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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
輻射源と、
それぞれ前記輻射源と被走査体との間に位置する固定遮蔽板及び回転遮蔽体とを備え、
前記固定遮蔽板が前記輻射源に対して固定であり、前記回転遮蔽体が前記固定遮蔽板に
対して回転可能であり、
前記固定遮蔽板には、前記輻射源からの放射線ビームが前記固定遮蔽板を透過すること
を許容する放射線透過領域が設置され、
前記回転遮蔽体には、放射線入射領域及び放射線出射領域がそれぞれ設置され、前記回
転遮蔽体が回転して走査する過程において、前記固定遮蔽板の前記放射線透過領域が、前
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記回転遮蔽体の前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域と連続的に交差して走査コリ
メート孔を構成する後方散乱結像用放射線ビームの走査装置であって、
前記固定遮蔽板の前記放射線透過領域が直線スロットであり、
前記回転遮蔽体が円柱体であり、前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域がそれぞ
れ、螺旋線に沿って設置された一連の離散孔であって、
前記回転遮蔽体の回転軸線が、前記輻射源と、前記固定遮蔽板の前記直線スロットとで
共同に限定した平面に位置すると共に、
前記回転遮蔽体における前記一連の離散孔の異なる位置の形状及び大きさを制御するこ
とにより、前記走査コリメート孔の異なる位置における形状及び大きさを制御して、前記
走査コリメート孔を透過して被検体に出現する放射線ビームの形状及び大きさを制御する

20

(2)

JP 5696226 B2 2015.4.8

、
ことを特徴とする後方散乱結像用放射線ビームの走査装置。
【請求項２】
前記固定遮蔽板が前記輻射源と前記回転遮蔽体との間に設置される、ことを特徴とする
請求項１に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査装置。
【請求項３】
前記回転遮蔽体の回転速度を制御することで放射線ビームの走査速度を制御し、前記回
転遮蔽体の回動角度を検出することで放射線ビームの出射方向を取得する制御装置をさら
に備える、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査
装置。
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【請求項４】
前記回転遮蔽体が、内外に嵌合してセットする複数のスリーブを含み、最外層及び最内
層のスリーブがそれぞれ所定の剛性と硬度を有する材料からなり、前記最外層及び最内層
のスリーブの間には、放射線遮蔽材料からなる少なくとも１つの中間スリーブが設置され
る、ことを特徴とする請求項３に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査装置。
【請求項５】
前記複数のスリーブが３つのスリーブであり、最外層及び最内層のスリーブがそれぞれ
アルミニウム又は鋼材料からなり、前記最外層及び最内層のスリーブの間には、鉛、鉛ア
ンチモン合金又はタングステンからなる１つの中間スリーブが設置される、ことを特徴と
する請求項４に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査装置。
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【請求項６】
前記離散孔の形状が円形、方形又は楕円形である、ことを特徴とする請求項５に記載の
後方散乱結像用放射線ビームの走査装置。
【請求項７】
放射線ビームを放出する輻射源を提供するステップと、
それぞれ前記輻射源と被走査体との間に位置する固定遮蔽板及び回転遮蔽体を設置する
ステップとを備え、
前記固定遮蔽板が前記輻射源に対して固定であり、前記回転遮蔽体が前記固定遮蔽板に
対して回転可能であり、前記固定遮蔽板には、前記輻射源からの放射線ビームが前記固定
遮蔽板を透過することを許容する放射線透過領域が設置され、前記回転遮蔽体には、放射
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線入射領域及び放射線出射領域がそれぞれ設置され、
さらに、前記固定遮蔽板の前記放射線透過領域が、前記回転遮蔽体の前記放射線入射領
域及び前記放射線出射領域と連続的に交差して走査コリメート孔を構成するように、前記
回転遮蔽体を回転させるステップを備える、後方散乱結像用放射線ビームの走査方法であ
って、
前記固定遮蔽板の前記放射線透過領域が直線スロットであり、
前記回転遮蔽体が円柱体であり、前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域がそれぞ
れ、螺旋線に沿って設置された一連の離散孔であって、
前記回転遮蔽体の回転軸線が、前記輻射源と、前記固定遮蔽板の前記直線スロットとで
共同に限定した平面に位置すると共に、
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前記回転遮蔽体における前記一連の離散孔の異なる位置の形状及び大きさを制御するこ
とにより、前記走査コリメート孔の異なる位置における形状及び大きさを制御して、前記
走査コリメート孔を透過して被検体に出現する放射線ビームの形状及び大きさを制御する
、
ことを特徴とする後方散乱結像用放射線ビームの走査方法。
【請求項８】
前記固定遮蔽板が前記輻射源と前記回転遮蔽体との間に設置される、ことを特徴とする
請求項７に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査方法。
【請求項９】
前記回転遮蔽体の回転速度を制御することで放射線ビームの走査速度を制御し、前記回
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転遮蔽体の回動角度を検出することで放射線ビームの出射方向を取得するステップをさら
に備える、ことを特徴とする請求項８に記載の後方散乱結像用放射線ビームの走査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は原子核技術の応用分野に関し、特に、人体及び物体の非破壊検査装置及び方法
に関し、より具体的にはバック散乱結像用放射線ビームの走査装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
非破壊検査及び人体検査の応用には、放射線透過結像及び放射線バック散乱結像という
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２種の方式がある。バック散乱結像とは、放射線ビームによって物体を走査しながら、被
検体から散乱された散乱信号を探知器によって受信し、データ処理時に走査位置と散乱信
号とを一々対応させることにより、被検体に対する散乱像を取得することを言う。バック
散乱結像システムにおける最も重要な部品は、放射線を、二次元走査を実現できるように
コリメートする飛点走査機構である。
【０００３】
従来の１種の飛点走査機構は、マルチコリメート孔を有する回転遮蔽体を、放射線走査
扇形面内において回転させて第一次元の走査を実現し、放射線走査扇形面を回転又は平行
移動させて第二次元の走査を実現する。第一次元の走査について、放射線は、垂直平面物
体において非等速走査を行い、走査線は走査の開始端と末端において加速され、幾何変形
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の上で、走査光斑を縦方向においてさらに拡大させ、幾何変形のほか、走査速度による縦
方向圧縮変形を招来する。第二次元の走査を行うとき、放射線走査扇形面を平行移動させ
る場合、放射線発生装置、回転遮蔽体を平行移動させる必要があり、機械構造が複雑にな
る。放射線走査扇形面を回転させる場合、回転遮蔽体の回動慣性質量を克服する必要があ
り、回転する駆動装置及び回転遮蔽体の軸受にとって大きい負担である。
【０００４】
従来の別の飛点走査機構は、放射線源の前方にある固定遮蔽板及び回転遮蔽体からなる
。固定遮蔽板は放射線源に対して固定であり、回転遮蔽体は固定遮蔽板に対して回転可能
である。固定遮蔽板及び回転遮蔽体には、直線スロット及び螺旋線スロットがそれぞれ設
置される。回転遮蔽体が回転して走査する過程において、直線スロットと螺旋線スロット
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とは連続的に交差して走査コリメート孔を構成する。走査コリメート孔は放射線源に対し
てずっと予定の形状を保って、走査コリメート孔を透過する放射線ビームの断面形状を不
変にする。
【０００５】
このような案では、回転遮蔽体に螺旋線スロットが設置されているため、走査コリメー
ト孔の形状及び大きさが制御されやすい。同時に、放射線遮蔽能力を更に改善及び補強す
る必要がある。
【０００６】
また、回転遮蔽体に螺旋線スロットを精確に加工するために、加工プロセスは高く要求
されている。
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【０００７】
さらに、回転遮蔽体が走査過程において回転する必要があるため、機構重量および回動
慣性質量の問題を考慮する必要がある。
【０００８】
相応的には、上記需要のうちの少なくとも１つを満足できる新規の、改善されたバック
散乱結像用放射線ビームの走査装置を提供する必要がある。
【発明の概要】
【０００９】
上記事情に鑑み、本発明は、従来技術に存在する上記問題及び欠陥のうちの少なくとも
１つを解決することを目的とする。
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【００１０】
相応的には、本発明の１つの目的は、均一の飛点を提供し得る走査コリメート孔の形状
及び大きさを有する、改善されたバック散乱結像用放射線ビームの走査装置及び方法を提
供することにある。
【００１１】
本発明のもう１つの目的は、設備の加工性を改善して設備運転の信頼性を向上させる、
改善されたバック散乱結像用放射線ビームの走査装置及び方法を提供することにある。
【００１２】
本発明の１つの形態は、輻射源と、それぞれ輻射源と被走査体との間に位置する固定遮
蔽板及び回転遮蔽体とを備え、前記固定遮蔽板が輻射源に対して固定であり、前記回転遮

10

蔽体が固定遮蔽板に対して回転可能であり、前記固定遮蔽板には、前記輻射源からの放射
線ビームが前記固定遮蔽板を透過することを許容する放射線透過領域が設置され、回転遮
蔽体には、放射線入射領域及び放射線出射領域がそれぞれ設置され、回転遮蔽体が回転し
て走査する過程において、固定遮蔽板の放射線透過領域が、回転遮蔽体の放射線入射領域
及び放射線出射領域と連続的に交差して走査コリメート孔を構成するバック散乱結像用放
射線ビームの走査装置であって、前記固定遮蔽板の放射線透過領域が直線スロットであり
、前記回転遮蔽体が円柱体であり、前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域がそれぞ
れ、螺旋線に沿って設置された一連の離散孔であることを特徴とする、バック散乱結像用
放射線ビームの走査装置を提供する。
【００１３】
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好ましくは、前記固定遮蔽板は前記輻射源と前記回転遮蔽体との間に設置される。
【００１４】
一つの実施形態において、バック散乱結像用放射線ビームの走査装置は、回転遮蔽体の
回転速度を制御することで放射線ビームの走査速度を制御し、回転遮蔽体の回動角度を検
出することで放射線ビームの出射方向を取得する制御装置をさらに備える。
【００１５】
一つの実施形態において、前記回転遮蔽体は、内外に嵌合してセットする複数のスリー
ブを含み、最外層及び最内層のスリーブはそれぞれ所定の剛性と硬度を有する材料からな
り、前記最外層及び最内層のスリーブの間には、放射線遮蔽材料からなる少なくとも１つ
の中間スリーブが設置される。
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【００１６】
具体的には、前記複数のスリーブは３つのスリーブであり、最外層及び最内層のスリー
ブはそれぞれアルミニウム又は鋼材料からなり、前記最外層及び最内層のスリーブの間に
は、鉛、鉛アンチモン合金又はタングステンからなる１つの中間スリーブが設置される。
【００１７】
前記離散孔の形状は円形、方形又は楕円形であってもよい。
【００１８】
上記技術案において、回転遮蔽体における一連の離散孔の異なる位置の形状及び大きさ
を制御することにより、前記走査コリメート孔の異なる位置における形状及び大きさを制
御して、前記走査コリメート孔を透過して被検体に出現する放射線ビームの形状及び大き
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さを制御することができる。
【００１９】
好ましくは、前記回転遮蔽体の回転軸線は、前記輻射源と、前記固定遮蔽板の前記直線
スロットとで共同に限定した平面に位置する。
【００２０】
本発明のもう１つの形態は、放射線ビームを放出する輻射源を提供するステップと、そ
れぞれ輻射源と被走査体との間に位置する固定遮蔽板及び回転遮蔽体を設置するステップ
とを備え、前記固定遮蔽板が輻射源に対して固定であり、前記回転遮蔽体が固定遮蔽板に
対して回転可能であり、前記固定遮蔽板には、前記輻射源からの放射線ビームが前記固定
遮蔽板を透過することを許容する放射線透過領域が設置され、回転遮蔽体には、放射線入
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射領域及び放射線出射領域がそれぞれ設置され、さらに、前記固定遮蔽板の放射線透過領
域が、前記回転遮蔽体の放射線入射領域及び放射線出射領域と連続的に交差して走査コリ
メート孔を構成するように、前記回転遮蔽体を回転させるステップを備える、バック散乱
結像用放射線ビームの走査方法であって、前記固定遮蔽板の放射線透過領域が直線スロッ
トであり、前記回転遮蔽体が円柱体であり、前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域
がそれぞれ、螺旋線に沿って設置された一連の離散孔であることを特徴とする、バック散
乱結像用放射線ビームの走査方法を提供する。
【００２１】
好ましくは、このバック散乱結像用放射線ビームの走査方法は、回転遮蔽体の回転速度
を制御することで放射線ビームの走査速度を制御し、回転遮蔽体の回動角度を検出するこ
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とで放射線ビームの出射方向を取得するステップをさらに備える。
【００２２】
本発明の上記不特定の実施形態は、少なくとも下記１つ以上の利点及び効果を有する。
【００２３】
１．

本発明における新規の「飛点」形成構造を有する走査装置及び方法を提供するこ

とにより、バック散乱走査構造を簡素化するとともに、よい遮蔽効果を取得することがで
きる。
【００２４】
２．

一つの実施形態において、本発明による走査機構及び方法は、目標物体に対する

制御可能な走査を実現し、予定方式に従って目標物体に対するサンプリングを容易に実現
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することができ、取得するバック散乱像データが設計の要求を満たすことができる。例え
ば、本発明の走査機構及び方法は、目標物体に対する等速走査を実現し、目標物体に対す
る均一なサンプリングを容易に実現することができ、取得するバック散乱像には縦方向の
圧縮変形がないようにすることができる。
【００２５】
３．

また、本発明において、放射線走査扇形面を回転させて第二次元走査を行うとき

、放射線走査扇形面と回転遮蔽体とが同一平面において回転運動することができるため、
放射線走査扇形面を回転させるときに回転遮蔽体の角運動量方向を変えることはない。し
たがって、回転遮蔽体の回動慣性質量を克服する必要がなく、放射線走査扇形面を回転さ
せることにより第二次元の走査を容易に実現することができる。
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【００２６】
４．

本発明において、前記放射線入射領域及び前記放射線出射領域はそれぞれ、螺旋

線に沿って設置された一連の離散孔である。したがって、離散孔の形状及び大きさを制御
することにより、走査コリメート孔の形状及び大きさを効果的に制御して均一な飛点を提
供することができる。
【００２７】
５．

また、従来の生産プロセスの問題を考えた結果、本発明の走査機構は、複数の円

筒をセットすることにより、走査機構の重量を軽減したとともに、放射線を遮蔽する問題
を解決した。円柱に螺旋ねじりのスロットを加工するという現実的には極めて加工しにく
い案の代わりに、円柱に孔あけする方式によって放射線透過領域を形成することにより、
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設備の加工性を著しく改善した。
【００２８】
６．

さらに、円柱に螺旋ねじりのスロットを加工する案の替わりに、本案は一連の断

続の貫通孔を加工する方法を用いた。走査結果から見ると、最終的に被検体に形成される
光斑は、連続的なものから断続的なものに変わり、被検体が受ける輻射量を所定程度に軽
減することができる。
【００２９】
７．

なお、本発明において、輻射源は回転遮蔽体の内部に設置されていない。該走査

機構は、量産のＸ線器に機械的継ぎ口をセットすることで装着され得るものであり、構造
がコンパクトである。Ｘ線器の遮蔽体を改めて設計する必要がなく、コストを節約した。
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【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一つの実施形態によるバック散乱走査装置の構造模式図である。
【図２】図１におけるバック散乱走査装置を示す断面図である。
【図３】図１におけるバック散乱走査装置の組成及び位置関係を示す分解透視図である。
【図４】図１〜３におけるバック散乱走査装置の回転遮蔽体の組成及び構造を示す模式図
である。
【図５】図１〜３におけるバック散乱走査装置の放射線入射及び出射領域の孔形状を示す
拡大模式図である。
【発明を実施するための形態】

10

【００３１】
以下、図１〜５を結合しながら、実施例によって本発明の技術案をさらに具体的に説明
する。明細書において、同じ又は類似する図面標記は同じ又は類似する部品を示す。下記
の図面を参照しながら本発明の実施形態に対する説明は、本発明の全体的な発明構想を説
明するものであり、本発明に対する制限ではない。
【００３２】
図１〜３は、本発明の１種の具体的な実施例によるバック散乱結像用放射線ビームの走
査装置を示す。それは、Ｘ線器のような輻射源と、それぞれ輻射源１３と被走査体（図示
せず；例えば図２における左側位置）との間に位置する固定遮蔽板４及び回転遮蔽体１と
を備え、固定遮蔽板４が輻射源１３に対して固定であり、回転遮蔽体１が固定遮蔽板４に
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対して回転可能である。さらに、固定遮蔽板４には、輻射源１３からの放射線ビームが固
定遮蔽板４を透過することを許容する通過領域、例えば図１〜３における縦方向スロット
５が設置されている。回転遮蔽体１には、例えば図１〜５における螺旋線に沿って設置さ
れた一連の離散孔３２（図示せず）のような放射線入射領域３と、例えば図１〜５におけ
る螺旋線２に沿って設置された一連の離散孔２２（図示せず）のような放射線出射領域２
とがそれぞれ設置されている。回転遮蔽体１が回転して走査する過程において、固定遮蔽
板４の放射線透過領域５は、回転遮蔽体１の放射線入射領域３及び放射線出射領域２と連
続的に交差して走査コリメート孔を構成する。上記実施例において、固定遮蔽板４は輻射
源１３と回転遮蔽体１との間に設置される。
【００３３】
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本発明の上記実施例において、放射線発生器は放射線発生器ケース１１と、放射線発生
器ケース１１中に収容される輻射源１３とを含む。上記構造において、輻射源１３はＸ線
器、γ放射線源又は同位元素放射線源などであってもよい。図１と図３に示すように、１
種の具体的な実施例において、放射線発生器ケース１１は略長方体箱の形状を呈し、輻射
源１３からの輻射放射線が放射線発生器ケース１１から出射することを許容するコリメー
トスロット３１を有する。輻射源１３のターゲット点Ｐからの放射線ビーム１４は、コリ
メートスロット３１を透過して放射線扇形面を形成してから、図１〜３における縦方向ス
ロット５のような固定遮蔽板４の透過領域、図１〜５における螺旋線に沿って設置された
一連の離散孔３２のような回転遮蔽体１の放射線入射領域３、及び螺旋線に沿って設置さ
れた一連の離散孔２２のような放射線出射領域２を透過する。固定遮蔽板４の縦方向スロ
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ット５、回転遮蔽体１の離散孔３２及び離散孔２２の相対位置関係を設置することにより
、回転遮蔽体１が回転して走査する過程において、固定遮蔽板４の放射線透過領域５は、
回転遮蔽体１の放射線入射領域３中の離散孔３２及び放射線出射領域２中の離散孔２２と
連続的に交差して走査コリメート孔を構成する。言い換えれば、回転遮蔽体１の放射線入
射領域３中の離散孔３２、放射線出射領域２中の離散孔２２、及び固定遮蔽板の縦方向ス
ロット５は共同で放射線コリメート孔を構成する。図５に示すように、前記離散孔３２、
２２の形状は円形、方形又は楕円形であってもよく、円形であることが好ましい。
【００３４】
図１〜３に示すように、固定遮蔽板４の放射線透過領域５は直線スロットであり、回転
遮蔽体１は円柱体であり、放射線入射領域３及び放射線出射領域２はそれぞれ螺旋線に沿
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って設置された一連の離散孔３２及び２２である。具体的には、図２に示すように、放射
線入射領域３及び放射線出射領域２中の任意の離散孔、例えばＡとＢ点は、回転遮蔽体１
の円柱面に沿って等速円周運動しながら、回転遮蔽体１の軸方向に沿って所定の速度分布
に従って直線運動することにより、特定の円柱体螺旋線を形成する。１種の具体的な実施
例において、放射線入射領域３及び放射線出射領域２の任意の点、例えばＡとＢ点は、回
転遮蔽体１の円柱面に沿って等速円周運動しながら、回転遮蔽体１の径方向に沿って等速
直線運動することにより、等速円柱体螺旋線を形成することができる。
【００３５】
図２に示すように、輻射源１３のターゲット点Ｐと放射線入射領域３のＡ点を確定した
後、輻射源１３のターゲット点Ｐと放射線入射領域３の入射点Ａ点とを結んで形成した放

10

射線ビーム１４から、放射線出射領域２の出射点Ｂを確定し得る。
【００３６】
放射線入射領域３と放射線出射領域２とは等速円柱体螺旋線形式に設置される。したが
って、回転遮蔽体１が等速回転するとき、放射線コリメート孔の位置が回転遮蔽体１の回
動に従って移動し、出射放射線ビーム１４もそれに従って移動することにより、走査コリ
メート孔は直線スロット５に沿って連続的に等速運動する。
【００３７】
上記実施例において、放射線入射領域３と放射線出射領域２とは等速円柱体螺旋線形式
に設置されるが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、放射線入射領域３と放
射線出射領域２とは上記特定の螺旋線形式に設置されることができる。即ち、回転遮蔽体
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１の円柱面に沿って等速円周運動しながら、回転遮蔽体１の軸方向に沿って所定の速度分
布に従って直線運動することにより、特定の円柱体螺旋線を形成する。相応的には、回転
遮蔽体１が等速回転するとき、放射線コリメート孔の位置が回転遮蔽体１の回動に従って
移動し、出射放射線ビーム１４もそれに従って移動することにより、走査コリメート孔は
直線スロット５に沿って予定の速度分布に従って移動する。これによって、本発明の走査
装置は、目標物体に対する制御可能な走査を実現し、予定方式に従って目標物体に対する
サンプリングを容易に実現することができ、取得するバック散乱像データが設計の要求を
満たすことができる。したがって、バック散乱結像の品質及び解像度を改善し、バック散
乱検出の精度及び効率を向上させ、異なる応用の需要をより良く満足することができる。
【００３８】
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さらに、該走査装置は、例えば調速モータなどのような、回転遮蔽体１の回転を駆動す
る駆動装置６を備えることができる。図４に示すように、１種の実施形態において、前記
回転遮蔽体１は、内外に嵌合してセットする複数のスリーブを含み、最外層及び最内層の
スリーブはそれぞれ所定の剛性と硬度を有する材料からなり、前記最外層及び最内層のス
リーブの間には、放射線遮蔽材料からなる少なくとも１つの中間スリーブが設置されてい
る。１種の具体的な実施例において、図４に示すように、それは３つのスリーブ１０１、
１０２、１０３（図示せず）を含み、最外層及び最内層のスリーブ１０１、１０３はそれ
ぞれアルミニウム又は鋼材料からなり、前記最外層及び最内層のスリーブの間には、鉛、
鉛アンチモン合金又はタングステンからなる１つの中間スリーブ１０２が設置されている
40

。
【００３９】
具体的には、上記実施例において、図１に示すように、該装置はさらに、回転遮蔽体１
の回転位置を検出するためのロータリーエンコーダ読出装置７と、検出された回転遮蔽体
１の回転位置の関連情報を制御装置１０に入力するためのエンコーダ読出信号線８とを備
えることができる。回転遮蔽体１の回転位置が走査コリメート孔の位置を決めるため、上
記設置によって、走査コリメート孔の形成位置を検出することができる。図１に示すよう
に、制御装置１０はさらにモータ駆動線９を介して駆動モータ６に接続され、回転遮蔽体
の回転をさらに制御することができる。回転遮蔽体の回転速度を制御することで放射線ビ
ームの走査速度を制御し、回転遮蔽体の回動角度を検出することで放射線ビームの出射方
向を取得することができる。図２に示すように、１種の実施例において、回転遮蔽体１の
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回転軸線Ｌは、輻射源１３と、固定遮蔽板４の直線スロット５とで共同に限定した平面に
位置することができる。
【００４０】
上記技術案において、回転遮蔽体における一連の離散孔３２、２２の異なる位置の形状
及び大きさを制御することにより、前記走査コリメート孔の異なる位置における形状及び
大きさを制御して、前記走査コリメート孔を透過して被検体に出現する放射線ビームの形
状及び大きさを制御することができる。例えば、回転遮蔽体１の縦方向両端にある放射線
入射領域３中の離散孔３２、放射線出射領域２中の離散孔２２の寸法、例えば直径は、縦
方向中心位置にある離散孔よりも小さいことができる。同時に、回転遮蔽体１の縦方向両
端にある離散孔３２、２２により形成された走査コリメート孔は、縦方向中心位置にある
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走査コリメート孔に対して所定の角度をなす。上記構造により、放射線コリメート孔がず
っとターゲット点に向けて障害なく通じるとともに、異なる位置において、走査コリメー
ト孔を透過して被検体に出現する放射線ビームの断面形状が不変であることを保証するこ
とができる。しかしながら、本発明はこれに限られるものではない。例えば、回転遮蔽体
１の放射線入射領域３中の離散孔３２、放射線出射領域２中の離散孔２２の異なる位置の
形状及び大きさを制御することにより、前記走査コリメート孔の異なる位置における形状
及び大きさを制御することができる。相応的には、前記走査コリメート孔を透過して被検
体に出現する放射線ビームの形状及び大きさを制御することにより、異なる走査の需要に
適応させることができる。
【００４１】
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図３に示すように、放射線発生器ケース１１はさらに、遮蔽スリーブ１２を介して固定
遮蔽板４に接続して、放射線の遮蔽を確保することができる。上記設置から分かるように
、輻射源１３は回転遮蔽体１の内部に設置されたものではなく、放射線発生器ケース１１
の内部に設置されている。該走査機構は、量産のＸ線器に、機械的継ぎ口としての遮蔽ス
リーブ１２をセットすることで装着され得るものである。したがって、走査装置の構造は
コンパクトである。Ｘ線器の遮蔽体を改めて設計する必要がなく、コストを節約した。
【００４２】
以下、図面を結合しながら本発明による上記バック散乱結像用放射線ビームの走査方法
を簡単に説明する。
【００４３】
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図１〜３に示すように、本発明の具体的な実施形態によるバック散乱結像用放射線ビー
ムの走査方法は、放射線ビーム１４を放出する輻射源１３を提供するステップと、それぞ
れ輻射源１３と被走査体との間に位置する固定遮蔽板４及び回転遮蔽体１を設置するステ
ップとを備える。固定遮蔽板４は輻射源に対して固定であり、回転遮蔽体１は固定遮蔽板
４に対して回転可能である。固定遮蔽板４には、輻射源１３からの放射線ビーム１４が固
定遮蔽板４を透過することを許容する放射線透過領域が設置され、回転遮蔽体１には、放
射線入射領域３及び放射線出射領域２がそれぞれ設置されている。前記バック散乱結像用
放射線ビームの走査方法はさらに、固定遮蔽板４の放射線透過領域５が、回転遮蔽体１の
放射線入射領域３及び放射線出射領域２と連続的に交差して走査コリメート孔を構成する
ように、前記回転遮蔽体１を回転させるステップを備える。前記固定遮蔽板４の放射線透
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過領域は直線スロット５であり、前記回転遮蔽体１は円柱体であり、前記放射線入射領域
３及び前記放射線出射領域２はそれぞれ、螺旋線に沿って設置された一連の離散孔３２、
２２である。
【００４４】
上記走査過程において、回転遮蔽体１は等速回転するとき、走査コリメート孔を直線ス
ロット５に沿って連続的に、速度が制御可能に移動させることができる。
【００４５】
図１に示すように、走査過程において、制御装置１０はロータリーエンコーダ読出装置
７、エンコーダ読出信号線８を介して回転遮蔽体１の現在の状態を読み出すことができ、
現在の放射線コリメート孔の位置を確定することができる。さらに、走査コリメート孔の
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位置に対する検出に基づき、放射線ビーム１４の出射方向を取得することができる。さら
に、走査コリメート孔が輻射源１３に対してずっと予定形状を保つように設置されること
により、走査コリメート孔を透過して被検体に出現する放射線ビーム１４の断面形状は予
定形状を保って、異なる走査操作の要求を満足することができる。
【００４６】
全体的な発明構想を示す一部の実施例は説明されたが、当業者であれば理解できるよう
に、全体的な発明構想の原則及び精神に悖らない前提で、これら実施例を変更することが
できる。本発明の範囲は、請求項及びそれらの同等物によって限定される。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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