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(57)【要約】
【課題】大気圧近傍の酸化性ガス中における金属表面の
酸化を抑える。
【解決手段】本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方
法は、アルミニウム、鉄、銀および銅ならびにこれらを
主成分とする合金の群から選択される金属の表面にチオ
ール基含有炭化水素化合物を吸着させて、該チオール基
含有炭化水素化合物の薄膜を該金属の表面に形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルミニウム、鉄、銀および銅ならびにこれらを主成分とする合金の群から選択される
金属の表面にチオール基含有炭化水素化合物を吸着させて、該チオール基含有炭化水素化
合物の薄膜を該金属の表面に形成する酸化防止膜形成工程を含むことを特徴とする酸化防
止膜被覆金属の製造方法。
【請求項２】
上記金属がアルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする合金であることを特徴とす
る請求項１に記載の製造方法。
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【請求項３】
上記チオール基含有炭化水素化合物の吸着は、上記金属の表面を、ガス化した上記チオ
ール基含有炭化水素化合物に露出させることによって行うことを特徴とする請求項１また
は２に記載の製造方法。
【請求項４】
上記酸化防止膜形成工程に先立って、上記金属の表面を超高真空中で清浄することを特
徴とする請求項１〜３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
上記酸化防止膜形成工程の後に、上記薄膜を形成している上記チオール基含有炭化水素
化合物同士を結合させる処理を行うことを特徴とする請求項１〜４の何れか１項に記載の
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製造方法。
【請求項６】
上記処理が上記薄膜に対するエネルギー線の照射であることを特徴とする請求項５に記
載の製造方法。
【請求項７】
上記金属の表面に上記チオール基含有炭化水素化合物を吸着させた後に、エネルギー線
を照射することを特徴とする請求項１〜４の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
上記エネルギー線が、電子線、イオンビーム、紫外線、エキシマレーザ光またはＶＵＶ
軌道放射光であることを特徴とする請求項６または７に記載の製造方法。
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【請求項９】
−６

残留ガス圧が１０

Ｐａ以下の状態で、上記エネルギー線を照射することを特徴とす

る請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
上記薄膜がチオール基含有炭化水素化合物の単分子層であることを特徴とする請求項１
〜９の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
上記薄膜がチオール基含有炭化水素化合物の多分子層であることを特徴とする請求項１
〜９の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１２】
上記酸化防止膜形成工程の後に、上記薄膜を、上記金属の融点未満の温度で加熱するこ
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とを特徴とする請求項１〜１１の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１３】
上記チオール基含有炭化水素化合物は、炭素原子数が６以上であることを特徴とする請
求項１〜１２の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１４】
上記チオール基含有炭化水素化合物は、炭素原子数が１２以上であることを特徴とする
請求項１〜１３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１５】
上記チオール基含有炭化水素化合物がアルカンチオールであることを特徴とする請求項
１〜１４の何れか１項に記載の製造方法。
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【請求項１６】
上記チオール基含有炭化水素化合物が、１−オクタンチオール、１−ドデカンチオール
、１−オクタデカンチオールまたは４−ビフェニルチオールであることを特徴とする請求
項１〜１４の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１７】
上記チオール基含有炭化水素化合物は、炭素原子に結合している水素原子の１つ以上が
フッ素原子に置換されている化合物であることを特徴とする請求項１〜１３の何れか１項
に記載の製造方法。
【請求項１８】
アルミニウム、鉄、銀および銅ならびにこれらを主成分とする合金の群から選択される
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金属の表面に、チオール基含有炭化水素化合物の薄膜が形成されていることを特徴とする
酸化防止膜被覆金属。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化防止膜被覆金属の製造方法および酸化防止膜被覆金属に関し、詳細には
、金属表面に酸化防止膜を形成させる酸化防止膜被覆金属の製造方法および当該製造方法
により好適に得られる酸化防止膜被覆金属に関する。
【背景技術】
【０００２】
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アルミニウム金属およびアルミニウム基合金金属は一般に酸化されやすく、切削加工等
により切り出された清浄な表面も大気中では即座に酸化され、表面が酸化アルミニウムの
薄膜で覆われてしまうことがよく知られている。例えば、大気中では、数分間で厚さ１０
ｎｍ前後の酸化膜が表面に形成される。逆に言えば、表面に安定な酸化アルミニウムの薄
膜が形成されることによって、これらの金属が保護され、安定した実用にかなうものとな
っている。アルマイト膜の作製およびパーカライジング等の技術が幅広く用いられている
のもこの点にある。
【０００３】
しかしながらこれらの酸化膜は空気中では薄くても１０ｎｍ以下とはなり難い。したが
って、アルミニウム素材を空気中で扱う限り、ナノメートルの桁の寸法での加工は不可能
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である。アルミニウムと酸素との結合性があまりにも高いため、このレベルでの酸化防止
技術は想像だにされていないのが実情である。一方、近来発展の著しいナノテクノロジー
の分野においては、数多くの種類の素材をナノメートルの寸法に加工する技術が各種開発
されてきている。実際、ケイ素ウエハベースでの超高集積度半導体回路作成技術において
、１００ｎｍ以下のルーラーではアルミニウム配線の使用が一部困難となり、銅の配線に
切り替えられるに及んでいる。
【０００４】
しかしナノテクノロジーではアルミニウムの特性を生かさなければならない局面も多々
存在する。技術として厚さ１０ｎｍの酸化膜の形成を防止して意味をもたせるには、厚さ
１ｎｍ前後の酸素を含まない素材で表面を覆って、酸化防止ができることが必要となる。
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厚さ１ｎｍというと、表面上の単分子吸着層程度の厚さである。これまでに、金属の表面
に有機化合物の層を形成させて酸化耐性を付与する試みがなされてきている。
【０００５】
例えばＨａｍｚａらは、清浄アルミニウム表面にＣ６０（フラーレン化合物）分子の単
分子吸着層を作製し、超高真空環境下で水分子に対する酸化耐性を見出している（非特許
文献１）。またＢｅｌｌｉｔｔｏらは、清浄アルミニウム単結晶表面にフルオロカーボン
カルボン酸を吸着させて単分子層を形成し、低圧力の酸素分子に対する耐性を見出してい
る（特許文献１）。またＪｏｕｅｔらは、水素化アルミニウム系の材料を同様の長鎖フル
オロカーボンカルボン酸と共存させ、金属アルミニウム微粒子（直径１０ｎｍ以上）が析
出すると同時に単分子層で覆われて不動態化させることを試みて、酸化しにくい微粒子混
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合物を作製している（特許文献２、非特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，６２５，６００号明細書
【特許文献２】米国特許第７，１９２，６４９号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】A. V. Hamza, J. Dykes, W. D. Mosley, L. Dinh, M. Balooch, Surfac
e Science, 1994, 318, 368‑378.
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【非特許文献２】R. J. Jouet, A. D. Warren, D. M. Rosenberg, V. J. Bellitto, J. P
ark, M. R. Zachariah, Chem Mater., 2005, 17, 2987‑2996.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
酸化を防止する膜は、大気圧中であっても金属に酸化耐性を付与するものでなければな
らない。しかしながらこれまでに、このような吸着層は開発されていない。例えば、非特
許文献１には、超高真空環境下で水分子に対する酸化耐性を金属に付与する単分子吸着層
が開示されているものの、水蒸気被曝試験における被曝量が大気中と比べてあまりに小さ
く、実用的な層でない。また特許文献１に記載のフルオロカーボンカルボン酸それ自体に
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は酸素原子が含まれており、その酸素原子部位でアルミニウムに結合するとされ、アルミ
ニウム金属表面の酸化を完全に防ぐことが望めない。また、特許文献１には、酸素分子に
対する耐性を金属に付与する単分子層が開示されているものの、酸素ガス被曝試験におけ
る被曝量があまりに小さく、また試験時の温度も液体窒素温度程度であり、実用的な層で
ない。また、特許文献２および非特許文献２に開示されている微粒子混合物は、不活性化
素材のほうがアルミニウム金属成分より多いため実用的ではなく、またこの方法は平板の
アルミニウム基板には応用できない。
【０００９】
そこで、本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、大気圧もし
くはそれに近い圧力の空気中にある金属の表面の酸化を抑えることができる酸化防止膜被
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覆金属の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記課題を解決するために、アルミニ
ウム、鉄、銀および銅ならびにこれらを主成分とする合金の群から選択される金属の表面
にチオール基含有炭化水素化合物を吸着させて、該チオール基含有炭化水素化合物の薄膜
を該金属の表面に形成する酸化防止膜形成工程を含む構成である。
【００１１】
上記構成によれば、チオール基含有炭化水素化合物によって形成される酸化防止膜が金
属の表面に形成されることになる。これにより、金属が大気圧もしくはそれに近い圧力の
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空気または水蒸気中にあっても、この金属表面に形成される酸化膜をより薄くすることが
できる。すなわち、大気圧もしくはそれに近い圧力の空気中にある金属の表面の酸化を抑
えることができる。
【００１２】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記金属がアルミニウムまたは
アルミニウムを主成分とする合金であることが好ましい。
【００１３】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記チオール基含有炭化水素化
合物の吸着は、上記金属の表面を、ガス化した上記チオール基含有炭化水素化合物に露出
させることによって行うことが好ましい。
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【００１４】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記酸化防止膜形成工程に先立って、
上記金属の表面を超高真空中で清浄することが好ましい。
【００１５】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記酸化防止膜形成工程の後に、上記
薄膜を形成している上記チオール基含有炭化水素化合物同士を結合させる処理を行うこと
が好ましい。
【００１６】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記処理が上記薄膜に対するエ
ネルギー線の照射であることが好ましい。
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【００１７】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記金属の表面に上記チオール
基含有炭化水素化合物を吸着させた後に、エネルギー線を照射することが好ましい。
【００１８】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記エネルギー線が、電子線、イオン
ビーム、紫外線、エキシマレーザ光またはＶＵＶ軌道放射光であることが好ましい。
【００１９】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、残留ガス圧が１０−６Ｐａ以下
の状態で、上記エネルギー線を照射することが好ましい。
【００２０】
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本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記薄膜がチオール基含有炭化水素化
合物の単分子層であることが好ましい。
【００２１】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記薄膜がチオール基含有炭化水素化
合物の多分子層であることが好ましい。
【００２２】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記酸化防止膜形成工程の後に、上記
薄膜を、上記金属の融点未満の温度で加熱することが好ましい。
【００２３】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記チオール基含有炭化水素化
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合物は、炭素原子数が６以上であることが好ましい。
【００２４】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記チオール基含有炭化水素化
合物は、炭素原子数が１２以上であることが好ましい。
【００２５】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、上記チオール基含有炭化水素化合物が
アルカンチオールであることが好ましい。
【００２６】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法において、上記チオール基含有炭化水素化
合物が、１−オクタンチオール、１−ドデカンチオール、１−オクタデカンチオールまた
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は４−ビフェニルチオールであることが好ましい。
【００２７】
本発明に係る参加防止膜被覆金属の製造方法において、上記チオール基含有炭化水素化
合物は、炭素原子に結合している水素原子の１つ以上がフッ素原子に置換されている化合
物であることが好ましい。
【００２８】
また、本発明に係る酸化防止膜被覆金属は、上記課題を解決するために、アルミニウム
、鉄、銀および銅ならびにこれらを主成分とする合金の群から選択される金属の表面に、
チオール基含有炭化水素化合物の薄膜が形成されている構成である。
【発明の効果】
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【００２９】
以上のように、本発明では、金属の表面にチオール基含有炭化水素化合物を吸着させて
、チオール基含有炭化水素化合物の薄膜を金属の表面に形成させている。
【００３０】
これにより、大気圧もしくはそれに近い圧力の空気中にある金属の表面の酸化を抑える
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例における各処理および耐酸化試験の流れの概略を示す図である
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。
【図２】本発明の一実施例における比較用耐酸化試験の結果のグラフを示す図である。
【図３】本発明の一実施例における耐酸化試験の結果のグラフを示す図である。
【図４】本発明の一実施例における耐酸化試験の結果のグラフを示す図である。
【図５】本発明の一実施例における金属の表面付近の構成を示す断面図であり、（ａ）は
耐酸化試験前の状態を示し、（ｂ）は耐酸化試験後の状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００３３】
本発明に係る酸化防止膜被覆金属の製造方法は、金属の表面にチオール基含有炭化水素
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化合物を吸着させて、チオール基含有炭化水素化合物の膜（以下、有機分子層という）を
該金属の表面に形成する構成を包含するものである。
【００３４】
（金属）
本発明に用いられる金属は、大気圧もしくはそれに近い圧力の空気中において酸化され
やすい、アルミニウム、鉄、銀および銅ならびにこれらを主成分とする合金であることが
好ましい。中でもアルミニウムおよびその合金は大気圧もしくはそれに近い圧力の空気中
において非常に酸化されやすいため、特に好ましい。また、純粋な鉄は酸化しやすい一方
で、ナノ磁性材料の基材として期待されているため、鉄もまた、本発明に係る製造方法の
適用対象として好ましい。
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【００３５】
ここで「主成分」とは、合金中９０％以上含有されている成分のことをいい、好ましく
は９５％以上含有されている成分である。合金としては、例えば、ジュラルミン（ＪＩＳ
規格２０００系合金）が挙げられる。
【００３６】
有機分子層を形成させる金属は、その表面が露出している形態であれば、形状および大
きさに特に制限はなく、例えば、平板状、粒子状、ワイヤ状、蒸着膜およびケイ素ウエハ
ならびにその他の基板上の微細パターンなどの形態が可能である。また、大きさも、最大
直径１５０ｍｍ程度、厚さ数ｍｍ以上の基材、粒径１０μｍ〜１００μｍの粒子またはフ
レーク、ならびに厚さ１０ｎｍ以上の薄膜またはパターンなどの金属が可能である。最大

40

直径１５０ｍｍ程度、厚さ数ｍｍ以上の金属は、通常の薄膜量産プロセスに使われる標準
的なスパッター装置内での作製作業に用いられ得るものである。本発明によれば、厚さ１
ｎｍ前後の有機分子層を形成して金属表面の酸化を防止することができるため、膜厚が１
０ｎｍ前後の金属薄膜の酸化防止に好適に利用することができる。膜厚が１０ｎｍ前後の
金属薄膜の場合、表面が数ｎｍ酸化されると薄膜の大半が酸化されることになり実用に耐
えられなくなってしまう。しかしながら、本発明によればこれを防ぐことができるため、
金属薄膜に対して適用する場合に非常に有用である。有機分子層を形成させる金属の形態
の具体的な例としては、非限定的に、半導体装置用ボンディングワイヤ、および半導体基
板上に設けられた金属配線などを挙げることができる。
【００３７】
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（金属表面の清浄化）
金属の表面に有機分子層を形成するに先立って、金属の表面を清浄化して、金属表面の
酸化物その他汚染物を予め除去しておくことが好ましい。金属の表面の清浄化は、例えば
、超高真空中、好ましくは残留ガス圧力５×１０−８Ｐａ以下で、アルゴンイオン衝撃（
アルゴンイオン加速電圧５００ｅＶ）によって１時間以上、好ましくは１．５時間以上処
理した後、超高真空中で４００℃前後に加熱することによって、行うことができる。金属
表面の清浄化は、Ｘ線光電子分光（ＸＰＳ：Ｘ−ｒａｙ

Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ

Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）、および低速電子線回折（ＬＥＥＤ：Ｌｏｗ
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）によって評価することができる。

【００３８】

10

なお、イオン衝撃に用いる元素は、アルゴンに限らず、ネオン、クリプトンおよびキセ
ノンなどの希ガスを用いることも可能である。中でも、ネオンおよびアルゴンが好ましい
。また、イオン衝撃におけるイオン加速電圧は、５００ｅＶ〜５０００ｅＶの範囲であれ
ばよい。さらにイオン衝撃後の加熱処理の温度は、有機分子層が形成される金属の融点以
下であればよいが、金属の融点より１５０℃〜２５０℃低い温度であることがより好まし
い。加熱処理の温度を金属の融点よりも１５０℃低い温度以下とすることにより、加熱の
偏りによる金属の融解を防ぐことができる。また、加熱処理の温度を金属の融点よりも２
５０℃低い温度以上とすることにより、加熱処理の時間が実用的な範囲内となる。
【００３９】
超高真空中においては、清浄表面は暫く維持可能である。

20

【００４０】
（チオール基含有炭化水素化合物）
本明細書において「チオール基含有炭化水素化合物」は、置換基として少なくとも１つ
のチオール基を有している炭化水素化合物であり、好ましくは置換基としてチオール基を
１つ有している炭化水素化合物である。当該チオール基含有炭化水素化合物は、チオール
基以外の置換基を有していてもよいし、有していなくてもよい。すなわち、特に限定され
ていない限り、「チオール基含有炭化水素化合物」は、炭素原子に結合している水素原子
の１つ以上が置換されている化合物をも含むものである。炭素原子に結合している水素原
子の１つ以上が置換されている化合物のうち、炭素原子に結合している水素原子の１つ以
上がフッ素原子に置換されているチオール基含有炭化水素化合物が好ましい。

30

【００４１】
以下、フッ素原子に置換されているチオール基含有炭化水素化合物について言及する場
合には、特に、「チオール基含有フッ化炭化水素化合物」という。一方、フッ素原子に置
換されていないチオール基含有炭化水素化合物について言及する場合には、特に、「無置
換のチオール基含有炭化水素化合物」という。
【００４２】
チオール基含有炭化水素化合物における炭素原子数は、６以上であることが好ましく、
８以上であることがより好ましく、１２以上であることがさらに好ましい。特に、炭素原
子数が１２以上である場合には、大気中の環境である１．３×１０＋５ＰａのＯ２ガスに
曝されても、金属表面の酸化耐性を維持できる。チオール基含有炭化水素化合物における

40

炭素原子数に上限はないが、例えば、２０以下であり得、好ましくは１８以下である。し
かしながら、チオール基含有フッ化炭化水素化合物においては、その炭素原子数は、６以
上１０以下であることが好ましい。
【００４３】
チオール基含有炭化水素化合物としては、分枝鎖状および直鎖状の炭化水素化合物が可
能であるが直鎖状であることが好ましい。これにより、チオール基含有炭化水素化合物を
金属表面に密に吸着させることができ、それによって、金属の耐酸化性をより向上させる
ことができる。
【００４４】
このようなチオール基含有炭化水素化合物のうち、無置換のチオール基含有炭化水素化
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合物としては、例えば、１−オクタンチオール（ｎ−Ｃ８Ｈ１７ＳＨ）、１−ドデカンチ
オール（ｎ−Ｃ１２Ｈ２５ＳＨ）、１−オクタデカンチオール（ｎ−Ｃ１８Ｈ３７ＳＨ）
、１−ヘキサデカンチオール（ｎ−Ｃ１６Ｈ３３ＳＨ）および１−エイコサンチオール（
ｎ−Ｃ２０Ｈ４１ＳＨ）などのアルカンチオール、ベンゼンチオール（Ｃ６Ｈ５ＳＨ）、
４−ビフェニルチオール（ｐ−Ｃ６Ｈ４（Ｃ６Ｈ５）ＳＨ）および４−トリフェニルチオ
ール（ｐ−Ｃ６Ｈ４（Ｃ１２Ｈ８）ＳＨ）などの芳香族チオールを挙げることができる。
この中でもより好ましいのは、１−オクタンチオール、１−ドデカンチオール、１−オク
タデカンチオールおよび４−ビフェニルチオールであり、さらに好ましいのは、１−ドデ
カンチオール、１−オクタデカンチオールおよび４−ビフェニルチオールである。一方、
このようなチオール基含有炭化水素化合物のうち、チオール基含有フッ化炭化水素化合物

10

としては、Ｃ４Ｆ９Ｃ２Ｈ４ＳＨおよびＣ８Ｆ１７Ｃ２Ｈ４ＳＨなど、一般式：ＣｎＦ２
ｎ＋１Ｃ２Ｈ４ＳＨ（式中、ｎは、４、５、６、７または８）で表されるフッ化アルカン

チオール、ならびにパラトリフルオロメチルテトラフルオロフェニルチオール（ｐ−（Ｃ
Ｆ３）Ｃ６Ｆ４ＳＨ）などの炭素数６〜１０の芳香族フッ化炭化水素チオールを挙げるこ
とができる。中でもより好ましいのは、Ｃ４Ｆ９Ｃ２Ｈ４ＳＨおよびＣ８Ｆ１７Ｃ２Ｈ４
ＳＨである。
【００４５】
上述のチオール基含有炭化水素化合物をガス化して、金属の表面に化合物分子を吸着さ
せている。チオール基含有炭化水素化合物のガス化は従来公知の方法を用いればよい。
【００４６】

20

金属表面を、ガス化したチオール基含有炭化水素化合物に露出させる際の条件に特に制
限はないが、膜厚制御の観点から、１０−２Ｐａ以下の圧力のガスであることが好ましく
、１０−４Ｐａ以下の圧力のガスであることがより好ましい。露出させる際の金属の温度
も特に制限はなく、例えば室温であり得る。
【００４７】
しかしながら、チオール基含有フッ化炭化水素化合物を用いる場合には、室温よりも高
い温度であることが好ましく、５０℃以上、３５０℃以下であることがより好ましく、５
０℃以上、２５０℃以下であることがさらに好ましい。例えば、約１００℃あるいは約２
００℃であり得る。チオール基含有フッ化炭化水素化合物を用いる場合に、金属の温度が
室温よりも高い温度であると、耐酸化特性がより向上する。これは、吸着時の熱反応によ

30

り一部のフッ素原子が解離して放出され、その分、各分子のサイズが小さくなって、飽和
吸着分子の密度が高まったため、あるいは、フッ素原子の解離により生成する炭素の不飽
和結合によって、隣り合う分子同士で架橋して２次元組織層が形成されるためと考えられ
る。このように、金属への吸着時にフッ素原子が解離する場合があるため、チオール基含
有フッ化炭化水素化合物を用いて形成された薄膜は、結果的に、無置換のチオール基含有
炭化水素化合物が混在した薄膜となり得る。
【００４８】
チオール基含有炭化水素化合物は、チオール基と金属との間で結合を形成することによ
って金属に吸着するため、チオール基を１つだけ含む炭化水素化合物を用いることにより
、金属表面に形成される有機分子層を容易に単分子層とすることができる。

40

【００４９】
単分子層の最大膜厚は、単分子層を形成する分子の分子長（各々の分子構造が可能な限
り伸長した最大寸法）とほぼ同じであるかそれ以下である。したがって、例えば、１−オ
クタンチオールによって形成される単分子層の場合には１．３ｎｍ以下、１−ドデカンチ
オールによって形成される単分子層の場合には１．６ｎｍ以下、１−オクタデカンチオー
ルによって形成される単分子層の場合には２．２ｎｍ以下、４−ビフェニルチオールによ
って形成される単分子層の場合には１．１ｎｍ以下であると推定される。同様に、Ｃ４Ｆ
９Ｃ２Ｈ４ＳＨによって形成される単分子層の場合には、１．２ｎｍ以下、およびＣ８Ｆ
１７Ｃ２Ｈ４ＳＨによって形成される単分子層の場合には、２．３ｎｍ以下であると推定

される。表面上での分子鎖の傾き、折れ曲がり、および部分的な分解を考慮すると、概ね
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１ｎｍ前後であると想定される。ただし、電子衝撃等により、元の分子の形が変わったり
、部分的に脱離する可能性もあるため、厳密には、単分子層に含まれる炭素原子の面積密
度をＸＰＳで評価するのが好ましい。
【００５０】
金属表面に形成させる有機分子層を単分子層とすることにより、有機分子層の膜厚をよ
り薄くできるが、目的に応じて多分子層とすることも可能である。多分子層とすることに
より、膜厚をより厚くすることができ、酸化耐性を増強することができる。
【００５１】
多分子層は、後述するエネルギー線照射処理中に、ごく低圧（１０−６Ｐａ前後）の素
材ガス（チオール基含有炭化水素化合物ガスまたは炭化水素ガス）をガスとして導入する

10

ことにより作製することができる。
【００５２】
（エネルギー線照射処理）
単に吸着分子によって有機分子層を形成しただけでは、個々の分子同士にはまとまりが
なく、分子間の隙間が比較的大きなものとなる。したがって分子間の隙間を通して、酸素
分子がアルミニウム基板表面に到達し得る可能性が未だ高い。しかしながら、吸着分子同
士を部分的に結合させることによって、分子間の隙間をより小さくして、酸素分子の透過
性を低減させることができる。
【００５３】
吸着分子同士を部分的に結合させる方法としては、これらの吸着分子によって形成され

20

た有機分子層に対して、エネルギー線を照射する方法が挙げられる。エネルギー線を吸着
分子に照射すると、吸着分子がエネルギー線衝撃を受け、吸着分子が部分的に分解して不
飽和な結合（ダングリングボンド）が露出する。この露出した不飽和な結合によって吸着
分子同士が結合して、表面上にいわば高分子のような連続架橋構造（クロスリンキング）
を作ると考えられる。そして、これにより、吸着分子間の隙間が比較的小さなものとなり
、酸素分子がアルミニウム基板表面により到達しにくくなり、耐酸化特性が高まるものと
推定される。同様の連続架橋構造は金基板上の４−ビフェニルチオール吸着種でも認めら
れている（W. Eck, A. Kuller, M. Grunze, B. Volkel, A. Golzhauser, Advan. Mater.,
17 (2005) 2853.）。
【００５４】

30

使用可能なエネルギー線としては、電子線、イオンビーム、紫外線、エキシマレーザ光
、およびＶＵＶ軌道放射光などが挙げられる。処理プロセス向上および有機分子層の性能
向上の観点からは、エキシマレーザ光およびＶＵＶ軌道放射光が光源自身の性能が高いた
め好ましい。また、コストおよび利便性の観点からは、電子線が好ましい。
【００５５】
好ましいエネルギー線量は、有機分子層形成に用いる吸着分子の種類および用いるエネ
ルギー線の種類によって異なり得るため、吸着分子およびエネルギー線の種類に応じて適
宜決定すればよい。当業者であれば、過度の実験を要することなく、所望の効果を奏する
エネルギー線量を決定できる。例えば、電子線を用いる場合、８０ｅＶ以上、２００ｅＶ
以下であり得、１００ｅＶであることが特に好ましい。８０ｅＶ以上とすることにより、
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未照射の場合と比較して酸化耐性を明確に向上させることができる。また、２００ｅＶ以
下とすることにより、吸着分子の崩壊および離脱による吸着分子の量の減少を抑えること
ができ、これにより酸化耐性が低下してしまうことを防ぐことができる。
【００５６】
エネルギー線の好ましい照射時間もまた、有機分子層形成に用いる吸着分子の種類、用
いるエネルギー線の種類、およびエネルギー線量によって異なり得るため、吸着分子およ
びエネルギー線の種類ならびにエネルギー線量に応じて適宜決定すればよい。当業者であ
れば、過度の実験を要することなく、所望の効果を奏するエネルギー線照射時間を決定で
きる。例えば、１００ｅＶの電子線を照射密度４０μＡｃｍ−２で照射する場合、５００
秒間以上、１５００秒間以下であり得、１２００秒間であることが特に好ましい。５００
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秒間以上とすることにより、未照射の場合と比較して酸化耐性を明確に向上させることが
できる。また、１５００秒間以下とすることにより、吸着分子の崩壊および離脱による吸
着分子の量の減少を抑えることができ、これにより酸化耐性が低下してしまうことを防ぐ
ことができる。さらには、不純物の吸着を抑えることもできる。
【００５７】
エネルギー線を照射する際の表面電流密度もまた、有機分子層形成に用いる吸着分子の
種類、用いるエネルギー線の種類、およびエネルギー線量に応じて異なり得るため、吸着
分子およびエネルギー線の種類ならびにエネルギー線量に応じて適宜決定すればよい。当
業者であれば、過度の実験を要することなく、所望の効果を奏する表面電流密度を決定で
きる。例えば、１００ｅＶの電子線を照射する場合、１μＡｃｍ−２以上、１００μＡｃ

10

ｍ−２以下であり得、４０μＡｃｍ−２であることが特に好ましい。１μＡｃｍ−２以上
とすることにより、未照射の場合と比較して酸化耐性を明確に向上させることができる。
また、１００μＡｃｍ−２以下とすることにより、吸着分子の崩壊および離脱による吸着
分子の量の減少を制御することができ、これにより酸化耐性が低下してしまうことを防ぐ
ことができる。
【００５８】
単分子層である有機分子層にエネルギー線を照射する際に、残留ガス圧が高い状態で照
射すると、残留ガスの成分が単分子層表面に吸着することがある。例えば上述のように、
１０−６前後のガス圧で照射すると多分子層が作製される。そのため、多分子層を形成さ
せずに単分子層による耐酸化性を向上させる場合、エネルギー線照射は、超高真空中で行

20

−７

うことが好ましく、残留ガス圧を１０

Ｐａ以下に維持した状態で行うことがより好ま

しい。
【００５９】
（加熱処理）
単に金属表面を吸着分子に露出することによって単分子層の有機分子層を形成させる場
合には、分子が金属表面に吸着しないで、すなわちチオール基と金属との間で結合を形成
しないで単分子層に含まれている分子も存在すると考えられる。形成された有機分子層に
対して加熱処理を施すことによって、これらの分子が金属表面に移動して金属表面に吸着
できるようになり、その結果、吸着分子の量を増やすことができる。したがって、加熱処
理により、分子間の隙間をより小さくでき、酸素分子の透過性を低減させることができる

30

。
【００６０】
加熱温度は、上限としては金属の融点未満であることが必要であり、下限としては１５
０℃以上であることが好ましく、２００℃以上であることがより好ましい。
【００６１】
加熱処理を施して、酸化耐性を向上させる場合、有機分子層を形成させるチオール基含
有炭化水素化合物は、炭素数が１２以上の分子であることが好ましい。炭素数が１２以上
である分子を用いる場合に、酸化耐性の効果がより顕著に表れる。
【００６２】
なお、加熱処理と、上述のエネルギー線照射処理とを組み合わせて、酸化耐性を向上さ

40

せることも可能である。二つの処理の両方を施すことにより、何れか一方の処理のみを施
す場合に比べて、酸化防止耐性をより向上させることができる。なお、加熱処理およびエ
ネルギー線照射処理を施す順番に制限はない。
【００６３】
以上により、有機分子層が単分子層であるか多分子層であるかによらず、厚さ１ｎｍ前
後の有機分子層を用いて、大気圧近傍の酸化性ガス内において、金属表面の酸化物形成を
抑制することができる。このような例はこれまでになく、本発明により、ナノメートルス
ケールでの金属とりわけアルミニウム素材の加工の道が開けたといえる。
【００６４】
以下に実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、
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本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であ
ることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく
、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜
組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本明細
書中に記載された文献の全てが参考として援用される。
【実施例】
【００６５】
各実施例の詳細を説明する前に、図１を参照して実施例１および実施例２における各処
理および耐酸化試験の流れの概略を説明する。なお、図１では有機分子層を形成していな
い比較用の金属における耐酸化試験については省略している。

10

【００６６】
まず、アルミニウム素材の基板を準備し、超高真空中でその表面の清浄化処理を行う。
次いで、超高真空中で、清浄化表面に無置換のチオール基含有炭化水素化合物（以下、単
に、炭化水素チオール化合物という）を吸着させて、有機分子層を形成させる。実施例１
では、この状態で金属をＯ２ガス中に露出して耐酸化試験を行う。一方、実施例２では、
有機分子層を形成した後、引き続き超高真空中で、有機分子層に対して電子線を照射する
。その後、金属をＯ２ガス中に露出して耐酸化試験を行う。
【００６７】
〔実施例１〕
20

（アルミニウム基板表面の清浄）
アルミニウム単結晶基板（試験面を鏡面に研磨した面方位指数（１１１）、直径１０ｍ
ｍ、厚さ２ｍｍ前後の円盤形状）を、超高真空連続排気系内（残留ガス圧力５×１０−８
Ｐａ以下）で、アルゴンイオン衝撃（アルゴンイオン加速電圧５００ｅＶ）で１〜２時間
処理した後、超高真空中で温度４００℃前後に加熱して、試験面が清浄表面となったアル
ミニウム単結晶基板を得た。この清浄表面を、同じ排気系内に設置されたＸ線光電子分光
（ＸＰＳ）装置（オミクロン社製、ドイツ）および低速電子線回折装置（スペックス社製
、ドイツ）を用いて評価し、元素的に不純物（酸素を含む）がＸＰＳの検出限界以下（表
面上の被覆率で０．００１以下）であること、および表面格子が面方位指数（１１１）に
対応して整っていることを確認した。

30

【００６８】
（アルミニウム基板表面の耐酸化試験）
清浄アルミニウム表面が酸化性ガス内でどの程度の酸化を受けるかを評価するため、作
製した清浄表面を圧力範囲１．３×１０−６Ｐａから１．３×１０＋５Ｐａの純酸素（Ｏ
−６

２）ガス、または圧力範囲１．３×１０

Ｐａから１．３×１０＋２Ｐａの水蒸気（Ｈ

２Ｏ）に、室温において真空容器内で１００秒間露出し、形成される酸化アルミニウム（

Ａｌ２Ｏ３）薄膜の厚さをＸＰＳで評価した。このときのＡｌ２Ｏ３薄膜の厚さは、まず
純サファイヤ（Ａｌ２Ｏ３の結晶）を測定して当該ＸＰＳ装置の酸素およびアルミニウム
に対する感度を補正し、Ａｌ２Ｏ３固体内およびその下敷きになっている純金属アルミニ
ウム固体内の酸素原子およびアルミニウム原子から放射される光電子の減衰距離（電子の
平均自由行程）の文献値（文献F. L. Battye, J. G. Jenkin, J. Liesegang, R. C. G. L

40

eckey, Phys. Rev. B 9 (1974) 2887.に示された値）を用いて較正した。結果を図２に示
す。
【００６９】
図２は、各圧力において形成された表面酸化アルミニウムの膜厚を示すグラフであり、
ガスまたは水蒸気の圧力を示す横軸が対数目盛で示されている。図２に示すとおり、Ｏ２
およびＨ２Ｏ共に、１０−４Ｐａ前後の圧力で、厚さ０．２５ｎｍ前後のＡｌ２Ｏ３単原
子層相当の酸化物膜が形成された。即ち、アルミニウム清浄表面は、いわゆる「高真空装
置」程度の環境でも酸化されてしまうことが分かった。さらにＯ２では１．３×１０−２
Ｐａ以上で、Ａｌ２Ｏ３多層膜の形成が進み、圧力に応じて酸化膜厚が増え、１．３×１
０＋５Ｐａの圧力で、２ｎｍ程度の厚さの多層酸化膜となった。他方水蒸気中では、１．
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３×１０＋２Ｐａまでの圧力で、Ａｌ２Ｏ３単原子層相当の酸化物膜に概ね止まっていた
。
【００７０】
清浄アルミニウム表面では、Ｏ２ガスまたはＨ２Ｏに対する露出時間を１００秒より延
長しても生成される酸化膜厚は殆ど増加しなかった。したがって、露出時間１００秒をも
って耐酸化試験の基準とした。また大気の成分では、分圧換算で約２．６×１０＋４Ｐａ
のＯ２、および１×１０＋３Ｐａ前後のＨ２Ｏが主要な酸化性ガスであることから、大気
中の耐酸化試験は上記のＯ２ガス中１．３×１０＋５Ｐａの耐酸化試験で代表される。
【００７１】
（炭化水素チオール化合物の単分子層の形成）

10

上述のとおりに清浄アルミニウム表面を超高真空容器内で作製した後、直ちに各種の炭
化水素チオール化合物（１−オクタンチオール（ｎ−Ｃ８Ｈ１７ＳＨ）、１−ドデカンチ
オール（ｎ−Ｃ１２Ｈ２５ＳＨ）、１−オクタデカンチオール（ｎ−Ｃ１８Ｈ３７ＳＨ）
、４−ビフェニルチオール（ｐ−Ｃ６Ｈ４（Ｃ６Ｈ５）ＳＨ））をガス化させて１０−４
Ｐａ以下の圧力で６００秒以下の時間室温において露出させた。これにより、各吸着分子
が飽和吸着した単分子層を、清浄アルミニウム表面に形成した。ＸＰＳによって観測する
と、各分子に含まれる炭素原子の数に比例したＣ１ｓ光電子の信号が得られた。このこと
から、いずれの分子の場合も、単分子層で吸着が終了していることが示された。
【００７２】
また、単分子層の具体的な膜厚に関し、ＸＰＳで測定された炭素Ｃ1ｓのシグナルを用

20

い、４−ビフェニルチオール単分子層を１．１ｎｍとして、評価を行った。なお、ここで
４−ビフェニルチオール単分子層を指標として用いた理由は、４−ビフェニルチオールは
、分子の剛直性から、最も変形しにくいと考えられるためである。結果を表１に示す。
【００７３】
【表１】
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【００７４】
（チオール膜被覆アルミニウム基板表面の耐酸化試験）
炭化水素チオール化合物の単分子層で覆われた清浄アルミニウム基板表面について、上
記と同様にして純Ｏ２ガス中で耐酸化試験を行った。結果を図３および図４に示す。
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【００７５】
図３および図４は、各圧力において形成された表面酸化アルミニウムの膜厚を示すグラ
フであり、ガスの圧力を示す横軸が対数目盛で示されている。図３および図４に示すとお
り、炭化水素チオール化合物の単分子層の有機分子層を清浄表面上に形成することによっ
て、アルミニウム基板表面の酸化膜厚が、有機分子層によって被覆されていない清浄表面
よりも低下することが示された。すなわち、単分子層によってアルミニウム基板の酸化を
抑制できたことが示されている。なお、図４においては清浄表面の結果の図示を省略して
いるが、図３に示した場合と同条件で評価を行っているため、清浄表面の結果は図３の結
果を援用できる。また、分子内の炭素原子の数に応じて酸化膜の膜厚の低下の度合いが異
なることが示された。具体的には、有機分子層を形成する分子内の炭素原子の数が多いほ
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ど、酸化膜の膜厚の低下の度合いが大きく、酸化防止効果に優れていることが示されてい
る。分子内の炭素数が１２以上である分子（１−ドデカンチオール、１−オクタデカンチ
オール、４−ビフェニルチオール）を用いた場合では、１．３×１０＋５Ｐａ（大気圧以
上）であっても、清浄表面に比して酸化の度合いを低下させることができている。
【００７６】
さらに、１−ドデカンチオールおよび１−オクタデカンチオールを用いた場合について
、耐酸化試験前に加熱処理を施して、耐酸化試験を行った。具体的には、耐酸化試験前に
、単分子層で覆われた基板を超高真空中で２００℃に３分間加熱し、冷却してから試験を
行った。結果を図３中および表２に示す。
【００７７】
【表２】

10

20
【００７８】
図３および表２に示すように、耐酸化試験前に加熱処理を施しておくと、耐酸化試験後
に形成される酸化膜の膜厚が０．６ｎｍまで改善した。表１は、Ｏ２ガス圧力を１．３×
１０＋５Ｐａとして耐酸化試験を行った結果である。未加熱の場合に比して、酸化耐性が
向上した。なお、いずれの場合も、Ｏ２ガス圧１０−２Ｐａ以下に対しては酸化をほとん
ど完全に防いでいた。
【００７９】
（アルミニウム金属表面における積層構造の決定）
炭化水素チオール化合物の単分子層で覆われたアルミニウム金属表面の、耐酸化試験前
後の積層構造を調べ、比較を行った。

30

【００８０】
単分子層に覆われた表面が酸化された状態でのＸＰＳを、光電子が表面垂直に放出され
る角度、および光電子が表面垂直方向から７０°傾いた方向に放出される角度を別々に測
定し、酸素、アルミニウムおよび炭素の信号強度を各々比較すると、各成分の積層構造を
調べることができる。７０°方向放出の電子線は、垂直放出に比べて、表面のより浅い部
分に感度が高まるためである。以上の手法によって、各成分の積層構造を調べた。図５は
、その調べた結果から示される積層構造を示す金属の表面付近の断面図であり、（ａ）は
耐酸化試験前の状態を示し、（ｂ）は耐酸化試験後の状態を示している。
【００８１】
その結果、何れの炭化水素チオール化合物を用いた場合においても、図５（ｂ）に示す

40

ように、下から順に（金属の内部から表面に向かって）金属アルミニウム層１−酸化アル
ミニウム層３−炭化水素チオール化合物単分子層２−外部空間という積層構造となること
が示された。特に炭化水素チオール化合物単分子層内または最外層に酸素が取り込まれて
いるのが明白なケースはなく、炭化水素チオール化合物単分子層自身は酸化されないこと
がわかった。金属アルミニウム基板の酸化は、炭化水素チオール化合物単分子層を透過し
てアルミニウム界面に至ったＯ２分子で行われていることになる。
【００８２】
〔実施例２〕
実施例１と同様にして、アルミニウム単結晶（１１１）基板を清浄化して、清浄表面に
各種炭化水素チオール単分子層を作製した。本実施例では、耐酸化特性の向上を図るため
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に、単分子層を作製した後、引き続き超高真空中で、熱したタングステン線フィラメント
から発生する低速電子線を照射して、単分子層を変性させた。電子線の加速エネルギーは
１００ｅＶ前後、電流密度は試料面上で４０μＡｃｍ−２前後とした。電子線照射時は残
留ガス圧を１０−７Ｐａ以下に維持した。電子線照射時間は１２００秒間とした。温度は
室温とした。電子線照射の前後でＸＰＳを測定して、不純物の吸着がないことを確かめた
。なお、電子線照射を行うと、照射前に比べて単分子層内の炭素原子が僅かに減少するの
がＸＰＳで観察された。電子線による電子衝撃脱離過程によるものと考えられる。
【００８３】
以上の処理を行ったアルミニウム金属に対して、実施例１と同様の耐酸化試験を行った
。結果を図４および表３に示す。

10

【００８４】
表３は、Ｏ２ガス圧力を１．３×１０＋５Ｐａとして耐酸化試験を行った結果である。
図４または表３に示すとおり、１−ドデカンチオール、１−オクタデカンチオール、４−
ビフェニルチオールにおいて、上記条件で電子線を照射することによって、何れも耐酸化
試験後の酸化物膜厚が減少しており、耐酸化性能が大幅に改善していた。また、酸化膜厚
０．２ｎｍまでに防止できたケースもあった。すなわち、単分子層に電子線照射処理を施
すことによって酸化耐性を向上させることができることが示された。
【００８５】
【表３】
20

30

40
【００８６】
なお、表３には、電子線照射処理を行った後の有機分子層の膜厚も併せて示している。
【００８７】
（多分子層の作製および評価）
アルミニウム単結晶基板を清浄化して、清浄表面に４−ビフェニルチオール単分子層を
作製した後、引き続き、１×１０−６Ｐａの４−ビフェニルチオールの存在下において、
電子線の加速エネルギーを１００ｅＶ前後、表面電流密度を４０μＡｃｍ−２前後とし、
１２００秒間、室温で、電子線照射することによって、４−ビフェニルチオールの多分子
層を作製した。次いで、４−ビフェニルチオール多分子層を用いた耐酸化性試験を実施例
１と同様にして行った。結果を図４および表３に示す。表３は、Ｏ２ガス圧力を１．３×
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１０＋５Ｐａとして耐酸化試験を行った結果である。
【００８８】
図４および表３に示すとおり、有機分子層を多分子層とすることにより、単分子層のと
きよりも、耐酸化試験後の酸化物膜厚が減少しており、耐酸化性能が大幅に改善していた
。すなわち、有機分子層を多分子層とすることにより酸化耐性を向上させることができる
ことが示された。
【００８９】
〔実施例３〕
上述の実施例では、炭化水素チオール化合物を用いて有機分子層を形成していたが、本
実施例では、チオール基含有フッ化炭化水素化合物（以下、単に、フッ化炭化水素チオー

10

ル化合物という）を用いて有機分子層を形成し、耐酸化試験を行った。
【００９０】
（アルミニウム基板表面の清浄）
アルミニウム単結晶基板（試験面を鏡面に研磨した面方位指数（１１１）、直径１０ｍ
ｍ、厚さ２ｍｍ前後の円盤形状）を、超高真空連続排気系内（残留ガス圧力５×１０−８
Ｐａ以下）で、アルゴンイオン衝撃（アルゴンイオン加速電圧５００ｅＶ）で１〜２時間
処理した後、超高真空中で温度４００℃前後に加熱して、試験面が清浄表面となったアル
ミニウム単結晶基板を得た。この清浄表面を、同じ排気系内に設置されたＸ線光電子分光
装置および低速電子線回折装置を用いて評価し、元素的に不純物（酸素を含む）がＸＰＳ
の検出限界以下（表面上の被覆率で０．００１以下）であること、および表面格子が面方

20

位指数（１１１）に対応して整っていることを確認した。
【００９１】
（フッ化炭化水素チオール化合物の単分子層の形成）
清浄アルミニウム表面（１１１）を超高真空容器内で作成した後、当該清浄アルミニウ
ム表面を蔵置した超高真空容器内に、Ｃ４Ｆ９Ｃ２Ｈ４ＳＨまたはＣ８Ｆ１７Ｃ２Ｈ４Ｓ
Ｈをガス化して導入することにより、フッ化炭化水素チオール化合物の単分子層を形成し
た。これらの物質は室温では液状であるため、室温においてガス化して真空容器内に導入
する場合には十分に高い蒸気圧（１０２Ｐａ前後）を示す。なお、各化合物の単分子層の
形成は、各ガスを清浄アルミニウム表面に対し２×１０５Ｐａ以下の圧力、６００秒以下
で行った。
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【００９２】
吸着時の清浄アルミニウム基板の温度が室温になるように設定したところ、清浄アルミ
ニウム基板表面上での飽和吸着分子の密度は、１−オクタンチオール、１−ドデカンチオ
ールおよび１−オクタデカンチオール等の直鎖炭化水素チオール化合物を用いた場合の密
度の１／２程度であった。これはフッ素原子が水素原子に比べ嵩高く、吸着分子１個当り
のアルミニウム基板表面上に占める面積が広まることによる。
【００９３】
そこで、吸着時の清浄アルミニウム基板の温度を１００℃前後または２００℃前後に制
御しながら、フッ化炭化水素チオール化合物を吸着させたところ、清浄アルミニウム基板
表面上での飽和吸着分子の密度は、清浄アルミニウム基板の温度を室温に設定した場合と
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比較し、およそ２倍に増加した。この際、形成された有機分子層に含まれるフッ素原子の
割合は、吸着させる前の分子中のフッ素原子の割合と比べて１／２以下に減少していた（
表４）。このことから、吸着時の熱反応により一部のフッ素原子が解離して放出され、そ
の分、各分子のサイズが小さくなって、飽和吸着分子の密度が高まったと考えられる。ま
た、フッ素原子の解離により生成する炭素の不飽和結合が、隣り合う分子同士で架橋して
、上述の炭化水素チオール化合物への電子線衝撃後と同様の２次元組織層が形成されてい
ると考えられる。
【００９４】
なお、単分子層である有機分子層の膜厚は、分子構造から膜厚が既知となっている４−
ビフェニルチオールのＸＰＳスペクトルの炭素Ｃ１ｓの信号強度を基準にして、単純に比
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例配分して評価した。
【００９５】
（アルミニウム基板表面の耐酸化試験）
清浄アルミニウム表面および単分子層形成後のアルミニウム表面が酸化性ガス内でどの
程度の酸化を受けるかを評価するため、作製した清浄表面または単分子層形成後のアルミ
ニウム表面を圧力範囲１．３×１０−６Ｐａから１．３×１０＋５Ｐａの純酸素（Ｏ２）
ガス、または圧力範囲１．３×１０−６Ｐａから１．３×１０＋２Ｐａの水蒸気（Ｈ２Ｏ
）に、室温において真空容器内で１００秒間露出し、形成される酸化アルミニウム（Ａｌ
２Ｏ３）薄膜の厚さをＸＰＳで評価した。このときのＡｌ２Ｏ３薄膜の厚さは、まず純サ

ファイヤ（Ａｌ２Ｏ３の結晶）を測定して当該ＸＰＳ装置の酸素およびアルミニウムに対

10

する感度を補正し、Ａｌ２Ｏ３固体内およびその下敷きになっている純金属アルミニウム
固体内の酸素原子およびアルミニウム原子から放射される光電子の減衰距離（電子の平均
自由行程）の文献値（文献：F. L. Battye, J. G. Jenkin, J. Liesegang, R. C. G. Lec
key, Phys. Rev. B 9 (1974) 2887.に示された値）を用いて較正した（文献：S. Nomura,
T. Yamada, M. Kawai, Chem. Lett., 39 (2010) 1297参照）。
【００９６】
その結果、フッ化炭化水素チオール化合物の単分子層の有機分子層を清浄表面上に形成
することによって、アルミニウム基板表面の酸化膜厚が、有機分子層によって被覆されて
いない清浄表面よりも低下することが示された。このうち、１．３×１０＋５Ｐａの純酸
素（Ｏ２）ガスに、室温において真空容器内で１００秒間露出する条件で形成された酸化

20

アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）薄膜の厚さを表４に示す。
【００９７】
【表４】
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【００９８】
表４に示されるように、吸着時の基板温度を約１００℃あるいは約２００℃に調整する
ことにより、室温で吸着させる場合と比して、Ｏ２ガスに対する高い耐酸化特性を示すこ
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とが明らかになった。これは、吸着時の温度を上昇させたことにより、飽和吸着分子密度
が高まるとともに、隣り合う分子同士間の架橋により２次元組織層が形成されることに起
因していると予想される。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
本発明は、ナノスケールでの金属加工が求められる分野に利用することができる。
【符号の説明】
【０１００】
１

金属アルミニウム層

２

炭化水素チオール化合物単分子層
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３

酸化アルミニウム層
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