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Many-Body Effects of Exited States and Optical Response in Single-Walled Carbon Nanotubes

Arao NAKAMURA,* Takeshi KOYAMA,** and Satoru SHIMIZU**

 The optical properties of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) are governed by excitonic re-
sponses due to the one-dimensional (1D) character of nanotubes. In 1D systems, the Coulomb 
interaction between an electron and a hole is enhanced to a remarkable extent, and the screening of 
Coulomb interaction by free electrons is reduced. As a result, excitons with a large binding energy are 
formed for both semiconducting and metallic SWNTs. Due to such enhanced Coulomb interactions, 
many-body interactions among electrons, holes, excitons and their complexes play an important role in 
optical response in SWNTs. In this study we report exciton dynamics in semiconducting SWNTs with 
high density excitations and dynamical processes of trions (charged excitons) in highly p-doped 
semiconducting SWNTs. In highly excited (6,4) SWNTs with a diameter of 0.69 nm, femtosecond 
transient absorption measurements reveal the efficient Auger recombination due to exciton-exciton 
scattering. The Auger recombination coefficient is as high as (4.3±1.8)×1011 mm s–1, which is about 
4×103 times larger than that in CdSe nanorods with a diameter of 4.6 nm. Since the initial exciton 
number created in a nanotube is saturated at high excitation densities by the efficient Auger process, the 
Mott transition of excitons is suppressed. In (6,5) SWNTs with a hole density of 0.97 nm–1, a trion is 
formed from an exciton and a free hole with a time constant of 60 fs, and decays in 440 fs. The hole 
density dependence of the formation time yields a formation rate of 1.7×1013 nm s–1. From the linear de-
pendence of the trion decay rate on the hole density, it is found that the trion decay is governed by both 
a trion-hole Auger recombination process and an internal Auger recombination process. The observed 
high efficiencies of Auger processes dominate over the radiative recombination rate of trions, which is 
the intrinsic nature of excitonic complexes in SWNTs.

１．はじめに
　単層カーボンナノチューブはグラファイトのシート
（グラフェン）を丸めた円筒状の物質であり，二本の
チューブが入れ子になったチューブを二層カーボンナノ
チューブ，さらに多数のチューブから構成される場合を
多層カーボンナノチューブと呼ぶ．グラフェンの電子状
態は二次元的であるが，チューブの直径が1～数nmで
あるために電子の波長の整数倍が周長に等しくなる条件
で運動量（波数）が量子化されて電子の運動はチューブ
軸方向の一次元的になる．その結果，チューブ軸方向で
は電子状態は分散のある一次元バンドになり，直径が小
さいほどその一次元性が強くなる．グラフェンを構成す
る六方格子の基本格子ベクトルa，bを用いて，カイラ
ルベクトルCを

 C a b= + ≡n m n m( , )  （1）

と定義すると，単層ナカーボンナノチューブの立体構造
は，nとmを整数として（n,m）で一意に決まる．チュー
ブの周長Lは

 L a n m nm≡ = + +C 2 2  （2）

であり，直径Dは

 D a n m nm= + +2 2 π  （3）

で与えられる 1）．ここで，a = |a| = |b| = 0.249 nmである．
従って，カイラル指数（カイラリティ）と呼ばれる
（n,m）が与えられるとその直径が決まることになる．さ
らに，カイラル指数に対応して金属または半導体のバン
ド構造が決められる．n – mが3の倍数のとき金属型，そ
れ以外では半導体型のバンド構造になる．図1（a）に示さ
れるように，質量が0になるグラフェンの電子に由来す
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射スペクトル 3）や共鳴レーリー散乱 4）の実験から励起子
の存在が確かめられている．従って，図1aのM11遷移は
正確には励起子遷移である．通常の測定法では励起子か
らの発光を観測することは困難であるが，筆者らはフェ
ムト秒時間分解分光を用いて，励起子の寿命は自由電子
との衝突イオン化のために約40 fsという非常に短い寿
命になることを明らかにした 5）．
　一方，半導体ナノチューブに電子または正孔をドープ
した系においてもクーロン相互作用の遮蔽効果が抑制さ
れるために励起子は安定に存在し，ドープ濃度に依存し
て励起子とキャリヤの多体的な相互作用が現れることが
期待される．電子や正孔がドープされた半導体量子井
戸，量子ドットでは，電子または正孔と励起子が結合し
たトリオン（荷電励起子）が形成されることが知られて
いる 6-8）．励起子が水素原子と類似であると同様に，こ
れは水素イオンH-，H2

+に類似の複合粒子である．化合
物半導体のトリオン束縛エネルギーが数meVであるの
に対し，半導体ナノチューブでは約50 meVになること
が最近の研究により明らかになっている 9-11）．
　半導体ナノチューブを強く光励起すると，励起子間の
相互作用が重要になる．２個の励起子が結合した励起子
分子の存在が予測されていたが，発光や単純な過渡吸収
の実験からは励起子分子は観測されていなかった．しか
し，ごく最近になってフランスのグループの詳細な非線
形分光の実験によって半導体ナノチューブの励起子分子
が観測された12）．励起子分子形成の密度よりさらに高密
度に励起すると，励起子系が金属化することが期待され
る．水素原子気体を高密度にして原子間距離を小さくす
ると，絶縁体であった系が金属化する可能性が古くから
議論されている．N. F. Mottが提唱したので，これは
モット転移と呼ばれている．しかし，現実の励起子系で
は 励起子同士の衝突に伴ったオージェ再結合過程によ
る励起子消滅が起こるので，モット転移はこの消滅過程
との競合になる．このような多体的な相互作用による
オージェ過程は，キャリヤ・励起子・トリオン相互作用
が重要なキャリヤドープ半導体ナノチューブにおいて顕
著になると思われる．本稿では，強く光励起された半導
体ナノチューブにおける励起子－励起子オージェ過程と
それに伴う非平衡フォノンの緩和ダイナミクス，および
正孔がドープされた半導体ナノチューブにおける励起子
からトリオンの生成過程とトリオンのオージェ過程につ
いて報告する．

２．強励起（6,4）ナノチューブの励起子オージェ
再結合過程と非平衡フォノンの緩和

2.1	 吸収スペクトルと発光ダイナミクス
　本実験では，二層ナノチューブ分散溶液に超音波照射
して外層ナノチューブから単層ナノチューブを引き抜

る直線状のバンドはE=0で有限の状態密度をもつので，
このナノチューブは金属となる．図1（b）は半導体型の
バンド構造を示し，主な伝導帯，価電子帯はそれぞれ3

つのバンドから構成される．電子状態が一次元的である
ために，状態密度は 1 E に比例し，バンド端でvan 
Hove特異性を示す．

　光学遷移は，図1の矢印で示されるようにチューブ軸
方向の偏光に対して許容遷移となる．光励起された電子
と正孔はクーロン引力によって束縛状態である励起子を
形成する．金属チューブのバンド間の遷移をM11遷移と
呼び，半導体チューブの1番目の価電子帯と伝導帯によ
る励起子遷移をE11，２番目の価電子帯と伝導帯のそれ
をE22，３番目の価電子帯と伝導帯のそれをE33遷移と呼
ぶ．理想的な一次元系では励起子の束縛エネルギーは発
散するが，現実の系では発散が抑えられて大きな束縛エ
ネルギーをもつ励起子が安定化する．束縛エネルギーは
カイラリティに依存し，半導体の（6,4）チューブ；420 

meV，（7,5）チューブ；310 meV，（9,4）チューブ；
380 meVなどである 2）．これらの値は室温の熱エネル
ギーに比べて1桁以上大きいので，室温における光学遷
移とそれに伴う光学特性は励起子効果に支配されてい
る．よく知られたGaAsなどの化合物半導体では，束縛
エネルギーは4~30 meVであるため液体窒素以下の低温
で励起子効果が重要になる．
　金属には多数の自由電子が存在するために電子－正孔
間のクーロン相互作用が遮蔽されるので，光学遷移には
励起子効果が現れない，あるいは励起子は安定に存在し
ないと言われている．しかし，金属ナノチューブでは一
次元性のために遮蔽効果が抑制されるので，50~100 

meVの束縛エネルギーをもつ励起子が形成される．反

図1：	カーボンナノチューブのバンド構造と光学遷移．（a）金属，
（b）半導体．
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き，さらに超遠心分離した単層ナノチューブ試料を用い
た．単層ナノチューブは水溶液中においてコール酸ナト
リウムで孤立分散になっている．図2は室温における吸
収スペクトルを示す 13）．種々のカイラリティをもつナノ
チューブの励起子遷移による吸収帯が観測され，これら
は1.6 eV 以下のエネルギー領域ではE11遷移，それ以上
ではE22遷移による励起子吸収である．この試料では
（6,5）半導体チューブによる吸収が最も強く観測され，
このチューブの含有量が多いことがわかる．本研究では
直径が0.69 nmの（6,4）半導体ナノチューブに注目す
る．1.55 eVのフェムト秒パルス光で励起し，E11遷移エ
ネルギー（1.41 eV）で測定した励起子発光の減衰曲線
を図3に示す 13）．パルスあたりの励起光子密度は3.3×
1013 photon/cm2であり，オージェ再結合過程が起きる閾
値の約1/5の励起密度である．減衰挙動は２成分の指数
関数で解析できる非指数関数減衰を示し，速い減衰時定
数t f = 7.0 ps，遅い減衰時定数t s = 24 psである．励起子
の捕獲中心の濃度がナノチューブによって異なるために

寿命に分布が生じ，ナノチューブの集合体としての減衰
挙動は非指数関数になる 14-16）．すなわち，励起子の再結
合過程は輻射過程ではなく，無輻射中心に励起子が捕獲
される無輻射過程で支配されている．
2.2	 過渡吸収の減衰挙動とその解析
　励起子間相互作用を調べるために，ポンプ光強度を広
い範囲で変えて励起子を高密度に生成し ,励起子吸収の
変化を観測した．これはポンプ・プローブ分光と呼ば
れ，本実験に用いたレーザーシステムはチタンサファイ
アレーザー発振器，再生増幅器，２台の光パラメトリッ
ク増幅器で構成されている．パルス幅は120 fs，繰り返
し周波数は1 kHzである．ポンプ光のエネルギーは
（6,4）ナノチューブのE22遷移に対応する2.10 eV，プ
ローブ光はE11遷移に対応する1.41 eVである．ポンプ
光で生成されたE22励起子状態からE11励起子状態へ緩和
時間は40~60 fsであるので 5,17），ポンプ光で生成された
E22励起子はパルス幅の時間内でE11励起子状態へ緩和し

図2：	半導体カーボンナノチューブの吸収スペクトル（室温）．E11

遷移領域：1.0~1.6 eV，E22遷移領域：1.6~2.9 eV．ポンプ・
プローブ分光におけるポンプ光とプローブ光のエネルギーを
図中に示す．

図3：	（6,4）半導体ナノチューブのE11励起子発光の減衰曲線．実
線は，速い減衰成分（破線）と遅い減衰成分（一点鎖線）で
合わせた２成分指数関数解析の結果である．

図4：	（6,4）半導体ナノチューブにおけるE11励起子遷移の吸収係
数変化–Da /aの減衰挙動．（a）ポンプ光の励起光子密度は，
下 か ら0.024，0.072，0.12，0.48，0.72，0.95，1.2，2.4，
4.8×1015 photon/cm2である．挿入図は0~1 nsの時間領域に
おける減衰挙動である（2.4×1015 photon/cm2）．（b）２分子
オージェ過程モデルによる解析結果を実線で示す．解析に用
いた励起子減衰レート（γ），オージェ再結合レート（CA），
初期励起子数の平均値（n0）を図中に示す．
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ている．図4aは，（6,4）ナノチューブのE11励起子に対
する吸収係数の変化分–Da /aの減衰曲線である 13）．ポン
プ光のパルス波形にほぼ追随して–Da /aが立ち上がり，
~3 psまで高速に減衰するが，励起光子密度が高い場合
には~1 nsまで続く遅い減衰成分が観測される（挿入
図）．励起光子密度を2.1×1013 photon/cm2から4.8×1015 

photon/cm2へ増加させると，0~1 ps付近における吸収
減少が増加し，吸収減少の回復は速くなる．一般に，強
いポンプ光の照射によって吸収係数が減少する原因とし
て次の３つのメカニズムが知られている．1）ポンプ光
によって生成された励起子が存在するためにプローブ光
に対する励起子遷移が阻害されて振動子強度が減少す
る，2）ポンプ光で励起されたキャリヤや励起子による
長距離のクーロン相互作用と短距離の交換相互作用に
よって吸収スペクトルのブロードニングやシフトが起こ
る，3）励起子緩和に伴って放出されたフォノンと励起
子の相互作用によって吸収スペクトルのブロードニング
やシフトが起こる．1）のメカニズムの場合，–Da /aの
時間変化は励起子数の減衰に対応する．このメカニズム
を仮定すると，図4aに見られる振る舞いは，2個の励起
子の衝突により一方の励起子が再結合し，そのエネル
ギーによって他方の励起子をE22励起子状態へ励起する
２分子オージェ過程を示唆している．
　観測された–Da /aの時間変化を次のモデルで解析す
る．1本のナノチューブに励起される励起子数はナノ
チューブによって異なる値をもつと考えられる．n個の
励起子が励起されたナノチューブを時刻 tで見出す確率
密度をr n(t)とすると，そのマスター方程式は次式で書か
れる 13）．
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ここで，γはオージェ過程がない場合における励起子減
衰レート（s-1），CAはオージェ再結合レート（s-1）であ
る．ナノチューブあたりの平均励起子数n(t)は

 n t n t
n

n( ) ( )=
=

∞

∑
1

ρ  （5）

で与えられる．さらに，r n(t)の初期分布はポアッソン分
布に従うと仮定する．すなわち，
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 （6）

ここで，n0はナノチューブあたりの初期励起子数の平均
値であり，吸収断面積と励起密度の積で与えられる．上
式の初期条件を用いると，（5）式の解は次式で与えられ

る 13）．
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ここで，z = 2γ /CAである．
　（7）式と–Da /a  ∝ n(t)の関係を用いて，–Da /aの実験
曲線にフィットさせた結果が図4bの実線である 13）．最
も実験結果を再現するn0を励起光子密度の低い順に図
中に示した．励起光子密度が1.2×1014 photon/cm2以下
では測定された全時間領域で実験曲線がほぼ再現されて
いるが，それ以上の励起光子密度の場合には~1 ps以上
の領域で計算と実験の不一致が顕著になる．この結果
は，観測された–Da /aに対して，n(t)に依存しない成分
が関与していることを示唆している．励起子密度を反映
した発光ダイナミクスは時定数~24 psで減衰しているの
で，~1 nsでは励起子は消滅してほとんど存在しないと
考えてよい．オージェ過程でE22励起子状態などの高い
エネルギー状態に励起された励起子はフォノンを放出し
てE11励起子状態に緩和する．（6,4）ナノチューブのE11

励起子のエネルギーは1.41 eVなので，1個の励起子の
緩和によって約7個のGフォノンが放出されることにな
る．このような非平衡光学フォノンと励起子の相互作用
によって吸収スペクトルのブロードニングやレッドシフ
トが誘起されるので，プローブ光のエネルギーにおける
吸収係数が減少すると考えられる．これは先に述べた3）
のメカニズムに相当する．非平衡光学フォノンは音響
フォノンに崩壊してフォノン系として準熱平衡状態にな

図5：	（6,4）半導体ナノチューブのE11励起子発光の減衰曲線と解
析結果．２分子オージェ過程による励起子消滅と非平衡フォ
ノン効果を考慮した解析結果を実線で示す．n0の値は，低い
励起光子密度から順に2，4，7，9，12，14，16，22，25，
29である．
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る．この緩和時間をt pとして非平衡フォノンの寄与を考
慮して，–Da /aを次式で書くことにする 13）．

 − = + −∆α α τa n t bn t( ) exp( )0 p  （8）

ここで，非平衡フォノン数は初期励起子数に比例するの
でn0を指数関数の係数として考慮した．上式に基づいて
解析した結果を図5に示す 13）．解析に用いたパラメー
タ ー CAの 値 は5.7×1011 s-1，t pの 値 は45.3 ps，aは
0.0181，bは0.0018，n0の値は励起光子密度に依存して
2から29の値である．測定されたそれぞれの励起光子密
度に対して，全時間領域で実験と計算は非常によく一致
する．
2.3	 考察
　オージェ再結合レートをCA＝5.7×1011 s-1とすること
によって，全ての励起光子密度に対して減衰挙動を再現
することができた．この値はこれまでに報告されている
ナノチューブの値（1.9×1011s-1～ 1.6×1012 s-1）にほぼ
一致する 16-19）．本実験で用いたナノチューブの平均長は
760±320 nmであるので，オージェ係数の値は（4.3±
1.8）×1011 mm s-1となる．この値を一次元半導体である
CdSeナノロッドと比べると，ナノチューブのオージェ
係数ははるかに大きい値であることがわかる．直径が
4.6 nm，長さが22~44 nmのCdSeナノロッドのCAの値
は1.8×109 s-1，オージェ係数は1.1×108 mm s-1であるの
で 20），ナノチューブのオージェ係数はその約4000倍大
きな値になっている．ナノチューブの場合，励起子の質
量が~0.2moでありCdSeの~2.6moに比べて軽いこと，
直径が0.69 nmなので一次元性が強くなり励起子－励起
子散乱レートが高くなるために，オージェ係数が大きな
値になると考えられる．
　1本のナノチューブに生成される平均励起子数と励起
光子密度の関係を図6に示す 13）．励起光子密度が2.4×
1013~1.2×1014 photon/cm2の範囲では，n0は励起光子密
度にほぼ比例して増加する．この傾きから励起光に対す

る吸収断面積が求まり，（6,4）ナノチューブのE22遷移
に対する吸収断面積の値は（5.4±2.4）×10-18 cm2であ
る．一方，4.8×1014 photon/cm2以上の励起光子密度で
は，n0は比例関係から大きく外れて飽和を示す．最も高
い励起密度（4.8×1015 photon/cm2）の場合，n0が励起
光子密度に比例すると仮定するならばn0は約300個にな
るが，実際に観測された値は29個である．このとき，
長さが760 nmのナノチューブにおける励起子間の平均
距離は約26 nmになる．励起子間の相互作用によって励
起子が不安定になる励起子モット転移は，励起子サイズ
程度の距離に励起子同士が近づいたときに起こると言わ
れている．半導体ナノチューブの励起子半径は1~3 nm

であるので，本実験の最高励起密度においてもその平均
距離はモット転移密度に対する距離の約1/10である．す
なわち，カーボンナノチューブではオージェ過程が高い
確率で起こるために，モット転移が抑制されていること
がわかった．
　吸収減少–Da /aの時間変化の解析において非平衡フォ
ノンによる励起子吸収のブロードニング効果を取り入れ
ることによって実験結果を再現することができた．これ
までに報告されている研究においても，励起子分布の減
衰時間よりも長い時間領域まで吸収変化が観測されるこ
とは知られていたが，その解釈は未解決であった．例え
ば，E22励起子の分布寿命は40~60 fsであるのに対して，
ポンプ・プローブ分光で測定されたE22遷移やE33遷移の
励起子吸収の時間変化は数10 psの長い時間領域まで観
測される 21,22）．E22遷移の励起子吸収の時間変化を励起
子分布の時間変化に対応させるならば，この結果には矛
盾がある．本研究の解析で求められた非平衡フォノンの
緩和時間（45.3 ps）は，光学型Gフォノンの位相緩和
時間（~400 fs23）），ラジアルブリージングモード
（RBM）の位相緩和時間（~2.5 ps23），~5 ps24））に比べ
てはるかに長い．このような長い緩和時間は，非平衡
フォノンが熱浴のフォノンと相互作用してエネルギーを
散逸して準熱平衡状態となり，さらに光励起前の熱平衡
状態に緩和する過程を反映していると考えられる．

３．正孔ドープ半導体ナノチューブにおける	
励起子とトリオンの生成・消滅過程

3.1	 試料作製と吸収，発光スペクトルの同定
　本研究ではCoとMoを触媒とした “CoMoCAT法” で
作製したナノチューブ粉末を出発原料とし， ゲルカラム
クロマトグラフィにより（6,5）半導体ナノチューブを
主に分離・精製した試料を用いた．単層ナノチューブは
界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム（SDS）の水
溶液中に分散している．図7aに分離・精製前後の試料
の吸収スペクトルを示す 25）．分離・精製前の吸収スペク
トルには（6,5）ナノチューブの他に（8,3），（7,5），

図6：	初期励起子数の励起光子密度依存性．挿入図は0~6×1014 

photon/cm2における拡大図．
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（8,4）ナノチューブなどの吸収帯が観測されるが，分
離・精製によって1.27 eVの（6,5）ナノチューブと1.42 

eV の（6,4）ナノチューブによるE11励起子吸収が支配
的になっている．さらに，図7bに示されるように，2~3 

eVの範囲に金属ナノチューブによる吸収が見られない
ことからそれらも除去されていることがわかる 25)．
（6,5），（6,4）ナノチューブの含有量は，それぞれ
74.1%，20.2%である．SDS分散溶液に塩酸を滴下する
ことによって半導体ナノチューブに正孔を添加した．
　図8は塩酸の滴下による吸収スペクトルの振る舞いを
示す 25）．滴下量の増加に伴って（6,5），（6,4）ナノ
チューブのE11励起子吸収は減少するのに対し，1.08 eV

と1.20 eVの吸収が増加する．E11吸収ピークエネルギー
からのエネルギー差は，それぞれ0.19 eV，0.22 eVであ
る．これらの吸収帯を（6,5）*，（6,4）*と名付けること
にする．吸収のスペクトルウェイトとキャリヤ密度との
関係 26）を用いて本実験における正孔密度を求め，その結
果を図中に示す．次に，（6,5）*，（6,4）*吸収とE11励起
子との関係を調べるために，正孔密度が~0.7 nm-1の試
料における発光励起マップを測定した．図9aに示される

ように，1.27 eVと1.42 eVの発光エネルギーで見られる
輝点は（6,5），（6,4）ナノチューブの励起子に起因し，
それぞれのE22遷移の励起による発光に相当する 25）．こ
れらの励起エネルギーに対応して，1.08 eVと1.20 eVの
発光エネルギーで輝点が観測される．図9bは未ドープ試
料と正孔ドープ試料の発光励起スペクトルである 25）．未

図7：	カーボンナノチューブの吸収スペクトル（室温）．（a）分離
精製処理前（黒線）および分離精製処理後（赤線）の試料，
（b）分離精製処理試料の0.9~4.1 eVのエネルギー領域におけ
る吸収スペクトル．

図8：	種々の塩酸添加量における半導体カーボンナノチューブの吸
収スペクトル．塩酸添加量と正孔密度を図中に示す．（6,5），
（6,4）はそれぞれのカイラルチューブのE11励起子吸収帯，
（6,5）*，（6,4）*はトリオン吸収帯を示す．

図9：	（a）正孔ドープ試料の励起発光マップ．正孔密度は0.7 nm-1

である．（b）未ドープ試料（黒線）と正孔ドープ試料（赤線）
の励起発光スペクトル．発光の検出エネルギーは，1.27 eV
（未ドープ試料），1.08 eV（正孔ドープ試料）である．
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ドープ試料の1.27 eV（E11励起子）で測定された励起ス
ペクトルはE22励起子遷移に対応する2.18 eVで共鳴ピー
クを示し，正孔ドープ試料では1.08eVで測定されたスペ
クトルが同様に2.18 eVでピークを示す．これらの結果
から，1.08 eVの（6,5）*発光は（6,5）ナノチューブの
トリオンに同定され，E11励起子発光とのエネルギー差も
文献値 9）に一致する．同様に，（6,4）*は（6,4）ナノ
チューブのトリオン発光である．
3.2	 励起子とトリオンの発光ダイナミクス
　励起子とトリオンが共存する系における励起子の安定
性とトリオンが生成し消滅する過程を調べるために，
（6,5）ナノチューブに注目してフェムト秒領域の発光ダ
イナミクスを測定した．図10aは未ドープおよび正孔
ドープ（0.97 nm-1）試料におけるE11励起子発光（1.27 

eV）の減衰曲線である 25）．未ドープ試料の減衰曲線は
２成分の指数関数的減衰を示し，速い減衰成分の時定数
はt f = 640±20 fs，遅い成分のそれはt s = 5.0±0.2 psで
ある．これまでの研究から，速い成分は数本のチューブ
がバンドルになったナノチューブによる発光，遅い成分
は孤立しているナノチューブによる発光に同定される．
正孔ドープ試料の減衰曲線も同様に２成分の指数関数的
振る舞いを示すが，その時定数はt f = 60±20 fs，t s = 

540±20 fsである．この遅い成分の時定数は未ドープ試
料の速い成分の時定数にほぼ一致するので，バンドル化
しているために十分にドープされなかったチューブがこ
の発光成分を与えると考えられる．
　図10bは正孔ドープ試料における（6,5）ナノチュー
ブの励起子発光（1.26eV）とトリオン発光（1.08eV）
の減衰曲線である 25）．トリオン発光は指数関数的な減衰
挙動を示しているが，時定数を520 fsとした曲線（実
線）は0 ps近傍の振る舞いを再現しないことがわかる．
このような振る舞いは，減衰曲線に立ち上がり成分があ

り，励起子からトリオンが生成する過程を示唆してい
る．そこで，トリオン状態のエネルギーが励起子のそれ
に比べて約0.2 eV低いことを考慮して，図10cに示され
るようなエネルギーダイヤグラムに対するレート方程式
モデルを考察する 25）．光励起する前の状態にはドープさ
れた正孔が存在するので，これを基底状態とし励起子＋
正孔とトリオンが励起状態となる．レーザーパルスによ
るE11励起子の生成項をG(t)とし，E11励起子密度を
NX(t)，トリオン密度をNT(t)とする．E11励起子の輻射再
結合レートをγ

X
r，無輻射中心への緩和レートをγ

X
nr，ト

リオン状態への緩和レートをγ
XT
とする．このとき，ト

リオンの生成項はγ
XT

NX(t)となる．また，トリオンの輻
射再結合レートをγ

T
r，無輻射緩和レートをγ

T
nrとする．

従って，NX(t)とNT(t)に対するレート方程式は次式で書
かれる 25）．

 dN t

dt
G t N tX

X
r

X
nr

XT X
( )

( ) ( ) ( )= − + +γ γ γ  （9）

 dN t

dt
N t N tT

XT X T
r

T
nr

T
( )

( ) ( ) ( )= − +γ γ γ  （10）

孤立した未ドープナノチューブの励起子寿命は図10aに
見られるように5 ps程度であり，無輻射過程で緩和過程
は支配されているので，文献値 27,28)も考慮して~1×
1011s-1とする．また，キャリヤドープされたナノチュー
ブでは，フォノンを伴った励起子イオン化過程が励起子
消滅レートを決めている 29）．正孔密度が~1 nm-1の場
合，この値は3.6×1011s-1となるので，γ

X
r + γ

X
nr = 4.6×

1011s-1とおく．γ
XT
とγ

T
r + γ

T
nrをフィッティングパラメー

ターとしてトリオン発光の減衰曲線を解析した結果を，
図10b中に破線で示す．γ

XT
 = 1.7（±0.6）×1013 s-1，γ

T
r + 

γ
T
nr = 2.3（±0.1）×1012 s-1としたとき実験と計算の最もよ
い一致が得られた．γ

XT
の逆数はトリオン発光の減衰曲

図10：	（a）（6,5）ナノチューブの励起子発光の減衰曲線．○印：正孔密度＝0，□印：正孔密度＝0.97 nm-1．（b)正孔ドープ（6,5）ナノチュー
ブにおける励起子発光（□）とトリオン発光（△）の減衰曲線．赤線は単一指数関数減衰，破線は立ち上がり成分をもつ指数関数減衰
による解析結果を示す．（c）基底状態，励起子，トリオンのエネルギーダイヤグラム．G(t)：励起子生成項，γ

X
r：励起子の輻射再結合

レート，γ
X
nr：励起子の無輻射再結合レート，γ

XT
：トリオン生成レート，γ

T
r：トリオンの輻射再結合レート，γ

T
nr：トリオンの無輻射緩和

レート
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線の立ち上がり時間に相当し，その値60±20 fsは励起
子発光の減衰時間によく一致する．すなわち，トリオン
は励起子から生成されることがわかった．
3.3	 考　　察
　0.68~1.05 nm-1の範囲で正孔密度を変えて測定したト
リオン発光の減衰曲線の解析から，トリオンの生成と消
滅過程を考察する．図11に発光減衰曲線とフィッティ
ング結果を示す 25）．生成時間は80±20 fs（0.68 nm-1），
60±20 fs（0.97 nm-1），50±20 fs（1.05 nm-1），減衰時
間 は470±20 fs（0.68 nm-1），440±20 fs（0.97 nm-1），
400±20 fs（1.05 nm-1）である．図12aに示されるよう
に，生成時間の逆数はγ

XT
正孔密度npに比例して増加し， 

np = 0のγ
XT

~0ときになる 25）．この結果は，励起子－正
孔散乱を伴った２分子反応過程によってトリオンが生成
されることを示している．カスプ型の励起子分散関係の
ために，低温において励起子－電子間の弾性散乱が抑え
られることが最近の理論計算により報告されている 30）．
しかし，室温では弾性散乱レートは大きく増加し，np  

~1 nm-1では弾性散乱レートが~3×1013 s-1になる．励起
子と正孔の散乱からトリオンが生成される過程にはフォ
ノン放出が必要であるので，生成レートはこの弾性散乱
レートよりは小さい値になると考えられるが，本実験の
結果はこれと矛盾していない．
　一方，トリオン発光の減衰時間は1 ps以下であり，励
起子に比べて減衰は速い．トリオンの輻射再結合レート
の理論値は報告されていないが，３個の電子と正孔から
構成されるトリオンは一重項と三重項状態の混成状態で
あるので，輻射再結合レートは励起子のそれ（108~109 

s-1）よりも小さい値であると考えられる．従って，本実
験で得られた値は無輻射過程の緩和レートγ

T
nrに対応す

る．図12bはγ
T
nrのnp依存性である．γ

T
nrはγ

T
nr = Anp + B

に従って増加する．最小自乗フィッティングの解析から
求められたAとBの値は，それぞれ1.0×1012 nm s-1，1.4

×1012 s-1である．上式の第１項は，正孔とトリオンの
散乱によって誘起されたオージェ再結合過程に対応し，
第２項はトリオン内部の電子と正孔の再結合によって正
孔が高い励起状態に放出されるオージェ過程に相当す
る．np ~1 nm-1のとき，トリオン－正孔オージェ過程の
レートは1.0×1012 s-1であり，内部オージェ過程のレー
トとほぼ等しい．理論計算によればトリオンの波動関数
の広がりは~5 nmであるので 31,32），np ~1 nm-1では正
孔・電子・正孔間の実効的な距離は両者のオージェ過程
においてほぼ同程度の値となる．３体の実効距離が~1 

nmであるために，オージェ過程のレートが非常に高く
なると言える．このような高いオージェレートは，最近
報告された励起子分子においても観測され，その値は2

×1012 s-1である 12）．一次元系ではクーロン相互作用が
増強されるために，３個の荷電粒子間の散乱に基づく
オージェ過程のレートが高くなると考えられ，これらの
結果は一次元励起子やその複合粒子の特徴をよく表して
いる．

４．ま　と　め
　半導体ナノチューブにおける光学応答と電子・正孔・
励起子・トリオン間の多体的な相互作用について考察し
た．キャリヤがドープされていない半導体ナノチューブ

図12：	（a）トリオン生成レートの正孔密度依存性，（b）トリオン
の無輻射減衰レートの正孔密度依存性．

図11：	種々の正孔密度における（6,5）ナノチューブのトリオン発
光の減衰曲線．正孔密度は，0.68 nm-1（○），0.97 nm-1

（△），1.05 nm-1（□）である．
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を強く光励起すると，電子－正孔対と励起子が高密度に
生成する．励起光のパルスあたりの光子密度が~1×1014 

photon/cm2以上では，励起子間の散乱によって一方の励
起子が再結合し他方の励起子が電子－正孔対に解離する
２分子オージェ過程が現れて，励起直後の緩和過程を支
配している．（6,4）半導体ナノチューブでは，オージェ
再結合レートの値は5.7×1011 s-1であり，チューブ長を
考慮したオージェ係数の値は（4.3±1.8）×1011 s-1mmに
なることがわかった．この値はCdSeナノロッドに比べ
て約4000倍も大きな値であり，より強い一次元性を表
している．一方，オージェ係数が高いために，ナノ
チューブ中に生成される励起子数は，励起光子密度に対
して比例関係から外れて容易に飽和する傾向を示す．本
実験で最も高い励起光子密度における励起子数は，760 

nmの長さのナノチューブに対して29個である．この値
はモット転移が起こる励起子数の1/10程度であり，オー
ジェ過程のために励起子を高密度に貯め込めないことが
わかった．一次元励起子のモット転移を観測するという
観点からはこの結果は否定的であるが，見方を変えるな
らば，ナノチューブの励起子系はオージェ過程によって
高密度になることを抑制して励起子を安定化させている
とも言える．また，強い光励起によって誘起される励起
子吸収の減少に対して，励起子の緩和過程で放出された
非平衡フォノンが影響を与えることがわかった．非平衡
フォノンと励起子の相互作用により励起子吸収帯のブ
ロードニングとシフトが生じるために，非平衡フォノン
の成分が吸収の減少として観測される．ポンプ・プロー
ブ分光において観測される吸収減少が励起子分布の情報
のみを与えるのではないことに注意する必要がある．
　正孔が高密度にドープされた半導体ナノチューブで
は，正孔と励起子が結合したトリオンが室温でも安定に
存在し，正孔・励起子・トリオンの相互作用が光学応答
に現れてくる．正孔密度が0.68~1.05 nm-1の範囲では，
励起子の発光寿命は正孔密度に依存して50 fsまで速く
なり，それに対応してトリオン発光が増加する．トリオ
ン生成レートの正孔密度依存性から，励起子－正孔散乱
を通してトリオンが生成されることがわかった．このと
きの生成係数は~1.7×1013 nm s-1である．一方，トリオ
ンの消滅過程は２種類のオージェ過程で支配されてい
る．正孔－トリオンオージェ過程では正孔との散乱に
よってトリオン中の電子と正孔が無輻射再結合する．そ
のオージェ係数は1.0×1012 nm s-1であり，np ~1 nm-1の
ときオージェレートの値は1.0×1012 s-1になる．トリオ
ンを構成している電子と正孔の無輻射再結合に伴って正
孔が放出される内部オージェ過程も上記のオージェ過程
と同程度のレートで起きることがわかった．これはトリ
オンの “内部崩壊” に相当し，そのレートが1.4×1012 s-1

という高いレートであることは，トリオンの消滅過程が

本質的に無輻射過程になることを意味している．励起子
分子の主たる消滅過程も高速のオージェ過程であると報
告されていることから，このような現象は一次元系にお
ける強いクーロン相互作用を反映していると言える．
　謝辞　本研究を共同で進めてきた名古屋大学大学院理
学研究科の篠原久典氏、宮田耕充氏、工学研究科の岸田
英夫氏に深く感謝する。
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