
材料研究の意義

私たちの身の回りの世界はさまざま

な物質で構成されています．物質の中

で社会に役立つものを材料と呼びます．

新しい材料は，生活や産業を変革する

大きな可能性を秘めています．これま

でNTT研究所は，材料研究から情報

社会に大きなインパクトを与える成果

を生み出してきましたし，現在も将来

の社会課題の解決に資する，新しい機

能材料の探索に取り組んでいます．

本特集では，NTT研究所の物質・

材料研究のうち，近年大きな注目を集

めている炭素の二次元シートであるグ

ラフェンを取り上げ，その取り組みを

紹介します．NTT研究所ではグラフェ

ンに対して，理論・合成・物性・デ

バイスから多面的にアプローチしてい

ます．本稿では，その概要の紹介と，

なぜグラフェンが大きく注目を集めて

いるかを説明します．

グラフェン

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状に

配列した二次元結晶です（図１）．グ

ラフェンが三次元的に積み重なったも

のが，実生活にもなじみ深いグラファ

イト（黒鉛）です．また，ナノカーボ

ン材料としてよく知られたカーボンナ

ノチューブやフラーレンの基本要素で

もあります．その実験的な歴史は比較

的新しく，2004年に初めてマンチェス

ター大学のグループが，グラファイトか

ら機械的に剥離した薄片中にグラフェ

ンを発見しました．以来，基礎科学面

での新規性と幅広い応用への期待か

ら，爆発的に研究が進展し，2010年

には発見者にノーベル物理学賞が与え

られました．

グラフェンの基礎科学的な面白さは，

その電子構造の特異性に象徴されま

す．グラフェン中の伝導電子は，その

運動を記述する方程式が，相対論的

な量子力学方程式（ディラック方程

式）の質量がゼロのものと形式的に同

じであるため，質量のないディラック

粒子と呼ばれます．グラフェン中の伝

導電子は，これまで私たちが見知って

きた，例えばシリコン（Si）やガリウ

ムヒ素（GaAs）などの半導体中の二

次元電子とは真に異なる振る舞いをす

る，新しい二次元電子系です．例え

ば，通常，電子のエネルギーは運動量

の二乗に比例しますが，グラフェン中

の伝導電子のエネルギーは運動量に比

例しています．この性質は光と同様で，

グラフェン中の電子が質量を持たない

ことに対応しています．

グラフェンは機械的，電気的，光学

的などさまざまな側面で優れた性質を
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グラフェン研究への取り組み

図１　グラフェンの応用領域 
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炭素の二次元シートであるグラフェンが2004年に初めて実験的に発見され
て以来，基礎から応用まで爆発的に研究が進展しています．NTT研究所にお
いても，グラフェンの物質・材料科学の見地から情報社会に大きなインパク
トを与えることを目指して，理論からデバイスまで幅広く研究を進めていま
す．本特集では，NTT物性科学基礎研究所でのグラフェン研究の現状を紹介
します．
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有しています．代表的な特性を表にま

とめます．グラフェンは，機械的には

非常に強くてしなやかです．最大引っ

張り強度は鋼の100倍以上で，20％引

き延ばしても結晶構造が壊れることは

ありません．電気的には非常に伝導特

性が良い物質で，室温でのキャリア移

動度はSiの100倍以上です．光学的に

は，幅広い波長の光と強く相互作用

するウルトラワイドバンド光学材料で

す．赤外から可視領域の光を2.3％吸

収しますが，これは一般的な半導体材

料に比べ，１～３桁大きな値です．

これらグラフェンの特性はさまざま

な応用を期待させます．例えば，グラ

フェンは数層であってもほぼ透明で，

フレキシブルで電気をよく通します．

そのため，タッチスクリーンや太陽電

池などの用途に，フレキシブル透明電

極への応用がさかんに検討されていま

す．高いキャリア移動度は高速なエレ

クトロニクスに適しています．しかしな

がら，グラフェンは電流をオフにする

ことが難しいため，主にアナログ高周

波素子への応用研究が進展していま

す．さらに，光検出器や変調器などの

フォトニクス素子にも有望です．その

ほか，センサ，配線，放熱，キャパシ

タ，メンブレンなど，その潜在的な応

用は多岐にわたっています．

それではグラフェンの産業応用に欠

かせない，作製法の現状はどのような

ものでしょうか．グラファイトから機械

的にグラフェンを剥離する手法は，簡

便に高品質なグラフェンが得られるた

め，基礎物性探索には最適ですが，サ

イズや生産性の観点で，産業応用には

適していません．そこで最近では，グ

ラフェンを基板上に成長させる手法が

精力的に研究され，その品質も急速に

向上しています．成長法として代表的

なものが，シリコンカーバイド（SiC）

基板を真空中やガス雰囲気で加熱して

熱分解することによりグラフェンを成

長させる手法と，触媒金属上で炭素源

ガスを分解してグラフェンを化学気相

成長（CVD: Chemical Vapor Dep-

osition）させる手法です．単結晶の

グラフェン基板が汎用的に得られるよ

うになれば，基礎研究にも応用研究に

も大きな一歩です．

NTTにおけるグラフェン研究

NTTは基礎から応用まで総合的な

研究体制を有しており，グラフェンに

関して，組織をまたいで幅広く研究を

行っています．また研究を加速するた

めに，グラフェンの合成法や基礎物性

の解明について，NTT外の研究機関

とも積極的に連携しています．以下に，

理論，合成，物性，デバイスの４つの

ステージでの代表的な研究内容を紹介

します（図２）．

（1） 理　論

本特集記事『グラフェンのディラッ

ク方程式とは何か』において，グラ

フェンの光物性に関する理論を取り上

げていますが，NTT研究所ではグラ

フェン成長の理論にも注力しています．

SiC基板上での炭素原子の構造を第一

原理計算＊１から求め，SiC基板の熱

分解によるグラフェン成長機構の解明

を進めています．

表　グラフェンの特性

特　性 値 他の物質との比較

破断強度 42 Nm－1 鋼の100倍以上

弾性限界 ～20％ ―

室温でのキャリア移動度 200000 cm2V－1s－1 Siの100倍以上

熱伝導度 ～5000 Wm－1K－1 銅の10倍以上

最大電流密度 >108 Acm－1 銅の100倍

光吸収係数 2.3％ GaAsの50倍

図２　NTT におけるグラフェン研究の内容 

理論 
光学特性，結晶成長機構 

合成 
SiC熱分解，CVD，MBE， 

安全な合成法 

物性 

外部連携 

外部連携 

電気伝導，プラズモン伝導， 
表面増強ラマン散乱 

デバイス 
バイオセンサ， 

光デバイス，機械共振器 

＊1 第一原理計算：電子の状態を量子力学に
基づき基本物理量のみを使って計算する
こと．



（2） 合　成

NTT研究所は，グラフェンの層数

のミクロスコピックな評価やグラフェン

成長過程のその場観察に有効な低エネ

ルギー電子顕微鏡＊２を有しています．

この装置を用いて，SiC基板上のグラ

フェンの成長過程を調べ，そこから得

られた理解に基づき，一層および二層

のグラフェンを高い均一性で成長させ

ることを可能にしました．これら高品

質のグラフェン基板により，本特集記

事『電気伝導で見るSiC上グラフェン

の相対論効果とバンドギャップ』で紹

介するように，それぞれの層数のグラ

フェンに特有の電気伝導特性が評価で

きるようなりました．

NTT研究所は，CVD法を用い，グ

ラフェンだけでなく，窒素とホウ素か

らなる二次元結晶である単層の窒化ホ

ウ素（BN）の成長にも取り組んでい

ます．特に，外部とも連携しつつ，サ

ファイア基板上の単結晶金属薄膜を基

板に用いることにより，単結晶のグラ

フェンやBNを成長させる技術の確立

を目指しています．また，SiC熱分解

法とCVD法以外でも，本特集記事

『グラフェン状物質六方晶窒化ホウ素

の簡便な合成法』で紹介する，金属基

板上に堆積させた固体原料を用いた安

全なグラフェンとBNの合成法の開発

や，分子線エピタキシー（MBE: Mole-

cular Beam Epitaxy）法＊３によるグ

ラフェンの直接成長など，多くの成果

を上げています．

（3） 物　性

本特集記事『電気伝導で見るSiC

上グラフェンの相対論効果とバンド

ギャップ』『グラフェン中のプラズモン

伝導』『SiC上グラフェンの表面増強

ラマン散乱』で紹介するように，NTT

研究所は，グラフェンの電子物性から

光物性まで多くのインパクトある成果

を上げています．また，SiC基板上の

グラフェンでは，伝導特性がSiC基板

に影響されるため，界面構造を制御し

て，グラフェンの伝導特性を向上させ

る試みも行っています．さらに，基礎

物性解明に，テラヘルツ分光測定や超

強磁場下での磁気光学吸収測定など，

特長ある評価装置を有する外部研究機

関との連携も進めています．

なお，2013年５月13日に報道発表

のあったグラフェンの光学量子ホー

ル効果の観測においても，NTTのグラ

フェン作製技術が使われています．

（4） デバイス

本特集記事『酸化グラフェン表面を

用いたバイオセンシング』では，グラ

ファイトを酸化することによって剥離

した酸化グラフェンを，タンパク質検

出に用いた例を紹介します．NTT研究

所では，SiC基板上のグラフェンから，

基板を電解エッチングすることにより

作製した機械共振器の振動特性や，

グラフェンを転写した光導波路の光透

過特性など，グラフェンデバイス開発

に向けた基本特性の評価を進めてい

ます．

今後の展望

グラフェンが材料として大きな将来

性を持つことに疑問はないと思います

が，現状，産業応用には多くの課題が

あります．合成法はその最たるもので

す．加えて，大面積のグラフェンを低

コストで合成するのに適したCVD法で

は，グラフェンの応用に金属基板から

の転写が不可欠ですが，ダメージフ

リーな転写技術は難しい課題です．ま

た，論理素子の実現にはグラフェンが

本質的にバンドギャップを持たないこ

とがネックになっています．本特集で

もSiC基板上の二層グラフェンのバン

ドギャップを電気的に評価した例を紹

介しますが，この課題の克服に，材料

科学からデバイスまでさまざまな取り

組みが行われています．

一方，グラフェンの発見は，グラ

フェン以外の二次元結晶への関心も大

いに高め，絶縁性のBNに加え，半導

体である二硫化モリブデン（MoS2）

などの研究が活発化しています．さま

ざまな性質を持つ二次元物質のハイブ

リッド構造は新しい機能をもたらすと

期待されます．グラフェンを含む二次

元結晶は非常に競争の激しい研究対

象ですが，NTT研究所は，その総合

力とネットワークを活かして研究拠点

となり，社会に貢献する大きな成果を

生み出せると確信しています．
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グラフェンなどの二次元結晶は，多くの
応用が考えられていますが，その優れた特
性を組み合わせることによって，まだまだ
思いもよらない使い道が見つかるかもしれ
ません．グラフェンの新しい使い道を想像
していただければ嬉しく思います．

◆問い合わせ先
NTT物性科学基礎研究所
機能物質科学研究部
TEL 046-240-3467
FAX 046-240-4718
E-mail hibino.hiroki lab.ntt.co.jp

＊2 低エネルギー電子顕微鏡：電子顕微鏡の一
種で，電子線の加速電圧が数ボルト程度と
小さいため，物質の表面構造の違いに敏感．

＊3 分子線エピタキシー法：真空中で原料を
ビーム状に基板に供給し，基板の原子配列
にならって原料を成長させる手法．


