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Yadokari-XG 使用法簡易マニュアル

Ver. 1.2.   2002/02/22

第一部　SHELX を用いた X 線結晶構造解析

4　ソフトの起動まで

Yadokari-XG は以下のファイルで構成されています。
c:¥ydkr
  elements.dat
  sg.dat
  sym.dat
  sym2.dat
  ydkr.exe
  ydkr.ini
  ysg.exe
  ortep3.exe（ORTEP-3 関連ファイル）
  ntserver.exe（ORTEP-3 関連ファイル）
  grfont.dat（ORTEP-3 関連ファイル）
   
Yadokari-XG が起動するためには、SHELX 関連ファイルが必要です。
以下のファイルを入手して、PATH の通ったディレクトリ（わからなければ、
c:¥windows¥command）に保存してください。
  ciftab.def (c:¥ydkr の中にコピーをおく)
  ciftab.exe
  ciftab.rta (c:¥ydkrの中にコピーをおく)
  ciftab.rtm (c:¥ydkr の中にコピーをおく)
  shelxa.exe
  shelxh.exe
  shekxl.exe
  shelxpro.exe
  shelxs.exe
  shelxwat.exe
  sprint.exe

SIR97、 DIRDIF、 POV-Rayなどの関連ソフトはそれぞれのインストーラが指定する
フォルダにそのままインストールしてください。

以上で準備は整いました。
C:¥ydkr.exe をダブルクリックすれば Yadokari-XG が立ち上がります。
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4　基本画面の説明

＜Display Control Panel＞

□ 水素原子：チェックを入れると水素原子を表示。切ると表示しない。
　　　　　　ORTEP 図を書くときなど便利。
□ 原子ラベル：原子のラベルを表示する。
□ ピーク□ラベル：チェックを入れるとピークを表示する。
　　　　　　　　　ラベルにもチェックを入れておくとピーク番号も表示される。
□ パート番号：各原子のパート番号を表示する。ただし Part 0 は表示しない。
□ AFIX 番号：AFIX 指定をした原子の AFIX 番号を表示する。
□ 占有率□実際：占有率を表示する（SHELXの入力形式）。「実際」にもチェック
　　　　　　　　を入れると、実際の占有率を表示する。
□ 結合距離□選択：「結合距離」にチェックを入れると、書かれている結合の結合距
　　　　　　　　　離を Å 単位で表示。「選択」にチェックを入れると、選択してい
　　　　　　　　　る原子間の距離を Å 単位で表示する。
□ オーダー：各原子のオーダー（SHELXの入力に書かれている原子の順番）
　　　　　　を表示する。
□ 単位格子：チェックをいれると単位格子を表示する。
□ 特殊位置：対称心、対称軸などの特殊位置を表示する。さらに、「詳細」を
　　　　　　クリックすることで、それぞれの対称要素を選ぶことができる。
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□ パッキング：チェックを入れると、軸の長さの設定ウィンドウが現れる。
　　　　　　　さらに表示する軸の長さを入力し、「適用」をクリックすると、
　　　　　　　パッキングを表示する。
□ パート：チェックボックスにチェックが入っているパートの原子を表示する。
　　　　　ディスオーダーの取り扱いの際に便利。
□ フラグメント：モデルが結合で結ばれていない複数の部分に分かれている場合、
　　　　　　　　読み込み時に自動的にフラグメントに分類される。このチェックボ
　　　　　　　　ックスでそれぞれのフラグメントの表示を ON/OFF できる。溶媒分
　　　　　　　　子等の表示を消す場合に便利。編集中に分子が切れたり繋がったり
　　　　　　　　した場合には、「原子」－「フラグメントの更新」で再分類するこ
　　　　　　　　とができる。
□ 表示形式：表示形式を選ぶことができる。「3D (OpenGL)」を選んだ場合には、
　　　　　「OpeGL Setup」をクリックすることで詳細に設定できる。パソコンに
　　　　　　よっては動きが鈍くなることもある。
□ フォント□丸：表示するラベルや原子の大きさを選ぶことができる。
　　　　　　　　9 および 4 が標準。
□ ピークリスト：残存ピーク番号をその強度とともに表示する。リストの一部を
　　　　　　　　クリックすると、それよりも強いピークのみ表示する。

＜代表的なアイコンの説明＞

左から、「新規プロジェクトの作成」「既存のプロジェクトを開く」「gaussian output
を開く」「読み込み」「保存」

左から、「元に戻す」「繰り返す（元に戻すの取り消し）」
間違えた操作などしてしまったときに用いる。

左が「選択モード」右が「回転モード」
「選択モード」では、投げ縄で原子を選択することができる。
「回転モード」では、マウスをドラッグすることにより、分子を回転することができ
る。クリックして表示される円の外側でドラッグすると分子を表示画面に垂直な軸で
回転することができる。
「回転モード」でも、Shift キーを押しながらドラッグすることで投げ縄選択ができる。
「選択モード」でも、Shift キーを押しながらドラッグと分子が回転する。どちらのモ
ードでも Ctrl キーを押しながらドラッグすると箱形で選択できる。Alt キーを押しな
がらドラッグすると分子が平行移動する。

左が「Fit Model to Window」：分子全体を画面にちょうどよく表示する。ホイール付き
のマウスを用いている場合、ホイールボタンを押すと同じ効果。また、ホイールで分
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子モデルの大きさを調整できる。
右が「結合長・結合角の表示」：結合長・結合角表示ウィンドウが表示される。クリ
ックした原子の周りの結合長や結合角が表示される。

左から、「選択範囲を隠す」「選択範囲以外を隠す」「すべて表示」。たとえば、結晶溶
媒を隠して ORTEP 図を書いたり、一部だけ取り出して ORTEP 図を書いたりしたいと
きに便利。でも、溶媒を隠すときは「フラグメント」を用いた方が便利。

左から「Symmetric Expansion (AUTO)」「選択部分を Expansion」「Expansion解除」。通
常は AUTO を用いればよい。

左から「結晶パラメータの設定」「分子式の編集」。

オーダー指定モードに入る。オーダーが表示されるので、全部または選択した原子の
オーダーを一度消去し、その後、原子を自分の希望の順番で順次クリックしていく。
最後に「原子番号の整理」をクリックすると順番通りの原子ラベルが付く。

左のマークをクリックすると、LSQ 実行の設定画面が現れる。LSQ 実行の設定は後述。
細かな設定を要しない場合、横の数字で回数を決め、さらに一番右の「！」がついた
マークをクリックすれば前回の設定のまま、すかさず LSQ を実行できる。

「モデル操作ウィンドウ」：標準の解析画面。

「ORTEP」：ORTEP 図描画モードに入る。詳細は後述。

「SHELX の結果を表示」：結果表示モードに入る。“入力された命令”、“消滅則の破
れ”、“一致しない等価反射”、“水素原子の位置”、“各原子の座標”、“異方性”、“最
後の LSQcycle の結果”、“反射の統計”、“一致しない反射”、“最小二乗平面”、“処理
時間”を見ることができる。

「POV-Ray control」：POV-Ray control モードに入る。詳細は後述。

「印刷」：画面のモデルを印刷。
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4　 LSQ実行設定画面

をクリックと以下のような画面が現れる。

回数：何周まわすかを決める。
ダンピング：まだ見つかっていない原子がいくつかあるならば、少しダンピングを
　　　　　　かけてもよい。0～10000 まで。
実行前にファイルを編集：
チェックを入れておくと、「実行」クリックした後 SHELXL の実行ファイルを編集す
ることができる。お好みで命令を足すときなどに使う。
SHELXH（巨大分子用）を使う：
原子数がかなり多い場合、SHELXL をまわそうとしても、警告がでて止まってしまう。
そのような場合には、ここをチェックしておく。
共役勾配法（CGLS）を使う：共役勾配法は、通常の LSQ よりはるかに高速な方法で、
分子があまりに巨大な場合は、解析の初期段階でこれを使えば時間が短縮できる。た
だし最終段階では使ってはならない。また、最近のパソコンであれば、普通の大きさ
の分子でこれを使う必要はない。
CIF 作成：これをチェックしておくと、LSQ のあとに CIF ファイルが作成される。
　　　　　構造精密化の最後にチェックを入れておけばよい。
ねじれ角を出力：これにチェックをいれると、CIF ファイルにねじれ角も出力される。
PDB ファイルを作成：
これにチェックを入れると、LSQ の後に、***.pdb という名前の PDB ファイル（protein
data bank）が作成される。これは、Chem 3Dで開ける形式である。
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水素原子も出力：
これをチェックしないと、PDB ファイルに水素原子が入らないので注意。これは、PDB
ファイル出力にのみ関係があり、cif ファイルなど、テーブルには反映されない。
差フーリエ合成：表示するピーク数を決める。
等価反射を平均：通常はモード 2 で用いる。反射は精密化の前に並び替えられ平均さ
　　　　　　　　れる。もしその構造が対称心を持っていなければフリーデル対は精
　　　　　　　　密化の前に平均しない。
消衰効果の補正：
結晶の質がよい場合、「二次の消衰効果」というのが出てきて、低角側の反射が計算
より弱く観測されることになるのでこれを補正するもの。ただし、「結晶の質がよい」
以外の理由で低角側の反射が弱くなっている場合は使用してはいけない。また補正し
た結果、パラメータの値が負になる場合は補正に意味がないのでこの場合も補正して
はいけない。明らかに結晶の質が悪かった場合もたとえパラメータが正の値になった
としても使用しない方がよい。具体的には、水素原子も全部つけ終わった後解析の最
終段階で「消衰効果の補正」をチェックして LSQ を回して、パラメータの値が正で
収束するようならそのまま、負になるようなら補正ができないのでチェックを外して
LSQ をまわす。
反射を OMIT：
2θで何度までのデータを用いるか決める。これより高角の反射を無視する。σの値
は、0 または負の値を用いる。チェックをいれないと、σ=–3 となり、Fo2<–3σ(Fo2)
の反射を無視する。この値を正にすることは ACTA で認められておらず、テーブルは
作成できない。
重み：反射強度に適した weight をかける。デフォルトのチェックをはずすと、SHELX
　　　の出力する weight がかかるようになる。すべての原子が見つかったらデフォル
　　　トをはずすとよい。
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4　 ORTEP 画面

をクリックすると以下のような画面が現れる。
（初め、ORTEP 図は描かれていない）

標準の設定”ボタンを押すと標準の設定になる。その下に表示されている元素名をク
リックしていくと、各元素についての描画形式を、Boundary only、Open model、Football、
Shaded octants の中から選ぶことができる。
“描画”ボタンをクリックすることで、設定通りの ORTEP 図を描くことができる。
分子の角度等は、モデル操作ウィンドウの表示が反映される。

“Probability”：標準では 50%になっている。室温で測定したら 30%にするとよい。
“Bond Radius”：結合の太さを設定する。標準では 0.04Å。
□ 結合を黒くする：結合を黒く塗りつぶす。
□ カラー：カラーの ORTEP 図が描ける。元素ごとの色の設定は c:¥ydkr¥elements.dat
に記述されている。

□ 理想的な球形：？？？？？（未完成）
□ ステレオ図：？？？？？（未完成）
□ ラベル：原子にラベルを付けるかどうか選択する。描画の後、原子の上にラベルが
あるので、マウスでドラッグして希望の位置に持ってくることができる。

□ ビットマップ：解像度を設定し、“ファイルに出力”をクリックすると、bitmap フ
ァイルとして保存できる。
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4　 POV-Ray Control画面

をクリックすると、以下のような画面が現れる。
（初め絵は描かれていない）

「モデルの種類」で、Ball and Stick、Space Filling、Thermal Ellipsods の中から形式を
選ぶことができる。
表示倍率、視点の距離、面角、サイズ（サイズが大きいと描写に時間がかかる）など
各種設定項目を設定し、“描画”をクリックすると、設定通りの絵を描く。
ただし、作業フォルダのパスに、日本語やスペース、-(ハイフン)など禁止されてい文
字を用いていると描画できない場合もあるので注意。

「設定保存」をクリックすると、現在の設定を***.yps というファイルで保存できる。
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4　結晶構造解析、基本的な流れ

(1)　起動とデータの読み込み

BbtBr についての結晶構造解析の具体例を説明する。

まず、yadokari-XG を立ち上げる（c:¥ydkr.exe を実行）。

このような画面がでます。
初めて構造解析する場合、ここで、NEW をクリックします。

ここで、作業フォルダをえらび、「開く」をクリック。
この場合、作業フォルダは「test」、中には f2.dat と BbtBr.cif(crystalclear.cif を書き換え
たもの)がおいてある。
つぎに、プロジェクト名とタイトルを入力。
プロジェクト名は、***.cif と同じ名前にする。
タイトルは何でもよい（crystalclear.cif を読み込んだ場合、後に自動的に Crystal Clear
上のプロジェクト名と同じになってしまう。）

SiMe3

SiMe3

SiMe3

SiMe3

Me3Si

Me3Si

Br
HH

Me3Si

BbtBr
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プロジェクト名とタイトルを入力したら、OK をクリック。保存先は自動的に作業フ
ォルダになっているはずです。

Yadokari-XG が立ち上がったら、次に***.cif ファイルを
読み込みます。結晶データとして input.head または texray.inf を持ってきた方はこの操
作をする必要はありません。

左上のメニューから、
「ファイル」―「読み込み」を選び、さら
に、ファイルの種類で、「CIF file」を選ぶ
と、自分の作った.cif ファイルが見えます
ので、それを選び、「開く」をクリックし
ます。
警告がでることがありますが、気にせず続
けてください。

次に、「初期構造」のメニューから、HKL
ファイルの読み込みを選びます。そして、
f2.dat または f2plus.dat を読み込みます。こ
こで、f2plus.dat を読み込んだ場合には、補
正因子を掛けた値が読み込まれます。

結晶データとして input.head または texray.inf を用意
していた場合には、つぎに、「初期構造」－「ファイ
ルから結晶パラメータの読込」をえらび、その結晶
データファイルを読み込みます。.cif ファイルを既に
読み込んでいる場合、この操作は必要ありません。
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次に、「初期構造」－「結晶パラメータの設定」を選びます。

（ のアイコンを用いてもよい。左は結晶パラメータの設定、右は分子式の編集）

「Crystal System」および、Space Group を入力し、「Set」をクリックする。その他訂
正する必要がある場合は訂正する。「OK」をクリックします。

次に、「初期設定」－「分子式の編集」
を選びます。分子式、Z 値を入力し、
「設定」をクリックし、次いで「OK」
をクリックします。.cif を読み込んで
いた場合には、既に分子式および Z 値
が読み込まれています。

「初期設定」－「プロジェクトの設定」
を選ぶと、再びプロジェクト名とタイ
トルを決め直せます。

以上で、データの読み込みは終了です。

(2)　初期構造を求める

<SHELXS-97 を用いる>

「初期構造」－「直接法（SHELXS-97）」を選ぶ。
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「試行回数」を 250～2000 程度に設定し、空間群が正しく入力されているか確認して
から「実行」をクリック。
MS-DOS プロンプトが立ち上がり、プログラムが走り出す。

上のように、「続けるにはどれかキーを押してください」と表示されたら終了。どれ
かキーを押せばよい。RE の値が小さい（0.2 程度以下）の場合はたいてい正しく解け
ている。大きい（0.4 以上）の場合は“ダメだ！”と思った方がよい。

警告がでても気にせず「OK」をクリック。次のような画面になる。
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画面左側にある「ピーク」のチェックボックスにチェックを入れると、ピークが表示
される。

マウスの左ボタンを押しながら動かすと
モデルが回転する。「表示」－「回転ツー
ルバー」にチェックを入れると、回転ツ
ールバーが表示される。これを使うと各
方向に回転することもできる。

原子を割り当てるべきピークを左クリッ
クで選ぶ。右クリックするとメニューが
でるので、「原子の割り当て」から、目的
の原子を選ぶ。複数のピークを選択して
から、一度に原子を割り当てることもで
きる。原子が見あたらない場合には、まず分子式
を編集する。

いらないピークは、選択後「Delete」キーを押すと
消える。原子も同様に消すことができる。

この場合、右のように、パラ位の炭素原子が見つ
からなかったと仮定して次に進むことにする。
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<SIR-97 を用いる>

「初期構造」－「直接法（SIR-97）」を選ぶ。
空間群を確認して、「実行」を押した後、画面の指示にしたがい、OK をクリックして
いくと、プログラムが走りはじめる。

右のように、初期構造がでてきたら、
「EXIT」をクリック。画面の指示に従
い、Yadokai-XG の画面に戻る。

右図の様に、原子が割り当てられて構
造が求められる。
必要ない原子は、左クリックにより選
択した後 Delete キーを押すと消える。
原子の割り当てが間違っていた場合、
原子を左クリックで選択した後、右ク
リックし、原子の割り当てで、目的の
原子を選ぶ。

その他の操作は上の SHELXS-97 を用
いた場合と同様である。

この場合も先と同様、パラ位以外の初期構造が求められたとする。
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<DIRDIF-99 を用いる>

重原子法を用いて初期構造を求めることもできる。このソフトについての詳細は以下
のサイトを参照。
http://www-xtal.sci.kun.nl/documents/software/dirdif.html
「初期構造」－「DIRDIF99.2 Interface」を選ぶ。空間群を確認した後、「実行」をク
リック。

「Auto」－「PATTY」を選ぶと、プログラムが走る。以下の様な画面になれば終了な
ので、「Files」－「EXIT」を選び、Yadokari-XG に戻る。

あとは、SHELXS97 や SIR97 の時と同様
に、初期構造を求めることができる。

重原子が入っているときは、非常にスム
ーズに初期構造を求めることができるソ
フトである。
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(3)　構造精密化（SHELXL の実行）

求めた初期構造を、最小二乗法を用いて精密化する。

マークをクリックすると、LSQ 実行の設定画面が現れる。

今回の例の場合、まだパラ位の原子が見つかっていないので、ダンピングを 100 とし
て、4 周回してみる。2θ>50ºの高角側の反射は無視することにする。

「実行」をクリックすると、SHELXL が走り出す。
次のように、「続けるにはどれかキーを押してください」と表示されたら終了。どれ
かキーを押せばよい。
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次のように、今回の LSQ の結果が表示されるので、Applyをクリック。

左側の、「ピーク」のチェックボックスにチェックを入れると、ピークが表示される。
原子の割り当て方は、初期構造の時と同じ。
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また、ピークリストのなかのピーク番号をクリックすると、それよりも強いピークだ
け表示することができる。弱いピークまで多く表示されてしまったときには、そのよ
うに、強いピークだけ表示できる。

今回、パラ位の炭素原子も見つけるこ
とができたので、すべて原子を割り当
てることができた。
そして、今度はダンピングを 0 にして、
もう一度 10 周ほど LSQ を回す。

Max. shift = 0.049 A for ---

というところが、一番多く動いた原子
である。この動きが 0 になるまで、LSQ
を回す。

（多くの場合、この段階では必ずしも 0 にならなくてもよい。異方性を入れるなど、
今後の操作でまだまだ動いてゆくからである。）

何度か回すうちに、次のようになり、原子が落ち着いたことがわかった。

LSQ の途中で Esc キーを押すと、その周で終わる。途中で収束したことが分かったら、
Esc キーを押せばよい。

☆　原子番号の整理

非水素原子をすべて見つけることができたので、原
子番号を整理する。
SHELX では、原子の種類ごとではなく、すべての
非水素原子に順序をつける。
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「オーダー」－「オーダー指定モード」を選ぶと、オーダー指定モードに入る。

すべての原子についているオーダーが表示されている。
オーダー消去の枠内にある、「全原子」のボタンをクリックすると、すべてのオーダ
ーが消える。
自分のつけたい順序で各原子をクリックしていくと、オーダーがついていく。間違え
たときには、「一つ前のオーダーを取り消し」ボタンを押す。
最後までオーダーをつけ終えたら、「原子番号の整理」をクリックし、「OK」をクリ
ックすると、順序通りの原子番号が付けられる。

☆ 温度因子に異方性をいれる。

異方性をいれたい原子を左クリックにより選択する。Ctrl+Aですべての原子を選択で
きる。または、「選択」－「非水素原子をすべて選択」を選んでもよい。
右クリックしてメニューを表示し、「温度因子」－「異方性温度因子」を選ぶ。円で
表示されている原子は等方性、四角で表示されている原子は異方性で refine される。

こうして、すべて異方性温度因子を入れた後、再び　　　をクリックして、LSQ を回
す。
それでも、強いピークが残っている、R が下がらない、異方性がはいらない、などの
問題が起こる場合、いろいろな原因が考えられるが、一番ありがちなのが、disorder
による場合である。今回の場合も R=8%程度で、まだ強いピークが残っている。次の
ページから disorder の扱いについて説明する。問題がない場合その次に進んでよい。
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☆　disorderの取り扱い

しばらく LSQ を回した後、ピークリストを
みてみると、まだまだ強いピークが残って
いることがわかる（重原子の近傍以外の場
所に 1よりも大きいピークがある時は注意
してディスオーダーなどを疑う）。ピーク
を表示してみると、Bbt 基のパラ位のメチ
ルの周りに強いピークが残っている。
今見えていないもう一種類のコンフォメ
ーションをもつトリメチルシリルを割り
当てなくてはならない。

ディスオーダーを考える場合には、関係する原子を一度等方性に戻した方がよい場合
がある。温度因子がひろがることでディスオーダーを隠してしまうことがある。

はじめに割り当てた原子には、part 0 という名前が付いている。ディスオーダーして
いるところは、part 1, part 2…..のように名前を割り当てる。

たとえば、この場合、Si4 の周りを拡大してみてみると、次の図のようになる。
この場合、ピークと既に配置してある炭素原子を考えると、Q1、C21、C20 で一組目
（part 1と考えよう）、Q2、Q9、C19 で二組目（part 2と考えよう）、とみることがで
きる。そこで、まず、Q1、Q2、Q9 に炭素原子を割り当てる。
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ディスオーダーの各パート
に炭素原子を割り当てたら、
今度は、part 1にあたる炭素
原子を選択し、右クリックす
る。メニューから「パート変
更」－「part 1」を選ぶと、
選択していた原子が、「part
1」になる。左にある、「パー
ト番号」というボックスにチ
ェックを入れると、パート番
号が表示される。

Part1の原子 と Part2の原子
は、互いに結合をつくらない。

左側の「パート」というとこ
ろの下に、数字とチェックボ
ックスが並んでいるが、この
チェックをはずすと、そのパ
ートは表示されなくなる。

同様に、Part 2 についても、選択後、右クリックメニューから「Part 2」を選び、パー
トを決定する。

次に、Si5 周りについて考える。
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この場合は、C22 を共通と考え、ちょっとひんまがっているが、C22、C23、Q4 を part
1、C22、Q5、Q6 を part 2 と考えるしかない。C24 は消し、先ほどと同様に、part 1、
part 2 を指定する。この際、C22 は共通なので、part 0 のままでよい。

うまく対応するディスオーダー原子が見つからない場合には、等方性に戻して考える。
あるいは、一度原子を消して、フーリエ合成でピークを見つけるのもよい。とりあえ
ず、等方性にして、占有率を 0.5 などに下げて（後述）、フーリエ合成で残りのピーク
を見つける方法もよい。

Si3 周りについても、Si5 と同様のディスオーダーがみられる。同様に part 1と part 2
を振り分ける。

次に占有率を指定する。part1、part2 はお互いにディスオーダーしている部分の一部
なので、そこに一つの原子をおいてしまってはつじつまが合わない。そこで、まずは、
part1、part2、それぞれ、0.5 個の原子があるものと仮定する。

以上のように、part 分けおよび、占有率を決めて、合計の原子数があうようになった
ら、再び LSQ を回す。

収束したら、今度はディスオーダーしていた原子にも異方性を入れ、再び LSQ を回
す。

しばらくまわすと収束し、Applyすると、R1 も 6%程度まで下がり、また残存ピーク
も強度が 1 以下のものしか残っていないことが分かる。
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☆　占有率の最適化（FVAR の利用）

ディスオーダーしている部分を、
今のところ 0.5 の占有率で固定
しているが、実際、それが正し
い姿を現しているとは限らない。
そこで、R 値が一番下がるように、
占有率を最適化する。

しかし、part 1 の原子と part 2 の
原子の占有率を足して 1
にしなくてはならない。

そこで、ある変数αを考え、
part1 の原子の占有率：α
part2 の原子の占有率：1–α
と考えればよい。

この変数αを、”FVAR”で設定す
る。（自由変数という。）
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たとえば、Si4 まわりのディスオーダー
については、次のように設定する。
まず、「原子」メニューから「FVAR の
編集」を選ぶ。

編集ウィンドウで、「追加」をクリック
すれば、FVAR という変数が一つ増える。
FVAR 1 は解析の際に必ず使われる変数
なので、自分が設定できる変数は、FVAR
2 からである。FVAR 3, 4, 5,….といくつ
も設定することができる。

まず、FVAR 3 を設定すると、初めその
値は 0 になっている。初期値を変えたい
場合は、まず、初期値を変えたい FVAR 番号を
クリックして、右に数値を入力し、「設定」を
クリックすればよい。

こうして、まず変数「FVAR 2」を初期値 0.5 で
設定することができた。「OK」をクリックす
れば元の画面に戻る。

Si4 周りの part 1の原子、すなわち、この場合
では、C20, C21, C31 を選び、右クリックから、
「占有率」－「FVAR 2」を選べば、この原子
は、占有率として FVAR 2 の値が読み込まれることになる。
（SHELX の入力としては、「21.00」）
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同様に、対応する part 2 の原子、すなわち、C19, C32, C33 の原子は占有率を「1–FVAR
2」に設定する。

さらに同様に、Si3、Si5 の周りについても占有率を決め直す。ここでは、それぞれの
ディスオーダーの割合は違うかもしれないので、FVAR 3、FVAR 4 を新たに設定し、
それぞれ、占有率を最適化する。すべて初期値は 0.5 にした。

占有率を編集したら、ウィンドウの右下で分子式が設定したものと一致しているか確
認するとよい。

そして、再び LSQ を回すと、実際に最適化される。LSQ 終了後、　□占有率□実際　の
両方にチェックを入れると、実際の占有率が表示される。今回の場合はどれも、だい
たい 0.5:0.5～0.4:0.6 となっている。

ここで、ディスオーダーのため原子番号が整理したものからだいぶ狂ってしまった。
オーダー指定モードで再び原子番号を整理し直してもよい。
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☆　理想的な水素原子を配置する（HFIX, AFIXの利用）

水素原子については、もしも結晶が良質で、ピークが観測された場合には温度因子を
等方性で refine してもよい。しかし、一般的に電子密度の小さい水素原子は X 線結晶
構造解析ではうまく決まらないことが多いので、理想的な位置に水素原子を配置する
ことが多い。水素原子の位置は精密化の各サイクルごとに理想的な位置に配置される。

AFIX 命令は、あらゆる原子の束縛や理想的な位置に原子を発生させるために使われ
る。ディスオーダーしている原子にメチル基など配置した場合、占有率やパート番号
はその親原子に準じる。

水素原子を発生させたい炭素原子を選択し、右クリックのメニューから、「水素原子」
を選び、希望の水素原子の種類を選ぶ。

今回の場合、パラ位のメチル基は AFIX33、オルト位にあるメチル基は AFIX137 とし
て、残りも対応する水素原子を指定する。
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メチル基を発生させるときには、注意が必要。

AFIX137：炭素原子の周囲で電子密度を計算し、もっともよく当てはまる位置に水素
原子を発生させる。発生させたメチル基は、対応するメチル炭素原子の周りで回転し
て最適化する。結晶データがよい場合に使うとよい。
AFIX33：メチル基が結合している原子が持つもっとも短い結合（その原子とメチル炭
素との結合以外）に関してねじれ型配座を取るように配置する。アセトニトリルのよ
うな直線分子の場合には AFIX33 は使えない。ディスオーダーを考慮しなくてはなら
ない場合には AFIX33 を用いなくてはならない場合がある。

左の「AFIX 番号」のチェックを入れ、対応する AFIX 番号がきちんと表示されてい
ることを確認する。

（表示は AFIX ではなく、HFIX となっている。SHELXL では水素原子発生の命令が
HFIX であり、その後の束縛が AFIX 命令である。）

こうして、LSQ をまわすと、対応する水素原子が発生する。「分子式の編集」を開き、
自分の設定した分子式と数が合っていることを確認しよう！
(ウィンドウの右下を常に見て、「rest」のところに注意して原子を割り当てるよう心が
けよう)
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これで、すべての原子を配置できたので、今度は最適な重みの値を用いて LSQ を回
す。LSQ の実行の設定画面で、“重み”の中の“デフォルト”のチェックをはずして
回せばよい。
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これで、収束するまで精密化を行えば、ほぼ構造の精密化はできたといえる。最後に、
ディスオーダーの各パートを見てみて、問題が無いかどうか確認する。

☆　一致しない反射を取り除く（OMIT 命令）

最後に、ここまでの精密化
で求められた構造と実際の
反射データを比べる。測定
の際、ビームストッパーの
陰などで、低角側の反射強
度が小さくなってしまうこ
とがある。このような反射
を計算にいれると当然解析
結果が悪くなるので、反射
データをのぞくとよい。

取り除く反射を選ぶ際には
注意が必要！（後述）

「特殊命令」－「一致しない反射を取り除く」を選ぶ。

するとメニューが表示される。
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まず、resolution を見ます。resolution が小さいものが高角、小さいものが低角側の反
射です。ここで問題になるのは、低角側の反射です。resolutionが 1 を切るような反射
はあまり精度よく測定できない可能性が高いですから、このような高角側の反射が一
致していないのはあまり気にする必要はない。
すなわち、resolution が 1 以上であり、∆(F^2)/esd が 5 よりも大きい反射を除くのが
よい。（あくまで指標です。）

OMIT する反射を選ぶときに気を付けるのは、現在の構造は今あるすべての反射に対
して、実測と計算の差を最小にするよう精密化されているということです。
例えば間違った反射がいくつか入っていて、そのまま精密化したとして、「一致しな
い反射」のリストにその間違った反射が上位にくるとは限りません。それは、現在の
構造がその間違った反射を含めて誤差が最小になるように精密化されているからで
す。この段階で一致しない反射を取り除いたとしても、それは現在出ている構造に対
して R 値を下げるだけで，正しい構造が求められるわけでは決してありません。

一致しない反射を取り除くという操作は，かなり解析者の意図を含んでしまいます。
極端な話、自分の欲しい構造になった段階で一致しない反射を取り除いてやれば、そ
の構造に近づくように持っていくことも可能なわけです。
つまり、「できるだけ実測のデータに素直になる」という実験化学者の基本的な精神
に基づき、明らかにビームストッパーの影響と考えられる低角側の一致しない反射以
外はできるだけ取り除かないことを勧めます。
R 値をどうしてももう少し下げたいという場合は、解析の本当に最終段階で少し反射
を取り除いてもよいかもしれませんが、各人の良心とポリシーによります。
今回の場合、resolution は 1 より
も小さく、高角側ですが、あまり
に違う点が一つだけあります。
Fc^2 は小さい（0.3）のに、Fo^2
は結構大きい（1177.3）ので、こ
れはきっとノイズではないか
な？と考えました。これらを考慮
して、
（h, k, l）= (1, 9, 12), (–1, –3, 6)
の二点を除くことにします。

この二点を選び（Ctrlキーを押し
ながらクリックすることで複数
選択可）、「下のリストから追加」をクリックします。すると上の「取り除く反射」の
ところに取り除く反射が記載されます。

「OK」をクリックし、LSQ を回します。収束すれば、構造の精密化は終了です。
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最終的に、R1 は 4%程度まで下がりました。ほかに強いピークなども無いことが分か
ります。これにて、解析は終了です。

必要なら、このあと消衰効果の補正を行う。やり方は LSQ 実行設定画面の説明にあ
る記述をを参照。

「重み」の値は精密化の各サイクルで最適化されるわけではない。
SHELXL 終了時に最適の値が計算され、それが次の SHELXL 実行時に使用されるだ
けである。何度か SHELXL を実行してみて、「重み」の値が変わらなくなることを確
認するとよい。

(4)　テーブルの作成（CIFTAB）

最終的なテーブルおよび CIF ファイルを作成する。
LSQ を回す際に、　□CIF 作成　□ねじれ角を出力　の二つにチェックを入れておけ
ばよい（先ほどの最終段階の構造精密化の時にチェックを入れておけばよい）。
（SHELX 入力ファイルに、「BOND$H」の一行を加えると、水素原子との結合距離も
出力される。）
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同時に、□PDF ファイル作成　□水素原子も出力　にもチェックを入れておくと、pdb
file（protein data bank file）が出力される。

これで、LSQ を回すと、作業フォルダに、「***.cif」と「***.pdb」（***はプロジェク
ト名）というファイルが作成される。CIF ファイルは、CCDC への登録、論文投稿な
どに使う。

CIF ファイルが作成できたら、メニューから「LSQ」－「テーブル作成」を選ぶ。
形式はお好みで選べるが、リッチテキストファイル（.rtf）がお勧め。
□プレビューを表示するにチェックを入れておけば、作成時にできあがり姿を確認で
きる。

ファイル名を入れ、「作成」をクリックすると、テーブルのファイルが作業フォルダ
に作成される。あとは、Word などのワープロソフト等でお好みにあうようにいじれ
ばよい。（crystal systemと space groupが“？？？”となっていて記入されないので
注意！）



Yadokari–XG

–  33  –



Yadokari–XG

–  34  –

(5)　ORTEP 図の作成

part 2 の表示を切り、また、水素原子の表示も切ることにする。
ここで、ラベルを書きたい原子を選択しておく。

そして、ORTEP を描きたい角度に分子を持ってきて、   をクリックし、ORTEP モ
ードに入る。

ORTEP 描画モードに入ったら、「標準の設定」ボタンをクリックし、設定を標準に
する。Probabilityや bond の太さなどはお好みで調整する。

「ラベル」のところは、「選択されている原子」を選び、「ラベルのフォント」を押
して、ラベルに適したフォントを選ぶ。

「描画」ボタンを押すと、ORTEP 図が描かれる。ラベルは、原子に重なって表示さ
れるので、マウスでドラッグしてお好みの位置に持ってくる。これで完成！

すべての原子を「Boundary Only」にして、ラベルを「すべて」にすれば、すべてのナ
ンバリングが見られる（？）図がかける。

「ファイルに出力」ボタンを押すと、bmp ファイルで保存することができる。

また、□カラー　にチェックを入れておけば、カラーの ORTEP 図が描ける。OHP 作
りなどの際には是非ともカラーの ORTEP 図を描こう！
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(6)　POV-Ray で spacefilling を描く

モデル操作ウィンドウに戻る。Part 2 の表示を切り、水素原子の表示はつけておく。

そして、描きたい角度に分子を持ってきて、   をクリックし、POV-Ray コントロー
ルモードに入る。

「モデルの種類」で、Space Filling を選び、「描画」をクリックすると、図を書き始
める。光の当たり方、背景の色、画像のサイズなどは適宜「詳細設定」にあるボタン
をクリックして調整する。必要ならば「アンチエイリアス」をチェックすれば、図が
なめらかになる。

最後に、「保存」をクリックすると bmp ファイルで保存できる。「選択」ボタンを押
すと、綺麗にトリミングされた図を保存することができる。
「選択」を押した後で Shift キーを押しながら境界線をドラッグすると、周囲に均等
に余白を作ることができる。
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4　Yadokari-XG 設定ファイルについて

＜elements.dat＞

各元素の情報は elements.dat（c:¥ydkr¥elements.dat）というファイルに記載されていま
す。このファイルを書き換えることで、表示の色や共有結合半径を設定できます。例
えば、ORTEP を描くときに「結合が無いはずなのにやや近くに原子があるために結
合が書かれてしまう」という現象が起きたならば、共有結合半径を変えて対処するこ
とができます。（本来は BINDと FREE という命令で対処すべき）

elements.dat をエディタで開くと、各元素のデータが書いてあります。たとえば、ビス
マスの場合は

Bi  bismuth  83  208.98037   1.52  2.40   purple  1.00  0.00  1.00

の様に書かれています。
それぞれ、

原子　原子名　原子番号　原子量　共有結合半径　VdW 半径　モデルの色 R G B

「モデルの色」は、モデル操作画面（丸や四角）の色、および、ORTEP 図をカラー
で描画したときの色になります。ここで、色は色の名前で指定します。色の名前の定
義は、ydkr.ini（c:¥ydkr¥ydkr.ini）ファイルに記載してあります。自分で色を増やした
い場合には、まず ydkr.iniファイルを編集し、色の定義をします（後述）。

POV-Rayで描かれる絵の色は、「R G B」で決まります。
赤、緑、青の順で混ぜる量を記入します（1 が 100%）
原子の大きさは、VdW 半径（ファンデルワールス半径）で決まっています。
（遷移金属元素はデータが無いため、正確ではありません。）

＜色の名前の定義＞

ydkr.ini（c:¥ydkr¥ydkr.ini）ファイルをエディタなどで開くと、いろいろな設定情報が
書いてあります。基本的には編集しないでください。

この中に、

#
# 色（名前 R G B）
#

_color_table_num     20
_define_color    'black'     0   0   0
_define_color    'blue'      0   0 255
_define_color    'red'     255   0   0
_define_color    'purple'  255   0 255
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_define_color    'green'     0 255   0
_define_color    'cyan'      0 255 255
_define_color    'yellow'  255 255   0
_define_color    'white'   255 255 255
_define_color    'voilet'  255   0 128
_define_color    'brown'   128 128   0
_define_color    'gray'    128 128 128

という箇所があります。

ここで、
「_define_color    'orange'    255 150 100」
という行を足してやれば、新たに「orange」という色が設定できます。
三つの数字は、それぞれ、赤、緑、青の混ぜ合わせる量で、ここでは、255 が 100%
です。
（設定できる色の数は_color_table_num で指定されているので、適宜増やすことがで
きる。）

4　SHELX の入力ファイル

LSQ を回す際、設定画面で、「実行前にファイルを編集」にチェックを入れておくと、
実行前に SHELXL-97 の入力ファイル（****.ins）を編集することができ、そのままそ
のファイルを実行することができる。
これにより、SHELXL-97 の知識を持っていれば、yadokari-XG に対応していない命令
も書き加えることができる。

また、***.ins（入力ファイル）があれば、メニューの「LSQ」－「現在の.ins ファイ
ルを編集して再実行」を選ぶと、作業フォルダにある***.ins ファイルを実行すること
ができる。トラブルなどで、途中で解析が中断してしまったときなど、便利である。
このためにも、SHELXL-97 の基本的な命令を把握しておく必要がある。以下に、
SHELX の命令ついていくつか説明する。



Yadokari–XG

–  39  –

＜入力ファイル（***.ins）の例＞

TITL _2001_20Jun_b  （←タイトル）
CELL 0.71070 9.3985 11.3646 20.2034 98.2660 90.2656 104.9283　（←格子定数）
ZERR 2.0 0.0010 0.0008 0.0010 0.0028 0.0032 0.0009　（←格子定数の誤差）
LATT 1　（←格子番号　P なら 1、C なら 7）
SFAC C H Si Br 　（←含まれる原子、C, H を最初にする）
UNIT 60.000000 134.000000 14.000000 2.000000 （←単位格子中に含まれる原子数、分子式×Z）
SIZE 0.30 0.20 0.20　（←結晶のサイズ）
TEMP –180.0　（←測定温度）
L.S. 10　（←サイクル数）
FMAP 2　（←フーリエ合成を行う）
PLAN –20　（←フーリエ合成で見つけるピークの数）
ACTA　（←CIF ファイルを出力）
WGHT 0.038700 2.692400　（←重み）
MERG 2　（←反射を平均化）
FVAR 2.060520　（←全体のスケール因子）

Br1   4   0.471062   0.454806   0.309655  11.000000   0.043480   0.019500 =
         0.026150  -0.001700   0.007320  -0.001980
C1    1   0.372283   0.283235   0.283378  11.000000   0.019600   0.016520 =
         0.023400   0.002760   0.000250   0.003160
C2    1   0.375968   0.231505   0.216504  11.000000   0.018010   0.020540 =
         0.017940   0.003170   0.002930   0.006560
C3    1   0.300654   0.107330   0.199058  11.000000   0.022730   0.020680 =
         0.014350   0.001060   0.001300   0.008300

（原子名、SFAC で何番目に指定したか、X 座標、Y 座標、Z座標、占有率[10 を足すと”固定”の意
味]、温度因子[等方性なら 1 つ、異方性なら 6つ]…が記してある。”=”は次の行へ続く、の意味。）

（途中省略）

HKLF 4　（←ファイルから Fo2, σ(Fo2)を読み込む。）

精密化が終わると、***.lst ファイルに結果が書き込まれ、***.res ファイルに次回の実
行用の入力ファイルが書き込まれる。これを***.ins に名前を変え、修正して次回の実
行に用いている。

上の例は P–1 (no.2)なので、対称性の指定が無かったが、たとえば、P21/c ならば

LATT 1
SYMM -X, 1/2+Y, 1/2-Z

のように、対称性を指定する。
-X, -Y, -Zは指定しない。複合格子（C2/c など）の並進のみに基づく対称性も指定し
ない。対称心の無い場合、LATTの数字を負にする。
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4　水素原子の取り扱いについて

SHELXL では、AFIX というコマンドで理想的な位置に水素原子を固定することがで
きる。
水素原子の位置は精密化の各サイクルごとに理想的な位置に配置される。

AFIX  mn  d  sof  U

mn: 水素原子の種類を決める。次に一例を示す。

CC C

C

H

CC H

C

H

C C

H

H

C C H

H
N

H

13 23 93 163 43

CH H

C

H

137

O

C

H

147

CH H

C

H

33

O

C

H

83

回転 ねじれ配座に固定

AFIX137：発生させたメチル基は、対応するメチル炭素原子の周りで回転して最
適化する。結晶データがよい場合に使うとよい。
AFIX33：メチル基が結合している原子が持つもっとも短い結合（その原子とメチ
ル炭素との結合以外）に関してねじれ型配座を取るように配置する。アセトニト
リルのような直線分子の場合には AFIX33 は使えない。ディスオーダーを考慮し
なくてはならない場合には AFIX33 を用いなくてはならない場合がある。

d: 理想的な原子間結合距離
sof: 占有率。10 を足すと固定。1 に固定するならば「11.0」
U: 温度因子。既に異方性であれば適用されない。-1.5 ならば“直前の原子の 1.5 倍”、

-1.2 ならば“直前の原子の 1.2 倍”の意味。CH3 や OH は-1.5、その他は-1.2 が普
通。

親原子のすぐ後に、「AFIX mn ………」と「AFIX 0」にはさんで水素原子をおく。座
標が分からない場合、全部 0.0 にしておけば、SHELX が計算してくれる。
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☆ AFIX の使用例

C9    1   0.304682   0.273355   0.404744  11.000000   0.024590   0.023480 =
         0.017160   0.001020   0.001360   0.004720
AFIX 13
H4    2   0.364596   0.359682   0.403921  11.000000  -1.200000
AFIX 0
Si1   3   0.636006   0.271047   0.141239  11.000000   0.027910   0.037230 =
         0.035230   0.018080   0.013920   0.013590
Si2   3   0.329986   0.328461   0.096795  11.000000   0.026690   0.037750 =
         0.023970   0.012080   0.003300   0.006210
Si3   3   0.147776  -0.160606   0.129436  11.000000   0.054870   0.024650 =
         0.029260  -0.005480   0.017340  -0.011300
Si4   3  -0.070927  -0.119591   0.239325  11.000000   0.023720   0.026910 =
         0.056530  -0.000120   0.013650   0.001920
Si5   3   0.215081  -0.200883   0.274220  11.000000   0.048570   0.026930 =
         0.070160   0.022240  -0.025500  -0.002350
Si6   3   0.424774   0.213558   0.459811  11.000000   0.025650   0.034470 =
         0.022660   0.003590  -0.004470   0.007440
Si7   3   0.123333   0.297623   0.435467  11.000000   0.027030   0.031620 =
         0.022600   0.002390   0.006430   0.011390
C10   1   0.748645   0.291674   0.219912  11.000000   0.050100   0.220850 =
         0.056210   0.070800   0.021800   0.077630
AFIX 137
H5    2   0.700266   0.230312   0.247722  11.000000  -1.500000
H6    2   0.758523   0.374544   0.244365  11.000000  -1.500000
H7    2   0.846565   0.281046   0.209148  11.000000  -1.500000
AFIX 0
C11   1   0.732973   0.385010   0.087966  11.000000   0.024730   0.031070 =
         0.039350   0.009620   0.008970  -0.001660
AFIX 137
H8    2   0.832970   0.376123   0.080798  11.000000  -1.500000
H9    2   0.738108   0.468520   0.110355  11.000000  -1.500000
H10   2   0.678869   0.370359   0.044712  11.000000  -1.500000
AFIX 0

また、Si–H（1.48 Å くらい）などの H を AFIX により発生させたい場合、

Si1   3   0.789869   0.421932   0.224250  11.000000   0.018320   0.015990 =
         0.016310  -0.001910   0.000940  -0.001560

などとなっている行の後に、

AFIX 13 1.48
H1    2 0 0 0 11 -1.2
AFIX 0

という結合長を指定する命令を書く。Yadokari-XG は未対応のため、毎回書き込まな
くてはならない。
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4　束縛条件について

SHELXL では、constraint と restraint という二種類の束縛条件を扱える。
constraint は二つのパラメータが厳密に同じになるようにする（パラメータ数が減る）。
restraint はパラメータがある条件に近づくように最小二乗法の式を変形する。
AFIX による水素原子の配置は constraint の一種（水素原子以外も適当な AFIX を用い
て constraint できる。たとえば、ベンゼン環など。）

一方、restraint は、通常の精密化の際に最小化すべき関数
Σw(Fo2–Fc2)2　　を、　Σw(Fo2–Fc2)2+Σw(yt–y)2

で置き換える。（yt：目的の値、y：最小二乗パラメータの関数）
w=1/σ2 で、SHELXL では、このσの値を変えることで、restraint の強さを変更できる。
（σを小さくすると、より強い restraint がかかる。）

＜restraint の命令の例＞

DFIX  d  σ  原子の対・・
　一番目と二番目（あれば、三番目と四番目、五番目と六番目…）の原子の原子間距
離を目的の値 d に有効標準偏差σで restraint をかける。d は 0 から 15 の値をとれる。d
を負にすると、現在の距離が|d|以下である原子間にのみ適用される。これは原子が衝
突しないようにする restraint になる。

SAME  σ1  σ2  原子名・・
　指定した原子の組と、この命令に続く原子を同じ個数にわたって同じ構造になるよ
うに、対応する 1–2 原子間距離を有効標準偏差σ1 で、1–3 原子間距離を有効標準偏差
σ2 で restraint をかける結合表の 2 本の結合が 1 つの原子を共有する場合に 1–3結合が
定義される。

SADI  σ  原子の対・・
　一番目と二番目（あれば、三番目と四番目、五番目と六番目…）の原子の原子間距
離が等しくなるように有効標準偏差σで restraint をかける。

FLAT  σ  4 個以上の原子名・・
　指定した原子の組が同一平面上に乗るように、有効標準偏差σで restraint をかける。

DELU  σ1  σ2  原子名・・
　指定した原子間の結合は、剛体と見なされる。すなわち、異方性温度因子の結合方
向の成分は有効標準偏差σ1 で等しくなるように restraint がかかる。1–3 原子間結合に
ついても有効標準偏差σ2 で同様に restraint をかける。σ1、σ2 を 0 にすると、restraint
がはずれる。どちらかの原子が等方性温度因子であったら無視される。

SIMU  σ1  σ2  d 原子名・・
　原子間距離が d 以下の原子に対して、有効標準偏差σ1 で Uij が等しくなるように
restraint をかける。原子が結合の終端、あるいは結合を持たない場合、有効標準偏差
σ2 が用いられる。
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ISOR  σ1  σ2  原子名・・
　指定された原子は有効標準偏差σ1 で restraint がかかり、異方性温度因子 Uij が近似
的に等方性に振る舞うようになる。原子が結合の終端、あるいは結合を持たない場合、
有効標準偏差σ2 が用いられる。

これらの restraint を用いて、構造が「望みのもの」に近い結果を（あるいは恣意的に）
導き出すことも可能である。できるだけ良質の結晶を用い、束縛を使わないですむよ
うな測定をすることが大事であるが、現実には困難な場合もある。

restraint を用いて得られた結果がどこまで信頼できるものか常に気を配って解析を
行うべきである。

4　その他の命令について

その他、いくつかよく使う命令をあげる。

MERG  n
　nが 2 であれば、反射は精密化の前に並び替えられ、平均化される。もしその構造
が対称心を持っていればフリーデル対は精密化の前には平均化しない。もし、n が 1
なら、その指数はまず lが、次に k が、それから hが順に大きくなる標準的なセッテ
ィングに変換される。nが 0 ならば何も変換されない。n が 3 ならば、フリーデル対
も平均化される。

OMIT  s  t
　s は、「観測されなかった」とする反射を識別するしきい値になる。もし OMIT 命令
が無いと、大きな負の Fo2　 [すなわち、Fo2<–3σ(Fo2)]の反射を除くすべての反射が
observed として扱われる。s は負の Fo2 の反射をカットするために 0 にしたり、ある
いは、大きな負の Fo2 をカットするためにカットするために負の値（–10）にする。S
を正の値にすると、Fo2<sσ(Fo2)のすべての反射を除いて解析することができるが、
ACTA 命令と組み合わせて使うことができないので、cif ファイルを作ることができな
い。t は、それより高角の反射を無視する、という 2θの限界値を意味する。2θ<50ºと
したければ、OMIT –10 50 という命令を書けばよい。

OMIT  h  k  l
　(h k l)反射はデータ整理の後、merge された反射リストの中で unobserved として識別
される。OMIT 命令は一致する指数の反射は除くが、等価な反射は除かない。

MOVE  dx  dy  dz  s
　この命令に続く原子の座標は、x=dx+s×x、y=dy+s×y, z=dz+s×zに変えられる。この
命令は次の MOVE 命令がくるまで有効。絶対構造の反転は、
MOVE 1 1 1 –1
を先頭の原子の前に書き込めばよい。
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BIND  atom1  atom2
　結合表に載っていない結合を指定して表に加える。どんな距離でも可能である。

BOND  原子名・・
　指定された原子のうち２つが含まれるような、結合表中の結合長をすべて出力。パ
ラメータを持たない BOND 命令は結合表中すべての結合距離と対応する結合角を出
力する。BOND$H と入力すると水素原子との結合距離も一緒に出力される。ACTA 命
令により自動的にセットされ、結合距離や結合角は.cif ファイルに出力される。

MPLA  n 原子名・・
　指定した原子のうち、最初の n個の原子による最小二乗平面を計算する。平面の式、
そして指定した各原子の平面からのずれを esd とともに求める。また、前に求めた最
小二乗平面との角度も同時に計算されるが、この esd を計算するときにはある近似が
用いられている。原子数 nを指定しなければ、指定したすべての原子による最小二乗
平面が求められる。
n を指定した原子よりも少なくすることで、点と平面の距離を計算することができる。

Yadokari-XG で、この命令を書いておけば、 「SHELX の結果を表示」の画面に入
り、“最小二乗平面”をクリックすることで、その最小二乗平面の結果を見ることが
できる。MPLA 命令は Yadokari-XGの「特殊命令」－「選択範囲の最小二乗平面を計
算（MPLA）」でも生成できる。

4　CIF　FILE について

従来 X 線結晶構造解析の結果は紙に印刷したものであったが、現在では cif file
（crystallographic information file）の提出が求められることが多い。

SHELXL をでは自動で***.cif という CIF ファイルが作成されるが、“？”となってい
る部分も多く、自分で空欄を埋めなくてはならない。

提出前に、
http://journals.iucr.org/services/cif/checking/checkform.html
で、文法とデータの質を必ずチェックする。
または、
checkcif@iucr.org
に cif ファイルの内容を e-mail で送信すれば、自動でチェックして返信してくれる。
このときは署名など一切書かないように注意する。

データの質のチェックは Acta Cryst. 向けになされるので、必ずしもすべてのエラーに
対応する必要は無いこともある。
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第二部　Gaussian Output Viewer


