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㧝㧚ߪߓߦ
 ㋕㍑᧚ᢱߩ⓸ൻಣℂߪޔ㕙ߦ⓸ൻ㋕ጀࠍᒻᚑߔࠆߎߣߢ⠴⏴⠻ᕈࠍ⪺ߒߊะ᧪ࠆߎߣ߆ࠄޔ㊄ဳ
߿ᯏ᪾ㇱຠ╬㐳ኼൻߩߚߩ㕙ಣℂߣߒߡᐢߊ↪ߐࠇߡࠆ⓸ޕൻಣℂᴺߣߒߡߪࠕ࠾ࡕࡦࠕޔ㔓
࿐᳇ਛߢടᾲߔࠆ⓸ࠬࠟޟൻࡠࠣ߿ޠ㔚ࠍ↪ߒߚ⓸ࡑ࠭ࡊޟൻ߇ߤߥޠߍࠄࠇࠆ߇ߩࠄࠇߎޔ
ಣℂᣇᴺߪޔኻ⽎‛ߩ㕙ࠍဋ৻ߦಣℂߒߡߒ߹߁ߚ․ޔቯㇱߩߺࠍㆬᛯ⊛ߦಣℂ᧪ߥޕ
 ㄭᐕ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਅߢ㊄ዻ᧚ᢱ㕙ߦ㓸శߒߚࠩࠍᾖߔࠆߣߩߘޔᾖㇱߦ⓸ൻ‛⊹⤑߇ᒻ
ᚑߐࠇࠆߎߣ߇ߐࠇߚ 1)ࠍ⽎ߩߎޕ↪ߔࠆߣޔ㕙ߩࠆ․ቯㇱߩߺߦ⎬⾰⊹⤑ࠍޔㆬᛯ⊛ߦ
ߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ⎇ᧄߢߎߘޕⓥߢߪޔᾖᤨߦ⊒↢ߔࠆࠩ⺃ࡊ࠭ࡑߩಽశ⸘᷹ߣᾖ
ㇱߩ㕙ಽᨆࠍല₸⊛ߦ߅ߎߥ߁ߎߣߢࠩޔᾖߦࠃࠆ㕙⓸ൻߩࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍࠄ߆ߦߔࠆ
ߣߣ߽ߦ߽ᦨࠍࠬࡠࡊߩߎޔ㔛ⷐ߇㜞㋕㍑᧚ᢱߦㆡ↪ߔࠆᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆߎߣߢᧄޔᛛⴚࠍ⥄േゞ↥
ᬺಽ㊁↢ޔಽ㊁ࠡ࡞ࡀࠛޔⅣႺಽ㊁ߥߤ᭽ߥޘಽ㊁߳ߣᔕ↪น⢻ߥᣂ㕙ಣℂᛛⴚ߳ߣ⊒ዷߐߖ
ࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔޕ
㧞㧚⎇ⓥ⚻ㆊ
 ᧄ⎇ⓥ⺖㗴ߩᦨ⚳⊛⋡ᮡߪ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਛࠩᾖߦࠃߞߡޔ㋕㍑᧚ᢱ㕙ࠍㆬᛯ⊛ߦ⓸ൻߔࠆᛛ
ⴚࠍ⏕┙ߔࠆߎߣߢࠆޕᐔᚑ 22 ᐕᐲ߅ࠃ߮ᐔᚑ 23 ᐕᐲߩห⎇ⓥߦ߅ߡ⓸ࠩޔൻⵝ⟎ࠍᣂⷙ
ߦ⚵ߺ┙ߡࡦ࠲࠴ޔၮ᧚ߩ㕙ಣℂࠍ⹜ߺࠆߎߣߢ⓸ࠩޔൻߦᛛⴚߦ㑐ߔࠆၮ␆࠺࠲ߩ㓸ࠍ߅
ߎߥߞߡ߈ߚ⚛⓸ޕ㔓࿐᳇ਅߦ߅ߡㆡಾߥᵄ㐳߅ࠃ߮ജߢࠩᾖߔࠆߎߣߢߩߘޔ㕙ߦ⓸ൻ
‛ጀࠍᒻᚑߔࠆߎߣߦᚑഞߒߚ߇⤑ߩߘޔෘߪᢙච࠽ࡁࡔ࠻࡞⒟ᐲߩ⭯߽ߩߢࠅ 2)ޔታ↪ࡌ࡞ߩ
⓸ൻ‛⊹⤑⤑ෘߢࠆ㧞ࡑࠗࠢࡠࡔ࠻࡞ߦߪޔ㆙ߊ߫ߥ߆ߞߚᧄߢߎߘޕᐕᐲ㧔ᐔᚑ 24 ᐕᐲ㧕ߪޔ
⓸⚛ࠟࠬߩࠟࠬࠩޔജࠍᄌൻߐߖࠆߎߣߢ⤑ޔෘ߇ᄢ߈⓸ൻ‛⊹⤑ࠍᒻᚑߔࠆߎߣࠍ⹜ߺߚޕ
 ౕ⊛ߦታᣉߒߚታ㛎ߪએਅߩㅢࠅߢࠆޕ
Ԙ ࠩ⓸ൻⵝ⟎㧔࿑㧝㧕ߦޔ㏜㕙⎇⏴ߒߚ⚐࠴࠲
ࡦ(10 mm×10 mm× t 1 mm)ࠍኽߒޔ6.0×10í1 Pa ߹
ߢᷫߒߚᓟޔ㏜㕙⎇⏴ߒߚ JIS ৻⒳࠴࠲ࡦࠍߎߩ
ⵝ⟎ߦኽߒޔ㜞⚐ᐲ⓸⚛ࠟࠬࠍ⚐⓸⚛ࠟࠬ
㧔99.99%㧕ࠍ 25 kPa㨪100 kPa ߹ߢዉߒߚޕ
ࠩᾖߪ☨ޔ࿖ Continuum ␠ߩ Pulsed Nd:YAG
ࠩ Minilite2 ࠍ↪ߡⴕ╙ޔੑ㜞ᵄ㧔532
nm㧕ߩࠩశࠍ ࠡ࡞ࡀࠛࠩޔ5í25
mJ/pulseࠩޔᵄᢙ 10 Hz࠻࠶࡚ࠪࠩޔ
ᢙ 50 ࿁ߩ᧦ઙߢޔಲࡦ࠭ߢ㓸శߒߚᓟࠬࠟޔ
ࡆࡘࡐ࠻ࠍㅢߓߡ࠴ࡖࡦࡃਛߩ࠴࠲ࡦၮ
᧚㕙ߦᾖߒߚޕ
ԙ ߒߚ⹜ᢱ㕙ߩൻቇ⁁ᘒ߅ࠃ߮ᷓߐᣇะࡊࡠ
࿑㧝. ⥄ߒߚࠩ⓸ൻⵝ⟎
ࡈ ࠔ ࠗ࡞ ߪ ޔ㨄 ✢శ 㔚ሶ ಽ శᴺ 㧔XPS; Phi-5000
Versa-probe, Ulvac-Phi㧕ࠍ↪ߡ⸃ᨆߒߚޕ
㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
 ࠩ⓸ൻಣℂߦ߅ߌࠆ⓸⚛ࠟࠬ߅ࠃ߮ࠩജ߇ޔ㕙⓸ൻ‛ጀߩ⤑ෘߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߦߟ
ߡ⚦ߦ⺞ᩏߒߚ⓸ޕൻ‛ጀߩ⤑ෘߪޔXPS ࠺ࡊࠬࡊࡠࡈࠔࠗ࡞㧔࿑ 2㧕߆ࠄ⹏ଔߒ⎇ᧄޔⓥߢߪ⤑⊹ޔ
ਛߦ߅ߌࠆ N/Ti Ყ߇ 0.5 એਅߣߥࠆᷓߐࠍޔ㕙⓸⚛ൻ‛ጀߩ⤑ෘߣቯ⟵ߒߚޕ
࿑ 3 ߪࡃࡦࡖ࠴ޔਛߩ⓸⚛ࠟࠬߣᒻᚑߔࠆ⓸ൻ‛ጀߩ⤑ෘߩ⋧㑐ߢࠆࠬࠟ⚛⓸ޕ 50 kPa એਅߢ
ߪ⓸ޔൻ‛ጀߩ⤑ෘߪ 10 nm ⒟ᐲߢࠆ߇ࠬࠟޔ߇ 100 kPa ߔߥࠊߜᄢ᳇ߦㄭߠߊߦᓥ⤑ޔෘ߇ᕆ
ỗߦჇᄢߔࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ150 kPa ߩ႐ว⤑ޔෘߪᦨᄢߣߥࠅߩߘޔᓟࠬࠟޔߩߦ߆ߦᷫ
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ዋߔࠆޕᎿᬺ⊛ߦ↪ࠄࠇࠆ⓸ൻ‛⊹⤑ߪ 1 Pm ⒟ᐲએ
ߢࠆޕߦ⚿ߩߎޔᨐߪ⓸ࠩޔൻಣℂߪޔ
㪈㪇㪇
㪥㫀㫋㫉㫀㪻㪼㩷㫃㪸㫐㪼㫉
⓸⚛ࠟࠬ 100 kPaߜࠊߥߔޔᄢ᳇એߩ㔓࿐᳇ਅߢ
߅ߎߥ߁ߎߣ߇ᔅ㗇ߢࠅࠬࠟޔߦࠄߐޔ߇ 150 kPa
㪏㪇
⒟ᐲߩߣ߈߇⤑ߩߘޔෘ߇ᦨᄢߣߥࠆߎߣࠍ␜ໂߔࠆޕ
㩷㪥
㪍㪇
ߐࠄߦޔታ㛎ਛߩࡦ࠙࠳ࠢࠗࡉޔ㓙ߦ↢ᚑߒߚ
㩷㪫㫀
ࠩ⺃ࡊ࠭ࡑߩࡊ࡞ࡓߪࠬࠟ⚛⓸ޔࠍᄢ᳇
㪋㪇
ઃㄭ߹ߢߐߖࠆߣޔᕆỗߦዊߐߊߥࠆߎߣ߇ⷰኤ
ߐࠇߚࠬࠟ⚛⓸ޔߜࠊߥߔޕࠍߐߖࠆߎߣߢޔ
㪉㪇
ࡊ࠭ࡑ߇ၮ᧚㕙ߦ㐽ߓㄟࠄࠇޔࠅࠃߦߣߎߩߘޔ
㪇
࠴࠲ࡦ㕙ࠍലᨐ⊛ߦ⓸ൻߢ߈ߚߣផኤߐࠇࠆޕ
㪇
㪌㪇㪇 㪈㪇㪇㪇 㪈㪌㪇㪇 㪉㪇㪇㪇 㪉㪌㪇㪇 㪊㪇㪇㪇 㪊㪌㪇㪇
㪫㪿㫀㪺㫂㫅㪼㫊㫊㩷㩿㫅㫄㪀
ᰴߦࠩޔജߣᒻᚑߔࠆ⓸ൻ‛ጀߩ⤑ෘߩ⋧㑐
ࠍ␜ߔ㧔࿑ 4㧕ࠬࠟ⚛⓸ޕߪ 150 kPa ߢࠆࠩޕ
࿑ 2. ࠩᾖㇱߦ߅ߌࠆ XPS ࠺ࡊࠬࡊ
ജߩߦ⓸ޔൻ‛ጀߩ⤑ෘ߇Ⴧടߒߡߊ
ࡠࡈࠔࠗ࡞㧦⓸⚛ࠟࠬ 150 kPaࠩޔ
ߎߣ߇ࠊ߆ࠆࠩޕജ 5 mJ/pulse ߩߣ߈ߦ⓸ޔ
ജ 25 mJ/pulseࠩޔᾖ 50shots/1 Hz
ൻ‛ጀߪ߶ߣࠎߤᒻᚑߐࠇߥ߇ޔജ߇ 15 mJ/pulse
ࠍㆊߔࠆߣ⤑ޔෘߪᕆỗߦࠍᆎࠆޔߜࠊߥߔޕ
ࠩᾖߦ߁⓸ൻ‛ᒻᚑߦߪࠆޔ㑣୯߇ሽ
㪈㪇㪇㪇
ߒࠍࠡ࡞ࡀࠛߩߎޔㆊߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߎߣ߇
㪏㪇㪇
␜ໂߐࠇࠆࠩޔߢࠈߎߣޕᾖߦ߁ၮ᧚߳ߩᾲ
ࠛࡀ࡞ࠡઃਈߪࠩޔജߦ߶߷Ყߔࠆߣ⠨߃
㪍㪇㪇
ࠄࠇࠆޕߦߥ߁ࠃߩߎޔ㑣୯ߩሽߪ⓸ޔൻ‛ጀᒻᚑ
㪋㪇㪇
ߦߩࡦ࠙࠳ࠢࠗࡉޔ㓙ߦ⊒↢ߔࠆࠩ⺃ࡊ࠭
ࡑ߇㑐ਈߒߡࠆߎߣࠍ␜ໂߔࠆ
㪉㪇㪇

ᒁ↪ᢥ₂
1) N. Ohtsu, K. Kodama, K. Kitagawa, K. Wagatsuma; 
Applied Surface Science 256(2010) 4522-4526
2) N. Ohtsu, M. Yamane, K. Kodama, K. Wagatsuma;
Applied Surface Science 257 (2010) 691-695
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4. ߹ߣ
 ᧄ⎇ⓥߢߪޔ᳢↪⊛ߥዊဳࡄ࡞ࠬ Nd:YAG ࠩ
ࠍ↪ߡ⚛⓸ޔ㔓࿐᳇ਅߢ࠴࠲ࡦၮ᧚㕙ߦࠩᾖ
ࠍ߅ߎߥ߁ߎߣߢߩߘޔ㕙ߦᒻᚑߒߚ⓸ൻ‛ጀߩ⤑
ෘࠍߘࠇߙࠇ⹏ଔߒߚ⓸ޕൻ‛ጀߩ⤑ෘߪࡃࡦࡖ࠴ޔ
ਛߩ⓸⚛ࠟࠬ߅ࠃ߮ࠩജߦଐሽߒ╙ޔੑ㜞⺞
ᵄ㧔532 nm㧕ࠍㆡ↪ߒߚ႐วߪࠬࠟ⚛⓸ޔ 100 kPa
એࠩޔജ 15 mJ/pulse એߩ㗔ၞߦ㑣୯߇
ࠅߩࠄࠇߎޔ୯ࠍㆊߔࠆ᧦ઙߢಣℂࠍ߅ߎߥ߁ߎ
ߣߢޔၮ᧚㕙߳ߩࠛࡀ࡞ࠡઃਈ߇ല₸⊛ߦ߅ߎߥ
ࠊࠇ⓸ޔൻ‛ጀߩᒻᚑ߇ଦㅴߐࠇࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
߹ߚࠡ࡞ࡀࠛߩߎޔઃਈߦߪߦࡦ࠙࠳ࠢࡉޔ
↢ᚑߔࠆࠩ⺃ࡊ࠭ࡑ߇ᷓߊ㑐ਈߒߡࠆ
ߎߣ߇␜ໂߐࠇߚޕ
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࿑ 4. ࠴ࡖࡦࡃਛߩ⓸⚛ࠟࠬߣ⓸ൻ‛⊹⤑⤑
ෘߩ⋧㑐㧦ࠩജ 25 mJ/pulseࠩޔ
ᾖ 50shots/1 Hz
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１．はじめに
平衡状態である結晶は、その表面自由エネルギー密度が結晶面の成長した長さに比例することがよく知
られている。これはウルフの関係式として 100 年以上前に理論的に導出された関係である。しかし、結晶
成長分野において実験的にこの表面自由エネルギー密度を求めることは困難であると考えられ、その試み
はほとんど行われてこなかった。一方、コロイド界面化学分野において固体の表面自由エネルギー密度を
液体接触角から求めることは広く行われている。特に、有機物ポリマーの表面自由エネルギー密度に関し
ては古くから研究が行われ、接着、表面濡れ性の議論がされている。そこで当研究者はこれまでにコロイ
ド界面化学分野での表面自由エネルギー密度測定の手法を初めて結晶表面に応用し、結晶モルフォロジー
との関係について議論してきた。
２．研究経過
これまでに研究の対象としてきた無機酸化物単結晶はアパタイト、ルビー、水晶等である。いずれにつ
いても、水、フォルムアミド等の液滴を結晶面上に滴下し、デジタルカメラで撮影することで液滴と結晶
面との接触角を測定した。液滴の接触角から、Fowkes 近似および Wu の調和平均式より、表面自由エネ
ルギー密度を算出した。また結晶中心から結晶面までの距離を測定し結晶面の成長距離とした。算出した
表面自由エネルギー密度と結晶面の成長距離を比較した結果、ルビー単結晶では比例関係が見られた。こ
れは一見、結晶成長分野の理論でよく知られた Wulff の関係を満たしているかのように見える。しかし、
Wulff の関係は理想的な平衡形の結晶においてのみ有効な関係であり、実験で得られるような非平衡な成
長形の結晶では本来成立しない関係である。ここで当研究者が求めた表面自由エネルギー密度が理想的な
平面の表面自由エネルギー密度ではなく、ステップ自由エネルギーをも含むものと仮定することで実験結
果を評価することが可能であると結論付けられた。
３．研究成果
実測の表面自由エネルギー密度に含まれるステップ自由エネルギーを評価する目的で、ルビー単結晶表
面の光学顕微鏡観察を行った。光学顕微鏡で目視できる表面の段差の長さを測定し、マクロスコピックな
ステップ長とした。このマクロスコピックなステップ長と表面自由エネルギー密度と比較し、ほぼ一次の
関係であることを確認した。光学顕微鏡で識別できる表面の凹凸はμｍレベルであり、原子・分子サイズ
のミクロスコピックなステップと比べると数千倍のサイズであるが、マクロスなステップ長がミクロなス
テップ長を反映するものと見なし、微分干渉顕微鏡でのステップ測定が有意義なものであると考えた。ル
ビーの他にアパタイト、方解石表面を微分干渉顕微鏡で観察し、凹凸の多い表面ほど表面自由エネルギー
の値が大きいことが確認された。これまでに光学顕微鏡でマクロなステップ長の見積もりをした場合と同
様にミクロなステップ長の見積もりを行った。定性的にはステップ長の大小関係と表面自由エネルギーと
の対応が見られた。
４．ま と め
表面自由エネルギー密度と結晶表面でのステップ長との関係より、観測される表面自由エネルギー密度
は理想的な平面、すなわちテラス面の表面自由エネルギー密度にステップ自由エネルギーを加えたもので
あるとの仮定は、ほぼ間違いないものであると結論付けられる。しかしより定量的な議論をするために、
ミクロなステップ長を正確に見積もる必要がある。さらにステップ自由エネルギーと線張力との関係を考
察していくために、アルミニウムなどの金属片の引張り試験を行い、塑性変形に伴う表面自由エネルギー
密度の変化を見積もる必要がある。今後、引張り試験を行ったアルミニウム片の表面を微分干渉顕微鏡で
観察する予定である。
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