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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. 2016年度の研究計画 

2016年度は次の 2点を目的として, 各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分解能化に向けた改良 

2) 簡単な分子の一般化振動子強度の測定 

3. 2016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分解能化に向けた改良 

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ために余剰エネルギーが非常に小さいので, 物質を壊すことなくイ

オン化できる.ただし, イオン化はイオンの付着と安定化の為に 100Pa の窒素雰囲気中で行
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っているためにイオンの輸送効率が低く, それを解決するために我々は, 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, イオンのパルス化も偏向法からゲート法へと変

更してきた.しかし, 大きな問題が残っていた.前述のように, イオン付着法では付着イオン

は 100Pa の窒素雰囲気中を運動する.そのため生成された付着イオンの運動エネルギーのば

らつきは大きく, これは質量分解能に直接影響する.そのばらつきがわずかであれば, 反射

型の飛行時間質量分析装置を用いることで解決できるが, 大きなばらつきには対応できな

い.そこで, イオンの質量分離をイオン源からのイオン引出方向と直交した方向で行うため

の装置改良を行った. 

図 1 に新たに設計された直交型の装置の概念図を示す.イオン源から引き出されたイオン

ビームは Aperture3 を通り抜け, イオンレンズで加速収束及びコリメートされて, 直交引き

込み部へと導かれる.直交型の場合, 装置の分解能はイオン引き込み部の初期位置分布と初

期運動エネルギーに依存するが, 初期位置分布はイオンビームの径を絞ることで小さくす

ることができ, 初期運動エネルギーによる分解能の悪化は反射型の飛行時間分析装置の導

入で抑制することができる.直交部から引き抜かれたイオンは二段型の飛行時間分析装置の

飛行領域に入り質量分離が行われる.設計上の質量分解能は, 図 1 で示した線形のタイプで

も 200 程度となる.なお, 研究結果の一部は, 複合物性研究センターの国際シンポジウムで

ある 10th High-Tech Research Center International Symposium及び原子衝突学会第 41 回年回に

おいて発表された. 

 

 

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 

電子エネルギー損失分光法と飛行時間分析法を組み合わせた散乱電子－イオン同時計測

法は, イオン化を伴う様々な過程の振動子強度分布を得ることができる有力なツールであ

る.電子衝撃実験は運動量移行の大きさで特徴づけられ, それが 0 の極限では光衝撃実験に

対応する.運動量移行の大きさは, 入射電子のエネルギーと散乱角, および励起エネルギー

で定まり, 高エネルギー微小角散乱の実験ではまさに光吸収, すなわち光イオン化の実験

に相当する.この条件で得られる振動子強度は光学的振動子強度とも呼ばれる.運動量移行

の大きさがある有限値をもつときにも同様の量を得ることができ, これは一般化振動子強

度と呼ばれる.我々のもつ散乱電子－イオン同時計測装置は, 入射エネルギー数百 eV, 散乱

角も数度という条件であるので, 光学的禁制遷移による励起準位を経由するイオン化情報

を得ることができ, 得られる一般化振動子強度分布は光の実験と相補的なものとなる. 

図 1 直交型イオン付着飛行時間型質量分析装置の質量分離部の概略図 
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本年度は, 昨年度に引き続き, 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軽水素実験の結

果と比較した.図 2 は, 入射エネルギ

ー200 eV, 散乱角 6 度で得られた(a) 

H2,  D2 (b) H2
+
,  D2

+
, (c) H

+
,  D

+の

一般化振動子強度分布を示したもの

である.(成果公表リスト, 原著論文

2)）H2と D2の結果の比較において特

に顕著な違いは, 解離フラグメント

イオンである D
+の生成に見られる.

特に低エネルギー損失値でその生成

が著しく抑制されほとんど観測でき

ない.Q1
1
Σg

+
 (1)二電子励起状態のチ

ャンネルが開かれる 25eV 付近から

徐々に D
+が観測されはじめるが, 依

然としてその振動子強度はH
+以を下

回る.しかし, 35eVを超えると反発型

のポテンシャル曲線を持つ親イオン

の励起状態に遷移でき, そこからの

直接解離の寄与が大きくなるので両

者の違いはなくなる.これらのいわゆ

る同位体効果は基本的に両者の質量

の違いによりおこることを定性的に

は説明することができた. 

これまでの結果のうち, 窒素標的の実験結果を論文にまとめたほか, 水素, 重水素の実験

について招待を受け AMPP2016で発表した.その詳細は Research Report NIFS-PROC として

纏められ, 近々出版される予定である.また, 日本物理学会 2016 年秋季大会, 原子衝突学会

第 41 回年会, さらには複合物性研究センターの国際シンポジウムである 10th High-Tech 

Research Center International Symposiumでも発表された. 

4. 成果公表リスト 

原著論文 

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

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

measurements. 

Eur. Phys. J. D, 5 (2017). in press 
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2) Y. Sakai, K. Takahashi, T.Hasegawa, N.Miyauchi, D.Kato, I.Murakami, H.A. Sakaue 

Isotope effect in dissociation processes of deuterated molecules from doubly excited states. 

Research Report NIFS-PROC-, -, 2017., 5 (2017) 

学会発表 シンポジウム講演 

1) Y.Sakai (Invuted), K.Takahashi, T.Hasegawa, N.Miyauchi, D.Kato, I.Murakami, H.A.Sakaue 

Isotope effect in dissociation processes of deuterated molecules from doubly excited states. 

The 6th China-Japan-Korea Joint Seminar on Atomic and Molecular Processes in Plasma 

(AMPP2016), (July., 2016, Chengdu, China) 

2) 高橋 果林, 長谷川 徹, 宮内 直弥, 加藤 太治, 村上 泉, 坂上 裕之, 酒井 康弘,  

重素分⼦の解離性イオン化における同位体効果. 

日本物理学会2016年秋季大会 金沢大学 金沢 石川 (2016.09) 

3) T. Hasegawa, K. Takahashi, K. Homma, S. Oomori, N. Miyauchi, and Y. Sakai 

Dissociative Ionization Processes of Molecules by Scattered Electron–Ion Coincidence 

Measurements. 

10th High-Tech Research Center International Symposium, (Dec., 2016, Funabashi, Japan) 

4) Y. Motegi, K. Takeuchi, C. Mori, K. Takahashi, and Y. Sakai 

Development of a Time-of-Flight Mass Spectrometer Combined with an Ion Attachment 

Method. 

10th High-Tech Research Center International Symposium, (Dec., 2016, Funabashi, Japan) 

5) 高橋 果林, 長谷川 徹, 本間 謙太郎, 大森 祥太, 宮内 直弥, 酒井 康弘, 加藤 太治,  

村上 泉, 坂上 裕之 

散乱電子－イオン同時計測で探る分子の解離性イオン化過程. 

原子衝突学会第41回年会 富山大学 富山 (2016.12) 

6) 武内 康平, 茂木 善行, 森 千陽, 高橋 果林, 酒井 康弘 

呼気分析に向けたイオン付着飛行時間分析. 

原子衝突学会第41回年会 富山大学 富山 (2016.12) 

7) 酒井 康弘, 高橋 果林, 長谷川 徹, 本間 謙太郎, 宮内 直弥, 加藤 太治, 村上 泉,  

坂上 裕之 

重水素化分子の解離反応における同位体効果. 

日本物理学会第72回年次大会 大阪大学 豊中 大阪 (2017.03) 

 


