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(57)【要約】
　本発明は、逆ジオメトリＣＴによりスペクトルＸ線撮
像装置を実現する検査装置及び対応する方法に関する。
提案される検査装置は、複数の位置でＸ線を放射する複
数のＸ線源を有するＸ線源ユニットと、Ｘ線源のうちの
１つ以上から放射されたＸ線を、Ｘ線源ユニットとＸ線
検出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出
信号を生成するＸ線検出ユニットと、生成された検出信
号を処理する処理ユニットと、少なくとも２つの異なる
エネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループで
Ｘ線を放射するようにＸ線源を制御する制御ユニットで
あり、特定のＸ線源又はＸ線源のグループが異なるエネ
ルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられ
る時間間隔中に、特定のＸ線源又はＸ線源のグループが
オフに切り換えられ、且つ１つ以上のその他のＸ線源又
はＸ線源のグループが順次オンに切り換えられてＸ線を
放射するように制御する制御ユニットとを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　複数の位置でＸ線を放射する複数のＸ線源を有するＸ線源ユニット、
　－　前記Ｘ線源のうちの１つ以上から放射されたＸ線を、前記Ｘ線源ユニットと当該Ｘ
線検出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出信号を生成するＸ線検出ユニッ
ト、
　－　生成された前記検出信号を処理する処理ユニット、及び
　－　少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループでＸ
線を放射するように前記Ｘ線源を制御する制御ユニットであり、特定のＸ線源又はＸ線源
のグループが異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられる時間間
隔中に、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループがオフに切り換えられ、且つ１つ以上の
その他のＸ線源又はＸ線源のグループが順次オンに切り換えられてＸ線を放射するように
制御する制御ユニット、
　を有するＸ線検査装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループが、可能な限り早く前記
異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられるよう、前記Ｘ線源を
制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループが切り換えられる前記時
間間隔中に順次オンに切り換えられてＸ線を放射する前記１つ以上のその他のＸ線源又は
Ｘ線源のグループが、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループが先に放射していた、ある
いは切り換えられた後に放射することになるＸ線のエネルギースペクトルでＸ線を放射す
るよう、前記Ｘ線源を制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、Ｘ線源の第１グループのＸ線源が、前記少なくとも２つの異なる
エネルギースペクトルで、単独で、別々に、且つ順次にＸ線を放射し、その後、Ｘ線源の
他のグループのＸ線源が、前記少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで、単独で
、別々に、且つ順次にＸ線を放射するように、前記Ｘ線源をグループでＸ線を放射するよ
う制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、特にＸ線源のアノードに供給される電圧である前記Ｘ線源の電圧
を変化させることによって、異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するよう前記Ｘ線
源を切り換えるように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項６】
　多数の高電圧供給配線を有する高電圧供給ユニットを更に有し、前記制御ユニットは、
切換パターンに従って、前記Ｘ線源をそれぞれの前記供給配線に動的に接続するマルチプ
レクサを有する、請求項５に記載のＸ線検査装置。
【請求項７】
　前記Ｘ線源は、特にカーボンナノチューブに基づく電界エミッタを備えた微小焦点Ｘ線
源などの電界エミッタに基づくＸ線源である、分散されたＸ線源である、請求項１に記載
のＸ線検査装置。
【請求項８】
　前記Ｘ線源ユニット及び前記Ｘ線検出ユニットが搭載され、且つ前記検査領域の周りを
回転するように構成されたガントリー、を更に有する請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項９】
　前記Ｘ線検出ユニットは、各層が所定のエネルギースペクトルのＸ線を検出するように
適応された、特に二層検出器である、多層検出器を有する、請求項１に記載のＸ線検査装
置。
【請求項１０】
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　前記Ｘ線検出ユニットはエネルギー弁別光子計数検出器を有する、請求項１に記載のＸ
線検査装置。
【請求項１１】
　Ｘ線検出中に前記Ｘ線検出器の何れかの画素にオーバーフローが存在するかを検出する
オーバーフロー検出手段を更に有し、前記制御ユニットは、アクティブなＸ線源に供給さ
れる電流を低減するように適応されている、請求項１０に記載のＸ線検査装置。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、第１グループのＸ線源が、重なり合うエネルギースペクトルを有
するＸ線を放射し、その後、Ｘ線源の他の複数のグループが別々且つ順次に、特に同一の
エネルギースペクトルでＸ線を放射するように、前記Ｘ線源をグループでＸ線を放射する
よう制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項１３】
　－　複数のＸ線源を有するＸ線源ユニットにより、複数の位置でＸ線を放射する段階、
　－　前記Ｘ線源のうちの１つ以上から放射されたＸ線を、前記Ｘ線源ユニットとＸ線検
出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出信号を生成する段階、
　－　生成された前記検出信号を処理する段階、及び
　－　少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループでＸ
線を放射するように前記Ｘ線源を制御する段階であり、特定のＸ線源又はＸ線源のグルー
プが異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられる時間間隔中に、
前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループがオフに切り換えられ、且つ１つ以上のその他の
Ｘ線源又はＸ線源のグループが別々且つ順次にオンに切り換えられてＸ線を放射するよう
に制御する段階、
　を有するＸ線検査方法。
【請求項１４】
　コンピュータ上で実行されるときに、コンピュータに、請求項１３に記載の方法の段階
群を実行するように請求項１に記載のＸ線検査装置を制御させるプログラムコードを有す
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線検査装置及び対応する方法、並びに該装置の制御のためのコンピュータ
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー（又はスペクトル）Ｘ線撮像は、医療用ＣＴスキャナの全てのベンダーによって
、ＣＴ（コンピュータ断層撮影）の今後の開発の非常に有望な路線であるとして確認され
ている。しかしながら、ＣＴベンダーは言うまでもなく、スペクトル領域に入るために異
なるアプローチを辿っている。これは主として、スペクトルＣＴスキャナのハードウェア
実現が簡単な作業でないという事実によってもたらされている。
【０００３】
　例えば非特許文献１に記載されている新しい‘逆（インバース）’ジオメトリＣＴ（Ｉ
ＧＣＴ）システム設計においては、個別の電子エミッタ及び焦点のアレイを備えた大型の
分布Ｘ線源と、高フレームレートのフラットパネルＸ線検出器とが使用されている。カー
ボンナノチューブ（ＣＮＴ）の出現により、例えば非特許文献２に記載されているように
、冷‘電子銃’として、高速スイッチング可能なＸ線生成器が構築され得る。このような
ＣＮＴに基づくＸ線源は、上述の逆ジオメトリＣＴシステムにおいてアレイ状に配列され
て、所定の変調パターンに従った時間でオン及びオフに切り換えられることができる。
【０００４】
　既知のスペクトルＣＴシステムは、以下の技術的障害を克服しなければならず、あるい
は以下の欠点を有する：
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　異なる複数のｋＶｐ（ピークキロボルト）設定を有するデュアルソースＣＴシステム：
明確に分離することができるのは２つの材料成分のみである；２つのソース（Ｘ線源）と
２つの検出器とを搭載しなければならないため、ハードウェアコストが高い、
　デュアルレイヤ（二層）検出器：明確に分離することができるのは２つの材料成分のみ
である；検出器の製造プロセスが複雑である、
　高速デュアルｋＶｐ切換え：明確に分離することができるのは２つの材料成分のみであ
る；強いｋＶ遷移は実現が困難であるので、低スペクトル分離である、
　光子計数スペクトルＣＴ：検出には高いハードウェア労力を必要とする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】DeMan,B.等、「Inverse　geometry　CT：The　next-generation　CT　a
rchitecture?」、IEEE　Nuclear　Science　Symposium　Conference　Record、2007年、M
07-2、pp.2715-2716
【非特許文献２】Liu,Z.等、「Carbon　nanotube　based　microfocus　field　emission
　x-ray　source　for　microcomputed　tomography」、Applied　Physics　Letters、20
06年、第89巻、103111
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の１つの目的は、上述の障害及び欠点を解決することが可能な、Ｘ線検査装置、
特に逆ＣＴジオメトリを有するＸ線検査装置、及び対応する方法、並びに該装置の制御の
ためのコンピュータプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様において、
－　複数の位置でＸ線を放射する複数のＸ線源を有するＸ線源ユニット、
－　前記Ｘ線源のうちの１つ以上から放射されたＸ線を、前記Ｘ線源ユニットと当該Ｘ線
検出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出信号を生成するＸ線検出ユニット
、
－　生成された前記検出信号を処理する処理ユニット、及び
－　少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループでＸ線
を放射するように前記Ｘ線源を制御する制御ユニットであり、特定のＸ線源又はＸ線源の
グループが異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられる時間間隔
中に、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループがオフに切り換えられ、且つ１つ以上のそ
の他のＸ線源又はＸ線源のグループが順次、単独あるいはグループでオンに切り換えられ
てＸ線を放射するように制御する制御ユニット、
を有するＸ線検査装置が提示される。
【０００８】
　本発明の更なる一態様において、対応する方法が提示される。
【０００９】
　本発明のより更なる一態様において、コンピュータ上で実行されるときに、コンピュー
タに、上述の方法の段階群を実行するように、先に規定したＸ線検査装置を制御させるプ
ログラムコードを有するコンピュータプログラムが提示される。
【００１０】
　本発明の好適な実施形態が、従属請求項にて規定される。理解されるように、請求項記
載の方法及び請求項記載のコンピュータプログラムは、請求項記載の装置と、そして上記
従属請求項にて規定されるのと、同様及び／又は同一の好適実施形態を有する。
【００１１】
　本発明は、特にスペクトルＣＴ用途に関し、或る所与の時間に好ましくは唯一のＸ線源
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又はＸ線源（全てではない）のグループのみがアクティブにされるインバースＣＴシステ
ム構成を用いるという考えに基づく。スペクトルＣＴ用途で要求されるように、特定のＸ
線源又はＸ線源のグループを、以前と異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射すること
を達成するように切り換えることは、幾らかの時間を要する。この特定のＸ線源又はＸ線
源のグループを切り換える時間が、本発明に従って、その合間に、該特定のＸ線源又はＸ
線源のグループをオフに切り換え、且つＸ線を放射するように１つ以上のＸ線源又はＸ線
源のグループを―順次、且つ好ましくは一度に１つ又は１グループのみ―オンに切り換え
るために活用される。故に、この時間中にも、検出信号が得られ、時間が大いに節減され
る。従って、本発明によれば、インバースＣＴソース変調パターンが、有利な交番ｋＶ変
調方式によって拡張される。
【００１２】
　更なる利点は、短縮される収集時間、ひいては、より小さい動きアーチファクト及びよ
り良好な時間分解能である。理想的でない影響が考えられる場合、切換は過渡挙動によっ
て記述され得る。例えば、ソースにおける“低速な”サーマルエミッタ及び検出器での“
残光”を考えると、以前のフレームからの信号が現収集フレームに漏れ入る場合、異なる
エネルギースペクトルの一層小さい重なりが存在する。
【００１３】
　一実施形態によれば、制御ユニットは、特定のＸ線源又はＸ線源のグループが、可能な
限り早く異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられるよう、Ｘ線
源を制御するように適応される。故に、最小期間の間のみ、他のＸ線源がオンに切り換え
られる。第１の（特定の）Ｘ線源又は第１グループのＸ線源を切り換える処理が完了する
と直ちに、このＸ線源（又はこのグループのＸ線源）は再びオンに切り換えられ、新たな
エネルギースペクトルでＸ線を放射する。好ましくは、この期間は、Ｘ線源の切換のタイ
ミングを適切に制御するために前もって決定される。しかしながら、切換処理自体の最中
に‘オンラインで’この期間及びタイミングを決定することも可能である。
【００１４】
　他の一実施形態によれば、制御ユニットは、特定のＸ線源又はＸ線源のグループが切り
換えられる時間間隔中に順次オンに切り換えられてＸ線を放射する前記１つ以上のその他
のＸ線源又はＸ線源のグループが、特定のＸ線源又はＸ線源のグループが先に放射してい
た、あるいは切り換えられた後に放射することになるＸ線のエネルギースペクトルでＸ線
を放射するよう、Ｘ線源を制御するように適応される。故に、或る特定の期間中（且つ或
る特定の投影角範囲から）の全ての検出信号が、Ｘ線の同一のエネルギースペクトルで収
集される。これは、データ処理及び再構成において有利となり得る。収集の一部が１つの
固定されたスペクトルで行われ、他の部分が関心領域に応じてデュアルエネルギーモード
又はマルチエネルギーモードで収集されることも可能であり、これは更なる柔軟性をもた
らす。
【００１５】
　更に好ましくは、制御ユニットは、Ｘ線源の第１グループのＸ線源が、前記少なくとも
２つの異なるエネルギースペクトルで、単独で、別々に、且つ順次にＸ線を放射し、その
後、Ｘ線源の他のグループのＸ線源が、前記少なくとも２つの異なるエネルギースペクト
ルで、単独で、別々に、且つ順次にＸ線を放射するように、Ｘ線源をグループでＸ線を放
射するよう制御するように適応される。利点は、スペクトル切換動作の回数の最小化に関
する最適化として異なるグループサイズとなり、また、時間分解能が十分に高いことであ
る。
【００１６】
　異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するようにＸ線源を切り換えることには、利
用可能な様々な選択肢が存在する。好ましくは、制御ユニットは、特にＸ線源のアノード
に供給される電圧であるＸ線源の電圧を変化させることによって、異なるエネルギースペ
クトルでＸ線を放射するようＸ線源を切り換えるように適応される。これは、単純なＸ線
源の制御及び切換プロセスを可能にする。
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【００１７】
　この目的のため、当該装置は好ましくは更に、多数の高電圧供給配線を有する高電圧供
給ユニットを有し、制御ユニットは、切換パターンに従って、Ｘ線源をそれぞれの供給配
線に動的に接続するマルチプレクサを有する。
【００１８】
　有利な一実施形態によれば、Ｘ線源は、特にカーボンナノチューブに基づく電界エミッ
タを備えた（例えば、微小焦点）Ｘ線源などの電界エミッタに基づくＸ線源である、分散
されたＸ線源である。このような分散型のＸ線源は、空間の節約となるとともに容易に制
御されることが可能である。また、平面状の基板上にアレイとして配列されることが可能
なＣＮＴが使用される場合、収集が遙かに高速になり得る。また、分散型Ｘ線源を構築す
ることには、従来からのサーマルエミッタ技術が使用されてもよい。また、散乱アーチフ
ァクトが最小化される。さらに、分散型Ｘ線源は、機械的動作を用いずして、異なる視角
から対象物を検査することを可能にする。異なる複数の視角からの投影画像の組は、限ら
れた３Ｄ画像再構成（例えば、トモシンセシス）を可能にする。この断層撮影スキームは
、撮像装置の構築及び動作を単純化する。
【００１９】
　好ましくは、当該装置は更に、Ｘ線源ユニット及びＸ線検出ユニットが搭載され、且つ
検査領域の周りを回転するように構成されたガントリーを有する。特に、ガントリーは、
これらのユニットの１つ以上又は各々が検査領域の周りを回転することができるように構
成され得る。分散型Ｘ線源を用いる利点は、このような装置が機械的動作／回転を必要と
しないことである。他の実施形態において、特にＸ線源及び／又は検出器の移動／回転の
ためにガントリーが設けられる。このようなガントリー上でも、分散型Ｘ線源が用いられ
得る。
【００２０】
　好適な一実施形態において、Ｘ線検出ユニットは、各層が所定のエネルギースペクトル
のＸ線を検出するように適応された、特に二層検出器である、多層検出器を有する。逆ジ
オメトリにおける検出器はより小さいＸ線感度領域をカバーするのみであるため、ハード
ウェアコストが低減される。このような二層検出器自体は例えば国際公開第２００７／０
３９８４０号に記載されている。
【００２１】
　他の一実施形態によれば、Ｘ線検出ユニットはエネルギー弁別光子計数検出器を有する
。この実施形態を用いる場合にも、従来のＣＴ検出器サイズと比較して小さい検出器面積
によるハードウェアコストの低減が達成される。このようなエネルギー弁別光子計数検出
器は、例えば、Iwanczyk,J,S.等、「Photon　Counting　Energy　Dispersive　Detector
　Arrays　for　X-ray　Imaging」、IEEE　Nuclear　Science　Symposium　Conference　
Record、2007年、M09-4、pp.2741-2748に記載されている。
【００２２】
　さらに、一実施形態によれば、当該装置は、Ｘ線検出中にＸ線検出器の何れかの画素に
オーバーフローが存在するかを検出するオーバーフロー検出手段を更に有し、制御ユニッ
トは、アクティブなＸ線源に供給される電流を低減するように適応される。
【００２３】
　制御ユニットが、例えば適応的に、特に高電圧発生器であるハードウェア、（例えばＣ
ＮＴといったソースの）切換時間、関心領域、及び必要な空間分解能を考慮に入れて、最
適化された切換方式を決定するように適応化されることも可能である。
【００２４】
　一実施形態において、制御ユニットは、第１グループのＸ線源が、重なり合うエネルギ
ースペクトルを有するＸ線を放射し、その後、Ｘ線源の他の複数のグループが別々且つ順
次に、特に同一のエネルギースペクトルでＸ線を放射するように、Ｘ線源をグループでＸ
線を放射するよう制御するように適応される。この実施形態は、エネルギー分解検出器を
用いてソースを特定することができ、高速な収集時間及び高い精度がもたらされるという



(7) JP 2012-511988 A 2012.5.31

10

20

30

40

50

利点を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本発明の上述及びその他の態様は、以下に説明する実施形態を参照することで明らかに
なる。
【図１】本発明に従った検査装置の一実施形態を概略的に示す図である。
【図２】ＣＴ構成での図１に示した実施形態の実現例を示す図である。
【図３】マルチソースＩＧＣＴシステムを示す３次元斜視図である。
【図４】カーボンナノチューブに基づく電界放出型Ｘ線源の一実施形態を示す図である。
【図５】エネルギープロファイル切換回路の一実施形態を示す図である。
【図６】本発明に従ったＸ線源の切換方式を例示する図である。
【図７】本発明に従った検査装置の制御ループの一実施形態を示すブロック図である。
【図８】本発明に従ったＸ線源の他の切換方式を例示する図である。　図面において、同
一あるいは同様の構成要素は似通った参照符号によって参照される。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本願に係る技術は概して、医療用及び非医療用の有用な画像を生成する、例えばトモシ
ンセシス撮像技術などの撮像技術に向けられている。当業者に認識されるように、本願に
係る技術は、有用な３次元データ及びコンテキストを提供する、例えば乗客及び／又は手
荷物スクリーニングなどの、様々な医療用途及び非医療用途に適用され得る。ここでは概
して、本願に係る技術の説明を容易にするため、医療での実現例を説明するが、理解され
るように、非医療での実現も本願に係る技術の範囲内にある。
【００２７】
　図１は、本発明に従ったマルチエネルギー検査装置１０の典型的な一実施形態概略的に
示している。装置１０は、Ｘ線源ユニット１４を支持するポジショナ又は支持体１２を含
んでいる。支持体１２は、Ｘ線源ユニット１４と所望の撮像ボリュームとの間に位置付け
られ得る１つ以上のＸ線フィルタ１６を含み得る。一般的に、例えばフラットパネル検出
器などのデジタル検出器１８が、Ｘ線源ユニット１４から撮像ボリュームを横切った位置
に置かれる。デジタル検出器１８は、静止してもよいし、Ｘ線源ユニット１４及び／又は
支持体１２と協調して或いは独立に移動してもよい。デジタル検出器１８と撮像ボリュー
ムとの間には、散乱線除去グリッド２０も存在し得る。存在するとき、散乱線除去グリッ
ド２０は典型的にデジタル検出器１８の近くに取り付けられ、デジタル検出器１８上への
散乱Ｘ線の入射を抑制する。一実施形態において、散乱線除去グリッドは操舵可能とし得
る。他の一実施形態において、散乱線除去グリッドは存在せず、その代わりに、定量的な
投影画像を得るためにアルゴリズム散乱補正が実行され得る。
【００２８】
　Ｘ線源ユニット１４は、患者２２内の関心領域を包含する撮像ボリューム内に位置する
患者２２の全体又は一部に向けて、限られた角度範囲内で、複数の位置からＸ線を放射す
るように構成される。Ｘ線源ユニット１４は、手動あるいは自動化手段によっての何れか
で、様々な位置へ１、２又は３次元で移動可能であってもよく、その結果、Ｘ線源ユニッ
ト１４は患者２２及び／又はデジタル検出器１８に対する位置を変化させ得る。
【００２９】
　好ましくは、図２に示すようなＣＴ構成において、Ｘ線源ユニット１４（多数の分散さ
れたＸ線源１５を有する）及びＸ線検出器１８は、検査領域１９の周りを回転するように
ガントリー１７に取り付けられる。テーブルなどの支持台２１が、検査領域１９内の患者
又はその他の対象物を支持する。患者支持台２１は好ましくは、長手方向すなわちｚ方向
に移動可能である。しかしながら、異なる一実施形態において、Ｘ線源ユニット１４及び
Ｘ線検出器１８は、ガントリーに取り付けられず、動かない。
【００３０】
　典型的に、Ｘ線源ユニット１４は、所望の対象物又は患者２２を撮像するのに有用な１
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つ以上のスペクトルでＸ線を放射するように構成される。例えば、医療の状況において、
Ｘ線源は、患者撮像に用いられ得る例えば銅フィルタリングによる１４０ｋＶｐスペクト
ルといった高エネルギー光子を伴うＸ線のスペクトルを放射してもよいし、あるいは、望
ましいＸ線透過特性に基づいて患者撮像に各々有用な１つ以上の低エネルギースペクトル
（例えば、フィルタリングされない９０ｋＶｐスペクトル）でＸ線を放射してもよい。Ｘ
線は、所望の複数のＸ線放射位置に配置された或いは移動される多数の生成器（すなわち
、所望の放射位置の各々に位置するＸ線管）によって、あるいは、所望の角度範囲内の所
望の複数の放射位置に配置された或いは移動することが可能な静止Ｘ線管１５と移動Ｘ線
管１５との組み合わせによって、多数の位置でＸ線源ユニット１４から放射され得る。
【００３１】
　上述のＸ線源１４は、患者２２を通してデジタル検出器１８に向けてＸ線２４（図１参
照）を放射する。デジタル検出器１８は典型的に、Ｘ線２４に応答してデジタル信号を生
成するように構成されたアレイ状の複数の検出素子を含む。本発明の一実施形態において
、デジタル検出器１８は、画素に激突する様々な光子のエネルギーを区別しない。すなわ
ち、各画素は、多様なＸ線スペクトルの電荷情報を蓄積して表す。このような一実施形態
において、Ｘ線フィルタ１６は、例えばＸ線放射を順に入れ替えるために、異なる時点に
おける伝播スペクトルを限定あるいは変更することによってＸ線エネルギーの差異化を可
能にするように使用され得る。Ｘ線フィルタ１６は、銅、アルミニウム、鉄、モリブデン
、錫、バリウム、ガドリニウム、タングステン、鉛、又はその他の好適材料で製造され得
る。代替的に、本発明の他の一実施形態においては、フィルタ１６を用いることなくオフ
セットされたスペクトル又はエネルギープロファイルを有するＸ線が異なる時点で伝播さ
れ得るように、Ｘ線源１４は、２つ以上のスペクトルでＸ線を放射するように構成可能で
あってもよい。
【００３２】
　代替的に、更なる他の一実施形態において、Ｘ線源ユニット１４は、２つ以上のスペク
トルで放射するようにフィルタリングあるいは構成されず（あるいは、部分的にのみ或い
は特別な位置でのみフィルタリングされ）、デジタル検出器１８が、異なるエネルギープ
ロファイル又はレベルを有するＸ線２４をそれ自身で区別することが可能なエネルギー弁
別検出器にされてもよい。例えば、一実施形態において、エネルギー弁別検出器は、一度
の照射で或る特定の位置のＸ線源について、高エネルギー画像及び低エネルギー画像の双
方を捕捉するように使用される。同様に、他の一実施形態において、デジタル検出器１８
は、各スタックが異なるスペクトル又はエネルギープロファイルを有するＸ線を検出する
ように構成された、シンチレータとフォトダイオードとのスタックのアレイを含んでいて
もよい。この実施形態において、デジタル検出器１８は、高エネルギー画像及び低エネル
ギー画像を同時に捕捉するように使用され得る。
【００３３】
　Ｘ線源ユニット１４の動作はシステムコントローラ２６によって制御され得る。例えば
、システムコントローラ２６は、Ｘ線コントローラ３０を介して、コリメーション及びタ
イミングを含むＸ線源ユニット１４の活性化及び動作を制御する。また、Ｘ線源ユニット
１４が２つ以上のエネルギープロファイルでＸ線を放射するように構成される実施形態に
おいて、システムコントローラ２６は、エネルギープロファイル切換回路２８を介して、
Ｘ線放射のエネルギープロファイルの制御又は選択を行うように構成され得る。
【００３４】
　Ｘ線源ユニット１４及び／又はデジタル検出器１８の動きも、互いに独立に移動させる
よう、あるいは同期して移動させるよう、例えばモータコントローラ３２によってなど、
システムコントローラ２６によって制御され得る。例えば、一実施形態において、モータ
コントローラ３２は、Ｘ線源ユニット１４及び／又はデジタル検出器１８が物理的に取り
付けられた例えばＣアームなどのポジショナ１２の動作を制御し得る。一般的に、ポジシ
ョナ１２は、所定の撮像軌道又はオペレータが選択した撮像軌道に従って、Ｘ線源ユニッ
ト１４及び／又はデジタル検出器１８の物理的な動作を実現する。故に、ポジショナ１２
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によって、システムコントローラ２６は、患者を通る様々な角度でのＸ線投影の収集を促
進し得る。代替的に、Ｘ線源ユニット１４及びデジタル検出器１８が静止型である実施形
態、すなわち、検出器１８に対して相異なる角度に固定された複数のＸ線管又は固体エミ
ッタをＸ線源ユニット１４が有する実施形態においては、ポジショナ１２は存在しない。
別のハイブリッド構成も同様に可能であり、例えば、一実施形態において、組として（す
なわち、個々にではなく）移動する複数のＸ線源が用いられてもよい。さらに、一部の実
施形態において、有限の角度範囲にわたる様々なビューでの投影角度を作り出すように、
患者又は撮像対象物がＸ線源及び／又は検出器に対して移動されてもよい。
【００３５】
　システムコントローラ２６はまた、例えば検出器収集回路３４を介して、デジタル検出
器１８の動作及び読み出しを制御し得る。一実施形態において、デジタル検出器１８は、
Ｘ線に応答して収集されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、更なる処理のために該
デジタル信号を検出器収集回路３４に提供する。典型的に、検出器収集回路３４によって
デジタル検出器１８から読み出されたデータの処理及び再構成を行うために、処理回路３
６が存在する。具体的には、Ｘ線源ユニット１４によって放射されたＸ線に応答して、投
影データ又は投影画像が検出器収集回路３４によって生成される。異なる時点で異なるス
ペクトル又はエネルギープロファイルを有するようにＸ線が生成あるいはフィルタリング
される実施形態において、投影画像は、全ての定められた位置で特定のエネルギープロフ
ァイルにて収集され、この処理が他のエネルギープロファイルのために繰り返され得る。
代替的に、投影画像は特定の位置で全てのエネルギープロファイルに関して収集され、こ
の処理が全ての定められた位置のために繰り返されてもよい。その他の収集シーケンスも
同様に可能である。しかしながら、デジタル検出器１８としてエネルギー弁別検出器を使
用する実施形態においては、各投影画像が所望のエネルギー情報を含むので、典型的に位
置ごとに１つの投影画像のみが取得される。検出器１８によって収集された投影データは
、検出器収集回路３４及び／又は処理回路３６にて前処理に掛けられ得る。また、処理回
路３６は投影データを再構成して、表示のための１つ以上の３次元画像を生成し得る。
【００３６】
　処理回路３６は、異なるエネルギー特性を異なる材料種類に関連付けるように、エネル
ギー特性に基づいて投影画像を分解してもよい。処理回路３６は更に投影画像を再構成し
て、例えばトモシンセシス画像などの３次元画像を生成してもよい。これらの再構成及び
分解のステップは、何れに順序で実行されてもよいが、一般に、双方のステップが実行さ
れるとき、相異なる材料種類又は組織型を表す合成３次元トモシンセシス画像を生成する
ことができる。例えば、合成トモシンセシス画像は、軟組織トモシンセシス画像、骨トモ
シンセシス画像、及び／又は造影剤画像を含み得る。逆に、処理回路が投影データを分解
することなく収集投影データを再構成する場合には、例えば低エネルギートモシンセシス
画像、中間エネルギートモシンセシス画像及び高エネルギートモシンセシス画像など、エ
ネルギートモシンセシス画像が生成され得る。これらのエネルギートモシンセシス画像は
、撮像ボリューム内の患者２２又は対象物によるそれぞれのエネルギープロファイルでの
Ｘ線減衰を描写する。医療の状況において、様々なトモシンセシス画像は、患者２２の関
心内部領域を明らかにし、更なる診断に使用され得る。処理回路３６はまた、処理された
データ及び処理すべきデータを格納するメモリ回路を含んでいてもよい。メモリ回路はま
た、処理パラメータ及び／又はコンピュータプログラムを格納してもよい。
【００３７】
　処理回路３６は、オペレータワークステーション４０に接続され得る。処理回路３６に
よって生成された画像は、例えばディスプレイ４２上での表示のため、オペレータワーク
ステーション４０に送られ得る。処理回路３６は、処理、画像又は画像データに関するコ
マンド又は処理パラメータを、例えばキーボード、マウス及びその他のユーザ相互作用装
置などの入力装置（図示せず）を含み得るオペレータワークステーション４０から受信す
るように構成され得る。オペレータワークステーション４０はまた、Ｘ線源ユニット１４
及び／又は検出器１８の動作に関するコマンド及びスキャンパラメータをオペレータがシ
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ステムコントローラ２６に与えることを可能にするよう、システムコントローラ２６に接
続され得る。故に、オペレータは、オペレータワークステーション４０を介して、システ
ム１０の全体又は一部の動作を制御し得る。
【００３８】
　オペレータワークステーション４０は典型的に、処理回路３６によって生成された画像
をレンダリング（画像表示）することが可能な、ディスプレイ４２及び／又はプリンタ４
４に接続される。典型的に、オペレータワークステーション４０内の表示及び／又はプリ
ンタ回路が、画像をレンダリングのためにそれぞれのディスプレイ４２又はプリンタ４４
に与える。また、オペレータワークステーション４０は、画像保管通信システム（ＰＡＣ
Ｓ）４６に接続され得る。そして、ＰＡＣＳ４６は、異なる場所にいる人々が画像及び／
又は画像データにアクセスし得るように、ネットワークを介して内部ワークステーション
４８及び／又は外部ワークステーション５０に接続され得る。同様に、オペレータワーク
ステーション４０は、処理回路３６による処理、及び／又はディスプレイ４２若しくはプ
リンタ４４でのレンダリングのため、ＰＡＣＳ４６を介してアクセス可能な画像又はデー
タにアクセスし得る。
【００３９】
　図３は、横断方向（ｘｙ面内）及び長手方向（ｚ軸方向）に複数の点ｘ線源１５が配列
された大きい分散ソースユニット１４と組み合わされた小型検出器１８を使用するマルチ
ソース・逆ジオメトリ・コンピュータ断層撮影（Inverse　Geometry　Computed　Tomogra
phy；ＩＧＣＴ）システム１０の３次元斜視図を示している。点ｘ線源１５の各々は異な
る時点にファン（扇状）ビーム（又はコーン（円錐）ビーム）６０を放射し、検出器１８
によって投影データ（例えば、シノグラム）６１が捕捉される。また、検出器１８、分散
ソースユニット１４及びファンビーム（又はコーンビーム）６０は、回転軸６２の周りで
軸回転され得る。検出器１８によって捕捉された投影データ６１は、視野（検査領域）１
９内の関心対象を再構成するように処理される。投影データを平行な光線投影に再瓶分け
（re-bin）するための、既知のリビニング（re-binning）アルゴリズムが使用され得る。
【００４０】
　横断方向に、複数の点ｘ線源１５は好ましくは、全ての対応するファンビーム（又はコ
ーンビーム）６０が、アイソフォーカス検出器を備える従来の第３世代システムに適合す
るように回転されることが可能であるよう、アイソセントリックアーク上に位置付けられ
る。これは、完全なコーンビームへの的確な再瓶分けを可能にするとともに、均一なビー
ムプロファイルを達成する助けとなる。得られたデータセットは、複数の長手方向にオフ
セットされた第３世代データセットへと再編成あるいは再瓶分けされることができる。ま
た、ｚ方向に分散された複数の点ｘ線源１５用に開発されたアルゴリズムは、従来の第３
世代ＣＴを用いた複数の長手方向にオフセットされたアクシャルスキャンに適用されるこ
とができ、その逆もまた然りである。これらの理由により、ソース群をアイソセントリッ
クアーク上に位置付けることが望ましいが、例えば検出器を中心とするアーク（円弧）及
び平面アレイなどのその他の構成も使用され得る。
【００４１】
　Ｘ線管はＸ線源ユニット１４によりＸ線生成の１つの可能性であり、他の実施形態にお
いては、Ｘ線源ユニット１４はその他のＸ線生成・放射技術を用いてもよい。例えば、Ｘ
線源ユニット１４は、上述の実現例におけるＸ線管に代えて、固体Ｘ線エミッタを用いて
もよい。しかしながら、Ｘ線管及び固体Ｘ線エミッタは使用され得るＸ線生成・放射技術
の２つの例であり、医学的（あるいは産業的）に有用なスペクトルを有するＸ線を生成す
ることが可能なその他のＸ線生成技術又は装置が、本発明に係る技術とともに用いられて
もよい。
【００４２】
　一実施形態において、例えば、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）に基づく電界放出（フ
ィールドエミッション）型Ｘ線源１５のアレイがＸ線生成に使用される。図４に示すよう
に、アレイ１４の各ソース１５は、ＣＮＴカソード１５１と、ゲート電極１５２と、１つ
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又は２つの集束（フォーカシング）電極１５３、１５４と、電子ビーム１５６のＸ線１５
７への変換が行われるアノード１５５を有する。個々のソースのオン及びオフの切換は、
好ましくは、ゲート電極１５２に適切な電圧を印加することによって達成される。
【００４３】
　本発明によれば、或る特定のＸ線源が或る異なるエネルギースペクトルのＸ線を放射す
るように切り換えられる時間間隔において、該特定のＸ線源がオフに切り換えられ、１つ
以上のその他のＸ線源が別々且つ順次にオンに切り替えられてＸ線を放射するように、シ
ステムコントローラ２６、具体的にはエネルギープロファイル切換回路２８及び／又はＸ
線コントローラ３０は、少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで別々且つ順次に
Ｘ線を放射するよう複数のＸ線源１５を制御するように適応される。故に、本発明によれ
ば、交番的なｋＶ変調方式が適用される。
【００４４】
　多数のｘ線源１５ａ、１５ｂ、・・・、１５ｘの個別制御・切換を行うエネルギープロ
ファイル切換回路２８の適当な実現例は、図５に示されている。
【００４５】
　図６は、本発明に従ったＸ線源の切換方式を例示している。例えば、時間ｔ１に高電圧
Ｕ１でオンに切り換えられ且つ時間ｔ２にオフに切り換えられる特定のソース１５ａを考
える。その後、スキャンはＸ線生成器のその他のソース１５ｂ、１５ｃに進む。時間ｔ３

に、ソース１５ａは高電圧Ｕ２で再び活性化される。ｔ２とｔ３との間の時間間隔中に、
ソース１５ａ用の高電圧源はＵ１からＵ２に切り換えられる。高電圧を変化させることは
、高電圧供給配線のＲＣ時定数によって与えられるのが通常である幾らかの時間を要する
。
【００４６】
　故に、記載の技術は、電流領域での管（チューブ）（例えば、ＣＮＴ）の高速切換の恩
恵を受けることにより、高電圧切換ユニットに関するハードウェア労力を緩和する。具体
的には、ソース１５ａ、１５ｂ、１５ｃのアノードはｔ１からｔ２の期間中は電圧Ｕ１に
結合されることができる。時間ｔ２の時点で、ソース１５ａのアノードは既に電圧Ｕ２に
切り換えられることができるが、ゲート電圧を使用して活性化されるのは時間ｔ３になっ
てからである。ＣＮＴがソースとして使用される場合、この活性化を高速に達成しながら
、高電圧切換の使用によるＵ１からＵ２への高電圧の切換は、よりゆっくりと行うことが
できる。アノード電圧の高電圧切換の、ゲート電圧による活性化からの、この分離により
、上述の切換シーケンスの使用の利点が達成される。
【００４７】
　好ましくは、本発明に従って提案される検査装置、特にインバースＣＴシステムは、マ
ルチレイヤ（多層）検出器を備える。マルチレイヤ検出器及び従来のＣＴジオメトリと比
較した利点は、ハードウェアコストが低減されることである。逆ジオメトリにおける検出
器は、より小さいＸ線感度領域を対象とするからである。故に、一実施形態において、図
６に示したような２つの高電圧設定を有するソース切換パターン、及びデュアルレイヤ検
出器は、逆ジオメトリによる“４エネルギー（Quad-Energy）ＣＴ”を形成する。
【００４８】
　代替的な一実施形態において、本発明に従って提案される検査装置、特にインバースＣ
Ｔシステムは、エネルギー弁別式計数モード検出器を備える。この場合も、利点は、より
小さい検出器領域によるハードウェアコストの低減である。計数モード検出器は、Ｘ線強
度の限られたダイナミックレンジを対象とする。この特徴により良く対処するため、Ｘ線
強度調整する検出器画素及びＸ線源を含む制御ループが構成され得る。斯くして、撮像シ
ステムは、仮想的なボウタイ（bow-tie）型フィルタを有するＸ線源とともに、実ドーズ
検知能力を備えた検出器を有する。制御ループの一実現例は、例えば、検出器画素群のう
ちの少なくとも１つが計数率的に飽和していることが指し示される場合に、Ｘ線源電流の
低減を実行する。
【００４９】
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　好適な実施形態において、図５に示されるように、１つ以上の高電圧発生器を有する高
電圧生成ユニット７２ａによって供給される典型的に最大１５０ｋＶまでの、多数の高電
圧配線７３が存在する。例えば、固定電圧の、２エネルギー供給用の２つの高電圧発生器
、又は３エネルギー供給用の３つの高電圧発生器が存在し得る。代替的に、２つの高電圧
発生器が存在し、これら発生器のうちの一方がアクティブなＸ線源に電圧を提供し、他方
の発生器が次に必要とされる次の（より高い、あるいは、より低い）電圧に切り換えられ
てもよい。
【００５０】
　これは、最低の高電圧設定を基準として用い、他方の設定のために一定の電位量を追加
することによって実現され得る。個々のソース１５ａ、１５ｂ、・・・、１５ｘのアノー
ド１５５は、別個の高電圧配線７３に動的に接続される。各ソースの対応するフォーカシ
ング電極１５３、１５４及びゲート電極１５２は、更なる電圧源７２ｂに接続され、アノ
ード電位の一定の割合に設定される。時間制御式マルチプレクサ７４が、アノード１５５
（並びに、代替的な実施形態によれば、フォーカシング電極１５３、１５４及びゲート電
極１５２）の組を、ソース切換パターンに従って、それぞれの高電圧配線７３（アノード
に関して）、７５（フォーカシング電極１５３、１５４及びゲート電極１５２に関して）
に動的に接続する。マルチプレクサ７４は、例えば、Ｘ線生成器と検出器との同期化のた
めにデータ収集システム（図１の３４）に接続されるマイクロプロセッサ又はＦＰＧＡ７
１によって制御される。
【００５１】
　一実施形態において、ガドリニウム酸硫化物（ＧＯＳ）の頂部層と、端部にフォトダイ
オード読み出し部を有するＧＯＳの底部層とを備えた、画素で構成された検出器が使用さ
れる。
【００５２】
　他の一実施形態によれば、例えばＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅからなる、画素で構成された半導体
センサと、例えば整形増幅器、弁別器及び対応するカウンタを各画素に有した、付随する
計数電子回路とが用いられる。このような実施形態の検査装置の制御ループの一実施形態
を、図７のブロック図に示す。この制御ループは、検出器１８の検出器画素における計数
率の飽和を防止する。各電子画素８０内に、オーバーフローフラグ（ＯＦ）８２を出力す
るオーバーフロー検出ユニット８１が存在する。オーバーフロー検出は、カウンタ８３の
読み出しのフレーム時間より短い所定の時間間隔（‘サブフレーム’）内で実行される。
サブフレームの期間は、デジタル信号ＯＦイネーブルによって定められる。各サブフレー
ムの後、全ての画素のＯＦが、かなり高速に実行可能なＯＲ回路８４によって結合される
。少なくとも１つの画素がオーバーフローを差し示した場合、電流制御ユニット８５によ
って管電流が低減され、飽和した画素のカウンタ８３がリセットされる。オーバーフロー
検出と電流低減とを有するループは、何れの画素もオーバーフローを指し示さない場合に
停止する。カウンタ８３のフレーム読み出しはまた、好ましくは、収集時間フレーム中の
チャネルのリセット回数を捕捉する。斯くして、オーバーフローの問題を有しない画素で
は光子の記録が失われず、サブフレーム内にオーバーフローした画素も依然として妥当な
統計を有する。ＯＦは、カウンタ８３のエントリ、タイムオーバー閾値情報、又は例えば
ＣＩＸ型読み出し電子回路（同時の計数及び積分が、信号複製に基づく適切な電子回路に
よって容易化される）を用いて測定されるサブフレーム内での積分電荷から得ることがで
きる。
【００５３】
　検査装置のジオメトリ（幾何学配置）は用途に従って選択される。上述のように、１つ
のシナリオにおいて、ソースアレイ及び検出器はＣＴガントリーに搭載され、データ収集
中に対象物の周りを回転する。他の１つのシナリオにおいて、検出器及びソースアレイは
静止したままであり、対象物は、より少ない視角の組でサンプリングされる。
【００５４】
　画像再構成は様々な技術に従って実行される。適用可能な１つの技術は、例えばDobbin
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s　J.、「Digital　x-ray　tomosynthesis：current　state　of　the　art　and　clini
cal　potential」、Phys.　Med.　Biol.、2003年、第48巻、R65-R106に記載されているよ
うなトモシンセシスである。しかしながら、例えばそれら自体は技術的に周知のフィルタ
補正逆投影（Ｆｅｌｄｋａｍｐ）法又は反復アルゴリズムなどのその他の技術も同様に適
用され得る。このモードにおいて、フレーム時間は、制御ループによって設定される最終
的なビーム強度に従って動的に適応され得る。
【００５５】
　単一のアノードが２～３個のエミッタに対する共通アノードとして作用すること、又は
２～３個のアノードが単一のエミッタに対して設けられることも可能である。例えば、異
なる材料の複数のアノードが、例えば異なる或いは重なり合うエネルギースペクトルを放
射するように設けられてもよい。
【００５６】
　図８は、本発明に従ったＸ線源の他の切換方式を例示している。この実施形態によれば
、Ｘ線源は、一度に１つずつオンに切り換えられるのではなく、グループでオンに切り換
えられる。例えば、ソース１５ａ、１５ｄ、１５ｇの第１のグループは、時間ｔ１に高電
圧Ｕ１でオンに切り換えられ、時間ｔ２にオフに切り換えられる。その後、スキャンは、
別のグループのソース１５ｂ、１５ｅ、１５ｈに進んだ後、Ｘ線生成器のソース１５ｃ、
１５ｆ、１５ｉのグループに進む。時間ｔ３に、第１のグループのソース１５ａ、１５ｄ
、１５ｇが、高電圧Ｕ２で再び活性化される。ｔ２とｔ３との間の時間間隔中に、ソース
１５ａ、１５ｄ、１５ｇのグループ用の高電圧源はＵ１からＵ２に切り換えられる。
【００５７】
　好ましくは、特定のグループに割り当てられるＸ線源は、エネルギースペクトルにおい
て全く或いは殆ど重なりを有しない。記録された光子を高い確率でアクティブソースのう
ちの１つに割り当てることができるように調整されたエネルギー分解検出器が使用される
。斯くして、結果として高い量子雑音を有する２つの（大きい）数が減算されなければな
らない従来の手法に対して、ポアソン誤差が非常に低いものとなる。利点は、動きアーチ
ファクトを小さくしながら高速タイミングであることである。
【００５８】
　本発明の主な用途は、エネルギー分解能を有するコンピュータ断層撮影、エネルギー分
解能を有する投影撮像、又はエネルギー分解Ｘ線光子計数の恩恵を受け得るその他の用途
である。
【００５９】
　図面及び以上の記載にて本発明を詳細に図示して説明したが、これらの図示及び説明は
、限定的なものではなく、例示的あるいは典型的なものと見なされるべきである。本発明
は、開示した実施形態に限定されるものではない。図面、明細書及び特許請求の範囲を調
べて請求項に係る発明を実施する当業者によって、開示した実施形態へのその他の変形が
理解されて実現され得る。
【００６０】
　特許請求の範囲において、用語“有する”はその他の要素又はステップを排除するもの
ではなく、不定冠詞“ａ”又は“ａｎ”は複数であることを排除するものではない。単一
の要素又はその他の装置が、請求項中に列挙された複数の項目の機能を果たしてもよい。
特定の複数の手段が相互に異なる従属項にて列挙されているという単なる事実は、それら
の手段の組み合わせが有利に使用され得ないということを指し示すものではない。
【００６１】
　コンピュータプログラムは、その他のハードウェア又はその部分とともに提供される例
えば光記憶媒体又は固体媒体などの好適な媒体上で格納／配信され得るが、例えばインタ
ーネット又はその他の有線若しくは無線の遠隔通信システムを介してなど、その他の形態
で配信されてもよい。
【００６２】
　請求項中の如何なる参照符号も、その範囲を限定するものとして解されるべきではない
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月20日(2011.6.20)
【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】
　－　複数の位置でＸ線を放射する複数のＸ線源を有するＸ線源ユニット、
　－　前記Ｘ線源のうちの１つ以上から放射されたＸ線を、前記Ｘ線源ユニットと当該Ｘ
線検出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出信号を生成するＸ線検出ユニッ
ト、
　－　生成された前記検出信号を処理する処理ユニット、及び
　－　少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループでＸ
線を放射するように前記Ｘ線源を制御する制御ユニットであり、特定のＸ線源又はＸ線源
のグループが異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられる時間間
隔中に、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループがオフに切り換えられ、且つ１つ以上の
その他のＸ線源又はＸ線源のグループが順次オンに切り換えられてＸ線を放射するように
制御する制御ユニット、
　を有するＸ線検査装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループが切り換えられる前記時
間間隔中に順次オンに切り換えられてＸ線を放射する前記１つ以上のその他のＸ線源又は
Ｘ線源のグループが、前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループが先に放射していた、ある
いは切り換えられた後に放射することになるＸ線のエネルギースペクトルでＸ線を放射す
るよう、前記Ｘ線源を制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、Ｘ線源の第１グループのＸ線源が、前記少なくとも２つの異なる
エネルギースペクトルで、単独で、別々に、且つ順次にＸ線を放射し、その後、Ｘ線源の
他のグループのＸ線源が、前記少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで、単独で
、別々に、且つ順次にＸ線を放射するように、前記Ｘ線源をグループでＸ線を放射するよ
う制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、特にＸ線源のアノードに供給される電圧である前記Ｘ線源の電圧
を変化させることによって、異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するよう前記Ｘ線
源を切り換えるように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項５】
　多数の高電圧供給配線を有する高電圧供給ユニットを更に有し、前記制御ユニットは、
切換パターンに従って、前記Ｘ線源をそれぞれの前記供給配線に動的に接続するマルチプ
レクサを有する、請求項４に記載のＸ線検査装置。
【請求項６】
　前記Ｘ線源は、特にカーボンナノチューブに基づく電界エミッタを備えた微小焦点Ｘ線
源などの電界エミッタに基づくＸ線源である、分散されたＸ線源である、請求項１に記載
のＸ線検査装置。
【請求項７】
　前記Ｘ線源ユニット及び前記Ｘ線検出ユニットが搭載され、且つ前記検査領域の周りを
回転するように構成されたガントリー、を更に有する請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項８】
　前記Ｘ線検出ユニットは、各層が所定のエネルギースペクトルのＸ線を検出するように
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適応された、特に二層検出器である、多層検出器を有する、請求項１に記載のＸ線検査装
置。
【請求項９】
　前記Ｘ線検出ユニットはエネルギー弁別光子計数検出器を有する、請求項１に記載のＸ
線検査装置。
【請求項１０】
　Ｘ線検出中に前記Ｘ線検出器の何れかの画素にオーバーフローが存在するかを検出する
オーバーフロー検出手段を更に有し、前記制御ユニットは、アクティブなＸ線源に供給さ
れる電流を低減するように適応されている、請求項９に記載のＸ線検査装置。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、第１グループのＸ線源が、重なり合うエネルギースペクトルを有
するＸ線を放射し、その後、Ｘ線源の他の複数のグループが別々且つ順次に、特に同一の
エネルギースペクトルでＸ線を放射するように、前記Ｘ線源をグループでＸ線を放射する
よう制御するように適応されている、請求項１に記載のＸ線検査装置。
【請求項１２】
　－　複数のＸ線源を有するＸ線源ユニットにより、複数の位置でＸ線を放射する段階、
　－　前記Ｘ線源のうちの１つ以上から放射されたＸ線を、前記Ｘ線源ユニットとＸ線検
出ユニットとの間の検査領域の貫通後に検出し、検出信号を生成する段階、
　－　生成された前記検出信号を処理する段階、及び
　－　少なくとも２つの異なるエネルギースペクトルで順次、単独あるいはグループでＸ
線を放射するように前記Ｘ線源を制御する段階であり、特定のＸ線源又はＸ線源のグルー
プが異なるエネルギースペクトルでＸ線を放射するように切り換えられる時間間隔中に、
前記特定のＸ線源又はＸ線源のグループがオフに切り換えられ、且つ１つ以上のその他の
Ｘ線源又はＸ線源のグループが別々且つ順次にオンに切り換えられてＸ線を放射するよう
に制御する段階、
　を有するＸ線検査方法。
【請求項１３】
　コンピュータ上で実行されるときに、コンピュータに、請求項１２に記載の方法の段階
群を実行するように請求項１に記載のＸ線検査装置を制御させるプログラムコードを有す
る、コンピュータプログラム。
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