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研究成果の概要（和文）：本研究はグラフェンを作成して構造解析を行い，エネルギーデバイス

材料に応用することを目的としている．高分解能透過電子顕微鏡観察法と 2 次元高速フーリエ

変換を用いた画像処理手法は，微細領域において制限視野電子線回折の代替手法となり得るこ

とが検証された．金属粒子を担持したカーボンナノチューブに 3 次元透過電子顕微鏡観察を行

い，金属粒子が材料の欠陥部分や炭素六角網面のエッジ部分に選択的に結合することがわかり，

機能性材料作成のためのデータが得られた． 
 
研究成果の概要（英文）：This study is aimed at preparing grahpene, analyzing the structure, 
and applying it to energy device materials. It was proved that high resolution transmission 
microscopy and image processing of 2 dimensional fast Fourier transform could be an 
alternative procedure of selected area electron diffraction in the microscopic area. Carbon 
nanotubes loaded with metal particles were observed by 3 dimensional transmission 
electron microscopy. The metal particles combined selectively with the defect part and 
edges of hexagonal carbon layers. Data for preparing of functional materials were obtained. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 炭素同素体の一つであるグラファイトは，
炭素原子の六員環がハニカム格子状に連な
った炭素六角網面が積層している層状結晶
である．この積層単位である炭素六角網面 1
枚をグラフェンと呼ぶ．炭素六角網面はファ
ンデアワールス力で積層しており，グラファ
イトからのグラフェンの単層での剥離はで

きないと，これまで考えられていたが，最近
化学的あるいは物理的な方法で単層剥離が
可能であるとの報告がなされた（Michael V. 
Savoskin, et al., Carbon, 45 (2007) 2797）．
これ以外にも複数の生成法が検討され，グラ
フェンの作成が可能となってきている． 
 
(2) グラフェンは，網面内の炭素原子同士が
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SP2混成軌道で化学結合した 2 次元構造であ
り，網面に平行な方向の電気伝導性，熱伝導
性が高く，機械的にも高強度である．また，
量子ホール効果や弾道的キャリア輸送，高い
キャリア移動度などの特異な性質が発見さ
れ（A. K. Geim, K. S. Novoselov, Nature 
mater. 6 (2007) 183），基礎物性分野におい
て多数の研究が行われている．一方，キャリ
ア移動度，導電性の高さを利用した素子材料
として，多くの応用研究が進められている．
平面のグラフェンを円筒状に丸めて，その端
をつなげた形状をしているナノチューブは，
ナノ材料として注目を集めているが，よりサ
イズの大きいグラフェンの方が，実用的な材
料とも言える．このようにグラフェンは基礎
科学および応用において，極めて興味深い素
材である． 
 
(3) グラフェンおよびグラファイトシートは，
炭素六角網の端（エッジ）に官能基が存在し
て反応しやすく，化学的修飾が可能である．
このため，これらのナノ材料を単体で利用す
るほかに，他の物質を選択的にエッジに付加
することにより，様々な機能性材料の作成を
検討し，さらにエネルギーデバイス用の材料
として応用したいと考えた． 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究で行う内容は，グラフェンおよび
ナノグラファイトリボンの作成である．これ
らのナノ材料のエッジ部分を修飾した物質
を作成すること，これらをエネルギーデバイ
スの材料，例えば電気二重層キャパシタある
いはリチウムイオン電池の電極に利用する
ことである． 
 
(2) グラフェンの作成方法はいくつかあるが，
ここでは，天然グラファイト粉末結晶から化
学的単層剥離，溶液中での超音波による剥離
する方法を用いて行う．ナノグラファイトリ
ボンの作成は，異方性ピッチを熱処理して炭
素化した炭素の中から，まず，特異な構造物
質を分離する．特異な構造物質はほとんどが
炭素六角網のエッジ面となっているため，ま
ずこのエッジ面に官能基を利用して酸化鉄
微粒子を修飾し，これらのナノ材料の電気物
性を評価する． 
 
(3) グラフェンやナノグラファイトリボンの
エッジは活性が高く，ここに直接あるいは官
能基を介して，いろいろな物質の修飾が可能
である．本研究では，エッジに触媒となる金
属を効率よく担持させ，化学反応を促進する
機能を付加した材料開発を行う．また，強磁
性材料をエッジに修飾することにより，磁界
中で反応動作する機能性炭素材料を開発す
る． 

(4) これまで，研究代表者の押田や連携研究
者の金 龍中准教授らのグループは高分解能
透過電子顕微鏡と画像処理を用いたナノカ
ーボン材料の詳細な構造解析を行うと共に，
これらを用いた電気二重層キャパシタやリ
チウムイオン電池の電極材料の開発に取組
んできた．本研究はこれらの研究成果を基に，
効率よく触媒金属を担持させるなど，より高
性能な機能性炭素材料を開発し，電気二重層
キャパシタやリチウムイオン電池の炭素電
極に応用する． 
 
３．研究の方法 
(1) 天然グラファイトの結晶から，剥離によ
りグラフェンを作成する．グラフェンの剥離
は以下の複数の方法を試し，どの方法が良い
か調べる．硝酸等をインターカレーションし
た後，熱処理して層間物質を膨張させ剥離す
る．異方性ピッチ系炭素からグラファイトリ
ボンを作成する． 
 
(2) プロピレンカーボネート(PC)はグラフ
ァイトの層間に入り層構造を破壊すること
が知られており，この作用を利用してグラ
ファイト粒子からグラフェンを剥離する． 
 
(3) 作成したグラフェンのエッジに，酸化鉄
粒子(マグネタイト)を修飾する．エッジに官
能基を付け，これを介して修飾する． 
 
(4) グラフェンにより構成されている白金
(Pt)微粒子を表面および内部に担持したカッ
プ積層型カーボンナノチュ－ブ(cupstack- 
type carbon nanotube, CSCNT，GSI クレオ
ス提供)を用いた．直径 100～200nm 程度の
CSCNT に，液層中で直径数 nm の Pt 微粒子
を析出させた．Pt 担持 CSCNT は燃料電池の
電極として株式会社 GSI クレオスにより開
発されているもので，効率よく Pt 粒子を担
持することにより，触媒用の高価金属である
Pt の使用量を減らした高性能電極の作成を
目指している． 
 
(5) 透過電子顕微鏡(TEM)観察 
透過電子顕微鏡(TEM)による方法は，直接

的に試料の観察を行うものであり，局所の状
態に関する情報を視覚化して得られるとい
う特徴がある．特に高分解能透過電子顕微鏡
(HRTEM)は，1nm 以下の原子・分子サイズ
のレベルまで，観察が可能である．ここでは
信州大学工学部の球面収差係数(Cs)等の補正
装置の付いた TEM(JEM2100F，日本電子
(株)製)を用いて，HRTEM 観察を行った． 
HRTEM 観察像に，画像処理による 2 次元高
速フーリエ変換(2D-FFT)を施して得られた
パワースペクトル像により解析を行った． 
 



(6) 3 次元透過電子顕微鏡(3D-TEM)観察 
 3 次元透過電子顕微鏡(3D-TEM)観察には，
豊橋技術科学大学基盤研究センターの
JEM2100Fと 3D-TEMプログラム(日本電子
製)を利用した．試料の観察部位が傾斜により
移動しないように Z 軸を調整した後，試料フ
ォルダーをおよそ+60°から-60°傾斜させ，
100枚以上のTEM観察像を得る．このとき，
試料ホルダーの回転による試料位置の微細
な変動は，制御ソフトウエアが追跡し，電子
ビームが連動して観察位置が常に視野の中
心になるように補正される．得られた複数の
TEM 像から CT(Computed Tomography)法
により試料の 3次元立体データが計算される． 
 
(7) 画像解析 

HRTEM 観察像に，画像処理による 2 次元
高速フーリエ変換(2D-FFT)を施して得られ
たパワースペクトル(PWS)像により解析を行
った．パワースペクトルをその中心点につい
て，同人円上の回転方向に積分し，スペクト
ルのピークを求めた．Pt を担持した CSCNT
については，ピークに対応する特定周波数を
抽出したのち，2 次元高速逆フーリエ変換
(2D-IFFT)を施して実画像を再構築し，その
ピークが何に該当するか確認した．また，Pt
粒子間の距離を測定し，PWS の結果と比較
した． 
 

４．研究成果 
(1) インターカレーションによるグラフェン
の剥離 
天然グラファイト結晶に濃硝酸をインタ

ーカレーション後，熱処理により剥離したて
得たグラファイト薄片の HRTEM 像を図 1
に示す．エッジのライン数を数えることによ
り，グラフェンの積層数を知ることができる．
硝酸のインターカレーションが十分進まず，

数～数十 nm の剥離が行われ，微小なグラフ
ェンが剥離している．剥離の状況から，硝酸
の島状のインターカレーションの様子がわ
かる．これはグラファイトの構造欠陥部分か
らインターカレートが侵入すると考えられ，
これまで論議されてきた，局所的なインター
カレーションの島状の存在が示された． 
以上のことから HRTEM 観察により，グラ

フェンの積層数や状態を調べられることが
わかる．発煙硝酸を用いて同様な実験を行っ
たが，インターカレーションによる剥離が十
分行われず，本手法によるグラフェンの生成
は難しいことがわかった． 
 
(2) グラファイト薄片の積層構造の解析 

図 2 は 1800°C で熱処理したコークスに含
まれグラファイト薄片の HRTEM 観察像で，
2D-FFTによるPWSを右上に挿入している．

図 1 天然グラファイト結晶に硝酸をイン
ターカレーション後，熱処理により剥離し
たグラファイト薄片 

図 2 1800°C で熱処理したコークスの
HRTEM 像と 2D-FFT により得られたパワ
ースペクトル 

10nm 

  

  
 

 
 

 

図 3  図 2 のパワースペクトルをその中
心点について角度方向に積分した結果 



PWS では 6 対のスポットが円周上に並んで
いる．対をなしているスポットは PWS の中
心に対して 16° の角度をなしている．PWS
を，その中心について同心円上で角度方向に
積分した結果を図 3 に示す．図 4 は作成した
グラフェンの分子モデルと，これに 2D-FFT
を適用して得た PWS である．これらの結果
から，図 2 は basal 面に垂直な方向から観察
した HRTEM 像であることがわかる．
HRTEM と画像処理による手法は，材料の構
造解析において，制限視野電子線回折（SAD）
に代わる有効な手法であることが示された． 
 
(3) グラフェンへの金属粒子の修飾 
天然黒鉛粒子から PC により剥離したグラ

ファイト薄片に酸化鉄粒子を修飾した．酸化
鉄粒子として，(株)シグマハイケミカル社製
の磁性流体(M-300，溶媒: 水)を構成するマグ
ネタイト粒子(Fe3O4，粒子径 10nm)を利用し
た．グラファイト薄片の分散剤としてポリア
クリル酸(Aldrich、平均分子量 M=2000)を用
いた． 
 図 5 は，酸化鉄微粒子を修飾したグラファ
イト薄片の HRTEM 像である．PC を用いる
ことにより，数百 nm 以上の比較的大きなサ
イズのグラファイト薄片が得られることが

わかる．酸化鉄微粒子が，グラフェンのエッ
ジ部分に選択的に担持されている様子が観
察されている． 
 
(4) グラフェンにより構成されている Pt 微
粒子を表面および内部に担持した CSCNT の
構造解析 
 図 6 は CSCNT の HRTEM 象で，カップ
状に形成された炭素六角網面のエッジに沿
って Pt 粒子が付着しており，金属粒子はカ
ーボンナノチューブの欠陥部分など，炭素六
角網面のエッジが現れている部分に優先的
に担持されることがわかる． 
 高倍率 TEM 観察と 2D-FFT の画像処理を
併せたて用いる本手法は，高性能材料の開発
に必要な原子サイズレベルでの解析に有効
であると考えられる． 
 図 7 に 3D-TEM による Pt 粒子を担持した
CSCNT の解析結果を示す．試料を回転して
観察した 100 枚以上の TEM 像から，CSCNT
のチューブの外側と内側にある Pt 粒子の数
を測定した．TEM の視野範囲には 333 個の
Pt 粒子が CSCNT に担持されており、外側と
内側の Pt 粒子数は，それぞれ 157 (47%)，176 
(53%)であり，ほぼ Pt 粒子の半数ずつが
CSCNT の外部と内部にあることがわかる．
燃料電池の電極として使う場合，CSCNT の
外側と内側に担持された Pt 粒子が，触媒と
して利用できること考えられる． 

図 6  (a) Pt を担持したCSCNTのHRTEM
像，(b) (a)の右上部分を拡大した像 

a b 5nm 10nm 

100nm 

図 7 Pt粒子を担持したCSCNTの 3D-TEM
による Pt 粒子数の測定 

10nm 

図 5 剥離したググラファイト薄片に酸化鉄
粒子を修飾した HRTEM 像 

c 

図 4 互いに 16°回転した 2 枚のグラフェンの
分子モデルシミュレーションと2D-FFTによ
るパワースペクトル 



(5) 画像処理による Pt 担持 CSCNT の解析 
 1000°C で熱処理した Pt 担持 CSCNT に
ついて，Pt 粒子の分散状況をより詳細に解析
するため，図 8 a の TEM 像を原画像として
画像解析した．Pt 粒子の分布を解析するため
図 4 は図 3 の TEM の原画像をもとにして行
った画像処理の手順を示している。図 8 b は
図 8 a の背景のバックグラウンドを除去した
後 2 値化し，輪郭線抽出処理を行って排他的
論理和演算をすることにより， Pt 粒子のみ
を抽出した像である．計測した Pt 粒子径の
平均は約 5nm，最大径は 14nm であった．ま
た，多くの Pt 粒子間距離は 20~30nm の間に
あった． 

 
(6) まとめ 

PC を使用することにより，黒鉛からグラ
フェンを積層したグラファイトの薄片が剥
離できる． 

HRTEM および観察により，金属粒子はグ
ラフェンや CSCNT のカップを形成している
炭素六画網積層のエッジ部分に選択的に結
合している． 

HRTEM と画像処理を用いることにより，
制限視野電子線回折(SAD)では難しいナノ領
域の構造解析が行える． 
以上の解析結果より，機能性材料作成のた

めのデータが得られた． 
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