
Micro-Channel Plate

高速クラスターイオンビームを用いたTOF SIMS の特徴

広いエネルギー範囲に高い感度をもつ粒子・光検出機の開発
Development of the high efficient detector for plasma and photons in the wide energy range

東京大学 新領域創成科学研究科 吉川一朗
yoshikawa@edu.k.u-tokyo.ac.jp

TIA連携プログラム調査研究の概要
広いエネルギー範囲において, 粒子や光子を極めて高い感度（～１００％）で検出するマイクロチャネルプレート検出器(MCP)の開発を目指し、
必要な仕様と製造法を議論する。この検出器は、ミュオン・中性子の検出が必要な素粒子物理、イオンの検出が必要なイメージング物性分析、極
端紫外光を用いた惑星探査や半導体リソグラフィ技術等への応用が期待できる。完成すれば当該分野における貢献は計り知れない。各分野から
の知見を共有し、開発の方向性を議論する。

MicroChannel Plate
（MCP）は、直径～10μm
の鉛ガラスでできた電子増幅作
用を持つ細孔を、二次元的に
配列した検出器である．荷電
粒子や短波長の光子等が細
孔内壁と衝突する際に発生す
る二次電子を増幅させ、有意
な信号レベルにする。プラズマや
短波長の光子を一つ一つ検出
できることが特徴である。５０
年以上の間、類似の仕組みに
よる計測器が多くの分野で使わ
れており、科学探求や産業に
とって重要なツールである。イノ
ベーションコリドーには、ＭＣＰ
を極端紫外光の検出に用いて
惑星探査や半導体リソグラフィ
を目指す研究チーム（東大）、
中性子およびミュオンの高い検
出技術を有する研究チーム
（高エネ研）、分子イオンの配
向観測で近年成果を挙げてい
る研究チーム（高エネ研）、Ｓ
ＩＭＳ実証実験に取り組んで
いる研究チーム（産総研）が
近接し、充実した設備が整って
いる。各分野において、検出
器・観測器作成から較正実験、
利用・応用までの技術力を有
する研究チームが一堂に会し、
長年の知見を共有し、ＭＣＰ
に関するさらなる発展へ向けた
将来像（検出器・観測器作
成、較正、利用）をまとめる。

TIA連携プログラム調査研究の目的
本研究では、従来どおりの研究枠組みでは協働実例のなかった研究チーム（サブナノ秒以下の高速検出・10μm以下の高空間分解能が必要な
中性子・ミュオン検出の分野の研究者（高エネ研）、超高感度な極端紫外光検出を必要とする惑星探査の分野の研究者（東京大学）や二
次イオンと照射イオンのコインシデンス測定を行う必要があるＳＩＭＳ応用分野の研究者（産総研））が各々の分野で培った製造・較正ノウハ
ウを持ち寄り、さらなる高感度・高解像化したＭＣＰの製造と仕様を議論する。議論の成果を、学術・産業界にフィードバックできるチームからの提

案であり、新規性・即効性が高い。
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高エネルギー加速器研究機構

最大検出効率100%を達成
@Ar+ > 50 keV
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⚫従来型MCP 

⚫浜松ホトニクス
F1217

外径/有効:φ50/φ42 mm
チャンネル径: 12 μm
厚さ: 0.48 mm
バイアス角 8 degree

⚫Tapered-MCP 

⚫F1217へテーパー加工
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開口率: ～100%開口率: 60%

⚫ 検出効率は開口率に制限される
(50%-65%).

⚫ 二重/三重コインシデンス
→ 30%/15% に低下．

⚫ 利点：低仕事関数
MgOコーティングMCPのイオン収量
Angiotensin (1000) ：5%↑
Insulin (5000) ：16%↑
Cytochrome C(10000)：12%↑

Iizuka et al. 61ST ASMS

⚫ 欠点：潮解性
保管やメンテナンスに難あり

本研究
MgOコーティングT-MCPによるArイ
オンの絶対検出効率測定

Arq+ (q = 1 -3)に対する検出効率

⚫ 高エネルギー領域の検出効率
MCP ・・・66%
T-MCP・・・100%

CT-MCP・・・100%
開口率に比例

⚫開口率に達するエネルギー
T-MCP・・・50 keV
CT-MCP・・・12 keV

⚫テーパー先端部からの二次電子はチャンネルへ突入確率が低い
→二次電子収量の増大に伴い検出効率も向上

コーティングは有効

最近の結果

K. Hirata et al., APEX, 4 (2011) 116202.  K. Hirata et al., NIMB 314 (2013) 39.  

二次イオンの質量スペクトルにおける帯電効果の削減

電荷補償無しでの有機絶縁（PMMA）薄膜の二次イオン測定
・ スペクトルには時系列順で番号を付けた。
・ Acquisition time :  100 秒

・ 飛行時間が長い側にピークがシフトする
・ ピークの強度が減少する

帯電効果

質量スペクトルにおける帯電効果は観測されない。

単原子イオンビームとクラスターイオンビームでの二次イオンの質量スペクトルの比較
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二次イオン生成効率の向上
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I0 : Primary ion beam currentPMMA

IP : Positive secondary ion (P-SI) current

q : Charge number of primary ion

高速クラスターイオンビームにより、電荷補償無しで、二次イオンの質量スペク
トルにおける帯電効果を防げる。

高速クラスターイオンビームにより、二次イ
オン生成効率を上げることができる。

Primary ion Impact 
energy

qIp/I0

C1 0.5 MeV ~ 0.4

C4 2.0 MeV ~ 2.5
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