
サンプルチェンジャー：試料セットの方法

試料をホルダーにセットした後、パレットにマウントする。
【重要】パレットの番号と試料との対応を確認しておく

パレットパレット
の番号

最大50本



③キャピラリを治具の上にセットする ④キャピラリをテープまたはクレイでセットする

Capillary
Cray or tape

②試料ホルダに治具を取り付ける

This length should

be within 25 mm
7 mm

Ｘ-ray center

サンプルホルダへの試料のマウント

①サポート治具へのホルダの取り付け

Sample holder

support holder



オフラインで、キャピラリが
まっすぐつけれているか確認する。

画面外にはみ出ている場合、
うまくセンタリングできない場合があるので、注意が必要

試料

キャピラリ

ホルダを
回してみる



サンプルチェンジャー：試料セットの方法

①スライドに沿ってパレットをセット ②【重要】つまみを絞める（絞め過ぎ注意）

パレット

固定



エクセルシートにプログラムを書く

変更しない
試料パレットの
番号に対応

設定温度

Double-step modeは
2倍の時間がかかります。

設定温度に達した後の
待ち時間 温度昇降速度

（0 ~ 80 K/min）

温度設定をするか
しないか（”y” or “n”）

nなら強制的に室温測定

吹付装置の低温・高温
どちらを使うか？

(L: 低温 Ｈ：高温)

設定可能な温度
Low : 90 ~ 340 K

High : 300 ~ 1100 K

露光時間

あらかじめ、エクセルシートを
用意をしておくと便利

ＨＰからダウンロード可能です。

エクセルファイル名は、英数字で書く！
（ハイフンやアンダーバーはＯＫ）

スペースや日本語、特殊な文字を入れないこと



0.  実験ハッチを正常閉の状態にする。
1. Labview上で、Load Experimental conditionの状態にする(①をクリックすると切り替わる)。
2. 実験条件が書かれたエクセルシートを選択する。
3. outputデータのフォルダを指定する。
（エクセルシート毎にフォルダを分けると便利）

4. ファイル名を記入する。

ファイルやフォルダ名は、英数字で書く！
（ハイフンやアンダーバーはＯＫ）

スペースや日本語、特殊な文字を入れない

ファイル名の例：test →test_1_sv300K_1.dat

試料パレットの
番号に対応

設定温度

No.

(測定の順番)

Labviewの操作
SC_My_Temp_measurement….vi

①

②

③

④

② ③④

二次元検出器を同時
使用する場合はON。



Labviewの操作
SC_My_Temp_measurement….vi

5. エクセルファイルの何行目まで測定したいか、No. dataで指定する。
6. Labviewの実行ボタン を押す。
7. 正しく読み込まれたら、

Load experimental condition からMeasurement modeに切り替える。
8. Labviewの実行ボタン を押す。 → プログラムスタートしてよいか聞かれるので、

よければ”yes”を選択。

⑤

⑦

⑥、⑧

⑦
正しく読み込まれ
ているか確認

現在のステータス

一つの測定が終わったら….

LabVIEW上にデータが表示されます。
また、

データフォルダに回折データが
吐き出されます。

空行がないか確認



そのほかの留意点

1) Sample No. に777を入力すると、CeO2が測定試料として選択されます。

2) Sample No. に999, 温度にEnergy (15.5keV～37.777keV)を入力すると、エネル
ギー変更が実施されます(20分程度かかります)。

3) 測定時間の計算のためのプログラムが共用パソコン(BL02B2-07)に導入されて
います。[測定Excelファイルをドロップし、測定行を入力後、Estimationボタンを
押すと目安となる測定時間が計算されます。] Error checkボタンをおすと、Excel
ファイル内の入力ミス項目が出力されます。





Dec.  2021

12 mm

7 mm

X-ray center

・20～40 mm capillary length is 
better

・50 sample can be mounted on a pallet

Sample Pallet for Sample 
Robot

3mm

BL02B2: Powder Diffraction



③put capillary on the jig ④ Fix the capillary with clay or tape

Capillary
Cray or tape

② Put the sample holder on a jig

This length should

be within 25 mm
7 mm

Ｘ-ray center

How to mount on the sample holder

BL02B2: Powder Diffraction

①Attach the sample holder to the support 
holder

Sample holder

support 
holder



Check capillary sample (Is it straight ?  )

When the capillary protrudes outside the screen,

It may not be possible to auto-centering well.

In that case please reattach the capillary

Sample

Capillary

BL02B2: Powder Diffraction



Put the pallet On a Auto-sampler 

①Set the palette

②【Note】Tighten the screws.

（Don’t overtighten)

Pallet

Tighte

n

BL02B2: Powder Diffraction Dec.  2021



Prepare your experimental sheet (Excel 

file)
DON’T  

change
Corresponds 

to the number 

of sample 

pallet

Setting 

temperature

TOTAL measurement time 

: Exposure time × 2 + movement time of 2θ-axis 

(20sec.)

Waiting time for 

temperature stabilization Ramping rate

（0 ~ 80 K/min）

Do you want 

temperature control?

（”y” or “n”）
“n” means ambient temperature

Select gas stream 

devices

(L: Low Ｈ：high)

Available temperature
Low : 90 ~ 340 K
High : 300 ~ 1100 K

Exposure 

time

File names must be written in alphanumeric characters! (Hyphens and underscores are OK) Don’t 
put in space, Japanese, special characters .

BL02B2: Powder Diffraction



0.    Close EXP. Hutch
------------------------On the PC-----
---------------
1. Select “Load Experimental condition”
2. Select the prepared EXEXL file
3. Specify the directory for output data.
4. Fill in the file name!

File names must be written in 
alphanumeric characters! (Hyphens and 

underscores are OK) Don’t put in space, 
Japanese, special characters .

Example：test →test_1_sv300K_1.dat

How to use Labview
SC_My_Temp_measurement….vi

① ②

③

④

BL02B2: Powder Diffraction



5. How many rows in the Excel file you want to measure, specify it with No. data.
6. Press the Run button          of Labview.
7. When correctly loaded, switch from Load measurement condition to measurement mode.
8. Press the Run button          of Labview.

→ Select "yes“ on the pop-up window  if you want to start program.

⑤

⑦

⑥、⑧

⑦
Make sure that it 
is loaded 
correctly.

Current status

When a measurement is completed .... 
Current data is displayed on Labview. 

Also, diffraction data will be 
automatically generated in data folder.

BL02B2: Powder Diffraction

How to use Labview
SC_My_Temp_measurement….vi



Tips
By using the below program, you can estimate the total measurement time.
The program is installed in BL02B2-07 PC.

①Drop an Excel file on the program.
②Enter the number of rows to be read
③Push the Estimation button
④If you want to check the input error in the Excel file, push the Error check Button.

BL02B2: Powder Diffraction

Error message


