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伝導性研究グル-プ 

ナノ物質の合成と評価 

菅井 俊樹 

 

 

1. 研究目的 

高温パルスアーク放電法を初めとする新規ナノ物質合成法と気相移動度法を初めとする

新規物質評価法を開発し,レアメタル代替機能性物質の可能性を探る. 

 

2. 2014 年度の研究計画 

2014 年度は以下の項目について検討を行った． 

1) ナノチューブキャップ解析プログラムの開発 

2) ナノグラフェンドットの生成 

3) ナノ金属クラスターの反応追跡 

 

3. 2014 年度の研究成果 

1) カーボンナノチューブは優れた特性を持つが,混合物として生成されるため,その高い

ポテンシャルを生かし切れていない.実際に精製された試料は,デバイスとして活用し

た場合,混合物に較べ飛躍的に高い性能を示すことがわかっている.近年このナノチュ

ーブを構造選択的に生成する手法が開発されつつある.その一つがナノチューブ先端構

造のキャップ構造を有機合成的に生成し,そこから生成させる手法である.(5,5)チューブ

構造に対応するものが生成･同定され,最近(6,6)チューブ構造に対応するキャップから,

実際に選択的に(6,6)チューブを生成した報告がなされた.これらのキャップ構造は,湾曲

多環芳香族環化合物で有り,合成が容易で,構造安定性が優れており,ナノチューブの選

択的合成の非常に有力な候補となっている.これらの構造は,一般的に六員環を基盤と

する平面共役芳香族に,湾曲をもたらす五員環で構成され,五員環の位置によって,その

キャップから生成されるナノチューブ構造が決定される.これまで合成されてきたキャ

ップ構造は,目視でナノチューブ構造が対応できる対称性の高いものに限られていた.

しかし今後より多様性を持つナノチューブ合成を試みるに当たり,対称性が低いキャッ

プなどより一般的なキャップ構造とそこから生成するナノチューブ構造との対応を,事

前に設計できるプログラムが必要不可欠である.これまでにも,この対応を解析するア

ルゴリズムやプログラムは存在したが,物理的視点やグラフ理論的な解析が主なもので

有り,化学的な構造対応などは一般的では無かった.今回我々は,キャップ構造を分子構

造としてとらえ,構造解析を行うプログラムを開発した.図 1 に解析例として,五個の五
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員環が 1 カ所に集中し,円錐先端を形成し,ひとつだけ離れた五員環が円錐周辺部に属し

ているキャップ構造を示す.この例では,Cs 対称と従来のキャップに較べ非常に低い対

称性しか持たないが,先端と周辺部の解析により,(5,5)と従来報告されたキャップに対応

するナノチューブ構造を見出すことが出来る.現在 3 員環や 7 員環など,より多様な構造

を持つキャップに対応できるプログラムに発展させることが出来た.これにより,本学

の持つ有機合成技術を活用し,ナノチューブの選択的合成を試みる基盤を形成できた.

これは「カーボンナノチューブ先端構造予測解析プログラム cap」学校法人東邦大学,  

作成者 菅井俊樹,登録番号:P第 10304号-1,登録年月日:平成 25年 10月 11日として登

録した.さらに分子研レターズに報告した. 

 

図 1 キャップ構造解析アルゴリズム.五員環の配置から,キャップ構造を解析,対応するナ

ノチューブカイラリティーを判別する. 

 

2) ナノグラフェンドットの生成 

ナノ炭素は構造が極めて安定でかつ,多様な構造と機能を持つ.2010 年のノーベル物理学

賞が与えられた,グラフェンはその一つである.二次元構造に由来する得意な電子状態と機

能が注目されている.近年このグラフェンがナノ物質化した,グラフェンナノドットが注目

されている.グラフェンの特異な二次元電子状態を維持しつつ,ナノ化することで,従来現れ

ないバンドギャップと発光特性,および溶媒への可溶化という新しい特性を持つ.従来は,炭

素物質を硝酸などで酸化･剥離することで生成されてきたが,不純物の副生成,サイズ制御の

困難など様々な問題があった.我々は,新規生成反応を開発し,これらの問題を大きく改善し

た.図 2 に生成したグラフェンナノドットの TEM 像を示す.従来と同程度の高品質グラフェ

ンナノドットが生成していることがわかる.直径 5nm 前後のグラフェンナノドットが積層し,

層間は 3.3Åと従来と同程度であることがわかった.現在この成果の特許出願が進行中であ

る. 
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図 2 生成したグラフェンナノドット.積層構造を示している. 

 

3) ナノ金属クラスターの反応追跡 

1)のキャップ構造解析プログラムで示した「設計」,2)のグラフェンナノドットで示した「加

工･操作」,に加え,実際に選択的に生成するための,生成過程の観測を 3)コバルト金属クラス

ターの反応追跡に関して行った.実験は図 3 に示す,東京大学丸山研究室に設置してあるフー

リエ変換型質量分析器を用いた.コバルトクラスターをレーザー蒸発で生成し,6 テスラの高

磁場セルに保持し,酸化反応と質量解析を行った.この手法は,長時間常温付近の低温度で反

応を追跡できるため,ナノ物質の生成時反応に密接する情報を引き出すことが出来る. 
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図 3 フーリエ変換型質量分析器 

この手法を活用することで,図 4 のような結果が得られた.まず図 4 左の一番上に示したよ

うに,出発物質のコバルトクラスターのサイズを Co4～Co18 程度と小さめにすると,酸化生成

物は図 4 左 2 段目と→で示した右側の拡大図に示すように ConOnと CoO に類似する金属と

酸素原子数がほぼ 1:1 で一種類の酸化物クラスターが得られた.従来の高温･短時間の反応で

は,生成物の分布はこの結果より遙かに広い.今回の低温･長時間反応により,生成物をより制

御して,単一種類の生成を達成することが出来た. 

図 4 コバルトクラスターの酸化反応 
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出発物質のクラスターサイズを図 4 左の 3 段目のように,Co10～Co24程度と大きめにする

と,同じ酸化条件でも,図 4 左最下段および→で示した拡大図のように,より大きなコバルト:

酸素=1:1 のクラスターが出来るばかりでは無く,Co13O8 のような,コバルト:酸素=1:1 ではな

い,よりコバルトリッチな特異な酸化物クラスターが非常に強く得られた.この Co13O8 は他

の実験でも示されているが,今回の我々の結果は,ほとんど全てのコバルトクラスターが

Co13O8に変換される可能性を示しており,このような結果は他では得られていない.我々の実

験の反応条件が極めて特殊でかつ制御されたもので有り,今後も新規な反応や新規生成物,

およびナノ物質の選択的生成の手がかりなどが得られる可能性が高い.今回の実験で,出発

物質のクラスターサイズ依存性が顕著に出たことは,この酸化反応に伴う発熱で,コバルト

クラスターが解離･縮小してしまう副反応のためだと考えている.十分な大きさを持つコバ

ルトクラスターを用いることで,広いサイズ分布を持つコバルトクラスターからでも,単一

の酸化物 Co13O8が得られるなど,選択的ナノ物質生成への手がかりが得られた. 

 

4. 成果公表リスト 

 

原著論文 

1) 菅井 俊樹 

全キャップ構造解析プログラムの開発. 

分子研レターズ70, 49 (2014) 

 

学会発表,シンポジウム講演 

1) 菅井 俊樹, 廣芝 泰祐, 松林 広延, 三室 和暉, 陣内 涼太 

移動度測定による粒子帯電量の解析. 

第 48 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 東京(2015.02) 

2) 高橋 未咲, 菅井 俊樹 

分子蛍光性を持つグラフェン量子ドットの生成. 

第 48 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 東京 (2015.02) 

3) 戸張 雄太, 小笠原 一樹, 佐藤 仁紀, 斎藤 真琴, 千足 昇平, 丸山 茂夫, 菅井 俊樹 

FT-ICR質量分析器によるH2Oとの反応におけるコバルトクラスター上の水素原子の効

果の解析. 

第 48 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 東京(2015.02) 

4) 菅井 俊樹 

カーボンナノチューブとキャップの構造設計. 

第 8 回東邦大学複合物性研究センターシポジウム(招待講演), 千葉 (2014.09) 
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5) 廣芝 泰祐, 松林 広延, 三室 和暉, 陣内 涼太, 菅井 俊樹 

イオントラップ型気相移動度測定装置の開発と粒子サイズおよび電荷量の測定. 

第 8 回 分子科学討論会 広島 (2014.09) 

6) H. Kikuchi, A. Shimaya, H. Koizumi, R. Jinnouchi, K. Terada, T. Sugai 

Pressure dependence of production of carbon nanotubesby High-temperature Pulsed-arc 

Discharge. 

17th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 福岡 (2014.09) 

7) Y. Tobari,  K. Ogasawara,  Y. Sato,  M. Saito,  S. Chiashi,  S.Maruyama,  T. Sugai 

Studies on chemical reactions of transition metal clusters with oxygen by using FT-ICR mass 

spectrometer. 

17th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 福岡 (2014.09) 

8) K.Ogasawara, Y.Tobari, Y.Sato, M.Saito, S.Chiashi, T.Sugai, S. Maruyama 

FT-ICR study of chemical reaction of acetonitrile molecules on cobalt clusters/ 

17th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 福岡 (2014.09) 

9) 菅井 俊樹, 櫻井 英博 

キャップ構造解析プログラムの開発. 

第 47 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 愛知(2014.09) 

10) 高橋 未咲, 陣内 涼太, 菅井 俊樹 

単層カーボンナノチューブから生成したグラフェン量子ドット. 

第 47 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 愛知(2014.09) 

11) 戸張 雄太, 小笠原 一樹, 佐藤 仁紀, 斎藤 真琴, 千足 昇平, 丸山 茂夫, 菅井 俊樹 

FT-ICR 質量分析器を用いたサイズ選別コバルトクラスターと酸素との反応解析. 

第 47 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 愛知(2014.09) 

12) 佐藤 仁紀, 小笠原 一樹, 戸張 雄太, 斎藤 真琴, 千足 昇平, 菅井 俊樹, 丸山 茂夫 

FT-ICR 質量分析装置を用いたコバルトクラスターとエタノールの化学反応に関する

研究. 

第 47 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 愛知(2014.09) 

13) 廣芝 泰祐, 陣内 涼太, 菅井 俊樹 

多段トラップ気相移動度システムの開発. 

第 62 回質量分析総合討論会 大阪 (2014.05) 

14) 廣芝 泰祐, 陣内 涼太, 菅井 俊樹 

高効率イオンファンネル移動度測定システムの開発. 

第三回イオン移動度研究会 千葉 (2014.04) 

15) 戸張 雄太, 小笠原 一樹, 千足 昇平, 丸山 茂夫, 菅井 俊樹 
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FT-ICR 質量分析器を用いたコバルト酸化物クラスターの化学反応解析. 

第三回イオン移動度研究会 千葉 (2014.04) 

著書 

K. Hiraoka Eds:T. Sugai 他,Fundamentals of Mass Spectrometry,Springer,2014,325 

 

 


