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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線又は光を電荷に変換する変換素子を複数備えた検出部と、前記電荷に応じた電気
信号を前記検出部から出力するために前記検出部を駆動する駆動回路と、前記電気信号を
画像データとして出力する読出回路と、を含み、前記電気信号を出力する撮像動作を行う
検出器と、
　前記変換素子に電圧を供給する電源部と、
　前記検出部の温度を検知するための温度検知部と、
　前記電気信号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量が前記検出部に前記
電圧の供給が開始されてからの時間に応じて変動する特性に関する情報である出力特性情
報と、前記温度と、前記電圧と、前記電源部から前記検出部に前記電圧の供給が開始され
てから前記撮像動作が開始されるまでの時間である撮像開始時間と、を用いて、前記撮像
動作における前記電気信号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出す
る演算処理部と、
を有する撮像装置。
【請求項２】
　前記駆動回路と前記読出回路と前記電源部とを制御する制御部を更に有し、
　前記制御部は、前記演算処理部で算出されたノイズ量及び残像量に基づいて前記電圧及
び前記検出器の動作のうち少なくとも一方を変更するように、前記駆動回路と前記読出回
路と前記電源部とを制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
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【請求項３】
　前記変換素子は、ＰＩＮ型フォトダイオード又はＭＩＳ型光電変換素子を含む請求項２
に記載の撮像装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の撮像装置と、
　前記制御部に制御信号を送信する制御コンピュータと、
を含む撮像システム。
【請求項５】
　前記演算処理部は、前記出力特性情報と、前記温度と、前記電圧と、前記制御コンピュ
ータから要求されたノイズ量及び残像量と、を用いて、前記撮像動作における前記電気信
号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量が前記要求されたノイズ量及び残
像量を満足するために必要な撮像開始時間である要求撮像開始時間を算出することを特徴
とする請求項４に記載の撮像システム。
【請求項６】
　前記演算処理部は、前記出力特性情報と、前記温度と、前記制御コンピュータから要求
されたノイズ量及び残像量と、前記撮像動作における前記電気信号又は前記画像データに
含まれ得るノイズ量及び残像量が前記要求されたノイズ量及び残像量を満足するために必
要な撮像開始時間である要求撮像開始時間と、を用いて、前記要求されたノイズ量及び残
像量と要求撮像開始時間とを満足するために必要な前記変換素子に供給されるべき電圧を
算出し、
　前記制御部は、前記電源部が前記変換素子に供給されるべき電圧を供給するように前記
電源部を制御することを特徴とする請求項５に記載の撮像システム。
【請求項７】
　放射線又は光を電荷に変換する変換素子を有する画素を複数備えた検出部と、前記電荷
に応じた電気信号を前記検出部から出力するために前記検出部を駆動する駆動回路と、前
記電気信号を画像データとして出力する読出回路と、を含み、前記電気信号を出力する撮
像動作を行う検出器と、前記変換素子に電圧を供給する電源部と、を有する撮像装置の制
御方法であって、
　前記検出部の温度を検知する工程と、
　前記電気信号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量が前記検出部に前記
電圧の供給が開始されてからの時間に応じて変動する特性に関する情報である出力特性情
報と、前記温度と、前記電圧と、前記電源部から前記検出部に前記電圧の供給が開始され
てから前記撮像動作が開始されるまでの時間である撮像開始時間と、を用いて、前記撮像
動作における前記電気信号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出す
る工程と、
　を含むことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の撮像装置の制御方法を含む撮像システムの制御方法であって、
　前記撮像装置は、前記駆動回路と前記読出回路と前記電源部とを制御する制御部を更に
含み、
　前記撮像システムは、前記撮像装置と、前記制御部に制御信号を送信する制御コンピュ
ータと、を含み、
　前記出力特性情報と、前記温度と、前記電圧と、前記制御コンピュータから要求された
ノイズ量及び残像量と、を用いて、前記撮像動作における前記電気信号又は前記画像デー
タに含まれ得るノイズ量及び残像量が前記要求されたノイズ量及び残像量を満足するため
に必要な撮像開始時間である要求撮像開始時間を算出する工程を更に含むことを特徴とす
る撮像システムの制御方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の撮像装置の制御方法を含む撮像システムの制御方法であって、
　前記撮像装置は、前記駆動回路と前記読出回路と前記電源部とを制御する制御部を更に
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含み、
　前記撮像システムは、前記撮像装置と、前記制御部に制御信号を送信する制御コンピュ
ータと、を含み、
　前記出力特性情報と、前記温度と、前記制御コンピュータから要求されたノイズ量及び
残像量と、前記撮像動作における前記電気信号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量
及び残像量が前記要求されたノイズ量及び残像量を満足するために必要な撮像開始時間で
ある要求撮像開始時間と、を用いて、前記要求されたノイズ量及び残像量と要求撮像開始
時間とを満足するために必要な前記変換素子に供給されるべき電圧を算出する工程と、
　前記電源部が前記変換素子に供給されるべき電圧を供給する工程と、
　を更に含むことを特徴とする撮像システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置及び撮像システム、それらの制御方法に関するものである。より具
体的には、医療診断における一般撮像などの静止画撮像や透視撮像などの動画撮像に好適
に用いられる、放射線撮像装置及び放射線撮像システム、それらの制御方法及びそのプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｘ線等の放射線による医療画像診断や非破壊検査に用いる撮像装置として、半導
体材料によって形成された平面検出器（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ、以下
検出器と略す）を用いた放射線撮像装置が実用化され始めている。このような放射線撮像
装置は、例えば医療画像診断においては、一般撮像のような静止画撮像や、透視撮像のよ
うな動画撮像のデジタル撮像装置として用いられている。検出器としては、非晶質シリコ
ンを用いた光電変換素子と、放射線を光電変換素子が感知可能な波長帯域の光に変換する
波長変換体とを組み合わせた変換素子が用いられた間接変換型の検出器が知られている。
また、非晶質セレン等の材料を用いて放射線を直接電荷に変換する変換素子が用いられた
直接変換型の検出器が知られている。
【０００３】
　このような撮像装置では、非晶質半導体からなる変換素子のダングリングボンドや欠陥
がトラップ準位として働くことにより、暗電流が変動したり過去の放射線又は光の照射の
影響で残像（ラグ）が発生又は変動したりする可能性がある。それにより、撮像装置で取
得される画像信号に変動が生じる可能性があった。それに対して特許文献１では、被写体
情報を担う放射線又は光を検出器に照射する前に、別途準備された光源から被写体情報を
担わない光を照射することで、撮像装置の特性や取得される画像信号の変動を抑制するこ
とが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２５６６７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示の方法では、装置内部に光源及びその光源を駆動する
ための駆動部を別途具備するため、撮像装置が大型化して重くなり、撮像装置の薄型・軽
量化の妨げとなるという問題がある。また、光源による光照射が必要であるため、その光
源を動作させるための電力が必要となり撮像装置又はシステム全体の電力が大きくなって
しまうという問題がある。そのため、光源を用いることは望ましくない。しかしながら、
光源を用いない場合、撮像装置の動作環境によっては撮像動作において撮像装置で取得さ
れる画像信号に変動が生じるかどうか、又、変動が生じる場合にはどの程度の変動が生じ
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るのかがわからない。そのため、撮像装置に対する対策の要否や撮影技師に対する撮像可
能かどうかの情報を撮像装置又は撮像システムが得ることができなかった。変動が生じて
いなければ問題はないが、もし変動が生じる場合には、良好な画像信号が取得できない可
能性がある。そこで本発明は、このような問題を解決しようとするものであり、取得され
る画像信号に変動が生じるかどうか、又、変動が生じる場合にどの程度の変動が生じるの
かを算出することができる撮像装置又はシステムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の撮像装置は、放射線又は光を電荷に変換する変換
素子を複数備えた検出部と、前記電荷に応じた電気信号を前記検出部から出力するために
前記検出部を駆動する駆動回路と、前記電気信号を画像データとして出力する読出回路と
、を含み、前記電気信号を出力する撮像動作を行う検出器と、前記変換素子に電圧を供給
する電源部と、前記検出部の温度を検知するための温度検知部と、前記電気信号又は前記
画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量が前記検出部に前記電圧の供給が開始されて
からの時間に応じて変動する特性に関する情報である出力特性情報と、前記温度と、前記
電圧と、前記電源部から前記検出部に前記電圧の供給が開始されてから前記撮像動作が開
始されるまでの時間である撮像開始時間と、を用いて、前記撮像動作における前記電気信
号又は前記画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出する演算処理部と、を有す
る。
【０００７】
　また、本発明の撮像システムは、前記撮像装置と、前記制御部に制御信号を送信する制
御コンピュータと、を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、撮像動作において取得される画像信号に発生し得るノイズ量及び残像量
が予測でき、取得される画像信号に変動が生じるか、又、変動が生じる場合にどの程度の
変動が生じるのかを算出できる撮像装置又はシステムを提供できる。そして、変動が生じ
ておりノイズ量及び残像量が許容できる所定の範囲内に収まっていない場合には、算出さ
れたノイズ量及び残像量を用いて、撮像装置の動作や、変換素子に供給される電圧の値を
、変更することが可能となる。それにより、画像信号の変動が所定の範囲内に収まるのに
必要な撮像動作の開始時間を制御することができる。また、算出された特性に基づいて、
撮影技師に対して画像信号の変動の情報の提供や撮像装置の禁止動作の導入等を行うこと
もできる。そのため、光源を用いることなく薄型・軽量・低消費電力で且つ好適に撮像動
作において取得される画像信号の予期しない変動を抑制した状態で撮像を行うことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る撮像システムの概略的ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る撮像システムの動作フローを説明するフローチャ
ートである。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の概略的等価回路図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る変換素子のノイズ量と残像量の時間依存性を説明
するための特性図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置のタイミングチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る撮像装置の櫂略的等価回路図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る変換素子の残像量の時間依存性を説明するための
特性図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る撮像装置のタイミングチャートである。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る撮像システムの動作フローを説明するフローチャ
ートである。



(5) JP 5847413 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、本発明において放
射線は、放射線崩壊によって放出される粒子（光子を含む）の作るビームであるα線、β
線、γ線などの他に、同程度以上のエネルギーを有するビーム、例えばＸ線や粒子線、宇
宙線なども、含まれるものとする。
【００１１】
　（第１の実施形態）
　次に、本発明の概念を説明するために、図４（ａ）及び（ｂ）を用いて、本発明の第１
の実施形態に係る変換素子が有するノイズ量の時間依存性を、図４（ｃ）～（ｄ）を用い
て残像量の時間依存性を、説明する。なお、図４（ａ）～（ｄ）の横軸の時間は、変換素
子に電圧が供給されてからの時間であり、電圧が供給された直後とは、図４（ａ）～（ｄ
）の横軸上の縦軸と交差する位置に相当する。また、図４（ａ）～（ｄ）の推奨電圧とは
、変換素子に供給される電圧の推奨値であり、推奨動作温度とは、撮像動作における変換
素子の温度の推奨値である。
【００１２】
　複数の変換素子を備える検出部から出力される電気信号及び検出部を含む検出器から出
力される画像データの質を決定する指標として、ノイズ量と残像量が挙げられる。ノイズ
とは、信号の中に本来の情報とは別に混じっている不規則なゆらぎ成分であり、変換素子
のノイズの原因としてはｋＴＣノイズや暗電流が主に挙げられる。また、残像とは、先の
撮像動作においてなされた放射線又は光の照射に基づく電気信号が、後の撮像動作で出力
される電気信号及び画像データに影響をおよぼすものである。本実施形態における変換素
子に用いたＰＩＮ型フォトダイオードの残像の原因としては、スイッチ素子との時定数の
影響で出力しきれず残留した電気信号や、スイッチ素子による出力に際して発生したｋＴ
Ｃノイズや分配ノイズが主に挙げられる。
【００１３】
　本願発明者は、誠意検討の結果、ノイズと残像には変換素子に電圧が供給されてからの
時間によって変動する特性（以下、変動特性と称する）があり、またその変動特性は、変
換素子に与えられる電圧や変換素子の温度と相関することを見出した。ここで、変換素子
に与えられる電圧とは、変換素子の２つの電極間の電位差を意味し、ＰＩＮ型フォトダイ
オードであれば逆方向の電圧が与えられる。
【００１４】
　図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、ノイズ量は変換素子に電圧が供給された直後に大
きく現れ、時間が経過するに従って小さくなり所定値に収束する変動特性を有する。そし
て、その特性変動は、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、変換素子の温度が高いほど、
又は、変換素子に供給する電圧の値が大きいほど、ノイズ量が多く、また所定値に収束す
るまでに要する時間が短い。
【００１５】
　また、図４（ｃ）及び（ｄ）に示すように、残像量も変換素子に電圧が供給された直後
に大きく現れ、時間が経過するに従って小さくなり所定値に収束する変動特性を有する。
そして、その特性変動は、図４（ｃ）及び（ｄ）に示すように、変換素子の温度が高いほ
ど、又は、変換素子に供給する電圧の値が大きいほど、残像量が小さく、また所定値に収
束するまでに要する時間が短い。
【００１６】
　そこで本願発明者は、上述した変動特性に基づいて、撮像動作において検出部から出力
される電気信号又は検出器から出力される画像データに含まれるノイズ量及び残像量を演
算処理により予め算出できることを見出した。つまり、撮像動作において出力される電気
信号又は画像データにノイズ量及び残像量がどの程度含まれるかを、演算処理により予め
算出できることを見出した。すなわち、変動特性を有するノイズ量及び残像量を、変換素
子に電圧が供給されてからの時間と、変換素子を含む検出部の温度と、変換素子に供給さ
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れる電圧と、をパラメータとする出力特性情報として予め準備する。この出力特性情報は
、装置の出荷や設置前に各パラメータを変動させて撮像装置から得られた画像データに基
づいて、テーブル形式又は近似式の形式で記憶されたものである。そして、出力特性情報
と、検出部の温度と、電源部から変換素子に供給される電圧と、撮像開始時間と、を用い
て、撮像動作において検出部から出力される電気信号又は検出器から出力される画像デー
タに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出する。ここで、撮像開始時間とは、検出部への
電圧の供給が開始されてから撮像動作が開始されるまでの時間である。撮像動作における
電気信号又は画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出できることにより、それ
を用いた撮像装置の動作や、変換素子に供給される電圧の値を、変更することが可能とな
る。それにより、画像信号の変動が所定の範囲内に収まるのに必要な撮像動作の開始時間
を制御することができる。また、算出された特性に基づいて、撮影技師に対して画像信号
の変動の情報の提供や撮像装置の禁止動作の導入等を行うこともできる。すなわち、光源
を用いることなく、薄型・軽量・低消費電力で且つ好適に撮像動作において取得される撮
像動作において取得される画像信号の予期しない変動を抑制した状態で撮像を行うことが
可能となる。なお、撮像動作及び撮像準備動作は後で詳細に説明する。ここで、検出部の
温度とは、変換素子毎に計測された各変換素子の温度でも、それらの平均値でもよく、周
知の温度センサを用いて接触して又は非接触で測定され得る。
【００１７】
　図１に示す本発明の放射線撮像システムは、撮像装置１００、制御コンピュータ１０８
、放射線制御装置１０９、放射線発生装置１１０、表示装置１１３、制御卓１１４を含む
。撮像装置１００は、放射線又は光を電気信号に変換する画素を複数備えた検出部１０１
と、検出部１０１を駆動する駆動回路１０２と、駆動された検出部１０１からの電気信号
を画像データとして出力する読出回路１０３と、を有する平面検出器１０４を含む。ここ
で、画素は少なくとも変換素子を含むものである。撮像装置１００は更に、平面検出器（
以下、検出器と示す）１０４からの画像データを処理して出力する信号処理部１０５と、
各構成要素に夫々制御信号を供給して検出器１０４の動作を制御する制御部１０６と、各
構成要素に夫々バイアスを供給する電源部１０７を含む。信号処理部１０５は、後述する
制御コンピュータ１０８から制御信号を受けて制御部１０６に提供する。制御部１０６は
、制御コンピュータ１０８からの制御信号を受けて、駆動回路１０２、読出回路１０３、
信号処理部１０５、及び、電源部１０７のうちの少なくとも一つを制御する。電源部１０
７は、不図示の外部電源や内蔵バッテリーから電圧を受けて検出部１０１、駆動回路１０
２、読出回路１０３で必要な電圧を供給するレギュレータ等の電源回路を内包する。
【００１８】
　制御コンピュータ１０８は、放射線発生装置１１０と撮像装置１００との同期や、撮像
装置１００の状態を決定する制御信号の送信、撮像装置１００からの画像データに対する
補正・保存・表示のための画像処理を行う。また、制御コンピュータ１０８は、制御卓１
１４からの情報に基づき放射線の照射条件を決定する制御信号を放射線制御装置１０９に
送信する。また、制御卓１１４は撮影技師から撮像開始を予定している時間などの撮像条
件が入力される。そのため、制御コンピュータ１０８は、制御卓１１４からの情報に基づ
き、電源部１０７から検出部１０１への電圧の供給が開始されてから撮像動作が開始され
るまでの時間である撮像開始時間を得ることができる。制御コンピュータ１０８は、得ら
れた撮像開始時間に基づいて制御部１０６に制御信号を与え、また、後述する演算処理部
１１７に撮像開始時間を送信する。
【００１９】
　放射線制御装置１０９は、制御コンピュータ１０８からの制御信号を受けて、放射線発
生装置１１０に内包される放射線源１１１から放射線を照射する動作や、照射野絞り機構
１１２の動作の制御を行う。照射野絞り機構１１２は、検出器１０４の検出部１０１に放
射線又は放射線に応じた光が照射される領域である所定の照射野を変更することが可能な
機能を有している。制御卓１１４は、制御コンピュータ１０８の各種制御のためのパラメ
ータとして被検体の情報や撮像条件の入力を行い制御コンピュータ１０８に伝送する。表
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示装置１１３は、制御コンピュータ１０８で画像処理された画像データを表示する。
【００２０】
　本実施形態の放射線撮像システムは、温度検知部１１５と、電圧検知部１１６と、演算
処理部１１７と、を更に含む。温度検知部１１５は、検出部１０１もしくは変換素子の温
度を検知するものであり、測温抵抗体や熱電対、サーミスタ等の周知の温度センサを含む
ものである。ここで、温度検知部１１５は、検出部１０１内の所定の変換素子の温度を検
知してもよく、また検出部１０１内の変換素子毎の温度を検知してもよく、検出部１０１
内の所定数の変換素子の温度を平均して検出部１０１の温度として検知してもよい。電圧
検知部１１６は、電源部１０７から検出部１０１の変換素子へ供給される電圧を検知する
ものである。電圧検知部１１６は、例えば、電源部１０７と検出部１０１との間に備えら
れ、電源部１０７から変換素子に供給される電圧を監視する周知の電圧計が用いられる。
また、電圧検知部１１６は、更に、電圧の供給開始のタイミングを記憶し、また、推奨さ
れる撮像開始時間に関する情報を記憶したメモリと、記憶した電圧の供給開始のタイミン
グと制御卓１１４からの情報に基づいて撮像開始時間を検知する手段を有してもよい。演
算処理部１１７は、撮像動作において検出部１０１から出力される電気信号に含まれ得る
ノイズ量及び残像量を算出するものである。検出部１０１から出力される電気信号に含ま
れ得るノイズ量及び残像量を算出するために、演算処理部１１７は、撮像動作に検出部１
０１から出力される電気信号に含まれ得るノイズ量及び残像量を算出してもよい。また、
読出回路１０３から出力される画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算出しても
よく、信号処理部１０５から出力される画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量を算
出してもよい。演算処理部１１７は、出力特性情報を有している。演算処理部１１７は、
この出力特性情報と、検出部１０１の温度と、電源部１０７から検出部１０１に供給され
る電圧と、撮像開始時間と、を用いて、撮像動作において検出部１０１から出力される電
気信号に含まれ得るノイズ量及び残像量を算出する。制御コンピュータ１０８は、演算処
理部１１７で算出された特性に基づいて、制御部１０６に対して、撮像動作の前又は撮像
動作中に検出部１０１の変換素子へ供給される電圧や検出器の動作を変更するように、制
御信号を供給することができる。なお、この制御コンピュータ１０８の機能は、制御部１
０６が有していてもよく、また演算処理部１１７が有していてもよい。なお、電圧検知部
１１６を用いず、制御コンピュータ１０８が設定した電圧に基づいて演算処理部１１７が
含まれ得るノイズ量及び残像量の算出をしてもよい。なお、本実施形態では、演算処理部
１１７が、予め記憶した出力特性情報と、検出部１０１の温度と、検出部１０１に供給さ
れる電圧の電圧値と、撮像開始時間と、を用いて、撮像動作の出力に含まれ得るノイズ量
及び残像量を算出する。ただし、本願発明はそれに限定されるものではなく、制御コンピ
ュータ１０８が上記算出を行ってもよく、また、制御部１０６が上記算出を行ってもよい
。なお、上記ノイズ量及び残像量の変動は、撮像動作の前に行われる撮像準備動作の有無
やその動作内容にも依存するが、変動の傾向としてはいずれも図４（ａ）～（ｄ）で示し
た特性と同様である。そのため、出力特性情報としては、ノイズ量及び残像量の変動を、
撮像動作の前に行われる撮影準備動作を予め加味して取得しておくことが望ましい。例え
ば、複数の撮像準備動作を行う場合には想定される撮像準備動作毎に、撮像準備動作を行
わない場合には行わないシーケンスで、それぞれ出力特性情報を取得しておくことが望ま
しい。この出力特性情報の取得は、装置の出荷や設置前に各パラメータを変動させて撮像
装置から得られた画像データをテーブル形式又は近似式の形式で記憶することである。
【００２１】
　算出されたノイズ量及び残像量は、制御コンピュータ１０８が有する以下の機能に用い
ることが有効である。第１に、算出されたノイズ量及び残像量を撮像技師に表示装置１１
３を介して表示する。例えば、算出されたノイズ量及び残像量が診断用の画像データとし
て許容され得る所定の範囲を逸脱する場合、撮像技師に警告を表示することが有効である
。第２に、算出されたノイズ量及び残像量に基づいて、撮像装置又は撮像システムの動作
を変更する。例えば、算出されたノイズ量及び残像量が許容され得る所定の範囲を逸脱す
る場合、撮像動作の開始を禁止し、所定の範囲に収まるように撮像開始時間を遅延させる
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ことが有効である。第３に、算出されたノイズ量及び残像量が許容され得る所定の範囲に
収まるように、撮像装置の動作を変更してもよい。例えば、撮像動作における蓄積動作の
時間を短くすることが有効である。また、撮像動作の前に変換素子に供給される電圧の値
を大きくすることにより、撮像動作の開始が可能になるまでの時間を短くすることが有効
である。算出されたノイズ量及び残像量を用いて撮像装置の動作や変換素子に供給される
電圧の値を変更することで、電気信号や画像データに含まれ得るノイズ量及び残像量が許
容され得る所定の範囲内に収まるのに必要な撮像動作の開始時間を制御することができる
。すなわち、光源を用いることなく、薄型・軽量・低消費電力で且つ撮像動作において取
得される撮像動作において取得される画像信号の予期しない変動を抑制した状態で撮像を
行うことが可能となる。ここで、必要な撮像動作の開始時間は、画像データに含まれ得る
ノイズ量及び残像量が許容され得る所定の範囲内に収まった時間をタイマーなどで計測し
てもよく、またその画像データが得られた動作のために与えられた制御信号を基に測定し
てもよい。
【００２２】
　次に、図２を用いて、本実施形態において撮像システムの動作フローを説明する。撮像
システムの主電源を投入した後、制御用コンピュータ１０８からの要求に応じた制御部１
０６が、電圧Ｖｓを検出部１０１に供給するように電源部１０７を制御する。そして、検
出器１０４が撮像準備動作を行うように、制御部１０６は検出器１０４を制御する。次に
、温度検知部１１５が検出部１０１の温度を検知するよう、制御部１０６が温度検知部１
１５を制御する。また、電圧検知部１１６が検出部１０１に供給される電圧Ｖｓの電圧値
を検知するよう、制御部１０６が電圧検知部１１６を制御する。更に、温度検知部１１５
から検知された温度に関する情報が、電圧検知部１１６から検知された電圧に関する情報
が、制御コンピュータ１０８から撮像開始時間に関する情報が、それぞれ演算処理部１１
７に伝達される。次に、演算処理部１１７が、得られた温度、電圧、撮像開始時間に関す
る情報、及び、予め記憶している出力特性情報を用いて、画像信号又は画像データに含ま
れ得るノイズ量及び残像量を算出する。なお、上記フローにおいて、制御コンピュータ１
０８から撮像開始時間に関する情報が、それぞれ演算処理部１７に伝達されることを示し
たが、本発明はそれに限定されるものではない。他の要素でできるものがあれば適用でき
るのは言うまでもない。
【００２３】
　放射線の曝射要求がない場合（ＮＯ）は、検出器１０４が再度撮像準備動作を行うよう
に、曝射要求がある場合（ＹＥＳ）は、検出器１０４が撮像動作を行うように、制御部１
０６は検出器１０４を制御する。撮像動作が終了した後、終了要求がある場合（ＹＥＳ）
は一連の動作を終了するように、制御部１０６が各要素を制御する。終了要求がない場合
（ＮＯ）は、検出器１０４が再度撮像準備動作を行うように、制御部１０６は検出器１０
４を制御する。この際、温度、電圧、及び、撮像開始時間に関する情報のうち少なくとも
一つを再取得し、演算処理部１１７に撮像動作の出力特性を再度算出させてもよい。
【００２４】
　次に、図３を用いて本発明の第１の実施形態に係る撮像装置を説明する。なお、図１を
用いて説明した構成と同じものは同じ番号を付与してあり、詳細な説明は割愛する。また
、図３では説明の簡便化のためにｍ行×ｎ列の画素を有する検出器を含む撮像装置を示す
。ここでｍとｎは２以上の整数であり、実際の撮像装置はより多画素であり、例えば１７
インチの撮像装置では約２８００行×約２８００列の画素を有している。
【００２５】
　検出部１０１は、行列状に複数配置された画素を有する。画素は、放射線又は光を電荷
に変換する変換素子２０１と、その電荷に応じた電気信号を出力するスイッチ素子２０２
と、を有する。本実施形態では、変換素子に照射された光を電荷に変換する光電変換素子
として、ガラス基板等の絶縁性基板上に配置されアモルファスシリコンを主材料とするＰ
ＩＮ型フォトダイオードを用いる。なお、図４（ａ）～（ｄ）に示す特性は、ＰＩＮ型フ
ォトダイオードに代表されるフォトダイオードの特性である。変換素子としては、上述の
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光電変換素子の放射線入射側に放射線を光電変換素子が感知可能な波長帯域の光に変換す
る波長変換体を備えた間接型の変換素子や、放射線を直接電荷に変換する直接型の変換素
子が好適に用いられる。スイッチ素子２０２としては、制御端子と２つの主端子を有する
トランジスタが好適に用いられ、本実施形態では薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が用いられ
る。変換素子２０１の一方の電極はスイッチ素子２０２の２つの主端子の一方に電気的に
接続され、他方の電極は共通のバイアス配線Ｂｓを介して電源１０７ａと電気的に接続さ
れる。行方向の複数のスイッチ素子、例えばＴ１１～Ｔ１ｎは、それらの制御端子が１行
目の駆動配線Ｇ１に共通に電気的に接続されており、駆動回路１０２からスイッチ素子の
導通状態を制御する駆動信号が駆動配線を介して行単位で与えられる。このように駆動回
路１０２が行単位でスイッチ素子２０２の導通状態と非導通状態を制御することにより、
駆動回路１０２は行単位で画素を走査する。列方向の複数のスイッチ素子、例えばＴ１１
～Ｔｍ１は、他方の主端子が１列目の信号配線Ｓｉｇ１に電気的に接続されており、スイ
ッチ素子が導通状態である間に、変換素子の電荷に応じた電気信号を、信号配線を介して
読出回路１０３に出力する。列方向に複数配列された信号配線Ｓｉｇ１～Ｓｉｇｎは、複
数の画素から出力された電気信号を並列に読出回路１０３に伝送する。
【００２６】
　読出回路１０３は、検出部１０１から並列に出力された電気信号を増幅する増幅回路２
０７を信号配線毎に対応して設けられている。また、各増幅回路２０７は、出力された電
気信号を増幅する積分増幅器２０３と、積分増幅器２０３からの電気信号を増幅する可変
増幅器２０４と、増幅された電気信号をサンプルしホールドするサンプルホールド回路２
０５と、バッファアンプ２０６とを含む。積分増幅器２０３は、読み出された電気信号を
増幅して出力する演算増幅器と、積分容量と、リセットスイッチと、を有する。積分増幅
器２０３は、積分容量の値を変えることで増幅率を変更することが可能である。演算増幅
器の反転入力端子には出力された電気信号が入力され、正転入力端子には基準電源１０７
ｂから基準電圧Ｖｒｅｆが入力され、出力端子から増幅された電気信号が出力される。ま
た、積分容量が演算増幅器の反転入力端子と出力端子の間に配置される。サンプルホール
ド回路２０５は、各増幅回路に対応して設けられ、サンプリングスイッチとサンプリング
容量とによって構成される。また読出回路１０３は、各増幅回路２０７から並列に読み出
された電気信号を順次出力して直列信号の画像信号として出力するマルチプレクサ２０８
と、画像信号をインピーダンス変換して出力するバッファ増幅器２０９と、を有する。バ
ッファ増幅器２０９から出力されたアナログ電気信号である画像信号Ｖｏｕｔは、Ａ／Ｄ
変換器２１０によってデジタルの画像データに変換されて図１に示す信号処理部１０５へ
出力される。そして、図１に示す信号処理部１０５で処理された画像データが制御コンピ
ュータ１０８へ出力される。
【００２７】
　駆動回路１０２は、図１に示す制御部１０６から入力された制御信号（Ｄ－ＣＬＫ、Ｏ
Ｅ、ＤＩＯ）に応じて、スイッチ素子を導通状態にする導通電圧Ｖｃｏｍと非道通状態と
する非導通電圧Ｖｓｓを有する駆動信号を、各駆動配線に出力する。これにより、駆動回
路１０２はスイッチ素子の導通状態及び非導通状態を制御し、検出部１０１を駆動する。
　図１における電源部１０７は、図２に示すバイアス電源１０７ａ、増幅回路の基準電源
１０７ｂを含む。バイアス電源１０７ａは、バイアス配線Ｂｓを介して各変換素子の他方
の電極に共通に電圧Ｖｓを供給する。基準電源１０７ｂは、各演算増幅器の正転入力端子
に基準電圧Ｖｒｅｆを供給する。
【００２８】
　図１に示す制御部１０６は、信号処理部１０５を介して装置外部の制御コンピュータ１
０８等からの制御信号を受けて、駆動回路１０２、電源部１０７、読出回路１０３に各種
の制御信号を与えて検出器１０４の動作を制御する。制御部１０６は、駆動回路１０２に
制御信号Ｄ－ＣＬＫと制御信号ＯＥ、制御信号ＤＩＯを与えることによって、駆動回路１
０２の動作を制御する。ここで、制御信号Ｄ－ＣＬＫは駆動回路として用いられるシフト
レジスタのシフトクロックであり、制御信号ＤＩＯはシフトレジスタが転送するパルス、
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ＯＥはシフトレジスタの出力端を制御するものである。また、制御部１０６は、読出回路
１０３に制御信号ＲＣ、制御信号ＳＨ、及び制御信号ＣＬＫを与えることによって、読出
回路１０３の各構成要素の動作を制御する。ここで、制御信号ＲＣは積分増幅器のリセッ
トスイッチの動作を、制御信号ＳＨはサンプルホールド回路２０５の動作を、制御信号Ｃ
ＬＫはマルチプレクサ２０８の動作を制御するものである。
【００２９】
　次に、図５（ａ）～（ｃ）を用いて、本実施形態の撮像装置の動作を説明する。ここで
、図５（ａ）は撮像装置全体の駆動タイミングを概略的に示したものであり、図５（ｂ）
は図５（ａ）のＡ－Ａ’箇所を詳細に示したもの、図５（ｃ）は図５（ａ）のＢ－Ｂ’箇
所を詳細に示したものである。
【００３０】
　図５（ａ）及び（ｂ）において、時刻ｔ１において変換素子２０１に電圧Ｖｓが供給さ
れると、撮像装置１００は撮像準備期間に撮像準備動作を行う。ここで、撮像準備動作と
は、電圧Ｖｓの印加開始に起因する検出器１０４の特性変動を安定化させるために、初期
化動作Ｋを少なくとも１回行う動作であり、本実施形態では初期化動作Ｋを複数回繰り返
し行っている。また、初期化動作Ｋとは、変換素子に蓄積動作前の初期のバイアスを与え
、変換素子を初期化するための動作である。なお、図５（ａ）では、撮像準備動作として
初期化動作Ｋ及び蓄積動作Ｗの一組を複数回繰り返し行う動作を行っている。次に、検出
器１０４の特性変動が安定した時刻ｔ２において、撮像装置１００は、撮像動作を開始す
る。時刻ｔ２から時刻ｔ４の間の撮像期間のうち時刻ｔ２から時刻ｔ３の間では、撮像装
置１００は、初期化動作Ｋと、蓄積動作Ｗと、画像出力動作Ｘと、を行う。撮像動作にお
いて、蓄積動作Ｗは変換素子が電荷を生成するために放射線の照射に応じた期間で行われ
る動作であり、画像出力動作Ｘは蓄積動作Ｗで生成された電荷に応じた電気信号に基づい
て画像データを出力する動作である。ここで本実施形態において撮像動作の蓄積動作Ｗは
、撮像準備動作の蓄積動作Ｗと同じ時間の長さで行っているが、本発明はそれに限定され
るものではない。撮像準備動作の短縮化のためには撮像準備動作の蓄積動作Ｗの時間の長
さが、撮像動作の蓄積動作Ｗの時間の長さより短い方が好ましい。また本実施形態では、
放射線の照射が行われない暗状態で変換素子が電荷を生成するために、画像出力動作Ｘの
前の蓄積動作Ｗと同じ時間の長さで行われる蓄積動作Ｗと、その蓄積動作Ｗで生成された
電荷に基づいて暗画像データを出力する暗画像出力動作Ｆと、を行う。暗画像出力動作Ｆ
では、画像出力動作Ｘと同様の動作が撮像装置１００で行われる。時刻ｔ４で撮像動作が
終了すると、撮像装置１００は撮像準備動作を再度開始し、次の撮像動作が開始される時
刻ｔ５まで撮像準備動作を継続する。
【００３１】
　次に、図５（ｂ）を用いて、撮像準備動作を詳細に説明する。図５（ｂ）に示すように
、初期化動作Ｋでは、まず制御部１０６からリセットスイッチに制御信号ＲＣが与えられ
て積分増幅器２０３の積分容量及び信号配線がリセットされる。次に、変換素子２０１に
電圧Ｖｓが与えられた状態で、駆動回路１０２から駆動配線Ｇ１に導通電圧Ｖｃｏｍが与
えられ、１行目の画素のスイッチ素子Ｔ１１～Ｔ１３が導通状態とされる。このスイッチ
素子の導通状態により、変換素子が初期化される。その際に変換素子の電荷がスイッチ素
子により電気信号として出力されるが、本実施形態では制御信号ＳＨ及び制御信号ＣＬＫ
が出力されずサンプルホールド回路以降の回路を動作させていないため、読出回路１０３
からその電気信号に応じたデータは出力されない。その後に再び積分容量及び信号配線が
リセットされることにより、出力された電気信号は処理される。ただし、そのデータを補
正などに使用したい場合には、制御信号ＳＨ及び制御信号ＣＬＫが出力されてサンプルホ
ールド回路以降の回路を後述する画像出力動作や暗画像出力動作と同様に動作させてもよ
い。このようなスイッチ素子の導通状態の制御とリセットがｍ行目まで繰り返し行われる
ことにより、検出器１０１の初期化動作がなされる。ここで、初期化動作においては、少
なくともスイッチ素子の導通状態の間もリセットスイッチを導通状態に保ちリセットし続
けていてもよい。また、初期化動作におけるスイッチ素子の導通時間は、後述する画像出
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力動作におけるスイッチ素子の導通時間より短くてもよい。また、初期化動作では複数行
のスイッチ素子を同時に導通させてもよい。これらの場合には、初期化動作全体にかかる
時間を短くすることが可能となり、より早く検出器の特性の変動を安定化させることが可
能となる。なお、本実施形態の初期化動作Ｋは、撮像準備動作の後に行われる撮像動作に
含まれる画像出力動作と同じ期間で行われている。蓄積動作Ｗでは、変換素子２０１に電
圧Ｖｓが与えられた状態で、スイッチ素子２０２には非導通電圧Ｖｓｓが与えられており
、全ての画素のスイッチ素子は非導通状態とされる。
【００３２】
　次に、図５（ｃ）を用いて、撮像動作を詳細に説明する。なお、先に説明した動作につ
いては割愛する。図５（ｃ）に示すように、画像出力動作では、まず制御部１０６から制
御信号ＲＣが出力されて積分容量及び信号配線がリセットされる。そして、駆動回路１０
２から駆動配線Ｇ１に導通電圧Ｖｃｏｍが与えられ、１行目のスイッチ素子Ｔ１１～Ｔ１
ｎが導通状態とされる。これにより１行目の変換素子Ｓ１１～Ｓ１ｎで発生された電荷に
基づく電気信号が各信号配線に出力される。各信号配線を介して並列に出力された電気信
号は、それぞれ各増幅回路２０７の積分増幅器２０３及び可変増幅器２０４で増幅される
。増幅された電気信号はそれぞれ、制御信号ＳＨによりサンプルホールド回路が動作され
、各増幅回路２０７内のサンプルホールド回路２０５に並列に保持される。保持された後
、制御部１０６から制御信号ＲＣが出力されて積分増幅器２０３の積分容量及び信号配線
がリセットされる。リセットされた後、１行目と同様に２行目の駆動配線Ｇ２に導通電圧
Ｖｃｏｍが与えられ、２行目のスイッチ素子Ｔ２１～Ｔ２ｎが導通状態とされる。２行目
のスイッチ素子Ｔ２１～Ｔ２ｎが導通状態とされている期間内に、マルチプレクサ２０８
がサンプルホールド回路２０５に保持された電気信号を順次出力する。これにより並列に
読み出された１行目の画素からの電気信号は直列の画像信号に変換して出力され、Ａ／Ｄ
変換器２１０が１行分の画像データに変換して出力する。以上の動作を１行目からｍ行目
に対して行単位で行うことにより、１フレーム分の画像データが撮像装置から出力される
。一方、暗画像出力動作Ｆでは、放射線の照射が行われない暗状態で画像出力動作Ｘと同
様の動作が撮像装置１００で行われる。
【００３３】
　（第２の実施形態）
　次に、図６（ａ）、（ｂ）を用いて本発明の第２の実施形態に係る撮像装置を説明する
。なお、図３に示す第１の実施形態の構成と同じものは同じ番号を付与してあり、詳細な
説明は割愛する。また、図６（ａ）では図３と同様に説明の簡便化のために３行×３列の
画素を有する検出器を含む撮像装置を示すが、実際の撮像装置はより多画素である。また
、図６（ｂ）は１画素の概略的等価回路を示すものである。
【００３４】
　第１の実施形態の検出部１０１では、変換素子２０１にＰＩＮ型フォトダイオードを用
いていたが、本実施形態の検出部１０１’では、変換素子６０１にＭＩＳ型変換素子とし
てＭＩＳ型光電変換素子を用いている。また、第１の実施形態では、変換素子２０１の他
方の電極は共通のバイアス配線Ｂｓを介してバイアス電源１０７ａと電気的に接続されて
いる。一方、本実施形態では、変換素子６０１の他方の電極は共通のバイアス配線Ｂｓを
介してバイアス電源１０７ａ’と電気的に接続されている。このバイアス電源１０７ａ’
は、変換素子６０１の他方の電極に、電圧Ｖｓとは別に変換素子６０１をリフレッシュす
るための電圧Ｖｒを供給することが可能な構成となっている。
【００３５】
　また、図６（ｂ）に示すように、変換素子６０１は、第１の電極６０２と第２の電極６
０６の間に半導体層６０４が、第１の電極６０２と半導体層６０４との間に絶縁層６０３
が、それぞれ設けられている。また、半導体層６０４と第２の電極６０６との間に不純物
半導体層６０５が設けられている。第２の電極６０６は、バイアス配線Ｂｓを介してバイ
アス電源１０７ａ’と電気的に接続される。変換素子６０１は、変換素子２０１と同様に
、第２の電極６０６にバイアス電源１０７ａ’から電圧Ｖｓが供給され、第１の電極６０
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２にスイッチ素子６０２を介して基準電圧Ｖｒｅｆが供給されて、蓄積動作がなされる。
また、第２の電極６０６にバイアス電源１０７ａ’を介してリフレッシュ用の電圧Ｖｒが
供給され、変換素子６０１はそのバイアス｜Ｖｒ－Ｖｒｅｆ｜によりリフレッシュがなさ
れる。なお、このリフレッシュは、ＭＩＳ型変換素子の半導体層６０４で発生し、不純物
半導体層６０５を通過できずに半導体層６０４と絶縁層６０３との間に蓄積された電子－
正孔対の一方を、第２電極６０６に向けて移動させて消滅させることである。なお、リフ
レッシュに関しては、後で詳細に説明する。
【００３６】
　次に、図７（ａ）及び（ｂ）を用いて、本発明の第２の実施形態に係る変換素子が有す
る残像量の時間依存性を、説明する。なお、第２の実施形態に係る変換素子が有するノイ
ズ量の時間依存性に関しては、図４（ａ）及び（ｂ）で説明したものと概略等しいため、
詳細な説明は割愛する。
【００３７】
　図７（ａ）及び（ｂ）に示すように、残像量は変換素子に電圧が供給された直後に大き
く現れ、時間が経過するに従って小さくなり所定値に収束する。これは、第１の実施形態
で説明した原因に加えて、ＭＩＳ型変換素子では以下の原因があることを、本願発明者は
、誠意検討の結果、見出した。ＭＩＳ型変換素子では、暗電流などにより発生した電子－
正孔対の一方が半導体層６０４と絶縁層６０３との間に蓄積され、それにより変換素子に
電圧が供給されてからの時間に応じて半導体層６０４と絶縁層６０３の界面の電位Ｖａが
変動する。この電位Ｖａが変動するため、半導体層６０４にかかる電圧が変動することに
より、ＭＩＳ型変換素子では変換素子に電圧が供給されてからの時間に応じて感度が変動
する。以下にこのことを感度変動と称する。この感度変動が起こっている状況で撮像動作
が行われた場合、放射線又は光が照射された画素のＭＩＳ型変換素子では、照射された放
射線又は光により発生した電子－正孔対の一方が半導体層６０４と絶縁層６０３との間に
蓄積されて、電位Ｖａが大きく変動する。一方、放射線又は光が照射されない画素のＭＩ
Ｓ型変換素子では、放射線又は光によって発生する電子－正孔対に起因する電位Ｖａの変
動は起こらない。そのため、放射線又は光が照射された画素と放射線又は光が照射されな
かった画素とでは、ＭＩＳ型変換素子の感度に差が生じる。この感度の差が、次の撮像動
作間で得られる画像データに残像として現れる。このことは、半導体層６０４と絶縁層６
０３との間に蓄積された電子－正孔対の一方のうち、消滅される量が少ないリフレッシュ
動作が行われる場合には、特に顕著となる。
【００３８】
　一方、十分な時間経過により、暗電流などにより発生した電子－正孔対の一方が半導体
層６０４と絶縁層６０３との間に十分に蓄積されると、電位Ｖａが変換素子に電圧が供給
されてからの時間に応じて所望の電位に収束する。このことは、半導体層６０４と絶縁層
６０３との間に蓄積された電子－正孔対の一方のうち、消滅される量が少ないリフレッシ
ュ動作が行われる場合には、特に顕著となる。電位Ｖａが収束することにより、撮影動作
によって発生する感度の差が小さくなり、感度変動も収束し、変換素子が所望の感度で安
定化する。これを安定状態と呼ぶ。安定状態では、光又は放射線の照射による電位Ｖａの
変動も、リフレッシュ動作により抑制される。すなわち、光又は放射線の照射による変換
素子の感度変動が抑制され、感度変動に起因する残像量が小さくなる。従って、図７（ａ
）及び（ｂ）に示すように、残像量は変換素子に電圧が供給された直後に大きく現れ、時
間が経過するに従って小さくなり、安定状態における所定値に収束する。
【００３９】
　また、本願発明者は更に以下を見出した。図７（ａ）に示すように、変換素子の温度が
高いほど、感度変動に起因する残像量が小さく、また所定値に収束するまでの時間が短く
なる。これは、温度が高いほど暗電流などのノイズ量が増加し、それにより発生する電子
－正孔対の量が多くなる。そのため、半導体層６０４と絶縁層６０３との間に蓄積される
電子－正孔対の一方の量が多くなり、電位Ｖａが早く所望の電位に収束するためである。
また、図７（ｂ）に示すように、本願発明者は、リフレッシュ動作における変換素子の電
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圧の変動量｜Ｖｓ－Ｖｒ｜が大きいほど、感度変動に起因する残像量が小さく、また所定
値に収束するまでの時間が短くなる。これは、リフレッシュ動作における変換素子の電圧
の変動量が大きいほどリフレッシュ動作時に消滅する電子－正孔対の一方が多くなり、よ
り少ない量の電子－正孔対の一方で電位Ｖａが所望の電位に収束するためである。
【００４０】
　次に、図８（ａ）～（ｃ）を用いて、本実施形態の撮像装置の動作を説明する。ここで
、図８（ａ）は撮像装置全体の駆動タイミングを概略的に示したものであり、図８（ｂ）
は図８（ａ）のＡ－Ａ’箇所を詳細に示したもの、図８（ｃ）は図８（ａ）のＢ－Ｂ’箇
所を詳細に示したものである。なお、図５（ａ）～（ｃ）に示す第１の実施形態の動作と
同じものは同じ番号を付与してあり、詳細な説明は割愛する。
【００４１】
　第１の実施形態の撮像準備動作は、初期化動作Ｋ及び蓄積動作Ｗの一組を複数回繰り返
し行う動作であったが、本実施形態の撮像準備動作は、リフレッシュ動作Ｒと初期化動作
Ｋと蓄積動作Ｗの一組を複数回繰り返し行う動作となっている。ここで、リフレッシュ動
作とは、ＭＩＳ型変換素子の半導体層６０４で発生し、不純物半導体層６０５を通過でき
ずに半導体層６０４と絶縁層６０３との間に蓄積された電子－正孔対の一方を、第２電極
６０６に向けて移動させて消滅させるための動作である。また、第１の実施形態の撮像動
作は、初期化動作Ｋと蓄積動作Ｗと画像出力動作Ｘと初期化動作Ｋと蓄積動作Ｗと暗画像
出力動作Ｆとを行う動作であったが、本実施形態の撮像動作は、各初期化動作Ｋの前にリ
フレッシュ動作Ｒを更に行う動作である。このリフレッシュ動作では、まずバイアス配線
Ｂｓを介して第２電極６０４にリフレッシュ用の電圧Ｖｒが供給される。次に、各スイッ
チ素子を導通して第１電極６０２に基準電圧Ｖｒｅｆが供給され、変換素子６０１はその
バイアス｜Ｖｒ－Ｖｒｅｆ｜によりリフレッシュがなされる。複数の変換素子６０１は行
単位で順次リフレッシュされ、全てのスイッチ素子が非導通にされると全ての変換素子６
０１のリフレッシュが終了する。その後、バイアス配線Ｂｓを介して変換素子６０１の第
２電極６０６に電圧Ｖｓが供給され、各スイッチ素子を導通して第１電極６０２に基準電
圧Ｖｒｅｆが供給され、変換素子６０１にはバイアス｜Ｖｓ－Ｖｒｅｆ｜が供給される。
全てのスイッチ素子が非導通にされると全ての変換素子６０１が撮像可能なバイアス状態
となり、リフレッシュ動作が終了する。次に、変換素子６０１を初期化し暗示出力を安定
化させるために初期化動作Ｋを行い、その後蓄積動作Ｗに遷移する。
【００４２】
　次に、本実施形態において演算処理部１１７が行い得る処理の例を説明する。第１の実
施形態と同様に、演算処理部１１７は、予め記憶した出力特性情報と、検出部１０１’の
温度と、検出部１０１’に供給される電圧と、撮像開始時間と、を用いて、含まれ得るノ
イズ量及び残像量を算出する。本実施形態の演算処理部１１７は、出力特性情報と、検出
部１０１’の温度と、電圧Ｖｒ’と、制御コンピュータ１０８から要求されたノイズ量及
び残像量と、を用いて、撮像動作の出力特性が要求されたノイズ量及び残像量を満足する
ために必要な撮像開始時間を算出できる。本願発明者は、誠意検討の結果、残像量の変動
が安定する時間（以下、残像量安定時間と称する）ｔ０が検出器１０１’の温度Ｔの指数
関数で表されることを見出した。また、残像量安定時間ｔ０が電圧Ｖｒの値の指数関数で
も表されることを本願発明者は見出した。つまり本願発明者は、以下の関係式を見出した
。
【００４３】
　　ｔ０　＞　αｅｘｐ（βＶｒ’＋γＴ＋δＶｒＴ）
　ここで、α、β、γ、δはそれぞれ所望の係数であり、電圧Ｖｒや温度Ｔをパラメータ
として、予め測定することにより得られる係数である。α、β、γ、δを予め測定する方
法としては、変換素子に電圧が供給されてからの経過時間をパラメータとして検出部１０
１’に放射線又は光を照射し、残像量安定時間ｔ０を求める方法が有効である。また、検
出部１０１’に放射線又は光を照射しないときの画像データを連続で取得し、残像量安定
時間ｔ０を推定する方法も有効である。同様の方法で、ノイズ量の変動が安定する時間（
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以下、ノイズ量安定時間と称する）ｔ１と温度Ｔ、電圧Ｖｒの関係を求めてもよい。
【００４４】
　また、本発明者は、残像量が所望の変動量以下となり制御コンピュータ１０８から要求
された残像量に関する出力特性（以下、残像量要求出力特性と称する）を満足する時間（
以下、要求撮像開始時間と称する）ｔｓが残像量安定時間ｔ０と以下の関係を満たすこと
を見出した。要求撮像開始時間ｔｓは、残像量要求出力特性をＧｓ、変換素子に電圧が供
給された直後の残像量をＧ（０）、供給から時間ｔ０が経過した時の残像量をＧ（ｔ０）
としたとき、以下の関係式を満たす、
　　ｔｓ　＞　Ｇｓ／｛Ｇ（０）－Ｇ（ｔ０）｝＊ｔ０
　同様に、本発明者は、要求撮像開始時間ｔｓが、制御コンピュータ１０８から要求され
たノイズ量に関する出力特性（以下、ノイズ量要求出力特性と称する）を満足するノイズ
量安定時間ｔ０と以下の関係を満たすことを見出した。要求撮像開始時間ｔｓは、ノイズ
量要求出力特性をＮｓ、変換素子に電圧が供給された直後のノイズ量をＮ（０）、供給か
ら時間ｔ０が経過した時のノイズ量をＮ（ｔ０）としたとき、以下の関係式を満たす、
　　ｔｓ　＞　Ｎｓ／｛Ｎ（０）－Ｎ（ｔ１）｝＊ｔ１
　また、上記式をから、演算処理部１１７は、出力特性情報と、検出部１０１’の温度と
、要求出力特性と、要求撮像開始時間と、を用いて、要求出力特性と要求撮像開始時間を
満足するために必要な、検出部１０１’に供給されるべき電圧Ｖｒ’を算出できる。算出
された要求撮像開始時間ｔｓや供給されるべき電圧Ｖｒ’を表示装置１１３に表示するよ
うに、制御コンピュータ１０８は表示装置を制御してもよい。
【００４５】
　次に、図９を用いて、上記演算処理部１１７が算出した電圧値Ｖｒを用いて撮像装置を
制御するための動作フローを説明する。まず、撮像システムの主電源を投入した後、制御
用コンピュータ１０８からの要求に応じた制御部１０６が、電圧Ｖｓを検出部１０１に供
給するように電源部１０７を制御する。次に、撮影者によって制御卓１１４から制御コン
ピュータ１０８に要求出力特性と要求撮像開始時間ｔｓが入力される。次に、温度検知部
１１５が検出部１０１の温度を検知するよう、制御部１０６が温度検知部１１５を制御す
る。そして、温度検知部１１５から検知された温度に関する情報が、制御コンピュータ１
０８から要求撮像開始時間ｔｓ及び要求出力特性に関する情報が、それぞれ演算処理部１
１７に伝達される。そして演算処理部１１７は、出力特性情報と、検出部１０１’の温度
と、要求出力特性と、要求撮像開始時間ｔｓと、を用いて、要求出力特性と要求撮像開始
時間ｔｓとを満足するために必要な、検出部１０１’に供給されるべき電圧Ｖｒ’を算出
する。演算処理部１１７は、算出された電圧値Ｖｒ’に関する情報を制御コンピュータ１
０８に伝送し、制御コンピュータ１０８は制御部１０６に制御信号を送信する。それに基
づいて制御部１０６は、電源部１０７が電圧Ｖｒから電圧Ｖｒ’に切り替えて検出部１０
１’に供給するように電源部１０７を制御する。電圧Ｖｒ’が供給された後、検出器１０
４が撮像準備動作を行うように、制御部１０６は検出器１０４を制御する。
【００４６】
　放射線の曝射要求がない場合（ＮＯ）は、検出器１０４が再度撮像準備動作を行うよう
に、曝射要求がある場合（ＹＥＳ）は、検出器１０４が撮像動作を行うように、制御部１
０６は検出器１０４を制御する。撮像動作が行われた後、図８（ａ）に示す撮像開始時間
ｔ２’が要求撮像開始時間ｔｓを比較し、要求出力特性が満足されたか否かの判定を行う
。要求出力特性が満足されていないと判定された場合（ＮＯ）は、残像量が所望の値以下
とならないことを意味するため、残像の影響が後の撮影動作で取得される画像データに影
響を及ぼさないように、検出器１０４はその残像を除去する残像除去動作を行う。この残
像除去動作は、変換素子の第１電極６０２及び第２電極６０６に同電位（例えば０Ｖ）を
所定時間供給することによりなされる。残像除去動作がなされた後、終了要求がある場合
（ＹＥＳ）は一連の動作を終了するように、制御部１０６が各要素を制御する。終了要求
がない場合（ＮＯ）は、再度電圧Ｖｒ’の算出及び切り換えを行うために、検出部１０１
’の温度検知と、要求撮像開始時間の設定及び取得と、要求出力特性の設定及び取得と、
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が満足されたと判定された場合（ＹＥＳ）は、残像除去動作を行わず、終了要求がある場
合（ＹＥＳ）は一連の動作を終了するように、制御部１０６が各要素を制御する。終了要
求がない場合（ＮＯ）は、検出器１０４が再度撮像準備動作を行うように、制御部１０６
は検出器１０４を制御する。
【００４７】
　本実施形態により、ＭＩＳ型変換素子を有する検出器１０４の温度や撮像動作開始時間
が異なる場合であっても、撮像動作の出力特性を予め算出することが可能となる。そのた
め、算出された出力特性を用いて、撮像装置の動作や、変換素子に供給される電圧の値を
、変更することが可能となり、それにより、所定の範囲内に画像信号の変動する特性が収
まるのに必要な撮像動作の開始時間を制御することができる。そのため、光源を用いるこ
となく薄型・軽量・低消費電力で且つ好適に画像信号の変動の影響を抑制することが可能
となる。
【００４８】
　なお、本発明の各実施形態は、例えば制御部１０６に含まれるコンピュータや制御コン
ピュータ１０８がプログラムを実行することによって実現することもできる。また、プロ
グラムをコンピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムを記録したＣＤ－
ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体又はかかるプログラムを伝送するインタ
ーネット等の伝送媒体も本発明の実施形態として適用することができる。また、上記のプ
ログラムも本発明の実施形態として適用することができる。上記のプログラム、記録媒体
、伝送媒体及びプログラムプロダクトは、本発明の範疇に含まれる。また、第１又は第２
の実施形態から容易に想像可能な組み合わせによる発明も本発明の範疇に含まれる。
【符号の説明】
【００４９】
　１００　撮像装置
　１０１　検出部
　１０２　駆動回路
　１０３　読出回路
　１０４　平面検出器
　１０５　信号処理部
　１０６　制御部
　１０７　電源部
　１０８　制御コンピュータ
　１０９　放射線制御装置
　１１０　放射線発生装置
　１１１　放射線源
　１１２　照射野絞り機構
　１１３　表示装置
　１１４　制御卓
　１１５　温度検知部
　１１６　電圧検知部
　１１７　演算処理部
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