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Excitation Energy Transfer in Polymer Wrapped Single-Walled Carbon Nanotubes
*Arao NAKAMURA*
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) form nanocomposite systems with various kinds of
molecules, polymers and nanomaterials. Conjugated polymers are able to selectively wrap the SWNTs
with certain chiral angles and diameters, and such a new hybrid system is attractive for applications in
organic photovoltaic devices and photosensors. In this study, we investigate excitation energy transfer
(EET) in a paper form of semiconducting SWNTs wrapped by poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
(PFO), by means of static and time-resolved luminescence spectroscopies. The observed photolumine
scence excitation map and spectra show photoluminescence (PL) peaks corresponding to EET between
semiconducting SWNTs wrapped by PFO. In addition, PL peaks can be observed when the 0-0
transition of PFO is excited at 2.87 eV, which suggests EET from PFO to SWNTs. The PL decay time
measured for the spin-coated PFO film is 82 ps, while the decay time of PL from PFO in the paper form
12 –1
sample of PFO wrapped SWNTs is as short as 0.38 ps. The EET rate is estimated to be 2.6 × 10 s ,
which is three orders of magnitude higher than that observed for PFO-wrapped SWNTs in toluene
solution. The EET process in the polymer/SWNT system is discussed considering the energy level
alignment at interfaces between conjugated polymers and SWNT.

１．は

じ

め

に

ぶ．図 2 は，Weisman らによって詳細に調べられた各励

単層カーボンナノチューブは，炭素原子から構成され

起子のエネルギーと直径の関係（片浦プロット）を示

ているナノスケールのチューブであり，非常に高いアス

す ．バンド構造がカイラリティ（カイラル指数）に対

ペクト比をもつ物質である．半導体ナノチューブのバン

応した分散をもつので，バンドギャップは厳密に直径の

ドギャップは直径の逆数におよそ比例し，1 ～ 2nm の直

逆数に比例するわけではないが，励起子エネルギーがお

径に対しておよそ 0.5 ～ 1eV の間で変化する．ナノメー

よそ直径の逆数に依存していることがわかる．

1）

トルスケールの直径に対して 10 ～ 10 倍の長さがある
2

3

ので，ナノチューブの電子は円周方向に閉じ込められて
一次元的な振る舞いをする．円周方向のエネルギーは周
期 境 界 条 件 に よ っ て 量 子 化 さ れ る の で， 半 導 体 ナ ノ
チューブのバンド構造は 1 番目，2 番目，3 番目などの伝
導帯（C1, C2, C3）と価電子帯（V1, V2, V3）から構成さ
れている．それらのバンドの状態密度は，図 1 に示され
るようにバンド端で発散的に増大する一次元系の特徴
（van Hove 特異性）を示す．このような一次元系のナノ
チューブでは，大きな束縛エネルギー（300 ～ 400meV）
をもつ励起子が室温でも安定に存在する．励起子の振動
子強度が大きいので，近赤外から可視光領域の吸収スペ
クトルには強い励起子吸収帯が観測され，それぞれのバ
ンドに伴った励起子を E11 励起子，E22 励起子などと呼
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図１： 半導体ナノチューブの伝導帯と価電子帯の状態密度と光学
遷移．
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（9,9-dioctylﬂuorenyl-2,7-diyl））と P3HT
ある PFO（poly
（poly
（3-hexylthiophene-2,5-diyl））の構造式，図 4 は高
分子とナノチューブの配置構造を示す

5，6）

．Gao らは，分

子動力学シミュレーションによって PFO とナノチュー
5）

ブの配置構造を求めている ．図 4a に示されるように，
青，赤，黄色で表された PFO 高分子鎖がらせん状に巻
きついている様子がわかる．
フルオレンをベースとする高分子は，SDS（sodium
dodecyl sulfate），SDBS（sodium dodecyl benzene sulfonate）などの界面活性剤に比べて選択性が高いことが
3，4）
知られている ．図 5 は，選択的にラップされたナノ
4）

チューブの種類を示すカイラリティマップである ．

SDBS（黄色）の場合，
（12,2），
（10,2）から（6,5），
（9,5）
チューブまで広い範囲のカイラル角の半導体チューブを
図２：半導体ナノチューブの励起子エネルギーと直径の関係（片浦
プロット）．
塗りつぶしの記号は実験値，□と○は実験フィッティング曲
線 か ら の 予 測 値 を 示 す．R.B. Weisman et

al., Nano Lett. 3

（2003）1235 より転載．

カーボンナノチューブは，直径に依存した一次元系特
有の光学特性に加えて高い移動度をもっているので，太
陽電池や光センサーなどの応用の観点からも注目されて
いる物質である．通常の合成法で作製されたナノチュー
ブ原料には，直径の異なる半導体チューブと金属チュー
ブが混在し，それらは絡み合ってバンドルを形成してい
る．個々のナノチューブを単離して，直径の選別や半導
体と金属チューブの分離をする簡便な方法として界面
2）

活性 剤 や 高分 子

3，4）

が 用 い られ る． 図 3 は， 単 層ナ ノ

チューブのラッピングに使われている代表的な高分子で

ラップしている．それに対して，フルオレンをベースと
［
（9,9-dihexylﬂuorenyl-2,7-diyl）する PFO, PFH-A（poly

co（9,10-anthracene）］
），PFO-BT（poly［
（9,9-dioctylﬂuorenyl-2,7-diyl）
-alt-co（1,4-benzo-2,1’,3-thiadiazole）
］
）は
（7,6），
（10,6）などカイラル角の大きい半導体ナノチュー
ブ を 選 択 的 に ラ ッ プ し て い る． カ イ ラ リ テ ィ と ナ ノ
チューブ直径の間に対応関係があるので，対応するバン
ドギャップの大きさや吸収帯の波長が決まることになる．
高分子でラップされたナノチューブや高分子とナノ
チューブを混ぜ合わせた複合系では，両者の界面を介し
てドーピングや励起状態からの電荷移動，エネルギー移
動が起こることが期待される．PFO ラップ半導体ナノ
チューブのスピンコーティング法で作製した電界効果ト
ランジスターデバイスは，p 型半導体の特性を示すこと
7）

が報告されている ．太陽電池応用への興味から，電荷
移動，エネルギー移動に関する研究がナノチューブと高
分子やフラーレン誘導体を組み合わせた複合系で盛んに

（ａ）

5，6,8–13）

研究されている

．P3HT と半導体ナノチューブの

複合系では，直径の小さいナノチューブ，すなわちバン
ドギャップの大きいナノチューブの場合には電荷移動，
直径の大きいナノチューブの場合にはエネルギー移動が
10）

起こることが報告されている ．図 4b に示されるよう

（ｂ）

に，1 層程度の P3HT でナノチューブをラップすること
6）

ができる ．このような試料において，P3HT から半導
体ナノチューブへの電荷移動時間は 0.43ps であるという
6）

報告がある ．また，PFO とナノチューブを混合したト
図３：（a）PFO，（b）P3HT の構造式．

ルエン溶液の場合，発光の励起スペクトルから PFO か

（ａ）

（ｂ）

図４：高分子でラップされたナノチューブの構造．
（a）PFO（W. Gomulya et al., Eur. J. Phys. J. B 86（2013）404 より転載），
（b）P3HT（S.D. Stranks et al., Nano Lett. 11（2011）66 より転載）．
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図５：カーボンナノチューブのカイラリティマップ．
ナノチューブラップする界面活性剤，高分子をそれぞれの色
の六角形で示す．F. Chen et
り転載．

al., Nano Lett. 7（2007）3013 よ

らナノチューブへの励起エネルギー移動が示唆されてお
り，そのときの発光寿命が約 395ps になると言われてい
11）

る ．しかし，PFO 高分子がどのような形態，距離でナ
ノチューブに接しているのかなど詳しいことはわかって
いない．本稿では，PFO ラップ半導体ナノチューブの構
造の詳細を明らかした複合系を対象にして，PFO からナ
ノチューブへの高効率な励起エネルギー移動について報
告する．
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（ｂ）

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．

た網目のような構造をしている．ナノチューブをラップ
していない PFO 高分子の凝集体が見られないことから，
残留物は十分に取り除かれていると思われる．
2.2

PFO ラップナノチューブと PFO 膜の吸収と発光
スペクトル

ペーパー状試料の膜厚が厚いために精確な吸収スペク
トルを測定できないので，トルエン溶液試料の吸収スペ
14）

クトルを図 7 に示す ．鋭い吸収帯はカイラリティ（直
径）の異なる半導体ナノチューブの励起子による吸収で
あり，1.5eV 以下のエネルギー領域に観測される吸収帯
，1.5eV ～
は 第 1 バ ン ド か ら な る 励 起 子（E11 励 起 子 ）

２．PFO ラップナノチューブの
２．励起エネルギー移動

PFO ラップナノチューブの作製と構造観察

High pressure carbon monoxide process 法で作製され
た市販の HiPco チューブと PFO を原料として，以下の
14）
手順で試料を作製した ．1 ）同量の HiPco チューブと
PFO をトルエン溶液に分散させて約 20 時間の超音波処
理をする．2 ）分散溶液を 10000g の遠心力で超遠心分離
をし，その上澄みをさらに 197000g で超遠心分離を行
う．3 ）超遠心分離後の上澄みの一部を PFO ラップナノ
チューブのトルエン溶液試料とする．4 ）このトルエン
溶液にメタノールを加えて PFO ラップナノチューブを
凝集させる．5 ）凝集体をろ過した後，トルエンで洗浄
して残留している PFO を取り除き，トルエン溶液に再
分散する．6 ）凝集→ろ過→洗浄→再分散を 3 回繰り返

2.3eV における吸収帯は第 2 バンドからなる励起子（E22
励起子）の吸収帯である．
（9,7）
，
（8,7）
，
（8,6）
，
（7,6）
，
（7,5）チューブに同定される吸収が強く観測され，これ
らはいずれもカイラル角の大きい半導体ナノチューブで
ある．個々のカイラリティに同定できる励起子吸収が観
測されることから，バンドルを形成しているが，個々の
ナノチューブは PFO でラップされて孤立したチューブと
して振る舞っていることがわかる．2.7eV 付近のエネル
ギーから急激に立ち上がる吸収は，第 3 バンドの励起子，

π プラズモンおよび PFO による吸収である．前節で述べ

した後，メンブレンフィルター上に堆積させて，ペー
パー状試料とする．上記の方法で作製した PFO ラップ
ナノチューブ試料を用いて半導体ナノチューブ間の励起
エネルギー移動を観測した結果を，我々は文献 14，15 で
既に報告している．

PFO ラップナノチューブのペーパー状試料の透過電子
14）
顕微鏡（TEM）像を図 6 に示す．図 6a の拡大図 から，
約 1nm の太さのナノチューブの周囲が PFO で覆われ，2
本のナノチューブがほぼ平行に隣接している様子がわか
る．広域の視野（図 6b）で見ると，PFO ラップされた
ナノチューブが束（バンドル）になり，それらが交差し

図７： PFO ラップナノチューブトルエン溶液の吸収スペクトル．
ナノチューブのカイラル指数を（n, m）で示す．

14
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たように，PFO は半導体チューブを選択的にラップする

(7,6) (8,6) (8,7)
(9,7)
(7,5)

図 8 はスピンコーティング法によって作製した PFO 薄
膜の吸収スペクトル（黒線）である．2.85eV にピーク
をもつ比較的鋭い吸収帯と 3.09 と 3.24eV にピークのあ
るブロードな吸収帯が観測される．鋭い吸収帯（0-0 遷
移）の出現とその大きさは PFO の有効共役長の長さに
16）

関係していると言われている ．3.09 と 3.24eV のピー
クは電子と分子振動の相互作用による振電バンドに対応
する．図 8 に波長が 404nm のレーザー光で励起した場合
の発光スペクトル（青線）を示す．2 ～ 3eV のエネル
ギー領域において 2.82eV の発光帯および 0.16 ～ 0.19eV
の間隔でそのサイドバンドが観測される．同様に，404

nm の励起光による PFO ラップナノチューブ試料の発光
スペクトルを赤線で示す．2.83eV にピークをもつ発光
とそのサイドバンドが観測され，PFO スピンコート膜と
ほぼ類似のスペクトルである．これらの発光エネルギー
は半導体ナノチューブの E22 励起子より高いエネルギー
領域に相当する．E22 励起子は 50 ～ 100fs の時間で E11 励
起 子 に 緩 和 す る の で， こ の エ ネ ル ギ ー 領 域 で は ナ ノ
チューブの励起子発光はほとんど観測されない．

Excitation Wavelength (nm)

ので，金属チューブによる吸収はほとんど観測されない．
800
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図９：PFO ラップナノチューブペーパー状試料の発光励起マップ．
カラーバーは発光強度を示し，（a）0.3 ～ 21，（b）0.3 ～ 4.0
である．

（エネルギー）である 1195nm（1.04eV），1305nm（0.95

eV），1350nm（0.92eV）において弱い発光スポットが
観測される．励起と発光の関係を詳しく調べるために，
励起スペクトルを図 10 に示す．縦軸は対数表示である．
（8,6）チューブの E11 励起子エネルギーで発光を検出し
た 場 合， そ れ ぞ れ 1.70eV で ピ ー ク を 示 す と 同 時 に，
（7,5），（7,6） チ ュ ー ブ の E22 励 起 子 エ ネ ル ギ ー（1.88

eV）においてもピークが現れている．これは，（7,5），
（7,6）チューブに励起された励起子が PFO を介して隣接
した（8,6）チューブにエネルギー移動したのちに，こ
れらのチューブで再結合した発光であることを示してい
図８：PFO スピンコート膜の吸収スペクトル（黒線）と発光スペク
トル（青線），PFO ラップナノチューブペーパー状試料の発
光スペクトル（赤線）．矢印は発光の励起エネルギーを示す．

2.3

PFO ラップナノチューブの励起発光マップ

図 9a は，PFO ラップナノチューブのペーパー状試料
で測定された励起発光マップである．吸収スペクトルで
観測された，代表的なナノチューブの E11 励起子エネル
ギーを矢印で示す．およそ 660nm（1.88eV）で励起し
た場合，（7,5），（7,6）チューブの E11 励起子の波長で発
光が強く観測される．この励起光の波長はそれぞれのナ
ノチューブの E22 励起子準位に対応するので，励起され
た E22 励起子が E11 励起子状態に緩和して生じた再結合発
光 で あ る． 一 方，660nm（1.88eV） の 励 起 に 対 し て，
（8,6），（8,7），（9,7）チューブの E11 励起子準位の波長

図 10：PFO ラップナノチューブペーパー状試料の励起発光スペクトル．
発光の検出エネルギーは，赤線：（7,5），緑線：（7,6），黒
線：（8,6）チューブの E11 励起子エネルギーである．破線は
吸収スペクトルを示す．縦軸の発光強度と吸光度は対数表示
である．
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る．このチューブ間の移動レートは 2.7×10 s であり，

存するが，この値はこれまで報告されている PFO の発

移動時間は 3.7ps であることはこれまでに報告してい

光寿命の範囲に対応している

11 –1

14,15）

る

．

図 9b に，400 ～ 500nm の励起波長領域における発光
強度を拡大した励起発光マップを示す．約 430nm（2.88

eV）の励起波長に対して，（7,5），
（7,6），
（8,6），
（8,7），
（9,7）チューブの励起子発光波長においてスポットが観

17–19）

．

PFO ラップナノチューブペーパー状試料における，
PFO による発光の減衰曲線を図 11 に緑ドットで示す．
非常に速い減衰挙動を示し，コンボリューション解析か
ら求められた時定数の上限は～1ps である．精確な減衰
時定数を求めるために，アップコンバージョン法による

測される．図 10 に示されるように，励起スペクトルに

フェムト秒時間分解分光を用いて減衰挙動を測定した．

おいて約 2.87eV にピークが観測され，その強度は E22 励

励起光波長は 400nm とし，440nm の発光波長で測定し

起子励起の場合に比べておよそ 1/10 である．PFO スピ

た結果を図 12 に示す．発光強度は，図 12a に示されるよ

ンコート膜の吸収スペクトルを破線で示す．低ネルギー

うにおよそ 2ps で大きく減衰するが，～15ps まで発光が

側の吸収ピークのエネルギー（2.85eV）が励起スペクト

観測される（図 12b）．装置関数（挿入図）を考慮した

ルのピークエネルギーによく一致していることがわか

フィッティング解析の結果を実線で示す．2 成分の指数

る．この結果は，ナノチューブをラップしている PFO

関数的減衰を示し，速い成分（破線）の減衰時定数は

からナノチューブへの励起エネルギー移動があることを

に，PFO スピンコート膜と PFO ラップナノチューブの

0.38ps，遅い成分（一点鎖線）のそれは 4.70ps，速い成
分の成分比が 0.82 であることがわかった．スピンコート
膜の発光寿命（82ps）に比べて，ナノチューブをラップ
し て い る PFO の 発 光 寿 命 は 約 2 桁 短 い． こ の 結 果 は，
PFO からナノチューブへの励起エネルギー移動があるこ

発光ダイナミクスを測定した．PFO スピンコート膜の発

とを支持している．

示唆している．
2.4

励起エネルギー移動のダイナミクス

励起エネルギー移動レート（時間）の知見を得るため

光減衰曲線を図 11 に黒ドットで示す．ナノ秒領域のダ
イナミクスを調べるために，パルス幅 120fs のフェムト
秒レーザーと時間相関単一光子法による発光時間分解分

（ａ）

nm であり，この波長は図 8 のスペクトルにおける 2 番目
の発光ピーク（サイドバンド発光）に相当する．1ns の
間で，発光強度は約 2 桁の減衰を示している．測定系の
装置関数（青ドット）を考慮したコンボリューション解
析の結果を赤線で示す．2 成分の指数関数でフィッティ

Intensity (cps)

光を用いた．励起光の波長は 400nm，発光波長は 465

ングすることができ，速い減衰成分の時定数は 82±4ps，
遅い成分のそれは 600±280ps である．速い成分の成分
比が 0.99 であるので，減衰挙動は 82ps の成分で支配さ
れている．薄膜試料における発光寿命は試料の形態に依

Time (ps)

Intensity (cps)

（ｂ）

図 11：PFO ラップナノチューブペーパー状試料（黒ドット）と
PFO スピンコート膜（緑ドット）の発光減衰曲線．
青ドットはレーザーパルスの装置関数を示し，赤線はフィッ
ティング曲線である．縦軸の発光強度は対数表示である．

Time (ps)
図 12：PFO ラップナノチューブペーパー状試料の発光減衰曲線．
挿入図：装置関数．実線はフィッティング曲線，破線は速い
成分，一点鎖線は遅い成分の指数関数曲線である．
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３．考

11）

察

る波長（388nm）に励起のピークを観測した ．この混

励起発光マップと発光ダイナミクスの結果に基づい

合溶液の PFO 発光の減衰時定数は～395ps であり，トル

て， ナ ノ チ ュ ー ブ を ラ ッ プ し て い る 高 分 子 か ら ナ ノ

エン溶液中の PFO における時定数（555ps）よりも速い

チューブへの励起エネルギー移動について考察する．光

減衰が観測されている．この結果から励起エネルギー移

励起された PFO の電子─正孔対と半導体ナノチューブの

動時間を見積もると，～1.4ns となる．この値を本研究の

励起子の緩和過程は，次のようなレート方程式で記述さ

ペーパー状試料の場合と比較すると，溶液における移動

れる．PFO 中の電子─正孔対密度を n（t），ナノチューブ

レ ー ト は 1/4000 程 度 で あ る こ と が わ か る． こ れ は，

（t）とすると，
中の励起子密度を N

我々のペーパー状試料では PFO は接するようにしてナ
ノチューブを覆い，周囲に過剰な PFO 高分子が存在し

dn（t）
= g – γ r n（t）– γ nr n（t）– γ t n（t）
dt

（1）

ないのに対し，溶液中に PFO とナノチューブが分散し
た試料では，PFO とナノチューブが十分に接触していな

dN（t）
= G + γ t n（t）– G r N（t）– G nr N（t）– G t N（t） （2）
dt

いことによると考えられる．しかし，励起スペクトルに
は PFO の吸収に対応する波長で明瞭なピークが観測さ
れているので，エネルギー移動の効率は極端に低いわけ

ここで，g は PFO 中に電子─正孔対を生成する項，γ r，γ nr

ではないと思われる．溶液中に分散している過剰な PFO

は電子─正孔対の輻射および無輻射再結合レート，γ t は

が存在し，それが発光の減衰挙動に対して大きな寄与を

PFO からナノチューブへのエネルギー移動レートであ
る．また，G はナノチューブにおける励起子の生成項，

与えているために，減衰曲線上では遅い減衰が主に観測
されている可能性がある．

Γ r，Γ nr は励起子の輻射および無輻射再結合レート，Γ t は

一方，P3HT でラップしたナノチューブの場合，P3HT

ナノチューブ間のエネルギー移動レートである．（2）式

の発光寿命が 0.43ps となることが報告されている ．ナ

右辺の第 2 項は，PFO からのエネルギー移動によってナ

ノチューブを含まない P3HT の発光寿命（689ps）と比

ノチューブ中に励起子が生成する項である．励起パルス

較すると，寿命が約 3 桁短くなっている．この論文の試

後の緩和過程に注目すると，PFO 中の電子 - 正孔対の緩

料では，バンドギャップの大きい（6,5）チューブが多

和を表す（1）式の解は次式で書かれる．

く含まれているので，この失活過程は P3HT からの電荷

n（t）= n0 exp［（
– γ r + γ nr + γ t）t］

（3）

従って，PFO 中の電子─正孔対密度は指数関数的に減

6）

移動であると理解されている．この場合の電荷移動レー
トは 2.3×10 s となり，PFO ラップナノチューブのエ
12 –1

ネルギー移動レートとほぼ同じ値である．図 4b に示さ

衰 し， そ の 時 定 数 はγ r +γ nr +γ t の 逆 数 に な る． 図 12 で

れるように，P3HT はナノチューブにらせん状に巻きつ

求められた速い減衰成分の時定数 0.38ps を用いると，

き，ナノチューブとの距離は van der Waals 距離（0.34

γ r +γ nr +γ t = 2.6×10 s である．ここで，輻射と無輻射の

nm）の 2 倍程度である ．PFO の場合もこれとほぼ同様

再結合レートの和γ r+γ nr が PFO スピンコート膜の場合と

の構造であるならば，エネルギー移動と電荷移動はほぼ

同じである仮定すると，PFO からナノチューブへのエネ

同じ値のレートになることが示唆される．

12 –1

ルギー移動レートが求まる．すなわち，（γ r +γ nr） = 82ps
–1

6）

励起エネルギー移動は，ドナー分子とアクセプター分

として，γ t = 2.6×10 s となり，PFO 中に励起された電

子の状態密度の間にエネルギー軸上で重なりがある場合

子─正孔対の緩和はラップしているナノチューブへのエ

に起こる．ここで用いた PFO ラップナノチューブの場

12 –1

ネルギー移動によって支配されていることになる．この

（7,6）など観測されたすべての半導体チュー
合，
（7,5），

値は，PFO でラップされたナノチューブ間のエネルギー

ブがアクセプターになることを本実験の結果は示してい

移動レートの約 10 倍の値である．TEM 像に示されるよ

る．これは，PFO と半導体ナノチューブのエネルギー準

うに，2 本のナノチューブ間の平均距離は約 0.9nm であ

位の関係から理解できる．図 13 は真空準位から見た

るが，PFO はより接近してナノチューブを覆っているの

HOMO，LUMO 準位および価電子帯，伝導帯のエネル
ギー図を示す．PFO の HOMO と LUMO 準位として，そ
5）
れぞれ –5.8eV，–2.2eV という値 が知られているが，こ
こでは PFO 薄膜に対して報告されている値である –5.6
20）
eV，–2.5eV を用いることにする ．この値は，薄膜試料
で観測される（0,0）遷移（2.85eV）を考慮している．本

で，ナノチューブの壁と PFO 分子との距離はより小さ
いと思われる．
このような高効率のエネルギー移動を，トルエン溶液
中に PFO とナノチューブを混合した系の場合と比較し
たい．Chen らは，PFO／ナノチューブトルエン溶液の励
起スペクトルを測定し，（7,5）チューブの E11 励起子ネ

実験で用いた試料で励起子吸収が観測されたナノチュー

ルギーで発光を検出した場合，E22 励起子準位でのピー

ブのバンドギャップは 0.8 ～ 1.4eV であるので，第 1 価

クに加えて，PFO の吸収ピーク波長（386nm）に一致す

電子帯と伝導帯のエネルギーの範囲を帯状に示す．ここ

ポリマーでラップされたカーボンナノチューブの励起エネルギー移動
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(b)

LUMO
−2.5 eV

−2.1 eV

LUMO

−4.8 eV

HOMO

C4
C3
C2
C1

C1

−5.6 eV
HOMO

−4.5 eV
V1
PFO

PFO

P3HT

ナノチューブ

V1
V2
V3
V4

(7,6)チューブ

図 13：（a）半導体ナノチューブの伝導帯，価電子帯と PFO，P3HT の HOMO，LUMO 準位のエネルギー関係図．
（b）
（7,6）チューブのバンド端エネルギーと HOMO，LUMO 準位の関係図．
10）

で，ナノチューブの仕事関数を –4.5eV とした ．ナノ

（6,5）チューブのバンドギャップは 1.27eV であるので，

チューブのバンド端が PFO の HOMO-LUMO ギャップ
場合，状態密度の重なりがあるので，PFO に励起された

V1 価電子帯は HOMO 準位より低いエネルギーに位置し
ているために LUMO 準位に励起された電子のみがナノ
チューブに移動することができる．P3HT において励起

電子と正孔はそれぞれ半導体ナノチューブの伝導帯と価

エネルギー移動と電荷移動の両者が観測されるのは，こ

電子帯にエネルギー移動することができる．ここで，例

のようなエネルギー関係によると考えられている．

の中にあることがわかる．このようなエネルギー関係の

として（7,6）チューブを取り上げて，第 2 バンドより高

４．ま

いエネルギーバンドと PFO のエネルギー準位の関係を

と

め

詳しく考察したい．Weisman らが詳細に調べた励起子吸

直径に依存したバンドギャップをもつナノチューブと

収エネルギー（E11, E22, E33, E44）とナノチューブ直径の

分子を複合化した系では，バンドギャップと HOMO-

関係（図 2）から，それぞれの伝導帯（C1, C2, C3, C4）

LUMO ギャップの関係によって励起エネルギー移動や

と価電子帯（V1, V2, V3, V4）のエネルギーを求めること

電荷移動が起こる．本稿では，単層ナノチューブの分

ができる．実験的に得られたエネルギーは励起子遷移エ

離・選別と孤立分散のために用いられる高分子とナノ

ネルギーであるので，バンドギャップのエネルギーとし

チューブ間の励起エネルギー移動について調べた．

て は 束 縛 エ ネ ル ギ ー に 相 当 す る エ ネ ル ギ ー（ ～200

PFO ラップナノチューブのペーパー試料の励起発光
マップには，（7,5），（7,6）の E22 励起子エネルギーの励
（8,7），
（9,7）チューブの E11 励起子
起に対して，
（8,6），

meV）を差し引く必要があるが，それを無視することに
する．図 13b に，各バンド端のエネルギーと HOMO，
LUMO 準位の関係を示す．LUMO 準位と C4 伝導帯がほ
ぼ一致し，HOMO 準位は V2 価電子帯の頂上より約 0.1
eV 低いエネルギーに位置する．従って，光励起された
LUMO 準位の電子は C4 伝導帯，HOMO 準位の正孔は
V2 価電子帯に移動することができる．図 1 に示されるよ
うにそれぞれのバンド端では van Hove 特異性により状
態密度が発散的に増大するので，バンド端で HOMO，
LUMO 準位と重なる場合には，移動レートはより大き
くなると思われる．図 2 の片浦プロットに示されるよう
に，E44 または E33 励起子エネルギーが 4eV 以下のナノ
チューブに対しては，PFO の電子と正孔はナノチューブ
へ移動することが可能である．

エネルギーで弱い発光のスポットが観測される．これ
，（9,7）
は，（7,5），（7,6） チ ュ ー ブ か ら（8,6），（8,7）
チューブへの励起エネルギー移動に対応し，その移動
レートが 2.7×10 s であることはこれまでに報告して
11 –1

いる．このようなナノチューブ間のエネルギー移動を示
すスポットに加えて，PFO の 0-0 遷移吸収のエネルギー
（8,7），
に お け る 励 起 に 対 し て，（7,5），（7,6），（8,6），
（9,7）チューブの励起子発光のスポットが観測された．
このときの発光強度は E22 励起子の励起の場合に比べて
そ の 1/10 程 度 で あ る が， こ の 結 果 は PFO か ら ナ ノ
チューブへの励起エネルギー移動を示している．
ナノチューブをラップしている PFO の発光の減衰時

P3HT と半導体ナノチューブのエネルギー関係を図
13a の 右 側 に 示 す．P3HT の HOMO 準 位 は –4.8eV，
6）
LUMO 準位は –2.1eV であるので ，直径の小さい（バ

定数は 0.38ps であり，ナノチューブを含まない PFO 薄

ンドギャップの大きい）ナノチューブの価電子帯のエネ
ルギーは HOMO 準位よりも低くなる．この場合，P3HT

2.6×10 s であり，ナノチューブ間のエネルギー移動
レートの約 10 倍の値であることがわかった．これまで

に光励起された電子はナノチューブへ移動できるが，正

に報告している内包分子とナノチューブ間のエネルギー

孔は P3HT に留り，これは電荷移動になる．先に述べた

移動レートと比較すると，PFO─ナノチューブの値は，

膜試料の時定数（82ps）に比べて 2 桁ほど短い．これら
の時定数から見積もられた励起エネルギー移動レートは
12 –1
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距離が 0.39nm のクアテリレン─ナノチューブ間の移動
21）

レート（2.4×10 s ）にほぼ相当する ．また，トルエ
12 –1

ン溶液中に分散した PFO ラップナノチューブ試料で報
告されているエネルギーレートの値と比べると，ペー
パー状試料の値は約 4000 倍であり，高い効率でエネル
ギー移動することがわかった．
励起エネルギー移動レートはドナーとアクセプター分
子間の距離とともに，両者の状態密度の重なりにも強く
依存する．バンド端のエネルギーと HOMO，LUMO 準
位の関係から，HiPco チューブに含まれるほぼすべての
半導体ナノチューブに対してエネルギー移動が可能であ
ることがわかった．一方，P3HT でラップされたナノ
チューブの場合，直径の小さいチューブでは電子のみの
電荷移動が起こり，PFO/ ナノチューブのエネルギー移
動レートとほぼ同じ値の電荷移動レートが報告されてい
る．ナノチューブと高分子のエネルギー準位の関係およ
び両者の配置と距離を考慮して，電子と正孔が対になっ
てアクセプターに移動する場合と一方のキャリヤのみが
移動する場合の移動レートがどのような関係にあるのか
を理解することは興味ある課題である．
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