
従来品より２０倍以上強力な小型Ｘ線源 
－コの字型回転対陰極Ｘ線発生装置－ 
公益財団法人国際科学振興財団 研究開発部 
             主席研究員 坂部知平 （KEK名誉教授） 
 
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（KEK） 
                           加速器研究施設 教授 大澤 哲  
   

                
 
 
  



  回転対陰極 兼 陽極 

従来型回転対陰極の限界 
 1. 電子線照射によりターゲット金属が融解すると、融解
した 金属が遠心力で飛び散る 

2.高温では金属蒸気やイオンが放電の原因となり、 陰極
損傷の原因になる 

3.高温になると熱応力 によりターゲット表面が凸凹になり、 
Ｘ線が吸収され出射Ｘ線が弱くなる 

 上記の理由により、ターゲット金属の融点より500度程低
い温度で使用されている 

Ｘ線 

電子線 回転軸 

遠心力 
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陰極 



陰極 
LaB6 

コの字型回転対陰極
（特許第4204986号）   

Ｘ線 
陽極 

ｱﾊﾟﾁｬｰｸﾞｯﾄﾞ 電子線 

 コの字型回転対陰極Ｘ線発生装置の概念図 

回転軸  

収束型 偏向磁石（BM）
（特許第4273059号） 

1．陽極より下流は同電位、陰極とターゲット間に放電皆無 
2．電子線照射部位が融解しても飛び散らない。 
3．電子線照射部位に荒れは一部残るが、此の荒れによる
強度の減少は特願2010-229572 （未公開）により解決さ
れ、更に出射効率が2倍（発表当日には此の説明も行う）。  
3.その結果従来品の限界を打ち破り、輝度を従来品の20
倍以上に出来た。 

ターゲット 

回転軸は2重管

（点線）になってお
り、冷却水がター
ゲットまで届く、 

ソレノイド型磁気レンズ（ML） 

4極電磁
石（QM） 

ステアリング電磁石（SM） 

遠心力 

3 



従来型を コの字型に改作 
 

パラメータ                      従来型 (M06XHF22-Fine)     コの字型回転対陰極 (NEW)                                                              
最大負荷                   60kV, 100mA                 60kV, 90mA 
バイパス：               不明                 10mA 
ターゲット金属                          Cu                               Cu 
n; 回転速度 (turnsec-1)                   100 sec-1                        100 sec-1 

r: ターゲット直径                     100mm                       100mm 
δ1 : 回転方向の  電子線焦点サイズ     0.1mm                   0.07～0.05mm 
δ2 : 回転軸方向の  電子線焦点サイズ  1.0mm                  0.7～0.5mm 
d: ターゲットの厚さ                    2mm                                                2mm 
ターゲット皮膜             なし               あり（炭素膜）             
電子銃                                 wehnelt のみ                                   新たな設計  
カソード                              タンクステンコイル                 LaB6 φ2mm                                                                           
アパチャーグリッド                なし                                             あり +3kV  
エミッタンス                                        不明                                          ～3πmm mrad 
ターボモレキュラーポンプ                  １台                                          ２台 
最大輝度              12kW/mm2           （128.7kW/mm2）×2 
             未公開特願の方法でＸ線の出射効率が2倍になった爲、×２。 
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電子線焦点サイ
ズ測定用光学台 

コの字型回転対
陰極用モーター 

53cm 

56cm 
38cm 

テーブルの高さ74cm 
テーブルの下に高圧トランス、
制御装置等を収納 回転速度制御装置 

揺動速度制御装置 

2色式温度計取り付け窓 

陰極と陽極格納箱 電子銃全景
長さ55cm 

集束型偏向
電子レンズ用
コイル 

図４．試作機の全景 
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陽極ホール 

試作機の陽極、電子光学系部組立図 

ステアリング電磁石(SM) 

コの字型回転対陰極
用真空箱に接続 

4極電磁石(QM) 電磁気レ
ンズ(LM) 

電子銃部、アパチャーグ
リッドを含む陰極に接続 

電子線 
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105.5mm 



 コの字型回転対陰極等真空箱内の写真 
集束型偏向電磁石は真空箱の蓋に取りつけてある 

コの字型回転対
陰極体ゲットの
電子線照射位置 

電子線入射口外部に電
子銃か接続されており、陰
極で発生した電子線は此の
穴を通り集束型変更電磁石
の磁極で方向が変わりター
ゲット平面に焦点を結び、Ｘ
線を発生する  

真空箱 

真空箱の蓋を開けてコの字型回転対
陰極が見えるようにして撮った写真 
集束型偏向電磁石は真空箱の蓋に
取り付けてある 
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1,417℃ に於ける
Cuの蒸気圧は
0.1Torr （1,417℃
は銅融点1,083℃
より334℃高温） 

ターゲット 

 被 膜 例 示 の 図 解 （特許第5022124号）   
１μm厚の炭素皮膜塗布により銅の融点より334（1417℃）度高温でも蒸発は抑え

られる。1667℃の黒鉛の蒸気圧は10-8Torr  

黒鉛の被膜厚 1μm が液状
Cuを押す圧力は 0.33Torr 

遠心力 > 2,000G 

dfilm=1μm 

> 
 3 倍 

電子線 

熔融部分 
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収束型偏向
電子レンズ 

Ｘ線 

電子線 

コの字型回転
対陰極 

光取出ガイド 

第１プリズム 

第２プリズム 

10μm Auピンホール 

CCD-カメラ  

２色式温度計 

蛍光膜  

    電子線焦点サイズと温度測定説明図 
１．電子線焦点（Ｘ線源）像をピンホールで10倍に拡大した

像を蛍光膜で受けＣＣＤカメラで撮像。ＣＣＤの画素当たり
実像の大きさはマイクロメータでＣＣＤカメラを光軸に垂直
に移動させて求めた。２．プリズムは強力なＸ線が2色式温
度計に当たるのを避けるため。 

可視光 
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記録日：H20年7月15日 
60kV×72mA= 4.32kW 
露光時間：0.4ms 
絞り：F32,  

0.8mm 

電子線照射位置から数
mmの温度は
2,000℃(2,273K)以上 

皮膜効力の耐熱実験 
1,900℃で合計20時間 

高温部分1900℃ (2,173K)強 

ターゲットの
回転方向 



16 line pairs/mm：線幅31μm 

12.5 line pairs/mm 

線幅40μm 

光源点  ＭＴＦ
チャート 

ＣＣＤカメラ
用蛍光膜 

0    177            827mm 

拡大率＝827/177＝4.7倍 

市販のマンモグラフィー用Ｘ線源の最
小焦点は0.1mm×0.1mm： 
拡大率は2倍以下、最高負荷1kW 
既に此の段階においても、本装置は
空間分解能で4倍、輝度で7倍の能力
を持つ。 

60kV×30mA＝1.8 kW 
被写体から見たⅩ線光源  
サイズ：0.04ｍｍ×0.05ｍｍ 
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MFTチャートの拡大Ｘ線像で25μmを確認 
20 line pairs /mm ：線幅25μm 
医療診断用としてこれ以上細い
線幅の物は販売されていない。 



輝度128.7kWのデータ（平成20年9月3日） 
負荷：60KeV×38mA ＝ 2.28kW 
φ10μmピンホール写真    から最小二乗法（下図）で求めた楕円の 
長さを基に求めた電子線の焦点サイズδ1、δ2 

   δ1（回転方向）：0.0525mm 
   δ2（回転軸に平行）：0.4295mm（0.0449/sin6°） 
電子線の焦点面積（楕円近似）： 
 s=（π/4）δ1δ2=0.0117mm2 （Ｘ線光源サイズφ0.034mm相当） 
輝度＝負荷／s＝2.28/0.0177＝128.7 kW/mm2  
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回転対陰極直径（ｃｍ） 
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FR-E++ 

コの字型
回転対陰
極による
実験結果 

開発目標値 

従来型と本方式による今後の発展性の比較 

従来型普及品 破線は従来型回転対陰極の限界 

①皮膜による蒸散防止 
②直径の拡大（25cm） 

④電子銃の改良、特に偏向磁石 
  形状の最適化 

③回転速度の向上（12,000rpm） 

目標値に至る手段 

⑤ターゲット金属の選定（W,Mo） 
 及び加速電圧の最適化 
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想定される用途 その１/２ 
• 本装置の高強度、高輝度、小型Ｘ線源、従来製品と大差無い価

格という特徴は従来のＸ線源が占めていた広大な市場を独占出
来る可能性がある。例えば「一般分析分野では： 

１．結晶解析装置（此まで大型放射光施設を使用していた試料の大
半が実験室で測定可能になる） 

２．事実上放射光以外では不可能な、3次元蛍光分析装置（空間分
解能1μmで元素の種類と量の分布を計測）が実験室で可能。 

３．此まで大型放射光が必用な分野例えば、表面解析、小角散乱、
XAFS,等も実験室で可能になる。 

４．トポグラフィー装置も実験室レベルで普及する。 
５．従来のＸ線発生装置からパルスＸ線得るにはチョッパーを用いて

いた。しかし本装置ではパルスＸ線発生が容易。ただし、最短パ
ルスの限界は未定、今後開発研究が必要。パルス発生時のみ
電力を消費するだけであるから、本装置は極めて省エネ。 
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想定される用途 その２/２ 
• 放射光は150keV（0.083A）以上のＸ線は急速に衰弱する。また、

直接拡大像を得ることは不得意。本装置ではこれらが極めて効
率的に可能。例えば「非破壊検査」領域では； 

１．最低3方向から、動く試料（例えば心臓）に同期した短時間照射（
１０粍秒）で得られた画像から３D画像を作る装置。従来の回転
式IRに比べ被爆量が桁違いに低く抑えられる予定。画像数次第
ではより鮮明な３D画像が可能。 

２．本装置をマンモグラフィーに用いれば、より鮮明で且つ拡大率
の大きな画像が得られ、診断精度が増す。 

３．本装置では200keV以上のＸ線発生が可能、透過像を得て各種

製品検査、迅速溶接部観察、エンジン内部観察、等色々考えら
れる。 
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実用化に向けた課題 
• 従来品より21倍の輝度が得られるところまでは実証したが、

ターゲット温度とターゲットの蒸発速度との相関を膜厚レート
メータで求める必要がある。しかし、試験機では膜厚レートメ
ータを取りつけるスペースが無い。また装置全体の自動化も
必要である。 

• 今後、コの字型ターゲットの直径を25ｃｍ、12,000ｒｐｍとして

性能向上を図りながら、膜圧レートメータを取付け（既に組み
立て図有り）ターゲット温度と蒸発速度の相関を求める。さら
に自動化も行う。その他、Ｘ線ビームの強度、輝度、及び電
子線の照射位置、形状等の安定性を求め製品として絶えう
る精度まで改良。更に焦点サイズの小さい電子銃の開発。 

• 実用化に向けて、製品としての耐久性を持つターゲット温度
を上記の相関から決定する。その他装置が従来品と交換で
きるよう仕様を合わせ、外観なども整える。 
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企業への期待 
• 実用化に向けた課題で述べた事は従来の技術
により克服出来ると考えているが、これらの課
題を共同研究して下さる事を期待する。 

• 製品化を行って下さる企業との共同研究を希望
する。例えば、JSTの先端計測「プロトタイプ実証

・実用化」プログラム等に応募し、共同開発が出
来ると大変有り難い。 

• 外国特許も取得してあるので、海外に展開を考
えている企業には本技術の導入が有効と思わ
れる。 
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本技術に関する知的財産権 
• 発明の名称は区別し難い名称であるから、愛称を記載する。 
１．発明の名称：コの字型回転対陰極     
  登録番号： 特許第4204986号、米国特許： US6,341,157B1  
  出願人：   坂部知平 
  発明者：   坂部知平 
２． 発明の名称：集束型偏向磁石、米国特許：US7,359,485,B2 及び US7,653,178B2 
       登録番号： 特許第4273059号 
   出願人：   坂部知平、大澤 哲 
  発明者：   大澤 哲 
３．発明の名称：皮膜基本特許 及び 皮膜作成方法 
  登録番号：基本   特許第5022124号、米国特許：US8,027,434,B2 
  登録番号：作成法  特許第5006737号、 
      出願人：   坂部知平、坂部貴和子 
  発明者：   坂部知平 
４．発明の名称：出射効率2倍化 
  出願番号：特願2010-229572 （未公開） 
  出願人：   坂部知平、坂部貴和子 
  発明者：   坂部知平 
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