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１．はじめに
昨年度に引き続き当研究者らは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。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。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。その理由として、結晶における表面自由エネルギー密度の再現性の
悪さがあげられる。当研究者は結晶の表面自由エネルギー密度が広い分布を示す原因が液体接触角の測定
誤差ではなく、結晶表面の不均一性によるものであると考えステップとの関係について考察を行った。
２．研究経過
研究手法はこれまでと同様である。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。研究の対象としてアパタイト、ルビー、方解石を用いた。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、ルビー単結晶では負のステップ自由エネルギー密度の存在を示唆する
関係が得られた。結晶成長関連の教科書にも記述があるが負のステップ自由エネルギー密度の存在は不可
能なことではない。そこで様々な結晶でステップ自由エネルギー密度の評価を行ったが未だはっきりした
結論は出ていない。ステップ自由エネルギー密度を評価する上で一番の問題点がステップ長の測定である。
そのステップ長を測定するために微分干渉顕微鏡を用いた。また結晶面でのステップ長をコントロールす
る目的で方解石を劈開し、その劈開面を再成長させて表面自由エネルギー密度の変化を観測した。
３．研究成果
光学顕微鏡観察によるルビー単結晶表面の観察ではマクロスコピックなステップ長を評価した。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。ルビーでの表面自由エネルギー密
度の分布を統計的に処理し、その分布が正規分布であることを確認した。すなわち理想的な平面であるテ
ラス面に加えてステップが存在し、その分布が正規分布であることから実測の表面自由エネルギー密度の
分布からステップの影響を差し引いて理想的なテラス面の自由エネルギー密度を見積もることができた。
さらに方解石の劈開面とその再成長面とを比較し、再成長によって表面自由エネルギー密度が減少するこ
とを確認した。
４．ま と め
最終的にはステップ自由エネルギー密度と線張力との関係を議論するのが目的であった。残念ながらス
テップ長を実測することができない時点で定量的に線張力との関係を議論することは困難であった。しか
しステップの影響を差し引いた理想的な平面としての結晶面の表面自由エネルギー密度の評価をすること
ができた。結晶面の正長距離と表面自由エネルギー密度とが比例するという Wulff の関係は平衡形の結晶
でなければ成り立たないとされてきたが、当研究者らは予てより非平衡の結晶においても Wulff の関係が
成り立つことを主張してきた。今後は理想的な平面の表面自由エネルギー密度を評価し、さらに決勝成長
速度との関係について研究を行う予定である。
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࡚࠸ࡿ㸬[1]
ᡃࠎࡣ௨๓ࡽ Pt (111)ᇶᯈୖ࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞࿘ᮇࡢࣔࣞࣃࢱ࣮ࣥࡀ⏕ᡂࡍࡿࡇࢆぢฟࡋ࡚࠾ࡾ[2]㸪
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ࡿ㟁Ꮚ≧ែᐦᗘ (DOS)ࡸ㓟⣲᭚㟢ࡼࡿኚࡢᵝᏊࡢᕪ␗ࡣᮍゎ࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ㄢ㢟࠾࠸࡚
ࡣ㸪㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤࡢᡤ᭷ࡍࡿ㉮ᰝࢺࣥࢿࣝ㢧ᚤ㙾ࢆࡶࡕ࠸࡚ STM/STS ᐃࢆ⾜࠸㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥ/Pt㸦111㸧
࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࡢᕪ␗ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
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ᮏ◊✲࡛⏝ࡋࡓヨᩱࡣ㓟ࢢࣛࣇ࢙ࣥ(GO)ࢆ Pt (111)ୖ࡛ 1300 K ๓ᚋ࡛ຍ⇕ࡍࡿࡇ࡛స〇ࡋࡓ㸬ᮾ
ிᏛᩧᮌ◊✲ᐊ࡚ GO ࢆΎίࡋࡓ Pt(111)ᡂ⭷ࡍࡿࡇࢁࡲ࡛⾜࠸㸪ࡑࡢᚋ㸪㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ࠾
࠸࡚ヨᩱຍ⇕ࢆࡋࢢࣛࣇ࢙ࣥ/Pt (111)ࢆస〇ࡋࡓ㸬ヨᩱࡢ㍺㏦ࡼࡿởᰁ࡞ࡀ៧៖ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪㍺㏦
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Fig.2 ࡣ㓟⣲ࢆᐊ ࡛ 1000 L (1.0×10-6 Torr, 1000 sec) 㸪400Υ࡛ 600 L (1.0×10-6 Torr, 600 sec) ᭚㟢ࡋ
ࡓᚋࡢヨᩱࡢ STM ീ࡛࠶ࡿ㸬᫂░࡞ࣔࣞᵓ㐀ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ex situ ࡛ヨᩱࢆ㍺㏦ࡋ࡚ࡶࣔࣞᵓ㐀ࢆ
♧ࡍヨᩱࡢస〇ᡂຌࡋࡓࡇࡀࢃࡿ㸬ࡉࡽᮏ◊✲࡛⏝ࡋࡓ STM ⨨ࡣ ᐃྍ⬟⠊ᅖࡀᗈࡃ㸪
ࡑࡢⅬࡼࡾ㑏ඖࡋࡓ GO ࢩ࣮ࢺࡢ➃ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸬ࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ GO ࡽࢢࣛ
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ീࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸬ᅇ㸪ᗈ⠊ᅖࢆࢫ࢟ࣕࣥࡍࡿࡇ࡛ Fig .2 ♧ࡍࡼ࠺㧗ࡉ 3ύ(ࢢࣛࣇ࢙
ࣥࡢ୍ᒙᑐᛂ)ࡢᕪࢆ♧ࡍᵓ㐀ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ྠ୍ࢸࣛࢫෆ࡛࠶ࡿࡢ࡛ Pt ࡢࢫࢸࢵࣉࡣ⪃࠼ࡽࢀ
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ࡎ㸪GO ࡽస〇ࡋࡓࢢࣛࣇ࢙ࣥࡀ୍ᗘ㸪పศᏊࡢࣇࣛࢢ࣓ࣥࢺศゎࡋࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪GO ࢩ࣮ࢺࡢᵓ㐀ࢆಖࡗࡓࡲࡲࢢࣛࣇ࢙ࣥࡋࡓࡇࢆᙉࡃ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
⤖ᯝࡣᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ⨨ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ึࡵ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ⌧ẁ㝵
࡛ࡣ⌧ᛶࡢⰋ࠸ STS ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
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ᮏ◊✲࠾࠸࡚ᚋࡢඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸪ex situ ࡛ヨᩱࢆ⛣ືࡋࡓ㝿ࡢࢢࣛࣇ࢙ࣥ⏕ᡂ
᮲௳ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢస〇ᡂຌࡋࡓ㸬ࡉࡽ㓟⣲᭚㟢ࢆ⾜ࡗࡓᚋࡢࣔࣞᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋ㸪STS
ᐃ࡞ࡢ‽ഛࡀᩚࡗࡓ㸬ࡲࡓ⸨ᕝ◊ࡢ STM ⨨ࡢᗈ⠊ᅖ ᐃࡀྍ⬟࡞Ⅼࢆ⏕ࡋ㸪GO ࡽస〇ࡋ
ࡓࢢࣛࣇ࢙ࣥࡀࢩ࣮ࢺᵓ㐀ࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲࢢࣛࣇ࢙ࣥࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ᅇᚓࡽࢀࡓᵝࠎ
࡞⤖ᯝࡣ㸪ᚋࡢᩧᮌ◊̿⸨ᕝ◊ࡢඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛᭷⏝࡞ሗ࡞ࡿ㸬
[1] Lu et al. Nature communication. 3. 823 (2012)
[2] M. Yamamoto et al. Surface and Interface Analysis 42, 1637 - 1641 (2010)
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㏆ᖺࠊ㹈㹑㹒ࡢᡓ␎ⓗ㐀◊✲ࡸ⛉Ꮫ◊✲㈝ࡢ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊࢢࣛࣇ࢙ࣥ࡞ཎᏊᒙࡢᇶ♏࣭
ᛂ⏝◊✲ࢆၐ࠼ࡿ㡿ᇦࡀ┦ḟ࠸࡛᥇ᢥࡉࢀࠊࢢࣛࣇ࢙ࣥ㝈ࡽࡎཎᏊᒙ༢࡛≀ᛶࢆⓎ⌧ࡍࡿ≀㉁⣔
ࡀࠊ㟁Ꮚࢹࣂࢫ࠾ࡅࡿ✲ᴟࡢ㧗㏿࣭పᾘ㈝㟁ຊືసࡢᐇ⌧࠸࠺ほⅬࡽὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏ
◊✲ㄢ㢟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ㟁Ẽఏᑟ࣭ࢹࣂࢫ≉ᛶࢆᢸ࠺㔠ᒓᛶࡢཎᏊᒙࡘ࠸࡚╔┠ࡋࠊ㏆
ᖺཎᏊᒙ࡛ 40K ࢆ㉺࠼ࡿ㉸ఏᑟ㌿⛣ ᗘࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㖟ᇶᯈୖࢩࣜࢭࣥ(Chen et
al., Appl. Phys. Lett. 102, 081602 (2013).)ࢆ◊✲ㄢ㢟ࡋ࡚㑅ࡧࠊ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
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 ࢩࣜࢭࣥࡢ㟁Ẽఏᑟ≉ᛶࢆㄪࡿࡇࡀྍ⬟࡞ヨᩱࢆసᡂࡍ
ࡿࡓࡵࠊୖグඛ⾜◊✲࠾࠸࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㖟༢⤖ᬗᇶᯈ௦
ࢃࡾࠊࢩࣜࢥࣥᇶᯈୖᡂ㛗ࡋࡓ㖟ⷧ⭷ୖࢩࣜࢭࣥ⭷ࢆᡂ㛗ࡍ
ࡿࢆヨࡳࡓࠋSi(111)ᇶᯈୖ㖟ⷧ⭷ࢆ᭱ึࡽᖖ ௨ୖࡢᇶᯈ
ᗘ࡛ᡂ㛗ࡍࡿจ㞟ࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊᾮయ❅⣲࡛෭༷ࡋࡓ
ࢧࣥࣉࣝ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ⏝࠸࡚ప ࡛ࡢᡂ㛗ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋ 320Υ⛬
ᗘ࡛ࡢࢽ࣮ࣝࢆࡍࠊᅗ 1 ࡢ STM ീ♧ࡋࡓᵝ࡞ࠊࡦࡎࡳ
ࡼࡿᒁᡤḞ㝗ᵓ㐀ࢆక࠺ࡶࡢࡢࠊᇶᯈయᆒ୍ᡂ㛗ࡋࡓ㖟
ⷧ⭷ࢆᡂ㛗ࡍࡿࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢⷧ⭷ࡣᅇ㐺⏝ࡋࡓࢽ࣮ࣝ
ᗘ࡛࠶ࡿ 320Υ⛬ᗘࡲ࡛Ᏻᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ ᗘࢆ㉸࠼ࡿจ㞟
ࡀ㉳ࡇࡾࢩࣜࢥࣥᇶᯈ⏤᮶ࡢ⾲㠃ᵓ㐀ࡀࡴࡁฟࡋ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࡢ࡛ࠊᡂ㛗ࡢືⓗ㐣⛬ࢆไᚚࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡿᇶᯈ ᗘࡣ
ୖ㝈ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢⷧ⭷ࢆᇶᯈࡋ࡚ࠊᡂ㛗㏿ᗘࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ
ࢩࣜࢥࣥཎᏊᒙࡢᡂ㛗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᅗ 1 Si(111)ᇶᯈୖ㖟ⷧ⭷ࡢ STM ീ

㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 ᅗ 2 ♧ࡍ STM ീࡣࠊࢩࣜࢥࣥࡢ╔㏿ᗘࢆୖグඛ⾜◊✲ࡢ 5 ಸ㸦0.5 ཎᏊᒙ/ศ㸧ࡢ᮲௳タᐃ
ࡋࠊᇶᯈ ᗘࢆୖ㝈ࡢ 320Υタᐃࡋ࡚ 0.5 ཎᏊᒙ⛬ᗘ╔ࡋࡓ㝿ᚓࡽࢀࡓ⾲㠃ᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ᫂ࡽ
ࢫࢸࢵࣉ࠾ࡼࡧࢸࣛࢫୖࡢᵓ㐀ࡀኚࡋ࡚࠾ࡾࠊࢩࣜࢥࣥཎᏊ⏤᮶ࡍࡿ⾲㠃ᵓ㐀ࡀほᐹࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ᮲௳࡛⿕そ⋡࣭ᇶᯈ ᗘࢆᵝࠎኚࡉࡏ࡚ STM ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡢࠊඛ⾜◊✲࡛ࠕప⿕
そ⋡࣭పᇶᯈ ᗘ࡚ࠖほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㉸ఏᑟ┦ࡣ␗࡞ࡿཎᏊᵓ㐀ࡢࡳࡀほᐹࡉࢀࠊ
ࠕ㧗⿕そ⋡࣭
㧗ᇶᯈ ᗘ࡛ࠖฟ᮶ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠ⓗࡢ⾲㠃ᵓ㐀㸦㉸ఏᑟࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵓ㐀㸧ࢆᚓࡿࡣ
ฟ᮶࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊඛ⾜◊✲ྠᵝࡢ 0.1 ཎᏊᒙ/ศ⛬ᗘࡢ᮲௳ࡍࡿࠊᅗ 3 ♧ࡍᵝྛ⿕そ
⋡࡚⾲㠃ᵓ㐀ኚࡣほᐹࡉࢀࡎࠊ㖟ᇶᯈୖࡢḞ㝗ᵓ㐀ࡶࢩ࣮ࣕࣉほᐹࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢᡂ㛗᮲
௳࡛ࡣ⾲㠃ࡣࢩࣜࢥࣥࡣᏑᅾࡋ࡞࠸⤖ㄽࡋࡓࠋᅇタᐃࡋࡓᇶᯈ ᗘࡣࠊ㖟ⷧ⭷ࡀจ㞟ࢆ㉳ࡇࡍ
୍Ṍᡭ๓ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ㖟ཎᏊࡢ⛣ືࡀ⃭ࡋࡃ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ╔ࡋࡓ
ࢩࣜࢥࣥཎᏊࡀ㖟ⷧ⭷⾲㠃␃ࡲࡽࡎෆ㒊ࡢᣑᩓࢆ㉳ࡇࡋࠊࢩࣜࢥࣥᇶᯈ྾ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜࡍࡿࠊ㟁Ẽఏᑟ≉ᛶࡢኚࡀほᐹࡋࡸࡍ࠸㖟ⷧ⭷ୖࡢ┠ⓗࡢࢩࣜࢭࣥ⭷ࢆᡂ
㛗ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢩࣜࢥࣥཎᏊࡀ⾲㠃␃ࡲࡿࡢ࡛ࡁࡿᇶᯈࢆ㑅ᢥࡍࡿࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚋࡢ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㖟༢⤖ᬗ⾲㠃ୖ࡛ࡢᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸦ᅇࡢ◊✲ᮇ㛫࡛ࡣ
⾲㠃Ύίᚲせ࡞ࢫࣃࢵࢱ⏝ࡢ࢜ࣥ㖠ࡀㄪ㐩ฟ᮶࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡀฟ᮶࡞ࡗࡓ㸧ࠊࡲࡎ
ࡣ⤖ᯝࡀ⌧ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿඹࠊప㏿╔ࡢᡂ㛗᮲௳ୗ࡛ࢩࣜࢥࣥཎᏊࡀ㖟ⷧ⭷ୖ࡛␃ࡲࡿᵝ࡞ᡂ
㛗ᇶᯈࡢ᥈⣴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࠊࢩࣜࢭࣥࡢ㟁Ẽఏᑟ≉ᛶࡢᐇ ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

－ 150 －

(a)

ᅗ 2 㖟ⷧ⭷ୖࢩࣜࢥࣥ╔
ࢆ 0.5 ཎᏊᒙ/ศ࡛⾜ࡗࡓ⾲㠃
ࡢ STM ീ (╔㔞 0.5 ཎᏊᒙ)

(b)

ᅗ 3 㖟ⷧ⭷ୖࢩࣜࢥࣥ╔ࢆ 0.1 ཎᏊᒙ/ศ࡛⾜ࡗࡓ⾲㠃
ࡢ STM ീ (╔㔞 (a)0.5 ཎᏊᒙ (b)1 ཎᏊᒙ)

－ 151 －

