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ABSTRACT: A new type of conversion electron Mössbauer spectrometer (CEMS) is developed using a micro
channel plate (MCP).

A Mössbauer spectrum of α-Fe is successfully obtained using the new system, but there

remain still several problems to be improved. This system will be incorporated into a 2-dim position sensitive
Mössbauer spectrometer.
換電子メスバウア分光装置開発に最適の電子検出器と考

１． はじめに
LSI や太陽電池材料であるシリコンウェーハの欠陥分
布を直接画像データとして評価できる手段としては赤

えられる．本研究ノートでは，テスト実験で得られたメス
バウア・スペクトルを紹介し，問題点を整理したい．

外・紫外分光，ラマン分光，キャリアライフタイムなどが
知られているが，鉄原子に関しては全量濃度分析や深さ方
向の濃度分析は可能であるが，鉄原子の分布をその格子位

２． マイクロチャンネルプレート（MCP）を利用したメ
スバウア分光装置の開発

置や電子状態，さらにクラスターや析出物の違いを区別し

図１に本学工作センターで作製された MCP を利用した

て 2 次元マッピングできる測定手段はない．本研究は顕微

メスバウア分光装置の全体写真を示す．左側から試料交換

メスバウア分光装置（2 次元位置敏感型メスバウア分光装

用予備排気室，メスバウア分光測定用真空チェンバー，右

置）開発の第一段階として，世界で初めてマイクロチャン

側には

ネルプレート（MCP）を利用した内部転換電子メスバウ

57Fe

蒸着用の真空チェンバーである．ターボ分子

ポンプ 2 台とイオンポンプ 1 台（写真には写っていない）

ア分光装置を開発したので報告する．
我々はシリコン中の汚染鉄原子の挙動を調べるために，
これまで，平行平板アバランチ検出器（PPAC）の電極の
ひとつを鉄で故意汚染したシリコンとすることで，内部転
換メスバウア・スペクトル測定を行ってきた

1-5）．これは

試料を電極として，イソブタンで満たした容器内に固定し，
ガス増幅効果を利用して電子を検出する．このため，電極
作製時に試料を大気にさらす時間が長く，蒸着直後からす
ぐに測定できなかった．しかも，もう一方の電極には 800V
の電圧が印加されるので，試料は強い電場の下に置かれる
ことになる．シリコン中では鉄原子は電荷を持ち，高速拡
散をすることが報告

6）されているので，測定温度は室温

Fig.1 マイクロチャンネルプレート（MCP）を利用した
内部転換電子メスバウア分光装置用チェンバー

ではあるが，すでに様々な Fe−Si が表面から 100nm の

γ線

深さ領域に反応拡散で形成されることがこれまでの内部

MCP

転換電子メスバウア分光の結果から明らかになっている．
そこで，(1) 試料を電場下におく必要の無い，
（2）真空
チェンバー内で利用できる，しかも (3) 数 keV の電子に
対して高い検出効率を有する電子検出器が必要となる．さ
らに，現在の目標である顕微メスバウア分光装置の開発に
は，γ線を集光して微小領域に照射し，そこから放出され
る内部転換電子を計数する．このために，数 keV の電子

Sample

に数 10％の検出効率を有するマイクロチャンネルプレー
ト（MCP）は上の(1)〜(3)の条件を満たし，新たな内部転
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Fig.2 14.4keV γ-ray は試料で無反跳共鳴吸収され，その
後約 90%の確率で 57Fe から放出される内部転換
電子を MCP でドップラー速度の関数で計測．

MCP からの非常に立ち上がりが早い出力パルス（立

③

ち上がり時間 0.15ns）を研究室にあるスローパルス
用のリニアアンプとシングルチャンネルモジュール
（ORTEC 製）を利用して計測系を構築したが，これ
による数え落としが存在する．
3. まとめ
マイクロチャンネルプレート MCP を利用した「顕微メス
バウア分光装置」組込み用のメスバウア分光装置の開発を
行い，スペクトル測定に成功した．現在， MCP 計測モジ
ュールの最適化を実施しており，今後さらに S/N 向上が
期待できる．「顕微メスバウア分光装置」は走査電子顕微
Fig.3 マイクロチャンネルプレート（MCP）内部転換電
子メスバウア装置によるα-Fe スペクトル

鏡や蛍光 X 線装置で可能な鉄の濃度分布のマッピング観
察だけではなく，メスバウア・スペクトル測定

7）を同時

に行うことで鉄原子の電子状態や磁気状態，集合状態，ま
た格子欠陥との相互作用により形成される鉄クラスター

により 10-5Pa の真空度を達成している．写真右下は測定

など，様々な成分ごとのマッピング観察を行うことができ

室に固定されているセンターホール付 MCP（浜松ホトニ

る．鉄原子は自然界に多く存在しており，本装置の適応範

クス社製）である．測定室の前部分（写真）のレール上に

囲は極めて広いものと期待できる．

先端に 57Co 線源を固定したメスバウア分光用トランスデ
ューサーを設置する．カプトンを利用した窓から測定室内
部にγ線を導入し，図 2 のように MCP のセンターホール
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