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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サンプルを保持するプレートと、
前記プレートに保持されるサンプルに対して所定の方向に配置された複数の放射線検出
器と、
異なるエネルギーを有し偏光面がそれぞれ制御された複数種類の準単色光子ビームを同
軸にして前記プレートに保持されたサンプルに照射する光子ビーム照射部と、
前記プレートと前記光子ビーム照射部を相対移動させる駆動部と、
前記駆動部を制御するとともに前記複数の放射線検出器からの検出信号が入力される制
御演算部と、
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表示部とを有し、
前記放射線検出器は、サンプルに照射される前記準単色光子ビームの偏光面に依存する
方向にサンプル中の同位体から放出されるＮＲＦガンマ線を検出できる方向に配置され、
前記制御演算部は、前記放射線検出器の検出信号に基づいてサンプル中の光子ビーム照
射領域に存在する注目する原子核同位体を同定し、前記表示部にその空間分布を可視化し
て表示することを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項２】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記光子ビーム照射部は、所定エネルギ
ーの電子ビームを発生する電子線加速器と、第１の偏光を有する第１の波長のレーザー光
を発生する第１のレーザー光源と、第２の偏光を有する第２の波長のレーザー光を発生す
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る第２のレーザー光源と、前記第１の波長のレーザー光と前記第２の波長のレーザー光を
同軸光として前記電子ビームに対して第１の角度で衝突させる光学系と、前記電子ビーム
と前記第１のレーザー光との衝突によって前記電子ビームに対して第２の角度方向に発生
した第１の偏光光子ビーム、及び前記電子ビームと前記第２のレーザー光との衝突によっ
て前記第２の角度方向に発生した第２の偏光光子ビームを通過させるコリメータを備える
ことを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項３】
請求項２記載の非破壊検査システムにおいて、前記制御演算部は、前記第１のレーザー
光源及び第２のレーザー光源を制御し、前記第１のレーザー光及び前記第２のレーザー光
として、それぞれ時間構造が異なるパルス光を発生させることを特徴とする非破壊検査シ
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ステム。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、前記光子ビームは、
当該光子ビームの照射により前記サンプル中の単一又は複数の同位体の単一又は複数の原
子核準位から別々の方向に複数のＮＲＦガンマ線が放出されるようにエネルギーと偏光面
が設定されていることを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、前記複数の放射線検
出器は、サンプルに対して当該サンプルに照射される前記光子ビームの偏光面に平行な方
向及び／又は垂直な方向、あるいは任意の角度に配置されていることを特徴とする非破壊
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検査システム。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、サンプルに照射され
る光子ビーム強度を検出する光子強度モニターを有することを特徴とする非破壊検査シス
テム。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、前記注目する原子核
同位体は炭素１２、窒素１４及び酸素１６など爆発物を構成する元素の同位体であるであ
ることを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項８】
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請求項１〜７のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、前記光子ビーム照射
部から照射される光子ビームのエネルギーは中性子放出エネルギー以下であることを特徴
とする非破壊検査システム。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか１項記載の非破壊検査システムにおいて、前記駆動部は、前記
プレートに保持されたサンプルが前記光子ビーム照射部から照射される光子ビームによっ
て走査されるように前記プレートを駆動することを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１０】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記準単色光子ビームはＬＣＳ光子ビー
ムであり、当該ＬＣＳ光子ビームを発生するために偏光したレーザー光を用い、その偏光
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面を検査する物体の構成元素や検査したい同位体の種類に応じて選択することを特徴とす
る非破壊検査システム。
【請求項１１】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記サンプル中の同位体の原子核構造に
よって決まる遷移形式に従って所望の方向に前記ＮＲＦガンマ線が放出されるように前記
光子ビームの偏光面やエネルギーを制御することを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１２】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記ＮＲＦガンマ線の放出方向の異方性
を利用して、あらかじめ設定された方向に配置された放射線検出器によって当該ＮＲＦガ
ンマ線を検出することを特徴とする非破壊検査システム。
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【請求項１３】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記サンプル中の同位体の原子核準位か
ら放出されるＮＲＦガンマ線の放出方向を前記サンプルに照射される前記光子ビームの偏
光面に依存させて分散させることにより前記放射線検出器一個当たりの計数率を下げたこ
とを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１４】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、エネルギーが近接した前記同位体の原子
核準位から放出された複数の前記ＮＲＦガンマ線を前記サンプルに対して異なる方向に配
置された放射線検出器でそれぞれ検出することを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１５】

10

請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記放射線検出器はシンチレータ検出器
であることを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１６】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記ＮＲＦガンマ線が放出される原子核
準位は中性子発生しきい値以下のエネルギーであることを特徴とする非破壊検査システム
。
【請求項１７】
請求項１記載の非破壊検査システムにおいて、前記光子ビーム照射部は、所定エネルギ
ーの電子ビームを発生する電子線加速器と、複数のレーザー光源を備え、前記複数のレー
ザー光源から発生された２種類以上の異なる波長の偏光したレーザー光を同軸光として前
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記電子ビームに対して第１の角度で衝突させ、前記衝突によって第２の角度方向に発生し
た複数の偏光ＬＣＳ光子ビームをコリメータを通して取り出すことを特徴とする非破壊検
査システム。
【請求項１８】
請求項１７記載の非破壊検査システムにおいて、前記偏光ＬＣＳ光子のエネルギーの調
整を前記レーザー光源のみによって行うことを特徴とする非破壊検査システム。
【請求項１９】
請求項１７記載の非破壊検査システムにおいて、前記コリメータの位置調整を測定開始
前に一度だけ行うことを特徴とする非破壊検査システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、原子核共鳴蛍光散乱を用いた非破壊検査システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
原子力発電の核燃料サイクルで取り扱う燃料棒や放射性廃棄物には核分裂物質を含めて
様々な同位体が含まれている。これらを非破壊で検査し、その空間分布を可視化すること
は安全かつ高効率な核燃料サイクルの実現にとって重要である。たとえばセシウムは安定
同位体である質量数１３３のＣｓ−１３３と放射性核種である質量数１３７のＣｓ−１３
７があるが、後者はその取り扱いが法令で厳しく管理されている。放射性廃棄物処理にお
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いて、これらを迅速に識別することで、地層処分にかかるコストを著しく低減させること
ができるため、同位体の識別とその空間分布の可視化技術の実現が切望されている。
【０００３】
また核燃料物質の輸送において、コンテナ内部に隠蔽されたウランなどの核分裂性物質
や核燃料物質、爆発物及びその原料となる物質をコンテナ外部から非破壊で測定すること
は、核物質の輸送を厳しく制限・管理する目的や、爆発物を用いたテロ等を未然に防ぎ、
安全・安心な社会を実現するために非常に重要である。
【０００４】
現在、一部の核燃料サイクル施設や港湾、空港などにおいて、燃料棒やコンテナを丸ご
と検査する大型Ｘ線検査機器や中性子発生器を用いた即発ガンマ線分析装置などを用いて
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、Ｘ線透過像による内部形状測定、及び核分裂性物質や核燃料物質、爆発物等の非破壊検
査が行われている。Ｘ線検査では透過力の高い高エネルギー制動放射Ｘ線を用いており、
透過像が鮮明に得られるという利点があるが物質の識別はできない。中性子照射による即
発ガンマ線分析では物質識別や同位体識別が可能であるが、空間分解能が悪く、内部を可
視化するのには空間分解能が不十分である。ここで言う物質識別とは元素識別、すなわち
原子を識別することである。これは原子核の周りの電子状態を観測することで可能であり
、Ｘ線などで比較的容易に観測可能である。同位体識別とは同位体、すなわち原子核に含
まれる陽子と中性子のうち、中性子数が異なる原子核を識別することであり、ガンマ線の
検出によって観測可能である。
【０００５】
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輸入コンテナ貨物やスーツケース内の物質検査に、制動放射Ｘ線を用いた原子核共鳴蛍
光（Nuclear Resonance Fluorescence：ＮＲＦ）散乱による同位体識別手法が提案されて
いる（特許文献１）。同位体の原子核は、その構成要素である陽子と中性子の数により、
固有の振動数（励起準位）をもつ。この振動数に一致したエネルギーを持つ光子が同位体
に照射された際に、同位体が光子を吸収した後、脱励起する際に蛍光光子が発生するが、
これをＮＲＦと言う。ＮＲＦガンマ線を放射線検出器で観測することで、同位体識別がで
きる。ＮＲＦガンマ線は数ＭｅＶのエネルギーを有し１０ｍｍ程度の鉄板を通り抜けるこ
とができるため、コンテナなどに封入された物質の同位体識別と空間分布を非破壊で測定
できる。図１に、手法の概念を示す。
【０００６】
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Ｘ線や光子等の光子ビーム１をサンプル２へ照射する。サンプル２には注目している同
位体３が含まれている。なおサンプル２は遮蔽されている場合があるが、ここでは遮蔽体
の記載を省略している。同位体３は光子１を吸収し、ＮＲＦガンマ線４を放出し、放射線
検出器６によって検出される。その他の光子はサンプル中の他の原子によって散乱され、
散乱Ｘ線５となって系外へ逸脱するか、あるいは放射線検出器６によって検出される。透
過した光子ビーム１の一部は光子強度モニター７で計測される。ビーム１をスキャンある
いはサンプル２を移動させることで、同位体の空間分布を測定する。
【０００７】
上記の検査や分析、あるいは処理プロセスにおいて、制動放射Ｘ線の代わりにレーザー
コンプトン散乱（Laser‑Compton Scattering；ＬＣＳ、後述）によって準単色光子束を発
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生し、これを用いて同位体検出を行う手法が提案されている。電子加速器などによって発
生させた高エネルギー電子ビームに高強度のレーザーを照射して数ＭｅＶの光子領域のＬ
ＣＳ光子を発生することが可能である。
【０００８】
ＬＣＳは通常のコンプトン散乱と同様に電子と光子の相互作用であるが、電子のエネル
ギーが高いこと、光子としてレーザーを用いることが特徴である。この方法により発生し
た光子は、光子束が極めて狭い立体角内に放出され、シンクロトロン放射光と同程度の高
い指向性を有すること、光子の散乱角とエネルギーに相関があることから、コリメータに
よって光子を準単色化できると同時にエネルギー広がりを小さく（準単色化）できること
（式（１））、散乱光子にレーザーの偏光がそのまま保存されるため、偏光度の高いＬＣ
Ｓ光子が得られること（式（６）後述）などが特徴である。
【０００９】
ＬＣＳの原理を図２に、ＬＣＳ光子のエネルギーＥγと電子及びレーザー光のエネルギ
ーの関係を式（１）に示す。式（１）において、Ｅeは電子のエネルギー、ＥLはレーザー
光のエネルギーである。

40

(5)

JP 5403767 B2 2014.1.29

【数１】

【００１０】
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エネルギー６４１ＭｅＶの電子に対して波長１０６４ｎｍと１５５０ｎｍのレーザーを
照射した場合のＬＣＳ光子の散乱角とエネルギーの関係を図３に示す。散乱角度θ2を制
限することによって、所望するエネルギーとエネルギー幅の光子を得ることができる。具
体的には鉛などに細い孔を開けたコリメータをビーム軸上に配置することで散乱角度の制
限を行う。通常、エネルギー幅は数％程度であり、これを準単色光子と呼ぶ。
【００１１】
原子核同位体の反応断面積σD(Ｅ)は式（２）で表される。共鳴幅Γは、式（３）で表
わされるドップラー広がりによって広がるが、Δの幅も非常に狭く、通常数１００ｍｅＶ
程度である。
【数２】
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【００１２】
そのためＮＲＦを効率よく発生させるには、励起光子が同位体原子核の固有振動に同調
した狭いエネルギースペクトルを持っていることが望ましい。上式においてｈバーはプラ
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ンク定数、ｃは光速、Ｅは光子エネルギー、Ｉ0とＩ1はそれぞれ基底状態と励起状態の全
角運動量、Ｅresは共鳴エネルギー、Γは共鳴のエネルギー幅、ｋはボルツマン定数、Ｔe
ffは原子核の実効温度、ｍは電子の静止質量エネルギーを表す。

【００１３】
ＬＣＳ光子束はエネルギー幅を数％以下に狭めることができるため、制動放射Ｘ線と比
較して、背景雑音（ノイズ）を低減させて信号対雑音比（Ｓ／Ｎ）を大きくすることが可
能である。そのため、ＬＣＳ光子ビームを用いた測定方法は、精度、時間、信頼性、安全
性など多くの面で制動放射Ｘ線を用いた場合より優れている。
【００１４】
非特許文献１には、ＮＲＦを用いた同位体識別法に、ＬＣＳ光子を用いる方法が提案さ
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れている。非特許文献２には、次世代の電子加速器として建設が進められているエネルギ
ー回収型リニアック（ＥＲＬ）と最先端の高出力モードロックファイバーレーザー、それ
にパルスレーザーを蓄積するスーパーキャビティを組み合わせ、既存のＬＣＳ光子束より
遥かに高い強度（およそ１０8倍）のＬＣＳ光子束を発生させる手法が報告され、これに
よって放射性廃棄物中の長寿命核種の存在を数秒で検知できることが示されている。非特
許文献３，４には、鉛の同位体である鉛２０８から発生するエネルギー５５１２ｋｅＶの
ＮＲＦガンマ線の検出とそれを用いたイメージング、及び炭素１２からの４４３９ｋｅＶ
のＮＲＦガンマ線の検出とそれを用いた物質同定に関しての報告がある。鉛２０８サンプ
ルは厚さ１．５ｃｍの鉄箱内部に厳重に隠匿した状態であった。
【００１５】
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炭素１２及び鉛２０８の原子核励起準位を図４に示す。原子核の励起にはエネルギー幅
の狭いＬＣＳ光子ビームを用いる。水素を除く原子核には、原子核固有の励起状態が存在
する。測定したい核種（例えば、鉛２０８）の準位（例えば、５５１２ｋｅＶ）に光子束
を照射した場合、鉛２０８によって５５１２ｋｅＶの光子が吸収される。鉛２０８は励起
状態から冷却する過程で、励起エネルギーに等しいＮＲＦガンマ線を放出する。これを検
出することで鉛２０８を検知できる。鉛２０８に対しては５６０ＭｅＶの電子に、炭素１
２に対しては５１０ＭｅＶの電子に、それぞれ波長１０６４ｎｍのレーザーを照射するこ
とで所望するエネルギーのＬＣＳ光子ビームを発生する。
【００１６】
物質に含まれる元素を精度よく分析する手法として蛍光Ｘ線分析がある。蛍光Ｘ線はエ
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ネルギーが低いため、コンテナ内部に隠匿された物質の測定はできない。また、原子の構
造、すなわち電子遷移によって発生したＸ線（特性Ｘ線）が原子に固有の状態を表すこと
を利用して元素分析を行うので、元素を識別できるが、同位体を識別できない。
【００１７】
サンプルへ高エネルギーガンマ線を照射し、注目する同位体において（γ，ｎ）反応を
誘起し、これによって核異性体を作り、その脱励起ガンマ線を用いて同位体識別を行う手
法が提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
20

【００１８】
【特許文献１】米国特許第７，２８６，６３８号明細書
【特許文献２】特開２００４−２１９１８７号公報
【特許文献３】特開２００６−３１８７４６号公報
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】J. Pruet, D. P. McNabb, C. A. Hagmann, F. V. Hartemann and C. P.
J. Barty, J. Appl. Phys. 99 (2006) 123102.
【非特許文献２】R. Hajima, T. Hayakawa, N. Kikuzawa, E. Minehara, J. Nucl. Sci.
and Technol. Vol.45, No.5, pp.441‑451, 2008.
【非特許文献３】菊澤信宏、羽島良一、早川岳人、静間俊行、峰原英介、豊川弘之、大垣
英明：

準単色γ線を用いた光核共鳴散乱による放射性同位体の検知技術の原理実証
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，

日本原子力学会2008年春の年会
【非特許文献４】大垣英明

紀井俊輝

増田開、豊川弘之、鈴木良一、菊沢信宏、静間俊

行、早川岳人、羽島良一、峰原英介：

レーザー逆コンプトン散乱γ線による核共鳴散乱

を用いた物質同定−軽核の同定

，日本原子力学会2008年春の年会

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
中性子照射による即発ガンマ線を利用するイメージングには、空間分解能が悪いという
欠点に加えて、次のような問題がある。すなわち、中性子照射によってコンテナ内部の物

40

質のみならず、コンテナ構造材である鉄や鉛などの原子核も同時に励起してしまい、即発
ガンマ線スペクトルは非常に複雑なものとなり、それらを短時間で解明することは極めて
難しい。また、ウラン２３３や２３５、プルトニウム２３９、あるいはウラン２３８など
の原子核に中性子が吸収されると、核分裂が起きる可能性がある。特にウラン２３３や２
３５、プルトニウム２３９は連鎖反応を引き起こす危険性が高い。また、中性子照射によ
って原子番号などが変わることがあるため、元の物質と異なる物質になってしまう（核変
換）という問題もある。
【００２１】
制動放射Ｘ線は波長が多岐にわたるため、複数の同位体原子核の多くの準位を同時に励
起できる。しかしＮＲＦに寄与するエネルギー幅は非常に狭く、熱的なドップラー広がり
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を考慮しても数１００ｍｅＶ程度であるため、それ以外のエネルギーのＸ線はすべてノイ
ズとなり、Ｓ／Ｎが非常に小さくなってしまうという問題があった。すなわち測定精度や
定量性などの信頼性が低く、測定も長時間に及ぶことが実用上の問題である。また、電子
エネルギーを中性子放出エネルギー（核種によって異なるが、おおむね８ＭｅＶ前後）以
上にすると、測定したい同位体から中性子が放出され、安全性や、遮蔽を施すためのコス
トが高価になるなど多くの問題が生じる。特に、サンプルに核分裂性物質が入っていた場
合、核分裂を誘発する危険性もあるため、中性子放出エネルギー以上の制動放射Ｘ線を用
いることは非常に危険であり、ぜひとも避けなくてはならない。電子エネルギーを下げる
と、制動放射Ｘ線のエネルギースペクトルは全体として低エネルギー側へシフトし、中性
子発生確率は下がる。低エネルギー領域では、原子散乱による低エネルギーＸ線や特性Ｘ
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線が多く放出されるため、測定したいＮＲＦガンマ線がノイズに埋もれてしまい、Ｓ／Ｎ
が小さくなる欠点がある。特に、励起準位が４〜５ＭｅＶにある炭素１２や窒素１４など
の重要な同位体の検知は困難であった。
【００２２】
ＬＣＳ光子ビームを直径数ｍｍにコリメートすることで、エネルギー幅を数％以下に狭
めることができる。前述の特許文献１、非特許文献１、非特許文献２では、同手法を利用
してＳ／Ｎを向上させるとともに、測定時間を短縮させるとしている。しかし、これらの
文献に示された手法では狭いエネルギー幅しか励起できないため、一度の測定で複数の元
素組成比を調べることができない。
【００２３】

20

そこで、同位体の存在比や存在量を、非破壊かつ遠隔で測定することで爆発物の種類を
類推する手法を提案する。
【００２４】
たとえば天然に存在する炭素には炭素１２（12Ｃ）が９８．８９％含まれ、窒素には窒
素１４（14Ｎ）が、酸素には酸素１６（16Ｏ）がそれぞれ９９．６４％、及び９９．７６
％含まれている。それぞれの同位体の準位として、炭素１２（４４３９ｋｅＶ）、窒素１
４（４９１５ｋｅＶと７０２９ｋｅＶ）、酸素１６（６９１７ｋｅＶ、７１１７ｋｅＶ）
を利用する。上記準位はエネルギーが離れているため、従来の手法では単一の準位を励起
することしかできず、仮に炭素１２の存在を高精度で検知したとしても、それが爆発物由
来のものであるか周囲の構造物由来のものであるかがわからないという欠点があった。
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【００２５】
すなわち、異なる同位体を測定するにはＬＣＳ光子エネルギーを変える必要があるが、
従来の手法では単一の準位を励起することしかできないため、電子エネルギーやレーザー
波長を変更しなくてはならなかった。ＬＣＳ光子では、レーザーと電子ビームを直径数１
０〜１００μｍの大きさに収束して衝突させるため、電子軌道が僅かでもずれると収量が
大きく減ってしまう。既存の技術によって電子ビームの軌道を数１０μｍ程度の精度で調
整することは不可能ではないが、大がかりな測定装置と長時間の調整を要するために、そ
れらの導入は大型加速器に限られている。電子ビームのエネルギーを変えると電子軌道が
変わり、ＬＣＳ光子ビームを同一軸上に生成することは困難となるので、同位体の位置を
正確に可視化できない。
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【００２６】
これらの微調整の他、レーザーやビーム軸上に配置したコリメータ位置の微調整に長時
間を要することも実用上の問題である。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
本発明の非破壊検査システムは、サンプルを保持するプレートと、プレートに保持され
るサンプルに対して所定の方向に配置された複数の放射線検出器と、異なるエネルギーを
有し偏光面がそれぞれ制御された複数種類の準単色光子ビームを同軸にしてプレートに保
持されたサンプルに照射する光子ビーム照射部と、プレートと光子ビーム照射部を相対移
動させる駆動部と、駆動部を制御するとともに複数の放射線検出器からの検出信号が入力
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される制御演算部と、表示部とを有し、放射線検出器は、サンプルに照射される準単色光
子ビームの偏光面に依存する方向にサンプル中の同位体の原子核準位から放出されるＮＲ
Ｆガンマ線を検出できる方向に配置され、制御演算部は、放射線検出器の検出信号に基づ
いてサンプル中の光子ビーム照射領域に存在する注目する原子核同位体を同定し、表示部
にその空間分布を可視化して表示する。偏光面がそれぞれ制御された複数種類の準単色光
子ビームとしてはＬＣＳ光子ビームを用いるのが好適であるが、これに類する偏光特性、
エネルギー特性を持つ他の光子ビームを用いてもよい。
【００２８】
光子ビーム照射部は、一例として、レーザーコンプトン散乱を利用して、単一の、ある
いは幾つかのエネルギーを有し、偏光面がそれぞれ制御された複数のＬＣＳ光子ビームを
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同一軸上に発生する。すなわち、光子ビーム照射部は、所定エネルギーの電子ビームを発
生する電子線加速器と、第１の偏光を有する第１の波長のレーザー光を発生する第１のレ
ーザー光源と、第２の偏光を有する第２の波長のレーザー光を発生する第２のレーザー光
源とを有し、第１の波長のレーザー光と第２の波長のレーザー光を同軸光として電子ビー
ムに対して第１の角度で衝突させる。そして、レーザーコンプトン散乱によって発生した
第１の波長のレーザー光に起因する第１の偏光ＬＣＳ光子ビームと第２の波長のレーザー
光に起因する第２の偏光ＬＣＳ光子ビームを、電子ビームに対して第２の角度方向に配置
したコリメータを通して取り出す。
【００２９】
第１のレーザー光源及び第２のレーザー光源は、制御演算部によって制御され、それぞ
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れ時間構造が異なるパルス光を発生させるのが好ましい。ＬＣＳ光子ビームの偏光面は、
その中の１つのＬＣＳ光子ビームの偏光面に対して互いに平行あるいは垂直としてもよい
。また、放射線検出器は、一例として、サンプルに対して当該サンプルに照射されるＬＣ
Ｓ光子ビームの偏光面に平行な方向及び／又は垂直な方向に配置する。
【００３０】
サンプル内で注目している同位体の特定の原子核準位を励起する際、他の核種や同位体
の準位が近接して存在している場合がある。そのような場合、複数のＮＲＦガンマ線が同
時に発生するため、エネルギースペクトル上では区別できないことがある。このような場
合の対処法として、ＮＲＦガンマ線の放出方向をＬＣＳ光子ビームの偏光面の切り替えに
よって制御し、それぞれのＮＲＦガンマ線を、予め想定された方向に放出することで、注
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目しているＮＲＦガンマ線を高精度で検出する手法を考案した。
【００３１】
すなわち、サンプルへ照射されるＬＣＳ光子ビームを偏光させ、その偏光面に対してあ
る角度方向に放射線検出器を配置する。サンプルからＮＲＦガンマ線が放出されるが、そ
れぞれは、遷移の種類に応じてＬＣＳ光子の偏光面に対して特定の方向に放出される。こ
れによって、エネルギー準位の近接した複数の同位体や原子核準位から放出されるＮＲＦ
ガンマ線を、複数の放射線検出器を用いて高効率、かつ高精度にエネルギースペクトルを
測定できる。また、通常、エネルギー分解能の高い放射線検出器は応答が遅いため、測定
に適用できる計数率の上限が低いが、本手法を用いると、エネルギー分解能が低い検出器
を用いても高精度の測定が可能であるため、高計数率での測定に対応できる。換言すると
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、サンプル中の同位体の原子核準位から放出されるＮＲＦガンマ線の放出方向をサンプル
に照射される光子ビームの偏光面に依存させて分散させることにより放射線検出器一個当
たりの計数率を下げることができる。
【発明の効果】
【００３２】
本発明によると、原子炉燃料や放射性廃棄物が封入されたドラム缶、又はコンテナ中に
隠匿された核燃料物質や爆発物の同位体識別イメージングを高精度、かつ高い信頼性と安
全性を確保しながら実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】ＮＲＦを用いた同位体検知法の説明図。
【図２】レーザーコンプトン散乱の力学系の説明図。
【図３】エネルギー６４１ＭｅＶの電子に波長１０６４ｎｍと１５５０ｎｍのレーザーを
照射して得られたＬＣＳ光子のエネルギーと散乱角の関係を示す図。
【図４】炭素１２と鉛２０８を例にした、ＬＣＳ光子ビームを用いたＮＲＦガンマ線検知
による同位体測定方法の説明図。
【図５】本発明による非破壊検査システムの概略図。
【図６】爆発物検知に用いる元素（12Ｃ，14Ｎ，16Ｏ）の励起準位を示す図。
【図７】２波長ＬＣＳ光子ビームのエネルギースペクトルを示す図。
【図８】検出器とサンプルの配置方法の説明図。
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【図９】主な爆発物の組成比を示す図。
【図１０】本発明による隠匿物検出の様子を示す図。
【図１１】遮蔽箱中の隠匿物(炭素１２)のＮＲＦガンマ線エネルギースペクトルを測定し
た図。
【図１２】遮蔽箱中の隠匿物(鉛２０８)の空間分布を測定した例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００３５】
図５は、本発明による非破壊検査方法を実施するためのシステム構成例を示す概略図で
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ある。このシステムは、ＬＣＳ光子を用いたＮＲＦ散乱によって、サンプル中の同位体を
識別し、その空間分布を画像化して表示するものである。
【００３６】
本実施例の非破壊検査装置は、ＬＣＳ光子ビーム照射部として、電子線加速器１１、レ
ーザー光源１３，１７、コリメータ２３、サンプルから発生されたＮＲＦガンマ線を検出
する放射線検出器３２，３３、及びサンプルを透過した光子ビーム強度をモニターするた
めの光子強度モニター３４を備える。サンプル３１は可動プレート３５上に配置されてい
る。駆動部３６によって可動プレート３５を、紙面平行方向及び紙面垂直方向に２次元的
に移動することで、照射されるＬＣＳ光子ビームに対してサンプル３１を２次元走査でき
るようになっている。レーザー光源１３，１７及び駆動部３６は、制御演算部３７によっ
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て制御される。放射線検出器３２，３３及び光子強度モニター３４の出力は制御演算部３
７で処理され、可動プレート３５の各移動位置において、サンプル３１中で注目した単一
あるいは複数の同位体の存在を検出するとともに、その存在比を定量化して空間分布を画
像化し、モニター３８の画面に表示する。放射線検出器３２，３３及び光子強度モニター
３４は可動プレート３５に載っていても良い。図５はそのような場合を示している。
【００３７】
電子線加速器１１から発生された所定エネルギーの電子ビーム１２に対して、レーザー
光源１３，１７から同一あるいは異なる数種類の波長（以下、多波長と呼ぶ）のレーザー
光１６，２０が発生される。レーザー光１６，２０は、波長板１４，１８によって偏光面
が調整される。例えばレーザー光１６は紙面に垂直な方向に電場ベクトルがある縦偏光、
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レーザー光２０は紙面に対して平行な面に偏光面がある横偏光などとする。レーザー光の
偏光面は、直線偏光以外に円偏光やランダム偏光としてもよい。偏光したレーザー光１６
，２０をミラー１５，１９によって偏向し、図２のように、電子ビーム１２と角度θ1で
衝突させる。波長帯域の狭い誘電多層膜ミラー等をミラー１５に用いることで、レーザー
光２０に対して透明にできるため、２つのレーザー光１６，２０を同軸にすることができ
る。ここには記載していないが、それぞれのレーザー光は集光光学素子等を用いて電子ビ
ーム１２と衝突させる地点に集光させ、効果的にＬＣＳ光子ビームを発生する。
【００３８】
レーザー光１６，２０は、それぞれパルス周波数あるいは発生タイミングなどの時間構
造が異なるパルス状として電子ビーム１２に照射することで、同じ散乱角度θ2にパルス
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ＬＣＳ光子ビーム２１，２２を発生する。パルスＬＣＳ光子ビーム２１，２２は、それぞ
れエネルギーが異なっていてもよい。後述するように、ＬＣＳではレーザーの偏光面がそ
のままＬＣＳ光子の偏光面になる（式（６）、後述）ため、偏光を自在に制御した高エネ
ルギー光子ビームを生成できる。偏光面の異なるパルスＬＣＳ光子ビーム２１，２２は、
コリメータ２３によってエネルギーと空間分布を成型した後、サンプル３１に照射され、
ＮＲＦガンマ線３９，４０を発生する。サンプル３１に含まれる注目した同位体の注目し
たＮＲＦガンマ線３９を発生する反応を励起できるのは、偏光パルスＬＣＳ光子ビーム２
１のみとする。同様に、サンプル３１に含まれる、別の注目した同位体の注目したＮＲＦ
ガンマ線４０を発生する反応を励起できるのは偏光パルスＬＣＳ光子ビーム２２のみとす
る。同位体の種類は異なっていても同じでもよいが、励起準位の遷移の種類は異なってい

10

なくてはならない。遷移の種類については後述する。
【００３９】
原子核構造に起因する要因によって、ＮＲＦガンマ線３９は放射線検出器３２の方向の
みに放出され、放射線検出器３２によって検出される。この場合、放射線検出器３３には
信号が発生しない。ＮＲＦガンマ線４０は放射線検出器３３の方向のみに放出され、放射
線検出器３３によって検出される。この場合、放射線検出器３２には信号が発生しない。
なお、照射ＬＣＳ光子ビーム強度をモニターするためにビームの最下流部に光子強度モニ
ター３４を置くのが好ましい。光子強度モニター３４を用いることによってＮＲＦガンマ
線３９，４０の強度の絶対値を求めることができ、これによってサンプル中の同位体存在
比を定量化することができる。ここで、ＮＲＦ散乱の相互作用断面積とエネルギーは既知

20

であるとする。
【００４０】
パルスＬＣＳ光子ビーム２１，２２とコリメータ２３を同時に動かしてサンプル３１上
をスキャンすることで、あるいはサンプル３１を動かすことで、注目した複数の同位体の
空間分布を画像化することができる。本実施例では、サンプル３１を載せた可動プレート
３５を駆動部３６によってコリメータ２３に対して駆動することで、パルスＬＣＳ光子ビ
ーム２１，２２によってサンプル３１を走査している。また、レーザー１３，１７の出力
を適切に調整することで、パルスＬＣＳ光子ビーム２１，２２の強度を調整し、サンプル
３１に含まれた複数の同位体存在比を定量化することができる。
【００４１】

30

本発明では、単一あるいは複数の波長のレーザー光を同一の電子ビームに照射すること
で、ビーム軸と発散角がそろった単一波長又は多波長ＬＣＳ光子ビームを発生させ、それ
を用いて単一又は複数の同位体の単一又は複数の準位を選択的且つ同時に励起する。
【００４２】
特開２００６−３１８７４６号公報には、心臓カテーテル検査などの医用イメージング
に用いるため、小型電子加速器と、異なる数種類の波長のパルスレーザーを用いたＬＣＳ
によって、１００ｋｅＶ以下の準単色Ｘ線を多波長で発生させる手法が述べられている。
しかし本発明は、コンテナや燃料被覆管など、最大鉄厚さで数ｃｍにもなる厳重な遮蔽箱
に隠匿された同位体の存在、空間分布、及びそれらの存在比を高精度かつ安全に定量化す
るために高エネルギー光子ビームを生成し、それらを原子核反応の異方性を利用して時間

40

・空間的にパルス毎に弁別して高効率に検知することを目的としており、概念及び手法が
全く異なる。
【００４３】
また、ＬＣＳ光子ビーム照射によって中性子を発生させない、あるいはその発生量を容
認できるレベルまで抑制することは重要である。同位体によっては光核反応による核分裂
を誘発する危険性や、あるいは核変換によってサンプル中の同位体が異なる元素となる可
能性がある。測定システム全体にかかる遮蔽を簡略化させることで建設時のコストを大き
く低減できる利点もある。そのため、ＬＣＳ光子エネルギーを中性子放出エネルギーより
低くし、中性子放出エネルギー以下のＮＲＦを利用することが望ましい。
【００４４】
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本発明では、照射するレーザーの偏光面を制御することで、注目する同位体の特定の準
位の検出感度を向上させる。原子核準位には、励起する光子ビームの偏光面によって特定
の方向にＮＲＦガンマ線が放出されるものがある。例えば電気双極子（Ｅ１）遷移、磁気
双極子（Ｍ１）遷移や電気四重極子（Ｅ２）遷移などは、それぞれ電場や磁場に対して垂
直あるいは水平な方向にのみＮＲＦガンマ線が放出される。そのため適度なエネルギー分
解能と方向性を有する光子検出器を検査体の上下、左右などに複数個配置し、励起光子ビ
ームの偏光面を所望する準位に応じて事前に調整しておくことで、所望するＮＲＦガンマ
線を十分に精度よく、空間的に弁別して検出できる。
【００４５】
コンプトン散乱には、散乱前後の光子の偏光が保存される性質がある。電磁波の偏光度

10

をstokes parameter (ax, ay,az)を使って記述することで、これを説明する。レーザー光
の進む向きをｚ軸とし、それに垂直にｘ、ｙ軸を設定する。レーザー光の直線偏光度をP1
i

とし、式（４）によって表す。
【数３】

【００４６】
電子静止系において、散乱角θでコンプトン散乱されたレーザー光、すなわちＬＣＳ光
子はｚ軸の周りの回転に対して任意の方位角に散乱する。そのため、ＬＣＳ光子の偏光度

20

f

P1 は、全ての方位角で積分した平均値となる。これを式（５）に示す。
【数４】

【００４７】
ここで、K0及びKは電子静止系におけるレーザー及びＬＣＳ光子のエネルギーを表す。
式（５）を実験室系で表現すると、式（６）のようになる。

30

【数５】

【００４８】
ここでKf及びKf̲maxは実験室系におけるＬＣＳ光子のエネルギー及び最大エネルギーで
あり、ρはそれらの比
【数６】

【００４９】
とする。aはＬＣＳ光子の最大エネルギーに対するレーザー光のエネルギー増倍度を表し
、式（８）によって表す。
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【数７】

【００５０】
ＬＣＳ光子の偏光度はθが１８０度近く、すなわちρ＝１近傍において１に非常に近く
なることから、ＬＣＳにおいてはレーザー光の偏光がＬＣＳ光子に保存され、ビーム軸中
心付近では１００％の偏光度が得られることが分かる。
in

206

Observation of M1 Resonance

Pb Using a Highly Linear Polarized Photon Beam

, NUCLEAR PHYSICS A649,pp.

73c‑76c, 1999 では、この手法を用いて、パリティが未知であった鉛２０６の準位がＭ１

10

であることを実証している。
【００５１】
本発明は、核データ表などに記載されている、充分に信頼性の高い同位体準位に着目し
、これを選択的に励起することで、同位体の検知や存在比を正確に測定することを目的と
している。本発明が実用上重要な点は、注目しているサンプル中に未知の元素が混入して
おり、その元素の準位が注目している同位体に近接している場合でも、パリティや量子数
などが異なっていれば、これを十分に高精度で弁別できることである。すなわちＮＲＦガ
ンマ線が放出される方向に検出器を配置し、ＬＣＳ光子の偏光面を制御することで、準位
が近接している同位体が存在しても、高い信頼性で同位体の同定、存在比の定量化、及び
それらの画像化を行うことができる。検出の確度を飛躍的に高めることを目的としている

20

点において、本発明は従来の手法とは異なる。
【００５２】
以上によって、核燃料物質の輸送において、コンテナ内部に隠蔽されたウランなどの核
分裂性物質や核燃料物質、爆発物及びその原料となる物質、その他水素以外のあらゆる物
質をコンテナ外部から非破壊かつ遠隔で安全に検知すること、及び同位体原子核の空間分
布を高い空間分解能で測定することが可能となり、核物質の輸送を厳しく制限・管理する
目的や、爆発物を用いたテロ等を未然に防ぎ、安全・安心な社会を実現することができる
。また、原子力発電の核燃料サイクルで取り扱う燃料棒や放射性廃棄物に含まれている核
分裂物質や様々な同位体を非破壊かつ遠隔で検査し、その空間分布を高精度で可視化する
ことが可能となり、安全かつ高効率な核燃料サイクルの実現を可能とする。

30

【００５３】
（実施例）
現在、世界で用いられている産業用、軍事用の主な爆発物質の化学式を検討すると爆発
物のほとんどが、炭素、酸素、窒素を含むこと、及び炭素、酸素、窒素の割合は爆発物に
よって異なることが分かる。
【００５４】
爆発物検知に用いる元素（12Ｃ，14Ｎ，16Ｏ）の励起準位を図６に示す。本実施例では
、２波長のＬＣＳ光子ビームを用いて、炭素１２、酸素１６、及び窒素１４を検知し、そ
の存在比を測定する。酸素１６の６９１７ｋｅＶと７１１７ｋｅＶ、窒素１４の４９１５
ｋｅＶと７０２９ｋｅＶ、及び炭素１２の４４３９ｋｅＶの励起準位に注目する。ここで

40

はエネルギー６４１ＭｅＶの電子に対して波長１０６４ｎｍと１５５０ｎｍのレーザーを
照射することで、７２５０ｋｅＶ及び５０００ｋｅＶ（エネルギー広がり１２％程度）の
異なる二つのエネルギーのＬＣＳ光子を発生することでこれらの準位をすべて励起する。
このような手法によって発生した２波長ＬＣＳ光子ビームのエネルギースペクトルを図７
に示す。
【００５５】
ＬＣＳ光子ビームは電子ビームの進行方向に、電子ビームによって決まる発散角で発生
するため、電子ビームが共通であれば、異なる波長のＬＣＳ光子ビームも同一軸上に生成
され、ビームとしての性質はほぼ同じとなる。波長１０６４ｎｍのレーザーはＮｄ：ＹＡ
ＧやＮｄ：ＹＶＯ4レーザーを利用し、波長１５５０ｎｍのレーザーはＥｒをドープした
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パルスファイバーレーザーを利用する。これによって所望する２波長のＬＣＳ光子ビーム
を同一ビーム軸上に発生することができ、それぞれの同位体のＮＲＦガンマ線を検出でき
る。なお、レーザーには適度に混在させた２倍高調波、３倍高調波あるいはそれ以上の高
調波、基本波を用いることも可能である。
【００５６】
レーザーはいずれも垂直偏光とし、放射線検出器は図８に示すように上下、左右、すな
わちＬＣＳ光子５１，５２の発生に用いられたレーザー光の偏光面に垂直な方向及び平行
な方向に配置する。
【００５７】
ＬＣＳ光子発生に用いられたレーザー光が直線偏光しているときＬＣＳ光子ビーム５１

10

，５２も直線偏光しており、炭素１２の４４３９ｋｅＶと酸素１６の６９１７ｋｅＶ及び
窒素１４の７０２９ｋｅＶのＮＲＦガンマ線５３は、図８（ａ）に示すように上下の放射
線検出器６４で、窒素１４の４９１５ｋｅＶと酸素１６の７１１７ｋｅＶのＮＲＦガンマ
線５４は、図８（ｂ）に示すように左右の放射線検出器６６でそれぞれ検出される。それ
ぞれのＮＲＦガンマ線５１，５２は異なるレーザーパルスで発生し、時間的に異なる構造
をしている。
【００５８】
放射線検出器としては１００ｋｅＶ以下のエネルギー分解能があれば十分である。高純
度ゲルマニウム検出器のエネルギー分解能は５０００ｋｅＶにおいて１０ｋｅＶ程度であ
り、本測定には十分な性能である。照射ＬＣＳ光子ビーム強度は、サンプル６１の後方に

20

配置された光子強度モニター６５によって測定されるが、測定精度を上げるためにレーザ
ーパルスと同期させ、背景放射線等の影響を低減させる。
【００５９】
上記の場合、もちろんＬＣＳ光子ビームの偏光面を垂直あるいは水平方向に切り替える
ことで、放射線検出器６４あるいは６６のどちらかを省略することができる。
【００６０】
炭素１２、酸素１６及び窒素１４の同位体存在比はそれぞれ９８．８９％、９９．７６
２％、及び９９．６３４％であるため、それぞれの存在比はほぼＮＲＦガンマ線強度比に
よって測定できる。
【００６１】

30

各種爆薬と、炭素と窒素の比（Ｃ／Ｎ）及び、酸素と窒素の比（Ｏ／Ｎ）を図９に示す
。本発明を応用すると爆発物の種類を同定できる。なお、爆発物に限らず、放射性廃棄物
や核燃料、禁止薬物やそれらの原材料など、コンテナ等に隠匿されたあらゆる物質を本発
明を応用することによって検知できる。
【００６２】
図１０は、本発明による隠匿物検出の様子を示す図である。いま、厚い鉄製の遮蔽箱７
１の中に隠匿物７２として、ある原子核の同位体が入っているとする。そこにＬＣＳ光子
ビームを照射する。ＬＣＳ光子ビームＡは、何の相互作用も起さずに遮蔽箱７１を透過し
てしまう。ＬＣＳ光子ビームＢは遮蔽箱中の隠匿物（原子核の同位体）にてＮＲＦを起こ
し、そのＮＲＦガンマ線７４は検出器７３にて波高弁別される。他のＬＣＳ光子ビームＣ

40

は遮蔽箱７１にてＮＲＦを起こし、そのＮＲＦガンマ線７５も検出器７３にて波高弁別さ
れる。ＮＲＦガンマ線７５は遮蔽箱構成元素からのＮＲＦであるため、ＮＲＦガンマ線７
４とは異なるエネルギーを持つ。そのため両者はパルス波高弁別法によって容易に識別で
きる。
【００６３】
炭素同位体の一種である炭素１２の４４３９ｋｅＶにある励起レベルを用いて、本手法
の実証実験を試みた。炭素同位体(炭素１２)は厚さ１．５ｃｍの鉄製箱に隠匿されている
。これに水平方向に偏光させた、エネルギー４．６ＭｅＶのＬＣＳ光子ビームを外部から
照射する。この場合の電子ビームのエネルギーとレーザー光の波長（偏光方向）は、それ
ぞれ５１０ＭｅＶ及び１０６４ｎｍ(水平)である。ＮＲＦガンマ線の散乱方向は１８０度
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方向を中心として、そこから約３３０マイクロラジアンの角度広がりで切り出した。これ
によるエネルギー広がりは半値全幅でおよそ４．３％である。炭素１２の４４３９ｋｅＶ
準位はＥ２遷移をすることが知られているため、ＮＲＦガンマ線はＬＣＳ光子ビームの偏
光面に平行な方向に放出される。図１１は、水平方向に配置した高純度ゲルマニウム検出
器によって測定された、炭素１２の４４３９ｋｅＶのＮＲＦガンマ線エネルギースペクト
ルである。このように、４４３９ｋｅＶに明瞭なピークが観測された。
【００６４】
上記実験を踏まえ、ＮＲＦガンマ線による同位体イメージング測定を行った結果を図１
２に示す。図５にて説明した非破壊検査システムの可動プレートに図１０に示した隠匿物
入りの遮蔽箱を設置し、ＬＣＳ光子ビームによって遮蔽箱を線スキャンした。隠匿物とし

10

て核物質を模擬するような重い元素を選び、鉛の同位体であるＰｂ−２０８を用い、励起
レベルとして５５１２ｋｅＶを用いた。同準位はＥ１遷移をすることが知られており、Ｌ
ＣＳ光子偏光面と垂直な方向にＮＲＦガンマ線が放出される。そのため、放射線検出器を
水平方向に置くと共に、ＬＣＳ光子ビーム偏光面を垂直方向とした。
【００６５】
Ｐｂ−２０８は厚さ１．５ｃｍの鉄製箱に隠匿し、垂直偏光した、エネルギー５．７Ｍ
ｅＶのＬＣＳ光子ビームを照射した。この場合の電子ビームのエネルギーとレーザー光の
波長および偏光面は、それぞれ５７０ＭｅＶ、１０６４ｎｍ、垂直方向である。ＮＲＦガ
ンマ線の散乱方向は１８０度方向を中心として、そこから約３３０マイクロラジアンの角
度広がりで切り出した。これによるエネルギー広がりは半値全幅でおよそ７％である。

20

【００６６】
放射線検出器として高純度ゲルマニウム検出器を用い、エネルギースペクトルを３０分
ほど測定してから、可動プレート上のサンプルを上下方向に移動させた。移動した位置に
おいて、再度エネルギースペクトル測定を行い、これを繰り返すことで、５５１２ｋｅＶ
のＮＲＦガンマ線計数とサンプル位置との相関を測定した。ＬＣＳ光子ビームの直径はサ
ンプル位置で３ｍｍである。図１２から分かるように、基準位置から±１０ｍｍの範囲に
鉛同位体Ｐｂ−２０８のＮＲＦガンマ線が強く検出されており、厚さ１５ｍｍの鉄箱に隠
匿された鉛同位体Ｐｂ−２０８のＮＲＦガンマ線を用いて、隠匿物の空間分布を一次元で
画像化することに成功した。
30

【００６７】
高純度ゲルマニウム検出器は高い計数率で使用することができず、上限の計数率は１０
ｋＨｚ程度以下である。高計数率、すなわちＮＲＦガンマ線強度が高い場合は、高い精度
で測定を行うことができない。
【００６８】
高計数率ガンマ線検出器を適用することで、検査時間を短縮することは重要である。例
えば、長さ１０ｍの海上輸送コンテナに対して危険物のスクリーニング検査を、港湾に積
み下ろされるコンテナの全数に対して行う場合を考える。Roger Bostelman,

Requireme

nts: Cargo Container Transfer Requirements for the Mobile Offshore Base

, Intel

ligent Systems Division, National Institute of Standards and Technology, 1998よ
り、一時間当たりのコンテナ用クレーンの処理能力を約３０台／ｈとすると、検査時のコ
ンテナ移動速度は１０ｃｍ／ｓ程度である。また、Brian Lewis,
AINER INSPECTION TECHNOLOGY, 2002 Technical Report

40

PORT SECURITY: CONT

, The Logistics Institute, G

eorgia Institute of Technology, 2002より、陸上を輸送されるコンテナ輸送トラックに
対する最大検査速度は４〜５マイル／ｈとされている。したがって、概ね数１０ｃｍ／ｓ
、最大で２００ｃｍ／ｓの検査速度が要求される。
【００６９】
直径１ｍｍのＬＣＳ光子ビームを１ｃｍ毎に照射するスクリーニングを行う場合、一点
当たりの照射時間は０．００５〜０．１秒となる。詳細な検討は非特許文献２に記述され
ているが、現在、技術的に十分に実現可能な強度のＬＣＳ光子ビームを用いると、０．１
秒以下で同位体の同定が可能であることから、本発明を貨物輸送コンテナ検査に適用でき
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ることが分かる。この場合に予想される最大計数率は１０ｋＨｚ以上となるため、高純度
ゲルマニウム検出器を用いることはできない。
【００７０】
しかし、本発明によって、ＬａＢｒ3（Ｃｅ）という無機シンチレーション物質を用い
たシンチレーション検出器を用いることができる。これは高純度ゲルマニウム検出器より
も約３桁高い計数率（１０ＭＨｚ）まで対応できる。エネルギー分解能は１〜３％であり
、高純度ゲルマニウム検出器の１／１０以下であるが、爆発物の同定には十分である。
【００７１】
ＬＣＳ光子ビームの偏光面は、照射するレーザーの偏光面をそのまま保存するため、Ｎ
ＲＦガンマ線が放出される方向を制御することができ、これによって測定精度、検査スル

10

ープット、およびコストパフォーマンスを高める。すなわち、エネルギー準位の近接した
ＮＲＦガンマ線を偏光面の違いによって異なる方向に散乱させることによって、シンチレ
ータなどの安価でエネルギー分解能の低い検出器を用いても、十分に高い精度と検査スル
ープットが得られる検査システムを構築できる。
【００７２】
本発明による非破壊検査は、実用上は一次スクリーニングと二次検査に分けて行うこと
ができる。前者は、１箇所または数か所にＬＣＳ光子ビームを照射し、主要な元素の同位
体存在比（たとえば炭素／窒素、酸素／窒素、ウラン／トリウムなど）を測定することで
、危険な爆発物や核物質である可能性を短時間で判別する。後者ではビームスキャンを行
って、より詳細な同位体識別を伴った画像化検査を行う。

20

【００７３】
次に、一次スクリーニングと二次検査を行う実施例について説明する。本実施例におい
ても、幾つかのエネルギーのＬＣＳ光子ビームを同一ビーム軸上に発生し、炭素、窒素、
酸素等の元素の同位体存在比をＮＲＦによって測定する。そして、それらのＮＲＦガンマ
線の弁別法において精度を高めた。非破壊検査システムの装置構成としては図５に示した
ものを使用した。放射線検出器３２，３３としては、エネルギー分解能は１〜３％と高純
度ゲルマニウム検出器より劣るが、１０ｋＨｚ以上の計数率を有するシンチレーション検
出器を用いた。
【００７４】
図５に示した装置は、一次スクリーニングと二次検査の双方に用いることができる。た

30

だし、一次スクリーニングではサンプル３１に対してＬＣＳ光子ビームを所定間隔などで
比較的粗く照射し、サンプル３１に対して照射されるＬＣＳ光子ビームを２次元走査する
のは、二次検査のみとする。二次検査においては、放射線検出器３２，３３及び光子ビー
ム強度モニター３４の出力を制御演算部３７で処理し、可動プレート３５の各移動位置に
おいて、注目している複数の同位体原子核のサンプル３１中での存在を検出するとともに
、その存在比を定量化して空間分布を画像化し、モニター３８の画面に表示する。
【００７５】
電子線加速器１１から発生された所定エネルギーの電子ビーム１２に対して、レーザー
光源１３，１７からレーザー光１６，２０が発生される。レーザー光１６，２０は、波長
板１４，１８によって偏光面が調整される。これは１／２波長板の出し入れや回転によっ

40

て容易に実現できる。偏光面は検査する物体の構成元素や検査したい同位体の種類によっ
て決定する。
【００７６】
偏光したレーザー光１６，２０を、それぞれミラー１５，１９によって偏向し、図２の
ように、電子ビーム１２と角度θ1で衝突させる。ここでは光子エネルギーを最高にする
ために、θ1を１８０度とした。前述のように、波長帯域の狭い誘電多層膜ミラー等をミ
ラー１５に用いることで、２つのレーザー光１６，２０を電子ビームに対して同軸に照射
することができる。そのため、電子ビームの性質を一切変えず、同一の電子ビームに対し
て２種類の波長のレーザーを照射して、２種類のエネルギーのＬＣＳ光子ビームを生成で
きる。それぞれのレーザー光の強度は、測定したい同位体の反応断面積（相互作用確率）
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によって適宜調整する。おおむね、放出されるＮＲＦガンマ線強度が数１０％程度以内の
ばらつきになるように調整することが望ましい。
【００７７】
レーザー光１６，２０は、それぞれパルス周波数あるいは発生タイミングなどの時間構
造が異なるパルス状として電子ビーム１２に照射することで、ＬＣＳ光子ビームパルス２
１，２２を発生する。ＬＣＳ光子ビームパルス２１，２２は、それぞれエネルギーが異な
るか、あるいは偏光面が異なるか、あるいはその双方が異なる場合がある。
【００７８】
偏光面の異なるＬＣＳ光子パルスビーム２１，２２は、コリメータ２３を通過した後、
サンプル３１に照射され、ＮＲＦガンマ線３９，４０が発生される。コリメータ２３は、

10

電子ビームの位置や方向が変化しないときは調整する必要がない。本実施例では、ＬＣＳ
光子ビームエネルギーの調整はレーザーのみによって行うため、コリメータの位置調整は
測定開始前に一度行うだけでよく、その後の調整は一切不要である。ＬＣＳを利用するこ
とにより、エネルギー広がり０．１〜２０％程度のＬＣＳ光子ビームを高い強度で発生で
きる。
【００７９】
サンプル３１に含まれる注目した同位体の注目したＮＲＦガンマ線３９を発生する反応
を励起できるのは、偏光ＬＣＳ光子パルスビーム２１のみとする。同様に、サンプル３１
に含まれる、別の注目した同位体の注目したＮＲＦガンマ線４０を発生する反応を励起で
きるのは偏光ＬＣＳ光子パルスビーム２２のみとする。同位体の種類は異なっていても同

20

じでもよいが、励起準位の遷移の種類は異なっていなくてはならない。
【００８０】
ＮＲＦガンマ線３９は放射線検出器３２の方向のみに放出され、放射線検出器３２によ
って検出される。この場合、放射線検出器３３には信号が発生しない。ＮＲＦガンマ線４
０は放射線検出器３３の方向のみに放出され、放射線検出器３３によって検出される。こ
の場合、放射線検出器３２には信号が発生しない。また、ビームの最下流部に位置する光
子強度モニター３４を用いることによってＮＲＦガンマ線３９，４０の強度の絶対値を求
めることができ、これによってサンプル中の同位体存在比を定量化することができる。
【００８１】
爆発物検知に用いる炭素１２、窒素１４、酸素１６のＮＲＦガンマ線エネルギー（ｋｅ

30

Ｖ）と、遷移形式を表１に示す。
【表１】

40
【００８２】
表１において、Ｅ１，Ｍ１，Ｅ２等の記号は、原子核の遷移形式を示しており、Ｅ１は
光子ビームの偏光面に対して垂直方向に、Ｅ２とＭ１は平行な方向にＮＲＦガンマ線が放
出されることを意味する。
【００８３】
上記元素の励起準位は、大きく分けて４．４〜５ＭｅＶ、及び６．９〜７．１ＭｅＶの
範囲にあるため、７．２５ＭｅＶ及び５ＭｅＶ（エネルギー広がり２０％程度）の２波長
のＬＣＳ光子ビームを同一軸上に発生させ、それぞれの同位体のＮＲＦガンマ線を観測す
ることで、元素組成比を測定することができる。上記元素組成比を知ることで爆発物の種
類を特定することができ、存在量を知ることで量を知ることができる。
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【００８４】
特定の同位元素（例えば、炭素１２、窒素１４等）の検出について、電子加速器による
電子ビームのエネルギー、レーザー源からの波長、波長板によるレーザー偏光、放射線検
出器は、例えば、次のように組み合わされる。
【００８５】
・電子エネルギー：６４１ＭｅＶ
・レーザー偏光：縦
・12Ｃの４４３９ｋｅＶ（Ｅ２）（レーザー：波長１５５０ｎｍ、検出器：垂直方向）
・14Ｎの４９１５ｋｅＶ（Ｅ１）（レーザー：波長１５５０ｎｍ、検出器：水平方向）
・16Ｏの６９１７ｋｅＶ（Ｅ２）（レーザー：波長１０６４ｎｍ、検出器：垂直方向）

10

・14Ｎの７０２９ｋｅＶ（Ｍ１）（レーザー：波長１０６４ｎｍ、検出器：垂直方向）
・16Ｏの７１１７ｋｅＶ（Ｅ１）（レーザー：波長１０６４ｎｍ、検出器：水平方向）
これにより、上記５つのＮＲＦ準位（３核種）を識別することができる。
【００８６】
あるいは、次のように電子ビームのエネルギー、レーザー源からの波長、波長板による
レーザー偏光、放射線検出器を組み合わせることで、２つのＮＲＦ準位（２核種）を識別
することができる。
【００８７】
・電子エネルギー：５３０ＭｅＶ
・レーザー偏光：縦

20

12

・

Ｃの４４３９ｋｅＶ（Ｅ２）（レーザー：波長１０６４ｎｍ、検出器：垂直方向）
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・

Ｎの４９１５ｋｅＶ（Ｅ１）（レーザー：波長１０６４ｎｍ、検出器：水平方向）

【符号の説明】
【００８８】
１

光子ビーム

２

サンプル

３

同位体

４

ＮＲＦガンマ線

５

散乱Ｘ線

６

高エネルギー分解能放射線検出器

７

光子強度モニター

１１

電子線加速器

１２

電子ビーム

１３

レーザー光源

１４

波長板

１５

ミラー

１６

レーザー光

１７

レーザー光源

１８

波長板

１９

ミラー

２０

レーザー光

２１

パルスＬＣＳ光子ビーム

２２

パルスＬＣＳ光子ビーム

２３

コリメータ

３１

サンプル

３２

放射線検出器

３３

放射線検出器

３４

光子強度モニター

３５

可動プレート

３６

駆動部
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３７

制御演算部

３８

モニター

５１

ＬＣＳ光子ビーム

５２

ＬＣＳ光子ビーム

５３

ＮＲＦガンマ線

５４

ＮＲＦガンマ線

６１

サンプル

６４

放射線検出器

６５

光子強度モニター

６６

放射線検出器

７１

遮蔽箱

７２

隠匿物

７３

検出器

【図１】
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