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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超精密な反射面を有する垂直方向楕円集光ミラーと水平方向楕円集光ミラーを互に直角
に光軸方向に配置してＫ－Ｂミラー系を構成し、各楕円集光ミラーで硬Ｘ線を反射させて
集光するＸ線集光方法において、前記楕円集光ミラーの前段であって波面補正をする楕円
集光ミラーに対応させて反射面の形状可変機能を有する形状可変型平面ミラーを配置し、
該形状可変型平面ミラーで反射されたＸ線が楕円集光ミラーで焦点に集光するようなＸ線
集光光学系とし、焦点近傍での光軸に垂直な平面におけるＸ線強度分布を測定するととも
に、入射Ｘ線の光軸に垂直な平面におけるＸ線強度分布を測定し若しくは入射Ｘ線の既知
のＸ線強度分布を用い、焦点近傍でのＸ線強度分布と入射Ｘ線強度分布から位相回復法を
用いて反射面での複素振幅分布を算出し、この複素振幅分布からＸ線集光光学系の波面収
差を算出し、この算出した波面収差を最小にするように前記形状可変型平面ミラーの反射
面の形状を制御することを特徴とする位相回復法を用いたＸ線集光方法。
【請求項２】
　前記形状可変型平面ミラーは、高度な形状安定性を有する基台の上に、変形駆動層を介
して反射面が形成された弾性変形可能なミラー表面層を積層し、前記変形駆動層は、圧電
素子層の一方の面に共通電極層を形成するとともに、他方の面に複数に分割した駆動電極
層を形成したものであり、前記共通電極層と各駆動電極層間に前記ドライバー手段から制
御された電圧を印加するものである請求項１記載の位相回復法を用いたＸ線集光方法。
【請求項３】
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　前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を、該反射面に対面させて配置した干渉計に
よって計測してなる請求項１又は２記載の位相回復法を用いたＸ線集光方法。
【請求項４】
　超精密な反射面を有する垂直方向楕円集光ミラーと水平方向楕円集光ミラーを互に直角
に光軸方向に配置してＫ－Ｂミラー系を構成し、各楕円集光ミラーで硬Ｘ線を反射させて
集光するＸ線集光装置において、前記楕円集光ミラーの前段であって波面補正をする楕円
集光ミラーに対応させて反射面の形状可変機能を有する形状可変型平面ミラーを配置し、
該形状可変型平面ミラーで反射されたＸ線が楕円集光ミラーで焦点に集光するようなＸ線
集光光学系とし、各Ｘ線ミラーを固定し、その姿勢を微調節可能なホルダーを備えるとと
もに、焦点近傍で光軸に垂直な平面におけるＸ線強度分布を測定するためのＸ線強度分布
測定手段を備え、入射Ｘ線の光軸に垂直な平面における既知のＸ線強度分布と、前記Ｘ線
強度分布測定手段で測定したＸ線強度分布から位相回復法を用いて反射面での複素振幅分
布を算出し、この複素振幅分布からＸ線光学系の波面収差を算出する演算手段と、該演算
手段の結果に基づき前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を変更するドライバー手段
とをフィードバック制御して、Ｘ線集光光学系の波面収差を最小にすることを特徴とする
位相回復法を用いたＸ線集光装置。
【請求項５】
　前記形状可変型平面ミラーは、高度な形状安定性を有する基台の上に、変形駆動層を介
して反射面が形成された弾性変形可能なミラー表面層を積層し、前記変形駆動層は、圧電
素子層の一方の面に共通電極層を形成するとともに、他方の面に複数に分割した駆動電極
層を形成したものであり、前記共通電極層と各駆動電極層間に前記ドライバー手段から制
御された電圧を印加するものである請求項４記載の位相回復法を用いたＸ線集光装置。
【請求項６】
　前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を、前記ホルダーに固定した状態で該反射面
に対面させて配置した干渉計によって計測してなる請求項４又は５記載の位相回復法を用
いたＸ線集光装置。
【請求項７】
　Ｘ線強度分布測定手段が、ワイヤスキャン法によって計測するものである請求項４記載
の位相回復法を用いたＸ線集光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位相回復法を用いたＸ線集光方法及びその装置に係わり、更に詳しくはＸ線
集光強度分布から位相回復法により集光ミラーの形状誤差分布を算出し、その形状誤差分
布を用いてＸ線集光光学系を微調整して集光するＸ線集光方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　SPring-8に代表される第三世代放射光施設において軟Ｘ線から硬Ｘ線までの様々な波長
領域において、高輝度、低エミッタンス、高コヒーレンスという特徴を持つＸ線を利用す
ることができるようになった。このことは蛍光Ｘ線分析や光電子分光、Ｘ線回折等の様々
な分析の感度や空間分解能を飛躍的に向上させた。このような放射光を利用したＸ線解析
やＸ線顕微法は高感度、高分解能であるだけでなく非破壊で観察が可能であるため、現在
、医学、生物、材料学等の分野で利用されつつある。
【０００３】
　放射光施設において、Ｘ線を用いた様々な分析技術に高い空間分解能を付加するために
は、集光されたＸ線ナノビームが必要となる。Ｘ線ナノビーム形成には、反射型ミラーを
用いる方法が、輝度が高く、色収差がないという理由から最も優れた集光光学素子として
認識されている。ここで、反射型ミラーを用いた集光光学系としては、Ｋ－Ｂ（Kirkpatr
ick and Baez）ミラーが一般的に使用されている（特許文献１参照）。
【０００４】
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　ここで、良好な集光を行うには、高精度な集光ミラーを作成することが必要である。集
光ミラーは、シリコン単結晶のブロックを、従来手法を用いて所定形状に加工した後、数
値制御ＥＥＭ（Elastic emission machining）を用いて超精密に仕上げ加工をすることに
より作製する。このプロセスにより作製する集光ミラーの精度は、加工前の表面形状計測
の精度に大きく依存する。本発明者らは、非特許文献１にてMSI(Microstitching
Interferometry)を提案し、Ｘ線ミラーの形状を全空間波長領域でＰＶ値：１ｎｍ以下の
測定再現性をもって高精度に計測するシステムを既に確立している。更に、曲率の大きな
曲面を計測できるシステムとして、RADSI(Relative
Angle Determinable Stitching Interferometry)を完成している。その測定原理は、高い
空間分解能が期待できるマイケルソン型顕微干渉計を用いたスティッチングによる形状計
測を基本とし、スティッチング誤差を中長周期の空間波長領域における高精度計測が可能
なフィゾー型干渉計のデータを用いて補正するものである。このスティッチングでは、隣
り合う領域の形状計測データの中で共通に計測されている重なり領域の一致度を利用して
、隣り合う計測データの傾きを最適に補正するのである。
【０００５】
　前述のように、本発明者らは、ナノ精度の表面加工、計測システムを完成させ、２ｎｍ
(ＰＶ値)の精度を持つＸ線集光ミラーを作製し、SPring-8の硬Ｘ線をSub-３０ｎｍレベル
の回折限界集光に成功している。しかし、前述の干渉計を用いたスティッチングによる形
状計測は、集光ミラーの表面形状を高精度に計測できるものの、データ収集に長時間かか
るとともに、その後のデータ処理にも時間がかかる欠点を有している。また、干渉計を用
いた形状測定装置を用いて、理想的な特定条件のもとで集光ミラーの形状を高精度に計測
できたとしても、その集光ミラーをＸ線集光装置に組み込んだ状態での集光ミラーの反射
面の形状を保証することにはならない。その理由は、通常は集光ミラーの形状を計測する
ときと、実際にＸ線集光装置で使用するときとでは、温度や外部応力等の環境条件が異な
るからである。最も理想的な回折限界での集光を達成するためには、Ｘ線集光装置に組み
込まれた状態での集光ミラーの反射面の形状を高精度に知る必要があるが、Ｘ線集光光学
系では稼動状態でほぼリアルタイムに集光ミラーの形状を計測できるシステムはこれまで
なかった。
【０００６】
　一方、投影レンズ等の結像性能測定の１つの方法に位相回復法がある。位相回復法は、
主に電子顕微鏡や大きな収差が存在する天体望遠鏡等の光学系における解像度向上に用い
られてきた方法で、基本的にはフォーカス面と瞳面における像の強度分布から像の位相分
布を求め、該位相分布から光学系の波面収差を算出するものである（特許文献２，３参照
）。通常の位相回復法は、先ず、計測したフォーカス面での強度分布に、任意に位相を与
えた後、フーリエ変換し、瞳面での複素振幅分布を求める。次に、得られた複素振幅分布
のうち、位相部はそのままとし、強度部にあたる絶対値のみを実際の測定値に応じた値（
瞳面での強度の平方根）に置き換えて、新たな複素振幅分布とする。この新たな複素振幅
分布を逆フーリエ変換し、フォーカス面上での複素振幅分布を求め、再び、位相部のみそ
のままとし、強度をフォーカス面での実測値に置き換える。以上の計算を繰り返し行って
収束させることで、フォーカス面及び瞳面での複素振幅分布が算出される。瞳面での複素
振幅分布の位相分布からレンズの波面収差を算出することができる。
【０００７】
　しかし、フォトリソグラフィのように瞳面での強度分布の測定が難しい場合には、フォ
ーカス面とデフォーカス面での光強度分布から光学系の波面収差を算出するようにしてい
る。特許文献２では、光軸に垂直でフォーカス面近傍の複数の平面における光強度分布を
それぞれ測定し、位相回復法によってフォーカス面付近若しくは瞳面付近の光学像複素振
幅を求め、それから投影レンズの波面収差を求めるのである。また、特許文献３では、フ
ォーカス面とデフォーカス面の光強度分布を測定する際の光強度分布測定装置の移動時間
を問題とし、予め測定したフォーカス面とデフォーカス面の光強度分布から算出した瞳面
の光強度分布を記憶しておき、実際の測定時にはフォーカス面近傍の光軸に垂直な平面に
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おける光強度分布を測定し、このフォーカス面近傍での光強度分布と記憶した瞳面の光強
度分布から位相回復法を用いて瞳面での複素振幅分布を算出し、この複素振幅分布から投
影光学系の波面収差を算出することで、計測におけるリアルタイム性を確保するのである
。
【特許文献１】特開平０８－２７１６９７号公報
【特許文献２】特許第３６３４５５０号公報
【特許文献３】特許第３７７４５８８号公報
【非特許文献１】山内和人，山村和也，三村秀和，佐野泰久，久保田章亀，関戸康裕，上
野一匡，Alexei Souvorov，玉作賢治，矢橋牧名，石川哲也，森勇藏：高精度Ｘ線ミラー
のための干渉計を利用した形状計測システムの開発，精密工学会誌，６９（２００３）８
５６．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　加工プロセスの中で、ミラーの最終的な形状精度を決めているのは、採用する形状計測
装置の絶対精度である。今後更に集光径の縮小と低エネルギーにおける硬Ｘ線集光を目指
すためには、曲率の小さなミラーを２ｎｍ(ＰＶ値)を上回る精度で作製する必要があり、
形状計測器の性能向上が不可欠である。形状計測器の評価として、再現性と絶対精度の評
価があり、多くの形状計測器において、再現に関しては１ｎｍを切るレベルまで到達して
いるが、絶対精度に関しては評価する手段がない。また、形状計測器で使用する参照光の
波長と、実際にＸ線集光装置で対象とするＸ線の波長とは大きく異なるので、形状計測器
で集光ミラーの形状を測定したとしても、Ｘ線集光光学系の特性を直接評価することには
ならない。
【０００９】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、Ｘ線集光装置に装着
したＸ線ミラーの形状精度を評価する方法として、新しく「At-wavelength metrology」
を提案し、つまり波動光学理論に基づく位相回復法を利用し、実際の評価で使用する硬Ｘ
線を用いて、ミラーにより集光された集光ビームの強度分布を用いることで、ミラー上の
位相誤差分布、即ち、形状誤差を求めるＸ線波面計測法を提案し、それを利用してＸ線集
光光学系を最適に調節するＸ線集光方法を提案する。また、Ｘ線集光光学系に備えた形状
可変型反射光ミラーの形状変更を行い、Ｘ線の集光径の縮小を図ることが可能な位相回復
法を用いたＸ線集光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前述の課題解決のために、超精密な反射面を有する垂直方向楕円集光ミラー
と水平方向楕円集光ミラーを互に直角に光軸方向に配置してＫ－Ｂミラー系を構成し、各
楕円集光ミラーで硬Ｘ線を反射させて集光するＸ線集光方法において、前記楕円集光ミラ
ーの前段であって波面補正をする楕円集光ミラーに対応させて反射面の形状可変機能を有
する形状可変型平面ミラーを配置し、該形状可変型平面ミラーで反射されたＸ線が楕円集
光ミラーで焦点に集光するようなＸ線集光光学系とし、焦点近傍での光軸に垂直な平面に
おけるＸ線強度分布を測定するとともに、入射Ｘ線の光軸に垂直な平面におけるＸ線強度
分布を測定し若しくは入射Ｘ線の既知のＸ線強度分布を用い、焦点近傍でのＸ線強度分布
と入射Ｘ線強度分布から位相回復法を用いて反射面での複素振幅分布を算出し、この複素
振幅分布からＸ線集光光学系の波面収差を算出し、この算出した波面収差を最小にするよ
うに前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を制御することを特徴とする位相回復法を
用いたＸ線集光方法を提供する（請求項１）。
【００１１】
　ここで、前記形状可変型平面ミラーは、高度な形状安定性を有する基台の上に、変形駆
動層を介して反射面が形成された弾性変形可能なミラー表面層を積層し、前記変形駆動層
は、圧電素子層の一方の面に共通電極層を形成するとともに、他方の面に複数に分割した
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駆動電極層を形成したものであり、前記共通電極層と各駆動電極層間に前記ドライバー手
段から制御された電圧を印加するものである（請求項２）。
【００１２】
　そして、前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を、該反射面に対面させて配置した
干渉計によって計測してなることも好ましい（請求項３）。
【００１３】
　また、本発明は、前述の課題解決のために、超精密な反射面を有する垂直方向楕円集光
ミラーと水平方向楕円集光ミラーを互に直角に光軸方向に配置してＫ－Ｂミラー系を構成
し、各楕円集光ミラーで硬Ｘ線を反射させて集光するＸ線集光装置において、前記楕円集
光ミラーの前段であって波面補正をする楕円集光ミラーに対応させて反射面の形状可変機
能を有する形状可変型平面ミラーを配置し、該形状可変型平面ミラーで反射されたＸ線が
楕円集光ミラーで焦点に集光するようなＸ線集光光学系とし、各Ｘ線ミラーを固定し、そ
の姿勢を微調節可能なホルダーを備えるとともに、焦点近傍で光軸に垂直な平面における
Ｘ線強度分布を測定するためのＸ線強度分布測定手段を備え、入射Ｘ線の光軸に垂直な平
面における既知のＸ線強度分布と、前記Ｘ線強度分布測定手段で測定したＸ線強度分布か
ら位相回復法を用いて反射面での複素振幅分布を算出し、この複素振幅分布からＸ線光学
系の波面収差を算出する演算手段と、該演算手段の結果に基づき前記形状可変型平面ミラ
ーの反射面の形状を変更するドライバー手段をとをフィードバック制御して、Ｘ線集光光
学系の波面収差を最小にすることを特徴とする位相回復法を用いたＸ線集光装置を構成し
た（請求項４）。
【００１４】
　ここで、前記形状可変型平面ミラーは、高度な形状安定性を有する基台の上に、変形駆
動層を介して反射面が形成された弾性変形可能なミラー表面層を積層し、前記変形駆動層
は、圧電素子層の一方の面に共通電極層を形成するとともに、他方の面に複数に分割した
駆動電極層を形成したものであり、前記共通電極層と各駆動電極層間に前記ドライバー手
段から制御された電圧を印加するものである（請求項５）。
【００１５】
　また、前記形状可変型平面ミラーの反射面の形状を、前記ホルダーに固定した状態で該
反射面に対面させて配置した干渉計によって計測してなることが好ましい（請求項６）。
また、Ｘ線強度分布測定手段が、ワイヤスキャン法によって計測するものであることが好
ましい（請求項７）。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の位相回復法を用いたＸ線集光方法及びその装置は、超精密な反射面を有する垂
直方向楕円集光ミラーと水平方向楕円集光ミラーを互に直角に光軸方向に配置してＫ－Ｂ
ミラー系を構成し、各楕円集光ミラーで硬Ｘ線を反射させて集光するＸ線集光方法におい
て、前記楕円集光ミラーの前段であって波面補正をする楕円集光ミラーに対応させて反射
面の形状可変機能を有する形状可変型平面ミラーを配置し、該形状可変型平面ミラーで反
射されたＸ線が楕円集光ミラーで焦点に集光するようなＸ線集光光学系としたので、実際
に集光するＸ線集光光学系を用いて焦点近傍で測定したＸ線強度分布から位相回復法を用
いてＸ線集光光学系の波面収差、即ちＸ線ミラーの形状誤差を完全に算出することができ
、その結果を利用して波面収差を最小にするようにその場で形状可変型平面ミラーの反射
面の形状を制御し、ビームプロファイルを改善して回折限界での理想的な集光を達成する
ことができるのである。また、Ｘ線集光光学で集光する硬Ｘ線を用いてＸ線ミラーの形状
の絶対精度を評価することができる。本発明の方法は、高ＮＡの多層膜ミラーにも適応可
能であり、多層膜のムラによって発生する波面誤差を計測でき、またそれを補正すること
が可能となる。
【００１７】
　SPring-8で発生された硬Ｘ線を集光する場合、完全コヒーレントなＸ線ビーム特性を有
しているので、その都度、Ｘ線ミラーの反射面近傍での光軸に垂直な平面におけるＸ線強
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度分布を測定する必要はなく、入射Ｘ線のＸ線強度分布を既知として扱うことができるの
で、焦点近傍でのＸ線強度分布を測定するだけで済み、また位相回復法のアルゴリズムは
順計算と逆計算の繰り返しであるので、簡単に演算することができ、それにより短時間で
波面収差を算出することができる。ここで、順計算には、フレネルキルヒホッフ回折積分
計算又はＦＦＴなどを用い、また逆計算には、変形されたフレネルキルヒホッフ回折積分
計算又は逆ＦＦＴなどを用いることができる。
【００１８】
　また、形状可変型平面ミラーの反射面に対面させて配置した干渉計によって該反射面の
形状を確認しながら形状を微変更することができ、高精度な形状補正が可能となる。つま
り、集光ミラーの形状誤差、あるいは多層膜ミラーであれば、その多層膜のムラによって
発生する波面誤差を打ち消す入射Ｘ線を、形状可変型平面ミラーにより、発生させて、理
想的なＸ線の集光状態を作り出すのである。
【００１９】
　通常のレーザーの領域では、形状可変ミラーによる波面補正はよく使われている方法で
あるが、Ｘ線領域では初めての試みである。形状誤差に対して極めて敏感な集光強度分布
から、Ｘ線ミラー上の波面誤差を求め、それを改善するように形状を変化させることで、
最適な集光状態を実現するのである。また、Ｘ線集光光学系やＸ線ビームは、長時間の使
用中に温度変化等の影響で微妙に特性が変化する場合もあり、そのような場合でも逐一、
Ｘ線集光光学系の波面収差を計測することにより、集光状態を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に本発明の位相回復法を用いたＸ線集光方法及びその装置を実施形態に基づき更に詳
細に説明する。本発明は、Ｘ線の集光強度分布のみからミラー面上の位相誤差を位相回復
法により算出可能であることを利用している。一般的には、オフライン計測及び加工によ
って、高精度なＸ線ミラーの作製が求められており、使用する形状計測器の性能がＸ線ミ
ラーの性能を決定していた。シミュレーションの結果により、集光強度分布からミラー面
上の位相誤差分布を求めることが可能であり、それを利用すると従来にない精度０．１ｎ
ｍ（ＰＶ値）レベルでミラーの形状分布を算出可能であることがわかった。この位相回復
法によるミラー表面の形状誤差の算出手法とナノレベルで形状可変なＸ線ミラーを組み合
わせることで、測定された波面誤差を修正することが可能である。
【００２１】
　先ず、位相回復法による計算アルゴリズムを説明する。図１は、入射Ｘ線Ｉｏが、集光
ミラーＭの反射面で反射されて焦点Ｆで集光する様子と、入射Ｘ線の波面が反射によって
乱れる様子を示している。集光ミラーＭの反射面上でのＸ線の複素振幅分布Ψｍと焦点Ｆ
での複素振幅分布Ψｆは、次のように表される。
　　Ψｍ＝Ｉｍ・exp（ｉφｍ）
　　Ψｆ＝Ｉｆ・exp（ｉφｆ）
【００２２】
　図２に示した計算アルゴリズムに基づいて、位相回復法によってφｍを求める計算プロ
セスを簡単に説明する。この計算アルゴリズムそのものは従来公知の手法である。
【００２３】
（ステップ１）
　集光ミラーには、完全コヒーレントな硬Ｘ線が入射されると仮定すると、反射面上の強
度Ｉｍは均一となる。形状誤差が反映する反射面上の位相情報φｍは、不明であるので、
初期設定では、位相誤差を０と仮定する。
　　Ｉｍ＝Ｉｏ

　　φｍ＝０
【００２４】
（ステップ２）
　波動光学順計算を実施し、焦点位置での強度と位相を算出する。具体的には、フレネル
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キルヒホッフ回折積分計算又はフーリエ変換などにより焦点での複素振幅分布を算出する
。
【００２５】
（ステップ３）
　焦点位置において、計算された位相φｆはそのままで、強度Ｉｆのみ実際の測定値Ｉex

pに置き換えた後、波動光学逆計算により、ミラー上の強度Ｉｍと位相φｍを求める。こ
の計算には変形されたフレネルキルヒホッフ回折積分計算又は逆フーリエ変換などを用い
る。
【００２６】
（ステップ４）
　集光ミラー上において、計算された位相φｍはそのままで、強度のみ、初期状態（強度
Ｉｏ）に変更し、再度焦点位置での強度Ｉｆと位相φｆを求める。
【００２７】
（ステップ５）
　ステップ３，４を位相と強度の変化が一定になるまで繰り返す。
【００２８】
　このように計算された集光ミラーの反射面上の位相φｍから理想的な反射面形状からの
誤差（波面収差）を算出するのである。
【００２９】
　図３に、開発したプログラムにより、計算した計算例を示す。架空の形状誤差を与え、
計算されたビーム強度分布のみから、逆に、与えた形状誤差分布の回復を試みた。（ａ）
は初期状態であり、位相誤差分布がない状態からスタートしている。（ｂ）は反復回数が
１０回の時であり、位相誤差分布が少し回復され、それに伴い強度分布も回復されている
ことがわかる。そして、（ｃ）は反復回数が１０００回の時であり、形状誤差と強度プロ
ファイルが完全に一致している。この結果から、本手法がＸ線ミラー上の形状誤差を求め
るのに有効な手段であることがわかる。
【００３０】
　次に、実際の集光ミラーにおける形状誤差の決定を行った。図４に光学配置を示す。用
いたミラーはSub‐２００ｎｍの楕円集光ミラーである。SPring-8の１ｋｍ長尺ビームラ
インにおいて行った集光特性の実験結果を用いている。図５に楕円集光ミラーの形状を示
す。光源と集光点を２焦点とする楕円関数から形状を求めている。
【００３１】
　図６に理想的な集光強度分布と、ワイヤスキャン法によって計測された焦点での光軸に
垂直な平面におけるＸ線強度分布を示す。集光径に関しては、理想的なプロファイルと一
致しているが、左肩に形状誤差に起因するサテライトピークの変化があるのがわかる。
【００３２】
　図７に、図６のＸ線強度分布のみから、位相回復法によって算出した形状誤差分布を点
線で示す。また、併せて前述の本発明者らによって開発されたＭＳＩにより測定した結果
を実線で示す。この結果、長周期形状の形状誤差において、実測形状と位相回復法によっ
て算出した形状と一致していることがわかる。また、短周期の誤差が算出されていないの
は、計測されたＸ線強度分布の領域の大きさに原因がある。もし、広い領域において正確
にＸ線強度分布の計測が可能であれば、高周波の形状誤差においても一致すると考えられ
る。
【００３３】
　次に、本発明の具体的な実施形態を説明する。Ｋ－Ｂミラー系は、垂直方向集光ミラー
と水平方向集光ミラーを互に直角に光軸方向に配置して構成する。それぞれの集光ミラー
は、光源と集光点を焦点とする楕円面を反射面に形成している。以下の実施形態では、原
理的に同じであるので、Ｋ－Ｂミラー系を構成する一方の集光ミラーのみを用いて図式的
に説明する。
【００３４】
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　図８は、形状可変型Ｘ線ミラー１を用いて、光源Ｏから射出されたＸ線が、反射面２で
反射されて焦点Ｆで集光する場合を示している。図８中の左側の状態は、反射面２の形状
に誤差を有し、該反射面２で反射された後のＸ線の波面が乱れる様子を示し、それによっ
て焦点Ｆでの集光強度分布は低いピークの両側に比較的大きなサテライトピークが存在し
ていることを示している。また、図８中の右側の状態は、位相反復法によって算出された
反射面２の形状誤差データに基づいて、前記形状可変型Ｘ線ミラー１の反射面２の形状を
補正すれば、該反射面２で反射された後のＸ線の波面が修正される様子を示し、それによ
って焦点Ｆでの集光強度分布は高いピークのみが現れることを示している。
【００３５】
　図９は、多層膜集光ミラー３を用いて、光源Ｏから射出されたＸ線が、多層膜面４で反
射されて焦点Ｆで集光する場合を示している。図９中の左側の状態は、多層膜面４にムラ
を有し、該多層膜面４で反射された後のＸ線の波面が乱れる様子を示し、それによって焦
点Ｆでの集光強度分布は低いピークの両側に比較的大きなサテライトピークが存在してい
ることを示している。また、図９中の右側の状態は、位相反復法によって算出された波面
収差データに基づいて、前記多層膜集光ミラー３に追加多層膜面５を成膜して補正すれば
、多層膜面４と追加多層膜面５で反射された後のＸ線の波面が修正される様子を示し、そ
れによって焦点Ｆでの集光強度分布は高いピークのみが現れることを示している。ここで
、前記多層膜集光ミラー３の多層膜面４若しくは追加多層膜面５は、ＳｉとＭｏ等を交互
に所定厚さで積層したものである。
【００３６】
　図１０は、楕円集光ミラー６の前段に配置した形状可変型平面ミラー７でＸ線集光光学
系の波面収差を補正する方法を示している。この場合、前記楕円集光ミラー６は、形状可
変のＸ線ミラーではない。図１０中の左側の状態は、光源Ｏから射出され、形状可変型平
面ミラー７で反射されたＸ線を楕円集光ミラー６で焦点Ｆに集光する様子を示し、この場
合には楕円集光ミラー６の反射面の形状誤差によって該反射面で反射された後のＸ線の波
面が乱れ、それによって焦点Ｆでの集光強度分布は低いピークの両側に比較的大きなサテ
ライトピークが存在していることを示している。また、図１０中の右側の状態は、位相反
復法によって算出された波面収差データに基づいて、前記形状可変型平面ミラー７の反射
面の形状を補正すれば、該反射面で反射された後のＸ線の波面を変更することにより、楕
円集光ミラー６で反射された波面が修正される様子を示し、それによって焦点Ｆでの集光
強度分布は高いピークのみが現れることを示している。
【００３７】
　図１１は、形状可変型Ｘ線ミラー１０の具体的構造を示している。この形状可変型Ｘ線
ミラー１０は、高度な形状安定性を有する基台１１の上に、変形駆動層１２を介して反射
面１７が形成された弾性変形可能なミラー表面層１３を積層し、前記変形駆動層１２は、
圧電素子層１４の一方の面に共通電極層１５を形成するとともに、他方の面に複数に分割
した駆動電極層１６，…を形成したものであり、前記共通電極層１５と各駆動電極層１６
間に前記ドライバー手段１８から制御された電圧を印加するものである。ここで、前記共
通電極層１５と各駆動電極層１６間に電圧が印加されることにより、それに挟まれた圧電
素子層１４の特定領域が変形し、その変形がミラー表面層１３の形状を変更するのである
。
【００３８】
　そして、Ｘ線強度分布測定手段１９によって、焦点近傍で光軸に垂直な平面におけるＸ
線強度分布を測定し、そして演算手段２０によって、集光機能を有する形状可変型Ｘ線ミ
ラー１０の反射面１７近傍での光軸に垂直な平面における既知のＸ線強度分布と、前記Ｘ
線強度分布測定手段１９で測定したＸ線強度分布から位相回復法を用いて反射面での複素
振幅分布を算出するとともに、この複素振幅分布からＸ線光学系の波面収差を算出し、該
演算手段２０の結果に基づいて前記形状可変型Ｘ線ミラー１０の反射面１７の形状を変更
するドライバー手段１８をフィードバック制御して、Ｘ線集光光学系の波面収差を最小に
するのである。ここで、前記Ｘ線強度分布測定手段１９としては、ワイヤスキャン法によ
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って計測装置を用いた。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　放射光を用いた分析技術において、Ｘ線集光ビームが必須の分析技術は多い。本発明を
用いることで、現在の最先端の加工・計測技術によって作製されたＸ線ミラーの性能を革
新的に向上させることができる。また、Ｘ線のナノビームを形成することが可能であるこ
とから、Ｘ線ナノビームを用いたナノ蛍光Ｘ線分析やナノＸ線回折などが容易に実現可能
となり、更にＸ線顕微鏡を構築することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】位相回復法によるＸ線ミラーの形状算出方法を示す概念図である。
【図２】位相回復法の計算アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図３】Ｘ線ミラーの形状と焦点でのＸ線強度分布を与え、Ｘ線強度分布から形状誤差を
算出したシミュレーション結果を示し、（ａ）は予め定めたＸ線ミラーの形状と焦点での
Ｘ線強度分布、（ｂ）は位相回復法による計算の反復回数が１０回の場合の結果、（ｃ）
は位相回復法による計算の反復回数が１０００回の場合の結果をそれぞれ示している。
【図４】Ｘ線ミラーで集光した強度分布から形状誤差を算出する実験の光学配置図である
。
【図５】図４で用いたＸ線ミラーの形状を示すグラフであり、横軸は位置、縦軸は高さで
ある。
【図６】図４に示した光学配置で集光した理想的な集光強度分布とワイヤスキャン法によ
って計測した強度分布を示すグラフである。
【図７】図６のＸ線強度分布のみから算出したＸ線ミラーの形状誤差分布を示すグラフで
ある。
【図８】形状可変型Ｘ線ミラーを用いてＸ線を集光する実施形態を示す説明図である。
【図９】多層膜集光ミラーを用いてＸ線を集光する実施形態を示す説明図である。
【図１０】楕円集光ミラーの前段に配置した形状可変型平面ミラーでＸ線集光光学系の波
面収差を補正する実施形態を示す説明図である。
【図１１】形状可変型Ｘ線ミラーの具体構造と、その制御系を示す簡略説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
Ｍ　集光ミラー
Ｏ　光源
Ｆ　焦点
１　形状可変型Ｘ線ミラー
２　反射面
３　多層膜集光ミラー
４　多層膜面
５　追加多層膜面
６　楕円集光ミラー
７　形状可変型平面ミラー
１０　形状可変型Ｘ線ミラー
１１　基台
１２　変形駆動層
１３　ミラー表面層
１４　圧電素子層
１５　共通電極層
１６　駆動電極層
１７　反射面
１８　ドライバー手段
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１９　Ｘ線強度分布測定手段
２０　演算手段

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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