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学位論文の要約 

 

題目  価電子状態から見た Cu 表面上における NO の反応性 

 

氏名  塩足 亮隼 

 

緒言 

  一酸化窒素 (NO) は、その価電子軌道（2π* 軌道）に一つの不対電子を有するフリ

ーラジカルである。金属表面上における NO の構造や反応性の理解は、排ガスに含ま

れる窒素酸化物 (NOx) を無毒化するための不均一触媒の反応メカニズムを解明に向け

ての重大な課題である。NO は金属表面上において解離吸着、分子状吸着、ダイマー化、

N2O 生成などによって様々な吸着構造を形成し、さらにそれらは表面の金属種や構造、

温度、NO の吸着量、共吸着分子の存在によって大きく変化しうる。そのような NO の

吸着構造の多様性は、不対電子の振る舞い、すなわち価電子状態によって決定づけられ

ていると考えられる。 

 本研究では、Cu 表面上に吸着した NO 単分子の価電子軌道を観測することによって、

価電子軌道と吸着構造・反応性との相関を単分子レベルで調べた。実験は主として低温

における走査トンネル顕微鏡 (STM) を用いた。STM イメージングによる原子分解能

での直接観察だけでなく、走査トンネル分光 (STS) による局所状態密度分布の測定、

STM 探針によって分子を任意方向に動かす「マニピュレーション」を用いることで、

分子種の構造を明確に規定した状態で価電子状態を評価することを可能にした。NO 分

子を取り巻く環境を単分子レベルで制御し、その時の価電子状態を測定することによっ

て、NO が表面上で起こす様々な反応のメカニズムを解明することに成功した。 

 

NO/Cu(110) の価電子軌道と分子間相互作用の可視化 

 Cu(110) 表面に 15 K において吸着した NO について STM, STS 測定を行い、NO

単分子の不対電子が局在していることを明らかにした。さらに、STM マニピュレーシ

ョンによって二つのNOの分子間距離を制御することで、NO が二量体化（2NO→(NO)2）

する際の価電子状態の変調を調べた。分子間距離が ~5 Å において、二分子の 2π* 軌

道が結合性・反結合性軌道に分裂したことが STM 像によって明確に示された。この

分子間距離は気相における結合距離よりも非常に大きく、このような金属表面を介し

た長距離相互作用は触媒反応において重要な役割を果たすと考えられる。 



 

H2O による NO 還元反応の単分子レベル観測 

 NO と H2O を共吸着した Cu(110) 表面上において、H2O 分子による NO の還元反

応を誘起することに成功した。STM 探針操作によって H2O 単分子を NO 単分子に接

近させ、NO–H2O 複合体を作成した。その際、基板から NO の 2π* 軌道への電子移

動（逆供与）が特異的に増強されていることが示された。このことは、NO – H2O 間の

水素結合形成に伴って N–O 結合が弱められることを意味する。この複合体に更にもう

一つの H2O を接近させることで、最終的に N–O 結合が切断され、NH と OH による

複合体が形成された（NO + 2H2O → OHNH…(OH)2）。この反応は H2O 分子の表面拡

散によって低温 (~15 K) においても自発的に進行することから、ほぼ「バリアレス」

な反応であることが示された。 

 

NO/Cu(110) の吸着構造変化の STM・振動分光測定 

 Cu(110) 表面上の NO は二種類の吸着構造をとることを STM によって発見し、そ

の構造変化を赤外吸収分光法  (IRAS) および高分解能電子エネルギー損失分光法 

(HREELS) によって調べた。15 K にて吸着した NO は主に直立構造となる一方、40 K 

では、表面に対してほぼ平行に傾いた構造 (flat-lying NO) が支配的に形成されることを

明らかにした。この分子種は N, O 原子が共に基板と強く結合しており、高温における

解離反応（NO → N + O）の前駆体となっていると推測される。実際に、振動分光の温

度依存測定によって、この分子種の解離エネルギー（~0.3 eV）は他の Cu 表面上の NO

（~2 eV）と比較して非常に小さいことが分光測定によって示された。 

 

Cu(111) 表面上に特有な NO トライマーの観測 

80 K にて Cu(111) 表面上に吸着した NO は、環状の三量体 (NO)3 を形成すること

を明らかにした。表面上の NO に関する先行研究では同様の構造は報告されておらず、

この表面に特異的な吸着種であることが示唆される。この吸着種の形成には、基板の三

回対称性と NO 単分子の高い反応性が重要であることが示された。 

 

結論 

本研究では、Cu 表面に吸着した NO の吸着構造と反応性を、2π* 軌道の観測によっ

て評価した。Cu 表面上の NO 単分子の価電子軌道の形状とそのエネルギー分布は、面

方位および吸着サイトによって決定づけられていることを示した。また、NO の解離反

応メカニズムは、吸着量や温度だけでなく、基板の構造や共吸着分子の存在に強く依存



していることを明らかにした。単分子の価電子状態を操作し、その物性を調べるという

新しいアプローチによる STM 実験は、ナノスケールの表面物性研究の更なる発展に貢

献するものであると考えられる。 
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