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Graphene edges exhibit peculiar electronic properties, e.g., localized states depending on the edge types
(zigzag or armchair), and spin polarization (ferromagnetic order) at zigzag edge. In this review paper,
structural and electronic properties revealed by field emission microscopy of graphene are presented. Field
emission patterns from an open graphene edge show a striped pattern or “lip pattern” consisting of an array
of streaked spots; the direction of striation is perpendicular to the graphene sheet, and each stripe is divided
into two wings by a central dark band running parallel to the graphene sheet. The “lip pattern” is considered
to reflect the symmetry of π orbitals at a graphene edge. Preliminary experimental results on spin polarization
of electrons field-emitted from graphene edges are also presented.

１．は

じ

め

に

炭素原子が六角形の網目に並んだ単原子厚さのグラ
フェン（graphene）は，真に二次元の物質であり，面内
を運動するπ 電子のエネルギー分散（エネルギー E 対波
数 k の関係）は線形という特異なバンド構造を持つため，
大きなフェルミ速度（光速の約 1/300）と高い易動度
1）

（200,000 cm /Vs at 5 K）が予測されている ．また，炭
2

素が強い共有結合で蜂の巣形ネットワークを組んでいる
ので，強靭な弾性的性質（ヤング率 1.0 tPa，引張強度
2）

3）

130 GPa），高い熱伝導率（約 5000 W/K･m），高い光
4）
透過率（97.7%） を有する．これらの優れた性質から，
グラフェンは電界放出エミッタ，太陽電池，透明電極，
電界効果トランジスタのチャンネル，センサーデバイス
などへの応用が期待されている．
グラフェンのサイズがナノメートルスケールになる
と，端（エッジ）の効果が電子構造に大きな変化をもた
らす．グラフェンの端の形状は，Fig. 1 に示すように，
大きく 2 つのタイプに分けられる．その幾何学的な形か
ら そ れ ぞ れ ア ー ム チ ェ ア（armchair） 端， ジ グ ザ グ
（zigzag）端と呼ばれる．細長い帯状のグラフェンはグ
ラフェンナノリボンと呼ばれ，その電子構造はリボンの
端がアームチェア形かジグザグ形かによって大きく異な
る．リボンの両端がアームチェアの場合（アームチェア
リボンと呼ばれる）には，リボンの幅に依存して金属か
半導体になる．これは系の境界条件によるもので，カー
ボンナノチューブが丸め方（螺旋角と直径）に依存して
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Fig. 1. Structure of a piece of graphene with zigzag and armchair
edges.

金属か半導体になる性質とよく似ている．一方，リボン
の両端がジグザグの場合（ジグザグリボンと呼ばれる）
は，強束縛（tight binding）近似によるバンド計算では，
フェルミ準位に平坦なバンドが現れ，リボン幅によら
5）

ず，すべて金属となる ．フェルミ準位付近に形成され
るこの特異な平坦バンドの起源は，ジグザグ端に局在し
た電子状態（エッジ状態）である．このエッジ状態は，
フェルミ準位近傍に状態密度の大きな極大をもつ．しか
し，フェルミ準位での状態密度が高いと，フェルミ不安
定性により，格子歪あるいは電子スピン分極により，平
坦バンドが分裂してエネルギーギャップが開く．グラ
フェンの場合は，電子間相互作用によりスピン分極が起
こり，Fig. 2 に示すように，ジグザク端に沿って強磁性
6）

的にスピンが整列すると予測されている ．実験的には，
固体基板上のグラフェンナノリボンを試料とする走査ト
7，8）

ンネル顕微鏡 による状態密度測定

，あるいはグラ
9）

フェン片（フレーク）集合体の磁気特性 から，スピン
の規則配列が状況証拠的あるいは間接的に示されている
だけで，端の原子列にスピンが揃っていることを直接的
に示す実験例はない．
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Fig. 2. Schematic of spin polarization at zigzag edges.

本報告では，超高真空環境でグラフェンを電子エミッ
タとする電界放出顕微鏡法（field emission microscopy,

FEM）により，グラフェン端のπ 電子軌道を観察する実
験およびトンネル効果により真空中へ放出される電子の

Fig. 3. (Left) Schematic showing HOPG on the manipulator tip and a
W needle on the emitter holder in a sample chamber of SEM.
(Right) SEM image showing the tip of the W needle tip scratch
ing the HOPG surface.

スピン分極測定の試みと現状を述べる．

2.1

２．FEM によるグラフェン端の観察

グラフェンエミッタの作製

グラフェンを FEM 用のエミッタ試料として用いるた
めに，グラフェン片をタングステン（W）針の先端に固
定する．針先に試料を付ける理由は，針先への強い電界
集中により，電子がトンネル効果で電界放出を観測する
のに必要な強電界（10 V/m オーダー）を容易に得るた
9

めで，これにより汎用の高圧直流電源を用いて 1 kV 前
後の電圧の印加で電子放出が可能となる．W 針は，NaoH
水溶液の中で W ワイヤ（直径 0.15 mm）を電解エッチ
ングすることにより作製した．グラフェン片の金属針先
への固定には，高配向熱分解グラファイト（HoPG）か
らの剥離，酸化グラフェン（Go）水溶液の誘電泳動，針
先でのグラフェンの成長などが考えられる．本研究では，
（ 1 ）HoPG 表面からの多層グラフェンの引っ掻き，（ 2 ）
水に懸濁した酸化グラフェン（graphene oxide）の電気
泳動により W 針先へのグラフェン固定を行なった．な
お，電界放出エミッタを FEM 装置の真空中で加熱清浄
を行なうために，グラフェンを付着させる W 針はヘア
ピン形の W フィラメント（直径 0.15 mm）にスポット溶
接されている．
2.1.1. HOPG からの剥離

HoPG からの引っ掻きによるグラフェンエミッタの作
製は，走査電子顕微鏡（SEM）の中でのマニピュレー
ションにより行なう．ピエゾ駆動のマイクロマニピュ

Fig. 4.	TEM images of a multilayer graphene attached atop a W
needle.

過電子顕微鏡（tEM）写真はその一例である．この例
では，グラフェンの層数は 5 層である．
2.1.2. 酸化グラフェンの誘電泳動

11）

濃度 5.0×10 wt% の酸化グラフェン（Go）水溶液
–3

から誘電泳動法により，Go を付着させることでグラ
フェンエミッタを作製した．試料作製に用いた泳動装置
を Fig. 5（a）に示す．W 針を Go 水溶液に約 1 mm 程度ま
で浸し，W 針を陽極，対向電極を陰極として 1 ～ 5V の

レータに取り付けた W 針の先端を SEM で観察しなが
ら，マニピュレータを操作し，針先を HoPG 表面にこ
すり付けることによりグラファイトの薄片を剥離し，針
10）

先端に付着させる ．Fig. 3 に，その操作の模式図と W
針 HoPG 表面を剥がしている場面の SEM 写真を示す．

W 針とグラファイト薄片の接着を確実にするために，W
針を HoPG に当てたときに，電流（10 ～ 50 ma）を流
し，接触部分を加熱することもある．この方法で作製し
たグラフェンエミッタは，単層ではなく数層から 20 層
くらいの層からなる多層グラフェンである．Fig. 4 の透

Fig. 5. (a) Schematic illustrating dielectrophoresis to stick graphene
oxide (GO) onto a W tip.
(b) SEM image of a thin bundle of GO flakes extending from
the W needle.
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直流電圧を 30 ～ 60 秒間印加した．Go のもつ酸素官能
基は水中において負に帯電していることから W 針に引
き寄せられ，付着する．得られた Go エミッタの SEM
写真を Fig. 5
（b）に示す．
2.2

FEM 装置と観察方法

FEM 装置の一つを Fig. 6 に示す．グラフェンエミッタ
は回転機構の先端に取付けられおり，FEM 観察を行な
う場合はエミッタを蛍光板の方向に向ける．また，エ
ミッタに金属などの真空蒸着を行なう場合は蒸着源の方
向に向けることにより，真空チャンバーから出すことな
く，蒸着と FEM 観察を行うことができる．真空チャン
バーの基本圧力は 2.0×10 Pa である．FE 測定を行なう
–7

前に，エミッタに吸着している分子やごみを蒸発して表
面を清浄化するために，W フィラメントに電流を流して
フラッシング加熱（約 700 ℃から 800 ℃で 1 分間程度）
を行なう．その後，グラフェンエミッタにマイナスの高
電圧を印加し，FEM 像の観察，放出電流の測定等を行
なう．エミッタと蛍光板との距離は通常 30 から 40 mm

Fig. 7. (a) FEM pattern and (b) I-V characteristics of a multilayer
graphene emitter.

である．蛍光板に映し出された FEM 像は，デジタルカ
メラで撮影する．

Fig. 8. Schematics of p-orbitals at a graphene edge and the corresponding
FEM image.
12）

と呼んでいる ．リップパターンの特徴はグラフェン端
における π 電子軌道の対称性により全て説明できる
（Fig. 8）．例えば，FEM 像の中央にある暗線はグラフェ
ン上面と下面に伸びる 2 つのπ 電子軌道の位相が互いに
Fig. 6. Schematic of FEM apparatus.

エミッタに印加する高電圧の極性をプラスにして，結
像ガスを導入すれば，電界イオン顕微鏡（FiM）として
も，この装置を用いる事が出来るが，本報告では，FiM
については割愛し，FEM の結果のみを報告する．

π だけずれていることによる電子波の打消し合い干渉に
よるものである．また，輝線の列はグラフェン端の原子
に局在し，グラフェン面に垂直方向に分布するπ 電子軌
道に対応している．FEM 像において，このπ 軌道が筋状
に長く伸びて見えるのは，グラフェン面に垂直な方向で
は等電位面が強く曲がっている（電界が放射状に広がっ
ている）ために，グラフェン面に垂直な方向では面に平

3.1

３．グラフェンに特徴的な FEM パターン
グラフェンエミッタからのリップパターン

Fig. 7 に HoPG からの剥離法により作製された多層グ
ラフェンエミッタの典型的な FEM 像と電流─電圧（I-V）
特性を示す．この FEM 像には次の特徴がある：（ 1 ）グ
ラフェン面に垂直の方向に伸びた輝線の列からなる，
（2）像全体が中央の暗線に対して鏡面対称である．これ
らの特徴からこのような FEM 像をリップ（lip）パターン

行方向に比べて，FEM の倍率が高くなっているためで
ある．
酸化グラフェン（Go）から作製したエミッタの場合に
は，FE 測定の開始直後は，斑点状のパターンが明滅し，
不安定であるが，1 μ a 程度の放出電流で 1 ─ 2 分程度の

FE を継続していると，縞状あるいはリップパターンが
得られることがある．Fig. 9 は，リップパターンを示す

Go エミッタの FEM 像と電流─電圧特性の例である．
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る．吸着分子に由来する輝点の大きさは各縞状斑点の幅
に類似しており，各縞状斑点の原点が分子の大きさに匹
敵する大きさを有することが分かる．
3.3

グラフェン端に堆積したアルミニウム原子クラ
スター

前節において，リップパターンの縞間隔は吸着分子程
度のサイズであることを述べたが，グラフェンエッジに
堆積させたアルミニウム（al）クラスターの FEM 像か
らも縞間隔に関する情報を得ることができたので，その
詳細を下に述べる．

Fig. 9. (a) FEM pattern and (b) I-V characteristics of a graphene oxide
emitter.

3.2

al の蒸着前の多層グラフェンエミッタの FEM 像を
Fig. 11（a）
に示す．このエミッタに al を平均膜厚で 0.2
nm から 5.9 nm まで逐次堆積した時の FEM 像を Fig. 11
（b）
から（d）に示す．al 蒸着前では，開端構造を有する
グラフェンに特有の縞状パターンが観察された．al の

吸着分子による放出電流と FEM パターンの変

蒸着により，斑点模様が出現し，更に堆積量（平均膜

化

厚）を増すと Figs. 11（c）と（d）に示すように，対称性の

グラフェンからの電子放出を担っているエッジの状態

高い（4 回対称と 6 回対称）パターンに変化した．これ

変化に対応して放出電流が階段状に変化する．この現象

と類似のパターンが，al 堆積の C ＮＴエミッタにおいて

は電子放出サイトへの残留ガス分子の吸着脱離などによ

も観察されている ．斑点模様のコントラストは，面心

る表面（エッジ）状態の変化に起因する．これを，Go

立方構造の金属微粒子の熱平衡形である立方八面体の特

エミッタにおいて観察された放出電流と FEM 像の時間

徴を示している．立方八面体の形状を持つ al クラス

変化（Fig. 10）を例にして説明する．放出電流が階段状

（e）
に示す．al の FEM 像の
ターの構造モデルを Fig. 11

15）

に跳ね上がったときには，FEM 像の一部の縞が突然明

上部に観察される 4 つの輝点は，（100）面の 4 隅に対応

るくなる．逆に，放出電流が降下したときは，FEM 像

する．（100）面の下には，（111）面に対応する六角形の

の縞が暗くなっている．これは，グラフェンエッジでの

形状が観察され，その角が明るい輝点になっている．電

残留ガスあるいは官能基の吸脱着により電子放出サイト

界は多面体の角および端部の局所的に突出した原子に集

の状態が変化したことによる．同様の残留ガス分子の吸

中し，これらの原子からの電子のトンネリング確率はま

脱着による電子放出の階段状の増減は CNt エミッタで

わりより高いために明るい輝点として現れる．これは，

13，14）

も観察されている

．分子吸着により放出電流が増強

される理由は，吸着によりエミッタ表面がより尖ること

金属チップの電界イオン顕微鏡（FiM）において表面の
ステップ位置にある原子が観察される現象と同じである．

による電界増強および吸着分子の電子軌道を介した共鳴

CNt エミッタ上の突起または原子クラスターが FEM に

トンネルが考えられる．この場合，分子種は同定されて

よって原子分解能で観察される可能性について，以前の

いないが，超高真空中で最も豊富な残留ガス種は水素は

論文で議論した ．グラフェンエミッタにおいても，

であることから，分子種はおもに水素分子と考えられ

FEM による原子像は同様に可能であると考えられる．

15）

Fig. 10. Step-wise fluctuation of emission current corresponding with change in FEM images of the edge of graphene oxide.
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Fig. 11. FEM images of a ML graphene (a) before and (b)–(d) after Al deposition.
	Average thickness of deposited Al is (b) 0.2 nm, (c) 2.2 nm, and (d) 5.9 nm. (e) Structure model of an Al cluster.

al クラスターにおける格子定数をバルクと同じとし
た場合，al の（111）表面の端に沿った隣接原子間の距離
は 0.286 nm である．これらの FEM 画像の倍率の尺度と
してこの原子間距離を使用すると，縞状パターンの縞の
間の間隔は，0.14 から 0.23 nm の範囲にあると推定さ
れ，前節で述べた吸着分子サイズから導き出される推論
と一致する．隣接する縞の間隔 0.14 および 0.23 nm は，

Fig. 1 に示す C–C 結合長（0.144 nm）およびジグザグ端
における炭素原子間の距離（0.249 nm）にそれぞれ非常
に近い．グラフェンの FEM 像のサイズ（拡大率）に関
するこの結果は，リップパターンにおける縞が原子サイ
ズの放出サイトに対応することを示唆し，グラフェン
エッジに局在するπ 電子軌道を反映するという推測を強
く支持する．

４．FEM リップパターンと局所電子状態密度

電子の電界放出が起こる程度に強い電界（1 V/nm 以
上）が印加された状態にあるグラフェン端の局所電子状

Fig. 12. Contour plots of LDOS (local density of states) of hydrogenated
graphene edges with (a) armchair and (b) zigzag structures
under an electric field for electron emission. The contour maps
depict cross sectional view on the plane perpendicular to a
sheet of graphene at 0.1 nm away from the outermost edge
atomic site. Vertical broken lines represent the position of the
graphene edge behind the cross sectional view. [Courtesy of
Y. Gao and S. Okada]

態密度（LDoS）が筑波大学の高と岡田により計算され
16，17）

ている

．Fig. 12（a）
（
，b）はアームチェアおよびジグザ

グ端の外側に分布するフェルミ準位近傍の電子放出に関
与するπ 電子の LDoS の等高線図である．この LDoS
マップは，エッジ最先端の炭素原子位置から真空側に

0.1 nm 離れた位置でのグラフェン面に垂直な面での
LDoS の切り口を表す．この LDoS マップをグラフェン
面に垂直方向に伸ばせば（前節で述べたように，FEM
実験ではグラフェン面に垂直な方向の倍率が面と平行の
方向に比べて大きいという異方性がある），計算により
得られた LDoS マップは FEM のリップパターンと極め
てよく対応する事が分かる．

５．スピン分極測定

前節までにグラフェンからの FEM 像が，エッジに局
在するπ 電子の軌道を反映していることを述べた．これ
は電界放出法によりグラフェン端の電子状態をプローブ
することが可能であることを示唆している．ジグザグ端
においてはπ 電子のスピンが揃っていると理論的に予想
されている．このグラフェン端のスピン分極にいて，電
界放出法による検証を試みた．従来のグラフェン端での

π 電子のスピン秩序配列の実験的検証は，固体基板上の
7，8）

グラフェンナノリボンの走査トンネル分光測定

，あ

るいはグラフェン片（フレーク）集合体を試料とする磁
9）

気測定 による状況証拠的あるいは間接的なものでしか
なく，エッジでスピンが規則配列していることを直接的
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に示す実験はこれまで報告されていない．基板上に付着

35

Magnitude of spin polarization

したグラフェン試料では，グラフェン端の原子と基板原
子との相互作用や軌道混成のために，エッジの電子状態
や磁性を正しく評価できない．これに対して，電界放出
法では，超高真空中で支持されたグラフェンを試料とし
て用いるので，グラフェンエッジの電子状態が基板原子
からの擾乱を受けることが無く，炭素六角網面（ハニカ
ム構造）エッジのスピン状態をそのまま維持した電子を
真空中へのトンネル効果により取り出すことができると
いう他の実験手法にはない特長を持つ．
共同研究者の永井らにより開発された電界放出電子スピ
18）

分極度の測定には Mott 検出器を用いた．この装置では，
電子はこの検出器に入射する前に，スピンの向きをマニ
ピュレートする電場・磁場重畳型スピン回転器が搭載さ
れているので，スピン分極を全方位にわたって測定する
ことができる．
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グラフェンからの放出電子のスピン分極の測定には，
ン偏極度測定装置（Fig. 13） により行なった．スピンの
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Fig. 14. Spin polarization of field-emitted electrons from the graphene
edge at room temperature as a function of elapsed time.

水素の吸着は，ダングリングボンド当りの磁気モーメン
20）

ト 1.3 μ B を 1 μ B に減少させることが報告されている ．
本研究における測定前後の電子放出特性も端部への水素
吸着を示唆している．
一方で，前節で述べたように，残留ガス分子の吸着と
脱離によって引き起こされる放出電流の変化がスピン分
極の測定値の変動の原因となっている可能性もあるの
で，今後の検討が必要である．

６．ま と め と 展 望

ナノカーボンの物性はエッジの影響を強く受ける．そ
のエッジの原子構造と電子状態を FEM によりプローブ
することができる．その例として，FEM 像がグラフェ
ン端の電子軌道を原子分解能で示し，また電界放出電子
のスピン分極測定により，グラフェン端の磁性に関する
知見が得られることを報告した．
グラフェン端の磁性状態が実験的に解明され，制御さ
Fig. 13. Schematic of illustrating the experimental apparatus used for
spin polarization measurement of field emitted electrons.

室温で測定した電界放出電子のスピン分極の大きさの
19）

時間変化を Fig. 14 に示す ．スピン分極の大きさは，x，
y および z 成分のベクトル和として求めた．最初の 60 分
の測定時間中，スピン分極率が 20 ～ 25% の電子線を得
ることができた．この間，スピン方向の主な成分は z 成
分であった．しかしながら，スピン分極の急激な減少が

75 分で観察された．その後，スピン分極はもとの高い
状態に戻ったあと，再び低い状態に移った．電界放出電
子のスピン分極には 2 つの状態があるように見える．
観察されたスピン偏極の急激な減少は，超高真空チャ
ンバー内の主な残留ガスである水素の吸着により起こり
得る．水素吸着によりエッジのダングリングボンドの磁
気モーメントの減少は実験的にも理論的にも確認されて
いる．水素によるグラフェンエッジの終端が分子状か原
子状水素の吸着によるかは特定できていないが，原子状

れれば，グラフェン端のナノ磁性を利用するスピントロ
ニクスの研究に新たな展開をもたらし，磁気スイッチ，
スピン検知，磁気力顕微鏡探針，メモリデバイスなどへ
の応用研究を切り開くきっかけとなる．さらに，d 電子
を含まない，s-p 電子が担う新型の強磁性物質の研究，
炭素ベースの全く新しいタイプのスピン偏極電子源の開
発への展開が期待される．
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