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1. 緒 言

研究の概要

本研究は､動的スケーリングを電気めっき薄膜成長に適用 し､周期パルス電流による

薄膜成長と単結晶基板を用いた薄膜成長について AFM (原子間力顕微鏡),ACインピ

ーダンススペクトロスコピー､X線回折､電子線回折により解析 し､電気めっきにおけ

る薄膜成長､特にエピタキシャル成長発現機構及び条件を明らかにしようとするものあ

る｡そのために本研究は､多結晶基板上への直流及び同期パルス電流によるニッケル薄

膜成長と単結晶ニッケル基板への周期パルス電流によるニッケル薄膜成長の二つから

構成され､それぞれについてニッケル原子析出反応及びニッケル吸着原子の基板上での

振舞いに関する知見を得ようとするものである｡

研究の背景

電気めっき薄膜は､主として定電圧 (完電流)下で電解液と基板間の界面反応につい

て電気化学的手法を用いて研究されてきた｡しかし､成長横倍を理解する為には､析出

原子と基板との相互作用､析出原子の表面運動､表面モフォロジーや成長膜の結晶学的

関係を知る必要がある｡

一方､動的スケーリング理論は､これまで2次の相転移を扱 う理論として発展 してき

たが､最近になって電気めっきのような 1次の相転移に対 しても有効であり､スケーリ

ング係数により現象を記述できることが判明 してきた｡例えばスケーリング係数α､β
(表面粗さW､析出時間 tと観測領域Lの間には､W～Lα､W～tβが成立)の値により､

(1)析出原子の拡散が局所拡散､中間的拡散或いは長距離拡散なのか､(2)膜成長の駆動

力が何であるのか､(3)ユバーサルクラスの比較により他の成膜方法､スパッタリング､

蒸着､CVljと同じ成長機構なのか等について知ることができ､成長 しためっき薄膜の

結晶粒の情報とあわせて薄膜成長機構を明らかにできると考えられる｡

特に析出原子の長距離拡散 (エピタキシャル成長のために必要)は､電気めっきにお

いて存在する可能性が指摘 されているが､未だ定電圧 (定電流)下の電気めっきでは見

出されておらず､同期パルスによるめっきでの発見が期待されている｡また､単結晶基

板上-の電気めっき膜成長は､析出原子と基板原子 との相互作用を知る上でも重要であ

る｡

そこで動的スケーリング理論を適用 し､周期パルス電流がめっき膜の成長にどのよう

な変化を引き起こし､単結晶基板 と成長膜との関係から電気めっきの薄膜成長機構を明

らかにできると考えたのが本研究である｡



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 13年度 1,600 0 1,600

平成 14年度 1,100 0 1,100

研 究 発 表

(1)学会誌等

1.M.Saitou,W.Oshikawa,M.Mori,andA.Makabe

SurfaceRoughenlnglntheGrowthoFDirectCu汀entOrPulseCurrentE】ectrodeposited

NickelThinFilms

J.Electrochem.Soc.,148,C780-C783,(200り

2.M.Saitou,W OshikawaandA.Makabe

Characterizationofelectrodepositednickelfilm surfacesusingatolnicforce

microscopy

J.Phys.Chem.Sohds,63,1685-1689,(2002)

3.M.Saitou

Anomalousscalingofnickelsurfacesinpulse-currentelectrodepositiongrowth

Phys.Rev.B,66,073416-073419,(2002)

4.M.Saitou,K.HamaguchiandK.Inoue

Astudyofcharge-transferreactionson(110)single-Crystalnickelsurfacesin

nlCkelsulfamateelectrolyteusingelectrochemicalimpedancespectroscopy

J.Phys.Chem.B,106,12253-12257(2002)2



5.M.Saitou,K.Hamaguchi,andW Oshikawa

SurfacegrowthofNithinfilmselectrodepositedon(100)NISurfaces,

J.Electrochem.Soc.,150,C199-C103,(2003)

(2)口頭発表

1.斉藤正敏､真壁朝宏

パルス電析により作成 したニッケル薄膜の表面ラフニング､

日本機械学会､平成 13年8月28日

2.K.Hamaguchi,W Oshikawa,andM.Saitou

ElectrochemicalImpedanceSpectroscopyStudyorElectrochemicalReactions

on Single-crytsallineNickelSurfacesinNickelSulfamate

AmeicanElectrochemicalSociety,October,23,2002

3.W Oshikawa,K.Hamaguchi,andM.Saitou

Anomalous Scaling of Nickel Surfaces Grown by Pulse-Current

electrodeposition

AmeicanElectrochemicalSociety,October,23,2002
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3.研 究 成 果

研究目的

電気めっきによるニッケル薄膜成長に関して動的スケーリング理論を適用 し､その成

長機構､特にエピタキシャル成長について以下の観点から明らかにしようとしたのが

本研究である｡

(1)電気めっき薄膜の成長機構の決定

薄膜の表面あらさW(L,t)は､標準スケーリング理論によれば､W(L,t)-Lα ､W(L,t)-

tP(Lは､系の大きさ､tは時間)のべき乗別を示 し､スケーリング指数αやβからな

るユニバーサル ･クラスを形成する｡スケーリング指数の値は､統計力学的表面成長

モデル (例えば､Kardar-Parisi-Zhang成長､Edwards-Wilkinson成長等)と関連付ける

ことができるため､AFM測定から決定されたスケーリング指数と比較すれば､電気め

っきの薄膜成長機構及び他の成長プロセス (CVD､スパ ッタリング､MBE)との関

係を知ることができる｡

(2)プロセス条件と成長機構

スケーリングは､実験条件や実験系に依存 しない普遍性を有 している｡我々の関心は､

定常電流下での成長 とパルス電流による成長にモフアロジーの相違が一般に認めら

れるが､これは､成長機構の変化によるものかを知ることにある｡特に､パルス電流

により成長機構が変化するならば､その物理 ･化学的側面や応用の点からも興味が持

たれると考えられる｡

(3)電気めっきによるエピタキシャル成長 (2次元的成長)

(り,(2)で得られら結果が､MBEのような成長機構と同じユニバーサル ･クラスであれ

ば､電気めっきによってエピタキシャル成長が可能であることを意味 し､その事実を

単結晶ニッケル上への電気めっきにより実証する｡
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研 究 計 画

平成13年度

卜 直流電流による多結晶基板へのニ ッケル薄膜成長

周期パルス電流によるニ ッケル薄膜成長 との比較のために､直流電流による薄

膜成長についてACインピーダンススペ ク トロスコピー測定 を行い､析出反応 と等

価回路の同定を行 う｡また､AFM､X線回折及び電子線回折からスケーリング係

数､結晶成長方位､成長速度の時間依存性 を求める｡

2. パルス電流による多結晶基板へのニ ッケル成長薄膜

周期パルスによる成長機構を明らかにするため､AFM､X線回折及び電子線回

折からスケーリング係数､結晶成長方位､成長速度の時間依存性 を求める｡

3. 7アラディー電流条件の探索

実験 1と2によりパルスによるニ ッケル薄膜成長機構､特に基板での吸着ニ ッ

ケル原子の振る舞いが明らかになると考えられるが､電気めっき浴の容量性のた

め､パルス電流が､放電性を示す可能性がある｡そこでフアラディー電流性にな

るように実験条件の探求を行 う｡

平成14年度

1. 単結晶基板 を用いたACインピーダンススペク トロスコピー測定

ニ ッケルイオンが吸着ニ ッケル原子 となる機構 を調べるために､単結晶ニ ッケル

基板 を用いてACインピーダンススペク トロスコピーによりインピーダンス測定を

行 う｡実験条件 としては､電解質中のニ ッケルイオン濃度､温度等の影響にっても

調べる｡実験結果から､ (1)CPE(ContactPaseElenlent)の値から単結晶ニ ッケ

ル表面のニ ッケルイオンからみた均一性､ (2)多段階の化学反応ステップからニ

ッケルイオンがニ ッケル原子 となって析出する機構､ (3)反応インピーダンスを

上記インピーダンス測定から分離することによりニ ッケルイオンが電子を授受す

る過程についての情報を得ることができる｡又､前年度に行った多結晶基板 を用い

たACインピーダンススペク トロスコピー測定 と比較検討 を行 う｡

2.単結晶ニ ッケル基板上への電析

前年度の実験 により多結晶基板-のニ ッケル薄膜電析は､normaトscaling解析から

anomalousな成長係数β>1/2を持ち､吸着ニ ッケル原子がある程度の表面拡散長を持

つことが判明 した｡そこで本年度では､単結晶基板 を用いて､ニ ッケル原子がエ ピタ

キシャル成長するのに十分な拡散長を持つのか､又 どのようなユニバーサ リテイクラ
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スに属するのかについて単結晶ニッケルへのニッケル電析を行い､AFM観察と表面

解析を行う｡これから､その成長機構がnornlal-scalingに属するのか (そのスケーリ

ング係数からニッケル原子の拡散がMBEのような気相成長と同じクラスであるのか)､

anomalous-scalingに属するのか､或いはnormalからanomalousへの転移が生ずるのと

いう情報を得る｡
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実験方法

1.直流電析による薄膜の作製

ニッケル薄膜を積層させるカソー ド基板 としてITO(indium thinoxidecoated)ガラ

ス､アノー ド基板 としてスパ ッタ付着 したニ ッケル薄膜(厚 さ 270nm,rms表面粗 さ

4.9nm)を使用する｡ITOガラスは､rms(rootmeansquare)租さが 1.2nm の極めてフ

ラットな表面を有 している｡膜の表面ラフニングを観察するとき基板表面がラフだとそ

の上に成長する薄膜表面は､基板の形状に大きな影響を受けることになる｡そこで､ス

ムーズな表面の ITO (シー ト抵抗 60/□)ガラスをカソー ド基板 として選定 した｡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.ThebathwasmaintalnedatpH4,thetemperatureof

323KandalowflXedcurrentdensityof2mAcm~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,

EiiA■■- (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77ラデー定数､Wを物質の原子量､p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｡
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2.パルス電折による薄膜の作製

パルス電流による電析技術は､工学的 ･科学的に重要であ り直流電流による電気付

着とは異なった特徴 を持っている｡平均電流密度が同 じであったとして直流電流による

電析 と比較すると､パルス電析では､電流が流れている間に多 くのイオンがカソー ド電

極へ到達する｡スケーリング指数 α及びβの値は､電極に到達するイオンの数には影響

を受けない｡しかし､パルス電圧が適用 されることによって反応メカニズムとカソー ド

ポテンシャルが変化することが実験的に観測されている｡パルス電流による電析ニ ッケ

ル薄膜の成長に関するスケーリング挙動については､あまり研究がなされていない｡パ

ルス電析によるニ ッケル薄膜 を ITO ガラス上に成長させ､その成長プロセスのスケー

リング挙動を解析 し､直流電折の場合と比較 してみる｡

パルス電折についての実験手順を説明する｡両極用 としてアセ トン･アルコールで超

音波洗浄 した ITO ガラスシー トを用意 し､静的電解液中に平行に配置する｡電極間の

距離は 15mm である｡電解液の組成は表 3.1で示される｡浴は､pH4､温度 323K に

保持 された｡パルス電析における平均電流密度は 2mA/Cm2であ り､直流電析で適崩 し

た電流密度と等 しい｡図 3.1に示すように電流の on-timeTlとo肝timeT2は､それぞ

れ 2msec,8msecであ り､これらの時間は､システムが十分に応答できるものである｡

ITO ガラス上に 50-2000秒間ニ ッケル薄膜を積層 させた｡作製 したニッケル薄膜は､

AFM を用いてスキャンし､得 られた画像からスケーリング指数を求めた｡

0

0

(v
u
l))
u

a
Jln
U

1n T rl'2

ド 1 T L 董 守

童

0 5 10 】5 20 25 30 35

Fig.1S｡h｡matl｡diagram｡ftheap謹 Tceu(r:snePn｡｡rl｡dl｡Pulse｡1｡ctr｡lysIS.The
average current density lS Calculated by iav=i｡Tl/(Tl+T2)where il,is the
pulse-currentdenslty.Inthisstudylav=2mAノcm2,1p =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､

1FLmおよび0.1FLm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0.05mm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 Z/45となり､対向電極 と電解液間のインピ

ーダンスは無視できる｡

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/1)ホウ酸が含まれている｡また電解液は､温度を300Kもしくは3Ⅰ3K､

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/1)

lTqlCkelSu1Ⅰamate AsourceOⅠSupplyOⅠnlCke110nS ⊥.t5b

Nickelchloride RiseconductiVityorthebath 0.0386

JjOrlCaCICL lVlalntalntneDatJnPn U.()LIL

Temperature:300or313K

Currentdensity:0.074-0.19mA/Cm2

9



el

I
I

Personal computer I LI (\I GP-IB interface I
I

I LCR meter I Nyquist diagram

ur . terminal prove-----.
Poly·crystalline nick

crystalline ..--- ----- -'1
~

Water bath
I sulfamete

Fo

Poly·

Nicke

Fig.2 Impedance measurement system.

10



解析手法

1.スケーリング指数

ニッケル薄膜の成長メカニズムを決定するために､AFM 像からスケーリング指数を

計算する｡原子間力顕微鏡(AtomicForceMicroscopy:AFM)は､カンチレバーと呼ば

れる非常に小 さなテコと試料表面の間に働 く原子間力をカンチ レバーのたわみ として

検出 し､この力を一定に保つようにカンチレバーと試料表面の距離を制御する｡そうし

ながら試料表面に沿って走査 し､制御量を試料表面像 として画像化する｡図 3に､実験

に使用 したAFM を示す｡AFM による測定から､5】2×5)2ピクセルから構成 される画

像サイズ LXLnm2のデジタル化された表面高さh(k,I)を得る｡

薄膜の表面粗さW(L,t)は､(1)式のように表面高 さhの rms標準偏差 として定義 され

る,

W(L,t)=<【h(r,t)-<h>12>l′2 ∝tβ｡ (1)

ここで<…> は測定空間についての平均､Lはシステムのサイズ､tは薄膜の成長時間で

ある｡(1)式より､成長指数 βは､表面粗 さW(L,t)と時間tの対数プロットの傾 きから求

めることができる｡

height-difference相関関数 G(r,t)は､(2)式で表 される,

G(r,t)-<[h(r+rl,t)-h(rl,t)]2>rl-P(t)r2㌔ for r<<ち (2)

rは任意の中心からの距離､ちは相関長､ p(t)は基板上に形成 されたマウン ドの局所勾

配で<(∇h)2>l/2によって与えられる｡r<<亀である場合､height-difference相関関数

G(r,t)と距離 rの対数プロットより粗 さ指数 α を得ることができる｡

(a)

Photodetector

･､-I MILTOr Beamsphtter

tlTLI'6 1-㌧イ

＼一pDJ

ns
′

/･
I

,

L

･
J

LaserdlOde

j.

i

Candlever

Sample

TubepleZOSCanner

Fig.3(a)AtomicForceMicroscopy(b)AschematicrepresentationofAFM.
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2.フラクタル次元

表面のフラクタル次元を測定するために多 くの方法が提案されている｡高速フーリエ

変換(FFT)を使ったフーリエ変換(FT)法は､しばしば通用されている｡しかしながら､

Evansは､FT法によるフラクタル次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｡さらに､G-Rodriguezらは､FT法が D<2.5に対 してフラクタル次元 Dを

過大評価し､D>2.5に対してDを過小評価することを指摘 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 Dを直接関連づけるために､ノイズの影響

が小さいHurstRescaledRange(R/S)分析を用いた｡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 self-affine性を定義する｡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self-amne性を定義する量である｡従っ

て､粗さ指数 α とハース ト指数 H は､異なった観点から論 じられているが同じもので

ある｡2次元基板上の薄膜表面に対 して､フラクタル表面次元 Dと粗さ指数 α､ハース

ト指数Hの間には､(3)式の関係がある,

D=3-H=3-a (3)

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｡

3.高速フーリエ変換を用いたFr法

AFMは､通常MXM ピクセルから構成される画像LXLnm2に対してデジタル化された輪郭

高さh(k,1)を与える｡ここで､kと1はx,y方向中での整数である｡h(k,1)の離散フーリエ

変換(は(3)式で表される,

H(m,n)-(l/M2)∑h(k,l)exd-2示mk･nl)/M]｡ (4)
1,,I

mとnは【O,M一日の範囲内の整数であり､kと1の範囲は-M/2≦k,1≦(M-2)/2である｡非整

数的なブラウン運動モデル表面におけるフーリエ変換は､パワースペクトルを持つ,

lH(m,′雄 -(m2･n2)J〝-I
(5)

Hは常に0≦H≦)であるハースト指数で､(4)式より匝(m,n)[2と(m2+n2)-H'1の対数プロット

からハースト指数Hを求めることができる｡3次元においてD=3-Hである｡妥当なフラク

タル次元を得るためには､ノイズ凝縮に対応する1-0またはk-0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｡

12



4.R/S分析

AFM像にR/S分析を適用してフラクタル次元を決定する｡ハースト指数H に対する式は､

(6)式で表される,

R(k,i)/S(k,t)- rk" (

rkはAFM像上の任意の半径､tは薄膜の成長時間である,

R(k,t)-豊きkX(t',t)-FTSiI望kX(L',(),

S (k,I,- (k-･i lh (rt･( ,-( h (r,I,),f r /2

x (k ,t)-皇 lh(,, , i)-(h (,,i)) k ]

リ,-｢

(6)

本研究では､512×512画素上の任意の点を原点として距離 rを求めている｡従って､

原点が異なるrを区別するのに添え字 kを用いている｡R/S とrkのlog-logプロット

における傾きが Hであり､D-3-Hからフラクタル次元が求められる｡

電析による薄膜のフラクタル次元 Dは､WittenとSanderによって提唱されたDLA

(Diffusion-1lmited aggregates)モデル(D-2.5)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､BradyとBallは､ワ

イヤーの先端に電気的に成長させた 3次元的な鋼付着に関する草分け的な研究を行い､

銅付着が DLA タイプのフラクタルであることを示 した｡さらに､2次元基板上に成長

させた薄膜のフラクタル次元 D についていくつかの実験が行われており､2.5からそ

れほど離れていないフラクタル次元が報告されている｡

また､腐食あるいは潜解 した表面のフラクタル性に関する研究について､DingとLiu

が Ni-Mo合金を弗化水素で腐食し､Ni-rich領域に集中した2次元的なフラクタルパタ

ーンを観察 した｡Holten 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

self-affineで記述できることを示 した｡

本研究では､電析または､電気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 2.5に近い値を持つのか､あるいは､2に近い値を持

つのかということに関心がある｡仮に､2.5に近い値ならば､表面形状はポーラスであ

り､溶解する原子は表面拡散が制限されたランダム運動をしていることを意味 している｡
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5.ACインピーダンススペク トロスコピー測定

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-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末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)

u-.◆CO
Rt"+Rs t'+Rs

ZRe

Fig.4(a)Equivalentcircuitmodelfortheelectrodewhichinhibitedbyadsorption,and

(b)NyquistPlotoftheelectrodeimpedance.

以下に具体的成果を記述する｡
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平成 13年度の成果

1.直流電析によるニッケル表面成長の動的スケーリング

電流密度2mA/Cm2で成長を行い､AFMを用いた表面観察から動的スケーリング指数

の決定､X線回折及び電子線回折によりニッケルの優先成長方位を決定 した｡多結

晶ニッケル基板上に成長 したニッケル薄膜は､family-vicsec関数に従うスケーリン

グ性を示 し､荒さ指数α-0.96､成長指数β-0,78であった｡これらの値は､成長を

記述する確率論的微分方程式から得られるいずれのモデル値 とも一致せず､特にβ

>1/2(理論値は1/2以下)というanonlalousな値であった｡ニッケルの成長方位が(1

ll)と(200)であることから､Diffusionbiasの存在が示唆され､β>1/2であること

の物理的意味が説明された｡

2.パルス電流によるニッケル表面成長の動的スケーリング

パルス電流 on時間 2msec､パルス電流 off時間 8msec､ピーク電流 10mA､平

均電流密度 2mA/Cm2で成長を行い､AFM を用いた表面観察からスケーリング指

数の決定､X線回折によりニッケルの優先成長方位を決定 した｡多結晶ニッケル塞

板上に成長 したニッケル薄膜のスケーリング指数は､α-0.96､β-0.65であった｡

これらの値 も､確率論的微分方程式から得られるモデル値 と一致せず､ニッケルの

成長方位が直流電流の場合と異なり､(111),(200),(220),(311)であることから､βの

減少が説明された｡

いずれの場合もα-1であり､ニッケルイオンがある程度拡散長を持ち､移動 してい

ることが判明 した｡

1と2の結果は､a.Electrochem.Soc.及びJPhy.Chem.Solidに掲載された.

3.anomalousscaling関数による解析

β>1/2というミステリを解決するために､anomalousscaling関数による解析を

行い､パルス電流によるニッケル表面成長のスケーリングに関しては､局所荒さ指

数(lK-1.0､全域荒さ指数(-2.7､動力学的指数 Z-4.1という値を得た｡これは､

ピラミッド的なマウンド成長における理論値 と一致 し､AFM 像のもマウンド形状

も類似であることが判明した｡

これらの結果は､Phys.Rev.Bに掲載された｡
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平成 14年度の成果

1.直流電流による(100)単結晶ニッケル表面成長

(a)2次元成長に関して

AFM レベルで十分な平坦性が保障される表面へのニッケル薄膜の成長実験を行

った｡その結果､成長モー ドは､2次元であり､その成長機構は､familiy-vicsec

関数で記述されるnormalscaling性を示 した｡その荒さ指数 α-1.0､β-0.25の

ユニバーサルクラスに属することが判明した｡

(b)3次元成長に関して

3次元成長する場合､成長機構は､anomalousscalingに従い､局所粗さ指数

∈l｡｡=1.0,グローバルスケーリング指数 ∈=2.1､動的指数 Z=1.0で記述されるユニバ

ーサルクラスであることが判明した｡

この成果は､♂.Electrochem.Soc.に掲載された｡

2.ACインピーダンススペクトロスコピーによる電荷移動反応

多結晶ニッケル基板及び (110)単結晶ニッケル基板上での電荷移動反応に関し

てACインピーダンススペクトロスコピーを用いて実験を行った｡ナイキス ト表示

においてインダクティブループが存在 しないことから､電荷移動のモデルを提案 し

た｡また､反応抵抗､反応容量の周波数依存性からhomogeneouscharge-transfer

reactionなのかheterogeneouscharge-transferreactionなのか議論 した｡この成

果は､∫,Phys.Chem.Bに掲載された｡

以上の2年間に渡る結果を総括すると以下のようになる｡

(1)3次元的成長

電析 したニッケル薄膜の成長が3次元的成長をする場合､表面粗さは､当初予想

していた標準スケーリング関数ではなく､anomalousスケーリング関数

′引/
一

こ

A

召

一一ん
一･,I

′｣

し

こヽJ一rんI～
ノーけ

forlz<<t<<Lz,

fort<<lz,

に従う｡ここで Lは､系の大きさ､ノは､Lから切 り取った窓の大きさ､β★=(し∈】｡｡)/Z

である｡これは､これまでにない実験結果であり､スケーリングは､ちl｡Cとちによって

決定され言 は､実験条件に依存 し､ち1｡｡は､系の詳細に依らない指数を意味 している｡

実験結果を表にすれば､
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電流 localroughnessexponent g】Obalscalin dynamicexponen 優先成長方位

;lLV gexponentG tz

定 常 1.0 2.8 4.1 111

3次元的成長は､super-rougheningと呼ばれる他の薄膜成長とは異なる成長機構であ

り､電流が定常とパルスでは､X線回折から成長優先方位の相違が見られるが､成長

機構に変化はないと結論付けられる｡

(2)2次元的成長

電析 したニッケル薄膜が2次元的成長 (エピタキシャル成長)をする場合､表面粗

さは､当初予想 していた標準スケーリング関数に従い､AFM 像の解析結果からα-

0.25,β-1.0,Z -4であり､Edwards-Wilkinsonユニバーサリテイクラス (MBE成

長に相当)に属することが判明した｡従って電気めっきの 2次元成長は､線形な表面

拡散が支配 し､その駆動力は､表面の化学ポテンシャル勾配であり､エピタキシャル

成長 に必 要 な十分 な拡散 長 を有す る｡実際 ､定常電流下 ､成長速度 0.2

monolayer/secの成長速度､(100)ニッケル単結晶上-の 2次元的成長 (エピタキシャ

ル)成長が成長時間 10000秒までの間で確認された｡
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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十､(b)Nl++e~-Ni(拡散)､(C)Ni(拡散)-Ni(格子点)､本研究は､主

として(C)のステップに焦点を当てた研究である｡電析による薄膜形成過程は､反応-紘

散過程なので(a)及び(b)のステップでの現象を解明 して初めて薄膜形成過程の全体像が

把握できることになる｡そこで､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.電荷移動の反応形式

反応ステップ(a)と(b)で電荷移動が起 きる訳であるが､ニッケルイオンは､どこで

電子を受け取るのか､電極上なのか(不均一反応)､或いは､電極から離れた電解質中

のヘルムホルツ外面上なのか(均一反応)を明らかにする必要がある｡電極上であれば､

電極の表面状態の影響をより強 く受け､電極表面上に形成されているステップとの相

互作用が重要になる｡

2.多段階過程の反応速度

電子の授受が多段階過程 (一般には単段階ではないとされている)であるとすれば､

そのときの反応速度の大きさを知ることは､重要である｡例えば､ニッケルイオンの

場合､Ni2'+e~-Ni+反応の反応速度がNi++e~-Ni反応の反応速度より大きければ､電

極表面にコンデンサーが形成され､その一価のニッケルイオンは､インヒビターとし

て作用 し､薄膜成長に影響を与えることになる｡

3.表面ステップでの成長過程

(a)から(C)までの反応のパスは､電極表面上のステップ近傍で起こる確率が高いと

考えられる｡そこでイオンが原子化するために必要な電位を与え､観測可能な程度に

電流値を小さくすれば､単一ステップでの反応を実験的に捕 まえ､その反応速度を知

ることができる｡
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以下に出版された論文を付録として付加する｡参考文献等は､付録を参照されたい｡
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