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電子線廻折の臆用(1 ) 

山口成人

1.電子線 λ と結品

De Broglieに依れば，運動量やの電子には波長 Aが伴ふ.市して，此れ等の物理量は女の様

t;;..関係で結ぼれる.

ドチ=hf (1) 

此麗で E は大さ十，方向は電子の運動方向に一致するグエクト九である E は波数ヴエクト

ル (wave nUlrtbe~・ vector) と呼ばれる.此の時の電子に劃する波動函教は e2~.(kx) の形で表せ

ーる.波数ヴエクト J].- f の電子が，結話と衝突する時は，電子は週期的電場り中に在る事にな

る.此の時の電子に封ずる時閣を含まぬ Schr・6正l1ngerの波動方程式は，共の場合の週期的ポテン

シアノしを V(V;y， z)で表はぜば

長4O+(E-V(xy州=。 (2) 

此虚で，m 電子の質量， ~: hj釘 ，E:電子の全エネルギ〔今問題を簡単にするために，一式

元の場合をとる.自Hち，

長主主+(E~~ωψ=0

此の徴分方程式の解である波動函童文 ψは BIochに依れば

ψ=χ(x)e~π泊

(3) 

(4 ) 

で，輿へられ，此鹿で x(めは，V(めと週期同じ週期の週期函車主である.此の式の詮明は以下

の様にして行はれる.

今，jぐり，g(めを (3)式の互に濁立な二つの貰解とすれば、，j(x+α)， g(x十a) も亦(3) 

式の解である.此慮で， αは，一弐元の結品の原子間隔であって，週期函童文 V(めの週明である.

j(x十a)=a1d(x)十α12g(X) ) 

g(x+α:)=α2J(X) + a22Y (x) J 

が成立つ.此虚で α11，α12，a21J α22は，Eの寅函数である. (5)式から
戸

lfM90+G〉14fh)川 11α11山 l
j'(x→Jα:) g'(x+α:) I I j'(x) g'(x) I I a21 α22 I 

が導びM る、.此師、 j'=~~， g'= ~;である
-138.--
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電 J 子線廻 f庁の R信用

(3 )式とく 6)式とから
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(7) 

となる.ψ(x)を

ψ(x)=Af(x)+Bg(め (8) 

で奥へられる様な (3)式の他の解とすれば(此の場合は，A， B は必やじも買ではない)，

ψ(x+α)=Af(沼+α:)+Bg(x+a)

= (A~ll+Bα2ùf(x)+(Aα12+Bα22)g(X) (9) 

を得る.而し℃
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(10) 

である様に A:Bを選べば

ψ(x+α:)=J.ψ(x) 

が，得られる. (10)式の二つの式から A，B を消去すれば

ぐ11)

(7)式に依り

).2ー(α11+α22)).+1=0 (12) 

Aのニヰ足ん， ).2の聞には

).1).2=1 (13) 
ら

が成立つ旬

、式(12)の三根は;eの或る範園で貫，他の範圏で虚である. (13)式に依り

).1=土=e"lja

〈叉は， A-1-2副知
1 = A2'=e 

が得られる.但し，此庭で守，kは賃数である.従って，ぐ11)式から， (3)式の二つの解は

χ(x)許可2 叉は χ(x)e士宮π伽

堤富訟

となる.x(x)は週期 αなる週期函翼主である x(x)許可M は，有限でない故，電子の定常扶態に

相営せ歩，此虚では採用しない.従って， (4)式が. (3)式の解で遣うる.

此麗では，週期的ポテシシア}J.-V(めが，入射電子の運動エネルギ{に比して小さい場合を取

扱ふ. ~p ち (3) 式に於て， V(x)を揖動項として取扱ふ. (4)式に於げる χ〈めは α を週

期とする週期函教であるから，フーリエ扱敢に展開出来る.

x(x) = 2JAne2'和的
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綴 毒装

此の額数の二鳴をと取る迂訟に依D

rぐり=0.:10十 4，〆間~'_cC/lα

此む式告と， (4)式に入れると

ψ出品40e討叫ぶ十Ane2制忽

ん十号=是% と盤けば

ダ'==4oe~"'I，勺十 A"ëマ沼説明 (14) 

を得~.此の式の第一樹は， V(a:)==Oの持の，郎ち苦手;機動の時の電子の披議機裁である.此の式

さじ (3)式に代入い蹄護に 6-2"伽及び e-21tiふ じて，夫々 Oから G まで讃分ずると，

を得る.此践で

4o(E-EQ)-~1，るY鈴本口O

-4oV"十AぷE…En)=O

1l' ，_h2k，，，'1J 

L~均一豆長γ，

(15) 

V"→J62ザグ(お〉戸時制da:， Vn*→Je-2'"必ず(a:)e2r.ik1怖であって， tjv(併 で 表 さ れ

る V(めの予衿11逗は零である様にする，

(15)式から Ao，A絡を消去すると

議き聾へて

lM 
1九

ベ{.c丸叫
.lI:tの式で表される E は Eo会""E，るで V"

の鋒件は

， 

V;，* 
i 口 O

E-E，る i

ない持，kに闘し なる.E

Eo口 E給部ち k2=k，，2 {B.しにヰo (16) 

止と由書籍保は，式 (2)の三さきたえの場合にも，問綾にして得られる.三次元の開轄をと扱ふには，主主

格子〈宜的ciprooallnれおのの蹴念を用ひ<5e，表式が一次元のJ器合と関様に鰯Z誌になる.

結晶の単位結露の沼教をヴエクト J~ ~rl' ¥l!2? ~r3 で或はし予以下り様きま鱒係を満足する新しい

グエクト;~ ¥811 ¥83 

げら疋~)=こまくm==n) ， =0 (nるや11，) (17) 

但し，( )はスカラ山撲を表示するi

望丸， ¥82， ¥83 âと立主義の議期とじて作られる絡.:r~逆格子と呼ぶ.昼間格子ゅの任意の一新

からのグエク小~ tで表し，逝絡すなの格子葉喜と尿鰍からのグエク Fノレs)で表iますと

t=，:: .21'十…y←きtz+z‘.!f= [ ~!1 1"'1 Tni~T'2Tnr;j"3 

町一 1，1{)-

(18) 



電子線総訴の 態 打j

おおんヨト 112~うz十 113空33 "~ . (19) 

此露で，:1:， y， Z ~ま欝 t の美佐機，んん， 113は自意の整数、〈響3と?をめる〉。

突って， • (13)，伐ののスカ (17)を用ひて

〈多t)""， 111刊とIナh2j玄竹内耳;

三次元の蜘1n吋 ingerの方雑式の解

ψ=X(x)e官制く官t)

は， (14)式を導出する時と問機にして

此む式を (21)式Ir:.代入して

イ1lし

χx(οωτの〉口記A"丸h似

然符::::;A受@千Ahlh2h3e2何符王W矧ヴ♂，主ひ〉

寺~= AOeZ1<i(H)十A"1II2ゑ3e2"i(!ht)
J 

f，，=fート.p

(20) 

く会1)

一次元的場合と，会く問機にして，

件として(16)式に桔蓄して

ネルギ円が，結晶に衝突して，不蓮韓とえ足る{際

I f I口 If" I (匁2)え

れ=先J[J門的xy:z)(F加叫均dz
く~3)

ヰO(積分は翠仕組胞に;裁で行ふ〉

を得る.

( i) I f 1. Il'h I t乞就いて，

此の式は，X総期折に於げる I..aneの銭件或は Bl'l.1開の捺件に相殺する.

Ifl~= If，，1宮口if2ーや戸

或は . ぐら〉 (24) 

此の式は， f ~装開に於ける一つめ部の方程式で、あふ即ち， f ~さ鵡ボの一票占.pと阪選去とを詰ぶ繰

二等分し， それに垂直主主面が， (24)で表i之される此の面上の麟 rと.面の注総との詩すfき

をグとすれば， (24)式に:依D

(f.p) }I争トco由。

裁って，
~ . 

沼市cos=A. (25) 

とれば BJ:a舗の僚件である.

~141 … 
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銭 総

(ii) V"出土fJJ~"iくれW(勾z)e-"2併の%がz f'C就て

i比の式は， f歌謡の電子が， f"般態へ移るお撃;診確主幹と審る棄が陪来るプ V(勾めは，議移のた

のめ嬢爵主将テンシアルである.れが，零でない持f'C，電子は， f我態から f"仇態へ移控，所苦肉'

錨訴としすご認められる.鹿野ち¥V，，12段懇訴線の強皮に比例jずみ viもは，X銭感斤の結晶の機連

関童文(能rucもnreFactor)に格繋ずる.(23)式量挙き饗へると

設は

ねル口去土;J吹陶勾門{卸加τ〈ω叫担

RO 

てdr;=ζ dxdydz)

γ(xyz)口平均一加のめ

結1議義F内、の，詩官鷺愛絡度 p〆〈勾zの〉 は払， 週期額数であつて， フ.仰脚肘楠剛叩耐

詮議莱撃に於けるおIs露。殺の式

にく27)，(28) を代入すれ~

p〆C柑 zめ)勾コρh〆6翠拘潟仰zわ〉

V(xyz) '"一物ep(xyz)

y説 -dzA但し争 (0賞。， 0)脱<.
πi 争 l~

従って，詩的式は

Ro 

v=斗s母子Jp(信仰戸

となる.j/:七の式のやり

s，，=Jpぐ却が山(Hudr

〈祭7)

(28) 

(29) 

ぐ"30)

ぐ31)

は，結識の韓議凶数〈説rusぬ尚宏札口も01')と呼ばれる.Sl!の癒欝稜の弓三方は.麺捺警護二子綾の強度〆

に比例する. (31)式の取扱ひ方は，一殺の X線の著警に在るから，丘七議では省略する.批E撃で l

-一例としてく26)式をと，等草食品酉心格子 (cubiofao唱がentred1桃色iむのに謝して.fflrA場合泳連ベ

結晶の格子繋教を aとすると，ゅの， (27)式は

九百長JViゆ )e-ヱ21州

、/'

V(却のZZ戸三子〈川〉
となる. {隠し， h/lらんは， l¥nller指数量表はす¥

今，結晶は，親!東予から成る事すれば，

V(t) 口 V1 (τ〉十 V1ぐtキtOl)-ト 11l(t~十 toe)+γiぐτ十<03)

(32) 

ぐ33)

(34) 一

此議t:， V1(t)は，結晶0)']袈イ立総抱の隅原子の Yめに射する寄輿 (Beitl'ag)，V1(t十<01)比

142-. 



九¥ 電子線真理折の謄用

商心原子の V(τ〉に封ずる寄奥， 1:0 は踊原子から商心原子に至るヴエグトルを示す.(3めから

(32)は

防=え{]v1(のe2'1<i(Ht)合 +JVxφ+1:01)e

+ JV;(t十1:02)e2耐判明+jV1(t2+ 

結晶の艶稽性から

jV1θ+1:01)e21Oi(H叫 =jV1(t)e
2>ti(Ht-to崎

:従って， (35)は

r 21ti(H.t) 21ti(H，-toO 2-ni(H.-t02) 2.，;i(1l，-t03ヲE
Vh=云IV1(のe一一τ-:-dTj1+e一一「一+eーコ一一十e--a一-J

U13U 

百心等軸結晶では

t01: (~ ~ 0). t02: (~叫1:03 :やo~)
従って (37)は

('ιHt) 

(35) 

(36) 

。7)

Vh =討 V1(似'~dTj1+れの1刊叫e-仰川叫円b川3) ~ (38) 

、

従って，h1， h'2，んが共に偶数 (0も含める〕か共に奇数守護うる時にのみれは零になιらぬ.面

心等軸結晶、(例へば， Au， CU， Ag， Ni， Al， P..t)では Miller指数 (111)，(200)， (202)， (311) 

ぐ'222)，(331)'等が，廻折強度を零にしたい.

ヨえぎに，六方調密格子 (hex11，gon11，lclo自ed-p11，cked111，抗ice)に翼守して， (26)式を適用する場合

を述べる.二個のE方格子の組合せと考へれば， (26)式は

此庭で

同 =JV(

1 ， 1 
tn=ー一向十-=-(l免。 2'A ・9“

等軸面心格子の場合と同様に

V(r) =:;: Vf(t) + V1 (t+1:x) 

V(t+rO) = V1 (t + 1:0)十円(t十1:0斗ゆ

と置き，結品の封稽佐を用ひると， (39)は

(39) 

九=jV
1ο)e2'1<i(HtJdτC1+e2ni(H町c1+e-21ti(Ht勺ぐ40)

六方澗密格子の場合には

1M.1 ，̂ .1 
じ =:::2t，+九十:::2t3 
"， 2 ".. 6"'" 2 

ー-143，-
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鱗 主主

礎って，(40)式から，六方澗密格の椿遺因教は

λムム 喜品川=附2π-rJ(1十6一信五品川h川 (41) 

となる.従って，S"出 "3を零としない面指数 h1h2んは (200)，(002)， (101)， (202)， (130)， 

(103)， (00均等でちる.

2. -再び謹格子に就いて

J 

本節に於ける逝格子の観念は，物理現象を掘下げて解障するものではない.此の観念を用ひれ

ば翻測された廻折固形の解析が直観的になるに過ぎない.

式 (25)の|争|は

|あ 1==す

と，置けば，dは，面間陪 (spacing)である.従って， (25)は

2d cos{)ニA (42) 

此の式は x線の結晶格子降伏る廻折に於いて， 結品内に原子から成る網.zp面 (neむplanc)を

考へて， (26)が満足される様注入射角。と入射線の波長 Aが行はれる場合に，廻折 X線は干渉

して強め合ふことを意味する.結晶試片と廻折観測のスクリ戸シ或は馬民乾板との距離が，廻折

11占の原票古からの距離に比して大きい場合には (26)は

d==~ι -
T 

此虚で，L:試片と観測用乾板との距離， r:廻折縞の原耕からの距離.

(43) 

式 (27)に依れば，ささ間桂子内の距離dと廻折王去の今径とは逆比例する.従って》観測された廻

折固形から直観的に措かれる格子は昼間格子とは異って長さの逆教のディメンジョンの格子であ

る.
ー令

式 (17)，(19)で定義された逆格子と電子棋の廻折との関係を述べる.LO==rにとり ，L を

中心、とし， 1銃!を牛径として球を措く.此の球は，俸播球、(Au日brei七ungskungel)と呼ばれる.
ー今 一+

此の球上に黒占 H をとり ，OH== .. p， LH  == hならしめる.そ'の時は 4うに劃して

(f争)+す|争!日
⑨ 

.が成り立つ.とれは (24)式でるる.印ち oを原賄とする逆格子賄が，Lをこ中心とする俸播球

上に在れば、 srと争との聞に" Laue或は， Braggの僚件が成り立つ事を知る.紙面及び LO線

に直角に，蛍光板或は諸民の乾板を置けば， £bld入射電子線の進む方向， 正Rは Laueの傑

件の揃される入射電子棋の方向であるから，管光板上には，廻折固形が，得られる.替光板上に

得られる廻折闘形は，偉播球に依る逆格子の切断の入射繰方向への挽影とも考へられる.高速度

-144-
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三子総迦於の磁刃j

電子線の波長は， O.05A前後であるから p 可成型規い裁って，鋒婚球聞は縫んど商に近い.

放に鍛光板"とに得られる廻主rrは襲員IJIEしい謹格子む投影となって現はれる.誕の機な縞の鼠鎮の

腐形を('~ふPattel'n" と呼ぶことがある.

選格子の毅念きと使った珊折富形の簿析の…例を議ペ~.折闘形が沃化カドミウム

品から持られたとする.抱訴圏形は正確に正六角形の頂惑に在る趨抗酷〈酬のから成つ℃ゐた

とすι 今，六方品のj控格子の趨窮立ち¥32，践は式(17) の定義に依 t，単位細胞の容護

氏。口ヂlallZllIslであるから，

、i科| 同 1=ーと一， ，怒312-l-
V31九l' ，-"，- 1叫! (44) 

となる. ~ヲ1 ， むなす角は 600，ミラsはお1 る. 4-，俸議球に故る設格子の切・

!Irrが，支¥望うγ閣であ合?ととすれば，それば，議測されだ組折関怒と，球駄の強度設考産しなけれ

幾何機的iと;総iUである.

観溺されたE麹g折闘形は議格子の宮治町~10弘2

r嘉カが苦m来る，従って，翻測された摺訴麹瀞の各班斡Q)lvriHel'指数が指定される.又 X続の鶏好

に依って，法化カドミウム結晶のー格子常数が知られてゐる. I立1，ふ4.241Clzl = 6.84 (六方議格子).

詫。-C，各l¥Jillel'鶏撃に封ずる晋部騒が解る.

一方，懇測された廼折関懸の各紋!鰍に封して Bl'agg の僚件を議期すふれば，各斑撃に艶し℃鮒

'鴇婦が知れるr 此れ苓めfI設と X線建訴に依り典へられる溜能漏とは良く

の切鱗翠~，灘折固形とは詩…ぜあると結論する事が出来る.なほ2 廼折雌離の強皮の支潟と理

論とが一致する乙とは，各主経験t-t艶ずる結晶の構造関数をと計算する事11:1:交安示される.式〈生1)

した時と珂様にして

3と4与る.

S丸是れωi必1hZ"昂ねゆ納2必《炉♂hぬV戸s戸〆t吋己ふ勾主(件ん如÷品為←い伊州州晴浮浄キ4号弘)凡÷村e2-'1Ci宮h加吋符斜急

十州d卯州州制ベ4(侍号持4牛÷中令剖令仏判3)μ十付記d仰州2制耐ベ1ti("2
1伴与叫十斗ζト舟ぬz吋}

ZCd=JVρ)e宮刑(Ht鳴

ZI=Jγρ)e2併問dτ

V1 (t) ， V与〈のは Cd，Jの V(のへの寄奨をと治です.

又，此E震で Cd，J o坐擦は

Cd: (000) 

/仁í!(.\ 1~2 ^， 3 \/安(， i!(2 8 M¥/雪r，5 ~ ~1~\ 
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である.併めに於ける手は Gd或は Iの!奈子議援に抵似、的に比例する設定、あ-3.
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務総

以上の惑から，電子畿の方向は沃イ七カドミウム結晶の t輪三二川芸家せる ζ とを知る鷺子繰の物

紫への透過能は臨めて小さい故，此の沃佑カドミウム結晶比。軸rc.闘しては非常に競いもので

あらう. 。軸方向へは唯二枚の摺.1f揺が夜るとも三者へられる.然し，丘との援な薄膜tr.::，成長轄

のある三戸、守メンジョンで作る事;全国維であるからー恐伝くね:結晶なも少しは浮いであらか J




