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Summary We observed novel optical properties in self-organized organic/inorganic hybrid 
nanostructures. Reflection and photoluminescence excitation studies in an 
organic–inorganic multiple-quantum-well single crystal (C4H9NH3)2PbBr4 suggest 
the existence of optical coupling modes between wells, while time-resolved 
luminescence shows the same polariton-like nature as bulk materials. We also 
fabricated layered compounds, which contain fullerene derivatives in their organic 
layers. In these materials, we observed a new photoluminescence peak at near 
infrared region (780nm) which originated from the energy transfer from 
semiconductor layers to fullerenes. 

  
１．本研究の目的および背景 

互いに異なる性質を持つ物質を分子レベルで組み合わせ、これまでにない機能を持たせた、い

わゆる複合系材料は、近年めざましく発展している。 

特に、有機・無機複合系材料は、物質の選択範囲が広く、ナノメーターオーダーでの複合化によ

る新たな物性の発現や、互いの性質を生かした新材料の開発が期待されている。 

図１ 有機無機量子井戸構造 

正八面体の無機半導体層と有機単分

子膜との積層によって、理想的な二次

元半導体を構成する 

このような材料のうち、本研究では無機半導体の超薄膜と有機単分子層とを交互に積層させた、

有機無機量子井戸構造物質(図１)を対象として扱う。このような井戸型構造では、電子が二次元

面内に閉じ込められるために、際立った光学特性を示すことが知られている。そのため新たな光

機能素子の実現を目指し、ガリウムヒ素をはじめとする無機半導体系の量子井戸の研究が従来か

ら行われてきた。 

しかしながら、通常の半導体製造装置による原子レ

ベルでの井戸幅の制御は現在でも困難であり、さらに、

このような構造では、異種物質を結合させたことによ

る格子歪みが結晶性や光学特性に大きな影響を与え、

理想的な光学特性を得るのが困難になる。 

本研究では、無機井戸層と柔軟性に富む有機アルキル

アンモニウム基とをファンデルワールス力によって自

己組織的に交互に結合させ、井戸幅の揺らぎや歪みの

影響を受けない理想的な二次元半導体を作製した。こ

れを用いることによって、これまで理論的な予測にす

ぎなかった光を介した井戸間の結合による効果の検証

を行った。 

一方、このような構造において、有機層にも光機能

を持たせると、双極子・双極子相互作用や励起状態間

の波動関数の重なりによる無機‐有機間の光結合状態

やエネルギー移動が理論的に予測されている。本研究

ではその第一段階として、有機層にフラーレンを入れ

た構造を作製し、光学特性の制御を試みている。 
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２．研究方法 

本研究で掲げる課題では、材料合成の技術と光物性の精密測定が不可欠である。しかしながら

両方を単独の研究者で遂行することは現実的ではない。実際、この共同研究開始時に化学科に所

属していた竹岡は、材料の設計・合成を行う技術を持っているが、装置や技術の面で、光物性の

評価は行うことが困難である。一方、物理学科に所属していた欅田は、光物性の評価を専門とし

ているが、試料合成に関する知識に乏しい。 

そこで今回の学内共同研究によって両者が連携し、新規光機能材料を開発し、その精密な光学

測定を行った。 

 

３．研究成果、問題点、考察等 

本共同研究で得られた結果は大きく分けて以下の二点である。 

 ・有機無機量子井戸構造物質における多重量子井戸ポラリトンの観測 

 ・フラーレン誘導体を導入した有機･無機複合ヘテロ超構造の特性評価 

 

３－１ 有機無機量子井戸構造物質における多重量子井戸ポラリトンの観測 

 励起子ポラリトンとは、電子と正孔がクーロン力で結び

つくことで形成される励起子がさらに光と結合する状態の

ことである。三次元物質中では、励起子は結晶中のどこに

でも存在でき、その分散曲線は図２のようになる。この曲

線上の点と原点を結んだ直線の傾きがいわゆる屈折率に相

当する。ωT は励起子固有のエネルギーであり、ωLは物質全

体の分極が作る反電場によるエネルギー上昇を表している。

ωT とωL の間の振動数の光を入射すると全反射を起こすこ

とが知られている。 
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図 2 三次元物質における 

励起子ポラリトンの分散関係 

ちなみに金属ではωT→0 であるため、赤外～可視光を強く

反射する。 

それに対し、多重量子井戸の場合、量子閉じ込め効果に

より励起子は井戸層に閉じ込められる。 

多重量子井戸中では、井戸に局在した励起子が光を介して

結合し、多重量子井戸ポラリトンとして物質中を伝播するとされている。この場合には、「結晶

全体の分極」といった概念がなくなるため、三次元の場合と異なる光学特性が期待できる。しか

し、このような状態の実現には「等間隔で幅のそろった井戸」という条件が必要であり、観測は

困難であった。 

本研究で試料として用いた、有機無機複合型量子井戸物質(C4H9NH3)2PbBr4 は、これまで述べ

たように、井戸層が理想的な 2 次元系を形成している。さらにこれまでの共同研究の結果、高品

質の単結晶の作成が可能となり、多重量子井戸ポラリトンの実現が期待されるようになってきて

いる。図３は、低温(5K)で測定した励起スペクトル（PLE）及び反射スペクトルである。三次元

物質と同様な高反射領域が見られたが、その内部にディップ構造が観測された。また、このディ

ップと同じエネルギーで励起すると、発光の増強が見られた。 

3.037eV に観測された反射スペクトルのディップ構造、PLE の励起スペクトル構造は、多重量子

井戸ポラリトンの固有モードと考えられる。 
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三次元の場合、ポラリトン分散は図２からも分かるように 2 本の連続的な分枝からなる。それに

対し、井戸が N 層ある多重量子井戸中におけるポラリトンは N 個の離散的なポラリトンモード

に分裂する。今回の観測で得られた結果は、このモードのひとつがギャップ内に存在しているこ

とを強く示唆している。 

 
図４ (C4H9NH3)2PbBr4 単結晶の 

時間分解発光スペクトル 
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図３ 反射およびＰＬＥスペクトル 

一方、発光の時間分解測定を行ったところ、通常の半導体で見られる三次元的なポラリトンの伝

搬と、それにともなうエネルギーシフトが観測された（図４）。これは、反射・PLE 測定の結果

とは矛盾している。この原因は現在まで未解決であるが、有機無機量子井戸構造物質が二次元多

層構造と三次元系としての光学的性質を併せ持っている可能性がある。 

 

３－２ フラーレン誘導体を導入した有機･無機複合ヘテロ超構造の特性評価 

フラーレン C60はπ共役系の半導体超分子であり、優れた電子アクセプター性を有する。半導

体特性をもつフラーレンをペロブスカイト化合物の有機層に用いることで、障壁層にも機能を持

たせた有機-無機層状半導体構造を形成することができ（図５）、フラーレン層とヨウ化鉛層のエ

ネルギー準位の関係から、生成した励起子が電荷分離を起こし、有機層と無機層での選択的な電

子－正孔輸送が起きると期待できる。 

本研究では、まず、異なるアルキル鎖長を有するフラーレン誘導体を合成し、それらを使った有

機無機複合構造(AmPF)PbI4、(C6AmPF)PbI4、(C12AmPF)PbI4のスピンコート膜を作製した。Ｘ線

回折の結果、得られた試料はフラーレンを取り込んだ層状構造が形成されていることが確かめら

れた。 

これらの試料の吸収および発光スペクトルは図６のようになった。フラーレンを含まない有機無

機量子井戸構造では吸収、発光ともに無機井戸層の励起子に由来する 517nm のピークが見られ

るのに対し、フラーレンを導入した場合には、このようなピークは観察されなかった。このこと

から、フラーレンを有機層に用いたペロブスカイト化合物では安定な励起子が存在しないことが

わかった。このことは、本来は障壁層となるべき有機層にバンドギャップの小さいフラーレン誘

導体を用いたことによって、励起子閉じ込め効果が失われたためと考えられる。 

一方、蛍光スペクトルの測定の結果、フラーレンを導入した試料では 780 nm 付近に新たな発光

が観察された。この発光はフラーレンの三重項からの発光と同じエネルギーを持つ。このことは

やはり無機層と有機層のバンドギャップが逆転していることによって、無機層で形成された励起

子が電荷分離して、フラーレンへ電子が移動していると考えられる。さらに、一重項励起状態と

基底状態が禁制遷移であるため、一重項励起状態から三重項励起状態へと内部項間交差がおき、
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図７のような過程を経てフラーレンの三重項状態のエネルギーに対応する発光が見られている

と考えられる。 
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図６ フラーレンを導入した有機無機複合物質の 

吸収および発光スペクトル 
（一番下はフラーレンを含まない有機無機物質） 

なお、この 780nm における発光は、連続光による励起では見えているが、励起光としてフェム

ト秒パルスを使う場合には観測できていない。この原因については現在考察中であるが、無機量

子井戸からフラーレンへのエネルギー移動がきわめて高速で起きている可能性がある。 
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図７ PbI4―フラーレンのエネルギー移動 
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図５ フラーレンを導入した有機無機複合構造 (C6AmPF)PbI4 


