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INTRODUCTION 

	 グラファイトは強い共有結合により形成されるグ
ラフェン層が、ファンデルワールス力によって弱く
繋がることで多層に結ばれる、他の単一元素が取る
ことのない特異な構造を持つ物質である (Fig. 1) 。
この独特の層状構造およびその異方性に起因する特
徴的な物性が多く知られており、高温超伝導や金属
的な性質を示す有機化合物など，新奇物性の研究
が精力的に進められている。 

Fig. 1. Graphite structure and its unit cell 
 
	 本研究で使用したグラファイトサンプルは、高配
向性熱分解黒鉛 (Highly Oriented Pyrolytic Graphite: 
HOPG) である。HOPGは CVD法により作成される
多結晶であり、それぞれの結晶がグラファイトの c
軸方向、つまり層に垂直な軸に沿って極めて高い配
向性を持つ。天然の単結晶グラファイトはその生産
量が極めて少なく、また人工でも体積の大きなもの
を生成する手段は現在無いため、多結晶でありなが
ら単結晶のような高い配向性を持つHOPGを試料と
して用いた。 
	 本研究の目的はHOPGを層と垂直方向に高強度レ
ーザーで衝撃圧縮し、高い歪み速度でグラファイト
層間の距離を縮めることで、層間でπ結合により結
ばれた電子の遊離を起こし、その電子状態を変化さ
せることで、グラファイトの金属化などの物性変化
を期待するものである。また、HOPG にはその配向
性の高さによって 3種類のグレードに分けられ、配
向性に起因した層間距離の圧縮率の違いに対する、
光学的特性の変化も合わせて調査する。 

METHODS 

	 本実験は大阪大学レーザーエネルギーセンターの
高強度レーザーシステム・激光 XII レーザー・ター
ゲットチャンバー2 (T2) において行われた。 
	 Fig. 2にターゲットの構造および実験配置を示す。
ターゲットは、激光 XII号の 3本の 2ωビーム (波長 
532 [nm]) により衝撃圧縮される。プローブレーザー
には線結像型の速度干渉計	(Velocity Interferometer 
System for Any Reflector: VISAR) システムを用いて
おり、自由表面速度および光反射率を計測すること
が可能である。 

Fig. 2. Experiment schematic. 
 
	 グラファイトサンプルには厚み 30 [um] の銅、あ
るいはさらに低圧力用に厚み 50 [um]の金をピスト
ン材として貼り付けた。これらのピストン材はグラ
ファイトサンプルとの衝撃インピーダンスの大きさ
の違いを利用して、通常の超高圧実験に比べて低い 
圧力域を再現性良く高精度に実現するために利用さ
れる。また、グラファイト裏面には圧力センサーと
して厚さ 500 [um]の酸化マグネシウム (MgO) を利
用したターゲットも使用しており、反射率計測と同
時に高精度な圧力測定を可能にしている。 

RESULTS AND DISCUSSION 

	 本実験ではレーザーエネルギーとHOPGのグレー
ドを変えながら合計 24 ショットのデータを得るこ
とに成功した。到達圧力は高密度相への相転移が発
生すると考えられる 20 ~ 50 [GPa]を中心に、ユゴニ
オ弾性限界 (Hugoniot Elastic Limit: HEL) である 5.1 

	

	



[GPa]から塑性波が弾性波に追いつき 1 波になる圧
力を十分に上回る 150 [GPa]程度まで目的ごとに分
類した。その中でも弾性波が塑性波に追いつかれる
ことなく独立に存在し、尚且つ高い歪み速度で層間
距離を圧縮することを可能にすると考えられる圧力
を生成することに成功したショット (Run number: 
41066) の VISARデータを Fig. 3に示す。 
	 このデータは HOPGと MgO界面におけるフリン
ジシフトから自由表面速度を計測しており、既知で
ある HOPG のユゴニオ[1]を用いて求めたグラファ
イト裏面における圧力は約 39 [GPa]であった。本グ
ループによる先行実験により、30 [GPa] でのグラフ
ァイト層間距離の圧縮率は、配向性の高い順にそれ
ぞれ、ZYA グレード  (Mosaic Spread : 0.4 ± 0.1 
[degrees]) が 20.6 [%]、ZYB グレード  (Mosaic 
Spread : 0.8 ± 0.2 [degrees]) が 17 [%]、ZYHグレード 
(Mosaic Spread : 3.5 ± 1.5 [degrees]) が 7 [%]であるこ
とが分かっている[2]。 
	 本実験では、HOPG の配向性や圧力の変化に関わ
らず、反射率の明確な上昇は確認されなかった。し
かし Fig. 3に示す通り、グラファイトがダイヤモン
ドもしくはロンズデーライトへと相転移したことに
起因すると考えられる反射率の大幅な低下が確認さ
れた。 

 
Fig. 3. VISAR data (Run number: 41066). 

	 この結果から、グラファイト層間のファンデルワ
ールス力による弱い結合が、短い時間で著しく層間
距離が圧縮されたことにより、層間を強く結ぶ共有
結合へと変化したことが示唆される。つまり、層間
距離の圧縮によりπ結合電子の動きが自由化され、
層と垂直方向の電気伝導率の向上に寄与すると予想
されていたが、原子の拡散による電子の自由電子化
よりも早く、原子間を結ぶ共有結合の生成が優位に
働く結果になった。 
 また、多結晶グラファイトは 39 [GPa] の圧力帯で
ダイヤモンドへと相転移することは広く知られてい
るが、N. Pineauによる分子動力学シミュレーション
[3]により、欠陥の無いグラファイトを層と垂直方向
に一軸衝撃圧縮した結果、同じ圧力域においてロン
ズデーライトへの生成が発生しうると報告されてい

る。ダイヤモンドとロンズデーライトはいずれも絶
縁体であり、急峻な反射率の低下が期待される。ま
た、衝撃波が物質中から真空に抜ける際にも反射率
が著しく低下する場合があるが、HOPG 裏面に貼り
付けた MgO の厚みは 500 [um]と十分に厚く、その
現象を確認したとは考えられない。つまり、Fig. 3
で示した反射率の低下はグラファイトがダイヤモン
ドもしくはロンズデーライトのいずれかに相転移し
たと考えるのが妥当である。 

CONCLUSIONS 

	 高配向性グラファイトをレーザー衝撃圧縮するこ
とで、39 [GPa]程度の圧力域でグラファイト層間が
約 20 [%] 圧縮され、絶縁体であるダイヤモンドもし
くはロンズデーライトへと無拡散相転移を起こす様
子が観察された。相転移により反射率は著しく低下
することが確認されたが、相転移が発生する以前の
弾性圧縮の段階での明確な反射率の向上、もしくは
低下は確認されなかった。層間距離が著しく縮めら
れた際に無拡散の相転移が発生してしまうことで、
本来の狙いであった層間のπ結合による電子の遊離
が発生しなかったと考えられる。 
	 よって今後の展望としては、相転移もしくはそれ
に伴うグラフェン層の強制降伏が発生しない低圧領
域(5 ~ 20 [GPa])、もしくは、塑性波が弾性波に追い
つくことで 1波になり、弾性圧縮による原子の無拡
散変態ではなく、グラファイト面を構築する sp2結
合を失わせて、拡散変態することで相転移を起こす
ような高圧力域(120 [GPa] ~)を狙う。低圧域では、
相転移に寄与しない程度の弾性圧縮により、本来期
待されたようなπ結合電子の自由電子化が発生し、
グラファイト層と垂直な方向への電気伝導度の向上
が予想される。また高圧域では、母相から高圧相へ
の相転移までの間に、グラファイト面内の共有結合
が一度失われ、原子および電子が比較的自由な振る
舞いをする領域が存在すると考えられる。その際の
3 次元的な電気伝導率の向上および、衝撃圧縮前の
グラファイトが持つ面内方向のみにある 2次元的な
電気伝導率の変化を観察することが期待される。こ
れらの圧力域の生成が可能であることは本実験で既
に確認済みであるため、光反射率計測に不可欠な
VISARの window timeの設定や HOPGの配向性、グ
ラファイト裏面の窓材の有無等を変化させながら測
定を行うのみである。 
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