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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線源及びＸ線の検出器と、
　ソース格子、位相格子、及び分析格子を有し、前記ソース格子は前記Ｘ線源と前記位相
格子との間に配置され、前記分析格子は前記位相格子と前記検出器との間に配置される、
格子アレンジメントと、
　検査中の対象物と、前記ソース格子、前記位相格子、及び前記分析格子のうちの少なく
とも１つとの間の相対的移動のための移動アレンジメントと、
を具備する微分位相コントラストセットアップと、
　プロセッサと、
　前記ソース格子を並進させるための並進アレンジメントと、
を有し、
　前記位相格子、前記分析格子、及び前記検出器は、干渉計内に前記位相格子と前記分析
格子とが互いに平行に据え付けられる固定の当該干渉計として提供され、
　前記ソース格子は、前記検出器の平面においてモアレ縞が検出可能であるように、前記
干渉計に対して位置ずれされ、
　前記プロセッサは、Ｘ線放射に際して前記検出器によって提供される信号内のモアレパ
ターンを検出し、
　前記プロセッサは更に、所定のモアレパターンを達成するために前記ソース格子を並進
させるための並進信号を計算し、
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　前記並進アレンジメントは、少なくとも２πの位相変化が前記検出器の幅にわたるモア
レ縞でカバーされるように前記ソース格子を位置ずれさせるために、前記並進信号の値に
基づいて、前記ソース格子の位置決めを少なくともＸ線投射方向に調節する、
微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システム。
【請求項２】
　前記並進アレンジメントは、前記ソース格子を傾ける、請求項１に記載のＸ線撮像シス
テム。
【請求項３】
　前記並進アレンジメントは、前記Ｘ線源又は前記検出器を位置合わせするための少なく
とも１つのアクチュエータを有する、請求項１又は２に記載のＸ線撮像システム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのアクチュエータは、約１マイクロメートル～約１０ミリメートル
の範囲での移動を提供する圧電アクチュエータ又はモータ駆動のマイクロメータねじとし
て提供される、請求項１乃至３の何れか一項に記載のＸ線撮像システム。
【請求項５】
　ｉ）前記移動アレンジメントは、前記ソース格子、前記位相格子、及び前記分析格子の
うちの少なくとも１つの格子をそれぞれの格子面においてステッピングさせるためのステ
ッピングアレンジメントとして提供され、又は
　ｉｉ）対象物支持体は、前記対象物支持体と前記微分位相コントラストセットアップと
の間の相対的移動を提供され、少なくとも１つの画像取得のためのスキャンの間、前記ソ
ース格子、前記位相格子、及び前記分析格子は互いに一定の位置合わせで提供され、
　　ｉｉ１）前記対象物支持体は固定されて提供され、前記微分位相コントラストセット
アップがＸ線方向に対して横断方向に移動され、若しくは
　　ｉｉ２）前記微分位相コントラストセットアップは固定されて提供され、前記対象物
支持体が前記Ｘ線方向に対して横断方向に移動される、
請求項１乃至４の何れか一項に記載のＸ線撮像システム。
【請求項６】
　ａ）Ｘ線源と、Ｘ線の検出器と、ソース格子、位相格子、及び分析格子を有する格子ア
レンジメントと、を具備する微分位相コントラストセットアップを有するＸ線撮像システ
ムを用いて、少なくとも微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像を取得するステッ
プであって、ここでは前記ソース格子は、前記検出器の平面においてモアレ縞が検出可能
であるように、干渉計に対して位置ずれされるステップと、
　ｂ）Ｘ線放射に際して前記検出器によって提供される信号におけるモアレパターンを検
出するステップと、
　ｃ）所定のモアレパターンを達成するために、前記ソース格子を並進させるための移動
信号を計算するステップと、
　ｄ）少なくとも２πの位相変化が前記検出器の幅にわたるモアレ縞でカバーされるよう
に前記ソース格子を位置ずれさせるために、前記移動信号に基づいて、前記ソース格子の
位置決めを少なくともＸ線投射方向に調節するステップと、
　ｅ）少なくとも１つの更なる微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像を取得する
ステップと、
を有する、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理する
ための方法。
【請求項７】
　プロセッサによって実行されるときに、請求項６に記載の方法を実施するコンピュータ
プログラムを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８】
　並進アレンジメントが、前記ソース格子の位置決めを前記Ｘ線投射方向に調節し、前記
ソース格子を傾ける、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
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　並進アレンジメントが、前記ソース格子の位置決めを前記Ｘ線投射方向に調節し、当該
並進アレンジメントは、前記Ｘ線源又は前記Ｘ線の検出器を位置合わせするためのアクチ
ュエータを有する、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクチュエータは、約１マイクロメートル～約１０ミリメートルの範囲での移動を
提供する圧電アクチュエータ又はモータ駆動のマイクロメータねじである、請求項９に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システム、微分位相コントラスト撮
像用のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理するための方法、コンピュータプログラ
ム要素、及びコンピュータ可読媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微分位相コントラスト撮像（ＤＰＣＩ）は、Ｘ線撮像の診断価値を改善する可能性を有
する新たな技術である。例えば、この技術の１つのアプリケーションは、マンモグラフィ
である。ＤＰＣＩシステムにおいて、Ｘ線源と検出器との間に３つの格子を備えたセット
アップが用いられる。画像取得のために、これら格子のうちの２つの異なる相対位置にお
けるいくつかのＸ線画像が提供される。格子はわずか数マイクロメートルのオーダのピッ
チを有するので、格子の相対移動を実行するステッピング装置の正確性への、及びシステ
ムの位置合わせに対しても、かなり厳しい要件がある。例えば乳房を検査するときといっ
た、より大きな対象物に対しては、このスキャン方向に平行な仮想位相ステッピングを含
む、撮像システムに対する対象物のスキャンを用いることによって、仮想位相ステッピン
グが提供される。例えば、スウェーデンのフィリップス所有のセクトラ社から知られるマ
ンモグラフィでのアプリケーションの例のように、撮像システムが検体／対象物に対して
移動されるか、又は例えばセキュリティスクリーニング若しくは手荷物検査のために、対
象物／検体が固定された撮像システムに対して移動されるかのいずれかである。しかしな
がら、これらのセットアップ全てに対する要件は、幅Ｄにわたって、すなわちスキャン方
向Ｘと平行に全ての検出ライン全域で、干渉計すなわち分析格子Ｇ２及び位相格子Ｇ１の
、少なくとも１つの干渉縞周期の位相シフトが現れることである。スキャンの間、対象物
／検体の個々の部分はそれぞれ、異なる検出ラインを連続的に通過し、したがって干渉計
の異なる位相状態を経る。次いでスキャン中に取り込まれた検出ライン信号の評価によっ
て、位相検索がなされる。要件として、２つの格子Ｇ１とＧ２との、すなわち位相格子と
分析格子との間の距離は、正確に調節されなければならない。更に、ソース格子Ｇ０と位
相格子Ｇ１との間の距離も、全ての場合において正確に位置合わせされなければならない
。しかしながら、例えば病院環境において、こうした干渉計を調整及び安定化することは
、不必要な時間を消費し、かつ高コストである恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、微分位相コントラスト撮像システムにおける、製造及びメンテナンスのた
めの事前調整及び調節の要件の軽減を提供する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の目的は独立請求項の主題によって解決され、更なる実施形態は従属請求項に組
み込まれる。
【０００５】
　本発明の以下に説明される態様は、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システム、
及び微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理するための
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方法だけでなく、コンピュータプログラム要素及びコンピュータ可読媒体にも適用される
ことに留意されたい。
【０００６】
　本発明の第１の態様によると、Ｘ線源及びＸ線検出器と、格子アレンジメントと、検査
中の対象物と格子アレンジメントの格子の少なくとも１つの格子との間の相対的移動のた
めの移動アレンジメントとを具備する微分位相コントラストセットアップを有する、微分
位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムが提供される。格子アレンジメントは、ソー
ス格子、位相格子、及び分析器格子を有する。ソース格子はＸ線源と位相格子との間に配
置され、分析器格子は位相格子と検出器との間に配置される。更に、処理ユニットと並進
アレンジメントとが提供される。並進アレンジメントは、ソース格子を並進させるために
提供される。位相格子、分析格子、及び検出器は、干渉計ユニット内に位相格子と分析器
格子とが互いに平行に据え付けられる固定の当該干渉計ユニットとして提供される。ソー
ス格子は、検出器の平面においてモアレ縞が検出可能であるように、干渉計ユニットに対
して位置ずれされる。処理ユニットは、Ｘ線放射に際して検出器によって提供される信号
におけるモアレパターンを検出する。処理ユニットは更に、所定のモアレパターンを達成
するためにソース格子を並進させるための並進信号を計算する。並進アレンジメントは、
並進信号の値に基づいて、ソース格子の位置決めを少なくともＸ線投射方向に調節する。
【０００７】
　ソース格子と位相格子との間の距離は距離Ｌとして称され、位相格子と分析格子との間
の距離は距離Ｄとして称される。距離Ｄの不正確な調節は、距離Ｌの調節によって補正さ
れる。したがって、距離Ｄの位置ずれ、すなわちプリセット離調されたＤは、Ｌの調節に
よって補正され得る。ここでは、ミリメートル未満の範囲での精度で十分である。干渉計
ユニットは、検出ユニットとも称される。位置ずれは、ソース格子と干渉計ユニットとの
互いに対するずれもまた含む。
【０００８】
　例示的な実施形態によると、並進アレンジメントは、ソース格子を傾ける。
【０００９】
　例示的な実施形態によると、並進アレンジメントは、Ｘ線源ユニット及び／又はＸ線検
出ユニットを位置合わせするための少なくとも１つのアクチュエータを有する。
【００１０】
　例示的な実施形態によると、少なくとも１つのアクチュエータは、圧電アクチュエータ
及び／又はモータ駆動のマイクロメータねじとして提供される。モータ駆動のマイクロメ
ータねじはまた、マイクロメータヘッドとして提供されてもよい。少なくとも１つのアク
チュエータは、約１マイクロメートル～約１０ミリメートルの範囲での移動を提供する。
実施例によると、アクチュエータの位置合わせの精度は、プラス／マイナス約０．１マイ
クロメートルである。
【００１１】
　例示的な実施形態によると、ソース格子は、少なくとも２πの位相変化が検出器アレイ
の幅にわたるモアレ縞でカバーされるように位置ずれされる。
【００１２】
　例示的な実施形態によると、検査中の対象物と少なくとも１つの格子との間の相対的移
動のための移動アレンジメントが提供される。例えば、移動アレンジメントは、干渉計ユ
ニットの少なくとも１つの格子をその格子面においてステッピングさせるためのステッピ
ングアレンジメントとして提供される。
【００１３】
　代替的に、対象物支持体が提供されて、対象物支持体と微分位相コントラストセットア
ップとの間の相対的移動が提供され、少なくとも１つの画像取得のためのスキャンの間、
格子は互いに一定の位置合わせで提供される。第１の実施例によると、対象物支持体は固
定されて提供され、微分位相コントラストセットアップがＸ線方向に対して横断方向に移
動される。第２の実施例によると、微分位相コントラストセットアップは固定されて提供
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され、対象物支持体がＸ線方向に対して横断方向に移動される。例えば、ステッピングア
レンジメントとしての移動アレンジメントの場合、ソース格子又は干渉計ユニットをそれ
の格子面においてステッピングするためのステッピングアレンジメントが提供される。干
渉計ユニットの格子のうちの１つがステッピングされる場合、このステッピングアレンジ
メントは、プラス／マイナス０．１マイクロメートル未満の精度で提供され得る。
【００１４】
　本発明の第２の態様によると、以下のステップを有する、微分位相コントラスト撮像用
のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理するための方法が提供される。
ａ）第１のステップでは、Ｘ線源と、Ｘ線検出器と、ソース格子、位相格子、及び分析格
子を有する格子アレンジメントとを具備する微分位相コントラストセットアップを有する
、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムを用いて、少なくとも第１の微分位相
コントラスト撮像のＸ線スキャン画像が取得される。ソース格子は、検出器の平面におい
てモアレ縞が検出可能であるように、干渉計ユニットに対して位置ずれされる。
　ｂ）第２のステップでは、Ｘ線放射に際して検出器によって提供される信号内にモアレ
パターンが検出される。
　ｃ）第３のステップでは、所定のモアレパターンを達成するために、ソース格子を並進
するための並進信号が計算される。
　ｄ）第４のステップでは、並進信号に基づいて、ソース格子の位置決めが少なくともＸ
線投射方向に調節される。
　ｅ）第５のステップでは、少なくとも１つの更なる微分位相コントラスト撮像のＸ線ス
キャン画像が取得される。
【００１５】
　「モアレパターン」としても知られる「モアレ縞」は、ほぼ同一のピッチを有する２つ
のグリッドを、平行に、また、傾斜した構成においてのいずれでも、重ね合わせるときに
現れる。例えば、位相コントラスト撮像セットアップにおける一方のグリッドが、位相格
子Ｇ１によってＸ線ビームの干渉パターンとしてもたらされる場合、他方のグリッドは分
析器グリッドＧ２である。
【００１６】
　例示的な実施形態によると、ステップａ）において、異なる投射角度に対して複数の第
１の微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像が取得され、当該スキャン画像は、各
投射角度に対するソース格子の位置を個々に調節するための基準パターンとして提供され
る。
【００１７】
　本発明の態様によると、調整及び調節の手順の数は最小限に低減され、機械的調節、及
び機械的安定性への要求のために必要な精度は、マイクロメートル未満の範囲から、好ま
しくはミリメートル未満又は更に高い範囲へとシフトされる。このことは、例えばソース
格子Ｇ０の移動を提供することによって達成される。したがって、互いに平行に取り付け
られたＧ１とＧ２との格子面を有する、コンパクトな固定の干渉計ユニットが提供され得
る。例えば、低～中エネルギのＸ線干渉法において見られる通常のグリッドピッチの値に
対し、Ｇ２構造体に対するＧ１のグリッドラインの平行度は、０．１ミリラジアン前後、
又はより良好でなければならない。発生する位置ずれは、グリッド構造に垂直なモアレ縞
成分の出現の原因となり得る。グリッド構造の方向に平行なモアレ縞の数は、Ｇ１とＧ２
との間の距離及びＧ０とＧ１との間の距離に依存する。より正確には、モアレ縞の数は、
距離Ｄの距離Ｌに対する比率に依存する。したがって、距離Ｄの位置ずれ、すなわちプリ
セット離調されたＤは、Ｌの調節によって補正され得る。ここでは、ミリメートル未満の
範囲での精度で十分である。残る全体の位置合わせは、グリッドＧ０すなわちソース格子
と、位相格子及び分析格子によって表される干渉計との間の距離の調整である。例えば、
これはＸ線管、干渉計、及び検出ユニットを支持する固定のガントリーに据え付けられた
線形並進載物台の補助によってなされ得る。距離Ｌは、例えば、少なくとも１つの完全な
モアレ縞が検出器の幅Ｄにわたって現れるような態様で、並進載物台によって調整されな
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ければならない。モアレ縞の数は更に増加され得る。しかしながら、上限は、例えば縞当
たり４を下回る検出ラインの数によって達せられる。
【００１８】
　本発明のこれらの及び他の態様は、以下に説明される実施形態から明らかであり、以下
に説明される実施形態を参照して解明される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明の例示的な実施形態は、以下の図面を参照して以下に説明される。
【００２０】
【図１】第１の実施例における概略的なセットアップでのＸ線撮像システムの実施例を示
す。
【図２ａ】第１の更なるセットアップを示す。
【図２ｂ】第２の更なるセットアップを示す。
【図３ａ】移動アレンジメントの第１の実施例に関するＸ線撮像システムの別の実施例を
示す。
【図３ｂ】移動アレンジメントの第２の実施例に関するＸ線撮像システムの別の実施例を
示す。
【図３ｃ】移動アレンジメントの第３の実施例に関するＸ線撮像システムの別の実施例を
示す。
【図４】微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理するた
めの方法の実施例の基本的なステップを示す。
【図５】微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムの実施例の別のセットアップを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、Ｘ線源１４とＸ線検出器１６とを具備する微分位相コントラストセットアップ
１２を有する、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システム１０を示す。更に、ソー
ス格子２０と、位相格子２２と、分析器格子２４とを有する格子アレンジメント１８が提
供される。ソース格子はＸ線源と位相格子との間に配置され、分析格子は位相格子と検出
器との間に配置される。更に、検査中の対象物と少なくとも１つの格子との間の相対移動
のための移動アレンジメントが提供される（更には示されていない）。点線の楕円形の構
造物２６は対象物を示し、また、扇形の構成のＸ線ビーム２８もＸ線投射方向３０と共に
示されている。更に、処理ユニット３２と、ソース格子を並進させるための並進アレンジ
メント３４とが提供される。位相格子、分析格子、及び検出器は、干渉計ユニット３６内
に位相格子と分析器格子とが互いに平行に据え付けられる固定の干渉計ユニット３６とし
て提供される。
【００２２】
　ソース格子は、検出器１６の平面においてモアレ縞が検出可能であるように、干渉計ユ
ニット３６に対して位置ずれされる。処理ユニット３２は、Ｘ線放射に際して検出器１６
によって提供される信号におけるこうしたモアレパターンを検出する。処理ユニット３２
は更に、所定のモアレパターンを達成するためにソース格子２０を並進させるための、矢
印３８で示される移動信号を計算する。両方向矢印４０は、Ｘ線投射方向３０での平行移
動を示す。並進アレンジメント３４は、並進信号の値に基づいて、ソース格子２０の位置
決めを少なくともＸ線投射方向３０に調節する。
【００２３】
　例えば、更には示されないが、並進アレンジメント３４はソース格子２０を傾ける。
【００２４】
　図２に示されるように、並進アレンジメント３４は、Ｘ線源ユニット及び／又はＸ線検
出ユニットを位置合わせするための少なくとも１つのアクチュエータ４２を有してよく、
例えば、ソース格子２０は、アクチュエータ４２としての圧電アクチュエータ又はモータ
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駆動のマイクロメータねじによって移動されてよい。もちろん、図２ｂに示されるように
、干渉計ユニットを、第２の両方向矢印４４で示されるようにソース格子２０及びＸソー
ス１４に対して移動させるための、アクチュエータ４２を提供することも可能である。
【００２５】
　図３ａ、図３ｂ、及び図３ｃに示されるように、検査中の対象物と、少なくとも１つの
格子との間の相対的移動のための、移動アレンジメント４６が提供される。図３ａに示さ
れるように、移動アレンジメントは、例えば、干渉計ユニット３６の位相格子を、第３の
両方向矢印５０で示されるように、それの格子面においてステッピングさせるための、ス
テッピングアレンジメント４８として提供される。図３ａに示される実施例によると、ソ
ース格子２０もまた、Ｘ線投射方向３０に移動され、すなわち位置合わせされてよく、上
述の両方向矢印４０で示される。
【００２６】
　図３ｂに示されるように、移動アレンジメント４６はまた、対象物支持体５２を備えて
、対象物支持体と微分位相コントラストセットアップ１２との間の相対的移動を備えても
よく、少なくとも１つの画像取得のためのスキャンの間、格子は互いに一定の位置合わせ
で提供される。図３ｂにおける対象物支持体は固定されて提供され、微分位相コントラス
トセットアップは、例えばＸ線源１４の場所の周りの枢動を示す矢印５４で示される枢動
移動によって、Ｘ線方向に対して横断方向に移動される。例えば、こうした移動アレンジ
メント４６は、マンモグラフィ用に提供され得る。乳房圧迫パドル等のマンモグラフィ検
査装置の更なる重要な要素は、更には示されないことに留意されたい。
【００２７】
　図３ｃによると、移動アレンジメント４６は、例えば手荷物検査用に、固定された微分
位相コントラストセットアップを備えるが、コンベヤベルト方向の矢印５６で示されるよ
うな、Ｘ線方向に対して横断方向での移動のため、例えばコンベヤベルトといった対象物
支持体５２´を備える。
【００２８】
　図４は、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像システムにおいて位置ずれを処理する
ための方法１００の実施例を示す。第１のステップ１１０では、Ｘ線源と、Ｘ線の検出器
と、ソース格子、位相格子、及び分析器格子を有する格子アレンジメントと、を具備する
微分位相コントラストセットアップを有する、微分位相コントラスト撮像用のＸ線撮像シ
ステムを用いて、少なくとも第１の微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像が取得
される。ソース格子は、検出器の平面においてモアレ縞が検出可能であるように、干渉計
ユニットに対して位置ずれされる。第２のステップ１１２では、Ｘ線放射に際して検出器
によって提供される信号におけるモアレパターンが検出される。第３のステップ１１４で
は、所定のモアレパターンを達成するために、ソース格子を並進させるための並進信号が
計算される。第４のステップ１１６では、並進信号に基づいて、ソース格子の位置決めが
少なくともＸ線投射方向に調節される。第５のステップ１１８では、少なくとも１つの更
なる微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像が取得される。第１のステップ１１０
はステップａ）と、第２のステップ１１２はステップｂ）と、第３のステップ１１４はス
テップｃ）と、第４のステップ１１６はステップｄ）と、第５のステップ１１８はステッ
プｅ）とも称される。
【００２９】
　示されていない別の実施例によると、ステップａ）において、異なる投射角度に対して
複数の第１の微分位相コントラスト撮像のＸ線スキャン画像が取得され、前記スキャン画
像は、各投射角度に対するＸソース格子の位置を個々に調節するための基準パターンとし
て提供される。
【００３０】
　図５は、微分位相コントラストセットアップ１２の別の実施例を示し、最初のスタート
点がＸ線源１４を表わし、この後にソース格子２０が続く。例えば移動方向６２において
、対象物６０を受け入れるための空間５８が提供される。対象物６０は、第１の位置に対
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しては実線で示され、移動された際の第２の位置に対しては点線のパターン６４で示され
る。更に、位相格子２２と分析格子２４とは固定のユニットとして提供され、点線枠６６
で示される。更に、検出器構造体は検出器１６を示す。検出器は、とりわけ矢印６８で示
される検出器幅によって特徴付けられる。更に、位相格子２２と分析格子２４とは、距離
７０を備え、位相格子２２はソース格子２０に対して距離７２を備える。また、検出器幅
６８は幅Ｄとしても称され、位相格子２２と分析器格子２４との間の距離７０は幅ｄとし
て称され、ソース格子と干渉計ユニットとの間の距離は距離Ｌとして称される。両方向矢
印７４は、＋／－デルタＬの差分７６でソース格子２０の位置合わせ移動を示す。格子ア
レンジメントとスキャン方向との提供により、曲線のグラフで示される検出器フラックス
７８が測定され得る。第１の矢印８０は、グラフ中の最大点に関し、点線矢印８２は、グ
ラフ７８における最小点に関する。
【００３１】
　位相コントラストを使用していない理想的なシステムでは、各検出器ラインは測定ノイ
ズのない同じサイノグラムを測定する。上記に説明されたシステムでは、線源と干渉計ユ
ニットとの間のｚの意図的な位置ずれのために、異なる検出器ラインは異なる強度を取得
する。この位置ずれは、異なる検出器ラインによって測定される強度を、このずれと反比
例する空間的周期λで、あるラインから次のラインへと振動させ、これはモアレ縞と呼ば
れる現象である。均一相の取得を保証するために、検出器素子の数Ｎと、２つの検出器の
間の距離Ｄと、モアレ周期λとは、次の関係に従わなければならない。

ここでｎは検出器アレイ全体当たりの縞周期の数である。したがって、位相のためのサン
プリング点の数は、λ／Ｄ＝Ｎ／ｎによって与えられ、少なくとも４を下らないものでな
ければならず、したがって、Ｎ＝２０の検出器ラインに対しては、ｎは最大で５、典型的
には２でなければならない。
【００３２】
　本発明の別の例示的な実施形態では、適切なシステム上で、前述の実施形態のうちの１
つによる方法のステップを実行することを特徴とする、コンピュータプログラム又はコン
ピュータプログラム要素が提供される。
【００３３】
　したがって、コンピュータプログラム要素は、本発明の実施形態の一部でもあるコンピ
ュータユニットに記憶されてよい。このコンピュータユニットは、上述の方法のステップ
を実行し又は実行を誘導する。更に、コンピュータユニットは、上述の装置の構成要素を
作動させる。コンピュータユニットは、自動的に作動させ、及び／又はユーザの命令を実
行してもよい。コンピュータプログラムは、データプロセッサのワーキングメモリ内にロ
ードされてよい。したがって、データプロセッサは、本発明の方法を実行するように装備
され得る。
【００３４】
　本発明のこの例示的な実施形態は、本発明を最初から直ちに用いるコンピュータプログ
ラムと、既存のプログラムをアップデートによって本発明を用いるプログラムへと変える
コンピュータプログラムとの両方をカバーする。
【００３５】
　更に、コンピュータプログラム要素は、前述の方法の例示的な実施形態の手順を充たす
ための、全ての必要なステップを提供することができる。
【００３６】
　本発明の別の例示的な実施形態によると、コンピュータ可読媒体に記憶された、前述に
より説明されたコンピュータプログラム要素を有する、ＣＤ‐ＲＯＭ等の当該コンピュー
タ可読媒体が提示される。
【００３７】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと一緒に又はその一部として供給される
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、光学式記憶媒体又はソリッド・ステート媒体等の、適切な媒体に格納／配布されてよい
が、インターネット又は他の有線若しくは無線の遠隔通信システムを介する等、他の形式
で配布されてもよい。
【００３８】
　しかしながら、コンピュータプログラムは、ワールド・ワイド・ウェブのようなネット
ワークを通じて提示されてもよく、こうしたネットワークからデータプロセッサのワーキ
ングメモリ内にダウンロードされてよい。本発明の別の例示的な実施形態によると、本発
明の前述の実施形態のうちの１つによる方法を実行するコンピュータプログラム要素を、
ダウンロードのために利用可能とするための媒体が提供される。
【００３９】
　本発明の実施形態は様々な主題を参照して説明されることに留意されたい。具体的には
、いくつかの実施形態は方法の種類の請求項を参照して説明される一方で、他の実施形態
は装置の種類の請求項を参照して説明される。しかしながら、当業者は上記及び下記の説
明から、別段に知らされない限り、ある種類の主題に属する特徴の任意の組合せに加え、
別の主題に関する特徴間の任意の組合せもまた本出願で開示されるものと考慮されること
を推測するであろう。しかしながら、全ての特徴は、単なる特徴の加算にとどまらない相
乗効果を提供しながら組み合わされることができる。
【００４０】
　　本発明は、図面及び前述の説明において詳細に例示され説明されたが、こうした例示
及び説明は、例示的又は典型的であると考えられるべきであり、限定と考えられるべきで
はない。本発明は、開示された実施形態に限定されない。当業者によって、特許請求され
た発明を実施するにあたり、図面、明細書、及び従属請求項の研究から、開示された実施
形態の他のバリエーションが理解され達成されることができる。
【００４１】
　請求項で、「有する」の文言は他の要素やステップを除外するものではなく、不定冠詞
「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外するものではない。単一のプロセッサ又は他のユニット
は、請求項に記載される複数項目の機能を満たすことができる。特定の手段が、相互に異
なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせを有利
に使用できないことを意味するわけではない。請求項のいかなる参照符号も範囲を限定す
るものとして解釈されるべきではない。
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