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1. 緒 言

研究の概要

本研究は､電荷移動を伴う薄膜成長過程において以下のことを明らかにしようとするも

のである｡

1.電荷移動の形式の決定

電析過程は､電子の移動による電荷移動を通 して反応が進む｡従ってイオンと電極間

においてどこで電子の授受が行われるのかを見出すことは､重要な課題である｡そこで

電極上或いはヘルムホルツ外面 (電解質中)で起きるのかという問題を明らかにするた

めに

(1)電荷移動の反応モデルと電気的等価回路の関係の構築

(2)電気化学的インピーダンス測定結果から反応抵抗､反応容量と振動数との関係を決定

すし､均一反応或いは不均一反応なのかを明らかにすることにより､電荷移動場所を特

定する｡

2.多段階過程の反応速度 :電荷移動が多段階で起きる場合､どの過程が律則なのかを知るた

めに各段階での反応速度を決定 し､併せて交換電流密度等の反応を特徴付ける基礎物性

値を求める｡一例として電析過程が2段階からなることが知られているニッケルの電析

過程について研究を行う｡

3.表面ステップでの成長過程 :ステップの移動速度は､薄膜成長の基礎量であり､電荷移

動を伴う電折においても重要であり､これを実験的に決定 し､ステップ移動モデルを構

築する｡

研究の背景

電折による薄膜形成過程が､多段階反応一拡散過程であるという認識は､最近までなく､

反応過程と拡散による成長過程が個々に研究されてきたため､その全体像を明らかにし

た研究は､これまでにない｡

また電析薄膜形成過程は､アノー ドから電子の授受によりイオンの原子化が起 き､

原子の表面運動により表面の成長が起 きるという特徴がある｡そのため電圧､あるい

は電流制御により､膜厚や膜成長速度が容易に制御できるため､そうして形成 された

薄膜の膜質に関 して多 くの実験 により膜質とパラメータとの関係が明 らかにされて

きている｡しか しながら､その薄膜形成過程の詳細については､不明な点が多 く､電

子の授受に関 して標準的な方法が提案されたことはない｡そのため､依然として電荷

移動を伴 う薄膜形成過程について標準的な描像を描 くに到っていない｡

金属イオンが電極上で電子授受するならば (不均一反応)､表面状態の影響を強 く受

け､電極表面上に形成されているステップとの相互作用が重要な役割を果たす｡従って､

電荷移動が均一か不均-であるかは､本質的な意味を持ち､これは､反応インピーダン

スと角振動間に成立するべき乗則 (R～O-α､C～O~β)のαとβの値から決定できる｡研究の



概要(a)の反応速度が(b)の反応速度より大ならば､電極表面にコンデンサーが形成され､

一価の金属イオンは､インヒビターとして作用し､薄膜成長に多大な影響を与える｡又､

薄膜成長速度は､決定されてきたが､その素過程である表面ステップ移動速度は､基礎

量にも拘らず､求められていない｡

そこで微小電流によって電極と電解質間の過渡応答を生じさせ､反応一拡散モデルを適

用することにより､単結晶基板とその近傍での電子移動に関わる金属イオンの反応機構､

表面ステップでの反応からステップ移動速度を求め､電析による薄膜形成過程の全体像

を明らかにしようと考えたのが本研究である｡

この研究の焦点は､イオンが多段階過程を経て原子化するのかという点､そのとき

電子の授受がどこで行われるのかという点､原子は､どのように安定なサイ トを見出

し､表面成長に寄与するのかということである｡

又､これらを明らかにするために電気化学的手法で可能のなのかということにある｡

結論から言えば､電気化学インピーダンス測定､msecからnanosecに渡る電圧 (電

流)の過渡応答測定により､これら疑問に答えることができることを本研究は､示 し

ている｡
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2.研 究 の 総 括

研 究 組 織

研究代用者 :斉藤正敏 (琉球大学工学部教授)

研究分担者 :押川 渡 (琉球大学工学部助手)

研 究 経 費

交付金決定額 (配分額) (金額単位 :千円)

直 接 経 費 間 接 経 費 合 計

平成 15年度 1,800 0 1,800

平成 16年度 2,000 0 2,000

研 究 発 表

(1)学会誌等

1.M.Saitou,andR.Hashiguchi,

Kineticsofelectrodereactionsof(110)single-crystallinenickelelectrodesin

nickelsulfamateusingamulti･pulsecurrentmeasurement.

J.Phys.Chem.B,Vol.107,9404-9408(2003).

2.橘口邦彦､押川渡､斎藤正敏､

電気化学インピーダンス測定法を用いたスルファミン酸ニッケル電解液中における多

結晶ニッケル表面の電気化学反応に関する研究

日本機械学会論文集A編､70巻､690号､246-249(2004)

3.M.Saitou

Astudyonthekineticelectrodereactionsinsilverelectrodepositionusinga

multi-pulsecurrentmeasurement

J.Electochem.Soc.,2005.inpress.

(2)口頭発表

1.橋口亮､斉藤正敏

Ni電析薄膜形成における電極反応の動力学に関する研究

日本機械学会､平成 15年8月6日
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2. Kinetics of electrode reactions on (110) single"crystalline nickel electrodes in a nickel

sulfamate solution using a multi"pulse current technique

R. Hashiguchi; M. Saitou, 55th meeting of International Electrochemical Society in

Thessaloniki, CDROM, S5FP4, 2004.
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3.研 究 成 果

研究目的

電荷移動を伴 う電析薄膜成長に関して電極 と電解液間の電荷移動の形式､電荷移動に

かかわる反応等の基礎的パラメータの決定､表面ステップ形成に関わる表面成長過程

の電気化学的同定を通 して電析薄膜成長過程を明らかにしようとしたのが本研究で

ある｡その主な観点は､以下のようにまとめられる｡

(1)電荷移動の形式の決定 : 電荷移動が電極上或いはヘルムホルツ外面 (電解質中)で

起きるのかという問題を明らかにするために(1)電荷移動の反応モデルと電気的等価回

路の関係の構築 (2)電気化学的インピーダンス測定結果から反応抵抗､反応容量と振動

数との関係を決定する｡

(2)多段階過程の反応速度 : 電荷移動が多段階で起きる場合､どの過程が律則なのか

を知るために各段階での反応速度を決定 し､併せて交換電流密度等の反応を特徴付

ける基礎物性値を求める｡この実験は､主としてニッケル薄膜形成に関して行うが､

これ得られた結果が一般性を持つことを示すために他の系にも適用する｡本研究で

は､Agの電析過程の解析を試み､ニッケル薄膜形成のみならず､適用できることを

示 している｡

(3)表面ステップでの成長過程 :ステップの移動速度は､薄膜成長の基礎量であり､電

荷移動を伴う電析においても重要である｡これを電気化学的手法を用いてどのよう

に決定できるのかを探求 し､表面ステップ移動モデルを構築する｡
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研 究 計 画

平成15年度

単結晶ニッケルを基板 とした電析において､(1)サイクリックボルタンメトリー測定から

基板と電解質との反応､(2)電気化学的インピーダンス測定から(a)電荷移動反応の多段階性､

(b)ヘルムホルツ層の容量､電解質の固有抵抗､(C)電荷移動反応形式の決定 (均一又は不均

一)､(d)電析条件 (基板結晶面､温度､pH調整剤やインヒビター剤の存在)との関係を明

らかにする｡

1.実験条件設定の予備実験

(a)単結晶基板鏡面 :現有設備の機械研磨機及び電解研磨装置による鏡面形成､現有設備の

AFM によるその形成された結晶面の完全性に関する調査と条件設定｡

(b)単結晶基板上に電析 した薄膜の2次元成長性 :現有設備の AFM およびX線回折装置

を用いて単結晶基板上に成長 した薄膜の成長形式の確認｡

2.測定システムのコンピューター制御及び実験

本申請のポテンショスタット･ガルバニスタットによるボルタンメ トリー測定､本申請

の LCR メータによる電気化学的インピーダンス測定を現有のコンピューターによる

GPIB制御するためのプログラム開発と予定される電析条件下での実験｡

3.電気化学的インピーダンス解析

基板と電解質間の反応一速度場の支配方程式の解を求め､それらを電気的等価インピー

ダンスに書き直し､実験結果から得られるインピーダンスとを比較 し､電荷移動反応の

多段階性､電荷移動反応､電析条件との関係を抽出する｡
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平成 16年度

単結晶ニッケル基板上への電析において､平成 15年度において提案 したマルチステップ

法による解析手法の一般性を示すためにAg電析に適用する｡また､ステップ移動に関わる

情報を得るためにナノ秒の立ち上が りを持つ電圧印加でによる過渡応答実験および解析手

法の開発を行う｡

1.Ag系へのマルチステップ法の展開

マルチステップ法を用いてNi電析薄膜について

(1)電気二重層は､ニッケルサルファメイ ト濃度 0.93及び 1.86M/1に対 して夫々

63.2±7.0､37.6±2.0/JFである｡

(2)電流交換密度は､ニッケルサルファメイ ト濃度0.93及び ).86M/1に対 して夫々

2.0±0.05andI.1±0.2 m〟cm2である｡

(3)反応速度と反応速度定数の比 :k/､厄 は､電流密度と比例関係にある.

という結果を得ることができた｡この成果をAg系へ適用し､本研究で提案したマルチ

ステップ法の一般性を示す｡

2. 単結晶電極間に印加 し(1)多段階反応段階の反応速度及び反応電子数､(2)表面ステップ

での電子移動反応からす表面ステップの移動速度を同定する｡2.各反応ステップの反応速度

に関わる実験及び表面ステップ移動速度同定のための実験､これら実験において重要な微

小電流量特に印加時間の設定のための予備実験を行う｡

(1)各反応ステップの反応速度に関わる実験及び表面ステップ移動速度同定のための実験

これら実験において重要な微小電流量特に印加時間の設定のための予備実験を行う｡

表面ステップの移動速度計測のために､パルス電圧を印加 した場合､パルス印加時間や

電流値を適切に選択すれば､折れ線から成るファラデー電流曲線となる｡それぞれの折

れ線は､表面ステップの移動に対応 していると考えられ､これからステップの反応速度

が得られることになる｡この実験のため本申請のパルス電流源とロックインアンプ､現

有のス ト-レイジ･オシロスコープを用い､その制御には､現有のコンピューターとGPIB

を用いる｡

(2)多段階反応と表面移動ステップ移動速度と実験結果の検討 (斎藤担当)

(a)多段階反応の反応速度及びそれに関わる電子数を実験結果から抽出するためのモデル

の定式化

(b)表面ステップ移動速度抽出のためのモデルの理論解の導出と実験結果の検討
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実験方法

1.直流電折によるNi薄膜の作製

ニッケル薄膜を積層させるカソー ド基板 としてニッケル単結晶 (純度 99.999%､鏡

面に研磨 した直径 12mm)､アノー ド基板 として多結晶ニッケル基板 (99.99wt%､60

x68mm2)を用いた｡アノード基板表面がラフだと電気化学測定やマルチステップ法に

よる電位測定に大きな影響を与えることになる｡そこで､6､1､0.1ミクロンのダイア

モンドペース トにより､機械研磨後､電解研磨によりエッチングを行った｡

直流電析に使用する電解液の組成を表 3.1に示す｡電解液の pHは 4であ り､浴は､

温度 323K､低電流密度 2mA/Cm2に保持 した｡電極間の距離は､15mm である｡この

組成の電解液は､一般的にニッケルメッキに使用 されているものである｡これまで､電

気的に積層 したニッケル薄膜のスケーリング挙動については､ほとんど研究報告がない｡

ニッケルの電析は､技術的に重要であ り不動態膜を容易に形成できることでもよく知 ら

れている｡

Table1Bathcomposition.ThebathwasmalntalnedatpH4,thetemperatureof

323Kandalowfixedcurrentdensityof2mAcm'2.

Agent Purpose (g/I)

Nickelsulfamate Asourceofsupplyofnickelions 600

Nickelchloride RaiseconductiVityofthebath 5

スルファミン酸ニッケル水溶液を電解液に用いて電気分解すると､アノー ド電極ではニ

ッケルが潜解 しカソー ド電極ではニッケルが析出する｡

電気分解に関するFaradayの法則からQクーロンの電気量を通 じたときに生成され

る物質のモル数mは､反応電子数をZ とすると次のように表される,

ln (1)

表面積 Sのカソー ド電極上に､物質が厚さDだけ析出したとき､物質のモル数 mは､F

をファラデー定数､Wを物質の原子量､βを密度としてカソー ド電極に析出する膜の成

長速度は､

dD lW

dt ZFSp

(2)

となる｡本実験では､低電流密度 2mA/Cm2で電析 を行 う｡本実験の場合､電気効率を

0.7なので薄膜の成長速度は､(2)式より､約 0.48nm/secとなる｡8



2.直流電折によるAg薄膜の作製

Ag薄膜を積層 させるカソー ド基板 として鏡面 Cu板､アノー ド基板 として銀板 (60

Ⅹ60mm2)を使用する｡Cu板は､電解液中でス トライキングを起こすのであらか じ

め､銀メッキを行った｡

直流電析に使用する電解液の組成を表 32に示す｡

Table2BathcompositlOn.

Component Concetration(g/1)

AgNO3 25.5

K4Fe(CN)6.3H20 72

KSCN 146

KNaC4H406-4H20 59.3

マルチパルス法による測定のためにアノー ド､カソー ド電極は､平行に電解液中におかれ､

Fig.1に示すパルス電流を印加 した｡

0

0

(
V∈
))
u

a
ヒn
U

1n T T21

0 5 10 15 20 25 30 35

Time(msec)
Fig.1Schematicdiagramoftheappliedcul･rentinperiodicpulseelectrolysis.The

average currentdensity is calculated by iav=i.,Tl/(Tl+T2)where il,is the
pulse-currentdenslty,Inthisstudyiav=2mA/Cm2,il'=10mA/Cm2,Tl=2msecand
T2=8msecareapplied.
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3.ACインピーダンススペク トロスコピー測定

多結晶ニッケル表面の EIS測定は､次のようにして行った｡作用電極としてサイズ

9.40×8.65m 2､厚さ0.10m､純度 99.7%の多結晶ニッケルを用い､その表面は5/∠m､

1〟mおよび0.1〃mのダイヤモンドペース トで研磨 した｡対向電極は､サイズ60.50×

60.65m 2､厚さ0.05mの多結晶ニッケル板を用い､#800の研磨シー トで研磨 した｡こ

れにより､作用電極と対向電極の面積比は 1/45となり､対向電極と電解液間のインピ

ーダンスは軽視できる｡

これらの電極は､湿式プロセスで洗浄し､スルファミン酸ニッケル電解液中に平行に

設置する (図 2)｡電解液は､1.86(M/1)スルファミン酸ニッケル､0.0386(M/1)塩化ニッ

ケルおよび0.647(M/l)ホウ酸が含まれている｡また電解液は､温度を300Kもしくは313K､

pH4に保持する｡LCRメータは､GP-IBインターフェイスを経由してパソコンに接続

する｡以上の条件下で､周波数 50mHzから 100kHzの範囲で EIS測定を行った｡

Table2ExperimentalconditionsofEISmeasurement.

Electrode

Poly-crystallinenickel:9.40×8.65mm2

Poly-crystallinenickel:60.50×0.65mm2

Electrolyte

Agent Purpose (M八)

lNICl(elSulⅠamate ASOurCeOⅠSupplyOl:nlCRe110nS ⊥.t5b

Nickelchloride RiseconductiVityofthebath 0.0386

∫)OrlCaClq_ lVlalntalntneDat,nPn U.t)∠土/

Temperature:300or313K

Currentdensity:0.074-0.19mA/Cm2
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解析手法

1.ACインピーダンススペクトロスコピー測定

1.1 概要

交流インピーダンス法により測定された電気化学データは､電極反応を解明するため

の解析に用いられている｡特定の周波数に対するインピーダンスデータは､周波数領域

の解析として有効であるが､多 くの電極系のインピーダンス解析においては､広い周波

数領域のインピーダンスを測定 し､周波数特性から現象を解明する手だてとするのが一

般的である｡求められた周波数特性より､電気的等価回路を仮定 し､現象を解明する方

法である｡

インヒビターなどの電極表面への吸着が生 じ反応性を変化させる系においては､吸着

面積を考慮 した考察が必要となる｡電流変動､反応抑制､吸着によるインピーダンスの

理論計算は省略するが､吸着物質の被覆率をβとすると､吸着物質の反応はβ×Aで生

じ､(1-♂)×A (A:表面積)の表面においてのみ未吸着の表面として反応することとな

り､被覆率に応 じて反応性が変化することになる｡具体的には吸着による触媒作用など

があげられる｡この場合､電気等価回路は図 4(a)のようになり､それに対応する電極系

のナイキス トプロットは図 2.4(b)のようになる｡コイル成分(誘導成分)は吸着による反

応性変化に対応 しており､吸着するにしたがい流れる電流に変化を生 じる｡図 4(b)にお

いて二つの半円のうち第一象限の半円はコンデンサーであり､第四象限の半円が誘導成

分を表す｡この第四象限に表れる半円をインダクティブループといい､主にインヒビタ

ーなどのように吸着により表面濃度を変化させる系に生 じる挙動である｡その他にも金

属のアノー ド溶解における中間吸着体や不働態皮膜のような表面皮膜の成分によって

も､インダクティブループが出現することがある｡

(a) cdl (b)

tUー(:X3

Rt"+Rs t'+Rs

ZR｡

Fig.3(a)Equivalentcircuitmodelf♭rtheelectrodewhichinhibitedbyadsorption,and

(b)NyquistPlotoftheelectrodeimpedance.
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研究結果の詳細

1.電荷移動の形式の決定

(a)インダクティブループの存在

図 1は,温度 313K,1.86(M/1)スルファミン酸ニッケルにおける多結晶ニッケルのナイキス

ト表示であ り,キャパシティブループが存在 していることがわかる.また,図 2は 300K,

1.86(M/1)のスルファミン酸ニッケルにおけるナイキス ト表示である.この結果 もまた,キ

ャパシティブループが存在 しているが,インダクティブループは存在 しない.これらはワ

ットバスにおけるEIS測定の結果とは異なっている.図 1,2における交流電流密度の大き

さは,0.24mA/Cm2と十分小 さいものである.これら温度差の違いから反応にかかわる動

力学的パラメーターを決定できるが,本研究では測定値の分散の問題が未解決であるため

本論文から除いている｡

0 200 400 600
ReZ(E2cm2)

Flg.IAtyplCalNyqulStdlagramOfpoly-CrystalnlCkelf♭rnlCkel

sulfamate1.86Mnatatempel･atureOf313K
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0 200 400 600 800

ReZ(f2cm2)

FIE2AtyplCalNyquistdlagramOfpoly-CrystalnlCkelfornlCkelsulfamate

1.86Mnatatemperatureof300K

連続 したファラデー反応においてインダクテイブなループが存在する条件を求める.二つ

の連続 したファラデー反応について,ナイキス ト表示に一つのインダクティブループが現

れる条件を線形摂動方程式及び等価回路から求める.作用電極 と対向電極間に適用された

微少交流電流は,電気化学反応に必要な過電圧を生ずる.スルファミン酸ニッケル電解液

におけるニッケルの結晶化が,次のような吸着 したニッケルイオン Ni+adsによる二つの連

続 したファラデー反応を引き起こすとする.

Ni2'+e-→NL'十all､ (l)

N,+("/､+e-ぅNi (2)
正味のNi+adsの形成速度をvl,ニツケ)i,原子の形成速度をV2とし,微少交流電流8IexpG

wt)に対 して(ここで tは時間),1次までテイラー展開すると,次式のようになる.

･V,- V･-V･O-(蓋)Ace(忠)△7･(i-.･2) (3)ここで』Cは熱平衡濃度 coよりの Ni+ads

濃度の変化を,A ヮは熱平衡過電圧 ワ0からの過電圧変化 Aレ1,Aレ2は熱平衡速度V.''･Vぎ

ょりの反応速度変化を表 している｡(3)式は次の連続方程式を満たす.

坐 -Av,-｡V2,
dt
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Ai=F(Av.-Av2), (5)

ここで F はファラデー定数,AI-8IexpGwt)である.熱平衡の場合,VP -V20である.

Gerischer,Motloszに従い,正味の速度 vl,v2を次のように表す.

V,-k,cexp(b,q),(i-1,2) (6)

ここでbiは反応 1と2のターフェル定数,kiは,速度定数である. (6)より(7)式となる.

豊 -k･exdb･qo),a -b,voexdb,q)(i-.,2, (7,

(3)式及び(7)式を(4)式に代入すると,微少値柚 及びd△C/dt-j□△Cに対 して,△cci,次の

ようになる.

△C= (b.- b,)V(,
ja'-k.exp(b.T7(,)+k2eXP(b,TTo)

△TT

同様にして, (5)式は次のようになる.

8-lkleXP(bl'7｡)+k2eXdb2T7｡)hc+(b.+b2)V｡A77.

(8)式及び(9)式よりファラデーアドミッタンスYが導かれる

y-(b.+b2)V.+

I

7V｡[kleXp(bl'7.)+k2eXP(b,'7.)Xb,-b.)
l+a72T2

LW 2vo【kleXP(b〝｡)･A,exp(b,7.)Xb2-bl)
1+〟Zr2

(8)

(9)

(10)

ここで,T-1--klexp(blワ0)+k2exp(b2ワ0)である･また,bl>b2のとき,インダクテイブな

成分が存在する.vlO=v20を用いると条件 bl>b2は､kl>k2と等価である.このことは,

表面に到達する二価のニッケルイオン数を多くしようとすると(端子間の電流密度を増大さ

せようとすると),ニッケル表面に蓄積する 1価のニッケルイオン数が増大 し,そのクーロ

ン力のため端子間に流れる電流は抑制される.逆に表面に到達する二価のニッケルイオン

が少ない場合 (端子間の電流密度が小 さい),ニッケル表面に蓄積するニッケルイオンも減

少するので,端子間に流れる電流を増大させることができる.この作用は,ファラデーイン

ピーダンス測定においてインダクテイブな成分として観察される.言い換えれば,kl<k2

のときは反応(1)によってニッケル表面上に一価のニッケルイオンが生成され,それらがす

ぐにニッケル原子となる為に二つの連続 した反応がNL'21 2e→NL'の一つの反応であるよう

に見える.スルファミン酸ニッケルの場合,ニッケルの結晶化は,遅い反応Ni2'十e-→Ni',･J､
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と早い反応NL'",I､+e~ぅ NL'を経て起きていると推定される.

(b) 均一電荷移動反応

図 3に示すような等価回路を考え,多結晶ニッケルとスルファミン酸ニッケル間の電気

化学的挙動の詳細な分析を行った.等価回路は,溶液抵抗 Re,二重層容量 Cd,電荷移動反

応インピーダンスRrとCr,1価のニッケルイオンが電子 1個を授受してニッケル原子になる

際の抵抗Rcから成っている.Crは,2価のニッケルイオンが電気 2重層を移動,或いは,ニ

ッケル表面に吸着するために生ずる容量である.(C)が電極と電解質間の等価回路モデルで

あり,(b)を経て(a)の測定系回路に変換され,(ll)で表される.

Gerischerによれば(ll),(12)式は,電極間に微少電流を

摂動項として加えたとき,電極と電解質の反応が均一電荷移動反応の場合,Rr,(□Cr)-1は

次のように与えられる.

- J雲 ,

(〟cr'-,-cJ三雲

V 2RT
C =

(12)

ここで n2F2C｡J汚~,Dは拡散係数,nは電子数,そして口は化学量論的な関数である

一方,不均一電荷移動反応の場合,Rr,(oCr)I)は次式のようになる.

Rr = G '
a 1 2+k2

(αc√)~■= C■

G-=

lu
a 7 2+k2

V 2RT

(13)

ここで, n2r 2coである.

図 1と2のデータを使ったRr対Q)及び, (Q)Cr)1対q)の対数プロットを図4,5に示す.図よ

り二重層容量 Cdを求めるとそれぞれ 13.OFLF,17.9FLFであった. k≪Q)のとき (ここで k

は反応(1),(2)においてkiに相当する),スケーリング則が成立 し,Rr∝ W-o及び(q)Cr)-1∝

O~/'の指数α,βは均一電荷移動反応の場合,(12)よりα-0.5,β-0.5をとり,不均一な電

荷移動反応の場合,(13)より｡-2,β-1の値をとる.図4におけるα,βの値は0.59,0.64

である.同様に,図 5ではα-0.58,β-0.60,それぞれのα及びβの値が,0.5に近い値を

とっていることより,スルファミン酸ニッケルにおける電荷移動反応は均一であると結論

づけちれる.
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Fig. 5 Plots of Rr vs wand (w Crr l vs w in a log scale using the date in Fig.2
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図 6 は均一反応について(13)式で与えられる理論値 と実験値の比較である.ここで,

G=720(n l′2),k-3.8(S･1)とした.実線が理論値であり,○が Rr,口が(q)Cr)~-の実験値であ

る.この図より,理論値と実験値の角振動数にたいする挙動がよく一致していることがわ

かる.例えば,Rrは角振動数Q)の減少とともに一定値に漸近し,一方,(Q)Cr)-1は,極値をも

っていることなどである.

(
NE
Uu
)t･

(
J

U
3
)'Ju

0 0.4 0.8 1.2 1.6

O-I/2(S-I/2)

Flg.6Compal･lSOnbetweentheexperimentalreactionimpedanceandtheoreticalvalues

forthehomogeneouscharge-transefer reaction
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2.多段階過程の反応速度

2.1 ニッケル電析の場合

L･,-0･043mA/Cm2,T/,-6msec,C=1･86M/I,2mT,.=3･6xlO2secの場合の測定された典
+

型的な電圧応答を図 1に示す｡

′~＼
>
≡＼__/
Lil

0 10 20 30 40

t(msec)

Fig･l Typical potential-time curves for lt=0･0867mA/Cm2 ,

ポテンシャル曲線は､ゆっくり立ち上が り､同じ応答をしており､加えられたポテンシャ

ルパルスの数に依存 しないことがわかる｡

図 2は､ 4つ の異 な る オ ン タイム に対 す る ポ テ ン シ ャル と時 間 の 関係 を

2mTh=3･6x)02secの場合についてしめす｡

26



02 4 6 8 10 12

t(msec)

14 16

Fig.2 Potentia1-timecurvesatfourdifferentcurrenton-timesof 2,4,6and

8msecforL･,=0･087mA/Cm2,C'=1･86M/Iand 2mTh=3･6x102sec･These

responsecurvesarechosenfrom therecordedpotential-timecurveswithina

timerangeof2mT,.=3･6xlO2 to (2m+I)Th-3･6xlO2+Th･Thefourcurves

duringthecurrenton-timecollapseononecurve,whichobeysthepredictions

byEqs.(14)and(15).

図より明らかな通 り､立ち上がりを示す曲線は､ひとつの曲線に重なることがわかる｡(1

4)は､電流オン時間に依存することを示しているが､mが大きくなると､(15)式に近づき､

mに依存 しなくなる｡このことを図2は､示 している｡従って図2は､この実験の正 しさ

を示していると言える｡

これから､この実験結果を用いて､基本的パラメータを求める｡図3のEvstl/2からtl/2

の傾きを求めることができる｡このようにして決定された傾きから基本的パラメーターを

求めることができる｡その例を図4から図6に示す｡
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Fig.3 Plots of the potential vs tl/2 at Th=8msec: (a) c· = O.93M / l ; (b)

c· = 1.86M / l . The values of the straight lines fitted to the data are used

for determination of the plot El in Fig.2.

2

nickel sulfamate(Mll)

1.6 -&-0.93
-8-1.86

,.-...

>a 1.2 :m:
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0
::m:

~...... 0.8E::
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::m:
0.4

0.080.04 0.06
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0.02

Fig.4 A plot of RTi, / Fin vs i, for two kinds of nickel sulfamate concentrations at

Th=8msec.
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Fig.5 A plot of Fio/CRT vs it for two kinds of nickel sulfamate concentrations at

Th=8msec.
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Fig.6 A plot of k/Ji5 vs it for two kinds of nickel sulfamate concentrations at

Th=8msec.
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図4から平均の交換電流密度は､ニッケルサルファイ ドが 0.93､1.86M/1のとき､それぞれ

2.0±0.05､日±0.2 mA/Cm2である｡

図5から平均の電気 2重相の容量は､ニッケルサルファイドが 0.93､1.86M/1のとき､それ

ぞれ63.2±7.0and37.6±2.OFLFである｡

図6からk/､伝 の傾きが一定であることがわかる｡

2.2 Agの電析過程

2.1で基礎的パラメータを決定する方法が一般性をもつことを示すためにAgの電析過程

について同様にパルス電流を印加 し､その応答からパラメータが決定できた｡図 1にパル

ス電流に対する電極間電圧の時間応答を示す｡

(
.･

u
F)二

曇

LL
1
-
O
L
…

~ヽ
′t

ー十

｢
二

() 1() コ() j() JO
tim 亡川 1ゝeC)

Fig･lAtypICalpotential･timecurveforLI=0･8mA/Cm2 andT/.=8msec･

ニッケル電析の場合と同様に十分な時間経過後､図 1に示された電圧応答のパターンは､

同じ形状となる｡

この時間応答から基礎的パラメータを決定するためにポテンシャルと時間 tl/2の関係を

示す｡解析の項で示 したようにその関係は､直線で示されるはずであり､その傾きから基

礎的パラメータを決定するために二つの部分にポテンシャルと時間の関係が分離される｡
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図2より明らかな通 り､直線関係が見られる｡

図3から図5に図2より得られた直線関係を用いて求めた基礎的パラメータの関係を示す｡
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これより交換電流密度は､7.8±0.2mA/Cm2､電気 2重相の容量は､52.1±6.5〟Fcm~2､

k/､后 は､一定値であることが判明した｡

3.表面ステップでの成長過程

3.1領域 Ⅰ (飽和電圧より大きな反応電圧)

図 1に典型的な応答を示す｡時間応答は､3つの領域よりなることがわかる｡領域 Ⅰの

電圧は､領域Ⅲの飽和電圧より大きく､このことは､反応容量だけでなく､反応誘導を起

こす要素が存在するを示 している｡領域Ⅱは､矩形的な応答がいくつか見られる｡その個

数は､実験条件に強く依存する｡領域Ⅲは､一定電圧で飽和 している｡このように3つの

領域は､よく制御されたニッケル単結晶表面の場合､観測され､多結晶表面では､その表

面が鏡面であってもノイズとの判別が稚 しい｡特に領域Ⅱが観察されるためには､単結晶

であることが必要である｡多結晶の場合は､図 1ほど明確な応答を得ることができていな

い｡

我々は､既にニッケルの電析過程が 2段階反応であることを明らかにしている｡解析の

章で示 した関係を用いて領域 Ⅰでの関係を求める｡
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Fig.1 AtyplCalplotofthevoltageinthetwo-electrodesystemTIVS.timetat

atemperatureof314Kandatasaturatedcurrentdensityof1.3mA/Cm2.

ThreedifferentresponsereglOnSareObserved.
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Fig.l-l A typical plot of the voltage in the two"electrode system 11 vs. time tat

a temperature of 290K and at a saturated current density of 1.8 mAlcm2.
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Fig.l-Z A typical plot of the voltage in the two"electrode system 11 vs. time t at a

temperature of 304K and at a saturated current density of 1.8 mAlcm2.
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Fig.1-3 A typical plot of the voltage in the two-electrode system 11 vs.

time t at a temperature of 319K and at a saturated current density of

1.8 mAJcm2•
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Fig.2 Transient behaviors of the voltage in the two·electrode system. Solid

lines and open circles indicate the measured voltage and the values

calculated from Eqs. (7) and (8), respectively. The values used for

calculation and experimental conditions are as follows: (a) T=290K,

is=1.3mAJcm2, bl=88VI, p=1.25xlO-s cm-2sec- 1, q=7.6x107sec- 1, ta=15xlO-9sec,

kl=lxlO-scm'2sec- 1, k2=O.38cm·2sec· l, (b)T=304K, is=1. 3mAJcm2 , bl=70Vl,

p=1.14xlO·s cm'2sec' l, q=7.6xl07sec· l, ta=15xlO-9sec, kl=lxlO-scm'2sec' l,

k2=O.38cm-2sec- 1
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Fig.3 A plot of bl that is proportional to the inverse temperature.

The solid line is a least-squares fit to the experimental data denoted

by open circles, which gives a relationb, =8.77xI05
/ RT
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図 3に図 2で求めたblの温度依存性を示す｡これより占.=8.77xlO5/IU (bJ=80V-1at

300K)となり､この値は､実験的に決定された値と類似 している｡

領域Ⅱ (核形成と成長)

領域 Ⅰで形成された原子化ニッケルは､領域Ⅱにおいて表面に核の形成と成長を引き起こ

すと考えられる｡

50 60 70

t(nsec)

Fig.4AtypicalplotofonevoltagewaveandvoltagecalculatedbyEq.(20).The

parametersusedfわrcalculation isasfわllows:?=4.60V ¢=6.592Ⅹ108sec-Iand

temperatureof299K

図 4は､解析モデルと実験結果の比較を示 してお り､よく一致 している｡

領域Ⅲ

領域Ⅲでは､電圧が温度に依存する飽和 した値であ り､時間に依存せず､その結果､容

量のような要素を考慮する必要がない｡従って反応に伴 う抵抗的要素のみを考慮すれば

よいことになる｡その解析結果は､すでに示されている､

---三一丁~

電圧は､温度に対 してexp型の振る舞いをすることから､その温度依存性をもとめれば､

活性化エわ レギーを求めることができることになる｡

図 5に反応の活性化エネルギーを求めた結果を示す｡
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Fig.5 ThesaturatedvoltageinreglOnIIIthatislinearlyproportionalwiththe

inversetemperature.Thesolidlinesarebestfittedtothedata.(a)is=1.3m〟cm2and

theslope=1.29Ⅹ104J/mol(b)is=1.8m〟cm2andtheslope=1.34Ⅹ104∫/mol.

これより､活性化エネルギーAGは､1.3mA/Cm2 のとき1.28xlO4(0.12eV)､1.8mA/Cm2

のとき1.34Ⅹ104J/mol(0.13eV)であった｡
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以上 まとめた成果 を以下に記述する｡

平成 15年度の成果

ニッケル単結晶を反応基板に用いて以下の結果 を得た｡

1.界面における電荷移動反応に関 して

電気インピーダンス測定の解析から

(1)50mHz-100kHzでのナイキス ト表示において,インダクティブループは,存在 しない｡

従って反応は､多段階であ り,反応速度係数間に大小関係が成立する｡

(2)Ni2+イオンの結晶化は 2段階反応で進行すると推定 され,NEl2'+e-→NE+〝〟,が反応全体 を

律速する｡

(3)電荷移動インピーダンスと角振動数の関係から 指数 α及びβの値が0.5に近い値 をとる

ことにより, スルファミン酸ニ ッケルにおける電荷移動反応は均一であると考えられる｡

以上の結果は､界面での電子の交換は､電極面上ではな く､電解液内のヘルムホルツ外面

で行われ､2段階反応であることを明らかにした｡これらの研究成果は､日本機械学会誌 A

編 70巻 690号 246･249(2004)に掲載 された｡

2.界面反応の基礎的物性に関 して

界面反応の基礎物性 として重要な電気二重層の電気容量､反応速度定数 と拡散係数､電

流交換密度を求めるためのマルチステップ法を提案 し､解析方法を開発 した｡

(1)電気二重層 は､ニ ッケルサ ル77メイ ト濃度 0.93及 び 1.86Mn に対 して夫 々

6312±710 37･6±2･0/JFであるOヽ

(2)電流交換密度は､ニ ッケルサルファメイ ト濃度 0.93及び 1.86M/lに対 して夫 々

2･0±0･05and l･1±0･2 m〟cm2である｡

(3)反応速度 と反応速度定数の比 ‥k/Jiiは､電流密度 と比例関係にある｡

これらの研究成果は､J.Phys.Chem.B,Vol.107,9404-9408(2003)に掲載 された｡

以上まとめると､16年度は､msecからsecに至る時間領域における界面での電荷移動反

応に関 してその基礎物性定数､反応形式､電荷移動の形式 を明らかにした｡
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平成 16年度の成果

1. 界面反応の基礎的物性に関して

我々が開発 したマルチステップ法が汎用性を持つことを示すためにAgの電析過程に

適用 し､界面反応の基礎物性として重要な電気二重層の電気容量､反応速度定数と拡散係

数､電流交換密度を求めることができることを示した｡

(1) 交換電流密度

7.8±0.2mA/Cm2､

(2) 電気2重相の容量

52･1j=6･5FLFcm-2

(3)反応速度と反応速度定数の比 :k/､伝 は､一定値である

これらの成果は､∫.Electrochem.Soc.(2005)に掲載決定｡

2.界面での核形成 ･成長過程に関して

nsecの立ち上が りを持つ電流の印加に対する電極間のポテンシャル応答から以下

のことが判明 した｡

(1) ポテンシャル応答は､3つの領域からなり､初期の領域は､2段階ステッ

プによるニッケルイオンの原子化過程に対応 し､第2の領域は､それら原

子ニッケルが幾つかのステップに組み込 まれる過程､第3は､多 くのステ

ップが活動 し､原子を組み込む過程に対応 していること

(2)第一の領域における反応の活性化エネルギーは､実験値 と一致する

(3)第3の領域におけるニッケルイオンが原子化 し､ステップに組み込 まれる

のに必要なエネルギーは､0.12から0.13eVである
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4. 残 された研究課題及び今後の展開

これまでの研究は､電析薄膜成長に関してニッケル薄膜形成過程を研究対象として､

進めてきた｡ニッケル薄膜形成過程が以下のような多段階の反応過程からなるとすれば､

(a)Ni2++e一一Ni+､(b)Ni++e~-Ni(拡散)､(C)Ni(拡散)-Ni(格子点)､本研究は､主

として (a)及び(b)のステップでの現象解明に関する研究である｡これまでの研究成果を

踏まえ､更に発展させた研究として以下の課題を明らかにする研究を進めることは､意

義があると考えられる｡

1.表面ステップでの成長過程

本実験では､明確に定義された単結晶表面を用いていない｡研磨や電解エッチング

で局所的には､原子 レベルでスムースな面を得ているが､数十ミクロンⅩ数十 ミクロ

ンのスケールでは､現在の手法を用いうる限 り､原子 レベルでスムースな表面を得る

ことは､難 しい｡

そのため､立ち上がり時間が nsecの電流を用いざるを得なかった｡しかしながら､

定義された単結晶表面を得ることが可能であるならば､秒単位の領域で電圧変化を観

測できると思われ､その解析 も容易になる｡

2.電気 2重層とnsecの立ち上が りのある電流 (電圧)印加応答に関して

簡単な考察からすぐわかるように､nsecの立ち上が りを持つ電流 (電圧)に対 して

等価回路としての電気2重層の効果は､軽視できるほど小さい｡この場合､電気 2重層

の存在を軽視 してイオンの原子化過程を電圧変化として観測することができる｡本実験

は､そのような観点から行われている｡しかしながら､電気 2重層が等価回路として容

量だけでよいのかは､疑問の余地があ り､電気2重層の物性の詳細な実験が望まれる｡
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