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第 1 章 パーツ条件の設定方法 

本章では、［極点測定(2Ｄ検出器)］パーツ条件の設定方法について説明します。 

注意： 本パーツを使用するには、「2 次元検出器 PILATUS」および、次のいずれ

かのハードウェアが必要です。 

・標準χクレードル 

・標準 Z ステージ＋χ軸＋φ軸 

 

1.1 条件を設定する 

基本的な条件は、［極点測定(2Ｄ検出器)］ダイアログボックスで設定します。 

 

図 1.1.1 ［極点測定(2Ｄ検出器)］ダイアログボックス 
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［ファイル名］ 測定データを保存するファイル名を入力します。 

［試料名］ 試料名を入力します（任意）。入力した試料名は、ファイルに保

存されます。 

［メモ］ メモを入力します（任意）。入力したメモは、ファイルに保存さ

れます。 

 

 
入射スリット幅の入力範囲、入射平行スリットの開口角、および長手制限スリットの長さの選択肢は表

1.1.1 に示すとおりです。 

［Soller/PSC(deg)］ 入射平行スリットの開口角を選択します。 

［IS(mm)］ 入射スリットの幅を入力します。 

［IS 長手(mm)］ 入射長手制限スリットの長さを選択します。 

 

表 1.1.1 選択することができる各スリットの幅・長さおよび開口角 

スリット 幅・長さおよび開口角 

Soller/PSC(deg) 5.0／2.5／1.0／0.5／0.15／Open／None／No_unit 

IS(mm) 0.03～7.00 mm の範囲で入力 

IS 長手(mm) Mask／0.05／0.1／15.0／10.0／5.0／2.0／0.5／None／Other 
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［2θ(deg)］ 測定に用いる回折角度 2θを入力します。 

［ω(deg)］ 測定に用いる入射角度ωを入力します。 

［χ(deg)］ 測定に用いる試料のあおり角度χを入力します。 

［φ(deg)］ 測定に用いる試料面内角度φを入力します。 

［現在位置読込］ 各軸の現在位置を読み込み、それぞれの値が［2θ(deg)］、［ω

(deg)］、［χ(deg)］、［φ(deg)］ボックスに設定されます。 

 

 

［実行］ 測定の際、試料を揺動する場合は、チェックボックスをオンにし

た後、揺動条件を設定します。 

［対象軸］ 揺動する軸を選択します。 

［幅(±)(deg)］ 揺動の幅を入力します。 

［速度(deg/min)］ 揺動の速度を入力します。 

 

 

［範囲指定］ φスキャン範囲の指定方法として、［絶対］／［相対］のいずれ

かを選択します。 

［開始(deg)］ φスキャン範囲の指定方法として［絶対］を選択した場合は、ス

キャンの開始角度を絶対値で入力します。［相対］を選択した場

合は、現在のφ測定角度からの相対値で入力します。 

［終了(deg)］ φスキャン範囲の指定方法として［絶対］を選択した場合は、ス

キャンの終了角度を絶対値で入力します。［相対］を選択した場

合は、現在のφ測定角度からの相対値で入力します。 
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［ステップ(deg)］ スキャンのステップ幅を入力します。 

［計数時間(sec)］ 測定点 1 点あたりの計数時間を入力します。 

［入射アッテネータ］ データ測定に入射アッテネータを使用する場合は［ON］、使用

しない場合は［OFF］を選択します。 

 

 

［測定所要時間］ 極点測定に要する時間を表示します。 

［推奨測定条件］ 測定に使用する光学系に基づいて、［スリット条件］、［データ

測定条件］の各値が推奨値に設定されます。各値の推奨値は表

1.1.2～1.1.3 に示すとおりです。 

 

表 1.1.2 スリット条件の推奨値 

光学系属性 Soller/PSC IS IS 長手 

中分解能平行ビーム/受光スリット 

中分解能平行ビーム/受光 PSA 
5.0 deg 

高分解能平行ビーム Ge(220)×2/受光スリット 

高分解能平行ビーム Ge(400)×2/受光スリット 
Open 

超高分解能平行ビーム Ge(220)×4/受光スリット 

超高分解能平行ビーム Ge(440)×4/受光スリット 
－ 

中分解能平行ビーム-focus 

中分解能平行ビーム-focus/受光 PSA 
－ 

1 mm 10 mm 

ポイント集光（ポリキャピラリ） 

ポイント集光（ポリキャピラリ）/PSA 
－ － 

ポイント（コリメータ） 

ポイント（コリメータ）/受光 PSA 
－ － 

現在使用中のコ

リメータ 

 

表 1.1.3 データ測定条件の推奨値 

2θ ω χ φ 
測定軸 

設定値（変更なし） 

 

範囲指定 開始 終了 ステップ 計数時間 入射アッテネータ
スキャン軸（φ） 

絶対 0 deg 360 deg 1 deg 1 sec OFF 
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［実行］ ［極点測定(2D 検出器)］ダイアログボックスで設定した条件で、

極点測定を実行します。 

注意： 極点測定を実行後に［キャンセル］をクリックしても、設定した条件は破棄

できません。 

参考： 極点測定を実行しても、［極点測定(2D 検出器)］ダイアログボックスは表示さ

れたままですが、実行中は、パーツ条件を変更することはできません。測定が

終了すると、再び変更できるようになります。 

また、フローバーの （確認メッセージを表示する）の設定が無効になります。 

［インポート］ 保存されているパーツ条件を読み込みます。 

［インポート］ダイアログボックスが表示されるので、［フォル

ダ］のツリービューから、インポートするファイルが保存されて

いるフォルダを選択します。［条件ファイル］の表で、インポー

トする条件ファイルの行を選択し、［OK］をクリックするとパ

ーツ条件を読み込みます。 

 



第1章 パーツ条件の設定方法 

6  極点測定(2D 検出器)パーツ  

［エクスポート］ 設定したパーツ条件をファイルに保存します。 

［エクスポート］ダイアログボックスが表示されるので、［フォ

ルダ］のツリービューから、条件ファイルの保存先フォルダを選

択し、［ファイル名］ボックスに条件ファイル名を入力します。

また、必要に応じて［メモ］ボックスに情報を入力することもで

きます。入力した後、［OK］をクリックします。 

 

［OK］ 条件を設定し、ダイアログボックスを閉じます。 

注意： 別のパッケージ測定を選択したり、［マニュアル制御］タスクなどの別のタ

スクに切り換えたりすると、設定した条件は破棄されます。設定した条件を

ファイルに保存する場合は、［エクスポート］をクリックし、保存してくだ

さい。 

［キャンセル］ 条件を設定せずに、ダイアログボックスを閉じます。 

［?］ 本パーツのヘルプを表示します。 
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第 2 章 測定の流れ 

以下に、2D 検出器を用いた極点測定の流れを説明します。 

注意： 試料を交換した場合は、本パーツを実行する前に、原則として［試料位置調

整(2D 検出器)］パーツにて試料位置調整を行ってください。 

 

(1) 測定に使用するスリット（IS、RS1、RS2）の幅、入射長手制限スリット（IS 長手）の長さ、およびソ

ーラースリット（Soller）の開口角を推奨値に設定します。 

 

図 2.1 各スリット、ソーラースリットの設定 

注意： 図 2.1 は、中分解能平行ビーム-focus 光学系を表しており、実際に設定され

ている光学系とは異なる場合があります。 

(2) ［極点測定条件］で設定した角度に、各軸を移動します。 

 

図 2.2 軸移動 

(3) 設定した条件で、極点測定（φスキャン）を行います。 

 

 

図 2.3 極点測定 
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