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概要 

 

ナノカーボン材料は、フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンなど様々な

形態が見出され、その多様かつ特徴的な特性から素材として注目を浴び、幅広く基礎

研究及び用途開発研究が展開されている。ナノカーボンの１種であるフラーレンは、

多数の炭素原子が球状に結合した物質であり、化学式が Cn（n = 60、 70、 76、 78、 

80、 82・・・）で表され、特に炭素原子が 60 個結合した物質を C60フラーレンと呼

ばれる。C60フラーレンは、20 個の 6 員環と 12 個の 5 員環によって構成されており、

高い対称性のため非常に安定であり、分子の中心に直径約 0.4 nm の真空空間を持ち、

炭素原子によって構成されているために生体適合性が高く、電気抵抗が高い特徴があ

る。 

上述のようにフラーレンの内部には真空空間があり、この空間に金属及び非金属の

原子を内包させた物質を原子内包フラーレンと呼ぶ。原子内包フラーレンは、従来の

フラーレンにはない特性（半導体特性、超電導体特性、スピン特性、及び磁性など）

を内包物質の性質の違いにより付与することができ、新規機能性材料として期待され

ている。一方で、未だフラーレンへ内包されていない元素が多数存在している。それ

らの殆どは常温常圧において固体である。つまり、新規な原子内包フラーレン生成を

行うためには、固体物質を原料として取り扱うことのできる原子内包フラーレン生成

方法が求められることを意味している。 

しかし、固体物質を用いる方法では、その生成率が非常に低く（1％以下）、原子内

包フラーレンの基礎研究にすら必要となる量を生成することが困難な状況にある。そ

こで本研究では、固体元素（固体物質）を原料に用いて、従来以上に高効率に原子内

包フラーレンを生成する汎用的な基盤技術を確立することを目標とした。ここで、固

体元素で未だフラーレンへ内包された論文報告がなく、医療応用が期待されるボロン

（B）に着目した。 

ボロン(10B）は、次世代がん治療法の一つである中性子捕捉療法に使用する中性子

捕捉製剤として利用される。中性子捕捉療法は、熱中性子と反応断面積が大きいボロ

ン中性子捕捉製剤の核分裂反応によって α 粒子（4He）とリチウム原子（7Li）を生成

し、ボロン中性子捕捉製剤がガン細胞に集積し選択的に死滅させる治療法である。し

かし、ボロン中性子捕捉製剤は生体適合性が低いため、使用できる部位や用量が厳し

く定められている。そこで、中性子捕捉療法を幅広くがん治療に展開するために、ボ

ロン原子を生体適合性の高いフラーレンに内包させたボロン原子内包フラーレン

（B@C60）を生成し更にがん細胞への集積度が高い糖鎖リポソームで包含し、捕捉製

剤とすることが考えられる。そこで、B@C60の生成を最終目標として設定し、本研究

では、まずは固体元素（固体物質）を元にした高効率な原子内包フラーレン生成手法
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を新たに提案し、当該手法の原理実証試験を行うことを目的とした。 

まず、これまでの研究で培ってきた低エネルギーイオンビーム技術を用いて、ボロ

ンイオンを集中的にフラーレンへ照射することで、B@C60の生成を行うことを考案し

た。高集束のボロンイオンビームを生成するために、第１に、低エネルギーイオンビ

ーム研究において見出されている自発的集束現象を解明するための研究を行った。プ

ラズマを生成するイオン源内、及びイオンビームが引き出されたチャンバー内の静電

プローブ計測（電子温度、電子密度、空間電位）とファラデーカップ計測（イオンビ

ーム電流密度、電子電流密度）を行い、自発的集束現象の発生メカニズムを明らかに

した。また、イオン源内のビーム引き出し電極近傍に絶縁物（誘電体）を設置するこ

とで、イオンビームの集束性を向上させる現象を新たに見出した。 

第２に、固体物質を元にしたイオン源を構築するために、ボロン化合物をレーザー

アブレーションさせることにより、高密度でボロンをガス化及びプラズマ化させる基

礎実験を行った。その研究過程において、レーザーアブレーションによって生成され

た高密度のボロン中性原子とイオン原子が、内包フラーレン生成に必要と考えられる

運動エネルギーを有していることをドップラーシフト計測により見出した。つまり、

イオンビームとしてではなく、高密度のアブレーションした粒子群とフラーレンを直

接衝突させることにより、原子内包フラーレンの高効率生成を実現できる可能性を新

たに着想した。 

第３に、前述の新規ボロン原子内包フラーレンの新規高効率生成法確立のため、当

該手法の原理実証実験を行った。この実験においては、既にフラーレンへの内包が確

認されている窒素原子を活用するために、レーザーを照射する固体物質として窒化ボ

ロン（BN）を使用し、窒素原子内包フラーレン(N@C60）の生成を試みた。その結果、

N@C60の生成を確認し、提案した原子内包フラーレン生成方法の原理実証に成功した。 

本論文は、著者が筑波大学システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻博士後

期課程で行った研究をまとめたものである。 
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第1章 序論 
 

1.1 原子内包フラーレン 

 

 フラーレン 

 

ナノカーボン材料は、フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンなど様々な

形態が見出され、その多様かつ特徴的な性能から素材として注目を浴び、幅広く基礎

研究及び用途開発研究が展開されている。特に、ナノカーボンの１種であるフラーレ

ンは、多数の炭素原子が球状に結合した物質であり、化学式が Cn（n = 60、 70、 76、 

78、 80、 82・・・）で表され、特に炭素原子が 60 個結合した物質を C60フラーレン

と言う。図 1.1 に C60フラーレンの模式図を示す[1]。フラーレンは、グラファイトと

ダイヤモンドに次ぐ第三の炭素の同位体であり、1985 年にその存在が初めて示され

[2]、1990 年に多量合成技術が確立され急速に研究が成され[3]、その応用が期待され

る分子である。C60フラーレンは 60 個の炭素原子で構成され、サッカーボールのよう

な形状をしている。この極めて特殊な構造は、多くの構造科学者に興味を持たれ、そ

の物性に関する研究が行われた。その後、アルカリ金属のドープによって超導電性を

有したフラーレンが発見された事[4]によって、C60 フラーレンの研究は急激に進めら

れ、現在では光導電性[5]、非線形光学効果[6]、強磁性[7]、生理活性[8]など多くの物

性をフラーレンに付与することができることが報告された。その後、C60 フラーレン

以外のフラーレンである高次フラーレンや、フラーレンを一次元的に成長させたカー

ボンナノチューブに研究が広がっている。 

C60 フラーレンは、20 個の 6 員環と 12 個の 5 員環によって構成されており、高い

対称性のため非常に安定であり、分子の中心に直径約 0.4 nm の真空空間を持ち、炭素

原子によって構成されているために生体適合性が高く、電気抵抗が高く、酸化しやす

いという特徴がある。C60フラーレンの物理特性を表 1.1 に示す。それぞれの物性につ

いて以下に詳しく述べる。C60 フラーレンの構造は、Ih 点群の対称性を有する切頭正

二十面体構造を有する分子である。理論計算によれば、2 つの 6 員環の間の結合と 6

員環と 5 員環の間の結合長は異なり、それぞれ 1.39Å と 1.45Å と求められている[9]。

C60 フラーレンの電子的特徴は、球面上に広がった π 共役系及び対称性によって発現

し、多電子還元や多電子酸化が可能である点である。特に、良好な電子受容体として

働くことから、電子供与体との光誘起電子移動に関する研究が成されている[10]。C60

フラーレンの光学的特徴は、190 nm から 410 nm の間に強い吸収を有する点である。
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この吸収は、1T1u-1Ag 軌道間の遷移によるものである。可視域の 410 nm から 620 nm

には弱い吸収を有する。これは、一重項－一重項間に於ける禁制遷移によるものであ

る[11]。 

本研究で着目した点は、炭素原子によって構成されているため生体適合性が高く、

分子の中心に直径約 0.4 nm の真空空間を持つ点である。つまり、C60フラーレンの真

空空間にボロンを内包させることにより、生体適合性の高い中性子捕捉製剤を生成す

ることが可能となる。本論文では以後、C60フラーレンをフラーレンと記載する。 

 

 

 

表 1.1. C60フラーレンの物理特性[12]。 

 
 

質量密度 1.73 g/cm
3

生成熱 9.08 kcal/mol

昇華温度 800 K

抵抗率 1014 Ω/m

蒸気圧
6.7 x 10

-4
 Pa (Room Temperature)

1.1 x 10
-1

 Pa (800 K)

電子親和力 2.65 eV

イオン化ポテンシャル 7.58 eV

仕事関数 4.7 eV

バンドギャップ
電気伝導 1.6 eV

光吸収 1.7 eV

電子移動度 0.5 cm
2
/Vs

誘電率 1.7 cm
2
/Vs
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図 1.1. C60フラーレンの模式図。 

 

 原子内包フラーレン 

 

前述のように、フラーレンの内部には真空空間があり、この空間に金属及び非金属

の原子、分子を内包させた物質を原子内包フラーレンと呼ぶ。図 1.2 に原子内包フラ

ーレンの模式図を示す。原子内包フラーレンは、従来のフラーレンにはない特性（半

導体特性[13]、超電導体特性[13]、スピン特性[14-17]、及び磁性[16-20]など）を内包物

質の特性により付与することができ、新規機能性材料として期待されている[1]。図 1.3

の周期表に、原子内包フラーレンの生成が確認された元素を示す[3,13-21]。赤文字で

示した元素は非金属類、青文字で示した元素は金属類である。橙色で塗られている元

素は先行研究においてフラーレンへの内包化が論文報告されている元素である。図

1.3 から、未だフラーレンへ内包されていない元素が多数存在していることが分かる。

それらの殆どは常温常圧において固体である。つまり、新規の原子内包フラーレン生

成を行うためには、固体物質を原料として取り扱うことのできる原子内包フラーレン

生成方法が必要であることを示唆している。同図に示すように、様々な元素の内包が

報告されている。この中で、半導体特性や超電導特性の発現が期待され、研究が行わ

れているのが金属原子内包フラーレンである。金属原子内包フラーレンでは、内包原

子がフラーレンを構成する炭素から電子を奪うことにより金属原子が負に、フラーレ

ンが正に帯電する。この性質を利用することによって、半導体特性や超電導特性を示

す原子内包フラーレンが生成可能であると考えられている[13]。次世代コンピュータ

ーのへの応用が期待されているスピン特性を有した原子内包フラーレンは、不対電子

を有した原子をフラーレンへ内包化することによって生成することが可能である。現

在、研究が行われている原子内包フラーレンとして、窒素原子内包フラーレン[14,15]、



 

 

 

4 

 

及び銅原子内包フラーレン[16]がある。Magnetic resonance imaging（MRI）の造影

剤や電磁波によるがん治療など、医療応用が研究されている原子内包フラーレンとし

てはガドリニウム原子内包フラーレン[18,19]、ニッケル原子内包フラーレン[16]、及

び鉄原子内包フラーレン[20]がある。更に、Gd 原子は非常に高い中性子との反応断面

積を有していることから、最先端の放射線治療法として注目を集めている中性子捕捉

療法に使用する中性子捕捉製剤として Gd 原子を内包したフラーレンは研究がされて

いる。上記の MRI 造影剤と中性子捕捉製剤の 2 つの機能を持たせリアルタイムで薬

剤の位置を確認し、がん治療を行う研究もされている[19]。Li 原子を内包したフラー

レンは、極性を有していることから太陽電池材料や有機トランジスターへの応用が研

究されている[22]。 

原子内包フラーレンは、これまでにない物性を持った物質を創成できる技術である。

図 1.3 に示すように、未だ内包化が確認されていない物質が多く存在する。その中で

注目を集めている物質がボロン（10B,11B）である。 

 

 

図 1.2. 原子内包フラーレンの模式図。 

 



 

 

 

5 

 

 

 

図 1.3. 原子内包フラーレンの生成が確認された元素[13-21]。 

 

 中性子捕捉療法 

 

 ボロン原子内包フラーレンの用途について述べる前に、まずは、中性子捕捉療法に

ついて紹介する。近年、悪性新生物（がん）に罹患する人、がんで死亡する人は急激

に増えている。 日本では、がんが 1981 年から死亡原因の第一位を占め、 2012 年に

は 1 年間の死亡数が約 36 万人を超え、 総死亡数の約 30 %となっている（厚生労働

省平成 23 年人口動態統計）。これは、3 人に 1 人ががんにより死亡していることを示

している。今後、日本人の 50 ％が、がんにより死亡すると予測されている。がんの

種類で見てみると、胃がんと卵巣がんを合わせて約 5.5 万人が、膵臓がんでは約 3.6

万人が死亡している。膵臓がんに限ると、日米に共通して、30 年間に亘り 5 年生存

率が 5 ％程度で推移している。膵臓がん患者の生存予後は、腸間膜や腹膜に存在する

節外性リンパ組織（乳班）へ散在的に進展するがんの腹腔内病変で決まるとされてい

る。しかし、消化管が複雑に入り組んだ腹腔内の処置においては、ガンマナイフや近

年普及が進んでいる放射線治療（X 線・陽子線・重粒子線含む）を使用すると、がん

細胞よりも正常組織に強い障害を引き起こしてしまう[23-25]。そこで、現在注目され

ているのが、放射線治療とは異なり、がん細胞のみを選択的に死滅させる中性子捕捉

療法である[26]。図 1.4 に中性子捕捉療法と放射線治療が正常細胞へ与える影響につ

いて示す。 

 表 1.2 に主な生体構成元素の中性子反応断面積を示す。中性子捕捉療法に使用され

る熱中性子は、生体を構成している主な元素である水素、炭素、窒素、酸素と反応す
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る断面積が非常に小さいため、生体に照射しても多くが生体を透過する。しかし、中

性子捕捉療法で使用する中性子補足製剤の主要構成元素であるボロンは、生体を構成

している元素の数千倍の熱中性子との反応断面積を有しているため、熱中性子を照射

すると、熱中性子を捕獲し反応を生じる。ボロンの熱中性子線捕獲反応を図 1.5 に示

す。この反応式は、次のように表せる。 

𝑛 + 𝐵 → 𝐻𝑒 + 𝐿𝑖74101
 (1.1) 

ここで、熱中性子（1n）、ボロン原子（10B）、α粒子（4He）、リチウム粒子（7Li）で

ある。54.6 keV のエネルギーを有した熱中性子（1n）がボロン原子（10B）に捕獲さ

れると核分裂反応を生じる。この核分裂反応によって、細胞殺傷能力が高いα粒子

（4He）とリチウム粒子（7Li）が生成される。それぞれのエネルギー及び平均自由行

程は、1.47 MeV と 0.84 MeV、及び 9 μm と 4 μm である。ここで、一般的な細胞の

大きさが 10 μm から 100 μm であることを考えると、細胞殺傷能力が高いα粒子（4He）

とリチウム粒子（7Li）は細胞の大きさに比べて小さいことが分かる。つまり、ボロン

原子をがん細胞に集積させ、そこに熱中性子線を照射することによって、がん細胞だ

けを死滅させることが可能となる[27]。 

 図 1.6 に中性子捕捉療法の治療プロセスを示す。図中の黄色の細胞は正常細胞、灰

色の細胞はがん細胞を表している。まず、上述のように散在的に進展する腹腔内病変

は、正常細胞の中にがん細胞が散在している。中性子捕捉療法のプロセス①は、ボロ

ン中性子捕捉製剤の投与である。中性子捕捉療法においては、体内にボロンを含んだ

薬剤を投与する。この時、薬剤にはドラッグデリバリーシステムが付与されており、

がん細胞へ薬剤が集積するようになっている。プロセス②は、熱中性子の照射である。

熱中性子を人体へ照射すると、熱中性子はその性質から体内の細胞とはほとんど反応

すること無く透過する。しかし、プロセス①で投与したがん細胞に集積している薬剤

は、透過せずに熱中性子と反応する。この反応が、プロセス③ のボロンの中性子捕捉

反応である。プロセス④のように、がん細胞のみを死滅させ、周辺の正常細胞へはほ

とんど影響を与えない。その後、プロセス⑤のように、死滅した細胞の後に正常細胞

が修復されがん治療が完了する[27-29]。 

 現在、熱中性子の照射には原子炉が使用されているが、中性子捕捉療法を病院施設

でも行えるように、加速器を用いた熱中性子源の研究が現在盛んに行われている[27]。 
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表 1.2. 主な生体構成元素の中性子反応断面積[27]。 

 
 

 

 

図 1.4. 中性子捕捉療法と放射線治療の正常細胞への影響[26]。 
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図 1.5. ボロンの熱中性子線捕獲反応[27]。 

 

図 1.6. 中性子捕捉療法の治療プロセス[27,28]。 
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 中性子捕捉療法の課題解決のために 

 

前述のように、中性子捕捉療法は次世代のがん治療法として大きな注目を集めてい

る。しかし、中性子捕捉療法には次のような課題がある。第一に、中性子捕捉製剤の

生体適合性に関する課題がある。中性子捕捉療法に用いられる薬剤には、中性子との

反応断面積が大きいボロンやガドリニウムが有効であると考えられ、各種の中性子捕

捉製剤（ボロン製剤、ガドリニウム製剤）が開発されている[30-39]。現状のボロン製

剤は、ボロンの化合物であり、ボロンの生体への適合性が低いため使用に制限がある。

現在、脳腫瘍の患者に投与しているボロン製剤は 5 g となっている[40]。そこで、生

体適合性の高い含ボロン化合物等の開発が進められているが、ボロンを生体と接触し

ないように化学的に封じ込める事は極めて困難である。第二に、腹腔内に散在するが

ん細胞へ中性子捕捉製剤を集積するという課題がある。がんが進行している患者の場

合、体内にがん細胞が散在している。つまり、体内に散在するがん細胞を一掃するた

めには、中性子捕捉製剤を各がん細胞部にデリバリーし集積させる技術（ドラッグデ

リバリー）が必要である。また、中性子捕捉製剤のデリバリー効率が低い場合には、

中性子捕捉製剤の多量投与が必要となり正常細胞への悪影響等の弊害を生ずる可能

性がある。したがって、がん治療に有効な中性子捕捉製剤の開発には、効率的なドラ

ッグデリバリー技術が必要不可欠である。上記のような課題があるために、現在まで

にボロン製剤を例えば腹腔内病変に使用した事例はない。 

そこで、転移・散在したがんに対して、より生体適合性の高いボロン製剤として

は、例えば、１）フラーレンにボロン原子を内包化させて生体との作用を減らこと

が考えられる。そして、2）がん細胞へ集積する機能を有する糖鎖被覆リポソームへ

当該ボロン原子内包フラーレンを封入することがあげられる。既に、共同研究者で

ある産業技術総合研究所創薬基盤研究部門の池原らは、マンノトリオースで被覆し

たリポソーム（オリゴマンノース被覆；OML）の使用により、腹腔内でがんが転移

増殖する場所である乳班に薬剤を特異的に集積できることを見出し、60 %以上の集

積効率が達成可能なドラッグデリバリーシステム技術を確立している[41]。このよう

に、腹腔内に散在するがん細胞への薬剤集積効率を改善する技術が見いだされつつ

あることから、中性子捕捉製剤の生体適合性の向上が強く要望されている。 
このためには、ボロンをフラーレンに内包化させる必要がある。通常、ボロンを利

用するためには、Cho らによる研究のように[42]、含ボロンプラズマを生成するため

に、液体や気体のボロン化合物を使用する。これに対して、高密度及び高純度のボロ

ンプラズマを生成するために、ボロン固体を利用してエネルギーを持ったボロンイオ

ン、ボロン中性粒子を発生させ、フラーレンに内包化させる手法を考案した。詳しく

は、次節以降に詳述する。 
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1.2 原子内包フラーレン生成方法 

 

固体物質を元にした原子内包フラーレンの高効率生成に関する手法を述べる前に、

まず、既存の原子内包フラーレン生成方法としての物理的方法と化学的方法について

詳述する。 

 

 物理的生成方法 

 

物理的生成法は、大きく分けて２つの方法に分類することが出来る。一つは、炭素

と内包させる原子をカーバイド化させた混合ロッドを原材料としてアーク放電、また

はレーザー蒸発を行い、生成した原子内包フラーレンを嫌気下で回収する方法である。

もう一つは、内包させる気体を原料として放電によって荷電粒子を生成し、フラーレ

ンの堆積基板上にバイアス電圧を印加し、荷電粒子（イオン）を堆積基板上のフラー

レンと衝突させることにより原子内包フラーレンを生成する方法である。下記にそれ

ぞれの生成手法及び課題を記す。 

 

 レーザー蒸発法 

 

図 1.7 に、レーザー蒸発法の概略図を示す。レーザー蒸発法は 1,200 ℃に加熱した

不活性ガスをチャンバーに流し、炭素と金属を熱処理し固めた混合ロッドを原料とし

てレーザー蒸発を行い、冷却した金属部に生成物を付着させる方法である。Smally ら

は、La2O3粉末と炭素で混合ロッドを作成し、本生成法によって La@C82を生成する

ことに成功した[43]。しかし、本生成法は、生成率が低いという課題がある。即ち、

フラーレンと内包させる金属が混在する状態の混合ロッドに対して、レーザー蒸発を

行い、フラーレンの形成過程において偶発的な金属原子の内包を期待するものであり、

金属内包フラーレンの高効率生成は困難な状況にある。 

 

 

図 1.7. レーザー蒸発法の概略図。 
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 アーク放電法 

 

図 1.8 に、アーク放電法の概略図を示す。アーク放電法とは、不活性ガス中におい

て、炭素と金属を熱処理し固めた混合ロッドを電極とする直流放電により原子内包フ

ラーレンを生成する方法である。Shinohara らは、Y2O3 と炭素原料として混合ロッ

ドを作成し、本生成法で Y@C82 を生成することに成功した[44,45]。しかしながら、

本生成法は、レーザー蒸発法と同様に、フラーレン生成過程における偶発的内包化で

あるため、やはり生成率が低いという課題がある。 

 

 

図 1.8. アーク放電法の概略図。 

 

 イオン注入法 

 

図 1.9 に、イオン注入法の概略図を示す。イオン注入法は、イオン源でプラズマを

生成し、引き出し電極に電圧を印加することでイオンに運動エネルギーを与え、気相

あるいは薄膜のフラーレンへイオンを衝突させることによって、内包フラーレンを生

成する方法である。概要図のプラズマ生成法は、内包を目的とする物質（内包用物質）

をヒーターで蒸発させ、蒸発した粒子を加熱したホットプレートへ衝突させることに

よって接触電離させる方法となっている（プラズマ生成の一例）。生成されたプラズ

マはチャンバー外に設置した電磁石によって形成された均一な磁場に沿ってチャン

バー内の軸方向に閉じ込められる。Anderson らは Li と Na の原子イオンを用いて、

C60の蒸気へそれらのイオンを照射し、Li@C60と Na@C60の生成に成功している[46]。

Campbell らは、上記の結果を踏まえて、Li と Na の原子イオンを用いて、C60 の薄

膜へそれらのイオンを照射し、Li@C60と Na@C60の生成に成功している[47]。しかし、

これらの方法で生成された内包フラーレンは非常に微量であった。これらの方法では、

内包フラーレンの生成は、引き出し電極で引き出された荷電粒子とフラーレンの衝突

確率に左右される。プラズマを生成するイオン源内の電離度は数％以下であり、引き

出される粒子はさらにその数％となるため、単位時間当たりの生成量が少ないという
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課題がある。 

 

 

図 1.9. イオン注入法の概略図。 

 プラズマシャワー法 

 

 図 1.10 に、プラズマシャワー法の概略図を示す。プラズマシャワー法は、イオン

注入法の生成量が非常に少ないという問題点を解決するために改良された方法であ

る。概要図のプラズマ生成法は図 1.9 と同様に、内包を目的とする物質（内包用物質）

をヒーターで蒸発させ、蒸発した粒子を加熱したホットプレートへ衝突させることに

よって接触電離させる方法となっている（プラズマ生成の一例）。生成されたプラズ

マはチャンバー外に設置した電磁石によって形成された均一な磁場に沿ってチャン

バー内の軸方向に閉じ込められる。この方法は、イオンのみを加速しフラーレンへ照

射するのではなく、イオン源で生成したプラズマ中のイオンや中性粒子を連続的に直

接フラーレンへ照射する方法である。フラーレンは、フラーレンオーブンから連続的

に堆積プレートへ放出され、プラズマと衝突した後、堆積板上に堆積する。Kasama

らは、Li プラズマを生成し、フラーレンへ照射することによって、Li@C60 を生成す

ることに成功した[48]。しかしながら、この方法においても、生成率が１％以下にと

どまり、依然として生成率が低いという課題がある。プラズマシャワー法がイオン注

入法に比べて生成率が向上した理由として、中性粒子の衝突による原子内包フラーレ
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ンの生成、プラズマによるイオンの発散が抑制されフラーレンとの衝突頻度が向上、

及びイオン源からイオンを引き出していないためより多くのイオンをフラーレンへ

衝突させることが可能になったなどの可能性が考えられる。 

 

 

図 1.10. プラズマシャワー法の概略図。 

 

 化学的生成方法 

 有機合成法 

 

有機合成法では、フラーレンの C‐C 結合に欠陥を作りフラーレンの外殻を開き、

開口フラーレンを生成する。この開口フラーレンに内包用原子や分子を導入した後、

酸化処理・可視光処理によりフラーレンの欠陥部分を修復し、内包フラーレンを生成

する。Komatsu らは、Rubin らが考案した本生成方法を改良し H2@C60を生成すること

に成功した[49,50]。しかしながら、この方法は内包フラーレンの生成に多くの手間と

時間を要するという課題がある。また、フラーレンに内包させる物質は、溶媒中で扱

うことが可能なものに限定されるという課題もある。 
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1.3 衝突による原子内包フラーレンの生成メカニズム 

 

前述の物理的生成方法の内、内包させる原子に運動エネルギーを与えフラーレンに

衝突させる方法に関して、その生成メカニズムについて記す。衝突による生成のため

には、原子がフラーレンを構成している 6 員環、5 員環、又は炭素－炭素の結合を突

破しなければならない。突破するプロセスとしては、6 員環、5 員環の場合は、原子

の衝突によって環を拡げることによって、原子がフラーレン内部に入り、その後、環

が元の状態に収縮すると考えられている。炭素－炭素の結合の場合は、原子の衝突に

よってこの結合が一度切断され、原子がフラーレン内部に入った後に、炭素－炭素の

結合が修復されると考えられている。ただし、このような衝突による原子内包フラー

レンの生成過程を実際に観測した事例はない。しかし、原子内包フラーレン生成に適

した運動エネルギーが存在することが知られている[1]。図 1.11 に、衝突による原子

内包フラーレン生成方法における運動エネルギーと生成物質の関係を示す。ここで、

原子内包フラーレン生成に適した運動エネルギーを Er とし、衝突する原子の運動エ

ネルギーを Ekとする。図 1.11 (a)のように、Ekが Erに比べ小さい場合、原子はフラ

ーレンの内部に達することができず、フラーレンから反発またはフラーレンを構成し

ている炭素と置換する。次に、図 1.11 (b)のように、Ekが Erと同程度である場合、原

子はフラーレン内部に達するまでに運動エネルギーを消費し、フラーレン内部に留ま

る。その結果、原子内包フラーレンが生成される。先行研究によれば、様々な元素の

データから Ekは 10－200 eV の範囲にある。図 1.11 (c)のように、Ekが Erよりも十

分に大きい場合、原子はフラーレンの内部に達した後、再度フラーレン内面に衝突し

外に飛び出す。この時、フラーレンに欠損を生じさせる場合やフラーレンを破壊する

場合もある。このように、衝突により原子内包フラーレンを生成する場合、生成に適

した運動エネルギーの把握と原子の運動エネルギーの制御が必要となる。次節では、

原子内包フラーレン生成に適した運動エネルギーを Er に関する過去の計算事例につ

いて記す。 
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図 1.11. 衝突による原子内包フラーレン生成方法における運動エネルギーと生成物

質の関係。  



 

 

 

16 

 

1.4 原子衝突による原子内包フラーレン生成に必要な

運動エネルギー 

 

物理的生成方法による原子内包フラーレンの生成には、内包させる原子がフラーレ

ンに衝突する際の運動エネルギーの最適値を見積もる必要がある。そこで、原子内包

フラーレンの生成過程に関するシミュレーションとして、量子分子動力学計算を用い

た研究が行われている。Shiga らは、窒素原子のフラーレン内包に適した運動エネル

ギーを算出するために、量子分子動力学計算を用いた衝突シミュレーションを行って

いる[51]。フラーレンへ窒素原子を 40 eV で衝突させた場合のシミュレーション結果

は、窒素原子が炭素の結合を突破することができず反発することを示す。また、フラ

ーレンへ窒素原子を 80 eV で衝突させた場合のシミュレーション結果は、窒素原子が

炭素の結合を突破し、フラーレン内部へ侵入することを示す。つまり、窒素原子内包

フラーレン生成には、窒素原子を運動エネルギー80 eV 前後でフラーレンへ衝突させ

ることで、窒素原子内包フラーレンを生成できることをシミュレーションにより示し

ている。 

他の原子種に関して、Ostuki らは、Xe 原子は 160 eV の運動エネルギーでフラー

レンへ内包することを示した[52]。Neyts らは、Ni 原子の内包に最適な運動エネルギ

ーは 35－40 eV であることを示した[53,54]。このように、原子内包フラーレン生成

に最適な運動エネルギーは、内包させる原子によって異なることが計算により示され

ている。しかしながら、その内包過程の詳細は未だ明らかではない。  

 

1.5 研究目的 

 

固体元素（固体物質）を元に、従来以上に高効率に原子内包フラーレンを生成する

汎用的な基盤技術を確立することが本研究の目的である。特に、中性子捕捉療法で使

用する生体適合性の高いボロン中性子補足製剤として、前述のようにボロン内包フラ

ーレンに関して、新たな生成方法の指針を得ることを具体的な目的としている。  

固体元素（固体物質）を元にした原子内包フラーレンを生成するためには、1）固体

物質から効率的に原子、イオンを生成し、2）生成した原子、イオンを内包に適した運

動エネルギーまで加速することが必要である。更に、原子内包フラーレンの生成率を

上げるためには、3）フラーレンと内包する物質の衝突頻度を増加させる必要がある。

そこで、上記を満たす原子内包フラーレン生成手法を提案・構築し、技術的な実現可

能性を実証することが本研究の目標である。 

 

1.6 提案手法 
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前述の目標を達成させるために、固体物質としてボロン物質を適用する。そして、

ボロン原子内包フラーレンを生成する方法として、低エネルギーイオンビーム源を主

要技術とし、新たな試みとしてレーザーアブレーション法によるボロンプラズマの生

成技術を組み合わせたボロン原子内包フラーレン生成装置を提案する。図 1.12 に、

提案するボロン原子内包フラーレン生成装置の概要図を示す。まず、本研究グループ

で開発してきたエネルギー領域（50－200 eV）において、高電流密度イオンビームを

低エネルギーで集束性良く引き出すことが可能なシステムを用いる[55,56]。このエネ

ルギー領域は、前述のように様々な元素のフラーレン内包化に適したエネルギー領域

（10－200 eV）である。更に、固体元素から直接プラズマを生成するために、レーザ

ーアブレーション法によって高密度の粒子群を生成する。この時、本研究グループが

保有する技術、固体炭素を放電させマイクロ波を重畳することで、炭素イオン密度

1017 m-3 レベルのプラズマを長時間維持する技術を参考とする[57]。本研究での提案

は、イオン源内でより高いイオン密度を生成するために、図 1.12 に示すようなレー

ザーアブレーションにより純ボロン固体をアブレーションさせ、更にマイクロ波を印

加しておくことで準定常的にボロンプラズマを生成し、高電流密度のイオンビームを

引き出し、集中的にフラーレンと相互作用させる手法である。 

上述で紹介したイオン注入法、及びプラズマシャワー法と本提案手法の違いは、1）

レーザーアブレーション法を用いることによって常温常圧下において固体の物質か

ら容易に高密度粒子群及びプラズマを生成でき高密度のプラズマを有するイオン源

ができる、2）高集束、高電流密度のイオンビームを使用することで運動エネルギー

を精密に制御可能であり、フラーレンとの衝突頻度を向上させることができる。 

そこで、ボロン原子内包フラーレン生成に必要と推測されている運動エネルギー10

－200 eV において、フラーレンとの衝突頻度を向上させるために、低エネルギーイ

オンビームの高電流密度化に関する研究を行う。具体的には、凹面型の引き出し電極

を用いた低エネルギーイオンビームにおいて確認された、安定的な高集束状態の維持、

及びイオン電流密度の向上が見込まれる自発的集束現象について研究を行い、まだ未

解明である自発的集束現象の発生メカニズムを明らかにする。 

また、ボロンイオンビームのコア技術となる固体物質をレーザーアブレーション法

によって高密度の粒子群を生成し、純定常な高密度プラズマの生成のためにレーザー

アブレーションの基礎特性計測を行う。具体的には、ボロン固体をレーザーアブレー

ションさせた時に生成される粒子群の供給時間、及び生成される荷電粒子及び中性粒

子の運動エネルギーを明らかにする。 
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図 1.12. 提案するボロン原子内包フラーレン生成装置の概略図。 

 

1.7 論文構成 

 

ここで、本論文の構成について説明する。第 1 章では、原子内包フラーレンの高効

率生成として、固体物質を元にしたフラーレンへの原子内包化研究の意義について述

べるとともに、中性子捕捉療法の新規ボロン製剤の課題を述べ、その解決ために必要

とされる本研究の目的、提案手法、及び研究計画について述べる。第 2 章では、原子

内包フラーレンを効率的に生成するために必要な低エネルギーイオンビームの高集

束化に関する研究について述べる。第 3 章では、固体元素由来の物質から低エネルギ

ーイオンビーム用のイオンを生成する技術として、レーザーアブレーション法を適用

した研究について述べる。第 4 章では、第 3 章の研究過程において、レーザーアブレ

ーション法によって生成される粒子群を直接フラーレンへ照射することによって原

子内包フラーレンを生成できる可能性が示されたため、その技術的可能性を実証する

ための研究について述べる。第 5 章では、本研究のまとめを述べる。 
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第2章 低エネルギーイオンビームの高集束化に

関する研究 
 

第 1 章で述べたように、原子内包フラーレンを生成するためには、先行研究から 10

－200 eVの運動エネルギーでフラーレンへ衝突させること必要であると考えられる。

そして、生成率を上げるためには、フラーレンへ運動エネルギーが制御された粒子を

高密度で照射することが要求される。そこで、イオンビーム装置を用いて原子イオン

のエネルギーを 100 eV 程度に制御した低エネルギーイオンビームを生成し、更にイ

オンビームを集束させてフラーレンへ集中的に照射する方法を考案した。 

本章では、原子内包フラーレンの高効率生成を実現するために必要な要素技術であ

る低エネルギーイオンビームに関する内容について記述する。フラーレン昇華部に高

電流密度のイオンビームを供給するために、能動的な電荷中和なしに集束性を向上さ

せる手法とその現象に関して、物理的なパラメーターの計測を元に内容を明らかにす

るために行った研究について記述する。 

 第 1 節では、低エネルギーイオンビームの概要について述べた後、本研究に使用す

る実験装置の説明を行う。第 2 節では、本研究で用いる実験装置で見出された低エネ

ルギーイオンビームの自発的集束現象について、物理的メカニズムを解明するために

行った計測と結果ついて述べる。第３節では、イオン源内の静電プローブ計測実験に

際して見出した新たな現象について説明を行い、そのメカニズムについて考察する。

第４節では、本章の総括を述べまとめとする。 

 

2.1 はじめに 

 イオンビームの分類と特徴 

 

イオンビームは、入射イオンの運動エネルギーによって表 2.1のように分類される。

10 eV 以下は超低エネルギーイオンビーム、10 eV から 1000 eV は低エネルギーイオ

ンビーム、10 keV から 100 keV は中エネルギーイオンビーム、100 keV 以上は高エ

ネルギーイオンビームである[58]。これらの分類において、各エネルギー領域に特有

な物理過程に基づいた応用が行われている。超低～低エネルギー領域ではイオンは固

体内部に深く侵入することが出来ず、固体表面への堆積や蒸着が起こる。中エネルギ

ー領域ではイオン衝撃により固体原子が表面から飛び出すスパッタリング現象が発

生する。高エネルギー領域では照射イオンが固体内に注入される。 

イオンビームは多くの分野で様々な目的に利用されている。特に活発な研究分野と

して、材料開発分野がある。イオンビームはエレメントの輸送を行うことができるの

で、これまでにない新規材料やインテリジェント材料等を創成することができる。例

えば、ボロンやリンをシリコン及びダイヤモンドへドープ（結晶を構成している原子
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を他の原子に置き換える）する研究がある。固体由来の物質からプラズマを生成し、

イオンビームを使用してドープさせることによって新規半導体を創成することがで

きる。特に、ダイヤモンドの内部に炭素以外の物質を打ち込む技術が活発に研究され

ている。この方法により生成されるボロンドープダイヤモンドは、ボロンのドープ量

に応じて電気的性質が変化し、絶縁体、半導体、超電導体に変化させることが可能で

あり、新規半導体材料や有機材料との合成などの有用性が示されている[59]。そして、

リンも同様にダイヤモンドへドープする事によって、半導体を作ることができ、その

応用として、熱伝導性が良く、高温でも安定に作動する次世代半導体を目指した研究

が行われている[30]。また、医療分野においても、イオンビームを利用した治療を陽

子線治療や重粒子線治療と称し、主にがん治療を目的として、近年盛んに研究が進め

られている[23-25]。更に、近未来のエネルギー源として注目されている核融合におい

ても、プラズマを加熱する重要な技術として負イオンビームの研究が活発に行われて

いる[60]。つまり、核融合プラントの実現には、高温のプラズマを発生させる必要が

ある。そこで、高エネルギー中性粒子を磁場で閉じ込められたプラズマ中へ照射する

方法が取られており、この中性粒子ビームの生成方法として、高エネルギーのイオン

ビームを中性化する方法の開発が進められている。その際、正イオンでは高エネルギ

ー領域の中性化能率が著しく低下するが、負イオンは正イオンより遙かに中性化能率

が高いことから、負イオンビームが核融合開発の重要技術として研究されている。こ

のように、様々な分野でイオンビームは研究・活用されている。 

 

 

表 2.1. 入射イオン運動エネルギーによるイオンビームの分類。 
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 低エネルギーイオンビームの課題 

 

一般に、低エネルギーイオンビームの使用利点は、意図する位置に正確にイオン移

動できることである。即ち、色々な原子を任意に配列し、層をなすことを可能にさせ

る技術である。このように、材料開発において低エネルギーイオンビームは重要な技

術とされる。材料プロセスにイオンビームを用いる利点には、イオンビームプロセス

の精度の良さ（粒子の個数のカウントが可能、エネルギーの調節が可能）、再現性の良

さ、制御性の良さ（ナノ深さ、ナノ径の制御が可能）などがあげられる。しかしなが

ら、低エネルギーイオンビームにおいてはイオンビームの集束性を確保することが課

題となる。なぜなら、イオンはイオン自身の電荷によって、イオン間に静電反発力が

発生し、イオンビームを発散させてしまうからである。低エネルギーイオンビームの

集束性を向上させるためには、イオンをイオン源から引き出した後にイオン自身の電

荷を中和することが必要である。まず、イオンビームの発散について以下に説明する。 

円筒近似ビームの周辺に形成される電界について検討を行う。ビームの発散角は小

さいとし、接地電極を通過した後、ターゲットプレートまで運動する間のビームの径

方向への広がりを考える。単位長さの電荷を σ [C/m]とする時、直線上に一様に分布

した電荷による径方向 R0の電場 Er [N/C]は次式で表せる。 

𝐸𝑟 =
𝜎

2𝜋𝜀0𝑅0
 (2.1) 

ここで、ε0は真空の誘電率 8.9×10-12 C2/Nm2である。 

単位体積あたりの電荷を ρ [C/m3]、ビームの断面積を S [m2]、ビーム引き出し方向

x の荷電粒子の速度を vx [m/s]、電流値を I [A]とすると、 

𝐼 = 𝜌𝑣𝑥𝑆 (2.2) 

と表せる。式（2.2）を式（2.1）に代入すると、 

𝐸𝑟 =
𝐼

2𝜋𝜀0𝑣𝑥𝑅0
 (2.3) 

となる。接地電極とターゲットプレートには電位差はないので、ビーム引き出し方向

x の荷電粒子は等速運動をする。ここで、接地電極を通過した時間を t0 = 0 [s]とする

と、ターゲットに到達した時間 tf [s]は、 

𝑡𝑓 =
𝐿

𝑣𝑥
 (2.4) 

となる。ここで、L [m]は接地電極からターゲットプレートまでの距離である。次に、

ターゲットに到達するまでに荷電粒子が径方向に移動した距離を考える。荷電粒子の

径方向に移動した距離は、 
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𝑚
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= 𝑒𝐸𝑟 (2.5) 

ここで、電気素量 e [C]である。式（2.5）を t0から tfまで積分をし、式（2.3）を代入

すると、 

𝑟 =
𝑒𝐼𝐿2

4𝜋𝑚𝜀0𝑅0𝑣𝑥
3 (2.6) 

となる。R0 [m]を引き出し電極から引き出した直後のイオンビーム半径とすると、半

径方向へのイオンビーム広がり割合 k は、 

𝑘 =
𝑟

𝑅0
=

𝑒𝐼𝐿2

4𝜋𝑚𝜀0𝑅0
2𝑣𝑥

3 (2.7) 

と導かれる。 

 式（2.7）を用いて、本実験装置での実験条件を導入し半径方向へのイオンビーム広

がり割合 k を算出する。I = 0.1 A、L = 0.285 m、m = 1.672×10-27 kg（水素イオン）、R0 

= 0.04 m、vx = 1.7×105 m/s（150 eV）を代入すると、k = 885 となる。つまり、イオン

自身の電荷によってイオンビームがターゲットに到達するまでに、引き出した直後の

径の 885 倍の径まで広がってしまうことを意味している。従って、この発散を解決す

る必要がある。 

 

 

図 2.1. イオンビーム伝播空間内におけるイオンの自己空間電荷力によるイオンビ

ームの発散。 
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 低エネルギーイオンビーム装置 

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所電子光研究部門先進プラズマプロセスグル

ープにおいては、これまで高集束イオンビーム生成に関する研究を行ってきている

[61,62]。Sakakita らは、25 kV のビーム装置において凹面型電極を採用し、有効径

360 mm の電極から引き出したビームを焦点部近傍で約 36 mm まで集束させること

に成功している。この知見を活用し、イオンを引き出すために使用する引き出し電極

を凹面型の形状（凹面型引き出し電極）とすることで、平面型引き出し電極を使用し

た場合よりも、低エネルギー領域において集束性の良いヘリウムイオンビームを引き

出せることを見出した[63]。ヘリウムガスを使用した場合、イオン源内のヘリウムイ

オンの初期速度が上昇し、結果としてイオンビームエネルギーが高くなる傾向がある

ため、能動的な中和がなくても比較的良好な集束性が得られることが次の研究の過程

において確認された。そして、Hirano らは、より集束性を向上させるために、引き出

し電極の 1 部である接地電極へ電子ビームを照射し、二次電子を発生させ、その二次

電子によってイオンビームの電荷を中和させる方法を試み、低エネルギー水素イオン

ビームの集束化、つまり高電流密度化に成功した[64]。更に、ビーム引き出し特性の

各種実験パラメーター依存性を調べて行く過程で、加速電圧を上昇させてイオンビー

ムエネルギーを上げると、水素イオンの中和を電子供給により行わない場合において

も、あるイオンビームエネルギーにおいて自発的に集束した状態に遷移する現象が見

出された[65]。この現象をここでは自発的集束現象と定義し、本現象を解明するため

の研究を本章の目的とするが、2.2 節で詳述する。 

次に、本研究で使用するイオンビーム装置について記す。まず、図 2.2 に実験装置

の全体写真を、実験装置概要図を図 2.3 にそれぞれ示す。同図に示すように、低エネ

ルギーイオンビームは、 

(1) プラズマ（イオン）生成する部分であるイオン源 

(2) イオンを引き出す部分である引き出し電極 

(3) イオンをビームとして伝播させる容器であるイオンビーム伝播チャンバー 

の3つから構成されており、次に順を追って説明する。 
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図 2.2. 実験装置全体写真。 

 

図 2.3. 実験装置概要図。 
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 イオン源 

 

イオン源は、イオン化する物質の導入とイオン生成の機能を有する装置である。イ

オン源の最大の役割は高密度プラズマの生成であり、この能力がイオンビームのイオ

ン供給量を左右する。よって、定常的に高電流イオンビームを引き出すためには、イ

オン源へ供給するイオン化物質の供給量制御を適切に行い、効率よく高密度プラズマ

の生成と維持を行う必要がある。 

本実験装置では、永久磁石による磁場閉じ込めバケット型のイオン源を使用してい

る。イオン源内の写真を図 2.4 に示す。バケット型イオン源は電子衝撃型の代表例で

ある。電子衝撃型はフィラメントに電流を流すことで熱電子を発生させ、フィラメン

トと壁面間に電圧をかけることにより加速した電子をイオン源内のガスと衝突させ、

ガスを電離する仕組みである。そして、電離を行う電子を有効に利用するために、壁

面外側に複数の永久磁石を配置しカスプ磁界による電子の閉じ込めを行っている。こ

れにより、大面積かつ一様密度のプラズマ生成を実現している。本実験装置のイオン

源内部寸法は、縦 160 mm×横 160 mm×奥行き 190 mm である。フィラメントに

は、φ2.0 mm のタングステン線を使用し、イオン源の 4 壁面に 1 個ずつ配置してい

る。フィラメントはヘアピン型を採用しており、フィラメントの蒸発による寿命は 3

×107 秒（連続運転でおよそ 12 ヶ月間）使用することができる設計となっている[66]。

フィラメントの電流導入端子は、フィラメントの交換及び保守が容易で確実に取付け

ができる構造を有する、ダブルコニカル電流接触子を用いている。支持用碍子部の絶

縁距離を確保するため、つまり、碍子をイオン源内に 8 mm つきだすようにしており

（図 2.4）、フィラメントと壁面の異常なアーク放電を防ぐ構造をしている。永久磁石

はネオジウム磁石を用い、容器は無酸素銅製である。内壁をモリブデン板で覆うこと

で、カスプ磁場によって閉じ込められた電子がカスプ磁場に沿って局所的にイオン源

壁面に衝突することによる損傷を防ぎ、更にイオンの壁面衝突によるスパッタも抑制

している。イオン源及びフィラメントの冷却のためにイオン源チャンバー及びフィラ

メント電流導入端子へ冷却水を循環させている。それぞれの冷却水は、空冷却チラー

（SMC HRS 024、SMC HRS 050、及び NEDLAB MelinM100）により温度を 20 ℃

に保ち、イオン交換樹脂 ORGANO G-10 を通したイオン交換水を循環させている。

イオン源にはイオンビームを引き出すために高電圧が印加されるため、冷却水は水を

介して接触している物・機器に電流が流れないよう高い抵抗が必要であり、1 μS/cm

（約 1MΩ･cm）に保っている。 

イオン源内の圧力は、バラトロン（MKS Instrument Inc.370HA-00001）を使用し

計測している。また、図 2.5 に示すようにガス流量制御は STEC SEC4400RO を使用

し質量流量を一定に保っている。ガス流量制御の前後には、空気圧で作動するピエゾ

バルブが設置されており、ガス供給系の開閉制御及び間欠的にガスを供給することも

可能となっている。 
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図 2.4. イオン源内部の写真。 

 

図 2.5. ガス流量制御系。 
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 引き出し電極 

 

引き出し電極の写真を図 2.6 に示す。本実験装置においる引き出し電極は、凹面型

をしている。これは、幾何学的に引き出したイオンを集束させるためである。引き出

し電極は 3 枚で構成され、ここではイオン源側から加速電極、減速電極、接地電極と

呼ぶ。材質は、高純度モリブデンを使用している。高純度を使用している理由は、高

真空の実験装置内に不純物を発生させないためである。モリブデンを採用しているの

は、イオン衝撃によるスパッタリングの影響の防止、及び温度変化による体積膨張が

少なくと熱伝導が良い等の観点からである。また、電子ビーム照射によるイオン電荷

中和を行う際には、二次電子放出比が大きい方が好ましい。モリブデンの二次電子放

出比の最大値 δem は、一次電子エネルギー Eem が 375 eV の時、1.25 である。以下

の式により、任意の一次電子エネルギー E0 における二次電子放出比 δe が得られる。 
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 (2.8) 

ここで、n は電子エネルギーE0によって変わる値である。E0 = 1 MeV~10 keV で

は n = 5/3、 E0 = 10 keV~2 keV では n = 3/2、 E0 = 2 keV~800 keV では n = 4/3、 

E0が 800 eV 以下では n = 1 で近似することができる[58]。本実験装置に設置してあ

る電子ビーム源は、電子供給源として LaB6を用いて、ヒーターで加熱することによ

って電子を放出させている。放出された電子は、タングステンメッシュのグリッドで

引き出され、電子ビームが接地電極に対して－1 kV の電位差になっているため、接

地電極に向かって 1 keV の電子を照射している。 

一般的な引き出し電極としては、多孔式平板型が使用される。多孔式平板型では、

集束を良くするために、ディスプレイスメント方式が使用される。これは、各電極の

孔の位置を微小にずらすことによって凹レンズと同じ作用を生み出し、集束性を確保

する方式である。しかし、本実験装置では、凹面型電極を使用し静電レンズ方式と組

合わせることにより高い集束性を生み出している[60]。凹面型引き出し電極の仕様は

焦点距離 350 mm、孔部有効径φ80 mm、厚さ 1 mm、電極間距離 1.5 mm、引き出

し孔径φ1.5 mm、透過度～50％である。3 枚の各引き出し電極の対応する各孔は一

直線上になるように取り付ける必要性がある。静電レンズ方式について以下に説明を

記す。孔を有している 2 枚電極の間に電位差を作ると、2 枚の電極間に強い電界が発

生する。電極の孔の軸上近傍では、電界が無電界空間に浸み出すことによって左右対

称な等電位線分布形状を作ることができる。これが、レンズの様な役割をすることに

なり、2 枚の電極間に電位差によって、荷電粒子の軌道を制御し集束又は発散させる

ことができる。この静電レンズを用いるためには、電極の孔部の微細な設計が必要で

あり、それは集束性の良いイオンビームを生成する上で重要なノウハウである。 

なぜなら、加速電極を通過したイオンは、接地電極を通過するまで電極間の電位差

によって加速されるが、それぞれの電極の孔同士が直線上に配置されていないとイオ
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ン流が電極に遮断され、イオンを効率よく引き出すことが出来ない。また、電極をス

パッタしてしまい、損傷につながる。従って、引き出し電極の組み上げは、組み立て

治具などを利用し細心の注意を払わなければならない。 

 

 

図 2.6. 引き出し電極。（a）加速電極、（b）減速電極、（c）接地電極。 
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 イオン源、及び引き出し電極用電源 

 

図 2.7 に、イオン源、及び引き出し電極用の電源装置の写真を示す。フィラメント

電源としては、Hewlett Packard 社製 6571A（200 W、 8 V、 220 A）を各フィラメ

ントに対し１台ずつ使用している。アーク電源は、Matsusada 社製 PR series（7500 

W、 300 V、 25 A）を使用している。加速電極の電源は Matsusada 社製 PL-120-0.6

（72 W、 120 V、 0.6 A）を使用、減速電極の電源は Glassman High Voltage 社製 

Series PK（3900 W、 6000 V、 0.65 A）をそれぞれ使用している。 

これら全ての電源は、LabView により作成されたプログラムにより制御される。コ

ントロール画面を図 2.8 に示す。上から、加速電圧、減速電圧、アーク電圧、及びフ

ィラメント電流の制御画面を示している。制御信号は、パソコンからデジタル信号で

出力され、特に、アーク電源、フィラメント電源は高電圧のフローティング状態とな

っているため、光変換を経由して、再度デジタル信号に変換した後に電源へ伝達され、

人が電源に触れることができないようにアクリル板で囲っている。また、設定された

上限値以上に電流や電圧がかかった場合には、アラームが鳴り、電源は自動的に遮断

される機能を取り入れている。 

 

 

図 2.7. イオン源、及び引き出し電極用の電源。 
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図 2.8. イオン源、及び引き出し電極の制御プログラム画面。 
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 イオンビーム伝播チャンバー 

 

イオンビーム伝播チャンバーは、引き出し電極によって引き出されたイオンがター

ゲットまで移動する空間である。このチャンバー内でイオンビームをターゲットに照

射し、スパッタリング、インプラント、薄膜堆積などのプロセスを行う（本論文では

設置していない）。チャンバー下部には、チャンバー内とイオン源を真空状態に保つ

ために真空ポンプが取り付けられている。真空ポンプは、ターボ分子ポンプとして

Varian 社製 TV551 Navigator 250 l/s を、ロータリーポンプとして日電アネルバ社

製 ND25220 をそれぞれ使用している。チャンバー内圧力はイオンゲージによって計

測され、真空状態において～6.5×10-8 Torr である。本実験装置では、低エネルギー

のイオンビームを集束させるための前述の電子ビーム源を接地電極に対してチャン

バー側に装備している。図 2.9 に電子ビーム源と接地電極の写真を示す。イオンビー

ムの電流やエネルギー、そして電子の温度・密度の情報を得るために、チャンバー内

にファラデーカップを配置し、引き出し電極とファラデーカップの間に静電プローブ

をそれぞれ配置した。チャンバーの内径はφ300 mm である。 

 

 

図 2.9. イオンビーム伝播チャンバー内の電子ビーム源と接地電極。 
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2.2 低エネルギーイオンビームにおける自発的集束現

象 

 

 はじめに 

 

 自発的集束現象 

 

前節で述べたように、イオンビームを集束させるためには、イオンをイオン源から

引き出した後に電荷を中和させることが必要である。しかし、Hirano らは、イオン

ビームを集束させるための電荷中和装置を使用しなくても、イオンビームが集束する

自発的集束現象を見出した[65]。この新しく発見された現象の実験結果を図 2.10 に

示す。横軸はイオンビームのエネルギーを表し、縦軸はイオンビーム伝播チャンバー

中心におけるイオン電流密度を表している。イオン電流密度は、後述のグリッド付き

ファラデーカップで計測を行っている。この実験では、イオンビームエネルギーを 80 

eV から 150 eV まで徐々に増加させイオンビーム伝播チャンバー中心におけるイオ

ン電流密度を計測している。この時、イオンビームの電流が変化しないようにフィラ

メント電流を制御している。図より、イオンビームエネルギーが 114 eV 付近におい

て、電流密度が急激に増加していることが分かる。これは、イオンビーム伝播チャン

バー中心部にイオンビームが集束していることを意味している。これらの結果より、

正電荷のイオンビームのみを引き出した空間において、イオンビームが発散した状態

から集束した状態に自発的に変化する現象が確認された。 

次に、この自発的集束現象の利点について述べる。上記のように、1）イオン電荷の

中和器が不要なため、システムを簡略化することができる。更に、2）高集束の低エネ

ルギーイオンビームを安定的に生成できる、の 2 点である。自発的集束時と電子ビー

ムを用いた電荷中和による集束時のイオンビーム電流密度の半径方向分布の比較を

図 2.11 に示す。この時の実験条件を以下に示す。自発的集束時は加速電圧 Vacc = 120 

V、加速電流 Iacc = 100 mA、減速電圧 Vdcc = －520 V、アーク電圧 Varc = 250 V、イ

オン源電位 Vchamber = 176 V、電子ビーム電流 Ieb = 0 mA、電子ビームヒーター電流

Iheat = 0 A、電子ビーム加速電圧 Veb = 0 kV であった。電子ビームによるイオンビー

ム電荷中和時は Vacc = 120 V、Iacc = 100 mA、Vdcc = －520 V、Varc = 250 V、Vchamber 

= 176 V、Ieb = 24 mA、Iheat = 46 A、 Veb = 1 kV であった。計測装置のセッティング

はファラデーカップ印加電圧 Vcup = －51 V、ターゲットプレート印加電圧 Vplate = 0 

V、グリット印加電圧 Vgrid = －20 V であった。横軸はイオンビーム伝播チャンバー

内の半径方向を表し、縦軸はグリッド付きファラデーカップで計測したイオン電流密

度を表している。図のように、自発的集束現象を利用した低エネルギーイオンビーム

は電子ビームによる電荷中和器を用いた場合よりも高い電流密度を示している。また、
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電子ビームによる電荷中和器を用いる場合には、イオンビームの集束状態に合わせて

電子ビームの電流量を調節する必要があるが、自発的集束現象においては、一度集束

するとイオンビームの電流密度が高い状態が安定的に維持される。 
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図 2.11. 自発的集束時と電子ビームによる電荷中和集束時のイオンビーム電流密度

の半径方向分布。 

図 2.10. イオンビームエネルギーの変化に伴うイオンビーム伝播チャンバー中心に

おけるイオン電流密度の変化。 
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 研究目的 

 

凹面型引き出し電極を使用した低エネルギーイオンビームにおいて、電子を供給し

積極的にイオン電荷の中和を行わない場合にも、低エネルギーイオンビームが集束す

る自発的集束現象が確認された。この自発的集束現象が生じる際のイオンビーム電流

密度は、電子ビームによる電荷中和装置使用時の電流密度より高いことが前節の通り

示されている。更に、電子ビームによる電荷中和装置を使用した場合には、イオンビ

ームの電流密度を高い状態に保持するために、電子ビームの電流を制御する必要があ

るが、自発的集束では電荷中和装置を使用していないため、システムや制御方法を簡

略化することができる。従って、より高い電流密度の低エネルギーイオンビームを簡

略化した装置で安定的に生成できる可能性がある。 

このように、新規材料開発分野で必要とされる集束性の良い低エネルギーイオンビ

ームの生成技術として、自発的集束現象の適用が有望であると考えられるが、そのメ

カニズムは未だ解明されていない。そこで、本現象のメカニズムを理解することを 2.2

節の研究目的とする。 

自発的集束現象のメカニズムの理解のために、以下のように研究を進めた。イオン

ビームをビーム中心部に集束させるためには、イオンビームの電荷を中和することで、

発散する要因を打ち消すことが必要である。従って、自己集束時にもイオンビームが

伝播している空間内で正電荷を中和する電子が発生していると推測される。他に、ビ

ームの周辺部にイオンリッチな領域が生成され、静電気力でビームの発散を抑制する

ことも考えられるが、電荷中和装置を使用した時とイオン電流密度の分布が類似して

いることから、電子による電荷中和であると推測できる。そこで、最初に自発的集束

時におけるイオンビーム伝播チャンバー内の電子の有無に関して静電プローブを用

いて計測する。この際、イオンビームが発散した状態から、集束した状態に遷移する

前後で計測を行った。  

 

 計測装置 

 

 イオンビーム伝播チャンバー内の計測システム 

 

イオンビーム伝播チャンバー内の特性を計測するシステムとして、フィルター付き

ファラデーカップ、及び特殊静電プローブの 2 種類を設置した。図 2.3 に示すように、

ターゲットプレートは接地電極から 285 mmの位置に配置され、その後方に各 50 mm

の等間隔で 3 つのファラデーカップが垂直方向に配置されている。ターゲットプレー

トの材質は当初無酸素銅を用いていたが、イオンビームに使用するガスの原子量が大

きい場合にはスパッタリングによる損傷が確認された。そこで、イオンビームが集中

的に照射される部分には、原子量が大きくスパッタリングに強いモリブデン板を無酸
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素銅のターゲットプレート表面に設置し、ターゲットプレートを保護している。静電

プローブはターゲットプレートの前方 45 mm（接地電極から 240 mm）に配置して

ある。それぞれの計測システムはステッピングモーター（RKS569AAD-3）の遠隔操

作により垂直方向に移動させることが可能である。遠隔操作にはオリエンタルモータ

ー社製の制御プログラム MEXE02 を使用している。垂直方向の座標はチャンバーの

中心を原点とし、上方をマイナス、下方をプラスと設定した。ファラデーカップの垂

直位置は、中央に配置してあるファラデーカップの中心がイオン伝播チャンバーの中

心と一致する位置を原点とした。静電プローブの原点は、探針の中心がイオン伝播チ

ャンバーの中心と一致する位置とした。稼働距離は、それぞれの計測システムに設置

している Keyence 社製のレーザー変位計（LB-300）を使用して計測を行った。図 2.12 

は当該システムのチャンバー外側上部に設置している部分であり、図 2.13 はチャン

バー内に挿入される部分である。 

図 2.12 に示すように、計測装置はイオン伝播チャンバー上部へ大きく突き出して

おり、チャンバー上端部から 800 mm の高さがある。これは第一にチャンバー内上下

全体を計測する、第二に測定部以外の荷電粒子が計測システムに影響を与えないよう

にするためである。つまり、イオンビーム伝播チャンバー内は、イオンや電子が存在

する。計測配線が露出している部分にこれらが入射した場合、計測に影響を与え、シ

ョートする可能性がある。これを防止するために、露出部分を荷電粒子の飛来領域か

ら遠ざけている。さらに、露出部への荷電粒子の侵入防止対策として、デンカ社製の

ボロンナイトライド（BN-1000）を使用した蓋をチャンバーと計測系のフランジ接合

部の間に取り付けた。この蓋は、ターゲットプレート、支持チャンネル及び静電プロ

ーブが隙間なく滑るように嵌め合わせている。また、嵌め合わせの隙間をなくすこと

により、上下駆動時のガイドの役目も担っている。 
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図 2.12. イオンビーム伝播チャンバー上部に設置してある計測システムの一部。 

 

図 2.13. イオンビーム伝播チャンバー内に挿入する計測システム（ファラデーカッ

プ、特殊プローブ）。  
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2.2.2.1.1 グリッド付きファラデーカップ 

 

本計測システムのグリッド付きファラデーカップの写真を図 2.14 に示す。ファラ

デーカップは金属製のカップであり、帯電した粒子を真空中で捕捉するものである。

図 2.13 に示すように、グリッド付きファラデーカップはターゲットプレートの後方

に位置している。グリッド付きファラデーカップの構成図を図 2.15 に示す[45]。荷電

粒子はターゲットプレートの直径 5 mm の孔から入射し、グリッド部を通過後、ファ

ラデーカップ検出部に流入する。ファラデーカップは、無酸素銅で作製されている。

荷電粒子がファラデーカップ内部壁面に衝突することにより生成する二次電子は、荷

電粒子の計測に影響を及ぼすため、ファラデーカップ検出部の形状を箱型にすること

によってカップ内に閉じ込めている。グリッド部は、タングステンのメッシュとメッ

シュ固定用リングから構成されている。グリッドは絶縁ボルトで固定されており、フ

ァラデーカップ検出部とは絶縁されている。グリッド印加電圧用電源として

Matsusada 社製を使用し、印加電圧は－300 V から+300 V の範囲である。ファラデ

ーカップの検出部への印加電圧用電源としては Matsusada 社製を使用し、印加電圧

は－250 V から+250 V の範囲である。ファラデーカップ電流及びグリッド電流は

NEC 製 Analog-to-Digital Converter （ADC）を使用し計測を行っている。本グリッ

ド付きファラデーカップ計測において特徴的な点は、グリッド部の電圧を変化させる

ことにより、検出する荷電粒子を限定できる点である。例えば、グリッド部をマイナ

ス電位とすることによりイオンのみを検出部に導くことができ、イオン電流密度を正

確に計測することができる。逆に、グリッド部をプラス電位とするとイオンは跳ね返

され、電子電流密度を計測することができる。このグリッド付きファラデーカップは

イオンビーム伝播チャンバー内の径方向に－45mm から＋45mm までモーター駆動

によって連続的に可動であり、その位置はレーザー変位計でリアルタイムに記録され

る。これにより、電流密度の空間分布を連続的に短時間で計測することが可能である。 
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図 2.14. グリッド付きファラデーカップの外観。（a）前面（イオンビームが照射さ

れる面）、（b）側面。 

 

図 2.15. グリッド付きファラデーカップ構成図[67]。 
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2.2.2.1.2 特殊静電プローブ 

 

本計測において使用する静電プローブは、一般的な静電プローブ計測に使用される

ものとは異なる設計となっている。特殊な設計とした理由は、イオンビームの存在に

ある。一般的な静電プローブ計測は電気的に中性なプラズマ内の電子パラメーターを

計測するものであり、中性ではない領域においては通常使用されない。特に、イオン

ビームのような環境下では、イオンビームが静電プローブの導入部を覆っている絶縁

体に衝突し、絶縁体が帯電するため、計測する荷電粒子の挙動に影響を及ぼすために

計測が困難となる。このような条件下での測定は、これまでにはほとんど行われた実

績がない。しかし、本研究において自発的集束現象を把握するためには、静電プロー

ブによる電子温度及び電子密度に関する情報が必要であるため、図 2.16 に示す特殊

なプローブを設計、製作した[55]。図 2.17 に、製作した特殊静電プローブの全体写真

を示す。 

次の 2 つの要素を付加することによって、イオンビーム流内での静電プローブ計測

を可能にした。第一は、ダブルプローブを採用したことである。プラズマ診断法とし

て一般的なシングルプローブ計測法の場合、イオンビームが直接静電プローブに流入

し、計測に大きな影響を及ぼす。一方、ダブルプローブ計測法では、イオンビーム中

のビーム直交平面内に微小間隔で 2 本の静電プローブを平行に挿入すると、それぞれ

の静電プローブに流入するイオンビーム流量が等しくなり、イオンビームの影響を相

殺することができる。第二は、検出部以外を保護する絶縁体をモリブデン管で覆った

ことである。このモリブデン管を帯電防止管と呼ぶ。イオンビーム内に絶縁体を投入

すると、プラスイオンが衝突し、絶縁体が正に帯電する。その結果、周辺の電子には

引力、イオンには斥力が働き、正確な測定が困難となる。そこで、絶縁体をモリブデ

ンで覆い、接地することによって静電プローブ外壁の帯電を防止することが可能とな

った。また、イオン衝撃によるスパッタリング等で管が破損しないようにモリブデン

を使用している（比較的脆いため、取り扱いに注意が必要である）。 

図 2.16 に示すように、長さ 2.65 mm、直径 0.6 mm の 4 本のタングステン線が絶縁

体から露出し、中心を基準に上下左右対称に配置されている。対角線上のタングステ

ン線の間隔は 2 mm であり、可能な限り狭くなるように設計した。対角線上のタング

ステン線を一対として、一対をイオンビーム流の方向と平行に配置し、他の一対をイ

オンビーム流の方向と直角方向に配置した。各タングステン線は直径 0.5 mm の孔 4

個を有する直径 4 mm のセラミック絶縁管によって、保護及び固定されている。そし

て上述のように、この絶縁管を外径 5.8 mm、内径 4.2 mm のモリブデン管で保護して

いる。モリブデン管の縁は静電プロープに高電圧をかけた際の放電を防止するために、

曲面に加工してある。本実験において、垂直方向の電子密度・温度の分布を計測する

ために、イオンビーム伝播チャンバーの径方向の r = －150 mm から+120 mm までが

移動可能である。 

静電プローブ計測は、静電プローブに加えた電圧 Vp（プローブ電圧）と静電プロー

ブに流れる電流 Ip（プローブ電流）を計測することによって、電子のパラメーターを

算出する方法である。図 2.18 に計測に使用した測定用機器を示す。静電プローブ計測
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では、プローブの電圧を少しずつスイープさせる必要があるため、Signal generator を

使用し電圧幅とスイープ時間の制御を行った。Signal generator は Tabor Electronics 

PM8572 を使用した。この Signal generator の出力電圧は数 V であり、静電プローブ計

測には不十分であるため Bipolar power supply を使用して電圧を 100 倍に増幅してい

る。Bipolar power supply は KEPCO BOP1000M を使用した。Probe current measurement 

system は静電プローブ電流を最適な条件で計測するために、抵抗を 10 kΩから 5 MΩ

まで 12 段階で可変である。更に、静電プローブが接地状態とフローティング状態の

両方で計測可能となるように設計・製作を行なった。また、本実験では静電プローブ

電流が小さいため、電源や周辺からのノイズの影響を受けやすい。このため、可能な

限りノイズを低減し計測誤差を小さくするために、Probe current measurement system 

内にノイズ除去用の工夫としてノイズ低減のコンデンサーの設置や外部からの電気

的影響（電磁波や静電気など）を排除するため全体を金属で覆うなどもなされている。

静電プローブ電圧と静電プローブ電流は Oscilloscope で測定する。Oscilloscope は

Keyence GR-7500 を使用した。シングルプローブ計測とダブルプローブ計測のそれぞ

れの回路は異なるため、以下に詳細を説明する。 

図 2.19 に、ダブルプローブ計測の回路図を示す。ダブルプローブは基準とする電

位を決めずフローティング状態で測定を行う方式である。そのため、回路全体をフロ

ーティングにする必要がある。ただし、本回路では、ノイズ低減のためにアースとダ

ブルプローブ回路の間にコンデンサーを設置した。また、オシロスコープによる計測

では、2 点間の電位差計測に 2 系統のチャンネルを使用した。ダブルプローブに印加

する電圧の掃引速度は、コンデンサーのチャージ電流の影響が出ない速度にシグナル

ジェネレーターの掃引速度設定を行った。図 2.20 にダブルプローブ計測における、シ

グナルジェネレーターの出力波形を示す。スイープ時間を 310 s とし、－250 V から

+250 V の線形なスイープを行った。オシロスコープの電圧計測範囲内で可能な限り

拡大した波形データを取得するために、Probe current measurement system の可変抵抗

値は 10 kΩに設定した。 
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図 2.16. 特殊静電プローブ先端の詳細図[55]。 

 

図 2.17. 特殊静電プローブの外観写真。 
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図 2.18. 静電プローブ計測に使用した測定用機器の写真。 

 

 

図 2.19. ダブルプローブ計測回路図。 
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図 2.20. ダブルプローブ計測における印加電圧波形。  
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 イオン源内の計測装置 

 

2.2.2.2.1 L字型静電プローブ 

 

イオン源内の電子温度、電子密度、及び空間電位を計測する静電プローブの形状に

ついては、静電プローブを挿入するポート、イオン源の内部構造、及び計測範囲を考

慮して設計を行った。静電プローブを設置するイオン源の天板側の外観写真を図 2.21

に示す。図中に示すポートから静電プローブを挿入する。このポートを使用する際の

問題点は、イオン源中心軸上から離れている点である。静電プローブは直線状の構造

をしているものが多く、直線状の静電プローブを挿入した場合にはイオン源中心軸か

ら離れた位置の計測に限定される。即ち、直線状プローブの場合、駆動方向が直線方

向に限定されるため、イオン源内の空間的分布計測には可動範囲が不十分である。そ

こで、イオン源中心軸上を計測可能とするために、折り曲げた形状の L 字型静電プロ

ーブを考案した。L 字型静電プローブは図 2.22 に示すように、直線方向に駆動する

ことによって中心軸上の直線方向分布を計測できる。更に、回転駆動によりイオン源

中心軸から径方向の分布も計測可能である。このように、L 字型静電プローブの直線

駆動と回転駆動によって、イオン源内の各プラズマパラメーターを 3 次元的に計測す

ることを可能にした[56]。 

L 字型静電プローブの電極の構成図を図 2.23 に示す。プローブを挿入するポート

の位置がイオン源の中心軸から横に 50 mm、縦に 50 mm 離れた位置にあるため、L

字型静電プローブの短辺を 70.7 mm とし、プローブ先端がイオン源中心軸上を通る

ように設計した。また、L 字型静電プローブの直線駆動では、140 mm が可動範囲で

ある。L 字型静電プローブの構成としては、アルミナ製のチューブ 2 本、プローブ 90

度曲げ冶具、及びこれらを貫通するタングステン線からなる。アルミナチューブの直

径は 4 mm である。このアルミナチューブには、0.8 mm の穴が 4 個あいており、そ

れぞれに 0.6 mm のタングステン線を通している。アルミナの純度は 99.6 %である。

プローブ 90 度曲げ冶具の材質も同様にアルミナである。プローブ 90 度曲げ冶具は

20 mm×20 mm×4 mm の板状となっており、アルミナチューブ固定用の溝と、タン

グステン線を通す溝が彫られている。これは、プローブを 90 度曲げる時、露出して

しまうタングステン線を覆うための工夫である。これを 2 枚重ね合わせることでアル

ミナチューブをはさみ、チューブを固定する構造になっている。L 字型静電プローブ

は 4 つの電極を有している。4 つの電極を有することによってイオンビームに沿った

2 つを使用した計測及びイオンビームに直角な方向にある 2 つを使用した計測を行う

ことが可能であり、これらの計測からイオンビームの電流密度やイオンビームがプロ

ーブに与える影響なども計測することが可能となっている。そのため、シングルプロ

ーブ法、及びダブルプローブ法で計測が可能である。L 字型静電プローブを直線運動

と回転運動させるための駆動装置としては、北野精機製のトランスファーロッド

(KTS-200)を用いた。この装置は真空中のロッドに対し、大気圧側からマグネットに

より直線駆動と回転駆動を行う。回転方向には 3 度刻みの目盛りを、直線方向には 1 
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mm 間隔の目盛りを新たに取り付けた。 

イオンビーム伝播チャンバー内の静電プローブ計測ではダブルプローブ計測法を

用いたが、イオン源内の測定では、電子温度、電子密度、及び空間電位の 3 つのパラ

メーターを測定することができるシングルプローブの適用が望ましい。そこで、シン

グルプローブ法が本研究のイオン源に適用可能かの検討を行った。本研究で用いるカ

スプ磁場の分布は、イオン源内壁近傍で強く、イオン源中心に近づくほど弱くなって

おり、50~100 G 程度である。そのため、イオン源中心付近の計測では、磁場の影響

を考慮する必要はないと考えられる。放電としては、直流アーク放電を用いている。

放電電極は陽極がイオン源チャンバー、陰極がフィラメントである。この場合、イオ

ン源チャンバーを基準電極とすることができる。これらの理由により、シングルプロ

ーブ法の適用が可能であると判断した。 

 L 字型静電プローブ計測で使用する測定用機器は、図 2.18 に示している機器を使用

する。従って、特殊静電プローブ計測と L 字型静電プローブ計測を同時に行うことは

できない。 

シングルプローブ計測回路図を図 2.24 に示す。プローブ電流 Ipは抵抗 R にかかる

電圧 VRを計測し、オームの法則 Ip = VR / R から求めている。オシロスコープの電圧

計測範囲内で可能な限り拡大した波形データを取得するために可変抵抗値は 1 kΩに

設定した。また、イオン源チャンバーを基準電極としている。 

図 2.25 にシングルプローブ計測における印加電圧波形を示す。本波形はシグナル

ジェネレーターにより制御している。電圧スキャン時間を 300 s とし、－500 V から

+500 V の線形な掃引を行った。掃引時間を 300 s としたのは、時間当たりの電圧変化

を少なくすることで、ノイズを極力低減するためである。 

 

 

図 2.21. 静電プローブを設置するイオン源の天板側の外観写真。 
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図 2.22. L 字型静電プローブの可動範囲。（a）直線方向（Zprobe）の駆動範囲、（b）

径方向（rprobe）の駆動範囲。 

 

図 2.23. L 字型静電プローブの構成図[48]。 
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図 2.24. シングルプローブ計測回路図。 

 

 

 

図 2.25. シングルプローブ計測における印加電圧波形。 
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 解析手法 

 

本実験に使用するグリッド付きファラデーカップ及び特殊静電プローブに関して、

測定データの解析手法について説明する。まず、2.2.3.1 節においてグリッド付きファ

ラデーカップの解析手法について述べる。次に、2.2.3.2 節で静電プローブの解析手法

について、シングルプローブ計測とダブルプローブ計測のそれぞれを説明する。 

 

グリッド付きファラデーカップ計測 

 

ファラデーカップは金属製のカップであり、これが真空中で帯電した粒子を捕捉す

ることによって、荷電粒子を計測する装置である。この金属に電流計を接続すると、

電流計には、金属に捕捉された荷電粒子の数 N に応じた電流 IFarが流れる。ファラデ

ーカップに流れる電流 IFarは、次式のように表すことができる。 

t

eN
I Far





 (2.9) 

ここで、αは荷電粒子の価数、e は電気素量、t は時間である。この電流を電流密度に

変換することが必要である。電流密度は、流れに垂直な面を単位面積、単位時間当た

りに通過する電荷の量に等しい。ファラデーカップの前方に設置されているターゲッ

トプレートにあいている穴の面積を SHole とすると、電流密度 JFar は次のように表す

ことができる。 

Hole

Far

S

I
J Far   (2.10) 

本実験で使用しているターゲットプレートの穴はφ0.5 cm であり面積 SHoleは～0.78 

cm2である。これにより、計測した電流値 IFarから（2.5）式を用いて、電流密度 JFar

を算出することができる。 

ここで、ターゲットプレートとファラデーカップの間にはグリッドが存在するため、

荷電粒子がグリッドを通過する過程において、グリッドのメッシュに衝突し、損失が

発生する。このため、電流密度を補正する必要がある。グリッドの透過率 τ を用いる

と、ターゲットプレートに入射する荷電粒子の電流密度 J は次式で表される。 

Hole

Far

S

I
J





 (2.11) 

 また、グリッド付きファラデーカップは、グリッドとファラデーカップそれぞれの

印加電圧を制御することによりビーム中の成分を分離し、各成分の電流密度を計測す

ることができる。本研究では、イオンビーム伝播空間内に存在するイオン源から任意
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のエネルギーで引き出したイオンビームのイオン成分（ビーム成分イオン）、ビーム

成分より低いエネルギーを持ったイオン成分（スロー成分イオン）、ビーム成分イオ

ンとスロー成分イオンを足し合わせたイオンビーム伝播空間内を流れるイオン（イオ

ン成分）、及びイオンビーム伝播空間内を流れる電子（電子成分）を分離し計測を行っ

た。分離方法の例として、イオン成分からビーム成分イオンとスロー成分イオンを分

離する方法を次に説明する。 

水素イオンをエネルギーEib = 182.8 eV で引き出し、イオンビーム伝播チャンバー

内の壁面中心 r = 0 mm にグリッド付きファラデーカップを設置し、グリッド印加電

圧を掃引した時のイオン電流密度計測結果を図 2.26 に示す。この時。低エネルギー

イオンビームは自発的集束現象により集束した状態である。まず、イオン成分のみを

計測するために、ファラデーカップに Vcup = －280 V の電圧を印加する。これによ

って、エネルギーが 280 eV 以下の電子は、ファラデーカップに到達することができ

ない。実験結果の節で述べるが、イオンビーム伝播空間には、そのような高エネルギ

ー電子は存在しないため、イオン成分のみがファラデーカップに流入することになる。

この状態において、図のようにグリッドの印加電圧 Vgridを－50 V から 250 V まで掃

引すると、Vgridが 0 V ～ 20 V の間で電流密度が急激に減少する。これは、イオン成

分の中に 0 eV ～ 20 eV のエネルギーを持ったスロー成分イオンが存在することを

示している。更に、Vgrid が 130 V～190 V の間で電流密度が急激に減少し、ほぼ 0 

mA/cm2 になっている。この部分が 182.8 eV で引き出したビーム成分イオンに相当

する。このように、グリッド印加電圧とファラデーカップ印加電圧を制御することに

よって、各成分を分離することができる。 
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図 2.26. 水素イオンビームを 182.8 eV で引き出し、イオンビーム伝播チャンバー

内の壁面中心 r = 0 mm にグリッド付きファラデーカップを設置し、グリッド印加電

圧を掃引した時のイオン電流密度の変化。実験条件は、加速電圧 Vacc = 120 V、加速

電流 Iacc = 100 mA、減速電圧 Vdcc = －520 V、アーク電圧 Varc = 250 V、イオン源電

位 Vchamber = 183 V、電子ビーム電流 Ieb = 0 mA、電子ビームヒーター電流 Iheat = 0 

A、電子ビーム加速電圧 Veb = 0 kV、ファラデーカップ印加電圧 Vcup = －280 V、タ

ーゲットプレート印加電圧 Vplate = 0 V であった。  



 

 

 

52 

 

 静電プローブ計測 

 

静電プローブ計測は、Langmuir と Mott-Smith によって開発された[68-70]。 

Langmuir の用いたシングルプローブ法は、現在用いられている各種プローブ法の原

型であり、最も多く用いられる極めて有用なプラズマ診断方法である。その特徴は、

プローブの擾乱の及ぶ範囲を限定し、この範囲に到達する粒子の中でプローブまで到

達する量をマクスウェルの速度分布を用いて統計的に解析することにある[71]。この

プローブの擾乱の及ぶ範囲をシースと呼ぶ。プラズマの特性を表す指標を、プラズマ

パラメーターという。プラズマパラメーターの主なものとして、 

① プラズマの濃さを表す電子密度 ne 

② マクスウェル分布である場合に定義される電子温度 Te、イオン温度 Ti 

③ プラズマ空間電位 Vs 

などが挙げられる。これらのパラメーターによって、プラズマの性質や挙動がわかる。

本研究では、イオン源内のプラズマ計測として、シングルプローブ計測を使用し電子

温度 Te、電子密度 ne、及び空間電位 Vsの計測を行う。また、イオンビーム伝播チャ

ンバー内のプラズマ計測には、ダブルプローブを使用し電子温度 Te 及び電子密度 ne

の計測を行う。まず、計測されたデータから電流-電圧特性曲線の求め方を説明する。

その後、その特性曲線からプラズマパラメーターを算出する方法について説明する。 

静電プローブの解析手法を議論する上で、イオンビーム伝播チャンバー内が無衝突

プラズマであることを仮定する。無衝突プラズマとは電子平均自由行程 λe が十分に

長く、プラズマ粒子の自由な運動は、静電プローブの存在によって影響を受けない状

態である。また、デバイ長 λD とほぼ同程度の厚さであるシース中での衝突が起こら

ないので、シースは比較的明瞭な境界を持ち、電子のエネルギーに対応して、電子を

選択的に捕集する役割を果たす。これによって、静電プローブの電流-電圧特性の解析

が容易となる。以下、無衝突プラズマを仮定した上で説明を行う。 

 

2.2.3.2.1 シングルプローブ 

 

シングルプローブの回路図は、既に 2.2.2.2 節の図 2.24 に示している。同図におい

て、オシロスコープの計測対象は、シグルプローブ回路内を流れる電流によって発生

した電圧 VR 及びシングルプローブへの印加電圧 VP である。シングルプローブ回路

内に設置してある抵抗 R （= 1×10 3 Ω）より、シングルプローブ回路内を流れる全

体の電流 IPは、 

3101
 R

P

V
I  (2.12) 

と表せる。 

以上で求められた、シングルプローブ印加電圧 Vp を横軸に、シングルプローブに
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流れる電流 Ip を縦軸にとる事によって、シングルプローブ電流-電圧特性曲線を作成

する。 

解析手法の例として、自発的集束現象による集束時のイオン源内を計測したシング

ルプローブ電流-電圧特性曲線からプラズマパラメーターを求める方法を説明する。

説明に使用するデータは、プローブ位置 Zprobe = 70 mm、 rprobe = 0 mm のものであ

る。計測したシングルプローブ電流-電圧特性曲線の一例を図 2.27 (a)に示す。この時

の実験条件は、水素イオンビームエネルギーEib =170 eV、アーク電圧 Varc = 250 V、

フィラメント電流 Ifil = 108 A、加速電圧 Vacc = 110 V、減速電圧 Vdcc = -520 V であ

る。図 2.27 (a)の Vp = 0 V 付近を拡大したものを図 2.27 (b)に示す。このグラフは 3

つの領域に分けることができる。領域 A では、プローブ電極は負電位となっており、

プラズマ中の正イオンがプローブ電極に流入する。なお、プローブ印加電圧 Vp は、

アースを基準とした電圧であるため、プローブ電位とも等しい。プローブ回路では、

回路側からプローブへ流れる電流を正としているため、負の電流として計測される。

この領域 A は正イオン飽和領域と呼ばれる。次に、プローブ電圧 Vpがマイナス数 V

程度から Vp = 0 V 付近を領域 B とする。プラズマ中の電子は多くの場合数 eV 程度

のエネルギーを有しているため、プローブ電位がマイナス数 V の場合、電子の一部は

電位に逆らってプローブ電極に流入する。即ち、領域 B では電子がプローブ電極に入

射し始め、Vp の上昇とともに電流が急激に上昇する。この領域 B は電子反発領域と

呼ばれる。領域 C では、プローブ電圧の上昇に伴い、Ipは徐々に飽和していく。飽和

傾向は、後述のように対数でプロットすると顕著に現れる。この領域 C は電子飽和領

域と呼ばれる[72]。プラズマパラメーターを求めるためには、得られた電流-電圧特性

曲線からイオン電流を差し引き、半対数プロットで作図する必要がある。ここで、作

図手順について説明をする。印加電圧が負に大きい時のプローブ電流は正イオン電流

が飽和しており、この正イオン飽和電流領域の傾きから正イオン電流を求めることが

できる。求めた正イオン電流を図 2.27 (c)に示す。このグラフの赤色の線が正イオン

電流 Iiである。Ipから正イオン電流 Iiを差し引いた特性曲線を図 2.27 (d)に示す。同

図のプローブ電流にはイオン成分は無く、電子による電流のみであるため、このシン

グルプローブ電流を電子電流と呼ぶ。この電流-電圧特性曲線から電子飽和電流を求

めるため、半対数プロットしたグラフが図 2.27 (e)である。同図より電子飽和領域で

は、Ipは飽和していることが確認できる。また、電子反発領域（Vp = 0 V 付近）では、

Ipの変化が直線状となっている。電子飽和領域と電子反発領域において接線を引いた

グラフを図 2.31 に示す。この二つの接線の交点から空間電位 Vs及び、電子飽和電流

Iesが得られる[73-75]。図 2.27 (e)より、この計測点における空間電位及び電子飽和電

流は Vs = 3.4 V、 Ies = 15.6 mA となる。 

次に電子温度 Teの求め方を説明する。Teは次式で与えられる。 

𝑑(log 𝐼𝑒)

𝑑𝑉𝑝
=

𝑒

𝑘𝐵𝑇𝑒
log(𝜀) (2.13) 

ここで、e は電気素量、kB はボルツマン定数、εは自然対数の底である。
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𝑑(log𝐼𝑒)/𝑑𝑉𝑝は、電子反発領域における傾きである。従って、Te = 4.5 eV と算出す

ることができる。 

次に電子密度 neの算出方法を説明する。neは次式で与えられる。 

𝐼𝑒𝑠 = 𝑒𝑛𝑒𝑆𝑝√
𝑘𝐵𝑇𝑒

2𝜋𝑚𝑒
 (2.14) 

ここで、Iesは電子飽和電流、Spはプローブ電極の表面積、meは電子の質量である。

プローブ電極は、長さ 2.4 mm、直径 0.6 mm であるため表面積 Spは 4.8 mm2であ

る。従って、ne = 3.6 × 1016 m-3と算出することができる。 
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図 2.27. (a) イオン源内のシングルプローブ電流-電圧特性曲線の一例。(b) (a)の Vp 

= 0 V 付近の拡大図。(c) (a)の正イオン電流の求め方。(d) 正イオン電流を差し引いた

シングルプローブ電流-電圧特性曲線。(e) (d)の半対数プロットのシングルプローブ電

流-電圧特性曲線。実験条件は、プローブ位置 Zprobe = 70 mm、 rprobe = 0 mm、水素

イオンビームエネルギーEib = 170 eV、アーク電圧 Varc = 250 V、フィラメント電流

Ifil = 108 A、加速電圧 Vacc = 110 V、減速電圧 Vdcc = 520 V である。 
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2.2.3.2.2 ダブルプローブ 

 

ダブルプローブの回路図は、既に 2.2.2.1.2 節の図 2.19 に示している．ここで、オ

シロスコープにおいて、Probe current measurement system 内を流れる電流によっ

て発生した電圧を 2 つのチャンネル使用し V1、V2として計測し、更にダブルプロー

ブへの印加電圧を 2 つのチャンネル使用し V3、V4として計測している。V1、V2と V3、

V4 は、共有点を基準としてオシロスコープで測り、その差で両端の電圧を計算した。

Probe current measurement system 内に設置してある可変抵抗 R により、Probe 

current measurement system 内を流れる全体の電流 Isysは、 

)(10
1020

1020
126

6

sys VV
R

R
I 




  (2.15) 

と表せる。ダブルプローブに流れる電流 Ipは、Isysからオシロスコープ側に流れる電

流を差し引くことにより得られる。そのためには、ダブルプローブへの印加電圧 Vp

を算出する必要がある。図中の抵抗比が 9：1 であるから 1/10 の分圧電圧を V3及び

V4において計測しているので、ダブルプローブへの印加電圧 Vpは、 

)(10 34P VVV   (2.16) 

と表せる。これより、Probe current measurement system 内を流れる全体の電流 Isys、

印加電圧を計測するための抵抗値 Roci = 20×106 Ω、ダブルプローブへの印加電圧 Vp

を用いて、ダブルプローブに流れる電流 Ipは次式で求められる。 

oci

p

sysP
R

V
II   (2.17) 

以上で求めたダブルプローブ印加電圧 Vpとダブルプローブ間に流れる電流 Ipから、

電流-電圧特性が得られる。例として、イオンビーム伝播チャンバーの中心位置 r = 0 

mm と r = 100 mm における、自発的集束時のデータを使用し、上記の計算式を用い

て得られたダブルプローブ電流-電圧特性曲線を図 2.28 に示す。実験条件として、水

素イオンビームを使用し、アーク電圧 Varc = 200 V、フィラメント電流 Ifil = 108 A、

加速電圧 Vacc = 100 V、減速電圧 Vdcc = 500 V である。 

次に、このようにして得られた電圧-電流特性曲線からプラズマパラメーターを算

出する方法について述べる。ダブルプローブ法は、Kojima and Takayama 及び

Johnson and Malter らによって考案された[76-78]。基本的な回路構成模式図を図

2.29 に示す。2 本の等しい形状と面積の静電プローブ P1と P2を非常に狭い間隔でプ

ラズマ中に配置する。ダブルプローブ間に電圧 Vd を印加し、電圧をスイープする。

この電圧の変化に伴うダブルプローブ間に流れる電流 Ip を計測し、電流-電圧特性を

得ることができる。両プローブに流入する各電流成分と電圧の関係を図 2.30に示す。

ダブルプローブ間の電流 Ipは電子電流の方向をプラスにとると、 
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iep III   (2.18) 

と表せる。これを点線で示す。印加電圧 Vd = 0 V のとき、2 本の静電プローブは等電

位となり、ダブルプローブ間に電流は流れない。また、2 本の静電プローブとも浮遊

電位 Vfの電位にある。次に Vd ≠ 0 に変化した場合を考える、静電プローブ P1は Vf

より正電位 V1に、静電プローブ P2は Vfより負の電位 V2に変化したとすると、それ

ぞれのプローブには、 

21p III   (2.19) 

が流れる。2 本の静電プローブはフローティング状態で、閉回路を構成しているため、 

021  II  (2.20) 

となるように変化する。電子電流の増加はイオン電流の増加よりも大きいため、Vfか

らの変化幅は V2側の方が大きくなる。印加電圧 Vdは、 

12d VVV   (2.21) 

となる。Vd の増加とともに Ip が増加するが、閉回路を構成しているために、Ip の値

は最終的にイオン電流によって制限される。以上で得られる電流-電圧特性は全体の

半分である。他の半分は、Vdの極性を逆転させることによって得られる。このように

して得られた特性曲線の一例を図 2.31 に示す。同図は図 2.28 の Vp = 0 近傍の拡大

図である。実際の計測では、2 本のプローブの空間電位が等しくない場合もあるため

に、Vd = 0 V においても、電流が流れる事がある。また、各プローブの表面積が一致

していない場合には、上下の飽和電流値も異なるので注意が必要である。 

図 2.31 の電流-電圧特性曲線を用いて、電子温度 Teの求め方を説明する。印加電圧

Vdに対し、プローブ P1は空間電位に対しマイナスの電位 V1になる。そして、プロー

ブ P2は電位 V2となる。プローブ電流は電子電流とイオン電流の和であるため、P1に

流れる電流 I1と P2に流れる電流 I2は無衝突プラズマの場合、 

10111
1

ieie IeIIII 


 (2.22) 

20222
2

ieie IeIIII 


 (2.23) 

と表せる。ここで、φ1 = eV1 / kTe、φ2 = eV2 / kTe、 V2－V1 = Vdである。両式の和
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は、（2.15）式から 0 であるため、  

210021
21

iieeee IIeIeIII 
 

 (2.24) 

という関係式が求まる。ここで、Ii1 + Ii2 = ΣIiとして上記の式を変形すると、 
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 (2.25) 

となる。ここで、 φd = eVd / kTeである。また、図 2.31 より ΣIiは Vpによらずほぼ

一定であることが分かる。（2.25）式の両辺の対数をとり、Vd で微分することによっ

て次式が求められる。 
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(2.26) 

計測された図 2.31 のような電流-電圧特性曲線において、各 Vd に対応した Ie1 と ΣIi

から(ΣIi / Ie1)－1 を計算し、Vdに対して片対数でとると直線が得られ、その傾きから

Te を求めることができる。しかしながら、この方法で Te を算出する場合は、計算処

理の後に再プロットしなければならないため煩雑である。そこで、より簡便でかつ誤

差を考慮に入れた Teを求める研究がなされ、以下の式が広く利用されている。 
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(2.27) 

上記の式における A1 及び A2 は定数である。ここで、図 2.31 を用いて各定数の求め

方を説明する。ΣIiは飽和電流の接線が電流軸と交わった 2 点から決まる。(dIp / dVp)Vd 

= 0は Vd = 0 V になる点（変曲点）におけるプローブ電流の傾きである。(dIp / dVp)sat

は飽和電流領域でのプローブ電流の傾きである。また、A1及び A2は無衝突プラズマ

の場合、A1 = 4、A2 = 3.28 となる。 

次に、電子密度 neの算出方法を説明する。ダブルプローブ計測では、飽和電子電流

が得られないため、飽和イオン電流を用いる。飽和イオン電流と Vd = 0 V における

接線の交点におけるプローブ電流値を Iiとし、シースの生成条件が成り立つと仮定す

ると、電子密度 neは、 
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(2.28) 

と与えられる。ここで、κは Ti / Teの関数であるが、Te >> Tiでは、κ = 0.61 とな

る。S はプローブの表面積であり、miはイオンの質量である。(2.23)式において、本



 

 

 

59 

 

来は空間電位Vsにおける Iiを用いることが必要であるが、ダブルプローブの特性上、

空間電位を求める事ができないため、Vd = 0 V の点における Iiを用いる。このため、

ダブルプローブ計測によって得られる電子密度 ne は若干過大評価の傾向がある。と

ころで、ダブルプローブ計測は全体が電気的に浮いているため、二次電子放出の影響

は両プローブで相殺される。 

 

 

図 2.28. 自発的集束時におけるイオンビーム伝播チャンバー内のダブルプローブを

用いた電流-電圧特性曲線。実験条件として、水素イオンビームを使用し、プローブ位

置 r = 0 mm、アーク電圧 Varc = 200 V、フィラメント電流 Ifil = 108 A、加速電圧 Vacc 

= 100 V、減速電圧 Vdcc = 500 V である。（a）r = 0 mm。（b）r = 100 mm。 

 

 

図 2.29. ダブルプローブの模式図[77]。  
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図 2.30. ダブルプローブの各電流成分と電圧の関係[77]。 

 

図 2.31. 自発的集束時におけるイオンビーム伝播チャンバー内のダブルプローブに

よる電流-電圧特性曲線の拡大図、及びパラメーターの読み取り方法。実験条件として、

水素イオンビームを使用し、プローブ位置 r = 0 mm、アーク電圧 Varc = 200 V、フ

ィラメント電流 Ifil = 108 A、加速電圧 Vacc = 100 V、減速電圧 Vdcc = 500 V である。 
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 実験結果 

 

 イオンビーム伝播チャンバー内のビーム特性 

 

ここでは、最初に 2.2.4.1.1 節にて説明した特殊静電プローブ計測により得られた

電子密度及び電子温度の径方向分布について述べる。次に、2.2.4.1.2 節において説明

したグリッド付きファラデーカップ計測により得られた電流密度の径方向分布につ

いて述べる。 

 

2.2.4.1.1 電子密度及び電子温度の径方向分布 

 

本節で行った実験条件を表 2.2 に示す。電子密度、及び電子温度計測は特殊静電プ

ローブを用いて行った。図 2.36 に、イオンビーム発散時、及び自発的集束時の電子

密度の径方向分布を示す。横軸はイオンビーム伝播チャンバーの径方向を示しており、

イオンビーム伝播チャンバーの中心軸上から上方をマイナス方向、下方をプラス方向

としている。計測は r = －150 mm ~ ＋50 mm で行った。r = ＋50 mm ~ ＋150 mm

の計測を行わなかった理由としては、プローブを上部から投入しているため、r = ＋

50 mm ~ ＋150 mm の計測を行うには静電プローブをイオンビームを横切り深く挿

入する必要があり、計測に及ぼす影響が懸念されるためである。また、イオンビーム

は軸対称であると仮定している。■のプロットで示しているのが発散時、●のプロッ

トで示しているのが自発的集束時である。発散時のイオンビームエネルギーは Eib = 

~90 eV、自発的集束時は Eib = ~150 eV である。エラーバーは、r = 0 mm、 －30 mm、 

－50 mm、 －100 mm の計測値に対して示している。発散時の最大電子密度値は約

0.2 × 109 cm-3、 自発的集束時の最大電子密度値は約 1.9 × 109 cm-3であった。こ

れより、イオンビーム中心における電子密度は、自発的集束時が発散時の約 10 倍で

あることが示された。電子密度分布計測により、イオンビームの中心位置は若干上方

にあり、r = －10 mm の位置にあると考えられる。これは、引き出し電極が自重によ

り、微小の傾きを持った事による影響であると推測される。また、イオンビームの中

心から±70 mm より外側においては、発散時と自発的集束時の電子密度はほとんど

等しいことが分かる。 

図 2.37 に、発散時及び自発的集束時の電子温度径方向分布を示す。横軸はイオン

ビーム伝播チャンバーの径方向、縦軸が電子温度を示している。同図より、電子温度

は自発的集束時の方が発散時より全体的に低く、電子密度が高い部分において 1 eV

以下であることが分かる。 

これらの結果より、自発的集束時にイオンビーム伝播チャンバー内には、電子が発

散時と比べて 10 倍存在していることが示され、これらの電子がイオンの電荷を中和

することによって、イオンビームを集束させた状態を保持していると考えられる。自

発的集束時の電子温度が発散時よりも低くなっているのは、電荷中和によりイオンに
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よる電場が弱くなり、電子の加速機構が弱くなったためであると考えられる。 

 

 

表 2.2. 水素イオンビーム伝播チャンバー内における電子密度、及び電子温度の径方

向分布計測における各実験条件。 

 

  

 

図 2.32. 水素イオンビームの発散時、及び自発的集束時における電子密度の径方向

分布。●は自発的集束時、■は発散時をそれぞれ表している。 
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図 2.33. 水素イオンビームの発散時、及び自発的集束時における電子温度の径方向

分布。●は自発的集束時、■は発散時をそれぞれ表している。 
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2.2.4.1.2電流密度の径方向分布 

 

本節で行った実験条件を表 2.3 に示す。電流密度の計測はグリッド付きファラデー

カップを用いて行った。図 2.38 に、自発的集束時と発散時におけるイオン電流密度、

及び電子電流密度の径方向分布を示す。電子電流密度はイオンとの比較のため、符号

を反転させている。発散時のイオンビームエネルギーは Eib = ～100 eV、自発的集束

時のイオンビームエネルギーは Eib ＝ ～160 eV である。発散時の最大イオン電流密

度値は約 0.35 mA/cm2、最大電子電流密度値は約－0.005 mA/cm2であった。電子電

流密度は非常に少なく、図中ではほとんど平坦な分布となっている。拡大すると、中

心で凸型の分布を持っている。それに対して、自発的集束時の最大イオン電流密度値

は約 3 mA/cm2、そして最大電子電流密度値は約－3 mA/cm2であった。発散時は、径

方向に－30 mm から＋20 mm の範囲でほぼ一様にイオンが伝播していることがわか

る。発散時においても、－30 mm から＋20 mm の範囲が周辺に比べてややイオン電

流密度が高くなっているこれは凹面型引き出し電極による効果であると考えられる。

一方、自発的集束時は、中心部にイオンが集束していることが分かる。そして、イオ

ン電流密度分布と電子電流密度分布の形状が概ね一致していることが見出された。つ

まり、自発的集束時は、イオンビーム伝播空間においてイオンと電子の電流密度が等

しくなっており、電子がイオンの電荷を中和していると考えられる。中心値のイオン

電流密度を比較すると、自発的集束時は発散時のおよそ 9 倍であった。一方、電子電

流密度は約 600 倍であった。 

次に、イオンのエネルギー成分を分離する実験を行った。実験条件を表 2.4に示す。

この時、Vcup = +50 V、Vgrid = －20 V に設定して実験を行った。この値に設定した理

由としては、図 2.26 で示した通り、Eib = ～180 eV の水素イオンビームではスロー

成分イオンは Vgrid = +50 V でファラデーカップに完全に遮断されている。つまり、

Vcup = +50 V にするとスロー成分イオンはファラデーカップの検出器まで到達するこ

とができない。従って、ファラデーカップの検出器で計測される成分はビーム成分イ

オンのみである。更に、Vgrid = －20 V にすることによって、図 2.37 で示されている

ように、電子は 10 eV 以下の電子温度なので、フィルターには入ってこず、スロー成

分イオンのみを計測することができる。図 2.39 に、自発的集束時のイオン成分をビ

ーム成分とスロー成分に分離した結果を示す。自発的集束時において、イオンビーム

伝播空間にビーム成分イオンとスロー成分イオンの 2 種類のイオン成分が存在する

ことが分かる。それぞれの成分は、共に r = －10 mm と 0 mm の間にピークを持つ

凸形状となっている。 
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表 2.3. イオンビーム伝播チャンバー内の水素イオンビームの電流密度計測におけ

る各実験条件。 

 

 

 

 

図 2.34. 水素イオンビームの自発的集束時と発散時におけるイオン、電子電流密度

の径方向分布。ここで、電子電流密度は符号を反転して示している。青は発散時、赤

は自発的集束時、実線はイオン成分、破線は電子成分をそれぞれ表している。 
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表 2.4. イオンビーム伝播チャンバー内の水素イオン成分のエネルギー分離計測に

おける各実験条件。 

 

 

 

 
図 2.35. 水素イオンビームの自発的集束時におけるビーム成分イオンとスロー成分

イオンに関する電流密度の径方向分布。赤線はビーム成分イオン、青線はスロー成分

イオンをそれぞれ表している。 
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 イオン源内のプラズマ特性 

 

本節で行った各実験条件を表 2.5 に示す。イオン源内のプラズマ特性を把握するた

め、シングルプローブ法による計測を行った。イオンビームの自発的集束時及び発散

時において、電子温度、電子密度、 及び空間電位の計測を行った。特に、自発的集束

現象時におけるイオン源内のプラズマ特性との関連性の有無について調べた。計測は、

Zprobe = 5 mm、 35 mm、 70 mm、 105 mm の位置において、径方向にプローブを

回転させ空間分布の計測をそれぞれ行った。 

 

表 2.5. イオン源プラズマパラメーター計測における各実験条件。 

 

 

2.2.4.2.1 電子温度分布 

 

図 2.40 に、水素ガスを作用ガスとしたイオン源内における電子温度 Teの径方向分

布を示す。図 2.40 において、（a）は Zprobe = 5 mm、（b）は Zprobe = 35 mm、（c）は

Zprobe = 70 mm、（d）は Zprobe = 105 mm の計測結果である。rprobe = 0 mm がイオン

源中心軸上を意味し、プローブの反時計回りの回転方向を正、時計回りの回転方向を

負と定義している。尚、rprobeは、図 2.22 に示したように回転移動に伴う直線距離を

表しており、方向は rprobe 毎に異なる。ただし、軸対称を仮定すれば、通常の半径方

向と同様に取り扱える。（a）の Zprobe = 5 mm は、最も加速電極に近い計測位置であ

る。自発的集束時と発散時の比較では、電子温度に違いは認められない。Teはイオン

源内壁に近づくほど上昇し下に凸の分布形状になっており、rprobe = ±45 mm におい

て、12 ~ 13 eV と高い値を示している。（b）の Zprobe = 35 mm の位置では、径方向の

測定範囲がイオン源内にあるフィラメントによって制限される。そのため、測定範囲

は rprobe = ＋35 ~ －35 mm となっている。図より、自発的集束時と発散時の比較と

しては、Teの値に大きな変化は無く、おおよそ 3 ~ 6 eV の範囲に分布している。こ

の分布も同様に、自発的集束時と発散時において大きな違いは見られない。（c）の

自発的集束時

プローブ位置  Z probe  [mm] 5, 35, 70, 105 5 35, 70, 105

イオンビームエネルギー  E ib  [eV] ～170

加速電圧  V acc  [V] 110 60 79

減速電圧  V dcc  [V]

アーク電圧  V arc  [V]

フィラメント電流  I f il  [A]

加速電流  I acc  [mA]

使用ガス

イオンチャンバー内圧力 [mTorr] 1.6

発散時

～140

H2

520

250

～108

～100
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Zprobe = 70 mm では、Teの値にばらつきが小さく、一様に分布していることがわかる。

この分布も同様に、自発的集束時と発散時で大きな違いは見られない。（d）の Zprobe 

= 105 mm では、周辺部に向かって若干 Teが上昇し下に凸の分布になっているが、同

様に自発的集束時と発散時で大きな違いは見られない。これらの結果より、自発的集

束現象の有無とイオン源内の電子温度分布には相関関係が見出されないことが示さ

れた。   

 

図 2.36. 水素ガスを作用ガスとしたイオン源内における電子温度の径方向分布。（a）

Zprobe = 5 mm、（b）Zprobe = 35 mm、（c）Zprobe = 70 mm、（c）Zprobe = 105 mm。●

は自発的集束時、■は発散時をそれぞれ表している。 
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2.2.4.2.2 電子密度分布 

 

図 2.41 に、水素ガスを作用ガスとしたイオン源内における電子密度 neの径方向分

布を示す。図 2.41 において、（a）は Zprobe = 5 mm、（b）は Zprobe = 35 mm、（c）は

Zprobe = 70 mm、及び（d）は Zprobe = 105 mm の結果である。（a）の Zprobe = 5 mm

では、rprobe = －15 ~ ＋15 mm の範囲において neが一様に分布しており、壁に近づ

くほど徐々に減少している。自発的集束時と発散時で大きな違いは見られない。（b）

の Zprobe = 35 mm では、径方向の各点で neは~6×1016 m-3程度でほぼ一様に分布し

ており、自発的集束時と発散時で大きな違いは見られない。（c）の Zprobe = 70 mm で

は、 rprobe = 0 mm において neは低く、その両側で一旦上昇し、rprobe = －15 mm で

最大となり、その外側では徐々に減少している。ただし、全体の変化幅は 6 ~ 9 ×1016 

m-3の範囲で比較的小さい。同様に自発的集束時と発散時で大きな違いは見られない。

（d）の Zprobe = 105 mm では、 rprobe = －25 ~ ＋25 mm の ne分布は(c)の Zprobe = 

70 mm と類似しているが、その外側では大きく減少している。以上の結果から、自己

集束状態と発散状態において、電子密度分布に大きな違いは見出されないことが示さ

れた。  
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図 2.37. 水素ガスを作用ガスとしたイオン源内における電子密度の径方向分布。（a）

Zprobe = 5 mm、（b）Zprobe = 35 mm、（c）Zprobe = 70 mm、（c）Zprobe = 105 mm。●

は自発的集束時、■は発散時をそれぞれ表している。 
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2.2.4.2.3 空間電位分布 

 

電位計測においては、基準電極をイオン源チャンバーとした。そのため、計測によ

って得られる空間電位はチャンバーからの相対電位となる。空間電位を対地からの電

位に変換するには、イオン源チャンバーの電圧に、空間電位の測定値を加算すること

で得られる。本節の結果の表示では、すべて対地の空間電位を用いている。また、自

発的集束時と発散時の実験では、イオン源チャンバーの電位が異なるため、空間電位

も自発的集束時と発散時とでは異なった値となる。図 2.42 に、イオン源内の空間電

位の径方向分布を示す。（a）は Zprobe = 5 mm、（b）は Zprobe = 35 mm、（c）は Zprobe 

= 70 mm、（d）は Zprobe = 105 mm の結果である。（a）の Zprobe = 5 mm では、自発

的集束時及び発散時のどちらの状態においても一様に分布しており、分布形状に大き

な違いは見られない。尚、自発的集束時の Vsは~200 V であり、発散時の Vsは~150 

V である。（b）は Zprobe = 35 mm、（c）は Zprobe = 70 mm、（d）は Zprobe = 105 mm の

分布をそれぞれ示しているが自発的集束時と発散時において空間電位がほぼ一様に

分布していることがわかる。また、これらの空間電位の分布において、径方向の位置

による変化はほとんど見られない。 
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図 2.38. 水素ガスを作用ガスとしたイオン源内における空間電位の径方向分布。（a）

Zprobe = 5 mm、（b）Zprobe = 35 mm、（c）Zprobe = 70 mm、（d）Zprobe = 105 mm。●

は自発的集束時、■は発散時をそれぞれ表している。 
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 考察 

 

本節では、以上の実験から得たイオンビーム伝播チャンバー内とイオン源内の実験

データを用い、自発的集束現象のメカニズムを考察する。更に、イオンビーム中に存

在が確認されたスロー成分イオンについて考察する。  

 

(1)  自発的集束現象のメカニズムについての考察 

 

ここでまず、イオンビーム伝播チャンバー内における電子の供給源について考察を

する。図 2.36 より、自発的集束時にイオンビーム伝播チャンバー内に電子が供給さ

れていることは、電子密度が発散時の 10 倍となっていることから明らかである。本

イオンビーム装置は、2 つのチャンバー部（イオン源チャンバー、及びイオンビーム

伝播チャンバー）から構成されている。この何れかのチャンバー内から電子が供給さ

れていると考えられる。第 1 に、イオン源内のプラズマからイオンビーム伝播チャン

バーに電子が供給される可能性は低い。なぜなら、引き出し電極の中央に位置する減

速電極には、－520 V ～－500 V を印加しているため、イオン源内に存在する電子は

イオン源内に跳ね返されイオンビーム伝播チャンバーへ到達することはできないか

らである。また、図 2.40 ～ 図 2.42 に示したように、イオン源内のプラズマパラメ

ーターは自発的集束時の有無では変化していない。従って、イオンビーム伝播チャン

バー内に発生した電子は、イオン源内の電子由来では無く、イオンビーム伝播チャン

バー内で生成されていると考えられる。ここで、図 2.10 に示したように、イオンビ

ームエネルギーが 110 eV 付近で自発的集束現象が生じている。これは、このエネル

ギー付近で何らかの閾値を超えた際に、電子が非線形的に生成されていると考えられ

る。イオンビーム伝播チャンバー内に存在しているものとしては、エネルギーを持っ

たイオン、チャンバー壁面、ターゲットプレート、及び接地電極である。イオン粒子

以外はすべて金属である。つまり、エネルギーを持ったイオンがこれら金属の部分に

衝突することによって二次電子が生成されていると仮定すると、二次電子の量は衝突

する粒子の種類と粒子の運動エネルギーで決定される。つまり、イオンビーム発散時

から徐々にイオンビームエネルギーを増加させていくと、ある閾値を超えた時点で、

イオンビーム伝播チャンバー内のチャンバー壁面、ターゲット、及び接地電極等から

二次電子が放出され、これらの電子がイオンの自己電場を中和し、イオンビームの発

散を抑制していると考えられる。  

次に、発散時から自発的集束状態に遷移した後の状態を考察する。イオンの衝突に

よって、イオンビーム伝播チャンバー内のチャンバー壁面、ターゲットプレート、及

び接地電極から二次電子が放出され、イオンの自己電場を中和することで、イオンビ

ームの発散が抑制されるとすると、次の過程に移行すると考えられる。イオンビーム

の発散が抑制されると、イオンの大半はターゲットプレートへ衝突することになり、

ターゲットプレートからの二次電子が主要な電子生成源となる。これらの、イオンが

ターゲットに衝突することによって放出される二次電子が十分にイオンの自己電場
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を中和し、自発的集束現象を引き起こしているのではないかと推測する。 

 

(2)  スロー成分イオンの生成メカニズムについての考察 

 

グリッド付きファラデーカップにより計測したイオンビーム中に存在するスロー

成分のイオンについて、その生成メカニズムについて考察をする。スロー成分イオン

の生成プロセスとして考えられるのが、1）電子による中性粒子の電離、2）ビーム成

分イオンと中性粒子の荷電交換反応、及び 3）ビーム成分イオンと中性粒子の運動量

交換である。ここで、重要となるのが、イオンビーム伝播チャンバー内に存在する中

性粒子である。この中性粒子はイオン源からイオンビームチャンバー内に流入してい

る。本実験において、イオン源内の圧力は約 1.6 mTorr である。ここで、イオン源と

イオンビーム伝播チャンバーは、引き出し電極の無数の孔を介してつながっている。

引き出し電極はイオンがイオンビーム伝播チャンバー内に流入する量は制御できる

が、中性粒子は電気的制御ができないために、圧力差で流入してしまう。これによっ

て、イオンビーム伝播チャンバー内に中性粒子が存在することになる。本実験では、

イオンビーム伝播チャンバー内の圧力を B-A イオンゲージで計測しており、その値

から密度を算出すると、水素中性粒子密度 nn = ～1.7×1019 m-3である[79]。この中

性粒子を元にスロー成分イオンが生成されていると考える。 

まず、1）電子による中性粒子の電離について考える。図 2.37 より、自発的集束時

のイオンビーム中心領域で Te = ～0.8 eV、イオンビーム伝播チャンバー壁面近くで

Te = ～2.5 eV である。水素原子の電離電圧は 13.59 V、水素分子の電離電圧は 15 V

以上であるため、主な電子は、中性粒子を電離するエネルギーを有していないことが

分かる[74]。 

次に、2）ビーム成分イオンと中性粒子の荷電交換反応と 3）ビーム成分イオンと中

性粒子の運動量交換について考える。先行研究より、高速のイオンビームが真空チャ

ンバー内を通過する際、残留ガスの中性粒子との衝突によって、荷電交換反応、又は

運動量交換することが知られている[58]。表 2.6 に水素イオンビームがエネルギー100 

eV で中性粒子に衝突した時の反応式と反応断面積を示す。表より、最も生じやすい

反応は、高速の水素イオンが低速の水素原子に衝突し、荷電交換反応によって、低速

の水素イオンと高速の水素原子が生成されるものである。この反応が起こる確立は、

衝突するイオンのエネルギーとイオンの荷電変換反応断面積で決まる。同じエネルギ

ーの同じイオンがある空間に存在する中性粒子と荷電交換する確率は、その空間の電

流密度と相関性がある。ここで、図 2.39 を見てみると、ビーム成分イオンとスロー

成分イオンが類似した分布を示している。以上から、スロー成分イオンはビーム成分

イオンと中性粒子の荷電交換反応によるものであると推測する。 

 

(3)  凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイオンビームにおいて、自発的集

束現象を利用することによる効果 

 

 低エネルギーイオンビームの発散を抑制するために電子ビームを使用した場合と
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自発的集束現象を使用した場合のそれぞれのフラーレンとイオンビームの衝突全回

数を考える。引き出すイオンビームエネルギーEibを 150 eV、引き出し電流 Iaccを 100 

mA のとき（図 2.11.の実験条件）を考える。ここで、単位時間、単位体積当たりイオ

ンビームとフラーレンが衝突する全回数 R は、 

𝑅 = 𝑛1𝑛2𝑣𝜎 (2.29) 

と表せる。ここで、n1はイオン密度、n2はフラーレン密度、v はイオン速度、σ はボ

ロンイオンがフラーレンと衝突する衝突断面積である。上記の式より、自発的集束現

象を使用し電流密度を増加させると、イオン密度 n1 が比例して増加するため、電子

ビームを使用した場合の電流密度と自発的集束現象を使用した場合の電流密度の増

加割合が全回数 R の増加割合となる。つまり、電流密度ピーク値において 2.2 mA/cm2

（電子ビーム使用時）から 2.9 mA/cm2（自発的集束現象使用時）に 1.3 倍向上した

ため、イオンビーム中心において原子内包フラーレンの生成を行うことで、衝突頻度

を約 1.3 倍となると予測される。 

 

(4)  凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイオンビームにおける、原子内包

フラーレンの生成量に関する見積り。 

  

凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイオンビームを利用した場合と先行研

究を比較することによって、原子内包フラーレンの生成率及び生成量に関して見積り

を行う。先行研究として、Campbell らによるイオン注入法を用いた原子内包フラー

レン生成と比較する。この先行研究を選定した理由として、実験条件が明確に示され

ており、その生成率、及び生成量が明らかとなっているからである。Campbell らの

実験では、Li、Na、K、Rb の原子内包フラーレン生成に関する実験を行っている[47]。

この実験で使用されているイオン注入装置は、最大照射イオン電流 30 μA であり、半

径 1 cm のフラーレン薄膜へイオンを照射している。つまり、イオンビーム電流密度

は 9.6 μA/cm2 である。この実験において、1 時間で生成できる量が最も少なかった

Rb@C60はイオンエネルギー100 eV において生成率 2 ％程で、1 時間に 1.5 μg の生

成に成功している。本研究対象である、凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイ

オンビームを利用した場合、イオンビームエネルギー100 eV において中心付近では

0.8 mA/cm2を照射することが可能である。つまり、イオンビーム電流密度を約 27 倍

することが可能であり、Rb@C60の生成率を約 54%、1 時間あたりの生成量を約 40 μg

にすることが可能である。このように、凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイ

オンビームを利用した場合、原子内包フラーレンの生成率及び生成量を飛躍的に向上

させることが可能であると期待される。 
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表 2.6. 水素イオンビームがエネルギー100 eV で中性粒子に衝突した時の反応式と

反応断面積[80,81]。N/A はデータがないことを示している。 
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2.3 イオン源内の誘電体がイオンビーム引き出し特性

に与える効果 

 

前節の自発的集束現象のメカニズム解明における研究では、イオン源内の各プラズ

マパラメーターの変化と自発的集束現象の関連性を調べるために、イオン源内に L 字

型静電プローブを投入し計測を行った。この時、L 字型静電プローブによる計測と並

行してグリッド付きファラデーカップによるイオンビーム電流密度の計測も行って

いる。イオン源内の L 字型静電プローブの位置を変えることによって、イオンビーム

電流密度が変化することがグリッド付きファラデーカップ計測により見出された。 

図 2.43 は、L 字型静電プローブを用いたシングルプローブの位置を変化させた時

のグリッド付きファラデーカップで計測したイオンビームの電流密度の時間変化で

ある。横軸が時間、縦軸がグリッド付きファラデーカップで計測したイオンビームの

電流密度を示している。この時、グリッド付きファラデーカップは、イオンビーム伝

播チャンバー内の中心 r = 0 mm に位置している。1,000 ~ 5,500 秒の間は、イオン

源内の L 字型静電プローブが Zprobe = 5 mm に位置しており、5,500 ~ 9,500 秒の間

は、Zprobe = 35 mm に位置している。この図より、 Zprobe = 5 mm の場合は Zprobe = 

35 mm と比較して、イオンビームの電流密度が上昇していることが分かる。このよ

うに、イオン源内の L 字型静電プローブの位置が、イオンビームの引き出しに影響を

与えることが計測された。本来、加速電極付近にプローブなどの遮蔽物等があるとイ

オン引き出しの妨げとなるため、イオンビームの電流密度は減少すると考えられる。

しかしながら、L 字型静電プローブが加速電極に近い位置にある場合には、むしろイ

オンビームの電流密度が上昇する現象が見出されたことになる。この現象は、イオン

ビームの集束性やイオン源の開発を考える上で極めて興味深いものである。そこで、

この現象のメカニズムを把握するための計測と考察を行ったので、本節にて詳述する。 
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図 2.39. イオン源内のL字型静電プローブの計測位置によるイオンビーム電流密

度の変化。この時、グリッド付きファラデーカップは r = 0 mm に設置している。 
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 計測装置 

 

 本実験の概略図を図 2.44 に示す。計測装置は、前節で述べたイオンビーム伝播チ

ャンバー内に設置しているグリッド付きファラデーカップ（2.2.2.1.1 節）、及びイオ

ン源内に設置してある L 字型静電プローブ（2.2.2.2.1 節）を使用する。グリッド付き

ファラデーカップはイオンビームの電流密度を、L 字型静電プローブはイオン源内の

各プラズマパラメーターの空間分布を計測するために使用する。また、イオン源の電

位計測を行うために、イオン源と接地の間に電圧を NEC 製 Analog-to-Digital 

Converter （ADC）を使用し計測を行っている。 

 

 

 
図 2.40. イオン源内の L字型静電プローブの位置によるイオンビーム引き出しへの

影響を調べるための実験装置概略図。 

 

 解析手法 

 

イオンビーム伝播チャンバー内に設置しているグリッド付きファラデーカップの

解析手法は 2.2.3.1 節に詳述している。また、イオン源内に設置してある L 字型静電

プローブはシングルプローブ法を用いて計測を行う。シングルプローブの解析手法は

2.2.3.2.1 節に詳述している。 
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 計測結果 

 プローブ位置に対するイオンビーム電流密度の変化 

 

本節で行った実験条件を表 2.5 に示す。L 字型静電プローブの位置を変化させ、イ

オン源電位とイオンビーム電流密度の変化を測定した。計測結果を図 2.45 に示す。

同図は、L 字型静電プローブの印加電圧が 0 V、径方向位置 rprobe = 0 mm の結果であ

る。丸の赤色プロット及び線がイオン源電位 Vchamber、四角の青色プロット及び線が

イオンビーム電流密度 J である。軸方向の測定位置は、Zprobeをイオン源天板 Zprobe = 

140 mm から加速電極近傍 Zprobe = 5 mm まで掃引した。この図より、イオンビーム

電流密度は、Zprobe = 140 mm から Zprobe = 55 mm に至る区間で徐々に減少し、Zprobe 

= 55 mm において最小となり、更に加速電極に接近した領域では急激に上昇してい

ることがわかる。またこの領域では、チャンバー電圧 Vchamberもイオンビーム電流密

度の上昇に伴って急激に上昇している。L 字型静電プローブの Zprobe = 140 mm から

Zprobe = 55 mm への移動伴い、イオンビーム電流密度が減少する理由としては、イオ

ン密度の減少が考えられる。つまり、イオン源内部では中性粒子への電子の衝突によ

って、イオンが生成されている。 L 字型静電プローブを天板側からイオン源内部に

挿入していくにつれて、イオン源内部における絶縁物の割合が大きくなっていくこと

によって、イオン源内部のプラズマが変化し、結果としてイオン生成の妨げとなった

と考えられる。その結果引出されるイオンが減少し、イオンビームの電流密度が減少

したと考えられる。しかし、L 字型静電プローブを加速電極へ接近させた場合にはイ

オンビーム電流密度の上昇が計測された。 次に、L 字型静電プローブを加速電極へ

近づける場合に、イオンビーム電流密度の分布が変化するかについて計測を行った。 

 

 

表 2.7. L 字型静電プローブによるイオンビーム引き出しへの影響計測の各実験条

件。 
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図 2.41. イオン源内の L字型静電プローブの位置によるイオン源電位及びイオンビ

ーム電流密度の依存性。この時、プローブの径方向位置は rprobe = 0 mm である。 

 

 

 イオンビーム分布計測 

 

L 字型静電プローブの位置は、加速電極付近である Zprobe = 5 mm、Zprobe = 55 mm、

及びイオン源天板付近である Zprobe = 140 mm とした。径方向位置は、rprobe = 0 mm

である。実験では Iacc = 100 mA となるように、フィラメント電流 Ifilを調整した。イ

オンビーム電流密度分布の計測結果を図 4.26 に示す。赤、青、緑色の線がそれぞれ、

Zprobe = 140、 55、 5 mm の場合の分布である。同図では、L 字型静電プローブの位

置に関わらずビームプロファイル歪み等の変化は認められない。そして、Zprobe = 5 

mm において電流密度のピークが最も高く、次が Zprobe = 55 mm であり、Zprobe = 140 

mm が最も低いピーク値を示している。 

ここで、Zporbe = 5 mm において電流密度が増加する理由を考察する。図 2.45 に示
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すように、Zprobe = 5 mm では、他の位置に比べてイオン源電位が高くなっている。具

体的には、Zprobe = 55 mm では Vchamber ~ 170 V、Zprobe = 5 mm では Vchamber = ~ 190 

V である。イオン源電位は、引き出されたイオンビームエネルギーとほぼ等しくなる

ことが既に計測されている[65]。つまり。イオンビームエネルギーの上昇によりイオ

ンビームの集束が良くなり、その結果として電流密度が上昇したと考えられる。この

ような推測に基づき、L 字型静電プローブ位置の変更時において、イオンビームエネ

ルギーとイオン源電位の関係を再確認する実験を行った。 

 

 

図 2.42. イオン源内の L字型静電プローブ位置によるイオンビーム伝播チャンバー

内におけるイオンビーム電流密度分布の変化。この時、プローブ径方向位置は rprobe = 

0 mm。 

 

イオンビームエネルギー計測 

 

Zprobe = 5、 35、 55、 110、 140 mm のそれぞれの L 字型静電プローブ位置にお

いて、イオンビームエネルギー Eibとイオン源電位 Vchamber の計測を行った。L 字型

静電プローブの径方向位置は rprobe = 0 mm とし、イオン源の中心軸に沿って掃引し

た。図 2.47 に計測結果を示す。横軸は L 字型静電プローブ位置、縦軸が Vchamber 及

び Eibである。赤線及び丸プロットは Vchamber、青線及び四角プロットは Eibを示して
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いる。Eibはグリッド付きファラデーカップによる r = 0 mm の計測値である。同図よ

り、プローブ位置によらず Vchamberと Eibの差は~4 V 以内であり、ほぼ等しいことが

確認できる。これより、プローブ位置の及ぼす影響は、イオンビームエネルギーとイ

オン源電位でほぼ等しく、両者の関係には変化がないことが確認された。 

以上の結果から、L 字型静電プローブを加速電極近傍に設置した場合にイオンビー

ム電流密度が上昇する理由としては、イオンビームのエネルギーが上昇することによ

り、イオンビームの集束性が向上することに起因していると考えられる。次に、本現

象において L 字型静電プローブを加速電極近傍に設置した場合にイオン源電位が上

昇するメカニズムを検討する。 各プラズマパラメーターは、シングルプローブ法で

計測する。 

 

 

図 2.43. L 字型静電プローブの位置の変化に伴うイオン源電位とイオンビーム電流

密度の変化。この時、プローブ径方向位置は rprobe = 0 mm。●はイオン源電位、■は

イオンビーム電流密度をそれぞれ表している。 
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 シングルプローブ計測 

 

図 2.48 に、L 字型静電プローブの奥行き方向の位置変化に伴う空間電位 Vs、電子

温度 Te、及び電子密度 neの変化を示す。rprobe = 0 mm に L 字型静電プローブを設

置し、Zprobe = 5、 35、 55、 110 mm のそれぞれの L 字型静電プローブ位置におい

て、シングルプローブ計測を行った。同図より、電子密度は L 字型静電プローブ位置

が天板側から加速電極側に移動するに連れて減少していくことが確認された。電子温

度及び空間電位は、L 字型静電プローブ位置が Zprobe = 35～110 mm の領域において

ほとんど変化は見られないが、L 字型静電プローブ位置が Zprobe = 35 mm から加速電

極に近づくに連れて上昇していることが計測された。 

イオン源電位及びイオンビーム電流密度が最大となる位置 Zprobe = 5 mm、rprobe = 0 

mm に L 字型静電プローブを設置し、シングルプローブ計測を行った。図 2.49 に、

この時の電流－電圧特性曲線を示す。同図より、電子温度を意味する線の傾きが 2 つ

存在することが分かる。この 2 つの電子成分を、低エネルギー成分と高エネルギー成

分とに分類する。図中の青い破線が低エネルギー成分による直線、緑の実線が高エネ

ルギー成分による直線をそれぞれ示している。これらの直線に対して、2.2.3.2.1 節で

述べた手法により解析を行った。その結果、低エネルギー成分は電子温度 Te_low ～ 

4.5 eV、 電子密度 ne_low ～ 5.0 × 1016 m-3、そして高エネルギー電子成分は電子温

度 Te_high ～ 33.1 eV、 電子温度 ne_high ～ 6.3 × 1014 m-3であった。このように、

イオン源内の電子に高エネルギー成分が含まれていることが明らかとなり、L 字型静

電プローブの加速電極近傍配置におけるイオン源電位の上昇メカニズムの理解に有

意義な結果が得られた。 
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図 2.44.  L 字型静電プローブの位置の変化に伴う空間電位 Vs、電子温度 Te、及び

電子密度 neの変化。この時、プローブ径方向位置は rprobe = 0 mm。 

 

図 2.45.  L 字型静電プローブを Zprobe = 5 mm、rprobe = 0 mm に設置した時のシン

グルプローブ電流－電圧特性曲線。  
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 考察 

 

前述の実験結果より、L 字型静電プローブを加速電極近傍に設置した場合、イオン

源電位、及びイオンビーム電流密度が上昇するメカニズムについて考察する。 

 

(1) L 字型静電プローブが絶縁物であることによる影響と考えた場合 

 

L 字型静電プローブの概要図（図 2.23）に示すように、L 字型静電プローブの

構成部品はプローブ電極としてのタングステン線、及び保護・絶縁用のアルミナ

管と 90 度曲げ冶具である。同図よりプラズマとの接触部はほぼ絶縁物が占めてい

ることが分かる。図 2.45 ではプローブの印加電圧は 0 V であるが、L 字型静電プ

ローブが加速電極近傍に近づくに従って影響が大きくなっていることが分かる。 

これより、本現象はプローブ電位には関係なく、絶縁物が加速電極へ接近するこ

とによってイオン源電位及びイオンビーム電流密度が上昇する、即ち、絶縁物が

本現象に大きく影響している可能性が高い。  

 

(2) イオン源電位の上昇は、絶縁物が加速電極付近に存在することに伴う電子の損失

が原因であると考えた場合 

 

空間電位の上昇には 2 つの要因が考えられ、それはイオン源内のイオンの増加、

又は電子の減少である。イオン密度のみが増加するためには、外部からイオンを

イオン源内に投入する必要性があるが、本実験系では行っていない。従って、絶縁

物の影響によりイオン源内の電子が減少した可能性がある。ここで、図 2.49 で示

したイオン源内に存在する高エネルギー電子成分について、その生成過程を考え

る。一般に、絶縁物をプラズマ中に挿入すると、電子の運動速度がイオンに比べ非

常に速いため、負に帯電することが知られている。負に帯電すると絶縁物表面に

シースが形成され、イオンは絶縁物表面に衝突し、ニ次電子を放出する。そして、

ニ次電子は、シース内の高電界により加速される。 

この過程を元に、本現象のメカニズムを考察する。図 2.46 に加速電極付近への

絶縁物設置によるイオン源電位の上昇過程の仮説図を示す。 

 

① 絶縁物が負に帯電する。 

イオン源内のプラズマ中では、電子がイオンに比べ非常に速い速度で動い

ているため、プラズマ中に絶縁物を挿入すると絶縁物は一般に負に帯電する。 

 

② 負に帯電した絶縁物にイオンが衝突し二次電子を放出する。 

 絶縁物が負に帯電すると、イオンが絶縁物に向かって衝突する。この時、イ

オンの衝突エネルギーによって、絶縁物表面に付着した電子、又は絶縁物表
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面から二次電子が放出される。 

 

③ 二次電子は、絶縁体表面のシースで絶縁物とは反対方向に加速され高速となる。

その電子は近くの加速電極により多く流入する。 

 生成された二次電子は絶縁物表面が負に帯電しているため、シースで加速

され空間に放出される。この時、絶縁物が加速電極付近にあると、加速電極に

は正電圧が印加してあるため、絶縁物から放出された二次電子の多くは加速

電極に流入する。 

 

④ 高速電子が失われるため空間電位が上昇し、その結果としてイオン源電位が上

昇する。 

 イオン源内プラズマ中において、加速された二次電子が、加速電極に流入

し電子が減少するため、空間電位が上昇する。その結果として、イオン源電位

が上昇する。 

 

以上が、L 字型静電プローブを加速電極近傍に設置した場合に、イオン源電位

が上昇するメカニズムであると推測される。 
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図 2.46. 加速電極付近への絶縁物（誘電体）設置によるイオン源電位上昇過程。①

絶縁物が負に帯電する。②負に帯電した絶縁物にイオンが衝突し付着した電子及び二

次電子を放出する。③二次電子は絶縁物表面のシースで加速されて高速となる。その

電子はイオン源の壁面よりも、より近くの加速電極に流入する。④高速電子が失われ

るため空間電位が正に上昇する。結果として、イオン源電位が上昇する。 
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2.4 まとめ 

 

低エネルギーイオンビームの集束化に関する研究の過程で、凹面型引き出し電極を

使用した低エネルギーイオンビームにおいて、電子を供給し積極的にイオン電荷の中

和を行わない場合にも、低エネルギーイオンビームが集束する自発的集束現象が確認

された。この自発的集束現象が生じる際のイオンビーム電流密度は、電子ビームによ

る電荷中和装置使用時の電流密度より高いこと示されている。更に、電子ビームによ

る電荷中和装置を使用した場合には、イオンビームの電流密度を高い状態に保持する

ために、電子ビームの電流を制御する必要があるが、自発的集束では電荷中和装置を

使用していないため、システムや制御方法を簡略化することができる。従って、自発

的集束現象を用いることで、より高い電流密度の低エネルギーイオンビームを簡略化

した装置で安定的に生成できる可能性がある。しかし、自発的集束現象の発生メカニ

ズムは明らかになっていなかった。このメカニズムを明らかにし任意の制御すること

ができれば原子内包フラーレン生成技術へと適応した際に衝突頻度の向上へとつな

げることができる。そこで、本研究では、自発的集束現象の発生メカニズムの解明を

目標として実験を行った。研究の結果、以下の知見を得た。 

 

(1)  特殊静電プローブを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオンビーム伝播

チャンバー内の径方向の電子密度、及び電子温度の計測を行った。その結果、自

発的集束現が生じた後に、多量の電子が存在していることが明らかとなった。自

発的集束現象が生じる前と比較すると、イオンビーム中心において約 10 倍電子

密度が増加していた。一方、電子温度は自発的集束現が生じた後の方が前に比べ

て低くなることが明らかとなった。これは、電子が多量にイオンビーム中に存在

することによって、イオンビームによる電場が減少し、電子の加速機構が無くな

ったためであると考察した。 

 

(2)  グリッド付きファラデーカップを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオ

ンビーム伝播チャンバー内の径方向のイオンビーム電流密度、及び電子電流密度

の計測を行った。その結果、自発的集束現象が生じる前は、イオンビーム電流密

度が電子電流密度に比べ非常に高くなっていることが明らかとなった。一方、自

発的集束現象が生じた後は、イオンビーム電流密度と電子電流密度がほぼ同じ値

を示し、イオンビーム中にイオンビーム電流密度と電子電流密度が同等量存在す

ることによって、イオン電荷が中和され、発散が抑制されていることが明らかと

なった。 

 

(3)  L 字型静電プローブを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオン源内の電

子密度、電子温度、及び空間電位の 3 次元分布計測を行った。その結果、自発的

集束現象が生じる前後のイオン源内の電子密度、電子温度、及び空間電位の値に
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有意な変化は見られないことが明らかとなり、自発的集束現象とイオン源のプラ

ズマは関係がないことが示された。 

 

実験の結果、以下の考察を得た。 

 

(1)  自発的集束現象のメカニズムに関して、イオンビームエネルギーが、ある閾値

を超えると、チャンバー壁面、ターゲット、及び接地電極等からイオン衝突によ

って二次電子が生成され、これらの電子がイオンの自己電場を中和し、イオンビ

ームの発散を抑制していると考察した。この知見から、イオンビーム伝播チャン

バー内のチャンバー壁面、ターゲット、及び接地電極等を二次電子放出係数の高

い金属とすることで、ボロン原子内包フラーレン生成に必要な運動エネルギー帯

においても積極的に自発的集束現象を用いて、高電流密度の安定的な照射を実現

できる可能性を見出した。すなわち、フラーレンと内包に最適な運動エネルギー

を有したボロンイオンの衝突頻度を向上できることが見出された。 

 

(2)  自発的集束現象の発生メカニズムの解明を進めていく過程で、イオン源内に設

置した L 字型静電プローブを加速電極へ近づけることで、イオンビーム電流密度

が増加する現象を見出した。本現象のメカニズムに関して、L 字型静電プローブ

の誘電体が負に帯電したことで、誘電体へとイオンが加速・衝突し、その衝突に

より付着した電子、及びニ次電子が誘電体から放出され、加速電極にその電子が

損失することで、結果的に空間電位が増加すると考察した。この新たな知見は、

イオン源内の加速電極近傍に誘電体を設置することで、イオン源電位が上昇し、

イオンビームエネルギーを増加させ、結果的にイオンビーム電流密度を増加させ

ることが可能であることを意味している。この知見は、イオン源の設計を考える

上で大きな指針を示すものである。この現象を利用する技術の特許出願（「イオ

ンビーム電流密度増加装置」、藤原大他、特願 2015-163237、2015 年 8 月 20 日）

を行った。 
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第3章 レーザーアブレーション法を用いたイオ

ン源の開発 
 

3.1 はじめに 

 

連続的に定常な高電流のイオンビームを引き出すためには、イオン化される物質の

イオン源内への供給量を適切に制御し、プラズマ生成を定常的に維持する必要がある。

前章（2.1.3.1 節）において、既設の低エネルギーイオンビーム装置に用いられている

イオン源について説明した。このイオン源は、イオン化物質として気体を使用してい

る。しかし、本研究の目的である固体元素由来の物質を用いた原子内包フラーレン生

成を達成するためには、固体物質からプラズマを生成し、高集束・高電流密度低エネ

ルギーイオンビームとしてフラーレンへ照射する技術が必要である。そこで、固体物

質に集光したレーザー光を照射し、固体表面をアブレーションさせ、ガス化及びプラ

ズマ化させることによりイオン源用の高密度固体元素プラズマを生成する手法につ

いて検討した。 

本章では、固体物質へのレーザーアブレーションによる準定常高密度プラズマ源の

実現可能性について基礎実験を行った内容について述べる。 

 

3.2 研究目的及び研究計画 

 

本章では、図 1.3に示す未だフラーレンへの内包化が確認されていない元素の中で、

1.2 節で述べたように特にその応用が期待されている物質であるボロンを対象とした

研究を行う。固体物質として純ボロン固体、及び含ボロン固体である窒化ボロン（BN）

を使用し、レーザーアブレーション法を用いたイオン源を模索するために、レーザー

アブレーションの基礎特性計測を取得すること本章の研究目的とする。その研究目的

を達成するために、以下のような研究計画を立案した。 

まず、レーザーアブレーション実験の研究報告が少ない純ボロン固体に対してレー

ザー光を照射することにより、本研究の実験系において純ボロン固体からレーザーア

ブレーションを生成し、高速度カメラを用いて連続撮影を行うことで、生成されるプ

ルームの大きさに対するレーザーエネルギー依存性及び供給時間を計測する。一般に

プルームとは、中性粒子及び荷電粒子の励起状態からの発光が目視でき、空間分布が

柱状に見えるものと定義される。この高速度カメラ計測によって、プルームの成長に

最適なレーザーエネルギー密度を判断することができる。 

次に、レーザー光を照射する固体物質を、純ボロンから BN に代えて実験を行う。

本実験系におけるレーザーアブレーション法によって、BN 固体表面から生成される

プルーム中の荷電粒子及び中性粒子の運動エネルギーに関して、発光分光計測の一種
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であるドップラーシフト計測を適用し、生成されるレーザーアブレーションプラズマ

の特性把握を行う。 

以上の研究計画を遂行することにより、固体由来の含ボロンプラズマをレーザーア

ブレーションによって生成し、低エネルギーイオンビーム用のイオン源を構築すると

いう本研究の目的に向けたレーザーアブレーションの基礎特性計測を行う。 

 

3.3 レーザーアブレーション法を用いたイオン源装置 

 

 レーザーアブレーション法 

 

レーザーアブレーション法とは、アブレーション閾値以上のエネルギー密度を有す

るレーザー光を固体に照射し、固体表面からの電子放出、光化学反応の誘起、及び熱・

圧力エネルギーへの変換を行い、その結果、固体表面から、中性粒子、荷電粒子、制

動放射による光が短時間に激しく放出され、プラズマが生成される現象である。この

ように生成されたプラズマがレーザープラズマである[82]。   

 レーザーアブレーションの具体例として、本実験で取り扱う純ボロンと同じく半導

体特性を有するシリコンに関し、ナノ秒レーザー照射時の表面現象を挙げる。シリコ

ン表面で生じる現象はレーザーのエネルギー密度によって大きく異なることが報告

されている。図 3.1 に、レーザー光照射時におけるシリコン表面状態の推移過程を示

す[83]。レーザーアブレーション法は、シリコンの場合、レーザー光のエネルギー密

度 Jlaserが 2 J/cm2以上の場合に生じる。このレーザーエネルギー領域では、固体表面

から数層以上の原子が短時間に激しく放出され、レーザーアブレーションが生じる。

これらの推移過程について図 3.2 を用いて説明する。（a）表面の加熱：レーザー光の

電磁場によって固体原子の最外郭電子が伝導帯に励起され、励起された電子が吸収エ

ネルギーの一部を格子に移し、表面層に急激な温度上昇を生じる。（b）表面の溶融：

温度が材料の融点に達すると、過渡的な溶融層が生成される。（c）溶融層のプラズマ

化：温度が沸点まで達し、気化のためのエンタルピーをレーザー光から吸収し、一気

に表面層が気化する。これらの 3 段階で表面状態が変化すると考えられている。その

後、過渡的溶融層から光電効果によって光電子が放出され、放出された電子はレーザ

ー光の電場で加速され運動エネルギーを得る。これを逆制動放射という。加速された

高エネルギー電子は、原子と衝突し、電離を行う。また、レーザー光の集束照射にお

いては、原子が光子と衝突する確率が高くなるため。多光子吸収による原子のイオン

化が生じる場合もある。これらの電離過程により、イオン運動エネルギーが数十 eV

以下のプラズマが生成される。生成されたプラズマはレーザー光との相互作用におい

て、逆制動放射によりエネルギーを吸収するためプラズマ中の電子及びイオン温度が

上昇する。これによって、溶融層表面からの気化が促進され、気化した粒子が電子衝

突によって電離しプラズマ密度が高くなる。このように生成されたプラズマはレーザ

ープラズマと呼ばれ、数十 eV以上の運動エネルギーを持ったイオンが生成される[81]。 
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先行研究では、純ボロン固体、及び BN 固体から生成される粒子密度に関する情報

は報告されていない。ボロンは、周期表では第 13 族の元素であるが、第一イオン化

エネルギーが 8.296 eV とイオン化しにくい性質を持ち、更に 2s22p1の最外殻電子が

sp2混成軌道を形成するほうがエネルギー的に安定であることから、第 14 族元素の炭

素、珪素と類似した性質を示し[84]、更に B-N 結合と C-C 結合は類似点が多く、h-

BN とグラファイトは同様の結晶格子構造を有する[85]。そこで、以上の類似性から

炭素薄膜及びグラファイトを参考にレーザーアブレーションした粒子の密度を考え

る。炭素薄膜のレーザーアブレーションにより生成される炭素中性粒子の密度は～

1018 cm-3であり、炭素イオンの密度は～1013 cm-3であると報告されている[86]。また、

グラファイトのレーザーアブレーションにより生成される電子密度は～1017 cm-3 で

あると報告されている[87]。従って、レーザーアブレーション法によって固体元素由

来の物質から、1013 ～ 1018 cm-3の密度の粒子が放出されると予測される。 

 

 

 

図 3.1. レーザー照射時のシリコン表面状態の推移過程。（a）表面の加熱。（b）表面

の溶融。（c）溶融層のプラズマ化。 
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 実験装置 

 

 キューブチャンバーを用いた実験装置 

 

図 3.2 に、本実験で使用する実験装置の全体写真を示す。また、図 3.4 に実験装置

の概略構成図を示す。実験装置は、レーザー発振器、光学機器、アブレーションプロ

セスを行うチャンバー、及び真空排気装置から構成されている。ナノ粒子を扱うため、

HEPA フィルター空調を備えた環境下に本装置を設置している。 

表 3.1 に本実験で使用した Nd:YAG レーザーの主要スペックを記す。本研究では、

Nd:YAG レーザーとして、Continuum 社製 Powerlite DLS 8000 を使用した。本レー

ザー装置は最大繰り返し周波数 10 Hz、ビーム径 9 mm であり、1,064 nm の基本波

において、最大レーザーエネルギー1,200 mJ/pulse の出力が可能である。更に、脱着

式の KTP（KTiOPO4）結晶を使用することによって、第二高調波の 532 nm におい

て最大レーザーエネルギー600 mJ/pulse の出力が可能である。レーザー波長は、ア

ブレーション物質のエネルギー吸収率の波長依存性に応じて適宜選択した。レーザー

発振器は、連続的にパルス発振を繰り返すとフラッシュランプが発熱するため、

ORION 社製 UNIT-COOLER を使用し、設定温度 18 ℃で常時冷却を行った。 

本研究では、レンズ等の光学機器を用いて光学系を組み、レーザー発振器からのレ

ーザー光をプロセスチャンバーに導いた。主にレーザー波長 1064 nm を使用するた

め、光学機器は全て 1064 nm の波長に合わせて選定を行った。ミラーは、シグマ光

機社製ハイパワーレーザー用誘多膜平面ミラーを使用した。図 3.3 に示すように、レ

ーザー発振器からのレーザー光射出直後にミラーで直角に反射させた。レーザー出射

窓からミラーまでの距離はおよそ 200 mm である。その後、アブレーションプロセス

を行うチャンバーに入射させるために、一段目ミラーから 560 mm の位置に、二段目

のミラーを設置した。ここで、レーザー発振器のレーザー出射窓、一段目ミラー、及

び二段目ミラーは、プロセスチャンバーの入射ガラス窓の高さに合わせた。チャンバ

ー内に設置したターゲットへレーザー光が照射されるように、二段目ミラーを固定し

ているシグマ光機社製ジンバル式ミラーホルダーによって、レーザー光路を上下方向

及び左右方向に調節した。二段目ミラーとレーザー入射窓の間には、レーザーの戻り

光によるレーザー発振器の損傷を防ぐために、1064 nm 専用のアイソレーターと偏

光板をレーザー光路上に設置した。アイソレーター通過後は、シグマ光機社製球面平

凸レンズを使用し、レーザー光を集光させた。焦点距離は 500 mm のレンズを使用し

た。そして、レーザー光の照射面積を増加させレーザーアブレーションの生成範囲を

拡大する、集光レンズとターゲット表面間の距離は、焦点距離よりも短い 450 mm に

設定した。レーザー入射窓には、1064 nm 用の反射防止膜が施されたシグマ光機社製

ハイパワー用反射防止膜付窓板を使用した。透過率は 99 %以上である。  

次に、アブレーションプロセスを行うチャンバーについて説明を行う。チャンバー

内の写真を図 3.4 に示す。レーザーを含ボロン固体へ照射し、含ボロン固体をアブレ



 

 

 

95 

 

ーションさせるチャンバーは、ICF203 のキューブ型チャンバーを使用した。チャン

バーには、真空度を計測するために、ヌードゲージとして ULVAC 社製 WIB-N3、真

空計として ULVAC 社製 GI-TL3RY を使用した。計測範囲は 10-8 ～ 10-3 Torr であ

る。レーザー光が入射するフランジから見て右側面にはガラス窓を設置し、レーザー

アブレーションの様子を観察可能とした。チャンバー内下部には、含ボロン固体支持

用のホルダーとホルダー固定用の支柱を設置した。真空排気は、レーザー光入射窓の

反対側のフランジより行った。ターボ分子ポンプとして SHIMADZU 社製の排気速

度 150 l/s を、ロータリーポンプとして ALCATEL 社製 2012A を使用した。 

 

 

表 3.1. 使用 Nd:YAG レーザーの主要スペック。 

 
 

 

 
図 3.2. レーザーアブレーション法を用いたイオン源実験装置。 
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図 3.3. レーザーアブレーション法を用いたイオン源実験装置の概略構成図。 

 

 

 

図 3.4. チャンバー内。 
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 T 字管を用いた実験装置 

 

図 3.5 に、本実験でドップラーシフト計測のために組み上げた実験装置の概略構成

図を示す。実験を行っていく中で、ドップラーシフト計測とその他の実験を同時に進

めていく必要性が生じた為、専用の実験装置を組み上げた。本実験装置はレーザー発

振器、光学機器、アブレーションプロセスを行うチャンバー、及び真空排気装置から

構成されている。本実験装置も上述の実験装置と同様に、ナノ粒子を扱うため、HEPA

フィルター空調を備えた環境下に本装置を設置している。レーザーアブレーションを

生成に用いるレーザーは上述のレーザーを使用する。 

 本装置では、ミラーは、シグマ光機社製ハイパワーレーザー用誘多膜平面ミラー

を使用した。図 3.5 に示すように、レーザー発振器からのレーザー光射出直後にミラ

ーで直角に反射させた。レーザー出射窓からミラーまでの距離はおよそ 200 mm で

ある。チャンバー内に設置したターゲットへレーザー光が照射されるように、ミラー

を固定しているシグマ光機社製ジンバル式ミラーホルダーによって、レーザー光路を

上下方向及び左右方向に調節した。シグマ光機社製球面平凸レンズを使用し、レーザ

ー光を集光させた。焦点距離は 500 mm のレンズを使用した。そして、レーザー光の

照射面積を増加させレーザーアブレーションの生成範囲を拡大する、集光レンズとタ

ーゲット表面間の距離は、焦点距離よりも短い 450 mm に設定した。レーザー入射窓

には、1064 nm 用の反射防止膜が施されたシグマ光機社製ハイパワー用反射防止膜

付窓板を使用した。透過率は 99 %以上である。  

次に、アブレーションプロセスを行うチャンバーについて説明を行う。レーザーを

含ボロン固体へ照射し、含ボロン固体をアブレーションさせるチャンバーは、ICF203

の T 字管を使用した。チャンバーには、真空度を計測するために、Compact Full Rage 

Gauge として PFEIFFER VACUUM 社製 PKR251、真空計として PFEIFFER 

VACUUM 社製 TPG262 を使用した。計測範囲は 10-9 ～ 103 Torr である。含ボロン

固体表面に対するレーザー光の照射角は 27 度となっている。真空排気は、レーザー

光入射窓の反対側のフランジより行った。ターボ分子ポンプとして VARIAN 社製

Turbo-V70 を、ロータリーポンプとして VARIAN 社製 DS102 を使用した。ドップラ

ーシフト計測を行うための分光セッティングに関しては、3.4.3 節で述べる。 
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図 3.5. ドップラーシフト計測専用実験装置の概略構成図。 
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3.4 計測装置 

 

 レーザーエネルギーメーター 

 

上述のように、レーザーエネルギー密度により、固体表面で生起する物理現象、ア

ブレーションによって生成される物質の種類、生成される物質の運動エネルギーなど

が大きく変化する。従って、毎実験時にレーザーエネルギーを計測する必要がある。

レーザーパワーセンサとして OPHIR 社製サーマルセンサ 15(50)A-PF-DIF18 を、レ

ーザーパワーメーターとして OPHIR 社製 NOVA を使用した。レーザーパワーメー

ターは、実験の開始直前にレーザービームの光路上に設置し計測を行い、 計測後は

取り外す。 

 

 高速度カメラ計測 

 

 高速度カメラとして、フルフレーム 1024×1024 pix、最高 1、550、000 frame/s の

Photron 社製 FASTCAM SA5 を使用し、図 3.3 のチャンバー側面にあるガラス窓か

ら計測を行う（プルーム側面からの計測）。レーザー発振器から出力される Q スイッ

チのシグナルをトリガーとし、レーザー光を固体物質に照射した際に表面から生成さ

れるプルームを計測する。Q スイッチ出力とレーザー光照射のタイミングには±0.5 

ns のジッターが存在する。図 3.6 に Q スイッチ信号を基準としたレーザー照射と高

速度カメラ撮影のタイミングチャートを示す。ここで、Q スイッチからのトリガーは、

5 V の立下りシグナルである。本計測では、プルーム内に存在する励起粒子からの発

光を、分光せずに計測するという簡易的な方法を用いた[88]。  

 

図 3.6.  Q スイッチ信号を基準としたレーザー照射と高速度カメラ撮影時間のタイ

ミングチャート。 
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 ドップラーシフト計測 

 

分光器には、分光計器社製 M-100T、焦点距離 1 m、回折格子溝間隔 2400 

grooves/mm を使用し、ドップラーシフト計測を行った。この分光器には 3 本の入力

用光ファイバーが付設しており、Princeton Instruments 社製のイメージングインテ

ンシファイア付き CCD カメラ（ICCD）を使用することで、同時に 3 箇所の計測を

行うことが可能である。3 本の光ファイバーに入射した光は、ICCD センサー面の上

部、下部および中間部に集光される。ただし、中間部は集光面積が小さく、上部と下

部の発光面が重ならないようにバッファ面として設計されているため、本計測におい

ては使用していない。図 3.7 に、分光器と ICCD カメラの外観写真を示す。本計測で

は、静止波長とドップラーシフト波長をそれぞれ別の光ファイバーを使用し同時計測

を行った。ドップラーシフト計測を行うために、前掲図 3.3 の配置を図 3.8 のように

変更した。本計測では、レーザーが照射されるターゲット表面に垂直な方向（ドップ

ラーシフト波長計測点）及びターゲット表面に平行な方向（静止波長計測点）からプ

ルームの発光を計測する必要がある。そこで、レーザー光をターゲット表面に対して

垂直方向からではなく、斜め方向から照射した。この時、ターゲット表面に対してレ

ーザー照射角度は 60 度以上である。ターゲット表面から放出されるプルームはレー

ザーの入射角度には関係なく、ターゲット表面と垂直な方向に放出される。このため、

レーザー光の入射角度に関係なく、ドップラーシフト波長計測点において、生成され

る粒子の発光を正面から計測することが可能となった。入力光ファイバー先端にはコ

リメーターレンズを装着し計測を行った。 

 次に、ドップラーシフト計測と他の実験を平行して進めていく為に、図 3.5 のドッ

プラーシフト計測専用の実験装置を組み上げた。この時、上述で使用している分光器、

ICCD、光ファイバー、及びコリメーターレンズを使用した。図 3.8 の配置と本配置

が異なる点は、ターゲット表面に対してレーザー照射角度が 30 度以下になっている

点にある。 

 本実験においては、BN をレーザーアブレーションし生成されたボロンの粒子群の

運動エネルギー計測を図 3.8 の設置条件で行い、窒素の粒子群の運動エネルギー計測

を図 3.5 の設置条件で行った。 
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図 3.7. 分光器と ICCD カメラの外観写真。（a）分光器、（b）ICCD カメラ。 

 

 

 

図 3.8. ドップラーシフト計測におけるレーザー入射部、ターゲット部、観測点の配

置。 
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3.5 解析手法 

 ドップラーシフト計測 

 

ドップラーシフトとは、波の発生源と観測者の相対的な速度によって、観測者が観

測する波の周波数が異なる現象である。図 3.9 にドップラーシフトの模式図を示す。

波の速さを c とする。波の発生源 S の速度を us とし、波の進行方向を正、反対方向

を負とする。ある瞬間に S から発出した波面は、単位時間後には距離 c だけ進んだ点

P にある。この時、S は usだけ進んだ点 S’にある。従って、波の発信源がこの単位時

間に送り出した周波数に相当する ν 個のピーク波面は S’と P の間、つまり c – us に

含まれる。よって、作られる波の波長 λ’は 

𝜆′ =
𝑐 − 𝑢𝑠

𝜈
 (3.1) 

となる。静止する観測者 O にたいして、この波は速度 c で伝搬するので、観測者の観

測する周波数 ν’は、c = λ’ν’の関係から 

𝜈′ =
𝑐

𝑐 − 𝑢𝑠
𝜈 (3.2) 

となる[89]。 

 本計測では、レーザーアブレーションによって射出された励起状態にある荷電粒子

及び中性粒子について、発光の静止止波長とドップラーシフト波長を計測する。励起

状態の荷電粒子及び中性粒子は固有の波長で発光する。この固有の発光波長 λ を図

3.8 の静止波長計測点で計測し、ドップラーシフトによって変化した波長 λ’をドップ

ラーシフト波長計測点にて計測を行う。 

 つまり、上記の簡易モデルのように、波の発信源である励起状態の荷電粒子及び

中性粒子が速度 us で波の進行方向に進むとすると、上記 2 方向の波長計測を行うこ

とによって、粒子速度 us を算出することができる。式（3.1）を変換すると、励起状

態の荷電粒子及び中性粒子の速度 usは 

𝑢𝑠 = 𝑐 − 𝜈𝜆′ (3.3) 

となる。更に変換し、 

𝑢𝑠 =
𝜆 − 𝜆′

𝜆
𝑐 (3.4) 

となる。ここで、波の速さ c に光速を代入することによって、速度 usが算出できる。 
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図 3.9. ドップラーシフトの模式図[89]。 
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3.6 実験結果 

 

 高速度カメラによるレーザーアブレーションの観測 

 

本実験においては、レーザーアブレーションのターゲットとして高純度化学研究所

製の純ボロン（純度 99％以上）、直径 10 mm、長さ 20 mm のロッドを使用した。カ

メラは、焦点距離 500 mm の集光レンズを使用し、ターゲットである純ボロンロッド

の表面を集光レンズから 450 mm の位置に固定し実験を行った。本実験はチャンバ

ー内圧力が 10-8 Torr 台で実施した。本実験においては、１）純ボロン固体へレーザ

ー照射した際に生成されるプルームの観測、２）レーザーエネルギー密度に応じたレ

ーザーアブレーションで生成されるプルームの違いの観測、及び３）プルームの供給

時間の計測を行うことを目的とした。 

まず、本実験のセッティングにおけるターゲット表面でのレーザー照射面積 Slaser

を算出する。多くの場合、レーザーを集光レンズで絞るとその強度分布がガウスの指

数関数で表すことができることからガウシアンビームといわれる。ガウシアンビーム

に関する詳細な算出方法は省き、参考文献[88]～[93]を記す。 本研究で用いた

Nd:YAG レーザーもガウシアンビームであるため、固体表面におけるレーザー光照射

面積はガウシアンビーム光学の理論により計算可能である。まず、使用している集光

レンズの焦点スポット半径 w0の計算を行う。集光レンズの焦点距離 Flens、集光レン

ズに入射するレーザービーム径 dlaser、レーザー波長 λlaser、円周率 π を用いて以下の

式で表すことができる。 

2𝑤0 = (
4𝜆𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟

𝜋
) (

𝐹𝑙𝑒𝑛𝑠

𝑑𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟
) (3.5) 

そして、焦点距離から距離 x におけるスポット半径 w(x)は、以下の式で表せる。 

𝑤(x)2 = 𝑤0
2 [1 + (

𝑥𝜆𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟

𝜋𝑤0
2 )

2

] (3.6) 

ここで、集光レンズからターゲット表面までの距離を xtargetとすると、x = Flens－xtarget

となる。算出された w(x)を用いて、Slaser =πw(x)2 を算出できる。3.3 節の設定条件

から、λlaserは 1064 nm、Flensは 500 mm、dlaserは 9 mm、xtargetは 450 mm を代入

し、結果 Slaser = 0.0064 cm2 となった。 

前述の設定時のレーザーエネルギーElaserとレーザーエネルギー密度 Jlaserの関係を

図 3.10 に示す。レーザーエネルギーを Elaser = 200 mJ、300 mJ、400 mJ、500 mJ、

600 mJ とした場合、Slaser = 0.0064 cm2の時、Jlaserは約 30～100 J/cm2で調節する

ことができる。  

図 3.11 に、純ボロンをレーザーアブレーションすることによって生成されるプル
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ーム状態のレーザーエネルギー依存性を示す。（a）は Elaser = 200 mJ、（b）は Elaser 

= 300 mJ、（c）は Elaser = 400 mJ、（d）は Elaser = 500 mJ、（e）は Elaser = 600 mJ

の場合である。レーザー照射面積は固定し、レーザー照射直後の 0 μs から露光時間

6.667 μs で撮影を行った。計測の結果、純ボロンをレーザーアブレーションさせ、プ

ルームを生成できることを確認した。同図より、レーザーエネルギーが増加するにつ

れて、発光した粒子が含まれるプルームが徐々に大きくなっていることが確認できる。

しかし、レーザーエネルギーが Elaser = 500 mJ と 600 mJ を比較すると、プルームの

大きさがほとんど変化していない。これは、１）一度のレーザー照射で生成される励

起し発光した粒子の数が飽和している、又は２）プルーム中に存在する励起し発光し

ている粒子の運動エネルギーが飽和していることが考えられる。１）について説明す

る、レーザーアブレーションによって生成される励起し発光した粒子の数が増加する

と、全体の発光量が増加し、プルームがより大きく発光する。つまり、レーザーアブ

レーションによって生成される励起し発光した粒子の数が飽和したならば、プルーム

の大きさは飽和すると考えられる。２）について説明をする。励起し発光している粒

子は発光寿命があり、励起準位によって決まっている。アブレーションによって生成

される励起準位が同じだと仮定すると、プルームの大きさは励起し発光した粒子が発

光寿命内に飛翔した距離となる。つまり、プルームの大きさが変化しないのは粒子の

運動エネルギーが飽和したためであると考えられる。  

図 3.12 に、純ボロンをレーザーアブレーションすることによって生成されるプル

ーム形状の時間変化を示す。（a）は Elaser = 200 mJ、（b）は Elaser = 600 mJ の場合

を示す。同図より、Elaser に関わらず、プルームの供給時間はレーザーが照射されて

から 6 μs 以下であることが確認された。ターゲット表面の発光は、Elaserが大きいほ

ど発光している時間が長いことが観測された。これは、レーザーエネルギーが大きい

ほうが、固体表面の温度をより加熱できることを示している。 

 

 
図 3.10. 焦点距離 500 mm の集光レンズを使用し、ターゲット表面をレンズから

450 mm にセッティングした場合のレーザーエネルギーElaser とレーザーエネルギー

密度 Jlaserとの関係。 
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図 3.11. 純ボロンをレーザーアブレーションすることによって生成されるプルーム

状態のレーザーエネルギー依存性。（a）Elaser = 200 mJ、（b）Elaser = 300 mJ、（c）

Elaser = 400 mJ、（d）Elaser = 500 mJ、及び（e）Elaser = 600 mJ。（レーザー照射直後

の 0 μs から露光時間 6.667 μs で計測。） 

 

 

図 3.12. 純ボロンをレーザーアブレーションすることによって生成されるプルーム

形状の時間変化。（a）Elaser = 200 mJ、（b）Elaser = 600 mJ。   
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 生成されるボロン粒子・窒素粒子の運動エネルギー

計測 

 

本実験においては、レーザーアブレーションのターゲットとして、デンカ社製 NB-

1000（純度 99.5％以上）、直径 10 mm、長さ 50 mm の BN ロッドを使用した。図

3.13 に、BN をレーザーアブレーションした際に生成されたボロン原子イオンのドッ

プラーシフト計測結果を示す。分光器は、ボロン原子イオンの発光スペクトルである

345.13 nm を計測するために、ICCD の中心を 345.13 nm に合わせている。赤線が

静止波長観測点、青線がドップラーシフト波長観測点で計測した発光強度分布である。

横軸は波長 λ を示しており、ICCD で計測した画像データのピクセル表示を波長に換

算したものである。縦軸は発光強度を示している。赤線は、青線との対比が明確に分

かるように、縦軸の基準を 0.0 から 1.0 に移動して表示している。ドップラーシフト

観測点で計測した青線は、ボロン原子イオンが観測点に向かって移動してくることか

ら波長が短波長側にシフトしている。赤線と青線のボロン原子イオン発光スペクトル

のピーク波長の差を算出し、前述の式（3.4）に代入することで発光粒子の運動エネル

ギーを得る。また、この計測範囲において、BN に含まれていると考えられる不純物

の酸素がイオン化した酸素原子イオン（344.79 nm）の発光も確認できる。 

 

 

 
図 3.13. レーザーアブレーション法によって生成されたボロンイオンを静止波長観

測点とドップラーシフト波長観測点から計測した結果。 
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図 3.14 に、BN をレーザーアブレーションした時に生成されるボロン中性原子と

ボロン原子イオンの運動エネルギーEk とレーザーエネルギーElaser の依存性を示す。

横軸は Elaser、縦軸は Ekである。○のプロットはボロン原子イオン、△のプロットは

ボロン中性原子を示している。ボロン中性原子はElaser が 300 ～ 400 mJにおいて、

プロットが無いのは発光スペクトルが検出できなかったためである。同図より、ボロ

ン中性原子は Elaser が 500 ～ 700 mJ において、Ek が 60 ～ 80 eV でほぼ同じ値

を示した。一方、ボロン原子イオンは Elaser が 300 ～ 400 mJ において、Ek が 110 

eV 前後であることが示され、Elaser が 400 ～ 600 mJ において、 Elaserの増加に伴

い Ek が 110eV から 250 eV まで増加していくことが示された。その後、Elaser が 600 

～ 700 mJ において、 Elaserの増加に伴い Ek が 250 eV から 140 eV に減少するこ

とが示された。結果から、 Elaser を制御することでレーザーアブレーションによって

生成されるボロン原子イオンは Ek を 110 から 250 eV の間で制御できることが示さ

れた。ここで、ボロン原子イオンがボロン中性原子より Ek が大きくなることについ

て考察を行う。本実験の Elaser 域において、プルームが生成されていることから、レ

ーザー光を BN 固体に照射することで図 3.2（c）の過程が生じていることを示してい

る。この過程では逆制動放射によって粒子のイオン化が進み、多価のイオンが生成さ

れる。この時、質量の小さな電子がプルームから飛び出す。結果、プルーム内にイオ

ンが多く存在する層と電子が多く存在する層が形成され、クーロン力によって多価イ

オン程大きな Ek を持って飛び出す。Ek を持った多価イオンは数百 ns の間に原子イ

オンや中性原子に再結合する。これによって上述のボロン中性原子及びボロン原子イ

オンが Ek を持ったことが説明できる。更にボロン原子イオンは多価イオンから一価

になったものが多く含まれるため、Ekは中性原子より大きくなると考察できる。 

図 3.15 に、BN をレーザーアブレーションさせた時に生成される、窒素中性原子と

窒素イオン原子の Ekと Elaserの関係を示す。横軸は Elaser、縦軸は Ekである。○プロ

ットは窒素中性原子、△は窒素原子イオンを示している。窒素原子イオンにおける、

Elaser が 600 mJ のプロットが無いのは、発光スペクトルが明確に計測することがで

きなかった為である。また、窒素中性原子は、Elaser が 800 mJ においてプロットが

無いのは、計測を行っていないためである。同図より、窒素中性原子及び窒素原子イ

オンは、共に Elaser が 300 ～ 600 mJ において、徐々に Ek が増加し、Elaser が 600 

～ 800 mJ において、Ek が約 65 eV に飽和していることが確認できる。以上から、

Elaser を制御することで、レーザーアブレーションによって生成される窒素中性原子

の Ek を 45 から 65 eV の間で調節できることが示された。また、窒素原子イオンの

Ek は、15 から 65 eV の間で調節できることが示された。ここで、図 3.15 の結果が

図 3.14 と傾向が異なる理由について考察を行う。つまり、図 3.14 の考察で述べた通

り、一般にはレーザーアブレーションで生成された粒子群の原子イオンと中性原子の

運動エネルギーを考えた場合、原子イオンの方が高くなることが知られている。しか

し、図 3.15 の Elaserが 300 ～ 600 mJ において、中性原子の運動エネルギーが原子

イオンを上回っている。この詳細な理由は不明であるが、考えられる 1 つの理由とし

て、図 3.14 と図 3.15 の実験装置設置条件が異なることが挙げられる。特に、図 3.15

の場合、3.4.3 節で述べたように、ターゲット表面に対してレーザー照射角度が 30 度
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以下になっている。このため、レーザーの照射径が大きく変化したことやプルームの

生成される方向が変化した可能性がある。もし、プルームの生成される方向が変化し

たとするならば、ドップラーシフト波長が正確に計測されていない為に、上述のよう

な結果が示された可能性がある。 

 

 

図 3.14.  BN をレーザーアブレーションした時に生成されるボロン中性原子(B)と

ボロン原子イオン(B+)の運動エネルギーEkとレーザーエネルギーElaserの関係。 

 

 

図 3.15.  BN をレーザーアブレーションした時に生成される窒素中性原子(N)と窒

素原子イオン(N+)の運動エネルギーEkとレーザーエネルギーElaserの関係。 
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3.7 考察 

 

(1)  レーザーアブレーションによって、BN 固体から生成される粒子密度、及びマ

イクロ波によってプラズマを生成・維持するためのイオン源サイズの考察 

 

本実験で使用した BN ロッドの質量をレーザーアブレーション前後で計測した。そ

の結果、レーザーエネルギー600 mJ の実験条件において、レーザーアブレーション

を 1 回行うと約 7 μg の BN ロッド質量の減少が確認された。つまり、1 回のアブレ

ーションで荷電粒子、中性粒子、及びクラスターの生成量 mab = 7 μg/shot である。

ここで、減少した BN が全て中性原子になっていると仮定すると、1 回のアブレーシ

ョンで放出される粒子数は、 

𝑁𝑎𝑏 [個 𝑠ℎ𝑜𝑡⁄ ] =
𝑚𝑎𝑏

𝑊𝐵𝑁
× 𝑁𝑎 (3.7) 

と表せる。WBNは BN の分子量（25）、Naはアボガドロ数 6.022×1023 mol-1を表し

ている。上記式より、Nab ≈ 1.7×1017 個/shot と算出される。次に、1 回のアブレー

ションで放出される粒子に対する密度 nabを考える。 

𝑛𝑎𝑏 [𝑚−3] =
𝑁𝑎𝑏

𝑉𝑐ℎ𝑎
 (3.8) 

ここで、実験で使用したチャンバーの体積 Vcha はおよそ 3.6×10-3 m3 であるから、

nab ≈ 4.7×1019 m-3 ≈ 4.7×1013 cm-3となる。この結果より、理想気体の状態方程式 p 

= nκT から 1 回のアブレーションで放出される粒子に対するチャンバー圧力 pcha を

計算することができる。気体のガス温度を室温より高い T = 400 K と仮定し、ボルツ

マン定数 κ = 1.38×10-23 J/K を代入すると、pcha ≈ 0.26 Pa ≈ 2.0 mTorr と算出され

る。このチャンバー圧力は、マイクロ波を投入することによって、十分にプラズマを

生成できる状態である。 

しかしながら、実際の実験におけるレーザーアブレーション生成時のチャンバー圧

力とは異なる結果が示されている。チャンバーに設置しているヌードゲージによるチ

ャンバー内圧力計測の結果は、レーザーアブレーション生成時において、1×10-5 Torr

程度であった。これは、レーザーアブレーションによって生成される粒子群の供給時

間が 6 μs 以下と非常に短いために、圧力計の時間応答がない可能性がある。または、

レーザーアブレーションによって生成される粒子群中のクラスターの割合が非常に

高く、気化及びプラズマ化が完全に行われていないために圧力が上昇していない可能

性も考えられる。 

ここで、レーザーを繰り返し周波数 10 Hz で連続運転している時を考える。連続運

転している場合、チャンバーに設置しているヌードゲージによるチャンバー内圧力計

測は、およそ 1×10-5 Torr を保っている。この値をレーザーアブレーションによって
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生成される平均圧力 paveとする。理想気体の状態方程式 p = nκT から平均密度 naveを

算出すると、nave ≈ 2.4×1017 m-3となる。式（3.8）を用いてチャンバー内に存在する

平均粒子数 Naveを算出すると、約 8.7×1014 個となる。マイクロ波の投入によって、

少なくともプラズマを生成するためには平均 0.1 mTorr 以上の圧力が必要であると

考えられる。従って、この条件を満たすイオン源体積を考える。理想気体の状態方程

式より圧力 0.1 mTorr のとき、必要な密度 nreqは 2.4×1018 m-3である。式（3.8）を

用いて、nreq を満たすイオン源体積 Vreq を算出すると、およそ 3.6×10-4 m3 となる。

つまり、立方体のチャンバーを考えると、7.1 cm×7.1 cm×7.1 cm のイオン源を作成

し、イオン源内でレーザーアブレーションによって粒子群を生成することによって、

プラズマ生成が可能な圧力を得ることができる。 

次に、電離の平均自由行程から、プラズマの生成及び維持が 7.1 cm×7.1 cm×7.1  

cm のイオン源で可能であるかを考察する。ボロンの電離断面積 σ は、ボロンに対し

て電子が 30 eV 程度のエネルギーを持つ時、約 4.0×10-16 cm2である[94]。この時の

電子の速度 veはおよそ 3.3×106 m/s である。電離の平均自由行程 λcは次の式で表せ

る。 

𝜆𝑐  [cm] =
1

𝑛𝑟𝑒𝑞 × 𝜎
 (3.9) 

従って、λc = 1.0×103 cm と算出される。ここで、一次電子の消滅までの平均走行距

離 lpe は 14.4 cm である。マイクロ波と投入することによって生成される高エネルギ

ー電子である一次電子を有効に使用して一様な電離を行うためには、λc < lpeである必

要がある。しかし、本条件では前述の条件を満足しない。条件を満足するためには、

チャンバー圧力を一桁以上、上げる必要がある。 

現在の実験装置において、チャンバー圧力が上がらない原因として、レーザー繰り

返し周波数が 10 Hz である点と、粒子群の供給時間の 6 μs 以下である点が上げられ

る。従って、現在使用しているレーザーより高スペックの繰り返し周波数が高く、レ

ーザーパルス幅が長いレーザーを使用することで、チャンバー圧力を上げることがで

き、固体物質を使用しレーザーアブレーションによって粒子群を生成し、マイクロ波

でプラズマの生成及び維持できる可能性がある。 

 

(2)  レーザーアブレーション法によって生成されるイオン運動エネルギーに関す

る考察 

 

レーザーアブレーション法によって生成されるイオンの運動エネルギーに関して、

先行研究の調査を行った。その結果、Wang らの研究によれば、レーザーアブレーシ

ョン法において生成される高エネルギーのイオン粒子はレーザー光を照射する固体

物質によらず、Jlaser に依存し、概ね同じ Ek を持つことが報告されている[95]。この

文献から算出すると、本実験における Jlaser = 30～100 J/cm2で生成されるイオン粒子

の平均 Ekは 400 eV～800 eV となる。Zhang らの研究によれば、BN を波長 355 nm、
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パルス幅 6 ns、Elaser 24 mJ の Nd:YAG レーザーを用いてレーザーアブレーションさ

せ、球状セクター静電エネルギー分析器を用いて各イオンのエネルギー分布計測を行

った結果、B11は Ek = 100 ~ 600 eV、B10は Ek = 100 ~ 500 eV、N は Ek = 100 ~ 600 

eV の広い Ek域のイオンが生成されたことを報告している[96]。つまり、レーザーア

ブレーション法によって生成される粒子群は幅広い Ek 域を有して、放出されること

になる。本ドップラーシフト計測において、B 及び N の中性粒子、イオン粒子の Ek

が、上記の文献の値と異なる理由を次のように考察する。本実験においては、プルー

ム中の発光した粒子のみを計測しており、これら励起されて発光した粒子の持つエネ

ルギーが低いためであると考えられる。レーザーアブレーションによってプルームが

生成され、レーザーエネルギーが粒子のエネルギーに変換する過程において、プルー

ム中には価数の高いイオンが生成される。この時、価数が高いイオンほど電荷が高い

ので、電場の影響を受けて高エネルギーを有するようになる。今回、ドップラーシフ

トの計測では一価のイオンの励起波長に注目し、高エネルギーのイオンである価数の

高いイオンの励起波長での計測を行ったため、高エネルギーのイオンを計測できなか

ったと考えられる。しかしながら、本実験でのドップラーシフト計測により、少なく

とも原子内包フラーレンを生成するために必要な運動エネルギー域の B 及び N の中

性粒子、イオン粒子が存在することは明らかである。 

 

(3)  新しい原子内包フラーレン生成手法の提案 

 

本章の実験において、レーザーアブレーション法により固体物質である純ボロン及

び窒化ボロンからのプラズマ生成が確認された。また、発光スペクトルのドップラー

シフト計測から、レーザーエネルギー制御により、生成される粒子の運動エネルギー

の能動制御が可能であることがわかった。特に、BN を用いた場合に、ボロン原子及

びボロンイオンがフラーレンに内包化されるのに必要とされる 10～200 eV の運動エ

ネルギーをアブレーションによって与えることができることが確認された。更に、窒

素中性原子及び窒素原子イオンは、フラーレンに内包化されるのに必要とされる 80 

eV に近い運動エネルギーを有していることが確認された。これらの結果より、イオ

ンビームによる引き出しを行う必要なく、レーザーアブレーション法のみで原子内包

フラーレン生成に必要な運動エネルギーを当該原子に与えることが可能であること

が見出された。以上により、レーザーアブレーション法で生成された粒子群をフラー

レンへ直接照射することによって、原子内包フラーレンを生成する新しい提案を創出

するに至った。この方法の特長は、粒子の運動エネルギーをレーザーエネルギーの強

度で能動制御が可能であり、高密度の粒子群を生成することでフラーレンとの衝突確

立を向上させることができ、原子内包フラーレン生成装置がより簡便となることであ

る。  
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3.8 まとめ 

  

固体元素（固体物質）を元にした原子内包フラーレンを生成するために、最も重要

な技術である固体物質から効率的に原子、イオンを生成する方法として、レーザーア

ブレーション法を用いたイオン源の開発を行った。特に、固体物質として純ボロン固

体、及び含ボロン固体である窒化ボロン（BN）を使用し、レーザーアブレーション法

を用いたイオン源の構築を図った。グラファイト等の先行研究により、固体物質をレ

ーザーアブレーションすることによって、高密度の粒子群が生成されることが報告さ

れていることから、ボロンを含む固体物質を使用した場合も同様に高密度の粒子群が

生成されることが示唆された。そこで本章では、ボロンを含む固体物質を使用し、レ

ーザーアブレーションの基礎特性計測を行った。研究の結果、以下の知見を得た。 

 

(1)  高速度カメラにより、純ボロン固体から粒子群が生成され、粒子群の供給時

間は 6 μs 以下であることが観測された。 

 

(2)  ドップラーシフト分光計測により、窒化ボロンを用いたレーザーアブレーシ

ョン法で生成される粒子群に含まれている、窒素の原子イオン及び原子、ボロ

ンのイオン及び原子が、原子内包フラーレン生成に必要と推測される運動エネ

ルギー帯（10 – 200 eV）を有していることを見出した。 

 

更に考察として、レーザーアブレーションによって BN 固体から生成される粒子密

度の算出、及びマイクロ波によってプラズマ生成・維持をするためのイオン源サイズ

の検討を行った。その結果、レーザーアブレーションを連続で生成した時の平均密度

naveの算出を行い、nave ≈ 2.4×1017 m-3となることが示された。この結果を持って、

マイクロ波によるプラズマ生成に必要なチャンバー圧力 0.1 mTorr を得るために必

要なチャンバーサイズの算出を行った結果、7.1 cm×7.1 cm×7.1 cm という結果を

得るに至った。次に、得られたチャンバーサイズからボロンの電離の平均自由行程と

一次電子の消滅までの平均走行距離の比較を行った。計算の結果、ボロンの電離の平

均自由行程 λc = 1.0×103 cm、一次電子の消滅までの平均走行距離 lpe = 14.4 cm が得

られた。マイクロ波と投入することによって生成される高エネルギー電子である一次

電子を有効に使用して一様な電離を行うためには、λc < lpe である必要がある。しか

し、本条件では前述の条件を満足しないことが示された。条件を満足するためには、

チャンバー圧力を一桁以上、上げる必要がある。現在の実験装置において、チャンバ

ー圧力が上がらない原因として、レーザー繰り返し周波数が 10 Hz である点と、粒子

群の供給時間の 6 μs 以下である点が上げられる。従って、現在使用しているレーザ

ーより高スペックの繰り返し周波数が高く、レーザーパルス幅が長いレーザーを使用

することで、チャンバー圧力を上げることができ、固体物質を使用しレーザーアブレ

ーションによって粒子群を生成し、マイクロ波でプラズマの生成及び維持できる可能

性がある。 
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本章で得られた結果により、レーザーアブレーション法で生成された粒子群をフラ

ーレンへ直接照射することによって、原子内包フラーレンを生成する新しい提案を創

出するに至ったことから、第４章にて当該研究を進めた内容について詳細に述べる。 
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第4章 レーザーアブレーション法を用いた原子

内包フラーレンの生成 
 

4.1 はじめに 

 

前章において、レーザーアブレーション法を用いたイオン源開発のための基礎実験

を行う過程で、BN のレーザーアブレーションにより生成される窒素とボロンの中性

原子及び原子イオンが、原子内包フラーレン生成に必要とされる領域の運動エネルギ

ーを有して固体表面から真空中に放出されていることが見出された。更に、純ボロン

固体や BN と類似の性質や結合を有しているグラファイトのレーザーアブレーショ

ン研究を指標とすることで、レーザーアブレーションで生成される粒子密度、及び電

子密度が非常に高いことが示され、固体表面から数十 mm の空間においても同様に

高密度の粒子群が伝播することが示されている[96]。これにより、レーザーアブレー

ション法で生成された高密度粒子群をフラーレンへ直接照射することによって、原子

内包フラーレンを生成するという新規手法を考案するに至った。本章では、この手法

を実証することを目的として行った実験の内容、及び原子内包フラーレンの生成を確

認するために行った各種計測結果について述べる。 

 

4.2 研究目的 

 

 本研究目的は、レーザーアブレーション法を用いたイオン源の開発のための基礎実

験を行う過程において、新たに着想した新規原子内包フラーレン生成方法、即ち、レ

ーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成方法の実証を行うことで

ある。 

 本提案手法を実証するために、既に計測手法が確立された原子内包フラーレンを生

成し、内包化を確認することで実施する。そこで本研究では、レーザーアブレーショ

ンさせる固体物質として、前章同様に BN を使用し、真空中で昇華させたフラーレン

と BN から生成される粒子群を衝突させることによって、窒素原子内包フラーレン

（N@C60）の生成を試みる。そして、N@C60 の生成確認のために、電子スピン共鳴

（ESR: Electron Spin Resonance）計測により、フラーレンに内包された窒素原子に

由来する信号の検出を行う。また、ESR 計測結果と紫外可視吸収分光（UV-Vis: 

Ultraviolet – Visible Absorption Spectroscopy）計測結果を用いて、本提案手法の生

成率を算出する。 
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4.3 原子内包フラーレンの新たな生成プロセスの提案 

 

 原子内包フラーレンの物理的生成方法の一つとして、図 4.1 に、レーザーアブレー

ション法を用いた新規な原子内包フラーレン生成システムの概略図を示す。まず、本

生成方法に用いる主要構成部品を説明する。構成部品はレーザー発振器、内包用固体

物質、内包用固体物質を支える回転支柱、フラーレン昇華用坩堝、坩堝を加熱するヒ

ーター、プレート、プレートを冷却する冷却装置、プロセス用真空チャンバー、及び

真空排気装置である。 

レーザー発振器は、レーザー光を生成し、レーザー光発振する。レーザー光はアブ

レーションを行うために集光レンズで集束され、Jlaserを調節した上で内包用固体物質

表面に照射される。 

内包用固体物質は、フラーレンへ内包させる原子を含む固体物質である。内包用固

体物質は目的の原子内包フラーレン生成率を上げると共に、不純物の生成を抑えるた

めに、内包を目的とする原子の配合率及び純度が高いものを使用することが望ましい。

また、形状はロッド形状が好ましい。その理由は、以下の通りである。 

内包用固体物質を支える回転支柱は、原子内包フラーレンの生成量を増加させるた

めに必要な長時間稼働において、最も重要な構成部品である。内包用固体物質にレー

ザー光が照射されるとレーザーアブレーションが生じ、レーザー光照射範囲の数 μm

の表面層が蒸発する。つまり、同じ部分に繰り返しレーザー光を照射しレーザーアブ

レーションを行うと、固体表面が窪むことになる。これによって、3 つの問題が生ず

る。1）レーザーアブレーションによって生成される粒子群の放射角度が変化するこ

とに伴い、フラーレンと粒子群の衝突量が変化する。2）照射面積が変化することに

伴い、照射面のレーザーエネルギー密度が大きく変化し、生成される粒子群の運動エ

ネルギー制御性が低減する。3）内包用固体物質をレーザー光が貫通し、粒子群が生

成されなくなる。従って、内包用固体物質のレーザー光被照射面の形状を保持するた

めに、被照射面を移動させてレーザー光を照射することが必要となる。そこで、内包

用固体物質の形状をロッド形状とし、ロッドの連続回転によりレーザー光が同じ部分

に照射されることを防ぐ方法を採用した。更に、レーザーアブレーションの特性から、

生成されるプルームはレーザー光照射面に対して垂直に放出されるため、ロッド回転

後も常に同じ方向へプルームを放出することができる。更に、回転支柱の稼働領域を

上下にも拡げることにより、内包用物質のロッド表面の有効利用が可能となる。 

フラーレン昇華用坩堝は、原子内包フラーレンの原料であるフラーレンを封入し、

熱によって昇華したフラーレンの蒸気を内包元素の粒子群が存在している空間、及び

プレート表面へ放散させる役目を担っている。 

ヒーターは前述のフラーレン昇華用坩堝を熱する装置である。フラーレンの昇華温

度は約 300 ℃であるため、ヒーターは上記坩堝をフラーレン昇華温度以上に加熱す

る能力が必要となる。 

プレートは生成物を回収するために、フラーレン昇華体の固体相への相変化を促進

させる冷却装置と接しており常時冷却されている。材質は、熱伝導性が良く、熱変形
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の小さい非磁性体を用いる。ここでは、モリブデンを用いた。 

プレートを冷却する冷却装置は、プレートを常時冷却するものである。冷却装置は

水冷式であり、冷却したイオン交換水を銅のプレート冷却部に循環供給する。 

プロセス用真空チャンバーは、上記の主要部品を設置できる空間を有し、チャンバ

ー内での作業性を考慮して選定する。 

真空排気装置は、プロセス用真空チャンバーを真空に排気するために使用される。 

 

次に、本生成方法の原子内包フラーレン生成過程を説明する。 

 

(1) フラーレンをフラーレン昇華用坩堝へ封入し、ヒーターに設置後、内包用固体

物質の回転支柱への設置、冷却装置へのプレート設置を行う。その後、プロセ

ス用真空チャンバーを真空排気装置によって、真空状態にする。 

 

(2) ヒーターを加熱することで上記坩堝内のフラーレンを昇華させ、プレートと内

包用固体物質の中間領域に昇華したフラーレンを放散させる。このとき、冷却

装置にはイオン交換水が常時供給され、プレートを冷却している。昇華したフ

ラーレンは前述の中間領域に滞留すると共に、一部はプレートに達しプレート

上で冷却され固体として堆積する。 

 

(3) 内包用固体物質表面にレーザー光を照射し、レーザーアブレーションにより多

量の粒子（約 1018 cm-3の高密度粒子群）を生成する[96]。この時、照射するレ

ーザーエネルギーを制御することによって、内包化に適した運動エネルギーの

中性原子及び原子イオンを生成し、プレートに向かって放出させる。 

 

(4) 内包化に適した運動エネルギーを有する中性原子、原子イオンが、プレートと

内包用固体物質の中間領域に滞留するフラーレン、及びプレートに堆積したフ

ラーレンに衝突する。この衝突によって、目的とする原子を内包した原子内包

フラーレンが生成される。 

 

(5) 生成された原子内包フラーレンは、プレートに薄膜として堆積する。以上のプ

ロセス終了後、プレートを取り出し、生成物質を分離することにより、目的の

原子内包フラーレンを取得する。 

 

以上が、本生成方法のプロセスである。当該生成方法の原理実証をするために、実

際に実験装置を組み上げた。次節に、本生成方法の実証実験を行うための装置につい

て説明を記す。 
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図 4.1. レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成システム概念

図。 
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4.4 実験装置 

 

本節では、原子内包フラーレンの高効率生成の為の新たな原子内包フラーレン生成

装置について説明する。実験装置は、第 3 章で使用したレーザーアブレーション実験

装置を改造することで、レーザーアブレーションを用いた原子内包フラーレン生成装

置とした。第 3 章の実験装置に対して新たに設けた部分は、フラーレン昇華装置（フ

ラーレン昇華用坩堝、ヒーターなど）、生成物回収装置（プレート、冷却装置など）、

及び内包用固体物質回転装置（内包用固体物質、回転支柱など）である。これらの新

規装置について下記に説明を記す。 

図 4.2 に、レーザーアブレーションを用いた原子内包フラーレン生成装置の写真を

示す。  

 

 
図 4.2. レーザーアブレーションを用いた原子内包フラーレン生成装置。 

 

 フラーレン昇華装置 

 

 フラーレン昇華用坩堝 

 

図 4.3 に、フラーレン昇華用坩堝の写真を示す。フラーレン昇華用坩堝は、フラー

レンを入れる坩堝部分とフラーレンの吹き出し方向を制御する坩堝蓋で構成されて

いる。坩堝及び蓋は、一部を除いて無酸素銅を使用している。無酸素銅は熱伝導率が

高いため、坩堝全体を均一な温度に保つことにより、坩堝内に封入したフラーレン全
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体の加熱が可能である。また、後述のヒーターは坩堝の底面から熱輻射によって加熱

する。従って、坩堝全体の均一な加熱には、坩堝素材の高い熱伝導性が要求される。

坩堝は底面からの熱を効率よくフラーレンへ伝達するために、底面積を広くした。 

坩堝の加熱温度は、フラーレンの昇華状態に大きく影響を与えることが知られてい

る[97,98]。つまり、原子内包フラーレンの生成手法において、フラーレンの昇華工程

は重要なものである。Cho らは、フラーレンを昇華させる温度を 750 ℃から 950 ℃

に上昇させたことにより、生成する原子内包フラーレンの生成率を約 10 倍向上させ

ることができると報告している[42]。本研究においても、高効率な生成を目指す上で、

上述の温度まで坩堝を加熱する必要がある。しかし、昇華温度の上昇は、単位時間あ

たりに昇華するフラーレン量を増加させ、坩堝に封入したフラーレンが短時間の間に

昇華してしまうという問題が生じる。更に、単位時間に多量のフラーレンが昇華する

と、レーザーアブレーションによって放出される粒子群の粒子数より大きくなってし

まう。すなわち、プレート上に堆積する物質のほとんどがフラーレンとなり、生成率

が低下する原因となる。そこで、本フラーレン昇華用坩堝は、封入したフラーレンを

可能な限り長い時間を掛けて昇華させる設計を施した。まず、坩堝蓋部の下部に設置

した交換式オリフィス蓋である。これは、オリフィスの効果によって坩堝からの昇華

フラーレン放出を制限する働きと、坩堝内の圧力を上昇させることによってフラーレ

ンの蒸気圧を上昇させ昇華速度を下げる働きをしている。交換式オリフィス蓋は無酸

素銅で製作し、オリフィス径はφ1 mm とした。次に、モリブデンメッシュである。

モリブデンメッシュは交換式オリフィス蓋とノズル構造部の中間に設置される。モリ

ブデンメッシュはニラコ社製線径 0.03 mm、150 mesh/inch を使用し、約 100 枚重

ねて坩堝蓋とオリフィス蓋で挟んで圧縮している。これも、フラーレンの放出を制限

するための工夫である。 

坩堝蓋部はテーパー状の煙突構造をしている。これは、昇華フラーレンを真空中に

放出する際、プルームの生成領域に広く分布させるためである。また、この部分に銅

メッシュを設置し、煙突部内での昇華フラーレンの温度低下を低減している。銅メッ

シュはニラコ社製線径 0.11 mm、100 mesh/inch を使用した。 
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図 4.3. フラーレン昇華用坩堝。 

 

 ヒーター 

 

フラーレン昇華用坩堝の加熱に用いるヒーターは、ナガノ社製のヒーターを使用し

た。図 4.4 にヒーターの全体写真を示す。ヒーターは ICF203 のフランジと一体型と

なっており、フランジには冷却水用の水路が設けてある。実験中は、常時冷却水によ

ってフランジを冷却している。 

冷却水は、空冷式チラー、SMC 社製 HRS 024 により温度を 16 ℃に保ち、イオン

交換樹脂 ORGANO G-10 を通したイオン交換水を循環させている。図 4.5 に、冷却

用の空冷チラーとイオン交換樹脂の写真を示す。 

冷却されているフランジは熱電対の出力端子を 2 本備えている。発熱部として C/C

コンポジット部が備わっており、SUS カバーで覆われている。これは、昇華したフラ

ーレンや内包用固体物質のアブレーションによって生成された粒子が、C/C コンポジ

ット部、電極部、絶縁部などに流入することを防ぐためである。ヒーター上部には、

リフレクターを設置した。 

リフレクターは、ヒーターの上にフラーレン昇華用坩堝を設置後、その上から被せ

て設置する。リフレクターには溝が有り、フラーレン昇華用坩堝のノズル部がリフレ

クター上部から突き出す構造となっている。リフレクターの役割は、C/C コンポジッ

トが生成した熱の損失を低減し、フラーレン昇華用坩堝の温度を保持するためである。 
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図 4.6 に、ヒーター上部の C/C コンポジットと熱電対の写真を示す。まず、発熱部

である C/C コンポジットについて説明する。C/C コンポジットは炭素繊維を芯材とし

た炭素繊維強化複合材料で構成され、耐熱性と耐衝撃性に優れ、不活性雰囲気中にお

いては約 3,000 ℃まで加熱することが可能である。本装置に使用している C/C コン

ポジットヒーター容量は約 3 kW（42 V－72 A）であり、抵抗値は常温で約 0.98 Ω、

1,000℃で約 0.59 Ω である。次に、ヒーター上部に備え付けてある 2 本の熱電対につ

いて説明する。熱電対は K タイプを使用している。C/C コンポジット上に石英を挟ん

で設置されているのが、C/C コンポジット用熱電対である。もう一方は、フラーレン

昇華用坩堝に挿入するフラーレン昇華用坩堝用熱電対である。これらの熱電対によっ

て、C/C コンポジットとフラーレン昇華用坩堝の温度を計測している。また、フラー

レン昇華用坩堝用熱電対を計測することによって、ヒーターの温度制御を行っている。

図 4.7 に、ヒーターコントローラーの写真を示す。原子内包フラーレン生成において

重要なフラーレン昇華用坩堝の温度を制御するために、ヒーターコントローラーとし

てチノー社製 SY1121-00 を使用した。ヒーターコントローラーは坩堝の温度を熱電

対で計測し、フィードバック制御により坩堝温度を制御している。フィードバック制

御には、Proportional-Integral-Derivative（PID）制御が用いられている。 

  

 

 

図 4.4. ヒーター全体。 
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図 4.5. 冷却用チラーとイオン交換樹脂。 

 

図 4.6. ヒーター上部の C/C コンポジットと熱電対。 

 

図 4.7. ヒーターコントローラー。 
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 生成物回収装置 

 

 図 4.8 に、生成物回収装置の写真を示す。この装置は ICF203 のフランジと一体型

になっており、冷却装置は支持部を介してフランジに固定されている。この支持部に

は、冷却装置を水平方向に可動するために長穴が掘削されており、これによりプレー

トの位置を内包用固体物質から 17.5 ～ 32.5 mm の間で調節することができる。冷

却装置は、プレート、銅ブロック、水路管から構成されている。まず、プレートの説

明をする。図 4.9 に、プレートの写真を示す。プレートは、94 mm×58 mm×3 mm

のモリブデン製の板である。プレートの冷却のために、銅ブロックと接する部分は同

図の 85 mm×58 mm の部分である。長穴のある 9 mm×62 mm の部分は、プレート

の銅ブロックへ取付け時、及び取り外し時に使用する持ち手部分である。また、プレ

ート中央部に開いている直径 5 mm の穴はレーザー照射用の穴であり、レーザーがこ

の穴を通り内包用固体物質に照射される。これは、内包用固体物質がロッド形状にな

っているため、レーザー光が照射される方向にプルームを生成することで、固体表面

が徐々に蒸発し表面状態が変化しても、光学系を調節することを必要とせず、プレー

トへレーザーアブレーションによる生成粒子を効率良く放射する工夫である。もし、

レーザー光が照射される方向にプルームを生成しない場合には、レーザーアブレーシ

ョンのために固体表面の状態が変化してしまいプルームが生成される方向が徐々に

変化してしまう問題が生じる。 

次に、銅ブロックについて説明する。銅ブロック内部には、プレートを冷却するた

めの冷却水を流通させる水路を設けている。冷却水は、銅ブロック上部にある水路管

より供給され、反対側の水路管からチラーへと循環している。冷却水路は、ヒーター

のフランジ冷却用の循環系と接続している。銅ブロックは、プレートをスライド式に

脱着する仕組みになっている。スライド部には板バネが内蔵されており、プレートを

取り付けると銅ブロックに密着して保持される仕組みとなっている。プレート取り付

け状態において、プレート中央部のレーザー照射用穴が貫通するように、銅ブロック

にも同様の穴が設けてある。更に、銅ブロックは内包用固体物質と 30 度の角度をな

すように支持部に固定されている。これは、フラーレン昇華用坩堝から放出される昇

華フラーレンをプレートへ効率良く堆積させ、レーザーアブレーションによる生成粒

子群を効率的に照射するためである。更に、支持部と銅ブロックは電気的に絶縁され

ているため、プレートには電圧を印加することも可能な構造としてある。 
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図 4.8. 生成物回収装置。 

 

 

図 4.9. プレート。 
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 内包用固体物質回転支柱 

 

 図 4.10 に、内包用固体物質回転支柱の写真を示す。この回転支柱は、内包用固

体物質ホルダー、支柱、xyz 軸ステージ、回転導入機、及びモーターで構成されてい

る。内包用固体物質ホルダーは、ロッド形状をした内包用固体物質を支柱に固定する

ための部品である。支柱は、回転導入機の軸に取付けられている。回転導入機は、

HERMETIC & SEAL TECSAM 社製 RRM-275 を使用した。この回転導入機にはモ

ーターが取り付けられており、オリエンタルモーター社製モーターコントローラー

Vexta SG8030 により、回転方向や回転速度を制御する。図 4.11 に、モーターコント

ローラーの写真を示す。本コントローラを用いたモーターの自動制御により、長時間

の連続実験が可能である。回転導入機は xyz 軸ステージに取り付けられており、実験

前に内包用固体物質の位置調整を正確に行うことができる。xyz 軸ステージ x 軸方向

に＊＊mm、y 軸方向に＊＊mm、z 軸方向に＊＊mm 駆動することが可能である。 

 

 

 

図 4.10. 内包用固体物質回転支柱。 



 

 

 

127 

 

 

図 4.11. モーターコントローラー。 

 

 計測装置 

 

ここで、第 3 章の実験系から追加した計測装置について述べる。追加した計測装置

は、温度の時間変化を記録するためのデータロガーYOKOGAWA 社製 DL716（周波

数帯域 DC～20 kHz（－3 dB）、サンプリングレート 10 MS/s、レコード長 64 M ワ

ード、チャンネル数 16、ビット数 16）である。本装置は、フラーレン昇華用坩堝と

C/C コンポジットの温度計測用熱電対からの信号を取得し記録するために使用した。 
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4.5 プロセス実証実験 

 

 本節では、レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成プロセスの

実証実験結果について記す。プロセス実証実験としては、第一にフラーレン昇華実験、

第二にフラーレンへの原子内包化実験を実施した。フラーレン昇華実験は、フラーレ

ン昇華用坩堝の種々の加熱条件下において、フラーレン昇華の様子を観測し、原子内

包化実験を行う上で重要となる坩堝の最適な加熱条件の探索を行った。原子内包化実

験では、内包化物質として BN を用い、フラーレン昇華実験で得られた最適な坩堝加

熱条件において、N@C60生成を目指した実験を行った。 

 

 フラーレン昇華実験 

 

まず原子内包化実験を行う前段階として、フラーレン昇華に関する基礎実験を行っ

た。フラーレンは、フロンティアカーボン社製 nano purple ST 純度 99 ％を使用し

た。フラーレン昇華を行う際に考慮すべき点は、以下の 3 点である。1）フラーレン

に付着した不純物を取り除く、2）ヒーターコントローラーの PID 制御値の最適化を

行い、可能な限り迅速にフラーレン昇華用坩堝の温度を目標温度まで上げる、そして、

3）多量のフラーレンが一気に昇華する現象を避ける。以下、それぞれについて説明

を行う。 

 

1）フラーレンに付着した不純物の取除 

本プロセス実証実験で使用するフラーレンは、市販のフラーレンを使用する。フ

ラーレンは広い表面積を有していることから、多孔質物質と同様に、多量の溶媒を

吸蔵することが知られており、特に空気中においてフラーレンは光照射により酸化

する。そこで、実験を行う際は、まずフラーレンに付着している不純物を除去する

必要がある。先行研究によれば、フラーレンと化学結合しておらず物理的に付着し

ている酸素は、真空中において 180 ℃以上で加熱することによって除去すること

ができると報告されている[1]。そこで、フラーレンを昇華温度帯に加熱する前に、

坩堝を 60 分間 250℃に保ち、不純物の除去を行った。 

 

2）迅速な目標温度までのフラーレン昇華用坩堝温度の上昇 

 原子内包化実験では、できるだけ多量の生成物を作成するために、約 60 分のレ

ーザー照射を行う。原子内包化実験はフラーレン昇華用坩堝の温度を 800 ℃にな

った時点で開始することとした。これは上述のように、750 ℃から 950 ℃で内包

効率が上昇すると報告されているからである。従って、フラーレン昇華用坩堝が

800 ℃に到達後、60 分間フラーレンを昇華し続ける必要がある。しかし、フラー

レンは 300 ℃から昇華を開始するため、目標温度 800℃へ到達するまでに時間を

要した場合、目標温度到達以前に坩堝内の全てのフラーレンが昇華してしまう可能
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性がある[99]。すなわち、可能な限り迅速に目標温度までフラーレン昇華用坩堝の

温度を上げる必要がある。 

 

3）多量のフラーレンが一気に昇華する現象の回避 

前項では、フラーレン昇華用坩堝の温度をできるだけ早く上げる必要があると述

べたが、その一方で、急激な温度上昇は避けなければならない。なぜなら、フラー

レンを急激に温度を上昇させた場合、液体の突沸現象と同様に、大量のフラーレン

が一気に昇華してしまう現象が発生し、坩堝内のフラーレンが極めて短時間のうち

に消失してしまうからである。従って、この現象を回避しつつ、可能な限り迅速に

目標温度までフラーレン昇華用坩堝の温度を上げるオペレーションを探索しなけ

ればならない。 

 

 上述した考慮するべき課題を解決するために、ヒーターコントローラーの PID 制

御において、種々のパターンの制御値設定を試みた。その結果得られた最適な PID 制

御値を表 4.1.に示す。以下では、このフラーレン昇華オペレーションを使用して、原

子内包化実験を行った。 

 

 

 

表 4.1. 最適化したヒーターコントローラーの PID 制御値。 
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 原子内包化実験 

 

 レーザーアブレーションを用いた原子内包フラーレン生成プロセスを実証するた

めに、実際に原子内包化実験を行った。本実験においては、レーザーアブレーション

のターゲットとして、デンカ社製 NB-1000、純度 99.5 ％以上、直径 10 mm、長さ

50 mm の BN ロッドを使用した。目標とする原子内包フラーレンは、既に、生成が

確認されている N@C60 である。光学系のセッティングは、第 3 章と同様である。レ

ーザーエネルギーは、第 3 章の結果から、プルームの大きさが最大となり飽和してい

ると考えられる 600 mJ に設定した。この時、レーザーアブレーションによって生成

するプルーム中には、幅広いエネルギー帯で粒子が存在する。シミュレーションによ

って見出された内包化に必要な Ekは 80 eV であり、このエネルギー前後の窒素原子

イオン及び窒素中性原子も存在する。また、レーザーアブレーションによって生成さ

れるプルーム内の粒子密度が最も高くなると考えられる中央部 20 mm×20 mm のみ

を採取するために、プレート上に SUS 製のマスクを設置し、プレートに付着する生

成物を制限した。図 4.12 に、プレートと SUS フィルムによるマスキングの写真を示

す。 

 次に、表 4.1.の温度制御で原子内包化実験を行った場合について、ヒーター温度と

フラーレン昇華用坩堝温度の時間変化、及びフラーレン昇華用坩堝温度に応じたオペ

レーション過程を図 4.13 に示す。それぞれのオペレーション過程を説明する。まず

図 4.13①においては、フラーレンの不純物の除去のために、坩堝温度 250 ℃に設定

して 60 分間加熱を行った。図 4.13②では、目標温度 800 ℃まで可能な限り迅速にフ

ラーレン昇華用坩堝温度を上昇させた。この時、フラーレンが一気に昇華する現象を

避けるために、600 ℃までは 50 ℃/min で坩堝温度を上昇させ、その後 800 ℃まで

は昇温速度を 10 ℃/min に変更した。図 4.13③では、坩堝温度が 800 ℃に到達後に、

レーザー照射を開始した。この時、内包用固体物質回転装置を稼働させ、フラーレン

とプルームを衝突させ原子内包フラーレン生成を試みた。図 4.14 に、内包用固体物

質にレーザーが照射され、プルームがフラーレンの存在領域に照射されている様子の

写真を示す。ヒーターによる坩堝加熱は 800 ℃に到達後 60 分経過した時点で停止

し、レーザーの照射はフラーレン昇華用坩堝が 700 ℃を下回った時点で停止した。

これは、上述でも説明した Cho らの研究によって、フラーレンを昇華させる温度を

750 ℃から 950 ℃に上昇させることにより、生成する原子内包フラーレン生成率の

向上が報告されているからである[98]。図 4.13④は、フラーレン昇華用坩堝の冷却過

程である。坩堝温度がおよそ 100 ℃になった時点で真空排気装置を停止し、チャン

バー内に窒素ガスパージを行、チャンバー内を大気圧力に戻した後に、チャンバーを

開放し、生成物が堆積しているプレートを取り出した。 
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図 4.12. プレートと SUS フィルムによるマスキング。 

 

図 4.13.  表 4.1.の温度制御で原子内包化実験を行った時のヒーター温度とフラー

レン昇華用坩堝温度の時間変化、及びフラーレン昇華用坩堝温度に応じたオペレーシ

ョン過程。①フラーレンの不純物の除去。②目標温度までの加熱。③レーザー照射に

よる原子内包化。④坩堝の冷却。 
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図 4.14. 内包用物質にレーザーが照射され、プルームがフラーレンの存在する領域

に照射されている写真。 
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4.6 実験結果 

 

 窒素原子内包フラーレン生成の確認 

 

 生成物の分離作業 

 

 図 4.15 に、レーザーアブレーションを用いた原子内包フラーレン生成実験後の堆

積プレートの写真を示す。原子内包フラーレン生成プロセスにより得られた生成物が、

プレート表面に堆積していることがわかる。この生成物には、目的の生成物である原

子内包フラーレン以外の物質が多数含まれている。それらは、空のフラーレン、内包

用固体物質のクラスター粒子、炭素と内包用固体物質の化合物等などの不純物である。

試料分析を行うためには、生成物から原子内包フラーレンを分離する必要がある。そ

こで、トルエンを用いてフラーレン類とその他の物質を分離した。フラーレン類は無

極性溶媒であるトルエンに溶融するため、容易にその他の物質と分離することができ

る[1]。Ruoff ら[100]、Scrivens ら[101,102]、及び Sivaraman ら[103,104]によって、

トルエンに対するフラーレンの溶解度は 2.15 ～ 2.9 mg/ml であると報告されてい

る。また、多くの原子内包フラーレンは、フラーレンと同様にトルエンへ溶融するこ

とが報告されている[1]。本実験おいて、計測目標である N@C60 もトルエンへ溶融す

ることが報告されている[95]。従って、図 4.15 のプレートに対して、フラーレン類の

溶融に十分な量のトルエンを使用し、プレートからフラーレン類をトルエンへ溶融さ

せた。トルエンを使用する作業を行う為、以下のトルエンへの溶融作業はドラフトチ

ャンバー内で行った。まず、トルエンをプレートへ滴下することにより、生成物全て

をプレートから剥離させた。トルエン液中に流し込んだ。次に、超音波撹拌機により

固形生成物を含んだトルエン溶液を撹拌し、フラーレン類のトルエンへの溶融を促進

した。その後、メンブレンフィルター（穴径 0.1 μm）を用いてトルエン溶液を濾過す

ることで、トルエン液中に溶融したフラーレン類とその他の非溶融生成物を分離した。

図 4.16 に、濾過後のフラーレン類だけを溶融したトルエン溶液の写真を示す。トル

エンに溶融したフラーレンの種類（Cn（n = 60、 70、 76、 78、 80、 82・・・））に

よって、トルエン溶液の色が変化することが報告されており[104]、図 4.16 で示す溶

液が紫色の場合は、トルエン溶液中に多く溶融するフラーレンによるものである。今

回の場合は、C60フラーレンである。図 4.17 に、濾過作業において濾紙上に分離され

たフラーレン類以外の生成物を示す。これら分離された生成物質やトルエン溶液は、

それぞれ別々のバイアルに封入し、日光を遮蔽し、温度を－20 ℃に保った冷凍庫に保

存した。N@C60は大気雰囲気中で酸化され、N@C60の外殻に酸素が結合する。この結

合した酸素が、熱や紫外線によって、フラーレン内部の窒素原子をフラーレン外に排

出する現象が報告されている[105]。すなわち、バイアルに封入し、低温の遮光環境下

にて保存を行うことにより、酸素、熱、及び紫外線に起因する N@C60の損失を防ぐこ
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とが可能となる。 

 

 

図 4.15. 原子内包フラーレン生成実験後のプレート表面の様子。黒い部分が、堆積

物を示す。 

 

 

図 4.16. 濾過後のトルエン溶液。薄紫色であることがわかる。 

 

 

 

図 4.17. 濾紙に残った残渣。 
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 電子スピン共鳴分光計測 

 

窒素原子内包フラーレンの生成を確認するために、電子スピン共鳴（Electron Spin 

Resonance: ESR）分光装置を使用した。本研究では、この分光装置を ESR 装置、そ

の計測を ESR 計測と称する。ESR 計測法は、原子核、電子、及び中性子などのスピ

ンを計測する磁気共鳴分光計測法の一種である。一番の特徴は、計測する物質の状態

（気体、液体、固体）に関わらず、フリーラジカルや常磁性物質の濃度、構造、電子

状態、及び電子分布などを計測することができる点にある。 

次に、ESR 計測法の原理を簡単に説明する。図 4.18 に電子スピン共鳴の原理を示

す。フリーラジカルの不対電子状態は、上向きと下向きスピンの 2 つの状態をとり、

これらは無作為な配向をしている。通常、上向きと下向きのスピンは、全体として打

ち消し合っている状態であるが、外部磁場（H0）を与えることにより、磁場方向に平

行なスピン Ms = －1/2（βスピン）と逆方向のスピン Ms = 1/2（αスピン）に分離

し、エネルギー差が生じる。これが、ゼーマン分裂現象である。ゼーマン分裂のエネ

ルギー差は磁場の強さに依存する。ここに、αスピンとβスピンのエネルギー差に等

しい電磁波（マイクロ波）を照射すると、電子スピン共鳴が起こり、βスピンがαス

ピンのエネルギー状態に変化する。つまり、αスピンのエネルギー準位を E+、βスピ

ンのエネルギー準位を E−とすると、それぞれ、 

𝐸+ = (+
1

2
)𝑔𝛽𝐻0 (4.1) 

𝐸− = (−
1

2
)𝑔𝛽𝐻0 (4.2) 

となり、そのエネルギー差は 

Δ𝐸 = 𝐸+ − 𝐸− = 𝑔𝛽𝐻0 (4.3) 

となる。照射するマイクロ波の光子エネルギーを hν とすると、 

ℎ𝜈 = 𝑔𝛽𝐻0 (4.4) 

となるときに、電子スピン共鳴が起こる。この電子スピン共鳴が生じた時のマイクロ

波の吸収を計測することを ESR 計測という。ここで、g は電子の g 因子、β はボーア

磁子、H0は磁場、h はプランク定数、ν はマイクロ波の周波数である[106-108]。 

次に、本研究における ESR 計測に使用した装置等を説明する。本研究の ESR 計測

では、ESR 装置として Bruker 製 Elexsys E500 を使用した。ESR 装置はマイクロ

波ユニット、電磁石、分光計、及びコンピューターで構成されている。図 4.20 に、
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ESR 装置の外観写真を示す。計測に使用した試料管は、X-band 用、直径φ5 mm、 

試料管先端が石英管となっている。表 4.2.に、ESR 計測時の設定項目および設定値を

示す。計測に使用した試料は、4.6.1.1 節で作成した生成物中のフラーレン類が溶融し

ているトルエン溶液である。 

図 4.20 に、トルエン溶液試料の ESR スペクトルを示す。横軸は磁場強度、縦軸は

共鳴マイクロ波の吸収スペクトルの一次微分（ESR 信号強度）である。室温条件下、

マイクロ波周波数 9.77 GHz、マイクロ波出力 0.2 mW にて計測を行った。図 4.20 よ

り、等間隔に並ぶ線幅の狭い 3 本の吸収線が確認できる。窒素原子は電子スピン S = 

3 / 2 を有し、14N 原子核が核スピン I = 1 を持っているため、この 3 本線は超微細相

互作用によって分裂した 14N 原子の電子スピン遷移に起因する核スピンの磁気量子

数 MIが+1、0、‐1 に相当する[109,110]。Murphy ら[111]の先行研究によれば、フラ

ーレンに内包された 14N に起因する ESR スペクトルが報告されている。この先行研

究による ESR スペクトルを図 4.20 と比較すると、一致していることが確認された。

つまり、本研究で提案・構築した原子内包フラーレン生成プロセスは、内包用固体物

質として BN を使用した場合に、N@C60 の生成が可能であることが実証されたこと

になる。  

 

 

図 4.18. 電子スピン共鳴の原理概念図[106]。 
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表 4.2. 内包実験における生成物分析時の ESR 装置の設定条件。 

 

 

 

図 4.19. ESR 装置の外観。 
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図 4.20. トルエン溶液試料の ESR スペクトル。 
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4.7 生成率の算出 

 

本研究で実施したレーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成方

法を他の生成方法と比較する為に、原子内包フラーレン生成率の算出を行った。生成

率を算出する方法については幾つか報告されているが、本研究では、Cho らによって

計算された、ESR 計測と UV-Vis 計測の結果を用いた N@C60 の生成率算出法を適用

した[98]。この算出方法は、生成量が微量な場合においても算出が可能であるという

メリットがある。生成率の算出は、4.6.1.1 節で生成したフラーレン類が溶融している

トルエン溶液を用いて行った。この溶液中には、空のフラーレンと窒素内包フラーレ

ンが溶融している。この溶液の ESR 計測により、N@C60のモル濃度（MN@C60 (mol/l)）

が算出される。また、UV-Vis 計測を用いた吸収スペクトル測定により、空のフラー

レンと原子内包フラーレンの合計量（MC60mix (mol/l)）を算出することができる。 

上述の結果を用いると、生成率は以下の式のように表すことができる。 

生成率 [%] =
𝑀𝑁@𝐶60

𝑀𝐶60𝑚𝑖𝑥
× 100 (4.5) 

ここで、MC60mix中に含まれる N@C60は、空のフラーレンと比較すると微量であると

考えられるため、MC60mix は 空のフラーレンの量（MC60 (mol/l)）と等しいと近似で

きる。従って、生成率は、 

生成率 [%] =
𝑀𝑁@𝐶60

𝑀𝐶60
× 100 (4.6) 

と表すことができる。そして、式（4.6）を用いて本実証実験における生成率を算出し

た。以下に、式（4.6）中の MN@C60、及び MC60 について、それぞれの算出方法を記

す。 

 

 ESR 計測による窒素原子内包フラーレンモル濃度算

出 

 

本節では、トルエン溶液に溶融している N@C60のモル濃度に関して、ESR 計測を

用いた算出方法について説明する。まず、ESR 計測において、同じスピン数を持つ物

質ならば、モル濃度が等しい場合には信号の形状によらず積分強度は一定になること

が報告されている[112-114]。つまり、モル濃度が不明な溶液と同じスピン数を持つ標

準試料を用いて所定のモル濃度の溶液を作成し、両者の ESR 計測を行い、その結果

を比較することにより、モル濃度が不明な溶液のモル濃度を算出することができる。

N@C60は、窒素ラジカルと同じスピン数を有しているため、窒素ラジカルの標準試薬
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を使用することによって、MN@C60を算出することができる。そこでまず、窒素ラジカ

ルの標準試薬として 4-ヒドロキシ-2、2、6、6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル

（TEMPOL）を使用し、窒素ラジカルのモル濃度を調節したサンプル作成を行った。

図 4.21 に、窒素ラジカルの標準試薬 TEMPOL を示す。本実験で使用した TEMPOL

は、SIGMA-ALDRICH 社製の純度 97 ％のものを使用した。N@C60計測と同一条件

にするために、TEMPOL をトルエンへ溶融させた。図 4.22 に、TEMPOL をトルエ

ンに溶融させた試料を示す。作成した試料の ESR 計測時における ESR 装置の設定条

件を表 4.3.に示す。 

図 4.23 に、窒素ラジカル標準試薬 TEMPOL をトルエンに溶融した試料の ESR 信

号強度、並びに ESR 信号強度の 2 回積分値（ESR 信号の面積）を示す。（a）は窒素

ラジカルモル濃度が 1.12 × 10－6 mol/l である。（b）は窒素ラジカルモル濃度が 1.31 

× 10－7 mol/l である。横軸は磁場強度、左側縦軸は ESR 信号強度、右側縦軸は ESR

信号強度の 2 回積分値を示している。窒素ラジカルモル濃度の異なる試料について

ESR 計測を行い、窒素ラジカルモル濃度と ESR 信号の 2 回積分に関する検量線を作

成した。窒素ラジカルモル濃度と ESR 信号の 2 回積分は比例関係になることが報告

されているので、検量線のフィッティングは一次関数で行った。その結果を図 4.24 に

示す。この検量線を用いて、窒素原子内包フラーレンのモル濃度を算出する。図 4.25

に、本実験で作成したトルエン溶液について、ESR 信号強度、及びその 2 回積分値の

結果を示す。本計測は、表 4.3 の設定条件で行った。横軸は磁場強度、左側縦軸は ESR

信号強度（実線）、右側縦軸は ESR 信号強度の 2 回積分値（破線）を示している。同

図から算出された ESR 信号強度の 2 回積分値を図 4.24 の検量線と比較すると、

MN@C60 = 5.34×10-8 mol/l と算出された。次に、MC60の算出を行う。 

 

表 4.3. 窒素ラジカル標準試料の測定における ESR 装置の設定条件。 
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図 4.21. 窒素ラジカルの標準試薬 TEMPOL の写真。 

 

 

図 4.22. 窒素ラジカル標準試薬 TEMPOL をトルエンに溶融した試料の写真。 
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図 4.23. 窒素ラジカル標準試薬 TEMPOL をトルエンに溶融した試料の ESR 信号

強度（実線）、及び ESR 信号強度の 2 回積分値（破線）のグラフ。（a）は窒素ラジカ

ルモル濃度が 1.12 × 10－6 mol/l である。（b）は窒素ラジカルモル濃度が 1.31 × 10－7 

mol/l である。この場合、2 回積分値はそれぞれ（a）5.76、（b）0.86 となる。 
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図 4.24. 窒素ラジカルモル濃度と ESR 信号強度の 2 回積分値に関する検量線。 

 

 

図 4.25. 実験で得られた生成試料の ESR 信号強度（実線）、及び ESR 信号強度の 2

回積分値（破線）のグラフ。この場合、2 回積分値は 0.11 となる。 
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 UV-Vis計測によるフラーレンモル濃度算出 

 

本節では、UV-Vis 計測を用いたトルエン溶液に溶融しているフラーレンのモル濃

度 MC60の算出方法について説明する。本計測は、UV-Vis 計測装置として HITACHI

社製 U-3310 形分光光度計を使用した。図 4.26 に、UV-Vis 計測装置を示す。 UV-Vis

は、可視・紫外分光法とも呼ばれ、原子核や分子の周りに存在する電子が、エネルギ

ーの低い軌道から、よりエネルギーの高い軌道への遷移する際の光吸収を測定する方

法である。吸収されるスペクトルは、物質に固有であり、その吸収率はモル濃度に比

例するため、計測した吸収率からモル濃度が算出できる。フラーレンは、335 nm に

固有の吸収波長を有しており、この波長における吸収率とモル濃度に関する検量線を

作成することによって、トルエン溶液に溶融している MC60 を算出することができる

[105]。 

まず、検量線を作成するために、フラーレンをトルエンに溶融させたサンプルを作

成した。サンプル作成には、実験で使用したフラーレンと同じ試料を用いた。表 4.4

に、計測時の UV-Vis 装置の設定値を示し、図 4.27 に作成したサンプルを用いて UV-

Vis 計測を行った結果を示す。図 4.27 において、横軸は波長、縦軸は吸収率を表して

おり、プロットの色の違いは C60のモル濃度を表す。赤は MC60 = 8.99×10-6 mol/l、青

は MC60 = 1.65×10-5 mol/l、緑は MC60 = 2.28×10-5 mol/l、黒は MC60 = 4.95×10-5 mol/l、

橙は MC60 = 9.89×10-5 mol/l をそれぞれ示している。この結果から、335 nm の吸収

率と MC60 を用いて検量線を作成した結果を図 4.28 に示す。直線近似した検量線は、

吸収率と C60のモル濃度に比例関係があることを示している。 

この検量線を用いて、本実験で作成したトルエン溶液の MC60 を算出した。このト

ルエン溶液は MC60 が高いため、本計測で使用している UV-Vis 装置では 335 nm の

光がほとんどフラーレンに吸収され吸収率を計測することが不可能であった。そこで、

トルエン溶液から 100 μl 取り出し、そこへトルエンを 2,000 μl 滴下することによっ

て、計測用の希釈トルエン溶液を作成した。図 4.29 に実験で得られた生成試料に対

する UV-Vis 計測結果を示す。その結果、希釈したトルエン溶液は MC60 = 5.62×10-5 

mol/l と算出され、本実験で作成したトルエン溶液は MC60 = 1.18×10-3 mol/l と算出さ

れた。この MC60 値、及び前節で得た MN@C60 値から、式（4.6）を用いて生成率を算

出すると、生成率は 4.5 × 10-3 %であった。 

以上の結果を元に、次節にて考察を行う。 

 

表 4.4.  UV-Vis 装置の設定条件。 
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図 4.26. UV-Vis 装置の写真。 

 

 

 

図 4.27. フラーレンのトルエン溶融試料に対する UV-Vis 計測結果。赤（実線）MC60 

= 8.99×10-6 mol/l、青（破線）MC60 = 1.65×10-5 mol/l、緑（荒破線）MC60 = 2.28×10-

5 mol/l、黒（一点破線）MC60 = 4.95×10-5 mol/l、橙（二点破線）MC60 = 989×10-5 mol/l)。 
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図 4.28. フラーレンモル濃度と UV-Vis 計測による 335 nm の吸収率に関する検量

線。 

 

 

図 4.29.  実験で得られた生成試料に対する UV-Vis 計測結果。 
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4.8 考察 

 

本研究において考案・実証した方法であるレーザーアブレーションを用いた原子内

包フラーレン生成方法に関して、前述までのように、他の生成方法による生成率との

比較を行った。本実証実験において、生成目的物質である N@C60の生成率を ESR 計

測と UV-Vis 計測を用いて算出した結果、その生成率は 4.5 × 10-3 %であった。これ

は、現在報告されている最も高い窒素原子内包フラーレン生成率 0.8 %[98]と比較す

ると、約 1/180 となる。そこで、本プロセスの生成率の向上の可能性について、次に

考察する。 

 

(1) レーザーの高スペック化による生成率向上。（生成率向上係数 k1） 

 本プロセス実証実験で使用した Nd:YAG レーザー（波長～1 μm）は、繰り返

し周波数 10 Hz、パルス幅 6 - 8 ns であった。このレーザーを、市販されている

高スペックの CO2レーザー（波長～10 μm）に変更する事によって、繰り返し周

波数 1000 Hz、パルス幅 60 - 150 ns にすることが可能である。これにより、繰り

返し周波数が 100 倍、更に、パルス幅が 10 - 19 倍となる。これらを掛け合わせ

ると、少なくともおよそ 1000 倍の生成率の向上が見込まれる。ただし、レーザ

ー波長が約 10 μm となることにより、固体物質表面でのエネルギー吸収率に変化

が生じるため、吸収率を上げるための研究を参照する必要がある。また、パルス

幅が長くなった際、アブレーションによる粒子群の放出がどのように変化するか

の研究も必要になってくる。 

 

(2) レーザーエネルギー密度の最適化、及びレーザー照射面積の最適化による生成率

向上。（生成率向上係数 k2） 

前章で述べた様に、Wang ら[95]は、レーザーアブレーションで生成されるイ

オン粒子の平均 Ekが、レーザーエネルギー密度 Jlaserにより一意的に定まること

を示している。本プロセス実証実験における Jlaserは約 100 J/cm2であり、上記論

文の理論によればイオン粒子の平均 Ekは約 700 eV と推定される。この Ekは 1.5

節で紹介した原子内包フラーレン生成シミュレーションにおいて、N@C60生成に

必要とされた値と比較すると非常に高いことが分かる。従って、生成率を向上さ

せるためには、Jlaserを調節することによって、内包用固体物質から生成される粒

子群の Ek を制御する必要がある。Jlaser を下げるには、集光レンズと内包用固体

物質の距離を短縮し、レーザー光の照射面積を増大させることにより可能である。

そうすることで、照射面積の増大による粒子群の生成量増加も期待できる。この

ように、レーザーエネルギーやレーザー光の照射面積の選定を通して Jlaser を最

適化し、原子内包フラーレン生成の生成率向上を図ることが必要である。これに

よって、少なくとも約 10 倍の生成率の向上が見込まれる。 

 

(3) レーザー照射開始時の最適化による生成率向上。（生成率向上係数 k3） 
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レーザー照射の開始前とレーザー停止後に、プレートに堆積した多量の空のフ

ラーレンが、生成率低下の一因である。本実験プロセスにおいて、フラーレンは、

レーザー光照射開始前からプレートへ堆積し始めている。なぜなら、フラーレン

の昇華温度は約 300 ℃であり、本実験におけるレーザー照射の開始は、坩堝温度

が 800 ℃に到達した時点からである。つまり、図 4.13 からレーザー光照射開始

前の 20 分強の間、プレートにフラーレンの堆積が進行している。更に、同図か

ら、レーザー照射の停止後、フラーレン昇華用坩堝の冷却プロセスに入るが、坩

堝温度が 700 ℃から 300 ℃まで低下するまでに 60 分間以上を要しており、この

間も坩堝内に残っているフラーレンのプレートへの堆積が進行する。このように、

内包用固体物質から粒子群の周期的照射が行われていない時間帯においても、プ

レートへのフラーレン堆積が進行することが生成率低下の一因である。これを改

善するために、坩堝温度が 300 ℃以上の領域では常にレーザー照射を行うか、レ

ーザー照射を行っていない時間帯においては、フラーレンがプレートへ堆積しな

いように工夫することによって、生成率向上が見込まれる。 

 

(4) フラーレン昇華速度制御による生成率向上。（生成率向上係数 k4） 

 今回の実験における、フラーレン昇華用坩堝の温度制御は、PID 制御を用いて

行った。これによって、フラーレン昇華用坩堝からのフラーレンが急激な昇華に

より突発的に吹き出す現象の抑制、及び 800 ℃までの短時間での温度上昇を成功

した。しかし、フラーレン昇華速度、つまり昇華量の精密な時間制御は行えてい

ない。生成率を上げるためには、Campbell ら[47]の研究で行われているように、

単位時間あたりに生成されるプレート上でのフラーレンの膜厚を制御する必要が

ある。そのためには、坩堝内の残留フラーレンに対して、投入するヒーター電力

量を制御し、フラーレン昇華用坩堝からプレートへ供給されるフラーレン量を一

定にする必要がある。これによって、生成率向上が見込まれる。 

 

以上の改善をすべて行えたと仮定すると、改善後の生成率は以下の式のように表せ

る。 

改善後の生成率 [%] = 現在の生成率 × 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4 [%] (4.7) 

ここで、現在の生成率は 4.5 × 10-3 %、（1）による生成率向上係数 k1は 1000 倍、（2）

による生成率向上係数 k2は 10 倍、（3）による生成率向上係数 k3、（4）による生成率

向上係数 k4である。従って、改善後の生成率は、 

改善後の生成率 [%] = 45 × 𝑘3 × 𝑘4 [%] (4.8) 

となり、少なくとも 45 ％になる可能性を示している。この値は、現在報告されてい

る最も高い窒素原子内包フラーレン生成率 0.8 %と比べて非常に高いことから、本手
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法が、生成率が非常に高くなる可能性を原理的に有した画期的な原子内包フラーレン

生成手法となり得ることを示唆している。 

  

次に、上述の改善を行うことによって患者一人が BNCT に使用するボロン原子内

包フラーレンを生成するために必要なプロセス時間について考察を行う。本実験にお

いては、ボロン原子内包フラーレンの生成量が非常に微量であるために感度に満たず、

当該粒子生成の有無を既存の計測システムにおいて確認することができない。ここで

は、窒素原子内包フラーレンと同量の生成量があると仮定し算出を行う。本実験から、

1 時間あたりに生成されるボロン原子内包フラーレン量（窒素原子内包フラーレン量）

mB@C60は以下の式で算出できる。 

𝑚𝐵@𝐶60 [𝑔 ℎ⁄ ] = 𝑀N@C60 × 𝑉𝑡𝑜𝑙 × 𝑊𝐵@𝐶60 (4.9) 

ここで、MN@C60 はトルエン溶液中の窒素原子内包フラーレンモル濃度（5.34×10-8 

mol/l）、Vtolはトルエン溶液の体積（本実験では 50 ml のトルエンを使用）、WB@C60は

ボロン原子内包フラーレンの分子量（730）である。従って、mB@C60 = 7.8×10-7 [g]と

算出される。 

 現在、脳腫瘍の患者に投与しているボロン製剤は 5 g となっている[40]。これを患

者一人が BNCT に使用するボロン原子内包フラーレンの量 mreqとする。この量を生

成するのに必要な時間を t とすると、 

𝑡 [ℎ] =
𝑚𝑟𝑒𝑞

𝑚𝐵@𝐶60 × 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4
=

256

𝑘3 × 𝑘4
 (4.10) 

となる。つまり、上述の（1）と（2）の生成率改善を行えば、256 時間で生成可能で

あることが示された。また、上述の（3）と（4）の生成率改善も行えば、更に短縮で

きる可能性を示している。そうすると、実用化を十分に検討できることを示している。 
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4.9 まとめ 

 

第 3 章の研究結果から、レーザーアブレーション法で生成された高密度粒子群をフ

ラーレンへ直接照射することによって、原子内包フラーレン生成する新たな手法を考

案した。本章では、固体物質を原材料とする原子内包フラーレンの生成方法に関して、

新規生成手法として、レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成方

法を提案すると共に、その生成手法を実証するための装置を設計、製作し、プロセス

実証実験を行った。研究により、以下の結果が得られた。 

 

(1)  既に計測手法が確立されている窒素原子内包フラーレンの生成を試みることに

より、新たな手法のプロセス実証実験を行った。その結果、窒素原子内包フラー

レンが生成されていることを ESR 計測により確認した。つまり、本手法を用いて、

固体物質を利用し、原子内包フラーレンを生成することが可能であることを実証

した。そして、この生成手法の特許出願（「内包フラーレン生成装置及び生成方

法」、藤原大、板垣宏知、榊田創、箕輪祐貴、池原譲、岡崎俊也、飯泉陽子、金

子俊郎、特願 2016-161077、2016 年 8 月 19 日）を行った。 

 

(2)  プロセス実証実験の生成目的である N@C60 の生成率を ESR 計測と UV-Vis 計

測を用いて算出した結果、生成率 4.5 × 10-3 %という結果を得た。 

 

 上述の結果より、本研究で提案・開発したレーザーアブレーション法を用いた原子

内包フラーレン生成システムは、固体物質を原材料とした原子内包フラーレンを生成

できるシステムであることを実証した。しかし、当該手法を用いて原子内包フラーレ

ンの量産化を進めるには、生成率を更に向上する必要がある。今後は、考察で述べた

レーザーの高スペック化、レーザーエネルギー密度の最適化、レーザー照射面積の最

適化、レーザー運転時間の制御、及びフラーレン昇華量の精密制御を行うことによっ

て、原子内包フラーレンの生成率が大幅に向上することが期待される。 

 

 今後は、上記改善を行っていくと共に、ボロン原子内包フラーレン生成の有無に

ついて確認を行う必要がある。例えば、生成の確認の 1 つの方法として、高エネル

ギー加速器研究機構における X 線吸収微細構造計測による検証が考えられる。 
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第5章 結論 
 

本研究は固体元素（固体物質）を元に、従来以上に高効率に原子内包フラーレンを

生成するための基盤技術を確立することを目的として行った。特に、中性子捕捉療法

で使用する生体適合性の高いボロン中性子補足製剤として、期待されているボロン原

子内包フラーレンに関して、新たな生成方法の指針を得ることを具体的な目的とした。  

固体元素（固体物質）を元にした原子内包フラーレンを生成するためには、1）固体

物質から効率的に原子、イオンを生成し、2）生成した原子、イオンを内包に適した運

動エネルギー帯まで加速することが必要である。更に、原子内包フラーレンの生成率

を上げるためには、3）フラーレンと内包する物質の衝突頻度を増加させる必要があ

る。これらを満たす生成方法として、高集束・高電流密度の低エネルギーイオンビー

ム、及びレーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生成方法を提案した。

まず、整備した低エネルギーイオンビームは、衝突させるイオンを内包化に必要なエ

ネルギーとして、精度良く再現性を持って 10 eV から 1000 eV の間で制御すること

ができる。しかし、低エネルギーイオンビームは、イオンビームを集束させて、イオ

ンビーム焦点部近傍において高電流密度を得ることが課題となっている。そこで第 2

章では、低エネルギーイオンビームの高集束化に関する研究を行った。次に、イオン

ビームのイオンの供給源であるイオン源に関する研究を行った。本提案手法では、固

体物質から効率的に原子、イオンを生成することが求められている。そこで、固体か

ら直接、多量の中性粒子、及び荷電粒子を生成できるレーザーアブレーション法に注

目をし、第 3 章では、レーザーアブレーション法を用いたイオン源の開発を行った。

第 4 章では、第 3 章の研究を行っていく中でレーザーアブレーション法を用いた原子

内包フラーレン生成に関する新しい発想を得たため、上述の提案したイオンビームに

よる原子内包フラーレンの研究と並行して、新たに考案したレーザーアブレーション

法を用いた原子内包フラーレン生成に関する研究を行った。以下に、それぞれの章で

得られた結論を記す。 

 

第２章 低エネルギーイオンビームの高集束化に関する研究 

 

凹面型引き出し電極を使用した低エネルギーイオンビームの集束化に関する研究

の過程において、電子を供給し積極的にイオン電荷の中和を行わない場合に、低エネ

ルギーイオンビームが自発的に集束する現象が確認された。この自発的集束現象が生

じる際のイオンビーム電流密度は、電子ビームを用いた電荷中和時の電流密度より高

いことが示されている。更に、電子ビームによる電荷中和装置を使用した場合には、

イオンビームの電流密度を高い状態に保持するために、電子ビームの電流を常時制御

する必要がある。一方で、自発的集束では電荷中和装置を使用していないため、シス

テムや制御方法を簡略化することができる。しかしながら、この自発的集束現象の発

生メカニズムは明らかとなっていなかった。この発生メカニズムを明らかにして任意

に制御することができれば、原子内包フラーレン生成実験に適用した際に、衝突頻度
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の向上へとつなげることが期待できる。そこで本研究では、自発的集束現象の発生メ

カニズムの解明を目標として実験を行った。研究の結果、以下の知見を得た。 

 

(1)  特殊静電プローブを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオンビーム伝播

チャンバー内の径方向の電子密度、及び電子温度の計測を行った。その結果、自

発的集束現が生じた後に、多量の電子が存在していることが明らかとなった。自

発的集束現象が生じる前と比較すると、イオンビーム中心において約 10 倍電子

密度が増加していた。一方、電子温度は、自発的集束現が生じた後の方が、その

前に比べて低くなることが明らかとなった。これは、電子が多量にイオンビーム

中に存在することによって、イオンビームによる電場が減少し、電子の加速機構

が無くなったためであると考察した。 

 

(2)  グリッド付きファラデーカップを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオ

ンビーム伝播チャンバー内の径方向のイオンビーム電流密度、及び電子電流密度

の計測を行った。その結果、自発的集束現象が生じる前は、イオンビーム電流密

度が電子電流密度に比べ非常に高くなっていることが明らかとなった。一方、自

発的集束現象が生じた後は、イオンビーム電流密度と電子電流密度がほぼ同じ値

を示し、イオンビーム中にイオンビーム電流密度と電子電流密度が同等量存在す

ることによって、イオン電荷が中和され、発散が抑制されていることが示唆され

た。 

 

(3)  L 字型静電プローブを用いて、自発的集束現象が生じる前後のイオン源内の電

子密度、電子温度、及び空間電位の 3 次元分布計測を行った。その結果、自発的

集束現象が生じる前後のイオン源内の電子密度、電子温度、及び空間電位の値に

有意な変化は見られないことが明らかとなり、自発的集束現象とイオン源内のプ

ラズマ状態とは関係がないことが示された。 

 

以上の実験の結果を元に、以下の考察をそれぞれ行った。 

 

(1)  自発的集束現象のメカニズムに関して、イオンビームエネルギーがある閾値を

超えると、チャンバー壁面、ターゲット、及び接地電極等からイオン衝突によっ

て二次電子が生成され、これらの電子がイオンの自己電場を中和し、イオンビー

ムの発散を抑制していると考察した。この知見から、イオンビーム伝播チャンバ

ー内のチャンバー壁面、ターゲット、及び接地電極等を二次電子放出係数の高い

物質とすることで、ボロン原子内包フラーレン生成に必要な運動エネルギー帯に

おいても自発的集束現象を用いて、高電流密度の安定的な照射を実現できる可能

性を見出した。すなわち、フラーレンと内包に最適な運動エネルギーを有したボ

ロンイオンの衝突頻度を向上できることが見出された。 
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(2)  凹面型引き出し電極を用いた低エネルギーイオンビームにおける、原子内包フ

ラーレンの生成率、及び生成量に関する見積りを行った。Campbell らによるイ

オン注入法を用いた原子内包フラーレン生成をベースとして比較を行い、本研究

対象ではイオンビームエネルギー100 eV において中心付近で 0.8 mA/cm2を照射

することが可能であり、Rb@C60の生成率を約 54%、1 時間あたりの生成量を約

40 μg にすることが可能であることを示した。 

 

更に、自発的集束現象の発生メカニズム解明を進めていく過程で、イオン源内に設

置した L 字型静電プローブを加速電極へ近づけることで、イオンビーム電流密度が増

加する現象を見出し、この現象のメカニズムについて考察を行った。 

 

(1)  本現象のメカニズムは、L 字型静電プローブの誘電体が負に帯電したことで、

誘電体へとイオンが加速・衝突し、その衝突により付着した電子、及び二次電子

が誘電体から放出され、加速電極にその電子が損失することで、結果的に空間電

位が上昇すると考察した。この新たな知見は、イオン源内の加速電極近傍に誘電

体を設置することで、イオン源電位が上昇し、イオンビームエネルギーを増加さ

せ、結果的にイオンビーム電流密度を増加させることが可能であることを意味し

ている。この知見は、イオン源の設計を考える上で大きな指針を示すものであ

る。この現象を利用する技術の特許出願を行った（「イオンビーム電流密度増加

装置」、藤原大、榊田創、中宮明久、平野洋一、木山學、特願 2015-163237、

2015 年 8 月 20 日）。 

 

以上、本章で得られた結果、及び考察により、凹面型引き出し電極を用いた低エネ

ルギーイオンビームを利用した場合、原子内包フラーレンの生成率、及び生成量を大

幅に向上させる可能性があることを示した。 

 

第３章 レーザーアブレーション法を用いたイオン源の開発 

 

固体元素（固体物質）を元にした原子内包フラーレンを生成するために、最も重要

な技術である固体物質から効率的に原子、イオンを生成する方法として、レーザーア

ブレーション法を用いたイオン源の開発を行った。特に、固体物質として純ボロン固

体、及び含ボロン固体である窒化ボロン（BN）を使用した。先行研究において、グラ

ファイトや炭素の薄膜等の固体物質をレーザーアブレーションすることによって、高

密度の粒子群が生成されることが報告されていることから、ボロンを含む固体物質を

使用した場合も同様に高密度の粒子群が生成されることが示唆された。そこで本章で

は、ボロンを含む固体物質を使用し、レーザーアブレーションの基礎特性計測を行っ

た。研究の結果、以下の知見を得た。 

 

(1)  高速度カメラにより、純ボロン固体から粒子群が生成され、粒子群の供給時間

は 6 μs 以下であることが観測された。 
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(2)  ドップラーシフト分光計測により、窒化ボロンを用いたレーザーアブレーショ

ン法で生成される粒子群に含まれている、窒素の原子イオン及び原子、ボロンの

イオン及び原子が、原子内包フラーレン生成に必要と推測される運動エネルギー

帯（10－200 eV）を有していることを見出した。 

 

本実験結果を元に、次の考察を行った。 

レーザーアブレーションによって BN 固体から生成される粒子密度の算出、及びマ

イクロ波によってプラズマ生成・維持をするためのイオン源サイズの検討を行った。

その結果、レーザーアブレーションを 10 Hz で連続的に生成した時の平均密度 naveの

算出を行い、nave ≈ 2.4×1017 m-3となることが示された。この結果を持って、マイク

ロ波によるプラズマ生成に必要なチャンバー圧力 0.1 mTorr を得るために必要なチ

ャンバーサイズの算出を行った結果、7.1 cm×7.1 cm×7.1 cm という結果を得るに至

った。次に、得られたチャンバーサイズからボロンの電離の平均自由行程と一次電子

の消滅までの平均走行距離の比較を行った。計算の結果、ボロンの電離の平均自由行

程 λc = 1.0×103 cm、一次電子の消滅までの平均走行距離 lpe = 14.4 cm が得られた。

マイクロ波と投入することによって生成される高エネルギー電子である一次電子を

有効に使用して一様な電離を行うためには、λc < lpeである必要がある。しかし、本条

件では前述の条件を満足しないことが示された。条件を満足するためには、チャンバ

ー圧力を一桁以上、上げる必要がある。現在の実験装置において、チャンバー圧力が

上がらない原因として、レーザー繰り返し周波数が 10 Hz である点と、粒子群の供給

時間の 6 μs 以下である点が上げられる。従って、現在使用しているレーザーより高

スペックの繰り返し周波数が高く、レーザーパルス幅が長いレーザーを使用すること

で、チャンバー圧力を上げ、固体物質を使用しレーザーアブレーションによって粒子

群を生成し、マイクロ波でプラズマの生成及び維持できる可能性が示された。 

 

以上、本章のまとめとして、窒化ボロンを用いたレーザーアブレーション法で生成

される粒子群に含まれている窒素の原子イオン及び原子、ボロンのイオン及び原子が、

原子内包フラーレン生成に必要と推測される運動エネルギー帯（10－200 eV）を有し

ていることが明らかとなり、レーザーアブレーション法で生成された粒子群をフラー

レンへ直接照射することによって、原子内包フラーレンを生成する新しい提案を創出

するに至った。  

 

第４章 レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレンの生成 

 

第 3 章の研究結果から、レーザーアブレーション法で生成された高密度粒子群をフ

ラーレンへ直接照射することによって、原子内包フラーレンを生成する新たな手法を

考案した。本章では、固体物質を原材料とする原子内包フラーレンの生成方法に関し

て、新規生成手法として、レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレン生

成方法を提案すると共に、その生成手法を実証するための装置を設計、製作し、プロ
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セス実証実験を行った。実験により、以下の結果が得られた。 

 

(1)  既に計測手法が確立されている窒素原子内包フラーレンの生成を試みることに

より、新たな手法のプロセス実証実験を行った。その結果、窒素原子内包フラー

レンが生成されていることを ESR 計測により確認した。つまり、本手法を用い

て、固体物質を利用し、原子内包フラーレンを生成することが可能であることを

実証した。本生成手法の特許出願を行った（「内包フラーレン生成装置及び生成

方法」、藤原大、板垣宏知、榊田創、箕輪祐貴、池原譲、岡崎俊也、飯泉陽子、

金子俊郎、特願 2016-161077、2016 年 8 月 19 日）。 

 

(2)  プロセス実証実験の生成目的である N@C60の生成率を ESR 計測と UV-Vis 計

測を用いて算出した結果、生成率は 4.5 × 10-3 %という結果を得た。 

 

 上述の結果より、本研究で提案・開発したレーザーアブレーション法を用いた原子

内包フラーレン生成システムは、固体物質を原材料とした原子内包フラーレンを生成

できるシステムであることを実証した。しかし、当該手法を用いて原子内包フラーレ

ンの量産化を進めるには、生成率を更に向上する必要がある。そこで、本プロセスの

生成率の向上の可能性について、考察を行った。その結果、レーザーの高スペック化、

レーザーエネルギー密度の最適化、レーザー照射面積の最適化、レーザー運転時間の

制御、及びフラーレン昇華量の精密制御を行うことによって、少なくとも生成率が約

45 ％に向上する可能性を示した。この値は、現在報告されている最も高い窒素原子

内包フラーレン生成率 0.8 %と比べて非常に高いことから、本手法が、生成率が非常

に高くなる可能性を原理的に有した画期的な原子内包フラーレン生成手法となり得

ることが示唆された。 

 また、上述の改善を行うことによって、患者一人が BNCT に使用するボロン原子

内包フラーレンを生成するために必要なプロセス時間について考察を行った。その結

果、脳腫瘍の患者に投与しているボロン製剤 5 g を生成するのに必要な時間は、上述

の生成率改善を行えば、256 時間より短時間で生成できる可能が示され、実用化を十

分に検討できることを示した。 

 

以上、本研究のまとめとして、原子内包フラーレン生成において、凹面型引き出し

電極と自発的集束現象の効果を用いた低エネルギーイオンビームが、生成率及び生成

量を大幅に向上できることを示し、その実現のために必要な改善方法を示した。また、

固体物質とレーザーアブレーション法を用いたイオン源に関しては、その技術確立の

ためには、チャンバー圧力を一桁以上上げる必要があることを示し、レーザーの高ス

ペック化によって実現の可能性があることを示した。 

また、レーザーアブレーション法を用いた原子内包フラーレンの生成という新規手法

を考案し、本手法によって原子内包フラーレン生成が可能であることを示した。本手

法は、レーザーの高スペック化、レーザーエネルギー密度の最適化、レーザー照射面

積の最適化、レーザー運転時間の制御、及びフラーレン昇華量の精密制御を行うこと
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によって、原子内包フラーレンの生成率を大幅に向上できる可能性があり、今後の多

種の原子内包フラーレン生成への研究展開が期待される。 
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