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《原　著》

コーデット・アパーチャ・イメー…一・・ジングにおける

信号対雑音比とi雑音の性質

田　中　栄　一・＊ 飯　沼 武＊＊

1・緒　言

　近年．核医学におけるRIイメージングにおい

てコーデット・アパーチャ・イメージング（coded

aperture　imaging）と称する方法が注目され，多く

の研究グループが活発に研究を進めているP～10）・

　この方法では，まず従来のピンホール・コリメ

ー タまたは平行多孔コリメータの代りに，特殊な

パターンのアパーチャを有する鉛板を被写体（患

者）とイメージ検出器の間に置いてイメージを測

定する．得られたイメージは真のRIイメージを

上記のバターンでコーディング（coding）したも

のとなり，そのままでは人間の眼では一般に判別

できないので，適当な方法でデコーディング（de－

codin9）して真のRI分布に近いイメージに復元

する必要がある．

　現在，おもに用いられているアパーチャはフレ

ネル・ゾーンプレート（Fresnel　zone　plate）1）～6），

ランダム・マルチ・ピンホール7），疑似ランダム

・マルチ・ピンホール8），円形スリット9）等で，

なかにはアパーチャを移動しながら測定する時間

変調型8）・10）のものもある．

　一般に，コーデット・アパーチャはアパーチャ

の1而積が従来のピンホールに比して飛躍的に大き

くできるので，ガンマ線の検出効率もこれに従っ
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て大きいという特長がある．これによって，過去

にはRIイメージングにおける信号対雑音比（S／

N比）が大きく改善されるというように誇張され

たこともあった．しかし，アンガー型シンチカメ

ラのように十分良好な検出感度を有する検出器を

用いて，計数値の統計変動に伴なう雑音が問題と

なる場合には，従来のピンホールに比して必らず

しもS／N比は改善されないことが指摘され11），

フレネル・ゾー・一一ンプレート12）・13）やランダム・マ

ルチ・ピンホール8）・15）についてくわしい理論的検

討が行なわれた結果，少なくとも十分大きい線源

に対するS／N比は同等な解像力を有するピンホ

ー ルに比して多少劣化することが結論されてい

る．しかし，その他の一般のアパーチャに関して

はこの問題の解析は行なわれていない．

　骨や小さな臓器の場合のように，RIイメー・…ジ中

の問題とする点の濃度が全視野の平均濃度より十

分高い場合には，前記のコーデット・アパーチャ

によって明らかにS／N比の向上が期待されるほ

か，種々の利点がある．たとえぽ，断層効果，検

出器の非直線性の軽減，統計雑音以外の検出器の

雑音（たとえば散乱ガンマ線やアパーチャ物質を

透過するガンマ線によるもの）の影響の軽減等で

ある．とくに最後の点は高エネルギ・ガンマ線の

測定では重要な利点であると考えられる．

　現在用いられているアパーチャのパターンはお

もにデコーディングの容易さから選定されたもの

で，フレネル・ゾーンプレートは可干渉光を用い

た光学系によって，またランダム・ピンホールは

非干渉光を用いた光学系によってそれぞれデコー

ディングすることができる．しかし，これらの光
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Fig．1　Principle　of　the　coded　aperture　imaging．　The　sha・

　　　dow　image　is　formed　by　accumulating　a　number

　　　of　shadows　of　the　aperture　onto　the　object　plane

　　　from　points　of　detection．

学系を用いる方法では種々の不便が伴ない，最近

では電子計算機を用いる方法が試みられている4）・

16）・17）．　この場合にはアパーチャ・パターンとし

て従来のものと限らず，多種多様のものが考えら

れ，パター一一一ンとそれによって得られるイメージの

性質を関連づけて置くことは，今後のコーデット

・ アパーチャ・イメージングの発展の上で極めて

重要と考えられる．

　本論文では，新しいアパーチャ・パターンの選

定に資するために，任意のパターンを有するアパ

ー チャを用いたときの画像形成とデコーディング

による画像復元に関する理論をのべ，十分大きい

線源にたいするS／N比と雑音の性質について論

ずる．

2．シャドウ・イメージの形成とデコーディング

　被写体は一般に3次元的な物体であるが，ここ

ではFig．1に示すように検出器面に平行な平面線

源を考える．また，アパーチャの形状，大きさお

よび位置は一般に時間的に変化するものを考えて

もよいが，簡単のためにアパーチャは被写体面お

よび検出器面に平行な固定した平面内でのみ形状

と位置が変化しうるものとし，その開口部の全面

積は一定と仮定する．さらにアパーチャを構成す

る物質はガンマ線に完全不透明で，検出器は十分

良好な解像力を有するものとする．

ヤドウ・イメージ」

・ イメージはこの測定から得られる画像情報をす

べて含むものであるが，アパーチャ・パターンに

よっては必らずしも良くRI分布を表現するもの

ではなく，後述するようにさらに画像処理をほど

こして真のRI分布に近づける必要がある．

　まず，被写体面上に静止した直交座標系ぴ，y）

を考え，アパーチャの形状を表わすアパーチャ関

数元（x，ツ，のをつぎのように定義する．すなわ

ち，時間tにおいて点（X，y）が検出器の中心か

らみたアパーチャ・パターンの投影像内にあると

きは元（x，ツ，t）＝1／A（ここにAはアパーチャ・

パターンの投影像の全面積），それ以外では元（X，

y，t）＝0であるとする．すると」（x，　y，　t）は次

式を満足することが容易に示される．

　いま，被写体面上の点Q1から放出され

たガンマ線がアバーチャを通って検出器上

の点Q2で検出された場合を考えると、こ

の現象からQ1点の位置を正確に推定する

ことは不可能であるが，少なくとも点Q，

から被写体面上にアパーチャ・パターンを

投影した投影像の中にあることが知られ

る．すなわち，この投影像はQ1点の存在

確率分布像を示している．ある被写体を測

定して，各カウント毎にこのようなアハー

チャ・パターンの投影像を蓄積すると，1

つのイメージが形成されるが，このイメー

ジは前記と同様な意味でRI分布の存在確

率分布を示すものであり，今後これを「シ

　　　　　　ということにする．シャドウ

∬元（x・　ov，　t）・dx・dy－1
（1）

∬ノ・（a’・　OV・のdx・dy－1／A（一一定）（2）

ただし，本論文の積分記号の積分領域はエおよび

yのすべての範囲（一・○～＋・・）とする．また，

今後（1）式のような性質を「関数元（x，ッ，t）は単位

体積を有する」と表現する．

　上記のアパーチャ関数を用いると，シャドウ・

イメージの点線源応答関数（point　spread　func－

tion以下PSFと略記する）は次式で表わされるtJ
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　　Ps（x，　y）ニ」（x，　y，　t）＊」（－x，一ツ，　t）（3）

ここに，記号＊はx，yに関する2次元重畳積分

で，一は測定時間中の時間平均を表わす．，P・

（X，y）は，ノ（X，　y，のの自己相関関数の時間平

均で，明らかに座標原点にたいして点対称であ

る．

　一般に良好なRIイメージを得るためには測定

系および画像処理系の綜合したPSFが1つのシ

ャープなピークをもつ関数でなければならない．

シャドウ・イメージのPSFは必らずしもこの条

件を満足するとは限らないので，一般に適当な画

像処理をほどこす必要がある．いま前述のシャド

ゥ・イメージにPSFがh（x，　or）なる画像処理を

ほどこして，P（x，．y）で表わされる良好なPSF

が得られたとすると，

　　P（x，ツ）＝Ps（x，ツ）＊h（x，ツ）　　　　（4）

なる関係がある．ただし，ク（X，y），み＠，　y）は

ヵ、（X，y）と同様単位体積を有し，　P（X，　y）は原

点対称と仮定する．したがってゐ（x，N）も原点

対称である．

　ある種のアパーチャでは．ρ、（x，y）が1つのシ

ャープなピークと十分ゆるやかな台形分布とから

構成されていることがある．フレネル・ゾーンプ

レートやランダム・ピンホールは近似的にこのよ

うな場合と考えられる．このときには，単に直流

成分あるいは超低周波成分を除去するような処理

によって前述の台形分布のみを除けぽ良いが，一

般にはもっと複雑な画像処理が必要である．

3・復元画像における雑音の性質とS／N比

　Metzら18）によれぽ，あるRIイメージ中で局

部的に一様な平均濃度を有する部分の中心におけ

る雑音の性質は自己共分散関数（auto・covariance

function）によって表わすことができる．自己共

分散関数Cov（x，　or）とはそのイメージ中の2つ

の点たとえぽ座標原点（0，0）と点（x，y）にお

ける各濃度の平均値からの偏差の積の平均値とし

て定義され，雑音によるイメージ濃度の変化の仕

方，あるいはうねり具合を表わすものである．一

般にボアッソン分布に従がうランダムな打点画像

97

を2＠，N）なるPSFをもつ画像処理系で処理し

たとき，その自己共分散関数は次式で与えられる

ことが知られている．

　　c・v（x・　y）－nB［z（x・　y）・・（－x・・一ツ）1

ここにnBは単位面積当りの平均カウント数であ

る．

　PSFがPs（x，ツ）なるシャドウ・イメージを

h（X，y）なる画像処理系で処理した場合，統計雑

音に着目すると，検出器に検出されたランダムな

打点画像をアパーチャ関数」（X，y，のに従って被

写体面に投影し，これをh（x，．y）なるPSFで処

理したことになる．そこでこの場合のランダム打

点画像にたいする綜合画像処理系のPSFは元（x，

．s，，の＊h（X，　y）に等しく，したがって得られる

復元画像の自己共分散関数はつぎのようになる．

　Cov（x，　y）＝nB［ノ（x，．y，　t）＊h（x，　y）　　（6）

　　　　　　　＊」（－x，一ツ，の＊h（x，y）］

　　　　　　＝nB［｛ブ（x，　y，　t）＊元（一一x，一一一　y，の

　　　　　　　＊ゐ（x，ツ）｝＊h（x，y）］

　　　　　　＝nB［ρ（x，ツ）＊h（x，ツ）］　　 （7）

ここにnBは被写体面におけるカウント密度であ

る．

　また，このとき雑音のバリアンス（統計的標準

偏差の自乗）は自己共分散関数の原点における値

すなわちCσu（0，0）に等しいことが知られてい

るので，バリアンスは次式で表わされる．

γ＝nB［P（x，ツ）＊ゐ（x，ツ）］x．v．o （8）

　　　一nB∬P（x，ツ）h（x，y）w　（9）

　つぎに，一様な放射能濃度μ（dps／cm2）をもつ

十分大きい臓器中に放射能ρ（dps）なる小さな線

源（ホット・スポットまたはコールド・スポッ

ト）がある場合を想定し，このときのS／Nを考

えよう．信号の大きさとして小線源の全イメージ

濃度を，雑音として大きい臓器のイメージ濃度の

標準偏差をとると，上記のS／N比は，（9）式を用

いて，

s／N－・Tp／［・TPt∬〃（・；，y）h（x，ツ）dx・dy］÷
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）

と表わすことができる．ここにεは検出効率，T

は計数時間である．アパーチャの大きさが線源と

アパーチャ間の距離に比して十分小さいとする

と，検出効率はアパーチャの面積に比例すると考

えられるので，ここでε＝k4（kは定数）とおく

と，次式を得る．

　　8／1V＝［1／在ρん／戸］F　　　　　　　　　　　（11）

　　　F－［A／∬P（x．ッ）h（x，・or）dxdyコ；（12）

ここに，Fはアパーチャの良さを示すFigure　of

meritと考えられる．

4．ガウス・レスポンスをもつイメージへの

　復元

　良好な復元像を得るには，ヵ（x，y）が1つの十

分シャープなピークをもち，それ以外の直流成分

または低周波成分を含まなけれぽ，p（X，　or）の関

数形はある程度任意でよい．ここでは，p（X，　y）

が1つの円対称な2次元ガウス関数で与えられる

ならば，前章に示した結果はさらに簡略化できる

ことを示そう．

　まず，p（x，N）は次式で表わせるものとする．

ρ（x，y）一裁一exp（一蒜）≡G（…）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）

ここに，r＝（X2　＋　y2）1／2，σはガウス分布の標準偏

差で，p（X，　y）は単位体積をもつように正規化さ

れている．このような関数を今後G（σ；r）と表わ

すことにする．

　いま点線源を考え，これをあるアパーチャで測

定してシャドウ・イメージを作り，これを加（σ；

X，y）なる画像処理をほどこしてG（σ；r）なる

PSFを得たとする．このイメージをさらにG（σ；

r）なるレスポンスをもつ平滑フィルタで平滑す

ると，得られるイメージのPSGはG（σ；r）＊G

（σ；r）＝G（v／百σ；r）である筈である．一方結果

的にみれば，この最終イメージは最初の点線源の

シャドウ・イメージを砺（v／百σ；X，y）で処理し

たものと同じでなけれぽならないから，hG（σ；X，

y）は一般に次式を満足する筈である．

　　G（σ；1う＊hσ（σ；x，y）＝ノiG（γ／2σ；x，ツ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

⑭式を（7），（8），⑫式に適用すると，ガウス・レス

ポンスをもつ復元イメージの自己共分散関数，バ

リアンスおよびアパーチャのFigure　of　meritは

それぞれ次式で表わすことができる．

　　COVo（x，ツ）＝nBha（〆一2σ；x，ッ）　　　（15）

　　iVG＝Co？yσ（0，0）＝nBhσ（レ／’2一σ；0，0）　　（16）

　　　　　　　　　　　　　ユー
　　FG＝［A／ノio（v／2σ；0，0］2　　　　　　　　　（17）

⑮式は雑音のうねり方が，画像処理のレスポンス

関数hG（σ；rc，　N）においてσの代りに／2σを用

いた関数で表わされることを示している．

5．アパーチャのFigure　of　merit

　この章では⑫式で表わされるFigure　of　merit

がどのようなアパーチャに対して最大になるか，

またこの値を大きく保つためアパーチャに課せら

れる条件について論ずる．⑫式の積分項を書きか

えると，h（X，　y）＝h（－X，一一一y）なることを考慮

して，

　　∬P（x，ツ）h（x，ツ）4幼

　　　＝［P（x，ツ）＊h（x，y）］x．v．o

　　　l〔ラ（Zi；－y：万豪’hてx；be－）＊ノ（－x，一、y，　t）

　　　　＊h（x，ツ）］x．y．o

　　　－∬［元（x・y・t）・h（x・y）コ・dx・dy（18）

（2）式および㈱式を⑫式に代入すると，

P・一
∫S」・（隅ッ，りdx・dy∬ノ（x・y，り

＊h（x，y）］2　dx　dy （19）

ただし，上式の第1項は（2）式からわかるように時

間的に不変であるため時間平均の中に含ませた．

　積分に関するSchwaltzの不等式を用いると，

⑲式はさらにつぎのように変形できる．

F－・≧［∬ノ（x・y・t）｛元（x・y・t）・h（ρツ）｝

dτdyコ2 （20）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　ト

＝
Lj←x・一ツ・り・元（x，y，の＊h（x，y）」x、．．　y　．．。

≧レ（x・y・・）・∫（…ッ・・）・h（x・ッ）］1。，．。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）

一

レ・（x’・ッ）・h（x・ッ）］1．，。。

＝P2（0，0）　　　　　　　　　（22）

　⑳式の前の不等号は「ある時間関数の自乗の

時間’F均はその平均の自乗よりも大きいかまたは

等しい」ことに由来し，等号が成立するのはこの

関数が時間に関し不変である場合に限られる．⑲

式から㈱式の誘導には2つの不等号が含まれて

いるが，このことは，これらの不等号が同時に等

号に5きかえられるときFの値は最大値に達し，

その理論的最大値は1／p（0，0）に等しいことを意

味する．

　最初の等号が成立する条件は、Schwaltzの不

等式における等号成立の条件から，

ノ（．T，．y，の＊h（x，ツ）＝ゐ1∫（x，ツ，め

すなわち．

h（・τ，ツ）＝＝k，δ（x，ツ） （23）

と書くことができる．ここに，k，は定数で，δ（x，

y）はDiracのデルタ関数である．　h（x，　y）も

δ（ユ㍉ツ）も単位体質を持つように正規化されてい

るから、⑳式は当然，

h（x，ツ）＝δ（x，y） （24）

と書きかえられなければならない．㈱式はPs（X，

y）＝♪（x，y），すなわちシャドウ・イメージのPSF

が要求されるPSFに等しく，第2段階の画像処

理を必要としない場合を意味している．この条件

は…般の＝一デヅト・アパーチャでは満足され

ず、1個のピンホールでのみ達成される．

　第2の等号は次式で与えられる関数Z（彦）が時

間に関して不変であるときに成立する．

z（り＝こ元（x，ツ，の＊ブ（－x，－y，の

　　　＊h（x，y）コx．y＝O

｛a》 Ps｛x，　y｝

／11㍍｛x、　Y，

｛b｝ hlx、y｝

、●
z

／±δ｛・，y）

ミ｛1－÷）b、｛・・y）

＼
一

｛c）　P｛XJy）

Fig．2　（a）Point　spread　function　of　the　shadow

　　　image　which　is　composed　of　a　sharply

　　　de丘ned　peak　and　a　broad　wing，（b）res・

　　　ponse　of　the　correction　function，　and　（c）

　　　point　spread　function　of　the　corrected　ima・

　　　ge．　The　function，　b，（x，　y）and　b2（τ，ッ）

　　　are　broad　distributions　having　unit　volume，

　　　and　c　is　a　constant．

一

∬［ノ（X，ツ，t）＊ノ（一一X，一ツ，　t）］

　h（x，ツ）dx　dy　　　　　　　　　　　　　　　（25）

　㈱式の角括弧内の関数は原点に関して対称な2

次元関数を表わす．たとえぽ一定のパターンがそ

の向きを一定にしたまま平行移動する場合，上記

2次元関数は時間的に一定であるからZ（t）も不

変である．また，一定のパターンが任意の点を中

心にして等速回転（この場合はその向きも一緒に

回転する）する場合，角括弧内の関数は原点を中

心として回転する一定の2次元関数を表わすから，

h（x，y）が原点に関して円対称であればZ（のは

不変である．しかし，一般にパターンの形状が変

化する場合には，その全面積が一定であっても

Z（のは必らずしも時間的に不変ではない．また，

最初の条件すなわち⑭式が満足されれぽ，Z（の

は時間的に不変で，第2の条件も満足されること
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は容易に証明することができる．

　これらの考察から，F値を最大にする条件は固

定または時間的に移動する1個のピンホールによ

ってのみ満足され，その最大値は前述の如く1／p

（0，0）に等しいことが結論される．

　前述したように，ある種のパターンでは，Ps（a－，

．y）が1つのシャープなピークと十分ゆるやかな

台形分布とから構成されている．このような場合

のF値を考察しよう．仮定によりp、（X，．y）は次

式のように表わせる（Fig．2参照）．

♪8（x，y）＝cp（x，ッ）＋（1－－c）b，（二じ，　y）　　（26）

ここにcは1より小さい正の定数で，b，（x，y）は

単位体積をもつゆるやかな台形分布を表わすもの

とする．㈱式の第1項は前記のシャープなピー

クを表わし，仮定により

b（0，0）》bi（0，0） （27）

であることがわかる．このシャープなピークの形

を保存し，台形分布のみを除去するための補正関

数h（X，y）は一般に次式で近似することができ

る．

　　h（x，・y）－iδ（x，ッ）－C｝－1）b・（x，y）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）

ここにb2（x，　y）もピークに比して十分ゆるやか

な関数で，単位体積をもつ．したがって，

ρ（0，0）》b2（0，0）

が成立する．㈱式および⑳式より

　　∬ヵ（x，y）h（x，ッ）4⇒一÷P（・，・）

（29）

一

（一一1－　一一　i）b・（・，・）ウ（・，・）（3・）

をうる．一方，（2）式より

1／A＝［ノ（x，ツ，t）＊ノ（－x，－y，の］x．〃．o

　　＝Ps（0，0）　　　　　　　　　　（31）

そこで⑳，閻および（31）式より

c＝1［1－－Ab，（0，0）1／〔A｛p（0，0）－b1（0，0）｝－

cr［1－Ab，（0，0）ll／IAp（0，0）コ　　　（32）

（12式に㈲および閲式を用いると次式がえられる．

　　　　　　　　　　1　　］7＝こ1－Ab，（0，0）コ2　　　　　　　　　　　　　　（33）

　ヒ式より，Ab，（0，0）が1より1’分小さければ

F値は理論的最大値（ピンホー・レの値）に近いこ

とがわかる．アパーチャの面積（またはA）が大

きい場合，F値を大きく保つためには．　p、（a’、」，）

のゆるやかな台形分布b，（X，y）の原点附近の値

b，（0，0）が十分小さくなければならない．また，

同じb，（x，N）の分布にたいしては．アバーチャ

面積が小さい程F値は大きい．

6．考察および結論

　任意の時間変調型コーデット・ア・・一チャを用

いた場合に得られる復元イメージについて，十分

大きい線源にたいする信号対雑音比と雑音の性質

を求めた．ここでは，デコーディング操作をシャ

ドウ・イメージの形成と復元処理の2段階に分け

て考察したが，これは理論的取扱いの便宜さのた

めであって，いかなるデコーディング操作につい

ても，その操作がshift－invariant（処illll．のレスポ

ンス関数が画像面内の位置に無関係に一定である

性質）な線形処理であり，かつ綜合PSFが同一

である限り，ここに得た結果は適用される．

　解析の結果によると，いかなるアパーチャ・パ

ターンを用いても，与えられた解像力にたいして

最適に設計されたピンホールより上記の信号対雑

音比を良好にすることはできないことが証明され

た．

　しかし，核医学におけるシンチグラムでは，綜

合PSFないし綜合解像力をいかに選定するかは7一

その診断の目的に従って決められるべきもので，

必らずしも一義的に最良値があるわけではない．

多くの場合，1つのシンチグラムのデータから種

々の解像力でシンチグラムを表示し、形状や輪郭

の判断，種々の大きさの欠損の有無の判定等異な

った観点から読影を行なうのが好ましいと考えら

れる．この場合，一定の解像力にたい＋るS／N比

よりもむしろある範囲の解像力にた1、・してS／N

比をノくきくすることを考慮する必要があろう．こ
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のような観点から，コーデット・アパーチャ・イ

メージングの大線源にたいするS／N比は必らず

しもビンホールより劣るものではなく，新しい画

質のシンチグラフ技術の可能性が期待される．

　本論文では，復元イメージの雑音の性質を自己

共分散関数を用いて表示した．この自己共分散関

数は（7）式からわかるように，ヵ（x，y）とh（x，．y）

を用いて表わされるが，（3）および（4）式を考慮する

とp（X、y）とブ（X，．s，，t）の関数として表わすこと

もできる．このことは，復元イメージの綜合PSF

を一定にしても，雑音の性質をアパーチャ・パタ

ー ンの選定によって変化できることを示してい

る．しかし，現状では雑音の性質がシンチグラム

の読影に与える影響についての研究はほとんど行

なわれていないので，どのような雑音特性が望ま

しいかは今後の研究課題である．

　本研究の概要はIV・th　International　Conference　on

Information　Processing　in　Scintigraphy，　Orsay，　July

15－19，1975において発表した。

　終りに，本研究に御協力下さった放医研の福久健二郎

氏および野原功全氏，東京工業大学の清水哲男氏に深甚

の謝意を表する。また本研究は厚生省ガン助成金（班長

梅垣洋一郎）の一部によって支援された。班長および関

係の方々に感謝する次第である。

丈　　献

1）Barrett　HH：Fresenel　Zone　plate　Imaging　in

　Nuclear　Medicine．　J　Nucl　Med　13：382，1972

2）Rogers　WL，　Han　KS，　Jones　LW，　et　al：ApPli－

　cation　of　a　Fresnel　Zone　Plate　to　Gamma－Ray

　Imaging．　J　Nucl　Med．13：612，1972
3）Tipton　MD，　Dowdey　JE，　Bonte　FJ，　et　al：Cod・

　ed　Aperture　Imaging　using　On－Axis　Fresnel

　Zone　Plates　and　Extended　Gamma－Ray　Sources．

　Radiology　112：155，1974
4）Mac　Donald　B，　Chang　LT，　Perez－Mendez　V，　et

　al：Gamma－Ray　Imaging　using　a　Fresnel　Zone

　Plate　Aperture，　Multiwire　Proportional　Chamber

　Detector，　and　Computer　Reconstruction．　IEEE

　Trans　Nucl　Sci　NS－21：678，1974

5）Farmelant　MH，　De　Meester　G，　Wilson　D，　et

　　al：Initial　Clinical　Exper三ences　with　a　Fresne亙

　　Zone－Plate　Imager．　J　Nucl　Med　16：183，1975

6）小島一彦，坂屋清源，久田欣一：γ線shadowホロ

　　グラムを用いたRIイメージング．　Radioisotopes．

　　24：461，　1975

7）Chang　LT，　Kaplan　SN，　Mac　Donald　B，　et　al：A

　　Method　of　Tomographic　Imaging　using　a　Multi・

　　ple　Pinhole－Coded　Aperture．　J　Nucl　Med　l5：

　　1063，　1974

8）Koral　KF，　Rogers　WL＆Knoll　GF：Digital，

　　Tomographic　Imaging　with　a　Time－Modulated

　　Pseudorandom　Coded　Aperture　and　an　Anger
　　Gamera．　J　Nucl　Med　16二402，1975

9）Walton　PW：An　Aperture　Imaging　System　with

　　Instant　Decoding　and　Tomographic　Capabilities．

　　JNucl　Med　14：861，1973

10）Macovski　A：Gamma－Ray　Lmaging　System　us・
　　ing　Modulated　Apertures．　Phys　Med　Biol　19：

　　523，　1974

11）Levy　G：Comment　on　Fresnel　Zone　Plate　Imag

　　ing　in　Nuclear　Medicine．　J　Nucl　Med　l5：214，

　　1974

12）Barrett　HH＆De　Meester　GD：Ouantum　Noise
　　in　Fresnel　Zone　Plate　Imaging．　Appl　Optics　13：

　　1100，　1974

－13）Joy　MLG＆　Houle　S：The　Potential　Perform・

　　ance　of　Off－Axis　Zone　Plate　Gamma　Imaging

　　Systems　on　Arbitrary　Objects．　IEEE　Trans　Nuc1，

　　Sci　NS－22：364，　1975

14）Houle　S＆Joy　MLG二Small　Signal　SupPression

　　in　Coded　Aperture　lmaging　in　Nuclear　Mediciine．

　　IEEE　Tran　Nucl　Sci　NS－22二369，1975

15）Chang　LT，　Mac　Donald　B，　Perez－Mendez　V，　et

　　al：Coded　Aperture　Imaging　of　Gamma－Rays．

　　using　Multiple　Pinhole　Arrays　and　Multiwire

　　Proportional　Chamber　Detector．　IEEE　Trans　NucL

　　Sci　NS－22：374，1975

16）Wilson　BC，　Parker　RP＆Dance　DR：Digital
　　Processing　of　Images　from　a　Zone　Plate　Camera．

　　Phys　Med　Biol　20：757，1975

17）Budinger　TF＆Mac　Donald　B：Reconstruction

　　of　the　Fresnel－Coded　Gamma　Camera　Images

　　by　Digital　Computer．　J　Nucl　Med　16：309，1975

18）Metz　CE＆Beck　RN：Quantitative　Effects　of

　　Stationary　Linear　Image　Processing　on　Noise　and

　　Resolution　of　Structure　in　Radionuclide　Imaging－．

　　JNucl　Med　15：164，1974

Presented by Medical*Online



102

Summary

Signal　to　Noi8e　Ratio　and　Noise　Characteristics　in

　　　　　　　　　　　　　Coded　Ape血e　Imaging

Eiichi　TANAKA　and　Takeshi　IINUMA

∧la’io批211描Z〃％’θo∫1～adio　lOgi’cα～Sc‘θ解6s，　Ch必α

　　This　paper　presents　a　general　method　of

image　decoding　for　an　arbitrary　time－modulat－

ed　aperture　and　the　formulation　of　the　noise

，characteristics　in　the　decoded　images．　The丘rst

step　of　image　formation　is　to　construct　a
‘‘

shadow　image”which　is　formed　by　accumu．

latillg　the　shadow　of　the　aperture　onto　the

object　plane　from　each　point　of　detection．　The

shadow　image　is　further　processed　by　a　correc

tion　function，　h（x，ツ），　to　yield　a丘nal　image

which　has　a　point　spread　function，ρ（x，ッ）．

Then，　we　have：

　　　　1）（x，ツ）＝ノ（x，y，ツ）＊ノ（－x，一ツ，の＊h（x，ツ）

whereノ＠，ッ，彦）is　the　aperture　function　de丘n－

・ed　at　the　object　plane，＊denotes　the　convolution

・operation　and－－indicates　the　time－averaging．

　　The　auto－covariance　function　of　noise　for　a

locally　uniform　image　is　given　by：

　　　　Cou（x，ツ）＝nB［♪＠，ツ）＊ゐ（x，ツ）二

where／2βis　the　count　density．　The　variance

《）f　the　noise　is　equal　to　Cozノ（0，0）．

Assuming　a　constant　aperture　area，　the　signal

to　noise　ratio　in　detecting　a　small　lesion

uniform　large　organ　is　proportional　to
‘‘

figure　of　merit”given　by：

　　　　F－［A／∬〃（x，y）h（x・y）d・dジ1

where　ン1　is　the　area　of　the　shadow　of

aperture　onto　the　object　plane．　An

has　been　made　to　find　an　aperture

large　F・－value．　It　is　concluded，　however，

no　coded　aperture　has　a　larger　F－value

that　of　the　optimum　pinhole　for　a　given

tial　reSOIUtiOn
　　　　　　　　　　　　，

ture　would　provide　an　image

noise　characteristics　which　may　yield　a

F－value　over　a

a　pinhole．　Such　a　coded　aperture

pected　to　be　suitable　for　observing　an　’

with　various　resolution　by　modifying　the

cessing　function．

ina
the

the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　analysis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yielding　a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　than

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　spa・

and　that　a　suitable　coded　aper－

　　　　　　　　　　　　　　having　different

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　larger

certain　range　of　resolution　than

　　　　　　　　　　　　　　　　　　may　be　ex・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lmage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P「o一
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