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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦横方向の長さが異なる形状異方性を有するコア粒子の表面に、光照射によりプラズモ
ン増強場を発現する金属微小構造体を島状に離間して設け、
　前記縦横方向の長さが異なる形状異方性を有するコア粒子が、金ナノロッドであり、
　前記縦横方向の長さが異なる形状異方性を有するコア粒子の表面と、光照射によりプラ
ズモン増強場を発現する金属微小構造体との間に接合界面を隔離する緩衝層を設け、
　前記光照射によりプラズモン増強場を発現する金属微小構造体が銀であることを特徴と
する複合金属ナノ粒子。
【請求項２】
　前記光照射によりプラズモン増強場を発現する金属微小構造体が、複数の層で構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の複合金属ナノ粒子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含んでなることを特徴
とする多光子吸収反応材料。
【請求項４】
　前記多光子吸収材料が、２光子吸収材料であることを特徴とする請求項３に記載の多光
子吸収反応材料。
【請求項５】
　前記多光子吸収材料が、多光子吸収色素であることを特徴とする請求項３または４に記
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載の多光子吸収反応材料。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれかに記載の多光子吸収反応材料から得られることを特徴とする多
光子吸収反応生成物。
【請求項７】
　請求項１または２に記載の複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進剤を含んでなること
を特徴とする多光子吸収反応助剤。
【請求項８】
　前記多光子吸収反応促進剤が２光子吸収反応促進剤であることを特徴とする請求項７に
記載の多光子吸収反応助剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属の表面プラズモン増強場を利用した多光子吸収反応により、高感度で反
応を引き起こす波長特性可変な材料に関し、詳しくは、プラズモン増強場を発生する金属
微小構造体が被着されてなる複合金属ナノ粒子、複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含
む多光子吸収反応材料および多光子吸収反応生成物、ならびに複合金属ナノ粒子と多光子
吸収反応促進剤を含む多光子吸収反応助剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多光子吸収過程の一つである２光子吸収反応を用いると、２光子吸収反応の特徴である
励起光強度の２乗に比例した吸収により反応が引き起こされるため、集光光を用いること
により、集光点でのみ反応を起こすことが可能であることが知られている。
　すなわち、物質内部の、任意の所望の位置でのみ反応を起こすことが可能であり、更に
は、集光スポット中心部の光強度の高い部分でのみ光反応を起こすことが可能であるため
、回折限界を超える加工記録への期待が高まっている。
【０００３】
　しかしながら、２光子吸収反応に代表される多光子吸収反応の吸収断面積は極めて小さ
く、フェムト秒レーザー等のピーク出力の著しく高い、高価かつ大型のパルスレーザー光
源での励起を行うことが必須の条件とされるという問題を有している。
　このような問題を有していることから、多光子吸収反応の優れた特徴を活かしたアプリ
ケーションの普及を図るためには、前記大型のパルスレーザーを必要としない、例えば半
導体レーザーにより反応を誘起することが可能な高感度な多光子吸収材料の開発が不可欠
であると言える。
【０００４】
　一方、光反応を増強・増感する手法として、金属表面に励起される表面プラズモン増強
場を用いる方法が知られている。例えば、表面プラズモン顕微鏡を適用する場合、高屈折
率媒体上に成膜された金属薄膜上に配置された極薄い膜(表面プラズモン増強場は、表面
から約数百ｎｍ以下の限られた領域にのみ発生する)を試料として用いる技術についての
提案がなされている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　上記提案は、微量の試料を高感度に検出する表面プラズモン顕微鏡の例であり、表面プ
ラズモン増強場は、上記のように高屈折率媒体上に成膜された金属薄膜上の表面からたか
だか数百ｎｍ以下の限られた領域にのみ発生する。この金属薄膜表面に極薄い膜試料を配
置することで、表面プラズモン増強場により照射された励起光よりも強い光が当ったのと
同様の効果が得られ、光反応、蛍光の増強が得られることが記載されている。
　金属薄膜の作る増強場は、光の波長程度の空間的広がりを持っており、後述する微粒子
による局在プラズモン増強場に比べると１桁近く大きく、光反応の大きな増感効果が期待
される。しかし、現実には、高感度な検出は可能であるが、励起光とのカップリングの制
約があるために、前記のような特殊な光学配置を必須としている。すなわち、増感効果が
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得られるエリアは、金属薄膜に沿ったエリアで、かつ、励起光で照明可能範囲(金属薄膜
を担持する光屈折率媒体の配置と形状に依存)に限られているため、応用は微量の試料を
用いた高感度検出法の分野に限られている。代表的なプラズモン増強効果をもつ金属薄膜
材料として銀が用いられている。
【０００６】
　また、金属微粒子により励起される表面プラズモン増強場を用いる測定方法についての
技術が知られている（例えば、特許文献２参照。）。
　この技術における金属微粒子表面に励起されるプラズモンは、上記特許文献１に開示さ
れている技術よりも更に広がりが小さい局在プラズモン増強場であり、その広がりは金属
微粒子の周囲１００ｎｍ以下の領域に限定される。そのため、（ａ）粒子表面に吸着した
試料を高感度に観測可能な微小プローブとして用いるか、若しくは、（ｂ）局在プラズモ
ン増強場が微小な領域に閉じ込められた伝播しない光であることを利用して、金属微粒子
を試料近傍で移動することにより、得られる信号と位置との関係から観察像を得る微小プ
ローブ顕微鏡として用いられている。
　前者（ａ）の場合には、ガラス表面等に付着若しくは配列した金属微粒子表面に存在す
る試料からの蛍光等を、金属微粒子表面の局在プラズモン増強場により増強、観察してい
る。後者（ｂ）の場合は、光の放射圧により微粒子を保持する光ピンセットの原理で微粒
子を試料表面でスキャンする等の方法が用いられているが、何れも薄膜表面の分析技術と
位置付けられている。また、観察に用いる波長を選択するために、球形コアセル構造によ
る共鳴波長のチューニングが開示されているが、コアとセルの寸法比で共鳴波長が決まる
ため、共鳴波長の揃った粒子を再現性良く得ることは難しい。
【０００７】
　さらには、複数の微粒子間の局在プラズモン増強場を結びつけることで増強効果をより
顕著にする目的から、凝集ナノ粒子を用いる方法が提案されている（例えば、特許文献３
参照。）。すなわち、マイクロキャビティー中に凝集ナノ粒子を配置することで、多光子
課程を含む高感度観測を行っている。
　しかし、凝集粒子の凝集塊形状を制御することは難しく、凝集塊の散乱の影響が顕著で
あることから、マイクロキャビティー中など、微小領域での利用に限られている。
【０００８】
　一方、近年においては、上述したような金属微粒子に代わる表面ブラズモン増強場の発
生手段として、金ナノロッドを利用する技術についての研究がなされている。金ナノロッ
ドは、アスペクト比を変えることにより、共鳴波長を変えられるという特性を有しており
、５４０ｎｍ程度から近赤外（１１００ｎｍ程度）までをカバーすることのできる材料で
ある。金ナノロッドに関連した金属ナノロッド製造方法の一例として、界面活性剤を含む
溶液中での電気化学的反応によって製造する方法が提案されている（例えば、特許文献４
参照。）。この製造方法によって再現性良く、共鳴波長の揃った粒子が得られるとされて
いる。
　しかし、共鳴波長が球状金微粒子の５４０ｎｍ近傍に相当する低アスペクト比の金ナノ
ロッドでは、球形粒子並みの増強度しか得られないという問題がある。さらには、金以外
の金属で、このような共鳴波長の揃った微細な高アスペクト比の粒子が得られておらず、
４２０～５００ｎｍにおいて利用可能な大きな増強効果を示す局在プラズモン増強場発生
源は未だ知られていない。
【０００９】
　このような、プラズモン増強場を持つ複合金属ナノ粒子を含む多光子吸収材料あるいは
反応助剤を含む材料が、安定な分散溶液および塗布あるいはキャスティング可能な混合物
として提供されることにより、これを用いて造形する際の多光子吸収反応の反応閾値が下
がると共に、集光点でのみ反応を起こすことが可能であるため、これまでに無い様々な応
用が可能となるため注目されてきた。三次元光記録媒体、光造形用材料、蛍光顕微鏡など
への応用などが具体的に注目されている。
【００１０】
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　例えば、２光子吸収材料を用いた３次元光記録媒体とし、記録再生に蛍光性物質を用い
て蛍光で読み取る方法（例えば、特許文献５、６参照。）、あるいは、フォトクロミック
化合物を用いて吸収または蛍光で読み取る方法（例えば、特許文献７、８参照。）等が提
案されている。
【００１１】
　しかし、上記特許文献５、６、および、特許文献７、８においていずれも具体的な２光
子吸収材料としての提示はなく、また、記載されている化合物も、仮に２光子吸収効率の
観点から見たとしても極めて小さい化合物である。
　さらに、特許文献７、８に用いているフォトクロミック化合物は可逆材料であるため、
非破壊読み出し、記録の長期保存性、再生のS／Ｎ比等に問題があり、光記録媒体として
実用性のある方式であるとは言えない。
　特に非破壊読出し、記録の長期保存性等の点では、不可逆材料を用いて反射率（屈折率
または吸収率）または発光強度の変化で再生するのが好ましいが、このような機能を有す
る２光子吸収材料を具体的に開示している例は無かった。
【００１２】
　また、屈折率変調により三次元的に記録する記録装置、および再生装置、読み出し方法
等が提案されている（例えば、特許文献９、１０参照。）。しかし、これらの提案では２
光子吸収三次元光記録材料を用いた方法についての記載は無い。
【００１３】
　また、別の応用例として、光造形用材料が挙げられる。このような光造形用材料に関す
るものとして、例えば、感光性機能を有する高分子膜の表面にパルスレーザー光をマスク
を介さずに干渉露光させて釣鐘型凸状構造部を形成する方法が提案されている（例えば、
特許文献１１参照。）。
　上記提案では、本発明の目的とする光造形用材料、すなわち、局在プラズモン増強場を
利用して多光子吸収反応を行う光造形用材料に関して記載されていない。
【００１４】
　さらに別の応用例として、例えば、蛍光顕微鏡への応用が挙げられる。
　走査型光学顕微鏡に関するものとしては、例えば、照明光の利用効率を向上させたまま
、集光素子のＮＡの拡大、視野数の拡大を可能とする構成の顕微鏡が提案されている（例
えば、特許文献１２参照。）。
　上記提案では、本発明の目的とする局在プラズモン増強場を利用して多光子吸収を行う
蛍光顕微鏡に関して記載されていない。
【００１５】
【特許文献１】特開２００４－１５６９１１号公報
【特許文献２】特表２００１－５１３１９８号公報
【特許文献３】特表２００４－５３０８６７号公報
【特許文献４】特開２００５－０６８４４７号公報
【特許文献５】特表２００１－５２４２４５号公報
【特許文献６】特表２０００－５１２０６１号公報
【特許文献７】特表２００１－５２２１１９号公報
【特許文献８】特表２００１－５０８２２１号公報
【特許文献９】特開平６－２８６７２号公報
【特許文献１０】特開平６－１１８３０６号公報
【特許文献１１】特開２００５－１３４８７３号公報
【特許文献１２】特開平９－２３０２４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記のように、従来の多光子反応過程を利用する応用製品においては、三次元物質内部
での反応に対して高出力が要求されるため、用いられるレーザー照射装置が大形で、価格
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の高い特殊なもの（例えば、フェムト秒レーザー）が必要とされ、実用性が制限されてい
る。
　この問題を解決すべく本発明者らは検討を進めた結果、縦横方向の長さが異なる形状異
方性を有するコア粒子（例えば、棒状のコア粒子）の表面に、レーザー光の照射によって
プラズモン増強場の発現が可能な金属皮膜をコア粒子表面全体に被覆した複合金属ナノ粒
子を用いることにより、上記課題が解決されることを見出した。
【００１７】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、大形で高価なレーザー照射光源を要するこ
となく、光照射による多光子吸収反応の増感を可能とする波長特性可変（近赤外から青色
領域までをカバーする波長領域で表面プラズモン増強場を発現）で、効率的励起源として
用いることができる複合金属ナノ粒子を提供すると共に、複合金属ナノ粒子と多光子吸収
材料を含む高感度な多光子吸収反応材料、複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進剤を含
む高感度の多光子吸収反応助剤を提供することを目的とする。またこれら材料を用いるこ
とによって発揮される超高密度、超精密、高分解等の特徴を利用した各種応用分野（三次
元光記録媒体、光造形用材料、蛍光顕微鏡など）への適用を可能とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは鋭意検討した結果、以下の（１）～（８）に記載する発明によって上記課
題が解決されることを見出し本発明に至った。以下、本発明について具体的に説明する。
【００１９】
　（１）：縦横方向の長さが異なる形状異方性を有するコア粒子の表面に、光照射により
局在プラズモン増強場を発現する金属微小構造体を島状に離間して設けてなることを特徴
とする複合金属ナノ粒子である。このとき、前記コア粒子は、金ナノロッドであり、前記
コア粒子の表面と、光照射によりプラズモン増強場を発現する金属微小構造体との間に接
合界面を隔離する緩衝層を設け、前記光照射によりプラズモン増強場を発現する金属微小
構造体が銀であることを特徴とする複合金属ナノ粒子である。
【００２０】
　形状異方性を有するコア粒子を用いることで再現性良く、所望のアスペクト比（縦横長
さの比）のナノ粒子をコアとすることができ、このコア粒子形状と、金属微小構造体の金
属の種類、および島状に設けられた近接して存在する金属微小構造体同士の相互作用等を
利用することにより、近赤外から青色領域に到る波長領域で表面プラズモン増強場を発現
する効率的励起源として用いることができる複合金属ナノ粒子を提供することができる。
この複合金属ナノ粒子により、幅広い波長域において利用可能であると共に、これまでに
無い増強効果の高い近接場発生源が得られる。また、増強効果を発生させる金属微小構造
体が島状に設けられ、いわゆる極微粒子の集合体から構成されるため、複合金属ナノ粒子
自体の大きさにおける設定の自由度が広がる。自由度が広がることによって製造マージン
も広がり、低コスト化が可能となる。
【００２２】
　金ナノロッドは、幅広くアスペクト比の選択が可能で、所望の縦横長さ、すなわち短径
と長径の異なる形状異方性を有するコア粒子として得られるので、その表面に設ける金属
微小構造体（以降、「極微粒子」と表現することがある。）の選択により、少なくとも青
色領域までを増強可能な複合ナノ粒子が得られ、これまでに無い効率的な光反応課程を実
現し、高密度、高精細な応用分野への利用を可能にすることができる。
【００２４】
　コア粒子の表面と金属微小構造体（極微粒子）との間に、後述するような酸化物や窒化
物の緩衝層を設けることによって、複合金属ナノ粒子の構造、アスペクト比等の形状の経
時変化が抑制されると共に、高エネルギーのレーザー光下での反応においてもより安定な
動作が可能となる。このため、より幅広い反応条件で効率的な光反応過程を実現すること
ができ、より幅広い反応条件・各種応用製品に対して利用することが可能となる。
【００２５】
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　（２）：前記光照射により局在プラズモン増強場を発現する金属微小構造体が、複数の
層で構成されていることを特徴とする（１）に記載の複合金属ナノ粒子である。
【００２６】
　複合金属ナノ粒子の周囲に発生する局在プラズモン増強場は、各金属微小構造体（極微
粒子）の発生する局在プラズモン増強場を重ね合わせたものとなる。この効果は、例えば
、粒子ごとのカップッリング効率を高める目的で複数層の共鳴波長を同一として、より大
きな増強効果を得ることも可能であるし、多段階の光反応を効率良く進行させるために複
数の共鳴波長を持つ粒子として設計することも可能となる。従って、より幅広い反応条件
で効率的な光反応過程を実現することができ、各種仕様に対応できるため、各種応用製品
に利用することが可能となる。
【００２７】
　（３）：（１）または（２）に記載の複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含んでなる
ことを特徴とする多光子吸収反応材料である。
【００２８】
　（４）：前記多光子吸収材料が、２光子吸収材料であることを特徴とする（３）に記載
の多光子吸収反応材料である。
【００２９】
　（５）：前記多光子吸収材料が、多光子吸収色素であることを特徴とする（３）また
は（４）に記載の多光子吸収反応材料である。
【００３０】
　（３）～（５）の多光子吸収反応材料によれば、近赤外から青色領域に対応できる局在
プラズモン増強場発生源、すなわち、効率的励起源である複合金属ナノ粒子と、多光子吸
収材料（例えば、ジアリールエテンや、光硬化性樹脂等）を含有し、物質内部における三
次元の任意の位置で高密度、高精細な反応を引き起こすことができる。複合金属ナノ粒子
の大きな増強効果によって反応の閾値は下がり、従来必要であったフェムト秒レーザーの
ような高価な光源が不要となり、反応に使用する装置等の大幅なコスト低減が可能となる
。
　従って、本発明の多光子吸収反応材料を用いれば、三次元メモリー、三次元造形等様々
な多光子反応過程を利用した応用製品が実現可能となる。
【００３１】
　（６）：（３）～（５）のいずれかに記載の多光子吸収反応材料から得られることを特
徴とする多光子吸収反応生成物である。
【００３２】
　多光子吸収反応材料を用いて多光子吸収反応生成物とすれば、例えば、三次元記録媒体
として用いた場合には超高密度光記録（テラバイト級）を実現可能とし、光造形材料とし
て用いた場合には超精密三次元造形物の形成を可能とする。
　さらに、多光子吸収材料として２光子吸収蛍光材料を用いて２光子蛍光顕微鏡に用いれ
ば、被試験体の劣化や、悪影響をもたらすことなく高感度で観察することが可能である。
【００３３】
　（７）：（１）または（２）に記載の複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進剤を含ん
でなることを特徴とする多光子吸収反応助剤である。
【００３４】
　（８）：前記多光子吸収反応促進剤が２光子吸収反応促進剤であることを特徴とする（
７）に記載の多光子吸収反応助剤である。
【００３５】
　（７）、（８）の多光子吸収反応助剤によれば、近赤外から青色領域に対応できる局在
プラズモン増強場発生源としての複合金属ナノ粒子と、多光子（２光子）吸収反応促進剤
（例えば、重合開始剤や光増感剤等）を含有することにより、従来の多光子光子吸収反応
物または反応助剤を用いた場合に比較して高感度な反応が可能となる。当然、物質内部に
おける三次元の任意の位置で高密度、高精細な反応を引き起こすことができる。したがっ
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て、本発明の多光子吸収反応材料を用いれば、三次元造形等の様々な多光子反応過程を利
用した応用製品が実現可能となる。また、多光子吸収反応助剤を用いることで反応の閾値
が下がり、従来必要であったフェムト秒レーザーのような高価な光源が不要となって、応
用製品に使用する装置等の大幅なコスト低減が可能となる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明の複合金属ナノ粒子によれば、近赤外から青色領域の幅広い波長域において反応
の効率的な励起源として適用でき、物質内部における三次元空間の任意の位置で局在プラ
ズモン増強場発生源として利用可能であるため、大型のパルスレーザーを必要とせずに集
光スポット中心部でのみ光反応を起すことができる。
　また、本発明の多光子吸収反応材料、多光子吸収反応生成物、および多光子吸収反応助
剤によれば、物質内部の三次元の任意位置で高密度、高精細な反応を惹起できるため、例
えば、超高密度光記録や、超精密三次元造形物など回折限界を超える加工・記録が実現可
能となる。さらに多光子吸収材料を蛍光顕微鏡に用いれば、高感度で観察することが可能
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　前述のように本発明における複合金属ナノ粒子は、縦横方向の長さが異なる形状異方性
を有するコア粒子の表面に、光照射により局在プラズモン増強場を発現する金属微小構造
体を島状に離間して設けてなることを特徴とするものである。
【００３８】
　すなわち、本発明の複合金属ナノ粒子の周りには、粒子の極近傍に局在した局在プラズ
モン増強場が発生する。その局在プラズモン増強場の増強度は、粒子の形状と金属の種類
に加え、周囲に近接して存在する他の金属ナノ粒子との相互作用により決定される。
　先ず、粒子形状と金属種の効果について説明する。増強効果の大きなナノ粒子として知
られているものに、棒状の微粒子がある。棒状の金属微粒子の最も大きな増強度を示す波
長は金属種とアスペクト比により決まる共鳴波長である。
　即ち、球状の微粒子に始まって、粒子のアスペクト比が大きいほど長波長側に共鳴波長
はシフトすると共に、球状の微粒子に比較し大きな増強度を示す。従って、所望の波長に
おいて高い増強効果を示す金属微粒子を得るには、材料金属とアスペクト比の選択が重要
である。
【００３９】
　本発明者らは、局在プラズモン増強場を発生させる表面若しくは表面近傍を構成する材
料とアスペクト比を決定するコア材料にそれぞれ最適な材料を選択し、コア材料の表面全
体を、局在プラズモン増強場を発生する金属で被覆する複合ナノ粒子とすることにより、
所望の波長で大きな増強効果を持つことを見出した。前記複合ナノ粒子は、粒子の長手方
向のサイズが励起光波長の１／２以下においては勿論のこと、１／２以上においても大き
な局在プラズモンの増強効果が得られる。
【００４０】
　次に、コア粒子の表面に島状に離間して設けられた近接する金属微小構造体（極微粒子
）間におけるプラズモンの相互作用について説明する。
　極微粒子表面に発生する局在プラズモン増強場に重なりが生じない程度にはなれた孤立
した極微粒子を、近接させていくと相互にエネルギーの授受が可能になると共に、局在プ
ラズモン増強場に偏りを生じ、孤立した局在プラズモン増強場に比較し、さらに増強度の
高い部位が生じる。また、このように、互いにエネルギーの授受が可能な程度に近接した
微細な局在プラズモン増強場が多数集まることによって構成される局在プラズモン増強場
全体は、局在プラズモンを励起する波長程度の大きさを持つと、孤立した局在プラズモン
増強場とは異なって、励起光の位相を感受することが可能となる。このような、微細な局
在プラズモン増強場の近接した集合は、薄膜上に生じる表面プラズモン増強場の広がりと
同様に、波長程度に広がる。
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　従って、複合金属ナノ粒子の粒子径が小さな領域では、表面を構成する島状の金属微小
構造体（極微粒子）間の相互作用による局在プラズモン増強場の強い増強効果が発現して
、前述のコア材料の表面全体を局在プラズモン増強場を発生する金属で被覆した複合金属
ナノ粒子に比べて、より大きな増強効果が発揮される。
【００４１】
　また、複合金属ナノ粒子の粒子径が大きくなるに従い、金属微小構造体（極微粒子）の
励起光とのカップリングの容易さは維持されたままで、複合ナノ粒子全体が位相を感受す
ることができ、薄膜に近い性質、すなわち、波長程度（通常の局在プラズモン増強場に比
較し５～１０倍程度）の広がりを持った局在プラズモン増強場が得られる。
　従って、前記複合ナノ粒子の大きな局在プラズモン増強場を利用すれば、増強効果を得
るために必要な分散濃度は小さくて済み、散乱の効果が抑制され、効率的な局在プラズモ
ン増強場による増強効果が発揮される。
　前記いずれの大きさを持った複合金属ナノ粒子の場合でも、その局在プラズモン増強場
の増強効果は２光子吸収反応の高感度化に寄与することができる。
【００４２】
　また、本発明においては、比較的容易に所望のアスペクト比を選択的に得ることが可能
な（縦横方向の長さが異なる形状異方性を有する）コア粒子を用い、このコア粒子を結晶
成長の核として結晶成長を行い、金属微小構造体（極微粒子）を島状に形成して再現性良
く幅広い金属の高アスペクト比の複合金属ナノ粒子を得ることができる。なお、吸収波長
のチューニングは、被着金属微小構造体の種類、被着金属微小構造体の持つ構造（分断さ
れた島状構造における個々の部位（極微粒子）の大きさなど）と粒子外形の比を変えるこ
とにより行うことができる。
【００４３】
　ここで、分断された島状の構造を得るためには、例えば、前述のコア材料の表面全体を
金属で被覆して膜状の堆積物を得る工程において、初期の島状構造が形成された段階で止
める方法を利用することも可能である。
　金属微小構造体の外形寸法は、基本共鳴波長を決めるファクターであるため、形状の安
定性は重要であることから、形状制御は特に重要である。
　さらに、本発明では、極微粒子をコア粒子の表面に島状に離間して設けた、いわゆる分
断された金属微小構造体とすることにより、近接場光学的には複数の局在プラズモン増強
場が近接されて配置された構成と等価な効果が得られる。これにより、前述のコア材料の
表面全体を一様に金属で被覆したコアセル構造の複合金属ナノ粒子に比較して、さらに大
きな増強効果が得られる。
　金属構造体を構成する個々の金属微小構造体の形状としては、エネルギーの授受が可能
な程度に近接してコア粒子上に島状に離間して配置されていれば、特に制約は無く、球状
および異方性を持った粒子、ひび割れた膜状など様々な形態が利用可能である。
【００４４】
　上記複合金属ナノ粒子において、前記短径と長径の異なる形状異方性を有するコア粒子
が、金ナノロッドであることが好ましい。
　特に、結晶成長核として、容易に高アスペクト比のナノ粒子が得られる金ナノロッドを
用いることにより、島状に離間して設けた金属微小構造体（極微粒子）を再現性良く幅広
い金属で作成可能となり、高アスペクト比ナノロッドを得ることができる。
　金属種の選択を変えることにより、局在プラズモン共鳴波長の最短波長を変えることが
でき、アスペクト比や、局在プラズモン増強場を発生する金属微小構造体の構造等の選択
により、幅広い波長領域で局在プラズモン増強場による光の増強効果が発現し、利用可能
となる。
【００４５】
　また、前記複合金属ナノ粒子において、縦横方向の長さが異なる形状異方性を有するコ
ア粒子の表面と、光照射により局在プラズモン増強場を発現する金属微小構造体との間に
接合界面を隔離する緩衝層を設けることが好ましい。
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【００４６】
　異種金属が直接接している場合には、表面エネルギー状態の大きなナノ粒子を構成する
界面であるので、相互拡散等のメカニズムにより、界面のプロファイルが崩れ、結果とし
て、コア粒子の表面に被着した金属微小構造体に固有の局在プラズモン共鳴波長からのズ
レが生じる。レーザー光を用いた実使用条件では、この過程は加速される。そこで、異種
金属界面を隔離する緩衝層を設けることにより、金属微小構造体に固有の局在プラズモン
共鳴波長を安定して得ることができる。さらには、金属微小構造体を構成する局在プラズ
モン増強場を発生させる金属部位を適宜、緩衝層に埋め込むことも可能である。
【００４７】
　緩衝層の材料には、酸化物、窒化物等を用いることが可能で、特に共有結合性の強い材
料を用いることにより、拡散や温度上昇に伴う固相反応による物質移動が抑制されるため
、所望のアスペクト比をレーザー光の照射下においてより安定に保つ構成も可能となる。
【００４８】
　さらに、前記複合金属ナノ粒子において、光照射により局在プラズモン増強場を発現す
る金属微小構造体が、複数の層よりなることが好ましい。
【００４９】
　ここで述べる複数の金属微小構造体とは、形状異方性を有するコア粒子の表面に、異種
材料を挟んで、金属微小構造体を複数回作成する工程を行い積層した物を指す。
　異種材料の組み合わせた金属微小構造体の一例を以下に示す。
　例えば、コア粒子上に先ず、銀よりなる島状の極微粒子からなる金属構造体を堆積し、
次に、緩衝層としてＳｉＯ2層を形成して隔て、さらに島状の銀よりなる金属微小構造体
を形成して構成した場合などが挙げられる。
　ここで、緩衝層としては、コア粒子表面上で完全な膜状の構造をとる必要はなく、金属
微小構造体を構成する金属と同様に、島状や球状であることも可能であり、複数の層を実
質分離していればよい。実質分離しているとは、拡散等の固相反応により金属微小構造体
を構成する島状、球状等の形状をとる各部位が少なくとも金属微小構造体を超えて融着あ
るいは粒子成長することを抑制する効果があることを指す。
【００５０】
　上記複数の金属微小構造体においては、各構造を構成する金属、あるいは各層を構成す
る分断された各部位の大きさを同一としても、適宜各条件を変えてもよい。各構造を同一
とした場合は、吸収波長は同一となり、複合金属ナノ粒子一粒あたりの吸収量は、構造ご
との吸収量の和となる。また、周囲にできる増強場も両者の増強場を重ね合わせた強度と
なる。すなわち、散乱体としての性質はほぼそのままで、増強場の発生源としての性質の
みが増強される。また、適宜、金属種、あるいは分断された各部位の大きさの少なくとも
1つを変えることで、各構造の吸収波長を所望の波長にずらしてもよい。各構造の吸収波
長をずらした場合には、例えば、光反応に寄与する複数の化学種に対応する複数の波長の
光に対し、一つの粒子で増強効果を発揮可能な粒子となる。
【００５１】
　前述のように本発明における多光子吸収反応材料は、複合金属ナノ粒子と多光子吸収材
料を含んでなることを特徴とするものである。
【００５２】
　このような、局在プラズモン増強場を持つ複合金属ナノ粒子を含む多光子吸収材料は、
従来の多光子光子吸収反応物を用いた場合に比較して高感度な反応が可能であり、塗布あ
るいはキャスティング等の可能な安定した分散溶液や混合物とすることができるため、三
次元造形、三次元メモリー等様々な多光子反応過程を応用した製品への利用が可能である
。
　例えば、局在プラズモン増強場発生源としての複合金属ナノ粒子と、ジアリールエテン
や、アクリレート系やエポキシ系の光硬化性樹脂（多光子吸収材料）等、多光子吸収色素
や多光子吸収材料を組み合せた多光子吸収反応材料は、三次元物質内部の任意の位置で高
密度、高精細な反応を引き起こすことができる。また、反応の閾値が下がることによって
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、従来必要であったフェムト秒レーザーのような高価な光源を不要とすることができて大
幅な低コスト化が可能となる。
　なお、本発明における多光子吸収反応生成物は、このような多光子吸収反応材料の光反
応により得られるものである。
【００５３】
　また、本発明における多光子吸収反応助剤は、複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進
剤を含んでなることを特徴とするものである。
【００５４】
　本発明の多光子吸収反応助剤によれば、従来の多光子光子吸収反応助剤を用いた場合に
比較し、高感度な反応が可能となり、三次元造形、三次元メモリー等様々な多光子反応過
程を応用した高密度、高精細な製品の実現が可能となる。
　例えば、局在プラズモン増強場発生源としての複合金属ナノ粒子と、重合開始剤や光増
感剤等の多光子（２光子）吸収反応促進剤を組み合せることによって、アクリレート系や
エポキシ系等の樹脂を高感度で反応を引き起こすことができる。また、多光子吸収反応助
剤を用いることで反応の閾値が下がり、従来必要であった高価な光源（例えば、フェムト
秒レーザー）が不要となり、応用製品の製造に用いる装置の大幅なコスト低減が可能とな
る。
【００５５】
　上記のような、局在プラズモン増強場を持つ複合金属ナノ粒子を含む多光子吸収反応材
料（複合金属ナノ粒子＋多光子吸収材料）や、あるいは多光子吸収反応助剤（複合金属ナ
ノ粒子＋多光子吸収反応促進剤）は、塗布やキャスティング等を初めとする各種の形態で
加工可能であり、例えば、多光子吸収反応の反応閾値の低下等の特徴を利用して、これま
でに無い様々な応用が可能となる。
　以下代表的な応用例として、三次元多層光メモリ、光造形用材料、２光子蛍光顕微鏡に
ついて挙げ説明する。
【００５６】
　〔三次元多層光メモリへの応用〕
　最近、インターネット等のネットワークやハイビジョンＴＶが急速に普及している。ま
た、ＨＤＴＶ（Ｈｉｇｈ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）の放映も間近
にひかえて、民生用途においても５０ＧＢ以上、好ましくは１００ＧＢ以上の画像情報を
安価簡便に記録するための大容量記録媒体の要求が高まっている。さらに、コンピュータ
ーバックアップ用途、放送バックアップ用途等、業務用途においては、１ＴＢ程度あるい
はそれ以上の大容量の情報を高速かつ安価に記録できる光記録媒体が求められている。
　そのような中、ＤＶＤ±Ｒのような従来の２次元光記録媒体は物理原理上、たとえ記録
再生波長を短波長化したとしてもせいぜい２５ＧＢ程度で、将来の要求に対応できる程の
充分大きな記録容量が期待できるとは言えない状況である。
【００５７】
　このような状況の中で、究極の高密度、高容量記録媒体として、三次元光記録媒体が俄
然、注目されてきている。三次元光記録媒体は、三次元（膜厚）方向に何十、何百層もの
記録を重ねることで、従来の二次元記録媒体の何十、何百倍もの超高密度、超高容量記録
を達成しようとするものである。
　三次元光記録媒体を提供するためには、三次元（膜厚）方向の任意の場所にアクセスし
て書き込みできなければならないが、その手段として、２光子吸収材料を用いる方法とホ
ログラフィ（干渉）を用いる方法がある。
【００５８】
　２光子吸収材料を用いる三次元光記録媒体では、上記で説明した物理原理に基づいて何
十、何百倍にもわたっていわゆるビット記録が可能であって、より高密度記録が可能であ
り、まさに究極の高密度、高容量光記録媒体であると言える。
【００５９】
　２光子吸収材料を用いた三次元光記録媒体としては、前述の背景技術で述べたように、
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記録再生に蛍光性物質を用いて蛍光で読み取る方法や、フォトクロミック化合物を用いて
吸収または蛍光で読み取る方法等が提案されているが、上記三次元光記録媒体を提供する
場合に適当な方式であるとは言えない。
【００６０】
　上に述べたように、非共鳴２光子吸収により得た励起エネルギーを用いて反応を起こし
、その結果レーザー焦点（記録）部と非焦点（非記録）部で光を照射した際の発光強度を
書き換えできない方式で変調することができれば、三次元空間の任意の場所に極めて高い
空間分解能で発光強度変調を起こすことができ、究極の高密度記録媒体と考えられる三次
元光記録媒体への応用が可能となる。さらに、非破壊読み出しが可能で、かつ不可逆材料
であるため良好な保存性も期待でき実用的である。
【００６１】
　しかし、現時点で利用可能な２光子吸収化合物では、２光子吸収能が低いため、光源と
しては非常に高出力のレーザーが必要で、かつ記録時間も長くかかる。特に、三次元光記
録媒体に使用するためには、速い転送レート達成のために、高感度で発光能の違いによる
記録を２光子吸収により行うことができる２光子吸収三次元光記録材料の構築が必須であ
る。そのためには、高効率に２光子を吸収し励起状態を生成することができる２光子吸収
化合物と、２光子吸収化合物励起状態を用いて何らかの方法にて２光子吸収光記録材料の
発光能の違いを効率的に形成できる記録成分を含む材料が有力であるが、そのような材料
は今までほとんど開示されておらず、そのような材料の構築が望まれていた。
【００６２】
　前述のように各種波長域に対応できる局在プラズモン増強場発生源としての複合金属ナ
ノ粒子と多光子（２光子）吸収材料からなる本発明の多光子吸収反応材料を用い記録層を
形成し、光照射による２光子吸収を利用して高密度の記録（三次元の記録）を行った後、
光を記録材料に照射してその発光強度の違いを検出するか、または屈折率変化による反射
率の変化を検出することにより再生することができる。
　すなわち、本発明の多光子吸収反応材料を用いれば、超高密度の２光子吸収三次元光記
録媒体は元よりそれを用いた２光子吸収三次元光記録方法及び再生方法が提供される。
【００６３】
　複合金属ナノ粒子と多光子（２光子）吸収材料からなる本発明の多光子（２光子）吸収
反応材料は、必要に応じて各種溶媒に分散した分散溶液とすることができ、この分散溶液
を用いれば、例えば、スピンコーター、ロールコーターまたはバーコーターなどを使用し
て基板上に直接塗布することもできるし、あるいは先ずフィルムとしてキャストし、次い
で通常の方法により基板にラミネートすることもでき、それらにより２光子吸収光記録材
料とすることができる。
【００６４】
　ここで、「基板」とは、任意の天然または合成支持体、好適には柔軟性または剛性フィ
ルム、シートまたは板の形態で存在することができるものを意味する。
　基板として、限定するものではないが好ましくは、ポリエチレンテレフタレート、樹脂
下塗り型ポリエチレンテレフタレート、火炎または静電気放電処理されたポリエチレンテ
レフタレート、セルロースアセテート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、
ポリエステル、ポリビニルアルコール、ガラス等が挙げられる。
　また、この基板には予め、トラッキング用の案内溝やアドレス情報が付与されたもので
あってもよい。使用した溶媒は乾燥時に蒸発除去することができる。蒸発除去には加熱や
減圧を用いてもよい。
【００６５】
　さらに、上記２光子吸収光記録材料の上に、酸素遮断や層間クロストーク防止のための
保護層（中間層）を形成してもよい。
　保護層（中間層）は、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビ
ニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンテレフタレートまたは
セロファンフィルムなどのプラスチック製のフィルムまたは板を静電的な密着、押し出し
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機を使った積層等により貼合わせるか、前記ポリマーの溶液を塗布して設けてもよい。あ
るいは、ガラス板を貼合わせてもよい。
　また、保護層と２光子吸収光記録材料（記録層）の間および／または、基材と記録層の
間に、気密性を高めるために粘着剤または液状物質を存在させてもよい。さらに感光膜間
の保護層（中間層）にも予め、トラッキング用の案内溝やアドレス情報が付与されたもの
であってもよい。
【００６６】
　上述した三次元多層光記録媒体の任意の層に焦点を合わせ、記録再生を実施することで
、本発明の三次元記録媒体として機能する。また、層間を保護層（中間層）で区切ってい
なくとも、２光子吸収色素特性から深さ方向の三次元記録が可能である。
【００６７】
　以下、本発明における三次元多層光メモリの好ましい実施形態（具体例）について図面
を参照しながら説明するが、本発明はこれらの実施形態により何ら限定されず、三次元記
録（平面及び膜厚方向に記録）が可能な構造であれば、他にどのような構造であっても構
わない。
　図１の概略図に、本発明における三次元多層光メモリの記録／再生のシステム構成（ａ
）と記録媒体の構成断面（ｂ）を示す。
【００６８】
　図１（ａ）のシステム構成による記録方法の概要を説明する。
　記録用レーザー光源１（例えば、ハイパワーのパルスレーザー光源）からの記録光を対
物レンズ５により３次元記録媒体６中にフォーカスする。フォーカスポイントでは、２光
子吸収により記録が行われるが、フォーカスポイント以外では、先に述べたように光の照
射パワーが低く、２乗効果による記録は行われない。即ち、選択的な記録が可能となる。
【００６９】
　次に、再生方法であるが、再生用レーザー光源２（記録光ほどハイパワーではなく、半
導体レーザーも利用可能）からの光を、３次元記録媒体６中にフォーカスする。各層より
信号光が発生するが、ピンホール３と検出器４より構成される点検出器で信号光を検出す
ることにより、特定の層からの信号を共焦点顕微鏡の原理を用いて選択的に検出する。以
上のような構成により、三次元記録再生は機能する。
【００７０】
　図１（ｂ）に示す記録媒体の構成について説明する。平らな支持体（基板１１）に本発
明の複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含んでなる多光子吸収反応材料を用いた記録層
と、クロストーク防止用の中間層（保護層）１５が交互に５０層ずつ積層され、各層は、
例えばスピンコート法により成膜されている。
　記録層の厚さは０．０１～０．５μｍ、中間層の厚さは０．１～５μｍが好ましく、こ
の構造であれば、現在普及しているＣＤ／ＤＶＤと同じディスクサイズで、テラバイト級
の超高密度光記録が実現できる。さらに、データの再生方法（透過／あるいは反射型）に
より、基板１１と同様の基板１２（保護層）、あるいは高反射率材料からなる反射膜が設
けられた構成とされる。
【００７１】
　上記において、記録時は単一ビームが使用され、この場合フェムト秒オーダーの超短パ
ルス光を利用することができる。また、再生時は、データ記録に使用するビームとは異な
る波長、あるいは低出力の同波長の光を用いることもできる。記録及び再生は、ビット単
位／ページ単位のいずれにおいても実行可能であり、面光源や二次元検出器等を利用する
並行記録／再生は、転送レートの高速化に有効である。
　なお、本発明に従い同様に形成される三次元多層光メモリの形態としては、カード状、
プレート状、テープ状、ドラム状等が考えられる。
【００７２】
　〔光造形用材料への応用〕
　以下、本発明における光造形用材料の実施形態について図面を参照しながら説明するが
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、本発明はこれらの実施形態により何ら限定されない。
　図２に、本発明の複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含む多光子吸収反応材料を用い
て光造形する場合に用いる装置の概略構成図を示す。以下、２光子光造形法として説明す
る。
【００７３】
　近赤外パルスレーザ光源２１からの光をミラースキャナー２５を通した後、レンズを用
いて複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含む多光子吸収反応材料（光硬化性樹脂液）２
９中に集光させレーザスポットを走査し、２光子吸収を誘起することによって焦点近傍の
みにおいて樹脂を硬化させて任意の三次元構造を形成する（２光子マイクロ光造形方法）
。なお、光硬化性樹脂の詳細については後述する。
　なお、図２中、符号２３は透過光陵を時間的にコントロールするシャッター、２４はＮ
Ｄフィルター、２７は光手段としてのレンズ、２８はコンピュータ、２０は光造形物を示
す。
【００７４】
　すなわち、パルスレーザ光をレンズで集光して、集光点近傍にフォトンの密度の高い領
域を形成する。このときビームの各断面を通過するフォトンの総数は一定なので、焦点面
内でビームを２次元的に走査した場合、各断面における光強度の総和は一定である。しか
しながら、２光子吸収の発生確率は、光強度の２乗に比例するため、光強度の大きい集光
点近傍にのみ、２光子吸収の発生の高い領域が形成される。
【００７５】
　このように、パルスレーザ光をレンズによって集光させ２光子吸収を誘起することで、
集光点近傍に光吸収を限定し、ピンポイント的に樹脂を硬化させることが可能となる。集
光点はＺステージ２６とガルバノミラーによって光硬化樹脂液内を自由に移動させること
ができるため、光硬化性樹脂液内において目的とする三次元加工物を自在に形成すること
ができる。
【００７６】
　２光子光造形法の特徴としては、以下の項目が挙げられる。
　（ａ）回折限界をこえる加工分解能：２光子吸収の光強度に対する非線形性によって、
光の回折限界を超えた加工分解能を実現できる。
　（ｂ）超高速造形：２光子吸収を利用した場合、焦点以外の領域では、光硬化性樹脂が
原理的にも硬化しない。このため照射させる光強度を大きくし、ビームのスキャン速度を
速くすることができる。このため、造形速度を約１０倍向上することができる。
　（ｃ）三次元加工：光硬化性樹脂は、２光子吸収を誘起する近赤外光に対して透明であ
る。したがって焦点光を樹脂の内部へ深く集光した場合でも、内部硬化が可能である。従
来のＳＩＨでは、ビームを深く集光した場合、光吸収によって集光点の光強度が小さくな
り、内部硬化が困難になる問題点が、本発明ではこうした問題点を確実に解決することが
できる。
　（ｄ）高い歩留り：従来法では樹脂の粘性や表面張力によって造形物が破損、変形する
という問題があったが、本手法では、樹脂の内部で造形を行うのでこうした問題は解消さ
れる。
　（ｅ）大量生産への適用：超高速造形を利用することによって、短時間に、連続的に多
数個の部品あるいは可動機構の製造が可能である。
【００７７】
　上記２光子光造形用の光硬化性樹脂とは、複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含む多
光子吸収反応材料を指すが、多光子吸収材料として、光を照射することにより２光子重合
反応を起こし、液体から固体へと変化するという特性を持った樹脂が使用される。
　主成分は、オリゴマーと反応性希釈剤からなる樹脂成分と光重合開始剤（必要に応じ光
増感材料を含む）である。光重合開始剤や光増感材料が含まれる場合にはこれらの反応促
進剤が多光子吸収反応促進剤であってもよく（この場合には樹脂は必ずしも多光子吸収材
料でなくともよい）、いわゆる、複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進剤が多光子吸収
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反応助剤として機能するものが用いられる。
　なお、オリゴマーは重合度が２～２０程度の重合体であり、末端に多数の反応基を持つ
ものが好ましく用いられ、さらに、粘度、硬化性等を調整するために反応性希釈剤が加え
られてもよい。
【００７８】
　上記複合金属ナノ粒子を含む光硬化性樹脂に光を照射すると、重合開始剤または光増感
材料がこれを２光子吸収し、重合開始剤から直接または光増感材料を介して反応種が発生
し、オリゴマー、反応性希釈剤の反応基に反応し、重合を開始させる。その後これらの間
で連鎖的重合反応を起こし三次元架橋が形成され、短時間のうちに三次元網目構造を持つ
固体樹脂へと変化する。
【００７９】
　光硬化性樹脂は、光硬化インキ、光接着剤、積層式立体造形などの分野で使用されてお
り、様々な特性を持つ樹脂が開発されている。特に、積層式立体造形においては（１）反
応性が良好であること、（２）硬化時の堆積収縮が小さいこと、（３）硬化後の機械特性
が優れていること、等が重要である。
【００８０】
　上記特性は本発明の手法においても同様に重要である。そのため、積層式立体造形用に
開発された樹脂で２光子吸収特性を有するものは本発明における２光子光造形用光硬化性
樹脂としても使用できる。その具体的な例としては、アクリレート系及びエポキシ系の光
硬化性樹脂が良く用いられ、特にウレタンアクリレート系の光硬化性樹脂が好ましい。
【００８１】
　例えば、光造形に関する技術として感光性高分子膜の表面に、パルスレーザー光をマス
クを介さずに干渉露光させることが知られている（例えば、特開２００５－１３４８７３
号公報）が、このような光造形の場合には、前記感光性高分子膜に感光性機能を発揮させ
る波長領域のパルスレーザー光であることが重要である。
【００８２】
　従って、パルスレーザー光としては、感光性高分子の種類、または、感光性高分子にお
ける感光性機能を発揮する基または部位の種類などに応じて、その波長領域を適宜選択す
ることができる。
　特に、光源から発光されるパルスレーザー光の波長が、感光性高分子膜に感光性機能を
発揮させる波長領域でなくても、パルスレーザー光の照射に際して、多光子吸収過程を利
用することにより、感光性高分子膜に感光性機能を発揮させることが可能となる。
【００８３】
　具体的には、光源から発光されるパルスレーザー光を集光して、集光されたパルスレー
ザー光を照射すると、多光子の吸収（例えば、２光子の吸収、３光子の吸収、４光子の吸
収、５光子の吸収など）が生じ、これにより、光源から発光されるパルスレーザー光の波
長が、感光性高分子膜に感光性機能を発揮させる波長領域でなくても、感光性高分子膜に
は、実質的に、感光性高分子膜に感光性機能を発揮させる波長領域のパルスレーザー光が
照射されたことになる。
【００８４】
　このように、干渉露光するパルスレーザー光は、実質的に、感光性高分子膜に感光性機
能を発揮させる波長領域となるパルスレーザー光であればよく、照射条件などにより、そ
の波長を適宜選択することができる。たとえば、本発明の高効率２光子吸収材料を光増感
材料とし、紫外線硬化樹脂等に分散し、感光物固体としこの感光物固体の２光子吸収能を
利用して焦点スポット（あるいは、干渉により強め合う領域）のみが硬化する特性を利用
した超精密三次元造形物を得ることが可能となる。
【００８５】
　前述のように本発明の複合金属ナノ粒子と多光子吸収反応促進剤（２光子吸収重合開始
剤または２光子吸収光増感材料）を組み合せれば、多光子吸収反応助剤（２光子吸収反応
助剤）として用いることができる。
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　従来の２光子吸収材料（２光子吸収重合開始剤または２光子吸収光増感材料）に比較し
て、２光子吸収感度が高いため、高速造形が可能で、励起光源としても小型で安価なレー
ザ光源が使用できるため、大量生産可能な実用用途への展開が可能となる。
【００８６】
　〔２光子蛍光顕微鏡への応用〕
　２（多）光子励起レーザ走査顕微鏡（２光子蛍光顕微鏡）とは、近赤外パルスレーザを
標本面上に集光し走査させて、そこでの２（多）光子吸収により励起されて発生する蛍光
を検出することにより像を得る顕微鏡である。
　以下、本発明における２光子蛍光顕微鏡の実施形態について図面を参照しながら説明す
るが、本発明はこれらの実施形態により何ら限定されない。
　図３に、本発明における２光子励起レーザ走査顕微鏡（２光子蛍光顕微鏡）の基本構成
の概略図を示す。
【００８７】
　図３に示す２光子励起レーザ走査顕微鏡３０は、近赤外域波長のサブピコ秒の単色コヒ
ーレント光パルスを発するレーザ光源３１と、レーザ光源からの光束を所望の大きさに変
える光束変換光学系３２と、光束変換光学系で変換された光束を対物レンズの像面に集光
し走査させる走査光学系３３と、集光された上記変換光束を標本面３５上に投影する対物
レンズ系３４と、光検出器３７を備えている。
【００８８】
　すなわち、観測時にパルスレーザー光をダイクロイックミラー３６を経て、光束変換光
学系、対物レンズ系により集光し、標本面で焦点を結ばせることによって標本内にある２
光子吸収蛍光材料（複合金属ナノ粒子を含む）に、２光子吸収に基づいて誘起される蛍光
を生じさせる。すなわち、本発明における多光子吸収反応材料の多光子吸収材料として２
光子吸収蛍光材料（例えば、２光子蛍光顕微鏡用蛍光色素）を用いた系が使用される。
【００８９】
　次に、標本面をレーザービームで走査し、各場所での蛍光強度を光検出器３７などの光
検出装置で蛍光を検出して得られた位置情報に基づいて、図示しないコンピュータでプロ
ットすることにより、三次元蛍光像が得られる。レーザービームの走査機構としては、例
えば、ガルバノミラーなどの可動ミラーを用いて走査してもよく、あるいはステージ上に
置かれた２光子吸収材料を含む標本を移動させてもよい。
　このような構成により、２光子吸収そのものの非線形効果を利用して、光軸方向の高分
解能を得ることができる。加えて、共焦点ピンホール板を用いれば、さらなる高分解能（
面内、光軸方向共）が得られる。
【００９０】
　２光子蛍光顕微鏡用蛍光色素は、標本を染色、または標本に分散させることにより使用
され、工業用途のみならず、生体系の細胞等の三次元画像マイクロイメージングにも用い
ることができ、高い２光子吸収断面積を持つ化合物が望まれている。
【００９１】
　本発明の複合金属ナノ粒子を含む多光子吸収材料（２光子吸収蛍光材料）は、２光子励
起レーザ走査顕微鏡用の多光子吸収反応材料（２光子吸収蛍光反応材料）として用いるこ
とができる。
　これを用いれば、従来の２光子吸収蛍光材料に比較して大きな２光子吸収断面積を有し
ているので、低濃度で高い２光子吸収特性を発揮する。従って、本発明によれば、高感度
な２光子吸収蛍光反応材料が得られるだけでなく、被観察材料に照射する光の強度を強く
する必要がなくなり、被観察材料の劣化、破壊を抑制することができ、被観察材料中の他
成分の特性に対する悪影響も低下させることができる。
【実施例】
【００９２】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、各実施例は、本
発明の構成の一例であり、本発明は以下に示す実施例に限定されるものではない。
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【００９３】
　（実施例１）
　以下の手順で、金ナノロッド分散液、緩衝層（ＳｉＯ2）皮膜の形成、金ナノロッドを
コアとする複合ナノ粒子分散液、複合ナノ粒子と色素の混合分散液を順次作製した。
【００９４】
　〔金ナノロッド分散液の作製〕
　光還元法を用いた金ナノロッドの作成から順を追って説明する。
　原料溶液としてＣＴＡＢ（臭化セチルトリメチルアンモニウム）水溶液（０．１８ｍｏ
ｌ／ｌ）７０ｍｌ、シクロヘキサン０．３６ｍｌ、アセトン１ｍｌ、硝酸銀水溶液（０．
０１ｍｏｌ／ｌ）１．５ｍｌを加え、マグネットスターラーにより攪拌した。さらに、塩
化金酸溶液（０．０２４ｍｏｌ／ｌ）２ｍｌを加えた後、アスコルビン酸水溶液（０．１
ｍｏｌ／ｌ）０．４ｍｌを加え、塩化金酸溶液の色が消えたことを確認した。
　次に、直径１００ｍｍのシャーレーに混合用液を移し、２５４ｎｍの紫外線を低圧水銀
ランプ（アズワン社製、ＳＵＶ－１６）により約２０分照射した。この工程により、金ナ
ノロッドが形成され、前記金ナノロッドの安定な分散液が得られた。透過電子顕微鏡によ
る観測の結果、分散液中の金ナノロッドは、平均的な粒子形状が長径５０ｎｍ、短径１２
ｎｍであることが確認された。
　なお、上記金ナノロッドの作製においては、光還元法による合成を示したが、電解法、
種粒子からの成長など各種合成法により得られる金ナノロッドも使用可能なことは言うま
でもない。成長条件を変えることにより、アスペクト比の異なる金ナノロッドを容易に得
ることが可能である。
【００９５】
　〔緩衝層（ＳｉＯ2）皮膜の形成〕
　次に、上記で得られた金ナノロッド分散液５ｍｌに、（３－アミノプロピル）エチルジ
エトキシシランのアセトン溶液（１ｖｏｌ％）１０ｍｌを加え、８０℃で２時間加熱処理
し、金ナノロッド表面にＳｉＯ2皮膜を形成した。この工程により、ＳｉＯ2皮膜付き金ナ
ノロッドが形成された。
　さらに、シクロヘキサン５ｍｌを加えて攪拌することにより、ＳｉＯ2皮膜付金ナノロ
ッドのシクロヘキサン分散液が得られた。ここで、油性溶媒の選択については適宜選択可
能であることは言うまでもなく、また、微粒子の分散方法も、チオール基を有する化合物
を含め、さまざまな界面活性剤を、油性溶媒の種類、分散特性を考慮して採用することが
可能である。
【００９６】
　〔金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液の作製〕
　次いで、上記で得られたシクロヘキサン分散液５ｍｌに、硝酸銀のアセトン溶液（０．
０１ｍｏｌ／ｌ）を０．０１ｍｌ加え、さらにアスコルビン酸のアセトン溶液（０．０１
ｍｏｌ／ｌ）を攪拌しながら０．００５ｍｌずつ、２回に分け、総量として０．０１ｍｌ
を加え、化学還元により還元した。
　還元により生じた金属銀は、溶液中に分散した金ナノロッド表面のＳｉＯ2皮膜上に島
状に析出して、それぞれ離間した銀微小構造体を形成した。ここで、硝酸銀の添加量と液
温および還元剤の添加量により還元速度をコントロールすることが可能であり、これらの
条件を適宜選択して組み合わせることにより、金属微小構造体の組織をコントロールする
ことが可能である。
　以上の工程により、金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液が得られた。
【００９７】
　〔複合ナノ粒子と色素の混合分散液の作製〕
　さらに、下記構造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素のアセトン飽和溶液０．５ｍｌを
、上記で作製した金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液２ｍｌに注入攪拌し、複
合ナノ粒子と色素の混合分散液が得られた。
【００９８】
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【化１】

【００９９】
　（実施例２）
　実施例１と同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径１００ｎｍ、短径２５
ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例１と同様の工程により、銀微小構
造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前記構造式
（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１００】
　（実施例３）
　実施例１と同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径２００ｎｍ、短径５０
ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例１と同様の工程により、銀微小構
造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前記構造式
（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１０１】
　（実施例４）
　実施例１と同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径４００ｎｍ、短径８０
ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例１と同様の工程により、銀微小構
造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前記構造式
（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１０２】
　（実施例５）
　実施例１と同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径６００ｎｍ、短径１０
０ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例１と同様の工程により、銀微小
構造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前記構造
式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１０３】
　（実施例６）
　実施例１において同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径８００ｎｍ、短
径１００ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例1と同様の工程により、
銀微小構造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前
記構造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１０４】
　（実施例７）
　実施例１と同様にして光還元法を用い、平均的な粒子形状が長径１６００ｎｍ、短径１
５０ｎｍである金ナノロッド分散液を得たこと以外は実施例１と同様の工程により、銀微
小構造体を島状に形成した複合ナノ粒子の分散液を作製し、さらに複合ナノ粒子と前記構
造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素の混合分散液を作製した。
【０１０５】
　（実施例８）
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　先ず、実施例１と同様の工程（〔金ナノロッド分散液の作製〕、〔緩衝層（ＳｉＯ2）
皮膜の形成〕、〔金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液の作製〕）により、平均
的な粒子形状を長径５０ｎｍ、短径１２ｎｍとした金ナノロッド表面のＳｉＯ2皮膜上に
島状の銀微小構造体を形成した。複合ナノ粒子を含有する分散液（シクロヘキサン溶液）
を得た。
【０１０６】
　次に、上記複合ナノ粒子のシクロヘキサン溶液に、（３－アミノプロピル）エチルジエ
トキシシランのアセトン溶液（５ｖｏｌ％）１ｍｌを加え、８０℃で２時間加熱処理し、
複合ナノ粒子の表面に２層目のＳｉＯ2皮膜を形成した。
【０１０７】
　この２層目のＳｉＯ2皮膜を形成した複合ナノ粒子の分散溶液に、硝酸銀のアセトン溶
液（０．０１ｍｏｌ／ｌ）を０．０１ｍｌ加え、さらにアスコルビン酸のアセトン溶液（
０．０１ｍｏｌ／ｌ）を攪拌しながら０．００５ｍｌずつ、２回に分け、総量として０．
０１ｍｌmlを加え、化学還元により銀を還元した。還元により生じた金属銀は、溶液中に
分散した極微粒子表面である複合金属ナノ粒子の２層目のＳｉＯ2皮膜上に島状に析出し
た。
　以上のような工程により、緩衝層であるＳｉＯ2膜により隔てられた、２層の島状の銀
が積層した構成の金属微小構造体を備えた複合金属ナノ粒子のシクロヘキサン分散溶液が
得られた。
　さらに、この複合金属ナノ粒子のシクロヘキサン分散溶液を、実施例１と同様に前記構
造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素を含む溶液と混合し、複合金属ナノ粒子と２光子蛍
光色素の混合分散液を作成した。
【０１０８】
　（実施例９）
　以下の手順で、金ナノロッド分散液、金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液、
複合ナノ粒子と色素の混合分散液を順次作製した。
【０１０９】
　原料溶液としてＣＴＡＢ（臭化セチルトリメチルアンモニウム）水溶液（０．１８ｍｏ
ｌ／ｌ）７０ｍｌ、シクロヘキサン０．３６ｍｌ、アセトン１ｍｌ、硝酸銀水溶液（０．
０１ｍｏｌ／ｌ）１．５ｍｌを加え、マグネットスターラーにより攪拌した。さらに、塩
化金酸溶液（０．０２４ｍｏｌ／ｌ）２ｍｌを加えた後、アスコルビン酸水溶液（０．１
ｍｏｌ／ｌ）０．４ｍｌを加え、塩化金酸溶液の色が消えたことを確認した。
　次に、直径１００ｍｍのシャーレーに混合用液を移し、２５４ｎｍの紫外線を低圧水銀
ランプ（アズワン社製、ＳＵＶ－１６）により約２０分照射した。この工程により、金ナ
ノロッドが形成され、前記金ナノロッドの安定な分散液が得られた。透過電子顕微鏡によ
る観測の結果、分散液中の金ナノロッドは、平均的な粒子形状が長径５０ｎｍ、短径１２
ｎｍであることが確認された。
【０１１０】
　この分散液５ｍｌに、界面活性剤であるドデカンチオールのアセトン溶液（１ｖｏｌ％
）１０ｍｌを加え攪拌し、さらにシクロヘキサン５ｍｌを加えて攪拌後静置した。金ナノ
ロッドはシクロヘキサン中に安定に分散した。
【０１１１】
　さらに、界面活性剤であるドデカンチオールにより安定分散された、金ナノロッドのシ
クロヘキサン分散液５ｍｌに、硝酸銀のアセトン溶液（０．０１ｍｏｌ／ｌ）を０．０１
ｍｌ加え、さらにアスコルビン酸のアセトン溶液（０．０１ｍｏｌ／ｌ）を攪拌しながら
０．００５ｍｌずつ、２回に分け、総量として０．０１ｍｌを加え、化学還元により還元
した。還元により生じた金属銀は、溶液中に分散した金ナノロッド金ナノロッド表面に島
状に析出（金属微小構造体）した。以上の工程により、金ナノロッドをコアとする複合ナ
ノ粒子分散液が得られた。
【０１１２】
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　さらに、下記構造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素のアセトン飽和溶液０．５ｍｌを
、作成した金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液２ｍｌに注入攪拌し、複合ナノ
粒子と色素の混合分散液が得られた。
【０１１３】
【化２】

【０１１４】
　（比較例１）
　シクロヘキサン２ｍｌに、下記構造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素のアセトン飽和
溶液０．５ｍｌを混合した２光子蛍光色素溶液を作成した。この溶液は、実施例１～９に
示した複合ナノ粒子と色素の混合分散液から複合ナノ粒子を除いたものに相当する。
【０１１５】

【化３】

【０１１６】
　（比較例２）
　実施例１と同様の工程により、平均的な粒子形状を長径５０ｎｍ、短径１２ｎｍとした
金ナノロッド表面にＳｉＯ2皮膜を形成した。
　得られたＳｉＯ2皮膜付き金ナノロッドのシクロヘキサン分散液５ｍｌに、硝酸銀のア
セトン溶液（０．０１ｍｏｌ／ｌ）を０．０５ｍｌ加え、さらにアスコルビン酸のアセト
ン溶液（０．０１ｍｏｌ／ｌ）を攪拌しながら０．００５ｍｌずつ、１０回に分け、総量
として０．０５ｍｌを加え、化学還元により還元した。還元により生じた金属銀は、溶液
中に分散した金ナノロッドのＳｉＯ2皮膜表面全体を被覆するように析出（膜状）し、い
わゆる緩衝層上に銀皮膜が積層した構成の複合金属ナノ粒子が得られた。
【０１１７】
　さらに、前記構造式（Ｉ）で表される２光子蛍光色素のアセトン飽和溶液０．５ｍｌを
、作成した金ナノロッドをコアとする複合ナノ粒子分散液２ｍｌに注入攪拌し、複合ナノ
粒子と色素の混合分散液が得られた。
【０１１８】
　（比較例３）
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　実施例９と同様の工程により、界面活性剤であるドデカンチオールにより安定分散され
た、平均的な粒子形状が長径５０ｎｍ、短径１２ｎｍである金ナノロッドのシクロヘキサ
ン分散液５ｍｌを作製した。この金ナノロッドのシクロヘキサン分散液に、前記構造式（
Ｉ）で表される２光子蛍光色素を混合した２光子蛍光色素溶液を作製した。
【０１１９】
　上記実施例１～９および比較例１～３で作製した分散液を用いて、以下の２光子蛍光測
定１～３の測定を行った。
【０１２０】
　＜２光子蛍光測定１＞
　銀被覆の複合ナノ粒子と２光子蛍光色素の混合分散液を光路長１ｍｍの光学セルに入れ
、測定試料とした。２光子励起光源には赤外線フェムト秒レーザー、スペクトラフィジッ
クス社製、ＭａｉＴａｉ（波長７８０ｎｍ）を用い、焦点距離１００ｍｍの集光レンズで
混合溶液中にそれぞれ集光点を結び、２光子励起の蛍光を測定した。
　実施例１～７の各銀被覆の複合ナノ粒子と２光子蛍光色素の混合分散液について、２光
子蛍光の増強度を下記表１に示す（励起光強度は、平均出力８０ｍＷである）。なお、相
対比較である比較例１は表１に記載していない。
　評価における記号の意味は次のようである。
　◎：著しく増強効果が認められたもの。
　○：増強効果が認められたもの。
　△：基準溶液と同程度の蛍光強度を示したもの。
【０１２１】

【表１】

【０１２２】
　表１から分かるように、実施例１～７の２光子蛍光色素溶液はいずれも、比較例１（複
合ナノ粒子を含有していない２光子色素溶液）に比較して、蛍光増強度が強く、顕著な増
強効果が認められた。
【０１２３】
　＜２光子蛍光測定２＞
　２光子蛍光測定１と同じ測定系を用い、励起光源の平均出力を４００mWに設定し、２光
子蛍光光量の測定を行った。測定に用いた試料（分散液）は、実施例1、実施例９および
比較例１である。
　３つの試料をそれぞれ光路長１ｍｍのセルに入れ、セル中の試料が励起光源の焦点位置
となるようセットし、励起光の連続照射を行った。照射開始直後の蛍光光量および同一点
に連続照射を３０分行った後の蛍光光量をそれぞれの試料で比較例１と比較し検討した結
果を下記表２に示す。なお、相対比較である比較例１は表２に記載していない。
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　評価における記号の意味は次のようである。
　◎：著しく増強効果が認められたもの。
　○：増強効果が認められたもの。
【０１２４】
【表２】

【０１２５】
　表２の結果から分かるように、実施例１および実施例９の２光子蛍光色素溶液はいずれ
も、励起光の照射開始時においては良好な蛍光の増強効果を示した。照射から２０分後の
蛍光強度においても、ＳｉＯ2緩衝層上に島状の金属微小構造体を設けた実施例１の場合
には増強効果の低下は見られなかった。一方、ＳｉＯ2緩衝層を形成せずに金ナノロッド
上に直接島状の金属微小構造体を設けた実施例９では増強効果が照射開始時に比較してや
や弱くなったが増強効果は認められた。この結果から、緩衝層上に金属微小構造体を形成
することにより、励起光により発生する２光子蛍光増強効果の経時変化（低減）を防止で
きることが認められた。
【０１２６】
　＜２光子蛍光測定３＞
　２光子蛍光測定１と同じ測定系を用いて同じ測定条件で、実施例１、８、および比較例
２、３の混合分散液の２光子蛍光強度を観察し、その蛍光強度を相対評価した。結果を下
記表３に示す。
　評価における記号の意味は次のようである。
　◎：最も蛍光強度の強かったもの。
　○：次に蛍光強度の強かったもの。
　●：比較した中で次に蛍光の弱かったもの。
　△：比較した中で最も蛍光強度の弱かったもの。
【０１２７】
【表３】
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【０１２８】
　表３の結果から分かるように、金ナノロッドのＳｉＯ2緩衝層表面全体を銀皮膜で一様
に被覆した複合金属ナノ粒子を含む比較例２、および金ナノロッドのみからなる比較例３
と比較して、実施例１と実施例８の場合には大きな増強度を示した。
　さらに、実施例１と実施例８の比較から、金ナノロッド表面にＳｉＯ2緩衝層を介して
２層の島状の銀を積層した複合金属ナノ粒子（実施例８）が最も大きな増強効果を示した
。この結果から、複数の金属微小構造体を設けることにより、さらなるプラズモン増強場
による増強効果が発揮されることが認められた。
【０１２９】
　上記表１～３の評価結果から、近赤外から青色領域までの波長領域で光反応の増強・増
感場を形成することができる複合金属ナノ粒子が提供されると共に、この複合金属ナノ粒
子と多光子吸収反応材料、あるいは多光子吸収反応助剤を組み合せることによって、反応
閾値の低下を伴いつつ物質内部における三次元の任意の位置で反応を引き起こすことが可
能となり、三次元多層光記録媒体、三次元光造形用材料、多光子蛍光顕微鏡など多くの超
高密度、超高精細、高解像度などの要求を満たす種々の用途への適用を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明における三次元多層光メモリの記録／再生のシステム構成（ａ）と記録媒
体の構成断面（ｂ）を示す概略図である。
【図２】本発明の複合金属ナノ粒子と多光子吸収材料を含む多光子吸収反応材料を用いて
光造形する場合に用いる装置の概略構成図である。
【図３】本発明における２光子励起レーザ走査顕微鏡（２光子蛍光顕微鏡）の基本構成を
示す概略図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　　Ｌ　レーザ光
　　１　記録用レーザー光源
　　２　再生用レーザー光源
　　３　ピンホール
　　４　検出器
　　５　対物レンズ
　　６　３次元記録媒体
　１１　基板
　１２　基板（又は反射膜）
　１３　記録ビット
　１４　記録層
　１５　中間層（保護層）
　２０　光造形物
　２１　近赤外パルスレーザ光源（光源）
　２３　シャッター
　２４　ＮＤフィルター
　２５　ミラースキャナー
　２６　Ｚステージ
　２７　レンズ
　２８　コンピュータ
　２９　光硬化性樹脂液
　３０　２光子励起レーザ走査顕微鏡
　３１　レーザ光源
　３２　光束変換光学系
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　３３　走査光学系
　３４　対物レンズ系
　３５　標本面
　３６　ダイクロイックミラー
　３７　光検出器

【図１】

【図２】

【図３】
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