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1. はじめに 

ジメチルシロキサン(以下, PDMS)を構成単位とす

る高分子材料に金属ナノ粒子を非平衡プロセスによ

り担持した表面は、ナノからマイクロメートルの階

層的表面形態 (Hierarchical surface morphology) とそ

れにより発現される粘着性やぬれ性といったマクロ

レベルの物理的性質の機能制御が期待できる[1]。一

方、レーザープラズマ放射極端紫外線(以下、EUV)

は、半導体材料のナノメートルスケールの超微細加

工や高分子材料の除去加工のために極めて有力なツ

ールであるが、高エネルギーフォトンに駆動される

ナノ粒子など異種材担持した高分子極表層の原子間

相互作用に伴って発現するぬれや粘着性などマクロ

的物性変化は、これまでのところ系統だった研究報

告事例は少ない。そこで本研究は、端緒として金属

ナノ粒子を担持した機能性高分子シートに熱的ダメ

ージを与えることなくナノメートルオーダー深さの

極表層改質の可能性についての基礎的検討を行った。 

 

2. 材料・実験方法 

工業用 PDMS シート(アズワン製、厚さ 1mm)を

20mm 角にカッティングし、 Al 基板(25mm 角、厚

さ 0.3mm)上に保持し、サンプルとした。これを DC

スパッタリング(大気放電、圧力 1Pa、 放電電流

15mA)により AuPd(組成:Au97, Pd3 wt%)ターゲット

から AuPd ナノ粒子(直径約 10nm)を形成した。EUV

照射時の配置図を Fig.1 に示す。ドラムターゲット

とサンプル間は 110 mm の距離とした。Xe 及び Cu

デブリの付着防止のため、間にデブリシールド板を

設置して、EUV 光を下部の楕円鏡で一度反射させ、

defocus 状態で照射した。フラットレスポンス
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Fig. 1 Sample configuration in a vacuum chamber for the 

EUV light irradiation experiment. 

 

カロリーメータで計測した EUV エネルギーは 5 mJ

程度であり、フラックスは計算上 6.4 mJ/cm
2とした。 

EUV 照射後に XPS 分析装置により表面分析を行

った。付属の高速 Ar イオンガンにより最表面から

深さ方向(5秒、60 秒)へエッチングし、各元素(C, Si, 

O, Pd, Au)の光電子スペクトルを計測した。 

 

3. 実験結果 

 Fig. 2 に AuPdナノ粒子を担持した PDMSの EUV

照射前後の外観を示す。照射位置表面のみが赤紫色

に変色したが、PDMS 内部は半透明状態を維持した。 

 

 

Fig. 2 AuPd(10nm)-PDMS a)before, and b) after EUV 

irradiation. 



XPS 分析については、チャージアップによる電荷

シフトを補正するため、ピークの全半値幅（FWHM）

が小さく安定な O1s ピークに着目し、PDMS 中の

MQ レジン添加から推定される O1s ピーク位置

(532.5eV)を基準として、一組のナロースキャンごと

に補正した。非導電性である PDMS単体の場合でも

十分に S/N比の高いC1sおよび Si2pピーク信号が再

現性良く確認された。それぞれの結合エネルギーは、

284.8eV、102.0eV付近にあり、O’Hare らによる実験

値ともよく一致した[2]。 

AuPd ナノ粒子(粒径 10nm)を担持した PDMS を

EUV 照射後観測した XPSスペクトルは、PDMS の

みからのスペクトルと同様に C1s、O1s、および Si2p

のピークが明瞭に検出されるとともに、Au4fと Pd3d

のピークが、最表面および Ar イオンビーム照射(t = 

5s)した清浄表面に観測された。しかし、さらに 60

秒間の Ar イオンビーム照射後は、これら AuPd ナノ

粒子由来のピークは消失した。このことから、AuPd

ナノ粒子は、EUV 照射後も安定に最表面に担持され

た状態のままであり、PDMS バルク内部への構成元

素の拡散や粒子移動は生じていなかった。 

化学状態の詳細を調査するため、ナロースキャン

スペクトルをピーク・フィッティングしたものを

C1sを Fig. 6(a)に、Si2pを Fig. 6(b)に、それぞれ示す。

それぞれの図中の３本のカーブは、上から Ar イオ

ンガンによる照射なし(最表面位置)、5 秒(AuPd 担持

した清浄表面)、および 65秒(AuPd 直下の PDMS)照

射したサンプルのスペクトルである。EUV 照射後、

C1s は AuPd ナノ粒子直下(65 秒)で、0.5～0.6eV の低

エネルギー側にシフトする一方、Si2p では約 0.3eV

の高エネルギー側シフトが生じた。Fig.3(b)中の Au4f

ピーク(88eV 付近)は、EUV 照射で Si2p とは逆の低

エネルギー側(右方向)にシフトしていることから、

一方向に一様にシフトするチャージアップに起因す

るものではない。PDMS のバルク変質ではない非化

学量論的な極表面変化に由来しているものとみられ

るが、1) PDMS 表層シロキサン主鎖骨格切断による

活性化、2) 側鎖メチル基置換、3) PDMSと AuPd ナ

ノ粒子担持界面での原子間結合変化などが考えられ

るが、Au4fピークとの関連も詳細検討を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Curve-fits for AuPd nano particles/PDMS after 

EUV irradiation. (a) C1s core level, (b) Si 2p core level. 

 

5. まとめ 

DC スパッタ法により AuPd ナノ粒子を担持した

PDMS に EUV照射を試みたところ、AuPd -PDMS 界

面近傍 XPS スペクトルの C1s および Si2p 内殻準位

の変化が確認された。EUV 光の高エネルギーフォト

ンによる高分子上金属ナノ粒子担持状態制御を確認

した。今後の課題としてマクロ的表界面特性との関

係解明が待たれるが、EUV 光励起による多様な異種

材ナノ界面の非平衡場改質の可能性を示唆した。 
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