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光機能性研究グル-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. 2016年度の研究計画 

2016年度は以下の項目について検討を行った. 

1) 高温パルスアーク放電法における電極間制御による高効率２層ナノチューブ生成 

2) グラフェン量子ドットの生成における生成出発材料依存性 

3) 空間分離型トラップ気相移動度測定システムの開発 

4) 新規ナノチューブ構造制御のための計算アルゴリズムの開発 

3. 2016年度の研究成果 

1) 高温パルスアーク放電法における電極間制御による高効率２層ナノチューブ生成 

我々は本プロジェクト開始以来, 高品質 2 層カーボンナノチューブ(DWNT)を選択的・高

効率に生成する高温パルスアーク放電法(HTPAD)を独自に開発してきた.DWNT は細さと耐

久性を兼ね備えた高機能ナノ物質である.HTPADは 1200℃程度の高温 Ar中で 100A, 1ms程

度のパルスアーク放電を繰り返し行うことで, 触媒含有炭素電極を蒸発, 凝集させ DWNT

や単層ナノチューブ(SWNT)を初めとするカーボンナノチューブ(CNT)を生成する手法であ

る.本プロジェクト開始時, 2012年度報告で成長時の Ar圧力をそれまでの 760 Torrから 300 

Torr まで減圧することで DWNT の全 CNT 中の生成比率を 15%から 30%まで高めることに

成功したことを報告した.2015 年度報告では流速を変化させることで, さらに比率を 60%ま

で向上させた.生成比率をこのように高めることに成功してきたが, アモルファス炭素が生

成物に多く含まれ, CNT そのものの純度が低下してきたことが問題となっていた.今年度は

これまで全く制御してこなかった電極間距離を精密に制御することにより, DWNT 生成比

率を 60%に維持したまま, アモルファス炭素量を 40%以下に減少させることに成功した.図

1 に生成物のラマン分光から得られた, DWNT 濃度の電極間依存性および全 CNT 濃度の電

極間依存性を示す.両者とも最適条件は 7mm の電極間距離であった.図 2 に生成物の透過電

子顕微鏡像を示す.SWNT, DWNT 共にこれまで得られてきたものとほとんど構造は変わら

ず, ただ生成比率のみが変化していることが確認された.これらの依存性は, 炭素が電極間

放電で蒸発後, 電極間で DWNT に成長する過程において, 加熱された電極が近すぎると温
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度が高温になりすぎ, 離れすぎると低温になりすぎるという高価がはたらいているのでは

ないかと考えている.また, 電極によって蒸発した炭素蒸気が閉じ込められ, 適度な間隔が

DWNTに最適な蒸気密度を実現する効果も考えている.このようにこれまで全く考慮してこ

なかった電極間隔が重要であることがわかり, 今後精密な制御や, 蒸気密度や温度を制御

するためだけの専用追加電極を導入することでより高度な CNT 構造制御が可能であること

が示された. 

 

図 1. ラマンスペクトルから得られた生成物の電極間距離依存性 

(上)2層ナノチューブ生成濃度の電極間依存性 

(下)全ナノチューブ生成濃度の電極間依存性 

 

図 2. 生成物の透過電子顕微鏡像. 
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2) グラフェン量子ドットの生成における生成出発材料依存性 

我々は新規機能性ナノ物質としてグラフェン量子ドット(GQD)の開発を推進している.本

プロジェクトでもナノチューブ(CNT)を超音波と濃硫酸/濃硝酸混酸を用いて温和に酸化・分

解して高効率に蛍光特性が良い GQD を生成し, サイズと発光特性を制御することに成功し

てきた.今年度は我々の生成手法が出発炭素材料に依存しているかどうかを確認するため, 

CNTとアモルファス炭素に適用し, 生成物の特性評価を行った.図 3に生成したGQDの蛍光

スペクトルを示す.(a)(b)はそれぞれ同量のCNTとアモルファス炭素から生成したGQDの結

果である.まず蛍光強度が(a)が 5倍程度と強く, 同じ生成条件下では CNTからより効率よく

生成することがわかる.また励起波長依存性から, (a)がこれまで生成したものと同様に, 励

起光の波長を変化させても蛍光スペクトルに変化がない蛍光分子的特性を示すのに対し, 

(b)は励起スペクトルに顕著に発光特性が依存する.これらの結果は CNT から生成する我々

の手法は, 世界的に見ても高品質の蛍光 GQD を生成していることを示している.また, これ

の試料の透過型電子顕微鏡観測を用いて, 現在サイズ分布を測定している. 

 

図 3. グラフェン量子ドットの蛍光スペクトル. 

(a)ナノチューブから生成した試料 

(b)アモルファス炭素から生成した試料 

3) 空間分離型トラップ気相移動度測定システムの開発 

我々は新規ナノ物質構造測定法として気相移動度法の開発を推進している.本プロジェク

トでもイオントラップを活用した気相移動度測定法を用いて, 荷電 NaCl 水溶液微粒子の長

時間構造変化の追跡やサイズが規定されたポリスチレン微粒子の電荷数のサイズ依存性な

どこれまでに無い情報を得ることに成功してきた.しかし, ほとんどの測定は 4 枚の同心円

穴あき電極を用いてトラップおよび気相移動度測定ができる空間位置が一カ所しかないシ

ステムで測定していたため, 同時に測定できる粒子数は 1個しかなく, 混合物の測定は粒子

1 個ずつ繰り返し測定して統計情報を得るしかなかった.本来の気相移動度測定は混合物の
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アボガドロ数に達するほど多数の粒子に対し同時に測定を行い, 高い精度の統計情報を短

時間に得ることが出来ることが大きな利点の一つである.今年度我々は 8 枚以上の電極を用

いて, 多数箇所にトラップ/移動度測定を行うシステムと, それを制御する高度計算機制御

型高周波/低周波電源を開発し, 荷電NaCl水溶液微粒子の移動度空間分離および移動度測定

に成功した. 

図 4 にシステムの構成図と分離画像を示す.8 枚の電極を 4 つの独立した高周波/低周波電

源を接続し, 強調させて分離操作を行った.複数の粒子を一カ所に収束させたのち, 一方方

向に多数の電極間にわたって長距離移動させ, 移動度に従って空間分離を行った.その後, 

独立電源を制御し, 異なる場所に保持・振動させ空間分離と個別の移動度測定を行った.こ

れまで他のグループから報告されているシステムでも, このような電極間にわたる長距離

移動はされてきたが, 電源が独立しておらず移動は一方方向で, 一時的に空間分離された

イオンも最終的には同じ場所に集まるしかなかった.本システムは, 高度制御型独立電源を

用いることで, 複数の粒子に対する移動度分離と, 空間分離, そして個別の再移動度測定を

繰り返し行うことが出来ることが特徴である.今後はさらに電極および電源を追加し, より

高精度・高分解能・多数粒子の同時測定を行う予定である. 

 

図 4. トラップ型移動度空間分離システム. 

 

4) 新規ナノチューブ構造制御のための計算アルゴリズムの開発 

我々は新規ナノ構造制御法である高温パルスアーク放電法や新規ナノ構造測定法である

気相移動度測定法を発展させているが, 今後さらに新規にナノチューブ(CNT)を選択的に生

成するために, 有機合成法により CNT の先端構造である半球型キャップを生成し, そこか

ら成長させる手法を考えている.この手法は我々も独自に構想してきたが, 近年 Nature 512 

(2014) 61-64で実際にほぼ 100%選択的にこの手法を用いて(6, 6)CNT を生成したことが報告

された.我々が持つ生成・測定法を活用することでさらなる選択性やこれまでに無い CNT構

造を実現できる可能性は高い.そこで, 大阪大学の櫻井教授と共同で新規構造をもたらすキ
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ャップ構造を推定する計算アルゴリズムとソフトウェアを開発した.この研究は, 従来特定

CNT 構造をもたらすキャップ構造を示すだけでなく, 与えられた構造からどのような CNT

が生成するかを示すことが出来る.さらに従来は 5 員環と 6 員環しか考慮されていなかった

が, 3員環から 7員環まで取り扱うことが出来る.3員環, 4員環は構造不安定性が高く, 従来

の高温自発的成長では実現不可能であるが, 低温の有機合成で合成できる可能性は高い.導

入することでより少ない炭素数とより簡便な有機合成で半球型キャップを生成できる可能

性がある.また, 7員環は負の曲率をもたらすが, 曲率を分散できるために 5員環と 7員環を

組み合わせて, 太いナノチューブに対応するより大きなキャップ構造を安定に生成できる

可能性がある.この成果はCarbon (2017)に報告した.実際にこのソフトウェアを活用して生成

した(3,3)CNTに対するキャップの一例を図 4に示す.3～7員環が混在しているヘテロキャッ

プ(図 4a)は 5,6員環のみで構成されているペンタゴンキャップに比べエネルギー的には不安

定であるが, 今後このソフトウェアを活用してより安定なヘテロ構造が見つかる可能性は

高い.今後は櫻井教授と共同でより安定でより簡便に有機合成ができる構造を探索していく

予定である. 

 

図 5. (3,3)ナノチューブに対応するキャップ構造 

(a)3～7 員環を用いたヘテロキャップ構造 

(b)5,6員環のみで構成された通常のキャップ構造 
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