
 
図 1：カーボンナノチューブの の長さ依存性
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Abstract：We present a theoretical scheme that seamlessly handles the crossover from fully ballistic 

to diffusive thermal transport regimes and apply it to carbon nanotubes. At room temperature, the 

micrometer-length nanotubes belong to the intermediate regime in which ballistic and diffusive 

phonons coexist, and the thermal conductivity exhibits anomalous nonlinear tube-length dependence 

due to this coexistence. This result is in excellent agreement with molecular-dynamics simulation 

results showing the nonlinear thermal conductivity. Additionally, we clarify the mechanism of 

crossover in terms of characteristic frequency, which is a new concept derived from the scheme. 

 

ナノ の は デ イス 発にお る の である。カーボンナノチューブ

（CNT）は、その の理 値が 000W m- と て いこと ら、電子デ イスの としての

応用が されている。し しながら、これ でに されている CNT の 値は ラ きが大き

く、その では としての 用化は しい。CNT を として 用化するた には、CNT

の値を する 子が である などの 物理の解 が である。内的 子としては、チューブ長

さ 直 などの ノン- ノン などの 効果が られる。 的 子としては、

物 、 との接 、 への などが られる。本研究では、 の 的な

に いて 論する。 

・ 見らによる分子動 学シミュレーションによると 1 、サブミクロン長の CNT はチューブ長の増

加に対して （ ）が に増加する。本研究においては 2 、 リス ィック ら

での全 を 的に り うことのできる理論を 発し、これを CNT に 用することによ て分

子動 学シミュレーション 果の解析を行 た。その 果、チューブ長を数ナノ ら数ミリ ートルへと変

化さ たとき リス ィック ら

へとクロスオー ーすること、 た、デ

イスなどに応用される 的な長さ（数 m）の CNT

においては、 リス ィック・ ノンと 的

ノンが共存する リス ィック を示

すことが ら とな た。 

た直 依存性に いては、直 の い( , )CNT

の方が い( , )CNT よりも が い。これは

いナノチューブの方が いものよりも光学的

ノン ー が数 く励起されるた に、それらの

ノン の が顕 に現れることに す

る。 
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