
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体ナノ粒子表面に下記一般式で示される修飾基が結合している蛍光特性を有する半導
体ナノ粒子。
【化１】
　
　
[ここで、Ｙは、水素原子、金属原子、半金属原子、有機基、金属原子又は半金属原子を
介する有機基から選ばれる。 ]
【請求項２】
前記修飾基が－ＯＨ基であることを特徴とする請求項１に記載の半導体ナノ粒子。
【請求項３】
半導体ナノ粒子コアの材質が、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、
ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ
、ＧａＡｓ、ＴｉＯ 2、ＷＯ 3、ＰｂＳ、ＰｂＳｅから選ばれることを特徴とする請求項１
または２に記載の半導体ナノ粒子。
【請求項４】
前記半導体ナノ粒子の粒径が、直径において１０％ｒｍｓ未満の偏差を示す単分散である
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の半導体ナノ粒子。
【請求項５】
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前記半導体ナノ粒子が、励起光を照射されたときに半値全幅（ＦＷＨＭ）で６０ｎｍ以下
の狭いスペクトル範囲で光を放出することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
半導体ナノ粒子。
【請求項６】
半導体ナノ粒子表面に水酸基を有する化合物を反応させることで安定化させることを特徴
とする請求項１～５のいずれかに記載の半導体ナノ粒子の製造方法。
【請求項７】
半導体ナノ粒子をアルカリ性環境下とすることを特徴とする請求項２～５のいずれかに記
載の半導体ナノ粒子の製造方法。
【請求項８】
半導体ナノ粒子をアルカリ性環境下に活性水素含有化合物と反応させることを特徴とする
請求項１～５のいずれかに記載の半導体ナノ粒子の製造方法。
【請求項９】
前記アルカリ性環境下が、ｐＨ９～１１であることを特徴とする請求項７または８に記載
の半導体ナノ粒子の製造方法
【請求項１０】
半導体ナノ粒子を表面修飾し、精製を行うことを特徴とする請求項１～５、７～９のいず
れかに記載の半導体ナノ粒子製造方法。
【請求項１１】
前記表面修飾が、チオール化合物により行われることを特徴とする請求項１０に記載の半
導体ナノ粒子製造方法。
【請求項１２】
半導体ナノ粒子の前記表面修飾において、酸化皮膜に相当する原子の層数が０層以上であ
ることを特徴とする請求項１０に記載の半導体ナノ粒子製造方法。
【請求項１３】
請求項１～５のいずれかに記載の半導体ナノ粒子からなる蛍光試薬。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ナノメーターオーダーの粒径を有する新規な半導体ナノ粒子、その製造方法、
及び半導体ナノ粒子からなる蛍光試薬に関する。
【０００２】
【従来の技術】
粒径が１０ｎｍ以下の半導体ナノ粒子は、バルク半導体結晶と分子との遷移領域に位置す
ることから、いずれとも異なった物理化学特性を示す。このような領域では、量子サイズ
効果の発現により、粒径の減少に伴って半導体ナノ粒子のエネルギーギャップが増大する
。さらにこれに付随して、バルク半導体で見られたエネルギーバンドの縮退が解け軌道が
離散化し、伝導帯下端が負側に、価電子帯上端が正側にシフトする。
ＣｄＳ半導体ナノ粒子の製造方法は、Ｃｄ及びＳの前駆体を等モル量溶解することで簡単
に調製することができる。これらは、ＣｄＳｅ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、
ＰｂＳ、ＰｂＳｅ等における製造についても同様である。
【０００３】
半導体ナノ粒子が注目されている所以は、半値全幅の狭い強い蛍光を発することを特徴と
するため、さまざまな蛍光色の創製が可能であり、将来の応用用途がほぼ無限に考えられ
るためである。しかし、前記のように該前駆体同士を混合することのみにより得られた半
導体ナノ粒子は、広い粒径分布を示すため半導体ナノ粒子の特性を十分に利用することが
できない。このため、調製直後の広い粒径分布を有する半導体ナノ粒子から、化学的手法
を用いて粒径分離を精密に行い、特定の粒子サイズの半導体ナノ粒子のみを分離・抽出す
ることで単分散化することが試みられている。これまでに、ナノ粒子の有する表面電荷が
粒径によって変化することを利用した電気泳動分離法、粒径による保持時間の差を利用し
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た排除クロマトグラフィー、粒子サイズの違いによる有機溶媒中への分散性の差を利用し
たサイズ選択沈殿法などが挙げられる。
【０００４】
以上に、前駆体同士を混合させることにより調整したナノ粒子を、粒径ごとに分類する手
法を挙げたが、金属カルコゲナイド半導体が溶存酸素下で光照射により酸化溶解すること
を利用し粒径の単分散化を行うサイズ選択光エッチング法も報告されている。
【０００５】
一方で、粒径の単分散化を、該前駆体同士の混合の段階で制御させることで行う方法もあ
る。この代表的なものとして、逆ミセル法が挙げられる。逆ミセル法は、スルホこはく酸
ジイソオクチルナトリウム等の両親媒性分子と水をヘプタン等の有機溶媒中に混合し有機
溶媒中に逆ミセルを形成させ、逆ミセル中の水相のみで前駆体同士の反応を行う方法であ
る。逆ミセルの大きさは、前記両親媒性分子と水との量比で決定され、比較的大きさを均
一に制御することができる。調製される半導体ナノ粒子の大きさは、逆ミセルの大きさに
依存するため、比較的粒径のそろった半導体ナノ粒子を調製することが可能となる。
【０００６】
以上のような方法により得られた半導体ナノ粒子は、比較的狭い粒径分布を示す。しかし
ながら、これらの方法により調製された半導体ナノ粒子の蛍光特性は、顕著なピークを持
たないなだらかな蛍光スペクトルを示す。さらに、前記蛍光スペクトルは、半導体ナノ粒
子が発光するべき蛍光の理論値と異なる波長においてにピークを示す。すなわち、前記半
導体ナノ粒子は、半導体ナノ粒子内部が示すバンドギャップ蛍光のほかに、半導体ナノ粒
子内部のエネルギーレベルの禁制帯内に存在するエネルギーレベルから発すると見られる
まったく別の蛍光を発する。この蛍光を発するエネルギーレベルは、主に半導体ナノ粒子
の表面サイトに存在すると考えられている。本来、半導体ナノ粒子の粒径制御による蛍光
特性の変化は、バンドギャップ蛍光に現れるため、粒径分布の狭い半導体ナノ粒子の性質
を阻害する現象となり、解決すべき課題とされてきた。この課題の代表的な解決方法とし
て、核となる半導体材料に対し、前記半導体材料よりもより広いバンドギャップを持つ半
導体材料、無機材料および有機材料により被覆することにより複層化し、これらの蛍光を
抑制する方法が試されている。特に、無機材料の被覆の方法として代表的なものとして、
ＣｄＳｅナノ粒子に対しＣｄＳをコーティングしたもの（Ｊ .Ｐｈｙｓ .Ｃｈｅｍ .100:892
7(1996)）、ＣｄＳナノ粒子に対しＺｎＳをコーティングしたもの (Ｊ .Ｐｙｓ .Ｃｈｅｍ .9
2:6320(1988))、ＣｄＳｅナノ粒子に対しＺｎＳをコーティングしたもの (Ｊ .Ａｍ .Ｃｈｅ
ｍ .Ｓｏｃ .112:1327(1990))等が挙げられる。また、ＣｄＳｅナノ粒子に対しＺｎＳをコ
ーティングしたもの (Ｊ .Ａｍ .Ｃｈｅｍ .Ｓｏｃ .112:1327(1990))については、オストワル
ド熟成現象を利用し、配位溶媒中にて行う製法を採用することで十分な蛍光特性をもつ半
導体ナノ粒子を得ることに成功している（Ｊ .Ｐｈｙｓ .Ｃｈｅｍ .Ｂ .101:9463(1997)）。
以上にあげた複層化半導体ナノ粒子は、半導体ナノ粒子の持つバンドギャップよりも大き
いバンドギャップを持った材料でありかつ半導体ナノ粒子の禁制帯内にバンドギャップが
存在しない物質で被覆することで、半導体ナノ粒子表面の欠陥サイトを抑制し、半導体ナ
ノ粒子本来の蛍光特性を得ようとするものである。
【０００７】
一方、水溶液中における半導体ナノ粒子の物質特性して、アルカリ水溶液中における半導
体ナノ粒子の蛍光特性の向上が報告されている (Ｊ .Ａｍ .Ｃｈｅｍ .Ｓｏｃ .109:5655(1987
))。前記報告を基に、様々な実験や報告がなされているが、いずれも明確なメカニズムの
解明にまではいたっていない (Ｊ .Ｐｙｓ .Ｃｈｅｍ .100:13226(1996)、Ｊ .Ａｍ .Ｃｈｅｍ .
Ｓｏｃ .122:12142(2000)等 )。また、アルカリ溶液中におけるいずれの半導体ナノ粒子も
、再現性に乏しく、再現条件を特定できていない。さらに、どの実験および報告において
も、最終的な物質としての単離には成功していない。
【０００８】
以上のような方法により得られた半導体ナノ粒子は、ある程度欠陥サイトを抑制すること
ができ、半導体ナノ粒子の本来の特性をある程度持っている。しかし、以上のような半導
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体ナノ粒子を調製するためには、高度な技術が必要であり、さらに品質の高いものを調製
するためには、さまざまな設備が必要であり、さらに試薬等のコスト面、あるいは高温に
おける反応等の安全面の観点から工業的な量産等を行ううえでの重大な欠点を持っていた
。
【０００９】
しかしながら、半導体ナノ粒子の性質は、現在用いられている有機色素等の試薬よりも耐
久性が高く、ほとんど褪色しない。さらに、その粒径を変化させることでさまざまな半値
全幅の狭いスペクトルを示す試薬を同一の材料で創製することができ、光デバイス等にお
ける応用のみならず、生体高分子検出及びバイオイメージングなどにおいても利用するこ
とが可能であり、その応用例はほぼ無限である。このことから、半導体ナノ粒子は近年注
目を集めており、これらの欠点を解決することは、近年の研究者たちの課題とされてきた
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは鋭意研究した結果、半導体ナノ粒子の表面に特定の処理を施すことにより、
上記課題が解決されることを見出し本発明に到達した。
第１に、本発明の半導体ナノ粒子は、半導体ナノ粒子表面に下記一般式で示される修飾基
が結合しており、蛍光特性を有することを特徴とする。
【００１１】
【化２】
－ＯＹ
[ここで、Ｙは、水素原子、金属原子、半金属原子、有機基、金属原子又は半金属原子を
介する有機基から選ばれる。 ]
【００１２】
前記修飾基としては、－ＯＨ基が好ましく例示される。その他、半導体ナノ粒子を構成す
る化合物半導体の金属原子が酸素原子を介して他の原子と結合するものである。図１に、
例えば、ＣｄＳからなる半導体ナノ粒子の表面に－ＯＹ基が結合した模式図を示す。修飾
基が－ＯＨ基であれば、図２に示すように、半導体ナノ粒子表面のＣｄ原子が－ＯＨ基と
結合してＣｄ－Ｏ－Ｈ結合を形成する。また、下記一般式で示されるシランカップリング
剤が加水分解した状態
【００１３】
【化３】
Ｒ－Ｓｉ－（ＯＨ） 3

をＣｄＳからなる半導体ナノ粒子に反応させると、粒子表面にてＣｄ－Ｏ－Ｓｉ－Ｒが形
成される。更に、アルカリ雰囲気下にて、金属原子、半金属原子等のイオンを加え、Ｃｄ
－Ｏ－Ｚ（ここで、Ｚは、金属原子、半金属原子から選ばれる。）とすることで、チオー
ル基含有化合物に代表される様々な化合物により表面修飾を行うことも可能となる。また
、Ｃｄ (－Ｏ－Ｚ )n（ｎ＝１、２、３、…）とすることで、酸化皮膜に相当する原子の多
層化を行うことも可能である。
【００１４】
このように、半導体ナノ粒子の表面に酸素原子の被覆層が形成されることにより、表面を
安定化するとともに、バンドギャップ蛍光のみを顕著に発する蛍光特性を有する半導体ナ
ノ粒子を調製することが出来る。
半導体ナノ粒子のコアを構成する化合物半導体としては、下記一般式で表される。
【００１５】
【化４】
ＭＸ
[ここで、Ｍは金属原子であり、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｈｇ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐｂ等から
選ばれる。Ｘは、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｐ、Ａｓ、Ｎ等から選ばれる。 ]
【００１６】
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具体的には、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴ
ｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、Ｔｉ
Ｏ 2、ＷＯ 3、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ等が例示される。
【００１７】
本発明の半導体ナノ粒子は、それ自体が顕著な蛍光特性を有するが、特に半導体ナノ粒子
の粒径が単分散の場合において蛍光特性が強く発現される。具体的には、半導体ナノ粒子
の粒径が、直径において１０％ｒｍｓ未満の偏差を示す単分散であることが好ましい。半
導体ナノ粒子の粒径を単分散化させる方法は限定されず、従来知られた電気泳動分離法、
排除クロマトグラフィー、サイズ選択沈殿法、サイズ選択光エッチング法、逆ミセル法等
が挙げられる。
【００１８】
本発明の半導体ナノ粒子が発する蛍光は鋭い蛍光強度ピークを有するものであり、半値全
幅（ＦＷＨＭ）で６０ｎｍ以下の狭いスペクトル範囲で光を放出することも可能である。
好ましくは半値全幅（ＦＷＨＭ）で４０ｎｍ以下、更に好ましくは半値全幅（ＦＷＨＭ）
で３０ｎｍ以下である。
【００１９】
第２に、本発明は、上記半導体ナノ粒子の製造法であり、半導体ナノ粒子表面に水酸基を
有する化合物を反応させることで安定化させることを特徴とする。また、半導体ナノ粒子
をアルカリ性環境下とすることにより、半導体ナノ粒子表面に－ＯＨ基が結合した半導体
ナノ粒子を製造する。更に、半導体ナノ粒子をアルカリ性環境下に各種化合物と反応させ
ることにより、半導体ナノ粒子を構成する化合物半導体の粒子表面の金属原子が酸素原子
を介して他の原子と結合している半導体ナノ粒子を製造する。
【００２０】
第３に、本発明は、上記半導体ナノ粒子の蛍光特性を利用する蛍光試薬である。この蛍光
試薬は、バイオ・医療の分野での検査試薬として、また各種波長での発光を利用して発光
素子として用いることができる。その他、従来知られた蛍光試薬が用いられている分野に
適用することが可能である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
単層半導体ナノ粒子の欠陥蛍光の原因として、半導体ナノ粒子の表面状態が影響している
と考えられることを前記に示した。この考えに基づき、発明者らは、半導体ナノ粒子の表
面状態による影響の検討を続けてきた。
前記研究の中で、半導体ナノ粒子表面の不純物が存在することによる原因を疑い、半導体
ナノ粒子をできる限り精製し、半導体ナノ粒子の表面に存在すると見られる不純物をでき
るだけ除去することを試みた。しかしながら、調製された半導体ナノ粒子および被修飾半
導体ナノ粒子は、非常に凝集しやすく、溶液の状態において精製することは困難であった
。さらにこれらにより得られた半導体ナノ粒子は、十分な蛍光特性を示さなかった。
【００２２】
このような中で発明者らは、アルカリ溶液中においてチオール化合物により修飾された半
導体ナノ粒子が発光する特性を持つことに注目し、アルカリ水溶液中での半導体ナノ粒子
の蛍光挙動について研究を行った。その結果、アルカリ溶液中においての半導体ナノ粒子
は、チオール化合物等による安定化を行わなくても、水溶液中にて比較的安定に存在する
ことができることが確認された。これらの蛍光特性は、半値全幅が非常に狭く、さらに蛍
光強度も十分であり、実用性に耐えうる特性を持っていることも確認された。
【００２３】
以上のような結果を元に、発明者らは安定的なこれらのナノ粒子の調製方法について検討
を行ってきた。ここで、これらの製造方法についてここで例示する。なお、ここではサイ
ズ選択光エッチング法を用いた場合の例示を行うが、最終的なものとして、酸素原子によ
り被覆された表面状態により修飾および安定化された半導体ナノ粒子が得られれば、どの
ような形態でもかまわない。
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【００２４】
半導体ナノ粒子は、その体積に対する表面積の割合が極めて大きく、非常に凝集しやすい
状態にある。したがって半導体ナノ粒子を安定に存在させるためには、粒子同士の衝突・
融合を防ぐための施策が必要になる。これまでにさまざまな方法が考案されており、大別
すると、固体マトリクス及び高分子マトリクス中への取り込みによる半導体ナノ粒子同士
の物理的隔離と、粒子表面の金属イオンサイトをこれと高い作形成能を有する低分子有機
物で化学修飾することによる粒子表面の不活性化になる。本方法では、後者の考えに基づ
き、ヘキサメタリン酸を安定化剤として用いる。
【００２５】
まず、ヘキサメタリン酸ナトリウム（ 0.１ｍｍｏｌ）と過塩素酸カドミウム（ 0.２ｍｍｏ
ｌ）の水溶液を１０００ｍｌ作成し、ｐＨ 10.3に調整する。その後、溶液中を窒素ガスで
バブリングを行い、硫化水素ガス（ 0.2ｍｍｏｌ）を激しく攪拌させながら溶液中に注入
する。その後、しばらく攪拌を行う。このとき溶液の色は、光学的に透明な無色から光学
的に透明な黄色へ変化する。
【００２６】
このときすでにヘキサメタリン酸により安定化された半導体ナノ粒子が溶液中に存在して
いるが、前記半導体ナノ粒子は、広い粒径分布を持ち、その標準偏差は平均粒径の１５％
以上にまでにおよぶ。また、図３に示すように、この状態における半導体ナノ粒子の全体
的な蛍光強度は、非常に弱い。
【００２７】
ここで、サイズ選択光エッチング法について述べる。半導体ナノ粒子の物理化学特性は、
量子サイズ効果により粒径に依存して現れる。したがって、この状態では物性が平均化さ
れてしまい、半導体ナノ粒子の特性を十分に発揮することができない。このため、調製直
後の広い粒径分布を有する半導体ナノ粒子から、化学的手法を用いて粒径分離を精密に行
い、特定の粒子サイズの半導体ナノ粒子のみを分離・抽出することで単分散化する必要が
ある。以上の作業を行う方法のひとつとして、サイズ選択光エッチング法が挙げられる。
サイズ選択光エッチング法は、半導体ナノ粒子が量子サイズ効果により粒径減少に伴って
エネルギーギャップが増大すること、及び金属カルコゲナイド半導体が溶存酸素下で光照
射により酸化溶解することを利用しており、広い粒径分布を有する半導体ナノ粒子に、そ
の吸収端の波長よりも短い波長の単色光を照射することで、粒径の大きな半導体ナノ粒子
のみを選択的に光励起こし溶解させ、より小さな半導体ナノ粒子へと粒径をそろえていく
方法である。
【００２８】
まず、前記のように得られたヘキサメタリン酸により安定化された広い粒径分布を持つ半
導体ナノ粒子溶液に、窒素ガスでバブリングを行い、さらに１０分間酸素によるバブリン
グを行う。その後、メチルビオロゲンを溶液中に５０μｍｏｌ /ｌになるように加え、攪
拌を行いながらレーザーを当てる。本発明における単色光照射は、半導体ナノ粒子を光溶
解させるためのものであり、単色光の波長は、４５０ｎｍとした。この単色光の波長を変
化させることにより、半導体ナノ粒子の蛍光スペクトルにおけるピーク時の蛍光波長を制
御することが可能となる。
【００２９】
ここで得られた半導体ナノ粒子は、波長４７６．５ｎｍの波長の光を照射した場合、平均
粒径３．２ｎｍ、標準偏差０．１９ｎｍであり、標準偏差が平均粒径の約６％と非常に狭
い粒径分布を示す。すなわち、極めて単分散に近い半導体ナノ粒子溶液を得ることができ
る。
【００３０】
この過程において、溶液中の半導体ナノ粒子は単分散化し、照射した単色光及び半導体ナ
ノ粒子の粒径に応じた半値全幅の狭いスペクトルを示すバンドギャップ蛍光を持つように
なる。一方で、主に半導体ナノ粒子表面のエネルギーレベルに起因すると見られる欠陥蛍
光は、バンドギャップ蛍光強度よりも比較的強い強度で発現する。本来、このような欠陥
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蛍光は、半導体ナノ粒子の持つ性質の阻害要因として問題とされる。したがって、これら
の欠陥蛍光を抑制する必要がある。
【００３１】
前記方法により得られたヘキサメタリン酸により安定化された単分散半導体ナノ粒子をさ
らに精製するために、３００μｌのメルカプトプロピオン酸 (ＭＰＡ )を加え数時間撹拌さ
せることにより、表面修飾を行った。さらに、これらに対して限外ろ過をおこない、水溶
液中のメチルビオロゲン、ヘキサメタリン酸、未反応チオール化合物、光エッチングの際
に溶解したイオン等を取り除き、純粋なチオール化合物による安定化半導体ナノ粒子溶液
を得た。さらに前記溶液に対し２．５倍量の０．１ＭＮａＯＨａｑ．－ＨＣｌ　ｐＨ１１
水溶液を加えた。これにより、チオール化合物とＯＨイオンとの置換が起こり、最終的に
表面が水酸化された半導体ナノ粒子を沈殿として得ることができた。単離は、前記沈殿を
遠心分離することにより行われた。また、前記沈殿は水溶液中に容易に分散した。さらに
前記半導体ナノ粒子は、水溶液中で安定に存在することができ、図４に示すように、半値
全幅の狭くかつ蛍光強度の強い蛍光スペクトルを持っていた。すなわち、表面を水酸基に
より被覆されたナノ粒子のみを単離した状態において前記ナノ粒子が優れた蛍光特性を持
っていることから、半導体ナノ粒子表面を酸化皮膜に相当する被覆を行うことで、半導体
ナノ粒子表面に起因する蛍光特性を抑制できることを見出した。
【００３２】
以上より、半導体ナノ粒子表面に酸化皮膜に相当する被覆を行うことで、半導体表面の欠
陥サイトを抑制することができ、十分な蛍光特性をもつ半導体ナノ粒子が得られることが
わかった。本発明における方法においては、表面を水酸化することにより半導体ナノ粒子
の被覆を行ったが、原理的に半導体ナノ粒子表面を酸素原子が取り囲むような状態におい
て被覆を行うことで同等の効果が得られる。また、前記酸素原子が取り囲むような状態に
おいては、取り囲む原子が単層の場合だけではなく、多層の場合においてもより大きな効
果が期待できる。したがって、本発明による被覆材料は、前記例示に限定されない。また
、コア部分の材質においても、特に限定はされない。すなわち、コアの材質が、ＺｎＳ、
ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴ e、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、Ｉｎ
Ｐ、ＩｎＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ等であるナノ粒子について
も同様である。
【００３３】
【発明の効果】
蛍光特性に優れた半導体ナノ粒子を、工業的に適した製法を用いることにより、蛍光試薬
を安価に提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における半導体ナノ粒子の模式図である。
【図２】本発明における半導体ナノ粒子の模式図である。
【図３】表面水酸化前のヘキサメタリン酸による安定化半導体ナノ粒子の蛍光スペクトル
である。
【図４】表面水酸化による安定化半導体ナノ粒子の蛍光スペクトルである。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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