化学反応中の原子の運動状態を可視化する新規時間分解分光法の開発
Development of a time-resolved spectroscopy for visualizing atomic motions
during chemical reactions
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One of the greatest dreams of physical chemists is to visualize chemical reactions on the time-scale they really
occur (10−12 seconds). With the development of ultrashort pulsed laser technology, it has even become possible to
observe structural changes of reacting molecules in which chemical bonds are broken and new ones created. To
understand the underlying mechanisms why such atomic rearrangements should take place, however, one must also
elucidate the relationship between the change of atomic motions in the molecules and the forces acting on them. In this
study, we have developed a highly-sensitive atomic momentum spectroscopy, which utilizes keV electron scattering at
high momentum transfer for the direct observation of the momentum distribution of the scattering atoms in molecules. It
was found that the signal count rate has been improved by a factor of 2,000 or more, compared with that of the previous
study. This high-sensitivity can compensate for an expected drastic decrease in signal intensity due to the use of an
ultrashort pulsed electron gun, which is the primary requirement for the time-resolved measurement. Therefore, the
present achievement has marked a significant progress towards time-resolved imaging of atomic momentum
distributions during a chemical reaction.
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光装置を製作した。

り、物質内原子核の運動量分布の変化、すなわち過

Figure 1 に開発した装置の概略図を示す。装置は
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とを利用して、散乱電子のエネルギー分析を行った。
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となる。したがって、反跳エネルギーの分布は、q2/2M
（Doppler シフト）を中心として Doppler 広がりを示
すようになる。この Doppler 広がりこそが原子運動
量分布のコンプトンプロファイルに相当し、運動量
空間における原子核波動関数形状を直接反映したも
のとなる。
散乱電子のエネルギー分析によって、この Doppler
シフトおよび Doppler 広がりを得る実験手法をここ

Fig. 1. Schematic of a highly-sensitive atomic

では原子運動量分光と呼ぶ。本分光は、高速電子の

momentum spectrometer.

後方散乱により大きな移行運動量を得るため、その

線強度 I、
取り込み立体角∆Ω、エネルギー分解能∆E、
および装置の検出効率εの積で与えられる（ N =

σnI∆Ω∆Eε）。本装置は前述したとおり、方位角方向
の取り込み角が 310°と、ほぼ全方位角に近い範囲の
電子を捕集する。一方、Vos らの装置の取り込み角
は、二次元検出器上の信号強度分布[5]から読み取っ
て、約 18°程度であると推定した。つまり、取り込
み角から予想される信号強度の増大は 17 倍程度で
ある。このことから、本装置の分子線強度あるいは
検出効率、あるいはそれら両者が既存の装置よりも
Fig. 2. Energy spectrum of scattered electrons over

改善された形となっており、その結果として、期待
以上の信号強度の向上を達成したと考えられる。

135° from CH4 at incident energy of 2 keV.

以上、本研究では超高感度原子運動量分光装置を
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解電子運動量分光の開発で培った時間分解計測技術
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ザーで誘起した光化学反応開始後の任意のタイミン

22.4 atomic units を考慮すると、これら 2 つのバンド

グにおいて、分子中の各元素がどのような速さで運

位置はそれぞれ、炭素原子（q2/2MC = 0.3 eV）および

動しているかを直接動画撮影することが可能になる。

水素原子（q2/2MH = 3.7 eV）の平均反跳エネルギー
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質内電子運動と原子核運動との因果関係を明らかに

ドの半値全幅は、炭素バンドでは 0.7 eV と装置のエ

することで、物質の機能発現や反応性の起源へと直

ネルギー分解能 0.6 eV に近い値であるのに対し、水

接的に迫ることが可能になると期待される。

素バンドのそれは 2.4 eV と大きい。このことは、炭
素および水素原子の運動量分布、あるいは平均運動
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