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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１）標準となる膜を形成した基材（Ａ）について、液体の後退接触角又は前進接触角を測
定する工程、
２）上記１）における後退接触角又は前進接触角の測定に使用する液体と同じ液体に対し
て、検査する膜を形成した基材（Ｂ）を、上記基材（Ａ）の後退接触角と同じ角度で引き
上げる又は前進接触角と同じ角度で沈める際に、レーザー光照射手段と反射光を検知する
スクリーンを有するレーザー測定装置から照射されるレーザー光を基材と液体との界面に
照射し、反射した光をスクリーン上に受けることにより反射光を検知する工程、及び、
３）液体面にレーザー光を照射して反射した光を検知したスクリーン上の位置と、上記２
）において反射した光を検知したスクリーン上の位置の差異を測定する工程
を有することを特徴とする基材上に形成された膜の検査方法。
【請求項２】
２）の工程において、液体に対して基材（Ｂ）を引き上げる又は沈める方法として、角度
を保ったまま基材（Ｂ）自体を液体から引き上げる又は液体に沈めることを特徴とする請
求項１記載の基材上に形成された膜の検査方法。
【請求項３】
２）の工程において、液体に対して基材（Ｂ）を引き上げる又は沈める方法として、基材
は固定し、液体面を低下又は上昇させることを特徴とする請求項１記載の基材上に形成さ
れた膜の検査方法。
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【請求項４】
レーザー光を照射させる位置を、基材と液体との界面に沿ってスキャンさせることを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の基材上に形成された膜の検査方法。
【請求項５】
レーザー測定装置を基材と液体との界面に沿って複数設けることを特徴とする請求項１～
４のいずれかに記載の基材上に形成された膜の検査方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載の基材上に形成された膜の検査方法を実施するための膜検
査装置において、
液体収納容器；
膜の形成された基材を液体収納容器中の液体に浸すことができる位置に配置され、当該基
材を任意の角度に保持し、移動させる手段；及び、
液体収納容器の上方に設けられ、レーザー光照射手段と反射光を検知するスクリーンを有
するレーザー測定手段；
とを有する膜検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材上に形成された膜の検査法に関するものであり、特に、薄膜、好ましく
は単分子膜を形成した基材と液体の界面に生じるメニスカスにレーザー光を照射して反射
光を測定することにより膜の状態を検査する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基材上に形成された薄膜の状態を測定する方法として、接触角法、Ｘ線光電子分光法、
走査型プローブ顕微鏡での観察などの方法が知られている。これらのうち、接触角法とは
、膜と液体との界面において生じるメニスカスの角度を測定する方法であり、接触角法に
は、平衡状態で測定する静的接触角測定法と非平衡状態で測定する動的接触角測定法とが
ある。
【０００３】
　静的接触角測定法とは、水平に置いた薄膜基板上の液滴の接触角を測定する方法である
（図１参照）。
　動的接触角測定法とは、薄膜基板上の液滴に物理的運動エネルギーを与えて液滴が変形
する際の接触角を測定する方法であり、動的接触角には前進接触角と後退接触角がある（
図１参照）。この動的接触角測定法として、特許文献１及び特許文献２に記載の方法が知
られている。
【０００４】
　特許文献１には、薄膜を形成した基板上に付与した液滴の少なくとも後退接触角をハイ
スピードカメラを用いて測定する方法が記載されている。
　また、特許文献２には、容器に入れた液体中に薄膜を形成した基板を垂直に浸漬し、基
板と液体の界面において形成されるメニスカスの角度を直接測定するか、又は基板に垂直
に働く力Ｆをミクロ天秤で測定し、この力Ｆと液体の表面張力γＬＶ及び基板の幅Ｌの関
係式（Ｆ＝２Ｌ・γＬＶ・ｃｏｓθ）から接触角θを算出する方法（ウィルへルミ・プレ
ート法）が記載されている。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載の方法は、いずれも動的接触角自体を
測定する方法であった。そのため、目視による読み取り誤差や、ミクロ天秤で測定するた
めの時間を要するなど、簡便な方法ではなく、しかも、薄膜全体を迅速に評価するには適
していないなどの問題があった。
【０００６】
　なお、液体の表面張力の測定のために、容器壁面と液体との界面に生じるメニスカスに
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光線を照射して反射光を検知することにより行う方法が特許文献３に記載されているが、
これは液体の表面張力の測定方法に関するものであり、基体上に形成された膜の状態を検
査するための方法ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－３２２１８１号公報
【特許文献２】特開平１０－２６７８２４号公報
【特許文献３】英国特許第１４４７２６２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、基材上に形成された膜の状態を簡便に、かつ大面積の膜を迅速に検査
することのできる方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、膜の状態の差が後退接触角における差となって顕著に現れることに着目
し、膜を形成した基材を液体から引き上げるときに基材と液体の界面に生じるメニスカス
の角度が後退接触角を反映していることから、このメニスカスにレーザー光を照射してそ
の反射光を測定する方法を検討した。
【００１０】
　その場合、基材の液面に対する傾斜角度φを、標準膜の後退接触角θＲに等しく設定す
ると、標準膜では、液面は図２の（ａ）のようにちょうど水平になるが、欠陥膜の場合、
φ＞θＲとなるため、図２の（ｂ）のような曲面（メニスカス）が現れる。
【００１１】
　このメニスカス発生部にレーザー光を照射し、反射した光をレーザー測定装置のスクリ
ーン上に受けるようにして測定することにより、標準膜と欠陥膜との差が顕著に出ること
を見出し、本発明を完成した（以後、「後退接触角法」ということがある）。
【００１２】
　また、本発明の手法は、前進接触角についても同様に適用できることを見出した（以後
、「前進接触角法」ということがある）。すなわち、基材の液面に対する傾斜角度φを、
標準膜の前進接触角θａに等しく設定すると、標準膜では、液面はちょうど水平になるが
、欠陥膜の場合、逆に液側に落ち込んだ曲面が現れる。
【００１３】
　すなわち本発明は、
（１）
１）標準となる膜を形成した基材（Ａ）について、液体の後退接触角又は前進接触角を測
定する工程、
２）上記１）における後退接触角又は前進接触角の測定に使用する液体と同じ液体に対し
て、検査する膜を形成した基材（Ｂ）を、上記基材（Ａ）の後退接触角と同じ角度で引き
上げる又は前進接触角と同じ角度で沈める際に、レーザー光照射手段と反射光を検知する
スクリーンを有するレーザー測定装置から照射されるレーザー光を基材と液体との界面に
照射し、反射した光をスクリーン上に受けることにより反射光を検知する工程、及び、
３）液体面にレーザー光を照射して反射した光を検知したスクリーン上の位置と、上記２
）において反射した光を検知したスクリーン上の位置の差異を測定する工程
を有することを特徴とする基材上に形成された膜の検査方法、
（２）
２）の工程において、液体に対して基材（Ｂ）を引き上げる又は沈める方法として、角度
を保ったまま基材（Ｂ）自体を液体から引き上げる又は液体に沈めることを特徴とする上
記（１）記載の基材上に形成された膜の検査方法、
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（３）
２）の工程において、液体に対して基材（Ｂ）を引き上げる又は沈める方法として、基材
は固定し、液体面を低下又は上昇させることを特徴とする上記（１）記載の基材上に形成
された膜の検査方法、
（４）
レーザー光を照射させる位置を、基材と液体との界面に沿ってスキャンさせることを特徴
とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の基材上に形成された膜の検査方法、及び、
（５）
レーザー測定装置を基材と液体との界面に沿って複数設けることを特徴とする上記（１）
～（４）のいずれかに記載の基材上に形成された膜の検査方法に関する。
【００１４】
　さらに、
（６）
液体収納容器；膜の形成された基材を液体収納容器中の液体に浸すことができる位置に配
置され、膜の形成された基材を任意の角度に保持し移動させる手段；及び、液体収納容器
の上方に設けられ、レーザー光照射手段と反射光を検知するスクリーンを有するレーザー
測定手段；とを有する膜検査装置に関する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の方法により、基材上に形成された膜の状態を簡便に、かつ大面積の膜を迅速に
検査することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】静的接触角及び動的接触角を示す図である
【図２】基材近傍の液面形状を示す図である。
【図３】本発明による、膜を形成した基材をレーザー光を用いて検査する方法を示す概念
図である。
【図４】基材（図中では試料平板）付近におけるレーザー光の反射角度を示す拡大図であ
る。
【図５】本発明の膜検査装置の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（膜）
　本発明において、膜とは、ディップ法（浸漬法）、スプレーコート、スピンコート、ロ
ーラーコート、刷毛塗り、スクリーン印刷などの周知の方法を用いて基材上に作製できる
無機又は有機の膜であれば特に制限されないが、１μｍ以下の膜厚を有する無機又は有機
の薄膜が好適である。
【００１８】
　また、本発明において使用できる基材として、上記公知の方法により膜を形成できる基
材であれば特に制限されないが、具体的には、アルミニウム、銅、ステンレス、ニッケル
等の金属；ガラス；シリコンウェハー；セラミックス；プラスチック；ダイヤモンド等の
鉱物；紙；天然繊維、合成繊維等の繊維；皮革；その他親水性の物質等が挙げられる。
【００１９】
　無機薄膜は、金属酸化物などの膜を意味し、例えば、金属酸化物としては酸化ジルコニ
ウム、酸化チタニウム、酸化アルミニウム、酸化錫、酸化インジウム、酸化インジウム錫
、酸化タンタル、酸化亜鉛、酸化ハフニウム、酸化セリウム、酸化ニオブ、酸化イットリ
ウムなどが挙げられる。
【００２０】
　有機薄膜は、例えば、金属系界面活性剤など有機化合物を原料として、それを加水分解
縮重合させて得られる膜である。



(5) JP 5418941 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

金属系界面活性剤としては、少なくとも１以上の加水分解性基を有する金属系界面活性剤
が好ましく、このような金属系界面活性剤としては、式（Ｉ）
　Ｒ１

ｎＭＸｍ－ｎ　　　　　（Ｉ）
〔式中、Ｒ１は、置換基を有していてもよい炭素数１～３０の炭化水素基、置換基を有し
ていてもよい炭素数１～３０のハロゲン化炭化水素基、連結基を含む炭素数１～３０の炭
化水素基、又は連結基を含む炭素数１～３０のハロゲン化炭化水素基を表し、Ｍは、ケイ
素原子、ゲルマニウム原子、スズ原子、チタン原子、及びジルコニウム原子からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種の金属原子を表し、Ｘは、水酸基又は加水分解性基を表し、ｍ
はＭの原子価を表す。ｎは、１から（ｍ－１）のいずれかの正整数を表し、ｎが２以上の
場合、Ｒ１は、同一でも相異なっていてもよい。（ｍ－ｎ）が２以上の場合、Ｘは同一で
あっても、相異なっていてもよいが、Ｘのうち、少なくとも一個は加水分解性基である。
〕で表される化合が好ましい。
【００２１】
　式（Ｉ）で表される化合物の具体例としては、下記に示すものが挙げられる。なお、以
下においては、金属原子Ｍがケイ素原子である化合物を代表例として示しているが、本発
明はこれらに限定されるものではない。また、加水分解性基についても、例示した官能基
に限定されず他の加水分解性基が結合したものであってもよい。
【００２２】
ＣＨ３（ＣＨ２）５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３（ＣＨ２）７Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ

３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３（ＣＨ２）１１Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３

（ＣＨ２）１３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３

（ＣＨ２）１７Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３（ＣＨ２）１９Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３

（ＣＨ２）２１Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３（ＣＨ２）１７Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、
ＣＨ３（ＣＨ２）１７ＳｉＣｌ３、ＣＨ３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＨ

３（ＣＨ２）９ＳｉＣｌ３、ＣＨ３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、
ＣＨ３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＣＨ３）（ＯＣＨ３）２、ＣＨ３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＣＨ３）

２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＨ３（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＯＣＨ３）、ＣＨ３ＣＨ

２Ｏ（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３

）３、ＣＨ３（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３

（ＣＨ２）６Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３ＣＯＯ（ＣＨ２

）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ

３（ＣＦ２）７－（ＣＨ＝ＣＨ）３－Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ３ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）１

５Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＨ３（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）１５Ｓｉ（Ｏ
Ｃ２Ｈ５）３、ＣＨ３（ＣＨ２）６Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３

、ＣＦ３（ＣＨ２）６Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）９Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＨ３ＣＯ
Ｏ（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＦ３ＣＯＯ（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５

）３、ＣＦ３ＣＯＯ（ＣＨ２）１５Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）

２Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＦ

３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ＝ＣＨ）

３Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３

（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（
ＣＨ３）（ＯＣ２Ｈ５）２、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）（ＯＣＨ３

）２、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＯＣ２Ｈ５）、ＣＦ３（ＣＦ

２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）２（ＯＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、Ｃ
Ｆ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３

、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）３ＳｉＣ
ｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）３ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）３Ｓ
ｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）４Ｏ（ＣＦ２）２（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２

）４Ｏ（ＣＦ２）２（ＣＨ２）３ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｏ（ＣＨ

２）３ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＯＮＨ（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ
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２）７ＣＯＮＨ（ＣＨ２）３ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）３Ｏ［ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ（
ＣＦ３）Ｏ］２ＣＦ（ＣＦ３）ＣＯＮＨ（ＣＨ２）３ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）３（
ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ

２、ＣＦ３（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）３Ｓｉ（
ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ

２）７（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＦ２）２（ＣＨ２）

２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＦ２）２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）
Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３

（ＣＦ２）７ＣＯＮＨ（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＯＮＨ
（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＦ３（ＣＦ２）３Ｏ［ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ（ＣＦ

３）Ｏ］２ＣＦ（ＣＦ３）ＣＯＮＨ（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＨ３（ＣＨ２

）７ＳｉＣｌ３、ＣＨ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＨ３（ＣＦ２）７（Ｃ
Ｈ２）２Ｓｉ（ＣＨ３）Ｃｌ２、ＣＨ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
　また、これらの化合物は１種単独で、あるいは２種以上を組み合わせて用いることがで
きる。
【００２３】
　有機金属系界面活性剤から有機薄膜を作製するには、上記金属系界面活性剤及び該金属
系界面活性剤と相互作用し得る化合物、例えば、金属酸化物、金属アルコキシド類、金属
アルコキシド類の部分加水分解生成物、シラノール縮合触媒、酸触媒等が挙げられ、金属
アルコキシド類、金属アルコキシド類の部分加水分解生成物等、及び水を含有する有機薄
膜形成用溶液に、ディップ法等公知の方法を用いて前記基材を接触させる。
【００２４】
　金属系界面活性剤と相互作用し得る化合物は、金属系界面活性剤の金属部分又は加水分
解性基部分と配位結合や水素結合等を介して相互作用をすることにより、加水分解性基又
は水酸基を活性化させ、加水分解を促進させると共に、縮合を促進させる作用を有する触
媒である。
　こうして得られる有機薄膜は、単分子膜であっても２層以上の多層膜であってもよい。
【００２５】
（膜の検査方法）
　本発明は、標準となる膜と検査する膜との動的接触角（後退接触角又は前進接触角）、
好ましくは、後退接触角の差異をレーザー光を用いて測定することにより、膜の状態の検
査をする方法である。
【００２６】
　本発明において、後退接触角とは、拡張収縮法、すなわち、薄膜上に液体を付与して液
体を徐々に吐出して液滴を拡張した後、その液滴を吸引して液滴を収縮させる方法におい
ては、液滴が収縮する過程で生じる液滴の接触角をいい、傾斜法、すなわち、薄膜を形成
した基板を所定角度傾斜させる方法においては、傾斜した液滴の上側の接触角をいう。
　また、本発明において、前進接触角とは、拡張収縮法においては液滴が拡張する過程で
生じる液滴の接触角をいい、傾斜法においては傾斜した液滴の下側の接触角をいう（図１
参照）。
【００２７】
　各工程について、以下に説明する。
【００２８】
工程１）標準となる膜をコーティングした基材（Ａ）について、液体の後退接触角又は前
進接触角を測定する工程
　本発明において、「標準となる膜」とは、実用的に使用可能な膜であればよいが、通常
、最も良い状態の膜、即ち、最密充填膜が使用される。
　１)の工程は、２）の工程の前にあらかじめ行っておけばよいが、２）の工程と連続し
て行っても良い。また、１）の工程は、標準となる膜の後退接触角又は前進接触角を一度
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測定しておけば、膜の検査を行う都度測定しなくてもよい。
【００２９】
　標準となる膜をコーティングした基材（Ａ）の後退接触角又は前進接触角は、例えば、
特開２００７－３２２１８１号公報に記載された方法により測定することができ、具体的
には以下のとおりである。
　即ち、膜をコーティングした基材上に液滴を付与して、拡張収縮法又は傾斜法により後
退接触角又は前進接触角を測定する。
【００３０】
　以下に、後退接触角を測定する場合について説明するが、前進接触角についても同様に
行うことができる。
　拡張収縮法を用いる場合、後退接触角の値は、例えば、薄膜上に液体を付与して液体を
徐々に吐出して液滴を拡張した後、その液滴を吸引し液滴が収縮する過程で、液滴の接触
角を複数回測定したときの平均値で表される。液滴の収縮時の所定の一点の液滴の接触角
を測定した値とすることができるが、より正確な判別ができる点から、平均値を用いるこ
とが好ましい。具体的に、例えば、０～１０μＬの間で液体を吐出吸引（液滴を拡張収縮
）させる場合において、液滴収縮時の０．５μＬから８μＬまでの間、０．０５μＬの間
隔で測定した液滴の接触角の平均値を求めることにより決定することができる。拡張収縮
法における接触角の測定は、例えば、Drop Master 700（協和界面科学株式会社製）を用
いて測定することができる。
【００３１】
　また、傾斜法を用いる場合、後退接触角の値は、薄膜を所定角度傾斜させた場合の後退
接触角の値を用いることができる。かかる薄膜の傾斜角度としては、薄膜の形成状態の相
違に対応して動的接触角に差が現れるような角度であれば特に制限されるものではなく、
具体的には、０°を超えて、液滴が転落する角度（転落角）を挙げることができるが、動
的接触角により顕著な差が現れるような角度であることが好ましく、例えば、液滴の転落
角の値の８０～１００％の角度であることが好ましく、９０～１００％の角度であること
がより好ましい。例えば、液滴の転落角が５０°の場合には、薄膜の傾斜角度としては、
４０～５０°であることが好ましく、４５～５０°であることがより好ましい。なお、液
滴の転落角は、下記式より求めることができる。
【００３２】
　ｍｇ ｓｉｎα／Ｗ ＝ γＬ（ｃｏｓθＲ－ｃｏｓθＡ）
ｍ：液滴の質量
ｇ：重力加速度
α：液滴の転落角
γＬ：液の表面エネルギー
θＡ：前進接触角
θＲ：後退接触角
　傾斜法における接触角の測定は、例えば、Drop Master 700（協和界面科学株式会社製
）を用いて測定することができる。
【００３３】
　液体の種類は、検査する薄膜の種類によって適宜決定することができ、薄膜の形成状態
の相違に対応して動的接触角に顕著な差が現れるものが好ましく、例えば、薄膜に対する
静的接触角が３０～８０°である液体を用いることが好ましく、薄膜に対する静的接触角
が３５～７５°である液体を用いることがより好ましく、薄膜に対する静的接触角が４０
～７０°である液体を用いることがさらに好ましい。上記静的接触角は、ＪＩＳ Ｒ ３２
５７（基板ガラス表面のぬれ性試験方法）に基づいて測定した値をいう。
【００３４】
　液体としては、具体的に、水、有機液体を挙げることができ、有機液体としては、ブチ
ルカルビトールアセテート、テトラヒドロフラン、ドデカン、アセトン、トルエン、エチ
ルベンゼン、ブチルベンゼン、ｏ－キシレン、ｍ－キシレン、ｐ－キシレン、１－ペンタ
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ノール、オクタノール、テトラデカン、ヘキサデカン、オクタデカン、α－テルピネオー
ル、ブチルセロソルブ、オクチルベンゼン、シクロペンタノン、ドデシルベンゼン、オレ
イン酸、ステアリン酸、ラウリン酸、リノール酸、リノレン酸、イソアミノール、ジオク
チルエーテル、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリドン、テトラエチレングリコー
ル、トリエチレングリコール、四塩化炭素等を挙げることができる。
【００３５】
　式（Ｉ）で示される金属系界面活性剤、特に、シラン系界面活性剤を使用して得た単分
子膜の評価においては、ブチルカルビトールアセテートを好ましく用いることができる。
【００３６】
　また、後退接触角は、特開平１０－２６７８２４号公報に記載されているように、液体
中に膜をコーティングした基材を吊り下げて、基板と液体の界面において形成されるメニ
スカスの角度を直接測定するか、又は基板に垂直に働く力Ｆをミクロ天秤で測定し、この
力Ｆと液体の表面張力γＬＶ及び基板の幅Ｌの関係式（Ｆ＝２Ｌ・γＬＶ・ｃｏｓθ）か
ら接触角θを算出することにより求めることもできる。
【００３７】
工程２）上記１）における後退接触角又は前進接触角の測定に使用する液体と同じ液体に
対して、検査する膜を形成した基材（Ｂ）を、上記基材（Ａ）の後退接触角と同じ角度で
引き上げる、又は前進接触角と同じ角度で沈める際に、レーザー光照射手段と反射光を検
知するスクリーンを有するレーザー測定装置から照射されるレーザー光を基材と液体との
界面に照射し、反射した光をスクリーン上に受けることにより反射光を検知する工程
【００３８】
　工程２）では、工程１）において使用する液体と同じ液体を収納した槽と、それに付随
して設けられたレーザー光照射手段とその反射光を検知するスクリーンを有するレーザー
測定装置を有する膜検査装置を使用する。レーザー光照射部とスクリーンは一体で液面と
平行にスライドする機構を有している。レーザー光は常に一定の角度で液面に照射され、
液面で反射したレーザー光は、スクリーン上に投影される。レーザー測定装置は一台で行
うことができるが、基材と液体との界面に沿って複数設けることもできる。
【００３９】
　検査する膜を形成した基材を槽中の液体に浸し、液面に対して、標準となる膜を形成し
た基材（Ａ）の後退接触角又は前進接触角と同じ角度で、基材（Ｂ）を液から静かに引き
上げるか、又は沈める。引き上げる方法としては、基材自体を角度を維持したまま液中か
ら引き上げるか、又は逆に、基材は固定して液面を下げる方法がある。沈める方法として
は、基材自体を角度を維持したまま液中に沈めるか、又は逆に、基材は固定して液面を上
昇させる方法がある。
【００４０】
　基材の液面からの引き上げ又は沈める操作は、基材を挟持手段により固定してモーター
駆動により行うなどの方法がある。また、液面を低下させたり上昇させるには、槽に開閉
自在の給排液口を設けるなどして液を排出させたり供給させることなどにより行うことが
できる。
【００４１】
　基材と液面との界面へのレーザー光の照射方法としては、基材を液中で上方又は下方に
移動させた後、又は液面を低下又は上昇させた後、測定したい位置で一旦止めて照射する
方法、あるいは、基材を上方又は下方に移動させながら、又は液面を低下又は上昇させな
がら照射する方法などがある。基材又は液面を動かす操作は液面が揺れない速度で行う。
液面が揺れた場合は液面の波立ちが収まるのを待って照射する。
【００４２】
　また、レーザー光を基材と液面との界面に向けて照射する場合、レーザー光を照射させ
る位置を、基材と液体との界面に沿ってスキャンさせることもできる。スキャンさせるこ
とにより、基材の横軸方向全体の膜の状態を測定することができる。
基材を液から引き上げる際、又は、基材を液に沈める際に、レーザー測定装置を液面に沿
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って基材に向けて移動させてレーザー光を基材に近づけ、反射光を検知装置のスクリーン
上に受けることにより、反射光を検知する。また、基材をレーザー測定装置に向けて移動
させてレーザー光を基材に近づけることもできる。
【００４３】
工程３）液体面にレーザー光を照射して反射した光を検知したスクリーン上の位置と、上
記２）において反射した光を検知したスクリーン上の位置の差異を測定する工程
【００４４】
　後退接触角法の場合、基材を液から引き上げる際に、レーザー光を基材に近づけると、
欠陥膜の場合は、図３及び図４の（ｂ）に示すように、基材と液面との界面において液面
の湾曲によりレーザー光の反射角度が変化し、スクリーン上のレーザー光の投影位置はレ
ーザー光照射手段側に移動する。一方、標準膜と同等の膜の場合は、図３及び図４の（ａ
）に示すように、基材と液面との界面において液面の湾曲が生じないためレーザー光の反
射角度は液面と同じであり、スクリーン上のレーザー光の投影位置は変化しない。
【００４５】
　一方、前進接触角法の場合、基材を液に沈める際に、レーザー光を基材に近づけると、
標準膜と同等の膜の場合は、後退接触角法と同様であるが、欠陥膜の場合は、後退接触角
法とは逆に、基材と液面との界面において液面の内側への湾曲によりレーザー光の反射角
度が変化し、スクリーン上のレーザー光の投影位置はレーザー光照射手段側から遠ざかる
方向に移動する。
　このスクリーン上の反射光の受光位置を計測することにより、標準膜と同等の膜である
か、それとも欠陥膜であるかを評価することができる。
【００４６】
　　（膜検査装置）
　本発明において使用する膜検査装置は、基本構造として、
液体収納容器と、
膜の形成された基材を液体収納容器中の液体に浸すことができる位置に配置され、膜の形
成された基材を任意の角度に保持し移動させる手段と、
液体収納容器の上方に設けられ、レーザー光照射手段と反射光を検知するスクリーンを有
するレーザー測定手段とを有する。
【００４７】
　本発明の膜検査装置の一態様を図５の概念図に基づいて説明する。
図５に示される装置は、液体（図中では「試料液体」）が収納された液体容器、薄膜を形
成した基材（図中では「試料平板」）を液体容器中の液体に浸すことができる位置に配置
された傾斜台、及び、液体容器の上方に設けたレーザー測定装置（ＸＹステージ、レーザ
ー照射装置、レーザー受光面、ノギス等を有する）からなる。
【００４８】
　レーザー照射装置としては、たとえば、キコー技研製ＭＬＸＧ－Ａ１２－６４０－３０
（波長６４０ｎｍ、光出力１５ｍＷ）などが使用できる。ＸＹステージはレーザー測定装
置を移動させるものであり、たとえば、中央精機製ＬＤ－７０４２－Ｃ１などが使用でき
る。
　レーザー照射部から出た入射光は、液面で反射後、反射光が受光面に投影される。
【００４９】
　操作方法は以下のとおりである。
図５に示されるとおり、膜を形成した基材（図中では「試料平板」）を傾斜台に取り付け
、その一部を試料液体に沈める。傾斜台は回転機構により任意の角度に設定できる。液体
容器の上方に、レーザー照射装置と受光面（スクリーン）で構成されるレーザー測定装置
を水平に設置し、レーザー光を液面に向けて照射する。次いで、レーザー測定装置を液面
と平行に移動させ、レーザー光の照射位置を基材と液面の境界に近づける。液面で反射し
た光は、受光面（スクリーン）上にビームスポットを形成する。ビームスポットの位置を
受光面（スクリーン）に固定したデジタルノギスで測定する。
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【００５０】
　レーザー光照射手段と受光スクリーンは、一体で液面と平行にスライドする機構を有す
る。また、基材と液体との界面に沿ってスキャンさせる機構を有していても良い。さらに
、レーザー測定手段は一台でも、基材と液体との界面に沿って複数台有していても良い。
【００５１】
　スクリーンは、例えば、レーザー光の投影位置を示すスポットが肉眼で判別することが
できるものであればよい。また、スクリーンとして、反射光を受光して検知する光電素子
が複数個配置された光電素子アレイを使用して検知するようにすることもできる。
【００５２】
　膜を形成した基材を液体に対して引き上げる又は沈める方法としては、基材を液面から
引き上げる方法と、液面を低下又は上昇させる方法とがある。
【００５３】
　前者の場合には、基材を上下、斜めに移動させる駆動機構を有し、後者の場合には、液
体収納容器に開閉自在の給排液口を設け、液体の給排出装置と連結させることができる。
【実施例】
【００５４】
　以下に、実施例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明は実施例に限定されるもので
はない。
【００５５】
Ｉ　標準膜を形成した基材の調製
　式［１］で示されるシラン系界面活性剤、該シラン系界面活性剤と相互作用し得る触媒
、及び水を含む薄膜形成用溶液中に、ガラス基板を浸漬し、基板上に単分子膜（Ｉ）を形
成した（試料（Ａ）～（Ｃ））。具体的には以下のようにして単分子膜（Ｉ）を形成した
。
【００５６】
（１）シラン系界面活性剤
　式［１］で示されるシラン系界面活性剤として、ｎ－オクタデシルトリメトキシシラン
（ＯＤＳ）（Ｇｅｌｅｓｔ社製）を用いた。
【００５７】
（２）触媒の調製
　４つ口フラスコに、チタンテトライソプロポキシド（商品名：Ａ－１、日本曹達社製：
純度９９％、酸化チタン換算濃度２８．２重量％）１２．４ｇをトルエン４５．０ｇに溶
解し、窒素ガス置換した後に、変性アルコール／ドライアイスバス中で－４０℃に冷却し
た。別に、イオン交換水１．２６ｇ（Ｈ２Ｏ／Ｔｉ＝１．６モル比）をイソプロパノール
１１．３ｇに混合後、－４０℃に冷却した状態で、上記４つ口フラスコ中へ攪拌しながら
滴下した。滴下中は、フラスコ内の液温を－４０℃に維持した。滴下終了後、冷却しなが
ら３０分間攪拌後、その後室温に昇温して、無色透明な部分加水分解溶液を得た。溶液の
固形分濃度は、酸化チタン換算で５重量％であった。
【００５８】
　この部分加水分解溶液２０ｇに、式［１］で示されるシラン系界面活性剤を、ＴｉＯ２

：ＯＤＳ＝１：１（モル比）に相当する量を加え、さらにＴｉＯ２換算で１ｗｔ％に相当
するトルエンで希釈した。次に、蒸留水５ｇを加えて、４０℃、３日間攪拌した後、室温
に冷却した。２層分離している過剰の水を取り除き、透明な離型層形成用の触媒溶液を得
た。また、分離した水層からはＴｉもＯＤＳを検出されなかった。
【００５９】
（３）膜形成用溶液の調製
　水分含量４５０ｐｐｍのトルエンに、最終濃度０．５重量％に相当する式［１］で示さ
れるシラン系界面活性剤を加え室温で３０分間攪拌した。次に、式［１］で示されるシラ
ン系界面活性剤の１/１０倍モル（ＴｉＯ２換算）相当の触媒溶液を滴下し、滴下終了後
、室温で３時間攪拌した。この溶液中の水分含量を５００ｐｐｍになるように水を加え膜
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【００６０】
（４）膜の形成
　ガラス基板を、上記膜形成用溶液中に５分間浸漬後、引き上げ、炭化水素系洗浄剤（Ｎ
Ｓクリーン　株式会社ジャパンエナジー製）で超音波洗浄して取り除き、乾燥して試料を
得た。原子間顕微鏡による観察の結果、当該試料は良好な単分子膜であり、これを標準膜
とした。
【００６１】
II　標準膜の動的接触角の測定
　Drop Master 700（協和界面科学株式会社製）を用い、液体としては、ブチルカルビト
ールアセテートを用いた。載置台に上記（４）で作製した基材を載せ、ブチルカルビトー
ルアセテートの液滴を、０～１０μＬの間で吐出吸引した。液滴の拡張時及び収縮時のそ
れぞれの過程において、０．５μＬ～８μＬの間、０．０５μＬの間隔で、液滴の動的接
触角を複数回測定し、その平均値を求めた。その結果、後退接触角は４９．４°であった
。
【００６２】
III　膜の検査
　上記Ｉにおいて調製した膜形成用溶液中に、ガラス基板を５分間浸漬後、引き上げ、炭
化水素系洗浄剤（ＮＳクリーン 株式会社ジャパンエナジー製）で超音波洗浄して取り除
き、乾燥して試料を得た。　
【００６３】
　基板を固定し、傾斜角度を変えることのできる傾斜台を備えた液体収納槽上に、レーザ
ー光照射装置（キコー技研製ＭＬＸＧ－Ａ１２－６４０－３０（波長６４０ｎｍ、光出力
１５ｍＷ））と反射光を検知するスクリーン（５０ｍｍ×５０ｍｍ）とを有し、それらを
一体となって液面上をスライドさせることのできるＸＹステージ（中央精機製ＬＤ－７０
４２－Ｃ１）を有するレーザー測定装置を設置し（全体の装置の形状は図５を参照）、以
下の条件で測定した。
レーザー光の傾斜角度（図３又は４のφＬ）：７０°～８０°
液面からスクリーンまでの距離：約２００～２５０ｍｍ
気温及び液温：２５±０．５°
【００６４】
　液体収納槽にブチルカルビトールアセテートを入れ、ガラス基板を傾斜台に固定し、ブ
チルカルビトールアセテート中に浸漬した。液面に対するガラス基板の角度を標準膜の後
退接触角である４９．４°に調整し、その方向にゆっくりと引き上げた。引き上げを停止
した後、レーザー光測定装置起動し、基材に向けて移動させた。レーザー光が基材と液面
の界面の位置に照射されたとき、スクリーン上のレーザ光の投影位置は、レーザー光照射
手段側に約３０ｍｍずれたことが観察された。なお、基材壁面の位置は、レーザ光が散乱
することから確認が可能である。
【００６５】
　同様にして、標準膜を測定すると、レーザー光が基材と液面の界面の位置に照射された
ときでも、スクリーン上のレーザ光の投影位置は、液面に照射した場合の投影位置と変わ
らなかった。
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