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1．はじめに
ディジタルトモシンセシス技術は,比較的新しい画像技

術であり，一般撮影領域において三次元画像を提供する．
トモシンセシスという名称は，1970年代の報告から散見
されるが[1]，当時はフィルムベースの撮影技術であり，
現代のものとは趣が異なる．現在は Flat Panel Detector
（FPD）の台頭により，簡便に，また高精細な画像を出力で
きるようになった．最近では多くの撮影装置，特にマンモ
グラフィ装置への導入が進んでおり，より身近な検査手法
として注目されている．
ディジタルトモシンセシスの臨床有用性の報告や[2,3]，
ディジタルトモシンセシス画像の画質評価に関する報告は
多数あるが，トモシンセシス画像の解像特性やノイズ特性
などの測定方法について定まった手法は確立されていない．
例えば，解像特性の算出については，デバイスにタングス
テンエッジや[4]．アクリル製の球状ファントム[5]，細い
金属ワイヤを用いるなど[6]，様々なデバイスおよび手法
が提案されている．また，ディジタルトモシンセシス画像
のノイズ特性算出の手法についても様々な提案があり，
Signal-to-Noise Ratioを応用した報告もある[7-10]．さらに，
Zhangらの報告では，石灰化像などを模擬した ACRファ
ントムのディジタルトモシンセシス画像において，均一露

光された部分を 512×16 pixelで抜き出し，1次元フーリ
エ変換によりノイズ特性を算出している[11]．Olgarらは，
均一露光部を数ピクセルだけオーバーラップするように
1024×1024のマトリクスサイズで複数の領域を抜き出し，
2次元フーリエ変換することでノイズ特性を算出している
[12]．
一方で，Computed Tomography（CT）においても，ノイズ
特性測定について様々な手法が提案されており，その一つ
に Radial Frequency（Radial）法がある[13]．Radial法の原法
は，2次元パワースペクトルの原点を中心とした全周の
データでノイズ特性を算出する．したがって，軸方向の特
性を平均化したノイズ特性となるため，全周から X線照
射され読み取り方向の無い CT画像では問題にならないが，
軸方向の特性が異なるディジタルトモシンセシス画像には，
Radial法を原法のまま適用することは困難である．現在，
様々な手法がノイズ測定手法として提案されているが，角
度データを用いたディジタルトモシンセシス画像のノイズ
測定手法については報告が無い．本研究では，Radial法を
変則適用した新しいノイズ測定手法（Limited Angle Radial
frequency :以下，LAR法）を提案する．
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Abstract : The measurement method for the noise property of the digital tomosynthesis image has not been standardized in
any guidelines or papers. Currently, a noise in a digital tomosynthesis image has been commonly measured using a 2-D fast
Fourier transform（2D-FFT）method. The purpose of this paper is to propose a new method for measuring the noise
property of a digital tomosynthesis image, which applies the radial frequency（Radial）method with a limited angular range
（LAR）for data acquisition. Although the Radial method was used to obtain the power spectrum from all angles（360°）
around the origin, the LAR method acquired the power spectrum in the limited angle regions. When the noise properties
acquired by the LAR method with the limited angles of 3°, 5° and 15° were compared to those obtained through the Radial
method and the 2D-FFT method. The results of the LAR method had the large differences compared to those of the Radial
method in the u-axis direction. Further, the noise property of the LAR method and the 2D-FFT method showed a higher
correlation in both axis directions. In conclusion, we believe that the noise properties of the digital tomosynthesis image can
be measured by using the LAR method with a limited angle of 5°.
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2．使用機器
ディジタルトモシンセシス画像の取得には一般撮影装置
RadSpeed pro Edge（島津製作所）を使用した．この装置が
搭載する FPDのピクセルサイズは 0.15 mmである．しか
し，ディジタルトモシンセシスの投影画像取得時には 4ピ
クセルを 1ピクセルとするビニング処理が行われるため，
ディジタルトモシンセシス画像のピクセルサイズは
0.3 mmとなる．そのため，本研究ではビニング後のピク
セルサイズ 0.3 mmの画像を対象に解析を行った．均一露
光画像取得のために，20 mmのアクリル板（京都科学）を
散乱体として用いた．さらに，被写体として 0.5 mmのカー
ボンワイヤを使用した．これは，画像上に高コントラスト
の被写体を含ませることで，再構成後のディジタルトモシ
ンセシス画像のピクセル値を安定化させる目的がある．装
置上で Filtered back-projection法を用いてディジタルトモ
シンセシス画像に再構成した後，DICOM形式で出力した．
画像解析には ImageJを使用した．

3．方 法
3.1 評価用画像
ワイヤ像を含んだノイズ特性取得用の均一露光画像は，
Fig.1に示す配置で取得した．X線管振角は 40°，焦点－
検出器間距離は 1000 mmとした．投影回数は 10，30およ
び 60回の 3種類を設定した．これにより，FPDへ入射す
る線量は 10回投影を基準とすると 1倍，3倍，6倍線量と
なる．1投影画像当たりの撮影条件は 70 kV，200 mA，
12 msecとして収集した．ディジタルトモシンセシス画像
の再構成は，撮影装置付属のワークステーションを用いた．
画像再構成法はフィルタ逆投影法を用いた．ワイヤの配置
高さに相当する高さのディジタルトモシンセシス画像を取
得し，長方形の region of interest（ROI_rect）を切り出した
（Fig.2（a））．さらに 2次元 2次多項式による近似面のデー
タを作成し，ROI_rectから減算することでトレンド除去を
行った．この画像から 256×256ピクセルの正方形 ROIを
128ピクセルだけオーバーラップして 10個取得し，解析
に使用した（Fig.2（b））．取得した解析用画像の 1例を Fig.3
に示す．

3.2 LAR法によるノイズ特性算出
Radial法の原法では，ROIで抜き出された画像データ

をトレンド除去後に 2次元フーリエ変換し，原点を中心と
した全周のパワースペクトルを取得，これをピクセルサイ
ズやサンプリング間隔などで補正することでノイズ特性を
算出する（Fig.4（a））．しかし，FPDで画像を取得し，非等
方性の空間フィルタを用いるディジタルトモシンセシス画
像では，空間周波数領域における水平軸および垂直軸（以
下，uおよび v軸）の特性が異なる[8]．したがって，Radial
法を原法のまま適用することは問題となる．本研究で提案
する LAR法では，u軸および v軸を中心とした限定され
たデータ収集角度内のパワー値のみを使用してノイズ特性
算出を行った（Fig.4（b））．各空間周波数におけるノイズ特
性は以下の式により定義される．
Noise power spectrum [mm2]

（1）

ここで，x，y は水平および垂直方向のサンプリング間隔，
D はデータ収集角度（1°刻み）の絶対値（d は参照している
ライン番号），Ē は ROI内の平均ピクセル値，r は ROIの
マトリックスサイズ，I（xi，yj）はトレンド除去後のピクセ
ル値（i，j は実空間における座標 x，y の参照番号），un，vk
は水平および垂直方向の空間周波数（n および k は周波数
空間上における座標 u，v の参照番号）である．上式で，D
を 180°とすると Radial法の原法となる．LAR法では，軸
周囲の D °だけのデータを使用する．この時，採用する D
の値によって算出されるノイズ特性の結果が異なると考え
られる．本検討では，データ収集角度 D について 3，5，
15°，および 180°（つまり Radial法の原法）を選択し，それ

Fig.2 Flat field image used for analysis was extracted by the
ROI of a rectangle（ROI_rect）（a）, then ten square ROls
with 256×256 matrix size were extracted from the ROI_
rect（b）.

Fig.3 Three examples with 256×256 matrix size obtained by
three exposure conditions used for the noise property
analysis.（a）10 projections,（b）30 projections,（c）60
projections.

Fig.1 Schematic of data acquisition of the projected image with
the carbon wire. In order to stabilized a pixel value of the
reconstructed tomosynthesis image, the carbon wire was
included in the acquired image.
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ぞれのデータ収集角度から得られたノイズ特性を比較した．
なお，通常，FPDの画像についてノイズ特性を求める際
には，入射線量と出力されるピクセル値に線形性が成り立
つため，有効露光量変換を実施して解析を行う．しかし，
ディジタルトモシンセシス画像については入射線量に対す
る線形性が成り立たない．これは，再構成前の投影画像は
FPD画像であるため線形性が成り立つが，再構成時に出
力ビットに応じたピクセル値を相対的に付与して（つまり，
最も X線吸収の大きい部分を最高ピクセル値にして）画像
作成するためである．線形化処理を行わずに画質評価を
行った報告もあり[14]，本研究では，ピクセル値の線形化
処理を行わずにノイズ特性を算出した．

3.3 2次元フーリエ変換法との比較
前述したように，ディジタルトモシンセシス画像におけ
るノイズ特性算出法は標準化されていないが，多くの報告
で採用されているのは 2次元フーリエ変換法（2D-FFT法）

である[15-18]．したがって，現状では 2D-FFT法が最も一
般的なノイズ測定法であると考えられる．そのため，本手
法の正当性を確認するために 2D-FFT法から算出したノイ
ズ特性と比較した．2D-FFT法の測定手順は IECの規格に
準拠して行った[19]．使用するデータは，軸上のデータを
除いた，上下の 7ラインずつを用いた．サンプリングサイ
ズで規格化した周波数 bin内のパワー値を平均化し，その
データの絶対値の二乗値を求めることでノイズのパワース
ペクトルを取得した．ピクセルサイズや平均ピクセル値を
用いた補正を行うことで，ノイズ特性を算出した．
Noise power spectrum [mm2]

（2）

ここで，x，y は水平および垂直方向のサンプリング間隔，
M は ROIの加算平均数（m は参照されている ROIの番号），
Ē は ROI内の平均ピクセル値，r は ROIのマトリックス
サイズ，I（xi，yj）はトレンド除去後のピクセル値（i，j は
実空間における座標 x，y の参照番号），un，vkは水平およ
び垂直方向の空間周波数（n および k は周波数空間上にお
ける座標 u，v の参照番号）を示す．投影回数 60回のデー
タを用い，2D-FFT法および LAR法（D=5°）から算出した
ノイズ特性を比較した．

4．結 果
4.1 u軸方向の特性について
Radial法の原法，および本研究で提案する LAR法から
得られた u軸方向のノイズ特性を Fig.5に示す．Radial法
では，LAR法から得られたノイズ特性と比べ，高値を示
した．LAR法で各 D を変更した結果では，D=15°に設定
した場合に高値となり，Radial法の結果に近づく結果と

Fig.4 Data acquisition examples of the Radial method（a）and
the LAR method（b）. The u and v-axis directions were
defined as shown in this figure. D is expressed the
limited angle used for data acquisition in the LAR
method.

Fig.5 The results of the noise property at the u-axis in each projected condition. The number of projections are（a）10 projections,（b）
30 projections,（c）60 projections, respectively.
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なった．D=3および 5°とした場合では，他のノイズ特性
より低値を示し，この 2つの設定値では差は僅かであった．
これらの傾向は，投影数を変更しても同様であった．また，
投影数が増加すると，Radial法および LAR法の両手法に
おいてノイズ特性は改善した．

4.2 v軸方向の特性について
v軸方向のノイズ特性を Fig.6に示す．Radial法から得
られたノイズ特性は，LAR法と大きく乖離することはな
かったが，全空間周波数領域においてやや低値を示した．
特に，低周波数領域では顕著であった．LAR法について
も，3種類の D において大きな差は認められなかった．
また，u軸方向と同様，投影数が増加することで，Radial

法と LAR法の算出結果においてノイズ特性は改善した．

4.3 2D-FFT法との比較
2D-FTT法と LAR法から算出したノイズ特性を Fig.7に
示す．u軸および v軸の特性において，2つの算出方法の
結果はよく一致した．ただし，どちらの方向の特性におい
ても，2D-FFT法に比べ低周波数領域で低値（u軸）または
高値（v軸）となった．

5．考 察
本研究では，Radial Frequency法を応用した LAR法を提
案し，ディジタルトモシンセシス画像のノイズ特性測定に

Fig.6 The noise properties at the v-axis of the tomosynthesis image reconstructed by each projected condition. The number of
projections are（a）10 projections,（b）30 projections,（c）60 projections, respectively.

Fig.7 The noise properties in（a）u-axis and（b）v-axis by using the LAR method（D=5°）and the 2D-FFT method obtained from the
reconstructed tomosynthesis image with 60 projections.
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応用した．
Radial法を原法のまま測定に用いた場合，LAR法から
算出した u軸方向のノイズ特性と大きな乖離が認められた．
これは，LAR法が限定された軸周囲のデータだけを用い
てノイズ特性を算出しているのに対し，Radial法は原点を
中心とした全周のデータを用いたため，両軸方向の特性が
現れた結果である．したがって，ディジタルトモシンセシ
ス画像のノイズ特性に Radial法の原法は適用できないこ
とが示された．LAR法，u軸方向の特性において D=15°
とした場合，D=3°および 5°に比べ高値となった．これは，
データ収集角度を大きく取ることで，v軸方向の特性の影
響を受けたためだと考えられる．したがって，対側軸の影
響を除くために，データ収集角度を大きく取ることは避け
るべきである．また，D を小さくすることで他方の軸の
影響は小さくなるが，軸に近いスペクトルばかりを参照す
ることになり，またデータ数も減少することから，ある程
度の大きさの D が必要となる．本研究では，D=3°の結果
と大きく差が生じず，かつ D=15°と比べ対側軸の影響が
見られないことから，D=5°が最適な角度であった．v軸
方向については，LAR法において大きな差は認められず，
また Radial法の結果も LAR法よりやや低値となったが，
大きな差は認められなかった．少ない角度情報から再構成
を行うディジタルトモシンセシス画像では，再構成関数と
して X線管移動方向に対し Low-pass filterを付加してい
る[20]．この影響がパワースペクトル内で大きく働くこと
により，全周のデータを用いた Radial法と，各 D を設定
した LAR法において，ノイズ特性に差が生じなかった可
能性がある．また，v軸方向の Radial法において低周波数
領域でやや低値となったのは，u軸方向の影響を受けたた
めと考えられる．投影数が増加することで再構成に用いる
総線量が増え，ノイズ特性は改善すると考えられたが，
Radial法と LAR法のどちらの結果も投影数の増加に伴い
ノイズ特性の改善を示し，ノイズ特性の変化を反映してい
た．ただし，Radial法と D=15°に設定した LAR法では顕
著であり，D=3°および 5°では微減であった．ノイズ特性
の改善について LAR法内で差異が生じたのも，解析に使
用するデータ数が異なるため，データ数が多いほど線量増
加の影響を受けやすかったためと考えられる．
参考のために，ディジタルトモシンセシス画像のノイズ
測定に最も一般的に採用されている 2D-FFT法により算出
したノイズ特性とも比較した．uおよび v軸のどちらの特
性においても，LAR法と 2D-FFT法はよく一致した．し
かし，低周波数領域で差が生じた．2D-FFT法においてノ
イズ特性は，周波数 Binを設定し，サンプリングピッチで
規格化した fint（0.01/サンプリングピッチ）の 2倍となる 2
fint内のデータ（約 70 pixel）を平均化することで，1つの空
間周波数における値が得られる．しかし，LAR法では，
原点に近い空間周波数ほど計算に参照されるパワースペク
トルが重複することでデータ数が低下する．この影響によ
り，2D-FFT法との差が生じたと考えられる．
また，データ収集角度 D について考える．2D-FFT法で
は，軸周囲の上下 7ラインをデータとして用いる．このと
き，データ収集範囲となる長方形の対角線と軸が成す角度
は，ピクセルサイズ，ピクセル数より 3.13°と計算できる
（Fig.8）．したがって，今回の検討で 2D-FFT法の結果とよ
く一致した LAR法の D=5°は，2D-FFT法とほぼ同様の領
域を参照していたことになる．以上から，LAR法におけ
るデータ収集角度は D=5°と結論付ける．しかし，前述し
たように，ディジタルトモシンセシス画像におけるノイズ
特性測定の標準的な手法が無い現状では，本手法に有効性

を明確に示すことは困難であり，D=5°は本研究における
画像収集条件下（ビニング，X線振角 40°）における最適値
であると考える．

6．結 語
本研究では，Radial法を変則適用した，ディジタルトモ
シンセシス画像のノイズ特性測定手法を提案した．その結
果，原点を中心とした全周のデータではなく，データ収集
角度を 5°に制限した LAR法により，Radial法と比べ明確
に軸方向を区別して特性を算出でき，また一般的な手法で
ある 2D-FFT法から算出したノイズ特性とよく一致するこ
とが確認できた．したがって，LAR法を用いることで，
他の多くの報告で述べられるノイズ特性と比較検討するこ
とが可能である．
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