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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．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電

子エネルギー損失分光法を適用し，最終的にはその物質の振動子強度を絶対値で求めるこ

とを目指す． 

 

２．2013 年度の研究計画 

2013 年度は 12 年度に引き続き次の 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法の欠点の一つである検出感度の低さを克服するため

に装置の感度向上を目指す． 

2) 振動子強度を絶対値で求めるための混合ガス法の確立を目指す． 

 

３．2013 年度の研究成果 

１）RF イオンカーペットを用いたイオン誘導システムの開発 

 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
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に短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中である． 

 

これまでの研究では，RF イオンカーペットによる検出効率の向上はある程度の効果があ

ることはわかったが，RF イオンカーペットの円環電極の隙間にある絶縁部分が衝突するイ

オンによってチャージアップし，装置の安定度を損なうことがわかった．そこで，現在は

この絶縁部分をイオンから見えないようにするためにカーペットの改良に取り組んでいる．

また同時に，電気的でないイオン輸送を司っている希薄気体の流れの影響を確かめるため

のシミュレーション計算にも取り組んでいる． 

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 

 これまで我々，電子エネルギー損失スペクトルから原子分子の微分断面積，さらには振

動子強度の測定の為に混合ガス法の

開発に取り組んできた．混合ガス法

を用いて電子エネルギー損失スペク

トルを観測した場合，規格化標準と

なる He の 1s→2p(2
1
P)励起のピーク

はイオン化連続状態中に重なる．図 1

に窒素(N2)と He の混合ガスを標的と

したエネルギー損失スペクトルを示

す．この結果から，N2の a
1Πg励起と

a
’’1Σｇ

＋励起の微分断面積を得て，次

式のように，各ガスの質量を用いて

微分断面積を算出することができる

ことを示した．ここで，dσ/dΩは微

分断面積, I は強度，C は補正因子で

あり，添え字はガスの成分を表す．  

 

                    

 

また，M は混合ガスの混合比，ｍは核標的の質量，αは装置関数である．この実験では，

窒素についてのαは，1.13 と求められたが，この値はノズルの形状に依存する可能性があ

り，我々の使用しているもう一つの実験装置ではほぼ 1 となることもわかった。 

 

現在，我々は装置関数の由来を探るための希薄流体シミュレーションを行っているほか，

さまざまな気体分子についての実験を進めている． 

 

４．成果公表リスト 
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図 1 N2-He混合ガスのエネルギー損失スペクトル 
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