原子間力顕微鏡による単一原子の電気陰性度の計測
Measurement of electronegativity of single atoms by atomic force microscopy
（日本物理学会推薦）
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Electronegativity is a fundamental concept in chemistry. Despite its importance, the experimental determination
has been limited only to ensemble-averaged techniques. Here, we report a methodology to evaluate the electronegativity
of individual surface atoms by atomic force microscopy. By measuring bond energies on the surface atoms using
different tips, we find characteristic linear relations between the bond energies of different chemical species. We show
that the linear relation can be rationalized by Pauling’s equation for polar covalent bonds. This opens the possibility to
characterize the electronegativity of individual surface atoms. Moreover, we demonstrate that the method is sensitive to
variation of the electronegativity of given atomic species on a surface due to different chemical environments. Our
findings open up ways of analyzing surface chemical reactivity at the atomic scale.

研究目的
電気陰性度は、1932 年に Pauling によって導入さ
れ[1]、その後、物理化学の基本概念となっている。
共有結合では、2 原子間で電子が対等に共有される
のに対して、イオン結合では、2 原子間で電子が完
全に移動する。Pauling は、この両者は極端な場合に
過ぎず、実際には、ほとんどの結合はこれら 2 つの
中間である極性結合であることを提唱した。そこで、

Fig.1 Classification of chemical bond

原子が化学結合する際、電子を引きつける強さの尺
度として電気陰性度を導入した。ある 2 原子間の化
学結合を考えるとき、電気陰性度の差を調べれば、
結合のイオン性の度合いを予測することができる
（Fig.1）
。Pauling は、化学反応の熱力学的データに
よって、様々な元素で電気陰性度の数値を定めた
（Fig.2）
。その後も研究は、たゆみなく行われ、今で
は電気陰性度は、周辺の化学環境に依存する量であ

Fig. 2 Pauling electronegativity

ると考えられている。しかし、電気陰性度を個々の

するために、考えのよりどころにされている物理量

原子に対して求める手法がなかったため、化学環境

である。したがって様々な化学状態の個々の原子に

への依存性が未解明であった。電気陰性度は、分子

対して、データベース化することができれば、大変

内の電荷の分布（分極）や、未知の化学反応を予測

有用である。

Fig.3 Chemical bonding energy between two Si
atoms measured by AFM

Fig.5 Scatter plot for chemical bonding energy
• tip 原子：探針先端の Si 原子
• ref 原子：参照用の表面の Si 原子
• X 原子：電気陰性度の測定対象の表面の原子
Pauling の理論[1]を適用すると、tip 原子と ref 原子と
の間の最大化学結合エネルギー(Etip-ref)は下の式(1)の
ように表される。tip 原子と ref 原子は共に Si 原子で
電気陰性度が等しい。したがって、式(1)の右辺は tip

Fig.4 Schematic view for measurement of
chemical bonding energy on various elements

原子同士の共有結合エネルギー(Etip-tip)と ref 原子同
士の共有結合エネルギー(Eref-ref)の幾何平均となる。
一方、tip 原子と X 原子の場合は、式(2)のように表

本研究課題では、原子間力顕微鏡（AFM）を用い

される。式(2)の右辺の第一項は tip 原子同士の共有

て、個々の原子の電気陰性度を計測する手法を確立

結合エネルギー(Etip-tip)と X 原子同士の共有結合エネ

し、電気陰性度の化学環境への依存性を明らかにす

ルギー(EX-X)の幾何平均であり、第二項はイオン性が

ることを目的とした。

混ざるため生じる共鳴エネルギー(Δ)となる。これら
式(1)と(2)から、実験と比較できる式(3)を導出できる。

研究経過
AFM は、鋭い探針を試料表面でスキャンさせ、探
針にかかる微弱な力を測定することによって、表面
の原子を観察する顕微鏡である。AFM を使えば、探
針先端の 1 つの原子と表面の 1 つの原子との間の 1
対 1 の化学結合エネルギーを精密に測定できる
（Fig.3）[2]。本研究課題では、高分解能かつ高感度
な AFM により、探針先端の原子と表面に吸着した
様々なターゲット原子との間の化学結合エネルギー
の測定を行った（Fig.4）
。そして、そこに含まれるイ
オン性の度合いを見積もることによって、電気陰性
度を求めた。電気陰性度の測定対象の原子を Si(111)
表面に吸着させ、その原子と AFM の探針先端の Si
原子との間の化学結合エネルギーを測定した。そし
て、表面の参照用 Si 原子の化学結合エネルギーと比
較することによって、電気陰性度を求めた。具体的
には下記のような原理に基づいて求めた。説明のた
め、3 つの原子を次のように定義する。

Etip − ref = Etip − tip × Eref − ref

(1)

Etip − X = Etip − tip × EX − X + ∆

(2)

Etip − X = EX − X / Eref − ref Etip − ref + ∆

(3)

ここで、多数の AFM 探針で Etip-X と Etip-ref の測定を
行う。Si 探針を表面に接触させて探針構造を変える
と、共有結合の活性度が異なる探針を準備すること
ができる[3,4]。すると Etip-X と Etip-ref の値は探針によ
って、異なる値をとり、Fig.5 のようなプロットが得
られる。そして、得られたデータ点に対して、線形
フィットする。式(3)と比べることにより、直線の傾
きは ref 原子と X 原子に固有の値となり探針に依存
しないので、X 原子が元素同定できる。そして、切
片からイオン性の寄与の度合いであるΔを求めるこ
とができる。最後に、Pauling が与えた次の式(4)によ
り tip 原子と X 原子との間の電気陰性度の差が求ま
る。

∆ = 1.3( χ tip − χ X ) 2

(4)
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