
【００４４】
　例えば、静止画モードである場合、画像信号転送には第１コネクタ１０２に接続された
通信ケーブルを使用する。また、動画モードの場合は、第２コネクタ１０３に接続された
通信ケーブルを使用してデータを出力する。
【００４５】
　尚、撮影モードは、撮影時に操作者が指示した情報に基づいて得ることができる。即ち
、操作者が予め本画像撮影装置に備えられた撮影モードスイッチで設定することができる
。あるいは、外部装置（ホスト端末）の操作部からの制御信号に撮影モードの設定情報を
含めておき、本画像撮影装置がその制御信号を受信した際に、その制御信号中の撮影モー
ドの設定情報に基づいて、撮影モードを設定しても良い。
【００４６】
　ここで、撮影モードの設定方法に関しては、撮影モードを設定できる方法であれば、ど
のような方法であってもよく、撮影モードの設定方法自体は本発明の本質ではない。
【００４７】
　そして、ステップＳ３０５で、ステップＳ３０４において選択された通信インタフェー
スを用いて画像信号を出力する。
【００４８】
　次に、実施形態１の画像撮影装置を使用した撮影システムの構成例について、図４を用
いて説明する。
【００４９】
　図４は本発明の実施形態１の撮影システムの構成例を示す図である。
【００５０】
　特に、図４では、画像撮影装置に備わる２つの通信インタフェースをそれぞれ別の画像
処理部と接続した構成を示している。
【００５１】
　４００はＸ線撮影における被写体である。４０１は本画像撮影装置及びＸ線発生部（Ｘ
線発生装置）４０３を制御する撮影制御部である。４０２は撮影制御部４０１に対して撮
影指示及び撮影条件（撮影モード等）設定等の、撮影に係る各種操作を行なうための操作
部である。４０３は撮影制御部４０１から伝達される制御信号に基づきＸ線を発生するＸ
線発生部である。
【００５２】
　４０４はＸ線発生部４０３より照射され被写体４００を透過したＸ線を受光し、画像信
号へと変換するＸ線センサ部であり、本画像撮影装置そのものである。４０７Ａ及び４０
７Ｂはそれぞれ、Ｘ線センサ部４０４で取得された画像信号を受信し、階調変換や補正処
理等の画像処理を行う第１画像処理部及び第２画像処理部である。４０８Ａ及び４０８Ｂ
はそれぞれ、画像処理部４０７において処理された画像を表示する表示部である。これら
は、液晶ディスプレイやＣＲＴ等の一般的なモニタによって構成される。
【００５３】
　尚、第１画像処理部４０７Ａ及び第２画像処理部４０７Ｂはそれぞれ、図２の第１通信
インタフェース２０３１及び第２通信インタフェース２０３２を介して、Ｘ線センサ部４
０４と接続される。
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【００５４】
　操作者は、被写体４００の撮影目的とする部位がＸ線センサ部４０４で撮影されるよう
に、Ｘ線センサ部４０４とＸ線発生部４０３とを配置し、操作部４０２上で撮影部位設定
等の撮影前の設定を行う。更に、操作者がＸ線曝射（撮影）を指示すると、Ｘ線発生部４
０３よりＸ線が照射され、Ｘ線センサ部４０４が被写体４００を透過してきたＸ線を受信
する。
【００５５】
　Ｘ線センサ部４０４は、透過Ｘ線を受信して画像信号を生成すると、第１通信路４０５
もしくは第２通信路４０６から画像信号を第１画像処理部４０７Ａ及び第２画像処理部４
０８Ｂへ転送する。尚、これらの通信路には、上述したように、例えば、イーサネット（
登録商標）や専用線等のデータ転送ケーブルを使用でき、Ｘ線センサ部４０４の通信イン
タフェースはこれらのケーブルを着脱可能な構造をとなっている。
【００５６】
　また、第１画像処理部４０７Ａ及び第１表示部４０８Ａは、例えば、透視撮影画像を処
理する透視用画像処理ワークステーションの構成要素とすることができる。これに対して
、第２画像処理部４０７Ｂ及び第２表示部４０８Ｂは、例えば、撮影画像を処理する撮影
用画像処理ワークステーションの構成要素とすることができる。
【００５７】
　そして、図４によれば、Ｘ線センサ部４０４から得られる画像信号を第１通信路４０５
を通じて第１画像処理部４０７Ａへ転送し、第２通信路４０６を通じて第２画像処理部４
０８Ｂへ転送する。このような構成を組むことによって、Ｘ線センサ部４０４で透視撮影
を行った場合は透視用画像処理ワークステーションへ転送し、一般撮影を行った場合は撮
影用画像処理ワークステーションへ転送することが可能となる。
【００５８】
　これに加えて、両方の通信インタフェースを同じ用途に使用することで冗長性を保った
システムを構成することが可能となる。この場合、撮影モードに応じて通信インタフェー
スを切り替えるのではなく、複数の通信インタフェースを使用して同じ画像信号を各転送
先へ転送する。つまり、第１通信路４０５及び第２通信路４０６ともに同じ画像信号を転
送し、複数のモニタで同じ画像を参照することが可能となる。
【００５９】
　このような使用方法を採用する場合、操作者はＸ線センサ部４０４に対して、Ｘ線セン
サ部４０４で取得された画像信号を複数の通信インタフェースを使用して各転送先に同時
送信することを通知（表示情報、音声情報等）する必要がある。この通知を行うための設
定は、例えば、操作部４０２から行っても良いし、予めＸ線センサ部４０４に対してスイ
ッチ等の設定部で設定しても構わない。
【００６０】
　尚、実施形態１においては、簡単のため、画像撮影装置に２つの画像処理部（ワークス
テーション）に接続する例で説明したが、Ｘ線センサ部である画像撮影装置のインタフェ
ースの数は、２つに限定されるものではない。つまり、画像処理部は、Ｘ線センサ部４０
４の通信インタフェース数分だけ接続して構成できることはいうまでもない。
【００６１】
　以上説明したように、実施形態１によれば、画像撮影装置に複数の通信インタフェース
を備えることによって、画像撮影装置で撮影した画像の転送に係る構成を、用途や目的に
応じて、柔軟に変更することが可能となる。
【００６２】
　＜実施形態２＞
　実施形態１においては、撮影モードに応じて、画像撮影装置で使用する通信インタフェ
ースを適応的に切り替える構成について説明したが、これに限定されるものではない。
【００６３】
　例えば、所定枚数（例えば、一秒当たり３０枚）以上の画像を得る撮影を行う場合は、
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画像出力インタフェースとして第１通信インタフェース２０３１を使用し、所定枚数未満
の場合は第２通信インタフェース２０３２を使用する構成とすることも可能である。
【００６４】
　つまり、Ｘ線センサ２００が単位時間当たりに取得する画像枚数に応じて、通信インタ
フェースを選択する構成とすることも可能である。
【００６５】
　一般的な透視撮影では、秒当たり数十枚の画像が取得される。そのため、例えば、一秒
当たり２０枚以上の画像データが得られる場合は透視撮影、２０枚未満の画像データが得
られる場合は一般撮影と判定、それぞれの通信インタフェースを使い分けることが可能と
なる。
【００６６】
　この場合、透視撮影画像の転送には高速の通信インタフェースを選択し、一般撮影画像
の転送には低速の通信インタフェースを選択することで、通信に係る負荷を効率的に分散
させることができる。あるいは、透視撮影画像の転送には２つの通信インタフェースを同
時使用し、一般撮影画像の転送には１つの通信インタフェースを使用する構成とすること
も可能である。
【００６７】
　尚、透視撮影、一般撮影の判定に使用する画像枚数の閾値は、予め画像撮影装置が保持
していても、ユーザが操作部を介して任意に設定できるようにしても構わない。また、こ
れらの閾値の設定は、Ｘ線センサ１００に専用の設定部があっても、外部装置から設定信
号を画像撮影装置が受信することによって設定されても良い。つまり、閾値の設定が可能
な方法であれば、どのような方法を用いても構わない。
【００６８】
　以上説明したように、実施形態２によれば、実施形態１で説明した効果に加えて、単位
時間当たりに取得する画像枚数に応じて、通信インタフェースを適応的に選択することが
可能となる。
【００６９】
　＜実施形態３＞
　実施形態２においては、撮影時の単位時間当たりに取得される画像枚数に応じて、イン
タフェースを切り替える構成について説明したが、これに限定されるものではない。
【００７０】
　例えば、Ｘ線センサ２００において取得した画像データのサイズもしくは単位時間当た
りに取得されたデータ量（ピクセルレート）に応じて、通信インタフェースを選択するこ
とも可能である。
【００７１】
　即ち、閾値以上のデータサイズの画像を取得した場合は第１通信インタフェース、閾値
未満のデータサイズの画像を取得した場合は第２通信インタフェースを使用する。
【００７２】
　一般的に透視撮影と一般撮影では、透視撮影画像の方がデータサイズが小さい。そのた
め、例えば、撮影によって得られる画像データのデータサイズが５メガバイト以上である
場合には一般撮影画像、５メガバイト以下である場合には透視撮影画像であると判定し、
データ転送用の通信インタフェースを使い分けることが可能となる。
【００７３】
　また、透視撮影画像の転送には１つの通信インタフェースを同時使用し、一般撮影画像
の転送には２つの通信インタフェースを使用する構成とすることも可能である。
【００７４】
　また、ピクセルレートで判定する場合には、１秒当たりに２メガバイト以上／未満とい
うように、単位時間当たりのデータ取得量で使用する通信インタフェースを選択するよう
にしても良い。尚、透視撮影、一般撮影の判定に使用するデータサイズ、ピクセルレート
の閾値は、予め画像撮影装置が保持していても、ユーザが操作部を介して任意に設定でき
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るようにしても構わない。
【００７５】
　以上説明したように、実施形態３によれば、実施形態１で説明した効果に加えて、単位
時間当たりに取得する画像データのデータサイズに応じて、通信インタフェースを適応的
に選択することが可能となる。
【００７６】
　＜実施形態４＞
　Ｘ線センサ１００に備わる複数の通信インタフェースを１つの画像処理部に接続する場
合、通信路の接続が途切れたり、通信ケーブルが抜けてしまった場合は、即座に使用可能
な通信路に切り替えてデータ転送を行うようにしても良い。
【００７７】
　また、一方の通信インタフェースを使用中に通信ケーブルが抜ける等して接続が途切れ
た場合には、Ｘ線センサ２００の制御部２０２が即座に撮影を中断し、Ｘ線発生部へ曝射
信号を停止するようにしても良い。このように、万が一撮影できないような場合が発生し
ても不要な被曝を抑えることができる。この場合、通信路を切り替える直前に転送済のデ
ータを、再度送信するように構成することによりデータを確実に転送することができる。
尚、再転送するデータは、１回に転送するデータ量であればよい。
【００７８】
　以上説明したように、実施形態４によれば、実施形態１で説明した効果に加えて、シス
テムのフォルトトレーランスを向上させることが可能となり、かつフェールセーフなシス
テムを実現することができる。
【００７９】
　＜実施形態５＞
　実施形態５では、本画像撮影装置であるＸ線センサ１００に備わる通信インタフェース
として有線通信インタフェース、無線通信インタフェースを１つずつ備える構成について
説明する。例えば、図２において、第１通信インタフェース２０３１を有線通信インタフ
ェース、第２通信インタフェース２０３２を無線インタフェースとする。
【００８０】
　本画像撮影装置は、上述の撮影モード、または単位時間当たりの画像取得枚数もしくは
データ量、または画像データサイズに応じて、有線、無線を使い分けることが可能である
。
【００８１】
　以下、実施形態５の画像撮影装置の動作について、図５を用いて説明する。
【００８２】
　図５は本発明の実施形態５の画像撮影装置の動作を示すフローチャートである。
【００８３】
　尚、図５に示すフローチャートは、制御部２０２の制御に基づいて実行される。
【００８４】
　ステップＳ５００で、撮影モードを取得する。この撮影モードは、上述のように、透視
／撮影または動画／静止画等の分類を示す。ステップＳ５０１で、ステップＳ５００で取
得した撮影モードが透視撮影モードであるか否かを判定する。ここで、透視撮影モードで
あると判定される場合（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、ステップＳ５０２へ進み、有線通
信インタフェース（第１通信インタフェース２０３１）を使用して画像信号を出力する。
【００８５】
　一方、透視撮影モードでないと判定される場合（ステップＳ５０１でＮＯ）、ステップ
Ｓ５０３へ進み、無線通信インタフェースを使用して画像信号を出力する。この場合、有
線通信がなんらかの原因で使用できなくなった場合、たとえ無線通信が可能であっても透
視撮影は使用できない方が好ましい。つまり、Ｘ線センサ１００において有線通信インタ
フェースが使用不可と判定された場合、Ｘ線発生部の曝射を禁止することで被験者に対す
る不用意な被曝を抑えることができる。
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【００８６】
　ここで、使用不可の判定は、制御部２０２が、例えば、有線通信インタフェースに接続
されている通信ケーブルの着脱状態から有線インタフェースを使用できるか否かを判定す
る。そして、この判定結果に基づいて、Ｘ線発生部の曝射を含む、Ｘ線センサ１００の撮
影動作を禁止する。
【００８７】
　さらに、撮影モードによらず有線、無線を必要に応じて使い分けることも可能である。
例えば、回診用のモバイルＸ線撮影装置においては狭い病室で患者とベッドの間にＸ線セ
ンサ１００を挿入するようなこともある。そのため、取り回しの行いやすい無線を使用し
て撮影を行う。一方、手術室での透視撮影時には画像の転送スピードを考慮して、有線イ
ンタフェースを使用するといった使い方が考えられる。
【００８８】
　尚、本画像撮影システムのＸ線センサ２００は、通信インタフェース部（第１通信イン
タフェース２０３１及び第２通信インタフェース２０３２）において、通信ケーブルを着
脱可能な構造を有している。そのため、モバイルＸ線撮影装置、透視撮影装置、一般撮影
装置のような構成を有するＸ線撮影装置であれば、撮影システムによらず使用することが
可能であることはいうまでもない。
【００８９】
　以上説明したように、実施形態５によれば、実施形態１で説明した効果に加えて、撮影
環境（病室、手術室等）に応じて、通信インタフェースを適応的に選択することが可能と
なる。
【００９０】
　＜実施形態６＞
　Ｘ線撮影を行う際には、無線機器の発する電波が患者のペースメーカや除細動器等の医
療機器に影響を与える可能性がある。そこで、電波を発する無線モジュールを被写体や医
療機器からある一定の距離を保って配置することで、患者のペースメーカやその他の医療
機器に影響を与えずに通信を可能にすることができる。
【００９１】
　図６はある一定の長さを持ったケーブルの先に無線モジュール６０１を組み込んだ通信
インタフェースを示す一例である。図６に示す構造にすることによって、通信ケーブルの
取り回しに苦慮することなく無線通信を使用することが可能となる。
【００９２】
　以上説明したように、実施形態６によれば、実施形態１で説明した効果に加えて、より
安全な通信環境を提供することができる。
【００９３】
　＜実施形態７＞
　上記の実施形態１～６は、一例であり、その用途や目的に応じて、これらの実施形態を
任意の組み合わせた実施形態を実現できることは言うまでもない。
【００９４】
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラ
ムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機
器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用し
ても良い。
【００９５】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形
態では図に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムあるいは装置に直接
あるいは遠隔から供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給
されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
【００９６】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
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トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００９７】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００９８】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスクがある。また、更に、記録媒体としては、光磁気ディ
スク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカー
ド、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【００９９】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、その接続先のホームページから本
発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含む
ファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それ
ぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能であ
る。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複
数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである。
【０１００】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【０１０１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。また、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動
しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【０１０２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボ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き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボ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ない、その処理によっても前述した実施形
態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の実施形態１の画像撮影装置の概観を示す図である。
【図２】本発明の実施形態１の画像撮影装置の機能構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１の画像撮影装置の撮影処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態１の撮影システムの構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態５の画像撮影装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態６の無線モジュールを組込んだ画像撮影装置の構成を示す図で
ある。
【符号の説明】
【０１０４】
　１００　Ｘ線センサ
　１０１　Ｘ線受光部
　１０２　第１コネクタ
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　１０３　第２コネクタ
　１０４　通信ケーブル
　２００　Ｘ線センサ
　２０１　Ｘ線撮像部
　２０２　制御部
　２０３　通信部
　２０３１　第１通信インタフェース
　２０３２　第２通信インタフェース
　４００　被写体
　４０１　撮影制御部
　４０２　操作部
　４０３　Ｘ線発生部
　４０４　Ｘ線センサ部
　４０５　第１通信路
　４０６　第２通信路
　４０７Ａ　第１画像処理部
　４０７Ｂ　第２画像処理部
　４０８Ａ　第１表示部
　４０８Ｂ　第２表示部
　６０１　無線モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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