図２ SmNiC2 の結晶構造
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原子が規則正しく周期的に並んでいる結晶にX
線をあてると、条件が満たされたときに反射強度が
現れます。その現れ方は周期的であり、グラフに表
すと上のグラフのようになります。
何らかの要因によって結晶中の原子の位置が
変わって周期性に変化が起きると、それに応じてX
線回折にも変化が現れます。下のグラフのように、
もともとあった強い強度の間に新たな反射強度が
現れることがあります。このような反射を超格子反
射と呼びます。超格子反射は結晶構造に変化が
起きたことを知らせてくれるサインといえます。
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式はブラッグの条件と呼ばれ、高校の物理の

結晶の様子を捉える方法は、ブラッグ反射

教科書にも載っていますのでご存じの方も多い

を調べるだけにとどまりません。ブラッグ反射
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物性物理学は基礎的な学問として魅力的な

は今後も変わらないと考えられます。私自身も、
「物質の性質の謎の解明 」に今後も関わって
いきたいと考えています。
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