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机上で観測される相対論

グラフェンは，炭素原子が二次元

シート状に蜂の巣状に連なった物質で

す．そのエネルギー状態は1940年代に

理論計算されましたが，「並進対称性

のある厳密な二次元系は安定に存在し

ない」というマーミン・ワグナーの定

理により，現実には存在しないと考え

られていました．しかし，2004年にシ

リコン基板上にグラファイトから数層

のグラフェンを剥離する方法が実証さ

れ，2005年には単層グラフェンの電気

伝導測定結果が報告されました．その

報告により，グラフェンの電子状態は，

古典力学や量子力学では説明できない

相対論的量子力学で記述されると分か

りました．通常，相対論的量子力学

の実証実験は非常に高いエネルギーが

必要であり，数十キロメートルサイズ

の実験装置が不可欠です．一方，グ

ラフェンを用いれば，勉強机サイズの

装置で簡便に実験できます．そのため，

グラフェンは発見後すぐに基礎・応用

の両面から世界中で精力的に研究さ

れ，わずか５，６年で発見者にノーベ

ル物理学賞が授与されました．しかし，

それでグラフェン研究が終わったわけで

はありません．グラフェンには，未解

明の物理状態の探求や新機能素子開

発などさまざまな可能性が秘められて

おり，激しい研究競争が繰り広げられ

ています．さらに，通常入手可能な数

マイクロメートルサイズのグラフェンで

はなく，高品質かつ産業利用可能な大

面積グラフェン作製法の開発など，多

くの課題が残されています．

本稿では，基礎物理解明と産業応

用の課題解決の１つとして，NTT物

性科学基礎研究所で取り組んでいる

SiC上に成長した単層，二層グラフェ

ンの電気伝導特性を紹介します．

まず単層グラフェンでは，相対論的

量子力学の発現を確認し，高品質で

あることを示します（1）．さらに，理論

モデルの提案と系統的実験の結果，

最近私たちが確立した，電気伝導によ

るエネルギー分光法とその結果を示し

ます（2）．

次に二層グラフェンでは，バンド

ギャップの電気的検出を報告します（3）．

二層グラフェンは単層グラフェンと異

なり，バンドギャップの存在が理論計

算や光学的測定から明らかになってい

ました．ここでは，初めてSiC上の二層

グラフェンにおいて電気的検出を行っ

た結果を報告します．

素子作製法・実験方法　

SiC（0001）面上に熱分解法によ

りグラフェンを成長します．成長条件

を変化させることで，単層および二層

グラフェンを制御性よく作製できます．

次に，ゲート電極付きのホール素子に

加工します．俯瞰と側面の模式図を図

１に示します．グラフェン上にゲート

絶縁層と電極を作製しゲート電圧を掃

引することで，グラフェンの荷電粒子

密度が３桁以上制御できます．また，

磁場中で電流を流すと，電流・磁場
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図１　SiC 上グラフェン素子の模式図 
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に直交する方向に起電力が生じます．

強磁場・極低温下（1.5 K程度）での

測定により，多彩な物理現象が観測で

きます．

単層グラフェン：半整数量子ホー

ル効果

それでは，強磁場・極低温下におけ

る，単層グラフェン素子の電気伝導測

定結果を見てみましょう．図２（a）は，

ゲート電圧（Vg）をゼロに固定したと

きの，ホール抵抗（赤線）と縦抵抗

（黒線）の磁場依存性です．弱磁場で

はホール抵抗は磁場に比例して増大し

ますが，高磁場では磁場に対して抵抗

が変化しない領域（プラトー）が現れ，

同時に縦抵抗がゼロとなります．これ

は，一般に高品質二次元半導体で観

測される現象で，エネルギーがランダ

ウ準位＊１と呼ばれる離散化構造をとる

ために起こります．簡単のためスピン

分裂したランダウ準位を考えると，荷

電粒子は１つのランダウ準位に単位面

積当りeB/hずつ充填されます（B：

磁場の大きさ）．このときホール抵抗が

自然定数h/e2（e：素電荷，h：プラ

ンク定数）の整数分の１となるため，

この現象は整数量子ホール効果と呼ば

れています．単層グラフェンでは，プ

ラトーの抵抗値がh/{4（N＋1/2）e2}

（Ｎ：整数）になると予言されてきま

した．スピンと谷の自由度が四重縮退

しているので４Nずつ変化しますが，

はじめのプラトーは半整数ずれており，

h/{4×（0＋1/2）e2}＝h/（2e2）とな

ります．これはグラフェンの相対論的

バンド構造の帰結であり，高磁場にお

いて電子と正孔が同時に安定して存在

するゼロエネルギー状態が存在するた

めです．このとき，電子と正孔併せて

四重縮退となり，位相が半分ずれた

「半整数」に相当する±h/（2e2）のプ

ラトーが現れます．

図２（a）では，±h/（2e2）とh/（6e2）

のプラトーが観測されており，±h/

（2e2）のプラトー領域においては縦抵

抗がゼロとなります．つまり，ランダ

ウ準位における荷電粒子の充填率νを

用いて，ν＝２量子ホール効果が明瞭

に観測されていると分かります．さら

に，図２（b）に示されるホール抵抗の

ゲート電圧依存性では，Vg＝－22 V

を境に，ホール抵抗の正負が反転し，

荷電粒子が電子から正孔へと変化する

ことが分かります．これらの双極性半

整数量子ホール効果の観測から，SiC

上には確かに単層グラフェンが形成さ

れており，高品質であることが分かり

ます（1）．さらなる利点は，電子密度

を３桁以上も変調させ，電荷中性点

を越えて電子から正孔への変化を観測

できる点です．このような高品質かつ

電荷中性点を観測できるSiC上グラフ

ェン素子はこれまで世界で報告されて

いないため，世界に先駆けたグラフェ

ン研究が行えると期待できます．

単層グラフェン：電気伝導による

エネルギー分光

世界に先駆けたグラフェン研究の一

例として，エネルギー分光が可能とな

ることを紹介します．別の試料で測定

した，異なるゲート電圧におけるホー

ル抵抗・縦抵抗の磁場依存性を図２

（c）に示します．ゲート電圧の変化に

より電子密度を減少させると，ν＝2

量子ホール状態がより低磁場から観測

されるようになり，最高到達磁場まで

続きます．この現象は，グラファイトか

ら剥離したグラフェン（剥離グラフェ

ン）では観測されない，SiC上成長

グラフェンに特有の現象であり，「異

常に広いν＝２量子ホール状態」と呼

ばれています．この現象の物理的理解

＊1 ランダウ準位：磁場の中で荷電粒子が円運
動をするときにとる，離散的なエネルギー
準位のこと．

（c） 異なるゲート電圧　gにおける， 
 ホール抵抗　xyと縦抵抗　xxの 
 磁場　依存性 

図２　SiC 上単層グラフェンで観測された半整数量子ホール効果 
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は不十分でしたが，私たちの研究で定

量的に解明することができました．

SiC上グラフェンの縦抵抗のゲート

電圧・磁場依存性を図３（a）に示しま

す．図３（a）では縦抵抗ピークが

Vg＝－37 Vを中心として放物線状に

広がっています．通常，このような縦

抵抗のゲート電圧・磁場依存性の図

は，図３（b）の剥離グラフェンの結果

のように直線状に広がります．図３

（a），（b）を比べると，SiC上グラフェン

のν＝２量子ホール状態の方が剥離グ

ラフェンのそれに比べて異常に広いこ

とが明らかです．その理由として，縦

抵抗ピークが放物線状に広がるうえ

に，ゼロエネルギーランダウ準位に相

当するν＝０近傍の抵抗ピークの幅が

磁場にほぼ依存性しないことが挙げら

れます．

この現象の物理的起源の解明のため

に，私たちは荷電粒子密度のゲート

電圧依存性に注目しました．剥離グラ

フェンや他の半導体の素子では直線的

ですが，SiC上グラフェン素子では放

物線的になります．この結果を踏まえ，

グラフェンの荷電粒子と素子内の界面

準位との相互作用をモデル化し（図３

（d）），量子キャパシタンスの影響を定

式化しました．このモデルにより，ゼ

ロ磁場における荷電粒子密度のゲート

電圧依存性から界面準位密度が求ま

ります．それを用いて，高磁場におけ

るグラフェンの縦抵抗ピーク位置を定

量的に説明できます（図３（a）白破

線）．このとき，界面準位との相互作

用のためグラフェンのフェルミ準位＊２

がゲート電圧に比例し，グラフェンの

相対論的ランダウ準位が図３（a）に直

接的に反映され，エネルギー分光が可

能となります．さらに，グラフェンの

四重縮退を考慮すると，νが整数─非

整数に変わる領域をあらわに図示する

ことができ（図３（c）），実験結果（図

３（a））を再現できます．このように，

私たちの研究から，「異常に広いν＝

２量子ホール状態」の起源がグラフェ

ンと界面準位の相互作用であることが

解明されたうえ，それを活用してエネ

ルギー分光が可能となることが分かり

ました（2）．これらの結果を用いると，

グラフェンのランダウ準位のエネルギー

幅など理論で精力的に研究されている

問題に実験から取り組めるようになり，

未解明な基礎物理の知見を得ることが

可能となります．

二層グラフェン：バンドギャップ

の電気的検出

一方，図４（a）に示すように単層グ

ラフェンは価電子帯と伝導帯が電荷中

性点で接するためバンドギャップが存

在せず，トランジスタを作製しても電

流チャネルのオン・オフ状態の制御の

点で実用上デメリットがあります．単

層グラフェンでバンドギャップを形成

するためには，ナノメートルサイズで

チャネル幅を狭くする理論提案がされ

ていますが，非常に高度な微細加工技

術が要求されるため，より簡便な方法

が求められています．それに対して，２

つのグラフェンが重なる構造を持つ二

層グラフェンでは，単層グラフェンに

比べて容易にバンドギャップを形成す

ることが可能です．二層グラフェンは

上下のグラフェンが対称な場合，価

電子帯と伝導帯が接するためバンド

ギャップはありませんが，電場を面直

方向に加えると対称性がなくなり，図

４（b）のようにバンドギャップが生じま

す．この手法では複雑な微細加工は不

要となり，通常利用される加工技術で

歩留まりよく素子作製が可能となりま

す．以下に，SiC上二層グラフェンの

＊2 フェルミ準位：結晶の基底状態において，
電子で占有された準位の中でもっともエネ
ルギーが高いもの.

図３　実験結果と数値シミュレーション結果 
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バンドギャップを電気的に検出した例

を示します．

SiC上二層グラフェンをチャネルと

したトップゲート型のホール素子にゲー

ト電圧を印加し，抵抗率のゲート電圧

依存性を測定した結果を図４（c）に示

します．2 Kの結果に着目すると，ゼ

ロゲート電圧から負の方向にゲート電

圧を印加すると抵抗率は増大し，ある

点で最大値を持ち，さらに負の方向に

ゲート電圧を印加すると減少します．

ホール効果の測定では，ホール電圧が

ゼロゲート電圧でキャリアは電子であ

るという極性を示し，抵抗率が最大と

なる点より負のゲート電圧ではホール

電圧の極性は反転します．つまり，図

４（c）の結果は，電子ドープされた二

層グラフェンがゲート電圧を負の方向

に印加することで電子密度が減少し，

抵抗率が最大となるところを境界とし

てさらに負の方向にゲート電圧を印加す

ると正孔密度が増加することを意味し

ています．同様の測定を２Kから300 K

まで行い，抵抗率の最大値の温度変化

を見ると，温度上昇とともに最大抵抗

率が低下することが分かります．これ

は，抵抗率が最大となるゲート電圧で

はフェルミ準位がバンドギャップの中

に位置しており，温度が高いほど熱エ

ネルギーによって価電子帯から伝導帯

へ励起される電子数が増加することで

抵抗率が下がるからです．このように

SiC上二層グラフェンにおけるバンド

ギャップの形成を電気測定の手法で実

証しました（3）．大面積かつバンドギャッ

プを有するSiC上二層グラフェンは，

今後トランジスタのチャネルなどへの応

用が期待されます．

今後の展望

本稿ではSiC上に成長した単層およ

び二層グラフェンの電気伝導特性を紹

介し，基礎物理解明と産業応用に向

けた現状の取り組みを紹介しました．

今後も，得られた知見を活かし，独自

性の高い研究を行っていきたいと思い

ます．
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グラフェンは，新しい物理現象の発見や
新規デバイス開発につながる可能性を秘め
ています．今後もグラフェンの物性解明を
通して，学術貢献ならびに産業貢献できる
ように研究を推進していきます．
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図４　グラフェンのバンド構造と SiC 上二層グラフェンの電気伝導特性 
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（a） 単層グラフェンの 
 バンド構造 

（b） 垂直電場中の二層グラフェンの 
 バンド構造 

（c） SiC上二層グラフェンの抵抗率ρの 
 ゲート電圧　g依存性 V 


