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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物を溶媒に溶解させ
て溶液を調製し、当該溶液を基板の表面に塗布する塗布工程と、前記基板の表面に塗布さ
れた溶液から溶媒を揮発させる揮発工程とを含み、
　前記溶液に含まれる前記フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度が５μｍｏｌ／
Ｌ以下であり、
　前記分散されたデンドリマー粒子の、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）の観察から算出された
、前記分散粒子の前記基板表面からの平均高さが５ｎｍ未満である、
分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法。
【化１】

（上記一般式（１）中のＡは、フェニルアゾメチンデンドリマーの中核分子基であり、次
式
【化２】

の構造で表され、Ｒ１は、置換基を有してもよい芳香族基を表し、ｐは、Ｒ１への結合数
を表し；
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　上記一般式（１）中のＢは、前記Ａに対して１個のアゾメチン結合を形成する次式
【化３】

の構造で表され、Ｒ２は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　上記一般式（１）中のＲは、末端基として前記Ｂにアゾメチン結合を形成する次式

【化４】

の構造で表され、Ｒ３は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　ｎは、フェニルアゾメチンデンドリマーの前記Ｂの構造を介しての世代数を表し；
　ｍは、フェニルアゾメチンデンドリマーの末端基Ｒの数を表し、ｎ＝０のときはｍ＝ｐ
であり、ｎ≧１のときはｍ＝２ｎｐである。）
【請求項２】
　前記溶媒が、芳香族系又は含塩素系溶媒である請求項１記載の分散されたデンドリマー
化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法。
【請求項３】
　前記溶媒の２５℃における蒸気圧が、１８０ｍｍＨｇ以上である請求項１又は２記載の
分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法。
【請求項４】
　前記分散されたデンドリマー粒子の、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）の観察から算出された
、前記分散粒子の平面視平均粒径が６０ｎｍ未満であり、前記分散粒子の前記基板表面か
らの平均高さが５ｎｍ未満である請求項１～３のいずれか１項記載の分散されたデンドリ
マー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法。
【請求項５】
　下記一般式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の分散粒子を表面
に有する基板であって、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）の観察から算出された、前記分散粒子
の平面視平均粒径が６０ｎｍ未満であり、前記分散粒子の前記基板表面からの平均高さが
５ｎｍ未満である、デンドリマー化合物の分散粒子を表面に有する基板。

【化５】

（上記一般式（１）中のＡは、フェニルアゾメチンデンドリマーの中核分子基であり、次
式
【化６】

の構造で表され、Ｒ１は、置換基を有してもよい芳香族基を表し、ｐは、Ｒ１への結合数
を表し；
　上記一般式（１）中のＢは、前記Ａに対して１個のアゾメチン結合を形成する次式

【化７】

の構造で表され、Ｒ２は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
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　上記一般式（１）中のＲは、末端基として前記Ｂにアゾメチン結合を形成する次式
【化８】

の構造で表され、Ｒ３は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　ｎは、フェニルアゾメチンデンドリマーの前記Ｂの構造を介しての世代数を表し；
　ｍは、フェニルアゾメチンデンドリマーの末端基Ｒの数を表し、ｎ＝０のときはｍ＝ｐ
であり、ｎ≧１のときはｍ＝２ｎｐである。）

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法、及び
デンドリマー化合物の分散粒子を表面に有する基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医薬品、電子機能材料、環境適合材料等のための素材として金属ナノ粒子が注目
されている。ナノ粒子は、一般に１０ｎｍ以下の微粒子であり、それ自身が医薬品、電子
機能材料、環境適合材料等として有効であるだけでなく、これらを合成するための触媒と
しても優れた活性を備える。このような特性は、ナノ粒子が１０ｎｍ以下の微粒子である
ことに基づく量子効果や、微粒子であることに伴う活性表面積の増大によってもたらされ
るものである。しかしながら、金属を微粒子化することは、微粒子化に伴って粒子同士の
凝集作用が増大することから一般に困難である。
【０００３】
　このような背景から、ナノ粒子の製造方法としてデンドリマー化合物を鋳型として用い
る方法が提案されている（例えば、特許文献１を参照）。不対電子対を有する窒素原子等
を骨格に有するデンドリマー化合物は、ルイス酸との錯形成が可能であり、その分子内に
様々な分子や原子を取り込むことができる。
【０００４】
　特許文献２では、デンドリマー化合物のそのような特性を利用し、まず、フェニルアゾ
メチンデンドリマー化合物の全てのイミン部位にロジウム等の金属化合物を配位させて錯
体を形成させた後に、溶液中で、その錯体に含まれる金属化合物を還元して金属ナノ粒子
を作製することが提案されている。このような方法によれば、金属ナノ粒子はフェニルア
ゾメチンデンドリマーの内部で安定化されるので、金属ナノ粒子が凝集することに伴う触
媒作用等の活性低下を抑制できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００１－５０８４８４号公報
【特許文献２】特開２００８－１００９８７号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｍ．Ｈｉｇｕｃｈｉ，Ｓ．Ｓｈｉｋｉ，Ｋ．Ａｒｉｇａ，Ｋ．Ｙａｍａ
ｍｏｔｏ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，２００１，１２３，４４１４－４４２０
【非特許文献２】Ｋ．Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ｔ．Ｉｍａｏｋａ，Ｗ．－Ｊ．Ｃｈｕｎ，Ｏ．
Ｅｎｏｋｉ，Ｈ．Ｋａｔｏｈ，Ｍ．Ｔａｋｅｎａｇａ，Ａ．Ｓｏｎｏｉ，Ｎａｔｕｒｅ　
Ｃｈｅｍ．，２００９，１，３９７－４０２
【非特許文献３】Ｎ．Ｓａｔｏｈ，Ｔ．Ｎａｋａｓｈｉｍａ，Ｋ．Ｋａｍｉｋｕｒａ，Ｋ
．Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｎａｎｏｔｅｃｈ，２００８，３，１０６－１１１
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【非特許文献４】Ｉ．Ｎａｋａｍｕｌａ，Ｙ．Ｙａｍａｎｏｉ，Ｔ．Ｉｍａｏｋａ，Ｋ．
Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ｈ．Ｎｉｓｈｉｈａｒａ，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．，Ｉｎｔ．Ｅｄ．
，２０１１，５０，５８３０－５８３３
【非特許文献５】Ｄ．Ｌｉｕ，Ｈ．Ｚｈａｎｇ，Ｐ．Ｃ．Ｍ．Ｇｒｉｍ，Ｓ．ＤｅＦｅｙ
ｔｅｒ，Ｕ．－Ｍ．Ｗｉｅｓｌｅｒ，Ａ．Ｊ．Ｂｅｒｒｅｓｈｅｉｍ，Ｋ．Ｍｕｌｌｅｎ
，ａｎｄ　Ｆ．Ｃ．ＤｅＳｃｈｒｙｖｅｒ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ、２００２，１８、２３８
５－２３９１
【非特許文献６】Ｍ．Ｓａｎｏ，Ｊ．Ｏｋａｍｕｒａ，Ａ．Ｉｋｅｄａ，ａｎｄ　Ｓ．Ｓ
ｈｉｎｋａｉ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ．２００１，１７，１８０７－１８１０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、特許文献２に記載された手順で作製された金属ナノ粒子を内包するデンドリマ
ー化合物は、その化合物の溶液が所望の基板表面に塗布されて、当該基板表面にデンドリ
マー化合物の粒子を形成させる（デンドリマー化合物を基板に塗布することの一例として
、非特許文献５及び６を参照）。これにより、その基板表面にはデンドリマー化合物に内
包される金属ナノ粒子による触媒作用が付与される。このとき、金属ナノ粒子の特性を最
大限に発現させるためには、基板の表面で、金属ナノ粒子を内包するデンドリマー化合物
が１分子ずつ配置されていることが理想であるが、現実には、この化合物の複数分子から
なる塊状の凝集体として配置されることになる。この場合、金属ナノ粒子が凝集した状態
で基板の表面に存在するのと同じことになり、金属ナノ粒子としての特性が大きく減殺さ
れることになる。しかしながら、これまでデンドリマー化合物を高度に分散された状態で
基板表面に配置する方法は提案されていないのが実情である。
【０００８】
　本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、デンドリマー化合物の粒子を基板
の表面に高度に分散された状態で配置させる手段、及びそのような手段で作製され、デン
ドリマー化合物の粒子が高度に分散された状態で表面に配置された基板を提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、デンドリマー化合物
としてフェニルアゾメチンデンドリマー化合物を使用し、かつ、このフェニルアゾメチン
デンドリマー化合物の溶液を基板の表面に塗布してその粒子を基板の表面に析出させる際
、上記溶液におけるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度を５μｍｏｌ／Ｌ以下
とすることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　本発明の第１の態様は、下記一般式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンドリマー
化合物を溶媒に溶解させて溶液を調製し、当該溶液を基板の表面に塗布する塗布工程と、
前記基板の表面に塗布された溶液から溶媒を揮発させる揮発工程とを含み、前記溶液に含
まれる前記フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度が５μｍｏｌ／Ｌ以下である、
分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法である。
【化１】

（上記一般式（１）中のＡは、フェニルアゾメチンデンドリマーの中核分子基であり、次
式
【化２】

の構造で表され、Ｒ１は、置換基を有してもよい芳香族基を表し、ｐは、Ｒ１への結合数
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を表し；
　上記一般式（１）中のＢは、前記Ａに対して１個のアゾメチン結合を形成する次式
【化３】

の構造で表され、Ｒ２は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　上記一般式（１）中のＲは、末端基として前記Ｂにアゾメチン結合を形成する次式
【化４】

の構造で表され、Ｒ３は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　ｎは、フェニルアゾメチンデンドリマーの前記Ｂの構造を介しての世代数を表し；
　ｍは、フェニルアゾメチンデンドリマーの末端基Ｒの数を表し、ｎ＝０のときはｍ＝ｐ
であり、ｎ≧１のときはｍ＝２ｎｐである。）
【００１１】
　また、本発明の第２の態様は、下記一般式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンド
リマー化合物の分散粒子を表面に有する基板であって、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）の観察
から算出された、前記分散粒子の平面視平均粒径が６０ｎｍ未満であり、前記分散粒子の
前記基板表面からの平均高さが５ｎｍ未満である、デンドリマー化合物の分散粒子を表面
に有する基板である。
【化５】

（上記一般式（１）中のＡは、フェニルアゾメチンデンドリマーの中核分子基であり、次
式

【化６】

の構造で表され、Ｒ１は、置換基を有してもよい芳香族基を表し、ｐは、Ｒ１への結合数
を表し；
　上記一般式（１）中のＢは、前記Ａに対して１個のアゾメチン結合を形成する次式

【化７】

の構造で表され、Ｒ２は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　上記一般式（１）中のＲは、末端基として前記Ｂにアゾメチン結合を形成する次式

【化８】

の構造で表され、Ｒ３は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表し；
　ｎは、フェニルアゾメチンデンドリマーの前記Ｂの構造を介しての世代数を表し；
　ｍは、フェニルアゾメチンデンドリマーの末端基Ｒの数を表し、ｎ＝０のときはｍ＝ｐ
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であり、ｎ≧１のときはｍ＝２ｎｐである。）
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、デンドリマー化合物の粒子を基板の表面に高度に分散された状態で配
置させる手段、及びそのような手段で作製され、デンドリマー化合物の粒子が高度に分散
された状態で表面に配置された基板が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法＞
　以下、本発明の分散されたデンドリマー化合物の粒子を表面に有する基板の製造方法（
以下、「本発明の製造方法」と適宜省略する。）の一実施形態について説明する。本発明
の製造方法は、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の溶液を基板の表面に塗布する塗
布工程と、その基板の表面に塗布された溶液から溶媒を揮発させる揮発工程とを含む。こ
れらの工程を経ることにより、基板の表面に、高度に分散されたフェニルアゾメチンデン
ドリマー化合物の粒子を配置することができる。ここで、「高度に分散された」とは、フ
ェニルアゾメチンデンドリマー化合物の溶液から形成された粒子が、１分子から数十分子
程度のフェニルアゾメチンデンドリマー分子で構成されることを意味する。以下、これら
の工程について説明する。
【００１４】
［塗布工程］
　塗布工程は、下記式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物を溶媒に
溶解させて溶液を調製し、当該溶液を基板の表面に塗布する工程である。
【化９】

【００１５】
　上記一般式（１）中のＡは、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の中核分子基であ
り、フェニルアゾメチンデンドリマー分子は、この中核分子基を中心として、外側に向か
って上記一般式（１）中のＢで表される単位の連鎖を成長させる。その結果、成長後のフ
ェニルアゾメチンデンドリマー分子は、上記Ａを中心として、上記Ｂが連鎖して放射状に
成長した構造を有する。Ｂ及び後述するＲが連鎖する回数を「世代」と呼び、中核分子基
Ａに隣接する世代を第１世代として、外側に向かって世代数が増加していく。上記一般式
（１）中のＡは、次式
【化１０】

の構造で表され、Ｒ１は、置換基を有してもよい芳香族基を表し、ｐは、Ｒ１への結合数
を表す。
【００１６】
　上記一般式（１）中のＢは、上記Ａに対して１個のアゾメチン結合を形成させる次式
【化１１】

の構造で表され、Ｒ２は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表す。この
Ｂは、フェニルアゾメチンデンドリマー分子の世代を構成し、中核分子基Ａに直接結合す
るＢが第１世代となる。
【００１７】
　上記一般式（１）中のＲは、末端基として上記Ｂにアゾメチン結合を形成する次式
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【化１２】

の構造で表され、Ｒ３は、同一又は異なって置換基を有してもよい芳香族基を表す。Ｒは
、フェニルアゾメチンデンドリマー分子の放射状に伸びた構造の末端に位置することにな
り、上記Ｂと同様に世代を構成する。
【００１８】
　上記一般式（１）において、ｎは、フェニルアゾメチンデンドリマーの上記Ｂの構造を
介しての世代数を表し、ｍは、フェニルアゾメチンデンドリマーの末端基Ｒの数を表し、
ｎ＝０のときはｍ＝ｐであり、ｎ≧１のときはｍ＝２ｎｐである。
【００１９】
　置換基を有してもよい芳香族基であるＲ１、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に、その骨
格構造として、フェニル基又はその類縁の構造であってよく、例えば、フェニル基、ビフ
ェニル基、ビフェニルアルキレン基、ビフェニルオキシ基、ビフェニルカルボニル基、フ
ェニルアルキル基等の各種のものが挙げられる。これらの骨格は、置換基として、塩素原
子、臭素原子、フッ素原子等のハロゲン原子、メチル基、エチル基等のアルキル基、クロ
ロメチル基、トリフルオロメチル基等のハロアルキル基、メトキシ基、エトキシ基等のア
ルコキシ基、メトキシエチル基等のアルコキシアルキル基、アルキルチオ基、カルボニル
基、シアノ基、アミノ基、ニトロ基等の各種の置換基が例示される。上記骨格は、これら
の置換基を、任意に１又は複数有することができる。
【００２０】
　上記置換基の中でも、メトキシ基、アミノ基のような電子供与性の高い置換基、又はシ
アノ基、カルボニル基のような電子受容性の高い置換基が好ましい。
【００２１】
　上記式Ｒ１（－Ｎ＝）ｐで表される中核部分において、ｐとしては、特に限定されない
が、例えば１～４の整数が挙げられる。また、上記一般式（１）におけるｎは、０又は１
以上の整数であるが、例えば２～６であることが好ましく例示される。
【００２２】
　このようなフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の一形態として、下記式で表される
化合物を挙げることができる。下記式で表される化合物は、世代数が４のフェニルアゾメ
チンデンドリマー化合物である。

【化１３】
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【００２３】
　上記式（１）で表されるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物は、単分子化合物とし
ては比較的大きな分子（例えば、４世代（ｎ＝３）のフェニルアゾメチンデンドリマー化
合物であれば、直径約２ｎｍ程度である。）であり、分子内に、金属原子が配位すること
のできる窒素原子を所定の間隔で複数保有する。このため、フェニルアゾメチンデンドリ
マー化合物は、単分子化合物としては比較的大きな分子サイズの内部に、複数個の金属元
素を１原子ずつ規則的に配置させることができる。このように配置された複数個の金属原
子は、例えば還元処理を施すことにより原子価０の金属原子となり、フェニルアゾメチン
デンドリマーの内部で互いに結合して金属ナノ粒子を形成させる。
【００２４】
　また、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物は、その骨格が芳香環とアゾメチン結合
によって構成されるので、剛直な球状分子である。そのため、フェニルアゾメチンデンド
リマー化合物では、溶液からフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子を形成させた
際に分子内の空間が良好に維持され、その内部に金属ナノ粒子を好ましく保持することが
できる。
【００２５】
　フェニルアゾメチンデンドリマーを合成するには、公知の方法を使用することができる
。このような方法として、例えば、ベンゾフェノンとジアミノベンゾフェノンとを、クロ
ロベンゼン溶媒中において、塩化チタン及び塩基の存在下で反応させ、さらに、順次ジア
ミノベンゾフェノンと反応させて世代数を増加させる方法が挙げられるが、特に限定され
ない。
【００２６】
　本発明におけるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物は、その内部に金属原子が配位
したものであっても、その内部に金属原子が配位していないものであってもよい。フェニ
ルアゾメチンデンドリマー化合物に金属原子を配位させる場合、そのような金属原子とし
て、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、パラジウム、白金、ガリウム、バナジウム、
金、銅等を例示することができる。これらの金属原子は、触媒活性等といった必要とされ
る特性を考慮して、１種又は２種以上を組み合わせて使用することができる。なお、本明
細書において、「フェニルアゾメチンデンドリマー化合物」とは、その内部に金属原子が
配位したものと、その内部に金属原子が配位していないものとの両方を含む。
【００２７】
　フェニルアゾメチンデンドリマー化合物を溶解させる溶媒は、一例として、ジクロロメ
タン、クロロホルム、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエタン、四塩化炭素等
の含塩素系有機溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、アニソール等の
芳香族系有機溶媒、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、リモネン、プロピレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート等の有機溶媒を挙げることができる。これらの中で
も、含塩素系有機溶媒又は芳香族系有機溶媒が好ましく使用され、ジクロロメタン、クロ
ロホルムがより好ましく使用される。これらを溶媒として選択することにより、フェニル
アゾメチンデンドリマー化合物の溶液の均一性が向上し、後述する揮発工程において、高
度に分散されたフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子を基板表面に配置させるこ
とができる。
【００２８】
　また、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物を溶解させる溶媒は、２５℃における蒸
気圧が、１８０ｍｍＨｇ以上であることが好ましく、２５０ｍｍＨｇ以上であることがよ
り好ましい。上記の蒸気圧を有する溶媒を使用することにより、後述する揮発工程におい
て、溶媒の揮発速度を適切なものとすることができ、高度に分散されたフェニルアゾメチ
ンデンドリマー化合物の粒子を基板表面に配置させることができる。
【００２９】
　フェニルアゾメチンデンドリマー化合物を上記溶媒に溶解させて、溶液を調製する。こ
のとき、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物を溶媒に溶解させる手段については特に
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限定されず、従来公知のものを特に制限なく使用することができる。
【００３０】
　溶液中に含まれるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度は、５μｍｏｌ／Ｌ以
下であることが必要である。溶液中に含まれるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の
濃度を５μｍｏｌ／Ｌ以下とすることにより、後述する揮発工程において、フェニルアゾ
メチンデンドリマー化合物同士が過度に凝集し、基板の表面に大きな粒子が形成されたり
、基板の表面にフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の膜が形成されたりすることが抑
制され、高度に分散されたフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子を基板表面に配
置させることができる。
【００３１】
　また、溶液中に含まれるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度の下限は、０．
００１μｍｏｌ／Ｌであることが好ましく、０．０１μｍｏｌであることがさらに好まし
く、０．０５μｍｏｌであることが最も好ましい。溶液中に含まれるフェニルアゾメチン
デンドリマー化合物の濃度が０．００１μｍｏｌ／Ｌ以上であることにより、基板の表面
に、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子を確実に存在させることができ、所望
の特性を付与することが可能になる。
【００３２】
　好ましくは、溶液中に含まれるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度が０．０
０１μｍｏｌ／Ｌ～５μｍｏｌ／Ｌであることを挙げることができ、より好ましくは、溶
液中に含まれるフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度が０．０１μｍｏｌ／Ｌ～
５μｍｏｌ／Ｌであることを挙げることができる。さらに好ましくは、溶液中に含まれる
フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の濃度が０．０５μｍｏｌ／Ｌ～５μｍｏｌ／Ｌ
であることを挙げることができる。
【００３３】
　調製された溶液は、基板の表面に塗布される。溶液が塗布される基板は、後述する揮発
工程により、高度に分散されたフェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子がその表面
に配置されることになる。このような基板としては、特に限定されず、シリコン基板、ガ
ラス基板、金属基板、プラスチック基板等が例示されるが、得られた作製物の用途を考慮
して適宜選択すればよい。
【００３４】
　調製された溶液を基板の表面に塗布する手段は、公知の手段を適宜使用すればよい。こ
のような手段の一例として、はけ塗り法、ロールコーター法、グラビアコーター法、スピ
ンコート法、浸漬法、ドロップレットキャスト法等が挙げられるが、特に限定されない。
塗布後の基板表面における上記溶液の膜厚としては、０．５ｎｍ～１００ｎｍを挙げるこ
とができる。
【００３５】
［揮発工程］
　上記塗布工程を経た基板は、揮発工程に付される。揮発工程は、基板の表面に塗布され
た溶液から溶媒を揮発させる工程である。この工程を経ることにより、溶液に含まれてい
たフェニルアゾメチンデンドリマー化合物が粒子として基板の表面に析出する。本発明で
は、上記の溶液を特に使用することにより、高度に分散された状態でこの粒子を基板の表
面に析出させることができる。
【００３６】
　基板の表面に塗布された溶液から溶媒を揮発させる手段は、特に限定されない。このよ
うな手段としては、自然乾燥法、減圧乾燥法、加熱乾燥法、減圧加熱乾燥法等が例示でき
る。これらの中でも、自然乾燥法を好ましく例示することができる。
【００３７】
　既に説明したように、この工程を経ることにより、高度に分散されたフェニルアゾメチ
ンデンドリマー化合物の粒子が基板の表面に析出して配置される。このとき、ＡＦＭ（原
子間力顕微鏡）の観察から算出された、上記分散された粒子の平面視平均粒径としては、
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６０ｎｍ未満が挙げられる。なお、「平面視平均粒径」とは、基板を平面視した際の上記
分散された粒子の平均粒径である。また、ＡＦＭの観察から算出された、上記分散された
粒子の基板表面からの平均高さとしては、５ｎｍ未満が挙げられる。このような平均高さ
の数値から、フェニルアゾメチンデンドリマー化合物の粒子は、ほぼ１分子の高さで存在
していることになり、高度に分散されていることが理解できる。
【００３８】
＜デンドリマー化合物の分散粒子を表面に有する基板＞
　上記で説明した本発明の製造方法で得られた基板もまた、本発明の一つである。この基
板については上記で述べた通りであるので、ここでの説明を省略する。
【実施例】
【００３９】
　次に、実施例を示すことにより本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、以下の
実施例に何ら限定されるものではない。
【００４０】
［フェニルアゾメチンデンドリマーの合成］
・２世代フェニルアゾメチンデンドロン前駆体（Ｐｒｅ－Ｇ２ｏｎ）の合成
　１００ｍＬ三口フラスコに、ベンゾフェノン（４．６２ｇ、２５．３ｍｍｏｌ）、４，
４’－ジアミノジフェニルメタン（２．５ｇ、１２．６ｍｍｏｌ）、及び１，４－ジアザ
ビシクロ［２．２．２］オクタン（ＤＡＢＣＯ）（８．４９ｇ、７５．７ｍｍｏｌ）を秤
取り、セプタムをつけて閉鎖系にし、内部を窒素置換した。これにクロロベンゼン５０ｍ
Ｌを加え、オイルバス（１２５℃）により加熱を行いながら撹拌し、原料を溶解させた。
滴下ロートからクロロベンゼン（２ｍＬ）に溶解させた四塩化チタン（２．０１ｍＬ、１
．８４ｍＬ）を滴下し、残った四塩化チタンを２ｍＬのクロロベンゼンで洗い流した。そ
の後、内容液を４時間反応させ、薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）にて反応終了を確認
した後、三口フラスコを開放系にした状態で数時間撹拌することで四塩化チタンを失活さ
せた。内容物をセライトで濾過することにより失活した四塩化チタンを除去し、セライト
をクロロベンゼンで洗い流した後、回収した濾液から溶媒を留去し、シリカゲルカラムク
ロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキサン：酢酸エチル＝４：４：１の混
合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを使用した。）で精製し、溶媒を留去
して目的物である２世代フェニルアゾメチンデンドロン前駆体（Ｐｒｅ－Ｇ２ｏｎ）を得
た。
【００４１】
・２世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ２ｏｎ）の合成
　ナスフラスコに、Ｐｒｅ－Ｇ２ｏｎ（２．１７ｇ、３．９８ｍｍｏｌ）、過マンガン酸
カリウム（１．１９ｇ、７．５ｍｍｏｌ）、及び臭化テトラｎ－ブチルアンモニウム（２
．４２ｇ、７．５ｍｍｏｌ）を秤取り、容器を水浴につけた状態でジクロロエタン（２５
ｍＬ）を加えて撹拌した。１時間後、水浴を取り除き、２日間反応させた。反応終了後、
飽和ＮａＨＳＯ３水溶液を加えて過マンガン酸カリウムを失活させ、２重量％のトリエチ
ルアミンを加えた飽和食塩水で分液を行い、臭化テトラｎ－ブチルアンモニウムを取り除
いた。分液後、有機層を硫酸ナトリウムにより乾燥した後、溶媒を留去した。その後、シ
リカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキサン：酢酸エチル
＝４：４：１の混合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを使用した。）で精
製し、溶媒を留去して目的物である２世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ２ｏｎ）を
得た。
【００４２】
・３世代フェニルアゾメチンデンドロン前駆体（Ｐｒｅ－Ｇ３ｏｎ）の合成
　１００ｍＬ三口フラスコに、Ｇ２ｏｎ（５．１６１ｇ、９．５５ｍｍｏｌ）、４，４’
－ジアミノジフェニルメタン（０．９０１ｇ、４．５４ｍｍｏｌ）、及びＤＡＢＣＯ（８
．４９ｇ、７．５７ｍｍｏｌ）を秤取り、セプタムをつけて閉鎖系にし、内部を窒素置換
した。これにクロロベンゼン５０ｍＬを加え、オイルバス（１２５℃）により加熱を行い
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ながら撹拌し、原料を溶解させた。滴下ロートからクロロベンゼン（２ｍＬ）に溶解させ
た四塩化チタン（２．０１ｍＬ、１．８４ｍＬ）を滴下し、残った四塩化チタンを２ｍＬ
のクロロベンゼンで洗い流した。その後、内容液を４時間反応させ、薄層クロマトグラフ
ィー（ＴＬＣ）にて反応終了を確認した後、三口フラスコを開放系にした状態で数時間撹
拌することで四塩化チタンを失活させた。内容物をセライトで濾過することにより失活し
た四塩化チタンを除去し、セライトをクロロベンゼンで洗い流した後、回収した濾液から
溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキ
サン：酢酸エチル＝３：３：１の混合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを
使用した。）で精製し、溶媒を留去して目的物である３世代フェニルアゾメチンデンドロ
ン前駆体（Ｐｒｅ－Ｇ３ｏｎ）を得た。
【００４３】
・３世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ３ｏｎ）の合成
　ナスフラスコに、Ｐｒｅ－Ｇ３ｏｎ（１．２７ｇ、１．０２ｍｍｏｌ）、過マンガン酸
カリウム（０．９５ｇ、６．０ｍｍｏｌ）、及び臭化テトラｎ－ブチルアンモニウム（１
．９５ｇ、６．１ｍｍｏｌ）を秤取り、容器を水浴につけた状態でジクロロエタン（２５
ｍＬ）を加えて撹拌した。１時間後、水浴を取り除き、３日間反応させた。反応終了後、
飽和ＮａＨＳＯ３水溶液を加えて過マンガン酸カリウムを失活させ、２質量％のトリエチ
ルアミンを加えた飽和食塩水で分液を行い、臭化テトラｎ－ブチルアンモニウムを取り除
いた。分液後、有機層を硫酸ナトリウムにより乾燥した後、溶媒を留去した。その後、シ
リカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキサン：酢酸エチル
＝３：３：１の混合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを使用した。）で精
製し、溶媒を留去して目的物である３世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ３ｏｎ）を
得た。
【００４４】
・４世代フェニルアゾメチンデンドロン前駆体（Ｐｒｅ－Ｇ４ｏｎ）の合成
　１００ｍＬ三口フラスコに、Ｇ３ｏｎ（４．９０ｇ、３．９ｍｍｏｌ）、４，４’－ジ
アミノジフェニルメタン（０．３８７ｇ、１．９５ｍｍｏｌ）、及びＤＡＢＣＯ（１．３
１ｇ、１１．７ｍｍｏｌ）を秤取り、セプタムをつけて閉鎖系にし、内部を窒素置換した
。これにクロロベンゼン２０ｍＬを加え、オイルバス（１２５℃）により加熱を行いなが
ら撹拌し、原料を溶解させた。滴下ロートからクロロベンゼン（２ｍＬ）に溶解させた四
塩化チタン（０．３２ｍＬ、２．９３ｍＬ）を滴下し、残った四塩化チタンを２ｍＬのク
ロロベンゼンで洗い流した。その後、内容液を４時間反応させ、薄層クロマトグラフィー
（ＴＬＣ）にて反応終了を確認した後、三口フラスコを開放系にした状態で数時間撹拌す
ることで四塩化チタンを失活させた。内容物をセライトで濾過することにより失活した四
塩化チタンを除去し、セライトをクロロベンゼンで洗い流した後、回収した濾液から溶媒
を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキサン
：酢酸エチル＝２：２：１の混合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを使用
した。）で精製し、溶媒を留去して目的物である４世代フェニルアゾメチンデンドロン前
駆体（Ｐｒｅ－Ｇ４ｏｎ）を得た。
【００４５】
・４世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ４ｏｎ）の合成
　ナスフラスコに、Ｐｒｅ－Ｇ４ｏｎ（４．６２ｇ、３．６７ｍｍｏｌ）、過マンガン酸
カリウム（３．３３ｇ、２１ｍｍｏｌ）、及び臭化テトラｎ－ブチルアンモニウム（６．
７８ｇ、２１ｍｍｏｌ）を秤取り、容器を水浴につけた状態でジクロロエタン（２５ｍＬ
）を加えて撹拌した。１時間後、水浴を取り除き、７日間反応させた。反応終了後、飽和
ＮａＨＳＯ３水溶液を加えて過マンガン酸カリウムを失活させ、２質量％のトリエチルア
ミンを加えた飽和食塩水で分液を行い、臭化テトラｎ－ブチルアンモニウムを取り除いた
。分液後、有機層を硫酸ナトリウムにより乾燥した後、溶媒を留去した。その後、シリカ
ゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒は、クロロホルム：ヘキサン：酢酸エチル＝３
：３：１の混合溶媒にトリエチルアミンを２質量％添加したものを使用した。）で精製し
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てから溶媒を留去し、得られた固体をクロロホルム溶液（１０質量％）としてからＨＰＬ
Ｃにより精製し、溶媒を留去した。得られた固体をクロロホルム溶液（１０質量％）とし
、１０倍希釈量のエタノール存在下で再沈殿を行い、得られた固体を減圧濾過により回収
して目的物である４世代フェニルアゾメチンデンドロン（Ｇ４ｏｎ）を得た。
【００４６】
・４世代フェニルアゾメチンデンドリマー（ＤＰＡＧ４ｅｒ）の合成
　ｐ－フェニレンジアニリン（１０．２ｍｇ）、Ｇ４ｏｎ（５００ｍｇ）、及びＤＡＢＣ
Ｏ（２４５．５ｍｇ）を反応容器に秤取り、真空脱気後、容器にセプタムをつけて閉鎖系
にし、内部を窒素置換した。これにクロロベンゼン２０ｍＬを加え、オイルバス（１２５
℃）により加熱を行いながら撹拌し、原料を溶解させた。滴下ロートからクロロベンゼン
（２ｍＬ）に溶解させた四塩化チタン（０．０６ｍＬ、０．５４７ｍＬ）を滴下し、残っ
た四塩化チタンを２ｍＬのクロロベンゼンで洗い流した。その後、内容液を４時間反応さ
せ、薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）にて反応終了を確認した後、三口フラスコを開放
系にした状態で数時間撹拌することで四塩化チタンを失活させた。内容物をセライトで濾
過することにより失活した四塩化チタンを除去し、セライトをクロロベンゼンで洗い流し
た後、回収した濾液から溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒
は、クロロホルム：ヘキサン：酢酸エチル＝２：２：１の混合溶媒にトリエチルアミンを
２質量％添加したものを使用した。）で精製してから溶媒を留去し、得られた固体をクロ
ロホルム溶液（１０質量％）としてからＨＰＬＣにより精製し、溶媒を留去した。得られ
た固体をクロロホルム溶液（１０質量％）とし、１０倍希釈量のメタノール存在下で再沈
殿を行い、得られた固体を減圧濾過により回収して目的物である４世代フェニルアゾメチ
ンデンドリマー（ＤＰＡＧ４ｅｒ）を得た。この４世代フェニルアゾメチンデンドリマー
を使用して、以下の試験を行った。
【００４７】
　表１に記載した各溶媒及び各濃度にて、フェニルアゾメチンデンドリマー（ＤＰＡ４ｅ
ｒ）の溶液を調製した。これらの溶液のそれぞれについて、スピンコート法（滴下量１ｍ
Ｌ、回転数１５００ｒｐｍ）によりマイカ基板の表面に溶液を塗布し、さらに塗布された
溶液に含まれる溶媒を自然乾燥させることにより、フェニルアゾメチンデンドリマーの粒
子を基板の表面一面に分散させることに成功した。得られたマイカ基板の表面をＡＦＭ（
原子間力顕微鏡；セイコーインスツルメンツ株式会社製、型番ＳＰＡ４００）にて観察し
、形成されたフェニルアゾメチンデンドリマー粒子の平面視平均粒径及び基板からの高さ
の平均値を算出した。その結果を表１に示す。なお、「平面視平均粒径」とは、マイカ基
板を平面視した際のフェニルアゾメチンデンドリマー粒子の平均粒径を意味する。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１に示すように、溶液中のフェニルアゾメチンデンドリマーの濃度が５μｍｏｌ／Ｌ
以下である本発明の製造方法によれば、基板の表面に形成されたフェニルアゾメチンデン
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ドリマー粒子の平面視平均粒径が６０ｎｍ未満となり、高度に分散された粒子を基板の表
面に形成できることがわかる。特に、これらの粒子の平均高さは４ｎｍ程度以下であり、
高さ方向については、ほぼ単分子～数分子で形成されていることがわかる。
【００５０】
　また、実施例２及び６、並びに実施例４及び７を比較すると、溶液中のフェニルアゾメ
チンデンドリマーの濃度が同じである場合、溶媒の蒸気圧が高いほど平均粒子径が小さく
なることが理解される。このような観点で各実施例を参照すると、溶媒の２５℃における
蒸気圧が概ね１８０ｍｍＨｇ以上であれば、フェニルアゾメチンデンドリマー粒子のより
高い分散を実現することができ、好ましいと理解できる。
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