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めにナノチューブ同士が近接してバンドル（束）を形成
したり，分子の吸着や高分子のラッピングによって複合
系を形成する．さらに，ナノチューブに分子を内包し，
チューブ内部で新たな分子を合成することも可能であ
る．ナノチューブを反応容器として利用し，内包された
ペリレン分子からクアテリレンを合成した結果について
は2014年に報告した1）．
　分子内包カーボンナノチューブの複合系では，光励起
によって分子からナノチューブへのエネルギー移動が起
こることが知られている2–4）．図1aに示されるように，

１．は　じ　め　に
　ナノサイエンス・ナノテクノロジーの発展により，物
質の形態や構造をナノサイズにするとバルクとは異なる
性質や現象が発現することが広く知られるようになっ
た．ナノスケールの物質をビルディングブロックとして
複合化することによって，さらに新しい物性や機能を引
き出すことが可能であることも多くの研究で明らかに
なっている．ナノスケールへのダウンサイジングは，三
次元的な大きさの構造を二次元，一次元，ゼロ次元へと
縮小することに対応する．
　一次元系として最も典型的でよく知られた物質として
カーボンナノチューブをあげることができる．炭素原子
からなるこの物質は美しい幾何学的形態をもつと同時に
その幾何学が特徴的な物性を決めている．グラフェン
シートの巻き方（カイラリティ）によって半導体や金属
の物性を示し，一次元系のバンド構造を反映してバンド
端で状態密度が発散する．また，van der Waals力のた
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図１：	分子・ポリマーのHOMO，LUMO準位と半導体ナノチュー
ブの伝導帯，価電子帯のエネルギー関係図．
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ナノチューブの価電子帯と伝導帯のエネルギーが分子の
最高被占軌道（HOMO）準位と最低空軌道（LUMO）
準位間のエネルギーギャップの中にある場合，分子に励
起された電子─正孔対のエネルギーがナノチューブに移
動することができる．分子がエネルギー移動のドナー，
ナノチューブがアクセプターに相当する．このようなエ
ネルギー準位の関係をタイプⅠと呼ぶ．一方，図1bの
ようなエネルギー関係の場合，伝導帯のエネルギーは
HOMO–LUMOギャップの中にあるので分子に励起さ
れた電子はナノチューブに移動できるが，価電子帯のエ
ネルギーがHOMO準位よりも低いので，正孔は移動で
きない．これは光励起に伴った電荷移動であり，このよ
うなエネルギー準位の関係はタイプⅡと呼ばれている．
分子内包ナノチューブでは多くの場合，タイプⅠの関係
になっている．
　ポリマーでラップされたナノチューブの複合系では，
ポリマーの種類によって励起エネルギー移動と電荷移動
が報告されている．PFO（poly（9,9-dioctylfluorenyl-2,7-

diyl））でラップされた半導体ナノチューブの場合，PFO

からナノチューブへのエネルギー移動が起こり，その
レートは2.6×1012 s–1であることを昨年報告した 5）．同
じようなフルオレンポリマーであるPIF（poly（indeno-

fluorene）），F8T2（poly［（9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl）- 
co-（bithiophene9）］）でもタイプⅠのエネルギー移動に
なるといわれている6,7）．一方，P3HT（poly（3-hexylthio-

phene-2,5-diyl））， MehPPV （poly［2-methoxy-5-（2’-ethyl- 

hexyloxy）-1,4-phenylene vinylene］）では，バンドギャッ
プの小さい，すなわち直径の大きいナノチューブの場合
にエネルギー移動，直径の小さい場合には電荷移動にな
ることが報告されている6）．ポリマーの種類とナノ
チューブサイズの組み合わせによってタイプⅠからタイ
プⅡに変化するので，このような複合系を用いると励起
エネルギー移動による光捕集機能と電荷移動による光電
変換機能を引き出すことができる．
　ポリマーとナノチューブを混ぜ合わせると，ポリマー
は容易にナノチューブに巻き付くので内包させることは
簡単ではない．しかし，最近になってコロネン分子を内
包させて熱処理による重合化によってコロネンポリマー
あるいはグラフェンナノリボンが形成すること7–10）や，
セキシチオフェン（6T）を内包させたナノチューブの
熱処理によってポリチオフェンが形成すること11）が報告
されている．ポリマーはナノチューブ内部でエネルギー
的に最も安定な配置をとるので，ナノチューブとポリ
マー間の距離やポリマーの配置を特定できることにな
り，両者の相互作用を調べるためには最適な系になると
思われる．本稿では，ポリチオフェンとコロネンポリ
マー（グラフェンナノリボン）を内包したナノチューブ
における電荷移動について報告する．

２．ポリチオフェン内包カーボンナノ	
２．チューブの電荷移動

2.1	 ポリチオフェン内包ナノチューブの合成と構造
　図2に示される構造式をもつセキシチオフェンが，直
径1.2～1.5 nmのナノチューブに1層または2層の配置
で内包されることは，Loiらによって報告されている12）．
名古屋大学篠原グループの宮浦氏らは，セキシチオフェ
ンとMeijo Carbon社のSOチューブ（平均直径1.8 nm）
を用いてナノチューブ内でポリチオフェンを合成し 

た11,13）．その合成手順を以下に示す13）．1）SOチューブ
を500～600℃で加熱してチューブの両端を開く．2）
ガラス管にセキシチオフェン粉末とSOチューブを封入
して，真空中において250～400℃，24時間の熱処理を
する．3）表面に吸着したセキシチオフェンを二硫化炭
素で洗浄する．4）デオキシコール酸で内包ナノチュー
ブの超音波分散処理をする．5）密度勾配超遠心分離に
より精製した後，デオキシコール酸でラップされた内包
ナノチューブ溶液を作製する．6）吸引濾過により薄膜
試料を作製する．

　熱処理温度が250～300℃では，数nm程度に繋がっ
た状態でセキシチオフェンが内包しているが，350～
400℃にすると20 nm以上の長さのポリチオフェンが形
成する．図3に400℃で熱処理した内包ナノチューブの
透過電子顕微鏡（TEM）像を示す11）．図3aに示される
ように，1 nmの直径のナノチューブ内に1本の黒い像が
観測され，右のモデル図のような配置でポリチオフェン
が形成されている．直径が1.5 nmの場合には，2層に積
層したポリチオフェンが観測されている（図3b）．さら
に太いナノチューブには，3層のポリチオフェンが観測
されるので，この実験で用いたSOチューブに対しては，
直径に応じて1～3層のポリチオフェンが内包すること
がわかっている．

図３：	ポリチオフェン内包ナノチューブの透過電子顕微鏡像とモデ
ル構造．

 （a）；直径1 nm，（b）；直径1.5 nm．文献11より転載．

2 nm

(a)

(b)

図２：セキシチオフェンとポリチオフェンの構造式．
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2.2	 ポリチオフェン内包ナノチューブの吸収と光伝
導スペクトル

　250～400℃の範囲で熱処理温度を変えて作製した内
包ナノチューブの溶液試料の吸収スペクトルを図4に示
す13）．チオフェンを内包していない参照用のSOチュー
ブの吸収スペクトル（黒色）では，波長1000 nmに半導
体ナノチューブの第2バンド励起子（E22），波長700 nm

に金属ナノチューブの励起子による吸収帯，および500 

nm付近に半導体ナノチューブの第3バンド励起子（E33）
による小さいピーク構造が観測される．250℃で熱処理
した内包ナノチューブのスペクトル（灰色）には450～
500 nm付近に弱い吸収が現れ，この吸収帯はセキシチ
オフェンの吸収スペクトル（青色）のピーク波長（420 

nm）よりも長波長側に位置している．熱処理温度を
300℃（金色），350℃（橙色），400℃（赤色）と上げる
と，450～550 nmにおける吸収が増加し，そのピーク
が長波長側にシフトする．これは，熱処理温度の上昇に
よってセキシチオフェンの重合が進行して，共役長の長
いポリマーが生成していることを示している．

　400℃で熱処理したポリチオフェン内包ナノチューブ
の溶液試料から作製した薄膜試料の吸収スペクトルを図
5に示す．薄膜の厚さは約150 nmである．図5aの参照
用SOチューブの吸収スペクトル（黒色）には，半導体
ナノチューブのE11（0.67 eV），E22（1.21 eV）励起子吸
収帯と金属ナノチューブのM11（1.78 eV）吸収帯が観測
される．ポリチオフェン内包ナノチューブの吸収スペク
トル（赤色）をSOチューブのE22吸収ピークで規格化
して示す．SOチューブのそれぞれの吸収ピークに対し
て約0.02 eV低エネルギー側に吸収ピークが観測される
が，それらに加えて約2.4 eVにピークをもつ吸収帯が現
れ，これは内包されたポリチオフェンに起因する．

　SOチューブのスペクトルを0.02 eVだけシフトさせ
て求めた差分吸収スペクトル（赤色）を図5bに示す．
差分吸収スペクトルは約2.5 eVにピークをもち，非対称
な形状をしている．この差分スペクトルを3成分のガウ
ス関数でフィッティング解析した結果が破線で示したス
ペクトルである．ガウス関数のピークエネルギー（半値
全幅）は，2.35 eV（0.43 eV），2.67 eV（0.67 eV），3.28 

eV（0.75 eV）である．このような3成分解析がベスト
フィッティングの唯一の解であるとは言えないが，内包
ポリチオフェンの吸収スペクトルは複数の成分から構成
されていると考えられる．TEM観察の結果によればナ
ノチューブの直径に応じて1層から3層のポリチオフェ
ンが内包している．2層，3層の場合にはポリマー間の
相互作用によりエネルギー準位が分裂するので，遷移エ
ネルギーの異なる吸収が現れることになる．また，図4

に示されるように，共役長によっても遷移エネルギーが
変わるので，共役長の異なるポリチオフェンが寄与して
いる可能性もある．
　光励起によるキャリヤ発生を調べるために，キセノン
ランプとスーパーコンティニウム白色光源を用いて光伝
導の励起スペクトルを測定した．スーパーコンティニウ
ム白色光源の短波長領域の測定限界はおよそ500 nmで
あるので，キセノンランプ光源を用いて350～550 nm

のスペクトル範囲を測定して，半導体レーザーによる測
定結果（■）によって2つのスペクトルをつなぎ合わせ
た結果が図6の光伝導スペクトル（青色）である．光伝
導測定の印加電場は15 V/cmである．半導体ナノチュー
ブのE11，E22励起子吸収に対応して，0.7 eVと1.2 eVに
光伝導のピークが観測されるが，金属ナノチューブの
M11遷移に対応した光伝導信号は現れていない．2 eVか
ら高エネルギー側において光伝導信号は増加し，3.5 eV 

付近ではE11励起子に対する信号の約10倍まで増大す
る．ポリチオフェン内包ナノチューブの吸収スペクトル

図４：	セキシチオフェン内包ナノチューブとセキシチオフェン溶液
試料の吸収スペクトル 13）．

 熱処理温度とスペクトルの関係を示す．赤色；400℃，橙色；
350℃，金色；300℃，灰色；250℃，黒色；参照用SOチュー
ブ，青色；セキシチオフェン
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図５：	（a）	ポリチオフェン内包ナノチューブ（赤色），SOチューブ
薄膜試料の吸収スペクトル（黒色），

 （b）	差分吸収スペクトル．
 破線は3成分のガウス関数のフィッティング結果を示す．

1 2 3 4
Photon Energy  (eV)

 A
bs

or
ba

nc
e 

 
 (a

rb
. u

ni
ts

)

0

1

2

  D
iff

. A
bs

.
 (a

rb
. u

ni
ts

)

0

1

(a)

(b)



4 カーボンナノチューブをベースとした複合系の光物性制御　─電荷移動とエネルギー移動─

（赤色）と比較すると，極大となるエネルギーは高エネ
ルギー側にシフトしているが，内包ポリチオフェンの光
励起によるキャリヤ発生が示唆される．さらに，図5の
差分吸収スペクトルの解析結果と比較すると，2.67 eV

と3.28 eVにピークをもつ成分が光伝導スペクトルの2

つのピークにほぼ対応している．
2.3	 電荷移動のダイナミクス
　内包ポリチオフェンの励起状態の緩和過程を調べるた
めに，ポンプ・プローブ分光によって緩和ダイナミクス
を測定した．ポンプ光のエネルギーは3.14 eV，パルス
幅120 fsである．ポンプ光照射前と照射後の吸収スペク
トルの差を差分吸収ΔODとし，ポンプ光とプローブ光
間の遅延時間に対するΔODスペクトルを図7に示す．

E11励起子吸収帯で吸収の減少（ブリーチング），M11吸
収帯付近で吸収増加と減少が観測されるのに加えて，2

～3 eVのスペクトル範囲においてより大きな吸収減少
（ブリーチング）が観測された．このブリーチング成分
は約3 psで大きく減少し，高速の緩和を示唆している．
　図8cは0.1 psにおけるΔODスペクトル（赤色）であ
る．図8bの内包ポリチオフェンのスペクトル（破線）
にほぼ対応してブリーチングが起きているが，ピークは
わずかに低エネルギーに位置している．一方，SO

チューブのΔODスペクトル（黒色）は，2～3 eVの範
囲において複数のブリーチングが観測され，これらはカ
イラリティの異なる半導体ナノチューブのE33励起子遷
移のブリーチングに起因すると考えられる．このスペク
トル範囲におけるポリチオフェン内包ナノチューブのス
ペクトル形状が，SOチューブと全く異なるので，この
範囲のΔODスペクトルはポリチオフェンの振る舞いを
反映していると考えてよい．また，SOチューブにおけ
る1.4～2.2 eV付近の吸収増加と減少の振る舞いは，金
属ナノチューブのM11吸収帯のブロードニングを示唆し
ている．

　2.30 eVで測定されたブリーチング信号の時間変化を
図9に示す．ポリチオフェン内包ナノチューブの減衰曲
線（赤ドット）は3 ps以内で大きく減少する．2成分の
指数関数でフィッティングした結果（青色），速い減衰
成分と遅い減衰成分の時定数は，それぞれ0.50 ps，12 

psであり，速い成分の割合が90%以上である．SO

チューブの減衰挙動は，約0.5 psの時間において吸収減

図６：	ポリチオフェン内包ナノチューブ（赤色），SOチューブの吸
収スペクトル（黒色）とポリチオフェン内包ナノチューブ
（青色）の光伝導スペクトル．

 ■印は半導体レーザーによる実験値を示す．
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図８：	（a）	ポリチオフェン内包ナノチューブ（赤色）とSOチュー
ブ（黒色）薄膜試料の吸収スペクトル，

 （b）	差分吸収スペクトル，
 （c）	遅延時間0.1 psにおけるポリチオフェン内包ナノチュー

ブ（赤色）とSOチューブ（黒色）のポンプ・プローブ
差分吸収スペクトル．
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図７：	（a）ポリチオフェン内包ナノチューブの吸収スペクトルと
（b）ポンプ・プローブ差分吸収（ΔOD）スペクトル．

 ポンプ光とプローブ光の遅延時間におけるスペクトルをそれ
ぞれの色で示す．黒色；–1 ps，赤色；0.1 ps，緑色；0.3 ps，
水色；0.5 ps，青色；1 ps，ピンク色；3 ps．ポンプ光のエ
ネルギーは3.14 eVである．
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少から増加に変化する．これはポンプ光による吸収スペ
クトルのシフトや吸収減少と増加成分の重なりがこのエ
ネルギー領域で生じていることを示しているので，この
減衰挙動は励起状態の緩和ダイナミクスを直接的に反映
していない．ΔODスペクトルの形状から予測されるよ
うに，2.30 eVにおける減衰曲線は内包ポリチオフェン
の寿命を反映していると考えてよい．主な減衰成分であ
る速い減衰時定数を，内包ポリチオフェンに励起された
電子と正孔の一方がナノチューブに移動する時間に対応
させると，電荷移動時間は0.50 ps，そのレートは2.0×
1012 s–1となる．
2.4	 考　　察
　ポリチオフェンとナノチューブのエネルギー準位の関
係から電荷移動について考察したい．表1はポリチオ
フェンのバンド計算と実験で報告されている価電子帯と
伝導帯のエネルギーである．真空準位を0としたとき，
密度汎関数法（DFT）で計算した価電子帯端のエネル
ギー Evは–4.26 eVである14）．ナノチューブの仕事関数
が–4.5 eVであり，この実験で用いたSOチューブのバ
ンドギャップ（励起子エネルギー）が0.6～0.8 eVの範
囲にあることを考慮すると，ポリチオフェン内包ナノ
チューブに対してはタイプⅡのエネルギー準位関係に
なっている．しかし，Bethe-Salpeter方程式を使った
G0W0近似による計算14）や実験値15）に対しては，タイプ
Ⅰのエネルギー準位の関係が予測され，エネルギー移動
が起こることになる．ポリチオフェンに光励起された電

子─正孔対はクーロン相互作用によって励起子を形成す
るので，光学遷移のエネルギーは励起子効果のない場合
のバンド間遷移とは異なる値になる14）．図5bの差分吸
収スペクトルは励起子による吸収と考える必要があり，
このエネルギーをバンドギャップのエネルギーと対応さ
せることはできない．励起子効果を考慮したエネルギー
計算も行われているが14），ナノチューブのバンドとのエ
ネルギー関係を議論することは単純ではない．
　また，分子やポリマーを内包したナノチューブでは，
両者の相互作用によりバンドが混成化する場合がある．
（10,0），（16,0）ナノチューブにポリチオフェンを内包
した複合系のDFTバンド計算が報告されている16）．直
径が約0.79 nmの（10,0）ナノチューブの場合にはナノ
チューブのバンド構造が一部変化するが，（16,0）ナノ
チューブの場合にはバンド構造がほとんど変化しないと
されている．これはバンド計算の方法や精度に大きく依
存するので，より詳細な研究が必要であると考えられ
る．
　次に，電荷移動レートについてポリマーラップナノ
チューブ複合系の結果と比較して考察したい．P3HT

ラップナノチューブの場合，電荷移動レートは2.3×
1012 s–1であり17），ポリチオフェン内包ナノチューブ
（2.0 × 1012 s–1）とほぼ等しい値である．ラップしている
P3HTはナノチューブの炭素原子とvan der Waals距離の
2倍程度まで接近していると考えられ，その距離は0.68 

nmである．一方，内包されたポリチオフェンとナノ
チューブ壁との距離は，図3のTEM像から見積もると
約0.4 nmである．これらの値を，移動レートと距離の
関係図（図10）に示す．それぞれの距離の値には任意
性があって精確ではないが，0.4～0.7 nmの距離にある

図９：	2.30 eVにおけるポンプ・プローブ差分吸収（ΔOD）の時間
変化．

 赤ドット；ポリチオフェン内包ナノチューブ，黒ドット；
SOチューブ，青線；2成分の指数関数フィッティング解析の
結果．
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図10：	移動レートとドナー─アクセプター間距離の関係．
 ■印；ポリチオフェン内包ナノチューブ，■印；P3HTラッ

プナノチューブ 17），●印；PFOラップナノチューブ 18），〇
印；クアテリレン内包ナノチューブ 4），△；βカロチン 3），
◇；スクアリリウム 2）
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表１：	ポリチオフェンの価電子帯Ev，伝導帯Ec，バンドギャップ
Egのエネルギーの計算値と実験値．

Ev（eV） Ec（eV） Eg（eV）
DFT計算 –4.26 –3.26 1.05

G0W0計算 –5.35 –2.25 3.10

実　　験 –5.20 –2.96 2.24

DFT計算値とG0W0計算値は文献14，実験値は文献15による．
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ポリマーからナノチューブへほぼ同程度のレートで電荷
移動すると言える．さらに，このような電荷移動レート
をPFOラップ複合系の励起エネルギー移動レート2.6×
1012 s–1と比較すると18），この値も同程度であることがわ
かる．電荷移動はポリマーに励起された電子─正孔対
（励起子）が解離して，一方の電荷がトンネル効果など
によってナノチューブに移動することによって起こる．
それに対して，励起エネルギー移動のメカニズムには，
遷移双極子相互作用によるFörsterモデルと電子交換に
よるDexterモデルがある．電子雲の重なりによる電子
交換の場合，ドナーとアクセプターに相当する2つの物
質状態間の距離が同程度であれば，このメカニズムによ
るエネルギー移動レートは電荷移動レートとほぼ同じ値
になってもよいと考えられる．
　一方，内包分子からナノチューブへのエネルギー移動
レートは，図10に示されるように距離に強く依存する．
2014年に報告した内包クアテリレンの場合，距離が
0.51 nmから0.39 nmに減少するとレートは7.1×1011 s–1

から2.4×1012 s–1に増大する1,4）．βカロチン 3），スクア
リリウム 2）の場合には，さらに大きな値（2.0×1013 s–1，
>5.3×1012 s–1）になっており，これらの値はクアテリ
レンの場合と同じ曲線で表される依存性ではない．これ
は，エネルギー移動レートが距離だけではなく分子の構
造にも依存していることを示唆している．
　ポリマーやナノチューブの電子状態はバンド的な状態
であり，励起状態は数nmの広がりをもつ励起子状態で
ある．励起状態の広がりがドナーとアクセプター間距離
よりも大きい場合には，点電荷による遷移双極子モデル
がよい近似でなくなるので，単純なFörsterモデルで解
析できないことが知られており19–23），ナノチューブやポ
リマーの複合系はこれに相当する．このような系におけ
る電荷移動とエネルギー移動を理解するためには，分子
やポリマーの構造に関係した電子状態と励起状態の波動
関数を考慮した理論的な解析が必要であると考えられ
る．

３．グラフェンナノリボン内包カーボンナノ	
３．チューブの光伝導

3.1	 グラフェンナノリボン内包ナノチューブの合成
と構造

　図11に示される分子構造をもつコロネン分子をナノ
チューブ内部で重合させて，グラフェンナノリボンを合
成することができる．本実験で用いた薄膜試料の原料と
なる溶液試料を作製する手順と構造についてLimらの論
文を引用して解説する10）．1）両端の開管処理をしたSO

チューブとコロネン粉末をガラス管に封入して，真空中
において450℃，48時間の熱処理をする．この熱処理
よってコロネンがナノチューブに導入されてコロネンダ
イマーやオリゴマーが形成する（図12a（ i ））．2）表面
に吸着したコロネンをトルエンで洗浄する．熱処理と洗
浄後の内包ナノチューブのTEM像が図12b（ i ）である．
コロネン分子が繋がった構造が観測される．ここまでの
ステップで作製した内包ナノチューブをS-GNR内包ナ
ノチューブと呼ぶことにする．4）ダイマー，オリゴ
マーが内包されたナノチューブを真空中で700℃，48時
間の熱処理をしてポリマー化する（図12a（ii））．図12b

（ii）のTEM像に示されるように，コロネンがポリマー化
したグラフェンナノリボンが観測される．この熱処理で
作製した内包ナノチューブをL-GNR内包ナノチューブ
と呼ぶ．5）デオキシコール酸で内包ナノチューブの超
音波分散処理をし，密度勾配超遠心分離により精製した
後，孤立分散溶液試料を得る．さらに表面修飾した内包
ナノチューブを作製するためには以下の処理をする．6）
4─ブロモベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボレート
重水溶液を内包ナノチューブ分散溶液に加えて，表面修
飾をする（図12a（iii））．表面処理された内包ナノチュー
ブのTEM像が図12b（iii）である．

図12：	（a）コロネンからグラフェンナノリボンを合成する手順の模式図，
 （b）各合成ステップにおける内包ナノチューブの透過電子顕微鏡像（スケールバー；2 nm），
 （c）水平配向（ i）と垂直配向における高分解能透過電子顕微鏡像（スケールバー；1 nm）．文献10より転載．

図11：コロネン構造式とグラフェンナノリボンの模式図．
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　高分解能TEM像を図12cに示す．図12c（ i ）はグラ
フェンナノリボンの面に対して垂直方向から見た像に相
当し，リボン状の構造が見えている．図12c（ii）は面に
対して平行な方向から見た像であり，2層のナノリボン
が積層しているのがわかる．
3.2	 グラフェンナノリボン内包ナノチューブの吸収

と光伝導スペクトル
　図13aは，表面修飾した参照用SOチューブ（黒色），
S-GNR内包ナノチューブ（青色），L-GNR内包ナノ
チューブ（赤色）の吸収スペクトルである10）．これらの
吸収スペクトルには，図5aで見られたE11（0.7 eV），
E22（1.2 eV）励起子吸収帯と金属ナノチューブのM11

（1.8 eV）吸収帯は，ナノチューブ外壁表面が修飾され
ているために観測されない．しかし，ナノチューブに内
包されているグラフェンナノリボンやダイマーはナノ
チューブで保護されているので，それらによる吸収は差
分スペクトルで見ることができる．SOチューブと
S-GNR内包ナノチューブの吸収スペクトルの差分に
よって求めたスペクトルを図13bの青線で示す．2.4 eV

と3.6 eV付近に吸収が観測され，それらはコロンダイ
マーの吸収帯（2.48，2.68，3.47 eV）に対応している24）．
この結果はTEM像でダイマーやオリゴマーが観測され
たことに一致している．SOチューブとL-GNR内包ナノ
チューブの差分吸収スペクトルには，1.5 eVと3.4 eV

にピークが観測される．局所密度近似の密度汎関数法バ
ンド計算（DFT-LDA）によると10），これらの吸収はグ
ラフェンナノリボンの第1バンド間の遷移と第2バンド
間の遷移であると解釈されている．

　図14aは，SOチューブ（黒色），S-GNR内包ナノ
チューブ（青色），L-GNR内包ナノチューブ（赤色）の
薄膜試料の吸収スペクトルである．表面修飾処理をして
いない内包ナノチューブの分散溶液から作製した薄膜試
料であるので，ナノチューブによるE11，E22，M11吸収帯
が明瞭に観測されている．SOチューブに対する差分吸
収スペクトルを図14bに示す．E22吸収帯で規格化して
差分スペクトルを計算しているが，残差のためにE11，
E22吸収帯が存在する．S-GNR内包ナノチューブ（青色
実線）の場合，2.4 eVと3.5 eV付近に吸収が見られ，青
色破線で示した表面修飾S-GNR内包ナノチューブ試料
のスペクトルと比較すると，これらはダイマーによる吸
収であることがわかる．L-GNR内包ナノチューブ（赤
色実線）の場合，1.4～1.8 eVと3.4 eV付近に吸収が観
測され，これらはグラフェンナノリボンのバンド間遷移
による吸収であると解釈されている．
　図14cは，SOチューブ（黒色），S-GNR内包ナノチュー
ブ（青色），L-GNR内包ナノチューブ（赤色）の光伝導
スペクトルである．光伝導測定における印加電場は9～
12 V/cmである．S-GNR内包ナノチューブの光伝導ス
ペクトル（青色）は，E11，E22励起子吸収帯でピークを
示し，エネルギーの増加に対して緩やかに信号が増加す
る．この振る舞いは，SOチューブのスペクトル（黒色）
にほぼ一致する．一方，3.2 eV付近から高エネルギー領
域で信号が増大する．L-GNR内包ナノチューブ（赤色）

図14：	（a）	SOチューブ（黒色），S-GNR内包ナノチューブ（青色），
L-GNR内包ナノチューブ（赤色）薄膜試料の吸収スペ
クトル，

 （b）	薄膜試料の差分吸収スペクトル（実線）と表面修飾内包
ナノチューブの差分吸収スペクトル（破線），

 （c）	SOチューブ（黒色），S-GNR内包ナノチューブ（青色），
L-GNR内包ナノチューブ（赤色）薄膜試料の光伝導ス
ペクトル．

 ■印と■印は半導体レーザーによる測定結果を示す．
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図13：	（a）	表面修飾したグラフェンナノリボン内包ナノチューブの
吸収スペクトル

 （b）	差分吸収スペクトル．
 黒色；SOチューブ，青色；S-GNR内包ナノチューブ，赤

色；L-GNR内包ナノチューブ．文献10より転載．
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の場合，2.5 eV以下における光伝導スペクトルの振る舞
いは，SOチューブ，S-GNR内包ナノチューブとほぼ類
似であるが，3.5 eV付近でピークを示している．これら
の結果から，3 eV以上のエネルギー領域において内包
されているグラフェンナノリボンによるキャリヤ発生が
示唆される．
3.3	 考　　察
　内包されているダイマー・オリゴマーやグラフェンナ
ノリボンを反映している差分吸収スペクトルと比較しな
がら，光伝導スペクトルの結果を考察する．S-GNR内
包ナノチューブの場合，ダイマーによる吸収が現れる
~2.5 eVより低いエネルギー領域において，SOチューブ
とほぼ類似の光伝導スペクトルが観測されている．これ
は，ダイマーの励起によって生成された電子─正孔対が
解離しないか，あるいは解離しても発生したキャリヤ数
が，ナノチューブの直接励起によるキャリヤに比べて十
分に小さいこと示している．即ち，~2.5 eVで励起され
た電子─正孔対は，主にエネルギー移動によってナノ
チューブに緩和していることが示唆される．一方，3.2 

eV付近から光伝導信号が増加する振る舞いは，このエ
ネルギー領域で見られる差分吸収スペクトル（図13b青
色）の増加に対応しており，ダイマーの第3吸収帯
（3.47 eV）からの電荷移動を示唆している．L-GNR内
包ナノチューブの場合，差分吸収スペクトルには1.5 eV

にグラフェンナノリボンの第1バンド間遷移による吸収
が観測されるが，このエネルギーにおいて光伝導信号の
増大は見られない．この場合も，第1バンドに励起され
た電子─正孔対はナノチューブにエネルギー移動するプ
ロセスが支配的であると考えられる．3.5 eVで明瞭に見
られる光伝導ピークは第2バンド間の吸収ピークとほぼ
一致しているので，この励起に伴って電荷移動が起きて
いることが示唆される．
　励起光のエネルギーに依存して電荷移動とエネルギー
移動が現れることを理解するためには，内包されたダイ
マー・オリゴマー，グラフェンナノリボンのエネルギー
準位・バンドとナノチューブのバンドエネルギーの関係
を知ることが必要である．しかし，コロネンから合成さ
れるグラフェンナノリボンのエネルギー構造の詳細はま
だ十分に明らかになっていない25）．また，ダイマー・オ
リゴマーやグラフェンナノリボンとナノチューブの電子
状態が混成化した場合のエネルギー構造の知見も重要で
ある．エネルギー移動の実験的確認やそのダイナミクス
など実験と理論の両面において，全体的な理解のために
はまだ多くの課題が残っている．

４．ま　　と　　め
　カーボンナノチューブとポリマーや分子との複合系
は，ナノスケールの構造が制御された系として特徴的な

光学応答・光物性を示す．本稿では，ナノチューブを反
応シリンダーとして利用して合成したポリマーとナノ
チューブにおける，光励起に伴った電荷移動とエネル
ギー移動について考察した．
　セキシチオフェンを内包したカーボンナノチューブを
熱処理することによってポリチオフェンが合成する．ポ
リチオフェン内包ナノチューブの吸収スペクトルは，
450～600 nmの波長域に比較的強い吸収を示した．光
伝導の励起スペクトルには，この吸収帯よりわずかに高
いエネルギー領域で光伝導信号の大きな増大が観測さ
れ，ポリチオフェンの励起によってキャリヤが発生する
ことがわかった．ポンプ・プローブ分光で測定したポリ
チオフェンの励起状態（励起子）の減衰時間は0.5 psで
あり，この値は励起子が解離して電子または正孔がナノ
チューブに移動する時間に対応すると考えられる．減衰
時定数から見積もられた電荷移動レートは2.0×1012 s–1

である．
　この電荷移動レートはP3HTラップナノチューブの電
荷移動およびPFOでラップされたナノチューブ複合系
の励起エネルギー移動レートとほぼ同じ値である．ま
た，クアテリレンなどの低分子を内包したナノチューブ
の励起エネルギー移動レートと分子─ナノチューブ間距
離との関係は強い距離依存性を示すのに対し，ポリマー
とナノチューブ複合系の電荷移動とエネルギー移動は，
0.4～0.7 nmの距離においてほぼ同じ値になる特徴があ
ることがわかった．
　ポリチオフェンとナノチューブのエネルギーバンドの
関係がタイプⅠになるかタイプⅡなるかについては不明
な点が多い．また，両者の電子状態の混成化による複合
系のバンド構造も考慮する必要がある．ポリチオフェン
の吸収ピークエネルギーと光伝導スペクトルのピークエ
ネルギーのずれを解釈するためにもエネルギー構造の理
解が必要であり，今後の課題である．
　コロネンを内包したナノチューブの熱処理によって合
成したコロネンダイマー・オリゴマーおよびグラフェン
ナノリボン内包ナノチューブの光伝導特性について調べ
た．内包ナノチューブの吸収スペクトルには内包成分に
よる吸収が可視光領域（<3 eV）と紫外光領域（>3 eV）
に観測されるが，光伝導スペクトルでは紫外光領域での
み光伝導信号の増大が観測された．可視光領域の励起状
態からはエネルギー移動，紫外光領域からは電荷移動が
起きていることが示唆されるが，これらのメカニズムの
理解にはコロネンダイマー・オリゴマー，グラフェンナ
ノリボンのエネルギー構造やナノチューブとの複合系の
バンド構造などの詳細な知見が必要である．
　カーボンナノチューブをベースとした複合系では，組
み合わせる分子やポリマーのエネルギー準位の関係を変
えることによって光励起に伴った電荷移動とエネルギー
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移動を制御できることが，われわれの研究からも示すこ
とができた．電荷移動は光電変換機能・光起電力，エネ
ルギー移動は光捕集機能としての応用展開が期待され
る．一方，基礎的な興味としては，励起状態の波動関数
の広がりが相互作用の距離と同程度あるいは大きい場合
におけるエネルギー移動や電荷移動は，従来のモデルで
は理解できないことがナノチューブを中心とした研究か
ら知られている．カーボンナノチューブ複合系の研究
が，これらの問題の本質的な理解に貢献することを期待
したい．
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