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１．緒　　　　　論
　カーボンナノチューブ（CNt）とグラフェンの表面・
エッジの電界放出像について述べる前に，CNtやグラ
フェンなどのニューカーボンが現れる以前の炭素材料，
およびCNt発見（1991年）後の電界放出に関する研究
をそれぞれ振り返ってみる．
1.1.	 CNT発見（1991年）以前における炭素材料から

の電界放出に関する研究
　電子線は研究用から医療・産業応用まで広く利用され
ているが，電子源として熱電子よりも電界放出電子を使
うほうが明らかに有利となる装置がある．電界放出電子
源は，高分解能電子顕微鏡に実用されているが，その他
にも，電子管，X線源，光源，ディスプレイ，センサな
どへの利用も期待されている．炭素材料からの電界放出
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 Field emission and field ion microscopies (FEM/FiM) are powerful techniques to reveal surface structures 
and dynamic phenomena on the surface, with atomic resolution especially for FiM. Carbon nanotubes 
(CNts) and graphene exhibit exotic FEM and FiM images with enigmatic fine structures, which are not 
expected in ordinary metal emitters such as tungsten and molybdenum. FiM and FEM of capped CNts 
show clear five-membered spots and diffuse pentagonal patterns, respectively, revealing the presence of 
carbon pentagons on the cap and the spatial distribution of electronic orbitals on the pentagon. FEM of 
graphene edges and open-ended CNts show arrayed fringes with a dark node at the center of each fringe, 
and the corresponding FiM images show sharp streaks and sometimes split-double spots, running transverse 
to a graphene plane. these patterns are considered to reflect the symmetry and distribution of electronic 
orbitals at a graphene edge.

　電界放出および電界イオン顕微鏡法（FEM/FiM）は表面の原子構造や動的現象を明らかにする強力な
顕微法であり，FiMでは原子分解能を実現することができる．カーボンナノチューブ（CNt）やグラ
フェンは興味深いFEMとFiM像を示し，タングステンのような通常の金属エミッタでは見られない不
思議な微細構造が現れる．先端の閉じたCNtのFiMでは明瞭な五員環原子に対応する輝点，FEMでは
五員環附近の電子軌道の空間分布を反映する像が得られる．グラフェンや先端の破れたCNtのFEMは，
グラフェン面に垂直に伸びて，中央の暗くなった筋状のパターンを示す．対応するFEMはよりシャープ
な筋状パターンのほかに，輝点が2つに分裂して対をなすスポットも観察される．これらのパターンは
グラフェン端の電子軌道の対称性と空間分布を映していると考えられる．

（FE；field emission）は，カーボンファイバーが生産さ
れるようになった1970年代から，研究が始まった1–4）．
タングステン（W）などの金属エミッタから連続して安
定な電界放出を得るには，超高真空（10–8 Pa以下の圧
力）の環境が要求されるのに対して，炭素（カーボン
ファイバー）エミッタでは10–5 Paオーダーでも連続稼
動が可能であることが示された．実際に，走査電子顕
微鏡（SEM）の電子源として搭載した試験もこの当時
に実施され，0.2 μmの分解能が得られている2）．真空に
対する要求が金属のFEエミッタほどには厳しくないと
いう点で，カーボンFE電子源は金属エミッタの欠点を
補う可能性を有することが指摘された．それでも，カー
ボンエミッタの動作する真空圧力が高い（～10–5 Pa以
上）場合や放出電流が多い（> 10 na）場合には，電流
変動が目立ってくる．その原因には残留ガス分子の吸
着脱離，イオン衝撃やジュール加熱による損傷などが
ある3–7）．
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　著者らは，FEMを使ったCNtの電界放出像の報告を
1997年に世界で初めて報告した19）．それまでは，FEM

によるCNtの先端構造の研究はほとんどなされていな
かったが，開端MWCNtからは，中心空洞を反映した
ドーナツ状のFEMパターンを観測することに成功し，
FEMのCNt研究への有用性を示した．その後，先端の
閉じた閉端MWCNtでは，表面が清浄な場合には，五
員環から優先的な電子放出が起き，その電子軌道を反映
した五員環パターンが得られることを示した20）．電子放
出像であるFEMと相補的なイオン像（FiM）を使った
MWCNtキャップの五員環観察と，キャップが破れた
時の開端MWCNtの観察を2002年に報告した21）．
　SWCNtに関しては，そのFEM像がフラーレンの走
査トンネル顕微鏡（StM）像に酷似した斑パターンを示
すことがDeanらにより1999年に報告された22）．先端が
破れた直径の細い開端MWCNtからのFEM像は放射状
に広がった何本かの縞からなる “daisy” パターンを示す
ことが中山らにより報告された23）．グラフェンのFEM/

FiM観察に関して例を1つ挙げると，Yamaguchiら24）が
還元した酸化グラフェン（Go）をエミッタに用いて，
FEMでは縞状のパターン，FiMでは若干伸びた輝点の
列のパターンを示すことが報告された．彼らは，縞状の
FEMパターンを電子干渉によると解釈しているが，十
分な検討がなされていない．また，輝点列のFiMパター
ンについては，それぞれの輝点が突出した原子に対応す
ると解釈されている．
1.3.	 本研究の目的
　著者らは，これまでにCNtとグラフェンからのFEM

像は，従来の金属エミッタに対する自由電子モデルでは
説明の出来ないパターンが観察されることを報告し，そ
の特異なパターンは，グラフェン表面および端の電子状
態／電子軌道を反映するとの考えを提唱してきた．この
仮説の検証と補強を目指して，FEMと相補的な顕微法
であるFiMを併用し，ナノカーボンに独特なFEM/FiM

像の起源を明らかにすることにより，CNt/グラフェン
のエッジ状態（構造と電子軌道）の電界放出法による観
察の可能性を示すことを本研究の目的とする．

２．FEMとFIMの比較
　CNt／グラフェン表面およびエッジの観察に用いる電
界放出顕微鏡（FEM）と電界イオン顕微鏡（FiM）法
の原理と特徴をここで簡単に解説する．
　CNtやグラフェンは，先端の尖ったアスペクト比の
大きな形状をしているため，これらに電圧を掛けると，
先端部分に電界が集中して，強電界が得られる．先端
表面における電界強度Fは先端の曲率半径 rに反比例し
て，

　CNt発見以前における炭素材料の電界放出顕微鏡
（FEM；field emission microscopy）および電界イオン
顕微鏡法（FiM；field ion microscopy）による研究のな
かで，本研究と関連する重要なものをここで紹介する．
1968年にWilliamsによって，単結晶グラファイトの
FiM観察が初めて行なわれ，そのFiM像はグラファイ
ト層面に垂直に（c軸方向に）伸びた筋（streaks）の列
になることが報告された8）．それぞれの筋は，層面から
突出した部分にある単一の原子（あるいはクラスター）
に対応すると推測されている．原子像が筋状に伸びる原
因は結晶の二次元性（後でも述べるように倍率の異方
性）によることが指摘されている．グラファイトの電子
放出パターン（FEM像）も層面に垂直に伸びた縞状パ
ターンを示すことも記述されているが，FEM写真はそ
の論文には示されていない．その特徴は後述するグラ
フェンからの “リップ（lip）” パターンと同じと推察さ
れる．
　その後，カーボンファイバー5，9）や鉛筆の芯10）をエミッ
タとするFiM研究が行なわれ，グラファイトと同様の筋
状パターンのほかに，筋が分裂したdouble spots（また
は，dipole spots）9）が観察されている．一方，電子放出
（FEM）像については，カーボンファイバーにおいて斑
状あるいは複数の斑点の重なったパターンが報告されて
いるが11，12），詳細な表面構造を反映するようなFEM像
は得られていない．
1.2.	 CNT／グラフェンのFEMとFIM
　1991年に飯島により，アーク放電の電極堆積物の中に
発見されたCNtは，高温で成長したことにより，欠陥
が少なく，ほぼ理想的な炭素六角網面を円筒状に継ぎ目
無く巻いた構造をもつ13）．多層CNt（MWCNt；multi-

wall CNt）の外径は5～ 50 nm（内径3～ 10 nm），そ
の後に合成が可能となった単層CNt（SWCNt；single-

wall CNt）は直径1～ 3 nmである14–16）．CNtの長さは
10 μmを超え，大きなアスペクト比（直径に対する長さ
の比）を持っている．CNtの両端は通常，半球状に閉じ
ていて，その曲率半径はCNtの半径と同程度で，1–10 

nmオーダーと極めて小さい．このような極細の形状に
加えて，化学的に安定で，機械的に強靭，電導性に優れ
るなど，電界放出エミッタとして打って付けの性質を備
えている．CNtを使った電界電子放出の報告は，CNt

発見の4年後の1995年にSmalley17）およびDe Heer18）の
2つの研究グループからなされた．前者は，先端を破る
処理をした開端MWCNtの電子放出が低い印加電圧で
も起こることから，開いたグラフェン端から一次元炭素
鎖がほどけて引出されているという興味深い仮説を立て
た．後者は精製したMWCNtの膜を使って，FE電子源
としての優れた電子放出特性を明らかにし，その利用可
能性を示した．
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 F = V / kr （1）

と近似される．ここで，Vは印加電圧，kはエミッタの
形状によって決まる幾何学因子で，円柱状あるいは円錐
形のshank（先端と付け根の間の部分）を持つエミッタ
においては，その値は概ね5である25）．r = 10 nmの場
合，印加電圧500 Vで，先端表面には10 V/nmオーダー
の強電界が掛かることになる．電子の電界放出を観察す
るのに必要な電界強度は1 V/nm程度であるので，CNt

ではその電界が容易に得られることが分かる．
　FEMの分解能は，原理的に放出電子のde Broglie波
長で制限されて，通常は数nmであるが，ナノティップ
などの原子スケールの突起の場合には，最も突出した1

つの原子あるいはクラスターが一つの輝点として観察さ
れることがある26，27）．
　他方，FiMの場合には，結像に使う粒子がイオンであ
るため，そのde Broglie波長は電子に比べて格段に短
く，FEMより遥かに高い分解能が期待できる．実際に
表面の原子像を得る事が可能で，人類が初めて原子を直
接観察したのは，Muellerによって発明されたこの方法
である28）．
　Figure 1にFEMとFiMの比較のために，それぞれの結
像原理，観察例および電位分布の模式図を示す．FEM

では先端を尖らせた（曲率半径 r < 100 nm）針状エミッ
タに負の電位を印加することにより，トンネル効果によ
り表面の電位障壁をすり抜け真空中へ飛び出た電子を蛍
光板に投射して，針先端の拡大像を得る．拡大率Mはエ
ミッタ先端とスクリーンとの距離をLとすると，M～ L/r

で与えられ，L = 30 mmで先端曲率半径 r = 10 nmなら
ば，106倍オーダーの拡大像が得られる．

　FiMでは，He, Neなどの結像用ガスの雰囲気（10–4か
ら10–3 Pa台）において，低温に冷却した（20–100 K）
エミッタに正の電位を印加する．結像ガス分子（Fig. 1

ではNeで表現）はエミッタ先端の不均一電界の中で分
極力によって，電界の強い先端に向かって引き付けられ
る．エミッタ表面に衝突したガス分子は，その熱エネル
ギーを失いながら表面をホッピングする間に，分子内の
電子がエミッタ側にトンネルして，ガス分子はイオン化
する．その正イオンはクーロン力によりエミッタから跳
ね返されて，スクリーンに向かって放射状に加速され，
衝突してスクリーンを光らせる．FiMの場合は，蛍光体
の発光効率が低いので，マイクロチャンネルプレート
（MCP）を用いて，スクリーンの発光強度を増幅する．
エミッタ表面では分子のイオン化の頻度が局所的に変化
していて，イオン化頻度の高い部分は明るく，低い部分
は暗くなる．イオン化頻度は，分子から表面への電子の
トンネル確率と分子の供給速度の積で与えられる．局所
的なトンネル確率は，局所電界強度（トンネル障壁）と
トンネル先の空状態の局所状態密度で決まる．なお，従
来のWなどの金属エミッタにおいては，Neを結像ガス
とした場合のFiMに適した電界強度は約35 V/nmで，
イオン化が起こる場所は表面から臨界距離（critical 

distance, ～0.6 nm）だけ上に離れた円盤状（直径は原子
サイズ）の狭い領域（ionization diskと呼ばれる）であ
ると考えられている29）．電界強度35 V/nmに曝されたエ
ミッタには1 tPaオーダーの引張応力（Maxwell応力）
が加わる．これに耐えうる材料はWなどの高張力（引
張強度σ  = 1.5 – 3.5 tPa）の物質に限られる．CNtは引
張強度がσ  = 0.1 – 0.2 tPa30，31）であるので，エミッタが
損傷を受けることもある．

Fig. 1. Comparison of FEM (top panel) and FiM (bottom). 
 Principles of image formations (left), examples of microscope images of a tungsten-tip (middle), and potential energy diagrams (right).
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３．Capped	CNTのFEMとFIM
　Figures 2（a）と（b）は，アーク放電法で作製された
MWCNtからの典型的なFEMと対応するFiM像である32）．
アーク放電のような高温環境で形成されたCNtはグラ
ファイト構造が良く発達し，ほぼ完全な六員環網目構造
の円筒で構成されている．六員環シートの円筒の先端に
は，それぞれの端に6個ずつの五員環が導入されて
キャップされている（Fig. 2（c））．CNtの先端は，五員
環部分以外の六員環領域は平らな面で，五員環部分が
尖った角になった多面体の形状をしている．局所的に
尖った五員環部分で特に電界強度が強く，電子のトンネ
ル確率が高くなり，五員環からの電子放出が優先的に起
こる．Figure 2（a）のFEM像では，五員環を反映した五
角形の輪郭をもつリングが5つ観察される（残りの1つ
は，先端より後ろに在るためか，見えていない）．五角
形状のリングの中心が暗くなっていることも五員環から
のパターンの特徴である．電子放出強度は電子のトンネ
ル確率と電子状態密度の積であるから，五員環の中心部
分ではFermi準位附近の電子の局所状態密度分布には節
（node）があることを示している．五員環パターンのも
う一つの特徴は，隣接する五員環リングの間に干渉縞が
観察される事である（Fig. 2（a）の矢印）．これは，電子
状態がキャップ全体にコヒーレントに広がっていること
を示唆している．
　FiM像（Fig. 2（b））には，細かい輝点の集合が5つ観
察される（5つの矢印）．それぞれの細かい輝点は，Ne

のイオン化頻度が局所的に高くなっている位置を表して
いる．そのような場所は，Fig. 3に図解するように，局
所的に尖っていて電界強度が特に強い五員環の炭素原子
の上の ionization diskと推測されるので，個々の輝点
は，五員環を構成する炭素原子に対応すると考えられ
る．しかし，輝点間の距離（Fig. 2（b）のd）は，ionization 

diskが原子の位置からおよそ0.6 nm上にあるとすれば，
実際の最隣接の炭素原子間距離（一重結合）0.145 nm

よりも大きなっているであろう．
　炭素五員環のFiM像のもう一つの例をFig. 4に示す32）．
ここでは，一つの五員環に注目して，印加電圧VEによ

るイオン像の変化を示す．VEが高くなると，五員環のサ
イズが広がり，5つの原子に対応する輝点が分離して明
瞭に観測される．VEが高くなるとともに ionization disk

が表面（原子）から離れることにより，それぞれのイオ
ン化領域が分離したために，5個の輝点が分解されたと
推測される．

４．開端CNTのFEMとFIM
　CNtを酸化処理すると，Fig. 5（c）のtEM写真に示す
ように，先端のキャップを破ることが出来る33）．このよ
うな開端MWCNtからのFiM像の例をFig. 5（b）に示
す34）．前節で述べた閉端MWCNtとは全く様相が変
わって，放射状に伸びた何本もの細い筋からなるパター
ン（“daisy” patttern）が観察される．開端MWCNtから
の電子放出像（FEM像）は，Fig. 5（a）に示すように，
中心が暗くなった単純な円環状のパターンで微細構造は
見られない．FiM像の方が遥かに微細な構造を映してい

Fig. 2. Capped MWCNt.
 (a) FEM image (emitter voltage VE = –700 V, at room temp.), (b) the corresponding FiM image (VE = 2.7 kV, at liq. N2 temp., 

Ne 8.4 × 10–4 Pa), and (c) structure model of a capped CNt.

Fig. 4. FiM images of a pentagon measured at varied emitter voltages 
VE from 3.0 to 3.6 kV. the MWCNt emitter at liq. N2 temp., 
Ne 3.3 × 10–4 Pa.

Fig. 3. Schematic diagram showing the ion image formation and 
ionization zones on locally protruding surface atoms. Red 
circles represent carbon atoms at the corners of a pentagon, and 
blue crescents representing ionization disks are diffuse and 
located at a distance (~0.6 nm) above the corner atoms.
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ることが分かる．Figure 5（b）のFiM像には，筋状の縞
模様の他に，矢印で示すように，対になった輝点（dipole 

spots）も幾つか観察される．開端CNtの特徴である筋
状の縞模様とdipole spotsは後で述べるグラフェンから
のFiMでも観察される共通した特徴である．このこと
は，開端CNtの端はグラフェンの自由端が露出してい
ることを示している．
　先端の閉じたMWCNtのFiM像を観察している時に，
突然にFig. 5（b）に類似の “daisy” パターンに変化するこ
とがある21）．これは，強電界に曝されたCNtのキャッ
プが破れて，開端になったためである．

５．SWCNT束のFEMとFIM
　SWCNtは，合成時に金属触媒微粒子が使われる．酸
処理により金属を除去し精製された単層CNt（SWCNt, 

single wall carbon nanotube）は，互いのvan der Waals

力により凝集して，強固な束を形成する．Figure 6（c）
は，そのSWCNt束の先端部分のtEM写真である．精
製されたSWCNtの束からのFEMとFiM像の例をFigs. 

6（a）と（b）にそれぞれ示す34）．Figure 6（a）の電子放出
像（FEM）は，ぼんやりと明るい領域が不明瞭に広
がっているのみで，MWCNtの五員環像のような構造
は示さない．一つの束の中でも，先端部で特に突き出た
数本のSWCNtが電子放出に寄与していると考えられ
る．

　他方，Fig. 6（b）のイオン像（FiM）では，細かい輝点
が多数観察される．印加電圧を上げると，輝点の数が増
えることの他に，開端CNtのFiM（Fig. 5（b））でも見ら
れたdipole spotsが現れる（Fig. 6（b）の矢印）．これは，
強電界下でSWCNtのキャップが破れたことを示してい
る．

６．グラフェンのFEMとFIM
6.1．グラフェンエミッタの作製
　グラフェンの金属針先への固定には，（1）高配向熱分
解グラファイト（HoPG）からの剥離，（2）酸化グラ
フェン（Go）水溶液の誘電泳動の他に，（3）Go水溶
液の針先への滴下／乾燥という手法を用いた．（1）およ
び（2）のグラフェンエミッタ作製方法に関しては，既
に2019年の豊田研究報告 35）に記述したので説明を省き，
ここでは（3）Go水溶液の滴下／乾燥法を説明する．
　加熱したホットプレート（約100℃）にアルミホイル
を敷き，タングステン（W）針がスポット溶接されたU

字形Wフィラメント（直径0.15 mm）をその上に置く．
純水で希釈したGo水溶液をW針の上に少量（1滴）滴
下して乾燥させる（Fig.7（a））．乾燥後，W針の付いた
U字形フィラメントを乾燥Goから剥がせば，針の先端
と側面にGo薄片が付着したグラフェン（Go）エミッ
タが得られる（Fig.7（b））．このGoエミッタ作製方法
は，永井ら（三重大学）により発案されたものである．

Fig. 5. open-ended MWCNts.
 (a) FEM image, (b) FiM image (“daisy”-like patttern), VE = 4.0 kV, at 70K, He-H2 mixture (6.0 × 10–6, 5.4 × 10–5 torr), 

and (c) tEM image.

Fig. 6. SWCNt bundle.
  (a) FEM image, (b) FiM image, VE = 2.1 kV, at 70 K, H2 8.8 × 10–5 torr, and (c) tEM image.
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　Goの幾何学的化学的構造は幾つか提案されている
が，最も広く受け入れられている構造モデル36）をFig. 8

に示す．エッジ部にはカルボニル基やカルボキシ基が，
グラフェン面にはエポキシ基およびヒドロキシ基が存在
するものの，非酸化のグラフェンドメインも存在する．
乾燥Goエミッタの構造を評価するために，ラマン散乱
スペクトルを測定した．得られたラマン散乱スペクトル
（Fig. 9（a））は典型的なGoの特徴を示す．D─バンドと
G─バンドの強度比（ID / IG）はほぼ1である．その強度比
から，Ferrari-Robertson関係式 37）を使えば，グラフェン
領域のサイズ（あるいは欠陥間の距離）Laは1.3 nm程
度と見積もられるが 38），Goエッジ部の高倍率SEM像
（Fig. 9（b））が示すように結晶性を反映した直線的な
エッジや，層数の変化を示すシャープなコントラストの
変化が観察されることから，六角網面の構造的骨格の広
がりは1.3 nmよりも遥かに大きく，1 μmに及ぶことが
示唆される．ID / IG比によるグラフェン領域がSEMに比
べて小さく見積もられるのは，ラマン散乱では，π電子
のコヒーレントな広がりの大きさを見ているので，グラ
フェン面内に点欠陥（エポキシ基およびヒドロキシ基な
ど）が存在すると，それにより結晶子のサイズが制限さ
れためである．他方，SEMでは，点欠陥のような小さ
な構造欠陥は見逃していることによると考えられる．
6.2．剥離グラフェンのFEM及びFIM像
　HoPGからの剥離により作製したグラフェンからの
FEMおよびFiM像をFigs. 10（a）および（b）にそれぞれ
示す39）．図の中の破線は，推定されるグラフェエッジの
位置を示している．FEM像（Fig. 10（a））は，グラフェ
ン端の電子放出像に典型的なリップ（lip）パターンを示
している．その特徴は，一昨年の豊田研究報告35）にも述
べたように，（1）グラフェン面に垂直な方向に伸びた筋

状の斑点の列からなり，（2）像全体が中央の暗線に対し
て鏡面対称を有することである．伸びた斑点の列は，グ
ラフェン面の両側に伸びたπ電子軌道に対応していると
推測している．FEM像がグラフェン面を横切って長く
伸びて見える原因は，Fig. 11に図解するように，グラ
フェン面に垂直な方向では，グラフェン端に沿った方向
に比べて，等電位面の曲がりが強いことにより，FEM

の倍率が高くなっているためである．
　グラフェンエミッタのイオン像（Fig. 10（b））にもグ
ラフェン面を横切る方向に伸びた筋の列が観察される
が，電子放出像（FEM）に比べてシャープであり，微
細構造が認められる．また，観察されるエッジの数が，
FEM像よりも多く映し出されている．その原因は定か
ではないが，結像原理が異なる（例えば，FiMでは，表

Fig. 7. (a) Photograph of a W needle/U-shape filament after dropping 
aqueous solution of Go, and (b) optical micrograph, and (c) 
SEM image of a Go flake adhered to the W needle (primary 
e-beam of SEM, HV = 10 kV).

Fig. 8.  Structure model of Go, Lerf-Klinowski model36).

Fig. 9. (a) Raman spectrum of a Go flake adhered to the W needle. 
(b) High magnification SEM image of an edge of the Go flake 
(SEM, HV = 2 kV).

Fig. 10. (a) FEM image of graphene scratched from HoPG (emitter 
voltage VE = –1.5 kV, at 80 K), and (b) the corresponding FiM 
image (VE = 2.5 kV, at 80 K, Ne 1 × 10–3 Pa). White broken 
lines indicate the positions of edges of graphene. Split spots 
(dipole spots) and arced streaks in the FiM image are indicated 
by arrows and two-headed arrows, respectively.
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面で単に突出しているだけではなく，Ne分子のホッピ
ングと供給が結像において重要な因子になっている）こ
とによると考えられる．
　グラフェンのFiM像が，グラフェン面を横断する方向
に伸びるという特徴は，Williamsが1968年に示した単
結晶グラファイトのFiM像8）と共通であるが，単なる伸
びたスポットとは別に，スポットの分裂などの微細構造
が観察される．FiM像（Fig. 9（b））を注意深く見ると，
幾つかの筋は2つの輝点に分裂したdipole spots（図中の
矢印）や，円弧状あるいは楕円状の形（二重矢印）を示
していることがわかる．dipole spotsは，前節でも述べ
たように，開端MWCNtとSWCNtのイオン像でも共
通して観察される．Figure 10（b）の二重矢印で示した円
弧状あるいは楕円状パターンは，印加電圧を高くすると
観察される傾向があり，時には，円環形になることもあ
る．
6.3．乾燥GOのFEM及びFIM像
　Figures 12（a）および（b）に，乾燥Go片からのFEM

およびFiM像をそれぞれ示す．FEMはグラフェンに特
有のリップパターンを示している．イオン像も前節の剥
離グラフェンと同様に，グラフェン面を横切る方向に伸
びた筋状パターンを示し，dipole spots（矢印）と中央の
暗い楕円（二重矢印）も認められる．前節までに述べた
と同様に，FiMは，FEMよりも微細な構造を示してい
る．dipole spotsは，グラフェン面の両側に垂直に広がっ

たπ軌道の2つのローブ（lobe）を連想させる．FiMに
おいては，既に述べたように，エミッタ先端附近の表面
をホッピングする結像ガス分子（本研究ではNe）のイ
オン化確率の高い領域が明るく映し出される．Neの外
殻電子（2p電子）が炭素原子の空軌道へトンネルするこ
とによりイオン化されるが，グラフェンエミッタで観察
されるFiMの微細構造（dipole spots）は，表面におけ
るイオン化の確率が，電界強度だけでなく，表面の空準
位の局所的な状態密度を反映していることを示唆してい
る．Figure 13に図解するように，sp2炭素ネットワーク
のエッジ部において，非占有電子状態がπ*軌道のよう
にグラフェン面に垂直に lobeを持っていれば，その2つ
の lobe近傍で，トンネル確率が局所的に高くなると推測
される．他方，分裂していない筋状パターンはグラフェ
ン面内にある軌道（例えば，σ*軌道）を強く反映してい
る可能性がある．

　double spotsの解釈については，緒論で述べた1971年
のMurr-inalによるカーボンファイバーの報告9）では，
2つの輝点のそれぞれがグラファイト薄片の両端にある
原子に由来すると解釈されているが，それは以下の理由
で無理がある．この解釈の場合，先ず，グラファイト結
晶片の両側面にある最先端の原子が結晶片の厚みを隔て
て，その両側に対称な位置に常に存在しなければならな
い．二次元結晶であるグラファイト薄片の端面（c軸に
垂直な面）は，層が乱雑に出入りした不規則な凸凹構造
になっているので，そのようなこと（グラファイト端面
が通常の三次元結晶のようなファセットで形成されてい
るような構造）は考え難い．次に，厚みの大きなグラ
ファイトではなく，我々のグラフェン（あるいは数層グ
ラフェン）においても類似のdouble spotsが観察される
ことから，（バルクな）グラファイト結晶片の両端の2

個の原子に由来するというよりは，1枚のグラフェン
シートのエッジにある1個の原子に由来すると解釈する
ほうが自然である．
　Figures 10（b）と12（b）に二重矢印で指し示した円弧
状あるいは楕円状パターンは，隣り合うdipole spotsが

Fig. 11. Schematics illustrating the electric field distribution near a 
graphene edge. (a) Cross-section view, (b) plan view.

Fig. 12. (a) FEM images of Go (VE = –0.8 kV, at 90 K) and (b) the 
corresponding FiM image (VE = 2.5 kV, at 100 K, Ne 3 × 
10–3 Pa). White broken lines indicate the positions of edges 
of graphene. arrows and two-headed arrows in (b) indicate 
split spots (dipole spots) and arced streaks, respectively.

Fig. 13. Schematic diagram illustrating the origin of double spots in 
FiM images of graphene. Ne is the imaging gas.
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融合したようにも見えるが，印加電圧を上げていく（す
なわち電界強度を強くする）と観察される．電界強度が
強くなれば，Neの2p電子はグラフェンエッジから離れ
た位置でも，エッジ原子の軌道半径の大きい真空準位に
近いエネルギー準位にある空の状態にトンネルできるの
で，イオン像はその軌道の形を反映することになると推
測される．一度現れた円弧状／楕円状パターンが，1本
の筋に戻ることも観察されるが，これはそのパターンを
出していた原子あるいはクラスターが電界蒸発したこと
によると思われる．円弧状／楕円状パターンの起源は，
まだ良く分からないのが現状である．

７．ま　と　め　と　展　望
　従来の金属を対象とするFEMやFiMでは，表面の電
子軌道の対称性や空間分布を映すことは無く，仕事関数
の局所的な変化，原子スケールの突起による局所的な電
界増強を反映した像しか得られない．これは金属におい
ては，価電子は固体内の一様な電位分布の中を遍歴する
自由電子して振舞い，固体内に非局在に分布した状態に
あることによる．一方，固体炭素では，電子構造は自由
電子ではなく，2sと2pの原子軌道からなる種々の混成
軌道をとるため，価電子の分布は一様ではなく，原子間
に局在する．そのため，ナノカーボンでは，FEM/FiM

が表面炭素原子の被占および空の分子軌道の対称性や空
間分布を反映する顕微鏡像を示す可能性がある．FiMの
微細構造の起源を解明するには，グラフェンエッジの空
準位の電子軌道の対称性と空間分布のシミュレーション
とFiM像との比較が必要であるが，フェルミ準位より上
の空軌道の計算は難しいようであり，今後の課題であ
る．
　最近，走査プローブ顕微鏡StM/aFMにおいて，Co

分子を先端に吸着させた探針を使うことにより，面内分
解能が格段に向上して，有機分子の分子軌道を直視でき
ることが報告されている40）．現在，原子分解能を有する
顕微法としてStM, aFM, FE電子源搭載電子顕微鏡が
普及しているが，興味深いことに，これらは全て原子ス
ケールの細い針先を利用している．ナノカーボンも原子
スケールの細い先端を持っていることから，そのFEM/

FiMも原子像あるいは分子軌道を映す可能性を有してい
ると期待される．
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