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(57)【要約】
【課題】新規なナノ粒子の製造方法、及びそれにより得
られるシリカナノ粒子を提供すること。
【解決手段】本発明のシリカナノ粒子の製造方法は、シ
リカ粒子、水、及び下記一般式（１）で表す、アミノ基
を有する鎖状基を備えた金属アルコキシド化合物を混合
して反応混合物を調製する調製工程と、上記反応混合物
を７５℃以上に加熱することにより上記シリカ粒子を小
粒径化させる反応工程と、を備えることを特徴とする。
下記一般式（１）中、ＭはＳｉ、Ａｌ、Ｚｒ及びＴｉか
らなる群より選択される金属元素であり、各Ｒ１はそれ
ぞれ独立に炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２は分
枝を有してもよい二価の鎖状基であり、Ｒ３はそれぞれ
独立に水素原子又は有機基であり、ｍはＭの価数であり
、ｎは１〜（ｍ−１）の整数である。

【選択図】図１

(2)

JP 2018‑2569 A 2018.1.11

【特許請求の範囲】
【請求項１】
シリカ粒子、水、及び下記一般式（１）で表す、アミノ基を有する鎖状基を備えた金属
アルコキシド化合物を混合して反応混合物を調製する調製工程と、
前記反応混合物を７５℃以上に加熱することにより前記シリカ粒子を小粒径化させる反
応工程と、を備えることを特徴とする、シリカナノ粒子の製造方法。
【化１】
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（上記一般式（１）中、ＭはＳｉ、Ａｌ、Ｚｒ及びＴｉからなる群より選択される金属元
素であり、各Ｒ１はそれぞれ独立に炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２は分枝を有し
てもよい二価の鎖状基であり、Ｒ３はそれぞれ独立に水素原子又は有機基であり、ｍはＭ
の価数であり、ｎは１〜（ｍ−１）の整数である。）
【請求項２】
前記金属アルコキシド化合物が、アルコキシシラン化合物である、請求項１記載のシリ
カナノ粒子の製造方法。
【請求項３】
前記アルコキシシラン化合物が３−アミノプロピルトリアルコキシシランである請求項
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２記載のシリカナノ粒子の製造方法。
【請求項４】
前記反応工程における加熱温度が８０〜１００℃である、請求項３記載のシリカナノ粒
子の製造方法。
【請求項５】
前記アルコキシシラン化合物が３−アミノプロピルトリアルコキシシランであり、前記
シリカ粒子の質量０．１５ｇに対して、３−アミノプロピルトリメトキシシランが１ｍＬ
以上となる割合で用いることを特徴とする、請求項３又は４記載のシリカナノ粒子の製造
方法。
【請求項６】
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前記反応工程を経た反応混合物を凍結乾燥させて固体のシリカナノ粒子を生成させる凍
結乾燥工程をさらに備える、請求項１〜５のいずれか１項記載のシリカナノ粒子の製造方
法。
【請求項７】
径が１０ｎｍ以下であり、その表面が、アミノ基を有する化合物で修飾され、紫外線に
より励起されることで可視光領域の蛍光を示すことを特徴とするシリカナノ粒子。
【請求項８】
前記化合物がアルキルアミノ基を備えたシランカップリング剤の縮合物である請求項７
又は８記載のシリカナノ粒子。
【請求項９】
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前記シランカップリング剤が３−アミノプロピルトリアルコキシシランである請求項６
７又は８のいずれか１項記載のシリカナノ粒子。
【請求項１０】
請求項７〜９のいずれか１項記載のシリカナノ粒子からなる蛍光発光剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シリカナノ粒子の製造方法、シリカナノ粒子、及びそれを用いた蛍光発光剤
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
近年、ナノメートルサイズの微小な粒子であるナノ粒子が盛んに研究されている。ナノ
粒子はバルク物質とは異なる特異な性質を示し、特に半導体特性を示す物質を直径２〜１
０ｎｍ程度にナノ粒子化した材料は量子ドットとして振る舞うことが知られている。こう
した半導体のナノ粒子は粒子径に応じてバンドギャップを制御できることから、様々な波
長の蛍光を発する材料として知られており、例えば特許文献１には、セレン化カドミウム
（ＣｄＳｅ）のような半導体をコアとし、硫化亜鉛（ＺｎＳ）等で被覆したコアシェル構
造のナノ粒子の表面をさらに親水化することで親水性量子ドットを作製し、これに各種の
置換基を結合させることで、細胞等の標識化やイメージング用途に用いることのできる蛍
光プローブが提案されている。こうした用途以外にも、量子ドットとなるナノ粒子は、上
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記のようにその粒子径をコントロールすることで所望の発光波長の蛍光を発生させること
ができ、かつ、これまでの有機色素や蛍光性タンパク等の蛍光材料と違って発光体として
の寿命が長いので、次世代の発光材料、光学材料、エネルギー変換材料としての用途も期
待できる。
【０００３】
また、ナノ粒子の微細な形状に注目して、これを基材の表面処理におけるコーティング
材料として用いる研究も行われている。このような用途の一例として特許文献２には、表
面修飾されたシリカナノ粒子を硬化性樹脂組成物に加えてこれを硬化させることにより、
破壊靱性や弾性率等といった機械的特性を強化した樹脂硬化物を得ることが提案されてい
る。

20

【０００４】
現在行われているナノ粒子の製造法は、大きく分けて二種類あり、バルク物質を機械的
に粉砕して微粒子とするトップダウン法（ブレイクダウン法）と、金属源となる反応性の
化合物を気相、液相又は固相で反応させてナノ粒子に成長させるビルドアップ法が挙げら
れる。しかしながら、前者は、サブミクロンオーダー程度の粒子を得るのが限度であり、
数ｎｍ〜数十ｎｍといったナノサイズの粒子を製造するのには向いていない。また、後者
は、粒子サイズの制御に優れる気相法では大量合成に向かないし、大量合成に向いている
液相法では粒子サイズの制御に工夫やノウハウが必要になるなど、一長一短があるのが現
状である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】２０１３−０３２２９１号公報
【特許文献２】２０１１−５２５２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、新規なナノ粒子の製造方法、及び
それにより得られるシリカナノ粒子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明者は、上記の課題を解決することを目的に鋭意検討を重ねた結果、粉末や顆粒状
といった通常のシリカ粒子と、水と、アミノ基を有する鎖状基を備えた金属アルコキシド
化合物とを混合して反応混合物を調製し、この反応混合物を７５℃以上で一定時間加熱す
ることにより、意外にも、上記のシリカ粒子が直径１０ｎｍ以下のナノ粒子に変換される
ことを見出した。さらに意外なことに、得られたナノ粒子に紫外線を照射すると蛍光を発
することも見出した。本発明は、以上の知見により完成されたものであり、以下のような
ものを提供する。
【０００８】
本発明は、シリカ粒子、水、及び下記一般式（１）で表す、アミノ基を有する鎖状基を
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備えた金属アルコキシド化合物を混合して反応混合物を調製する調製工程と、上記反応混
合物を７５℃以上に加熱することにより上記シリカ粒子を小粒径化させる反応工程と、を
備えることを特徴とする、シリカナノ粒子の製造方法である。
【化１】

（上記一般式（１）中、ＭはＳｉ、Ａｌ、Ｚｒ及びＴｉからなる群より選択される金属元
素であり、各Ｒ１はそれぞれ独立に炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２は分枝を有し
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３

てもよい二価の鎖状基であり、Ｒ

はそれぞれ独立に水素原子又は有機基であり、ｍはＭ

の価数であり、ｎは１〜（ｍ−１）の整数である。）
【０００９】
上記金属アルコキシド化合物は、アルコキシシラン化合物であることが好ましい。
【００１０】
上記アルコキシシラン化合物は、３−アミノプロピルトリアルコキシシランであること
が好ましい。
【００１１】
上記反応工程における加熱温度は、８０〜１００℃であることが好ましい。
【００１２】
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上記アルコキシシラン化合物が３−アミノプロピルトリメトキシシランであり、上記シ
リカ粒子の質量０．１５ｇに対して、３−アミノプロピルトリメトキシシランが１ｍＬ以
上となる割合で用いることが好ましい。
【００１３】
上記反応工程を経た反応混合物を凍結乾燥させて固体のシリカナノ粒子を生成させる凍
結乾燥工程をさらに備えてもよい。
【００１４】
また本発明は、径が１０ｎｍ以下であり、その表面が、アミノ基を有する化合物で修飾
され、紫外線により励起されることで可視光領域の蛍光を示すことを特徴とするシリカナ
ノ粒子でもある。
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【００１５】
上記化合物は、アルキルアミノ基を備えたシランカップリング剤の縮合物であることが
好ましい。
【００１６】
上記シランカップリング剤は、３−アミノプロピルトリアルコキシシランであることが
好ましい。
【００１７】
また本発明は、上記シリカナノ粒子からなる蛍光発光剤でもある。
【発明の効果】
【００１８】
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本発明によれば、新規なナノ粒子の製造方法、及びそれにより得られるシリカナノ粒子
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施例１で得たゾル溶液のトンネル電子顕微鏡による観察画像である。
【図２】図２は、実施例１で得たゾル溶液のＮＭＲチャートであり、図２（ａ）は、実施
例１で得たゾル溶液の重水中における１３Ｃ−ＮＭＲチャートであり、図２（ｂ）は、実
施例１で得たゾル溶液の重水中における２９Ｓｉ−ＮＭＲチャートである。
【図３】図３は、実施例１で得たゾル溶液の励起スペクトル及び蛍光スペクトルのチャー
トである。このチャートにおいて、励起波長を２５０、３２０、３５０ｎｍに設定した際
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に、発光強度が順次増大する傾向が示されている。
【図４】図４は、実施例４で得た固体の励起スペクトル及び蛍光スペクトルのチャートで
ある。このチャートにおいて、励起波長を２７０、３２０、３５２ｎｍに設定した際に、
発光強度が順次増大する傾向が示されている。
【図５】図５は、実施例４で得た固体についてのＦＴ−ＩＲスペクトルとＴＧ−ＤＴＡ測
定の結果であり、図５（ａ）は、実施例４の固体についてのＦＴ−ＩＲスペクトルを示す
チャートであり、図５（ｂ）は、実施例４の固体についてのＴＧ−ＤＴＡのチャートであ
る。
【図６】図６は、実施例４で得た固体のＮＭＲチャートであり、図６（ａ）は、実施例４
で得た固体の固体１３Ｃ−ＮＭＲチャートであり、図６（ｂ）は、実施例４で得た固体の
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固体２９Ｓｉ−ＮＭＲチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明に係るシリカナノ粒子の製造方法の一実施態様、並びにシリカナノ粒子及
び蛍光発光剤の一実施形態について説明する。なお、本発明は、以下の実施態様及び実施
形態に限定されるものではなく、本発明の範囲において適宜変更を加えて実施することが
できる。
【００２１】
＜シリカナノ粒子の製造方法＞
通常、石英、シリカゲル、珪石、珪砂等といったシリカを化学的処理により珪素材料と
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して利用しようとすると、フッ化水素酸を用いてヘキサフルオロケイ酸塩に転換したり、
水酸化ナトリウム等の強アルカリ水溶液を用いて珪酸塩に転換したりして珪素含有水溶液
とするのが一般的である。当然、これらの方法では、シリカのナノ粒子を作製することは
できない。シリカ粉体等のシリカ粒子からナノ粒子を作製するには、機械的粉砕法による
ことが一般的である。本発明者らは、機械的粉砕とは全く異なる、「液体ハンマー」法で
の粉砕の可能性を探った。そして、この方法で用いる「液体ハンマー」として、アミノ基
を有する鎖状基を備えた金属アルコキシド化合物の水溶液を用いて加熱処理を行ったとこ
ろ、意外にも、投入したシリカ粒子が水溶液中から消失し、直径５〜１０ｎｍ程度のシリ
カナノ粒子を含んだゾルが得られることを見出した。すなわち、原料であるシリカ粒子は
、上記のフッ化水素酸や強アルカリ水溶液を用いた場合のように完全に溶解されるのでは
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なく、「液体ハンマー」の化学的な解砕を伴うトップダウン法によりシリカナノ粒子に転
換されたことになる。本発明に係るシリカナノ粒子の製造方法はこのような知見により完
成されたものである。
【００２２】
本発明に係るシリカナノ粒子の製造方法は、シリカ粒子、水、及び上記一般式（１）で
表す、アミノ基を有する鎖状基を備えた金属アルコキシド化合物を混合して反応混合物を
調製する調製工程と、上記反応混合物を７５℃以上に加熱することにより上記シリカ粒子
を小粒径化させる反応工程と、を備える。以下、本発明に係るシリカナノ粒子の製造方法
が備える各工程について説明する。
【００２３】

40

［調製工程］
調製工程では、シリカ粒子、水、及び上記一般式（１）で表す、アミノ基を有する鎖状
基を備えた金属アルコキシド化合物を混合して反応混合物を調製する。
【００２４】
シリカ粒子は、本発明の製造方法におけるシリカナノ粒子の原料であり、シリカ（すな
わち二酸化珪素）を含む粉末状、顆粒状又は粒状の物質である。このような物質としては
、シリカゲル、アモルファスシリカ、珪石、珪砂等が挙げられる。シリカ粒子の大きさは
特に限定されず、サブミクロンオーダーからミリメートルオーダー程度までのものを挙げ
ることができる。ミリメートルオーダー以上の粒子を用いることもできるが、表面積を大
きくして実用的な反応速度を得るために、予めミリメートルオーダー以下程度になるまで
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粉砕しておくことが好ましい。
【００２５】
本発明の製造方法は水溶液中で実施される。このため、シリカ粒子は、反応溶媒となる
水の中へ添加される。水としては、水道水、井戸水、イオン交換水、蒸留水等が挙げられ
る。後述する反応工程にて、反応溶液である水を加熱する必要があるので、シリカ粒子及
び水を収容する反応容器には、冷却管等、適切な還流装置が設置されることが好ましい。
【００２６】
アミノ基を有する鎖状基を備えた金属アルコキシド化合物（以下、金属アルコキシド化
合物とも呼ぶ。）は、下記一般式（１）で表される。
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【００２７】
【化２】

【００２８】
上記一般式（１）中、ＭはＳｉ、Ａｌ、Ｚｒ及びＴｉからなる群より選択される金属元
素であり、これらの中でもＳｉが好ましく例示される。Ｒ１は、炭素数５以下のアルキル
基であり、これらの中でもメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基
、イソブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基が好ましく例示され
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１

、メチル基、エチル基がより好ましく例示される。なお、Ｒ

が複数存在する場合、各Ｒ

１

はそれぞれ独立に選択される。

【００２９】
上記一般式（１）中、Ｒ２は、金属元素であるＭとアミノ基とを結合するためのリンカ
ーであり、分枝を有してもよい二価の鎖状基である。このような鎖状基としては、鎖中に
酸素原子、窒素原子、硫黄原子等のヘテロ原子（すなわち、炭素でない原子）を有しても
よい炭素数８以下のアルキル基が好ましく例示され、炭素数５以下のアルキル基がより好
ましく例示され、炭素数３程度のアルキル基がさらに好ましく例示される。なお、Ｒ２が
複数存在する場合、各Ｒ２はそれぞれ独立して選択される。
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【００３０】
３

上記一般式（１）中、Ｒ

３

は、水素原子又は有機基である。各Ｒ

３

択される。Ｒ

はそれぞれ独立に選

３

が２つ結合する窒素原子は、これら２つのＲ
３

ば１級アミンとなり、１つのＲ

がいずれも水素原子であれ

が水素原子で１つのＲ

３

が有機基であれば２級アミンと

なり、２つのＲ３がいずれも有機基であれば３級アミンとなる。Ｒ３が有機基である場合
、有機基としては、炭素数１〜８の分枝を有してもよいアルキル基、中でも、メチル基、
エチル基、プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、ヘキシル基等が好ましく挙げら
れる。なお、上記炭素数１〜８の分枝を有してもよいアルキル基の鎖中には炭素以外の原
子、すなわち酸素、硫黄、窒素等のヘテロ原子が含まれてもよい。また、このような有機
基が一般式（１）中に複数存在する場合、それぞれの有機基は互いに独立して選択される
40

。
【００３１】
金属元素であるＭは、少なくとも１つの（Ｒ１Ｏ）基を有することを条件に、その価数
に応じて上記の鎖状基（Ｒ２−ＮＲ３２）を１又は複数有することができる。このとき、
Ｍに結合する（Ｒ１Ｏ）基の数と、Ｍに結合する鎖状基（Ｒ２−ＮＲ３２）の数との合計
が金属元素であるＭの価数となる。このような観点から、上記一般式（１）中、ｍはＭの
価数であり、ｎは１〜（ｍ−１）の整数となる。
【００３２】
上記一般式（１）で表す化合物は、金属元素ＭがＳｉであるアルコキシシラン化合物で
あることが好ましい。そして、このような化合物の中でも、下記一般式（２）で表す３−
アミノプロピルトリアルコキシシランが好ましく例示され、中でも３−アミノプロピルト
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リメチルシランがより好ましく例示される。
【００３３】
【化３】

（上記一般式（２）中、各Ｒ１はそれぞれ独立に炭素数５以下のアルキル基である。）

10

【００３４】
金属アルコキシド化合物の添加量は、例えば上記の３−アミノプロピルトリメチルシラ
ンを金属アルコキシド化合物として用いる場合には、シリカ粒子０．１５ｇに対して３−
アミノプロピルトリメチルシランが１ｍＬ以上となる割合とすることを好ましく例示でき
、１〜５ｍＬとすることをより好ましく例示でき、１〜３ｍＬとすることをさらにさらに
好ましく例示でき、２ｍＬとすることを最も好ましく例示できる。３−アミノプロピルト
リメトキシシランの添加量がシリカ粒子０．１５ｇに対して１ｍＬ以上であることにより
ナノ粒子への転換が十分に可能であるので好ましく、金属アルコキシド化合物の添加量が
シリカ粒子０．１５ｇに対して５ｍＬ以下であることにより過剰な金属アルコキシド化合
物の添加によるコストアップを抑制できるので好ましい。上記の３−アミノプロピルトリ

20

メトキシシラン以外の化合物を金属アルコキシド化合物として用いる場合には、上記の３
−アミノプロピルトリメトキシシランの場合と同じ程度のモル数となるように金属アルコ
キシド化合物の必要量を計算し、その量を添加すればよい。
【００３５】
反応溶媒となる水の添加量としては、シリカ粒子０．１ｇに対して５〜３０ｍＬ程度を
好ましく例示できるが、上記の各材料を添加した後に適度な撹拌を行える量であれば特に
限定されない。
【００３６】
以上の各原料を混合して反応混合物が調製される。反応混合物の調製に際しては、反応
容器に水を加え、その水の中へシリカ粒子と金属アルコキシド化合物を加えて撹拌すれば

30

よい。本工程で調製された反応混合物は、次の工程である反応工程に付される。
【００３７】
［反応工程］
反応工程では、調製工程で調製された反応混合物を７５℃以上に加熱することによりシ
リカ粒子を小粒径化させる工程である。本工程を経ることにより、シリカ粒子がナノ粒子
まで解砕され、このナノ粒子が反応溶液中に安定分散したゾルが生成する。シリカ粒子が
ナノ粒子まで解砕され、さらにこれが安定分散してゾルを生成させる理由は、必ずしも明
らかでないが、概ね次のようなものと推察される。
【００３８】
上述の通り、シリカ粒子は、例えば水酸化ナトリウム水溶液のような強アルカリにより

40

分解され溶解する。本発明の製造方法では上記一般式（１）で表す金属アルコキシド化合
物の存在下で加熱を行うが、分子中にアミノ基を備えたこの化合物はこのような条件でア
ルカリ性を示す。つまり、このアミノ基は、水分子からプロトンを捕獲して自身は正電荷
を帯びたアンモニウムイオンとなり、それに伴って反応溶液中に水酸化物イオンが生成さ
せるが、熱水中では水素結合が弱まるために水分子同士の結合が緩んでこのような反応が
盛んに起こるようになり、結果、反応溶液中の水酸化物イオンの濃度が高くなる。すると
、反応溶液のｐＨが上昇し、反応溶液中に存在するシリカ粒子のＳｉ−Ｏ−Ｓｉ結合の切
断による粒子の解砕が生じるようになる。粒子の解砕に伴って新たに生じた解砕面では、
解砕面に存在するシラノール基と金属アルコキシド化合物のアルコキシド基との間の縮合
反応が生じ、解砕して小さくなった粒子の表面が、縮合により結合した金属アルコキシド
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化合物で覆われると考えられる。
【００３９】
このような反応が次々に生じることにより、シリカ粒子がより小さくなる方向へ解砕を
繰り返すが、このような解砕が起こるのと同時にシリカ粒子の表面が金属アルコキシド化
合物で覆われて保護されるので、シリカ粒子は完全に溶解するのではなくナノ粒子レベル
で解砕が停止するものと考えられる。そして、上記のように、この金属アルコキシド化合
物が有するアミノ基にはプロトンが結合してアンモニウムイオンになっているので、生成
したナノ粒子は表面にプラスチャージを帯びることになる。その結果、生成したナノ粒子
同士は静電反発により凝集すること無く安定に分散し、ゾルを形成させるものと考えられ
る。次に、本工程の詳細について説明する。

10

【００４０】
本工程では、先の工程で調製された反応混合物を７５℃以上に加熱し反応させる。反応
の際は、当該加熱に加えて撹拌も併せて行うことが好ましい。加熱温度は、８０℃〜１０
０℃とするのが好ましく、９０〜１００℃とするのがより好ましく、反応溶媒である水の
沸点である１００℃で行うことがさらに好ましい。なお、反応溶媒である水が蒸発により
失われるのを防ぐために、適切な還流装置を用いることが望ましい。反応時間は、反応混
合物中からシリカ粒子が消失する様子を観察しながら適宜決定すればよいが、６〜４８時
間程度を例示することができる。
【００４１】
本工程を経ることにより、シリカ粒子がナノ粒子に転換され、反応混合物中から視認す

20

ることができなくなる。しかしながら、反応終了後の反応混合物を例えばトンネル電子顕
微鏡等で観察すると、径が１０ｎｍ以下であるシリカのナノ粒子の存在を確認することが
できる。得られた反応混合物は、そのままシリカナノ粒子の分散したゾルとして用いるこ
とができる。なお、シリカナノ粒子もシリカ粒子の一種ではあるが、本明細書では、シリ
カ粒子とは原料として用いた、ナノ粒子でないシリカ粒子を指し、シリカのナノ粒子と区
別するものとする。
【００４２】
得られたゾルは、金属酸化物のナノ粒子の応用分野で用いられる他のナノ粒子ゾルと同
様の用途に用いることができる。このような用途の一例として、液晶やコーティング等の
電子材料用途等を挙げることができる。

30

【００４３】
また、本発明で得られたゾルは、３５０ｎｍ付近の紫外光が照射されることにより蛍光
を発する性質があり、上述したＣｄＳｅやＣｄＳ等の量子ドットと同様に、細胞等の標識
化等のイメージング用途や、各種の発光材料として用いることもできる。ところで、シリ
カは、紫外線吸収スペクトル等のセルとして石英が用いられることからもわかるように、
通常のシリカ粒子の状態では３５０ｎｍ付近に吸収を有することはなく、２００ｎｍ以下
の真空紫外域に吸収を持つものである。したがって、本発明で得られたシリカナノ粒子の
ゾルが３５０ｎｍ付近に吸収を持ち、当該光の照射により蛍光を発するのは驚くべきこと
である。本発明で得られたシリカナノ粒子がそのような特性を備える理由としては、次の
ようなものが考えられる。

40

【００４４】
既に述べたように、得られたシリカナノ粒子は径が１０ｎｍ以下であり、５ｎｍ程度の
径のものが多く観察される。このサイズは、半導体分野における量子ドットと同様の大き
さであり、半導体分野においてはこうした量子ドットが発光ダイオード等の発光材料に用
いられている。本発明の製造方法で得られたナノ粒子は不導体（絶縁体）であるシリカで
あるが、量子ドットサイズまで微細化された結果、半導体と同様に何らかのバンドギャッ
プを持つに至り、このような光吸収と蛍光発光挙動を示すものと考えられる。
【００４５】
得られたシリカナノ粒子のゾルを次に述べる凍結乾燥工程にて処理することにより、固
体のナノ粒子として取り出すこともできる。次に、凍結乾燥工程について説明する。
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【００４６】
［凍結乾燥工程］
凍結乾燥工程は、反応工程を経た反応混合物を凍結乾燥させて固体のシリカナノ粒子を
生成させる工程である。
【００４７】
本工程で行う凍結乾燥では、一般に行われている凍結乾燥手段を用いることができる。
凍結乾燥を行った結果、条件にもよるが、綿状のシリカナノ粒子固体が得られる。本工程
を経て得られたシリカナノ粒子固体は、上記のゾルにおけるときと同様に、３５０ｎｍ付
近の紫外光を照射した際に青色の蛍光を発する。このことから、綿状となり凝集状態にな
った後もナノ粒子としての特性を有していると考えられる。また、得られた綿状のシリカ

10

ナノ粒子を水中に加え、これをホモジナイザーで撹拌すると、再び１０ｎｍ以下のナノ粒
子になることが確認された。本製造方法で得られたシリカナノ粒子がこのような特性を示
すのは、上述の通り、粒子表面がアンモニウムイオンを由来とするプラスチャージを帯び
ており、粒子同士の凝集が抑制されているためと考えられる。したがって、本発明で得ら
れるシリカナノ粒子は、液状（すなわちゾル）又は粉体状で保存することができる。
【００４８】
＜シリカナノ粒子＞
上記のシリカナノ粒子の製造方法で製造されたシリカナノ粒子も本発明の一つである。
本発明のシリカナノ粒子は、径が１０ｎｍ以下であり、その表面が、アミノ基を有する化
合物で修飾され、紫外線により励起されることで可視光領域の蛍光を示すことを特徴とす

20

る。次に、このシリカナノ粒子の一実施形態について説明する。なお、以下の説明では、
既に説明したシリカナノ粒子の製造方法と重複する説明を適宜省略し、異なる部分を中心
に説明する。
【００４９】
本発明のシリカナノ粒子は、径が１０ｎｍ以下である。既に説明したように、本発明の
シリカナノ粒子は、その大きさが量子ドットに相当するものであり、紫外光により励起さ
れることで可視光領域の蛍光を示す。このような特性を備えるので、本発明のシリカナノ
粒子は、液晶やコーティング等の電子材料用途等の他、細胞等の標識化等のイメージング
用途や、各種の発光材料等の用途に用いることができる。
【００５０】
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本発明のシリカナノ粒子は、その表面がアミノ基を有する化合物で修飾されている。ア
ミノ基を有する化合物としては、アミノ基を有し、シリカ表面に吸着することのできる化
合物を挙げることができる。このような化合物としては、アミノ基を有する各種の分散剤
等を挙げることができる。また、特に限定されないが、より好ましい例として、この化合
物は、上記金属アルコキシド化合物を由来としたものを挙げることができる。この場合、
シリカナノ粒子は、アミノ基を有する鎖状基を備えた金属化合物で修飾されることになる
。この金属化合物は、上記のシリカナノ粒子の製造方法で説明した、上記一般式（１）で
表す金属アルコキシド化合物が、シリカナノ粒子表面のシラノール基と縮合して生じたも
のである。金属アルコキシド化合物が縮合して生じた化学種は、そのままシリカナノ粒子
の表面に共有結合で結合した状態で残留することになるが、上記の「〜金属化合物で修飾
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される」とはその状態を示すものである。上記一般式（１）で表す金属アルコキシド化合
物については既に説明した通りであるので、ここでの説明を省略する。
【００５１】
より具体的な例として、シリカナノ粒子を修飾する上記金属化合物は、アルキルアミノ
基を備えたシランカップリング剤であることが挙げられる。このようなシランカップリン
グ剤は、上記一般式（１）におけるＭがＳｉである化合物に該当し、アルキルアミノ基に
含まれるアルキレン基としては、鎖中に酸素原子、窒素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を
有してもよい炭素数８以下のものが好ましく例示され、炭素数５以下のものがより好まし
く例示され、炭素数３以下のものがさらに好ましく例示される。シランカップリング剤に
含まれるアルコキシ基としては、炭素数５以下のアルキル基を含むものが例示され、この
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ようなアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル
基、イソブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基が好ましく例示さ
れ、メチル基、エチル基がより好ましく例示される。
【００５２】
上記アルキルアミノ基を備えたシランカップリング剤のより具体的な例としては、３−
アミノプロピルトリアルコキシシランが好ましく挙げられ、中でも３−アミノプロピルト
リメトキシシランがより好ましく挙げられる。
【００５３】
本発明のシリカナノ粒子は、水中に分散したゾルであってもよいし、当該ゾルを凍結乾
燥させて得られた固形物であってもよい。このシリカナノ粒子の表面には、上記化合物に
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由来するアミノ基が存在し、既に説明したように、このアミノ基はプロトンが付加されて
アンモニウムイオンになっている。このため、シリカナノ粒子の表面はプラスチャージさ
れており、このプラスチャージの存在により、シリカナノ粒子同士は静電反発作用が生じ
て良好な分散性を有している。
【００５４】
また、このゾルを凍結乾燥して得た固形物は凝集状態であるものの、それを水中でホモ
ジナイザーにより処理すれば、再度ナノ粒子の分散したゾルとなる。このような良好な再
分散性もまた、粒子表面のプラスチャージによってもたらされるものと考えられる。
【００５５】
＜蛍光発光剤＞

20

上記のシリカナノ粒子からなる蛍光発光剤も本発明の一つである。既に説明したように
、本発明のシリカナノ粒子は、紫外線により励起されることで可視光領域の蛍光を示すの
で、そのような特性を蛍光発光剤として利用するものである。これについての詳細は既に
述べた通りなので、ここでの説明を省略する。
【実施例】
【００５６】
以下、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。
【００５７】
［実施例１］

30

還流装置を装着した反応容器に、粉末状シリカゲル０．１０ｇ（Ｍｅｒｃｋ社製、カラ
ムクロマトグラフィー用シリカゲル−６０）、３−アミノプロピルトリメトキシシラン（
ＡＰＳ）２ｍＬ、及び蒸留水１５ｍＬを仕込み、内容物の温度が１００℃になるように加
熱して８時間撹拌した。反応終了後、反応溶液中に残る固体の重さ（残渣質量）は０．０
０ｇだった。また、得られた水溶液は、コロイド状となったシリカを含むゾル溶液だった
。
【００５８】
［実施例２、比較例１〜２］
条件を表１に示す内容とする他は実施例１と同様の手順で実験を行い、これらを実施例
２〜３、比較例１〜２とした。
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【００５９】
【表１】
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【００６０】
表１に示すように、シリカ０．１ｇに対してＡＰＳの添加量を１ｍＬ以上の割合で添加
することにより、シリカ粒子が消失して十分に反応が進行したことがわかる。
【００６１】
実施例１で得たゾル溶液を銅グリッド上に１滴落とし、これをトンネル電子顕微鏡（Ｔ
ＥＭ）で観察した。その結果を図１に示す。観察された粒子は、いずれも１０ｎｍ以下の
ナノ粒子であり、凝集のない分散状態として観察された。また、ＴＥＭに装着したＥＤＸ
を用いてこれらのナノ粒子を構成する元素分析を行ったところ、元素比で、Ｃ：８６．６
％、Ｏ：７．９％、Ｓｉ：３．８％という結果となり、Ｓｉ：Ｏの元素比がほぼ１：２で
10

あるＳｉＯ２組成であることがわかった。
【００６２】
次に、実施例１で得たゾル溶液について、重水中で１３Ｃ−ＮＭＲ測定と２９Ｓｉ−Ｎ
ＭＲ測定を行った。そのチャートを図２に示す。図２（ａ）は、実施例１で得たゾル溶液
の重水中における１３Ｃ−ＮＭＲチャートであり、図２（ｂ）は、実施例１で得たゾル溶
液の重水中における２９Ｓｉ−ＮＭＲチャートである。
【００６３】
図２（ａ）に示す１３Ｃ−ＮＭＲチャートから、δ＝１１，２５，４３ｐｐｍの三本の
ピークが観察され、これらはそれぞれＳｉ−ＣＨ２−ＣＨ２−ＣＨ２−ＮＨ２に含まれる
炭素原子のうちのＳｉに対するα位、β位、γ位に対応する。なお、δ＝４９ｐｐｍにて
観察された大きなピークは、ＡＰＳがシラノール基と縮合反応した際に生じたメタノール
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２９

に由来するものである。図２（ｂ）に示す

Ｓｉ−ＮＭＲチャートから、δ＝−４９，

−５８，−６５，−８８，−９８ｐｐｍの五本のピークが観察され、これらはそれぞれＳ
ｉのＴ１サイト、Ｔ２サイト、Ｔ３サイト、Ｑ２サイト、Ｑ３サイトに対応する。なお、
Ｒａをアミノプロピル基としたとき、Ｔ１サイトは、Ｒａ−Ｓｉ（ＯＨ）２（−Ｏ−）構
造に対応し、Ｔ２サイトは、Ｒａ−Ｓｉ（ＯＨ）（−Ｏ−）２構造に対応し、Ｔ３サイト
は、Ｒａ−Ｓｉ（ＯＨ）（−Ｏ−）３構造に対応する。そして、Ｑ２サイトは、（−Ｓｉ
Ｏ−）２Ｓｉ＊（ＯＨ）２のＳｉ＊に対応し、Ｑ３サイトは、（−ＳｉＯ−）３Ｓｉ＊（
ＯＨ）のＳｉ＊に対応する。これらの測定結果は、シリカ粒子にＡＰＳが縮合し、その残
基がシリカ粒子に結合していることを示すものである。
【００６４】
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次に、実施例１で得たゾル溶液について蛍光スペクトル測定を行った。そのチャートを
図３に示す。図３における左側の曲線は、蛍光波長４１８ｎｍに対する励起スペクトルを
表している。そして、図３における右側の曲線は、上から順に、励起光を３４９ｎｍ、３
６５ｎｍ、２４９ｎｍとしたときの蛍光スペクトルを表し、いずれの場合も４２７ｎｍの
蛍光を生じることがわかる。また、励起波長を２５０、３２０、３５０ｎｍに設定した際
に、発光強度が順次増大する傾向が示されている。通常のシリカ粒子ではこのような蛍光
が観察されることはないが、本発明で得られたシリカナノ粒子は、紫外線で励起した際に
可視光の蛍光を発することが理解される。このような蛍光を生じる理由としては、不導体
であるシリカが量子ドットに相当するサイズにまで小さくなることに伴って半導体のよう
な性質を獲得し、バンドギャップを生じたことによると考えられる。
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【００６５】
［実施例４］
実施例１のゾル溶液に対して凍結乾燥を行い、綿状となったシリカナノ粒子の固体を得
た。
【００６６】
得られた実施例４の固体について蛍光スペクトル測定を行った。そのチャートを図４に
示す。図４における左側の曲線は、蛍光波長４１８ｎｍに対する励起スペクトルを表して
いる。そして、図４における右側の曲線は、上から順に、励起光を３５３ｎｍ、３６５ｎ
ｍ、２７０ｎｍとしたときの蛍光スペクトルを表し、いずれの場合も４１７ｎｍの蛍光を
生じることがわかる。また、励起波長を２７０、３２０、３５２ｎｍに設定した際に、発
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光強度が順次増大する傾向が示されている。凍結乾燥により固体とした後であってもゾル
溶液のときと同様の蛍光を生じたことから、実施例４の固体が、全体としては凝集してい
るように見えても、粒子の一つ一つが量子ドットに相当するサイズを維持しているものと
推察される。
【００６７】
次に、実施例４の固体についてＦＴ−ＩＲスペクトルとＴＧ−ＤＴＡの測定を行った。
その結果を図５に示す。図５（ａ）は、実施例４の固体についてのＦＴ−ＩＲスペクトル
を示すチャートであり、図５（ｂ）は、実施例４の固体についてのＴＧ−ＤＴＡのチャー
トである。ＦＴ−ＩＲスペクトルからは、ＡＰＳ由来のＮ−Ｈ結合やＣ−Ｈ結合に加えて
、シリカのＳｉ−Ｏ結合に帰属される吸収が観察された。また、ＴＧ−ＤＴＡ測定では、
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１５０℃から８００℃の範囲で３４％の質量減少が観察された。ＴＧ−ＤＴＡで減少した
質量は、有機物であるアミノプロピル基に対応すると考えられ、上記の３４％という質量
減少は、生成物に占めるアミノプロピル基の比率である４５％と大きく違わない。以上の
結果から、ＡＰＳは、シリカナノ粒子の表面に存在しているものと推察される。
【００６８】
次に、実施例４で得た固体について、１３Ｃ−ＮＭＲ測定と２９Ｓｉ−ＮＭＲ測定を行
った。そのチャートを図６に示す。図６（ａ）は、実施例４で得た固体の固体１３Ｃ−Ｎ
ＭＲチャートであり、図６（ｂ）は、実施例４で得た固体の固体２９Ｓｉ−ＮＭＲチャー
トである。
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【００６９】
１３

実施例４の固体のＮＭＲは、
１３

除いて、

Ｃにおいてメタノールのピークが観察されないことを

Ｃ、

２９

Ｓｉともに実施例１のゾル溶液におけるものと同様の結果を示して

いることがわかる。メタノールのピークが観察されない理由は、凍結乾燥の過程において
メタノールが除去されたためと考えられ、この結果から、実施例１のゾルにおけるナノ粒
子は、凍結乾燥により固体となっても大きな変化をしていないことがわかる。
【００７０】
［実施例５］
還流装置を装着した反応容器に、大粒状シリカゲル（和光純薬工業株式会社製）０．１
ｇ、３−アミノプロピルトリメトキシシラン（ＡＰＳ）１．５ｍＬ、及び蒸留水１０ｍＬ
を仕込み、内容物の温度が１００℃になるように加熱して８時間撹拌した。この時点で反
応溶液中の大粒状シリカゲルは完全に消失し、不溶性固体残渣の回収量は０．００ｇだっ
た。また、得られた水溶液は、コロイド状となったシリカを含むゾル溶液だった。実施例
５で得たゾル溶液をＴＥＭで観察したところ、上記実施例１のときと同様に、１０ｎｍ以
下のナノ粒子が凝集のない分散状態で存在するのが確認できた。
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図６】
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