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The gas-surface interaction on a graphite surface has been investigated. The apparatus for the molecular 

beam scattering experiment was reassembled with some modification in the measurement system. The time of 
flight distributions of the direct beam of helium, nitrogen, and argon were measured, showing the reasonable 
speed of the gas molecules. However, the temperature of the beam should be improved for the scattering 
experiment. The scattering processes of noble gas molecules were simulated by the classical Molecular 
Dynamics (MD) simulation. The scattering angular flux distributions showed similar tendency except helium. 

 

 

１．はじめに 

ノーベル物理学賞にグラファイトの単層構造であるグラフェンに関する研究が選ばれたように，グラフェンやその派生

としてのカーボンナノチューブ，フラーレンなどが物理学的に注目を集めている．さらには産業上でも注目を集めてきて

おり，様々な応用が特にマイクロ・ナノテクノロジーにおいて期待されている．マイクロ・ナノスケールにおいては表面

が体積に比べて重要となるため，雰囲気の流体と利用されている物質との相互作用がデバイスの性能に大きな影響を与え

ることが想定される．そのため，分子の固体表面における散乱機構の知見が，マイクロ・ナノテクノロジーへの応用にお

いては非常に重要となる．しかし，グラフェン類は金属や半導体などと結晶構造が大きく異なっており，その特性に対し

ては従来の金属や半導体に対する知見が応用できない．さらに実験による報告も十分とは言えない． 
そこで，本研究では分子線と呼ばれる指向性が高く特定の速さを持つ分子群をグラファイト表面に照射し，そこから散

乱する分子を計測する分子線散乱実験を実施することにより，グラファイト表面における散乱機構について解明すること

を目的とする．また，単原子分子である希ガス類や空気の主要元素である窒素を用いて比較することにより，分子の大き

さ，質量などによる影響についても検討する．また，分子動力学法による数値解析結果と比較することで散乱機構の検証

を行う． 
 

２．分子線散乱実験 

分子線散乱実験装置（１）全体の概略図を図１に示す．貯気室内の気体分子は，オリフィスを介して低圧の分子線源室に

おいて圧力差によって断熱膨張し，超音速自由噴流を形成する．この噴流中心軸上に円錐状のスキマーおよびコリメータ

ーを配置することによって，速さと向きの揃った強い指向性を持つ分子群である分子線を抽出する．この分子線はサンプ

ル室に設置された固体試料に照射され，散乱した分子は検出器室に設置した四重極質量分析計によって検出される．本研

究の分子線散乱実験装置は，固体試料と検出器が別々に回転することによって様々な入射及び散乱角度において計測を可

能としている．さらに，飛行時間法を用いることにより速度分布計測が可能であるが，検出器である四重極質量分析計の

四重極部を通過した分子をイオン化し，もう一度四重極部を反転して通過させて検出する構造をとることにより非常に長

い飛行距離を実現し，速度分布を算出する際の分解能を飛躍的に高めている． 
この分子線散乱実験装置において，主室，サンプル室，および検出器室などで，10-7 Pa 程度の超高真空環境を維持で

きることを確認した．なお，四重極質量分析計のコントローラや飛行時間分布を取得するために検出した散乱分子の積算

する MCS（Multi Channel Scalar）については装置の換装を実施した． 
まず，分子線散乱実験装置の精度を検証するため，分子線を固体試料に照射せず，そのまま直接検出して入射分子線の

特性を明らかにすることを試みた．試料気体としてはヘリウム，窒素，アルゴンを用いた．得られた飛行時間分布を図２

に示す．質量が軽いほど速くなっており，分子線の速さとしても定量的に従来の結果と良く一致することを確認した．ま
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た単色性を有する分子線が得られているものの，散乱実験を行うた

めには十分と言えないため，さらに装置の改良や修繕が必要である． 
 

３．分子動力学法による数値解析 

既に構築してある古典的な分子動力学法のコードを用いて数値解

析を行い，散乱機構について解析した．ここでは，特に質量の効果

に着目するため，単原子分子である希ガスの散乱過程を解析した．

気体分子と固体表面間のポテンシャル関数としては，グラファイト

表面における吸着ポテンシャル井戸の深さ D および吸着平衡高さ zm
（２）が一致するように site-to-site Lennard-Jones (12-6) ポテンシャルを

用いて表現した．グラフェン内の炭素原子間は Brenner ポテンシャル
（３）を用い，グラフェン間は site-to-site Lennard-Jones (12-6) ポテンシ

ャルを用いて van der Waals 力を表現した．平面内に対し周期境界条

件を課し，表面温度 Ts=300K，入射角 θi=35°，入射エネルギーEi=1.5eV
とした．分子は 10,000 回入射し，散乱する分子に対して散乱角度を

5°刻みで分割して各区間で積算し，散乱角度流束強度分布を取得した． 
得られた散乱角度流束強度を図３に示す．流束強度は最大値で規

格化してある．ヘリウムは若干異なるものの，散乱ピーク角度や分

布の広がりについて大きな差は見られないことが分かる．この散乱

ピーク角度は，分子線散乱実験を実施する際の一つの目安となるこ

とが期待できる． 
 

４．おわりに 

本研究ではグラファイト表面からの気体分子の散乱機構を明らか

にするために分子線散乱実験装置を構築した．従来の装置の一部を

換装し，入射分子線の速度分布を計測した．その結果，従来と同等

の速さが得られているものの，単色性に関してはさらなる改善が必

要であることが明らかとなった． 
分子動力学法による解析の結果，単原子分子である希ガスの散乱

角度流束強度分布を取得した．散乱ピーク角度は分子線散乱実験に

対して有効な知見となることが期待できる． 
今後，実験により散乱角度流束強度分布を取得し，数値解析結果

と比較することにより，詳細な散乱機構について検証することが期

待できる． 
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図 １．分子線散乱実験装置 

図 ２．直接分子線の飛行時間分布 

図 ３．分子動力学法による散乱角度流束強度分布 




