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ティをもつナノチューブが成長する．図2は，市販され
ているHiPcoチューブ（High pressure carbon monoxide 

process） とCoMoCATチ ュ ー ブ（Co-Mo catalytic 

method）の透過電子顕微鏡像（TEM像）と直径分布の
ヒストグラムである1）．HiPcoチューブは，1.0 nmを中
心値として0.5 nmから1.7 nmまで分布しているのに対
して，CoMoCATチューブの直径分布はHiPcoチューブ
に比べて広く，0.5 nmから~3.0 nmまで広がっている．
上記の方法で合成された単層ナノチューブは，図1bに

１．は　じ　め　に
　単層カーボンナノチューブは，グラフェンを直径が1

～2 nm，長さがおよそ1 mmの円筒状に丸めた物質であ
り，炭素原子のみから構成されている．グラフェンの巻
き方（カイラリティ）によってできる立体構造により半
導体や金属の性質を示し，そのバンドギャップはおよそ
直径の逆数に比例している．複数の単層ナノチューブが
入れ子になったチューブは多層ナノチューブと呼ばれ，
特に2本の場合を二層ナノチューブと呼ぶ．図1aに示さ
れるように，二層ナノチューブは同軸チューブであり，
内層と外層チューブの側壁間の距離は0.32～0.42 nmで
ある．
　単層ナノチューブは，金属を触媒としてアーク放電
法，レーザー蒸発法，化学気相成長法などによって合成
される．通常の合成法では，いろいろな直径とカイラリ
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 Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) are hollow cylinders of graphene sheets with diameters of 
1–2 nm and a length of ~1mm. SWNTs form various kinds of nanotube composite systems. Coaxial 
double cylinders are double-walled carbon nanotubes (DWNTs) and ensemble of as-grown SWNTs 
with various diameters form self-organized crystalline bundles with a two-dimensional triangular lattice. 
By making use of the hollow space within SWNTs, a new composite system consisting of molecules 
and SWNTs can be produced. In this study, we report excitation energy transfer (EET) in DWNTs, 
SWNT-bundles and encapsulated-quaterrylene/SWNTs. In DWNTs, EET from the inner to outer 
nanotubes takes place with the transfer rate of 6.5 × 1012 s–1. In SWNT bundles, the transfer rates 
between adjacent semiconducting SWNTs at the wall-to-wall distances of 0.34 and 0.9 nm are 1.9 × 1012 
and 2.7 × 1011 s–1, respectively. The observed transfer rates are three orders of magnitude lower than 
those predicted by the Förster model, indicating the failure of the conventional Förster model 
calculations. We successfully synthesized quaterrylene molecules inside SWNTs from perylene. 
Encapsulation of quaterrylene molecules is confirmed by absorption and Raman scattering 
measurements and transmission electron microscopy. The observed EET rates from encapsulated 
quaterrylene molecules to SWNTs are 7.1 × 1011–2.4 × 1012 s–1, depending on the diameter of SWNTs 
encapsulating molecules. The observed values are discussed comparing to those of b -carotene and 
squarylium molecules in literature.

図１：	二層カーボンナノチューブ（a）とナノチューブバンドル（b）
の模式図．
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示されるようなバンドル（束）を形成している．ナノ
チューブ間に働くvan der Waals力のためにバンドルは
二次元三角格子の構造になり，ナノチューブ間の距離は
およそ0.34 nmになる．このような単層ナノチューブの
バンドルを超音波ホモジナイザーによってほぐして，さ
らに界面活性剤や高分子などによってラップすることに
よって単層ナノチューブが孤立して存在する試料を作製
することができる．バンドル中の単層ナノチューブや二
層ナノチューブにおける隣り合った2本のナノチューブ
間の距離は0.34～0.38 nmと近接しているので，ナノ
チューブ間で励起エネルギー移動が容易に起こることが
予想される．
　合成された単層ナノチューブの両端は五員環と六員環
からなるキャップによって閉じられているが，開管処理
をすることによりナノスケールのシリンダーになり，分
子などを詰め込むことが可能である．C60などのフラー
レンを詰め込んだ単層ナノチューブは “ピーポッド” と
呼ばれ，多くの研究が行われている2）．このピーポッド
を熱処理することによって二層ナノチューブを合成する
ことができる3）．さらに，ナノチューブを一次元の反応
場として利用することにより，ペリレン，コロネン，テ
トラチアフルバレン分子からナノリボンを合成する研究
も報告されている4–6）．通常の反応場では合成すること
が困難な分子を合成できるならば，ナノチューブは新し
い分子の合成に対する有効な反応容器になる．
　酸素ガスなどの周辺環境によって不安定になる有機分
子をナノチューブの “鞘” に納める（内包する）ことに
よってロバストな材料を造ることや内包分子とナノ
チューブが複合化することによって光増感などの新しい

機能が発現することが期待される7–10）．単層ナノチュー
ブに内包されたbカロチンやスクアリリウムは高速の励
起エネルギー移動を示す．内包bカロチン分子からナノ
チューブへの励起エネルギー移動の時間は，50 fsと6.6 

ps11），スクアリリウムの場合の移動時間は190 fs以下8）

であることが報告されている．内包分子の励起状態の吸
収エネルギーは可視光領域であるのに対して，分子を内
包するナノチューブのバンドギャップは近赤外光領域に
なる．スクアリリウム内包ナノチューブの場合，ナノ
チューブの吸収係数が小さい赤色領域（~730 nm）の光
増感になっている．励起エネルギー移動時間（レート）
は，ドナーとアクセプターとなる分子やナノチューブ間
の距離，分子の構造，励起と発光のスペクトルの重なり，
振動子強度の大きさなどに依存する．分子間の励起エネ
ルギー移動は多くの分子を対象にして古くから盛んに研
究されているが，カーボンナノチューブが関係する励起
エネルギー移動の研究は未だ十分に行われていない．本
稿では，これまでに行ってきたカーボンナノチューブ間
の励起エネルギー移動の結果を解説するとともに，ナノ
チューブに内包されたクアテリレン分子の合成とその励
起エネルギー移動に関する最近の結果を報告する．

２．カーボンナノチューブ間の	
２．励起エネルギー移動

2.1	 二層カーボンナノチューブ
　本研究で用いた二層ナノチューブを構成している内層
と外層チューブの直径には次式の実験的関係式がある12）．

Do = 1.02Di + 0.76  (nm) （1）

ここで，DoとDiは，それぞれ外層と内層チューブの直
径であり，nmを単位とする．例えば，内層チューブの
直径が0.8 nmの場合，外層チューブの直径は1.6 nmで
ある．これらの直径に対応する励起子エネルギーの模式
図を図3に示す．内層半導体チューブのE11励起子エネ
ルギー（~1.1 eV）が外層チューブのE22励起子エネル

図２：	 HiPcoナノチューブ（a）とCoMoCATナノチューブ（b）の
透過電子顕微鏡像と直径のヒストグラム．

図３： 内層，外層半導体ナノチューブの励起子準位とチューブ間の
エネルギー移動の模式図．
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ギーにほぼ対応し，そのE11励起子エネルギーは~0.6 

eVである．
　二層ナノチューブの励起子の緩和過程を調べるため
に，フェムト秒領域の発光ダイナミクスを測定した．
図4は，内層チューブのE11励起子（1.1，1.2 eV）と外
層チューブのE11励起子（0.6，0.7 eV）発光の減衰挙動
である12）．励起光のエネルギーは1.55 eVであり，これ
は内層と外層ナノチューブの励起子が同時に励起され
る条件である．内層ナノチューブのE11励起子による発
光は160～170 fsで減衰する．外層ナノチューブのE11

励起子発光の減衰時間は，400 fs（0.7 eV）と770 fs

（0.6 eV）であるが，0 ps付近の立ち上がり挙動に遅れ
が観測される．そこで，時定数が150 fs（0.7 eV），160 

fs（0.6 eV）の立ち上がり成分を考慮した曲線（一点鎖
線）と立ち上がり成分のない曲線（点線）によって実
験的に観測された減衰挙動を解析したところ，黒線で
示されるように実験結果を再現することができた．こ
の立ち上がり時間が内層ナノチューブのE11励起子の減
衰時間によく一致することから，この励起子が外層ナ
ノチューブのE22励起子状態へエネルギー移動した後，
E11励起子が発光すると考えられる（図3の模式図）．界
面活性剤などでラップされた孤立単層ナノチューブの
励起子の寿命は10～100 psであるので13），内層ナノ
チューブの励起子の緩和は外層ナノチューブへのエネ
ルギー移動でほぼ支配されていると言える．従って，
このエネルギー移動のレートは，6.5×1012 s–1になるこ
とがわかった．2本のナノチューブの壁間の平均距離は
0.38 nmであるが，二層ナノチューブは同軸チューブな
ので，この距離がドナー─アクセプター間の距離に相当
するかは自明ではない．

2.2	 単層カーボンナノチューブバンドル
　界面活性剤などでラップされていない単層ナノチュー
ブは，二次元三角格子の規則性をもったバンドルを形成
する14）．図2に示されるような直径分布をもつ単層ナノ
チューブ試料を用いて，ナノチューブ間の励起エネル
ギー移動のダイナミクスを調べた．図5は，HiPco

チューブのE11励起子発光の減衰曲線である1）．単一指数
関数による減衰挙動を示し，図中に示されるように発光
エネルギーが低くなるに従って減衰時定数は35 fsから
380 fsまで長くなる．ナノチューブが三角格子を形成し
ている場合，ドナーとなるナノチューブから見て隣接す
るナノチューブは6本であり，金属チューブと半導体
チューブの割合が1：2であることを考慮すると，6本の
うち2本が金属，4本が半導体チューブになる．ドナー
となるナノチューブよりも細いチューブへのエネルギー
移動は起きないとし，試料中に含まれる単層ナノチュー
ブの直径分布とそれに対応する励起子エネルギーの分布
を考慮した解析から，ナノチューブあたりのエネルギー
移動レートを求めることができる．その結果，半導体
チューブへのエネルギー移動レートは1.9×1012 s–1，金
属チューブへの移動レートは1.1×1012 s–1であることが
わかった．

2.3	 PFO高分子でラップされた単層カーボンナノ
チューブ

　カーボンナノチューブを界面活性剤や高分子でラップ
することにより，バンドル化を抑えてナノチューブを孤
立させることができるが，このような試料においても数
本のナノチューブからなる小さなバンドルが形成される
場合がある．図6のTEM像に示されるように，PFO

図４： 二層ナノチューブの励起子発光の減衰挙動．
 黒線：フィッティング解析結果，点線：立ち上がり成分のな

い減衰曲線，一点鎖線：立ち上がり成分のある減衰曲線．

図５： 単層カーボンナノチューブバンドルの励起子発光の減衰挙動．
点線はフィッティング解析結果，τは減衰時定数を示す．
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（poly（9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl）でラップされたナ
ノチューブをペーパー状にした試料では，2本または数本
のナノチューブが隣接してバンドルを形成している15）．
このTEM像からPFOを介したナノチューブ壁間の距離
は~0.9 nmである．
　図7はPFOでラップされた単層カーボンナノチューブ
の吸収スペクトルである15）．それぞれのカイラリティを
もつナノチューブに対応する鋭い吸収帯が観測されてい
る．PFOの場合，半導体チューブが選択的にラップされ
るので，金属チューブに由来するM11遷移の吸収はほと
んど観測されない．図8に，1.55 eVのパルスレーザー
光で励起した場合における発光の減衰挙動を示す15，16）．
減衰曲線を2成分の指数関数で解析すると，速い減衰成
分の時定数はいずれの場合も約1 psであるが，遅い減衰
成分は，発光エネルギーの高い（7,5）チューブの場合
は約2 ps，エネルギーが低くなるのに従って減衰時間は
長くなり，（10,9）チューブではおよそ10 psとなる．バ
ンドルナノチューブの結果と比較すると，発光の減衰時
間は1桁以上長い．
　励起エネルギー移動を考慮したレート方程式を用い
て，発光の減衰挙動を解析する15）．パルス励起後の励起
子のレート方程式は，以下の式で書かれる．

	dX(t) 
= –γ in X(t) – jγ t X(t)

	
（2）

	 dt

ここで，γ inはナノチューブ内における励起子の減衰レー
ト，γ tはナノチューブ間の励起エネルギー移動レートで
ある．j本（ j=1~6）の隣接するアクセプターチューブ
をもつ（n, m）ドナーチューブが見いだされる確率はポ
アソン分布に従うと仮定する．アクセプターとなるナノ
チューブの本数 jの平均値をNとすると，ポアソン分布
は以下の式で書かれる．

PN	(j) = (N j／j!)exp(–N) （3）

従って，（n, m）チューブの発光強度の時間変化は次式
で与えられる．

= I(n,m)	(t) ∝∑PN	(j)exp［–(γ in + jγ t)t］

= exp{–γ in t	– N［1 – exp(–γ tt)］}	 （4）

γ in = 1.1×1011 s–1，γ t = 2.7×1011 s–1としたとき，図7の
赤線で示されるように観測された減衰挙動の全てをよく
再現する．γ in

–1 = 9.1 psであり，この値は報告されてい
る発光の寿命にほぼ一致する．ここで得られた移動レー
ト（移動時間：3.7 ps）は，バンドルナノチューブの値
の約1/7である．
2.4	 考　　察
　励起エネルギー移動レートとチューブ間距離の関係か
ら励起エネルギー移動のメカニズムについて考察する．
上で求められた半導体チューブ間の移動レートの値を表1

図６：PFOラップ単層カーボンナノチューブの透過電子顕微鏡像． 図７： PFOラップ単層カーボンナノチューブの吸収スペクトル．
 （n, m）：カイラル指数，E11：半導体ナノチューブの第1バン

ド励起子，E22：半導体ナノチューブの第2バンド励起子，
M11：金属ナノチューブのハンド間遷移．

図８： PFOラップ単層カーボンナノチューブの励起子発光の減衰挙動．
○印と赤線は，実験と解析結果である．カイラル指数と対応
する励起子エネルギーを図中に示す．



 カーボンナノチューブ複合系の励起エネルギー移動 25

にまとめて示す．二層ナノチューブとバンドルナノ
チューブを比較すると，壁間距離が少し大きいにもかか
わらず二層ナノチューブの移動レートが約3倍大きい値
である．二層ナノチューブの場合，内層チューブのE11

励起子エネルギーと外層ナノチューブのE22励起子エネ
ルギーがほぼ一致しているので，ドナーとアクセプター
の状態密度の重なりが大きい．それに対してバンドルの
場合にはいろいろなエネルギーの状態へ励起子が移動す
るので，状態密度の重なりが全体として小さくなるため
に移動レートが低くなると考えられる．さらに，二層ナ
ノチューブでは，同軸に2本のナノチューブが位置して
いることも関係していると思われる．PFOラップナノ
チューブではバンドルの場合に比べて壁間距離が約2.6

倍大きいので，移動レートが1/7程度の値になると考え
られる．これらの値を，2本の（7,5）チューブに対する
移動レートの理論計算の結果17）と比較する．直径が
0.827 nmの（7,5）チューブの壁間距離を0.57 nmとし
た場合，よく知られた点双極子近似に基づくFörsterモ
デルによる計算値は4.0×1015 s–1になり，実験結果に比
べて3桁以上も大きな値が得られる．この大きな不一致
は，ナノチューブの励起子の広がりが約2 nmであるの
に対して距離が1 nm以下であるために，ドナーとアク
セプター間の相互作用を単純な点双極子間のクーロン相
互作用に近似できないことによると考えられる．一方，
遷移モノポール（電荷）がナノチューブの原子間に分布
していると仮定したdistributed transition monopole近似
による計算では，上記の条件の移動レートは9.7×1012 

s–1になり，実験の値に近づく．計算は同一カイラリティ
のナノチューブを対象にしているので，ドナーとアクセ
プターの状態密度が完全に重なっていることと壁間の距
離の違いを考慮すると，distributed transition monopole

近似による計算が実験をほぼ再現していると言える．即
ち，励起状態の広がりとドナー─アクセプター間距離が
同程度になる場合には，点双極子近似に基づく単純な
Försterモデルが適用できないことがわかった．

３．クアテリレン分子内包カーボンナノチューブ	
３．の合成とその励起エネルギー移動

3.1	 分子内包カーボンナノチューブの合成
　カーボンナノチューブを反応容器として用いて，通常
の条件下では反応が起こりにくい分子を合成することが
できる．図9に示されるように，クアテリレンは11個の

ベンゼン環からなる分子であり，ペリレン分子にベンゼ
ン環を一次元方向に繋げた構造になっている．ペリレン
とクアテリレン分子の大きさは，それぞれ約0.68 nm×
0.82 nm，0.68 nm×1.90 nmであるので，横のサイズよ
りも大きい平均直径（1.0～1.8 nm）をもつ3種類のナ
ノチューブ原料を用いて合成を行った．それぞれの
チューブは平均直径が1.0±0.2 nmのHiPcoチューブ
（high pressure carbon monoxide process），1.4±0.12 

nmのSOチューブ（Meijo Nanocarbon），1.8±0.2 nm

のDIPSチューブ（enhanced direct inject process）であ
る．合成の手順を以下に示す18）．1）真空濾過により
SWNT膜を作製し，CaF2基板に転写する．2）CaF2基
板上のSWNT膜とペリレン粉末をガラス管中に真空封
じする（3×10–5 Torr）．3）400℃の電気炉にガラス管を
入れて，15時間の熱処理をする．この熱処理によって，
カーボンナノチューブの中でペリレン分子が反応してク
アテリレンが生成する．4）トルエン溶液中でCaF2基板
上SWNT膜を洗浄して，ナノチューブの外壁などに付
着した残留ペリレン分子を除去する．上記の作製手順に
おいてペリレン粉末のみを除いた試料を作製し，これを
分子内包ナノチューブ試料の結果と比較するための参照
試料とした．
3.2	 分子内包ナノチューブ膜の評価
　SOチューブを原料として用いて作製した分子内包ナ
ノチューブのTEM像を図10に示す18）．1.3 nmの間隔で
観測される2本の太い線はカーボンナノチューブの側壁

表１：ナノチューブ壁間距離と励起エネルギー移動レートの実験値と理論計算値．理論計算値は文献17による．

二層ナノチューブ
バンドル	
ナノチューブ

PFOラップ	
ナノチューブ

点双極子近似	
	Försterモデル

Distributed	transition	
monopole近似

壁間距離（nm） 0.38 0.34 0.9 0.57 0.57

移動レート（s–1） 6.5×1012 1.9×1012 2.7×1011 4.0×1015 9.7×1012

図９：ペリレン，クアテリレンの構造式．

図１０：クアテリレン内包SOナノチューブの透過電子顕微鏡像．
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に相当する．この線の内側に太い線が観測され，その長
さはおよそ2 nmである．この長さがクアテリレンの分
子長にほぼ一致することから，平面分子であるクアテリ
レンを横から見た像にこれは相当し，ナノチューブの中
心軸から外れた位置に分子が内包していることがわか
る．
　ラマン散乱の観測から内包された分子を同定すること
ができる．HiPcoチューブを用いて作製した分子内包ナ
ノチューブのラマン散乱の結果を図11に示す18）．入射
光の波長が632.8 nmの場合（図11a），分子を内包して
いない参照試料（黒線）では1322，1541，1590 cm–1に
ラマンピークが観測され，これらはカーボンナノチュー
ブのDバンド，G–バンド，G+バンドに同定される．分
子内包ナノチューブ試料（赤線）では，1255，1286，
1361，1547 cm–1に参照試料では現れないピークが観測
された．これらの波数は，クアテリレンのラマンスペク
トルの計算19）で求められた波数1256，1291，1363，
1549 cm–1に一致する．この結果から，この試料中には
クアテリレン分子を内包したナノチューブが生成されて
いることがわかった．一方，入射光の波長を488.0 nm

にした場合（図11b），分子内包ナノチューブ試料（赤
線）では，1294，1369，1572 cm–1に新たなピークが観
測される．これらのピーク波数は，CS2溶液中のペリレ
ン分で観測される波数1297，1367，1570 cm–1にほぼ一
致する．この結果は，この試料中にはペリレン分子を内

包したナノチューブも存在することを示している．入射
光の波長によって異なる分子のラマン散乱が観測される
のは以下のように説明される．ペリレンのHOMO-

LUMO遷移エネルギー（S0からS1状態への0-0遷移）
は2.83 eV，クアテリレンのそれは1.85 eVである．波
長488.0 nm（2.54 eV）はペリレンのHOMO-LUMO遷
移にほぼ共鳴し，波長632.8 nm（1.96 eV）はクアテリ
レンのHOMO-LUMO遷移にほぼ共鳴するために，それ
ぞれの分子に共鳴したラマン散乱信号が強く観測された
と考えられる．ラマン散乱スペクトルの同様の振る舞い
は，SOチューブ，DIPSチューブに内包したクアテリレ
ン，ペリレン分子に対しても観測されている18）．
　次に，吸収スペクトルの測定から内包分子の電子状態
について調べた．図12aはクアテリレン，ペリレン分子
を内包したHiPcoチューブと参照試料の吸収スペクトル
である18）．参照試料の吸収スペクトル（黒線）には，
~0.9，~1.6 eVにピークをもつ幅の広い吸収帯が観測さ
れ，それぞれ半導体チューブの第1バンド，第2バンド
に属するE11，E22励起子吸収帯である．~4.4 eVにピー
クをもつ吸収帯はナノチューブのπ-π遷移による．分子
内包ナノチューブ（赤線）の場合，E11励起子吸収帯の
高エネルギー側に重なった吸収ピーク（~1.7 eV）と2.8 

eV近傍にブロードな吸収が観測される．この吸収帯の
エネルギーや形状を詳しく調べるために，2つの試料の
スペクトルの差分スペクトルを求め，その結果を図12b

に示す．~1.7 eVにピークをもつ高エネルギー側に広

図１１： 分子内包HiPcoナノチューブ（赤線）と参照試料（黒線）
のラマン散乱スペクトル．

 （a）励起光：632.8 nm，（b）励起光：488.0 nm．

図１２： （a）分子内包HiPcoナノチューブ試料（赤線）と参照試料
（黒線）の吸収スペクトル．（b）差分吸収スペクトル（赤
線），1,2,4トリクロロベンゼン溶液中のクアテリレンの吸
収スペクトル20）（橙線），テトラヒドロフラン溶液中のペリ
レンの吸収スペクトル（緑線）．
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がった吸収帯および~2.7，2.9 eVに構造をもつ吸収帯と
~4.8 eVの吸収帯が現れる．さらに，1,2,4トリクロロベ
ンゼン溶液中のクアテリレン20）とテトラヒドロフラン溶
液中のペリレンのスペクトルをそれぞれ橙色と緑色の実
線で示す．クアテリレンのスペクトルには1.85，2.02，
2.20 eVにピークが観測され，1.85 eVはS0からS1状態
への0-0遷移，2.02と2.20 eVのピークは分子振動を
伴った0-1遷移，0-2遷移に対応する．これらの吸収帯
の幅を広げてエネルギーを低エネルギー側に約0.1 eVシ
フトさせると，差分吸収スペクトルに見られる~1.7 eV

吸収帯にほぼ一致する．また，ペリレンのスペクトルで
は，2.83，3.01 eVの吸収ピークがS0からS1状態への
0-0遷移，0-1遷移に対応し，4.84 eVのピークはS0から
S2状態への0-0遷移である．これらの吸収ピークも約
0.1 eVだけ低エネルギー側にシフトさせると差分吸収ス
ペクトルに観測されるピークエネルギーに一致する．こ
の吸収ピークエネルギーのシフトは，内包分子とナノ
チューブ間の相互作用および分子の周辺環境が溶液とは
異なる誘電率をもつことに起因すると考えられる．以上
の結果から，クアテリレンまたはペリレン分子が単層ナ
ノチューブに内包されていることがわかった．
　直径の大きいSOチューブやDIPSチューブの場合，
ペリレン分子に由来する吸収が相対的に小さいことか
ら，HiPcoチューブではナノチューブ内でクアテリレン
分子がより高い効率で合成することが示唆される．ま
た，SOチューブを原料として作製したクアテリレン内
包ナノチューブ試料のTEM像を詳細に調べたところ，2

個のクアテリレン分子がナノチューブ軸に沿って平行に
並んだ配置の分子が観測された21）．これはH型のクアテ
リレンダイマーと考えられ，吸収スペクトルにもクアテ
リレン分子吸収の高エネルギー側に吸収ピーク（1.90 

eV）が現れることがわかった21）．
3.3	 クアテリレン内包ナノチューブの励起状態の緩

和ダイナミクス
　直径が1～2 nmのナノチューブ内に閉じ込められた
クアテリレン分子とナノチューブ間の相互作用を調べる
ために，フェムト秒領域のポンプ・プローブ分光によっ
て励起状態の緩和ダイナミクスを測定した．ポンプ光の
エネルギーは1.86 eV，パルス幅は120 fsである．図
13aと図13bはSOチューブ参照試料とクアテリレン内
包SOチューブの吸収スペクトル（上図）と差分吸収ス
ペクトル（下図）である18）．差分吸収スペクトルは，ポ
ンプ光の照射前と照射後の吸収スペクトルの差分であ
る．1.5～2.8 eVのエネルギー領域における参照試料の
吸収スペクトルには，金属チューブのM11吸収帯（~1.7 

eV）と半導体チューブの幅の広いE33吸収帯（~2.4 eV）
が観測されている．ポンプ光のエネルギー 1.86 eVは，
E22励起子帯とクアテリレン分子の吸収帯の高エネル
ギー側の裾に対応しているので，ナノチューブとクアテ
リレンの両者を光励起することができる．参照試料の差
分吸収スペクトルは，M11吸収帯とE33吸収帯の近傍に
おいて吸収の減少を示す．このような振る舞いは，ポン
プパルスとプローブパルスがほぼ重なる時間の0.2 psで
最大となり，遅延時間の増加に従って減少する．一方，
クアテリレン内包ナノチューブの場合，~2 eV以下のエ
ネルギー領域ではナノチューブに由来するスペクトルの
変化に重畳してクアテリレン吸収帯のブリーチングが観
測される．このようなスペクトルのブリーチングは約2 

ps以内で大きく減少し10 ps以上ではほぼ完全に消滅し
ている．
　1.65 eVで測定されたブリーチング信号の時間変化を
図13cに示す18）．ナノチューブによる差分吸収成分を差

図１３： 参照試料（a）と分子内包SOチューブ試料（b）の吸収スペクトル（上図）とポンプ・プローブ差分吸収スペクトル（下図）．
 1.85 eV近傍に現れる大きな信号はポンプ光（1.86 eV）の散乱光による．（c）1.65 eVにおけるブリーチング信号の時間変化．
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し引いているので，これはクアテリレンによる差分吸収
成分に対応する．減衰挙動は単一指数関数に従った減衰
であり，その時定数は1.1 psである．ブリーチング信号の
減衰は，観測している励起状態の寿命または基底状態の
分布の回復時間に相当する．クアテリレンの励起状態の
寿命はこれまで報告されていないが，クアテリレン誘導
体の寿命は約1 nsであることが知られている22）．また，
溶液中のペリレン分子の輻射寿命は約5 nsである23）．多
くの芳香族分子の輻射寿命が~1 nsであることを考慮す
ると，ここで観測された1.1 psという値は，励起エネル
ギー移動や無輻射中心への捕獲などの無輻射再結合過程
が励起状態の緩和を支配していると思われる．直径の異
なるナノチューブにクアテリレンを内包させた試料の励
起状態寿命を測定したところ，HiPcoチューブ（1.0±
0.2 nm） の 場 合 は1.4 ps，DIPSチ ュ ー ブ（1.8±0.2 

nm）の場合は0.4 psであった18）．これらの結果は，平
均直径が大きいナノチューブに内包された場合に寿命が
短くなることを示している．
3.4	 考　　察
　内包クアテリレン分子の励起状態の緩和過程を考察す
るために，ナノチューブに内包されたクアテリレン分子
とナノチューブの側壁との間の距離を見積もりたい．
TEM像に示されるように，クアテリレン分子の長軸が
ナノチューブ軸に平行に配置し，ナノチューブの中心軸
から外れて内包されているので，分子の側面にある水素
原子がナノチューブの炭素原子に接近して向かい合うこ
とになる（図14）．水素原子のvan der Waals半径（0.12 

nm）と炭素原子のそれ（0.17 nm）の和に相当する距離
まで水素と炭素原子は近づくことができる．この距離
（0.29 nm）を考慮すると，直径が1.4 nmのSOチューブ
の場合，クアテリレン分子の中心からナノチューブ壁ま
での距離は0.47 nmになる．また，HiPcoチューブの場
合0.50 nm，DIPSチューブの場合0.39 nmとなり，直径が
大きいチューブほど，壁と分子間の距離は小さくなる21）．

　ポンプ・プローブ分光で観測されたクアテリレン分子
の励起状態の寿命を分子─壁間距離で整理すると，0.50 

nm：1.4 ps，0.47 nm：1.1 ps，0.39 nm：0.42 psとなり，
分子─壁間距離の減少に対して寿命が短くなることわか
る．これは内包分子からナノチューブへの励起エネル
ギー移動を示唆している．図15にクアテリレンのエネ
ルギー準位と半導体ナノチューブの励起子準位との関係
を模式的に示す．クアテリレンの最低励起状態のエネル
ギー（~1.7 eV）は半導体ナノチューブのE22励起子と
E33励起子エネルギーの中間に位置する．従って，ポン
プ光で励起されたクアテリレン分子の励起状態のエネル
ギー，即ち電子と正孔はナノチューブのE22励起子状態
へ移動することができる．その後，E22励起子はE11状態
へ緩和し，光の放出を伴って再結合消滅する．このよう
な励起エネルギー移動の場合，クアテリレン分子の励起
によってアクセプターであるナノチューブからの発光が
観測されることになる．クアテリレン内包半導体SO

チューブ試料に対して発光ダイナミクスの測定をしたと
ころ，1.34 psの立ち上がり時間をもつ発光成分が観測
された21）．この立ち上がり時間はクアテリレンの寿命の
ほぼ一致することから，内包分子─ナノチューブ間の励
起エネルギー移動が確かめられた．

　励起状態の寿命の逆数を励起エネルギー移動レートと
して分子─壁間距離の関係を表2にまとめる．距離に依
存して移動レートは，7.1×1011 s–1から2.4×1012 s–1ま
で増加する．これらの結果をbカロチン11）とスクアリリ
ウム8）の文献値と比較する．スクアリリウムの寿命の値
は実験の時間分解能である190 fs以下であることを考慮
すると，移動レートは1×1013 s–1以上であると考えられ

図１４： クアテリレン内包ナノチューブの断面と分子─壁間距離D
の模式図．

図１５： クアテリレンのエネルギー準位と半導体ナノチューブの励
起子準位の模式図と内包分子の励起緩和過程．励起子エネ
ルギーは本研究で用いたナノチューブの直径に対応した値
である．

表２：分子─壁間距離と励起エネルギー移動レートの実験値．bカロチンの実験値は文献11，スクアリリウムの実験値は文献8による．

クアテリレン bカロチン スクアリリウム

分子─壁間距離（nm） 0.50 0.47 0.39 0.4 0.42

移動レート（s–1） 7.1×1011 9.1×1011 2.4×1012 2.0×1013 > 5.3×1012
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る。分子─壁間距離が0.39から0.42 nmの場合を同じ距
離とみなすと，bカロチンとスクアリリウムの移動レー
トはクアテリレンに比べて5～10倍大きい値である．し
かし，表1で示したFörsterモデルによる計算値17）と比べ
るとこれらの値は2桁ほど小さい．アクセプターとなる
ナノチューブの励起子状態の広がりが分子─ナノチュー
ブ壁間の距離よりも大きいので，ナノチューブ間の励起
エネルギー移動の場合と同様に，移動レートは単純な点
双極子モデルによる双極子相互作用では説明できないと
思われる．クアテリレンとbカロチン，スクアリリウム
の値が異なる理由として，クアテリレンが11個のベン
ゼン環からなる単純な平面分子であることが挙げられ
る．平面分子では，分子が励起された状態が点電荷のペ
アではなく遷移モノポールが分子上により広がった状態
になっていると考えられる．

４．ま　　と　　め
　複数のカーボンナノチューブが複合化した系および有
機分子をカーボンナノチューブに内包させた複合系にお
ける励起エネルギー移動について考察した．二層ナノ
チューブにおける2本の半導体ナノチューブの壁間の平
均距離は0.38 nmであり，そのときの励起エネルギー移
動レートは6.5×1012 s–1である．バンドル化した単層ナ
ノチューブの場合，隣接した半導体ナノチューブ間の移
動レートは1.9×1012 s–1であり，壁間距離が二層ナノ
チューブの場合と同程度であることを考慮すると，二層
ナノチューブの移動レートはバンドルチューブに比べ約
3倍大きい値になっている．これは，二層ナノチューブ
ではドナーとアクセプターになるナノチューブの状態密
度の重なりが大きいことおよび同軸チューブであること
によると考えられる．ナノチューブの壁間距離が0.9 nm

になっているPFOラップチューブではバンドルチュー
ブに比べて移動レートは約1/7になり，これは距離が大
きいことを反映している．一方，これらの値を点双極子
近似によるFörsterモデルで計算した値と比較すると，
計算値は3桁以上も大きい．しかし，distributed transi-

tion monopole近似を用いた計算は実験にほぼ対応する
値を与える．これらの結果から，ナノチューブの励起子
広がりが壁間距離と同程度になるために点双極子近似が
成り立たなくなり，遷移モノポールの分布を考慮した近
似がより妥当であることがわかった．
　カーボンナノチューブをナノスケールの反応シリン
ダーとして利用すると，一次元的な平面分子をナノ
チューブ内に合成することが可能である．ペリレンを出
発原料として単層カーボンナノチューブを真空中で熱処
理することによって，ペリレン分子が融合した構造をも
つクアテリレン分子を合成することができた．TEM観
察，ラマン分光，吸収スペクトル測定から，クアテリレ

ン分子がナノチューブの中心軸から外れた位置に内包さ
れていることが明らかになった．光励起されたクアテリ
レン分子は，カーボンナノチューブに励起エネルギー移
動を起こすことがわかった．このエネルギー移動レート
は分子─壁間距離に依存し，距離が0.39 nmから0.50 

nmに大きくなると2.4×1012 s–1から7.1×1011 s–1に減少
する．この値はこれまでに報告されているbカロチン，
スクアリリウムの値の1/5～1/10である．一般に，励起
エネルギー移動レートは，ドナーとアクセプター間の距
離の他に，状態密度の重なり（励起と発光のスペクトル
の重なり），振動子強度などに依存するが，クアテリレ
ンが単純な平面分子であることも影響していると思われ
る．内包分子からの移動レートが点双極子近似による
Försterモデルの計算値よりも2桁以上小さいことから，
アクセプターとなるナノチューブの励起子の広がりが分
子─壁間距離よりも大きいために単純なFörsterモデルが
適用できないことが示唆された．

　謝辞　本研究を共同で進めてきた名古屋大学大学院工
学研究科の齋藤弥八氏，安坂幸師氏，産業技術総合研究
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