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The fabrication of surface nanotemplates that are artificially or naturally patterned has been recently 

studied for the purpose of preferential adsorption of molecules, atoms, and nano-clusters. Using the 
nanotemplates, nanodots can be fabricated periodically at the nanoscale in a self-assembly process. A 
vanadium surface oxide on Pd(111) has been found to form a (4×4) nanomesh structure. In the present study, 
the size and structure of the Group 14 elements nanodots on the vanadium oxide nanomesh have been 
investigated by STM, LEED, and DFT calculations. 

 

 

１．背景 

半導体デバイス産業は、トップダウン方式の技術により小型化・高集積化・高速化を行ってきたが、近い将来、微細化

の限界に達すると言われている。近年、原理的・革新的なブレークスルーを目指したアプローチがなされており、原子や

分子、ナノスケールの材料を組み上げて構造化するボトムアップ方式の技術が注目されてきている。ナノテンプレートを

用いたナノドットの自己形成技術は、大きさのそろった金属ナノドットを規則正しく高密度で配置することができるため

大いに期待されている。最近、我々は Pd(111)表面上に作製された酸化バナジウムナノメッシュに着目し、ビスマスや銀

のナノドットが規則正しく自己形成されることを見いだした[1,2]。 
本稿では、酸化バナジウムナノメッシュに 14 族元素のふるまいを系統的に調べ、どのようなナノドットが得られるの

かを紹介する。具体的には、ナノドットは真空蒸着により自己形成させ、その後、空間分布や構成原子数を走査型トンネ

ル顕微鏡（STM）、低速電子回折（LEED）、オージェ電子分光（AES）を用いて評価し、また、ナノドットの構造を密度汎関

数理論に基づく第一原理計算、STM シミュレーション等の複合解析をすることにより明らかにする。 

  

２．実験および計算機シミュレーション 

本実験はすべて試料準備チャンバーと分析チェンバーからなる超高真空チャンバー内で行われた（Fig.1）。試料準備チ

ャンバーでは、試料のスパッタリング、アニーリング処理、金属・半導体材料の蒸着、バナジウム薄膜の酸化等を行い、

分析チャンバーでは、試料の STM 観察、LEED 観察、AES 測定を行った。

Pd(111)単結晶の清浄化は、試料準備チャンバー内にて、表面のスパ

ッタリング処理後、背面からの電子衝撃加熱により 700℃に加熱をし、

その後表面上の水素を取り除くために酸素分圧2×10-8 Torrの雰囲気

下にて 500℃でアニーリングすることにより清浄化を行った。試料表

面の清浄度は、LEED で 1×1 スポットのみが見えることと AES で酸素

や炭素の不純物が検出限界以下であることによって確認した。その後、

室温にてバナジウムを0.3 ML真空蒸着した後、酸素分圧2×10-7 Torr、

加熱温度 250℃で加熱することにより 4×4 構造を持つ酸化バナジウ

ムナノメッシュを作製した。最後に、第 14 族元素であるシリコン、

ゲルマニウム、スズ、鉛を酸化バナジウムナノメッシュ表面に室温に

て蒸着後、STM 観察、LEED 観察、及び AES 測定を行い、ナノドットの

空間分布、組成評価を行った。 

ナノドットの構造最適化計算は、密度汎関数理論に基づく第一原理

Fig.1 A photograph of the sample preparation and 
analysis chambers on active vibration isolation 
system. 
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計算を Vienna ab initio simulation package (VASP)を用いて行った[3]。イオン・電子相互作用における内核電子の取

扱いには、Projector-augmented-wave（PAW）法を用いた。平面波カットオフエネルギーは 250 eV、交換相関ポテンシャ

ルは GGA-PW、構造最適化収束条件は 0.02 eV/Å とした。STM シミュレーション像は、半経験的な計算理論である拡張ヒ

ュッケル法を用いたソフトウエア Nt_STM を用いて計算した[4]。探針材料はタングステンとし、方位は(100)の探針を用

いた。空間分解能は 0.04nm として、フェルミエネルギー、原子軌道間の相互作用のカットオフ距離、k 点サンプリング

のグリッドにおける最小距離の逆数は、それぞれデフォルト値である-10 eV、0.9 nm、3 nm として計算を行った。 

 

３．結果及び考察 

Pd(111)表面上の酸化バナジウムナノメッシュにシリコ

ン、ゲルマニウム、スズ、鉛をそれぞれ 0.001 ML 蒸着後の

STM 像とそれぞれの構造最適化モデル及びシミュレーショ

ン像を Fig.2 に示す。シリコン原子はナノメッシュのナノ

ホール部に入り込むことなく、酸化バナジウムナノメッシ

ュ上に吸着することがわかった。シリコン原子がある場所

での STM 像は、シミュレーション像と比べて狭い範囲で輝

点が観察された。このため、シリコン原子が持つダングリ

ングボンドは真空中の残留ガスによって終端され、輝点が

小さく観察されている可能性が高いと思われる。 

ゲルマニウム原子は、主にナノメッシュ中央の hcp サイ

トにナノドットを形成することが判明した。ただし、一部

のゲルマニウム原子は、シリコンと同様にナノメッシュ上

に吸着することが STM 観察により判明している。STM 像と

シミュレーション像はよく一致しており、ゲルマニウム原

子単独でナノホール中央に存在していることがわかった。 

スズ原子は、ナノメッシュ中央近傍の fcc サイトにナノ

ドットを形成した。なお、一部のスズ原子は、シリコン、

ゲルマニウムと同様にナノメッシュ上にクラスターを形成

した。鉛原子は、第一原理計算では中央の hcp サイトが最

安定との結論を得たが、STM 像はナノホール全体がほぼ一

様な高さとして観測された。鉛原子はビスマス原子と同様

に、ナノホール内を動きまわっていると思われる。貴金属

系においても、銅原子はナノドットを形成しなかったこと

も考慮すると、軽い元素ほどナノドットよりもクラスター

を形成しやすい傾向にあることがわかった。 

 

４．まとめ 

酸化バナジウムナノメッシュナノメッシュを用いて、原

子スケールのナノドットを自己形成されることができることを紹介した。これまでのビスマスや銀原子の結果と同様に、

鉛，錫、ゲルマニウム原子もナノドットをナノホール中に作製可能なことがわかった。そのため、ナノホールのサイズ効

果や規則性により、大きさのそろったナノドットを規則的に高密度で作製できる可能性があることがわかった。ただし、

シリコン原子はナノホールの中ではなく、ナノメッシュそのものに吸着した。このため、ナノドットのサイズや大きさの

制御は困難と思われる。国内では、ナノメッシュを利用してナノドットを自己形成させる研究はほとんどなされておらず、

今後、数多くの研究者がナノドット・ナノメッシュの研究に取り組み、本材料開発手法が進展することを期待したい。 
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Fig.2 STM image (left), structure optimized model (middle), 
and simulated image (right) of the nanodots in vanadium oxide 
nanomesh on Pd(111) : (a) Si, (b) Ge, (c) Sn, and (d) Pb. 
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