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in the tEM observation, 2D graphene support has contributed for atomic resolution imaging of target
specimen due to atomically thin, chemically inert, consist of light atoms and possesses a completely ordered
structure. Recently, “Graphene liquid cells” has been attracted to develop of resolution of tEM observation
in liquid. it can capture liquid water sandwiched by two single-layer graphene films. typically, small
sandwiched droplets as small as 100–300 nm in size are observed by tEM. it has needed the method to
control the sizes and shapes. to achieve the size and shape control, we proposed the technique that uses
the reaction between graphene and hydrogen catalyzed by metal nanoparticles. Here we demonstrate the
fabrication of graphene liquid cells and the simple method to fabricate the dispersed Pt single atoms supported by the graphene films.

1．はじめに
グラフェンは炭素原子の sp2 結合で構成される完全な二次元物質として知られる材料である。原子一層で安定に存在
出来るグラフェンは、透過型電子顕微鏡（TEM）観察におけるサポート材料として有用であるが、最近、水溶液を含
1

んだ系でのグラフェンの活用も注目を浴びている 。溶液セルを用いた TEM 観察はすでに行われており、各電子顕微鏡
メーカーから専用のホルダーも販売されている。しかしながらよく知られた隔膜材料である SiN の場合隔膜の厚さは 10
nm 以上あり、最新の TEM 溶液ホルダーでも溶液を保持する隔膜は数 nm 程度の厚さがあり観察ターゲット分解能低下
の大きな要因となっている。原子 1 層のセル隔膜は理想的な材料であるが、容量、形状の制御は全く実現できていない。
グラフェンを用いた極微小溶液セルのナノ加工手法を提案し、グラフェンセルの空間制御技術を開拓することを目的と
した。ガス雰囲気中でのグラフェンの加工技術は多数報告されており、特に高温、還元雰囲気下での加工はエッジ制御
が可能であり、グラフェンへの損傷が少ない。本申請課題においても還元作用を用いて加工することを狙うが、水溶液
を含んだグラフェンセルは内部に生体分子を閉じ込めて利用することが期待されているため、高温環境下での加工は望
ましくない。そこで水溶液を含むグラフェンの加工手法としてグラフェンに閉じ込められた水分子を積極的に活用し、
熱処理が不要なグラフェンの溶液中でのナノ加工手法を開拓する。水分子に電子線を照射すると、還元作用のある水和
電子が生成される。この水和電子を活用することにより、溶液中でグラフェンの加工を実現可能ではないかと考えた。
ナノ加工をするために必要な要素技術はグラフェン液体セルの作成手法の開発と加工に用いる金属微粒子の極微細化で
ある。液体セルの作成手法は様々な手法を検討した結果、PMMA を使用しない直接転写法を 2 回繰り返すことにより作
製可能なことがわかった。また金属微粒子の極微細化に関
してはプラズマスパッタリング装置によってグラフェン表
面に金属単原子の分散体を形成することに成功した。下記
にその詳細を示す。

2．グラフェン液体セルの作製、評価
本研究では TEM グリッド表面に 2 回グラフェンを転写す
ることでグラフェン液体セルの作製を行った。グラフェン
専用に開発した化学気相成長（Chemical Vapor Deposition:
CVD）装置により、厚さ 25 μ m の銅箔上にグラフェンを成
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Fig. 1 グラフェンセル作成前後の回折パターン
(a) 作成前 (b) 作成後
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長 さ せ た。 炭 素 源 と し て ア ル ゴ ン 希 釈 メ タ ン ガ ス を 使 用 し、 成 長 温 度 は
1000℃で行った。グラフェンの多層化を防ぐために、成長レシピの工夫およ
び銅箔の裏面を硫酸と過酸化水素水の混合水溶液に浸漬することにより、裏
面に成長したグラフェンの除去を行った。その後銅箔を過硫酸アンモニウム
水溶液によって溶解し、TEM グリッドに転写することで Free-standing のグ
ラフェンナノサポートを作製した。転写を２回繰り返すことで、２枚のグラ
フ ェ ン に よ る サ ン ド イ ッ チ 構 造 を 作 製 し、TEM( 加 速 電 圧 80 kV, JEM2000FX, 日本電子 ) の実像および回折パターンにより構造を同定した。Fig.1
にグラフェンを 1 回目と 2 回目の転写を行った後の回折パターンを示す。2 回
目のグラフェン転写後、同一箇所の回折パターンを比較すると 1 回目に転写さ
Fig. 2 グラフェン液体セルの TEM 像

れたグラフェンの回折パターンを維持したまま、2 回目に転写されたグラフェ

ンのスポットが新たに現れており、回折スポットの強度を解析すると、2 枚のグラフェンは互いに 14.5 度傾いた単層グ
ラフェンからなることがわかった。更に実像も考慮することにより 2 枚が積層したサンドイッチ構造をしていることが
明らかとなった。作製したグラフェンセルの実像を Fig. 2 に示す。このようなサンドイッチ構造は観察領域の 85％で
確認された。さらに、TEM 観察中の電子線照射によってセル形状が変形する現象も確認され、電子線によるセルのマ
ニュピレーションの可能性が示唆された。

3．金属原子の単原子分散
単原子状態の金属元素は、触媒の分野では省資源化を達成するための次世代触媒材料として注目され始めており、
“単原子触媒”と呼ばれている

2,3

。しかし、固体表面に形成した単原子は活発に拡散し、互いに凝集しやすく、単原子

状態の維持が難しいことが知られており、均一な単原子の分散体を得る事は容易ではない。これまでに、原子堆積法
（ALD）および蒸発法による単原子分散体が報告されているが、特殊な方法で
4

あり、適用出来る範囲は限定されている 。我々は、固体表面から単原子を弾
き出し、弾き出された単原子同士が集まってナノ粒子を形成することなく、
単原子のまま飛来させることができるスパッタリング方法、およびグラフェ
ン上に孤立した単原子の分散体を得ることに成功した（特許出願済み）。その
後、改良した薄膜用スパッタ装置によって、陽極に TEM グリッドを配置し、
Pt ターゲットをプラズマスパッタリングした。Fig. 3 に STEM 観察結果の例
を示す（80kV、Titan Cubed G2 60-300）。コントラストの明るい輝点は、
サイズおよび EDX の解析から Pt 原子であることが特定され、異なる Pt 原子
間の最近接距離を測定したところ、ほとんどの Pt 原子は結晶中の原子間距離
よりも大きく、互いに相互作用の無い単原子としてグラフェン上に分散して
いることが明らかになった。さらに、スパッタ時間を調整することで異なる
サイズのナノ粒子が形成可能であることを確認した。

Fig. 3 グラフェン表面に分散した Pt 単原子
の STEM 実像
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