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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的のボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　前記ボクセルを光子ビームで照光する段階と、
　第１エネルギー範囲にあり且つ第１測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第１の
数を測定する段階と、
　第２エネルギー範囲にあり且つ第２測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第２の
数を測定する段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を求める段階と、
　前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを含む、方法
。
【請求項２】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１方向が前記第２方向と同一である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
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　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　標的のボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　前記ボクセルを光子ビームで照光する段階と、
　ある測定方向で前記ボクセルから散乱した光子のエネルギースペクトルを測定する段階
と、
　第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与する光子の第１の数を求
める段階と、
　第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与する光子の第２の数を求
める段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを含む、方法
。
【請求項８】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　標的のボクセル内の物質を分析するためのシステムであって、
　光子ビームを発生するための装置と、
　第１測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第１エネルギースペクトルを検出する
よう構成された第１検出器と、
　プロセッサとを含み、
　前記プロセッサが、第１エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第１の数
と、第２エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第２の数との比を求めるよ
う構成されており、更に、
　前記プロセッサが、前記ボクセル内の平均原子番号を求めるよう構成されている、シス
テム。
【請求項１１】
　第２測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第２エネルギースペクトルを検出する
よう構成された第２検出器を更に含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１角度が前記第２角度と同一である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　標的のボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、
　少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数を求める段
階と、
　前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段
階と、
　前記少なくとも１つのエネルギースペクトルを用いて前記ボクセル内の物質の平均原子
番号を求める段階と、
　前記ボクセルに入射する光子の数と、前記ボクセル内の前記物質の前記平均原子番号と
、前記少なくとも１つのエネルギースペクトルと、前記ボクセルに対応する所定の散乱核
とを用いて前記ボクセル内の物質の質量を求める段階とを含む、方法。
【請求項１６】
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　前記ボクセル内の物質の平均原子番号を求める前記段階が、
　第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第１の数を求める段階と、
　第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第２の数を求める段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを含む、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　標的の複数ボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　（ａ）光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、
　（ｂ）前記ボクセルそれぞれについて、前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１
つのエネルギースペクトルを測定する段階と、
　（ｃ）前記ボクセルそれぞれについて、前記少なくとも１つのエネルギースペクトルを
用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階と、
　（ｄ）前記ボクセルそれぞれについて、
　　　（ｉ）少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数
を求める段階と、
　　　（ｉｉ）前記ボクセルに入射する光子の数と、前記ボクセル内の前記物質の前記平
均原子番号と、前記少なくとも１つのエネルギースペクトルと、前記ボクセルに対応する
所定の散乱核とを用いて前記ボクセル内の物質の質量を求める段階とを含む、方法。
【請求項２０】
　前記ボクセルそれぞれ内の物質の平均原子番号を求める前記段階が、
　第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第１の数を求める段階と、
　第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第２の数を求める段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを含む、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　標的の複数ボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　（ａ）光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、
　（ｂ）前記ボクセルそれぞれから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクト
ルを測定する段階と、
　（ｃ）前記少なくとも１つのエネルギースペクトルを用いて前記ボクセルそれぞれ内の
物質の平均原子番号を求める段階と、
　（ｄ）前記ボクセルそれぞれについて、
　　　（ｉ）少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数
を求める段階と、
　　　（ｉｉ）前記平均原子番号と、前記少なくとも１つのエネルギースペクトルと、所
定の散乱核とを用いて前記ボクセル内の物質の推定平均質量を求める段階と、
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　（ｅ）各ボクセル内の前記推定平均質量と前記平均原子番号とを用いて、少なくとも１
つのエネルギー範囲において前記標的を出る光子の数を計算する段階と、
　（ｆ）前記標的を出る光子の数を測定する段階と、
　（ｇ）前記推定した光子の数と前記測定した光子の数との差を計算する段階と、
　（ｈ）前記計算差に基づいて、各ボクセル内の物質の前記推定平均質量の補正を計算す
る段階とを含む、方法。
【請求項２４】
　各ボクセル内の前記推定平均質量の補正を計算する段階が、各ボクセルについて、当該
ボクセル内の前記推定平均質量に比例して、前記計算差への寄与を割り当てる段階を含む
、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　各ボクセル内の前記推定平均質量の補正を計算する段階が、前記計算差が最小となるよ
うに、最小化手順を用いて各ボクセル内の前記推定平均質量を調整する段階を含む、請求
項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　各ボクセル内の前記推定平均質量の補正を計算する段階が、前記計算差が最小となるよ
うに、各ボクセル内の物質の前記平均原子番号を調整する段階を含む、請求項２３に記載
の方法。
【請求項２７】
　標的のボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　（ａ）光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、
　（ｂ）少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数を求
める段階と、
　（ｃ）前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定
する段階と、
　（ｄ）前記ボクセルに入射する光子の数と前記少なくとも１つのエネルギースペクトル
とを用いて前記ボクセル内の物質の平均原子番号求め、前記平均原子番号と前記少なくと
も１つのエネルギースペクトルと所定の散乱核とを用いて、前記ボクセル内の物質の質量
を求める段階と、
　（ｅ）前記少なくとも１つのエネルギースペクトルと前記ボクセル内の物質の前記質量
とを用いて、前記ボクセル内に存在する選択核種の質量の上限を求める段階とを含む、方
法。
【請求項２８】
　前記ボクセル内に存在する選択核種の質量の上限を求める前記段階が、前記選択核種に
対応する第１の散乱核を評価する段階と、第２の核種に対応する第２の散乱核を評価する
段階とを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　各ボクセル内の平均原子番号を求める前記段階が、
　第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第１の数を求める段階と、
　第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第２の数を求める段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを含む、請求
項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
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　標的のボクセル内の物質の平均原子番号を求めるためのシステムであって、
　光子ビームと、
　少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数を求めるた
めの手段と、
　前記標的を視界に置くよう構成されていると共に、前記ボクセルから散乱した光子のエ
ネルギースペクトルを検出するための装備が施された検出器と、
　プロセッサとを含み、
　前記プロセッサが、前記エネルギースペクトルを用いて前記ボクセル内の物質の前記平
均原子番号を求めるように構成されており、更に、
　前記プロセッサが、前記ボクセルに入射する光子の数と、前記平均原子番号と、前記エ
ネルギースペクトルと、所定の散乱核とを用いて、前記標的ボクセル内の物質の平均原子
質量を求めるよう構成されている、システム。
【請求項３３】
　標的のボクセル内の物質を分析するための方法であって、
　前記ボクセルを光子ビームで照光する段階と、
　少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の数を求める段
階と、
　前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段
階と、
　第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第１の数を求める段階であって、前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む段階
と、
　第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光
子の第２の数を求める段階と、
　光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　前記比と光子の前記第１の数との相関関係を用いて、前記ボクセル内の物質の予想平均
原子番号及び質量を求める段階とを含む、方法。
【請求項３４】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　潜在的脅威を探して標的を走査するための方法であって、
　（ａ）前記標的内の複数ボクセルそれぞれについて、
　　　（ｉ）当該ボクセルを光子ビームで照光する段階と、
　　　（ｉｉ）ある測定方向で前記ボクセルから散乱した光子のエネルギースペクトルを
測定する段階と、
　　　（ｉｉｉ）第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与する光子
の第１の数を求める段階と、
　　　（ｉｖ）第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与する光子の
第２の数を求める段階と、
　　　（ｖ）光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　　　（ｖｉ）前記比を用いて前記ボクセル内の物質の平均原子番号を求める段階と、
　（ｂ）前記複数ボクセルそれぞれの物質の前記平均原子番号を用いて、（１）核共鳴蛍
光によって前記標的の一部を走査する動作、（２）疑わしい物質が存在するかもしれない
ことをオペレータに通知する動作、からなるグループより選択される少なくとも１つの動
作を開始するか否かを決定する段階とを含む、方法。
【請求項３６】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
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　前記平均原子番号の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む、請求項３７に記載
の方法。
【請求項３９】
　前記（ｂ）の段階において、前記（１）の動作を開始するか否かを決定する、請求項３
７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記（ｂ）の段階において、前記（２）の動作を開始するか否かを決定する、請求項３
７に記載の方法。
【請求項４１】
　潜在的脅威を探して標的を走査するための方法であって、
　（ａ）前記標的内の複数ボクセルそれぞれについて、
　　　（ｉ）当該ボクセルを光子ビームで照光する段階と、
　　　（ｉｉ）第１エネルギー範囲にあり且つ第１測定方向で前記ボクセルから散乱した
光子の第１の数を測定する段階と、
　　　（ｉｉｉ）第２エネルギー範囲にあり且つ第２測定方向で前記ボクセルから散乱し
た光子の第２の数を測定する段階と、
　　　（ｉｖ）光子の前記第１の数と光子の前記第２の数との比を計算する段階と、
　　　（ｖ）前記比を用いて前記ボクセル内の物質の平均原子番号を求める段階と、
　（ｂ）前記複数ボクセルそれぞれ内の前記物質の前記平均原子番号を用いて、（１）核
共鳴蛍光によって前記標的の一部を走査する動作、（２）疑わしい物質が存在するかもし
れないことをオペレータに通知する動作、からなるグループより選択される少なくとも１
つの動作を開始するか否かを決定する段階とを含む、方法。
【請求項４２】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記平均原子番号の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む、請求項４３に記載
の方法。
【請求項４５】
　前記（ｂ）の段階において、前記（１）の動作を開始するか否かを決定する、請求項４
３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記（ｂ）の段階において、前記（２）の動作を開始するか否かを決定する、請求項４
３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記第１測定方向が前記第２測定方向と同一である、請求項４３に記載の方法。
【請求項４８】
　前記平均原子番号の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む、請求項４７に記載
の方法。
【請求項４９】
　前記（ｂ）の段階において、前記（１）の動作を開始するか否かを決定する、請求項４
７に記載の方法。
【請求項５０】
　前記（ｂ）の段階において、前記（２）の動作を開始するか否かを決定する、請求項４
７に記載の方法。
【請求項５１】
　潜在的脅威を探して標的を走査するための方法であって、
　（ａ）前記標的中の複数ボクセルそれぞれについて、
　　　（ｉ）光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、
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　　　（ｉｉ）少なくとも１つのエネルギー範囲において前記ボクセルに入射する光子の
数を求める段階と、
　　　（ｉｉｉ）前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクト
ルを測定する段階と、
　　　（ｉｖ）前記少なくとも１つのエネルギースペクトルを用いて前記ボクセル内の物
質の平均原子番号を求める段階と、
　　　（ｖ）前記ボクセルに入射する光子の数と、前記ボクセル内の物質の前記平均原子
番号と、前記少なくとも１つのエネルギースペクトルと、前記ボクセルに対応する所定の
散乱核とを用いて前記ボクセル内の物質の質量を求める段階と、
　（ｂ）前記複数ボクセルそれぞれ内の物質の前記平均原子番号を用いて、（１）核共鳴
蛍光によって前記標的の一部を走査する動作、（２）疑わしい物質が存在するかもしれな
いことをオペレータに通知する動作、からなるグループより選択される少なくとも１つの
動作を開始するか否かを決定する段階とを含む、方法。
【請求項５２】
　前記質量の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記（ｂ）の段階において、前記（１）の動作を開始するか否かを決定する、請求項５
１に記載の方法。
【請求項５４】
　前記（ｂ）の段階において、前記（２）の動作を開始するか否かを決定する、請求項５
１に記載の方法。
【請求項５５】
　脅威となる物質を探して標的を走査するためのシステムであって、
　光子ビームを発生するための手段と、
　前記光子ビームに対して前記標的を並進させるための手段と、
　ある測定方向で前記標的の少なくとも１つのボクセルから散乱した光子の少なくとも１
つのエネルギースペクトルを検出するよう構成された少なくとも１つ検出器と、
　プロセッサとを含み、
　前記プロセッサが、第１エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第１の数
と、第２エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第２の数との比を求めるよ
う構成されており、更に、
　前記プロセッサが、前記少なくとも１つのボクセル内の物質の平均原子番号を求めるよ
う構成されており、更に、
　前記プロセッサが、前記少なくとも１つのボクセル内の物質の前記平均原子番号を用い
て、（１）核共鳴蛍光によって前記標的の一部を走査する動作、（２）疑わしい物質が存
在するかもしれないことをオペレータに通知する動作、からなるグループより選択される
少なくとも１つの動作を開始するか否かを決定するよう構成されている、システム。
【請求項５６】
　前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む、請求項５５に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記第２エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを除外する、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記プロセッサが、前記平均原子番号の空間分布を出力装置に表示させる、請求項５７
に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記プロセッサが、前記（１）の動作を開始するか否かを決定する、請求項５７に記載
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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関連出願への引用
　本願は、２００４年７月８日付けでRobert J. Ledoux及びWilliam Bertozziにより提出
された、「高エネルギー光子拡散を用いた物質の平均原子番号及び質量の特定（Determin
ation
of the Average Atomic Number and Mass of Material Using High Energy Photon
Scattering）」と題した米国特許仮出願第６０／５８６，３５１号の利益を主張し、その
内容を引用して本明細書に援用する。
【技術分野】
【０００２】
本発明は非侵入性走査の分野に関わり、より詳細には、標的又は標的の１つまたは複数部
分の平均原子番号及び質量を特定するためのシステム及び方法、並びに標的又は標的の１
つまたは複数部分に存在にするある種の元素の質量の限界を求めるシステム及び方法に関
する。
【０００３】
背景情報
標的を検査するための非侵入性検査技術に望まれる特徴は、原子番号（Ｚ）及び標的物質
の密度に加え、原子番号及び密度の空間的分布を迅速に特定する能力である。具体的には
、平均原子番号及び／又は質量の三次元における分布を、好ましくは低放射線量を用いて
迅速に特定できれば、それは、標的容器の内容物を特定する強力且つ有用な手段となる。
この情報を用いれば、手荷物、輸送コンテナ、貯蔵容器、又は陸上、海上、若しくは航空
輸送用の容器などの標的容器に、例えば原子番号Ｚが高い物質及び／又は高密度物質のよ
うなある種の物質が収容されていることを特定できる。標的容器がこうした物質を収容し
ているという情報を用いて脅威を識別することも可能である。例えば、容器中に鉛が入っ
ていれば、「汚い爆弾」又は他の放射性物質の遮蔽材が存在することを示している可能性
がある。ウランなどの原子番号Ｚが高い物質の存在は、容器中に核兵器が存在することを
示している可能性がある。更に、質量分布、平均原子番号、又はその両方は一連の検査技
法の一部とすることができる。例えば、所定のＺ及び密度範疇に一致することが確かめら
れた標的の領域を他の検査技法の入力として用いて、これら領域を更に精査することがで
きる。こうしたシステムは、都合のよい時間の尺度で脅威を判定するという利点を提供で
きる。
【０００４】
　貨物を非侵入的に検査する技法には、透過放射線（Ｘ線結像のように）を検出して標的
貨物専用コンテナ内の密度分布の二次元図を得ることが含まれる。コンプトン散乱放射線
などの散乱放射線を用いた二次元画像化の効果も実証されている。二次元結像には限界が
あるので、密度分布を三次元で得ることが望ましいことが多い。核共鳴蛍光技法を用いて
標的の二次元及び三次元像を得るための非侵入性走査が、例えば、「制動放射線の共鳴蛍
光を用いた爆発物検出」と題した米国特許第５，１１５，４５９号及び「制動放射線によ
る共鳴蛍光、共鳴吸収、及び他の電磁処理を用いた爆発物及び他の物質の検出」と題した
米国特許第５，４２０，９０５号に記載されており、両者の内容は参照して本明細書で援
用する。
【０００５】
発明の概要
　光子ビームの散乱に起因する散乱光子エネルギースペクトルの測定を介して、貨物、輸
送コンテナ、手荷物、及び他の標的の非侵入性走査を実行するための方法及びシステムを
開示する。本明細書に開示した方法及びシステムは、５１１ｋｅＶ消滅ピークに寄与する
過程と、コンプトン散乱やラザフォード散乱のような過程よりも強いＺ依存を示すより高
次の過程とを利用するものであり、これらより高次の過程の幾つかはより高いエネルギー
で生じる。開示した方法及びシステムは、ほとんどの物質に関してＫ端を上回るエネルギ
ーで生じる放射の強い透過の利点も利用するので、標的の深部からの信号に寄与する光子
の標的内部損失が少なくなる。これによって、より低い光子エネルギーで動作するシステ
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ムでは実行が難しいことがある大型で且つ／又は高密度の標的の検査が可能となる。更に
、本明細書で開示した方法を用いて、Ｚが高い物質の存在の質量限度データや、２次元及
び３次元の平均原子番号及び／又は密度データを、ＮＲＦ画像化に比べてより迅速により
低い照射線量で求めることができる。
【０００６】
　一様態では、標的のボクセル内の物質を分析するための方法は、前記ボクセルを光子ビ
ームで照光する段階と、第１エネルギー範囲にあり且つ第１測定方向で前記ボクセルから
散乱した光子の第１の数を測定する段階と、第２エネルギー範囲にあり且つ第２測定方向
で前記ボクセルから散乱した光子の第２の数を測定する段階と、光子の前記第１の数と光
子の、前記第２の数に対する比を求める段階と、前記比を用いて前記ボクセル内の前記物
質の平均原子番号を求める段階とを含む。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲
は５１１ｋｅＶを含む。更なる実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを
除外する。他の実施形態では、前記第１方向は前記第２方向と同一である。
【０００７】
　一様態では、標的のボクセル内の物質を分析するための方法は、前記ボクセルを光子ビ
ームで照光する段階と、ある測定方向で前記ボクセルから散乱した光子のエネルギースペ
クトルを測定する段階と、第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与
する光子の第１の数を求める段階と、第２エネルギー範囲において前記エネルギースペク
トルに寄与する光子の第２の数を求める段階と、光子の前記第１の数の、光子の前記第２
の数に対する比を計算する段階と、前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子
番号を求める段階とを含む。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅ
Ｖを含む。更なる実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。
【０００８】
　一様態では、標的のボクセル内の物質を分析するためのシステムは、光子ビームを発生
するための装置と、第１測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第１エネルギースペ
クトルを検出するよう構成された第１検出器と、プロセッサとを含み、前記プロセッサが
、第１エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第１の数の、第２エネルギー
範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第２の数に対する比を求めるよう構成されてお
り、更に、前記プロセッサが、前記ボクセル内の平均原子番号を求めるよう構成されてい
る。他の実施形態では、標的のボクセル内の物質を分析するためのシステムは、第２測定
方向で前記ボクセルから散乱した光子の第２エネルギースペクトルを検出するよう構成さ
れた第２検出器を更に含む。更に別の実施形態では、前記第１角度は前記第２角度と同一
である。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを含む。更なる別
の実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。
【０００９】
　別の様態では、標的のボクセル内の物質を分析するための方法は、光子ビームで前記ボ
クセルを照光する段階と、前記ボクセルへの入射束を求める段階と、前記ボクセルから散
乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段階と、前記測定エネル
ギースペクトルを用いて前記ボクセル内の平均原子番号を求める段階と、前記入射束と、
前記ボクセル内の前記物質の前記平均原子番号と、前記測定エネルギースペクトルと、前
記ボクセルに対応する散乱核の所定値とを用いて前記ボクセル内の質量を求める段階とを
含む。更なる実施形態では、前記ボクセル内の平均原子番号を求める前記段階は、第１エ
ネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の第１
の数を求める段階と、第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくと
も１つに寄与する光子の第２の数を求める段階と、光子の前記第１の数の、光子の前記第
２の数に対する比を計算する段階と、前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原
子番号を求める段階とを含む。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋ
ｅＶを含む。更なる別の実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外す
る。
【００１０】
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　別の様態では、標的の複数ボクセル内の物質を分析するための方法は、（ａ）光子ビー
ムで前記ボクセルを照光する段階と、（ｂ）前記ボクセルそれぞれについて、前記ボクセ
ルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段階と、（ｃ）
前記ボクセルそれぞれについて、前記測定エネルギースペクトルを用いて前記ボクセル内
の前記物質の平均原子番号を求める段階と、（ｄ）前記ボクセルそれぞれについて、（ｉ
）前記ボクセルへの入射束を求める段階と、（ｉｉ）前記入射束と、前記ボクセル内の前
記物質の前記平均原子番号と、前記測定エネルギースペクトルと、前記ボクセルに対応す
る散乱核の所定値とを用いて前記ボクセル内の質量を求める段階とを含む。更なる実施形
態では、前記ボクセルそれぞれ内の平均原子番号を求める前記段階は、第１エネルギー範
囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の第１の数を求め
る段階と、第２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄
与する光子の第２の数を求める段階と、光子の前記第１の数の、光子の前記第２の数に対
する比を計算する段階と、前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求
める段階とを含む。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを含む
。更に別の実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。
【００１１】
　別の様態では、標的の複数ボクセル内の物質を分析するための方法は、（ａ）光子ビー
ムで前記ボクセルを照光する段階と、（ｂ）前記ボクセルそれぞれから散乱した光子の少
なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段階と、（ｃ）前記測定エネルギースペ
クトルを用いて前記ボクセルそれぞれ内の平均原子番号を求める段階と、（ｄ）前記ボク
セルそれぞれについて、（ｉ）前記ボクセルに入射する光子束を求める段階と、（ｉｉ）
前記平均原子番号と、前記測定エネルギースペクトルと、散乱核の所定値とを用いて前記
ボクセル内の平均質量を求める段階と、（ｅ）各ボクセル内の前記推定平均質量と前記平
均原子番号とを用いて、前記標的を出る推定出口束を計算する段階と、前記標的を出る測
定出口束を測定する段階と、前記推定出口束と前記測定出口束との差を計算する段階と、
前記推定出口束と前記出口束との前記計算差に基づいて、各ボクセル内の前記推定平均質
量の補正を計算する段階とを含む。別の実施形態では、各ボクセル内の前記推定平均質量
の補正を計算する前記段階が、各ボクセルについて、当該ボクセル内の前記推定平均質量
に比例して、前記推定出口束と前記出口束との前記計算差への寄与を割り当てる段階を含
む。別の実施形態では、各ボクセル内の前記推定平均質量の補正を計算する前記段階が、
前記推定出口束と前記出口束との前記計算差が最小となるように、最小化手順を用いて各
ボクセル内の前記推定平均質量を調整する段階を含む。更に別の実施形態では、各ボクセ
ル内の前記推定平均質量の補正を計算する前記段階が、前記推定出口束と前記出口束との
前記計算差が最小となるように、各ボクセル内の前記計算平均原子番号を調整する段階を
含む。
【００１２】
　別の様態では、標的のボクセル内の物質を分析するための方法は、（ａ）光子ビームで
前記ボクセルを照光する段階と、（ｂ）前記ボクセルに入射する入射束を求める段階と、
（ｃ）前記ボクセルから散乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定す
る段階と、（ｄ）（ｉ）前記入射束と前記測定エネルギースペクトルとを用いて前記ボク
セル内の平均原子番号求める段階、及び（ｉｉ）前記平均原子番号と、前記測定エネルギ
ースペクトルと、散乱核の所定値とを用いて前記ボクセル内の質量を求める段階によって
、前記ボクセル内の質量を求める段階と、（ｅ）前記測定エネルギースペクトルと前記ボ
クセル内の前記質量とを用いて、前記ボクセル内に存在する選択核種（原語：species）
の質量の上限を求める段階とを含む。更なる実施形態では、前記ボクセル内に存在する選
択核種の質量の上限を求める前記段階は、前記選択核種に対応する第１の散乱核を評価す
る段階と、第２の核種に対応する第２の散乱核を評価する段階とを含む。更なる実施形態
では、各ボクセル内の平均原子番号を求める前記段階は、第１エネルギー範囲において前
記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の第１の数を求める段階と、第
２エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の
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第２の数を求める段階と、光子の前記第１の数の、光子の前記第２の数に対する比を計算
する段階と、前記比を用いて前記ボクセル内の前記物質の平均原子番号を求める段階とを
含む。更なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを含む。更なる別の
実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。
【００１３】
　別の様態では、標的のボクセル内の平均原子番号を求めるためのシステムは、光子ビー
ムと、前記ボクセルに入射する入射束を求めるための手段と、前記標的を視界に置くよう
構成されていると共に、前記ボクセルから散乱した光子のエネルギースペクトルを検出す
るための装備が施された検出器と、プロセッサとを含み、前記プロセッサが、前記エネル
ギースペクトルを用いて前記ボクセル内の前記平均原子番号を求めるように構成されてお
り、更に、前記プロセッサが、前記入射束と、前記平均原子番号と、前記エネルギースペ
クトルと、散乱核の所定値とを用いて、前記標的ボクセル内の平均原子質量を求めるよう
構成されている。
【００１４】
　別の様態では、標的のボクセル内の物質を分析するための方法は、前記ボクセルを光子
ビームで照光する段階と、前記ボクセルへの入射束を求める段階と、前記ボクセルから散
乱した光子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段階と、第１エネルギー
範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の第１の数を求
める段階であって、前記第１エネルギー範囲が５１１ｋｅＶを含む段階と、第２エネルギ
ー範囲において前記エネルギースペクトルの少なくとも１つに寄与する光子の第２の数を
求める段階と、光子の前記第１の数の、光子の前記第２の数に対する比を計算する段階と
、前記比と光子の前記第１の数との相関関係を用いて、前記ボクセル内の予想平均原子番
号及び質量を求める段階とを含む。更なる実施形態では、前記第２エネルギー範囲は５１
１ｋｅＶを除外する。
【００１５】
　更に、本開示は、潜在的脅威を探して標的を走査するための方法及びシステムを記載す
る。一様態では、潜在的脅威を探して標的を走査するための方法は、（ａ）前記標的内の
複数ボクセルそれぞれについて、（ｉ）当該ボクセルを光子ビームで照光する段階と、（
ｉｉ）ある測定方向で前記ボクセルから散乱した光子のエネルギースペクトルを測定する
段階と、（ｉｉｉ）第１エネルギー範囲において前記エネルギースペクトルに寄与する光
子の第１の数を求める段階と、（ｉｖ）第２エネルギー範囲において前記エネルギースペ
クトルに寄与する光子の第２の数を求める段階と、（ｖ）光子の前記第１の数の、光子の
前記第２の数に対する比を計算する段階と、（ｖｉ）前記比を用いて前記ボクセル内の物
質の平均原子番号を求める段階と、（ｂ）前記複数ボクセルそれぞれの前記平均原子番号
を用いて、更なる動作を開始するか否かを決定する段階とを含む。更なる実施形態では、
前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを含む。更なる別の実施形態では、前記第２エネ
ルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。更に他の実施形態では、前記方法は、前記平均原
子番号の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む。更に他の実施形態では、前記更
なる動作が、核共鳴蛍光によって前記標的の一部を走査する段階か、疑わしい物質が存在
するかもしれないことをオペレータに通知する段階かを含む。
【００１６】
　別の様態では、潜在的脅威を探して標的を走査するための方法は、（ａ）前記標的内の
複数ボクセルそれぞれについて、（ｉ）当該ボクセルを光子ビームで照光する段階と、（
ｉｉ）第１エネルギー範囲にあり且つ第１測定方向で前記ボクセルから散乱した光子の第
１の数を測定する段階と、（ｉｉｉ）第２エネルギー範囲にあり且つ第２測定方向で前記
ボクセルから散乱した光子の第２の数を測定する段階と、（ｉｖ）光子の前記第１の数の
、光子の前記第２の数に対する比を計算する段階と、（ｖ）前記比を用いて前記ボクセル
内の物質の平均原子番号を求める段階と、（ｂ）前記複数ボクセルそれぞれ内の前記物質
の前記平均原子番号を用いて、更なる動作を開始するか否かを決定する段階とを含む。更
なる実施形態では、前記第１エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを含む。更なる別の実施形態
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では、前記第２エネルギー範囲は５１１ｋｅＶを除外する。更に他の実施形態では、前記
方法は、前記平均原子番号の空間分布を出力装置に表示する段階を更に含む。更に他の実
施形態では、前記更なる動作が、核共鳴蛍光によって前記標的の一部を走査する段階か、
疑わしい物質が存在するかもしれないことをオペレータに通知する段階かを含む。
【００１７】
　別の様態では、潜在的脅威を探して標的を走査するための方法は、（ａ）前記標的中の
複数ボクセルそれぞれについて、（ｉ）光子ビームで前記ボクセルを照光する段階と、（
ｉｉ）前記ボクセルへの入射束を求める段階と、（ｉｉｉ）前記ボクセルから散乱した光
子の少なくとも１つのエネルギースペクトルを測定する段階と、（ｉｖ）前記測定エネル
ギースペクトルを用いて前記ボクセル内の平均原子番号を求める段階と、（ｖ）前記入射
束と、前記ボクセル内の物質の前記平均原子番号と、前記測定エネルギースペクトルと、
前記ボクセルに対応する散乱核の所定値とを用いて前記ボクセル内の質量を求める段階と
、前記複数ボクセルそれぞれ内の前記質量及び前記平均原子番号を用いて、更なる動作を
開始するか否かを決定する段階とを含む。
【００１８】
　別の様態では、脅威となる物質を探して標的を走査するためのシステムは、光子ビーム
を発生するための手段と、前記光子ビームに対して前記標的を並進させるための手段と、
ある測定方向で前記標的の少なくとも１つのボクセルから散乱した光子の少なくとも１つ
のエネルギースペクトルを検出するよう構成された少なくとも１つの検出器と、プロセッ
サとを含み、前記プロセッサが、第１エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子
の第１の数の、第２エネルギー範囲にあるエネルギーを備えた散乱光子の第２の数に対す
る比を求めるよう構成されており、更に、前記プロセッサが、前記ボクセル内の平均原子
番号を求めるよう構成されており、更に、前記プロセッサが、前記ボクセル内の前記平均
原子番号を用いて、更なる動作を開始するか否かを決定するよう構成されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　全体的な理解を可能とするため、幾つかの例示的な実施形態を次に説明するが、通常の
技能を備えた当業者であれば、本明細書に記載された装置及び方法を変更及び修正して、
他の適切な応用例となる装置及び方法を提供できることや、それ以外の追加及び修正が、
本明細書に記載された装置及び方法の範囲から逸脱することなく可能であることは理解す
るはずである。
【００２０】
　特記しない限り、ある実施形態の詳細を変える典型的な特徴の実現としてこれらの例示
的な実施形態を理解できるはずである。従って、特記しない限り、実例の特徴、構成要素
、モジュール、及び／又は様態を、開示した装置又は方法から逸脱することなく、他の方
法で、組み合わせたり、指定したり、交換したり、且つ／或いは再編成したりすることが
できる。加えて、構成要素の形状及びサイズはまた、代表的なものであり、特記しない限
り、開示した装置又は方法に影響を与えることなく変更できる。
【００２１】
　非侵入性走査用途で共鳴散乱測定（核共鳴蛍光又はＮＲＦとも呼ばれる）において制動
放射線源のような連続スペクトル光子を使用する代表的なシステムが、米国特許第５，１
１５，４５９号及び５，４２０，９０５号に説明されている。本明細書で説明する方法及
びシステムは、非共鳴散乱作用を用いた測定用にこれと類似の装置を利用してもよい。
【００２２】
　スキャナ構成の代表的な一実施形態の概略図を図１に示した。
【００２３】
　このシステムは、一定のエネルギー範囲にわたるエネルギースペクトルを備えた光子を
発生する光子源１２を含む。適切な光子源には、制動放射線源、放射性源からの原子核崩
壊を用いたコンプトン広がり（原語：Compton-broadened）光子源、コヒーレント制動放
射線、自由電子レーザ、高エネルギー電子からのレーザ後方散乱、中性子捕獲光子、又は
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当業者に公知の他の光子源が含まれうる。
【００２４】
　図１に示した実施形態では、光子源１２は制動放射線源でよく、制動放射線標的１６に
入射する電子ビーム３２を発生する電子源１４を含むことができる。この電子ビーム３２
は、標的１６に入射して制動放射線光子ビーム３４を発生させる。制動放射線標的１６の
後方には電子３２を止めるビームストッパー（図示しない）を設けてもよい。所望ならフ
ィルタ５２をビームストッパーの後に設けて、制動放射線ビーム３４から低エネルギー光
子を除去してもよい。コリメータ１８を用いて制動放射線ビーム３４をコリメートするこ
とができる。遮蔽材（図示しない）で光子源１２を囲んでもよい。適切で代表的な制動放
射線光子源は、米国特許第５，１１５，４５９号に記載されている。
【００２５】
　貨物専用コンテナ、輸送コンテナ、手荷物、小包、又は他のコンテナ若しくは物体など
の走査対象となる標的２０は、光子ビーム３４の通路に配置すればよい。一実施形態では
、この標的は、例えばコンベアベルトなどによりビーム通路を通過させてもよい。別の実
施形態では、光子源１２を移動したり電子ビーム３２を操作したりして、標的２０にビー
ム３４を走査してもよい。当業者であれば、標的コンテナ２０上に光子ビーム３４を走査
する他の方法が分かるはずである。標的２０は標的内容物２２を含むことがある。入射す
る光子ビーム３４は標的の内容物２０に衝突し、光子４８が内容物２２及び標的２０を透
過すると共に、内容物２２及び標的２０から散乱する。
【００２６】
　検出装置３８及び４０は検出器アレー４２を含むことができ、所与の１つ又は複数方向
に散乱した光子のエネルギーを、捕獲、測定、カウント、且つ／又は記録できる。幾つか
の適切で代表的な検出装置は米国特許第５，１１５，４５９号に記載されている。検出装
置３８又は４０は、低エネルギー光子を吸収するための各検出器の表面を覆うフィルタと
、遮蔽材（図示しない）とを更に含むこともできる。コリメーティングアパーチャ１８か
らの散乱は、検出装置３８又は４０に向かうかなりの量の光子となりうるので、コリメー
タと検出装置３８又は４０との間にシャドウシールド（図示しない）を設けてもよい。ビ
ーム３４が標的２０を通過する際に吸収されないビーム３４のエネルギーを吸収するため
、ビームダンプ３０を設けてもよい。遮蔽材（図示しない）は、標的を出し入れするため
の適切な手段の設置を可能としながら、装置全体を取り囲んでもよい。
【００２７】
　検出装置３８又は４０からのデータは、そのデータを分析できるプロセッサ４６に送ら
れて、後述するように平均原子番号、質量、選択した元素の質量の上限を特定するために
用いられる。このデータは前処理電子装置４４で前処理できる。こうした前処理電子装置
には、前置増幅器、フィルタ、タイミング電子装置、及び／又は他の適切な前処理電子装
置が含まれる。（前処理電子装置４４は直列的に接続して図示されているが、プロセッサ
４６に並列接続してもよい。）プロセッサ４６を更に適合してデータを評価させ、標的体
積の内容物が１つ又は複数の所定の検出閾値を満足或いは超過するかを判断できる。例え
ば、プロセッサ４６は、照射した各標的体積のデータを「標準」標的体積のプロフィルと
比較して、照射した標的体積を「疑わしい」と考えるべきかを判断できる。更に、プロセ
ッサ４６は、後述するように他の脅威検出ヒューリスティックスでプログラムしてもよい
。更に、後に詳述するように、プロセッサ４６は、本システムの光子ビーム、走査、検出
、及び／又は他の側面に関する様々なパラメータを制御できる。
【００２８】
　検出装置３８及び／又は４０を、光子ビームに対する測定角度θとして光子ビーム３４
の方向に関して９０度を上回る角度で標的２０を視界に置くように構成できる。代表的な
一実施形態では、検出装置４０は概ね１３０度の測定角度で標的を視界においている。
【００２９】
　ビーム３４は標的内容物２２を通過する。このビームは、残りのエネルギーの概ね全て
を吸収するように設計されたビームダンプ３０で吸収できる。例えば、１０メガ電子ボル
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ト用の適切なビームダンプは、ボロン又はリチウムを含む含水素物質からなる層、カーボ
ン層、及び鉄層を含むことができ、これらの層は、逆流低エネルギー光子から側面及び検
出器を遮蔽する鉛及び／又は鉄のシールドの空洞内に形成されている。ボロン又はリチウ
ムを含む含水素物質の層が、このシールドの外部を囲むようにしてもよい。この空洞の深
さ、ビームの寸法、検出器の方向性コリメーション、及び検出器の正確な位置は関連した
パラメータであって、ビームダンプから検出器に入る逆流光子の数を最小化するために互
いに適合させることができる。この目標を満足できるように、付加的なシャドウシールド
を設置できる。
【００３０】
　本明細書に記載した技術を用いて様々な方法の走査を実行できる。光子源１２全体、標
的２０、又は単にアパーチャ１８を移動させることにより、手荷物をビームで走査できる
。又、磁石で電子ビームを偏向させることによっても、光子ビームの方向を掃引できる。
光子ビームの好適な幾何学的形状は、スポット（円錐）及びストライプを含む。当業者で
あれば、他の好適な走査構成、幾何学的形状、及びパターンが存在することを理解し、利
用できるはずである。
【００３１】
　例えば、一実施形態では、小型の円形アパーチャ１８を使ってビーム３４を概ね１／２
０ラジアン（約３度）の平均角度までコリメートすれば、このアパーチャから１メートル
離れたスポットは直径が約１０ｃｍとなり、手荷物の中身を画像化するには適切な大きさ
となる。より高い解像度が所望なら、より厳密にコリメートしたビームを用いてもよい。
或いは、高速走査を行い且つ／又はより大型の標的を対象とするにはより大型スポットサ
イズが好ましい場合もある。
【００３２】
　仮に垂直スリットアパーチャを用いて光子ビーム３４をコリメートし、手荷物への入射
地点で１０ｃｍ幅の狭いストライプを発生させると、例えば長さ６０ｃｍのスーツケース
であれば、それがコンベアベルトに乗って移動する際に数秒間で走査できるはずである。
或いは、可調節コリメータによって、或いは光子ビーム３４を生成するのに用いる電子ビ
ーム３２の磁界偏向によって、光子ビーム３４を垂直に掃引されるスポットにコリメート
したりできる。仮にコリメーションが垂直ストライプ形状であっても、自然のコリメーシ
ョンを反映して中心強度は最大のままとなり、電子ビーム３２の磁界偏向は画像化に有用
となりうる。他の実施形態では、垂直以外の構成を備えたストライプを用いてもよい。
【００３３】
　更に、実施形態によっては、パルス光子ビームを用いて空間分解能を実現できる。光子
源が電子加速器により適切なパルス構造を備えて発生される場合、電子パルスと検出時刻
との間の相対時間を用いて可能な相互作用点の空間的位置を推定できる。
【００３４】
　標的２０は複数部分すなわち「ボクセル」に分割されるものとして考えることができる
。各ボクセルは、光子ビーム３４と平行検出器４２の視界との３次元交差であると考えれ
ばよい。こうした１つのボクセル５０を図１に示した。
【００３５】
　プロセッサ４６は、検出装置３８及び／又は４０を任意に組み合わせた装置から得られ
たデータを分析するように適合できる。例えば、プロセッサ４６を、「標準」プロフィル
内に入る質量又は原子番号分布に関する統計情報でプログラムしてもよい。これらのプロ
フィルから有意に逸脱する単一の標的体積すなわちボクセル５０或いは複数体積すなわち
ボクセル５０の組合せを、「疑わしいもの」として識別してよい。又、プロセッサ４６は
、データを、特定タイプの脅威が存在する可能性が高いことを示す記憶済みプロフィルと
比較するように適合してもよい。例えば、標的の一領域が爆発物或いは典型的には放射能
遮蔽材として使用される高密度物質の元素プロフィルを明らかに示す場合、プロセッサ４
６は脅威検出肯定イベントを通知してもよい。このシステムは、様々な方法の何れかで脅
威検出肯定イベントに応答でき、それら方法には、より高い分解能で当該領域を再走査す
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ること、特定の物質に関して異なるタイプの走査（例えばＮＲＦ走査）を実行すること、
標的内容物の像を表示すること、及び／又は人間のオペレータに通知することが含まれる
。
【００３６】
　上述の検出方法は、標的２０及び標的内容物２２からの散乱を検出装置アレイ３８及び
／又は４０の検出器４２により検出させる段階を含み、標的内容物２２の三次元像を得る
ために使用できる。例えば、各ボクセル５０における平均原子番号を本明細書に記載した
方法に従って測定した場合、こうしたデータは所望なら、平均原子番号の空間的分布を表
示する標的内容物２２の三次元像として再構成してもよい。同様に、各ボクセルの質量測
定値を用いて、標的内にある質量の三次元分布を画像として構成してもよい。
【００３７】
　図１に示した実施形態では、本システムには、標的２０を透過する光子の強度及び／又
はエネルギーを、光子ビーム３４が標的２０に当たる位置の関数として（或いは、制動放
射線源に関しては、電子ビームが制動放射線標的に当たる位置の関数として）測定可能な
、Ｘ線撮像装置のような正透過検出器２４を含めることもできる。例えばこうした測定値
を用いて、光子ビーム３４の軸に沿って投影した、標的２０の平均密度の写像を得ること
も可能である。こうすることで、標的の透過濃度を示す非常に正確な像を構築できる。こ
うした画像は標的内の物質密度が高い部分を識別でき、これは爆発物又は原子数が高い物
質の検出に更に役立つはずである。（又、特に低エネルギーでの標的２０からの後方散乱
を検出することで類似の密度画像化が可能となる。）又、透過検出器２４を使えば、標的
２０を透過する全光子束を、空間分解能を用いて或いは用いないでエネルギーの関数とし
て測定できる。
【００３８】
　標的容器の非侵入性検査を実現するための代表的システムを図２に更に概略的に示した
。光子の平行ビーム３４が標的２０に当たる。この平行光子ビーム３４は上述したように
、対象とするエネルギー領域において連続スペクトルを備えることができ、制動放射線、
放射線崩壊、又は本発明の分野で公知の手段などの様々な機構により発生できる。標的に
当たる前の光子ビームの強度及びエネルギー（「入射束」ＦＩ）は、設計及び制御パラメ
ータから又は直接的な測定から、或いはその両方から知ることができる。
【００３９】
　一実施形態では、標的２０における入射束ＦＩを測定且つ／又は監視するには、束測定
装置を光子ビーム内の位置７２に挿入すればよい。この束測定装置は例えば電位計及び／
又は電離真空計でよく、こうした装置では、光子ビーム３４が、当該ビームのエネルギー
において光子と既知の相互作用する断面を備えた物質を透過する。次に、束測定装置は、
光子ビームが上記物質と相互作用する際に発生される電流を、好適には光子エネルギーの
関数として測定し、入射束ＦＩを出力する。（後述するように出口束を測定するため、類
似の束測定装置７４を標的２０の下流に配置してもよい。）
【００４０】
　標的及び／又はその内容物から散乱した光子は、光子検出器４２又は光子検出器アレイ
３８で検出でき、こうした検出器は標的の特定部分を視界に置くためにコリメートできる
。この例における光子検出器の視界に入る空間容積は、ビームの断面積とその検出器のコ
リメーション軸に沿った検出器視界により決定される。（上述のように、標的容積の光子
検出器の視界に入る部分、すなわち光子ビーム３４の通路と検出器４２の視野との空間的
共通部分を「ボクセル」と呼び、ボクセルは標的内容物の三次元空間の体積要素である。
各ボクセルの正確な形状（不規則であることもある）はビームの形状及び寸法と各検出器
のコリメートした視界の形状とにより決定される。）図２に概略的に示した実施形態では
、検出器４２のアレイ３８は、例えばビーム３４に沿ったボクセル６２、６４、及び６６
等の複数のボクセルから散乱する光子を同時に視界に納めることができる。コリメート光
子検出器のアレイ３８は、本明細書で記載した方法の一般原理を損なうことなく視界容積
を変更できる単一の（或いは任意数の）光子検出器と取り替えてもよい。光子検出器４２
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は、入射ビーム方向に対する測定方向θに散乱する光子の数及びエネルギー分布を測定す
る。各検出器内に散乱する光子のエネルギースペクトルの率（固定した時間カウントにお
ける光子の積分又は数）及び形状は、（ｉ）検出器の視界に入るボクセルに到達する入射
光子束の強度及びエネルギー分布と、（ｉｉ）視界に入るボクセルの密度及び組成と、（
ｉｉｉ）入射光子ビームに対する、検出器が向けられた方向の作る角度θと、（ｉｖ）光
子検出器の効率及びエネルギー解像度と、（ｖ）ボクセルと検出器との間にある物質の密
度及び／又は組成とに依存する。
【００４１】
　図３は、散乱した光子エネルギースペクトルが、精査対象である標的部分の組成に依存
することを示している。図３では、鉛、銅、及び複数枚の紙の層（雑誌）で囲んだＢ２Ｏ

３の粉体からなる標的から（光子ビーム３４の方向に対して）１３０°の角度で散乱した
光子のエネルギースペクトルを類似の入射光子ビームについて示す。図３で注目すべき重
要な特徴は、５１１ｋｅＶでの陽電子消滅ピーク以外におけるエネルギーに関する光子エ
ネルギースペクトルの振幅における大きな差である。図示したように、消滅ピークを除い
て光子強度はＺの増大と共に増大する。例えば、図示したように、５１１ｋｅＶを上回る
エネルギーに関する鉛（Ｚ＝８２）の光子エネルギースペクトルの光子強度は、類似の或
いはより大きな照射質量を備えたＺが低い他の散乱材料の光子強度に比べて概ね一桁大き
くなる。５１１ｋｅＶピーク未満のエネルギーに関する光子エネルギースペクトルは、Ｚ
の増加に伴って光子強度が同様に増加することを示しており、後述するＺ測定技術に利用
できる。しかし、概ね１５０ｋｅＶ未満のエネルギー値においては、光子エネルギースペ
クトルは標的材料及び／又は存在する任意遮蔽材中のＫ端の効果によって大きな影響を受
ける。従って、こうした低エネルギーは平均Ｚ測定には理想的とはいえない。
【００４２】
　図３に示した特徴は一般的なものであり、例えば１ＭｅＶを上回るエンドポイントエネ
ルギーを備えた光子制動放射線ビームでサンプルを照射することにより得られた散乱光子
エネルギースペクトルにおいて観察できる。当業者なら理解するはずだが、類似の光子エ
ネルギースペクトルが様々な検出器の幾何学的配置を用いても観察可能なはずである。こ
うした幾何学的配置には、入射光子ビームに対して概ね９０°を上回る視角で配置された
任意の検出器を含むがそれに限定されない。
【００４３】
　図３に示したような散乱光子エネルギースペクトルは、原子番号が高い物質を識別する
ための高速検出方式の基礎となる一般的且つ重要な特徴を備えている。すなわち、制動放
射線ビームに対して概ね９０°を上回る角度で散乱し且つ制動放射線ビームのエンドポイ
ントを大きく下回るエネルギーにおいて散乱した光子エネルギースペクトルの部分は、物
質の原子番号に大きく依存する。例えば、鉛の試料は類似質量の銅に比べて概ね一桁高い
強度を示している。この光子エネルギースペクトルの特徴が原子番号に依存していること
を用いて、後述のように、標的容器の内容物の平均原子番号を特定し且つ／又はマッピン
グできる。
【００４４】
　更に、後に詳述するように、検査対象となる標的物質のボクセルにおける測定平均原子
番号は後述する方法で得られたものであり、この平均原子番号を、測定した絶対散乱光子
強度と共に用いてボクセルの総質量を測定できる。
【００４５】
代表的な方法
　次の方法を用いて標的容器を非侵入的に検査し、内容物の平均原子番号を特定できる。
図１及び２に概略的に示したように、光子ビーム３４は標的２０に当たるよう構成されて
いる。標的容器の面に光子ビームを垂直に走査してもよい。標的容器は、ビーム方向に対
して且つ走査方向に対して垂直にシステム内を移動させ、容器の全ての領域が検査できる
ようにしてもよい。図２に概略的に示したように、ビームの全ての位置に関し、平行検出
器は、ビームと検出器の平行視界が交差するボクセルを検査する（検出器が検査するボク
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セルは隣接配置してもよい。すなわち、図２に図示したボクセル６２、６４、及び６６は
分かり易く図示するため空間的に離間した）。この検査システムはプロセッサ４６を含む
ことができ、このプロセッサは検出器アレイからのデータを動的に分析して、ビームで照
射された各ボクセルにおける特定物質の平均原子番号Ｚ、物質の質量、及び／又は質量の
範囲を後述の方法を用いて迅速に測定する。
【００４６】
　代表的な一検査システムは、光子検出器から光子カウント及び／又はエネルギー分布を
収集するためのデータ収集素子を含むことができる。更に、プロセッサは、収集したデー
タの分析結果次第では更なる動作をとるか否かを決定する脅威検出ヒューリスティックス
でプログラムしてもよい。こうした追加動作には、潜在的な脅威を人間のオペレータに通
知することや、自動システム又は人間のオペレータにより開始且つ／又は実行される更な
る測定を引き起こすことを含むことができる。例えば、このシステムをプログラムして、
所定範囲又は閾値を上回る平均原子番号を備えた物質の存在が検出されるとオペレータに
警告したり、追加測定を実行したりさせてもよい。こうした追加測定には、標的の選択領
域を高解像度で走査することを含めてもよい。又、追加測定には、標的の同位体内容物又
は標的の一部を更に分析するため、ＮＲＦ画像化などの他の走査方法で標的を走査するこ
とを含めることができる。標的の平均原子番号及び／又は質量分布を測定するための代表
的な一システムは、標的の平均原子番号及び／又は質量測定と、標的の付加的なＮＲＦ画
像化とを実行するために同一の検出器を使用してよい。或いは、付加的な組の検出器を更
なる画像化のために使用してもよい。図１に示したように、このシステムは、米国特許第
５，１１５，４５９号及び５，４２０，９０５号に記載されているようなＮＲＦ画像化に
使用可能な検出器アレイ３８及び／又は４０を含むことができる。更に図１に示したよう
に、このシステムは、これも米国特許第５，１１５，４５９号及び５，４２０，９０５号
に記載されているような基準散乱体２８及び検出器アレイ３６を用いて透過ＮＲＦ検出を
行うように構成してもよい。
【００４７】
　実施形態によっては、プロセッサ４６を構成することによって、容器の内容物の二次元
又は三次元画像を形成するように各ボクセルの平均原子番号値及び／又は平均密度を、色
や陰影を使うなどして視覚表示できる。更に、プロセッサを構成して、一定の閾値を上回
る平均原子番号を備えた容器の領域を表示させてもよい。
　平均原子番号の測定
【００４８】
　ボクセル中の物質の平均原子番号、Savは、散乱光子のエネルギースペクトルの２つの
エネルギー領域における測定光子カウントの比によって第１の近似で求められる。（「光
子スペクトル」、「エネルギースペクトル」、及び「光子エネルギースペクトル」という
用語は本開示全体で交換可能に使用されており、各エネルギーチャンネルで検出された光
子エネルギーのスペクトル分布又はカウント数を表す。）例えば、領域１は、標的ボクセ
ルにおける陽電子生成及び消滅から発生した５１１ｋｅＶの線を含むことがあろうし、領
域２は、データ処理システムにプログラム又は入力される、６００ｋｅＶで発生し且つよ
り高いエネルギー限界に向かうエネルギーバンドを含むこともあろう。このより高いエネ
ルギー領域は非常に広いことがある。すなわち、代表的な一実施形態では、６００ｋｅＶ
で始まり約２ＭｅＶまでの範囲となる。代替的な一実施形態では、計数統計が適切であれ
ば、一方又は両方の領域が単一の検出チャンネルと同程度の狭さとなることもある。正確
なエネルギー範囲は、当該用途に固有の要件により決定され、当該用途におけるより高い
エネルギーチャンネルで得られた計数統計、検出器解像度、又は信号対雑音比に依存する
ことがある。６００ｋｅＶは任意限界であること、及び上述のように１５０ｋｅＶを上回
るエネルギーが好適だが、５１１ｋｅＶピークを除いたいかなるエネルギー範囲を用いて
もよいことは理解されるはずである。実際には、より高いエネルギー領域の選択には、中
心エネルギーを選び、次に雑音がその領域の統計変動に大きく影響しないように幅を選べ
ばよい。



(18) JP 5054518 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

【００４９】
　Ｒ（Ｚ）は、領域１における散乱光子強度の、領域２における散乱光子強度に対する比
を表すものとする。図４は、Ｒ（Ｚ）を、概ね同一の有効質量のＺ＝９２，８２，２９，
及び～７（それぞれ紙で包んだウラン、鉛、銅、及びＢ２Ｏ３）である物質に関してプロ
ットしたものである。図４では、Ｅ１は、Ｒ（Ｚ）の分子が５１１ｋｅＶピークでの積分
値となるように選択した。Ｅ２は概ね６００ｋｅＶ±５ｋｅＶであった。
【００５０】
　図４から分かるように、Ｒ（Ｚ）の原子番号Ｚへの依存が明確に現れている。一般に、
標的中の平均原子番号が高いほど、Ｒ（Ｚ）の値が低くなる。この比は、ボクセルに含ま
れる物質の質量全体にはほとんど影響を受けない。従って、ボクセル中の平均原子番号を
測定するには、適切に選択したエネルギー領域１及び２それぞれで拡散した光子をカウン
トし、比Ｒ（Ｚ）を計算し、その結果を図４に示したようなＲ（Ｚ）曲線と比較すればよ
い。この比較に用いる既知のＲ（Ｚ）曲線を実験的に求めるには、Ｚが既知の試験標的を
ビームの通路に配置し、一定範囲のＺを備えた幾つかのこうした標的からのＲを測定すれ
ばよい。別法としては、標的中で発生する相互作用の解析又は統計モデリングによっても
Ｒ（Ｚ）曲線を求めることができる。
【００５１】
　消滅ピークを含む区間Ｅ１の大きさによっては、比Ｒ（Ｚ）を計算する前に、このエネ
ルギー区間における光子エネルギースペクトルの連続部分を減算することが望ましいこと
もあろう。例えば、検出器が（５１１ｋｅＶピークの幅に対して）広いエネルギー解像度
を備えていれば、区間Ｅ１は光子エネルギースペクトルの連続部分からの寄与を含むこと
がある。消滅ピークにおける正規化カウントを正確に測定するため、これら寄与を推定し
、減算できる。例示的な一実施形態では、連続部分の寄与を推定するために、エネルギー
区間Ｅ１の両側にある光子エネルギースペクトルの連続部分を平均化する。
【００５２】
　実施形態によっては、領域１における光子強度を、領域２における光子強度とは異なる
散乱方向で測定しもよい。そうした一実施形態では、これら２つの領域のうち一方におけ
る光子強度を、比を計算する前に測定角度の差に関して補正できる。この補正を求めるに
は、散乱光子の角分布及び／又は検出器間の検出効率の差を実験的又は解析的に算出する
か、統計的モデリングにより算出すればよい。
【００５３】
　別の代表的な実施形態では、次のように、ボクセルからの散乱光子エネルギースペクト
ルを、標的の隣接領域から散乱した光子と組み合わせて利用して、次のように原子番号が
高い物質の存在を指し示すことができる。１つのボクセルにおいて原子番号の高い物質が
有意量で存在すると、ビームを強く吸収する結果となることがあり、それによってビーム
通路の下流側のボクセルに入射する束が減少することになる。従って、下流側ボクセルか
ら散乱する光子のエネルギースペクトルが、信号強度の低下を示すことがある。同様に、
原子番号が高い物質が、検査対象のボクセルと検出器との間に存在する（光子ビームの通
路外）場合、検査対象のボクセルから散乱する光子は検出器に向かう途中で吸収により減
衰することがあり、検査ボクセルからの信号が低下する。代表的な一実施形態において、
脅威検出システムは、信号の減衰にそうした空間的相関関係を探し、そうした相関関係を
用いてビーム通路及び／又は検査対象のボクセルから検出器までの通路沿いの原子番号が
高い物質の存在を特定又は確認できる。例えば、こうした相関関係が検出されると、シス
テムはオペレータに警告し且つ／又は、例えばＮＲＦ画像化などを用いた標的又は標的の
領域への更なる調査を開始させることができる。
　質量の算出
【００５４】
　各ボクセルに含まれる物質の質量を推定するには、例えば６００ｋｅＶなどの所与のエ
ネルギーを上回る光子エネルギースペクトルの連続部分で測定される光子の数を入力とし
て用いる反復法を実行すればよい（図３参照）。エネルギー領域の選択は任意であり、適
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切な計数統計値を与えるならどんな領域でもよい。特定の用途での最適なエネルギー領域
は、散乱システムの設計仕様に左右される。ある用途で使用されるエネルギー領域は、質
量を算出するための最高感度が達成されるまでパラメータを調節することによって実験的
に選択してもよい。別法として、統計モデリングを用いて推定最適値を計算することによ
りエネルギー領域を選択してもよい。
【００５５】
　この方法の代表的な一実施形態では、光子ビームにより検査される第１ボクセル内の質
量は入射束Ｆ１を用いて測定し、次にこの質量を用いてビーム通路上の次のボクセルに入
射する束を推定し、ビームに沿ってこれを繰り返す。図２はビーム通路に沿った幾つかの
ボクセルからの散乱光子の検出を概略的に示したものだが、この図を参照すると、領域Ｅ

γに入るエネルギーを備えた方向θへの、ｉ番目のボクセルからの光子カウントＳｉは次
の式で与えられる。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　数式１を用いると、Ｒ（Ｚ）は次の式で与えられる。
【００５８】
【数２】

【００５９】
　上記式でＧｉ（Ｅγ，θ，Ｚｉ）は平均Ｚ値（Ｚｉ）と、測定した光子のエネルギーと
、ｉ番目のボクセルから散乱する角度θとに依存した既知の因数で、Ｆｉはｉ番目のボク
セルに入る光子束の合計で、Ｍｉはｉ番目のボクセルに含まれる質量である。（もし検査
中のボクセルが、入射ビームが当たる最初の標的ボクセルであれば、Ｆｉは上述の入射束
Ｆ１である。）上述のように、Ｅ１は５１１ｋｅＶにおける消滅ピークを含むことが好ま
しく、Ｅ２はより高いエネルギー範囲であることが好ましい。上述のように、消滅ピーク
を含む区間Ｅ１の大きさによるが、このエネルギー区間における光子エネルギースペクト
ルの連続部分の減算が好ましいことがある。
【００６０】
　因数Ｇｉ（Ｅγ，θ，Ｚｉ）は実験的或いは、解析又は統計モデリングにより求めるこ
とができる。Ｇｉ（Ｅγ，θ，Ｚｉ）を本明細書では散乱核と呼ぶ。これは測定方向θに
散乱する光子の束すなわち個数であって、原子番号Ｚｉを備えると共に、１ｃｍ２当たり
の単位合計入射束について、１グラムに正規化された質量を備えた物質から散乱するもの
を表す。この核は、ｉ番目のボクセルに入射する束の形状を画定するパラメータに左右さ
れる。例えば、制動放射線源では、核は、制動放射線光子を発生するのに用いられる電子
ビームのエンドポイントエネルギーに左右される。従って、核は、任意の実施形態で使用
される光子源に関して特定しなければならない。
【００６１】
　核Ｇｉ（Ｅγ，θ，Ｚｉ）のデータテーブル又は解析式を、式１を用いてｉ番目のボク
セル中の質量Ｍｉを求めるデータ処理ソフトウェアとしてプロセッサに与えることもでき
る。例えば、核Ｇｉ（Ｅγ，θ，Ｚｉ）を前もって実験的に求めるには、ボクセルｉにお
ける既知のＺｉ及び既知のＭｉの試験標的を配置し、一定範囲の平均Ｚｉを備えた幾つか
のこうした試験標的に関して、既知の入射光子束Ｆｉを用いてＳｉを測定してもよい。こ
うした試験質量を使用する場合、Ｇ測定の較正には検査ボクセルの大きさを考慮する必要
がある。これを行うには、例えば入射光子ビームより断面が小さな試験標的を用いればよ
い。試験標的の面密度と試験標的の断面積との積によって較正対象となる検査ボクセルの
全質量が与えられる。又、直接測定以外の方法で核Ｇｉを求めるには、標的内での相互作
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用をモンテカルロ・モデリングし、検出器及びビームの幾何学形状を組み込んでもよい。
或いは、核Ｇｉを予め又は実時間で解析モデリングにより求めることもできる。従って、
代表的な値をデータテーブル又は解析式の形でシステムに記憶できる。因数Ｇｉをどのよ
うに求め記憶するかにかかわらず、その値は「所定値」と呼ぶ。一般に、因数Ｇｉ（Ｅγ

，θ，Ｚｉ）は、検出器の幾何学形状に加え、散乱断面のＺ依存及び空間依存、ｉ番目の
ボクセルに入射する光子のエネルギー分布（制動放射線源を使用する際は、その制動放射
線源を形成するのに用いる電子ビームのスペクトルに依存する）を反映したものである。
【００６２】
　ビームに沿った各ボクセルＺ１における平均Ｚは、例えば上述した比の方法により求め
ればよい。第１ボクセルの平均原子番号Ｚ１を用いてＧ１を評価し、且つ第１ボクセルか
らの測定散乱光子カウントＳ１と既知の初期光子束ＦＩを用いて、第１ボクセルにおける
平均質量Ｍ１を式１から求めることができる。
【００６３】
　入射光子ビームと第１ボクセルの内容物との相互作用に起因する減衰はＭｉ及びＺ１の
抽出値から推定できるため、第２ボクセル（ビームに沿った次のボクセル）に入射する束
Ｆ２も推定できる。第２ボクセルの平均原子番号Ｚ２(例えば上述した比の方法により求
められる)を用いてＧ２を評価し、且つ第１ボクセルからの測定散乱光子カウントＳ２と
第２ボクセルに入射する推定初期光子束Ｆ２とを用いて、第２ボクセルにおける平均質量
Ｍ２を式１から求めることができる。ビームに沿った全てのボクセルについてこの計算を
繰り返すようにプロセッサをプログラムして、各ボクセルに入射する束Ｆｉを推定し、平
均Ｚ値Ｚ１を用いて各ボクセルの質量Ｍ１を計算できる。
【００６４】
　一実施形態では、Ｚ１値若しくはＭ１値、又はそれら両方が、例えば表示装置にプロッ
トした色、陰影、又は点により表され、ビームに沿った質量又はＺ分布の画像を形成する
。標的にビームを走査し且つこの処理を繰り返すことによって、標的の内容物の３次元画
像を構築できる。
【００６５】
　別の代表的な一実施形態では、質量測定に付加的な制約条件を付けるため容器からの出
口束を測定してもよい。図２の参照番号７４で概略的に示したように、束測定装置をビー
ム通路上で標的の下流に配置することで、出口束とそのエネルギースペクトルＦＥ（Ｅ）
を、上述した初期束ＦＩの測定と似た方法で測定できる。或いは、出口束は、図１に概略
的に示したようにビーム通路における他の種類の透過検出によって求めることもできる。
例えば、透過検出器２４は、全透過束の測定に加え透過束に関する空間的情報を提供可能
なＸ線撮像検出器とすることができる。別の例としては、出口束は、基準散乱体２８及び
検出器アレイ３６を用いた透過ＮＲＦ測定値から推定してもよい。出口束の測定は、次の
ように質量測定に付加的な制約条件を与えることができる。
【００６６】
　連続したそれぞれのボクセルにおける質量のこうした段階的導出は、容器の端部におい
て予測出口束Ｐ（Ｅ）を出して終了する。ここで、束全体に加え束の明示的なエネルギー
分布が、入射束及び測定散乱光子のエネルギー分布に基づいて予測できる。この束を測定
出口束ＦＥ（Ｅ）に比較することで予測質量測定を補正できる。予測質量分布を補正する
代表的な処理を開始するに当たり、エネルギー平均束差Ｄ（Ｅ）＝ＦＥ（Ｅ）－Ｐ（Ｅ）
を用いて、元々のＭｉ及びＺｉの全光子束への影響に従って通路に沿った各ボクセルの質
量を変更する。すなわち、差Ｄを、Ｍｉ及びＺｉの導出過程において、透過束への各ボク
セルの減衰に比例して当該ボクセルに配分する。次に、入射束エネルギー分布と出口束エ
ネルギー分布ができるだけ一致するように、この一次質量分布を最小化手順で修正する。
更に、出口束のエネルギースペクトルを予測出口束Ｐ（Ｅ）のエネルギースペクトルに比
較でき、又、各標的ボクセルの測定平均Ｚも同様に上述の最小化手順で調節でき、特に光
子吸収のエネルギー依存にはＺによって大きな変動があることを利用する。
【００６７】
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　別の実施形態では、直径又は配向などボクセル幾何学形状の諸側面を変化させることで
、予想出口束エネルギースペクトルと測定出口束エネルギースペクトルとの比較を向上さ
せ且つ／又は各ボクセルにおける質量測定を改良できる。例えば、元となるボクセルの面
積が２倍で、厚さが半分の再定義したボクセルでは、質量が同一であっても光子減衰が大
きく異なることもあり得る。（数学的に、これは散乱核Ｇｉの幾何学依存に表されている
。）こうしたボクセル再定義は、例えば光子ビーム及び／又は検出器のコリメーションを
変更することで達成できる。
【００６８】
　代替的な実施形態では、上述のＲ（Ｚ）と５１１ｋｅＶにおける消滅ピークの正規化強
度との相関関係を計算することで、平均原子番号及び質量推定の解像度を向上させてもよ
い。この相関関係を得るには、例えばＲ（Ｚ）を５１１ｋｅＶピークでの積分カウントに
対してプロットすればよい。これら変数はどちらもＺに強く依存し、ピーク強度は検査ボ
クセルの質量に依存するので、この相関関係は、異なる原子番号の核種の分離及び／又は
異なる質量の分離を向上させる。例えば、軽い核種は比較的大きなＲ（Ｚ）を備えるが（
図４を参照）、消滅ピークにおけるカウントは比較的小さい。他方、重い核種はＲ（Ｚ）
が小さく、消滅ピークにおけるカウントは大きくなる。この相関関係は図５のプロットに
示した。
【００６９】
　図５の各点は、記号で示した核種とその異なる質量を表している。図５の測定に用いた
標的質量は、下記の表１に記載した。この表に挙げた各質量は図５のデータ点に対応して
いる。正規化消滅ピーク強度（ｘ軸の値）が、所与の核種に関して質量増大と共に単調増
加することを用いれば、標的質量をその対応するデータ点に一致させることができる。従
って、例えば、０．５４ｋｇのＳｎ標的は図５の最も左にあるＳｎ点（最も低い正規化ピ
ーク強度）に対応し、１．６１ｋｇＳｎ標的は最も右にあるＳｎ点（最も高い正規化ピー
ク強度）に対応する。図５のｙ軸のＲ（Ｚ）は、消滅ピークにおけるカウント数を分子と
し、１０００ｋｅＶ前後の±５ｋｅＶのエネルギー間隔におけるカウント数を分母として
測定且つ計算したものである。ここで、光子源は２．８ＭｅＶ電子ビームを用いて発生し
た制動放射線ビームとした。
【００７０】
【表１】

 
【００７１】
　図５のデータから、Ｒ（Ｚ）の所与の測定値が、１つ以上の平均原子番号に対応する場
合があることが分かる。この理由は、Ｒ（Ｚ）の測定値の実験的不確定性によるもので、
環境散乱などのバックグラウンド効果がＲ（Ｚ）測定に大きく影響する可能性がある低い
原子番号に関しては特に問題かもしれない。一例としては、炭素、Ｂ２Ｏ３、又はアルミ
の試料を用いた場合は、概ね１６００の測定Ｒ（Ｚ）が観察できることが図５から分かる
。
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【００７２】
　Ｒ（Ｚ）を正規化消滅ピーク強度に対してプロットすると上手く分離可能となり、似た
測定Ｒ（Ｚ）値を示す可能性がある異なる核種の区別に役立つ。この理由は、所与のボク
セル幾何学形状及び所与の平均原子番号に関して、ボクセル中に存在可能な質量には限界
があるからである。従って、複数の平均原子番号に対応しうる所与のＲ（Ｚ）値に関して
、ピーク強度が高ければより密度の高い物質の存在を示唆し、そのボクセルが高い平均原
子番号を備えている可能性が増すことになる。一例としては、炭素、Ｂ２Ｏ３、又はアル
ミの幾つかの試料は概ね１６００の測定Ｒ（Ｚ）を示すが、これらの比を正規化消滅ピー
ク強度に対してプロットすると、これら核種をある程度分離できることが図５から分かる
。
【００７３】
　脅威検出システムは、測定Ｒ（Ｚ）と測定消滅ピーク強度とのこうした相関関係を分析
して、複数の可能な平均Ｚ値を区別してもよい。或いは、このシステムは、測定Ｒ（Ｚ）
及び消滅ピーク強度が与えられているので、当該ボクセルが一定の質量と平均原子番号と
の組合せを含んでいる可能性（当該ボクセルが、平均原子番号ＺＡを備えた質量ＭＡの物
質を含む確率ｐＡ、及び／又は平均原子番号ＺＢを備えた質量ＭＢの物質を含む確率ｐＢ

）を計算し、出力してもよい。例えば、炭素及びアルミの試料に関する図５に示したデー
タを考慮する。これら核種の幾つかの試料は概ね１６００の測定Ｒ（Ｚ）を示すので、Ｒ
（Ｚ）測定だけでは両者を区別できない。しかし、正規化消滅ピーク強度が比較的高い（
例えば約４５０）場合、軽元素である炭素がこうした測定ピーク強度を生ずるほど検査中
のボクセルに存在する可能性は非常に低いと考えることができる。対照的に、より重い元
素であるアルミがこうした測定ピーク強度を生ずるほど検査中のボクセルに存在する可能
性はかなり高いと考えることができる。このシステムは、幾つかの実施形態では、こうし
た確率を用いてオペレータに通知したり、警報を鳴らしたり、且つ／又はＮＲＦ画像化又
は他の撮像法などの付加的な走査を開始したりするか否かを決定する脅威検出ヒューリス
ティックスを利用してもよい。
【００７４】
　図５に示したような相関関係を構築するに当たって、測定消滅ピーク強度を、１つ又は
複数の因子に関して正規化する必要があるかもしれないことに注目すべきである。先ず、
入射束に関する全体的な正規化が必要となることがある。幾つかの実施形態では、この全
体的正規化は、入射ビームの輝度に基づくものとしてもよい。例えば、図５のグラフでは
、消滅ピークにおけるカウント数は、ビーム発生に用いられた制動放射線標的上の全電荷
（ライブタイム×電子ビーム電流）に正規化されている。別法として、各ボクセルへの入
射束が上述のように推定される場合、消滅ピーク強度をこの推定入射束に正規化してもよ
い。更に、上述の相関関係を洗練するために必要或いは望ましければ、第２のより高度な
正規化因子を適用してもよい。この付加的な正規化は、散乱核Ｇの決定に関して上述した
ように、ボクセルの幾何学形状の影響を考慮するものである。
　原子番号が高い物質の質量限界
【００７５】
　任意のボクセルは複数物質の混合物を含むことがあり、この混合物は、複数の元素散乱
光子分布からのＺ及びＭの測定値を備えることになる。（説明を容易にするため、所与の
ボクセル中のＺ及びＭの測定値をそれぞれＺｍ及びＭｍとする。）例えば、２つの物質に
関しては、一方はＺＨ＞Ｚｍ及びＭＨを備え、他方はＺＬ＜Ｚｍ及びＭＬを備えるもので
ある。この場合、次の関係が所与のボクセルに関して成り立つ。
【００７６】
【数３】

 
【００７７】
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　散乱光子エネルギースペクトルの各エネルギー領域について次の関係が成り立つ。
【００７８】
【数４】

 
【００７９】
　ボクセルに入射する束Ｆが割り切れる場合。ＺＬをＧ（Ｅγ，θ，ＺＬ）が測定されて
いる最小値に設定すれば、数式４を用いて質量ＭＨに上限を設けることができる。
【００８０】
　数式３及び数式４を次のように用いる。
【００８１】
【数５】

 
【００８２】
　図３の代表的データから分かるように、ＺＬがＺｍに比べて小さい場合、Ｇ（Ｅγ，θ
，ＺＬ）はＧ（Ｅγ，θ，Ｚｍ）よりもかなり小さくなる。又、Ｇ（Ｅγ，θ，ＺＬ）は
Ｇ（Ｅγ，θ，ＺＨ）よりもかなり小さくなる。これらの近似から数式５は次のように変
形される。
【００８３】
【数６】

【００８４】
　Ｚｍ＝２９，ＺＨ＝８２，ＭＨ～１／１０Ｍｍとした図３のデータを用いた例である。
【００８５】
次の例は、質量ＭＨの限界を計算するための代替的方法を示す。
【００８６】
　Ｇｉ（０．５１ＭｅＶ，θ、Ｚｉ）＝Ｇａ（Ｚ）（消滅ピークのＧ）、且つＧｉ（０．
６ＭｅＶ，θ、Ｚｉ）＝Ｇｃ（Ｚ）（測定のため選択した連続エネルギーのＧで、０．６
ＭｅＶは選択した任意のエネルギーと置換可能）と定義し、混合物が２つの質量構成部分
ＭＬ及びＭＨからなると仮定すれば、測定Ｒ値は次の式から与えられる。
【００８７】

【数７】

【００８８】
　上記式は次のように書き換えられる。
【００８９】
【数８】

 
【００９０】
　この式は次のように変形できる。
【００９１】
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【数９】

 
【００９２】
　数式９を用いて、Ｚが低い基材に埋め込まれた、Ｚが高い物質の寄与の上限を推定でき
る。一例として、質量＝Ｍｍのボクセルに関してＺｍ＝２９であると仮定する（Ｚｍ及び
Ｍｍは上述の方法で測定できる）。Ｚが高いこの物質がウランと仮定すれば、ウラン（Ｚ

Ｈ＝９２）の寄与の上限を求めるにはＺＬ＝１を外挿すればよい。この例では、Ｇａ（Ｚ

Ｌ）／Ｇａ（ＺＨ）の項は図３のデータが示すように１と考え、Ｇｃ（ＺＬ）／Ｇｃ（Ｚ

Ｈ）は１／１００程度であり、Ｍ（ＺＨ＝９２）＜１／７Ｍｍが得られる。この結果の簡
潔さは、Ｚに伴う連続束の急激な変動と、質量が概ね等しい標的に関して消滅収量（訳注
：annihilation
yield）が比較的一定であることに依存している。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
　後述の発明は添付図面を参照する。
【図１】スキャナ構成の代表的な一実施形態の概略図である。
【図２】標的容器の幾つかのボクセル内の平均原子番号及び質量を求めるための代表的装
置の一部を示した概略図である。
【図３】紙で包んだ標的試料である鉛、銅、三酸化二ホウ素（Ｂ２Ｏ３）からの散乱高エ
ネルギー光子のエネルギー分布のプロットである。
【図４】標的試料の原子番号を、５１１ｋｅＶ対６００ｋｅＶにおける散乱光子強度の比
の関数で示す。
【図５】様々な質量及び平均原子番号の試料について、比Ｒ（Ｚ）を５１１ｋｅＶの消滅
ピークにおけるカウント数に対してプロットしたものである。
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