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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線源からＸ線を撮影対象に照射して前記撮影対象のＸ線画像を検出するＸ線画像検出
装置に用いられ、前記撮影対象に照射されるＸ線の蓄積線量を制御するＸ線露出制御装置
であって、
　Ｘ線照射中の線量を検知する複数の線量検知用画素を備えるＸ線検出素子と、
　前記Ｘ線照射中に、前記複数の線量検知用画素の中から使用する線量検知用画素を含む
使用画素領域を設定する領域設定ユニットと、
　該領域設定ユニットによって設定された前記使用画素領域内の使用線量検知用画素によ
って検知された線量に応じて、前記Ｘ線源による前記Ｘ線の照射を停止する停止信号を生
成する信号生成ユニットと、
　前記信号生成ユニットによって生成された前記Ｘ線の照射の前記停止信号を前記Ｘ線源
に送信する送信ユニットとを有することを特徴とするＸ線露出制御装置。
【請求項２】
　前記領域設定ユニットは、所定タイミングで前記複数の線量検知用画素の線量情報を解
析することにより使用画素領域を設定する請求項１記載のＸ線露出制御装置。
【請求項３】
　前記所定タイミングは、予め設定された固定タイミングである請求項２に記載のＸ線露
出制御装置。
【請求項４】
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　前記所定タイミングは、外部から指定された指定タイミングである請求項２に記載のＸ
線露出制御装置。
【請求項５】
　前記指定タイミングは、前記撮影対象に応じて予め設定された設定値、前記Ｘ線源の管
電流、及び前記Ｘ線源の管電圧の少なくとも一つに基づくものである請求項４に記載のＸ
線露出制御装置。
【請求項６】
　前記領域設定ユニットは、前記複数の線量検知用画素の線量情報から、複数の画素特徴
及びその近傍の画素特徴を組み合わせて、被写体となる前記撮影対象を表す被写体画素、
又は前記Ｘ線が照射された照射野内画素を特定し、前記被写体画素、又は前記照射野内画
素を前記使用線量検知用画素として含む前記使用画素領域を設定する請求項１～５のいず
れか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項７】
　前記領域設定ユニットは、前記被写体画素、又は前記照射野内画素を特定し、前記被写
体画素の一部、又は前記照射野内画素の一部を前記使用線量検知用画素として設定する請
求項６に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項８】
　前記領域設定ユニットは、前記複数の線量検知用画素の線量情報から、複数の画素特徴
及びその近傍の画素特徴を組み合わせて前記使用画素領域を設定する請求項１～５のいず
れか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項９】
　前記領域設定ユニットは、前記複数の線量検知用画素の線量情報から、画素特徴を使っ
て前記使用画素領域を設定する請求項１～５のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１０】
　前記領域設定ユニットは、前記使用線量検知用画素を、前記複数の線量検知用画素をま
とめて１画素にした、縮小画像の画素特徴に基づいて特定する請求項１～５のいずれか１
項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１１】
　前記領域設定ユニットは、予め設定された前記撮影対象に応じて選択可能な複数のモー
ドを備え、前記撮影対象に応じて選択されるモードに応じて前記使用線量検知用画素を設
定する請求項６～１０のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１２】
　前記領域設定ユニットは、複数のモードを備え、画像の特徴に応じて選択されるモード
で前記使用線量検知用画素を設定する請求項６～１０のいずれか１項に記載のＸ線露出制
御装置。
【請求項１３】
　前記領域設定ユニットは、被写体領域、又は照射野内領域の特徴に基づいて前記選択さ
れるモードを決定する請求項１２に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１４】
　前記領域設定ユニットは、複数のモードを備え、この複数のモードで、それぞれ前記使
用線量検知用画素を検出し、画像の特徴に応じて設定する前記使用線量検知用画素を決定
する請求項６～１０のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１５】
　前記複数のモードは、前記領域設定ユニットによって、前記複数の線量検知用画素の線
量情報から、複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴を組み合わせて特定された、被写体
となる前記撮影対象を表す被写体画素、または前記Ｘ線が照射された照射野内画素、もし
くは複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴から設定される領域の線量の累積ヒストグラ
ムにおいて高線量側の画素を前記使用線量検知用画素として設定する第１モードと、前記
累積ヒストグラムにおいて低線量側の画素を前記使用線量検知用画素として設定する第２
モードと、前記累積ヒストグラムにおいて中央値近傍の画素を前記使用線量検知用画素と
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して設定するモードの、少なくとも一つのモードを含む請求項１１～１４のいずれか１項
に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１６】
　前記複数のモードは、外部から使用画素領域を指定するモード、または予め設定された
線量で撮影するモードを含む請求項１１～１４のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置
。
【請求項１７】
　前記複数のモードは、前記領域設定ユニットによって、前記複数の線量検知用画素の線
量情報から、複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴を組み合わせて特定された、被写体
となる前記撮影対象を表す被写体画素の線量に基づいて前記使用線量検知用画素を設定す
る第１モードと、前記領域設定ユニットによって、前記複数の線量検知用画素の線量情報
から、複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴を組み合わせて特定された、前記Ｘ線が照
射された照射野内画素の線量に基づいて前記使用線量検知用画素を設定する第２モード、
複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴を組み合わせて前記使用画素領域を設定する第３
モード、画素特徴を使って前記使用画素領域を設定する第４モードの、少なくとも一つの
モードを含む請求項１１～１４のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１８】
　前記信号生成ユニットは、前記使用画素領域内の前記線量検知用画素の検知線量が、予
め設定された閾値に達した時点、又は前記閾値を超えた時点で前記Ｘ線の照射を停止する
前記停止信号を生成する請求項１～１７のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項１９】
　前記閾値は、前記撮影対象、前記Ｘ線源の管電圧、管電流、及び管電流照射時間積のう
ち少なくとも１つに関する撮影条件、又は複数のモードに基づいて設定される請求項１８
に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項２０】
　前記閾値は、前記Ｘ線検出素子の特性差を吸収するように補正される請求項１８に記載
のＸ線露出制御装置。
【請求項２１】
　前記閾値は、前記送信ユニットによる遅延差を吸収するように補正される請求項１８～
２０のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項２２】
　更に、前記使用画素領域内の前記線量検知用画素の検知線量とは異なる情報に基づいて
、前記Ｘ線源による前記Ｘ線の照射を停止する第２の停止信号を生成する第２の信号生成
ユニットを有する請求項１～２１のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項２３】
　前記検知線量とは異なる情報は、前記撮影対象の情報、前記Ｘ線源の管電圧、管電流、
及び管電流照射時間積のうち少なくとも１つに関する撮影条件の情報、Ｘ線照射時間、採
光野外の前記線量検知用画素の蓄積線量データに基づく情報、又は複数のモードの情報で
ある請求項２２に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項２４】
　更に、少なくとも、前記使用画素領域内の前記線量検知用画素の検知線量に基づく前記
停止信号と、前記線量検知用画素の検知線量とは異なる情報に基づく第２の停止信号との
信号種別を報知する報知ユニットを有する請求項２２又は２３に記載のＸ線露出制御装置
。
【請求項２５】
　前記領域設定ユニットは、所定タイミングで解析する前記複数の線量検知用画素の線量
情報を、前記Ｘ線検出素子から読み出す請求項１～２４のいずれか１項に記載のＸ線露出
制御装置。
【請求項２６】
　前記信号生成ユニットは、前記領域設定ユニットが前記使用線量検知用画素として含む
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前記使用画素領域を設定した後、所定のモニタリングタイミング毎に、前記使用画素領域
内の前記使用線量検知用画素の線量を前記Ｘ線検出素子から読み出し、前記Ｘ線源の管電
圧、管電流、及び管電流照射時間積のうち少なくとも１つに関する撮影条件に応じて予め
設定された閾値と比較し、前記蓄積線量が前記閾値に達した、又は超えた時点で前記停止
信号を生成する請求項２５に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項２７】
　更に、前記Ｘ線照射中に、前記Ｘ線検出素子の前記複数の線量検知用画素によって検知
された線量を所定のサンプリングタイミング毎に読み出し、線量情報として記憶する記憶
ユニットを有し、
　前記領域設定ユニットは、所定タイミングで解析する前記複数の線量検知用画素の線量
情報を、前記記憶ユニットから読み出す請求項１～２４のいずれか１項に記載のＸ線露出
制御装置。
【請求項２８】
　前記記憶ユニットは、前記所定のサンプリングタイミング毎に読み出された、前記検知
された線量を蓄積して、前記線量情報として記憶する請求項２７に記載のＸ線露出制御装
置。
【請求項２９】
　前記信号生成ユニットは、前記領域設定ユニットが前記使用線量検知用画素として含む
前記使用画素領域を設定した後、所定のモニタリングタイミング毎に、前記使用画素領域
内の前記使用線量検知用画素の線量を前記記憶ユニットから読み出し、前記Ｘ線源の管電
圧、管電流、及び管電流照射時間積のうち少なくとも１つに関する撮影条件に応じて予め
設定された閾値と比較し、前記蓄積線量が前記閾値に達した、又は超えた時点で前記停止
信号を生成する請求項２７に記載のＸ線露出制御装置。
【請求項３０】
　請求項１～２９のいずれか１項に記載のＸ線露出制御装置と、
　前記Ｘ線源のＸ線の照射開始から照射停止までの間に、前記撮影対象を透過したＸ線を
検出して前記撮影対象のＸ線画像を検出するためのＸ線画像検出ユニットと有することを
特徴とするＸ線画像検出装置。
【請求項３１】
　前記Ｘ線画像検出ユニットは、前記Ｘ線源のＸ線の照射開始から照射停止までの間に、
前記撮影対象を透過したＸ線を検出する複数のＸ線画像検出画素を備えるＸ線画像検出素
子である請求項３０に記載のＸ線画像検出装置。
【請求項３２】
　前記Ｘ線画像検出素子は、前記Ｘ線検出素子と一体化されてなり、
　前記複数の線量検知用画素は、前記複数のＸ線画像検出画素と異なる構成を有し、前記
複数のＸ線画像検出画素の間に混在するものである、又は
　前記Ｘ線画像検出素子は、非破壊読出し可能な素子であり、前記複数のＸ線画像検出画
素の一部が、前記複数の線量検知用画素として兼用される請求項３１に記載のＸ線画像検
出装置。
【請求項３３】
　前記Ｘ線を照射するＸ線源と、
　請求項３０～３２のいずれか１項に記載のＸ線画像検出装置とを有し、
　前記Ｘ線源は、外部装置又は前記Ｘ線画像検出装置から前記Ｘ線の照射の開始信号を受
信して、前記Ｘ線の照射を開始し、前記Ｘ線画像検出装置から前記Ｘ線の照射の前記停止
信号を受信して、前記Ｘ線の照射を停止することを特徴とするＸ線画像撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線露出制御機能を持つＸ線露出制御装置、これを備えるＸ線画像検出装置
及びこれを備えるＸ線画像撮影システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線を用いた医療画像撮影では、蛍光板とＸ線フィルムを組み合わせたスクリー
ンフィルム撮影系を用い、Ｘ線画像をＸ線フィルムに直接記録して現像するＸ線フィルム
方式や、Ｘ線画像をイメージングプレート（ＩＰ）と呼ばれる蓄積性蛍光体シート等に潜
像として記録した後、レーザを走査して輝尽発光を読み取ってデジタルデータとしてＸ線
画像データを取得するコンピューティッドラジオグラフィ（ＣＲ）方式や、Ｘ線画像を、
直接、ＴＦＴ（Thin film transistor）基板上にＸ線感応層を配置したフラットパネル検
出器（ＦＰＤ：Flat Panel Detector）等のＸ線検出素子で即時に読み取り、直接デジタ
ルデータとしてＸ線画像データを取得するデジタルラジオグラフィ（ＤＲ：Digital Radi
ography）方式等が一般的に用いられている。
【０００３】
　上記のいずれの方式のＸ線画像撮影系においても、Ｘ線源から放射されたＸ線を検出し
、適正なＸ線照射量に達した場合、Ｘ線照射を停止させるための自動露出制御（ＡＥＣ）
機構が備えられている。上記Ｘ線画像撮影系では、ＡＥＣ機構を備えているため、種々の
異なる部位の撮影においても、常に同一の撮影環境で、適切な濃度のＸ線画像を取得する
ことができるようになっている。
　このような従来のＡＥＣは、いわゆる電離箱や光電変換素子を持つイオンチャンバを用
いたフォトタイマと呼ばれている。
【０００４】
　このような従来のＡＥＣを備える従来のＸ線画像撮影系を図２１（Ａ）、（Ｂ）及び（
Ｃ）に示す。
　同図に示すように、Ｘ線画像撮影系２００は、Ｘ線源２０２と、Ｘ線源２０２と対向し
て設けられ、被写体２０４（撮影部位）を透過してきたＸ線像を受像するＸ線画像検出専
用デバイス（以下、Ｘ線検出デバイスという）２０６と、被写体２０４の撮影位置とＸ線
検出デバイス２０６との間に配置され、採光野となる複数の位置にＸ線センサ２０８を備
える線量検出器２１０と、線量検出器２１０の、採光野にあるＸ線センサ２０８で検出さ
れたＸ線の積算量（曝射量）に応じてＸ線源２０２の停止を制御するＡＥＣ部２１２とを
有する。ここで、線量検出器２１０及びＡＥＣ部２１２は、ＡＥＣ機構を構成する。線量
検出器２１０には、複数個、図示例では、３個のＸ線センサ２０８（ＲＧＢの符号が付け
られている）が取り付けられているが、Ｘ線検出デバイス２０６に対して固定されている
ことなるため、採光野が固定されている。例えば、採光野は、胸部正面なら肺野にあたる
“青（Ｂ）”と“緑（Ｇ）”、腹部なら“赤（Ｂ）”などになる。
【０００５】
　このようなＸ線画像撮影系２００においては、Ｘ線源２０２から被写体２０４（撮影部
位）に向けてＸ線を照射し、被写体２０４の採光野に照射されたＸ線を線量検出器２１０
のＸ線センサ２０８で検出し、その検出信号をＡＥＣ部２１２で積算して、Ｘ線センサ２
０８で検出され、ＡＥＣ部２１２で積算されたＸ線量が、被写体２０４に適したＸ線照射
量（曝射量）になった時に、ＡＥＣ部２１２でＸ線源２０２を停止するための停止信号Ｓ
ｐを生成して、ＡＥＣ部２１２からＸ線源２０２に送り、Ｘ線源２０２を停止している。
【０００６】
　なお、近年では、図２１（Ｂ）に示す線量検出器２１０による線量損失を低減したり、
別途線量検出器２１０を設けるコストを削減（コストダウン）するために、線量検出器２
１０とＸ線検出デバイス２０６とを一体化させることも行われている（特許文献１～２参
照）。
　特許文献１及び２では、Ｘ線画像検出デバイスの一部の画素をＸ線量を検出するための
画素として用いている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開平７－２０１４９０１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７４９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、特許文献１及び２に開示の技術も含め、上記従来のＸ線画像撮影系２００の
ＡＥＣでは、上述したように、採光野（Ｘ線センサ２０８）が固定であるため、被写体２
０４（撮影部位）に応じて事前に選択しているが、採光野と被写体位置がずれると露出を
適正に制御することができず、適切な濃度のＸ線画像を取得することができないという問
題があった。
　そのため、撮影前に、Ｘ線撮影技師が被写体２０４（撮影部位）を採光野（Ｘ線センサ
２０８の位置）に合わせるように、例えば、胸部正面なら肺野にあたる“青（Ｂ）”と“
緑（Ｇ）”の位置に、腹部なら“赤（Ｂ）”の位置に予め位置合わせ（ポジショニング）
した上で撮影する必要があるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記従来技術の問題点を解消して、Ｘ線撮影中の画像から撮影中に撮影被写
体の採光野を認識して決定することができ、被写体、即ちその撮影部位に応じた適正な露
出線量（曝射）でＸ線照射を停止させることができ、即ち、被写体に応じてＸ線撮影時の
照射線量を適正に制御することができ、種々の異なる部位の撮影であっても、常に同一の
撮影環境で、適切な濃度のＸ線画像を取得することができるＸ線露出制御装置、Ｘ線画像
検出装置及びＸ線画像撮影システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様に係るＸ線露出制御装置は、Ｘ線源か
ら撮影対象に照射されるＸ線の照射量を制御するＸ線露出制御装置、詳しくは、Ｘ線源か
らＸ線を撮影対象に照射して撮影対象のＸ線画像を検出するＸ線画像検出装置に用いられ
、撮影対象に照射されるＸ線の蓄積線量を制御するＸ線露出制御装置であって、Ｘ線照射
中の線量を検知する複数の線量検知用画素を備えるＸ線検出素子と、Ｘ線照射中に、複数
の線量検知用画素の中から使用する線量検知用画素を含む使用画素領域を設定する領域設
定ユニットと、領域設定ユニットによって設定された使用画素領域内の線量検知用画素に
よって検知された線量に応じて、Ｘ線源によるＸ線の照射を停止する停止信号を生成する
信号生成ユニットと、信号生成ユニットによって生成されたＸ線の照射の停止信号をＸ線
源に送信する送信ユニットとを有することを特徴とする。
【００１１】
　ここで、領域設定ユニットは、所定タイミングで複数の線量検知用画素の線量情報を解
析することにより使用画素領域を設定することが好ましい。
　また、所定タイミングは、予め設定された固定タイミング、若しくは、外部から指定さ
れた指定タイミングであることが好ましく、指定タイミングは、撮影対象に応じて予め設
定された設定値、Ｘ線源の管電流、及びＸ線源の管電圧の少なくとも一つに基づくもので
あることが好ましい。
【００１２】
　また、領域設定ユニットは、複数の線量検知用画素の線量情報から、複数の画素特徴及
びその近傍の画素特徴を組み合わせて、被写体となる撮影対象を表す被写体画素、又はＸ
線が照射された照射野内画素を特定し、被写体画素、又は照射野内画素を使用線量検知用
画素として含む使用画素領域を設定することが好ましい。
　また、領域設定ユニットは、被写体画素、又は照射野内画素を特定し、被写体画素の一
部、又は照射野内画素の一部を使用線量検知用画素として設定することが好ましい。
【００１３】
　また、領域設定ユニットは、複数の線量検知用画素の線量情報から、複数の画素特徴及
びその近傍の画素特徴を組み合わせて使用画素領域を設定することが好ましい。
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　また、領域設定ユニットは、複数の線量検知用画素の線量情報から、画素特徴を使って
使用画素領域を設定することが好ましい。
　また、領域設定ユニットは、使用線量検知用画素を、複数の線量検知用画素をまとめて
１画素にした、縮小画像の画素特徴に基づいて特定することが好ましい。
【００１４】
　また、領域設定ユニットは、予め設定された撮影対象に応じて選択可能な複数のモード
を備え、撮影対象に応じて選択されるモードに応じて使用線量検知用画素を設定すること
が好ましい。
　また、領域設定ユニットは、複数のモードを備え、画像の特徴に応じて選択されるモー
ドで使用線量検知用画素を設定することが好ましい。
　また、領域設定ユニットは、被写体領域、又は照射野内領域の特徴に基づいて選択され
るモードを決定することが好ましい。
【００１５】
　また、領域設定ユニットは、複数のモードを備え、この複数のモードで、それぞれ使用
線量検知用画素を検出し、画像の特徴に応じて設定する使用線量検知用画素を決定するこ
とが好ましい。
　また、複数のモードは、特定された被写体画素、または照射野内画素、または複数の画
素特徴やその近傍の画素特徴から設定される領域の線量の累積ヒストグラムにおいて高線
量側の画素を使用線量検知用画素として設定する第１モードと、累積ヒストグラムにおい
て低線量側の画素を使用線量検知用画素として設定する第２モードと、累積ヒストグラム
において中央値近傍の画素を使用線量検知用画素として設定するモードの、少なくとも一
つのモードを含むことが好ましい。例えば、ここで、第１モードを、肺野を撮影対象とす
るモードとし、第２モードを、骨を撮影対象とするモードとしても良い。
【００１６】
　また、複数のモードは、外部から使用画素領域を指定するモード、または予め設定され
た線量で撮影するモードを含むことが好ましい。
　また、複数のモードは、特定された被写体画素の線量に基づいて使用線量検知用画素を
設定する第１モードと、特定された照射野内画素の線量に基づいて使用線量検知用画素を
設定する第２モード、複数の画素特徴及びその近傍の画素特徴を組み合わせて使用画素領
域を設定する第３モード、画素特徴を使って使用画素領域を設定する第４モードの、少な
くとも一つのモードを含むことが好ましい。
【００１７】
　また、Ｘ線検出素子は、Ｘ線源が撮影対象に対してＸ線の照射を開始する開始タイミン
グで複数の線量検知用画素による線量の検知、保持及び累積を開始することが好ましい。
　また、Ｘ線検出素子は、複数の線量検知用画素によって開始タイミングを検知すること
が好ましい。
　また、上記第１の態様のＸ線露出制御装置は、更に、Ｘ線源から撮影対象に対してＸ線
の照射を開始する開始タイミングを表す開始信号を取得する取得ユニットを有し、Ｘ線検
出素子は、取得ユニットによって取得された開始信号を応じて複数の線量検知用画素によ
る線量検知を開始することが好ましい。
　また、取得ユニットは、外部から開始信号を取得することが好ましい。
【００１８】
　また、信号生成ユニットは、使用画素領域内の線量検知用画素の検知線量が、予め設定
された閾値に達した時点、又は閾値を超えた時点でＸ線の照射を停止する停止信号を生成
することが好ましい。
　また、閾値は、撮影対象、撮影条件、又は複数のモードに基づいて設定されることが好
ましい。
　また、閾値は、Ｘ線検出素子の特性差を吸収するように補正されることが好ましく、又
は送信ユニットによる遅延差を吸収するように補正されることが好ましい。
【００１９】



(8) JP 5914404 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

　また、上記第１の態様のＸ線露出制御装置は、更に、使用画素領域内の線量検知用画素
の検知線量とは異なる情報に基づいて、Ｘ線源によるＸ線の照射を停止する第２の停止信
号を生成する第２の信号生成ユニットを有することが好ましい。
　また、検知線量とは異なる情報は、撮影対象の情報、撮影条件の情報、又は複数のモー
ドの情報であることが好ましい。
　また、更に、少なくとも、使用画素領域内の線量検知用画素の検知線量に基づく停止信
号と、線量検知用画素の検知線量とは異なる情報に基づく第２の停止信号との信号種別を
報知する報知ユニットを有することが好ましい。
【００２０】
　また、領域設定ユニットは、所定タイミングで解析する複数の線量検知用画素の線量情
報を、Ｘ線検出素子から読み出すことが好ましい。
　また、信号生成ユニットは、領域設定ユニットが使用線量検知用画素として含む使用画
素領域を設定した後、所定のモニタリングタイミング毎に、使用画素領域内の使用線量検
知用画素の線量をＸ線検出素子から読み出し、撮影条件に応じて予め設定された閾値と比
較し、蓄積線量が閾値に達した、又は超えた時点で停止信号を生成することが好ましい。
【００２１】
　また、上記第１の態様のＸ線露出制御装置は、更に、Ｘ線照射中に、Ｘ線検出素子の複
数の線量検知用画素によって検知された線量を所定のサンプリングタイミング毎に読み出
し、線量情報として記憶する記憶ユニットを有し、領域設定ユニットは、所定タイミング
で解析する複数の線量検知用画素の線量情報を、記憶ユニットから読み出すことが好まし
い。
　また、記憶ユニットは、所定のサンプリングタイミング毎に読み出された、検知された
線量を蓄積して、線量情報として記憶することが好ましい。
　また、信号生成ユニットは、領域設定ユニットが使用線量検知用画素として含む使用画
素領域を設定した後、所定のモニタリングタイミング毎に、使用画素領域内の使用線量検
知用画素の線量を記憶ユニットから読み出し、撮影条件に応じて予め設定された閾値と比
較し、蓄積線量が閾値に達した、又は超えた時点で停止信号を生成することが好ましい。
【００２２】
　また、上記第１の態様のＸ線露出制御装置は、更に、Ｘ線照射中に、Ｘ線検出素子の複
数の線量検知用画素によって検知された線量を所定のサンプリングタイミング毎に読み出
して蓄積する蓄積処理を線量検知用画素毎に行う蓄積ユニットを有し、記憶ユニットは、
蓄積ユニットによって蓄積処理のために参照され、線量検知用画素毎の蓄積線量を記憶す
る第１記憶領域及び領域設定ユニットによって解析処理のために参照され、使用画素領域
を設定するための解析処理に用いられる線量検知用画素毎の解析用線量を記憶する第２記
憶領域を備え、所定タイミングで第１記憶領域の線量検知用画素毎の蓄積線量を読み出し
て第２記憶領域に解析用線量として線量検知用画素毎に記憶することが好ましい。
【００２３】
　また、蓄積ユニットは、サンプリングタイミング毎に、Ｘ線検出素子の線量検知用画素
毎の検知線量を記憶部の第１記憶領域から読み出した線量検知用画素毎の蓄積線量に累積
して第１の記憶領に記憶された線量検知用画素毎の蓄積線量を更新し、領域設定ユニット
は、所定タイミングで記憶部の第２記憶領域に記憶された線量検知用画素毎の解析用線量
を読み出し、読み出した線量検知用画素毎の解析用線量に基づいて解析処理を行い、停止
信号を生成するのに用いる線量検知用画素を決定し、線量検知用画素を含む使用画素領域
を設定することが好ましい。
　また、蓄積ユニットによる蓄積処理と領域設定ユニットによる解析処理とは、平行処理
されるように制御されることが好ましい。
【００２４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の態様に係るＸ線画像検出装置は、上
記第１の態様のＸ線露出制御装置と、Ｘ線源のＸ線の照射開始から照射停止までの間に、
撮影対象を透過したＸ線を検出して撮影対象のＸ線画像を検出するためのＸ線画像検出ユ
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ニットと有することを特徴とする。
　ここで、Ｘ線画像検出ユニットは、Ｘ線源のＸ線の照射開始から照射停止までの間に、
撮影対象を透過したＸ線を検出する複数のＸ線画像検出画素を備えるＸ線画像検出素子で
あることが好ましい。
　また、Ｘ線画像検出素子は、Ｘ線検出素子と一体化されてなり、複数の線量検知用画素
は、複数のＸ線画像検出画素と異なる構成を有し、複数のＸ線画像検出画素の間に混在す
るものである、又はＸ線画像検出素子は、非破壊読出し可能な素子であり、複数のＸ線画
像検出画素の一部が、複数の線量検知用画素として兼用されることが好ましい。
【００２５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の態様に係るＸ線画像撮影システムは
、Ｘ線を照射するＸ線源と、上記第２の態様のＸ線画像検出装置とを有し、Ｘ線源は、外
部装置又はＸ線画像検出装置からＸ線の照射の開始信号を受信して、Ｘ線の照射を開始し
、Ｘ線画像検出装置からＸ線の照射の停止信号を受信して、Ｘ線の照射を停止することを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　以上説明したように、本発明によれば、Ｘ線撮影中に撮影被写体の採光野を認識して決
定することにより、被写体のポジショニングによらず、安定したＸ線の露出制御を行うこ
とができる。
　したがって、本発明によれば、被写体（撮影部位）に応じた適正な露出線量（曝射）で
Ｘ線照射を停止させることができ、即ち、被写体に応じてＸ線撮影時の照射線量を適正に
制御することができ、種々の異なる部位の撮影であっても、常に同一の撮影環境で、適切
な濃度のＸ線画像を取得することができる。
　すなわち、本発明によれば、被写体、即ちその撮影部位がどこであっても、又は被写体
が全身のどこであっても、適正線量で安定した撮影を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＸ線露出制御装置を備えるＸ線画像検出装置が適
用されるＸ線画像撮影システムの一実施例を模式的に示す概略説明図である。
【図２】図１に示すＸ線画像検出装置の制御装置の一実施例を説明する説明図である。
【図３】図１に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出デバイスの一実施例
を説明する説明図である。
【図４】図２に示すＸ線画像検出装置の制御装置に用いられるＡＥＣ部の一実施例のブロ
ック図である。
【図５】図４に示すＡＥＣ部で行われるＡＥＣの手順の一例を説明するフローチャートで
ある。
【図６】図４に示すＡＥＣ部で行われるＡＥＣの手順の一例を模式的に説明する説明図で
ある。
【図７】図１に示すＸ線画像撮影システムのＸ線画像撮影の流れの一例を模式的に示すチ
ャートである。
【図８】図４に示すＡＥＣ部の読出蓄積部で行われるよみだし動作の一例を説明する模式
的説明図である。
【図９】（Ａ）は、図３に示すＸ線画像検出デバイスの画素構成の一例を説明する模式的
説明図であり、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ露出制御用画素の画素構成の一例を説明す
る模式的説明図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るＸ線露出制御装置を備えるＸ線画像検出装置が
適用されるＸ線画像撮影システムの他の実施例を模式的に示す概略説明図である。
【図１１】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図１０に示すＸ線画像撮影システムに用いられ
るＸ線画像検出専用デバイス及びＸ線露出制御デバイスの一実施例を説明する説明図であ
る。
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【図１２】図１０に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出装置の制御装置
の一実施例を説明する説明図である。
【図１３】図１０に示すＸ線画像撮影システムのＸ線画像撮影の流れの一例を模式的に示
すチャートである。
【図１４】本発明の実施形態に係るＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出装置
の制御装置の他の実施例を説明する説明図である。
【図１５】図１４に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出デバイスの他の
実施例を説明する説明図である。
【図１６】図１４に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出デバイスの他の
実施例を説明する説明図である。
【図１７】図１４に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出デバイスの他の
実施例を説明する説明図である。
【図１８】図１７に示すＸ線画像検出デバイスのＡＥＣ部の他の実施例のブロック図であ
る。
【図１９】図１８に示すＡＥＣ部で行われるＡＥＣの手順の一例を説明するフローチャー
トである。
【図２０】図１８に示すＡＥＣ部で行われるＡＥＣの手順の一例を模式的に説明する説明
図である。
【図２１】（Ａ）は、従来のＸ線画像撮影系、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ従来のＸ線
画像撮影系に用いられる線量検出器及びＸ線画像を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に、本発明に係るＸ線露出制御機能を持つＸ線露出制御装置、これを備えるＸ線画
像検出装置及びこれを備えるＸ線画像撮影システムを添付の図面に示す好適な実施形態を
参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１実施形態に係るＸ線露出制御装置を備えるＸ線画像検出装置を用
いるＸ線画像撮影システムの一実施例の概略構成を示す模式図である。
【００２９】
　同図に示すように、本発明の第１実施形態のＸ線画像撮影システム１０は、Ｘ線源１２
と、Ｘ線画像検出装置１４とを有し、Ｘ線画像検出装置１４は、Ｘ線源１２と対向する位
置に設けられ、被写体１６（撮影部位）を透過してきたＸ線像を受像するＸ線画像検出デ
バイス（以下、単に画像検出デバイスという）１８と、Ｘ線源１２や画像検出デバイス１
８の動作制御やＸ線画像の画像処理等を行う等、Ｘ線画像撮影システム１０の全体の動作
を制御する制御装置２０とを有する。
　Ｘ線画像撮影システム１０は、図示しないが、被写体１６を立位姿勢で撮影するための
立位撮影台や臥位姿勢で撮影するための臥位撮影台等の撮影台や、Ｘ線源１２を所望の方
向および位置にセットするための線源移動装置等が設けられている。
　なお、詳細は、後述するが、図３に示す例では、Ｘ線画像検出装置１４の内、主に、画
像検出デバイス１８の画像検出用の通常画素４４の部分を除いた露出制御用画素７６と、
通常画素４４によるＸ線画像を処理する部分を除いた制御装置２０の各部が、本発明の第
１実施形態に係るＸ線露出制御装置を構成する。
【００３０】
　Ｘ線源１２は、Ｘ線を放射するＸ線管と、Ｘ線管が放射するＸ線の照射野を限定する照
射野限定器（コリメータ）とを有する。Ｘ線管は、熱電子を放出するフィラメントからな
る陰極と、陰極から放出された熱電子が衝突してＸ線を放射する陽極（ターゲット）とを
有している。照射野限定器は、例えば、Ｘ線を遮蔽する複数枚の鉛板を井桁状に配置し、
Ｘ線を透過させる照射開口が中央に形成されたものであり、鉛板の位置を移動することで
照射開口の大きさを変化させて、照射野を限定する。
【００３１】
　制御装置２０は、図２に示すように、装置全体の動作を統括的に制御するＸ線検出制御
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部（以下、単に検出制御部という）２２と、検出制御部２２に接続される高電圧発生器２
４、照射スイッチ２６、入力デバイス２８、ディスプレイ３０、及びメモリ３２等とを有
する。
　検出制御部２２は、デバイス制御部３４と、線源制御部３６と、メモリ３８と、Ｘ線露
出制御部（以下、ＡＥＣ部ともいう）４０と、を有する。
【００３２】
　高電圧発生器２４は、トランスによって入力電圧を昇圧して高圧の管電圧を発生し、高
電圧ケーブルを通じてＸ線源１２に供給する。線源制御部３６は、Ｘ線源１２が照射する
Ｘ線のエネルギースペクトルを決める管電圧、単位時間当たりの照射量を決める管電流、
Ｘ線源１２の照射開始、照射停止又は終了、及びＸ線の照射時間を制御する。
【００３３】
　照射スイッチ２６は、放射線技師等のオペレータによって操作される例えば二段階押し
のスイッチであり、一段階押しでＸ線源１２のウォームアップを開始させるためのウォー
ムアップ開始信号を発生し、二段階押しでＸ線源１２に照射を開始させるための照射開始
信号を発生する。これらの信号は信号ケーブルを通じて線源制御部３６に入力される。
　線源制御部３６は、照射スイッチ２６から照射開始信号を受けたときに高電圧発生器２
４からＸ線源１２への電力供給を開始させ、ＡＥＣ部４０からから照射停止信号を受けた
ときに高電圧発生器２４からＸ線源１２への電力供給を停止させ、Ｘ線源１２によるＸ線
の照射を停止させる。
【００３４】
　メモリ３２は、管電圧、管電流といった撮影条件を予め数種類格納している。撮影条件
は入力デバイス２８を通じてオペレータにより手動で設定される。線源制御部３６は、設
定された撮影条件の管電圧や管電流照射時間積でＸ線を照射しようとする。ＡＥＣ部４０
によるＡＥＣはこれに対して必要十分な線量に到達したことを検出すると、線源制御部３
６で照射しようとしていた管電流照射時間積（照射時間）以下であってもＸ線の照射を停
止するように機能する。目標線量に達してＡＥＣ部４０からの照射停止信号を受け取る前
にＸ線の照射が終了して線量不足に陥ることを防ぐために、Ｘ線源１２の撮影条件には管
電流照射時間積（照射時間でも可）の最大値が設定される。なお、設定される管電流照射
時間積は、撮影部位に応じた値とすることが好ましい。
　メモリ３８及びＡＥＣ部４０については、後に詳述する。
【００３５】
　デバイス制御部３４は、入力デバイス２８を介したオペレータからの入力操作に応じて
画像検出デバイス１８の動作を制御する。具体的には、デバイス制御部３４は、画像検出
デバイス１８の電源のオンオフ、待機モードや撮影モードへのモード切替等の種々の制御
を行う。
　また、デバイス制御部３４は、この他、メモリ３８のＸ線画像データに対してオフセッ
ト補正、感度補正、および欠陥補正の各種画像処理を施す機能が備えられているのが好ま
しい。これらの各種画像処理については後述する。
　画像検出デバイス１８からのＸ線画像データは、メモリ３８に格納された後、制御装置
２０のデバイス制御部３４で上述の各種の画像処理が施されるが、画像処理済Ｘ線画像は
、ディスプレイ３０に表示される他、そのデータが再びメモリ３８やストレージデバイス
（図示せず）、あるいは制御装置２０とネットワーク接続された画像蓄積サーバといった
データストレージに記憶される。
【００３６】
　制御装置２０は、所謂コンソールの機能を備え、患者の性別、年齢、撮影部位、撮影目
的といった情報が含まれる検査オーダの入力を受け付けて、検査オーダをディスプレイ３
０に表示する。検査オーダは、ＨＩＳ（病院情報システム）やＲＩＳ（放射線情報システ
ム）といった患者情報や放射線検査に係る検査情報を管理する外部システムから入力され
るか、オペレータにより手動入力される。検査オーダには、頭部、胸部、腹部等の撮影部
位、正面、側面、斜位、ＰＡ（Ｘ線を被検体の背面から照射）、ＡＰ（Ｘ線を被検体の正
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面から照射）といった撮影方向が含まれる。オペレータは、検査オーダの内容をディスプ
レイ３０で確認し、その内容に応じた撮影条件をディスプレイ３０に映された操作画面を
通じて入力する。
【００３７】
　次に、画像検出デバイス１８は、本発明のＸ線検出素子であり、ＤＲ方式のフラットパ
ネル検出器（以下、ＦＰＤという）４２（図３参照）とＦＰＤ４２を収容する筐体とから
なる。画像検出デバイス１８の筐体は、略矩形状で偏平な形状を有し、ＦＰＤ４２を図示
しない撮影台に固定するためのものである。なお、画像検出デバイス１８は、詳細は後述
するが、着脱可能な可搬型のカセッテタイプの電子カセッテとしても良い。電子カセッテ
の場合には、ＦＰＤ４２を収容する筐体は、可搬型の筐体とするのが良く、その平面サイ
ズはフイルムカセッテやＩＰカセッテ（ＣＲカセッテとも呼ばれる）と同様の大きさ（国
際規格ＩＳＯ４０９０：２００１に準拠した大きさ）とするのが良い。こうであれば、フ
イルムカセッテやＩＰカセッテ用の既存の撮影台にも取り付け可能である。電子カセッテ
タイプの画像検出デバイス１８の場合には、撮影台にセットするのではなく、被写体が仰
臥するベッド上に置いたり被写体自身に持たせたりして単体で使用することも可能である
。
【００３８】
　ＦＰＤ４２は、ＴＦＴアクティブマトリクス基板を有し、この基板上にＸ線の到達線量
に応じた電荷を蓄積する複数の画素４４を配列してなる撮像面４６を備えている。複数の
画素４４は、所定のピッチで二次元にｎ行（ｘ方向）×ｍ列（ｙ方向）のマトリクス状に
配列されている。
【００３９】
　ＦＰＤ４２は、Ｘ線を可視光に変換するシンチレータ（蛍光体）を有し、シンチレータ
によって変換された可視光を画素４４で光電変換する間接変換型である。シンチレータは
、ＣｓＩ：Ｔｌ（タリウム賦活ヨウ化セシウム）やＧＯＳ（Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｔｂ、ガドリ
ウムオキシサルファイド）等からなり、画素４４が配列された撮像面４６の全面と対向す
るように配置されている。なお、シンチレータとＴＦＴアクティブマトリクス基板は、Ｘ
線の入射する側からみてシンチレータ、基板の順に配置されるＰＳＳ（Penetration Side
 Sampling）方式でもよいし、逆に基板、シンチレータの順に配置されるＩＳＳ（Irradia
tion Side Sampling）方式でもよい。また、シンチレータを用いず、Ｘ線を直接電荷に変
換する変換層（アモルファスセレン等）を用いた直接変換型のＦＰＤを用いてもよい。さ
らにＴＦＴ方式の代わりにＣＭＯＳ方式を用いてもよい。
【００４０】
　画素４４は、可視光の入射によって電荷（電子－正孔対）を発生する光電変換素子であ
るフォトダイオード４８、フォトダイオード４８が発生した電荷を蓄積するキャパシタ（
図示せず）、およびスイッチング素子として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）５０を備える。
なお、キャパシタを別途設けることなく、フォトダイオード４８内に電荷を蓄積すること
も可能である。
【００４１】
　フォトダイオード４８は、電荷を発生する半導体層（例えばＰＩＮ型）とその上下に上
部電極および下部電極を配した構造を有している。フォトダイオード４８は、下部電極に
ＴＦＴ５０が接続され、上部電極にはバイアス線５２が接続されている。バイアス線５２
は撮像面４６内の画素４４の行数分（ｎ行分）設けられて一本の結線に結束されている。
結線５３はバイアス電源５４に繋がれている。結線５３とバイアス線５２を通じて、バイ
アス電源５４からフォトダイオード４８の上部電極にバイアス電圧が印加される。バイア
ス電圧の印加により半導体層内に電界が生じ、光電変換により半導体層内で発生した電荷
（電子－正孔対）は、一方がプラス、他方がマイナスの極性をもつ上部電極と下部電極に
移動し、キャパシタに電荷が蓄積される。
【００４２】
　ＴＦＴ５０は、ゲート電極が走査線５６に、ソース電極が信号線５８に、ドレイン電極
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がフォトダイオード４８にそれぞれ接続される。走査線５６と信号線５８は格子状に配線
されており、走査線５６は撮像面４６内の画素４４の行数分（ｎ行分）、信号線５８は画
素４４の列数分（ｍ列分）それぞれ設けられている。走査線５６はゲートドライバ６０に
接続され、信号線５８は信号処理回路６２に接続される。
【００４３】
　ゲートドライバ６０は、ＴＦＴ５０を駆動することにより、Ｘ線の到達線量に応じた信
号電荷を画素４４に蓄積する蓄積動作と、画素４４から信号電荷を読み出す読み出し（本
読み）動作と、リセット（空読み）動作とを行わせる。制御部６４は、ゲートドライバ６
０によって実行される上記各動作の開始タイミングを制御する。
　蓄積動作ではＴＦＴ５０がオフ状態にされ、その間に画素４４に信号電荷が蓄積される
。読み出し動作では、ゲートドライバ６０から同じ行のＴＦＴ５０を一斉に駆動するゲー
トパルスＧ１～Ｇｎを順次発生して、走査線５６を一行ずつ順に活性化し、走査線５６に
接続されたＴＦＴ５０を一行分ずつオン状態とする。画素４４のキャパシタに蓄積された
電荷は、ＴＦＴ５０がオン状態になると信号線５８に読み出されて、信号処理回路６２に
入力される。
【００４４】
　信号処理回路６２は、積分アンプ６６、ＣＤＳ回路（ＣＤＳ）６８、マルチプレクサ（
ＭＵＸ）７０、およびＡ／Ｄ変換器（Ａ／Ｄ）７２等を備える。積分アンプ６６は、各信
号線５８に対して個別に接続される。積分アンプ６６は、オペアンプ６６ａとオペアンプ
６６ａの入出力端子間に接続されたキャパシタ６６ｂとからなり、信号線５８はオペアン
プ６６ａの一方の入力端子に接続される。オペアンプ６６ａのもう一方の入力端子はグラ
ンド（ＧＮＤ）に接続される。キャパシタ６６ｂにはリセットスイッチ６６ｃが並列に接
続されている。積分アンプ６６は、信号線５８から入力される電荷を積算し、アナログ電
圧信号Ｖ１～Ｖｍに変換して出力する。各列のオペアンプ６６ａの出力端子には、増幅器
７４、ＣＤＳ６８を介してＭＵＸ７０が接続される。ＭＵＸ７０の出力側には、Ａ／Ｄ７
２が接続される。
【００４５】
　ＣＤＳ６８はサンプルホールド回路を有し、積分アンプ６６の出力電圧信号に対して相
関二重サンプリングを施してノイズを除去するとともに、サンプルホールド回路で積分ア
ンプ６６の出力電圧信号を所定期間保持（サンプルホールド）する。ＭＵＸ７０は、シフ
トレジスタ（図示せず）からの動作制御信号に基づき、パラレルに接続される各列のＣＤ
Ｓ６８から順に一つのＣＤＳ６８を電子スイッチで選択し、選択したＣＤＳ６８から出力
される電圧信号Ｖ１～ＶｍをシリアルにＡ／Ｄ７２に入力する。Ａ／Ｄ７２は、入力され
た電圧信号Ｖ１～Ｖｍをデジタル電圧信号に変換して、制御装置２０（の検出制御部２２
のメモリ３８及び／又はＡＥＣ部４０）にＸ線画像を表す画像データとして出力する。な
お、ＭＵＸ７０とＡ／Ｄ７２の間に増幅器を接続してもよい。また、信号線５８単位でＡ
／Ｄを持たせることも可能であり、その場合はＡ／Ｄの後段にＭＵＸを配した構成となる
。
【００４６】
　ＭＵＸ７０によって積分アンプ６６からの一行分の電圧信号Ｖ１～Ｖｍが読み出される
と、制御部６４は、積分アンプ６６に対してリセットパルスＲＳＴを出力し、リセットス
イッチ６６ｃをオンする。これにより、キャパシタ６６ｂに蓄積された一行分の信号電荷
が放電されてリセットされる。積分アンプ６６をリセットした後、再度リセットスイッチ
６６ｃをオフして所定時間経過後にＣＤＳ６８のサンプルホールド回路の一つをホールド
し、積分アンプ６６のｋＴＣノイズ成分をサンプリングする。その後、ゲートドライバ６
０から次の行のゲートパルスが出力され、次の行の画素４４の信号電荷の読み出しを開始
させる。さらにゲートパルスが出力されて所定時間経過後に次の行の画素４４の信号電荷
をＣＤＳ６８のもう一つのサンプルホールド回路でホールドする。これらの動作を順次繰
り返して全行の画素４４の信号電荷を読み出す。また、これらの処理を同時に行うパイプ
ライン処理とすることにより、高速駆動が可能となる。
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【００４７】
　１行の読み出し毎に１行分のＸ線画像の画像データが制御装置２０に出力され、メモリ
３８に記録されることが繰り返され、全行の読み出しが完了すると、１画面分のＸ線画像
の画像データがメモリ３８に記録されることになる。こうして被検体のＸ線画像が検出さ
れる。なお、画像検出デバイス１８内のＡ／Ｄ７２に接続されるメモリを内蔵しておき、
この内蔵メモリにＡ／Ｄ７２から出力されるデジタル画像データを、一旦記憶するように
構成しておき、１画面分のＸ線画像を表す画像データが記憶された後に、この１画面分の
画像データを直ちに内蔵メモリから読み出し、画像検出デバイス１８から制御装置２０に
出力し、メモリ３８に記録するようにしても良い。
【００４８】
　フォトダイオード４８の半導体層には、Ｘ線の入射の有無に関わらず暗電荷が発生する
。この暗電荷はバイアス電圧が印加されているために画素４４のキャパシタに蓄積される
。画素４４において発生する暗電荷は、画像データに対してはノイズ成分となるので、こ
れを除去するために所定時間間隔でリセット動作が行われる。リセット動作は、画素４４
において発生する暗電荷を、信号線５８を通じて掃き出す動作である。
【００４９】
　リセット動作は、例えば、一行ずつ画素４４をリセットする順次リセット方式で行われ
る。順次リセット方式では、信号電荷の読み出し動作と同様、ゲートドライバ６０から走
査線５６に対してゲートパルスＧ１～Ｇｎを順次発生して、画素４４のＴＦＴ５０を一行
ずつオン状態にする。ＴＦＴ５０がオン状態になっている間、画素４４から暗電荷が信号
線５８を通じて積分アンプ６６のキャパシタ６６ｂに流れる。リセット動作では、読み出
し動作と異なり、ＭＵＸ７０によるキャパシタ６６ｂに蓄積された電荷の読み出しは行わ
れず、各ゲートパルスＧ１～Ｇｎの発生と同期して、制御部６４からリセットパルスＲＳ
Ｔが出力されてリセットスイッチ６６ｃがオンされ、キャパシタ６６ｂに蓄積された電荷
が放電されて積分アンプ６６がリセットされる。
【００５０】
　順次リセット方式に代えて、配列画素の複数行を１グループとしてグループ内で順次リ
セットを行い、グループ数分の行の暗電荷を同時に掃き出す並列リセット方式や、全行に
ゲートパルスを入れて全画素の暗電荷を同時に掃き出す全画素リセット方式を用いてもよ
い。並列リセット方式や全画素リセット方式によりリセット動作を高速化することができ
る。
【００５１】
　ＦＰＤ４２は、上述のようにゲートドライバ６０および走査線５６により駆動されるＴ
ＦＴ５０が接続された通常の画素４４の他に、ＴＦＴ５０を介さず信号線５８に短絡して
接続された本発明の線量検知用画素である露出制御用画素７６を同じ撮像面４６内に複数
備えている。制御画素７６は、被写体１６を透過して撮像面３６に入射するＸ線の到達線
量を検出するために利用される画素であり、制御装置２０の検出制御部２２のＡＥＣ部４
０において照射停止信号を生成するためのＡＥＣセンサとして機能する。制御画素７６は
撮像面３６内の画素４４の数％程度を占める。
【００５２】
　制御画素７６は、撮像面４６内で局所的に偏ることなく撮像面４６内に満遍なく散らば
るように、例えば、撮像面４６の中心に関して左右対称な波形の軌跡に沿って設けられて
いるのが好ましい。制御画素７６は、同じ信号線５８が接続された画素４４の列に一個ず
つ設けられ、制御画素７６が設けられた列は、制御画素７６が設けられない列を、例えば
２～３列挟んで設けられるのが好ましい。制御画素７６の位置はＦＰＤ４２の製造時に既
知であり、ＦＰＤ４２は全制御画素７６の位置（座標）を、例えば不揮発性のメモリ（図
示せず）に予め記憶しているのが好ましい。なお、逆に、制御画素７６を局所に集中して
配置してもよく、制御画素７６の配置は適宜変更可能である。例えば、乳房を撮影対象と
するマンモグラフィ装置では胸壁側に集中して制御画素７６を配置するのが好ましい。
　図示例においては、露出制御用画素７６は、ＦＰＤ４２の画像検出用の通常画素の位置
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に通常画素のに換えて縦横に何個かおきに配置されるが、本発明はこれに限定されず、通
常画素の間の隙間に配置されていても良い。この場合には、通常画素の位置を制御画素７
６として用いる必要がないので、その分だけ、画素密度を上げることができる。
【００５３】
　制御画素７６は信号線５８との間にＴＦＴ５０が設けられておらず、信号線５８に直に
接続されているので、制御画素７６で発生した信号電荷は、直ちに信号線５８に読み出さ
れる。同列にある通常の画素４４がＴＦＴ５０をオフ状態とされ、信号電荷を蓄積する蓄
積動作中であっても同様である。このため制御画素７６が接続された信号線５８上の積分
アンプ６６には、制御画素７６で発生した電荷が常に流入する。蓄積動作時、積分アンプ
６６に蓄積された制御画素７６からの電荷は、所定のサンプリング周期でＭＵＸ７０を介
して電圧値としてＡ／Ｄ７２に出力され、Ａ／Ｄ７２は、入力された電圧値をデジタル電
圧値に変換して、露出制御用画素線量データとして、制御装置２０（の検出制御部２２の
ＡＥＣ部４０）に出力する。
　なお、本実施形態の画像検出デバイス１８は、複数の制御画素７６を有しているので、
本発明のＸ線検出素子を構成する。
　画像検出デバイス１８は、基本的に以上のように構成される。
【００５４】
　なお、上述したように、制御装置２０のデバイス制御部３４内には、メモリ３８のＸ線
画像データに対してオフセット補正、感度補正、および欠陥補正の各種画像処理を施すた
めの機能を備える回路（図示せず）が設けられている。オフセット補正回路は、Ｘ線を照
射せずにＦＰＤ４２から取得したオフセット補正画像をＸ線画像から画素単位で差し引く
ことで、信号処理回路６２の個体差や撮影環境に起因する固定パターンノイズを除去する
。
【００５５】
　感度補正回路は、ゲイン補正回路とも呼ばれ、各画素４４のフォトダイオード４８の感
度のばらつきや信号処理回路６２の出力特性のばらつき等を補正する。感度補正は被検体
がいない状態で所定の線量のＸ線を照射して得た画像から上記オフセット補正画像を差し
引いた画像を元に生成した感度補正データに基づき行う。感度補正データは、被検体がい
ない状態で所定の線量のＸ線を照射したときに、オフセット補正後のＸ線画像に乗算する
ことで各画素出力が一律同じになるよう、基準値からのずれを補正する係数を画素毎にも
つ。例えば画素Ａの出力が基準の１であるのに対して画素Ｂの出力が０．８であった場合
、画素Ｂの係数は１．２５（１／０．８＝１．２５）となる。
【００５６】
　欠陥補正回路は、出荷時に添付される欠陥画素情報に基づき、欠陥画素の画素値を周囲
の正常な画素の画素値で線形補間する。また、ＡＥＣの線量検出に用いられた採光野内の
制御画素７６の画素値も同様に補間する。
　オフセット補正画像、感度補正データは、例えば画像検出デバイス１８の出荷時に取得
されるか、定期メンテナンス時にメーカのサービスマンが、あるいは病院の始業時間帯に
オペレータが取得し、デバイス制御部３４の内部メモリに記録されて補正時に読み出され
る。
　なお、上記の各種画像処理回路を、デバイス制御部３４とは別に制御装置２０の検出制
御部２２内に設け、各種画像処理を行ってもよい。
【００５７】
　次に、制御装置２０の検出制御部２２のＡＥＣ部４０は、本発明の特徴とする部分であ
って、画像検出デバイス１８の制御画素７６で検出されたデジタル電圧信号（線量検出信
号）である線量データに基づいて被写体１４の採光野を認識して自動的決定し、採光野内
の制御画素７６による線量データの蓄積量が閾値に到達した時点でＸ線源１２のＸ線の照
射を停止させるための照射停止信号Ｓｐを生成するためのものである。
　ＡＥＣ部４０は、本発明のＸ線露出制御装置の主要部を構成し、図４に示すように、画
像検出デバイス１８から露出制御用画素線量データ（以下、単に線量データという）を読
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み出して蓄積する読出蓄積部７８と、蓄積線量データを記憶する蓄積用記憶領域８０及び
解析用線量データを記憶する解析用記憶領域８２を備えるメモリ８４と、メモリ８４の解
析用記憶領域８２に記憶された解析用線量データに基づいて自動的に被写体１６の採光野
を認識する採光野認識部８６と、採光野内の蓄積線量データに基づいて照射停止判定を行
う照射停止判定部８８と、照射停止判定に従って照射停止信号Ｓｐ（第１照射停止信号Ｓ
ｐ１）を生成する照射停止信号生成部９０と、Ｘ線源１２のＸ線の照射を停止させるため
に第２照射停止信号（Ｓｐ２）を生成する第２照射停止信号生成部９２と、Ｘ線源１２の
Ｘ線の照射を停止させるために（第１及び第２）照射停止信号Ｓｐ（Ｓｐ１、Ｓｐ２）を
線源制御部３６及び高電圧発生器２４を介してＸ線源１２に送信する送信部９４と、を有
する。
【００５８】
　読出蓄積部７８は、画像検出デバイス１８の制御画素７６で検出され、制御画素７６が
接続された信号線５８を介して取得され、所定のサンプリングタイミングで、例えば所定
のサンプリング周期で、Ａ／Ｄ７２でＡ／Ｄ変換されて出力された線量データを読み出す
と共に、Ｘ線の照射開始から所定の、例えば当該サンプリングタイミングまでにサンプリ
ング毎に読み出された線量データを加算することにより得られ、メモリ８４の蓄積用記憶
領域８０に記憶されていた蓄積線量データを読み出し、当該サンプリングタイミングで読
み出された線量データを読み出された蓄積線量データに加算して新たに清算蓄積した蓄積
線量データを算出し、蓄積用記憶領域８０に記憶させるためのものである。
【００５９】
　ここで、読出蓄積部７８は、照射スイッチ２６から撮影対象である被写体１４に対して
Ｘ線源１２からＸ線の照射を開始する開始タイミングを表す照射開始信号を受信した時点
で所定のタイミングまでの計時、即ち時間（サンプリング周期）の計測を開始するが、照
射スイッチ２６からの照射開始信号は、画像検出デバイス１８にも送信され、画像検出デ
バイス１８は、照射開始信号を受信した時点でリセット動作から線量検出動作に移行し、
制御画素７６による線量の検出、保持及び累積を開始する。
　なお、本発明では、Ｘ線源１２がＸ線の照射を開始する開始タイミングを、画像検出デ
バイス１８の制御画素７６による線量を検出した時点として検知し、この開始タイミング
信号を読出蓄積部７８に送信するようにしても良い。
【００６０】
　メモリ８４は、画像検出デバイス１８の制御画素７６に蓄積（累積）された線量を蓄積
線量データとして記憶しておくもので、サンプリングタイミング毎に累積された蓄積線量
データを記憶する蓄積用記憶領域８０と、採光野認識のための解析用線量データを記憶す
る解析用記憶領域８２とを備える。
　メモリ８４の蓄積用記憶領域８０は、制御画素７６毎に、Ｘ線の照射開始から当該サン
プリングタイミングまでに制御画素７６に蓄積された蓄積線量データを記憶しておく記憶
領域であり、記憶された蓄積線量データは、サンプリングタイミング毎に、サンプリング
周期でサンプリングされた線量データが累積された新たな蓄積線量データに更新される。
なお、画像検出デバイス１８のＦＰＤ４２の通常画素４４は、ＴＦＴ５０を備えるＴＦＴ
方式であるので、ＴＦＴ方式の場合、通常画素４４及び制御画素７６に蓄積された線量デ
ータを一旦読み出すと、通常画素４４及び制御画素７６に蓄積された線量データはリセッ
トされるため、サンプリングタイミング毎に読み出した蓄積線量データをその都度に別の
メモリに蓄積していく必要がある。そうしないと、全蓄積線量データを得ることができな
い。このために、画像検出デバイス１８が接続されるＡＥＣ部４０には、サンプリングタ
イミング毎に制御画素７６から読み出された蓄積線量データをその都度に順次蓄積してい
くために、メモリ８４の蓄積用記憶領域８０が必要となる。
　解析用記憶領域８２は、採光野認識部８６で採光野を自動的に決定するために採光野を
認識するための解析用線量データを記憶するための記憶領域であり、所定のタイミングで
、蓄積用記憶領域８０に記憶されていた蓄積線量データを読み出して記憶する。
【００６１】



(17) JP 5914404 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

　ここで、蓄積用記憶領域８０に蓄積される蓄積線量データと解析用記憶領域８２に取り
込まれた解析用線量データとで、空間分解能やビット分解能を変えるのが好ましく、解析
用線量データは、蓄積線量データよりも空間分解能及びビット分解能の少なくとも一方を
落とすのが好ましい。こうすることにより、解析用線量データのデータ量を圧縮して、採
光野認識部８６における解析用線量データに基づく解析処理を高速化することができる。
即ち、解析用記憶領域８２に取り込まれた解析用線量データは、制御画素７６による画像
データといえるが、画素数は少ないので、粗い画像となるが、採光野を認識するための解
析処理には充分な画像である。
【００６２】
　蓄積用記憶領域８０から解析用線量データとして蓄積線量データを読み出す所定のタイ
ミングは、採光野認識を安定して機能させるためには、ＳＮ比（Ｓ／Ｎ）が一定レベルに
達した状態にあるのが好ましい。
　また、このような所定のタイミングは、画像検出デバイス１８を用いた被写体１４のＸ
線画像撮影の多くのケースについて予め実施して、被写体の撮影部位やＸ線源１２の管電
流や管電圧等の少なくとも一つに応じて、採光野認識を安定して機能させるために適した
Ｓ／Ｎレベルに達したタイミングとして求めておくのが好ましい。この場合、この所定の
タイミングは、予め設定された固定タイミングであっても良いし、外部から指定された指
定タイミングであっても良い。更に、このような指定タイミングは、撮影部位に応じて予
め設定された設定値であっても良いし、Ｘ線源１２の管電流及び管電圧の少なくとも一方
に基づいて設定される値であっても良い。なお、Ｘ線源１２の管電流が大きいほど、同じ
照射線量を得るのに必要な照射時間は短くできるので、タイミングを短くすることができ
る。一方、Ｘ線源１２の管電圧が高いほど、同じ照射線量でも被写体を透過するＸ線量が
増えるので、タイミングを短くすることができる。
【００６３】
　採光野認識部８６は、Ｘ線照射途中までの複数の制御画素７６の線量データによって生
成される画像（各制御画素７６は蓄積線量データに応じた値を持つ）を解析処理して、照
射停止判定部８８の照射停止判定に用いる１以上の使用画素（採光野）を決定するもので
、メモリ８４の解析用記憶領域８２に記憶された解析用線量データに基づいて解析処理を
行い、Ｘ線撮影される被写体１６の撮影部位１６ａの採光野を自動的に認識して自動的に
決定する。なお、採光野認識部８６が、読み出した制御画素７６毎の解析用線量データに
基づいて解析処理を行い、採光野（使用画素）を決定するために、メモリ８４の解析用記
憶領域８２を参照して、解析用記憶領域８２に記憶されている解析用線量データを読み出
すのは、解析用線量データが解析用記憶領域８２に記憶された時点以降であれば、何時で
も良いが、解析用記憶領域８２に解析用線量データが記憶された直後であるのが好ましい
。
　採光野認識部８６が行う採光野の認識処理方法は、１以上の使用画素又は１以上の使用
画素を含む使用画素領域として採光野が認識でき、採光野が自動的に決定できれば、特に
制限的でなく、如何なる認識方法であっても良いが、例えば、以下に示す採光野の認識方
法を実施することができる。以下に、採光野の認識方法を示す。
【００６４】
　まず、第１例として、全制御画素７６の線量データ値の統計量から所定の条件を満たす
制御画素７６を採光野として決定することがきる。以下、制御画素７６の線量データ値を
単に画素値という。また、以下でいう画素は、制御画素７６を意味する。
　即ち、複数の制御画素（線量検知用画素)７６の画素値(線量情報）から、画素特徴を使
って採光野を決定し設定しても良い。
　例えば、ヒストグラム解析により、直接Ｘ線領域の可能性がある高濃度側画素、及び絞
り領域の可能性がある低濃度側画素を除外した領域、即ち、全画素値の中央値（累積ヒス
トグラムで４０～６０％）の制御画素７６を採光野として決定する。或いは、全画素値の
分散（σ２）を求め、平均値からα×σ（αは定数）以上離れた制御画素７６を除外して
、残った制御画素７６を採光野として決定する。
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　なお、採光野を全画素値の分布のみから決定する方法は、被写体領域、直接Ｘ線領域、
及び照射野外領域の面積率が極端に偏ると失敗しやすいという問題があるので、標準的な
被写体領域、直接Ｘ線領域、及び照射野外領域の面積率を持つ場合に用いるのが好ましい
。
【００６５】
　また、ヒストグラム解析により、２値化閾値（ヒストグラム中心等）を算出し、閾値以
上の画素の重心を含む所定の大きさの領域を採光野として設定しても良い。被写体は、直
接Ｘ線領域や皮膚辺縁近傍等の高濃度領域に囲まれ、高濃度重心は被写体内である可能性
が高いため、重心を含む領域を採光野として設定することができる。所定の大きさとは、
従来型ＡＥＣにおいて採用されていた、例えば、直径８ｃｍ程度の円形領域としても良い
し、画像サイズに基づいて決めても良い。例えば、直径が画像辺の半分である円領域等と
しても良い。さらに、円領域から直接Ｘ線領域の可能性がある高濃度領域や照射野外の可
能性がある低濃度領域を除外しても良い。
【００６６】
　次に、第２例として、複数の特徴、例えば複数の画素特徴や近傍画素の特徴を組み合わ
せて被写体画素を特定して抽出し、特定された被写体画素の一部又は全部を含む被写体領
域又は被写体領域全体を採光野として決定する。
　例えば、特開昭６３－２３３６５８号公報に開示のように、ヒストグラムに基づいて直
接Ｘ線領域を除外し、差分ヒストグラムに基づいて照射野外領域を除外することにより、
被写体領域を抽出することができる。或いは、特開２００４－０７８９３９号公報に開示
のように、セグメンテーションや機械学習を用いることもできる。識別したい対象として
、被写体、直接Ｘ線、照射野外の３つを学習させればよい。例えば、被写体画素らしさ、
直接Ｘ線らしさ、照射野外らしさを機械学習させればよい。
　その他にも公知の機械学習方法（AdaBoost、Support Vector Machineなど）を用いて、
これら３つ（被写体、直接Ｘ線、照射野外）を判別する条件や特徴を学習させ、被写体領
域を識別することができる。
　なお、被写体領域を検出し、被写体領域の画素値の中央値（３０～７０％等）の画素を
採光野としても良い。
【００６７】
　なお、被写体領域の代わりに、照射野外領域を除いて、被写体領域及び直接Ｘ線領域か
らなる照射野内領域を採光野として決定しても良い。即ち、例えば、複数の画素特徴や近
傍画素の特徴を組み合わせてＸ線が照射された照射野内画素を特定して抽出し、特定され
た照射野内画素の一部又は全部を含む照射野内領域又は照射野内領域全体を採光野として
決定しても良い。
　例えば、本出願人の特許に係る特許３９２３１３１号公報に開示の照射野認識方法を適
用して、画像中の所定の点について設定した放射状の直線方向に沿ってエッジ候補点を検
出し、これらのエッジ候補点についてハフ(Ｈｏｕｇｈ)変換を用いて所定数の基準候補線
を求め、これらの基準候補線で囲まれる領域を照射野内領域と定めることができる。
【００６８】
　また、本出願人の特許に係る特許３７６５９２０号公報に開示の照射野外黒化処理装置
に用いられる照射野を規定する方法を適用して、複数の照射野形状のテンプレート情報を
記憶保存しておき、放射線画像の照射野形状を特定することができる情報を入力し、記憶
保存された複数の照射野形状のテンプレート情報から入力された照射野形状の情報に基づ
いてこれに対応するテンプレートを選択し、選択されたテンプレートと放射線画像との位
置及び方向のマッチングを行って、放射線画像の照射野を規定して照射野内領域とするこ
とができる。
　なお、上述のようにして、照射野内領域を検出し、照射野内領域の画素値の中央値（３
０～７０％等）の画素を採光野としても良い。
　また、上述のようにして、照射野内領域を検出し、照射野内領域の画素から、直接Ｘ線
領域の可能性がある高濃度画素（ヒストグラム全幅の黒側３０％等）を除外した領域、若
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しくはその領域の中央値（３０～７０％等）を採光野としても良い。
【００６９】
　さらに、複数の制御画素７６の画素値から、複数の画素特徴や近傍画素の特徴を組み合
わせて採光野を決定し設定しても良い。
　例えば、隣接する画素の画素値に基づいて微分重心を算出し、微分重心を含む所定の大
きさの領域を採光野として設定することができる。所定の大きさは、上述した画素重心の
場合と同様に考えることができる。
　さらにまた、複数の制御画素７６の画素値をまとめて１画素にした縮小画像の画素特徴
に基づいて採光野を特定しても良い。
【００７０】
　また、第３例として、被写体領域の中から、さらに特定の制御画素７６を抽出して採光
野として決定する。即ち、被写体画素を特定した上で、特定された被写体画素を統計解析
して採光野を決定する。
　例えば、被写体領域における中央値（累積ヒストグラムで４０～６０％）の画素を採光
野として決定する。高線量側と低線量側を除外することにより、被写体領域に直接Ｘ線領
域や照射野外領域が混入した場合の影響を緩和することができる。逆に、高線量（高露出
）制御画素を採光野にしても良いし、低線量（低露出）制御画素を採光野としても良い。
　被写体領域に属する画素の重心位置や分散を組み合わせて、被写体領域重心をより重視
することにより、被写体領域に直接Ｘ線領域や照射野外領域が混入した場合の影響を緩和
することもできる。
　被写体領域の識別結果を各画素について多値で算出し、これを信頼度として重みづけす
ることもできる。
【００７１】
　あるいは、採光野認識部８６において、撮影部位等の撮影対象に応じて選択可能なモー
ドをいくつか用意して、切り替えて使えるようにすることもできる。
　例えば、被写体領域、照射野内領域、又は複数の画素特徴やその近傍の画素特徴から設
定される領域における高線量側の画素（例えば、線量の累積ヒストグラムで８０～９０％
）を採光野とする（高露出画素優先指定）モードＡ、上述の被写体領域等の領域における
低線量側の画素（例えば、累積ヒストグラムで２０％～４０％）を採光野とする（低露出
画素優先指定）モードＢ等を用意して、肺野を観察したい検査ではモードＡ、骨を観察し
たい検査ではモードＢを外部から指定して切り替えられるようにするのが好ましい。ここ
で、モードＡ及びＢに加え、中間線量の画素（累積ヒストグラムで４０～６０％）の画素
を採光野とする（標準指定）モードＣを用意して、３つのモードを切り替えられるように
しても良い。
【００７２】
　例えば、中間線量の画素、即ち中央値についての算出方法も、上述の累積ヒストグラム
で４０～６０％に限定されず、複数の様々な算出方法を用いることができる。例えば、中
央値として、累積ヒストグラムの３０～７０％をとる方法もあるし、また、直接Ｘ線領域
の可能性が高い高濃度領域を、ヒストグラム全幅に対し、高濃度側の所定割合の部分だけ
除外した後に、累積ヒストグラムの所定割合を取る方法もある。後者の場合には、直接Ｘ
線領域の面積に左右され難いという利点がある。また、低濃度側領域においても、同様の
ことが当て嵌まり、股関節撮影等で用いられるプロテクタを除外する用途に用いることが
できる。この場合には、中央値として、プロテクタの可能性が高い低濃度領域を、ヒスト
グラム全幅に対し、低濃度側の所定割合の部分だけ除外した後に、累積ヒストグラムの所
定割合を取ることになる。その結果、プロテクタの面積に影響され難くなるという利点が
ある。
【００７３】
　また、選択可能な複数のモードは、少なくとも、Ｘ線照射中に、所定タイミングで複数
の制御画素７６の画素値（解析用線量データ）を解析することにより採光野を設定するモ
ードＤと、外部から採光野を指定するモードＥとを含んでいても良い。
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　また、選択可能な複数のモードは、上記で特定された被写体画素の画素値（線量データ
）に基づいて採光野（制御画素）を設定するモードＦと、上記で特定された照射野内画素
の画素値に基づいて採光野を設定する第モードＧと、上述した複数の画素特徴及びその近
傍の画素特徴を組み合わせて採光野を設定するモードＨ、上述した画素特徴を使って採光
野を設定するモードＩとの、少なくとも一つのモードを含んでいても良い。
【００７４】
　採光野認識部８６において、複数のモードを用意し、画像の特徴に応じて選択されるモ
ードで採光野（制御画素）を設定しても良い。
　採光野認識部８６で用意される複数のモードは、上述した種々のモードであって良い。
　例えば、画像全体のヒストグラムの内、直接Ｘ線領域の可能性がある高濃度側の一定範
囲を除外したヒストグラム形状を見た時に、ヒストグラム幅が狭い場合には、絞られてい
ない画像と判断し、照射野認識等はせずに、直接Ｘ線領域を除外した累積ヒストグラムの
中央値近傍を採光野とすることができる。
【００７５】
　ここでは、複数のモードから選択されるモードを、被写体領域、又は照射野内領域の特
徴に基づいて決定することができる。
　例えば、検出した領域（被写体領域、照射野内領域、照射野内領域の内の直接Ｘ線領域
を除く領域(黒側の所定範囲を除外した領域）の面積に応じてモードを切り替えることが
できる。例えば、指等の小さな部位（小さく絞る部位）は、被写体領域を正しく検出でき
ない可能性があるので、照射野内領域の画素に基づいて採光野を決定する。一方、検出し
た領域の面積が大きい場合には、被写体領域の画素に基づいて採光野を決定する。例えば
、面積が大きい場合には、中央値の定義をヒストグラムの３０～７０％とし、小さい場合
には、中央値の定義をヒストグラムの１０～９０％とする。
　また、被写体領域や照射野内領域が検出されなければ、領域に基づかないモード切替方
法に切り替える。例えば、画像全体のヒストグラムの中央値近傍を採光野に設定する方法
や、外部から与えられる固定採光視野に設定する方法等に切り換えることができる。更に
は、採光野を設定せずに、予め部位毎に設定された線量条件での撮影に切替えてもよい。
【００７６】
　採光野認識部８６において、複数のモードを用意し、これらの複数のモードで、それぞ
れ使用される制御画素７６を検出し、検出された制御画素７６の特徴に応じて設定する採
光野内の制御画素７６を決定しても良い。
　採光野認識部８６で用意される複数のモードは、上述した種々のモードであって良い。
　例えば、被写体領域や照射野内領域に基づいて検出した採光野が小さい場合には、信頼
度が低いと判断し、画像全体のヒストグラムに基づいて採光野を決めても良いし、採光野
を固定採光視野に決めても良いし、又は、採光野を決定せずに、予め部位毎に設定された
線量条件での撮影に切替えてもよい。
　また、被写体画素や照射野内画素の累積ヒストグラムの中央値の定義を、１０～９０％
、３０～７０％及び４０～６０％等複数算出しておき、被写体画素や照射野内画素の領域
の面積に応じて使用する定義を切り替えても良い。
　さらに、被写体領域や照射野内領域が検出されなければ、領域に基づかないモード切替
方法に切り替える。例えば、画像全体のヒストグラムの中央値近傍を採光野に設定する方
法や、外部から与えられる固定採光視野に設定する方法等に切り換えることができる。更
には、採光野を設定せずに、予め部位毎に設定された線量条件での撮影に切替えてもよい
。
　更に又、複数モードで採光野を検出しておいて、例えば被写体領域面積等の画像の特徴
から算出する採光野の信頼度に応じて、どのモードで算出した採光野を選択するか決定し
ても良い。
【００７７】
　なお、採光野認識部８６において、採光野の特定に失敗した場合には、採光野認識処理
に用いる解析用線量データを更新してから採光野認識処理を再実行する、即ち、別のタイ
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ミングでメモリ８４の蓄積用記憶領域８０から読み出された蓄積線量データを新しい解析
用線量データとして解析用記憶領域８２に記憶させた後に、新しい解析用線量データを採
光野認識処理に供するのが好ましい。
【００７８】
　照射停止判定部８８は、蓄積線量データに基づいて照射停止判定を行うもので、採光野
認識部８６によって決定された採光野内の到達線量の閾値を取得すると共に、閾値に対す
るメモリ８４の蓄積用記憶領域８０の蓄積線量データのモニタリングを行うもので、所定
のモニタリングタイミングにおいてメモリ８４の蓄積用記憶領域８０から蓄積線量データ
を読み出して、読み出された蓄積線量データと取得された閾値とを比較する。その結果、
照射停止判定部８８は、読み出された蓄積線量データが、閾値に達していれば、又は閾値
を超えていれば、その旨の結果を、照射停止判定信号生成部９０へ出力し、閾値に達して
いなければ、又は超えていなければ、次のモニタリングタイミングを待ち、次のモニタリ
ングタイミングにおける照射停止判定を行う。即ち、照射停止判定部８８は、読み出され
た蓄積線量データが、閾値に達する、又は閾値を超えるまで、照射停止判定を続けて行う
。
　ここで、照射停止信号生成部９０で用いられる閾値は、照射停止判定部８８の採光野認
識処理によって決定される採光野の閾値であるが、この閾値は、予め決定されるべき採光
野に対応する撮影部位等の撮影対象、撮影条件、又は上述したような複数のモードに応じ
て、若しくは基づいて設定しておくのが好ましい。したがって、複数のモードに基づいて
閾値を切り替えるのが好ましい。
　なお、このようにして設定された閾値であっても、使用前に、画像検出デバイス１８の
デバイス特性差を吸収するように補正するのが好ましい。また、送信部９４による通信で
は、有線と無線では通信のタイムラグが異なることを考慮すると、この閾値は、送信部９
４による通信の遅延差を吸収するように補正するのが好ましい。
【００７９】
　照射停止信号生成部（第１照射停止信号生成部）９０は、照射停止判定部８８による照
射停止判定に従って照射停止信号Ｓｐ（第１照射停止信号Ｓｐ１）を生成するもので、モ
ニタリングタイミングにおいてメモリ８４の蓄積用記憶領域８０から読み出された蓄積線
量データが、先に取得された閾値に達していた、又は閾値を超えていたと判定された判定
結果を照射停止判定部８８から受信して、Ｘ線源１２のＸ線の照射を停止するための照射
停止信号Ｓｐ（第１照射停止信号Ｓｐ１）を生成するものである。
【００８０】
　第２照射停止信号生成部９２は、Ｘ線源１２に過大な負荷を与えたり、損傷を与えたり
することがないように、画像検出デバイス１８の採光野内の制御画素７６の蓄積線量デー
タとは異なる情報、例えばＸ線照射時間、画像検出デバイス１８の採光野外の制御画素７
６の蓄積線量データに基づく情報、撮影部位等の撮影対象の情報等に応じてＸ線源１２の
Ｘ線の照射を停止させるために照射停止信号Ｓｐ（第２照射停止信号Ｓｐ２）を生成する
ものである。第２照射停止信号生成部９２としては、例えば、Ｘ線源１２のＸ線管負荷又
は負荷時間が指定の設定値（閾値）に達した時にＸ線の照射を停止させるための照射停止
信号Ｓｐを生成するバックアップタイマが挙げられる。
　例えば、Ｘ線照射開始からのＸ線照射時間を計時して、Ｘ線照射時間が所定の閾値を超
えたら、第２照射停止信号Ｓｐ２を生成するようにしても良い。
　また、採光野画素群以外の線量データをも用いて第２照射停止信号Ｓｐ２を生成しても
良い。線量検知用制御画素７６群の全ての統計量、例えば、最大値、最小値、中央値等を
用いることもできる。又は、被写体画素群と、被写体画素群を除いた画素群のそれぞれの
統計量、例えば、最大値、最小値、中央値等を用いることもできる。
　なお、閾値は、撮影対象となる被写体１２、又はその撮影部位の被曝可能量等に応じて
予め設定されているのが好ましい。具体的には、胸部と腰椎とで、閾値、例えば、バック
アップタイマの設定値を切り替えるのが好ましい。
　さらに、閾値は、複数のモードの情報、及び撮影条件の情報の少なくとも１つに基づい
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て予め設定されているのが好ましい。具体的には、複数のモードの情報として大きい被写
体と小さな被写体とで、閾値、例えば、バックアップタイマの設定値を切り替えるのが好
ましい。また、撮影条件の情報として、管電圧が大きい時は、バックアップタイマを短く
、管電圧が小さい時は、バックアップタイマを長くするのが好ましく、管電流が大きい時
は、バックアップタイマを短く、管電流が小さい時は、バックアップタイマを長くするの
が好ましい。
【００８１】
　送信部９４は、Ｘ線源１２のＸ線の照射を停止させるために照射停止信号Ｓｐ（第１又
は第２照射停止信号Ｓｐ１又はＳｐ２）を線源制御部３６及び高電圧発生器２４を介して
Ｘ線源１２に送信するもので、第１及び第２照射停止信号生成部９０及び９２と線源制御
部３６との間、線源制御部３６と高電圧発生器２４との間、及び高電圧発生器２４とＸ線
源１２との間の通信を制御し実行するためのものである。
　なお、送信部９４によるＸ線源１２のＸ線の照射を停止させるため照射停止信号Ｓｐ（
Ｓｐ１又はＳｐ２）の送信は、有線であっても、無線であっても良い。なお、図示例は、
第１及び第２照射停止信号生成部９０及び９２と線源制御部３６との間、線源制御部３６
と高電圧発生器２４との間、及び高電圧発生器２４とＸ線源１２との間の通信を有線によ
って行う例であるが、本発明はこれに限定されず、一部若しくは全てを無線で行うように
構成しても良い。
【００８２】
　また、上述した例は、第１及び第２照射停止信号生成部９０及び９２で、照射停止信号
Ｓｐ（Ｓｐ１、Ｓｐ２）を生成してＸ線源１２に送信し、そのＸ線の照射を停止している
が、本発明はこれに限定されず、第１又は第２照射停止信号生成部９０又は９２から、常
時、所定の周期で照射継続信号（照射許可信号）を送信し続け、照射停止信号Ｓｐ（Ｓｐ
１及びＳｐ２）を生成する代わりに、照射継続信号の送信を停止することにより、線源制
御部３６と高電圧発生器２４とを介したＸ線源１２のＸ線の照射の停止を実行させるよう
にしても良い。
　また、図４に示すように、照射停止信号Ｓｐの信号種別、例えば採光野内の制御画素７
６の蓄積線量（データ）に基づく第１照射停止信号Ｓｐ１か、又は採光野内の制御画素７
６の蓄積線量（データ）とは異なる情報に基づく、例えばＸ線照射時間の閾値超過による
第２照射停止信号Ｓｐ２かを、例えば、ディスプレイ３０等の報知ユニットに表示してユ
ーザ（例えば放射線技師）等に報知するようにするのが好ましい。なお、本発明では、照
射停止信号Ｓｐの信号種別を、ディスプレイ３０に表示する代わりに、図示しないが、報
知ユニット、例えば、インジケータ等で示すようにしても良いし、警報機やスピーカ等の
音声発生ユニットで音声やや識別可能な音やメロディ等で報知するようにしても良い。
　本発明に用いられるＡＥＣ部４０は、基本的に以上のように構成される。
【００８３】
　次に、本発明のＸ線画像撮影システムのＸ線画像検出装置のＸ線露出制御装置の作用及
びそのＡＥＣ部におけるＡＥＣの手順について説明する。
　図５及び図６は、それぞれ本発明のＸ線画像撮影システムのＸ線画像検出装置のＸ線露
出制御装置のＡＥＣ部で行われるＡＥＣの手順の一例を説明するフローチャート及び模式
的説明図である。図７は、本発明のＸ線画像撮影システムのＸ線画像撮影の流れの一例を
模式的に示すチャートである。
【００８４】
　まず、Ｘ線画像検出装置１４のＸ線露出制御装置によるＡＥＣに先立って、Ｘ線撮影シ
ステム１０においてＸ線撮影を行う場合の準備について説明する。
　まず、被写体１６を撮影台の前の所定の位置に立たせ、立位撮影台にセットされた画像
検出デバイス１８の高さや水平位置を調節して、被写体１６の撮影部位と位置を合わせる
。また、画像検出デバイス１８の位置および撮影部位の大きさに応じて、Ｘ線源１２の高
さや水平位置、照射野の大きさを調整する。次いで制御装置２０に撮影条件を設定する。
　この時、Ｘ線撮影前の待機モードでは、制御部６４はＦＰＤ４２にリセット動作を繰り
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返し行わせている。
　こうして、Ｘ線撮影を行う場合の準備が終了する。
【００８５】
　図５に示すステップＳ１０において、照射スイッチ２６が二段階押しされて制御装置２
０から照射開始信号が出力されると、画素４４および採光野外の制御画素７６がリセット
動作から蓄積動作に移行され、撮影モードに切り替えられると共に、ステップＳ１２にお
いて、図７に示すように、Ｘ線源１２によるＸ線の照射が開始される。これに伴い発生し
た電荷は、画素４４の場合はフォトダイオード４８に蓄積され、制御画素７６の場合は信
号線５８を通じて積分アンプ６６に流れ込み、積算されてアナログ電圧値に変換され、変
換されたアナログ電圧値は、ＣＤＳ６８に所定時間保持される。
【００８６】
　次に、ステップＳ１４において、ＣＤＳ６８に所定時間保持されたアナログ電圧値は、
線量検出信号として所定のサンプリング周期でＡ／Ｄ７２に出力され、Ａ／Ｄ７２でデジ
タル線量データに変換され、所定のサンプリング周期で画像検出デバイス１８から出力さ
れ、図６に示すように、制御装置２０の検出制御部２２のＡＥＣ部４０の読出蓄積部７８
によって、所定のサンプリング周期で読み出され、メモリ８４の蓄積用記憶領域８０に加
算して蓄積線量データとして記憶することが、後段のステップＳ２２において照射停止信
号が生成されるまで、繰り返される。
　ステップＳ１６において、図６に示すように、所定のタイミングで、メモリ８４の蓄積
用記憶領域８０の蓄積線量データが解析用記憶領域８２に取り込まれて解析用線量データ
（画像）として移される。即ち、解析用線量データによる画像が取得される。この所定の
タイミングは、固定であっても、撮影部位や撮影条件に応じて可変であっても良い。
【００８７】
　ステップＳ１８において、図６に示すように、解析用記憶領域８２内の解析用線量デー
タを参照して、採光野認識部８６が、採光野認識処理を実行し、採光野を自動的に決定す
る。
　ステップＳ２０において、図６に示すように、照射停止判定部８８が、所定のモニタ周
期（モニタリングタイミング）で、採光野認識部８６で決定された採光野と、そのモニタ
リングタイミングでの蓄積用記憶領域８０の蓄積線量データ（画像）とを参照して、その
モニタリングタイミングにおける採光野の到達線量データを取得する。
【００８８】
　次に、ステップＳ２２において、図６に示すように、照射停止判定部８８が、取得した
採光野の到達線量データと、予め設定されていた閾値とを比較し、この閾値に達したか否
かを判定する照射停止判定を行い、採光野の到達線量データが閾値に達していれば、又は
閾値を超えていれば、ステップＳ２４において、図６に示すように、照射停止信号生成部
９０が照射停止信号を生成する。
　一方、ステップＳ２２において、取得した採光野の到達線量データが閾値に達していな
ければ、ステップＳ２０に戻り、次のモニタリングタイミングにおける採光野の到達線量
データを取得し、ステップＳ２２で照射停止判定を行うことを取得した採光野の到達線量
データが閾値に達して、ステップＳ２４で照射停止信号が生成されるまで繰り返す。
　即ち、図７に示すように、ステップＳ２０の採光野の到達線量データの取得とステップ
Ｓ２２の照射停止判定とは、採光野の線量を監視している期間である。
　こうして、ＡＥＣ部４０におけるＡＥＣの照射停止信号の生成手順が終了する。
【００８９】
　この後、図７に示されるように、照射停止信号生成部９０で生成された照射停止信号は
、送信部９４から線源制御部３６及び高圧発生部２４を介してＸ線源１２に送られ、Ｘ線
源１２によるＸ線の照射は停止される。即ち、制御装置２０では、線源制御部３６により
高電圧発生器２３からＸ線源１２への電力供給が停止され、これによりＸ線の照射が停止
される。
【００９０】
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　制御部６４の制御の下、画素４４のフォトダイオード４８に蓄積された電荷は、信号線
５８を通じて積分アンプ６６に流れ込み、Ｘ線画像検出信号として積分アンプ６６から所
定のサンプリング周期でＡ／Ｄ７２に出力され、デジタルＸ線画像データに変換されて、
画像検出デバイス１８から制御装置２０の検出制御部２２のメモリ３８に出力され、各種
画像処理回路により、読み出し動作でメモリ３８に出力されたＸ線画像データに対して各
種画像処理が行われ、こうして、図７に示されるように、一枚分のＸ線画像が生成される
。Ｘ線画像は、制御装置２０のディスプレイ３０に表示されて診断等に供される。
【００９１】
　なお、上述した例では、図６に示すように、ＡＥＣ部４０の読出蓄積部７８による制御
画素７６の線量データの読み出しは、１枚の撮影画像全体を１回の読み出しタイミングで
読み出しているが、本発明は、これに限定されず、図８に示すように、１枚の撮影画像全
体を複数回、図示例では４回の読み出しタイミングで時分割で読み出しても良い。こうす
ることにより、１回の読出データ量を少なくできるので、高速読み出しが可能となる。
【００９２】
　本実施形態の画像検出デバイス１８のように、通常の画素４４と露出制御用画素７６と
を混在させる場合において、制御画素７６を構成する際に、計算量を考えると制御画素７
６は少ない方がよいが、少ないほどＳ／Ｎは悪くなる。このため、図９（Ａ）、（Ｂ）及
び（Ｃ）に示すように、複数の画素群を加算して１つの露出制御用画素情報を生成するよ
うに構成することにより、Ｓ／Ｎの向上をはかることができる。図９（Ａ）に示す画像検
出デバイス１８において、図９（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、露出制御用画素７６を２
×２画素(４画素）を１つにまとめて、１つの情報を生成するようにすることにより、Ｓ
／Ｎを向上させることができる。
　更に、ＡＥＣ部４０の採光野認識部８６による採光野認識処理を短時間で精度よく行う
ために、図９（Ｂ）及び（Ｃ）に示す露出制御用画素７６の構成を組み合わせて使うのが
好ましい。即ち、被写体領域（被写体画素群）は、図９（Ｃ）に示すように、２×２（４
）画素を１つにまとめた露出制御用画素７６の構成を用いて生成した１つの画素情報に基
づいて粗い領域として見つけ、見つけられた被写体領域内で使用画素（採光野）を決める
際に、被写体領域内において、図９（Ｂ）示す露出制御用画素７６の２×２画素(４画素
）の構成に戻して解析する。こうすることにより、短時間で精度よく採光野となる画素を
決定することができる。
【００９３】
　本実施形態の画像検出デバイス１８のように、通常の画素４４の一部が露出制御用画素
７６に使われている場合、通常の画素４４には、Ｘ線照射中に情報が蓄積され、照射停止
後に読み出され画像生成されるのに対して、露出制御用画素７６は、Ｘ線照射中にすでに
情報が読み出されているので、そのままでは照射停止後の画像形成に利用できず、露出制
御用画素７６は、通常の画素４４に対して欠陥画素となってしまう。
　このため、照射停止後の画像生成に際し、露出制御用画素７６に該当する位置に対して
は、公知の画素欠陥補正と同様の方法を適用して欠陥画素に該当する露出制御用画素７６
の画像データを補完することもできるし、Ｘ線照射中に露出制御するために読み出した情
報をメモリ８４から読み出して用いることにより、画素４４の画像データと同様に画像生
成に使用することもできる。
【００９４】
　以上説明したように、本発明によれば、Ｘ線撮影中に撮影被写体の採光野を認識して決
定することにより、被写体のポジショニングによらず、安定したＸ線の露出制御を行うこ
とができる。
　したがって、本発明によれば、被写体（撮影部位）に応じた適正な露出線量（曝射）で
Ｘ線照射を停止させることができ、即ち、被写体に応じてＸ線撮影時の照射線量を適正に
制御することができ、種々の異なる部位の撮影であっても、常に同一の撮影環境で、適切
な濃度のＸ線画像を取得することができる。
　すなわち、本発明によれば、被写体、即ちその撮影部位がどこであっても、又は被写体
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が全身のどこであっても、適正線量で安定した撮影を行うことができる。
【００９５】
　上述した本発明の第１実施形態では、Ｘ線画像撮影システム１０は、Ｘ線画像検出のた
めの画像検出用の通常の画素４４と露光制御用画素７６とが混在するＸ線画像検出デバイ
ス１８を用いるものであったが、本発明はこれに限定されず、図１０に示すように、Ｘ線
画像検出のための画像検出用の通常の画素４４のみからなるＸ線画像検出専用デバイスと
、露光制御用画素７６のみからなるＸ線露出制御デバイスを用いるＸ線画像撮影システム
であっても良い。
【００９６】
　図１０は、本発明の第２の実施形態に係るＸ線露出制御装置を備えるＸ線画像検出装置
が適用されるＸ線画像撮影システムの他の実施例を模式的に示す概略説明図である。
　図１１（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図１０に示すＸ線画像撮影システムに用いられる
Ｘ線画像検出専用デバイス及びＸ線露出制御デバイスの一実施例を説明する説明図である
。
　図１２は、図１０に示すＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出装置の制御装
置の一実施例を説明する説明図である。図１３は、図１０に示すＸ線画像撮影システムの
Ｘ線画像撮影の流れの一例を模式的に示すチャートである。
　なお、これらの図に示す本発明の第２の実施形態のＸ線画像撮影システム１００と、図
１～図７に示す本発明の第１の実施形態のＸ線画像撮影システム１０とは、第１の実施形
態のＸ線画像検出デバイス１８の代わりに、それがＸ線画像検出専用デバイス１０４及び
Ｘ線露出制御デバイス１０６に分離されたものを用いている点に違いを有するが、それ以
外は同様の構成を有するので、同一の構成要素には、同一の参照符号を付しその詳細な説
明は省略する。
【００９７】
　同図に示すように、Ｘ線画像撮影システム１００は、Ｘ線源１２と、Ｘ線画像検出装置
１０２とを有し、Ｘ線画像検出装置１０２は、Ｘ線源１２と対向するに設けられ、被写体
１６（撮影部位）を透過してきたＸ線像を受像するＸ線画像検出専用デバイス（以下、画
像専用デバイスという）１０４と、被写体１６の撮影位置と画像専用デバイス１０４との
間に配置されるＸ線露出制御デバイス（以下、単に制御デバイス）１０６と、Ｘ線源１２
や画像専用デバイス１０４及び制御デバイス１０６の動作制御やＸ線画像の画像処理等を
行う等、Ｘ線画像撮影システム１０の全体の動作を制御する制御装置１０８とを有する。
　本実施形態においては、Ｘ線露出制御デバイス１０６と、制御装置１０８の内の制御デ
バイス１０６の動作制御を行う部分が、本発明のＸ線露出制御装置を構成する。
【００９８】
　画像専用デバイス１０４は、図１１（Ａ）に示すように、全ての画素が通常の画素４４
である点を除いて、図３に示すＸ線画像検出デバイス１８と全く同様の構成を有するので
、図１１（Ａ）には、詳細な構成は省略し、画素４４の配列のみを模式的に記載する。
　一方、制御デバイス１０６は、図１１（Ｂ）に示すように、複数、図示例では分散して
９画素設けられる全ての画素が露出制御用画素７６である点を除いて、図３に示すＸ線画
像検出デバイス１８と全く同様の構成を有するので、図１１（Ｂ）には、詳細な構成は省
略し、画素７６の配列のみを模式的に記載する。図示例では、制御デバイス１０６では、
制御画素７６のＳ／Ｎ向上のために、画像専用デバイス１０４に用いられる通常画素４４
より画素サイズが大きなものが用いられている。
【００９９】
　制御装置１０８は、図１２に示すように、装置全体の動作を統括的に制御するＸ線検出
制御部（以下、単に検出制御部という）１１０と、検出制御部１１０に接続される高電圧
発生器２４、照射スイッチ２６、入力デバイス２８、ディスプレイ３０、及びメモリ３２
等とを有する。
　検出制御部１１０は、デバイス制御部３４と、線源制御部３６と、メモリ３８と、Ｘ線
露出制御部（以下、ＡＥＣ部ともいう）４０と、を有する。
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　ここで、検出制御部１１０の構成は、図２に示す検出制御部２２と同様であるが、制御
デバイス１０６がＡＥＣ部４０に直接接続され、制御デバイス１０６の線量データがＡＥ
Ｃ部４０に入力され、一方、画像専用デバイス１０４は、メモリ３８に直接接続され、画
像専用デバイス１０４の画像データがメモリ３８に入力され、記憶される。
【０１００】
　図１３に示すように、本第２実施形態のＸ線画像撮影システム１００のＸ線画像撮影の
流れは、ＡＥＣでは、制御デバイス１０６の制御画素７６の線量データが用いられている
ものの、Ｘ線照射開始（図５のステップＳ１０参照）からＸ線照射停止（図５のステップ
Ｓ２４参照）までの間の採光野認識（図５のステップＳ１８参照）及び採光野の線量監視
（図５のステップＳ２０～Ｓ２２参照）は、図７に示す本第１実施形態のＸ線画像撮影シ
ステム１０のＸ線画像撮影の流れの中の自動露出制御（ＡＥＣ）と同様に行うことができ
る。一方、本第２実施形態のＸ線画像撮影システム１００のＸ線画像形成では、画像専用
デバイス１０４のＸ線画像データが用いられているが、Ｘ線画像形成自体は、図７に示す
本第１実施形態のＸ線画像撮影システム１０のＸ線画像撮影の流れの中の画像形成と同様
に行うことができる。
【０１０１】
　以上から、本第２実施形態のＸ線画像撮影システム１００は、第１の実施形態のＸ線画
像検出デバイス１８を分離して、Ｘ線画像検出専用デバイス１０４及びＸ線露出制御デバ
イス１０６を用いても、第１の実施形態のＸ線画像撮影システム１０と全く同様に、ＡＥ
Ｃ及びＸ線画像形成を行うことができる。従って、本第２実施形態のＸ線画像撮影システ
ム１００においても、第１の実施形態のＸ線画像撮影システム１０と全く同様な効果を得
ることができる。
　なお、本第２実施形態のＸ線画像撮影システム１００のように、本発明は、ＡＥＣによ
るＸ線照射停止信号Ｓｐの生成を、Ｘ線画像形成と独立して行うことができるので、Ｘ線
画像形成とＡＥＣとを別体で行うＸ線画像撮影システムにも適用可能である。例えば、画
像検出とＡＥＣとを別体で行う特開平９－７３１４４号公報に開示の放射線検出装置や、
本第２実施形態のＸ線画像撮影システム１００のＸ線画像形成にＤＲ方式のＦＰＤを備え
るＸ線露出制御デバイス１０６の代わりに、ＣＲ方式の蓄積性蛍光体シート（ＩＰ）を用
いるＸ線画像撮影システムにも、Ｘ線フィルム方式のＸ線画像撮影システムにも、適用可
能である。
【０１０２】
　もちろん、本発明は、第１の実施形態のＸ線画像撮影システムのように、画像検出用の
通常の画素と露光制御用画素とが混在する一体型のＸ線画像検出デバイスを用いるもので
あれば、どのようなＸ線画像撮影システムにも適用可能であり、例えば、一体型デバイス
を用いる特許文献１に記載のＸ線診断装置、特許文献２の放射線画像撮影装置、及び特開
２００４－１７０２１６号公報に開示の放射線検出装置や、特開２００３－３０２７１６
号公報に開示のフォトタイマ内蔵電子カセッテを用いる放射線画像撮影装置等にも適用可
能である。
　更に、上述した第１及び第２の実施形態のＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像
検出デバイスや、Ｘ線画像検出専用デバイス及びＸ線露出制御デバイス等は、ＴＦＴを用
いるものであったが、上述したように、例えば、特開２００５－１４３８０２号公報に開
示のＣＭＯＳを用いるものであっても良い。
【０１０３】
　また、上述した本発明の第１の実施形態のＸ線画像撮影システム１０に用いるＸ線画像
検出デバイス１８は、撮影台等に固定されて用いられ、メモリ３８やＡＥＣ部４０を持つ
制御装置１２のＸ線検出制御部２２に接続されて用いられるものであるが、本発明はこれ
に限定されず、メモリ３８やＡＥＣ部４０を備え、可搬タイプのＸ線画像検出デバイス、
所謂電子カセッテを用いるものであっても良い。
　本発明の第３実施形態に係るＸ線画像撮影システム及び可搬型のＸ線画像検出デバイス
を図１４～図１６に示す。
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【０１０４】
　図１４は、本発明の実施形態に係るＸ線画像撮影システムに用いられるＸ線画像検出装
置の制御装置の一実施例を、図１５及び図１６は、それぞれ図１４に示すＸ線画像撮影シ
ステムに用いられるＸ線画像検出デバイスの一実施例を説明する説明図である。
　なお、図１４に示す本発明の第３の実施形態のＸ線画像撮影システム１２０と、図１０
に示す本発明の第１の実施形態のＸ線画像撮影システム１０とは、第１の実施形態のＸ線
画像検出デバイス１８の代わりに、可搬型のＸ線画像検出デバイス１８ａ、１８ｂを用い
ている点に違いを有するが、それ以外は同様の構成を有するので、同一の構成要素には、
同一の参照符号を付しその詳細な説明は省略する。
【０１０５】
　同図に示すように、本発明の第３の実施形態のＸ線画像撮影システム１２０は、Ｘ線源
１２と、Ｘ線画像検出装置１２２とを有し、Ｘ線画像検出装置１２２は、Ｘ線源１２と対
向するに設けられ、被写体１６（撮影部位）を透過してきたＸ線像を受像するＸ線画像検
出デバイス１８ａ、１８ｂ、Ｘ線源１２や画像検出デバイス１８ａ、１８ｂの動作制御や
Ｘ線画像の画像処理等を行う等、Ｘ線画像撮影システム１０の全体の動作を制御する制御
装置１２４とを有する。
　なお、本実施の形態においては、上述した第１の実施形態と同様に、Ｘ線画像検出装置
１２２の内、主に、画像検出デバイス１８ａ，１８ｂの通常画素４４の部分を除いた露出
制御用画素７６と、通常画素４４によるＸ線画像を処理する部分を除いた制御装置１２４
の各部が、本発明の第１実施形態に係るＸ線露出制御装置を構成する。
　制御装置１２４は、図１４に示すように、装置全体の動作を統括的に制御するＸ線検出
制御部１２６と、検出制御部１２６に接続される高電圧発生器２４、照射スイッチ２６、
入力デバイス２８、ディスプレイ３０、メモリ３２、無線通信部１２８、有線通信部１３
０等とを有する。
　検出制御部１２６は、デバイス制御部３４と、線源制御部３６と、画像検出デバイス１
８ａ、１８ｂと接続するための無線通信部１２８と、有線通信部１３０とを有する。
【０１０６】
　制御装置１２４には無線通信部１２８と有線通信部１３０とが設けられている。無線通
信部１２８は、画像検出デバイス１８ａ、１８ｂの制御画素７６ａ（図１５参照）及び７
６（図１６参照）の出力を元にＸ線の照射停止タイミングを規定する場合に画像検出デバ
イス１８ａ、１８ｂと無線接続される。この場合、線源制御部３６は、照射スイッチ２６
からウォームアップ開始信号を受けたときに、無線通信部１２８を介して問い合わせ信号
を画像検出デバイス１８ａ、１８ｂに送信させる。画像検出デバイス１８ａ、１８ｂは問
い合わせ信号を受信すると自身が撮影可能な状態かどうかチェックを行い、撮影可能な状
態である場合は照射許可信号を送信する。線源制御部３６は、照射許可信号を無線通信部
１２８で受け、さらに照射スイッチ２６から照射開始信号を受けたときに高電圧発生器２
４からＸ線源１２への電力供給を開始させる。また、線源制御部３６は、画像検出デバイ
ス１８ａ、１８ｂから発せられる照射停止信号を無線通信部１２８で受けたときに、高電
圧発生器２４からＸ線源１２への電力供給を停止させ、Ｘ線の照射を停止させる。
【０１０７】
　無線通信部１２８はＡＥＣ用の信号だけでなく、それ以外の撮影条件やＸ線画像データ
といった信号も画像検出デバイス１８ａ、１８ｂと無線で遣り取りする。有線通信部１３
０は、撮影条件や画像データ等の無線通信が不可能な場合に画像検出デバイス１８ａ、１
８ｂと有線接続される。有線通信部１３０は給電機能を備え、画像検出デバイス１８ａ、
１８ｂと有線接続された場合に画像検出デバイス１８ａ、１８ｂに駆動用の電力を供給す
る。
【０１０８】
　画像検出デバイス１８ａは、ＦＰＤ４２ａ（図１５参照）とＦＰＤ４２ａを収容する可
搬型の筐体とからなる。画像検出デバイス１８ｂは、ＦＰＤ４２ｂ（図１６参照）とＦＰ
Ｄ４２ｂを収容する可搬型の筐体とからなる。画像検出デバイス１８ａ、１８ｂの筐体は
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ほぼ矩形状で偏平な形状を有する。
　画像検出デバイス１８ａ、１８ｂは、Ｘ線撮影システム１２０が設置される撮影室一部
屋に複数台、例えば図示しない立位撮影台、臥位撮影台用に２台配備される。画像検出デ
バイス１８ａ、１８ｂは、それぞれＦＰＤ４２ａ、ＦＰＤ４２ｂの撮像面４６（図３参照
）がＸ線源１２と対向する姿勢で保持されるよう、立位撮影台、臥位撮影台のホルダ（図
示せず）に着脱自在にセットされる。画像検出デバイス１８ａ、１８ｂは、立位撮影台や
臥位撮影台にセットするのではなく、被検体が仰臥するベッド（図示せず）上に置いたり
被検体自身に持たせたりして単体で使用することも可能である。
【０１０９】
　図１５、図１６において、画像検出デバイス１８ａ、１８ｂには、制御装置１２４と無
線方式または有線方式で通信するための無線通信部１３２および有線通信部１３４、バッ
テリ１３８が内蔵されている。無線通信部１３２および有線通信部１３４は、制御装置１
２４と制御部６４ａの画像データを含む各種情報、信号の送受信を媒介する。特に無線通
信部１３２はＡＥＣ用の信号を制御装置１２４の無線通信部１２８と遣り取りする。バッ
テリ１３８は、無線通信する場合に画像検出デバイス１８ａ、１８ｂの各部を動作させる
ための電力を供給する。バッテリ１３８は、薄型の画像検出デバイス１８ａ、１８ｂ内に
収まるよう比較的小型のものが使用される。また、バッテリ１３８は、画像検出デバイス
１８ａ、１８ｂから外部に取り出して専用のクレードルにセットして充電することも可能
である。バッテリ１３８を無線給電可能な構成としてもよい。
【０１１０】
　有線通信部１３４は、バッテリ１３８の残量不足等で画像検出デバイス１８ａ、１８ｂ
と制御装置１２４との無線通信が不可能になった場合等に制御装置１２４の有線通信部１
３０と有線接続される。有線通信部１３４に制御装置１２４からのケーブルを接続した場
合、無線通信部１３２の機能が停止される代わりに有線通信部１３４の機能が働き、制御
装置１２４との有線通信が可能になる。この際、制御装置１２４から画像検出デバイス１
８ａ、１８ｂへの給電が可能となり、バッテリ１３８による電力供給が停止される。制御
装置１２４からの電力でバッテリ１３８を充電してもよい。なお、ケーブル接続を検知す
る方法としては、コネクタとケーブルソケット間の接触電流を測定するといった従来周知
の技術を用いることができる。
【０１１１】
　ＦＰＤ４２ａ、ＦＰＤ４２ｂは、ＴＦＴアクティブマトリクス基板を有し、この基板上
にＸ線の到達線量に応じた電荷を蓄積する複数の画素４４を配列してなる撮像面４６を備
えている。
　ＦＰＤ４２ａ、ＦＰＤ４２ｂは、Ｘ線を可視光に変換するシンチレータ（蛍光体）を有
し、シンチレータによって変換された可視光を画素４４で光電変換する間接変換型である
。
　なお、ＦＰＤ４２ａは、図３に示すＦＰＤ４２と、制御画素７６ａの構成及びその駆動
系と、メモリ３８ａ及びＡＥＣ部４０、無線通信部１３２及び有線通信部１３４を備える
通信部１３６、並びにバッテリ１３８を有している点で相違しているが、これらを除けば
、同様の構成を有するので、詳細な説明は省略する。
　また、ＦＰＤ４２ｂは、ＦＰＤ４２ａと同様に、図３に示すＦＰＤ４２と、メモリ３８
ａ及びＡＥＣ部４０、無線通信部１３２及び有線通信部１３４を備える通信部１３６、並
びにバッテリ１３８を有している点で相違している点ではＦＰＤ４２ａと同様であるが、
撮像面４６の通常画素４４及び制御画素７６の配列並びに信号処理回路６２の構成は全く
同様であるので、その説明は省略し、以下では、ＦＰＤ４２ａを代表例として説明する。
【０１１２】
　ＴＦＴ５０は、ゲート電極が走査線５６ａに、ソース電極が信号線５８に、ドレイン電
極がフォトダイオード４８にそれぞれ接続される。走査線５６ａと信号線５８は格子状に
配線されており、走査線５６ａは撮像面４６内の画素４４の行数分（ｎ行分）、信号線５
８は画素４４の列数分（ｍ列分）それぞれ設けられている。走査線５６ａはゲートドライ
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バ６０ａに接続され、信号線５８は信号処理回路６２に接続される。
【０１１３】
　ゲートドライバ６０ａは、ＴＦＴ５０を駆動することにより、Ｘ線の到達線量に応じた
信号電荷を画素４４に蓄積する蓄積動作と、画素４４から信号電荷を読み出す読み出し（
本読み）動作と、リセット（空読み）動作とを行わせる。制御部６４ａは、ゲートドライ
バ６０ａによって実行される上記各動作の開始タイミングを制御する。
【０１１４】
　蓄積動作ではＴＦＴ５０がオフ状態にされ、その間に画素４４に信号電荷が蓄積される
。読み出し動作では、ゲートドライバ６０ａから同じ行のＴＦＴ５０を一斉に駆動するゲ
ートパルスＧ１～Ｇｎを順次発生して、走査線５６ａを一行ずつ順に活性化し、走査線５
６ａに接続されたＴＦＴ５０を一行分ずつオン状態とする。画素４４のキャパシタに蓄積
された電荷は、ＴＦＴ５０がオン状態になると信号線５８に読み出されて、信号処理回路
６２に入力される。
【０１１５】
　信号処理回路６２は、積分アンプ６６、ＣＤＳ回路（ＣＤＳ）６８、マルチプレクサ（
ＭＵＸ）７０、およびＡ／Ｄ変換器（Ａ／Ｄ）７２等を備える。積分アンプ６６は、信号
線５８から入力される電荷を積算し、アナログ電圧信号Ｖ１～Ｖｍに変換して出力する。
各列のオペアンプ６６ａの出力端子には、増幅器７４、ＣＤＳ６８を介してＭＵＸ７０が
接続される。ＭＵＸ７０の出力側には、Ａ／Ｄ７２が接続される。Ａ／Ｄ７２は、入力さ
れた電圧信号Ｖ１～Ｖｍをデジタル電圧信号に変換して、画像検出デバイス１８ａに内蔵
されるメモリ３８ａまたはＡＥＣ部４０に出力する。なお、ＭＵＸ７０とＡ／Ｄ７２の間
に増幅器を接続してもよい。また、信号線５８単位でＡ／Ｄを持たせることも可能であり
、その場合はＡ／Ｄの後段にＭＵＸを配した構成となる。
【０１１６】
　ＭＵＸ７０によって積分アンプ６６からの一行分の電圧信号Ｖ１～Ｖｍが読み出される
と、制御部６４ａは、積分アンプ６６に対してリセットパルスＲＳＴを出力し、リセット
スイッチ６６ｃをオンする。これにより、キャパシタ６６ｂに蓄積された一行分の信号電
荷が放電されてリセットされる。積分アンプ６６をリセットした後、再度リセットスイッ
チ６６ｃをオフして所定時間経過後にＣＤＳ６８のサンプルホールド回路の一つをホール
ドし、積分アンプ６６のｋＴＣノイズ成分をサンプリングする。その後、ゲートドライバ
６０ａから次の行のゲートパルスが出力され、次の行の画素４４の信号電荷の読み出しを
開始させる。さらにゲートパルスが出力されて所定時間経過後に次の行の画素４４の信号
電荷をＣＤＳ６８のもう一つのサンプルホールド回路でホールドする。これらの動作を順
次繰り返して全行の画素４４の信号電荷を読み出す。また、これらの処理を同時に行うパ
イプライン処理とすることにより、高速駆動が可能となる。
【０１１７】
　全行の読み出しが完了すると、一画面分のＸ線画像を表す画像データがメモリ３８ａに
記録される。この画像データは直ちにメモリ３８ａから読み出され、無線通信部１３２ま
たは有線通信部１３４を通じて制御装置１２４に出力される。こうして被検体のＸ線画像
が検出される。
【０１１８】
　メモリ３８ａは、一画面分のＸ線画像データを複数撮影回分、例えば１００回分記憶可
能な容量をもつ。メモリ３８ａは、通信障害で無線通信部１３２または有線通信部１３４
からＸ線画像データの送信ができない場合、その間にＦＰＤ４２ａから出力されたＸ線画
像データを一時蓄積する。メモリ３８ａに一時蓄積されたＸ線画像データは、通信障害が
復帰したときにまとめてまたは何回かに分けて送信される。通信障害時にＸ線画像データ
を一時蓄積する記憶ユニットをメモリ３８ａとは別に設けてもよい。該記憶ユニットを画
像検出デバイス１８ａから着脱可能なリムーバブルメディアとし、通信障害時にはリムー
バブルメディアを画像検出デバイス１８ａから取り外して制御装置１２４に直接セットし
てＸ線画像データを吸い上げてもよい。
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【０１１９】
　リセット動作は、例えば、一行ずつ画素４４をリセットする順次リセット方式で行われ
る。順次リセット方式では、信号電荷の読み出し動作と同様、ゲートドライバ６０ａから
走査線５６ａに対してゲートパルスＧ１～Ｇｎを順次発生して、画素４４のＴＦＴ５０を
一行ずつオン状態にする。ＴＦＴ５０がオン状態になっている間、画素４４から暗電荷が
信号線５８を通じて積分アンプ６６のキャパシタ６６ｂに流れる。リセット動作では、読
み出し動作と異なり、ＭＵＸ７０によるキャパシタ６６ｂに蓄積された電荷の読み出しは
行われず、各ゲートパルスＧ１～Ｇｎの発生と同期して、制御部６４ａからリセットパル
スＲＳＴが出力されてリセットスイッチ６６ｃがオンされ、キャパシタ６６ｂに蓄積され
た電荷が放電されて積分アンプ６６がリセットされる。
【０１２０】
　ＦＰＤ４２ａは、上述のようにゲートドライバ６０ａおよび走査線５６ａにより駆動さ
れるＴＦＴ５０が接続された通常の画素４４の他に、通常の画素４４とは別のゲートドラ
イバ６０ｂおよび走査線５６ｂで駆動するＴＦＴ５０ａが接続された制御画素７６ａを同
じ撮像面４６内に複数備えている。ＴＦＴ５０ａは、ゲートドライバ６０ｂからのゲート
パルスｇ１～ｇｎによりオンする。制御画素７６ａは、フォトダイオード４８等の基本的
な構成は画素４４と全く同じで駆動源が異なるだけであり、画素４４とは独立して蓄積電
荷を信号線５８から読み出すことが可能である。リセット動作や読み出し動作では、通常
の画素４４の動作を一通り終えた後、同じ要領でゲートドライバ６０ｂからゲートパルス
ｇ１～ｇｎを発して制御画素７６ａのリセット動作または読み出し動作を行う。あるいは
ゲートドライバ６０ａの動作と同期して同じ行の画素４４と制御画素７６ａのリセット動
作または読み出し動作を同時に行う。制御画素７６ａは、撮像面４６へのＸ線の到達線量
を検出するために利用される画素であり、ＡＥＣセンサとして機能する。制御画素７６ａ
は撮像面４６内の画素４４の数ｐｐｍ～数％程度を占める。
　制御画素７６ａは、図３に示す制御画素７６と同様に、撮像面４６内で局所的に偏るこ
となく撮像面４６内に満遍なく散らばるように設けられている。
【０１２１】
　ゲートドライバ６０ｂからゲートパルスを発生してＴＦＴ５０ａをオンすると、制御画
素７６ａで発生した信号電荷は信号線５８に読み出される。画素４４とは別の駆動源であ
るため、同列にある画素４４がＴＦＴ５０をオフ状態とされ、信号電荷を蓄積する蓄積動
作中であっても制御画素７６ａの信号電荷を読み出すことが可能である。このとき制御画
素７６ａが接続された信号線５８上の積分アンプ６６のキャパシタ６６ｂには、制御画素
７６ａで発生した電荷が流入する。画素４４の蓄積動作時、ＴＦＴ５０ａがオンされて積
分アンプ６６に蓄積された制御画素７６ａからの電荷は、所定のサンプリング周期でＡ／
Ｄ７２に出力される。
　制御部６４ａには、図３に示す制御部６４と同様に、メモリ３８ａのＸ線画像データに
対してオフセット補正、感度補正、および欠陥補正の各種画像処理を施す回路（図示せず
）が設けられている。
【０１２２】
　ＡＥＣ部４０は、制御部６４ａにより駆動制御される。ＡＥＣ部４０は、制御画素７６
ａが接続された信号線５８からのデジタル電圧信号（以下、線量検出信号という）をＡ／
Ｄ７２から取得し、取得した線量検出信号に基づいてＡＥＣを行う。
　ＡＥＣ部４０は、図４に示す構成を有するので、説明を省略する。なお、より早くＸ線
の照射を停止させるために、ＡＥＣ部４０をＡ／Ｄ７２の前段に配置し、アナログ信号に
基づき照射停止信号を生成・出力してもよい。あるいはアナログ信号を線量検出信号とし
て制御装置１２４に送信し、制御装置１２４の線源制御部３６で照射停止信号を生成して
もよい。
　無線通信部１３２は、ＡＥＣ用の信号の送受信、具体的には問い合わせ信号の受信、問
い合わせ信号に対する照射許可信号の送信、照射開始信号の受信、照射停止信号の送信を
行う。
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【０１２３】
　制御装置１２４の無線通信部１２８と画像検出デバイス１８ａの無線通信部１３２間の
無線通信方式には、アドホック通信が用いられる。アドホック通信は無線通信機器同士で
直接無線通信するものである。このため、無線アクセスポイントや院内ＬＡＮ、ハブ等の
スイッチング装置を介して、Ｘ線撮影システム１２０以外の他の医療機器の通信や、電子
カルテ、医用レポート、会計データ等の諸々のデータ通信も行うインフラストラクチャ通
信と比較してデータ通信の遅延（ラグ）が生じにくく、データ通信の平均的な遅延時間が
小さい。従ってアドホック通信はインフラストラクチャ通信よりも通信速度が高速である
といえる。
【０１２４】
　制御装置１２４は撮影室内に設置されることが多い。このため、制御装置１２４と画像
検出デバイス１８ａ間の照射停止信号を含むＡＥＣ用の信号の通信をアドホック通信とす
れば、制御装置１２４と画像検出デバイス１８ａとの距離が近く電波も届き易いため安定
した通信を行うことができ、データ通信の遅延が生じずに高速通信も実現することができ
る。また、間に中継装置を介さないため、無線通信部１３２の動作チェックや部品交換の
みで直ちに通信障害から復帰することができる。
【０１２５】
　なお、無線通信部１２８と無線通信部１３２間の無線通信方式としては、例えばＩｒＤ
Ａ等の赤外線通信に代表される光ビーコン、あるいは電波ビーコンを採用することが好ま
しい。光ビーコンや電波ビーコンは、遣り取りする信号のビット数が比較的少なく通信方
式も単純で遅延が生じにくいため、目標線量に達したら直ちにＸ線の照射を停止させたい
ＡＥＣ用の信号の通信に好適である。
【０１２６】
　以上説明したように、本発明によれば、制御装置１２４と画像検出デバイス１８ａ間が
有線接続された場合であっても、照射停止信号を含むＡＥＣ用の信号は常に無線通信する
ので、通信障害が起きた場合、有線通信ではその原因を探るためケーブルの断線やコネク
タの接触不良のチェック、あるいは制御装置１２４と画像検出デバイス１８ａ間にハブ等
の中継装置を接続している場合はその動作チェックも行わなければならないが、無線通信
では無線通信部１２８と無線通信部１３２の動作チェックのみで簡単に通信障害の原因を
特定することができ、速やかに通信障害から復帰することもできる。従って、通信障害に
より撮影が行えなくなる時間が長引いて患者を無用に待たせるといった事態に陥りにくく
、アクシデントに強いといえる。
【０１２７】
　画像データが送信できない場合はメモリ３８ａにＸ線画像データを一時蓄積するので、
ＡＥＣ用の信号の無線通信が生きていさえすれば撮影を続行することができる。メモリ３
８ａの容量を、連続して複数回撮影するトモシンセシス撮影といったメニューに耐え得る
容量とすれば、画像データが送信できない状況に陥っても連続撮影を中止することなく最
後まで続けることができる。
【０１２８】
　ＡＥＣ用の信号はつまるところＯＮ／ＯＦＦ信号であるため、画像データ等と比べて容
量が極めて小さい。従って無線通信に要するパワー（電波強度）が小さくて済み、ペース
メーカをつけた患者に対しても問題なく使用することができる。また、無線通信に掛かる
消費電力も少なくて済む。画像データは容量が大きいので無線通信する場合は消費電力が
嵩むが、ケーブルが接続された際に画像データの送受信を有線で行うよう切り替えること
で消費電力を抑えることができる。
【０１２９】
　制御装置１２４と画像検出デバイス１８ａ間のＡＥＣ用の信号をアドホック通信とすれ
ば、制御装置１２４と画像検出デバイス１８ａ間にハブ等の余計な装置が介在することが
ないので、通信障害の原因究明および復帰がよりスピーディになる。構造が単純で故障解
析がしやすいビーコンを採用した場合も同様である。
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　なお、ＡＥＣ用の信号とそれ以外の画像データ等の信号の無線通信機能のリソースは、
共通であってもよいし、別々であってもよい。リソースが共通の場合は部品点数が少なく
て済み、別々の場合はＡＥＣ用の信号とそれ以外の信号の送受信タイミングがバッティン
グしても対処することができる。
【０１３０】
　なお、上記実施形態では、ＡＥＣ用の信号として問い合わせ信号、問い合わせ信号に対
する照射許可信号、照射開始信号、照射停止信号を記載したが、ＡＥＣ用の信号は照射停
止信号のみであることがより好ましい。この場合、画像検出デバイス１８ａと制御装置１
２４が有線接続された際に、照射停止信号だけは無線で遣り取りし、問い合わせ信号、問
い合わせ信号に対する照射許可信号、照射開始信号の送受信は画像データとともに有線通
信で行う。こうすることで、バッテリの消費電力を最小化することができる。有線通信が
故障したときには、Ｘ線の照射を制御画素７６ａで検出しリセット動作を行ない蓄積状態
になるように制御を切り替える。こうすることで、多少のＸ線のロスはあるものの有線通
信による信号の遣り取りで同期をとらなくても撮影の開始が可能である。すなわち、撮影
の開始はＸ線を検出することで可能であるが停止は通信が必ず必要となるため、ＡＥＣ停
止信号のみを無線で行なうようにしておけば、有線通信に障害が起きたときも継続して撮
影ができるし、また上記実施形態と同様であるが無線が故障した場合は故障解析が早いた
め復帰も迅速である。
【０１３１】
　上記実施形態では、線量検出信号の積算値が照射停止閾値に達したら照射停止信号を出
力しているが、ＡＥＣ部４０で線量検出信号の積算値に基づきＸ線の累積線量が目標値に
達すると予想される時間を算出し、算出した予想時間に達したときに照射停止信号を出力
してもよい。
　また、Ｘ線の照射が開始されてからＸ線の到達線量の積算値が目標値に達したとＡＥＣ
部４０で判定するまで、画像検出デバイス１８の無線通信部１３２から撮影制御部２０の
無線通信部１２８に向けて照射継続信号を送信し続け、無線通信部１２８で照射継続信号
が受信されなくなったらＸ線の照射を停止させてもよい。上記実施形態では電子カセッテ
と制御装置間で照射停止信号を送受信できない状況に陥った場合はＸ線の照射を停止すべ
き時間が過ぎてもＸ線の照射が引き続き行われ、患者が余計な被曝をしてしまうおそれが
あるが、とにかく照射継続信号の受信が途絶えたらＸ線の照射が停止されるため、線量不
足となることはあっても、少なくとも患者が余計な被曝に晒されるおそれはない。
【０１３２】
　上述した実施形態では、画像検出デバイス１８、１８ａ、１８ｂのＦＰＤ４２、４２ａ
、４２ｂとしてＴＦＴ方式、即ちＴＦＴ５０、５０ａを備える通常画素４４及び制御画素
からなるＦＰＤを用いるもので、通常画素４４に蓄積された電荷は読み出し毎に全ての電
荷が読み出されてしまう破壊読み出しが行われるものであるが、本発明はこれに限定され
ず、線量検知素子として非破壊読み出しが可能な素子、例えば特開２００５－１４３８０
２号公報に開示の非破壊読み出しが可能なＣＭＯＳセンサを用いても良い。
　画像検出デバイスとして、非破壊読み出し可能な素子、例えば、特開２００５－１４３
８０２号公報に開示の非破壊読み出し可能なＣＭＯＳセンサを用いる場合について説明す
る。
【０１３３】
　図１７は、図１４に示すＸ線画像撮影システムに用いることができるもので、非破壊読
み出し可能なＣＭＯＳ回路を用いるＸ線画像検出デバイスの一実施例を説明する説明図で
ある。
　図１７に示すＸ線画像検出デバイス１８ｃは、図１５に示すＸ線画像検出デバイス１８
ａと、ＦＰＤ４２ａの撮像面４６ａを構成する通常画素４４及び制御画素７６ａがそれぞ
れＴＦＴ５０及び５０ａを備えている代わりに、ＦＰＤ４２ｃの撮像面４６ｂを構成する
通常画素４５及び制御画素兼用通常画素（以下、兼用画素ともいう）４５ａがそれぞれＣ
ＭＯＳ回路５１を備え、ＡＥＣ部４０の代わりにＡＥＣ部４０ａを備えている点で異なる
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以外は、同一の構成を有するものであるので、同一の構成要素には同一の参照符号を付し
、その詳細な説明を省略する。
【０１３４】
　図１７に示すＸ線画像検出デバイス１８ｃは、ＦＰＤ４２ｃとＦＰＤ４２ｃを収容する
筐体とからなる。
　ＦＰＤ４２ｃは、ＣＭＯＳ回路５１を備える通常画素４５及び兼用画素４５ａを配列し
てなる撮像面４６ｂと、通常画素４５及び兼用画素４５ａの全てのＣＭＯＳ回路５１を駆
動するゲートドライバ６０ａと、兼用画素４５ａのＣＭＯＳ回路５１を駆動するゲートド
ライバ６０ｂと、通常画素４５及び兼用画素４５ａのＣＭＯＳ回路５１が接続される複数
の信号線５８が接続される信号処理回路６２と、メモリ３８ａと、ＡＥＣ部４０ａと、制
御部６４ｂと、無線通信部１３２及び有線通信部１３４を備える通信部１３６と、バッテ
リ１３８とを有する。
【０１３５】
　通常画素４５及び兼用画素４５ａは、同一構成の画素であり、いずれもフォトダイオー
ド４８と、ＣＭＯＳ回路５１からなる。兼用画素４５ａと通常画素４５との違いは、駆動
系が異なるだけであり、通常画素４５は、ゲートドライバ６０ａ及び走査線５６ａで駆動
され、兼用画素４５ａは、通常画素４５と同様にゲートドライバ６０ａ及び走査線５６ａ
で駆動さるばかりでなく、別のゲートドライバ６０ｂ及び走査線５６ｂでも駆動され、通
常画素４５とは独立して蓄積電荷の電圧変換値を信号線５８から読み出すことが可能であ
る。兼用画素４５ａは、撮像面４６ｂへのＸ線の到達線量を検出するために利用される画
素であり、ＡＥＣセンサとして機能する。
　なお、兼用画素４５ａのリセット動作や読み出し動作等は、図１５に示す制御画素７６
ａのリセット動作や読み出し動作等と類似しているので、詳細な説明は省略する。
【０１３６】
　ＣＭＯＳ回路５１は、全ての通常画素４５及び全ての兼用画素４５ａに備えられ、複数
個のＭＯＳトランジスタからなり、３つの端子を備え、その一端子が走査線５６ａに、も
う１つの端子が信号線５８に、残りの１端子がフォトダイオード４８にそれぞれ接続され
る。例えば、ＣＭＯＳ回路５１は、互いに接続される走査トランジスタ、出力トランジス
タ及びリセットトランジスタの３つのＭＯＳトランジスタからなり、走査トランジスタの
ゲート電極は走査線５６ａに、ソース電極は信号線５８に接続され、ドレイン電極は出力
トランジスタのソース電極に接続され、出力トランジスタのゲート電極はフォトダイオー
ド４８に、ドレイン電極は電源電圧に、リセットトランジスタのゲート電極は図示しない
リセット線に接続され、フォトダイオード４８で発生して内部に若しくはキャパシタ（図
示せず）に蓄積された信号電荷を出力トランジスタで電圧信号に変換して、出力トランジ
スタから出力される電圧信号を走査線５６ａによって駆動される走査トランジスタのソー
ス電極を介して信号線５８に選択的に出力する。
　なお、ＣＭＯＳ回路５１は、上述したものに限定されず、キャパシタ等に蓄積された信
号電荷を維持したまま、蓄積信号電荷の電圧変換値を読みだすことができるものであれば
、さらには、非破壊読み出しが可能な素子であれば、特に制限的ではなく、如何なるもの
でもよい。
【０１３７】
　一方、制御画素兼用通常画素４５ａのＣＭＯＳ回路５１では、走査線５６ａに接続され
る端子は、走査線５６ｂにも接続され、走査線５６ｂによってＣＭＯＳ回路５１が駆動さ
れる時、例えば、蓄積された信号電荷が出力トランジスタで電圧信号に変換され、出力ト
ランジスタから出力される電圧信号が、走査線５６ｂによって駆動される走査トランジス
タのソース電極を介して信号線５８に選択的に出力される。
　このように、通常画素４５及び兼用画素４５ａ（以下、単に、画素４５および４５ａと
もいう）においては、フォトダイオード４８の内部、若しくはキャパシタに蓄積された信
号電荷を、直接読み出すのではなく、出力トランジスタで電圧信号に変換して信号線５８
から読み出すので、蓄積された信号電荷はそのまま維持され、その後も蓄積されていくの
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で、非破壊読み出しが可能である。即ち、通常画素４５及び兼用画素４５ａが信号電荷を
蓄積する蓄積動作中であっても、如何なるタイミングでも、通常画素４５及び兼用画素４
５ａの蓄積信号電荷の変換電圧信号を読みだすことができる。
【０１３８】
　なお、ＦＰＤ４２ｃの撮像面４６ｂでは、走査線５６ａ及び５６ｂと信号線５８は格子
状に配線されており、走査線５６ａ及び５６ｂは撮像面４６ｂ内の画素４５及び４５ａの
行数分（ｎ行分）、信号線５８は画素４５及び４５ａの列数分（ｍ列分）それぞれ設けら
れている。走査線５６ａはゲートドライバ６０ａに、走査線５６ｂはゲートドライバ６０
ｂに接続され、信号線５８は、信号処理回路６２に接続される。
　なお、制御画素兼用通常画素４５ａは、通常画素４５の数ｐｐｍ～数％程度を占めるよ
うに満遍なく散らばるように設けられる。図示例では、兼用画素４５ａは、通常画素４５
の各行に対して１個以下が設けられているので、各行の走査線５６ｂには１個の兼用画素
４５ａのＣＭＯＳ回路５１が接続される。
　ゲートドライバ６０ａ及び６０ｂは、ＣＭＯＳ回路５１を駆動することにより、Ｘ線の
到達線量に応じた信号電荷を画素４５及び４５ａ（のキャパシタ）に蓄積する蓄積動作と
、画素４５及び４５ａから信号電荷の変換電圧値を読み出す読出（本読み）動作と、リセ
ット（空読み）動作とを行わせる。制御部６４ｂ及び６０ｂは、ゲートドライバ６０ａに
よって実行される上記各動作の開始タイミングを制御する。
【０１３９】
　蓄積動作ではＣＭＯＳ回路５１がオフ状態にされ、その間に画素４５及び４５ａに信号
電荷が蓄積される。
　走査線５６ａによる画素４５及び４５ａの読み出し動作では、ゲートドライバ６０ａか
ら同じ行のＣＭＯＳ回路５１を一斉に駆動するゲートパルスＧ１～Ｇｎを順次発生して、
走査線５６ａを一行ずつ順に活性化し、走査線５６ａに接続されたＣＭＯＳ回路５１を一
行分ずつオン状態とする。
　一方、走査線５６ｂによる兼用画素４５ａの読み出し動作では、ゲートドライバ６０ｂ
から所定の行のＣＭＯＳ回路５１を駆動するゲートパルスｇ１～ｇｎを順次発生して、走
査線５６ｂを一行ずつ順に活性化し、走査線５６ｂに接続されたＣＭＯＳ回路５１を一行
分ずつオン状態とする。
　このように、ＣＭＯＳ回路５１がオン状態になると、通常画素４５及び兼用画素４５ａ
のキャパシタ等に蓄積された信号電荷の変換電圧信号は、信号線５８に読み出されて、信
号処理回路６２に入力される。
【０１４０】
　ここで、ゲートドライバ６０ｂからゲートパルスを発生してＣＭＯＳ回路５１をオンす
ると、兼用画素４５ａで発生した信号電荷の変換電圧値は信号線５８に読み出されるが、
この時、兼用画素４５ａは、通常画素４５とは別の駆動源で駆動されるため、同列にある
通常画素４５のＣＭＯＳ回路５１がオフ状態とされ、兼用画素４５ａのみの蓄積信号電荷
の変換電圧信号を読みだすことができる。
　こうして、ＦＰＤ４２ｃでは、所定のタイミングにおける撮像面４６ｂへのＸ線の到達
線量を検出するために、所要のタイミングで、兼用画素４５ａから、蓄積信号電荷の変換
電圧信号を蓄積された線量データとして読みだすことができる。
【０１４１】
　図１８は、図２に示すＸ線画像検出装置の制御装置に用いられるＡＥＣ部の他の実施例
のブロック図である。
　なお、図１８に示すＡＥＣ部４０ａは、図４に示すＡＥＣ部４０と、読出蓄積部７８の
代わりに読出部７９を有し、蓄積用記憶領域８０及び解析用記憶領域８２の両方を備える
メモリ８４の代わりに解析用記憶領域８２のみを備えるメモリ８４ａを有している点を除
いて、同一の構成を有するものであるので、同一の構成要素には同一の参照符号を付し、
その詳細な説明を省略する。
【０１４２】
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　同図に示すように、ＡＥＣ部４０ａは、読出部７８ａと、解析用記憶領域８２を備える
メモリ８４ａと、採光野認識部８６と、照射停止判定部８８と、照射停止信号生成部９０
と、第２照射停止信号生成部９２と、送信部９４とを有する。
　ここで、読出部７８ａは、採光野認識部８６によって採光野を決定するために、所定タ
イミングで画像検出デバイス１８ｃから兼用画素４５ａの蓄積線量データを直接読み出す
ためのものであり、且つ、照射停止判定部８８によって照射停止判定を行うために、所定
のモニタリングタイミング毎に、画像検出デバイス１８ｃから兼用画素４５ａの蓄積線量
データを直接読み出すためのものである。
【０１４３】
　また、メモリ８４ａは、読出部７８ａによって、所定タイミングで画像検出デバイス１
８ｃから直接読み出された兼用画素４５ａの蓄積線量データを解析用線量データとして記
憶する解析用記憶領域８２を備えるものである。
　なお、図１７に示す本実施形態のＸ線画像検出デバイス１８ｃは、そのＦＰＤ４２ｃの
通常画素４５及び兼用画素４５ａにＣＭＯＳ回路５１を用いるものであるので、ＣＭＯＳ
回路のような非破壊読み出し可能なデバイスの場合には、通常画素４５及び兼用画素４５
ａからそれらに蓄積された線量データを読み出した後も、通常画素４５及び兼用画素４５
ａに蓄積された線量データはリセットされないので、読み出した蓄積線量データを別のメ
モリに蓄積しておく必要がない。このため、図１８に示す本実施形態のＡＥＣ部４０ａの
メモリ８４ａには、ＴＦＴ方式のＸ線画像検出デバイス１８，１８ａ，１８ｂ（図３、図
１５、図１６）を用いる場合のＡＥＣ部４０のメモリ８４において、読み出した蓄積線量
データ順次蓄積するために必要な蓄積用記憶領域８０（図４参照）が不要である。
【０１４４】
　また、採光野認識部８６は、メモリ８４ａの解析用記憶領域８２に記憶された解析用線
量データに基づいて自動的に被写体１６の採光野を認識するが、照射停止判定部８８は、
採光野認識部８６で決定された採光野内の蓄積線量データとして、所定のモニタリングタ
イミング毎に、画像検出デバイス１８ｃから採光野内の兼用画素４５ａの蓄積線量データ
を直接読み出し、読み出した採光野内の蓄積線量データに基づいて照射停止判定を行う。
【０１４５】
　次に、図１８に示すＡＥＣ部４２ａにおけるＡＥＣの手順について説明する。
　図１９及び図２０は、それぞれＡＥＣ部４２ａで行われるＡＥＣの手順を説明するフロ
ーチャート及び模式的説明図である。
　なお、図１９及び図２０に示すＡＥＣの手順のフローチャート及び模式的説明図のステ
ップＳ３０、Ｓ３６、Ｓ４０及びＳ４２は、それぞれ図５及び図６に示すＡＥＣの手順の
フローチャート及び模式的説明図のステップＳ１０、Ｓ１８、Ｓ２２及びＳ２４と同一の
ステップであるので、詳細な説明は省略する。
【０１４６】
　Ｘ線撮影を行う準備が終了した後、図１９に示すステップＳ３０において、制御装置２
０から照射開始信号が出力されると、画像検出デバイス１８ｃの通常画素４５及び制御画
素兼用通常画素４５ａがリセット動作から蓄積動作に移行され、撮影モードに切り替えら
れると共に、ステップＳ３２において、Ｘ線源１２によるＸ線の照射が開始される。これ
に伴い発生した電荷は、図２０に示すように、通常画素４５及び兼用画素４５ａにおいて
フォトダイオード４８に蓄積され始める。
　次に、図１９のステップＳ３４において、所定タイミングまでに画像検出デバイス１８
ｃのＦＰＤ４２ｃの兼用画素４５ａに蓄積された電荷の変換電圧信号が、所定タイミング
でＡＥＣ部４０ａの読出部７９によって直接読み出され、メモリ８４ａの解析用記憶領域
８２に解析用線量データ（画像）として記憶される。即ち、解析用線量データによる画像
が取得される。この所定タイミングは、固定であっても、撮影部位や撮影条件に応じて可
変であっても良い。
【０１４７】
　図１９のステップＳ３６において、図２０に示すように、解析用記憶領域８２内の解析
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用線量データを参照して、採光野認識部８６が、採光野認識処理を実行し、採光野を自動
的に決定する。
　図１９のステップＳ３８において、図２０に示すように、所定のモニタリング周期（モ
ニタリングタイミング）で、採光野認識部８６で決定された採光野内の兼用画素４５ａに
蓄積された電荷の変換電圧信号を、所定タイミングでＡＥＣ部４０ａの読出部７９によっ
て直接読み出し、照射停止判定部８８が、そのモニタリングタイミングにおける採光野の
到達線量データを取得する。
【０１４８】
　次に、図１９のステップＳ４０において、図２０に示すように、照射停止判定部８８が
、取得した採光野の到達線量データと、予め設定されていた閾値とを比較し、この閾値に
達したか否かを判定する照射停止判定を行い、採光野の到達線量データが閾値に達してい
れば、又は閾値を超えていれば、図１９のステップＳ４２において、図２０に示すように
、照射停止信号生成部９０が照射停止信号を生成する。
　一方、ステップＳ４０において、取得した採光野の到達線量データが閾値に達していな
ければ、ステップＳ３８に戻り、次のモニタリングタイミングにおける採光野の到達線量
データを取得し、ステップＳ４０で照射停止判定を行うことを取得した採光野の到達線量
データが閾値に達して、ステップＳ４２で照射停止信号が生成されるまで繰り返す。
　こうして、ＡＥＣ部４０ａにおけるＡＥＣの照射停止信号の生成手順が終了する。
【０１４９】
　この後の照射停止信号に基づくＸ線源１２によるＸ線の照射の停止後、制御部６４ｂの
制御の下、通常画素４５及び兼用画素４５ａの全画素のフォトダイオード４８に蓄積され
た電荷は、ＣＭＯＳ回路５１によって電圧信号に変換され、信号線５８を通じて積分アン
プ６６に流れ込み、Ｘ線画像検出信号として積分アンプ６６から所定のサンプリング周期
でＡ／Ｄ７２に出力され、デジタルＸ線画像データに変換されてメモリ３８ａに一旦格納
される。この場合には、兼用画素４５ａは、通常画素として機能する。したがって、画像
検出デバイス１８ｃでは、兼用画素４５ａは、画像検出デバイス１８、１８ａ，１８ｂの
制御画素７６、７６ａのように画素欠陥となることが無いので、画像検出デバイス１８、
１８ａ，１８ｂに比べて、高画質のＸ線画像を得ることができる。
【０１５０】
　こうしてメモリ３８ａに一旦格納されたデジタルＸ線画像データは、画像検出デバイス
１８ｃの有線通信部１３４から出力され、制御装置１２４の有線通信部１３４を介して検
出制御部１２６に送られ、その各種画像処理回路により、Ｘ線画像データに対して各種画
像処理が行われ、こうして、一枚分のＸ線画像が生成される。Ｘ線画像は、制御装置１２
４のディスプレイ３０に表示されて診断等に供される。
　なお、図３に示す画像検出デバイス１８においても、通常画素４４及び制御画素７６を
それぞれ通常画素４５及び兼用画素４５ａとして構成することにより、制御装置２０の構
成においても、同様の効果を上げることができる。
【０１５１】
　以上に、本発明に係るＸ線露出制御機能を持つＸ線露出制御装置、これを備えるＸ線画
像検出装置及びこれを備えるＸ線画像撮影システムについて種々の実施形態及び実施例を
挙げて説明したが、本発明は、上述の実施形態及び実施例に限定されず、本発明の要旨を
逸脱しないかぎり、種々の改良や設計の変更を行っても良いことはもちろんである。
【符号の説明】
【０１５２】
１０、１００、１２０　Ｘ線画像撮影システム
１２　Ｘ線源
１４、１０２、１２２　Ｘ線画像検出装置
１６　被写体（撮影部位）
１８、１８ａ、１８ｂ、１８ｃ　Ｘ線画像検出デバイス
２０、１０８、１２４　制御装置
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２２、１１０、１２６　Ｘ線検出制御部
２４　高電圧発生器
２６　照射スイッチ
２８　入力デバイス
３０　ディスプレイ
３２、３８、８４、８４ａ　メモリ
３４　デバイス制御部
３６　線源制御部
４０、４０ａ　Ｘ線露出制御部（ＡＥＣ部）
４４、４５　通常画素
４５ａ　制御画素兼用通常画素（兼用画素）
７６　露光制御用画素（制御画素）
７８　読出蓄積部
７９　読出部
８０　蓄積用記憶領域
８２　解析用記憶領域
８６　採光野認識部
８８　照射停止判定部
９０　照射停止信号生成部
９２　第２照射停止信号生成部
９４　送信部

【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】
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