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(57)【要約】
【課題】レイアウトの制約を受けず、任意のタイミング
で、任意の箇所の放射線を検知することができ、放射線
量のモニタリングを行っても、画素信号を減衰なく読み
出すことができる技術を提供することを課題とする。
【解決手段】放射線撮像装置は、放射線を電荷に変換す
る第１の変換素子（１２２）と、画素信号線（１０６）
と、検知信号線（１２５）と、前記第１の変換素子の第
１の電極と前記画素信号線との間に接続される第１のス
イッチ（１２６）と、前記第１の変換素子の第１の電極
に接続される蓄積容量（１２７）と、前記蓄積容量と前
記検知信号線との間に接続される第２のスイッチ（１２
３）とを有し、前記蓄積容量は、前記第１の変換素子と
前記第２のスイッチとの間に接続されることを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を電荷に変換する第１の変換素子と、
　画素信号線と、
　検知信号線と、
　前記第１の変換素子の第１の電極と前記画素信号線との間に接続される第１のスイッチ
と、
　前記第１の変換素子の第１の電極に接続される蓄積容量と、
　前記蓄積容量と前記検知信号線との間に接続される第２のスイッチとを有し、
　前記蓄積容量は、前記第１の変換素子と前記第２のスイッチとの間に接続されることを
特徴とする放射線撮像装置。
【請求項２】
　行列状に配置される複数の画素を有し、
　前記複数の画素のうちの第１の画素は、前記第１の変換素子と、前記第１のスイッチと
、前記蓄積容量と、前記第２のスイッチとを有し、
　前記複数の画素のうちの第２の画素は、
　放射線を電荷に変換する第２の変換素子と、
　前記第２の変換素子と前記画素信号線との間に接続される第３のスイッチとを有するこ
とを特徴とする請求項１記載の放射線撮像装置。
【請求項３】
　行列状に配置される複数の画素を有し、
　前記複数の画素の各々は、前記第１の変換素子と、前記第１のスイッチと、前記蓄積容
量と、前記第２のスイッチとを有することを特徴とする請求項１記載の放射線撮像装置。
【請求項４】
　さらに、前記検知信号線の信号を読み出す第１の読出部と、
　前記画素信号線の信号を読み出す第２の読出部とを有することを特徴とする請求項１～
３のいずれか１項に記載の放射線撮像装置。
【請求項５】
　前記第２の読出部は、前記第２のスイッチの導通期間の少なくとも一部が前記第１のス
イッチの導通期間に重なっている状態で、前記画素信号線の信号を読み出すことを特徴と
する請求項４記載の放射線撮像装置。
【請求項６】
　さらに、前記検知信号線の信号を読み出す第１の読出部を有し、
　前記第１の読出部は、
　前記検知信号線の電位をリセットし、その後、前記第２のスイッチの非導通状態におけ
る前記検知信号線の第１の信号を読み出し、
　その後、前記第２のスイッチの導通状態における前記検知信号線の第２の信号を読み出
すことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の放射線撮像装置。
【請求項７】
　さらに、前記第１の信号に基づく信号と前記第２の信号に基づく信号との差分を演算す
る信号処理部を有することを特徴とする請求項６記載の放射線撮像装置。
【請求項８】
　さらに、前記検知信号線の信号を読み出す第１の読出部を有し、
　前記第１の読出部は、
　前記検知信号線の電位をリセットし、その後、前記第２のスイッチの非導通状態におけ
る前記検知信号線の第１の信号を読み出し、
　その後、前記第２のスイッチの非導通状態における前記検知信号線の第２の信号を読み
出し、
　その後、前記検知信号線の電位をリセットし、その後、前記第２のスイッチの非導通状
態における前記検知信号線の第３の信号を読み出し、
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　その後、前記第２のスイッチの導通状態における前記検知信号線の第４の信号を読み出
すことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の放射線撮像装置。
【請求項９】
　さらに、前記第１の信号に基づく信号及び前記第２の信号に基づく信号の差分を第５の
信号として演算し、前記第３の信号に基づく信号及び前記第４の信号に基づく信号の差分
を第６の信号として演算し、前記第５の信号及び前記第６の信号の差分を演算する信号処
理部を有することを特徴とする請求項８記載の放射線撮像装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の放射線撮像装置と、
　放射線を照射する放射線源と
を有することを特徴とする放射線撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線撮像装置及び放射線撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線等の放射線による医療用画像診断や非破壊検査に用いる放射撮影装置として、ＴＦ
Ｔ（薄膜トランジスタ）等のスイッチと光電変換素子等の変換素子とを組み合わせた画素
が配列された放射線撮像装置が実用化されている。スイッチは、変換素子と列信号線との
間に配置され、スイッチを導通状態にすることによって、変換素子から列信号線を介して
信号が読み出される。近年、放射線撮像装置の多機能化が検討されている。その一つとし
て、放射線の照射をモニタリングする機能を内蔵することが検討されている。この機能に
よって、例えば、放射線源からの放射線の照射が開始されたタイミングの検知、放射線の
照射を停止されるべきタイミングの検知、放射線の照射量又は積算照射量の検知が可能に
なる。
【０００３】
　特許文献１には、放射線の照射量を検出することで、放射線の照射を停止させるべきタ
イミングを検知し、放射線画像を取得する放射線検出装置が開示されている。特許文献１
の放射線検出装置では、光電変換素子と、放射線画像データを読み出す為の配線と、放射
線照射量データを読み出す為の配線と、スイッチ素子と、蓄積容量とを有する。放射線画
像データを読み出す為の配線は、スイッチ素子を介して、光電変換素子に接続され、放射
線照射量データを読み出す為の配線と、光電変換素子の間には蓄積容量が配置されている
。
【０００４】
　特許文献１の構成により、放射線の照射量の検出を行う場合、放射線照射量データの読
出しは蓄積容量を介して読み出される為、放射線によって発生した電荷量は保存され、放
射線画像データは減衰しない。その為、放射線照射量の検出を行う画素においても、画像
データを減衰なく取り出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１１６８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の放射線検出装置では、任意の検知領域に対する放射線の照射を個別に検知
するためには、検知領域の個数分の専用の信号線が必要であり、レイアウトの制約を受け
てしまう。また、任意のタイミングで、任意の箇所の検知領域に対する放射線の照射の検
知ができない。
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【０００７】
　本発明の目的は、レイアウトの制約を受けず、任意のタイミングで、任意の箇所の放射
線を検知することができ、放射線量のモニタリングを行っても、画素信号を減衰なく読み
出すことができる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の放射線撮像装置は、放射線を電荷に変換する第１の変換素子と、画素信号線と
、検知信号線と、前記第１の変換素子の第１の電極と前記画素信号線との間に接続される
第１のスイッチと、前記第１の変換素子の第１の電極に接続される蓄積容量と、前記蓄積
容量と前記検知信号線との間に接続される第２のスイッチとを有し、前記蓄積容量は、前
記第１の変換素子と前記第２のスイッチとの間に接続されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、レイアウトの制約を受けず、任意のタイミングで、任意の箇所の放射
線を検知することができ、放射線量のモニタリングを行っても、画素信号を減衰なく読み
出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】放射線撮像装置の構成例を示す図である。
【図２】放射線撮像システムの構成例を示す図である。
【図３】放射線撮像装置の他の構成例を示す図である。
【図４】撮像画素及び検知画素の構成例を示す平面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ線及びＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図６】放射線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図７】放射線撮像装置の他の構成例を示す図である。
【図８】放射線撮像装置の構成例を示す図である。
【図９】放射線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１０】放射線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１１】放射線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１２】放射線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１３】放射線撮像システムの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態による放射線撮像装置２００の構成例を示す図である
。放射線撮像装置２００は、撮像領域ＩＲと、読出部１３０，１４０と、行選択部２２１
と、駆動部２４１と、信号処理部２２４と、制御部２２５と、電源回路２２６とを有する
。撮像領域ＩＲは、行列状に配置される複数の画素１０１，１２１を有する。複数の画素
は、放射線画像の取得のための複数の撮像画素（第２の画素）１０１と、放射線の照射を
モニタリングするための検知画素（第１の画素）１２１とを含む。撮像画素１０１は、放
射線を電気信号（電荷）に変換する第１の変換素子１０２と、第１のスイッチ１０３とを
有する。第１のスイッチ１０３は、列信号線（画素信号線）１０６と第１の変換素子１０
２との間に接続される。検知画素１２１は、放射線を電気信号（電荷）に変換する第２の
変換素子１２２と、第２のスイッチ１２３と、蓄積容量１２７と、第３のスイッチ１２６
とを有する。第２のスイッチ１２３は、検知信号線１２５と蓄積容量１２７との間に接続
される。蓄積容量１２７は、第２のスイッチ１２３と第２の変換素子１２２との間に接続
される。第３のスイッチ１２６は、列信号線１０６と第２の変換素子１２２との間に接続
される。撮像画素１０１は、すべての列に配置される。検知画素１２１は、一部の列に配
置される。
【００１２】
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　第１の変換素子１０２及び第２の変換素子１２２は、それぞれ、放射線を光に変換する
シンチレータと、光を電気信号に変換する光電変換素子とを有する。シンチレータは、撮
像領域ＩＲを覆うようにシート状に形成され、複数の画素１０１，１２１によって共有さ
れる。なお、第１の変換素子１０２及び第２の変換素子１２２は、それぞれ、放射線を直
接に光に変換する変換素子でもよい。第１のスイッチ１０３、第２のスイッチ１２３、及
び、第３のスイッチ１２６は、例えば、非晶質シリコン又は多結晶シリコン（好ましくは
多結晶シリコン）などの半導体で活性領域が構成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を有
する。
【００１３】
　放射線撮像装置２００は、複数の列信号線１０６及び複数の駆動線１０４を有する。複
数の列信号線１０６は、列毎に設けられ、それぞれ、各列の画素１０１，１２１に共通に
接続される。複数の駆動線１０４は、行号に設けられ、各行の画素１０１，１２１に共通
に接続される。複数の駆動線１０４は、行選択部２２１によって駆動される。
【００１４】
　第１の変換素子１０２の第１の電極は、第１のスイッチ１０３の第１の主電極に接続さ
れ、第１の変換素子１０２の第２の電極は、バイアス線１０８に接続される。複数のバイ
アス線１０８は、列毎に設けられ、各列の変換素子１０２，１２２の第２の電極に共通に
接続される。バイアス線１０８は、電源回路２２６からバイアス電圧Ｖｓを受ける。各列
の第１のスイッチ１０３の第２の主電極は、各列の列信号線１０６に接続される。各行の
第１のスイッチ１０３の制御電極は、各行の駆動線１０４に接続される。
【００１５】
　複数の列信号線１０６は、第２の読出部１３０に接続される。第２の読出部１３０は、
複数の検知部１３２と、マルチプレクサ１３４と、アナログデジタル変換器（以下、ＡＤ
変換器という）１３６とを有し、列信号線１０６の信号を読み出す。複数の検知部１３２
は、列毎に設けれ、それぞれ、各列の列信号線１０６に接続される。各列の列信号線１０
６は、各列の検知部１３２に接続される。検知部１３２は、例えば、増幅器を含む。マル
チプレクサ１３４は、複数の検知部１３２を所定の順番で選択し、選択した検知部１３２
からの信号をＡＤ変換器１３６に供給する。ＡＤ変換器１３６は、供給された信号をアナ
ログからデジタルに変換して出力する。
【００１６】
　第２の変換素子１２２の第１の電極は、蓄積容量１２７の第２の電極、及び、第３のス
イッチ１２６の第１の主電極に接続される。蓄積容量１２７の第１の電極は、第２のスイ
ッチ１２３の第１の主電極に接続される。第２のスイッチ１２３の第２の主電極は、検知
信号線１２５に接続される。第３のスイッチ１２６の第２の主電極は、列信号線１０６に
接続される。第２の変換素子１２２の第２の電極は、バイアス線１０８に接続される。第
２のスイッチ１２３の制御電極は、駆動線１２４に接続される。第３のスイッチ１２６の
制御電極は、駆動線１０４に接続される。放射線撮像装置２００は、複数の検知信号線１
２５を有する。複数の検知信号線１２５の各々には、１又は複数の検知画素１２１が接続
可能である。駆動線１２４は、駆動部２４１によって駆動される。複数の駆動線１２４の
各々には、１又は複数の検知画素１２１が接続可能である。
【００１７】
　検知信号線１２５は、第１の読出部１４０に接続される。第１の読出部１４０は、複数
の検知部１４２と、マルチプレクサ１４４と、ＡＤ変換器１４６とを有し、検知信号線１
２５の信号を読み出す。複数の検知信号線１２５は、それぞれ、複数の検知部１４２に接
続される。１つの検知信号線１２５は、１つの検知部１４２に対応する。検知部１４２は
、例えば、増幅器を含む。マルチプレクサ１４４は、複数の検知部１４２を所定の順番で
選択し、選択した検知部１４２からの信号をＡＤ変換器１４６に供給する。ＡＤ変換器１
４６は、供給された信号をアナログからデジタルに変換して出力する。
【００１８】
　ＡＤ変換器１４６の出力信号は、信号処理部２２４に供給される。信号処理部２２４は
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、ＡＤ変換器１４６の出力信号に基づいて、放射線撮像装置２００に対する放射線の照射
を示す情報を出力する。具体的には、信号処理部２２４は、例えば、放射線撮像装置２０
０に対する放射線の照射を検知したり、放射線の照射量及び／又は積算照射量を演算する
。制御部２２５は、信号処理部２２４からの情報に基づいて、行選択部２２１、駆動部２
４１及び読出部１３０を制御する。制御部２２５は、信号処理部２２４からの情報に基づ
いて、例えば、露出（撮像画素１０１による照射された放射線に対応する電荷の蓄積）の
開始及び終了を制御する。また、制御部２２５は、通信インターフェース１００３を制御
する。
【００１９】
　図２は、放射線撮像装置２００を含む放射線撮像システムの構成例を示す図である。放
射線撮像システムは、図１の放射線撮像装置２００の他、コントローラ１００２、通信イ
ンターフェース１００３、放射線源インターフェース１００４、及び放射線源１００５を
有する。コントローラ１００２は、線量Ａ、照射時間Ｂ（ｍｓ）、管電流Ｃ（ｍＡ）、管
電圧Ｄ（ｋＶ）、放射線をモニタリングすべき領域である放射線検知領域（ＲＯＩ）など
を入力する。コントローラ１００２は、入力された情報を、通信インターフェース１００
３を介して、放射線撮像装置２００に出力する。放射線源１００５に付属された爆射スイ
ッチが操作されると、放射線源１００５から放射線が照射される。放射線撮像装置２００
は、例えば、放射線検知領域（ＲＯＩ）に配置された検知画素１２１を用いて、放射線照
射を検知する為の検知動作を行い、放射線照射開始タイミングの検知を行う。次に、制御
部２２５は、例えば、放射線検知領域（ＲＯＩ）に配置された検知画素１２１から読み出
された信号の積分値が線量Ａ１に到達したら、インターフェース１００３を介して放射線
源インターフェース１００４に曝射停止信号を出力する。これに応答して、放射線源イン
ターフェース１００４は、放射線源１００５に放射線の照射を停止させる。ここで、線量
Ａ１は、線量Ａ、放射線照射強度、各ユニット間の通信ディレイ、処理ディレイ等に基づ
いて、制御部２２５によって決定される。放射線の照射時間が照射時間Ｂに達した場合は
、放射線源１００５は、爆射停止信号の有無にかかわらず、放射線の照射を停止する。
【００２０】
　図１の構成例では、撮像画素１０１から出力される列信号線１０６の信号が読出部１３
０により読み出され、検知画素１２１から出力される検知信号線１２５の信号が読出部１
４０によって読み出されるが、これに限定されない。図３に示すように、撮像画素１０１
から出力される列信号線１０６の信号と検知画素１２１から出力される検知信号線１２５
の信号が共通の読出部１４０によって読み出されるようにしてもよい。読出部１４０は、
複数の検知部１３２と、複数の検知部１４２と、マルチプレクサ１４４と、ＡＤ変換器１
４６とを有する。マルチプレクサ１４４は、図１のマルチプレクサ１３４及び１４４の機
能を有する。ＡＤ変換器１４６は、図１のＡＤ変換器１３６及び１４６の機能を有する。
【００２１】
　図４は、撮像画素１０１及び検知画素１２１の構成例を示す平面図である。この平面図
は、放射線撮像装置２００の撮像領域ＩＲに平行な面への正投影図を示す。図５（Ａ）は
、図４のＡ－Ａ線に沿った断面図であり、図５（Ｂ）は、図４のＢ－Ｂ線に沿った断面図
である。
【００２２】
　図４、及び、図５（Ａ）に示されるように、検知画素１２１は、第２の変換素子１２２
と、第２のスイッチ１２３と、第３のスイッチ１２６と、蓄積容量１２７とを有する。第
２の変換素子１２２は、この例では、シンチレータによって放射線から変換された光を電
荷に変換して蓄積する。なお、第２の変換素子１２２は、放射線を直接に電荷に変換する
ように構成してもよい。第２のスイッチ１２３は、第２の変換素子１２２に蓄積された電
荷に応じた電気信号を出力するＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を含む。第２の変換素子１２
２は、例えば、ＰＩＮ型のフォトダイオード１３４を有する。第２の変換素子１２２は、
蓄積容量１２７の第２の電極１７２に接続される。蓄積容量１２７の第１の電極１７１は
、第２のスイッチ１２３を介して、検知信号線１２５に接続される。また、第２の変換素
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子１２２は、第３のスイッチ素子１２６を介して、信号線１０６に接続される。第２の変
換素子１２２は、ガラス基板等の絶縁性の支持基板１００の上に配置された第２のスイッ
チ１２３、第３のスイッチ１２６、蓄積容量１２７の上に、第１の層間絶縁層１１０を挟
んで配置される。第２の変換素子１２２は、例えば、第１の電極１３１、ＰＩＮフォトダ
イオード１３４、及び第２の電極１３７を有する。
【００２３】
　第２の変換素子１２２の上には、保護膜１３８、第２の層間絶縁層１３９、バイアス線
１０８、保護膜１４０が順に配置されている。保護膜１４０の上には、平坦化膜及びシン
チレータが配置される。第２の電極１３７は、コンタクトホールを介してバイアス線１０
８に接続されている。第２の電極１３７には、光透過性を有するＩＴＯが用いられ、シン
チレータで放射線から変換された光が透過可能な構成となっている。
【００２４】
　図４及び図５（Ｂ）に示されるように、撮像画素１０１は、第１の変換素子１０２と、
第１のスイッチ１０３とを有する。第１の変換素子１０２は、第２の変換素子１２２と同
様に、シンチレータによって放射線から変換された光を電荷に変換して蓄積する。なお、
第１の変換素子１０２は、放射線を直接に電荷に変換するように構成してもよい。第１の
スイッチ１０３は、第１の変換素子１０２に蓄積された電荷に応じた電気信号を出力する
ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を含む。第１の変換素子１０２は、例えば、ＰＩＮ型のフォ
トダイオード１３４を有する。第１の変換素子１０２は、第１のスイッチ１０３を介して
、列信号線１０６に接続される。第１の変換素子１０２は、ガラス基板等の絶縁性の支持
基板１００の上に配置された第１のスイッチ１０３の上に、第１の層間絶縁層１１０を挟
んで配置される。第１の変換素子１０２は、例えば、第１の電極１３１、ＰＩＮフォトダ
イオード１３４、及び第２の電極１３７を有する。第１の変換素子１０２及び第２の変換
素子１２２は、例えば、ＭＩＳ型のセンサによって構成してもよい。
【００２５】
　図５（Ａ）の例では、蓄積容量１２７は、第１の電極１７１と第２の電極１７２の間の
容量だけでなく、第２の電極１７２と第２の変換素子１２２の第１の電極１３１の間の第
１の層間絶縁層１１０による容量も蓄積容量として寄与することができる。また、図５（
Ａ）での蓄積容量１２７の形態は一例であり、第１の層間絶縁層１１０の下に形成される
例を示したが、これに限定されない。第１の層間絶縁層１１０を２層からなる絶縁層とし
て形成し、２層の間に導電層を形成し、第１の層間絶縁層１１０の下方に配置された導電
層との間で蓄積容量を形成する構成でもよい。
【００２６】
　図６は、本実施形態による放射線撮像装置２００の駆動方法の例を示すタイミングチャ
ートである。以下の説明において、撮像画素１０１の第１のスイッチ１０３及び検知画素
１２１の第３のスイッチ１２６を駆動する駆動線１０４に印加される信号をＶｇ１～Ｖｇ
ｎとする。また、検知画素１２１の第２のスイッチ１２３を駆動する駆動線１２４に印加
される信号をＶｄ１～Ｖｄｎ（図７参照）とする。第１のスイッチ１０３、第２のスイッ
チ１２３、及び第３のスイッチ１２６は、ゲートに供給される信号がハイレベルであると
きに導通状態となり、ゲートに供給される信号がローレベルであるときに非導通状態とな
る。
【００２７】
　期間Ｔ１は、放射線の照射の開始を待つ期間である。具体的には、期間Ｔ１は、放射線
撮像装置２００の電源が投入され、放射線画像の撮像が可能な状態となってから放射線源
１００５の曝射スイッチが操作され、放射線撮像装置２００が放射線の照射を検知するま
での期間である。
【００２８】
　期間Ｔ１では、信号Ｖｄ１～Ｖｄｎがハイレベルに固定され、検知画素１２１の第２の
スイッチ１２３が導通状態に固定される。放射線が照射されると、第２の変換素子１２２
は放射線を電荷に変換し、第２の変換素子１２２及び蓄積容量１２７の容量比に応じて、
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第２の変換素子１２２及び蓄積容量１２７のそれぞれに電荷が蓄積される。蓄積容量１２
７に蓄積された電荷量に応じて、検知信号線１２５は、読出部１４０へ信号を伝達する。
読出部１４０は、検知部１４２により信号を増幅し、ＡＤ変換器により信号をアナログか
らデジタルに変換し、信号処理部２２４に出力する。信号処理部２２４は、ＡＤ変換器１
４６の出力信号を基に、放射線の照射開始を検知する。放射線の照射の開始が検知される
と、期間Ｔ２に移行する。期間Ｔ１では、第１の変換素子１０２において発生するダーク
電流を除去するために、それぞれの第１の変換素子１０２を定期的に定電位にリセットす
ることが望ましい。この例では、各駆動線１０４の信号Ｖｇ１～Ｖｇｎが順次にハイレベ
ルにされ、各列の第１のスイッチ１０３が順次に導通状態になり、各列の変換素子１０２
は、順次に、定電圧に固定された列信号線１０６に電気的に接続される。これによって、
ダーク電流による電荷が第１の変換素子１０２に長時間にわたって蓄積されることが防止
される。期間Ｔ１の長さは、撮影手法・条件等により大きく異なるが、例えば、数秒～数
分である。
【００２９】
　期間Ｔ２は、放射線が照射されている期間である。一例として、期間Ｔ２は、放射線撮
像装置２００が放射線の照射開始を検知してから放射線の曝射量が最適線量となるまでの
期間である。期間Ｔ２は、放射線の照射量をモニタリングする期間であるとも言える。期
間Ｔ２では、信号Ｖｄ１～Ｖｄｎが断続的にハイレベルになり、検知画素１２１の第２の
スイッチ１２３が断続的に導通状態になる。第２の変換素子１２２は、放射線を電荷に変
換する。検知信号線１２５は、蓄積容量１２７に蓄積された電荷量に応じて、読出部１４
０へ信号を伝達する。信号処理部２２４は、読出部１４０の出力信号を基に、放射線の線
量を検知する。期間Ｔ２では、各駆動線１０４に印加される信号Ｖｇ１～Ｖｇｎがローレ
ベルにされ、第１のスイッチ１０３は非導通状態に固定される。これにより、撮像画素１
０１の第１の変換素子１０２は、放射線を電荷に変換し、変換した電荷を蓄積する。期間
Ｔ２の長さは、撮影手法・条件等により大きく異なるが、例えば、１ｍ秒～数百ｍ秒程度
である。
【００３０】
　制御部２２５は、放射線検知領域（ＲＯＩ）に配置された検知画素１２１から読み出さ
れた信号の積分値が線量Ａ１に到達したら、放射線撮像装置２００の動作を期間Ｔ３に移
行させる。また、このとき、制御部２２５は、通信インターフェース１００３を介して放
射線源インターフェース１００４に曝射停止信号を出力する。すると、放射線源１００５
は、放射線の照射を停止する。
【００３１】
　期間Ｔ３は、放射線源１００５が放射線の照射が終了した後に、撮像画素１０１及び検
知画素１２１から放射線画像信号を読み出す期間である。期間Ｔ３では、複数の行が走査
され、信号Ｖｇ１～Ｖｇｎが順次にハイレベルになり、信号Ｖｇ１～Ｖｇｎと同じタイミ
ングで、信号Ｖｄ１～Ｖｄｎが順次ハイレベルになる。各行の第１のスイッチ１０３、第
２のスイッチ１２３及び第３のスイッチ１２６が順次に導通状態になる。撮像画素１０１
では、第１のスイッチ１０３が導通状態になり、第１の変換素子１０２に蓄積された電荷
量に応じた電圧が列信号線１０６に出力される。信号Ｖｇ１～Ｖｇｎと同じタイミングで
、信号Ｖｄ１～Ｖｄｎがハイレベルになることで、検知画素１２１において、第２のスイ
ッチ１２３及び第３のスイッチ１２６が導通状態になる。これにより、第２の変換素子１
２２及び蓄積容量１２７の両方に蓄積された電荷量に応じた電圧が列信号線１０６に出力
される。読出部１３０は、列信号線１０６の信号を読み出す。信号処理部２２４は、ＡＤ
変換器１３６の出力信号を基に放射線量をモニタリングする。これにより、画像信号量が
減衰することが無く、検知画素１２１においても、第２の変換素子１２２及び蓄積容量１
２７に蓄積された信号のすべてを画素信号として使用することができる。
【００３２】
　以上の動作とは異なり、信号Ｖｇ１～Ｖｇｎのみがハイレベルになる場合、第２の変換
素子１２２に蓄積された電荷量を読み出すことができるが、蓄積容量１２７に蓄積された
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電荷量は読み出すことができない。画像信号を正確に読み出す為には、信号Ｖｇ１～Ｖｇ
ｎと同じタイミングで、信号Ｖｄ１～Ｖｄｎをハイレベルにする必要がある。撮像画素１
０１、及び、検知画素１２１に蓄積された信号は、読出部１３０によって読み出される。
この例では、各撮像画素１０１における蓄積時間が一定となるように、期間Ｔ１において
、最後にハイレベルが印加された行の信号Ｖｇ１に応じて、期間Ｔ３では、最初にハイレ
ベルが印加される行の信号Ｖｇ２が決定される。図６では、期間Ｔ１において最後にハイ
レベルが印加された行が信号Ｖｇ１に対応する行であるので、期間Ｔ３では、信号Ｖｇ２
に対応する行から順にハイレベルが印加される。
【００３３】
　また、本実施形態では、検知画素１２１の第２のスイッチ１２３を設けることによって
、検知信号線１２５の本数を少なくしながら、検知画素１２１毎に放射線の照射を検知す
ることができる。その為、レイアウトの制約を受けず、また、任意のタイミングで、任意
の検知領域の放射線照射量をモニタリングすることが可能である。ここで、検知画素１２
１毎、又は、少なくとも１個の検知画素１２１を含む放射線検知領域（ＲＯＩ）毎に放射
線を検知することができる構成は、より適切な線量制御及び露出制御の実現に寄与する。
【００３４】
　また、本実施形態では、放射線をモニタリングする検知画素１２１においても、画素信
号を得ることが可能である。図７のように、行列状の複数の画素のすべてを（各々を）検
知画素１２１で構成することも可能である。図７のような構成をとれば、撮像領域ＩＲ２
００上のどの箇所においても画素単位で放射線検知領域（ＲＯＩ）を設定することが可能
となる。
【００３５】
　図８は、読出部１３０及び読出部１４０の構成例を示す図である。読出部１３０の検知
部１３２は、増幅回路ＡＭＰと、第１の保持容量ＨＣ１ｉと、第２の保持容量ＨＣ２ｉと
、第１のサンプリングスイッチＳＷ１ｉと、第２のサンプリングスイッチＳＷ２ｉとを有
する。増幅回路ＡＭＰは、第１の入力端子、第２の入力端子及び出力端子を有する増幅器
ＤＡと、上記の第１入力端子と上記の出力端子との間に並列に設けられた帰還容量Ｃｆ及
びリセットスイッチＲＳとを有する。リセットスイッチＲＳは、リセット信号ΦＲｉに応
じて導通状態／非導通状態になる。上記の第１の入力端子には、列信号線１０６が接続さ
れる。上記の第２の端子には、基準電位ＲＥＦが供給される。サンプリングスイッチＳＷ
１ｉは、増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子と保持容量ＨＣ１ｉとの間に接続され
る。サンプリングスイッチＳＷ１ｉは、サンプリング信号ＳＨ１ｉに応じて、増幅器ＤＡ
（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子と保持容量ＨＣ１ｉを接続する。サンプリングスイッチＳ
Ｗ２ｉは、サンプリング信号ＳＨ２ｉに応じて、増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端
子と保持容量ＨＣ２ｉを接続する。
【００３６】
　読出部１４０の検知部１４２は、増幅回路ＡＭＰと、第１の保持容量ＨＣ１ｄと、第２
の保持容量ＨＣ２ｄと、第１のサンプリングスイッチＳＷ１ｄと、第２のサンプリングス
イッチＳＷ２ｄとを有する。増幅回路ＡＭＰは、第１の入力端子、第２の入力端子及び出
力端子を有する増幅器ＤＡと、上記の第１の入力端子と上記の出力端子との間に並列に設
けられた帰還容量Ｃｆ及びリセットスイッチＲＳとを有する。リセットスイッチＲＳは、
リセット信号ΦＲｄに応じて導通状態／非導通状態になる。上記の第１の入力端子には、
検知信号線１２５が接続される。上記の第２の端子には、基準電位ＲＥＦが供給される。
サンプリングスイッチＳＷ１ｄは、サンプリング信号ＳＨ１ｄに応じて、増幅器ＤＡ（増
幅回路ＡＭＰ）の出力端子と保持容量ＨＣ１ｄを接続する。サンプリングスイッチＳＷ２
ｄは、サンプリング信号ＳＨ２ｄに応じて、増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子と
保持容量ＨＣ２ｄを接続する。電位ＶＡは検知画素１２１の第１の電極１３１（図５（Ａ
））の電位、電位ＶＢは検知部１４２内の増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子の電
位である。
【００３７】
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　図９は、図８の読出部１３０及び読出部１４０の動作例を示すタイミングチャートであ
る。信号Ｖｄは図６の信号Ｖｄ１～Ｖｄｎに対応し、信号Ｖｇは図６の信号Ｖｇ１～Ｖｇ
ｎに対応する。図９は図６における期間Ｔ２及びＴ３を示す。まず、期間Ｔ２では、読出
部１４０において、リセット信号ΦＲｄがハイレベルになり、リセットスイッチＲＳが導
通状態になる。これにより、電位ＶＢが参照電位ＲＥＦにリセットされる。
【００３８】
　次に、サンプリング信号ＳＨ１ｄがローレベルからハイレベルになり、その後にハイレ
ベルからローレベルになり、スイッチＳＷ１ｄがオンし、増幅器ＤＡの出力信号が保持容
量ＨＣ１ｄにサンプリングされる。保持容量ＨＣ１ｄの信号Ｂ１は、マルチプレクサ１４
４及びＡＤ変換器１４６を介して、信号処理部２２４に出力される。
【００３９】
　次に、駆動線１２４の信号Ｖｄがハイレベルになり、検知画素１２１の第２のスイッチ
１２３が導通状態になる。このとき、蓄積容量１２７に蓄積されていた電荷の量に応じた
信号が、検知信号線１２５を介して、読出部１４０に伝達される。
【００４０】
　次に、読出部１４０において、サンプリング信号ＳＨ２ｄがローレベルからハイレベル
になり、その後にハイレベルからローレベルになり、スイッチＳＷ２ｄがオンし、増幅器
ＤＡの出力信号が保持容量ＨＣ２ｄにサンプリングされる。保持容量ＨＣ２ｄの信号Ｂ２
は、マルチプレクサ１４４及びＡＤ変換器１４６を介して、信号処理部２２４に出力され
る。
【００４１】
　次に、信号処理部２２４は、信号Ｂ２と信号Ｂ１との差分を演算することにより、正味
の放射線成分(放射線の照射量）を検出することができる。なお、上記の例では、信号処
理部２２４が信号Ｂ１と信号Ｂ２の差分を演算する例を示したが、読出部１４０の中に差
動回路を配置し、読出部１４０の中の差動回路が信号Ｂ１と信号Ｂ２の差分の信号を出力
するようにしてもよい。
【００４２】
　上記の動作を繰り返すことにより、放射線量のモニタリングを行い、制御部２２５は、
放射線検知領域（ＲＯＩ）に配置された検知画素１２１から読み出された信号の積分値が
線量Ａ１に到達したら、放射線撮像装置２００の動作を期間Ｔ３に移行させる。また、こ
のとき、制御部２２５は、通信インターフェース１００３（図２）を介して放射線源イン
ターフェース１００４に曝射停止信号を出力する。すると、放射線源１００５は、放射線
の照射を停止する。放射線の照射が終了した後に、期間Ｔ３に移行し、画像取得動作によ
り、撮像画素１０１及び検知画素１２１から放射線画像信号を読み出す。
【００４３】
　期間Ｔ３では、まず、読出部１３０において、リセット信号ΦＲｉがハイレベルになり
、リセットスイッチＲＳが導通状態になり、増幅器ＤＡの出力電位が基準電位ＲＥＦにリ
セットされる。次に、サンプリング信号ＳＨ１ｉがローレベルからハイレベルになり、そ
の後にハイレベルからローレベルになり、スイッチＳＷ１ｉがオンし、増幅器ＤＡの出力
信号が保持容量ＨＣ１ｉにサンプリングされる。
【００４４】
　次に、駆動線１０４の信号Ｖｇ及び駆動線１２４の信号Ｖｄがハイレベルになり、検知
画素１２１の第２のスイッチ１２３及び第３のスイッチ１２６が導通状態になり、撮像画
素１０１の第１のスイッチ１０３が導通状態になる。検知画素１２１では、第２の変換素
子１２２及び蓄積容量１２７に蓄積されている電荷量に応じた信号が、列信号線１０６を
介して、読出部１３０に出力される。撮像画素１０１では、第１の変換素子１０２に蓄積
されている電荷量に応じた信号が、列信号線１０６を介して、読出部１３０に出力される
。
【００４５】
　次に、サンプリング信号ＳＨ２ｉがローレベルからハイレベルになり、その後にハイレ
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ベルからローレベルになり、スイッチＳＷ２ｉがオンし、増幅器ＤＡの出力信号が保持容
量ＨＣ２ｉにサンプリングされる。信号処理部２２４は、保持容量ＨＣ２ｉに蓄積された
信号と保持容量ＨＣ１ｉに蓄積された信号との差分を出力することにより、正味の放射線
成分(放射線の照射量）を検出することができる。その後、オフセット画像取得動作では
、上記の画像取得動作と同様の処理を行う。
【００４６】
　以上のように、期間Ｔ２では、読出部１４０は、リセット信号ΦＲｄにより検知信号線
１２５の電位をリセットする。その後、読出部１４０は、サンプリング信号ＳＨ１ｄによ
り、第２のスイッチ１２３の非導通状態における検知信号線１２５の第１の信号を読み出
す。その後、読出部１４０は、サンプリング信号ＳＨ２ｄにより、第２のスイッチ１２３
の導通状態における検知信号線１２５の第２の信号を読み出す。信号処理部２２４は、上
記の第１の信号に基づく信号と上記の第２の信号に基づく信号との差分を演算する。
【００４７】
　図８の構成では、放射線画像信号を読み出す期間Ｔ３において、駆動線１２４の信号Ｖ
ｄは、駆動線１０４の信号Ｖｇと同じタイミングで制御される例を示したが、本実施形態
はそれに限定されない。少なくとも、期間Ｔ３において、駆動線１０４の信号Ｖｇがハイ
レベルからローレベルに遷移する時点ｔａ及びｔｂで、蓄積容量１２７の電荷が十分放電
されるだけ、駆動線１２４の信号Ｖｄがハイレベルになっていればよい。そのため、それ
を満たすことができれば、駆動線１２４の信号Ｖｄがハイレベルを維持する時間は、駆動
線１０４の信号Ｖｇよりも短い時間で動作させてもよい。すなわち、読出部１３０は、第
２のスイッチ１２３の導通期間の少なくとも一部が第３のスイッチ１２６の導通期間に重
なっている状態で、列信号線１０６の信号を読み出す。また、図１０のように、リセット
信号ΦＲｉがハイレベルになる前から、保持容量ＨＣ２ｉにサンプリングを行う後まで、
信号Ｖｄはハイレベルを維持してもよい。その場合、信号Ｖｄがハイレベルを維持してい
る間に、信号Ｖｇのハイレベルパルスが生成される。
【００４８】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態による放射線撮像装置２００は、第１の実施形態による放射線
撮像装置２００に対して、構成（図８）が同じであり、動作方法が異なる。第２の実施形
態は、第１の実施形態と比べて、放射線の検出時の駆動方法が異なり、クロストークの対
策を行うことを目的としている。以下、本実施形態が第１の実施形態と異なる点を説明す
る。
【００４９】
　図１１は図８の読出部１３０及び１４０の動作例を示すタイミングチャートであり、図
１２は図１１のエリアＡＡの詳細なタイミングチャートである。図８に示すように、電位
ＶＡは検知画素１２１の第１の電極１３１（図５（Ａ））の電位、電位ＶＢは検知部１４
２内の増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子の電位である。以下、図１１が図１０と
異なる点を説明する。
【００５０】
　期間Ｔ２は、放射線照射中の期間である。期間Ｔ２では、検知画素１２１の第１の電極
１３１の電位ＶＡが変動する。これに伴って、第２の電極１３７と検知信号線１２５との
間の寄生容量を介したクロストークによって、検知信号線１２５の電位が変化する。した
がって、図１２に例示されるように、増幅器ＤＡ（増幅回路ＡＭＰ）の出力端子の電位Ｖ
Ｂも変動する。電位ＶＢのクロストーク成分（ＣＴ成分）Ｓ１，Ｓ１ａ，Ｓ２，Ｓ２ａは
、クロストークによる検知信号線１２５の電位変化に対応する電位ＶＢの変化を示してい
る。また、電位ＶＢの放射線成分Ｓ２ｃは、第２のスイッチ１２３が導通することによる
検知信号線１２５の電位変化（つまり、第２の変換素子１２２に蓄積された電荷）に対応
する電位ＶＢの変化を示している。信号（クロストーク成分）Ｓ２は、サンプリング信号
ＳＨ１ｄがハイレベルになり、サンプリングスイッチＳＷ１ｄが導通状態になることによ
り、保持容量ＨＣ１ｄに蓄積される信号である。信号Ｓ３は、サンプリング信号ＳＨ２ｄ
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がハイレベルになり、サンプリングスイッチＳＷ２ｄが導通状態になることにより、保持
容量ＨＣ２ｄに蓄積される信号である。信号Ｓ２は、クロストーク成分である。信号Ｓ３
は、クロストーク成分Ｓ２ａ及び放射線成分Ｓ２ｃを有する。信号処理部２２４は、信号
Ｓ２及び信号Ｓ３の差分信号Ｓ４を出力する。信号Ｓ３のクロストーク成分Ｓ２ａは、信
号（クロストーク成分）Ｓ２と異なるため、信号Ｓ２と信号Ｓ３の差分信号Ｓ４は、クロ
ストーク成分Ｓ２ａ及び放射線成分Ｓ２ｃを含むことになる。したがって、信号処理部２
２４は、信号Ｓ２及び信号Ｓ３の差分信号Ｓ４を出力しても、放射線成分Ｓ２ｃを正確に
得ることができない場合がある。
【００５１】
　以下、図１２を参照しながら、クロストークの影響を低減するための動作を説明する。
まず、時刻ｔ０では、検知画素１２１において、リセット信号ΦＲｄがハイレベルになり
、リセットスイッチＲＳが導通状態になる。これにより、電位ＶＢが参照電位ＲＥＦにリ
セットされる。時刻ｔ１では、検知画素１２１において、リセット信号ΦＲｄがローレベ
ルになり、リセットスイッチＲＳが非導通状態になり、電位ＶＢは電位ＶＡのクロストー
クによって変化し始める。
【００５２】
　次に、第１のサンプリング信号ＳＨ１ｄがローレベルからハイレベルになり、その後の
時刻ｔ２では、第１のサンプリング信号ＳＨ１ｄがハイレベルからローレベルになる。ス
イッチＳＷ１ｄが導通状態になり、増幅器ＤＡの出力信号が第１の保持容量ＨＣ１ｄにサ
ンプリングされる。これにより、時刻ｔ２におけるクロストーク成分に相当する信号Ｓ１
が第１の保持容量ＨＣ１に保持される。信号Ｓ１は、マルチプレクサ１４４及びＡＤ変換
器１４６を介して、信号処理部２２４に出力される。
【００５３】
　次に、第２のサンプリング信号ＳＨ２ｄがローレベルからハイレベルになり、その後の
時刻ｔ３では、第２のサンプリング信号ＳＨ２ｄがハイレベルからローレベルになる。ス
イッチＳＷ２ｄが導通状態になり、増幅器ＤＡの出力信号が第２の保持容量ＨＣ２ｄにサ
ンプリングされる。これにより、時刻ｔ３におけるクロストーク成分に相当する信号Ｓ１
ａが第２の保持容量ＨＣ２ｄに保持される。信号Ｓ１ａは、マルチプレクサ１４４及びＡ
Ｄ変換器１４６を介して、信号処理部２２４に出力される。
【００５４】
　次に、信号処理部２２４は、信号Ｓ１と信号Ｓ１ａとの差分信号Ｓ１ｂを出力する。差
分信号Ｓ１ｂは、時刻ｔ１～ｔ３の期間ＴＴ１におけるクロストーク成分に相当する。な
お、差分信号Ｓ１ｂは、リセット信号ΦＲｄによりリセットスイッチＲＳを非導通状態に
した後の２回のサンプリングの結果の差分であるので、ＫＴＣノイズが除去されている。
【００５５】
　次に、時刻ｔ４では、検知画素１２１において、リセット信号ΦＲｄがハイレベルにな
り、リセットスイッチＲＳが導通状態になる。これにより、電位ＶＢが参照電位ＲＥＦに
リセットされる。次に、時刻ｔ５では、検知画素１２１において、リセット信号ΦＲｄが
ローレベルになり、リセットスイッチＲＳが非導通状態になり、電位ＶＢは再び電位ＶＡ
のクロストークによって変化し始める。
【００５６】
　次に、第１のサンプリング信号ＳＨ１ｄがローレベルからハイレベルになり、その後の
時刻ｔ６では、第１のサンプリング信号ＳＨ１ｄがハイレベルからローレベルになる。ス
イッチＳＷ１ｄが導通状態になり、増幅器ＤＡの出力信号が第１の保持容量ＨＣ１ｄにサ
ンプリングされる。これにより、時刻ｔ６におけるクロストーク成分に相当する信号Ｓ２
が第１の保持容量ＨＣ１ｄに保持される。信号Ｓ２は、マルチプレクサ１４４及びＡＤ変
換器１４６を介して、信号処理部２２４に出力される。
【００５７】
　次に、時刻ｔ７～ｔ８の期間では、駆動線１２４の電位Ｖｄがハイレベルになり、第２
のスイッチ１２３が導通状態になる。このとき、第２の変換素子１２２に蓄積されていた
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電荷の量に応じて電位ＶＢが変化する。また、第２のスイッチ１２３が導通状態となって
いる状態でも、放射線が照射され続けているので、電位ＶＢは、電位ＶＡのクロストーク
によって変化し続ける。
【００５８】
　次に、第２のサンプリング信号ＳＨ２ｄがローレベルからハイレベルになり、その後の
時刻ｔ９では、第２のサンプリング信号ＳＨ２ｄがハイレベルからローレベルになる。ス
イッチＳＷ２ｄが導通状態になり、増幅器ＤＡの出力信号が第２の保持容量ＨＣ２ｄにサ
ンプリングされる。これにより、信号Ｓ３が第２保持容量ＨＣ２ｄに保持される。信号Ｓ
３は、クロストーク成分Ｓ２ａ及び放射線成分Ｓ２ｃを有し、マルチプレクサ１４４及び
ＡＤ変換器１４６を介して、信号処理部２２４に出力される。
【００５９】
　次に、信号処理部２２４は、信号Ｓ２と信号Ｓ３との差分信号Ｓ４を出力する。差分信
号Ｓ４は、放射線成分Ｓ２ｃの他、期間ＴＴ２におけるクロストーク成分Ｓ２ａを含む。
なお、差分信号Ｓ４は、リセット信号ΦＲｄによりリセットスイッチＲＳを非導通状態に
した後の２回のサンプリングの結果の差分であるので、ＫＴＣノイズが除去されている。
また、上記の例では、信号処理部２２４が信号の差分を演算する例を示したが、読出部１
４０の中に差動回路を配置し、読出部１４０内の差動回路が信号の差分を演算してもよい
。
【００６０】
　ここで、クロストーク成分Ｓ２は、クロストーク成分Ｓ１とほぼ同じである。クロスト
ーク成分Ｓ２ａは、クロストーク成分Ｓ１ａとほぼ同じである。したがって、クロストー
ク成分Ｓ２及びＳ２ａの差分信号Ｓ２ｂは、クロストーク成分Ｓ１及びＳ１ａの差分信号
Ｓ１ｂとほぼ同じである。したがって、信号処理部２２４は、差分信号Ｓ４と差分信号Ｓ
１ｂとの差分を演算することにより、正味の放射線成分(放射線の照射量）Ｓ２ｃを出力
し、クロストーク成分を低減することができる。なお、差分信号Ｓ１ｂ及び差分信号Ｓ４
がＫＴＣノイズを含まないので、差分信号Ｓ４と差分信号Ｓ１ｂとの差分もＫＴＣノイズ
を含まない。ここで、期間ＴＴ１とＴＴ２とを等しくすることによって、クロストーク成
分Ｓ１ａとクロストーク成分Ｓ２ａとをほぼ同じにすることができる。
【００６１】
　ここで、差分信号Ｓ１ｂは、検知信号線１２５の電位を基準電位ＲＥＦにリセットした
後に、第２のスイッチ１２３を導通させない状態で、検知信号線１２５に現れる信号の変
化量である。差分信号Ｓ２ｂは、検知信号線１２５の電位を基準電位ＲＥＦにリセットし
た後に、第２のスイッチ１２３を非導通状態から導通状態に変化させたときに、検知信号
線１２５に現れる信号の変化量である。
【００６２】
　以上のように、時刻ｔ０～ｔ１では、読出部１４０は、リセット信号ΦＲｄにより、検
知信号線１２５の電位をリセットする。その後、時刻ｔ２では、読出部１４０は、サンプ
リング信号ＳＨ１ｄにより、第２のスイッチ１２３の非導通状態における検知信号線１２
５の第１の信号に基づく信号Ｓ１を読み出す。その後、時刻ｔ３では、読出部１４０は、
サンプリング信号ＳＨ２ｄにより、第２のスイッチ１２３の非導通状態における検知信号
線１２５の第２の信号に基づく信号Ｓ１ａを読み出す。その後、時刻ｔ４～ｔ５では、読
出部１４０は、リセット信号ΦＲｄにより、検知信号線１２５の電位をリセットする。そ
の後、時刻ｔ６では、読出部１４０は、サンプリング信号ＳＨ１ｄにより、第２のスイッ
チ１２３の非導通状態における検知信号線１２５の第３の信号に基づく信号Ｓ２を読み出
す。その後、時刻ｔ９では、読出部１４０は、サンプリング信号ＳＨ２ｄにより、第２の
スイッチ１２３の導通状態における検知信号線１２５の第４の信号に基づく信号Ｓ３を読
み出す。
【００６３】
　信号処理部２２４は、第１の信号に基づく信号Ｓ１及び第２の信号に基づく信号Ｓ１ａ
の差分を第５の信号Ｓ１ｂとして演算し、第３の信号に基づく信号Ｓ２及び第４の信号に
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基づく信号Ｓ３の差分を第６の信号Ｓ４として演算する。そして、信号処理部２２４は、
第５の信号Ｓ１ｂ及び第６の信号Ｓ４の差分を演算し、放射線成分Ｓ２ｃを得る。
【００６４】
　信号処理部２２４は、信号Ｓ４と信号Ｓ１ｂとの差分を演算することにより、クロスト
ーク成分Ｓ２ｂを除去し、放射線成分Ｓ２ｃを高い精度で検知することができる。特に、
放射線の照射の開始の検知、放射線の積算照射量（線量）の検知などでは、短時間で信号
を読み出す必要があることから、信号値が小さい。そのため、クロストーク成分Ｓ２ｂを
除去する意義は非常に大きい。
【００６５】
（第３の実施形態）
　図１３は、本発明の第３の実施形態による放射線撮像システムの構成例を示す図である
。放射線撮像システムは、放射線撮像装置６０４０を有する。放射線撮像装置６０４０は
、第１又は第２の実施形態の放射線撮像装置２００に対応する。放射線源であるＸ線チュ
ーブ６０５０で発生したＸ線６０６０は、患者あるいは被験者６０６１の胸部６０６２を
透過し、前述の放射線撮像装置２００に代表される放射線撮像装置６０４０に入射する。
この入射したＸ線には被験者６０６１の体内部の情報が含まれている。Ｘ線の入射に対応
してシンチレータは発光し、これを光電変換素子で光電変換して、電気的情報を得る。こ
の情報は、デジタルに変換され、信号処理手段となるイメージプロセッサ６０７０により
画像処理され、コントロールルーム（制御室）の表示手段となるディスプレイ６０８０で
観察できる。
【００６６】
　また、この情報は、電話回線６０９０等の伝送処理手段により遠隔地へ転送でき、別の
場所のドクタールームなどの表示手段となるディスプレイ６０８１に表示もしくは光ディ
スク等の記録手段に保存することができ、遠隔地の医師が診断することも可能である。ま
た、この情報は、記録手段となるフィルムプロセッサ６１００により記録媒体となるフィ
ルム６１１０に記録することもできる。
【００６７】
　なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したもの
に過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものであ
る。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。
【符号の説明】
【００６８】
１０１：撮像画素、１２１：検知画素、２００：放射線撮像装置、１０６：列信号線、１
２５：検知信号線、１０２：第１の変換素子１０２、１０３：第１のスイッチ、１２２：
第２の変換素子、１２３：第２のスイッチ、１２６、第３のスイッチ、１２７：蓄積容量
、ＩＲ：撮像領域
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