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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オブジェクトの有効原子番号を測定するデバイスであって、
第１のエネルギーの第１のＸ線ビーム及び第２のエネルギーの第２のＸ線ビームを発生
する放射線源と、
被検体を透過した第１のＸ線ビーム及び第２のＸ線ビームを受光して第１の検出値及び
第２の検出値を生成するチェレンコフー検出器と、
第１の検出値及び第２の検出値に基づいて、被検体の有効原子番号を得るデータ処理装
置と、
を備え、
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前記チェレンコフー検出器は、放射体と、光電変換部と、補助回路と、を備え、
前記放射体は、シールド層で覆われており、カップリング接続した第１の部分及び前記
第１の部分に垂直な第２の部分を有するＬ字形を有し、入射したＸ線ビームを受光してチ
ェレンコフー光を発生し、
前記光電変換部は、Ｌ字形の前記放射体の一方の支路である前記第１の部分の一端に設
けられ、前記チェレンコフー光を検出して電気信号を生成し、
前記補助回路は、前記電気信号に基づいて、前記第１の検出値及び前記第２の検出値を
生成し、
Ｘ線ビームは、Ｌ字形の前記放射体の他方の支路である前記第２の部分に略平行して前
記第２の部分に入射し、

20

(2)

JP 5890899 B2 2016.3.22

前記チェレンコフー光を受光する前記光電変換部の表面は、Ｘ線ビームの入射方向と略
平行であることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
前記放射線源は、電子加速器と、ターゲットと、を備え、
前記電子加速器は、エネルギーが異なる電子ビームを発生し、前記ターゲットにボンバ
ードすることによって、前記第１のＸ線ビーム及び前記第２のＸ線ビームを発生すること
を特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記光電変換部は、光電ダイオードであることを特徴とする請求項１又は２に記載のデ
バイス。
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【請求項４】
前記シールド層は、アルミニウムを含む、請求項１〜３のいずれか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項５】
前記光電変換部の前記チェレンコフー光を受光する面は、前記放射体を囲むことを特徴
とする請求項１〜４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
オブジェクトの有効原子番号を測定する方法であって、
第１のエネルギーの第１のＸ線ビーム及び第２のエネルギーの第２のＸ線ビームを発生
するステップと、
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チェレンコフー検出器で被検体を透過した第１のＸ線ビーム及び第２のＸ線ビームを受
光して第１の検出値及び第２の検出値を生成するステップと、
第１の検出値及び第２の検出値に基づいて、被検体の有効原子番号を得るステップと、
を含み、
前記チェレンコフー検出器は、放射体と、光電変換部と、補助回路と、を備え、
前記放射体は、シールド層で覆われており、カップリング接続した第１の部分及び前記
第１の部分に垂直な第２の部分を有するＬ字形を有し、入射したＸ線ビームを受光してチ
ェレンコフー光を発生し、
前記光電変換部は、Ｌ字形の前記放射体の一方の支路である前記第１の部分の一端に設
けられ、前記チェレンコフー光を検出して電気信号を生成し、
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前記補助回路は、前記電気信号に基づいて、前記第１の検出値及び前記第２の検出値を
生成し、
Ｘ線ビームは、Ｌ字形の前記放射体の他方の支路である前記第２の部分に略平行して前
記第２の部分に入射し、
前記チェレンコフー光を受光する前記光電変換部の表面は、Ｘ線ビームの入射方向と略
平行であることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施例は、安全検査に関するものであり、特に物質の有効原子番号を測定する
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デバイス及びその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
Ｘ線検査システムにおいては、Ｘ線源及び対応した検出器が含まれ、被検体が両者の間
に介在している。視準されたＸ線ビームは、被検体を通して検出器に到達する。検出器の
出力信号の大きさは、検出器に到達したＸ線の強度を反映している。この信号を解析する
ことによって、被検体の情報が得られる。
【０００３】
Ｘ線が物質との相互作用の形態は、主に、光電効果、コンプトン効果及び電子対効果の
三種がある。光電効果は、その断面が物質原子番号の３乗〜５乗に略正比例する。コンプ
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トン効果は、その作用断面が物質有効原子番号に略正比例する。電子対効果は、その作用
断面が物質有効原子番号の２乗に略正比例する。
【０００４】
光電効果は、Ｘ線エネルギーが０．５ＭｅＶより低い場合には支配的であり、又は比較
的に大きい作用断面を有する。異なる物質の質量減衰係数がその有効原子番号との相関性
が強い。Ｘ線エネルギーの上昇につれ、１ＭｅＶの付近には、コンプトン効果が支配的で
あり、異なる物質の質量減衰係数がその有効原子番号との相関性が弱い。Ｘ線エネルギー
が１．０２ＭｅＶより大きい場合、電子対効果が出始まる。また、Ｘ線エネルギーが大き
いほど、電子対効果の断面が次第に大きくなる。異なる物質の質量減衰係数がその有効原
子番号との相関性も次第に増して行く。
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【０００５】
こうして、エネルギーが異なる二組のＸ線ビームを用いて、オブジェクトに対して検出
を行うことができる。この両組のＸ線信号を解析したことで、オブジェクトの有効原子番
号情報が得られる。質量または厚みが大きいオブジェクトを検出しようとする場合、Ｍｅ
ＶオーダーのＸ線ビームが必要とされる。高エネルギーのダブルパワーＸ線ビームを用い
た物質識別において、一組のエネルギーの低い（例えば、１ＭｅＶの付近）質量減衰係数
が被検体物質の有効原子番号との相関性が小さいが、エネルギーの高いＸ線ビーム（例え
ば、６ＭｅＶ付近）の質量減衰係数が被検物質の有効原子番号との相関性が大きい。この
両種類のエネルギーのＸ線ビームが検出器内で発生した信号を解析することによって、被
検体の有効原子番号情報を得ることができる。例えば、コンプトン効果及び電子対効果の
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断面の大きさが原子番号との相関性が異なっていることを利用して、物質有効原子番号の
識別を実現することができる。
【０００６】
現在、ＭｅＶオーダーのＸ線検査分野において、主に電子加速器がＸ線源とされる。Ｍ
ｅＶオーダーまで加速した電子ビームを用いて重金属ターゲットにボンバードし、制動放
射によるＸ線が生じる。典型的なＸ線ビームのエネルギー分布の一つであるエネルギース
ペクトルの特徴は、０から電子ビームのエネルギーまで分布し、エネルギースペクトルの
ピーク値が０．４ＭｅＶの付近にあることである。低エネルギー部分のＸ線ビームは、光
電効果が物質識別效果と干渉してしまうため、「フィルタ」の追加等の方法でこの部分の
Ｘ線フォトンの数量を低下させることも可能なものの、特定エネルギー閾値以下のＸ線ビ
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ームによる物質識別への干渉を完全に排除し難いこともあり、Ｘ線ビーム全体の強度等を
低下させるようなマイナス影響も発生してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、従来技術の一つの課題又は複数の課題を鑑みてなされたものであり、オブジ
ェクトの有効原子番号を測定するデバイス及びその方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
一実施例によれば、オブジェクトの有効原子番号を測定するデバイスを提供した。この
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デバイスは、第１のエネルギーの第１のＸ線ビーム及び第２のエネルギーの第２のＸ線ビ
ームを発生する放射線源と、被検体を透過した第１のＸ線ビーム及び第２のＸ線ビームを
受光して第１の検出値及び第２の検出値を生成するチェレンコフー検出器と、第１の検出
値及び第２の検出値に基づいて、被検体の有効原子番号を得るデータ処理装置と、を備え
る。
【０００９】
その他の実施例によれば、オブジェクトの有効原子番号を測定する方法を提供した。こ
の方法は、第１のエネルギーの第１のＸ線ビーム及び第２のエネルギーの第２のＸ線ビー
ムを発生するステップと、チェレンコフー検出器で被検体を透過した第１のＸ線ビーム及
び第２のＸ線ビームを受光して第１の検出値及び第２の検出値を生成するステップと、第
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１の検出値及び第２の検出値に基づいて、被検体の有効原子番号を得るステップと、を含
む。
【発明の効果】
【００１０】
上述した技術案によれば、チェレンコフー検出器が、エネルギーが特定の閾値以下のＸ
線ビームによる影響を排除することができるので、物質識別の正確度を向上することがで
きた。
【００１１】
以下、図面に基づいて本発明の実施例を詳細に説明することによって、本発明の上述及
びその他の目的、特徴と優れた点は、より明確になるであろう。なお、同じ符号は、同じ
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構造ユニットを指している。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施例に係る、チェレンコフー検出器を用いてオブジェクトの有効原
子番号を測定するデバイスの模式的な構造図であり、図２のＡ−Ａ方向の断面図である。
【図２】図１のＢ−Ｂ方向の断面図である。
【図３】本発明の一実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図である。
【図４】本発明の他の実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図である。
【図５】本発明のさらに他の実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図である。
【図６】図５に示したチェレンコフー検出器のもう一種の応用形態を示す模式図である。
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【図７】本発明のさらに他の実施例のチェレンコフー検出器を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。ここで、説明した実施例は、
例として説明したものに過ぎず、本発明を限定するものではないと理解すべきである。以
下の説明において、本発明に対する透徹した理解をさせるため、大量の特定の細部を描写
した。しかしながら、当業者にとって明らかなことは、これらの特定の細部を必ず採用し
て本発明を実現することではない。その他の実例においては、本発明を混同させることを
避けるために、周知の回路、材料または方法に対する具体的な説明を省略した。
【００１４】
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明細書全体において、言及した「一実施例」、「実施例」、「一例示」または「例示」
は、該実施例または例示に結合して描写した特定の特徴、構造または特性が、本発明の少
なくとも一実施例に含まれていることを意味する。従って、明細書全体の各箇所に現れた
短文「一実施例において」、「実施例において」、「一例示」または「例示」は、必ず同
一の実施例または例示を指したものではない。また、何らかの適宜な組み合わせ及び／ま
たはサブ組み合わせによって、特定の特徴、構造または特性を一つまたは複数の実施例ま
たは例示に組み合わせることができる。また、当業者は、ここで提供した図面が全て説明
に用いられるもので、スケールに従って描いたものではないと理解すべきである。
【００１５】
本発明の一つ実施例によれば、チェレンコフー検出器を用いて高エネルギーのダブルパ
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ワーＸ線の検出を行うことによって、オブジェクトの有効原子番号の測定が実現でき、被
検体の識別が実現できる。チェレンコフー検出器は、一種の閾値検出器である。帯電イオ
ンの透明媒体での速度は、光のこの媒体での速度を超える場合、チェレンコフー放射が生
じる。すなわち、チェレンコフー光を発生する。光電変換部でチェレンコフー光を電気信
号に変換することによって、被検体に投射したＸ線の強度を示す検出値が得られる。
【００１６】
総括すると、Ｘ線のエネルギーが高いほど、コンプトン効果によって発生した二次電子
の電子エネルギーが高くなる。二次電子の速度が必要な閾値より高くなった場合、チェレ
ンコフー放射が発生する。このように、入射したＸ線に対して閾値が要求される。適切な
屈折率の材料（例えば、石英）を放射体として選択し、比較的に低いエネルギー（例えば
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、０．５ＭｅＶ）のＸ線は、基本的に、放射体内でチェレンコフー放射を発生することが
できない。こうして、このようなチェレンコフー検出器とダブルパワーＸ線源の組み合わ
せを採用することによって、Ｘ線源のエネルギーの分布構成に対して限定する必要がなく
、物質有効原子番号の識別が実現できる。
【００１７】
図１は、本発明の一実施例に係る、チェレンコフー検出器を用いてオブジェクトの有効
原子番号を測定するデバイスの模式的な構造図であり、図２のＡ−Ａ方向の断面図である
。
【００１８】
図１及び図２に示すように、本発明の実施例に係るデバイスは、チェレンコフー検出器

10

の高エネルギーのダブルパワーＸ線を用いて物質有効原子番号を識別するデバイスであっ
て、ダブルパワー電子加速器１と、チェレンコフー検出器２と、チェレンコフー検出器２
に接続した補助回路と、を備え、補助回路は、例えば、データ変換回路及びデータ処理装
置（図示せず）である。チェレンコフー検出器２は、ダブルパワーの電子加速器１と対向
して設置され、ダブルパワーの電子加速器１は、高エネルギー、低エネルギーのＸ線ビー
ムを交互に発生する。Ｘ線ビームがコリメータ３を経た後、被検体４を照射する。チェレ
ンコフー検出器２は、被検体４を透過したＸ線ビームを受光する。高エネルギーのＸ線ビ
ームがチェレンコフー検出器２に入射したことで、チェレンコフー検出器２において第１
の電気信号、例えば、第１の検出値が生成される。低エネルギーのＸ線ビームがチェレン
コフー検出器２に入射したことで、チェレンコフー検出器２において第２の電気信号、例
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えば、第２の検出値が生成される。データ処理装置は、前記第１の電気信号及び第２の電
気信号から、前記被検体の有効原子番号を算出し得る。
【００１９】
本発明の一実施例によれば、電子加速器１は、エネルギーが異なる電子ビームを発生し
てターゲットにボンバードする。これによって、前記低エネルギー及び高エネルギーのＸ
線ビームを発生した。
【００２０】
図３は、本発明の一実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図である。図３に示
したチェレンコフー検出器２は、放射体２２及び光電検出素子２１を備える。放射体２２
の表面上には発射膜２３及びシールド層２４が覆われている。光電検出素子２１は、放射
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体２２の一端に設けられ、Ｘ線ビームが、放射体２２の他方の一端から入射し、放射体２
２を経てチェレンコフー光を発生し、光電検出素子２１は、そのチェレンコフー光を受光
する表面が、入射したＸ線ビームと垂直しており、受光したチェレンコフー光を電気信号
に変換させる。
【００２１】
図３に示したチェレンコフー検出器において、光電検出ユニットは、核カウンタ効果の
影響を受け易い。核カウンタ効果とは、検出器の感度体積内からのフリッカー光またはチ
ェレンコフー光を発生したことではなく、放射線が直接に感光デバイスに当たって感光デ
バイスにおいて信号を発生し、その信号の発生形態が、放射検出用の半導体検出器と略同
様である。例えば、電子−ホール対が、光電ダイオード感度区域においてフリッカー光及
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びチェレンコフー光によって発生するものではなく、Ｘ線またはＸ線による二次電子によ
って発生したものとなる。このような事件の性質は、「低確率、大事件」で描写すること
ができる。これは、シリコン半導体において、一つの電子−ホール対を発生するために３
．６ｅＶのエネルギーの蓄積しか必要ないからである。この信号は、チェレンコフー放射
によって発生した信号に重なってしまうので、干渉信号に属する。
【００２２】
本発明のもう一実施例によれば、核カウンタ効果を取り除くのに、図４に示したチェレ
ンコフー検出器を提案した。図４に示すように、チェレンコフー検出器は、一つの直方体
形状の検出器であり、放射体４２と、反射膜４３と、シールド層４４と、を備える。コリ
メータ３を経た後のＸ線は、検出器の長手方向に沿って入射される。例えば、光電ダイオ
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ードなどの光電検出ユニット４１が、放射線の入射する箇所に離れて設けられる。光電変
換素子４１のチェレンコフー光を受光する表面は、Ｘ線の入射方向に略平行する。本発明
のもう一実施例によれば、このチェレンコフー検出器は、長板形状であり、その長手方向
がＸ線の入射方向である。例えば、長さは、およそ２５０ｍｍ、幅は、およそ５０ｍｍ、
高さは、およそ１０ｍｍとなっている。このような構造で、核カウンタ効果を大きく減衰
させることができる。本発明のもう一実施例によれば、放射体は、直方体であり、一つの
端面に入射したＸ線ビームを受光し、この端面に垂直な少なくとも一つの側面上に、チェ
レンコフー光を受光する光電変換部が設置される。本発明のさらにもう一つの実施例によ
れば、光電変換部の前記チェレンコフー光を受光する面が放射体を囲むことによって、光
の収集效率を向上することができる。

10

【００２３】
本発明のさらにもう一つの実施例によれば、放射体は、カップリング接続した第１の部
分及び前記第１の部分に垂直な第２の部分を備え、前記光電変換部は、第１の部分の一端
に設けられ、Ｘ線ビームが前記第２の部分に略平行して該第２の部分に入射する。
本発明のさらにもう一実施例によれば、放射体４２は、柱体であり、柱体の一つの端面で
入射したＸ線ビームを受光し、チェレンコフー光を受光する光電変換部４１が柱体の側面
上に設置される。又は、光電変換部４１の前記チェレンコフー光を受光する面は、放射体
を囲むことが好ましい。これによって光収集效率を向上することができる。
【００２４】
本発明のさらにもう一実施例によれば、放射体４２は、柱体であり、柱体の一つの端面
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で入射したＸ線ビームを受光し、チェレンコフー光を受光する光電変換部４１が柱体の側
面上に設置される。又は、光電変換部４１の前記チェレンコフー光を受光する面は、放射
体を囲むことが好ましい。これによって光収集效率を向上することができる。
【００２５】
図５は、本発明のさらに他の実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図である。
図５に示すように、該チェレンコフー検出器の形状はＬ字形となっている。光電変換部５
１は、Ｌ字形放射体５２の一方の支路の一端に設けられ、Ｘ線ビームは、Ｌ字形放射体５
２の他方の支路に略平行して入射する。
【００２６】
図５に示すように、Ｘ線ビームは、Ｌ字形放射体の一つの端面から入射し、光電検出素
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子は、Ｌ字形放射体の他方の端面に設けられている。光電変換部のチェレンコフー光を受
光する表面は、Ｘ線ビームの入射方向に略平行している。
【００２７】
図６は、図５に示したチェレンコフー検出器のもう一種の応用形態を示す模式図である
。図６に示すように、Ｘ線ビームは、Ｌ字形放射体の一つの端面と反対の方向から入射し
、光電検出素子は、Ｌ字形放射体の他方の端面に設けられている。光電変換部のチェレン
コフー光を受光する表面は、Ｘ線ビームの入射方向に略平行している。
【００２８】
図７は、本発明のさらにもう一つ実施例に係るチェレンコフー検出器を示す模式図であ
る。図７に示すように、放射体７２はＵ字形であり、第１の光電変換部７１１及び第２の
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光電変換部７１２は、それぞれ、Ｕ字形放射体７２の両端に設けられ、Ｘ線ビームは、Ｕ
字形放射体の二つの支路に垂直してＵ字形放射体の底部に入射することとなっている。該
実施例によれば、光収集效率を向上することができる。上述した実施例のチェレンコフー
検出器は、核カウンタ効果をシールドすることができるので、入射したＸ線が検出器感度
体積内のどこかで作用を発生したとしても、発生したチェレンコフー光の収集状況は、基
本的に同じになる。
【００２９】
また、散乱による光電変換部への影響を更に取り除くために、アルミ板を用いてチェレ
ンコフー放射体を囲んで、放射体の幅を超えたＸ線ビーム及び放射体から散乱されたＸ線
を吸収させることによって、光電ダイオードの付近の散乱場強度を低下させることができ
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る。同時に、光電ダイオードをアルミ板で囲む。アルミ材料の原子番号は、光電ダイオー
ドの材料であるシリコンに近く、かつシリコンより小さいので、シリコン材料にとって敏
感であるＸ線をより良くカットすることができる。本発明の実施例によれば、チェレンコ
フー検出器と平行するように、通常のＸ線を検出するためのエネルギー蓄積型検出器が設
置されてもよい。
【００３０】
当業者には理解されるように、上述技術案は、Ｘ線を直接に透過し検出する検査システ
ム及びＣＴ検出及びダブルパワーＣＴ検出等の技術を含む。
【００３１】
以上、本発明の幾つかの典型的な実施例に基づいて本発明を説明した。当業者は、使用
の用語が、説明するための例であって、本発明を限定する用語ではないと理解すべきであ
る。また、本発明は、精神又は実質を逸脱しない限りに、種々の形態で具体的に実施でき
るので、上記の実施例は、前述の詳細に限らなく、特許請求の範囲によって限定されるも
のとして、広く解釈できると理解すべきである。特許請求の範囲または等価の範囲内での
全ての変化や改良は、特許請求の範囲内に含まれていることを理解すべきである。

【図１】

【図５】

【図６】
【図２】

【図３】

【図４】

【図７】
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