
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミセル中またな逆ミセル中の反応場において半導体ナノ粒子を形成する工程と、前記半
導体ナノ粒子をサイズ選択光エッチング法を用いて粒径制御を行う工程を有し、前記ミセ
ル中の反応場または逆ミセル中の反応場が、前記半導体ナノ粒子をサイズ選択光エッチン
グ法を行う際に産出されるイオンの溶解場を兼ねることを特徴とする半導体ナノ粒子製造
方法。
【請求項２】
　前記イオンの溶解場の大きさを調整して、サイズ選択光エッチング法の反応性を制御す
ることにより、前記半導体ナノ粒子の粒径制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の
半導体ナノ粒子製造方法。
【請求項３】
　前記イオンの溶解場の大きさは、イオンの溶解場となるミセル中の反応場または逆ミセ
ル中の反応場またはベシクル（脂質二分子膜）の反応場に含有される水の量または水溶液
の量によって調整されることを特徴とする請求項２に記載の半導体ナノ粒子製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体ナノ粒子の製造法及び該方法によって製造された半導体ナノ粒子に関する
。特に、波長幅の狭い蛍光を放出する単分散の半導体ナノ粒子の製造法及び該方法によっ
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て製造された半導体ナノ粒子に関する。
【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。
【０００３】
半導体ナノ粒子は、比較的半値全幅の狭いピークを持つスペクトルを示す。したがって、
半導体ナノ粒子の粒径を制御することにより、さまざまな半値全幅の狭いスペクトルを示
す試薬を創製することが可能となり、これにより、生体高分子検出およびイメージングな
どにおいて、マルチカラーによる解析を可能とするものである。また、半導体ナノ粒子は
、一般的に用いられている有機色素と比較して、耐久性が高く、ほとんど褪色しない。
【０００４】
半導体ナノ粒子の製造方法は、ＣｄおよびＸ（ＸはＳ、Ｓｅ、Ｔｅ）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。
【０００５】
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、前記方法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、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などが報告されている。
【０００６】
以上の製造方法に関しては、広い粒径分布をもつ半導体ナノ粒子を調整した後に粒径の制
御、選別等を行う方法であるが、あらかじめ単分散化したナノ粒子を調製する方法として
、両親媒性分子を利用した逆ミセル法が挙げられる。この方法は、非極性溶媒中に逆ミセ
ルを形成させ、逆ミセル中を反応場とみなし、反応場の大きさを制御することにより、粒
径のそろったナノ粒子を調製する方法である。この方法は、現在まで最も一般的に行われ
てきた方法であり、最も容易な粒径調製方法である。逆ミセル法による単分散を行った場
合、その粒径分布は１０数％程度となる。半導体ナノ粒子は励起光を当てることにより蛍
光を発するが、この蛍光は、粒径により波長が決定される。すなわち、粒径分布が広けれ
ば、半値全幅（ＦＷＨＭ）の狭い蛍光スペクトルを得ることができない。したがって、比
較的単色蛍光を発する半導体ナノ粒子を調製するためには、さらに粒径分布を小さくする
必要があった。
【０００７】
一方、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においては、現在まで、広い粒径分布を
持つ半導体ナノ粒子を単分散化させる方法として用いられてきた。この方法は、粒径の選
別等を行う必要がなく、バルク溶液中において単分散化を実現することが可能である。本
方法により得られる半導体ナノ粒子は、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、きわめて単分散に近いものとなる。
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【０００８】
しかしながら、前者の半導体ナノ粒子の製造には安定剤の存在が必須であり、これと後者
の単分散化を結びつけることには、一連の方法として困難であった。そこで、本発明は、
単分散半導体ナノ粒子を製造するための一連の有効な製造法の開発を目的とする
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の半導体ナノ粒子製造方法は、ミセル中または逆ミセル
中の反応場において半導体ナノ粒子を形成する工程と、前記半導体ナノ粒子をサイズ選択
光エッチング法を用いて粒径制御を行う工程を有し、前記ミセル中の反応場または逆ミセ
ル中の反応場が、前記半導体ナノ粒子をサイズ選択光エッチング法を行う際に産出される
イオンの溶解場を兼ねることを特徴とする。
【００１０】
ここで、「反応場」とは、溶媒中で材料化合物から半導体ナノ粒子が形成されるミセル中
または逆ミセル中の反応領域を意味する。また、「溶解場」とは、サイズ選択光エッチン
グ法を用いて粒径制御を行う際に半導体ナノ粒子が溶解することで産出されるイオン成分
が溶解する領域を意味する。
【００１１】
本発明においては、上記反応場と溶解場を一致させることで、ミセル法または逆ミセル法
の長所と光エッチングの長所を組み合わせて一連の方法とすることにより、品質の高い半
導体ナノ粒子を調製した。
また、本発明においては、前記イオンの溶解場の大きさを調整して、サイズ選択光エッチ
ング法の反応性を制御することにより、前記半導体ナノ粒子の粒径制御を行うことが可能
である。
【００１２】
前記イオンの溶解場の大きさは、イオンの溶解場となるミセル中の反応場または逆ミセル
中の反応場またはベシクル（脂質二分子膜）の反応場に含有される水の量または水溶液の
量によって調整されることが可能である。
本発明は、上記のように半導体ナノ粒子の形成に連続してサイズ選択光エッチングを行う
場合に限らず、予め形成されたバルクの半導体ナノ粒子を隔離し、前記隔離された半導体
ナノ粒子にサイズ選択光エッチングを行う場合でも良い。即ち、本発明の別の半導体ナノ
粒子製造方法は、表面が修飾されていないバルクの半導体ナノ粒子を隔離し、前記隔離さ
れた半導体ナノ粒子にサイズ選択光エッチングを行うことを特徴とする。
【００１３】
ここで、前記隔離手段としては、逆ミセル形成、ミセル形成、ベシクル（脂質二分子膜）
形成、無機化合物または有機化合物からなる安定剤の添加のいずれかであることが好まし
い。
更に、本発明は、上記のいずれかに記載の半導体ナノ粒子製造方法を用いて製造され、前
記半導体ナノ粒子の粒径が直径１０％ｒｍｓ未満の偏差を示すことを特徴とする半導体ナ
ノ粒子である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
まず、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。
【００１５】
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
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ギーギャップが増大すること、およ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。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、照射した単色光および
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。
【００１６】
ところで、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、固体マトリクスおよ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、逆ミ
セルを利用し、隔離手段として用いることにした。
【００１７】
逆ミセル法は、無極性溶媒中において両親媒性分子が形成する逆ミセル中において反応が
行われる。また、逆ミセル中にある半導体ナノ粒子は、表面がそのまま露出しているため
、半導体ナノ粒子表面に対して修飾を行う上で非常に好ましい。ところで、逆ミセル法に
より調製された半導体ナノ粒子は、反応逆ミセル場の大きさが小さければ単分散化した半
導体ナノ粒子を得ることが可能であるが、反応逆ミセル場の大きさが大きくなればなるほ
ど分散が大きくなる。したがって、比較的単色蛍光を発する半導体ナノ粒子を調製するた
めには、さらに粒径分布を小さくする必要がある。
【００１８】
本発明においては、逆ミセル反応場中においてサイズ選択光エッチング法を行うことで、
半導体ナノ粒子表面を露出させた状態において粒径制御を行い、より単分散化された半導
体ナノ粒子を得ることが出来る。
【００１９】
同様に、ミセル反応場を用いる場合にも、半導体ナノ粒子表面を露出させた状態において
粒径制御を行い、より単分散化された半導体ナノ粒子を得得ることが出来る。更に、予め
調製された半導体ナノ粒子を隔離することにより、半導体ナノ粒子表面を露出させた状態
において粒径制御を行い、より単分散化された半導体ナノ粒子を得得ることが出来る。
以下、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明する。
【００２０】

まず、２００ｃｍ 3のｎ -ヘプタンにスルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシルナトリウム（
ＡＯＴ）１４ｇと超純水４ｃｍ 3を加え、４０分間攪拌を行うことにより、ＡＯＴの逆ミ
セル溶液を調製した。これを１００ｃｍ 3ずつに二分した。一方には、１．０ｍｏｌ・ｄ
ｍ - 3ＣｄＣｌ 2水溶液０．４ｃｍ 3を、もう一方には、１．０ｍｏｌ・ｄｍ - 3Ｎａ 2Ｓ水溶
液０．４ｃｍ 3を加え、いずれも均一になるまで攪拌を行った。その後、両者を混合し、
さらに 1時間攪拌を行うことで、ＣｄＳナノ粒子の逆ミセルコロイド溶液を作製した。こ
の溶液に、２５０μＭメチルビオロゲン水溶液を１．２ｍｌ加え、数時間攪拌を行ったあ
と、単色光による照射を行い、サイズ選択光エッチング法を行った。
【００２１】
このときの吸光特性の経時変化を、図１に示す。これにより、逆ミセル場中においても、
光エッチングが進行していることが確認された。こうして作成された半導体ナノ粒子逆ミ
セル溶液を、表面安定化のために、この溶液中に３－メルカプトプロピオン酸を加え、一
晩攪拌を行った。これまでの作業で、カルボキシル基が表面に露出した単分散半導体ナノ
粒子を作成することができた。この溶液から半導体ナノ粒子を単離するため、この溶液を
遠沈管に分注し、各々にいっぱいになるまでメタノールを加え、激しく攪拌させた。その
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後、遠心分離を行い、上清を捨て沈殿を回収した。さらに、得られた沈殿にヘプタンを加
え、激しく攪拌させた後、遠心分離を行い、沈殿を回収し、得られた沈殿に、水とメタノ
ールの混合溶液を加え、激しく攪拌させた後、遠心分離を行い、沈殿を回収するという操
作を数回繰りかえすことにより洗浄を行った。最終的に、得られた沈殿に飽和ＮａＣｌを
加えることで、水に可溶化させた。
【００２２】

ところで、逆ミセル場中において光エッチングを行った場合、その進行速度は非常に遅い
。その理由として、光エッチング反応によるイオンの溶解場が少ないことが挙げられる。
そこで、逆ミセル反応場を大きくし、反応する１ミセルあたりの半導体ナノ粒子の前駆体
量を減らすことにより、逆ミセル中にイオンの溶解場を形成した。
【００２３】
まず、２００ｃｍ 3のｎ -ヘプタンにスルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシルナトリウム（
ＡＯＴ）１４ｇと超純水４．５ cm3を加え、４０分間攪拌を行うことにより、ＡＯＴの逆
ミセル溶液を調製した。これを１００ｃｍ 3ずつに二分した。一方には、１．０ｍｏｌ・
ｄｍ - 3ＣｄＣｌ 2水溶液０．４ｃｍ 3を、もう一方には、１．０ｍｏｌ・ｄｍ - 3Ｎａ 2Ｓ水
溶液０．４ｃｍ 3を加え、いずれも均一になるまで攪拌を行った。その後、両者を混合し
、さらに 1時間攪拌を行うことで、ＣｄＳナノ粒子の逆ミセルコロイド溶液を作製した。
この溶液に、２５０μＭメチルビオロゲン水溶液を１．７ｍｌ加え、数時間攪拌を行った
あと、単色光による照射を行い、サイズ選択光エッチング法を行った。
【００２４】
このときの吸光特性の経時変化を、図２に示す。こうして作成された半導体ナノ粒子逆ミ
セル溶液を、表面安定化のために、この溶液中に３－メルカプトプロピオン酸を加え、一
晩攪拌を行った。これまでの作業で、カルボキシル基が表面に露出した単分散半導体ナノ
粒子を作成することができた。この溶液から半導体ナノ粒子を単離するため、この溶液を
遠沈管に分注し、各々にいっぱいになるまでメタノールを加え、激しく攪拌させた。その
後、遠心分離を行い、上清を捨て沈殿を回収した。さらに、得られた沈殿にヘプタンを加
え、激しく攪拌させた後、遠心分離を行い、沈殿を回収し、得られた沈殿に、水とメタノ
ールの混合溶液を加え、激しく攪拌させた後、遠心分離を行い、沈殿を回収するという操
作を数回繰りかえすことにより洗浄を行った。最終的に、得られた沈殿に飽和ＮａＣｌを
加えることで、水に可溶化させた。
【００２５】
実施例１の方法と実施例２の方法を比較した場合、実施例２の方法のほうが溶解速度およ
び溶解量が大きい。すなわち、イオンの溶解場を制御することで、反応量および反応速度
を制御することが可能となる。言い換えれば、実施例１の方法は粒径の微調整を行う目的
で、実施例２の方法は、粒径の制御および単分散化を図る目的で利用することができる。
【００２６】
上記実施例では、半導体ナノ粒子を逆ミセル法によって調製したが、本発明はこれに限ら
れず、ミセル法によって半導体ナノ粒子を調製する場合や、予め調製されたバルクの半導
体ナノ粒子を、逆ミセル形成、ミセル形成、ベシクル（脂質二分子膜）形成、無機化合物
または有機化合物からなる安定剤の添加のいずれかの手段を用いて隔離し、前記隔離され
た半導体ナノ粒子にサイズ選択光エッチングを行う場合においても同様の結果を得ること
ができる。
【００２７】
【発明の効果】
半導体ナノ粒子のサイズ選択光エッチング法を用いた粒径制御を半導体ナノ粒子表面が露
出した状態で行うことができるようになったことで、半導体ナノ粒子表面への修飾が効率
よく行うことが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】　逆ミセル中におけるサイズ選択光エッチング法による
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実施例２



吸収スペクトルの経時変化を示す。
【図２】　溶解場を大きくした逆ミセル中におけるサイズ選択光エッチング法による吸収
スペクトルの経時変化を示す。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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