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修士論文 (1995年度)

C60薄膜及び単結晶の光学スペクトル

京都大学大学院理学研究科物理学第-専攻

秋元郁子

C60の固体状態では分子同士はvanderWaals力で弱く相互作用していて､光学スペクトル

には主に分子としての特徴が現れる｡その一方で､薄膜の吸収スペクトルには溶液では現れな

い吸収帯が現れ､電荷移動型励起子による吸収と解釈されている｡また､薄膜､単結晶では光

伝導や光誘起重合が起こることも知られ､凝縮系としての性質が確かに現れている｡単結晶に

ついて発光過程の研究が盛んに行われているが､試料依存性が強いため､その発光始状態や緩

和機構については未だ解明されていない｡

本研究ではC60薄膜と粉末から気相成長させた単結晶を用いて､4K～300Kの温度範囲で光

学スペクトル測定を行った｡薄膜の光吸収の吸収端構造から最低一重項励起子エネルギーを

1.84eVと見積もった｡単結晶において2.41eV光によるバンド間励起では､4.5Kにおいて2

種類の発光帯が共存しているのを観測した｡すなわち､20K 以下の低温でのみ現れる発光帯

(TypeBと呼ぶ)と､20年以上で残る発光帯 (TypeAと呼ぶ)である｡1.69eV光によるギャ

ップ内共鳴励起においてはTypeAに分類される発光のみが観測され､この発光はバンドギヤ

ウプ内の局在準位に起因することがわかった｡励起閲値が異なる2つの発光帯が低温で現れる

ことは､D.J.vandenHeuvel(26)らが報告している1.2Kでの結果と一致している｡彼らは

TypeB発光の励起の閲値が1.81eVにあることを励起スペクトル測定から確かめている｡

TypeB発光は励起閲値が吸収端とほぼ一致し､スペクトル形状が溶液の発光と類似してい

ることから､･孤立分子の性質を反映したフレンケル励起子に起因するものと考えられる｡

TypeA発光は､十分低温での結晶内に生じた何らかの格子不整や欠陥によりバンドギャップ

内に生じた局在準位に起因するものと考えられる｡

C60単結晶の発光スペクトルは試料依存性や経時変化があり複雑であるが､本論文では発光

スペクトルの温度依存性､励起エネルギー依存性､試料依存性､経時変化に着日し､既に報告

されている結果とも照らし合わせ､主にTypeA､TypeB発光帯の発光始状態について考察を

する｡
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1.序論

1.1C60について

60個以上の炭素原子が龍を成しているフラーレン族はダイヤ

モンド､グラファイトに続く新しい炭素の同素体として注目を集

めている｡特にC60は切頭 12角形 (truncatedicosahe血血)の

頂点に炭素があり､60個の各原子は等価で､12個の五角形と20

個の六角形とから構成される､サッカーボールでおなじみの形状

を持つ､最も高い対称性Ihを持つ安定な分子である(48)(図 1.1)｡

炭素原子は4つの不対電子を持ち､擬 sp2混成軌道を形成する

電子がo結合して安定な分子の骨格を形造る⊥方､7r電子が導径

方向にのびている｡C60分子の光学的性質を決定

しているのはこの7C電子であり､その電子軌道

が 批 ckelモデル計算により求められている(1)

(図 1.2)｡最高占有分子軌道 (HOMO)はh小

最低非 占有分子軌道 (LUMO)は tlu で､

HOMO･LUMO遷移はパリティ禁制である｡ま

た､一電子の局所密度近似法 (LDA)による計

算から HOMO･LUMO エネルギーギャップは

1.9eV程度と求められている(2)｡

固体状態において､純度の高い結晶では､室

温で払ce･centered･cubic(fcc)構造をとり(3)､温

度を 250K以下に下げると､個々の分子の回転

が制限され､fcc構造からSingle･cubic(sc)構造

へ秩序 ･無秩序転移の1次相転移が起こること

が結晶構造解析からわかっている(4)｡90K で分

子の回転が凍結するガラス転移が起こるが､さ

らに注意深い測定によって､90K以下では格子

図1.1C60分子模型図

図1.2C60分子の1電子軌道 (rel(1))
定数が2aoのfcc超格子構造をとることが明らか

になった(6･37)｡C6｡の分子間の相互作用はvanderWaalS力で藩く､分子性結晶であるため､固体

状態でも溶液と同じような孤立分子の特徴が光学スペクトルに現れる｡では､固相において分子間

相互作用はどの程度働いているのであろうか｡LDAに基づくバンド計算(2)からfcc結晶ではバンド

幅0.4eV,バンドギャップ1′5eVの真性半導体になることが示唆されている｡薄膜､結晶における

光伝導の報告もあり(84)､光励起下において分子間相互作用が有効に廟いているのがわかる｡

1.2C6｡光スペク トル測定の現状

C60が精製された当初は主に溶液についての光学測定が行われた｡ 次に蒸着膜がつくられ､薄膜

におけるの光学測定が数多く行われ､かつ半導体としての性質が調べられた｡しかし､薄膜は不均

一性が大きく､さらに表面効果が妨げとなりC60固体の本来の性質を知るための適当.な試料とはい

えない｡そこで単結晶を測定に用いることが不可欠となり､最近では単結晶を用いた測定が盛んに

行われている｡
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C60薄膜及び単結晶の光学スペクトル

1.2.1吸収スペク トル

溶液において､禁制遷移hu+tluによる弱い吸収帯が 1.8eV(±0.1eV)から2.3eVにかけて出現す

る｡この吸収帯の低エネルギー部には振動構造が現れ､1分子モデルで双極子遷移が分子内振動モ

ー ドと結合して起こる遷移､Herzberg･Teller遷移に基づいていくつかの解釈がなされている(14･50)｡

薄膜､単結晶においてもほぼ同じ構造が現れ､固体におけるこの構造もC60分子に由来するものと

考えられている｡一方､薄膜､単結晶のような固体では溶液では見られなかった吸収帯が2.2-2.7eV

に魂れる(10-18･24･26)(図3.3参照)｡凝縮状態になって初めて現れるこの吸収帯は､1分子モデルで

は無視されていた分子間相互作用が固体では有効に働いていることを示唆している｡電子の輸送と

Coulmb斥力の両方を考慮に入れた計算結果との対応から､この吸収帯は電荷移動型励起子 (CT･

exciton)･による吸収であろうと指摘されている(33)｡また､薄膜､単結晶における光学バンドギャ

ップエネルギーについては､光吸収､光電子分光､反射測定､偏光解析のそれぞれの測定結果にお

いて 1.712eVから2.3eVの間で報告者により異なっている(9.11･18-15･18･28125)｡｢バンドギャップエネル

ギー｣の定義の問題とも患われるが､同一の測定法から得られる値も一致しているわけではない｡

1.2.2発光スペク トル

C6｡分子の発光過程については溶液における測定から次のように考えられゼいる｡発光は最低励

起一重項 Slからの蛍光であり､双極子禁制遷移である｡発光寿命は項間交差の速度で決まりlnsec.

程度と短い(8･9)｡励起された電子は即座に三重項状態に遷移し､大部分の電子は無塙射過程により

基底状態へ緩和する(8･9)｡従って､量子効率は 10･4程度と低くい(19)｡溶液の発光スペクトルは銘い

振動構造を伴い､吸収の立ち上がりとほぼ一致する1.9eVに発光の立ち上がりが観測される(6)｡発

光の振動構造は､対称性の低下により弱く許容になったHOMOJLUMO遷移 (ゼロフォノン線)と

分子内振動との結合で許容になるHerzberg･･Teller遷移とで説明されている(26･50)｡

薄膜においては溶液と同じく発光寿命が Insec.程度と短い(22･88)｡しかし､発光スペクトルは溶

液での発光スペクトルとは異なり､不均一性によるブロー ドニングによって､メインピークが

I.69CVにある振動構造を伴う1.8-1.4eVに広がったスペクトルが見られる(28･30･11117･19･20)｡従って､

薄膜の発光の廃状態につい七は､溶液での解釈を適用できない｡

一方､結晶においては薄膜のスペクトルの構造を鋭敏化した明瞭など-クをもつスペクトルが

10K程度の低温で得られる(26r28)｡また､試料によっては 1.2Kの極低温で､鋭い振動構造をもつ溶

液の発光スペクトルに頼似した発光帯が高エネルギー側に現れることが報告されている(26)｡これ

ら 2種類の発光帯は､励起聞値が異なることが励起スペクトルから明らかにされている(26)｡この

ように単結晶での発光スペクトルには強い試料依存性があり､異なる発光始状態からの複数の発光

帯で構成されていることがわかってきた｡

1.3本研究の目的

1.2に述べたように､C60単結晶について 1.2Kの極低温で､試料に依存して2種類の発光スペク

トルが観測されることが報告されている(26)｡それぞれの発光帯の励起の聞値 (E8)は､光吸収の

吸収端とほぼ一致するEB-1.81eVと､吸収端より低エネルギーのE8-1.69eVであることが励起ス

ペクトル測定から明らかにされている｡従って､低温での発光スペクトルは少なくとも2種類の始

状態の異なる発光帯から構成されている｡このような発光始状態についての知見は､単結晶が用い

られるようになって初めて得られた｡薄膜における発光スペクトルは､高純度の試料においては､
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ほとんど試料依存性がない､比較的単純なスペクトル構造を示すことが知られている｡しかし､単

結晶においては発光スペクトルには強い試料依存性が現れ､また発光帯の振動構造が明瞭化した反

面､複雑さが増した｡

また､単結晶における光音響スペクトル (FAS)により､光学的なエネルギーギャップは1.80eV

以上であることが指摘されている(85)｡一方､光伝導の測定では260K以上で 1.65eV光により電気

伝導が異常に増大する(叫｡つまり､バンドギャップ内に熟括性により電気伝導に寄与する局在準

位があることが示唆されている｡1.65eVの光伝導の異常は1.69eVに励起開催をもつ発光の始状態

との関連からも興味深い｡

本研究では､薄膜と気相成長法により作成した単結晶を用いて､発光始状態や緩和過程につい

て理解を深めることを目的として､温度や励起エネルギーを変数として光学スペクトル測定をおこ

なった｡薄膜の光吸収の吸収端からバンドギャップエネルギーを見積もり､ギャップ内励起とバン

ド間励起で発光スペクトルを測定し､発光に関与するギャップ内の準位について研究を進めた｡そ

の結果､上述したようなバンドギャップ内にある発光始状態を確認できた｡いくつかの単結晶につ

いての発光測定から､発光スペクトルの試料依存性についても検討する｡

2.実験方法

2.1単結晶作成

C60固体では分子同士の相互作用はvanderWaals力で弱いため､加熱により固相から気相への

昇華がおこる｡このこと壷利用してC60粉末から気相成長法により単結晶を育成することができる｡

99.98%の純度と保証されているTerm社製 C60粉末を用いたこ精製過程で用いる溶媒､ トルエ

ンが混入しているのでそれを除去する必要がある｡直径約 10mmのパイレックス管に乳鉢で擦 り

漬した粉末を100mg～200mg入れ､約200oCに熟しながら10･6Torr代で24時間以上真空引きし､

脱ガスした後､真空で封じ切り&m程度のアンプルをつくる｡これを温度勾配のある電気炉に入

れ結晶を成長させる｡

電気炉は0.5mmのニクロム線を外径 29mm､内径 25mmの石英管に2つの部分に分けてはぼ

5mm間隔に巻いて､断熱材でくるみ固定した｡均一な温度勾配を得るためにニクロム線はできる

だけ均等に巻いた｡ 温度勾配は温度コントローラー (ESIOOP)2台で制御した｡

アンプルを炉に入れ､はじめ結晶を成長させる側 (結晶面)を550oC､粉末側 (粉末面)を400oC
に90分保ち結晶面に残留している粉末を粉末面に掃き出す｡後､粉末面を550oCまで上昇させ温

度を固定するム結晶面の温度を1時間に0.2oCの割合で530oCまで降下させる｡すると通常､1mm2

程度の単結晶が2､3個できる｡

一般に昇華温度がパイレックス管の融点に近いため石英管が用いられているが､パイレックス

管でも結晶を成長させられることがわかった｡
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C60薄膜及び単結晶の光学スペクトル

2.2吸収スペクトル測定

裏母あるいはサファイア基板上に蒸着された

薄膜について 10Ⅸ(30K)～300Ⅰ(の温度範囲で､

タングステンランプを光源にして､分光器 Wランプ

(SPEX270M)で分光LCCD検出器で透過測

定をした｡実験配置を図 2.1に示す｡分光器を

スキャンすることなしに450nm～1050mmの範

囲のスペクトルが同時に測定できた｡雲母基板

の薄膜については同じ厚さの雲母基板を通した

光源を参照光として吸収スペクトルを得た｡ま
図2.1CCD検出器を用いた透過測定配置図

た､サファイアの透過率は測定した波長域ではほぼ一定であるので､参照光として光源分布を用い

て吸収スペクトルを求めた｡OD=2.5以上の情報は得られなかったが､薄膜の吸収端付近の構造が

明らかになった｡

2.3発光スペクトル測定

発光は量子効率が小さく､また発光帯が 700-900mmにありちょうど光電子増倍管の感度が急

激に低下する領域にある｡本研究では､冷却CCD検出器を用いて感度よく測定した｡分光器の低

分散グレーティング (150gv/mm)(SPEX270M)で分光された発光をCCD検出器で検出するこ

とにより､発光帯の全波長を同時に測定することができた｡励起には3通りの方法を用いた｡

2.3.1Xeランプを用いた弱励起

Ⅹeランプを分光して得た単色光で励起した｡この

場合､励起の波長を2eV(620nm)から5eV(250mm)

の範囲で選択できるという長所がある｡光源強度が Xeランプ

弱く試料が小さいため､励起光はレンズで集光して

試料に入射させた｡発光はレンズで集光し分光器に

入れ冷却 CCD検出器で検出した｡光源からの迷光

を避けるため受光側には励起波長に応じて適宜シャ

ープカットフィルターを挿入した｡試料は冷凍機付

きクライオスタット (クライオミニ)に取り付け､

測定中は 10･7Torr代の真空中に保たれた｡試料表面

に酸素が吸着するのを防そため､試料の取り付けは

クライオスタット

図2.2Ⅹeランプ励起下の発光測定配置図

ヘリウム雰囲気中で行った｡以上の条件下で､12K

で励起波長を変えて発光を測定した｡また､励起波長を514.5mm (2.41eⅥに固定して､受光側に

UV25とR66シャープカットフィルターを入れ､12Kから300Kの温度範囲の各温度で発光を測

定した｡温度は土0.1Kの範囲で制御できた｡実験配置を図2.2に示す｡

2.3.2Arイオンレーザー､2,41eV(514.5nm)励起

Arイオンレーザー (Coherentlnnova70)の2.41eV(514.5nm)光を用いて励起した｡単結晶試

料が 1-5mm程度の大きさなので､レーザーのスポットサイズを小さくする必要がある｡レンズ

を用いて集光すると光密度が lWmm-2程度に高くなり､光重合を誘起して試料の状態を数分で変
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えてしまうので､直径 1mm程度のピンホールを通し1mWmm･2程度の強度にして試料に入射さ

せた｡光重合には照射の累積強度が関係するので､測定中は照射時間を最短にするよう心がけた｡

発光検出は 2.3.1と同様に行った｡試料はヘリウムフロー型のクライオスタット (0Xford

CF1204D)に取り付け､4K～300Kで測定を行った｡この場合､試料はヘリウム雰囲気中に置かれ

ることになる｡ヘリウムの圧力が直接試料に印加されるので､測定中に試料が落ちないようにする

工夫が必要であった｡試料と同程度の厚さのアルミ板に試料の直径程度の穴をあけ､カーボン粘着

シートを挟んでサンプル棒にねじで固定し､その穴に試料を入れて前後方向には粘着シートで固定

し､上下方向には穴の壁で保持する (図2.3)｡

薄膜試料については以上のよう卑10K以下での測定の他に､クライオミニに取り付け､Arレー

ザー励起下で30K～300Kの温度域での発光測定を2.2で述べた吸収測定に引き続き行った｡実験

配置を図2.4に示す｡

2.3.3Tj:Sapphireレーザーによる共鳴励起

1.3で述べたように､ある発光帯はバンドギャップ内に励起の聞値があることが報告されている｡

この発光帯をギャップ内で共鳴励起するために Ti:Sapphireレーザー (Spectra･Physics

Tsumami)を用いた｡ この場合も直径 1mm程度のピンホールを通して同塵度の大きさの試料に

入射させた｡励起法以外は2.3.2で述べた測定条件と同じである｡主に735nm(1.69eⅥ で共鳴励

起したので受光側においてIR76シャープカットフィルターを用い励起光をカットした｡発光スペ

クトルはIR76フィルターの透過率で補正した｡

クライオスタット

図2.3試料を固定する工夫 図2.4レーザー励起下の発光測定配置図

2.4励起スペクトルの測定

Ⅹeランプを分光した単色光で励起して 12Kで発光ピークの励起スペクトルを冷却CCD検出器

を用いて測定した｡この測定は2.3.1の測定と同じ条件下で行った｡ 光源を5eVから2eVのエネ

ルギー範囲でゆっくりとスキャンさせ､■その間一定の割合でCCD検出器のいくつかの指定したピ

クセルに入射した光の強度をコンピューターに取り込むことにより､いくつかの発光ピークに対す

る励起スペクトルを同時に測定した｡光源の迷光と高次光を切るため受光側にUV25とR66シヤ
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-プカットフィルターを入れた｡この試料は光照射によると患われる経時変化を示すので､いくつ

かのピークの励起スペクトルを同時に測定することは特に重要である｡試料の冷却は冷凍機を用い

たので,測定中試料は10･7Torr代の真空に保ち､温度は土0.1K以内で安定に制御できた｡

2.5反射スペクトル測定

･分子科学研究所 (岡崎)のUVSOR(BLIB)で放射

光を用いて､単結晶の反射スペクトルを10Kで2eV

からlleVのエネルギー範囲で､クライオスタット内

に設置されている光電子増倍管 (PM)を用い測定し

た｡試料は伝導型ヘリウムフロータイプのクライオス

タットに設置し､10･8Torr代の/真空中に保たれた｡試

料は図2.3の方法で取り付けた｡

2.6発光スペクトルの補正について

発光スペクトルはグレーティング分光器を通して

検出器で測定する｡グレーティング､検出器には波長

に対する感度分布があるため､真の発光スペクトルは

検出系の感度補正を施してはじめて得られる｡本研究

では検出器に900mm程度まで平坦な感度を保つ冷却

CCD検出器を用いている｡図 2.6に本研究で測定し

た主な発光スペクトルの感度補正していないスペク

トル (#1)と感度補正後のスペクトル (#2)を示す｡

このように生のデータでは750mm以上の長波長側で

の発光強度が小さく測定されていることになる｡しか

し､900mm以上の長波長ではCCD検出器の感度が急

に悪くなる領域である｡一般に検出器の感度が悪い領

図2.5UVSORでの反射測定配置図

7EK) M

≠qyebrdhlml

図2.6感度補正前(#1)､後(#2)のスペクトル

域では標準光源を測定しても十分なS/N比が得られず､正しい補正曲線を得ることが困難になる｡

-方､C60に関連した論文では検出系の感度補正をしていない場合がほとんどで､それらの結果と

比較するという観点では､むしろ感度補正していない方が都合がいいことがある｡従って､本研究

では感度補正をおこなわないスペクトルを提示する｡

2.7試料の整理

この系は試料依存性が強くある｡以下の実験結果は用いた試料を明確にして述べることにする｡

ここでは測定した試料について整理しておく｡

試料Ⅰ:雲母基板上に蒸着された薄膜｡この試料は150℃の基板上に蒸着した厚さ1pmの薄膜であ

る｡実験法2.2､2.3.2で述べた方法で吸収､発光スペクトルを測定した｡

試料ⅠⅠ:直径 10mmのサファイア基板上に蒸着された薄膜｡この試料は480分かけて 150℃の基

板上に蒸着した厚さ1pmの薄膜である｡実験法2.2､2.3.2で述べた方法で吸収､発光ス

ペクトルを測定した｡

試料ⅠⅠⅠ:直径 5mm程度､厚さ1mm程度の単結晶｡育成方法は基本的に2.1で述べた方法と同じ

である｡この試料については空気に触れないように､ヘリウム雰囲気中で試料の取 り付
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けを行った｡ 実験法2.3.1､2.3で述べた方法で発光､励起スペクトルを測定した｡

試料ⅠⅤ:2.1の方法で育成した試料で､直径 1mm､厚さ0.5mm程度の単結晶｡実験法2.3.2､2.3.3

で述べた方法で4K～20Kの温度範囲でバンド間励起発光､バンド内共鳴励起発光を測定

した｡またこの試料を26日間クライオスタット中に放置した後､バンド内励起発光の温

度依存性を4Ⅸ～300Kの温度範囲で測定した｡

試料Ⅴ:2.1の方法で育成した試料で､直径 1mm､厚さ0.5mm程度の単結晶だが､結晶面の光沢

が鈍く試料ⅠⅤとは印象が異なる試料である｡実験法2.3.2で述べた方法で4K～300Kの

温度範囲でバンド間励起発光､2.3.3で述べた方法で4K～50Kの温度範囲でバンド内共

鳴励起発光を測定した｡

試料ⅤⅠ:育成させた直径5mm程度､厚さ3mm程度の単結晶｡育成方法は基本的に2.1で述べた

方法と同じである｡実験法2.3.2､2.5で述べた方法で発光､反射スペクトルを測定した｡

3.実験結果

3.1薄膜の発光､吸収スペクトル

試料Ⅰ:雲母基板上に蒸着された薄膜の吸収､発光スペクトル測定を実験法2.2､2.3.2に従って

おこなった｡ 図3.1に 10Kから300Kの各温度での吸収端付近の吸収スペクトルと発光スペクト

ルを示す｡吸収スペクトルは､300Kでのなだらかな吸収構造が温度降下とともに連続的に鋭敏化

し､10Kでは明瞭な振動構造が 1.85,1.93,2.01,2.04,2.11eVに現れる｡この吸収スペクトルはす

でに報告されている薄臆の吸収スペクトルとよく対応している(11･12･14)｡発光スペクトルは､報告さ

れているスペクトルとよく一致して(10･18･16)､10Rで 1.6'9eV(735nm)と1.52eV(816nm)にピーク

を持つブロードなスペクトルで､1.67eV(742nm),1.66eV(747nm),1.63eV(761nm)に肩構造を

もつ｡発光強度は､80Ⅹまでは温度上昇と共に相似な形状で減少し､120Ⅸ以上では 1.69eVのピ

ークが特に減少し､スペクトルの形状は大きく変化する｡

試料 ⅠⅠ:サファイア基板上に蒸着された薄膜についても吸収､発光スペクトル測定を同様に行

った｡図 3.2に 30Kから300Kの各温度での吸収端付近での吸収スペクトルと発光スペクトルを

示す｡吸収スペクトルは､試料 Ⅰと同様な温度変化を示し､30Ⅹではより明瞭な振動構造が 1.84,

1.93,2.01,2.04,2,11eVに現れる｡発光スペクトルは､35Kで 1.76,1.66,1.63,1.52eV(706,747,

763,816mm)に明瞭など-クを持つブロードなスペクトルで､温度と共に形状を変えながら強度は

減少する｡この発光スペクトルは試料Ⅰ(図3.1)と比べると､構造がより鮮明で､1.69eVピーク

の相対強度が小さく､1.76eVにピークが存在する点や､温度変化の様子で異なっている｡温度上

昇において､90Kまでに1.76eVのピークは滴滅し､125Kまでに1.67eVと1.66eVのピークは鈍

り､1.69eVの強度が増す｡150Kから180Kにかけて 1.64-1.7eVの強度が大幅に減少し､スペク

トル全体のピークは1.58eVにシフトした｡300Kまで一様に強度は減少した｡ただし1.78eVにみ

られる小さなピークは温度変化しないことからサファイア基板に起因する発光と思われる｡

なお､試料ⅠⅠの薄膜について 10K以下でも発光スペクトルを測定した｡90Kで消光する1.76eV

のピークの強度が低温ほど強くなる変化を示したが､以下に述べる単結晶での場合と違って､新た

な発光帯が現れることはなかった｡

試料Ⅰ､ⅠⅠの吸収スペクトルにおいて､1.8eV以下の低エネルギー側に温度と共に変化する吸収

帯が観測された｡長波長側までうねりがあることから､薄膜の干渉が透過強度に反映することによ
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る見かけの吸収であると考えられる｡

しかし､薄膜において新たに生じるC60

の吸収である可能性もあり､そ.の起源

はまだ明らかでない｡

以上のように試料Ⅰ､試料ⅠⅠを比べ

ると､吸収スペクトルには構造の鋭敏

さに違いがあるものの､構造が現れる

位置はほとんど変わらない｡しかし発

光スペクトルには試料依存性が強く.現

れ､特に温度変化の様子に大きな違い

がみられた｡

図 3.3にトルエン溶液の室温での吸

収スペクトルと薄膜の吸収､発光スペ

クトルを示す｡溶液の吸収スペクトル

は､薄膜の吸収スペクトルと比べると､

ほぼ0.5eVだけ高エネルギー側にシフ

トしている｡薄膜では OD=2.5以上の

吸収は測定できなかったが､2.2eVか

ら2.7eVにかけて溶液にはない吸収が

あることは明らかだ｡1.2.1∫で述べたよ

うに､薄膜における2.2-2.7eVでの吸

収の増大は､電荷移動型励起子による

と考えられている吸収に対応していて､

系が凝縮系であることの現れと考えら

れる｡
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図3.1 試料Ⅰ､専母基板に蒸着した薄膜の吸収､発光スペクトル
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図3.2 試料臥 サファイア基板に蒸着した薄膜の吸収､発光スペ
クトル
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図3.3 薄膜と溶液での吸収スペクトルの比較
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3.2結晶の光学スペクトル

単結晶についての基本的な光学スペクトルについて述べる｡

3.2.1反射スペク トル

試料ⅤⅠのC60単結晶について､実験法2.5に従い 10Kで2eV以上のス乍クトル域で反射測定を

した (図3.4)｡この反射スペクトルはすでに報告されているスペクトル(21)とよく一致している｡

図3.4甲ま12Kでの発光の励起スペクトルも掲載した｡反射スペクトルと発光励起スペクトルは2

-5eVでは反相関の関係になっていることがわかる (3.2.3参照)0

3.2.2発光スペク トル

試料ⅠⅠⅠについて､試料表面に対する

酸素の効果を取 り除くためヘリウム雰

囲気中で取 り扱い一度も空気に触れさ

せない状態でクライオスタットに取 り

付け､発光スペクトルを測定した｡

図3.5に実験法 2.3.1に従いⅩeラン

プを分光 して得た単色光､514.5mm

(2.41eⅥ で弱励起して得られた12Kか

ら300Kでの発光スペクトルの温度変化

を示す｡ただし ★は光源からの迷光で

ある｡太線が 12Kでのスペクトルであ

り､736,750,777,823mm(1.68,1.65,

1.60,1.51eV)にピークを持つ｡このス

ペクトルは試料Ⅰ､薄膜の 10Kでの発兜

スペク トルの振動構造を鋭 くした形状-

で､W.Gussらが報告して.いる｢バルク

からの発光｣ (図3.6#1)や､D.∫.van

denHeuvelらが報告している図3.7(b)

のスペクトルと非常によく一致する｡こ

れを TypeA と呼ぶことにする｡図 3.7

では､D.∫.vandenHewelらのデータ

に試料 ⅠⅠについて測定した吸収スペク

トルを重ねて示した｡図3.5に示すよう

に､スペクトル形状は温度と兵に変化し､

90K までは構造が鈍化しつつ温度上昇

と共に増大し､90Ⅹ以上では強度が減少

し､210Kでは鋭い構造は消失する｡ま

た､特に 260K の前後で 730-770nm

(1.6-1.7eV)の相対強度が大きく減少

するのは注目に値する｡
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図3.4 単結晶での反射､励起スペクトル
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図 3･5 単結晶､試料ⅠⅠⅠの12K～300Kでの発光スペクトル｡,,柳
で示したのは光源からの迷光｡12Kでの発光を1h'eAと呼ぶ｡

-68-



C60薄膜及び単結晶の光学スペクトル

各ピークの温度変化曲線を図3.8に示す｡比較のため発光の積分強度の温度変化曲線を共に示す｡

(e)､825.5nm ピークはほぼ積分強度と同じように温度変化する｡(a):736.4nm (1.68eV)､¢):

750.5nm(1.65eⅥ ピークは積分強度より早く消光し､特に(a):736.4mm(1.68eⅥ ピークについ

て､アレニウス型の熱消光を仮定LAppendixA.1に述べた方法のフィッティングにより､図 3.9

に示すように活性化エネルギーは90meVと見積もられた｡(C):767nm (1.62eV)ピークと､(d):

791.6nm (1.57eⅥ 谷は 150Ⅹ程度から緩やかに消光し､特に240K以上の範囲でゆっくりと消光

する成分が残る｡

この試料 ⅠⅠⅠについての測定を通じて､温度昇降の履歴､あるいは照射効果により12Kでの発

光スペクトルが変化した｡図3.10(a)･¢)はすべてⅩeランプを分光した2.41eV(514.5mm)光で.

励起した 12Kでの発光スペクトルであるが､(a)ははじめて室温から12Kに冷却した時のスペク

トルで､0)は (a)の測定後｢度室温まで温度を上昇させた後に再び 12Kまで冷却したときのス

ペクトルである｡ (C)は ¢)の測定後､発光スペクトルの温度依存性を室温まで測定し､また温

度を下げながら発光スペクトルの温度依存性を測定した後の 12Kでのスペクトルである｡735nm

(1.69eV)のピーク強度が著しく経時変化していることがわかる｡さらに､¢)から ¢)への過程

でスペクトル全体がより切れのよい構造に変化している｡

図3.10(a)のスペクトルを測定したとき､実験法2.3.1に従いⅩeランプを分光して2eV～5eV

の間で励起エネルギーを変えて､12Kでの発光スぺクリレを測定した(図3.ll(a))｡いずれも735,

750,777,823mm(1.69,1.65,1.60,1.51eⅥ にピークを持ち､大まかな形状は変わらない｡これら

を750mm(1.65eⅥ のピークで規格化すると､736mm(1.68eⅥ のピークの強度が励起エネルギー

によって変化していることがわかる (図 3.ll

仲))｡励起エネルギーを大きくすると736nm

(1.68eⅥ の強度は減少する傾向があった｡

3.2.3励起スペク トル

3.2.2での発光スペクトル測定に連続して､

図 3.10(b)を測定したときの 12Rでの励起

スペクトルを実験法 2.4に従って測定した｡

735,750,777,823mm (1.69,1.65,1.60,

1.51eⅥ の各ピークの励起スペクトルはほぼ

等しい｡規格化したスペクトルを3.2.1で述べ

た反射スペクトルと共に図3.4に示す｡測定し

た範囲では励起スペクトルと反射スペクトル

は反相関の関係になっている｡

図3.11に示したように､図 3,10(a)のス

ペクトルにおいては1.69eVピークの励起エネ

ルギー依存性は他のピークと異なっていた｡

しかし､一度室温まで温度を上げた後に測定

した 12Kでのスペクトル図 3.10(b)におい

ては､他のピークの励起スペクトルとほぼ一

致していた｡このように1.69eVのピークはそ

の励起スペクトルも経時変化する｡

700 800 900 1000

Wavelength (nm)
1割3.6 W.Gu88らがfu'Bしている_rIl.拙脇における 10K での稚允スペクトル

(28)｡#1､#2は只なるサイトからの允兜スペクトル｡

■わ■54 1tdtI IJO●仰
･ L(M l

一号○ b t'ITG ...

守○CtI.tl<Y)

一IJl..
■

ー-､-一.-.-_-■-.■一〃■■一･.-■

7 -ト.I)
同3.1 D.I.vaTLdeTIHeuvelらが報告している蝉姑T%における1.2Kでの允光

スペクトル (3)｡a､b､Cは界なるは料の殆光スペクトル.
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図 3･8 試料 ⅠⅠⅠの発光ピーク強度の温度変化｡
比較のため全発光強度曲線を共に示す｡
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図3.10 試料ⅠHの12Kでの発光スペクトルの経 エネルギーによる変化｡
時変化｡
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3.320K以下での発光スペクトルとギャップ内共鳴励起発光

3.2.2で述べた 12Kでの発光スペクトル (TypeA図3.5)は薄膜の発光スペクトルとの連続性か

らも単結晶の固有な発光と考えられてきた(28)｡しかし､1.3で述べたように試料に依存して 10K

以下での低温では新たな発光帯が現れることがD.∫.vandenHeuvelらによって指摘されている

(26)｡ここでは試料ⅠⅤで得られた20Ⅹ以下での発光スペクトルについて報告する｡

3.3.1バンド間励起発光スペクトル

試料 ⅠⅤにおいて､実験法 2.3.2に従い､Arレーザー光､514.5nm (2.41eⅥで励起したときの

4.5K～20Kの温度範囲での発光スペクトルを図3.12(a)に示す｡試料ⅠⅠⅠの 12E.での発光スペク

トル (TypeA図3.5)とは大きく異なり､試料ⅠⅤの4･5Kでのスペクトルには686nm(1.81eV)か

ら始まる一連の鋭いピークが観測される｡TypeAのスペクトルには現れないピークを黒く明示し

た｡これらのピーク群をTypeBと呼ぶことにする｡この新しく現れたピークのエネルギーはD.J.

vandenHeuvelらが報告しているスペクトル (図3.7¢))とよく一致している｡図3.12(a)で各

温度でのスペクトルから4.5Kのスペクトルを引いた差スペクトル (b)より､温度上昇において

TypeBのピーク､686,702,704,711,721,752,759,767,783,802,826,845mm(1.81,1.77,1.76,

1.74,1.72,1.65,1.63,1.62,1.58,1.55,1.50,1.47eⅥ､は減少し､他のピーク､735,748,775,791,

821mm(1.69,1.66,1.60,1.57,1.51eⅥ､は増加することがわかる｡20Kでのスペクトルは 12Kで

のTypeA発光 (図3.5)に700-900mmにわたるブロー ドな発光帯を加えた形状で､ピークのエ

ネルギーは両者でよく一致している｡つまり､温度上昇の過程においてTypeBに属するピークが

減少する一方で､TypeAに属するピークは増加している｡4KにおいてTypeAとTypeBが混在し

ているこのような試料をLTypeA+Bと分渠することにする｡

PhoLonEnergyleVl
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3.3.2バンド内共鳴励起発光スペク トル

TypeA+Bの試料 ⅠⅤにおいてバンドギャップ内にある735nm (1.69eV)ピークをTi:Sapphire

レーザーを用いて共鳴励起した｡4.8K での発光スペクトルを図 3.13(a)に示す｡比較のため

514.5mm (2.41eV)光でバンド間励起した4.5Kでの発光スペクトルを共に示す｡735nm (1.69eV)

ピークを共鳴励起すると､4.5Kでの発光スペクトルの一部のピークだけが発光スペクトルに現れ

る｡これらのピークの波長はTypeAに分頬したピークとよく一致している｡TypeAの発光スペク

トル (図 3.5)と比べて幅が狭く､細かい構造を伴っているが､1.69eV(735nm)光励起でTypeA

発光が共鳴励起されていると見なしてよい｡線峠が狭いのは選択励起によって発光スペクトルの不

均一幅が減少しているためと考えられる｡つまり､TypeA発光の励起の閥値は 1.69eV付近である｡

またこのとき､4.5Kでの発光スペクトルの750-900nmにあるブロードな発光帯は共鳴励起され

ていない｡以上より､4Kでのバンド間励起発光スペクトルはTypeAとTypeBの他に､750-900mm

にあるブロードな発光帯の重ね合わせになっていると考えられる｡

この共鳴励起発光の温度変化を5K～300Kの温度範囲で後日測定した (図3.13(b))｡300Kで

はほとんど発光が見られなかったので 300Kでのスペクトルを迷光によるベースラインとみなし

各温度のスペクトルから引いてある｡発光は20Kまでに特に750nmのピーク強度が増え､それ以

降温度上昇と共に強度は徐々に減少していく｡共鳴励起されたTypeAの発光は260Eまでにほと

んど消光している｡ただし､200Kよりも220Eでの発光強度が強いように思えるが､これは測定

上の不備である可能性もあり､今後より正確な測定をする必要がある｡

また､共鳴励起されたTypeAのピークは図3.13¢)に示すように､励起波長を共鳴範囲で変化

させるとそれに伴ってピ｢クの波長も一定の割合でシフトし､Raman線的な振る舞いを示した｡

これは発光中心の環境場の不均一性により共鳴エネルギーが揺らいでい･るためと考えられる｡
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3.4試料Vlの発光スペクトルの温度変化

3.2､3.3､3.4で述べたように単結晶の発光スペクトルは強く試料に依存する｡発光スペクトル

の各ピークの温度依存性の傾向を知るために､反射測定に用いた試料ⅤⅠでの発光スペクトルの温

度依存性について述べる｡

実験法 2.3.2に従い､試料ⅤⅠについてArレーザー､2.41eV(514.5mm)光励起下で 12K～300K

の温度範囲で発光スペクトルを測定した｡図3.14 (a)に12K～83Kでの発光スペクトル､図3.14

(b)に120K～300正での発光スペクトルを示す｡(a)､0)を比べると温度変化の様子が全く違う

ことがわかる｡12Kでの発光スペクトルは688,703,721,730,747,758,772,817nm(1.80,1.76,

1.72,1.70,1.66,1.64,1.61,1.52eⅥ にピークを持つ｡図3.15(a)･(e)に688,703,730,747,

818nm(1.80,1.76,1.70,1.66,1.5軍eV)の各ピーク強度の温度変化を示す｡比較のため発光スペク

トルの積分強度の温度変化曲線を併せて載せた｡(a):688nm (1.80eV)ピークは20Kまでに急激

に減少し 80K では全く強度を失う｡ このピークは TypeBに属するピークである｡(b):703nm

(キ･76eV)ピークは90Kまでに強度が減少し､170Kでは全く強度を失うO-方､(e):798nm(1･55eV)
の谷は 150Ⅹまでは積分強度と同じ温度変化をするが､150K以上では減少の様子が緩やかになる｡

TypeAに属するものと分類される(C):730nm(1.70eV)､(a):747nm(1.66eV)､(i):818nm(1.52eV)

の各ピークは､低温では強度が増加する傾向にあり､150K程度で消光し始める｡この3つのピー

クについてはアレニウス型の熱消光を仮定したフィッティングをおこなうとよくフイットでき､熟

消光の活性化エネルギーは 140meV程度と見積もられた (図3.16)｡試料ⅠⅠⅠにおける736nmピ

ークに対して見積もられた熟消光の活性化エネルギー90meVよりかなり大きな値である｡(C)､(d)､

(Oの順で減少の仕方が緩やかになっていくことを反映して､Plパラメーターは順次小さくなった｡

この試料Ⅵ の発光スペクトルの温度変化から､温度変化の様子が異なる発光帯はTypeA､TypeB

の他にも､90Rで消光するピーク 1.76eVと1.55eV付近にある200K以上でなお消光しない成分

の少なくとも2成分あることがわかる｡1.76eVにある90Kで消光するピークは､3.1で述べたよ

うに試料ⅠⅠの薄膜においても存在しており､薄膜(16･17)や結晶 (28)においてすでに報告されている｡
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比較のため全発光積分強度曲線を共に示す｡
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4.考察

4.1バンドギャップエネルギー

1.2.1でも述べたように､バン ドギャップエネルギーについてはすべての実験結果から合意され

ている値が得られているわけではない｡薄膜において 20Rでの吸収端近傍の光吸収スペクトルと

発光スペクトルの比較から､吸収が立ち上がる1.798eV(14500cm･1)(14)と求められている一方で､

光電子分光から2.3eV(18)と提唱されておりその値には開きがある｡単結晶においては偏光解析 (ェ

リブソメトリー)から吸収の立ち上がりである1.72eV(26)ぁるいは2.3eV(24)と求められている｡ ま

た､1.3で述べたように､単結晶における光音響スペクトル (FAS)から光学的エネルギーギャッ

プは 1.80eV以上であることが示唆されている(35)｡

単結晶の光学過程を理解するために､結晶のバンドギャップエネルギーの値を知ることは重要

である｡しかしC60単結晶においては透通測定は困難である｡そこで本研究では､薄膜の光吸収ス

ペクトルから吸収韓エネルギーを見積もることにする｡試料Ⅰ､ⅠⅠの薄膜は基板温度を 150oCに保

ち111mの厚さで蒸着しているため､比較的結晶性は良好であると思われる｡

3.1で述べたように､図3.2で 1.55eVから1.8eVにかけて温度変化する吸収については起源が

はっきりしない｡長波長側にもうねりがあるので､薄膜の干渉による透過強度の変化に由来する見

かけの吸収と考えられる｡しかし､薄膜になったことによる本来の吸収である可能性もあり､より

詳しい検討が必要である｡上で述べた文献値､あるいは 1.81eVで立ち上がる発光帯があることを

考慮すると､吸収端は 1.･80eV付近にあることが予想される｡起源がはっきりしない部分を除いて

考えると､吸収の立ち上がりは1.79eV､吸収の第-ピークは1.84eVにある｡どちらをバンドギャ

ップエネルギーと見なすべきかは意見の分かれるところであろうが､本研究では吸収の第一ピーク､

1.84eVをバンドギャップエネルギーとみなすことにする｡

4.2発光スペク トルの解釈

4.2.1TypeA発光

W.Gussらは我々が測定したTypeA発光とよく一致するスペクトルを報告している(28)(図3.6

#1)｡彼らは同時に#2のような違うサイトからの発光スペクトルも観測している｡この発光スペ

クトルは､アントラセン結晶の発光特性からの類推により､バルクからの発光と､複数の何らかの

trap(Ⅹ･trap)からの発光との重ね合わせで説明されている｡すなわち､Ih対称な1分子モデルで

において､励起状態はTlgのみとし(50)､各tr?pからの発光はHO血O-LUMO遷移が禁制なため､

Herzberg-Tener遷移で許される分子内振動モードtlu､huだけエネルギーが低下した残つかの

`̀falseorigin''が発光の始状態であると提唱されている｡つまり本来のゼロフォノン線はより高･

エネルギー側にあり､バルクのゼロフォノン線は1.871eVにあることになる｡図4.1(a)に我々が

測定した試料 ⅠⅠⅠについての 12Eでの発光スペクトルと､W.Gussらが測定したピークの位置を

彼らの解釈に基づいて5層の線で表した｡各層右端の破線は各Ⅹ･trapのゼロフォノン線であり､

これらの位置では発光は観測されない｡同じ層にある実線は発光のピークを表すと同時に､αfalse

originS''を示している｡従って､彼らの解釈によると､TypeA発光はバルクからの発光とⅩ4､Ⅹ6-trap

からの発光の重ね合わせになっていることになる｡
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しかし､3.3.2で述べたようにTypeAの発光は 1.69eVの共鳴励起によって現れ､かつ共鳴範囲

内で励起波長を変えたときに TypeA に属するピークがすべて同じようにシフトする｡ また､

Fluorescence-MicrowaveII)oubleIResonance(FMDR)測定において､マイクロ波で三重項を

変調したときに共鳴するのはTypeAの蛍光であることが報告されている(26)｡このような実験結果

からTypeAに属するピークは同じ起源の発光でなければならない｡従って､今回の研究結果を踏

まえると彼らの解釈は受け入れられない｡

4.2.2TypeB発光

一方､3.3において述べたように､我々はTypeA+Bの発光スペクトルを観測し､その温度変化

からTypeBに属するピークを同定した｡D.a.vandenHeuvelらはTypeBのみの発光スペクトル

を観測している (図3.7(C))｡彼らは､このスペクトルは溶液での発光スペクトルの形状とよく一

致しているので､分子の性質が直接反映している発光とみなし､基本的には Ih対称性の分子で

Her2;berg･Teller活性の分子内振動モー ドが結合 した発光であると解釈 している｡ 1.81eV

(683.6mm)ピークを禁制が緩く解けたHOMO･LUMO遷移､つまりゼロフォノン線として､各ピ

-クを同定し､励起状態は主に Tlg､Gg

からなると主張している(32)｡図4.1(b)に

我々が測定した4.5Kでの試料ⅠⅤについ

ての発光スペクトルと､彼らのスペクト

ルの主なピークの位置を棒で示す｡この

棒を二段に分けて示したのはわかりやす

さのためだけからである｡下段に示･した

hu(3)､tl｡(4)､hu(7)の振動モー ドと結合し

た発光と同定されているピークと我々の

図 3.12で黒く明示したTypeBのピ｢ク

の一部はよく一致している.｡さらに詳し

く見ると上段に示した彼らの●ピークも､

我々のTypeB発光に認められる｡

彼らの解釈は､TypeBはフレンケル励

起子による発光であるという我々の理解

(参照4.3)と矛盾せず､支持できるもの

と考えている｡

1.4 -1.6 1.8 2.0

PhotonEnergy 【eV】

図4.1 発光スペクトルの同定の比較
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4.3発光始状態の考察Ⅰ

735mm (1,69eⅥ から始まる TypeA発光の励起の閥値はバンドギャップ内 1.69eVにあり､

686nm (1.81eV)から始まるTypeB.発光の立ち上がりは吸収の立ち上がりとほぼ一致している｡

このことから､TypeAの発光始状態はバンドギャップ内の深いtrapであり､TypeBの発光始状態

は分子性を反映したフレンケル励起子バンド､ないしは1分子に局在した浅い電子状態と考えられ

る｡これはD.J.vandenHeuvelらの解釈(26)と基本的に同じで､彼らはさらにElectron･Spin ･

Echo(37)､光検出磁気共鳴 (ODMR)､FMDR(26)の実験結果と合わせて､TypeAは2分子に広が

った電子の深いtrapが発光中心であると解釈している｡この2分子のモデルとして彼らは､6貞

環の間の二重結合が5貞環と向き合った結合していないベア､または二重結合が6貞環と向き合っ

たペアを提唱してる｡何れにせよヾこの2分子型のtrap中心は､励起後の緩和によって生じるの

ではなく､90K以下の温度で基底状態で存在しているものである｡

深いtrapに関する彼らの解釈を採用すると､本研究で測定したTypeA発光の温度変化を結晶内

の分子の回転と関連させて理解することができる｡3.2.2､3.4で述べたように､TypeA発光の温度

変化の特徴として､90K以下では温度上昇とともに構造が鈍化し､TypeB発光が現れない試料で

は強度変化はほとんどないが､TypeB発光が現れる試料では強度が増大するこ90K～260Kの温度

範囲では各ピークの強度が減少して明瞭な構造がなくなり､その消光に伴ってブロードな発光帯が

温度上昇と共にレッドシフトしつつ強度は減少する｡260K以上では ～760mmにピークをもつブ

ロードな発光帯が残る｡1.1で述べたようをこ､90K以下では分子の回転は凍結しており､90K～260K

では分子は【111】軸方向に回転し､260K以上では個々の分子は自由回転することがわかっている｡

つまり､90Ⅹ以下では2分子のペアが上で述べたような配位で存在し明瞭な構造をもつTypeA発

光が観測されるのに対し､90K以上ではペアの各分子が異なる【111】軸方向に回転し始めて配位が

乱れ､vanderWaals力で引き合っている最適なペアが解消されるため､TypeA発光は消光し始

めると考えられる｡260K以上ではA.2で述べるように､個々の分子が自由回転しており､隣接 2

分子の二重結合同士が平行に向き合う確率が増えて光重合が起こりやすくなるため､多くのダイマ

ーやオリゴマーが誘超される｡このことを考慮すると､260K以上で存在するブロー ドな発光帯は

ダイマーまたはオリゴマーを発光中心とする発光ではないかと考えられる｡光重合で一度生成した

ダイマーは200oCにアニールしない限り消滅しないので､低温での発光スペクトルにもこのブロー

中な発光帯が重なっていると思われる｡つまり､単結晶の低温での発光スペクトルは､TypeA と

TypeBの発光帯に加えてブロードな発光帯が相対強度を変えて重なり合っているものと見なせる｡

3.3で述べた､4Kから20Kまでの温度変化でTypeA､TypeBの温度変化が相補的であるのは､lo又

～20Kの温度範囲でTypeAの発光中心とTypeBの発光中心の間で占有数の移動が起こっているも

のと考えることができる｡以上の発光始状態たっいての解釈を発光強度の温度変化に対応づけたモ

デルを図4.2に示す｡
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ダイマー

讐 ◎ ⑳

20K IOOK 150K 250K 温度

図4.2 発光温度変化の模式図

このように理解すると､発光スペクトルに強い試料依存性､サイト依存性があることやスペク

トルが温度履歴や光照射履歴によって経時変化することが説明できる｡発光スペクトルの試料依存

性は､単結晶においてTypeAとTypeBの発光中心の占有数が一様でないためと考えられる｡また､

A.5で述べるように､光照射や温度昇降により､TypeBの強度が著しく減ってほとんどTypeAの

性質だけが現れるようになり､一方ブロードな発光帯の強度が増加する傾向がある｡単結晶生成後､

全く光を当てないことは不可能なので､測定に至るまでに光重合が進行していることも考えられる｡

測定中､温度昇降を伴う照射により光重合が誘起され､エネルギー的に安定なダイマーが形成され

ることにより､低温でもダイマー発光が観測されるよう･になり､発光スペクトルの経時変化が起こ

っていると考えられる｡このような変化が結晶の部位ごとに異なっているので､発光スペクトルに

はサイト依存性が現れるのであろう｡

また､薄膜の発光スペクトルはTypeAをブロードにした形状をしている｡薄膜では表面効果に

より分子が孤立しているよりもダイマーやオリゴマーを形成している方が安定であり､TypeA発

光が膜の不均一性によってブロードニングを起こしていると考えることができる｡

260K以上でのブロードな発光帯と260Ⅹ以上で光伝導に異常をもたらすバンドギャップ内準位

とはエネルギーがほぼ一致している (-1.65eV)｡相転移点付近で､薄膜､単結晶の発光強度変化

に異常が生じている(38･89)こととも関連して､両者の関係は今後詳し/く調べるべき問農である｡

以上で述べた解釈とは異なり､市田らは､1分子 (TypeB)からダイマー (TypeA)への緩和が

起こって発光していると考えている(86)○これは､アルカリハライドにおける Self･Trapped･

Exciton(STE)発光と同じ緩和過程である｡･しかし彼らの解釈では､TypeAの励起開催がバンド

ギャップ内にあり､TypeA発光が共鳴励起されること､また発光スペクトルに強い試料依存性､

サイト依存性があることを説明できない｡

以上の考察により発光スペクトルについて大筋の理解はなされると考えているが､TypeA発光

については不可解なこともある｡図 3.10､3.11で示したように､TypeAのスペクトルで 735nm

(1.69eⅥ ピークの振る舞いが励起エネルギー依存性や経時変化において､他の3つのピークとは

異なっている｡従って､1.69eV(735nm)どこクはTypeAの中では異質のものと思われるが､一

度 10Kまで温度を下げた後室温に戻した履歴の下では (図3.10(b))､2eVから5eVの範囲での

励起スペクトルはピークによらない構造を示し (図3.4)､TypeAのピークはすべて同じ起源のピ
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-クであるかのようにふるまう｡この 1.69eVピークの経時変化についてはさらに詳しく調べる必

要がある｡

4,4発光始状態の考察ⅠⅠ

4,3において発光スペクトルを構成しているTypeA､TypeB発光､ブロー ドな発光帯について

考察した｡しかしこの他に､以下で述べるように少なくとも2つの始状態の異なる発光が試料によ

っては観測された｡

4.4.1TypeC発光

3.1､3.4で述べたように薄膜 :試料ⅠⅠ､単結晶:試ⅤⅠにおいて90Kで消光するピークが 1.76eV

に現れる｡90Kで消光するピークについてはすでに薄膜において 1.785eV,1.82eV(16)ぁるいは

1.77eV(17)に現れることが報告されている｡1.77eVのピークはC70の混在で強められ､C60の純度を

上げると現れなくなることが報告されていて(16J7)､C,｡の混入によって摂動を受けたC6｡からの発

光であると解釈されている｡W.Gussらも単結晶において90Kで消光するピークについて報告し

ている｡彼らはⅩ2･trapからの発光と分類し､アントラセン結晶からの頬椎で､表面効果によるtrap

からの発光と推定している｡この90Kで消光する発光帯をTypeCと名付けることにする｡A.5で

述べたように､試料ⅤⅠにおいてTypeC発光は試料を空気中で保存したことによる経時変化の後に

現れている (図A.4(C)(d))｡従って､TypeCの発光の始状態は不純物中心ではなく､表面効果か

ら生じるtrapと考えるのが適当であろう｡例えば､C60は空気中の酸素と反応することが知られて

いるので､酸素が吸着したことによって摂動を受けた表面部分より誘起されたtrapであるかもし

れない｡

4.4.2TypeD発光

A.4で詳述するが､単結晶 :試料Ⅴの発光スペクトルには､新たに840mm(1.476eⅥ をメイン

ピークとする振動構造を伴った発光帯が観測された｡ この発光帯は､25Kから50Kにかけて消光

する｡また､バンド内735nm (1.69eⅥ で共鳴励起したときにも現れる｡1.69eV付近で励起波長

をシフトさせてもTypeAに属するピークのようなRaman線的なシフトは見られなかった｡した

がって､この発光帯はTypeAの発光始状態よりもさらに深いバンド内のtrapが始状態と考えられ

る｡この発光帯をTypeDと名付ける｡試料Ⅴは他の単結晶と比べると光沢に欠け､よい結晶状態

の試料ではないと思われる｡おそらくTypeD発光は､結晶成長の過程で生じた格子欠陥や､不整

によって誘発されたギャップ内にある深いtrapからの発光であろう｡

TypeC､TypeD どちらも､結晶の純度を高めたり､結晶状態をよくすることで取 り除ける発光

帯である｡従って､本質的にTypeA､TypeB発光とは異なる発光帯である｡
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5.まとめと今後の課題
本研究ではC60薄膜と気相成長法によって作成した単結晶を用いて､4K～300Kの温度範囲で､

光学スペクトル測定をおこなった｡薄膜においては吸収､発光スペクトルを測定し､吸収端から光

学バンドギャップエネルギーを1.84eVと見積もった｡単結晶においては反射､発光､励起スペク

トルを測定した｡反射､励起スペクトルは少なくとも2-5eVでは反相関の関係があった｡発光ス

ペクトルには強い試料依存性があり､10K以下での発光スペクトルは大別してTypeA､TypeBの

励起間借の異なる発光帯の重ね合わせであることがわかった｡

今後の課題

1).光伝導では260K以上で 1.65eVに電気伝導の異常が起こることが報告されている(84)｡このエ

ネルギーはTypeA発光と一致している｡260K以上ではTypeA発光はほとんど発光しない一方で

光伝導が立ち上がるので､反相関関係があるように思われる｡光伝導における異常と発光との関連

性を探るために､発光測定と光伝導測定を同時に､同じ試料において行うことは重要である｡

2).発光スペクトルの試料依存性や経時変化は､光誘起重合と関連した現象である可能性が高い｡

Raman一括性モー ドの振動数シフトが光重合が起こっているか否かの指標となっているので､

Raman測定と発光測定を同時にすることで､結晶の状態を把握して発光スペクトルが得られるよ

うになるであろう｡ 特にダイマー発光の特定のためには必要となる手法であろう｡

3).光重合は200oC以上にアニールすると解消することがわかっているので､アニール前後の低温

での発光スペクトルを比較することは有意義であろう｡

4).C60は一重項に励起された電子の大部分が発光しないで三重項に項間交差する系で､励起状態は

ほとんど三重項状態の電子によって占められる｡TypeA発光はマイクロ波により変調される三重

項と対応する一重項からの発光であることが報告されている｡マイクロ波や磁場との共鳴実験から

面白い知見が得られるかもしれない｡

Appendix

Al発光強度のアしこウス型の消光

ある準位の初期電子数N.とし､電子数Nは時間とともに塙射､非塙射遷移によって次のよう

に変化する｡ただし､I,rw は輯射遷移､非塙射遷移の寿命である｡

誓 -NO-(壬 .i)N
平衡状態の時

"=薦
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となる｡

発光強度Jは､J=ユⅣだから
T,

l
rn,

と､アレニウス型の熟消光を仮定すると､

J=

-kexp〔劫
I.

･･Tkexp(-F T)
となり､温度OKでの発光で強度で規格化した発光強度を関数

f(;)-
1.plexp(一%)

Pl=T,k

kB-11604･4leTK -1】;ボルツマン因子

でフイットできる｡温度OKでの強度を知ることはできないので十分低温のほとんど強度が変わら

ない値をJ｡とみなす｡

こうして､考えている準位の非輯射遷移の活性化エネルギーEaを見積もることができる｡

A.2光重合

C60結晶を紫外光または可視光で室温で照射することによって分子の重合が起こることが､質量

分析によって確かめられた(40)｡光重合は2分子が分子間で平行に向かい合った二重結合が `̀2.2シ

クロ付加" ("2-2cyclo-addition")光化学反応によってq結合することで起こると提唱されている

(42)｡こうして2分子間でダイマーができると共に､より多くの分子にから鎖状のオリゴマーが形

成されている可能性もある｡室温で光照射を受けた試料は 118cm･1(40･45)に新たなRaman活性モー

ドが現れ､いくつかの Raman線が j=10cm-1程度に分裂することが報告されている(45)｡前者はダ

イマーの分子間振動モー ドで､後者は光重合による対称性の低下によって縮退が解けているものと

考えられている｡また孤立分子のAgモー ド､ `̀pentagonalpinchmode"1469cm･1､は光重合に

ょって 1459cm･1に軟化する(41146)｡このモードの軟化は光重合が完全に起こっていることの指標と

なっている｡以上のような特徴を示す光重合は室温で顕著に起こり､250K以下では起こりにくい

(42)｡250K以上では個々の分子は自由回転しているので､二重結合が向き合う確率が高くなるため

に250K以上で光重合が顕著に起こると考えられている｡また､473Kにアニールすると光重合は

解消されることも報告されている(46)｡

A.3C6｡におけるHerzbergTelter遷移

Ihの対称性をもつC6｡分子では､最低励起状態 (hu)9(tlu)lでは分子の対称性はTlg､T2g､Gg､Hg

の規約表現のいずれかであり､基底状態 (hu)10ではAgに属している｡従って､HOMO-LUMO遷移

は双極子禁制である｡しかし､より高エネルギーにあるTl｡準位を仮想的に経由して遷移すること

は可能である｡実際には､パリティが奇の分子内振動モー ドと結合して双極子遷移する｡この振電
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遷移では

r(基底状態)×r(励起状態)×r(双極子演算子)×r(振動モー ド)

が全対称Asを含むような遷移だけが許される｡Ih対称性では双極子演算子の表現はTluになる｡最

低励起状態がT一g､T2g､Gg､HSのいずれであるかによって結合する振動モードが決まる｡各励起状

態について許容になる振動モードを次の表に示す｡

励起状態 振動モー ド

Tlだ au､tlu､hu

pT2g g恥 hu

GE t2q､gu､h

A.4試料Vについての発光スペクトルと共鳴励起発光

3.2､3.3で示したようなTypeA､TypeBの違いのみが現れるだけではなく､試料によってはさ

らに異なるピークを伴う発光スペクトルが観測されるものもある｡試料Ⅴはその一つの例である｡

A.4.1バンド間励起発光スペクトル

試料Ⅴにおいて､実験法2.3.2に従い､514.5nm(2.41eV)光励起下での 10E.～300Kの温度範囲

での発光スペクトルを図A.1(a)に示す｡ この試料の10Kでの発光スペクトルは､試料ⅠⅠⅠの 12K

での発光スペクトル (TypeA図3.5)と類似しているが､長波長側の構造が大きく異なり､TypeA､

TypeBに分類した試料では見られないブロードなど-クが840nm (1.48eV)を中心に現れた｡こ

のピークは25Kから50Kにかけて消光した｡50Eでのスペクトルを基準とした差スペクトルをと

ると消光する発光帯の様子がよくわかる (図A.1(b))｡ この発光帯の840nm (1.48eⅥ ピーク強

度の温度変化から熱消光の活性化エネルギーを見積もるとおよそ44meVになる｡

A.4.2バンド内共鳴励起発光スペクトル

また実験法2.3.3に従い､732mm(1.69eⅥ 光でバンド内共鳴励起すると､4KではTypeAに属

するピークに加えて､3.4.1で述べたバンド間励起で新しく現れる発光帯の第-ピーク 840nm

(1.48eV)が現れ､15Kまで増加した後､やはり50Kまでに消滅する(図A.2(a)0))｡また､TypeA

に属する750nm(1.65eⅥ ピークは50Kまで増加した｡

4Kで励起エネルギーを共鳴範囲で変えると､TypeAに属するピークは､図3.13(C)に示した試

料ⅠⅤでの場合と同じように､励起波長と共にRaman線的にシフトする｡一方､750mm(1.65eⅥ

ピークは全くピーク位置を変えなかった｡従って､このピークの発光の始状態はバンド内のTypeA

(1.69eⅥ よりさらに深いトラップと考えられる｡

A.5発光スペクトルのサイト依存性と経時変化

C60単結晶の発光スペクトルには､同じ試料でも励起する位置によって発光スペクトルが異なる､

いわゆるサイト依存性がある｡TypeA十Bの試料において励起するサイトの違う4.5Kでの発光ス

ペクトルを図A.3に示す｡#1に比べ #2では短波長側のTypeBに属するピーク強度が小さく､

長波長側でも全体的に強度が減っている｡このようにサイトによる発光スペクトルの違いは､いく

つかのピークの相対強度の変化に起因している｡
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Wavelengthlnml▼Ì~~▼ー'~~'''⊆l-IIL~"l'J

図A,1 単結晶､試料Ⅴの10K･→57Kでの発光スぺ 図A･2 武料Ⅴにおける4Kでのギャップ内共鳴

クトル(a)と､それらの57Kとの差スペクトル｡ 励起発光スペクトル(a)と､その温度変化｡

.4.5K
■1

*Z t.whvJ,

､1.°.ヽ

700 800 900
Wavelen9th【nm】
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図A.4 試料IV(a､b)､試料Ⅵ(C､a)の発光スペクトルの経時変化｡
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また3.2.2で述べたように､試料ⅠⅠⅠにおいて測定の過程で､発光スペクトルは経時変化を示す

(図 3.10)｡ 前述のようにサイト依存性があるので､あるサイトの経時変化について観測されて

いるのは試料ⅠⅠⅠにおける図3.10での ¢)から ¢)への変化のみである｡しかし､測定時の印象

からサイトの違いによる変化を上回る経時変化があるようである｡図A.4(a)､¢)に試料ⅠⅤにつ

いて4.5Kでの発光スペクトル (a)､室温でクライオスタット中に26日間放置した後の5Kでの発

光スペクトル 0)を示す｡3.3.1において TypeBに分渠したピークが著しく減少しているのがわ

かる｡図A.4(C)､(d)には試料Ⅵ について15Kでの発光スペクトル (C)と､室温で空気中に65

日間保管した後の 12Kでの発光スペクトル 0)を示す｡明らかに (C)から (d)への変化は 15K

と12Kの温度差を上回る違いが見られ､特に700nm付近での盛り上がりと､820mm以上での盛

り上がりが目立つ｡この700nm付近の発光帯は3.4で述べたように､90Kで消光する成分である｡

以上のように､発光スペクトルは測定による光照射､温度昇降や､室温での保存により経時変化を

生じる｡.経時変化はTypeB発光が減少し､長波長側にブロードな発光帯が現れるという傾向をも

つ｡
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