
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線源によって放射線照射された、選択された被写体の放射線写真イメージを記録する
ための装置であって、
（ａ）支持体と、
（ｂ）前記支持体上に支持されて、選択された被写体の放射線写真イメージを記録するた
めの第一の放射線写真記録媒体と、
（ｃ）前記第一の放射線写真記録媒体との関係で一定の位置で且つ前記第一の放射線写真
記録媒体との関係で選択された方位を持って前記支持体に支持されて、投影放射線写真イ
メージを記録するための第二の放射線写真記録媒体と、
（ｄ）放射線不透過性基準リファレンスとを有し、前記放射線不透過性基準リファレンス
の投影放射線イメージが前記第二の放射線写真記録媒体上に記録されるようにするために
、前記基準リファレンスが、前記第一および第二の放射線写真記録媒体との関係で一定の
位置で前記支持体に対して支持されており、前記基準リファレンスにおいて選択された周
波数パターンを表示するための周波数表示体を含んでいる装置。
【請求項２】
前記第一の放射線写真記録媒体が、放射線半透過性のものであり、前記放射線源からの放
射線が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突す
ることを可能にするべく、前記第一の放射線写真記録媒体が、前記第二の放射線写真記録
媒体との関係で位置決めされている、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
前記第一の放射線写真記録媒体が、前記第二の放射線写真記録媒体とほぼ平行に位置決め
されている、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、第一の放射線写真記録媒体と第二の放射線写真
記録媒体との間に位置決めされている、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
前記第一の放射線写真記録媒体が、放射線半透過性のものであって、前記放射線源からの
放射線が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突
することを可能にするべく、前記第一の放射線写真記録媒体が、前記第二の放射線写真記
録媒体との関係で位置決めされており、前記第一の放射線写真記録媒体が選択された被写
体の第一の投影イメージを記録することができると共に前記第二の放射線写真記録媒体が
前記放射線不透過性基準リファレンス投影イメージと前記選択された被写体の第二の投影
イメージとを記録することができるようにするために、前記放射線不透過性基準リファレ
ンスが、前記第一の放射線写真記録媒体と前記第二の放射線写真記録媒体との間に位置決
めされている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記第一及び第二の放射線写真記録媒体の各々が、 CCD素子を含んでいる、請求項５に記
載の装置。
【請求項７】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、放射線不透過性グリッドを含んでいる、請求項
５に記載の装置。
【請求項８】
前記第一，第二の記録媒体及び放射線不透過性グリッドが互いにほぼ平行に向けられてい
る、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記第一及び第二の放射線写真記録媒体の各々が、 CCD素子を含んでいる、請求項８に記
載の装置。
【請求項１０】
前記周波数表示体が、前記基準リファレンスのところに選択された周波数パターンを表示
し、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基準リファレンスにおいて現
れる周波数パターンと比較して異なった周波数パターンを表示することができる、請求項
１に記載の装置。
【請求項１１】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 10に記載の装置。
【請求項１２】
前記周波数表示体が、前記基準リファレンスのところに選択された周波数パターンを表示
し、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基準リファレンスにおける選
択された周波数パターンの関係で位相のずれを有する周波数パターンを表示することがで
きる、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 12に記載の装置。
【請求項１４】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択された位置を表示
するための変位表示体を含み、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基
準リファレンスの変位表示体の選択された位置との関係で異なった位置への変位を表すこ
とができる、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
前記放射性不透過性基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択されたサイズを表
示する変位表示体を有し、それ故、前記基準リファレンス投影イメージが、基準リファレ
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ンスの変位表示体の選択されたサイズと比較して異なったサイズを示すことができる、請
求項１に記載の装置。
【請求項１６】
放射線源によって放射線が照射された選択された被写体の放射線写真イメージを記録する
ための装置であって、
（ａ）支持体と、
（ｂ）前記支持体に対して支持されて、前記選択された被写体の第一の投影放射線写真イ
メージを記録するための第一の放射線半透過性放射線写真記録媒体と、
（ｃ）前記支持体に対して支持されて、前記選択された被写体の第二の投影放射線写真イ
メージを記録するための第二の放射線写真記録媒体であって、前記放射線源からの放射線
が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突するこ
とを可能にするべく、前記第一の放射線写真記録媒体との関係で一定の位置で且つ前記第
一の放射線写真記録媒体との関係で選択された方位を持って前記支持体に対して支持され
ている前記第二の放射線写真記録媒体と、
（ｄ）放射線不透過性基準リファレンスとを有し、前記放射線不透過性基準リファレンス
の投影放射線写真イメージが前記第二の放射線写真記録媒体上に記録されるようにするた
めに、前記基準リファレンスが、前記第一及び第二の放射線写真記録媒体との間の一定の
位置で前記支持体に対して支持され且つ前記基準リファレンスの選択されたサイズ及び位
置とを表示する表示体を有し、それ故、前記第二の放射線写真記録媒体上に記録される基
準リファレンス投影イメージが、前記基準リファレンスの表示体の選択されたサイズと異
なったサイズと、前記基準リファレンスの表示体の選択された位置と異なった位置への変
位を示すことができる装置。
【請求項１７】
前記表示体が、前記基準リファレンスに選択された周波数パターンを表示する周波数表示
体を含み、それ故、前記第二の記録媒体上に記録される前記基準リファレンスの投影イメ
ージが、前記基準リファレンスのところで、選択された周波数パターンと比較して相違し
た周波数パターンと、前記選択された周波数パターンと比較して相違した位相のずれとを
示すことができる、請求項 16に記載の装置。
【請求項１８】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 17に記載の装置。
【請求項１９】
前記第一，第二の記録媒体及び放射線不透過性グリッドが互いにほぼ平行に位置決めされ
ている、請求項 18に記載の装置。
【請求項２０】
前記第一及び第二の放射線写真記録媒体の各々が、 CCD素子を含んでいる、請求項 16に記
載の装置。
【請求項２１】
放射線源によって放射線照射された、選択された被写体の放射線写真イメージを記録する
ための装置であって、
（ａ）前記選択された被写体の投影放射線写真イメージを記録するための放射線写真記録
媒体と、
（ｂ）前記選択された被写体の投影放射線写真イメージと共に放射線不透過性基準リファ
レンスの投影イメージが前記記録媒体上に記録されることを可能にするべく、前記記録媒
体と前記放射線源との間に位置している単独の放射線不透過性基準リファレンスと、
（ｃ）前記放射性不透過基準リファレンスを前記記録媒体との関係で一定の位置に保持す
るホルダーとを有する装置。
【請求項２２】
前記記録媒体が、 CCD素子を含んでいる、請求項 21に記載の装置。
【請求項２３】
前記ホルダーが、放射線半透過性のものである、請求項 22に記載の装置。
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【請求項２４】
前記選択された被写体上に搭載された前記装置が、前記被写体との関係で前記記録媒体及
び前記放射線不透過性基準リファレンスを一定の位置に保持することを可能にする被写体
搭載部を有している、請求項 21に記載の装置。
【請求項２５】
前記被写体搭載部が、放射線半透過性のものである、請求項 24に記載の装置。
【請求項２６】
前記被写体搭載部が前記装置を前記選択された被写体上に搭載するのを可能にし、それ故
、前記被写体が前記放射線不透過性基準リファレンスと前記記録媒体との間に位置決めさ
れている、請求項 24に記載の装置。
【請求項２７】
人体を除く選択された被写体の複数の投影放射線写真イメージから、前記被写体を介して
、選択されたスライス位置で前記被写体のイメージを合成する方法であって、
（ａ）前記被写体の放射線写真イメージを記録するための少なくとも一つの放射線写真記
録手段を用意し、
（ｂ）前記記録手段との関係で一定の位置に少なくとも一つの基準リファレンスを用意し
、
（ｃ）前記記録手段と前記基準リファレンスの双方との関係で前記被写体を一定の方位に
保持し、
（ｄ）前記被写体と前記基準リファレンスとの投影放射線写真イメージが前記記録手段上
に記録されることを可能にするために前記被写体に放射線を照射する少なくとも一つの放
射線源を用意し、
（ｅ）前記放射線源と、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段との間の相
対位置を変更し、
（ｆ）前記放射線源と、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段との間の異
なった幾何学的配置で、前記被写体及び前記基準リファレンスの投影放射線写真イメージ
を前記記録手段上に記録し、
（ｇ）前記記録手段上に記録された被写体及び基準リファレンスの選択された投影放射線
写真イメージから、前記被写体を介して、選択されたスライス位置で前記被写体のイメー
ジを合成する方法。
【請求項２８】
前記放射線源と、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段との間の相対位置
を変更する前記工程が、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段を前記放射
線源に相対して移動させることを含んでいる、請求項 27に記載の方法。
【請求項２９】
前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段を前記放射線源に相対して移動させ
る前記工程が、
（ａ）放射線源を一定に位置の保持する工程と、
（ｂ）前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段を前記放射線源に相対して移
動させるためのコンベア上に前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段を配置
する工程とを含んでいる、請求項 28に記載の方法。
【請求項３０】
前記コンベアが、コンベアベルトを含んでいる、請求項 29に記載の方法。
【請求項３１】
前記コンベアが、回転ターンテーブルを含んでいる、請求項 29に記載の方法。
【請求項３２】
前記放射線源と、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段との間の相対位置
を変更する前記工程が、前記放射線源を前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録
手段に相対して移動させることを含んでいる、請求項 27に記載の方法。
【請求項３３】
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前記放射線源と、前記被写体，前記基準リファレンス及び前記記録手段との間の相対位置
を変更する前記工程が、前記相対位置を任意の方法で変更させることを含んでいる、請求
項 27に記載の方法。
【請求項３４】
前記放射線写真記録手段が、
（ａ）前記被写体の投影放射線写真イメージを記録するための第一の放射線写真記録媒体
と、
（ｂ）前記第一の放射線写真記録媒体との関係で一定の位置に且つ前記第一の記録媒体に
対して選択された方位を持って維持されて、投影放射線写真イメージを記録する第二の放
射線写真記録媒体とを有し、前記放射線写真記録手段との関係で一定の位置に保持された
前記少なくとも一つの基準リファレンスを用意する前記工程が、前記基準リファレンスの
投影イメージが前記第二の放射線写真記録媒体上に記録されることを可能にするべく、前
記基準リファレンスを前記第一および第二の放射線写真記録媒体との関係で前記一定の位
置に提供する工程を含んでいる、請求項 27に記載の方法。
【請求項３５】
前記第一の放射線写真記録媒体が、放射線半透過性のものであり且つ前記放射線源からの
放射線が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突
することを可能にするべく前記第二の放射線写真記録媒体との関係で位置決めされている
、請求項 34に記載の方法。
【請求項３６】
前記第一の放射線写真記録媒体が、前記第二の放射線写真記録媒体とほぼ平行に位置決め
されている、請求項 35に記載の方法。
【請求項３７】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、前記第一の放射線写真記録媒体と前記第二の放
射線写真記録媒体との間に位置決めされている、請求項 35に記載の方法。
【請求項３８】
前記第一の放射線写真記録媒体が、放射線半透過性のものであって、前記放射線源からの
放射線が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突
することを可能にするべく、前記第一の放射線写真記録媒体が、前記第二の放射線写真記
録媒体との関係で位置決めされており、前記第一の放射線写真記録媒体が選択された被写
体の第一の投影イメージを記録することができると共に、前記第二の放射線写真記録媒体
が前記放射線不透過性基準リファレンスの投影イメージと前記選択された被写体の第二の
投影イメージとを記録することができるようにするために、前記基準リファレンスが、前
記第一の放射線写真記録媒体と前記第二の放射線写真記録媒体との間に位置決めされてい
る、請求項 34に記載の方法。
【請求項３９】
前記第一及び第二の放射線写真記録媒体の各々が、 CCD素子を含んでいる、請求項 38に記
載の方法。
【請求項４０】
前記基準リファレンスが、放射線不透過性グリッドを含んでいる、請求項 38に記載の方法
。
【請求項４１】
前記第一及び第二の記録媒体と前記放射線不透過性基準リファレンスが互いにほぼ平行に
向けられている、請求項 40に記載の方法。
【請求項４２】
前記基準リファレンスが選択された周波数パターンを表す周波数表示体を有し、それ故、
前記基準リファレンスの投影イメージが基準リファレンスにおける周波数パターンと比較
して異なった周波数パターンを表すことができる、請求項 34に記載の方法。
【請求項４３】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 42に記載の方法。
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【請求項４４】
前記基準リファレンスが、前記基準リファレンスのところに選択された周波数パターンを
表示する周波数表示体を含み、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基
準リファレンスにおける選択された周波数パターンとの関係で位相のずれを有する周波数
パターンを表示することができる、請求項 34に記載の方法。
【請求項４５】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 44に記載の方法。
【請求項４６】
前記基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択された位置を表示するための変位
表示体を含み、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基準リファレンス
の変位表示体の選択された位置との関係で異なった位置への変位を表示することができる
、請求項 34に記載の方法。
【請求項４７】
前記基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択されたサイズを表示する変位表示
体を有し、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンスの変位表
示体の選択されたサイズと比較して異なったサイズを示すことができる、請求項 34に記載
の方法。
【請求項４８】
前記放射線写真記録手段が、 CCD素子を含んでいる、請求項 27に記載の方法。
【請求項４９】
被写体を介して、選択されたスライス位置で被写体のイメージを合成する前記工程が、
（ａ）選択されたスライスにおいてイメージを合成するために、前記記録手段上に記録さ
れた被写体と基準リファレンスのイメージの各投影を選択する工程と、
（ｂ）各選択された投影のため、前記記録手段における平面において基準リファレンスの
投影イメージの位置を決定する工程と、
（ｃ）前記記録手段の平面においてリファレンス位置を選択する工程と、
（ｄ）各選択された投影のために、選択されたリファレンス位置からの基準リファレンス
の各投影の距離と軌跡とを決定する工程と、
（ｅ）各選択された投影のため基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンスを
介して予め決定されたスライス位置のための選択されたレファレンス位置に対応するよう
、各選択された投影のためにスライス位置における基準リファレンス投影イメージの各位
置を決定する工程と、
（ｆ）各選択された投影のために前記記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イ
メージが選択されたスライス位置における各位置に移動するよう、各選択された投影のた
めに、前記記録手段上に記録された被写体と基準リファレンスの投影イメージをシフトさ
せる工程とを含んでいる、請求項 27に記載の方法。
【請求項５０】
選択されたスライス位置にシフトされた被写体と基準リファレンスの投影イメージを空間
平均化させる工程を含んでいる、請求項 49に記載の方法。
【請求項５１】
空間平均化されたイメージをフィルタリングする工程を含んでいる、請求項 50に記載の方
法。
【請求項５２】
記録装置の平面におけるレファレンス位置が、選択された投影のために記録手段上に記録
された基準リファレンスの投影イメージの重心として選択されている、請求項 49に記載の
方法。
【請求項５３】
各選択された投影のために記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージ倍率
を決定する工程を含んでいる、請求項 49に記載の方法。
【請求項５４】
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倍率が、記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージのサイズを基準リファ
レンスの実際のサイズとの関係で比較することにより決定される、請求項 53に記載の方法
。
【請求項５５】
前記基準リファレンスが、選択された周波数パターンを表示する周波数表示体を有し、そ
れ故、記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンスに
現れているその周波数パターンと比較して相違した周波数パターンを表示することができ
、倍率が、前記記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージによって表され
る周波数パターンを基準レファレンスにおいて表されている周波数パターンと比較するこ
とによって決定される、請求項 53に記載の方法。
【請求項５６】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 55に記載の方法。
【請求項５７】
記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージの決定された倍率に基づいて、
選択されたスライス位置で、基準リファレンスの投影イメージの相対的倍率を各選択され
た投影のために決定する工程を含んでいる、請求項 53に記載の方法。
【請求項５８】
決定された相対的倍率に基づいて、選択されたスライス位置において被写体の投影イメー
ジの倍率を、各選択された投影のために調整する工程を含んでいる、請求項 57に記載の方
法。
【請求項５９】
記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージの決定された倍率に基づいて、
選択されたスライス位置において基準リファレンスの投影イメージの相対的変位を、各選
択された投影のために決定する工程を含んでいる、請求項 53に記載の方法。
【請求項６０】
決定された相対的変位に基づいて、選択されたスライス位置において被写体の投影イメー
ジの変位を、各選択された投影のために調整する工程を含んでいる、請求項 59に記載の方
法。
【請求項６１】
選択された被写体の複数の投影放射線写真イメージから、被写体を介しての選択されたス
ライス位置において被写体のイメージを合成するシステムであって、
（ａ）選択された被写体の放射線写真イメージを記録するための少なくとも一つの放射線
写真記録手段と、
（ｂ）前記記録手段との関係で一定の位置に保持されている少なくとも一つの基準リファ
レンスと、
（ｃ）被写体との関係で前記記録手段と前記基準リファレンスを互いに関して一定の方位
に保持する位置決め手段と、
（ｄ）被写体に放射線を照射して被写体の投影イメージと基準リファレンスの投影イメー
ジを前記記録手段上に記録させるための少なくとも一つの放射線源と、
（ｅ）被写体と基準リファレンスの投影放射線写真イメージが、放射線源と、被写体，基
準リファレンス及び記録手段との間の異なった幾何学的配置で記録手段上に記録されるよ
うにするために、放射線源と、被写体，基準リファレンス及び記録手段と 相対的位置を
変更する位置変更手段と、
（ｆ）記録手段上に記録された被写体と基準リファレンスの投影放射線写真イメージの選
択された投影から、被写体を介しての選択されたスライス位置で被写体のイメージを合成
するためのイメージシンセサイザーとを有しているシステム。
【請求項６２】
前記位置変更手段が、被写体，基準リファレンス及び記録手段を放射線源に相対して移動
させるようになっている、請求項 61に記載のシステム。
【請求項６３】
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前記位置変更手段が、コンベアベルトを含んでいる、請求項 62に記載のシステム。
【請求項６４】
前記位置変更手段が、回転ターンテーブルを含んでいる、請求項 62に記載のシステム。
【請求項６５】
前記位置変更手段が、任意に相対的位置を変更するようになっている、請求項 61に記載の
システム。
【請求項６６】
前記放射線写真記録手段が、
（ａ）選択された被写体の投影放射線写真イメージを記録するための第一の放射線写真記
録媒体と、
（ｂ）前記第一の放射線写真記録媒体との関係で一定の位置に且つ前記第一の放射線写真
記録媒体との関係で選択された方位を持って保持された第二の放射線写真記録媒体とを有
し、前記基準リファレンスの投影イメージが前記第二の放射線写真記録媒体上に記録され
るようにするべく、前記基準リファレンスが前記第一及び第二の放射線写真記録媒体との
関係で一定の位置に維持されている、請求項 61に記載のシステム。
【請求項６７】
前記第一の放射線写真記録媒体が、放射線半透過性のものであり且つ前記放射線源からの
放射線が前記第一の放射線写真記録媒体を透過して前記第二の放射線写真記録媒体に衝突
することを可能にするべく前記第二の放射線写真記録媒体との関係で位置決めされ、前記
第一の放射線写真記録媒体が被写体の第一の投影イメージを記録し前記第二の放射線写真
記録媒体が前記基準リファレンスの投影イメージと前記被写体の第二の投影イメージとを
記録することができるようにするために、前記放射線不透過性基準リファレンスが、前記
第一の放射線写真記録媒体と前記第二の放射線写真記録媒体との間に位置決めされている
、請求項 66に記載のシステム。
【請求項６８】
前記第一及び第二の放射線写真記録媒体の各々が、 CCD素子を含んでいる、請求項 67に記
載のシステム。
【請求項６９】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、放射線不透過性グリッドを含み、前記第一及び
第二の記録媒体と前記放射線不透過性グリッドが互いにほぼ平行に向けられている、請求
項 67に記載のシステム。
【請求項７０】
前記放射線不透過性基準リファレンスが選択された周波数パターンを表わす周波数表示体
を有し、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが基準リファレンスにおける周波
数パターンと比較して異なった週は巣パターンを表すことができる、請求項 66に記載のシ
ステム。
【請求項７１】
前記放射性不透過性基準リファレンスが、前記基準リファレンスのところに選択された周
波数パターンを表示する周波数表示体を含み、それ故に、前記基準リファレンスの投影イ
メージが、前記基準リファレンスにおける選択された周波数パターンとの関係で位相のず
れを有する周波数パターンを表示することができる、請求項 66に記載のシステム。
【請求項７２】
前記放射線不透過性基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択された位置を表示
するための変位表示体を含み、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、前記基
準リファレンスの変位表示体の選択された位置との関係で異なった位置への変位を表示す
ることができる、請求項 66に記載のシステム。
【請求項７３】
前記放射性不透過性基準リファレンスが、前記基準リファレンスの選択されたサイズを表
示する変位表示体を有し、それ故、前記基準リファレンスの投影イメージが、基準リファ
レンスの変位表示体の選択されたサイズと比較して異なったサイズを示すことができる、
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請求項 66に記載のシステム。
【請求項７４】
前記イメージシンセサイザーが、
（ａ）記録媒体上に記録された被写体と基準リファレンスの投影イメージの各選択された
投影のために記録手段における平面で基準リファレンスの投影イメージの位置を決定する
ための手段と、
（ｂ）記録手段の平面においてリファレンス位置を選択するための手段と、
（ｃ）選択されたリファレンス位置からの基準リファレンスの各投影イメージの距離と進
路とを各選択された投影のために決定するための手段と、
（ｄ）各選択された投影のための基準リファレンスの投影イメージの位置が、基準リファ
レンスを介して予め定められたスライス位置のための選択されたレファレンス位置と対応
するよう、選択されたスライス位置における基準リファレンスの投影イメージの各位置を
各選択された投影のために決定するための手段と、
（ｅ）各選択された投影のために記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメー
ジが、選択されたスライス位置におけるその各位置へ移動するよう、前記記録手段上に記
録された被写体と基準リファレンスの投影イメージを各選択された投影のために、選択さ
れたスライス位置へシフトするための手段とを有する、請求項 61に記載のシステム。
【請求項７５】
選択されたスライス位置へシフトされた被写体と基準リファレンスの投影イメージを空間
平均化させるための手段を含んでいる、請求項 74に記載のシステム。
【請求項７６】
記録手段の平面におけるレファレンス位置が、選択された投影のために記録手段上に記録
された基準リファレンスの投影イメージの重心として選択されている、請求項 74に記載の
システム。
【請求項７７】
各選択された投影のために記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージ倍率
を決定するための手段を含んでいる、請求項 49に記載のシステム。
【請求項７８】
倍率が、記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージのサイズを基準リファ
レンスの実際のサイズとの関係で比較することにより決定される、請求項 77に記載のシス
テム。
【請求項７９】
前記基準リファレンスが、選択された周波数パターンを表示する周波数表示体を有し、そ
れ故、記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンスに
現れているその周波数パターンと比較して相違した周波数パターンを表示することができ
、倍率が、前記記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージによって表され
る周波数パターンを基準レファレンスにおいて表されている周波数パターンと比較するこ
とによって決定される、請求項 77に記載のシステム。
【請求項８０】
前記周波数表示体が、放射線不透過性グリッドを含んでいる請求項 79に記載のシステム。
【請求項８１】
記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージの決定された倍率に基づいて、
選択されたスライス位置で、基準リファレンスの投影イメージの相対的倍率を各選択され
た投影のために決定する手段を含んでいる、請求項 77に記載のシステム。
【請求項８２】
決定された相対的倍率に基づいて、選択されたスライス位置において被写体の投影イメー
ジの倍率を、調整するための手段を含んでいる、請求項 81に記載のシステム。
【請求項８３】
記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージの決定された倍率に基づいて、
選択されたスライス位置において基準リファレンスの投影イメージの相対的変位を、各選
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択された投影のために決定する手段を含んでいる、請求項 77に記載のシステム。
【請求項８４】
決定された相対的変位に基づいて、選択されたスライス位置において被写体の投影イメー
ジの変位を、各選択された投影のために調整する手段を含んでいる、請求項 83に記載のシ
ステム。
【請求項８５】
選択された被写体の複数の投影イメージをトモシンセシスするための装置であって、
（ａ）選択された被写体との関係で一定の位置に配置可能で、複数の投影イメージを検出
するためのイメージディテクタと、
（ｂ）被写体との関係で一定の位置に配置可能で、前記イメージディテクタ上に複数の投
影リファレンスイメージを作り出し、前記イメージディテクタ上に検出されたレファレン
スと被写体の複合イメージを作り出すための基準レファレンスと、
（ｃ）前記イメージディテクタ上で検出された前記複合イメージのリファレンスイメージ
の位置とサイズに関係するパラメーターを比較してイメージ翻訳データーを作り、前記複
合イメージと前記イメージ翻訳データーとからトモシンセテックスライスを再構成するた
めのイメージシンセサイザーとを有する装置。
【請求項８６】
前記基準リファレンスが、金属製ビーズを含んでいる、請求項 85に記載の装置。
【請求項８７】
前記イメージディテクタが、 CCD素子を含んでいる、請求項 85に記載の装置。
【請求項８８】
前記イメージディテクタが、前記複数の投影被写体イメージ記録する第一のイメージ検出
媒体と、前記第一のイメージ検出媒体との関係で一定の位置で且つ選択された方位アング
ルを持って支持されて前記複合イメージを記録するための第二のイメージ検出媒体とを有
する、請求項 85に記載の装置。
【請求項８９】
前記基準リファレンスが、前記第一のイメージ検出媒体と前記第二のイメージ検出媒体と
の間に位置決めされている請求項 88に記載の装置。
【請求項９０】
前記基準リファレンスが、前記投影複合イメージ内にレファレンス周波数パターンを提供
するレファレンス周波数パターン表示体を有し、それ故、前記第二のイメージ検出媒体に
よって受け取られた投影複合イメージと異なった周波数パターンと、前記レファレンス周
波数パターンに対する位相のずれとを表示する、請求項 89に記載の装置。
【請求項９１】
前記イメージディテクタ上で検出された前記複合イメージのリファレンスイメージの位置
及びサイズに関連するパラメーターが前記異なった周波数パターンと、前記リファレンス
周波数パターンに対する前記位相のずれとを含んでいる、請求項 90に記載の装置。
【請求項９２】
前記リファレンス周波数パターン表示体が、グリッドを含んでいる、請求項 90に記載の装
置。
【請求項９３】
選択された被写体を介しての選択されたスライス位置に置いて被写体の断層写真イメージ
を合成するためのシステムであって、
（ａ）被写体との関係で一定の位置に維持された基準リファレンスと、
（ｂ）被写体のイメージと基準リファレンスのリファレンスイメージを投影させるための
イメージプロジェクタと、
（ｃ）被写体との関係で一定の位置に配置され、イメージプロジェクタによって作られる
前記被写体イメージと前記リファレンスイメージを検出するためのイメージディテクタと
、
（ｄ）前記イメージディテクタ上で検出されたリファレンスイメージの位置とサイズに関
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係するパラメーターを比較してイメージ翻訳データーを作り、前記被写体イメージと前記
イメージ翻訳データーとから断層写真イメージを再構成するためのイメージシンセサイザ
ーとを有するシステム。
【請求項９４】
前記イメージディテクタ上で検出された前記複合イメージのリファレンスイメージの位置
及びサイズに関連するパラメーターが異なった周波数パターンと、前記リファレンス周波
数パターンに対する前記位相のずれとを含んでいる、請求項 93に記載のシステム。
【請求項９５】
前記イメージプロテクタが、放射線源を含んでいる、請求項 93に記載のシステム。
【請求項９６】
人体を除く選択された被写体の投影イメージ トモシンセシスするための方法であって、
（ａ）被写体との関係で基準リファレンスを一定の位置に位置決めし、
（ｂ）選択された被写体の被写体イメージと基準リファレンスのイメージとを投影し、
（ｃ）イメージデータを作り出すために被写体との関係で一定の位置に

前記被写体の投影イメージと前記基準リファレンス イメージ を イメージデ
ィテクタ上で検出し、

前記イメージディテクタ上で検出された リファレンスイメージの位置とサイズ
に関するパラメーターと前記基準リファレンスのパラメーター を比較してイメージ翻訳
データーを作り、

前記イメージ と前記イメージ翻訳データーとから スラ
イスを再構成するための方法。
【請求項９７】
選択された被写体の複数の投影イメージ トモシンセシスする 装置であって、
（ａ）被写体との関係で 複数の投影被写体イメージを
検出するためのイメージディテクタと、
（ｂ）被写体との関係で一定の位置に位置決め配置され 、前記イメージディテクタに複
数の投影リファレンスイメージを作る基準リファレンスと、
（ｃ）前記イメージディテクタ上で検出され リファレンスイメージの位
置とサイズに関するパラメーターと前記基準リファレンスのパラメーター を比較してイ
メージ翻訳データーを作 、前記被写体イメージと前記イメージ翻訳データーとか
ら スライスを再構成する イメージシンセサイザーとを有するところの装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、ザ　ナショナル　インスティテュート　オブ　スタンダーズ　アンド　テクノ
ロジー（ the National Institute of Standards and Technology）によって認められた、
契定 No.70NANB0H1070に基づく政府支援を得て完成されたものである。政府は、本発明に
ついて一定の権利を有している。
【０００２】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自己校正トモシンセティック放射線写真イメージングシステム（ self－ calibr
ating tomosynthetic,radiographic－ imaging system），方法及び装置に関するもので、
より詳述すれば、自己校正トモシンセティックＸ線システム及び方法の一部として用いら
れ、放射線源と、関連の対象物に取付けられた放射線写真イメージャー（ radiographic i
mager）との間のランダムな相対位置ジオメトリーズ（ random relative positional geom
etries）を、トモシンセシス（ tomosynthesis）ための放射線写真イメージを記録するの
に用いるようになっている校正放射線写真イメージング装置に関するものである。
【０００３】
【発明の背景】
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放射線写真システムから得ることのできる診察成果（ diagnostic performance）は、時間
のみならず三空間次元中においても表われる、ダイナミックプロセス（ dynamic process
）に対する均一なアクセス（ uniform access）を妨げる標本制約（ sampling constraints
）によって必然的に制限される。従来、診察上関連のある対象物を固定することを介して
時間的制約（ temporal limitations）を操作することによって診察成果の改善が図られて
いる。
【０００４】
時間的制約を無視した場合には、作られたＸ線投影（Ｘ－ ray projections）の範囲及び
数が増大することを介して診察成果を向上させることができる。診察成果を最適化するた
めの初期の基本的原理は、診察のために適切であると判断される映写角（ proejction ang
les）から複数の透過放射線写真をとることを単に含むものであった。解剖上の制約によ
って明瞭な単一投影ジオメトリーズを入取するのが妨げられた時に、ライナー，サーキュ
ラー及びハイパーサイクロイダル断層撮影法（ linear,circular,and hypercycloidal tom
ography）を用いる補足の試みが開発された。
【０００５】
従来の断層撮影法を改善したごく最近のものとしては、トモシンセシスがある。従来の断
層撮影法より優れたトモシンセシスによって得られる主な利点は、トモシンセシスが、Ｘ
線露出の単一のスキャニング　シーケンス（ a single scanning sequence of X－ ray exp
osure）から如何なる数の断層写真スライス（ tomographic slices）をも再構成させるこ
とができるという事実にある。
【０００６】
然しながら、従来のトモシンセティックシステム（ tomosynthetic system）を実施するこ
とに伴なう欠点の一つは、全てのトモシンセティック投影（ tomosynthetic projection）
を取得するのに、放射線に哂されたティッシュ（ tissues）又は対象物をほとんど又は全
く動かさずに行なわなければならないことである。関連の対象物を固定することによって
のみ、従来のトモシンセティック再構成システム（ tomosynthetic reconstruction syste
m）に必要な既知の幾何学的関係を作ることが現在可能である。
【０００７】
最近のコンピュータで処理する断層撮影法の出現は、断層写真のぼけ（ blur）を除去する
ように、二次元又は三次元サンプリングを介してのみ見ることのできるティッシュ又は対
象物の詳細を入取するのを容易にすることによって、従来の断層撮影法及びトモシンセシ
スの診察成果を非常に向上させた。然しながら、コンピュータで処理する断層撮影法とい
えども、特に、高い空間解像力（ high spatial resolution）を必要とする労力又は長時
間に亘ってティッシュ又は対象物の変化をトラック（ track）する必要性があるという重
大な欠点がある。
【０００８】
残念ながら、コンピュータで処理する断層撮影法は、費用がかかるし、面倒である。コン
ピュータで処理する従来の断層撮影法には、軸ティッシュ（ axial tissues）の検査につ
いて極めて制約を受けるという別の欠点がある。コンピュータで処理する断層撮影法は、
四肢又は胸部ティッシュに関する用途に合わせて簡単に改善することはできない。更に、
コンピュータで処理する断層撮影法は、コンピュータで処理する断層撮影法が本来備えて
いる低空間解像力によって制約を受けない使用に限定される。
【０００９】
コンピュータで処理する断層撮影法は、同時に、多くの患者をこわがらせ、比較的長時間
患者をほぼ完全に不動の状態にすることを要求する。患者を長時間に亘って不動の状態に
させることを要求すると、長期の時間の変化に耐えられる程度を制限することとなる。患
者をある検査から他の検査へ全く同じ様に移し変えることはほとんど不可能である。その
結果、患者の位置の変化が診察上関連のあるティッシュの変化と混同されがちである。
【００１０】
産業の分野における従来のトモシンセシス及びコンピュータで処理する断層撮影法の利用
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においても同様の問題に遭遇する。従来のトモシンセシス及びコンピュータで処理する断
層撮影法は制約される。両技術とも、放射線写真に関連する被写体が、イメージ再構成を
実施するのに必要な、複数の投影ジオメトリーの全てに対する一定の幾何学的関係を有す
ることを要求する。曝露の最中又は曝露と曝露との間のいずれかにＸ線源に相対する被写
体の不測の移動によってとりなされる投影ジオメトリーの何らかの変化が、正確な再構成
を妨げる。
【００１１】
従来のトモシンセシス又はコンピュータで処理する断層投影法における多くの制約を解消
した自己校正トモシンセシスのシステム，方法及び装置が本発明によって提供される。興
味深いことには、トモシンセティック再構成のために要求される、複数回の連続した曝露
中において、照射された被写体を不動化させる必要性が除去された。
【００１２】
【発明の概要】
本発明に依れば、校正放射線写真イメージャー装置が関連の被写体に取付けられ、それに
よって、関連の被写体及び放射線写真イメージャーに相対するＸ線源のランダムな又は任
意の位置から曝露された後に、個々の投影の基礎となる必要な投影ジオメトリーを決定す
ることを可能にする。
【００１３】
本発明に依れば、選択された被写体の多くの投影放射線写真イメージから、その選択され
た被写体を通して選択されたスライス位置（ slice position）において被写体のイメージ
を合成する方法及び装置が得られる。選択された被写体の放射線写真イメージを記録する
ために少なくとも一つの放射線写真記録手段が備え付けられている。少なくとも一つの基
準リファレンス（ fiducial reference）が記録手段に相対して一定の位置に保持されてい
て、それゆえこの基準リファレンスは記録手段から一定の所定距離を隔てて維持されてい
る。
【００１４】
位置決め手段が、放射線写真に関する、選択された被写体を記録手段及び基準リファレン
スに相対して一定の位置に維持するよう機能している。この目的のため、記録手段及び基
準リファレンスを関連の選択された被写体に相対して一定位置に固定又は取付けるための
何らかのホルダーを利用することができる。
【００１５】
選択された被写体に放射線を照射して被写体及び基準リファレンスの投影放射線写真イメ
ージを記録手段上に記録させることを可能にする少なくとも一つの放射線源が備え付けら
れている。特別な利用の如何によっては、この放射線源は、例えば、ポータブルな又は固
定されたＸ線源のいずれのものであってもよい。
【００１６】
選択された被写体の放射線写真イメージを異なった方位で得るようにするため、放射線源
と、被写体，基準リファレンス及び記録手段との間の相対的位置を変更する。次に、被写
体及び基準リファレンスの投影放射線写真イメージが、放射線源と、被写体，基準リファ
レンス及び記録手段との間の異なった任意の又はランダムな相対的位置において、記録手
段上に記録される。記録手段上に記録された被写体と基準リファレンスの放射線写真イメ
ージの選択された投影から、被写体全体を通して選択されたスライス位置で、選択された
被写体のイメージを合成するためのイメージシンセサイザー（ image synthesizer）が設
けられている。
【００１７】
選択されたスライス位置でイメージを合成するために、記録手段の平面における基準リフ
ァレンスの投影イメージの位置を各選択された投影について決定する。次に、記録手段上
に記録された基準リファレンスの選択された一連のイメージ位置について、記録手段の平
面におけるリファレンス位置が選択される。例えば、このリファレンス位置は、基準リフ
ァレンスの選択された一連のイメージ位置の重心（ center of gravity）として選択する
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ことができる。各選択された投影に関して、選択されたリファレンス位置からの基準リフ
ァレンスの各投影イメージの距離と軌道（ path）が次に決定される。
【００１８】
次に、各選択された投影に関して、各選択された投影のための基準リファレンスの投影イ
メージの位置が、基準リファレンスを介して、所定のスライス位置についての選択された
リファレンス位置と一致するよう、選択されたスライス位置における基準リファレンスの
投影イメージの各位置が決定される。従って、選択された投影に関する基準リファレンス
の投影イメージが、合成されたイメージのための選択された相対的スライス位置の如何に
よって、選択されたリファレンス位置に向って均一に集中し又はリファレンス位置からず
れるようになる。
【００１９】
各選択された投影に関しては、記録手段上に記録された基準リファレンスの投影イメージ
が、各選択された投影のために、選択されたスライス位置におけるそれの各位置に移動す
るよう、記録手段上に記録された被写体及び基準リファレンスの投影イメージが選択され
たスライス位置に次にシフトされる。選択されたスライス位置にシフトされた後に、トモ
シンセティックスライス（ tomosyntheticslice）を作り出すために被写体及び基準リファ
レンスの投影イメージが空間的に平均化される。この空間的に平均化されたイメージは ta
sk－ dependent mannerで任意にフィルターにかけてもよい。
【００２０】
本発明に依れば、放射線源によって照射された、選択された被写体の放射線写真イメージ
を記録するための自己校正装置が得られる。この装置は、選択された被写体の投影放射線
写真イメージを記録するための放射線写真記録媒体を有している。選択された被写体の投
影イメージと共に放射線不透過性基準リファレンスの投影イメージが記録媒体上に記録さ
れることを可能にするためにその放射線不透過性基準リファレンスが記録媒体と放射線源
との間に位置するよう設けられている。この装置を校正するために、基準リファレンスを
記録媒体に相対して一体の位置に保持するためのホルダーが設けられている。こうして、
このホルダーが放射線不透過性基準リファレンスを記録媒体から一定の所定距離隔てて維
持するよう機能する。
【００２１】
別の構成においては、この装置は、支持体と、この支持体上に支持されて、選択された被
写体の投影放射線写真イメージを記録するための、例えば、 CCD素子の如き第一の放射線
半透過性放射線写真記録媒体とを含んでいる。第二の放射線写真記録媒体、例えば、第二
の CCD素子が、第一の放射線写真記録媒体に相対して一定の位置で支持体に対して支持さ
れている。第二の放射線写真記録媒体は、放射線写真イメージが第二の記録媒体上に記録
されることを可能にするために、第一の放射線写真記録媒体に相対して選択された方位を
もって支持されている。
【００２２】
特定の配列構造においては、第二の放射線写真記録媒体が第一の放射線写真媒体に相対し
て配置されており、それ故、放射線源からの放射線は第一の放射線写真記録媒体を透過し
て、選択された被写体の第二の投影放射線写真イメージを記録するために第二の放射線写
真記録媒体に衝突する。投影ジオメトリーに役立てるために、第一の放射線写真記録媒体
と第二の放射線写真記録媒体とを互いに平行に方向付けてもよい。
【００２３】
例えば、均一なグリッド（ grid）の如き放射線不透過性基準リファレンスが、第二の記録
媒体に相対して一定の位置で支持体に対して支持されており、それ故、この基準リファレ
ンスの投影放射線写真イメージが第二の記録媒体上に記録される。特定の配列構造におい
ては、放射線不透過性基準リファレンスの投影イメージが選択された被写体の第二の投影
放射線写真イメージと共に第二の放射線写真記録媒体上に記録されることを可能にするた
めに、基準リファレンスは、第一の放射線写真記録媒体と第二の放射線写真記録媒体との
ほぼ間で、一定の位置に支持されている。
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【００２４】
放射線不透過性基準リファレンスは、基準リファレンス上に選択されたサイズと選択され
た位置とを表示するインディケータ（ indicator）を含んでおり、それ故、第二の記録媒
体上に記録された基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンス上のインディケ
ータの選択されたサイズと比較して異なったサイズと、基準リファレンス上のインディケ
ータの選択された位置と比較して異なった位置への変位とを表わすことができる。
【００２５】
このインディケータは、基準リファレンスのところに選択された周波数パターン（ freque
ncy pattern）を表わす周波数インディケータを含むものであってもよく、それ故、第二
の記録媒体上に記録された基準リファレンスの投影イメージが、基準リファレンスにおけ
る選択された周波数パターンに対する phase Shiftのみならず、基準リファレンスにおけ
る選択された周波数パターンに相対して異なった周波数パターンをも表示することができ
る。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明の好ましい具体例についての後述する詳細な説明のみならず、上述の発明の概要も
、添付図面と関連付けて読むことによって、より明瞭に理解されるであろう。
【００２７】
図１を参照すると、自己校正トモシンセティック放射線写真イメージングシステムが図示
されており、このイメージングシステムにおいては、任意に配置された、Ｘ線点源（ poin
t source of x－ rays）の如き放射線点源 15によって放射線が照射された歯の形態の選択
された被写体 12の放射線写真イメージを記録するための校正検出装置 10（ calibrated det
ection device）が採用されている。この検出装置 10は、選択された被写体 12の投影放射
線写真イメージを記録するための放射線写真記録媒体 18を有している。
【００２８】
この放射線写真記録媒体 18は、放射線半透過性電荷結合素子（ CCD）の如き放射線感受固
体イメージ検出器（ radiation－ sensitive,solid－ state imege detector）の形態のもの
であってもよい。その CCDは、スウェーデン，サンズヴァルのリガム・メディカル・シス
テム　エイ．ビー．（ Regam Medical System A.B.）によって販売されている口内Ｘ線シ
ステム（ intra－ oral x－ ray system）中で用いられる、英国のイングリッシュ・エレク
トロン・バルブ（ English Electron valve）によって現在製造されているタイプのもので
あってもよい。
【００２９】
選択された被写体 12の投影イメージと共に放射線不透過性基準リファレンス体 20の投影イ
メージがイメージディテクター 18上に記録されることを可能にするために、放射線源 15と
イメージディテクター 18との間には、小さな金属ビーズ（ bead）状の単一の放射線写真基
準リファレンス体（ radiographic fiducial reference object） 20が都合よく配置されて
いる。基準リファレンス体 20は、イメージディテクター 18上に記録された基準リファレン
ス体の投影イメージのサイズ及び位置と比較するためにリファレンスサイズ及び位置を表
示するのに役立つものである。
【００３０】
検出装置 10は、基準リファレンスがイメージディテクターのイメージ記録面 25から一定の
所定間隔をへだてて常に維持されるようにするために放射線不透過性基準リファレンス体
をイメージディテクター 18との関係で一定の位置に保持するための剛直な放射線半透過性
（ radiolucent）ホルダー 22を有している。図１で示す如く、そのホルダーは、イメージ
ディテクター 18と放射線不透過性基準リファレンス体 20とを選択された被写体 12との関係
で一定の位置の保持するために、被写体 12に対して検出装置 10を固定的に装着させるため
の被写体取付け部 24を有している。ホルダーの被写体取付け部 24は、放射線写真がとられ
る歯の間に確りと挟持されている。
【００３１】
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ホルダー 22の被写体取付け部 24は、選択された被写体即ち歯 12との関係で一定の位置に検
出装置 10を取付けさせることができるので、被写体は放射線不透過性基準リファレンス体
20とイメージディテクター 18との中間に位置している。これに代わる配列構造においては
、基準リファレンス体 20とイメージディテクター 18の能動記録表面（ active recording s
urface）との間に既知の一定距離が保たれる限り、ホルダー 22は、関連の被写体 12とイメ
ージディテクターとの間に基準リファレンス体 20を位置決めするよう機能することができ
る。
【００３２】
図１で示す如く、基準リファレンス体 20は、この基準リファレンス体の投影がＸ線源 15の
異なった位置でイメージディテクターの能動記録表面上に記録されるようにするために、
イメージディテクター 18の正面に都合よく配置されている。例えば、Ｘ線源がＸ線源位置
＃１のところに位置している場合には、基準リファレンス 20の投影はイメージディテクタ
ーの能動面（ active surface） 25上の位置 26のところに記録される。
【００３３】
同様に、Ｘ線源 15がＸ線源位置＃２のところに位置している場合には、基準リファレンス
20の投影はイメージディテクター 28の能動面 25上の位置 28のところに記録される。Ｘ線源
15が任意位置にあっても、診断に重要な投影は放射線不透過性基準リファレンスの投影を
同様に含む。従って、トモシンセティック　レジストレーション（ tomosynthetic regist
ration）に必要な相対的変位寸法（ relative displacement measurements）を、トモシン
セティック再構成（ tomosynthetic reconstruction）に必要な不同の放射線写真投影を含
む同一のイメージから読み取ることができる。
【００３４】
図２を参照すると、図１で示す検出装置 10と異なった構成を有する、校正された検出装置
30を採用した自己校正トモシンセティックＸ線システムが示されている。検出装置 30は、
遠く離れて任意に配置された、Ｘ線の如き放射線点源 34によって放射線が照射される歯の
如き選択された被写体 32の放射線写真イメージを記録するよう機能する。
【００３５】
検出装置 30は、図８及び図９に最も明瞭に示されているように、関連の被写体 38が固定又
は取付けられる少なくとも一つの放射線半透過性表面 35を有するサポートケース（ suppor
t casing） 34を含んでいる。選択された被写体の第一の投影放射線写真イメージを記録す
るための第一の放射線半透過性放射線写真記録媒体 40が、サポートケースとの関係で一定
の位置に支持されている。第二の放射線写真記録媒体 42が、第一の放射線写真記録媒体 40
との関係で一定の位置にサポートケース 34に対して支持され、且つ放射線源 34からの放射
線が第一の放射線写真記録媒体 40を透過して、選択された被写体の第二の投影放射線写真
イメージを記録するための第二の放射線写真記録媒体上に衝突するのを可能にするために
、第一の放射線写真記録媒体との関係で或る選択された方位角度をもって支持されている
。
【００３６】
図 1,図８及び図９で示す如く、放射線不透過性基準リファレンス 44は、この放射線不透過
性基準リファレンス 44の投影イメージが第二の放射線写真記録媒体上に記録されることを
可能にするために、第一及び第二の放射線写真記録媒体 40,42の間の一定の位置でサポー
トケースに対して支持されている。
【００３７】
第一及び第二の放射線写真記録媒体 40,42は、放射線半透過性電荷結合素子（ CCD）の如き
ソリッドステイト放射線感受イメージ検出器（ solid－ state,radiation－ sensitive imeg
e detectors）の形態のものが好ましい。各イメージ検出器 40,42は、放射線写真イメージ
を記録するための検出面として役立つ、ほぼ平らな放射線感受能動面 46を有している。図
２で示す如く、イメージ検出器 40,42は、これらイメージ検出器 40,42の能動面 46が互いに
ほぼ平行となるように配置されている。イメージ検出器 40,42の能動面 46を平行に配列す
ることによって投影ジオメトリーを単純化することができる。
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【００３８】
放射線不透過性基準リファレンス 44は、イメージ検出器 40の下側に取付けられた放射線不
透過性グリッド（ grid） 50を有している。放射線不透過性グリッド 50は、第一及び第二の
イメージ検出器 40,42の能動面との関係で一定の位置に保持されるよう第一のイメージ検
出器の下側に固定されている。また、放射線不透過性グリッド 50は、第一及び第二のイメ
ージ検出器 40,42の能動面 46に対してほぼ平行に配置されていて、第二のイメージ検出器 4
2の能動面 46から一定の予め定められた距離 HZを隔てて配置されている。放射線不透過性
グリッド 50は、基準リファレンスにおいて、選択された周波数パターン（ frequency patt
ern）を表示するための周波数インディケーター（ frequency indicator）として機能する
。
【００３９】
このグリッド 50は、何らかの望ましい放射線不透過性パターンを含んでいる。例えば、こ
のグリッド 50は、第２図示の如く、一つの選択された、スペーシングの周波数パターンの
ところに、均一且つ周期的に直交するようパターン化された放射線不透過性ライニング（
lining）を含んでいる。然しながら、このグリッドは、異なったスペーシング周波数を有
する周波数パターンを構成するために不均一な間隔で直交するようパターン化された放射
線不透過性ライニングを有するものであってもよい。
【００４０】
最も一般的なケースにおいては、このグリッドは、終末白色雑音（ term white noise）が
顕著である空間周波数分布パターン（ spatial frequency distribution pattern）を有す
る、即ち全ての空間周波数が等しい変調（ modulation）で表示される空間周波数分布パタ
ーンを有する非同期二次元パターンによって特徴付けられるものであってもよい。
【００４１】
グリッドパターンの最も好ましい構造は、個々の応用の如何に依って左右される。基準リ
ファレンス 44は、第一のイメージ検出器 40の下側の選択された位置に取付けられた金属ビ
ーズの如き放射線基準リファレンス体 52を有するものであってもよい。ビーズ 52は、基準
リファレンスにおいて、基準リファレンスの選定されたサイズ及び位置を表示するための
変位インディケーター（ displacement indicator）として機能する。
【００４２】
図２で示す如く、ソース 34からの放射線は診断に重要な選択された被写体 32を先ず透過し
て、次に第一のイメージ検出器 40の能動面 46上に被写体の放射線写真イメージ 60を投影さ
せるために第一のイメージ検出器 40を透過する。放射線は第一の放射線半透過性イメージ
検出器 40を透過して基準リファレンスグリッド 50形態の基準リファレンス 44及び第一のイ
メージ検出器 40の下側に取付けられた基準リファレンス体 52に衝突する。基準リファレン
ス 44は第一のイメージ検出器 40の能動面 46を超えたところに配置されているので、第一の
イメージ検出器 40によって作られるイメージに関する基準リファレンスの影響は無視して
よい。
【００４３】
グリッド 50は、金属ワイヤーの如く高い放射線不透過性の材料により作られている。従っ
て、グリッドが第一のイメージ検出器 40を透過しているＸ線に哂された時に、グリッド 50
は第二のイメージ検出器 42の能動面 46上に均一でハイコントラストな周期的に直交するよ
うパターン化された放射線写真投影 65を作る。第二のイメージ検出器の能動面上に投影さ
れたグリッドのイメージは、第二のイメージ検出器によって記録される。この記録された
イメージの周波数パターンを拡大し、グリッド自体の周波数パターンとの関係で変位（ di
splace）させることができる。
【００４４】
同様に、第一のイメージ検出器 40の下側に取付けられた基準リファレンスビーズ 52も第二
のイメージ検出器 42の能動面 46上に拡大され変位された投影イメージ 66を作り出す。選択
された被写体 32の拡大され変位されたイメージは、第二のイメージ検出器 42によって記録
される。第二のイメージ検出器 42の主な目的の一つが基準リファレンスグリッド 50及び（
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又は）基準リファレンスビーズ 52の変位及び倍率を検知することにあるので、第二のイメ
ージ検出器 42は第一のイメージ検出器 40よりは随意に小さくてもよい。
【００４５】
第二のイメージ検出器 42の能動面 46から一定の予め定められた距離を隔てて配置された基
準リファレンス 44と共に第二のイメージ検出器 42を用いることによって、各記録投影を得
るためにＸ線源 34に相対して暴露された後に、その位置を示す十分なデーターを検出装置
30が作り出すことができる。Ｘ線源 34に対する検出装置 30の相対的位置決めは、第一のイ
メージ検出器の非能動下側部に確りと取付けられた放射線不透過性グリッドによって第二
のイメージ検出器 44の能動面上に作られるイメージを周波数ドメイン分析（ frequency do
main analysis）するか或いは放射線不透過性グリッドの選択された部分又は第一のイメ
ージ検出器 40の下側に取付けられた基準リファレンスビーズ 52によって第二のイメージ検
出器の能動面上に作られるイメージを空間ドメイン分析（ spatial domain analysis）す
ることによって決めることができる。
【００４６】
第二のイメージ検出器 42は、第一のイメージ検出器 40よりはソース 34から遠くに位置して
いるので、グリッド 50の投影イメージ 65は、グリッド 50自体によって表される実際の周波
数パターンと比較して異なった周波数パターンを表示する。第二のイメージ検出器 42によ
って記録される振動（ oscillations）の空間周波数は、グリッド 50自体の振動の周波数よ
りは必然的に低い。空間周波数のこの変化は、関連する倍率（ magnification）を表示す
るのに用いることができる。
【００４７】
倍率は、グリッド 50が第二のイメージ検出器 42の像面 46から隔たっている所定の距離 Hzと
、グリッド 50がソース 34から隔たっている、Ｚ軸に沿った未知の距離 Szとから決定するこ
とができる。
【００４８】
倍率公式は、次の通りである。
Ｍ＝（ Sz＋ Hz） /Sz
ただし、Ｍ＝倍率、 Hz＝基準リファレンスグリッドが第二のイメージ検出器の能動面から
隔たっている予め定められた一定の距離、 Sz＝放射線源と基準リファレンスとの間のＺ軸
に沿った未知の離間距離を示す。
【００４９】
この倍率公式から、距離 Szを次のように導き出すことができる。
Sz＝ Hz/（Ｍ－１）
【００５０】
イメージのトモシンセティック再構成に必要な、イメージデータ－から放射線源の相対的
位置を捜し出すために残されている事柄は、イメージ検出器 40,42の能動面 46に平行な選
択された平面においてイメージデーターの投影位置を決定することである。実際のグリッ
ド自体の位置との関係で基準リファレンスグリッド 50の記録されたイメージ 65が変位して
いる量は、実際のグリッドパターンに対するグリッドパターンの記録イメージによって示
される位相のずれ（ phase shift）から確かめることができる。
【００５１】
実際のグリッドパターンとグリッドパターンの投影イメージとの間の位相差は、もとのグ
リッドパターンの二次元ディスクリートフーリエ変換（２－ dimensional Discrete Fouri
er Transformation）と、グリッドパターンの拡大されていないオフアクシス投影イメー
ジ（ demagnified off－ axis projection image）とを介して決定することができる。周波
数ドメインからの位相差の逆変換によって、各シフト距離だけ変位されている、空間ドメ
イン（ spatial domain）における振幅ピーク（ amplitude peaks）の位置を表示する。位
相のずれを決定することによって、空間的にリンクされた被写体 32と検出装置 30とに対す
るＸ線源 34の照準（ localization）を可能にする。
【００５２】
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空間ドメインにおいては、基準リファレンスの実際のサイズに対する基準リファレンスの
投影サイズの変化は、倍率として表わされる。例えば、ビーズ 52の実際のサイズに対する
基準リファレンスビーズ 52の投影イメージ 66のサイズの変化は、倍率を表示するサイズ変
位インディケーター（ size displacement indicator）として役立つ。同様に、実際のグ
リッドサイズに対する基準グリッドの投影イメージ 65のサイズの変化は、倍率を表示する
。
【００５３】
Ｘ線源のアングレーション（ angulation）を決定するために、基準リファレンスビーズの
投影イメージ 66の位置をビード 52の実際の位置自体と比較することができる。同様に、ア
ングレーションを決定するために、グリッドの投影イメージ 65の位置をグリッド 50の実際
の位置自体と比較することができる。基準リファレンスのイメージの位置を基準リファレ
ンスの実際の位置と比較することは、図２に最もよく示されているようなＸ軸方向におけ
る変位ΔＸとＹ軸方向における変位ΔＹを表示する位置変位の指針となる。
【００５４】
周波数ドメインアプローチ（ frequency－ domain approach）は、関連する測定に寄与する
データ－が、第二のイメージ検出器 42の能動面 46の大きな部分を横切って分布している点
で利点がある。第二のイメージ検出器の能動面を横切って寄与データ－が分布しているこ
とによって如何なるサイトスペシフィック人工物（ site－ specific artifacts）の影響を
も平均化させ、それによって、無関係なＸ線パターンが第二のイメージ検出器 42の能動面
上に記録される場合イメージ（ composite image）に寄与してしまうという影響をほとん
ど生じさせるおそれのない測定プロセスを実行することができる。
【００５５】
例えば、基準リファレンスの記録イメージと無関係なＸ線パターンが、放射線が照射され
た被写体自体及び第一のイメージ検出器 40に固有の構造的要素によって生み出されるコン
トリビューション（ contributions）によって生じる。一方では、空間ドメインアプロー
チ（ spatial－ domain approach）は、数理的及び概念的に簡単であるという利点をもって
いる。加えて、必要とされる全てのイメージ翻訳データーが、単一のリファレンスポイン
ト、即ち、基準リファレンスビーズ 52の投影から作られるので、空間ドメインアプローチ
は第二のイメージ検出器 42に余り大きな能動面 46を要求することはない。
【００５６】
一対の平行なイメージ検出器 40,42を有する検出装置 30を用いた場合には、第一のイメー
ジ検出器 40の能動面上の投影が第二のイメージ検出器 42上に作られるイメージと高度に相
互関連性を必然的にもつという利点がある。一対のイメージ検出器 40,42を用いると、選
択された被写体は実際上二度レントゲン写真を撮られる。基準リファレンスと第一のイメ
ージ検出器 40の特性とによって付与されるイメージデーターの如き既知の人工物を適切に
処理し制御することによって、第二のイメージ検出器 42から得られる選択された被写体の
イメージデーターを第一のイメージ検出器 40から得られるデーターを改善するのに用いる
ことができる。
【００５７】
トモシンセティック再構成をイメージデーターから行うことのできるそのイメージデータ
ーを得るためには、放射線暴露中に、選択された被写体を基準リファレンス 44及びイメー
ジ検出器 40,42との関係で一定の位置に維持することが重要である。そのような不動性が
検出装置 30と放射線が照射されている関連の構成物との間で維持される限り、なんらかの
位置で連続的に何らかの角度から作られる投影からトモシンセティックスライスを作り出
すことができる。
【００５８】
動いている被写体については、各暴露に要求される時間が単位時間毎にその被写体の動き
と比較して短い限り、イメージ検出装置 30を移動している被写体に取付けることによって
分析することができる。連続的な暴露の間に構造物が動いているので、高エネルギーＸ線
の非常に短いバースト（ burst）を発生させることのできる固定された電界放出Ｘ線マシ
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ーンを、ソースに対して夫々異なった角度をもった一連の放射線写真投影を作るのに用い
ることができる。
【００５９】
選択された被写体がそれに取付けられた検出装置 30と共にＸ線ソースに相対して移動する
ことにより、トモシンセシスに必要な角度相違を生み出す。検出装置を被写体に固定する
ことによって検出装置が被写体に相対して一定の位置に保持され、投影毎に必要な暴露時
間との関係で被写体が比較的ゆっくりと動いている限り、放射線が照射されている被写体
の動きの本質に関して束縛がないので、このシステムは、そのようなものとして、重病の
パーキンソン患者及び不随意運動をする傾向にあるその他の患者に用いることができる。
【００６０】
このシステムは、鼓動する心臓のように周期的運動をする組織物（ structure）を連続的
に分析する場合にも同様に用いることができる。この特性を応用するために、短いＸ線バ
ーストを心臓周期の特定部分にリンクされたトリガー回路によって同期させる。そのよう
な同期によって、実際上、暴露中に検出装置に対する、放射線が照射された被写体の相対
的固定位置が維持される。
【００６１】
検出装置 30は、選択された被写体 38の非破壊試験をするための工業的応用においても用い
ることができる。例えば、この検出装置 30は、様々な臨界構造物（ critical structure）
における疲れ亀裂やその他のきずを検出するのに用いることができる。図８及び図９に示
されているように、選択された被写体 38は、その被写体が検出装置 30との関係で一定の位
置に維持されるようにするために、検出装置 30の上に置かれている。
【００６２】
この検出装置 30は、密閉され校正された放射線半透過性ケーシング 34内に支持された平行
な積層イメージディテクター 40,42を有している。基準リファレンス 44は、イメージディ
テクター 40と 42との間でケーシング 34に対して支持されている。この検出装置 30は、検出
装置 30からリモートコントロールデーター転送を可能にするために、任意のラジオの如き
伝送器（ transmitter） 72,赤外線伝送器又はその他のタイプの伝送器を含むものであって
もよい。
【００６３】
図８で示す如く、関連の選択された被写体 38と検出装置 30とを放射線源 75に相対して移動
させるよう機能する可動コンベアベルト 74上に、検出装置 30と共に被写体 38が一体となっ
て置かれている。放射線源 75は、検出装置 30と一体となって被写体 38がコンベアに沿って
移動した時に、独立に且つ並列して放射線を照射することのできる複数の放射線点源を含
んでいる。
【００６４】
同様に、図９に示されているように、選択された被写体 38と検出装置 30とを一体に放射線
源 75に相対して回転させるよう機能する回転ターンテーブル 78上に、検出装置 30と共に被
写体 38が一体となって置かれている。放射線源 75は、独立して且つ並列して放射線を照射
することのできる複数の放射線点源を有する形態のものであってもよい。異なった放射線
点により放射線を照射すると、検出器 30と一体となった被写体 38に相対するＸ線源の付加
的な相対運動を生み出すこととなる。
【００６５】
選択された被写体 38と検出器 30とが放射線源 75に相対して動いた時に、被写体 38の投影放
射線写真イメージが第一のイメージ検出器 40上に記載され、一方被写体 38と基準リファレ
ンスの双方の放射線写真イメージが第二のイメージ検出器 42上に記録される。これらのイ
メージは、放射線源 75と、被写体 38,基準リファレンス 44及びイメージ検出器 40,42との間
に異なった任意の相対的位置において記録される。検出装置 30によって記録される被写体
と基準リファレンスの一連の投影放射線写真イメージによって、被写体を介して、選択さ
れたスライス位置において被写体のイメージをトモシンセティック再構成することが可能
となる。
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【００６６】
図３で示す如く、同じ画面内において単一の基準リファレンス点のイメージ投影の軌跡（
locus）を得るために、トモシンセティックスキャンシーケンス（ tomosynthetic scan se
quence）中に、被写体位置の変化を補なうのに正積図法ジオメトリー（ equivalent profe
ction geometry）を利用することができる。被写体の焦点距離が比較的長くても、イメー
ジ倍率に関する被写体の小さな変位ΔＺの影響を比較的小さい。
【００６７】
図３を参照すると、基準リファレンス体 80は、関連の選択された被写体 82と CCDの如きイ
メージ検出器の能動面である画面 84との関係で一定の位置に維持されている。実際のソー
ス位置＃１にある放射線源 85は、画面 84上の位置＃１のところに基準リファレンス 80の投
影イメージを作り出す。画面 84が何ら動かされることなくこの放射線源 85が実際のソース
位置＃２の方向へ動かされた場合には、この放射線源 85は、画面 84上の位置（２）のとこ
ろに基準リファレンス 80の投影イメージを作り出す。然しながら、画面 84がその画面の移
動位置 84'に動かされた場合には、基準リファレンス 80がその基準リファレンスの移動位
置 80'に正確に移動し、被写体 82はその被写体の移動位置 82'に正確に移動する。
【００６８】
この移動した物体の配列が実際のソース位置＃２のところにある放射線源 85からの放射線
に哂された時に、同時位置＃２のところにある放射線源 85のための元の画面 84上の位置＃
２と幾何学上対応する、移動した画面 84'上の位置のところに、移動した基準リファレン
ス 80'の投影イメージが記録される。従って、被写体 82及び基準リファレンス 80と共に画
面 84が移動することによって、正積図法ジオメトリーを得るためのＸ線源の同等な位置決
めに基づくトモシンセティック再構成のために、画面上に許容できるイメージを作り出す
。
【００６９】
被写体を通しての選択されたスライスのトモシンセティック再構成は、検出装置 30によっ
て記録された基準リファレンス及び被写体のイメージの選択された任意の投影から行うこ
とができる。図４で示す如く、トモシンセティック再構成プロセスは、参照符号 90で示し
たステップで始められる。トモシンセティック再構成の各ステップは、コンピューター実
行処理の一部として行なわれるのが好ましい。
【００７０】
ステップ 92においては、記録媒体の能動面に対応する平面における基準リファレンスポイ
ントの投影イメージの相対位置が選択された投影のために決定される。単一の基準リファ
レンスの投影イメージのＸ－Ｙ座標が記録される。更に、その平面における基準リファレ
ンスの投影イメージの倍率が同様に決定され記録される。被写体の焦点距離が比較的長く
ても、倍率の影響は小さい。検出装置 30が被写体と係合又は非常に近接するという応用に
おいては、Ｘ線源と基準リファレンスグリッドとの間の距離が、基準リファレンスグリッ
ドと第二のイメージ検出器 42の検出平面との間の距離と比較して、比較的大きくなった時
に、倍率の影響は無視してもよいようになり、現実に無視してもよい。
【００７１】
Ｘ－Ｙ座標と選択された投影の倍率とがステップ 92で記録された後に、何らかの追加の投
影があるか否かをステップ 94におけるプロセスが質問する。追加の投影がインプットのた
めに選択された場合には、そのプロセスが、各選択された投影のためのＸ－Ｙ座標と倍率
を記録するためにステップ 92を繰り返えす。最後に選択された投影がステップ 94に達した
時、そのプロセスは、記録媒体の検出平面上の基準リファレンス体の選択された全ての投
影から投影ポイントの軌跡のために、選択されたリファレンス位置を決定する目的のため
にステップ 96へと進む。例えば、ステップ 96におけるプロセスが、単一の基準リファレン
ス体の記録された全ての投影ポイントの重心（ center of gravity）の座標を決定する。
【００７２】
図５を参照すると、１のラベルが付けられている小さな正方形が、イメージ検出器の検出
平面における単一の基準リファレンスの投影ポイントの最初の軌跡に対応する。円形のタ
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ーゲットを含んでいる正方形が、１のラベルの付けられている小さな正方形の分布の重心
のところに位置している。円形ターゲットを含んでいる正方形は、１のラベルが付けられ
た小さな正方形が均一に集中するポイントを意味し、それだけで、小さな正方形は分布の
中央のターゲット位置に向かって均一に崩壊する（ collapse）する。
【００７３】
ステップ 98においては、重心からの基準レイファレンスの各最初の投影ポイントの距離及
び進路が決定される。重心からの各最初の投影ポイントの距離及び進路は、ターゲットを
含んでいる正方形から１のラベルが付けられている小さな正方形へと進む、単一の基準リ
ファレンスの投影ポイントの最初の軌跡を示している図５で示す破線によって表示される
。
【００７４】
ステップ 100においては、その合成されたイメージ（ synthesized image）の相対的スライ
ス位置がインプットされる。被写体を介しての選択されたスライス位置が、
検出平面からの基準リファレンスの距離に対する、検出平面からの所望のスライスの距離
を表わす相対的スライス位置としてインプットされる。
【００７５】
ステップ 102においては、所望の相対的スライス位置と基準リファレンス体の決定された
倍率とに基づいて、各選択された投影の相対的投影変位が決定される。相対的投影変位が
、投影イメージを相対的スライス位置における適切な位置にシフトさせるために、被写体
の有限な焦点距離に基づいて投影のスカラー修正ファクター（ scalar correction factor
）を提供する。ソースから基準リファレンスグリッドまでの距離が、基準リファレンスグ
リッドから検出面までの距離と比較して、比較的大きい場合には、相対的投影変位の影響
は取るに足りないものなので、無視してよい。
【００７６】
相対的投影変位の原理は、次の変数（ variables）が書かれている図６に示されている。
図中、Ｚ＝放射線源と下側の CCDの検出平面との間の垂直距離、Ｈ＝基準グリッドの平面
と下側の CCDの検出平面との間の垂直距離、Ｙ＝所望のスライスの平面と下側の CCDの検出
平面との間の垂直距離、Ａ＝放射線源の水平位置と実際の基準リファレンスポイントの水
平位置との間で検出平面に沿った水平距離、
Ｂ＝検出平面における基準リファレンスポイントのイメージの実際の位置と実際の基準リ
ファレンスポイントとの間で検出平面に沿った水平変位、Ｘ＝実際の基準リファレンスポ
イントが所望のスライス平面に垂直に置き換えられた時の基準リファレンスポイントの検
出平面において予期されるイメージ位置と実際の基準リファレンスポイントの水平位置と
の間で検出平面に沿った水平変位を示す。
【００７７】
上記の記述から、Ｆ＝相対的スライス位置（ relative slice position）とした場合に、
Ｆは次の通り定めることができる。
Ｆ＝ Y/H
Ｍ＝基準リファレンスの倍率とした場合に、
Ｍ＝ Z/（Ｚ－Ｈ）である。
ｆ（Ｆ）＝相対的投影変位（ relative projection displacement）とした場合に、
ｆ（Ｆ）＝ X/Bである。
次の幾何学的関係：
Y/X＝ Z/（Ｘ＋Ａ）と、
H/B＝ Z/（Ａ＋Ｂ）から、
相対的投影変位ｆ（Ｆ）は、ＦとＭの関数として次のように導びかれる。
ｆ（Ｆ）＝ F/［Ｍ（１－Ｆ）＋Ｆ］
従って、ステップ 102で述べたように、相対的投影変位ｆ（Ｆ）は、相対的スライス位置
Ｆと倍率Ｍとから決定することができる。
【００７８】
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次に、ステップ 104においては、所望のスライスの倍率をスライス倍率のための修正ファ
クター（ correction factor）によって標準化する。この倍率修正ファクターは、選択さ
れたスライス位置における基準リファレンスの投影の相対的倍率のスカラー調整ファクタ
ーを意味する。再び、相対的倍率を計算することが、被写体の有限焦点距離（ finite foc
al－ object distance）のために有益となる。放射線源から基準リファレンスグリッド 50
までの距離が、基準リファレンスグリッドから第二のイメージ検出器 42の検出平面までの
距離との関係で、比較的大きくなった場合には、相対的倍率は取るに足りないものとなり
、無視してもよい。
【００７９】
特定のスライスの選択された投影の倍率を修正するための原理は、図７に示されている。
図７に示されている変数 Z,H及びＹは、図６中に示されている変数と同じである。変数Ｑ
、Ｄ及びＥに関しては、次のように定義される。符号Ｑ＝放射線源の水平位置と、所望の
スライスの平面における基準リファレンスの予想されるイメージ位置の水平位置との間で
の検出器平面に沿った水平距離、Ｄ＝放射線源の水平位置と、実際の基準リファレンスポ
イントの水平位置との間での検出器平面に沿った水平距離、Ｅ＝放射線源の水平位置と、
検出器平面における基準リファレンスポイントのイメージの実際の位置との間での検出器
平面に沿った水平距離を示す。
【００８０】
上述の定義から、Ｆ＝相対的スライス位置である場合に、Ｆは次の様に定義することがで
きる。
Ｆ＝ Y/H
Ｍ＝基準リファレンスの倍率でもある場合に、Ｍは次の様に定義することができる。
Ｍ＝ E/D
Ｃ＝スライス倍率のための修正ファクターである場合に、Ｃは次の様に定義することがで
きる。
Ｃ＝ Q/D
次の幾何学的関係：
H/（Ｅ－Ｄ）＝ Y/（Ｅ－Ｑ）から、
倍率修正ファクターＣは、次の様にＦとＭの関数として導き出すことができる。
Ｃ＝Ｍ－Ｆ（Ｍ－１）
こうして、倍率修正ファクターＣを、所望のスライスの倍率をステップ 104において標準
化させることを可能にするために、相対的スライス位置Ｆと倍率Ｍとから決定することが
できる。
【００８１】
次に、ステップ 106において、基準リファレンスポイントの各影響の選択されたスライス
位置への変位において位置する単一の画素（ pixel）の座標が決定される。図５を再度参
照すると、円形のターゲットを含んでいる正方形が、重心、即ち、１のラベルが付けられ
た小さな正方形の均一な集中点を表示し、これら小さな正方形は、順に、検出器平面にお
ける単一の基準リファレンスポイントの初期の軌跡を表示する。均一集中の中間位置は、
選択された相対的スライス位置のために基準リファレンスポイントのイメージの想像上の
位置（ ideal position）を表示する。
【００８２】
例えば、５の選択された相対的スライス位置については、５のラベルが付けられた小さな
正方形が、基準リファレンスポイントの各イメージの想像上のポジショニングを表示する
。黒い境界線で輪郭を取られた正方形は、１のラベルが付けられた小さな正方形によって
示される初期の位置を集中ターゲット位置と接続している破線に沿って .5のラベルが付け
られた小さな正方形によって表示される各想像上の位置のインテガー　アプロキシメーシ
ョン（ integer approximations）と対応する。そのようなものとして、黒い境界線で輪郭
が取られた正方形は、基準リファレンスポイントの初期の軌跡が、夫々選択されたスライ
ス位置 .5のためにシフトする各画素を表示する。残りの正方形は、接続線が横切っている
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他の残りの位置に対するインテガー　アプロキシメーションを表示している。
【００８３】
基準リファレンスポイントの各投影が選択された相対的スライス位置のためにシフトする
各画素がステップ 106において決定された後に、基準リファレンスポイントの全ての関連
する投影が選択されたスライス位置における各画素方向へ移動するよう、各構成物の投影
イメージ（ constituent projection image）がステップ 108においてシフトされる。こう
して、図５に示されているように、全ての構成物イメージが夫々シフトされ、それ故、基
準リファレンスポイントの投影が、５の選択された相対的スライス位置のために、黒い境
界線で輪郭が取られた正方形に向かって移動する。１の選択された相対的スライス位置に
関しては、基準リファレンスの全ての投影がターゲット位置において一致する。１より大
きな相対的スライス位置に関しては、基準リファレンスポイントの全ての投影が、初期の
軌跡に相対してターゲット位置と反対側で均一に分岐（ diverge）する。
【００８４】
次に、ステップ 110において、シフトされた構成物イメージの全てが、空間的に平均化さ
れる。ステップ 112においては、結果として生じたイメージ（ resulting image）が作業従
属するように（ in a task－ dependent manner）任意にフィルターにかけられる（ filter
）。次に、合成されたイメージがステップ 114において表示される。
【００８５】
ステップ 116において述べたように、追加のイメージスライスが必要な場合には、ステッ
プ 100から 114を通して、繰り返す。然しながら、ステップ 116において追加のスライスが
必要でない場合には、そのプロセスをステップ 118において中止する。
【００８６】
上記の記載から、関連の被写体との関係でＸ線源の一定の幾何学的ポジショニングを必要
としない自己校正トモシンセティックＸ線システムが得られることが、理解できる。本発
明によれば、医療及び工業上の利用にいろいろと応用することの可能な多目的システムが
得られる。従って、本発明は茲に記載し図示した特定の具体例に限定されるものではなく
、後述の特許請求の範囲内において修正及び変更される全てのものを含む。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に係る校正放射線写真記録装置を採用した自己校正トモシンセテ
ィックＸ線システムの概要図である。
【図２】図２は、本発明の別の好しい具体例に依る校正放射線写真記録装置を採用した自
己校正トモシンセティックＸ線システムの概要図である。
【図３】図３は、トモシンセティックスキャンシーケンス中におけるＸ線源に対する被写
体位置の変化を補正するための基準として正積図法ジオメトリー（ equivalent projectio
n geometry）を用いた場合を示す説明図である。
【図４】図４は、選択された被写体と基準リファレンスの記録された多くの放射線写真イ
メージから、選択されたスライス位置における被写体の合成イメージ（ synthesized imag
e）を作り出すための、本発明に依る方法及びシステムのフローチャートである。
【図５】図５は、選択されたスライス位置におけるイメージのトモシンセティック再構成
のために選択されたリファレンスポイントに対する単一の基準リファレンスポイントの投
影の最初の軌跡（ locus）の位置トラッキングを示す図式的説明図である。
【図６】図６は、有限の被写体焦点距離（ finite focal－ object distance）における相
対的投影変位（ relative projection displacement）を表示する説明図である。
【図７】図７は、有限の被写体焦点距離についての選択されたスライス位置における相対
的な倍率（ relative magnification）を示す説明図である。
【図８】図８は、一連の放射線点源に相対して、放射線写真記録装置上に支えられた関連
の被写体をコンベアベルトが移動させるようになっている、図２に概略的に示されたタイ
プの校正放射線写真記録装置を採用した自己校正トモシンセティックＸ線システムの概要
図である。
【図９】図９は、一連の放射線点源に相対して、放射線写真記録装置上に支えられた関連
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の被写体を回転ターンテーブルが移動させるようになっている、図２に概略的に示された
タイプの校正放射線写真記録装置を用いた自己校正トモシンセティックＸ線システムの概
要図である。

【 図 １ 】

【 図 ６ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ２ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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