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［２］研究経過 
アップコンバージョン(UC)は、長波長の光を多光

子吸収し、短波長の光に変換する技術である。特に、

近赤外光→可視光へのUCは、近赤外光の光毒性の

低さから生体の新規イメージング技術への応用が期

待されている。また、エネルギー問題に目を向ける

と、現在の太陽電池では近赤外光はほとんど利用さ

れていないが、UC を用いることでより効率的な光

電変換技術が可能となる。本研究では、希土類化合

物のUC特性を用いた機能制御法を進めている。 
希土類化合物の UC 反応の問題点として、①UC

発光するためには強い光が必要となる、②変換効率

が悪い、ことが挙げられる。そこで、これら問題を

解決するために金属ナノ粒子との複合化による機能

向上を提案した。 
本研究では、金属ナノ粒子との複合化を目指し、

その基礎技術となる「希土類化合物ナノ粒子の合成

とその分散化、及びUCナノ粒子の固定」を進めた。 
研究打ち合わせには、2014 年 11 月 17 日に行っ

た。 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
(1)希土類化合物ナノ粒子の合成とその分散液調製 
希土類化合物として、古くから研究がされている

酸化物を用いて、そのナノ粒子及び分散液の調製を

進めた。合成法として、(a)ポリエチレングリコール

(PEG)-ランタノイド複合体前駆体法と、(b)シュウ酸

ランタノイド前駆体法を行った。PEG-ランタノイ

ド複合体(Gd : Yb : Ho = 92.9 : 5.7 : 1.4)および、シュ

ウ酸-ランタノイド(Gd : Yb : Ho = 93.8 : 5 : 1.2)を
800℃で焼成したサンプルを得た。以後、それぞれ

サンプル1、サンプル2と示す。両サンプルとも980 
nm の近赤外レーザーを照射すると緑色の光を発光

することを確認した。また、合成した粉末の SEM
像より、サンプル１は20 nm程度の粒子が凝集し、

サンプル2はバルク結晶となっていることが分かっ

た(Fig. 1)。 

 そこで、ナノ粒子であるサンプル1を用いて、分

散液の調製を試みた。サンプル1粉末にポリビニル

ピロリドン(PVP)/水溶液、またはn-オクチルホスホ

ン酸/ヘキサン溶液を添加し、超音波処理によって、

分散液の調製を行ったが、分散液の調製はできなか

った。これは、酸化物合成には高温焼成過程が必要

であり、凝集および粒子成長が進むためと示唆され

る。今後、より低温条件でのUC発光酸化物の合成

が必要と考えられる。このため、現在シュウ酸-ラン

タノイド前駆体を用いたアルキルアミンによる分解

温度低下の検討を進めている。 
 また、PEG-ランタノイド前駆体法で、HoをTm、

DyまたはErに置き換え合成法したところ、発光特

性が異なることが示された(Fig. 2)。また、発光効率

も異なり、Yb-Ho および Yb-Er ドープ系では 50 
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Fig. 1 (a)PEG-ランタノイド複合体前駆体法、および(b)シュウ

酸ランタノイド前駆体法より合成したUC発光物質のSEM像. 
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Fig. 2 PEG-ランタノイド複合体前駆体法により得られたＵＣ

発光物質の発光写真. (a) Yb-Hoドープ、(b) Yb-Tmドープ、(c) 
Yb-Dyドープおよび(d) Yb-Erドープ。 
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mW のレーザー光で発光を目視で確認できたが、

Yb-TmよびYb-Dyドープ系では300 mWのレーザ

ー光でなければ発光を確認できなかった。より効率

的なデバイス応用のためにはより効率的に発光を起

こす組合せを選ぶことが必要であることが分かった。 
 
(2)ランタノイドフッ化物ナノ粒子の合成とその分

散液調製 
 酸化物の他に、フッ化物での報告があったため、

Hot injection法でYb, ErドープNaFY4(NaYF4:Yb, 
Er)の合成を行った。高温条件では粒子径の大きな

β-NaFY4となるため、温度を制御し粒子径の小さな

α-NaFY4の合成を目指した。 
 (CF3COO)3Ln (Ln =Y, Yb, Er)とCF3COONaの
オレイルアミン溶液を前駆体とした。250℃に加熱

したオレイルアミンに前駆体溶液を添加し、290℃
でさらに加熱した。得られた粉末を洗浄後、クロロ

ホルムに分散させた。XRD測定より目的のα-NaFY4

ができることが確認できた。また、TEM像より粒子

径が5-15 nmのナノ粒子あることが確認できた(Fig. 
3)。 

 得られた分散液に980 nmのレーザーを照射する

とFig.4のUC発光スペクトルが得られ、YbやEr
のドープが確認できた。 

(3)他物質との複合化について 
 作製したNaYF4:Yb, Er分散液を用いて、基板への

ナノ粒子固定を行った。洗浄したガラス基板に自己

集積分子(SAM, 3-アミノプロピルトリメトキシシ

ラン)を固定し、その後、NaYF4:Yb, Er分散液に浸

し、一定時間後、洗浄およびAFM測定を行った(Fig. 
5)。 

 SAM分子がない場合は、凝集体が物理的に吸着し

ていると考えられる。一方、SAM分子を用いること

で、NaYF4:Yb, Erナノ粒子が基板表面に一様に固定

されていることがわかる。 
 SAM分子を用いることで、UCナノ粒子を化学的

に固定できることを成功した。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 

UC を用いたイメージングのためには、特定部位

への選択的な結合が求められる。本研究では、ガラ

ス基板と化学結合するシラノール基とUCナノ粒子

と化学結合するアミノ基を有する自己集積分子を用

いることで、UC ナノ粒子の基板への固定に成功し

ている。つまり、官能基を変化させること種々の物

質と結合・複合化や、特定箇所への固定への応用が

期待され、近赤外光によるイメージング技術への応

用が提案できる。 
イメージングだけでなく、近赤外を可視光に変換

することで、効率的な光電変換技術への応用も期待

できる。この技術向上には他物質との複合化が重要

である。特に金属ナノ粒子のプラズモンは特定波長

の光を捕集できることから、金属ナノ粒子とCナノ

粒子の複合化により、効率的な変換が可能と考えら

れる。 
 光の有効利用技術は、イメージング・エネルギー

分野の研究不可欠であり、本研究の成果が新たな新

規技術・萌芽研究への発展が期待できる。 
 
［４］成果資料 
なし 
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Fig. 3 合成したYb, ErドープNaFY4の(a)XRDパターンと

(b)TEM像. 
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Fig. 4 Yb, ErドープNaFY4分散液のUC発光スペクトルとレ

ーザー照射時の写真.(a)XRDパターンと(b)TEM像. 
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2H11/2 → 4I15/2 

2S3/2 → 4I15/2 

4F9/2 → 4I15/2 

Fig. 5 NaYF4:Yb, Er分散液含浸ガラス基板. (a)SAMなし, 
(b)SAMあり. 
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