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日本結晶学会誌25,228(1983)

「西川正治先生 人 と業績」の刊行を

め ぐって

三宅 静雄

西川 先生 を 記念 す る

西 川正 治先 生は(1884-1952)日 本結晶学会 の初代の会長であ る.先 生の研究室は理研 と東大物理教

室にあ った.“X会 ” とい うのは,そ の どち らかに在籍 して先生 の指導を受け る幸福を もった門弟の会

で,私 もそ の一員 であるが,先 生の没年30週 年 を機 と して,昨 年(1982)の 夏 この会に よってA-5版

約270ペ ージの一書 「西川正治先生 人 と業績」(非 売品,以 下 「西川正治先生」 と略記)が 刊行 され

た.先 生 のため の記念事業 としては遅す ぎるといわれ るであろ うが,実 はその通 りなので,不 覚 に も長

い間実 行の機 を失 した まま今 日にお よんでいたのであ る.し か しX会 は当然なが ら老朽化す る一 方であ

るか ら,こ の機 を逸 しては懸案が陽 を見 る機会は また とあ るまい と思われて,そ の実行に踏 み切 り,篠

原健一氏 を委員長 と してこの本 の編集にかか ったのであ った.そ うして,極 めて広い範囲の多数の方か

ちの ご援 助を頂 くことによって,刊 行に漕 ぎついたのである.

取 りあえず この本の内容 を紹介 しよ う.巻 は3部 よ りなる.第1部 には先生 の主要論文6編 の フォ

ト・コピーを収録 し,ま た講演草稿,書 簡 などの遺稿を集め てい る.古 い時期の遺稿があ ま り捜せなか

った のが残念 であるが,戦 災 のためであ って,や むを得ないのであ る.第 皿部には まず先生の略伝(篠

原 健一,三 宅静雄執筆)を 収め,こ れに続いてX線 回折,電 子回折,原 子核な どの先生が関与 されたい

くつかの研究分野について,そ れぞれ先生のお仕事の意義を解説 し,さ らに それ らに よる影響や,そ

れ らに続 くその後の研究 の展 開な どを展望 し て い る(渡 辺得之助,加 藤範夫,三 宅静雄,篠 原健一 執

筆).第 皿部は先生を知 る多 くの人 による約40編 の追憶文集 である.こ れ にはX会 のメンバー以外 にご

遺族 やそ の他 の方 のご寄稿 も願 っているが,特 に先生 との間に特別の交流が深か ったRalph W. G.

 Wyckoff博 士(本 年86才 の高齢)の 原稿 を頂 くことがで きた.

「西川正治先生」の編集に際 して留意 したのは,こ れが単な る弟子 どもの主観的な追憶 の書に終 る の

でな く,先 生の生涯 と業績 をな るべ く客観 的に浮 き彫 りに して,先 生の本 当の偉 さを一般 の方,特 に次

の世代 の方 に判 って頂 きたい とい うことであ った.

初 期 の 論文 そ の 一・

西 川先 生がX線 回折 の分野 におけ る先駆的な研究者であ ることは一応 よ く知 られてい ると思 うが,こ

の ことを直接論文 の上 で具 体的 に認識 している人 は多 くあるまい.こ の点,「 西川正治先生」に先 生 の

論 文を再録 してい ることは有意義 と思われ るが,こ こで少 しく初期 の編 の論文 の意義を再考 して見たい.

X線 回折に関する先生の最初 の論文は1913年 の暮 に出版 された小野澄之助氏 と共著の “Transmission

 of X-Rays through Fibrous, Lalnellar and Granular Substances” であ り,寺 田寅 彦博士 のすすめによ

って始 め られ た研究 である.こ れ よ りさき単結晶に よるX線 ラウエ像 を螢光板上で観察す ることに よっ

て,寺 田博士 は結晶 の格子 面に よるX線 反射の発見に到達 されたのであ るが,実 験 を西 川先生に説 明 し

て 「(結晶を回転 しなが ら)斯 うや って(螢 光板を)見 てい ると実 に面白い,色 々な結 晶でそれぞれ特徴

が あ り,又 単結 晶に限 らず 他の ものでも面 白い模様が見 えることもあ る」(カ ッコ内は 筆者の挿入 と 語
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ってお られ る.西 川一小野は正に この線 の上 に乗って,`結 晶体'以 外 の物質か らどのよ うなX線 回折像

が得 られ るかを追求 した.実 験は連続X線 を用 いる ラウ エ法 によっている.な お ここでい う ‘結晶体'

は単結晶の ことであるか ら,そ れ以外の固 体物質 といえば,い まの知識 では多 結 晶か非晶質 の物質にほ

かな らない.

結晶体以外の物質は凝 集 の外 的特徴 によってい くつか のタイプに分類 で きるが,西 川 一小野の研究の

中で と くに鮮かなのは一連 め繊 維性物質 に関す るものである.ま ず アスベ ス トや繊維性石膏か らえ られ

る特徴的な回折像に関 し,こ れ らの物質 は多結 晶質であ ってそ の結晶子のあ る結晶軸が繊維軸に平行に

配向 した ‘繊 維構造'を もっている,と 仮定 してこれを見事に説 明した.さ らに また絹,麻,木,竹 な

ども似た回折像 を示す ことを確 めているが,こ れ らは実 に生物体組織に も結晶的な構造の ものがあ るこ

とを実験的に明 らかに した世界最初 の観察 であった.

西川 一小野は さらに大理石 の ようなつぶつぶ の組織を もつ物質や,単 結晶を磨 りつぶ して作った粉 末

試 料か ら,X線 の入射 点を中心 とす る1～2本 のハロー 状 の回折環が現おれ ることを発見 した.用 いた

X線 が単色 でないか ら,デ バ イ環 の発見には至 らなか ったが,ハ ローの半 径が入射X線 の質 によって変

わ ることまで確あ られていて,紙 一重であ った.た だ し,ハ ローがX線 のどのよ うな干渉 に相 当す るか

とい う点 につ いては断定を避け てい る.恐 ら く,結 晶体以外の物質に よるX線 散乱に関 しては,当 時 ま

だ分子内の原子 間干渉 の可能性 も考 え られ ていたため と思われ る.

結 晶体以外 の物質に よるX線 回折に関 しては当時ほかに もFriedrichな どによる研究が 二,三 見 られ

るが,調 べた物質 の種類や観察 の豊富 なこと,実 験解釈の鮮かな ことな どの点で到底西川 一小野におよ

ぶ ものはない.西 川 一小野 のこの研究は一見地味 だが,「結晶体以外の物質の広い世界に一 挙に大 きい網

をかぶせ た野心的 な研究で,若 さと独創性に温れ てい る.『しか しこの論文の優れた価値 が欧 米において

十 分認識 され なか った疑 いがあ る.特 にこの論文が出版 されて半年ほ どしか立たない うちに第1次 世界

大戦が勃 発 し,残 念 なが らそ の ことが,こ の論文 の運命を多少不幸に した ように思え る.デ バイ環を発

見 したDebye-Scherrerの1916年 の論文にはFriedrichは 引用 してあ るが,西 川 一小野 には触れ てい な

いのも,こ のよ うな事情のためでなか ったろ うか.

初 期 の 論 文 そ の二

1915年 の初め先生は1‘Structure of Some Crystals of Spinel Group'と 題す る論文 を出版 された.ス

ピネル族 はM'M”2O4の 化学式を もつ立方晶系の結晶であ る.こ の論文は空間群理論 に基づ く手 法を結

晶構造 解析に最初に適用 した例 として有名であ るが,空 間群理論 が構造 決定の どの段階 で援用 され てい

るか とい う点は必ず しも一 目瞭然 でない.し か し,構 造解析に際 して まず消滅則に基づいて空間群を求

め,そ の上 で構造 の詳細 に立 向 うとい う方法論が確立 されてい る現在 と違 って,方 法論 の確 立以前の先

生 の論文が今風 の筋書にな っていないのは,む しろ当然であろ う.

先生 の論文はつ ぎの よ うな論 旨をた どってい る.先 ず ラウエ写真の観察 に基づいて反射強 度 と反射指

数 のタイプの間 に見 られ る規則性を列挙 し,こ れ らの中の消滅則の一つがダイヤモ ン ドについて観察 さ

れた ものと同 じ形式であ ることを指摘 してい る.つ ぎに ‘これ らの規則性やその他の多 くの ことを考慮

して試みを繰 り返 した結果,最 終的につ ぎに述べ るような構 造がいちばん簡単で信頼 できる ことが分 っ

た'と 述べ,こ こで一気に構造の主要な骨組が説明 されている.つ いで ‘……か くしてSch�nfliesの

記号に よる07の 対称群 に相 当す る完面像 の構造がえ られ る.こ の結 晶格子の一般 的な性質は ダイヤモ

ン ドと同様で,.4回 の ラセ ン軸 と映進面を持 ってい る'と 述 べている.

さて,以 上の記述を読む と,空 間群か ら構造 が導かれた とい うよ り,む しろ空 間群が形式的 に構造か

ら読み とられた とも受け とれ る.し か し方法論の図式が まだ確立 されていない段階 でなされた この研究

にお いては,空 間群 も構造 もあ る程度互いにか らみ合いなが ら確 定され たであろ う.そ うして,い ずれ

の場合に も空間群の確定が推定 された構造 に確 信を もた らしたはず であ り,当 時 と してやや複雑 な構造

を扱 った この解析において,空 間群の確 定が実 質的な役割 を もった ことは疑 いない.な お,論 文に現わ
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れ ている字 句の範 囲で多少想像 すれば,ス ピネルが ダイ ヤモ ン ドと同 じ形 式の消滅則を示 す とい う点が 、

空 間群 を推論す る最有力 な手掛か りにな った もの と思われ る.ダ イヤモ ン ドの空間群 も07hで ある.論

文 中,考 察 の経過 の説 明は極度に控え 目で,‘……多 くの点 を考慮 して……'と しか述べ られ ていないが

これは得 られた構造そ のもの の記述に重点を置かれたためであろ う.

さて,こ の論文が世に出た1915年 はすでに第1次 大戦の真只 中であったため,論 文 に対す る反 応 は

やは り鈍か った のではあ るまいか.と はいえ,こ の論文はその後 もX線 構造解析 の初期 におけ る見事 な

一例 として高 く評価 されてい る.し か し一方,こ の論 文に示 されている空 間群理論 を導入 した構造解析

の手法が,敏 感に一般か らの注 目を集めた ようには思えない.論 文 では控 え 目だ し,出 版 の時期 も不幸

であ った.し か し,幸 いに も西川先生の蒔かれた種は,第1次 大戦中にCornell大 学におい て先生の指

導 を受けたWyckoffの その後 の活動によって花 開いた.W. L. Braggは 著書 「結 晶学概論」(邦 訳名)

の中で ‘Wyckoffは,結 晶解析 に際 しては 原子位置を きめ よ うとす る試みに先立 って,空 間群を導 き

出 さなければ な らない,と い う見解 を最初か ら強固 に主張 した人であ る'と 書い てい るが,そ の後 この

主 張はそのままの形 で具体化 して,急 速 に空間群確定の手順が結晶解析のル ーチ ンに組み こまれて定着

し,現 在 に至 っている.そ うして,そ もそ もこのWyckoffの 主張が西川先生に発 した ものであった こ

とは,い うまでもない.

幻 の 論文 と 発 見 され た遺 稿

大戦が終 って西川先生は1919年9月 に英国に渡 られ,ロ ン ドンのUniversity Collegeに おけ るW.

H.Braggの 研究室 に客 員 として5か 月ほど滞在 された.と ころで,後 年(1946年 頃)先 生の語 られた

ところに よれば,ロ ン ドンを離 れ るとき,空 間群 の表 を含む構造解析 の小論文を,出 版の処置 も一任 し

てBraggに 託 したが,ど うしてかその ままに成った,と い うことなのである.こ れが どのよ うな論文で

あ ったかを知 ることがで きないのは残 念であ る.も しW. H.の 遺 品が保存 され ていれば,そ の中に発

見 される ことが万が一 の望み であろ う.と ころで実は この幻 の論文に関連の深そ うな先生の遺稿 がある.

これは亡 くなった岡邦雄氏 が先 生の遺 品中か ら発見 され,岡 氏か ら送 られたその コピー一通が,木 村東

作氏の手許 に保存 され ていた.私 は 「西川正治先生」 の編集 の席で木村氏か ら初めて見せ て頂いたので

あ るが,そ の後 これを拝借 して判読 して見た.

この草稿は タイ プライ ター用紙数枚に横書 された もので,最 初に 「此 問題 ハ未 ダ完成 シ居 ラズ,題 目

ヲ何 ト称スベキ カモ決定シ難キ程度 ノモ ノナ リ」 とあ るように,メ モ的な未定稿 である.続 いて 「英国

ニテBragg氏 ノ許 二滞在シ,X-ray spectrometerノ 実 習 トシテ二 ,三 の結 晶 ヲ試 シ居 ル内,如 何 ニセ

バ此spectrometerヲ 利用 シテ,複 雑 ナル結 晶構造 ヲ定 メ得 ルカ ノ疑問 二際会 セ リ」 とあ る.(こ の文脈,

そ の他か ら,こ の遺稿は先生の滞英中の ものであ ると推論 され る).当 時のBraggの や り方は結 晶か ら

切 り出された小数の面か らの反射をX線 分光計で測定 し,こ れ らの強度の比較 だけで構造 を結論 してい

た.空 間群の ことは まだ念頭にない.し か し,少 し複雑 な結 晶では これ では危険 で,到 底得 られた結果

の一義性は保証で きない.先 生は少な くも空間群 の決定 が一 般に不 可欠である と考 え られた.先 生 の流

儀では ラウエ法が使われ,測 定 され る反射の数が多 く,空 間群 も誤 りな く決定 できるので,結 論 に信頼

性が ある.そ れゆえ,「 余ハ後者(先 生の方法)ノ 方 ヲー 我田引水ナガ ラー 可 ナ リ ト考ヘ ル」 と 述べ て

お られ るのは,も っともであった.

しか しX線 分光計の方法 もまた よ り信頼 で きるような方式に改 善で きないであろ うか.先 生 の小論は

この課題 に対 し,主 として斜 方晶系 の結 晶の場合 につ いて,一 つ の試みを提案 してい る.す なわ ち,空

間群は反 射を上 手に選 べば比較 的小数 の反射 の測定 だけか ら決定で きることが多いので,適 当に選択 し

た12～13種 の低指数 の反射 に対 して簡単な強度測定を先ず行い,一 方,ど の反射が どの空 間群 で 消滅

す るか とい う対応関係を示す一 覧表を用意 してお くことに よ り,空 間群を構造 決定に先 立って迅速 に決

定す る,と い う処方箋が提案 されてい る(た だ し,こ の一覧 表が残 念なが ら原稿 か ら欠落 している).

そ うしてsこ の方法 の適用例 としてオ リビン(か ん らん石),ト パーズ,硫 酸 カリの結 晶につ いて 暫 定
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的 な強度測定を実 際に行い,こ の測定に基づいてそれぞれの空 間群が結論 され ている.ま た特にK2SO4

について,い くつ かの強度測定 の組か ら未知 のパ ラメーターを解析的に求める方法 が論 じられ ている.

ただ し,こ の小論 で結論 され ている空間群は現在知 られてい るものに一致 していない.こ れはおそ らく

暫定測定の不備のためだった と思われる.

以上の遺 稿が さきの幻 の論文 の初期 の草稿 である可能性が大 きい.こ の遺稿でのべ られた西川先生の

手 法は全体 としてかな り解析 的な色彩 の ものであ り,し たが ってこれ と傾向が違 うW.H.の 関心 を 惹

かなか ったか も知れない.空 間群 に対 して当時 のW.H.は それ ほど興味を もと うとせず,2～3年 後

に漸 く門下のLonsdaleら が関心を もち始 めたに過 ぎない.一 方,こ の場合の西川先生の試み もまた,

依然先駆的ではあ るが,歴 史の中では過 渡的な性格 のものであった.な ぜ ならば,そ の後回転結晶法な

どに よって単色X線 の多数の反 射を一挙 に記録す る方法が開発 され,結 晶構造解析は急 速に,現 在の よ

うな極めて多数の反射を利用す る手法に発展 したか らである.

む す び

明治に入 って近 代科学 の導入 を急いだわが国は,物 理学の分野において も小数なが ら比較的早 い時期

に国際的 レベルの研究者 を出 した.西 川先生 とほぼ同時代に も寺 田寅彦,石 原純な どの天才的な研究者

を数え ることがで きる.し か しその研究が海外 にお よぼ した インパ ク トとい う点でい うと,西 川先生が

当時他か ら抜 んでた研究者 であった と考 えざるを得ない.だ が西川先生は研究者 として も個人 として も

大 変地 味な方であったか ら,先 生 につ いて書かれた ものは ご く少ない.そ のため先生の本当の偉 さが結

晶 学関係者以外 には十分認識 され ていない疑いがあ る.最 近 「科学史技術史事典」(弘 文堂)と い う本が

出版 されて評判が良いよ うであるが,歴 史 の本であ りなが ら残念 なことに,こ の本には西川先生の項 目

が ない.こ れは編 者の不 明のため と言 えるであろ う。 さ らに これは また,い ままで 「西川正治先生」 の

刊行をなお ざ りに して来た門弟 どもの責 任であったかも知れ ない.

一般に昔の栄光ばか り懐 しんだ り昔 の人 は偉 かった などとばか り言 ってい るのは馬鹿げてい る.し か

し,わ が国の学界が まだ まだ世界か ら取 り残 されていた時期に,実 りの多い独創的な業績 をあげ られた

西川先生の ような先駆 者を もった ことは,や は りわれわれ を勇気づけ るのでは あるまいか.大 変遅れた

「西川正治先生」 の刊行の意義 もこの点に求めたいと思 う.
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