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(57)【要約】

（修正有）

【課題】自由度の高い強度パターンの作り込みや切り替
えが可能なＸ線の強度変調機構と、その強度変調機構を
利用したＸ線偏光分析技術を提供する。
【解決手段】磁性体１によるＸ線の回折強度が磁性体１
の磁化状態に依存することを利用し、磁性体１の磁化状
態や磁化方向を操作し、Ｘ線強度を変調する。また、磁
性体１によるＸ線の回折強度が磁性体の磁化状態に依存
する現象が、入射Ｘ線の偏光状態にも依存することを利
用し、Ｘ線の偏光状態を分析する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｘ線強度変調方法であって、被変調Ｘ線を所望の磁化状態を有する磁性体に照射する入
射工程と、前記磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選択される1以上の状
態を操作する操作工程と、前記磁性体によって回折された被変調Ｘ線を出力する出力工程
と、を含むことを特徴とするＸ線強度変調方法。
【請求項２】
前記操作工程が電気的方法または磁気的方法で行うものであることを特徴とする請求項
１記載のＸ線強度変調方法。
【請求項３】
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被変調Ｘ線を入射する入射部と、前記入射部から入射した被変調Ｘ線を所望の磁化状態
を有する磁性体に照射する磁性体照射部と、前記磁性体照射部に備えられた磁性体の磁化
の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選択される1以上の状態を操作する磁性体操作部と
、前記磁性体によって回折された被変調Ｘ線を出力する出力部と、を備えることを特徴と
するＸ線強度変調装置。
【請求項４】
Ｘ線偏光状態分析方法であって、被測定Ｘ線を所望の磁化状態を有する1または2以上の
磁性体に照射する入射工程と、前記磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選
択される1以上の状態を操作する操作工程と、前記磁性体による被測定Ｘ線の回折強度を
測定する測定工程と、前記操作工程による前記磁性体の磁化状態の操作に伴う前記測定工

20

程によって測定される回折強度の変化、変化率の少なくとも１つを見積もるデータ処理工
程と、を備えることを特徴とするＸ線偏光状態分析方法。
【請求項５】
前記測定工程に、前記磁性体を回転させることで、被測定Ｘ線の電場ベクトルの振動方
向を該磁性体に対して相対的に回転させる回転工程を含むことを特徴とする請求項４記載
のＸ線偏光状態分析方法。
【請求項６】
被測定Ｘ線を所望の磁化状態を有する1または2以上の磁性体に照射する磁性体照射部と
、前記磁性体照射部に備えられた磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選択
される1以上の状態を操作する磁性体操作部と、前記磁性体照射部に備えられた磁性体に
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よる被測定Ｘ線の回折強度を測定する測定部と、前記磁性体操作部による磁性体の磁化状
態の操作に伴う前記測定部によって測定される回折強度の変化、変化率の少なくとも１つ
を見積もるデータ処理部と、を備えることを特徴とするＸ線偏光状態分析装置。
【請求項７】
前記磁性体照射部が、該照射部に備えられた磁性体を回転させることで、被測定Ｘ線の
電場ベクトルの振動方向を該磁性体に対して相対的に回転させることのできる機能を有す
る請求項６記載のＸ線偏光状態分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、Ｘ線の強度を変調する技術とＸ線の偏光状態を分析する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
Ｘ線は、物質に対する透過力が高く、また分子鎖を断ち切る作用が強いために、その取
り扱いにあたっては適切な防護措置がとられなくてはならない。一方で、Ｘ線のこのよう
な特性が、レントゲン撮影、放射線治療、リソグラフィー等の、様々なＸ線の医療応用、
産業応用を可能にしている。従って、Ｘ線の強度を統御する技術は、Ｘ線の応用上きわめ
て重要なものである。
【０００３】
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Ｘ線の強度を変化させることは、Ｘ線発生装置の出力そのものを変化させるか、Ｘ線の
行路にＸ線を減衰させるための吸収体や遮蔽物を出し入れすることによって、原理的には
可能となる。しかし、Ｘ線の発生出力を迅速、任意に変化させることは実際的でない場合
が多く、Ｘ線ビームのオン、オフを制御するシャッター、特定の領域だけにＸ線を照射さ
せるためのマスク、Ｘ線の強度を減ずるためのアッテネーター等は、通常は後者の方法、
即ち、Ｘ線の行路に吸収体や遮蔽物を配置することによって、その機能が達成されている
。
【０００４】
この方法によってＸ線の減衰率や照射領域を更に色々に変化させることは、吸収体や遮
蔽物の移動、交換、追加挿入等によって原理的には可能となるが、こうした吸収体や遮蔽
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物の一つ一つは、Ｘ線の強度が所望の割合に減ずるよう予め設計されているものが殆どで
あり、減衰率や照射領域を臨機応変に変化させることと、ここで述べた従来型の強度制御
技術の設計思想とは、本来相容れない。
【０００５】
Ｘ線の照射領域をある程度可変にする技術としては、放射線治療用に開発、実用化され
ているマルチリーフコリメーターがある。これは上記の不適合を機械ロボット技術によっ
てカバーしたものとみることができる。また、特許文献１及び特許文献２においては、磁
気円二色性の原理とスピントロニクス技術を組み合わせたＸ線強度変調装置が考案され、
リソグラフィーへの応用について記載がある。
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【０００６】
一方、Ｘ線の偏光状態を分析する既存の技術には、例えば、トムソン散乱の偏光依存性
を利用して、適当な標的物質によるＸ線散乱の異方性を観測する方法や、光電子放出の偏
光依存性を利用して、適当な標的物質によるＸ線吸収後の光電子放出の異方性を観測する
方法等が知られている。
【０００７】
これらの方法によって検知、分析できるのはＸ線の直線偏光であって、円偏光を検知、
分析するにはまた別の方法が必要である。円偏光を分析する既存の技術としては、例えば
、コンプトン散乱の電子スピン依存性を利用して、適当な磁性体を標的物質とし、標的物
質の磁化反転に伴うコンプトン散乱の強度変化を観測する方法等が知られている（例えば
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、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０−２５６３０５号公報
【特許文献２】特開２０１０−２５８３７９号公報
【特許文献３】特開平１１−１７４００２号公報
【非特許文献】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は以上のような背景のもとになされたもので、その目的は、第一に、自由度の高
い強度パターンの作り込みや切り替えが可能なＸ線の強度変調技術を提供すること、第二
に、前記強度変調機構を利用して、新しいＸ線の偏光分析技術を提供すること、である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記第一の課題は、磁性体によるＸ線の回折強度が前記磁性体の磁化の状態に依存する
ことを利用することによって解決することができる。なお、ここでは、いわゆる磁石のよ
うに、磁化をもち、外部磁界等によりその極性、方向を操作することができる物質を、単
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に「磁性体」と呼ぶ。
【００１２】
磁性体によるＸ線の回折強度は、一般に、磁化に依存しない部分と磁化に依存する部分
とから成ることが知られている。従って、磁性体によるＸ線の回折ビームを利用すれば、
外部磁界等により磁性体の磁化状態や磁化の方向を操作することで、強度が変調されたＸ
線ビームを得ることができる。
【００１３】
この方法において、強度変調の際の強度の変化率を高め、実質的な強度変調を達成する
には、更に次に述べる３つの科学的知見を考慮に入れることが肝要である。
【００１４】
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第一に、磁性体によるＸ線の回折強度のうち、磁化に依存しない部分と磁化に依存する
部分は、一般に、入射Ｘ線の偏光状態や散乱角、散乱体の磁化の方向に対してそれぞれ違
った依存性をもっている。従って、入射Ｘ線の偏光度や散乱の幾何学的な条件を工夫する
ことによって、回折強度のうちの磁化に依存しない部分を抑制し、磁化に依存する部分の
割合を高めることが可能である。
【００１５】
第二に、物質によるＸ線の回折強度は、一般に、物質を構成している個々の原子による
散乱Ｘ線どうしの干渉、即ちそれらの重なり具合によって、その大小が決まっている。一
方、磁性体を構成する原子の中には、磁化に依存する散乱を強く引き起こすものもあれば
、殆ど引き起こさないものもある。従って、磁性体がそうした異なるＸ線散乱能を有する
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原子で構成されている場合には、Ｘ線の回折強度のうちの磁化に依存しない部分について
は前記複数種の原子からの散乱波の干渉によって強度が大幅に弱められ、磁化に依存する
部分については強度が維持されるような回折状況が存在し得る。そのような、磁性体、Ｘ
線のエネルギー、回折の反射指数、の組み合わせを選択、採用すれば、磁性体によるＸ線
の回折強度のうち、磁化に依存しない部分を抑制し、磁化に依存する部分の割合を高める
ことが可能となる。
【００１６】
第三に、磁性体を構成する原子からのＸ線の散乱においては、共鳴磁気散乱と呼ばれる
散乱過程によって、散乱強度のうちの磁化に依存する部分の割合を大きくできる可能性の
あることが知られている。従って、この共鳴磁気散乱が回折強度に大きく寄与するような
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、磁性体、Ｘ線のエネルギー、回折の反射指数、の組み合わせを選択、採用することによ
り、磁性体によるＸ線の回折強度のうち、磁化に依存する部分の強度を高め、その割合を
大きくできる可能性がある。共鳴磁気散乱による磁化に依存する散乱強度の増大は、鉄族
元素や希土類元素のＬ吸収端、アクチナイド元素のＭ吸収端などで顕著であることが知ら
れている。
【００１７】
以上述べた３つの方策のうちの１つ乃至３つを適宜実施することによって、原理的には
１（１００％）に近い強度変化率を達成することができる。
【００１８】
なお、第二の方策として述べた干渉効果の利用にあたっては、原子による散乱Ｘ線の振
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幅と位相が主としてＸ線のエネルギーによって変化する、所謂、分散効果が重要な役割を
もつ場合もあり、これを積極的に活用することも可能であることに留意すべきである。分
散の影響はエネルギー吸収端の近傍において顕著であることから、同じく吸収端で顕著で
ある共鳴磁気散乱を利用した第三の方策を、干渉効果を利用した第二の方策と併用する場
合には、この分散の影響を考慮に入れることが肝要である。
【００１９】
＜１＞
即ち本発明は、Ｘ線強度変調方法であって、被変調Ｘ線を所望の磁化状態を有する磁性
体に照射する入射工程と、前記磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選択さ
れる1以上の状態を操作する操作工程と、前記磁性体によって回折された被変調Ｘ線を出
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力する出力工程と、を含むことを特徴とするＸ線強度変調方法である。
【００２０】
＜２＞
また別の本発明は、前記操作工程が電気的方法または磁気的方法で行うものであること
を特徴とする請求項１記載のＸ線強度変調方法である。
【００２１】
＜３＞
また別の本発明は、被変調Ｘ線を入射する入射部と、前記入射部から入射した被変調Ｘ
線を所望の磁化状態を有する磁性体に照射する磁性体照射部と、前記磁性体照射部に備え
られた磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ、磁区構造から選択される1以上の状態を操作
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する磁性体操作部と、前記磁性体によって回折された被変調Ｘ線を出力する出力部と、を
備えることを特徴とするＸ線強度変調装置である。
【００２２】
さて、本発明が解決しようとする第二の課題である、新たなＸ線の偏光分析技術の提供
は、これまでに述べた本発明のＸ線強度変調機構を利用することによって解決される。
【００２３】
磁性体によるＸ線の回折強度のうち、磁化に依存しない部分と磁化に依存する部分は、
先述のように、一般に、入射Ｘ線の偏光度や直線偏光の偏光方向に対してそれぞれ違った
依存性を示す。従って、分析対象となるＸ線を磁性体に入射し、本発明のＸ線強度変調機
構により生ずる回折Ｘ線の強度変化または強度変化率を測定し、その結果を理論による予
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測や既知の偏光状態にあるＸ線ビームを入射させて実測したデータ（較正データ）と比較
することにより、偏光分析が可能となる。
【００２４】
直線偏光の偏光方向を分析するには、更に次に述べる科学的知見を考慮に入れることが
肝要である。
【００２５】
入射Ｘ線ビームを回転の中心軸として標的散乱体である磁性体を回転させれば、磁性体
によって回折されるＸ線ビームも入射Ｘ線ビームを軸として回転する。この操作は、磁性
体（とそこから発せられる回折ビーム）の方を固定し、入射Ｘ線ビームをそれ自身の光軸
の周りに逆回転させることと相対的に等価である。この、入射Ｘ線ビームをそれ自身の光
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軸の周りに回転させるという操作は、入射Ｘ線が直線偏光度を有している場合、その偏光
方向（偏光の主軸方向）を光軸の周りに回転させることを意味する。
【００２６】
本発明のＸ線強度変調機構により生ずる回折Ｘ線の強度変化または強度変化率は、従っ
て、入射Ｘ線が直線偏光度を有している場合、入射Ｘ線ビームを中心軸として標的散乱体
である磁性体（とそこから発せられる回折ビーム）を回転させる操作によって、あるいは
磁性体（とそこから発せられる回折ビーム）の方を固定して、入射Ｘ線ビームをそれ自身
の光軸の周りに回転させる操作によって、変動する。
【００２７】
一方、本発明のＸ線強度変調機構は一般に入射Ｘ線が円偏光成分を有している場合にも
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有効であるが、円偏光の効果は、入射Ｘ線ビームを回転の中心軸として標的散乱体である
磁性体（とそこから発せられる回折ビーム）を回転させる操作に対して、もしくは入射Ｘ
線ビームをそれ自身の光軸の周りに回転させる操作に対して、不変である。
【００２８】
以上のことから、入射Ｘ線ビームを中心軸として標的散乱体である磁性体（とそこから
発せられる回折ビーム）を回転させた複数の配置において、あるいは磁性体（とそこから
発せられる回折ビーム）の方を固定して、入射Ｘ線ビームをそれ自身の光軸の周りに回転
させた複数の配置において、本発明のＸ線強度変調機構により生ずる回折Ｘ線の強度変化
または強度変化率を測定し、その結果を理論による予測や既知の偏光状態にあるＸ線ビー
ムを入射させて実測したデータ（較正データ）と比較することにより、直線偏光の偏光方
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向を分析することができる。
【００２９】
なお、上記の「入射Ｘ線ビームを中心軸として標的散乱体である磁性体を回転させた複
数の配置」は、実際に単一の磁性体（標的散乱体）を回転させることにより経時的に達成
されても構わないし、一つ乃至複数の磁性体（標的散乱体）による回折Ｘ線を複数の検出
器で受けることにより同時的に達成されても構わない（例えば、特許文献３、非特許文献
２及び３参照）。重要なことは、これら「複数の配置」を考える際、標的散乱体である磁
性体の磁化状態もしくは磁化の方向は磁性体に付随して「回転」するのであって、例えば
、磁化状態を操作するための外部磁界の方向が空間に対して固定されている中で、磁性体
のみが（磁化の方向を置き去りにして）「回転」するのではないということである。
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【００３０】
＜４＞
即ち、別の本発明は、Ｘ線偏光状態分析方法であって、被測定Ｘ線を所望の磁化状態を
有する1または2以上の磁性体に照射する入射工程と、前記磁性体の磁化の方向、磁化の大
きさ、磁区構造から選択される1以上の状態を操作する操作工程と、前記磁性体による被
測定Ｘ線の回折強度を測定する測定工程と、前記操作工程による前記磁性体の磁化状態の
操作に伴う前記測定工程によって測定される回折強度の変化、変化率の少なくとも１つを
見積もるデータ処理工程と、を備えることを特徴とするＸ線偏光状態分析方法である。
【００３１】
＜５＞
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また別の本発明は、前記測定工程に、前記磁性体を回転させることで、被測定Ｘ線の電
場ベクトルの振動方向を該磁性体に対して相対的に回転させる回転工程を含むことを特徴
とする請求項４記載のＸ線偏光状態分析方法である。
【００３２】
＜６＞
また別の本発明は、被測定Ｘ線を所望の磁化状態を有する1または2以上の磁性体に照射
する磁性体照射部と、前記磁性体照射部に備えられた磁性体の磁化の方向、磁化の大きさ
、磁区構造から選択される1以上の状態を操作する磁性体操作部と、前記磁性体照射部に
備えられた磁性体による被測定Ｘ線の回折強度を測定する測定部と、前記磁性体操作部に
よる磁性体の磁化状態の操作に伴う前記測定部によって測定される回折強度の変化、変化

40

率の少なくとも１つを見積もるデータ処理部と、を備えることを特徴とするＸ線偏光状態
分析装置である。
【００３３】
＜７＞
また別の本発明は、前記磁性体照射部が、該照射部に備えられた磁性体を回転させるこ
とで、被測定Ｘ線の電場ベクトルの振動方向を該磁性体に対して相対的に回転させること
のできる機能を有する請求項６記載のＸ線偏光状態分析装置である。
【発明の効果】
【００３４】
本発明のＸ線強度変調法は、自由度の高い強度パターンが作り込まれたＸ線ビームの生
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成を可能にし、またその強度パターンの迅速、任意な作り替え、変調を可能にする、とい
う効果を奏する。
【００３５】
即ち、本発明のＸ線強度変調法は、磁性体によるＸ線の回折強度が磁性体の磁化の状態
に依存することを利用し、標的散乱体である磁性体の磁化状態や磁化の方向を操作するこ
とによって、そこから発せられる回折Ｘ線の強度に変化を与えるものであるが、この方法
によって達成可能な強度変化率（強度変調の相対振幅、コントラスト、消光比）には原理
的な上限がなく、理論上、０から１（１００％）までの任意の強度変化率を作り出すこと
が可能である。
【００３６】
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また、本発明のＸ線強度変調法によってＸ線ビームの中に作り込むことのできる強度パ
ターンは、原理的に、標的散乱体である磁性体について作り出すことのできる、磁化状態
や磁化方向のパターンによって決まっている。従って、標的散乱体である磁性体の磁化状
態や磁化の方向を操作することによって、Ｘ線ビームのオン状態とオフ状態を迅速、任意
に切り替えることが可能であるのみならず、例えば、標的散乱体である磁性体として、磁
化の極性反転が高周波磁界に追随する軟磁性体を用いれば、Ｘ線ビームの中に当該周波数
帯の強度変調信号を乗せることが可能であるし、また、磁気記録技術と同様に、適当な標
的散乱体とその磁化状態を操作するためのヘッドの組み合わせを開発して用いれば、当該
時空間分解能をもった強度パターンが作り込まれたＸ線ビームの生成が可能となる。なお
、空間的に微細な強度パターンを作り込むには、平行性のよい入射Ｘ線ビームを用い、結
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晶性のよい標的散乱体（磁性体）を用いることが効果的である。結晶性のよい標的散乱体
を用いる代わりに、出射側のスリット系を工夫することで回折ビームの角度発散を抑制し
てもよい。
【００３７】
更に、磁性体の磁化状態や磁化方向の操作は、通常、電気的、磁気的方法によって達成
され、従来技術であるマルチリーフコリメーターや機械式のＸ線シャッターのような装置
、部品のメカニカルな動作を必ずしも要しない。即ち、本発明のＸ線強度変調法は、メカ
ニカルな動作に起因する装置、部品の摩耗、劣化、誤動作等を低減する効果がある。
【００３８】
一方、本発明のＸ線偏光分析法は、一般に、直線偏光、円偏光ともに感度を有するため
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、これら双方の見積もりを、統一された装置、手法によって可能にする、という特徴を有
する。
【００３９】
また、標的散乱体である磁性体の磁化操作のタイミングを調節することによって、位相
敏感な分析が可能である点も、本発明のＸ線偏光分析法の作用効果として挙げることがで
きる。磁性体の磁化反転に伴う回折ビームの強度変化または強度変化率から入射Ｘ線の偏
光状態を分析する場合を例にとるならば、磁化反転の周期を適切に選択することで特定周
波数のノイズの影響を回避することが可能であるし、また、分析対象となるＸ線が何らか
の周期現象によって発生する脈動型（パルス状）のＸ線である場合には、磁化反転のタイ
ミングを当該周期現象と同期させることによって、周期現象の位相をパラメーターとした
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偏光分析が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】磁性体によるＸ線の散乱配置を示した図面である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
まず、本発明のＸ線強度変調法の実施の形態について説明する。
【００４２】
図１は、磁性体１にＸ線２が入射し、回折Ｘ線３が出射しているようすを示した散乱配
置図である。入射Ｘ線２を発生するためのＸ線発生装置、Ｘ線２及び３の行路に必要に応
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じて配置、調整される分光器、スリット等の光学素子、磁性体１の方位や磁化状態、温度
等を制御するための装置類はここには描かれていない。
【００４３】
後の説明のために、図のように散乱面（入射Ｘ線２と回折Ｘ線３を含む面）に垂直な方
向をｕ２軸、散乱ベクトルの方向（散乱面内の、反射面に垂直な方向）をｕ３軸、散乱面
内の、ｕ３軸に垂直な方向（ｕ２軸とｕ３軸の双方に垂直な方向）をｕ１軸とする。散乱
角（入射Ｘ線２と回折Ｘ線３のなす角）を２θとすると、入射Ｘ線２及び回折Ｘ線３とｕ
１軸とのなす角はともにθとなる。このθを回折のブラッグ角と呼ぶ。

【００４４】
さて、図１において、磁性体１の磁化状態を制御することにより、回折Ｘ線３の強度を
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変調することができる。磁化状態の制御は、永久磁石や電磁石（超電導磁石を含む）、そ
れらを応用した、専用に開発されたヘッド等を利用して行う。あるいは、スピン注入、電
流駆動による磁壁移動等、スピントロニクス技術を応用して行ってもよい。磁性体１の磁
化をどのような状態に制御するのか、即ち、どちらの方向に磁化させるのか、またどの程
度磁化させるのか、等については、理論の与える指針に基づき、実測により確認をとるの
がよい。磁化方向について理論からどのような示唆が得られるかについては、後に具体例
に基づく説明を加える。磁性体１に用いる物質とその構成は、磁化状態の制御方法、当該
物質の化学的安定性、制御可能な温度等の環境変数、強度変調における所望の強度変化率
及び時空間分解能、Ｘ線のエネルギー、等を勘案して選択する。
【００４５】
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十分な強度変化率（強度変調の相対振幅、コントラスト、消光比）を得るには、例えば
次のようにするとよい。
【００４６】
入射Ｘ線２として散乱面内に直線偏光したＸ線を用い、散乱角２θがほぼ９０度になる
ような、磁性体１、Ｘ線のエネルギー、回折の反射指数、の組み合わせを選択、採用する
。そうすることで、トムソン散乱等、磁化に依存しないＸ線散乱のうちの主要な部分を抑
制することができ、磁性体１によるＸ線の回折強度のうちの磁化に依存する部分の割合を
大きくすることができる。直線偏光した入射Ｘ線２は、加速器を利用した放射光Ｘ線源、
Ｘ線偏光子等の光学素子によって用意することができる。
【００４７】
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干渉や分散、共鳴磁気散乱の効果を利用した強度変化率増強のための処方は、具体的な
物質系及び反射指数に基づく説明が明瞭であるため、以下では、磁性体１にＧｄＡｌ２の
単結晶を用い、その４４４反射の回折強度を前記化合物単結晶の磁化反転によって変調さ
せる場合について述べる。ただし、本発明の磁性体及び反射指数の選択はこの例に限定さ
れるものではない。
【００４８】
ＧｄＡｌ２は立方晶系の化合物であり、（１１１）面の面間隔はおよそ４．５５オング
ストロームである。この結晶の４４４反射の結晶構造因子（８個のＧｄ原子と１６個のＡ
ｌ原子とから成るこの結晶の単位胞による散乱波；回折強度はその絶対値の２乗に比例す
る）は次式で与えられる。
【数１】
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ｆＧｄとｆＡｌはそれぞれＧｄとＡｌの原子散乱因子（原子による散乱波）である。数１
から分かるように、ＧｄＡｌ２の４４４反射は、Ｇｄからの散乱波とＡｌからの散乱波の
部分的な打ち消し合いによって構成されている。しかしながら、ＧｄＡｌ２において磁化
を担っている元素は主としてＧｄであり、Ａｌは磁化に依存する散乱を殆ど引き起こさな
い。従って、Ｆ４４４のうちの磁化に依存する部分に関しては、Ａｌの散乱波による打ち
消し合いは実質的に生じない（磁化に依存する部分に関しては、ｆＡｌは殆ど値をもたな
い）。このように、回折Ｘ線において、磁化に依存しない部分については干渉による打ち
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消し合いが生じ、磁化に依存する部分については干渉による打ち消し合いが生じないよう
な反射指数を選択することで、回折強度のうちの磁化に依存する部分の割合を高めること
ができる。
【００４９】
更に、４４４反射の回折Ｘ線が、ＧｄのＬ２またはＬ３吸収端近傍のエネルギーをもつ
場合には、共鳴磁気散乱によってｆＧｄ中の磁化に依存する部分の振幅を増大させること
ができる。前述の各原子からの散乱波の干渉による効果（結晶構造因子の効果）に加えて
、この共鳴磁気散乱の効果を利用することにより、強度変調における強度変化率を一層増
大させることができる。このような共鳴磁気散乱の利用は、予め入射Ｘ線２のエネルギー
を分光器によって当該エネルギーに調整して行ってもよいし、白色光（分光していない連
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続スペクトルをもったＸ線）を入射し、４４４反射の回折Ｘ線が当該エネルギーをもつよ
うに、ＧｄＡｌ２単結晶の方位（ブラッグ角θまたは散乱角２θ）を調整して行ってもよ
い。
【００５０】
ＧｄのＬ２吸収端のエネルギーはおよそ７．９３ｋｅＶであり、ＧｄＡｌ２の４４４反
射の回折Ｘ線がこのエネルギー値をもつ場合の散乱角２θはブラッグの法則よりおよそ８
７度となる。この場合、散乱角が９０度に十分近いため、先述したように、入射Ｘ線２と
して散乱面内に直線偏光したＸ線を用いることにより、トムソン散乱等、磁化に依存しな
いＸ線散乱のうちの主要な部分を抑制することができる。即ち、ＧｄＡｌ２の４４４反射
の回折Ｘ線がＧｄのＬ２吸収端近傍のエネルギーをもち、かつ入射Ｘ線２が散乱面内に直
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線偏光している場合には、各原子からの散乱波の干渉による効果（結晶構造因子の効果）
と共鳴磁気散乱の効果と散乱の幾何学的条件の効果の全てが相俟って、強度変化率を十分
に大きくすることができる。
【００５１】
ＧｄのＬ３吸収端のエネルギーはおよそ７．２４ｋｅＶであり、ＧｄＡｌ２の４４４反
射の回折Ｘ線がこのエネルギー値をもつ場合の散乱角２θはブラッグの法則よりおよそ９
８度となる。この場合も、散乱角が９０度に比較的近いため、入射Ｘ線２として散乱面内
に直線偏光したＸ線を用いることにより、トムソン散乱等、磁化に依存しないＸ線散乱の
うちの主要な部分を抑制することができる。また、Ｌ３吸収端においては、分散効果の影
響でＦ４４４のうちの磁化に依存しない部分がほぼ消滅する。即ち、ＧｄＡｌ２の４４４
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反射の回折Ｘ線がＧｄのＬ３吸収端近傍のエネルギーをもち、かつ入射Ｘ線２が散乱面内
に直線偏光している場合には、各原子からの散乱波の干渉による効果（結晶構造因子の効
果、とりわけ分散の影響による回折Ｘ線の擬消滅の効果）と共鳴磁気散乱の効果と散乱の
幾何学的条件の効果の全てが相俟って、強度変化率を十分に大きくすることができる。な
お、分散の影響によって回折Ｘ線の擬似的な消滅が起こるかどうかは、文献等で公表され
ている原子散乱因子と分散補正の数表を参照することでおよその見当をつけることができ
る。
【００５２】
４４４反射の回折Ｘ線のエネルギーがＧｄのＬ２またはＬ３吸収端近傍に調整され、ｆＧ
ｄ中の磁化に依存する部分の振幅が共鳴磁気散乱によって増強された場合の、ＧｄＡｌ２

の磁化反転に伴う回折Ｘ線の強度変化率Ｒは、近似的に次のように表すことができる。
【数２】
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【数３】

【数４】

10
数２、数３、数４はＧｄＡｌ２をそれぞれ図１のｕ１、ｕ２、ｕ３軸に沿って磁化させ、
その極性を反転させた場合の強度変化率の理論式であり、共鳴磁気散乱を、結晶場の無い
空間における電気双極子遷移によって生ずる項で代表させた場合の近似式である。ＰＬ（
０≦ＰＬ≦１）とＰＣ（−１≦ＰＣ≦１）は入射Ｘ線２の直線偏光度及び円偏光度であり
、ＰＬ＝ＰＣ＝０が完全無偏光状態、ＰＬ＝１が完全直線偏光状態、ＰＣ＝±１が完全円
偏光状態を表す。φは直線偏光の偏光方向が散乱面となす角を表しており、φ＝０が散乱
面内に偏光している場合、φ＝π／２（９０度）が散乱面に垂直に偏光している場合を表
す。ＦＮはＦ４４４のうちの磁化に依存しない部分、ＦＭはＦ４４４のうちの磁化に依存
する部分、プライムとダブルプライムは複素数量の実数部分と虚数部分をそれぞれ表して
いる。
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【００５３】
先に説明した強度変化率増強のための様々な工夫をこれらの表式に対応させて述べれば
次のようになる。即ち、入射Ｘ線２として散乱面内に直線偏光したＸ線を用い、散乱角２
θがほぼ９０度になるような散乱条件を選択、採用する方法は、数２、数３、数４の右辺
の分母に共通して見られるＦＮの２乗の係数を０に近づける方法である。一方、干渉効果
を利用して回折Ｘ線３のうちの磁化に依存しない部分を抑制する方法は、ＦＮの２乗その
ものを小さくする方法、共鳴磁気散乱によって回折Ｘ線３のうちの磁化に依存する部分を
増強する方法は、分子に見られるＦＮとＦＭのクロスターム（干渉性散乱の強度）を大き
くする方法である。
【００５４】

30

数２、数３、数４において、物質系と反射指数の情報は全て結晶構造因子ＦＮまたはＦ
Ｍ（数１）の中に含まれている。即ち、数２、数３、数４自体は、ＧｄＡｌ２の４４４反

射に限定された表式ではなく、回折Ｘ線３のうちの磁化に依存する部分が共鳴磁気散乱に
よって増強され、その共鳴過程が結晶場の無い場合の電気双極子遷移によって近似できる
ような場合に一般に適用できるものである。そこでこれらの式を例として、磁性体１の磁
化をどちらの方向に向けるべきかについて理論がどのように示唆を与えるのかを説明すれ
ば次のようになる。
【００５５】
例えば、θ→０の極限では数３と数４の強度変化率の値は幾何学的な因子のために０に
近づく。このことから、磁性体１に磁性多層膜を用い、その超格子反射を利用する場合の
ように、θが小さく、前方散乱によって回折Ｘ線３を得なくてはならない場合には、磁性
体１はｕ１軸に近い方向に磁化させた方が有利であることが示唆される。同様に、θ→９
０度（散乱角２θ→１８０度）の極限では数２と数３の強度変化率の値が０に近づくため
、後方散乱によって回折Ｘ線３を得なくてはならない場合には、ｕ３軸に近い方向に磁化
させた方が有利であることが示唆される。なお、数２においてθ→０の極限をとったもの
と数４においてθ→９０度の極限をとったものは、ともに
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【数５】

となり、上記二つの配置で強度変調を実施する場合には入射Ｘ線２に円偏光成分が含まれ
ていることが必須であり、強度変化率は完全円偏光状態に近いほど大きく、入射Ｘ線２の
直線偏光度には殆ど依存しない、といった予想を立てることができる。
【００５６】
磁性体１の磁化をどのような状態に制御するのかについては、以上のような理論の与え

10

る指針に基づき、最終的には実測により確認をとるのがよい。
【００５７】
次に、本発明のＸ線偏光分析法の実施の形態について説明する。
【００５８】
先に述べたように、分析対象となるＸ線を磁性体に入射し、本発明のＸ線強度変調機構
により生ずる回折Ｘ線の強度変化または強度変化率を測定し、その結果を理論による予測
や予め用意した較正データと比較することによって偏光状態についての知見を得る、とい
うのが本発明のＸ線偏光分析法の主旨である。実際上重要であることは、回折Ｘ線の強度
変化が、入射Ｘ線自体の強度変動や系統誤差等の影響を含まない、真に磁性体の磁化状態
の変化に起因したものでなくてはならないということである。一般に、入射Ｘ線の強度は

20

、入射Ｘ線の行路に設置したイオンチャンバー等の透過型検出器の出力や、Ｘ線が入射す
ることで磁性体自身において発生する蛍光Ｘ線等、問題としている回折Ｘ線以外の何らか
の二次ビームの強度を測定することでモニターすることができる。その他の補正因子に関
しては別途評価を行うことが必要である。それらの影響を考慮に入れて、真に磁性体の磁
化状態の変化に起因した回折Ｘ線の強度変化を見積もることが重要である。
【００５９】
磁性体の磁化反転に伴う回折Ｘ線の強度変化を測定する場合には、強度変化率（強度変
化の割合、強度の相対変化）に着目することで、入射Ｘ線の強度変動その他の影響に対す
る補正を比較的容易に行うことができる。磁性体の磁化を反転させた際の回折Ｘ線の強度
変化は一般に

30

【数６】

と書くことができる。ＩＮとＩＭは回折強度のうちの磁化に依存しない部分と磁化に依存
する部分、＋と−は磁化の向き（＋と−は互いに逆向き）を表している。即ち、この場合
、回折強度は互いに逆方向の関係にある磁化の向きに応じて、ＩＮとＩＭの和もしくは差
で表現することができる。先に数２、数３、数４に磁化反転に伴う回折Ｘ線の強度変化率
の理論式の具体的な表式の例を示したが、磁化反転に伴う回折Ｘ線の強度変化率は上記の
記号を使って一般に
【数７】

40

と書くことができる。ここでＩ＋とＩ−が実効的に同条件の下で測定されている場合には
、入射Ｘ線の強度、磁性体によるＸ線の吸収、バックグラウンド、ノイズ、装置関数、系
統誤差等、種々のものの影響が、数７の処理におけるＩＭとＩＮの除算によって、あるい
はＩ＋とＩ−の減算によって、相殺、補償される。なお、Ｉ＋とＩ−の測定条件を実効的
に等しく揃え、両者のデータ間に真に磁性体の磁化反転に起因した強度変化以外のバイア
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スが生じないようにするためには、磁化反転の周期、Ｉ＋とＩ−の測定の切り替えのタイ
ミングを適切に設定することが重要である。即ち、様々な測定条件、環境変数を一切不変
に保ちながら測定を行うことは実際には不可能であり、磁化反転の周期を、測定条件のゆ
っくりとした変動、ドリフトに対してはその効果が無視できるほど十分に短く、小刻みな
変動、揺らぎに対してはその効果を均して平滑化できるほど十分に長く、そして、周期的
なノイズや環境の変動が想定される場合にはその影響がＩ＋とＩ−のどちらか一方のデー
タのみに偏って反映されることのないように設定することが重要である。
【００６０】
以下引き続き、図１の散乱配置図と磁性体の磁化反転に伴う数２、数３、数４の強度変
化率の式を参照して、偏光状態の分析手続きの具体例を説明する。ただし、本発明は図１

10

に示された散乱配置、数２、数３、数４の近似が成り立つ散乱過程を必須の要件とするも
のではなく、また本発明における磁性体の磁化状態または磁化方向の制御操作は磁化の反
転操作に限定されるものではない。
【００６１】
一般に、Ｘ線の偏光状態を記述するパラメーターは、Ｘ線の絶対強度を除いて３つある
。例えば数２、数３、数４の中では、その３つのパラメーターがＰＬ、φ、ＰＣとして表
現されている。実際には３つのうちの１つ乃至２つが既知である場合も多く、その場合に
は、偏光状態の分析手続きもそれ相応に単純化される。例えば、Ｘ線の発生メカニズムま
たは発生装置の幾何学的な構造から直線偏光の偏光方向が予め分かっている場合もしくは
推定できる場合、φ＝０となるように（図１においてｕ１軸とｕ３軸とで張られる散乱面

20

に直線偏光の偏光方向がのるように）散乱配置を調整すれば、分析手続きは以下のように
簡単になる。即ち、φ＝０の場合、数２、数３、数４はそれぞれ
【数８】

【数９】

30

【数１０】

40

となり、磁性体１の磁化反転に伴う回折Ｘ線３の強度変化率を測定し、その結果をこれら
の理論式や既知の偏光度をもつＸ線ビームを入射させて実測したデータ（較正データ）と
比較することにより、ＰＬまたはＰＣを分析することができる。
【００６２】
直線偏光の偏光方向が分からない場合には、例えば、図１において、入射Ｘ線ビーム２
を固定し、これを回転の中心軸として、ｕ１ｕ２ｕ３座標系の全体を磁性体１やその磁化
制御装置諸共回転し、磁性体１の磁化反転に伴う回折Ｘ線３の強度変化または強度変化率
がその回転角とともにどのように変化するかを調べることで直線偏光の偏光方向を分析す
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ることができる。
【００６３】
磁性体１の磁化反転に伴う回折Ｘ線３の強度変化または強度変化率の上記回転角依存性
から直線偏光の偏光方向を知るための具体的な手続きは、例えば、次のようなやり方が考
えられる。まず、入射Ｘ線ビーム２のまわりの全周３６０度もしくは半周１８０度もしく
は４分の１周９０度の角度範囲において、等しい角度間隔だけ離れた有限個の測定方位を
選定する。あるいは、検出器を配置もしくはスキャンすることによって、入射Ｘ線ビーム
２のまわりの全周３６０度もしくは半周１８０度もしくは４分の１周９０度の全角度範囲
を測定し、データ処理の段階で測定角度範囲を有限個の領域に等分割し、各領域内のデー
タを積算する。上記の測定方位数または測定角度範囲の分割数は、９０度にわたる回転角

10

依存性が見て取れる程度に、かつ後者の分割、積算を行う方法（ビニング処理）において
は分割後の角度領域一つ当たりの回折Ｘ線のカウント数が少なくなり過ぎない程度に設定
する。以上のようにして定めた有限個の測定方位または角度領域における強度変化率のデ
ータＲ（１），Ｒ（２），Ｒ（３），…を、数２、数３、数４等の理論式や既知の偏光状
態にあるＸ線ビームを入射させて実測したデータ（較正データ）と比較することにより、
直線偏光の偏光方向を含めて、入射Ｘ線２の偏光状態を分析することができる。ここでＲ
の後ろに付した（ｉ）（ｉ＝１，２，３，…）は、ｉ番目の測定方位または角度領域のデ
ータであることを表している。
【００６４】
入射Ｘ線ビーム２のまわりの全周３６０度の角度範囲にわたって測定された、磁性体１

20

の磁化反転に伴う回折Ｘ線３の強度変化または強度変化率は、入射Ｘ線２が直線偏光成分
をもっているならば、偏光という物理量の性質から一般に１８０度周期（２回対称）の振
る舞いを示す。このことは、数２、数３、数４においては、φがｓｉｎ２φもしくはｃｏ
ｓ２φという形でのみ含まれていることに表れている。従って、全周３６０度の角度範囲
にわたって測定を行った場合には、入射Ｘ線ビーム２を挟んで反対側に位置する、１８０
度離れた２つの測定方位または角度領域のデータは、Ｉ＋（１）（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）＋Ｉ
（１）

＋（ｎ＋ｉ）、Ｉ−

（ｉ）＝Ｉ−（ｉ）＋Ｉ−（ｎ＋ｉ）（１≦ｉ≦ｎ）のように

積算し、強度変化率を
【数１１】
30

として算出してよい。ここでｎは１８０度当たりの測定方位または角度領域の数であり、
上付きの（１）は上記の積算処理を行った結果得られたデータであることを示すために付
した記号である。以上のようにして、２つの測定方位または角度領域のデータを束ねて１
８０度の角度範囲に収めた強度変化率のデータＲ（１）（１），Ｒ（１）（２），…，Ｒ
（１）

（ｎ）を、数２、数３、数４等の理論式や既知の偏光状態にあるＸ線ビームを入射

させて実測したデータ（較正データ）と比較することにより、直線偏光の偏光方向を含め

40

て、入射Ｘ線２の偏光状態を分析することができる。なお、以上の処理は積算によって統
計精度を上げる効果を有する他、３６０度の周期性をもつ装置関数、系統誤差があった場
合にその影響を減ずる効果を有する。
【００６５】
直線偏光の偏光方向が予め分かっている場合、推定できる場合で、入射Ｘ線ビーム２を
固定し、これを回転の中心軸として、ｕ１ｕ２ｕ３座標系の全体を磁性体１やその磁化制
御装置諸共回転し、その回転角とともに磁性体１の磁化反転に伴う回折Ｘ線３の強度変化
または強度変化率がどのように変化するかを調べることができる場合には、φ＝０及びπ
／２に関して対称な関係にある２つ乃至４つの測定方位または角度領域の強度変化率Ｒ（
±φ）及びＲ（π±φ）（０≦φ≦π／２）を
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【数１２】

【数１３】

とするデータ処理も有効である。ここでＲもしくはＲ（１）の後ろに付した（φ）は、直
線偏光の偏光方向と散乱面とのなす角の代表値がφの測定方位または角度領域のデータで

10

あることを表している。数２、数３、数４の強度変化率は、φに関して偶関数の成分と奇
関数の成分の和で構成されているが、数１２はそのうちの奇関数の成分を打ち消して偶関
数の成分を残すデータ処理であり、上付きの（２ｅ）はそのような処理によって得られた
データであることを表している。一方、数１３は偶関数の成分を打ち消して奇関数の成分
を残すデータ処理であり、上付きの（２ｏ）はそのような処理によって得られたデータで
あることを表している。以上のようにして、２つ乃至４つの測定方位または角度領域のデ
ータを束ねて０≦φ≦π／２の角度範囲に収めたＲ（２ｅ）（φ）、Ｒ（２ｏ）（φ）の
データを、最大９０度の角度範囲にわたって理論による予測や既知の偏光状態にあるＸ線
ビームを入射させて実測したデータ（較正データ）と比較することにより、ＰＬまたはＰ
Ｃを分析することができる。なお、強度変化率のデータを差し引く数１３の処理は、磁化

20

方向（＋，−）の逆転によって生ずる磁性体１の僅かな動きや計測機器の僅かな状態の変
化に起因するオフセット信号の影響を減ずる効果も有する。
【００６６】
強度変化率を算出せずとも測定条件もしくは回折強度の適切な規格化によってＩＮ（ｉ
）＝Ｉ＋（ｉ）＋Ｉ−（ｉ）及びＩＭ（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）−Ｉ−（ｉ）のデータセットか
らＩＮ、ＩＭ各々のφ依存性を読み取ることができる場合には、ＩＮ（ｉ）、ＩＭ（ｉ）
の各々から、直線偏光の偏光方向を含めて、入射Ｘ線２の偏光状態を分析することができ
る。この場合の直線偏光の分析手続きは、トムソン散乱の偏光依存性を利用したブラッグ
ポラリメーター、コンプトンポラリメーター等の既存の直線偏光分析技術と基本的に同様
である。一方、３６０度もしくは１８０度もしくは９０度の角度範囲にわたる積算処理（

30

この積算処理を行った結果得られたデータであることを上付きの（０）で示す）
【数１４】

【数１５】

によって直線偏光に由来する信号の寄与を打ち消すことが出来るため、ＩＮ（０）とＩＭ

40

（０）

の比率を理論による予測や既知の偏光状態にあるＸ線ビームを入射させて実測した

データ（較正データ）と比較することでＰＣを分析することができる。その際、ＩＭ（０
）

の中には、無偏光成分に由来する信号とＰＣに由来する信号の他に、理論には含まれな

い、磁化方向（＋，−）の逆転によって生ずる磁性体１の僅かな動きや計測機器の僅かな
状態の変化に起因したオフセット信号が含まれる可能性があることを考慮に入れることが
、とりわけＰＣが小さな場合には重要である。なお、直線偏光に由来する信号の寄与は、
数１４、数１５の積算処理の代わりに、９０度だけ離れた２つの測定方位または角度領域
のデータの積算によって打ち消すことも可能である。
【００６７】
直線偏光の偏光方向が予め分かっている場合、推定できる場合で、強度変化率を算出せ
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ずとも測定条件もしくは回折強度の適切な規格化によってＩＮ（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）＋Ｉ−
（ｉ）及びＩＭ（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）−Ｉ−（ｉ）のデータセットからＩＮ、ＩＭ各々のφ
依存性を読み取ることができる場合には、数１２、数１３の処理に代えて次のデータ処理
を行うことができる。
【数１６】

【数１７】
10

直線偏光の偏光方向が予め分かっている場合、推定できる場合で、強度変化率を算出せず
とも測定条件もしくは回折強度の適切な規格化によってＩＮ（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）＋Ｉ−（
ｉ）及びＩＭ（ｉ）＝Ｉ＋（ｉ）−Ｉ−（ｉ）のデータセットからＩＮ、ＩＭ各々のφ依
存性を読み取ることができる場合には、０≦φ≦π／２の領域に折り畳まれた数１６、数
１７のＲ（２ｅ）（φ）、Ｒ（２ｏ）（φ）や同右辺の分母、分子を、最大９０度の角度
範囲にわたって理論による予測や既知の偏光状態にあるＸ線ビームを入射させて実測した
データ（較正データ）と比較することにより、ＰＬを分析することができる。
【産業上の利用可能性】

20

【００６８】
本発明のＸ線強度変調法によれば、磁性体からの回折Ｘ線ビームに対して、様々な時間
的、空間的強度変調を、様々な強度変化率で施すことが可能である。従って、本発明の方
法によって強度変調が施されたＸ線は、透過力と直進性に優れた信号伝送に利用できる可
能性があり、Ｘ線信号を利用したスイッチングや情報通信等への応用が考えられる。
【００６９】
また、本発明の方法によって強度変調が施されたＸ線ビームを用いることで、マスクフ
リーのＸ線リソグラフィーまたはＬＩＧＡプロセスを実現できる可能性がある。同分野に
おけるＸ線マスクは、コスト、熱膨張、微細加工等、様々な技術課題を抱えている。マス
クを用いることなく、時間的、空間的に強度変調可能なＸ線ビームを生み出すことのでき
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る本発明の方法は、これらの課題を解決できる可能性がある。
【００７０】
放射線治療のための医療機器への適用も考えられる。ここでは、病巣に対するＸ線の照
射量を適切に確保すると同時に、いかにして健常組織に対する被爆量を少なく抑えるかが
喫緊の課題であり、例えば、回転ガントリーと呼ばれる可動式のＸ線発生装置によって、
照射Ｘ線ビームを腫瘍等の標的部位を中心に旋回させる。このような二次元照射と呼ばれ
る方法に加えて、近年ではマルチリーフコリメーターを用いてビーム形状を照射方向毎に
変化させる三次元照射法が開発、実用化されている。マルチリーフコリメーターよりも高
精細かつ電気的な（ノンメカニカルな）Ｘ線強度の時空間制御を可能にする本発明の方法
は、強度変調放射線治療機器に実装できる可能性も考えられる。
【００７１】
一方、本発明のＸ線偏光分析法は、Ｘ線偏光のセンシング技術として、産業上の利用可
能性を有する。
【符号の説明】
【００７２】
１

磁性体

２

入射Ｘ線

３

回折Ｘ線
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(16)
【図１】
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