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１．は　じ　め　に
　近年，粒径数ナノメートルの表面をチオールで化学吸
着した金ナノ粒子の性質に広く関心が集まっている．多
数のナノ粒子をアルカンジチオールで化学吸着して連結
すればナノ粒子のネットワークが形成される．筆者
（TS）は，チオール化学吸着型ナノ粒子の製法を開発し
たリバプール大学のベッセル教授とは，分子科学研究所
在籍時より，懇意にしていただいているが，物理有機化
学者で，カルボニウムイオンやカルベンの反応機構の大
家であったベッセル教授が，このような研究を始めたこ
とを知り驚いた．来日の折に伺ったところ，その切っ掛
けは，リバプール大学の物理化学の教授であるシェフリ
ン教授との次の会話にあったとのことである1）．

　シェフリン「	あなた達，有機化学者は，何かもっと面
白いものを合成すべきだ．たとえば脳だ
とか」

　　ベッセル「	なる程，もっともだ．しかし，もっと易
しいものから始めさせてせてくれないか」
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抄　　録
	 Organic-inorganic	hybrid	networks	were	constructed	by	connecting	gold	nanoparticles	with	organic	
wire	 molecules	 bearing	 two	 thiol	 groups	 at	 both	 terminals.	 Electron-transport	 in	 these	 networked	
structures	can	be	characterized	by	collaboration	between	the	wire	molecule	and	the	nanoparticle	which	
works	 as	 a	 Coulomb	 blockade.	 hence,	 the	 conductance	 of	 the	 network	 was	 regulated	 by	 external	
stimuli,	 such	 as	 electric,	magnetic	fields	or	 photo-irradiation	when	 stimuli-responsive	wire	molecules	
were	utilized.	if	the	conductance	of	the	network	exhibits	a	hysteretic	behavior	towards	the	external	field,	
the	 network	 can	 memorize	 the	 stimuli	 in	 the	 network	 comprised	 of	 vast	 numbers	 of	 conductive	
pathways	in	an	epigenetic	manner.	This	circuit	may	be	similar	to	a	neural	network	rather	than	silicon-
based	integrated	circuits.

　そこで始まったチオール吸着型金ナノ粒子の製法は，
いまや世界中で用いられ，大きな研究分野が拓かれるこ
ととなった2）．
　金ナノ粒子のネットワークが，なぜニューラルネット
ワークのモデルになり得るかと，訝しく思う方もおられ
よう．近年，チェスや将棋の名人がスーパーコンピュー
タと互角の勝負をしたというニュースがよく話題にな
る．勝負の際，人間とコンピュータがどのぐらいエネル
ギーを使ったかを消費電力に換算して比較すると，世界
チャンピオン（garry	Kasparov,	1963–）はわずか1	W

であったのに対し，iBMのスーパーコンピュータ（Deep	

Blue）は5	×	104	Wであったという3）．計算速度，誤謬
確率，記憶容量のいずれをとっても，スーパーコン
ピュータの方が圧倒的に有利であるにもかかわらず，勝
負は互角であった原因は，脳細胞が50	×	1011個のシナ
プスをもつことにあるという．脳のシナプス回路では，
10の1.5兆乗に及ぶon-off組み合わせがあり，それを用
いて先の手を考えている．仮にそのon-offの組み合わせ
をコンピュータで計算したとすると，消費電力は10の
15兆乗Wに及ぶ．自己組織化で形成されるミクロンサ
イズの金ナノ粒子ネットワークには無数の組み合わせが
あり，それを演算に利用する手法を開発できれば，
チューリングマシーン型コンピュータとは原理が全く異
なるコンピュータを実現する基盤が確立されるのではな
いか（図1）4）．
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　本報告書の目的は，豊田理化学研究所の客員フェロー
としてこの2年間で進めてきた，酸化・還元型ワイヤー
分子で連結した金ナノ粒子ネットワークのコンダクタン
スの電場制御について報告するものである．なお，これ
らの成果を報告する前に，全体像を理解して頂くため
に，金ナノ粒子の特異な電子構造や，ネットワークのコ
ンダクタンスの特徴ある温度依存性など 5–7）について，
紙面を割いて説明させていただくこととした．

２．ワイヤー分子で金ナノ粒子を連結した	
２．ネットワークの調製法

　有機物の導電機構とその制御への関心は，最近では単
分子レベルにまで到達した．これは走査型トンネル顕微
鏡（STM）やブレークジャンクションといった計測技術
の進歩に拠るところが大きい 6，8）．しかし，これらの計測
法は，基板上での有機分子と電極との接合環境に影響さ
れるため，その評価に困難が伴う．そこで，有機分子と
金ナノ粒子の共有結合により形成されるマイクロメート

ルサイズのネットワーク状構造体（金ナノ粒子ネット
ワークと呼ぶ；図2）に着目し，当時の研究室の助手で
あった泉岡　明博士（現　茨城大教授）と研究を開始し
た．その抵抗を計測することで，単分子の電子輸送につ
いて知見を得る測定法が注目されている6）．なお，この
ネットワークにおいて金ナノ粒子（粒径4	nm）は，
クーロン障壁（クーロンブロッケード，後述）として作
動することがわかっている．この測定法の利点は，（ⅰ）
金ナノ粒子ネットワークが多数の有機分子を含むため，
単分子計測では不可避のバラツキを平均化できる，（ⅱ）
マクロスケールの電極を用いながら，分子のトンネル伝
導の情報を引き出せる，といった点にある．
2.1.	 金ナノ粒子の電子構造
　金ナノ粒子の電子構造は粒子の大きさに依存し，粒径
4	nm以上のナノ粒子は520	nmにプラズモン吸収を示
すことから，金属的な伝導特性を有することがわかる．
金ナノ粒子が電子を一つ注入したときの静電エネルギー
の増加分を荷電エネルギー（UC）　といい，単独の金ナ
ノ粒子の真空中の荷電エネルギーは式1で表される9）．

	 	 e2	 e2

	 UC	=	—	=	———		 式1
	 	 2C	 8πεε 0r

　ここで，eは電気素量，Cは静電容量，εは金ナノ粒子
の周囲の誘電率，ε 0は真空中の誘電率，rは金ナノ粒子
の半径である．直径4	nmの金ナノ粒子の真空中での荷
電エネルギーは約360	meVであり，この値を温度に換
算すると4200	Kに相当する．したがって，ナノ粒子に1

電子が輸送されると，ナノ粒子の静電エネルギーは，室
温程度の熱エネルギー（26	meV）よりはるかに増加す
る．したがって，さらに電子を送り込むことはできな
い．この現象をクーロンブロッケードと呼ぶ 9，10）．
　金ナノ粒子がクーロンブロッケードとして働くには，
二つの要件がある．第一に，荷電エネルギーが，熱エネ
ルギーよりも十分に大きいこと（kBT	<<	UC）．直径4	

nmの金ナノ粒子は，室温（273	K）のネットワーク内
にあっても，この条件を十分に満たしている．第2は，
金ナノ粒子の周囲の抵抗Rが，「量子化抵抗」より十分
に大きいことである．なお，量子化抵抗は，電子がナノ
粒子の外に漏れ出すのを妨げるのに必要な抵抗であり，
その値はh/e2より26	kΩと見積もられる．分子ワイヤー
の抵抗はMΩのオーダーであり通常問題はないが，周囲
の抵抗が量子化抵抗より小さい場合は，電子が電極─ナ
ノ粒子間を非局在化するため，ナノ粒子はクーロンブ
ロッケードとして機能しなくなる10）．
2.2.	 界面活性材被覆型金ナノ粒子の調製法
　リバプール法では，溶液中でオレートイオン（Au（Ⅲ））
を金原子に還元し，これらが自己集合化して形成する	

ナノ粒子を，共存する界面活性剤で取り囲むことで一定
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図２	 金電極に金ナノ粒子を介してワイヤー分子で連結した金ナノ
粒子ネットワークの模式図

	 金製電極（Au記入した四角のブロック）を，金属的電子構造
をもちクーロンブロッケードとて働く金ナノ粒子（粒径	4	
nm以上）を介し，両端にチオール基をもつ有機分子（ワイ
ヤー分子）で連結している．

図１	 ニューラルネットワークの概念図
	 複数の経路からニューロンに入った刺激の和が，ある閾値以上

になると正しい情報と判断され，次のニューロンに伝えられる．
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のサイズ以上に生長することを抑えるという方法で，	
粒径のかなりそろった金ナノ粒子を得ることができる
（図3）．なお	，粒径は界面活性剤の吸着の強さに依存す
ることが知られている11）．木村らはリガンドにメルカプ
トコハク酸等を用いることで金ナノ粒子からなる結晶を
得ることに成功している12）．さらに102個の金原子から
なるナノ粒子のX線構造解析も行われた13）．また，佃ら
はトリペプチドであるグルタチオンを保護剤として用い
ることで，ナノ粒子のサイズ分離法を開拓し，ナノ粒子
がサイズごとに異なる電子構造，物性を示すことを明ら
かにし，この分野を大きく発展させた14）．なお，金ナノ
粒子の粒径はX線小角散乱を利用することで比較的容易
に評価できる15）．
2.3.	 ワイヤー分子の合成
　ネットワークを調製するワイヤー分子としては，分子
の両端にチオール基を導入したアルカンジチオールが用
いられていたが，より高いコンダクタンス（抵抗の逆
数）を示すπ共役型のワイヤー分子，たとえば，α，ω─メ
ルカプトオリゴチオフェンが合成され，低温度までコン
ダクタンスの測定ができるようになった 16）．図4にいく

図３	 金ナノ粒子の調製
	 金ナノ粒子の粒径は，粒子を取り巻くリガンドの配位の強さ

を反映しており，強いリガンドほど粒径は小さくなる．金イ
オンの還元時にチオールが共存した場合の平均粒径は約2	nm

であるが，テトラオクチルアンモニウム（TOaB）イオンで
保護されたナノ粒子をチオールで置換すると平均粒径約4	nm

のナノ粒子が得られる．
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つかのα，ω─メルカプトオリゴチオフェンの合成例を示
す．中でも，分岐型のチオフェンワイヤー分子は，単分
子でトランジスタ特性がみられる可能性があり，注目さ
れている［茨城大　川田勇三との共同研究］．大坪らは，
かなり長いオリゴチオフェンの合成に成功している17）．
2.4.	 ワイヤー分子による金ナノ粒子のネットワーク

化
2.4.1.	 チオール基の金表面への化学吸着
　チオールのS-H結合やジスルフィドのS-S結合は，金
表面で還元的付加を起こし，金表面に化学吸着する（図
5a）．この際，金表面からは3個の金原子当たり1個の電
子が，イオウ原子との結合形成に関与すると考えられて
いる．平尾らはバンド計算を行い，S-Au結合は，イオ
ウ原子の3py軌道（2電子占有）と，金の6s軌道と5d軌
道（非占有軌道あり）間の重なりで形成される共有結合
であると説明している18）．なお金表面のチオール吸着位
置について，平尾らは最も安定な結合は，［111］面の fcc
サイトで形成されるとしたが，他のサイト（hcpあるい
はbridge）での結合エネルギーとの差が小さく，他のサ
イトの方が安定だとする計算結果もある。
2.4.2．くし形電極の利用
　金ナノ粒子ネットワークの抵抗の測定には，くし形電
極が用いられることが多い．たとえば，金製の電極が幅
2	µm，間隙（L）2	µmでくし形状にかみ合って，2	×	2	

mm2の面積に配置された電極を引き伸ばすと長さ（W）
1	mとなる．その上に均一にネットワークが形成されて
いるとした場合，長さ1	mm，電極間間隔0.2	mmの電
極一つと比較すると，R∝L／（W・H）であるから，厚み
が同じとすれば5桁の低抵抗化が期待される（図5b）．
2.4.3.	 混合吸着型ネットワーク
　オゾン洗浄などで表面を清浄にした「くし形電極」
を，ワイヤー分子のトルエン溶液に浸すと，ワイヤー分
子の片端のイオウ原子と電極表面の金との間に共有結合
が形成され，ワイヤー分子が電極の金表面を覆う．ここ
に，界面活性剤で安定化された金ナノ粒子の分散液を加
えると，金電極と化学吸着したワイヤー分子が，ナノ粒
子に物理吸着している界面活性剤を押し除けて化学吸着
し，さらに金ナノ粒子同士を繋ぐことでネットワークを
形成する。出来上がったネットワークは，分散液から沈
降し，くし形電極上に堆積する．金製の電極もワイヤー
分子で覆われているので，ネットワークは電極とも連結
されている（図5c）．筆者らが通常用いているくし形電
極（電極間間隔2	µm）の場合，電極表面全体にくし形
状の間隙があるため，電極上のどこかにネットワーク化
した金ナノ粒子が堆積すれば，導電特性を計測すること
ができる．なお，用いるワイヤー分子や金ナノ粒子の濃
度，溶媒の種類や静置時間などは，試料の特性に応じて
適宜最適化される．

図５	 チオール基をもつワイヤー分子の金表面への化学吸着とそのネットワーク化
	 （ａ）	チオールと金表面の結合形成，（ｂ）金製くし型電極，（ｃ）くし型電極上に形成された混合吸着型金ナノ粒子ネットワーク，
	 （ｄ）	積層形成型均一ネットワーク．左半分がSiO2上に形成されたネットワーク化された金ナノ粒子，右半分は金電極．
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2.4.4.	 積層形成型均一ネットワーク
　シリコン基板上にナノギャップ電極（たとえば，電極
幅2	µm，ギャップ間隔100	nm）を作製し，ワイヤー分
子のトルエン溶液および，界面活性剤で安定化した金ナ
ノ粒子のトルエン溶液に，その電極を交互に浸してはト
ルエンで洗浄する操作を繰り返すと，電極表面に，比較
的均一なワイヤー分子で繋がれた金ナノ粒子の層が一層
ずつ成長する．これを何度も繰り返すと，電極間が均一
な金ナノ粒子で繋がれる（図5d）．

３．ナノ粒子ネットワークの電子輸送
3.1.	 熱励起トンネリングと協奏的トンネリング
	 （例，チオフェン型ネットワーク）
　くし形電極上に形成されたチオフェン型ワイヤー分子
（9量体）（図6a）を用いて，連結した金ナノ粒子ネット
ワークの抵抗の温度依存性を測定した．その結果を，ア

レニウスプロット（縦軸はコンダクタンスG /Ω–1：抵抗
の逆数）すると，図6bの結果が得られる．コンダクタ
ンスの温度依存性は，室温から4	Kまでの全温度領域に
わたり，式（3）でよく再現されることがわかった 5）．ま
ず，ナノ粒子ネットワークのコンダクタンスの高温域を
みると，そのプロットは直線的であり，温度依存性は，金
ナノ粒子の荷電エネルギーで支配的される式3の第一項
で表される（熱励起トンネリング　図6d　金ナノ粒子が
一次元に配列した模式図）．温度の低下に伴い，変領域ト
ンネリング（Valuable	range	hopping：Vrh）が顕在化
する領域を経て，より低温域（30	K以下）では，式3の
第二項で表される協奏的トンネリング（コトンネリング		

図6e）が支配的になる10）．コトンネリングとは，注目し
ている粒子に他の粒子から電子がトンネル効果により飛
び込むのと同時に，その粒子からもう一つの別の粒子に
電子が飛び出す過程をいい，ナノ粒子上での電荷の増減

図６	 チオフェン型ワイヤー連結金ナノ粒子ネットワーク（金ナノ粒子が一次元に配列した模式図）の電子輸送の温度依存性
	 （ａ）	オリゴチオフェン型ワイヤー分子（9量体），（ｂ）ネットワークのコンダクタンスの温度依存性，
	 （ｃ）	温度依存性と I-V特性の2次元表示，（ｄ）熱励起トンネリング，（ｅ）協奏的トンネリング，（ｆ）荷電エネルギー．
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が起こらないため，活性化エネルギーを必要としない．
また，コトンネリング域でのバイアス電圧（V）が，熱
エネルギーに対して十分低い場合，コンダクタンスG
は，温度Tの二乗に比例して減少する（図6bおよび6c）．
一方，コトンネリング域で，電流・電圧特性を測定する
と，電流は印加電圧の3乗に比例して増加する（I-V 3）
図6cの左端の座標軸が I-Vに対応している．

	 1	 Ea	 h
G	=	—	exp	(–	——)	+	————	[(2πkBT)2	+	(eV)2]
	 2Rt	 kBT	 6π2e2RtEa	 		

式3

　上記のように式3の右辺第1項は，高温部における熱
活性化型の伝導を，第2項は低温部におけるコトンネリ
ングを表現するが，どちらも荷電エネルギーに起因する
活性化エネルギー（Ea）　と，ワイヤー分子のトンネル抵
抗（Rt）　という，同じパラメータを含んでいる．このよ
うに，ごく少数のパラメータ［金ナノ粒子の荷電エネル
ギー（UC）とワイヤー分子のトンネル抵抗（Rt）］で，
高温部から低温部までの伝導を再現できることは，この
式の妥当性を示している．
3.2.	 ネットワーク内での荷電エネルギー
　単独に存在する金ナノ粒子の荷電エネルギーについて
は，前章の1で述べた．ここでは，金ナノ粒子ネット
ワークにおける荷電エネルギー（UC）（図6f）とアレニ
ウスプロットで得られる活性化エネルギーに意味につい
て考える．ネットワーク中の隣り合った金ナノ粒子は，
それぞれコンデンサーの電極とみなすことができ，着目
しているナノ粒子は，ネットワーク内で周囲の細密充填
された金ナノ粒子と相互作用しているので，周囲の金ナ
ノ粒子の影響を同心球型コンデンサーで近似すると，
ネットワーク内の金ナノ粒子の荷電エネルギーは式4で
近似できる19）．

	 	 e2	 1	 1	 UC	=	———	(	–	–	——	)	 式4
	 	 8πεε 0	 r r	+	d

同心球型コンデンサー

　ここで，rはナノ粒子の粒径，dは金ナノ粒子の間隔
である．つまり，金ナノ粒子の間隔が小さくなるほど
（金ナノ粒子どうしが近づくほど），金ナノ粒子の荷電エ
ネルギーは減少する．この荷電エネルギーを熱エネル
ギーで賄える場合は，熱活性型の伝導機構となり熱励起
トンネリングが観測される．なお，dを無限大にすると，
相手のナノ粒子が無限遠にいることになり，式1で求め

た単ナノ粒子の荷電エネルギーに相当することがわかる
（図6）．
3.3.	 ネットワーク内電子輸送の活性化エネルギー
　金ナノ粒子ネットワークのコンダクタンスの温度依存
性を示す式3の第1項は，活性化エネルギー（Ea）の関
数となっており，そのEaは金ナノ粒子の荷電エネル
ギーに支配される．式5はEaがナノ粒子の荷電エネル
ギーの4分の1（UC/4）に当たることを示している19）．
その理由を以下に説明する。

	 	Ea＝	
4
—1		

UC	 式5

　ナノ粒子ネットワークには，粒子径やナノ粒子内の電
子の総数のバラツキがあるので，ナノ粒子の電位には広
い分布がある．その中で，一つのナノ粒子から他のナノ
粒子へ電子を1個移動させることを考える（その際，電
位が高い側への移動も，低い側への移動もあり得る）．
電子移動の活性化エネルギーの最大値はUC	/2であり，
ナノ粒子の静電エネルギーは，注目するナノ粒子とのエ
ネルギーの差が0のものからUC	/2のものまで無数に存
在するので，その平均値はUC	/4となり，式5が導かれ
る．つまり，金ナノ粒子ネットワークでは金ナノ粒子が
コンデンサーの電極に当たり，コンデンサーをつなぐ複
数本のワイヤー分子がコンデンサーに挿入された誘電体
に相当する．したがって，金ナノ粒子ネットワークは，
容量が極めて小さいコンデンサーが，トンネル抵抗Rtを
もつワイヤー分子で直列および並列に連結された回路と
みなすことができる．
3.4.	 少数ナノ粒子ネットワークの次元性と活性化エ

ネルギー
　以上の考察に関連した筆者らの実験を紹介する．金ナ
ノ粒子ネットワークをくし形電極上で作製し，多くの試
料を電子顕微鏡で観察し，ネットワークが一次元的，二
次元，三次元に張れているものを選び出し，コンダクタ
ンスの温度依存性を測定した．得られた活性化エネル
ギーからナノ粒子の荷電エネルギーを求めたところ，次
元性が上がるに伴い，荷電エネルギーUCが低下する傾
向が見出された（一次元47.0	meV，二次元23.8	meV，
三次元16.8	meV）．これは上記の解釈を支持するととも
に，ネットワークの次元性の作り分けで，ネットワーク
の活性化エネルギーを制御できることを意味している
［情報通信研　野口　裕，照井通文との共同研究］20）．
ネットワークの全抵抗は，くし形電極の被覆率と関連す
るので，コンダクタンスは試料ごとにばらつくことにな
るが，コンダクタンスの温度依存性から得られる活性化
エネルギーは，ネットワークに固有の値であり，それよ
り求まるナノ粒子の荷電エネルギーを用いて定量的な議
論が可能となる．
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3.5.	 コンダクタンスの温度依存性にみられるワイ
ヤー分子依存性

3.5.1.	 ワイヤー分子の鎖長さ
　同心球コンデンサーモデルを基に導出された荷電エネ
ルギー UCの式4で示されるように，ワイヤー分子の分
子長は，金ナノ粒子の間隔であるdに相当する．した
がって，長いワイヤー分子で連結するとdが長くなり，
UCは増大する．したがって，ネットワークの活性化エ
ネルギーは増大する19）．
3.5.2.	 	 σ ─ワイヤーとπ ─ワイヤー
　σ─ワイヤーとπ ─ワイヤーでは，ワイヤー分子の電子構
造は大きく異なるので，ネットワークの電子輸送の活性
化エネルギーに影響を与えると予想される．しかしEa

はUCに比例し，そのUCは第一次近似として，ナノ粒子
の粒径rと金ナノ粒子の間隔dで決まってしまう．では，
σ─ワイヤーとπ ─ワイヤーの違いは，どこに現れるのであ
ろうか．
　熱励起トンネリングの値は式3の第1項で表されるが，
指数項の係数（Pre-exponential	Factor）に注目する．こ
の係数を決める因子は，化学反応の活性化エネルギーを
扱う際の頻度因子に対応し，ネットワークの伝導におい
ては，ワイヤー分子のトンネル抵抗Rtの逆数であり，そ
のトンネル抵抗Rtは，減衰因子とトンネル確率の積で表
される．ワイヤー分子の長さは，ネットワーク中の荷電
エネルギーの説明において，ナノ粒子間の距離を表すパ
ラメータとして登場したが，ここでは電子がワイヤー分
子をトンネル移動する際の減衰因子を決めるパラメータ
として働く．実際オリゴマーの重合度を増やして，ワイ
ヤーの長さの異なる一連のワイヤー分子を用いてネット
ワークのコンダクタンスを測定すれば，減衰因子を求め
ることができる．一方，ワイヤー分子のフロンティア軌
道（hOMO,	LuMO）のエネルギー準位は，トンネル確
率に関係する．軌道エネルギーが，金ナノ粒子の仕事関
数（イオン化ポテンシャルに相当するエネルギー）に近
い位置にあれば，トンネル確率は高くなる．一般に，π ─
ワイヤーのフロンティア軌道のエネルギーは，σ─ワイ
ヤーのそれらより金ナノ粒子の仕事関数に近いので，π ─
ワイヤーのトンネル確率は，σ─ワイヤーより大きい．す
なわち，アレニウスプロットにおいて，ワイヤー分子の
分子長が等しい場合，活性化エネルギーを与えるπ ─ワイ
ヤーの傾きとσ─ワイヤー傾きは等しいが，同一の温度で
のコンダクタンスはπ ─ワイヤーの方が大きくなる．
3.6.	 分子コンダクタンス
　2章のはじめに述べたように，金ナノ粒子ネットワー
クでは，ネットワーク全体のコンダクタンスから，ワイ
ヤー分子のトンネル伝導の情報を引き出すことができ
る．ワイヤー分子の分子コンダクタンスが導出できれ
ば，有用な知見となろう．その手続きについて触れる．

　式3で示されるように，ネットワークの導電性は熱励
起トンネリングとコトンネリングの寄与の和で表され
る．この2つの項は，いずれも活性化エネルギー Eaとト
ンネル抵抗Rtという2つのパラメータから成りたってい
るため，全温度領域が再現されるようにフィッティング
を行うことで，これらのパラメータを求めることができ
る（図6b）．試料のサイズが変わると，ネットワーク全
体の抵抗値は当然変化するが，温度依存性は，適当な比
例定数を掛ければ問題無くフィッティングできるので支
障はない．この方法で求めたデカンジチオールのネット
ワークにおけるトンネル抵抗は3.2	GΩ，チオフェン9量
体のネットワークのトンネル抵抗は18	MΩとなった．
さらに，ナノ粒子間を何本のワイヤー分子が接続してい
るかを考慮する必要がある．EDS分析で求まったネット
ワークのAu原子とイオウ原子の比（Au：S）は，ワイ
ヤー分子としてデカンジチオールを用いた場合は10.7：
1，オリゴチオフェン9量体を用いた場合はAu：S=2.3：
1となり，粒径4	nmの金ナノ粒子の原子数を1750個と
してAu1750：wireの比に換算すると，デカンチオールで
は，1：82，9量体では1：70となるが，注目しているナ
ノ粒子1個当たりのワイヤー分子数は，細密充填を仮定
すると換算で求まった値の6分の1となる（補正値が
1/12ではなく1/6になるのは，界面活性剤と異なり，1

本のワイヤー分子には2個の接合部があり，隣接ナノ粒
子のワイヤーとも結合を形成するためである）．デカン
ジチオール1本あたりの抵抗は3.2×	82	÷	6	=	44	GΩ，
9量体ワイヤーの分子抵抗は18	×	70	÷	6	=	210	MΩと，
見積もることができる．
3.7.	 ネットワークのコンダクタンスは何で決まるか
　この章の最後に，ネットワークのコンダクタンスは何
で決まるかについてまとめておく．ネットワークの温度
依存性は，活性化エネルギー Eaとワイヤー分子のトン
ネル抵抗Rtで決まるが，一定温度でのコンダクタンス
は，荷電エネルギー UCが小さいこと，つまりナノ粒子
の粒径が大きく，かつ多くのナノ粒子と連結しているこ
とが有利に働く．一方，ワイヤー分子のトンネル抵抗Rt

が低くなるには，ワイヤーが短いこと（減衰係数が小さ
い），軌道エネルギーが金の仕事関数に近い（トンネル
確率が高い）必要がある．但し，ナノ粒子がクーロンブ
ロッケードとして働くには，量子化抵抗を下回ってはな
らない．

４．π共役ワイヤー分子におけるチオール基の
４．置換位置と単分子コンダクタンス

　金ナノ粒子ネットワークを構成するワイヤー分子の両
端には，金ナノ粒子表面に化学吸着させるためにチオー
ル基を導入する必要があるが，どの位置に導入すれば高
いコンダクタンスが得られるかは，ナノ粒子のネット
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ワーク化にとって重要である．近年，ナノギャップ電極
を用いた単分子計測が活発に行われるようになったこと
を受け，ナフタレンの2個の炭素原子にチオール基を導
入した数個の分子が合成され，その単分子コンダクタン
スが測定された．本研究ではナフタレンの4種のジチ
オール異性体（1,4-，1,5-，2,6-，および2,7─置換体）を
合成し，ブレークジャンクション法で作製した金ナノ
ギャップ電極で，これら異性体の分子コンダクタンスを
測定した［阪大・谷口正輝，川合知二；九大・吉澤一成
との共同研究］21）（図7）．
　これら異性体の分子コンダクタンスは，それぞれ853,	

171,	109,	7.8	nΩ–1と求まった．金電極のフェルミエネル
ギー（Ef）は，それぞれ異性体のhOMO,	LuMOのほ
ぼ中間にあると仮定できるので，分子コンダクタンス
は，式6で近似的に表される．

  CrHOMO CSHOMO CrLUMO CSLUMO
 —————— + ——————  式6
 Ef – EHOMO	±	iη 	 Ef – ε LUMO	±	iη

　したがって，チオール置換位置のMOの係数の積が，
第1項と第2項で逆符号になった場合に，コンダクタン
スの絶対値が増加することを，合理的に説明できる
（図7）．なお，2,7─体ではSOMOが検討の対象となる．
分子コンダクタンス最大の1,4─体と最小の2,7─体の比は
110倍にも及び，フロンティア軌道の位相が，分子コ
ンダクタンスに大きな影響を及ぼすことが明確に示さ
れた．

５．連結金ナノ粒子からなる “二重ドット”	
５．の示す超周期コンダクタンス

　走査型トンネル顕微鏡やナノギャップ電極を用いて単
一ナノ粒子の荷電エネルギーや I-V特性が計測されてい
るが，2個のナノ粒子を連結させ，二重ナノドットとみ
なした解析例はなかった．ここでナノドットとは，ナノ
メートルサイズのゼロ次元（点状）のクーロンブロッ
ケードで内部の電子エネルギーが離散的であるものを指
す．ナノギャップ電極（間隙約10	nm）内に，ターチオ
フェン型ワイヤー分子で連結した2個のナノ粒子（粒径
6	nm）を，直列的に連結したネットワークを作製し，
このネットワークのコンダクタンスを11	Kで測定した．
ゲート電位（Vg）と電位（VDS）をそれぞれ横軸，縦軸
にとり，微分コンダクタンス（I-V特性の傾きdISD/

dVSD）の大きさを明度で表示したところ，明確なクーロ
ンダイヤモンドが現れた（図8）．また，このパターン

図８	 二重ドットのコンダクタンスの周期性
	 （ａ）	ナノギャップ電極に挟まれターチオフェンワイヤーで繋がれた2個の金ナノ粒子の電子顕微鏡像（上）とその概念．
	 （ｂ）	二重ドットの微分コンダクタンスのゲート電圧Vg	，ドレイン電圧VD依存性．
	 （ｃ）	二重ドットの静電ポテンシャル内の電子輸送に対するVg	，VD効果．
	 （ｄ）	超周期的なクーロンダイヤモンド．
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図７	 単分子コンダクタンスを計測したナフタレンジチオール類の
hOMOおよびLuMOの形とその単分子コンダクタンスの計
算値
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は，静電エネルギーが異なる2種のクーロンダイヤモン
ド（133,	107	meV）の重ね合わせからなる超周期構造
で解析できる．さらに，ダイヤモンドの先端部の分裂溝
の深さから，粒子間にクーロン相互作用（25	meV）が
存在することが分かり，この2個の金ナノ粒子を含む
ネットワークは，超周期コンダクタンスをもつ二重ドッ
ト単電子トランジスタとして働くことが明らかになっ
た．［情報通信研　野口　裕，照井通文との共同研究］22）．

６．スピン分極性ワイヤー分子	
６．ネットワークの磁場制御

　これまでσ型ネットワークとπ型ナノ粒子ネットワー
クのコンダクタンスを同一条件で比較した場合，トンネ
ル抵抗の違いによりコンダクタンスに差はあるものの，
活性化エネルギーはほぼ同程度であった．もし，ワイ
ヤー分子の電子構造を外的刺激で変化させることで，ナ
ノ粒子ネットワークの性質を操作できるようになれば，
ナノ粒子ネットワークの可能性はさらに広がるであろ
う．そのような目的に沿って，近年スピン分極型（spin-

polarized），光応答型（photo-responsive），電界酸化・
還元型（redox-active）ワイヤー分子が設計・合成され，

トンネルコンダクタンスが外場で制御されるようになり
つつある．
6.1.	 スピン分極ワイヤーで連結したネットワークの

作製
　クーロンブロケードとして働く金ナノ粒子のネット
ワーク構造体を流れるトンネル電流を伝導電子の流れと
し，金ナノ粒子を連結するワイヤー分子に不対電子を導
入することで，スピン分極型ネットワークが構築できる
はずである．そこで，磁場を印加して不対電子の揺らぎ
を押さえ込むことでネットワークのコンダクタンスを増
大させる磁場制御型ネットワークの開発が行われた．外
部磁場に応答できるワイヤー分子として，安定有機ラジ
カル部位を組み込んだスピン分極ワイヤーが合成され	

た 23）．このワイヤー分子では，ターチオフェン型ワイ
ヤー分子の中心のチオフェンがピロールに入れ替わり，
そこにp─フェニルニトロニルニトロキシドが導入されて
いる（図9a）．このワイヤー分子では，スピン由来の
SOMOのエネルギー準位が，hOMOを下回っており，
ワイヤー分子から電子が抜かれても，ラジカル部位のス
ピンは残るという特徴がある．さらにhOMOから電子
が一つ抜かれた際，SOMO-hOMO間に交換相互作用が
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図９	 スピン分極性ワイヤー分子ネットワークの磁場制御
	 （ａ）	スピン分極性ワイヤー分子（上）とその電子構造（非制限ハートリー・フォック法による表示）（下）．
	 （ｂ）	くし型電極上の金ナノ粒子ネットワークとその拡大図．電子顕微鏡図を含む．
	 （ｃ）	スピン分極およびスピンレスネットワーク（対照物質）が示すコンダクタンスの温度依存性．
	 （ｄ）	スピンレスワイヤーとスピン分極ワイヤーの抵抗に対する磁場印加効果．
	 （ｅ）	スピンレスネットワークとスピン分極ネットワーク内のナノ粒子間のワイヤー分子を介した電子輸送	

	 （後者については磁場の効果も併記）．
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働き，hOMOの軌道を利用した電子伝導の際，ラジカ
ル上のスピンの向きがそれに影響を及ぼすように設計さ
れている．
　スピン分極ワイヤーで多数の金ナノ粒子を連結した
ネットワークが，金電極の間を橋渡しする形で形成され
た24）．このネットワークの電界放射型走査電子顕微鏡
（FE-SEM）像を示す（図9b）．界面活性剤で被覆した粒
径4	nmの金ナノ粒子を，ヘテロジスルフイド基を両端
にもつワイヤー分子と混合すると，平均粒径100	nmの
粒塊が生成し，さらにそれらがつながることで電極間を
つなぐネットワークが階層的に形成されていることがわ
かる．このネットワークの磁化率を測定したところ，χT
値とその温度依存性から，ネットワークの磁性は常磁性
的であること，および1個のナノ粒子に対して平均30本

のスピン分極ワイヤー分子が置換していることが明らか
になった．なお，スピンレスワイヤー分子を用いて調製
したネットワークも同様のネットワーク構造を示す．
6.2.	 コンダクタンスの磁場制御
　スビンレスネットワークのコンダクタンスの温度依存
性は，通常のネットワークと同様に，高温域では熱励起
トンネリングを示し，低温域ではコトンネリング伝導に
切り替わる．これに対し，スピン分極ワイヤーで連結さ
れたネットワークの熱励起トンネリング（高温部）の活
性化エネルギーは42	meVであり，スピンがない場合と
ほぼ同様の値であるが（図9c），温度が低下してもコン
ダクタンスは下がり続ける．このことは，局在スピンの
存在により，コトンネル伝導が部分的に乱されている可
能性を示唆する．I-V 2N–l特性（ここで，Nは同時にコト
ンネリングが起こるサイト数を表す）を4	Kで測定した
ところ，その次数は3であり，コトンネリングはまだ部
分的に起こっているものの，2つのサイト（（2N	–	1	=	

3），（N	=	2サイト）間に限られていることがわかった．
そこで，このネットワークに4.2	Kで磁場の印加を行っ
たところ，図9dに示すように，スピンレスネットワー
クでは磁場の印加とともに抵抗値がやや上昇する正の磁
気抵抗を示したのに対し，スピン分極ネットワークでは
磁場の向き（電流の流れる方向に対し平行か逆平行）に
かかわらず，抵抗値が低下する負の磁気抵抗が認められ
た［東大　小宮山進との共同研究］25）．ちなみに，通常
の物質の導電性は磁場を印加すると，ローレンツ力で電
流が曲げられるため抵抗は上昇する．
　このネットワークで負性磁気抵抗が観測されたのは．
金ナノ粒子間のトンネル障壁に組み込まれたワイヤー分
子に不対電子が存在し，このスピンがワイヤー上を流れ
るトンネル電子と相互作用する（エンタングル状態にな
る）ことで，トンネル電流の散乱が生ずるためと考えら
れる．ここに磁場を印加すると，局在スピンの自由度が
なくなるため，散乱が抑えられ抵抗が減少したものと解

釈できる（図9e）．また，図9dで見出されたほぼ直線的
な磁気抵抗挙動は，S	=	1/2のスピンに起因しており，
このネットワークの電子構造を反映したものといえる．
このような明確な結果が得られた一因として，ネット
ワークの階層性があげられる．すなわち，このネット
ワークにおいては，2	µmの電極間に粒径100	nmの粒
塊が20個程度存在するが，粒塊同士は1個（ないしは少
数個）のナノ粒子で接続されている．したがって，ネッ
トワーク全体の抵抗は，ボトルネック部分に当たるごく
少数のナノ粒子で支配される．
　より高次のコトンネリングを期待して，積層形成型均
一法でスピン分極ネットワークを調製したところ，4次
のコトンネリングが観測され，負性磁気抵抗比は5%

（4.2	K,	4.7	T）に向上した［東大　P.	Nickels，小宮山進
との共同研究］23）．

７．光異性化型ワイヤー分子	
７．ネットワークの光制御

　ジアリールエテン型ワイヤー分子を用いたナノ粒子
ネットワークに，紫外線を照射すると，ジアリールエテ
ンの光異性化によって金ナノ粒子ネットワークの導電性
が3.8倍増加することが，松田らにより報告された27）．
閉環体では，2つのチエニル基は回転が可能で非平面で
あるが，紫外光照射で閉環体に異性化させるとπ共役が
分子全体に広がることがその原因と考えられる．また，
可視光を照射すると開環体に戻るのに伴いコンダクタン
スも元の値に戻る．

８．酸化･還元活性型ワイヤー分子	
８．ネットワークの電場制御

8.1.	 ビオローゲン型ワイヤー分子とネットワーク化
　ビオローゲンは，ジカチオンとカチオンラジカル間で
可逆的な還元酸化が起こることが知られている．筆者ら
は電気化学的還元酸化でコンダクタンスが大きく変化す
る金ナノ粒子ネットワークの構築を目指した．そのため
にビオローゲンの窒素原子上に3─メルカプトプロピル基
を導入した分子ワイヤーを合成した．この酸化還元活性
型ワイヤー分子は，可逆的な第一還元電位を－0.29	V	vs	

Ag/AgClに示すアクセプターである（可逆的第二還元電
位は－0.74	V	vs	Ag/AgCl）（図10）28）．

図10			ビオローゲン型ワイヤー分子とその還元・酸化挙動
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8.2.	 ビオローゲン型ネットワークとその還元体の吸
収スペクトル

　ビオローゲン型ネットワークの合成とそのネットワー
ク化，およびネットワークを還元した際に低温部のコン
ダクタンスが大幅に上昇することは，片山（東大）の修
士論文にまとめられているが，筆者（TS）が豊田理研
の客員フェローに採用された機会に，冒頭で述べた
ニューラルネットワークのモデルの観点から改めてその
挙動を精査することとした．以下，この2年間の研究成
果について紹介する．
　金ナノ粒子ネットワークを還元するに当たっては，そ
の電子構造の変化をuV吸収スペクトルで追跡すること
は重要である．金ナノ粒子およびナノ粒子ネットワーク
の光学的性質について議論する．金属ナノ粒子は「表面
プラズモン共鳴（Surface	Plasmon	resonance；SPr）」
によって，特徴的な光学特性を示す．SPrは，金属ナノ
粒子の表面電荷が電磁波によって周期的に振動すること
に起因する．この波長や吸光係数は，ナノ粒子の組成，
形状，周囲の誘電率などによって変化することが知られ
ている．実際，調製した金ナノ粒子（粒径4	nm）の溶
液のuV/Vis吸収スペクトルには，526	nmが極大値と
なるピークが観測される．
　透過光を用いて分光電気化学測定するため尾又（東
大）らは，透明電極［酸化インジウムスズ（indium	Tin	

Oxide；iTO）］である iTO電極の表面に露出しているヒ
ドロキシル基に，シランカップリング剤を結合させて先
端をメルカプト基で修飾した基板を作製し，これを金ナ
ノ粒子溶液と分子ワイヤー溶液に交互に4回浸漬するこ
とで，iTO表面にビオローゲン型金ナノ粒子ネットワー
クを張った試料を調製した 29）．また，比較のために，
1,10'─ドデカンジチオール（DDT）を分子ワイヤーに用
いた試料も製作された．DDTはビオローゲンワイヤー
と分子長がほぼ等しく，－600–0	mV	vs.	Ag/AgClでは酸
化還元されない．

　作製した基板のuV/Vis吸収スペクトルを図11に示
す．金ナノ粒子ネットワークを作製した試料は，シラン
カップリング剤使用の有無に関わらず，600	nm付近に
吸収が現れた．金ナノ粒子がネットワーク化したこと
で，ナノ粒子間隔や周囲の誘電率が変化したため，溶液
中のSPr吸収よりも長波長側にシフトし幅広くなったと
理解される．iTO基板に－600	mV（参照電極Ag/AgCl）
を印加しながら，吸収スペクトルの経時変化を測定し
た．図11のスペクトルは，還元前のスペクトルを基準
とし還元に伴う差スペクトルの変化である．ビオローゲ
ン型金ナノ粒子ネットワークでは，440	nmと580	nm

付近の吸収が顕著に増加した（図11b）．これに対し，
DDT型金ナノ粒子ネットワークでは，吸光度は400–

800	nmにわたって単調に増加し，特に580	nmが顕著
に増加した（図11c）．したがって，440	nmのSPrに基
づく吸収の顕著な増加は，ビオローゲン型金ナノ粒子
ネットワークに特有の吸収であり，ビオローゲンと金ナ
ノ粒子との励起子相互作用（エキシトンカップリング　
図11a）により，短波長の吸収強度が増大したと見られ
る．また，580	nmの吸収強度は，両方の金ナノ粒子
ネットワークで増加した．これは，金ナノ粒子が還元さ
れることで粒子の還元に伴い電子密度が増加し，SPrの
強度が増加したためと考えられる．なお，350	nm未満
には iTOの強い吸収がバックグラウンドとしてあるた
め，その領域については，ここでは議論しない．
8.3.	 コンダクタンスの電気化学的スイッチング
　酸化還元活性型ワイヤー分子を用いて，金ナノ粒子
（粒径3.3	nm）を連結したネットワークを作製し，その
コンダクタンスの温度依存性を室温から5	Kまで測定し
た．さらにこのネットワークを電界還元し，コンダクタ
ンスの温度依存性がどのように変化するかに注目した
（図12）28，30）．
　還元前のコンダクタンスの温度依存性を300–4	Kで測
定した後，低温域での電流─電圧（I-V）特性を測定し

図11	 ビオローゲン型およびドデカンジチオール型ネットワークの電界還元に伴う吸収スペクトル変化
	 （ａ）	ビオローゲン型ワイヤー分子と金ナノ粒子プラズモンとの励起子カップリングの模式図．
	 （ｂ）	石英基板上にシランカップリング材を用いた積層法で作製されたビオローゲン型ワイヤー分子ネットワークの吸収スペクトルの照

	 射時間依存性．
	 （ｃ）	同様に作製したデカンジチオール型ネットワークの吸収スペクトルの照射時間依存性．
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た．これらの測定の後に，グローブボックス中，窒素雰
囲気下で試料に電位（－0.6	V/30	min）を印加して還元
した後，同様の測定を行った．電界還元後（還元率：約
30%）の高温域のコンダクタンスは，約3倍しか増大し
ていないのに対し，低温域の協奏的トンネリング領域
（還元型のパーコレーション伝導）のコンダクタンスは，
約1000倍と大きく増加した．還元により導電性が顕著
に向上したのは，一電子還元により元来軌道エネルギー
の低いビオローゲン（ジカチオン）のLuMOを一電子
が占有し，SOMOとなることで軌道エネルギーが低下
し，金電極および金ナノ粒子のEfとほぼ同程度になった
ことにあると解釈される．また，ワイヤー分子の平面性
も向上するため，電子伝導のトンネル障壁が減少し，量
子化抵抗を下回ったため導電性が大きく向上したものと
推論している．
　このネットワークの高温域での I-V特性は I	∝	V 1で表
さられるが，低温域では I	∝	V 3の依存性を示すことよ
り，低温域では協奏的トンネル機構が支配的であること
が分かる．また先に述べた通り，電極上で金ナノ粒子
ネットワークを還元すると，低温域において，コンダク
タンスが103倍も上昇するが，その際 I-V特性は，全測
定温度域で I	∝	V 1.2となり，明らかに還元前と異なる電
子構造が形成されていることがわかる．
　なお，還元型ネットワークを電解酸化（+0.2	V/30	

min）すると，ほぼ元のコンダクタンスに戻るが，コン
ダクタンスは，やや大き目である．その変化は可逆的で

再現性が認められた（図12）．その原因としては，一度
ワイヤー分子が1電子還元されカチオンラジカルになる
と，ビピリジルのビリジン環を繋ぐ結合に2重結合性が
生じる．また，ビオローゲン（ビピリジニウム体）では
対アニオンは2個必要であるが，還元に伴い1個は不要
となり，位置がずれる（再配向する）といったことが挙
げられる．したがって，再酸化した後でも，一部抵抗の
低い箇所が残っても不思議ではない．
　低温での大幅なコンダクタンスの上昇が，ワイヤー分
子の還元のみによるのか，金ナノ粒子の還元の寄与もあ
るかを検討するため，ドデカンジチオール型ネットワー
クの還元（–0.6	V，20分間）が安田（神奈川大）により
行われた。ワイヤー分子がこの電位で還元される分子軌
道レベルをもたない場合は，コンダクタンスの大幅な上
昇は起こらないことがわかった．したがって，ビオロー
ゲン型ワイヤー分子の還元がその原因であることが確認
された．
8.4.	 フェニルビオローゲン型ネットワークへの展開
8.4.1.	 フェニルビオローゲン型ワイヤー分子の利点
　前項述べたように酸化還元能をもつビオローゲンを組
み込んだチオールワイヤー分子では，還元により低温域
（30	K以下）での抵抗を千分の一に減少できることが分
かった．しかし，ビオローゲンワイヤー分子の1電子還
元体は著しく不安定で，取り扱いに問題があった．そこ
で，小林（神奈川大）は，安定な還元体を与えると期待
されるフェニルビオローゲン31）部位をワイヤー分子に組

図12	 ビオローゲン型金ナノ粒子ネットワークとその還元体のコンダクタンス温度依存性
	 （ａ）	ビオローゲン型金ナノ粒子ネットワークの分子構造と接合部の電子構造とその還元により生ずる電子構造の変化．
	 （ｂ）	ナノ粒子ネットワークのコンダクタンスの還元に伴う変化とその温度依存性．
	 （ｃ）	繰り返し酸化還元した際の，10	Kにおけるコンダクタンスの変化．

–

+

–

 

π

π*(LUMO)

π

π*(LUMO)

10-3

10-5

10-7

10-9

10-11

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16
T −1 / K−1

Bias 0.2 V
R
−1

/ Ω
−1

Red. Ox.

Red.

Time / min.

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

0 20 40 60 80 100

Red.Ox. Ox.

R
−1

(1
0 

K
)

/ Ω
−1

R
ed.O

x.

(a) 

(b) 

(c) 

+

–



	 ワイヤー分子で連結された金ナノ粒子ネットワークの電子輸送	 97

み込んだ，4,4'─ビス（4─（3─メルカプトプロピル）フェニ
ル）ビオローゲン，およびそのメルカプト基を保護した
ワイヤー分子の合成を行った（構造式を以下に示す）．

 
フェニルビオローゲン型分子ワイヤーアルキルビオローゲン型分子ワイヤー

　また，母核となるフェニルビオローゲンは，そのイミ
ノキノン体（2電子還元体）と混合し加熱すると不均化
の逆反応が起こり，2分子のカチオンラジカル体（1電
子還元体）が生成することが知られている31）．もし，
フェニルビオローゲン型ネットワークにフェニルビオ
ローゲン型ワイヤー分子と等量のイミノキノン体を混合
しておき，電極間に電圧を印加し，電流誘起の不均化の
逆過程が起これば，ネットワークのコンダクタンスが大
幅に向上することになる．
8.4.2.	 フェニルビオローゲン型ワイヤー分子の合成
　そこでフェニルビオローゲン誘導体を，図13aに示す
zincke反応で合成するために，その原料であるp─メルカ
プトプロピルアニリンが，3─ブロモプロピルベンゼンの
ニトロ置換体の臭素をチオ尿素でメルカプト基に変換
し，その生成物を塩酸─スズでクレメンゼン還元するこ
とで合成・単離された（収率37%）．しかし，この化合
物は，窒素雰囲気下低温でもジスルフィドになりやす
く，すぐにジニトロフェニルビオローゲンとのzincke

反応32）（図13a）を行ったが，精製時に生成物の溶解が著
しく低下し，目的物である4,4'─ビス（4─（3─メルカプトプ
ロピル）フェニル）ビオローゲンの単離には，至らなかっ
た．

　そこで，チオール基の保護基として知られるp─メトキ
シベンジル基（PMB）を導入することとした．3─ブロモ
プロピルニトロベンゼンの臭素をチオ尿素と反応させイ
ソチウロニウム塩とし，これをアルカリで加水分解した
反応液にトリエチルアミン存在下p─メトキシベンジルク
ロリドを加え，末端チオールをPMB保護したニトロベ
ンゼン誘導体を得た（80%）．この分子を亜ジチオン酸
ナトリウム─エタノール水溶液で還元することで，末端
チオールをPMB保護した目的とするアニリン誘導体
（淡黄色結晶）を得ることができた（42%）（図13b）33）．
このアニリン誘導体でzincke反応を行うことで，チ
オールをPMBで保護したフェニルビオローゲン誘導体
の合成に成功した．今後はこのワイヤー分子を用いて
ネットワークを構築する予定である．

９．金ナノ粒子ネットワークの可能性
　以上，金ナノ粒子ネットワークの特徴ある電子輸送機
能（少数ナノ粒子ネットワーク，二重ナノドットネット
ワークを含む）について概観すると共に，この2年間で
の研究成果について論述した．このネットワークでは，
金ナノ粒子がクーロンブロッケードとして働くことで，
室温より30	K付近まではワイヤー分子を介した熱励起
トンネリングが観測されること，また，20	K以下の低温
域では，協奏的トンネリング（コトンネリング）が出現
することを述べ，そのなかで金ナノ粒子，ワイヤー分子
の働きについて論じた．金ナノ粒子ネットワークの電子
輸送はワイヤー分子の電子構造を工夫することで，外場
により操作可能になる．このような新しい観点につい
て，光，磁場，電場によるコンダクタンスの制御法につ

図13	（ａ）	 zincke反応による目的ワイヤー分子の合成．
	 （ｂ）	 PMB（=	p-methoxybenzyl	alcohol）でメルカプト基を保護したフェニルビオローゲン型ワイヤー分子の合成経路．
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いて紹介した．中でもトンネル障壁に存在するワイヤー
分子上の局在スピンがトンネル電子と相互作用すること
が初めて明確に示された．
　8章3で述べたように，ワイヤー分子を還元すると低
温域のコンダクタンスが3桁も向上する．この原因を精
査するとともに，この機能を一段と高めることが当面の
課題である．今後，磁場や光といった外場による分子構
造やスピン多重度の可逆的変換が可能になれば，「分子
スピンエレクトロニクス」の確立に大きく貢献すること
になろう．
　この研究を続ける中で，序論でも述べた通りこのネッ
トワークをニューラルネットワークのモデルとできない
だろうかといった興味が生じた．ナノ粒子や有機分子と
いったナノレベル材料を用いる上で，ボトムアッププロ
セスの課題であるサイズが小さいが故の配線の難しさが
ある．（1）自己組織化によるネットワーク化という，結
晶とは異なる集合化を行う．（2）完成したネットワーク
に含有される莫大な組み合わせのパーコレーション的導
電性経路から，必要な機能を持った部分を選び出す，あ
るいは後天的に機能を育成する，といった逆転の発想に
基づくアプローチを提案する（図14）．すなわち，ある
電子機能を予め設計して作り込むのではなく，後天的に
望んだ特性を示すように「育成できる」回路を実現しよ
うとする点が，これまでの材料開発とは大きく異なる独
創的な点である．

　このような研究はこれまでの技術の延長ではなく，
むしろ究極の分子システムである生命活動にヒントを
得，ナノレベルの有機材料が持つ特性を生かすことで，
現実的な解を提供するものである．ボトムアッププロ
セスの問題点を解決するブレークスルーとなると考え
ている．
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