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BL6C Galaxy 操作マニュアル（簡易版） 

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科物質科学専攻 

博士前期課程２年 奥平香代子（今野研究室） 

 

ビームラインアシスタント期間中(6月18日～7月7日)、BL6Cに新たに設置されたGalaxyの試用の 

機会に恵まれましたので、簡単に装置の概要、操作法等をまとめました。 

 

１．Galaxyの特徴 

露光・読み取りが全自動かつ高速に行われる。 

   測定と同時にデータの処理を行える。 

 

２．Galaxyの概要 

ⅰ）ＩＰ  

・カセットは２台あり、消去、露光、及び読み取りが交互に行われる。 

・円筒状のカセットの内側に張りつけられている。これを区切って露光する。 

・SymmetricまたはAsymmetricを選択できる。 

（Symmetricは水平線の上下に等しい幅を露光させ、Asymmetricは水平線の上側だけに露光させる設定） 

・IP には 10°刻みでＸ線が通る穴があいている。 

・撮りたい結晶の分解能に応じてIPの上下の長さを、ドラムの開口角度を変えることに 

より変えることができる。φ＝10°,20°,30°,40°,60°,90°,120°,180°(180°は

Symmetric 設定時のみ)のうちから選択する。 

◎最大分解能の算出 分解能＝波長[Å]/(2sinθ) 〔θ＝φ/4〕  

      例） 開口角度(deg) 最大分解能(Å) １カセットで撮れるフレーム数 

           ４０    ２．５９      ９                

           ６０    １．７３      ６     

           ９０    １．１７      ４ 

                       （以上、波長＝0.898Åの場合） 

ⅱ）読み取り                  

・１カセット分撮影後、カセットが読み取り部に搬送され、読み取りが開始される。 

・１カセット分を読み取る時間は一定。 

・１００μ×１００μ読み、または２００μ×２００μ読みを選択できる。 

・５本の読み取りヘッドにより、非常に高速に読み取られる。 

 

３．注意事項 

・カセットがレール上を移動するので、台の上に物を絶対に置かない。 

・ドラムの蓋が必ず閉じていることを確認してから測定する。 

   （開いたままにしているとカセットが移動した時ぶつかるため） 
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露光部                     読み取り部 

このドラム(ヘリウムチェンバー)内に        露光後、カセットのみが 

  結晶をマウントする。               読み取り部に移動する。 

露光時はこの外側にIPカセットがはまる。 

４．準備 

１．読み取りヘッドの切り替え 

ハッチの裏(Fig.7)にまわり、入り口左にあるレバー（Fig.1）により切り替える。 

→ 上:100μ  下:200μ 

２．クライオの準備（低温測定の場合） 

ハッチ裏入口入って右手にある装置の電源（２ヶ所）ONにする。（Fig.2） 

温度の設定はハッチ表入り口手前にある装置（Fig.3）により行う。 

表示温度は、上が出口温度、下が設定温度を示す。 

→ 温度設定：まず、Enterボタンを押し、温度を入力後、再びEnterボタンを押す。 

３．結晶のマウント 

   ドラムの蓋をあけ、内部にマウントする。（Fig.4） 

            

Fig.1  読み取り切り替えレバー            Fig.2 クライオ主電源                      

           

Fig.3 クライオ温度設定装置           Fig.4 ドラム内部拡大図    

 



構造生物 Vol.７ No.２ 
2001 年９月発行 

４．その他 

・ハッチ表入り口の手前にあるモニター 

LineA ドラム内の結晶を映す。センタリング時使用。 

       LineB ハッチ内部全体を映す。高感度なので部屋が暗くても映る。 

   ・ハッチ内の電気→リモコンによりON/OFFできる。（Fig.5） 

   ・ハッチ内のモニターの電源は別のリモコンでON/OFFする。 

   ・安全装置は本当に危険な時しか押さない。安全装置のボタンを押すと全てが 

ストップする。(Fig.6) 

   

Fig.5 リモコン       Fig.6 安全装置       Fig.7 ハッチ裏（BL7側） 

 

５．起動 

  １．ログインする。 

 ２．startx と入力   →  Ｘウィンドウが立ち上がる。 

  ３．ターミナルウィンドウが２つ立ち上がる。 

４．ターミナルウィンドウ（どちらでも可）に galclean と入力。 

５．ターミナルウィンドウ（黒い方）に 

server -p 11 （100μ×100μ読み） 

     または server -p 22 （200μ×200μ読み） と入力。 

→  ５つの読み取り用PCにネットワークを介して接続される。 

６．もうひとつのターミナルウィンドウ（白い方）に run と入力。 

→  メインメニューが立ちあがる。 

    ７．もう一つターミナルウィンドウを開き、netwatch と入力。 

→ http://sbsp.kek.jp/i/index.html に測定状況が表示される。 

 

６．メインメニューの操作 
 
メインメニュー(Fig.8)が立ち上がる。 

 (Fig.8) 
 

 

http://sbsp.kek.jp/i/index.html
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6.1 Init. (Fig.8(1))→start で次の Initialize & cassette location 窓(Fig.9)が開かれる。 
  以下の図は 2 台のカセットのポジションを示している。 

 

 
                                         (Fig.9) 

 
 

A 消去デッキ 
B 消去デッキ前の渡し台 
C、E 搬送台 
F カメラ前の渡し台 
G カメラ位置 

H 読み出しデッキ

  
１．Fig.9 の(1)から(4)のボタンを一つずつクリックすると、それぞれのボタン横のチェックボ

ックスが緑に点灯する。場合によってはクリックする前から点灯していることもあるので

その場合はクリックする必要はない。緑色に点灯したことを確認してから次のボタンをク

リックするようにする。 
 
２．Fig.9(3)をクリックした際、場合によって次のようなエラーメッセージが出たら全て目を通

し、全て OK（Fig.10(5)が緑色に点灯）であることを確認後、 Fig.10(7)の Quit ボタンを

押して終了する。 
 

 
 (Fig.10) 

 
３．Fig.8 の４つ全てのチェックボックスが緑色に点灯したら位置認識の初期化が終了。 
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6.2 Init. (Fig.7(1))→Cassette Trans./Datum で次の Cassette transfer/datum 窓(Fig.11)が開か

れる  

 (Fig.11) 
１．Tdtm.cmd (Fig.11(6))をクリック →初期設定が行われる｡ 
２．Assign home position (2)をクリック 

→初期位置(ホームポジション：A と H の位置に何れかのカセットが存在する)に 
現在の位置からなるべく少ない動作で移動させるときの目的位置を(1)の入力欄に自

動設定する。 
３．Start (3)をクリック →カセットが初期位置に移動する。 
 

6.3 Init→Emergency Stop で次の Emergency Stop 窓(Fig.12)が開かれる。 

 (Fig.12) 

  基本的に触らない。使用は本当に危険な時のみにとどめる。 
 
 
6.4 結晶のセンタリング 

crystal mount→Remote start で、Crystal mount 窓(Fig.13)が開かれる。 
※モニターで確認しながら結晶のセンタリングを行う。 
モニターに表示される十字の線の太さは 30μm である。 

※キーボード入力ができないので注意。数値はすべて画面上のテンキーをクリックして入力

する。数値の取り消しは BS キーで行う。 
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 6.4.1  並進移動 （Z Trans，Y Trans ，X Trans） 

 (Fig.13) 
Step or Dest.欄に移動したい分だけの数値を入力後、 
Step＋ボタン→ Step or Dest.欄の入力値だけ現在位置から正方向に移動させる。 
Step－ボタン→ Step or Dest.欄の入力値だけ現在位置から負方向に移動させる。 
※ Go To ボタンを押すと、入力値（絶対的な位置）に移動するため、あまり使用しない。 

6.4.2 軸の回転 

 (Fig.14) 
１．Omega (Fig.14) をクリックする。 
２．Fig.14(2)に各軸の現在位置が表示される。 
３. Fig.14(3)は Omega 軸の操作アイテムを示す。 

左 2 列の数字ボタンを押すとその角度に移動する。 
－110 －20  70  160 の何れかで動かした時は、調整を行うべき並進軸（Y-trans 又は

X-trans）の選択ボタンがハイライト表示されるのでそのボタンを押し、6.4.1 に従い調整

を行う。－155 －65  25  115 は上記に対して 45 度隔たった角度系列になっている。 
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6.5 測定条件の設定 
6.5.1 Data collect (Fig.8(3))→Params. Edit で、次の Params. Edit の窓が開かれる。 

 (Fig.15) 
〔各ボタンの説明〕 
(1)   Setting selection をクリックすると、表がポップアップする。この表から、既に作成されて

いる既存の setting を呼び出し、その中で選択を行う。選択された内容は(3)～(16)に表示

される。 
(2)   (1)で選択された setting のファイル名が表示される。 

新たに setting を作成する場合はここにファイル名を入力する。 
(3)   コメント入力欄。最大 79 文字で|(縦棒)を含まないこと。空欄にするとエラーになる。 
(4)   ω軸振動幅入力欄。 
(5)   ωスキャンスピードの入力欄。正の値[度/秒]で入力する。 
(6)   カップリング定数の入力欄。[度/mm]で入力する。 
(7)   IP 並進移動幅入力欄。[mm]で入力する。 
(8)   振動回数入力欄。片道を 0.5 と数える。0.5 の倍数で入力する。 
(9)   露光時間/フレーム 表示欄。1 フレームあたりの露光時間[秒]が表示される。 
(10)  ω軸測定範囲のスタート入力欄。[度]で入力する。 
(11)  ω軸測定範囲のエンド入力欄。[度]で入力する。 
(12)  全フレーム数を表示。 
(13)  隣り合うフレームのω軸での重なり角度幅の入力欄。 
(14)  インバース設定選択ボタン。 

Off または on を選ぶとそれが右隣の表示欄に選択される。 
(15)  コリメータサイズの入力欄。 
(16)  SymmetricまたはAsymmetricを選ぶ。Symmetricは水平線の上下に等しい幅を露光させ、

Asymmetric は水平線の上側だけに露光させる設定。 
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(17)   ドラム開口角度選択ボタン。10,20,30,40,60,90,120,180 のうちから 1 つを選択する。 
      (180 は Symmetric 設定時のみ有効) 
save ： 保存ボタン。(2)の欄に指定されたファイルの名前で setting を保存する。 
     読み出した setting ファイルに変更を加えた場合は、ファイル名を変えると前のファ

イルはそのまま残り、新しいファイル名のファイルが作られる。 
 
（注 1）･(8)振動回数が 0 の時は静止写真、このとき(5)には露光時間[秒]を指定する。 
    ･(6)カップリング定数及び(7)IP 並進幅がともに 0 もしくは空白のときは振動写真。 
    ･(6)カップリング定数または(7)IP 並進幅の何れかが 0 でないときはワイセンベルグ写真。

(6)または(7)の何れかから他方が算出される。両方指定されたときは(6)の方が優先参照

される。 
（注２）必要最小限の入力を行った後、Tab キーを数秒間押しつづけることにより、他の値が自

動的に設定される。 
（注３）インバースに設定すると、通常ω位置とそれに＋180 度したω’ 位置の 2 つが対になって

撮影が進行する。 
 
6.5.2 Data collect (Fig.8(3)) → control で次の Data Collection Control の窓が開かれる。 

 (Fig.16) 
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１) Setting selection（Fig.16(1)）をクリックすると、既存の Setting ファイルを示した表がポ

ップアップするので、ここから 6.5.1 で設定した条件のファイルを選択すると、(2)にファイ

ル名が表示される。 
２) 入力欄(Fig.15(3))に、Output するファイル名を入力する。数値が必ず 5 桁以上になるように

するため、***nnnn1.ipf のように設定する。 
３) 通常は必ず from cass. in Eraser (Fig16(4))をクリックしてから start (Fig.16(9))をクリック

しデータ収集を開始する。 
４) Fig.16(5)に測定予定のフレーム番号が測定条件（角度、時間等）と共に記される。最終的に、

この表示が最優先され、これに従って測定が進められる。測定中はオレンジ、測定済みは黄

色で示される。(6)には total 露光時間、(8)にはエラーメッセージ等、(10)にはカセットの位

置等が表示される。(7)をクリックすると(5)の表示がプリントされる。 
５) server と接続したターミナルウィンドウを確認すると、読み取りの状況がわかる。 
６) その他 
ⅰ) Fig.16(11)は、測定途中で測定を終了させたい時にクリックする。 

緊急度にあわせて次の三つがある。 
1, Wait for present exp. (frame) then read-out 

現在撮影中であれば、そのフレームの撮影終了時点で読み出しへ移り、そのフレーム

までの読み出しを行ない測定完了となる。 
2, Quit after present exp. (frame) and/or read-out 

現在撮影中であればそのフレームの撮影終了時点で、また読み出し中であればその時

点で測定完了となる。 
3, Stop all as soon as possible (for emergency) 
なるべく緊急に測定をとめる。 

 ⅱ) Fig.16(12)は自動軸合わせを実行する。 
 ⅲ) Fig.16(14)は方位マトリクスの計算のみを実行。 
 ⅳ) Fig.16(12)をクリックすると(15)にゴニオメーターarc の現在値が表示される。 
 
 

７．終了 
１．各部は動作中ではないことを確認する。 
２．メインメニューの Shutdown → Exit を選ぶ。メインメニューが消える。 
３．ウィンドウを Exit 後、ログアウトする。 
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８．測定途中で止まってしまった場合の対処法 
 
 １． 読み取り部への搬送途中で止まった場合→データは復活できます。 

※システムを正常に戻し、データ復活後、測定の続きを行う。 
 

（１） ハッチ内を暗くしたままの状態で、T-datum (Fig.11(6))を実行してみる。 
（２） あまり頻繁に実行しない方がよいが、どうにもならなくなったらコンソールのリセット

ボタン(Fig.17)を押し、次に T-datum を実行する。 

（Fig.17） 
（３） それでも駄目ならメニューを終了し login からやり直す。 
（４） Init.→Cassette Trans./Datum(Fig.11)を開く。(1)に、これから読み取りたいカセット

を読み取り位置(H)に、もう一方のカセットを消去位置(A)に移動させるよう、入力欄にカ

セット番号を入力し、Start をクリックする。 
（５） メインメニューの misc.を開くと各種プログラムが収納されているのでその中から２０

秒消去するプログラムを選び、消去位置に移動させたカセットを消去する。 
（６） メインメニューの Data Collect → IP read を開く。読み取りを開始するフレーム番号

を入力し、実行すると、その番号からフレームの読み取りが開始される。 
（７） メインメニューの Data Collect → control で Data Collection Control を開き、

Fig.16(5)に測定予定のフレーム番号が記されていることを確認したら、(3)を消去し一旦

空欄にし、続きの測定を始めたいフレーム番号のみを入力後、Start (Fig.16(9))をクリッ

クする。 
注意：このとき、setting selection からファイルを選択してしまうと、(5)の表示が上書き

されてしまうので注意する。 
  
２． 読み取り途中で止まった場合→撮ったフレームは残念ながら復活できません。 

※止まった部分からもう一度撮りなおしてください。 
 
（１）１．（１）～（３）を実行する。 
（２）6.2 の１．～３．を実行する。 

 （３）１．（５）を実行する。 
 （４）１．（７）を実行する。 
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 ・・・あとは止まらないように祈ってください。 


