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反復法によるＵＲＡトモグラフィックイメージの画質改善十

北畠憲俊＊陳延偉*＊仲尾善勝*＊
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Abstract

Asinglc-pinholecamemisu8uallyusedfbrX丑ayimagmgnlURAcodedapertuⅡ⑫camera,mepinholeisreplaced
bymulti-pinhD1eaIraysanangedinm-scqUenccs､since山cURAcamcracanviewtheOhjcctwiUlalargesolidangde,it

canalsoprovidcsometomo厚aphicIesolutionfOrUmIpc-dUmensionalObjcctsButaIEconstructedimageisblun巳dby

defbcusartifacLmUlispaper,wcpmposeanswitemtivealgmilhmtoremovethcdefbcusarUfact､WcshowthatIhc

IeconstructedimagccanbcmprovcdbyusingthepmposeditemaUvcalgonUmm．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：URACodedapertuI巳imagmg,Tomographicimagmg,ItemtivealgonUmn

は他のＣＡＩに比べ,全くmtifactのない再生像を得

ることが可能である．ＵＲＡカメラは,単一ピン

ホールの代わりに、－系列[qに基づくマルチピン

ホールを用いるので高ＳＮ比.高分解能の画像を得

ることができる．これまで,レーザー核融合実験等

に応用されている[刀181また,大きな立体角で物体

を見込むことができるので,深さ方向のトモグラ

フィック(romogmphic)分解能を与えることができ

る[8-111

従来の医療用ＣＴでは,３６０度方向に渡って投

影を取得して,三次元物体を再構成しているが,多

くの場合,観測方向が制限されている.本研究では，

従来のＣＴと違って,一方向のみでトモグラフィッ

クイメージングを行うことを目的とする．本論文

では，一方向のみでトモグラフイックイメージン

グの可能性等について検討し，さらに反復法によ

る新しい再構成法を提案し，トモグラフィックイ

メージの画質改善をはかる

１はじめに

ｘ線はエネルギーが高いので可視光線のように容

易に屈折、回折あるいは反射させることが困難なた

め、光学系を用いた画像計測はできない．従来Ｘ線イ

メージングには,単一ピンホールカメラを用いてき

た．ピンホールカメラの場合,高分解能を得るにはピ

ンホール径を小さくする必要がある．しかしこれは，

Ｘ線の補集効率は極めて小さくなる欠点がある．

ピンホールの捕集効率の欠点を克服するために提

案されたのが符号化開口(CAI:CodedAPerturelmaging）

である．符号化開口は空間分解能を保持したまま捕

集効率を桁違いに向上させたもので,とくに弱い線源

の画像計測に有効である．CAIは１９６１年にMcrts

とYoung[1]によってその概念が紹介されて以来,Ｘ線天

文学,核医学,核工学,レーザー核融合等の広い分野に

応用されており,アパーチャの種類としても疏已smel

zomeplate(PZP)[2],Non-"dundantaImyOJRA)p]，

Unifbmmlyl巳dundantalmy(URA)Ｆ１]，Singlcannmarmg

(SAR)[5]等数多く提案されている.特に,ＵＲＡカメラ
２ＵＲＡ符号化開口
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２．１原理

ＵＲＡ符号化開口は,ハードウェアによるエン

コーディング(encoding)とソフトウェアによるデ

コーデイング(decoding)の２つのプロセスからな

る．その基本概念を図1に示す．
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Ｇ)式より,ｍ－系列は,自己相関関数がデルタ関数

型に近い形となる．次に２次元配列にした、－系

列の伝達関数Ａの自己相関関数をｐとすると，

ｐ＝Ａ＊Ａ
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式(4)より,伝達関数Ａの自己相関関数は中心ピーク

とゼロでない一様なバックグランドからなる．次

に,ゼロでない一様なバックグランドを取り除くた

めに,平衡相関法に基づき,Ｇを次式のように定義

する．

(:(:｝'二~}：鮒二；（鼠）

図１ＵＲＡカメラの基本概念

もし物体がアパーチヤーに並行する二次元物体と

し．ノイズも無視できるとすると,コーデド・イメー

ジＰは次式のようになる

P(&,ｌ)=０Ｍ

‐ＥＣ(jルA(mMi十Ｍ細[ｊ+"）（１）
ｉノ

ここで,Ｏは物体の分布,ＡはHncodingopcmmrのアパー

チャー関数であり,ｒとｓはそれぞれＡの配列の行と

列の数とする．＊は相関演算子を示す．相関法では

再生像Ｏは記録像PとDecodingopcratorGとの相関を

とることにより次式で得られる．

6(j,/)-P*Ｇ

‐二二ﾍﾞﾙDclwIkM"岬川)(2)
＝(0*A)*Ｇ=Ｏ*(A*G）

このＧとＡとの相関を式⑥に示す．中心ピークの

みとなりバックグランドは完全に除去される．

１６＝Ａ零Ｇ

－ｒＷ;ｌＷＯ…小川`）
6-.鼈(州-坐;上lLo (7)

式(６)は完全なデルタ関数を示している．なお，

ピーク値は(ｒ×ｓ)/２となる．式(6)を式(2)に代入

すると,再生画像は式⑦となる．すなわち,画像の

信号を(ｒ×ｓ)/２倍強め,完全に再構成することを

示す．

ここでＧはＡ＊Ｇがデルタ関数になるように選ばれ

る．Ａ＊Ｇがデルタ関数であれば,完全な再生像が得

られることになる．

2.2ＵＲＡと、－系列(m-sequence〕

ｍ－系列は長さ、＝２ｍ－１（長さとは数列の要素の

数をさす）の２進数列でその要素は１とｏである．ｍ

－系列はＳＯＳ１ＳＺ…Ｓ､_,の数列としてその周期的自

己相関関数を考えると

３トモグラフイツクイメージング[11Ｌ[13］

３．１原理

図2にＵＲＡカメラを用いたトモグラフイック

イメージングの原理を示す．

垣
閂
ロ
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示すようにＡ２仁,y）＊Ｇ思い,y）がデルタ関数とな

らないため,△Ozはdefbcusartifactとして,第z番目

の断層像に現れてくる．アパーチャーを物体に近

づけることによって,倍率による各断層像の差が大

きくなり,他の断層からのボケは軽減され,トモグ

ラフィックな情報を得ることができる．これは，

ＵＲＡカメラがピンホールカメラより優れたもう

一つの点である．

ご鐸預一一､i…,-

３．２シミュレーション結果

ＵＲＡカメラを用いたトモグラフィックイメー

ジングについてコンピュータシミュレーションを

行った．apertureに平行する３つの物体平面0,,

02,03を設け,それぞれの物体面に図3に示すような

光源を配置した．図3で倍率は物体01でＭ１＝f／ｚｌ

＝５とし,物体02でＭ２＝f／z2＝４，物体03でＭ３＝ｆ

／z3＝３とした.検出器上で写っているCodedimage

はそれぞれの倍率で写っている３つの物体による

Codedimagcの重なりである．

図２ＵＲＡカメラを用いたトモグラフィックイメージングの原理

ＵＲＡカメラのようなＣＡＩの場合,物体を大きな立

体角で見込むことができるために,カメラ自身がトモ

グラフィック分解能を持つ．光源の位置は検出器上

のアパーチャーの影が中央からどれだけズレている

ｶﾐで決定する．また,遠くの光源によってできるア

パーチャーの影は小さく,近くの光源のつくる影は大

きくなるので,影の大きさより距離が決定する．次に，

トモグラフィックイメージングの原理を数学的に表

す．三次元の物体はapertuucに平衡する一連の二次元

の物体からなると考えれる．したがって,コーデドイ

メージＰは

′仏昨勤ｑＭ鼈糺鳳剛］（３）

dｏｗ

図３シミュレーションで設定したカメラの配置

再生像ｑは距離に対応したデコーディング関数ｏｚで

再生を行うと，

ｑｃルi[q(x,y)*Ｍjピッl*qい，）
，Ｚ'■１

＝ｑ(x,y)＋Ａｏ２（９）

デコーディング（deco(Hng)の手順は以下に示す．

1）それぞれの倍率に相当する一周期分のCoded

mgeを切り出す．

2)切り出されたそれぞれの一周期分のCodedimage

をDecodingoperatorGでdecodmgを行う．

シミュレーション結果を図4に示す．

ここで，

‘４弾Ｍ１ｗｗ}`19:M１ｗｑＭ１
(10）

明らかに,もし式(9)の第２項がゼロとなれば,距離ｚの

ところの断層が完全に再生されるが,実際に式(10)に
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御｡)(ｴﾙｦ[鍬)(馴柳〃)］

‐,州鶚員[血ｗ…]('2）
＋驫皇l蝿)｡､Ｍｗ)］

となり

川ﾊﾄ隙:i;wijll
い）

(13）ロ０曰

となる。ここで式(13)は,再生像のCbdedimageと得

られたCodedimageとの誤差を表わしている

この誤差を以下の反復式で最小化していく

勾驍')cﾙｭﾙ)(難川q叢[P(鶏ルガ鵬)Ｍ］
－ｑ(鶏〃十Ａ｡P仇y）（14）

Ｍ３－コ

や）

Ｍｚ－４

（の

ⅡＨ１－Ｓ

（の

図４トモグラフイックイメージングの再生結果

図4(ａ)は検出器で記録されるコーデド・イメージで

ある．枠で示しているのはそれぞれの倍率の相当す

る一周期分のコーデド・イメージである．それぞれ

の枠は,Ｍ１＝５，Ｍ２＝４，Ｍ３＝３に相当するもので

あり,それらのコーデドイメージを用いて再生した結

果を図４(b),(c),(d)に示す.それらの再生像にdefOcus

artifactがあるが,イメージの識別に十分なコントラ

ストがあった．また,これらのdefocusartifactは次

に提案する反復法により軽減される．

ここで，

"Ｍ雲'ｗ潟[ｗ蝋ＣＭ
十感聯(Jmj1)鵬[ＭｊｗｃｔＭ

邸…|獣;lfi::;::ﾕ,ト

雌岼､一際i:ま::Ji::!’

４反復法による再生像の改善

４１反復法の原理[13］

トモグラフイックイメージングの原理で述べたよ

うにコーデドイメージPは式(8)となり，その再生像は

式(9)で表わされる．式(9)の第２項ＡＯｚをいかに小さ

くしていくかが重要である．

ここで式(9)を式('1)のように書き換えると

610)仏y)-oz(xひり+△壁｡） （11）

と表わせる（o)は後述の反復解法の初期画像を表わ

しているこれらの再生像をもう一回apeHtmEに通す

捜査をすると，再生像のCodedimagcは

従って,式(14)と(15)に示すように反復ごとに再生

像と原画像の誤差であるA己&)は小さくなり｡再生

像は原画像に近づいていくことがわかる.この原理

を簡略化した図を図5に示す．
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(0回目）

mmmjZe(規格化）して`code｡“geを作る
(1回目）

＆o● ｏＯｃｑ○七

図５反復法の概念図

4.2シミュレーション結果

この節では第4.1節で説明した原理をもとにシミュ

レーション結果を示し,比較実験を行う．それぞれの

再生像を定量的に評価するために,誤差率を式(16)の

ように定義した．

'｡-''α鵠宗yIr （16）

(2回目）
:Cs

き

(3回目）

図６再生像P,Ａ,Ｅの反復ごとの評価
『

この式ＩＣ(hmageEmDDは原画像と再生像をそれぞれ対

応する画素の誤差を計算する式である.ここで,Iま原画

像の画素値を表わし，Ｏ(x,y)は再構成画像の画素値

O(x,y)を表わしている.また,Illl2はﾉﾙﾑの2乗を

表わしている．

図6は本節で提案した方法を適用した結果である．反

復を繰り返すほど画像がシャープになり画質が改善

されているのがわかる．また，図７にはどのように

DcfbcusaItilactが軽減されるかをみるために反復3回目

までのプロファイルの例である.再生像に若干に

aItifactは残っているが反復0回目画像（初期画像）に

比べるとかなり画像がシャープになっていることが

わかる．

反復回数と誤差率の関係を図8に示す．開口に近く

（＝倍率が高い）なるほど画像の誤差率は低く，画像

がシャープになっていくことがわかるこれは，開口

に近いほど開口の立体角が大きくなり，トモグラ

フィック分解能が良くなっていくことを意味する．
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図７再生像(E)のプロファイル（点線は原画像,実線は再生像）

(a)原画像,(b)反復回数＝0,(c)反復回数＝1,(｡)反復回数＝２，

（e)反復回数＝３
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図８反復回数と誤差率の関係

３

５まとめと今後の課題

URAカメラは，トモグラフィック分解能を有してい

るが,DcfbcI昭artifactによって再生像は大きくぼけてい

た.そのDefbcusaltifactを軽減するために新たに反復法

を提案し,本提案法を適用した結果,若干にartifactが

残っているが本手法を適用しない場合に比べるとか

なり画像がシャープになった.また,倍率が大きいほ

ど,画質の改善度が大きいことがわかった.ゆえに,本

提案法の有効性を検証することができた.残りの

anilactをいかに軽減していくかが今後の課題である．
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