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【ナノテクノロジー特集】グラフェン 
 

グラフェンに関する最近の研究事例（ドイツ） 
 
はじめに 
グラフェン(graphene)とは、炭素 6個と水素 6個からなるベンゼン環を 2次元平面に敷

き詰めた 6 員環シートのことである。これが筒状になるとカーボンナノチューブとなり、
複数枚積み重なるとグラファイトとなる(出典 1)。以前は、実際に存在し得ないと考えられ
ていたグラフェンだが、2004年、アンドレ・ゲイムおよびコスチャ・ノヴォセロフの両氏
が率いる英マンチェスター大学の研究者チームがはじめて、その製造に成功した。グラフ

ェン内部では、電子があたかも重さのない粒子であるかのような振る舞いを見せるため、

トランジスタや集積回路を構成する半導体デバイスにおいて主として使用されているシリ

コン結晶と比較した場合、１桁以上高い電子輸送特性を示すとされる(出典 2)。また、シリ
コンの場合のように不純物を加えることなく、グラフェンシートの一部に電圧を加えるの

みで電気的特性を調節し半導体として用いることが可能となることからも(出典 3)、今後の
デバイスの製造において大きな可能性が期待されている。これ以外にも様々な特筆すべき

性質が観察されていることから、「驚異の物質」として物理学や材質化学の分野で非常に大

きな関心を集めており、NEDO海外レポートでも、ナノエレクトロニクス関連の技術動向
を取り上げた第 1022号(2008年)や第 1033号(2008年)などで、海外の研究事例が紹介さ
れている(出典 4.5)。以下、グラフェンに関する最近の研究事例に簡単に触れたうえで、ド
イツのライプニッツ素材研究所ほかによるグラフェンの物理的性質に関する研究事例につ

いて紹介する。 
 
最近のグラフェン関連研究事例 
グラフェンの発見者である英マンチェスター大の研究チームは、グラフェンに水素原子

を加えることにより、グラファン(graphane)という新たな物質が生成されることを発見し
た。この新物質は、グラフェンを利用したデバイスにおける絶縁体としての用途が想定さ

れるほか、水素自動車での利用を念頭に置いた水素貯蔵媒体としての活用も期待されると

いう。これまでは、水素分子を水素原子に分解するのに必要とされる高熱により、グラフ

ェンの結晶構造が破壊されるという問題があったが、同大研究チームは今回、放電を用い

て水素ガスから水素原子を取り出す方法により、グラフェンの炭素原子と水素原子を結合

させた。分子構造を検討したところ、それぞれの炭素原子に水素原子がひとつ結合してい

るのが確認された。炭素原子の上方に水素原子が結合する場合と下方に結合する場合が交

互に見られることから、グラファンは、ダイヤモンド結晶を思い起こさせるような、より

厚い構造を呈しており、電気的にも、ダイヤモンドと同様に絶縁体となることが確認され

た。グラフェンと水素原子からグラファンが生成される反応は可逆的であり、熱を加える

ことで水素を分離することが可能であるという(出典 3)。 
米ラトガース大の研究チームは、グラフェンとポリスチレンからなる新たな半導体薄膜
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材料の製造に成功した。この複合体は、通常のプラスティック加工技術を用いて作られた

もので、印刷による低価格デバイスの製造に大きなメリットをもたらしうるとされる。あ

りふれた安価なプラスティックを主成分とする素材から薄膜トランジスタを製造すること

ができた点、グラフェンと何らかの物質を加工して何らかのデバイスを製造するのに、特

別な方法を開発する必要はないという点がポイントとして指摘されている。今回はじめて、

グラフェンをもとにした複合体が半導体としての性質を持つことが示された。この複合体

はまた、グラフェン同様に、静電的に電子をドーピングすることが可能で、電界効果移動

度は、最良の有機薄膜トランジスタでの値に匹敵するという(出典 6)。 
ルーマニア国立マイクロ技術研究所ほかの共同研究チームは、厚さ 500μmの半絶縁性
のケイ素製基盤上に金製の共平面導波路を設け、さらにその上にグラフェンシートを配置

することでマイクロ波 NEMS スイッチを試作した。グラフェンへ直流電圧を印加した結
果、グラフェンの薄片が 50GHz までの電磁波の伝播を可能にしたり妨げたりすることが
明らかになった。切替時間は 1ナノ秒未満と非常に短く、同種のデバイスのなかでも最速
の部類に入るという。インターネットや携帯電話などの通信機器に幅広く使用されている

スイッチに対する安価な代替品としての利用が可能であるとされている(出典 7)。 
米ケンブリッジ大ほかの共同研究チームは、ジュール加熱を用いることにより、グラフ

ァイトのナノリボンのエッジ部分を原子レベルで効果的に再構築することに成功した。グ

ラフェンのナノリボンは、エッジ部分の原子構造がどのようなものであるかにより、ほぼ

金属のような振る舞いを見せたり、半導体のような性質を示したりすることから、実用化

にあたっては、エッジ部分の形態と結晶化度をコントロールすることが重要であった。今

回、ジュール加熱および電子ビーム照射を実施することにより、炭素原子が気化したのち、

エッジ部分はジグザグ状あるいは肘掛け椅子（armchair）状を示すようになることが確認
されたという(出典 8.9)。 

 
ライプニッツ素材研究所ほかによる研究 
ライプニッツ新素材研究所（ザールブリュッケン）主任研究員兼マギル大学（モントリ

オール）非常勤教授のローランド・ベンネヴィッツ氏が率いる同研究所、同大学およびロ

ーレンス・バークレー国立研究所、エルランゲン・ニュルンベルグ大学、マックスプラン

ク研究所（ベルリン）の共同研究チームは、Physical Review Letters誌に発表した論文に
おいて、グラフェンの性質に関し、以下のような知見を報告した。すなわち、炭素原子 1
個あるいは 2個からなる層で物体をコーティングすることにより、表面が極めて滑りやす
くなると同時に、強固になること、その際、炭素原子 1個による層は、2個の層に比べて
摩擦がより大きくなるということである。層の厚さによるこのような差は、振動する炭素

原子と周囲の電子との相互作用のあり方の違いに起因するものだという。また、グラフェ

ンは、ダイヤモンドに比べてもさらに硬いということも確認された(出典 10.11)。  
研究チームはまず、単結晶の炭化ケイ素を注意深く熱することにより、炭素原子を炭化

ケイ素の表面へ移動させた。こうすることで、炭化ケイ素の両面に、平らなテラス状のも

のが生成されるが、これは炭素 1原子層あるいは 2原子層のテラスである。次に、以上の
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ような処理を施した炭化ケイ素を、超高真空チャンバー内に設置し、原子間力顕微鏡

（AFM）を用いてその表面の性質を検討した。その際、用いられた方法は、大きさがナノ
メーター単位の AFM の先端部を、炭化ケイ素の表面で引きずることにより、摩擦を計測
するという単純なものである。摩擦の測定は、1層および 2層のグラフェンが表面に形成
された炭化ケイ素と、グラフェン層のない炭化ケイ素の双方で実施された。 

 
その結果、グラフェン層のない炭化ケイ素に比べ、1層のグラフェン層がある場合も、2

層のグラフェン層がある場合も、はるかに滑りやすくなるということが観察された。たと

えば、通常の 100 nNの力で AFMの先端部を表面に押し付けると、観察された摩擦力は、
グラフェン層 1層の場合で 0.62 nN、2層の場合で 0.2 nNだったのに対し、グラフェン層
なしの場合は 8 nNであった。 
ベンネヴィッツ氏は、通常の範囲内でさまざまに力を変えてみても、2 層のグラフェン
層の方が 1層の場合に比べて有意により滑りやすかったという点には「驚いた」とコメン
トしている。この現象について氏らは、量子化された炭素原子の振動、すなわちフォノン

が、グラフェン内の電子とどのように相互作用するかという点に関係したものであると考

えた（この場合の相互作用とは、AFM の先端部を滑らせることにより生じる熱を放散す

るプロセスであると考えられる）。この考えが正しいかどうかを確認するために、角度分解

光電子分光法（APRES）を用いて検討を行ったところ、電子・フォノン結合が、1層のグ
ラフェン層の場合、2層のグラフェン層に比べてはるかに強いということが確認された。 
複数の層からなるより厚いコーティング層でも、摩擦を計測したところ、2 層の場合よ
り、わずかに滑りにくくなることが観察された。これは、先端部が、多重の層にめりこみ

引っかかることが原因となって生じるものと考えられ、2 層の場合にはそのような現象は
見られない。 
研究チームは最後に、ダイヤモンドでコーティングされた AFM の先端部を用いてグラ
フェンのコーティング層へ傷をつける実験を行ったが、上手くいかなかった。これは、グ

ラフェン層が、滑りやすいだけでなく、耐磨耗性が高いことを示唆するものである。グラ

フェンの硬度については、コロンビア大の研究チームにより、今まで知られている物質の

中では一番高いことが昨年 7月報告されており、今回の結果はそれを裏付けるものとなっ
た(出典 12.13)。 
カルフォルニア大学バークレー校のロヤ・マバウディアン教授は、今回の発見について、

「技術的観点から見てエキサイティング」と形容しつつ、ナノマシーンおよびマイクロマ

シーンの信頼性を向上させる契機となりうるとコメントしている。 
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