
SiC上グラフェンのラマン散乱

SiC（炭化ケイ素）上グラフェンは，

SiC基板を高温にして，Si（ケイ素）

を昇華させることでグラフェンを成長

します．基板上に大面積，かつ高品質

なグラフェンが成長できるため，高周

波で動くトランジスタや，量子ホール

効果＊１を利用した抵抗標準などの研

究が進められています．グラフェンは，

電子濃度，応力などに関してSiC基板

から影響を受けています．グラフェン

電子デバイスの動作には，電子濃度は

もちろん，ある種の異方的な応力は磁

場と等価であり，これらは基本的な特

性といえます．ラマン散乱はグラフェ

ンのこれらの性質を簡便に調べる有効

な手法です．しかしグラフェンの主要

なラマン散乱ピークが，基板であるSiC

のピークと重なるため，SiC上グラフェ

ンの電子濃度，応力などを定量的に解

析するのが困難でした．NTT物性科学

基礎研究所では表面増強ラマン散乱効

果を利用して，グラフェンのピークの

みを効率的に増強し，電子濃度を評価

しました．

ラマン散乱とグラフェンのラマン

散乱ピーク

ラマン散乱は物質へ光を照射したと

き，入射光のエネルギーとはわずかに

異なる散乱光が観測される現象です．

図１に模式図を示します．①入射光に

より基底状態から励起状態に電子が励

起されます．②励起された電子が物質

の格子振動により散乱され，エネル

ギーを失います．③エネルギーを失っ

た電子が基底状態に遷移し，散乱光

を放出します．入射光と散乱光のエネ

ルギー差がラマンシフトであり，cm－１

という単位で表します．ラマンシフト

を調べると，格子振動のエネルギーが

分かります．さらに，物質中では電子

と格子は相互作用していますので，間

接的に電子状態も分かります．散乱光

全体に対するラマン散乱光の割合は少

なく，多くはエネルギーの等しい散乱

（レイリー散乱）光です．しかし，ラマ

ン散乱光からは多くの重要な情報が得

られるため，有効な分析手段となって

います．

ここでグラフェンの主要なラマン散

乱ピークを，SiC上グラフェンで観察

されるラマンシフトとともに述べます．
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SiC上グラフェンの表面増強ラマン散乱

表面増強ラマン散乱 局所表面プラズモン 透過型電子顕微鏡

＊1 量子ホール効果：強磁場下で二次元の電子
系では，ホール抵抗が普遍的なh/e2＝
25.8128056 kΩの整数分の１に量子化され
ます．この量子抵抗は抵抗標準として応用
されています．

ラマン散乱はグラフェンの層数，電子濃度，応力などを調べる
ために有効な分光手法です．金や銀の金属微粒子は光との相互作
用により，光の強度を増強することが知られています．表面増強
ラマン散乱は，この光の増強効果をラマン散乱に利用した手法で
す．本稿では，SiC上グラフェンに銀微粒子を作製し，グラフェ
ンの性質を詳細に調べた研究を紹介します．

図１　ラマン散乱 
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G（～ 1600 cm－１），D（～ 1360

cm－１）ピークは，グラフェンのみなら

ずカーボン材料に一般的に観察される

ピークです．Dピークはグラフェンに欠

陥が存在したり，グラフェンがほかの

物質（炭素の場合もあり）と結合した

場合に観察されるピークです．さらに，

欠陥や結合由来のピークとしてD́

（1630 cm－１）ピークがありますが，

これはG，Dピークと比較すると小さ

なピークです．2D（～2710 cm－１）

ピークはDのほぼ２倍のラマンシフト

のピークですが，欠陥がなくても観察

されるピークで，逆に欠陥が多くなる

とピークは小さくなります．

局所表面プラズモンによる光の増強

金，銀などの金属微粒子は光と相互

作用し，金属微粒子の周辺で光の強

度を増強します．この様子を図２に模

式的に示します．入射光の電場によ

り，金属微小球内の自由電子が移動

し，図のように分極が生じます．この

分極は金属微小球の外部にも電場を

つくり出します．その電場の振る舞い

は，球表面での境界条件を満足するよ

うに電場の方程式を解くことで分かり

ます．方程式の解は，微小球の中心に

電気双極子＊２が存在しているのと同様

の結果となりますが，境界条件での金

属と空気の誘電率の違いによる影響が

現れます．適切な入射光の波長で，金

属と空気の誘電率の大きさの違いを反

映した共鳴条件を満たし，このとき電

気双極子がつくり出す電場は，入射光

と比較しても著しく強くなります．こ

の共鳴状態が局在プラズモン＊３共鳴で

あり，金，銀などでは可視光の波長領

域（380～800 nm）で起きます．光

を大きく増強できるので，表面増強ラ

マン散乱だけでなく，さまざまな分野

で応用研究が進んでいます．このよう

な状況が成り立つためには，金属微粒

子が光の波長より十分に小さい，nm

のスケールである必要があります．増

強された光の強度は微小球から遠ざか

ると急激に減衰していくため，増強さ

れた光は金属微小球の大きさと同程度

の領域にのみ存在します．

微粒子作製と透過型電子顕微鏡像

グラフェンに直接，銀を真空蒸着＊４

する簡単な手法で，銀微粒子を作製し

ました．グラフェンはさまざまな材料

に対して不活性であり，蒸着した銀も

膜にならず，微粒子になることが分か

りました．図３（a）の透過型電子顕微

鏡＊５像にグラフェン上の銀粒子が観察

されています．銀粒子はグラフェンに

直接蒸着されているのですが，拡大像

である図３（b）に示すように，半楕円

球状結晶の銀直下のグラフェンがダ

メージを受けている様子は観察されて

いません．

さらに詳しくこの像を調べ，銀がグ

ラフェンに物理的に吸着していること

が分かりました．これは銀の下のグラ

フェンに変化が観察されていないこと

と矛盾がない結果です．私たちは，ま

ず銀の微結晶がどのような構造でグラ

フェンに吸着しているかを調べました．

図３（b）の黄色の枠内をフーリエ変換＊６

した結果が図３（c）で，各スポットに

対応する格子面を記載しています．銀

の（111）面がグラフェンに接してい

ることが分かります．銀は面心立方格

子で，グラフェンと銀の格子定数を考

えると，この結果は理にかなっていま

す．図３（d）はグラフェンと銀の界面

の拡大像で，黄色，赤色，緑色の層

が，銀，グラフェン，バッファ層（グ

ラフェンとSiC基板との間にできるカー

ボン層でSiCと結合している）です．

この像からグラフェンと銀との距離が

測定でき，多くの界面での平均をとる

＊2 電気双極子：電荷＋Qと－Qが近接して存在
するとき，これを電気双極子と呼びます．

＊3 プラズモン：電子やイオンなどの荷電粒子
が自由に動ける状態がプラズマ状態であ
り，これらの荷電粒子が集団的に振動する
ことがプラズマ振動です．このプラズマ振
動の量子をプラズモンと呼びます．

＊4 真空蒸着：真空中で物質を加熱して蒸発ま
たは昇華させると，その蒸気が固体表面
（基板）に吸着され，一般的には薄膜が形
成されます．

＊5 透過型電子顕微鏡：試料を薄くして（１μm
以下），電子線を照射し，透過した電子線
像のコントラストから試料を調べる顕微鏡
です.

図２　局在表面プラズモン 
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ことにより，3.14 ± 0.13 Åと求まり

ました．理論計算によると物理的吸着

では3.33 Å，化学的吸着では2.3 Å

以下ですので(1)，実験結果は銀がグラ

フェンに物理的に吸着していることを

示しています．

表面増強ラマン散乱

図４（a）に示すように銀を蒸着した

試料（赤）ではグラフェンの主要なラ

マンピークであるD，G，2Dピークが

基板のSiCのピークより大きくなってい

ます．銀を蒸着していない試料（緑）

やSiC基板（灰色）のラマンスペクト

ルと比較すると，グラフェンのピーク

が銀の蒸着によって増強されているこ

とがはっきりと分かります．図４（b）に

緑色と灰色のスペクトルのD，G，2D

ピーク近傍の拡大図を示します．Dと

GピークはSiCのピークと重なるため，

定量的な解析が困難になっています．

2DピークはSiCのピークと重ならず，

定量的な評価が可能です．表面増強

ラマン散乱の増強度を，銀を蒸着した

試料と蒸着していない試料の2Dピー

クの強度比から評価すると37倍にな

ります．

銀を蒸着した試料では大きな表面増

強ラマン散乱効果により，DとGピー

クの定量的な解析が可能となります

（図４（c））．Dピークは，1360 cm－１

のメインピークのほかに，1320 cm－１

と1400 cm－１にもサブピークが観測さ

れています．これらは３つの曲線で

フィッティングでき，それぞれの曲線

を黄褐色で，それらの和を黄色で示し

ています．私たちの表面増強ラマン散

乱の手法では，通常のラマン散乱では

分別できないサブピークの構造まではっ

きりと区別できます．Gピークにもサ

ブピークが1580 cm－１に観察されてお

り，さらにD́ のピークが1630 cm－１に

観測されています．これらも３つの曲

線でフィッティングできます．1600

cm－１付近の２つのピークは，Si基板

上に転写した剥離グラフェン＊７に銀を

蒸着した試料でも観察されていること

から(2)，SiCが増強されたピークでは

なく，グラフェンのピークであることが

分かります．

欠陥由来のピークと考えられている

DやD́ が銀を蒸着した試料では観測さ

れていますが，これは，銀を蒸着する

前にあった少ない欠陥，バッファ層な

どが表面増強ラマン散乱により増強さ

れていると考えられます．透過型電子

顕微鏡像では，グラフェンへのダメー

ジが観察されていないからです．表面

増強効果により，D，G，D́ ピークの

フィッティングができましたので，欠陥

を定量的に評価できます．Gピークと

DやD́ のピークの強度比を求め，微結

晶グラフェンのこれらの値と比較する

と，D，D́ のピークとも強度比は１桁

程度小さい値です(3)．SiC上グラフェ

ンのD，D́ の原因が，欠陥かバッファ

層かは現状では分かっていませんが，

増強効果のおかげで，DやGピークの
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図３　試料の透過型電子顕微鏡像 
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＊6 フーリエ変換：周期構造の周期を調べるた
めに行う数学的な解析手法です．結晶像か
ら結晶面の間隔が求められます．

＊7 剥離グラフェン：グラフェンが層状構造に
なったグラファイト（黒鉛）は，粘着テー
プなどで多層グラフェンを容易に引きはが
す（剥離する）ことができます．このよう
な剥離グラフェンは容易に作製できます
が，大面積かつ均一な層数の剥離グラフェ
ンを作製することは困難です．
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定量的な解析や，通常のラマン散乱で

は観察されないピークの同定も可能と

なります．

ドーピング効果

電子濃度も表面増強ラマン散乱ピー

クを解析することで評価でき，銀の蒸

着により，かなりの高濃度まで電子

ドーピングが可能であることが分かり

ました．グラフェンの電子濃度は2Dと

Gピークの強度比から評価でき(4)，銀

を蒸着した試料の電子濃度は1.9×

1013 cm－２となります．私たちの典型

的な試料では，グラフェン成長直後

（銀を蒸着する前）での電子濃度は，

１×1012 cm－２程度であることが，ほ

かの測定手法から分かっています．こ

れらの結果は，銀の蒸着により電子

ドープされるという理論計算結果と一

致します(1)．

ドーピングによる効果は表面増強ラ

マン散乱の増強度の評価に影響しま

す．なぜなら，電子濃度が増えると2D

のピーク強度は減少するからです(5)．

最初に述べた，銀の蒸着前後で2D

ピーク強度を単純に比較して求めた増

強度である37倍は，過小評価されてい

ます．ドーピング効果を補正すると，

増強度は約100倍になります．このよ

うに増強度の評価にもグラフェンの基

本的な性質（ここでは電子濃度）が影

響しますので，表面増強ラマン散乱に

より定量的に各ピークを解析すること

は重要です．

グラフェンピークの効率的な増強

定量的な解析を可能にしているのは，

銀粒子の蒸着によりグラフェンピーク

のみを効率的に増強しているからです．

実際，グラフェンのラマン散乱ピーク

は増強されていますが，SiCのピークは

減少しています．これは図４（a）にお

いて，銀の蒸着前後でSiCのピークを

比較するとはっきり分かります．青矢

印で示した1700 cm－１の２つのピーク

と1930 cm－１のショルダーはSiCのス

ペクトルですが，銀の蒸着により約半

分になっています．これは銀粒子が表

面を覆っているため，SiCへの入射光

が遮られること，そして，SiCからの散

乱光も表面の銀粒子により遮られるか

らです．さらに，局在表面プラズモン

図４　ラマン散乱スペクトル 
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により光の強度が増強される領域が狭

いことも，大きく関係しています．こ

れを模式的に図５に示しています．光

が増強される領域は銀粒子の大きさ程

度なので，今回の場合は10 nmのオー

ダになります．よって，観測している

領域は深さ方向にも10 nm程度になり

ます．今回の実験で使用したレーザの

スポット径は約１μmです．深さ方向

にもスポット径と同程度の領域を観測

しますので，銀を蒸着していない試料

では深さ方向に１μm程度の観測領域

となります．それぞれの場合での観測

領域に対するグラフェンの割合を考え

ると，銀を蒸着した試料ではグラフェ

ン１層/10 nmに，銀を蒸着していな

い試料ではグラフェン１層/１μmに

なります．銀を蒸着することで，グラ

フェン１層の割合は100倍になってい

ます．このように私たちの手法は，グ

ラフェンピークのみを効率的に増強す

ることが可能です．

今後の展開

本稿では表面増強ラマン散乱効果を

使うことで，グラフェンピークのみを効

率的に増強し，G，Dピークがサブ

ピーク構造を持つことを明らかにしま

した．そしてピークを定量的に解析す

ることで，電子濃度を求めることがで

きました．今後はもう１つのSiC基板

の影響であるグラフェンへの応力を評

価していきます．SiC基板とグラフェ

ン層との間にあるバッファ層は，水素

雰囲気下でのアニール（加熱）により

除去できます．バッファ層の有無によ

り，グラフェンにかかる応力は異なり

ますので，そのような点も含めて評価

できます．表面増強ラマン散乱効果を

使い，SiC上グラフェンの基本的な特

性をしっかりと把握していきます．
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図５　局在表面プラズモンによるグラフェンの選択的な増強 
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