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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程：
ａ）単離された半導体コアを提供する工程；
ｂ）該コアと、以下：
ｉ．第１のシェル前駆体、
ｉｉ．第２のシェル前駆体、
ｉｉｉ．溶媒、および
ｉｖ．ＣｄまたはＳから選択される元素を含む、添加剤、
を混合して、反応分散物を形成する工程；
ｃ）該半導体コア上への無機シェルの形成を誘導する温度で、それに十分な時間にわたっ
て、該反応分散物を加熱する工程、
を包含する方法によって調製された、半導体コア、無機シェル、およびその間の界面領域
からなる発光ナノ粒子であって、
　該半導体コアが、実質的にＣｄＳｅまたはＣｄＴｅであり、かつ
　該無機シェルが、実質的にＺｎＳであり、
　該添加剤は、該界面領域と該シェルの両方に存在し、
　該シェルは、該半導体コアから外向き方向で、該添加剤の減少する濃度の勾配を示す、
発光ナノ粒子。
【請求項２】
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　前記溶媒および前記添加剤が、前記第１のシェル前駆体および第２のシェル前駆体の添
加の前に、前記コアと混合され、そして工程（ｃ）が、該第１のシェル前駆体および第２
のシェル前駆体の添加と同時である、請求項１に記載のナノ粒子。
【請求項３】
　前記溶媒および前記半導体コアが、前記第２のシェル前駆体の添加の前に、前記添加剤
と混合され、そして工程（ｃ）が、該第２のシェル前駆体の添加と同時である、請求項１
に記載のナノ粒子。
【請求項４】
　前記溶媒および前記半導体コアが、前記添加剤の添加の前に、前記第１のシェル前駆体
と混合され、そして工程（ｃ）が、該第２のシェル前駆体の添加と同時である、請求項１
に記載のナノ粒子。
【請求項５】
　以下の工程：
ａ）単離された半導体コアを提供する工程；
ｂ）該コアと、以下：
ｉ．第１のシェル前駆体、
ｉｉ．第２のシェル前駆体、
ｉｉｉ．溶媒、および
ｉｖ．ＣｄまたはＳから選択される元素を含む、添加剤、
を混合して、反応分散物を形成する工程；
ｃ）該半導体コア上への無機シェルの形成を誘導する温度で、それに十分な時間にわたっ
て、該反応分散物を加熱する工程、
を包含する、半導体コア、無機シェル、およびその間の界面領域からなる発光ナノ粒子を
調製する方法であって、
　該半導体コアが、実質的にＣｄＳｅまたはＣｄＴｅであり、かつ
　該無機シェルが、実質的にＺｎＳであり、
　該添加剤は、該界面領域と該シェルの両方に存在し、
　該シェルは、該半導体コアから外向き方向で、該添加剤の減少する濃度の勾配を示す、
方法。
【請求項６】
　前記溶媒および前記添加剤が、前記第１のシェル前駆体および第２のシェル前駆体の添
加の前に、前記コアと混合され、そして工程（ｃ）が、該第１のシェル前駆体および第２
のシェル前駆体の添加と同時である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記溶媒および前記半導体コアが、前記第２のシェル前駆体の添加の前に、前記添加剤
および前記第１のシェル前駆体と混合され、そして工程（ｃ）が、該第２のシェル前駆体
の添加と同時である、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記溶媒および前記半導体コアが、前記添加剤および第２のシェル前駆体の添加の前に
、前記第１のシェル前駆体と混合され、そして工程（ｃ）が、該第２のシェル前駆体の添
加と同時である、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に発光ナノ粒子およびそれらの調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ナノ粒子（例えば、１～７ｎｍの範囲の直径を有するＣｄＳｅ結晶）は、（特に
、生物学的領域において）広範な用途を有する重要な新規の物質である。これらの物質の
多くの固有の特性のうちで、光物理学的特徴は、最も有用な特徴のうちのいくつかの特徴
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である。具体的には、これらの物質は、強い発光（これは、粒子寸法依存的および粒子組
成依存的である）を示し得、極めて狭いバンド幅を有し得、そして環境面で無反応性（ｉ
ｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）である；このような発光は、物質における最高のエネルギー放出
よりも短い波長を有する電磁放射で効率的に励起され得る。これらの特性は、高度に多重
化された系における生物学的状態および生物学的プロセスの超高感度発光レポーターとし
ての半導体ナノクリスタルの使用を可能にする。
【０００３】
　しかし、いくつかの裸のナノクリスタル（すなわち、ナノクリスタルコア）は、これら
の用途のための十分に強い発光または安定な発光を示さない。実際、多くの用途に必要と
される環境が、これらの物質の完全な破壊を実質的に導き得る。ナノクリスタルの有用性
を増強する重要な革新は、コアのまわりに無機のシェルを加えることである。このシェル
は、好ましくは（例えば、増大されたレドックス特性を介して）電子的に絶縁であり、光
学的に非干渉性であり、化学的に安定であり、そして内在する物質に格子一致（ｌａｔｔ
ｉｃｅ－ｍａｔｃｈ）するように適切に選択された物質で構成される。この最後の特性は
、シェルのエピタキシャル成長がしばしば所望されるので、重要である。さらに格子を一
致させること、すなわち、シェルの結晶格子とコアの結晶格子との差を最小化することは
、部分的欠損（ｌｏｃａｌ　ｄｅｆｅｃｔ）、シェルの亀裂または長期（ｌｏｎｇ－ｒａ
ｎｇｅ）の欠損の可能性を最小化する。
【０００４】
　かなりの資源が、ナノ粒子コア合成を最適化することに向けられている。多くの努力が
、結果として得られた物質における重要な物理化学的性質の最適化に集中している。例え
ば、光励起の結果生じる強く狭い発光バンドが、一般的に望ましい。発光特性に影響する
物理的要因としては、物質の結晶化度、コア－シェル界面欠損、表面の不完全性または非
放射性不活性化経路（または非効率的な放射性経路）を増強する「トラップ」、粒子の全
体の形態、および不純物の存在が挙げられる。無機のシェルの使用は、この領域において
極めて重要な革新である。なぜなら、その使用は、上述の特性の劇的な改善を生じ、そし
て改善された環境的無反応性、化学的安定性および光化学的安定性、低減された自己クエ
ンチング特性などを提供するからである。
【０００５】
　シェル被覆化方法論は、今日まで、比較的未発達であった。シェルの組成、厚さ、およ
び質（例えば、結晶化度、粒子被覆率（ｃｏｖｅｒａｇｅ））は、ほとんど制御されてお
らず、そして粒子蛍光におけるそれらの効果のメカニズムは、ほとんど理解されていない
。内在の蛍光エネルギーにおける被覆の影響は、少ない基準のセットに基づく被覆物質の
選択および程度を介してまばらにのみ制御されている。
【０００６】
　Ｈｉｎｅｓら（１９９６）「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｔｒｏｎｇｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｉｎｇ　ＺｎＳ－Ｃａｐｐｅｄ　
ＣｄＳｅ　ＮａｎｏＣｒｙｓｔａｌｓ」、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．１００：４６８は、
蛍光収率において有意な改善：室温で５０％までの量子収率、を示すＺｎＳキャップ化Ｃ
ｄＳｅナノクリスタルの調製を記載する。残念ながら、放出される光の質は、得られたキ
ャップ化ナノクリスタルのコアの大きな寸法分布（１２～１５％ｒｍｓ）のために受け入
れられないままである。大きな寸法分布は、広いスペクトル範囲にわたる光の放出を生じ
る。さらに、報告された調製方法は、このプロセスから得られる粒子寸法の制御を可能に
せず、故に色（すなわち、発光波長）の制御を可能にしない。
【０００７】
　ＤａｎｅｋらはＺｎＳｅ被覆層によるＣｄＳｅナノクリスタルの電子的不動態化および
化学的不動態化を報告する（Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　８：１７３，１９９６）。
ＺｎＳｅとの改善された単位セル一致化によって、このようなＺｎＳｅキャップ化ＣｄＳ
ｅナノクリスタルが、ＺｎＳアナログと同等か、またはよりよい量子収率を示すことが予
測され得るが、得られた物質は、わずかに発光性（０．４％量子収率以下）なままであっ
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た。
【０００８】
　コア－シェル型発光ナノ粒子を開示する他の参考文献としては、Ｄａｂｂｏｕｓｉら、
（１９９７）「（ＣｄＳｅ）ＺｎＳ　Ｃｏｒｅ／ｓｈｅｌｌ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ
：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｉｚ
ｅ　Ｓｅｒｉｅｓ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔ
ａｌｌｉｔｅｓ」、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ　１０１：９４６３、Ｐｅｎｇら（１９
９７）「Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｔ　ＣｄＳｅ／ＣｄＳ　Ｃｏｒｅ／Ｓｈｅｌｌ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ｗｉｔｈ
　Ｐｈｏｔｏｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ａｃｃｅｓｓｉｂｉ
ｌｉｔｙ」、Ｊ，Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１９：７０１９、およびＰｅｎｇら（１９
９８）「Ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　ａｎｄ　ＩＩＩ－Ｖ　Ｃｏｌｌｏｉｄａ
ｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ：Ｆｏｃｕｓ
ｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｉｚｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ」、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．１２０：５３４３が挙げられる。コア－シェルナノ粒子に関する、発行された米国特許
としては、Ｂａｗｅｎｄｉらに対する米国特許第６，２０７，２２９号および同第６，３
３２，９０１号が挙げられる。しかし、これらの参考文献の各々は、コアおよびシェルの
格子構造における構造的不適合についていかなる修正も提供しない。
【０００９】
　反応付加物の使用を介して従来法により調製されたコア－シェル物質と比較された場合
に優れた化学的特性、優れた光化学的特性、および／または優れた光物理的特性を示すコ
ア－シェルを提供する方法が、本明細書中に記載される。この方法は、内在のコアにより
よく結びつくシェルを製造し得る。この方法はまた、コア励起子に電子的により絶縁性で
あるシェルを製造し得る。さらに、この方法は、コア上へのシェル物質の制御可能な沈着
を容易にし得る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の開示）
　従って、単離された半導体コアを提供する工程、第１のシェル前駆物質、第２のシェル
前駆物質、溶媒、ならびに付加物とコアを混合する工程を包含する方法に従って調製され
る発光性ナノ粒子を提供することによって、上述の当該分野における必要性に取り組むこ
とが、本発明の主な目的である。この付加物としては、２族元素、１２族元素、１３族元
素、１４族元素、１５族元素、１６族元素、またはＦｅ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｃｕ
、およびＮｉが挙げられ得る。このようにして形成される反応分散物は、半導体コア上に
無機のシェルの形成を引き起こすのに十分な温度および期間、加熱される。
【００１１】
　発光ナノ粒子を調製する方法を提供することが、本発明のなお別の目的である。この方
法において、単離された半導体コアが提供され、そして第１のシェル前駆物質、第２のシ
ェル前駆物質、溶媒、ならびに付加物と混合される。得られた反応分散物は、半導体コア
上に無機のシェルの形成を引き起こすために十分な温度および期間、加熱される。
【００１２】
　発光ナノ粒子を調製する方法を提供することが、本発明のさらに別の目的である。この
方法において、第１の前駆物質および第２の前駆物質が、第１の溶媒系に注入され、均一
な核形成を起こすのに十分な温度に維持される。この核形成は、第１の格子構造を有する
第１の半導体物質からなる個々の半導体コアの単分散集団の形成を生じる。次いで、個々
のコアの単分散集団の少なくとも一部が、コア分散物（これはまた、第２の溶媒および潜
在的に付加物前駆物質を含む）を形成するために使用され得る。第２の溶媒系は、第１の
溶媒系と同じであり得る。第１のシェル前駆物質および第２のシェル前駆物質（ならびに
潜在的に付加物前駆物質）は、次いで、コア溶液に添加され、各々の個々のコア上にシェ
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ルの形成（半導体コアと無機シェルとの間に位置する界面領域を有する）を生じる。この
界面領域は、上記のように、半導体コア、シェル、および潜在的に付加物前駆物質からな
る。このシェルは、第２の格子構造を有する第２の物質からなり、そしてまた必要に応じ
て付加物を含み得る。
【００１３】
　半導体コア、半導体コアの周りの無機のシェル、およびその間の界面領域からなる蛍光
ナノ粒子を提供することが、本発明の別の目的である。この半導体コアは、第１の格子構
造を有する第１の半導体物質からなる。このシェルは、第２の格子構造を有する第２の無
機物質からなる。界面領域は、半導体コアおよびシェルならびにさらなる付加物（これは
、第１の格子構造および第２の格子構造（すなわち、それぞれコアおよびシェル）の両方
に組み込まれ得る）の成分から構成され得る。
【００１４】
　このコアは、（ａ）元素の周期表の２族、１２族、１３族または１４族から選択される
第１の元素および元素の周期表の１６族から選択される第２の元素、（ｂ）元素の周期表
の１３族から選択される第１の元素および元素の周期表の１５族から選択される第２の元
素、または（ｃ）１４族元素から構成され得る。半導体コアにおける使用に適切な物質の
例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ
、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、Ｂａ
Ｔｅ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、
ＨｇＴｅ、Ａｌ２Ｓ３、Ａｌ２Ｓｅ３、Ａｌ２Ｔｅ３、Ｇａ２Ｓ３、Ｇａ２Ｓｅ３、Ｇａ
Ｔｅ、Ｉｎ２Ｓ３、Ｉｎ２Ｓｅ３、ＩｎＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＳ、Ｐ
ｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ
、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＢＰ、Ｓｉ、およびＧｅならびにそれらの第３
級および第３級の混合物、化合物、および固溶液。特に好ましい半導体コア物質は、Ｃｄ
Ｓｅ、ＣｄＴｅ、ＣｄＳ、ＺｎＳｅ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、およびＰｂＳｅ、ならびにそれ
らの混合物および固溶液である。
【００１５】
　無機のシェルは、（ａ）元素の周期表の２族、１２族、１３族または１４族から選択さ
れる第１の元素および元素の周期表の１６族から選択される第２の元素、（ｂ）元素の周
期表の１３族から選択される第１の元素および元素の周期表の１５族から選択される第２
の元素、または（ｃ）１４族元素から構成され得る。適切な第２の物質としては、以下が
挙げられるが、これらに限定されない：ＭｇＯ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＯ、
ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＯ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＯ、ＢａＳ、
ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ
、ＣｄＴｅ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、Ａｌ２Ｏ３、Ａｌ２Ｓ３、Ａｌ２Ｓｅ３、Ａｌ２Ｔｅ３、
Ｇａ２Ｏ３、Ｇａ２Ｓ３、Ｇａ２Ｓｅ３、Ｇａ２Ｔｅ３、Ｉｎ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｓ３、Ｉｎ

２Ｓｅ３、Ｉｎ２Ｔｅ３、ＳｉＯ２、ＧｅＯ２、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、
ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＯ２、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ
、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＢＰならびにそれらの第３
級および第４級の混合物、化合物、および固溶液。好ましい第２の物質は、ＣｄＳｅ、Ｃ
ｄＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＳ、ＣｄＯ、ＺｎＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３およびＺｎＴｅである
。必要に応じて、分散物との適合性を提供するように選択される有機の被覆または他の被
覆が、シェルを取り囲み得る。
【００１６】
　付加物は、一般的に元素の周期表の２族、元素の周期表の１２族、元素の周期表の１３
族、元素の周期表の１４族、元素の周期表の１５族、および元素の周期表の１６族ならび
にＦｅ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｃｕ、およびＮｉから選択される物質で構成され、そ
してまた半導体コア中に見られ得る。付加物（これは、界面領域に存在する）はまた、シ
ェル全体にわたって存在し得る。シェルに存在する場合、付加物は、シェルに一様に分布
し得るか、または半導体コアから外側に向かって減少していく濃度で存在し得る。いくつ
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かの場合、付加物は、結晶構造を有する界面領域（コア物質の格子構造とシェル物質の格
子構造との間での遷移的な格子構造として働く）を提供するように選択される。
【００１７】
　１つの好ましい実施形態において、半導体コアは、ＣｄＳｅまたはＣｄＴｅであり、無
機のシェルは、ＺｎＳであり、そして付加物はＣｄである。別の好ましい実施形態におい
て、半導体コアは、ＣｄＳｅまたはＣｄＴｅであり、無機のシェルは、ＣｄＳであり、そ
して付加物はＺｎである。
【００１８】
　本発明のさらなる目的、利点、および新規の特徴は、一部、以下の説明において示され
、そして一部、以下の試験において当業者に明らかであるか、または本発明の実施によっ
て学ばれ得る。
【００１９】
　（発明の詳細な説明）
　（概要および定義）
　本発明を詳細に説明する前に、他に示されない限り、本発明は、特定のナノ粒子物質ま
たは製造プロセス（これらは、変動し得るので）に限定されないことが理解されるべきで
ある。本明細書中で使用される用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的とし、
そして制限されることが意図されないこともまた理解されるべきである。
【００２０】
　本明細書中で使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、その内容
が明らかに他を示さない限り、複数参照を含むことに注意されたい。故に、例えば、「ナ
ノ粒子（ａ　ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅ）」は、１つのナノ粒子だけでなく、２つ以上の
ナノ粒子なども含む。
【００２１】
　本発明の説明および請求項において、以下の用語は、下記に示す定義に従って使用され
る。
【００２２】
　用語「ナノ粒子」は、約１ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲、好ましくは約２ｎｍ～約５０
ｎｍの範囲、より好ましくは約２ｎｍ～約２０ｎｍの範囲の直径を有する粒子、一般的に
は、半導体粒子または金属粒子をいう。
【００２３】
　用語「半導体コア」は、無機半導体物質、無機半導体物質の混合物または固溶液、ある
いは有機半導体物質から構成される、本明細書中に記載されるようなコアナノ粒子をいう
。用語「無機のシェル」は、無機物質、あるいは無機物質の混合物または固溶液から構成
される、本明細書中に記載されるようなシェルをいう。好ましくは、無機のシェルは、無
機半導体物質または絶縁物質から構成される。
【００２４】
　用語「半導体ナノクリスタル」、「量子ドット」および「ＱｄｏｔＴＭナノクリスタル
」は、本明細書中で交換可能に使用され、発光性である（すなわち、これらは励起した際
に電磁放射を放出し得る）結晶性無機物質をいい、被覆物または第２の無機物質の「シェ
ル」内に含まれる１つ以上の第１の半導体物質の内部コアを含む。無機のシェルに取り囲
まれる半導体ナノクリスタルコアは、「コア－シェル」半導体ナノクリスタルと呼ばれる
。周りのシェル物質は、好ましくは、コア物質のバンドギャップ（ｂａｎｄｇａｐ）エネ
ルギーより長いバンドギャップエネルギーを有し、そしてコア物質の原子の間隔と近い原
子の間隔を有するように選択され得る。コアおよび／またはシェルに適切な半導体物質と
しては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：元素の周期表の２族、１２族、１
３族または１４族から選択される第１の元素および元素の周期表の１６族から選択される
第２の元素からなる物質（例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、Ｃ
ｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ
、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅなど）；元素の
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周期表の１３族から選択される第１の元素および元素の周期表の１５族から選択される第
２の元素からなる物質（ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡ
ｓ、ＩｎＳｂ、ＢＰなど）；１４族元素からなる物質（Ｇｅ、Ｓｉなど）；ＰｂＳ、Ｐｂ
Ｓｅなどのような物質；および合金、固溶液、ならびにそれらの混合物。本明細書中で使
用される場合、元素の周期表およびそれらの族に対する全ての参照は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ
　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ、第８１版（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ
、２０００）に示される元素族の番号付けについての新しいＩＵＰＡＣ系に対する。
【００２５】
　用語「固溶液」は、本明細書中で使用され、イオンまたはイオン基の、別のイオンまた
は別のイオン基への交換の結果（例えば、いくらかのＣｄ原子がＺｎで交換されたＣｄＳ
）である組成のバリエーションをいう。これは、「混合物」と対称的であり、混合物のサ
ブセットは、「合金」（本明細書中で使用され、そのメンバーが２つ以上の物質から構成
され、それぞれがそれ自体を識別する特性を保持する、明確な特性を有する物質のクラス
をいう）である。
【００２６】
　「発光」は、物体からの電磁放射線（例えば、光）を放射するプロセスを意味する。発
光は、系が、光子の形態で対応するエネルギーの放出を伴って、励起状態から下位状態へ
遷移する場合に生じる。これらのエネルギー状態は、電気的状態、振動状態、回転状態、
またはこれらの任意の組み合わせであり得る。発光を担う遷移は、系において貯蔵される
エネルギーの放出を介して化学的に刺激され得るか、動力学的に刺激され得るか、または
外部供給源から系に添加され得る。エネルギーの外部供給源は、化学的、熱的、電気的、
磁気的、電磁的、物理的または系が基底状態より高い状態に励起されるのを引き起こし得
る任意の他の型を含む、種々の型であり得る。例えば、系は、光の光子を吸収することに
よって、電場に配置されることによって、または化学的な酸化－還元反応を介して、励起
され得る。発光の間に放射される光子のエネルギーは、低いエネルギーマイクロ波放射か
ら高エネルギーＸ線放射までの範囲であり得る。代表的に、発光は、ＵＶからＩＲ放射ま
での範囲の電磁放射をいい、そして通常、可視電磁放射（すなわち、光）をいう。
【００２７】
　用語「単分散」は、粒子の集団（例えば、コロイド系）をいい、ここで、粒子は、実質
的に同一な大きさおよび形を有する。本発明の目的のために、粒子の「単分散」集団は、
少なくとも約６０％の粒子、より好ましくは、約７５％から約９０％の粒子が、特定の粒
子の大きさの範囲に収まることを意味する。単分散粒子の集団は、直径が１０％ｒｍｓ（
平方自乗平均）未満、そして好ましくは５％ｒｍｓ未満偏向する。
【００２８】
　句「ナノ粒子の１つ以上の大きさ」は、句「ナノ粒子の１つ以上の粒子の大きさの分布
」と同義に使用される。当業者は、ナノ粒子（例えば、半導体ナノ結晶）の特定の大きさ
が、粒子の大きさの分布として実際に得られることを理解する。
【００２９】
　半導体ナノ結晶の電磁放射線発光に関する、用語「狭域波長帯域」、「狭域振幅」また
は「狭域スペクトル線幅」の使用は、発光の波長帯域が、約６０ｎｍを超えない発光の波
長帯域、好ましくは約３０ｎｍの幅を超えない、およびより好ましくは約２０ｎｍの幅を
超えず、そして中心についてほぼ対称性である波長帯域を意味する。言及される帯域幅は
、発光の半波高全幅値（ＦＷＨＭ）の測定から決定され、そして、２００ｎｍから２００
０ｎｍの発光の範囲で適切であることに注意すべきである。
【００３０】
　半導体ナノ結晶の励起に関する、用語「広域波長帯域」の使用は、開始放射線の波長と
等しいかまたはそれより短い波長を有する放射線の吸収を意味する（開始放射線は、半導
体ナノ結晶によって吸収され得、そして光学的に放射性の発光を生じる最も長い波長の（
最も低いエネルギー）放射線であることが理解される）。この開始は、発光の「狭域波長
帯域」の近くで、しかし、これよりもわずかに高いエネルギーで発生する。これは、高い
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エネルギー側の発光ピークの近くで発生する色素分子の「狭域吸収帯域」とは対照的であ
るが、その波長から迅速に落ちて、そして、しばしば、発光から１００ｎｍより遠い波長
において無視できる。
【００３１】
　用語「発光ピーク」は、特定の大きさの分布を有する半導体ナノ結晶によって示される
特徴的な発光スペクトル内で、最も高い相対強度を有する光の波長をいう。
【００３２】
　用語「励起波長」は、半導体ナノ結晶のピーク発光波長よりも短い波長（高いエネルギ
ー）を有する電磁エネルギーをいう。
【００３３】
　（発光ナノ粒子）
　新規のコア－シェル構造を包含する発光ナノ粒子の調製方法を、本明細書中に開示する
。この方法によって調製された発光ナノ粒子もまた開示される。理論に束縛されることは
望まれないが、これらの方法は、コア物質とシェル物質との間の格子構造の不一致を補う
ことによって半導体コア上の高品質の厚いシェルの過成長を促進するようである。この補
償は、以下に提案されるいくつかのコア－シェル構造の１つ以上を生じ得る。簡便なコア
－シェル構造を、図１に示す。
【００３４】
　第１の実施形態において、発光ナノ粒子の調製方法およびそれによって調製された発光
ナノ粒子を提供する。この方法は、単離された半導体コアを提供する工程を包含する。単
離されたコアを、第１のシェル前駆体、第２の前駆体、本明細書中に記載されるような溶
媒および添加剤と混合して、反応性の分散物を形成する。反応性の分散物を、半導体コア
上での無機物シェルの形成を誘導するのに十分な温度まで、十分な時間加熱する。
【００３５】
　この方法の１つのバリエーションにおいて、添加剤および溶媒を、第１および第２のシ
ェル前駆体の添加前に、単離された半導体コアに添加する。シェル前駆体の添加前に、コ
ア－添加剤－溶媒混合物を、適切な温度（例えば、摂氏５０～３００℃）まで加熱し得る
。必要に応じて、シェル形成を誘導するのに十分な温度まで加熱する工程を、第１および
第２のシェル前駆体の添加と同時に開始し得る。
【００３６】
　この方法のなお別のバリエーションにおいて、溶媒および単離された半導体コアを混合
する。このように形成された混合物を、添加剤および第１のシェル前駆体とを混合する。
続いて、第２のシェル前駆体を添加し、そしてシェル形成を誘導するのに十分な温度まで
この反応物を加熱する工程を、第２のシェル前駆体の添加の前か同時に開始し得る。
【００３７】
　この方法のなお別のバリエーションにおいて、溶媒、半導体コアおよび第１のシェル前
駆体を混合、その後添加剤をそれらへと添加し、次いで第２のシェル前駆体を添加する。
シェル形成を誘導するのに十分な温度までこの反応物を加熱する工程を、第２のシェル前
駆体の添加の前か同時に開始し得る。
【００３８】
　シェル前駆体および添加剤の添加は、反応混合物への予め調製されたその溶液を滴下す
るか、迅速に注入することによってなされ得る。
【００３９】
　別の実施形態において、発光ナノ粒子を提供する。発光ナノ粒子は、単分散粒子集団の
メンバーである半導体コアから構成される。単分散粒子集団は、一般的に、コアの直径に
おいて１０％ｒｍｓ以下の偏向、好ましくは５％ｒｍｓ以下の偏向を示す。半導体コアは
、第１の格子構造を有する第１の半導体物質から構成される。半導体コアの周囲は、第２
の格子構造を有する第２の無機物質から構成される無機シェルである。シェルが半導体コ
アに接触する、界面領域が形成される。発光ナノ粒子はまた、界面領域に単独で存在し得
るかまたは界面領域およびシェルの両方に存在し得るか、あるいはコア、界面領域および
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シェルに存在し得る添加物を含み得る。
【００４０】
　半導体コアおよび／またはシェルのためのコア物質およびシェル物質としての使用に適
切な組成物としては、限定されないが、以下が挙げられる：周期表の元素の２族、１２族
、１３族または１４族から選択される第１の元素および１６族から選択される第２の元素
から構成される物質（例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴ
ｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、Ｃ
ａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅなど）；周期表の元
素の１３族から選択される第１の元素および１５族から選択される第２の元素から構成さ
れる物質（例えば、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、
ＩｎＳｂ、ＢＰなど）；１４族の元素から構成される物質（Ｇｅ、Ｓｉなど）；ＰｂＳ、
ＰｂＳｅなどのような物質；ならびにこれらの合金、固溶体および混合物。
【００４１】
　添加剤は、２族、１２族、１３族、１４族、１５族および１６族の元素ならびにＦｅ、
Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、ＣｕおよびＮｉからなる群から選択され得、そしてまた半導体
コア中に見出され得る。１つの実施形態において、添加剤は、単純に、超豊富な（ｓｕｐ
ｅｒ－ａｂｕｎｄａｎｃｅ）シェル前駆体のうち１つである。添加剤は、界面領域にのみ
存在し得るか、または界面領域およびシェルの両方に存在し得るか、あるいは、コア、界
面領域およびシェルに存在し得る。あるいは、添加剤は、ナノ粒子に少しも取り込まれな
いかもしれないが、半導体コア上の高品質な厚いシェルの過成長を単に促進し得る。シェ
ル中に存在する場合、添加剤は、シェル全体に均一に分布し得るか、または勾配として（
すなわち、半導体コアから外向きの方向で減少していく濃度を示す勾配として）分布し得
る。
【００４２】
　上記で議論されるように、１つの実施形態において、発光ナノ粒子は、シェルがシェル
とコアとの接合点で形成された界面領域によって半導体コアに結び付けられるコア－シェ
ル構造を含む。この界面領域は、一般的に、シェルおよびコアからのいくつかまたは全て
の化学元素から構成される固溶体の形態であり、そしてまた添加剤を含む（図２を参照の
こと）。界面領域は、不連続であり得るか、単層を含むか、または多くの単層を含み得、
そしてこの領域は、元素のいくつかの組み合わせを取りこみ得る。例えば、ＣｄＳｅ（コ
ア）、Ｃｄ（添加剤）およびＺｎＳ（外層）を有するナノ結晶において、界面領域は、Ｃ
ｄ／Ｚｎ／Ｓ、Ｃｄ／Ｓｅ／ＺｎまたはさらにＣｄ／Ｓｅ／Ｚｎ／Ｓの組み合わせを含み
得る。この領域はまた、コア構造またはシェル構造のいずれかに対してネイティブでない
元素を含み得る。例えば、ＣｄＳｅ／ＺｎＳ／Ｃｄコアにおいて、少数の酸素原子が、合
成の間、界面領域へととり込まれ得る。添加剤として使用され得、そして第１および第２
のコア前駆体でも、第１および第２のシェル前駆体でもない別の元素としては、Ｆｅ、Ｎ
ｂ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、ＣｕおよびＮｉが挙げられる。
【００４３】
　別の実施形態において、発光ナノ粒子は、第２の物質および添加剤が、固溶体勾配の形
態で存在するコア－シェル構造を含む（図３を参照のこと）。ＣｄＳｅ／ＺｎＳ／Ｃｄの
例において、シェルは、主にコアに近接するＣｄおよびＳｅならびに主に表面に近接する
ＺｎおよびＳを含み、そして半導体コアからの距離が増加するにつれたこれらの極端の間
の多少滑らかな組成上の勾配を含む。
【００４４】
　なお別の実施形態において、発光ナノ粒子は、全部（または全部に近い）のシェル自体
が、添加剤および第２の半導体物質の固溶体であるシェル構造を有する。再び、この場合
において、固溶体は、第２の半導体物質および添加剤中の元素のいくつかの組み合わせを
含み得る（いくつかの可能な組み合わせは、全ての元素を含まない）。
【００４５】
　これらのコア－シェル構造の増強された特性を説明するような代替の理論が、同様に存
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在する。例えば、添加剤は、ナノ粒子に取り込まれ得るが、格子整合（ｍａｔｃｈｉｎｇ
）剤として作用しない。この場合において、得られた材料の増強された特性は、粒子の基
底状態および／または励起状態のさらなる電子的安定化の結果であり得る。添加剤は、全
く粒子に取り込まれる必要がないこともまた可能である。この場合において、添加剤は、
（例えば、動力学的バリアの低下または酸化還元化学の促進によって）上位の形態での下
に存在するコア上へのシェル物質の分散を堆積し得る。
【００４６】
　上記の全ての実施形態において、シェルは、一般的に、約０．１～約２０単層（約４～
約１５単層が代表的である）から構成され、そしてコアの直径は、約２０Å～約１２５Å
の範囲内である。発光ナノ粒子の直径は、約１ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲、好ましくは
約２ｎｍ～約５０ｎｍの範囲、およびより好ましくは、約２ｎｍ～約２０ｎｍの範囲であ
る。１つまたは両方が添加剤に置き換えられ得る場合、単層は、第３の元素および第４の
元素の各々の１つから構成される。
【００４７】
　照射される場合、半波高全幅値（ＦＷＨＭ）で測定される場合、ナノ粒子は、約６０ｎ
ｍを超えない、好ましくは約３０ｎｍを超えない、およびより好ましくは約２０ｎｍを超
えない、帯域幅で光を発光する。ＣｄＳｅについて、発光ナノ粒子によって示された蛍光
ルミネセンス量子の収率は、約３０％より高く、そして発光ナノ粒子によって示された狭
域バンドギャップエッジの発光は、約４４０ｎｍ～約６６０ｎｍのスペクトルの範囲であ
る。
【００４８】
　さらに、発光ナノ粒子はまた、シェル上で有機保護膜または他の保護膜でコートされ得
る。保護膜は、懸濁媒体との適合性を提供するように選択された材料から構成され得る（
例えば、懸濁媒体に対する親和性を有する部分、および表面に対する親和性を保有する部
分で終了する短鎖ポリマー）。適切な保護膜材料としては、限定されないが以下が挙げら
れる：ポリスチレン、ポリアクリレートまたは他のポリマー（例えば、ポリイミド、ポリ
アクリルアミド、ポリエチレン、ポリビニル、ポリ－ジアセチレン、ポリフェニレン－ビ
ニレン、ポリペプチド、ポリサッカリド、ポリスルホン、ポリピロール、ポリイミダゾー
ル、ポリチオフェンおよびポリエーテル；エポキシ；石英ガラス；シリカゲル；チタニア
；シロキサン；ポリホスフェート；ヒドロゲル；アガロース；セルロースなど。コーティ
ングは、約２～１００ｎｍの範囲の厚さ、好ましくは２～１０ｎｍの範囲の厚さであり得
る。
【００４９】
　（調製および合成）
　本明細書中に記載される方法は、半導体コアおよび無機物シェルの合成の間、元素の導
入の程度および性質を制御するために、体系的な合成様式において使用され得る。この方
法は、単一の反応容器内（すなわち、「ワンポット（ｏｎｅ－ｐｏｔ）」合成）で行なわ
れ得るか、または半導体コアおよび無機物シェルの分離合成を使用して行なわれ得る。
【００５０】
　コアは、多くの方法によって調製され得る。１つの実施形態において、コアは、別個の
粒子の均質な核形成を誘導するのに十分な温度に保たれた反応溶液に、第１および第２の
コア前駆体を注入することによって調製される。核形成に次いで、粒子を、所望の大きさ
に達するまで成長させ、次いで、反応温度を下げることによってクエンチする。半導体ナ
ノ結晶コア生成の他の方法は、例えば、以下において提供される：米国特許第６，３０６
，７３６号（Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓらに対して２００１年１０月２３日に発行された）、
同第６，２２５，１９８号（Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓらに対して２００１年５月２日に発行
された）、同第６，２０７，２２９号（Ｂａｗｅｎｄｉらに対して２００１年３月２７日
に発行された）、同第６，０４８，６１６号（Ｇａｌｌａｇｈｅｒらに対して２０００年
４月１１日に発行された）、同第５，９９０，４７９号（Ｗｅｉｓｓらに対して１９９９
年１１月２３日に発行された）、同第５，９８５，１７３号（Ｇｒａｙらに対して１９９
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９年１１月１６日に発行された）、同第５，６９０，８０７号（Ｃｌａｒｋ，Ｊｒ．らに
対して１９９７年１１月２５日に発行された）、同第５，５０５，９２８号（Ａｌｉｖｉ
ｓａｔｏｓらに対して１９９６年４月９日に発行された）、同第５，２６２，３５７号（
Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓらに対して１９９３年１１月１６日に発行された）；米国出願番号
０９／９７１，７９８，表題「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　Ｎａｎ
ｏｃｒｙｓｔａｌｓ」（ＵＳ　２００２－００６６４０１（発明者：Ｐｅｎｇら）として
２００２年６月６日に公開された）、同０９／７５１，６７０、表題「Ｆｌｏｗ　Ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ」（ＵＳ　２００２－００８３８８８（
発明者：Ｚｅｈｎｄｅｒら）として２００２年７月４日に公開された）および同０９／７
３２，０１３、表題「Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅ
ｓ」（ＵＳ　２００２－００７１９５２（発明者：Ｂａｗｅｎｄｉら）として２００２年
６月１３日に公開された）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９９／２６２９９（１９９９年５月２
７日に公開された（発明者：Ｂａｗｅｎｄｉら））；およびＭｕｒｒａｙら（１９９３）
Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１５：８７０６－８７１５；Ｇｕｚｅｌｉａｎら（１９
９６）Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．１００：７２１２－７２１９；Ｐｅｎｇら（２００１）
Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２３：１８３－１８４；Ｈｉｎｅｓら（１９９６）Ｊ．
Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．１００：４６８；Ｄａｂｂｏｕｓｉら（１９９７）Ｊ．Ｐｈｙｓ．
Ｃｈｅｍ．Ｂ　１０１：９４６３；Ｐｅｎｇら（１９９７）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．１１９：７０１９；Ｐｅｎｇら（１９９８）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２０：５
３４３；およびＱｕら（２００１）Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ．１：３３３－３３７。
【００５１】
　コア反応の成長期の間、粒子サイズおよび粒子サイズ分布は、サンプルの吸着または発
光のピーク位置および線幅をモニターすることによって近似され得る。スペクトルにおけ
る変化に対して応答する、反応パラメーター（例えば、温度およびモノマー濃度）の動態
的改変は、これらの特性の調整を可能にする。
【００５２】
　このように調製されたコアは、当業者に周知の方法（例えば、非溶媒（例えば、メタノ
ール）を用いた綿状反応）を使用して単離され得る。必要に応じて、このように調製され
、そして単離されたコアは、シェル形成の前にアミン処理工程に共され得る。このような
アミン処理は、Ｔａｌａｐｉｎら（２００１）Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　１：２０７に
よって開示され、そして当業者によって十分に理解される。一旦個々の半導体コアを含有
する単分散粒子集団が形成されると、半導体コアは、第１の溶媒から単離され得、次いで
コア溶液を形成するために第２の溶媒中に配置され得る。添加剤前駆体もまた、コア溶液
中に含まれ得る。
【００５３】
　あるいは、コア溶液は、単に、コアの単分散集団が形成される元の溶液からなり得る。
この方法を使用して、発光ナノ粒子は、「ワンポット」合成で形成され得る。添加剤を、
コア溶液を形成するための単分散粒子集団を含有する溶液に添加するだけで良い。添加剤
が、半導体コアの１つの元素からなり得る場合、単分散粒子集団を含有する溶液は、「そ
のまま」（すなわち、このように形成されたコアのさらなる精製または単離なしで）使用
され得る、第１または第２のコア前駆体の十分な量（例えば、添加されるコア前駆体の量
に対して少なくとも５％の集団中の過剰な未反応のコア前駆体、好ましくは、添加される
コア前駆体の量の対して１０％～５０％の集団中の未反応のコア前駆体）が溶液中に残っ
ていれさえすれば、１回のコアの合成が完了する。必要である場合、さらなる第１または
第２の前駆体あるいは他の添加剤が添加され得る。
【００５４】
　次いで、コア溶液は、シェル形成を誘導するのに十分な温度まで加熱され、そして第１
のおよび第２のシェル前駆体が、注入される。シェルが半導体コア上で形成される温度は
、得られるナノ粒子の質に関与する。比較的高い温度でのシェル形成は、オストワルド熟
成を介して個々のコアに成長を開始させ得、粒子のサイズ分布の悪化を生じ、より広がっ
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たスペクトル線幅を引き起こす。比較的低い温度でのシェル形成は、前駆体の不完全な分
解またはシェルの格子構造の減少した整合性を引き起こし得る。シェルを形成するための
代表的な温度は、約１００℃～約３００℃の範囲である。実際の温度範囲は、前駆体およ
び半導体コアの相対的安定性に依存して、変化し得る。コア－シェル発光ナノ結晶の調製
は、例えば、Ｂａｗｅｎｄｉらに対する米国特許第６，２０７，２２９号に開示される。
【００５５】
　添加剤前駆体ならびに第１および第２のシェル前駆体の濃度、ならびにコア溶液に対す
るこれらの前駆体の添加速度は、均質な核形成よりも半導体コア上でのシェルの不均質成
長を促進するように選択され、第１および第２のシェル前駆体の元素からなる半導体コア
を生成する。不均質な成長を支持する条件としては、コア溶液への第１および第２のシェ
ル前駆体を含有する溶液の滴下（例えば、１～２滴／秒）ならびに低濃度での前駆体の維
持が挙げられる。低濃度は、代表的に、０．０００５～０．５Ｍの範囲である。この様式
において、シェルは、半導体コアとシェルとの間に形成される界面領域を伴って半導体コ
ア上で形成される。
【００５６】
　半導体コアとシェルとが接触する界面領域は、シェルおよびコアの両方の元素ならびに
添加剤の元素を含み得る。理論に束縛されることを望まないが、発光ナノ粒子の少なくと
も界面領域へのこのような添加剤の取り込みによって、コアおよびシェルの格子構造にお
ける差異によって引き起こされるコア－シェルの界面における応力が、減少され得ると考
えられる。これらの応力の減少は、強くかつ均一なコア－シェル複合体を非常に改善する
ように役立つ。
【００５７】
　コアおよびシェル前駆体の多くの化学形態が、本発明の方法において使用され得る。例
えば、Ｍｅ２Ｃｄのような有機金属前駆体は、酸化物（例えば、ＣｄＯ）または塩（例え
ば、ＣｄＣｌ２、Ｃｄ（アセトアセトネート）２、Ｃｄ（アセテート）２およびＣｄ（Ｎ
Ｏ３）２）と同じように使用され得る。他の適切な前駆体としては、元素状態の前駆体（
例えば、元素状態のＳｅ）、トリ－アルキルホスフィン付加物、プロトン性の化合物（例
えば、Ｈ２ＳｅまたはＮａＨＳｅ）が挙げられる。適切な有機金属前駆体は、Ｂａｗｅｎ
ｄｉらに対する米国特許第６，３２２，９０１号および同第６，２０７，２２９号に開示
され、そして前駆体物質として弱酸を使用する合成方法は、Ｑｕら（２００１）「Ａｌｔ
ｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｒｏｕｔｅｓ　ｔｏｗａｒｄ　Ｈｉｇｈ　Ｑｕａｌｉｔｙ　ＣｄＳｅ
　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」，Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ．，１（６）：３３３－３３７，米
国出願番号０９／９７１，７９８，表題「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄａ
ｌ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ（ＵＳ　２００２－００６６４０１（発明者：Ｐｅｎｇら
）として２００２年６月６日に公開された）および同０９／７３２，０１３表題「Ｐｒｅ
ｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｓ」（ＵＳ　２００２－００
７１９５２（発明者：Ｂａｗｅｎｄｉら）として２００２年６月１３日に公開された）に
開示される。
【００５８】
　従って、第１および第２のコア前駆体、第１および第２のシェル前駆体または添加剤前
駆体のいずれか１つとして使用するための適切な化学形態としては、限定されないが、以
下が挙げられる：１６族の元素；１６族の元素のトリアルキルホスフィン（例えば、トリ
－ｎ－ブチルホスフィン置換されたＳｅ）；ビス－トリアルキルシリル置換された１６族
の元素（例えば、ビス（トリメチルシリルセレニド））；およびそれらの混合物；２族、
１２族および１４族の金属酸化物；Ｃ１～４アルキル置換された２族、１２族および１４
族の金属；弱酸（例えば、アセテートおよびカルボネート）の２族、１２族および１３族
の金属塩；ならびに２族、１２族、１３族および１４族の金属；およびそれらの混合物。
【００５９】
　適切な第１の溶媒および第２の溶媒は、以下からなる群より選択され得る：酸（特に脂
肪酸）、アミン、ホスフィン、酸化ホスフィン、ホスホン酸（およびホスホルアミド、リ
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ン酸、リン酸など）、ならびにこれらの混合物。アルカン、アルケン、ハロ－アルカン、
エーテル、アルコール、ケトン、エステルなどを含む他の溶媒はまた、これに関して、特
に、添加されるナノ粒子リガンドの存在下で、有用である。第１の溶媒および第２の溶媒
は、同じであり得、そして「ワンポット（ｏｎｅ－ｐｏｔ）」型シリンジにおいて同じ溶
液を含み得ることが理解される。好ましい酸としては、ステアリン酸およびラウリン酸が
挙げられるが、これらに限定されない。適切なアミンとしては、ドデシルアミンのような
アルキルアミンが挙げられるがこれらに限定されない。好ましいホスフィンとしては、ト
リオクチルホスフィンが挙げられるが、これらに限定されず；好ましい酸化ホスフィンと
しては、酸化トリオクチルホスフィンが挙げられるがこれらに限定されず；そして好まし
いホスホン酸としては、テトラデシルホスホン酸が挙げられるがこれらに限定されない。
溶媒は、上記の溶媒のいずれかの混合物を含み得ることが理解される。
【００６０】
　「ワンポット」法において、半導体コア合成からの「キャリーオーバー（ｃａｒｒｙ－
ｏｖｅｒ）」前駆体が、シェル形成の間の添加材料として用いられ得る。多くのコア形成
反応が、これらの反応が完了に進まないような様式で行われ得る。他のコア形成反応は、
過剰の試薬の存在下で行われる。これらの条件下で形成されたコアは、単離および精製な
しに、キャリーオーバー過剰前駆体および／または未反応前駆体と共に、シェル形成反応
に添加され得る。実際、オーバーコーティング手順が、添加される前駆体の量に対して、
少なくとも５％の割合で過剰の未反応の前駆体を含む、低（粒子）収率のコア反応から未
精製の溶液を用いて行われる場合に、非常に薄いシェル、固有の形態、および驚くべく光
物理学的特性を有する材料の形成が生じることが観察されている。好ましくは、未反応の
前駆体は、添加される前駆体の量に対して１０％～５０％の割合である。さらに、キャリ
ーオーバー前駆体と同じまたは異なり得る添加剤が、コアと組み合わされて、キャリーオ
ーバー量を増大し得る。
【００６１】
　本明細書中に記載される方法は、（最終粒子の廃棄性によってのみ制限される）所定の
厚さのシェルの添加を可能にする。本発明はまた、実質的に低い環境感受性（例えば、ク
エンチャーとしてのメタノールの存在に対する低下した感受性）である、非常に安定（不
活性）な材料を調製する方法を提供する。図４に示されるものは、本明細書中に開示され
る方法により調製された比較的発光性の材料についての光崩壊曲線と比較した、標準的な
コア－シェルナノクリスタルについての光崩壊曲線である。
【００６２】
　本発明は、コア－シェル構造を調製する以前の方法を超えるさらなる利点を提供する。
以前の合成方法から得られるシェルは、コアを完全に電気的に絶縁するとは考えられない
ので、励起した電子および／またはホールは、コア－シェルナノクリスタル中のシェル層
を通り抜け得る。このことは、コア発光エネルギーに対するコア－シェル発光における赤
色移動を導く。このプロセスは、代表的に、十分に制御されない。一般的に、より大きな
シフトが、より小さな粒子で見られ、そして最小のシフトがより大きな粒子で見られるか
、またはシフトがより大きな粒子で見られない。本明細書中に記載されるこの方法は、こ
のプロセスに対してさらなる程度の制御を加え、大きなまたは小さな粒子で大きなシフト
を可能にし、その結果、色変化を促進させる。本発明の関連する利点は、この方法が、以
前の方法により生じる発光スペクトルよりも、実質的により狭い発光スペクトルを有する
コア－シェルナノ粒子を生じるという事実から生じる。さらに、有機リガンドまたは生物
学的リガンドを有するコア－シェルナノクリスタル表面の改変は、重要な科学的挑戦を表
し；シェル中の添加要素を取込む能力は、重要な表面　対　リガンド相互作用を調節する
別の手段を提供する。最後に、シェルに対するこのような改変は、弱められた発光間欠性
挙動を有する材料の調製を可能にするようである。
【００６３】
　本発明は、その好ましい特定の実施形態と共に記載されているが、先の記載および以下
の実施例は、本発明の範囲を例証し、そしてこれを限定しないことを意図されることが理



(14) JP 4567436 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

解される。本発明の範囲内の他の局面、利点、および改変は、本発明が属する当業者に明
らかである。
【００６４】
　本発明の実施は、他に述べない限り、当業者の範囲内にある合成無機化学および有機化
学などの従来の技術を用いる。このような技術は、文献に完全に説明されている。例えば
、Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；およびＨｏｕｓｅ’ｓ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｒ
ｅａｃｔｉｏｎを参照のこと。
【実施例】
【００６５】
　以下の実施例は、本明細書中に開示されそして特許請求される組成物を調製および使用
する方法の完全な開示および記載を、当業者に提供するように示される。数（例えば、量
、温度、割合、時間など）に関する精度を保証するための努力がなされたが、いくらかの
誤差および偏差は、考慮されるべきである。他に示されない限り、部は、重量部であり、
温度は摂氏（℃）であり、そして圧力は、大気圧かまたは大気圧付近である。さらに、全
ての出発材料を購入したか、または既知の手順を用いて合成した。以下の実施例の全てに
おいて、材料を以下のように得た；トリ－ｎ－オクチルホスフィン（ＴＯＰ）およびビス
（トリメチルシリル）スルフィドは、Ｆｌｕｋａから得た；トリ－ｎ－オクチルホスフィ
ンオキシド（ＴＯＰＯ）（９０％）は、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒから得た；ジメチルカドミ
ウム、ジエチル亜鉛、およびセレン元素は、Ｓｔｒｅｍから得た；カドミウムジアセテー
ト（無水）は、Ｐｒｏｃｈｅｍから得た；そしてテトラデシルホスホン酸（ＴＤＡＰ）は
、Ｊ．Ｃｈｅｍから得た。
【００６６】
　（実施例１）
　（追加のジメチルカドミウムを用いるコア－シェルナノクリスタルの調製）
　トリ－ｎ－オクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ、３０ｇ）を、マントルヒーター上
の攪拌子を含み、そしてバンプトラップおよび熱電対（および温度コントローラー）を備
えた、３つ首丸底フラスコ中で、１８０℃で減圧下１時間脱気した。溶融反応物を、乾燥
Ｎ２雰囲気下に置いて、３５０℃に加熱した。不活性雰囲気のグローブボックスの中で、
Ｓｅ（３６０ｍｇ）を、トリ－ｎ－オクチルホスフィン（ＴＯＰ、２０ｍＬ）の中でジメ
チルカドミウム（２３０μｌ）と混合した。シングルラピッドインジェクションにおいて
、このＴＯＰ溶液を、反応物から熱源を取り除いた後に、熱ＴＯＰＯポットに添加した。
インジェクションの後、温度を、２６５℃まで下げ、そして２９０℃に加熱した。１℃／
時間の傾きで熱を上げながら、粒子の最大発光が６０８ｎｍに達するまで、６．５時間反
応に供した。この反応物を、１００℃まで冷却した。デシルアミン（１１ｍＬ）をシリン
ジを介して添加し、そして加熱を一晩維持した。
【００６７】
　類似の反応装置を用いて、第２の部分のＴＯＰＯ（１５ｇ）を、１８０℃にて３時間減
圧下で脱気し、次いで、Ｎ２下に置いて、そして６０℃に冷却した。一部の攪拌している
ＣｄＳｅコア反応物（３．４ｍＬ）を、１ｍＬのジメチルカドミウムストック溶液（１０
ｍＬのＴＯＰ中１２０μｌ）と共にこの新しい反応物に移した。この反応物を、２１５℃
まで加熱した。ジエチル亜鉛（２０８ｍｇ）、ビス（トリメチルシリル）スルフィド（３
００ｍｇ）、およびＴＯＰ（１２．３ｇ）からなるオーバーコーティングストック溶液を
、約１時間の過程にわたって反応物へと滴下した。このストックの添加後、２１５℃にて
１０分間、加熱を続けた。最終的に、反応物を、９０℃まで冷却して、そして一晩攪拌し
た。オーバーコーティング反応をまた、比較の目的のためにジメチルカドミウムストック
溶液の非存在下で実行した。
【００６８】
　２つのサンプルのＴＥＭ分析は、反応物へのジメチルカドミウムの添加が、コントロー
ル（ジメチルカドミウムを添加しない）反応についての１．５単層と比較して、約５単層
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厚であった、シェルの成長を可能にしたことを示した。この観察と一致して、コントロー
ル実験における６ｎｍと比較して、１９ｎｍのＣｄＳｅコアに対するシェルの添加の際の
発光シフトを観察した。２５４ｎｍでの遠ＵＶ照射下での光安定性もまた比較し、そして
カドミウム含有金属が、実質的により光不活性であることを見出した。発光スペクトルに
おける（裸のコアに対する）有意な狭小化もまた観察した。
【００６９】
　（実施例２）
　（追加のカドミウムジアセテートを用いるコア－シェルナノクリスタルの調製）
　ナノクリスタルを、シェルオーバーコーティング手順におけるジメチルカドミウム／Ｔ
ＯＰ溶液を、カドミウムジアセテート／ＴＯＰ溶液と交換した以外、実施例１に記載され
るのと類似の様式で調製した。カドミウムジアセテート／ＴＯＰ溶液の０．６７Ｍ溶液の
０．２５ｍＬを用いた。得られたオーバーコーティングされたナノクリスタルは、実施例
１で調製されたものと類似のシェル厚を表した。光安定性もまた同等であった。
【００７０】
　（実施例３）
　（添加剤として非常に大量のシェル前駆体を用いるコア－シェルナノクリスタルの調製
）
　コア反応を、ナノ粒子の発光ピークが６０８ｎｍではなく６２２ｎｍに達した時に、反
応を停止した以外、実施例１に記載されるように実行した。ジメチルカドミウムも、カル
シウムジアセテートもシェル反応物に添加しなかった。シェルストック溶液は、ＴＯＰ（
６．３ｇ）、ジエチル亜鉛（２０６ｍｇ）、およびビス（トリメチルシリル）スルフィド
（４５０ｍｇ）を含んだ。シェル反応を、図５に示されるＳ前駆体：Ｚｎ前駆体比で含ん
で行った。さらに、コントロール反応を、１：１のモル比のＳ前駆体とＺｎ前駆体を用い
て行った。シェル厚および粒子の形態を、全てのＳ前駆体：Ｚｎ前駆体比について評価し
た。劇的な差異を、粒子の明るさにおいて観察し：０．７６および０．２２の発光量子収
率を、それぞれ、１．５：１のＳ前駆体：Ｚｎ前駆体モル比反応物およびコントロール反
応物について測定した（図５を参照のこと）。
【００７１】
　（実施例４）
　（イオン性前駆体のみを用いるコアおよび改変型シェル）
　（ＣｄＳｅコア合成）
　セレンの第１の前駆体溶液を、１０ｍＬのＴＢＰ（トリ－ｎ－ブチルホスフィン）中に
０．７９ｇのＳｅを溶解することにより調製した。カドミウムの第２の前駆体溶液を、５
０ｇの最終重量までＴＯＰ中の５．７６ｇ無水カドミウムアセテートを溶解することによ
り調製した。
【００７２】
　丸底フラスコ中で、２１ｇ　ＴＯＰＯ（＞９５％の純度）を、Ｎ２を噴霧しながら、７
．０９ｇのカドミウムアセテート／ＴＯＰ第２前駆体溶液、１．９７ｇテトラデシルホス
ホン酸、および５．４７ｍＬ　ＴＯＰと混合し、そして２５０℃に加熱した。一旦、温度
が２５０℃に達すると、噴霧を止め、温度を２７０℃に上げて、そしてこの温度を２０分
間維持した。初めから終りまで、溶液を攪拌しながら維持した。次いで、７ｍＬのＴＢＰ
（９９％の純度）を注入し、温度低下をもたらした。温度コントローラーを２９０度に設
定した。温度が２７０℃に戻ったとき、４．９６ｍＬの前もって調製したＴＢＰ：Ｓｅ第
１前駆体溶液を迅速に注入した。反応を冷却により停止した。最終の発光ピークを、５６
９ｎｍであり、２６ｎｍの半分の高さでの全幅（ｆｕｌｌ－ｗｉｄｔｈ　ａｔ　ｈａｌｆ
　ｈｅｉｇｈｔ）（ＦＷＨＭ）を有した。
【００７３】
　（ＺｎＳシェル合成）
　上で調製したＣｄＳｅ粒子（「コア」）の１０ｍＬを、２０ｍＬの７５％メタノール／
２５％イソプロパノール（ｖ／ｖ）で凝集させた。遠心分離後、コアを５ｍＬのヘキサン
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中に再分散させた。
【００７４】
　３ｇ　ＴＯＰＯを、丸底フラスコ中で減圧下１８０℃にて１時間脱気した。３ｍＬ　Ｔ
ＯＰおよび２ｍＬ　ＴＢＰを、脱気したＴＯＰＯに添加した。ヘキサン中のコアの分散物
を添加し、そして３０～６０℃にて減圧下でヘキサンを除去した。次いで、２．５ｍＬの
デシルアミンを添加し、そして合わせた溶液を、１００℃にて一晩維持した。
【００７５】
　２ｇの前もって調製したカドミウムアセテート／ＴＯＰ第２前駆体溶液を、２．６ｍＬ
　ＴＯＰおよび０．５５７ｇ　ＴＤＰＡと丸底フラスコ中で混合した。混合物を２５０℃
まで加熱し、次いで、６０℃まで冷却した。２ｍＬのこの混合物をアミンで処理したコア
に添加した。
【００７６】
　第３の前駆体溶液を、４ｇ　ＴＯＰ、５３ｍｇジエチル亜鉛および７６ｍｇビス－トリ
メチルシリルスルフィドを混合することにより作製した。
【００７７】
　４ｇ　ＴＯＰＯ（工業用グレード）を、丸底フラスコ中で、減圧下にて１８０℃で３時
間脱気した。１１ｍＬのカドミウムを加えた、デシルアミン処理コアを、このフラスコに
添加した。このフラスコを２１５℃に加熱した。第３の前駆体ストック溶液を、コアを含
むフラスコに、２０μＬ／分の速度で添加した。添加の後、フラスコを冷却させ、そして
１０ｍＬのトルエンを、保存の前に添加した。
【００７８】
　最終発光ピークは、６０７ｎｍであり、２３ｎｍの半分の高さでの全幅（ＦＷＨＭ）を
有した。量子収率（９５％標準ローダミン１０１に対する）は、５３％であった。
【００７９】
　（実施例５）
　（ＣｄＴｅ／ＺｎＳコア－シェル構造）
　（ＣｄＴｅコアの調製）
　ＴＤＰＡ（０．５６ｇ）、ＴＯＰＯ（５．００ｇ）、およびＴｅｆｌｏｎ（登録商標）
をコーティングした小さな攪拌子を、３つ首丸底フラスコ中に置いた。このフラスコを、
マグネチックスターラープレート上の６０Ｗマントルヒーター内の所定の位置に固定し、
白いゴム製のセプタムを装着し、コンデンサーを真空－窒素マニホルドに接続し、そして
熱電対を温度コントローラーに接続した。リアクタを真空にし、そして窒素を三回充填し
、そして減圧下で攪拌しながら１００℃に加熱し、これを３時間維持した。容器を窒素で
充填し、そして窒素ブランケットを維持した。シリンジにより、ＴＯＰ中のカドミウムア
セテート（０．５ｍ、２．００ｇ）を、セプタムを通して添加した。２つの１８ゲージの
針をセプタムに挿入し、そしてリアクタに窒素を噴霧しながら、温度を３２０℃まで上げ
た。これら２つの針を、２５０℃で取り除いた。温度が初めて３１０℃になった１０分後
、ＴＯＰ中のＴＯＰ：Ｔｅ（１．７５ｍ、０．８６ｇ）をシリンジにより添加した。マン
トルヒーターを４．２５分後に取り除き、そして反応物を冷却させた。反応物が１００℃
に冷却されたとき、トルエン（４．８ｍＬ）を添加した。攪拌しながら、メタノール（１
４．５ｍＬ）を添加し、そして凝集したコアを遠心分離により単離した。コアを５ｍＬの
メタノールでリンスし、そして風乾させた。ヘキサン（１４ｍＬ）を添加してコアを分散
させた。
【００８０】
　（ＣｄＴｅ／ＺｎＳコア－シェルの調製）
　ヘキサン（３．５ｍＬ）中に分散させたＣｄＴｅコアを、ＴＯＰＯ（５．００ｇ）を含
む３つ首丸底フラスコに添加した。フラスコに、真空－窒素マニホルドに接続した６イン
チコンデンサー、白色のゴム製セプタム、および温度コントローラーに接続された熱電対
を装着した。ヘキサンを加熱なしに減圧下で除去し、温度を室温未満に低下させた。一旦
真空になると、反応物を１００℃に加熱し、そして９０分間維持した。窒素に切り替えた
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後、ＴＯＰ（２．５０ｇ）およびデシルアミン（４．３５ｍＬ）を添加した。反応物を１
００℃にて一晩維持した。ＴＤＰＡ（０．３３６ｇ）を、ゴム製セプタム、真空－窒素マ
ニホルド接続部、および温度コントローラーに接続した熱電対を備えた、２５ｍＬの３つ
首丸底フラスコ中に置いた。リアクタを真空にし、そして窒素を３回充填した。ＴＯＰ中
のカドミウムアセテート（０．５ｍ、１．２１ｇ）およびＴＯＰ（１．３０ｇ）を、窒素
下で添加し、そして反応物を２５０℃に加熱し、引き続いて、１００℃に冷却した。熱液
体をコアに移した。混合しながら、ジエチル亜鉛（０．０７５ｇ）を、ＴＯＰ（０．５０
ｇ）を含むバイアルに添加した。この混合物に、ビス（トリメチルシリル）スルフィド（
０．１０８ｇ）を混合しながら添加した。このバイアルを旋回させて内容物を混合し、シ
リンジに移した。ＣｄＴｅコア溶液を２１５℃に加熱し、そして亜鉛／イオウ／ＴＯＰ溶
液を、１ｍＬ／時間で添加した。最後に、温度を９０℃に低下させ、これを１日維持した
。ストック溶液添加の関数としての発光の発生のプロットを、図５に表す。
【００８１】
　この実験において、カドミウム（塩の形態）を、Ｚｎ／Ｓシェルオーバーコーティング
反応における添加剤として用いた。テルルを、（恐らくＴＯＰ付加物の形態で）代わりに
添加して、シェルに添加される潜在的なコア由来の要素の別の例を提供し得る。さらに、
セレン（潜在的にＴＯＰとの付加物として）を、カドミウムまたはテルルの代わりに用い
得る。セレンは、コアに対してもシェルにも対してもネイティブではないが、性質におい
てイオウとテルルとの間の中間物であり、従って、十分に有望な候補物である。
【００８２】
　（実施例６）
　（コアをシェルを有するＣｄ（ＩＩ）前駆体から作製する：添加剤としてのコア反応物
の成分の使用）
　（コア合成）
　セレン（Ｓｅ）の第１の前駆体溶液を、１０ｍｌのＴＢＰ中に０．７９ｇのＳｅを溶解
することにより調製した。カドミウムの第２の前駆体溶液を、４０ｍＬの最終容量まで、
ＴＯＰ中に６．１５ｇの無水カドミウムアセテートを溶解することにより調製した。
【００８３】
　丸底フラスコ中に、３ｇのＴＯＰＯ（＞９５％の純度）を０．７６ｍＬのカドミウムア
セテート／ＴＯＰ第２前駆体溶液、０．２８２ｇのＴＤＰＡおよび１．２４ｍＬのＴＯＰ
と混合し、そしてＮ２を噴霧しながら２５０℃まで加熱した。一旦、温度が２５０℃に達
すると、噴霧を止め、温度を２７０℃に上げ、そしてこの温度を２０分間維持した。初め
から終りまで、溶液を攪拌しながら維持した。次いで、１ｍｌのＴＢＰ（９９％の純度）
を注入し、温度を低下させた。次いで、温度コントローラーを２９０℃に設定した。温度
が２７０度に戻ったとき、０．７１ｍＬの事前に調製したＴＢＰ：Ｓｅの第１前駆体溶液
を迅速に注入した。ＴＢＰ：Ｓｅを注入した１１分後、反応を、熱源を取除くことにより
停止して、コア分散物を形成させた。コア分散物中のコアの最終発光ピークは、５８２ｎ
ｍであり、２５ｎｍの半分の高さでの全幅（ＦＷＨＭ）を有した。
【００８４】
　（シェル合成）
　２．０ｍＬのデシルアミンを、コア分散物に添加した。それによって形成された、デシ
ルアミン／コア分散物を１００℃にて一晩維持した。１１ｇのＴＯＰＯ（Ａｌｆａ、工業
用グレード）を、丸底フラスコ中で減圧下で１８０℃にて１時間脱気した。３ｍｌのデシ
ルアミン／コア分散物を、ＴＯＰＯに添加して、ＴＯＰＯ／デシルアミン／コア分散物を
形成させた。フラスコを２００℃に加熱した。シェル前駆体ストック溶液を５．０ｇのＴ
ＯＰ、３０ｍｇのジエチル亜鉛、および４３ｍｇのビス－トリメチルシリルスルフィドを
混合することにより作製した。２．９ｍＬのシェル前駆体ストックを、１００μｌ／分の
速度でＴＯＰＯ／デシルアミン／コア分散物に添加した。次いで、フラスコを冷却させ、
そしてこのように形成したコア－シェル分散物の保存の前に、トルエンを添加した。
【００８５】
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　コア－シェルの最終発光ピークは、６０５ｎｍであり、２１ｎｍのＦＷＨＭを有した。
量子収率（Ｒｈｏｄａｍｉｎｅ　１０１に対する）は４０％であった。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】図１は、従来のコア－シェル構造の簡単な２－Ｄ描写を示す。
【図２】図２は、発光ナノ粒子の簡単な２－Ｄ描写を示し、ここでシェルは、界面領域に
より一緒にコアに結び付けられ、界面領域は、コアとシェルとの間に位置づけられ、そし
てシェルおよびコアの化学物質のいくらかまたは全部で構成され得る。
【図３】図３は、コア－シェル構造の簡単な２－Ｄ描写を示し、ここで界面領域およびシ
ェルは、勾配の形態をとる。
【図４】図４は、本明細書中で開示された方法によって調製された同等に発光する物質の
光減衰（ｐｈｏｔｏ－ｄｅｃａｙ）曲線と比較された標準的なコア－シェルナノクリスタ
ルについての光減衰曲線を示す。
【図５】図５は、標準的なシェル反応に添加された硫黄の関数としてのコア－シェル輝度
を示す。
【図６】図６は、実施例５において調製された発光ナノクリスタルについて保存溶液添加
の関数としての発光の放出のプロットを示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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