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【ナノテクノロジー特集】 
 

米国とヨーロッパの量子ドット応用開発 
 
はじめに 

 
量子ドット(QD)分野への入門のためには、エビデント・テクノロジーズ社(Evident 

Technologies;トロイ、ニューヨーク州)のウェブサイト1および SRI-CBI Explore/View 
points のナノ材料 2006 年 2 月を参照のこと。そこには QD で実現している技術、応
用、産業構造および商業機会についての情報が提供されている。 

 
これまでの QD とその応用に関するニュース項目の簡潔なレビューは、ヨーロッパ

と比較してより多くの研究がアメリカで行われていることを示している。一般的に、

量子ドットの予測可能な調整特性のために、その利用は産業市場の広い領域に影響を

与えるであろう。これらのナノ材料を取り囲む関心にもかかわらず、市場に商業規模

の量(グラムからキログラム)の QDを供給する企業はほとんどない。 
 
特に注目すべきなのは、2005年 10月にインビトロジェン社(Invitrogen)によって買

収された QDサプライヤーのカンタムドット社(QDC; ヘイワード、カリフォルニア州)、
およびエビデント・テクノロジーズ社がある。特にエビデント社は、これらのナノ材

料のための潜在的な応用の識別および追求において非常に活動的であり、より低い毒

性の QDを含んだ非重金属の開発を行っている。 
 
一般的に、最終応用に依存して QD 生産では以下の 2 つの異なる合成法が使用され
ている。 
 
－ in-situ 製造法では、QD レーザーの生産にとって特に重要な規則的 QD 配列を
作るために、エレクトロニクスやオプトエレクトロニクス応用において主として使

用されている、高価な分子線、エピタキシー(原子層エピタキシー)あるいは化学蒸気
蒸着装置を使用している。 
 
－ コロイド状湿式化学法は、典型的にキログラム程度の量の独立した量子ドットを
生産する。 

 
上に述べた 2 つの合成方法は異なっているが、量子ドット構造体は通常半導体から

作られるという共通点を持っている。 
 

                                                  
1 www.evidenttech.com 
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2005 年にコーネル大学(イサカ、ニューヨーク州)が、CU ドットを作るために、有
機蛍光体(染料)でナノスケール構造と寸法を決めるための鋳型の役割をする無機ナノ
粒子(シリカ)を結合する量子ドットプロセスを開発した。 

 
QD は悪評が高いほどに高価である。そこで、インディアナ大学とパデュー大学イン

ディアナポリス校の研究者は、2006 年 3 月に生産コストの低下を促進するために、音
響エネルギー(室温音響化学)を使用する QD製造のための新しい合成方法を発表した。 

 
さらに、ライス大学の研究者は、湿式化学 QD プロセスにおいて共通であり、原料

費の約 90%を占めている、コストが 1リットル当たり約 150ドルのトリオクチルフォ
スフィンオキシド(TOPO)やオクタデカンのような高価な溶剤を、オクタデカンより 7
倍以上も安価なダウサム Aのような熱伝達液に置き換えている。 

 
応 用 

 
- QDレーザー 
 
量子ドットの初期開発の多くは、近距離および遠距離通信応用のために、特に、

1,310nmから 1,550nmの QDレーザーの大きな必要性から電気通信応用に注目した。
ジア・レーザー社(アルバカーキ、ニューメキシコ州)および富士通(東京、日本)の両社
は、遠距離通信応用の量子ドットレーザーの開発において有力であった。量子ドット

レーザーが従来の半導体レーザー以上に持っている性能上の利点は、温度に依存しな

い性質(QDレーザーは冷却不要)、広い利得スペクトルおよび狭い線幅や低チャープ性
が挙げられる。 

 
最近、カリフォルニア大学サンタバーバラ校およびイタリアのパヴィア大学の科学

者による共同の取り組みは、2～4個の QDだけに依存する QDレーザーの開発に結び
ついた。一方、従来の QDレーザーは何千もの QDを含んでいる層より成っている2。 

 
- 生物システムの蛍光標識化/タグ付け 

 
開発者は遺伝子やタンパク質に QD を付けることができる。また、その光学的な特

性によって、研究者は特定のタンパク質や DNA とその密度を識別することを可能に
し、癌のような様々な疾病の医学的診断を可能にする。潜在的に利益をもたらす応用

には、特に湿式化学合成量子ドットの生物医学的な応用における、螢光マーカーとし

ての量子ドットバイオ接合体の利用がある。確かに、最初の QD 商品である QD バイ
オ接合体は 2002年に市場に出されている。ローダミンのような従来の有機染料にまさ
                                                  
2 より詳細に関しては www.physorg.com/news64253705.htmlを参照 
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る生物医学螢光応用としての量子ドットの利点は大きい。 
 
－ 単一励起光源は、量子ドット放射の全波長で使用できる。従来の染料においては、
多くの場合、異なる励起波長光源が各染料に必要であった。 

 
－ 螢光出力を時間とともに染料から減少させる傾向となる、有機染料が示す白濁の
様なことは、量子ドットは示さない。 

 
－ 単一励起光源の使用と、異なるタイプおよびサイズの量子ドットナノ結晶を溶液
中へ混入することは、多重波長蛍光分光学法を可能とする。 

 
カンタムドット社は、MIT(ケンブリッジ、マサチューセッツ州)とカリフォルニア大

学バークレー校からの実施許諾技術でこの応用を開拓した。エビデント・テクノロジ

ーズ社は、生物医学市場をターゲットとするもう一方の QD サプライヤーであり、ポ
リカーボネートとポリスチレンのような高分子樹脂中の QD であるエビドット

(EviDots)やエビコンポジット(EviComposites)を供給している。 
 
生物医学応用での短期的な可能性は、カンタムドット社やエビデント・テクノロジ

ーズ社のような QD サプライヤーにとって確かに有力である。生物学検出物質中のこ
れまでの蛍光染料の市場は、世界的におよそ 5億ドルの価値がある。 

 
米国立癌研究所および米国立標準技術研究所の研究者は、最近、炭疽菌や大腸菌を含む

種々にわたるバクテリアを識別することができる検査法の開発で QDを使用している3。 
さらに、スタンフォード大学のカリフォルニア州癌ナノテクノロジー卓越センターの研

究者は、その場で自身の光を発生する量子ドットタンパク質接合体を開発した。この自己

発光量子ドットは、外部光源の必要性をなくするだけでなく、生体内のイメージ応用の感

度を増加させる4。 
テキサス大学オースティン校の研究者は、子宮頸癌の早期発見で QDを使用している5。 
 
2005年に QDC社を獲得したインビトロジェン(Invitrogen)社は、最近、シグラロミ

クス社(Signalomics GmbH：スタインフルト、ドイツ)との協力協定を発表した。単一
の癌細胞の存在の検知により患者の生体内組織の腫瘍の同定を向上させる能力を持つ

QD 試薬を開発する。 コーネル大学の研究者もまたそのような応用での CU ドット
の螢光特性を研究している。 

                                                  
3 より詳細に関しては www.azonano.com/news.asp?newsID=2069を参照 
4 より詳細に関しては http://nanotechwire.com/news.asp?nid= 3020&ntid=188&pg=1 を参照 
5 より詳細に関しては http://nano.cancer.gov/news_center/nanotech_news_2005-09-19a.aspを参照 
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- 太陽電池 
 
太陽電池開発において、光吸収層として働くバンドギャップ調整を行った量子ドット

の使用は、例えば、色素増感太陽電池の有機金属化合物の染料を置き換えることにより、

太陽のスペクトル分布と太陽電池の吸収スペクトルを一致させ、より大きな光捕獲を通

して、太陽電池の効率と電子と正孔ペアの生成を高めることを目的としている。 
 
例えば、米国立再生可能エネルギー研究所(ゴールデン、コロラド州)の研究者は、1

個の光子当たり最大 1 個の電子しか生成しないで残余エネルギーを熱として失う、従
来の太陽電池システムと比較して、量子ドットは太陽光の 1 個の高エネルギー光子か
ら 3個の電子を生成できることを発見した。 

 
理論的な評価では、従来の結晶シリコン太陽電池では太陽エネルギーの 28%までし

か電力に変換できないが、QD は約 65%を電力に変換できることを示唆している。さ
らに、コナーカ・テクノロジーズ社(Konarka Technologies、ローウェル、マサチュー
セッツ州)は、コナーカのパワープラスチックの感度を広帯域の光スペクトルに増加さ
せるために、プラスチック太陽電池の開発でエビデント・テクノロジーズ社のエビド

ットを使用している。NASA グレン研究センターもまた、太陽電池開発での QD の使
用を研究している。 

 
ロスアラモス国立原子力研究所(ロスアラモス、ニューメキシコ州)のリチャード・シ

ャラーおよびヴィクター・クリモフは、セレン化鉛ナノ結晶に基いた太陽電池が、太

陽光の 60%を電力に変換することが可能なことを示す計算結果を報告している。より
正確には、これらの量子ドットが衝突電離を示すことを発見している。この衝突電離

は、レーザー光子が電子を自由にするのに必要なエネルギーの 3 倍以上を持っている
場合に発生する。 
この余剰エネルギーは、自由電子を打ち込み、さらに電子を自由にして、より多く

の電流形成を可能にして性能増加を助ける。 
 
研究者によれば、この発見は、今日の結晶シリコン太陽電池より高い電気出力を持

つ太陽電池の生産を通して、太陽電池開発で QDの潜在的な利用を増加させる6。 
トロント大学の研究者(トロント、カナダ)もまたより効率的な太陽電池の開発でセレ

ン化鉛 QDを使用している。 
 
イノベライト社(Innovalight：サンタクララ、カリフォルニア)は、シリコン量子ド

                                                  
6 より詳細に関しては www.physorg.com/news9583.htmlを参照 
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ット(QD)の太陽電池技術を開発している。同社の方法は、ドットをプロセスし、薄膜
光電池を作るために従来のロールトーロール印刷技術を使用している。 

 
量子ドット形式シリコンの光放射特性はバルクシリコンより大きく改善されたので、

イノベライト社は、調整可能シリコンエミッターを生産するために量子ドットのこの

特性を開発することができた。 
 
イノベライト社は、2007年にこの技術を商業化することを目標としている。ロチェ

スター工科大学(ロチェスター、ニューヨーク州)のナノパワー研究所のライン・ラファ
エル所長に率いられた科学者は、宇宙で使用される最先端太陽電池を次世代レベルへ

もたらすための量子ドットに基いたナノ構造化太陽電池の開発で、米国国防総省から

84万ドルの補助金を獲得した。 
 
このプログラムは、3年半におよび全資金提供 300万ドルに達するであろう7。 
 

- 偽造防止 
 
紙幣生産インクやポリマーへの QD の合体は、偽造と戦うことを支援することがで

きる。再び、エビデント・テクノロジーズ社は、この応用の主要な支持者である8。確

かに、同社は特許の量子ドット技術に基いた先端的な偽造防止材料を開発するフェー

ズ 1 SBIR(小企業イノベーション研究)グラントを獲得している。 
 

- 発光ダイオード(LED)と固体素子照明 
 
可視から赤外線までのどのような波長でも放射できる、QD基盤 LEDを研究者は調

整することができ、バルク半導体結晶に対する重要な利点として、プラスチックのよ

うな色々な形へ QD 基盤 LED を組み込むことができる。例えば、QD ビジョン社(ケ
ンブリッジ、マサチューセッツ州)は、平面ディスプレイ応用向けの QD-LED を開発
している。同社によれば、QD-LED 基盤ディスプレイは、今日の LCD 技術より低価
格で高解像度の画像を提供することができる。 

 
さらに、自動車や航空機の計器ディスプレイから交通信号灯やコンピュータ・ディ

スプレイまで、様々な応用向けのカラー選択可能な固体素子照明を作成するために量

子ドットを研究している。さらに、異なるサイズの量子ドットを組合せることによっ

て、白色光を作成することができると考えている。白色光 LEDの一環としての光変換
媒質のナノ結晶は、これまでの蛍光灯や白熱光に置き換えることができる。 

                                                  
7 より詳細に関しては www.azonano.com/news.asp?newsID=1963年を参照 
8 より詳細に関しては www.evidenttech.com/applications/ quantum-dot-ink.phpを参照 
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QD 基盤白色光開発の活動的な関係者には、ナノシス社(Nanosys：パロアルト、カ

リフォルニア州)、ヴァンタービルト大学(ナッシュビル、テネシー州)およびロスアラ
モス国立研究所とサンディア国立研究所(アルバカーキ、ニューメキシコ州)がいる。例
えば、2005年には、ロスアラモス国立研究所の研究者は、窒化ガリウム半導体中にカ
プセル封入したコロイド状量子ドットに基いた最初の完全無機の多重カラー光放射ダ

イオードを発表している9。 
2005 年 10 月に、ヴァンタービルト大学の化学者は、偶然に自己吸収を除去して白

色光を出力する異なった方法を発見した。この方法は、セレン化カドミウム(CdSe)量
子ドット含有溶液で青色 LEDを被膜することが関係している10。 
セントアンドルーズ大学(ファイフ、英国スコットランド)およびサンディア国立研究

所では、他のタイプの量子ドットと相互作用させるために化合物を加えることによっ

て、広域スペクトルの白色光を作成することができることを示している。ロスアラモ

スとサンディア国立研究所の共同研究は、現在は外部的に被覆しているナノ結晶を、

LED構造内に組入れた斬新な白色光 LEDを作り出した。 
 
特にこの技術は、CdSeコアとセレン化亜鉛シェルの CdSeナノ結晶を窒化ガリウム

基盤 LEDの固有層内に組み込む。この場合、量子井戸が LEDヘテロ構造に取替わる
が、ある意味では井戸内のジアレーザー・ドットに似ている。この結果は、今日の無

機/有機ハイブリッドとは全く異なった完全無機の白色光 LEDとなる。 
 

- 量子暗号 
 
量子暗号は、暗号化情報である二進数の 1 と 0 を、異なる光子状態によって表す単

一光子通信を意味している。量子からみ合いの原理に基いた安全な光通信システムが

作成されている。以前のシステムは、からみ合った光子を生成させるために結晶に紫

外線を照射していた。しかし、この方法は、からみ合った光子と同様に通常の光子も

生成する欠点を持っている。 
 
2005年 12月に、東芝リサーチヨーロッパ(ケンブリッジ、英国)とケンブリッジ大学

(ケンブリッジ、英国)は、コマンドでからみ合った光子を生成することができる量子ド
ットレーザー装置を作り上げた。同チームは、直径 12nmおよび高さ 6nmのナノスケ
ール砒化インジウム量子ドットを持つガリウム砒素基板上に装置を作り上げた。運転

では、このシステムは量子ドットを活性化して 2 つの電子を励起させるためにレーザ
ーを使用する。 
                                                  
9 より詳細に関しては www.physorg.com/news4152.htmlを参照 
10 より詳細に関しては www.physorg.com/news7421.htmlを参照 
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その後、これらの 2 つの電子のエネルギーは変換され、わずかに異なる波長の 2 つ
のからみ合った光子を生成する。 

 
これらの 2つの光子は分割でき、一旦装置を離れれば、別々に移動することができる。 
開発者は従来の半導体製作技術を使用してこの装置を作り上げることができ、コマ

ンドでからみ合った光子を生成することができることを実証した点で、この新しい装

置は重要なブレーク・スルーを示している。この事実は、単純なクロックパルスを使

用して、からみ合った光子の生成を効率的に始動できることが可能であることを意味

し、セキュリティ増加のための潜在的な暗号化システムが解読キーを容易に更新する

ことを可能とする11。 
 

- 量子計算 
 
論理ゲートとしての量子効果素子の性能は、今日のトランジスターより優れている

であろう。量子コンピュータは現在まだ存在しておらず、いまだ開発の初期段階にあ

り商業化にはまだ非常に遠い。しかしながら、かなりの研究が、初期開発に非常に活

動的な IBM のような関係者で進行中である。ピッツバーグ大学(ピッツバーグ、ペン
シルバニア州)の研究者は、単一電子を閉じこめることができるほどに十分に小さいゲ
ルマニウム基盤の QDアイランドを生成する方法を開発した12。 
さらに、オハイオ大学(アテネ、オハイオ州)、カリフォルニア大学サンタバーバラ校お
よびヘリオット・ワット大学(エディンバラ、英国スコットランド)の研究者は、光波に
よって QDが互いに通信する方法を発見している13。研究者は、今日のコンピュータで

使用されている電荷交換によるデータ伝送を置き換えることを可能にし、光量子コン

ピュータの開発に結びつくかもしれないと信じている。 
以上 

（出典： SRI Consult ing Business  Inte l l igence  Explorer  Program）  
 

                                                  
11 より詳細に関しては www.toshiba-europe.com/research/crl/ QIG/を参照 
12 より詳細に関しては www.umc.pitt.edu/rr/issues/2006spring/ quantum-comp.htmlを参照 
13 より詳細に関しては http://news.research.ohiou.edu/news/index.php?item=264や 

www.physorg.com/news4297.htmlを参照  
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