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 Making use of the hollow space within single-walled carbon nanotubes (SWNTs) as a reaction chamber, 
we can synthesize polymers inside SWNTs. In SWNT-polymer nanohybrids, various interactions between 
polymers and SW NTs occur at a sub-nanometer scale distance. In this study, we report photophysical 
properties of polythiophene and coronene-polymer encapsulating SWNTs. In a polythiophene (PT)-
encapsulating SWNT film, one or two PT layers are encapsulated within SWNTs, depending on the tube 
diameter. For single encapsulated PT layers, electron transfer from the PT to the small-diameter SWNT 
(< 1.2 nm) occurs in 0.53 ps, and electrons then recombine with holes remaining in the PT in 11 ps. The 
electron transfer rate is found to be 1.9 × 1012 s–1. In a coronene polymer-encapsulating SWNT film, weak 
absorption bands at 1.7 and 3.4 eV are observed in addition to the SWNT spectrum. Band calculations 
allow these to be assigned to optical transitions between the electronic states originating from the coronene 
polymer, hybridized with those of the SWNT. The femtosecond pump-probe spectroscopy reveals fast 
electron relaxation (0.38 ps) from the conduction band of the coronene polymer to the lowest conduction 
band originating from the SWNT, and subsequent recombination (1.5 ps) of these electrons with holes in 
the top valence band originating from the coronene polymer.

１．は　じ　め　に
　カーボンナノチューブをナノスケールの反応容器とし
て利用して，分子からオリゴマーを合成する研究がいく
つかのグループで行われてきた1–5）．最近になって，名
古屋大学の篠原グループは，カーボンナノチューブ内に
おいて，チオフェン分子からポリチオフェンの合成およ
びコロネン分子からコロネンポリマー（グラフェンナノ
リボン）の合成に成功している6，7）．電子状態の一次元性
により，カーボンナノチューブは高いキャリヤ移動度と
強い光学応答を示すので，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．また，
カーボンナノチューブに内包された高分子は，複合系と
しての機能を発現するとともに紫外線や酸素などの周囲
環境から保護されている利点を有する．このような複合
系は，ナノチューブ内における高分子の配置や両者の距
離がエネルギーの安定性から決まっているので，サブナ
ノメートルスケールで近接した一次元的な光励起状態間
の相互作用やそれに伴って起こる励起エネルギー移動，
電荷移動を調べる格好の舞台になる．
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　上述の観点から，筆者はポリチオフェンおよびコロネ
ンポリマー内包カーボンナノチューブを対象にして，励
起状態の緩和過程と電荷移動に関する研究を進め，その
結果を豊田研究報告No.69に報告した8）．図1aに示され
るようなポリチオフェン内包ナノチューブでは，内包さ
れたポリチオフェンによる吸収に対応した光子エネル
ギーにおいて光伝導スペクトルに大きな信号が観測さ
れ，ポリチオフェンからナノチューブへの超高速電荷移
動が強く示唆された．しかし，ナノチューブ内でポリチ
オフェンは1層または2層配列で内包されていることか
ら，その構造と吸収・光伝導スペクトルの関係や移動す

図１． ポリチオフェン（a），コロネンポリマー（b）内包カーボン
ナノチューブの模式図9）．
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る電荷の符号（電子または正孔）は明らかになってい
なかった．一方，コロネンポリマー内包ナノチューブ
（図1b）では，観測された光伝導スペクトルの信号と
コロネンポリマーに関係する光吸収との関係を議論し
た．しかし，この複合系における励起状態間の相互作用
を明らかにするためには，緩和過程やエネルギーバンド
構造の知見を得ることが課題として残った．本稿では，
その後に行ったフェムト秒ポンプ・プローブ実験とその
解析および理論グループの協力によって行われたバンド
計算により，新たに明らかになったことについて報告す
る9）．

２．ポリチオフェン内包カーボン	
２．ナノチューブの電荷移動　　

2.1	 ポリチオフェン内包カーボンナノチューブの構
造

　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合成したポリチオフェン内包ナ
ノチューブの高分解能透過電子顕微鏡像（HRTEM像）
を図２に示す7）．上の2つのHRTEM像は，ポリチオフェ
ンを内包していないカーボンナノチューブである．直径
1.0 nmのナノチューブのHRTEM像には，内部に黒い
像が観測され，1本のポリチオフェン鎖が形成されてい
る．HRTEM像の右に示した模式図では，桃色は炭素，
黄色は硫黄原子を表している．直径が1.5 nmの場合，2

本の黒い像が観測されることから，ポリチオフェン鎖が
2層に積層していることがわかる．直径が1.7 nmになる
と，3層のポリチオフェンが形成される．多数の
HRTEM像の解析から求めた，2層のポリチオフェンが
内包されるナノチューブの直径閾値は1.2 nmである．
直径が2.2 nmのナノチューブ内では，ポリエチレン鎖
は紐状で絡み合った状態で内包されている．本実験に用
いたカーボンナノチューブの平均直径は1.4 nmである

ので，直径分布を考慮すると，1層と2層のポリチオ
フェンを内包しているカーボンナノチューブが本実験試
料の大部分を占めている．
2.2	 吸収と光伝導スペクトル
　図3aは，ポリチオフェン内包ナノチューブ薄膜と参
照用カーボンナノチューブ薄膜の吸収スペクトルであ
る．参照用薄膜試料のスペクトル（黒色）には，0.67，
1.21，1.78 eVに幅の広い吸収帯と2.5 eV付近に小さい
ピーク構造が観測される．1.78 eVの吸収帯は金属ナノ
チューブのM11励起子吸収，その他の吸収帯とピークは
半導体ナノチューブのE11，E22，E33（E44）励起子吸収に
同定される．ポリチオフェン内包ナノチューブ薄膜の吸
収スペクトル（赤色）には，E11，E22，M11励起子吸収帯
に加えて，2 eV付近に非常に幅の広い吸収帯が観測さ
れる．この吸収帯の起源を調べるために，参照ナノ
チューブの吸収スペクトルを0.02 eVだけ低エネルギー
側にシフトさせて求めた差分吸収スペクトルを図3bに
示す．2.5 eVにピークをもつ非対称なスペクトルは，
ドープされていないポリチオフェンの吸収スペクトルと
一致することから，この吸収帯は内包されているポリチ
オフェンに起因している．3成分のガウス関数を仮定し
てフィッティング解析した結果を図3bに黒色破線で示
す．3つのガウス関数のピークエネルギー（半値全幅）
は，それぞれ2.39 eV（0.49 eV），2.77 eV（0.72 eV），
3.45 eV（0.69 eV）である．ポリチオフェンと類似の吸収
スペクトルが観測されるP3HT（poly（3-hexyl thio phene））

図２．	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．K. Miyaura et al., Sci. Rep. 8 (2018) 8098より転載．

図３．	（a）	ポリチオフェン内包カーボンナノチューブ（赤色），
  参照カーボンナノチューブ（黒色）の吸収スペクトル，
 （b）	差分吸収スペクトル 9）．
  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．
 （c）	ポリチオフェン内包ナノチューブの光伝導スペクトル 9）．
  緑色実線と破線は3成分のガウス関数のフィッティング

結果を示す．
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の場合，0-0遷移と振電構造を考慮したスペクトル解析
が行われている10，11）．それらを考慮するならば，それぞ
れのガウス関数が0-0遷移と振電構造に分解できること
になるが，ここではその詳細には入らないことにする．
　ポリチオフェン内包ナノチューブ薄膜には，1層のポ
リチオフェンを内包したナノチューブと2層のそれを内
包したナノチューブが混在していることを考慮して，上
で述べた3成分スペクトルの起源を考察する．Clarkら
は，レジオレギュラー P3HT膜の吸収と発光スペクトル
を次のようなモデルで解析した11–13）．膜中のP3HTが弱
い相互作用によってH会合体類似の状態を形成している
ことを考慮したフランク・コンドンモデルによるスペク
トル解析を行い，吸収スペクトルの低エネルギー部分は
H会合体状態を形成しているP3HT，高エネルギー部分
は会合体を形成していないP3HT（不規則構造の高分子
鎖）に起因することを，彼らは明らかにした．つまり，
平行に配列した高分子鎖の励起子遷移エネルギーは，不
規則配列の高分子鎖のそれよりも低くなり，試料中にそ
れらの高分子鎖が混在する場合には，吸収スペクトルは
2つの成分の和になるために，スペクトル形状が広くな
る．内包2層ポリチオフェンはH会合体状態と考えられ
るので，その励起子遷移エネルギーは1層ポリチオフェ
ンのそれよりも低くなる．このような解釈に従うと，図
3bに観測された2.39 eVの成分はナノチューブに内包さ
れた2層ポリチオフェン，2.77 eVの成分は1層ポリチオ
フェンの励起子遷移に同定することができる．3.45 eV

に観測される吸収成分は，励起子連続状態遷移（バンド
間遷移）に起因する14–15）．この成分の立ち上がりエネル
ギー（～2.7 eV）は，P3HTの光電子スペクトルと逆光
電子スペクトルから決められたギャップエネルギー
（2.6 eV）および光電流スペクトルの立ち上がりエネル
ギー（2.58 eV）に一致する16）．これは上に述べた同定
を支持する．高分子鎖間相互作用を考慮した場合，バン
ド間遷移エネルギー（ギャップエネルギー）は減少する
ため，2層ポリチオフェンのバンド間遷移エネルギーは
1層ポリチオフェンに比べて低くなり，2.77 eV成分に
重なっている可能性がある．
　光照射下におけるキャリヤ生成を調べるために測定し
た光伝導度スペクトルを図3cに示す．E11，E22励起子遷
移エネルギーにおいて光伝導信号の増大が観測されると
ともに，2.2～ 3.8 eVの領域で大きな信号が観測される．
3.5 eVにおける信号はE11遷移エネルギーでの値のおよ
そ10倍であり，高い効率のキャリヤ生成を示している．
この光伝導スペクトルを，吸収スペクトルの場合と同様
に3成分ガウス関数でフィッティング解析した結果を図
3cに緑色破線で示す．それぞれの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），2.72 eV

（0.67 eV），3.40 eV（0.81 eV）である．これらのピー

クエネルギーは，吸収スペクトルのそれらにほぼ一致す
る．2.35 eVの成分の重み因子は0.02なので，高エネル
ギー側の2成分でほぼフィッティングができている．
2.72 eVの成分は，1層のポリチオフェンに起因する吸
収スペクトルの2.77 eV成分によく対応している．この
結果は，内層されている1層ポリチオフェンからカーボ
ンナノチューブへの電荷移動が起きていることを示して
いる．1層ポリチオフェンを内包しているナノチューブ
の直径は1.2 nm以下である．一方，2層のポリチオフェ
ンを内包しているカーボンナノチューブに対応している
2.35 eVにおいて，光伝導信号はほとんど観測されない
ことから，このナノチューブでは電荷移動は起きていな
いことが示唆される．また，図3cに示されるように，
ポリチオフェンのバンド間遷移に対応する3.40 eVにお
ける光伝導信号が大きいことから，バンド端に励起され
た電子─正孔対が励起子状態に緩和する途中あるいは緩
和後に電荷分離をして，カーボンナノチューブへ電荷が
移動していると考えられる．
2.3	 電荷移動のダイナミクス
　次に，フェムト秒ポンプ・プローブ分光を用いて電荷
移動のダイナミクスを調べた．図４は，ポリチオフェン
内包カーボンナノチューブの吸収スペクトル（図4a）と
差分吸収スペクトル（図4b）を示す．差分吸収スペク
トルは，ポンプ光照射前と照射後の吸収スペクトルの差
分DAである．DAスペクトルでは，~1.7 eVのM11励起

図４．	（a）	ポリチオフェン内包カーボンナノチューブの吸収スペク
トル，

 （b）	ポンプ・プローブ差分吸収（DA）スペクトル 9）．
  ポンプ光とプローブ光の遅延時間およびポンプ光のエネ

ルギー（3.14 eV）を図中に示す．ポンプ光のパルスエネ
ルギーは40 mJ/cm2である．
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子吸収帯（金属ナノチューブ）と~2.4 eVの内包ポリチ
オフェン吸収帯おいて，ポンプ光による吸収減少を示す
くぼみ構造が観測される．2.4 eV周辺では，幅の広いく
ぼみに重なって小さいくぼみ構造が観測され，それらは
E33（E44）励起子遷移に起因する．DAスペクトルのこれ
らの構造は，遅延時間の増加とともに減少するが，3 ps

おいても信号は観測される．図５は，参照用カーボンナ
ノチューブの吸収スペクトル（図5a）とDAスペクトル
（図5b）である．DAスペクトルに見られる~1.8 eVの大
きなくぼみは，M11励起子吸収帯のブリーチングとブ
ロードニングに起因し，2.1～2.8 eVにおけるくぼみ構
造は，カイラリティの異なる半導体ナノチューブのE33

（E44）励起子吸収帯のブリーチングによると解釈され
る．

　図6cは，遅延時間0.1 psにおけるポリチオフェン内包
ナノチューブのDAスペクトル（赤色）および参照ナノ
チューブのDAスペクトル（黒色）である．これらのス
ペクトルと比較するために，ポリチオフェン内包ナノ
チューブ（赤色）と参照ナノチューブ（黒色）の吸収ス
ペクトルおよびそれらの差分スペクトルを図6aと6bに
示す．ポンプ光照射によって内包ポリチオフェンとカー
ボンナノチューブの両者にスペクトル変化が生じること
を，図6cは示している．
　図７は，2.38 eVで測定されたブリーチング信号DAの
時間変化である．ポリチオフェン内包ナノチューブの減

衰曲線（青色）は~2 ps以内で速い減衰を示すが，~20 ps

まで遅い減衰が続く（DA<0）．一方，参照ナノチューブ
（黒色）の場合，負のDA信号は速やかに減衰し，~1.5 ps

で符号を変えて20 psまで緩やかに減衰する．この振る
舞いは次のように理解できる．図5bに示されるように，
1.3～2.9 eVのエネルギー領域では，DA<0のくぼみ構造
がDA>0のバックグラウンドに重なり，遅延時間の増加
とともにDA<0の信号が減少する．その結果，2.38 eV

ではDAが負から正に変わることになる．2つの指数関数
と装置関数を用いたコンボリューションによって，ポリ
チオフェン内包ナノチューブの減衰曲線を解析した結果
を赤色曲線で示す．速い成分と遅い成分の時定数はそれ

図５．	（a）	参照カーボンナノチューブの吸収スペクトル，
 （b）	ポンプ・プローブ差分吸収（DA）スペクトル 9）．
  ポンプ光とプローブ光の遅延時間およびポンプ光のエネ

ルギー（3.14 eV）を図中に示す．ポンプ光のパルスエネ
ルギーは40 mJ/cm2である．
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図６．	（a）ポリチオフェン内包カーボンナノチューブ（赤色）と参
照ナノチューブ（黒色）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）と参照ナノチューブ（黒色）のポンプ・プロー
ブ差分吸収（DA）スペクトル 9）．
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図７．	2.38 eVにおけるポンプ・プローブ差分吸収（DA）の時間変
化 9）．青線；ポリチオフェン内包ナノチューブ，黒線；参照
ナノチューブ，赤線；2成分の指数関数フィッティング解析
の結果．内挿図は–1から20 psの時間域における差分吸収DA

の時間変化である．
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ぞれ0.53 psと11 psであり，それぞれの重み因子は0.94

と0.06である．この減衰挙動は，内包ポリチオフェンに
生成された励起子が，ナノチューブへの電荷移動を伴っ
て分解，消滅する過程を示している．
　図８の模式図に基づいて，ポリチオフェン内包ナノ
チューブに励起された励起子の緩和ダイナミクスを考察
する．ポリチオフェン内包カーボンナノチューブのバン
ド計算によれば，複合系としてのバンド構造は，それぞ
れのバンド構造を8～150 meVだけ低エネルギー側にシ
フトさせて重ね合わせたバンドであり，電子状態の混成
化は起きていないとされている17）．このバンド計算で
は，ポリチオフェン由来の価電子帯端のエネルギー Vは
ナノチューブ由来の第一価電子帯端エネルギー V1より
低いので，バンドアライメントはタイプⅠのエネルギー
関係である．しかし，他の近似・計算手法によるバンド
計算15，18）を参考にすると，ポリチオフェンの価電子帯端
エネルギー Vがカーボンナノチューブの第一価電子帯端
エネルギー V1より高くなる場合もある．これは，これ
らの物質の価電子帯エネルギーが近い値であるため，用
いる近似法や計算手法によってエネルギー関係が入れ替
わると考えられる．本実験ではポリチオフェンからカー
ボンナノチューブへの電荷移動が観測されているので，
図8に示されるようなタイプⅡのエネルギー準位関係が
あると言える．

　内包ポリチオフェンに生成された励起子は，0.53 ps

の時間で電子と正孔に分解し，そのうちの電子がナノ
チューブに移動する．薄膜試料内でナノチューブはネッ
トワーク構造を形成しているので，電子はナノチューブ
間を次々に移動して動き回ることができる．一方，ポリ
チオフェンに取り残された正孔は，それを内包している
ナノチューブ上に存在する電子と再結合して消滅する．
ナノチューブ上のこのような電子は，ナノチューブ間を
動き回った後に戻ってきた電子であってもよい．この電
子─正孔再結合時間が遅い減衰成分の時定数11pに対応
し，この値は報告されているカーボンナノチューブの励
起子発光寿命（10～200 ps）におよそ一致している．内
包ポリチオフェンとナノチューブ壁間の距離（~0.4 nm）
はカーボンナノチューブの励起子半径と同程度であるの

で，11 psは電子と正孔の再結合時間として妥当な値で
ある．電子移動時定数から見積もった移動レートの値は
1.9×1012 s–1であり，P3HTでラップされたカーボンナ
ノチューブにおけるP3HTとナノチューブ間の電子移動
レート（2.3×1012 s–1）によく一致している19）．この場
合のP3HTとナノチューブ壁間の距離を，炭素原子の
ファンデルワールス半径（0.17 nm）の2倍，すなわち
0.34 nmとすると，この値はポリチオフェン内包ナノ
チューブにおける距離と同程度である．従って，ラッピ
ングと内包の違いはあるが，両者の電荷移動は同じ機構
によることがわかった．
　ここで，2層のポリチオフェンを内包しているカーボ
ンナノチューブでは電荷移動が観測されないのは，バン
ドアライメントを考慮すると次のように理解できる．2

層ポリチオフェン内包ナノチューブの直径は1.2 nm以
上である．バンドギャップは直径の逆数におよそ比例す
るので，直径が大きくなるとバンドギャップが減少し，
第一価電子帯端エネルギー V1は高くなる．その結果，
ポリチオフェンの価電子帯端エネルギー Vが相対的に低
くなるため，タイプⅠのバンドアライメントになり励起
エネルギー移動に移り替わると考えられる．2層ポリチ
オフェンを内包するナノチューブの直径に閾値があるた
めに，このようなバンドアライメントの入れ替わりが明
らかになったと言える．

３．コロネンポリマー内包カーボン	
３．ナノチューブの超高速緩和過程

3.1	 エネルギーバンド構造
　吸収スペクトルや内包コロネンポリマーとカーボンナ
ノチューブの相互作用を理解するために，コロネンポリ
マー内包ナノチューブのバンド構造を計算した9）．バン
ド計算に用いた手法は，密度汎関数理論（DFT）の枠組
みにおける局所密度近似（LDA）である．コロネン分
子間の結合には，四員環結合と六員環結合があるが，図
1bに示されるように六員環を介した結合がエネルギー
的に安定である20）．図9aは，六員環結合のコロネンポリ
マーのバンド構造を示す9）．エネルギーは真空準位を基
準にした値である．最高価電子帯（HO）と最低伝導帯
（LU）間のバンドギャップエネルギーは0.97 eV，2番
目の価電子帯と伝導帯間のギャップエネルギーは3.22 

eVである．図9bは，カイラル指数が（19,0）の半導体
カーボンナノチューブのバンド構造である．第一価電子
帯V1と第一伝導帯C1間のE11ギャップエネルギーは0.59 

eV，第二価電子帯V2と第二伝導帯C2間のE22ギャップ
エネルギーは0.92 eVである．
　コロネンポリマーを内包した（19,0）ナノチューブの
バンド構造を図9cに示す．最も高いエネルギーの価電
子帯は，コロネンポリマーのHO状態に起因し，これを

図８．	ポリチオフェン内包カーボンナノチューブにおける電荷移動
ダイナミクスの模式図 9）．
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HO類似バンドと呼ぶことにする．最も低い伝導帯は
（19,0）ナノチューブの第一伝導帯C1に起因し，これを
C1類似バンドとする．このように起源の異なるバンド状
態が最高価電子帯と最低伝導帯を構成する理由は，V1

価電子帯状態がコロネンポリマーのHO状態にまで拡が
り，電子状態が強く混成していることによる．同様に，
G点のLUバンドとナノチューブの第三伝導帯C3も強く
混成化し，LU類似バンドになる．このような電子状態
の混成化は，コロネンポリマーがリボン状の構造をして
いることに基づく．図9aと9bに示されるように，コロ
ネンポリマーの各バンドと密接に対応しているバンド
を，カーボンナノチューブのバンド構造中に見つけるこ
とができる．これは，コロネンポリマーが炭素六員環の
みで構成され，エッジラフネスのあるグラフェンナノリ
ボンに相当するためである．一方，ポリチオフェン内包
ナノチューブの場合，電子状態の混成化はほとんどな
く，バンド構造は両者の単純な重ね合わせであった．こ
れは，ポリチオフェンは炭素五員環と硫黄原子から成る
ジグザグ鎖の構造をしていることによると考えられる．
3.2	 吸収スペクトル
　カーボンナノチューブとコロネン粉末をガラス管に封
入して熱処理をすると，コロネンがナノチューブに導入
されてダイマーやオリゴマーが形成される．さらに高温
の熱処理によってそれらは重合し，図1bに示されるよ
うなコロネンポリマーになる6）．図10aは，参照カーボ
ンナノチューブ（黒色）とコロネンポリマー内包カーボ
ンナノチューブ（青色）の吸収スペクトルである．参照
ナノチューブのスペクトルと比較すると，1.5～2.5 eV

と3～4 eVのエネルギー領域におけるコロネンポリマー
内包ナノチューブの吸収が増加している．これらのスペ
クトルの差分を求めた差分スペクトルを図10bに示す．
~1.7 eVと~3.4 eVにピークをもつ吸収が観測される．
~0.7 eVと~1.2 eVのピーク構造は，2つの吸収スペクト
ルの差分を求めたときの残差である．このスペクトルを
図9cのバンド構造と比較すると，~1.7 eVの吸収はC11

遷移，~3.4 eVのそれはC22遷移に対応しているのがわ
かる．これらの光学遷移は，G点近傍でナノチューブの

図９．	エネルギーバンド構造 9）．
 （a）	六員環結合のコロネンポリマー．HOとLUは，それぞれ最高価電子帯と最低伝導帯を示す．
 （b）	カイラル指数（19,0）の半導体カーボンナノチューブ．
  V1，V2，V3はそれぞれ第一，第二，第三価電子帯を示し，C1，C2，C3はそれぞれ第一，第二，第三伝導帯を示す．
 （c）	コロネンポリマー内包（19,0）カーボンナノチューブ．
  C11とC22はコロネンポリマー由来のバンド間の光学遷移，E11とE22はカーボンナノチューブ由来のバンド間の光学遷移を示す．
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図10．	（a）	コロネンポリマー内包カーボンナノチューブ（青色），
参照カーボンナノチューブ（黒色）の吸収スペクトル，

 （b）	差分吸収スペクトル 9）．
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バンドと強く混成したコロネンポリマー由来の電子状態
に起因している．実験的に観測される吸収は励起子遷移
と考えられるので，吸収スペクトルのエネルギー値とバ
ンド計算を定量的に比較することはできない．
　C11，C22遷移吸収は，カーボンナノチューブ由来の
E11，E22吸収に比べてはるかに弱い．これは，これらの
遷移に関係するバンドの状態密度と遷移の振動子強度が
低いことによる．図11は，（19,0）ナノチューブ（黒
色）とコロネンポリマー内包（19,0）ナノチューブ（青
色）に対して計算した状態密度である9）．エネルギーの
原点を（19,0）ナノチューブの価電子帯端のエネルギー
に取った．コロネンポリマー内包（19,0）ナノチューブ
の最高価電子帯（HO類似バンド）は，~0.12 eVだけ高
いエネルギーに位置する．C11遷移はこのバンドからLU

類似バンドへの遷移に相当し，関係するバンドに対応す
るエネルギーにおける状態密度は，カーボンナノチュー
ブのバンドの状態密度に比べて僅かに大きいだけであ
る．つまり，状態密度に対するコロネンポリマー由来の
バンドの寄与は小さいことがわかる．そのために，カー
ボンナノチューブに由来する吸収がはるかに強く観測さ
れ，コロネンポリマー由来の混成バンドが関係する遷移
の吸収は弱いと考えられる．振動子強度も同様に小さい
ことが推察される．

3.3	 緩和ダイナミクス
　図12aと12bは，1.0～ 3.5 eVのエネルギー領域にお
けるコロネンポリマー内包カーボンナノチューブの吸収
スペクトルと差分スペクトルである．図12cは，1.59 

eVのポンプ光照射下におけるDAスペクトルである．ポ
ンプ光の光子エネルギーはC11遷移エネルギーに対応し
ている．図4b，5bと同様に，吸収減少を示す負のくぼみ
構造が観測され，吸収変化DAはおよそ2 psで減衰する．
これらのスペクトルの振る舞いを参照ナノチューブのそ
れと比較するために，遅延時間0.1 psにおいて測定され
たDAスペクトルを図13cに示す．赤色と黒色で示した

図11．	（19,0）カーボンナノチューブ（黒色）とコロネンポリマー
内包（19,0）カーボンナノチューブ（青色）の状態密度 9）．
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図12．	（a）	コロネンポリマー内包カーボンナノチューブの吸収スペ
クトル，

 （b）差分吸収スペクトル，
 （c）	ポンプ・プローブ差分吸収（DA）スペクトル 9）．
  ポンプ光とプローブ光の遅延時間およびポンプ光のエネ

ルギー（1.59 eV）を図中に示す．ポンプ光のパルスエ
ネルギーは430 mJ/cm2である．
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図13．	（a）	コロネンポリマー内包カーボンナノチューブ（赤色）と
参照ナノチューブ（黒色）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におけるコロネンポリマー内包ナノ

チューブ（赤色）と参照ナノチューブ（黒色）のポン
プ・プローブ差分吸収（DA）スペクトル 9）．
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DAスペクトルは，それぞれコロネンポリマー内包カー
ボンナノチューブと参照ナノチューブのスペクトルであ
る．両者のDAスペクトルに観測される~1.7 eVの大き
なくぼみは，金属ナノチューブのM11励起子バンドのブ
リーチングに起因する．2つのスペクトルの大きな違い
は，コロネンポリマー内包カーボンナノチューブのDA

スペクトルには，~1.5 eVにくぼみ構造が観測されるこ
とである．図13bの差分吸収スペクトルと比較すると，
このくぼみはC11遷移吸収帯の肩に対応しているので，
このDAの時間変化からLU類似バンドに伴った励起状態
の緩和ダイナミクスを知ることができる．
　図14は1.51 eVで観測されたDAの減衰曲線である．
コロネンポリマー内包カーボンナノチューブの場合（図
14a），負の値のDAは速い減衰に続いて，~2 psでDAは
正になり，遅い減衰を示す．カーボンナノチューブに起
因する吸収変化の符号は正なので，この遅い減衰の起源
はカーボンナノチューブと考えてよい．図14bに示され
るように，参照ナノチューブの減衰曲線は，正のDAが2

成分的に減衰する挙動を示している．フィッティング解
析から，2成分指数関数の速い成分と遅い成分の時定数
（重み因子）は，それぞれ1.7 ps（0.91），30 ps（0.09）
である．そこで，コロネンポリマー内包カーボンナノ
チューブで観測された減衰曲線は，コロネンポリマー内
包カーボンナノチューブと参照ナノチューブに基づく成
分の和であると仮定して，次式によって図14aの減衰曲
線を解析した．

DA = af exp（–t/τ f） + as exp（–t/τ s） （1）
 + b {0.91 exp（–t/1.7） + 0.09 exp（–t/30）}

C11遷移によるDA減衰成分は，時定数τ fと重み因子afの
速い成分と時定数τ sと重み因子asの遅い成分で解析でき
るとし，bをカーボンナノチューブによる寄与を表す重
み因子とする．図14aの赤い曲線で示されるように，速

い成分の時定数（重み因子）を0.38 ps（–0.0046），遅
い成分の時定数（重み因子）を1.5 ps（–0.0038），bの
値を0.0029とするとき，減衰曲線と（1）式の最もよい
一致が得られた．
　次に，コロネンポリマー内包カーボンナノチューブの
バンド計算を考慮して，C11遷移に伴う励起状態の緩和
ダイナミクスを考察する．ポンプ・プローブ分光では，
1.59 eVのポンプ光によってLU類似伝導帯とHO類似価
電子帯に電子─正孔対が生成され，それらのバンドの底
と頂上付近の状態は電子と正孔で占められる．その結
果，1.51 eVのプローブ光による光学遷移は，パウリの
排他律に基づく位相空間充填効果によってブロックされ
るため，DA<0吸収変化（ブリーチング）が起こる．LU

類似伝導帯の電子は，フォノンを放出しながらC2およ
びC1類似伝導帯に緩和するので，DAは時定数0.38 psで
部分的に減衰する．C1類似伝導帯とHO類似価電子帯に
緩和した電子と正孔は，再結合して消滅するので，遅い
時定数1.5 psでDAは減衰して吸収変化は観測されなく
なる．これを励起子描像で解釈するならば，LU類似伝
導帯の電子とHO類似価電子帯の正孔から成る励起子
が，C1類似伝導帯とHO類似価電子帯の電子と正孔から
成る励起子状態へ0.38 psの時定数で緩和し，その後，
無輻射緩和過程を伴って1.5 psの時定数で励起子は消滅
することになる．
　LU─HO類似バンドの励起子状態からC1─HO類似バ
ンドの励起子状態への緩和時間（0.38 ps）は，カーボン
ナノチューブのE22励起子からE11励起子への緩和時間
（40 fs）に比べて一桁も遅い21，22）．E22─E11励起子緩和時
間は，変形ポテンシャル相互作用に基づく電子─フォノ
ン結合を考慮した理論によって説明されている23，24）．
フォノンが関与したバンド間緩和は，電子─フォノン結
合の強さおよび電子とフォノンの分散曲線に依存する．
LU類似伝導帯からC1類似伝導帯へ電子が緩和する場

図14．	（a）	コロネンポリマー内包カーボンナノチューブの1.51 eVにおけるポンプ・プローブ差分吸収（DA）の時間変化（黒線）．
 （b）	カーボンナノチューブの1.51 eVにおけるDAの時間変化（黒線）．

赤線は2成分の指数関数フィッティング解析の結果，内挿図は–1から20 psの時間域における差分吸収DAの時間変化 9）である．
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合，電子─フォノン相互作用の初期状態と終状態のバン
ド状態の性格は異なり，さらに電子と相互作用するフォ
ノンはカーボンナノチューブのフォノンである．従っ
て，コロネンポリマー内包カーボンナノチューブのよう
な複合系では，それぞれのサブユニットに由来するバン
ド間の緩和は遅くなると考えられる．
　ところで，コロネンポリマー内包カーボンナノチュー
ブの光伝導スペクトルは，3.5 eV以上のエネルギー領域
を除いて吸収スペクトルにほぼ対応するスペクトル挙動
を示すことを先に報告した8）．バンド構造と緩和ダイナ
ミクスの結果に基づいてこの起源を考察するならば，吸
収に類似のスペクトル挙動をもたらす光伝導信号の起源
は光励起されたキャリヤではないことが示唆される．こ
の実験では，光照射による抵抗変化を電流変化として測
定したので，光吸収に伴った熱による抵抗変化によって
も信号が現れることになる．従って，吸収スペクトルに
対応した「光電流」信号は，このようなボロメトリック
効果に起因すると解釈するのが妥当である．この場合の
光伝導スペクトルは，光電流スペクトルと呼ぶのが適切
である．

４．ま　　と　　め
　高分子を内包したカーボンナノチューブは，複合系を
構成するそれらのサブユニット間の相互作用により，光
に対して様々な応答を示すことが期待されている．本研
究では，2種類の異なる高分子を対象にし，吸収分光，
光伝導スペクトル測定，フェムト秒ポンプ・プローブ分
光により複合系の光励起に伴った電荷移動と超高速のバ
ンド間緩和について調べた．
　ポリチオフェン内包カーボンナノチューブでは，直径
が1.2 nm以下のナノチューブには1層，それ以上の直径
のナノチューブには2層のポリチオフェンが内包され，
それぞれに対応して遷移エネルギーの異なる吸収帯が吸
収スペクトルに観測される．光伝導スペクトルには，1

層ポリチオフェンに対応する遷移エネルギーにおいて大
きな光伝導信号が観測されるのに対し，直径が太いナノ
チューブが内包している2層ポリチオフェンよる信号は
現れない．この結果から，直径が1.2 nm以下ではポリ
チオフェンからナノチューブへの電荷移動が起こるが，
それ以上では励起エネルギー移動になることがわかっ
た．つまり，直径が大きくなることによりバンドギャッ
プが減少し，ポリチオフェンとカーボンナノチューブの
バンドアライメントがタイプⅡからタイプⅠに入れ替わ
ることをこの結果は示している．さらに，内包ポリチオ
フェンの励起状態の緩和ダイナミクスから，ポリチオ
フェンからナノチューブへの電子の移動時定数は0.53 

ps，移動した電子とポリチオフェン上に留まっている正
孔との再結合時定数は11 psであることがわかった．移

動時定数から見積もられた電子移動レートは1.9×1012 

s–1である．
　コロネンポリマーを内包したカーボンナノチューブ
は，ポリチオフェンと全く異なる電子状態と緩和過程を
示す．DFT-LDAバンド計算から，コロネンポリマー内
包カーボンナノチューブのバンド構造は，それぞれの電
子状態が混成化したバンド状態から構成されることがわ
かった．差分吸収スペクトルに観測される~1.7 eVと
3.4 eVにピークをもつ吸収帯は，コロネンポリマーに由
来する価電子帯と伝導帯間の光学遷移に起因する．これ
らの吸収帯の吸光度が小さいのは，混成化したバンドの
状態密度が小さいことを反映している．コロネンポリ
マー由来のバンド間励起に伴った励起状態の緩和ダイナ
ミクスは，異なる性格をもった伝導帯間の電子緩和の特
徴を示している．コロネンポリマー由来の伝導帯に励起
された電子は，フォノンを放出してカーボンナノチュー
ブ由来の伝導帯へ0.38 psで緩和した後，この電子はコ
ロネンポリマー由来の価電子帯の正孔と1.5 psの時定数
で再結合消滅する．この電子緩和時間は，カーボンナノ
チューブにおける伝導帯間の電子緩和時間（~40 fs）に
比べて，およそ一桁も遅い．
　このように，高分子を内包したカーボンナノチューブ
に光励起された電子─正孔対の緩和過程は，高分子の種
類によって異なる振る舞いを示すことがわかった．これ
は，バンドアライメントおよび高分子鎖の構造によっ
て，基底状態や励起状態におけるサブユニット間相互作
用が異なるためであると考えられる．適当な物質を選ぶ
ことによって，高分子とカーボンナノチューブから成る
ロバストな光エレクトロニクスデバイスを開発すること
が可能であることが，本研究から示唆される．内包され
ている高分子・分子の種類や構造，および複合系内部に
おける配置や距離に依存して，様々な構成ユニット間の
相互作用が現れる内包複合系の研究がさらに進展するこ
とを期待したい．
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