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目的と研究テーマ
• （目的）ナノ構造物質、特にナノ炭素類においてノーブルな現象、特性を発見し、新らしい機能、性

質をもつ材料、デバイスの開発につなげる。

• （背景）原子の数を１，２，３個…と増やして、外挿した結果から、多原子系の性質は予想できない。
多原子系は少数粒子系とは異なる性質が発現する→現実的な空間、時間スケール条件下での大
規模高速シミュレーションが必要である

今後の展開

物質創成
応用

デバイス
応用

（基礎特性）1.CNTの熱伝導・熱安定、内包・
バンドルCNTの機械特性、2.ナノ炭素超伝導
物質特性、3.CNT成長過程、4.CNTの伝導特
性、マッカイ結晶創製、機械特性

マッカイ結晶特性

11．ピーポット安定性、12．CNT汚染酸素摘
出法、13．CNT選択的抽出法、14．チューブ
内キャリア緩和・温度依存、 15． CNT金属接
合の電子特性、 16．CNTカイラリティ同定、17．
ナノ炭素構造変化

モデル開発
・高性能化

タイトバインディング

時間依存DFT 第一原理モデル高性能化

（応用特性） 5．スーパージャングルジム、6．
フラーレンからCNT、7．フラーレン複合体8．、
ナノチューブ構造変換、 9．CNT付着遷移金
属の水素吸着、 10．低次元磁性特性

高性能タイトバインディング高速化GSW法

マッカイ結晶電子特性

ナノダイヤ特性

CNTの伝導特性

ナノ炭素構造変化

CNT光特性

ナノダイヤ集合体特性

複合CNTの伝導特性

ナノ炭素構造変化

CNT光特性

着手済み研究テーマ 本年度研究テーマ
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（２）シュミレーション成果

― 素材特性把握及び新奇構造・機能発現シミュレーション
[１]マッカイ型炭素構造シミュレーション

[２]ナノダイヤ特性シミュレーション

― デバイス応用シミュレーション

[３]ナノ炭素量子伝導シミュレーション

[４]ナノ炭素構造変化、光特性探求シミュレーション
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背景：

●炭素のみからなる負のガウス曲面をもつ３次元結晶体マッカイ結晶の
機能、物性に期待がもたれている
●しかしながら、その生成過程は解明されていない

目的：マッカイ結晶の特性、生成過程などを総合的に解析する
昨年度まで：マッカイ結晶の機械特性、生成過程の探求と解析
今年度：マッカイ結晶の電子特性の探求と解析

マッカイ型炭素結晶シミュレーション
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電荷分布と電子状態密度

手法：
サイズの異なるマッカイ結晶の電子状態計算

結果：
サイズを大きくすると…
●バンドギャップが大きくなる傾向にある
●（１１１）方向にグラフェン層が広がる

●グラフェン層（６員環からなる）から結合部（８員
環からなる）にむかって電荷が増す

応用：
多接合型太陽電池素材

（異なるバンドギャップ層から広範囲の波長を吸
収する特性を応用する）

４８原子（ジグザグ型）

１４４原子（アームチェア型）

１９２原子（ジグザグ型）

の順に電荷が増す

小さなバンドギャップ

大きなバンドギャップ
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pn型接合半導体太陽電池の原理：
「光→電子」の光電エネルギー変換

バンドギャップ → 光吸収帯域を決める

応用

ホウ素ドープ：ｐ型半導体
窒素ドープ ：ｎ型半導体

広い光吸収帯域をもつ多接合型太陽電池が期待できる

サイズの異なるマッカイ結晶を層状に合成すれ
ば、幅広いバンドギャップをもつ結晶となる

マッカイ結晶の
サイズの異なる層

高効率化を狙う
バンドギャップが1.4eV程度のマッカイ結晶 → 可視光を吸収
バンドギャップの広いマッカイ結晶 → 紫外光を吸収
バンドギャップの狭いマッカイ結晶 → 赤外光を吸収

現状：化合物系太陽電池は希少金属（Ga,In,Teなど）を含む ⇒ 海外の希少資源戦略に束縛を受ける
可能性が大きい 本提案：身近に存在する炭素を利用する ⇒ わが国の資源戦略の強化
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（２）シュミレーション成果

― 素材特性把握及び新奇構造・機能発現シミュレーション
[１]マッカイ型炭素構造シミュレーション

[２]ナノダイヤ特性シミュレーション

― デバイス応用シミュレーション

[３]ナノ炭素量子伝導シミュレーション

[４]ナノ炭素構造変化、光特性探求シミュレーション
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Nano  diamond C147

５員環

６員環

Fragment of  diamond C147

１４７個の炭素原子からなる
ダイヤモンドクラスター

構造安定化前 構造安定化後

ダイヤモンド構造とグラファイト
構造が混ざったナノダイヤ

結果： 表面がまるみを帯び、バルクと表面の両方の性質が備わった。
（１００）方向→ダイヤモンド構造（sp3結合）が残る。５員環が現れ閉曲面を作る。
（１１１）方向→６員環（sp2結合）が現れ、もろい黒鉛層が現れる

sp3 sp2 5員環
目的：合成可能となりつつあるナノダイヤのド特性を微視的に把握し、その応用を提案

ナノダイヤ特性シミュレーション



10

Nano  diamond C413

黒鉛層

Fragment of  diamond C413

５員環

６員環

結果：黒鉛層が巨大化する 予想：グラファイト的性質が強くなる

構造安定化前 構造安定化後

さらに大きなナノダイヤモンド…

異なる共有結合（sp2,sp3）が混成するクラスター
→ 電荷移動が起こり帯電体になる可能性がある
応用：
●表面への高分子吸着性（水質浄化材）、
●（CNTが針状に対し）球状で化学的に安定。外部電場によるゾル、ゲル変化
が可能ならば、多数ナノダイヤによるミセル化が可能（DDS応用）
今後：ナノダイヤ集合体の特性
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（２）シュミレーション成果

― 素材特性把握及び新奇構造・機能発現シミュレーション
[１]マッカイ型炭素構造材シミュレーション

[２]ナノダイヤシ特性ミュレーション

― デバイス応用シミュレーション

[３]ナノ炭素量子伝導シミュレーション

[４]ナノ炭素構造変化、光特性探求シミュレーション
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ナノ炭素量子伝導シミュレーション

非平衡グリーン関数法による微視的な電流の計算

原子間を流れる電流量の式

グリーン関数

左電極の自己エネルギー

右電極の自己エネルギー

電流

通常：サイズN×N（N=４×全粒子数）の行列の
逆行列計算の計算が必要

→ 計算量はNの２～３乗 電極

電極

HCC

HCC

L(1)

L(2)

１
２
３
４
５
６
７
８

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ L(1) L(2)

HLL

HRR

ゼロ

ゼロA B C

伝導モデル

隣接層へのホッピング項 ｔ のみ有限値をとる

１層

A C

B

CNT軸に

沿って粒
子系を並
べとブロッ
ク３重対角

本研究：埋め込みポテンシャル法を適用
→ サイズがM×M （M=４×１層内の原子数）の

多数の逆行列計算、行列・行列積の計算
→ 計算量はオーダー（N）。大規模計算可能
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オーダー（N)の実証と性能評価

8 CPUs
16 CPUs
32 CPUs

通常：粒子数（N)の増加とともに、演算量、計算時間はNの２～３乗で増加 → 大規模粒子系が使えない
本コード[ 1 ]： 計算時間はオーダー（N） → 大規模粒子系が扱える

[1] 計算時間の原子数依存性

トータル性能 [ ２ ] ：
１３TFlops (７６８プロセッサー) :実効率１７％ 単体性能：１７GFlops/CPU
行列行列積：４９ GFlops(全計算時間の３５％） 逆行列 ：２.９GFlops(全計算時間の４５％）

[２] トータル性能
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欠陥 成果：強結合近似を用いて、電気伝導を
開発し、１次元ワイヤー電極につながった
CNTの微視的電流密度を得た

今後：
●バルク電極への拡張
●磁場の考慮
●分子動力学計算
●複合CNT（多層CNT,など）への応用（３）CNTに欠陥がある場合

→ 欠陥部の裏側を流れる

（２）CNTの端に多数の電極を取り付けた場合
→ 軸方向に流れる（１）電極の取り付け位置が真っ直ぐでない場合

→ 径方向に流れる

計算結果：CNTの微視的電流密度
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（２）シュミレーション成果

― 素材特性把握及び新奇構造・機能発現シミュレーション
[１]マッカイ型炭素構造シミュレーション

[２]ナノダイヤ特性シミュレーション

― デバイス応用シミュレーション

[３]ナノ炭素量子伝導シミュレーション

[４]ナノ炭素構造変化、光特性探求シミュレーション
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手法：時間依存密度汎関数理論を用いた、
時間変調電場印加後のダイナミクス計算プログラム

目的：開発とナノカーボンの構造変化、光特性の探求

狙い：

フェムト秒レーザーによる加工技術で、高融点材料であるカーボン材料のナノ
加工に効果が期待される。しかし、機構が複雑なので理論による解析・デザ
インが必要。

成果：

1. 単一グラフェン剥離方法を提案。昨年より少ないエネルギーのパルスレー
ザー照射で、高効率剥離が可能。単層グラフェンデバイス製造へ

2. ナノチューブ内部の光浸透を利用し、ナノチューブに閉じ込めた分子に効率
よく光を照射→光化学反応を誘起できることを実証

3. 昨年度発見した、ナノチューブ内部の光浸透現象の計算が、APLに掲載、
Nature Publishing Group Asia支局のWebサイトにて紹介される。

ナノ炭素構造変化、光特性探求シミュレーション
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昨年度成果(短パルス光による1層グラフェン剥離)

本年度成果：剥離の高効率化。

強度は同じで、狭い幅のパルスの場合、グラ
ファイトに与える低エネルギーを以前の4分の
1に下げるが、剥離のスピードは逆に上がる。
→1層グラフェン大量生産へ

国際招待講演
Recent Progress in Graphene Research

国際講演(予定)
米国物理学会

論文投稿中(Phys. Rev. Lett)
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昨年度成果
青線（外場による振動電場）
赤線（外場＋ナノチューブの誘導電場）

共鳴増大

光電場

ナノチューブ内の増幅電場

超短パルス光電場

HCｌ分子

H

Cl

本年度成果
この光浸透を利用して、ナノ
チューブに閉じ込めた分子の
光分解の可能性を実証

(npg Asia 支局のHPにて紹介される。APL95、053109,2009年掲載)

H
Cl 10.8 

fs後
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マッカイ結晶の特性
★環境負荷、資源戦略につながる新奇材料創製

○異なるサイズでは異なるバンドギャップを持つこ
とを示した
◇多接合型高効率太陽電池への応用

ナノダイヤの特性
★電荷変極を活かした分子修飾、DDS応用
○ダイヤモンド構造とグラフェン構造が混在するこ
とによる電荷移動を示した
◇ナノダイヤ集合体の特性

ナノ炭素の量子伝導特性
★ナノ材料の電流特性
○高並列化。電極の違いによるCNT表面電流
経路を示した（９６ノード）
◇高精度化。CNT自己電流、電磁場の影響を
考慮

グラフェンの光分解特性
★レーザーによるナノ加工技術
○フェムト秒レーザー照射による、グラフェン層
１枚の剥離に成功（２０ノード）
◇実験をシミュレーションで検証

CNTの光反応特性
★内包分子の光反応促進効果
○分子をCNT内に閉じ込め、光浸透により内
包分子の光反応促進を確認。CNTと内包分子
の共鳴による光反応増幅機を発見。
（２０ノード）
◇反応効率の高精度化。

物質創製応用

デバイス応用
★応用、○本年度成果、◇次年度

まとめ

（利用最大ノード数）



20

成果の公開

a. 原著論文（査読あり）
Miyamoto, Appl. Phys. Lett. 95, 053109 (2009)
手島、表面科学、Vol.30, No.12 pp. 673-679 (2009)
Miyamoto, Phys. Rev. Lett,論文投稿

b. 原著論文（査読なし、雑誌等寄稿）
なし

c.発表
Y.Miyamoto, International Workshop on Recent 
Progress in Graphene, Seoul
S.Nakamura、SC90, HPCNano09 Workshop, Oregon
中村、日本物理学会、２００９年秋の大会
宮本、米国物理学会、 ２０１０年 (予定)

d. 新聞、雑誌
npg Asia 支局のHP、APL95、053109,2009年掲載
日経産業新聞 ２００９年 ３月１２日
「新構造の炭素物質 合成のヒント 数学で予言」
日経産業新聞 ２００９年 １０月２８日
「２０３０年への挑戦 次世代産業技術」
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