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(57)【要約】
イオンビームの透過率を高めることが可能となり、エ
ミッタンスの改善を図ることができるイオンビーム機能
性透過膜を提供するために、本発明に係るイオンビーム
機能性透過膜は、一方向に進行するイオンビームが通過
するビームライン機器に用いられ、チャネルを有するイ
オンビーム機能性透過膜であって、チャネル軸が、前記
イオンビームの進行方向と実質的に平行であることを特
徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方向に進行するイオンビームが通過するビームライン機器に用いられ、チャネルを有す
るイオンビーム機能性透過膜であって、
チャネル軸が、前記イオンビームの進行方向と実質的に平行であることを特徴とするイオ
ンビーム機能性透過膜。
【請求項２】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であることを特徴とする請求項１に記載のイオンビ
ーム機能性透過膜。
【請求項３】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質であることを特徴とす
る請求項１に記載のイオンビーム機能性透過膜。
【請求項４】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、を有し、
前記位置決めステージによって、イオンビームのビームライン中に前記イオンビーム機能
性透過膜が配されように、かつ、前記イオンビーム機能性透過膜のチャネル軸が、前記イ
オンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整されることを特徴とするビームラ
イン機器。
【請求項５】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり、前記位置決めステージによって、前記結晶
における結晶軸が前記イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整すること
で、チャネル軸を前記イオンビームの進行方向と実質的に平行とすることを特徴とする請
求項４に記載のビームライン機器。
【請求項６】
前記結晶が単結晶であることを特徴とする請求項５に記載のビームライン機器。
【請求項７】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質からなる薄膜であるこ
とを特徴とする請求項４に記載のビームライン機器。
【請求項８】
ビームライン機器が加速器であることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれか１項
に記載のビームライン機器。
【請求項９】
ビームライン機器がストリッパーであることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれ
か１項に記載のビームライン機器。
【請求項１０】
ビームライン機器がディグレーダーであることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいず
れか１項に記載のビームライン機器。
【請求項１１】
ビームライン機器が電離箱であることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれか１項
に記載のビームライン機器。
【請求項１２】
真空容器内で進行するイオンビームに含まれる不要分子を除去するフィルター機器であっ
て、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、を有し、
前記位置決めステージによって、イオンビームのビームライン中に前記イオンビーム機能
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性透過膜が配されように、かつ、前記イオンビーム機能性透過膜のチャネル軸が、前記イ
オンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整されることを特徴とするフィルタ
ー機器。
【請求項１３】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり、前記位置決めステージによって、前記結晶
における結晶軸が前記イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整すること
で、チャネル軸を前記イオンビームの進行方向と実質的に平行とすることを特徴とする請
求項１２に記載のフィルター機器。
【請求項１４】
前記結晶が単結晶であることを特徴とする請求項１３に記載のフィルター機器。
【請求項１５】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質からなる薄膜であるこ
とを特徴とする請求項１２に記載のフィルター機器。
【請求項１６】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、
前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足するファラデーカップと、
前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流を計測する電流計測部と、
を有するフィルター機器の調整方法であって、
前記位置決めステージによってビームライン中に前記イオンビーム機能性透過膜が配され
ようにし、前記電流計測部で計測される電流が最大となるように前記位置決めステージの
姿勢を調整するステップと、を有することを特徴とするフィルター機器の調整方法。
【請求項１７】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、
前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足するファラデーカップと、
前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流を計測する電流計測部と、
を有するフィルター機器の調整方法であって、
前記位置決めステージにおける前記イオンビーム機能性透過膜が配されていない位置に、
イオンビームが通過するように配し、前記電流計測部で計測される電流が最大となるよう
に前記位置決めステージの姿勢を調整する第１ステップと、
前記第１ステップの後、前記位置決めステージによってビームライン中に前記イオンビー
ム機能性透過膜が配されようにし、前記電流計測部で計測される電流が最大となるように
前記位置決めステージの姿勢を調整する第２ステップと、を有することを特徴とするフィ
ルター機器の調整方法。
【請求項１８】
前記第２ステップの後、前記ファラデーカップをビームラインから外す第３ステップを有
することを特徴とする請求項１３に記載のフィルター機器の調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、イオンビームが透過する透過率を改善したイオンビーム機能性透過膜、その
ようなイオンビーム機能性透過膜を用いたビームライン機器、イオンビーム機能性透過膜
の調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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加速器などの機器において、通常、イオンビームのエネルギーが１ ＭｅＶ（数１０ｋ
ｅＶ）程度以上になると１μｍ（数１０ｎｍ）程度の薄膜を透過できる。従来のイオンビ
ーム機能性透過膜（Functional Membrane for Ion beam Transmission（以下、「ＦＭＩ
Ｔ」とも称す）は、その透過現象を基礎として利用するものである。
【０００３】
ＦＭＩＴの用途は、荷電変換等を機能としたタンデム加速器の荷電ストリッパー、ビー
ムライン上での荷電数上昇を機能としたポストストリッパー、エネルギー減衰を機能とし
たディグレーダーがある。荷電ストリッパーとポストストリッパーは単にストリッパーと
称することもある。なお、セカンドストリッパーと呼ばれる言葉があるが、上記の荷電ス
トリッパー用薄膜としてもポストストリッパー薄膜としても用いられるため、その用語は
使用しないこととする（非特許文献１、２）。
【０００４】
荷電ストリッパーおよびポストストリッパーの機能は、イオンが薄膜を通過する際のイ
オンの電子脱離という現象を利用している。イオンが薄膜を通過するとき、イオンと固体
中の電子や原子核との衝突が発生する。入射イオンは、電子脱離と電子捕獲、励起と脱励
起を繰り返しながら、入射エネルギーで決まる荷電分布（すなわち平衡荷電分布）に至る
。このときの平衡電荷は、入射イオンの電荷よりも通常高いため、通過するイオンの電荷
は、平均として入射イオンの電荷に比べ高くなる（非特許文献３）。
【０００５】
荷電ストリッパーは、加速器に入射した負イオンを正イオンに変換し射出する機能を持
つ。荷電ストリッパーは代表的にはタンデム加速器に用いられる。タンデム加速器は、入
射口と出射口の中央にターミナルという部位を備え、これと入出射口とは加速管で結ばれ
た構造になっている。
【０００６】
ターミナルに正電荷を外部から与えることで、ターミナルの電位が最も高くなり、入出
射口に向かって電位が徐々に下がるような，山なりの電位分布が形成される。入射した負
イオンは、正電位のターミナルに向かって加速され、ターミナル部の荷電ストリッパーに
おいて、電子が剥ぎ取られ正イオンになる。正イオンは、正電位のターミナルとの電気的
反発力を受け、出射口に向かって再び加速される。このように荷電ストリッパーは、タン
デム加速器の機構において本質的な役割を担っている（非特許文献１）。
【０００７】
荷電ストリッパーは、加速器質量分析（Accelerator Mass Spectrometry： 以後、「
ＡＭＳ」と称す）においては、分析を妨害する分子のフィルター機能を兼ねる。具体的に
は、ＡＭＳでは、分析目的の核種とほぼ同じ質量を持つ分子（以後、「妨害分子」と称す
）は目的核種の検出を妨害するが、荷電ストリッパーは妨害分子を解離させる働きを持つ
（非特許文献２、５）。
【０００８】
ポストストリッパーは、通常、タンデム加速器等より加速されたイオンに対し、学術的
な実験目的等のためイオンの荷電数を上昇させる機能を持つ。代表的なものとしては、重
イオン照射医療等に有用な物理データベースの構築に必要な実験、すなわち、イオンと固
体の相互作用において、固体に入射するイオンの荷電数を調節することにある（非特許文
献４）。
【０００９】
ディグレーダーは、タンデム加速器等により加速されたイオンに対し、目的に応じてイ
オンのエネルギーを減衰させる機能を持つ。代表的には、ＡＭＳでの分析目的核種と妨害
核種の分別において、両者を薄膜に入射し、阻止能の違いにより両者のエネルギーの間に
差を作ることにある。加速器質量分析では、目的核種と等しい質量をもつ安定した同重体
10
10
36
36
53
等が存在する場合、例えば、 Ｂｅに対する Ｂ、 Ｃｌに対する Ｓ、 Ｍｎに対する
53
Ｃｒ等、これらの同重体等は目的核種の測定を妨害する核種（以下、「妨害核種」と称
す）となり、これらの妨害核種の分別が主要な技術となっている（非特許文献２、 ５）
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。ディグレーダーは検出器（例えば電離箱）の手前、あるいはその付近のビームライン上
に設置することが一般的である。検出器の窓にディグレーダーの機能を持たせたものを本
明細書ではディグレーダーウィンドウと称す。
【００１０】
以上述べたＦＭＩＴのいずれの用途でも、イオンは薄膜中の原子核との多重散乱により
ビームの品質の指標となるビームエミッタンス（ビームの空間的な広がりの標準偏差σと
角度拡がりの標準偏差σ との積）の増加と透過率の減衰が発生する。
【００１１】
従来、荷電ストリッパーに対しては透過率の高さを優先する場合、薄膜ではなくガスが
用いられる。一方、高い電荷を得ることを優先する場合、薄膜が望まれる。薄膜で発生す
る大角散乱による透過率の減衰及びエミッタンスの増加に対しては、従来、薄膜の後にビ
ーム収束レンズを設置して対処されてきた。しかしビーム集束レンズを用いたとしても、
一旦悪化したエミッタンスはもはや改善することができない。（非特許文献１）
従来、ＡＭＳ装置の小型化に向けた技術開発においては、イオンエネルギーの低下に伴
い、妨害分子除去の機能を兼ねる荷電ストリッパーに対してはガスを使用せざるを得ない
とされてきた。これは、イオンのエネルギーが１ＭｅＶよりも小さくなると、透過膜中で
の散乱（特に原子との弾性散乱）が顕著になり、エミッタンスと透過率がともに大きく悪
化するためである。
【００１２】
ところで、ＡＭＳ装置の小型化を制限している主要な問題は、ガスを用いた荷電ストリ
ッパーの機能維持とビームラインの高真空を両立させることが困難であることである。ガ
スを用いた荷電ストリッパーの機能を保持するためにストリッパーへのガス量を増やすと
ビームラインへのガス漏れが増加し、イオンは漏れ出たガス分子に衝突・散乱し、その軌
道がずれる確率が高くなる。
【００１３】
逆に、ガスを用いた荷電ストリッパーのガス量を減らすとストリッパーの機能が低下す
る。現在、ＡＭＳ装置の小型化は、そのような荷電ストリッパー機能維持とビームライン
の真空度維持のせめぎ合いで制限されている。しかしながら、イオンビームの透過率の高
い透過膜が存在すれば、それらの両立が可能となり、その制限を取り除くことができる。
したがって、透過率が改善されたＦＭＩＴの開発はＡＭＳ装置を劇的な小型化に結びつく
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特表２０１３−０１９５０９号公報
【特許文献２】特表１９９７−１８９４３６号公報
【非特許文献１】「Electrostatic Accelerators − Fundamentals and Applications」,
R. Hellborg 編,Springer 2005,第10章.
【非特許文献２】「Developments in accelerator mass spectrometry」, H.A.Synal Int
ernational Journal of Mass Spectrometry, 349-350 (2013) 192-202.
【非特許文献３】「イオンビーム工学（イオン・固体相互作用編）」 藤本文範、小牧研
一郎、内田老鶴圃1995第4章
【非特許文献４】「Equilibrium and non-equilibrium charge-state distributions of
2.0 MeV/u carbon ions passing through carbon foils」, M. Imai他、Nuclear Instrum
ents and Methods in Physics Research B 354 (2015) 172-176.
【非特許文献５】「加速器質量分析の原理」 東京大学 松崎 浩之氏 学会誌 真空 Vo
l.50, No.7 (2007) 467-474.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
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上述したように、従来、イオンビームの透過率が高いイオンビーム機能性透過膜が求め
られていたが、そのようなイオンビーム機能性透過膜が開発されておらず、問題であった
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記のような問題点を解決するために、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜は、一
方向に進行するイオンビームが通過するビームライン機器に用いられ、チャネルを有する
イオンビーム機能性透過膜であって、チャネル軸が、前記イオンビームの進行方向と実質
的に平行であることを特徴とする。
【００１７】
また、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜は、前記イオンビーム機能性透過膜が結
晶であることを特徴とする。
【００１８】
また、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜は、前記イオンビーム機能性透過膜が、
空洞が形成されたポーラス物質であることを特徴とする。
【００１９】
また、本発明に係るビームライン機器は、イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、前記イオンビ
ーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を調整する位置
決めステージと、を有し、前記位置決めステージによって、イオンビームのビームライン
中に前記イオンビーム機能性透過膜が配されように、かつ、前記イオンビーム機能性透過
膜のチャネル軸が、前記イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整される
ことを特徴とする。
【００２０】
また、本発明に係るビームライン機器は、前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり
、前記位置決めステージによって、前記結晶における結晶軸が前記イオンビームの進行方
向と実質的に平行となるように調整することで、チャネル軸を前記イオンビームの進行方
向と実質的に平行とすることを特徴とする。
【００２１】
また、本発明に係るビームライン機器は、前記結晶が単結晶であることを特徴とする。
【００２２】
また、本発明に係るビームライン機器は、前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形
成されたポーラス物質からなる薄膜であることを特徴とする。
【００２３】
また、本発明に係るビームライン機器は、ビームライン機器が加速器であることを特徴
とする。
【００２４】
また、本発明に係るビームライン機器は、ビームライン機器がストリッパーであること
を特徴とする。
【００２５】
また、本発明に係るビームライン機器は、ビームライン機器がディグレーダーであるこ
とを特徴とする。
【００２６】
また、本発明に係るビームライン機器は、ビームライン機器が電離箱であることを特徴
とする。
【００２７】
また、本発明に係るフィルター機器は、真空容器内で進行するイオンビームに含まれる
不要分子を除去するフィルター機器であって、チャネルを有し、前記真空容器内に配され
るイオンビーム機能性透過膜と、前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イ
オンビーム機能性透過膜の姿勢を調整する位置決めステージと、を有し、前記位置決めス
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テージによって、イオンビームのビームライン中に前記イオンビーム機能性透過膜が配さ
れように、かつ、前記イオンビーム機能性透過膜のチャネル軸が、前記イオンビームの進
行方向と実質的に平行となるように調整されることを特徴とする。
【００２８】
また、本発明に係るフィルター機器は、前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり、
前記位置決めステージによって、前記結晶における結晶軸が前記イオンビームの進行方向
と実質的に平行となるように調整することで、チャネル軸を前記イオンビームの進行方向
と実質的に平行とすることを特徴とする。
【００２９】
また、本発明に係るフィルター機器は、前記結晶が単結晶であることを特徴とする。
【００３０】
また、本発明に係るフィルター機器は、前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成
されたポーラス物質からなる薄膜であることを特徴とする。
【００３１】
また、本発明に係るフィルター機器の調整方法は、イオンビームが内部を通過する真空
容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、前記イオンビ
ーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を調整する位置
決めステージと、前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足するファ
ラデーカップと、前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流を計測す
る電流計測部と、を有するフィルター機器の調整方法であって、前記位置決めステージに
よってビームライン中に前記イオンビーム機能性透過膜が配されようにし、前記電流計測
部で計測される電流が最大となるように前記位置決めステージの姿勢を調整するステップ
と、を有することを特徴とする。
【００３２】
また、本発明に係るフィルター機器の調整方法は、イオンビームが内部を通過する真空
容器と、チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、前記
イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を調整
する位置決めステージと、前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足
するファラデーカップと、前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流
を計測する電流計測部と、を有するフィルター機器の調整方法であって、前記位置決めス
テージにおける前記イオンビーム機能性透過膜が配されていない位置に、イオンビームが
通過するように配し、前記電流計測部で計測される電流が最大となるように前記位置決め
ステージの姿勢を調整する第１ステップと、前記第１ステップの後、前記位置決めステー
ジによってビームライン中に前記イオンビーム機能性透過膜が配されようにし、前記電流
計測部で計測される電流が最大となるように前記位置決めステージの姿勢を調整する第２
ステップと、を有することを特徴とする。
【００３３】
また、本発明に係るフィルター機器の調整方法は、前記第２ステップの後、前記ファラ
デーカップをビームラインから外す第３ステップを有することを特徴とする。
【００３４】
本発明は、具体的には、ＦＭＩＴ（イオンビーム機能性透過膜）として結晶等の薄膜を
用い、適正な厚みを持つ結晶等の薄膜に、イオンを適正な入射角度で透過させるときに発
生する「イオンチャネリング透過（Ion Channeling Transmission：ＩＣＴ）」なる現象
を利用し、ストリッパーやディグレーダーの機能を保ちつつ 大角散乱によるイオン透過
率の低下及びエミッタンスの増加を著しく抑える方法である。従来使用される透過膜は非
晶質の薄膜でありＩＣＴは発生しない。以後、ＩＣＴが発生しない状況を、イオンランダ
ム透過（Ion Random Transmission：ＩＲＴ）と呼ぶ。
【発明の効果】
【００３５】
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本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を用いたビームライン機器、イオンビーム機能
性透過膜を用いたフィルター機器、フィルター機器の調整方法は、イオンビーム機能性透
過膜の結晶における結晶面がイオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整さ
れており、イオンビームの透過率を高めることが可能となり、エミッタンスの改善を図る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜が適用される機器構成例を示
す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜の原理を説明する図である。
【図３】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜が複数枚搭載されるマルチ薄
膜システム２１０の構成を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜が１枚搭載されるシングル薄
膜システム３２０の構成を説明する図である。
【図５】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜をタンデム加速器１０に適用
した例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜をポストストリッパー３０に
適用した例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜をディグレーダー５０に適用
した例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜を電離箱７０に適用した例を
示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜のＩＣＴ状態の実施例を示す
図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るイオンビーム機能性透過膜による、特にＡＭＳの妨害
核種分別性能向上効果の実施例を説明する図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る小型ＡＭＳシステム５００の概要構成を説明する図で
ある。
【図１２】本発明の実施形態に係るフィルター機器６００を構成するマルチ薄膜システム
６１０の構成を説明する図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るフィルター機器６００及びこれを制御するフィルター
機器制御装置６５０を示す図である。
【図１４】ポーラス物質の構造を説明する模式図である。
【図１５】測定目的核種検出器５８０の詳細構成を説明する図である。
【図１６】静電偏向器への電圧ＶDに対する規格化計数の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明の実施形態に係
るイオンビーム機能性透過膜が適用される機器構成例を示す図である。本発明に係るイオ
ンビーム機能性透過膜が適用される機器においては、一方向に進行するイオンビームがビ
ームラインを通過するものである。また、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜として
は結晶等の薄膜が用いられる。
【００３８】
なお、図において、ｚ方向は機器の内部を通過するイオンビームが進行する方向である
。また、ｙ方向は鉛直上方であり、ｘ方向はｙ方向及びｚ方向の双方と直交する方向とし
て定義される。
【００３９】
また、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜が複数枚搭載されるシステムをマルチ薄
膜システム２１０と称し、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜が１枚搭載されるシス
テムをシングル薄膜システム３２０と称する。
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【００４０】
図１は、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を、タンデム加速器１０の荷電ストリ
ッパー１１に適用した場合を示すものであり、より具体的には図５に示すタンデム加速器
１０の要部模式図である。
【００４１】
不図示のイオン源で生成した負イオンはタンデム加速器１０に導かれ、図５に示すよう
にターミナル５に向かって加速させる。このターミナル５には、本発明に係るイオンビー
ム機能性透過膜が複数枚搭載されているマルチ薄膜システム２１０が設置される。
【００４２】
本発明では、ターミナル５に設置したマルチ薄膜システム２１０（図３）のイオンビー
ム機能性透過膜に入射させ、ＩＣＴ（ICT: Ion Channeling Transmission、イオンチャネ
リング透過)状態を作ることでストリッパーの機能を保持しつつ、大角散乱を抑制するこ
とによるイオン透過率及びエミッタンスの改善を図る。
【００４３】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を、ポストストリッパー３０に適用した場合、
図６に示すように加速器で加速したイオンをポストストリッパー部に導き、ここに設置し
たマルチ薄膜システム２１０（図３）のイオンビーム機能性透過膜に入射させ、ＩＣＴ状
態を作ることでストリッパーの機能を保持しつつ大角散乱を抑制することによるイオン透
過率及びエミッタンスの改善を図る。
【００４４】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を、ディグレーダー５０に適用した場合、分析
電磁石で価数選別されたイオンを、図７に示すようにディグレーダー部に導き、ここに設
置したマルチ薄膜システム２１０（図３）のイオンビーム機能性透過膜に入射させ、ＩＣ
Ｔ状態を作ることでディグレーダーの機能を保持しつつ、ＡＭＳでの妨害核種分別の効率
を格段に改善する。
【００４５】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を、例えば、ディグレーダーウィンドウに適用
した場合、図８に示すようにイオンビームを加速器装置の末端部にあたる電離箱７０の入
射窓に導き、ここに設置したシングル薄膜システム３２０（図４）のイオンビーム機能性
透過膜に入射させ、ＩＣＴ状態を作ることでディグレーダーの機能を保持しつつ、ディグ
レーダーウィンドウのイオン透過率及びエミッタンスを改善する。
【００４６】
以上のような実施形態に対して、表１に示す結晶薄膜に入射するイオンのエネルギーに
対応して定めた結晶薄膜の厚みの基準に従ってＩＣＴ状態を作り、本発明に係るイオンビ
ーム機能性透過膜の機能を保持するものである。表１は、本発明に使用できるイオンのエ
ネルギー領域、これに対応する結晶薄膜の厚みの基準を示す数値表である。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
ここで、ＩＣＴ状態について、図２により詳しく説明する。図２は結晶の中を進むイオ
ンを模式的に表したものである。
【００４９】
結晶内の原子は、規則正しく列をなして並んでいるが、この原子列に沿った方向（以後
、結晶軸方向と呼ぶ）から眺めると、各原子列の間に原子の存在しない大きな空間（以後
、チャネルと呼ぶ）が広がっていること分かる。
【００５０】
したがって、図２に示すように、イオンをほぼ結晶軸方向に入射すると、イオンは原子
列に近づいたとしても緩やかに離れること（小角散乱）を繰り返しながらチャネルを進行
する。このような現象をイオンのチャネリングという。
【００５１】
特に結晶軸に沿ったチャネリングを軸チャネリング、結晶面に沿ったチャネリングを面
チャネリングと呼ぶ。軸チャネリングの方がチャネリングの効果を得やすい。
【００５２】
以下、ＩＣＴ状態は断りのない限りイオンが軸チャネリングで結晶等の薄膜を透過する
状態を指すが、面チャネリングによっても本発明を実現することができる。
【００５３】
チャネリングするイオンは結晶原子に衝突しても、その進行方向がチャネルから大きく
逸れることはない（チャネリング効果）。したがって、ＩＣＴ状態を作ることにより透過
薄膜中での大角散乱を格段に抑えることができため、透過薄膜の透過率の改善と、エミッ
タンス増加の抑制に結びつく。実際ＩＣＴ状態が作られると透過薄膜の透過率は１０倍程
度以上になる（非特許文献３）。
【００５４】
本発明は、以上のようなチャネリング現象を、イオンビーム装置のビームライン機器に
おける、イオンビームが衝突する結晶等の薄膜で発現させ、本発明に係るイオンビーム機
能性透過膜となしたことが特徴点である。
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【００５５】
より詳しくは、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜は、一方向に進行するイオンビ
ームが通過するビームライン機器に用いられ、結晶からなるイオンビーム機能性透過膜で
あって、前記結晶の結晶面が前記イオンビームの進行方向と平行であることを特徴として
いる。さらに、前記結晶の結晶軸が前記イオンビームの進行方向と平行であるようにする
と、軸チャネリングを発現させることができ、より効果が高い。
【００５６】
このような本発明に係るイオンビーム機能性透過膜によれば、各種機器において、イオ
ンビームの透過率を高めることが可能となり、エミッタンスの改善を図ることができる。
【００５７】
なお、結晶等の薄膜の厚みが適切であれば、ＩＣＴ状態が作られていても、荷電ストリ
ッパー１１、ポストストリッパー３０やディグレーダー５０等のイオンビーム機能性透過
膜としての機能を持たせることができる。ＩＣＴ状態では、前述のようにイオンは結晶の
原子列に近づいたり離れたり（小角散乱）を繰り返しながらチャネルを進行する。近づい
たときイオンに束縛されている電子は、結晶の原子に衝突し、電子の損失・捕獲、イオン
励起・脱励起等の素過程が発生する。結晶薄膜の厚みが表１に示す基準を満たせば、ＩＣ
Ｔ状態であっても、前記の素過程が繰り返えされイオンビーム機能性透過膜の機能を持た
せることができる。
【００５８】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜として用い得る結晶等の薄膜は、あらゆる元素
で構成されたものでも使用可能である。この中でも、結晶薄膜としてはＳｉＣなどの多結
晶のものも用い得るが、単結晶薄膜はチャネルの幅が大きくＩＣＴ状態を作り出すうえで
有利である。さらに、ケイ素（シリコンＳｉ）の単結晶薄膜は、市販されており入手が容
易であるだけでなく、結晶間隔の比較的信頼性が高いためＩＣＴ状態を作り出すための結
晶薄膜としては望ましい。結晶薄膜としてはＳｉ単結晶薄膜が最も汎用性がある。
【００５９】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜として用いる結晶等の薄膜に入射できるイオン
の核種としては任意のものとすることができる。
【００６０】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜の機能を保持するための結晶薄膜の厚みの基準
［表１参照］は、次のような考え方と方法で定められる。厚みの下限は、基本的には、入
射イオンの荷電分布が平衡状態を保つことができる厚みである。厚みを原子一層分から増
やすと、入射イオンの価数は、複数の価数に分かれ荷電分布を形成する。厚みをさらに増
やすと荷電分布は厚みによらず一定となる。
【００６１】
この平衡状態に到達する厚みは、非特許文献４の中で使用されている数値計算コード（
ETACHA code等）で推定することができる。一例として、１０ＭｅＶのホウ素Ｂをシリコ
ン単結晶に入射する場合、厚みの下限は数十ｎｍとなる。この厚みをさらに薄くすると非
平衡状態となり、平均電荷が厚みに強く依存することや、特許文献１におけるコヒーレン
ト共鳴励起の影響が強まるため、荷電分布の予測が複雑になり、本発明に係るイオンビー
ム機能性透過膜として機能は期待できない。
【００６２】
一方、厚みの上限は、入射イオンが透過薄膜を通過中に失うエネルギーが、イオンビー
ムの利用目的において問題にならないほど十分小さい状態を保つことができる厚さである
。チャネリング中のイオンは小角散乱に伴って、電子の損失・捕獲、励起・脱励起等の素
過程を繰り返し、エネルギーを徐々に失っていく。これらの素過程の頻度は、厚みが増え
ると増加し、エネルギーが低下するだけでなく、エネルギーのばらつきが拡大する（エネ
ルギー・ストラグリングの増大）。
【００６３】
エネルギーのばらつきは、イオンビームの偏向・収束でイオン数の損失をもたらすため
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、抑制されることが望ましい。厚みが上限を超えエネルギーの低下とばらつきが目的に合
わないほど大きくなると、もはや本発明に係るイオンビーム機能性透過膜の機能を維持し
ているとは言えなくなる。厚みに対するエネルギーの低下とばらつきは、数値計算コード
（SRIM/TRIM等）で推定することができる。
【００６４】
したがって、その数値計算コードにより厚みの上限の目安が得られる。表１には、当発
明で規定するイオンビーム機能性透過膜への入射イオンのエネルギー領域と、これに対応
する厚みの上限と下限を記載した。上限としては、例として、イオンビーム機能性透過膜
通過中のエネルギー損失が入射エネルギーの１０％に到達することに対応する厚みを数値
計算コード（SRIM/TRIM）により算出したものである。本発明に係るイオンビーム機能性
透過膜の厚みをこの上限と下限の間に取ることにより、本発明に係るイオンビーム機能性
透過膜の機能を持たせることができる。
【００６５】
ＩＣＴ状態を作るためには、結晶軸に対するイオンの入射角度を、チャネリングの臨界
角と呼ばれる角度よりも小さな角度にする必要がある。その臨界角ψc文字は、近似的に
は下式（１）により表すことができる。
【００６６】
【数１】

【００６７】
ここで、Ｚ1とＺ2はそれぞれ入射および透過薄膜の原子番号、ｅは電気素量、 Ｅは入
射イオンのエネルギー、 ｄは原子列の原子間隔である。臨界角は、入射イオンの元素と
エネルギー、透過薄膜の元素によって与えられる（非特許文献２）。一例として、１０Ｍ
ｅＶのホウ素Ｂをシリコン単結晶（ｄ＝５．４［オングストローム］）に入射する場合、
ψc＝±０．４９°となる。このようにして入射角度の基準が臨界角でもってあらかじめ
定められる。
【００６８】
イオンの入射角度をチャネリングの臨界角以内に調節しＩＣＴ状態を作るため、透過薄
膜の角度、位置を図３や図４に示す結晶等の薄膜を支持する薄膜システムを使用し、その
位置決めステージにより薄膜の角度θ，ω、位置ｘ，ｙを精密に調節する。
【００６９】
荷電ストリッパー１１、ポストストリッパー３０、ディグレーダー５０に対しては、使
用目的上、結晶等の薄膜を支持する円盤を真空中において自由に動かすことができるよう
にする。図３に示すマルチ薄膜システム２１０ように、結晶等の薄膜を予備として複数備
え、その場で交換できる機能をもつ構造にすることが好ましい。
【００７０】
具体的には、リボルバー型のマルチ薄膜ホルダ２１４に複数の薄膜アセンブリ２１３（
薄膜２１２とフレーム２１１からなる）を装着した状態でビームラインに組み込み、長時
間のビーム透過により結晶等の薄膜が劣化した際、例えば、図示時計回り方向にマルチ薄
膜ホルダ２１４を順次回転させ未使用の結晶薄膜を使用するというものである。
【００７１】
図３において、マルチ薄膜用位置決めステージ２１５は基台部２３０を有している。第
１軸２３１は基台部２３０に対して回転可能とされている。また、第１軸２３１には枠体
２３５が取り付けられており、基台部２３０に対して第１軸２３１が±θ方向に回転する
ことにより、枠体２３５も±θ方向に回転することができるようになっている。
【００７２】
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また、枠体２３５には、第２軸２３２が枠体２３５に対して回転可能に配されている。
第２軸２３２にはマルチ薄膜ホルダ２１４が取り付けられており、第２軸２３２の±ω方
向の回転に伴い、マルチ薄膜ホルダ２１４も±ω方向に回転することができるようになっ
ている。
【００７３】
ＩＣＴ状態は、上記のようなマルチ薄膜用位置決めステージ２１５を用いて結晶等の薄
膜の角度及び位置を調整して作り上げ、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜となす。
荷電ストリッパー１１及びポストストリッパー３０では、イオンビーム強度が比較的強い
ため、結晶等の薄膜の劣化が比較的早まる。したがって、予備の薄膜をその場で交換でき
る機能を備えておくことは重要である。特に、前タンデム型加速器１０の荷電ストリッパ
ー１１については、薄膜システムの取外しが加速器タンク内での手作業になり時間がかか
るため、その重要性は一層高い。
【００７４】
電離箱７０におけるディグレーダーウィンドウ７１に対しては、使用目的上、図４に示
すように、結晶等の薄膜を支持する円盤自体が真空を封じる真空フランジ１２等も兼ねる
ことがある。
【００７５】
このため、構造上、薄膜システムに予備となる結晶等の薄膜を備えることは難しい。し
たがって、ディグレーダーウィンドウ７１用のシングル薄膜システム３２０は、単一の結
晶等の薄膜を使用することとなる。この構成は、薄膜アセンブリ２１３、シングル薄膜ホ
ルダ３２１、シングル薄膜用位置決めステージ３２２からなる。多くの場合、ディグレー
ダーウィンドウ７１をビームラインから取り外すことは比較的容易であるため、予備の薄
膜をその場で交換する機能をもたせる必要性は低い。
【００７６】
図４において、シングル薄膜用位置決めステージ３２２は基台部３３０を有している。
第１軸３３１は基台部３３０に対して回転可能とされている。また、第１軸３３１には枠
体３３５が取り付けられており、基台部３３０に対して第１軸３３１が±θ方向に回転す
ることにより、枠体３３５も±θ方向に回転することができるようになっている。
【００７７】
また、枠体３３５には、第２軸３３２が枠体３３５に対して回転可能に配されている。
第２軸３３２にはシングル薄膜ホルダ３２１が取り付けられており、第２軸３３２の±ω
方向の回転に伴い、シングル薄膜ホルダ３２１も±ω方向に回転することができるように
なっている。
【００７８】
本発明を実施するための最小単位となる前記基本機器構成は、図１に示すように、図３
や図４で示した薄膜システムを中心に置き、磁気四重極（Magnetic Quadrupole）あるい
は電気四重極（Electric Quadrupole）によるビーム収束レンズ（以後、単にレンズ）３
をビーム軸に沿って配置したものである。
【００７９】
前記のようにＩＣＴ状態の生成には入射角度の調節が必要である。イオンビーム中ので
きるだけ多くのイオンに対してＩＣＴ状態を作るためには、結晶等の薄膜の入射前に平行
ビームを作ることが重要になる。薄膜システムの上流側に置くレンズは平行ビームを作る
ためである。下流側に置くレンズは、イオンビームの利用目的に応じてビームの収束する
必要性があれば用いるものである。この下流側レンズは、荷電ストリッパー１１、ポスト
ストリッパー３０、ディグレーダー５０に対しては有用である。一方、電離箱７０のディ
グレーダーウィンドウ７１に対して必要性は低い。
【００８０】
本発明を、タンデム型加速器１０の荷電ストリッパー１１に適用した場合を図５に示す
。マルチ薄膜システム２１０はタンデム型加速器１０のターミナル５に取り付け、レンズ
３はタンデム型加速器１０の出入口に設置する。薄膜システムは図３に示したマルチ薄膜
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システム２１０である。レンズでの質量分別は、電気四重極レンズでは生じないため、特
に複数の同位体をほぼ同時に加速器に入射させる必要があるＡＭＳにおいて有利となる。
入口のレンズを調節し平行ビームにしてイオンを結晶等の薄膜に入射し、ＩＣＴ状態を作
る。
【００８１】
本発明をポストストリッパー３０に適用した場合を図６に示す。図１の構成はほぼその
ままの形でポストストリッパー部に組み入れる。この場合、マルチ薄膜システム２１０を
使用する。レンズ３は前記と同様に電気四重極レンズの方が有利となる場合がある。いず
れにしてもレンズの効果はイオンの荷電数に依存するため、どの荷電数のイオンに対して
ＩＣＴ状態を作るのかを予め定めておく必要がある。
【００８２】
本発明をディグレーダー５０に適用した場合を図７に示す。図１の基本構成をほぼ同じ
形でディグレーダー部に組み入れる。ディグレーダー５０は、ＡＭＳの希少核種用ビーム
ライン、すなわち複数の同位体が混在しないビームラインに用いるため、比較的取り扱い
やすい磁気四重極レンズの使用が可能となる。このＡＭＳにおけるディグレーダーを使用
した場合の実施例については後述する。
【００８３】
本発明を電離箱７０のディグレーダーウィンドウ７１に適用した場合を図８に示す。基
本構成は、シングル薄膜システム３２０、イオンビームの上流側のレンズ３で構成される
。シングル薄膜システム３２０による結晶等の薄膜の位置及び角度の調節は、電離箱７０
ごと動く仕組みとなる。上流側の真空容器との間に生じる力学的な歪はベローズで吸収す
る。
［実施例１］
ＩＣＴ状態を作り上げる実施例を図９に示す。本実施例は、同図左側に描いた実験系を
10
2+
用いて、７．０ＭｅＶの Ｂ をピンホールに通してＳｉ結晶薄膜へ入射して行ったもの
である。ＩＣＴとＩＲＴのそれぞれの状態に対して、結晶薄膜を透過するイオンを静電偏
向器で振り分けながら電離箱での収量を測定し、それより荷電分布を求めた。 なお、厚
さ２００ｎｍのＳｉ結晶薄膜の厚みは、表１に示した厚みの基準を満たしており、本発明
に係るイオンビーム機能性透過膜の機能を果たすことが保証される。実際、同図から求め
られる平均電荷は４．０程度であり、文献から得られる値に等しい。すなわち、荷電分布
は平衡状態に達し、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜の機能を有する証となる。同
図より、荷電数４＋でのＩＣＴ状態の透過量は、ＩＲＴ状態の透過量の６倍に達すること
が分かる。これは、ＩＲＴ状態よりもＩＣＴ状態に対して、本発明に係るイオンビーム機
能性透過膜でのイオンの大角散乱が大幅に低減していることの証左となる。したがって、
本発明により、イオンビーム機能性透過膜の機能を保持しつつイオンビーム機能性透過膜
の透過率とエミッタンスが格段の改善されることが明らかになった。
［実施例２］
ＡＭＳのディグレーダー５０に適用した場合の実施例を図１０に示す。前記のようにＡ
ＭＳでは分析目的核種と等しい質量をもつ安定した同重体等の核種が存在する場合、例え
10
10
36
36
53
53
ば、 Ｂｅに対する Ｂ、 Ｃｌに対する Ｓ、 Ｍｎに対する Ｃｒ等、これらは目的
核種の測定を妨害する核種（妨害核種）となり、妨害核種分別が主要な技術課題となって
いる。
【００８４】
ディグレーダー５０は一つの分別技術として次のように用いられる。分析目的核種と妨
害核種の両者を薄膜に入射すると、阻止能の原子番号依存性により、双方のどちらかのエ
ネルギーが比較的大きく損失し、両者のエネルギーの間に差が生じる。したがって、その
差を基に両者を後段のエネルギー分析器で分別する。
【００８５】
図１０は、ＩＣＴ状態（本発明によるイオンビーム機能性透過膜使用）とＩＲＴ状態で
のディグレーダー５０による同重体分別の実施例を示したものである。この実施例では、
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10

分析目的核種に Ｂｅ、同重体に Ｂを充てている。なお本実施例は、前図９に描いた実
10
2+
験系を用いて得たものである。ただし、実際の入射イオンは Ｂｅ ではなくその安定同
9
2+
9
2+
10
2+
位体の Ｂｅ であり、得られた Ｂｅ 荷電分布の横軸（電場）に係数をかけ、 Ｂｅ
の荷電分布になるよう理論的に補正している。
【００８６】
10
10
図１０に示すように Ｂの荷電分布は Ｂｅの荷電分布よりも低い電場の側に計数のピ
10
10
ークを持つ。これは、 Ｂのほうが Ｂｅよりも原子番号が一つ大きいため、結晶薄膜中
10
でのエネルギー損失が Ｂで大きくなることに起因する。すなわち、電離箱に入射するイ
10
10
オンのエネルギーは Ｂｅに比べ Ｂがやや低くなる。図１０を見ると、電場が１．０〜
10
10
１．５ｋＶ／ｃｍの範囲でＩＣＴ、ＩＲＴ状態ともに、 Ｂｅの計数が Ｂの計数を上回
っており、この電場の範囲を用いると同重体分別の効率が高い。ＩＣＴ状態とＩＲＴ状態
の差を数値的に評価するために、ディグレーダー５０の効果を、次の二つのように規定す
る。
（１）Ｂｅの計数率に対してＢの計数率がどれだけ抑えられるか。
（２）Ｂｅ自体の計数率をどれだけ稼ぐことができるか。
上記（１）の指標としてＢｅ／Ｂを与えることができ、Ｂｅ／Ｂが大きいほど有利である
。一方上記（２）の指標としてはＢｅの計数自身と与えることができる。実際には、（１
）と（２）の両方が同時に大きくなれば効果が高いため、両者を掛け合わせた指標として
2
Ｂｅ ／Ｂと置くことができる。この指標についてＩＣＴとＩＲＴの二つの状態について
まとめたものが図１０の最下段である。この図より、ディグレーダーの効果は、ＩＣＴ状
態の方がＩＲＴ状態に比べ約２．６倍程度高いことが分かる。ちなみに、指標（１）のＢ
ｅ／Ｂ自体は、両者で差は大きくないが、ＩＣＴ状態の指標（２）のＢｅ計数自体が格段
に大きい分だけディグレーダー５０の効果が高くなっている。
【００８７】
以上のように、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜の機能を保持しつつ透過率を数
倍以上に改善できること、また、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜が用いられるＡ
ＭＳにおけるディグレーダーの効果を数倍以上に向上できることを示した。これは、加速
器装置の小型化、加速器装置作業効率の改善の他、ＡＭＳでの測定精度の向上をもたらす
。特に荷電ストリッパーに適用した場合は、ＡＭＳの小型化で指標となる１００ｋｅＶ程
度の低エネルギーのイオンに対しても、荷電ストリッパー機能維持とビームラインの高真
空維持との両立を可能にし、ＡＭＳ装置の劇的な小型化に結びつく。
【００８８】
以上、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜及びイオンビーム機能性透過膜の調整方
法は、一方向に進行するイオンビームが通過するビームライン機器に用いられ、結晶から
なるイオンビーム機能性透過膜であって、前記結晶の結晶面が前記イオンビームの進行方
向と平行であるので、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜によれば、各種機器におい
て、イオンビームの透過率を高めることが可能となり、エミッタンスの改善を図ることが
できる。
【００８９】
さらに、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜のイオン透過率及びエミッタンスがＩ
ＣＴ状態により格段に改善することにより、次の（ａ）〜（ｂ）に挙げる効果が得られる
。
（ａ）荷電ストリッパー及びポストストリッパーを透過した後のイオンビーム強度の減衰
が抑えられるため、加速器装置の利用にかかわるすべての作業、分析、測定の各効率が高
まる。
（ｂ）前記ＡＭＳでは、ディグレーダーの妨害核種分別性能が高まるため、分析精度を向
上させることができる。電離箱への入射用ウィンドウを兼ねたディグレーダーに適用した
場合、ウィンドウでのイオンの散乱が大幅に抑えられ、電離箱のイオン検出領域に入るイ
オン数が増加するため、電離箱から得られるエネルギースペクトルのピークプロファイル
が先鋭になる。これも妨害核種分別性能の向上に繋がる。
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（ｃ）特に前記荷電ストリッパーに適用した場合、本発明により、ＡＭＳの小型化で指標
となる数十ｋｅＶ〜百ｋｅＶ程度の低エネルギーのイオンに対しても、荷電ストリッパー
機能維持とビームラインの高真空維持との両立が可能となる。これは、従来、ＡＭＳ装置
の小型化に向けた技術開発において障害になっていた、ガスを用いたストリッパーの機能
を維持しようとするとビームラインにガス漏れが著しくなり妨害核種が増える問題が解消
する。したがって、本発明は、ＡＭＳ装置の劇的な小型化に結びつく。
【００９０】
次に、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を用いたビームライン機器の一種である
小型ＡＭＳシステムのより具体的な構成について説明する。このような小型ＡＭＳシステ
ムは、加速器質量分析（Accelerator Mass Spectrometry）法によって、試料に含まれる
極微量の同位体を計数することで、試料中の同位体比を測定するものである。本発明に係
る小型ＡＭＳシステムにおいては、イオンビーム機能性透過膜を、質量分析を妨害する不
要分子の除去手段として利用することで、従来の加速器より小型化を図ったことが大きな
特徴点となっている。ここで、本発明に係る小型ＡＭＳシステムで用いる、上記のような
不要分子除去手段をフィルター機器と称することとする。
【００９１】
「小型ＡＭＳシステム」に含まれるアルファベットの「Ａ」の文字は、「Accelerator
」（加速器）の略ではあるが、本明細書で言う「小型ＡＭＳシステム」には、一般通念上
の加速器や加速装置といった構成は含まれていない。ただし、本明細書に係る「小型ＡＭ
Ｓシステム」の負イオン源５１０の引き出し電極部（不図示）には、イオンを加速する構
成は含まれる。また、本明細書に係る「小型ＡＭＳシステム」は、ビームライン機器に包
含される概念である。以上から、本明細書で言う「小型ＡＭＳシステム」は、負イオン源
５１０から取り出された後のイオンが、加速器や加速装置で加速されることなく、質量分
析を行うことが可能な機器である、とも定義することができる。「小型ＡＭＳシステム」
の「小型」は、上記のように加速器や加速装置が不要で、機器構成を小型化することが可
能であることに由来している。
【００９２】
本発明に係る小型ＡＭＳシステムは、タンデム加速器を取り除いたイオンエネルギー５
０ｋｅＶ程度のものである。加速器において、５０ｋｅＶ程度のイオンエネルギーに対す
る荷電変換用および妨害分子（分析に不要な不要分子）の除去の機能は、ガスストリッパ
ーが検討されてきている。しかし、イオンエネルギーが低くなると、イオンから電子を剥
ぎ取る確率を高める必要性から、ガスストリッパーの機能を保持するためのガス量は多く
なる。そうすると、ビームラインのガス圧が高まり、イオンの散乱頻度が高まるため、測
定限界が悪化する。つまり、例えば、タンデム型加速器において用いられているようなガ
スストリッパーを小型ＡＭＳシステムでも用いることは、妨害分子除去維持と測定限界維
持を両立させることが困難であった。
【００９３】
そこで、本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００においては、ガスを用いず固体を用い
る妨害分子（不要分子）の除去手段として機能するフィルター機器６００を用いる構成を
採用する。ここで、フィルター機器６００は、ガスストリッパーと同様に、妨害分子（不
要分子）の電子を剥ぎ取り分子の解離を促すものとして機能するものである。図１１は本
発明に係る小型ＡＭＳシステム５００の概要構成を説明する図であり、小型ＡＭＳシステ
ム５００を鳥瞰的に見た図である。
【００９４】
本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００は、イオンビームが進行する順で見て、主とし
て、負イオン源５１０、入射電磁石５２０、フィルター機器６００、分析電磁石５６０、
安定核種検出器５６５、エネルギー分析器５７０、測定目的核種検出器５８０から構成さ
れている。また、各構成は真空容器の配管によって接続されている。
【００９５】
従来のタンデム型加速器においては、図１１におけるフィルター機器６００の位置にガ
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スストリッパーが置かれていた（例えば、米国特許公報８７９１４１０号参照）。これに
対して、本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００では、ガスストリッパーの代わりにフィ
ルター機器６００が配置され、測定目的核種とほぼ同じ質量の妨害分子を、フィルター機
器６００によって解離し除去の準備を行う。
【００９６】
フィルター機器６００は、概略、マルチ薄膜システム６１０（或いは、シングル薄膜シ
ステム）とファラデーカップ６４５と、これらを収めた真空容器６０４とから構成される
。また、薄膜システムで用いる結晶がイオンビームに対して脆弱であり、交換頻度が高く
見積もられる場合には、薄膜システムとして、マルチ薄膜システム６１０を用いることが
好ましい。また、薄膜システムで用いる結晶としては、単結晶、多結晶などの結晶薄膜、
或いは、結晶薄膜又は非晶質の薄膜に空洞が形成されたポーラス物質からなる薄膜（本明
細書ではこのような薄膜を「ポーラス薄膜」と言う。）を用いることができる。
【００９７】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜に用い得る物質は、チャネル（ビームラインを
構成するイオンの通路）を有する物質であるということができる。チャネルを有する物質
におけるイオンの通路を「チャネル」と称することもできる。このようなチャネルを有す
る物質としては、単結晶、多結晶などの結晶、或いは、結晶薄膜又は非晶質の薄膜に空洞
が形成されたポーラス物質である。
【００９８】
チャネルを有する物質が結晶の場合では、結晶における結晶面と平行な軸、又は結晶の
結晶軸と平行な軸をチャネル軸ということができる。また、チャネルを有する物質がポー
ラス物質の場合では、ポーラス物質に形成された空洞の形状を略円柱状と捉えるとすると
、当該円柱の円柱軸と平行な軸ということができる。
【００９９】
なお、結晶質のポーラス物質においては、前記空洞の内空表面の粗さをｎｍスケール未
満にし、イオンの入射角をチャネリングの臨界角未満にした場合、表面チャネリングが顕
著に現れ、表面での散乱は鏡面反射が主となる。したがって、この場合、非晶質の薄膜に
空洞が形成されたポーラス物質に比べて、イオンの大角散乱が抑えられビーム透過率が高
まりやすい。ただし、後者のポーラス物質では表面粗さの制限が緩まるため、後者のポー
ラス物質には製造上のハードルが低い、というメリットがある。
【０１００】
本発明に係るイオンビーム機能性透過膜を用いたビームライン機器、フィルター機器等
においては、イオンビーム機能性透過膜が有するチャネルを、一方向に進行するビームラ
インが通過するように調整されてなることが特徴点となっている。
【０１０１】
以下、小型ＡＭＳシステム５００に用いる本発明に係るフィルター機器６００について
より詳細に説明する。図１２は本発明の実施形態に係るフィルター機器６００を構成する
マルチ薄膜システム６１０の構成を説明する図であり、イオンビームの進行方向でマルチ
薄膜システム６１０を見た図である。また、図１３は本発明の実施形態に係るフィルター
機器６００及びこれを制御するフィルター機器制御装置６５０を示す図である。図１３に
おいて、フィルター機器６００の構成は、概略、図１１におけるＡ−Ａ 断面を示すもの
である。
【０１０２】
フィルター機器６００を構成するマルチ薄膜システム６１０においては、結晶等の薄膜
やポーラス物質の薄膜などの結晶を支持する円盤状のマルチ薄膜ホルダ６１４を真空中に
おいて、不図示の駆動力により動かすことができるようにする。マルチ薄膜システム６１
０は、結晶を予備として複数備えており、真空容器６０４を空けることなく、ビームライ
ンが通過する結晶を交換できる機能を有し、好ましい。
【０１０３】
Ｏを中心として回転するリボルバー型のマルチ薄膜ホルダ６１４には、複数の薄膜アセ
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ンブリ６１３（結晶６１２と、この結晶６１２を保持する枠体であるフレーム６１１とか
らなる）を装着した状態で真空容器６０４内に組み込む。マルチ薄膜システム６１０にお
いては、マルチ薄膜ホルダ６１４の複数の結晶６１２のうちの１つにはイオンビームが透
過される形で運用され、長時間のビーム透過により結晶６１２が劣化した際、Ｏを通り紙
面に対して垂直な軸を回転軸としてマルチ薄膜ホルダ６１４を順次回転させ、次に未使用
の結晶を使用するというものである。
【０１０４】
フィルター機器６００を制御するフィルター機器制御装置６５０における演算部６６０
は、演算を実行するＣＰＵや、このＣＰＵのワークエリアとなる書き換え可能な記憶手段
であるＲＡＭや、基本的なプログラムが書き込まれている不揮発性の記憶手段であるＲＯ
Ｍや、書き換え可能で不揮発性のフラッシュメモリーや、インターフェイス手段である入
出力部などを有するマイクロコンピューターで構成することができる。
【０１０５】
ホルダ回転制御部６７３は、上記のような演算部６６０と通信可能に構成されており、
演算部６６０からの指令に基づいて、マルチ薄膜システム６１０におけるマルチ薄膜ホル
ダ６１４の回転の制御を行うようになっている。
【０１０６】
マルチ薄膜用位置決めステージ６１５は基台部６３０と、この基台部６３０が挿通され
る第１軸６３１とを有している。第１軸６３１は、不図示の駆動機構により基台部６３０
に対して、１点鎖線を中心としてθ方向に回転可能とされている。また、第１軸６３１に
は枠体６３５が取り付けられており、基台部６３０に対して第１軸６３１が±θ方向に回
転することにより、枠体６３５も±θ方向に回転することができるようになっている。第
１軸回転制御部６７１は、演算部６６０と通信可能に構成されており、演算部６６０から
の指令に基づいて、第１軸６３１の回転の制御を行うようになっている。
【０１０７】
また、枠体６３５には、第２軸６３２が枠体６３５に対して、２点鎖線を中心としてω
方向に回転可能に配されている。第２軸６３２は、不図示の駆動機構により回転されるよ
うになっている。第２軸６３２にはマルチ薄膜ホルダ６１４が取り付けられており、第２
軸６３２の±ω方向の回転に伴い、マルチ薄膜ホルダ６１４も±ω方向に回転することが
できるようになっている。第２軸回転制御部６７２は、演算部６６０と通信可能に構成さ
れており、演算部６６０からの指令に基づいて、第２軸６３２の回転の制御を行うように
なっている。
【０１０８】
なお、図１２において、１点鎖線と２点鎖線の交点が、ビームラインを通過するポイン
トであることが想定されている。
【０１０９】
また、上記のような第１軸６３１は、基台部６３０に対して、ｘｙ調整機構（不図示）
によって、ｘ方向及びｙ方向に変位可能とされている。ｘｙ調整機構制御部６７０は、演
算部６６０と通信可能に構成されており、演算部６６０からの指令に基づいて、当該ｘｙ
調整機構の変位の制御を行うようになっている。
【０１１０】
なお、マルチ薄膜用位置決めステージ６１５には、フレーム６１１中の結晶６１２を位
置決めするためのｘｙ調整機構（不図示）、第１軸６３１、第２軸６３２、マルチ薄膜ホ
ルダ６１４などの全ての構成が含まれる。
【０１１１】
マルチ薄膜用位置決めステージ６１５の下流側には、イオンビームを補足するファラデ
ーカップ６４５が配されている。なお、本明細書においては、イオンビームの発生源側を
上流側として定義する。ファラデーカップ６４５で補足されるイオンの数量・荷数に応じ
て電流が流れるようになっており、この電流は電流計測部６５５で計測される。電流計測
部６５５で計測された電流データは、演算部６６０に対して送信され、演算部６６０で電
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流データに対する演算処理が行われるようになっている。
【０１１２】
真空容器６０４の一部には基台部６４０が設けられており、この基台部６４０にはファ
ラデーカップ支持部材６４６が設けられている。ファラデーカップ６４５は、このファラ
デーカップ支持部材６４６の端部に取り付けられており、不図示の変位機構により変位す
るように構成されている。ファラデーカップ６４５の変位機構（不図示）を制御する変位
機構制御部６８０は、演算部６６０と通信可能に構成されており、演算部６６０からの指
令に基づいて、ファラデーカップ６４５の変位の制御を行うようになっている。変位機構
制御部６８０からの制御によりファラデーカップ６４５を変位させることで、ファラデー
カップ６４５をビームライン中に配しイオンビームを補足するようなレイアウトとしたり
、ファラデーカップ６４５をビームラインから外しイオンビームを補足しないレイアウト
としたりすることができるようになっている。
【０１１３】
次に、本発明に係るフィルター機器６００のマルチ薄膜システム６１０に搭載する結晶
について説明する。これまで説明したように、マルチ薄膜システム６１０に搭載する結晶
としては、単結晶、多結晶などの結晶薄膜、或いは、結晶薄膜又は非晶質の薄膜に空洞が
形成されたポーラスからなる薄膜（「ポーラス薄膜」）を用いることができる。
【０１１４】
本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００における分析で、通常の結晶薄膜を採用するか
、又は、空洞が形成されたポーラス薄膜を採用するかを選択するにあたっては、コストや
イオンビームによる電流値（熱負荷）との兼ね合いを検討する。
【０１１５】
マルチ薄膜システム６１０に搭載される結晶に入射するイオンビームの時間平均電流が
１ｎＡ〜１０ｎＡを大きく超える場合、ポーラス薄膜を選択することが好ましい。イオン
エネルギーが５０ｋｅＶ程度のイオンに適する膜厚２０〜３０ｎｍの結晶薄膜（例えば、
結晶シリコンの場合）では、炭素測定でよく使用される時間平均電流１μＡの熱負荷は耐
えられない。ポーラス薄膜は、そのような熱負荷に対処することが可能である。
【０１１６】
次に、結晶薄膜とポーラス薄膜との相違について説明する。
（結晶薄膜について）
薄膜システムに配する結晶薄膜は、例えば結晶シリコンで３０ｎｍ厚程度まで薄くする
必要がある。結晶薄膜の角度調整機構の駆動範囲を狭くできる観点から、結晶薄膜の面法
線は主要な結晶軸方向に一致することが望ましい。例えば、シリコン結晶を用いる場合、
面の法線は＜１００＞、＜１１０＞等であることが好ましい。これにより、チャネリング
を発現させるための調整角度範囲は、ビーム入射軸と面法線のなす角が０度付近に絞られ
る。結晶薄膜は、マルチ薄膜ホルダ６１４に装着し、これをさらにマルチ薄膜システム６
１０本体に装着する。マルチ薄膜システム６１０はフィルター機器６００の一部として、
図に示したように真空容器６０４に配される。
（ポーラス薄膜について）
ポーラス薄膜は、イオンビームに対する耐久性を備えており、本発明に係るフィルタ
ー機器６００に用いる薄膜として好ましい。図１４はポーラス薄膜の構造を説明する模式
図である。
【０１１７】
ポーラス薄膜は数ミクロンの孔が並んだ膜である。これらの孔がイオンの通路であるチ
ャネルを形成する。図１４（Ａ）中では、孔形状を矩形にしたものを示しており、白抜き
部がこれに相当する。ポーラス薄膜の膜面を見ると、図１４（Ａ）に示すようにチェッカ
ーフラッグ様となる。この図のＢ−Ｂ で切ったときの断面図を図１４（Ｂ）に示す。
【０１１８】
膜断面の形状は、入射面部と出射面部において角度ηでくさび状になっている。イオン
が図面左側から入ると飛行と壁面での散乱を繰り返して図面右側から出る。このような状
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況は、結晶のイオンチャネリングと類似し、疑似チャネリング効果と呼ばれている（Ｈａ
ｊｎａｌ、 ｅｔ ａｌ．, Ｎｕｃｌ． Ｉｎｓｔ． ａｎｄ Ｍｅｔｈ． Ｂ １１
８ （１９９６） ６１７．）。
【０１１９】
特に、図１４に示すように断面をくさび状にし、イオンＰ、Ｑを互いにほぼ平行で紙面
左側からくさび角度ηと同じ角度で入射する状況を作ると、それらのイオンは、上面、下
面で同じ回数だけ散乱を繰り返し紙面右側から同じ角度で出射する。
【０１２０】
このような状況設定により、ポーラス薄膜の実効的な開口率（ｐｏｒｏｓｉｔｙ）が１
００％近くに高まる。また、孔壁面（ポーラス薄膜に形成された空洞の内空表面）の表面
粗さが原子レベルでみて平坦（具体的には表面粗さが原子サイズのスケール（数ｎｍ程度
未満）でみて平坦）であれば、入射角度をチャネリングの臨界角未満にすることで、壁面
での散乱は、表面チャネリングによる鏡面散乱となる。
【０１２１】
これは、ポーラス薄膜での透過率を高める役割を果たす。実際、ポーラス薄膜の透過率
に表面チャネリングが寄与することが知られている（前記のＨａｊｎａｌの論文）。この
ような斜め入射はイオンビームを受ける面積の増大につながるため、熱流束を低減できる
。サイズの一例は次のとおりである。５０ｋｅＶのイオンに対する臨界角は約３°であり
、インビームの発散角を考慮し、くさび角を２°と設定する。ポーラス薄膜の孔ピッチａ
を５μｍとすると、くさび長λは１４３μｍ、散乱回数を上面と下面の２回とすると膜厚
は４３０μｍ程度となる。
【０１２２】
２回の散乱回数は、本発明に係るフィルター機器６００の機能の保持に十分であると考
えられる。このポーラス薄膜は、ビーム負荷に耐えうるものであるため、マルチ薄膜シス
テムの必要性は下がり、先に説明したシングル薄膜システム３２０の使用が可能となる。
このようなポーラス薄膜はシングル薄膜ホルダ３２１に装着される。さらにシングル薄膜
システム３２０の本体に装着する。シングル薄膜システム３２０は本発明に係るフィルタ
ー機器６００の一部としても、真空容器６０４と共に用いることができる。
（結晶薄膜を採用した場合の調整方法）
次に、本発明に係るフィルター機器６００に、結晶薄膜を採用しマルチ薄膜システム６
１０を用いた場合におけるフィルター機器６００の調整方法を説明する。
【０１２３】
まず、第１ステップとして、マルチ薄膜システム６１０のマルチ薄膜ホルダ６１４にお
いては、結晶が装着されていないフレーム６１１を少なくとも１フレーム設けておき、真
空容器６０４に収容する。また、変位機構制御部６８０によって、ファラデーカップ６４
５の配置をイオンビームが通過する予定のビームライン上としておく。
【０１２４】
続いて、ホルダ回転制御部６７３によってマルチ薄膜ホルダ６１４を回転させて、イオ
ンビームが通過するビームライン上に、先の結晶が装着されていないフレーム６１１が配
されるように調整する。このときイオンビームの発生は停止させている。
【０１２５】
続いて、イオンビームを発生させて、結晶が装着されていないフレーム６１１中の空洞
部に、イオンビームが通過するようにする。次に、ｘｙ調整機構制御部６７０で第１軸６
３１のｘｙ位置を調整しながら、ファラデーカップ６４５によってイオンビームを補足し
、電流計測部６５５で電流データを取得して、これを演算部６６０に送信して記憶してい
く。そして、電流計測部６５５で計測される電流データが最大となる位置で、第１軸６３
１の位置を固定する。第１軸６３１の位置が固定されると、イオンビームの発生を一旦停
止する。
【０１２６】
第２ステップとして、ホルダ回転制御部６７３によって、マルチ薄膜ホルダ６１４を回
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転させて、イオンビームが通過するビームライン上に、結晶６１２が装着されているフレ
ーム６１１が配されるように調整する。
【０１２７】
続いて、イオンビームを発生させて、結晶６１２が装着されているフレーム６１１中の
結晶６１２に、イオンビームが通過するようにする。次に、第１軸回転制御部６７１によ
って第１軸６３１でθを回転させ、また、第２軸回転制御部６７２によって第２軸６３２
でω回転させながら、ファラデーカップ６４５によってイオンビームを補足し、電流計測
部６５５で電流データを取得して、これを演算部６６０に送信して記憶していく。そして
、電流計測部６５５で計測される電流データが最大となる位置で、第１軸６３１の回転位
置、及び、第２軸６３２の回転位置を固定する。各軸の回転位置が固定されると、イオン
ビームの発生を一旦停止し、本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００におけるフィルター
機器６００の調整が完了する。
【０１２８】
なお、本実施形態では、第１ステップで結晶が装着されていないフレーム６１１のｘｙ
位置を、第１軸６３１のｘｙ移動で調整するようにしたが、もともと第１軸６３１のｘｙ
位置がビーム通過位置と一致しているとみなせる場合、例えば前回の調整から間もない状
況などの場合、このような調整を省略することも可能である。
（ポーラス薄膜を用いた場合の調整方法）
本発明に係るフィルター機器６００に、ポーラス薄膜を採用しマルチ薄膜システム６１
０を用いた場合におけるフィルター機器６００の調整方法を説明する。この調整方法は、
結晶薄膜を採用した場合とある程度は同じである。異なるところは、シングル薄膜システ
ムの使用が可能になること、また第２ステップである。
【０１２９】
ポーラス薄膜を用いた場合、フィルター機器６００においては、マルチ薄膜システム６
１０に代えて、先に説明したシングル薄膜システム３２０を用いることもできる。このと
き、シングル薄膜システム３２０のシングル薄膜用位置決めステージ３２２にも、第１軸
３３１のｘｙ調整機構及びその制御部、第１軸３３１の回転角θの回転調整機構及びその
制御部、第２軸３３２の回転角ω回転調整機構及びその制御部を設けて、マルチ薄膜シス
テム６１０と同様の調整をすることが好ましい。マルチ薄膜システム使用時の第１ステッ
プで用いられる膜の取り付けられていない孔は、シングル薄膜システムでは、例えば、真
空フランジ１２の中心から＋ｙ方向に位置するボルト孔を流用すればよい。そのボルト孔
は、図８の説明で述べたように、シングル薄膜システム３２０と電離箱等を接続する際に
ボルトを通して用いられるものであり、フィルター機器６００での使用では、ボルトは通
されておらず空洞になっている。このボルト孔を使用しない場合は、駆動調整に支障のな
い箇所に、ポーラス薄膜用の孔と同程度の径を持つ孔を設けておくことが望ましい。
【０１３０】
次に第２ステップでは、第１ステップで使用した、例えば、ボルト孔の孔位置と真空フ
ランジ１２の中心の距離、すなわち孔位置半径だけ第１軸３３１をｙ方向に押し込む。こ
れにより、ビームライン上に、フランジ１２の中心に装着されたポーラス薄膜が配される
ことになる。そしてイオンビームを発生させて、ポーラス薄膜に、イオンビームが通過す
るようにする。
【０１３１】
以下の調整方法の説明では、ポーラス薄膜を図１４の方位のまま、図１３のようにイオ
ンビームが左から入射する系に配置した場合を想定する。すなわち、図１４のチャネル壁
断面のくさびの角度、すなわちテーパ状開口の角度ηの回転軸と、図１３の角度ωの回転
軸は平行であるものとする。
【０１３２】
次に、第１軸回転制御部６７１によって第１軸６３１でθ回転させ、ファラデーカップ
６４５によってイオンビームを補足し、電流計測部６５５で電流データを取得して、これ
を演算部６６０に送信して記憶していく。そして、電流計測部６５５で計測される電流デ
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ータが最大となる位置で、第１軸６３１のθ回転位置を固定する。
【０１３３】
ω回転も、θ回転と似たように、第２軸回転制御部６７２によって第２軸６３２で、図
１３のω回転方向に沿って回転させながら、電流計測部６５５で電流データを取得してい
く。ただし、ω回転の場合、主要な電流ピークが二つ現れる。すなわち、ある角度ωでピ
ークが現れた後、ある角度を経るともう一つのピークが現れる。これは、図１４で示した
ポーラス薄膜断面のイオン入出側に設けている「チャネル壁断面のテーパ状開口部」の幾
何学的な効果による。この効果により、図１４で図示しているように、このテーパ面に平
行に入射したイオンが壁面で反射し出射するという疑似チャネリングが生じるとともに、
実質的な開口率が高まるため、通過するイオンが増加し、上記の一つのピークを形成する
。もう一つのピークは、ポーラス薄膜内部の幅ａの平行チャネルのチャネル軸と平行にイ
オンが入射し、壁面にほとんど接すること無しでポーラス膜を透過する寄与である。両者
のピークをもたらす角度の差は、チャネル壁断面のくさびの角度、すなわちテーパ状開口
の角度ηに一致する。上記で想定した、ポーラス薄膜の配位では、一つ目に出てくる電流
ピークを与える角度が、目的とする疑似チャネリングをもたらす角度であり、ここで固定
する。このピーク電流の大きさは、チャネル壁面での散乱が表面チャネリングによる鏡面
反射が起きる場合、もう一つのピークの大きさを超え、最大となり得る。かくして、ポー
ラス薄膜を用いた場合の、本発明に係る小型ＡＭＳシステム５００におけるフィルター機
器６００の調整が完了する。
【０１３４】
以上のような知見を踏まえ、本発明の範疇には、イオンビーム機能性透過膜（例えば、
ポーラス薄膜）のチャネル軸が、イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調
整される場合も含まれるものと定義する。
（同重体分別の実証結果）
次に、シングル薄膜システム３２０を用いたフィルター機器６００を、測定目的核種検
出器５８０に適用した本発明の実証結果について説明する。図１５は測定目的核種検出器
５８０の詳細構成を説明する図である。図１６は静電偏向器への電圧ＶDに対する規格化
計数の変化を示す図である。
【０１３５】
加速器質量分析では分析目的核種と等しい質量をもつ安定した同重体等の核種が存在す
10
10
36
36
53
53
る場合、例えば、 Ｂｅに対する Ｂ、 Ｃｌに対する Ｓ、 Ｍｎに対する Ｃｒ等、
これらは目的核種の測定を妨害する核種（妨害核種）となり、妨害核種分別（以下、同重
体分別）が主要な技術課題となっている。
【０１３６】
この技術の一つとしてディグレーダー膜を用いた方法がある。通常、ディグレーダー膜
は分析電磁石と静電偏向器の間に設置され、阻止能の原子番号依存性より目的核種と同重
体の間にエネルギーの差を作り、両者を分別する。この方法は、低エネルギーのためアブ
ソーバーが使用できない場合や、同重体入射率が電離箱の限界（５ｋＨｚ程度超）などの
場合に効果的であるとされている。
【０１３７】
従来は、ディグレーダー膜として非晶質材料（代表的には窒化ケイ素）が用いられてき
た。本発明に係るフィルター機器６００では単結晶薄膜によるイオンチャネリングを利用
する技術である。イオンチャネリングの利点は二つあり、一つは、ビーム発散の抑制、も
う一つは十分な阻止能である。これらを活かすことで、従来用いることができなかった、
目的核種と妨害核種のエネルギー差を比較的大きくできる１μｍ程度の膜を用いてもチャ
ネリングによる大角散乱の低減により、膜から目的核種検出器までの透過率を飛躍的に高
10
10
めることができる。以下、 Ｂｅと Ｂの分別に本発明に係るフィルター機器６００を適
用した場合である。
【０１３８】
フィルター機器６００に入射するＢｅＯ−電流は１〜２ μＡであった。加速器のター

10

20

30

40

50

(23)

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27
10

2+

10

2+

ミナル電圧は１．０ＭＶとした。この場合、Ｓｉ単結晶薄膜への Ｂｅ と Ｂ のエネ
ルギーＥ0は２．４４ ＭｅＶとなる。Ｓｉ単結晶薄膜の膜の面は（１００）面であり、
同結晶薄膜のサイズは４．８×４．８ｍｍ、厚みは２μｍのものを用いた。角度調節は２
軸回転のゴニオメーターで行った。角度の定義としては、［１００］軸チャネリングが起
きるようなビーム軸と薄膜のなす角が直角になる時をθ＝ω＝０°とした。Ｓｉ単結晶薄
膜の非チャネリング状態は、θ＝８。５°、ω＝５°とした。表２に結晶薄膜をチャネリ
ング状態とした本発明の場合の結果と、結晶薄膜をチャネリング状態としない比較例の場
合の結果とを示す。
【０１３９】
【表２】

【０１４０】
イオンビームの発散角は、内径１ｍｍのピンホールで０．０６°（１ｍｒａｄ）未満に
10
2+
10
2+
制限される。この角度は、２．４４ＭｅＶでの Ｂｅ と Ｂ の臨界角０．５°よりも
小さいため、イオンのほとんどがチャネリング可能となる。電離箱の位置は中心軸から偏
向方向に３０ｍｍずらした。電離箱入射窓は、厚さ５０ｎｍのＳｉ3Ｎ4膜とした。Ｓｉ膜
10
10
10
10
5
への Ｂｅと Ｂの入射比 Ｂｅ／ Ｂは７×１０̶ であった。
【０１４１】
静電偏向器への電圧ＶDに対する規格化計数の変化を図１５に示す。（ａ）のチャネリ
10
1
ング状態では、荷電分布の構造が出現しており、特にＶD＝２．５ｋＶで、 Ｂの抑制、
0
Ｂｅの増加が見られる。（ｂ）の非チャネリング状態では、荷電分布の構造ははっきり
10
10
しない。（ｃ）は Ｂｅ／ Ｂ比のＶD依存性である。チャネリング状態ではＶD＝２．５
-3
ｋＶで最大３×１０ に達する。この値は、非チャネリング状態の一桁程度高い。これら
は、チャネリング条件では、前に述べた所期の二つの効果による。
【０１４２】
同重体分別性能の比較が表２に示されている。単結晶薄膜から電離箱への透過率は、チ
ャネリング状態において非チャネリング状態よりも一桁以上高い。エネルギー分離比は、
両者の差は小さい。その透過率とエネルギー分離比の積を同重体分別性能と置くと、その
値はチャネリング状態において非チャネリング状態よりも格段に高い。以上、チャネリン
グを利用した本発明に係るフィルター機器６００の優位性が実証された。
【０１４３】
以上、本発明に係るイオンビーム機能性透過膜、イオンビーム機能性透過膜を用いたビ
ームライン機器、イオンビーム機能性透過膜を用いたフィルター機器、フィルター機器の
調整方法は、イオンビーム機能性透過膜におけるチャネル軸がイオンビームの進行方向と
実質的に平行となるように調整されており、イオンビームの透過率を高めることが可能と
なり、エミッタンスの改善を図ることができる。
【産業上の利用性】
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【０１４４】
従来、ビームライン機器等においては、イオンビームの透過率が高いイオンビーム機能
性透過膜が求められていたが、そのようなイオンビーム機能性透過膜が開発されておらず
、機器の小型化の阻害要因等になり問題であった。これに対して、本発明に係るイオンビ
ーム機能性透過膜は、一方向に進行するイオンビームが通過するビームライン機器に用い
られ、チャネルを有するイオンビーム機能性透過膜であって、チャネル軸が、前記イオン
ビームの進行方向と実質的に平行であるので、イオンビームの透過率を高めることが可能
となると共に、エミッタンスの改善を図ることができるため、産業上の利用性が非常に大
きい。
【符号の説明】
【０１４５】
３・・・ビーム収束レンズ
４・・・真空容器
５・・・ターミナル
１０・・・タンデム型加速器
１１・・・荷電ストリッパー
１２・・・真空フランジ
３０・・・ポストストリッパー
５０・・・ディグレーダー
７０・・・電離箱
７１・・・ディグレーダーウィンドウ
２１０・・・マルチ薄膜システム
２１１・・・フレーム
２１２・・・薄膜
２１３・・・薄膜アセンブリ
２１４・・・マルチ薄膜ホルダ
２１５・・・マルチ薄膜用位置決めステージ
２３０・・・基台部
２３１・・・第１軸
２３２・・・第２軸
２３５・・・枠体
３２０・・・シングル薄膜システム
３２１・・・シングル薄膜ホルダ
３２２・・・シングル薄膜用位置決めステージ
３３０・・・基台部
３３１・・・第１軸
３３２・・・第２軸
３３５・・・枠体
５００・・・小型ＡＭＳシステム
５１０・・・負イオン源
５２０・・・入射電磁石
５６０・・・分析電磁石
５６５・・・安定核種検出器
５７０・・・エネルギー分析器
５８０・・・測定目的核種検出器
６００・・・フィルター機器
６０４・・・真空容器
６１０・・・マルチ薄膜システム
６１１・・・フレーム
６１２・・・薄膜
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６１３・・・薄膜アセンブリ
６１４・・・マルチ薄膜ホルダ
６１５・・・マルチ薄膜用位置決めステージ
６３０・・・基台部
６３１・・・第１軸
６３２・・・第２軸
６３５・・・枠体
６４０・・・基台部
６４５・・・ファラデーカップ
６４６・・・ファラデーカップ支持部材
６５０・・・フィルター機器制御装置
６５５・・・電流計測部
６６０・・・演算部
６７０・・・ｘｙ調整機構制御部
６７１・・・第１軸回転制御部
６７２・・・第２軸回転制御部
６７３・・・ホルダ回転制御部
６８０・・・変位機構制御部
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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月27日(2018.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方向に進行するイオンビームが通過するビームライン機器に用いられ、チャネルを有し
、入射イオンの荷電分布が平衡状態を保つことができる厚みを有するイオンビーム機能性
透過膜であって、
チャネル軸が、前記イオンビームの進行方向と実質的に平行であることを特徴とするイオ
ンビーム機能性透過膜。
【請求項２】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であることを特徴とする請求項１に記載のイオンビ
ーム機能性透過膜。
【請求項３】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質であることを特徴とす
る請求項１に記載のイオンビーム機能性透過膜。
【請求項４】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、入射イオンの荷電分布が平衡状態を保つことができる厚みを有する前記
真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
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調整する位置決めステージと、を有し、
前記位置決めステージによって、イオンビームのビームライン中に前記イオンビーム機能
性透過膜が配されように、かつ、前記イオンビーム機能性透過膜のチャネル軸が、前記イ
オンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整されることを特徴とするビームラ
イン機器。
【請求項５】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり、前記位置決めステージによって、前記結晶
における結晶軸が前記イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整すること
で、チャネル軸を前記イオンビームの進行方向と実質的に平行とすることを特徴とする請
求項４に記載のビームライン機器。
【請求項６】
前記結晶が単結晶であることを特徴とする請求項５に記載のビームライン機器。
【請求項７】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質からなる薄膜であるこ
とを特徴とする請求項４に記載のビームライン機器。
【請求項８】
ビームライン機器が加速器であることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれか１項
に記載のビームライン機器。
【請求項９】
ビームライン機器がストリッパーであることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれ
か１項に記載のビームライン機器。
【請求項１０】
ビームライン機器がディグレーダーであることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいず
れか１項に記載のビームライン機器。
【請求項１１】
ビームライン機器が電離箱であることを特徴とする請求項４乃至請求項７のいずれか１項
に記載のビームライン機器。
【請求項１２】
真空容器内で進行するイオンビームに含まれる不要分子を除去するフィルター機器であっ
て、
チャネルを有し、入射イオンの荷電分布が平衡状態を保つことができる厚みを有する前記
真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、を有し、
前記位置決めステージによって、イオンビームのビームライン中に前記イオンビーム機能
性透過膜が配されように、かつ、前記イオンビーム機能性透過膜のチャネル軸が、前記イ
オンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整されることを特徴とするフィルタ
ー機器。
【請求項１３】
前記イオンビーム機能性透過膜が結晶であり、前記位置決めステージによって、前記結晶
における結晶軸が前記イオンビームの進行方向と実質的に平行となるように調整すること
で、チャネル軸を前記イオンビームの進行方向と実質的に平行とすることを特徴とする請
求項１２に記載のフィルター機器。
【請求項１４】
前記結晶が単結晶であることを特徴とする請求項１３に記載のフィルター機器。
【請求項１５】
前記イオンビーム機能性透過膜が、空洞が形成されたポーラス物質からなる薄膜であるこ
とを特徴とする請求項１２に記載のフィルター機器。
【請求項１６】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
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チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、
前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足するファラデーカップと、
前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流を計測する電流計測部と、
を有するフィルター機器の調整方法であって、
前記位置決めステージによってビームライン中に前記イオンビーム機能性透過膜が配され
ようにし、前記電流計測部で計測される電流が最大となるように前記位置決めステージの
姿勢を調整するステップと、を有することを特徴とするフィルター機器の調整方法。
【請求項１７】
イオンビームが内部を通過する真空容器と、
チャネルを有し、前記真空容器内に配されるイオンビーム機能性透過膜と、
前記イオンビーム機能性透過膜が取り付けられ、前記イオンビーム機能性透過膜の姿勢を
調整する位置決めステージと、
前記位置決めステージの下流側に配され、イオンビームを補足するファラデーカップと、
前記ファラデーカップで補足されたイオンビームに基づく電流を計測する電流計測部と、
を有するフィルター機器の調整方法であって、
前記位置決めステージにおける前記イオンビーム機能性透過膜が配されていない位置に、
イオンビームが通過するように配し、前記電流計測部で計測される電流が最大となるよう
に前記位置決めステージの姿勢を調整する第１ステップと、
前記第１ステップの後、前記位置決めステージによってビームライン中に前記イオンビー
ム機能性透過膜が配されようにし、前記電流計測部で計測される電流が最大となるように
前記位置決めステージの姿勢を調整する第２ステップと、を有することを特徴とするフィ
ルター機器の調整方法。
【請求項１８】
前記第２ステップの後、前記ファラデーカップをビームラインから外す第３ステップを有
することを特徴とする請求項１３に記載のフィルター機器の調整方法。

10

20

(31)

【国際調査報告】

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27

(32)

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27

(33)

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27

(34)

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27

(35)

JP WO2018/173812 A1 2019.6.27

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
フロントページの続き
(51)Int.Cl.
Ｈ０１Ｊ

ＦＩ
37/04

(81)指定国

(2006.01)

テーマコード（参考）

Ｈ０１Ｊ

37/04

Ａ

AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T

J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT
(72)発明者

藤田

奈津子

岐阜県土岐市泉町定林寺９５９番地の３１

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

東濃地科

学センター内
(72)発明者

松原

章浩

岐阜県土岐市土岐口南町３−２５
Ｆターム(参考) 2G085 AA01

BA14

2G188 CC01

CC40

5C030 AA02

AA10

5C034 AA09

AB09

BA15

株式会社ペスコ内

BA17

BE04

BE05

DA03

AB05

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

