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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】取得画像に対する散乱Ｘ線の影響を軽減するこ
とが可能となるＸ線撮像装置およびＸ線撮像方法の提供
を目的とする。
【解決手段】X線を空間的に分割する分割素子１０３と
、分割後被検知物１０４を透過したX線の強度を検出す
る検出手段１０５と、分割素子・被検知物・検出手段の
いずれかを移動させる移動手段１０６～１０８と、Ｘ線
の走査速度と検出手段の画像取得速度とを同期させる露
光制御手段１０９とを用いて、被検知物の微分位相像ま
たは位相像を演算するＸ線撮像装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線撮像装置であって、
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を空間的に分割する分割素子と、
　前記分割素子により分割され、被検知物を透過したＸ線の強度を検出する検出手段と、
　前記Ｘ線発生手段、前記分割素子、前記被検知物、前記検出手段のいずれかを移動させ
る移動手段と、
　前記移動手段を用いて、前記被検知物に照射されるＸ線の走査速度を制御する移動制御
手段と、
　前記Ｘ線の走査時間と、前記検出手段の画像取得時間とを同期させる露光制御手段と、
　前記検出手段によって得られた情報から、前記被検知物の微分位相像または位相像を演
算する演算手段とを有することを特徴とするＸ線撮像装置。
【請求項２】
　前記検出手段は複数の画素領域を有し、前記分割素子によって分割されたＸ線が、該検
出手段の２画素以上の領域に離散的に照射されるように構成されていることを特徴とする
請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項３】
　前記分割素子が、前記Ｘ線の光軸方向と垂直な第１の方向と、該Ｘ線の光軸方向および
該第１の方向と垂直な第２の方向に該Ｘ線を空間的に分割することを特徴とする請求項１
または請求項２に記載のＸ線撮像装置。
【請求項４】
　前記検出手段が、タイム・ディレイ・インテグレーション方式による検出手段で構成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載のＸ線撮像装置。
【請求項５】
　前記Ｘ線発生手段が、パルス状のＸ線を発生するＸ線発生手段で構成されていることを
特徴とする請求項４に記載のＸ線撮像装置。
【請求項６】
　Ｘ線撮像装置に用いるＸ線撮像方法であって、
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を分割素子によって空間的に分割する工程と、
　前記空間的に分割されたＸ線を被検知物に照射する走査時間と、該検知物を透過したＸ
線の強度を検出する検出手段の画像取得時間とを同期する工程と、
　前記検出手段によって得られた情報から、前記被検知物の微分位相像または位相像を演
算する工程とを有することを特徴とするＸ線撮像方法。
【請求項７】
　前記検出手段は複数の画素領域を有し、前記分割素子によって分割されたＸ線が、該検
出手段の２画素以上の領域に離散的に照射されるように構成されていることを特徴とする
請求項６に記載のＸ線撮像方法。
【請求項８】
　前記分割素子が、前記Ｘ線の光軸方向と垂直な第１の方向と、該Ｘ線の光軸方向および
該第１の方向と垂直な第２の方向に該Ｘ線を空間的に分割することを特徴とする請求項６
または７に記載のＸ線撮像方法。
【請求項９】
　前記検出手段は、各画素の電荷を列単位で垂直転送する検出手段であって、該垂直転送
の電荷転送速度と、前記Ｘ線の走査速度とが同期されていることを特徴とする請求項８に
記載のＸ線撮像方法。
【請求項１０】
　前記Ｘ線発生手段がパルス状のＸ線を発生するＸ線発生手段であって、該パルス状のＸ
線のパルス周期と、前記検出手段における電荷転送周期とが同期されていることを特徴と
する請求項９に記載のＸ線撮像方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明はＸ線を用いたＸ線撮像装置、およびＸ線撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線を用いた非破壊検査法は工業利用から医療利用まで幅広い分野で用いられている
。
【０００３】
　例えば、Ｘ線は波長が約１ｐｍ～１０ｎｍ（１０－１２～１０－８ｍ）程度の電磁波で
あり、このうち波長の短いＸ線（約２ｋｅＶ～）を硬Ｘ線、波長の長いＸ線（約０．１ｋ
ｅＶ～約２ｋｅＶ）を軟Ｘ線という。
【０００４】
　Ｘ線による吸収能の違いを用いた吸収コントラスト法ではＸ線の透過能の高さを利用し
、鉄鋼材料などの内部亀裂検査や手荷物検査などのセキュリティ分野の用途として実用化
されている。
【０００５】
　一方、Ｘ線の吸収によるコントラストが形成されにくい低密度差の被検知物に対しては
、被検知物によるＸ線の位相変化を検出するＸ線位相イメージングが有効である。
【０００６】
　このようなＸ線位相イメージングを用いた方法は、高分子材料の相分離構造体のイメー
ジングや医療等への応用が検討されている。
【０００７】
　各種Ｘ線位相イメージングにおいて、特許文献１ではＸ線の被検知物による位相変化に
よる屈折効果を利用したＸ線撮像方法が提案されている。
【０００８】
　この方法では、Ｘ線源から発生したＸ線を、被検知物に照射し、被検知物からの透過Ｘ
線をＸ線光学手段によって、２次元検出器上の２画素以上の画素領域にまたがり、かつ離
散的にＸ線を集光するようにされている。
【０００９】
　このような手法によれば、集光されたＸ線の重心位置を、集光Ｘ線がまたがったそれぞ
れの画素の強度分布から得ることができる。
【００１０】
　被検知物によるＸ線の屈折量は非常に小さいが、被検知物のない状態での各集光Ｘ線の
重心位置と、被検知物のある状態での重心位置を比較することにより、この重心位置の変
化量から屈折角を得ることができる。
【００１１】
　その結果、被検知物によるＸ線の位相変化に関する像を得ることができる。
【００１２】
　また、この手法では、被写体によるＸ線の屈折効果を直接利用するため、多くのＸ線位
相イメージング手法の場合と異なり、シンクロトロン放射光のような干渉性の高いＸ線を
必ずしも必要としないという特徴がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００８－２００３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、特許文献１に記載された方法では、被検知物の全面に対してＸ線を照射
するため、被検知物からの散乱Ｘ線が多くなり、測定像の画質に影響を与えるという課題
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がある。特に、このような被検知物からの散乱Ｘ線は、被検知物の厚さが増せば非常に影
響が大きくなるため、医療用途の場合には顕著な課題となる。
【００１５】
　本発明は、上記課題に鑑み、特許文献１に記載された方法よりも、取得画像に対する散
乱Ｘ線の影響を軽減することが可能となるＸ線撮像装置およびＸ線撮像方法の提供を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願発明に係るＸ線撮像装置は、Ｘ線発生手段から発生したＸ線を空間的に分割する分
割素子と、前記分割素子により分割され、被検知物を透過したＸ線の強度を検出する検出
手段と、前記Ｘ線発生手段、前記分割素子、前記被検知物、前記検出手段のいずれかを移
動させる移動手段と、前記移動手段を用いて、前記被検知物に照射されるＸ線の走査速度
を制御する移動制御手段と、前記Ｘ線の走査時間と、前記検出手段の画像取得時間とを同
期させる露光制御手段と、前記検出手段によって得られた情報から、前記被検知物の微分
位相像または位相像を演算する演算手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、特許文献１に記載された方法よりも、取得画像に対する散乱Ｘ線の影
響を軽減することが可能となるＸ線撮像装置およびＸ線撮像方法を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態１におけるＸ線撮像装置の構成例を説明する図。
【図２】実施形態１における分割素子について説明する模式図。
【図３】実施形態１における検出器の一部分について説明する模式図。
【図４】実施形態１における検出器の一部分について説明する模式図。
【図５】実施形態１における演算処理の方法について説明するフロー図。
【図６】実施形態２における分割素子について説明する模式図。
【図７】実施形態２における検出器の一部分について説明する模式図。
【図８】実施形態２における演算処理の方法について説明するフロー図。
【図９】実施形態３におけるＸ線撮像装置の構成例を説明する図。
【図１０】実施形態３におけるＸ線撮像装置の検出器の方式を説明する図。
【図１１】検出器の一部分について説明する模式図。
【図１２】分割素子について説明する模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、分割素子により分割され被検知物を透過したＸ線の強度を検出手段により検
出して得られた情報から、該被検知物のＸ線透過率像、微分位相像、あるいは位相像を取
得する。この際、被検知物を透過したＸ線が、複数の画素によって構成される検出手段に
おける２画素以上の画素領域に対し、光軸方向と垂直な方向に離散的に照射されるように
構成する。
【００２０】
　また、被検知物に照射されるＸ線の走査時間と、検出手段の画像取得時間とを同期させ
ることが可能に構成する。
【００２１】
　ここで、Ｘ線の走査時間とは、所望の画像取得領域（例えば、１画素）に対応した被検
知物の領域を走査するのに必要な時間である。そのため、被検知物を固定して、Ｘ線源、
分割素子、検出器を移動させる場合には、Ｘ線源１０１等を、例えば１画素分移動する移
動時間がＸ線の走査時間となる。また、Ｘ線源、分割素子、検出器を固定して、被検知物
を移動させる場合には、被検知物１０４を、例えば１画素分移動する時間がＸ線の走査時
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間ということになる。
【００２２】
　また、検出器の画像取得時間というのは、所望の画像取得領域（例えば、１画素）の画
像を取得するのに必要な時間である。この画像取得時間は、所望の画像取得領域（例えば
、１画素）を露光する露光時間と同じ時間となる。
【００２３】
　Ｘ線の走査時間と、検出器の画像取得時間を同期すれば、時刻Ｔ１に第１の画素で被検
知物の一部分を撮像し、時刻Ｔ２に第１の画素の隣の第２の画素でも第１の画素で撮像し
た被検知物の一部分と同一部分を撮像することができる。
【００２４】
　上記の構成によれば、微小に分割したＸ線を走査するため、被検知物１０４内での散乱
に寄与する体積を減らすことができるので、取得画像に対する散乱Ｘ線を軽減することが
可能となる。
【００２５】
　（実施形態１）
　実施形態１においては、分割素子と２次元検出器を用い、Ｘ線の位相変化から像を得る
Ｘ線撮像装置の構成例について説明する。
【００２６】
　図１に、本実施形態におけるＸ線撮像装置の構成例を説明する図を示す。
【００２７】
　図１に示されるように、本実施形態のＸ線撮像装置では、Ｘ線を発生させて被検知物１
０４に対して照射するＸ線発生源としてのＸ線源１０１を備える。
【００２８】
　そして、このＸ線の光軸上に、分割素子１０３、検出器１０５が配置されている。
【００２９】
　Ｘ線発生手段としてのＸ線源１０１から発生したＸ線は、スリット１０２などを用いて
発散が制限されている。なお、スリット１０２はＸ線源１０１と一体型となっていてもよ
い。発散を制限されたＸ線は分割素子１０３によって、Ｘ線の光軸方向であるＺ方向と垂
直な方向である、Ｙ方向やＸ方向に空間的に分割され、被検知物１０４の一部分を透過す
る。なお、図１には、Ｙ方向に空間的に分割されている例を示している。
【００３０】
　分割素子１０３の模式図を図２に示す。
【００３１】
　分割素子１０３の基材２０１はＸ線を遮蔽する効果を有し、Ｘ線の吸収率が高いＰｔ、
Ａｕ、Ｐｂ、Ｔａ、Ｗやこれらの材料の化合物等を用いる。また、分割素子１０３はＸ線
の発散（拡大率）を考慮して穴の間隔や大きさを変えた複数の分割素子を光軸上に並べて
も構わない。
【００３２】
　スリット１０２は、Ｘ線の照射を基材２０１内に収めるように発散を制限している。基
材２０１には、Ｘ線を透過する穴２０２がＹ軸方向に周期的に形成されている。穴２０２
は、Ｘ線を透過する形態であれば、光学素子の基板を貫通していなくとも良い。穴２０２
は、ラインアンドスペースによるスリットアレイ形状を備えたものであるが、円状のもの
であってもよい。
【００３３】
　分割素子１０３によって分割されたＸ線は、被検知物１０４によって屈折される。被検
知物１０４を透過したＸ線は空間分解能を有する検出器１０５に照射される。
【００３４】
　図３に検出器１０５の模式図を示す。
【００３５】
　検出器１０５は複数の画素３０１によって構成されている。分割素子１０３によって分
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割されたＸ線３０２は、離散的に画素３０１のＹ方向の２画素にわたって照射される。
【００３６】
　検出器１０５はこの照射されたそれぞれのＸ線の各画素における強度を検出する。
【００３７】
　また、Ｘ線源１０１、分割素子１０３、検出器１０５は、それぞれ移動手段１０６、１
０７、１０８を有する。
【００３８】
　また、Ｘ検出器１０５は画像取得速度を制御する露光制御手段１０９を有している。
【００３９】
　そして、被検知物に照射されるＸ線の走査時間と、検出器の画像取得時間とを同期する
ために、移動制御手段１１０と露光制御手段１０９を用いて、一枚あたりの画像取得にお
ける、Ｘ線源１０１、分割素子１０３、検出器１０５のＸ方向への移動時間と、検出器１
０５の画像取得時間とを同期する。これにより、被検知物１０４全体の情報を測定するこ
とが可能となっている。移動手段１０６、１０７、１０８による移動は、Ｘ線源１０１を
中心とした円周上の運動でもよい。
【００４０】
　また、被検知物１０４に移動手段を設けて、被検知物１０４のＸ軸上の移動時間と、検
出器１０５の画像取得時間を同期させて、被検知物１０４全体の情報を得てもよい。
【００４１】
　さらに、検出器１０５の視野が被検知物１０４の測定領域の大きさを満たしているので
あれば、検出器１０５を固定し、Ｘ線源１０１、分割素子１０３の移動時間と、検出器１
０５の画像取得時間を同期させて、被検知物１０４全体の情報を得てもよい。
【００４２】
　検出器１０５により得たＸ線に関する情報は演算手段１１１により数的処理がなされ、
モニタ等の表示手段１１２に出力される。
【００４３】
　被検知物１０４としては、人体、人体以外としては無機材料、無機有機複合材料が挙げ
られる。
【００４４】
　検出器１０５は、間接型、直接型を問わず種々の検出器を用いることができる。例えば
、Ｘ線フラットパネル検出器、Ｘ線ＣＣＤカメラや直接変換型Ｘ線２次元検出器、Ｘ線ラ
インセンサ、Ｘ線ＴＤＩ（Ｔｉｍｅ　ｄｅｌａｙ　ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）検出器など
から選択される。
【００４５】
　なお、被検知物１０４と検出器１０５との間に、Ｘ線屈折レンズアレイを設けても良い
。このＸ線屈折レンズアレイは、集光力を有する多数のＸ線屈折レンズが所定の周期で面
内方向に配列されているものである。このＸ線屈折レンズアレイを用いれば、検出器１０
５上のＸ線のスポット径を小さくすることができるため、Ｘ線の入射位置の変化に対する
Ｘ線の強度変化が大きくなる。この結果、Ｘ線の屈折量を高感度で計測することができる
。
【００４６】
　つぎに、Ｘ線の被検知物１０４による位相変化の検出について、説明する。
【００４７】
　図４に、検出器１０５の一部分について説明する模式図を示す。
【００４８】
　図４は検出器１０５の一部分を図１におけるＸ方向から見た図である。
【００４９】
　基準Ｘ線４０１は、被検知物１０４の存在しない状態での分割されたＸ線を示し、検出
器１０５の画素４０３の２画素にわたって離散的に照射されている。Ｘ線４０２は被検知
物１０４を透過することによって屈折したＸ線を示している。
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【００５０】
　Ｘ線４０２は基準Ｘ線４０１に対して屈折によって検出器１０５への入射位置が変化す
るとともに被検知物１０４での吸収により積分強度が小さくなる。
【００５１】
　基準Ｘ線４０１が照射されている２つの画素のＸ線検出強度をＩ０１、Ｉ０２とし、同
様にＸ線４０２の検出強度をＩ１１、Ｉ１２とするとＸ線透過率Ａは、次の式（１）によ
って表される。
【００５２】
【数１】

【００５３】
　一方、Ｙ方向に対する位置変化量ΔＹは、被検知物１０４が無い状態で、分割素子１０
３またはＸ線源１０１と分割素子１０３を検出器１０５に対してＹ方向に移動させながら
、各画素のＸ線検出強度を記録する。
【００５４】
　そして、検出器１０５上でのＹ方向位置変化量ΔＹに対する次の式（２）に示す、各画
素の強度の全体に占める割合を示す量Ｂ（ΔＹ）のデータテーブルを作る。
【００５５】
　これらによって、被検知物１０４が存在する状態でのＸ線の屈折による位置変化量ΔＹ
を各画素が検出したＸ線強度からＢ（ΔＹ）を計算し得ることができる。また、データテ
ーブルの作成にあたっては、分割素子１０３を移動させる代わりに分割素子１０３の開口
と同等の大きさを持つ単孔を用いて検出器１０５の各位置における透過Ｘ線強度を検出し
ても構わない。
【００５６】

【数２】

【００５７】
　つぎに、本実施形態における演算処理の方法について説明する。
【００５８】
　図５に、演算処理のフロー図を示す。
【００５９】
　まず、第１のステップであるＳ１００において、被検知物１０４に対してＸ線走査もし
くは、Ｘ線に対して被検知物１０４を走査しながら、被検知物１０４の各位置に対応する
透過Ｘ線の強度情報を取得する。
【００６０】
　次に、第２のステップであるＳ１０１において、演算手段１０９を用いて、各Ｘ線に対
するＹ方向の各画素の強度情報からＸ線透過率Ａを算出し、更に各画素の強度の全体に占
める割合を示す量Ｂ（ΔＹ）を算出する。
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【００６１】
　そして、その値から基準Ｘ線４０１に対する位置変化量（ΔＹ）とＸ線強度変化のデー
タベースを用いて位置変化量（ΔＹ）を演算する。
【００６２】
　あるいは、基準Ｘ線を用いて測定した強度から算出されたＢ（ΔＹ）のデータを関数で
フィッティングし、その関数を用いて位置変化量（ΔＹ）を求めても良い。
【００６３】
　次に、第３のステップであるＳ１０２において、各Ｘ線の屈折角（Δθ）を算出する。
位置変化量（ΔＹ）と、被検知物１０４－検出器１０５間距離（Ｚ）を用いて各Ｘの屈折
角（Δθ）は、次の式（３）を用いることにより得られる。
【００６４】
【数３】

【００６５】
　また、屈折角度（Δθ）と微分位相（ｄφ／ｄｙ）とは、次の式（４）の関係がある。
【００６６】
【数４】

【００６７】
　λはＸ線の波長であり連続Ｘ線を用いる場合は実効波長を意味する。
【００６８】
　次に、第４のステップであるＳ１０３において、上記式（４）を用いて各Ｘ線のＹ方向
の微分位相（ｄφ／ｄｙ）を演算して微分位相情報を取得する。
【００６９】
　次に、第５のステップであるＳ１０４において、上記演算結果から得られた各微分位相
（ｄφ／ｄｙ）をＹ方向に積分することによって位相情報（φ）を取得する。
【００７０】
　なお、Ｓ１０５のステップにおいては、この様に算出された透過率像、微分位相像およ
び位相像は表示手段１１２によって表示することができる。更に各画素の強度の全体に占
める割合を示す量Ｂ（ΔＹ）を直接、Ｘ線重心変化像として表示しても構わない。上記の
構成によれば、微小に分割したＸ線を走査するため、被検知物１０４内での散乱に寄与す
る体積を減らすことができるので、検出されるＸ線強度に対する散乱Ｘ線の割合を減らす
ことができる。
【００７１】
　更に、Ｘ線の分割周期方向と垂直方向に走査することにより、走査しても分割方向に対
するＸ線の重心変化を検出することができるため、被検知物１０４の吸収像（透過率像）
、重心変化像、微分位相像、位相像を得ることができる。
【００７２】
　（その他の構成例）
　なお、本実施形態では、図３に示すように、２つの画素を用いて位置変化量を求めたが
、３つ以上の画素を用いて位置変化量を求めてもよい。
【００７３】
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　例えば、図１１に示すように、入射Ｘ線１２０２は、４つの画素１２０１に入射してお
り、Ｙ方向のＸ線重心位置は、画素１および画素２と、画素３および画素４での強度情報
から得ることができる。
【００７４】
　また、図１２に示すように、スリットアレイ１４０３をＸ方向に複数配置した分割素子
を用いてもよい。このスリットアレイ１４０３は、Ｘ線を透過する穴１４０２がＹ方向に
周期的に形成されている。このようにＸ方向に間隔をあけて複数配置することにより、こ
の穴を通して被検知物に照射されることによって発生する散乱Ｘ線が、検出器における隣
のスリットアレイに関する情報を検出する部分に影響する量を制限することができる。ま
た、スリットアレイ１４０３をＸ軸方向に間隔をあけて複数配置することにより、走査範
囲をこの間隔程度にすることができるため撮像時間を短縮することができる。スリットア
レイ１４０３の間隔はスリットアレイ１４０３のＸ軸方向の幅の２倍以上が好ましい。
【００７５】
　（実施形態２）
　実施形態２においては、実施形態１のＹ方向のＸ線位置変化検出に加えて、Ｘ方向の位
置変化を同時に測定する方法について説明する。
【００７６】
　本実施形態の装置の基本構成は実施形態１で説明した図１と同じである。
【００７７】
　実施形態２において用いる分割素子１０３の模式図を図６に示す。
【００７８】
　基材６０１にはＸ線を透過する穴６０２がＹ軸上の周期的に形成された物を基本構造と
し、基本構造が更にＸ方向に周期的に形成されている。
【００７９】
　穴６０２はＸ線を透過する形態であれば、光学素子の基板を貫通していなくともよい。
【００８０】
　穴６０２は、ラインアンドスペースによるスリットアレイ形状を備えたものであっても
良いし、円状であっても良い。
【００８１】
　分割素子１０３によって分割され、被検知物１０４によって屈折される。被検知物１０
４を透過したＸ線は、空間分解能を有する検出器１０５に照射される。
【００８２】
　このように、分割素子１０３は、Ｘ線の光軸方向と垂直な第１の方向（Ｙ方向）と、Ｘ
線の光軸方向および第１の方向と垂直な第２の方向（Ｘ方向）にＸ線を分割する。
【００８３】
　図７に、検出器１０５の模式図を示す。
【００８４】
　検出器１０５は複数の画素７０１によって構成されている。分割素子１０３によって分
割された基準Ｘ線７０２は離散的に画素７０１のＸ、Ｙ方向２画素にわたって照射される
。
【００８５】
　基準Ｘ線７０２は、被検知物１０４の存在しない状態での分割されたＸ線を示す。
【００８６】
　検出器１０５はこの照射されたそれぞれのＸ線の各画素における強度を検出する。
【００８７】
　Ｘ線源１０１、分割素子１０３、検出器１０５はそれぞれ移動手段１０６、１０７、１
０８を有する。
【００８８】
　また、Ｘ検出器１０５は露光制御手段１０９を有し、移動制御手段１１０と露光制御手
段１０９を用いて、つぎのように測定することができる。
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【００８９】
　すなわち、Ｘ線源１０１、分割素子１０３、検出器１０５のＸ方向への移動時間と検出
器１０５の画像取得時間を同期させながら、被検知物１０４全体の情報を測定することが
できる。
【００９０】
　また、被検知物１０４に移動手段を設けて、被検知物１０４のＸ軸上の移動時間と検出
器１０５の画像取得時間を同期させて、被検知物１０４全体の情報を得てもよい。
【００９１】
　さらに、検出器１０５の視野が被検知物１０４の測定領域の大きさを満たしているので
あれば、検出器１０５を固定し、Ｘ線源１０１、分割素子１０３の移動時間と、と検出器
１０５の画像取得時間を同期させて、被検知物１０４全体の情報を得てもよい。
【００９２】
　検出器１０５により得たＸ線に関する情報は演算手段１１１により数的処理がなされ、
モニタ等の表示手段１１２に出力される。
【００９３】
　検出器１０５は、間接型、直接型を問わず種々の検出器を用いることができる。例えば
Ｘ線フラットパネル検出器、Ｘ線ＣＣＤカメラや直接変換型Ｘ線２次元検出器などから選
択される。
【００９４】
　つぎにＸ線の被検知物１０４によるＸ線の位相変化の検出について、説明する。
【００９５】
　基準Ｘ線７０２は、被検知物１０４の存在しない状態での分割されたＸ線を示し、検出
器１０５の画素７０１のＸ、Ｙ方向２画素にわたって照射されている（画素１から画素４
）。Ｘ線７０３は被検知物１０４を透過することによって屈折したＸ線を示している。
【００９６】
　Ｘ線７０３は基準Ｘ線７０２に対して、屈折による検出器１０５への入射位置が変化す
るとともに被検知物１０４での吸収により積分強度が小さくなる。
【００９７】
　基準Ｘ線７０２が照射されている画素１から画素４のＸ線検出強度をＩ０１、Ｉ０２、
Ｉ０３、Ｉ０４とし、同様にＸ線７０３の検出強度をＩ１１、Ｉ１２、Ｉ１３、Ｉ１４と
するとＸ線透過率Ａは、次の式（５）によって表される。
【００９８】
【数５】

【００９９】
　一方、Ｘ、Ｙ方向に対する位置変化量ΔＸ、ΔＹは被検知物１０４が無い状態で、分割
素子１０３またはＸ線源１０１と分割素子１０３を検出器１０５に対してＸ、Ｙ方向に移
動させながら、各画素のＸ線検出強度を記録する。
【０１００】
　そして、検出器１０５上でのＸ、Ｙ方向位置変化量ΔＸ、ΔＹに対する次の式（６）、
式（７）に示す量Ｂｘ（ΔＸ）、Ｂｙ（ΔＹ）のデータテーブルを作る。
【０１０１】
　これらによって、被検知物１０４が存在する状態でのＸ線の屈折による位置変化量ΔＸ
、ΔＹを各画素が検出したＸ線強度からＢｘ（ΔＸ）、Ｂｙ（ΔＹ）を算出することによ
り得ることができる。
【０１０２】
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　また、データテーブルの作成にあたっては、分割素子１０３を移動させる代わりに分割
素子１０３の開口と同等の大きさを持つ単孔を用いて検出器１０５の各位置における透過
Ｘ線強度を検出しても構わない。
【０１０３】
【数６】

【０１０４】
【数７】

【０１０５】
　つぎに、本実施形態における演算処理の方法について説明する。
【０１０６】
　図８に、演算処理のフロー図を示す。
【０１０７】
　まず、第１のステップであるＳ２００において、被検知物１０４に対してＸ線走査もし
くは、Ｘ線に対して被検知物１０４を走査しながら、被検知物１０４の各位置に対応する
透過Ｘ線の強度情報を取得する。
【０１０８】
　次に、第２のステップであるＳ２０１において、演算手段１１１を用いて、各Ｘ線７０
３に対するＸ、Ｙ方向の各画素の強度情報からＸ線透過率Ａを算出する。そして、更にＸ
、Ｙ方向２画素の強度の全体に占める割合を示す量Ｂｘ（ΔＸ）、Ｂｙ（ΔＹ）を算出し
、基準Ｘ線７０２に対する位置変化量（ΔＸ、ΔＹ）とＸ線強度変化のデータベースを用
いて位置変化量（ΔＸ、ΔＹ）を演算する。
【０１０９】
　あるいは、Ｂｘ（ΔＸ）、Ｂｙ（ΔＹ）とΔＸ、ΔＹとの対応関係を関数でフィッティ
ングし、その関数を用いて位置変化量（ΔＸ、ΔＹ）を求めても良い。
【０１１０】
　次に、第３のステップであるＳ２０２において、実施形態１と同様に、各Ｘ線のＸ、Ｙ
方向に対する屈折角（Δθｘ、Δθｙ）を算出する。
【０１１１】
　次に、第４のステップであるＳ２０３において、各Ｘ線のＸ、Ｙ方向の微分位相（ｄφ
／ｄｘ、ｄφ／ｄｙ）を演算して微分位相情報を取得する。
【０１１２】
　次に、第５のステップであるＳ２０４において、上記演算結果から得られた各微分位相
を積分することによって位相情報（φ）を取得する。
【０１１３】
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　積分に関しては、各微分位相（ｄφ／ｄｘ、ｄφ／ｄｙ）を個別に積分を行っても良い
し、ｄφ／ｄｘ、ｄφ／ｄｙを用いたフーリエ積分であっても構わない。なお、Ｓ２０５
のステップにおいては、この様に算出された透過率像、微分位相像および位相像は表示手
段１１２によって表示することができる。
【０１１４】
　更にＸ、Ｙ方向２画素の強度の全体に占める割合を示す量Ｂｘ（ΔＸ）、Ｂｙ（ΔＹ）
を直接、Ｘ線重心変化像として表示しても構わない。
【０１１５】
　上記の構成によれば、微小に分割したＸ線を走査するため被検知物１０４内での散乱に
寄与する体積を減らすことができるので、検出されるＸ線強度に対する散乱Ｘ線の割合を
減らすことができる。また、分割素子１０３に走査方向に対しても周期構造を有するため
に、走査方向に対するＸ線の重心変化を検出することができる。
【０１１６】
　このようなことから、本実施形態では被検知物１０４の吸収像（透過率像）、Ｘ線重心
変化像（Ｘ、Ｙ方向）、微分位相像（Ｘ、Ｙ方向）、位相像を得ることができる。
【０１１７】
　（実施形態３）
　実施形態３においては、パルスＸ線と、タイム・ディレイ・インテグレーション方式（
Ｔｉｍｅ　Ｄｅｌａｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：ＴＤＩ）の検出器（以下、ＴＤＩ検出
器）を用いた方法について説明する。この方法によれば、Ｙ方向のＸ線位置変化検出に加
えて、Ｘ方向の位置変化量を同時に測定することができる。
【０１１８】
　図９に、本実施形態におけるＸ線撮像装置の構成例を説明する図を示す。
【０１１９】
　Ｘ線発生手段としてのＸ線源９０１から発生したＸ線は、スリット９０２などを用いて
発散を制限する。
【０１２０】
　スリット９０２はＸ線源９０１と一体型となっていても構わない。Ｘ線源９０１から発
生したＸ線は、時間的にパルス状に被検知物９０４に照射するために、Ｘ線パルス照射手
段９１３によってＸ線をパルス状にする。
【０１２１】
　具体的には、Ｘ線パルス照射手段９１３は回転シャッターであり、設定の周波数でＸ線
を透過させる。
【０１２２】
　但し、Ｘ線パルス照射手段９１３はＸ線源９０１自体がパルス照射可能なＸ線源であれ
ば、特に設ける必要はない。例えば、Ｘ線源９０１から出射されるＸ線を電気的に制御し
たり、回転対陰極型を用いて回転ターゲット部分のＸ線発生物質を、回転方向に対して一
定間隔で配置したりすることができる。
【０１２３】
　これにより、回転ターゲットの回転スピードとターゲット物質の配置周期に応じて、パ
ルス状Ｘ線を発生させることができる。なお、本願においては、Ｘ線パルス照射手段９１
３を用いる場合、電気的に制御する場合、回転対陰極を用いる場合などを総称して「パル
ス状のＸ線を発生するＸ線発生手段」という。
【０１２４】
　このように、発散を抑制されたパルスＸ線は分割素子９０３によってＸ、Ｙ方向に空間
的に分割され、被検知物９０４の一部分を透過する。
【０１２５】
　分割素子９０３は、実施形態２と同様の物を用いる。分割素子９０３によって分割され
たＸ線は、被検知物９０４によって屈折される。被検知物９０４を透過したＸ線はＸ線Ｔ
ＤＩ検出器９０５に照射される。
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【０１２６】
　通常のＣＣＤの場合、露光のたびに各画素の信号量が出力されるが、ＴＤＩ方式は読み
出しに各画素の電荷を列単位で垂直転送する。そして、電荷転送速度と被検知物９０４の
移動速度（Ｘ線の走査速度）とを同期させることにより、ＣＣＤの垂直段数分積分露光が
可能になる。そのため、通常の２次元検出器と比較して、高速に移動する被検知物９０４
に対して、ボケの少ない高画質の像を得ることができる。特に、医療用途においては撮影
時間の短縮化が大きな課題である。
【０１２７】
　ＴＤＩ方式の検出器を用いた場合、走査方向（Ｘ）に垂直方向（Ｙ）のＸ線の位置ずれ
は実施形態２に示すような連続的に被検知物９０４に照射されるＸ線を用いた方法で検出
することができる。
【０１２８】
　しかしながら、走査方向（Ｘ）に関する位置ずれは検出することができない。
【０１２９】
　その様子を図１０に示す。
【０１３０】
　図１０はＸ線ＴＤＩ検出器９０５のＸ方向１行の検出部分１００１を示しており、分割
素子９０３によって分割されたＸ線１００３が画素１００２に２画素にまたがって照射さ
れている様子を示す。
【０１３１】
　この状態で移動制御手段９１０と露光制御手段９０９を介して、Ｘ線１００３と検出部
分１００１を同期させながら走査し、Ｘ線１００３の強度情報を得て行く。
【０１３２】
　Ｘ方向のＸ線の重心を検出するためには、式（２）に示すように、照射されているＸ線
の２画素の内、左右片方の強度が２画素全体の強度に占める割合によって表現することが
できる。
【０１３３】
　しかし、Ｘ線ＴＤＩ検出器９０５を用いる場合、ある時間Ｔ１のタイミングで各画素に
溜まった電荷をＸ方向の隣の画素に転送してしまうため、最終的に得られるＸ線強度は左
右２画素の積分強度となり、その結果、Ｘ方向の重心は検出することができない。
【０１３４】
　しかしながら、パルスＸ線を用いて電荷転送のタイミング（Ｔ１、Ｔ２）でＸ線の照射
をＯＦＦ／ＯＮし、これを繰り返しながら撮像することにより、測定開始時でのＸ線が照
射された画素１００２から転送される電荷は常に、Ｘ線１００３の左側の領域のみに関す
る情報を転送する。
【０１３５】
　同様に、画素１００２の右どなりの画素から転送される電荷は、常に右側のＸ線強度に
関する情報を転送するため、最終的な読み出しによって、Ｘ線１００３の左右独立な強度
を検出することができる。
【０１３６】
　このように、Ｘ線のパルス周期を電荷転送周期と同期させることにより、Ｘ線ＴＤＩ検
出器を用いても、Ｘ線の重心をＹ方向だけではなくＸ方向についても検出することができ
る。このときパルス照射の周期はＸ線ＴＤＩ検出器９０５の電荷転送周期にあわせる必要
がある。
【０１３７】
　Ｘ線パルス照射手段９１３についてはＸ線源９０１と一体化されているのであれば移動
手段９０６用いて移動されるし、独立している場合には別途、移動手段を設けてもよい。
また、Ｘ線ＴＤＩ検出器９０５は露光制御手段９０９を有し、移動制御手段９１０、露光
制御手段９０９およびパルス制御手段９１２を用いて、つぎのように情報を測定すること
ができる。
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　すなわち、Ｘ線源９０１、分割素子９０３、Ｘ線ＴＤＩ検出器９０５のＸ方向への移動
速度およびパルス周期とＸ線ＴＤＩ検出器９０５の電荷転送周期を同期させながら、被検
知物９０４全体の情報を測定することができる。
【０１３９】
　移動手段９０６、９０７、９０８による移動はＸ線源９０１を中心とした円周上の運動
でもよい。
【０１４０】
　また、Ｘ線源９０１、分割素子９０３、Ｘ線ＴＤＩ検出器９０５の移動速度およびＸ線
パルス照射手段９１３によるパルス周期とＸ線ＴＤＩ検出器９０５の電荷転送周期を同期
させる。そして、被検知物９０４全体の情報を測定する代わりに、つぎのように構成して
もよい。
【０１４１】
　すなわち、被検知物９０４に移動手段を設け、被検知物９０４のＸ軸方向の移動周期お
よびＸ線パルス照射手段９１３によるパルス周期と露光制御手段９０９によるＸ線ＴＤＩ
検出器９０５の電荷転送周期を同期させ、被検知物１００４全体の情報を得るようにして
もよい。
【０１４２】
　Ｘ線ＴＤＩ検出器９０６により得たＸ線に関する情報は演算手段９１１により数的処理
がなされ、モニタ等の表示手段９１２に出力される。
【０１４３】
　被検知物９０４の吸収像（透過率像）、屈折によるＸ線重心、微分位相像、位相像の演
算に関しては実施形態２と同様である。
【０１４４】
　上記の構成によれば、微小に分割したＸ線を走査するため被検知物９０４内での散乱に
寄与する体積を減らすことができるので、検出されるＸ線強度に対する散乱Ｘ線の割合を
減らすことができる。
【０１４５】
　更に、Ｘ線ＴＤＩ検出器９０５を用いることにより、その他の検出器を用いるより高速
に撮影でき、更にパルスＸ線照射により走査方向に対して垂直方向の重心移動だけではな
く、走査方向に対して平行方向の重心移動も検出することができる。そのため、２方向の
微分位相像を得ることができ情報量を増やすことができる。
【０１４６】
　なお、本実施形態で用いる分割素子は上記他の実施形態で説明した分割素子を用いるこ
とが可能である。
【符号の説明】
【０１４７】
　１０１　Ｘ線源
　１０２　スリット
　１０３　分割素子
　１０４　被検知物
　１０５　検出器
　１０６　移動手段
　１０７　移動手段
　１０８　移動手段
　１０９　露光制御手段
　１１０　移動制御手段
　１１１　演算手段
　１１２　表示手段
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【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月30日(2010.11.30)
【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】
　Ｘ線撮像装置であって、
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を空間的に分割する分割素子と、
　前記分割素子により分割され、被検知物を透過したＸ線の強度を検出する検出手段と、
前記Ｘ線発生手段、前記分割素子、前記被検知物、前記検出手段のいずれかを移動させる
移動手段と、
　前記移動手段を用いて、前記被検知物に照射されるＸ線の走査時間を制御する移動制御
手段と、
　前記Ｘ線の走査時間と、前記検出手段の画像取得時間とを同期させる露光制御手段と、
前記検出手段によって得られた情報から、前記被検知物の微分位相像または位相像を演算
する演算手段とを有することを特徴とするＸ線撮像装置。
【請求項２】
　前記検出手段は複数の画素領域を有し、前記分割素子によって分割されたＸ線が、該検
出手段の２画素以上の領域に離散的に照射されるように構成されていることを特徴とする
請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項３】
　前記分割素子が、前記Ｘ線の光軸方向と垂直な第１の方向と、該Ｘ線の光軸方向および
該第１の方向と垂直な第２の方向に該Ｘ線を空間的に分割することを特徴とする請求項１
または請求項２に記載のＸ線撮像装置。
【請求項４】
　前記検出手段が、タイム・ディレイ・インテグレーション方式による検出手段で構成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載のＸ線撮像装置。
【請求項５】
　前記Ｘ線発生手段が、パルス状のＸ線を発生するＸ線発生手段で構成されていることを
特徴とする請求項４に記載のＸ線撮像装置。
【請求項６】
　Ｘ線撮像装置に用いるＸ線撮像方法であって、
　Ｘ線発生手段から発生したＸ線を分割素子によって空間的に分割する工程と、
　前記空間的に分割されたＸ線を被検知物に照射する走査時間と、該検知物を透過したＸ
線の強度を検出する検出手段の画像取得時間とを同期する工程と、
　前記検出手段によって得られた情報から、前記被検知物の微分位相像または位相像を演
算する工程とを有することを特徴とするＸ線撮像方法。
【請求項７】
　前記検出手段は複数の画素領域を有し、前記分割素子によって分割されたＸ線が、該検
出手段の２画素以上の領域に離散的に照射されるように構成されていることを特徴とする
請求項６に記載のＸ線撮像方法。
【請求項８】
　前記分割素子が、前記Ｘ線の光軸方向と垂直な第１の方向と、該Ｘ線の光軸方向および
該第１の方向と垂直な第２の方向に該Ｘ線を空間的に分割することを特徴とする請求項６
または７に記載のＸ線撮像方法。
【請求項９】
　前記検出手段は、各画素の電荷を列単位で垂直転送する検出手段であって、該垂直転送
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の電荷転送速度と、Ｘ線の走査速度とが同期されていることを特徴とする請求項８に記載
のＸ線撮像方法。
【請求項１０】
　前記Ｘ線発生手段がパルス状のＸ線を発生するＸ線発生手段であって、該パルス状のＸ
線のパルス周期と、前記検出手段における電荷転送周期とが同期されていることを特徴と
する請求項９に記載のＸ線撮像方法。
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