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ナノグラフェンの電子構造と磁性

榎　　　敏　明*

Electronic and magnetic properties of graphene nanostructures

Toshiaki Enoki*

 nanographenes, which are created by cutting a graphene sheet into nano-dimension, have important 
edge geometry dependence in their electronic structures. in armchair edges, electron wave interference 
works to create a standing wave, which contributes to aromatic stability. Meanwhile zigzag edges possess 
spin-polarized non-bonding π-electron state, which causes electronic, magnetic and chemical activities. 
The variety of edge geometry dependent electronic structures are discussed on the basis of our experimental 
and theoretical investigations from chemistry and physics viewpoints. The electronic and magnetic structures 
of nanographenes, which vary depending on the chemical environment of the edges together with the edge 
geometry, are investigated using randomly networked nanographenes with a focus on the edge state 
magnetism. in the low heat-treatment temperature range, oxygen-containing functional groups make the 
edge state stable against the atmospheric environment, while the high temperature heat-treatment leaves 
the edges hydrogen terminated with the edge state being unstable, promoting the fusing of nanographenes. 
The fusion brings about the occurrence of an insulator-metal transition at ~1500 k accompanied with the 
formation of spin glass state.

１．は　じ　め　に
　ベンゼンはsp2混成軌道によるσ結合で出来る六角形
分子であり，分子面に垂直な2pzは六員環に非局在化し
た軌道πとなる．ベンゼン環を縮合するとナフタレン，
アントラセン等の縮合多環系芳香族炭化水素分子を経
て，ベンゼン環無限個の極限では，2次元蜂の巣構造を
形成するπ電子系物質グラフェンとなる．逆にグラフェ
ンを切って行くと，切って出来るフラグメントは次第に
小さくなり，最後は縮合多環系芳香族炭化水素分子を経
て，ベンゼン分子まで行き着く．前者のプロセスは，1

分子から出発してグラフェンに至るbottom upの化学者
の見方であり，後者は top downの物理の見方と考える
ことが出来る．従って，グラフェンから芳香族炭化水素
分子の間にある物質群は化学の見方，物理の見方両者か
ら，その性質を理解出来る．化学では，一般に，Clar’s 

aromatic sextet ruleで芳香族分子の性質が現象論的に理
解でき，一方，物理では，グラフェン中を走る電子の挙動
は，相対論的な質量のないFermi粒子（Dirac fermion）
を基礎に理解することが出来る．
　ナノグラフェンは，多環系芳香族炭化水素分子と無限
サイズのグラフェンの間にあり，ナノサイズの物質系と

*榎　敏明　客員フェロー

して，化学の見方，物理の見方両者からその性質を見る
ことの出来る興味ある材料である．我々はナノグラフェ
ンがその大きさと幾何学構造の違いにより，極めて多様
な性質を持つことに興味をもち，走査型トンネル顕微
鏡，原子間力顕微鏡，Raman効果，電気伝導度，磁気
測定，nEXAFS，第一原理計算等を用いて，その電子
構造，磁性について研究を行ってきた．本稿では，ナノ
グラフェンの電子構造，磁気構造にいて紹介すると共
に，端終端官能基等の端の化学環境により，電子構造，
磁性がどのように変化するかを，我々の研究成果を基礎
に紹介する．

２．ナノグラフェンの電子構造
2.1.	 グラフェンの電子構造
　まず，物理の見方から，グラフェンの性質をみて行こ
う1，2）．グラフェンのπ電子は，運動エネルギーが運動量
pの2乗に比例する自由電子モデルで記述される通常の
金属と異なり，その運動エネルギーはpに比例し，この
ことは，実効的に相対論的な挙動をする質量のない
Fermi粒子として理解されている．相対論では，静止し
た粒子のエネルギーは次式で記述される．

E2 = m2c4  or  E = ±mc2  （1）

ここで，m，cは，それぞれ，静止質量，光速である．ま
た，±は物質，反物質に対応する．運動する粒子では，
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 東京工業大学名誉教授，理学博士
専門分野：物性化学，分子科学，固体物理
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（1）式に運動エネルギーの項が加わり，以下の式とな
る．

E2 = c2p2 + m2c4 （2）

特殊な場合として，粒子に質量がないときには，（2）式
は，以下のようになる．

E = ±cp （3）

ここで，±は↑↓スピンに対応する．グラフェン中の電子
の運動量に比例した運動エネルギーは，（3）式に対応し
て次式のハミルトニアン（Weyl方程式）で表現できる．

Ĥ = σνFp （4）

ここで，σはPauliマトリックス，νFはFermi速度であ
る．グラフェンにおけるスピンは擬スピンと呼ばれ，そ
の自由度↑↓の出現は，グラフェンの2次元蜂の巣格子
が2副格子系（図１（a））であることに対応している．す
なわち，格子自由度2（○，●）は↑，↓のスピン自由度
2に実効的に置き換えられ，グラフェンで磁性の発現が
示唆されることになる．（4）式で表現されるグラフェン
の電子構造は図1（c）に示される．線形p依存性を持つ
結合性占有π価電子バンド，反結合性非占有π*伝導バン
ドはともにコーン状のバンドを形成し，Diracコーンと
呼ばれ，両バンドはFermi準位（EF）で一点で接してお
り，グラフェンでは，両バンド間にエネルギーギャップ
を持たないゼロギャップ半導体が形成される．両バンド
の接点はDirac点と呼ばれる．格子自由度が2であるこ
とから，線形価電子バンド，伝導バンドからなるDirac

コーンは，図1（b）で示される逆格子空間の2つの独立
な点k，kʼそれぞれに存在する．
　化学の視点で，グラフェンをみてみよう．縮合多環系
芳香族炭化水素分子の電子構造は，現象論であるClarʼs 

aromatic sextet ruleによれば，aromatic sextet（共鳴状態
にあるベンゼン）（図２（a））を基本単位として，これを
対象分子にタイリングすることにより議論することが出
来き，最も多くの sextetを有する構造が最も安定とな
る．無限サイズのグラフェンでは，sextetをタイリング
することにより得られるClar状態は図2（b）に示すよう
に，sextetが√

–
3 ×√

–
3超格子を形成し，3重に縮重したも

のとなる．したがって，sextetは3つの状態間をmigra-

tionし，その結果，無限グラフェンが電気伝導性を有す
ることが説明される．

2.2.	 ナノグラフェンの電子構造
　ナノグラフェンには様々な大きさ，形のものが存在 

し．その大きさ，形により，多様な性質をもつ．なかで
も，形の違いはその性質に大きく影響する3–6）．グラ
フェンを切ってナノサイズにする場合や，端のあるグラ
フェンを作る場合には，図３に示すように，独立な2つ
の方向が存在する．一つはアームチェア方向であり，も
う一つはジグザグ方向である．アームチェア方向やジグ
ザグ方向に切って，その切り口を水素等の官能基で終端
するとアームチェア端，ジグザグ端ができる．

　端が形成されると，端は電子の運動に対して境界条件
として働く7）．端での電子の弾性散乱プロセスをみてみ
よう．アームチェア端での散乱では，図４（a）に示すよ
うに，波数（運動量）はkx → –kxの変化を受ける．この

図１． （ａ）グラフェンの2次元蜂の巣格子．単位格子を点線で示す．
単位格子は2つの独立な副格子（○，●）からなる．（ｂ）グ
ラフェンの逆格子．2つの独立な逆格子点k, kʼが存在し，そ
れそれの逆格子点にDiracコーンが存在する．（ｃ）グラフェ
ンのバンド構造．矢印は擬スピン．

図２． （ａ）aromatic sextet．周りと1重結合で結合する共鳴状態に
あるベンゼン．（ｂ）無限サイズのグラフェンの3重に縮重し
たClar状態．点線は√ –

3×√ –
3超格子．

図３．アームチェア端とジグザグ端．



154 ナノグラフェンの電子構造と磁性
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散乱プロセスは，端数空間では図1（b）に示すように，
K → Kʼ，あるいは，Kʼ → Kの遷移として記述される．
したがって，この散乱プロセスでは，KとKʼの2つの
Diracコーンが関わり，散乱波は，（5）式に示すように，
k，kʼの波動関数の一次結合で記述される．

φB（RB）∝（–exp（iKRB） + exp（iKʼRB）） （5）

ここでは，副格子Bのサイトでの波動関数を示す．すな
わち，K, Kʼの2つの電子波の干渉効果が起こる．このよ
うな散乱プロセスを inter-valley scatteringと云う．一
方，ジグザグ端での散乱は，図4（b）に示すように，
ky → –kyの運動量変化を受け，図1（b）から明らかなよ
うに，K → K，あるいは，Kʼ → Kʼの遷移で記述される．
したがって，ジグザグ端での弾性散乱は，1つの波動関
数で記述される intra-valley scatteringとなり，干渉効果
は起こらない．次に，Weyl方程式（4）から磁場中での
擬スピンの挙動をみてみよう．磁場B中では，運動量に
磁場による付加項が入る；p → p – eA．ここで，Aは
Gauge場である；B=∇×A．したがって，Weyl方程式
は以下の変換を受ける．

Ĥ = σνF（p – eA） （6）

このような磁場による摂動は，端の擬スピンに影響を与
える．アームチェア端では，図4（c）に示すように2つ
の副格子A，Bが常にペアとなり，擬スピンは，互いに
↑，↓相殺して，外部磁場による影響を受けない．一方，
ジグザグ端では，図4（d）のように，必ずA，Bどちらか
の副格子しか存在せず，擬スピンは磁場の影響を受け，
実際のスピンとして振舞う．すなわち，massless Dirac

フェルミオンの擬スピンの対称性の破れを通して，スピ
ンが発生する．

　化学の立場から，アームチェア端とジグザグ端の電子
構造をみてみよう．図５（a）に代表的なアームチェア型
多環系芳香族分子のClar状態を示す．Clar則によれば，
沢山のsextetでタイリングできる分子は，芳香族安定性
を獲得して安定な分子となる．図5（a）で示すアーム
チェア型分子は，沢山のsextetでタイリングできること
から，安定分子となる．また，Clar状態には，無限グラ
フェンでみられた縮退がなく，唯一のuniqueな状態の
みが存在する．このことは，先ほど述べたアームチェア
端での電子波の干渉効果のため，定在波が形成され，電
子状態の安定化が起こったことと理解できる．一方，ジ
グザグ端では，図5（b），（c）の三角形分子，線形分子に
みられるように，数少ないsextetしかタイリングできな
い．したがって，ジグザグ型分子は不安定な構造とな
る．このことは，三角形分子phenaleneについて，図６
（a）にみられるように，Car状態が沢山縮退してsextet

がmigrateし，定在波が安定化されないことと関係する．
さらに，これらの分子では，sextetがタイリングできな
い部分ができ，図5（b），（c）にみられるように，ここに
不対電子が生まれる．不対電子は，図6（b）のように，
結合π状態と反結合π*状態の間のエネルギーギャップ中
の非結合状態に収容される．縮退したClar状態からわか
るように，不対電子はsextetと共に，分子の端をmigrate

する．このことは，不対電子の局所状態密度（図5（d））
がジグザグ端周辺に局在していることと対応しており，

図４． アームチェア端（ａ），ジグザグ端（ｂ）での電子の弾性散乱．
座標軸は図1と整合するようにとっている．アームチェア端
（ｃ）とジグザグ端（ｄ）の擬スピン．矢印は擬スピン．

図５． （ａ）アームチェア型多環系芳香族分子，（ｂ），（ｃ）ジグザグ
型多環系芳香族分子．（ｄ）エッジ状態の局所状態密度．（　）
はsextet数，矢印は不対電子のスピン，Sはスピン量子数を
示す．
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非結合状態がジグザグ端に局在することから，この状態
はエッジ状態と名付けられている．図4（d）で示された
ジグザグ端での擬スピンの磁場への応答は，化学の立場
からは，ジグザグ端に発生する非結合状態にある不対 

電子の挙動と理解される．エッジ状態の数nはLiebの定
理8）（（7）式）により数えることができる．

n = | NA – NB | （7）

ここで，NA，NBは，それぞれ，副格子A，Bに存在する格
子点の数である．
　さらに詳しくエッジ状態スピンの挙動をみてみよう．
図5（b）の三角形分子では，Hund則により，スピンが
互いに平行に配列し，強磁性状態が形成される．一方，
図5（c）の直線分子では，スピンは反平行に並び，反強
磁性状態（開殻一重項状態）となる．また，任意形状の
ジグザグ型分子では，その形に応じた多様な磁気状態を
取る．ここでは，ジグザグ端内のスピン間強磁性交換相
互作用は~103 kと極めて大きく，また，分子の形状に
より様々な磁気状態を取ることから，ナノグラフェンは
炭素からなる磁性体として，分子磁性の観点，また，ス
ピントロニクスの応用の観点からも面白い材料である．
　最後に，アームチェア端，ジグザグ端を持つナノグラ
フェンの纏めとして，アームチェア型，ジグザグ型グラ
フェンナノリボンの電子構造についてみてみよう6）．図

７に水素終端したアームチェア型グラフェンナノリボン
のClar状態とバンド構造を示す．Clar状態は縮退がな
く，定在波による√

–
3 ×√

–
3超格子が形成され，芳香族安

定性が生じていることがわかる．また，DFT（density 

functional theory）の計算結果から，π，π*バンドの間に
エネルギーギャップが形成され，電子構造の安定化が起
こっていることが理解される．一方，水素終端したジグ
ザグ型グラフェンナノリボンでは，図８に示すように，
Clar状態は3重に縮退し，sextetはmigrateし，良電気伝
導性が示唆されるとともに，ジグザグ端では，端炭素原
子3個当たり1個の不対電子の存在が示唆される．DFT

計算の結果からは，Clar表現と対応して，エネルギー
ギャップが存在しない結果となり，π，π*バンドが接す
るバンド端付近では，エッジ状態のフラットバンド
（zero mode）がFermiレベルに存在する．

図６． phenalene分子の 12個の縮退したClar状態（ａ）とπ電子構
造（ｂ）．

図７． 水素終端アームチェア型グラフェンナノリボンの（ａ）Clar
状態と（ｂ）バンド構造．

図８． 水素終端ジグザグ型グラフェンナノリボンの（ａ）Clar状態
と（ｂ）バンド構造．
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３．ナノグラフェンのエッジ状態の	
３．電子構造・磁性と端の化学環境

　大気中でハンドリングされたナノグラフェンの端は空
気中の酸素により酸化され，種々の酸素を含む官能基で
終端されている．真空中で温度を上げながら熱処理をす
ると官能基は次第に分解して離脱して行き，1500 k以
上では，グラフェン同士は次第に融合し，大きなグラ
フェンに成長して行く．我々は，このような熱処理によ
るナノグラフェン端の化学環境の変化，融合過程と電子
的・磁気的性質の変化を，活性炭素繊維ACF（activated 

carbon fiber）（図９）を用いて調べた．活性炭素繊維は，
2–3 nmのサイズのナノグラフェンが3次元無秩序ネッ
トワークを形成し，ナノグラフェンの隙間がナノポアと
なる多孔性炭素である4，9）．

　活性炭素繊維を構成するナノグラフェンは図9（b）に
示すように，任意形状をし，約300個の炭素原子から形
成され，端はジグザグ端とアームチェア端によって構成
されている．ジグザグ端にはスピン分極したエッジ状態
が存在し，その局在スピンはジグザグ端内では強い強磁
性相互作用J0（~103 k）により強磁性的な配列をしてい
る10）．また，ジグザグ端間では，非磁性アームチェア端
を介して，伝導π電子を媒介として相互作用し，その相
互作用J1は，ジグザグ端内相互作用のJ1/J0~10–1 – 10–2

程度であり，ジグザグ端間の幾何学的関係，距離によっ

て，その符号は強磁性，反強磁性と変化する10）．した
がって，J0，J1の相互作用の結果，任意形状のナノグラ
フェンでは，強磁性ジグザグ端間で磁気モーメントは相
殺され，結果として，フェリ磁性構造を有する 11）．
　まず，熱処理によるナノグラフェン端の化学環境の変
化をみてみよう．図10（a），（b）に室温から2100 kまでの
真空中での熱処理に伴うTPD（temperature program med 

deposition）スペクトルとその積分のプロファイルを示
す12）．図10から明らかなように4種類H2o, Co2, Co, H2

の脱離分子のマススペクトルが，それぞれ400–1200 k

図９． （ａ）活性炭素繊維．矢印はエッジ状態スピン，点線はナノポ
ア，（ｂ）活性炭素繊維中のナノグラフェン．↑，↓はエッジ状
態スピン，白抜き太矢印はナノグラフェンの正味の磁気モー
メント．J0，J1はそれぞれジグザグ端内の強磁性相互作用，ジ
グザグ端間の強磁性／反強磁性相互作用．

図10． 活性炭素繊維の熱処理（ａ）TPDスペクトル，（ｂ）TPD積
分値，（ｃ）o1s XPS．
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［600 k］，400–1000 k［600 k］，400–1500 k［1200 

k］，1100–2000 k［1400 k］（［　］はピーク温度）の
温度領域に現れる．この結果は，端炭素原子を終端する
官能基が温度上昇に伴って分解して離脱することを示し
ている．また，図10（c）に示すo1sのXPSスペクトル
から，900–1400 k付近で存在する酸素を含む官能基は
-oHと>C=oで有ることが分かる．これらの実験結果か
ら判断すると，分解・離脱する官能基は，まず，600 k

付近で -CooH，次いで1200 kで -oH，>C=o，最後に
1500 kで -Hであることが示唆される．1500 k付近は，
ナノグラフェンが融合し出す温度であることを考える
と，最後に残った水素が離脱して，ナノグラフェンが融
合を始めるものと理解される．
　大気中でハンドリングされたナノグラフェンにはエッ
ジ状態が存在して不安定なジグザグ端があるにもかかわ
らず何故安定に存在できるのか，また，融合開始温度
で，端炭素原子の多くが水素で終端されているのか理解
してみよう．酸素を含む官能基でジグザグ端を終端する
と，端炭素原子と終端酸素原子との間で電荷移動を起こ
し，エッジ状態は端への局在が弱まり，酸素原子からナ
ノグラフェン内部まで非局在化を起こし，安定化される
（図11（c），（d））14）．結果，大気中での安定性を獲得す
る．高温熱処理をすると端終端の酸素を含む官能基が外
れ，マジョリティは水素原子での終端となる．水素終端
ジグザグ端はエッジ状態が端炭素原子に局在するため
（図11（a），（b）），不安定であり6，15），結果として，融合開
始温度で存在する不安定な水素終端ジグザグ端が，ナノ
グラフェンの融合に重要な引き金の役割と果たすと理解
される．

　次に，熱処理に伴うナノグラフェン端の化学環境の変
化に伴って，電子構造，磁性がどのような変化をするか
をみてみよう12）．図12（a）にC k-edgeのnEXAFS（near 

edge X-ray absorption fine spectra）の熱処理温度依存性
を示す．293 eV付近，285 eV付近のピークは，それぞ
れ，σ*バンド，π*に帰属され，試料がグラフェン骨格
からなることが理解され，これらのピークが熱処理によ
り大きな影響を受けないことから，そのグラフェン骨格
は熱処理に対して安定であることが示唆される．π*バ
ンドの低エネルギー側，Fermiエネルギー付近には，π*

バンドに加え，非結合状態が存在することがスペクトル
の解析をすると分かる．図12（b）はπ*バンド付近のシ
グナルを2つのGaussianでfitした結果である．この解
析から分かるように，π*バンドの低エネルギー側に小
さなピークが存在し，これが非結合エッジ状態に帰属さ
れる13）．また，熱処理温度を上げて行くと，π*バンドが
シャープになって行くと同時に，エッジ状態強度は次第
に減少して行くことがわかる．

　以上のTPD，XPS，および，nEXAFS，さらに，電
気抵抗，磁気測定で得られる磁化率の熱処理温度変化を
整理すると，図13のようになる．端を終端する酸素濃
度（図13（a））は，熱処理温度の上昇とともに低下し，
ナノグラフェンが融合を開始する1500 k付近以上では，
変化がなくなる．一方，水素濃度（図13（e））は熱処理
温度が低いところでは変化がなく，1300 k付近以上か
ら急激に減少し，ナノグラフェンの融合開始温度以上で

図12． （ａ）C k-edgeのnEXAFSスペクトルの熱処理温度変化，
（ｂ）pre-edge領域の拡大図．上図は2つのGaussianでの
fitting．下図は900 k（black），1400 k（green），1600 k（red），
1800 k（blue）．

図11． 水素終端（ａ）（ｂ），及び，カルボニル終端（ｃ），（ｄ）した
ジグザグ端のトンネル顕微鏡像（上段）とDFT計算による
エッジ状態の局所状態密度（下段）．
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は，その変化は緩和される．これらの端の化学環境変化
に応じで，電子構造，磁性も大きな変化を受ける．電気
抵抗は，融合開始温度付近まで次第に減少し，融合開始
温度を過ぎるとその変化は緩和して行く．電子輸送現象
の変化をより詳細にみてみよう．図14（a）に，電気伝
導度の温度依存性の熱処理温度変化を示す．電気伝導度
は，ナノグラフェンの融合開始温度以下では，絶縁体的
な温度変化をし，このことは，図14（b）に示すように，ナ
ノグラフェン間を電子がホッピング伝導をし，Anderson

絶縁体でのCoulomb gap variable range hoppingのメカ
ニズムで理解される．融合開始温度を超えると，電気伝
導度は急上昇し，温度に余りよらない挙動をする．これ
は，ナノグラフェンの融合により，ナノグラフェン間に
伝導電子のcoherentな伝導パスが形成され，乱雑性の大
きな金属状態に変化したものと理解される．したがっ
て，輸送現象から見ると，融合開始温度は，絶縁体─金
属転移に対応し，ナノグラフェンのcoherentな伝導パス

ネットワークが無限に繋がるpercolation limitと理解す
ることができる．
　π*電子の電子構造の熱処理温度依存性を見てみよう．
図13（c）は，nEXAFSのπ*バンド幅と反磁性磁化率χ 0

図13． 活性炭素繊維の（ａ）酸素量（o/C），（ｂ）電気抵抗（RHTT/
R0）（R0：未熱処理試料の抵抗），（ｃ）nEXAFSのπ*バンド
幅（実線），反磁性磁化率（χ 0）（点線），（ｄ）nEXAFSの
エッジ状態のスペクトル強度（Iedge/I π*）（π*との強度比）（実
線），エッジ状態スピン濃度（Ns）（点線），（ｅ）水素濃度
（nH）．垂直の破線は絶縁体─金属転移の起こる温度を示す．

図14． 活性炭素繊維の伝導度，磁化率の熱処理温度依存性，（ａ）
伝導度（б），（ｂ）熱処理による絶縁体─金属（iM）転移の
モデル，（ｃ）磁化率（χ），（ｄ）iM転移近傍の磁化率と磁場
冷却効果．FC：磁場冷却（H=1 T），ZFC：ゼロ磁場冷却．
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の熱処理依存性である．π電子状態の広がりを反映する
両者はほぼ同じ熱処理温度依存性を持ち，これらの値
は，融合開始温度以上で大きな減少を示す．このことは
ナノグラフェンの融合に伴い，次第にπ電子系が広く
なって行くことを示している．nEXAFSのエッジ状態
強度 Iedgeの変化を図13（d）に示す．エッジ状態強度は融
合開始温度以下では余り変化がなく，このことは，熱処
理によって端の化学環境の変化があっても，ナノグラ
フェンの大きさが変わらなければ，ナノグラフェン端に
局在したエッジ状態の密度は変化しないことを示唆して
おり，まさに，エッジ状態の存在が端の幾何学構造を忠
実に反映していることを示している．熱処理温度が，ナ
ノグラフェンの融合開始温度に達すると，エッジ状態強
度は急激に減少を開始し，ナノグラフェンが融合し，端
がなくなって行くことが示唆される．
　エッジ状態の磁性を見てみよう16）．図14（c），（d）に，
磁化率χの温度依存性の熱処理による変化を示す．熱処
理温度が低い領域では，磁化率はCurie-Weiss的な挙動
を示し，スピン濃度Ns~1019/g，小さな負のWeiss温度
（Θ~–2 – –3 k）を示す．スピン濃度は，Clar則から予
想される値にほぼ近い．このことは，個々のナノグラ
フェンがジグザグ端内強磁性相互作用とジグザグ端間強
磁性／反強磁性相互作用により，フェリ磁性を示し，ナ
ノグラフェンのフェリ磁性磁気モーメント間に弱い反強
磁性相互作用が働いているものと解釈される．融合開始
温度を過ぎると磁化率は7 k付近にピークを持ち，一
見，反強磁性的秩序形成の振舞をする．しかしながら，
磁場下での冷却で大きな磁場冷却効果を示すことから，
この磁化率のピークは，反強磁性秩序形成によるもの
ではなく，乱雑ネットワークを組むナノグラフェンの
フェリ磁性磁気モーメントがランダムに凍結したスピ
ングラス状態であると結論される11，16）．このスピングラ
ス状態で

2

　の交換相互作用の乱雑さの度合は磁化測定か
ら√〈ΔJ〉 /〈J〉~0.8と見積もられる．最後に，ナノグラ
フェン間に働く交換相互作用の熱処理温度による変化み
てみよう．図13（d）に示すエッジ状態スピン濃度Nsは
エッジ状態強度 Iedgeよりも先に，融合開始温度よりも低
い熱処理温度領域から減少を始める．このことは，ナノ
グラフェンのフェリ磁性磁気モーメント間に反強磁性相
互作用が働いていることに起因するものと思われる．交
換相互作用の存在下でのスピンの期待値〈S〉は，分子
場近似を用いて，以下の式で示される．

 〈S〉∝NS / Iedge

  M（A）  gμBS（H + A〈S〉）〈S〉 = ———— = SBS（ ———————— ） （8)
  Nedge gμB  kBT

  2zJ2 　  A = ——
  gμB

ここで，J2，zはナノグラフェンのフェリ磁性磁気モーメ
ント間の実効的交換相互作用と配位数，M，Aは，それ
ぞれ磁化，分子場係数である．上式を用いて，ナノグラ
フェン間に働く分子場を計算すると図15となる．分子
場は熱処理温度の低い場合には，ナノグラフェンが互い
に独立であるため，小さな反強磁性を示すが，熱処理温
度を上げて行くと1300 k付近から急激に大きくなり，
融合開始温度付近では，~–103 kと大きな反強磁性を示
し，ナノグラフェンの融合により，まだ生き残っている
端にあるエッジ状態スピン間に伝導電子を介した大きな
反強磁性相互作用が存在することが見いだされる．

４．お　わ　り　に
　ナノグラフェンの電子構造は端の幾何学構造に大きく
依存し，アームチェア端では電子波の干渉により，電子
状態が安定化する．一方，ジグザグ端ではスピン分極し
た非結合π電子状態が発生し，電子的，磁気的，化学的
活性点となる．本稿では，このような端に依存したナノ
グラフェンの電子構造を化学と物理の視点から明らかに
した．また，ジグザグ端に存在するエッジ状態のスピン
が端の化学環境の変化によりどのような変化をするのか
を明らかにした．ナノグラフェンの多様な電子的，磁気
的，化学的多様性はグラファイト系炭素の物性や機能を
理解する重要な原点となるものである．

引　用　文　献
01) A. H. Castro neto, F. Guinea, n. M. Peres, k. S. novoselov 

and A. k. Geim, Rev. Mod. Phys., 81 (2009) 109-162.

図15． （ａ）エッジ状態スピン濃度とエッジ状態濃度の比（Ns/Iedge），
及び，内部磁場Aに依存したスピンの期待値<S（A）>の熱処
理温度依存性，（ｂ）ナノグラフェンの磁気モーメント間に
働く分子場（交換相互作用 zJ2）の大きさ熱処理温度依存性．
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