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(57)【要約】
　多段式工程は、船積みコンテナ内の放射線、爆発物お
よび特殊な物質を検出し、特定する。工程は、分散ネッ
トワーク上のノードとして構成された放射線センサを利
用する。工程は、ノードから放射線データを収集する。
放射線データは、コンテナおよびその内容物に関連する
。収集された放射線データは、水面、陸上、空気、地面
および他の構造物などに関連して動的に変化するバック
グラウンド放射線データに従って動的に調整される。工
程は、存在する１つまたは複数の同位元素を特定するた
めに、収集され調整されたデータを同位元素を表すスペ
トクトル画像と比較する。特定された同位元素は、それ
らが表す可能性のある物質と一致する。コンテナ内に含
まれる物質の特定を立証するため、またはコンテナ内の
認可されない物質を検出および／または特定するために
、可能性のある物質は、コンテナの積み荷目録と比較さ
れる。隠蔽されている物質、爆発物および他のタイプの
物質を特定するのに、中性子パルス装置を使用すること
ができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多段式放射線検出および特定システムであって、
　橋形クレーンに機械的に結合され、検査中の船積みコンテナに近接して配置され得るフ
レーム構造体の上に集合的に搭載された１つまたは複数のガンマセンサおよび１つまたは
複数のソリッドステート中性子センサを備える、前記橋形クレーン上に配備された放射線
センサシステムと、
　前記橋形クレーン上に配備された前記放射線センサシステムから離れて位置し、前記船
積みコンテナ内で検出された放射線物質を分析するために１つまたは複数のセンサを備え
る第２の放射線センサ位置と、
　放射線センサネットワーク上の個々のノードとして、前記橋形クレーン放射線センサシ
ステムおよび前記第２の放射線センサ位置に通信式に結合する分配ネットワークと、
　橋形クレーン上の前記放射線センサからの放射線データを収集するために、前記橋形ク
レーン上に配備された前記放射線センサに通信式に結合された第１デジタルデータ収集シ
ステムと、
　第２の放射線検証位置で前記放射線センサから放射線データを収集するために、前記第
２の放射線検証位置に配備された前記放射線センサに通信式に結合された第２デジタルデ
ータ収集システムと、
　前記収集された放射線データのヒストグラムを作成するために、前記第１および第２の
デジタルデータ収集システムに通信式に結合されたマルチチャネル分析システムと、
　前記ネットワーク上の１つまたは複数のノードから取得した前記データを使用して、放
射線を検出し、前記検出された放射線に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する目
的で、前記収集された放射線データおよび前記ヒストグラムを受信し分析するために、前
記マルチチャネル分析システムおよび前記第１および第２のデジタルデータ収集システム
に通信式に結合されたスペトクトル分析システムと、
　前記スペトクトル分析システムによって使用する同位元素スペトクトルを表すデータを
蓄積するための第１データ蓄積手段であって、前記第１データ蓄積ユニット内に蓄積され
た１つまたは複数のスペトクトル画像が、各同位元素を表し、前記スペトクトル分析シス
テムに通信式に結合される第１データ蓄積手段と、
　それらが表す可能性のある物質または物品を判定する目的で、前記特定された１つまた
は複数の同位元素を分析するために、前記スペトクトル分析システムに通信式に結合され
た情報処理システムと、
　検査中の前記コンテナに関連する積み荷目録を表すデータを蓄積するための第２データ
蓄積手段であって、検査中の前記コンテナ内に含まれる認可されない物質または物品が存
在するかどうかを判定するために、前記判定された可能性のある物質または物品を、検査
中の前記コンテナに関連する前記積み荷目録と比較することをさらに目的とする前記情報
処理システムに通信式に結合された第２データ蓄積手段とを備えるシステム。
【請求項２】
　放射線分析の第１段階が、前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサか
らの前記船積みコンテナ内の放射線物質の検出で構成される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項３】
　放射線分析の第１段階が、放射線入り口上に配備されたセンサからの前記船積みコンテ
ナ内の放射線物質の検出で構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　放射線分析の第２段階が、前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサか
らの前記船積みコンテナ内の前記放射線物質の特定で構成される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　放射線分析の第２段階が、検査中の前記船積みコンテナ内の前記放射線物質をさらに特
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定するために、前記センサから付加的データが収集される場合、時間を延長するために、
前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサを、前記船積みコンテナに近接
近して維持するステップで構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　放射線分析の第２段階が、前記船積みコンテナがさらなる分析のために移動される場合
の前記第２の放射線センサ位置の使用で構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　放射線分析の第２段階が、フォークリフトトラック上に配備されたセンサによって、検
査中の前記船積みコンテナに対して行われる、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記スペトクトル分析システムが、コンピュータプログラム製品上でソフトウェアを使
用することによって、放射線を検出し、前記検出された放射線に関連する１つまたは複数
の同位元素を特定するために、前記収集データおよび前記ヒストグラムを分析し、前記ソ
フトウェアが、
　米国特許第 ６，８４７，７３１号に記載されるマージン設定法と、
　米国仮特許出願第６０/７５９，３３１号に記載されるスペトクトル法の線形分析（Ｌ
ＩＳＣＡＮ法）を含めた、前記スペトクトル分析システムのための動作を行う、請求項１
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記１つまたは複数のガンマセンサが、一体式のアナログインターフェースと、アナロ
グデジタル変換器とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のガンマセンサが、 ６６２ｋｅｖで７％以上の解像度を有する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数のソリッドステート中性子センサが、一体式のアナログインターフ
ェースと、アナログデジタル変換器とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　バックグラウンド環境からのバックグラウンド放射線作用を補償する目的で収集された
放射線データを調整するために、情報処理システムが、前記デジタルデータ収集システム
と通信式に結合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記情報処理システムが、変化するバックグラウンド放射線作用に従って、前記収集さ
れた放射線データを動的に調整する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記情報処理システムが、複数のバックグラウンド放射線作用分析に従って、前記収集
された放射線データを調整する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
爆発物、特殊な物質および他の物質を検出および特定するシステムであって、
　中性子パルス生成器と、
　前記中性子パルスの結果として、前記船積みコンテナ内の物質から生成されたガンマま
たは他の放射線信号を特定するための１つまたは複数の放射線センサと、
　前記中性子パルスの結果として、受信した戻り信号を収集するために、前記１つまたは
複数の放射線センサに通信式に結合されたデータ収集システムと、
　検査中の前記船積みコンテナの空洞内の物質を検出する目的で、前記収集された受信戻
り信号を分析し、その中の可能性のある爆発物および／または特殊な物質を特定するため
に、前記データ収集システムに通信式に結合されたスペトクトル分析および情報処理シス
テムと、
　検査中の前記船積みコンテナに関連する積み荷目録を表すデータを蓄積するためのデー
タ蓄積手段であって、検査中の前記船積みコンテナ内に含まれる認可されない爆発物およ
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び／または特殊な物質が存在するかどうか判定するために、前記特定された可能性のある
爆発物および／または特殊な物質を、検査中の前記船積みコンテナに関連する前記積み荷
目録と比較することをさらに目的とする前記スペトクトル分析および情報処理システムと
通信式に結合されたデータ蓄積手段とを備えるシステム。
【請求項１６】
　前記収集された受信戻り信号の表示と、
　検査中の前記船積みコンテナ内の前記特定された可能性のある爆発物および／または特
殊な物質と、
　前記システムが特定した、検査中の前記船積みコンテナ内に含まれる認可されない爆発
物および／または特殊な物質のうちの少なくとも１つを使用者に提示するために、前記ス
ペトクトル分析および情報処理システムに通信式に結合されたユーザインターフェースを
さらに備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記特殊な物質が、高濃度ウランを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記スペトクトル分析および情報処理システムが、検査中の前記船積みコンテナに関連
する前記積み荷目録を、推測される爆発物および／または放射線物質に変換し、次いで、
前記特定された可能性のある爆発物および／または特殊な物質を、前記推測される爆発物
および／または放射線物質と比較することによって、前記特定された可能性のある爆発物
および／または特殊な物質を前記積み荷目録と比較する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　検査中の前記コンテナの前記内容物を感知するのに使用されるセンサシステムが、爆発
物、放射線物質、隠蔽物質、化学および／または生物学的物質の検出および特定のために
、核共鳴、ガンマ線撮像および他の進歩的技術に基づく、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　中央プロセッサに戻る集結された通信パスのために、スプレッダバー内に配備されたセ
ンサのグループを接続するのにセンサ集信機が使用され、前記センサ集信機が、各センサ
のセンサインターフェースユニットに接続される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　高濃度ウラン、爆発物および不正薬物などの物体からのガンマフィードバックによって
活動分析を行うために、センサシステム内の一体型モジュールとして中性子パルス生成装
置が実装される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　船積みコンテナ内の高濃度ウラン、爆発物および不正薬物などの物体からのガンマフィ
ードバックによって活動分析を行うために、前記中性子パルス生成装置が、橋形クレーン
のスプレッダバーまたはフォークリフトに近接して配置される、請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項２３】
　内蔵プロセッサが、スプレッダバーに配備されたセンサのグループを接続するのに使用
され、センサが中央プロセッサと通信するのをサポートし、前記内蔵プロセッサが、各セ
ンサのセンサインターフェースユニットに接続される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　バックグラウンド環境からの変化するバックグラウンド放射線作用を補償する目的で、
収集された放射線データを動的に調整するために、情報処理システムが、前記デジタルデ
ータ収集システムに通信式に結合される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２５】
　１つまたは複数のコンテナ内の放射性物質を検出および特定する方法であって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された少なくとも１つのフレーム構造体
上に据えられた複数の放射線センサによって、前記複数の放射線センサに近接して配置さ
れた前記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペ
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トクトルデータセットを収集するステップと、
　前記コンテナおよびその内容物に関連して前記収集された少なくとも１つのスペトクト
ルデータセットをスペトクトル分析するステップと、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記スペトクトル分析に
基づいて、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する
ステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質を特定する
ステップと、
　特定された前記物質を、前記コンテナ内にあると断言された１セットの物質を記載する
、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録と比較するステップと、
　特定された前記物質と、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記
比較に関連する１セットの比較結果をメモリに記憶するステップとを含む方法。
【請求項２６】
　前記複数の放射線センサが、
　１セットのガンマセンサと、
　１セットのソリッドステート中性子センサとのうちの少なくとも１つを含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのスペトクトルデータセットに対応し、各ヒストグラムが前記コン
テナに関連する放射線の様々なスペトクトル画像を表す、１セットのヒストグラムを提供
するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する前記ステ
ップが、
　前記ヒストグラムのセット内の各ヒストグラムを、各スペトクトル画像が１つの同位元
素を表す複数のスペトクトル画像と比較するステップと、
　各ヒストグラムの前記比較に基づいて、前記ヒストグラムのセット内のヒストグラムの
少なくとも一部に実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像のそれぞれを特定するス
テップと、
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定するステップ
であって、前記特定された同位元素のそれぞれが、前記ヒストグラムのセット内のヒスト
グラムの少なくとも一部に実質的に適合する少なくとも１つの特定されたスペトクトル画
像によって表されるステップとをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記物質を特定するステップが、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素を、事前定義された１つまたは複数の同位元
素の任意の組み合わせを有することが知られている、複数の物質、複数の物品および複数
の製品のうちの少なくとも１つに関連する事前定義された１つまたは複数の同位元素と比
較するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の前記比較に基づいて、前記特定された１つ
または複数の同位元素を有し、前記コンテナの前記内容物内にあると思われる少なくとも
１つの物質、物品または製品を特定するステップとをさらに含む、請求項２５に記載の方
法。
【請求項３０】
　前記スペトクトル分析するステップが、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセット内の放射線データを、一定
の周波数範囲および関連する収集された中性子カウントにわたってスペトクトル分析する
ステップであって、前記放射線データの分析において、収集されたゼロ以外の中性子カウ
ントが、前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセット内の前記放射線デー
タから、前記収集されたゼロ以外の中性子カウントに対応する放射線を差し引いたものに
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一致するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する前記ステ
ップが、
　前記コンテナおよび前記コンテナ内の前記内容物に関連する複合スペトクトル画像を表
すヒストグラム内のスペトクトル画像をスペトクトル分析するステップと、
　各スペトクトル画像が１つの同位元素を表す複数のスペトクトル画像を、前記ヒストグ
ラム内の前記スペトクトル画像の少なくとも一部と比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記ヒストグラム内の前記スペトクトル画像の少なくとも一部に
実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像から第１のスペトクトル画像を特定するス
テップと、
　前記ヒストグラム内の前記スペトクトル画像から前記特定された第１のスペトクトル画
像を差し引き、その結果、前記ヒストグラム内の残りのスペトクトル画像となるステップ
と、
　前記複数のスペトクトル画像内の各後続のスペトクトル画像に対して、前記比較、特定
、および差し引くステップを繰り返すステップであって、各後続のスペトクトル画像が、
前記ヒストグラム内の前記残りのスペトクトル画像の少なくとも一部において特定された
後、次いで、前記ヒストグラム内の前記残りのスペトクトル画像から差し引かれるステッ
プとをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットをスペトクトル分析する前
記ステップの前に、前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットから、動
的に変化する複数のバックグラウンド放射線データの１つを差し引くステップをさらに含
む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　中の放射性物質を検出および特定するために、１つまたは複数のコンテナから収集され
たスペトクトルデータを動的に調整する方法であって、
　前記コンテナの周辺の異なるバックグラウンド環境に対応する動的に変化する複数のバ
ックグラウンド放射線データを提供するステップと、
　前記複数の放射線センサによって、前記複数の放射線センサに近接して配置された前記
コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペトクトル
データセットを収集するステップと、
　動的に変化する複数のバックグラウンド放射線データのうちの１つに従って、前記収集
された少なくとも１つのスペトクトルデータセットを動的に調整するステップとを含む方
法。
【請求項３４】
　前記動的に調整するステップが、
　動的に変化する前記複数のバックグラウンド放射線データのうちの１つを選択するステ
ップと、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットから、動的に変化する前記
複数のバックグラウンド放射線データのうち前記選択されたものを差し引くステップとを
さらに含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　動的に調整された前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットをスペト
クトル分析するステップと、
　動的に調整された前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記ス
ペトクトル分析に基づいて、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同
位元素を特定するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質を特定する
ステップと、
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　特定された前記物質を、前記コンテナ内にあると断言された物質のセットを記載する、
前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録と比較するステップと、
　特定された前記物質を、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記
比較に関連する比較結果のセットをメモリに記憶するステップとをさらに含む、請求項３
３に記載の方法。
【請求項３６】
　異なるバックグラウンド環境が、
　水面と、
　陸上と、
　空気と、
　地面と、
　他のコンテナのうち少なくとも１つを有する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　１つまたは複数のコンテナ内の放射性物質を検出および特定するシステムであって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された少なくとも１つのフレーム構造体
上に据えられた複数の放射線センサであって、前記複数の放射線センサに近接して配置さ
れた前記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペ
トクトルデータセットを収集するように適合された複数の放射線センサと、
　前記複数の放射線センサに通信式に結合された情報処理システムであって、
　前記コンテナおよびその内容物に関連する前記収集された少なくとも１つのスペトクト
ルデータセットのスペトクトル分析、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記スペトクトル分析に
基づいた、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素の特定、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数と関連する物質の特定、
　特定された前記物質と、前記コンテナ内にあると断定された物質のセットを記載する、
前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との比較、および
　特定された前記物質と前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記比
較に関連する比較結果のセットのメモリへの記憶に適合された情報処理システムとを少な
くとも備えるシステム。
【請求項３８】
　前記情報処理システムが、
　前記少なくとも１つのスペトクトルデータセットに対応し、各ヒストグラムが、前記コ
ンテナに関連する放射線の異なるスペトクトル画像を表す、１セットのヒストグラムの提
供にさらに適合される、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記情報処理システムが、
　前記ヒストグラムのセット内の各ヒストグラムを、各スペトクトル画像が１つの同位元
素を表す複数のスペトクトル画像と比較するステップと、
　各ヒストグラムの前記比較に基づいて、前記ヒストグラムのセット内のヒストグラムの
少なくとも一部に実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像のそれぞれを特定するス
テップと、
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定するステップ
であって、前記特定された同位元素のそれぞれが、前記ヒストグラムのセット内のヒスト
グラムの少なくとも一部に実質的に適合する少なくとも１つの特定されたスペトクトル画
像によって表されるステップとによって、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つま
たは複数の同位元素の特定にさらに適合される、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記情報処理システムが、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素を、事前定義された１つまたは複数の同位元
素の任意の組み合わせを有することが知られている、複数の物質、複数の物品および複数
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の製品のうちの少なくとも１つに関連する事前定義された１つまたは複数の同位元素と比
較するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の前記比較に基づいて、前記特定された１つ
または複数の同位元素の１つまたは複数を有し、前記コンテナの前記内容物内にあると思
われる少なくとも１つの物質、物品または製品を特定するステップとによって、前記特定
された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質の特定にさらに適合さ
れる、請求項３７に記載のシステム。
【請求項４１】
　コンテナ内の内容物に関連する同位元素を特定する方法であって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された複数の放射線センサによって、前
記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表すスペトクトルデータセットを
収集するステップと、
　同位元素特定のために、ガンマスペトクトルおよび中性子の存在の両方を使用して、前
記収集されたスペトクトルデータセットから前記コンテナの前記内容物に関連する１つま
たは複数の同位元素を順次特定するステップとを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に船積みコンテナの内容物の検出システムに関し、より詳細には、放射
線および／または中性子放出物質、爆発物および高濃度ウランなど特殊な物質など、コン
テナ内の危険物質を検出および特定し、さらにコンテナ内に通常生じる放射線物質を特定
するための非侵襲のシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、橋形クレーンアーム上に搭載されるものなど船積みコンテナを検証するために
、放射線、中性子、爆発物および特殊な物質の検出システムを実現しようとする現在の試
みは、存在する同位元素を特定する時間が限られている。船積みコンテナ内に保持される
放射線物質を検出し特定するための放射線センサシステムは、存在し得る全ての同位元素
のタイプを明確に特定するのに必要な暴露時間を持たない場合がある。存在する同位元素
を検出し特定する時間が制限されることは、内容物の正当性を評価する能力に影響を与え
る恐れがある。現在の船積みコンテナ検出システムによって与えられる制限された時間は
、例えば、橋形クレーンと共に使用する場合、放射線、中性子、爆発物および特殊な物質
の検出システムの商業的な実行可能性に悪影響を及ぼし、コンテナを手動で調べることに
なり、結果として、商取引の流れに対するマイナスの影響となる。
【０００３】
　したがって、上記に考察される従来技術による問題を克服する必要性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６８４７７３１号
【特許文献２】米国特許第１１／６２４，１２１号
【特許文献３】米国特許出願第１１／６２４，０８９号
【特許文献４】米国特許出願第１１／３６３，５９４号
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の一実施形態によると、多段式検出システムおよび方法は、ガンマおよび中性子
放射線を検出し、放射線物質が検出される際の付加的なデータ捕獲時間、およびさらなる
分析のための第２の位置を提供する。橋形クレーンのスプレッダバー上に搭載されたガン
マおよび中性子検出器は、船積みコンテナ内の放射線物質の有無の最初の特定を行う。ス
プレッダバーは、典型的には船積みコンテナを分析するために、放射線センサに３０秒ま
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での近接近を与える。捕獲された放射線データは、特定の同位元素特定について分析され
る。分析を完全にするためにシステムがより多くのデータを要求する場合、追加のデータ
捕獲が可能なように、スプレッダバーと船積みコンテナとの接触が延長される。さらに、
船積みコンテナが、存在する特殊な同位元素を判定するのにさらなる分析時間を要する場
合、本発明の一実施形態は、標的コンテナをさらに分析することができるように配備され
た放射線センサの配列で構成される第２の放射線分析位置を提供する。本発明は、放射線
物質が検出され、橋形クレーンの通常の動作の流れでは、完全な分析ができない場合、一
実施形態により、これらの船積みコンテナの放射線分析のために時間を延長することがで
きる。付加的に、本発明の一実施形態は、橋形クレーンで行われる分析の他に、分析のた
めの付加的な時間が必要とされる場合、第２の放射線分析位置を提供する。別の実施形態
は、標的の船積みコンテナが、スプレッダバーから第２の放射線分析位置に移動する際、
これを追跡し監視するステップを提供する。
【０００６】
　放射性物質が、船積みコンテナ内に隠されているかどうかを検証するために、例えば、
船積みおよび移動コンテナを持ち上げるのに使用されるクレーン組立体を備えた、同位元
素感知および特定システムをコンテナに連結して配備することができる。典型的には、コ
ンテナクレーンは、船積みコンテナに係合する巻上機連結装置を含む。同位元素感知およ
び特定システムは、クレーン巻上機連結装置上（または、スプレッダアーム上）に搭載さ
れ、コンテナ内に存在する同位元素の検出および特定のために、スペクトル分析を行うコ
ンピュータシステムに詳細な放射線スペクトルデータを提供する１つまたは複数のガンマ
および中性子検出器で構成される。一般的な物品の中には、多くの常態で存在する放射線
物質が存在し、放射線検出システムに謝った警報を生成させる。
【０００７】
　この行程の第１段階は、コンテナ内の放射線物質の有無を検出することである。第２段
階は、存在する固有の同位元素を特定することである。この第２段階は、３０秒以内に完
了されてよく、これは、船積みコンテナが船に移動または船から移動する際、橋形クレー
ンのスプレッダバーが船積みコンテナに装着される一般的な時間である。これらの例に関
して、存在する同位元素を特定するために放射線データを収集するのに付加的な時間が必
要とされる場合、スプレッダバーが船積みコンテナに接続される時間を延長することがで
きる。これは、多様な方法で実現することができる。例えば、スプレッダバーの動作を遅
くすることができる、または所定に位置に配置された後、スプレッダバーを一定の延長時
間コンテナに接続したままにすることができる。
【０００８】
　存在する固有の同位元素を特定することによって、システムがまた、同位元素が表す物
品または物質のタイプを特定することが可能になる。特定された同位元素を表す可能性の
ある物品のリストによって、放射線物質の存在が、コンテナ内の推測される物質と適合す
るかどうか判定するために、システムは、特定された物品または物質と、船積みコンテナ
積み荷目録との比較を行うことができる。１）コンテナ内の同位元素を特定するステップ
、２）同位元素が表す物品または物質を特定するステップ、および３）特定された物品と
対照させて積み荷目録の内容物を検証するステップの工程により、商取引の流れにマイナ
スの影響を与えることなく、コンテナを効率よく検証することが可能になる。
【０００９】
　別の実施形態によると、高濃度ウラン、爆発物、または他の物質など隠蔽された物質が
存在するかどうか判定する目的で活動分析を行うために、スプレッダバー上に中性子パル
ス装置が配置される。
【００１０】
　別の実施形態によると、放射線センサシステムは、放射線物質が検出され、存在する固
有の同位元素を判定するのにさらなる分析が必要とされる場合、船積みコンテナをさらに
分析するために配備された第２の位置を有する。この第２の位置と、スプレッダバー放射
線センサ位置を併せたものが、一体式放射線分析システムの全部分である。各放射線分析
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システムは、マルチ－ノードシステムのノードとして構築される。スプレッダバーセンサ
から取得されたデータは、船積みコンテナ内容物の分析のために、第２の位置で取得され
たデータと併せて使用される。船積みコンテナは、それがスプレッダバー位置から第２の
位置へ移動する際に監視される。船積みコンテナは、ＣＣＴＶカメラ、または無線周波数
特定装置など無線追跡装置を使用することによって監視されてよい。
【００１１】
　別の実施形態によると、放射線センサ位置は、中央監視局によって監視される。この中
央監視局は、港の地図、橋形クレーンの配置、第２の位置の配置、ビデオカメラ、および
標的の船積みコンテナが港を横切って第２の位置へ移動する際の船積みコンテナの位置を
示す双方向グラフィックディスプレイを含んでよい。
【００１２】
　別の実施形態によると、システム上の各ノードに関する放射線センサは、検出されたガ
ンマエネルギーレベルおよびスペトクトデータを収集および分析し、次いで、このデータ
をスペトクトル分析エンジンに送るプロセッサシステムに接続される。各ノードからのデ
ータは、個々の検出器データまたは検出器グループデータの分析を可能にするために、個
別にアドレス指定され、スペトクトル分析エンジンに送られる。分析エンジンは、船積み
コンテナ内容物の分析に使用するために、複数のノードからのデータを組み合わせること
ができる。
【００１３】
　プロセッサシステムおよびデータ収集システムは、収集されたスペトクトルデータを使
用してヒストグラムを形成する目的で中性子センサ装置の配列から信号を収集するために
、各ノードのセンサに電気的に結合される。ヒストグラムは、存在する同位元素を特定す
る目的で、スペトクトル分析システムによって使用される。
【００１４】
　一実施形態によるスペトクトル分析システムは、情報処理システム、および収集された
データを分析し、存在する同位元素を特定するソフトウェアを含む。スペトクトル分析ソ
フトウェアは、特定された同位元素のマルチ確認を行う２つ以上の方法で構成される。２
つ以上の同位元素が存在する場合、システムは、存在する各同位元素の比を特定する。例
えば、コンテナ検証システムの一実施形態によるスペトクトル分析ソフトウェアにおいて
、スペトクトル分析に使用することができる方法の例は、１）米国特許第６，８４７，７
３１号に記載されるマージン設定（Ｍａｒｇｉｎ Ｓｅｔｔｉｎｇ）法、および２）ＬＩ
ＮＳＣＡＮ法（スペトクル法の線形分析）および／または以下に詳細に考察される「Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｆｏｒ Ｓｐｅ
ｃｔｒａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ」の名称で、２００７年１月１７日に出願された米国特許
出願第１１／６２４，１２１号に記載される進歩的ピーク検出法（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐ
ｅａｋ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ）を含み、その集合的全教示は、参照により本
明細書に組み込まれる。
【００１５】
　一実施形態による情報処理システムのユーザインターフェースは、検出された放射線ス
ペクトルおよび特定された同位元素の図式図を提供する。ユーザインターフェースにより
、メンテナンス状況、検出された放射線および特定された同位元素を迅速に特定するため
に、中でも、個々の検出器、検出器グループ、個々のセンサおよびセンサグループ、個々
のノードおよび複数のノードの組み合わせをユーザが見て確認することが可能になる。
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本明細書は、新規であるとみなされる本発明の特徴を定義する特許請求項で完結するが
、同様の参照番号が繰り返されている図面と併せて以下の記載を考慮することから、本発
明は、よりよく理解されると考えられる。開示される実施形態は、単に本発明の例示であ
り、種々の形態で具現化することができることを理解すべきである。したがって、本明細
書に開示される特定の構造的および機能的詳細は、限定と解釈されるべきではなく、単に
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特許請求項の基礎として、実際の任意の適切な詳細な構造において本発明を多様に採用す
ることを当業者に教示するための典型的な基礎として解釈すべきである。さらに、本明細
書で使用される用語およびフレーズは、限定を目的するものではなく、本発明の記載を理
解可能にすることが目的である。
【００１７】
　本明細書で使用される用語「ａ」または「ａｎ」は、１つ、または２つ以上と定義され
る。本明細書で使用される用語「複数」は、２つ、または３つ以上と定義される。本明細
書で使用される用語「別の」は、少なくとも第２のまたはそれ以上のものとして定義され
る。本明細書で使用される用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および／または「有する
（ｈａｖｉｎｇ）」は、備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）（すなわち、開放言語）として
定義される。本明細書で使用される用語「結合される」は、必ずしも直接的、または必ず
しも機械的にではないが、接続されることを定義する。本明細書で使用される用語「プロ
グラム」「コンピュータプログラム」「ソフトウェアアプリケーション」などは、コンピ
ュータシステムを実行するように設計された指示の１シーケンスとして定義される。プロ
グラム、コンピュータプログラムまたはソフトウェアアプリケーションは、サブルーチン
、関数、プロシージャー、オブジェクトメソッド、オブジェクトインプリメンテーション
、実行可能なアプリケーション、アプレット、サーブレット、ソースコード、オフジェク
トコード、共用ライブラリ／動的ロードライブラリおよび／またはコンテナシステム上で
実行するように設計された他の指示シーケンスを含んでよい。本明細書で定義されるデー
タ記憶手段は、コンピュータがそこからデータを読むことを可能にし、コンピュータが再
びデータを読むことができるように記憶されたデータを保存する多くの異なるタイプのコ
ンピュータ読み取り可能媒体を含んでよい。このようなデータ記憶手段は、例えば、ＲＯ
Ｍ、フラッシュメモリ、バッテリバックアップＲＡＭ、ディスクドライブメモリ、ＣＤ-
ＲＯＭ、ＤＶＤおよび他の永続的記憶媒体などの不揮発性メモリを含むことができる。し
かしながら、さらに、ＲＡＭ、バッファ、キャッシュメモリおよびネットワーク回路など
の揮発性記憶装置も、本発明の多様な実施形態により、このようなデータ記憶手段として
機能するように補償される。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、一実施形態により、船積みコンテナの内容物に対して多段式の放射線検証工
程を行うことによって、従来技術の問題を克服する。検証工程の各段階で収集された放射
線センサデータは、検査中のコンテナ内に存在する固有の同位元素の検出および特定を可
能にするのに使用される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態による、センサ筐体内にセンサを備えたクレーンアーム組立
体（またはスプレッダバー）に近接したコンテナを記載する図である。
【図２】第２の放射線検証位置の簡素化された線図である。
【図３】本発明の一実施形態によるデータ収集および分析システムの一例を示すブロック
図である。
【図４】本発明の一実施形態による中央監視局の一例を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態による、クレーンスプレッダバーのプッシュプルバー構造内
に配備された放射線センサを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるクレーンスプレッダバーのメインボディ周辺に配備さ
れた放射線センサを示す図である。
【図７】複数のバックグラウンド放射線環境作用を示す図である。
【図８】動的バックグラウンド放射線作用補償を示す図である。
【図９】動的バックグラウンド放射線作用補償に有効な式である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　本発明の一実施形態による非侵襲のコンテナ内容物の検出および検証システムは、検査
中のコンテナの空洞に進入する必要なしに動作する。システムは、ガンマおよび中性子検
出用の一体式のデジタルセンサを使用し、およびコンテナ内の物質の固有の同位元素を特
定するスペクトル分析力を備えた複数の放射線センサシステムを含み得る。多段式システ
ムは、第２の検証局に送られた標的コンテナを監視し追跡するステップを提供する。多段
式システムは、情報を統一することができるように、スプレッダバー位置と、第２検証位
置間のネットワーク接続を可能にする。このような多段式システムはまた、コンテナ内の
爆発物および特殊な物質の検出および特定を含むことができる。このような特殊な物質は
、高濃度ウランを含んでよい。
【００２１】
　本発明の一実施形態は、船積みコンテナの内容物に対して放射線検出および同位元素特
定を行うために、橋形クレーンのスプレッダバー上に配備された放射線センサを含む。港
でコンテナが船へ移動する、または船から移動する際、スプレッダバーは、およそ３０秒
間船積みコンテナに接続される。多段式放射線検証システムにより、スプレッダバーが船
積みコンテナに接続されている間、通常３０秒以内で船積みコンテナ内の内容物の放射線
検出および分析が可能になる。また多段式システムにより、放射線物質が、存在する同位
元素を特定するのに最初の３０秒の分析では十分な時間が与えられないことが認められた
際、スプレッダバーが、船積みコンテナに接続されたままでいるために、延長時間を与え
ることが可能になる。さらに、多段式放射線検証システムは、付加的時間が、スプレッダ
バーで与えられた延長時間を超える必要がある場合、船積みコンテナを継続して分析する
ために第２のセンサ位置を使用する。船積みコンテナは、スプレッダバー位置から第２の
位置へ移動する際、追跡されてよい。追跡および監視装置の例は、ＣＣＴＶカメラ、無線
周波数特定装置など無線追跡技法を含む。
【００２２】
　本発明の一実施形態によると、クレーンアーム組立体搭載型センサシステムは、放射線
センサ位置の分散ネットーク内にノードを備えてよい。このようなシステムの例は、「Ｓ
ｙｓｔｅｍ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｍｏｄｕｌｅ ｆｏｒ ＣＢＲＮＥ Ｓｅｎｓｏｒｓ
」の名称で、２００７年１月１７日に出願された米国特許出願第１１／６２４，０８９号
に記載され、その全教示が参照により組み込まれる。
【００２３】
　本発明の一実施形態によると、クレーンアーム（スプレッダバー）搭載型放射線センサ
システムは、検出、および船積みコンテナ内で検出された放射線物質に対する第１段階の
同位元素特定に使用される。このようなシステムの例は、「Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｖｅｒ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｎｏｎ-Ｉｎｖａｓｉｖｅ Ｄｅｔｅｃｔｉｏ
ｎ ｏｆ Ｃｏｎｔｅｎｔｓ」の名称で、２００６年２月２７日に出願された米国特許出願
第１１／３６３，５９４号に記載され、その全教示が参照により組み込まれる。
【００２４】
　センサ集信機ユニットは、グループ内の複数のセンサを接続する、およびスペトクトル
分析のために、中央プロセッサへの効率的な接続を可能にするために使用されてよい。こ
の構成は、一体式マルチチャネル分析器、高圧電源、電圧方式および通信インターフェー
スで構成されるセンサインターフェースユニット（ＳＵＩ）を利用することができる。こ
のＳＩＵ構成は、中央プロセッサに接続する目的で、複数のセンサを、集信機ユニットを
使用して集中通信チャネルに組み込む。通信集信機は、各センサグループに対してアドレ
ス指定された個別のＩＰを与える。集信機ユニットの例は、センサ接続のための複数のＵ
ＳＢポートを提供し、バックホールのために、ＵＳＢポートをイーサネット（登録商標）
接続部に集結させる装置である。
【００２５】
　グループ内の複数のセンサを接続し、スペトクトル分析のために中央プロセッサへの効
率的な接続を可能にするために、内蔵プロセッサユニットが使用されてよい。この構成は
、一体式のマルチチャネル分析器、高圧電源、電圧方式および通信インターフェースで構
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成されるセンサインターフェースユニット（ＳＩＵ）を利用することができる。このＳＩ
Ｕ構成は、複数のセンサをサポートし、中央プロセッサに接続するために１つまたは複数
の通信チャネルを形成する内蔵プロセッサに接続される。内蔵プロセッサは、各センサ用
にアドレス指定された個別のＩＰを与える。
【００２６】
　本発明の別の実施形態によると、スプレッダバーが船積みコンテナに接続される時間は
、さらなる分析および放射線データ取得を可能にするために延長されてよい。
【００２７】
　本発明の別の実施形態によると、スプレッダバーが船積みコンテナに接続される時間は
、さらなる分析、および放射線データ取得を可能にするために延長されてよい。
【００２８】
　本発明の別の実施形態によると、さらなる分析および放射線データ取得を可能にするた
めに、放射線検証システムの別のノードとして、第２の放射線検証システムを配備するこ
とができる。
【００２９】
　本発明の別の実施形態によると、標的の船積みコンテナは、第２の放射線検証システム
に移動する際、追跡または監視されてよい。
【００３０】
　ここで、１つのノードがクレーン組立体のスプレッダバー上に搭載され、別のノードが
、第２の放射線検証位置として配備された多段式放射線検出および特定システムの一例を
記載する。また、システムの作動の過程の一例を記載する。
【００３１】
　図１に示されるような、クレーンアーム（スプレッダバー）上に配備された放射線検出
および特定システム１０２は、多段式放射線検証システムの第１および第２段階を行う。
図１は、異なるセンサ筐体１０１、１１０に関する、例としての設置位置を示す。例えば
、クレーン組立体、または他の船積みコンテナ運搬操作部に接続して配備された、放射線
検出および特定システムの例示の実施形態の特定の進歩的特徴および利点を以下で考察す
る。しかしながら、読み手は、放射線およびセンサ技術を理解していることが推測される
。
【００３２】
　図１および２を参照して、マルチノード放射線検証システムの一例が示される。システ
ムは、スプレッダバーノード（図１に示される）および図２に示される第２の放射線検証
ノード２０２を含む。トラック２２０は、コンテナ２２２内に積み荷２１５を収容するコ
ンテナ２２２を搬送する。内容物２１５をさらに分析することができるように、コンテナ
２２２の片側または両側に複数の放射線センサ２０２が配備される。配電局２０３が、セ
ンサに電力を供給する。通信分配モジュール２０４が、複数の放射線センサ２０２と、分
配ネットワーク２１０間で信号を結合し、これは、図３にさらに記載される。コンテナの
積み荷２１５が、スプレッダバー段階で疑わしいと断定されると、コンテナ２２２は、さ
らなる分析のために、スプレッダバー位置（図１に示される）から第２の検証位置（図２
に示される）に追跡され、移動される。この例において、第２の検証位置は、トラックを
使用してコンテナ２２２の片側または両側に配備された複数の放射線センサ２０２までコ
ンテナ２２２を移動させることによって、コンテナ２２２を配置するステップを含む。
【００３３】
　図３を参照すると、この例では、データ収集システム３１０は、ケーブル布線、無線通
信リンクおよび／または他の通信リンク３０５によって、各センサユニット内の各ガンマ
放射線センサ装置３０１および中性子センサ装置３０２、および各中性子パルスセンサ装
置３０３に通信式に結合される。データ収集システム３１０は、放射線センサユニット３
０１、３０２から、および中性子パルス装置３０３からの信号を収集するデータ通信イン
ターフェース３２４を備えた情報処理システムを含む。収集された信号は、この例では、
放射線を検出した各センサ装置からの詳細なスペトクトルデータを表す。
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【００３４】
　データ収集システム３１０は、モジュール式の設計であり、具体的には、放射線検出お
よび特定、または爆発物および特殊な物質の検出および特定のためのデータ収集に使用す
ることができる。
【００３５】
　データ収集システム３１０は、ローカルコントローラおよびモニタシステム３１２に通
信式に結合される。ローカルシステム３１２は、コンピュータと、メモリと、記憶装置と
、モニタ上のディスプレイおよびキイボードまたは他のユーザ入力／出力装置などユーザ
インターフェース３１４とを含む情報処理システムを備える。この例において、ローカル
システム３１２はまた、マルチチャネル分析器３３０およびスペトクトル分析器３４０を
含む。
【００３６】
　マルチチャネル分析器(ＭＣＡ)３３０は、多くの信号チャネル分析器(ＳＣＡ)で構成さ
れた装置を備える。信号チャネル分析器は、個々の放射線検出器３０１、３０２から受信
したアナログ信号の問い合わせを行い、受信信号の固有のエネルギー範囲が、信号チャネ
ルによって特定された範囲に等しいかどうかを判定する。受信したエネルギーが、ＳＣＡ
内である場合、ＳＣＡカウンタが更新される。経時的に、ＳＣＡカウントは累積される。
特定の時間間隔で、マルチチャネル分析器３３０は、多数のＳＣＡカウントを含み、これ
は、結果としてヒストグラムを形成する。ヒストグラムは、存在する放射線のスペトクト
ル画像を表す。一実施例によるとＭＣＡ３３０は、何千ものＳＣＡおよびカウンタに匹敵
するコンピュータメモリを併せ持つアナログデジタル変換器を使用し、これは、極めてよ
り効果的でありより安価である。
【００３７】
　ヒストグラムは、スペトクトル分析システム３４０によって、検査中のコンテナ内に含
まれる物質中に存在する同位元素を特定するのに使用される。情報処理システム３１２が
果たす機能の１つは、検査中のコンテナ内に含まれる１つまたは複数の同位元素、爆発物
または特殊な物質を特定する目的で、スペトクトル分析器３４０によって実施されるスペ
トクトル分析である。放射線検出に関して、スペトクトル分析器３４０は、存在する放射
線の１つまたは複数のスペトクトル画像を、同位元素データベース３２２内に蓄積された
１つまたは複数のスペトクトル画像３５０によって表される既知の同位元素と比較する。
各同位元素に関するスペトクトルデータの複数の変動を捕らえることによって、存在する
放射線の１つまたは複数のスペトクトル画像と比較することができる多くの画像が存在す
る。同位元素データベース３２２は、特定されるべき各同位元素の１つまたは複数のスペ
トクトル画像３５０を保持する。これらの複数のスペトクトル画像は、多様なレベルのス
ペトクトル放射線データ取得を表し、このため、１つまたは複数のセンサから取得可能な
異なる量のスペトクトルデータを使用して、同位元素を比較および特定することができる
。センサから取得されたデータが少なかろうと（または多かろうと）、スペトクトル分析
システム３４０は、特定されるべき各同位元素に関して、センサから取得した放射線デー
タを１つまたは複数のスペトクトル画像と比較する。これは、センサから取得した画像デ
ータを、特定されるべき可能性のある同位元素それぞれのスペトクトル画像データに適合
する信頼度および効率を有意に高める。１つまたは複数の可能性のある同位元素が、セン
サによって検出された放射線内に存在すると判定されると、情報処理システム３１２は、
同位元素混合体を、検査中のコンテナ内に存在し得る可能性のある物質、物品および／ま
たは製品と対照させて比較することができる。付加的に、積み荷目録データベース３１５
は、検査されるべき各コンテナの内容物の詳細な記載を含む。積み荷目録３１５は、コン
テナ内に含まれる可能性のある物質、物品および／または製品が、検査中の特定のコンテ
ナに関する積み荷目録内に記載された推測される認可された物質、物品および／または製
品と適合するかどうかを判定するために、情報処理システム３１２によって照会されてよ
い。本発明の一実施形態によるこの適合工程は、過去のいずれのコンテナ内容物監視工程
と比較しても、著しく効率的であり信頼可能である。
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【００３８】
　一実施形態によるスペトクトル分析システム３４０は、情報処理システム、および収集
されたデータを分析し存在する同位元素を特定するソフトウェアを含む。スペトクトル分
析ソフトウェアは、特定された同位元素のマルチ確認を行う２つ以上の方法で構成される
。２つ以上の同位元素が存在する場合、システムは、存在する同位元素の比を特定する。
例えば、コンテナ内容物検証システムの一実施形態によるスペトクトル分析ソフトウェア
において、スペトクトル分析のために使用することができる方法の例は、１）米国特許第
６，８４７，７３１号に記載されるマージン設定法、および２）ＬＩＮＳＣＡＮ法（スペ
トクル法の線形分析）および／または「Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｒｅｃｏｇｎ
ｉｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｆｏｒ Ｓｐｅｃｔｒａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ」の名称で、２
００７年１月１７日に出願された米国特許出願第１１／６２４，１２１号に記載される進
歩的ピーク検出法を含み、その集合的全教示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００３９】
　爆発物および／または特殊な物質に関連する収集データの分析に関して、スペトクトル
分析器３４０および情報処理システム３１２は、検査中の船積みコンテナに関連する蓄積
された積み荷目録データを、推測される爆発物および／または放射線物質に変換し、その
後、特定された可能性のある爆発物および／または特殊な物質を、推測される爆発物およ
び／または放射線物質と比較することによって、特定された可能性のある爆発物および／
または特殊な物質を積み荷目録３１５と比較する。システムが、コンテナに関する積み荷
目録に全く適合しないと判断した場合、その後、特定された可能性のある爆発物および／
または特殊な物質は、認可されない。システムは、次いで、システム管理者に警告状況に
対する注意を促し、適切な行動を取るように情報を提供することができる。
【００４０】
　バックグラウンド放射線センサ作用の除去
　動的バックグラウンド
　海港でのバックグラウンド放射線、およびより具体的には、陸上、海、船をわたって、
また異なる高度で移動するコンテナに関連して変化するバックグラウンドは、放射線検出
および同位元素特定に対する特有の課題を有する。 本発明の一実施形態によると、この
問題は、変化するバックグラウンド作用を補償するために使用される動的バックグラウン
ド法の使用によって対処される。この方法は、主要なバックグラウンドデータに対して、
継続するバックグラウンド更新データを適用する。特定の用途に関する適切な動的バック
グラウンドを実現するために、バックグラウンド更新データに対して異なる重量および間
隔を変えることができる。例示の式を以下に示し、これはまた図９に示される。
Ｂｉ(Ｘ) =Ａｉ(Ｘ) *アルファ+Ｂｉ-１(Ｘ) *(１-アルファ)（１)

Ｂｉ(Ｘ) =Ａｉ(Ｘ) *アルファ+Ｂｉ-１(Ｘ) *(１-アルファ）
新規の動的バックグラウンド
バックグラウンドのスナップショット
学習率
事前のバックグラウンド
差
　図７に示されるように、バックグラウンド放射線作用は、スプレッダバーに配置された
センサおよび／または変化するバックグラウンドに対する位置に配置されたセンサなどの
、センサが体験し得る変化するバックグラウンド環境によって変化し得る。例えば、スプ
レッダバーのセンサは、水上、船上、地面の上高く、地面の上低く、または船の中にあっ
てよい。これらの異なるバックグラウンド環境は、放射線検出および同位元素特定に影響
を与える可能性がある。空からの放射線は、典型的には最も多量であり、スプレッダバー
の移動中、常態を維持する。また、スプレッダバーのセンサは、典型的には、検査中のコ
ンテおよびスプレッダバーによって、地面、水面および船上から来る大半のバックグラウ
ンド放射線から保護されるべきである。したがって、変化するバックグラウンド作用を補
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償するために、今までにない新規の手法は、メインバックグラウンドデータに対して継続
するバックグラウンド更新データを適用する。
【００４１】
　図８に示されるように、動的バックグラウンドは、初期のバックグラウンドと増分バッ
クグラウンドとで構成される。本発明の一実施形態によって、放射線データが分析のため
に収集され処理され、メインバックグラウンドデータに対する継続バックグラウンド更新
データを使用することによって、収集データからバックグラウンド環境作用を差し引くこ
とができる。例えば、水面、陸上、空気、地面および他の構造物に対して動的に変化する
バックグラウンド放射線データに従って、収集された放射線データを動的に調整すること
ができる。この動的バックグラウンド補償手法は、動的バックグラウンド捕獲に関する速
度および感度の向上、収集データの処理におけるメモリ効率、および可変システムパラメ
ータに調整し特定の用途に向けるための可撓性の利点を有する。さらに、情報処理システ
ムは、スプレッダバーの通常の作動および移動におけるバックグラウンド作用の変化を予
想するなど、データ収集の際、センサの配置に使用される特定の工程を学習することがで
きる。付加的に、動的バックグラウンド補償手法は、変化するバックグラウンド環境の作
用の継続する差分減算（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ）を行うこ
とができる。この手法は、分析データの品質を向上させ、より優れた、またより信頼でき
る放射線検出および同位元素特定につながる。
【００４２】
　本発明の代替の実施形態によると、収集データに対する変化するバックグラウンド作用
を除去するのに、複合的なバックグラウンド分析手法を使用することができる。一実施例
において、ＧＰＳ検出器が、クレーンスプレッダバーなど可動センサをサポートする構造
体に機械的に結合され、収集データを処理する情報処理システムに（スプレッダバーの）
継続する位置データを提供する。スプレッダバーの位置は、例えば、スプレッダバーのセ
ンサが体験したバックグラウンド環境のタイプを示すことができる。ＧＰＳ検出器は、よ
く知られた様式で作動し、地理的位置情報および高度情報の両方を提供することができる
。例えば、地面または海面の上のスプレッダバーの高度を知ることで、スプレッダバーの
センサが体験するバックグラウンド作用のタイプを示すことができる。高度情報および／
または地理的位置情報は、例えば、スプレッダバーに近接する構造体の予測地図およびバ
ックグラウンド環境と対照させて比較することができる。これらの推測されるバックグラ
ウンド環境は、例えば、分析するのにより適切でより信頼可能なデータを提供するために
、収集データから差し引くことができるバックグラウンド作用と一致し、これは、より優
れた、またより信頼可能な放射線検出および同位元素特定につながる。変化するバックグ
ラウンドおよび収集データに対する対応するバックグラウンド作用を追跡するために、シ
ステムによって、機械装置および／または電気装置および／または手動のデータエントリ
を含めた代替の位置検出装置を使用することができる。
【００４３】
　情報処理システムによる高度情報および／または地理的位置情報の別の利用は、放射線
データを収集するために使用される装置の作動および作用を制御するためである。例えば
、活動分析を行う目的で、スプレッダバーにまたは橋形クレーン上に配備されたセンサシ
ステム内に含まれる中性子パルスによって装置によって、中性子パルスを生成することが
でき、中性子パルスに続くガンマフィードバックが、高濃度ウラン、爆発物または不正薬
物などコンテナ内に隠蔽された放射線物質を特定することができる。しかしながら、特定
のシステムの実装は、地面および／または海面上の特定の地理的領域および／または高度
に対する中性子パルス装置の作動を制限する場合がある。例えば、クレーンおよび／また
はスプレッダバーが、クレーン操作者キャビンに、または通常人が占拠するような保護領
域に近接近するとき、中性子パルス装置を非作動状態のままに制御することができる。上
記に考察するように、データ分析の速度および信頼度を向上させつつ、異なる動作環境へ
の適応性および動的調整は、過去には利用不可能であった本発明の有意な利点である。
【００４４】
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　ユーザインターフェース３１４により、サポートまたは管理者が、ローカルシステム３
１２を作動させ、放射線検出および同位元素の特定、および／またはクレーンアーム組立
体（または、スプレッダバー）などフレーム構造体の上に配備されたセンサユニット３０
１、３０２および３０３の収集によるＲＦ信号の検出の状況を監視することが可能になる
。
【００４５】
　ユーザインターフェース３１４は、例えば、収集された受信戻り信号、または検査中の
船積みコンテナ内で特定された可能性のある爆発物および／または特殊な物質、または検
査中の船積みコンテナ内に含まれる、任意のシステムが特定した認可されない爆発物およ
び／または特殊な物質、またはそれらのいずれかの混合物の表示を使用者に提示すること
ができる。
【００４６】
　データ収集システムはまた、例えば、ネットワーク３１６を介して、遠隔制御および監
視システム３１８に通信式に結合されてよい。遠隔システム３１８は、コンピュータと、
メモリと、記憶装置と、モニタ上のディスプレイおよびキイボードまたは他のユーザ入力
／出力装置などユーザインターフェース３２０とを有する情報処理システムを備える。ネ
ットワーク３１６は、任意の数のローカルエリアネットワークおよび／または広域ネット
ワークを有する。それは、有線および／または無線通信ネットワークを含むことができる
。このネットワーク通信技術は、従来技術でよく知られる。ユーザインターフェース３２
０により、離れて位置するサポートまたは管理者が、ローカルシステム３１２を作動させ
、例えば、クレーンアーム組立体（またはスプレッダバー）上のフレーム構造体の上に配
備されたセンサユニット３０１、３０２および３０３の収集によって、船積みコンテナ検
証の状況を監視することが可能になる。中央監視システムは、船積みコンテナが第２の位
置に移動される際、ＣＣＴＶカメラ（３５０）または船積みコンテナ追跡システム（３５
５）を使用することにより、船積みコンテナの位置を表示することができる。
【００４７】
　中性子パルス装置は、活動分析を行うためにスプレッダバー上または橋形クレーン上に
配備されたセンサシステム内に含まれてよく、ガンマフィードバックが、高濃度ウラン、
爆発物または不正薬物など隠蔽された放射線物質を特定する。
【００４８】
　図４を参照すると、マルチノード放射線検証システムの一例は、データネットワーク（
４０５）によって相互接続された、複数のスプレッダバー放射線検証システム(４０１)お
よび第２の放射線検証ノード（４０４）、操作センタ（４０８）、コンテナ追跡システム
（４１０）およびＣＣＴＶ（４０２）カメラを含む。いくつかのケースにおいて、ターミ
ナル周辺のコンテナを移動させるのに、フォークリフトトラックが使用される。フォーク
リフトトラック（４２０）は、スプレッダバーを装備し、無線放射線検証ノードとして構
成されてよい。
【００４９】
　図５を参照して、放射線センサがプッシュプルバー内に設置されたスプレッダバーの一
例が示される。図５では、１つまたは複数の放射線センサが、プッシュプルバー５０１内
に組み込まれる。放射線センサは、衝撃吸収コネクタ５１１を備えた箱の中に封入される
。ガンマセンサ５１２は、ユニットの下側で箱の中に緩衝取付け（ｓｈｏｃｋ　ｍｏｕｎ
ｔｅｄ）される。１つまたは複数のガンマセンサは、６６２ｋｅｖで７％以上のセンサ解
像度を有する。中性子センサ５１４およびサポート電子機器５１３が、箱の頂部側に設置
される。プッシュプルバー５０１に対する、１つまたは複数の放射線センサ、すなわち、
ガンマセンサ５１２、中性子センサ５１４およびサポート電子機器５１３の代替の取り付
け構成は、本考察を鑑みて当業者には明白となるはずである。
【００５０】
　図６を参照して、放射線センサがメインユニット６０１内に設置されたスプレッダバー
の一例が示される。図６の例では、放射線センサは、メインユニット６０１内に組み込ま
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れる。放射線センサは、衝撃吸収コネクタ６１１を備えた箱の中に封入される。ガンマセ
ンサ６１２は、ユニットの下側で箱の中に緩衝取付けされる。中性子センサ６１３および
サポート電子機器６１４が、箱の頂部側に設置される。メインユニット６０１に対する、
１つまたは複数の放射線センサ、すなわち、ガンマセンサ６１２、中性子センサ６１３、
およびサポート電子機器６１４の代替の取り付け構成は、本考察を鑑みて当業者には明白
となるはずである。
【００５１】
　中央監視局からなど、システムを遠隔式に作動させることによって、限定された人数の
管理者によって、多数の場所を安全に監視することができる。図１の例に示されるように
、クレーンアーム組立体からなど、コンテナ運搬動作を監視する以外に、コンテナ分析の
ための初期の検出および特定段階に備えて、多くの多様な用途を採用することができるこ
とが明白であろう。例えば、フォークリフトトラック搭載型センサユニットが、遠隔監視
システムと通信することにより、港、鉄道、協同一貫輸送局、および船、飛行機、トラッ
ク、倉庫および他の輸送環境で、および本考察を鑑みて当業者が理解するであろう運搬す
る多量の積み荷を有する他のこのような場所で、大量の積み荷を移動させ運搬することが
可能になる。
【００５２】
　付加的に、放射線および爆発物以外を監視するために、システム監視機能を組み合わせ
ることができる。他のタイプの危険要素に適切なセンサおよび検出器を、本発明の代替の
実施形態による放射線センサユニットおよび監視システムと組み合わせることによって、
放射線検出を併用して、これらの他のタイプの危険要素を監視することができる。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと、
ソフトウェアとの組み合わせにおいて実現することができる。本発明の好ましい実施形態
によるシステムは、１つのコンピュータシステムにおける集中様式で、または異なる要素
が複数の相互接続されたコンピュータシステムじゅうに広がる分散様式で実現することが
できる。任意の種類のコンピュータシステム、または本明細書に記載の方法を実施するよ
うに適合された他の装置が適応される。ハードウェアとソフトウェアの典型的な組み合わ
せは、ロードされ実行されると、それが、本明細書に記載の方法を実施するように、コン
ピュータシステムを制御するコンピュータプログラムを備えた汎用コンピュータシステム
であってよい。
【００５４】
　本発明による一実施形態はまた、本明細書に記載の方法を実行することが可能な全ての
機能を備え、コンピュータシステム内にロードされる際、これらの方法を実施することが
できるコンピュータプログラム製品に組み込まれてよい。本文脈におけるコンピュータプ
ログラム手段またはコンピュータプログラムは、情報処理能力を有するシステムが、直接
、または以下のａ）別の言語、符号、または表記法への変換、およびｂ）異なる物質形態
での再生のいずれか、またはこれら両方の後で、特定の機能を果たすようにすることを目
的とした、いずれかの言語、符号、または表記法での１セットの指示の任意の表現を意味
する。
【００５５】
　各コンピュータシステムは、１つまたは複数のコンピュータ、およびコンピュータが、
データ、指示、メッセージまたはメッセージパケット、およびコンピュータ読取り可能媒
体からの他のコンピュータ読取り可能情報を読むことを可能にする、少なくとも１つのコ
ンピュータ読取り可能媒体を含んでよい。コンピュータ読取り可能媒体は、ＲＯＭ、フラ
ッシュメモリ、ディスクドライブメモリ、ＣＤ-ＲＯＭ、および他の永続的記憶媒体など
の不揮発性メモリを含んでよい。付加的にコンピュータ読取り可能媒体は、例えば、ＲＡ
Ｍ、バッファ、キャッシュメモリおよびネットワーク回路などの揮発性記憶装置を含んで
よい。さらに、コンピュータ読取り可能媒体は、コンピュータが、このようなコンピュー
タ読取り可能情報を読み取ることを可能にする有線ネットワークまたは無線ネットワーク
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を含む、ネットワークリンクおよび／またはネットワークインターフェースなど一時的ス
テート媒体におけるコンピュータ読取り可能情報を有することができる。
【００５６】
　本発明の特定の実施形態を開示してきたが、当業者は、本発明の精神および範囲から逸
脱することなく、特定の実施形態に変更を行うことができることを理解するであろう。本
発明の範囲は、したがって、特定の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求
の範囲が、本発明の範囲内の任意のおよび全てのこのような用途、修正形態および実施形
態を包含することを目的とするものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成21年8月12日(2009.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多段式放射線検出および特定システムであって、
　橋形クレーンに機械的に結合され、検査中の船積みコンテナに近接して配置され得るフ
レーム構造体の上に集合的に搭載された１つまたは複数のガンマセンサおよび・または１
つまたは複数のソリッドステート中性子センサを備える、前記橋形クレーン上に配備され
た放射線センサシステムと、
　前記橋形クレーン上に配備された前記放射線センサシステムから離れて位置し、前記船
積みコンテナ内で検出された放射線物質を分析するために１つまたは複数のセンサを備え
る第２の放射線センサ位置と、
　放射線センサネットワーク上の個々のノードとして、前記橋形クレーン放射線センサシ
ステムおよび前記第２の放射線センサ位置に通信式に結合する分配ネットワークと、
　橋形クレーン上の前記放射線センサからの放射線データを収集するために、前記橋形ク
レーン上に配備された前記放射線センサに通信式に結合された第１デジタルデータ収集シ
ステムと、
　第２の放射線検証位置で前記放射線センサから放射線データを収集するために、前記第
２の放射線検証位置に配備された前記放射線センサに通信式に結合された第２デジタルデ
ータ収集システムと、
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　前記収集された放射線データのヒストグラムを作成するために、前記第１および第２の
デジタルデータ収集システムに通信式に結合されたマルチチャネル分析システムと、
　前記ネットワーク上の１つまたは複数のノードから取得した前記データを使用して、放
射線を検出し、前記検出された放射線に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する目
的で、前記収集された放射線データおよび前記ヒストグラムを受信し分析するために、前
記マルチチャネル分析システムおよび前記第１および第２のデジタルデータ収集システム
に通信式に結合されたスペトクトル分析システムと、
　前記スペトクトル分析システムによって使用する同位元素スペトクトルを表すデータを
蓄積するための第１データ蓄積手段であって、前記第１データ蓄積ユニット内に蓄積され
た１つまたは複数のスペトクトル画像が、各同位元素を表し、前記スペトクトル分析シス
テムに通信式に結合される第１データ蓄積手段と、
　それらが表す可能性のある物質または物品を判定する目的で、前記特定された１つまた
は複数の同位元素を分析するために、前記スペトクトル分析システムに通信式に結合され
た情報処理システムと、
　検査中の前記コンテナに関連する積み荷目録を表すデータを蓄積するための第２データ
蓄積手段であって、検査中の前記コンテナ内に含まれる認可されない物質または物品が存
在するかどうかを判定するために、前記判定された可能性のある物質または物品を、検査
中の前記コンテナに関連する前記積み荷目録と比較することをさらに目的とする前記情報
処理システムに通信式に結合された第２データ蓄積手段とを備えるシステム。
【請求項２】
　放射線分析の第１段階が、前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサか
らの前記船積みコンテナ内の放射線物質の検出で構成される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項３】
　放射線分析の第１段階が、放射線入り口上に配備されたセンサからの前記船積みコンテ
ナ内の放射線物質の検出で構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　放射線分析の第２段階が、前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサか
らの前記船積みコンテナ内の前記放射線物質の特定で構成される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　放射線分析の第２段階が、検査中の前記船積みコンテナ内の前記放射線物質をさらに特
定するために、前記センサから付加的データが収集される場合、時間を延長するために、
前記橋形クレーンのスプレッダバー上に配備されたセンサを、前記船積みコンテナに近接
近して維持するステップで構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　放射線分析の第２段階が、前記船積みコンテナがさらなる分析のために移動される場合
の前記第２の放射線センサ位置の使用で構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　放射線分析の第２段階が、フォークリフトトラック上に配備されたセンサによって、検
査中の前記船積みコンテナに対して行われる、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記スペトクトル分析システムが、コンピュータプログラム製品上でソフトウェアを使
用することによって、放射線を検出し、前記検出された放射線に関連する１つまたは複数
の同位元素を特定するために、前記収集データおよび前記ヒストグラムを分析し、前記ソ
フトウェアが、
　米国特許第 ６，８４７，７３１号に記載されるマージン設定法と、
　米国仮特許出願第６０/７５９，３３１号に記載されるスペトクトル法の線形分析（Ｌ
ＩＳＣＡＮ法）を含めた、前記スペトクトル分析システムのための動作を行う、請求項１
に記載のシステム。
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【請求項９】
　前記１つまたは複数のガンマセンサが、一体式のアナログインターフェースと、アナロ
グデジタル変換器とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のガンマセンサが、 ６６２ｋｅｖで７％以上の解像度を有する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数のソリッドステート中性子センサが、一体式のアナログインターフ
ェースと、アナログデジタル変換器とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　バックグラウンド環境からのバックグラウンド放射線作用を補償する目的で収集された
放射線データを調整するために、情報処理システムが、前記デジタルデータ収集システム
と通信式に結合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記情報処理システムが、変化するバックグラウンド放射線作用に従って、前記収集さ
れた放射線データを動的に調整する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記情報処理システムが、複数のバックグラウンド放射線作用分析に従って、前記収集
された放射線データを調整する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
爆発物、特殊な物質および他の物質を検出および特定するシステムであって、
　中性子パルス生成器と、
　前記中性子パルスの結果として、船積みコンテナ内の物質から生成されたガンマまたは
他の放射線信号を特定するための１つまたは複数の放射線センサと、
　前記中性子パルスの結果として、受信した戻り信号を収集するために、前記１つまたは
複数の放射線センサに通信式に結合されたデータ収集システムと、
　検査中の前記船積みコンテナの空洞内の物質を検出する目的で、前記収集された受信戻
り信号を分析し、その中の可能性のある爆発物および／または特殊な物質を特定するため
に、前記データ収集システムに通信式に結合されたスペトクトル分析および情報処理シス
テムと、
　検査中の前記船積みコンテナに関連する積み荷目録を表すデータを蓄積するためのデー
タ蓄積手段であって、検査中の前記船積みコンテナ内に含まれる認可されない爆発物およ
び／または特殊な物質が存在するかどうか判定するために、前記特定された可能性のある
爆発物および／または特殊な物質を、検査中の前記船積みコンテナに関連する前記積み荷
目録と比較することをさらに目的とする前記スペトクトル分析および情報処理システムと
通信式に結合されたデータ蓄積手段とを備え、
　中央プロセッサに戻る集結された通信経路のために、前記船積みコンテナの外側および
船積みコンテナに近接して配置され得る少なくとも１つのフレーム構造体上に配備された
センサのグループを接続するのにセンサ集信機が使用され、前記センサ集信機が、各セン
サのセンサインターフェースユニットに接続される、爆発物、特殊な物質および他の物質
を検出および特定するシステム。
【請求項１６】
　前記収集された受信戻り信号の表示と、
　検査中の前記船積みコンテナ内の前記特定された可能性のある爆発物および／または特
殊な物質と、
　前記システムが特定した、検査中の前記船積みコンテナ内に含まれる認可されない爆発
物および／または特殊な物質のうちの少なくとも１つを使用者に提示するために、前記ス
ペトクトル分析および情報処理システムに通信式に結合されたユーザインターフェースを
さらに備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
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　前記特殊な物質が、高濃度ウランを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記スペトクトル分析および情報処理システムが、検査中の前記船積みコンテナに関連
する前記積み荷目録を、推測される爆発物および／または放射線物質に変換し、次いで、
前記特定された可能性のある爆発物および／または特殊な物質を、前記推測される爆発物
および／または放射線物質と比較することによって、前記特定された可能性のある爆発物
および／または特殊な物質を前記積み荷目録と比較する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　検査中の前記コンテナの前記内容物を感知するのに使用されるセンサシステムが、爆発
物、放射線物質、隠蔽物質、化学および／または生物学的物質の検出および特定のために
、核共鳴、ガンマ線撮像および他の進歩的技術に基づく、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　高濃度ウラン、爆発物および不正薬物などの物体からのガンマフィードバックによって
活動分析を行うために、センサシステム内の一体型モジュールとして中性子パルス生成装
置が実装される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　船積みコンテナ内の高濃度ウラン、爆発物および不正薬物などの物体からのガンマフィ
ードバックによって活動分析を行うために、前記中性子パルス生成装置が、橋形クレーン
のスプレッダバーまたはフォークリフトに近接して配置される、請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　内蔵プロセッサが、スプレッダバーに配備されたセンサのグループを接続するのに使用
され、センサが中央プロセッサと通信するのをサポートし、前記内蔵プロセッサが、各セ
ンサのセンサインターフェースユニットに接続される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　バックグラウンド環境からの変化するバックグラウンド放射線作用を補償する目的で、
収集された放射線データを動的に調整するために、情報処理システムが、前記デジタルデ
ータ収集システムに通信式に結合される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　多段式放射線検出および特定システムであって、
　検査中の船積みコンテナの外側および船積みコンテナに近接して配置され得る少なくと
も１つのフレーム構造体上に集合的に搭載された１つまたは複数のガンマセンサおよび・
または１つまたは複数のソリッドステート中性子センサを備える、少なくとも１つのフレ
ーム構造体上に配備された放射線センサシステムと、
　前記少なくとも１つのフレーム構造体上に配備された前記放射線センサシステムから離
れて位置し、前記船積みコンテナ内で検出された放射線物質を分析するために１つまたは
複数のセンサを備える第２の放射線センサ位置と、
　放射線センサネットワーク上の個々のノードとして、前記放射線センサシステムおよび
前記第２の放射線センサ位置に通信式に結合する分配ネットワークと、
　前記少なくとも１つのフレーム構造体上に配備された前記放射線センサから放射線デー
タを収集するために、前記少なくとも１つのフレーム構造体上に配備された前記放射線セ
ンサに通信式に結合された第１デジタルデータ収集システムと、
　第２の放射線センサ位置で前記放射線センサからの放射線データを収集するために、前
記第２の放射線センサ位置に配備された前記放射線センサに通信式に結合された第２デジ
タルデータ収集システムと、
　前記収集された放射線データのヒストグラムを作成するために、前記第１および第２の
デジタルデータ収集システムに通信式に結合されたマルチチャネル分析システムと、
　前記ネットワーク上の１つまたは複数のノードから取得した前記データを使用して、放
射線を検出し、前記検出された放射線に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する目
的で、前記収集された放射線データおよび前記ヒストグラムを受信し分析するために、前
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記マルチチャネル分析システムおよび前記第１および第２のデジタルデータ収集システム
に通信式に結合されたスペトクトル分析システムと、
　前記スペトクトル分析システムによって使用する同位元素スペトクトルを表すデータを
蓄積するための第１データ蓄積手段であって、前記第１データ蓄積ユニット内に蓄積され
た１つまたは複数のスペトクトル画像が、各同位元素を表し、前記スペトクトル分析シス
テムに通信式に結合される第１データ蓄積手段と、
　それらが表す可能性のある物質または物品を判定する目的で、前記特定された１つまた
は複数の同位元素を分析するために、前記スペトクトル分析システムに通信式に結合され
た情報処理システムと、
　検査中の前記コンテナに関連する積み荷目録を表すデータを蓄積するための第２データ
蓄積手段であって、検査中の前記コンテナ内に含まれる認可されない物質または物品が存
在するかどうかを判定するために、前記判定された可能性のある物質または物品を、検査
中の前記コンテナに関連する前記積み荷目録と比較することをさらに目的とする前記情報
処理システムに通信式に結合された第２データ蓄積手段とを備えるシステム。
【請求項２５】
　１つまたは複数のコンテナ内の放射性物質を検出および特定する方法であって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された少なくとも１つのフレーム構造体
上に据えられた複数の放射線センサによって、前記複数の放射線センサに近接して配置さ
れた前記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペ
トクトルデータセットを収集するステップと、
　前記コンテナおよびその内容物に関連して前記収集された少なくとも１つのスペトクト
ルデータセットをスペトクトル分析するステップと、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記スペトクトル分析に
基づいて、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する
ステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質を特定する
ステップと、
　特定された前記物質を、前記コンテナ内にあると断言された１セットの物質を記載する
、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録と比較するステップと、
　特定された前記物質と、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記
比較に関連する１セットの比較結果をメモリに記憶するステップとを含む方法。
【請求項２６】
　前記複数の放射線センサが、
　１セットのガンマセンサと、
　１セットのソリッドステート中性子センサとのうちの少なくとも１つを含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのスペトクトルデータセットに対応し、各ヒストグラムが前記コン
テナに関連する放射線の様々なスペトクトル画像を表す、１セットのヒストグラムを提供
するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する前記ステ
ップが、
　前記ヒストグラムのセット内の各ヒストグラムを、各スペトクトル画像が１つの同位元
素を表す複数のスペトクトル画像と比較するステップと、
　各ヒストグラムの前記比較に基づいて、前記ヒストグラムのセット内のヒストグラムの
少なくとも一部に実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像のそれぞれを特定するス
テップと、
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定するステップ
であって、前記特定された同位元素のそれぞれが、前記ヒストグラムのセット内のヒスト
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グラムの少なくとも一部に実質的に適合する少なくとも１つの特定されたスペトクトル画
像によって表されるステップとをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記物質を特定するステップが、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素を、事前定義された１つまたは複数の同位元
素の任意の組み合わせを有することが知られている、複数の物質、複数の物品および複数
の製品のうちの少なくとも１つに関連する事前定義された１つまたは複数の同位元素と比
較するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の前記比較に基づいて、前記特定された１つ
または複数の同位元素を有し、前記コンテナの前記内容物内にあると思われる少なくとも
１つの物質、物品または製品を特定するステップとをさらに含む、請求項２５に記載の方
法。
【請求項３０】
　前記スペトクトル分析するステップが、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセット内の放射線データを、一定
の周波数範囲および関連する収集された中性子カウントにわたってスペトクトル分析する
ステップであって、前記放射線データの分析において、収集されたゼロ以外の中性子カウ
ントが、前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセット内の前記放射線デー
タから、前記収集されたゼロ以外の中性子カウントに対応する放射線を差し引いたものに
一致するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定する前記ステ
ップが、
　前記コンテナおよび前記コンテナ内の前記内容物に関連する複合スペトクトル画像を表
すヒストグラム内のスペトクトル画像をスペトクトル分析するステップと、
　各スペトクトル画像が１つの同位元素を表す複数のスペトクトル画像を、前記ヒストグ
ラム内の前記スペトクトル画像の少なくとも一部と比較するステップと、
　前記比較に基づいて、前記ヒストグラム内の前記スペトクトル画像の少なくとも一部に
実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像から第１のスペトクトル画像を特定するス
テップと、
　前記ヒストグラム内の前記スペトクトル画像から前記特定された第１のスペトクトル画
像を差し引き、その結果、前記ヒストグラム内の残りのスペトクトル画像となるステップ
と、
　前記複数のスペトクトル画像内の各後続のスペトクトル画像に対して、前記比較、特定
、および差し引くステップを繰り返すステップであって、各後続のスペトクトル画像が、
前記ヒストグラム内の前記残りのスペトクトル画像の少なくとも一部において特定された
後、次いで、前記ヒストグラム内の前記残りのスペトクトル画像から差し引かれるステッ
プとをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットをスペトクトル分析する前
記ステップの前に、前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットから、動
的に変化する複数のバックグラウンド放射線データの１つを差し引くステップをさらに含
む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　中の放射性物質を検出および特定するために、１つまたは複数のコンテナから収集され
たスペトクトルデータを動的に調整する方法であって、
　前記コンテナの周辺の異なるバックグラウンド環境に対応する動的に変化する複数のバ
ックグラウンド放射線データを提供するステップと、
　前記複数の放射線センサによって、前記複数の放射線センサに近接して配置された前記
コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペトクトル
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データセットを収集するステップと、
　動的に変化する複数のバックグラウンド放射線データのうちの１つに従って、前記収集
された少なくとも１つのスペトクトルデータセットを動的に調整するステップとを含む方
法。
【請求項３４】
　前記動的に調整するステップが、
　動的に変化する前記複数のバックグラウンド放射線データのうちの１つを選択するステ
ップと、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットから、動的に変化する前記
複数のバックグラウンド放射線データのうち前記選択されたものを差し引くステップとを
さらに含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　動的に調整された前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットをスペト
クトル分析するステップと、
　動的に調整された前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記ス
ペトクトル分析に基づいて、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同
位元素を特定するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質を特定する
ステップと、
　特定された前記物質を、前記コンテナ内にあると断言された物質のセットを記載する、
前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録と比較するステップと、
　特定された前記物質を、前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記
比較に関連する比較結果のセットをメモリに記憶するステップとをさらに含む、請求項３
３に記載の方法。
【請求項３６】
　異なるバックグラウンド環境が、
　水面と、
　陸上と、
　空気と、
　地面と、
　他のコンテナのうち少なくとも１つを有する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　１つまたは複数のコンテナ内の放射性物質を検出および特定するシステムであって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された少なくとも１つのフレーム構造体
上に据えられた複数の放射線センサであって、前記複数の放射線センサに近接して配置さ
れた前記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表す少なくとも１つのスペ
トクトルデータセットを収集するように適合された複数の放射線センサと、
　前記複数の放射線センサに通信式に結合された情報処理システムであって、
　前記コンテナおよびその内容物に関連する前記収集された少なくとも１つのスペトクト
ルデータセットのスペトクトル分析、
　前記収集された少なくとも１つのスペトクトルデータセットの前記スペトクトル分析に
基づいた、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素の特定、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数と関連する物質の特定、
　特定された前記物質と、前記コンテナ内にあると断定された物質のセットを記載する、
前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との比較、および
　特定された前記物質と前記コンテナに関連する少なくとも１つの積み荷目録との前記比
較に関連する比較結果のセットのメモリへの記憶に適合された情報処理システムとを少な
くとも備えるシステム。
【請求項３８】
　前記情報処理システムが、
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　前記少なくとも１つのスペトクトルデータセットに対応し、各ヒストグラムが、前記コ
ンテナに関連する放射線の異なるスペトクトル画像を表す、１セットのヒストグラムの提
供にさらに適合される、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記情報処理システムが、
　前記ヒストグラムのセット内の各ヒストグラムを、各スペトクトル画像が１つの同位元
素を表す複数のスペトクトル画像と比較するステップと、
　各ヒストグラムの前記比較に基づいて、前記ヒストグラムのセット内のヒストグラムの
少なくとも一部に実質的に適合する前記複数のスペトクトル画像のそれぞれを特定するス
テップと、
　前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つまたは複数の同位元素を特定するステップ
であって、前記特定された同位元素のそれぞれが、前記ヒストグラムのセット内のヒスト
グラムの少なくとも一部に実質的に適合する少なくとも１つの特定されたスペトクトル画
像によって表されるステップとによって、前記コンテナ内の前記内容物に関連する１つま
たは複数の同位元素の特定にさらに適合される、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記情報処理システムが、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素を、事前定義された１つまたは複数の同位元
素の任意の組み合わせを有することが知られている、複数の物質、複数の物品および複数
の製品のうちの少なくとも１つに関連する事前定義された１つまたは複数の同位元素と比
較するステップと、
　前記特定された１つまたは複数の同位元素の前記比較に基づいて、前記特定された１つ
または複数の同位元素の１つまたは複数を有し、前記コンテナの前記内容物内にあると思
われる少なくとも１つの物質、物品または製品を特定するステップとによって、前記特定
された１つまたは複数の同位元素の１つまたは複数に関連する物質の特定にさらに適合さ
れる、請求項３７に記載のシステム。
【請求項４１】
　コンテナ内の内容物に関連する同位元素を特定する方法であって、
　コンテナの外側およびコンテナに近接して配置された複数の放射線センサによって、前
記コンテナおよびその内容物に関連する放射線データを表すスペトクトルデータセットを
収集するステップと、
　同位元素特定のために、ガンマスペトクトルおよび中性子の存在の両方を使用して、前
記収集されたスペトクトルデータセットから前記コンテナの前記内容物に関連する１つま
たは複数の同位元素を順次特定するステップとを含む方法。
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