
展 望・解 説

高強度レーザー照射による非平衡反応場と金属・合金ナノ粒子合成

国立大学法人東北大学多元物質科学研究所　 中村貴宏∗

A tightly focused femtosecond laser can produce high-
energetic field at the focus. When the high-energetic
field was formed in water, optical breakdown of water
molecules occurred through multiphoton absorption
process. Then reactive species (i.e., H2O → e−aq, H•,
OH•, etc.) were generated. We reported formation of
metal and solid-solution alloy nanoparticles (NPs) with
tunable compositions by high intensity laser irradiation of
aqueous solutions containing metallic ions. The formation
of those NPs in the absence of any reducing agents
can be attributed to the reactive species generated by
high-intensity laser irradiation of the solution.
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1 はじめに

水溶液中への高エネルギー照射による光化学反応に
関する研究の歴史は古く，1934年に X 線照射により
酸素から過酸化水素への還元についての報告がなされ
ている1)．その後，水溶液中への高エネルギー照射に
よって水の光分解が生じ，それによって発生するラジ
カルに起因した還元反応により金属ナノ粒子が作製さ
れることが示された．これまでに電子線やガンマ線な
どの高エネルギー照射によって，各種金属ナノ粒子の
作製に関する数多くの研究が行われている2, 3)．著者
らは，ミリジュール（mJ）オーダーのエネルギーを持
つパルス幅が 100 フェムト秒（10−13）の超短パルス
レーザー光を水溶液中に強く集光することで，上記水
溶液中への高エネルギー照射と同様に各種金属ナノ粒
子が作製されることを見出した．さらに，作製された
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ナノ粒子は，一般的なナノ粒子の合成手法である化学
還元法や上記の高エネルギー照射によって作製される
ナノ粒子と異なる特徴を有することも明らかにしてい
る．本稿では，水溶液中への高強度レーザー照射にお
いて形成される非平衡反応場と，それにより作製され
る金属・合金ナノ粒子の特徴について述べる．

2 水溶液中への高強度レーザー照射による反応と金
属ナノ粒子形成

高エネルギーのフェムト秒パルスレーザー光を強く
集光することで焦点付近において高強度反応場が形
成される．この高強度反応場を水中に形成した場合，
レーザー光の波長に対して吸収のない物質に対しても
多光子吸収やなだれ光イオン化などの非線形光学効果
によってエネルギーが吸収され，Fig. 1 に示す水の光
分解反応が生じることが報告されている4)．上記反応
において各種ラジカルの形成が確認されているが，こ
のうち水和電子（e−aq）や水素ラジカル（H•）の還元電
位はそれぞれ −2.77 VSHE および −2.10 VSHE でありい
ずれも高い還元力を有する．
そのため，水溶液中に存在する金属イオンが存在す
る場合，これらのラジカルによって還元されてゼロ価
の金属原子となり，それらが凝集，成長することでナ
ノ粒子が形成する．電子線やガンマ線などの高エネル
ギー照射による反応と異なる点は，この還元反応が照
射レーザーパルスごとに形成されるラジカル寿命のご
く短時間（< 1.0 ns）に繰り返し生じることである．
本実験の概略図を Fig. 2に示す．波長 800 nm，エネ
ルギー約 5 mJ，パルス幅 100 fs のフェムト秒パルス
レーザー（SpitFire Pro®，Spectra Physics）を，焦点距
離 8 mm，開口数 0.5（Thorlabs Inc.）の非球面レンズ
を通じてガラスセル中に保持した金属イオンを含む水
溶液に集光・照射した．本稿で紹介する結果は，石英
ガラスセル内に保持された溶液に対してレーザー照射
した固定（バッチ）式によるものであるが，フローシ
ステムを用いた連続合成も可能である5)．
以下，本手法を用いたナノ粒子合成の典型的な例と
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Figure 1. Schematic view of the primary events following the simultaneous absorption of n photons.
ηI is the quantum yield of ionization per absorbed photon, ηS is the quantum yield of electron solvation
per ionization, and ηD is the quantum yield of dissociation per absorbed photon4).

Figure 2. Schematic representation of NPs for-
mation by high-intensity laser irradiation of
metallic ion solution.

して，塩化金酸水溶液を対象とした高強度レーザー
照射による金ナノ粒子の合成について説明する．濃度
2.5 × 10−4 mol·dm−3 の塩化金酸水溶液へのレーザー照
射では，レーザー照射時に焦点付近において明るいプ
ラズマ発光が観察されるとともに，ガスの発生が確認
される．このガスはガスクロマトグラフィーを用いた
分析により水素および酸素ガスであることが確認され
ており，水溶液中への高強度レーザー照射によって水
の光分解が生じていることが示唆された6)．レーザー
照射前には無色透明であった水溶液はレーザー照射
とともに次第に変化し一定時間のレーザー照射後に赤
色を呈した．レーザー照射後の水溶液の紫外–可視光
吸収スペクトルでは 520 nm近傍に金ナノ粒子の局在

表面プラズモン共鳴（surface plasmon resonance，SPR）
に起因する吸収ピークがみられた．コロイド溶液中
の粒子を透過型電子顕微鏡で観察したところ，平均粒
径が約 5 nm以下の金ナノ粒子が形成していることが
確認された．また，作製したナノ粒子のゼータ電位は
−35 mV（水溶液の pH 3.0）程度であり分散材等を添加
することなく一定期間安定なコロイドが形成されるこ
とも本手法の特徴である7)．
塩化金酸水溶液を対象としたレーザー照射実験にお
いて，レーザー照射時における紫外–可視吸収スペク
トルのリアルタイム測定によって金ナノ粒子の SPR
に起因する吸収ピークの経時変化を観察した．その結
果レーザーパルスの繰り返し周波数条件が 100 Hz の
場合にはおよそ 14分で吸収ピークが最大となり水溶
液中の金イオンが全て還元されることが示唆された．
水溶液中の金イオンが還元される途中の照射時間

9分でレーザー照射を止めた試料，水溶液中の金イオ
ンがすべて還元されたのち継続して 20分レーザーを
照射し続けた試料に対してコロイド水溶液の安定性を
紫外–可視光吸収スペクトルを用いて評価した結果を
Fig. 3に示す．短いレーザー照射時間で作製した金ナ
ノ粒子コロイド分散液（9分，Fig. 3(a)）では，形成さ
れた金ナノ粒子の自己触媒反応によって，水溶液中に
残存する金イオンが還元されて形成金ナノ粒子の結晶
成長が生じ，その後凝集・沈殿する．
これに対し，金イオンがすべて還元された後もレー
ザーを照射した金ナノ粒子コロイド分散液（20 分，
Fig. 3(b)）では，一か月以上の経過後でも溶液の色な
らびに吸収スペクトルに変化は見られなかった．これ
は，還元反応により形成したナノ粒子に対して水中で
逐次的にパルスレーザー光が照射されることによっ
て，液相レーザーアブレーション（pulsed-laser ablation
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Figure 3. Time variation of UV-visible absorp-
tion spectra of Au nanoparticles (NPs) colloidal
suspensions prepared by different irradiation pe-
riods of (a) 9 min and (b) 20 min.

in liquid，PLAL）と同様のスキーム8)で形成粒子のフ
ラグメンテーションが生じ，金ナノ粒子の表面が酸素
と結合することで安定化されているものと考えてい
る．Sylvestreらによると金ナノ粒子の表面状態は溶液
の pHによって異なり，pH > 5.8ではAu–O−，pH < 5.8
では Au–OH と報告されている8)．本手法により作製
された金ナノ粒子コロイド水溶液の pHは 3.0である
ため，金ナノ粒子の表面構造は Au–OHとなっている
ものと推測される
このようにして作製されたナノ粒子はコロイド溶液

を基材に滴下するだけで固定が可能であり，ナノ粒子
の優れた表面特性を維持しつつさまざまな担体と組み
合わせた複合材料の形成も容易である．

3 混合水溶液への高強度レーザー照射による全率固
溶合金ナノ粒子の形成

本手法ではレーザーを照射する対象が水溶液であ
ることから，複数の金属イオンを含む水溶液へのレー
ザー照射により合金ナノ粒子の形成も可能である．こ
れまでに金および銀イオンの水溶液を対象としたレー
ザー照射によりそれぞれ金6)ならびに銀ナノ粒子9) の
作製に成功している．それぞれの水溶液は塩化金酸
三水和物および硝酸銀を純水に溶解して作製してい
るが，これらを混合すると一定のイオン濃度以上で
水に不溶な塩化銀が形成する．したがって，まず濃度
2.5 × 10−4 mol·dm−3 の各水溶液を作製し，それらに対
して 0.1 vol%のアンモニア水を加えた．それらを金属
イオンのモル濃度を制御して混合することで塩化銀の
形成を抑制して混合水溶液を調整した．

Figure 4 にレーザー照射後の水溶液と紫外–可視光
吸収スペクトルならびに吸収スペクトルにおける吸
収ピーク位置と水溶液中の金のモル比との関係を示
す．作製した水溶液はいずれの場合も無色透明であ
ったが，レーザー照射後は金属イオンのイオン混合
比に応じて黄色から赤紫色に系統的な変化を示した
（Fig. 4(a)）．銀および金ナノ粒子分散液の吸収スペク
トルではそれぞれ 400 nm および 520 nm 近傍に SPR
に起因する吸収ピークが見られるが，混合水溶液への
レーザー照射によって作製されたナノ粒子分散液の吸
収スペクトルでは，調整した混合水溶液中の金イオン
のモル比の増加に伴って吸収ピークの位置が長波長側
にシフトすることがわかる（Fig. 4(b)）．吸収スペクト
ルにおける吸収ピーク位置と水溶液中の金のモル比の
関係（Fig. 4(c)）は比例関係を示していることから，金–
銀混合水溶液への高強度レーザー照射によって組成が
制御された金–銀合金ナノ粒子の形成が示唆された．
それぞれの金属イオンの酸化還元電位が大きく異な
るため，化学還元法を用いて金–銀合金ナノ粒子を作
製するためには還元力の強いヒドラジン（−1.16 VSHE）
などの還元剤を用いた共還元が必要であることに加
え，核生成，成長過程を制御するために金属イオン濃
度の調整や分散材の添加が必要となる．本手法におけ
る金–銀合金ナノ粒子の形成は，水溶液中への高強度
レーザー照射によって発生するラジカルの持つ強い還
元力に起因しているものと考えられる．
金–銀二元系合金は全率固溶合金であるため，熱エ
ネルギー的には形成が容易であると考えられるが，本
手法を用いることで通常の手法では作製が困難な合金

第 109号 (2020) 29



中村貴宏

Figure 4. (a) Feature and (b) UV-visible ab-
sorption spectra of colloidal suspensions pre-
pared by high-intensity laser irradiation of
mixed ion solutions of Au and Ag ions with dif-
ferent mixing ratios. (c) SPR peak positions as
a function of Au molar fraction in solution.

ナノ粒子の作製が可能であることも明らかとなってい
る10–17)．一例として，ロジウム–白金合金二元系合金
ナノ粒子の形成に関する結果を示す．
濃度 2.5 × 10−4 mol·dm−3の塩化ロジウム水溶液なら

びに塩化白金酸水溶液を混合した混合水溶液を対象と

Figure 5. (a) XRD peaks from 1 1 1 planes of
the NPs fabricated by high-intensity laser irradi-
ation of mixed solutions of Pt and Rh ions. (b)
lattice constants of the NPs as a function of Pt
molar fraction for different mixing ratios of plat-
inum and rhodium ions in solution. Reprinted
with permission from Ref. [18] Copyright The
Ceramic Society of Japan.

したレーザー照射により作製されたナノ粒子のX線回
折測定結果ならびに回折ピーク位置から求められる面
間隔と溶液中の白金のモル比の関係を Fig. 5に示す．

X線回折ピークは面心立法構造に特徴的な単一の回
折パターンを示し，そのピーク位置は水溶液中の金属
イオン混合比に応じて系統的にシフトしていることが
わかる．X線回折ピーク位置から求められるナノ粒子
の面間隔と水溶液のイオン混合比はベガード則にした
がって比例関係を示しており，このことからも組成が
制御された合金ナノ粒子の形成が示された．さらに，
合金ナノ粒子の走査透過型電子顕微鏡–エネルギー分
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Figure 6. Scanning transmission electron mi-
croscopy with energy dispersive X-ray spec-
troscopy (STEM-EDS) mapping for the NPs
fabricated in RhPt solution. (a) high-angle an-
nular dark-field STEM (HAADF-STEM) im-
age, (b) Rh-L and (c) Pt-L STEM-EDS map-
pings, (d) reconstructed image of the maps in
(b and c), (e) magnified HAADF-STEM image
of a particle in (a), and (f) EDS line profile of
Rh and Pt along the green arrow shown in (e).
Reprinted with permission from Ref. [17] Copy-
right The Royal Society of Chemistry.

散型 X線分析（STEM-EDS）により得られた元素マッ
ピング（Fig. 6）では，それぞれの元素が粒子中に均一
に分布しており，全率固溶合金ナノ粒子の形成が確認
された．
このような合金ナノ粒子は熱平衡状態では作製が困

難であるため，本手法の特徴である強い還元力を持つ
ラジカルによる複数イオンの共還元に加えて，この還
元反応が，化学還元や，電子線やガンマ線などの連続
的な高エネルギー照射によって生じるラジカルによる
還元と異なり，照射レーザーパルスごとに形成される
ラジカル寿命のごく短時間（< 1.0 ns）に繰り返し生じ

ることに起因して，原子が拡散して熱平衡状態にいた
る前に合金構造が形成されているものと考えている．

4 おわりに

本稿では高強度レーザー照射による非平衡反応場と
それによる金属および合金ナノ粒子合成について紹介
した．同手法を用いることにより，還元剤等を添加す
ることなくナノ粒子が作製できる．さらに，混合水溶
液を対象とすることで通常では作製が困難な合金につ
いても全率固溶合金状態で作製できることも示した．
現在は同手法により作製される特徴的なナノ粒子の実
用展開に向け，大量合成システムの構築やナノ粒子の
表面修飾に関する研究についても進めている．
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