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19. 超高速に加速したナノ微粒子固体への照射効果

Radiation effects of accelerated nano-particle to hypervelocity on solids 

柴田裕実、今井誠

H. Shibata， M. lmai 

京都大学大学院工学研究科

Graduate School of Engineeringラ KyotoUniversity 

概 要

ナノメータからミクロンの大きさの微粒子を静電加速器で加速して毎秒数 kmから 100kmの速度にし

た後、種々の材料(金属・セラミックス・高分子等)にぶつけると、月にあるようなクレーターがナノからミク

ロンサイズで形成される。例えば、地球周辺の衛星の残骸(スペースデブリ)には、多くの微小粒子が含

まれていて、回収された多くの飛朔体にはスペースデブリによる多数の衝突痕が観察され、宇宙探査

や宇宙活動などに与える影響が大きな問題となっている。本研究は衝突の際、放出される光やX線を

分光器で、イオンを飛行時間質量分析器で、衝撃波を圧電素子で測定し、また、標的材料の衝突痕を

観察することによって超高速微粒子と物質との相互作用を解明しようと始められた口

1.研究目的

本研究提案者は 2003年 5月まで所属した東京大学・原子力研究総合センター・重照射研究設備

(HIT)のパン・デ・グラーフ加速器で微粒子を加速し、宇宙塵の模擬計測を行う計画を進め、サブミクロン

からミクロンサイズの微粒子を世界最高速に加速した。本研究では直径 0.05~1μmの微粒子を数 km/s

から 100km/sの速度に加速した後に、種々の材料に衝突させた時に起こる現象を調べる。このような微

粒子が固体に衝突した際にはプラズマ状態になり、イオンや小さなクラスター衝突とも違った現象を引き

起こし材料の改質を促進すると考えられる口更に、超高速微粒子は固体との衝突の際に衝撃波を生じ、

固体内では相当な圧力 (100万一1000万気圧)と相当な温度(1000ー10ラOOOOC)を生じる。 このような条

件下ではクレーターの形成、溶融、相転移を起こすことが、また速度が 1000km/sにも達すると慣性核融

合反応を起こすことも知られている口

固体標的に衝突の際、放出される光 (UVから赤外)、 X線、イオン等を光マルチチャンネル分光器、 X

線分光器、飛行時間型質量分析器等を用いて測定する。また、圧電素子を用いて衝撃波を音響測定す

る口以上はオンライン@リアルタイム計測で、あるが、照射後、試料上に生成されたクレーターを走査型電子

顕微鏡やレーザー顕微鏡、 EPMAなどを用いて形状や生成物質を観察 a計測することによりそのでき方

や構造、変性を調べ、微粒子と固体の相互作用の解明を行うのが本研究の目的である。

2.研究内容

微粒子イオンとはクラスター(原子数が数個から 105個程度)イオンより大きしものを一般には指してい

る。その形態はアモルファス、多結晶、単結晶とあるが、 MV級の高エネルギー静電加速器 [1・6]で用い

られているものは大体直径 0.01"-'10ミクロン程度の導電性物質で、多結晶のものが多い口最近では高分

子やセラミックスなどの絶縁物の周りを金属や導電性高分子でコーティングして加速する方法も開発され

ている [7-8]口

この大きさのものが加速されると約 1，-.....，100kmlsの速度にまでになるが、そのようなものが固体に衝突

したらどのような現象が起こるであろうか。加速された微粒子の全エネルギーは数 100GeV~数百V と途

轍もなく大きなエネルギーになっていて、物質と衝突した際に、その全エネルギーがフェムト(10-
15

)秒から

ピコ (10-12
)秒程度の極めて短い時間で放出される。例えば、直径!ミクロン位の微粒子が 10km/s位の

速度で固体に衝突すると固体内に衝撃波が生じ、圧力は 100万気圧以上に局所温度は数千から数万

度に達し、衝突したところはフOラズマ状態になったり [9]、蒸発したりしてクレーター状の衝突痕ができる。
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これはまさに隙石が地球や月に衝突してクレーターができる現象と同じ様相に見えるが、ミクロな系での

衝突過程の詳細についてはまだ十分には理解されていない。この様な劇的な衝突は新しい材料の創製

や改質が可能になると考えられ、材料科学や物性科学から見ると興味ある題材を提供するので、その衝

突機構の解明が急がれる。

加速された超高速微粒子の応用例のーっとして、宇宙探査機に搭載することので、きる小型で、軽量な宇

宙塵計測装置・捕集装置の開発を行っている。その開発においては、宇宙塵が検出器に衝突した時に

起こる現象を模擬するために、色々な種類、サイズの微粒子を加速し衝突させて様々な測定、例えば電

荷測定、質量分析、光学測定等、を行し 1超高速微粒子と物質の相互作用を調べている。

3.研究結果

3.1殴粒子静電加速器の粒子加速原理と特徴図

静電加速器の加速原理は(1)式で表わされる。

mv
2
/2 = QUacc (1) 

ここで、 m は粒子の質量、 V は粒子の速度、 Q は粒子に帯電した電荷、 U蹴は微粒子イオン源と標的問

の電位差(加速電圧)である口

微粒子加速器は微粒子イオン源、静電加速器、ビーム計測用ビームライン、衝突実験用チャンパー

から成る。図 1に微粒子加速ビームラインと微粒子の電荷・速度計測システム及び速度による微粒子選

別回路系を示す。

Van de Graaff Accelerator 

Beam Line 

図 l微粒子加速ビームライン及び微粒子速度弁別回路系

High Voltage 
Terminal 

微粒子は微粒子イオン源で帯電させられる。加速後の微粒子は電荷と速度に関して分布を持っており、

それらを測定するために円筒コンデ、ンサー型の荷電粒子モニターを3台用いている。電荷を帯びた粒子

が検出器を通過したとき、検出器の金属円筒に電荷が誘起され、その電荷量を電荷感応型前置増幅器

によって測定するとともに、 3台のモニターの間の飛行時間を測定し速度を算定する。 加速電圧はわかっ

ているので、(1)式により粒子の質量が求めることができる。これらの測定によって必要とする電荷と速度

を持った微粒子だけを平行平板型静電偏向器を用いて弁別し、衝突実験用チャンパーに導き実験に用

いる。チャンバーは実際に人工衛星に搭載する飛行時間型質量分析器等の計測器をそのまま真空中に

入れ、色々な角度からの照射が可能なように設計されている。

3.2加速実験の結果

図 2(a)，(b)に銀及び炭素微粒子の加速結果を示す。図 2(a)は微粒子の直径と速度の相関を示してお

り、マックス・ブランク核物理研究所(ドイツ)及びケント大学(イギリス)における鉄微粒子の加速結果と共

に示す。直径は測定された電荷と速度の値を(1)式に当てはめて計算された質量から微粒子が球体とし

て算出された。 2~3 MVで、加速された微粒子は約 1~lOOkm/s の速度を持っていることがわかる。
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図 2(b)は微粒子イオン源で帯電し加速された後、測定された単位質量当たりの電荷(比電荷)と質量の

関係を示す。同じ密度の物質の場合、帯電する電荷量が同じで、あれば質量が小さい方が大きな速度を

持つことになるが、質量が小さし吃帯電量も小さい傾向がある。微粒子に帯電する比電荷は微粒子イオン

源の帯電方法によって決まると考えられ、微粒子の質量と一定の相関を持っている。ここで用いられたイ

オン源には先端が球状(直径数ミクロン)の帯電針が使われており、そこに微粒子が接触する(あるいは近

づく)時に誘起される電荷と針先からの強電場による電界放出の釣り合いで帯電電荷量が決まる。

+ 

E 
・喝ω。P匝d圃h 1 0 

-ω 診-‘ 

島吉@ 国昭

(a) 

1L一一 10・110・2

o 2MV Silver (HIT) 
o 2MV Carbon (H1T) 
x 2MV lron (MPI-K) 
+ 2MV lron (Kent Univ.) 
• 3MV Silver (I丑T)
φ3MV Carbon (H1T) 

100 101 

Particle diameter [micron] 

図 2(a)加速された微粒子の速度と直径の関係
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(b)加速微粒子の比電荷と直径の関係

(陽子の比電荷はーlxl0
8
Clkg)

3.2 超高速微粒子の衝突痕の例

微粒子と標的の衝突メカニズムを調べるために標的に残された衝突痕を走査型トンネル顕微鏡

(STM)、レーザー顕微鏡、走査型電子顕微鏡等を用いて解析している。この実験で用いられている速度

では、大抵の場合、標的にクレーターを生じるのでその穴の直径や深さ、リムのでき方などを調べることで

衝突現象をある程度理解できる。また、ミクロな衝突メカニズムは衝突の際放出される光、 X線や粒子を計

測したりする事で解明できると思われる。更に衝突の際、衝撃波が形成されるのでその測定も圧電素子を

用いて計測している [10，11]。

図3 モリブデン(左)及び金(右)標的に銀粒子が衝突した痕跡の例

(走査型電子顕微写真(上)と銀の特性X線(下)によるマッヒ。ンク、、)

「
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図 3にこのような衝突でできた衝突痕を走査型電子顕微鏡で観察したものの一例を示す。上部の写

真が電子顕微鏡写真、下部の写真は特性X線の2次元図である口標的はモリブデン(左)と金(右)の場合

を示すが、この2種類の金属で衝突の仕方がかなり違うことがわかる。特に金では銀粒子が周りに飛び散

っており、これは穴があく前に一旦潜り込み、その後爆発的に飛び散ったと考えられる。一方、モリブデン

で、はこのような痕跡は見えず銀は全部潜り込んで、しまっていると思われる。銀粒子の入射方向が右斜め

上 45度位であるが、ちょうどその方向に穴の中に両標的とも銀が停留しているのがX線の2次元像から

推測できる。

3.3衛星搭載用飛行時間型質量分析器(TOF-MS)による実験結果

加速された超高速微粒子の応用例のーっとして、宇宙探査機に搭載することので、きる小型で、軽量な小

型で高性能のイオン反射方式飛行時間型質量分析器(Time-Of-FlightMass Spectrometer : TOF-MS)の

開発を行っている口その開発においては、色々な種類、サイズの微粒子を加速し衝突させ、微粒子と固

体との衝突によって引き起こされる現象を調べ、そのメカニズムを解明する必要がある口この分析器は人

工衛星に搭載された時には宇宙塵の質量や速度却、った物理量だけで、なく、宇宙空間で宇宙塵が固体

に高速衝突した時に入射粒子がプラズ、マ化される現象を利用し、そこで発生したイオン(宇宙塵の構成

元素)を分析し、その化学組成を推定するものである。 1986年にハレー琴星探査のために搭載された分

析器と同じ原理のものであるが、さらなる小型化、軽量化、高性能化を目指している口

5~20 kmls程度に加速された炭素微粒子を3種類の金属標的に衝突させ質量スペクトルの測定を行っ

た。金標的の場合に平行電場反射型 TOF-MSで、得られた質量スペクトルの一例を図 4に示す。以下に

Al、Mo、Au標的のそれぞれで得られたスペクトルの特徴を示す。

(a) Al標的(衝突速度 6.5-17.4 kmls) : AI標的からのイオンも検出されているが、再現性が低く、他のピ

ークよりも小さい。また、クラスターイオンは検出で、きなかったが、多価イオンが検出された。特定できな

いピークが多数あり、クラスター・多価イオンが発生していると考えられる。

(b) Mo標的(衝突速度 7.7-19.0 kmJs) : Mo標的の場合、再現性が高いことが特徴としてあげられる。ほ

とんどのスベクトノレに Na+のヒ。ークが観測された。また、 Al標的からのスペクトルに比べて入射炭素の

クラスターイオンが顕著に見られる口

(c) Au標的(衝突速度 5.0-15.5 kmls) : Mo標的と同様に、スペクトルの再現性が高く、炭素のクラスタ

ーイオンが検出された。

質量分解能は衝突粒子の物性や速度の違い、標的物質との組み合わせによって多少幅があるが、直

線型 TOF-MSの場合、 20程度で、あった。一方、平行電場反射型 TOF-MSの場合では 70以上が得られ

た。また、炭素粒子の衝突実験において曲面電場反射型では 200以上の質量分解能が得られている。

この値は 1986年にハレー琴星を対象としたダスト計測器の質量分解能以上のものになっている口

~-2 
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図4 炭素微粒子が金標的に衝突した時に得られた質量スペクトルの一例

- 96 -



JAERI-Conf 2005-011 

4.まとめ

本研究では IO~IOOkm/sの超高速に加速されたナノメータからミクロンサイズの微粒子を様々な物質

に衝突させ、超高速微粒子と物質との相互作用を調べるため、その際放出される光、 X線、イオンを分

光器や飛行時間質量分析器で、また衝突の時に固体中に生じる衝撃波を圧電素子で測定しようと機

器開発行い、衝突イオン化質量スペクトル、衝撃波測定、電子顕微鏡によるクレータ観察などが行われ

ている。

本研究は以下の方々及び各大学の大学院生や卒論生との共同研究の一部として行われた。

小林紘一(元東大原総センター、(欄ノfレオラボ、)、岩井岳夫、尾亦孝男(東大原総センター)、佐々木晶

(東大理)、工藤久昭(東大院工)、奥平恭子、長谷川直、矢野創、藤原顕(jA)くんISAS惑星)、大橋英雄

(東京海洋大海洋環境)、河村亨、野上謙一(濁協医大物理)宮地孝、長谷部信行(早大理工研)、南繁

行(大阪市大工)、演漫好美((槻加速器分析研究所)
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