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	 結晶構造解析では単結晶が持つ逆格子空間を探り、そのブラッグ点の座標位置と回折線強度を

精度良く測定します。回折信号強度は逆格子空間の座標ごとの値になっているので，そのリスト

を用いた計算から，結晶の単位胞中の原子位置座標を求め構造解析を行います。現代ではデータ

収集が大変に簡便になり，高速に精度よく結晶構造が決定できるようになっています。	

	 この作業の基本は，単結晶の回折信号を逆格子座標での信号として実際に捉える作業です。現

代の自動化された結晶構造解析装置では逆格子空間を意識することはあまりありませんが，逆格

子という概念は結晶構造解析だけでなく，電子構造理解に重要な，バンド構造や，フォノンやマ

グノンという素励起を記述するときにも用いられる，基本的な概念です。	

	 この実習では BL02B1	に整備された４軸回折計と振動写真装置両方を用いて、逆格子空間をど

のように考えたら良いのかという基本を実習します。そのあと、大型湾曲イメージングプレート

を持つ X 線振動写真機を用いて，逆格子空間がどのように写るかという実際と，データの収集、

その処理計算による結晶構造解析について実習します。 
 
 
1.	 多軸回折計による逆格子空間の理解と観察 
 
1-1 逆格子 
	 結晶は結晶の単位胞とその並進対象操作によって構成されていると考える。原子位置の

並進対称が存在すため，入射する X 線が結晶方位に対して適切なとき（Bragg 条件が成立
するとき）に，回折 X線が散乱される。 
	 結晶のなかには原子の並進対称があるのだから，その原子の規則的な配列を，電子密度

を表す波の重ね合わせに見立てることが，逆格子空間の考え方の基本である。逆格子空間

内の座標は，逆格子の単位基本ベクトル a*, b*, 
c*	 ベクトルの重ねあわせで表される。 
	 逆格子空間内の逆格子点の座標はミラー指

数に一致している。ミラー指数は結晶の単位胞

がわかってれば，簡単な幾何学的な規則で表す

ことができる。 
 
 
 
図１：ミラー指数（格子面指数）の表し方。カ

リティ，X線回折要論より。 
 
ここで大事なことは，逆格子点は，結晶に“く



っついている”と考えることである。結晶の向きを回せば，面も回転し，その逆格子点も

同じように回るからである。逆格子空間は人間が計算上必要になって考案したものと考え

がちだが，回折計を使ってみると，逆格子は目には見えないが実際に結晶にくっついて存

在していることが実感できる。（沢山実験すれば，見える様になります。） 
 
1-2 回折計と散乱ベクトル	  
	 まずは図２のような簡単な回折計を考える。この回折計は，X 線検出器を載せた２θ
(2theta) 軸と，結晶の向きを回すω(omega)軸がある。 
 

 

 
図２：二軸回折計。 
 
	 この位置でブラッグ条件が成立し，X線検出器に回折信号が入っているとする。以下に述
べるように２θの値は格子面間隔（ｄ）の大きさに連動して，ブラッグ条件を成立させる

角度となっている。ω（omega）軸はその回転により，結晶の向きを調整するが，今の値か
らわずかにでも動くと回折信号は検出されなくなる。ω軸は結晶の“面の方向”を，ブラ

ッグ条件に合う位置にもって来るためである。 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

2θ 

  
X線検出器 

  

θ あるいは ω軸 

試料 

入射X線 

回折X線 



図３：二軸回折計の必要な要素を描いたもの。 
 
	 図３は図２のうち，必要な部分を抜き出しそれを上から見たものである。赤い矢印は入

射 X線と回折 X線の波の進む方向を表すベクトルである。二つのベクトルの角度は２θで
ある。ベクトルの長さは X線の波長の逆数（つまり波数）に比例するとして定義する。入
射 X線も回折 X線も波長は変わらないので（弾性散乱なので）二つのベクトルの長さは同
じである。 
	 ここで入射 X線のベクトルと回折 X線ベクトルの差で表される，青いベクトルを定義す
る。このベクトルを散乱ベクトルと呼ぶ。たまに，よく目を凝らすとこの散乱ベクトルが

見える人がいる。 
 
	 この青いベクトルは，二つの赤いベクトルから平行四辺形の関係で描くことができる。

２θ軸は０度から１８０度まで動くが，２θ軸の動きと共に，青いベクトルがどの様な軌

跡を描くかは，幾何学的に考えることができる。散乱ベクトルと結晶の逆格子点を重ねる

ためには，ω軸も変化させることが必要になる。ω軸は，逆格子がひっついている結晶を

回す軸だから。 

 
図４：散乱ベクトルの動き 
 
	 回折計の２θ軸は散乱ベクトルの方向と大きさを，図４みたいに同時に変えてしまうの

だが，とにかくその値を決定する役割をもつ。だがその取りうる値の範囲は装置によって

（あるいは実験に使う X線の波長で）決まってしまう。 
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	 回折条件が成立する時，結晶から回折によって出てくる X 線は検出器に入射し，信号が
現れる。このときの幾何関係は，結晶の逆格子点（ブラッグ点）が，この散乱ベクトルに

重なっていると解釈できる。何度も言うようだけど，このブラッグ条件が成立している時，

散乱ベクトルの長さは（回折を起こす）格子面間隔の逆数に一致している。この話はブラ

ッグ条件の変形を見てもわかる。よく出てくるブラッグ条件は 
2𝑑 sin 𝜃 = 𝜆 

だが，両辺の逆数をとって書き直せば， 

2 ∙
1
𝜆
sin 𝜃 =

1
𝑑

 
となる。ここで話しているのは，後者の表現ばかり使う世界。 
 
	 図１に示したミラー指数，逆格子座標，逆格子ベクトル，（どれも同じ意味だけど）は，

結晶の面の方向（面に鉛直な方向，あるいは面を波の波面と考えれば，その波の方向）と

面間隔の逆数で定義されている。このことは，逆格子の数式定義にも示されている。 
	 逆格子は，３次元空間内にプロットされる。結晶面方位は全方向に存在しているから当

然。実験装置を工夫すれば，散乱ベクトルもその３次元空間内に動かすことができる。そ

ういう空間として考えた逆格子空間と，測定器が持つ散乱ベクトルの関係を立体的にとら

えたのが，図７およびラウエの式である。 
	  
 
 

 
 
 
 
図５：結晶が持つ逆格子点（緑色の

丸印）と回折計が構成する逆格子ベ

クトル。 
 

 
	 ここまで述べたことを図５と以下に要約する。 
回折計の２θ(theta)軸は，散乱ベクトルの向きと大きさを決める働きをする。 
結晶には逆格子点がくっついているが，ω(omega)軸で結晶の向きを適切に回転させ，逆格
子点と，散乱ベクトルが重なる状況を作り出し，回折信号を得る。 
 
 
 
 



1-3 多軸回折計 
	 ここまで述べた回折計の構成は，散乱ベクトルの大きさと向きを決定する２θ軸と，結

晶の方位を調節するω軸で構成されている。実習では（現実の測定装置では）より軸の多

い多軸回折計を用いる。その各軸は，1)散乱ベクトルの方向を決める２θ軸と，2)結晶の方
向を定めるその他の軸，の２種類で構成されていることは変わらない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６：BL02B1の多軸回折計 
 

 
 
	 多軸回折計にはここまで説明した軸の他に，二つの軸が追加される。一つはχ ( chi ) 軸
であり，もうひとつはφ ( phi ) 軸である。図６に示す様に，この二つの軸によって結晶は，
回折計の回転中心で回すことができる。実はφとχは地球儀の経度と緯度に対応している。 
 
	 結晶にくっついている逆格子点を観測するには２θ軸で散乱ベクトルの長さを決めてお

き，ω，χ，φの各軸を回すことで，散乱ベクトルと逆格子ベクトルが重なる状況を作り

出せば良い。 
	 結晶の逆格子点は，結晶およびその面の規則正しさを反映して，逆格子空間（３次元空

間）において規則正しく並ぶ。実空間の結晶が並進対称を持つことに対応し，結晶の逆格

子点も３次元的に並進対称を持って存在している。多軸回折計にχ軸とφ軸が備わってい

るのは，結晶方位を可能な全方位に向けるためである。今，散乱ベクトルが長さと方向が

固定されている状況を考えてみる。地球儀と同じ様に，χ軸とφ軸の組み合わせが作る全

方位を（地球上のすべての場所を！）探りに行けば，どこかに逆格子点があるにちがいな

い。もちろんその時の地球の半径は，散乱ベクトルの長さになっており，かつ，逆格子ベ

クトルの長さになっていなければならない。 
	 実際には，まず少数の逆格子点を見つけた後に逆空間に存在しうる逆格子点の分布を予

想し，回折計をその位置に動かすことで，さらなる逆格子点を見つけてゆく。 
 
 



 
	 大切なのは，回折計の２θ軸が散乱ベクトルを決めていること。それから結晶の方を動

かしてゆくと，結晶の動きに伴い回折信号が出たり消えたりする。 
	 結晶の動きに対する信号の分布を書いてみると，結晶の対称性を見たりすることができ

る。  
 
 
 
 
図７にこれらの関係をまとめる。 

 
 
図７ 
 
 
 



2.	 大型湾曲 IPカメラを使った逆格子空間の観察 
講師：杉本 邦久、安田 伸広(JASRI/SPring-8) 

 
2-1.	 実習の概要 
	 この実習では、BL02B1 ビームラインに常設されたイメージングプレートを検出器とし
てもつ振動写真装置(大型湾曲 IP カメラ)を利用して単結晶試料の逆格子点を測定及び観察
する。さらに、測定した逆格子点マップから回折強度データを抽出し、そのデータから単

結晶構造解析により 3次元の分子構造を決定する。 
 
2-2.	 2次元検出器を利用した測定の利点 
	 現在、単結晶 X 線回折実験で使用されている主な 2 次元検出器はイメージングプレート
(IP)とCCD(Charge Coupled Device)の2種類がある。2次元検出器を使用する利点として、 

1) 一度に数百～数千の回折斑点を検出器上に蓄えられ、測定時間が大幅に短縮される。 
2) 2 次元イメージ上に逆格子空間を投影した像を観測できるため、散漫散乱や超格子
反射の有無が容易に判断できる。 

3) 逆格子上の全空間の回折点が記録されているので、測定後に結晶系を変えて反射強
度を抽出することが可能である。 

などが挙げられる。特に実験時間が限られる放射光実験において、これらの利点は非常に

重要な要素である。 
 
2-3. イメージングプレート(Imaging Plate：IP)とは 
今回、測定に使用する IPは輝尽性蛍光物質（BaFBr：Eu2+，BaFBrに Eu2+がドープさ

れている）が表面に塗布されたフィルムであり、X線が照射されると輝尽性蛍光発光現象に
より蛍光体内部に X 線強度に比例したカラーセンターが生成され、潜像が蓄積される。そ
の後波長 633 nmのレーザー光を IPに照射すると 390 nmの輝尽蛍光が放出される。その
光を光電子増倍管により読み取ることにより、X線強度を得ることができる。読み取り後の
IPは可視光照射で消去され、次のイメージ測定に使用される。 

CCDに対する IPの利点は、ダイナミックレンジの大きさと広い測定領域にある。また、
定量性に優れ、X線エネルギーの選択性が少ないことも利点となっている。逆に強度の読み
出しにはレーザーヘッドの機械的な走査が必要であり、電気的に読み出す CCDに比べ、イ
メージ 1枚あたりの読み出し時間が長くなることが欠点となっている。 
さらに詳細なイメージングプレート(IP)とCCD検出器の仕組みは文献 1,2を参考にしてい

ただきたい。 
 
2-4.	 大型湾曲 IPカメラの概要 

BL02B1 ビームラインでは、単結晶構造解析による機能構造相関研究を展開することを
目的として、2007年度から大型湾曲 IPカメラ（図 2-1）を新たに導入した 3。この装置の

特徴は、 



1) 検出器としてイメージングプレート(IP)を採用 
2) 2つのゴニオメータ（1軸および 3軸）を搭載 
3) ヘリウム吹き付け形低温装置による低温条件化での測定(～20K) 

である(表 2-1)。 

イメージングプレートは 2-3 にも述べたように広いダイナミックレンジや定量性の高さ
から、電荷密度分布レベルでの構造解析に必要とされるスペックを満たしており、高精度

なデータ収集を実現するために採用された。カメラ半径は 191.3 mmであり、高い X線エ
ネルギーを用いた実験においても、十分な空間分解能が保てるように設計されている。デ

ータ測定および処理ソフトは、汎用ラボ装置と類似のインターフェースを採用しており、

単結晶回折実験の経験者であれば、直感的に操作が可能であり、測定条件を入力すること

によりほぼ自動的に回折強度データを収集する。 
 
2-5.	 有機低分子化合物単結晶試料を使用した逆格子点マップの観察と 3次元構造の決定 
	 本実習では、有機低分子化合物の単結晶を使用して、逆格子空間の観察と、得られた回

折イメージから構造解析に使われる反射強度データを抽出し、そのデータから 3 次元の分
子構造を得るまでの実験を行う。 
 
【実験手順】 

1) 装置についての簡単な説明の後、ガラスピン上に接着された単結晶試料を受け取り、
ゴニオメーターヘッドに取り付ける。 

2) ゴニオメーターヘッドを大型湾曲 IP カメラに取り付け、試料観察用のカメラを見
ながらω、χ軸を回転させてもゴニオメータの中心から結晶が外れないようにゴニ

オメーターヘッドの調整ねじを回して結晶の位置を調節する(センタリング)。 
3) コリメータとビームストップを取り付け、試料観察用ライトを消し、ライトガイド

は回折 X線をさえぎらない位置にずらしておく。 
4) 実験ハッチを閉じ(正常閉動作)、DSSを開けて放射光を実験ハッチ内に導入する。 
5) IP カメラ制御ソフトウェアに測定条件を入力し、測定する。まず室温で数枚イメ

表 2-1 IPカメラの主な仕様 
IPサイズ 350 mm x 683 mm 
ピクセルサイズ 100 µm x 100 µm 
カメラ半径 191.3 mm 
2θ 分解能 0.030°/pixel 
2θ 検出範囲 -60° ～ +145° 

図 X1 大型湾曲 IPカメラ 



ージを測定し、その後低温に冷却して逆格子空間全体の測定を行う。 
6) 測定された回折イメージを見て回折斑点の形やおかしなところがないか、また、温

度の違いによりどの程度回折斑点の見え方が変化するか観察する。 
7) 回折イメージを専用のソフトウェアを使い指数付けを行う(indexing)。指数付けに

成功すると回折イメージ viewer に緑や黄、赤色の積分領域が表示されるので、そ
れぞれの積分領域が回折斑点上にあるか確認する。Viewer 上で積分領域を右クリ
ックするとその回折点の指数が表示される。回折斑点の有無(強弱)と指数との間に
相関がないか確認する。 

8) Indexing が正しく行われていれば、暫定的な格子定数と格子体積が得られる。本
測定の時間を利用して、今回の試料の説明を行い、分子式から単位格子内に入って

いる分子の数を計算する。また、測定原理についても説明する。 
9) 測定終了後、7)で述べたそれぞれの領域内の X 線強度を積分し、回折 X 線強度を

抽出する(integration)。今回は分解能(resolution)を 0.7Åに設定する。 
10) それぞれのイメージごとに得られた積分強度データをマージ(marge)することによ

り、最終的な格子定数の決定と反射強度データを得る。 
11) 結晶学的データと反射強度データ（構造因子）から構造解析を行い、3次元構造を

決定する。対称心がない空間群の場合には絶対構造を決められる場合がある。正し

いかどうかの指標として利用される Flackのパラメータ 4を見て絶対構造を決定す

る。 
12) 時間があれば、決定した 3次元構造から構造的特徴について議論をする。 
 

2-6.	 おわりに 
	 今回は、単結晶の測定から構造解析にいたるまでの一連の手順を有機低分子単結晶の構

造解析を例題に実習を行う。単結晶 X線構造解析法は結晶内の 3次元分子構造を 0.001Å単
位で決定することができる。また、医薬品などの開発で重要とされる絶対構造の決定は単

結晶 X 線構造解析法以外で決定することは不可能であり、他の分析手法に対する大きな利
点の 1つである。 
	 高精度な構造解析よって得られる 3 次元情報は、分子構造だけでなく電子状態のわずか
な変化によって引き起こされる物性との相関を解明するための最も重要な情報となってい

る。BL02B1 ビームラインでは、これらの利点を最大限に活用した機能構造相関研究が展
開されている。 
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