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研究成果の概要（和文）：Au,Ag,Cuなどの金属からなる同心円溝構造のセンサおよびナノ粒子を光透過基板に形成させ
たセンサを試作し、表面増強ラマン散乱スペクトルによる固液界面の分子構造を計測可能な系を開発した。実証例とし
てヒドラジンと次亜リン酸分子の固液界面における吸着挙動を明らかにした。さらにAuめっき添加剤ヤヌスグリーンB(
JGB)の吸着状態を解析し、電界印加による分解反応の観察に成功した。またハードディスク表面のサブnm厚のダイヤモ
ンドライクカーボン(DLC)膜と液体潤滑剤の膜厚方向の分子構造変化の測定を行い、窒素添加DLC膜表面近傍の潤滑油分
子の界面吸着構造を0.1nmの深さ分解能で測定することに成功した。

研究成果の概要（英文）：A molecular analysis system at liquid/solid interface utilizing Surface-enhanced R
aman Scattering (SERS) was developed using two kinds of plasmonic sensors, a concentric-circled groove typ
e and transparent substrate with nano-particles made of Au, Ag, and Cu. For application examples, adsorpti
on behavior of hydrazine and hypophosphate as a reducing agent at the Cu/liquid interface in the atomistic
 level. The decomposition reaction with an electric field for Janus Green B (JGB) as a deposition inhibito
r was observed at Au/liquid interface. Molecular structure of lubricant molecules on a Diamond-Like Carbon
 (DLC) film for hard disk media was successfully measured in the depth resolution of 0.1 nm.
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１．研究開始当初の背景 
 電気化学反応系は、めっき成膜はもとより、
燃料電池、Li 二次電池、光触媒、高密度 LSI
実装、キャパシタなど多岐にわたり応用され
ているが、それらの機能特性を左右するのは
単～数層のイオンや分子が吸着する固液界面
での化学反応である。従来からこの領域を調
べる多くの試み（X 線・中性子線反射法、反
射赤外吸収分光法、光第 2次高調波(SHG）法、
走査型電気化学プローブ法など)がなされて
きたが、決定的な方法は未だ見いだされてい
ない。表面増強ラマン散乱（SERS）を用いて
電極反応を調べる試みも従来からなされてい
るが、粗面やナノ粒子を用いるため、精密に
固液界面そのものを測定しているかどうかを
確認することは困難であった。我々は、これ
まで種々のめっき反応の実験的および理論的
解析を進めてきたが、最近、表面プラズモン
(注)を微小領域に集束させ、ナノメートルレ
ベルの超薄膜のラマン散乱スペクトルを、極
めて高感度に測定する同心円プラズモンアン
テナ型センサを開発した。 
(注：表面プラズモンとは、光を金属表面に照
射したときに励起される自由電子の分極波) 
 
２．研究の目的 
 本研究では、上記の新規プラズモンセンサ
を発展させて、さらなる分解能の向上を目指
すとともに、固液界面の原子レベル分解能で
の計測および解析に適用し、同界面における
吸着分子の構造を0.1nmの深さ分解能で測定
することにより、従来未知であった単分子レ
ベルの固液界面の解明に挑戦することを目
的とした。さらにめっき反応における反応メ
カニズムの解明と添加剤の作用効果などを
明らかにすることを目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) 2 種類のプラズモンセンサの開発を行
った。１つは、図 1に示すような同心円の溝
構造を有するセンサであり、ナノインプリン
トで形成した溝パターンに Au,Ag、または Cu
などの金属をスパッタリング法で被覆して
作製した。センサからの反射光を測定するの
で「反射型センサ」とも称する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
図１ 同心円型プラズモンセンサ（反射型セ
ンサ）の SEM 像 
 
 もう一つは、図 2に示すような球面を有す
る透明基板表面に Ag などのナノ粒子をスパ

ッタリング法により被覆してセンサとした
もの（「透過型」プラズモンセンサ）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 透過型プラズモンセンサ 
 
 (2) 固液界面のスペクトル測定手法 
 図３および図４にそれぞれ開発した表面
増強ラマン測定装置および固液界面測定セ
ルを示す。共焦点顕微鏡を基礎として、測定
セル中に設置したプラズモンセンサと測定
溶液の界面に励起光を照射し、界面からの表
面増強ラマンスペクトルを観察する。また深
さ方向（Z ステージ）を 0.1nm の精度で焦点
移動させることにより界面付近の深さ方向
のスペクトル変化を測定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３ 表面増強ラマン散乱測定装置 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (b) 
図４ 固液界面測定セルの写真(a)と断面図
(b) 



 測定セルは図４に示すように、試料観察用
の窓を有する密閉構造で、測定液は常にフロ
ーする構造となっている。またセンサと電解
液側にはそれぞれ電極が設置され、必要に応
じて電位制御が可能となっている。 
 
４．研究成果 
(1) 還元剤の吸着構造の解析 
 Cu からなる反射型センサを用い、無電解め
っき用の還元剤のなかでヒドラジンおよび
次亜リン酸を含む水溶液と Cu との固液界面
を観察した。図５に Cu 表面からのスペクト
ルの変化を示す。ヒドラジンは Cu と N が結
合し吸着分子の構造は表面から距離が離れ
るほどわずかに変化することが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ Cu 表面に吸着したヒドラジンのスペ
クトルの表面からの距離に応じた変化 
 
 図６に次亜リン酸スペクトルの Cu 表面か
らの距離に応じたスペクトルを示す。次亜リ
ン酸の場合は Cu との結合は見られず、スペ
クトルの変化も少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 次亜リン酸の Cu 表面からの距離に応
じたスペクトル 
 
 図７にヒドラジンと次亜リン酸の混合状
態のスペクトルを示す。図よりヒドラジンの
ピークがシフトしていることが分かり、ヒド
ラジンと次亜リン酸は互いに分子間相互作
用を生じていることが分かる。上記の結果か
ら、ヒドラジンが Cu 表面に吸着し、次亜リ
ン酸はその上に分子間相互作用をしている
ことが分かった。この構造は Cu 表面から 1nm
以下の領域で見られることが分かった。今回、
今まで不明であった混合還元剤の効果が初

めて明らかになり、他の系への応用も考えら
れることから、めっきなどの電気化学分野に
おける影響は極めて大きいと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ Cu 表面のヒドラジンの単体と次亜リ
ン酸混合の場合のスペクトルの変化 
 
(2) Au めっき成長抑制剤の固液界面解析 
 Au めっきにおける垂直方向成長を抑制し、
面内成長を促進する添加剤であるヤヌスグ
リーン B（JGB）(図８)の Au 電極表面および
電気めっき中でのスペクトル変化を図９に
示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８ JGB の分子構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ Au電極表面に吸着したJGBおよび電気
めっき中でのスペクトル変化 
 
 Au 電極表面に吸着した JGB 分子は、粉末に
比べわずかに変化しており、さらに電気めっ



き中では C-N 振動のピークが消失し、JGB の
分解反応が生じていることが分かった。反応
過程がその場観察できることは他の系に応
用したときにその貢献は非常に大きい。 
 
(3) ダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜
上のパーフロロポリエーテル系潤滑剤分子
の固液界面の解析 
 磁気ディスクに用いられるDLC膜とその上
に被覆される潤滑膜は、図１０に示すように
サブナノメートルの極薄膜でありさらにそ
の界面では、多層の分子吸着構造を有してい
る。この固液界面の構造を明らかにすること
は、磁気ディスクの記録密度増加と機械的信
頼性向上に重要な知見をもたらす。 
 
 
 
 
 
 
図10 磁気ディスクのDLC膜と潤滑膜の構成 
 
 図11に示す分子構造を有する潤滑剤はDLC
膜との親和性を高めるために官能基を有し
ており、また DLC 膜側でも Nを添加すること
により潤滑膜との親和性を向上させること
を経験的に行ってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 11 潤滑剤の分子構造 
 
 図 12 に透過型センサを用いて測定した潤
滑剤中の官能基１（フェニル基）と官能基２
（水酸基）のピークシフト量と DLC 膜内の N
含有率の関係を示す。N 含有量が増すほどフ
ェニル基は高波数側にシフトし分子間相互
作用が弱まる一方、水酸基は低波数側にシフ
トし相互作用が強まることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図12 潤滑剤官能基の波数シフトとN含有量
の関係 

図 13 に潤滑剤の主鎖および官能基（OH 基）
のピーク波数の膜厚方向の変化を示す。主鎖
（パーフロロポリエーテル）の波数シフトは
一定であるのに比べ、OH 基の波数は DLC 界面
近傍で低波数側にシフトし、DLC と分子間相
互作用が強いことを示している。また潤滑膜
表面近傍ではその波数シフトは小さく、これ
らのことから、潤滑膜は図10に示すような、
DLC 膜界面の固着層とその上の流動層から形
成されていることが分かった。従来、不可能
だったオングストロームレベルの界面の構
造が分かるようになり、磁気ディスクの材料
開発への貢献は極めて大きいと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 13 潤滑剤のピーク波数の深さ方向分布 
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