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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも２種類の化学組成の異なるナノ粒子を別個に製造し，
これらの少なくとも２種類のナノ粒子に，ＤＮＡの４塩基のうちの互いに結合する２つ
を結合剤としてそれぞれ別個に化学結合により吸着させ，その後これらの少なくとも２種
類のナノ粒子を溶媒内において混合することにより，上記結合剤により少なくとも上記２
種類のナノ粒子を選択的に引き合わせて集積化しかつ結合させる，
ナノ粒子の集積結合体の製造方法。
【請求項２】
少なくとも２種類の化学組成の異なるナノ粒子に，ＤＮＡの４塩基のうちの互いに結合
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する２つを結合剤としてそれぞれ別個に化学結合により吸着させ，
その後これらの少なくとも２種類のナノ粒子を溶媒内において混合することにより，上
記結合剤により少なくとも上記２種類のナノ粒子を選択的に引き合わせて集積化しかつ結
合させる，
ナノ粒子の集積結合体の製造方法。
【請求項３】
上記結合剤をナノ粒子に化学結合により吸着させる工程の前に，溶媒内におけるナノ粒
子の分散と，対応する上記結合剤の化学結合による吸着とを促進させる分散／架橋剤を加
える，請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
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少なくとも２種類の化学組成の異なるナノ粒子の表面にそれぞれ，ＤＮＡの４塩基のう
ちの互いに結合する２つが結合剤として化学結合により吸着し，これらの結合剤による選
択的結合によって少なくとも２種類のナノ粒子が集積化されかつ結合している，ナノ粒子
の集積結合体。
【請求項５】
ナノ粒子が分散／架橋剤によって表面修飾され，上記分散／架橋剤によって結合剤がナ
ノ粒子に化学結合により吸着している，請求項４に記載の集積結合体。
【請求項６】
上記ナノ粒子がナノキューブ粒子である，請求項４に記載の集積結合体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
この発明はナノ粒子の集積結合体およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ナノ粒子は誘電体材料，磁性材料，圧電材料，金属材料，半導体材料，有機材料等とし
て飛躍的にすぐれた特性を実現できる可能性があると考えられている。これらの材料を実
現するためには，ナノ粒子を集積化することが必要である。特に化学組成の異なる２種類
またはそれ以上の種類のナノ粒子を集積化することにより予期せぬ特性が得られることが
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期待されている。
２種類の異種ナノ粒子からなる構造体の作製に関する次のような報告がある。
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Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ．１２７，ｐ．

８７４１−８７４７（２００５）
これらの論文では，粒子径が数ｎｍの金属粒子（Ａｕ，Ａｇ，Ｐｄ）と，それとは異な
る大きさの半導体（ＰｂＳｅ）または金属酸化物（Ｆｅ２Ｏ３）の混合超微粒子サスペン
ションを用いて，異種球状粒子からなるナノ粒子構造体を作製することが報告されている
。ここでは，一種類の球形状ナノ粒子の配列の間に生じる隙間内に他の種類の球形状ナノ
粒子を挿入する構造が開示されている。
これらの報告による異種ナノ粒子構造体では，ナノ粒子の形状が球形状に限られること
，一種類の隣接するナノ粒子の間隙に他の種類のナノ粒子を収めるために２種類の球状ナ
ノ粒子の粒子径の比が限られていること，異種ナノ粒子間には結合力が働かないか，また
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は働いているとしても弱いファンデルワールス力程度であるという問題がある。
上記と同様な報告は次の文献にも記載されている。
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【発明の開示】
【０００３】
この発明は少なくとも２種類のナノ粒子の構造体において，用いるナノ粒子の形状が球
形状に限られず，最も望ましくは立方体形状のナノ粒子を使用することができるようにす
ることを目的とする。
この発明はまた，少なくとも２種類のナノ粒子の構造体において，ナノ粒子の大きさが
特定の比率に限られず，最も望ましくは同じ大きさの異種のナノ粒子を配列できるように
することを目的とする。
この発明はさらに，少なくとも２種類のナノ粒子の構造体において，異種のナノ粒子間
の結合力を高めることができるようにすることを目的とする。
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この発明によるナノ粒子の集積結合体の製造方法は，少なくとも２種類の化学組成の異
なるナノ粒子に，選択的結合性に優れた少なくとも２種類の結合剤をそれぞれ別個に化学
結合により吸着させ（化学的に吸着させ）（水素結合をはじめとして共有結合，配位結合
，イオン結合，金属結合，分子間結合等による吸着を含む），その後これらの少なくとも
２種類のナノ粒子を溶媒内において混合することにより，上記結合剤により少なくとも上
記２種類のナノ粒子を選択的に引き合わせて集積化しかつ結合させるものである。
少なくとも２種類の化学組成の異なるナノ粒子は既に存在するものを用いることもでき
るし，これらを別個に製造してもよい。
ナノ粒子には，酸化物ナノ粒子（セラミックス），金属ナノ粒子，半導体ナノ粒子，ポ
リマー・ナノ粒子等が含まれる。集積結合体にはこれらの中から異なる２種類以上のナノ
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粒子を選んで組み合わせればよい。
ナノ粒子は最も好ましくは立方体形状ナノ粒子（ナノキューブ粒子）であるが，直方体
，立方体や直方体に近い（類似の）形状，その他の形状のものでもよい。ナノ粒子の大き
さは，一辺（最も長い辺）の長さまたは径が概略１００ナノメートル以下であることが望
ましいが，これよりも大きくてもよい。
集積結合体は多数のナノ粒子が二次元的に配列（集積）されかつ相互に結合しているも
の，および多数のナノ粒子が三次元的に配列（集積）され相互に結合しているものを含む
。
集積結合体は望ましくは２種類以上のナノ粒子が周期性をもって配列している。特にナ
ノ粒子が立方体形状の場合には集積結合体は強い周期性を持つ。２種類のナノ粒子の集積
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結合体の場合に，周期性は２種類のナノ粒子が１個ずつ交互に配列されていることのみな
らず，同じ種類の２個以上のナノ粒子が連続して並び，その隣りに他の種類のナノ粒子が
存在するような形態でもよい。２種類以上のナノ粒子の大きさは揃っている（たとえば理
想的にはばらつきが５％以内）ことが好ましいが，立方体，直方体形状のような場合には
，一のナノ粒子の一辺の長さが他のナノ粒子の一辺の長さの整数倍（または整数分の一）
であってもよい。この場合に，ナノ粒子の大きさ（一辺の長さ）のばらつきは，ナノ粒子
の結合の強さの許容度に応じて許容されよう。
選択的結合性に優れた結合剤（選択的結合剤）には，分子認識性をもつ物質，たとえば
ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）の４つの塩基（アデニン（Ａ），チミン（Ｔ），グアニン（
Ｇ），シトシン（Ｃ））や，アミノ基誘導体とハロゲン誘導体等が含まれる。
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溶媒は好ましくは有機溶媒であるが，ナノ粒子や結合剤の種類によっては水または水溶
液でもよい。
この発明によると，少なくとも２種類のナノ粒子に，それぞれ別個の結合剤を化学結合
により吸着（化学的に吸着）させている。そして，これらの結合剤が選択的結合性を有す
ることを利用して選択的に引き合わせてナノ粒子を集積化しかつ結合させている。
選択的結合性に優れた結合剤（選択的結合剤）が特定の結合剤と選択的に結合すること
を利用して異種のナノ粒子を結合させているから，ナノ粒子の形状が特に限定されなけれ
ばならないということはない。もっとも異種のナノ粒子が集積化しやすい形状，特に立方
体，直方体，これに類する形状が好ましい。また，異種のナノ粒子の大きさやその比も特
に限定されなければならないということはない。もちろん，異種のナノ粒子が集積化しや
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すい大きさ，たとえば同程度の大きさ，整数倍（整数分の一）の大きさであることが好ま
しい。異種のナノ粒子の結合力は結合剤の結合力に依存するから，結合力の強い結合剤（
たとえば水素結合する結合剤）を用いることにより強い力による結合を実現することがで
きる。
結合剤が直接的にナノ粒子に化学結合により吸着（化学的吸着）されない場合には，分
散／架橋剤を用いるとよい。すなわち，上記結合剤をナノ粒子に化学結合により吸着させ
る工程の前に，溶媒内に分散／架橋剤を加え，溶媒内におけるナノ粒子の分散と，対応す
る上記結合剤の化学結合による吸着とを促進させる。
分散／架橋剤は，分散剤，結合補助剤，表面修飾剤，接合剤などとも呼ばれ，集積化の
前にナノ粒子を溶媒中でばらばらに分散させるとともに，結合剤をナノ粒子に化学結合に
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より吸着させる働きをするもので，溶媒，ナノ粒子，結合剤の種類に応じて選択すればよ
い。一例を挙げれば分散／架橋剤にはトリオクチルホスフィン・オキサイド（Ｔｒｉｏｃ
ｔｙｌｐｈ

ｏｓｐｈｉｎｅ

ｏｘｉｄｅ）（ＴＯＰＯ），アルキルリン酸誘導体等があ

る。
ナノ粒子の表面を分散／架橋剤で修飾するので，同じ種類のナノ類が凝集せずに分散し
，かつ結合剤がナノ粒子に化学結合により吸着しやすくなる。
この発明はさらにナノ粒子の集積結合体を提供している。この発明によるナノ粒子の集
積結合体は，少なくとも２種類の化学組成の異なるナノ粒子の表面にそれぞれ，選択的結
合性に優れた少なくとも２種類の対応する結合剤が化学結合により吸着し，これらの結合
剤による選択的結合によって少なくとも２種類のナノ粒子が集積化されかつ結合している
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ものである。
一実施態様では，上記集積結合体は，ナノ粒子が分散／架橋剤によって表面修飾され，
上記分散／架橋剤によって結合剤がナノ粒子に化学結合により吸着している。
この発明によるナノ粒子の集積結合体およびその製造方法の好ましい実施態様において
は，ナノ粒子が異なる２種類の酸化物ナノ粒子，より好ましくは酸化物ナノキューブ粒子
（たとえば後述するＢＴナノキューブ，ＳＴナノキューブ）である。
酸化物ナノ粒子はたとえばソルボサーマル法を使用して製造することができるが，高温
高圧の溶媒を用いると立方体形状またはそれに近い形状のナノ粒子（これらを，ナノキュ
ーブ粒子または単にナノキューブという）を得ることができる。
結合剤としては分子認識性をもつＤＮＡの塩基のうちの２つを用いる。アデニン（Ａ）
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とチミン（Ｔ）の対は水素結合により結合する。しかしアデニン同志，チミン同志では結
合は起こらない。同じようにグアニン（Ｇ）とシトシン（Ｃ）の対も水素結合により結合
する。
一方の種類のナノキューブ粒子（たとえばＢＴナノキューブ）の溶液に分散／架橋剤（
たとえば上述のＴＯＰＯ）を加えてナノキューブ粒子の表面を分散／架橋剤により修飾す
る。この溶液にアデニン（Ａ）を加えてナノキューブ粒子にアデニン（Ａ）を化学結合に
より吸着させる。他方の種類のナノキューブ粒子（たとえばＳＴナノキューブ）の溶液に
も分散／架橋剤（例としてＴＯＰＯ）を加えてナノキューブ粒子の表面を分散／架橋剤に
より修飾し，さらにチミン（Ｔ）を加えてナノキューブ粒子にチミン（Ｔ）を化学結合に
より吸着させる。これらの溶液の溶媒としては，有機溶媒が好ましく，たとえばヘキサン
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を用いる。
これらのアデニン（Ａ），チミン（Ｔ）が吸着した（アデニン（Ａ），チミン（Ｔ）に
よって表面修飾された）２種類のナノキューブ粒子の溶液を混合すると，アデニン（Ａ）
とチミン（Ｔ）が結合することにより，異種のナノキューブ粒子が規則性をもって三次元
的に集積しかつ結合する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
第１図はＢＴナノキューブとＳＴナノキューブが集積結合した様子を示す透過形電子顕
微鏡写真である。
第２図は第１図の写真にＢＴ，ＳＴの符号を付けて分りやすくした写真である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
１．ナノ粒子の製造
酸化物ナノ粒子，特に立方体形状のナノ粒子（ナノキューブ粒子）の代表として，セラ
ミック材料であるチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）ナノキューブ粒子（以下，単に「Ｂ
Ｔナノキューブ」という）と，チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）ナノキューブ粒
子（以下，単に「ＳＴナノキューブ」という）の製造（合成）方法について述べる。ここ
ではソルボサーマル法を用いる。
（１）ＢＴナノキューブ
バリウム源として水酸化バリウム無水和物（Ｂａ（ＯＨ）２）を，チタン源として酸化
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チタン（ＴｉＯ２）を使用し，それぞれを適切な溶媒（たとえば，Ｂａ（ＯＨ）２につい
てはエタノール（Ｃ２Ｈ５ＯＨ），ＴｉＯ２については２−メトキシエタノール（ＣＨ３
ＯＣ２Ｈ４ＯＨ））に溶かした上で混合し，高温で撹拌しながら反応させる。反応温度は
２００℃〜２６０℃，反応時間は０．５時間〜５０時間程度である。Ｂａ／Ｔｉ仕込み比
は０．５〜５０．０程度，Ｔｉ濃度０．００２ｍｏｌ／ｌ〜１．０ｍｏｌ／ｌがよい。最
も好ましくは，反応温度２４０℃，Ｂａ／Ｔｉ仕込み比１．１，Ｔｉ濃度０．０４ｍｏｌ
／ｌである。
上記の反応物を遠心分離機で沈殿物と濾液に分け，沈殿物を乾燥機で乾燥させる（たと
えば５０℃で２４時間乾燥）。これにより一辺が５〜５０ナノメートル程度のＢＴナノキ
20

ューブが得られる。
（２）ＳＴナノキューブ
ストロンチウム源として水酸化ストロンチウム（Ｓｒ（ＯＨ）２）を，チタン源として
酸化チタン（ＴｉＯ２）を使用し，それぞれを適切な溶媒（たとえば，Ｓｒ（ＯＨ）２に
ついてはエタノール（Ｃ２Ｈ５ＯＨ），ＴｉＯ２については２−メトキシエタノール（Ｃ
Ｈ３ＯＣ２Ｈ４ＯＨ））に溶かした上で混合し，高温で撹拌しながら反応させる。反応温
度は２００℃〜２６０℃，反応時間は０．５時間〜５０時間程度である。Ｓｒ／Ｔｉ仕込
み比は０．５〜５０．０程度，Ｓｒ濃度０．００２ｍｏｌ／ｌ〜１．０ｍｏｌ／ｌがよい
。最も好ましくは，反応温度２６０℃，Ｓｒ／Ｔｉ仕込み比１．５，Ｓｒ濃度０．０４ｍ
ｏｌ／ｌである。
上記の反応物を遠心分離機で沈殿物と濾液に分け，沈殿物を乾燥機で乾燥させる（たと
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えば５０℃で２４時間乾燥）。これにより一辺が５〜５０ナノメートル程度のＳＴナノキ
ューブが得られる。
２．ナノキューブの集積化と結合
ナノキューブの集積化と結合は，２種類のＢＴナノキューブとＳＴナノキューブの表面
に分子認識の性質をもつ結合剤（ＤＮＡの塩基であるアデニン（Ａ）とチミン（Ｔ）また
はグアニン（Ｇ）とシトシン（Ｃ））をそれぞれ化学結合により吸着させ，溶媒中におい
てこれらの結合剤により種類の異なるナノキューブ同志を引き合わせることにより実現で
きる。ＢＴナノキューブとＳＴナノキューブはそれぞれ凝集しているので，集積化の前に
粒子同志をばらばらに分散させる必要がある。分散剤（結合剤のナノキューブへの化学結
合による吸着を促進させる作用もあるので，分散／架橋剤という）としてはＴＯＰＯ（Ｔ
ｒｉｏｃｔｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ
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ｏｘｉｄｅ）を用いる。また，ＤＮＡがＯＨ基を引

き寄せやすいこと，ＴＯＰＯにおいてＴＯＰＯ修飾した微粒子が非極性溶媒中で強い分散
性を示すことから，溶媒としてヘキサンを用いる。
ＴＯＰＯが分散機能を果たすかどうかをみるために，ナノキューブとしてＢＴナノキュ
ーブを用いて次の方法により実験した。
初めにヘキサン２０ｍｌが入ったバイアル瓶にＢａＴｉＯ３０．０３ｇを加え３分間超
音波分散させる。その後１分静置させた後，分散剤となるＴＯＰＯを加えさらに３分間超
音波分散させ１分間静置，最後に３分間超音波分散を行う。静置の時間を入れているのは
超音波分散による温度上昇を防ぐためである。分散しているかどうかについては，２４時
間静置後の外観とチンダル現象の有無により判断した。
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ＴＯＰＯは融点が約５０℃であるから，室温および６０℃においてそれぞれＢＴナノキ
ューブの溶液に対して１，２，４，６ｍｏｌ倍のＴＯＰＯを加える実験を行った。さらに
７０℃においても６，３０，６０ｍｏｌ倍のＴＯＰＯを加える実験を行った。
室温においては，６ｍｏｌ倍のものは操作直後からは若干変化し，２４時間静置後も白
濁していた。６ｍｏｌ倍のものはＴＯＰＯ無しのものと比べても違いが分かり，レーザー
光を当てると４ｍｏｌ倍，６ｍｏｌ倍のものではっきりとチンダル現象を見ることができ
た。６０℃においては，室温の場合と同様，６ｍｏｌ倍のものはＴＯＰＯ無しのものと比
べて外観の違いが分かり，２ｍｏｌ倍，４ｍｏｌ倍，６ｍｏｌ倍のものでチンダル現象が
観察できた。７０℃におけるものは，２４時間静置後においても外観はどれも白濁してお
り，３０ｍｏｌ倍のものは操作直後と比べてほとんど変化がなかった。レーザー光を当て
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ると，すべてのものにおいてチンダル現象が観察できた。これらの結果からＴＯＰＯは分
散剤として使用できることが分かった。
ＢＴ，ＳＴナノキューブの集積化と結合のために，分散／架橋剤としてＴＯＰＯを，選
択的結合剤としてＤＮＡ塩基のアデニン（Ａ）とチミン（Ｔ）を用いた。
初めにＢＴナノキューブ，ＳＴナノキューブをヘキサン溶媒内で分散させるため（凝集
をとくために），７０℃において３０ｍｏｌ倍のＴＯＰＯを加えて上記と同様の操作を行
った。最後の３分間の超音波分散終了後，ＢＴナノキューブ溶液に１０ｍｏｌ倍のアデニ
ン（Ａ）を，ＳＴナノキューブ溶液に１０ｍｏｌ倍のチミン（Ｔ）を加え，３分超音波分
散，１分静置の操作を２回繰り返し，その後２４時間静置した。その後，それぞれの上澄
み溶液を５ｍｌはかり取り両者を同じバイアル瓶に入れ，更に３分間超音波分散，１分静
置の操作を２回繰り返した。集積化しているかどうかは透過形電子顕微鏡（ＴＥＭ）によ
り観察し，確認した。
ＢＴ，ＳＴナノキューブ同志の規則的な結合を確認する事ができた。そのＴＥＭ像を第
１図に示す。第２図は第１図の写真におけるＢＴとＳＴを分りやすく明示したものである
。規則性をもって集積結合していることが分る。
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【図２】
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