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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザー光の照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するため
に用いられ、微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料ターゲット
であって、
上記試料保持面の凹凸構造は、円柱状または角柱状の形状を有する複数の凹部を規則的
に形成した構造となっており、
隣接する各凹部の間隔は１０ｎｍ以上１μｍ未満であり、上記凹部の幅は１０ｎｍ以上
１μｍ未満であるとともに、上記試料保持面の表面が金属で被覆されていることを特徴と
する試料ターゲット。
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【請求項２】
上記金属が、白金（Ｐｔ）および金（Ａｕ）の少なくとも何れかであることを特徴とす
る請求項１に記載の試料ターゲット。
【請求項３】
レーザー光の照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するため
に用いられ、微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料ターゲット
であって、
上記試料保持面の凹凸構造が、円柱状または角柱状の形状を有する複数の凹部を規則的
に形成した構造となっており、
隣接する各凹部の間隔は１０ｎｍ以上１μｍ未満であり、上記凹部の幅は１０ｎｍ以上
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１μｍ未満であることを特徴とする試料ターゲット。
【請求項４】
上記凹部の深さは、１０ｎｍ以上１μｍ未満となっていることを特徴とする請求項１〜
３の何れか１項に記載の試料ターゲット。
【請求項５】
マトリックスを用いずに試料のイオン化を可能とすることを特徴とする請求項１〜４の
何れか１項に記載の試料ターゲット。
【請求項６】
上記試料ターゲットにおける少なくとも試料保持面の材質は半導体であることを特徴と
する請求項１〜５の何れか１項に記載の試料ターゲット。
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【請求項７】
上記半導体がシリコンであることを特徴とする請求項６に記載の試料ターゲット。
【請求項８】
レーザー光の照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するため
に用いられ、微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備え、上記試料保持面の凹
凸構造は、円柱状または角柱状の形状を有する複数の凹部を規則的に形成した構造となっ
ている試料ターゲットの製造方法であって、
上記試料保持面の表面を金属で被覆する工程を含み、上記試料保持面の表面を金属で被
覆する工程の前に、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に、隣接する各凹部の間隔
が１０ｎｍ以上１μｍ未満であり、上記凹部の幅が１０ｎｍ以上１μｍ未満であって、円
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柱状または角柱状の形状を有する複数の凹部を規則的に繰り返し形成することによって、
当該表面に試料保持面を形成することを特徴とする試料ターゲットの製造方法。
【請求項９】
レーザー光の照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するため
に用いられ、微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料ターゲット
の製造方法であって、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に１０ｎｍ以上１μｍ未
満の間隔、および、１０ｎｍ以上１μｍ未満の幅を有する凹部であって、円柱状または角
柱状の形状を有する凹部を規則的に繰り返し形成することによって、当該表面に試料保持
面を形成することを特徴とする試料ターゲットの製造方法。
【請求項１０】
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上記リソグラフィー技術として、電子ビーム描画装置を用いて上記凹部を形成すること
を特徴とする請求項８または９に記載の試料ターゲットの製造方法。
【請求項１１】
請求項１〜７のいずれか１項に記載の試料ターゲットを用いることを特徴とする質量分
析装置。
【請求項１２】
測定対象となる試料にレーザー光を照射することによって、当該試料をイオン化してそ
の分子量を測定するレーザー脱離イオン化質量分析装置であることを特徴とする請求項１
１に記載の質量分析装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、質量分析法に用いられる試料ターゲットおよびその製造方法と、当該試料タ
ーゲットを用いた質量分析装置とに関するものであり、特に、マトリックスを用いずに試
料のイオン化を可能とする試料ターゲットおよびその製造方法と、当該試料ターゲットを
用いた質量分析装置とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
質量分析法は、試料をイオン化し、試料あるいは試料のフラグメントイオンの質量と電
荷の比（以下、ｍ／ｚ値と表記する）を測定し、試料の分子量を調べる分析法である。そ
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の中でも、マトリックス支援レーザー脱離イオン化（ＭＡＬＤＩ）法は、マトリックスと
呼ばれる低分子量の有機化合物と試料とを混合し、さらにレーザーを照射することにより
、当該試料をイオン化する方法である。この方法では、マトリックスが吸収したレーザー
のエネルギーを試料に伝えることになるので、試料を良好にイオン化することができる。
【０００３】
ＭＡＬＤＩ法は、熱に不安定な物質や高分子量物質をイオン化することが可能であり、
他のイオン化技術と比較しても試料を「ソフトに」イオン化できる。それゆえ、この方法
は、生体高分子や、内分泌攪乱物質、合成高分子、金属錯体など様々な物質の質量分析に
広く用いられている。
10

【０００４】
しかしながら、上記ＭＡＬＤＩ法では、有機化合物のマトリックスを用いるために、当
該マトリックスに由来する関連イオンにより、試料イオンの解析が困難となることがある
。具体的には、有機化合物のマトリックスを用いると、このマトリックス分子のイオン、
マトリックス分子が水素結合で結合したクラスターのイオン、マトリックス分子が分解し
て生成するフラグメントイオン等のマトリックス関連イオンが観測されるため、試料イオ
ンの解析が困難になる場合が多い。
【０００５】
そこで、従来から、上記マトリックス関連イオンの妨害を避けるための技術が種々提案
されている。具体的には、マトリックス関連イオンを生成させないように，マトリックス
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分子を固定する技術が知られている。
【０００６】
例えば、α−シアノ−４−ヒドロキシケイ皮酸やシンナムアミドなどのマトリックスを
セファロースのビーズに固定する技術が開示されている（例えば、文献１：Ｔ．Ｗ．Ｈｕ
ｔｃｈｅｎｓ

ａｎｄ

Ｔ．Ｔ．Ｙｉｐ，Ｒａｐｉｄ

Ｃｏｍｍｕｎ．Ｍａｓｓ

Ｓｐｅ

ｃｔｒｏｍ．，７，ｐ．５７６−５８０（１９９３）参照。）。また、ターゲットである
金の表面に、マトリックスであるメチル−Ｎ−（４−メルカプトフェニル−カーバメート
）の自己組織化単分子膜を形成する技術が開示されている（例えば、文献２：Ｓ．Ｍｏｕ
ｒａｄｉａｎ，Ｃ．Ｍ．Ｎｅｌｓｏｎ，ａｎｄ

Ｌ．Ｍ．Ｓｍｉｔｈ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅ

ｍ．Ｓｏｃ．，１１８，ｐ．８６３９−８６４５（１９９６）参照。）。さらに、ゾルゲ
ル法により、マトリックスである２，５−ジヒドロキシ安息香酸（ＤＨＢ）をシリコンポ
リマーシート中に固定する技術が開示されている（例えば、文献３：Ｙ．Ｓ．Ｌｉｎ
ｎｄ
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ａ

Ｙ．Ｃ．Ｃｈｅｎ，Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．，７４，ｐ．５７９３−５７９８（２０

０２）参照。）。特に、文献３の技術では、低分子領域にマトリックス関連イオンを発生
させることなく、低分子量の有機物、アミノ酸、ペプチドを高感度で測定できることが報
告されている。
【０００７】
しかしながら、上記のようにマトリックス分子を固定する方法は、検出感度や耐久性が
実用上十分ではないという問題が生ずる。また、検出時には、フラグメントイオンによる
ノイズを回避できないという問題もある。
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【０００８】
そこで、最近では、マトリックスを用いない技術が提案されている。具体的には、多穴
性の表面を有する半導体基板（文献中では、ｐｏｒｏｕｓ
ｎｇ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｌｉｇｈｔ−ａｂｓｏｒｂｉ

ｓｕｂｓｔｒａｔｅと記載）を試料ターゲットとし

て用いる技術が開示されている（例えば、文献４：米国特許公報：ＵＳＰ６２８８３９０
（２００１年１１月９日）参照。）。この試料ターゲットは、半導体基板における試料保
持面を、多穴性（ｐｏｒｏｕｓ）構造すなわち微細な凹凸構造となるように加工している
。同文献では、このような試料保持面に試料を塗布し、当該試料にレーザー光を照射する
と、マトリックスが無くても高分子量の物質がイオン化されると報告している。この方法
は、ＤＩＯＳ（Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ／Ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ
ｉｌｉｃｏｎ）法と名付けられている。

ｏｎ

Ｐｏｒｏｕｓ

Ｓ
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【０００９】
なお、用いられる上記試料ターゲットにおいては、微細な凹凸構造を有する試料保持面
が酸化されると試料のイオン化効率が低下する。そこで、当該表面の酸化を抑制するため
に有機化合物で化学修飾することが行われる。しかしながら、試料保持面の酸化による試
料のイオン化効率の低下を回避するために、試料保持面を有機化合物で化学修飾すると、
酸化は抑制されるが、化学修飾前と比較して試料のイオン化効率が低下する。そこで、化
学修飾によるイオン化効率の低下を回避するために、照射するレーザー光の強度を上げる
と、試料のイオンが分解しやすくなるため、正確な分析結果を得ることが困難となる。
【００１０】
このように、イオン化効率の低下を抑制する目的で試料ターゲットの試料保持面を化学
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修飾すると、化学修飾によりイオン化効率の低下が生じ、これを回避しようとすると、安
定したイオン化が困難となる。したがって、ＤＩＯＳ法によるレーザー脱離イオン化質量
分析では、イオン化の効率性および安定性を向上し、その実用性をより高めることが求め
られていた。
【００１１】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、マトリックスを用
いずに試料のイオン化を可能とする質量分析において、試料をより効率的かつ安定的にイ
オン化することができる試料ターゲットおよびその製造方法と、当該試料ターゲットを用
いた質量分析装置とを提供することにある。
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【００１２】
また、ＤＩＯＳ法による質量分析では、用いられる上記試料ターゲットは、試料保持面
の微細な凹凸構造を電解エッチング法により形成している（例えば、上記文献４、文献５
：Ｊ．Ｗｅｉ，Ｊ．Ｍ．Ｂｕｒｉａｋ，ａｎｄ

Ｇ．Ｓｉｕｚｄａｋ，Ｎａｔｕｒｅ，３

９９，ｐ．２４３−２４６（１９９９）、文献６：Ｚ．Ｓｈｅｎ，Ｊ．Ｊ．Ｔｈｏｍａｓ
，Ｃ．Ａｖｅｒｂｕｊ，Ｋ．Ｍ．Ｂｒｏｏ，Ｍ．Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ，Ｊ．Ｅ．Ｃｒｏｗ
ｅｌｌ，Ｍ．Ｇ．Ｆｉｎｎ，ａｎｄ

Ｇ．Ｓｉｕｚｄａｋ，Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．，７３

，ｐ．６１２−６１９（２００１）参照。）。図７には、このＤＩＯＳ法で用いられる従
来の試料ターゲットの断面の加工状態を示す。図７に示すように、この試料ターゲットの
試料保持面には、不規則な凹凸構造が形成されている。
【００１３】

30

しかしながら、このように試料保持面に不規則な凹凸構造が形成された上記ＤＩＯＳ法
による質量分析では、得られる分析結果の安定性に欠ける傾向にあるという問題を生じて
いる。
【００１４】
具体的には、ＤＩＯＳ法で用いられる試料ターゲットを製造する段階では、試料保持面
の凹凸構造の形成は、電解エッチング時の諸条件、例えば、半導体材料の抵抗率、エッチ
ング時の電流密度、光の強度、電解の時間等により大きく影響を受ける。換言すれば、電
解エッチング法により微細な凹凸構造を形成するときには、これらの多くの条件を制御す
る必要がある。それゆえ、同様の凹凸構造を高い再現性で形成することが困難となり、こ
れが試料のイオン化の性能にも影響する。図７には、実際にＤＩＯＳ法において用いられ
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ている従来の試料ターゲットの断面の一例を示しているが、このように、試料保持面の凹
凸構造は不規則な形状となっている。
【００１５】
その結果、試料のイオン化の安定性が不十分となり、得られる分析結果の安定性が低下
してしまう。したがって、ＤＩＯＳ法による質量分析は、その実用性の更なる向上が求め
られていた。
【００１６】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＤＩＯＳ法による
質量分析において、得られる分析結果の安定性を向上し、その実用性をより高めることが
できる試料ターゲットおよびその製造方法と、当該試料ターゲットを用いた質量分析装置
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とを提供することにある。
【発明の開示】
【００１７】
本発明者は上記課題に鑑み鋭意検討した結果、試料ターゲットの試料保持面において、
微細な凹凸構造の酸化を抑制するのではなく、金属の被覆により導電性を高めれば、試料
をより効率的かつ安定的にイオン化できることを独自に見出し、本発明を完成させるに至
った。
【００１８】
また、微細な凹凸構造を規則的に形成することにより、試料ターゲットの試料保持面の
構造を再現性よく形成することが可能であり、ＤＩＯＳ法による質量分析の分析結果をよ
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り安定化できることを独自に見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１９】
すなわち、本発明に係る試料ターゲットは、上記課題を解決するために、レーザー光の
照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナ
ノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保
持面として備えている試料ターゲットであって、上記試料保持面の表面が金属で被覆され
ていることを特徴としている。
【００２０】
また、上記金属は、白金（Ｐｔ）および金（Ａｕ）の少なくとも何れかであることが好
ましい。
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【００２１】
また、上記試料保持面の凹凸構造は、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
ことが好ましい。
【００２２】
また、本発明に係る試料ターゲットは、レーザー光の照射により試料をイオン化して質
量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイクロメ
ートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料ターゲ
ットであって、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっ
ているものであってもよい。
【００２３】

30

上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている試料タ
ーゲットでは、隣接する各凹部の間隔は、１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好
ましい。
【００２４】
また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
試料ターゲットでは、上記凹部の幅は、１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好ま
しい。
【００２５】
また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
試料ターゲットでは、上記凹部の深さは、１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好
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ましい。
【００２６】
また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
試料ターゲットでは、上記凹部は溝または穴であることが好ましい。
【００２７】
また、上記凹部が溝である場合、当該凹部の繰返しが、異なる方向に形成された溝同士
を交差した構造となっていることが好ましい。
【００２８】
また、上記凹部が穴である場合、当該穴が円柱状または角柱状の形状を有していること
が好ましい。
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【００２９】
また、上記試料ターゲットにおける少なくとも試料保持面の材質は半導体であることが
好ましく、シリコン（Ｓｉ）であることをがより好ましい。
【００３０】
本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試料をイオン化
して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイ
クロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料
ターゲットの製造方法であって、上記試料保持面の表面を金属で被覆する工程を含むこと
を特徴としている。
10

【００３１】
また、本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、上記試料保持面の表面を金属で被
覆する工程の前に、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に１ｎｍ以上３０μｍ未満
の間隔、および、３０μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し形成することによっ
て、当該表面に試料保持面を形成することが好ましい。
【００３２】
また、本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試料をイ
オン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数
十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えてい
る試料ターゲットの製造方法であって、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に１ｎ
ｍ以上３０μｍ未満の間隔、および、３０μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し
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形成することによって、当該表面に試料保持面番形成する構成を備えていてもよい。
【００３３】
上記リソグラフィー技術としては、電子ビーム描画装置を用いて上記凹部を形成するこ
とが好ましい。
【００３４】
本発明にかかる質量分析装置は、上記いずれかの試料ターゲットを用いて質量分析を行
うというものである。また、上記質量分析装置は、測定対象となる試料にレーザー光を照
射することによって、当該試料をイオン化してその分子量を測定するレーザー脱離イオン
化質量分析装置であることが好ましい。
30

【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の１実施形態における試料ターゲットの表面の凹凸構造の一例を示す断面
図である。なお、この断面図は、本発明の試料ターゲットを走査型電子顕微鏡で観察した
ものである。
【図２】図１に示す試料ターゲットの溝の形状を示す模式図であって、（ａ）は試料ター
ゲットの一部の斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示す試料ターゲットを矢印Ａ方向から見
た平面図であり、（ｃ）は（ａ）に示す試料ターゲットを矢印Ｂ方向から見た断面図であ
る。
【図３】格子型の試料ターゲットの溝の形状を示す模式図であって、（ａ）は試料ターゲ
ットの一部の斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示す試料ターゲットを矢印Ａ方向から見た
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平面図であり、（ｃ）は（ａ）に示す試料ターゲットを破線Ｂで切断した場合の断面図で
ある。
【図４】穴型の試料ターゲットの溝の形状を示す模式図であって、（ａ）は試料ターゲッ
トの一部の斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示す試料ターゲットを矢印Ａ方向から見た平
面図であり、（ｃ）は（ａ）に示す試料ターゲットを破線Ｂで切断した場合の断面図であ
る。
【図５】実施例５において作製された試料ターゲットを用いてＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００

の質量分析測定を行って得られたマススペクトルである。
【図６】実施例５において作製された試料ターゲットを用いてポリプロピレングリコール
の質量分析測定を行って得られたマススペクトルである。
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【図７】従来のＤＩＯＳ法に用いられている試料ターゲットの表面の加工状態を示す断面
図である。なお、この断面図は、上記試料ターゲットを走査型電子顕微鏡で観察したもの
である。
【図８】実施例１において用いたＭａｓｓ

Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ社製試料ターゲットの

試料保持面における加工状態を示す断面図である。なお、この断面図は、上記試料ターゲ
ットを走査型電子顕微鏡で観察したものである。
【図９】実施例２において用いた米国ＰＯＲＥＸ

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ社製多孔性

プラスチックＰｏｒｅｘの表面を走査型電子顕微鏡で観察した結果を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
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本発明の一実施形態について以下に詳細に説明するが、本発明は以下の記載に限定され
るものではない。
【００３７】
上述したように、微細な凹凸構造を有する試料保持面の酸化を抑制するために有機化合
物で化学修飾すると、化学修飾前に比べてイオン化効率が低下し、化学修飾前よりレーザ
ー強度を強くしないと試料をイオン化できない。この原因は、現在のところわかっていな
いが、試料保持面の化学修飾により導電性が下がるために、試料のイオン化の際に重要な
試料ターゲットと試料との間の電子の移動が損なわれること、チャージアップが起こりや
すく試料ターゲット上に電荷が蓄積するために試料のイオン化が効率的に起こらないこと
等が原因として考えられる。そこで、本願発明者らは、この点に着目し、微細な凹凸構造
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を有する試料保持面の表面を金属で被覆することにより、試料保持面の表面の導電性を上
げ、前記課題を解決することができないかと考えた。そして、実際に金属の被覆により、
試料保持面の表面の導電性を高めれば、試料をより効率的に、かつ試料保持面の酸化を抑
制して安定的にイオン化できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００３８】
つまり、本発明にかかる試料ターゲットは、レーザー光の照射により試料をイオン化し
て質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイク
ロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料タ
ーゲットであって、上記試料保持面の表面が金属で被覆されているものである。
【００３９】
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上述したように、本願発明者らは、微細な凹凸構造を有する試料保持面の酸化を抑制す
るために有機化合物による化学修飾を用いる場合の問題点を解決するために、試料保持面
を金属で被覆したが、これによりイオン化の効率が顕著に向上することを見出した。すな
わち、上記試料保持面を金属で被覆することにより、試料保持面の導電性を大きくするこ
とで、イオン化効率の顕著な向上という効果を得ることができたと考えられる。従って、
本発明にかかる試料ターゲットは、試料保持面の導電性を大きくすることでイオン化の効
率が向上するような、金属で被覆されている試料ターゲットである。従って、本発明の試
料ターゲットには、その試料保持面の表面が、酸化される金属で被覆されているものも含
まれる。もちろん、用いられる金属が酸化されにくい金属である場合には、イオン化効率
が向上し、かつ、凹凸構造を有する試料保持面の酸化も抑制される。
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【００４０】
また、近年、ナノテクノロジーの分野において、ＤＮＡチップ、半導体のデバイス、化
学反応のための微小な容器などを作製するために、１ｎｍから数十μｍの単位での微細な
加工を行う技術が開発されている。ここ数年でナノテクノロジーの応用分野はますます拡
大しているが、それにともなって微細加工技術の需要は高まり、その技術レベルは急激に
発達している。このナノテクノロジーで使用される微細加工技術によれば、従来の電解エ
ッチング法と比較して、１ｎｍ〜数十μｍ単位の微細構造をより安定して高精度に加工す
ることが可能である。
【００４１】
そこで、本願発明者らは、このナノテクノロジーで使用される微細加工技術に着目し、
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加工しやすいような比較的単純な構造の微細構造をレーザー脱離イオン化質量分析に用い
る試料ターゲットの表面加工に利用できないかと考えた。そして、実際にかかる微細加工
技術を利用すれば、表面に規則的な凹凸形状を安定して作製することが可能になり、良好
な品質の試料ターゲットを安定して生産することが可能になることを見出した。
【００４２】
つまり、本発明にかかる試料ターゲットには、レーザー光の照射により試料をイオン化
して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイ
クロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料
ターゲットであって、上記試料保持面の表面が金属で被覆されているとともに、さらに、
上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている試料ター

10

ゲットも含まれる。
【００４３】
以下、本発明にかかる試料保持面を金属で被覆した試料ターゲットおよびその製造方法
、並びに当該試料ターゲットを用いた質量分析装置について、（Ｉ）試料ターゲット、（
ＩＩ）試料ターゲットの製造方法、（ＩＩＩ）本発明の利用（質量分析装置）の順に説明
する。
【００４４】
（Ｉ）試料ターゲット
（Ｉ−１）試料ターゲット、試料保持面
本発明にかかる試料ターゲットは、レーザー光の照射によって試料をイオン化して質量
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分析するレーザー脱離イオン化質量分析装置に用いられ、分析対象となる試料を載せる言
わば試料台としての機能を果たすものである。
【００４５】
かかる上記試料ターゲットは、試料を保持する面である試料保持面を備えていればよく
、試料保持面以外の部分の構成、形状、材質等は特に限定されるものではない。
【００４６】
上記試料ターゲットの材質としては、例えば、半導体、金属、合成高分子などの樹脂、
セラミックス、これらの各材質を複数種含んでなる複合体等を挙げることができる。かか
る複合体としては、具体的には、例えば、金属層の表面に半導体の被膜が施された多層構
造体、樹脂層の表面に半導体の被膜が施された多層構造体、セラミックスの表面に半導体
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の被膜が施された多層構造体等を挙げることができるが複合体はこれらに限定されるもの
ではない。
【００４７】
本発明にかかる試料ターゲットの、上記試料保持面は、分析対象である試料を保持する
面で、試料を保持した状態で、レーザー光の照射を受ける。
【００４８】
上記試料保持面の材質は、特に限定されるものでなく、例えば、半導体、金属、合成高
分子などの樹脂、セラミックス等を挙げることができる。導電性を有しない材質であって
も金属で被覆することによりイオン化の効率を向上させることができる。なかでも上記試
料保持面の材質は半導体であることがより好ましい。半導体を用いることにより、試料を
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より効率的にイオン化することが可能となる。
【００４９】
なお、上記半導体は、特に限定されるものではなくどのようなものであってもよい。な
かでも上記半導体は、例えば、Ｓｉ，Ｇｅ，ＳｉＣ，ＧａＰ，ＧａＡｓ，ＩｎＰ，Ｓｉ１
−ＸＧｅＸ（０＜Ｘ＜１）等であることが好ましく、Ｓｉであることがより好ましい。

【００５０】
また、上記金属としては、例えば、元素周期表の１Ａ族（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，Ｃｓ
，Ｆｒ）、２Ａ族（Ｂｅ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｒａ）、３Ａ族（Ｓｃ，Ｙ）、４Ａ
族（Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ）、５Ａ族（Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ）、６Ａ族（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ）、７Ａ
族（Ｍｎ，Ｔｃ，Ｒｅ）、８族（Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐ
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ｔ）、１Ｂ族（Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕ）、２Ｂ族（Ｚｎ，Ｃｄ，Ｈｇ）、３Ｂ族（Ａｌ）、お
よびランタノイド系列（Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｐｍ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｄｙ
，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ，Ｌｕ）、アクチノイド系列（Ａｃ，Ｔｈ，Ｐａ，Ｕ，Ｎｐ，
Ｐｕ，Ａｍ，Ｃｍ，Ｂｋ，Ｃｆ，Ｅｓ，Ｆｍ，Ｍｄ，Ｎｏ，Ｌｒ）が挙げられる。
【００５１】
また、上記合成高分子としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸エス
テル、ポリメタクリル酸エステル、ポリスチレン、ポリシロキサン、ポリスタノキサン、
ポリアミド、ポリエステル、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリウレタ
ン、ポリエチルエーテルケトン、ポリ４−フッ化エチレンおよびこれらの共重合体や混合
物やグラフトポリマーおよびブロックポリマーが挙げられる。
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【００５２】
また、上記セラミックスとしては、アルミナ（酸化アルミニウム）、マグネシア、ベリ
リア、ジルコニア（酸化ジルコニウム）、酸化ウラン、酸化トリウム、シリカ（石英）、
ホルステライト、ステアタイト、ワラステナイト、ジルコン、ムライト、コージライト／
コージェライト、スポジュメン、チタン酸アルミニウム、スピネルアパタイト、チタン酸
バリウム、フェライト、ニオプ酸リチウム、窒化ケイ素（シリコンナイトライド）、サイ
アロン、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化チタン、炭化ケイ素（シリコンカーバイド
）、炭化ホウ素、炭化チタン、炭化タングステン、ホウ化ランタン、ホウ化チタン、ホウ
化ジルコニウム、硫化カドミウム、硫化モリブデン、ケイ化モリブデン、アモルファス炭
素、黒鉛、ダイヤモンド、単結晶サファイアなどが挙げられる。
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【００５３】
（Ｉ−２）ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造
本発明にかかる試料ターゲットの上記試料保持面は、ナノメートルないし数十マイクロ
メートルオーダーの微細な凹凸構造を有している。ここで、「ナノメートルないし数十マ
イクロメートルオーダーの微細な凹凸構造」とは、通常ナノメートル単位ないし数十マイ
クロメートル単位で表される程度に微細な単位で形成された凹凸構造を意味している。ま
た、ナノメートル単位ないし数十マイクロメートル単位で表される程度に微細な単位とは
、具体的には、１ｎｍ〜数十μｍの大きさをいう。また、本発明にかかる試料ターゲット
の上記試料保持面は、ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構
造を有していればよいが、ナノメートルオーダーの微細な凹凸構造を有していることがよ
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り好ましい。ここで、「ナノメートルオーダーの微細な凹凸構造」とは、通常ナノメート
ル単位で表される程度に微細な単位で形成された凹凸構造を意味している。また、ナノメ
ートル単位で表される程度に微細な単位とは、具体的には、１ｎｍ以上１μｍ未満の大き
さのことを意味する。
【００５４】
ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造としては、かかる
構造を有する試料保持面を、金属で被覆し、その表面に試料を載せ、当該試料にレーザー
光を照射すると、マトリックスが無くても高分子量の物質がイオン化されるような構造で
あれば特に限定されるものではない。例えば、ＤＩＯＳ法によるレーザー脱離イオン化質
量分析で用いられる試料ターゲットの多穴性構造は、上記凹凸構造に含まれる。
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【００５５】
上記試料保持面の微細な凹凸構造の大きさは、ナノメートルないし数十マイクロメート
ルオーダー、すなわち１ｎｍ〜数十μｍ程度であればよい。すなわち、凹凸構造の隣接す
る各凹部又は各凸部の間隔が１ｎｍ〜数十μｍ程度であればよい。しかしながら、質量分
析用の試料ターゲットとしての機能をより向上させるためには、上記隣接する各凹部又は
各凸部の間隔は１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好ましく、１ｎｍ〜１０μｍ
となっていることがより好ましく、１０ｎｍ〜１０μｍとなっていることがより好ましく
、１０ｎｍ〜５００ｎｍとなっていることがさらに好ましく、１０ｎｍ〜３００ｎｍとな
っていることが特に好ましい。これにより、質量分析における測定試料のイオン化を良好
に行うことができる。

50

(10)

JP 4512589 B2 2010.7.28

【００５６】
また、上記凹凸構造の隣接する各凹部又は各凸部の間隔は、規則的であっても不規則で
あってもよい。しかしながら、質量分析用の試料ターゲットとしての機能をより向上させ
るためには、規則的であることがより好ましい。上記各凹部又は各凸部の間隔が規則正し
い場合には、その凹凸のばらつきが少ないため、イオン化性能はより安定する。
【００５７】
上記凹凸構造の凹部の深さは、１ｎｍ以上３０μｍ未満程度であればよい。しかしなが
ら、質量分析用の試料ターゲットとしての機能をより向上させるためには、１０ｎｍ〜１
μｍであることがより好ましく、５０ｎｍ〜５００ｎｍであることがさらに好ましく、１
００ｎｍ〜５００ｎｍであることが特に好ましい。また、上記凹部の深さにはばらつきが
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あってもよいし、均一であってもよい。しかしながら、質量分析用の試料ターゲットとし
ての機能をより向上させるためには、上記凹部の深さは均一であることが好ましい。上記
凹部の深さは均一である場合には、その凹凸のばらつきが少ないため、イオン化性能はよ
り安定する。
【００５８】
上記凹部の具体的な形状は特に限定されるものではなく、どのような形状のものであっ
てもよい。また、上記凹凸構造は、凹部の形状が一定ではなく、種々の形状の凹部が混ざ
ったものであってもよい。しかしながら、質量分析用の試料ターゲットとしての機能をよ
り向上させるためには、上記凹凸構造は、一定の形状の凹部からなるものであることが好
ましい。かかる形状としては、例えば、溝、溝同士が交差した格子、穴等の形状を挙げる
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ことができる。また、上記溝、穴の形状も特に限定されるものではなく、どのような形状
のものであってもよいが、例えば、直線の溝；曲線の溝；弧を描く溝；円形の穴；楕円形
の穴；三角形、四角形、五角形等多角形の穴等を挙げることができる。
【００５９】
また、上記凹部の壁面は、試料保持面に対して垂直であってもよいし、斜度を有してい
てもかまわない。
【００６０】
また、上記凹凸構造は、試料保持面の全体に形成されているものであってもよいし、試
料保持面に部分的に形成されているものであってもよい。
【００６１】
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上述したように、本発明の試料ターゲットの上記試料保持面の凹凸構造は、複数の凹部
を規則的に形成した構造となっていることがより好ましい。かかる複数の凹部が規則的に
形成された構造については、後述する他の実施形態で説明する構造が含まれる。
【００６２】
以上のように、本発明の試料ターゲットの上記試料保持面の凹凸構造は、様々に変形さ
せることが可能であり、製造時（試料保持面の微細加工時）の簡便さや製造に要するコス
トを考慮して、適宜選択することができる。
【００６３】
（Ｉ−３）金属による被覆
本発明にかかる試料ターゲットは、上記試料保持面の表面が金属で被覆されているもの
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である。かかる金属としては、具体的には、例えば、元素周期表の１Ａ族（Ｌｉ，Ｎａ，
Ｋ，Ｒｂ，Ｃｓ，Ｆｒ）、２Ａ族（Ｂｅ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｒａ）、３Ａ族（Ｓ
ｃ，Ｙ）、４Ａ族（Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ）、５Ａ族（Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ）、６Ａ族（Ｃｒ，Ｍ
ｏ，Ｗ）、７Ａ族（Ｍｎ，Ｔｃ，Ｒｅ）、８族（Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，Ｉｒ，
Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ）、１Ｂ族（Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕ）、２Ｂ族（Ｚｎ，Ｃｄ，Ｈｇ）、３Ｂ
族（Ａｌ）、およびランタノイド系列（Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｐｍ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇ
ｄ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ，Ｌｕ）、アクチノイド系列（Ａｃ，Ｔｈ，Ｐ
ａ，Ｕ，Ｎｐ，Ｐｕ，Ａｍ，Ｃｍ，Ｂｋ，Ｃｆ，Ｅｓ，Ｆｍ，Ｍｄ，Ｎｏ，Ｌｒ）等を挙
げることができる。なかでも、上記金属はＡｕ又はＰｔであることがさらに好ましい。Ａ
ｕやＰｔは酸化されにくいため、イオン化の効率を向上させることができるのみならず、
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上記凹凸構造を有する上記試料保持面の酸化を防止することが可能となる。
【００６４】
また、上記金属は、上記金属から選ばれる単一金属であってもよいし、上記金属から選
ばれる少なくとも２種以上からなる合金であってもよい。ここで合金とは、２種以上の金
属が混合されている金属であればよく、混合された２種以上の上記金属の存在形態は特に
限定されるものではない。混合された２種以上の上記金属の存在形態としては、例えば、
固溶体、金属間化合物、固溶体及び金属間化合物が混在した状態等を挙げることができる
。
【００６５】
被覆されている上記金属の厚みは、試料保持面の凹凸構造を損なうものでなければ特に
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限定されるものではない。具体的には、例えば、１ｎｍ以上、１００ｎｍ以下であること
が好ましい。上記金属の厚みがこの上限を超えないことにより、試料保持面の凹凸構造が
損なわれず、下限より大きいことにより、効率的なイオン化が可能となる。さらに、上記
金属の厚みは、１ｎｍ以上、５０ｎｍ以下であることがより好ましく、１ｎｍ以上、３０
ｎｍ以下であることが特に好ましい。これにより、より効率的なイオン化が可能となる。
【００６６】
また、上記試料保持面の表面は、上記金属から選ばれる複数の金属からそれぞれ形成さ
れる複数の層として被覆されているものであってもよい。
【００６７】
（ＩＩ）試料ターゲットの製造方法
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本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試料をイオン化
して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイ
クロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料
ターゲットの製造方法であって、上記試料保持面の表面を金属で被覆する工程を含んでい
る。
【００６８】
上記試料保持面の表面を金属で被覆する方法は、特に限定されるものではなく、従来公
知の方法を好適に用いることができる。かかる方法としては、例えば、スパッタ法、化学
気相成長法（ＣＶＤ）、真空蒸着法、無電解メッキ法、電解メッキ法、塗布法、貴金属ワ
ニス法、有機金属薄膜法等を挙げることができる。これらの方法は、金属の種類、被覆す
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る層の厚み、被覆する試料保持面の状態等により、適宜選択して用いればよい。
【００６９】
また、ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する上
記試料保持面の製造方法も特に限定されるものではなく、従来公知の方法を好適に用いる
ことができる。かかる方法としては、例えば、電解エッチング法、リソグラフィー法等を
挙げることができる。リソグラフィー法を用いることにより、規則正しく、より微細な凹
凸構造を有する上記試料保持面を製造することが可能となる。
【００７０】
また、本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、上記試料保持面の表面を金属で被
覆する工程の前に、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に、１ｎｍ以上３０μｍ未
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満、より好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ未満の間隔、および、３０μｍ未満、より好ま
しくは、１μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し形成することによって、当該表
面に試料保持面を形成する方法であってもよい。また、上記リソグラフィー技術としては
、電子ビーム描画装置を用いて上記凹部を形成することが好ましい。かかる複数の凹部を
規則的に形成する方法については、後述する他の実施形態で説明する方法が含まれる。
【００７１】
（ＩＩＩ）本発明の利用（質量分析装置）
本発明の試料ターゲットは、生体高分子や内分泌撹乱物質、合成高分子、金属錯体など
の様々な物質の質量分析を行う場合に測定対象となる試料を載置するための言わば試料台
として使用することができる。また、上記試料ターゲットは、特にレーザー脱離イオン化
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質量分析において用いられた場合に、試料のイオン化を効率的かつ安定的に行うことがで
きるため有用である。
【００７２】
そこで、上述の本発明の試料ターゲットを用いてなる質量分析装置についても本発明の
範疇に含まれる。上記試料ターゲットは、特にレーザー脱離イオン化質量分析装置におい
て用いられた場合に、試料のイオン化を効率的かつ安定的に行うことができる。そのため
、本発明の質量分析装置は、より具体的には、測定対象となる試料にレーザー光を照射す
ることによってイオン化して当該試料の分子量を測定するレーザー脱離イオン化質量分析
装置であることが好ましい。
【００７３】
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上記レーザー脱離イオン化質量分析装置においては、測定対象となる試料を上述の試料
ターゲット上に載置して使用することによって、当該試料に対してレーザー光を照射した
場合に試料のイオン化を良好に行うことができる。
【００７４】
次に、本発明の他の実施形態について図１ないし図４に基づいて以下に詳細に説明する
が、本実施形態は以下の記載に限定されるものではない。
【００７５】
近年、ナノテクノロジーの分野において、ＤＮＡチップ、半導体のデバイス、化学反応
のための微小な容器などを作製するために、１ｎｍから数十μｍの単位での微細な加工を
行う技術が開発されている。ここ数年でナノテクノロジーの応用分野はますます拡大して
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いるが、それにともなって微細加工技術の需要は高まり、その技術レベルは急激に発達し
ている。このナノテクノロジーで使用される微細加工技術によれば、従来の電解エッチン
グ法と比較して、１ｎｍ〜数十μｍ単位の微細構造をより安定して高精度に加工すること
が可能である。
【００７６】
そこで、本願発明者らは、このナノテクノロジーで使用される微細加工技術に着目し、
加工しやすいような比較的単純な構造の微細構造をレーザー脱離イオン化質量分析に用い
る試料ターゲットの表面加工に利用できないかと考えた。そして、実際にかかる微細加工
技術を利用すれば、表面に規則的な凹凸形状を安定して作製することが可能になり、良好
な品質の試料ターゲットを安定して生産することが可能になることを見出し、本発明を完
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成させるに至った。
【００７７】
つまり、本発明にかかる試料ターゲットには、レーザー光の照射により試料をイオン化
して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイ
クロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料
ターゲットであって、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造
となっている試料ターゲットも含まれる。
【００７８】
（Ｉ）試料ターゲット
本実施形態にかかる試料ターゲットについて以下に詳細に説明する。
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【００７９】
本実施形態にかかる試料ターゲットは、レーザー光の照射によって試料をイオン化して
質量分析するレーザー脱離イオン化質量分析装置に用いられ、分析対象となる試料を載せ
る言わば試料台としての機能を果たすものである。本実施形態の試料ターゲットは、試料
を保持するための表面、すなわち試料保持面に、ナノメートルないし数十マイクロメート
ルオーダーの微細な凹凸構造を備えている。そして、この凹凸構造は、複数の凹部を規則
的に繰り返し形成した構造となっている。
【００８０】
上記試料ターゲットの上記試料保持面は、ナノメートルないし数十マイクロメートルオ
ーダーの微細な凹凸構造を有している。ここで、「ナノメートルないし数十マイクロメー
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トルオーダーの微細な凹凸構造」とは、通常ナノメートル単位ないし数十マイクロメート
ル単位で表される程度に微細な単位で形成された凹凸構造を意味している。また、ナノメ
ートル単位ないし数十マイクロメートル単位で表される程度に微細な単位とは、具体的に
は、１ｎｍ〜数十μｍの大きさをいう。また、本発明にかかる試料ターゲットの上記試料
保持面は、ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有して
いればよいが、ナノメートルオーダーの微細な凹凸構造を有していることがより好ましい
。ここで、「ナノメートルオーダーの微細な凹凸構造」とは、通常ナノメートル単位で表
される程度に微細な単位で形成された凹凸構造を意味している。また、ナノメートル単位
で表される程度に微細な単位とは、具体的には、１ｎｍ以上１μｍ未満の大きさのことを
意味する。

10

【００８１】
本実施形態にかかる試料ターゲットの試料保持面に形成された凹部は、上述のように、
複数の凹部を規則的に形成した構造となっている。ここで、「複数の凹部を規則的に形成
した構造」とは、複数の凹部がある一定の規則性を持って繰り返し形成されている構造の
ことを意味する。この構造の具体例としては、後述の溝または穴の繰り返し複数形成され
ている構造を挙げることができる。
【００８２】
そして、質量分析用の試料ターゲットとしての機能をより向上させるためには、上記試
料ターゲットの隣接する各凹部の間隔は１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好ま
しく、１０ｎｍ以上１μｍ未満となっていることがより好ましい。各凹部の間隔が３０μ
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ｍ未満、好ましくは１μｍ未満程度に狭くなっていることにより、質量分析における測定
試料のイオン化を良好に行うことができる。また、各凹部の間隔が１ｎｍ以上、好ましく
は１０ｎｍ以上となっていることによって、試料ターゲットの強度が低下すること避ける
ことができる。
【００８３】
また、上記凹部の具体的な形状として、溝または穴の形状を挙げることができる。この
ような形状は、試料ターゲットの試料保持面の表面加工を行う場合に、リソグラフィー法
などのような現在のナノテクノロジーによって容易かつ安価に形成することが可能である
。
【００８４】
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この場合、上記凹部の幅を、１ｎｍ以上３０μｍ未満、より好ましくは、１０ｎｍ以上
１μｍ未満となるように設定し、上記凹部の深さを、１ｎｍ以上３０μｍ未満、より好ま
しくは、１０ｎｍ以上１μｍ未満となるように設定すればよい。上記凹部の幅および深さ
を上記のような範囲内にすれば、そのサイズが現在のレーザー脱離イオン化質量分析計に
おいて一般的に用いられる、３３７ｎｍの窒素レーザーなどのような数百ｎｍオーダーの
紫外領域のレーザー光の波長とほぼ同じであるため、レーザー光のエネルギーを良好にト
ラップすることができる。また、上記凹部の幅および深さが上記の範囲内であれば、良好
なイオン化効率を得ることができる。
【００８５】
図１には、上記凹部が溝である場合の試料ターゲットの試料保持面の形状の具体例を示
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す。この図に示すように、本実施形態にかかる試料ターゲットは、１ｎｍ以上３０μｍ未
満、より好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ未満の間隔を有する複数の溝が平行に配置され
た形状を有していてもよい。図１に示すような形状の試料ターゲットを、ここでは溝型の
試料ターゲットと呼ぶ。また、図２では、溝型の試料ターゲットの溝の形状の模式図を示
しており、（ａ）は試料ターゲットの一部分を示す斜視図、（ｂ）は試料保持面の上方か
ら（（ａ）において矢印Ａの方向）から見た平面図、（ｃ）は溝形状の断面図（（ａ）に
おいて矢印Ｂ方向から見た断面図）である。ここで、上記凹部（溝）の間隔とは、図２（
ｃ）のＣで示す部分の大きさのことを意味し、上記凹部（溝）の幅とは、図２（ｃ）のＤ
で示す部分の大きさのことを意味し、上記凹部（溝）の深さとは、図２（ｃ）のＥで示す
部分の大きさのことを意味する。
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【００８６】
上記溝型の試料ターゲットにおいて、上記溝の間隔が３０μｍ未満、より好ましくは、
１μｍ未満であれば、質量分析を行う場合に当該試料ターゲット上に配置した試料のイオ
ン化を良好に行うことができる。また、上記溝の間隔が１ｎｍ以上、より好ましくは、１
０ｎｍ以上あれば、現在の微細加工技術において高度な技術を用いることなく加工するこ
とが可能である。なお、測定試料のイオン化をより良好に行うためには、上記溝の間隔が
２００ｎｍ未満となっていることがさらに好ましい。一方、試料保持面の微細加工をより
容易かつ安価に行うためには、上記溝の間隔が１ｎｍ以上となっていることが好ましく、
１０ｎｍ以上となっていることがより好ましい。
【００８７】
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また、上記溝型の試料ターゲットにおいて、上記溝の幅および深さは１ｎｍ以上３０μ
ｍ未満となっていることが好ましく、１０ｎｍ以上１μｍ未満となっていることがより好
ましい。上記の構成によれば、例えば、３３７ｎｍの窒素レーザーなどのような数百ｎｍ
オーダーの紫外領域のレーザー光のエネルギーを捕えやすく、良好なイオン化効率を得る
ことができる。なお、測定試料のイオン化をより良好に行うためには、上記溝の間隔が１
０ｎｍ以上２００ｎｍ未満となっていることがさらに好ましい。
【００８８】
なお、上記溝型の試料ターゲットにおいて、上記溝が異なる２つの方向に形成されてお
り、その異なる２方向の溝同士が交差している構造になっていてもよい。このような溝構
造を有する試料ターゲットの一例を図３に示す。図３において、（ａ）は試料ターゲット
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の一部分を示す斜視図、（ｂ）は試料保持面の上方から（（ａ）において矢印Ａの方向）
から見た平面図、（ｃ）は溝形状の断面図（（ａ）において破線Ｂの切断面の断面図）で
ある。図３に示す試料ターゲットは、２方向の溝が垂直に交差している場合のものであり
、このような溝を有する試料ターゲットについては、格子型の試料ターゲットと呼ぶ。こ
こで、上記凹部（溝）の間隔とは、図３（ｃ）のＣで示す部分の大きさのことを意味し、
上記凹部（溝）の幅とは、図３（ｃ）のＤで示す部分の大きさのことを意味し、上記凹部
（溝）の深さとは、図３（ｃ）のＥで示す部分の大きさのことを意味する。
【００８９】
本実施形態の試料ターゲットの凹部の形状は、上述のような溝型や格子型のみに限定さ
れることはなく、それ以外の形状であってもよい。その一例として、凹部の形状が図４に
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示すような穴型の形状を挙げることができる。図４に示す試料ターゲットは、上記穴が特
に円柱状の場合のものであり、このような穴を有する試料ターゲットは、穴型の試料ター
ゲットと呼ぶ。図４において、（ａ）は試料ターゲットの一部分を示す斜視図、（ｂ）は
試料保持面の上方から（（ａ）において矢印Ａの方向）から見た平面図、（ｃ）は溝形状
の断面図（（ａ）において破線Ｂの切断面の断面図）である。
【００９０】
ここで、上記穴の間隔とは、図４（ｃ）のＣで示す部分の大きさのことを意味し、上記
穴の幅とは、図４（ｃ）のＤで示す部分の大きさのことを意味し、上記穴の深さとは、図
４（ｃ）のＥで示す部分の大きさのことを意味する。なお、図４（ｃ）に示す断面図は、
上記穴の直径を含む部分の断面図である。それゆえ、上記穴の幅とは、円形状の穴の直径
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のことを意味し、上記穴の間隔とは、隣接する穴同士が最も接近している箇所の間隔のこ
とを意味している。
【００９１】
上記穴型の試料ターゲットは、図４に示すような円柱状の穴を有するものだけでなく、
四角柱、三角柱、五角柱、六角柱などのような角柱状の穴を有するものであってもよい。
なお、上述の格子型の試料ターゲットは、角柱状の穴を有しているとも言えるため、穴型
の試料ターゲットの一つでもある。
【００９２】
上記の溝型、格子型、穴型の各構造を有する試料ターゲットにおいて、その凹部の壁面
は、試料ターゲットの底面に対して垂直であることが好ましいが、多少斜度を有していて
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もかまわない。また、格子型の試料ターゲットにおいては、方向の異なる各溝の交わる角
度は、図３に示すような９０度に限定されることはなく、９０度以外であってもよい。ま
た、円柱状の穴型の試料ターゲットにおいて、その穴の横断面の形状は完全な円形である
必要はなく、楕円型や多少の変形があってもかまわない。また、このような構造が試料タ
ーゲットの全ての部分を占める必要はない。
【００９３】
以上のように、本実施形態の試料ターゲットの凹部の形状は、様々に変形させることが
可能であり、製造時（試料保持面の微細加工時）の簡便さや製造に要するコストを考慮し
て、適宜選択することができる。上述の溝型、格子型、穴型の構造のうちで、最も容易に
形成することができる形状は、溝型の形状である。

10

【００９４】
上記試料ターゲットの材質としては、半導体、金属、合成高分子などの樹脂、セラミッ
クスなどを用いればよい。また、上記試料ターゲットとして、上述の各材質を複数種含ん
でなる複合体、具体的には、半導体の表面に金属の被膜が施された被覆構造体、あるいは
、樹脂の表面に金属被膜が施された被覆構造体などを採用してもよい。これらの材質のう
ち、加工技術が進んでおり、加工が容易であるという理由で半導体を採用することが好ま
しい。
【００９５】
なお、上記半導体としては、例えば、Ｓｉ，Ｇｅ，ＳｉＣ，ＧａＰ，ＧａＡｓ，ＩｎＰ
，Ｓｉ１−ＸＧｅＸ（等モルのＳｉＧｅ以外のものも含む）などが挙げられる。
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【００９６】
また、上記金属としては、例えば、元素周期表の１Ａ族（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，Ｃｓ
，Ｆｒ）、２Ａ族（Ｂｅ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｒａ）、３Ａ族（Ｓｃ，Ｙ）、４Ａ
族（Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ）、５Ａ族（Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ）、６Ａ族（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ）、７Ａ
族（Ｍｎ，Ｔｃ，Ｒｅ）、８族（Ｆｅ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｃｏ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐ
ｔ）、１Ｂ族（Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕ）、２Ｂ族（Ｚｎ，Ｃｄ，Ｈｇ）、３Ｂ族（Ａｌ）、お
よびランタノイド系列（Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｐｍ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｄｙ
，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ，Ｌｕ）、アクチノイド系列（Ａｃ，Ｔｈ，Ｐａ，Ｕ，Ｎｐ，
Ｐｕ，Ａｍ，Ｃｍ，Ｂｋ，Ｃｆ，Ｅｓ，Ｆｍ，Ｍｄ，Ｎｏ，Ｌｒ）が挙げられる。
【００９７】
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また、上記合成高分子としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸エス
テル、ポリメタクリル酸エステル、ポリスチレン、ポリシロキサン、ポリスタノキサン、
ポリアミド、ポリエステル、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリウレタ
ン、ポリエチルエーテルケトン、ポリ４−フッ化エチレンおよびこれらの共重合体や混合
物やグラフトポリマーおよびブロックポリマーが挙げられる。
【００９８】
また、上記セラミックスとしては、アルミナ（酸化アルミニウム）、マグネシア、ベリ
リア、ジルコニア（酸化ジルコニウム）、酸化ウラン、酸化トリウム、シリカ（石英）、
ホルステライト、ステアタイト、ワラステナイト、ジルコン、ムライト、コージライト／
コージェライト、スポジュメン、チタン酸アルミニウム、スピネルアパタイト、チタン酸
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バリウム、フェライト、ニオプ酸リチウム、窒化ケイ素（シリコンナイトライド）、サイ
アロン、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化チタン、炭化ケイ素（シリコンカーバイド
）、炭化ホウ素、炭化チタン、炭化タングステン、ホウ化ランタン、ホウ化チタン、ホウ
化ジルコニウム、硫化カドミウム、硫化モリブデン、ケイ化モリブデン、アモルファス炭
素、黒鉛、ダイヤモンド、単結晶サファイアなどが挙げられる。
【００９９】
上記の試料ターゲットによれば、レーザー脱離イオン化質量分析を行う場合に、マトリ
ックス分子を使用することなく試料のイオン化を行うことができる。それに加えて、上記
試料ターゲットは、電解エッチングで作製された従来のＤＩＯＳ用試料ターゲットと比較
して、ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造が規則正しく
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形成されているため、イオン化性能の安定化を図ることができる。
【０１００】
（ＩＩ）試料ターゲットの製造方法
続いて、本実施形態の試料ターゲットの製造方法について説明する。
【０１０１】
本実施形態にかかる試料ターゲットは、上述のように、ナノメートルないし数十マイク
ロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えており、この
試料保持面の凹凸構造が、１ｎｍ以上、より好ましくは、１０ｎｍ以上の深さを有する凹
部を規則的に形成した構造を有するものである。それゆえ、この試料ターゲットを製造す
るためには、ナノテクノロジーで使用される高精度な微細加工技術が必要とされる。

10

【０１０２】
ナノテクノロジーで使用される高精度な微細加工技術としては、例えば、産業技術総合
研究所ナノテクノロジー知識研究会編、日経ＢＰ社発行の「ナノテクノロジーハンドブッ
ク」（２００３年）や川合知二著オーム社発行の「ナノテクノロジー入門」に挙げられて
いる方法方法がある。特に、リソグラフィー法は、現在１０ナノメートルから数十マイク
ロメートルの微細加工において最も用いられている方法の１つである。リソグラフィー法
には、フォトリソグラフィー法、電子線リソグラフィー法、イオンビームリソグラフィー
法、ナノインプリントリソグラフィー法、ディプペンナノリソグラフィー法がある。これ
らの各リソグラフィー法のうち、電子線リソグラフィー法を用いることが好ましい。電子
線リソグラフィー法を用いれば、一般的な光学リソグラフィーのように、書き込み形状の
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大きさが光の波長に制限されることがないため、より微細な書き込みを行うことができ、
これによって、微細な凹凸構造を形成することができる。
【０１０３】
電子線リソグラフィー法では、デバイスの設計図をマスクと呼ばれる金属板に焼き付け
て、そのマスクのある部分は光を通し、それ以外の部分は光を通さないというように加工
しておく。そして、加工された設計図に光を当てレンズでその光を絞ると設計図のパター
ンが縮小投影される。ここで、あらかじめデバイスの基盤となる材料には感光剤を塗って
おき、その基盤に縮小投影すると、そこに設計図のパターンが焼き付けられる。
【０１０４】
基盤に塗られる感光剤は、レジストと呼ばれる。レジストには、光を当てることで固化
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してしまうとか、重合してある溶液に溶けなくなるといった光反応を起こす分子が使われ
る。パターンの焼き付けられた基板の材料を、それを溶かす溶液に入れると、光の当たっ
たレジストが固まった部分だけが溶け出すことなく、それ以外のところについては溶かし
出すことが可能となる。このようにして形成されたレジストのパターンを用いて、さらに
エッチングすることで、基板上に微細加工することが可能となる。電子線リソグラフィー
法では、一般に電子ビーム描画装置が用いられる。微細構造を作成する精度は、この電子
ビーム描画装置の性能に大きく依存する。
【０１０５】
以上のように、本実施形態にかかる試料ターゲットを製造する場合、リソグラフィー技
術を用いれば試料保持面にナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な加
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工を施すことができる。それゆえ、上記リソグラフィー技術は試料ターゲットの製造方法
として非常に有用であると言える。
【０１０６】
そこで、リソグラフィー技術を用いて試料ターゲットを製造する方法も本実施形態の範
囲内に含まれる。本実施形態の試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試
料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルな
いし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備
えている試料ターゲットの製造方法であって、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面
に１ｎｍ以上３０μｍ未満、より好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ未満の間隔、および、
３０μｍ未満、より好ましくは、１μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し形成す
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ることによって、当該表面に試料保持面を形成するというものである。
【０１０７】
つまり、本実施形態にかかる試料ターゲットの製造方法は、リソグラフィー技術を用い
て、基板の表面に１ｎｍ以上３０μｍ未満、より好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ未満の
間隔、および、３０μｍ、より好ましくは、１μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に形成
するという、基板表面の微細加工方法を応用したものである。そして、この方法によれば
、上述の本実施形態にかかる試料ターゲット、つまり、レーザー脱離イオン化質量分析に
適した試料ターゲットを容易かつ高精度に製造することができる。
【０１０８】
本実施形態の試料ターゲットの製造方法では、上述のような溝型、格子型、穴型などと
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いうように凹部が種々の形状の試料ターゲットを製造することができる。このように試料
保持面がナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの種々の形状に微細加工され
た試料ターゲットを製造するための高精度な微細加工技術として、本実施形態の製造方法
では、上述の種々のリソグラフィー法が利用される。
【０１０９】
そして、本実施形態の製造方法では、上述の種々のリソグラフィー法の中でもの特に電
子ビーム描画装置を用いて所定の形状に感光剤を塗布した後に、電解エッチングを行うと
いう電子線リソグラフィー法を利用することが好ましい。この電子線リソグラフィー法を
用いれば、一般的な光学リソグラフィーに比べてより微細な書き込みを行うことができ、
これによって、微細な凹凸構造を形成することができるという効果を得ることができる。
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【０１１０】
また、従来の電解エッチング法のみを用いて作製したＤＩＯＳ用試料ターゲットは、図
７に示した断面図のように複雑で不規則な構造をしている。一方、本実施形態の製造方法
によれば、リソグラフィー技術を用いているため、溝型（図１、２参照）、格子型（図３
参照）、穴型（図４参照）のような単純で規則的な微細構造を、高精度に高い再現性で加
工することが容易になる。従って、上記の製造方法で作製された試料ターゲットにおいて
は、その凹凸の形状が個々の試料ターゲット間あるいは製造ロット間でばらつくことが少
なくなる。つまり、本実施形態の製造方法によれば、得られる試料ターゲットに安定した
イオン化性能を与えることができる。
【０１１１】
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（ＩＩＩ）本発明の利用（質量分析装置）
続いて、本実施形態の試料ターゲットの利用方法について説明する。
【０１１２】
本実施形態の試料ターゲットは、生体高分子や内分泌撹乱物質、合成高分子、金属錯体
などの様々な物質の質量分析を行う場合に測定対象となる試料を載置するための言わば試
料台として使用することができる。また、上記試料ターゲットは、特にレーザー脱離イオ
ン化質量分析において用いられた場合に、試料のイオン化を良好に行うことができるため
有用である。
【０１１３】
そこで、上述の本実施形態の試料ターゲットを用いて質量分析を行う質量分析装置につ

40

いても本発明の範疇に含まれる。つまり、本発明の質量分析装置は、本実施形態の試料タ
ーゲットを試料台という構成部品として含むものである。上記試料ターゲットは、特にレ
ーザー脱離イオン化質量分析装置において用いられた場合に、試料のイオン化を良好に行
うことができる。そのため、本発明の質量分析装置は、より具体的には、測定対象となる
試料にレーザー光を照射することによってイオン化して当該試料の分子量を測定するレー
ザー脱離イオン化質量分析装置であることが好ましい。
【０１１４】
上記レーザー脱離イオン化質量分析装置においては、測定対象となる試料を上述の試料
ターゲット上に載置して使用することによって、当該試料に対してレーザー光を照射した
場合に試料のイオン化を良好に行うことができる。
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【０１１５】
本実施形態にかかる試料ターゲットは、以上のように、ナノメートルないし数十マイク
ロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えており、その
凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造構造となっている。
【０１１６】
それゆえ、本実施形態の試料ターゲットは、従来のＤＩＯＳ法に用いられる不規則な凹
凸構造を有する試料ターゲットと比較して、その凹凸の形状のバラツキが少ないため、イ
オン化性能を安定化させることができる。つまり、本実施形態の試料ターゲットによれば
、上述のマトリックスを用いないレーザー脱離イオン化質量分析（ＤＩＯＳ法）をより正
確かつ安定して実施することができるという効果を奏する。これによって、レーザー脱離
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イオン化質量分析において、試料ターゲットの実用性を高めることができる。
【０１１７】
そして、本実施形態の試料ターゲットは、レーザー脱離イオン化質量分析法、および、
その方法を利用した質量分析装置などを用いて試料の質量分析を行う場合に、試料を載置
する試料台として有効に利用することができる。
【０１１８】
また、本実施形態の試料ターゲットの製造方法によれば、リソグラフィー技術を用いて
試料ターゲットの試料保持面にナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細
な凹凸構造を容易に形成することができる。それゆえ、上述の本実施形態にかかる試料タ
ーゲット、つまり、レーザー脱離イオン化質量分析に適した試料ターゲットを高精度かつ
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簡便に製造することができる。
【０１１９】
また、本実施形態の質量分析装置は、上述の試料ターゲットを用いて質量分析を行うも
のであるため、測定対象となる試料に対してレーザー光を照射した場合に試料のイオン化
を良好に行うことができる。従って、上記の質量分析装置によれば、得られる分析結果の
安定性を向上させることができる。
【０１２０】
以上のように、本発明に係る試料ターゲットは、上記課題を解決するために、レーザー
光の照射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ
、ナノメートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試
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料保持面として備えている試料ターゲットであって、上記試料保持面の表面が金属で被覆
されている。
【０１２１】
上記の構成によれば、マトリックスを用いずに試料のイオン化を可能とするレーザー脱
離イオン化質量分析において、試料のイオン化の効率性及び安定性を向上できるという効
果を奏する。
【０１２２】
また、上記金属は、白金（Ｐｔ）および金（Ａｕ）の少なくとも何れかであることが好
ましい。
【０１２３】

40

上記の構成によれば、マトリックスを用いずに試料のイオン化を可能とするレーザー脱
離イオン化質量分析において、試料をより効率的にイオン化することができ、かつ、凹凸
構造を有する試料保持面の酸化を抑制することができるという効果を奏する。
【０１２４】
また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
ことが好ましい。
【０１２５】
また、本発明にかかる試料ターゲットは、上記課題を解決するために、レーザー光の照
射により試料をイオン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノ
メートルないし数十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持
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面として備えている試料ターゲットであって、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部
を規則的に形成した構造となっているものであってもよい。
【０１２６】
上記の構成によれば、本発明の試料ターゲットは、従来のＤＩＯＳ法に用いられる不規
則な凹凸構造を有する試料ターゲットと比較して、その凹凸の形状のバラツキが少ないた
め、イオン化性能を安定化させることができる。つまり、本発明の試料ターゲットによれ
ば、上述のマトリックスを用いないレーザー脱離イオン化質量分析（ＤＩＯＳ法）をより
正確かつ安定して実施することができるという効果を奏する。
【０１２７】
上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている試料タ
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ーゲットにおいて、隣接する各凹部の間隔は、１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていること
が好ましい。隣接する各凹部の間隔が薄すぎる（すなわち、１ｎｍ未満である）場合、試
料ターゲットの構造が弱くなってしまうという問題が発生する。逆に、隣接する各凹部の
間隔が広すぎる（すなわち、３０μｍ以上である）場合、イオン化の効率が低下してしま
うという問題が発生する。それゆえ、隣接する各凹部の間隔は、上述のような範囲内にあ
ることが好ましい。なお、イオン化効率をより向上させるためには、光のエネルギーを捉
える単位面積当たりの効率を上げる必要がある。そこで、隣接する各凹部の間隔は、２０
０ｎｍ未満であることがより好ましい。
【０１２８】
上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている試料タ
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ーゲットにおいて、上記凹部の幅は、１ｎｍ以上３０μｍ未満となっていることが好まし
い。また、本発明の試料ターゲットにおいて、上記凹部の深さは、１ｎｍ以上３０μｍ未
満となっていることが好ましい。
【０１２９】
上記の構成によれば、例えば、３３７ｎｍの窒素レーザーなどのような数百ｎｍオーダ
ーの紫外領域のレーザー光のエネルギーを捕えやすく、良好なイオン化効率を得ることが
できる。
【０１３０】
また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
試料ターゲットにおいて、上記凹部は溝または穴であってもよい。そして、本発明の試料
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ターゲットにおいて、上記凹部が溝である場合、当該凹部の繰返しが、異なる方向に形成
された溝同士を交差した構造となっていてもよい。また、本発明の試料ターゲットにおい
て、上記凹部が穴である場合、当該穴が円柱状または角柱状の形状を有していてもよい。
【０１３１】
また、本発明の試料ターゲットにおける少なくとも試料保持面の材質は半導体であるこ
とが好ましい。また、本発明の試料ターゲットは、その全体が半導体などの単一の素材で
形成されたものであってもよいが、試料保持面を形成する層と、上記試料保持面とが異な
る材質で構成され試料保持面の土台となる基板とが積層された多層構造体であってもよい
。この場合、例えば、上記試料保持面を半導体で形成し、上記基板を金属などで形成する
ことができる。さらに、この多層構造体の範疇には、例えば半導体からなる基板表面上に
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金属の被膜が施されることによって試料保持面を形成しているような被覆構造体も含まれ
る。また、上記試料保持面を構成する半導体は、シリコンであることが好ましい。
【０１３２】
上記の構成によれば、マトリックスを用いずに試料のイオン化を可能とするレーザー脱
離イオン化質量分析において、試料のイオン化の効率をさらに向上させることができると
いう効果を奏する。
【０１３３】
本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試料をイオン化
して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数十マイ
クロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えている試料
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ターゲットの製造方法であって、上記試料保持面の表面を金属で被覆する工程を含むこと
を特徴としている。
【０１３４】
上記の構成によれば、試料ターゲットの試料保持面を金属で被覆することで、マトリッ
クスを用いずに試料のイオン化を可能とするレーザー脱離イオン化質量分析において、試
料をより効率的かつ安定的にイオン化することができる試料ターゲットを簡便に製造する
ことができる。
【０１３５】
また、本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、上記試料保持面の表面を金属で被
覆する工程の前に、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に１ｎｍ以上３０μｍ未満
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の間隔、および、３０μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し形成することによっ
て、当該表面に試料保持面を形成することが好ましい。
【０１３６】
また、本発明にかかる試料ターゲットの製造方法は、レーザー光の照射により試料をイ
オン化して質量分析するときに、試料を保持するために用いられ、ナノメートルないし数
十マイクロメートルオーダーの微細な凹凸構造を有する表面を試料保持面として備えてい
る試料ターゲットの製造方法であって、リソグラフィー技術を用いて、基板の表面に１ｎ
ｍ以上３０μｍ未満の間隔、および、３０μｍ未満の幅を有する凹部を規則的に繰り返し
形成することによって、当該表面に試料保持面を形成する構成を備えていてもよい。
【０１３７】

20

また、上記試料保持面の凹凸構造が、複数の凹部を規則的に形成した構造となっている
試料ターゲットの製造方法においては、上記リソグラフィー技術として、電子ビーム描画
装置を用いて上記凹部を形成してもよい。上記リソグラフィー技術のより具体的な方法と
しては、例えば、上記電子ビーム描画装置を用いて所定の形状に感光剤を塗布した後に、
エッチングを行って凹部を形成するというものが挙げられる。なお、エッチングの種類と
しては、ドライエッチング、ケミカルエッチング、電解エッチングなどが挙げられるが、
形成される凹部の深さを制御しやすいという理由で、ドライエッチング、ケミカルエッチ
ングを採用することが好ましい。
【０１３８】
本発明にかかる質量分析装置は、上記いずれかの試料ターゲットを用いて質量分析を行
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うというものである。また、上記質量分析装置は、測定対象となる試料にレーザー光を照
射することによって、当該試料をイオン化してその分子量を測定するレーザー脱離イオン
化質量分析装置であることが好ましい。
【０１３９】
上記の構成によれば、本発明の質量分析装置は上記試料ターゲットを用いて質量分析を
行うものであるため、試料のイオン化の効率性と安定性とを向上させることができる。そ
れゆえ、上記の質量分析装置によれば、分析結果の正確性及び安定性を向上させることが
できる。
【実施例】
【０１４０】
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本発明について、実施例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこれに限定され
るものではない。当業者は本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、修正、および
改変を行うことができる。
【０１４１】
〔実施例１〕
本実施例では、スパッタリング法を用いて、ＤＩＯＳ試料ターゲットの試料保持面に、
Ｐｔを２０ｎｍの厚みで蒸着し、試料ターゲットを作製した。このＰｔで被覆した試料タ
ーゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。以下にその手順およ
び結果を説明する。
【０１４２】
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Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ社製）に、ＴＦＬ−

１０００イオンスパッタリングデバイス（日本電子製）でＰｔを２０ナノメートル蒸着し
た。図８に、用いたＤＩＯＳ試料ターゲットの試料保持面における加工状態を走査型電子
顕微鏡で断面から観察した断面図を示す。図８に示すように、用いたＤＩＯＳ試料ターゲ
ットの試料保持面における凹凸構造では、凹部の形状は一定ではなく、凹凸構造の隣接す
る各凹部又は各凸部の間隔は１５０ｎｍ程度、凹部の深さは約１００〜２００ｎｍであっ
た。
【０１４３】
次に、得られた試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行っ
た。測定対象となる試料として、１ｍｇ／ｍｌの濃度のアンジオテンシンＩの溶液を用い
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、試料ターゲットに０．２μｌ滴下し風乾させた。
【０１４４】
続いて、これらの試料ターゲットを飛行時間型質量分析計Ｖｏｙａｇｅｒ

ＤＥ−Ｐｒ

ｏ（アプライドバイオシステムズ社製）を用いて、リフレクトロンモードでレーザー脱離
イオン化法による質量分析を行った。ｍ／ｚの値が１２９７のアンジオテンシンＩ分子の
プロトン付加のイオンのピーク面積を以下の表１に示す。なお、表中「レーザーパワー」
とは、Ｖｏｙａｇｅｒ

ＤＥ−Ｐｒｏのレーザー強度を示す数値である。

【０１４５】
【表１】
20

30
表１に示すように、本実施例において作製した試料ターゲットを用いた場合では、上記
レーザーパワーが２０００のときに、ピーク面積が２８７００５であった。この結果より
、Ｐｔで被覆されているＤＩＯＳ試料ターゲットでは、アンジオテンシンＩ分子のイオン
を強く検出できることが確認された。この結果から、本実施例において作製された試料タ
ーゲットを用いれば、試料のイオン化を良好に行うことができ、正確な質量分析を実施す
ることができることがわかった。
【０１４６】
〔比較例１〕
試料ターゲットとして凹凸構造を有しないステンレス製の金属プレートを用いた点、及
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び試料保持面を金属で被覆しなかった点以外は、実施例１と同様の手順で上記試料につい
てレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。その結果、表１に示すように、本比
較例では、上記試料についてイオンを検出することができなかった。また、レーザーパワ
ーを２７００にあげても、上記試料についてイオンを検出することができなかった。
【０１４７】
〔比較例２〕
試料ターゲットとして凹凸構造を有しないシリコンウエハーを用いた点、及び試料保持
面を金属で被覆しなかった点以外は、実施例１と同様の手順で上記試料についてレーザー
脱離イオン化法による質量分析を行った。その結果、表１に示すように、本比較例では、
上記試料についてイオンを検出することができなかった。また、レーザーパワーを２７０
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０にあげても、上記試料についてイオンを検出することができなかった。
【０１４８】
〔比較例３〕
試料ターゲットの試料保持面を金属で被覆しなかった点以外は、実施例１と同様の手順
で上記試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。その結果、表１に
示すように、本比較例では、上記試料についてイオンを検出することができなかった。ま
た、レーザーパワーを２５００にあげると、上記試料についてのイオンを検出することは
できたが、ピーク面積はわずかに９７３５であった。また、レーザーパワーが２５００を
超えるとＤＩＯＳ表面の凹凸構造が破壊され、ＤＩＯＳターゲットの再利用が困難になっ
10

た。
【０１４９】
〔比較例４〕
試料ターゲットとして凹凸構造を有しないステンレス製の金属プレートを用いた点以外
は、実施例１と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析を
行った。その結果、表１に示すように、本比較例では、上記試料についてイオンを検出す
ることはできたが、ピーク面積は８３５２とイオン強度は小さかった。
【０１５０】
〔比較例５〕
試料ターゲットとして凹凸構造を有しないシリコンウエハーを用いた点以外は、実施例
１と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。そ
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の結果、表１に示すように、本比較例では、上記試料についてイオンを検出することはで
きたが、ピーク面積は１０７９２とイオン強度は小さかった。
【０１５１】
以上の結果から、本発明にかかる試料ターゲットにおいて、微細な凹凸構造を有する試
料保持面への金属の被覆は、試料をイオン化する上で重要な役割を果たすことが確認され
た。
【０１５２】
〔実施例２〕
本実施例では、スパッタリング法を用いて、多孔性プラスチックＰｏｒｅｘに、Ｐｔを
２０ｎｍの厚みで蒸着し、試料ターゲットを作製した。このＰｔで被覆した試料ターゲッ
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トを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。以下にその手順および結果
を説明する。
【０１５３】
米国ＰＯＲＥＸ

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ社製多孔性プラスチックＰｏｒｅｘにＴＥ

Ｌ−１０００イオンスパッタリングデバイス（日本電子製）でＰｔを２０ナノメートル蒸
着した。図９に示すように、用いた多孔性プラスチックは８００ナノメートル〜５マイク
ロメートル程度の不規則な多孔構造であった。
【０１５４】
次に、得られた試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行っ
た。測定対象となる試料として、１ｍｇ／ｍｌの濃度のアンギオテンシンＩの溶液を用い

40

、試料ターゲットに０．５μｌ滴下し風乾させた。
【０１５５】
続いて、これらの試料ターゲットを飛行時間型質量分析計Ｖｏｙａｇｅｒ

ＤＥ−Ｐｒ

ｏ（アプライドバイオシステムズ社製）を用いて、リフレクトロンモードでレーザー脱離
イオン化による質量分析を行った。レーザーパワー２１５０で、ｍ／ｚの値が１２９７の
アンギオンシンＩ分子のプロトン付加の強いイオン（ピーク面積２２３０００）が検出で
きた。
【０１５６】
〔比較例６〕
試料ターゲットの試料保持面を金属で被覆しなかった点以外は、実施例２と同様の手順

50

(23)

JP 4512589 B2 2010.7.28

で上記試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行ったが、レーザーパワー
をいくら上げてもイオンは全く得られなかった。
【０１５７】
〔実施例３〕
本実施例では、スパッタリング法を用いて、Ｎｏ．４００のサンドペーパーで擦って表
面処理したスライドガラスに、Ｐｔを２０ｎｍの厚みで蒸着し、試料ターゲットを作製し
た。このＰｔで被覆した試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析
を行った。以下にその手順および結果を説明する。
【０１５８】
松浪硝子工業製スライドガラスを、Ｎｏ．４００のサンドペーパーで擦って表面処理し
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た。その上にＴＥＬ−１０００イオンスパッタリングデバイス（日本電子製）でＰｔを２
０ナノメートル蒸着した。表面は、１００ナノメートル〜２マイクロメートル程度の不規
則な多孔構造であった。
【０１５９】
次に、得られた試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行っ
た。１ミリグラム／ミリリットルの濃度の非イオン型界面活性剤ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１０

０（ＩＣＮバイオメディカル社製）のテトラヒドロフラン溶液を０．５マイクロリットル
、試料ターゲットに滴下し、風乾させた。
【０１６０】
続いて、試料ターゲットを飛行時間型質量分析計Ｖｏｙａｇｅｒ

ＤＥ−Ｐｒｏ（アプ
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ライドバイオシステムズ社製）を用いて、リフレクトロンモードでレーザー脱離イオン化
による質量分析を行った。レーザーパワー１６００でＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００のＮａ付

加の分子イオンが強い強度で検出できた。ｍ／ｚ６２５のピーク高さは３００００であっ
た。
【０１６１】
〔比較例７〕
試料ターゲットとして試料保持面を金属で被覆しなかった試料ターゲットを用いた点以
外は、実施例３と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析
を行った。試料のイオン化はできたが、レーザーパワーが２４００とかなり高く、しかも
イオン強度は弱かった。ｍ／ｚ６２５のピーク高さは２０００であった。
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【０１６２】
〔比較例８〕
試料ターゲットとして試料保持面をサンドペーパーによる表面処理をしなかった試料タ
ーゲットを用いた点以外は、実施例３と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオ
ン化法による質量分析を行ったが、試料に関するイオンは得られなかった。
【０１６３】
〔比較例９〕
試料ターゲットとして試料保持面をサンドペーパーによる表面処理も金属蒸着もしなか
った試料ターゲットを用いた点以外は、実施例３と同様の手順で上記試料についてレーザ
ー脱離イオン化法による質量分析を行ったが、試料に関するイオンは得られなかった。
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【０１６４】
〔実施例４〕
本実施例では、スパッタリング法を用いて、複数の凹部が規則的に形成されたＳｉＯ２
基板の試料保持面に、Ｐｔを２０ｎｍの厚みで蒸着し、試料ターゲットを作製した。この
Ｐｔで被覆した試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った
。以下にその手順および結果を説明する。
【０１６５】
山中セミコンダクター製のＳｉＯ２基板をｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌａｚａｎｅ
で処理し、その後電子線レジストＺＥＰ５２０（日本ゼオン）をスピンコートし、１８０
℃でプリベークし、エリオニクス社製電子線描画装置ＥＬＳ−７７０を用いて電子線露光
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を行った。ＺＥＤ−Ｎ５０（日本ゼオン）にて現像、ＺＭＤ−Ｂ（日本ゼオン）にてリン
スを行い、レジストパターンを作製した。アルバック製ＭＢ−０２−５００２を用いＮｉ
の電子線蒸着をレジストパターン上に行い、ＺＤＭＡＣ（日本ゼオン）にてレジストを剥
離し、Ｎｉマスクを作製した。その後リアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置ＲＩ
Ｅ−１０ＮＲ（ＳＡＭＣＯ）にてドライエッチングを行い、ＳｉＯ２パターンを形成した
。そのうえに日本電子製ＴＦＬ−１０００イオンスパッタリングデバイスでＰｔを２０ナ
ノメートル蒸着した。
【０１６６】
一片が約０．６ｍｍの正方形部分を、凸部分が約１５０ナノメートル、凹部分が約１５
０ナノメートル、深さが２００ナノメートルの溝構造に加工した試料ターゲットが得られ
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た。同じものを１２個作成した。
【０１６７】
１ミリグラム／ミリリットルの濃度の非イオン型界面活性剤ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００

（ＩＣＮバイオメディカル社製）および平均分子量７００のポリプロピレングリコール（
和光純薬製）のテトラヒドロフラン溶液を０．５マイクロリットル、試料ターゲットに滴
下し、風乾させた。
【０１６８】
続いて、アプライドバイオシステムズ社製の飛行時間型質量分析計Ｖｏｙａｇｅｒ

Ｄ

Ｅ−Ｐｒｏを用いて、リフレクトロンモードでレーザー脱離イオン化法による質量分析測
20

定を行った。
【０１６９】
本実施例において用いた試料ターゲットでは、ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００およびポリプ

ロピレングリコールの試料イオンが強く検出できた。また、ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００の

ｍ／ｚ６２５のピーク高さの平均値及び標準偏差は、平均値２００００、標準偏差２３０
０であり、スペクトルの再現性が良いことが確認された。
【０１７０】
〔実施例５〕
本実施例では、電子線リソグラフィー法を用いてシリコンウエハー上に微細な凹凸構造
を形成し、試料ターゲットを作製した。さらに本実施例では、その試料ターゲットを用い
てレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。以下にその手順および結果を説明す
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る。
【０１７１】
三菱住友シリコン製の抵抗率が０．００８〜０．０２Ωｃｍのシリコンウエハー上に、
住友化学製のレジスト（ＮＥＢ２２）を塗布し、日本電子製電子ビーム描画装置ＪＢＸ−
５０００ＳＩにより電子線を照射した後に、シプレー社製のＭＦＣＤ−２６で処理しレジ
ストの微細構造を作製した。続いて、ＵＬＶＡＣ社製のＮＬＤエッチング装置ＮＬＤ−８
００を用いて、ドライエッチング法でエッチングし、シリコンウエハー上に微細構造を形
成した。
【０１７２】
上記の手順によって、一辺が約０．６ｍｍの正方形部分を、凸部分の幅（すなわち、凹
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部分の間隔）が約１５０ｎｍ、凹部分の幅が約１７０ｎｍであり、溝（凹部分）の深さが
約１５０ｎｍの溝構造に加工した試料ターゲットが得られた。このような試料ターゲット
は１２個作製された。ここで得られた試料ターゲットの表面構造を、日本電子製走査型電
子顕微鏡ＪＳＭ−５３１０を用いて観察したところ、図１に示すような溝構造が確認され
た。
【０１７３】
次に、得られた試料ターゲットを用いてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行っ
た。ここでは、測定対象となる試料として、１ｍｇ／ｍｌの濃度の非イオン型界面活性剤
ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００（ＩＣＮバイオメディカル社製）、および、平均分子量７００

のポリプロピレングリコール（和光純薬製）のテトラヒドロフラン溶液を用いた。各試料
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を上記の方法で作製した試料ターゲットにそれぞれ０．５μｌずつ滴下し、風乾させた。
【０１７４】
続いて、これらの試料ターゲットを飛行時間型質量分析計Ｖｏｙａｇｅｒ

ＤＥ−Ｐｒ

ｏ（アプライドバイオシステムズ社製）を用いて、リフレクトロンモードでレーザー脱離
イオン化法による質量分析を行った。
【０１７５】
その結果、本実施例において作製した１２個の試料ターゲットの全てにおいて、ＴＲＩ
ＴＯＮ

Ｘ−１００およびポリプロピレングリコールの両方の試料のイオンを強く検出で

きることが確認された。なお、今回の質量分析によって得られたＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１０

０のマススペクトルを図５に示し、ポリプロピレングリコールのマススペクトルを図６に
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示す。この結果から、本実施例において作製された試料ターゲットを用いれば、試料のイ
オン化を良好に行うことができ、正確な質量分析を実施することができることがわかった
。
【０１７６】
〔比較例１０〕
一方、比較例１０として図７に示す従来のＤＩＯＳ用試料ターゲットを用いて、実施例
５と同様の手順で上記各試料についてレーザー脱離イオン化法による質量分析を行った。
【０１７７】
なお、ＤＩＯＳ用試料ターゲットは、上記文献６を参考にして作製した。具体的には、
三菱住友シリコン製の抵抗率が０．００８〜０．０２Ωｃｍのシリコンウエハーを用い、

20

電解エッチング法により作製した。４６％フッ化水素酸（和光純薬製）とエタノール（和
光純薬製）の等量混合液を電解液として用い、２５０Ｗの白熱灯を１５ｃｍの距離から照
射しながら、電流密度を８ｍＡ／ｃｍ２、エッチングの時間を２分としてエッチングを行
った。エッチング後、このＤＩＯＳ用試料ターゲットをエタノールで洗浄した。作製した
試料ターゲットはエタノール中で保存した。同じ条件で１２個のＤＩＯＳ用試料ターゲッ
トを作製した。日本電子製操作型電子顕微鏡ＪＳＭ−６７００Ｆを用いて測定した表面構
造を図７に示す。
【０１７８】
その結果、比較例１０では、作製した１２個の試料ターゲットの全てにおいて、実施例
５と同様に、ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００およびポリプロピレングリコールの両方の試料の
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イオンを強く検出できることが確認された。しかし、実施例５の試料ターゲットと比較例
１０の試料ターゲットにおいて、ＴＲＩＴＯＮ

Ｘ−１００のｍ／ｚ６２５のイオンのピ

ーク高さの平均値及び標準偏差を比較したところ、実施例５では平均値１５０００、標準
偏差２０００であるのに対し、比較例１０では平均値１５１００、標準偏差６５００であ
り、イオン強度にほとんど差がないにもかかわらず、比較例１０に比べて、実施例５の方
がスペクトルの再現性が良いことが確認された。この結果から、本実施例の試料ターゲッ
トは、比較例１０の試料ターゲットに比べて、得られる分析結果の安定性を向上させるこ
とができると言える。
【０１７９】
〔比較例１１〕
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試料ターゲットとして微細な凹凸構造を有していない金属プレートの試料ターゲットを
用いた点以外は、実施例５と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオン化法によ
る質量分析を行ったが、試料に関するイオンを検出することができなかった。
【０１８０】
〔比較例１２〕
試料ターゲットとして微細な凹凸構造を有していないシリコンウエハーの試料ターゲッ
トを用いた点以外は、実施例５と同様の手順で上記試料についてレーザー脱離イオン化法
による質量分析を行ったが、試料に関するイオンを検出することができなかった。
【０１８１】
以上の結果から、本発明にかかる試料ターゲットにおいて、その試料保持面に形成され
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た微細で規則的な凹凸構造は、試料をイオン化する上で重要な役割を果たすことが確認さ
れた。
【０１８２】
本発明は上述した実施形態および実施例に限定されるものではなく、請求項に示した範
囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段
を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１８３】
本発明の試料ターゲットによれば、レーザー脱離イオン化質量分析法において、マトリ
ックスを用いることなくイオン化することが可能であるとともに、ＤＩＯＳ法で用いられ
ていた従来の試料ターゲットと比較して試料のイオン化効率の向上及び安定したイオン化
を実現することが可能である。
【０１８４】
レーザー脱離イオン化質量分析法は、生体高分子や内分泌撹乱物質、合成高分子、金属
錯体などの質量分析法として、現在幅広い分野で活用されている。本発明の試料ターゲッ
トは、このレーザー脱離イオン化質量分析をより正確かつ安定して実施するために有効な
材料であるため、本発明の利用可能性は高いと言える。
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