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木孝義先生（現岡山大学准教授）から

称に修飾した誘導体（図 1a）が、極性
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研究のご指導を頂いたこともあり、分
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子研の人々や設備等に関するさまざま

ノメートルのナノチューブ（図 1c）を

このことが実証できればナノメートル

な逸話を伺うことができました。博士

形成することがまさに発見された直後
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。そこで私は、
このナノチュー

課程への進学時に所属研究室を変えた
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ため、その後分子研とは疎遠になりま

ブを用いて新たな電気・磁気物性を引

したが、茅コンファレンスなどの機会

き出すことができないかと考え、相田

ルが実現できるのではないかと思案し、
研究計画を立てました。
し か し な が ら、 そ れ ま で 行 な っ て
きた錯体や金属酸化物の磁性に関する
研究から分子集合体の電気特性に関す
る研究にテーマを大きく変更したこと、
研究室内に電気物性を計測するための
機器がほとんどなかったこともあり、
何から手をつければよいか分からず苦
心し、まずは手探りで電気測定のため
の装置の立ち上げを始めました。1 ヶ
月程を要しましたが、ようやく白金線
をガラス管に通し、減圧下でヨウ素蒸
気などを吹きかけることのできる簡単
な電気測定システムを構築しました。
その中にナノチューブの薄膜を金線で
配線し、減圧下でヨウ素蒸気に晒した
ところ、薄膜の色が黄色から茶色に急
変し、電気抵抗が 7 桁程度も減少しま
した。あまりにも急激な電気抵抗値の
変化に驚き、興奮したことを今でもはっ
きり覚えています。

図１(a) 両親媒性 HBC 誘導体の分子構造。
(b) HBC 誘導体の自己組織化により形成する 2 分子膜の模式図。
(c) 自己組織化ナノチューブの模式図。

72

分子研レターズ 58

August 2008

このように化学ドーピングにより
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いて、光起電力特性や電界効果トラン
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のシンクロトロン放射光を用いた配向

ジスタ特性の発現、さらには金属ナノ

かに伝導キャリアに起因する電子スピ

性 HBC ナノチューブ試料の X 線回折測

チューブや磁性ナノチューブなど、さ

ンからのシグナルであることが確認で

定から、ナノチューブを形成する分子の

まざまな物性の発現にチャレンジして

きました。ドーピング開始から 18 時間

詳細な配列構造の決定に成功し、確かに

いきたいと考えております。その際に

経過後の ESR シグナルの積分強度から

HBC 平面同士が少しずつずれながら積

は、中村先生を始めとする多くの共同

キャリア密度を見積もったところ、お

層してラセンを形成していることが実験

研究者の方々の多大なお力添えを頂く
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およそ 10 個の HBC に対し 1 つのキャ

的にも明らかとなりました

リアが生成していることが明らかとな

析結果をふまえて考えてみても、HBC

。この解

ことになるかと思います。今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。

りました。
先に述べましたように、この HBC ナ
ノチューブは構造要素としてラセンキ
ラリティーを有しています。相田プロ
ジェクトではある種の HBC 誘導体を用
いることにより、自己組織化で生成す
るほぼすべてのナノチューブを一方巻
きにできることを見出していました [2]。
私はこのナノチューブが非常に長く成
長することに目をつけ、その性質を利
用してナノチューブが一方向に配向し
たマクロスコピックなファイバーを作
製することに成功しました[3]。このファ
イバー試料を用いて ESR シグナルの角

図 2（左）電荷キャリアがナノチューブの壁内を 2 次元的に動いている様子を示す模式図。
（右）ラセン状に積層した HBC に沿って電荷キャリアが 1 次元的に動いている様子を示す
模式図。今回の実験で、右のモデルがより確からしいことが示された。
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共同利用研究実施状況

平成 19 年 度（ 後 期 ）共同研究実施状況
協力研究

「積分方程式理論を用いた有機溶媒 - 水混合溶液の相分離に関する研究」を始め 47 件

UVSOR 施設利用
「MFI 上の MoOx 触媒活性種の L-XANES による微細構造解析」を始め 77 件
＊共同研究実施一覧（各課題名等）は「分子研リポート」に掲載することになりました。

施設利用

「核酸化学修飾方の開発」を始め 34 件

平成 19 年 度（ 後 期 ）分子研研究会
開 催 日 時

研 究 会 名

2007 年 12 月 4 日（火） 光機能性と高選択的反応性の融合が切り拓く新しい
〜 5 日（水） 錯体光化学
2007 年 12 月 17 日（月）
先端的 ESR 手法による分子性物質の新機能性探索
〜 19 日（水）
2008 年 3 月 10 日（月）
分子の視点から見る光合成
〜 11 日（火）
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