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アノード溶解したニッケル薄膜の表面フラクタノレ次元＊
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ンｸｩｶ減り立つことを示すために研究を行ってきた16％その

Ｈ１院において、箔解ニッケル原子の表面ｉＵ可椥Et、裏j薊遡３dBＺ

動モデルmに従っており、粗さ指数α=094±ODIであること

を報告した。

鹸笂メッキによる薄膜のフラクタル次元Ｄは、Wincn

と艶Idcr(7)によって提唱されたりい(DiniｪiiomimiOⅨｌ

響蝿轌）モデル①～2.,のコンピュータシュミレーショ
ンと類似したフラクタル構造を持つことが報告されてい

る。例えば、Ｉｈ副KlyとBnU(Wま、ワイヤーの先ｉｉｉにｉＥ気的
に成長させた３次元的な銅付濁に関する草分け的な研究

を1iい、鯛付濁が、'八タイプのフラクタルであることを

ﾉﾊﾞした。さらに、２次j6ALIli上に成長させた薄膜のフラク

タル次ｿ61)についていくつかのljUlii('一Ⅱ物$行わｵ「ており、

２５からそれほと離れていないフラクタル次元が報告され

ている。

また、腐食あるいは溶解した表面のフラクタル性に関

する研究について、Ｄｈ悪と'九{'3がNiMo合金を剰七水素

で腐食し、Ｎｉ鋤領域に集中した２次元的なフラクタルパ

ターンを10.察した。HCI録IDらはアルミニウムの腐食に関

する実験を行い、腐食界面がセルフアフインで:錘でき

ることを示した。

我々の疑問は、麺気i化学的溶解により形成された連続

的なマウンド（小丘）からなる表面のフラクタル次元が

１．緒百

近年、薄膜成長に関する表面ラフニング現欽を理解す

るために多くの努力力払われてきたID｡一般に、ｉｉｉ面形態

と成長表面の動力学は、フラクタル次元PHIとスケーリン

グ指数に関迎するシンラアルなスケーリングllllでiBjUiでき

ることが解っている。例えばスケーリング指数の一つで

ある籾さ指数αは、hcj8hkliu函唾相関関数Ｇ(畝)㈹との間
に次の梯な関係がある
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llElHlb､〈..〉はiIlb趙11191,にわたる麺Ｉ1M<j屯:;Ｍｌ３Ａ鬮灘11灘鰯
であり、ｚは勘力学指数である。これらのスケーリン舛鐡
は、表面成長ﾓﾃﾞﾙし⑳を特徴づける。我々は､電知上学的に
溶解したニッケルi輔鞍麺についても、同tiiなi勘的ｽケーリ
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アノード溶解したニッケル糊脱の我lIiiフラクタル次jiIj1956

アノード?1馴亟としてはスパッタ堆積ニッケル薄膜、カ
ソード地極としては'ｍを用い、ｗｉｌｎ，メッキ浴中に平行
に璽圃した。メッキ浴（nidOelsUllmHmeb6Dqgn:耐dQBlchlmkhb
5:boncack1,4(、をpll4温度3Z｝Kに保ち、ニッケル薄膜の
溶解iMu;Rを一定にするために麺流密度を2ｎｗｑｆに保持
した。アノード爾極であるスパッタ堆積ニッケル漸鋤＄

溶解するのと同時にカソード醐邇であるｎ℃ガラス上に

はニッケル薄膜が形成される。アノードで溶解したニッ

ケル薄膜のサンプルは、S12x512ピクセルの分解能を持

つAFMで、大気中で観察された。SmX500U(〕OOx1(ｍｍｍ２

の異なった走査領域のＡＦＭ像が、フラクタルi次元のljl算
のために使用された。

０b）高速フーリエ変換を用いたＦｒ法00
ＡＰＭは、通常ＭｘＭピクセルから構成される画lgQLx

Lmfに対して、デジタル化された輪郭高さh(k､l)を与える。

ここで、ｋと1はx,y方1句中での整数である。ｈ(k,l)の離散フ

ーリエ変換lmIdb③式で表される，

Ho'Ｍ１)-Ｗ)ﾘﾘﾙ(ﾊﾙx，(-”い&ｗ)/M］
Ｃｌ）

ｍとnは[0,Ｍ１]の範囲内の整数であり、ｋと'の､麺1はＭ/２

雪ｋ,I＝“９/2である。ｿ儲塑Ujlなブラウン通iMFEデル鋼面ｉ

におけるフーリエ変換は、パワースペクトル国)を持ち，

｜"い,")'2αし2余"z)卿-１．④
Ｈは常にＯ=Ｈ=1であるハースト指!$てて、３次元において、■

３－Ｈである。妥当なフラクタル次元を得るためにI虫ノイズ

鶴脅0ｍに対応するl=oまたはｋ=ｏにおけるパワースペクト

ル成分を除くことに留意する必要がある｡

（c）Ｒ/S分棉勿）
ＡＩＭ像にＲβ分析を適用してプラクKダル次元をWd2する。

ハースト指数Ｈに対する式は、⑤式で表され

⑤
Ｒ(k,!)/s(k’1ﾙﾙﾋ〃，

２Ｓに近い値を持つのか、あるいは、２に近い値を持つの

かと菖うことである。仮に、2.5に近い値ならば、表面形

状はボーラスであり、溶解する原子は表面拡散が臓限さ

れたランダム運励をしていることを意味している。この

ことは、我々の実験に対するiMl8iiの一つである。本研究

では、アノード電極としてスパヅタリングにより形成し

たニッケル薄膜を週択した。その理由は、表面高さの

rmsが4gimの非常に平滑な表面を得ることができ、その

成長過程におけるスケーリング１勺について把握している

からである。本研究では、rIuOjxHmnThh1cbmc:鯛ヒイン

ジウム鋤上にスパヅタリンクによって成長させたニッケ

ル薄膜をアノード１５極に固き、スルファミン酸ニッケル

浴中で低電流密度によってそのニッケル薄膜を溶解した。

表面のフラクタル次元を測定するために多くの方法Ｉ凶、

が提案されている。高速フーリエ変換（、）を使ったフ

ーリエ変換(FT)樹!`)は、しばしば適用されている。しか
しながら、Ｅｖ函31,Wよ、ＦＴ法によるフラクタルリ(元が必ず

しもハウスドルフ次元と一致しないことを示した。更に

GRDdな山Zら('8は､ＦＴ法が､＜西に対してフラクタル次
元、を過大評価し、、>Z5に対して、を過小評価してい

る事替酎箇している。本研究では、ＦＴ法に加え、ハース

ト指数Ｈとフラクタル次元、をE鐘関連づけるために、

ノイズの影響が小さい('，泊嘱Resc3hdR…(Rβ)分析(２９を

用いた。これまでハースト指数Ｈと粗さ指数αの両方を

測定した実験研究は、ほとんどない。粗さ指数αは、統

計力学的表面モデルから導かれた表面のセルフーアフィン

性を定鞍する。一方、ハースト指数Ｈは、フラクタルブ

ラウン運動の解析から導かれた表面のセルフーアフィン性

を定謡する量である。従って、粗さ指数αとハースト指

数Ｈは、異なった観点から鯰じられているが、同じもの

である。例えば、フラクタル次元Ｄは、、=3-H=3-αで

ある。

。NＮｉ文では、アノード電極で趣気的に溶解したニッケ

ル薄膜のフラクタル次元ＤをFT法と噸分析を用いて評

価する。粗さ指数αがハースト指数Ｈと等しいこと及ＺＫ

麺気化学的に溶解したニッケル薄膜表面のフラクタル次

元を求めることを目的とする。

ユ実験

(8)実験方法（３）
サイズl5x30cmzの｢ｍガラス（シート抵抗6Qノロ,表

面粗さのｒｍｓｎｍ）を湿式プロセスでijCi9pし、基板とし

た。ＤＣマグネトロンスパッタリング装圏(Ａｒ圧３x1021bm

基板温度4泊１０で、、ガラス上に、厚さZ7Cbm、表面粗さ

のrms4gnm、純度””％のニッケル薄膜を堆積させ、

そのニッケル薄膜をアノード鋤極として使用した。

11はAIM像上の任憲の半経、ｔは;WWli§の成長１１寺附であり、

Ｒｗ)-鴨jr(i小卿x(j,!】⑥

`仏!)十寡lM-(伽MMW
”(kﾙ倉し(〃ﾙ<hM)」《風）

である.本研究では、s1Zx512Wm索止の任意の点を原点
として距離｢を求めている。従って、原点が異なる『を区
別するのに添え字ｋを用いている。皿とＲ后のk忠-k悪プ
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アノード瀞解したニッケル薄膜の表面フラクタル次元 1957

ロットにおける傾きがＨであり、、上3-Ｈからフラクタル

次元が求められる。

３．実験結果及び考察

図】(3)'よ一定低電流fH度２mA/mB溶ｉｉ鋳間380私疋アノ

ード溶解したニヅケノ園H面のＡＩＭ像である。画像ｻｲｽﾞは

l000x10CQmfであり、512X512ピクセルの分解能を持って

いる。（b)１２ｔ､（３）で示された紬弧鰹こおいて3謡ＩＸ－Ｘで示

されたニッケル表iiiの断面形状である。これより、ニヅケル
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の表面形態は遮続的なマウンドのｉｉｉに見える。
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lOOOnm2のAFM像を使って計算したOTf恥TfｳとｌＨ(ｍ,､)'2の

対数プロットを示している.lHOn,n服は(m2知2)と共に直

線的に減少している。(4)式よりグラフの傾きが.H-lであ

り、、=３．ＨからＦＴ法によるフラクタルtk元力S求まる。図３

は、種々の濃iim都ﾖに対するＩＴ法によるフラクタル次元の

平均値Ｄ=225±008を与える。図4は溶解時IHiaX)抄サ

イズ1000XlOOqmnfのAFM像に対する町とRSの聴・姥プ

ロットである。グラフのＭきからハースト指数1.1ｶ球めら

れる゜図5は、溶解職ilHH)へ＆I)Iijlll1のﾆﾂﾞｹﾙﾗｮ噸表nｍ）

Rﾎﾞﾗ分析を用いたフラクタルljR元を図示したものであり、こ

れよりフラクタル次元とハースト指数のＷきりIiHはそれぞれ

し202±006,Ｈゴ)郷土(〕〔x;となる。
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アノードilifDilしたニック･ル薄膜0)災1,1フランツル次ｊｌｉ1958

Ｒβ分析より求めたﾊｰｽﾄｲ熟Ｈ=098±ODGは､＞hJIiRp

の中で報告した粗さ指数α=091±００４とほぼ等しい。従っ

て､今回の庚醸Fでは昨αいが実､Q的に示された。また、図３

及び図5のフラクタル次元と瀧翻錆iuiのプロットから、フラ

クタル次元Ｄは溶解w瀞１３に依存していない。このことは実

騨諦範囲内で、その溶解ﾒｶﾆｽﾞﾑｶs変化しないことを意

味している｡Ｆ１･法によるフラクタルO〔元DE225±OpOldb、

ＲＳ分析から求められる値DE2p2±ODSよりも大きくなって

いる。ＧＲＸ塊り｣望ら伽】は､ＦＴ法は、＜２５に対してはフラク

タル次元、をj週憾W岡することをｵ甑している｡Ｈ=αibs要

求される須牛であり、これを満たしているの20SRS分析なの

で､本庚験のフラクタル次元として、辺とする。0u気化学

的に闇i\したニッケル１mm;鰯1面のフラクタル次元、lよりlハ

モデノIの顔よりもずっと小さな値となっている。、､２は、

ニッケル表爾にフラクタル性がないことを示している。フラ

クタル住がないと言うことは、マウンドから成る溶解;l麺形

状に統計､《F6k相似性がないことを獅嫌している。

(2)八..ＬB圏r小AsimM1ILmSlanlcy,1野､｡、②､ｽ』phiinSmfiioc

GmwthJ(Qmb7idgeUniPT守1”，

P)B・BMandebmI,TheF頂malG⑥mmepyofNamJ巳(11cm】鉦S卸
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《)J,11.JellTieSbLKn｣qandMM､Qaig,PhyNi､Rev・LcI1.,76

0996)4”１．
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００〔､2397．

(qZjW,Laj8mdSDS山mshPhysRgv､Let1.,“(1”1)234ａ

(7)1:AWilXejlandL・MSander,PIW1i､Rcv・LctW(1981)14〔X)．

⑤R､Ｍ・BI麺y、】R・CBdLNam忍300(1184〕２２５．

⑪jMG-Rodr喝u図AMBal6,ＬＶ囲乙９１肥弓ILCSdv圏氏…
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４．結鏡

低電流密度でアノード糟解したスバッタ堆積ニッケル

薄膜表面のフラクタル次元は、Ｒβ分析及びFr法によっ

て決定された。ＲＳ分析及びFT法によりＡＩＭ像から計算

されたフラクタル次元はそれぞれ、=、2±0,6と、上225

±０，３である。Ⅱ=αが要求される条件であり、これを満

たしているのが噸分析であるから、我々はフラクタル

次元として、～２とした。、～２より、趣気化学的に溶解

したニッケル薄膜表面にフラクタル性はない、つまり、

溶解表面形状に鰯f的な相似M2はないと結鏡づけられる。

文献

(1)RMeakhI,岡田C､奥scal地mgUMhlhrGmmequilibmlm，

CChmblugcUni随ﾖshyHこsslpg8D．

一Ｈ２－


