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高精度にサイズ制御した単電子デバイスの開発 

 
 
 
§１．研究実施の概要  

 

 無電解メッキの自己停止機能を用いてギャップ長を高精度に制御した５ｎｍ以下のナノギャップ

電極を一度に高い歩留まりで作製するプロセスを確立し、分子構造を精密に規定することが可能

な金属クラスターおよび金属錯体分子ワイヤーを単電子島としてナノギャップ電極間に選択的に

集積することにより、常温で確実に動作する「高精度にサイズ制御した単電子デバイス」により論理

回路を構築するための製造技術を確立することを本 CREST では目標としている。 

 H21 年度はナノギャップ電極を作製するプロセスを改善することにより、5 nm のギャップ長を有す

る電気特性の測定に使用できるナノギャップ電極を、歩留まり６０％で作製する技術を確立した。 

 単電子デバイスの単電子島として用いる、金クラスターとポルフィリンアレイ骨格の合成は順調に

すすんでおり、これらの微分コンダクタンス特性の計測を進めた。常温で繰り返しクーロンブロッケ

ード特性を測定し、トンネル抵抗などの基本的なデータを蓄積している状況である。 

 常温におけるクーロンダイヤモンドの測定は、現在鋭意測定中である。 

 

 

§２．研究実施体制 

 

（１）「真島」グループ 

① 研究分担グループ長：真島 豊（東京工業大学 教授） 

② 研究項目 

・ 無電解メッキの自己停止機能のメカニズムの解明 

・ ナノギャップ単電子トランジスタの動作実証 
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（２）「寺西」グループ 

① 研究分担グループ長：寺西 利治（筑波大学 教授） 

② 研究項目 

・ 亜鉛ポルフィリン誘導体（α,α,α,α Zn(2-SCnP)、n = 0~2）の合成と同定 

・ 亜鉛ポルフィリン誘導体で保護した微細 Au ナノ粒子の合成とキャラクタリゼーション 

 

 （３）「田中」グループ 

① 研究分担グループ長：田中 健太郎（名古屋大学 教授） 

② 研究項目 

・ ペプチド型ポルフィリンアレイの合成と同定 

・ 超分子型ポルフィリンアレイの合成と同定 
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§3．研究実施内容 

（文中に番号がある場合は（４－１）に対応する） 

 無電解メッキの自己停止機能を用いてギャップ長を高精度に制御した５ｎｍ以下のナノギャップ

電極を一度に高い歩留まりで作製するプロセスを確立し、分子構造を精密に規定することが可能

な金属クラスターおよび金属錯体分子ワイヤ

ーを単電子島としてナノギャップ電極間に選

択的に集積することにより、常温で確実に動

作する「高精度にサイズ制御した単電子デバ

イス」により論理回路を構築するための製造

技術を確立することを本 CREST では目標と

している。 

 真島グループでは、年次研究計画に基づ

き本年度はまず、５ｎｍ以下のナノギャップ電

極を無電解金メッキの自己停止機能を用い

て再現性よく作製するためのプロセスについ

て検討した。新たに導入して頂いた電子ビー

ム描画装置の立ち上げを行い、ナノギャップ

電極の作製を開始した。図１に示すように無

電解メッキ前のナノギャップ電極のギャップ

長は、平均 21.6 nm であり、短絡や破壊など

なく、100%の収率でナノギャップ電極を構築

するプロセスを確立した。このナノギャップ電

極に無電解メッキを行ったところ、図２のよう

な５ nm 以下のナノギャップ電極がサンプル

基板全面（ナノギャップ数 90 個）にわたって

得られた。ギャップ長5 nm以下で、電気的に

短絡していないナノギャップ電極の収率は

60%であった。このように、単電子デバイス作

製に使用することが可能な 5 nm 以下のナノ

ギャップを有するナノギャップ電極を無電解

メッキの自己停止機能により作製するプロセ

スを今年度は確立した。 

 走査トンネル分光（STS）を用いた寺西グル

ープの金クラスターと田中グループのポルフィリンアレイ骨格の微分コンダクタンス特性の計測は

順調に推移しており１,２）、常温で繰り返しクーロンブロッケード特性を測定し、トンネル抵抗などの

基本的なデータを蓄積している状況である。 

図 1 電子線描画装置で作製したナノギャ

ップ電極のギャップ長分布（平均 21.6 
nm, 収率 100%） 

図 2 無電解メッキ後のナノギャップ電極

の SEM 写真 
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 常温におけるクーロンダイヤモンドの測定は、現在鋭意測定中である。 

 

 寺西グループでは、年次研究計画に基づき、本年度はまず、Au クラスターを保護する多座配位

型大環状π共役配位子（金属ポルフィリンおよび金属フタロシアニン誘導体）と金電極表面に自

己組織化した軸配位子との錯形成を高効率で実現させるため、Au クラスターの非極性溶媒への

溶解度を向上させる多座配位型大環状π共役配位子の分子修飾を行った。具体的には、アセチ

ルチオ基をフェニル基の２位に種々のメチレン基数（n = 0~2）で連結したテトラフェニルポルフィリ

ン（2-SCnP、図 3(a)）を合成し、クロマトグラフィーにより配位性元素（S）が全て同方向を向いた

α,α,α,α異性体（図 3(b,c)）のみ分取した。これを酢酸亜鉛と反応させることにより、軸配位性金

属イオンである Zn2+をポルフィリン環に導入した α,α,α,α Zn(2-SCnP)を合成し、粒径 4.6~1.3 

nm の Au ナノ粒子表面に配位させた。Zn(2-SC1P)で保護した Au ナノ粒子の吸収スペクトル測定

の結果、図４に示すように、粒径の減少に伴いポルフィリン Soret 帯・Q 帯の吸光度減少が小さくな

り、ポルフィリンπ軌道－Au 軌道間相互作用が Au ナノ粒子の粒径に大きく依存することが明らか

となった（論文準備中）。したがって、1~1.5 nm程度のAuクラスターを用いれば、Zn(2-SCnP)のトン

ネル抵抗を反映する単電子島として機能することが期待される。また、より平面性の高いフタロシア

ニンへ８個のスルフィド基を修飾することにも成功し、Auナノ粒子表面とポルフィリンより強く相互作

用することを明らかにした（論文準備中）。次に、数個の大環状 π共役配位子に保護された Au ク

ラスターの選択合成について検討した。具体的には、2-SC1P配位子存在下、Au3+イオンの低温直

接還元により、2-SC1P 保護 Au クラスターを合成した。 
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図３ (a) ポルフィリン誘導体 2-SCnP の化学構造、(b) α,α,α,α 2-SC1P の ORTEP 図、(c) α,α,α,α 
2-SC2P の ORTEP 図 
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生成物は、数種類の Au クラスターの混合物であり（図５）、GPC で分離精製したところ、これら混合

物を単離することができた。今後は、質量分析測定ならびに単結晶 X 線構造解析により、各クラス

ターの構造を明らかにする。単座チオール配位子とは異なり、多座チオール配位子の場合は、金

２５量体とは異なる安定クラスター構造が存在する可能性がある。 

 

 田中グループでは、年次研究計画に基づき、ペプチド結合により配列可能なポルフィリンアレ

イの基本骨格となるアミノ酸（図６(a)）の合成方法を確立し、ポルフィリンダイマー（図６(b)）へと誘導

した。ポルフィリン（図６(a)）はメソ位にそれぞれ１対のアミノ酸を導入した。これらは、逐次的にそれ

ぞれのアミノ酸を縮合することにより、2 本の平行ペプチド鎖をポルフィリンで架橋したラダー状ポ

ルフィリン集積体が得られる。2 本の平行ペプチド鎖で挟まれることにより、それぞれのポルフィリン

は２本鎖の中心に位置し、一次元的な組織を形成すると考えられる。また、ペプチド結合の形成は

逐次的に行うことが可能であり、中心金属の配列を自在にデザインできるように設計したため、ダイ

マーの形成の方法論をそのまま拡張することにより、オリゴマーの形成が期待できる。 

 

 図６(a) ポルフィリンアレイ基本骨格の化学構造  図６(b) ポルフィリンダイマーの化学構造 

 

図４ (a) ポルフィリン誘導体 Zn(2-SC1P)保護

Au ナノ粒子の光学特性の粒径依存性 
図５ 1.0±0.2 nm 2-SC1P保護Auクラスター

の TEM 像 
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ペプチド結合によるポルフィリンオリゴマーのプログラム合成に加え、ロタキサン形成を駆動力と

した、ポルフィリン−フタロシアニン異種アレイの構築（図７）を目的とし、アンモニウム基を側鎖に導

入したポルフィリンと、クラウンエーテルを側鎖に導入したフタロシアニンの合成を行った。クラウン

エーテルの弱く負に帯電した酸素原子と、正に帯電した2級アンモニウム基が相互作用することに

より、効率的にロタキサンを形成する。そこで、アンモニウム基を側鎖に導入したポルフィリンとクラ

ウンエーテルを側鎖に導入したフタロシアニンとの会合を NMR とマススペクトルから検討したところ、

ポルフィリン−フタロシアニン異種ダイマーの構築が確認された。ポルフィリン側鎖のアンモニウム

基の数により、集合するフタロシアニンの数をプログラムできると考えられる。 

また、逐次的なプログラム合成が可能なテンプレートとして人工 DNA を用いた、酸化還元活性

金属錯体の組織化も行った（原著論文２）。ヒドロキシピリドンを核酸塩基の代わりに導入した人工

DNA を合成し、DNA 三重らせん構造の中に、６配位八面体構造をとる Fe(III)イオンのディスクリー

トな１次元配列を形成することに成功した。 

 

図７ ポルフィリン−フタロシアニン異種アレイ構築の概念図 

 

 

§４．成果発表等 

（４－１） 原著論文発表 
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