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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料のイオンを生成するイオン源と、２次元高周波電場と静電場とからなる２次元高周
波イオントラップ電場と磁場を印加する２次元結合型イオントラップおよび電子線を発生
する電子源を具備し、前記２次元結合型イオントラップに保持した前記イオンに前記電子
線を照射して電子捕獲解離反応を行うための反応セルと、前記反応セル内で生成した解離
イオンの質量分析を行なう質量分析部とを具備してなることを特徴とする質量分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記磁場の印加方向が、前記２次元結合型イ
オントラップ部の中心軸に沿って略平行であることを特徴とする質量分析装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記電子線の前記２次元結合型イオントラッ
プへの入射方向が、前記２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って略平行であること
を特徴とする質量分析装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記磁場の印加方向が、前記２次元結合型イ
オントラップの中心軸に沿って略平行であり、前記電子線の前記結合型イオントラップへ
の入射方向が、前記２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って略平行であることを特
徴とする質量分析装置。
【請求項５】
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　請求項１に記載の質量分析装置において、前記２次元高周波イオントラップ電場が、２
次元４重極高周波電場を含むことを特徴とする質量分析装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記２次元高周波イオントラップ電場は、２
次元６重極高周波電場または２次元８重極高周波電場を主成分とすることを特徴とする質
量分析装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記イオンと前記電子線の偏向を行なう４重
極偏向器を、２次元結合型イオントラップの中心軸上に配したことを特徴とする質量分析
装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記磁場の強さは、２テスラ以下、０.０５
テスラ以上であることを特徴とする質量分析装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記磁場を発生させる、永久磁石または常伝
導磁石を有することを特徴とする質量分析装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の質量分析装置において、レーザ光を発生する装置と、前記レーザ光を
前記２次元結合型イオントラップに入射させる手段とを有することを特徴とする質量分析
装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の質量分析装置において、前記イオンおよび前記電子線の偏向を行な
う４重極偏向器を有し、前記イオン及び前記電子線は、前記４重極偏向器により偏向され
、前記２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って略平行な方向から前記２次元結合型
イオントラップに入射し、前記レーザ光は、前記２次元結合型イオントラップ中心軸に沿
って略平行な方向から前記２次元結合型イオントラップに入射することを特徴とする質量
分析装置。
【請求項１２】
　請求項１又は１０に記載の質量分析装置において、前記イオンを衝突解離させるために
、交流電場を前記２次元結合型イオントラップに印加するための交流電源を有することを
特徴とする質量分析装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記イオン源により生成された前記イオンか
ら特定電荷質量比を有するイオンの選択を行なう質量分析手段を、前記イオン源と前記２
次元結合型イオントラップとの間に有することを特徴とする質量分析装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の質量分析装置において、前記質量分析手段が、Ｑマスフィルターま
たは２次元高周波イオントラップ質量分析手段であることを特徴とする質量分析装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の質量分析装置において、前記質量分析部は、飛行時間型質量分析装置
、フーリエ変換型質量分析装置、Ｑマスフイルター型質量分析装置、磁場セクター型質量
分析装置、２重収束型質量分析装置、イオントラップ型質量分析装置、２次元イオントラ
ップ型質量分析装置のうち、いずれか一つであることを特徴とする質量分析装置。
【請求項１６】
　請求項７又は１１に記載の質量分析装置において、前記２次元結合型イオントラップの
漏れ磁場の影響を遮断するために、前記電子源と前記４重極偏向器とを覆う磁気遮蔽箱を
有することを特徴とする質量分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、質量分析法を用いた生体高分子の配列構造解析技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人のＤＮＡ配列の解析が終了した今日、この遺伝情報を用いて生成させるタンパク質、
またこのタンパク質をもとに細胞内で翻訳後修飾され機能する生体高分子の構造解析が重
要になっている。
【０００３】
　その構造解析手段の１つとして、質量分析法（Mass Spectrometry)がある。質量分析法
を用いて、生体高分子を構成するアミノ酸がペプチド結合でつながったペプチドやタンパ
ク質の配列などの情報を得ることができる。とくに高周波電場を用いたイオントラップや
Ｑマスフィルターを用いた質量分析法や、飛行時間型質量分析法（Time-of-Flight：ＴＯ
Ｆ）は高速分析法のため、液体クロマトグラフィー装置などに代表される試料を分離する
前処理手段との結合性がよい。そこで、大量の試料を連続解析することが求められるプロ
テオーム解析などの目的に合致しており、幅広く使われている。
【０００４】
　一般に質量分析法では、試料分子をイオン化して真空中に導入し（または真空中でイオ
ン化し）、電磁場中におけるそのイオンの運動を測定することにより、対象とする分子イ
オンの電荷と質量の比が測定される。得られる情報が質量と電荷の比という巨視的な量で
あるため、単に１度の質量分析操作では内部構造情報まで得ることは出来ない。そこで、
タンデム質量分析法と呼ばれる方法が用いられる。すなわち、１回目の質量分析操作で試
料分子イオンを特定する、もしくは、選択する。このイオンを親イオンとよぶ。つづいて
、この親イオンを何らかの手法で解離する。解離したイオンをフラグメントイオンと呼ぶ
。そのフラグメントイオンをさらに質量分析することにより、フラグメントイオンの生成
パターンの情報を得る。解離手法により、解離パターンの法則性があるので、親イオンの
配列構造を推察することが可能となる。とくに、タンパク質を骨格とする生体分子の分析
分野では、解離手法として衝突励起解離（Collision Induced Dissociation：ＣＩＤ）、
赤外多光子吸収（Infra Red Multi Photon Dissociation：ＩＲＭＰＤ）、そして、電子
捕獲解離（Electron Capture Dissociation：ＥＣＤ）が使われる。
【０００５】
　タンパク解析分野において、現在もっとも広く使われている手法がＣＩＤである。親イ
オンに運動エネルギーを与えてガスと衝突させる。衝突により分子振動が励起されて、分
子鎖の切れやすい部分で解離する。また、最近使われるようになった方法がＩＲＭＰＤで
ある。親イオンに赤外レーザ光を照射して、多数の光子を吸収させる。分子振動が励起さ
れて、分子鎖の切れやすい部位で解離する。ＣＩＤやＩＲＭＰＤで切れやすい部位は、ア
ミノ酸配列からなる主鎖のうち、図１０で示したようなａ－ｘ、ｂ－ｙで命名されている
部位である。ａ－ｘ、ｂ－ｙの部位であっても、アミノ酸配列パターンの種類により切れ
にくい場合があるために、ＣＩＤやＩＲＭＰＤのみでは完全な構造解析ができないことが
知られている。そのために、酵素などを用いた消化などの前処理が必要になり、高速な分
析を妨げている。また、翻訳後修飾を受けた生体分子では、ＣＩＤやＩＲＭＰＤを用いる
と、翻訳後修飾による側鎖が切れやすい傾向がある。側鎖が切れやすいため、失われた質
量から修飾分子種と修飾されているかどうかの判定は可能である。ただし、どのアミノ酸
部分で修飾されていたかという修飾部位に関する重要な情報は失われる。
【０００６】
　一方、他の解離手段であるＥＣＤは、アミノ酸配列に依存せず、アミノ酸配列の主鎖上
で図１０で示したようなｃ－ｚ部位の１箇所を切断する。そのために、タンパク質分子を
質量分析的手法のみで完全解析出来る。また、側鎖を切断しにくいという特徴をもってい
ることから、翻訳後修飾の研究・解析の手段として適している。このために、近年特に注
目を受けているのが、このＥＣＤという解離手法である。
【０００７】
　ＥＣＤ反応を発生させるために必要な電子のエネルギーは、ほぼ１電子ボルトであるこ
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とが知られている（文献：Frank Kjeldsen and Roman Zubarev）。また、ＥＣＤとは異な
る原理により、１０電子ボルト近傍でも、電子捕獲反応が発生することが知られている。
この反応は高エネルギーＥＣＤ（ＨＥＣＤ）と呼ばれる。ｃ－ｚ部位を選択的に切断する
反応は、前者のＥＣＤであり、後者のＨＥＣＤではｃ－ｚ部位に加え、ａ－ｘ部位、ｂ－
ｙ部位を含む他の部位も切断されたフラグメントイオンを多数生成する。このために、簡
便な解析手段としてＥＣＤが好ましい。ただし、実際の分析ではＨＥＣＤを併用すること
も検討される。すなわち、ＥＣＤとＨＥＣＤを使い分けるには、１ｅＶ以下の精度での電
子のエネルギーの制御が必要となる。ＥＣＤがタンパク質構造解析・翻訳後修飾解析に対
し有効であることがＦＴ－ＩＣＲを用いた研究で実証されている。
【０００８】
　以上のように、ＣＩＤとＩＲＭＰＤ、ＥＣＤはそれぞれ異なる配列情報を与えるために
、互いに相補的に利用できる。１つの方法はＣＩＤ、ＩＲＭＰＤを主たる解離手段として
用い、ＣＩＤ、ＩＲＭＰＤでは完全な解析が不可能な場合、ＥＣＤを補完的に用いるとい
う方法が考えられる。
【０００９】
　しかしながら、現時点で、ＥＣＤはフーリエ変換型質量分析装置（ＦＴ－ＩＣＲ）での
み実現されており、産業上広く利用されている高周波イオントラップや、Ｑマスフィルタ
などの高周波質量分析装置では実現されていない。ＦＴ－ＩＣＲでいち早くＥＣＤが実現
された理由は、イオンをトラップする原理による。ＦＴ－ＩＣＲではイオンを保持するた
めに、高周波のような変動電磁場を用いず、静電磁場を用いている。静電磁場を用いてい
ることからイオンをトラップした状態で、電子を１電子ボルトという低運動エネルギーで
トラップしているイオンまで導くことができる。すなわち変動電磁場により電子が加速減
速されることがない。
【００１０】
　しかしながら、ＦＴ－ＩＣＲは超伝導磁石を用いて、平行強磁場（数テスラ以上）が必
要となるため、高価かつ大型である。また、１つのスペクトルを得るために、必要な測定
時間は数秒から１０秒、スペクトルを得るために必要なフーリエ解析に１０秒程度必要で
ある。都合、数１０秒必要となるＦＴ－ＩＣＲは、１０秒程度で１つのピークが現れる液
体クロマトグラフィーとの結合性は良いとは言えない。つまり、高速度タンパク質解析に
は利用しにくいという欠点がある。
【００１１】
　高価なＦＴ－ＩＣＲを用いずに、しかも高速なＥＣＤを実現できれば産業上の利用価値
は高い。そのために、ＦＴ－ＩＣＲを用いずにＥＣＤを実現する方法の提案が幾つかなさ
れている。Vachetらは３次元高周波イオントラップに電子線を入射することにより、ＥＣ
Ｄの実現を試みた（例えば、非特許文献１参照）。しかし、入射電子が高周波電場により
高速に加熱され、イオントラップ外に失われてしまうことから、ＥＣＤの実現には至らな
かった。
【００１２】
　最近、ＦＴ－ＩＣＲを用いずにＥＣＤを実現する、以下に示す３つの方法が提案された
。
【００１３】
　１つめの方法（方法Ａ）は、図１１に模式的に示した方法である。４重極静電場３１と
静磁場１１からなるペニングトラップ静電磁場イオントラップを用いる。ペニングトラッ
プ内部に多数の電子線２９を捕獲する。電子は静磁場１１の磁力線に巻きつくようにして
、ｒ方向に捕捉される。また、静電場３１のｚ方向成分によりｚ方向に捕捉される。負電
荷をもつ電子を捕捉するために、トラップの中心に対し、ｚ方向両側の電位は負電位にす
る。このように捕捉された電子線２９にイオン源１６で発生させた親イオン１を矢印３６
のように入射して、電子雲と衝突されることによりＥＣＤ反応を起こさせるというもので
ある（例えば、非特許文献２参照）。反応で生成したフラグメントイオンは、矢印３７の
ように取り出され、質量分析手段１７で同定される。
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【００１４】
　２つめの方法（方法Ｂ）を、図１２に模式的に示した。静磁場３２と静磁場１１からな
るペニングトラップに親イオン１を捕捉する。正電荷の親イオンを捕捉するために、トラ
ップ中心に対し、ｚ方向両側の電位は正電位にする。ここに捕捉した親イオン１に、電子
線２９を照射するというものである（例えば、非特許文献２参照）。電子は、磁場（１１
）の磁力線に巻きつくように、磁力線に沿って親イオン１に到達する。ＥＣＤ反応で生じ
たフラグメントイオンは矢印３７のように取り出され、質量分析手段１７で同定される。
図１１、１２では、静電場をあらわす線３１、３２は実の静電場なので、実線で示した。
【００１５】
　３つめの方法（方法Ｃ）は、図１３に示すように、３次元高周波イオントラップを用い
た方法である。３次元高周波イオントラップのリング電極に開口した穴から電子線２９を
入射する。このとき、電子入射方向に磁場１１を印加しておき、電子を高い効率でイオン
トラップ中心にある親イオン１まで導くというものである（例えば、非特許文献３参照）
。
フラグメントイオンの分析はおなじ３次元高周波イオントラップを使い、従来法であるイ
オントラップ質量分析法を用いて同定される。
【００１６】
　図１３では、３次元高周波イオントラップポテンシャルを記述する擬ポテンシャルを点
線３３で表した。擬ポテンシャルとは、高周波電場（変動電場）が時間平均として作り出
す擬似的なポテンシャルで、近似として静電場的描像で考えることができる。ただし、実
際には高周波により、荷電粒子の運動には変動電場の影響がマイクロモーション、高周波
加熱などとして現れる。
【００１７】
　以上の３つの方法Ａ、Ｂ、Ｃは、原理の提案として発表されたもので、現時点でＥＣＤ
反応は実証されていない。
【００１８】
【非特許文献１】R. W. Vachet, S. D. Clark, G. L. Glish：proceedings of the 43th 
ASMS conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (1995)1111
【００１９】
【非特許文献２】T. Baba, D. Black and G. L. Glish：51st ASMS Conference on Mass 
Spectrometry and Allied Topics, Montreal, Canada (2003)MPK227/ThPJ1 165
【非特許文献３】I. Ivonin and R. Zubarev：51st ASMS Conference on Mass Spectrome
try and Allied Topics, Montreal, Canada (2003)ThPE057
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　上述した３つの方法Ａ、Ｂ、Ｃは、それぞれ以下に示すような課題を有する。
【００２１】
　方法Ａで示した電子捕獲・イオン入射の方法では、反応時間を制御し、長くとることが
難しいという課題を有する（課題１）。なぜなら、親イオン１が電子雲２９を通過する時
間が反応時間であるため、反応時間はせいぜい１ミリ秒程度である。親イオンを行ったり
来たりさせて反応時間を増大させることも提案されているが、ペニングトラップへのイオ
ンの通過効率が１００％ではないために、イオンのロスを招く。反応時間の短さがＥＣＤ
反応を実現できない原因と指摘できる。
【００２２】
　この課題１は、親イオン１を捕捉し、電子２９を入射するということにより解決し得る
。それが方法Ｂと方法Ｃであり、ＦＴ－ＩＣＲで採用されている方法である。すなわち、
親イオンを捕捉し、電子の入射時間を調整することにより、長時間の反応時間を得ること
が可能である。
【００２３】
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　しかし、方法Ｂで示したＥＣＤの実現方法は、入射時の親イオン２９のトラップ効率が
低いこと、また、液体クロマトグラフと結合して従来より用いられているイオントラップ
ＴＯＦ質量分析装置やＱ－ＴＯＦ質量分析装置でのイオントラップ部分やＱマスフィルタ
ー部分の一般的な低真空（１×１０-２パスカル程度）の場合、イオンの蓄積寿命がＥＣ
Ｄ反応に必要な時間（数ミリ秒以上）よりも短いという課題を有する（課題２）。図１２
において、入射時の親イオンのトラップ効率を大きくする目的で静電ポテンシャル３２の
ｚ方向を深くすると、親イオンのｒ方向の安定性が失われイオンをトラップすることが出
来ない。また、低真空環境では、親イオンは真空の残留ガスイオンと衝突しその運動エネ
ルギーが失われる。すると、イオンのｚ軸を回る周回軌道は大きくなる。つまり、ペニン
グトラップは、低真空環境ではイオンを長時間安定に保持することができない。
【００２４】
　方法Ｃで示した３次元高周波４重極イオントラップに弱磁場を印加する方法を用いれば
、方法Ｂにおける課題は解決される。なぜなら、３次元高周波イオントラップは、実用的
なイオンの入射効率を持っていることは既知の事実であり、また、イオンの安定条件を満
たせば、イオントラップの中心がポテンシャルの最低点であるため、真空の残留ガスとの
衝突により、むしろイオンはイオントラップ中心に収束される。
【００２５】
　しかしながら、方法Ｃでは、３次元高周波イオントラップを用いているために、電子の
軌跡に高周波電場が印加され、外部から入射された電子の加速減速による加熱は避けられ
ない。結局、電子が入射された高周波電場の位相により、ＨＥＣＤ（５ｅＶ以上の加熱さ
れた電子との反応）とＥＣＤ（１ｅＶ以下の電子による反応）がともに発生する。これは
本来制御すべき重要なパラメータである電子のエネルギーが有意に制御できないという課
題を有することを意味する（課題３）。この課題３は、方法Ａおよび方法Ｂでは高周波電
場を用いないため課題とならない。
【００２６】
　以上の課題をまとめると、入射時に親イオンを高い効率で捕捉することが可能で、低真
空中（１×１０－２パスカル程度）でも長時間保持することが可能で、さらに電子のエネ
ルギーを１ｅＶ近辺の運動エネルギー領域で１ｅＶ以下の精度で制御可能な方法が求めら
れている。これが、可能となれば、高い効率で反応を起こさせ、ＥＣＤとＨＥＣＤを区別
しながら分析操作を進めることが可能となる。
【００２７】
　そこで、本発明の目的は、ＦＴ－ＩＣＲを用いることなく、高効率でかつ高速なＥＣＤ
を可能にする質量分析技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明では、２次元結合型イオントラップ（Combined ion trap)をイオントラップ手段
として用い、トラップした親イオンに２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って略平
行に、電子を照射することにより上記課題を解決する。
【００２９】
　結合型イオントラップとは、高周波電場、静磁場、必要により静電場からなるイオント
ラップのことである。本発明では、特に２次元結合型イオントラップを用いることが有効
である。
【００３０】
　図１４は、本発明の原理的構成を示す。２次元結合型イオントラップは、図１４に模式
的に示したように、ｒ方向に印加した２次元高周波電場と、高周波が印加されない方向（
ｚ方向）にイオンを捕捉するために用いる静電場３５、それと静磁場からなる。図１４で
は、２次元高周波電場がつくる擬ポテンシャルを点線３４、ｚ方向に印加した静電場を実
線３５で表した。２次元結合型イオントラップのことを、線形結合型イオントラップ（Li
near combined ion trap)と表現することもある。
【００３１】
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　２次元結合型イオントラップに親イオン１を保持し、そこに電子線２９を照射すること
により、上述した課題１が解決される。それは、方法Ｂや方法Ｃと同様にイオンを保持す
ることにより反応時間を長くとることが出来るからである。
【００３２】
　２次元結合型イオントラップを用いることで、上述した課題２も解決される。入射時に
２次元結合型イオントラップに親イオン１を捕捉する効率は高い。２次元結合型イオント
ラップを用いればほぼ１００％の捕捉効率が得られている。それは、ｚ方向の静電圧ポテ
ンシャルの深さをｒ方向のイオン保持の安定性を損なわないまま、実用に耐えるレベルま
で大きくとることができるからである。ただし、必要以上に大きくとると、高周波による
ｒ方向の安定性を上回るｒ方向の静電圧による発散が作用して、イオンは不安定になる。
２次元結合型イオントラップの場合、磁場はイオンの入射は妨げないが、イオンの安定性
に影響を与える。イオンの安定性に求められる条件は、後述する実施例１のなかで議論す
る。
【００３３】
　また、２次元結合型イオントラップでは、イオントラップ中心軸が高周波電場による擬
ポテンシャルの底であり、また、静電場によるｚ方向のポテンシャルがｚ方向の収束力を
与えるので、イオンが真空の残留ガスとの衝突によりエネルギーを失った場合は、イオン
はより収束され、イオントラップに保持される。さらに、２次元結合型イオントラップに
はイオンを入射するｚ方向にそって、高周波が印加されていないので、イオントラップ導
入口付近での高周波による跳ね返しの影響がない。そのために、イオンの導入効率が高い
ことが知られている（参考文献：J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2003 vol. 13 Page 659）
。
以上のように、２次元結合型イオントラップへの入射効率は高く、真空の残留ガスとの衝
突はイオン保持に有利に働くので、課題２が解決される。
【００３４】
　２次元結合型イオントラップを用いることで、上述した課題３も解決される。２次元結
合型イオントラップに保持した親イオン１に電子線２９を照射してＥＣＤ反応を起こす。
電子は、高周波電場振幅がゼロである２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って入射
することにより、この入射経路には高周波が印加されていないので、高周波電場による電
子の加熱を防ぐことができる。さらに、磁場１１の印加方向は２次元結合型イオントラッ
プの中心軸に沿って略平行に印加する。中心軸方向に印加した磁場に電子を巻きつけるこ
とにより中心軸近傍に電子軌道を制限することができる。このことにより、親イオンとの
空間分布の重複を大きくするとともに、高周波電場による電子の損失を阻止する。０.０
５テスラ以上という磁場の強さの加減を設定することにより、電子の有効な軌道制限と損
失阻止を行なう。２次元結合型イオントラップ内部での電子が加熱されることなく１電子
ボルト程度で導入される様子は、後述する実施例１で示す。以上のように、２次元結合型
イオントラップの中心軸に沿って略平行に、電子を導入することにより、課題３が解決さ
れる。
【００３５】
　ＥＣＤ反応で生成したフラグメントイオンは矢印３７のように取り出され、質量分析手
段１７を用いて同定される。
【００３６】
　以上、本発明による方式を用いれば、上述した課題１～３を解決することができる。
【００３７】
　なお、本発明では２次元高周波電場として、４重極、６重極、８重極など高周波成分を
採用することができる。２次元四重極高周波電場を用いれば、親イオンを中心軸上に強く
収束させることができるとともに、４本の電極棒で済むという装置構成上簡単であるとい
う有利性がある。また、２次元６重極高周波電場、２次元８重極高周波電場を採用するこ
とにより、２次元四重極高周波電場に比べ、同じ電荷質量比のイオンに対して同じイオン
トラップポテンシャルの深さを得る条件で、中心軸近傍の高周波振幅を小さくすることが
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できる。これは、電子への加熱効果を小さくできるという利点である。本発明では、４重
極高周波がもつ収束性の有利性と簡便性、多重極高周波がもつ電子の加熱低減の有利性を
ともに利点として有する。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明のよれば、ＦＴ－ＩＣＲを用いることなく、高効率でかつ高速なＥＣＤを可能に
する質量分析技術を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳述する。
【実施例１】
【００４０】
　図１に、本発明の第１の実施例を示す。本実施例のＥＣＤを実施できる質量分析装置は
、２次元結合型イオントラップ２－１１と電子源部１２、１３、２１、２７からなる電子
捕獲解離反応（ＥＣＤ反応）を発生させる反応セルと、イオン源部１５、１６、質量分析
部１７として飛行時間型質量分析部からなる。これらの各部はコンピュータ３０で制御さ
れる。図中、１はトラップされている親イオンを表す。
【００４１】
　本実施例では、２次元結合型イオントラップとして、２次元４重極電極２～５を用いて
いる。例示のように、４本のロッドからなる電極２～５に高周波電源８を用いて高周波電
圧を印加し、ロッド電極がつくる間隙内部に高周波４重極電場を発生させる（図中、電極
３、５については、説明の便宜上、それらの一部を点線で示してある）。２次元４重極電
極２～５には、静電圧電源９を用いて、その静電位を調整する。イオンを中心軸に沿った
方向に捕捉するために、静電圧電源１０を用いて静電圧を印加した２つの電極、すなわち
端電極６、７を配置する。図１では端電極６、７は穴のあいた永久磁石で形成される。こ
の磁石が形成する磁力線を１１として示した。磁気回路の記載は簡便のため省略している
。磁気回路を含めた２次元結合型イオントラップの実施例は、後述する図６、７、８にお
いて説明する。
【００４２】
　イオン源部１５、１６は、多価イオンを生成しやすいという特徴をもつ、電子スプレー
型イオン源（Electro Spray Ion Source：ＥＳＩ）１６を用いる。電子との反応をめざす
ので、ＥＳＩは正電荷を生成するモードで動作させる必要がある。ＥＳＩは、一般的手法
のためここでは詳細な説明を省略する。イオン源１６の後段には、Ｑマスフィルタまたは
２次元高周波イオントラップ質量分析手段等の質量分析手段１５を備える。ここで、親イ
オンの純度を上げるための分離（isolation）や、選択的質量挿引（Precursor scan）を
実施する。
【００４３】
　電子源部１２、１３、２１、２７は、電子源１２、４重極偏向器１３、静電レンズ２７
、磁気遮蔽２１からなる。電子源１２として、大電流を発生することができるディスペン
サーカソード（dispenser cathode）を用いる。発生した電子線は静電レンズ２７を用い
て収束して高効率で２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って、その中心部まで導く
。
【００４４】
　以上のディスペンサーカソードと静電レンズを２次元結合型イオントラップの入口もし
くは出口部分に接近させて設置すると、親イオンの入射とフラグメントイオンの取り出し
が出来なくなるので、この問題を回避するために４重極偏向器１３を設置する。４重極偏
向器を設置すると荷電粒子の入射方向を都合３つとることが出来る。電子源とイオン源の
設置位置として、いろいろな組み合わせが考えられる。本実施例では、電子と親イオンを
２次元結合型イオントラップへの入射方向に対して９０度の方向から入射する例を示した
。２次元結合型イオントラップの漏れ磁場により電子の軌道が大きく影響を受ける可能性
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がある。この悪影響を回避するために、電子源１２と４重極偏向器１３の部分を磁気遮蔽
箱２１に収めた。
【００４５】
　本実施例では、フラグメントイオンを飛行時間型質量分析器１７を用いて高分解能質量
分析をおこなう。この実施例ではリフレクトロン１９を備えたＶ字型の飛行経路をもつ飛
行時間型質量分析器である。加速部分１８で加速されたイオンがリフレクトロン１９で反
射され、マルチチャンネルイオン検出器２０で計数する。本発明では、飛行時間型質量分
析器の詳細に依存しないため、詳細な説明を省略する。
【００４６】
　図６～８は、２次元結合型イオントラップの実施例を示す。いずれの例も、２次元結合
型イオントラップの中心軸を含む面で切断した断面で表示した。
【００４７】
　図６は、２次元結合型イオントラップを構成する磁気回路の一例である。本図では、高
周波電圧を印加する４本の電極ロッドからなる４重極電極のうちの２本の電極１０７、１
０８を示している。磁場は、穴を持つ板状の永久磁石１０１、１０２を用いて発生させる
。軟鉄で製作した磁気回路１０３～１０６を用いて４重極電極１０７、１０８外部の磁束
を閉じ込める。これは、漏れ磁場により電子線源１２で発生し、静電レンズ２７と４重極
偏向器１３を経由する電子線２９の軌道への悪影響をできるだけ小さくする目的である。
２次元結合型イオントラップの中心部分の磁束密度は、永久磁石１０１、１０２が発生す
る磁束密度とほぼ等しいかやや弱くなる。永久磁石としてネオジウム・鉄・ボロン磁石を
用いると１テスラ程度の磁束密度を発生することができる。また、この種の磁石は電気伝
導性をもつので、端電極としてそのまま用いることができる。端電極である永久磁石１０
３、１０４に独立に静電圧を印加できるようにするために、絶縁体１０９～１１２を挿入
している。
【００４８】
　図７は、永久磁石を端電極部分から除去した２次元結合型イオントラップの別の一例で
ある。本図では、高周波電圧を印加する４本の電極ロッドからなる４重極電極のうちの２
本（２０５、２０６）をしめしている。図７において、２０１、２０２が円柱形状をした
永久磁石である。電気伝導性のない磁石（フェライトなど）を用いる場合に有効である。
また、図６の例は単純な構成ではあるが、磁束密度を調整したり、任意の値に設計するこ
とが難しい。図７の例では、永久磁石の円柱の数を調整することにより、２次元結合型イ
オントラップ中心部分での磁束密度を調整することが可能となる。磁極２０３、２０４に
透磁率が小さく、飽和磁化の大きい軟鉄を用いることにより、磁束を収束することができ
、２次元結合型イオントラップの中心部に強い磁場を印加することが出来る。端電極とし
て動作する磁極２０３、２０４に独立に静電圧を印加できるようにするために、絶縁体２
０７～２１０を挿入している。
【００４９】
　以上説明した図６、図７は、永久磁石を用いることにより、電場を発生させるための電
源を必要としない装置構成である。
【００５０】
　図８は、常伝導電磁石を用いた２次元結合型イオントラップのさらに別の一例である。
実施の際のパラメータとして任意に磁場の強さを変化させたいという要求が生じる場合が
ある。その場合には、図７の永久磁石に換えて常伝導電磁石を用いる。コイル３０１、３
０２を磁心３０５、３０６に巻きつけ、磁場を発生させる。発生した磁場は、磁極３０３
、３０４を経て２次元４重極電極３０７,３０８に印加される。端電極として動作する磁
極３０３、３０４に独立に静電圧を印加できるようにするために、絶縁体３０９～３１２
を挿入している。本実施例では磁場の強さを可変に出来るという利点があるけれども、電
磁石を動作させるための電源（図示してない）と、コイルの放熱システムが必要になるの
で、装置構成は多少複雑となる。
【００５１】
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　以上例示した３つの磁気回路は、それぞれ特徴と欠点を持つので、ニーズによって選ぶ
。図１での構成した実施例では、図６の穴のあいた永久磁石を２次元４重極電極の両端に
配置する方式を採用している。ただし、磁気回路と絶縁体は図示していない。
【００５２】
　２次元結合型イオントラップに印加する最適な静磁場の強さは４重極電極のサイズ、高
周波周波数、親イオンの質量やフラグメントイオンの最大・最小電荷質量比に依存する。
コンピュータによるイオン軌道計算から導かれる結果を参照して装置設計することが現実
的である。以下に示すような典型的な大きさの２次元結合型イオントラップの形状を規定
し、磁場決定の例を示していく。
【００５３】
　４重極電極のサイズ（イオントラップ中心軸と電極までの距離：ｒo）を１０ｍｍ、高
周波周波数１ＭＨｚ、分析対象とする親イオンの最大電荷質量比：１０００［Da]、フラ
グメントイオンの最小電荷質量比：１００［Da]と設定する。このとき、イオンが安定に
反応セル内部に保持される条件を図２から図５に示した。以下では、高周波振幅：Ｖrf、
高周波周波数：Ω、端電極電圧：Ｖdc、２次元４重極電極の長さ：ａ、磁束密度：Ｂと記
述する。さらにイオンの質量：ｍ、電荷：Ｚeと記述する。
【００５４】
　図２、図３では、高周波振幅、端電極電圧、磁束密度を規格化した形で表記している。
規格化された高周波振幅：ｑ、規格化された端電極電圧：ａ、規格化された磁束密度：ｇ
を以下のように定義する。
【００５５】

【数１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・（数１）
【００５６】
【数２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・（数２）
【００５７】
【数３】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・（数３）

　図２、図３では、磁束密度：ｇを与えた場合、イオンが安定に２次元結合型イオントラ
ップの中に滞在する高周波振幅：ｑと端電極電圧：ａをハッチであらわした。パラメータ
：ｇ、ｑ、ａは電荷質量比依存性を持つので、（数１）～（数３）を利用して図２、図３
を換算して、特定の電荷質量比をもつイオンの安定条件を議論することができる。
【００５８】
　２次元結合型イオントラップの設置される真空槽の真空度は１０－２パスカル程度を想
定する。このときは、イオンと真空中のガスとの衝突により、イオンは運動エネルギーを
失う。この条件下では、磁場が印加されていても、イオンの安定領域を規定する境界線の
うち、ａ0ラインはｇ＝０の場合に等しい。ｂ1ラインは真空度による影響を受けない。
【００５９】
　図２、図３によると、磁束密度を２.０テスラ以下に選ぶことにより、電荷質量比：１
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００－１０００［Da]をもつイオンを安定にトラップする条件を得ることが出来る。磁束
密度が２.０テスラを超えると、電荷質量比：１００［Da]を持つイオンは高周波電場によ
る共鳴の影響を受けて不安定になる。
【００６０】
　図４は、電荷質量比（ｍ/Ｚ）：１０００［Da]、図５は、電荷質量比（ｍ/Ｚ）：１０
０［Da]を持つイオンの安定領域を示した。それぞれ、磁束密度が０の場合と、２.０テス
ラの場合を示してある。
【００６１】
　電荷質量比：１０００［Da]のイオンと電荷質量比：１００［Da]のイオンが同時に保持
できる条件は、以下のように決定する。
【００６２】
　すなわち、電荷質量比：１０００［Da]のイオンのａ0（Ｂ＝０)ライン（図中、点線で
示す）、ｂ1（Ｂ＝２.０)ライン（図示できない領域にあるため、省略）、電荷質量比：
１００［Da]のイオンのａ0（Ｂ＝０)ライン、ｂ1（Ｂ＝２.０)ラインで囲まれる領域が電
荷質量比：１００～１０００［Da]のイオンを同時に捕捉できる条件である。ＥＣＤ反応
をおこなう期間はこの安定領域を与える高周波振幅と端電極電圧を印加する。
【００６３】
　電子の軌道を磁力線につよく巻きつけて軌道を制限し、１電子ボルト程度の低温電子が
高周波電場により加熱されることなくイオントラップの中心に至るためには、磁場の強さ
を０．０５テスラ以上にしておくことが必要となる。以下において、電子の運動について
のコンピュータシミュレーションの結果を示す。
【００６４】
　図１７から図２１には、コンピュータを用いて計算した２次元結合型イオントラップの
外部から中心軸にそって入射した電子のエネルギー分布を示した。計算では端電極から５
ミリメートル離れた面で中心軸を中心とする半径１ｍｍの円内で乱数で決定した確率的に
均一な面分布で、中心軸に平行に０.２電子ボルトのエネルギーを持って電子を射出させ
た。その多数の電子の軌道を追跡し、イオントラップ中心面（ｚ＝０）に到達したときの
電子の運動エネルギー分布を示したものである。高周波電場の位相は乱数で等確率に与え
ている。電子射出面の電位は-１ボルト、端電極電位は５ボルト、イオントラップ高周波
電圧は１００ボルトに設定した。電位空間分布はラプラス方程式を数値的に解くことによ
り求めた。
【００６５】
　図１７は、結合型イオントラップの磁場の強さ０.１テスラの場合、２次元結合型イオ
ントラップの中心における電子のエネルギー分布を計算から求めた結果である。５０回の
繰り返し試行の結果、電極に衝突して失われた試行が２試行あった。トラップ内のイオン
分布に至る確率は９６±３％と計算される。電子のエネルギー分布の平均値は０.８９電
子ボルト、分布の標準偏差は０.４２電子ボルトであった。高周波の位相依存性はほとん
どみられなかった。以上のように、本発明の方式を用いれば、３次元結合型イオントラッ
プを用いた従来例（非特許文献３）では実現されないＥＣＤ反応とＨＥＣＤ反応を区別で
きることを示している。
【００６６】
　また、図１８は、結合型イオントラップの磁場の強さ０.１テスラの場合、２次元結合
型イオントラップの中心における電子のｒ方向空間分布を計算から求めた結果である。ｚ
＝０平面内でのイオントラップ中心軸からの距離を表示した。平均距離は０.７８ｍｍで
その標準偏差は０.２８ｍｍであった。親イオンの空間分布は１ｍｍ程度と推定されるの
で、両者の十分なオーバーラップ空間分布を得られている。
【００６７】
　図１７、図１８のように、磁場の強さが０.１Ｔの場合、電子をイオントラップの中心
軸に沿って磁場にまきつけて入射すれば、ほぼ１電子ボルトの電子線を導入可能でＥＣＤ
反応を発生させることができることを示すことが出来た。また、その電子エネルギーの分
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布幅が１電子ボルトよりも小さいのでＥＣＤとＨＥＣＤの差を制御できるような電子エネ
ルギーの制御が可能であることを示すことが出来た。
【００６８】
　続いて磁場の強さに対する電子の挙動を議論する。このとき、磁場の強さＢ＝０におい
ては、１例の試行もイオントラップ中心ｚ＝０には到達することはなかった。そこで、図
１９、２０、２１では、Ｂ＝０.００５Ｔ以上の結果を示した。また。Ｂ＝１Ｔ以上では
、磁場による電子の周回運動すなわちシンクロトロン運動の周波数が大きくなるため、計
算ステップがちいさくなりすぎ、現実的な時間では計算を遂行することができなかった。
Ｂ＝１テスラをこえる強磁場の場合、電子の磁力線への巻きつけが十分に強くなるので電
子の損失や加熱はより発生しなくなる傾向である。０.１～０.５テスラで十分な性能が得
られているので、それ以上の磁場において、電子の制御性が失われることはないと考えら
れる。
【００６９】
　図１９は、２次元結合型イオントラップの中心に電子が到達できる確率の、磁場の強さ
に対する関係を計算から求めた図である。イオントラップ中心ｚ＝０に到達した電子の割
合をパーセンテージで表示した。到達しない試行は、高周波４重極電極ロッドに衝突し失
われている。磁場の強さ０.０２Ｔ以上において、ほぼ１００％の到達効率を得ることが
出来ることを示している。
【００７０】
　図２０は、２次元結合型イオントラップの中心における電子エネルギーの、磁場の強さ
に対する関係を計算から求めた図である。高周波４重極電極ロッドに衝突しなかった事象
について、ｚ＝０において、その平均運動エネルギーを白丸で、分布の幅（標準偏差）を
実線で示した。磁場の強さ０.０２Ｔ以上において、高周波電場によって加速されること
なく、ＥＣＤ反応に必要なエネルギーである１電子ボルトで電子をトラップ中心に到達す
ることができることを示している。
【００７１】
　図２１は、２次元結合型イオントラップの中心における電子のｒ方向空間分布の、磁場
の強さに対する関係を計算から求めた図である。４重極電極ロッドに衝突しない事象につ
いて、ｚ＝０におけるトラップ中心軸を中心とした半径を表示した。各磁場の強さの値に
おける半径の平均値を白丸、分布の幅（標準偏差）を実線で示した。磁場の強さ０.０５
Ｔ以上において、電子の分布半径を１ｍｍとすることが出来ることを示している。この半
径は、典型的な親イオン分布半径と等しい。つまり、磁場の強さ０.０５Ｔにおいて、親
イオンと電子との分布の重畳を十分にとることが出来る。
【００７２】
　以上、図１９、２０、２１より、１電子ボルト程度の電子を加熱なしに２次元結合型イ
オントラップ中心に導き入れるためには、図１９、２０、２１の重複部分、すなわち、０
.０５テスラ以上の磁場を印加することが有効であることが示された。
【００７３】
　次に、本実施例の操作手順を、図１と図１５を用いて説明する。はじめに、ＥＳＩイオ
ン源１６で親イオンを生成する。生成したイオンは細孔から真空中に導入される。Ｑマス
フィルター部１５の真空度を保つため、差動排気系を備えたイオン光学系を用いて、イオ
ンをＱマスフィルター部１５に導く。ここで、注目する特定の電荷質量比をもつイオンを
親イオンとして選択する。選択した親イオンは４重極偏向器１３を経由して、２次元結合
型イオントラップに蓄積される。このようにして導入されたイオンが、図１での親イオン
１である。イオンを保持するために、４重極電極２～５に高周波電源８を用いてイオント
ラップ高周波電圧を与える。また、端電極６、７には、４重極電極２～５に対して正の電
位を持たせる。そのために、直流電源１０、２８を用いる。
【００７４】
　トラップした親イオン１に電子線１４を照射してＥＣＤ反応を発生させる。ディスペン
サーカソード１２にヒーター電流を通電して、加熱しておく。ディスペンサーカソード１
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２と電子レンズ部２７との間に電圧を印加することにより、熱電子がディスペンサーカソ
ード１２から放出される。電子を４重極偏向器で偏向させて、２次元結合型イオントラッ
プに導入する。その電子の流れを、図１では矢印２９で表示している。ＥＣＤ反応に関与
する電子のエネルギーはディスペンサーカソード１２とＤＣ電源９で規定されるイオント
ラップ電圧で決定されるので、両者の電位差を１ボルトとする。ＥＣＤ反応を起こさせる
操作のうち反応期間では、高周波電圧は親イオン・フラグメントイオンの保持が可能な限
りで最低にセットする。これは、電子２９への高周波による加熱を回避するためである。
フラグメントイオンは結合型イオントラップの内部に保持される。
【００７５】
　ＥＣＤ反応期間が終了したら、４重極電圧にＤＣ電源９、１０、２８を用いて２次元結
合型イオントラップの中心軸に沿って、イオンをＴＯＦ質量分析装置１７にむけてイオン
を排出するような電場勾配を形成し、フラグメントイオンを含むイオン群をＴＯＦ質量分
析部分１７に導く。導かれたイオンを加速器１８で加速し、リフレクトロン１９を経由し
て、そのイオンをマルチチャンネルプレート検出器２０で検出する。加速器１８で加速し
た時刻とマルチチャンネルプレート検出器２０によってイオンが検出された時刻の時間差
からイオンの電荷質量比を計算し、フラグメントイオンを同定する。
【実施例２】
【００７６】
　ＥＣＤと相補的関係にある他の分子解離方法によるスペクトルを取得するために、衝突
励起解離（ＣＩＤ）用電源系、赤外多光子吸収解離（ＩＲＭＰＤ）用レーザシステムをオ
プションとして備える質量分析装置の例として、図９を示す。
【００７７】
　ＥＣＤと、ＣＩＤおよびＩＲＭＰＤは相補的な配列構造情報を与える分子解離方法なの
で、両者を同一装置内で行うことは、分子種同定に対し有効である。ＥＣＤに関連する部
分である２次元結合型イオントラップ部２～１１、２８には、あらたに衝突励起解離（Ｃ
ＩＤ）用交流電源２６を備える。電子源部１２、１３、２１、２７はあらたにレーザ光の
入射穴２５を備える。このレーザ光は２次元結合型イオントラップの中心軸に沿って入射
されるので、中心軸の延長上に穴２５は開口されるべきである。赤外レーザ装置２３が発
生したレーザ光を矢印２４で示した。イオン源部分１５、１６は、実施例１で示したもの
と同等のものである。これらの各部はコンピュータ３０で制御される。
【００７８】
　質量分析部２２は原理的に、実施例１で示したＴＯＦ質量分析装置にかぎらず、多種多
用な質量分析法から選択できる。質量分析部２２として、現時点の質量分析技術をかんが
みると、高速かつ高質量分解能をもつ飛行時間型質量分析装置が、汎用性と価格対効果の
面で好ましい。しかし、応用によっては、飛行時間型質量分析装置よりも高い質量分解能
を有するフーリエ変換型質量分析装置（ＦＴ－ＩＣＲ）を採用する場合が考えられる。ま
た、現在、タンパク質分析装置として多数用いられているトリプルＱ質量分析装置（２台
のＱマスフィルタの間にＣＩＤ反応セルを有する）との互換性から、質量分析部分２２に
Ｑマスフィルタを設置することも考えられる。また、イオントラップ型を用いれば、複数
回のＣＩＤを高効率に行う技術が確立している。これを利用することにより、ＥＣＤで得
たフラグメントイオンにつく側鎖の解析などが可能となる。とくに２次元イオントラップ
を用いれば、反応セルとイオントラップとの高い輸送効率での結合が可能となる。
以上のように、本実施例では、質量分析部２２としてその分析原理を限定するものではな
い。
【００７９】
　２次元結合型イオントラップに親イオンを共振させる共鳴交流電圧を印加し、そのイオ
ンの運動エネルギーを増大させれば、ガスとの衝突により解離し、ＣＩＤを実施すること
ができる。この目的のために交流電源２６を備える。磁場の影響により磁場が印加されな
い既存の２次元イオントラップ質量分析法の場合に比べて共鳴周波数が変化する。磁場の
影響を考慮した共鳴周波数の式は、結合型イオントラップに関する公知の文献の中に散見
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される。
【００８０】
　また、ＩＲＭＰＤを実施するために赤外レーザ装置２３を備える。このとき、イオン１
とレーザビーム２４との重複を大きく取るために、レーザビームは２次元結合型イオント
ラップの中心軸と同軸に入射する。そのために、電子源１２とイオン源１５、１６は２次
元結合型イオントラップの入射軸に対し９０度方向に設置し、レーザビームは２次元結合
型イオントラップの入射軸に対し略平行に入射する。
【００８１】
　本実施例の操作方法を図１６に示す。すでに、手法として確立されているＣＩＤやＩＲ
ＭＰＤを主に用い、これらでは完全な解析が不可能な場合にＥＣＤを補完的に用いること
が考えられる。この場合、２次元結合型イオントラップを用いて、Ｑマスフィルタ１５で
選択された親イオンをＣＩＤやＩＲＭＰＤで解離し、質量分析部２２を用いて質量分析す
る操作が基本となる。ＣＩＤ反応やＩＲＭＰＤ反応はＥＣＤ反応セル内部で行なう。もし
、この操作で得ようとする配列構造情報が取得できなかった場合、再度、親イオンを２次
元結合型イオントラップに導入し、電子線を照射することにより、ＥＣＤ反応をおこさせ
る。この結果のフラグメントイオンを質量分析部２２を用いて質量分析することにより、
完成された配列情報を得る。さらに具体的な操作手順は、実施例１において図１５で示し
た手順を参照して行う。
【００８２】
　また、図２２に、別の操作手順の例として、翻訳後修飾解析を行なう操作方法の一例を
示す。
【００８３】
　はじめに、修飾されている分子種を決定する。すなわち、親イオンを２次元結合型イオ
ントラップに導入し、これにＣＩＤやＩＲＭＰＤを適用して、一般的にＣＩＤやＩＲＭＰ
Ｄにより結合が切断さやすい性質をもつ修飾分子の分子種を決定する。以上のステップで
は、ＥＣＤ反応セルをＣＩＤの手段、ＩＲＭＰＤの手段として用いている。
【００８４】
　つづいて、ＥＣＤを用いて主鎖の配列構造を決定する。すなわち、再度、親イオンを２
次元結合型イオントラップに導入し、ＣＩＤやＩＲＭＰＤを用いて修飾部位をはずす。修
飾分子のはずれた主鎖の配列構造をＣＩＤ、ＩＲＭＰＤもしくはＥＣＤを用いて決定する
。図１６の操作方法に示したように、ＣＩＤかＩＲＭＰＤで解析を試み、もし配列が決定
できなかった場合、ＥＣＤを使うことが有効である。
【００８５】
　つづいて、翻訳後修飾された部位を決定する。再度、親イオンを２次元結合型イオント
ラップに導入し、ＥＣＤを適用する。修飾分子がはずれることなく主鎖が切断されるので
、修飾部位が結合したままのフラグメントイオンが生成される。修飾分子と主鎖配列がわ
かっているので、ＥＣＤで生成されたフラグメントイオンのうち、修飾分子の質量分だけ
重くなっているフラグメントイオンが修飾分子と結合しているということになる。つまり
、この手順で修飾部位が決定できる。ここでの具体的なＥＣＤの実施方法は、実施例１に
おいて図１５で示した手順と同様である。
【００８６】
　以上のように、本発明の方式を用いてＥＣＤを実現すれば、高速なＥＣＤを安価に提供
することが可能となる。特に、本発明を実施することにより、１００％に近い高効率の親
イオンの捕捉効率が実現され、また、電子を低温のままエネルギー制御して親イオンにま
で導入することができるので、高効率のＥＣＤが実現され、結局、生体内部のタンパク質
や他の生体高分子の解析が高速化する。また、側鎖の結合部位などの翻訳後修飾の情報を
得ることができる。以上で得た情報をもとにして、創薬の分野などへの貢献が期待できる
。
【００８７】
　また、本発明では、質量分析部として、飛行時間型質量分析装置の他に、フーリエ変換
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型質量分析装置、Ｑマスフイルター型質量分析装置、磁場セクター型質量分析装置、２重
収束型質量分析装置、イオントラップ型質量分析装置、２次元イオントラップ型質量分析
装置であっても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の第１の実施例を説明する図。
【図２】イオンの安定領域（１）を示す図。
【図３】イオンの安定領域（２）を示す図。
【図４】イオンの安定領域（３）を示す図。
【図５】イオンの安定領域（４）を示す図。
【図６】２次元結合型イオントラップを構成する磁気回路の一例を示す断面図。
【図７】２次元結合型イオントラップを構成する磁気回路の別の一例を示す断面図。
【図８】２次元結合型イオントラップを構成する磁気回路のさらに別の一例を示す断面図
。
【図９】本発明の第２の実施例を説明する図。
【図１０】タンパク質のフラグメントを説明する図。
【図１１】従来法の一例を説明する図。
【図１２】従来法の別の例を説明する図。
【図１３】従来法のさらに別の例を説明する図。
【図１４】本発明の原理を説明する図。
【図１５】本発明の第１の実施例における操作手順を説明する図。
【図１６】本発明の第２の実施例における操作手順の一例を説明する図。
【図１７】結合型イオントラップの磁場０.１テスラの場合、２次元結合型イオントラッ
プの中心での電子のエネルギー分布を計算から求めた図。
【図１８】結合型イオントラップの磁場０.１テスラの場合、２次元結合型イオントラッ
プの中心での電子のｒ方向空間分布を計算から求めた図。
【図１９】２次元結合型イオントラップの中心に電子が到達できる確率の、磁場の強さに
対する関係を計算から求めた図。
【図２０】２次元結合型イオントラップの中心での電子エネルギーの磁場の強さに対する
関係を計算から求めた図。
【図２１】２次元結合型イオントラップの中心での電子のｒ方向空間分布の、磁場の強さ
に対する関係を計算から求めた図。
【図２２】本発明の第２の実施例における操作手順の別の一例を説明する図。
【符号の説明】
【００８９】
　１…親イオンおよびフラグメントイオン、２…４重極電極、３…４重極電極、４…４重
極電極、５…４重極電極、６…端電極、７…端電極、８…高周波電源、９…直流電源、１
０…直流電源、１１…磁場をしめす矢印、１２…電子源（ディスペンサーカソード）、１
３…４重極偏向器、１４…電子の流れをしめす矢印、１５…質量分析手段、１６…ＥＳＩ
イオン源、１７…質量分析部、１８…加速部分、１９…リフレクトロン、２０…マルチチ
ャンネルプレートイオン検出器、２１…磁気遮蔽箱、２２…質量分析部、２３…赤外レー
ザ、２４…赤外レーザ光を示す矢印、２５…赤外レーザ光入射穴、２６…衝突解離用交流
電源、２７…静電レンズ、２８…直流電源、２９…電子線、３０…制御装置（コンピュー
タ）、３１…ペニングトラップの電場ポテンシャル、３２…ペニングトラップの電場ポテ
ンシャル、３３…３次元高周波４重極イオントラップの擬ポテンシャル、３４…２次元結
合型イオントラップの高周波電場がつくる擬ポテンシャル、３５…２次元結合型イオント
ラップの静電場ポテンシャル、３６…親イオンの入射を示す矢印、３７…フラグメントイ
オンの取り出しを示す矢印、１０１…穴を持つ円盤型永久磁石、１０２…穴を持つ円盤型
永久磁石、１０３…磁気回路、１０４…磁気回路、１０５…磁気回路、１０６…磁気回路
、１０７…４重極電極、１０８…４重極電極、１０９…絶縁体、１１０…絶縁体、１１１
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…絶縁体、１１２…絶縁体、２０１…永久磁石、２０２…永久磁石、２０３…磁極と磁気
回路、２０４…磁極と磁気回路、２０５…４重極電極、２０６…４重極電極、２０７…絶
縁体、２０８…絶縁体、２０９…絶縁体、２１０…絶縁体、３０１…コイル、３０２…コ
イル、３０３…磁極と磁気回路、３０４…磁極と磁気回路、３０５…磁気回路、３０６…
磁気回路、３０７…４重極電極、３０８…４重極電極、３０９…絶縁体、３１０…絶縁体
、３１１…絶縁体、３１２…絶縁体。

【図１】 【図２】



(17) JP 4275545 B2 2009.6.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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