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INTRODUCTION 

 ナノ粒子は比表面積が大きく、またバルクの材
料とは異なった特有の物性を示すことから様々
な分野で研究、応用開発が進められている。近年
では、金や銅等電気抵抗の小さい金属のナノ粒子
は IC 基盤等に微細配線を形成するためのインク
に利用され、また白金ナノ粒子の化粧品や食品へ
の応用、磁性ナノ粒子を用いたガン治療の研究等、
多くの応用例がある。これまでのナノ粒子の作製
方法としては、金属の塊をボールミル等で粉砕す
る方法や、真空中で金属を加熱して気化させたり
スパッタする手法、常温の液相中で金属塩を還元
したり金属錯体を熱分解する手法等、数多くの製
造プロセスが開発されているが、一方でこれらの
手法では粒子サイズの微細化や均一化に限界が
ある、原料や設備が高コストである、生産性に乏
しい等、多くの問題も残されている。これらの仮
題に対し、我々はナノ粒子を簡便に作成する手法
として液中レーザーアブレーション法を提案し
ている。液中レーザーアブレーション法とは、液
相中でバルク材料にパルスレーザー光を直接照
射して原子化およびプラズマ化する手法であり、
原子化された材料は周囲の溶媒により瞬時に冷
却されナノ化する（Fig. 1）。 
 筆者はこれまで、この手法を用いて溶媒に水、
あるいはアセトン等の有機溶媒を用いた酸化チ
タンや酸化鉄のナノ粒子生成研究を行い、一次粒
径 30nm近辺のナノ粒子の生成を確認した 1,2)。し
かしながら、溶媒として水を用いた場合には、ナ
ノ粒子間の凝集や、水分子による材料の酸化等が
起こる可能性があり、また有機溶媒を用いた場合
には溶媒分子との化学反応が起こる可能性が見
出された。このことから、より安定でナノ粒子の

凝集を抑える作用を持つ溶媒の選定が本手法の
重要な要素となると考えられる。この点に関して
最近、溶媒に溶融塩を用いた手法が注目されてい
る。溶融塩は高温でも化学的に安定であり、また
多くの物質を効率よく溶解させる等と特徴を持
つが、ナノ粒子間に溶融塩分子が入り込む事によ
る凝集抑制作用を持つ可能性があることから、噴
霧熱分解法やプラズマ誘起電解法等の各種ナノ
粒子製造法に利用され、一次粒径が数 10nm のナ
ノ粒子の効率的な作成が可能となりつつある。本
研究では、塩化物系の溶融塩を溶媒に用いて金お
よびチタンのナノ粒子作成実験を行い、水中での
実験結果との比較から、液中レーザーアブレーシ
ョン手法への溶融塩の効果について検討した。 

MATERIALS AND METHODS 

   Fig. 2 に液中レーザーアブレーション実験
配置図を示す。溶融塩には、塩化リチウム（LiCl）、
塩化カリウム（KCl）および塩化セシウム（CsCl）
を重量比 1:1:1で混合したもの（LiCl-KCl- CsCl）
を用いた。融点は約 260℃である。溶融塩をセラ
ミック製のるつぼに入れ、ホットプレート上で加
熱して溶融させた後、るつぼの底部にターゲット
となる材料を配置し、上部から焦点距離 15cm の
レンズにより集光したパルスレーザーを照射し
た。ターゲット試料には、代表的なナノ材料とし
て金を用いた。レーザー光源には、ナノ秒パルス
YAGレーザー（Surelite I (コンティニュアム社)、
波長 1064nm、パルス幅 8ns（FWHM）、光径 6mm
φ、繰り返し周波数 10Hz）を使用した。 

RESULTS AND DISCUSSION 

   金ナノ粒子の作製について、比較のためま
ず水中でのレーザーアブレーション実験を行い、

  

      
Fig, 1. Scheme of laser ablation processes in liquids 

    
Fig. 2. Experimental set up for laser ablation in 
molten salt. 



生成ナノ粒子の物性を調べた。Fig. 3 に、光強度
50mW（2×109J/cm2・sec・pulse）、75mW（4×
109J/cm2・sec・pulse）、100mW（4×109J/cm2・sec・
pulse）の各条件での実験後の試料の写真を示す。
照射光強度 50mWの場合、試料は赤色を呈するが、
照射光強度が大きくなるに従い紫~青色に変化
している。この要因は生成した金ナノ粒子の表面
プラズモン吸収によるもので、粒径に依存性して
吸収ピークがシフトするため色の変化が起こる。
Fig. 4に各試料の吸収スペクトルを示す。ただし、
照射光強度 75mW、100mW での試料では粒子の
凝集によりスペクトルに光散乱効果が見られた
ため、その効果はデータから差し引いてある。金
ナノ粒子は吸収スペクトルのピーク波長および
形状から粒径を推定でき、50mWでの照射（図中
(a)）では平均粒径 15nm、75mW照射時（図中(b)）
は 80nm、100mW照射時（図中(c)）は 200nmの平
均粒径を持つことが分かった。このようなレーザ
ー強度の変化による粒径の違いは、おそらく 1パ
ルスあたりに原子化される金の原子数に依存し、
瞬時に多量の金がアブレートされると水による
冷却、分散過程の前に金同士の凝集が起こりやす
くなるためであると考えられる。 
   次にレーザー照射による溶融塩中での金
ナノ粒子の作製を行った。用いた溶融塩は 3g、照
射光強度 50mW（2×109J/cm2・sec・pulse）で実験
を行い、水中での実験結果と比較した。Fig. 5 に
実験後（冷却後）の試料の写真を示す。融解した
溶融塩がナノ粒子の生成により赤色化しており、
また冷却後も赤色が残っていることから、溶融塩
中においても低粒径の金ナノ粒子が生成するこ
とがわかった。Fig. 6(a)に、実験後の試料に水を
加えて水溶液化した試料の吸収スペクトルを示
す。プラズモン吸収帯のピーク波長は 554nm で、

同条件での水中での結果（Fig. 6(c)）に比べて 20nm
長波長側にシフトしている。吸収ピーク波長から
見積もられる生成金ナノ粒子の平均粒径は 80nm
であり、水中での結果（15nm）に比べかなり大き
なものとなっている。また Fig. 6(b)には、溶融塩
の凝集抑制効果について調べるため、水に重量比
10%の溶融塩を加えた水溶液中で実験（光強度
75mW、常温）を行った結果を併せて示す。同条
件での水中での結果（Fig.3(b)）と比較してプラズ
モン吸収が明確に表れている。ピーク波長から見
積もった生成粒子の平均粒径は 50nm であり、溶
融塩が凝集抑制効果を示すことがわかった。 

  
   各実験から得られた生成ナノ粒子の粒径
を比較すると、溶融塩中で得られたものが最も大
粒径であった。この要因のひとつにはおそらく溶
融塩溶媒の温度が関連していると考えられる。金
ナノ粒子の融点は粒径により変化し、粒径 2nmの
場合には約 300℃まで低下するため、溶融塩の融
点（260℃）付近では一旦生成した小粒径ナノ粒
子同士が溶融塩中で融着する可能性がある。しか
し一方で溶融塩自体には凝集抑制効果があり、ま
粒径が大きくなると融点も上昇するため、ある程
度の粒径で粒子の成長が抑えられるものと考え
られる。今後溶媒温度と粒径の関連性や溶融塩の
凝集抑制効果についてさらに詳細に調べると共
により高融点のナノ材料についてもレーザーア
ブレーションによる検討を行う予定である。 
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Fig. 3. Photos of Au nano-particle solutions 
fabricated by laser ablation in water with 
irradiation power of (a)50mW, (b)75mW, 
(c)100mW, respectively. 
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Fig. 4. Absorption spectra of Au nano-particle 
solutions showed in Fig. 3 (a)~(c). 

       
Fig. 5. Photos of the sample (Au/molten slat) 
(a)during laser irradiation, (b)cooled to room 
temperature after experiment.      
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Fig. 6. Absorption spectra of Au nano-particle 
fabricated by laser ablation (a) in molten salt, (b) in 
the water solution of molten salt (10 wt%), (c) in 
water. 
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