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In recent years, the research of single-molecule conductance has attracted a great deal of attention since it 

gives promising candidates for an essential component of future molecular quantum devices, namely 
“molecular wire” or “nano wire”.  In addition, if the conductivity can be changed by the external field, there 
is a possibility of the single molecular switch.  In this research, the electronic conductivities of several 
molecules that have open-shell electronic structures are examined, and the possibility of switching behavior is 
discussed.   

	 	 

	 

１．研究の背景と目的	 

近年のナノリソグラフィーの発達は、非常にミクロな集積回路の作成に多大な貢献を行った。実際、インテルの Ivy	 

Bridge は 22nm 技術という微細加工技術を用いたものである。他方、リーク電流によるロスや微細加工技術の限界といっ

た、トップダウンアプローチの限界も見え始めている。そのような中、さらなる集積回路の微細化として、１分子を１素

子として使用する、ボトムアップ的なアプローチの確立が急務の課題となっている。これら分子デバイスを使用し電気回

路を作成する、つまりナノサーキットを作成するならば、分子によるワイヤー、スイッチ、コンデンサ、バッテリーなど

様々なものが必要となるが、もっとも重要となるのはスイッチとワイヤーである。より効率よく電子を伝達し、かつ的確

に on/off を切り替えることがナノサーキットの必須の条件となる。他方、申請者らはこれまでに、フロンティア軌道が

擬縮退し局在スピンが出現する系（開殻分子系）の磁性と伝導性を量子化学計算に基づきにシミュレーションするスキー

ムを確立し、実験結果を再現することに成功した。(1,2)	 さらにごく最近、分子の僅かな電子状態の違いにより、伝導度

が大きく変化することを発見した。(2)	 申請者はこの結果より、外場により on/off 制御できる単一分子電気伝導体の着

想を得た。分子ワイヤーとしてはこれまでにもカーボンナノチューブや１次元錯体など様々なものが提案されている。し

かし、もし外部磁場や電場で電気伝導性を制御できる１次元分子が存在するならば、導線とスイッチを兼任できる。外場

の刺激に伴う物性変化を用いたデバイス作成の試みは古くからある。しかしながら、分子ワイヤーとスイッチを同一の分

子で行う試みはまだない。そこで本研究では、量子化学計算により、効率的なスイッチ機能を有する伝導分子を設計する

ことを目的とした。本研究では具体的な対象として、外場の影響を受けやすい、フロンティア軌道の擬縮退した１次元多

核遷移金属錯体と、ポリアセンに着目した。	 

	 	 

２．１次元金属錯体を用いた分子設計	 

まず、１次元多核遷移金属錯体の結果から述べる。本研究では、

１次元錯体として台湾大学の Peng らのグループによって合成・物性

測定の報告がなされている Ni 錯体を取り上げた（図１）。この錯体

は、両端の Ni イオン上に局在したスピンがあり磁気的性質を有する

が、その磁性や伝導性が実験によって実際に測定されている唯一の

１次元錯体である。本錯体を電極に結合した構造を構築し、まず電

子状態を DFT 計算で求め、その分子軌道や軌道エネルギーから伝導

性を計算した。錯体の構造としては X 線構造解析の座標を使用した。	 
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図１.	 計算した Ni 錯体と得られた I-V曲線 
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金電極は Au	 dimer で近似し、NCS 配位子が Au(111)面の bridge	 site に結合していると仮定した。汎関数としては B3LYP

を使用し、基底関数は Ni イオンには MIDI+p を、NCS 配位子には 6-31+G*	 を、そして他の原子には 6-31G	 を使用した。

開殻電子状態の考慮のためにスピン非制限（U）計算を使用した。DFT 計算には Gaussian09 を、伝導性の算出には独自開

発したプログラムを使用した。まず、計算によって得られた Ni３核および５核錯体の I-V曲線を図１に示した。基底状

態である反強磁性的相互作用（AFM）状態において、５核錯体の 1V での電流は 5nA 程度となったが、これは実験値（8nA）

と半定量的に一致した。他方、強磁性的相互作用（FM）状態においても同様に伝導性を調べたところ、AFM 状態に比べ５

核錯体では約１.6 倍とより高い値を示した。さらに３核錯体では FM 状態は AFM 状態に比べ約 90 倍も高い伝導性を示す

ことが明らかとなった。分子軌道を解析したところ、伝導性に寄与している軌道は主にσ型の軌道と、硫黄と金電極の接

合部に局在した軌道であることが明らかになった。特に、電極との接合部の分子軌道は、AFM 状態では NCS-Au 部分に局

在しているが、FM 状態では非局在化し、そのために伝導性が異なることが明らかになった。また、３核錯体では、非常

に高い対称性のために、軌道が擬縮退しやすくなり、AFM 状態では軌道がより局在しているためであることも示唆された。

以上の結果から、外部磁場でスピン状態を変化させることによる、スイッチング素子の可能性を提案することができた。

これらの成果は分子科学討論会で口頭発表を行い、また現在論文を執筆中である。	 

	 

３．ポリアセンを用いた分子設計	 

次に対象系として、やはり擬縮退した軌道を有し、より現実に近い物質と

いう点からポリアセンに着目し、両端にチオール基を配し、金クラスター電

極に接合させたモデルを構築した（図２）。ポリアセンは六員環数が 3,	 6,	 9,	 

12	 のものを対象とし、それぞれ RB3LYP/6-31G*で構造最適化した。上記の系

と同様、接合は金(111)表面の bridge	 site	 を仮定した。電子状態計算は

LC-UBLYP	 法を用い、基底関数として 6-31G*(C,H),	 6-31+G*(S),	 LANL2DZ(Au)

を採用した。まず、ポリアセン単体の電子状態を計算したところ、ポリアセ

ンの鎖長が伸びるにつれ HOMO-LUMO	 gap	 が減少し、短軸方向にスピン分極を

起こすことが明らかになった。一般的に分子内の電子の透過確率 T	 は

exp(-βR)に従う形で極板間距離 R	 に依存して減衰することが知られているが、

これを対象系に対して適用すると、trans型に電極を配置したモデルでは

β=0.68 となり、他方 cis型ではβ=0.20となった。これは、それぞれ一般的な alkene、π共役系に対応する値である。つ

いで、これらのモデルに約 1.0×109	 V/m 程度の外部電場（F）を与えた。すると trans型ではβ=0.48に、cis-type ではβ=0.18

となり、cis	 型に比べて外場に対する応答が大きいことが明らかになった。つまり、trans 型では外部電場により、伝導

特性をよく変化させ得ることを示している。これは、trans	 型ではポリアセンのスピン分極により、左右両末端サイトに

局在していた電子分布が、外場により非局在化する傾向にあるのに対し、cis	 型ではもともと非局在した電子分布を持つ

ため、外場による影響が小さいためと考えられる。これらの結果は、ポリアセンの単分子電気伝導の外場制御の可能性を

示唆するものと考えられる。これらの結果は分子科学討論会での口頭発表を行い、現在論文を執筆中である。(4)	 

	 

４．まとめ	 

以上のように、本研究では、外場により電気伝導度の on/off の制御可能な単分子スイッチの理論設計を目指し、基礎

的な視点から構造、電子状態そして電気伝導度の関係性を明らかにすることに成功した。特に、擬縮退した軌道を有する

１次元金属錯体とポリアセンを具体的対象系とし、磁場や電場により、どのように伝導度が変化するかを実際にシミュレ

ーションにより予測することにより議論した。その結果、１次元錯体では磁場によりスピン状態を変化させることにより、

劇的に伝導性を変化させることができることが明らかになった。他方、ポリアセンにおいても電場によりスピン分極を変

化させ、伝導性を変化させ得ることが示された。これらの結果は、単分子素子への設計指針として大変有効になると考え

られる。また、本稿では頁数のため述べなかったが、光による物性の変化の可能性の議論も行い論文にて発表した。(5)	 
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図２.trans 型と cis 型の電場印加時の分子軌道 




