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１．はじめに 

近年，３次元ＰＥＴ画像再構成において,２次元データへのリビニングを行わないで３次元データからの直接

最尤推定や事後確率最大推定により画像再構成を行うことが検討されている[2][3]．これによりノイズ特性の

向上などの利点が期待できるが，その反面計算量が大幅に増大し計算量削減が大きな課題の一つとなって

いる．本稿では筆者らのグループで提案された高速手法であるブロック勾配射影法[4][5]を適用する.ただし

ブロック勾配射影法では解の更新の修正量(ステップサイズ)の最適値はγ線光子の検出量によって変動する

ため,この変動を緩和する項を挿入したものを用いる.これにより一定の設定値で異なる検出量にも対処するこ

とが可能となる.そして２次元では修正量を反復に応じて変化させる制御が必要であったが[4],３次元ＰＥＴで

はこの制御がどの程度有効であるかをシミュレーション実験により確かめ,ステップサイズの決定法について考

察する. 

 

２．ブロック勾配射影法 

 統計的手法では再構成画像の良さの尺度を表す評価関数を定義し,それを最小にするような解を反復によ

り求める手法である．評価関数としては次式の対数尤度関数を用いるのが一般的である． 
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子である．本研究では， の非負条件の下で式（１）を最小にする0≥ix xrを求める反復法として，筆者らの研

究グループで検討してきたブロック勾配射影法[4][5]を用いる．ブロック勾配射影法は勾配射影法にサイノグ

ラムを任意のグループ（subset）に分割してその subset ごとに解を行うブロック反復法を適用したものである.ブ

ロック勾配射影法の反復式は以下の式で与えられる． 
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 さらにγ線光子の検出量により得られる濃度分布の解も大きく変動し,解の更新の際の修正量が検出量によ

って変えなければ収束の速度などに影響を与える.そこで修正量に画素値自身を掛けることで修正量をスケ

ーリングし検出光子量の変動に対処する.最終的なブロック勾配射影法の反復式は次のように表される.ただ
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３．ステップサイズの制御                             

 ブロック勾配射影法においては通常ステップサイズ nλ を一定の値に固定する．これを固定ステップサイズ

法と呼ぶ．しかし,ステップサイズを大きくとると収束は速いがリミットサイクルと呼ばれる現象に陥り真の解に収

束せず,逆に小さくとると収束が遅くなってしまう．このような問題を解決するため，筆者らのグループの以前の

研究で次の２つのステップサイズ制御法が提案されている[4]． 

（１）零ステップサイズ法 

 ステップサイズ nλ を次式を満足するように反復が進むにつれて零に近づける． 
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 この条件はステップサイズの減らし方を早すぎず遅すぎずに設定することを意味する.これにより反復の前半

は高速に進み,後半では真の解への収束が可能となる. 

（２）２パラメータステップサイズ法 

零ステップサイズ法では,反復の後半においてステップサイズが零に近くなり収束がほとんど進まなくなる恐

れがある．これを回避する方法として各反復の終わりに次のような計算を追加する．      
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但し，ω は固定した小さな値で， nλ は次式を満足するように反復が進むにつれて零に近づける． 
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式(3)の反復式は 0=nλ のときは通常の（ブロック化しない）勾配射影法となり， ωλ =n のときは固定ステップ

サイズのブロック勾配射影法となる．したがって， nλ を一定値から次第に零に近づければ，反復はブロック勾

配射影法から勾配射影法に次第に近づいていく．  

 

４．制御の必要性 

 上で述べたように一般にステップサイズを小さくすると収束が遅くなってしまうとされているが,３次元 PET の

場合データ量が２次元のものと比べて非常に多く,角度方向だけでなくリング差に対してもブロック化を行えば,

さらに subset の数を増やすことができ,解の更新もそれだけ多く行われるので小さなステップサイズでも少ない

回数で収束することも考えられる.もしそうであればステップサイズの制御は必要ではないと言える.このことに

ついては後の実験で検証する. 

 

５．シミュレーション実験 

 今回の実験では,ステップサイズ制御法の有効性確認とステップサイズの最適値を求める.実験条件は PET

装置は ECAT EXACT HR（１リング当りの検出器３９４,リング数２４）を想定[1]し,画像１２８×１２８×４７,検出

光子数３８４０万とした. 

 まず,ステップサイズの制御の効果について検証する.比較手法は固定ステップサイズ法,零ステップサイズ法,

２パラメータステップサイズ法である.本研究においてはこの３つの手法の評価は反復３回行ったときの評価関

数の値により行う.それぞれの手法においてのステップサイズの値を 0.2 から２.4 に変えたときの評価関数の値

を図1に示す.ここで零ステップサイズ,２パラメータステップサイズ法のステップサイズの落とし方は４分の１にし

ていく方法である.固定ステップサイズ法ではおよそ 0.8 から 1.6 が最適な値であることがわかる.他の２つでは

1.8 から 2.2 であった.評価関数の値を比較すると固定ステップサイズ法よりも他の制御法では明らかに値が小

さくより真の解を得られていると考えられる.また,固定ステップサイズ法においてステップサイズを小さく設定す
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ると２次元と同様に収束が遅くなってしまうことがわかる.これらのことからステップサイズの制御は 3 次元ＰＥＴ

においても非常に効果的であると考えられる. 

 

 

 

 

 

 

                      

図１．各制御法の評価関数値 

次に２つの制御法におけるステップサイズの最適値を求める.零ステップサイズ法では式（4）のようなステッ

プサイズ制御に制限があるためステップサイズの現象の仕方は で比較した.初期値は前の実験

で最も評価関数が小さくなった 2.0 の 2689930,後者は

2762680 となった. の設定の方が良い値を得られていることが分かる.そして 2 パラメータステップサイズ法

では式（6）からステップサイズを急速に減少させることが可能なことから 1/2,1/4,1/8 の３つを行った.結果は

1/2 が 2672157,1/4 が 2616331,1/8 が 2658570 であった.このことから 1/4 に減少させる方法が良い結果であ

ることが分かる.またステップサイズの減少の仕方はそれほど大きな影響はなく,初期値が重要であることが考

えられる.なお,実行時間はおよそ 30 分であった.またそれぞれの再構成のファントム画像を図 2 に示す.固定

ステップサイズ法では誤差が現れているが,制御法では軽減できていると言える. 

                         

 

  

  

    

   

固定ステップサイズ法         零ステップサイズ法        2 パラメータステップサイズ法   

図 2：再構成画像（反復 3 回：ペナルティ関数使用） 

また平らな濃度分布のファントムを想定し平滑化なしで再構成を行った画像のそれぞれの断面の分散値を

図 3 に示す.分散値が大きいほどノイズの影響を受けていると言える.図 3 を見ると固定ステップサイズ法に比

べて他の２つの手法の方が若干ではあるが,ノイズの影響が抑えられている.ノイズ特性の面でも有効であると

考えられる. 

             分
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                          図３．ノイズ特性

n/1 ,

値に設定し,評価関数の値を計算すると前者は
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最後に臨床 PET データでのステップサイズ制御法における画像再構成を行った.用いた手法は２パラメー

タステップサイズ法である.再構成画像を図 4 に示す. 

  

 

 

 

 

                

     図 4．臨床ＰＥＴデータでの再構成 

以上の実験から固定ステップサイズ法ではステップサイズは 0.8 から 1.6 が最適値であるが零ステップサイ

ズ法や 2 パラメータステップサイズ法の方がより真の解を求めることができた.そして零ステップサイズ法では初

期値 1.8 から 2.0 で減少は 1/n,2 パラメータステップサイズ法では初期値 1.8 から 2.0,減少は 1/4 が良い値

であると考えられる.そしてステップサイズの減少の仕方よりも初期値の設定が重要である.また式（3）により検

出光子量を考慮したスケーリングを行っているので計数値によらずこのような値で比較的安定した収束速度

を保つことが期待される. 

 

６．まとめ 

 今回,ブロック勾配射影法による 3 次元ＰＥＴ画像再構成のステップサイズ制御とその最適値の検討を行った.

その結果,制御は非常に重要な意味を持つことが分かり,その最適な値を実験により確認した.この値は計数値

によらず大きな調整がいらないことから一般性が得られたといえる.ただ今回の実験で用いたファントムは１つ

なので様々なファントムによる検証も必要である. 

 今後の課題としてまず一般的な手法であるＯＳＥＭ法と収束性やノイズ特性などの比較をすることが挙げら

れる.またより速く確実に収束するようなアルゴリズムの開発をしていきたい. 
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