
研 究 助 成 報 告 書（ 中間 ・ 終了 ）   No.1 

 
整 理 番 号       

 
2021－Ｊ－076 報 告 者 氏 名       

 
上松 太郎 

 
 
研究課題名       
カドミウムフリー量子ドットの電子デバイス応用 
 
 
＜代表研究者＞ 機関名：大阪大学        職名：講師   氏名：上松 太郎 
 
 
＜共同研究者＞ 機関名：            職名：     氏名： 

        機関名：            職名：     氏名： 

        機関名：            職名：     氏名： 

        機関名：            職名：     氏名： 

 
 
＜研究内容・成果等の要約＞ 
量子ドットは半導体のバンド間遷移による単色性の高い発光を示す蛍光材料として、ディスプレイ

用途を中心に実用化が進められている。第 11, 13, 16 族元素の化合物である硫化銀インジウム 
(AgInS2) 量子ドットはスペクトル幅の広い「欠陥発光」を示すのみであったが、硫化ガリウム (GaSy)
で表面被覆し、AgInS2/GaSyコア／シェル構造を得たところ、同材料から世界初となるスペクトル幅

の狭いバンド端発光が生じた。しかし、緑色域への波長シフトを目的として硫化銀インジウムガリウ

ムAgInxGa1−xS2 (0<x<1) 量子ドットを合成する際、各原料が均一に反応せず、副生物の沈殿が生じ、

生成収率が低下する多成分ナノ材料特有の問題を抱えていた。 
優れた特性を有する量子ドットを、電子デバイスへの実用化に十分な量で供給するため、新たな反

応設計を行った。Agが In, Gaよりも高速にSと反応することが原因で副生成物が生じ、この問題に

対処する従来のアプローチはAgの反応性を低下させることであった。しかし、ナノ粒子合成は核発

生と粒子成長という性質の異なる2種類の段階で構成されるため、反応を遅延させることで粒径分布

の悪化をはじめとした負の作用も多かった。本研究は従来と正反対のアプローチを行い、Ag の反応

性を高めることで、高速な反応により均質なAg2S結晶核を得た。その後、In, Ga, Sを含む化合物を

Ag2Sナノ粒子上に速やかに堆積させ、保護剤として用いるとともに、反応温度を高めることで、Ag2S
と InxGa1−xS1.5 の融合を促進し、目的組成である AgInxGa1−xS2 量子ドットを高い生成収率で得るこ

とに成功した。コア／シェル化後のAgInxGa1−xS2/GaSyコア／シェル量子ドットの発光特性は、スペ

クトル半値幅が30 nm台前半であり、発光量子収率の値も50%を超え、カドミウムフリー量子ドッ

トとしてトップレベルであった。 
 続いてこれらの量子ドットを用いて電界発光素子「量子ドット LED」を作製した。しかし、電子

輸送材料である ZnO ナノ粒子膜との接触がEL スペクトルに影響を与えることが明らかになった。

改善策を模索したところ、シェルを構成するガリウムの酸化物であるGa2O3を用いた場合、ELスペ

クトルにおいて純度の高いバンド端発光が得られることが明らかになった。また、溶液材料から固体

を得る古典的な方法であるゾル–ゲル反応を利用し、硫化ガリウムマトリクスへの包埋を行ったとこ

ろ、量子ドットの耐久性が大幅に向上し、溶液状態に比べ優れた光耐性を実現した。 
 
 



                                                             No.２ 
 
＜研究発表（口頭、ポスター、誌上別）＞ 
 
口頭発表 
 
（研究代表者による発表） 
上松 太郎、Watcharaporn Hoisang、鳥本 司、桑畑 進「結合様式の異なる配位子による多成分量

子ドットの安定化と発光強度変化」電気化学会第89 回大会 (2P03)、2022 年3 月16 日（オンライ

ン） 
 
上松 太郎、Manunya Tepakidareekul、鳥本 司、桑畑 進、「AgInS2/GaSxコア/シェル量子ドット

のMOF 包埋と発光機能安定化」、2022 年電気化学秋季大会 (1K22)、2022 年 9 月 8 日（神奈川大

学） 
 
上松 太郎「バンド端発光する I–III–VI族半導体量子ドットの発光多色化および実用化に向けた課題

克服」第389回蛍光体同学会講演会、2022年11月25日（東京・日本弘道会ビル） 
 
（担当学生による発表） 
平野 達也、上松 太郎、鳥本 司、桑畑 進、「Ag–In–Ga–S四元系量子ドットの良質かつ高収率合

成法の開発」、電気化学会第89回大会 (1B25)、2022年3月15日（オンライン） 
 
菅野 陸、泉 竜之介、上松 太郎、本村 玄一、鳥本 司、桑畑 進、「酸化ガリウム電子輸送層を用い

た Ag–In–Ga–S 系量子ドット電界発光(EL)素子の作製」、2022 年電気化学秋季大会 (1J01)、2022
年9月8日（神奈川大学） 
 
平野 達也、上松 太郎、鳥本 司、桑畑 進、「合成反応の精密制御によるAgInxGa1−xS2/GaSyコア

/シェル量子ドットの合成収率の増大と発光スペクトルの半値幅狭小化」、2022 年電気化学秋季大会 
(1B01)、2022年9月8日（神奈川大学） 
 
松岡 里奈、上松 太郎、鳥本 司、桑畑 進、「平野 達也、上松 太郎、鳥本 司、桑畑 進、「合

成反応の精密制御による AgInxGa1−xS2/GaSyコア/シェル量子ドットの合成収率の増大と発光スペク

トルの半値幅狭小化」、2022年電気化学秋季大会 (2B08)、2022年9月9日（神奈川大学） 
 
Tepakidareekul Mananya、Uematsu Taro、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu, “Improvement 
of Luminescence Performances in AgInxGa1−xS2/GaSz Core/Shell Quantum Dots by Aluminum 
Doping” 2022年電気化学秋季大会 (1J03)、2022年9月8日（神奈川大学） 
 
論文発表 
 
T. Torimoto*, T. Kameyama, T. Uematsu*, and S. Kuwabata, “Controlling optical properties and 
electronic energy structure of I–III–VI semiconductor quantum dots for improving their 
photofunctions” J. Photochem. Photobiol. C, 2023, in press  
 
T. Uematsu*, M. Tepakidareekul, T. Hirano, T. Torimoto, and S. Kuwabata*, “Facile High-yield 
Synthesis of Ag–In–Ga–S Quaternary Quantum Dots and Narrow Band-edge Emission by 
Coating Gallium Sulfide Shells” Chem. Mater, in revision 
 
 

 



                                                             No.３ 
 
＜研究の目的、経過、結果、考察（5000字程度、中間報告は2000字程度）＞ 
研究背景と目的 
量子ドットは半導体のバンド間遷移による単色性の高い発光を示す蛍光材料として、ディスプレイ

用途を中心に実用化が進められている。民生品への急速な展開は、最も特性に優れたセレン化カドミ

ウム (CdSe) 量子ドットから、リン化インジウム (InP) などの代替材料への切り替えを強く促した。

本助成研究実施者のグループは、発光特性を示す第11, 13, 16族元素の化合物である硫化銀インジウ

ム (AgInS2) 量子ドットの開発に成功したが、その発光はスペクトル幅の広い「欠陥発光」であった。

CdSe や InP 量子ドットの表面パッシベーションの標準的手法である硫化亜鉛 (ZnS) シェル被覆を

施しても、スペクトル幅は狭小化しなかったが、実施者はコア／シェル界面の欠陥に注目した独自の

視点から、「コア半導体と同族の元素を含む、13, 16族化合物半導体をシェルとして利用すると、界

面欠陥の生成を防止できるのではないか」と考えた。その予想は的中し、AgInS2/GaSyコア／シェル

量子ドットから、同材料初であるスペクトル幅の狭いバンド端発光が、ピーク波長580 nmの位置に

得られた。 
半導体ナノ材料中の励起子のエネルギーは、粒子サイズの減少とともに変化し、バンドギャップが

増加する。この現象は「量子サイズ効果」と呼ばれ、量子ドットの発光波長を変化させる最も一般的

な方法である。しかし、AgInS2/GaSy コア／シェル量子ドットには量子サイズ効果の影響がそれほど

認められず、光の三原色である緑色発光を得るため、バルクバンドギャップ 1.8 eV の AgInS2と同

2.6 eVのAgGaS2の固溶体組成を実現する必要があった。3元素以上で構成されるAgInS2、硫化銀

インジウムガリウムAgInxGa1−xS2 (0<x<1) のようなナノ材料を化学合成する際、Ag, In, Gaの各金

属源が硫黄と等しく反応する必要があるが、ほとんどの場合に1 価のAg が3 価の In やGa よりも

素早く反応し、Ag2S が過剰に生成する。副生成物の分離操作が必要となるほか、AgInS2 や

AgInxGa1−xS2 という目的粒子の生成収率が低下し、応用研究に十分な量が得られないという課題が

あった。そこで目的組成のAgInxGa1−xS2ナノ粒子を均一に得るための新たな反応設計を行い、高い

物質収率での多成分ナノ粒子合成に成功した。そのようにして得られた量子ドットを無機半導体内に

包埋し、耐久性の向上を図ったほか、有機EL素子への導入による電流励起発光と今後の課題につい

て報告する。 
 
結果および考察 
1. AgInxGa1−xS2 量子ドットの精密合成 
 研究開始当初、Ag、In、Ga、Sを含む混合原料を一定の速度で昇温する操作によってAgInxGa1−xS2

コア合成を行っていた。しかし、銀源と硫黄源が優先的に反応してAg2Sを生成。その後も複雑な反

応を経て無視できない量の副生成物を生じていた（図1a）。したがってAgを基準とした生成収率は

15%程度に留まり、不要ナノ粒子成分の分離操作を要するなど、スケールアップの障害となっていた。

2元素で構成されるCdSeや InP量子ドットの合成は、加熱したCd源や In源に、それぞれSe源や

P源を高速で注入する「ホットインジェクション法」によって実施される。この方法は、素早い反応

によって多数の小さな結晶核を生成した後、ナノ粒子を構成する元素をゆっくりと供給し、一定速度

で粒子成長させることで、粒径の揃ったナノ粒子群を得る代表的な方法である。しかし、Ag、In、Ga
という性質の異なる複数の金属種が存在する反応への適用は困難である。 
この問題を打開し、組成的にも均一なAgInxGa1−xS2量子ドットを得るため、Ag2S結晶核発生に注

目した新たなアプローチを考案した（図1b）。この方法の特徴は、量子ドットの生成機構を、Ag2Sナ

ノ粒子の生成と、AgInxGa1−xS2への結晶転換という2つの異なる段階に分離して考えることである。

Ga(DDTC)3と InCl3を溶かしたオレイルアミン溶液を昇温し、130 °Cに達した時点でAg(OAc) の
オレイルアミン溶液を注入した。注入直後にAg2Sナノ粒子が生成し、溶液は無色から黒色へと瞬時

に変化した。その後の温度上昇とともに溶液の色が橙色へと変化し、200 °C に達する頃には橙色の

蛍光を発するようになり、AgInxGa1−xS2 への転換を目視で確認した。全く同じ試薬を使用している

にもかかわらず、Ag(OAc)を注入する方法で得られた溶液は、混合物を加熱する従来の方法で得られ 
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た溶液の様子と明らかに異なり（図1写真）、一切の沈殿物を含んでいなかった。 
反応過程の解析を進めたところ、Ag2Sナノ粒子生成直後に In, Ga, Sを含む堆積物が生じ、凝集しや

すいAg2Sを保護していることが明らかになった。その後、Ag2Sと保護層である InxGa1−xS1.5が均一

化し、目的結晶相であるAg(InxGa1−x)S2を生じたことが明らかになった。そのため、結晶性向上を目

的として200 °Cで20分程度加熱した後も、平均粒径は3.9 nmに留まり、粒径分布（標準偏差）も

σ = 0.5 nm 程度に抑えられ、構成元素数が4 である多成分量子ドットとして優れた単分散性を有し

ていた。さらに、Ag2S を含む沈殿物が生成しなくなったため、Ag を基準とした生成収率は 60%に

達し、混合原料を加熱した場合 (15%) と比べて4倍に改善した。 

GaSyシェル形成後、緑色域に半値幅31～39 nm のバンド端発光が得られ、その発光ピーク波長は

コア量子ドット合成時の In/Ga比に依存して変化したため、AgInS2とAgGaS2の組成比によるバンド

ギャップシフトに成功したことが示された (図 2)。また、以前より GaSyシェル表面の欠陥除去に対

する有効性が確認されていたトリブチルホスフィンによる表面処理を施したところ、もともと量子収

率 60%で発光していた量子ドットは 77%を、75%であった量子ドットは 99%というきわめて高い量

子収率を示し、AgInxGa1−xS2/GaSyコア／シェル構造の完全欠陥フリー化を実現した。 

2. AgInxGa1−xS2/GaSyコア／シェル量子ドットの電界発光 
有機ELの発光層に量子ドットを用いた自発光型デバイス「量子ドットLED」が注目されている。

AgInxGa1−xS2/GaSyコア／シェル量子ドットを電子輸送材料である ZnO ナノ粒子膜と、正孔輸送材

料である有機半導体TCTAの間に挟む形で量子ドットLEDを試作したところ、ELスペクトルは光

励起の蛍光スペクトルとは全く異なり、700 nm付近をピークとするブロードな発光成分が出現した 
(図3)。この原因を調査したところ、電子輸送材料であるZnOナノ粒子膜との接触によってGaSyシ 

図 1．(a) 混合原料を加熱する従来の量子ドット合成と (b) Ag2S の核発生と結晶転換を利用し

た新しい方法。右の写真はそれぞれの手法で得られたナノ粒子の精製前の画像。 
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図 2．In/Ga 比の異なる AgInxGa1−xS2/GaSyコア／シェル量子ドットの (a) 吸収、(b) 発光スペ

クトルおよび (c) 発光の様子 
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ェルが破壊されていることが明らかになった。硫化ガリウムと硫化亜鉛との間には、固溶体相が存在

し、酸化亜鉛から硫化ガリウムシェルへと Zn2+が拡散することで、バンドギャップ内に欠陥が生じ

たと予想される。そこでZnOナノ粒子膜に代わり、酸化ガリウム (Ga2O3) スパッタ膜を用いて電子

輸送を行ったところ、ELスペクトルの欠陥発光成分の抑制に成功した。 
 

3. 硫化ガリウムマトリクスへの包埋 
 AgInS2やAgInxGa1−xS2量子ドットからのバンド端発光を実現したGaSyシェルは、CdSe や InP
量子ドットで多用されるワイドギャップ半導体 ZnS シェルと異なり、明確な結晶性を示さない非晶

質材料であった。そのためか ZnS シェルを有する量子ドットとの比較した際、耐久性の面でやや劣

っており、光酸化や空気酸化によって数日で発光強度が低下してしまう問題を有していた。シェルの

厚膜化は、酸素や光によるダメージが発光に影響を与えるコア／シェル界面にまで到達するのを遅ら

せる効果が期待される一方、先述の塩化物処理による発光特性改善に代表されるコア／シェル化反応

の複雑さゆえ、意図した通りにはならなかった。代替策として「ゾル–ゲル反応」を利用したポスト

合成修飾により、GaSyマトリクスに埋め込む方法を提案した。水やアルコール中で行われるゾル–ゲ
ル反応と適合させるため、量子ドット修飾剤を非極性のオレイルアミンからアミノブタノールやピリ

ジン誘導体に交換後、1-プロパノール中でガリウム源とチオアセトアミドを反応させた。すると、ゾ

ル–ゲル反応によってGaSyが発生する際に量子ドットが取り込まれ、図 4 に示す発光性粉末を得る

ことに成功した。これら粉末はクロロホルム中に分散したオリジナルの量子ドットに比べ、極めて高

い光耐久性を示し、本アプローチの優位性を示す結果となった。 
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図3．(a) AgInS2/GaSyコア／シェル量子ドットの蛍光スペクトル、(b) 量子ドットLEDの素子

構造、(c) 電子輸送材料としてZnO ナノ粒子膜とGa2O3スパッタ膜を用いた際のEL スペクト

ルの違い 




