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１． はじめに 
 
 本研究の目的は、中嶋研究室で生み出された研究成果である曲面Si結晶を利用し,結晶面が2次元曲面形状
をもつ単色化集光結晶を実現することにある。 
 X線は新物質の開発、構造解析に不可欠なプローブであ

るが、可視光や電子線と異なり,屈折率がほとんど1であり,
また電場,磁場によるレンズを構成できないためにX線発生

装置や蛍光分析などの発散光源に対する効率が極めて低い

と言う問題を持っていた｡ 従来この欠点を克服するために

Johann,あるいはJohansson結晶とよばれる湾曲結晶が提案

されているが、良好な結晶性をもつ半導体においてはその

応用範囲は比較的弱い変形を弾性限内でおこなう集光に限

られていた｡ 通常、良好なX線回折半値幅を示す単結晶に

大きな塑性変形を加えると、塑性変形の進行と共に内部歪

の増加,転位の増殖によって顕著に結晶性が劣化する｡ そ

のためX線半値幅の大幅な増加と積分反射率の低下が起こ

り,極端な場合には再結晶によってもとの結晶方位の記憶そ

のものが失われてしまう。 ところが中嶋らによって開発さ

れた高温加工法によって球殻状に成型されたSi単結晶ウエハ

は、曲率半径数センチメートルという大きな変形を施されて

いるにもかかわらず単結晶状態を維持しており,しかも結

晶面は成型された球面に沿って一様に湾曲しており、かつ

X線回折半値幅が0.2度程度というきわめて良好な結晶性

を保っていることがX線回折実験により明らかになった｡ 

この成果は中嶋らによりNatureMaterialsに報告

（K.Nakajima et al, Nature Materials 4(2005)47.）され

たが、研究代表者等はこの研究にX線による評価の立場か

ら関わった｡ 
これらの評価を通じて得られた結晶性ならびに変形の自由

度に関する知見をもとに、2次元曲面の形成により任意の

波長,指数に対して原理的に厳密な点集光単色化が可能な

結晶を設計・製作する手法を考案し,中嶋らと共同で特許

出願している｡ 本申請はこのレンズによる2次元集光ブ

ラッグ回折レンズをいくつかの回折条件について実現するこ

とより広汎な応用分野への展開のための基礎知見を得るた

め、高温塑性変形による2次曲面加工結晶の特性を評価する

ことを目的としている｡ 高温塑性加工によってダメージの

少ない半導体結晶の成型加工を行うという観点の研究はこれ

までなされていない。 そのため、試料の方位、サイズなら

びに変形条件により加工性や加工後の結晶性がどのように変

化するか、系統的な知見が存在しないのが現状である。 従

って本研究ではまず対象性の良好な変形条件に対する加工結晶の特徴をＸ線回折法を中心に明らかにするこ

とを目的とした。 
 
２． 研究経過 
  2次曲面変形の基本となる知見は対称性の良い変形条件、すなわち円筒面変形と球殻変形に対する系統的

図1 中嶋らによる球殻状加工結晶  
（Ｓｉ（１１１）ウエハのＲ＝100ｍｍ変

形）の外観図。 Nature Materials掲載。 

図2 Johansson結晶の概念図。大取り込み

角で本結晶を実現するためには、広い角度

範囲で十分な精度での結晶格子面曲率の加

工精度が保証される必要がある。 
従って、加工精度と欠陥導入を最小限に抑

える方法を両立させることが必要となる。 
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な実験から得られると考え、まず変形温度を固定し、変

形曲率を系統的に変化させた場合の加工精度の検討をお

こなった。 この過程で、変形曲率および結晶性の評価

をＸ線でおこなう以前のフィルターとして光学的な像を

評価することがきわめて直感的かつ2次元的な変形性の

情報を与えることを見出した。 そこで本研究では光学

的な反射像による表面の評価とＸ線回折による結晶格子

の評価の双方をおこなうこととした。 また、変形が理

想的におこなわれているか、という観点からは、特定の

すべり系のみが活動して結晶面の回転が観察されるよう

な状況が生じた場合には、図３に示すように、たとえウ

エハ表面の変形が見かけ上理想的になされていても、結

晶面の曲率が設計どおりになっていない場合、あるいは

その逆の場合も想定されうる。 
  さらに本来の最終目標であるJohansson結晶の実現

においては、図１に示すように研磨表面の面法線方向

は回折に用いる結晶面の面法線方向とは一致しないた

め、表面曲率の評価と格子面曲率の評価は独立におこ

なう必要がある。これらの状況から、試料表面の曲率

評価の手法として平行光線によるフォーカスを確認するとともに、焦点距離よりも大きな距離での拡大像の

確認により、加工試料表面のモホロジーを観察した。 
 
３． 研究成果 
  
 転位組織をふくむSi結晶のX線による評価手法の開

発に関連しては、Si湾曲結晶の完全性に関する評価を

行った。 中嶋研究室において作成された円筒ならび

に球殻状SiウエハについてX線による評価をおこな

い、さらにその応用用途に関する検討をおこなった。 
 まず、本研究による変形結晶は、母材ウエハと同様

に加工後も鏡面を維持している。 そのため、球状変

形においては、理想的な変形がおこなわれた場合、変

形曲率ｄに対してｆ=ｄ/2の光学的な焦点を有する凹

面鏡と同等の結果を与える。    
 図4は平行光（自然光）によるＳｉ（１１１)ウエ

ハ、Ｒ＝１００ｍｍの変形試料の太陽光による反射像

の例である。 焦点距離（図４下）において1点に集

光されていることがわかる。 一方、加工温度を一定

（１５７３Ｋ）に保ったままでの変形ではＲ＝６００

ｍｍのような曲率半径の大きな試料については反射像

で明確な焦点を観察できなかった。 これは曲率半径

の増加、すなわち全変形歪量の低下に伴い、型押し変

形中の弾性変形成分と塑性変形成分との割合の問題が

顕在化するためであると考えられる。 検討の結果い

くつかの加工条件を変えることによって塑性加工が可

能になるというデータが得られた。 
 一方、曲率半径が小さい大加工試料においては、ほ

ぼ上記Ｒ＝１００ｍｍと同様の集光が認められたが、

周辺部については弱いスメアが認められたため、表面

としても最外縁部では変形不足である可能性が示唆さ

れた。 このような光学像を、焦点距離より大きな距

離で投影した場合、 ウエハ中央部ほぼ直径約20－30
ｍｍにわたり、ほぼ等方的なパターンが観察された。 

一方、より外側についてはウエハの結晶面に依存して異なる対称性をもつパターンが出現することが見出さ

れた。 その典型的な例を図５に示す。 図5は図４に示したような配置で試料とスクリーンの距離を焦点距

離より長くとった場合の投影像をＳｉ(１１１)、（１１０）、（１００）の3つの片面鏡面研磨ウエハのＲ＝

５０ｍｍ加工について示したものである。（１１１）は6回、（１１０）は2回、（１００）は4回の明確な

対象性を持った模様が観察されている。 この現象は今回はじめて観察されたものであると考えられる。 
  興味深い点は、Ｓｉ（１１１）に認められる6回対称パターンは米永らによって観察されている同様の変

図3 曲面加工結晶の曲率。 表面面法線は光の

反射によって評価され、格子面の法線方向はＸ線

回折によって評価する。  

図4 自然光による球面加工Ｓｉ（１１１）ウエ

ハの表面反射。 本試料ではウエハのほぼ全面が

設計道理の曲率を持っていることに対応し、光が

１点に集光されている。  
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形を加えたＳｉ

（１１１）結晶の

エッチピットパタ

ーン （米永ら：

日本物理学会2007
年春季大会）に酷

似していることで

ある。まだ現象の

発見という段階で

あり、このような

パターンと実際の

組織の対応関係、

あるいはこの反射

像の形成メカニズ

ムなどに関しては

今後の定量的な検

討の結果を待つ必

要があるが、現状

では主要な造形性

メカニズムはマク

ロな変形帯などの

変形の集中と、局

所的な曲率分布の

変動（最周辺部）

による光学的な鏡面反射領域の分域化（ある境界をはさんで表面面法線方向が急に変化するなど）による反

射光の重なり合い効果が支配的ではないかと予想している。 この観点からは、光学的な像は例えばダイ変

形、深絞り変形などで取り扱われる変形の耳の形成などとの類似性に興味が持たれ、今後の検討課題である

と考えられる。 
  本実験においては未だに系統的な報告のない完全単結晶を出発材料とする高温型押し変形の特徴をまず

明らかにするという必要から、変形温度をはじめ、変形条件を一定とした場合の種々の曲率半径に対する加

工の結果を比較した。 そのため今回の光学像をとった加工条件は各曲率半径に対して最適の条件ではない

ことは注意を要するが、条件をそろえることによって同じ加工条件下で曲率半径、基板面方位を変えること

によってどのような変化が起こるかを明瞭に知ることができた。 
 
 次に結晶の格子面曲率の完全性に関するエックス線による評価結果について示す。X線および中性子に関

する集光回折素子への適用のための性能評価の一環として、球殻(球状)変形において単結晶ウエハの結晶面

方位ならびに結晶性がどの程度保たれているかを調べた。この球殻状Siウエハの最大の特徴は、ウエハ単体

で球殻形状を保っている（Self-standing）塑性変形結晶であるという点である。 本評価では図6に示すよ

うにチャネルカットモノクロメータに

より平行化されたＣｕＫα１特性Ｘ線

を用いて試料の位置によるピーク位

置、ωのシフトを評価した。 回折中

心からのずれ補正を加えた後の結晶の

位置、ｘにおける回折ピーク位置のシ

フト量Δωと、結晶が設計通りの曲率

をもっているとした場合のピークシフ

トの期待値の関係を図7に示す。 図７

はＲ＝５０ｍｍの球面加工のＳｉ（１

１１）ウエハに対するピークシフトの

位置による変化を示している。 図６

に示す直交する2つの方位Ａ，Ｂに対し

て位置のずれｘから期待される角度シ

フトΔωとその実測値が良い一致を示

していることがわかる。 また、その

角度領域も設計値と良い対応を示して

いる領域として20°を超えることが

示された。 すなわち、曲率半径5ｃ
ｍというごく小さな半径での球面加工

で、１１１単結晶ウエハが111方向を

表面に垂直方向にほぼ保ったままの状

図６ チャネルカットモノクロによる平行ビームでの湾曲結晶

の曲率および結晶性分布評価の概念図。 
結晶をｘ方向に移動させ、試料のωスキャンで結晶面法線方向

を評価。直交する2方向で評価をおこなった。 

図5 反射光によるスクリーン上での像。 像の対称性の違いが明確に認められる。 
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態を保って球面上に変形していることを示し

ており、結晶方位の試料表面に対する角度関

係をを高精度で保存した状態での加工が可能

であることを示している。 
 そこで、次に同じ変形温度、圧力において

異なる曲率半径での型押しにより、どの程度

設計どおりの変形が可能かを調べた。 
  図8は曲率半径が40-100ｍｍの種々の曲

率で加工されたＳｉ（１１１）ウエハについ

て図7と同様に位置のずれｘに対して設計曲率

から期待される回折角度シフトと実測の角度

シフトの対応を示している。 図の一点鎖線

が傾き１の直線、すなわち厳密に設計どおり

の曲率が得られている場合に対応し、ここに

示した条件では設計どおりの格子面の曲率が

ウエハの直交する2つの方向に対していずれの

試料でも実現されていることを示している。 
 今回の結果は広い範囲で結晶面方位を高精

度に保つ加工が可能であることが実証されて

いるという点で意義がある。 従来Si単結晶

の厳密な球面変形は分厚いガラス型へ

の高圧ボンディングなどの手法で部分

的にしか実現しておらず、高効率分光

結晶などのX線回折ならびに分光分析

技術に対する大きなインパクトを持つ

技術へ発展しうることが実証された。 

また、加工特性の検討から、加工条件

は必ずしも最適条件ではないため、曲

率半径が５０ｍｍ以下となる強加工の

条件では回折半値幅の顕著な増加が認

められた。 具体的には１００ｍｍま

での変形では0.1°程度の半地幅であ

ったものが、Ｒ＝５０ｍｍでは約

0.25°程度にまで増加している。 本

加工法は塑性変形であるため、結晶面

を維持するためには曲率半径の逆数に

比例する塑性歪を最低でも内包する必

要があるが、Ｒ＝５０ｍｍからの急激

な増加はそれよりも顕著であり、加

工条件の問題で1/Ｒに相当する歪よ

りも過剰の転位が導入されたまま開

放されていないためであると考えら

れる。 そのため、変形温度などの加工

条件の最適化により半値幅は改善するこ

とが実験の結果明らかとなった。 
 一方、回折集光結晶としての応用を考

えた場合には結晶格子面の曲率の制御精

度単独ではなく、回折半値幅との関係が

重要になる。 すなわち、回折半値幅は

Ｘ線の入射方向に対する結晶方位のずれ

の許容度でもある。結晶性が良好できわ

めて半値幅の狭い結晶を使った場合には

 

 

図7 Ｒ＝５０ｍｍダイでのＳｉ（１１１）ウエハの加

工後のＸ線（Ｓｉ３３３回折）による評価結果。 

図8 半径40ｍｍ-100ｍｍの球殻変形を施したＳｉ（１１１）ウエ

ハの３３３回折（ＣｕＫα１）による（１１１）面曲率の評価。 

図9 R=50mmの変形に対する回折

半値幅の分布。 ｘ=-3の半地幅が

特に広いところはピークスプリット

が認められ、ポリゴン化と考えられ

る。 
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わずかの格子面曲率のずれによって回

折条件が満たされなくなってしまうか

らである。 図１０は図７－８に示し

た角度シフトの設計値と実測値の差を

誤差として、試料の位置による加工精

度（シフト量誤差）をプロットしたも

のである。 今回のＲ＝50ｍｍに対す

るＳｉ（１１１）面の評価結果は、加

工条件のチューニングをおこなってい

ない状況であるにもかかわらず、回折

半値幅と加工精度の関係はほぼ同程度

であることが示されており、かつその

半値幅は図9に示すようにかなり低い値

であることが明らかになっている。 
より曲率半径の大きな結晶については

例えばＲ＝１００ｍｍにおいて回折半

値幅が0.13°程度で上記の条件をほぼ

満たしていることが示されており、本

方法が回折集光結晶の開発に有効であ

ると期待できる。  
 さらに図11に示すように、このよう

な格子面曲率の精度と回折半値幅のマ

ッチングがある程度良好な範囲におい

て、積分反射強度もほぼ+/-20％程度以

内の均一性を示していることがわかった。

従って、今度曲率ならびに結晶面方位などに

対する加工条件の最適化をおこなうことによ

り、バランスの良い集光回折結晶を開発する

ことが可能であると考えられる。 また、こ

のような加工を可能とする背景となる半導体

単結晶の高温ニアネットシェープ加工の原理

については基礎的な材料加工学の見地からも

きわめて興味深いトピックスである。 
 これらの状況に鑑み、共同研究者である中

嶋・奥田により、2次曲面加工によるX線応用

を中心とした特許をPCT（国際）出願してい

る。現在これらの成果はさらに点集光を実現

する非球面回折集光結晶のデザイン・実証に

関するX線光学としての研究として進行してい

るとともに、このような加工を実現する変形

メカニズムの解明のために、さらに多くの研

究者とのより広範な共同研究へと発展しつ

つある。 
 

４． ま と め     
   本研究ではＳｉ単結晶ウエハの高温型押し塑性加工法による球面加工Ｓｉ結晶について、Ｘ線ならび

に光学的な方法による評価を行い、Ｘ線回折集光光学素子としての応用のための評価をおこなった。 
変形精度に関して、球面加工では十分なポテンシャルを持つことが確認されたが、非球面曲面については力

学的な安定性に関した新たな問題が存在することが明らかとなり、現在検討を進めている。 
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図10 Ｒ＝５０ｍｍの試料における３３３回折ピークのシフト

量の計算値と実測地のずれ。 
上下のずれは加工の不均一によるもの。 斜めの平均地シフト

は設計曲率と実際の曲率の差による。 

図11 R=50mmに対する各位置での積分反射強度の分布。 
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熱中性子集光スーパーミラー素子を用いた散乱実験手法の確立 
 

東北大金研 大山研司、平賀晴弘、山口泰男、山田和芳 

理研 池田 一昭、篠原 武尚 

KEK清水 裕彦 

 

本研究は、物質科学に不可欠の中性子散乱装置に新しい中性子集光技術を導入・確立することで、中性子

の弱点であるビームの弱さを克服し、金研の中性子散乱装置を世界トップレベルにすることを目指している。

本研究は理研・KEKの中性子光学グループとの共同研究であり、技術的には全面的な協力をいただいた。 

 
１：はじめに  

中性子は、スピンを観測できること、軽元素の精密な観測が容易であることから、酸化物、水素化合物や

磁性体での構造物性研究での重要な実験手法である。また中性子は、スピンの時間相関と空間相関を同時に観

測できる唯一の実験手法であり、スピンダイナミクス研究に不可欠である。金研は原子力研究開発機構（原研）

の改三号炉に独自に２台の特徴ある中性子散乱装置(HERMES, AKANE)を設置しており、中性子による物質科

学研究の拠点として、重要な役割を果たしてきた。また、現原研の敷地内では、現在、世界最高強度の中性子

散乱施設を含む巨大加速器施設J-PARCが建設中であり、平成２０年度には最初のビームがでる。このため、

中性子散乱の重要性は今後ますます高まっていくと考えられる。 

しかし、中性子実験をする上での最大の困難は、線源強度が放射光 X線とくらべてはるかに弱い上に、

中性子と物質中のスピン・原子核との相互作用が弱いため、散乱中性子強度が弱い事である。そのため、

中性子散乱実験には、グラム単位の大きな試料と数日間の長い測定時間が必要となる。放射光実験がミ

リグラム単位の試料を用いることを考えれば、中性子散乱強度の弱さは最先端の物質科学研究にとって

大きな障害となっている。中性子実験に際して巨大な純良単結晶を用意する努力が続けられているが、

巨大化には限界があり、すべての物質で巨大な単結晶ができるわけではないので、中性子散乱で世界の

トップサイエンスを行う上での限界が生じている。さらに、重要な測定手法である極端条件下で物性測

定についても、大きな障害となっている。たとえば、超強パルス磁場での物性測定技術が実用化されて

図１ 中性子集光デバイスを用いた、超強パルス磁場実験概念図。ビームを数 mmのサ
イズに集光することで、パルスマグネット内の試料に輝度の高いビームを当てることが

できる。さらに、検出器に位置敏感型検出器を用いることで、スキャンなしでピークプ

ロファイルが測定でき、中性子でも世界最高磁場での実験が可能になる。 
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いて、放射光 X線では 50T以上での構造物性実験が行われている。しかし、磁場発生の要請から、試料

の大きさは最大でも数 mm角程度に制限されており、これが中性子散乱実験を困難にしている。したが

って、金研が中性子散乱で世界トップサイエンスをリードするには、ビームの高輝度化によって数 mm

角の小さい試料でも中性子散乱実験が行えるようにすることが至上命題となる。図１はビーム集光を行

った場合に可能になる、超強パルス磁場での中性子回折実験の概念図で、ビームを数 mm まで集光できれ

ば、パルスマグネット内の試料に高い輝度でビームを当てることができる。さらに、検出器に位置敏感

型検出器を用いれば、スキャンなしでピークプロファイルが測定でき、中性子でも世界最高磁場での実

験が可能になる。ビーム集光など新しい中性子測定技術の導入により、高磁場、高圧などの極端条件測

定が可能になり、これまでできなかった新しいサイエンスが広がっていくものと期待できる。 

本研究では、最近急速な発展をとげた中性子集光技術を金研の装置に導入し、ビーム輝度を向上させるこ

とを目的としている。そのために、以下のことを行った。 

(1) 中性子スーパーミラーを用いてビームを集光し、AKANE試料位置でのビーム輝度をあげる。 

(2) モンテカルロシミュレーションによる、理想的なミラー形状の探査 

(3) スーパーミラーに変わる高性能デバイスの探査 

 

２．研究経過 

図２は本研究で使用したスーパーミラーの反射率で、横軸

はNi全反射臨界角で規格化した散乱角である。Niの臨界角

の3倍まで反射できることから3Qcミラーと呼ばれ、現在、

標準的に使われているミラーである。金研３軸分光器

AKANEの波長は2Åなので、散乱角2θの上限は約1.2°になる。

このミラーを使ってデバイスの作成をおこなった。 

本研究は平成１７年度から始まっており、平成１７年度に

はHERMES用の集光デバイスを作成し、テストを行った。

今年度は、新たにAKANE用のデバイスを作成し、平成１８

年１０月、１１月に中性子ビームを用いて性能評価を行っ

た。一方で、理想的なミラー形状をみつけるために、モン

テカルロミュレーションを集中的に行った。この結果を踏

まえ、１月に理研グループに来所いただき、性能と今後の

方向性を議論した。また新たに、スーパーミラー以外の集

光の手法を探査するため、多層膜テストピースの作成を行

った。 

 

３． 研究成果 

(1)：スーパーミラーでの集光デバイス作成 

平成１８年度に、やはり金研共同研究の支援でHERMES用の

放物面集光デバイスを作成した。図３はその配置図と入射

口(IN)と試料側(OUT)の写真である。右図の上方から入った

平行ビームは、放物面で反射し焦点に集まる。この焦点位

置に試料を置くことで、輝度の増強が期待できる。これを

図２ 本研究に用いたスーパーミラー（スイス

ニュートロニクス社製）の反射率（（株）アバ

ンセ提供）。横軸は、波長 4.74Åでの散乱角 2θ
で、Νιの全反射臨界角 2θcで規格化してある。 

IN 

OUT 

図３理研が作成したスーパーミラーデバイス。右

図のようにスーパーミラーを放物面状に配置し、

焦点に試料をおくことでビームを集光できる。 
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用いてHERMESで測定を行った結果、期待通り空間密度で2倍か

ら３倍の増強がえられた。しかし、平成１７年度の報告書にも

示したように、粉末試料で回折実験で、ブラッグピークが３つ

に分裂するのが観測された。この分裂を詳細に調べるため、平

成１８年度の共同利用の支援でAKANE用のデバイス（図４）を

作成し、単結晶でのブラッグ測定を行った。図５は試料位置で

の空間分布でみた集光の結果で、空間分布としては約２倍の増

強が確認できた。一方、図６はTbB4単結晶での(200)ブラッグ

ピークをQ空間で二次元測定した結果である。ピークが３つに

分裂していることが分かる。中央が本来の集光がない場合のピ

ークで、両わきのピークが集光ビームにより生じたピークで

ある。この測定により、図３のタイプの集光デバイスは、空

間でのビーム密度は増強できるものの、Q空間でのビーム密

度は増強できていないことが分かった。これは、ミラーで反

射したビームと反射せずにダイレクトで試料に当たるビー

ムとで入射角度に不連続が生じてしまうためであり、図３の

方式をとる限り避けられない。しかし、その分裂は今回の条

件で結晶の回転角について１度程度であり、Q分解能を必要

としない非弾性散乱実験では２倍程度のビーム輝度増強を

生かせる可能性がある事が、今回の測定で分かった。この結

果を踏まえ、現在非弾性散乱用のスーパーミラー集光デバイ

スを作成中である。 

 

(２)：モンテカルロシミュレーション 

放物面を用いて両側から集光させる図３のタイプは、Q空間

の分裂を避けられないことが分かったので、我々は、集中的

にモンテカルロシミュレーションを行い、分裂のない集光方

法の探査を行った。その内の一つのモデルが、X線で用いら

れる方式で、図７のように一枚の放物面ですべての中性子を

反射し１点に集めてしまう方式である。これならばビームの

入射角は連続して変化するので、ピークの分裂は起こらな

い。実際、シミュレーションでピークが分裂しないことを確

認した。図８は、デバイスの焦点位置での強度分布の計算結

果で、同じ位置で比較すれば集光の有無で２倍以上の増強が

可能なことが分かった。しかし、X線では成功しているこの

方式も、中性子ではビームの実質的な増強は見込めないことが、我々の計算から示された。これは、図７の

方式では集光に必要なパスが長く、試料位置が標準位置より2mから3m程度後方に下がることに原因がある。

中性子ビームはX線にくらべ角度分散が大きく、AKANEの場合15分程度の広がりをもっているため、中性子の

飛行距離が長いとビームは広がり輝度が低下してしまう。その効果と集光効果が相殺して、集光の意味が消

えてしまうのである。散乱角の小さい反射体を使うかぎりこの問題は避けることができない。したがって、

図４ AKANE 用集光デバイス。矢印の先が
試料位置 
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図６ 集光ビームを用いて AKANEで測定し
た TbB4単結晶の(200)ブラッグピーク。横軸
が散乱角、縦軸が結晶角で、ブラッグピーク

が Q空間で３つに分裂しているのが分かる。 

~１度 

図５ ビームの水平方向の空間分布。青が集

光無し、赤が集光ありのデータ、緑はバック

グランド。集光により約２倍の増強が確認で

きた。 

集光なし 
集光あり 
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Q分解能を必要とする回折実験でも有効な集光を行うには、できる

かぎり散乱角を大きくする事が最も重要であることが分かった。 

 

(3)スーパーミラーに変わる高性能デバイスの探査 

本研究は、中性子スーパーミラーを使用することを前提にして

進めてきた。しかし現在入手可能なスーパーミラーは3Qcミラーで

あり、上述のように散乱角の上限は1.2度と非常に小さい。そのた

めに、図７の片側放物面による集光のように集光を最大限に行お

うとすると飛行距離を数m程度に延ばさざるを得ず、結局集光のメ

リットが失われる事が、本研究であきらかになった。この結果か

ら、ビーム輝度増強のブレークスルーを得るには、より反射角の

大きい反射体が不可欠であると結論できる。もしデバイスの散乱

角上限を2.5°程度にできれば、それだけで飛行距離はおおよそ半

分になり、飛躍的な増強が期待できる。あるいは中性子プリズム

など反射によらない集光デバイスも考慮する価値がある。 

我々は、本研究でのスーパーミラーデバイスの性能評価にもと

づき、平成１９年１月から新しい集光デバイスの探査研究を開始

した。平成１７年度、１８年度の金研共同利用研究の次のステッ

プとして、平成１９年度中に新しいデバイスを開発し、テストを

行う計画である。この試みが成功すれば、これまでにない画期的

な集光デバイスとなり、金研の装置で世界トップのサイエンスが

できるようになると期待している。 

 

 
4. ま と め     

○理研・KEK の NOP グループと共同で、3Q スーパーミラーによ

る集光デバイス開発を行った。その結果、空間分布で２倍から３倍

のゲインが得られることを実験的に確かめた。 

○集光ビームによる散乱実験によって、ブラッグピークが Q 空間では３つに分裂してしまうことが確認され

たが、その分裂は角度にして１度程度であり、Q分解能を必要としない非弾性散乱ならば実用になる。現在、

非弾性散乱用デバイスを作成中である。 

○本研究での結果から、Q分解能を必要とする回折実験では、スーパーミラー集光には限界がある事がはっき

りしたため、スーパーミラーに変わる新しい集光デバイスの開発に着手した。 

 

本研究での集光技術の蓄積により、ごくちかい将来、金研中性子散乱装置の強度の大幅な増強が可能になると

期待している。また、ここで蓄積される技術は、平成２０年度完成予定の J-PARC での生かされることにな

る重要な技術である。 

 

 

 

 

図８ 図７のデバイスでので絵羽イス焦点

位置での強度分布の計算結果。赤が集光な

し、青が集光した強度で、同じ位置なら２倍

以上の増強がある。 
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