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磁性研究グル-プ 

フラグメントフリー質量分析法の開発と物質の振動子強度分布測定 

酒井 康弘 

 

1. 研究目的 

多くの原子分子から構成される超分子の性質を探るためには多方面からの実験的あるい

は理論的なアプローチが必要となる.本研究では, 超分子の基礎物性を明らかにするために, 

物質をあるがままの姿で質量分析する完全なフラグメントフリー質量分析法を開発するこ

と, 及び重要な基礎物性値である振動子強度を測定するための手法を確立することを目的

とする.フラグメントフリー質量分析法は, 多くの原子から形成される多原子分子をイオン

化の際に解離させることなく分析する手法で, レーザーを用いた MALDI 法や ESI 法など, 

固相や液相状の物質に対しては, ほぼフラグメントフリーといってよい手法が既に開発さ

れている.しかし, すでに気相として取り出すことのできる物質については, 完全なフラグ

メントフリー質量分析法は存在しない.本研究では, 気相試料を対象としたフラグメントフ

リー質量分析法を, イオン付着法という新しい手法を用いて成し遂げることを一つの目的

とする.これが成し遂げられると, 例えば物質を熱分解した際に生じる物質を直接分析でき

るほか, 電子ビームや放射線によってどのように破壊されてしまうのかといった情報を得

ることができる. 

一方, 振動子強度は物質の誘電率や分極率などに直接関連する物理量であり, さまざま

な物質についてそれを求めることは, 物質の基礎物性を探るための大きな意義がある.振動

子強度は光吸収、または電子エネルギー損失スペクトルから求められる.しかし, イオン化

が関わる過程ではイオンを同時に観測することが必要となるので, 我々が開発した散乱電

子-イオン同時計測法を用いてそれを行う.本研究では, 気化され気相状になったあらゆる物

質に対してその振動子強度を絶対値で求めることを目指す.  

2. 2015年度の研究計画 

2016年度は次の 2点を目的として, 装置の改良および実験を行う. 

1) イオン付着飛行時間型質量分析装置の高効率化に向けた改良 

2) 散乱電子－イオン同時測定による簡単な分子の一般化振動子強度分布の測定 

3. 2015年度の研究成果 

1) イオン付着飛行時間型質量分析装置の高効率化に向けた改良 

イオン付着質量分析法では, 物質のイオン化のために電子をはぎ取るのではなく軽原子

イオンを付着させるが, その付着と安定化の為に, イオン化を 100Pa程度の窒素雰囲気中で

行う必要がある.しかしながら 100Pa の窒素雰囲気中ではイオンの平均自由行程は非常に短
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くイオン源部から質量分析部への静電レンズによる誘導は困難であるので, 我々は, RF イ

オンカーペットによるイオン誘導システムを開発した.また, イオンの輸送は希薄気体の流

れによっても担われていることもシミュレーション計算により判明した.しかしながら検出

効率は依然として満足いくものではなかった. 

そこで本年度は, 装置の高効率化のために, イオンのパルス化法をこれまでの偏向法か

らゲート法へと変更した.偏向法は, イオンビームの軌道に対して対向した電極を置き, こ

れにパルス電圧をかけることでビームを上下（左右）に振る.その結果, イオンビームの直

進軌道上にあるアパーチャーを通り抜けたイオンだけが質量分離部へ入りイオンはパルス

化される.図 1 に, イオン付着飛行時間型質量分析装置のイオン源部およびパルス化部

(Deflector)を示す.電子ビームとは異なりイオンビームは速度が遅く, アパーチャーを通り抜

けるイオンの直進性が低い.このためイオンの検出効率の悪化と質量分解能に悪影響を及ぼ

しているのではと考えられた.また, 将来的には高い質量分解能を得るために, 質量分離部

を線型から反射型へ変更することを考えていることから, イオンのパルス化法をゲート法

に変更して試験的な実験を行った. 結果の一部は原子衝突学会において発表されている. 

 

2) 電子エネルギー損失分光法による原子分子の振動子強度の測定 

振動子強度は, ある量子状態から別の量子状態へ電気双極子遷移する強さを表す無次元

量である.すなわち光吸収において得られる物理量で吸収断面積から求められる.このため

光学的振動子強度とも呼ばれる.電子と原子・分子の衝突実験においても, 電子エネルギー

損失スペクトルから同様の量を得ることができ, これを一般化振動子強度と言う.一般化振

動子強度は, 基本的に運動量移行の大きさの関数であり, 運動量移行の大きさが 0の極限で

光学的振動子強度に一致する.振動子強度に結びついた量には, 光や電子による励起やイオ

ン化断面積だけでなく, 誘電率, 分極率, 光の屈折率, 荷電粒子の阻止能, van der Waals力な

どがあり, 物質の性質を知る上では基本的な物理量である. 

図 1 イオン付着飛行時間型質量分析装置のイオン源部およびパルス化部

(Deflector) 
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本研究では, 電子エネルギー損失

分光法により原子分子の振動子強度

分布の測定を行うが, その絶対値を

得るために混合ガス法を開発した.混

合ガス法では, 標的ガスと He の混合

ガスを対象とした電子エネルギー損

失スペクトルから, He の 1s→2p(2
1
P)

励起の微分断面積を規格化標準とし

て微分断面積の絶対値を得る方法で

ある.図2にH2-He混合ガスとH2 の電

子エネルギー損失スペクトル(200 eV,  

6 deg)を示す.H2 のイオン化連続状態

のスペクトルに重なるように Heの励

起ピークが現れることがわかる.本年

度は, 本研究室で開発された散乱電

子-イオン同時計測法に混合ガス法を

適用し, 窒素分子, 重水素分子を標的

とした実験を行って, 各イオン化を含む一般化振動子強度分布を絶対値で求めた.散乱電子-

イオン同時計測法は, 散乱電子をエネルギー損失分光法により観測すると共に生成イオン

を飛行時間分析法で検出し, 励起エネルギーを選択したイオンの強度分布を得る方法であ

り, 本質的には光イオン化スペクトルに対応する.これらの結果の一部は国際会議, 及び物

理学会で報告されたほか, 原子衝突学会ではホットトピックス講演として招待を受けて報

告した.また, 第 9 回東邦大学複合物性研究センターシンポジウムでも, 薄膜形成の基礎研

究の立場からの講演を行った. 

4. 成果公表リスト 

学会発表 シンポジウム講演 

1) T. Hasegawa, K. Takahashi, and Y. Sakai 

Doubly excited states of molecular nitrogen by scattered electron-ion coincidence 

measurements. 

XVIII International workshop on low energy positron and positronium physics & XIX 

International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms (POSMOL2015), (July.,  

2015, Universidade Nova de Lisboa, LISBOA, Portugal) 

2) 長谷川 徹, 高橋 果林, 酒井 康弘 

散乱電子‐イオン同時計測による窒素分子の二電子励起状態の研究. 

日本物理学会2015年秋季大会 関西大学 吹田 大阪 (2015.09) 

図 2 H2-He混合ガスと H2 の電子エネルギー損失

スペクトル(200 eV, 6 deg) 
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3) 高橋 果林, 長谷川 徹, 荒巻 佑介, 宮内 直弥, 酒井 康弘, 加藤 太治, 坂上 裕之 

散乱電子‐イオン同時計測による重水素分子の二電子励起状態の研究. 

原子衝突学会第40回年会（ホットトピックス講演）首都大学 八王子 東京 ( 2015.09) 

4) 茂木 善行, 武内 康平, 高橋 果林, 酒井 康弘 

ゲート法によるイオン付着飛行時間型質量分析装置の試験運用. 

原子衝突学会第40回年会 首都大学 八王子 東京 ( 2015.09) 

5) 酒井 康弘, 長谷川 徹, 荒巻 佑介, 善田 晶子, 高橋 果林 

薄膜形成の精密制御のためのプラズマ原子過程の研究. 

第9回東邦大学複合物性研究センターシンポジウム 東邦大学 船橋 千葉 (2015.12) 

 


