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１．はじめに

１-１　粉末X線回折測定による定量分析の意義

課題１で演習したリートベルト解析は，本来は物質中でどのように原子が配置されている

かを決定する結晶構造解析を主な目的として開発された方法であるが，RIETAN-FP のよう
に多相リートベルト解析の機能を持つソフトウェアを利用すれば，定量分析の用途にも利

用することができる。 天然鉱物や実用材料の多くは多相混合物であり，相組成を数値化

する定量分析は鉱物の品位や実用材料の品質を評価するために重要である。Ｘ線回折測定

に基づく定量分析は，蛍光Ｘ線分析などの元素分析とは異なり，異なる結晶相の組成を求

めることができるので，相組成分析と呼ばれることもある。また，かりに基本的には単相
の試料だったとしても，どのような性格の不純物がどの程度含まれているかが，材料とし

ての機能性や安全性に決定的な影響を及ぼす場合も少なくない。現状でリートベルト法の

用途としては，定量分析（相組成分析）の目的が概ね 50% 程度の割合を占めると言われ

ている。
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１-２　粉末X線回折測定による定量分析の考え方と注意事項

　多相混合物試料についてＸ線回折測定を行えば，実験データに現れる各相に由来する回

折ピークの強度は，該当する相の分率（体積分率あるいは重量分率）に比例するはずであ

る。逆に観測された回折ピークの強度比から異なる結晶相の分率を決定することができる

ことになる。

　しかし重元素を含む吸収能の高い試料の場合，微小吸収効果により観測される回折ピー
ク強度が成分分率と正確には比例しない場合があることも知られている。微小吸収効果の

影響を較正によって補正することは事実上不可能に近い。また，その他諸要因のため，典

型的な天然鉱物に関する粉末Ｘ線回折測定による定量相組成分析で 10% 以内の相対誤差

を実現できる例は稀であり，吸収の強い物質を含む混合物では，有効数字一桁の信頼性さ

え確保することが困難な場合もある。重元素による吸収の影響を回避する為に，原子炉か
ら放射される熱中性子や，重粒子加速器を利用して発生されるパルス中性子など，透過能

の高い中性子ビームを用いた粉末回折測定が実施される場合もある。

　粉末Ｘ線回折測定による相組成分析が重要であることは間違いないが，結果の正確さ／

信頼性は現時点では限定的なものであることを注意されたい。

１-３　リートベルト法による定量相組成分析

　成分物質が単純な結晶構造を持つ場合，各成分について１本～数本程度の回折ピークの

回折強度をそれぞれ求め，それらの比から組成を求める方法を用いることもできる。それ
に対して，全回折強度データをすべて利用して同時に解析するリートベルト法は，必然的

に多くの計算量を必要とするが，以下のように明確な利点がある。

（１）ピークを抽出して個別に解析する操作が必要とされず，ほとんどの計算は自動的に

進行するので，実際の作業は個別ピークに対するフィッティング解析より簡単である。

（２）すべてのデータを利用した解析が行われるので，統計的な精度が向上することを期
待できる。

（３）近接するピーク図形が一部重なっている場合でも，自動的に各相ごとの強度に割り

振られて解析が進行するので，複雑な構造を持つ化合物を成分として含む場合にも用いる

ことができる。

（４）主成分の粒子形状が薄片状や針状の場合には，測定用の試料を作製するたびに選択
配向の強さが変化し，各相の実測回折ピーク強度比も変化する可能性がある。しかし，そ
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の場合でも適切な選択配向モデルを用いたリートベルト解析をすれば，原理的には正しく

相組成を求めることができるはずである。

２．実習の手順

　この演習課題では，AichiSR BL5S2 実験ステーションにおいて，光子エネルギー  hν = 

12.4 keV（波長 λ = 12.398419 / 12.4 = 0.999873 Å；約 1 Å）設定で測定された「石英／塩化

カリウム」二相混合物の回折データに基づいて定量分析を試みる。

　実際の手順としては，まず標準試料として用いられる NIST SRM674b セリア（CeO2；酸

化セリウム）粉末を外部標準として測定した回折強度データの予備リートベルト解析に

よってＸ線のピーク波長を較正し，求められたＸ線波長の値を使って二相混合物の定量分
析を行う。

　なお，NIST SRM674b は，本来は定量分析のための内部標準物質として用いられること

を想定された４種類の物質（ZnO, TiO2, Cr2O3, CeO2）のセットである。保証書に記載され

た CeO2 の格子定数（a = 5.4116510(59) Å）は参考値であり保証値ではない。格子定数の精

密評価が目的であれば，格子定数（a = 5.43123(8) Å @ 22.5 ºC ）が保証された NIST SRM 

640d 標準 Si 粉末を外部標準あるいは内部標準として使用することを検討されたい。

　ただし，以下の理由で NIST SRM674b CeO2 粉末が軌道放射光粉末回折測定の標準物質

として好ましい面もある。(i) CeO2 粉末は AichiSR BL5S2 ビームラインと類似の粉末回折

測定システムが設置された SPring-8 BL19B2 産業利用ビームラインで標準的に用いられて

いる実績がある。 (ii) SRM674b 標準 CeO2 粉末の代表的な粒子径は約 1 μm と細かく，回
折条件を満たす充分な結晶粒子数を確保しやすい。一方で SRM640d 標準 Si 粉末の代表的

な粒子径は約 5 μm であり，AichiSR BL5S2 での測定では，回折条件を満たす充分な個数

の結晶粒が確保できないおそれがある。(iii) セリアは重元素である Ce を含むので，高エ

ネルギー（短波長）のＸ線に対しても比較的高角側まで充分な回折強度が得られる。(iv) 

Si 粉末は表面に酸化層を形成し，内部歪みを誘導する懸念があるという説も有力である。
特に高温では酸化の進行や焼結による粒成長など不可逆な変化が引き起こされるおそれが

ある。

　ここで用いる実験データは，BL5S2 でビームが供用されはじめたのち早い時期に試験的

に収集されたものである。この時期は，まだ装置の整備も不十分で調整法や運用法の最適

化も進んでおらず，必ずしも良い条件で収集されたデータとは言えない。現時点では，既
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に得られるデータの質が大きく改善されており，さらに高品質なデータを提供するための

努力が続けられている。

　この演習による定量分析の手順は，SPring-8 BL19B2 産業利用ビームラインで収集され
たデータを解析するためにも用いることができる。 ただし，今後 AichiSR BL5S2 で収集

されたデータを解析するために推奨される操作が，この演習で行う操作から部分的に変更

される可能性がある。

２-１　環境の整備

課題１が完了し，AtomWork への登録，RIETAN-FP と VESTA，テキストエディタのイン
ストールが済んでいることを前提とする。

２-２　データのダウンロード

AichiSR BL5S2 において，光子エネルギー  hν = 12.4 keV（波長 λ = 12.398419 / 12.4 = 

0.999873 Å）設定で測定された標準セリア CeO2 粉末（NIST SRM674b）の強度データと，

石英 SiO2 ／塩化カリウム KCl 重量比 1:1 混合試料の強度データがこの演習のために一時

的に公開されている。以下の手順に従ってデータファイルとバッチファイル，解析指示

ファイルをダウンロードするための準備を行っておく。

(1) Web ブラウザから「20130806 AichiSR BL5S2 利用者研究会」のサポートページ（http://

www.crl.nitech.ac.jp/~ida/topics/2013/0806AichiSR/index-j.html）を開く。

(2) “BL5S2 データ” のセクションを確認する。このセクションは AichiSR/BL5S2 で測定を

行った場合に提供されるデータファイルと概ね同様に構成されている。

(3)自分の PC の書類用フォルダなどの中に， “20130806AichiSR” などの名称で新しいフォ

ルダを作業用フォルダとして作成する。

２−２−１　波長較正用セリア CeO2 データのダウンロードと修正

(1)テキストエディタを起動し，ファイルメニューから「新規書類の作成」を選択する。も

う一度ファイルメニューから「保存」の項目を選択し，作業用フォルダ中に 

“0201ceria” などの名称で波長較正作業用のサブフォルダを作成し，さらにこのサブ

フォルダ中にファイル名 “ceria.int” という名称で CeO2 強度データ用の新規書類ファイ

ルを（内容は空白のまま）一度 保存しておく。この後，編集作業がある程度進むたび
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ごとに，逐次 [Ctrl]-[S] のショートカットキーで「上書き保存」を行う。誤入力を取り

消すためにはテキストエディタが備える [Ctrl]-[Z] ショートカットによる入力取り消し

の機能を用いれば良いが，システムのハングアップなど不測の事態に備えて，意図的
に復帰ポイントを設定するのが安全である。

(2) Web ブラウザを用いて “BL5S2 データ” セクション中の強度データ 

“20130522_staff_sio2_1-01.dat” を開き，内容を確認する。 各行ごとに回折角 2Θ (º)と強

度の数値が記載されているはずである。

(3) Web ブラウザの [Ctrl]+[A] 操作で表示されたテキスト（数値データ）を全選択し，
[Ctrl]+[C] でクリップボードにコピーを作成する。

(4)テキストエディタ上の “ceria.int” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容をペース

トする。

(5) RIETAN-FP は強度ゼロのデータ点に対して逐一警告を発する仕様になっている。テキ

ストエディタの操作で， “ceria.int” のデータの末尾側に連続する強度ゼロデータのすべ
てと，直前の強度非ゼロデータが記載された最後の行とを合わせて選択し，消去して

おく（ゼロデータの直前の非ゼロデータは解析の際に除外する設定をしても良いが，

この段階で消去しておく方が紛らわしくない）。

(6)ここで，使用するデータ点の総数を確認する。この時点では，テキストエディタの設

定で行番号を表示すれば，最終行の行番号がデータ点の総数に等しくなっているはず
である。なお，強度データの冒頭から始まる 0° 付近のデータもリートベルト解析には

使用しないが，この部分については後で RIETAN-FP 側で読み飛ばす設定をする。

(7) “ceria.int” ファイルの１行目に

　　GENERAL$

　と入力した行を挿入する。
(8) “ceria.int” ファイルの２行目にデータ点の総数を表す数値を書いた行を挿入する。これ

で強度データファイルの修正は完了し，RIETAN-FP で読み込めるファイル形式とな

る。

(9)テキストエディタから編集の済んだ “ceria.int” を上書き保存する。

(10)Web ページの “強度ファイルの内容チェック用” セクション中の “ceria.int” を開けば，
正しい手順で修正された強度データの形式を確認できる。

(11)テキストエディタ上の “ceria.int” の内容を確認した後に，ファイルを閉じる（ファイル

を開いたままでも作業を続けることは可能だが，複数のファイルを同時に開いた作業
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は編集内容やファイル管理のミスを招きやすく，必要がなければなるべく避ける方が

安全である）。

２−２−２　波長較正リートベルト解析用バッチファイルと指示ファイルの作

成

波長較正を目的としたリートベルト解析のバッチファイル（ceria.bat） と指示ファイル

（ceria.ins） を作成する。解析用指示ファイルとしては， AichiSR BL5S2 で測定したデー

タの解析に特化して簡略化された内容の雛形ファイルが提供されている。

(1)テキストエディタのファイルメニューから「新規書類の作成」を選択，“ceria.int” ファ
イルを保存したフォルダ（0201Ceria）と同じフォルダに “ceria.bat” という名称で新規

書類を（内容は空白のまま）一度保存しておく。

(2) Web ブラウザで “RIETAN-FP 用バッチファイル” セクションから “ceria.bat” を選択，

[Ctrl]+[A] 操作で表示されたテキストを全選択し，[Ctrl]+[C] でクリップボードにコピー

を作成する。
(3)テキストエディタで “ceria.bat” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容を書き出

す。

(4)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で  “ceria.bat” を上書き保存して，ファイルを閉じる。

(5)テキストエディタのファイルメニューから「新規書類の作成」を選択，“ceria.int” ファ

イル， “ceria.bat” ファイルを保存したフォルダ（0201Ceria）と同じフォルダに 

“ceria.ins” という名称で新規書類を保存する。

(6) Web ブラウザで “RIETAN-FP 用指示ファイル” セクションから “ceria.ins” を選択，[Ctrl]

+[A] 操作で表示されたテキストを全選択し，[Ctrl]+[C] でクリップボードにコピーを作

成する。

(7)テキストエディタで “ceria.ins” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容を書き出
す。

(8)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “ceria.ins” を上書き保存する。テキス

トエディタ上の “ceria.ins” の内容を確認した後に，ファイルを閉じる。

２−２−３　多相混合物強度データのダウンロードと修正

(1)テキストエディタを起動し，ファイルメニューから「新規書類の作成」を選択する。も
う一度ファイルメニューから「保存」の項目を選択し，作業用フォルダ中に 
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“0207Quartz_KCl” などの名称で定量分析作業用のサブフォルダを作成し，さらにこの

サブフォルダ中にファイル名 “quartz_KCl.int” という名称で定量分析用の新規書類ファ

イルを（内容は空白のまま）保存する。
(2) Web ブラウザを用いて “BL5S2 データ” セクション中の強度データ 

“20130522_staff_sio2_1-07.dat” を開き，内容を確認する。 

(3) Web ブラウザの [Ctrl]+[A] 操作で表示されたテキスト（数値データ）を全選択し，

[Ctrl]+[C] でクリップボードにコピーを作成する。

(4)テキストエディタ上の “quartz_KCl.int” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容を
ペーストする。

(5) RIETAN-FP は強度ゼロのデータ点に対して逐一警告を発する仕様になっている。テキ

ストエディタの操作で， “quartz_KCl.int” のデータの末尾側に連続する強度ゼロデータ

のすべてと，直前の強度非ゼロデータが記載された最後の行とを合わせて選択し，消

去しておく。
(6)使用するデータ点の総数を確認する。

(7) “quartz_KCl.int” ファイルの１行目に

　　GENERAL$

　と入力した行を挿入する。

(8) “quartz_KCl.int” ファイルの２行目にデータ点の総数を表す数値を書いた行を挿入す
る。これで強度データファイルの修正は完了し，RIETAN-FP で読み込めるファイル形

式となる。

(9)テキストエディタから編集の済んだ “quartz_KCl.int” を上書き保存する。

(10)Web ページの “強度ファイルの内容チェック用” セクション中の “quartz_KCl.int” を開

けば，正しい手順で修正された強度データの形式を確認できる。
(11)テキストエディタ上の “quartz_KCl.int” の内容を確認した後に，ファイルを閉じる。

２−２−４　多相リートベルト解析用バッチファイルと指示ファイルの作成

定量相組成分析を目的としたリートベルト解析のバッチファイル（quartz_KCl.bat） と指

示ファイル（quartz_KCl.ins） を作成する。解析用指示ファイルとして， AichiSR BL5S2 で

測定したデータの解析に特化して簡略化された内容の雛形ファイルが提供されている。
(1)テキストエディタのファイルメニューから「新規書類の作成」を選択，“quartz_KCl.int”  

ファイルを保存したフォルダ（0207Quartz_KCl）と同じフォルダに “quartz_KCl.bat” と

いう名称で新規書類を（内容は空白のまま）一度保存しておく。
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(2) Web ブラウザで “RIETAN-FP 用バッチファイル” セクションから “quartz_KCl.bat” を選

択，[Ctrl]+[A] 操作で表示されたテキストを全選択し，[Ctrl]+[C] でクリップボードにコ

ピーを作成する。
(3)テキストエディタで “quartz_KCl.bat” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容を書

き出す。

(4)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で  “quartz_KCl.bat” を上書き保存して，ファイルを閉

じる。

(5)テキストエディタのファイルメニューから「新規書類の作成」を選択，“quartz_KCl.int”  

ファイルおよび  “quartz_KCl.bat” ファイルを保存したフォルダ（0207Quartz_KCl）と同

じフォルダに “quarrtz_KCl.ins” という名称で新規書類を保存する。

(6) Web ブラウザで “RIETAN-FP 用指示ファイル” セクションから “quartz_KCl.ins” を選

択，[Ctrl]+[A] 操作で表示されたテキストを全選択し，[Ctrl]+[C] でクリップボードにコ

ピーを作成する。
(7)テキストエディタで “quartz_KCl.ins” を選択し，[Ctrl]+[V] でクリップボードの内容を書

き出す。

(8)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “quartz_KCl.ins” を上書き保存する。

テキストエディタ上の “quartz_KCl.ins” の内容を確認した後に，ファイルを閉じる。

２-３　波長較正

　ここでは，セリア（酸化セリウム CeO2）標準粉末について測定された回折データの

リートベルト解析を実施し，波長の較正を行う。

　実験室で使われるＸ線の波長（あるいは光子エネルギー）がＸ線発生装置中のターゲッ
ト電極の種類（通常は Cu）で決まるのに対して，軌道放射光回折実験では，任意の波長

をユーザーが選択して利用することができる。ビームラインから供給されるＸ線のピーク

波長は，概ね設定した波長の通りになるが，電子蓄積リング中の電子軌道位置の変化や分

光光学素子の熱膨張による回折条件の変化などの影響により，実験ごとにわずかにずれた

値になる可能性がある。軌道放射光粉末回折実験では，実際に使用するＸ線の正確なピー
ク波長を知る為に，標準試料を用いた回折測定実験が実施されるのが普通である。

　また，AichiSR BL5S2 ビームラインでは，カメラに装着したイメージング・プレート

（IP）上に撮影された回折像を，読み取り装置により強度データに変換するが，撮影と読
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み取りにかかわる機械的な再現性がどこまで保証しうるかは必ずしも明確になっていな

い。目的試料の回折像の撮影に用いるイメージング・プレート（IP）を交換するごとに，

波長（ピーク位置）較正用の目的で標準粉末試料（CeO2；セリア）の回折像を撮影するこ
とが推奨される。ただし，実験の目的やスケジュールによっては標準試料の測定を省略す

る選択もありうる。

２−３−１　波長較正リートベルト解析用指示ファイルの編集

テキストエディタを使って，波長較正を目的としたリートベルト解析指示ファイル

（ceria.ins） を編集する手順を示す。ここでは内容を確認するのみで良い。

２−３−１−１　冒頭部

(1)テキストエディタから “ceria.ins” を開く。

(2)タイトル行（9 行目）が

Ceria, CeO2

となっていることを確認する。

(3) NBEAM = 2: 使用するビームの種類（12 行目）。放射光Ｘ線（ = 2）を指定する。

(4) NMODE = 0: 解析の内容（15 行目）。リートベルト解析のまま変更しない。

(5) NPRINT = 0: 出力の詳細さ（18 行目）。最小限でかまわない。

(6) XLMDX = 0.999873: Ｘ線の波長，Å 単位（21 行目）。ここでは初期値として 

0.999873 （12.4 keV 相当）を用いるが，後の解析で変更することになる。波長設定

が異なる場合には当然初期値も変更することになる。

(7) PCOR2 = 0.05: 入射Ｘ線の垂直方向への偏光成分の割合（22 行目）。BL5S2 ビーム

ラインでは円筒型ミラーによる集光が行われることから，わずかに垂直方向への偏光

が混入すると考えるのが自然である。 PCOR2 = 0.05 という値は，シンクロトロン

光の典型的な偏光度に対応する数値であり，必ずしも明確な根拠のある値ではない。 

水平方向に完全な直線偏光（PCOR2 = 0.0）と仮定しても結果に大きな違いは現れな

い。

(8) CTHM2 = 1.0: 結晶モノクロメータの偏光因子パラメータ（25 行目）。 CTHM2 = 

1.0 という値は，偏光因子を考慮しないことを意味する。
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(9) XMUR2 = 0.0: μR 値（26 行目）。吸収補正因子を計算するために使われるので，本

来は線吸収係数（μ）と試料の半径（R）の積の正しい値を入力するべきであるが，こ

こでは “XMUR2 = 0.0” として吸収の影響を無視することとする。

(10)試料に含まれる化学種（30 行目）として，

  'Ce' 'O' /

　　と指定する。

(11) 試料に含まれる化学種ごとに分散補正項の実部（Δf’）と虚部（Δf’’）を指定する

（36～37行）。分散補正項の値は，元素と使用するＸ線の波長による。各元素につい

て代表的な波長での分散補正項の値を，サポートページから参照できる PDF ファイル
に記載してある。

      -0.351 4.740

       0.020 0.013

(12) PHNAME1 = ‘Ceria’: 相の名前（43 行目）。
(13) VNS1 = ‘A-225-1’: 空間群番号（45 行目）。

(14) HKLM1 = ‘F m -3 m ’: 空間群のヘルマン・モーガン記号（48 行目）。

(15) LPAIR1 = 0: フリーデル（バイフット）対を発生させない（51 行目）。

(16) INDIV1 = 1: 原子変位パラメータをサイトごとに指定する（60 行目）。

(17) NSHIFT = 4: ここでは「–1～1 に規格化した2θに関する3次のルジャンドル直交多

項式」（109 行目）を選択する。

２−３−１−２　各結晶相に共通のパラメータ

(1) ピークシフトパラメータ（142 行目）：

SHIFTN  0.01  0.0  0.0  0.0  1000

とする。定数項のみを可変パラメータとして扱い，初期値を 0.01 とすることを意味す

る。
(2) 表面粗さパラメータ（145 行目）（表面粗さ補正は使用しない）：

ROUGH  0.0  0.0  0.0  0.0  0000

(3) バックグラウンドパラメータ（148～150 行目）：

BKGD  2300.8  -885.5  539.6  -452.9  412.1  -191.3
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      -359.1  45.5  53.6  -15.8  -56.9  13.9

      111111111111

などとする。11 次多項式としてフィッティングを行う。

２−３−１−３　第１相に関係するパラメータ

(1) 尺度因子（166 行目）：

SCALE1  2.6E-6  1

などとする。

(2) 半値全幅パラメータ（173 行目）：

FWHM1  2.0E-3  1.7E-4  2.1E-3  0.0  0000

とする。はじめは固定パラメータとして扱う。

(3) 非対称パラメータ（175 行目）：

ASYM1  1.0  0.0  0.0  0.0  0000

とする。
(4) 減衰パラメータ（177 行目）：

ETA1  0.43  0.36  0.43  0.36  0022

とする。左右対称なピーク形状に固定する。対称形状制約条件（219 行目）を設定す

る。

(5) 16 個のダミーデータ（181～182 行目）：

DUMMY1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0000000000000000

とする。

(6) 選択配向パラメータ f1, r1, f2, r2, f3, r3（186 行目）：

PREF1  0.333333  1.0  0.333333  1.0  0.333334  1.0  000222

とする。ここではランダム配向を仮定するが， 選択配向ベクトル（75～85 行目）と制

約条件（222～225 行目）の設定により， r1 を可変パラメータとすれば立方晶の選択配

向をモデル化できる形式にしてある。

11



(7) 格子定数 a, b, c, α, β, γ（186 行目）：

CELLQ1  5.41165  5.41165  5.41165  90.0  90.0  90.0  0.0  
1000000

とする。

(8) 原子位置パラメータ（ラベル／化学種，占有率，x, y, z 座標，原子変位パラメータ）

（199～200 行目）：

Ce1/Ce  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  00000

O2/O  1.0  0.25  0.25  0.25  0.7  00000

とする。

２−３−１−４　その他のパラメータ

(1) ここでは線形制約条件（218～223 行目）：

# 対称形状制約

A(ETA1,3)=A(ETA1,1) ; A(ETA1,4)=A(ETA1,2)

# 修正March-Dollase関数の規格化

A(PREF1,5)=1.0-A(PREF1,1)-A(PREF1,3)

# 立方晶の選択配向指定例

A(PREF1,4)=A(PREF1,2) ; A(PREF1,6)=A(PREF1,2)

とする。

(2) 解析除外範囲指定指示（273 行目）：

NEXC = 1: 一部の測定点を除いてパラメーターを精密化する.

と除外範囲設定（276～277 行目）：

   精密化に使わない2θの範囲 {

   0.0    17.0

   75.0  180.0

   } 除外2θ範囲の入力はこれでおしまい

により，２θ：17°～75° の範囲のデータのみを使って解析する指定とする。
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(3) 強度データ形式指定（294 行目）：

   NINT =  1

により，２−２−１節で作成した強度データの形式を指定する。

(4) プロファイル・カットオフ指定（366 行目）：

PC = 50.0

とする。ピーク形状モデル半値全幅の ± PC 倍の範囲を超えるとピーク形状の計算が省
略される。観測される回折ピークの幅，測定の目的に応じて変更される。

(5) 最小二乗法アルゴリズム指定（372 行目）：

最適化のはじめの段階では収束は遅いが安定して動作する「共役方向法」と称するアル

ゴリズムを用いると良い場合も多いが，ここでは収束の速いマーカート法を用いる。

NLESQ = 0

とする。

(6)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “ceria.ins” を上書き保存し，ファイル

を閉じる。

２−３−２　波長較正のための最適化計算

以下の手順で最適化計算を実行し，結果を確認する。

(1)バッチファイル “ceria.bat” を実行する。

(2)コンソール画面に計算の経過が出力され，“RIETVIEW” の画面に実測強度図形（茶色
の点），計算強度図形（暗緑色の線），ピーク位置のマーカー（緑色の縦棒），差プ

ロット（青線）が表示されることを確認する。

(3) RIETVIEW の画面で，計算強度図形が実測の強度図形と極端にずれていないこと，

マーカーの位置が現れているピークの位置と概ね一致していることを確認する。

(4) RIETVIEW の画面を閉じ， “Click OK to quit the output window” のメッセージに対して 

［OK］ボタンをクリックする。

(5)テキストエディタで RIETAN-FP の出力ファイル “ceria.lst” を開く。
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(6)出力ファイル “*.lst” には，ユーザーが入力した情報，最適化計算の経過，最適化計算

の結果（最終的なパラメータの値と見積もられた統計誤差，R 因子，格子定数，構造

パラメータ，原子変位パラメータ，回折ピークのリスト）の順に出力されている。
(7) “Reliability factors, ...” からはじまる部分を見て，以下のように記載されていることを確

認する。

           Reliability factors, goodness-of-fit indicator,   ...

           Rwp =  3.913    Rp =  3.072    RR = 60.502        ...

           Ceria                    

            RB = 17.033    RF = 10.326    RF^2 = 24.604      ...

0          Lattice parameters (Angstrom or degree) and unit- ... 

                 a         b         c       alpha     beta  ... 

              5.39577   5.39577   5.39577   90.0000   90.0000...

              0.00005         -         -         -         -...

この例では，セリアの格子定数が a = 5.39577(5) Å と最適化されたことを意味する。セリ
アの正しい格子定数が a = 5.41165 Å であると仮定すれば，入射Ｘ線源のピーク波長は，

	
 0.999873× 5.41165
5.39577

= 1.002816 Å

と推定される。

２−３−３　波長較正確認用のリートベルト解析

波長較正用データに関するリートベルト解析の結果に基づいて，テキストエディタを使っ
て，リートベルト解析指示ファイル（ceria.ins） に記載したＸ線波長を書き直し，リート

ベルト解析をやり直す。

(1)テキストエディタで “ceria.ins” ファイルを開く。

(2)Ｘ線の波長に関する記載（21 行目）： 

XLMDX = 0.999873:

となっている箇所を
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XLMDX = 1.002816:

と書き直す。

(3) 半値全幅パラメータ（173 行目）：

FWHM1  2.0E-3  1.7E-4  2.1E-3  0.0  0000

から，

FWHM1  2.0E-3  1.7E-4  2.1E-3  0.0  1110

とする。

(4) 減衰パラメータ（177 行目）に関する設定を：

ETA1  0.43  0.36  0.43  0.36  0022

から，

ETA1  0.43  0.36  0.43  0.36  1122

と変更して，左右対称なピーク形状を保ったままピーク形状を最適化する設定とする。

(5) 格子定数の初期値に関する記載（190 行目）：

CELLQ1  5.39577  5.39577  5.39577  90.0  90.0  90.0  0.0     ...

となっている箇所を

CELLQ1  5.41165  5.41165  5.41165  90.0  90.0  90.0  0.0     ...

と書き直す。

(6)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “ceria.ins” を上書き保存し，ファイル
を閉じる。

(7)バッチファイル “ceria.bat” を実行する。

(8)テキストエディタで RIETAN-FP の出力ファイル “ceria.lst” を開く。

(9) “Reliability factors, ...” からはじまる部分を見て，以下のように記載されていることを確

認する。

           Reliability factors, goodness-of-fit indicator,   ...

           Rwp =  3.911    Rp =  3.072    RR = 60.502        ...

           Ceria                    
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            RB = 17.033    RF = 10.326    RF^2 = 24.604      ...

0          Lattice parameters (Angstrom or degree) and unit- ... 

                 a         b         c       alpha     beta  ... 

              5.41165   5.41165   5.41165   90.0000   90.0000...

              0.00005         -         -         -         -...

この例では，セリアの格子定数が a = 5.41165(5) Å と最適化されたことを意味する。 この
結果から，入射Ｘ線源のピーク波長を 1.002816 Å と仮定できることを確認できる。これで

波長較正の操作は完了する。

２-４　リートベルト法による定量相組成分析

２−４−１　多相リートベルト解析用指示ファイルの編集

テキストエディタを使って，多相リートベルト解析指示ファイル（quartz_KCl.ins） を編集

する手順を示す。ここでは内容を確認するのみで良い。

２−４−１−１　冒頭部

(1)テキストエディタから “quartz_KCl.ins” を開く。

(2)タイトル行（9 行目）が

50%Quartz 50%KCl

となっていることを確認する。

(3) NBEAM = 2: 使用するビームの種類（12 行目）。放射光Ｘ線（ = 2）を指定する。

(4) NMODE = 0: 解析の内容（15 行目）。リートベルト解析のまま変更しない。

(5) NPRINT = 0: 出力の詳細さ（18 行目）。最小限でかまわない。

(6) XLMDX = 1.002816: Ｘ線の波長，Å 単位（21 行目）。

(7) PCOR2 = 0.05: 入射Ｘ線の垂直方向への偏光成分の割合（22 行目）。
(8) CTHM2 = 1.0: 結晶モノクロメータの偏光因子パラメータ（25 行目）。 

(9) XMUR2 = 0.0: μR 値（26 行目）。

(10)試料に含まれる化学種（30 行目）として，
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   'O' 'Si' 'Cl' 'K' /

　　と指定する。

(11) 試料に含まれる化学種ごとに分散補正項の実部（Δf’）と虚部（Δf’’）を指定する
（36～39行）。分散補正項の値は，元素と使用するＸ線の波長による。各元素につい

て代表的な波長での分散補正項の値を，サポートページから参照できる PDF ファイル

に記載してある。

       0.020 0.013

       0.133 0.141

       0.224 0.311

       0.282 0.482

(12) PHNAME1 = ‘Quartz’: 第１相の名前（45 行目）。

(13) VNS1 = ‘A-152-1’: 第１相の空間群番号（47 行目）。

(14) HKLM1 = ‘P 31 2 1 ’: 第１相の空間群のヘルマン・モーガン記号（50 行目）。
(15) LPAIR1 = 1: 第１相についてはバイフット対を発生させる（54 行目）。

(16) INDIV1 = 1: 原子変位パラメータをサイトごとに指定する（61 行目）。

(17) PHNAME2 = ‘Potassium Chloride’: 第２相の名前（90 行目）。

(18) VNS2 = ‘A-225-1’: 第２相の空間群番号（92 行目）。

(19) HKLM2 = ‘F m -3 m ’: 第２相の空間群のヘルマン・モーガン記号（95 行目）。

(20) LPAIR2 = 0: 第２相についてはバイフット対を発生させない（98 行目）。

(21) NSHIFT = 4: ここでは「–1～1 に規格化した2θに関する3次のルジャンドル直交多
項式」（140 行目）を選択する。

２−４−１−２　各結晶相に共通のパラメータ

(1) ピークシフトパラメータ（182 行目）：

SHIFTN  0.01  0.0  0.0  0.0  1000

とする。定数項のみを可変パラメータとして扱い，初期値を 0.01 とすることを意味す
る。

(2) 表面粗さパラメータ（185 行目）（表面粗さ補正は使用しない）：

ROUGH  0.0  0.0  0.0  0.0  0000
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(3) バックグラウンドパラメータ（188～190 行目）：

BKGD  2300.8  -885.5  539.6  -452.9  412.1  -191.3

      -359.1  45.5  53.6  -15.8  -56.9  13.9

      111111111111

などとする。11 次多項式としてフィッティングを行う。

２−４−１−３　第１相に関係するパラメータ

(1) 尺度因子（207 行目）：

SCALE1  1.9E-3  1

(2) 半値全幅パラメータ（209 行目）：

FWHM1  6.2E-3  2.8E-3  2.6E-3  0.0  1110

(3) 非対称パラメータ（211 行目）：

ASYM1  1.0  0.0  0.0  0.0  0000

(4) 減衰パラメータ（177 行目）：

ETA1  0.40  0.12  0.40  0.12  1122

(5) 16 個のダミーデータ（217～218 行目）：

DUMMY1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0000000000000000

(6) 選択配向パラメータ f1, r1, f2, r2, f3, r3（220 行目）：

PREF1  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  000000

(7) 格子定数 a, b, c, α, β, γ（226 行目）：

CELLQ1  4.9124  4.9124  5.4039  90.0  90.0  120.0  0.0  1010000

(8) 原子位置パラメータ（ラベル／化学種，占有率，x, y, z 座標，原子変位パラメータ）
（228～229 行目）：

Si11/Si  1.0  0.5296  0.0  0.333333  0.5  00001

O12/O  1.0  0.4136  0.1460  0.11903  0.7  00001
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２−４−１−４　第２相に関係するパラメータ

(1) 尺度因子（235 行目）：

SCALE2  4.7E-4  1

(2) 半値全幅パラメータ（237 行目）：

FWHM2  6.2E-3  2.8E-3  2.6E-3  0.0  2220

(3) 非対称パラメータ（239 行目）：

ASYM2  1.0  0.0  0.0  0.0  2220

(4) 減衰パラメータ（241 行目）：

ETA2  0.40  0.12  0.40  0.12  2222

(5) 16 個のダミーデータ（245～246 行目）：

DUMMY2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

        0000000000000000

(6) 選択配向パラメータ f1, r1, f2, r2, f3, r3（248 行目）：

PREF2  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  000000

(7) 格子定数 a, b, c, α, β, γ（254 行目）：

CELLQ2  6.292  6.292  6.292  90.0  90.0  90.0  0.0  1000000

(8) 原子位置パラメータ（ラベル／化学種，占有率，x, y, z 座標，原子変位パラメータ）

（255～256 行目）：

K21/K  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  00001

Cl22/Cl  1.0  0.5  0.5  0.5  0.7  00001

２−４−１−５　その他のパラメータ

(1) 線形制約条件（270～275 行目）：

# 対称形状制約
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A(ETA1,3)=A(ETA1,1) ; A(ETA1,4)=A(ETA1,2)

A(FWHM2,1)=A(FWHM1,1) ; A(FWHM2,2)=A(FWHM1,2) ; 
A(FWHM2,3)=A(FWHM1,3)

A(ASYM2,1)=A(ASYM1,1) ; A(ASYM2,2)=A(ASYM1,2) ; 
A(ASYM2,3)=A(ASYM1,3)

A(ETA2,1)=A(ETA1,1) ; A(ETA2,2)=A(ETA1,2)

A(ETA2,3)=A(ETA2,1) ; A(ETA2,4)=A(ETA2,2)

(2) 解析除外範囲指定指示（351 行目）：

NEXC = 1: 一部の測定点を除いてパラメーターを精密化する.

と除外範囲設定（354～357 行目）：

   精密化に使わない2θの範囲 {

   0.0    10.0

   75.0  180.0

   } 除外2θ範囲の入力はこれでおしまい

により，２θ：10°～75° の範囲のデータのみを使って解析する指定とする。

(3) 強度データ形式指定（352 行目）：

   NINT =  1

とする。

(4) マーカ表示オフセット指定（434～435 行目）：たとえば

      IOFFSET1 = -40000: 第1相に対するマーカのオフセット.

      IOFFSET2 = -80000: 第2相に対するマーカのオフセット.

とする。

(5) プロファイル・カットオフ指定（445 行目）：

PC = 50.0

20



とする。

(5) 最小二乗法アルゴリズム指定（487 行目）：

多相リートベルト解析は，やや最適化が困難になる場合が多い。最適化のはじめの段

階では収束は遅いが安定して動作する「共役方向法」と称するアルゴリズムを用いると

良い。

NLESQ = 2

とする。

２−４−１−６　多相リートベルト解析固有の指定

(1) 相数指定（655 行目）：

NPHASE@ = 2: 試料中の相の数

(2) 内部標準指定（661 行目）：

INTSTAND = 0: 内部標準を使用しない

(3) 質量吸収係数入力（670～672 行目）：

# 質量吸収係数

# 'O'   'Si'   'Cl'   'K'/

2.714 17.050 29.795 41.841

とする。 各元素について代表的な波長での質量吸収係数の値も，サポートページから

参照できる PDF ファイルに記載してある。

(4) NPHASE@相粒子の有効半径（674～676 行目）：

# NPHASE@ 相粒子の有効半径（μm）. 

# 微小吸収補正を無視するときは '/' を入力する.

3.4  7.6

とする。粒径がわからない場合には，とりあえず ‘5.0’ などの値を入力しておけば良

い。
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(5) テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “quartz_KCl.ins” を上書き保存し，

ファイルを閉じる。

２−４−２　多相リートベルト解析，予備最適化

以下の手順で「共役方向法」による最適化計算を実行し，経過と結果を確認する。

(1)バッチファイル “quartz_KCl.bat” を実行する。

(2)コンソール画面に出力される計算の経過で，最適化の進行とともに RwP の値が減少す

ることを確認する。
(3)適宜グラフ表示や “quartz_KCl.lst” に出力される結果を確認する。

２−４−３　多相リートベルト解析，最適化

「共役方向法」による最適化が順調に進行していることを確認した後に，以下の手順で

「マーカート法」による最適化計算を実行する。

(1)テキストエディタから “quartz_KCl.ins” を開く。

(2) 最小二乗法アルゴリズム指定（487 行目）：

「共役方向法」

NLESQ = 2

から「マーカート法」

NLESQ = 0

にアルゴリズムを変更する。

(3)テキストエディタから [Ctrl]+[S] で 指示ファイル  “quartz_KCl.ins” を上書き保存し，

ファイルを閉じる。
(4)バッチファイル “quartz_KCl.bat” を実行する。

(5)テキストエディタから出力ファイル “quartz_KCl.lst” を開く。この例では定量相組成分

析の結果が以下のように表示されるはずである。

0      *** Quantitative analysis of the multiphase sample ***
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           Mass attenuation coefficients of the elements

             O          2.714 cm**2/g

             Si        17.050 cm**2/g

             Cl        29.795 cm**2/g

             K         41.841 cm**2/g

           Mean linear attenuation coefficient of the solid  ...

             Cycle 0     mu(mean) =  50.692 cm**(-1)

             Cycle 1     mu(mean) =  51.093 cm**(-1)     RDIF...

             Cycle 2     mu(mean) =  51.090 cm**(-1)     RDIF...

           Effective radii (R), ...

Phase               ...    w         X       w(cor)    X(cor)

Quartz              ...  0.5222    0.5755    0.5136    0.5671

Potassium Chloride  ...  0.4778    0.4245    0.4864    0.4329

ここで w が重量分率，X はモル分率を意味する。w(cor) および X(cor) は Taylor-Matulis 

の方法で微小吸収補正を施した値を意味するが，この方法で本当に正しく補正ができ
ることは期待しない方が良い。ただし，どの程度「微小吸収効果」の影響があるかの目

安にはなる。
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