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１． はじめに
固体表面に対して 10～80°傾けた方向（低角度）から数～数 100 keV 程度のイオンを照射すると，スパッタ
リング（スパッタ浸食）と構成原子の表面拡散により，ナノメートル周期のリップル（ナノリップル）が形成
されることが知られている。
2001 年米国 IBM のグループ[IBM Watson group, Nature 411, 56 (2001), IBM Almaden group, Science 292, 2299
(2001)]は，液晶の基板であるダイヤモンドライクカーボン（DLC）に低エネルギーアルゴンイオンを低角度で
照射し，液晶の配向を制御することに成功した。これは実用上極めて重要な研究成果ではあるが，未だその機
構の解明には至っていない。平成 20 年度では，低エネルギーイオン照射による DLC 表面のナノリップル形成
に着目し，その観点から液晶配向機構を議論することを目標とした。
２． 研究経過
平成 18 年度は，12 月にワークショップを開催し，2 日間で 20 件の発表があった。また，ワークショップ開
催とともに，四竈研究室所有の低エネルギーイオンビーム装置を用いて，炭素（高配向性熱分解黒鉛 HOPG
およびダイヤモンド）基板上に形成された周期的ナノリップル構造に関する研究を行い，リップル構造の炭素
同素体効果を見出した。平成 19 年度は，炭素表面のリップル形成機構を解明する目的で，HOPG とダイヤモ
ンドに対して，広いエネルギー範囲でイオン照射を行い，表面形態変化と構造について，両試料間の相違性・
類似性を明らかにした。平成 20 年度は，DLC 表面上のナノリップル形成を調査した。
３． 研究成果
試料は，単結晶 Si 上に作製された膜厚約 300 nm の DLC
薄膜である。試料の法線に対して 50°～75 °の方向から，1 kV
Ar+イオンビームを照射量 1.5×1015～2.0×1017 Ar+/ cm2 で照射
した。ここで，入射角 50°～75 °は，大きなプレチルト角の発
現が報告されている角度である。イオン照射後，コンタクト
モード・原子間力顕微鏡（AFM）を用いて薄膜の表面形態を
観察した。
(b)
(a)
Fig.1 に，未照射試料（a）と，ビーム入射角 75°，照射量
2.0×1016 Ar+/ cm2 で照射した試料（b）の AFM 像を示す。(a)
Fig.1 DLC薄膜の表面形態のAFM画像
では，規則的な配向性は確認できないが，(b)においては，粒
(a) 未照射試料
状組織がイオンビーム照射方向（図中の矢印）と平行方向に
(b) 照射後試料 (照射量2.0×1016 ions/cm2)
整列しているのが確認できる。本実験の条件範囲では，高角
度で照射するほど，表面の粒状組織がイオンビーム照射方向
に対してより規則的に配向することを確認した。また，これまでに明確なマイクログルーブが生じないと報告
されている照射条件（照射量と照射角度）においても，規則的なパターン形成が観察された。これらは，イオ
ンビーム配向法において，DLC 薄膜表面に規則的なパターンが生じ，それが液晶の配向に寄与する可能性を
示唆する結果である。
４． まとめ
前年度まで結果を踏まえて，炭素材料の一つであるダイヤモンドライクカーボン（DLC）の低エネルギー
イオン照射誘起表面形態変化を調査し，規則的なパターンが形成されることを確認した。この表面形態変化は，
これまでに報告例のない新規なものであり，液晶配向機構を解明する上で重要な成果となる。
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(e)1193Kޕ
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 ࿑㧝(a)ߣ㧝(b)ߩᲧセ߆ࠄޔ㕖᥏⾰ SiC ⥄りߩෘߐ߇ዊߐߊߥߞߡ߅ࠅޔ㕖᥏⾰ߩ㜞ኒᐲൻ߇ߎߞߡ
ࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕታ㓙ޔ㔚ሶࠛࡀ࡞ࠡ៊ᄬࠬࡍࠢ࠻࡞ߩࡊ࠭ࡕࡦࡠࠬࡇࠢߪᾲಣℂߦ㜞ࠛ
ࡀ࡞ࠡߦ⒖േߒޔ㜞ኒᐲൻ߇ߎߞߡࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚߩߎޕේ࿃ࠍតࠆߚޔ㔚ሶ✢േᓘಽ
Ꮣ⸃ᨆᴺߦࠃࠅ㕖᥏⾰ SiC ߩ᭴ㅧ⸃ᨆࠍⴕߞߚޕ࿑㧞ߪޔ㔚ሶ࿁᛬࿑ᒻ߆ࠄᓧࠄࠇߚㆶరᐓᷤ㑐ᢙߩᾲ
ಣℂߦ߁ᄌൻߢࠆߩߡోޕ㔚ሶ࿁᛬࿑ᒻߪ㕖᥏⾰ߩหߓ㗔ၞ߆ࠄᓧࠄࠇߡࠆޕQ=300nm-1 ߹ߢߩ
ᢔੂࡌࠢ࠻࡞ߦᷰߞߡ࿁᛬ᖱႎ߇ᓧࠄࠇߡࠆޕᾲಣℂ᷷ᐲ߇㜞ߊߥࠆߣ ߦ․ޔQ=120nm-1 એౝߩࡇ
ࠢ߇㜞ߊߥߞߡ߅ࠅޔ᭴ㅧ✭߇ߎߞߡࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇࠆޕ
 ㆶరᐓᷤ㑐ᢙࠍࡈࠛᄌ឵ߔࠆߎߣߦࠃࠅᓧࠄࠇߚㆶరേᓘಽᏓ㑐ᢙࠍޔ࿑㧟ߦ␜ߔ⚿ޕ᥏ SiC ߩ
╙㧝㓞ធ╙ޔ㧞㓞ធේሶ㑆〒㔌ߦ⋧ᒰߔࠆ 0.19nm(Si-C ⚿ว)߅ࠃ߮ 0.31nm(Si-C-SiޔC-Si-C)ઃㄭߦ㗼
⪺ߥࡇࠢ߇ሽߒߡࠆߦࠇߎޕട߃ߡ⚿ޔ᥏ SiC ߦߪሽߒߥ⚿ว߇ 0.15 ߅ࠃ߮ 0.24nm ઃㄭߦ
ࠄࠇࠆ ࠇߙࠇߘޔߪࠢࡇߩࠄࠇߎޕC-C ߅ࠃ߮ Si-Si ߩ⚿วߦࠃࠆ߽ߩߢޔ㕖᥏⾰ SiC ߦߪ╙㧝㓞
ធߦ߅ߡ⇣⒳ේሶኻߦട߃ޔห⒳ේሶኻ߇ሽߔࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕᾲಣℂߦࠃࠅ᭴ㅧ✭߇
ߎࠅޔਛ▸࿐ⷙೣ᭴ㅧ߇⊒㆐ߔࠆߣߣ߽ߦޔ⍴▸࿐ⷙೣ㗔ၞߢߪ⇣⒳ේሶኻߣห⒳ේሶኻߩᲧ߇ᄌൻ
ߒߚ⇣ޔߜࠊߥߔޕ⒳ේሶኻ(0.19nm)ߦࠃࠆࡇࠢߪᄢ߈ߊߥࠅޔห⒳ේሶኻ(0.15nmޔ0.24nm)ߩ⚿ว
ᢙߪᷫዋߒߚޔߢߎߎޕSi-Si ේሶኻߪ C-C ࠃࠅ߽ᾲಣℂߩᓇ㗀ࠍฃߌ߿ߔߊޔᣧߊᶖᄬߒߡࠆߎߣ߇
ಽ߆ࠆ ߪࠇߎޕSi-Si ߩ⚿วࠛࡀ࡞ࠡ߇ C-C ࠃࠅ߽ዊߐߎߣߦ࿃ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ᭴ㅧ✭ߦ
㐳ࡏࡦ࠼߇ዋߥߊߥࠆߚᐔဋࡏࡦ࠼㐳ߪ⍴ߊߥࠅࠅࠃߦࠇߎޔ࿑㧝ߢࠄࠇߚ㕖᥏⾰ SiC ߩ
Ⓧᷫዋ߇ߎࠆ߽ߩߣផኤߐࠇࠆޕ

࿑㧟㧚㕖᥏⾰ SiC ߩ᭴ㅧ✭ㆊ⒟ޕ

࿑㧞㧚ᾲಣℂߦ߁ㆶరᐓᷤ㑐ᢙߩᄌൻޕ

㧠㧚 ߹ߣ 

 ࠗࠝࡦᾖ⺃㕖᥏⾰ SiC ߩᾲಣℂߦ߁࿁ᓳㆊ⒟ࠍߩߘޟ႐ޠTEM ⷰኤߦࠃࠅ⺞ߴߚ⚿ߩߘޕᨐޔᾲಣ
ℂ᷷ᐲ߇㜞ߊߥࠆߣߣ߽ߦ㕖᥏⾰ SiC ߩ㜞ኒᐲ߇㗼⪺ߦߥߞߚޕ㔚ሶ✢േᓘಽᏓ⸃ᨆߦࠃࠅޔ㕖᥏⾰ SiC ߩ
╙㧝㓞ធߦ߅ߡߪ⇣⒳ේሶኻ(Si-C)ߦട߃⚿ޔ᥏ߦߪሽߒߥห⒳ේሶኻ(C-CޔSi-Si)߇ሽߔࠆߎߣ߇
⏕ߐࠇߚ⇣ޕ⒳ේሶኻߪ᭴ㅧ✭ߦࠃࠅჇᄢߔࠆ߇ޔห⒳ේሶኻߪᷫዋߔࠆޔߢߎߎޕSi-Si ේሶኻߪ C-C
ࠃࠅ߽ᣧߊᶖᄬߒߩߎޔห⒳ේሶኻ㑆ߩᶖᄬㅦᐲߩ㆑߇ޔ᭴ㅧ✭ߦ߅ߌࠆⓍᷫዋߦ㊀ⷐߥᓎഀࠍṶ
ߓߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ࿁ߪ࿁ᓳㆊ⒟ߦߟߡ⸥ߒߚ߇ޔᾖߦ߁៊்ㆊ⒟ߦ߅ߡߪ்៊ޔ㊂ߩ
Ⴧടߣߣ߽ߦ Si-Si ේሶኻ߇ C-C ේሶኻࠃࠅ߽ㅦߊჇᄢߔࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߡࠆ[1]ޕ࿁ߩߩߘޟ႐ޠ
ⷰኤߩ⚿ᨐߪޔSiC ߩ៊்ㆊ⒟ޔ࿁ᓳㆊ⒟ߦ߅ߌࠆห⒳ේሶኻ㑆ߩਇ㊒ࠅวߥ↢ᚑᶖṌㅦᐲߩሽ
ࠍᡰᜬߔࠆ߽ߩߢࠆޕ

[1] M. Ishimaru, I.-T. Bae, A. Hirata, Y. Hirotsu, J. A. Valdez, and K. E. Sickafus, Phys. Rev. B 72,
024116 (2005).
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