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Abstract 
The discovery of nanostructured materials has sparked a flurry of investigation into their proper-
ties. In particular, carbon nanotubes (~ 1.4 nm across, and up to 100 µm long) might have appli-
cations as molecular wires, logic gates, displays, and nanometer-scale mechanical parts. Fluores-
cence spectroscopy with the Spex® Fluorolog-3 is an easy, reliable means of obtaining important 
data on the structures of carbon nanotubes. 

Experiment 
Single-wall nanotubes were grown in high-pressure CO(g), and suspended in sodium dodecyl 
sulfate micelles in D2O (20–25 g/mL).1 A Spex® Fluorolog®-3-211 (similar to Figure 1), with 
double-grating excitation monochromator, single-grating emission monochromator, and an In-
GaAs liquid-N2-cooled near-IR detector, was used to scan the sample. A matrix scan was per-
formed (excitation = 300–930 nm; emission = 810–1550 nm, increment = 3 nm), using 7-nm 
bandpass for both monochromators. Data were corrected for excitation intensity and instrument 
response. 
 

 

Figure 1. Typical Spex® Fluorolog®-3 spectrofluorometer system. 
Results 
A matrix plot of the fluorescence data is shown in Figure 2. 

 



 
Figure 2. Matrix plot of fluorescence intensity (vertical axis) versus excitation and emis-
sion wavelengths. 
 
The values for absorption and emission vary with nanotube structure. Based on the geometric 
structure of a hexagonal-mesh grapheme sheet, a nanotube can be labeled by integers (n,m) as a 
“wrapping” vector c = na1 + ma2 based on the tube’s length and chiral angle α of rolling up the 
sheet (Figure 3). 
 



 
Figure 3. Structure of nanotubes based on how they roll up. The length of the wrapping 
vector is the nanotube’s circumference. Red indices are those for which (n – m)/3 mod 3 
= 1; blue indices are those for which (n – m)/3 mod 3 = 2. Green hexagons are those 
structures identified using fluorescence spectroscopy. 
 
Structures with n – m evenly divisible by 3, that is, (n – m)/3 mod 3 = 0, are not insulators and do 
not fluoresce (thus are not labeled in Figure 3). Predicted fluorescence absorption and emission 
for a generic carbon nanotube is given in Figure 4. 
 



 
Figure 4. Density of states for a typical carbon nanotube, with absorption and fluores-
cence emission indicated. 
 

Analysis of Figure 2 found 33 independent peaks corresponding to 33 different nanotube 
species, from (n,m) values of (5,4) through (15,1), and are pale green in Figure 3. Assignment of 
peaks was based on comparison to extended tight-binding-model calculations and measurements 
of the nanotubes’ Raman “radial breathing” mode. 

Excitation and emission transition wavelengths are correlated linearly with tube diameter. 
Those species of (n – m)/3 mod 3 = 1 (blue indices in Figure 3) have slightly longer wavelengths, 
and those with (n – m)/3 mod 3 = 2 (red indices in Figure 3) have slightly shorter wavelengths. 
Evidence for tube-warping (and exciton effects) was seen in deviations from predicted fluores-
cence wavelengths.2 Assuming that fluorescence intensity matches relative abundance of particu-
lar nanotube structures, maximum intensity was found at a tube diameter of 0.93 nm (a range of 
0.6–1.3 nm) and a chiral angle of almost 30°. 

Conclusions 
Fluorescence spectroscopy with the Spex® Fluorolog®-3 is a useful method to determine the 
identity of various species of carbon nanotubes. The Fluorolog®-3 spectrofluorometer has the 
sensitivity and flexibility to perform fluorescence measurements in the near-IR for basic quan-
tum-chemical and materials-science research. 
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蛍光分光測定によるカーボンナノチューブ構造の分析 

Jobin Yvon Inc.(US)蛍光グループ ステファン・M・コーエン（テクニカルライター） 

 

要約 

ナノ構造を持つ物質が発見されて以来、これらの物質特性の調査が相次いで行われている。

特にカーボンナノチューブ（最大幅 1.4 nm、最長 100μm）は、分子ワイヤ、論理ゲート、

ディスプレイ、ナノサイズの機械パーツなどの様々な用途への使用が期待されている。 

SPEX Fluorolog-3 は、カーボンナノチューブの構造に関する重要なデータを測定できる高

信頼性の蛍光分光測定装置である。 

 

実験 

シングルウォールのナノチューブは、高圧 CO (g)で生成され、D2O 中のドデシル硫酸ナト

リウムミセル (20～25g/mL)に懸濁した（文献１）。励起側にダブルモノクロメーター、発光側

にシングルモノクロメーター、液体窒素冷却の近赤外 InGaAs 検出器からなる SPEX 

Fluorolog3-211 (図 1 と同様の装置)を用いて測定を行った。マトリックススキャンを、励起

波長範囲 = 300～930nm、 発光波長範囲 = 810～1550nm（近赤外領域）、波長間隔 = 3nm、

スリット幅 バンドパスで Ex/Em 7nm／7nm の条件で行った。励起強度と装置レスポンス

でデータの補正を行なった。 

 

 
 

 

図 1 蛍光分光測定装置 SPEX Fluorolog3-211 

 

結果 

蛍光マトリックスデータを図 2 に示す。
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Emission wavelength (nm): 発光波長 (nm) 

Excitation wavelength (nm): 励起波長 (nm) 

 

図 2 励起・発光波長に対する蛍光発光強度（縦軸）のマトリックス 

 

吸収値および発光値はナノチューブの構造によって異なる。六角網目状のグラフェン・シ

ートの幾何学構造によれば カーボンナノチューブは、チューブの長さとシートをロール

アップするカイラル角αに基づく「ラッピング」ベクトルc = na1 + ma2で表される整数(n, m)

で分類される。（図 3） 
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Zigzag structure: ジグザグ構造 

Wrapping vector: ラッピングベクトル 

Armchair structure: アームチェア構造 

 

図 3 チューブのロールアップのしかたによるナノチューブ構造 

 

ラッピングベクトルの長さがナノチューブの円周となる。赤のインデックスは(n-m)/3 mod 3 

= 1 の構造を示し、青のインデックスは(n-m)/3 mod 3 = 2 の構造を示す。緑色の六角形は蛍

光測定で同定される構造を示す。 

 

３でちょうど割り切れる（n-m）となる構造、すなわち(n-m)/3 mod 3 = 0 をみたす構造では、

絶縁性がなく、非蛍光体となる（したがって図 3 に表示されない）。一般的なカーボンナノ

チューブに対して予測される蛍光の吸収および発光を図 4 に示した。 
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Energy: エネルギー  Conduction band: 伝導帯   Valence band: 価電子帯 

Non-radiative relaxation of electron: 電子の非放射緩和  Non-radiative relaxation of hole: 空孔の非放射緩和 

Fluorescence: 蛍光  Absorption: 吸収   Density of Electronic States: 電子状態密度 

 

図 4 蛍光の吸収および発光状態を示す典型的なカーボンナノチューブの状態密度 

 

図 2 のデータを分析した結果、（n, m）値が（5, 4）から（15, 1）の範囲（図３で薄緑色の部

分に対応する）で分類される 33 個の異なるナノチューブ種に対応する 33 ケの個別のピー

クが認められた。ピーク値は、拡張型タイトバインディング・モデルの計算値と、ナノチ

ューブのラマン散乱のラジアルブリージングモードの測定値との比較に基づいている。 

 

励起および発光の波長の変移は、ナノチューブの直径とリニアな相関関係を有する。 

(n-m)3/ mod 3 = 1 をみたすタイプ（図 3 の青のインデックス）ではわずかに長めの波長を発

し、 (n-m)/3 mod 3 = 2 タイプ（図 3 の赤のインデックス）ではわずかに短めの波長を有す

る。 
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チューブのたわみ（さらにエクシトン効果）の影響が、予測される蛍光波長からのず

れとなって観測された（文献２）。 

蛍光強度が数ある特定のナノチューブ構造に一致すると仮定すると、発光強度は、ナ

ノチューブの直径が 0.93nm (0.6 ～ 1.3nm の範囲)で、カイラル角が約 30 度のときに最大と

なることがわかった。 

 

結論 

蛍光分光測定装置 SPEX Fluorolog-3 による定常蛍光スペクトル測定は、様々な種のカーボン

ナノチューブのアイデンティティ（独自性）を決定づけるのに有効な方法である。蛍光分

光測定装置 Fluorolog-3 は、基礎量子化学やマテリアル科学の研究において近赤外領域での

蛍光測定に対応できる高感度と多機能性を備えている。 
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