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研究成果の概要（和文）：分子構造や元素の微小領域での分布を高感度で分析する、高感度顕微質量分析を実現
する方法として、sub-MeV～MeV級に加速した高速クラスターイオンを１次イオンとして用いた２次イオン質量分
析法が検討されている。本研究では、この分析を実現するための高速クラスターイオン照射技術の開発を行い、
高速C60ビームに関して、パルス幅10 ns以下の短パルス化とビーム径10μm以下の集束化に成功し、さらに微小
領域で起こる超高速現象であるため直接観察が難しいC60衝突による２次イオン放出現象の解明を行った。

研究成果の概要（英文）：Secondary ion (SI) mass spectrometry using energetic cluster ions (ECIs) as 
primary ions is one of the promising methods to realize mass spectrometry that can analyze the 
molecular structure and elemental composition of the target surface in micro area with high 
sensitivity. In this study, to develop ECI beam manipulation techniques for the mass spectrometry, 
we carried out the following researches: (1) development of short pulse ECI beams, (2) development 
of focused ECI beams, (3) characterization of SI emission phenomena induced by ECI impacts, and (4) 
optimization of ECI beam control. We successfully developed an energetic C60 ion beam with a pulse 
width of 7 ns and a focused scanning energetic C60 ion beam with a diameter of less than 10 μm. In 
addition, we experimentally characterized ultrafast phenomenon of SI emission induced by energetic 
C60 impacts, which is difficult to observe in situ.

研究分野： 荷電粒子ビーム分析

キーワード： ２次イオン質量分析　クラスターイオンビーム

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
先端機能材料の開発、有機・生体試料分析等の多くの研究開発分野で、微小領域での物質の分子構造や元素の分
布を高感度で分析可能な高感度顕微質量分析法が必要とされている。この分析を実現する方法として、高速に加
速した多原子イオンを試料に照射し、生成した２次イオンを質量分析する分析法が検討されている。本研究で
は、この分析を実現するための照射基盤技術の開発を行い、高速フラーレンビームに関して、パルス幅10ns以下
の短パルス化とビーム径10μm以下のマイクロビーム化に成功した。さらに微小領域かつ超高速で起こるため直
接観察が難しい２次イオンの放出現象の解明も行い、高感度顕微質量分析の実現に大きく近づいた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
先端機能材料開発、有機・生体試料分析等の多くの研究開発分野で、微小領域での物質の分子

構造分布や元素分布を高感度で分析する、高感度顕微分析法が必要とされている。固体試料中で
のこれらの分布を得る分析法として、試料への１次イオン照射により、試料表面から放出される
２次イオンの質量分析を行う“２次イオン質量分析法（SIMS）”が、さまざまな研究分野で使わ
れている。市販型 SIMS として、入射エネルギーが数百 eV～数 keV 程度の単原子イオンを１次イ
オンとして用いたものが広く用いられているが、照射により試料表面付近に付与されるエネル
ギー密度が低く、２次イオン強度は非常に低い（入射イオン当たりに生成する２次イオン数はせ
いぜい 0.1 個程度）であるため、高感度顕微質量分析を行う際の１次イオンには向いていない。 
一方、我々は、MeV 級高速クラスターイオンを１次イオンとして用いた高速クラスター２次イ

オン質量分析法の研究を進めている（参考文献：1～6 等）。高速クラスターイオンを試料に照
射すると、クラスターを構成する各原子が試料表面の狭い領域に高密でエネルギーを付与する。
その結果、高速クラスターを１次イオンとして用いると、２次イオンが非線形的に増大する（参
考文献：1）。このように、高速クラスターイオンが高感度な２次イオン質量分析を行う際の有
効な１次イオンである（参考文献：4～9等）という知見が、本分析法の基盤となっている。 
近年、数 keV～30 keV 程度の入射エネルギーを持つ”低速クラスターイオン”を１次イオンと

して用いた SIMS が普及しつつあり、この場合でも、同じエネルギーの単原子１次イオンと比較
して２次イオン強度は増大するが、高速クラスターイオン照射による２次イオン強度はさらに
高く、同種の”低速クラスターイオン”照射と比較して数倍～数十倍にもなる。さらに、有機高
分子や生体分子試料では、分子構造に関する多くの情報を含む、m/z（質量電荷比）が大きい２
次イオン種の強度がより高くなる（参考文献：8,9 等）。 
 
２．研究の目的 
機能性有機薄膜中の分子構造分布の評価、たんぱく質の構造解析等、特に、有機・生体分子の

微小領域分析において、高い２次イオンを高感度で分析する顕微質量分析が強く求められてい
る。このような分析は、高速クラスター２次イオン質量分析法のさらなる高度化を行うことで実
現可能である。本研究の目的は、高速クラスター２次イオン質量分析法による高感度顕微質量分
析を実現するための高速クラスターイオン照射技術を開発することである。 
 
３．研究の方法 
本研究では、高速クラスター２次イオン質量分析法の優位性を生かして、高感度顕微質量分析

を実現するために、(1)短パルス化技術の開発、(2)微小領域照射技術の開発、(3)最適照射条件
の探索と２次イオン放出現象の解明、(4)ビーム制御の最適化、の、各研究項目を実施して照射
技術を高度化する。以下、各研究項目について、その具体的内容を記載する。 
 
(1)短パルス化技術の開発 
 １次イオンビームの短パルス化は、試料から放出する２次イオンを飛行時間（TOF）型質量分
析器により高分解能で測定するために必要である。これは、短パルス化により、２次イオンの放
出時刻がパルス幅内で揃うことになり、飛行時間測定値のばらつきが減少するためである。その
ために、高速クラスターイオンの短パルス化技術を開発する。 
(2)微小領域照射技術の開発 
 微小領域分析や分析結果のマッピング等、顕微質量分析を行うためには、２次イオンの放出場
所を詳細に特定する必要があり、ビーム走査法で行う場合は微小領域スポット照射技術の開発
が必要である。高速クラスターイオンビーム集束用レンズ開発等によりμmオーダーでの照射領
域の特定を可能にする技術を開発する。 
(3)最適照射条件の探索と２次イオン放出現象の解明 
 各２次イオン種の放出強度は、試料種と 1次イオン照射条件（イオン種、入射エネルギー、入
射角度等）の影響を強く受ける。分析に必要な各２次イオン種を高い強度で取得することができ
る”最適照射条件”を得るために、１次イオン照射条件を変えた２次イオンスペクトルと２次
イオン強度の情報を集約し、高速クラスターイオン照射による２次イオン放出という複雑な現
象を解明する。 
(4)ビーム制御の最適化 
 (1)～(3)を実施するとともに、将来的に、(1)～(3)の成果を基に顕微質量分析を高精度で行う
ためには、高強度で安定した高速クラスターイオンビームの供給が必要である。このため、クラ
スターイオン源をベースとしたイオン源の実機上でのビーム制御の最適化を行い、高強度で安
定した高速クラスターイオンビームを供給する。 
 
４．研究成果 
(1)短パルス化技術の開発 
 パルス１次イオンビームを用いて TOF 質量分析を行う際の質量分解能を向上させるために、
高速クラスターイオンビームの短パルス化技術を開発した。高電圧制御波を電極に印加してビ
ーム偏向させることでパルスイオンビームを生成するチョッピング装置と飛行時間型パルス幅
評価装置の開発と作製を行い、高速 C60イオンビームのパルス化実験を行った結果、sub-MeV 級 



C60ビームでパルス幅 10 ns 台を、MeV 級 C60ビームでは 10 
ns 以下を達成した。図１に、ビームライン中に設置した検
出器を用いて、飛行時間法で測定した 6.0 MeV C60ビーム
のパルスを示す。最小二乗法フィッティングで解析した結
果、パルスの半値幅は、約 7 ns であった。 
 さらに、チョッピング用偏向電極の下流側でビーム軌道
をさらに偏向させて、ビームラインでの輸送中に解離した
クラスター片を除去する手法により、試料に照射されるク
ラスター片の量を大幅に低減させ、パルス化ビームを用い
た２次イオン分析に与える解離クラスター片の影響を抑
制することができた。 
 
(2)微小領域照射技術の開発 
 イオンビームを微小領域に照射するためには、集束用イ
オンレンズ等で、ビームの軌道を変えなければならない。
高速クラスターイオンビームは、質量電荷比が大きい、エ
ネルギーが高い、という特徴があることを考慮し、静電型
四重極レンズ系を開発・作製した（図２参照）。さらに、レ
ンズ系で集束させたビームを、制御された電場により偏向
させることで、任意の位置に照射させるための特定位置照
射システム系の開発も行った。 
 静電型四重極レンズ系と特定位置照射システム系の設
置・設定条件の最適化を、高エネルギーC60イオンビームを
用いて行った。調整方法は、まず、①電顕用メッシュを試
料として、レンズ系で集束した高エネルギーC60イオンビー
ムを特定位置照射システム系によりビーム走査しながら
試料に照射する、②試料から放出した２次イオンをマイク
ロチャネルプレートで検出し、特定位置照射システム系の
制御信号と２次イオン検出信号を関連付けすることで放
出される２次イオンを画像化し、その画像を解析する、方
法でビーム調整を行った。 
図３に、0.36 MeV C60

+ビームを集束・走査させることで
得られた、400 メッシュ試料の正２次イオン検出像を示す。
図３の画像を解析したところ、横方向のビームサイズは約
5μm程度であった。縦方向のビームサイズは、横方向の 2
倍弱程度であったが、全体のビームサイズとしては、10μ
m 以下まで集束することができた。 
 
(3)最適照射条件の探索と２次イオン放出現象の解明 
 固体試料への１次イオン照射による２次イオン放出現
象は、１次イオンの持つエネルギーが試料へ移行し、最終
的には試料由来の２次イオン放出に至る大変複雑な現象
である。しかも、ps オーダーの短時間で起こる超高速現象であるため、その現象の解明は難し
い。各２次イオン種の放出強度は、試料種と 1次イオン照射条件の影響を強く受けるため、ここ
では、分析に必要な各２次イオン種を高い強度で取得することができる”最適照射条件”を得
るとともに、高速クラスターイオン照射による２次イオン放出という複雑な現象を解明するた
めに、１次イオン照射条件を変えた２次イオンスペクトルと２次イオン強度の基礎データを蓄
積した。 

 まず、1次イオンの入射角度が２次イオン強度に与える影響を調べるために、１次イオン入射
角度可変型 TOF 質量分析システムの開発・作製を行った（図４参照）。１次イオンの照射条件に
関しては、イオン種と入射エネルギーは選択可能であるが、加速器、ビームライン等の入射系が
固定されていること、照射チェンバーのポートが固定されていることにより、入射角度の選択は
できない。そこで、試料と質量分析器の相対位置関係を維持したまま、入射角度を連続的に変化

 

図１ 6.0 MeV C60ビームのパルス 

 

図２ 静電型四重極レンズ 

 
図３ 0.36 MeV C60

+ビームの集束・
走査により得られた、400 メッシ
ュ試料の正２次イオン像 

 

図４ １次イオン入射角度可変型 TOF 質量分析器 



させることが可能な、本分析器を開発した。入射角度が与える２次イオン強度への影響に関して
は、浅い角度から１次イオンを入射する方が、２次イオン強度が高くなる影響があることが分か 
った。 
また、有機高分子膜に高エネルギーC60 イオンを照射す

ると、入射イオン当たりに数十個もの２次イオンが放出さ
れることを用いて、１次イオンの衝突毎に２次イオン放出
個数を測定し、その個数分布を解析するという別のアプロ
ーチによる２次イオン放出現象の解明も行った。測定は、
C60 ビームをパルス化後、PMMA 高分子薄膜に照射し、各入
射パルス当たりに検出された負電荷を持った２次粒子を
TOF 型質量分析器により検出した。この測定では、２次電
子の検出信号も含まれるため、リストモードで採取した検
出信号のうち、H-の検出信号より早い時間に測定された信
号は２次電子の検出信号として除き、各入射パルス当たり
に検出された負２次イオン個数を測定した。また、１パル
ス当たり入射イオン数が 1を超えないようにするために、
照射の際に、パルス化前の直流ビーム電流を数十 fA 程度
と低く設定した。 
図５に、例として PMMA 高分子膜に 0.54 MeV C60ビームを照射した際に検出された２次イオン

の放出個数分布を示す。図には、実験値（■）と共に、２次イオン放出個数分布がポアソン分布
である場合の実験値へのフィッティングによる計算値を示す。図より、実験値は計算値によりよ
く再現され、２次イオン放出個数分布はポアソン分布で近似できることがわかる。その際、得ら
れたフィッティングパラメータである平均放出個数は、C60イオンの入射エネルギーを 0.12 MeV
から 0.54 MeV 増加させると約 2倍になり、入射エネルギーを上げると、２次イオン放出強度が
上昇することがわかった（研究成果：K. Hirata et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 
Sect. 460 (2019) 161）。 
２次イオン放出は、入射イオンと物質との相互作用の結果により生じるものであるため、２次

イオンスペクトルには、その情報も内包されている。PMMA への C60ビーム照射による負２次イオ
ンスペクトルを 0.12 MeV～5.0 MeV の広い照射エネルギー範囲で採取し、２次イオン種毎の放
出強度を調べたところ、２次イオン放出強度の C60照射エネルギー依存性は、２次イオンの種類
により大きく異なることがわかった。このエネルギー依存性データを解析した結果、２次イオン
種により異なる放出強度の C60入射エネルギー依存性は、C60の試料への衝突により試料の照射位
置周辺に付与されたエネルギー密度分布とその幾何形状により、定性的に説明できることがわ
かった（研究成果：K. Hirata et al., J. Appl. Phys. 127 (2020) 214302）。本研究では、実
験的に得られた２次イオンスペクトルを解析することで、ナノサイズの領域で ps オーダーの短
時間で起こる、直接観察が難しい C60衝突による２次イオン放出現象の一端を解明することがで
きた。 
 
(4)ビーム制御の最適化 
 (1)～(3)の研究項目を実施するにあたり、高強度で安定した高速クラスターイオンビームの
供給が必要である。このため、ビーム制御の最適化を行うための基礎データ収集用ビーム強度変
動計測システムを構築し、連続的にビーム強度変動をモニタリングすることを可能とした。また、
ビームライン中で解離したクラスターイオンの解離片が試料に照射され、２次イオン分析に影
響を与えることを抑制するために、「(1)短パルス化技術の開発」と協力して、ビーム軌道を適
切に偏向させることで、ビームラインでの輸送中に解離した解離片を除去する手法を開発し、試
料に照射される解離片の量を大幅に低減させ、パルス化ビームを用いた２次イオン分析に与え
るクラスター解離片の影響を抑制することができた。その他、「(2)微小領域照射技術の開発」、
「(3)最適照射条件の探索と２次イオン放出現象の解明」の研究成果も、各研究分野と協力して、
高強度で安定した高速クラスターイオンビームを供給したことによりもたらされたものである。 
 
（参考文献） 
[1] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett. 81 (2002) 3669. 
[2] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 4872. 
[3] K. Hirata et al., Rev. Sci. Instrum. 85 (2014) 033107. 
[4] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 044105. 
[5] K. Hirata et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 266 (2008) 2450. 
[6] K. Hirata et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 314 (2013) 39. 
[7] K. Hirata et al., Appl. Phys. Express 1 (2008) 047002. 
[8] K. Hirata et al., Rev. Sci. Instrum. 82 (2011) 033101. 
[9] K. Hirata et al., Appl. Phys. Express 4 (2011) 116202. 

 
図５ PMMA に 0.54 MeV C60ビーム
を照射した際に検出された負２次
イオンの放出個数分布 
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