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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油溶性表面修飾材料によって修飾された半導体ナノ粒子を、有機溶媒－水界面において
前記油溶性表面修飾材料から水溶性表面修飾材料へ変換し、不純物を除去した後、前記の
水溶性表面修飾材料によって表面修飾された半導体ナノ粒子に対して、サイズ選択光エッ
チング法を水溶液中で施すことにより、前記半導体ナノ粒子の粒径の単分散化を行うこと
を特徴とする半導体ナノ粒子の精製方法。
【請求項２】
　油溶性表面修飾材料によって修飾された半導体ナノ粒子を、有機溶媒－水界面において
前記油溶性表面修飾材料から水溶性表面修飾材料へ変換し、不純物を除去した後、前記の
水溶性表面修飾材料によって表面修飾された半導体ナノ粒子に対して、サイズ選択光エッ
チング法を水溶液中で施すことにより前記水溶性表面修飾材料が溶解することを利用し、
前記水溶性表面修飾材料の剥離を行うことを特徴とする半導体ナノ粒子の精製方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、油溶性の半導体ナノ粒子を水溶性の安定化半導体ナノ粒子に変換するとともに
、該半導体ナノ粒子の粒径制御を行う方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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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】
ＣｄＳ半導体ナノ粒子の製造方法は、Ｃｄおよび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。
【０００４】
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生成が可能であり、遺伝子や蛋白質の検出、光デバイス、
医療分野など、将来の応用用途が多数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。
【０００５】
以上に、前駆体同士を混合させることにより調製したナノ粒子を、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。
【０００６】
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。
【０００７】
半導体ナノ粒子の製造方法には、代表的なものとして以上のようなものが挙げられるが、
半導体ナノ粒子を構成する材料により、適した製法が異なる。例えばＣｄＳｅの製造方法
は、配位溶媒中にて比較的高温で行う方法が一般的となっている。ところが、ＣｄＳの製
法についても前記方法と同様の製法にて調製することが可能ではあるが、サイズ選択光エ
ッチング法による水溶液中にて行う方法がより適している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
一方、本発明者らは前述のように半導体ナノ粒子を水溶液中にて行うサイズ選択光エッチ
ング法について開発を行っており、それに伴い表面修飾材料の検討を水溶液環境下にて行
ってきた。前述のように、半導体ナノ粒子の製造方法は、半導体ナノ粒子の構成材料によ
り選択され、水溶液中における調製方法が適さない場合、得られた半導体ナノ粒子に対し
、水溶液環境下において開発して来たさまざまな技術が適用できないという問題があった
。
【０００９】
すなわち、発明者らの研究成果をさまざまな半導体ナノ粒子材料に適用するためには、水
溶液中以外の環境下にて調整されたナノ粒子を、水溶液中にて調製した半導体ナノ粒子と
同等の状態に変換する必要があった。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するものであり、第１に、油溶性表面修飾材料によって修飾さ
れた半導体ナノ粒子を、有機溶媒‐水界面において前記油溶性表面修飾材料から水溶性表
面修飾材料へ変換し、該変換により前記半導体ナノ粒子が有機層から水層へ移行すること
を特徴とする半導体ナノ粒子の表面修飾材料変換方法である。
【００１１】
本発明で用いられる半導体ナノ粒子に制限はなく、従来から知られた一般式 ＭＸ で表さ
れるものが用いられる。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。具体的には、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、Ｃ
ｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、
ＴｉＯ2、ＷＯ3、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ等が例示される。
【００１２】
また、コア部分と被覆層からなる複層半導体ナノ粒子も好ましく用いることができる。該
複層半導体ナノ粒子は、特表２００１－５２３７５８号公報に記載されたものを用いるこ
とができる。具体的には、ＣｄＸ（ただしＸはＳ、Ｓｅ、Ｔｅおよびそれらの混合物であ
る）からなる群より選択されるコアおよび ＺｎＹ（ただしＹはＳ、Ｓｅ、であり、それ
らの上に均一に積層されている）の被覆層を含むものが好ましく例示される。その他、コ
ア及びコア表面に均一に積層されている被覆層の材質はそれぞれ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、Ｚｎ
Ｓｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、
ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＴｉＯ2、ＷＯ3、ＰｂＳ、又はＰｂＳｅ
等からそれぞれ選択される。例えば、核の材質がＣｄＳであり、核表面に均一に積層され
ている被覆層の材質がＺｎＳである場合が例示される。
【００１３】
油溶性表面修飾材料は半導体ナノ粒子の表面に結合または配位して、半導体ナノ粒子を有
機溶媒に溶解または分散させるものである。具体例には、トリ－ｎ－オクチルホスフィン
（ＴＯＰ）および／またはトリ－ｎ－オクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）が好まし
く例示される。
【００１４】
水溶性表面修飾材料は半導体ナノ粒子の表面に結合または配位して、半導体ナノ粒子を水
性媒体に溶解または分散させるものである。具体例には、メルカプトプロピオン酸（ＭＰ
Ａ）等のチオール化合物が好ましく例示される。
【００１５】
本発明は、第２に、上記第１の発明によって得られる水溶性表面修飾材料によって表面修
飾された半導体ナノ粒子に対して、サイズ選択光エッチング法を施すことにより、前記半
導体ナノ粒子の粒径制御・単分散化を行うことを特徴とする半導体ナノ粒子の精製方法で
ある。
【００１６】
図１に第１と第２の本発明の一例を模式図に示す。有機溶媒中に溶解されたトリ－ｎ－オ
クチルホスフィン（ＴＯＰ）により安定化された硫化カドニウム半導体ナノ粒子のＴＯＰ
を、親水性のメルカプトプロピオン酸(ＭＰＡ)で変換し、水溶液中に移行させる。次に、
該ＭＰＡにより安定化された硫化カドミウム半導体ナノ粒子にサイズ選択光エッチング法
を適用するとともに、ヘキサメタリン酸ナトリウム（ＨＭＰ）で修飾させる。
【００１７】
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



(4) JP 4230741 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

法である。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、サイズ選択光エッチング法という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ものである。
【００１８】
本発明によって得られる半導体ナノ粒子は、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。
【００１９】
本発明によって得られる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。
【００２０】
　本発明は、第３に、上記第１の発明によって得られる水溶性表面修飾材料によって表面
修飾された半導体ナノ粒子に対して、サイズ選択光エッチング法による溶解を利用し、前
記表面修飾材料の剥離を行うことを特徴とする半導体ナノ粒子の精製方法である。
【００２１】
このように、半導体ナノ粒子表面を例えばチオール化合物等で修飾することで安定化させ
、これに対しサイズ選択光エッチング法を再度行い表面のみをエッチングし、限外ろ過に
より半導体ナノ粒子以外の物質を除去することにより、水溶液中以外の環境下にて調整さ
れたナノ粒子を、水溶液中にて調製した半導体ナノ粒子と同等の状態に変換することが可
能となった。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下に実施例として、配位溶媒中にて調製された半導体ナノ粒子を、サイズ選択光エッチ
ング法による製法を行ったときに得られるヘキサメタリン酸(ＨＭＰ)により安定化された
半導体ナノ粒子に変換することについて述べる。
【００２３】
[油溶性表面修飾材料によって修飾された半導体ナノ粒子の製造]
まず、酸化カドミウム２５６.８ｍｇ(２ｍｍｏｌ)、テトラデカンリン酸１１１３ｍｇ(４
ｍｍｏｌ)、トリオクチルホスフィン酸化物(ＴＯＰＯ) ７．７ｇを反応容器に入れ窒素雰
囲気下にした。温度を３００℃まで上げて酸化カドミウムをＴＯＰＯ中に溶かした。その
後、温度を２７０℃まで下げて硫黄粉末３２ｍｇ(１ｍｍｏｌ)をＴＯＰ(４ｇ)に溶解させ
た混合溶液を反応容器中に注入した。注入後、温度を２５０℃にして反応させた。前記温
度において６時間反応を行った。前記反応の吸光度の経時変化を図２に、蛍光強度の経時
変化を図３に示す。これより、反応時間の増加とともに、４５０ｎｍ付近に吸光波長をも
つ半導体ナノ粒子が徐々に形成される。それと共に、図３に示すように前記波長と同波長
における半導体ナノ粒子のバンドギャップ蛍光が増大していることがわかる。
【００２４】
その後、反応液を反応容器から全量を注射器で抜き取りメタノール中に急激に注入するこ
とで反応を終了させた。この時生じた沈殿を遠心分離により単離した。得られた沈殿に対
し、メタノールを加えよく攪拌した後、遠心分離をして上清を取り除く操作を数回繰り返
した後、最終的に得られた沈殿をヘキサン中に溶解させた。
【００２５】
以上の操作により、ＴＯＰ／ＴＯＰＯにより安定化された半導体ナノ粒子を得ることがで
きた。ここで、図４、図５は前記ヘキサン中に溶解したナノ粒子の吸光スペクトルと蛍光
スペクトルを示す。図４より、得られた半導体ナノ粒子が４５０ｎｍ付近において明確な
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ピークを示すことから、粒径が単分散化されていることが確認できる。また、図５より、
半導体ナノ粒子が４５０ｎｍ付近においてバンドギャップ蛍光をもっていることが確認で
きる。
【００２６】
［表面修飾材料の変換］
ここでは、前記半導体ナノ粒子に対し、チオール化合物による修飾を行うことで水溶性と
した。これまでに、ＴＯＰ/ＴＯＰＯからチオール化合物への表面修飾材料の変換は、Ｄ
ＭＦのような非プロトン性極性溶媒中にて行われてはいるが、有機溶媒－水界面における
反応は行われていない。本発明は、有機溶媒－水界面にて表面修飾材料の変換を行う。以
下に実施例として、チオール化合物への変換方法を述べる。
【００２７】
まず、１Ｍ ＮａＯＨ ４０ｍｌとメルカプトプロピオン酸(ＭＰＡ)３００μｌとブタノー
ル４ｍｌを前出の順に混合した。前記混合溶液中に、ヘキサン中に溶解したＴＯＰ/ＴＯ
ＰＯにより安定化されたナノ粒子を４０ｍｌ加え、６０℃の温度雰囲気下にて1時間振と
うを行った。前記過程において、光学的に透明な黄色の領域は、有機層から水層へと移っ
ていく。振とう後、オクタノールを水層の３０～４０％程度になるように加え、よく攪拌
させた後、再び水層のみを抽出した。得られた水層をエバポレーションにより１０ｍｌ程
度まで濃縮し、メタノールを水層の４～５倍になるように加え、析出した沈殿を遠心分離
し回収した。回収した沈殿を少量の水に溶かし、さらにメタノールを数倍量加え、遠心分
離することにより沈殿を回収するという操作を数回繰り返し、最終的に沈殿を１０ｍｌの
純水中に溶解させることにより、水溶性のナノ粒子を得た。
以上の操作より、チオール化合物により修飾された半導体ナノ粒子を得ることができた。
【００２８】
［サイズ選択光エッチング法］
ところで、チオール化合物により修飾した半導体ナノ粒子をＨＭＰにより安定化された半
導体ナノ粒子とするためには、表面に結合したチオール化合物を除去する必要がある。こ
こでは、サイズ選択光エッチング法により、半導体ナノ粒子表面を溶解させた。
【００２９】
ここで、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、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バンドギャップ蛍光を持つようになる。本
発明中においては、前記反応に伴う反応が表面における反応であることを利用し、前記反
応における半導体ナノ粒子表面の表面溶解時において、表面に結合したチオール化合物を
、溶解した表面と共に解離させ、溶解後の半導体ナノ粒子表面をＨＭＰにより安定化され
た状態とすることとした。以上の方法により、ＨＭＰにより安定化された半導体ナノ粒子
を得ることができる。以下に実施例を述べる。
【００３０】
ＭＰＡにより表面修飾された半導体ナノ粒子を吸光度が０．２となるような１０００ｍｌ
の水溶液とした。前記水溶液に対し、ヘキサメタリン酸ナトリウム(ＨＭＰ)を６１．８ｍ
ｇ（０．１ｍｍｏｌ）を加えた。その後、溶液中を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った。その後、メチルビオロゲンを溶液中に５０μｍ
ｏｌ／ｌになるように加え、攪拌を行いながら単色光を照射した。本発明における単色光
照射は、半導体ナノ粒子表面を光溶解させるためのものであり、単色光の波長は、約４４
０ｎｍとした。表面溶解後の半導体ナノ粒子表面は、溶解と同時にＨＭＰにより保護する
こととなり、凝集を防止することができる。このようにして、ＨＭＰにより安定化された
半導体ナノ粒子を得ることができた。ここで、前記単色光照射時における溶液の吸光スペ
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クトルの経時変化を図６に、蛍光スペクトルの経時変化を図７に示す。図６より、サイズ
選択光エッチング法による反応を行うことにより、粒径分布が短波長側にシフトしたこと
が確認できる。また、図７より、半導体ナノ粒子のバンドギャップ蛍光が、吸光波長のシ
フトと共に短波長側にシフトしていることが確認できる。以上の結果から、チオール修飾
された半導体ナノ粒子表面が溶解していることが確認できた。
【００３１】
前記方法は、半導体ナノ粒子の精製にも利用することができる。たとえば、前記チオール
化合物により修飾されたナノ粒子を限外ろ過装置により洗浄し、半導体ナノ粒子以外の不
純物を除去する。その後、サイズ選択光エッチング法を用いて、ＨＭＰ溶液中において半
導体ナノ粒子の表面のみを溶解させることで高純度の半導体ナノ粒子溶液を得ることがで
きる。このようにして、前記技術は、半導体ナノ粒子の精製を行う際にも利用することが
できる。
【００３２】
【発明の効果】
水溶液中において半導体ナノ粒子を調製および安定化する技術は、工業的な面から非常に
有用である。しかし、現在一般的に知られている方法は、配位溶媒中における半導体ナノ
粒子の調製方法であり、最終的に得られるナノ粒子は、水に不可溶なものであった。本発
明により、水溶液中以外の環境下にて調整されたナノ粒子を、水溶液中にて調製した半導
体ナノ粒子と同等の状態に変換し、水溶液中におけるナノ粒子の安定化および修飾を行う
ことが可能となった。また、半導体ナノ粒子を水溶液環境下に置くことにより、従来サイ
ズ選択光エッチングを行うことが出来なかったＣｄＳｅナノ粒子等もサイズ選択光エッチ
ングを行えるようになった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の模式図である。
【図２】配位溶媒中での半導体ナノ粒子調製における溶液の吸光スペクトルの経時変化を
示すグラフである。
【図３】配位溶媒中での半導体ナノ粒子調製における溶液の蛍光スペクトルの経時変化を
示すグラフである。
【図４】ヘキサン中に溶解させた半導体ナノ粒子の吸光スペクトルである。
【図５】ヘキサン中に溶解させた半導体ナノ粒子の蛍光スペクトルである。
【図６】サイズ選択光エッチング法による反応における溶液の吸光スペクトルの経時変化
を示すグラフである。
【図７】サイズ選択光エッチング法による反応における溶液の蛍光スペクトルの経時変化
を示すグラフである。
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