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(57)【要約】
　対をなす照射されるボクセルから求められる減衰に基
づいて、検査される物体を特徴付ける方法である。伝播
方向及びエネルギー分布によって特徴付けられる透過性
放射線のビームが物体にわたって走査され、コリメート
された視野を有する散乱検出器が、透過性放射線の入射
ビームによって遮断された、検査される物体の各ボクセ
ルによって散乱した放射線を検出する。入射ビームの入
射ボクセルの対間の透過性放射線の減衰を計算すること
によって、透過性放射線の１又はそれ以上のエネルギー
の物体における減衰の、よって、種々の物質特性の３次
元分布を特徴付ける断層撮影画像が得られる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透過性放射線の平均自由行程に基づいて物体を特徴付ける方法であって、
　伝播方向及びエネルギー分布によって特徴付けられる、透過性放射線の入射ビームを生
成し、
　透過性放射線の前記ビームの周りに、各々の検出器が視野によって特徴付けられる複数
の検出器要素を配置し、
　各々の検出器要素の前記視野をコリメートし、
　各々が前記検出器要素の１つの前記視野と透過性放射線の前記入射ビームの前記伝播方
向との交点として定められる、検査される物体内にある複数のボクセルによって散乱した
放射線を検出し、
　各々が透過性放射線の前記入射ビームの少なくとも２つの伝播方向の一方に対応する、
ボクセルの対間の散乱した透過性放射線の減衰を計算する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　複数の入射点で前記検査される物体に連続的に入射するように、透過性放射線の前記入
射ビームの前記伝播方向を変化させるステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記放射線を検出するステップは、透過性放射線の前記入射ビームから散乱した前記放
射線の指定のエネルギー成分を検出するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　複数の入射点で前記検査される物体に入射するように、前記伝播方向に対して実質的に
横断方向のパターンで前記入射ビームを走査するステップをさらに含むことを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記検査される物体内の位置の関数として透過性放射線の前記減衰を表示するステップ
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　透過性放射線の前記入射ビームの周りに検出器を配置する前記ステップは、該入射ビー
ムの前記伝播方向に対して実質的に平行なベクトル成分を有する方向に沿って散乱検出器
のアレイを配置するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　透過性放射線の前記入射ビームの周りに検出器を配置する前記ステップは、透過性放射
線の前記ビームに対して実質的に横断方向の平面内に検出器を配置するステップを含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　透過性放射線の前記減衰を計算する前記ステップは、前記検査される物体内の位置の関
数として散乱放射線の平均自由行程を求めるステップを含むことを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　前記コリメートするステップは、前記入射ビームの前記伝播方向に対して指定された範
囲の角度の方向に、各検出器の前記視野を制限するステップを含むことを特徴とする、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　透過性放射線の前記入射ビームの前記エネルギー分布を変化させるステップをさらに含
むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記走査するステップは、ｘ線管について開口を走査するステップを含むことを特徴と



(3) JP 2010-501860 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記走査するステップは、源アレイの別個の要素を作動させるステップを含むことを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　測定値の表による計算された平均自由行程の比較に基づいて、物質を脅威物質として同
定するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　反対の視野の検知器要素によりボクセルに繰り返し質問することに基づいて、計算され
た減衰を検証するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過性放射線によって物体を検査するための方法及びシステムに関し、より
特定的には、異なる方向、潜在的には反対方向に散乱した透過性放射線を同時検出するこ
とによる物体の検査に関する。
　本出願は、２００６年８月２３日に出願された米国仮出願第６０／８２３，３２８号に
基づく優先権を主張するものであり、その出願は引用により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　２００１年９月以降の期間において、飛行機の荷物の中に隠れた爆発物を探索するため
に、Ｘ線コンピュータ断層撮影（ＣＴ）が広範囲にわたって使用されてきた。この方法は
、スーツケース内に収容されている物体の「ＣＴ値（ＣＴ　ｎｕｍｂｅｒ）」を測定する
ことによって機能する。ＣＴ値は、本質的には、各物体を構成する物質内の（所定のエネ
ルギー分布を有する）ｘ線の単位長さ当たりの減衰の尺度である。次いで、ＣＴ値を用い
て、物質を同定することができる。定義上、ここで用いられる、いずれかの添付の特許請
求の範囲における「ＣＴ値」とは、従来より引用される水の減衰に対する、ｘ線減衰の尺
度を言う。
【０００３】
　有機物質の場合、ＣＴ値は、本質的に物質の電子密度の尺度であり、質量密度に比例す
る。従って、Ｘ線ＣＴシステムは、隠れた物質の質量密度を測定することができる。爆発
物は、立方センチメートル当たり約１．２～１．７グラム（ｇ／ｃｃ）の範囲にある質量
密度を有する傾向がある。Ｘ線ＣＴシステムは、３次元で容器（ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）の
内容物を再構成するので、隠れた物質の各々の体積も求められる。この情報を密度と組み
合わせることにより、各物体の質量がもたらされる。１．２ｇ／ｃｃから１．７ｇ／ｃｃ
までの間の密度を有する最小サイズ及び質量を有する物体を選択することによって、容器
において爆発の脅威があるものを自動的に検出し、警報を鳴らすことができる。
【０００４】
　Ｘ線ＣＴシステムの不利な点には、それらのサイズ及びコストが挙げられる。主として
ｘ線源及び検出器アレイを据え付ける高速回転するガントリのために、サイズ及びコスト
の両方が生じる。
【０００５】
　「Ｓｉｄｅ　Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」という名称の特
許文献１は、セグメント化され、コリメートされた検出器アレイの１つ又はそれ以上のア
レイによって検出されるような、ｘ線のラスタ走査のペンシル・ビームから本質的に９０
度で散乱された放射線を検出する方法を記載している。次に、側方散乱放射線の強度分布
を用いて、容器内の隠れた有機物質を（３次元で）再構成する。この特許は、引用により
本明細書に組み入れられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，９３０，３２６号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１１／７３７，３１７号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態によると、対をなすボクセル（ｖｏｘｅｌ）の分析に基づい
た透過性放射線の平均自由行程（ｍｅａｎ－ｆｒｅｅ－ｐａｔｈ）の判定に基づいて、物
体を特徴付けるための方法及びシステムが提供される。
　種々の実施形態において、この方法は、
　伝播方向及びエネルギー分布によって特徴付けられる、透過性放射線の入射ビームを生
成し、
　透過性放射線のビームの周りに、各々の検出器が視野によって特徴付けられる複数の検
出器要素を配置し、
　各々の検出器要素の視野をコリメートし、
　複数の入射点で検査される物体に連続的に入射するように、透過性放射線の入射ビーム
の伝播方向を変化させ、
　入射ビームの伝播方向と検出器要素の視野との間の交点として定められる、対で得られ
る検査される物体のボクセルによって散乱した放射線を検出し、
　入射ビームの入射ボクセルの対間の透過性放射線の減衰を計算する、
ことを含む。
【０００８】
　本発明の更に別の実施形態によると、放射線を検出するステップは、透過性放射線の入
射ビームから散乱した放射線の指定のエネルギー成分を検出することを含むことができる
。入射ビームの伝播方向を変化させることに加えて、複数の入射点で検査される物体に入
射するように、伝播方向に対して実質的に横断方向のパターンで入射ビームを走査するこ
とができる。検査される物体内の位置の関数として透過性放射線の減衰を表示することが
できる。
【０００９】
　本発明の他の代替的な実施形態によると、透過性放射線の入射ビームの周りに検出器を
配置するステップは、入射ビームの伝播方向に対して実質的に平行なベクトル成分を有す
る方向に沿って散乱検出器のアレイを配置すること、或いは、透過性放射線のビームに対
して実質的に横断方向の平面内に検出器を配置することを含むことができる。
【００１０】
　透過性放射線の減衰を計算することは、検査される物体内の位置の関数として散乱した
放射線の平均自由行程を求めることを含むことができる。コリメートすることは、入射ビ
ームの伝播方向に対して指定された範囲の角度の方向に、各検出器の視野を制限すること
を含むことができる。
【００１１】
　本発明の更に別の実施形態によると、前述の方法は、透過性放射線の入射ビームのエネ
ルギー分布を変化させることをさらに含むことができる。さらに、走査するステップは、
ｘ線管について開口を走査すること、及び、源のアレイの別個の要素を作動させることを
含むことができる。測定値の表を用いて上記の教示に従って計算された平均自由行程の比
較に基づいて、物質を脅威物質として同定することができる。反対の視野の検出器要素に
よってボクセルに繰り返し質問することによって、計算された減衰を検証することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による、散乱減衰式断層撮影システムの作動の原理を示す。
【図２】図１のシステムにおいて介在する物体が入射ビームの１つの中に挿置された幾何
学的形状を示す。
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【図３】対向する検出器アレイの検出器要素が検査される物体によって側方散乱される透
過性放射線を検出する、本発明の好ましい実施形態の概略的表示である。
【図４】２つの周囲物体が、検査中の物体と上部散乱アレイ要素の間、及び、検査中の物
体と下部散乱アレイ要素との間に配置されるシナリオを概略的に示す。
【図５Ａ】本発明による、荷物及び小包を走査するシステムを示す。
【図５Ｂ】本発明による、荷物及び小包を走査するシステムを示す。
【図６】携帯型検査ユニットにおけるように、散乱検出器が検査される物体の片側に配置
された、システムを示す。
【図７】源が検査される物体の上方に配置され、散乱検出器が両側に配置された、本発明
の実施形態を示す。
【図８Ａ】透過性放射線の源が、検査される対象に対して上方（又は下方）に配置された
、人の検査のための本発明の実施形態を示す。
【図８Ｂ】透過性放射線源が、検査される対象に対して水平方向の平面に配置された、人
の検査のための本発明の実施形態を示す。
【図９】本発明の実施形態による、２つのコリメートされたｘ線検出器と、複数の走査さ
れたｘ線ビームを放出する源とを含む手持ち式検査装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の上記の特徴は、添付の図面と併せて次の詳細な説明を参照することによって、
より容易に理解されるであろう。
【００１４】
　本発明は、隠れた有機物質の密度のさらに正確な測定値を求める簡単で的確な方法を記
載することにより、特許文献１の教示を高めるものである。本発明の好ましい実施形態に
よると、２つの検出器アレイにおいて、側方分散分布が検出される。この方法は、特許文
献１に教示される方法を用いて得ることができるより正確な密度の判定に加えて、容器の
有機内容物の完全な３次元の再構成を可能にする。
【００１５】
　ここで図１を参照して説明されるように、散乱減衰式断層撮影（Ｓｃａｔｔｅｒ　Ａｔ
ｔｅｎｕａｔｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）は、一般に、ビームが関心ある物体内に深
く進むにつれて、ラスタ走査ｘ線ビームからの側方散乱放射線の減衰を観察する。
【００１６】
　本説明は、ｘ線ビームのような透過性放射線の入射ビーム１０に言及しているが、いず
れの透過性放射線ビームも本発明の範囲内に入ることを理解すべきであることが留意され
る。従って、ビームは、ｘ線又はガンマ線等を含むことができる。
【００１７】
　図１において、ラスタ走査ｘ線ビーム１０は、左から入り、有機物質のブロック１２を
通過する。時間ｔ1及びｔ2において、ｘ線ビーム１０は、それぞれ強度Ｉ1及びＩ2によっ
て特徴付けられ、瞬時位置が、図１の番号１０及び１１で示される。セグメント化された
散乱検出器アレイ１４が有機物質の上方に配置され、アレイ１４内の検出器要素１５の各
々は、散乱放射線を検出するための視野１６が該検出器要素１５の真下になるように、又
は言い換えると、その視野が入射ビーム１０の伝播方向に対して垂直になるように、コリ
メートされる。検出器要素１５の１つが強調表示され、時間ｔ1及びｔ2において、それが
、有機物質１２内に含有される、それぞれ体積要素１７及び１８から放出された散乱放射
線を検出する。時間ｔ1及びｔ2においてｉ番目の検出器要素において検出された散乱放射
線の強さＳ1及びＳ2の比は、
Ｓ2／Ｓ1＝（Ｉ2／Ｉ1）・Ａ（Λ）　　　　式１
によって与えられる。
ここで、Ａ（Λ）は、２つのビームを隔てる距離Δ１にわたる、有機物質内の散乱放射線
を特徴付ける減衰率であり、Λは、有機物質内の散乱放射線の平均自由行程である。減衰
率Ａ（Λ）は、
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Ａ（Λ）＝ｅΔ1/Λ　　　　式２
によって与えられる。
【００１８】
　図１に示される簡単な幾何学的形状のために、２つのボクセルにおける入射ｘ線ビーム
の強度は、等しい（Ｉ1＝Ｉ2）。この場合、式１は、
Ａ（Λ）＝Ｓ2／Ｓ1　　　　式３
をもたらし、よって、減衰（及び、従って、有機物質内の放射線の平均自由行程Λ）は、
比Ｓ2／Ｓ1から求めることができる。有機物質についての平均自由行程は、本質的に、質
量密度に比例するため、物質の密度を推論することができる。
【００１９】
　しかしながら、現実的な場合では、通常、ビームの強度Ｉ1及びＩ2は、等しくない。こ
のことは、例えば、有機物質１２がビーム１０及び１１に対して回転された場合、或いは
、図２に示されるように介在する物体２０が入射ビームの１つをブロックする場合に起こ
り得る。
【００２０】
　図２に示される場合では、Ｉ1≠Ｉ2であるので、式１は、Ａ（Λ）≠Ｓ2／Ｓ1であるこ
とを示す。実際に、Ｉ1及びＩ2は未知であるので、式１から減衰を求めることはできない
。
【００２１】
　ここで図３を参照して説明されるように、本発明は、この問題に対してこれまでに利用
できなかった解法を提供する。本発明の好ましい実施形態によると、２つの側方散乱アレ
イ、すなわち上部側方散乱アレイＵ及び下部側方散乱アレイＵが設けられる。勿論、上部
方向及び下部方向への言及は恣意的なものであり、本発明の範囲内にある透過性放射線の
入射ビームの伝播方向に対して実質的に平行なベクトル成分を有する方向に、検出器アレ
イを配置することができる。従って、図３に示される上部検出器アレイＵ及び下部検出器
アレイＬは、例えば、左側アレイ及び右側アレイと表記することもできる。
【００２２】
　時間ｔ1及びｔ2における、上部検出器アレイの強調表示された検出器要素における散乱
強度の比は、
Ｕ2／Ｕ1＝（Ｉ2／Ｉ1）・Ａ（Λ）　　　　式４
によって与えられる。
　同様に、下部検出器アレイにおける信号の比は、
Ｌ1／Ｌ2＝（Ｉ1／Ｉ2）・Ａ（Λ）　　　　式５
によって与えられる。
　式４及び式５を互いに乗算することにより、

がもたらされる。
【００２３】
　式６における減衰率についての式は、ここでは未知のビーム強度Ｉ1及びＩ2とは完全に
無関係であり、有機物質１２がバッグの中でどのように配向されているかとも、又は入射
ビームを塞ぎ得る周囲物体２０の数とも無関係であることが分かる。２つの検出器アレイ
の各々に到達するように、２つの入射ビームの十分な強度と、散乱放射線のための十分に
透明な経路とが存在することが唯一の要件である。
【００２４】
　本発明の別の強力な態様は、散乱強度の比だけが用いられる（例えば、比Ｌ1／Ｌ2及び
Ｕ2／Ｕ1だけが式６に見られる）ので、式６によって与えられる減衰率を計算する方法は
、散乱放射線が検出器アレイの一方又は両方に達する前に散乱放射線を減衰させ得るいず
れの周囲物体２０にも影響を受けないというものである。このことは、２つの周囲物体４
０及び４２が、それぞれ検査中の有機物体１２と上部散乱アレイＵとの間に、及び、検査
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中の有機物体１２と下部散乱アレイＬとの間に配置された図４に概略的に示されている。
このシナリオにおいては、入射ビーム及び散乱放射線の両方を塞ぐ周囲の「クラッター（
ｃｌｕｔｔｅｒ）」にも関わらず、有機ブロック１２における減衰（及び、従って、その
密度）を依然として求めることができる。
【００２５】
散乱データへの付加的な修正
　式４及び式５は、散乱の起源であるビーム１及び２のボクセルが、本質的に、検出器ア
レイの各々から同じ距離であるという仮定に基づいている。実際には、ビーム１のボクセ
ルは、大抵の場合、ビーム２のボクセルと比べると、検出器アレイの各々から異なる距離
にある。これらの差異を修正するために、式４及び式５は、
Ｕ2／Ｕ1＝（Ｉ2・Ｉ1）・（ｄΩU2／ｄΩU1）・Ａ（Λ）　　　　式７
Ｌ1／Ｌ2＝（Ｉ1／Ｉ2）・（ｄΩL1／ｄΩL2）・Ａ（Λ）　　　　式８
となる。
ここで、例えば、ｄΩL1は、ビーム１に配置されたボクセルについての下部アレイ内の検
知器要素の立体角である。これらの立体角の修正を用いて、式６は、今や、

となる。
【００２６】
　一般に、立体角の修正率ｄΩL2ｄΩU1／ｄΩL1ｄΩU2）の効果は、かなり小さいもので
あり、典型的には、１（ｕｎｉｔｙ）に近い値を有する。
【００２７】
本発明の例示的な実施形態
　ｘ線のペンシル・ビームを使用し、２つのセグメント化された散乱検出器のアレイを含
むいずれかのシステムにおいて、式９によって暗に示される隠れた有機物質の減衰（及び
、従って、密度）の測定を実施することができる。荷物及び小包を走査するための２つの
システムが、図５Ａ及び図５Ｂに示され、図５Ａ及び図５Ｂは、透過性放射線源が、それ
ぞれｘ線管の周りの走査開口を有するフープ、及び、カーボン・ナノチューブｘ線源アレ
イ５２からなり、例えば、２００７年４月１９日に出願され、引用によりここに組み入れ
られる同時継続中の特許文献２に説明されるように、アドレス可能に作動することができ
る別個の要素から構成される。どちらの場合も、上述の用途のように、左側検出器アレイ
５４及び右側検出器アレイ５６が設けられる。付加的に、付加的なイメージング又は物質
特徴付け情報を提供するように、源と検査される物体との間に後方散乱アレイ５８を配置
することができる。
【００２８】
　代替的に、容器の側部へのアクセス（検知器アレイを配置するための）が実際的でない
場合、本発明の方法を用いて、容器内部の隠れた物質を検査することもできる。こうした
スキームが図６に示され、ここで、傾斜し、コリメートされた検出器アレイ６０が、ｘ線
源６１に向けて後向きの方向に配置される。図６に示される実施形態において、一例とし
て、例えば、ビヒクル（ｖｅｈｉｃｌｅ）６４を検査するために用いられる、ｘ線源６１
及び検知器アレイ６０が、プラットフォーム６２において携帯型ｘ線後方散乱イメージン
グ・システム内に取り付けられる。
【００２９】
　図７においては、上記からのビヒクル又は他の容器を走査する代替的な実施形態が示さ
れる。この場合、検知器７０及び７２は、システムの両側に取り付けられ（例えば、入口
７４又はガントリに基づくことができる）、ｘ線源７６は、検査される物体７８の上方に
配置される。
【００３０】
　図８Ａ及び図８Ｂにおいて、バッグ又はバックパック内に人が保持している又は衣類の
下に隠されている禁制品の有機物質を検出するための、２つの代替的な実施形態が示され
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る。図８Ａにおいては、上から入射するｘ線ビーム８２によって人８０を走査する実施形
態が示される。下から人を走査するように、ｘ線ビーム８２を配置することもできる。図
８Ｂは、本質的に水平面のままであるｘ線ビーム８２によってヒト８０を走査する、上か
ら概略的に示される実施形態を示す。いずれの場合にも、検出器アレイ７２は、人８０の
両側に配置される。
【００３１】
　手持ち式装置として用いることができる本発明の代替的な実施形態が、図９に示される
。この実施形態においては、装置９０は、各々が検出器９２及び９３を含む２つの単一の
コリメートされたｘ線検知器ユニット９４を含む。付加的に、上述のように、装置９０は
、複数の走査されたｘ線ビーム９６及び９７を放出する源９５を含むか、又は代替的に、
装置９０は、常に１つだけが使える状態にある、示されるような２つの固定ビームを放出
することができる。ビーム９６及び９７は、例えば、シャッターを用いて連続的に作動さ
せることができる。放出されたビームは送れずに交互し、隠れた有機物質９８の減衰率を
、式６に従って求めることを可能にする。
【００３２】
本発明の二重エネルギーの実施形態
　式６において与えられた減衰率についての式、

は、隠れた有機物質の特定の片について、散乱放射線の平均自由行程Λを測定することを
可能にする。ラスタ走査ペンシル・ビームのエネルギーを変化させることにより、ｘ線の
幾つかの異なるエネルギー範囲について、物質の平均自由行程Λを測定することができる
。ｘ線エネルギーと共に物質の平均自由行程Λがどのように変化するかを分析することに
よって、物質密度の測定に加えて、物質のおよその有効原子番号Ｚの判定を推論すること
ができる。例えば、よりＺが大きい物質についての平均自由行程は、Ｚがより小さい物質
と比べると、光子エネルギーの減少を伴って、より急速に減少する。これは、物質の有効
原子番号への（ｘ線を吸収する）光電効果の強い依存のためである。光電吸収断面は、ｘ
線光子エネルギーの減少を伴って、物質の有効原子番号と共に急速に増大する。
【００３３】
　代替的に、ラスタ走査ｘ線ビームのエネルギーを変化させるのではなく、検出器アレイ
において、エネルギー感応検出器要素を用いることができる。こうした例の１つは、検出
されたｘ線の各々のエネルギーを測定することを可能にする、ＣｄＺｎＴｅ検出器の使用
を含む。次に、検出されたｘ線のエネルギーの削減を行なうことができ、次に、幾つかの
異なる範囲のｘ線エネルギーについて、式６によって与えられる減衰率を計算することが
できる。次に、このことは、幾つかの異なる平均ｘ線エネルギーについて、物質の平均自
由行程を計算することを可能にし、物質の密度及び有効原子番号の両方を測定することを
可能にする。これらの両方の測定を行なうことにより、有機物質を構成する物質のより正
確な同定が可能になり、検出率が増大し、誤警報率が減少する。二重エネルギー操作を含
ませるように、前述した本発明の他の実施形態の各々を拡張できることに留意されたい。
【００３４】
　本発明の特定の更に別の実施形態によると、物質は、測定値の表を用いて、前述の教示
に従って計算された平均自由行程の比較に基づいて、脅威物質として同定することができ
る。反対の視野の検出器要素によりボクセルに繰り返し質問することにより、計算された
減衰を検証することができる。
【００３５】
　本発明のこれまでに述べられた実施形態の全ては、単に例示的なものであることが意図
され、当業者には、多数の変形及び変更が明らかになるであろう。こうした全ての変形及
び変更は、添付の特許請求の範囲に規定されるような本発明の範囲内にあることが意図さ
れる。
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