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和文要旨

最近ナノチューブの研究では、ナノチューブ 1 本を取り出し
て半導体デバイス等に応用する研究が盛んに行われている。
直径が 1nm のカーボンナノチューブを『見よう』とすると、
操作プローブ顕微鏡のような原子を見る道具が必要である。
しかしナノチューブが 1 次元の結晶であることを利用すれ
ば、共鳴ラマン効果で固体構造を同定できる。電子状態の
量子効果と格子振動の解析によって、一本のナノチューブ
の構造を共鳴ラマンスペクトルで観測することに成功した。
半導体素子となるナノチューブの応用上重要な解析手法と
して注目されている。
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英文要旨

Recently a single nanotube is extracted and used as a semiconductor device. Observing a carbon nanotube whose diameter is 1nm, has required an atomic resolution scanning
probe microscope. Here we have succeeded in assigning the
atomic structure of an isolated single wall nanotube, using
the singular electronic structure of a carbon nanotube and
phonon dispersion relation. Raman spectroscopy will be
an important tool for the application of a semiconductor
nanodevices.
Keywords: carbon nanotube, resonant Raman spectroscopy,
semiconductor devices, single nanotube technology
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1

カーボンナノチューブの立体構造と分類
カーボンナノチューブは直径が約 1nm、長さが約 1m の

炭素だけからなる円筒形の物質である。円筒の中心部は真
空である。カーボンナノチューブは Si 半導体の微細構造よ
りも約 100 分の 1 ぐらい細い。また螺旋度と呼ばれるナノ
チューブの立体構造の多様性によって、その電子構造が金
属にも半導体にもなり得るという他に類をみない性質をも
つ。ナノチューブを用いたダイオード、トランジスターはす
でに作られ、現在集積化に向けて技術的進歩と開発競争が
繰り広げられている。ナノチューブの様々な展望の話は今
回は基本文献に譲り、本稿では我々の研究紹介として一本
のナノチューブの共鳴ラマン分光に関する成果を報告する。
ナノチューブを構成する円筒面は黒鉛 (グラファイト) の
六方格子面であり、任意の螺旋構造をもつことが知られて
いる。実際円筒面の一部を展開図上 (図 1) で表すと長方形

(OAB'B) になるが、その 1 辺 OA を赤道に相当する辺に、
もう 1 辺 OB を円筒軸方向にとることができる。 OB と AB'
はなめらかにつながり円筒面を作る。赤道方向の辺 OA を
六方格子の基本格子ベクトル a1 , a2 に分解すると、 OA =

na1 + ma2

 (n; m) のように 2 つの整数 (n; m) で一つの

ナノチューブの立体構造を表すことができる (図 2 参照)。
逆に (n; m) を定めると OA に垂直な OB の辺も一意にきま
り、 1 次元の単位砲を作る。ナノチューブの基礎に関する
詳細は文献 1,2 を参照されたい。
話を進める上で必要なことは、『ナノチューブの立体構造
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は (n; m) で一意に決まる』ということである。 OA を  で
割れば直径が求まり、ナノチューブ軸方向の周期 OB=T も、

n; m の関数として求まる。我々は螺旋度 (n; m) に依存した
固体物理を展開してきた。
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電子状態：金属か半導体であること
ナノチューブの電子状態は、どんな螺旋度であっても赤道

方向に周期境界条件をもつ。したがってナノチューブの赤
道方向の波数は離散的であり、有限個 (N 個) である。この

N も n; m の関数として与えられている。一方軸方向の波数

0

は連続的である ( =T < k < =T )。ナノチューブの N 個
の 1 次元エネルギーバンドは、 2 次元グラファイトのエネル
ギー分散関係を、赤道方向に相当する波数方向を離散化す
れば得られる。

2 次元グラファイトの電子状態は非常に特殊で、価電子帯
( バンド) と伝導帯 ( 3 バンド) と接するゼロギャップ半導
体である。しかも 2 つのエネルギーバンドが接する点は、

6 角形のブリルアン領域の角の K 点だけである。この 2 次
元グラファイトの電子状態を離散化することは、 2 次元エ
ネルギーバンドを等間隔に切ることに対応するが、切口 (1
次元 !) が K 点を通る場合と通らない場合が考えられる。 K
点を通る場合が金属で、通らない場合はギャップのある半
導体ナノチューブになる。
金属の場合、フェルミエネルギーでの状態密度が有限で
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あることが必要である。 2 次元グラファイトはフェルミエ
ネルギーでエネルギー分散関係は k に比例 (E
形分散) し、状態密度 (D (E )

/ jkj、

線

/ jE j) はフェルミエネルギー

(E = 0) で 0 になる。ところが話をナノチューブにすると、
同じ線形分散でも 1 次元の場合は状態密度がフェルミエネ
ルギーで有限になる (図 2 参照)。このようにナノチューブが
金属であるためには、 1 次元性が本質的である。
計算によると螺旋度 (n; m) で n

0 m が 3 の倍数のと

きは金属で、 3 の倍数でない場合には 半導体になる。例え
ば (6; 6), (12; 0), (10; 10) は金属であるが、 (8; 3), (11; 0),

(11; 4) は半導体になる (図 2 参照)。半導体の場合にも、必
ず切った 2 つの切口の 3 等分点に K 点がくるので、ギャッ



プの大きさ (0 1eV) は 2 つの切口の間隔に比例、即ち半径
に反比例する。ナノチューブのエネルギーギャップと半径の
関係は、我々等によって 1991 年に理論的に予想し、 1998
年に Wildoer が走査トンネル顕微鏡 / 分光 (STM/STS) で
確認した。

p

1 次元のエネルギーバンドのバンド端は、状態密度が 1= E 0 E0

で発散するファンホーブ特異性がある。従ってナノチューブ
の状態密度は、ファンホーブ特異点のエネルギーが  バン

ドと  3 バンドでいたるところにあり (図 2)、光の選択則を

考慮するとフェルミエネルギーを中心にして対称な特異点
の部分で光吸収が非常に強くなることがわかっている。こ
の エネルギー差を以下 Eii と記す。金属的なナノチューブ

に起因するものを EiiM 、半導体ナノチューブに起因するも
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のを EiiS とする。 Eii と 入射光エネルギーが等しいとき、
共鳴ラマン効果が顕著になる。この原理を利用して我々は

1 本のナノチューブの測定に成功した。

3

ナノチューブの共鳴ラマン効果
ラマン効果とは、光と物質との相互作用でフォノン (格子

振動) を放出 (Stokes) または吸収 (Anti-Stokes) する効果で
あり、散乱光のエネルギーシフトからフォノンのエネルギー
を調べ、物質の構造を解析する手段である。特に入射光 (ま
たは散乱光) のエネルギーが物質の光吸収に相当するエネル
ギーの場合には、ラマン強度が大きく (1000 倍程度) なる。
これを共鳴ラマン効果とよぶ。さらに、表面に金属微粒子
コロイドを塗布すると、金属微粒子に接したナノチューブ
のラマン強度が非常に (10 の 10 乗ともいわれている) 大き
くなる表面増強ラマン分光 (surface enhanced Raman spec-

troscopy、 SERS) などが知られている。
1993 年に飯島らが初めて合成した単層の (円筒面が一層
の) カーボンナノチューブでは、ナノチューブどうしが 100
本以上集まった束状 (rope) になっていた。 1 つの束の中で
も半径も螺旋度も異なるナノチューブが混在するので、 1 本
のナノチューブの構造を解析することは不可能に思えた。
しかし 1996 年に Rao らが、共鳴ラマン分光を用いると選択
的に特定の半径のナノチューブを観測できることに成功し
た。即ち、入射光のエネルギーが電子状態密度のファンホー
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ブ特異点の間の遷移エネルギーと等しいナノチューブだけ
が強いラマン強度をもつ選択性を利用したのである。 1998
年に片浦は、この遷移エネルギーの値をいろいろな (n; m)
の値に関して、直径の関数としてプロット (以下片浦プロッ
ト) した。片浦はレーザアブレーション法によって作られる
ナノチューブの半径を、触媒や生成温度によって制御でき
ることを見いだし、生成したナノチューブの直径分布を共
鳴ラマン効果で観測されるいわゆるブリージングモードの
周波数から割り出した。
ここでブリージングモードとは、ナノチューブの直径が振
動する全対称音響モードである。すべての原子が同位相で
動くので、低振動数 (400cm01 以下) で強い強度で観測され
る。もともとこの低振動数の領域は、グラファイトではラ
マン活性モードが存在しないこと、またブリージングモー
ドの周波数は直径 (dt nm) に逆比例 (248/dt cm01 ) すること
を 1997 年に坂東や我々が理論的に明らかにしていたので、
ブリージングモード振動数から直径を割り出すことができ
る。我々は以下に示すが、この共鳴ラマン効果をもちいて
直径分布だけでなく、ナノチューブの螺旋度 (n; m) までも
決めてしまうことができたというのが、本稿の本題である。
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一本のナノチューブのラマン分光
1999 年の夏、 MIT に来た Kneipp はナノチューブ束を液

体中で超音波分散させ表面増強ラマン分光を用いて、分散
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した一本のナノチューブのラマンスペクトルを観測するこ
とに成功した。光学顕微鏡では一本のナノチューブは小さ
すぎて見えない。そこで何も見えないところにナノチュー
ブがあるはず、と見切りをつけて金属微粒子に直径 1m の
光を当てると、何回かに一回ナノチューブの特徴的なラマ
ンモードである高振動数側 (1590cm01 ) のグラファイトのラ
マン活性の光学モード (G バンド) を観測することができた。
ナノチューブの場合はこの G バンドモードが基本的に 6 つ
のモードに分裂する。 1997 年に糟谷らは G バンドの分裂幅
は、グラファイトのフォノンの分散関係にそって分裂し、半
径にほぼ反比例することを示した。一本のナノチューブの

1 つのスペクトル幅は、自然幅に相当する 8cm01 程度であ
り、 G バンドの分裂を SERS で明確に示すことが可能になっ
た。
一本のナノチューブの測定の成功は、入射光の光線の直
径が 1m のマイクロラマン分光による成果であり、各国で
マイクロラマン分光をもちいた研究が活発になる。 2000 年
に Hafner らは、 2nm 程度の大きさの触媒超微粒子と気相化
学蒸着 (Chemical Vapor deposition, CVD) をもちいて、

Si 表面に孤立した単層ナノチューブを成長させることに成
功した。同様な研究は現在松本らによっても精力的に進め
られている。この試料は、 1m 四方の大きさに数本のナノ
チューブが孤立して成長できる。この試料をもちいて、 2000
年に Jorio らは共鳴マイクロラマン分光を用いて、一本のナ
ノチューブのラマンスペクトルを測ることに成功した。光
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の直径が 1m 内に数本のナノチューブが存在するが、共鳴
の条件を満たす確率は 1/50 程度であるので、実際の測定で
は 10 回に 1 回程度ラマン強度が観測されるぐらいである。
あまりナノチューブの表面密度を小さくすると、測定され
る確率が少なくなるので実験が困難になる。あまり多すぎ
ると、一つの光のスポットに 2 本以上ののナノチューブのシ
グナルが共鳴する。我々は実験で得られた 42 本のナノチュー
ブのブリージングモードからすべての (n; m) を矛盾無く再
現する片浦プロットの 2 つの理論的パラメータを決め、同
定することに成功した (図 3)。図 3(b) では、半径の逆数の
関数 (1/dt ) で遷移エネルギー Eii を片浦プロットをしたもの
である。 1.58eV の入射光に対して、

60:1eV

の共鳴幅を

仮定して、実線の間に入る点が共鳴条件を満す (n; m) であ
る。それぞれの丸と + の点は、それぞれ金属、半導体ナノ
チューブの (n; m) に対応している。共鳴幅に入る点に対応

するブリージングモードの周波数 (248/dt cm01 ) とその強度
を図 3(a) に示した。このデータを詳細に調べると (n; m) を

1 対 1 に対応することに成功した。 2000 年の夏に MIT に
いった『出稼ぎ先での成果』である。
さらに Jorio らは入射光のエネルギーをエネルギー可変レー
ザーを用いて共鳴条件を調べ、一本のナノチューブのラマ
ンシグナルの共鳴のエネルギーの幅がわずかに 20meV であ
ることを見いだした。従って、ファンホーブ特異点の間の遷
移エネルギーのわずかな違いでも装置を選べば感度よく分
離でき、この実験方法の精度を確認してみせた。
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一般に共鳴ラマン効果の共鳴条件は 2 つあり、入射光の
エネルギーに共鳴する場合と、散乱光 (入射光

6 フォノン)

に共鳴する場合がある。ブリージングモードのフォノンの
エネルギーが、直径 1.4nm のナノチューブでは 20meV 程度
であり、入射光と散乱光のエネルギー差が共鳴の幅の主な
起源である。 Souza Filho らは 一つの入射光のエネルギー
に対する一本のナノチューブのブリージングモードの Stokes
と Anti-Stokes のラマン強度の比が、入射光と散乱光のエネ
ルギー位置が結合状態密度のどこに存在するかによって決
まり、これを利用して (n; m) をより高い精度で定める方法
を見いだした。通常のラマン分光では、 Anti-Stokes のラマ
ン強度が Stokes の強度より小さいのであるが、共鳴ラマン
の場合には強度が逆転することがある。この解析でもちい
た 2 つの理論的パラメータを有効数字 3 桁までフィッテイン
グして出すことが出来た。この値は同じ実験を独立に別の
サンプルで行っていた Yu らも驚くべきことに 3 桁とも一致
した値をだし、この方法の正確性を裏付けた。
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現在のナノチューブのラマン分光の展開
現在は各国で、原子間力顕微鏡 (AFM) でナノチューブの

場所を決め、同時にナノチューブの共鳴ラマン分光を行う
装置が稼働しているはずである。またより細い光のビーム
が可能である近接場光を用い、さらにエネルギー可変領域
の広いレーザを組み合わすと、一本のナノチューブで複数
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の共鳴条件でラマンシグナルを得ることができるので、 (n; m)
の同定を決定的にすることが可能である。この方法は従来
の SPM(STM/STS) を用いる方法より高速 (1 分以内) に実
験ができる。各国の研究者がナノチューブ国家プロジェク
トでそれぞれ工夫をこらした装置を組み立てて研究にしの
ぎをけずっている。工夫、金力、人力、そして良い理論家を
有するところに勝利がある。腕の見せどころだ。
このような装置の意義は、単にラマン分光をナノチュー
ブ科学に適用するだけでなく、半導体としてのナノチュー
ブの評価に利用できるところにあろう。現在の生成法では
おおよそのナノチューブの半径を制御して作成することは
できるが、螺旋度まで制御することはできない。当然のこ
とながら、半導体と金属をも分離して作ることもできてい
ないのである。 Collin らは最近、空気中で電流を過剰に流
すことで金属ナノチューブを選択的に焼いてしまい、半導
体ナノチューブだけを残し半導体デバイスとして \NOT" の
回路を作った。これは単純ではあるが大変特筆すべき方法
である。さらに共鳴ラマン分光を用いれば短時間でナノチュー
ブの同定ができるので、ナノチューブを『ナノピンセット』
でつまんで集積回路のところに移動する技術と併せて、集
積回路を組み上げることが可能である。このようにナノメー
トルの世界でラマン分光は見る道具として最も有効な手段
となり、『見る』ための基本的な技術はすでに完成したと
申し上げる。あとは手足となる部分と、 Si とは全く異った
集積回路プロセスを確立することが緊急課題となるはずで
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ある。
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図注
図 1 2 次元グラファイトの六方格子. O と A、 B と B' を
つなぐと、 (4,2) の単層ナノチューブができる。
図 2 状態密度 (左) と立体構造 (右)。上から (6,6) アームチェ
アナノチューブ, (8.3) カイラルナノチューブ, (11,0) ジグザ
グナノチューブ。
図 3 (a) 実験の 42 個の異るスポットで観測されたブリージ
ングモードの周波数と、強度。 (b) 計算したエネルギー差

Eii を直径の逆数 1=dt でプロットしたもの。

0

= 2:9 eV と

!RBM = 248=dt の関係式を使っている。丸は金属ナノチュー
ブ (EiiM )、十字は半導体ナノチューブ (EiiS )。
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