
We have developed a new image processing method, called Virtual Grid Technology, to improve the quality of images that 
have been degraded by scatter radiation from a subject. This technology provides improved image quality in bedside or emer-
gency radiography without an anti-scatter grid. Conventionally, grids have been commonly used to reduce the influence of scat-
tered radiation. However, images are often exposed without a grid in mobile examinations because of positioning difficulties, 
which results in images with low contrast. Our novel Virtual Grid uses an image exposed without a grid to calculate the scattered 
radiation components of a subject and improves the contrast and granularity, resulting in an image with high quality close to 
exposed with a grid. This technology solves the problem of artifacts caused by grid misalignment and allows a more efficient 
radiographic workflow. In this report, we provide an outline of Virtual Grid Technology and explain its usefulness through ex-
perimental results.

Abstract

 1. はじめに

　単純X線の分野で進んでいるX線撮影装置のDR（Digital 
Radiography）化は，移動型X線撮影装置にまでおよび，入
院患者のベッドサイドやNICU（新生児集中治療室）での
ポータブル撮影にまで拡がりつつある。当社は，ポータブル
撮影画像の高画質化とDRの即時性を活かした業務効率化を
目指し，カセッテ型デジタルX線画像診断装置「FUJIFILM 
CALNEO flex」を2011年に発売した。
　X線の散乱線を除去するグリッド（鉛格子からなる金属製
フィルタ）は画像のコントラストを改善する効果があり，広

く臨床利用されている。しかし，X線がグリッドに対して斜
めに入射すると，グリッドを透過するX線量に部分的な差が
生じ，濃度ムラとなる。特にベッドの沈み込み等によりグリッ
ドが斜めになることが多いポータブル撮影では，Fig. 1（a）
に示すような濃度ムラが，病状による濃度の変化と区別が付
かず，読影の妨げになることがある。このため，Fig.1（b）
に示すような散乱線による画質低下を許容し，グリッドを使
用せずに撮影することを選択する施設もある。
　Virtual Grid技術は，散乱線の影響で画質が低下した画像
Fig. 1（b）から，散乱線による画質劣化の影響を除去するこ
とでFig. 1（c）に示す画像に変換する画像技術である。 
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Fig. 1　Efficacy of Virtual Grid
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2. Virtual Grid（バーチャルグリッド）技術

2.1 散乱線の特性
　被写体に照射されたX線は，Fig. 2に示すように，被写体
内を直進して解剖学的構造によるX線吸収として描出される
一次線と，被写体内で方向を変えながら進む散乱線に大別さ
れる。散乱線は，照射されたX線のエネルギー（線質），被
写体の厚さ，物質（骨，筋肉，脂肪）等，さまざまな条件に
応じて変化する。散乱線の発生量は，被写体の物質とX線照
射野の大きさを一定とすれば，被写体の厚さと照射されたX
線のエネルギー（線質）に依存して変化することが知られて
いる1）。
　X線検出器と同じ大きさになるようにX線照射野を設定し
た場合の，被写体透過後の散乱線量と一次線量の比Scatter-
to-Primary Ratio（STPR）をFig. 3に示す。被写体が厚いほ
どSTPRは増加し，解剖学的構造の描出に寄与しない散乱線
の割合が多くなるため，画質が低下する。

2.2 Virtual Grid 技術
　Virtual Grid技術は，被写体内でのX線散乱により引き起
こされる画像のコントラスト低下と粒状性低下の両方を改善
するため，「コントラスト改善処理」と「粒状改善処理」か
ら構成される（Fig. 4）。以下では，「コントラスト改善処理」
を構成する「散乱線算出処理」と「グリッド効果算出処理」，
および，「粒状改善処理」について説明する。

2.2.1 散乱線算出処理
　前節で説明したように，散乱線の影響は被写体の厚さに応
じて変化するため，対象となる被写体の厚さを求めることで，
散乱線量を推定する。被写体の厚さは，Fig. 5に例示したよ

Fig. 2　Primary and scattered X-rays

Fig. 3　STPR vs. Thickness of subject

Fig. 4　Process fl ow of Virtual Grid Technology

Fig. 5　Example method for estimating body thickness
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うに，X線源から検出器までの距離，X線照射条件，検出器
で検出されたX線量から推定できる。X線照射条件と，X線
源から検出器までの距離を用いて，被写体が存在しなかった
場合に検出器に到達するX線量（a）を推定し，観測された
画像の画素値より被写体透過直後のX線量（b）を算出できる。
（a），（b）の値から被写体で吸収されたX線量を算出するこ
とにより，被写体の厚さを推定できる。

2.2.2 グリッド効果算出処理
　グリッド透過後のX線量は，被写体透過直後のX線量がグ
リッドの一次線透過率と散乱線除去率に応じて減弱され，検
出器にて観測される。Virtual Grid技術は，この作用を計算
により模している。以下では，Fig. 6を用いてグリッド効果
算出処理の概要を説明する。

　被写体透過直後のX線に含まれる散乱線量は，前項で述べ
た散乱線算出処理により算出することができ，被写体透過直

後のX線量は画像より観測することができるため，被写体透
過直後のX線に含まれる一次線量は計算で求めることができ
る。グリッド効果算出処理では，推定された被写体透過直後
の一次線量と散乱線量，および，グリッドの一次線透過率と
散乱線除去率を用いて，グリッド透過後の一次線量と散乱線
量をそれぞれ算出する。したがって，被写体透過直後の一次
線量と散乱線量を正しく推定できれば，グリッド使用時と同
じ印象の画像を計算により得ることができる。

2.2.3 粒状改善処理
　検出器に到達したX線は，線や点等の構造を持つ一次線成
分と，構造を持たない散乱線成分から成る。散乱線に含まれ
る構造を持たないX線は，画像中のX線量子ノイズを増加さ
せる。粒状改善処理では「構造を持たないノイズ」成分を抽
出し，低減することにより，画像の粒状性を改善する。

　粒状改善処理の概要をFig. 7に示す。ノイズ成分を抽出す
るため，単純な点構造や直線構造のみでなく，十字やT字等
の複雑な線構造も認識する。認識結果を用いて，構造が無い
領域にフィルタを掛けてノイズ成分を低減する。また，構造
がある領域にも，構造パターンに応じて異なる特性のフィル
タを掛けることにより，点構造や線構造等に重なったノイズ
成分も低減する。
　胸部を撮影した臨床画像に対して粒状改善処理を適用した
結果をFig. 8に示す。粒状改善処理を適用したFig. 8（c）は，
適用前のFig. 8（a）と比較して，粒状性が大幅に改善して
いることがわかる。また，低減したノイズ成分であるFig. 8
（b）には被写体の構造を視認できないことから，粒状改善
処理による信号成分の劣化は起きていないことがわかる。Fig. 6　Grid effect calculation

Fig. 7　Granularity improvement

Fig. 8　Effect of granularity improvement (magnified)
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3.  物理指標による定量評価 ※ 1

3.1 コントラスト
　コントラストは，Fig. 9に示すように，厚さ1cmのアクリ
ル製の物理ファントムを用いて計測した。さまざまな体型に
おける被写体を模擬するため，物理ファントムをアクリルの
散乱体で挟んで撮影した。物理ファントムのベース部分の平
均濃度（a）と空洞部分の平均濃度（b）の差をコントラス
トと定義した。Fig. 10に計測結果を示す。グラフの横軸は，
物理ファントムを挟んだアクリルの合計の厚さを表してお
り，グラフの縦軸は，物理ファントムのコントラストを表し
ている。Virtual Grid技術は，被写体の厚さに応じて異なる
散乱線を算出し，グリッド撮影と同等にコントラストを改善
する効果があることがわかる。

3.2 粒状度
　アクリル製の物理ファントムを用いて，粒状度を計測し
た結果を，Fig. 11に示す。被写体の厚さ間での比較のため，
撮影条件は被写体透過後の線量が一定（5mR）となるよう
に照射線量を設定した。グラフの横軸は，物理ファントムを
挟むアクリルの厚さを表している。グラフの縦軸は，物理ファ
ントムの画素値のRMS（Root Mean Square）粒状度であり，
値が高いほど，粒状が悪いことを表している。
　Virtual Grid技術の粒状改善処理は，グリッド撮影された
画像のRMS粒状度よりも小さい値となっていることから，
高い粒状改善効果があることがわかる。
　画質改善の効果は，コントラストと粒状度の比Contrast-
to-Noise Ratio（CNR）として計算される。被写体の厚さと

CNRの関係をFig. 12に示す。グリッドの有無でのCNRを比
較すると，一次線が多くなる薄い領域では，グリッド無しの
CNRが高くなるが，散乱線が多くなる厚い領域ではグリッ
ド撮影のCNRが高くなり，厚い被写体ほどグリッドによる
画質改善効果が高いことがわかる。Virtual Grid技術を適用
した画像のCNRは，すべての厚さにおいて，グリッド有り
で撮影された画像のCNRを上回っていることがわかる。

3.3 鮮鋭度
　鮮鋭度は，厚さ1mmのタングステン製エッジを用いた
エッジ法2）によってMTF（Modulation Transfer Function）
を計測した。被写体内部にある構造の鮮鋭度を計測するため，
Fig. 13に示すように，アクリルを散乱体としてエッジの前
後に挟んだ配置で撮影した。グリッド撮影の際は，グリッド
の格子パターンとエッジが直交するように配置した。また，

Fig. 9　Study condition using contrast phantom

Fig. 11　Granularity improvement by Virtual Grid

Fig. 12　CNR improvement by Virtual Grid

Fig. 13　Study condition for sharpness measurementFig. 10　Contrast improvement by Virtual Grid

※1 物理計測に用いた散乱体は，人体とは異なるアクリル製であるため，この材料に合わせた物理パラメータを用いた。また，実験に用いたX線管球は，所
定の撮影条件（80kV 1mAs 100cm）において，検出器への到達線量が7.2mRとなるように校正したものを用いた。 
使用装置は，FUJIFILM DR CALNEO C 1417である。
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アクリルの厚さを変えることで，被写体の厚さを変えて鮮鋭
度を計測した。Fig. 14に計測結果を示す。グラフの横軸は
空間周波数を表している。グラフの縦軸はMTFであり，値
が高いほど，鮮鋭度が高いことを表している。いずれの被写
体の厚さにおいても，Virtual Grid技術を適用した画像の鮮
鋭度は，未適用のものと同等であった。また，被写体の厚さ
を増加させた場合においても，鮮鋭度はほぼ同等となり，散
乱線による高周波の鮮鋭度低下は，ほとんど起きていないと
いうことがわかる。

3.4 信号検出能
　Virtual Grid技術を適用した画像の信号検出能を，グ
リッド撮影画像と比較する。信号検出能はArtinis Medical 
System社製CDRAD 2.0ファントムと同社解析ソフトV2.1を
用いて自動算出した3）。Fig. 15に示すように，CDRADファ
ントムはアクリル上にある格子内の中心と四隅のうちの一箇
所に穴が空いており，一組の穴の直径と深さは格子毎に異な
る。CDRADファントムによる評価では，すべての格子に対
して穴の位置を解答することにより，視認限界を示すCD曲
線を描き，画質定量指標であるIQFinvを算出するが，同社解

析ソフトを用いることで簡便に算出できる。次式で計算され
るIQFinvは，コントラストや粒状性を含む総合画質を定量化
した指標であり，IQFinvが高いほど画質が良く，小サイズの
低コントラスト信号を描出できていることを意味する。

　本実験では人体の撮影を想定し，Fig. 16に示すように，
厚さ1cmのCDRADファントムに対して，厚さ5cmのアク
リル板を前後に挟んだA条件（アクリル合計10cm）と，厚
さ10cmのアクリル板を前後に挟んだB条件（アクリル合計
20cm）とした。Fig. 17は，撮影線量と相対IQFinvとの関係
を示している。相対IQFinvは，A条件では3.6mAs，B条件で
は10mAsにおけるグリッド撮影時のIQFinvが1となるように
正規化した値である。Fig. 17より，グリッド未使用時の相
対IQFinvはグリッド使用時に比べて低いことがわかり，散乱
線により画質が低下していると考えられる。しかし，Virtual 
Grid技術を適用することにより，相対IQFinvがどの撮影線量

Fig. 14　Sharpness of Virtual Grid

Fig. 15　Quantification of image quality by CDRAD phantom

Fig. 16　Study conditions using CDRAD phantom Fig. 17　Calculation results of IQFinv
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においてもグリッド使用時よりも高い値を示していること
がわかる。アクリルの厚さを変えたA，B条件において上記
を確認できることから，少なくともB条件までは，Virtual 
Grid技術による画質改善効果があるといえる。Fig. 18は，A
条件の3.6mAsにおけるCD曲線である。グリッド未使用時
と比較して，Virtual Grid技術を適用した画像は，より小サ
イズの低コントラスト信号を描出できており，粒状改善処理
で信号の劣化を生じていないことが確認できる。また，A条
件の3.6mAsにおけるCD曲線に対して，グリッド未使用撮
影の撮影線量を1.8mAsとした場合のCD曲線をFig. 19に示
す。低線量撮影された画像においても，Virtual Grid技術を
適用することで，画質が改善していることがわかる。

4.  人体画像への適用結果

　人体画像にVirtual Grid技術を適用した結果をFig. 20に
示す。低線量撮影された画像にVirtual Grid技術を適用した
Fig. 20（b）の画像は，グリッドを用いて撮影したFig. 20（a）
の画像と同程度のコントラストとなっている。拡大図の比較
においても，肺血管，肋骨，心臓などの解剖構造のディテー
ルはグリッド撮影画像と近い印象であり，Virtual Grid技術
は鮮鋭度，粒状度の点でもグリッド撮影画像と近い画質であ
ることが確認できる。

5.  まとめ

　今回開発したVirtual Grid技術の画質向上の原理を従来の
グリッド法と比較して説明した。本技術を用いることで，散
乱線に起因するコントラスト低下と粒状悪化を改善し，画質
を向上できることを物理実験により検証した。本技術が広く
利用され，画質向上とワークフロー改善に貢献することを期
待すると共に，今後も医療の質の向上に繋がる技術開発に挑
戦していく。

Fig. 18　Contrast detail curve (3.6 mAs)

Fig. 19　Contrast detail curve (1.8 mAs)

Fig. 20　Image comparison (anti-scatter grid vs. Virtual Grid)
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