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3.1

分光学の種類と概要

カーボンナノチューブ (CNT) は 、多くの立体構造を
持ち (n, m) の 2 つの整数で構造を表すことができる。
CNT は (n, m) の値に応じて，金属にも半導体にもなる
著しい性質を持っている。CNT (およびナノカーボン )
の分光学では，(n, m) の同定とその存在確率，また試料
中の欠陥や不純物の量を評価することが目的である。
分光学の対象となる実験手法は，(1) 共鳴ラマン分光，
(2) 発光 (吸収) 分光，(3) 電子線エネルギー損失分光，(4)
電子線回折，(5) 操作トンネル分光，(6) 角度分解光電子
分光，(7) 光電子 X 線非弾性散乱，(8) 中性子非弾性散
乱 などがある。このうち，(6) 角度分解光電子分光 は，
ナノグラファイトのエネルギー分散の実験で 2, 3 報告
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があるだけである。また，(7) と (8) はフォノン分散関
係の分光であり，グラファイトが中心である。以下では
電子状態と立体構造に関する分光である (1)-(5) につい
て解説する。なお 透過電子顕微鏡 (TEM) による，ナノ
チューブの直径の直接観察は，分光法ではないが直径分
布を測る直接的な方法である。
分光を行う場合には，測定する試料の対象が (A) CNT
1 本の場合，(B) CNT が多数ある場合 の 2 通りがある。
応用上は (B) が重要であるが，高い分光学的な技術とし
ては，(A) が不可欠である。(A)CNT 1 本の分光 が可
能なのは，上記測定法の (1), (3), (4), (5) である。(B)
多数の CNT の分光が可能なのは，(1), (2), である。(B)
で (3) をすると，スペクトルはぼやけたものになるが，
おおよその直径は評価できる。
ナノの大きさを扱うには，測定をする試料を作るのが
困難を伴うものが多い。試料を作る上で簡単な順番は
(1), (2), (3), (4) の順である。CNT の場合には，一本の
CNT の分離と位置を決めての試料作成が容易ではない。
CNT の分離，精製法はについては，別項を参考にして
いただきたい。できた CNT 試料を処理しないで、分光
による試料評価を行う方法としては (1) 共鳴ラマン分光
が現在では最も有力である。したがって，応用上の CNT
の分光学の標準は，共鳴ラマン分光となっている。以下
に分光法の主な概要をのべる。

3.1.1

共鳴ラマン分光

光の吸収を伴うラマン分光の強度は、光の吸収を伴わ
ない場合に比べ、1000 倍ぐらいに強くなる。この効果を
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共鳴ラマン効果と呼び 、共鳴ラマン効果を用いた測定を
共鳴ラマン分光という。共鳴ラマン分光は，レーザーの
光を試料に照射し後方散乱光を分光し ，非弾性散乱 (ラ
マン ) 光を失ったエネルギーの関数として観測するもの
である。ラマン分光装置は，装置一式として市販されて
いるものを使う場合が多い。レーザーの光源を複数備え
る場合には，光源のエネルギーを変えて共鳴の様子を見
ることができ，CNT の半径の広い領域を調べることに
有効である。一つの光源の場合には，その光源のエネル
ギーに共鳴する CNT しか観測することができない。が、
特定の直径の CNT の試料評価であれば一つの光源でも
十分である。共鳴ラマン分光では 、3nm 以下の直径の
CNT は測定可能である。

3.1.2

発光，吸収分光

発光，吸収分光は，試料を界面活性剤を用いて溶液中
に分散させる。この孤立化処理によって、界面活性剤に囲
まれた孤立した CNT 試料を作ることができる。未処理
の CNT 試料は束になって存在し 、束の中には金属 CNT
もあれば半導体 CNT もある。もし一つの CNT の束中
に、金属 CNT が隣接して存在すると，半導体 CNT か
ら金属 CNT にキャリヤーが移り、金属 CNT を通じて，
非発光過程で緩和するのでその束は非発光になる。
したがって発光の測定では，上記の孤立化処理が必要
で半導体 CNT の発光だけが観測される。数本程度の束
の場合ですべて半導体 CNT だけからなる束の場合には、
束の中でエネルギーギャップの最も小さい CNT の発光
が観測される。発光、吸収分光の装置の利点は、光源のエ
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ネルギーを連続的に変えることができる点である。同一
装置で多くの (n, m) の CNT を同時に見ることができる
のが強みである。溶液中でもまた架橋した CNT も測定
が可能である。吸収と，発光のエネルギーが同時に測定
でき，いわゆる ファミリーパターンの解析から (n, m) の
分析が可能になっている。試料の存在比を評価する場合
などに向いている。欠点としては、小さな直径 (¡1.5nm)
の半導体 CNT しか測定できない点である。

3.1.3

電子線エネルギー損失分光

電子線エネルギー損失分光は，一本の CNT に電子線
を電子顕微鏡中で照射し，電子のエネルギー損失を測定
するものである。損失したエネルギーは，低エネルギー
(¡3eV) 領域では，一電子の遷移に伴うエネルギー励起に
対応するので，理論とあわせると，(n, m) を同定するこ
とができる。電子線エネルギー損失分光の測定の利点は，
ラマン分光や発光分光では測りにくい多層 CNT や 二重
CNT の測定，また直径の大きな (¿2nm) CNT の測定も
できる点である。欠点は TEM グリッドに 1 本の CNT
を架橋しておく必要があり，試料作成が技術的に困難で
ある点である。また従来の 電子線エネルギー損失分光
はエネルギー分解能が，0.1eV ぐらいで高くなかったの
が問題である。しかし 、現在では東北大多元研寺内教授
グループは 電子線エネルギー損失分光 で meV の精度
が得られている。

3.1. 分光学の種類と概要
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電子線回折

透過型電子顕微鏡 (TEM) の加速された電子は波動性
を持ち，X 線と同じような構造解析が可能である。CNT
の場合には，単一の (n, m) を持った単結晶が存在しない
ので，X 線構造解析による構造解析はできないが，一本
の CNT に対する電子線回折パターンの解析から，(n, m)
を決めることができる。利点は，電子エネルギー損失分
光と同じく大きな直径 (¿2nm) の (n, m) を決めることが
できる点である。また，二層 CNT のような特殊な構造
も，複雑な解析を必要とせず解析できる点にある。TEM
中で試料を探し 、回折測定をすることで、TEM で観測
できる程度の小さい範囲での試料の分析が可能である。
欠点は，一本の CNT しかわからないので，マクロな量
の試料には有効でない点である。大きな量の試料の平均
的な評価をするのは困難である。

3.1.5

操作トンネル分光

先の尖ったチップを試料表面に nm の距離に近づけて
原子像を見るのが，操作プローブ顕微鏡である。そのう
ちトンネル電流を流して原子像を測る手法が操作トンネ
ル顕微鏡 (STM) であり，チップと試料表面の間にバイ
アス電圧をかけて，電流の変化を測るのが，操作トンネ
ル分光 (STS) である。操作トンネル分光では，微分コ
ンダクタンス (dI/dV) が，試料の状態密度に関係してい
るので，状態密度の発散に応じて (n, m) を決めること
ができる。利点は，装置自体は小さいもので導入は容易
である。また操作トンネル顕微鏡を用いて原子像を直接
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観測できる利点もある。欠点は 1 本の試料を丹念に探
して，根気よく測定をしなければならない点である。ま
た、ここでもエネルギー精度が問題になるが、低温での
(STM/STS) では高い (meV) エネルギー精度を得ること
が可能である。

3.1.6

分光学の測定で共通の概念

この分光学の測定で共通の概念は，CNT の電子の状
態密度が発散するエネルギーを観測することである。こ
の発散するエネルギー Eii が (n, m) で既知であるので
Eii を測定することで，(n, m) の同定ができるという原
理を用いている。
また理論における共通の概念を証明なしに導入する
(詳細は文献 [1] を参照) と，(n, m) において，2n + m の
値が 3 の倍数の時は金属 CNT であり，2n + m = 3p + q,
(q = 1, 2, p は整数) のように 3 の倍数でない時は半導
体 CNT である。 半導体 CNT の場合、2n + m = 3p + q
の q の値 (= 1, 2) によって，Type I, Type II の半導体
CNT と呼ばれる。2n + m の値が等しい (n, m) の組を
ファミリーと呼ぶ。分光学においては，同じファミリー
に属する (n, m) は， ほぼ同じ CNT の直径の値であり，
同じエネルギー発散点 Eii を持つ。同じファミリーに属
する (n, m) は星座のように並んでスペクトル上で観測
されるので，一つの (n, m) が既知であれば ，残りは芋
つる式に (n, m) が同定できる。
以下の節では，まずこの共通の概念の詳細を説明し共
鳴ラマン分光と発光分光がどのように観測されるかを紹
介する。

3.2. CNT の電子状態の概要

3.2
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ここでは、分光学に必要な CNT の電子状態の概要を
のべる。CNT は円周方向で量子化されたエネルギーサ
ブバンドが複数存在する。各エネルギーサブバンド の状
態密度の発散が、共鳴ラマン分光と発光分光の実験で観
測するときの重要な概念となる。

3.2.1

ファンホーブ特異性

共鳴ラマン分光と発光分光の実験では驚くべきことは、
たった一本のナノチューブからの発光やラマン信号が観
測できることである。これは、ナノチューブの 1 次元の
エネルギーバンド の上端と下端のエネルギー分散が平ら
√
であり、1 次元性を反映して状態密度が 1/ E − E0 で
発散するので強い吸収や発光がおこるからである。この
状態密度の発散をファンホーブ特異性 (van Hove singularity) と呼ぶ。状態密度をエネルギーの関数として
プロットすると、図 1 のようになる。i 番目の価電子帯
の特異的なエネルギーから i 番目の伝導帯の特異的なエ
ネルギー (Eii ) で強い光吸収が期待できる (図 1 参照)。
発光はその逆のプロセスになる。

3.2.2

発光スペクト ル

実際の吸収発光の実験では、E22 (2 番目のエネルギー
バンド 間のエネルギー) で強い光の吸収がおこり、E11
で強い発光がおこる。そこで、x 軸に発光の波長 (エネ
ルギー) 、y 軸に吸収の波長 (エネルギー) 、z 軸に発光の
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強度をとると、(x, y) = (E11 , E22 ) の点で強い発光が観
測できる (図 2(a))。CNT の (n, m) で異る (E11 , E22 ) 値
を与える。図 2(a) の 3 次元プロットで見られる多くの
ピークは、(n, m) と 1 対 1 に対応する。ここから、ど
のような (n, m) の CNT が存在するかを判定できる。
励起された電子は、E22 から E11 までフォノンを出し
ながら緩和する。この時間スケールは ps ぐらいであり、
発光の寿命 ns より遥かに速い。励起された電子の多く
は、すみやかに E11 まで緩和してから発光すると考えら
れる。途中で緩和する発光も観測され、これをホットル
ミネッセンスと呼ぶ。

3.2.3

片浦プロット

(n, m) が 、どのような Eii を与えるかは理論的に計算
されている。直径 (または直径の逆数) の関数で Eii を
表示したものを、片浦プロットと呼ぶ (図 3)。共鳴ラマ
ン分光では、レーザーのエネルギーに相当する横線を片
浦プロットにひくとその横線のそば (±0.1eV) をよぎる
(n, m) が何であるかわかる。この (n, m) が共鳴ラマン
スペクトルを与える。
実験では、ラジアルブリージングモード (RBM) と呼ば
れるナノチューブの直径が振動するモードが 100-300cm−1
にあらわれるが 、このラマンスペクトルは CNT 固有
のものであり、その周波数は直径 dt nm の逆数に比例
(ωRBM = 248/dt cm−1 ) する。したがって 、レーザーの
エネルギーと ωRBM の実験値から、理論の Eii と理論の
ωRBM を比べることによって、(n, m) の同定が可能であ
る。この同定は、その他の分光の手法で同一試料で検証

3.3. ラマンスペクトルの種類
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するとより確かなものになる。
共鳴ラマン分光の共鳴エネルギー Eii を、ωRBM の関
数でプロットしたものは、実験値だけから得られる片浦
プロットである。この片浦プロットを得るためには、ほ
ぼ連続的にレーザーのエネルギーを変えて測る必要があ
る。(図 2(b))
片浦プロットにおいて、CNT のおかれている状況 (孤
立、束、溶液中などの環境) が変化すると、Eii の エネ
ルギーの値は最大 80meV ぐらいずれる。これを環境効
果と呼ぶ。ωRBM の値 で 30cm−1 ぐらいずれることが知
られている。したがって特殊な状況においては、既知の
(n, m) の値から補正をしないといけない。この場合でも
ファミリーパターンが系統的にずれるので、(n, m) の値
を知るのは困難ではない。

3.3

ラマンスペクト ルの種類

CNT で観測されるラマンスペクトルは以下の通りで
ある。ラマンスペクトルは多くの種類が確認されている
ので、総合的に判断するとより高い精度の評価が可能で
ある。

3.3.1

RBM バンド

既に上で出てきたが 、ラジアルブ リージングモード
(RBM) と呼ばれる CNT の直径が振動するモード であ
る。RBM があれば CNT があると言える。また周波数
(ωRBM = 248/dt cm−1 ) から直径 dt nm が評価できる。た
だしこの場合には共鳴している CNT の RBM を見てい
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るので、観測される CNT 以外の直径の CNT もあるこ
とを念頭に入れる必要がある。
RBM バンド は 、二層 CNT (DWNT) でも観測でき
る。この場合には共鳴する内側もしくは外側の CNT 層
の RBM が見える。このスペクトルが観測されるという
ことは、周方向で閉じた構造があることが期待できる。
DWNT で 2 つの RBM スペクトルが観測されても、そ
れが 1 つの DWNT の内側と外側の RBM であることは
期待できない。共鳴条件は一般に内側と外側の CNT で
異るので、2 つの DWNT の内側もしくは外側が観測さ
れたと判断すべきである。一本の DWNT でレーザーの
エネルギーを連続的に変化させてラマンスペクトルを測
れば 、 1 つの DWNT の内側と外側の RBM であるとい
うことができる。

3.3.2

G バンド

1585cm−1 にあらわれるラマン活性モード。グラファイ
トの LO (縦光学モード ) TO (横光学モード ) がブリルア
ン領域の中心である Γ 点で縮退 (エネルギーが等しくな
り) し 、 群論で E2g 対称性を持ちラマン活性になること
による。CNT の場合には、この G バンドが G+ (1590
cm−1 , LO) と G−(直径 1 nm の CNT で 1570 cm−1 ,
TO) に分裂する。G+と G− の分裂幅は直径の 2 乗に反
比例する。これは、G− バンドが、ナノチューブの曲率に
関係して振動数が小さくなるからである。金属 CNT の
場合の G− は、半導体 G− より低い振動数 (1550 cm−1 )
になる。金属 CNT の G− は、Brite-Wingner-Fano 関数
に合うのでプラズモンとフォノンの相互作用と考えられ

3.3. ラマンスペクトルの種類
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ていたが、近年はフォノン振動数に対するコーン異常と
して理解されている。

3.3.3

D バンド

1350cm−1 にあらわれる欠陥に起因するバンド。結晶
性と密接に関わっていて、欠陥が多い結晶の場合には D
バンド の強度が大きい。また、微結晶のサイズに反比例
して、また入射エネルギーの 4 乗に反比例して、強度が
変化することが知られている。
D バンド のラマン周波数は入射光のエネルギーに依
存して、レーザのエネルギーが 1eV 大きくなると ほぼ
線形に 53cm−1 だけ D バンド のラマン周波数が大きくな
る。1350cm−1 の周波数の値は、波長 515nm (2.41eV) の
緑色の Ar-Kr レーザの光による値である。この周波数
が変化する理由は二重共鳴 Raman 分光の理論で定量的
に説明できる。重要な点は、D バンド のフォノンモード
は Γ 点のフォノンではなく、K 点付近 (六角形のブリル
アン領域の角) のフォノンが関係している点である。

3.3.4

G’ バンド

2700cm−1 にあらわれるラマンスペクトル。D バンド
のフォノンの倍音であるが、シグナルと結晶性には直接
関係がなく、欠陥が無くても常に G バンド に匹敵する
強度を持つ。G’ バンド のラマン周波数は、D バンド と
同じく入射光のエネルギーに依存して、レーザのエネル
ギーが 1eV 大きくなると ほぼ線形に 106cm−1 だけラマ
ン周波数が増加する。D バンドど 同様二重共鳴 Raman
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分光の理論で定量的に説明できる。

3.3.5

その他のバンド

その他にも、850cm−1 (oTO), 800-1200cm−1 (IFM), 1605cm−1
(D*) 1700cm−1 (M), 1850cm−1 (C-chain), 1900-2000cm−1
(iTOLA), 2060cm−1 (C-chain), 2450cm−1 などに微弱な
スペクトルがあることが観測されている。いずれもラマ
ン活性モードではなく、欠陥が起因して強度が発生して
いるものであるが 、CNT の同定に役立てることができ
る。詳細の議論は文献に譲る。

3.4

ラマン散乱と発光の強度

ラマン散乱と発光の強度は、吸収、緩和、発光の 3 つ
のプロセスが直列につながった高次のプロセスになる。
それぞれのプロセスの強度の積が全体の強度になる。著
者のグループの計算によって求められている。
結論を先に言えば 、ラマン散乱と発光の強度は直径に
も、螺旋度 ((n, m) のカイラル角で定義されるもの。ジ
グザグ型 CNT で 0 度、アームチェア型 CNT で 30 度
である。) にも強く依存することがわかっている。した
がって単に強度が強いからといって、その CNT が多く
存在することには限らない。この強度依存性を理解して
いると、観測が困難なラマンスペクトルが何であるかを
知ることができる。

3.4. ラマン散乱と発光の強度

3.4.1
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発光の強度

発光分光においては E22 での誘導吸収、E22 からの
緩和としての電子格子相互作用、E11 自然放出の行列を
計算し 、その積で発光強度が (n, m) の関数として与えら
れる。
光の吸収と放出は双極子相互作用で与えられる。電子
のフォノンの吸収と放出は電子格子相互作用で与えられ
る。双極子相互作用および 、電子格子相互作用はそれぞ
れ、< c|∇|v > および 、< c|∇V |c > という量子力学の
行列で与えられる。ここで c, v は 伝導帯、価電子帯の
波動関数を表し 、∇V は、原子ポテンシャル V の格子
変形に伴う変化 (変形ポテンシャル ) である。この 2 つ
の行列はベクトルの形をしていて、実際の強度は、それ
ぞれ光の電場ベクトル、格子振動の振幅ベクトルとの内
積を取ることで得られる。
双極子相互作用の計算をすると、吸収の行列の値は吸
収の起きる ブリルアン領域の K 点 (六角形の頂点) の周
りを一周すると符合を反転する、異方的な結果を得た。
これはすなわち、光の分極ベクトルの方向を変えると強
度が変化するという異方性を示している。この特殊な電
子状態の状況は、ナノグラファイトの実験で確認されて
いる。
光の吸収は、K 点 (2 次元の 6 角形のブリルアン領域の
角に相当する点) 付近の等エネルギー面内で起きる。グ
ラファイトの格子の場合には、K 点と等価な K’ 点の 2 つ
の等エネルギー面があることが特長であり、K 点付近の
エネルギーバンドが線形であることも CNT や グラファ
イトの特殊事情である。異方性もこの特殊事情を反映し
たものである。最近はこのグラファイトの量子効果を積
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極的に利用しようという試みが多く報告されている。

3.4.2

フォノンによる散乱

フォノンによる散乱は、電子の非弾性散乱である。散
乱は、電子とフォノンの散乱の前後でエネルギーと運動
量が保存される条件でおこる。光で励起された電子は、K
点の周りの等エネルギー面のいずれかの k の値を取る。
運動量 q のフォノンを放出する場合には、電子は k − q
の値に散乱される。この時電子の散乱前と散乱後のエネ
ルギー差がフォノンのエネルギーになっていることがエ
ネルギーと運動量が保存される条件である。
実際には、この条件を満す散乱は複数個 (24 個) 存在
する。K 点の等エネルギー面内で散乱する谷内散乱と、
K 点と等価な K’ 点の 2 つの等エネルギー面間で散乱す
る谷間散乱の 2 種類があり、それぞれ Γ 点、K 点の フォ
ノンモードが散乱に関わる。また電子の 1 次元のエネル
ギーバンドで、群速度の向きを変えない前方散乱と向き
を変える後方散乱がある。グラファイトのフォノンモー
ド は 3 x 2 = 6 個あるので 、電子格子相互作用を考え
るときには一つの始状態に対し 2 x 2 x 6 =24 個の終
状態があり、それぞれについて相互作用を計算すれば良
い。計算結果は複雑であるが、詳細な解析がおこなわれ
ているので必要に応じて文献等を参考にされたい。ここ
では、多くの散乱プロセスが存在することを理解いただ
ければ十分である。

3.4. ラマン散乱と発光の強度

3.4.3
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発光強度およびラマン強度の結果

計算によって得られた主な結果だけをまとめると、(1)
(直径依存性) 発光もラマン強度もナノチューブの直径が
大きく (2nm) なると急速に減少する。(2) (発光の螺旋度
依存性) 発光の強度は、アームチェア型の螺旋度 (カイラ
ル角が 30 度に近い) ものがジグザグ型の螺旋度 (カイラ
ル角が 0 度に近い) より大きい。(3) (ラマン強度の螺旋
度依存性) ラマン分光の強度の螺旋度依存性は、RBM は
ジグザグ型の螺旋度の方が比較的に大きい。発光強度と
RBM 強度は相補的であることがわかる。
G-band のフォノンの場合には、ナノチューブでは G+
と G− の 2 つの ピークに分裂するが 、G+ は螺旋度依
存性は無く、G− は RBM と同じ螺旋度依存性がある。
したがって 、アームチェア型の螺旋度に近い CNT は 、
G+ と G− の強度比が 1 に近いが 、ジグザグ型の螺旋
度の場合には、G− の強度が 0 に近く、G+ しか観測さ
れない。
ラマン分光や発光分光の相対強度を計算で得ること
ができるので、実験の相対強度と比較することで、ナノ
チューブ試料中の (n,m) の数分布を評価することができ
るようになった。共鳴ラマン分光で、 (n,m) の数分布を
評価するためには、測定する直径に共鳴するレーザーの
エネルギーをほぼ連続的に用意する必要がある。ブラジ
ルのミナスジェライス大学のピ メンタ教授グループがこ
の装置を持ち、難しい評価に大きな成果を得ている。
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最近の展開、励起子

試料評価をする上で、基本的に本解説の知識で十分で
ある。最近の研究の展開として、励起した電子とホール
の間にクーロン引力があり励起子を作ることが実験で明
らかになっている。Si などの半導体でも励起子の存在は
知られているが 、束縛エネルギーが非常に小さいので、
4K 程度の極低温でないと観測ができない。したがって
室温では励起子は考えなくて良かった。
しかし CNT の場合には、励起子の束縛エネルギーが
0.5eV ぐらいになる場合もあり、室温でも励起子として
存在することがわかっている。励起子の効果として、波
動関数が実空間で局在し発光強度が非常に強くなること
があるが、(n, m) の相対的な変化においては特筆すべき
変化はない。現在励起子に固有の現象を見つけるべく研
究が進められている。

3.5

まとめ

ナノチューブの分光は、計算と実験との検証で定量的
にかなり分析が総合的に行うことができる。しかし 、関
連する文献などが非常に多くあるので、データの詳細を
知る場合には経験者に意見を問うのがよい。この場合に
は共鳴ラマン分光や発光分光の生のスペクトルが必要で
ある。また、使用した光源のエネルギー、光源の単位面
積あたりの強度、試料の作成方法、CNT の入手先など
が必要な条件である。マクロな大きさを持った試料の場
合には場所を変えて測定をとり、空間的な変化を確認す
ることが必要である。

3.5. まとめ
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特にラマン分光、発光分光はナノチューブの存在比を
評価するのに標準的な方法となっているので、今後ます
ます、定量的な試料評価を分光学の理論実験で協調して
進めていくことが必要である。
謝辞: 本稿に関する研究の一部は、文部省科学研究費
『異常量子物質の創製 - 新しい物理を生む新物質 - 』(課
題番号 16076201) による成果である。論文の多くの共著
者との共同研究であり、新しい展開を産み出してきた共
同研究者の皆様に感謝する。
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1) “カーボンナノチューブの基礎と応用” 齋藤 理一郎，
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図 1 : 半導体 CNT の電子の価電子帯のサブバンド と伝
導帯の状態密度 (2 つずつ表示)。エネルギーサブバンド
のバンド 端で発散しているのがわかる。フェルミエネル
ギーをはさんで、状態密度の発散点を結んだエネルギー
が E11 (発光), E22 (吸収) である。

3.5. まとめ

19

(a)

1
E1

E22

(b)
E11m

E22s

E33s

図 2 : (a) CNT の発光強度スペクトル、x, y 軸が 吸収の
エネルギー、発光のエネルギー であり、z 軸方向が発光
強度になっている。ピークは一つの (n, m) に対応し 、そ
の吸収エネルギーが E22 、発光エネルギーが E11 である。
(b) CNT の共鳴ラマンスペクトル、x, y 軸が RBM 周波
数と励起レーザエネルギー z が RBM ラマン強度。ピー
クの集まりがファミリー。半導体 CNT の E22s, E33s,
金属 CNT の E11m と共鳴しているピークを示す。
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図 3: 片浦プロット、共鳴ラマン分光の共鳴エネルギー Eii
と ωRBM (= 248/dt ) の関係。数字は、(n, m) の 2n + m
のファミリーの値。●, ○はそれぞれ実験値、計算値。

