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グラフェン研究最前線

プラズモンの有用性

光によるデータ伝送は電気を用いた

場合に比べ，高速，低データ損失とい

うメリットがあります．そのため，これ

までインターネットなど長距離のデー

タ伝送だけでなくスーパーコンピュータ

のラック間やボード間でもメタル配線

から光ファイバへの置き換えが進めら

れてきました．さらに，光信号を制御

することにより電子デバイスの一部を

光デバイスで置き換え，機器の高速

化，低消費電力化を実現する研究が

進められています．しかし，光デバイ

スのサイズを光の波長（～1000 nm）

以下にすることは困難であり，数10 nm

スケールであるコンピュータチップ内に

用いることができませんでした．

一方，電子の集団運動であるプラズ

モンは，光と同様に波のかたちでデー

タを伝送することができ，さらにnmサ

イズに閉じ込めることができるという特

性を持っています．この特性を利用す

ることにより，チップ内におけるデータ

伝送，処理の高速化，低消費電力化

が可能になると期待されています．こ

のような研究分野をプラズモニクスと

呼び，主に金属表面に現れるプラズモ

ンを用いて研究されています．しかし，

金属表面プラズモンは基本特性が材料

によって決まるため制御性が乏しく，

さらに散乱によるデータ損失が大きい

という課題が指摘されています．そこ

でNTT物性科学基礎研究所では，電

子または正孔の密度を変化させること

でプラズモンの特性を変調可能であり，

データ損失も小さいと考えられている

グラフェンに着目し，プラズモンの研

究を行ってきました．図１に示したと

おり，グラフェンにおけるプラズモンは

シートプラズモンと呼ばれ，二次元的

に伝搬していきます．また，グラフェ

ンに垂直な磁場を加えると，エッジマ

グネトプラズモンとなり，グラフェンの

端10 nm程度の幅に閉じ込められて伝

搬していると考えられています．

グラフェンにおけるプラズモン伝

導測定方法

本研究では，グラフェンにおけるプ

ラズモンの伝搬速度を時間分解伝導測

定技術により決定しました．図２は実

験に用いた試料の構造および測定方法

を示しています．実験に使用したグラ

フェンは炭化ケイ素（SiC）をアルゴ

ン（Ar）中で熱分解し，ケイ素（Si）

を選択的に脱離させることによって形

成されたものです（1）．通常，物性研究

に用いられるグラフェンはグラファイト

からテープで剥離したもので，その面

積は数10 μm四方に限られており，

グラフェン中のプラズモン伝導

グラフェンにおいて，電子の集団運動であるプラズモンの時間分解伝導測
定を行いました．その結果，プラズモンの伝搬速度を磁場，電荷密度，ゲー
トによる遮蔽効果を変化させることにより数1000～10 km/sまで２桁にわたっ
て制御できることを明らかにしました．
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図１　グラフェンにおけるプラズモン 
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それによって実験が制限されていまし

た．一方，SiC上に形成されたグラ

フェンは１mm四方と十分大きな試料

においても高品位，かつ均一のものが

得られています．試料には，４つの

オーミック電極があり，グラフェン表

面は絶縁膜で覆われています．絶縁膜

の上に入射ゲートが作製されています．

また，グラフェン全面を覆うようなゲー

ト電極があるものとないものの２種類

の試料を用いました．ゲート電極があ

る試料では，広い範囲で電子または正

孔の密度を変化させることが可能と

なっています．

プラズモンの伝搬速度は，ある点か

ら入射したプラズモンが別の点に到達

するのにかかる時間を測定することに

より得られます（2）．プラズモンは入力

ゲートに高周波電圧（～10 GHz）を

印加することにより入射されます．入

射されたプラズモンはグラフェン中を伝

搬し，1.1 mm離れた所に作製された

検出端子を通し，電流として検出され

ます．プラズモンを励起してから検出

端子に到達するまでの時間を100 psの

時間分解能で計測することにより，プ

ラズモンの伝搬速度を決定することが

できます．プラズモン物性の詳細を調

べるために実験はすべて1.5 Kの低温で

行いましたが，数10 Kまで温度を増大

させても特性はあまり変化しないこと

を確認しています．また，試料構造等

を工夫することにより，室温でも観測

できるようになると考えています．

プラズモン伝搬速度に対する磁場

の効果

図３（a）は電流の測定例です．時間

ゼロの点はプラズモンを入射したタイ

ミングに対応しています．この点に現

れている鋭いピークは高周波線間のク

ロストークによるものです．クロストー

クは光の速さで伝搬するため，入射

ゲートに高周波電圧を印可した瞬間に

現れます．

一方，1 ns程度遅れて現れている

ピークがプラズモン信号であり，この

時間遅れがプラズモンの伝搬時間に対

応します．伝搬時間と伝搬距離から速

度を決定できます．

図３（b）はグラフェン全面を覆うよ

うなゲートがない試料で測定したプラ

ズモン伝搬速度の磁場依存性です．磁

場が低いとき，伝搬速度は約6000

km/sであり，磁場を増加させていく

と2000 km/s程度まで減少していきま

す．この結果は，エッジマグネトプラ

ズモンの理論（図３（b）の青線）でよ

く説明できます．また，ゼロ磁場付近

で速度を求められていませんが，これ

はプラズモンの伝搬が非常に速く，伝

搬速度が測定分解能より短くなってい

るためであり，プラズモンが存在しな

いことを意味するものではありません．

プラズモン伝搬速度に対するゲー

ト電極および電子密度の効果

次に，グラフェン全面を覆うゲート

電極がある試料で測定した結果を示し

ます．図４は一定磁場下で測定したプ

ラズモン伝搬速度をゲート電圧の関数

としてプロットしたものです．速度は

数100 km/sであり，ゲート電極がな

い試料で得られたものより１桁小さく

なっています．これは，ゲート電極によ

りプラズモンの電場が遮蔽されている

ためです．また，ゲートに負の電圧を

加え電子密度を減らしていくと，速度

図２　グラフェンにおけるプラズモン伝搬速度測定方法 

（a）　SiC上に成長されたグラフェンの 
 原子間力顕微鏡図 

（b）　試料構造および測定セットアップ 
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は振動しながら数10 km/sまで小さく

なっていきます．この速度変化もエッ

ジマグネトプラズモンの理論で定性的

に説明可能です．

以上のことから，グラフェンにおけ

るプラズモンの伝搬速度は磁場，ゲー

ト電極による遮蔽効果，電子密度を

変化させることにより，数1000～10

km/sまで２桁にわたって制御可能で

あるといえます．伝搬速度を制御でき

るということは，光にとって屈折率を

制御できることに対応し，これを利用

することによりスイッチングやガイディ

ング，ルーティング等プラズモン伝搬

の制御が可能になると考えられます．

特に，電子密度によって速度を制御で

きるという結果は重要であり，ゲート

によるプラズモン伝搬制御の実現が期

待されます．

今後の展望

NTT物性科学基礎研究所では，磁

場，電子密度，ゲート電極による遮蔽

効果を変化させることによりプラズモ

ンの伝搬速度を２桁にわたって制御す

ることに成功しました．これを利用す

ることによりプラズモンの伝搬制御が

可能になると見込まれるので，それを

実証するような研究を行っていきます．

また，グラフェンではプラズモンによる

データ伝送の損失が小さいと理論的に

予想されています．これを実験的に示

すことは将来的な応用に向けて重要で

あり，その測定準備を進めています．

さらに，光通信への応用を目指した周

波数領域（テラヘルツ～光学周波数）

に実験を拡張する予定です．
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最近，グラフェンにおけるプラズモンは
急速に注目を集めており，さかんに研究さ
れています．NTT物性科学基礎研究所でも，
研究を発展させ，世界をリードしていき
ます．
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図４　グラフェン全面を覆うゲート電極のある試料における結果 
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図３　グラフェン全面を覆うゲート電極のない試料における結果　 
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（a）　電流測定例 （b）　プラズモン伝搬速度の磁場依存性 
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