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(57)【要約】
【課題】放射線監視デバイスを提供する。
【解決手段】1つまたは複数の検出器画素(3)とクロック
パルス発生器とを含む、放射線の1つまたは複数の特性
を測定するための放射線検出器(1)であって、各検出器
画素(3)は、センサ(20)に衝突する前記放射線の光子ま
たは荷電粒子のイベントに応答して電気信号を生成する
前記センサ(20)と、前記電気信号を増幅し、整形し、整
形パルスを生成するためのアナログ処理ユニット(62)を
含む、前記電気信号を受け取り、処理するように構成さ
れた画素電子回路(24)とを含み、前記画素電子回路(24)
は、TOTカウントを数えるための時間決定ユニット(51)
を含み、TOTカウントは、前記整形パルスがしきい値よ
りも上であるときの時間間隔中に生じるクロックパルス
数である。前記画素電子回路は、複数のイベントカウン
タ(82)を含み、各イベントカウンタ(82)は、事前定義範
囲のTOTカウントを有するイベント数を数える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1つまたは複数の検出器画素(3)とクロックパルス発生器とを含む、放射線の1つまたは
複数の特性を測定するための放射線検出器(1)であって、
　各検出器画素(3)は、
　センサ(20)に衝突する前記放射線の光子または荷電粒子のイベントに応答して電気信号
を生成する前記センサ(20)と、
　前記電気信号を増幅し、整形し、整形パルスを生成するためのアナログ処理ユニット(6
2)を含む、前記電気信号を受け取り、処理するように構成された画素電子回路(24)であっ
て、TOTカウントを数えるための時間決定ユニット(51)を含み、前記TOTカウントは、前記
整形パルスがしきい値よりも上であるときの時間間隔中に生じるクロックパルス数である
、画素電子回路(24)とを含み、
　前記画素電子回路は、複数のイベントカウンタ(82)を含み、各イベントカウンタ(82)は
、事前定義範囲のTOTカウントを有するイベント数を数えることを特徴とする放射線検出
器(1)。
【請求項２】
　切り換えユニット(80)をさらに含み、
　前記切り換えユニットは、各TOTカウント範囲がイベントカウンタ(82)と関連する、一
組のTOTカウント範囲を定義する、一組のTOTカウント限界値と、測定TOTカウントがある
範囲内またはそれより下であるときを検出するための手段と、測定TOTカウントが関連す
る範囲内またはそれより下であるときに前記イベントカウンタ(82)を増分するための手段
とを含むことを特徴とする、請求項1に記載の放射線検出器(1)。
【請求項３】
　複写ユニット(90)をさらに含み、
　前記複写ユニットは、TOTカウント値を受け取るための手段と、前記TOTカウント値を複
写する一組の出力ポートと、一組の比較ユニット(91)とを含み、
　各比較ユニット(91)は、一組のTOTカウント範囲を定義し、イベントカウンタ(82)と関
連する、一組のTOTカウント限界値を含み、かつ測定TOTカウントがある範囲内またはそれ
より下であるときを検出するための手段と、測定TOTカウントが関連する範囲内またはそ
れより下であるときに前記イベントカウンタを増分するための手段とを含むことを特徴と
する、請求項1に記載の放射線検出器(1)。
【請求項４】
　前記画素電子回路は、前記検出器画素(3)を較正するために前記アナログ処理ユニット(
62)の入力において正規化電気信号を受け取るための手段を含むことを特徴とする、請求
項1から3のいずれかに記載の放射線検出器(1)。
【請求項５】
　前記画素電子回路は、前記検出器画素(3)を較正するために前記アナログ処理ユニット(
62)の出力において正規化整形パルスを受け取るための手段を含むことを特徴とする、請
求項1から4のいずれかに記載の放射線検出器(1)。
【請求項６】
　検出器画素(3)の配列(2)を含み、
　前記配列は、検出器画素(3)の列(122、123)と、読み出しユニット(4)と、列(122)内で
蓄積されたカウントを、前記列内のカウントだけが無効にされながら、前記読み出しユニ
ット(4)に転送するための手段とを含み、各列(122、123)は、引き続いて転送されること
を特徴とする、請求項1から5のいずれかに記載の放射線検出器(1)。
【請求項７】
　検出器画素(3)の配列(2)と、前記配列(2)の前記検出器画素(3)の前記TOTカウントを読
み出しユニット(4)に転送するための手段と、非ゼロのTOTカウントを有する画素(3)を島
状に分類するための手段と、島を生成する前記放射線の光子または荷電粒子のエネルギー
を得るために前記島の検出器画素(3)のそれぞれ内の蓄積線量を合計するための手段とを
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含むことを特徴とする、請求項1から6のいずれかに記載の放射線検出器(1)。
【請求項８】
　前記衝突放射線の線量および/または線量率を決定するように構成されたマイクロコン
トローラを含む、請求項7に記載の放射線検出器(1)。
【請求項９】
　前記衝突放射線のスペクトルを決定するように、および/または前記放射線を生成する
放射性同位体もしくは複数の放射性同位体を決定するように構成されたマイクロコントロ
ーラを含む、請求項7に記載の放射線検出器(1)。
【請求項１０】
　第1の感知面積を有する検出器画素(3)の第1の群(131;141)と、第2の感知面積を有する
検出器画素の第2の群(132;142)とをさらに含み、
　前記第1の感知面積は、前記第2の感知面積よりも大きく、それによって前記第1の群は
、低線量率の放射線を測定し、前記第2の群は、高線量率の放射線を測定することを特徴
とする、請求項1から9のいずれかに記載の放射線検出器(1)。
【請求項１１】
　前記第1の群(131;141)は、前記電気パルスを収集するための画素電極(21)有する画素を
含み、ガード電極が前記画素電極(21)に隣接し、一定電位に接続され、それによって前記
センサの感知体積は、制限されることを特徴とする、請求項10に記載の放射線検出器(1)
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、線量測定で使用するための放射線監視デバイスの分野に関するものであり、
さらに詳細には、単一光子計数画素検出器を使用するデバイスおよび方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　画素化半導体検出器は、X線撮像で使用され、アクティブな個人線量測定で使用するこ
とができる。放射線監視デバイスは、Medipix2チップを使用して構築できる。Medipix2チ
ップおよびその使用は、X. Llopart、M. Campbell、R. Dinapoli、D. San Segundoおよび
E. Pernigotti、「Medipix2, a 64k pixel read-out with 55μm square elements worki
ng in single photon counting mode」、IEEE Trans. Nucl. Sci. 49 (2002) 2279～2283
頁で述べられている。Medipix2では、光子または荷電粒子が検出器材料内で相互作用した
とき、電荷が蓄積され、収集電極の方へドリフトする。この電荷は次いで、増幅され、エ
ネルギー窓を形成する2つの異なるアナログしきい値と比較される。検出電荷がこのエネ
ルギー窓内に入る場合、デジタルカウンタが増分される。Medipix2検出器は、画素ピッチ
55μmで画素化されるセンサ層および各画素内の読み出しチップを含む。センサの電極は
、バンプ接合を通じて読み出しチップと画素単位で接続される。1つのカウンタが、各画
素電子回路内に存在する。Medipix2検出器は、例えばX線撮像での撮像検出器画素配列と
して使用される。測定段階中に感知画素体積内で調節可能しきい値より上のエネルギー蓄
積を引き起こしたまたは上側と下側のしきい値間でエネルギー蓄積を引き起こしたイベン
ト数は、各画素電子回路で数えられる。照射物体を透過させられたあるエネルギー範囲の
光子数が、決定できる。X線撮像でのMedipix2検出器の欠点は、下側しきい値が1つしかな
いことである。したがって1つのエネルギー範囲の粒子しか、1回の取得中に数えることが
できない。異なるエネルギー範囲からの粒子の透過画像を得る場合、すべての画素に対し
て異なる弁別器しきい値でいくつかの画像を引き続き取得する必要がある。このことは、
測定時間の増加および撮像されるべき物体の暴露線量の増加をもたらす。異なるエネルギ
ー粒子の透過のこれらの測定は、物体の組合せ透過画像でコントラストを改善するために
使用できる。それらはまた、物体の材料組成についての情報を取り出すためにも使用でき
る。
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【０００３】
　線量測定のために検出器の配列およびカウンタ回路を使うことは、WO2005/008286から
周知である。各検出器画素は、低および高エネルギーしきい値の単一対を提供される。し
たがって、高ダイナミックレンジ測定のためには、多くの検出器画素が、必要とされる。
【０００４】
　Timepixチップは、Medipix開発から直接導き出された。Timepix検出器は、Medipix2検
出器と同様に、画素ピッチ55μmを持つハイブリッド、計数、画素化半導体検出器である
。画素電子回路の入力信号は、ASICの画素電子回路内のアナログ回路で処理され、次いで
弁別器で調節可能しきい値と比較される。Timepixの一動作モードでは、各画素は、弁別
器の入力パルスの強度が弁別器のしきい値よりも高い間の時間の長さを測定する。この時
間間隔は、カウンタでのクロックパルスの計数を通じて測定される。この方法は、Time-O
ver-Threshold(TOT)法と呼ばれる。各画素は、ただ1つのカウンタだけを含む。カウンタ
で測定される時間は、測定段階の終わりにTimepixの読み出しユニットに転送される。そ
れは次いで、ASICの周辺に転送される。Timepixは、放射線感知センサ層を使わずに素粒
子物理学実験でのガス追跡箱で使用されるように設計された。Timepixは、そのTime-Over
-ThresholdモードがX線撮像で使用される場合、いくつかの欠点を有する。ただ1つのしき
い値だけが、各画素で利用可能である。1つのX線画像の撮像中に、センサ内のすべての反
応粒子の積算しきい値超え時間は、各画素のカウンタで数えられる。読み出しの後、粒子
の個別のエネルギーについての情報は、利用できない。普通のX線画像の撮像中は光子束
が非常に高いので、各粒子のしきい値超え時間が決定できるような高周波数のフレームレ
ートを有することはできない。
【０００５】
　文献WO2006/099003は、1つまたは複数の画素化検出器1がそれぞれ単一チャネル弁別器1
0と関連する放射線検出システムを開示する。放射線イベントは、単一チャネル弁別器10
によって前記放射線イベントのエネルギーに関連するカウント値24に変換される。画素1
からおよび単一チャネル弁別器10から離れたデジタル信号プロセッサDSP5が、前記弁別器
とともに利用される。DSPは、異なる画素から受け取られるカウント値をソートするよう
にプログラムできる。しかしながら、画素化検出器の画素数、しきい値の数(即ち、放射
線検出器のエネルギー分解能および範囲)、ならびに入射放射線イベントの比率によって
は、DSP5は、入力データを処理できない可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００５／８２８６号
【特許文献２】国際公開第２００６／９９００３号
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２００６００６４１１号明細書
【特許文献４】特開平０４－２７０９８６号公報
【特許文献５】特開２００４－０１２１８１号公報
【特許文献６】特開平０７－３１１２７１号公報
【特許文献７】特開平０３－１６５２９１号公報
【特許文献８】特開２００５－１５９１５６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】X. Llopart、M. Campbell、R. Dinapoli、D. San SegundoおよびE. Per
nigotti、「Medipix2, a 64k pixel read-out with 55μm square elements working in 
single photon counting mode」、IEEE Trans. Nucl. Sci. 49 (2002) 2279～2283頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、広いエネルギー範囲の、特に放射線診断範囲の粒子束密度に関して、
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高精度、高感度および大きな測定範囲で放射線の1つまたは複数の特性を決定するための
方法および装置を提供することであり、ここで測定は、リアルタイムで行われる。例えば
エネルギースペクトルまたはスペクトル内の最高エネルギーのような入射放射線のエネル
ギー情報の決定のための方法および装置を提供することもまた、本発明の目的であり、そ
れによって測定は、非常に高い粒子束密度で行うことができる。そのような装置は、医療
用放射線設備、例えばX線管の品質保証で、または管電圧のピーク値の決定(kVp測定)のた
めの装置で使用できる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、1つまたは複数の検出器画素とクロックパルス発生器とを含む、放射線の1つ
または複数の特性を測定するための放射線検出器に関し、各検出器画素は、(i)センサに
衝突する前記放射線の光子または荷電粒子のイベントに応答して電気信号を生成する前記
センサと、(ii)前記電気信号を増幅し、整形し、整形パルスを生成するためのアナログ処
理ユニットを含む、前記電気信号を受け取り、処理するように構成された画素電子回路と
を含み、前記画素電子回路は、TOTカウントを数えるための時間決定ユニットを含み、TOT
カウントは、前記整形パルスがしきい値より上であるときの時間間隔中に生じるクロック
パルス数である。本発明によれば、前記画素電子回路は、複数のイベントカウンタを含み
、各イベントカウンタは、事前定義範囲のTOTカウントを有するイベント数を数える。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、放射線検出器は、切り換えユニットを含み、前記切り換えユ
ニットは、各TOTカウント範囲がイベントカウンタと関連する、一組のTOTカウント範囲を
定義する、一組のTOTカウント限界値と、測定TOTカウントがある範囲内またはそれより下
のときを検出するための手段と、測定TOTカウントが関連する範囲内またはそれより下の
ときに前記イベントカウンタを増分するための手段とを含む。
【００１１】
　本発明の別の実施形態では、放射線検出器は、複写ユニットを含み、前記複写ユニット
は、TOTカウント値を受け取るための手段と、前記TOTカウント値を複写する一組の出力ポ
ートと、一組の比較ユニットとを含み、各比較ユニットは、一組のTOTカウント範囲を定
義し、イベントカウンタと関連する一組のTOTカウント限界値を含み、かつ測定TOTカウン
トがある範囲内またはそれより下のときを検出するための手段と、測定TOTカウントが関
連する範囲内またはそれより下のときにイベントカウンタを増分するための手段とを含む
。
【００１２】
　好ましくは、前記画素電子回路は、前記検出器画素を較正するために前記アナログ処理
ユニットの入力において正規化電気信号を受け取るための手段を含む。
【００１３】
　より好ましくは、前記画素電子回路は、前記検出器画素を較正するために前記アナログ
処理ユニットの出力において正規化整形パルスを受け取るための手段を含む。
【００１４】
　本発明の変形では、放射線検出器は、検出器画素の配列を含み、前記配列は、検出器画
素の列と、読み出しユニットと、列内で蓄積されるカウントを、前記列内の計数だけが無
効にされながら、前記読み出しユニットに転送するための手段とを含み、各列は、引き続
いて転送される。
【００１５】
　本発明の別の変形では、放射線検出器は、検出器画素の配列と、前記配列の前記検出器
画素の前記TOTカウントを読み出しユニットに転送するための手段と、非ゼロのTOTカウン
ト値を有する画素を島状に分類するための手段と、島を生成する前記放射線の光子または
荷電粒子のエネルギーを得るために前記島の検出器画素のそれぞれ内の蓄積線量を合計す
るための手段とを含む。
【００１６】
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　最後の変形の好ましい実施形態では、放射線検出器は、前記衝突放射線の線量および/
または線量率を決定するように構成されたマイクロコントローラを含む。この実施形態に
よれば、低光子束線量計が得られる。
【００１７】
　最後の変形の好ましい別の実施形態では、放射線検出器は、前記衝突放射線のスペクト
ルを決定するように、および/または前記放射線を生成する放射性同位体もしくは複数の
放射性同位体を決定するように構成されたマイクロコントローラを含む。
【００１８】
　本発明のさらに別の実施形態では、放射線検出器は、第1の感知面積を有する検出器画
素の第1の群と、第2の感知面積を有する検出器画素の第2の群とを含み、第1の感知面積は
、第2の感知面積よりも大きく、それによって第1の群は、低線量率の放射線を測定し、第
2の群は、高線量率の放射線を測定する。
【００１９】
　最後の実施形態では、前記第1の群は、前記電気パルスを収集するための画素電極を有
する画素を含んでもよく、ガード電極が前記画素電極に隣接し、一定電位に接続され、そ
れによって前記センサの感知体積は、制限される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による放射線検出器の概略上面図である。
【図２】図1の放射線検出器の断面の概略側面図である。
【図３】図1の放射線検出器の別の断面の概略側面図である。
【図４】検出器画素の断面の概略側面図である。
【図５】検出器画素の画素電子回路の概略ブロック図である。
【図６】検出器画素の画素電子回路の変換ユニットの概略ブロック図である。
【図７】検出器画素の画素電子回路の時間決定ユニット51の概略ブロック図である。
【図８】検出器画素の画素電子回路のイベント計数ユニットの第1の実施形態の概略ブロ
ック図である。
【図９】検出器画素の画素電子回路のイベント計数ユニットの第2の実施形態の概略ブロ
ック図である。
【図１０】線量測定で使用されるべき放射線検出器の検出器画素配列のイベント計数ユニ
ットのしきい値設定の分布の例の概略図である。
【図１１】線量測定で使用されるべき検出器画素配列のイベント計数ユニットの2つのし
きい値設定の分布の別の例の概略図である。
【図１２】検出器画素配列上の2種類の検出器画素の分布の例の概略図である。
【図１３】検出器画素配列上の2種類の検出器画素の分布の別の例の概略図である。
【図１４】線量率に関して高い上限の測定範囲を持ち、X線管の加速電圧の不感時間のな
い測定を行う能力を持つ線量計またはkVp計測器で使用されるべき検出器-吸収体組合せの
特別な実施形態の概略図である。
【図１５】線量率に関して高い上限の測定範囲を持ち、粒子エネルギーに関して高い上限
の測定範囲を持ち、X線管の加速電圧の不感時間のない測定を行う能力を持つ線量計また
はkVp計測器で使用されるべき検出器の特別な実施形態の概略図である。
【図１６】本発明による放射線検出器を使用する線量計を例示する図である。
【図１７】本発明による2つの検出器を使用する、吸収体が検出器の1つの上に置かれる別
の線量計を例示する図である。
【図１８】本発明による放射線検出器を使用する、吸収体が放射線検出器の検出器画素の
一部分の上に置かれるさらに別の線量計を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　検出器の機械的機構
　図1は、複数の個別の検出器画素3によって形成される検出器画素配列2を含む放射線検
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出器1の概略上面図である。読み出しユニット4は、検出器画素配列2の側部に配置される
。図2、3および4を参照すると、放射線検出器1は、次の構成要素を含む、即ち、
　-　センサ20。センサは、光子によって衝突されるとき電荷担体を生成する半導体材料
で作られてもよい。シリコン、ヒ化ガリウム、テルル化カドミウム、テルル化カドミウム
亜鉛またはヨウ化水銀が、センサ材料として使用されてもよい。センサ材料は、複数の検
出器画素3の上に広がってもよい。
　-　センサ20の上に広がる上部電極22。上部電極は、炭素または銅で作られる、導電性
材料の薄い層である。
　-　複数の画素電極21。画素電極は、単一の検出器画素の上だけに広がる。電圧は、セ
ンサ20に衝突する光子によって生成される電荷を収集するために上部電極22と画素電極21
との間に印加される。
　-　検出画素3ごとに関連し、対応する画素電極21に接続される画素電子回路24。画素電
子回路24は、検出器画素の占有面積内に置かれる。
　-　検出器画素配列2の側部に配置される読み出しユニット4。
画素電子回路24および読み出しユニット4は、単一の特定用途向け集積回路(ASIC)25とし
て実現される。検出器画素3の感知体積は、画素電極21の包囲面積とセンサ20の上側との
間のセンサ20体積によって形成される。
【００２２】
　画素電子回路
　図5および図6を参照して、画素電子回路が述べられる。センサ20内で光子または粒子の
反応によって生成される、各検出器画素3内の画素電極21から来るアナログ信号は、画素
電子回路24内の変換ユニット50に転送される。変換ユニット50は、後の本明細書で説明さ
れるようにアナログ信号をデジタル信号に変換する。変換ユニット50では最初にアナログ
処理ユニット62が、測定信号を処理する。例えば信号は、アナログ処理ユニット62によっ
て増幅され、パルス整形される。アナログ処理ユニット62の出力は、変換ユニット50の弁
別器63で調節可能しきい値と比較される。弁別器63のしきい値は、アナログ処理ユニット
62の出力信号の雑音レベルより上に設定される。しきい値は、検出器画素3のセンサ20内
のエネルギー蓄積Ethrに対応する。しきい値は、最大期待粒子エネルギーより下に設定さ
れる。各画素電子回路24は、補正ユニット64を含み、それは、異なる検出器画素3の弁別
器63のしきい値の調節が行えるように、しきい値を修正することができる。補正ユニット
64は、検出器画素配列2の周辺と信号接続している。検出器画素配列2の外部から各検出器
画素3に与えられ、補正ユニット64に保存されるデジタル信号は、弁別器63のしきい値の
位置を修正する電気信号、例えば電圧レベルを補正ユニット64で生成する。異なる検出器
画素の異なる弁別器63のしきい値の調節は、補正ユニット64に送られ、その中に保存され
る高度な処理能力を持つ組のデジタル信号を選択することによって得られる。しきい値は
、アナログ処理ユニット62の出力の雑音レベルを使用してまたは信号接続61もしくは67を
通じて注入されるノルム信号を使用して調節されてもよい。弁別器63の出力信号の継続時
間は、アナログ処理ユニット62の出力信号の強度が弁別器63のしきい値よりも高い間の時
間と一定の関係を有する。例えば弁別器63の出力信号は、弁別器63の入力信号がしきい値
よりも上である間と同じぐらい長い。変換ユニット50は、アナログ処理ユニット62の出力
信号がしきい値よりも上である時間が、変換ユニット50の入力信号の強度と一定の関係を
有する方法で設計され、実施される。したがって弁別器63出力信号の継続時間は、検出器
画素3内のエネルギー蓄積EEventと一定の関係にある。
【００２３】
　ノルム信号
　図6を参照すると、画素電極21内の粒子反応誘起信号と同様の形状を有するノルム信号
は、信号接続61を通じて各検出器画素3のアナログ処理ユニット62の入力に注入されても
よくまたは信号接続67を通じて各検出器画素3の弁別器63の入力に注入されてもよい。ノ
ルム信号は、周知の強度を有する。その強度は例えば、信号接続61が使用される場合、ア
ナログ処理ユニット62への信号接続23を通じての検出器画素3のセンサ20内での粒子の反
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応後の最大電流値もしくは全電荷の流れ、または信号接続67が使用される場合、粒子反応
後の画素電極21内の信号のアナログ処理ユニット62でのアナログ処理後の対応する値とす
ることができる。理想的にはノルム信号は、すべての検出器画素3に対して同一である。
【００２４】
　時間決定ユニット
　各検出器画素3は、その画素電子回路24内に時間決定ユニット51を有する。各時間決定
ユニット51は、信号接続55を通じてクロック信号を供給される。例えばクロック周波数10
0MHzが使用される。例えばクロックパルスは、検出器画素配列2の各列の上部で検出器画
素配列2に注入され、クロックパルスは、列内で1つの検出器画素3から次の検出器画素3に
転送される。高いエネルギー分解能を得るためには、高いクロック周波数が使用されても
よく、または弁別器63出力信号の継続時間は、長くなければならない。弁別器63の長い出
力信号長の欠点は、最大処理可能計数率が低減されることである。高いクロック周波数が
使用される場合、好ましくは、検出器は、列を通るそれらの転送中のクロックパルス端部
の不鮮明化を避けるために少数の行を有する。
【００２５】
　時間決定ユニット51は、本発明者らが時間カウンタ70と呼ぶカウンタを有する。時間カ
ウンタ70は、弁別器63の出力信号が時間カウンタ70の入力に現れた後クロックパルスを数
え始める。時間カウンタ70は、弁別器63の出力信号が時間カウンタ70の入力に見えなくな
った後クロックパルスを数えるのを停止する。
【００２６】
　したがって、センサ20内での粒子の反応後に時間カウンタ70によって数えられるクロッ
クパルス数は、画素電子回路24の入力信号の強度と一定の関係を有し、したがって検出器
画素3の感知体積内に蓄積されたエネルギーと一定の関係を有する。粒子の全運動エネル
ギーが1つの検出器画素3内に蓄積される場合、検出器画素3での計数クロックパルス数は
、粒子の運動エネルギーに対応する。
【００２７】
　時間カウンタ70によって数えられる計数クロックパルス数は、TEventとして表示される
ものとする。時間カウンタ70の出力信号は、デジタルであり、TEventに対応する。
【００２８】
　イベント計数ユニット
　発明となるステップは、センサ20内での粒子の各反応後に各画素電子回路24で測定され
るしきい値超え時間で「デジタル弁別」を行うことである。本発明者らに周知の従来技術
のすべての検出器画素配列は、アナログ測定信号を異なる弁別器で異なるしきい値と比較
することによってエネルギー蓄積スペクトルを導き出している。「デジタル弁別」の目的
は、TEventとして測定される検出器画素3内のエネルギー蓄積をエネルギー間隔に割り当
て、同時に測定段階中にその間隔内のエネルギー蓄積を持つイベント数を数えることであ
る。
【００２９】
　アナログ処理ユニット62後のアナログ処理された測定信号の時間カウンタ70で測定され
るデジタル時間信号への変換、それに続く時間カウンタ70の信号出力のデジタルしきい値
との比較、それに続くイベント計数ユニット52でのイベントの計数は、線量測定に対して
いくつかの利点を有することになる。1つの利点は、しきい値がイベント計数ユニット52
に送られ、その中に保存されるので、エネルギー間隔設定に柔軟性があることである。デ
ジタル方式でのしきい値のプログラミングは、しきい値を設定する非常に柔軟な方法であ
る。これは、多数の検出器画素3を持つ検出器画素配列2においておよび多くのエネルギー
間隔を必要とする場合に重要な利点である。別の利点は、1つのアナログ処理ユニット62
および1つの弁別器63だけが各検出器画素3に存在するという事実によって検出器画素配列
2の電力消費が低減することである。
【００３０】
　TEventとして表示される、時間カウンタ70によって数えられるクロックパルス数は、画



(9) JP 2015-57610 A 2015.3.26

10

20

30

40

50

素電子回路24内で異なる方法で処理されてもよい。
【００３１】
　例えば画素電子回路24の1つのユニット、いわゆる切り換えユニット80は、イベントが
どのエネルギー間隔に割り当てられるかを決定する。すべてのデジタルしきい値について
の情報を含むデジタル信号は、測定の前にデジタル方式で切り換えユニット80に送られる
。この情報は、切り換えユニット80に保存される。
【００３２】
　最初に切り換えユニット80を使用するこの動作原理が述べられる。
【００３３】
　時間カウンタ70で数えられるクロックパルス数は、時間カウンタ70の出力に信号接続し
ている切り換えユニット80で少なくとも2つの異なる全数Ti(i=1, 2, 3, …, imax)と比較
される。例えば、数mを持つ検出器画素3では16数Tmiとの比較が行われる。各数Tmiは、検
出器画素3のセンサ20内のエネルギー蓄積Emiに対応する。数Tmiは、測定の前に切り換え
ユニット80に転送され、切り換えユニット80に保存される。本発明者らは、すべての1<i<
(imax-1)に対してTmi<T

m
i+1を仮定する。加えて本発明者らは、すべての1<i<(imax-1)に

対してEmi<E
m
i+1を仮定する。数Tmiは、デジタルしきい値である。

【００３４】
　測定時間は、検出器画素配列2の読み出し段階によって分離される測定段階から成る。
動作原理1での切り換えユニット80では、時間カウンタ70の出力に現れるデジタル信号TEv
entを含む間隔[Tmj、Tmj+1]は、デジタル信号TEventとすべてのTmjとの間の比較を通じて
決定できる。1つのjは、Tmj<=TEvent<T

m
j+1を満たす。そのようにして切り換えユニット8

0は、どのエネルギー間隔で検出器画素3内の処理イベントのエネルギー蓄積EEventが見い
だされるかを、即ちEmj<=EEvent<E

m
j+1を決定する。

【００３５】
　切り換えユニット80は、各検出器画素3内で、イベントカウンタ82と名付けられるもの
とするカウンタに接続される。
【００３６】
　動作原理1では切り換えユニット80は、信号をイベントカウンタ82jに送る。イベントカ
ウンタ82jは次いで、1だけ増分される。したがってイベントカウンタ82jは、検出器画素3
内でEj+1>EEvent>Ej>Ethrであるエネルギー蓄積EEventを数える。測定段階の終わりにイ
ベントカウンタ82でのイベントの計数は、停止される。測定段階の終わりに検出器画素3m
のイベントカウンタ82iでのカウント数Nmiは、すべてのiに対して検出器画素3m内でEmiと
Emi+1との間のエネルギーを蓄積させた粒子数である。検出器画素3m内のiシリーズのカウ
ンタ値Nmiはそのとき、検出器画素3m内の衝突放射線のエネルギー蓄積スペクトルの標本
化版(NPixeldeposition)

m
iである。

【００３７】
　検出器画素3の画素電子回路24はまた、時間カウンタ70の出力に現れる各デジタル信号T

Eventに対してTmj<TEventが真である場合の最大数jが決定される動作原理2で動作するこ
ともできる。
【００３８】
　動作原理2では切り換えユニット80は、i<=jであるすべてのイベントカウンタ82iに信号
を送る。i<=jであるすべてのイベントカウンタ82iは、1だけ増分される。イベントは、い
くつかのイベントカウンタ82でこのようにして数えられる。動作原理2では、検出器画素3
mのイベントカウンタ82iのカウント数Nmiは、検出器画素3内でEmiよりも大きいエネルギ
ーを蓄積させた粒子数である。検出器画素3m内のiのシリーズとしてのエネルギー蓄積ス
ペクトルの標本化(NPixeldeposition)

m
iは、その後のカウンタのカウント数を引くことに

よって導き出される、即ち(NPixeldeposition)
m
i=N

m
i-N

m
i+1である。

【００３９】
　次に本発明者らは、イベント計数ユニット52内で複写ユニット90および比較ユニット91
を使用する動作原理を述べる。
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【００４０】
　エネルギー蓄積EEventがどのエネルギー蓄積間隔内にあるかの決定は、検出器画素3の
イベント計数ユニット52内のいくつかの比較ユニット91で別々に行われる。これをするた
めに、時間カウンタ70の出力信号は、複写ユニット90で複写ユニット90のいくつかの出力
に複写される。複写ユニット90は、信号の複写を同時にイベント計数ユニット52内のいく
つかの比較ユニット91に送る。デジタルしきい値についての情報を含む信号は、測定段階
の開始の前に比較ユニット91に送られ、その中に保存される。
【００４１】
　複写ユニット90は、imax個の比較ユニット91への信号接続を有する。時間カウンタ70で
の計数クロックパルス数は、各検出器画素3mの各比較ユニット91で全数Tmi(i=1, 2, 3, 
…, imax)と比較される。例えば16個の比較ユニット91が、各画素電子回路24内に存在す
る。数Tmiは、デジタルエネルギーしきい値であり、エネルギー蓄積間隔を定義する。数T
m
iは、測定段階の開始の前にデジタル方式で比較ユニット91に送られ、その中に保存され
る。本発明者らは、すべての1<=i<=(imax-1)に対してTmi<T

m
i+1を仮定する。さらに、そ

れは、すべての1<=i<=(imax-1)に対してEmi<E
m
i+1であり、ただしEmiは、Tmiに対応する

エネルギー蓄積である。検出器画素3mの各比較ユニット91iは、比較を行い、Ethrよりも
大きなエネルギー蓄積を持つイベントに対してTmi<TEventが真であるかどうかを決定する
。これが真である場合、比較ユニット91iに接続されるイベントカウンタ82iは、1だけ増
分される。各比較ユニット91に信号接続している1つのイベントカウンタ82がある。した
がって衝突粒子は、比較ユニット91がTmi<TEventが真であると決定するすべてのイベント
カウンタ82で数えられる。測定段階の終わりにイベントカウンタ82でのイベントの計数は
、停止される。検出器画素3mのイベントカウンタ82iのカウント数Nmiはそのとき、検出器
画素3m内のエネルギー蓄積がEmiよりも大きい粒子数である。検出器画素3m内のiのシリー
ズとしてのエネルギー蓄積スペクトルの標本化(NPixeldeposition)

m
iは、その後のカウン

タのカウント数を引くことによって導き出される、即ち(NPixeldeposition)
m
i=N

m
i-N

m
i+1

である。
【００４２】
　比較ユニット91でTEventを2つの全数Tmi

low(i=1, 2, 3, …, imax)およびTmi
high(i=1,

 2, 3, …, imax)と比較を行うこともまた可能である。Tmj
low<=TEvent<=T

m
j
highが真で

ある場合、比較ユニット91jに接続されるイベントカウンタ82は、1だけ増分される。その
結果エネルギー間隔内のイベントを数えることが可能である。
【００４３】
　上で述べられたデジタル弁別および計数の原理は、いくつかのエネルギー蓄積間隔内の
エネルギー蓄積を持つ粒子の計数を同時に可能とする。
【００４４】
　すべての原理について、TEventのデジタルしきい値との比較が行われ、イベントが最終
的に数えられた後に時間カウンタ70は、ゼロに設定される。時間カウンタ70はそのとき、
センサ20内の次の反応粒子のTEventを決定する準備ができている。
【００４５】
　図10は、検出器画素配列2上のデジタルエネルギーしきい値の分布を概略的に示し、こ
こでデジタルエネルギーしきい値の組は、M1(110)として表示され、M1={Ti|i=1, …, ima
x}である。M1は、すべての検出器画素3に対して同一である。X線撮像ではimax=8およびM1
={10keV, 30keV, 50keV, 70keV, 90keV, 110keV, 130keV, 150keV}は、例えば1つの可能
な選択である。
【００４６】
　線量測定では、異なる検出器画素3m内で異なるデジタルエネルギーしきい値Tmiを使用
することが可能である。いくつかの組のデジタルしきい値が検出器画素配列2内で使用さ
れる場合、線量測定がより正確であるということを実現することは、発明となるステップ
である。図11は、検出器画素配列2内のデジタルしきい値の2つの組M2(120)およびM3(121)
の分布を概略的に示す。1つの組のしきい値は、もう1つの組のしきい値の間にあるように
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選択される。所与の幅の全エネルギー蓄積範囲および所与の数imaxのしきい値に対して、
全検出器画素配列2のしきい値を用いたエネルギー蓄積スペクトルの標本化はより微細で
あるので、より高い精度の決定線量が取得可能である。放射線診断応用での線量測定で使
用されるべきしきい値およびしきい値の組の数に対する1つの可能な例は、imax=8ならび
にM2={10keV, 30keV, 50keV, 70keV, 90keV, 110keV, 130keV, 150keV}およびM3={20keV,
 40keV, 60keV, 80keV, 100keV, 120keV, 140keV, 160keV}である。
【００４７】
　本発明の画素設計を使用することによって、各画素に対して定義されたしきい値の組を
用いて、画素のそれぞれ内で複数のエネルギービンへのデジタル弁別を別々に行うことが
できる多用途の検出器配列を得る。
【００４８】
　読み出しユニット
　時間カウンタ70でまたはイベントカウンタ82で測定されたデータの転送は、いくつかの
動作原理で行われてもよい。すべての動作原理の共通の特徴は、時間カウンタ70またはイ
ベントカウンタ82のカウンタ値が、カウンタ値が完全に読み出しユニット4に転送される
場合、ゼロに設定されるということである。
【００４９】
　例えば全検出器画素配列2内でのイベントの計数は、検出器画素配列2の周辺からの信号
の出現時に停止される。カウンタ値の読み出しユニット4への次の転送中は検出器画素配
列2内でのイベントの計数は、抑制される。そのとき検出器画素3からのカウンタ値の読み
出しユニット4への転送が、実行される。例えば時間カウンタ70またはイベントカウンタ8
2は、このカウンタ値転送中はシフトレジスタとして働いてもよい。1つの行内のすべての
カウンタ値は、ビットごとに同時に読み出しユニット4に移されてもよい。読み出しユニ
ット4は、行ごとにカウンタ値を受け取る。この動作原理の欠点は、検出器画素配列2が、
カウンタ値を読み出しユニット4に移している間は、イベントカウンタ82または時間カウ
ンタ70でイベントを数えることができないことである。検出器1の不感時間が生じる。
【００５０】
　各検出器画素3の画素電子回路24内に2*imax個のイベントカウンタ82または2つの時間カ
ウンタ70を有することによって不感時間を避けることが可能である。2つの組のカウンタ
は、それらのしきい値に関して同一である。1つの組は、アクティブであり、粒子を数え
ることができ、一方もう1つの組のカウンタ値は、読み出しユニット4に転送される。この
解決策の欠点は、検出器1の設計の複雑さの増加および電力消費の増加である。
【００５１】
　全検出器の不感時間を避けるための別の可能性は、それらのイベントカウンタ82のカウ
ンタ値が読み出しユニット4に転送される間は、検出器画素(134)の1つの群(112)内での粒
子の計数を抑制することである。この転送中に検出器画素3の別の群(113)のイベントカウ
ンタ82は、イベントを数えている。群(113)のイベントカウンタ82は、群(112)のイベント
カウンタ82のカウンタ値の転送が終えられた瞬間に粒子の計数を停止する。群(112)のイ
ベントカウンタ82は次いで、イベントを数えるためにアクティブであり始める。群(113)
のイベントカウンタ82内のカウンタ値は次いで、読み出しユニット4に転送される。群(11
2)および(113)だけでは、不感時間なしで動作していないが、それらの組合せは、不感時
間なしである。全検出器画素配列2は、常にイベントを数えることができる。
【００５２】
　別の読み出し原理は、いつも検出器画素配列2の1つの列(122)だけが、そのカウンタ値
のその転送段階にあるということである。この列(122)のイベントカウンタ82または時間
カウンタ70は、列(122)の転送段階中はイベントを数えていないまたは記録していない。
検出器画素配列2のすべての他の列は、列(122)の転送段階中にイベントを数え、記録する
ことができる。列(122)のカウンタ値の転送が終えられた後、列(122)のカウンタは、アク
ティブであり、数えることができる。次いで別の列(123)のカウンタ内でのイベントの計
数および記録は、抑制され、列(123)のカウンタ値は、読み出しユニット4に転送される。



(12) JP 2015-57610 A 2015.3.26

10

20

30

40

50

このようにしてすべての列は、引き続いて読み出される。この読み出し案は、線量計での
使用にとって好ましい。その理由は、いつも検出器画素配列2の一部分が、イベントを記
録することができるからである。したがって、例えばX線応用で生じる非常に短い放射線
暴露でさえ測定することが可能である。そのとき線量計は、不感時間なしである。
【００５３】
　読み出しユニット4はまた、必要な電流または電圧、弁別器63内のしきい値のための参
照信号、時間カウンタ70のためのクロック信号およびカウンタ値の転送のための信号を検
出器画素電子回路24に供給している。読み出しユニット4はまた、デジタルしきい値につ
いての情報を含む信号を切り換えユニット80または比較ユニット91に送りもする。
【００５４】
　線量測定のための活動信号(図14、16、17、18)
　検出器画素配列2の読み出し周波数は、検出器1の電力消費に影響を及ぼす。低い読み出
し周波数は、低い電力消費をもたらすが、高線量率の場合にはイベントカウンタ82の計数
範囲は、2つの読み出し段階の間のすべてのイベントを数えるには十分でない可能性があ
る。それ故に、読み出し周波数が低すぎる場合、線量率に関する測定範囲は、制限される
ことになる。
【００５５】
　発明となるステップは、読み出し周波数を実際のイベント率、したがって線量率に依存
させることである。
【００５６】
　これをするために、検出器画素3のカウンタは、最小周波数で読み出される。例えば読
み出しは、毎秒ごとに行われてもよい。ほとんどの時間、検出器1がアクティブな個人線
量計で使用される場合、秒当たり数イベントが期待されるだけである。検出器画素配列2
内には、計数イベント率に依存し、したがって線量率に依存する、活動信号と呼ばれる信
号を生成する、活動検出器画素(151)と呼ばれるものとする少なくとも1つの検出器画素3
がある。
【００５７】
　1つの特別な検出器画素(151)内の1つのイベントカウンタから、その他のイベントカウ
ンタからとは異なるような活動信号を得ることが可能である。この特別なイベントカウン
タは、自己清算カウンタとして実現されてもよい。活動信号は、線量率が事前定義値を超
える場合、検出器画素(151)の1つの出力に現れる。活動信号は、読み出しユニット4に到
達する。活動信号が出現すると、検出器画素配列2の読み出し段階は、始動され、読み出
し周波数は、しばらくの間増加される。
【００５８】
　完全なセンサ20を貫流する電流の測定によって、活動を監視する信号を生成することも
また可能である。センサ20を貫流する電流は、線量率に依存している。センサを貫流する
電流は、線量計の特別な電子ユニットで測定されてもよい。電流が事前定義値を超える場
合、検出器1の読み出しは、始動され、読み出し周波数は、しばらくの間増加される。
【００５９】
　マイクロコントローラ(186)は、線量計のすべての電気部品を制御すること、読み出し
ユニット4からそれに転送されるカウンタ値の分析および保存、線量値の計算ならびにデ
ィスプレイ(180)での測定値の表示に関与する。マイクロコントローラ(186)はまた、線量
計内の電子回路の電力消費にも大きく寄与している。電力消費を低減するために、マイク
ロコントローラは、検出器1の読み出し段階の間は電力節約モードにある。マイクロコン
トローラ(186)は、活動信号の出現時にまたは通常の低周波数読み出し時に動作モードに
切り替わる。マイクロコントローラ(186)は、検出器1のカウンタの読み出しを始動させ、
読み出しユニット4からデータを受け取り、データ分析を行い、ディスプレイを更新し、
最終的に読み出し周波数を修正する。
【００６０】
　時間カウンタ読み出しおよび同位体識別
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　オプションとしてイベントカウンタ82または時間カウンタ70が読み出されるような方法
で検出器画素配列2を実現することが可能である。時間カウンタ70の読み出し原理は、上
で述べられたイベントカウンタ82の読み出し原理と似ている。
【００６１】
　時間カウンタ70の読み出しは、線量計においてまたは放射線放出物質の組成を決定する
ための装置において低線量率で使用されてもよい。
【００６２】
　測定段階中に取得されたすべての検出器画素3の時間カウンタ値がマイクロコントロー
ラ186に転送された後、マイクロコントローラ186は、いわゆる時間画像を分析する。時間
画像は、検出器画素3の列数および行数の時間カウンタ70内のそれらの値へのマッピング
である。本発明者らは、1つの時間画像内で非ゼロのカウンタ値を示す検出器画素3の数が
少ないように低線量率を仮定する。
【００６３】
　低線量率では、時間画像内で時間カウンタ70が非ゼロ値を示す検出器画素3の数は、少
ない。マイクロコントローラは、時間画像内で非ゼロのカウンタ値を示す隣接検出器画素
3の群を探索するアルゴリズムを実行する。これらの群は、ヒット群と名付けられるもの
とする。測定段階の長さは、時間画像内の異なるヒット群が共通の検出器画素3を有さな
いように短く選択されるべきである。このようにしてヒット群は、分離される。
【００６４】
　画素化検出器では、センサ20内で生成される二次コンプトン電子の伸長経路長またはセ
ンサ20内での電荷担体の拡散のような過程は、隣接検出器画素3間での電荷担体の分布を
もたらす。より正確なエネルギー蓄積値を決定するためには、1つの衝突粒子によって蓄
積される隣接画素のエネルギー蓄積は、検出器1の読み出し後にマイクロコントローラ(18
6)内で加えられるべきである。
【００６５】
　したがって検出器画素3の時間カウンタ70のカウンタ値は、各ヒット群に対して別々に
加えられる。
【００６６】
　マイクロコントローラは、各検出器画素3に対する参照テーブルまたは公式にアクセス
する。この参照テーブルまたは公式は、各検出器画素3の時間カウンタ70で数えられるク
ロックパルス数と対応するエネルギー蓄積との間の関係を作成する。この関係は、列mお
よび行n内の検出器画素3に対してEdepos=fm, n(TEvent)と表示されるものとする。各検出
器画素3に対してfm, nは、周知のエネルギーを持つ放射線を使用する、シミュレーション
ツールを使用するまたは上述のノルム信号を使用する較正手順を通じて周知である。
【００６７】
　fm, n(TEvent)を使用するエネルギー蓄積Edeposの計算は、弁別器63のしきい値内での
エネルギー位置の変化またはアナログ処理ユニット62の増幅もしくはパルス整形特性の変
化を補正する必要があるかもしれない。
【００６８】
　ヒット群の検出器画素3がそれらの列miおよび行ni(i=1, …, z)によって特徴づけられ
る、z個の検出器画素3から成るヒット群のセンサ体積内の全エネルギー蓄積Eはそのとき
、
【００６９】
【数１】



(14) JP 2015-57610 A 2015.3.26

10

20

30

40

50

【００７０】
であり、ただし列miおよび行ni内の検出器画素3の時間カウンタ70は、
【００７１】
【数２】

【００７２】
の計数クロックパルスを有する。
【００７３】
　検出器1のエネルギー分解特性および決定エネルギー蓄積スペクトルの品質は、この参
照テーブルまたは公式fを使用して改善できる。
【００７４】
　検出器1のこの方法および実施形態を用いて各検出粒子のエネルギー蓄積が決定できる
。マイクロコントローラ(186)は次いで、あるエネルギー蓄積間隔内のイベント数のヒス
トグラムを取得する。このヒストグラムの統計は、測定時間中の異なる測定段階のヒスト
グラムエントリを合計することによって改善される。このエネルギー蓄積スペクトルは、
DE102006006411.9で述べられている方法を使用して線量値を決定するために使用されても
よい。センサ20内での電荷担体分布効果の影響が、ヒット群内のエネルギー蓄積を合計す
ることによって最小化されるという事実によって、測定線量値の系統誤差は、低減される
。この利点は、ヒット群内での合計が機能する低線量率において重要となり得る。
【００７５】
　同位体識別の目的は、測定される放射線を放出する核種を決定することである。決定さ
れるべき同位体は、特性放射線を放出する。この放射線は、原子核崩壊からの特性エネル
ギーを持つ蛍光光子、特性エネルギーを持つ崩壊光子、特性エネルギーを持つアルファ粒
子または特性最大エネルギーを持つ電子から成る可能性がある。測定エネルギー蓄積スペ
クトルの比較は、マイクロコントローラ内でまたは接続されたコンピュータ内で、モデル
を用いてシミュレーションされたまたは周知の放射線場を用いた測定で得られたエネルギ
ー蓄積スペクトルと比較されてもよい。モデルを用いてシミュレーションされたまたは周
知の放射線場を用いた測定で得られたエネルギー蓄積スペクトルは、較正スペクトルと呼
ばれるものとする。較正スペクトルの一次結合への測定エネルギー蓄積スペクトルのデコ
ンボリューションが、行われてもよい。このデコンボリューション法は、疑似逆行列また
は最尤法または反復減算法を使用することができる。
【００７６】
　デコンボリューションを行う代わりに、測定エネルギー蓄積スペクトル内で極大を識別
し、参照テーブル内での極大のエネルギー位置を同位体の特性輝線と比較することが可能
である。
【００７７】
　検出器画素の感知面積(図12～13)
　高線量率では単一検出器画素3の計数率は、高い可能性がある。例えば、220μm辺長を
持つ正方形領域検出器画素3および1000μm厚さを持つシリコン層から成るセンサ20の計数
率は、1Sv/hの低光子エネルギーに対して100kHzよりも高い。そのような高計数率は、カ
ウンタ82の容量を超える可能性がある。線量率における測定範囲を広げるために、検出器
画素配列2は、異なる感知面積を持つ検出器画素3から構築できる。大感知面積検出器画素
3内のイベントカウンタ82でのカウント数は、低線量率の線量を決定するために使用でき
る。小感知面積検出器画素3内のイベントカウンタ82でのカウント数は、高線量率の線量
を決定するために使用できる。線量計で使用されるべき検出器画素3の感知面積の典型的
な組合せは、220μm×220μmおよび55μm×55μmである。図12は、検出器画素配列2内に
異なる感知検出器画素面積を実現するための第1の可能性を示す。検出器画素3がそれらの
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画素電極21間のある距離およびそれらの画素電極21のある面積を有する検出器画素配列2
内の検出器画素3の第1の群131ならびに検出器画素3がそれらの画素電極21間の別の距離お
よびそれらの画素電極21の別の面積を有する検出器画素配列2内の検出器画素3の第2の群1
32を有することによって、異なる感知面積を持つ異なる種類の検出器画素3を実現する。
図13は、検出器画素配列2内に異なる感知検出器画素面積を実現するための別の可能性を
示す。これは、これらの圧縮検出器画素140内のセンサ20の底部にガードリングを使用す
ることによって検出器画素の第1の群141内のいくつかの検出器画素140の感知センサ体積
を圧縮することによって行われる。このガードリングは、これらの圧縮検出器画素140の
センサ20内のドリフト電界が通常の検出器画素と比較して制限されるように、画素電子回
路を通じて専用電気接続によって定義済み電位に接続される。ガードリングの寸法は、検
出器画素140の必要な感知面積に適合される。検出器画素3の第2の群142内では、画素は、
非圧縮センサ体積を有し、より低い線量率を測定するように構成される。
【００７８】
　線量計およびkVp計測器での使用(図14～18)
　この発明の特別な実施形態では検出器1は、時間の関数として線量およびX線管の加速電
圧の両方を測定するための1つの単一装置で使用されてもよい。
【００７９】
　時間の関数として管電圧を測定するために、光子束がX線照射中は高いという事実によ
って、少数の検出器画素3から引き渡されるデータだけが必要とされる。小さな感知面積
は、最大光子エネルギーの決定で必要とされる統計的有意性を得るために十分である。必
要とされる時間分解能約1msecを得るために、検出器画素配列2内の一部の検出器画素3の
イベントカウンタ82だけが、読み出される。
【００８０】
　例えば少数の列だけが、読み出される。例えば列(155)および(156)は、エネルギー蓄積
スペクトルの連続測定をするために交互方式で読み出される。エネルギー蓄積スペクトル
内で見いだされる最大エネルギー蓄積は、X線管の電圧に対応する。
【００８１】
　列(155)の検出器画素3は、イベントの検出のためにアクティブにされる。上で述べられ
たようにエネルギー蓄積スペクトルは、列(155)内の検出器画素3のイベントカウンタ82で
デジタル弁別法を使用して測定される。列(155)のイベントカウンタ82でのイベントの計
数は、測定段階の終わりに停止される。列(155)のイベントカウンタ82でのカウント数は
、読み出しユニット4に転送される。カウント数は次いで、マイクロコントローラ(186)に
転送される。
【００８２】
　マイクロコントローラ(186)は、エネルギー蓄積スペクトル内の最大エネルギーを決定
する、即ちそれは、非ゼロのカウント数を示す最高エネルギー間隔を決定する。
【００８３】
　次いで決定最大エネルギーのより微細な標本化およびより高い精度を得るために、列(1
55)のイベントカウンタ82に関係するデジタルしきい値を適合させることが可能である。
【００８４】
　列(155)のイベントカウンタ82のカウンタ値の読み出しユニット4へのおよびマイクロコ
ントローラ(186)への転送中は、列(156)の検出器画素3は、アクティブであり、そのイベ
ント計数ユニット52のデジタルしきい値によって定義されるエネルギー蓄積間隔内のイベ
ント数を数える。列(156)のイベントカウンタ82でのイベントの計数は、列(156)の読み出
し中は抑制される。同時に列(155)内のイベントカウンタ82は、計数を再び開始する。列(
156)からのデータは、先の列(155)のデータと同様に読み出され、それらは、マイクロコ
ントローラ(186)によって分析される。
【００８５】
　より小さな感知面積を持つ検出器画素(140)が列(155)および(156)で使用される場合、
さらにより高い光子束でのエネルギー蓄積スペクトルの標本化が、得られてもよい。
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【００８６】
　光子束を低減するために、列(155)および(156)の前に吸収体を置くこともまた可能であ
る。最大エネルギー蓄積、したがって管電圧の決定値は、これによって影響されない。
【００８７】
　4つの列(160)(161)(162)(163)を使用することもまた可能であり、ここで列(160)および
(161)の前には1つの吸収体(165)が置かれ、列(162)および(163)の前には別の吸収体(166)
が置かれる。吸収体(165)および(166)は、それらの材料組成またはそれらの厚さが異なる
。各吸収体は、特有の方法で透過スペクトルを修正する。その結果列(160)および(161)内
のイベントカウンタ82で測定されるエネルギー蓄積スペクトルを列(162)および(163)内の
イベントカウンタ82で測定されるエネルギー蓄積スペクトルと比較することが可能である
。そのようにして最大粒子エネルギーに関する測定範囲は、より高い粒子エネルギーまで
拡大できる。
【００８８】
　列(160)および(161)は、交互方式でイベント数を数えている。列(162)および(163)は、
交互方式でイベント数を数えている。列(160)内のイベントカウンタ82は、列(162)内のイ
ベントカウンタ82が数えているときに数えている。列(161)内のイベントカウンタ82は、
列(163)内のイベントカウンタ82が数えているときに数えている。各瞬間に、2つの列内の
イベントカウンタ82は、数えている。各瞬間に、2つの列内のイベントカウンタ82は、読
み出しユニット4またはマイクロコントローラ(186)に転送される。それ故に、不感時間の
ない測定が得られる。
【００８９】
　温度監視装置(図14)
　環境温度の変化または検出器1での強い電気的活動は、検出器画素配列2内の温度を修正
する。これは、弁別器63のしきい値の変化、補正ユニット(64)での補正電圧の変化または
アナログ処理ユニット62の特性の変化をもたらす。マイクロコントローラ(186)での測定
線量値の表示を補正するために、温度依存信号を測定することは、道理にかなっている。
【００９０】
　検出器画素配列2内の温度が補正されるべき関連温度であるという事実によって、検出
器画素配列2内の温度センサを使用することは、道理にかなっている。
【００９１】
　温度監視のために使用されるべき信号は、少なくとも1つの検出器画素(152)内のアナロ
グ処理ユニット62または弁別器63から取得される特性電流または電圧とすることができる
。測定の前に、この温度信号の強度への補正されていない決定線量値の依存性が、マイク
ロコントローラ(186)で測定され、保存される。マイクロコントローラ(186)は、この依存
性に従って表示線量値を修正する。
【００９２】
　少なくとも1つの検出器画素(153)に信号接続(61)または(67)を通じてノルム信号を絶え
ず供給することもまた可能である。この検出器画素(153)内のカウンタでのカウント数が
、温度信号である。測定の前に、この温度信号の強度への決定線量値の依存性が、測定さ
れる。マイクロコントローラ(186)は、検出器画素(153)のイベントカウンタ82または時間
カウンタ70内のデータを分析し、表示線量値への必要な補正を決定する。イベントカウン
タ82が使用される場合、ノルムパルスに対する時間カウンタ値の期待値周辺のデジタルし
きい値の微細間隔が、イベント計数ユニット52に与えられる。測定の前に、検出器画素(1
53)のカウンタ値への補正されていない決定線量値の依存性が、マイクロコントローラ(18
6)で測定され、保存される。
【００９３】
　入射放射線の線量またはエネルギースペクトルを決定する方法
　全検出器画素配列2を用いて測定されるエネルギー蓄積スペクトルNiは、それらのイベ
ント計数ユニット52に与えられる同じエネルギー間隔を有するすべてのmmax個の検出器画
素3の上述のエネルギー間隔で数えられるイベント数を合計することによって計算される
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【００９４】
【数３】

【００９５】
である。ここで本発明者らは、(NPixeldeposition)

m
iがこれらの合計に寄与するすべての

iおよびすべての検出器画素3mに対してEmi=E
m+1

iと仮定する。したがって本発明者らは、
すべてのiおよびすべてのmに対してEi:=E

m
iと定義する。

【００９６】
　iのシリーズとしてのNiは、離散形での総測定エネルギー蓄積スペクトルである。Niは
、間隔[Ei;Ei+1]内のエネルギー蓄積を持つ計数イベント数である。
【００９７】
　エネルギーEj

monoの単一エネルギー放射線のエネルギー蓄積スペクトルは、Mijと名付
けられるものとする。Mijは、iのシリーズである。エネルギー蓄積スペクトルMijは、単
一エネルギー放射線のもとでのシミュレーションまたは測定で使用される粒子数による割
り算を通じて正規化される。指数iは、エネルギー蓄積スペクトル内での位置を表す。指
数jは、一次エネルギーEj

monoの指数である。Mijは、エネルギーEj
monoの入射粒子がエネ

ルギー蓄積間隔[Ei;Ei+1]内のイベントのカウントをもたらす確率である。エネルギー蓄
積のimax個の間隔がある場合、測定されるまたはシミュレーションされる少なくとも同じ
数の異なるエネルギー蓄積スペクトルがあるはずであるが、好ましくは、各間隔に対して
その間隔内に少なくとも1つの一次エネルギーEj

monoがある。測定されるまたはシミュレ
ーションされるjmax個の蓄積スペクトルがある。imax=jmaxである場合、一次エネルギーE

i
monoは、すべてのiに対して(Ei+1+Ei)/2として選択されてもよい。Ei

monoはまた、間隔[
Ei;Ei+1]内に検出効率を持つこの間隔内の入射放射線の期待エネルギー分布の加重平均値
として選択されてもよい。特性が装置を用いて決定されるべきその放射線の測定エネルギ
ー蓄積スペクトルNiは、
【００９８】
【数４】

【００９９】
と書くことができる。シリーズ
【０１００】
【数５】

【０１０１】
は、入射粒子エネルギーのエネルギースペクトルの近似である。これは、
【０１０２】



(18) JP 2015-57610 A 2015.3.26

10

20

30

40

50

【数６】

【０１０３】
が、Ej

monoに近いエネルギーでセンサに衝突した粒子数であることを意味する。検出効率
は、Mijの決定を通じてMij内にすでに含まれており、したがって
【０１０４】

【数７】

【０１０５】
は、最終的に不完全な検出効率をすでに補正されている。iのシリーズとしてのNiおよびj
のシリーズとしての
【０１０６】
【数８】

【０１０７】
はそれぞれ、ベクトル
【０１０８】
【数９】

【０１０９】
および
【０１１０】
【数１０】

【０１１１】
の成分と見なすことができ、Mijは、行列
【０１１２】
【数１１】

【０１１３】
の成分と見なされる。それは、
【０１１４】
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【数１２】

【０１１５】
と書くことができる。ベクトル
【０１１６】

【数１３】

【０１１７】
は、その離散形での入射放射線のエネルギースペクトルであり、行列反転を通じてまたは
最尤法のような推定法を通じて計算することができる。そのようにして入射放射線のエネ
ルギースペクトルが決定される。決定エネルギースペクトルへの電荷共有効果の影響は、
この再構成アルゴリズムを用いて補正される。
【０１１８】
　入射エネルギースペクトルを再構成するための別の方法は、最初に蓄積スペクトルの最
高ビンj内のカウント数を対応するエネルギーEj

monoの正規化応答関数とかけることであ
る。ビンj内のエネルギーの応答関数は、ビンj内のカウント数で決定されるべきエネルギ
ースペクトルに寄与する。ビンi内のEj

monoのかけられた応答関数の値は次いで、ビンi内
のカウント数から引かれる。この引き算は、すべてのi<jに対して実行される。それ故に
、引き算の後、より高いビンのエネルギーの粒子から来るビン(j-1)内のカウントは、除
去される。ビン(j-1)のエネルギーへの応答関数はその結果、このビン(j-1)内の引き算の
結果をもって寄与する。ビン(j-1)のエネルギーへの応答関数は次いで、この引き算の結
果とかけられる。このかけられた応答関数の値は、すべてのビンi<(j-1)内のすでに補正
されたカウントから引かれ、エネルギーEj-2

monoの寄与をもたらす。この手順は、引き続
いて何度も繰り返して実行される。この過程の各ステップで、ビン内の残留カウント数は
、減少する。結局、測定エネルギー蓄積スペクトルへのすべての応答関数の寄与、したが
ってエネルギースペクトルが、決定される。
【０１１９】
　例えば空気または組織のような材料内に蓄積される線量Dは、因子Kjが測定またはシミ
ュレーションによって事前に決定される場合、入射粒子エネルギーの決定スペクトル
【０１２０】

【数１４】

【０１２１】
から計算できる。因子は、シミュレーションまたは測定でエネルギーEj

monoを使用して決
定されてもよい。線量は、計算エネルギースペクトル内のエネルギー間隔の線量寄与の合
計である、即ち、
【０１２２】
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【数１５】

【０１２３】
である。線量率値は、線量計によって決定されるべき測定時間による割り算を通じて決定
されてもよい。
【０１２４】
　蓄積スペクトルの事前決定なしに線量値を直接決定することもまた可能である。この方
法では、蓄積スペクトルNiの各ビン内のカウント数は、因子Liをかけられる。因子Liは、
シミュレーションまたは較正測定を通じて測定より前に決定される。表示されるべき線量
は、
【０１２５】
【数１６】

【０１２６】
によって計算される。この方法は、線量値の見積もりを与える。
【０１２７】
　Liは、次の手順によって決定される。線量計は、シミュレーションモデルでまたは測定
で周知の線量Djを持ついくつかのスペクトル(較正放射線)に照射される。エネルギー間隔
i内の検出器1のカウント数Njiは、各スペクトルjに対して測定される。連結した組の方程
式
【０１２８】
【数１７】

【０１２９】
は、行列表記法
【０１３０】
【数１８】

【０１３１】
で書くこともできる。Liに対する最良の見積もりは、較正放射線の測定されたまたはシミ
ュレーションされた線量に疑似逆行列を適用して得られる、即ち、
【０１３２】
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【数１９】

【０１３３】
である。蓄積スペクトル内の情報、例えば最大粒子エネルギーは、Ljからより正確である
いくつかの因子
【０１３４】

【数２０】

【０１３５】
を決定するために使用できる。線量はそのとき、
【０１３６】
【数２１】

【０１３７】
となる。
【符号の説明】
【０１３８】
　1　検出器
　2　検出器画素配列
　3　検出器画素
　4　読み出しユニット
　20　センサ
　21　画素電極
　22　上部電極
　23　画素電極への信号接続
　24　画素電子回路
　25　特定用途向け集積回路(ASIC)
　50　変換ユニット
　51　時間決定ユニット
　52　イベント計数ユニット
　55　信号接続
　61　信号接続
　62　アナログ処理ユニット
　63　弁別器
　64　補正ユニット
　67　信号接続
　70　時間カウンタ
　80　切り換えユニット
　82　イベントカウンタ
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　90　複写ユニット
　91　比較ユニット
　112　検出器画素の群
　113　検出器画素の群
　151　活動検出器画素
　122　検出器画素配列の列
　123　検出器画素配列の列
　131　検出器画素の群
　132　検出器画素の群
　134　検出器画素
　140　検出器画素
　141　検出器画素の群
　142　検出器画素の群
　151　検出器画素
　152　検出器画素
　153　検出器画素
　155　検出器画素配列の列
　156　検出器画素配列の列
　160　検出器画素配列の列
　161　検出器画素配列の列
　162　検出器画素配列の列
　163　検出器画素配列の列
　165　吸収体
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