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図 １．（a）フォトクロミック材料に光駆動トランジスタと（b）プラズモン超集束による光異性化反応のナノスケール化 
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Photochromic materials have attracted much attentions because of its unique properties. In particular, it 

can be converted to insulator by visible light irradiation and to semiconductor by ultraviolet light irradiation, 
reversibly. This unique characteristic enabled development of transistors driven by light. However, it has been 
long-standing challenge to miniaturize the optically driven transistor due to the diffraction limit of light. In 
this research, we develop a method to induce photochromic reaction at nanoscale, and also aim to apply for 
the nanoscale optically driven transistor. 

  

 

１．研究背景 

フォトクロミック材料は、紫外光によって半導体へ、可視光によって絶縁体と異性化するユニークな材料である。その

異性化反応は可逆的であるため、ただユニークなだけでなく光で駆動するトランジスタを実現できる。ワイヤレス制御や、

電圧・光強度と組み合わせた多段トランジスタを実現できるため、独創的な次世代有機トランジスタとして大きく注目さ

れている（図 1（a））[1]。一方で、光を用いる性質上、光の回折限界によって光照射領域をマイクロオーダーにしか集光

できないため、光異性化反応領域も同程度の大きさにしか縮小できない。電気電子デバイスとして利用する際に重要とな

る、微細化が困難であり、この解決が急務の課題となっていた。  

 

２．提案手法 

本研究では、プラズモン超集束という光をナノ局在化させる手法を用い、光異性化反応のナノスケール化を世界に先

駆けて実現する（図 1（b））。また、本技術を用いて光駆動トランジスタの微細化も狙う。プラズモン超集束は、先鋭な

テーパー型金属構造上で自由電子集団（プラズモン）を伝搬させ、先端で超集束させることによって、ナノスケールに局

在した光を生成する手法である[2,3]。加えて、波長広帯域に動作するため、紫外光と可視光を必要とする本現象にも、効

果的に機能すると期待できる[4,5]。これまでマイクロオーダーでしか誘起できなかった光異性化反応を、10~20 nm 程度に

まで小さくすることができれば、有機エレクトロニクス分野に大きなインパクトを与えられる。 
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図１　（a）フォトクロミック材料に光駆動トランジスタと（b）プラズモン超集束による光異性化反応のナノスケール化．
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図 2．プラズモン超集束によって生成した可視光及び紫外光のナノ光源を用

いて、ナノスケールで誘起した光異性化反応 

３．結果 

 まず、電磁場計算によって、プラズモン超集束

が紫外光と可視光で誘起可能であることを確認し

た。金属テーパー材料として、短波長側でも優良

なプラズモニック特性を示すアルミニウムを用い

た。また、可視光の波長として 530 nm、紫外光の

波長として 375 nm を用いた。テーパー構造上に、

プラズモンカップラとしてスリット構造を設計し、

紫外光・可視光をそれぞれ照射すると、双方の光

でプラズモン超集束を励起可能であることが確認

できた。紫外光を用いた方が、可視光より 3 倍程

度強度が低下することも確認された。 

 次に同等のアルミニウムテーパー構造を実験的

に作製した。カバーガラス上にアルミニウム薄膜

を真空蒸着法によって成膜し、集束イオンビーム

加工によってテーパー構造を作製した。さらに、テ

ーパー先端でのみ、光異性化反応を誘起するため、

PMMA ポリマーコートを施し、テーパー構造先端にの

み集束イオンビームを用いてホール構造を作製し

た。こうすることによって、テーパー構造先端のみ露出されるため、フォトクロミック溶液を基板上に滴下しても、テー

パー先端でのみ光異性化反応を誘起することができる。また、アルミニウムの表面荒さも 1 nm 程度であることを原子間

力顕微鏡観察で確認しており、プラズモン伝搬・超集束に十分な平滑さを実現できている。 

 作製したアルミニウムテーパー構造で実際にプラズモン超集束を励起可能か検証した。スリット構造に可視光と紫外光

を照射すると、それぞれでプラズモン超集束による先端からの発光を観察することができた。 

 実際に、紫外光と可視光でナノ光源を生成できるプラズモン超集束技術を開発できたため、フォトクロミック材料のナ

ノスケール光異性化反応を行った。試料としては、フォトクロミック材料として一般的なジアリールエテンを用いた。 

基板上にジアリールエテンを有機溶液に溶解させたもの（濃度 100 mM）を滴下し、可視光及び紫外光でプラズモン超集

束を励起した。フォトクロミック反応は、テーパー構造先端からの発光スペクトルを検出することによって、光吸収の有

無から確認することが可能である。図 2に示す通り、可視光でプラズモン超集束を誘起することによって、半導体状態に

特有の吸収ピークの減衰が見られた。半導体から絶縁体状態へと光異性化したことを示している。また、紫外光でプラズ

モン超集束を誘起することによって、減衰した吸収ピークが回復する様子が観察された。これは、可逆的に絶縁体から半

導体へと異性化したことを示している。ナノスケールで光異性化反応を誘起することに成功し、光異性化材料のナノ光反

応法を確立することができた。さらに、上述の反応サイクルを繰り返し誘起できることも確認しており、光スイッチング

機構として機能することも示すことができた。 

   

４．まとめと今後の展望 

本研究では、プラズモン超集束という現象を用いることによって、光異性化反応をナノスケールで誘起する技術の開発

に成功した。光駆動トランジスタの微細化へ向けた重要かつ大きなステップであると考えており、今後の展望として実際

にナノサイズの光駆動トランジスタの実現へ向けて引き続き開発を進めたいと考えている。 
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