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Peculiar optical properties have theoretically been anticipated for resonant excited states between organic 

and inorganic systems. In this study, we aimed at realizing such resonance state at the interface between 
inorganic semiconductor nanocrystals and organic ligands. We synthesized such organic–inorganic hybrid 
sytems as ZnSe/CdSe nanocrystals and 2-aminoanthracene (AAn) and 2-aminoacridine (AAc). In both cases, 
we found characteristic luminescence properties in the hybrids, which can be attributed to the excitation 
resonance state between the organic ligands and the inorganic semiconductor nanocrystals.  

  

 

１．本研究の目的 

有機–無機複合体において，ワニエ励起子とフレンケル励起子の共鳴により新たな励起子の特性が発現しうると予見さ
れている．この励起子は，ワニエ励起子由来の非線形感受性とフレンケル励起子由来の大きな振動子強度とを併せ持つも

のと予想される．この励起子の形成には，無機部分と有機部分の励起子エネルギー準位が等しく，両励起子が近接してい

ることが求められる．本研究では，無機材料に ZnSe/CdSeコアシェル型ナノ
粒子を，有機材料に π共役系分子を用い，ナノ粒子の周囲を有機分子で被覆
させた有機–無機複合体を構築した．有機分子に 2-アミノアントラセン
（AAn），あるいは 2-アミノアクリジン（AAc）を用いてそれぞれ複合体を
構築し，その光学特性評価を行った結果について報告する．本研究で取り扱

った無機材料系では，コアとなる ZnSeよりも小さなバンドギャップエネル
ギーを有する CdSe シェル層で ZnSe 周囲を被覆するため，ZnSe/CdSe ナノ
粒子の発光ピーク波長は，CdSeシェル層の厚みで制御可能である．我々は，
新たな励起子の形成に向けた励起共鳴状態実現を企図し，ZnSe/CdSeナノ粒
子の発光ピーク波長を，AAn 及び AAc の発光ピーク波長である 468 nm 及
び 481 nm にそれぞれ近接させた有機–無機複合体（ZnSe/CdSe–AAn 及び
ZnSe/CdSe–AAc）を合成し，その光学特性評価を行った． 

  

２．実験方法 

481 nmに発光ピーク波長を有する ZnSe/CdSeナノ粒子オクタデセン溶液
（ZnSe/CdSe481）1 mLに，0.1 mMの AAnクロロホルム溶液を滴下し，混
合溶液を作製した．この溶液を 50°C に加熱したオイルバス中で約 30 分攪
拌し，ZnSe/CdSe481–AAnを得た．また，468 nmに発光ピーク波長を有する
ZnSe/CdSeナノ粒子オクタデセン溶液（ZnSe/CdSe468）1 mLに，0.1 mMの
AAcトルエン溶液を滴下し，混合溶液を作製した．この溶液を 60°Cに加熱
したオイルバス中で約 24時間攪拌し，ZnSe/CdSe–AAcを得た．得られた各
複合体の吸収・励起・蛍光スペクトルと蛍光減衰曲線を測定し，光学特性評

価を行った． 
図 2. ZnSe/CdSe481–AAn複合体の
蛍光減衰曲線 

図 1. ZnSe/CdSe481–AAn複合体の
蛍光スペクトル 
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図１.	ZnSe/CdSe481–AAn複合体の蛍光スペクトル

図２．ZnSe/CdSe481–AAn複合体の蛍光減衰曲線
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３．結果と考察 

●ZnSe/CdSe481–AAnの結果と考察 
図 1に，ZnSe/CdSe481–AAn複合体の蛍光スペクトル

を示す．AAnの滴下に伴って 20 nm程度の発光ピークの
長波長シフトが観測された．図 2に 481 nmを検出波長と
して測定した蛍光減衰曲線を，表 1に 2成分を仮定した
フィッティング結果を示す．長寿命成分の減衰時定数は

AAnの滴下に伴い減少し，同時にその相対強度は増加傾
向にあった．以上の観測結果より，発光波長ピークの長

波長シフトについて考えられうるメカニズムについて考

察する．仮に長波長シフトが発光の複合体溶液内部での

自己吸収によるものとすると，その発光の再吸収によっ

て減衰時定数は大きくなるはずである．加えて，仮に

AAnから ZnSe/CdSe481へのエネルギー移動が生じてい
るとすると，AAnの滴下に関わらずその減衰挙動は
ZnSe/CdSe481に類似するはずである．しかし，実際に得
られた観測結果では AAnの滴下に従って減衰時定数は
ZnSe/CdSe468よりも減少していた．従って，長波長シフ
トと減衰時定数の減少の要因は，上述のシンプルな減少

では説明できない．過去の理論研究において，ワニエ励

起子とフレンケル励起子の共鳴による励起準位の分裂が

予見されている[1]．当該観測結果は，励起準位の分裂に

関連する新たな励起状態の形成もしくは新たな緩和過程

の形成によるものだと推察できる． 
●ZnSe/CdSe468–AAcの結果と考察 
当該系では，AAcを 0.002 μmol滴下した試料におい

て，2次元ストリークカメラを用いてピコ秒領域の光学
特性を評価した．図 3に，励起波長 400 nmにおける
ZnSe/CdSe468–AAcの 2次元ストリーク画像を示す．励
起直後の時間領域を領域 1，励起から数十ピコ秒後の時
間領域を領域 2とした．その 2つの時間領域における蛍
光スペクトルを図 4に示す．有機部分及び無機部分単体
ではどちらも 468 nmに発光ピークを持つにも関わら
ず，領域 1では 455，470 nmに発光ピークが観測され
た．その後数十ピコ秒後の領域 2では 455 nmのピーク
は消失した．この分裂した 2つの波長領域（I, II）にお
ける蛍光減衰曲線を図 5に示す．2成分を仮定してフィ
ッティングを行ったところ，どちらの波長領域もわずか

数ピコ秒という非常に高速な減衰成分が含まれているこ

とが明らかになった．以上の観測結果より，励起直後に

おいてのみ，理論的に予見されている(1)異種励起子間の

共鳴による強い相互作用で，励起準位が分裂し，高速な

輻射再結合過程が形成されたと考えられる．455 nmの
準位の消失は，振動緩和によって励起後わずか数十ピコ

秒で無輻射的に消滅したと解釈できる． 
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表 1. 蛍光減衰曲線のフィッティング結果 

図 3. ピコ秒領域における ZnSe/CdSe468–AAc
複合体の 2次元ストリーク画像 

図 4. 時間領域 1, 2における蛍光スペクトル 

図 5. 波長領域 I, IIにおける蛍光減衰曲線とそのフ
ィッティング結果 

表１. 蛍光減衰曲線のフィッティング結果

図３. ピコ秒領域におけるZnSe/CdSe468–AAc複合体の2次元ストリー

ク画像

図４．時間領域１，２における蛍光スペクトル

図５．波長領域Ⅰ，Ⅱにおける蛍光減衰曲線とそのフィッティング結果




