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新規光学機能探索	 

松	 井	 龍	 之	 介＊	 

Novel optical functionalities in self-organized liquid crystal microsystems 
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Liquid crystals (LCs) have been widely utilized in flat-panel displays as LC displays (LCDs) nowadays. 
However, only limited functionalities LCs possess such as optical and dielectric anisotropies are used in such 
LCDs. LCs form rich variety of structures like micro-droplets in a self-organized manner, and in this study 
we have attempted to develop novel optical materials and devices based on such LC micro-systems. By 
dispersing small amount of metallic nanoparticles (NPs) in LC host, effective optical properties can be 
designed with high flexibility. The effective dielectric permittivities of such NP dispersed nematic LCs 
(NDLCs) are analyzed based on an extended Maxwell-Garnett mixing rule and existence condition of 
Dyakonov surface waves (DSWs) are investigated. It is shown that by adding small amount of Ag NPs 
significantly relax the existence condition of DSWs. 

１．はじめに	 

液晶は、フラットパネルディスプレイの主役格としての地位をこれまで確立してきた。しかしながら、液晶ディスプレ

イにおいては液晶の光学・誘電異方性のみを用いるに留まり、液晶材料の本来有するポテンシャルのごく一部のみを活用

しているに過ぎない。液晶の有する自己組織化的構造形成能は、他の材料系に無い液晶特有の性質の一つであるといえ、

様々な新規光学機能発現の高いポテンシャルを秘めている。本研究では、液晶の自己組織化的マイクロシステムとそのユ

ニークな光学的特性に焦点を当て、新規光学デバイスの開発に取り組んできた。	 

液晶分子を液体や高分子などのマトリクス中に分散させればドロップレット形状を自己組織化的に形成する。近年この

ような液晶マイクロドロップレットを活用した新規光学素子に関する研究が活発になされている。筆者等は、液晶マイク

ロシリンダーにおけるフォトニック・ナノジェット効果につき FDTD 数値シミュレーションにもとづき解析を行なって来

ており［1］、実験的な観測のための共焦点顕微システムの構築に取り組んだ。また一方で、液晶マトリクス中に金属ナ

ノ微粒子を分散することにより得られるメタマテリアルによる負の屈折やクローキングなどの新規光学効果に関する研

究も進んでいる。筆者等は、そのような金属ナノ微粒子分散液晶メタマテリアルにおいて見られる特異な表面波の存在条

件につき検討を行なった［2］。

２．自己組織化液晶マイクロドロップレットにおけるフォトニック・ナノジェット効果	 

2004 年に Chen 等は、数ミクロン径の誘電体微小球に平面波を入射すると、光の波長以下に収束されたジェット状の光

束（フォトニック・ナノジェット）が得られることを FDTD シミュレーションにより示した［3］。2008 年には Ferrand 等

が共焦点顕微鏡によるフォトニック・ナノジェットの観測に成功している［4］。上述のように筆者等は液晶マイクロシ

リンダーにおけるフォトニック・ナノジェット効果につき数値シミュレーションにより検討してきたが、液晶分子は外部

電界によりその分子配向方向を制御可能なことからフォトニック・ナノジェットへの動的な制御性の付与が可能になるも

のと期待される［1］。そこで本研究では、液晶微小球におけるフォトニック・ナノジェット効果の観測を目的に、共焦

点顕微システムの構築に取り組んできた。２次元面内の光ビームの走査にはガルバノミラーを採用し、深さ方向の走査に

はピエゾ素子を搭載した対物レンズを用いた。これら走査と光強度取得を全自動にて行なえるようなシステムを LabVIEW

を用いて構築した。ソフト面の開発は完了しており、今後本格的な観測実験に取り組んで行く。	 
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	 Liquid	crystals	(LCs)	have	been	widely	utilized	in	flat-panel	displays	as	LC	displays	(LCDs)	nowadays.	

However,	only	limited	functionalities	LCs	possess	such	as	optical	and	dielectric	anisotropies	are	used	in	such	

LCDs.	LCs	form	rich	variety	of	structures	like	micro-droplets	in	a	self-organized	manner,	and	in	this	study		

we	have	attempted	 to	develop	novel	optical	materials	and	devices	based	on	such	LC	micro-systems.	By	

dispersing	small	amount	of	metallic	nanoparticles	(NPs)	in	LC	host,	effective	optical	properties	can	be	designed	

with	high	flexibility.	The	effective	dielectric	permittivities	of	such	NP	dispersed	nematic	LCs	(NDLCs)	are	

analyzed	based	on	an	extended	Maxwell-Garnett	mixing	rule	and	existence	condition	of	Dyakonov	surface	

waves	 (DSWs)	are	 investigated.	 It	 is	 shown	 that	 adding	 small	 amount	of	Ag	NPs	 significantly	 relax	 the	

existence	condition	of	DSWs.
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図 １．金属ナノ微粒子分散液晶メタマテリアルにおける Dyakonov 表面波の概略図	 

 

図 ２．(a) 金属ナノ微粒子分散液晶メタマテリアルの実効誘電分散	 

(b)	 波長 406	 nm における Dyakonov 表面波の存在条件	 

３．金属ナノ微粒子分散液晶メタマテリアルにおける Dyakonov 表面波	 

近年、金属と誘電体の界面に存在する表面波

である表面プラズモンに関する研究が活発にな

されている。表面プラズモンによれば、光の回

折限界を超えた集光などが実現可能となる。し

かしながら、金属表面を利用するために吸収に

よる損失は避けられないといった本質的な課題

もある。一方で、等方性媒質と異方性媒質など

対称性の異なる誘電体の界面に存在する表面波

の存在も知られており、理論的な提唱者の名前

をとり Dyakonov 表面波と呼ばれている［5］。
伝搬損失を受けない表面波としてセンシングデ

バイスなどへの応用の高いポテンシャルを有しているものの、その存在条件は厳しく E7 と呼ばれる典型的なネマチック

液晶における Dyakonov 表面波の存在角は１°程度と狭い。Dyakonov 表面波の存在条件の緩和を目的として、様々なメタ

マテリアルの採用が提案されてきたが、いずれも素子作製は容易ではなく現実的なアプローチとは言い難い。そこで本研

究では、より現実的な Dyakonov 表面波の支持媒質として、金属ナノ粒子を分散した液晶メタマテリアルの採用を検討し

た（図１）。	 

ネマチック液晶ホスト中にサブ波長サイズの銀ナノ

粒子が粗に分散しているものと仮定し、実効誘電率を拡

張マクスウェル・ガーネット有効媒質近似［6］により

解析した。5％程度の低い銀ナノ粒子の充填率であっても

実効誘電率は強い分散を示すようになり、波長域に応じ

て誘電体的・金属的・ハイパボリック分散を示すことが

分かった（図２(a)）。誘電体的な応答を示す波長 406nm

における Dyakonov 表面波の存在条件につき解析したと

ころ、ごく少量の銀ナノ粒子添加が同条件の緩和に効果

的であることが明らかとなった（図２(b)）。液晶分子の

配向方向は電界印加により調整可能であり、無損失

Dyakonov 表面波にもとづく新規光学素子の開発につな

がるものと期待される［2］。	 

	 

４．まとめ	 

本研究では、液晶の自己組織化的な構造形成能を活用

した新規光学材料・素子の開発を目的に、液晶マイクロ

ドロップレットにおけるフォトニック・ナノジェット効

果ならびに金属ナノ粒子分散液晶メタマテリアルにおけ

る Dyakonov 表面波につき検討を行った。ごく微量の銀ナ

ノ粒子添加が Dyakonov 表面波の存在条件の緩和に有効

であることが明らかとなった。本研究で得られた知見は、

液晶材料のディスプレイ以外の様々な光学材料や素子へ

の応用の可能性を大いに示唆するものであると考える。	 
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