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抄録： 京都教育大学では粉末の試料の結晶の状態を定量的に計測できる X線回折装置が利用されてきた。し
かしながら、制御を行う計算機が老朽化したために長い間、使用されてこなかった。しかし光の波動性や粒子
概念の理解も含めて X線回折装置は教育上有用と考えられるので、X線回折装置を維持し管理していくことが
理学科で決められた。装置を制御する計算機を更新し、回転対陰極ターゲットのオーバホールによって粉末試
料の X線回折データが取得できるようになった。物理学実験での課題として装置を連続して使用したことによ
り、教育的な利用を始めとして様々な用途に装置が使用できることがわかった。

検索語： X線回折、再起動、 理科教育

Abstract： Kyoto University of Education has regularly used an X-ray diffraction system, capable of
quantitatively studying crystalline powder samples. However, since the computer that operated the system
had been incapacitated for a long period, the system had not functioned recently. Since both wave and
particle properties of a photon are an important concept, the X-ray diffraction system is a useful tool
for educational purposes. Therefore, the department of Science Education decided to recommence using
the system. The computer system was revived and the rotational anode target was overhauled to acquire
crystalline powder sample data. The continuous use of the system for physics experiments has proved its
usefulness.
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1 はじめに

図 1: 回転対陰極とゴニオメーター

本学の X 線回折装置は 1994 年 4 月から学生、大学院

生の教育研究に利用されてきた。当初は 2 台の装置があ

り、現在も利用されているのは図 1のマック・サイエンス

（Material Analysis and Characterization) 社製の回転対

陰極を有する粉末 X線回折装置（M18XHF-SRA)1) に 2

台の全自動ゴニオメーターを装備したものである。出力は

18kWであり、40kVでの管電流 450mAもの大出力が可

能となる。2台の全自動ゴニオメーターのうち 1台には真

空チェンバー内で試料を高温に加熱する装置が付いている

ものがある。しかしこちらは非常に重いこともあり、稼働

しないようである。この回転対陰極を有する X線回折装

置は発生する熱を除去するために冷却循環式送水装置が接

続されている。循環する水は封入されており、熱交換器は 1階の室外に設置されている。

もう一台のX線回折装置はM03X-HF Model No.1031という型式を持った装置であり出力が 3kW

になっている。出力が低い理由は試料から散乱してくる X線をゴニオメータに付属する計数装置で

捉えるのではなく、そのまま直線型位置検出型プロポーショナルカウンター (PSPC)で計数するこ

とによる。この装置は、2008年度の A棟改修時に廃棄されたようである。
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これらの装置を維持管理しておられた教員が 2015年で退職されることになり、2015年度で装置

の廃棄か継続利用かが理学科の内部で議論された。Ｘ線回折装置は光の干渉を利用したものなので、

原理の説明にブラッグ反射など光の波動性を使う。しかし、反射した光は計数装置で数を数えるので

粒子性が現れることになる。このような原子物理学の基本を具体的に理解できる教材となっている。

理学科内では、生物への作用を調べるための X線照射装置や元素の存在比を計測する蛍光Ｘ線装置

は存在するが、材料科学の用途の機器はないことや、X線の線源を新たに用意するには多額の費用が

かかるため、教育用途を中心にして維持、管理を行うことになった。装置の現状としては回転対陰

極のモーターの真空シールが劣化していることが大きな問題であった。加速されたフィラメントか

らの電流が回転対陰極にぶつかって X線が発生するが、陰極は溶けるのを防ぐため真空チェンバー

の外のモータと回転軸で接続されている。外のモータと真空チェンバーの内部を分離するシールを

交換してくれる業者がいるかどうかが問題となる。特にマック・サイエンス社はすでに廃業してい

るために維持管理を担当する業者をインターネットで調べたところ、X線サイエンス社が維持管理

を引き継いでいることが判明した。また、装置を導入した当初から制御のために使用されてきた計

算機はサンマイクロシステムズ社のスパークステーションと呼ばれるワークステーションであった。

ワークステーションのハードディスクは劣化が進んでブートしない状態となっていた。X線サイエン

ス社に問い合わせたところ、同社ではワークステーションの制御プログラム 2) を PCに移植してお

り、ワークステーションの PC化も行えるとのことであった。また装置の状況を滋賀県立大学の装置

のメンテナンスの機会に見てもらったところ、回転対陰極のモーターの真空シールは修理可能である

とのことであった。

図 2: 操作卓の様子

装置の状況は図 2の操作卓を利用して確認した。電源を投入することで空冷ファンが回転し始め

る。壁に設置されている冷却制御パネルで運転スイッチを手動側にすることで冷却水の循環が始ま

る。操作卓の”WATER”のボタンを押して装置内の水の循環を開始する。”VACUUM”ボタンを押

して油回転ポンプとイオンポンプを起動する。真空度が 6× 10−6Torrになったら”TARGET”ボタ

ンを押して陰極を回転させる。”X-RAY”ボタンを押して電圧をかけるためには 2× 10−5Torrより真

空が良いことが必要である。Torr（トールと発音）とは大気圧を水銀柱が 760mmであるとした時、

大気圧の 760分の１気圧を 1Torrとする圧力の単位である。しかしながら当初は X線を出すボタン

を押して 20kV10mAのエージング運転が始まるとすぐ真空が劣化して自動的にオフの状態になって

しまっていた。5,6回 X線をオンにする操作を繰り返すとようやく 10分程度は 2kV10mAのエージ

ング運転を保持できるという状態であった。

2016年度予算でのX線回折装置の維持管理の予算が認められたので、X線サイエンス社に連絡し、

4月 21日から 23日にエンジニアに来訪してもらい修理作業をすることになった。維持管理予算のほ
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ぼ２年分を使用すれば、ワークステーションを置き換える PCの導入を含めた修理作業ができるとの

ことであった。

現在日本国内で粉末 X線回折装置を製造している会社はリガクのみで、同社の装置は東京大学な

どに納入されているようで、利用法はぼぼ同じであり、ネットワークにアップロードされている使用

法などは大変参考になる。5)

2 装置の修理と起動後の説明会まで

4月 21日に装置の修理がエンジニアの張図強氏によって始められた。同氏は北京市在住で複雑な

装置のハード面を理解しておられる数少ないエンジニアの一人である。作業の大半は回転対陰極ター

ゲットの真空シールのオーバーホールに費やされた模様である。真空シールが劣化し黒く変色してい

た。4月 22日には制御のための PCを接続し、導入されたソフトウエアの、「光学系の自動調整」と

いう項目にそって、試料ホルダーに鏡面加工されたシリコン単結晶を装着して、装置のブラッグ反射

角 θ、回折角 2θの補正値や X線検出器の高圧電源調整、計数しきい値などのパラメータの決定が行

われたようであった。最終日に装置の利用方法の説明会を行うことが可能になったとのことなので、

理学科の教員に大学院生を中心に参加をお願いする連絡を行った。

図 3: 修理後の説明会の様子

ワークステーションのソフトウェアは膨大な量に

上ることから、WindowsのＰＣ上でＣｙｇｗｉｎ

に似たNuTCと呼ばれる環境を導入することによっ

てソフトウェアをそのまま移植することができる。

また PCとゴニオメーターの制御や測定器のデータ

通信はもともと USBに似たシリアル通信であった

ので、NuTCにおいて PCとシリアル通信が可能に

なっているので移植は簡単だった模様である。

X 線の発生装置の放射線対策としては、装置そ

のものは前面に鉛ガラス性の扉がついており、イン

ターロックシステムによって扉が開いているとX線

が発生しないように安全上の措置がとられている。

確認のために、生物学教室で保管している放射線計

測装置をお借りして稼働中の線量の計測を行った。

当然のことながら、運転による線量の増加は検知できなかった。

図３の写真に示すように説明会は 23日の午前 10時から 12時まで行われた。参加者は理学科の教

員が 2名と大学院生が 5名であった。装置の概要が全自動ゴニオメータやスリット、モノクロメー

タ、検出器の配置図を示して説明された。張図強さんがもともと本学の装置に用意されていたシリコ

ン粉末を用い 40kV,40mAでデータ取得、解析を行った後、参加者がチョークの粉でサンプルを作成

し、データ取得、JADE6.5と呼ばれるプログラムを利用した解析を行なった。チョークの粉なので、

無機材料の標準的な 40kV、80mAの 3.2kWの出力で行なった。データ取得のための設定パラメータ

については後述することにする。

試料の作成方法について説明を受けたが、ガラスの試料板は 2個しかないので 1個はシリコンの

粉末試料がのっていて、もう一個にチョークの粉をのせ、ガラス面と同じになるように紙でおおって

指で押し付けることによって、試料を作成した。その他に、たくさんの穴の開いたアルミ試料板があ
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るが、この場合は通常の方法では試料が落下する可能性がある。学生実験の用途ではテープで片面を

覆っておいて試料を入れ、紙で押し付けて表面を押し固めることにした。後でわかったことであるが

その場合、試料面が低くなり、ピークが角度の小さい側にシフトすることがわかってきた。その場合

は最初にテープを重ねて敷いて、その上に試料を入れるようにすると良いと思われる。

説明会でのデータ取得は一回きりだったので、後日、装置の動作確認のために基礎物理学研究室の

学生に手伝ってもらい、鉛筆の芯を削って試料を作り、データ取得と解析の確認作業を行った。

3 装置の使用法と物理学実験での利用

図 4: 装置制御の GUIのトップメニュー

説明会の記録を元に装置の使用法についてまとめてみる。2)計算機の login アカウントは xpmacと

なっていて、スタートアップ時にコマンド画面が開き、1番を番号入力するとXPRESS(Xray Powder

REseach Software System)とよばれるグラフィックユーザーインターフェース（GUI）メニューが

図４のように起動するようになっている。
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この画面で”XG Control”が X線発生装置の制御を PC側からするGUIとなっている。スタンバ

イの状態で真空装置までは動作しているので、ターゲットの回転と、20kV10mAのエージング状態

への操作をGUIで行う。ただしその前に試料を装着し、装置の鉛ガラスの扉を閉めて、インターロッ

クの動作状態である、黄色のランプの点灯を確認してから、それらの操作を行う必要がある。

エージングは最低 30分ぐらい行い、そののちに”Measure A”ボタンを押してデータ取得の段階に

入っていく。データが取得が出来たら”Utilitiy”ボタンを押して、Jade6.5と呼ばれる解析プログラム

が読める形にデータを変換する。GUIには多くのボタンがあるが今説明した以外のボタンを使用す

ることはない。

図 5: Measure Aの GUI

図 5に示した計測のためのGUIでは”Edit”ボタンを押した状態で試料の計測法を指定する。どの

試料の計測を行うかは、左端の番号にチェックを入れることにより決まる。この例では 10番の Sample

Nameとして honnsyu3,を選ぼうとしている。新しい測定は番号を更新して行うことができる。再測

定もチェックを入れると可能となると思われる。G.Noはゴニオメータの動作条件の指定であり、無

機材料の場合は 11番を指定する。この 11番を書き換えることもできるし、12番を作成して別の条

件を指定することもできる。11番ではゴニオメータは入射方向と散乱方向のなす角である回折角 2θ

を 10度から 70度までスキャンすることになる。S. NoとA.No.本装置に実装されていない機能に関

連する設定で通常は常に０でよい。

試料の条件の書き込みが終わったら、”Run”ボタンを押す。そうすると 11番の電圧設定条件であ
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る 40kV80mAの設定でのX線の発生が開始される。この時、赤ランプが点灯する。この条件で真空

が安定していることを確認する。次に”Start”ボタンを押すとゴニオメータのスキャンが開始される

と同時に、横軸が 2θ、縦軸が X線の強度を示すグラフが表示される。スキャンの最後まで到達する

と自動的にＸ線の発生は停止する。測定が成功すれば、XG Controlの GUIで Tagetの回転を停止

しておく。これにより、真空シールの劣化を防ぐことができるので、放置しないことが大切である。

真空は引いたままが望ましいということなので、この時点でデータ取得とＸ線回折装置の操作は終了

となる。データの解析は実験室以外でもできるので、この後、最初のメインのGUIから”Utilitiy”ボ

タンを押して、Jade6.5と呼ばれる解析プログラムが読める形にデータを変換し、できた\home\mac

フォルダーにあるファイルを USBに保存する。

2016年度の物理学実験では図 5で表示されている試料の番号で、5番の印刷機トナー、6番の石

膏、7番の日本画の画材の本朱の測定を行った。実験は 3つの班が約 3か月にわたって、交代で行っ

たことになる。最初は塩化マグネシウムの結晶を霧箱の寒剤とするために大量に購入してあったの

で、これを乳鉢で粉砕してみた。ところが塩化物の特徴としての潮解性により湿気を吸ってどろど

ろの状態となり、結晶状態を保持出来なくなってしまうことがわかった。他の材料として、石膏はど

うだろうということになった。これについても、粉末にする過程でどろどろの状態となった。粉砕

過程を素早く行い、粉砕後はデシケータで乾燥させるというような工夫を行って、ようやく測定に

成功した。試料はある程度の結晶の大きさが必要で、印刷機トナーを試料に選んだ場合は試料の粒

径が細かすぎたために、バックグラウンドが大きな角度領域にわたって山形の分布を作ってしまい、

解析ができなかった。

塩化物は溶液から結晶を作ることができるので簡単に試料作りができるが、潮解性があるので鉱

物を試料にすることも考えた。身近な材料として日本画の顔料はどうかと考えた。これについては、

源氏物語などの古い絵の具の分析がされており、日本画の手法で胡粉が下塗りされていることもわ

かった。胡粉は炭酸カルシウムでチョークと同じ分布が得られる。また正倉院御物などの塗料の分析

もＸ線回折装置を使って行われている。3) 日本画の画材をとあるところから寄付して頂いて実験の

試料とした。アルミニウム試料板に”本朱”とラベリングされた絵の具をのせ分析を行った。これか

らは純粋な辰砂の分布が得られた。また同じ朱色の顔料でも”岩朱”は人工的な朱色であることは想

像できたが、実際に分布を取ってみるとやはり炭酸カルシウムの結晶で胡粉とも呼ばれるものである

ことが分かった。画材メーカーのホームページによる発色は色ガラスを使っているということであ

る。ガラスはアモルファスなのでＸ線回折装置ではピークを作らないことが知られている。

GUIプログラムはサンワークステーションの X Windowシステムから移植されたもので、PCの

上で Unixのプログラムが動作する仕組みの上で Unixのソフトウェアが動作していることに注意す

る必要がある。とくに画面にモードを変換するスイッチが現れるときには Unix OS特有の 3ボタン

マウス用の操作が現れる。今回も内部データをアスキーファイルに変換して JADE6.5と呼ばれる解

析プログラムに読み込ませるときにトラブルを起こしてしまった。画面内のスイッチのボタンはメ

ニュー選択の意味があるときは UNIXの流儀に従って右クリックがメニュー画面を表示させる操作

となる。通常の PCやMacユーザーは左クリックしかしたことがないはずなのでここで戸惑うこと

になる。思うように行かない場合は右クリックも試してみることが必要である。
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4 実験データの解析方法について

図 6: データ解析ソフト Jadeを立ち上げた画面

USBファイルに保存されたＸ線の回折データはどのような結晶から来たものかを解析するプログ

ラムが Jadeと呼ばれるものである。4)図６に示した画面は日本画の画材である本朱の顔料のデータ

である。画面の下側はズームウィンドウと呼ばれるもので、主にバックグランドの除去の作業を行う

ために利用する。”BE”ボタンは Back ground curve Editorの意味を持ちこれが押されるとそのモー

ドに入る。マウスでクリックした点がバックグラウンド曲線に加えられ、その点を移動することもで

きる。画面の上側はパターンウィンドウと呼ばれるもので、使うボタンは”BG”でバックグラウン

ドを除去するものである。”S/M”はデータファイルからマッチする回折パターンを検索するもので

ある。純粋な結晶についてどのような回折パターンが生成するかは実験的に調べられておりデータ

ベースとして参照できるようになっている。回折ピークの強度分布と回折ピークの位置が未知試料と

マッチすれば、未知試料の同定が可能となる。また、結晶が立方晶系の回折パターンの計算について

は、ズームウィンドウの”C”ボタンを押して、最も小さいピークに合わせて Ctlキーを押すと後述す

るミラー指数で表されるピーク位置と立方晶系の格子定数が表示される。また、データファイルから

マッチするパターンを探すときには含まれている元素を推定することにより、マッチする物質を推定

しやすくすることもできる。5)

7



a

c

b

c/2

a/3

2a/3

b/2

ミラー指数（3,2,2）面

図 7: ミラー指数による原子の整列面

図 6でたくさんのピークが見られるが、基本的な格子に

対してミラー指数 (h, k, l)という 3個の整数で表される面

によるＸ線の干渉で発生するピークである。6)ミラー指数

を図 7のように（3,2,2)とした場合、原子が同一面上に整

列する多数の面ができることになる。原点に最も近いもの

は a軸、b軸、ｃ軸をそれぞれ a/3, b/2, c/2で切る面とな

り、原点までの最短距離が面間隔 dとなる。面間隔を求め

るには、直交座標系なら b軸、c軸への射影を行って、半

径 dの球面との接点を含む直角 3角形のｂｃ面上の辺の長

さを求める。その後、直角 3角形の相似とピタゴラスの定

理を使えば、面間隔を計算できる。計算を立方晶系の場合

に行ってみた。d = a/
√
h2 + k2 + l2なので、d = a/

√
17となる。一般的な場合、面間隔が公式のよ

うになることを示すためには、この面が３つの座標軸の切片を通る一次方程式であることを利用し

て方程式を記述する。次に、一次方程式で与えられる面と任意の点の距離は数学公式で与えられてい

るのでそれを使うと上記の公式となる。結局、原子を含んだ面はミラー指数で表現され、たくさんあ

ることが分かる。またこの面で結晶を割ることもできるが (1,0,0)面や (1,1,1)面などの小さい数字が

割ることのできる現実的な結晶面となる。

5 装置の保守管理

本装置は長い間稼働しなかったために、インターフェース部分が入っているボックスのファンが回

転していなかった。また、本体下部には高圧装置、イオンポンプなどが収納されているが、吸入と排

出に 3個ずつのファンが連続運転している。吸入の 3個のうち 2個は回転していなかった。それら

のファンの型式を調べて交換作業を行った。

Ｘ線サイエンスの片山氏からは装置の定常状態についてのアドバイスをいただいた。それは、水を

循環させたままでイオンポンプを稼働させ真空を 7× 10−7Torr程度の高真空にしたまま、ターゲッ

トは回転させず、X線発生装置も停止させたままにするのが望ましいとのことである。

また、冷却水については封じ込めであり、水位計が外から見えるようになっている。しかし、水位

を確認しようとするとまったく水面が見えなかった。冷却水の循環装置はシーラントで完全に封じ切

られていたため、基礎物理学研究室の学生とシーラントを切り取って水の状態を確認した。タンクに

上面まで水が入っていたため水面が確認できなかったものと判断した。冷却水の水温がインターロッ

クの動作条件となっているため、冷却水の運転状況の確認は重要であり、この装置の交換が困難であ

るため慎重な運用が必要であることが分かった。

装置の維持費より、今回の修理とＰＣによる制御への転換にかかわる費用が大きくなってしまった

ため、今後 2年間は維持費がそのまま未払いの分にまわることになる。しかしながら、装置の維持管

理についてのアドバイスを得ることが引き続き可能になるという側面もある。今後は、学生実験以外

にも卒業論文や修士論文に利用されることを期待している。
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6 まとめと今後の課題

粉末 X線回折装置は複雑で精巧な制御機構をもつ貴重な実験装置である。学校教育では原子物理

学のX線装置はほとんど実際のものに触れることも、具体的な利用方法を学ぶこともない。今回、X

線サイエンス社が幸運にも装置のメンテナンス体制を維持され、廃棄がぼぼ必至の状態の装置を再

起動までこぎつけることができた。また 3回生対象の物理学実験において学生諸君の熱心な取り組

みもあり、データの恒常的な取得、装置の維持管理の経験を積むことができた。

理学科では超電導 NMRや電子顕微鏡など概算要求で取得し、維持されてきた装置が教員の退職

に伴って廃棄されてきた。とくに平成１２年度の学生定員減により教員の定員が漸減されたことがこ

の流れに拍車をかけてきた。前述のように X線回折におけるブラッグ反射の考察を進めると通常の

教科書では説明されないミラー指数などの理解が鍵となる。これは実験装置を実際に取り扱わない

限り到達できない知見であり、装置の廃棄とともに捨て去られるものである。今回、装置の維持が可

能になったことで、我々の後に続く科学の探求者に原子物理学、結晶学や材料科学など、深い学びの

探求のバトンが渡されることを期待する。
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