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要旨 

本研究では、コンプトンカメラの医学/生物学用途で想定される、装置と撮像対象とが

近接した撮像条件において生じる画質劣化の改善を目指し、逐次近似画像再構成法を開発

した。コンプトンカメラによる近接撮像では、検出可能なコンプトン散乱角の広さが視野

の広さと検出感度に影響するが、一般に散乱角が大きいほど散乱角の誤差が大きく、こう

した測定事象を再構成に利用すると、空間分解能の劣化が生じる。また、統計的な逐次近

似画像再構成法では、立方体/直方体の画像空間に起因して、特定の方向からの光子を過

大評価する。さらに、画像空間に対して検出器有感領域が無視できない大きさを持つた

め、再構成で行われる検出感度による画素値補正には、検出器の位置を考慮する必要があ

る。本研究ではこれらの課題に対応するため、測定事象によって異なる散乱角推定誤差を

用いた、光子到来方向を補償する逆投影演算手法の開発と、測定事象の寄与の調整と正確

な感度補償を組み込むことが可能な画像再構成アルゴリズムを開発した。本手法をゲルマ

ニウム半導体コンプトンカメラ GREI-IIを想定した撮像シミュレーション、および実際に

GREI-IIで撮像された円筒ファントムとマウスのデータに適用し、検証を行った。その結

果、光子到来方向の誤差を補償することで、画像の空間分解能が向上した。測定事象の寄

与を調整することで、放射能濃度が異なる溶液が充填されたファントムを濃度に応じたシ

グナル強度で描出でき、画素値の線形性が改善された。さらに、寄与調整前に生じていた

画像の中央部付近の過大評価も低減された。正確な感度補償を組み込むことで、画像のバ

ックグラウンドレベルの均一性が向上した。これらをマウスのデータに適用することで、

未知の広がった線源分布を明瞭に描出することに成功した。ただし、適用したマウスの撮

像データは一例のみであるため、本手法の汎用性については今後さらなる検討が必要であ

る。 
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略語一覧 

略語 原型 
ARM  angular resolution measure 

DRF detector response function 

E-step expectation step 

EM algorithm expectation-maximization algorithm 

FWHM full width at half maximum 

GPU graphics processing unit 

GREI gamma-ray emission imaging 

KL divergence Kullback-Leibler divergence 

LM-ML-EM method list-mode maximum-likelihood 

expectation-maximization method 

M-step maximization step 

MAP maximum a posteriori 

MAR missing at random 

MIP maximum intensity projection 

ML-EM method maximum-likelihood expectation-

maximization method 

OS-EM method ordered-subset expectation-

maximization method 

PET positron emission tomography 

SBP simple back projection 

SPECT single photon emission computed 

tomography 

VOI volume of interest 
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1. 緒言 

1.1. 核医学イメージング 

核医学イメージングは、放射性医薬品 (トレーサー) を投与して、血流・代謝などの生

体機能、あるいはがん・炎症など疾患の存在部位を可視化するための臨床画像診断技術で

ある。トレーサーから放出されるガンマ線などの高エネルギー光子は、透過性が高いた

め、生体深部に分布したトレーサーの情報を、体外から非侵襲的に検出することが出来

る。光子検出データから再構成される放射能の空間分布は、生体内のトレーサー分布を反

映した画像情報となるため、トレーサーの蓄積量から、関連する生体機能情報を取得する

ことができる。臨床画像診断法として実用化されている陽電子断層撮影 (positron emission 

tomography: PET) [1]や単光子放射断層撮影 (single-photon emission computed tomography: 

SPECT) [2]では、放射性トレーサーの 3次元分布画像を得ることができる。また PETや

SPECTは、臨床画像診断のみならず、生体内の分子の挙動を非侵襲的に可視化する生体

分子イメージング技術の一つとして、生命科学研究にも利用されている。撮像対象はマウ

ス、ラットなどの小動物からサル、ヒヒなどの小型霊長類に至り、臨床での核医学イメー

ジングと同様に、生体内での分子の代謝過程や挙動を非侵襲的に可視化し、疾患や生体機

能のメカニズムを解明することを目的としている。さらに、核医学イメージングの活用に

よる、創薬研究・開発の効率化も期待されている。今日、前臨床の研究開発段階において

有望とされた新規薬剤候補化合物の多くが、動物実験では予想できなかった動態や副作用

を示すことにより、臨床試験で開発中止に追い込まれている。この問題に対し、放射性核

種で標識した薬剤候補化合物を臨床試験前にヒトに投与し、あらかじめヒトでの動態や代

謝を評価することで、望ましくない体内動態や代謝プロファイルを示す化合物の開発を進

めないためのマイクロドーズ臨床試験の有効性が期待されている。 

 

1.1.1. PET の原理 

陽子が過剰な放射性核種から放出される陽電子は、運動エネルギーを失った際に、近傍

にある電子と対消滅する。PETは、その際に放出される 2つの光子 (消滅放射線) を同時

検出することにより、画像化を行っている (Figure 1) 。消滅放射線は運動量保存則を満た

すように約180°異なる方向に放出されるため、放射線源の位置は、光子を検出した 2つの

検出器を結ぶ線上にあることが推定される。そのため、撮像対象を挟んで検出器を対向す

るように配置し、個々の検出事象から求められた複数の線を重ね合わせて投影すること

で、空間中の線源分布を表す画像を得ることが出来る。PETの測定対象の光子のエネルギ



6 
 

ーは消滅放射線に固有の 511 keVに限定される。このエネルギーは、後述する SPECTが

撮像対象とする放射性核種から放出されるガンマ線よりも高く、物質の透過性が高い。ま

た、SPECTのような光子を遮蔽する機械的コリメーターを用いないため、高い光子検出

効率を持つ。PETで用いられる放射性核種の例を Table 1に示す。PETでは核種の特性、

化合物合成の時間および半減期の観点から、11Cおよび 18Fが頻用されてきた。近年で

は、生体内での分布に時間を要する高分子化合物や抗体を PET核種で標識することも行

われており、この場合には 64Cuや 89Zrといった半減期の長い金属核種が用いられている 

(Table 1) 。 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 1 PETの模式図 
PETは180°方向に放出される 2本の消滅放射線を検出するため、撮像対象を取り囲むように検出
器が配置される。空間中の放射線源の分布画像は、2つの消滅放射線の検出位置を結ぶ直線を、多
数の測定事象に渡って重ね合わせる事により得られる。 



7 
 

1.1.2. SPECT の原理 

SPECTは、特定の方向から到来するガンマ線以外を遮蔽する機械的コリメーターを検

出器の前面に装備した、ガンマカメラと呼ばれる検出器システムを用いる (Figure 2) 。検

出された光子の到来方向は、機械的コリメーターの開口部の位置と、検出器の相互作用検

出位置から求められる。ガンマカメラで１方向から撮像して得られる画像は 2次元画像で

あるため、3次元画像を得るためには、ガンマカメラを撮像対象を中心に回転させ、複数

方向から光子を検出して投影データを生成する必要がある。 

コリメーターには、開口パターンの異なる複数の種類が存在する。ピンホールコリメー

ターは、ある一点 (ピンホール) を通過する光子のみ検出できるように光子を遮蔽するコ

リメーターである [Figure 2(a)] 。光子の到来方向は、ピンホールと光子を検出した位置

とを結ぶ直線上に限定される。この原理はピンホールカメラと同様に、局所から放出され

る光子を検出器面全体で拡大してとらえるため、幾何学的な拡大効果を持つ。そのため、

甲状腺などの小さな臓器を拡大したい場合や、人間よりも臓器の小さな小動物用の

SPECTでよく用いられている。一方で、撮像対象との距離によって、幾何学的拡大率と

光子検出感度が大きく変化するため、撮像対象が大きい場合には、像が歪む欠点がある。

このピンホールコリメーターとほぼ逆の特徴を持つものが、パラレルホールコリメーター

である [Figure 2(b)] 。パラレルホールコリメーターでは、撮像対象の幾何学的拡大効果

は無く、他のコリメーターと比べて、距離による光子検出感度の変化は相対的に小さい。

そのため、ヒトの体幹部や頭部といった、撮像対象が大きい臨床用 SPECTにおいて、一

般的に使用されている。 

コリメーターは、使用者が望む空間分解能と光子検出感度、および使用核種のガンマ線

エネルギーに応じて、適切なものを選択する必要がある。一般に、空間分解能と感度はト

Table 1 PETで用いられる放射性核種の例 

核種 半減期 
11C 20.40 min 
13N 9.97 min 
15O 2.04 min 
18F 109.80 min 

64Cu 12.7000 h 
89Zr 78.4000 h 
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レード・オフの関係にある。感度を優先する場合には、検出可能な光子数を増加させる目

的で、開口径の大きなコリメーターが選択される。しかし、開口径が大きいと光子到来方

向を限定する能力が低下するため、空間分解能は劣化する。物質の透過性が高い、高エネ

ルギーのガンマ線に対しては、遮蔽能力の高い、厚みを持ったコリメーターが使用され

る。しかし、厚いコリメーターでは低エネルギーのガンマ線が過剰に遮蔽されるため、低

エネルギーのガンマ線に対しては、感度を優先した薄いコリメーターが使用される。 

SPECTでは、検出器を撮像対象と近接させることで、空間分解能を向上させた撮像が

可能である。特にピンホールコリメーターを用いることで、1 mm以下の高い空間分解能

での撮像が可能である。頻用される放射性核種は、PETで用いられている核種よりも比較

的半減期の長いものが多いため、トレーサーの挙動を長時間にわたって経時的に観察する

ことが求められる場合に有利である (Table 2) 。 

 

 

 
 
 
 

 
Figure 2 SPECTの模式図 
SPECTは、検出器に入射可能な光子の到来方向限定するコリメーターを検出器前面に設置したガ
ンマカメラにより撮像を行う。(a) はピンホールコリメーターを示しており、ピンホールの位置と
光子検出位置を結ぶ直線が検出した光子の到来方向となる。(b) はパラレルホールコリメーターを
表しており、検出器面に垂直に入射する光子以外を遮蔽する。 
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1.1.3. PET/SPECT の比較 

商用の小動物用 PET装置と小動物用 SPECT装置の性能比較を Table 3と Table 4それぞ

れに示す。PETの特徴は、コリメーターを用いないことによる良好な光子の検出感度と、

正確な吸収補正による高い定量精度である。今日、臨床用で使用されている PET装置の

実効的な光子検出感度は、5 − 20 × 10−3cps/Bq程度とされる。一方、SPECTの感度は、

10−4cps/Bq程度とされる。小動物 SPECTの検出感度のオーダーは10−4 − 10−3 cps/Bqで

あるのに対し、PETの検出感度のオーダーは、10−3 − 10−2 cps/Bqである。したがって、

臨床用・小動物用共に、PETは SPECTよりも一桁以上、検出感度に優れている。そのた

め、臨床において PETは、がんなどの微小な病変の発見や脳機能の診断に用いられてい

る。 

PETでは、空間分解能を制限する要因が存在する。核種から放出された陽電子は、飛程

と呼ばれる短い距離を飛行してから対消滅する。さらに、陽電子と電子が対消滅する際に

有する僅かな運動量に起因して、2つの消滅放射線の放出方向の角度差にゆらぎが生じ、

完全に180°とはならない。これにより、光子の検出位置を結んだ直線と放射性核種の位置

との間には、僅かなずれが生じることとなる。この現象は、PETの原理に生得的に含まれ

るため、従来から PETにおける空間分解能の限界を決める要素として知られてきた。現

在、臨床で使用されている PET装置の空間分解能は 4 mm程度であり、小動物用 PET装

置では 1-2 mm程度である (Table 3) 。一方、SPECTでは、放射性核種から直接放射され

るため、原理的には PETにおいて空間分解能を決める、線源の飛程や運動量が存在しな

い。そのため、ピンホールコリメーターを用いた小動物用の高分解能 SPECTでは、PET

では困難な 1 mmを下回る空間分解能での撮像が可能である (Table 4) 。 

Table 2 SPECTで用いられる放射性核種の例 

核種 放出光子 

エネルギー 

[keV] 

半減期 

99mTc 141 6.010 h 
111In 245 2.801 d 
123I 159 13.270 h 
131I 364 59.400 h 
201Tl 167 72.910 h 
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SPECTで測定可能な放射性核種は、約 400 keV以下の低エネルギーガンマ線放出核種

に制限されている。これは、高エネルギーの光子では機械的コリメーターを透過しやすく

なり、コリメーターの遮蔽能力が不十分となるためである。一方で、低エネルギーの光子

は生体内で吸収・散乱されやすいため、生体の深部の情報が得られにくくなり、画像の持

つ統計的な誤差が大きくなる。さらに、一方向からの撮像により得られる情報は 2次元の

投影像であるため、3次元撮像のためには、ガンマカメラを回転させて撮像対象を様々な

方向から測定しなければならない。これは、3次元画像を得るためにはある程度の撮像時

間が必要となることを意味し、SPECTでは、細かな時間幅でトレーサーの挙動を可視化

する動的撮像が困難である。 

SPECTは PETとは異なり、撮像可能な光子エネルギーに幅があるため、測定した光子

のエネルギーの弁別によって、複数種類の放射性核種を同時に撮像可能である。これによ

り、例えば心筋の撮像においては、血流と代謝といった、異なる機能を表す画像を同一の

断層面で比較することが出来る。しかしながら、撮像対象のガンマ線エネルギーに応じて

適切なコリメーターを選択する必要があることから、最適なコリメーターが異なる複数の

放射性核種を同時に撮像することは困難である。そのため使用可能な核種は、ガンマ線の

エネルギーが近い、限定された組み合わせ (例えば 99mTcと 201Tl、123Iと 201Tl) のみとな

る。さらに、エネルギーが近いことによって核種の弁別を誤るクロストークが生じるた

め、核種を個別に撮像した場合よりも画像は劣化する。そのため現実的には、SPECTに

おいて複数核種の同時撮像が行われることは稀である。 

PETの検出器には、光子との相互作用確率が高い電子密度 (高原子番号かつ高密度) の

素材が選択され、さらに単位時間あたりの放射線計測数 (計数率) が高いことが求められ

る。SPECTでは、機械的コリメーターによって、検出器に到達する光子の数が少なくな

るため、検出器には PETほどの計数率は求められない。一方で、SPECT画像を劣化させ

る主な要因は、検出器に到達するまでに散乱した光子である。そのため、散乱した光子に

よる測定事象を、その測定エネルギーによって除去するために、SPECTの検出器には高

いエネルギー分解能が求められる。 
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Table 3 商用の小動物用 PET装置の性能比較 [3] 

装置名称 メーカー 

体軸方向の 

空間分解能 

[mm] 

体軸と直交する 

方向の空間分解能 

[mm] 

光子検出感度 

[cps/Bq] 

microPET P4 Concorde Microsystems/ 

Siemens 
2.20 2.24 6.1 × 10−3 

microPET R4 Concorde Microsystems/ 

Siemens 
2.72 2.20 1.10 × 10−2 

microPET Focus 

220 

Concorde Microsystems/ 

Siemens 
1.70 1.74 1.18 × 10−2 

microPET Focus 

120 

Concorde Microsystems/ 

Siemens 
1.90 1.78 1.82 × 10−2 

Inveon Siemens 2.45 1.64 2.8 × 10−2 

Mosaic HP Philips 2.64 2.02 1.77 × 10−2 

ClearPET Raytest 3.24 2.34 1.87 × 10−2 

VrPET Sedecal 2.66 1.61 1.09 × 10−2 

 

 
 

Table 4 商用の小動物用 SPECT装置の 99mTcを対象とした場合の性能比較 [4] 

装置名称 メーカー 

体軸方向の空間分解能 

 [mm] 

体軸と直行する方向の 

空間分解能 

[mm] 

光子検出感度 

(GP-1 mm) 

[cps/Bq] 

U-SPECT-II MILabs HR: 0.39 ± 0.06 

GP-1 mm: 0.76 ± 0.04 

GP-0.6 mm: 0.65 ± 0.01 

HR: 0.37 ± 0.06 

GP-1 mm: 0.76 ± 0.03 

GP-0.6 mm: 0.61 ± 0.02 

3.984

× 10−3 

NanoSPECT BioScan HR: 0.53 ± 0.11 

GP: 0.62 ± 0.07 

HR: 0.45 ± 0.09 

GP: 0.53 ± 0.10 

6.20 × 10−4 

X-SPECT GE HR: 0.83 ± 0.07 

GP: 0.82 ± 0.12 

HR: 0.48 ± 0.05 

GP: 0.56 ± 0.06 

7.51 × 10−4 

GP: multi-pinhole general purpose collimator 

HR: multi-pinhole high resolution collimator 
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1.2. コンプトンカメラ 

コンプトンカメラは、PETや SPECTにおいて 3次元画像を取得するために必須であっ

た幾何学的な検出器の配置や回転移動を必要とせずに、放射線源分布の 3次元画像を取得

できるイメージング装置である [3-5] 。これは、有感領域であるカメラヘッドと撮像対象

が十分近い場合には、単一のカメラヘッドによる一方向からの撮像であっても、多方向か

らの光子を測定できることによる [6]。また、光子到来方向の取得に機械的コリメーター

を使用しないため、既存の技術よりも広い撮像視野と広帯域な光子エネルギーの核種を検

出可能である。これらの特徴によりコンプトンカメラは、これまで既存技術では実現困難

であった、様々な分野への応用の可能性を持つ。近年では、半導体検出器素子の低価格

化、光子検出器の性能向上やエネルギー分解能の向上により、コンプトンカメラの装置開

発が活発に行われている。 

 

1.2.1. コンプトンカメラによる PET/SPECT の課題の克服 

コンプトンカメラは、既存の核医学イメージング技術に無い付加価値を有している。そ

の一つは、SPECTでは困難であった高エネルギー光子線源の可視化である。高エネルギ

ーの光子は透過性が高いため、生体内での相互作用による減弱が生じにくい。そのため、

生体深部の核種分布情報を、従来よりも高い効率で収集することが可能となる。また、こ

れまで核医学に適用されていなかった、高エネルギーのガンマ線を放出する核種の利用が

可能となる。Table 5に、コンプトンカメラで撮像可能な放射性核種の例を示す。例え

ば、高エネルギーのガンマ線を放出する核種には、生体微量元素の同位体も含まれる。近

年、生体微量元素は、生活習慣病に関わる様々なシグナル伝達に関与することが示唆され

ている [7]。また、生体微量元素の恒常性破綻により、様々な生体機能が影響されること

が判明している [8]。コンプトンカメラは、これら生体微量元素の挙動解明のための新た

なツールとなると考えられる [9]。 

測定可能な核種の多様さと、コリメーターを用いない撮像原理から、コンプトンカメラ

は、SPECTよりも多様な組み合わせで、複数の放射性核種の同時撮像を可能とする。例

えば、新規の薬剤候補化合物と、その化合物の作用機序に関連性が高いシグナル伝達を担

う金属元素の同時イメージングといった、従来では実現困難であった新たなコンセプトの

イメージング手法を実現する可能性を有する。 

近年、複数の研究チームがコンプトンカメラを用いた生体撮像に成功している [6, 10, 

11]。このことから、今日のコンプトンカメラ開発におけるマイルストーンの一つは、小
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動物用イメージング装置としての確立であり、その性能目標は、商用の小動物用 PETも

しくは SPECTといえる。シミュレーションの結果では、コンプトンカメラが SPECTを上

回る感度を達成できる可能性が示されている [12, 13]。シリコン半導体検出器と NaIシン

チレーション検出器から構成されるコンプトンカメラによって、131I (光子エネルギー: 

364.4 keV) の点線源を撮像した場合の空間分解能と光子検出感度を検証した研究 [12]で

は、期待されるコンプトンカメラの平均感度は2.34 × 10−3 cps/Bq、空間分解能は5 −

20 mm とされた。この感度は、ピンホールコリメーターを装備した商用の小動物用

SPECT装置に匹敵する。しかしながら、検出器および信号処理の技術的課題が存在し、

これまでにこのシミュレーションでの検証結果で示された感度を持った装置は報告されて

いない。空間分解能では、ピンホールコリメーターを有する SPECTには及んでいない 

(Table 4) 。しかしながら小動物イメージングにおいては、小動物の全身撮像が可能であ

り、トレーサーの生体内分布を臓器レベルの解像度で可視化できれば、生体機能や薬物代

謝の解析に資する性能を有すると考えられる。小動物の臓器レベルのイメージングに用い

られる PETでは、空間分解能が 1-2 mmであるため (Table 3) 、これが今日のコンプトン

カメラが目標とする空間分解能といえる。ゲルマニウム半導体コンプトンカメラ gamma-

ray emission imaging: GREIでは、65Znと 131Iによって二重標識した錯体の、生きたマウス

における臓器レベルでの挙動の解析が行われた [14]。この研究に用いられた GREIとは異

Table 5 コンプトンカメラの撮像に使用可能な放射性核種の例 

核種 
ガンマ線エネルギー 

[keV] 
半減期 

24Na 1368 25.0 h 
28Mg 1342 21.0 h 
42K 1524 12.0 h 
47Ca 1297 4.5 d 
54Mn 835 3120 d 
59Fe 1099-1292 450 d 
65Zn 1116 2440 d 
91mY 555 50. m 
132I 773 2.3 h 
208Tl 2614 30 m 
212Bi 727 600 m 
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なるが、装置を構成する検出器が同等である旧式の GREIの空間分解能は、検出器面に平

行な方向において 4.9 mm、検出器面に直行する深度方向において 11.4 mmであった 

[15]。 

 

1.2.2. 撮像原理 

コンプトンカメラでは、測定した個々の光子の到来方向をコンプトンコーンと呼ばれる

円錐面として推定する。空間中の線源分布の画像を得るための基本原理は、測定事象によ

って異なるコンプトンコーンを、多数にわたって重畳して投影することである (Figure 

3) 。典型的なコンプトンカメラは、ガンマ線などの高エネルギー光子との相互作用位置

を検出可能な放射線検出器を前後に 2つ有する。前段検出器では、入射光子のコンプトン

散乱を検出し、後段検出器では、散乱された光子の光電吸収を検出する。コンプトンカメ

ラでは、前後の検出器で測定されたエネルギーの合計が、撮像対象の光子エネルギーに一

致する事象のみを利用する。既知のエネルギーの光子を撮像対象とする場合、コンプトン

コーンの投影は、以下の式によって与えられる [16, 17]: 

𝜃C(𝐸1) = cos−1 [1 − 𝑚,𝑐2 ( 1
𝐸/ − 𝐸1

− 1
𝐸/

)]. (1) 

cos[𝜃C(𝐸1)] − 𝒓 − 𝒓1

|𝒓 − 𝒓1|
⋅ 𝒓1 − 𝒓2

|𝒓1 − 𝒓2|
= 0. (2) 

(1)は、エネルギー𝐸/の到来光子 (撮像対象) が前段検出器にエネルギー𝐸1を与えてコン

プトン散乱した場合に、コンプトン散乱角𝜃Cを求めるための運動方程式である。(2)は、

画像空間に投影されるコンプトンコーンを表す。コンプトンコーンの半頂角は、𝜃Cに対応

する。 𝒓1はコンプトン散乱検出の位置ベクトル、𝒓2は光電吸収検出の位置ベクトル、𝒓は

任意の位置ベクトルである。 

光子の推定到来方向を単純に重畳する線源分布の画像化手法は simple back projection: 

SBPと呼ばれる。この SBPにより得られた画像は、多量のボケを含み、画像の細部の情

報が失われているため、空間中の線源分布の評価には適さない。これは、線源と交差しな

い推定光子到来方向の大部分が、ボケとして画像に現れるためである。特にコンプトンカ

メラの場合は、円錐面状に光子到来方向が広がるため、PETや SPECTよりも画像に含ま

れるボケが多くなる。さらに、コンプトンカメラでは、画像空間における光子検出感度の

不均一性が高く、ボケの位置依存的な広がりを助長する要因となっている。これは、一つ

の光子の検出に、連続した 2回以上の物理現象の測定が必要であり、それぞれの物理現象
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の発生確率が、光子発生源と検出器との位置関係によって変化するためである。そのた

め、これらの位置依存的なボケに対応し、測定データから真の線源分布に近い画像を復元

する画像再構成法の開発が、コンプトンカメラにおける課題となっていた。 

画像再構成の計算負荷の多くを占めるのが、推定光子到来方向の投影である。コンプト

ンカメラの場合、円錐面状に広がった光子到来方向を重ね合わせて投影する必要があるた

め、一直線上に光子到来方向を得ることが出来る PETや SPECTと比べて、計算負荷が大

きい。そのため、1990年代から 2000年代初頭にかけては、現実的な時間で計算結果が得

られる手法として、解析的手法と呼ばれる画像再構成法の研究が活発に行われた。解析的

手法は、SBPと真の線源分布との解析的な関係式から、直接的に画像の復元を行う方法で

ある。代表的な手法として、光子の散乱方向が検出器配列に直交する測定事象のみを用い

て、積分変換により再構成する手法 [18]、球面調和関数を用いたコンプトンコーン投影

からの解析的変換法 [19-21] が挙げられる。しかし、これらの手法では、画像空間の位置

に関係なく画像の復元が行われるため、位置依存的な画像の劣化に対しては、復元の不整

合が生じる。この現象は結果として、画像に真の線源分布を反映しない、アーチファクト
 
 

 
 
 
 

 
Figure 3 コンプトンカメラによる画像取得の基本原理 
コンプトン散乱時の検出エネルギーと光子相互作用位置から導出されるコンプトンコーンと呼ばれる
推定光子到来方法を多数重畳することで、空間中の線源分布の画像を得る。 
 
 
 
 



16 
 

を出現させる。解析的手法を機能させるためには、再構成に用いる測定データの選択 

[18]、あるいは検出器の構成 [20]に厳しい条件を設定し、画像の劣化の位置依存性を低下

させる必要がある。さらに、光子測定の統計変動を抑えるために膨大な量の測定事象を収

集する必要がある。これらの条件を、実際の装置によって得られたデータに対して厳密に

適用することは難しく、解析的手法によって十分な画質の画像を再構成することは困難で

あった。 

 

1.3. 統計的逐次近似画像再構成法の適用 

PETや SPECTでは、装置の測定に関する確率的過程や測定の統計変動を考慮できる、

expectation-maximization algorithm: EMアルゴリズム [22]に基づいた統計的逐次近似画像再

構成法が、技術としてほぼ確立されている [23, 24]。本手法では、光子検出感度の位置依

存性を解析的手法よりも正確に考慮できるため、コンプトンカメラに対しても有効性が期

待されてきた [25]。しかしながら、PETや SPECTで頻用されている bin-modeの再構成法 

[24]では、測定したデータを格納するために、相互作用位置と検出エネルギーの検出可能

な範囲を適当な間隔で離散化し、その全ての組み合わせ数分の binを持つヒストグラムが

必要となる。さらに、計算負荷が高いコンプトンコーンの投影を数回～数十回以上反復し

なければならない。これらの要因は、計算機に対して大きな記憶容量と高い計算能力を要

求するために、実装が現実的ではなかった。その後、測定データ空間の次元を、測定事象

のカウント数のみに削減し、ヒストグラム化に際しての量子化誤差の発生を回避できる、

list-modeの測定データ収集に対応した手法が開発された [26, 27]。さらに計算機性能が向

上したことによって、近年になって様々な装置への実装が報告されるようになった [11, 

28-34] 。 

 

1.3.1. コンプトンカメラに適用された LM-ML-EM 法 

コンプトンカメラにおいて、最も多くの実装例が報告され、基本となっている統計的逐

次近似画像再構成法は、list-mode maximum-likelihood expectation-maximization method: LM-

ML-EM法である [27]。これは、測定データを個別に収集する list-modeで得られたデータ

に対して、EMアルゴリズムに対応した反復計算によって、線源分布の最尤推定量を求め

る手法である。コンプトンカメラにおいては、測定データをヒストグラムに格納する bin-

mode ML-EM法 [24]を元に、2D PETに適用された LM-ML-EM法 [26]に対応する幾つか

の仮定を用いて求められた LM-ML-EM法が、これまでに提案されている [27]。LM-ML-
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EM法は、観測されたデータが得られる確率が最大となるような線源分布を、反復計算に

よって推定する手法であり、EMアルゴリズムに基づいた 2つのステップから定式化され

る。expectation step: E-stepと呼ばれる最初のステップの結果、光子の推定到来方向に交差

する位置それぞれで、測定事象を引き起こした線源が存在する期待値が求められ、全測定

事象に渡って合計される。一つの測定事象についての期待値の合計は、１になるように調

整される。続く maximization step: M-stepと呼ばれる第 2のステップの結果、E-stepで得ら

れた期待値は、画像空間の位置にのみ依存する光子検出感度の逆数によって補正され、更

新後の画素値となる。 

まずWildermanらがコンプトンカメラに適用することを提案した LM-ML-EM法 [27]の

元となった、bin-mode ML-EM法 [24]の導出過程を説明する。以下のように、線源分布を

計測した場合に、測定事象をもたらした潜在変数が従う確率を考える: 

𝑝(𝕏|𝝀) = ∏ ∏ 𝑝(𝑋:;|𝝀)
=

;=1

>

:=1
, (3) 

𝑝(𝑋:;|𝜆;) =
(𝑡:;𝜆;)ABCexp(−𝑡:;𝜆;)

𝑋:;!
, (4) 

𝝀 = {𝜆1, … , 𝜆=}, 𝕏 = {𝑋11, … , 𝑋1= , … , 𝑋>=}.  

𝝀は撮像対象の画像空間に含まれる線源分布を表し、𝜆;は測定時間中に任意の画素𝑗から発

した光子数の期待値を表す。𝑋:;は、測定シーケンス𝑖として検出されうる、画素𝑗から発

した光子数を表す潜在変数である。𝕏は、全画素、全測定事象に渡る𝑋:;のベクトルであ

る。𝑝(𝑋:;|𝜆;)は、線源𝜆;が存在する画素𝑗から発した𝑋:;本の光子が、𝑖として検出される

確率を表す。𝑝(𝕏|𝝀)は全画素、全測定シーケンスに渡る光子検出の同時確率を表す。光子

数𝑋:;は、確率的な事象である放射性核種の崩壊数に対応する。崩壊数の変動は、一般に

Poisson分布として表すことが出来るため、ここでは、𝑋:;が従う確率的変動を表す

𝑝(𝑋:;|𝝀)も、Poisson分布として表されるとの仮定が用いられている [24]。𝑗から発した

𝑋:;本の光子が、𝑖として検出される期待値は𝑡:;𝜆;と表され、これは𝑝(𝑋:;|𝜆;)が従う

Poisson分布の期待値と対応する。𝑡:;は𝑗から放出された光子が𝑖として検出される確率を

表す。 

𝝀の最尤推定量を求めるための尤度関数は、𝑝(𝕏|𝝀)から次式のように表される: 

𝐿(𝕏|𝝀) = ln 𝑝(𝕏|𝝀) = ∑ ∑(𝑋:; ln 𝑡:;𝜆; − 𝑡:;𝜆; − ln 𝑋:;!)
=

;=1

>

:=1
. (5) 
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しかし、𝕏は観測できない潜在変数であるため、(5)から、𝐿(𝕏|𝝀)が極値をとる場合を直接

計算することはできない。そこで、観測可能な測定シーケンス毎のカウントを用いて、𝝀

の最尤推定量を求めるための尤度関数を表す。測定シーケンス毎のカウントが得られる確

率は、以下のように表される: 

𝑝(𝕐|𝝀) = ∏ 𝑝(𝑌:|𝝀)
>

:=1
,  (6) 

𝑝(𝑌:|𝝀) =
(∑ 𝑡:;𝜆;

=
;=1 )

MB exp (− ∑ 𝑡:;𝜆;
=
;=1 )

𝑌:!
,  (7) 

∵ 𝑌: = ∑ 𝑋:;

=

;=1
, 𝕐 = {𝑌1, … , 𝑌>}.  

𝑌:は𝑖の測定カウントであり、𝕐は全測定事象に渡る𝑌:のベクトルである。𝑝(𝑌:|𝝀)は𝝀を測

定した場合にカウント𝑌:の測定シーケンス𝑖が得られる確率を表す。𝑌:は、Poisson分布に

従う𝑋:;の𝑖についての総和として表される。そのため、Poisson分布の再生性から、𝑌:に従

う確率的変動である𝑝(𝑌:|𝝀)も、Poisson分布として表される。𝑝(𝕐|𝝀)は、全測定シーケン

スに渡る光子検出の同時確率を表す。𝑌:をもたらした光子数の期待値∑ 𝑡:;𝜆;
=
;=1 は、𝑗から

放出された光子の期待値である𝑡:;𝜆;の𝑗についての総和によって求められる。 

𝝀と、測定によって得られた𝕐を用いることで、潜在変数𝕏が生じる確率が最大となる、

任意の𝑋:;の最尤推定量は、以下のように表される: 

𝑋OP̂ =
𝑌:𝑡:;𝜆;

∑ 𝑡:R𝜆R
=
R=1

. (8) 

しかし、𝝀は未知変数であるため、このまま用いることはできない。そこで、暫定的な線

源分布𝝀(S)を導入し、(8)を以下のように表す: 

ℰ[𝑋:;|𝑌:, 𝝀(S)] =
𝑌:𝑡:;𝜆;

(S)

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

. (9) 

ℰ[𝑋:;|𝑌:, 𝝀(S)]は、𝑌:と𝝀(S)から求められる𝑋:;の最尤推定量である。𝝀(S)は反復計算による

更新を想定しており、𝑙は反復計算の回数を表す。このℰ[𝑋:;|𝑌:, 𝝀(S)]を用いて(5)の𝑋:;を置

き換えることにより、以下の関数が得られる: 

𝑄(𝝀|𝝀(S)) + const. = ∑ ∑{ℰ[𝑋:;|𝑌:, 𝝀(S)] ln 𝑡:;𝜆; − 𝑡:;𝜆;}
=

;=1

>

:=1
− ∑ ∑ ln 𝑋:;!

=

;=1

>

:=1
. (10) 

この関数𝑄の計算は、EMアルゴリズムの E-stepに相当する。左辺で定数項として表して

いるのは、右辺の𝝀に非依存的な最後の項である。 
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M-stepの十分条件は、𝑄の𝝀による偏微分導関数が 0となる場合であり、以下のように

表される: 

∇\𝑄(𝝀|𝝀(S)) = − ∑ 𝑡:;

=

;=1
+ 1

𝜆;
∑ ℰ[𝑋:;|𝑌:, 𝝀(S)]

>

:=1
= 0. (11) 

ここで𝜆;を𝜆;
(S+1)とすることで、𝝀(S)の更新式を以下のように表すことができる: 

𝜆;
(S+1) =

𝜆;
(S)

∑ 𝑡:;
=
;=1

∑
𝑌:𝑡:;

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. (12) 

これが bin-mode ML-EMアルゴリズムである。 

(12)を元に、コンプトンカメラにおける list-mode ML-EMのアルゴリズムが以下のよう

に提示されている [27]: 

𝜆;
(S+1) =

𝜆;
(S)

𝑠;
∑

𝑌:𝑡:;

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. (13) 

ここで、(12)における∑ 𝑡:;
=
;=1 は、𝑗から発した光子に対する検出器の検出感度を表す𝑠;に

置き換えられている。これは、𝑌:がまたがる測定時間が list-modeのデータ収集によって

微小となり、∑ 𝑡:;
=
;=1 では、𝑗から発した光子の統計量を代表することができなくなるため

である。 

𝑠;は以下のように表される: 

𝑠; = ∫ d𝒓
_∈∆;

𝑝(𝒓) ∫ d𝑨
c∈∆c

𝑝(𝑨|𝒓). (14) 

ここで、𝑨は一つの測定に対応する測定データのベクトル、𝒓は画像空間内の位置ベクト

ル、𝑝(𝒓)は𝒓から放出された光子が有効な測定事象として検出される確率、𝑝(𝑨|𝒓)は𝒓から

光子が放出された場合に、𝑨を検出する確率である。∆𝑗は、画素𝑗によって占められる画

像空間内の体積であり、∆𝑨は、𝑨がとることができる全ての測定の範囲である。 

コンプトンコーンの投影に相当する𝑡:;は、以下のように定義される: 

𝑡:; = ∫ d𝒓
_∈∆;

𝑝(𝒓)∫ d𝑨 𝑝(𝑨:|𝑨)𝑝(𝑨|𝒓)
c∈∆cB

 (15) 

      = 𝑝(𝑨:) ∫ d𝒓
_∈∆;

∫ d𝑨 𝑝(𝒓|𝑨)𝑝(𝑨|𝑨:)
c∈∆cB

. (16) 

これらの式は、Bayes の法則によって同じ意味を持つ。𝑝(𝑨:|𝑨)は、𝑨が真の測定データ

である場合に𝑨:が得られる確率を表す。ここでの𝑝(𝒓)は、 𝑨:が測定される確率である。

∆𝑨:は、𝑨が測定事象𝑖でとりうるすべての測定範囲を表す。 



20 
 

 

1.3.2. ランダムに欠損した不完全な測定データに適用される既存の LM-ML-EM 法 

ここでは Parraと Barret [26]が提案した LM-ML-EM法を要約する。本研究で開発した画

像再構成法は、この Parraと Barret による LM-ML-EM法を元にしている。この手法で

は、潜在変数である各測定事象の原因となった画素の情報を、不完全な測定データと反復

計算で得られる暫定的な線源分布から導出された (潜在変数の) 推定値で置き換える。こ

の推定値は、潜在変数の最尤推定量であるため、全測定事象に渡って画素ごとに潜在変数

の推定値を合計することで、最尤な線源分布が得られる。 

ただし、ここでのアルゴリズムの導出過程の説明は、文献 [26]に沿ったものではな

く、Kullback-Leibler: KL divergence の観点から、反復計算の進行に伴う尤度関数の上昇に

ついて説明を行っている [35-37] 。これは 2.2節以降で説明する、本研究で開発したアル

ゴリズムの導出において行う潜在変数の推定を、文献 [26]の説明をそのまま用いるより

も、KL divergenceを用いた方がより適切に説明できる、という本研究において導入した

アイデアに基づくものである。 

最尤推定では、撮像によって観測されたデータが得られる確率を最大にするような、測

定の確率モデルを構成するパラメータを推定する。最尤推定のための最大化の対象となる

尤度関数は、測定事象の総カウント数もしくは測定時間のいずれを撮像前に指定したかに

よって、以下 2通りが定義できる: 

𝐿(𝔸, 𝑁 |𝑇 , 𝝀) = ln 𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀) + ln 𝑝(𝔸|𝝀), (17) 

𝐿(𝔸, 𝑇 |𝑁 , 𝝀) = ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ln 𝑝(𝔸|𝝀). (18) 

∵ 𝔸 = {𝑨1, … , 𝑨:, … , 𝑨>}, 𝝀 = {𝜆1, … , 𝜆;, … , 𝜆= }.  

ここで、𝝀は撮像対象の画像空間に含まれる線源分布であり、確率モデルのパラメータで

ある。𝔸は list-modeで収集された全ての測定データであり、𝑨:は𝑖番目の個々の光子測定

データである。𝑁および𝑀は、それぞれ、収集された測定事象の数および画像空間内の画

素数である。𝑝(𝔸|𝝀)は、𝝀が与えられた場合に𝔸が得られる確率を表す。(18)は、撮像にあ

たって測定時間𝑇を指定した場合であり、𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀)は予め設定した時間𝑇の間に、カウン

ト数𝑁の測定データが得られる確率を表す。(18)は、撮像の際に𝑁をあらかじめ決めた場

合の式であり、𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀)は、測定データの総カウントが𝑁になるまでにかかった時間が𝑇

である確率を表す。後述するように、𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀)と𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀)の違いは𝝀に依存しない定数

として表すことができるため、(17)と(18)のどちらを用いても、最終的に得られる再構成

アルゴリズムは同様である。 
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ここでは、𝔸は欠損を表すいかなる確率モデルも導入されておらず、ランダムな欠損 

(missing at random: MAR) を含んだ不完全データと仮定されている。そのため、(17)と(18)

には、𝔸の生成過程を表すモデルは含まれない。そこで、𝔸を観測されない潜在変数𝕫から

生成されるという仮定が導入され、𝑝(𝔸|𝝀)が以下のように表される: 

𝑝(𝔸|𝝀) = ∏ 𝑝(𝑨:|𝝀)
>

:=1
, 

𝑝(𝑨:|𝝀) = ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝜆;)
=

;=1
, 

(19) 

𝑧:; = {1, if event 𝑖 originated in image bin 𝑗 
0, otherwise                                   ,  

𝕫 = {𝑧11, … , 𝑧1= , … , 𝑧>=}. 
(20) 

𝑧:;は、どの画素が測定事象𝑖を引き起こしたかを示す潜在変数であり、𝕫は全画素、全測定

事象それぞれに対して定義された𝑧:;のベクトルである。ここで、𝕫についての確率分布

𝑞(𝕫)が導入され、𝑝(𝔸|𝝀)が以下のように分解される: 

ln 𝑝(𝔸|𝝀) = ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀] + KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)], (21) 

ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀] = ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
ln [

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
𝑞(𝑧:;)

], (22) 

KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)] = − ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
ln [

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀)
𝑞(𝑧:;)

], (23) 

∵ 𝑞(𝕫) = {𝑞(𝑧11), … , 𝑞(𝑧>=)}, 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀) = {𝑝(𝑧11|𝑨1, 𝝀), … , 𝑝(𝑧>= |𝑨> , 𝝀)}.  

KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)]は、𝑞(𝕫)と𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)との間の KL divergenceである。KLとℒとの和が

ln 𝑝(𝔸|𝝀)となることは、以下のように示すことが出来る: 

ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀] + KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)] 

= ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
{ln [

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
𝑞(𝑧:;)

] − ln [
𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀)

𝑞(𝑧:;)
]} 

= ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
{ln [

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀)]} 

= ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
ln 𝑝(𝑨:|𝝀) = ∑ ln 𝑝(𝑨:|𝝀) ∑ 𝑞(𝑧:;)

=

;=1

>

:=1
 

= ∑ ln 𝑝(𝑨:|𝝀)
>

:=1
= ln 𝑝(𝔸|𝝀), 

(24) 

∵ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1
= 1. 
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KL ≥ 0であるので、ln 𝑝(𝔸|𝝀) ≥ ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀]となり、ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀]は、ln 𝑝(𝔸|𝝀)の下界を表す。

EMアルゴリズムは、𝝀を固定しながら下界ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀]を𝑞(𝕫)について最大化する E-step

と、𝑞(𝕫)を固定しながら𝝀を最大化して更新するM-stepの 2段階から構成される。LM-

ML-EM法は、E-stepとM-stepを交互に繰り返すことによって、𝝀を最尤推定量に近づけ

ていく手法である。 

EMアルゴリズムに基づく反復計算によって、線源分布の𝑙回目の更新値𝝀(S)を得ている

場合を仮定すると、E-stepはKL = 0、つまり𝑞(𝕫) = 𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀(S))であるときに最大となる。

(18)を例に取ると、E-stepの結果は以下のように表される: 

𝑄(𝝀|𝝀(S)) + const.

= ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
=

;=1

>

:=1

− ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S))
=

;=1

>

:=1
. 

(25) 

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S))は、𝑧:;の期待値を表しており、潜在変数であり観測できない𝑧:;を、測定で得

られた𝔸と、計算の過程で暫定的に得られている𝝀(S)から求められた値で置き換えている。

𝑄(𝝀|𝝀(S))はM-stepへ適用される関数であり、上式の右辺から𝝀に非依存的な最後の項を除

いたものである。 

M-stepの十分条件は、𝑄の𝝀による偏微分導関数が 0となる場合であり、以下のように

表される: 

∇\𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ∇\ ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∇\ ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
=

;=1

>

:=1
= 0. (26) 

以下、具体的な LM-ML-EMアルゴリズム導出のために、これまでに現れた確率および

変数それぞれを説明する。 

𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀)と𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀)は、それぞれ以下のように与えられる: 

𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀) =
(𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=
;=1 )

>
exp (−𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=
;=1 )

𝑁 ! , (27) 

𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) =
(∑ 𝑠;𝜆;

=
;=1 )

>
𝑇 >−1exp (−𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=
;=1 )

(𝑁 − 1)! = 𝑁
𝑇 𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀). (28) 

𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀)は、測定時間として𝑇がプリセットされているときに、Poisson分布に従って𝑁

が得られる確率である。 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀)は、収集したい測定事象の数として𝑁がプリセットさ

れているときに必要となった測定時間が𝑇となる確率であり Erlang分布に従う。𝑠;は、画



23 
 

像空間中の画素𝑗から放出された光子が、画像再構成に用いることができる”有効な”測定

事象を引き起こす確率であり、検出感度 sensitivityと呼ばれる。∑ 𝑠;𝜆;
=
;=1 は画素𝑗から発

した放射線の平均的な測定計数率であり、𝑗に存在する線源の推定量𝜆;と𝑠;の積を画像空

間全体に渡って合計することで得られる。𝑁/𝑇は、𝝀から独立しているので、(26)に

𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀)の代わりに𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀)を用いたとしても、同じ計算結果が得られる。 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)は以下のように表される: 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀) = 𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀)rBC . (29) 

𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀)は線源分布𝝀の下、画素𝑗から放出された光子によって、測定事象𝑖の測定データ

𝑨:がもたらされた確率である。𝑧:;は測定事象の発生回数を表すため、𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)は、𝑧:;

回の𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀)の冪乗として表される。𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀)は、以下のように与えられる: 

𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀) = 𝑝(𝑨:|𝑗)𝑝(𝑗|𝝀), (30) 

𝑝(𝑗|𝝀) =
𝑠;𝜆;

∑ 𝑠R𝜆R
=
R=1

. (31) 

𝑝(𝑨:|𝑗)は、測定された𝑨:が、画素𝑗から放出された光子に起因する確率である。𝑝(𝑗|𝝀)

は、𝝀が分布した画像空間を測定した場合に、𝑗から放出された光子によって何らかの測定

事象が引き起こされる確率である。 

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S))は、𝑨:と𝝀(S)から得られる𝑧:;の期待値であり、𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))として以下のよ

うに与えられる: 

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) = 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) = 𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀(S))
𝑝(𝑨:|𝝀(S))  

                  = 𝑝(𝑨:|𝑗)𝑝(𝑗|𝝀(S))
∑ 𝑝(𝑨:|𝑘)𝑝(𝑘|𝝀(S))=

R=1

 

                  =
𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠;𝜆;

(S)

∑ 𝑝(𝑨:|𝑘)𝑠R𝜆R
(S)=

R=1

. 

(32) 

以上より、𝑄(𝝀|𝝀(S))は次式のように表される: 



24 
 

𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀)
=

;=1

>

:=1
                         

= ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀)
=

;=1

>

:=1
 

= ln 𝑁
𝑇 + 𝑁 ln (𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
) − 𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
− ln 𝑁 ! 

+ ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) [ln
𝑠;𝜆;

∑ 𝑠R𝜆R
=
R=1

+ ln 𝑝(𝑨:|𝑗)]
=

;=1

>

:=1
. 

(33) 

したがって、∇\𝑄(𝝀|𝝀(S))は次式となる: 

∇\𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ∇\𝑁 (ln 𝑇 + ln ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
) − ∇\𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
 

                     +∇\ ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) (ln 𝑠;𝜆; − ln ∑ 𝑠R𝜆R

=

R=1
)

=

;=1

>

:=1
 

                 = −𝑇 𝑠; + 1
𝜆;

∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))
>

:=1
= 0. 

(34) 

∵ 𝑁 = ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))
=

;=1

>

:=1
. 

 

ここで、𝜆;を𝜆;
(S+1)とすることで、𝜆;を更新する以下の式が得られる: 

𝜆;
(S+1) = ∑

𝑝(𝑨:|𝑗)𝜆;
(S)

𝑇 ∑ 𝑝(𝑨:|𝑘)𝑠R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. (35) 

これが、Parraと Barretによって求められた、LM-ML-EMアルゴリズムである [26]。右辺

分母にある𝑠Rが測定事象𝑖の総和計算の外側にならないのは𝑝(𝑨:|𝑘)𝑠Rをまとめて、対消滅

光子の飛程に対して割り当てる、検出器の応答関数として計算しているためである。 

𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠;は次式のように与えられる: 

𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠; = 𝑝(𝑨:)𝑝(𝑗|𝑨:), (36) 

𝑝(𝑗|𝑨:) = ∫ d𝑨 𝑝(𝑗|𝑨)𝑝(𝑨|𝑨:)
c∈∆cB

. (37) 

(36)は、𝑠; = 𝑝(𝑗)としたときの、Bayesの定理より表される等式𝑝(𝑨:|𝑗)𝑝(𝑗) =

𝑝(𝑨:)𝑝(𝑗|𝑨:)から得られる。𝑝(𝑨|𝑨:)は、𝑨:が測定されたときに真の測定値が𝑨になる確

率であり、𝑨:の誤差から導出される確率密度である。∆𝑨:は、𝑨が𝑖でとりうる測定範囲

を表す。𝑝(𝑨:)は、𝑨:が測定される確率であり、𝑝(𝑗|𝑨)は、𝑗から放出された光子が𝑨とし

て測定される確率である。 
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1.4. 既存の LM-ML-EM 法の課題 

LM-ML-EM法などの EMアルゴリズムに基づく再構成法では、測定データが得られる

確率が最大となる線源分布を推定するために、画像が真の線源分布へ収束することを保証

しない [38, 39]。画像の収束点と真の線源分布間の乖離が大きい場合、あるいは推定が測

定データに過剰適応された場合は、画像の視覚的評価を困難にするアーチファクトの発

生、あるいは画像の定量精度の劣化がもたらされる。 

コンプトンカメラを医学/生物学用途で使用する場合には、測定対象とカメラヘッドが

近接した撮像が想定される。この条件下で得られた測定データに LM-ML-EM法を適用し

た場合には、次項以降に示すような、画像の真の線源分布への収束を妨げる要素が顕著と

なると考えられる。これらは、コンプトンカメラの撮像原理および、固有の幾何学的撮像

条件に起因している。 

 

1.4.1. コンプトンコーン半頂角に伝播する測定の誤差 

LM-ML-EM法で画像を劣化させる主要な因子は、コンプトンコーンの半頂角が持つ誤

差である [40-42] (Figure 4) 。コーン半頂角の誤差は、光子到来方向推定の誤差に対応

し、線源とコーン面との間に距離をもたらす。そのため、半頂角誤差を無視したコンプト

ンコーンの重畳は、再構成アルゴリズムが誤った線源分布に向かって画像を収束させる要

因となる。一般には、コーン半頂角 (コンプトン散乱角) が小さい測定事象は誤差が小さ

いため、光子の到来方向を高精度に推定することが出来る。しかし、1組の検出器を用い

た 1方向撮像のように、撮像方向が限定される場合には、誤差が小さい散乱角のデータの

みを再構成に用いると、撮像可能な視野が制限されるデメリットが生じる。これは、画像

空間の位置によって、検出可能な散乱角の範囲が異なるためである。 

投影するコンプトンコーンに対する、半頂角誤差の補償の組み込みは、既存の核医学イ

メージングにおける detector response function: DRFあるいは collimator blur correctionに対

応するため [43]、角度誤差モデルの精度によって再構成画像の画質が左右される。 

半頂角誤差をコーンの投影に組み込む際には、それを困難とする 2つの特性がある。一

つは、検出器物質に固有の複雑な誤差分布のプロファイルである。これは、Doppler 

broadeningと呼ばれる [41, 44]、検出器物質の軌道電子運動量に由来する、検出エネルギ

ーの不確実性 [45-47] に主に起因している。この Doppler broadeningは、コンプトンコー

ン半頂角誤差のプロファイルに、急峻なピークと長いテールをもたらす [41, 44]。この誤

差に対して、Gaussian [11,30,48,49] もしくは Lorentzian [31]のような、一般的な確率密度
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関数によるコーン半頂角誤差の近似をコーンの投影に適用した研究が報告されている。 

これらのモデルは実装が比較的容易であるものの、主に誤差プロファイルのテール部分に

おける近似精度に課題がある。検出器に固有の誤差モデルとして、シリコン半導体検出器

の散乱角誤差が持つ長いテールを近似するために、広がりの異なる 2つの Gaussianの混

合関数を適用した研究が報告されている [50]が、散乱角誤差分布のプロファイルが異な

る他の検出器物質に対して汎用的に用いることは困難であった。 

コーンへの半頂角誤差を考慮する際に困難をもたらすもう一つの特性は、測定事象毎に

応じて可変である角度誤差分布の分解能である。この要因としては、Doppler broadening

と検出器のエネルギー分解能 [40, 51]が挙げられる。これまでに実装された角度誤差モデ

ルの分解能は、シミュレーションによって求められた真の散乱角からの偏差のヒストグラ

ムによって決定する方法 [44]、もしくは誤差要因それぞれの平均的なコーン半頂角への

伝播から導出する方法 [21]が主に用いられてきた。これらの試みにもかかわらず、投影

コーンの補償に適用される半頂角誤差モデルおよび、誤差モデルに適用される分布分解能

の妥当性は検証されていない。 

 

 
Figure 4 測定事象によって変化するコンプトンコーン半頂角誤差 
半頂角誤差を無視したコーンの重畳は、誤った位置に対して線源の存在を推定する要因となる。測定
事象によってコーンの半頂角誤差は変化する。 
 



27 
 

1.4.2. 特定の到来方向からの光子に対する過大評価 

コンプトンカメラを用いて、医学/生物学用途で想定される直方体や立方体の画像空間

を撮像する場合、LM-ML-EM法を単純に画像再構成に適用すると、反復計算の初期にお

いては、画像空間とコンプトンコーンの交差領域の大きさによって、各測定事象の画像へ

の寄与が大きく変化する (Figure 5) 。反復計算の初期では、コンプトンコーンと画像空間

との交差領域が小さいほど、E-stepによって得られた線源存在の期待値が増加する。その

結果、検出器面に対して浅い角度で到来する光子による測定事象が過大評価される。この

課題を解決するための手法として、”visibility”と呼ばれる、画像空間内からの光子到来の

確率を表す因子𝑣:を、LM-ML-EM法に導入することが提案されている [32]。𝑣:が導入さ

れた LM-ML-EMは、以下のように表される: 

𝜆;
(S+1) =

𝜆;
(S)

𝑠;
∑

𝑣:𝑡:;

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. (38) 

𝑣:は、(13)における𝑌:の再解釈から導出されている。コンプトンコーンが画像空間をはみ

出して投影され、コーンの一部だけが視野と交差する場合には、光子が視野外から到来す

る可能性が高まる。𝑣:は、こうした測定事象の再構成画像への寄与を、小さく調整する働

きをする。しかし、画像空間が直方体の場合、円錐と画像空間との交差状況は、画像空間

の位置によって変化する。𝑣:は測定事象にのみ依存し、位置への依存性は含んでいない。

そのため、𝑣:が小さく求められる測定事象の、再構成画像への寄与を過剰に抑制する効果

が生じる。 
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1.4.3. コンプトン散乱検出位置への光子検出感度の依存性 

コンプトン散乱を検出することができる検出器の各位置分解能要素は、多方向から到来

する光子を検出可能なピンホールのように作用する [16]と見なすことができ、散乱の検

出位置を固定したとしても、2次元球面座標上に線源分布画像を再構成することが可能で

ある。したがって、コンプトン散乱を検出可能な位置分解要素それぞれは、画像空間に対

して異なる光子検出感度を有するとみなすことが出来る。これは、到来光子を検出する位

置を固定した場合には一方向の光子検出しか行えない PETや SPECTと、コンプトンカメ

ラが大きく異なる点である。 

既存のコンプトンカメラに適用された LM-ML-EM法では、M-stepの結果、コンプトン

コーンを画像空間中に投影した各画素のデータを光子検出感度𝑠;の逆数で補正することに

より、再構成アルゴリズムが得られている。しかしこの手法は、PETもしくは SPECTへ

の適用を想定したアルゴリズム [24]を元にしており、𝑠;は、位置𝑗に対するシステム全体

の光子検出感度を表している。医学/生物学用途で想定される、コンプトンカメラのヘッ

 
Figure 5 画像空間とコンプトンコーンとの交差領域の大きさによる再構成画像への測定事象の寄
与の違い 
測定事象の寄与は図中に示されるコンプトンコーンと画像空間の交差領域の積分である∑ 𝑡:R𝜆R

(S)=
R=1

が小さいほど、その測定事象の再構成画像への寄与は大きい。左はコーンと画像空間の交差領域が右
よりも小さいため、再構成画像への寄与が大きくなる。この現象によって、特定の方向から到来した
光子が過大評価される。 
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ドと撮像対象とが近接した撮像条件においては、検出器有感領域の体積が画像空間にとっ

て無視できない大きさを有する (Figure 6) 。そのため、𝑠;を使用すると、散乱検出位置 

(つまりは測定事象) によって変化する検出感度の画像への影響を無視することになり、

不適当である。 

 

  

 
Figure 6 光子検出感度の光子検出位置に対する依存性 
左はオリジナルの LM-ML-EM法において画素値の補正に用いられる光子検出感度𝑠;を示す。𝑠;は画
像空間の位置である画素𝑗にのみ依存するが、撮像対象とカメラが近接した撮像では画像空間に対し
て検出器が無視できない大きさを持つので、検出感度は右のように散乱検出位置に対しても依存性
を持つと考えられる。 
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1.5. 本研究の目的 

本研究では、コンプトンカメラの医学/生物学用途で想定される近接撮像で顕在化す

る、画像の劣化要因に対応することで、従来よりも改善された線源分布画像を取得可能

な、逐次近似画像再構成法の開発を目的とした [52, 53]。本研究での開発手法は LM-ML-

EM法 [26]を元とし、次項以降に示す本研究で新規に開発した要素を導入した。これらは

1.4節で提示した課題を解決するためのものである。 

本研究での開発手法は、理化学研究所次世代イメージング研究チームで開発中のゲルマ

ニウム半導体コンプトンカメラ GREI-IIに対する適用を想定している [54]。開発手法の有

効性の検証は、GREI-IIによる撮像を想定したシミュレーションデータ、および、実際に

GREI-IIにより得られた、ファントムと担がんマウスの撮像データを用いて実施した。 

 

1.5.1. 検出器物質に固有の半頂角誤差の特性を考慮したコンプトンコーン投影法の開発 

コンプトンコーン半頂角の誤差によって生じる線源とコーン面との距離に起因した画像

の劣化を解決するために、本研究では、LM-ML-EM法におけるコンプトンコーンの投影

に対応するシステム応答関数に対し、検出器物質に固有のコーン半頂角誤差の特性を考慮

した補償を組み込んだ [52]。半頂角誤差モデルのプロファイルには、検出器物質の

Doppler broadeningから支配的にコーン半頂角に及ぼされる影響を考慮し、半頂角誤差の

分解能には、エネルギー分解能と Doppler broadeningの測定エネルギーに応じた測定事象

毎の変動を組み込んだ。本手法の適用を想定している GREI-IIを構成するゲルマニウム半

導体検出器は、エネルギー分解能が良好であるため、シリコンもしくはテルル化カドミウ

ムといった他の半導体検出器と比較して、Doppler broadeningのコーン半頂角誤差への影

響が大きい [21]。そのため、Doppler broadeningに起因する角度誤差のモデル化の精度

が、他の半導体検出器よりも直接的に再構成画像に影響すると考えられる。 

 

1.5.2. 撮像対象の画像空間を考慮した再構成法の開発 

特定の方向から到来する光子の、再構成画像への過剰な寄与を抑制するために、本研究

では、LM-ML-EM法のアルゴリズムに対して、測定事象毎の再構成画像への寄与を調整

する新規の係数を導入した。この係数は、画像空間とコンプトンコーンの交差状況を表す

もので、LM-ML-EM法導出にあたっての E-stepに導入される。この係数は、(38)に示し

た𝑣:[32]を拡張したものであり、𝑣:では考慮されていない、コンプトンコーンと画像空間

との位置による交差状況の変化を組み込んでいる。 
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1.5.3. 散乱検出位置に対する光子検出感度の依存性を考慮した再構成法の開発 

コンプトン散乱の検出位置に依存した光子検出感度の変化を考慮するために、本研究で

は、散乱検出位置に対する依存性を持つ光子検出感度を利用可能な、再構成アルゴリズム

を開発した。本手法では、E-stepとM-stepを測定事象毎に実施することで、測定事象に

よって変化する散乱検出位置を考慮した検出感度補正を組み込むことを可能としている。

これまでの研究で、マルチヘッドのコンプトンカメラを用いた撮像データの再構成に、ヘ

ッド毎に異なる検出感度の補正を組み込んだ LM-ML-EM法の実装が報告されている 

[11]。本研究の手法は、検出器の有感領域をさらに位置分解能の要素で分割して、それぞ

れを独立した検出器とみなすことで、それぞれに対して光子検出感度を定義可能である、

との仮定の下で再構成アルゴリズムを導出した。 
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2. 画像再構成法 

本章において、本研究で開発した画像再構成法について説明する。2.1節ではコンプト

ンカメラにおける画像の劣化要因である、コンプトンコーン半頂角が持つ誤差のモデル

と、コーン投影への反映について説明する。2.2節では、コンプトンカメラでの近接撮像

条件における課題解決のために開発した、画像再構成アルゴリズムについて説明する。

2.3節では、コーン半頂角誤差関数および再構成アルゴリズムを構成する各変数の、具体

的な導出過程について説明する。 

 

2.1. コンプトンコーン半頂角の誤差分布モデル 

2.1.1. Doppler broadening 

Doppler broadeningはコンプトン散乱前に軌道電子が有していた運動量の確率密度が、

散乱後の電子及び光子のエネルギーに不確実性をもたらす現象である [45-47] 。半導体検

出器において Doppler broadeningは、コンプトンコーン半頂角誤差の分布プロファイルに

支配的な影響を持つ [41]。 

エネルギー𝐸/の光子が静止した電子とコンプトン散乱を生じ、光子の散乱角が𝜃Cであ

った場合、散乱後の光子エネルギー𝐸Cは以下のように表される: 

𝐸C =
𝐸/

1 +
𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃C)
. (39) 

電子が運動量を有していた場合、𝐸Cはその影響を受ける。軌道電子の運動量は確率的

であり、その確率密度分布は Compton profileと呼ばれる [55]。Compton profileは電子が

属する軌道それぞれによって異なり、原子核に近い軌道であるほど分散した密度分布を有

する。原子全体の Compton profileは、電子軌道全ての Compton profileの重畳によって得

られる。 

偏光を考慮せず、エネルギー𝐸/の光子が散乱角𝜃で静止した電子とコンプトン散乱した

場合の微分断面積は、Klein-Nishinaの式より以下のように与えられる: 

[
d𝜎KN(𝐸/ , 𝜃)

dΩ ]
rest

= 𝑟,
2

2 ( 1
𝑃�

− sin2 𝜃
𝑃�

2 + 1
𝑃�

3). (40) 

∵ 𝑃� = 1 +
𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃).  

𝑟,は古典的電子半径である。Klein-Nishinaの式に対して Compton profileを導入すること

で、以下のように原子核に束縛された電子の散乱断面積を表すことができる: 
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[
d𝜎KN(𝐸/ , 𝜃)

dΩ ]
binded

= [
d𝜎KN(𝐸/ , 𝜃)

dΩ ]
free

∫ d𝑝r

∞

−∞
𝐽(𝑝r). (41) 

𝐽(𝑝r) = ∑ 𝑛S𝐽S(𝑝r)
S

. (42) 

𝑙は電子軌道(1s, 2s, 2p, … )を表し、𝑛Sは各電子軌道の電子数を表す。𝐽S(𝑝r)は電子運動量𝑝r

によって決まる軌道𝑙の Compton profileであり、𝐽(𝑝r)は原子全体の Compton profileであ

る。ただし、𝑝r は散乱前の電子の運動量のうち、光子が散乱した方向に有していた成分

のみを表している。 

Doppler broadeningに起因した検出エネルギーの不確実性は電子運動量およびコンプト

ン散乱角から導出される。電子運動量は以下のように表される [45]: 

𝑝r = −  𝑚,𝑐
𝛼 ⋅

𝐸/ − 𝐸C
′ [1 + 𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃C
′ )]

√𝐸/
2 + 𝐸C

′ 2 − 2𝐸/𝐸C
′ cos 𝜃C

′
. (43) 

ここで、𝜃C
′ および𝐸C

′はそれぞれ既知であるコンプトン散乱角と散乱後の光子エネルギー

であり数値である。𝛼は微細構造定数である。𝐸C
′を𝜃C

′ および𝑝rから決定される関数

𝐸Ĉ(𝜃C
′ , 𝑝r)として(43)を変換すると以下の式が得られる: 

𝐸Ĉ(𝜃C
′ , 𝑝r) =

𝐸/

 𝑃/ C⁄
2 − (𝛼𝑝r𝑚,𝑐)

2

× {𝑃/ C⁄ − (𝛼𝑝r
𝑚,𝑐)

2
cos 𝜃C

′  

± 𝛼𝑝r
𝑚,𝑐

√ (𝑃/ C⁄ − cos 𝜃C
′ )2 + [1 − (𝛼𝑝r

𝑚,𝑐)
2
] sin2 𝜃C

′ }. 

(44) 

∵ 𝑃/ C⁄ = 1 +
𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃C
′ ). 

𝐸Ĉを軌道𝑙に属する電子との散乱によって生じたとした場合、その発生の確率密度は

𝐽S(𝑝r)に対応する。本研究では Doppler broadeningに起因したエネルギー検出の不確実性

∆𝐸Dを Compton profileの半値幅∆𝑝rから以下のように得る: 



34 
 

Δ𝐸D(𝜃C
′ , Δ𝑝r) = 𝐸C+̂(𝜃C

′ , Δ𝑝r) − 𝐸�+̂(𝜃C
′ , Δ𝑝r)

=
2𝐸/

 𝑃/ C⁄
2 − (𝛼𝑝r𝑚,𝑐)

2
𝛼Δ𝑝r
𝑚,𝑐

× √(𝑃/ C⁄ − cos 𝜃C
′ )2 + [1 − (𝛼𝑝r

𝑚,𝑐)
2
] sin2 𝜃C

′  .  

(45) 

𝐸C+̂と𝐸C−̂はそれぞれ、(44)において生じる 2つの解の大きい方と小さい方を示す。 

∆𝐸Dからのコンプトンコーン半頂角への伝播は、コンプトン散乱角を散乱後の光子エ

ネルギーによって求める以下の式から導出される: 

𝜃(𝐸C) = cos−1 [1 − 𝑚,𝑐2 ( 1
𝐸C

− 1
𝐸/

)]. (46) 

d
d𝐸C

𝜃(𝐸C) = d[cos−1(𝑢)]
d𝑢

d𝑢
d𝐸C

 

              = − −𝑚,𝑐2
√

1 − 𝑢2

d
d𝐸C

( 1
𝐸C

− 1
𝐸/

) 

              = − −𝑚,𝑐2
√

1 − 𝑢2

1
𝐸C

2
d

d𝐸C
𝐸C 

              = − 𝑚,𝑐2

𝐸C
2 sin[𝜃(𝐸C)]

. 

(47) 

∵ 𝑢 = cos[𝜃C(𝐸1)] = 1 − 𝑚,𝑐2 ( 1
𝐸C

− 1
𝐸/

), 

d
d𝑢 [cos−1(𝑢)] = − 1√

1 − 𝑢2
. 

 

エネルギーの微小変化量d𝐸Cを(45)により求めたΔ𝐸Dとし、角度の微小変化量d𝜃(𝐸C)を角

度分解能Δ𝜃Dとして(47)の絶対値を取ると、Δ𝜃Dは以下のように表される: 

Δ𝜃D(𝜃C, Δ𝑝r) = 𝑚,𝑐2

 𝐸C
2 sin 𝜃C 

Δ𝐸D(𝜃C, Δ𝑝r). (48) 

Δ𝑝rは電子軌道によって異なるので、Δ𝜃Dは電子軌道毎に決定される。したがって、原子

全体の Doppler broadeningに起因したコーン半頂角への伝播は、電子軌道毎のΔ𝜃Dにより

決定される確率密度関数の、全軌道分の線形結合によって表される。 

(�∆��
� ¡ )

2
≪ 1である場合、(45)はMatschekoらによって求められた、以下のエネルギー不

確実性の表現と一致する [46]: 
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d
d𝐸C

′ 𝑝r = d
d𝐸C

′

⎩{
⎨
{⎧

−  𝑚,𝑐
𝛼 ⋅

𝐸/ − 𝐸C
′ [1 + 𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃C
′ )]

√𝐸/
2 + 𝐸C

′ 2 − 2𝐸/𝐸C
′ cos 𝜃C

′
⎭}
⎬
}⎫

, 

Δ𝐸C
′ = 2 𝐸C

′

𝐸/
√𝐸/

2 + 𝐸C
′ 2 − 2𝐸/𝐸C

′ cos 𝜃C
′ 𝛼Δ𝑝r

𝑚,𝑐 . 

(49) 

本研究では、∆𝑝rが大きい、原子核に近い軌道の電子運動量を考慮するために、(45)を

用いている。 

 

2.1.2. 検出器エネルギー分解能 

エネルギー分解能は、検出器で光子との相互作用の際に生じる電荷生成数の Poisson分

布に従う変動によってもたらされる。GREI-IIを構成するゲルマニウム半導体検出器のエ

ネルギー分解能は、以下のように表される [21]: 

Δ𝐸,(𝐸) = 𝑎0 + 𝑎1
√

𝐸. (50) 

ここで𝐸はコンプトン散乱検出時の検出エネルギー、𝑎0は検出器に常に存在するノイズ成

分 [21]、𝑎1
√

𝐸は Poisson分布に従う検出器内で生じる電荷数の変動である。医学/生物学

用途のイメージングのように、既知のエネルギーを持つ光子を測定の対象とする場合は、

散乱角の導出にはコンプトン散乱時の測定エネルギーのみが用いられ、散乱した後の相互

作用により検出された測定エネルギーは、測定事象の弁別にのみ使用される。本研究で用

いた𝑎0と𝑎1は、それぞれ 1.1と 0.038である。それぞれの値は、複数のエネルギーのガン

マ線を放出する放射性核種 152Eu (121.8-1408 keV) を用いた GREI-IIを構成する検出器のエ

ネルギー校正の結果から、実験的に求められた。GREI-IIの検出器で 152Euを測定して得

られたエネルギースペクトルから、各ガンマ線のエネルギーピークの広がりを求め、(50)

のモデルにフィットさせることで、𝑎0および𝑎1を求めた。 

エネルギー分解能から推定散乱角への誤差伝播は散乱検出時のエネルギー𝐸1より、以

下のように求められる:  
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d
d𝐸1

𝜃(𝐸1) = d[cos−1(𝑢)]
d𝑢

d𝑢
d𝐸1

 

              = − −𝑚,𝑐2
√

1 − 𝑢2

d
d𝐸1

( 1
𝐸/ − 𝐸1

− 1
𝐸/

) 

              = − −𝑚,𝑐2
√

1 − 𝑢2

1
(𝐸/ − 𝐸1)2

d
d𝐸1

(𝐸/ − 𝐸1) 

              = 𝑚,𝑐2

(𝐸/ − 𝐸1)2 sin[𝜃C(𝐸1)]
. 

(51) 

∵ 𝑢 = cos[𝜃C(𝐸1)] = 1 − 𝑚,𝑐2 ( 1
𝐸/ − 𝐸1

− 1
𝐸/

), 

d
d𝑢 [cos−1(𝑢)] = − 1√

1 − 𝑢2
. 

 

エネルギーの微小変化量d𝐸1をエネルギー分解能Δ𝐸,とし、角度の微小変化量d𝜃(𝐸1)を角

度分解能Δ𝜃,とすると、𝐸1から求められるΔ𝐸,とΔ𝜃,の関係は以下のように表される [40, 

51]: 

Δ𝜃,(𝐸1) = 𝑚,𝑐2

(𝐸/ − 𝐸1)2 sin[𝜃C(𝐸1)]
Δ𝐸,(𝐸1). 

(52) 

ここで、𝑚,𝑐2は電子の質量エネルギーである。 

 

2.1.3. 全ての誤差要因を考慮したコーン半頂角の誤差分布モデル 

本研究では、コンプトンコーンの半頂角に伝播する全ての要因を考慮した、誤差分布の

確率密度関数を以下のように求めた:  

𝑓®(𝜃) = 1
𝑍

√
2𝜋

∑
𝑛S

√ 𝜎D,S
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2
exp [− 𝜃2

2(𝜎D,S
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2 )]

S
, (53) 

∵  𝜎D,S =
Δ𝜃D[𝜃C(𝐸1), Δ𝑝r,S]

2
√

2ln 2
, 𝜎, =

Δ𝜃,(𝐸1, 𝐸/)
2
√

2ln 2
, 𝜎� =

Δ𝜃�

2
√

2ln 2
. 

 

𝑍は検出器物質の原子番号であり GREI-IIを構成するゲルマニウム原子の場合は 32であ

る。𝑙はゲルマニウム原子の各電子軌道を表し、𝑛Sは各電子軌道の電子数を表す。この確

率密度関数は Doppler broadening Δ𝜃D(48)、検出器エネルギー分解能 Δ𝜃,(52)および検出

器の光子との相互作用位置検出精度 ∆𝜃�それぞれからのコーン半頂角への伝播から構成

される。ここでは、各電子軌道の Doppler broadeningに起因した半頂角への影響を、軌道

それぞれの Compton profile半値幅Δ𝑝r,Sと散乱角𝜃C(1)から求められる標準偏差𝜎D,Sによっ

て Gaussianにより表されると仮定した。したがって、ゲルマニウム原子全体では各軌道

成分をすべて加算した Gaussian線形結合関数として表した。エネルギー分解能および位
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置検出精度からの半頂角への伝播は、それぞれ Gaussianによって表現されると仮定し

た。𝜎³,Sおよび𝜎,は、個々の測定事象におけるコンプトン散乱検出エネルギー𝐸1により決

定される。そのため、この𝑓®(53)の分布プロファイルの広がりは測定事象毎に決定され

る。一方、位置検出精度の測定事象毎の変化は無視し、固定の値であるΔ𝜃�を用いた。こ

れは、測定可能な検出位置の全ての組み合わせから求めたΔ𝜃�の変化の標準偏差が0.124° 

(2.5%)であり、この変化幅は、Δ𝜃DとΔ𝜃,の畳み込みによる変化幅 [511 keV: 0.625° 

(34%)、1116 keV: 0.445° (46%)]と比較して、小さいとみなしたためである。Doppler 

broadeningによる半頂角誤差への寄与の計算に用いたΔ𝑝r,Sは、ゲルマニウム原子に固有の

性質を表していることから、これも測定事象によらず固定の数値である。 

(53)においては𝜎D,S、𝜎,、𝜎�が互いに独立しているため、それぞれの要素が表す誤差の

畳み込みによって、𝑓®を表すことが出来ると仮定した。ここでは、𝜎D,Sと𝜎,はともに、コ

ンプトン散乱時の検出エネルギー𝐸1から決定されるものの、Doppler broadeningは軌道電

子運動量、エネルギー分解能は検出器での生成電荷の統計変動という、異なる物理現象に

起因していることから、互いに独立とみなすことが出来る。また、𝜎�は固定値であり、

𝜎D,Sと𝜎,から独立している。 

𝑓®を用いることによって、コーン半頂角誤差の特徴である、急峻なピークと長いテール

という、分布プロファイルの特徴を表すことが出来る。Figure 7に𝑓®(53)の分布プロファ

イルの例を示す。𝑓®は電子軌道毎に異なる Doppler broadeningの影響を考慮するために、

標準偏差が異なる複数の Gaussianの線形結合として表現されている。原子核に近い、内

殻の軌道に属する電子は、運動量Δ𝑝r,Sが大きいため、半頂角に大きな広がりをもたら

す。一方で、Δ𝑝r,Sが小さい、外殻の軌道に属する電子に起因したコーン半頂角誤差は小

さい。しかし、原子核全体でみると、外殻軌道電子は、半頂角誤差プロファイルの中央部

分の確率密度を局所的に上昇させる。その結果、コーン半頂角誤差の分布プロファイル

は、中央 (コンプトン散乱角) に近づくほど、検出器物質の外殻軌道電子の影響によって

確率密度が急激に上昇する一方、中央から遠ざかる場合には、内殻軌道電子の影響によっ

て確率密度の低下は緩やかとなる。 
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2.2. 近接撮像条件での画質劣化を改善するための画像再構成アルゴリズム 

2.2.1. コンプトンカメラへの LM-ML-EM 法の適用 

本研究では、Parraと Barretによる LM-ML-EM法 [26] (35)にコンプトンカメラによる近

接撮像に固有の確率モデルを導入することで、医学/生物学用途に最適化された再構成ア

ルゴリズムを開発した。(35)をコンプトンカメラに適用するために、アルゴリズムの導出

過程で使用される𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))(32)を以下のように変更した。 

𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) = 𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀(S))
𝑝(𝑨:|𝝀(S)) =

𝑝(𝑗, 𝑨:)𝜆;
(S)

∑ 𝑝(𝑘, 𝑨:)𝜆R
(S)=

R=1

. (54) 

 
Figure 7 コンプトンコーン半頂角誤差モデル関数の分布プロファイルの例 
コンプトンコーン半頂角誤差モデル関数𝑓®(53)が呈する誤差分布プロファイルの例を示す。色の異
なる部位はそれぞれ、ゲルマニウム原子の各電子軌道運動量に起因した Doppler broadeningによっ
て決定される半頂角誤差プロファイルの成分を表す。 
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𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))は、𝑙回目の反復で推定した線源分布𝝀(S)を与えて得られる𝑧:;の条件付き期待値

である。(𝑗, 𝑨:)は、測定事象𝑖の測定データ𝑨:が画素𝑗から放出された光子に起因する確率

であり、コンプトンカメラにおけるシステム応答関数である。(32)と(54)との違いは

𝑝(𝑗, 𝑨:)を𝑝(𝑨:|𝑗)と𝑠;を分離して扱うことを許容するかどうか、であり本質的には等価で

ある。2.3節における(91)の説明で後述するように、本研究でのシステム応答関数𝑝(𝑗, 𝑨:)

は、𝑗と𝑨:の同時確率であり、𝑗と𝑨:を同時に用いないと算出できない。そのため、(54)に

おいても𝑝(𝑗, 𝑨:)を分離することなく一体で扱っている。しかし(32)の導出過程で示すよう

に𝑝(𝑗|𝝀(S))を𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠;に代わって用いる場合には、計算結果が𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠;を用いて得られた

結果と異なることが考えられる。 

(54)を使用すると、(35)は次のように書き直すことができる:  

𝜆;
(S+1) =

𝜆;
(S)

𝑠;
∑

𝑡:;

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
, ∵ 𝑡:; = 𝑝(𝑗, 𝑨:). (55) 

ここでは、測定の時間依存性を無視している。(35)の𝑝(𝑨:|𝑗)𝑠;が𝑝(𝑗, 𝑨:)と等価で、かつ

𝑌: = 1であれば、(55)は(13)と同じである。 

 

2.2.2. 撮像対象の画像空間を考慮した再構成法 

コンプトンカメラは、各測定事象に対応するシステム応答関数を円錐面として取得す

る。そのため、コンプトンカメラでは PETや SPECTのようにシステム応答関数が直線状

である技術よりも、画像空間とシステム応答関数との交差領域が測定事象によって大きく

異なる。 この現象は(9)および(32)の右辺の分母の大きさに影響を与え、画像空間とシス

テム応答関数との交差領域が小さくなるほど画像への寄与を著しく増大させる。 

そこで本研究では、LM-ML-EMアルゴリズムに位置依存的に変化する画像空間とコン

プトンコーンとの交差領域の影響を組み込むことにより、測定事象によって変化する再構

成画像への寄与を抑制する画像再構成法を開発した。 

以下のように、空間中の線源分布𝝀の最尤推定量を得るために、最大化する尤度関数を

定義する: 

𝐿(𝔸, 𝒥, 𝑁 |𝑇 , 𝝀) = ln 𝑝(𝑁 |𝑇 , 𝝀) + ln 𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀), (56) 

𝐿(𝔸, 𝒥, 𝑇 |𝑁 , 𝝀) = ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ln 𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀). (57) 

これらは(17)と(18)に対応する。(17)および(18)との違いは、(56)および(57)では𝔸を得る確

率 [ここでは𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀)] に撮像対象の画像空間を表す𝒥を含んでいることである。

𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀)を潜在変数𝕫(20)と KL divergenceを用いて以下のように表す: 
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𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀) = ∏ ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀)
=

;=1

>

:=1
, (58) 

ln 𝑝(𝔸, 𝒥|𝝀) = ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀] + KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫, 𝒥|𝔸, 𝝀)], (59) 

ℒ[𝑞(𝕫), 𝝀] = ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
ln [

𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀)
𝑞(𝑧:;)

], (60) 

KL[𝑞(𝕫) ∥ 𝑝(𝕫, 𝒥|𝔸, 𝝀)] = − ∑ ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1

>

:=1
ln [

𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀)
𝑞(𝑧:;)

]. (61) 

∵ 𝑞(𝕫) = {𝑞(𝑧11), … , 𝑞(𝑧>=)}, 

  𝑝(𝕫, 𝒥|𝔸, 𝝀) = {𝑝(𝑧11, 𝒥|𝑨1, 𝝀), … , 𝑝(𝑧>= , 𝒥|𝑨> , 𝝀)}. 
 

線源分布の𝑙回目の更新値𝝀(S)を得ている場合、KL = 0となる条件は𝑞(𝑧:;) =

𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S))である。したがって、(57)を例としたとき、E-stepの結果は次式となる: 

𝑄(𝝀|𝝀(S)) + const.

= ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀)
=

;=1

>

:=1

− ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S))
=

;=1

>

:=1
. 

(62) 

左辺で定数項として表現しているのは、𝝀に依存しない右辺の最後の項である。 

M-stepの十分条件は𝑄の𝝀による偏微分導関数が 0となる場合であり、以下のように表

す: 

∇\𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ∇\ ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) + ∇\ ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀)
=

;=1

>

:=1
. (63) 

以下、具体的なアルゴリズム導出のために、これまでに現れた確率および変数それぞれ

を説明する。 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀)を以下のように表す: 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:, 𝒥|𝝀) = 𝑝(𝑗, 𝒥, 𝑨:|𝝀)rBC . (64) 

𝑝(𝑗, 𝒥, 𝑨:|𝝀) = 𝑝(𝑗|𝒥, 𝝀)𝑝(𝑨:|𝑗)𝑝(𝒥). (65) 

𝑝(𝑗, 𝒥, 𝑨:|𝝀)は、線源分布𝝀が含まれる画像空間𝒥を測定するときに、得られた光子測定デ

ータ𝑨:が画素𝑗から放出された光子によって引き起こされた確率である。𝑝(𝑗, 𝒥, 𝑨:|𝝀)の成

分である𝑝(𝑗|𝒥, 𝝀)は、ある測定事象が𝒥に含まれる画素𝑗から放出される光子によって引き

起こされる確率であり、ここでは次式のようにみなす: 

𝑝(𝑗|𝒥, 𝝀) = 𝑝(𝑗|𝝀). (66) 
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これは(31)より、𝑝(𝑗|𝝀)の正規化は、画像空間内の期待される測定事象全ての総和によっ

て行われるため、𝒥はすでに条件として組み込まれているためである。𝑝(𝒥)は、𝒥から到

来する光子が有効な測定事象として得られる確率であり、次式のように表す: 

𝑝(𝒥) = ∑ 𝑠;

=

;=1
. (67) 

しかし、𝑝(𝒥)は𝝀には依存しないのでM-stepにおいて 0となる。 

𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S))は、𝝀(S)を測定して得られた測定事象𝑨:が、𝒥に含まれる𝑗から放出され

た光子に起因する確率である。これは𝑧:;の推定値を表すため𝑧:;を用いずに、以下のよう

に表す:  

𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S)) = 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:). (68) 

𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))は(32)に示す確率と同様である。𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:)は𝑨:が𝒥に含まれる𝑗から放出され

た光子に起因して得られる確率である。 

以上より、E-stepの結果を以下のように表す: 

𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ln 𝑝(𝑇 |𝑁 , 𝝀) 

+ ∑ ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S))[ln 𝑝(𝑗|𝒥, 𝝀) + ln 𝑝(𝑨:|𝑗) + ln 𝑝(𝒥)]
=

;=1

>

:=1
 

= ln 𝑁
𝑇 + 𝑁 ln (𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
) − 𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
− ln 𝑁 ! 

+ ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:) [ln
𝑠;𝜆;

∑ 𝑠R𝜆R
=
R=1

+ ln 𝑝(𝑨:|𝑗) + ln 𝑝(𝒥)]
=

;=1

>

:=1
. 

(69) 

したがって、M-stepは次式となる: 

∇\𝑄(𝝀|𝝀(S)) = ∇\𝑁 (ln 𝑇 + ln ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
) − ∇\𝑇 ∑ 𝑠;𝜆;

=

;=1
 

                     +∇\ ∑ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:)(ln 𝑠;𝜆; − ln ∑ 𝑠R𝜆R

=

R=1
)

=

;=1

>

:=1
 

                 = −𝑇 𝑠; + 1
𝜆;

∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:)
>

:=1
= 0. 

(70) 

上式の𝜆;を𝜆;
(S+1)とすることで、以下の再構成アルゴリズムを得る: 

𝜆;
(S+1) =

𝜆;
(S)

𝑠;
∑

𝑣:;𝑡:;

∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
, ∵ 𝑣:; = 𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:), 𝑡:; = 𝑝(𝑗, 𝑨:). (71) 
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ここでは(55)と同様に測定の時間依存性を無視している。𝑣:;の具体的な導出は 2.3節にて

説明する。 

 

2.2.3. 散乱検出位置に対する光子検出感度の依存性を考慮した再構成法 

本研究では、測定事象毎に E-stepとM-stepを実行することにより、コンプトン散乱検

出位置に応じた検出感度による画素値の補正を組み込んだ再構成アルゴリズムを開発し

た。 

以下のように、各測定事象について最大化する尤度関数を定義する: 

𝐿(𝑨:, 𝑌:|𝑇:, 𝝀:) = ln 𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:) + ln 𝑝(𝑨:|𝝀:). (72) 

𝐿(𝑨:, 𝑇:|𝑌:, 𝝀:) = ln 𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) + ln 𝑝(𝑨:|𝝀:). (73) 

∵ 𝒛: = {𝑧:1, … , 𝑧:=}, 𝝀: = {𝜆:1, … , 𝜆:;, … , 𝜆:= }, 

 𝑇 = ∑ 𝑇:

>

:=1
, 𝑇 𝜆; = ∑ 𝑇:𝜆:;

>

:=1
. 

 

𝒛:は𝕫(20)を各測定事象に分割した𝑧:;のベクトルである。𝜆:;は測定事象𝑖が得られた際の画

素𝑗における放射能を表し、𝜆:;のベクトルである𝝀:は測定事象𝑖をもたらした線源分布を表

す。𝑝(𝒛:, 𝑨:|𝝀:)は、𝝀:を測定したとの条件下で𝒛:と𝑨:が観測されたときの同時確率を表

す。𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:)は測定事象𝑖 − 1と𝑖との間の時間が𝑇:であった場合に、計測カウントが𝑌:と

なる確率を表す。𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:)は、計測カウント𝑌:が得られるまでに、測定事象𝑖 − 1と𝑖と

の間の時間が𝑇:となる確率を表す。測定時間𝑇は{𝑇1, … , 𝑇>}の全要素の合計である。𝑇の

間に𝑗から発した光子数である𝑇 𝜆;は、𝜆:;と𝑇:の積を全測定事象に渡って合計することで

得られる。散乱検出位置への依存性を持つ光子検出感度𝑝(𝑖, 𝑗)を、以下に定義する

𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:)および𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:)に用いる: 

𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:) =
[𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=
;=1

]
MB exp [−𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=
;=1

]
𝑌:!

. (74) 

𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) =
[∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=
;=1

]
MB 𝑇:

MB−1exp [−𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;
=
;=1

]
(𝑌: − 1)! = 𝑌:

𝑇:
𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:). (75) 

𝑝(𝑖, 𝑗)は、画素𝑗から放出された光子が測定事象𝑖の散乱検出位置でコンプトン散乱を引き

起こす確率を表す。𝑝(𝑌:|𝑇:, 𝝀:)は Poisson分布、𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:)は Erlang分布に従う。𝑌:/𝑇:は

𝝀:に依存しないので、最終的に導出される再構成アルゴリズムは(72)と(73)どちらを用い

ても同じである。 

𝑝(𝑨:|𝝀:)は潜在変数𝒛:と KL divergenceを用いて以下のように表す: 
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𝑝(𝑨:|𝝀:) = ∑ 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)
=

;=1
, (76) 

ln 𝑝(𝑨:|𝝀:) = ℒ[𝑞(𝒛:), 𝝀:] + KL[𝑞(𝒛:) ∥ 𝑝(𝒛:|𝑨:, 𝝀:)], (77) 

ℒ[𝑞(𝒛:), 𝝀:] = ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1
ln [

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)
𝑞(𝑧:;)

], (78) 

KL[𝑞(𝒛:) ∥ 𝑝(𝒛:|𝑨:, 𝝀:)] = − ∑ 𝑞(𝑧:;)
=

;=1
ln [

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀:)
𝑞(𝑧:;)

], (79) 

∵ 𝑞(𝒛:) = {𝑞(𝑧:1), … , 𝑞(𝑧:= )}, 𝑝(𝒛:|𝑨:, 𝝀:) = {𝑝(𝑧:1|𝑨:, 𝝀:), … , 𝑝(𝑧:= |𝑨:, 𝝀:)}.  

本手法では、線源分布の𝑙回目の更新値は、𝑖毎に分割された𝝀:
(S)として得られるわけではな

く、(72)および(73)に示すように全測定事象に渡って𝝀:
(S)を合計した𝝀(S)として得られると

する。そして𝝀:
(S)は時間に非依存的であり、𝝀:

(S)を用いる計算においては、𝝀(S)を以って代

用可能であると仮定する。これらの仮定の下、𝝀(S)が得られているときのKL = 0となる条

件は𝑞(𝒛:) = 𝑝(𝒛:|𝑨:, 𝝀(S))となる場合である。したがって、(73)を例とした場合、E-stepの

結果は次式となる: 

𝑄(𝝀:|𝝀(S)) + const.

= ln 𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) + ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)
=

;=1

− ∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S))
=

;=1
. 

(80) 

左辺で定数項として表現しているのは、𝝀に依存しない右辺の最後の項である。 

M-stepの十分条件は𝑄の𝝀:による偏微分導関数が 0となる場合であり、以下のように表

す: 

∇\B
𝑄(𝝀:|𝝀(S)) = ∇\B

ln 𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) + ∇\B
∑ 𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S)) ln 𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)
=

;=1
. (81) 

以下、具体的なアルゴリズム導出のために、これまでに現れた確率および変数それぞれ

を説明する。 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)を以下のように表す: 

𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:) = 𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀:)rBC , (82) 

𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀:) = 𝑝(𝑖, 𝑗|𝝀:)𝑝(𝑨:|𝑗), (83) 

𝑝(𝑖, 𝑗|𝝀:) =
𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

∑ 𝑝(𝑖, 𝑘)𝜆:R
=
R=1

. (84) 



44 
 

𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀:)は、線源分布𝝀:を測定したときに𝑗から放出された光子によって測定データ𝑨:

が得られる確率を表す。𝑧:;はこの測定事象𝑖の発生回数を表すので、𝑝(𝑧:;, 𝑨:|𝝀:)は、

𝑝(𝑗, 𝑨:|𝝀:)の𝑧:;回の冪乗として表される。𝑝(𝑖, 𝑗|𝝀:)は、𝑖が𝑗から放出された光子に起因し

て生じる確率を表す。 

𝑝(𝑧:;|𝑨:, 𝝀(S))は𝑧:;を用いずに𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))と表す。これは、測定データ𝑨:が𝑗から放出さ

れる光子に起因して得られる確率であり、𝑧:;の推定値を表す。 

以上より、E-stepの結果は: 

𝑄(𝝀:|𝝀(S)) = ln 𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) + ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))[ln 𝑝(𝑖, 𝑗|𝝀:) + ln 𝑝(𝑨:|𝑗)]
=

;=1
 

= ln 𝑌:
𝑇:

+ 𝑌: ln [𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=

;=1
] − 𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=

;=1
− ln 𝑌:!

+ ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) [ln
𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

∑ 𝑝(𝑖, 𝑘)𝜆:R
=
R=1

+ ln 𝑝(𝑨:|𝑗)]
=

;=1
, 

(85) 

となり、したがってM-stepの結果は次式となる:  

∇\B
𝑄(𝝀:|𝝀(S)) = ∇\B

𝑌: ln [𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=

;=1
] − ∇\B

𝑇: ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:;

=

;=1
 

+∇\B
∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) [ln 𝑝(𝑖, 𝑗)𝜆:; − ln ∑ 𝑝(𝑖, 𝑘)𝜆:R

=

R=1
]

=

;=1
 

= −𝑇:𝑝(𝑖, 𝑗) + 1
𝜆:;

𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)) = 0. 

(86) 

∵ 𝑌: = ∑ 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S))
=

;=1
. 

 

𝜆:;を𝜆:;
(S+1)とすることで、以下のように𝜆:;の更新式を得る: 

𝜆:;
(S+1) = 1

𝑇:𝑝(𝑖, 𝑗) 𝑝(𝑗|𝑨:, 𝝀(S)). (87) 

𝑙回目の反復計算における、測定時間𝑇での各画素からの光子放出数期待値𝑇 𝜆;
(S)は、全測

定事象に渡る、𝑇:と𝜆:;
(S)の積を合計することによって得られる。したがって、𝜆;

(S)の更新式

を次式のように表す: 

𝜆;
(S+1) = 𝜆;

(S) ∑
𝑡:;

𝑠:; ∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
, ∵ 𝑠:; = 𝑝(𝑖, 𝑗). (88) 

𝑣:; [2.2.2項, (71)] は(88)にも導入することができる。E-stepの結果得られる関数𝑄 (85)

は画像空間𝒥を用いて、以下のように書き換えることができる: 
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𝑄(𝝀:|𝝀(S)) = ln 𝑝(𝑇:|𝑌:, 𝝀:) 

+ ∑ 𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:, 𝝀(S))[ln 𝑝(𝑖, 𝑗|𝒥, 𝝀:) + ln 𝑝(𝑨:|𝑗) + ln 𝑝(𝑖, 𝒥)]
=

;=1
. 

(89) 

∵  𝑝(𝑖, 𝑗|𝒥, 𝝀:) = 𝑝(𝑖, 𝑗|𝝀:), 𝑝(𝑖, 𝒥) = ∑ 𝑠:;

=

;=1
. 

 

(89)の𝝀:による偏微分導関数から、(88)と同様の導出過程より𝜆;
(S)を更新するための以下の

再構成アルゴリズムを得る: 

𝜆;
(S+1) = 𝜆;

(S) ∑
𝑣:;𝑡:;

𝑠:; ∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. (90) 

𝑠:;および𝑠;の相違点および具体的な導出は 2.3節にて説明する。 

 
 

2.3. 各変数のモデル 

本研究におけるコンプトンカメラのシステム応答関数は、以下のように、測定データか

ら推定された到来光子方向、光子検出の確率過程、および測定誤差からなる:  

𝑡:; = 𝑝(𝑗, 𝑨:) = ∫ d𝒓 
_∈∆;

∫ d𝑨 𝑝(𝒓|𝑨)𝑝(𝑨|𝒓)𝑝(𝑨|𝑨:).
c∈∆cB

 (91) 

∵ 𝑨: = (𝒓:1, 𝒓:2, 𝐸:1, 𝐸:2), 𝑨 = (𝒓1, 𝒓2, 𝐸1, 𝐸2).  

本研究では、光子がコンプトン散乱の後に光電吸収されるという、光子との相互作用回数

が 2回である測定事象のみを、画像再構成に利用する。𝑨:は測定事象𝑖で測定されたデー

タのベクトルである。ベクトル要素は𝒓:1、𝒓:2、𝐸:1、𝐸:2であり、それぞれ、最初に検出

されたコンプトン散乱の位置ベクトル、2番目の相互作用検出位置の位置ベクトル、最初

のコンプトン散乱時の検出エネルギー、2番目の相互作用検出エネルギーである。𝑨は測

定データのベクトルであり、𝑨:と同じ意味の要素で構成される。𝑝(𝑨|𝑨:)は、𝑨:が測定さ

れたときに真の測定事象が𝑨である確率を表す。𝑝(𝒓|𝑨)は、光子が任意の位置ベクトル𝒓

から放出されたときに𝑨が測定される確率を表し、𝑨から導出されるコンプトンコーンと

の交差した𝒓に𝑝(𝒓|𝑨)が設定される。𝑝(𝑨|𝒓)は、𝒓から放出された光子が𝑨を生じるまでの

確率過程を表す。ここで、𝑝(𝒓, 𝑨) = 𝑝(𝒓|𝑨)𝑝(𝑨|𝒓)とする。後述するように𝑝(𝒓|𝑨)と

𝑝(𝑨|𝒓)はそれぞれ、システム応答関数の要素としての確率を𝒓と𝑨単独で表すことはでき

ないため、それぞれの条件にもう一方の変数が含まれる。内側の積分範囲である𝑨 ∈ ∆𝑨:

は、𝑨:がとりうる測定範囲を表す各変数の分解能要素∆𝑨:の全範囲にわたって𝑨を移動さ
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せることを示し、𝑨:の持つ測定誤差を畳み込んでいる。外側の積分範囲𝒓 ∈ ∆𝑗は、画素𝑗

が画像空間を占める体積∆𝑗にわたって位置ベクトル𝒓を移動させることを示す。 

コンプトンコーンを表す𝑝(𝒓|𝑨)は以下のように表される: 

𝑝(𝒓|𝑨) = 𝛿[𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2) − 𝜃C(𝐸1)]
2𝜋 sin[𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]

, (92) 

𝜃_(𝒓, 𝒓axis1, 𝒓axis2) = cos−1 ( 𝒓 − 𝒓axis1
|𝒓 − 𝒓axis1|

⋅ 𝒓axis1 − 𝒓axis2
|𝒓axis1 − 𝒓axis2|

). (93) 

ここで、𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)は、𝒓1と𝒓2から得られるコンプトンコーンの軸と、散乱検出位置𝒓1と

任意の位置𝒓とを結ぶ直線とのなす角である。𝜃C(𝐸1)は、コンプトン散乱検出時の測定エ

ネルギー𝐸1から得られるコンプトン散乱角(1)を表す。𝛿は Diracのデルタ関数であり、

𝑝(𝒓|𝑨)はコンプトンコーンと交差する位置にのみ設定される。分母2𝜋 sin[𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]は、

𝒓1を中心として半頂角𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)を持つ円錐を投影した場合に、𝒓1から観測した円錐の微

分立体角を示す。 

𝑝(𝑨|𝒓)を以下のように表す: 

𝑝(𝑨|𝒓) = 𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2)𝑝(𝒓2|𝐸1, 𝒓1), (94) 

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2) =
exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓¼)]

4𝜋|𝒓 − 𝒓1|2
{

d𝜎KN[𝐸/ , 𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]
dΩ }

rest

, (95) 

𝑝(𝒓2|𝐸1, 𝒓1) =
exp[−𝜎»(𝐸/ − 𝐸1)𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)]

4𝜋|𝒓1 − 𝒓2|2
𝜎(𝐸/ − 𝐸1). (96) 

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2)は、𝒓から放出された光子が𝒓1でコンプトン散乱を生じるまでの確率である。

exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓¼)]は、𝒓から放出された光子が減弱係数𝜎»(𝐸/)で検出器内飛程

𝐿³1(𝒓, 𝒓¼)を経て𝒓¼まで到達した場合に生じる光子の減弱を表す。𝒓から見た𝒓¼の微分立体

角は、4𝜋|𝒓 − 𝒓1|−2で近似されている。{d𝜎KN[𝐸/ , 𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]/dΩ}restはエネルギー𝐸/の

光子が散乱角𝜃_(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)で静止電子とコンプトン散乱を生じる場合の微分断面積であり、

Klein-Nishinaの式によって表される(40)。検出器物質の軌道電子と原子核との束縛エネル

ギーがコンプトン散乱微分断面積に及ぼす影響は Doppler broadeningからのコンプトンコ

ーン半頂角への誤差として考慮される (2.1.1項) 。𝑝(𝒓2|𝐸1, 𝒓1)はコンプトン散乱した光子

が 2回目の光子相互作用位置𝒓2に到達する確率である。exp[−𝜎»(𝐸/ − 𝐸1)𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)]

は、減弱係数が𝜎»(𝐸/ − 𝐸1)で、飛程𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)だけ検出器物質を通過して𝒓2まで到達し

た散乱光子の減弱を表す。𝜎(𝐸/ − 𝐸1)は散乱光子が光電吸収される確率である。 

𝑝(𝑨|𝑨:)は、以下のように測定データ𝑨:の誤差分布に対する、測定値𝑨の確率密度を表

す: 



47 
 

𝑝(𝑨|𝑨:) = 𝑝(𝐸1|𝐸:1)𝑝(𝐸1|𝐸:1, 𝐸:2)𝑝(𝒓1, 𝒓2|𝒓:1, 𝒓:2), (97) 

𝑝(𝐸1|𝐸:1)はコンプトン散乱検出時のエネルギー𝐸1の持つ誤差であり、エネルギー分解能

と Doppler broadeningから成る。𝑝(𝐸1|𝐸:1, 𝐸:2)は、散乱した光子が吸収されたときのエネ

ルギー検出誤差である。𝑝(𝒓1, 𝒓2|𝒓:1, 𝒓:2)は、光子検出位置𝒓:1および𝒓:2の誤差である。こ

れらのうち、コンプトンコーン半頂角への誤差として伝播する要素は、𝑝(𝐸1|𝐸:1)と

𝑝(𝒓1, 𝒓2|𝒓:1, 𝒓:2)である。 

半頂角誤差を考慮したコンプトンコーンの投影は次式のように表される:  

𝑝(𝒓|𝑨:) = ∫ d𝑨 𝑝(𝒓|𝑨) 𝑝(𝑨|𝑨:)
c∈∆cB

 

           = ∫ d𝑨
c∈∆cB

𝛿[𝜃½(𝒓, 𝒓1, 𝒓2) − 𝜃C(𝐸1)]
2𝜋 sin[𝜃½(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]

𝑝(𝐸1|𝐸:1)𝑝(𝒓1, 𝒓2|𝒓:1, 𝒓:2) 

           = 𝑓®[𝜃½(𝒓, 𝒓:1, 𝒓:2) − 𝜃C(𝐸1)]
2𝜋 sin[𝜃½(𝒓, 𝒓:1, 𝒓:2)]

. 

(98) 

ここで、𝑓®はコンプトンコーンの半頂角誤差を表す。システム応答関数𝑡:;は𝑓®を組み込む

ことでコーン面から外れた位置にも重みを持つ。本研究で実際の再構成に用いたシステム

応答関数𝑡:;を以下に示す:  

𝑡:; = ∫ d𝒓 
_∈∆;

𝑓®[𝜃½(𝒓, 𝒓1, 𝒓2) − 𝜃C(𝐸1, 𝐸/)]
sin[𝜃½(𝒓, 𝒓1, 𝒓2)]

 

                    ×
exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓:1)]

|𝒓 − 𝒓:1|2
d𝜎KN[𝐸/ , 𝜃_(𝒓, 𝒓:1, 𝒓:2)]

dΩ . 

(99) 

𝑡:;は光子の放出からコンプトン散乱までの確率過程とコーン半頂角の誤差𝑓®のみから構成

され、定数とコンプトン散乱した後の光子検出過程は含まない。これは、再構成アルゴリ

ズムにおいて𝑗に依存しない成分がキャンセルされるためである。 

光子検出感度のモデルは、相互作用位置のみをパラメータとする以下の確率からなる: 

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2) =
exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓¼)]

4𝜋|𝒓 − 𝒓1|2
d𝜎KN[𝐸/ , 𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)]

dΩ
1

2𝜋 sin[𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)]
. (100) 

𝑝(𝒓2|𝒓, 𝒓1) =
exp[−𝜎»{𝐸�[𝐸/ , 𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)]}𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)]

4𝜋|𝒓1 − 𝒓2|2
𝜎{𝐸�[𝐸/ , 𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)]}. (101) 

𝐸�(𝐸/ , 𝜃) =
𝐸/

1 +
𝐸/

𝑚,𝑐2 (1 − cos 𝜃)
. (102) 

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2)は、𝒓から放出された光子が𝒓1で𝒓2に向かってコンプトン散乱を生じた確率で

ある。𝑝(𝒓2|𝒓, 𝒓1)は、𝒓1で散乱した光子が𝒓2で光電吸収される確率である。散乱角は
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𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)である。𝐸�(𝐸/ , 𝜃)は、エネルギー𝐸/の光子が散乱角𝜃でコンプトン散乱した後

のエネルギーを表す。exp[−𝜎»{𝐸�[𝐸/ , 𝜃_(𝒓2, 𝒓1, 𝒓)]}𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)]は、𝒓1で散乱した光子が

検出器物質内の飛程𝐿³2(𝒓1, 𝒓2)を経て𝒓2,まで到達した際の減弱を表す。  

(55)および(71)で検出感度として用いられる𝑠;は、画素𝑗から放出された光子に対するコ

ンプトンカメラの検出器システム全体の検出感度であり、本研究では以下のように表す: 

𝑠; = 𝑝(𝑗) = ∫ d𝒓
_∈∆;

∫ d𝒓1
_1∈∆³1

∫ d𝒓¿
_À∈∆³2

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2)𝑝(𝒓2|𝒓, 𝒓1) (103) 

= ∫ d𝒓
_∈∆;

∫ d𝒓1
_1∈∆³1

exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓1)]
|𝒓1 − 𝒓|2

. (104) 

積分範囲𝒓 ∈ ∆𝑗は、位置ベクトル𝒓が画素𝑗の体積∆𝑗にわたって移動することを示す。 積

分範囲𝒓1 ∈ ∆𝐷1は、位置ベクトル𝒓1がコンプトン散乱を測定するための検出器の体積

∆𝐷1にわたって移動することを示す。 積分範囲𝒓¿ ∈ ∆𝐷2は、位置ベクトル𝒓¿が光電吸収

を測定するための検出器の体積∆𝐷2にわたって移動することを示す。 実際の画像再構成

では、感度の支配的な要素はコンプトン散乱を測定するための検出器立体角であると仮定

の下、(104)に示す単純化した𝑠;を使用した。 

𝑠:;は、コンプトン散乱を測定する検出器の個々の位置分解能要素が画素𝑗から発する光

子に対して有する検出感度を表し、𝑠;の積分範囲を変更した次式より得られる: 

𝑠:; = 𝑝(𝑖, 𝑗) = ∫ d𝒓
_∈∆;

∫ d𝒓1
_1∈∆_B1

∫ d𝒓¿
_À∈∆³2

𝑝(𝒓1|𝒓, 𝒓2)𝑝(𝒓2|𝒓, 𝒓1) (105) 

= ∫ d𝒓
_∈∆;

∫ d𝒓1
_1∈∆_B1

exp[−𝜎»(𝐸/)𝐿³1(𝒓, 𝒓1)]
|𝒓1 − 𝒓|2

. (106) 

ここでは∆𝒓:1として表されるコンプトン散乱検出の位置分解能要素を独立した検出器と見

なしている。積分範囲𝒓1 ∈ ∆𝒓:1は、位置ベクトル𝒓1が測定事象𝑖におけるコンプトン散乱

検出位置の分解能要素体積∆𝒓:1にわたって移動することを示す。𝑠;と同じ仮定の下、本研

究では(106)に示す単純化されたモデルに基づく𝑠:;を、実際の再構成に用いた。 

𝑣:;は、画像空間𝒥を測定した場合において画素𝑗から放出される光子に起因して測定デ

ータ𝑨:が得られる確率であり、以下のように表す: 

𝑣:; = 𝑝(𝑗, 𝒥|𝑨:) = 1
∆𝑗 ∫ d𝒓; ∫ d𝒓 𝑝(𝒓|𝑨:)

{_ | _∈∆Ã ∧ ∣_C−_B1∣=|_−_B1|}_C∈∆;
. (107) 

𝒓:1、𝐸:1はそれぞれ、測定事象𝑖でコンプトン散乱が最初に検出された位置、𝒓:1でのコン

プトン散乱の検出エネルギーであり、ベクトル𝑨:に含まれる。 積分範囲𝒓; ∈ ∆𝑗は、位置
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ベクトル𝒓;を𝑗の体積∆𝑗にわたって移動させることを意味する。𝑝(𝒓|𝑨:)は、(98)に示す𝑖の

測定誤差を考慮に入れたコンプトンコーンの投影である。Figure 8に示すように、𝑣:;は画

像空間の位置に依存して変化する、コンプトンコーンと画像空間との交差領域の大きさと

対応する。 

  

 
Figure 8 𝑣:;の模式図 
赤と青の半円は、コンプトン散乱検出位置𝑟:1を中心とした距離が異なる同心球面上に投影されるコ
ンプトンコーンと、画像空間𝒥との交差領域を表す。この交差領域が𝑣:;に対応する。 
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3. 開発手法の評価方法 

3.1. GREI-II  

本研究において開発した画像再構成法は、ゲルマニウム半導体コンプトンカメラ GREI-

IIに対して適用された。GREI-IIは、先行して開発されたプロトタイプである、世界で初

めて生体でのコンプトンカメラによる複数分子同時イメージングを実証した GREI-I [6]よ

りも、光子の検出感度を向上させた装置である [54]。GREI-Iと GREI-IIでは、用いられ

ている 2つの検出器の仕様はそれぞれ同一であるが、検出器の中心間の距離が GREI-Iで

は60 mmであったのに対し、GREI-IIでは40 mmに短縮されている。これは、GREI-IIに

おいては、前段検出器から見た空間における、後段検出器の占める立体角が GREI-Iより

も大きくなり、コンプトン散乱後の光子の検出効率が向上することを意味する。また、

GREI-Iにおいては、1回の光子検出後に検出器が動作しなくなる不感時間が600 𝜇secであ

ったが、GREI-IIでは90 𝜇secに短縮された。これは、データ転送速度の向上及び信号処理

の改善によるものである。これらの改善によって、GREI-IIでは、GREI-Iと比較して約

2.3倍の光子検出感度の向上が得られた。 

GREI-IIは前後二段に設置されたゲルマニウム半導体検出器から構成されている (Figure 

9) 。検出器の有感領域であるゲルマニウム結晶寸法はそれぞれ39 ×  39 ×  10 mm3と

 
 
 
 
 

 
Figure 9 GREI-IIの外観と検出器有感領域 
左は GREI-IIの装置外観であり、図中点線で囲った部位が、ゲルマニウム半導体検出器を格納する
カメラヘッドである。右はヘッドに格納された二台の検出器の有感領域寸法と距離を表す。 
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39 ×  39 ×  20 mm3であり、前者の検出器においてコンプトン散乱を、後者の検出器で

光電吸収を検出する。検出器の中心間の距離は40 mmである。検出器は両者ともに直交す

るストリップ電極が検出器両面に配置されている。電荷収集が行われるストリップの組み

合わせと対向するストリップ電極の電荷収集時間の差によって、それぞれの検出器は 3次

元の光子との相互作用位置の検出能力を持っている。ストリップ電極の幅は両検出器とも

に3 mmであり、これが検出器面と平行な方向の固有位置分解能である。電荷収集時間の

差による検出器深さ方向の位置分解能は1 mmである。 

GREI-IIの測定データは時系列に個々の光子との相互作用を記録する list-modeにより収

集された。本研究では前段検出器でコンプトン散乱、後段検出器で光電吸収をした測定事

象のみを画像再構成に用いた。測定事象の選択は以下の基準により選択された: 

1) 前段検出器と後段検出器それぞれの検出エネルギー𝐸1と𝐸2の合計が測定対象の光

子エネルギー𝐸/を基準とした範囲𝐸/ ± 5 keVに収まる測定事象 

2) 𝐸1もしくは𝐸2がコンプトンエッジ近傍でない測定事象 

後者の条件は、後段検出器で大きい散乱角による後方散乱が生じた検出事象を除去するた

めに設けられた。”コンプトンエッジ近傍”と判定するためののエネルギー範囲は𝐸/ =

511 keV の場合、331– 350 keV、𝐸/ = 1116 keVの場合898– 919 keVであった。これらの

エネルギー範囲はコンプトンエッジ検出時のエネルギー検出不確実性の 85% 信頼区間に

相当する。 

(53)のΔ𝑝r,Sは理論計算によって求められ、テーブル化されているゲルマニウムの

Compton profile [55]から内挿により求めた。∆𝜃�は4.92°であり、この数値は 2つの検出器

全ての位置検出分解能要素の組み合わせで計算された、コンプトンコーンの軸への位置検

出精度の平均的な寄与から求めた。 

Figure 10に、(53)で導出したコーン半頂角誤差モデル𝑓®と誤差要因それぞれの分解能 

(full width at half maximum: FWHM) のコンプトン散乱角𝜃Cに対する依存性を示す。左右の

パネルは、測定対象の光子エネルギーが 511 keVと 1116 keVである場合それぞれを表し

ている。これらのエネルギーは、検証に用いた線源が放出する光子のエネルギーに対応す

る (3.1、3.2節) 。𝑓®への寄与は、光子エネルギーが 511 keVの場合には散乱角が10.2°以

上、1116 keVの場合には散乱角が3.91°以上の領域において、相対的に Doppler broadening

の方がエネルギー分解能よりも大きい。また、エネルギー分解能と Doppler broadeningは

ともに、コーン半頂角への寄与が𝜃Cに依存して変化する。 
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3.2. 画像再構成の条件 

本研究での開発手法の評価のための画像再構成の実施条件を、Table 6に示す。条件 (a)

は、Wildermanらによる LM-ML-EM(13)と等価と考えられるアルゴリズム(55)であり、シ

ステム応答関数 (コンプトンコーン) に適用される、半頂角誤差分布の幅は、測定事象に

よらず固定である。条件 (b)は、再構成アルゴリズムは(55)と同様であるが、光子測定事

象によってコンプトンコーンに適用する半頂角誤差分布の幅を可変とした条件である。条

件 (a) と (b) の結果を比較することで、各測定事象に応じて、システム応答関数へ適用

するコーン半頂角誤差の分解能を可変とすることによる、再構成画像への影響を評価し

た。条件 (a) でシステム応答関数に適用する半頂角誤差分布は𝑓®(53)であり、固定とする

分解能は、𝐸/ =  511 keVの場合はFWHM = 6.22°、𝐸/ =  1116 keVの場合はFWHM =

 5.60°とした。これらの値は GREI-IIによるマウス撮像の実測データ (Figure 39) におい

て、有効な測定事象の 95%程度を網羅するコンプトン散乱角𝜃Cの範囲で、𝑓®のFWHMが

とる平均値とした。𝐸/ =  511 keVの場合の、𝑓®のFWHM平均値導出のための散乱角範囲

 
Figure 10 ゲルマニウム原子におけるコーン半頂角誤差モデル関数𝑓®と誤差要因それぞれの分解能 
(FWHM) のコンプトン散乱角𝜃Cに対する依存性 
∆𝜃D,®はゲルマニウム原子全体での Doppler broadeningに起因した半頂角誤差への寄与を示す。 
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は29 − 95°であり、この範囲に有効な測定事象の 94.7%が含まれていた。𝐸/ =  1116 keV

の場合の散乱角の範囲は15 − 83°でありこの範囲に有効な測定事象の 96.3%が含まれてい

た。これらの散乱角の範囲の下限値は GREI-IIで実測されたデータにおいて、有効な散乱

角として検出された下限値である。条件 (b) では、測定事象に応じて分解能を可変とし

た𝑓®を、システム応答関数に適用した。条件 (c) は、LM-ML-EMに𝑣:;を適用したアルゴ

リズム(71)であり、条件 (b) と比較することにより、𝑣:;の導入が再構成画像に及ぼす影響

を評価した。条件 (d) は、𝑣:;に加えて画素値の感度補正に𝑠:;を使用するアルゴリズム(90)

であり、(c) と (d) の比較により、𝑠:;の画像への影響を評価した。 

撮像対象となる画像空間の大きさは128 ×  128 ×  64 画素、画素サイズは

1 ×  1 ×  1 mm3であり、全ての再構成条件において共通である。 

画像再構成処理と検証を高速化するために、システム応答関数の計算に graphics 

processing unit: GPUを使用した。使用したのは 2基の NVIDIA Tesla K20であり、浮動小

数点計算はすべて単精度であった。 

  

3.3. コンプトンコーン半頂角の誤差分布モデルの評価 

(53)で提示した、コンプトンコーン半頂角の誤差分布モデルは、急峻なピークと長いテ

ールという特徴的な分布プロファイルを有している。このプロファイルの特徴を決定して

Table 6 画像再構成条件 

Reconstruction condition Algorithm 
Resolution of cone 

half-apex angle 

(a) 
Original LM-ML-EM  

with fixed angular resolution 
𝜆;

(S+1) =
𝜆;

(S)

𝑠;
∑

𝑡:;

∑ 𝑡:;𝜆R
(S)=

R=1

>

:
. Fixed 

(b) 
LM-ML-EM with variable 

angular resolution 
𝜆;

(S+1) =
𝜆;

(S)

𝑠;
∑

𝑡:;

∑ 𝑡:;𝜆R
(S)=

R=1

>

:
. Variable 

(c) 
Modified LM-ML-EM  

applying 𝑣%& 
𝜆;

(S+1) =
𝜆;

(S)

𝑠;
∑

𝑣:;𝑡:;

∑ 𝑡:;𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. Variable 

(d) 
Modified LM-ML-EM  

applying both 𝑣%& and 𝑠%& 
𝜆;

(S+1) = 𝜆;
(S) ∑

𝑣:;𝑡:;

𝑠:; ∑ 𝑡:R𝜆R
(S)=

R=1

>

:=1
. Variable 
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いる、Doppler broadening からのコーン半頂角に対する影響のモデルを評価するために、

Compton profileの理論計算結果 [55]から求められた、散乱角不確実性へのフィッティング

精度を検証した。フィッティング対象は、電子運動量から求められた散乱角度の偏差𝜽È

に対する、 [55]による Compton profileのデータ𝑱のプロットであり、それぞれを以下のよ

うに定義した: 

𝑱 = 𝐽(𝑝r,1), … , 𝐽(𝑝r,Ê). (108) 

𝜽È(𝜃C, 𝐸/) = 𝜃C + 𝑚,𝑐2

 𝐸C
2 sin 𝜃C 

[𝐸Ĉ(𝜃C, 𝐸/ , 𝑝r,1) − 𝐸C], 

                   … , 𝜃C + 𝑚,𝑐2

𝐸C
2 sin 𝜃C

[𝐸Ĉ(𝜃C, 𝐸/ , 𝑝r,1) − 𝐸C]. 
(109) 

ここで、𝑛はテーブル化された Compton profileのデータ数 [55]である。 

フィッティング精度検証のために用いたモデル関数は𝑓®(53)に適用された Gaussian線形

結合関数(110)、 [44]に用いられた Lorentzian線形結合関数(111)、単純な Gaussian(112)お

よび単純な Lorentzian(113)であり、それぞれを以下のように定義した: 

𝑓GL(𝜃)  = 1
𝑍

√
2𝜋

∑
𝑛S

𝜎D,S
exp [− 𝜃2

2𝜎D,S
2 

]
S

, ∵ 𝜎D,S =
Δ𝜃D,S(𝜃C, 𝐸/ , Δ𝑝r,S)

2
√

2 ln 2
. (110) 

𝑓LL(𝜃) = 1
𝑍𝜋 ∑

𝑛S𝛾D,S

𝜃2 + 𝛾D,S 2 S
, ∵ 𝛾D,S =

Δ𝜃D,S(𝜃C, 𝐸/ , Δ𝑝r,S)
2 . (111) 

𝑓G(𝜃) = 1
𝜎D

√
2𝜋

exp [− 𝜃2

2𝜎D
2 

] , ∵ 𝜎D =
Δ𝜃D(𝜃C, 𝐸/ , Δ𝑝r,®)

2
√

2 ln 2
. (112) 

𝑓L(𝜃) = 𝛾D
𝜋(𝜃2 + 𝛾D

2) , ∵ 𝛾D =
Δ𝜃D(𝜃C, 𝐸/ , Δ𝑝r,®)

2 . (113) 

ここで∆𝑝r,®はゲルマニウム原子全体の Compton profileの半値幅であり、Biggsらによって

求められた Compton profileのテーブル [55]から内挿によって求めた。 

 

3.4. シミュレーションから求められた、角度誤差分布に対する半頂角誤差分布モデルの

適合精度検証 

コンプトンコーン半頂角誤差を構成する 3つの要素 (Doppler broadening、エネルギー分

解能、検出器位置検出精度) 全てを含んだ誤差分布プロファイルの、実際の測定を想定し

た条件における適合精度を検証した。(110)-(113)において提示した、各 Doppler broadening

散乱角誤差モデルに対して、エネルギー分解能および検出器位置検出の誤差を畳み込み、

以下 4つのコンプトンコーン半頂角モデルを得た:  
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𝑓GL,®(𝜃) = 1
𝑍

√
2𝜋

∑
𝑛S

√ 𝜎D,S
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2
exp [− 𝜃2

2(𝜎D,S
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2 )]

S
. (114) 

𝑓VL,®(𝜃) = 

1

𝑍√2𝜋3(𝜎,
2 + 𝜎�

2)
∑ {𝑛S𝛾D,S ∫ d𝜃′

∞

−∞

1
(𝜃 − 𝜃′)2 + 𝛾D,S 2 exp [− 𝜃′2

2(𝜎,
2 + 𝜎�

2) ]}
S

. (115) 

𝑓G,®(𝜃) = 1

√2𝜋(𝜎D
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2)

exp [− 𝜃2

2(𝜎D
2 + 𝜎,

2 + 𝜎�
2)]

. (116) 

𝑓V,®(𝜃) = 𝛾D

√2𝜋3(𝜎,
2 + 𝜎�

2)
∫ d𝜃′

∞

−∞

1
(𝜃 − 𝜃′)2 + 𝛾D

2 exp [− 𝜃′2

2(𝜎,
2 + 𝜎�

2) ]
. (117) 

(114)-(117)はそれぞれ、(110)-(113)に対して、Gaussianに従うと仮定した、エネルギー分

解能と検出器位置検出誤差の散乱角への伝播の畳み込みを行っている。𝑓GL,®(114)は、

𝑓®(53)と同様の関数である。𝑓V,®(117)は Gaussianと Lorentzianの畳み込みによって得られ

る Voigt functionであり、𝑓VL,®(115)は Voigt functionの線形結合関数である。 

これら(114)-(117)のコンプトンコーン半頂角モデル関数のプロファイルを、GREI-IIに

よる撮像を想定したモンテカルロシミュレーションのデータ (3.5節にて後述) から求

め、全測定事象に渡って加算を行った。これらを、同じシミュレーションデータから得ら

れた angular resolution measure: ARM [44]分布のプロファイルにフィットさせ、その適合精

度を検証した。(114)-(117)の関数のプロファイルは、測定事象によって散乱角誤差分解能

を変化させた場合と、測定事象によらず固定した場合の、2つの条件を比較した。 

ARMは以下のように定義される: 

ARM = 𝜃C − 𝜃Ò. (118) 

ここで、𝜃Cはコンプトン散乱検出エネルギーから求められた散乱角であり、𝜃Òは光子線

源と、光子の検出位置から求められた散乱角を表す。ARMの分布は、多数の測定事象に

渡って収集した ARMのヒストグラムを意味する。本研究で ARMの分布作成に用いたシ

ミュレーションデータ (3.5節) は、光子線源の位置は既知であるものの、光子測定位置

は検出器の相互作用位置検出精度に対応する誤差を含んでいる。𝜃Cには Doppler 

broadeningとエネルギー分解能の影響を含むため、得られる ARMの分布には Doppler 

broadening、エネルギー分解能、位置検出精度の影響が畳み込まれている。 
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3.5. シミュレーション撮像データから得られた再構成画像の評価 

再構成画像の解像度を表す空間分解能を評価するために、格子状に配置された点線源

の、GREI-IIによる撮像を想定したモンテカルロシミュレーションを実施した。一般に

ML-EM法等の統計的な逐次近似画像再構成法では、単一の点状の線源に対しては、画像

が良好に収束することが知られており、実効的な空間分解能評価には不適である。そこ

で、実施したシミュレーションでは、再構成される各点像が、近傍の点像から影響を受け

る、3次元的に配置された複数の点線源の撮像を想定した。 

 

3.5.1. シミュレーションの実施条件 

Figure 11に、実施したシミュレーションにおける線源配置を示す。10 mmの間隔で x、

y、z方向それぞれに3 × 4 × 2の、同じ放射能の線源を配置した。線源から放出される光

子のエネルギーはそれぞれ 511 keVと 1116 keVである。後述するように、これらの光子

エネルギーは、担がんマウスの撮像実験で使用された放射性同位体 (64Cuと 65Zn) に対応

している (3.7.1項) 。再構成に用いられた有効な測定事象の数は、511 keVの場合

9.2 × 105であり、1116 keVの場合1.8 × 105であった。 

モンテカルロシミュレーションには、ソフトウェアツールキット GEANT4を用いた。

シミュレーションには、Doppler boradeningの確率的な振る舞いを再現する GEANT4 low 

energy Compton scattering (G4LECS) package [56]を用いた。G4LECSにおける Doppler 

boradeningによる散乱光子エネルギーの不確実性の計算は、Namitoらによって行われたシ

ミュレーションツール EGS4における Doppler broadeningの実装 [47]に則っており、本研

究と同様に Biggsらによる理論計算によって求められた Compton profileが使用されている 

[55]。 

 

3.5.2. 空間分解能の評価 

再構成画像の空間分解能の評価は、Table 6に示す (a)-(d) の再構成条件それぞれによっ

て得られた、格子状点線源の画像における各点像の、空間的な広がりの評価によって行っ

た。各点像の広がりは yおよび z方向の FWHMにより評価した。FWHMの計測は、統計

的変動を抑制するために、計測したい FWHMの方向に対して、垂直に隣接する

7 mm × 7 mmの画素を合計した線上で行った。この線上において、合計された画素値に

対する Gaussian fittingを行い、その分布プロファイルから FWHMを求めた。垂直な方向

の隣接の距離を7 mmとしたのは、線源が存在する座標を中心に設けるマージンとして、
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検出器の固有位置検出分解能の大きさ (ストリップピッチ) である 3 mmを設定したため

である。格子状点線源の再構成画像のスライスも、このマージンに対応させ、7 mmとし

た。 

 

3.5.3. 再構成された点像の位置および画素値復元の位置依存性評価 

再構成画像の各点像は、(シミュレーションの設定から) 真の位置が既知である。その

ため、各再構成画像において、再構成された点像の位置と真の位置の偏差から、画像の歪

みを評価した。 

シミュレーションでは全ての点線源の放射能強度は同一であるため、各点像の画素値か

ら、画素値復元の位置依存性を評価した。 

 

 
Figure 11モンテカルロシミュレーションで想定した検出器と線源の配置 
図中の 2つの検出器は GREI-IIを構成するゲルマニウム半導体検出器を想定した。線源は 3次元の
格子状に配置された点線源である。シミュレーションは線源から放出する光子エネルギーを 511 
keV、1116 keVと変えて 2回実施した。 
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3.5.4. 反復計算の停止条件 

この格子状線源のシミュレーションデータを用いた画像再構成に限り、反復計算の停止

基準を設定した。すなわち、格子状に配置された点線源の、各再構成画像における点像の

広がりの変化率が、以下に示す式を満たした場合に反復計算を停止した: 

𝑅(S−1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅ − 𝑅(S)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑅(S−1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅ < 0.05%. (119) 

∵ 𝑅(S)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1
3𝑁p

∑(𝑅Ù,Ê
(S) + 𝑅Ú,Ê

(S) + 𝑅r,Ê
(S) )

>Û

Ê
. 

 

ここで、𝑅Ù,Ê
(S) , 𝑅Ú,Ê

(S) , および𝑅r,Ê
(S) は、𝑛で示される各点像の𝑙回目の反復計算における x-, y-, 

z-方向それぞれの FWHMを表す。𝑁�は撮像対象の点像の数である。ここで示されている

計算の停止条件は全点像の 3方向すべての FWHM平均値である𝑅(S)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅が、𝑙回目と𝑙 − 1回目

の反復計算で0.05%.未満の変化率となった場合である。 
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3.6. 既知の線源分布測定データを用いた画像定量性の評価 

核医学イメージングにおいて、生体の部位ごとの放射能集積を定量的に評価するために

は、空間的に広がりを持った線源分布の、実際の放射能集積を反映した画像再構成を行う

ことが求められる。そこで、3次元的な空間の広がりを有し、放射能濃度が異なる複数の

領域を持った、既知の線源分布 (ファントム) を GREI-IIにより撮像した。この撮像デー

タを用い、得られた再構成画像と既知の線源分布との比較によって、画像の線形性およ

び、線源分布の描出について評価を行った。 

 

3.6.1. 22Na 溶液を充填したファントムの GREI-II による撮像 

放射能濃度が異なる 22Naの溶液 (50.0 kBq/mL、33.3 kBq/mL、16.7 kBq/mL) を充填し

た、3つのシリンジからなるファントムを GREI-IIにより撮像した。撮像時のファントム

と GREI-IIとの位置関係を Figure 12に示す。22Naは崩壊の過程で、陽電子および 1275 

keVのガンマ線を放出するが、画像再構成に用いた撮像データ抽出のためのエネルギーウ

ィンドウは、電子-陽電子対消滅線 (511 keV) のみを対象とした。撮像時間は 4時間であ

り、画像再構成に利用した有効な測定事象の数は4.8 × 105であった。 

 

3.6.2. 画像の線形性の評価 

再構成画像の線形性の評価のために、ファントムの放射能濃度が異なる 3つの部位それ

ぞれを対象とした、volume of interest: VOI解析を行った。VOIとは 3次元的に設定する画

像の関心領域である。VOIの各領域の設定を Figure 13に示す。VOIの形状は全て同じ、

平板な直方体とした。これは、各シリンジの z座標上部に、空気が混入しており、シリン

ジの領域全体が、22Naの溶液で充填されていなかったためである。空気が占める z方向の

正確な座標は不明であったが、VOI領域の z方向の寸法は、格子状点線源評価の際のスラ

イス厚と対応した7 mmとした (3.5節) 。VOIの y方向の寸法は、ファントムを構成する

シリンジの直径である 24.5 mmとした。x方向の寸法は、Figure 12左上の画像を元に、

溶液充填部の大きさである 34 mmとした。各 VOIの xy平面における位置は、Figure 12

左上の画像を元に、隣接する VOI領域間に隙間が生じないように設定した。 

画像の線形性の評価は、Table 6に示す (a)-(d) の再構成条件それぞれによって得られた

ファントムの画像における、各 VOI領域の画素平均値と、VOIそれぞれに対応するファ

ントムの放射能濃度との間での一次回帰分析により行った。 
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3.6.3. 画像のバックグラウンド領域の評価 

核医学イメージングでは、雑音成分が低く、線源が存在しない領域を、線源が存在する

領域からの影響を受けずに描出することが求められる。そこで、22Naファントムの再構成

画像における、線源が存在しない領域 (バックグラウンド領域) の評価を行った。 

Figure 14に示すように、再構成画像のバックグランド領域として、実際に線源が存在し

ないことが明らかである 2つの VOI (VOI BG A および VOI BG B) を設定した。VOI BG 

Aは、検出器前面とカメラヘッド前面の間の領域に相当する。VOI BG A の z座標の下端

は GREI-IIのカメラヘッド前面の位置に対応し、これより z座標が大きい VOI BG A領域

内には線源が存在しない。VOI BG Bは、ファントムを設置した台よりも z座標が下とな

る領域である。VOI BG Bの z座標の上端はファントムの z座標下端に対応するので、こ

れより z座標が小さい VOI BG Bの領域内には、線源が存在しない。 

バックグラウンド領域の評価は、各再構成条件 [Table 6 再構成条件(a)-(d)] より得られ

た画像の、VOI領域それぞれの、平均画素値および標準偏差の比較により行った。平均画

素値はバックグラウンド領域の雑音レベルを反映する指標として、画素値標準偏差は、バ

ックグラウンド領域の画像の一様性を反映する指標として評価した。 

 

3.6.4. 反復計算の停止条件 

空間中に広がった線源に対する、反復計算回数の設定は困難であったため、後述する、

担がんマウスの 64Cu標識抗体分布画像において設定した反復計算回数である 120回を、
22Naファントムの再構成においても同様に設定した (3.7.4項) 。この回数は全ての画像再

構成条件において同様である。 

事後的な反覆計算回数の評価のために、以下の評価関数の計算を行った: 

𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)] = 1
𝑀 ∑

𝜆;
(S)

𝜆;
(S−1)

=

;=1
. (120) 

𝜆;
(S)は𝑙回目の反覆計算回数における、画素𝑗の画素値である。𝜆;

(S−1)は𝑙 − 1回目の反覆計算

における画素𝑗の画素値であり、本研究で実行した全ての再構成法において、𝜆;
(S)の計算に

用いられる (Table 6) 。理想的には、反復計算が収束した画像では𝜆;
(S)と𝜆;

(S−1)は等しくな

るため、これらの比は 1となる。𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)]では、全画素に渡って求めた𝜆;
(S−1)に対する

𝜆;
(S)の比を合計し、定数である画素数𝑀で除している。これにより𝑓[𝜆;

(S−1), 𝜆;
(S)]は 0から 1

の間の値をとる。 
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Figure 12 22Na溶液ファントム撮像時の GREI-II検出器とファントムとの位置関係 
ファントムは、22Naの放射能濃度が異なる溶液を充填した 3つのシリンジからなる。3つのシリン
ジは外寸直径 24.5 mmの円筒形であり、隙間なく y方向に並べられた。シリンジの z座標上端 (検
出器面から 10 mmの位置) では GREI-IIのカメラヘッド前面がファントムと接触している。カメラ
ヘッド前面と前段検出器の間は 10 mm離れている。 
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Figure 13 22Naファントムの再構成画像に設定した各 VOIの位置 
色付き矩形で示した 3つの領域が、放射能濃度の異なるファントムの領域を対象とした各 VOIの設
定位置を示す。全ての VOIの形状は扁平な直方体である。上のパネルは xy方向の VOI設定を示す
模式図であり、パネル外周の矩形は xy平面の画像空間の大きさに対応する。左下のパネルは yz方
向における VOI設定領域を示す模式図であり、パネル外周の矩形は yz平面の画像空間の大きさに
対応する。図中に示すように。ファントムの z座標上部には空気が存在した。右下のパネルは実際
のファントムの写真における空気の存在を示す。 
 
 

 
Figure 14 22Naファントムの再構成画像におけるバックグラウンド評価のために設定した、各 VOI
の位置 
図中の VOI BG Aはカメラヘッドの前面と前段検出器との間の領域である。VOI BG Bはファントム
を設置した台よりも z座標において下に位置する領域である。 
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3.7. GREI-II による担がんマウス撮像データを用いた再構成画像の評価 

実際の生物撮像データに対する、本研究で開発した画像再構成法の適用性を評価するた

めに、GREI-IIによって撮像された、生きた担がんマウスの再構成画像を用いて、未知の

広がった線源分布の描出能力と、画像の線形性の評価を実施した。撮像データは既報の論

文 [54]において用いられたものと同一のデータである。 

 

3.7.1. 撮像条件 

撮像時のマウスと GRE-IIとの位置関係を Figure 15に示す。この撮像実験では、異なる

生体内分布を示す、二種類の放射性薬剤を同時に投与した担がんマウスを、生きたままの

状態で GREI-IIにより撮像した。撮像対象には、3種類の異なるがん細胞株 (A431、4T1

および C6) が移植された、BALB/c nude mouseが用いられた (Table 7) 。使用された薬剤

は、64Cuによって標識された抗 HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) 抗体: 64Cu-

DOTA-trastuzumab と放射性塩化亜鉛 (65ZnCl2) の溶液であった (Table 8) 。64Cu-DOTA-

trastuzumabは、DOTA (1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic Acid) と 64Cuが形

成した金属錯体を、抗体 trastuzumabに間接標識した薬剤であり、細胞表面に存在するタ

ンパク質 HER2に対して特異的に結合する。移植前の成長細胞株に対する免疫蛍光染色に

よる検証では、高レベルの HER2の発現が A431においてのみ観察されたため、64Cu は

A431に最も高く集積することが期待された。65Znは主に肝臓への集積が観察されること

が期待された。撮像実験の後にマウスは屠殺され、各臓器/各腫瘍組織の放射能と重量が

計測された。マウスの各臓器/各腫瘍組織の放射能を Figure 16に、各臓器/各腫瘍組織の

percent injected dose per gram of tissue: %ID/gを Figure 17に示す。 

本研究で開発した画像再構成の検証に、この担がんマウスの 9時間分の撮像データを使

用した。画像再構成に利用できる有効な測定事象は、64Cu (511 keV) では1.0 × 106、65Zn 

(1116 keV) では1.2 × 105であった。 

 

3.7.2. 画像の線形性の評価 

撮像後に計測された、担がんマウスの各臓器/各腫瘍組織の放射能 (Figure 16) は、撮像

対象の担がんマウスにおける、真の線源分布を反映した情報であるといえる。そこで、各

腫瘍組織の放射能と、再構成画像の各腫瘍組織に対応する部位の画素値を比較すること

で、再構成画像の線形性の評価を行った。 
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各再構成条件 [Table 6における (a)-(d)] によって得られた 64Cu標識抗体分布画像およ

び 65Zn分布画像に対して、Figure 18に示すように 3つの腫瘍組織を対象とした VOIを設

定し、各 VOI領域の画素合計値を求めた。これら画素合計値と、撮像後に実測された各

腫瘍組織の放射能 (Figure 16) との間での一次回帰分析を行うことにより、各再構成画像

の線形性を評価した。各 VOIの形状は球形であり、それぞれの直径は A431: 15 mm、4T1: 

11 mm、C6: 11 mmとした。これらは、撮像時のマウス画像 (Figure 18の上のパネル) に

おいて各腫瘍組織を包含する円の直径として決定した。xy平面での各 VOIの位置も撮像

時のマウス画像を元に決定した。z方向の位置は、正確な位置が不明であったため、実測

していた寝台からのマウス体高 (15 mm) に各 VOIの上端を合わせることにより決定し

た。VOIの中心間距離はそれぞれ、A431-4T1: 22.2 mm、A431-C6: 36.3 mm、4T1-C6: 30.0 

mmであった。 

 

3.7.3. 画像のバックグラウンドの評価 
22Naファントム画像と同様に (3.6.3項) 、担がんマウスの 64Cu標識抗体分布画像およ

び、65Zn分布画像において、バックグラウンド領域の評価を行った。Figure 19に示すよ

Table 7撮像に用いたマウスと移植がん細胞 

担がんマウスのベースモデル BALB/c nude mouse 

移植がん細胞株 A431 ヒト扁平上皮がん細胞 

4T1 マウス乳がん細胞 

C6 ラットグリオーマ細胞 

 

 

Table 8 撮像にあたって担がんマウスに投与された放射性薬剤 

放射性標識薬剤 64Cu-DOTA-trastuzumab 65ZnCl2 溶液 

投与放射能量 29 Mbq 1.6 Mbq 

撮像対象の光子エネルギー 511 keV 1116 keV 

薬剤投与時刻 撮像の 24時間前 撮像の 40時間前 

撮像時間 11 時間 11 時間 

画像再構成に用いた撮像データの撮像

時間 

9 時間 9 時間 
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うに、再構成画像のバックグランド領域として、実際に線源が存在しないことが明らかで

ある 2つの VOI (VOI BG A および VOI BG B) を設定した。VOI BG Aの z座標の下端は

GREI-IIのカメラヘッド前面の位置に対応するため、これより上の z座標に位置する VOI 

BG A領域内には線源が存在しない。VOI BG Bの z座標の上端はマウスの寝台の位置に

対応するので、これより下の z座標に位置する VOI BG Bの領域内には線源が存在しな

い。 
22Naファントム画像と同様に (3.6.3項) 、バックグラウンド領域の評価は、各再構成条

件 [Table 6 再構成条件 (a)-(d)] より得られた画像の、VOI領域それぞれの、平均画素値

および標準偏差の比較により行った。 

 

3.7.4. 反復計算回数の停止条件 

撮像対象である、担がんマウス体内では空間的な広がりを持って放射性核種が分布して

いるため、客観的な反覆計算停止条件を導入することが困難であった。そのため、反覆計

算回数は目視による観察によって再構成画像の高周波アーチファクトが顕著となる直前ま

で、とした。64Cu標識抗体分布画像では 120回、65Zn分布画像では 80回とした。これら

の回数は全ての画像再構成条件において同様である。 
22Naファントム撮像データに対する再構成と同様に (3.6.4項) 、事後的な反覆計算回数

の評価のために、反覆計算の評価関数𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)](120)を計算した。 
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Figure 15 担がんマウス撮像時の GREI-II検出器とマウスとの位置関係 
既報の論文 [53]おいて実施された、担がんマウスの GREI-IIによる撮像実験時の、担がんマウスと
GREI-II装置との間の位置関係を示す。3種類の腫瘍組織 (A431、4T1、C6) が移植された担がんマ
ウスに対し、2種類の放射性核種 (64Cu、65Zn) によって標識された薬剤を同時に投与し、生きたま
まの状態で撮像が行われた。マウスが乗る台座と前段検出器の前面との距離は 35 mmであり、マウ
スの体高は 15 mmであった。 
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Figure 16 GREI-IIによる撮像後に計測したマウスの各臓器/各腫瘍組織の放射能 [53] 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17 GREI-IIによる撮像後に計測したマウスの各臓器/各腫瘍組織の%ID/g 
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Figure 18 担がんマウス撮像データの再構成画像に設定した、各 VOIの位置 
色付き円で示した 3つの領域が腫瘍組織を対象とした各 VOIの設定位置を示す。全ての VOIの形状
は球形である。上のパネルは撮像時のマウスの画像であり、パネルの外周の矩形は画像再構成実施
の際に設定した、画像空間の xy方向の大きさに対応する。下は yz方向における VOI設定領域を示
す模式図であり、パネルの外周の矩形は画像空間の yz方向の大きさに対応する。 
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Figure 19担がんマウス撮像データの再構成画像におけるバックグラウンド評価のために設定し
た、各 VOIの位置 
図中の VOI BG Aの z座標下端は GREI-IIのカメラヘッドの位置に対応する。VOI BG Bの z座標
上端はマウスの寝台の位置に対応する。 
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4. 結果 

4.1. コンプトンコーン半頂角の誤差分布モデルの近似精度 

Figure 20に、散乱角𝜃Cが30°の場合に Doppler broadeningに起因する各角度誤差モデル関

数 [(110)-(113)]を、電子運動量から求められる散乱角度偏差と Compton profileによるプロ

ットにフィッティングさせた結果を示す。 

Figure 21に𝜃Cが5 − 175°の範囲における各モデル関数と、電子運動量から求められる散

乱角度偏差と Compton profileによるプロットとの residual sum of squares: RSS (残差平方和)

の変化を示す。𝜃Cが5 − 175°の範囲における Gaussianの線形結合、Lorentzianの線形結

合、Gaussian、Lorentzianそれぞれの RSS平均値は、0.0111、0.0317、0.372、1.085であ

り、511 keVと 1116 keVの両方の光子エネルギーで同様であった。また、RSSの標準偏差

はすべて 0.1%未満であった。したがって、511 keVと 1116 keVの両方に対して、Gaussian

線形結合関数の RSS が最小であり、最もフィッティング精度の良好なモデルであること

が明らかとなった。 

Figure 22は、正規化された ARMの分布と全測定事象に渡って加算したコーン半頂角推

定誤差の正規化されたプロファイルを示す。Figure 23は、Figure 22で示した、ARMの分

布と全測定事象に渡って加算した各散乱角推定誤差モデルのプロファイルとの RSSを示

している。コーン半頂角誤差を測定事象によって可変とし、誤差モデル関数を Gaussian

の線形結合関数とすることで、ARMとの RSSは最小となり、こちらにおいても最もフィ

ッティング精度の良好なモデルであることが明らかとなった。 
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Figure 20 Doppler boradeningに起因した角度誤差モデルのフィッティングの例 
黒いドットで示した電子運動量から求められる散乱角度偏差とCompton profileのプロットに対して、
色付きの線で各モデル関数を当てはめている。左は測定対象の光子エネルギーが 511 keV、右は 1116 
keVであり、両者とも散乱角𝜃Cが30°の場合である。 
 

 
Figure 21 RSSによる角度誤差モデルのフィッティング精度 
散乱角𝜃Cが5 − 175°の範囲における、Doppler boradening に起因した各角度誤差モデルのフィッティ
ング精度を示す。左は測定対象の光子エネルギーが 511 keV、右は 1116 keVであり、Figure 20にお
いて黒いドットで示された散乱角度偏差と Compton profile のプロットに対する各角度誤差モデルの
residual sum of squares: RSS (残差平方和) を表す。 
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Figure 22 ARMの分布プロファイルと、全測定事象に渡って重畳したコーン半頂角推定誤差のプ
ロファイル 
格子状点線源撮像シミュレーションのデータから求められた angular resolution measure: ARMと、全
測定事象に渡って重畳した、各半頂角推定誤差モデル関数のプロファイル。左右 2つづつのパネル
はそれぞれ、光子エネルギーが 511 keVと 1116 keVの場合をそれぞれ示している。上下 2つづつ
のパネルはそれぞれ、コーン半頂角誤差モデルに適用した分解能を測定時用によらず固定した場合
と可変した場合それぞれを示している。すべてのプロットは最大値により正規化されている。 
 

 
Figure 23 ARMに対するコーン半頂角推定誤差の加算プロファイルの RSS 
正規化されたコーン半頂角推定誤差の重畳プロファイル (Figure 22) の ARMに対する RSSを示
す。 
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4.2. シミュレーション撮像データからの画像再構成結果 

シミュレーションによる格子状点線源に対する、画像再構成の計算停止基準である

(119)の、計算回数による変化を Figure 24に示す。光子エネルギーが 511 keVの場合、

Table 6の再構成条件 (a)-(d) の反復計算の回数はそれぞれ、(a) 179回、(b) 348回、(c) 372

回、(d) 497回であった。光子エネルギーが 1116 keVの場合の反復計算回数はそれぞれ、

(a) 120回、(b) 250回、(c) 319回、(d) 387回であった。可変なコーン半頂角分解能を適用

したシステム応答関数によって、固定の角度分解能モデルと比較して、収束のための計算

回数が約 2倍となった。さらに、𝑣:;と𝑠:;の導入によって収束に必要となる反復計算の回

数はさらに増加した。 

Figure 25に 511 keVの格子状に配置された点線源の、シミュレーションによる撮像デー

タからの再構成画像を示す。Figure 26に 1116 keVの格子状点線源のシミュレーションに

よる撮像データからの再構成画像を示す。どちらも上のパネルから、Table 6 (a)-(d) の再

構成条件より得られた結果を示しており、全て厚さ 7 mmのスライス画像である。Figure 

27および Figure 28はそれぞれ、Figure 25および Figure 26において再構成された各点像の

y方向と z方向の FWHMを表す。 

オリジナルの LM-ML-EM を想定した再構成 [Table 6 の再構成条件 (a)] によって得ら

れた各点像の FWHMを基準とした、それぞれの再構成法で得られた平均的な FWHMの比

較を Figure 29に示す。Table 9に再構成された点像の平均的な FWHMを示す。 

可変な角度誤差分解能を適用することによって [再構成条件 (b)] 、オリジナルの LM-

ML-EM [再構成条件 (a)] よりも全ての点像において、y, z方向ともに FWHMが減少した。

511 keVの格子状線源においては、y方向で 21%、z方向で 19%減少し、1116 keVの格子状

線源においては、y方向で 21%、z方向で 24%減少した。可変な角度誤差分解能の適用に加

えて、𝑣:;を適用することで [再構成条件 (c)] 、検出器面に近い z = -20mmでは、y方向、

z 方向ともに FWHM 平均値は再構成条件 (b)よりも減少した。511 keV 格子状線源画像の

線源の y方向では、条件 (a)に対する、条件 (b)の FWHM低減量が 21%であるのに対し、

条件 (c)では 30%低減した。z 方向では条件 (b)の FWHM 低減量が 19%であるのに対し条

件 (c)では 22%低減した。一方で z = -30mm では、y 方向の FWHM の増加を認めた。511 

keV 格子状線源画像では、条件 (a)に対する、条件 (b)の FWHM 低減量が 21%であるのに

対し、条件 (c)の FWHM低減量は 16%であった。511 keVの光子線源 (Figure 25) では、z

方向においても FWHMの増加を認めた [再構成条件 (b) と (c)] 。𝑣:;に加えて𝑠:;を適用し
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た条件では [再構成条件 (d)] 、𝑣:;のみを適用した条件 [再構成条件 (c)]と比べて、FWHM

の変化のばらつきが大きくなったものの、増加・減少といった特定の傾向は認められなか

った [再構成条件 (c) と (d)] 。 

Figure 30に、Figure 25および Figure 26の再構成された点像と真の点線源の位置との平

均的な位置の偏差を示す。光子エネルギーが 511 keVの場合、再構成条件 (a)-(d) では位置

の平均的偏差が 1.37-1.57 mmであったが、𝑠:;を適用した 条件 (d) では位置の平均的偏差

が 2.00 mmに増加した (Figure 25) 。Figure 31に、Figure 25および Figure 26で再構成され

た点像の、画素値の相対的平均値を示す。ここで示した各相対的平均値は、各再構成画像

の最大画素値を基準としている。シミュレーションにおいて、全点像の放射能は同じであ

るため、理想的には全ての点像の相対的画素値は 1 になる。𝑠:;の適用によって [再構成条

件 (d)] 、他の再構成条件と比較して、検出器に近い z = -20 mmの位置にある点像の平均的

画素値が大きく低下した。 

 

  

 
 
 
 

Table 9 格子状線源の再構成画像における点像の平均的な FWHM 

Reconstruction condition 
511 keV (Figure 25) 1116 keV (Figure 26) 

Mean FWHM 
in y [mm] 

Mean FWHM 
in z [mm] 

Mean FWHM 
in y [mm] 

Mean FWHM 
in z [mm] 

(a) Original LM-ML-EM  
with fixed angular resolution 4.21 ± 2.10 6.51 ± 2.29 4.42 ± 1.47 5.62 ± 1.62 

(b) LM-ML-EM with variable angular 
resolution 3.29 ± 1.41 5.22 ± 1.79 3.41 ± 1.00 4.21 ± 1.31 

(c) Modified LM-ML-EM  
applying 𝑣%& 3.17 ± 1.32 5.43 ± 2.43 3.09 ± 0.89 3.71 ± 1.10 

(d) Modified LM-ML-EM  
applying both 𝑣%& and 𝑠%& 3.33 ± 1.38 4.91 ± 2.20 3.27 ± 1.01 3.72 ± 0.99 
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Figure 24 格子状点線源の撮像を想定したシミュレーションデータに対して実施した再構成処理
の、計算回数による計算停止のための評価関数の変化 
格子状点線源の画像再構成において、計算停止のための評価関数として用いた、点像の広がりの平
均変化率(119)の、計算回数に対する変化を示す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応
する。 
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Figure 25 511 keVの光子を発する格子状点線源の撮像を想定した、シミュレーションデータから再構
成された画像 
画像は全て厚さ 7 mmのスライス画像である。各画像に示されている格子の交点は、点線源の真の位置
を示す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 26 1116 keVの光子を発する格子状点線源の撮像を想定した、シミュレーションデータから再構
成された画像 
画像は全て厚さ 7 mmのスライス画像である。各画像に示されている格子の交点は、点線源の真の位置
を示す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 



78 
 

 

  

 
Figure 27 511 keV格子状点線源の再構成画像における、各点像の yおよび z方向の FWHM 
上 2行のパネルは再構成された点像の y方向の FWHMを表す。下 2行のパネルは z方向の FWHM
を表す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 28 1116 keV格子状点線源の再構成画像における、各点像の yおよび z方向の FWHM 
上 2行のパネルは再構成された点像の y方向の FWHMを表す。下 2行のパネルは z方向の FWHM
を表す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 29 格子状点線源再構成画像における各点像の、再構成アルゴリズムによる FWHMの大き
さの比較 
赤で示しているオリジナルの LM-ML-EMを想定した再構成を基準とした場合の、他の条件の平均
的な FWHMの変化を示す。エラーバーは標準偏差を表す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条
件に対応する。 

 
 

 
Figure 30 真の点線源の位置と再構成された点像との平均的な位置の偏差 
真の点線源の位置と再構成された点像との平均的な位置の偏差を示す。左は Figure 25に示した 511 
keV格子状点線源再構成画像、右は Figure 26に示した 1116 keV格子状点線源再構成画像における
位置の偏差をそれぞれ示す。エラーバーは標準偏差を表す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成
条件に対応する。 
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Figure 31 再構成された点像の画素値の平均値 
再構成された全点像、z = -20 mmに位置する全点像、z = -30 mmに位置する全点像それぞれの画素
値の平均値を示す。各グラフの縦軸は、各再構成画像の最大画素値を基準とした相対値を示す。左
は Figure 25に示した 511 keV格子状点線源再構成画像、右は Figure 26に示した 1116 keV格子状点
線源再構成画像をそれぞれ示す。エラーバーは標準偏差を表す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再
構成条件に対応する。 



82 
 

4.3. 22Na ファントム撮像データの画像再構成結果 

Figure 32に、GREI-IIによる 22Naファントム撮像時のエネルギースペクトルを示す。画

像再構成に用いる測定事象の選択のために設定したエネルギーウィンドウは、511 ± 5 keV 

である。22Naファントム撮像データの、画像再構成に用いた散乱角のヒストグラムを Figure 

33に示す。57 − 67°でカウントが 0となっている区間は、GREI-IIの後段検出器における後

方散乱を除去するために設定した、測定事象の棄却区間 (エネルギー: 331– 350 keV) に対

応する (3.1節) 。 

Figure 34に反覆計算回数の評価関数である𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)]の、反覆計算の進展に伴う変化

を示す。計算回数 20回以降では、全ての再構成法において𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)]、ほぼプラトーと

なった。 

Figure 35に、22Naファントム撮像データから得られた再構成画像を示す。画像は、各投

影面 (xy 平面, yz 平面) に直交する方向の経路中にある最大値を、投影面に表示する

maximum intensity projection: MIP (最大値投影法) により得た。LM-ML-EMに𝑣:;を導入

した再構成条件 (c) と (d) では、(a) と (b) で視認が困難であった、最も 22Naの放射能濃

度が低い (16.7 kBq/mL) 領域 (xy平面において画像中央上部、yz平面において画像右側中

央に存在) を描出した。また、(a)と(b)では、最も放射能濃度が高い (50.0 kBq/mL) 領域 (xy

平面において画像中央下部、yz 平面において画像左側中央に存在) の背後にテール上のア

ーチファクトが出現し、線源分布の広がりが画像中央部付近にのみ描出された。一方で、

条件 (c) と (d) では、ファントムの形状を反映しない、半球状の画像の歪みが出現した。 

Figure 36に、22Naファントムの放射能充填部分に設定した VOI領域内の平均画素と、

各 VOIに対応する実際の放射能濃度との比較を示す。再構成条件 (a) と (b)により得られ

た画像では、放射能濃度が 3つの領域の中間 (33.3 kBq/mL) である、VOI Bに最も高い放

射能集積があると評価された。条件 (c) と (d) では、 (a) と (b) において生じていた、VOI 

Bの過大評価が抑制され、画像の線形性が向上した。 
22Na ファントム撮像データから得られた再構成画像のバックグラウンド領域の平均画

素と標準偏差を、Figure 37 に示す。𝑣:;を導入した再構成条件 (c) と (d) では、(a) と (b) 

の場合と比較し、両方の VOIにおいて画素平均値が低く、実際には放射線源が存在しない

バックグラウンド領域への誤った画像再構成が行われていないことが示された。 

VOI 内の画素の標準偏差も、条件(a)、(b)と比べて(c)、(d)の方が小さく、𝑣:;の導入によ

って画素の一様性が向上したことが示された。𝑣:;に加えて𝑠:;を LM-ML-EM に適用した条
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件 (d) では、条件 (c) と比較して、両方の VOIにおける画素の標準偏差が低下しており、

𝑠:;の導入によるバックグランド領域の一様性の向上が示された。 
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Figure 32 GREI-IIによる 22Naファントム撮像時の測定エネルギースペクトル 
22Naファントム撮像時の、GREI-IIを構成する２つの検出器のエネルギー合計値を用いた測定エネ
ルギースペクトルを示す。ヒストグラム binのエネルギー幅は 0.5 keVである。 
 

 
Figure 33 22Naファントム撮像データの、画像再構成に用いた散乱角のヒストグラム 
22Naファントム撮像データから得られた、画像再構成に用いた測定事象の散乱角のヒストグラムを
示す。ヒストグラム binの角度の幅は0.5°である。本ヒストグラムにおいてカウントが存在する散乱
角の範囲は28 − 124°であった。 
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Figure 34 22Naファントム撮像データを対象とした画像再構成における、反覆計算回数の評価関数
の変化 
実施した画像再構成条件 (Table 6) それぞれにおける、反復計算の評価関数𝑓[𝜆;

(S−1), 𝜆;
(S)]の計算回数

の進展に伴う変化を示す。 
 



86 
 
 

 
Figure 35 22Naファントムの再構成画像 
画像は全てMIPである。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 36 22Naファントム撮像データからの画像の VOI解析結果 
上のパネルは、得られた再構成画像それぞれの VOI設定位置を示す。下のパネルは 22Naファン
トムの放射能充填部分に設定した VOI領域内の平均画素値と、各 VOIに対応する実際の放射能濃
度との比較を示す。エラーバーは各 VOI内の画素値の標準偏差を示す。(a)-(d) は Table 6に示し
た画像再構成条件に対応する。 
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Figure 37 22Naファントム撮像データから得られた再構成画像の、バックグラウンド領域の解析結
果 
上のパネルはバックグランド領域として設定した、2つの VOIの、各再構成画像における位置を示
す。下のパネルは 2つのバックグランドに設定した VOIにおける、平均画素値を示す。画素値は各
再構成画像の最大画素値で正規化を行った。エラーバーは各 VOI領域内の画素値の標準偏差を示
す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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4.4. 担がんマウス撮像データの画像再構成結果 

Figure 38に、GREI-IIによる担がんマウス撮像時のエネルギースペクトルを示す。画像

再構成に用いる測定事象の選択のために設定したエネルギーウィンドウは 64Cu: 511 ±

5 keVおよび 65Zn: 1116 ± 5 keVである。 担がんマウス撮像データを画像再構成する際に

用いた、散乱角のヒストグラムを Figure 39 に示す。カウントが 0 となっている 64Cu 標識

抗体 (511 keV)における散乱角 57-67°の区間、および 65ZnCl2 (1116 keV)における散乱角 26-

27°の区間は、GREI-II の後段検出器において、前段検出器よりも先に後方散乱を生じた検

出事象を除去するために設定した、測定事象の棄却区間 (511 keV: 331– 350 keV、1116 

keV: 898– 919 keV) に対応する (3.1節) 。 

反復計算回数の評価関数である𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)]の、反復計算の進展に伴う変化を Figure 40

に示す。計算回数 40回以降では、全ての再構成法において、𝑓[𝜆;
(S−1), 𝜆;

(S)]がほぼプラトー

となった。 

Figure 41と Figure 42に、64Cu標識抗体と 65ZnCl2の担がんマウスにおける体内分布の画

像をそれぞれ示す。64Cu標識抗体分布画像 (Figure 41) では、全ての再構成条件 (Table 6の

再構成条件) で 120回の反復計算を適用し、65ZnCl2分布画像 (Figure 42) では、80回の反

復計算を適用した。 

Figure 41では、全ての再構成条件において 3つの腫瘍組織が描出された。また、𝑣:;を適

用した再構成条件 (c)、(d) ではマウスの形態とみられる像を描出した。Figure 42における、

再構成条件 (c)、(d) によって得られた画像においても、マウスの形態とみられる像を描出

した。 
64Cu標識抗体分布画像 (Figure 41) における各 VOI領域内の画素合計値と、各 VOIに対

応する、腫瘍組織に集積した 64Cuの放射能実測値 (Figure 16) との比較をFigure 43に示す。

全ての画像再構成条件において、腫瘍組織放射能と VOI値との間の決定係数𝑅+は 0.990を

超えており、VOI 画素合計値と組織放射能の間には線形性が保たれていた。しかし、条件 

(a)、(b) による再構成画像では、4T1および C6の像が VOIよりも上部に拡張して描出され

ており、実際の腫瘍領域と再構成画像との間に乖離が見られた。 
65Zn分布画像 (Figure 42) における各 VOI領域内の合計画素と、各 VOIに対応する、腫

瘍組織中の 65Znの放射能実測値 (Figure 16) との比較を Figure 44に示す。全ての画像再構

成条件において、腫瘍組織放射能と VOI値との間の決定係数𝑅2は 0.975を超えており、VOI

画素合計値と組織放射能の間には線形性が保たれていた。条件 (a)、(b) による再構成画像
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では、マウスの体高の上限である VOIの上端よりも上部に、画素値が高い領域が広がって

描出されており、真の線源分布との乖離が示唆された。 

Figure 45 に、担がんマウス 64Cu 標識抗体分布画像におけるバックグラウンド領域の平

均画素値とその標準偏差を示す。Figure 46に、担がんマウス 65ZnCl2分布画像におけるバッ

クグラウンド領域の平均画素値とその標準偏差を示す。𝑣:;を導入した再構成条件 (c) と 

(d) は、(a) と (b) と比較し、両方の VOIにおいて画素平均値が低く、バックグラウンドが

低いことが示された。VOI内の画素の標準偏差も、条件 (a)、(b) と比べて (c)、(d) の方が

小さく、画素の一様性が高いことが示された。条件 (a)、(b) においては、マウスよりもGREI-

IIから遠い、VOI BG B において画素平均値が高く、高いバックグラウンドが現れた。𝑣:;

に加えて𝑠:;を LM-ML-EMに適用した条件 (d) は、条件 (c) と比較して、両方の VOIにお

ける画素の標準偏差が低下しており、𝑠:;の導入によるバックグランド領域の一様性の向上

が示された。 
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Figure 38 GREI-IIによる担がんマウス撮像時の測定エネルギースペクトル 
64Cu (511 keV) および 65Zn (1116 keV) を同時投与された、GREI-IIによる担がんマウス撮像時の、
測定エネルギースペクトルを示す。エネルギーは、GREI-IIを構成する２つの検出器の検出エネル
ギー合計値である。ヒストグラム binのエネルギー幅は 0.5 keVである。 
 

 
Figure 39 マウス撮像データの再構成に用いた散乱角のヒストグラム 
マウス撮像データから得られた、画像再構成に用いた測定事象の散乱角のヒストグラムを示す。ヒ
ストグラム binの角度の幅は0.5°である。左は 64Cu標識抗体 (511 keV)を対象としており、カウン
トが存在する散乱角の範囲は29 − 145°であった。右は 65ZnCl2 (1116 keV) を対象としおり、カウン
トが存在する散乱角の範囲は15 − 91°であった。 



92 
 

 

 

 

  

 
Figure 40 マウス撮像データを対象とした画像再構成における、反覆計算回数の評価関数の変化 
実施した画像再構成条件 (Table 6) それぞれにおける、反復計算の評価関数𝑓[𝜆;

(S−1), 𝜆;
(S)]の計算回数

の進展に伴う変化を示す。 
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Figure 41 GREI-II による担がんマウスの撮像データから再構成された 64C 標識抗体分布の再構
成画像 
冠状面 (coronal) 、矢状面 (sagittal) の画像はMIPであり、横断面 (transaxial) は厚さ 7 mmのスラ
イス画像である。スライス画像の y座標の位置は、各腫瘍組織を横断する位置にある。 (a)-(d) は
Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 42 GREI-IIによる担がんマウスの撮像データから再構成された 65ZnCl2分布の再構成画像 
冠状面 (coronal) 、矢状面 (sagittal) の画像はMIPであり、横断面 (transaxial) は厚さ 7 mmのスライス
画像である。スライス画像の y 座標の位置は、各腫瘍組織を横断する位置にある。(a)-(d) は Table 6 に
示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 43 64Cu標識抗体分布画像の VOI解析結果 
上のパネルは、実施した再構成画像条件 (Table 6) それぞれの VOI 設定位置を示す。下のパネルは
VOI領域内の合計画素値と、各 VOIに対応する腫瘍組織射能濃度との比較を示す。(a)-(d) は Table 6
に示した画像再構成条件に対応する。 
 



96 
 

 

 
Figure 44 65Zn分布画像の VOI解析結果 
上のパネルは、実施した再構成画像条件 (Table 6) それぞれの VOI 設定位置を示す。下のパネルは
VOI領域内の合計画素値と、各 VOIに対応する腫瘍組織射能濃度との比較を示す。(a)-(d) は Table 6
に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 45 担がんマウスの 64Cu標識抗体分布画像におけるバックグラウンド領域の解析結果 
上のパネルはバックグランド領域として設定した 2つの VOIの、各再構成画像における位置を示
す。下のパネルは 2つのバックグランドに設定した VOIにおける、平均画素値を示す。画素値は各
再構成画像の最大画素値で正規化を行った。エラーバーは各 VOI領域内の画素値の標準偏差を示
す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 
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Figure 46 担がんマウスの 65Zn分布再構成画像におけるバックグラウンド領域の解析結果 
上のパネルはバックグランド領域として設定した、2つの VOIの、各再構成画像における位置を示
す。下のパネルは 2つのバックグランドに設定した VOIにおける、平均画素値を示す。画素値は各
再構成画像の最大画素値で正規化を行った。エラーバーは各 VOI領域内の画素値の標準偏差を示
す。(a)-(d) は Table 6に示した画像再構成条件に対応する。 



99 
 

5. 考察 

5.1. 測定事象によって可変なコーン半頂角誤差のシステム応答関数への適用 

GREIの測定データから求められるコンプトンコーンの半頂角には、主に Doppler 

broadeningに起因して、測定事象によって可変な分解能を持つ、複雑な誤差分布プロファ

イルが含まれる。本研究で開発した Gaussianの線形結合による Doppler broadeningのモデ

ル関数は、参照とした他の誤差モデルと比較し、広範囲の散乱角度にわたって最も良好な

フィッティング精度を維持しており、角度分解能の変化に追随する妥当なモデル関数とい

える (Figure 21) 。 

格子状線源のシミュレーションデータを用いた画像再構成の結果、画像空間の y方向の

オフセットが大きくなると、空間分解能は低下した (Figure 25、Figure 26) 。この現象

は、検出可能な散乱角度の範囲が線源の位置に依存するために生じたと考えられる。 線

源の位置が検出器平面に平行な方向に移動するにつれて、検出可能な散乱角の範囲はより

大きい方へ移動する。この現象によって、Klein-Nishinaの式によって特徴づけられる光子

検出効率の低下と、円錐の角度分解能の低下が引き起こされたと考えられる。 

格子状線源の再構成画像 [Figure 25および Figure 26それぞれの (a) と (b)] では、測定

事象に応じて可変な分解能を持つ、コーン半頂角誤差のシステム応答関数への適用によっ

て、点像の空間の広がりを示す FWHMが低減したことから、空間分解能が向上したと言

える (Figure 30) 。この空間分解能の改善は、各測定事象の画像への寄与を適切に調整で

きたことに由来すると考えられる。画像再構成での初期の反復計算においては、大きな角

度分解能を持つコンプトンコーンは重みの密度が低く、画像への寄与は抑制される。反復

計算が進むにつれて、広がっていた線源分布が最尤解に向かって収束するので、これに従

い、コーンの重みは線源付近に集中する。この現象によって、角度分解能が悪いコンプト

ンコーンであっても、空間分解能の向上に寄与させることが可能となったと考えられる。

この効果はこれまで角度誤差が悪いために棄却されていた測定事象を、画像再構成に利用

可能とする可能性を持っており、実効的なコンプトンカメラの測定感度の上昇への貢献が

考えられる。 

本研究で用いたコーン半頂角誤差分布関数において、分布関数のプロファイルの形状に

支配的に影響を及ぼす要因は、検出器の物質であるゲルマニウム原子の Doppler 

broadeningによる散乱角不確実性のモデルである (2.1.3項) 。このモデルは、ゲルマニウ

ム半導体検出器だけでなく、シンチレーターなどの化合物を検出器として利用したコンプ

トンカメラに対しても適用可能と考えられる。化合物の場合も、構成する元素全ての電子
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軌道に帰属するそれぞれの Compton profileから散乱角誤差を求め、それらを線形結合す

れば、検出器物質全体での散乱角不確実性モデルを求めることができる。これは、核医学

イメージングで撮像対象となるエネルギーの光子がコンプトン散乱を生じる場合には、イ

ンパルス近似が成立し、散乱後の光子が持つエネルギー不確実性の確率密度が、散乱を生

じた物質の単体/単量体が持つ全電子軌道の Compton profileを線形結合したものに対応す

るためである。核医学分野とは異なるものの、Matscheko らはこの考えに基づいて、アク

リル樹脂の Compton profileを、アクリル樹脂単量体の元素組成から求められることを報

告している [46]。 

 

5.2. 撮像対象の画像空間を考慮した再構成法 
22Naのファントムの画像では、𝑣:;を導入した画像再構成法によって、相対的に放射能濃

度が低いファントムの領域 (16.7 Bq/mLの領域、Figure 13における VOI Aに相当) が描出

された (Figure 30) 。また𝑣:;の導入によって、画像の中央付近に存在する放射線源の過大

評価が抑制され、画素値の線形性が向上した (Figure 36) 。同様の現象は、担がんマウス

の 64Cu標識抗体分布画像 (Figure 41) においても生じていると考えられる。𝑣:;を導入して

いない 64Cu標識抗体分布画像 [Table 6の再構成条件 (a) および (b) により得られた画像] 

では、単位体積あたりの放射能集積が腫瘍組織よりも低いと考えられる、マウス体幹部と

みられる像が描出された。この現象は、𝑣:;がコンプトンコーン頂点からの距離に応じてコ

ーンに与える重みを調整したため、位置に依存した新たな情報が、コンプトンコーンに対

して付加されたためと考えられる。 

𝑣:;の導入によって、検出器面に近い領域に、本来は存在しない線源の描出 (Figure 

35) 、 あるいは検出器に近い方向に向かって線源分布を拡大して描出する現象が抑制さ

れた。また、格子状の点線源シミュレーションに対する再構成では、𝑣:;の導入によって、

検出器面に近い線源 (z = -20mm) において、空間分解能が向上した (Figure 30) 。これら

の効果は、検出器面に対して浅い角度で入射する光子に起因した測定事象が、𝑣:;によって

抑制されたためだと考えられる。検出器面に対して浅い角度で入射する光子は、LM-ML-

EMアルゴリズムでは画像空間との交差領域が小さいため、相対的に画像への寄与が大き

い。そのため、検出器面に近い領域では、こうした測定事象によるコンプトンコーンが多

数重畳されることで、本来線源が存在しない位置に、線源の存在を推定していたと考えら

れる。また、検出器面に対して浅い角度で入射する光子の検出されうる散乱角の範囲は、
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大きい角度領域であるため、コーン半頂角分解能が悪いコンプトンコーンが多く含まれ

る。𝑣:;を導入することにより、これら空間分解能劣化の要因となる測定事象の寄与が抑制

されたと考えられる。 

一方で、この𝑣:;のコンプトンコーンに対する影響は、再構成画像に対して、半球状の歪

みをもたらしたと考えられる (Figure 35、Figure 41、Figure 42) 。画像空間の辺縁に近づ

くほど、コンプトンコーンの一部が画像空間の外にはみ出す状況が頻出するため、画像空

間辺縁部ほど、𝑣:;によって画素値が抑制されたと考えられる。逆に、コーンと画像空間と

の交差が生じにくい、検出器を中心とした領域では、画像の重みが大きくなる。そのた

め、𝑣:;を導入した再構成アルゴリズムでは、検出器を中心とした半球状の領域に線源の存

在を強く推定したため、相対的に画素値が低く描出される辺縁部とのコントラストから、

半球状の画像の歪みが生じたと考えられる。 

𝑣:;を導入した再構成法により得られた格子状線源の各位置は、オリジナルのアルゴリズ

ムよりも真の位置からの偏差が平均的に大きくなった (Figure 29) 。この現象も、𝑣:;の導

入によって顕在化した、半球状のアーチファクトと同様の理由により生じていると考えら

れる。すなわち、𝑣:;を導入した再構成法によって得られる画像は、𝑣:;によって、画素値

抑制が働きにくい、検出器に向かって牽引するような形状の線源分布が推定され、その結

果、格子状線源の各点像は、真の位置よりも検出器の存在する方向にずれて再構成された

と考えられる。特に、検出器中心から最も距離が離れた (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

(20 mm, 30 mm, −30 mm) にある点像は、検出器に向かって牽引されるような効果が現れ

ている [Figure 25(c) および Figure 26(c)] 。 

𝑣:;を導入することで、固定した一方向からの撮像であっても、撮像対象であったマウス

の形態を明瞭に描出し、画像の定量性も向上させた。その一方で、半球状に顕在化した再

構成画像の歪みをもたらした。これらを抑制するためには、反復計算の進行に伴う収束性

を𝑣:;に導入することが有効だと考えられる。(55)に表される LM-ML-EMでは、個々の画

素𝑗から発した光子が、測定事象𝑖をもたらす期待値𝑡:;𝜆;
(S)を、その全画像空間に渡った合

計が (個々の測定事象のカウントである) 1となるように調整がなされ、 »BCßC
(à)

∑ »Báßá
(à)â

á=1
の形と

なる。コーン頂点からの距離を固定した場合の𝑣:;の積分値は 1以下となるため(107)、𝑣:;

は、この期待値の合計が 1以下となるような抑制を行う。𝑣:;は反復計算の早期において

は、コーンと画像空間の交差領域が小さい場合に、測定事象をもたらした線源の存在を、
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狭い領域に対して過剰に推定することを抑制する。しかし計算の後期では、各測定事象の

起源となった線源の位置が、線源分布の収束により絞り込まれているので、 »BCßC
(à)

∑ »Báßá
(à)â

á=1
の全

画素に渡る合計は 1とすべきである。この対応は、反復計算の進行に伴って𝑣:;を 1に漸近

させる要素の導入によって可能となる。さらに、本研究で用いた𝑣𝑖𝑗は、コーン頂点からの

距離によって積分した場合には発散するので、この積分を収束させる要素の導入が必要で

ある。 

 

5.3. 散乱検出位置に対する光子検出感度の依存性を考慮した再構成法 

LM-ML-EM法への𝑠:;の導入によって、画像のバックグラウンド領域における画素値の

標準偏差が低減したことから、画像の均一性の向上が示された (Figure 37、Figure 45、

Figure 46) 。これは、𝑠;と𝑠:;の計算過程で考慮される光子検出までの飛程の違いに原因が

あると考えられる。𝑠;(104)では、前段検出器の体積全体に渡って、各画素から到来する光

子の相互作用確率を積分するため、個々の光子の検出の要素は丸められて平均化される。

一方、𝑠:;(106)では、散乱を検出した位置に応じた飛程を計算に使用する。格子状線源の

イメージングシミュレーションで得られた、光子が散乱するまでの検出器内平均飛程 

(511 keV: 6.42 mm, 1116 keV: 6.66 mm) よりも、𝑠:;の計算で用いられた光子の検出器内飛

程の平均値 (7.37 mm) の方が長いため、𝑠;を用いた方が過剰に画像に補正をかけることと

なり、アーチファクトを出現させる原因となったと考えられる。 

一方で、格子状点線源の再構成画像では、𝑠:;の導入によって検出器面に近い位置での点

像の画素値が平均的に低く描出された (Figure 31) 。さらに、𝑠:;の導入によって、真の線

源の位置と再構成された点像との位置の偏差が拡大した (Figure 29) 。これは、𝑠:;導出に

用いられた光子の飛程が、𝑠;の導出で想定された平均的な飛程より短いことに原因がある

と考えられる。𝑠:;による画素値の補正は、検出器に近い位置で𝑠;よりも平均的には弱く画

素値を補正する。この効果は、検出器からの距離が離れるほど小さくなる。その結果、検

出器から近い位置では、弱い補正により点像の画素値が低下したと考えられる。また、検

出器に近い位置での弱い補正によって、検出器から遠ざかる方向に点像のテールが伸びる

ような画像が再構成され、その結果、位置の偏差が顕著になったと考えられる。 

𝑠:;の導入は、検出器に近い位置の線源を過小評価する可能性があるものの、バックグラ

ウンドの画像の変動性の低減が可能であることから、画像の一様性改善に効果があると考
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えられる。今後の𝑠:;改善に向けては、その導出過程にコンプトン散乱以降の光子測定過程

を含めることが有用であると考えられる。コンプトンカメラでは、画像空間の位置によっ

て、検出可能な散乱角の範囲が変化する。特に前段検出器面に近く、検出器面に並行かつ

検出器に遠ざかる方向に位置を変化させると、検出可能な散乱角の範囲は大きな方向に移

動する。本研究での測定対象である 511 keVおよび 1116 keVの光子では、それぞれ35°、

28°でコンプトン散乱の発生確率が最大となり、これ以降、角度が大きくなるにつれ発生

確率は単調減少する。一方、大きな角度で散乱した光子は、エネルギー損失が大きいた

め、散乱された光子の光電吸収断面積は上昇する。さらには、散乱検出位置から見た後段

検出器の立体角も影響する。これらの要因の考慮は、コンプトンカメラの光子検出感度の

位置依存性を、より正確に𝑠:;に反映させることを意味する。LM-ML-EM法の実装では、

モンテカルロシミュレーション、あるいは、光子の放出から測定までの確率的過程の追跡

によって𝑠;を求めている [33]。𝑠:;の計算の改善においても、これらは有効な手法と考えら

れる。 

 

5.4. 画素値の線形性の評価 
22Naファントムの再構成画像では、𝑣:;の導入により、ファントム内の溶液の放射能濃度

と、VOI値との間の線形性が改善した (Figure 36) 。一方で、オリジナルの LM-ML-EM

法と、コンプトンコーンの投影に可変な角度分解能を適用した LM-ML-EM法との間で

は、画素値の線形性は保たれておらず、両者の間の VOI解析結果にはほとんど差が見ら

れなかった。これは、オリジナルの LM-ML-EM法のアルゴリズムにおいて生じる、特定

の測定事象の寄与が再構成画像に対して過剰であることが、画素値の線形性を劣化させる

主要な要因であることを示唆している。 

担がんマウスの再構成画像による VOI解析結果では、全ての再構成条件において、画像

の線形性が保たれていることが示された。𝑣:;を導入することで、オリジナルの LM-ML-

EM法および、コンプトンコーンの投影に可変な角度分解能を適用した LM-ML-EM法で

生じていた、画像の線形性を損なう原因であったと考えられる、検出器に近い位置に線源

を拡張して描出する現象が抑制された。しかしながら𝑣:;の導入によって、再構成画像には

半球状の画像の歪みが出現した。今後は、本研究で示した画素値の線形性の改善を維持し

ながら、画像の歪みの低減が可能な計算手法の開発が求められる。 
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5.5. 再構成アルゴリズムの違いによる画像の収束性 

格子状線源の画像では、角度分解能を測定事象毎に可変とすることで、固定の場合と比

べて 2倍近くの反復計算回数を要した。これは、角度分解能を可変としたことで、角度分

解能固定の場合よりも重みの密度が低いコーンの投影が増加し、画像の低周波成分を増加

させたためだと考えられる。高周波成分は、反復計算の後期において回復される傾向があ

る [57]。したがって、画像の低周波成分の増加は、高周波成分の回復を遅延させ、画像

を収束させるために、より多くの反復計算が必要になったと考えられる。 

𝑣:;と𝑠:;それぞれの導入によって、収束に必要な計算回数が増加した。これは、反復計算

の都度更新される KL divergenceの大きさの違いに起因したと考えられる。E-stepでは、

KL divergenceが 0となることに合わせて、下界ℒが引き上げられる。M-stepでは、線源分

布更新によって KL divergenceが再び正の値のマージンを持つようになる。M-stepの結

果、最大化の目的となる尤度関数の上昇量は、少なくともℒ以上となる。したがって、KL 

divergenceの値が大きいほど、収束が早いことが示唆される。KL divergenceが 0となる条

件は、𝑞(𝕫) =  𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)であり、これは潜在変数𝕫(20)の期待値を示す。これに対して、𝑣:;

を導入した場合に KL divergenceが 0となる条件は、𝑞(𝕫) = 𝑝(𝕫, 𝒥|𝔸, 𝝀(S))であり、これに

は𝑝(𝕫|𝔸, 𝝀)を抑制する𝑣:;が含まれるため、画像の収束が遅くなったと考えられる。𝑠:;を導

入した場合での画像収束の遅延は、検出感度導出で想定される平均的光子飛程が𝑠;よりも

短いことによって、M-stepで生まれる KL divergenceのマージンを小さくする効果が生じ

たためと考えられる。 

 

5.6. 今後の課題 

本研究は、測定事象に応じて変化する角度誤差の補償を組み込んだコーンの投影によっ

て、再構成画像の空間分解能が改善することを明確に示した。すなわち、検出器面に近接 

(z = -20 mm) した位置において、検出器面に対して平行な方向 (y方向) で 2-4 mm、検出

器面に対して垂直な方向 (z方向) で 2-8 mmの空間分解能を得た。これは、今日における

コンプトンカメラの性能目標と考えられる、1-2 mmの空間分解能に及ばないものの、既

存の LM-ML-EM法を適用した場合よりも、約 20%程度の空間分解能改善が得られてお

り、目標に近づける結果といえる。 

一方で、性能目標と考えられる空間分解能 (1-2 mm) には及んでいないため、小動物イ

メージングで更なる高解像度画像を得るための工夫が必要である。これを達成する手段の

一つとして、カメラの数を増やすことが考えられる。本研究では、位置を固定した 1台の
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コンプトンカメラの撮像によって検証を行ったため、位置による空間分解能の変化が大き

い。しかし、小動物を対象とした実際の撮像では、複数台のカメラを用いたイメージング

が想定されるため、空間分解能の位置依存性が改善し、空間の広範囲に渡って、本研究で

示した空間分解能改善効果が得られると考えられる。 

再構成画像のさらなる空間分解能の向上のためには、コンプトンコーン半頂角誤差に組

み込む検出器位置検出の誤差モデルに改善の余地がある。本研究では、この誤差の測定事

象による変化は小さいとみなし、固定値として計算した。しかし装置によっては、位置検

出誤差を測定事象毎に考慮することの重要性が高い場合が考えられる。一般的に、検出分

解能要素の空間的な広がりは相互作用位置によって変化し、さらに非等方的な広がりを持

つことが想定される。こうした事情が考慮できれば、装置毎により最適化した逆投影演算

が可能となり、さらなる空間分解能改善が期待できる。 

本研究での手法は、コーン半頂角誤差を測定事象によらず固定としてオリジナルの LM-

ML-EMアルゴリズムによる再構成を行う場合と比較し、画像の収束までに必要とする反

復計算の回数が大幅に増加した。そのため、画像の収束を早めることが、本研究での開発

手法の実用性をより高めるためには重要である。収束性を早めるアプローチとしては、

PETや SPECTでは確立されている、ordered-subset expectation-maximization method: OS-EM

法のようなブロック反復型の画像再構成法の適用が考えられる [58-60] 。これらの手法

は、ML-EMと同等の計算量であったとしても、画像の更新回数を増やすことで画像の収

束性を早めている。しかしながら、PETや SPECTでは一直線状に光子到来方向を限定可

能であるのに対して、コンプトンカメラの場合は、投影する推定光子到来方向が円錐状で

ある。そのため、同じ測定カウントを得られていたとしても、コンプトンカメラの画像に

は多義性がもたらされやすいため、誤った解へ収束する可能性を高めることになる。さら

に、一回の画素値更新に用いられる投影データの数が減少するため、測定データへの過剰

適合に起因したアーチファクトと、測定の統計変動による影響が、ML-EM法よりも顕著

となることが考えられる。そのため、ブロック反復型再構成法の適用に加えて、maximum 

a posterior EM: MAP-EM法 [61, 62]のように、コンプトンカメラ固有の画像の特性を事前

確率として導入できる手法を併用することで、収束性を早めながらも、誤った解への収束

を抑制することが必要である。 

本研究では、格子状線源のシミュレーションデータを用いた画像再構成を実施した場合

には反復計算の客観的停止条件を設定したが、ファントムやマウスの実測データの再構成

を行った場合には、目視評価で計算を停止した。未知の線源分布を対象とした画像再構成
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における、客観的な反復計算の停止条件の設定は今後の課題である。一方で、核医学の技

術として先行する PETと SPECTにおいても、これまでに反復計算終了の基準に関する

様々な研究が行われてきた [63-67] ものの、基準の確立には至っていない。そのため、再

構成された画像の定量評価を可能とする、実用的な反復計算回数の決定方法も、今後の検

討を要する課題である。EMアルゴリズムに基づいた再構成法では、過度な反復計算回数

の適用は、画像を測定データに過剰適合させることになり、定量性の悪化と高周波アーチ

ファクトの増強が生じる。一方で過少な反復計算では、主に再構成アルゴリズムの収束特

性に起因して、画像の空間分解能の不均一性が高くなる。そのため、PETや SPECTにお

いては、画素値の線形性が保たれた範囲でやや過剰な反復計算回数を適用することで、空

間分解能の不均一性を低減させ、ポストフィルタ処理によって線源分布の空間的な広がり

の情報を回復させることが行われている。本研究における担がんマウスの再構成画像の場

合には、全ての画像再構成の条件で、同一の計算回数、かつ高周波アーチファクトが増強

する前に、目視によって反復計算を打ち切った。この反復計算の設定では、全ての再構成

条件で画素値の線形性は保たれていたものの (Figure 43) 、反復計算が不足していた可能

性がある。また、過度な反復計算でもたらされる高周波アーチファクトの増強が起こる前

に計算を打ち切ってはいるものの、この時点で既に計算回数が過大であった可能性も完全

には否定できない。計算回数を広い範囲で変化させた再構成画像同士の定量性や線形性を

比較することで、計算回数の最適化を図る必要がある。また、格子状点線源のアルゴリズ

ムによる収束性の違いが示すように、オリジナルの LM-ML-EMと比べて、それ以外の再

構成条件では、2倍以上の反復計算回数が必要となる可能性がある。今後は画像の線形性

が保たれ、かつ、十分な空間分解能が得られる反復計算回数を求めるために、実用的な測

定条件での複数の撮像データを用いた再構成によって、検証を行う必要がある。 

本研究の開発手法は、コンプトンカメラによって可能となる複数類の放射性核種の同時

イメージングの高画質化を通じた、創薬分野への貢献が期待される。Munekaneらは抗糖

尿病作用を有する亜鉛錯体の亜鉛と配位子それぞれを、異なる放射性核種で同時標識して

マウスに投与し、GREIにより得られた画像データからそれぞれの生体内分布の過程を独

立して分析した [14]。この手法は、新規の医薬品候補化合物を複数の放射性核種で標識

して、生体内挙動を分析することで、化合物の生体内での代謝や分解をリアルタイムに追

跡する新たな薬物動態研究に応用可能である。本研究で用いた担がんマウスの撮像データ

も、2種類の放射性核種の同時イメージングデータである。これは単一のカメラヘッドに

よる一方向からの撮像という、最も劣化した画像が得られやすい条件にもかかわらず、本
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研究での開発手法は、格子状点線源の再構成において分離が難しい z方向において点像を

明確に分離し (Figure 25 および Figure 26) 、さらに、同じ担がんマウス撮像データを用

いた GREI-IIの先行研究 [54]と比較して、3つの腫瘍組織とマウスの形態の明確な描出に

成功した (Figure 41) 。この成果は、複数の生体内物質の高精度な同時評価に寄与すると

考えられる。 

また、本研究での開発手法は、コンプトンカメラによる小動物イメージングだけでな

く、ヒトを対象とした部位特異的なイメージングに対しても有効であると考えられる。近

年の放射線検出器の高性能化と小型化によって、心臓 [68]、乳房 [69, 70]、頭部 [71, 72]

といった、特異的な部位の撮像を目的とした核医学イメージング装置の開発が盛んに行わ

れている。これらの装置は、撮像対象を限定することで、全身用の装置よりも装置構成要

素を削減して低価格化が可能となるだけでなく、特定の部位の撮像に最適化された検出器

配置を取ることで、測定効率の向上が可能であるとされている。しかし、PETや SPECT

では複数方向からの撮像が必須であるため、撮像対象を取り囲むような検出器配置や検出

器の移動が難しい場合がある。一方でコンプトンカメラは、限られた方向からの撮像デー

タであっても 3次元画像を取得することができるため、装置構成の柔軟性が高い。そのた

め、コンプトンカメラを用いることで、PETや SPECTよりも特定の部位に対して最適化

された装置を開発できる可能性がある。しかしながら、部位特異的な撮像では、撮像視野

外に存在する放射能の量が多いため、撮像視野外から到来した光子に起因する測定事象が

増大する。こうした測定事象は、画像空間とコンプトンコーンの交差領域が極めて小さく

なるので、画像への寄与が大きくなり、アーチファクトや画像の定量精度の低下をもたら

す。さらに装置の構成によっては、散乱検出位置に対する光子検出感度の依存性が上昇す

る。これらの予測される課題に対して、本研究で LM-ML-EMに導入した𝑣:;および𝑠:;は対

応が可能であり、部位特異的なイメージングに対する装置の適性を向上させると考えられ

る。 

コンプトンカメラを実際に部位特異的イメージングに適用する場合の対象組織として

は、頭部が挙げられる。近年、生体内微量元素が、腫瘍細胞の転移および増殖といった悪

性度に関与していることが明らかになり [9]、中でも亜鉛の取り込みが、腫瘍の生存能力

の指標となりうることが示唆されている。ラットの脳腫瘍移植モデルを対象とした、オー

トラジオグラフィーによる放射性亜鉛 65Znの集積評価を行った研究 [73]では、PETで腫

瘍イメージングに用いられる 18F-FDG (2-deoxy-2-(18F)fluoro-D-glucose) と比較して、65Zn

の方が腫瘍細胞への局在性が高く、脳腫瘍イメージングのトレーサーの候補として有望で
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あることが示されている。本研究においても示すように、65Znの放出するガンマ線は

1116 keVであり、物質の透過性が高いため、頭蓋骨等の生体組織の影響を受けにくいこ

とから、脳深部の情報を高感度に取得出来る可能性を持った放射性トレーサーといえる。

しかしながら既存の核医学イメージング装置では、エネルギーが高すぎて撮像できない。

こうした放射性核種を対象としたイメージングを推進する上では、コンプトンカメラは必

要不可欠である。 
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6. 結論 

本研究ではコンプトンカメラの医学/生物学用途で想定される、近接撮像で生じる画質

劣化に対応するための、画像再構成アルゴリズムの開発を行った。本手法は統計的逐次近

似法である LM-ML-EM法に基づいている。本研究では LM-ML-EM法に対して、測定事

象によって異なる光子到来方向の誤差を補償するシステム応答関数の導入、測定事象によ

って著しく変化する画像への寄与の調整因子𝑣:;の導入、散乱検出位置に依存した検出感度

𝑠:;による画素値補正の導入を行った。開発手法の評価は、ゲルマニウム半導体コンプトン

カメラ GREI-IIを想定したシミュレーション、GREI-IIによる 22Na溶液を充填した円筒フ

ァントムの撮像データ、および 2核種 (64Cuと 65Zn) を同時投与された担がんマウスのイ

ンビボ撮像データを用いて実施した。システム応答関数に対する光子到来方向の誤差の補

償では、再構成画像の検出器面に対して平行な方向と深度方向の両方において、空間分解

能が向上した。𝑣:;の導入では、段階的に異なる放射能濃度が充填された領域を明瞭に描出

し、画素値の線形性を改善した。また、オリジナルの LM-ML-EM法で生じていた画像の

中央部付近の過大評価が𝑣:;の導入によって低減した。𝑠:;の導入では、画像バックグラウ

ンドレベルの均一性が向上した。 

本研究での開発手法は、コンプトンカメラの近接撮像において、従来よりも空間分解能

の改善と広がった線源分布に対する描出能力を示した。この成果は、コンプトンカメラを

用いた医学/生物学用途のイメージングにおいて、従来よりも高精度な放射性核種分布の

分析に寄与すると考えられる。 
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