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(57)【要約】
ＣＴ画像を単一の回転で取得することができ、ＣＳＣＴ
画像の取得は、数回の回転を必要とする。本発明の例示
的な実施の形態によれば、ＣＴ／ＣＳＣＴ装置が提供さ
れ、最初の回転の間に取得されたＣＴデータを使用して
、後続する回転のために取得パラメータを最適化する。
さらに、後続するＣＳＣＴスキャンのために電流の変調
を決定するか又は最適な電圧を設定するため、プリスキ
ャナで取得された投影データも使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心のあるオブジェクトを検査するコンピュータ断層撮影装置であって、
　放射線源の経路に沿って移動し、電磁放射線ビームを関心のあるオブジェクトに放出す
る放射線源と、
　前記関心のあるオブジェクトからの個別に散乱及び透過された放射線データを取得する
検出器ユニットと、
　第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて後続する第二のデータ取得
の取得パラメータの最適化を実行する計算ユニットと、
を有するコンピュータ断層撮影装置。
【請求項２】
　前記第一のデータ取得は、前記検出ユニットを使用して前記放射線源の最初の回転の全
部又は一部の間に実行される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項３】
　前記取得パラメータは、前記放射線源の束に対応し、
　当該コンピュータ断層撮影装置は、前記取得された放射線データに基づいて前記放射線
源の束の出力を変調する、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項４】
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、前記第一のデータ取得か
ら得られる投影データの少なくとも１つに基づいて実行される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項５】
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、前記第一のデータ取得か
ら得られる再構成された画像に基づいて実行される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項６】
　前記束の出力の変調は、前記関心のあるオブジェクトが最大の吸収をもつ方向から見ら
れたときに最大値に到達するように実行される、
請求項３記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項７】
　前記計算ユニットは、前記関心のあるオブジェクトの減衰特性の断面画像に基づいて最
適な束の出力の変調を計算する、
請求項３記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項８】
　前記第一のデータ取得は、前記関心のあるオブジェクトのプリスキャンを測定して、プ
リスキャン投影データを得るプリスキャナを使用して実行され、
　前記取得パラメータの最適化は、前記プリスキャンデータに基づく、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項９】
　前記プリスキャナは、マルチビュープリスキャナである、
請求項８記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１０】
　高電圧ジェネレータを更に有し、
　前記取得パラメータは、前記高電圧ジェネレータの電圧に対応し、
　当該コンピュータ断層撮影装置は、前記取得された放射線データに基づいて前記電圧を
決定し、前記後続する第二のデータ取得のために最適化された電圧を得る、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１１】
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　前記計算ユニットは、
　単一の透過画像に基づいて近似的な平均の減衰を計算し、
　前記近似的な平均の減衰に基づいて前記後続する第二のデータ取得のために最適化され
た電圧を計算する、
請求項１０記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１２】
　当該コンピュータ断層撮影装置は、ファンビームのコヒーレントな散乱によるコンピュ
ータ断層撮影装置、コーンビームのコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置
又はダイレクト断層撮影によるコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置から
なるグループのうちの１つとして構成される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１３】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の間にコヒーレントな散乱によ
るコンピュータ断層撮影のスライスが測定される位置に対応する、
請求項８記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１４】
　荷物検査装置、医療向け装置、物質試験装置及び物質化学分析装置からなるグループの
うちの１つとして構成される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１５】
　エネルギー分解によるコヒーレントな散乱のよるコンピュータ断層撮影装置及び非エネ
ルギー分解によるコヒーレントな散乱のコンピュータ断層撮影装置からなるグループのう
ちの１つとして構成される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１６】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の走査時間に対応し、
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、透過された光子束に基づ
いて実行される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１７】
　前記走査時間は、単一の回転の走査時間を前記後続する第二のデータ取得のために使用
される回転数で乗じることで定義される、
請求項１６記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１８】
　前記走査時間は、前もって計算されたスキームに基づいて決定される、
請求項１６記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項１９】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の走査時間に対応し、
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、散乱の光子束に基づいて
実行される、
請求項１記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項２０】
　前記散乱の光子束は、ガントリーの最初の回転の間にモニタされ、前記散乱の光子束か
ら、必要とされる回転数が計算される、
請求項１９記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項２１】
　前記散乱の光子束は、それぞれの投影について記憶され、十分な光子が記録されるまで
それぞれの後続する回転について累積的に加算される、
請求項１９記載のコンピュータ断層撮影装置。
【請求項２２】
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　コンピュータ断層撮影装置による関心のあるオブジェクトを検査する方法であって、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　検出器ユニットにより、第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの
放射線データを取得するステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップと、
を含む方法。
【請求項２３】
　コンピュータ断層撮影装置による関心のあるオブジェクトを検査する画像処理装置であ
って、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトから個別の散乱及び透過された
、取得された放射線データを記憶するメモリと、
　前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて、後続する第二のデー
タ取得の取得パラメータの最適化する計算ユニットと、
を有する画像処理装置。
【請求項２４】
　コンピュータ断層撮影装置により関心のあるオブジェクトを検査するコンピュータプロ
グラムが記憶されるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、
　前記コンピュータは、プロセッサにより実行されたとき、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの放射線データを取得する
ステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップと、
を実行するために構成されるコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２５】
　関心のあるオブジェクトを検査するプログラムであって、
　プロセッサにより実行されたとき、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの放射線データを取得する
ステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップと、
を実行するために構成されるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線画像形成の分野に関する。より詳細には、本発明は、関心のあるオブジ
ェクトの検査向けのコンピュータ断層撮影装置、コンピュータ断層撮影装置による関心の
あるオブジェクトを検査する方法、画像処理装置、コンピュータ読み取り可能な媒体及び
プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　過去数年にわたり、Ｘ線による荷物の検査は、シンプルなＸ線画像形成システムから発
展している。自動的に所定のタイプの物質を認識して、危険な物質が存在する場合にアラ
ームをトリガする洗練された自動化システムへのオペレータによるインタラクションに典
型的に依存していた。
【０００３】
　コヒーレントに散乱されるＸ線光子に基づいた画像形成技術は、いわゆる「コヒーレン
トな散乱によるコンピュータ断層撮影（CSCT:　coherent　scatter　computed　tomograp
hy）」である。このＣＳＣＴは、関心のあるオブジェクトの小さな角度の散乱特性の画像
を生成する技術である。これらの散乱特性は、オブジェクトの分子構造に依存し、それぞ
れの成分の物質に特化したマップを生成することが可能となる。小さい角度の散乱の支配
的な成分は、コヒーレントな散乱である。コヒーレントな散乱スペクトルは、散乱のサン
プルの原子配列に依存し、コヒーレントな散乱のコンピュータは、２次元のオブジェクト
のセクションにわたる空間的な変動、荷物の分子構造又は生体学上の組織を画像形成する
ために高感度の技術である。
【０００４】
　ファンプレーン方向の外に於ける微小な発散をもつ狭帯域のファンビームは、オブジェ
クトに浸透する。ファンプレーンの外の方向に散乱される放射線と同様に、透過される放
射線は、２次元検出ユニットにより検出される。
【０００５】
　コヒーレント散乱プロセスは、むしろありそうもないイベントであり、したがって高い
光子束又は長くされた測定時間が必要とされる。比較では、ＣＴ画像のデータ取得は、少
ない時間又はＸ線束を必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＣＳＣＴ物質分析プロセスをスピードアップするため、改善されたＣＳＣＴデータの取
得を提供することが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の例示的な実施の形態によれば、関心のあるオブジェクトの検査のためにコンピ
ュータ断層撮影装置が提供され、このコンピュータ断層撮影装置は、放射線源の経路に沿
って移動し、電磁放射線ビームを関心のあるオブジェクトに放出する放射線源、関心のあ
るオブジェクトから散乱及び透過された放射線データを個別の取得する検出ユニット、第
一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて後続する第二のデータ取得の取
得パラメータの最適化を実行する計算ユニットを有する。
【０００８】
　したがって、コンピュータ断層撮影装置が提供され、この装置は、プリスキャンの間又
はＣＳＣＴスキャナの最初の回転の間に取得される関心のあるオブジェクトの前の情報を
使用して、たとえばガントリーのその後の回転のためのジェネレータ電圧及びＸ線の管電
流といったような取得パラメータを最適化する。　
　これにより、再構成の品質を維持しつつ、露光時間が低減される。
【０００９】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、第一のデータ取得は、検出ユニットを使用
して放射線源の全部又は一部の最初の回転の間に実行される。
【００１０】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、取得パラメータは、放射線源の電流に対応
し、コンピュータ断層撮影装置は、取得された放射線データに基づいて放射線源の束出力
を変調し、最適化された束の変調が得られる。
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【００１１】
　言い換えれば、最適化されたソースの束（管電流のような）の変調は、最初のデータ取
得の間に実行される。電流の変調は、メインデータの取得プロセスの直前に（メインのＣ
Ｔスキャナモジュールによるか、又はいわゆるプリスキャナにより実行される）プリスキ
ャンの間に取得される情報に基づいて実行される。
【００１２】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、後続する第二のデータ取得の取得パラメー
タの最適化は、第一のデータ取得から得られる投影データ及び第一のデータ取得から得ら
れる再構成された画像データのうちの少なくとも１つに基づいて実行される。
【００１３】
　したがって、本発明のこの例示的な実施の形態によれば、後続するスキャンのスキャン
パタメータの最適化のために純粋な投影データが使用される。代替的に、又は付加的に、
（第二のデータ取得の前に取得されたプリスキャンデータから再構成される）再構成され
た画像データは、スキャンパタメータの最適化のために使用される。
【００１４】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、関心のあるオブジェクトが最大の吸収を持
つ方向から見られたときに最大値に到達するように、束の出力の変調が実行される。
【００１５】
　言い換えれば、電流の変調は、本発明の例示的な実施の形態によれば、それぞれのソー
ス方向で関心のあるオブジェクトの吸収特性に対応する。たとえば、放射線源が高い吸収
の方向にビームを放出する場合、Ｘ線の管電流は高く、放射線源が低い吸収の方向にビー
ムを放出するとき、対応するＸ線の管電流は低い。
【００１６】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、計算ユニットは、関心のあるオブジェクト
の減衰特性の断面画像に基づいて最適な束の出力の変調を計算する。
【００１７】
　したがって、本発明のこの例示的な実施の形態によれば、第一のデータ取得の間に取得
される放射線データは、その減衰特性に関して再構成され、分析される。この分析に基づ
いて、電流の変調が最適化される。
【００１８】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置は、関心のある
オブジェクトのプリスキャンを実行して、プリスキャン投影データを得るプリスキャナを
更に有し、取得パラメータの最適化は、プリスキャン投影データに基づいている。
【００１９】
　言い換えれば、メインスキャンを行う前であって、データ取得システムの前に、第一の
データ取得を実行するために余分のスキャニングユニットが使用される。
【００２０】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、プリスキャナは、マルチビュープリスキャ
ナである。
【００２１】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、断面画像は、放射線源の単一の回転の間に
取得されるＣＴ取得データに基づいて正確に決定される。
【００２２】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置は、関心のある
オブジェクトの透過画像データを測定するプリスキャナを有し、第一のデータ取得の間に
取得される放射線データは透過画像データを有する。
【００２３】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置は、高電圧ジェ
ネレータを更に有し、取得パラメータは、高電圧ジェネレータの電圧に対応し、コンピュ
ータ断層撮影装置は、取得された放射線データに基づいて電圧を決定し、その後の第二の
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データ取得について最適化された電圧が得られる。
【００２４】
　たとえば、本発明の例示的な実施の形態によれば、電圧は、（たとえばスライスのスキ
ャンといった）第二のデータ取得の開始前に計算され、変更される場合がある。
【００２５】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、計算ユニットは、単一の透過画像に基づい
て近似的な平均の減衰を計算し、近似的な平均の減衰に基づいて後続する第二のデータ取
得のための最適な電圧を計算する。　
　さらに、マルチビュープリスキャナが使用され、これにより、電圧が正確に決定される
。
【００２６】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置は、コーンビー
ムのコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置又はダイレクト断層撮影による
コヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置として適合される。
【００２７】
　本発明に係るＸ線断層撮影装置は、荷物の検査装置、医療向け装置、物質検査装置、物
質化学分析装置からなるグループのうちの１つとして構成される場合がある。しかし、本
発明の最も好適な分野は荷物の検査であり、これは、本発明のリファインされた機能によ
り、疑いのある内容物を検出することが可能となるか、更には荷物のアイテムのような内
部の物質のタイプを判定することが可能となる、荷物のアイテムの内容物の安全かつ信頼
できる分析が可能となるためである。本発明は、所定のタイプの物質を自動的に認識し、
必要な場合には、危険な物質が存在する場合にアラームをトリガすることができる高品質
の自動化システムを形成する。係る検査システムは、たとえば、空港で使用される場合が
ある。
【００２８】
　さらに、本発明の例示的な実施の形態に係るコンピュータ断層撮影装置は、エネルギー
分解によるコヒーレントな散乱のコンピュータ断層撮影装置及び非エネルギー分解による
コヒーレントな散乱のコンピュータ断層撮影装置からなるグループのうちの１つとして構
成される。
【００２９】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、取得パラメータは、後続する第二のデータ
取得の走査時間に対応し、後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、透過
された光子束に基づいて実行される。
【００３０】
　さらに、走査時間は、単一の回転の走査時間を後続する第二のデータ取得のために使用
される回転数で乗じることで定義される。
【００３１】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、走査時間は、前もって計算されたスキーム
に基づいて決定される。
【００３２】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、取得パラメータは、後続する第二のデータ
取得の走査時間に対応し、後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、散乱
の光子束に基づいて実行される。
【００３３】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、散乱の光子束は、ガントリーの最初の回転
の間にモニタされ、散乱の光子束から、必要とされる回転数が計算される。
【００３４】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、散乱の光子束は、それぞれ測定された散乱
の投影について記憶され、十分な光子が記録されるまでそれぞれの後続する回転について
累積的に加算される。
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【００３５】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置による関心のあ
るオブジェクトを検査する方法が提供され、本方法は、放射線源により、関心のあるオブ
ジェクトに電磁放射線ビームを放出し、検出器ユニットにより、関心のあるオブジェクト
からの放射線データを取得し、計算ユニットにより、第一のデータ取得の間に取得された
放射線データに基づいて後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行し、
検出器ユニットにより第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線データ
を関心のあるオブジェクトから取得するステップを含む。　
　これにより、ＣＳＣＴデータの改善された取得が可能となる。
【００３６】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ断層撮影装置による関心のあ
るオブジェクトを検査する画像処理装置が提供され、この画像処理装置は、関心のあるオ
ブジェクトから第一のデータ取得の間に取得された放射線データを記憶するメモリを有す
る。さらに、画像処理装置は、取得された放射線データに基づいて後続する第二のデータ
取得の取得パラメータの最適化を実行する。
【００３７】
　本発明の別の例示的な実施の形態によれば、コンピュータ読み取り可能な媒体が提供さ
れ、この媒体には、コンピュータ断層撮影装置により関心のあるオブジェクトを検査する
コンピュータプログラムが記憶され、このコンピュータプログラムは、プロセッサにより
実行されたとき、上述された方法ステップを実行する。
【００３８】
　また、本発明は、関心のあるオブジェクトを検査するプログラムエレメントに関し、こ
のプログラムエレメントは、プロセッサにより実行されたとき、上述された方法ステップ
を実行する。このプログラムエレメントは、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶され
、データプロセッサの作業メモリにロードされる。したがって、データプロセッサは、本
発明の方法の例示的な実施の形態を実行するために設けられる。コンピュータプログラム
は、たとえばＣ＋＋のような適切なプログラミング言語で書かれ、ＣＤ－ＲＯＭに記憶さ
れる場合がある。また、コンピュータプログラムは、ワールドワイドウェブのようなネッ
トワークから入手可能なであり、このネットワークから、画像処理ユニット又はプロセッ
サ、若しくは任意の適切なコンピュータにダウンロードされる。
【００３９】
　発明の例示的な実施の形態の要点として、関心のあるオブジェクトの事前の知識は、プ
リスキャンの間、又はＣＳＣＴスキャナの最初の回転の間に取得されて、ジェネレータ電
圧、又は後続するガントリーの後続する回転について放射線源の束の出力及び散乱のデー
タ取得のために使用される全体のガントリーの回転数のような取得パラメータが最適化さ
れる。
【００４０】
　本発明のこれらの態様及び他の態様は、以下に記載される実施の形態を参照して明らか
にされるであろう。　
　本発明の例示的な実施の形態は、以下の添付図面を参照して、以下に記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　図面に於ける例示は概念的なものである。異なる図面において、類似又は同一のエレメ
ントは、同じ参照符号が与えられる。
【００４２】
　図１は、本発明の例示的な実施の形態に係るＣＴ／ＣＳＣＴスキャナシステムの例示的
な実施の形態を示す。例示的な実施の形態を参照して、本発明は、荷物の検査の分野にお
ける用途のために記載される。しかし、本発明は、この用途に限定されるものではなく、
医療画像形成、物質試験のような他の産業の用途にも適用することができる。
【００４３】
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　図１に示されるコンピュータ断層撮影装置１００は、ファンビームＣＴ／ＣＳＣＴスキ
ャナである。図１に示されるＣＴ／ＣＳＣＴスキャナは、ガントリー１０１を有し、この
ガントリーは、回転軸１０２の周りで回転可能である。ガントリー１０１は、モーター１
０３により駆動される。参照符号１０４は、Ｘ線源のような放射線源を示し、この放射線
源は、本発明の態様によれば、多色放射線を放出する。
【００４４】
　参照符号１０５は、ファン状の放射線ビーム１０６に放射線源から放出される放射線ビ
ームを形成するアパーチャシステムを示す。ファンビーム１０６は、ガントリー１０１の
中央、すなわちＣＴスキャナの検査領域に配置される関心のあるオブジェクト１０７を浸
透し、検出器１０８に衝突するように向けられる。図１から分かるように、検出器１０８
は、放射線１０４のソースとは反対にガントリー１０１に配置され、検出器１０８の表面
は、ファンビーム１０６により少なくとも部分的に照射される。図１に示される検出器１
０８は、複数の検出器エレメント１２３を有し、複数の検出器エレメントのそれぞれは、
エネルギー分解方式で、関心のあるオブジェクト１０７を浸透したＸ線又は個々の光子を
検出可能である。
【００４５】
　関心のあるオブジェクト１０７のスキャンの間、放射線源１０４、アパーチャシステム
１０５及び検出器１０８は、矢印１１６により示される方向でガントリー１０１に沿って
回転される。放射線源１０４、アパーチャシステム１０５及び検出器１０８とのガントリ
ー１０１の回転のため、モーター１０３はモーター制御ユニット１１７に接続され、この
モーター制御ユニットは、計算又は判定ユニット１１８に接続される。
【００４６】
　図１では、関心のあるオブジェクト１０７は、コンベアベルト１１９に配置される荷物
のアイテム又は患者である場合がある。関心のあるオブジェクト１０７のスキャンの間、
ガントリー１０１が荷物のアイテム１０７の周りで回転する間、コンベアベルト１１９は
、ガントリー１０１の回転軸１０２に平行な方向に沿って関心のあるオブジェクト１０７
を移動させる。これにより、関心のあるオブジェクト１０７は、螺旋の走査経路に沿って
スキャンされる。また、コンベアベルト１１９は、スキャンの間に停止され、これにより
単一のスライスが測定される場合がある。たとえば、関心のあるオブジェクト１０７が患
者である医療の応用で、コンベアベルト１１９を提供する代わりに、可動式テーブルを使
用することもできる。しかし、記載されるケースの全てにおいて、他の走査経路を実行す
ることも可能である。
【００４７】
　検出器１０８は、計算ユニット１１８に接続される。計算ユニット１１８は、検出結果
、すなわち検出器１０８の検出器エレメント１２３からのリードアウトを受け、このリー
ドアウトに基づいてスキャニング結果を判定する。さらに、計算ユニット１１８は、ガン
トリー１０１とモーター１０３の動き、及びモーター１２０とコンベアベルト１１９の動
きを調整するため、モーター制御ユニット１１７と通信する。
【００４８】
　計算ユニット１１８は、本発明の例示的な実施の形態によれば、取得された放射線デー
タに基づいて、後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行する。計算ユ
ニット１１８により生成された再構成された画像は、インタフェース１２２を介して（図
１に示されない）ディスプレイに出力される。
【００４９】
　計算ユニット１１８は、データプロセッサにより実現され、検出器１０８の検出器エレ
メント１２３からのリードアウトを処理する。
【００５０】
　さらに、図１から分かるように、計算ユニット１１８は、ラウドスピーカ１２１に接続
され、たとえば、荷物のアイテム１０７における疑いのある物質の検出のケースでアラー
ムを自動的に出力する。
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【００５１】
　関心のあるオブジェクト１０７を検査するためのコンピュータ断層撮影装置１００は、
マトリクスのようなやり方で配置され、それぞれがＸ線を検出する複数の検出エレメント
１２３を有する検出器１０８を含む。さらに、コンピュータ断層撮影装置１００は、関心
のあるオブジェクト１０７の画像を再構成する判定ユニット又は再構成ユニットを有する
。
【００５２】
　コンピュータ断層撮影装置１００は、関心のあるオブジェクト１０７にＸ線を放出する
Ｘ線源１０４を有する。電磁放射線源１０４と検出エレメント１２３の間に設けられるコ
リメータ１０５は、ファンビームを形成するために電磁放射線源１０４から放出される電
磁放射線ビームを平行にする。検出エレメント１２３は、マルチスライス検出器アレイ１
０８を形成する。
【００５３】
　図２は、エネルギー分解されたＣＳＣＴの幾何学的形状の概念的な表現である。ＣＳＣ
Ｔ装置１００は、オブジェクト領域２０４に位置される関心のあるオブジェクト１０７に
衝突する一次ビームを形成するためにスリットコリメータ（図２に示されない）を通して
ガイドされるＸ線ビームを放出するＸ線源１０４を有する。マルチライン検出器２０５，
２０６，２０８は、中央の検出エレメント２０５（すなわち、オブジェクト１０７を通し
て透過されるファンビームのＸ線の検出について中央の行）及びエネルギー分解検出エレ
メント２０６（すなわち、エネルギー分解検出器のライン）により構成される。
【００５４】
　図２は、純粋なエネルギー分解ＣＳＣＴの幾何学的な形状を示す。中央の検出ライン２
０５は、透過された放射線を測定し、１以上の検出ライン２０６は、エネルギー分解され
た測定を実行するために構成される。
【００５５】
　結合されたＣＴ及び散乱情報は、荷物の検査の応用のケース、及び組織の分子構造を変
更する病気の検出ための医療の応用において、物質の識別のために使用される。
【００５６】
　コヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影は、再構築的なＸ線画像形成技術であ
り、この技術は、調査されたオブジェクトの特別に分解されたコヒーレントな散乱の断面
を与え、すなわち、測定されたスライスにおいてインデックス（ｉ，ｊ）をもつそれぞれ
のオブジェクトボクセルについて、関数ｄσ／ｄΩ（ｉ,ｊ,ｘ）が再構成される。コヒー
レントな散乱プロセスはむしろありそうもないイベントであるので、高い光子束又は長く
された測定時間が必要とされる。　
　本発明の例示的な実施の形態によれば、露光時間は、先に記載されたように低減される
。
【００５７】
　本発明の２つの例示的な実施の形態が更に詳細に記載される。　
　プリスキャナを使用して、ジェネレータ電圧を調節する。　
　ファンビームＣＳＣＴスキャナには、プリスキャナが設けられており、このプリスキャ
ナは、関心のあるオブジェクトの透過画像を測定する。これらの画像から、選択スキーム
は、ＣＳＣＴスライスが後続するスキャンで測定される位置を選択する。
【００５８】
　さらに、プリスキャナにより得られた情報は、所与のレンジ内でＣＳＣＴスキャナの高
電圧ジェネレータの電圧を調整するために使用される。高い電圧のみが長時間一定に調節
される。したがって、電圧は、スライスのスキャンを開始する前に計算及び変化される場
合がある。
【００５９】
　一般に、高い電流（すなわち一定の電力）による低い電圧（たとえば１２０ｋｅＶ）は
、低い密度（したがって低い吸収）のスーツケースにとって有利であり、高い電圧（たと
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えば１８０ｋｅＶ）は、密度の高いスーツケースについて適している。
【００６０】
　単一の透過の画像は、近似的な平均の減衰を計算するために使用される。予め決定され
たテーブル又は式が使用され、ＣＳＣＴスキャンの最適な電圧が計算される。マルチビュ
ープリスキャナが使用される場合、更に正確な電圧の判定が達成される場合がある。
【００６１】
　マルチビュープリスキャナを使用して、Ｘ線管電流の変調を計算する。　
　回転アノードのＸ線管が使用されるとき、回転の間に迅速に管内の電子ビーム電流を変
化することが可能である。したがって、電流変調、従って異なる露光が１回の回転内で達
成可能である。
【００６２】
　本発明の例示的な実施の形態によれば、調査中にあるオブジェクトが最大の吸収をもつ
方向から見られたときに最大値に到達するように、又は逆の場合も同様になるように、ビ
ーム電流が変調される場合がある。そのようにすることで、全ての投影は、更に統計的な
挙動を有し、結果的に、再構成された画像の品質が改善される場合がある。
【００６３】
　最適な電流の変調を計算するため、オブジェクトの減衰特性の断面画像が必要とされる
。これは、マルチビュープリスキャナから予測されるか、ＣＴスキャンの間に正確に推定
される場合がある。ＣＴスキャンは、１回の回転で取得され、ＣＳＣＴスライスについて
、十分なフォトンを測定するために、数回にわたる回転を使用することが必要とされる。
【００６４】
　ここで図３を参照して、管電流の変調の方法の例示的な実施の形態は、本発明の例示的
な実施の形態に従って更に詳細に記載される。
【００６５】
　ステップ１では、本方法は、環状のソース経路に沿って放射線源を移動し、関心のある
オブジェクトに電磁放射線ビームを放出することで開始する。
【００６６】
　プリスキャナが存在しない場合、又はプリスキャナがオブジェクトの減衰特性の断面画
像の推定を可能にしない場合、ソースの最初の回転の間に一定の電流が使用される。
【００６７】
　プリスキャナがオブジェクトの減衰特性の推定を可能にする場合、この情報は、電流の
変調の最初の推測を推定するために使用される。
【００６８】
　次いで、ステップ２では、これらの初期値は、ＣＴスライスの測定（放射線源の最初の
回転の間の第一のデータ取得）のために使用される。次いで、このデータは、画像を再構
成するために使用される。同時に、後続するＣＳＣＴ再構成のためのデータは、収集され
る。
【００６９】
　次いで、ステップ３では、後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、取
得及び再構成された画像及び／又はＣＴ投影データに基づいて実行される。言い換えれば
、再構成されたＣＴ画像及び／又はＣＴ投影データは、電流の変調を最適化するために使
用される。
【００７０】
　次いで、ステップ４では、電流の変調は、十分なフォトンが収集されるまで、所与のス
ライスの位置でＣＳＣＴスキャンの全ての後続する回転のために使用される。
【００７１】
　したがって、ＣＳＣＴ画像は、所与の全体の放射線量／露光時間で良好な品質を有する
。代替的に、予想される画質について、測定時間が低減される場合がある。
【００７２】
　図４は、本発明に係る方法の例示的な実施の形態を実行するための、本発明に係る画像
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処理装置の例示的な実施の形態を示す。図４に示される画像処理装置４００は、荷物のア
イテムのような関心のあるオブジェクトを示す画像を記憶するメモリ４０２に接続される
中央処理ユニット（ＣＰＵ）又はイメージプロセッサ４０１を有する。データプロセッサ
４０１は、複数の入力／出力ネットワーク又はＣＴ／ＣＳＣＴ装置のような診断装置に接
続される。データプロセッサ４０１は、データプロセッサ４０１で計算又は調整される情
報又は画像を表示するための、たとえばコンピュータモニタといった表示装置４０３に更
に接続される。オペレータ又はユーザは、キーボード４０４及び／又は図４に示されない
他の出力装置を介してデータプロセッサ４０１と対話する。
【００７３】
　さらに、バスシステム４０５を介して、画像処理及び制御プロセッサ４０１を、たとえ
ば関心のあるオブジェクトの動きをモニタするモーションモニタに接続することも可能で
ある。たとえば、動きセンサは、放出センサ又は電磁ユニットである場合がある。
【００７４】
　ＣＳＣＴの取得速度は、光子束により制限される。光子束に影響を及ぼす主要な要素の
１つは、オブジェクトにおけるＸ線の減衰であり、この減衰は、特に荷物の検査の用途で
振幅のオーダにより変動する。サブセカンド（sub-second）のガントリーの回転時間をも
つ電流ＣＴスキャナにより、単一のＣＳＣＴスライスの取得は、大部分のケースにおいて
１を超える回転を必要とする。
【００７５】
　本発明の例示的な実施の形態によれば、単一のスライスのための必要とされるガントリ
ーの回転数は、「オンザフライ“on　the　fly”」で、すなわち（予め測定された取得デ
ータに基づいて）データ取得の間に計算される。
【００７６】
　インパクトは、より柔軟なデータ取得であり、これは、スキャナのスループットを増加
し、ダークアラームリミット（dark-alarm　limit）を高い密度にまで押し上げる。医療
の応用について、これは、患者の放射線量を低減する。
【００７７】
　結合されたＣＴ及び散乱情報は、荷物の検査の応用のケースで、組織の分子構造を変更
する病気の検出のための医療の応用のケースで、物質の識別のために使用することができ
る。
【００７８】
　高品質及び低雑音をもつ画像の再構成について、十分な数の光子が測定される必要があ
る。他方で、余りに高い光子の数は、患者の放射線量（医療の応用）を増加させるか、又
は、スループット（荷物の検査）を低減する。したがって、最適な数の光子が測定される
ように、測定時間及び／又は管の電力が調節される。
【００７９】
　医療の用途の現代のＣＴスキャナは、荷物の検査と同様に、６０～１８０ｒｐｍのガン
トリー速度を使用する。ＣＳＣＴの光子の束の計算は、２０ｋＷ以下の管の電力について
十分な数の光子を収集するために１０００ミリ秒は十分ではないことを予測する。これは
、１を超えるガントリーの回転は、単一のスライスのデータ取得について必要とされるこ
とを意味する。
【００８０】
　測定時間、したがって回転数は、荷物の一部又は患者における減衰に主に依存する。本
発明の例示的な実施の形態によれば、この数は、ＣＳＣＴスキャンの前の第一のデータ取
得の間又は測定の間に取得されたデータに基づいて計算される場合がある。以下に予測ス
キームが記載される。
【００８１】
　以下では、測定時間の計算について本発明の２つの例示的な実施の形態が更に詳細に記
載される。
【００８２】
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　第一の実施の形態によれば、測定時間は、透過された光子束から計算される。　
　ＣＳＣＴスキャンの間、又はＣＳＣＴスキャンの前に、従来のＣＴ投影が取得される。
（図５に示されるような）サイノグラム又は（図６に示されるような）再構成された画像
を使用して、オブジェクト内の減衰が推測される。次いで、減衰は、散乱の光子束を予測
するため、したがって予め計算された式を使用することで予測された走査時間を予測する
ために使用される。予測される走査時間は、オブジェクト内の平均の減衰又は最大の減衰
に基づく。
【００８３】
　図５は、本発明に係る、関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形
態のフローチャートを示す。
【００８４】
　ステップ１で、ＣＴスキャンが実行される。次いで、ステップ２で、投影データから減
衰が測定される。ステップ３では、回転数に対応するＣＳＣＴ走査時間は、測定された減
衰に基づいて計算される。ステップ４では、ＣＳＣＴスキャンは、予め決定された時間に
ついて（又は予め設定された回転数について）開始される。ステップ５では、ＣＴ／ＣＳ
ＣＴスキャンは、再構成され、分析される。ステップ６では、ある兆候が検出されたかが
判定される。検出されたと判定された場合、ステップ７でアラームが発せられる。兆候が
検出されない場合、ステップ８で、スキャナ／テーブルが次のポジションに移動される。
【００８５】
　図６は、本発明に係る、関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形
態のフローチャートを示す。
【００８６】
　ステップ１で、ＣＴスキャンが実行される。次いで、ステップ２で、ＣＴデータが再構
成される。次いで、ステップ３で、再構成されたＣＴ画像から減衰が測定される。ステッ
プ４では、回転数に対応するＣＳＣＴ走査時間は、測定された減衰に基づいて計算される
。ステップ５では、ＣＳＣＴスキャンは、予め設定された時間（又は予め設定された回転
数）について開始される。ステップ６では、ＣＴ／ＣＳＣＴスキャンは、再構成され、分
析される。ステップ７では、ある兆候が検出されたかが判定される。検出されたと判定さ
れた場合、ステップ８で、アラームが発せられる。兆候が検出されない場合、ステップ９
で、スキャナ／テーブルが次のポジションに移動される。
【００８７】
　第二の実施の形態では、測定時間は、散乱の光子束から計算される。　
　散乱のデータ取得がひとたび開始されると、光子束がモニタされる。２つのスキームが
以下に記載される。　
　ａ）第一の回転の間、光子の束がモニタされ、この束から、必要とされる数の回転が計
算される（図７）。　
　ｂ）それぞれの投影について、散乱データが記憶され、十分な光子が記録されるまで後
続する回転の間に累積的に加算される（図８）。
【００８８】
　図７は、本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態
のフローチャートを示し、最初の回転の間、光子の束はモニタされ、この束から、必要と
される数の回転が計算される。
【００８９】
　ステップ１では、ＣＳＣＴデータは最初の回転について測定される。ステップ２では、
収集された十分な光子が存在するかが判定される。判定が“Ｎｏ”である場合、本方法は
ステップ３に進む。判定が“Ｙｅｓ”である場合、本方法はステップ５に進む。
【００９０】
　ステップ３では、ガントリーの更なる回転数が計算される。ステップ４では、更なる（
第二の）データが測定される。次いで、ステップ５では、ＣＳＣＴスキャンは、再構成さ
れ、分析される。ステップ６で、ある兆候が検出されたかが判定される。検出されたと判
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定された場合、ステップ７で、アラームが発せられる。兆候が検出されない場合、ステッ
プ８で、スキャナ／テーブルは、次のポジションに移動される。
【００９１】
　図８は、本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態
のフローチャートを示し、それぞれの投影について、散乱データは記憶され、十分な光子
が記録されるまでそれぞれの後続の回転について累積的に追加される。
【００９２】
　ステップ１では、検出器メモリはクリアにされる。次いで、ステップ２では、ＣＳＣＴ
データは、ガントリーの１回転について測定される。ステップ４で、収集された十分な講
師が存在するかが判定される。判定が“Ｎｏ”である場合、本方法はステップ２にジャン
プする。判定が“Ｙｅｓ”である場合、本方法はステップ５に進み、ここで、ＣＳＣＴス
キャンは、再構成され、分析される。ステップ６で、ある兆候が検出されたかが判定され
る。検出されたと判定された場合、ステップ７で、アラームが発せられる。兆候が検出さ
れない場合、ステップ８で、スキャナ／テーブルは、次のポジションに移動される。
【００９３】
　（たとえば多数の回転で測定された）走査時間は、（たとえば平均及び最大の減衰、最
大及び平均の散乱の束といった）幾つかの測定値を考慮して予め定義された表に記憶され
る。表は、アラームレベルに依存する幾つかのエントリを含む（ハイアラームレベルは長
い露光時間及びその逆も同様）（図９及び１０参照）。予め定義された表の代わりに、計
算式が使用される場合がある。表又は式におけるエントリは、実験により決定される必要
がある。
【００９４】
　表におけるエントリ又は式の係数は、ラーニングスキームに従がって動作の間に変化さ
れる。余りに少ない数の光子のために所定のセットのパラメータにより繰り返し誤ったア
ラームが生じた場合、測定時間／回転数が増加され、将来の動作のために記憶される。そ
のようにすることで、スキャナは、スーツケースの内容物のローカルなバリエーションを
受け入れる。
【００９５】
　本発明の例示的な実施の形態は、ＣＳＣＴスキャナコンソール、画像形成ワークステー
ション又はＰＡＣＳワークステーションに対するソフトウェアオプションとして販売され
る場合がある。
【００９６】
　なお、用語「有する“comprising”」は、他のエレメント又はステップを排除するもの
ではなく、単一のプロセッサ又はシステムが請求項で列挙された幾つかの手段又はユニッ
トの機能を実行する場合がある。また、異なる実施の形態に関連して記載されるエレメン
トが結合される場合がある。　
　なお、請求項における参照符号は、請求項の範囲を限定するものとして解釈されるべき
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の例示的な実施の形態に係るＣＳＣＴスキャナシステムの簡略化された概
念図である。
【図２】本発明の例示的な実施の形態に係るエネルギー分解されたＣＳＣＴの幾何学的形
状の簡略化された概念図である。
【図３】本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の例示的な実施の形態のフロ
ーチャートである。
【図４】本発明に係る方法の例示的な実施の形態を実行するための、本発明に係る画像処
理装置の例示的な実施の形態を示す図である。
【図５】本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態の
フローチャートである。
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【図６】本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態の
フローチャートである。
【図７】本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態の
フローチャートである。
【図８】本発明に係る関心のあるオブジェクトの検査の方法の別の例示的な実施の形態の
フローチャートである。
【図９】本発明に係る、投影における測定された減衰に依存する走査時間の判定のための
テーブルの例示的な実施の形態を示す図である。
【図１０】本発明に係る、再構成された画像における測定された減衰係数に依存する走査
時間の判定のためのテーブルの例示的な実施の形態を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月9日(2008.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心のあるオブジェクトを検査するコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装
置であって、
　放射線源の経路に沿って移動し、電磁放射線ビームを関心のあるオブジェクトに放出す
る放射線源と、
　前記関心のあるオブジェクトからの個別に散乱及び透過された放射線データを取得する
検出器ユニットと、
　第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて後続する第二のデータ取得
の取得パラメータの最適化を実行する計算ユニットと、
　前記取得パラメータは、最適な数の光子が測定され、これにより再構成の品質を維持し
つつ露光時間の低減を可能とするように最適化される、
を有するコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置。
【請求項２】
　前記第一のデータ取得は、前記検出ユニットを使用して前記放射線源の最初の回転の全
部又は一部の間に実行される、
請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記取得パラメータは、前記放射線源の束に対応し、
　当該装置は、前記取得された放射線データに基づいて前記放射線源の束の出力を変調す
る、
請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、前記第一のデータ取得か
ら得られる投影データの少なくとも１つに基づいて実行される、
請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、前記第一のデータ取得か
ら得られる再構成された画像に基づいて実行される、
請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記束の出力の変調は、前記関心のあるオブジェクトが最大の吸収をもつ方向から見ら
れたときに最大値に到達するように実行される、
請求項３記載の装置。
【請求項７】
　前記計算ユニットは、前記関心のあるオブジェクトの減衰特性の断面画像に基づいて最
適な束の出力の変調を計算する、
請求項３記載の装置。
【請求項８】
　前記第一のデータ取得は、前記関心のあるオブジェクトのプリスキャンを測定して、プ
リスキャン投影データを得るプリスキャナを使用して実行され、
　前記取得パラメータの最適化は、前記プリスキャンデータに基づく、
請求項１記載の装置。
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【請求項９】
　前記プリスキャナは、マルチビュープリスキャナである、
請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　高電圧ジェネレータを更に有し、
　前記取得パラメータは、前記高電圧ジェネレータの電圧に対応し、
　当該装置は、前記取得された放射線データに基づいて前記電圧を決定し、前記後続する
第二のデータ取得のために最適化された電圧を得る、
請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記計算ユニットは、
　単一の透過画像に基づいて近似的な平均の減衰を計算し、
　前記近似的な平均の減衰に基づいて前記後続する第二のデータ取得のために最適化され
た電圧を計算する、
請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　当該装置は、ファンビームのコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置、コ
ーンビームのコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置又はダイレクト断層撮
影によるコヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置からなるグループのうちの
１つとして構成される、
請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の間にコヒーレントな散乱によ
るコンピュータ断層撮影のスライスが測定される位置に対応する、
請求項８記載の装置。
【請求項１４】
　荷物検査装置、医療向け装置、物質試験装置及び物質化学分析装置からなるグループの
うちの１つとして構成される、
請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　エネルギー分解によるコヒーレントな散乱のコンピュータ断層撮影装置及び非エネルギ
ー分解によるコヒーレントな散乱のコンピュータ断層撮影装置からなるグループのうちの
１つとして構成される、
請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の走査時間に対応し、
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、透過された光子束に基づ
いて実行される、
請求項１記載の装置。
【請求項１７】
　前記走査時間は、単一の回転の走査時間を前記後続する第二のデータ取得のために使用
される回転数で乗じることで定義される、
請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記走査時間は、前もって計算されたスキームに基づいて決定される、
請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記取得パラメータは、前記後続する第二のデータ取得の走査時間に対応し、
　前記後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化は、散乱の光子束に基づいて
実行される、
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請求項１記載の装置。
【請求項２０】
　前記散乱の光子束は、ガントリーの最初の回転の間にモニタされ、前記散乱の光子束か
ら、必要とされる回転数が計算される、
請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記散乱の光子束は、それぞれの投影について記憶され、十分な光子が記録されるまで
それぞれの後続する回転について累積的に加算される、
請求項１９記載の装置。
【請求項２２】
　コヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置による関心のあるオブジェクトを
検査する方法であって、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　検出器ユニットにより、第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの
放射線データを取得するステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップとを含み、
　前記取得パラメータは、最適な数の光子が測定され、これにより再構成の品質を維持し
つつ露光時間の低減を可能とするように最適化される、
ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　コヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置による関心のあるオブジェクトを
検査する画像処理装置であって、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトから個別の散乱及び透過された
、取得された放射線データを記憶するメモリと、
　前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて、後続する第二のデー
タ取得の取得パラメータの最適化する計算ユニットとを有し、
　前記取得パラメータは、最適な数の光子が測定され、これにより再構成の品質を維持し
つつ露光時間の低減を可能とするように最適化される、
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２４】
　コヒーレントな散乱によるコンピュータ断層撮影装置により関心のあるオブジェクトを
検査するコンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ読み取り可能な媒体であって
、
　前記コンピュータは、プロセッサにより実行されたとき、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの放射線データを取得する
ステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップとを実行するために構成され、
　前記取得パラメータは、最適な数の光子が測定され、これにより再構成の品質を維持し
つつ露光時間の低減を可能とするように最適化される、
ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２５】
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　関心のあるオブジェクトを検査するプログラムであって、
　プロセッサにより実行されたとき、
　放射線源により、前記関心のあるオブジェクトに電磁放射線ビームを放出するステップ
と、
　第一のデータ取得の間に、前記関心のあるオブジェクトからの放射線データを取得する
ステップと、
　計算ユニットにより、前記第一のデータ取得の間に取得された放射線データに基づいて
後続する第二のデータ取得の取得パラメータの最適化を実行するステップと、
　検出器ユニットにより、第二のデータ取得の間に、個別に散乱及び透過された放射線デ
ータを前記関心のあるオブジェクトから取得するステップとを実行するために構成され、
　前記取得パラメータは、最適な数の光子が測定され、これにより再構成の品質を維持し
つつ露光時間の低減を可能とするように最適化される、
ことを特徴とするコンピュータプログラム。
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