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生活の中の微粒子生活の中の微粒子
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牛乳
人乳と牛乳の主要栄養価(100g≒97ml)  

栄養素名 人 乳 牛 乳牛乳 栄養素名 乳 牛 乳

工ネルギ― 65kcal 67kcal

たルばく質 1.1g 3.3g

脂質 3.5g 3.8g

炭水化物(糖質) 7.2g 4.8g

灰分(ミネラル等) 0.2g 0.7g

力リウム 48mg 150mg

力ルシウム 27mg 110mg

リン 14mg 93mg

マグネシウム 3 10マグネシウム 3mg 10mg

ビタミン A(レチノ

ール当量)
47μg 39μg

ル当量)

ビタミン K 1μg 2μg

ビタミン B1 0.O1mg 0.04mg1 g g

ビタミン B2 0.03mg 0.15mg

ビタミン B12 Tr 0.3μg

パントテン酸 0.50mg 0.55mg

五訂日本食品標準成分表より：100g 当たり 



水

乳脂肪

タンパク質





多元物質科学研究所

身の回りのコロイド身の回りのコロイド

ビールビ ル



ビール

ビールの泡

移流集積によって下から上に運ばれ、二次元の結
晶構造を形成するコロイド。下の方のコロイドは動い
ているためブレている。

7永山国昭（東京大学教養学部）



ビールの泡ビ ルの泡
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ビ ルの泡ビールの泡

なぜ合一しにくいのか？なぜ合 しにくいのか？

分散安定化への指針

泡の表面にホ プと麦芽泡の表面にホップと麦芽
由来のフムロンや塩基性
アミノ酸が吸着し 分散剤アミノ酸が吸着し、分散剤
的な働きをしている
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ビール酵母ル酵母

上面発酵酵母と 面発酵酵母上面発酵酵母と下面発酵酵母
– 下面発酵ビール下面発酵ビ ル

下面発酵酵母を使用し、６～１５℃と低温で発酵させ
た 味が穏やかです きりしたビ ルた、味が穏やかですっきりしたビール

– 上面発酵ビール

上面発酵酵母を使用したもので、１８～２５℃と比較的
高い温度で発酵させ、フルーティーな香気成分を多く
つくる。発酵中に浮上し、液面に酵母の層を形成する
ところからこの名がある。



別府・地獄めぐり別府 地獄めぐり
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別府・海地獄別府 海地獄
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青い熱湯 ～海地獄青い熱湯 海地獄

１．温泉水 20 mlを遠心分離機にかける

遠心分離 10,000 r.p.m. 30 min遠心分離 10,000 r.p.m.  30 min

この条件で、コロイドはすべて沈んだ

(この条件でシリカなら 20 nm程度のものまで沈(この条件でシリカなら、20 nm程度のものまで沈
む）

２ 上澄み液（固相のない）を保存２．上澄み液（固相のない）を保存

３．沈んだ固体（白色）に２段蒸留水 20 mlを３．沈んだ固体（白色）に２段蒸留水 20 mlを
入れる

４ 超音波分散
13

４．超音波分散



遠心分離後
海地獄

遠心分離後
の上澄みの上澄み
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青色の正体は何か？青色の正体は何か？

遠心分離により、透明になった
色がつく原因のものは固相になった。色がつく原因のものは固相になった。

可能性１： シリカコロイドによる着色

可能性２： シリカコロイドに色の原因の
イオンが吸着イオンが吸着

可能性２は、遠心分離で得た固相の色
が白色だったことから可能性が薄い。

15

が白色だったことから可能性が薄い。



遠心分離後
海地獄

遠心分離後
の上澄み

再分散後
の上澄み

写真では見えにくいが、右はほぼ元の青白い色を呈している。
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写真では見えにくいが、右はほぼ元の青白い色を呈している。



青色の正体＝シリカコロイド青色の正体 シリカコロイド

このシリカコロイドは小さいた
に 液 にめにまるで溶液のように見え

たわけたわけ。
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そのシリカコロイドの
電子顕微鏡写真電子顕微鏡写真
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シリカ微粒子シリカ微粒子

形は球形で、アモルファス（非晶質）であ
ることがＸ線などの解析によってわかっることがＸ線などの解析によってわかっ
た。

なお FT IRで分析したところ シリカ組なお、FT-IRで分析したところ、シリカ組
成であることがわかった。

球形シリカ粒子は、高いアルカリ領域で
加水分解により合成されるので 地下加水分解により合成されるので、地下
深部で高アルカリ、高温で生成したもの
と推測される

19
と推測される。



シリカ＝化学分析シリカ 化学分析

20.0℃で pH 8.438

ICPICP

Si濃度： 2 706 mmol/LSi濃度： 2.706 mmol/L

これを H2SiO3（分子量=78.09958）の
標記に変えると

211 3 mg/L211.3 mg/L
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なぜ、青いのか？なぜ、青いのか？

Rayleigh散乱の概念で説明可能

粒径が小さくなると短い波長 つまり青粒径が小さくなると短い波長、つまり青
色は散乱しやすい。

数十nm程度以下のシリカによって青色
を散乱 懸濁液は青くなるを散乱→懸濁液は青くなる
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

機能性ナノ粒子の液相合成機能性ナノ粒子の液相合成

ナノ粒子からサブミクロン粒子の粒子生成ナノ粒子からサブミクロン粒子の粒子生成
の化学について概括する。

特に、単分散粒子と呼ばれる、サイズ、形
態、組成、構造などが均一な粒子群の合態、組成、構造などが均 な粒子群の合
成化学について、その基礎と応用、実例に
ついて講義するついて講義する。

さらに、その技術をナノ粒子合成に発展し
た結果開発された新規触媒調製法の研究
についても紹介する。

22

についても紹介する。
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ナノ粒子ナノ粒子

10－9 m = 1 nm10 9 m = 1 nm
１０億分の１mの世界１０億分の１mの世界

原子が数～十数個集まった素材

バルクとは異なる物性が期待される

バルク原子数と表面原子数に差がなく 結バルク原子数と表面原子数に差がなく、結
合不飽和な原子が多く存在する飽和 原 多 存在す
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粒子径による粒子の分類

1m 100μm
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比表面積の計算

4
比表面積の計算

3
4,4 32 rVrAS == ππ
3
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3
比表面積

AS ==比表面積
rdVd

==

)( は比重d
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)( は比重d
１１ 微粒子からナノ粒子微粒子からナノ粒子 ～粒子サイズ等による分類と傾向～粒子サイズ等による分類と傾向



表面構造と触媒機能

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

表面構造と触媒機能
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表面構造と触媒機能

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

表面構造と触媒機能
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

講義内容講義内容

機能性ナノ粒子の液相合成機能性ナノ粒子の液相合成

単分散粒子合成とゲル－ゾル法単分散粒子合成とゲル ゾル法

Niナノ粒子合成

ナノ粒子合成を利用した新規触媒調製法

選択析出法選択析出法

液相還元選択析出法
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ゲルーゾル法で合成した粒子ゲルーゾル法で合成した粒子ゲル ゾル法で合成した粒子ゲル ゾル法で合成した粒子

αα--Fe2O3Fe2O3 αα--Fe2O3Fe2O3 αα--Fe2O3Fe2O3 αα--Fe2O3Fe2O3αα Fe2O3Fe2O3 αα Fe2O3Fe2O3 αα Fe2O3Fe2O3 αα Fe2O3Fe2O3

CdSCdS CdSCdS Cu2OCu2O

2μm 2μm 2μm 10μm

CdSCdS CdSCdS Cu2OCu2O

29
0.50.5μμmm

11μμmm 0.50.5μμmm



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

単分散粒子とは単分散粒子とは

サイズ 形態 構造 組成が均一な粒子群サイズ、形態、構造、組成が均 な粒子群

おおむねサイズの標準偏差が１０％以内のものをさす

単分散粒 性能が あ れ単分散粒子は上記の性能が均一であるために、それ
だけで機能性材料となる。なぜならば、全体で平均化さ

個 個がも 特性がれるのではなく、粒子１個１個がもつ特性がそのまま反
映されるから。

たとえば、酸化鉄（α-Fe2O3）だと、単分散粒子ではない
と、べんがらと呼ばれる真っ赤な塗料だが、サイズが１と、 んがらと呼ばれる真っ赤な塗料だが、サイズが
μm程度で、形態が長いと黄色っぽくなり、平板だと真っ
赤になる。

30

赤になる。



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

Stöber法シリカ粒子Stöber法シリカ粒子

きれいな単分散粒
子で、工業的にも多
く されく利用されている。

31



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

単分散粒子合成のための一般的指針単分散粒子合成のための 般的指針

1. 核生成と粒子成長の分離

2. 粒子間凝集の防止

3. モノマーの留保

(T. Sugimoto, Adv. Colloid Interface Sci. 28, 65 (1987).)
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

LaMerモデルLaMerモデル
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

核生成と成長の分離核生成と成長の分離

過飽和度の制御過飽和度の制御

希薄系あるいはリザーバーの存在

均一核生成に必要な過飽和度は通常不均一
核生成に比べて大きい核生成に比べて大きい

核生成期間の制御

核生成期を成長期に比べて格段に短くするな
どど
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

凝集防止凝集防止

希薄系希薄系

塩濃度を低くして電気二重層による静電的反気
発力で凝集防止

保護コロイド保護コロイド

粒子表面に吸着させて凝集を防止

粒子固定

ゲ 網など 定 ブ を抑制ゲル網などに固定化してブラウン運動を抑制
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２．１ 液相法ナノ粒子合成

モノマーの留保モノマ の留保

リザ バ の存在リザーバーの存在

酸化物粒子： 酸化物のOは水がリザーバー。
故に金属イオンの方を制御する

金属： 金属状態は溶解度が非常に低いので金属： 金属状態は溶解度が非常に低いので
成長させるための工夫が必要

外部からの添加

ハロゲン化銀のようにダブルジェット法などをハロゲン化銀のようにダブルジェット法などを
利用する

36



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ゾルーゲル法ゾル ゲル法

金属アルコキシドを出発物質とし 温和な金属アルコキシドを出発物質とし、温和な
条件で、加水分解反応を起こさせ、ゾルを
得る方法

ゾルを経由して ゲルまで行くことから ゾゾルを経由して、ゲルまで行くことから、ゾ
ルーゲル法と呼ばれるが、単分散粒子を法 、
得るには、ゾルでとめる

Si( O C H ) 2H O SiO 4C H OHSi(-O-C2H5)4 + 2H2O SiO2 + 4C2H5OH
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２．１ 液相法ナノ粒子合成

その他の単分散粒子合成その他の単分散粒子合成

希薄系希薄系

Matijevicコロイドなどが有名j

ポリスチレンラテックス

重合 応重合反応

エマルジョンエマルジョン

界面活性剤を使う使わないで違いがある

その他
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ゲルーゾル法

東北大学多元研における研究
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凝集防止機構

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ヘマタイト（α-Fe2O3）粒タイ （ ）粒

子がゲル網に固定化さ
れる

β-FeOOH（中間生β
成物）のゲル網

モノマーゲル網 成長する粒子長

例えば、ヘマタイト（α-Fe2O3）粒子合成では前駆固体として濃厚な非晶質水酸化鉄
ゲ を用 非晶質水酸化鉄 含水酸化鉄（ カガナイト） タイト テ プゲルを用い、非晶質水酸化鉄→含水酸化鉄（アカガナイト）→ヘマタイトの２ステップ

の相転移を経て生成する。この場合、中間生成物である含水酸化鉄がヘマタイト前
駆体のリザーバーとなり、かつ凝集抑制効果を担っている。

40

駆体のリザ バ となり、かつ凝集抑制効果を担っている。

また、ヘマタイトの形の制御は硫酸根、リン酸根などの吸着性イオンを共存させるこ
とにより達成される。



その１つの解決策：

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ゲル－ゾル法
単分散ヘマタイト粒子調製単分散ヘマタイト粒子調製単分散ヘマタイト粒子調製単分散ヘマタイト粒子調製 100℃

Fe(OH)3

核生成
3 hours

β F OOH

核生成

β-FeOOH

粒子成長粒子成長 6 days

α-Fe2O3
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ゲルーゾル法による

単分散ヘマタイト粒子の合成単分散ヘマタイト粒子の合成単分散ヘマタイト粒子の合成単分散ヘマタイト粒子の合成

2μm2μm
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濃厚水酸化ニ ケル懸濁液からの濃厚水酸化ニ ケル懸濁液からの

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

濃厚水酸化ニッケル懸濁液からの濃厚水酸化ニッケル懸濁液からの
均一金属ニッケル粒子の合成均一金属ニッケル粒子の合成

Ni(OH) 懸濁液

均 属 ッケ 粒子 合成均 属 ッケ 粒子 合成

Ni(OH)2 懸濁液
With PEG

N H PO 添加NaH2PO2添加5050℃℃, 12 hours, 12 hours

生成物

– 0.1 M Ni(OH)2 + 4 M NaH2PO2

– 0.5 wt% PEG（分子量400,000）

43

0.5 wt% PEG（分子量400,000）



ゲルゲル ゾル法によるスピンドル型ゾル法によるスピンドル型

2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

ゲルゲル--ゾル法によるスピンドル型ゾル法によるスピンドル型
均一チタニア粒子の合成均一チタニア粒子の合成

チタンイソプポキシド: 0.5 M
トリエタノールアミン: 1.0 M

（急激な加水分解の防止剤）

2M アンモニア水

高粘性のゲル状物質

スピンドル型均一チタニア粒子
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

単 散金 物単 散金 物単分散金属硫化物粒子単分散金属硫化物粒子

Cd(OH)2
Reservoir of M2+ Reservoir of S2-

or
Metal 

chelates
TAAM    +  S    2+ 2-M(NH3)n2+

チオアセトアミドアンモニア錯体

Gelatin
チオアセトアミドアンモ ア錯体

単分散硫化物粒子

M Cd Z Pb tM=Cd, Zn, Pb etc.
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Synthesis method of BaTiO3/SrTiO3 fine particles

gel-sol method
H)H)3

Schematic drawing of 
reaction vessel 
(autoclave)

46

(autoclave)



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

TEM micrograph of BaTiOTEM micrograph of BaTiO33

200 nm
BT01 BT02 BT03市販品
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(High Purity Chemicals) (Wako Pure Chemicals)



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

TEM microphotographs ofTEM microphotographs of 
initial materials

SR-01 SR-02 SR-03
50 nm 200 nm 200 nm

市販品SR 01 SR 02 SR 03市販品

48

The particle size of SR-01 is 
smaller than 40 nm.



２．２ ゲル－ゾル法

粒 態制御粒子形態制御
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2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

粒子の形態粒子の形態

平衡形と成長形平衡形と成長形

平衡論的制御と、速度論的制御

ほとんどの場合は成長形

一部 鉱物などで平衡形が見られる部、鉱物などで平衡形が見られる

成長形は各面の法線方向への成長速度の差に
よって生まれるよって生まれる

したがって、成長速度に差をつければ粒子の形態
を制御できる

50

を制御できる。



Synthesis of Monodispersed Anisotropic TiO2 Particles
２．２ ゲル－ゾル法

Gel-Sol Method: Particle Preparation Technique by using Metal Hydroxide Gels

Synthesis of Monodispersed Anisotropic TiO2 Particles

100 ˚C 140 ˚C

24 h

・Ti(OPri)4

・Shape Controller
(Amine, Amino Acid)

・Stabilizer (N(CH2CH2OH)3)

Gel Formation by H-Bonding
Network of Ti(OH)4

Sol Formation by
Crystal Growth

・pH Controller

51
T. Sugimoto, “Monodispersed Particles,” Elsevier, Amsterdam, 2001.
K. Kanie and T. Sugimoto, Chem. Commun., 2004, 1584. 
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Anisotropic TiO2 Particles Obtained by the “Gel-Sol” Method

Ethylenediamine Succinic AcidEthylenediamine Gluconic AcidEthylenediamine
Init pH: 10.5

Succinic Acid
Init pH: 10.5

Ethylenediamine
Init pH: 10.5, Seeds

Gluconic Acid
Init pH: 9.5

Oleic Acid
Init pH: 11.5

Oleic Acid
Init pH: 9.9

Glutamic Acid
Init pH: 10.5

none
Init pH: 10.5

52

T. Sugimoto, X. Zhou, and A. Muramatsu, J. Colloid Interface Sci., 259, 53 (2003).
K. Kanie and T. Sugimoto, Chem. Commun., 2004, 1584.
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Shape Control by Amines and Oleate

AminesAmines

c-axis

Olate

Organic Amines Adsorb on TiO Surfaces

53

Organic Amines         Adsorb on  TiO2 Surfaces

Utilization for Organic-Inorganic Hybridization
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硫酸根による形態制御硫酸根による形態制御

2 M F Cl 100 l2 M FeCl3 100 ml

6.0 M NaOH  90 ml

x M Na2SO4 10 ml

pH ~ 2.10.9 M Fe(OH)3 + 0.1 M Fe3+

100℃ 8 days100℃, 8 days

54

α-Fe2O3 pH ~ 0.6
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c軸 c軸 c軸 c軸c軸 c軸 c軸 c軸

c面
{001} {001}{001}

{012}
側面

{012}

六方晶 エリプソイド型 ピーナツ型 平板

★ この結果より SO 2 の側面 の強い吸着が示唆される★ この結果より、SO4
2-の側面への強い吸着が示唆される。
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c軸 c軸 c軸 c軸c軸 c軸 c軸 c軸

c面
{001} {001}{001}

{012}
側面

{012}

六方晶 エリプソイド型 ピーナツ型 平板

★ この結果より SO 2 の側面 の強い吸着が示唆される★ この結果より、SO4
2-の側面への強い吸着が示唆される。



. 形態制御する硫酸イオン

★ Fe3+ + SO4
2- →

FeSO4
+錯体の生成

★ 存在

2 pH ~ 1.0

★ 3.0 M Cl-存在下: 
Fe-Cl錯体の生成が主。

FeSO +の錯体の生FeSO4
+の錯体の生

成は認められない。
★ 実際の粒子生成系nc

e

0.1 M [Fe3+] +
3.0 M [Cl-] + 
3.0x10-2 M [SO4

2-
Fe-Cl錯体

★ 実際の粒子生成系
では、SO4

2-が成長面に

吸着することで、形態制
1

A
bs

or
ba

n [ 4
]
0.1 M [Fe3+] +
3.0 M [Cl-]

御が行われると考えられ
る。

0 1 M [F 3+]

0.1 M [Fe3+] + 
3.0x10-2 M [SO4

2-]Cl-存在下では
FeSO4

+の生成せず

3.0 M [Cl-] + 
3.0x10-2 M [SO4

2-]

0.1 M [Fe3+]

FeSO4
+錯体の生成

300 400 500 600

0

Wavelength (nm)



硫酸根吸着量へのpH効果硫酸根吸着量 のp 効果

4

m
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nt

 ( μ
m

ol
 

2

ed
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m
ou

n
A

ds
or

be

0 2 4 6 8 10 12
0

★ pH 4以上では ほとんど SO 2- は吸着しない これは OH-

pH

★ pH 4以上では、ほとんど SO4
2 は吸着しない。これは、OH

との競争吸着によるものであろう。（ヘマタイトの等電点＝7.5）



2 イオン 粒子内分布

EDX解析 超薄切片TEM写真

SO4
2-イオンの粒子内分布

EDX解析 超薄切片TEM写真

★ SO4
2-は添加量の約

90%が粒子内に取り込

まれ 表面及び内部にまれ、表面及び内部に
ほぼ均一に分布してい
るる。



★ 粒子内に残存する硫酸根はア
処 脱着 ℃ おピ 型 タ 中 残留 ンモニア処理で脱着し、100℃にお

ける吸着処理で再び吸着する。ま
た 吸着種は粒子内に残存していた

ピーナツ型ヘマタイト中に残留し
ている硫酸根

た、吸着種は粒子内に残存していた
硫酸種と同じである。

★ 異方成長はフリーの硫酸根の★ 異方成長はフリ の硫酸根の

特定の面への吸着によるものであ
ろう。an

ce

1 0 M NH で洗浄すると

形態制御は硫酸根の特定の面への

吸着によりも あり 溶液相 硫

A
bs

or
ba 1.0 M NH3で洗浄すると...

吸着によりものであり、溶液相で硫
酸根に由来する錯体が生成しそれ
が 異方成長に参加した可能性は

0.12 M [SO4
2-], pH = 1, 100 ℃で、

1日経時すると...

が、異方成長に参加した可能性は
ない。

8009001000110012001300

ピーナツ型ヘマタイト中に
吸着した硫酸根

8009001000110012001300
Wavenumber (cm-1)



5
硫酸根の吸着等温線

5

リプ イド型粒子

pH=1.0, 100℃

4

-2
)

(a) ellipsoids

エリプソイド型粒子
（c軸に平行な側面が発達）

3

nt
 ( μ

m
ol

 m
-

(b) pseudocubes
擬似立方体粒子

（{012}面に囲まれている）

be
d 

A
m

ou
n

(c) thick platelets

（{012}面に囲まれている）

2

A
ds

or
b

厚い平板粒子

1
(d) thin platelets

厚い平板粒子
（c面のほか、{012}面を有する）

薄い平板粒子
（ 主平面＝c面）

0 1×10-4 2×10-4 3×10-4 4×10-4

Equilibrium Concentration of Sulfate (mol dm-3)

0



粒子 比表面積 最大吸着量 占有面積

硫酸根の吸着量など (pH 1, 100℃, 24h)

粒子 比表面積
m2/g

最大吸着量

μmol/m2
占有面積

Å2

エリプソイド 12.4 3.60 46.1
擬似立方体 2.67 3.16 52.6擬似立方体

厚い平板 2.10 2.28 72.9
薄い平板 0 70 0 86 193薄い平板 0.70 0.86 193

★ 大吸着量：
ピ 型 タ エリプソイド＞擬似立方体＞厚い平板＞薄い平板

★ c軸に平行な面に強く吸着。
★ c面への吸着力は低い。

ピーナツ型ヘマタイト
↓

比表面積: 61.2 m2/g ★ c面 の吸着力は低い。
厚い平板への吸着量が多い理由は、{012}面が発達しているから
であろう。

g
↓

大吸着量
5 59 μmol/m25.59 μmol/m

(29.7 Å2)



吸着状態の違いのFT-IRスペクトル解析

O- O-

a) ellipsoidal

エリプソイド型粒子

S

O O-

a) ellipsoidal

擬似立方体粒子 O O

OFe Fe

ce

b) pseudocubic 擬似立方体粒子

1点吸着

A
bs

or
ba

nc

c) thin platelet-type
薄い平板粒子

O- O-

Sd) α -FeOOH
α-FeOOH

S

O O-
e) peanut-type

ピーナツ型粒子

OFe Fe

2点吸着

ピ ナツ型粒子

2点吸着

8009001000110012001300

Wavenumber (cm-1)



★ 側 及び 吸着は より 倒的★ 側面及び{012}面への吸着はc面{001}面より圧倒的に
強い。

★ SO 2 のO O間距離（2 4 Å)は 面の 間距離★ SO4
2-のO-O間距離（2.45Å)はc面のFe-Fe間距離

(2.91Å)より側面のそれ(2.29Å)に近いので、 SO4
2-の場

合はc面へは1点吸着 側面または{012}面へは2点吸合はc面へは1点吸着、側面または{012}面へは2点吸
着であると考えられる。

★ α FeOOH（針状晶）の側面のFe Fe間距離(3 15Å)は★ α-FeOOH（針状晶）の側面のFe-Fe間距離(3.15Å)は
SO4

2-のO-O間距離より大きく離れているので1点吸着と
なる。なる。



★ pHが低くなると、１点吸着
から２点吸着に変わる。

２点吸着

a) pH 1.1
pH 1.1 ★ 低pHではヘマタイト表面

が高い正電位を有してお

an
ce

り、かつ、OH-イオンの脱

着により、硫酸根が強く
吸着できる環境が整 て

A
bs

or
b 吸着できる環境が整って

いるものと推測される。

pH 3.6

b) pH 3.6

着１点吸着

8009001000110012001300

Wavenumber (cm-1)



吸着状態の違いの
FT-IRスペクトル解析FT-IRスペクトル解析

O- O- O- O-
a) ellipsoidal

エリプソイド型粒子

S

O O-

S

O O-b) pseudocubic
擬似立方体粒子

O O

OFe Fe

O O

OFe Fe

an
ce

) p

薄い平板粒子

1点吸着 2点吸着

A
bs

or
ba

c) thin platelet-type
薄い平板粒子

★ 側面及び{012}面への吸着はc面

d) α -FeOOH
α-FeOOH

★ 側面及び{012}面への吸着はc面
{001}面より圧倒的に強い。

★ SO4
2-のO-O間距離（2.45Å)はc面の

間 離 Å り側 れ

e) peanut-type
ピーナツ型粒子

Fe-Fe間距離(2.91Å)より側面のそれ
(2.29Å)に近いので、ともに2点吸着な

がら側面へのマッチングの方がよい
と考えられる。

★ α-FeOOH（針状晶）の側面のFe-Fe間
距離(3 15Å)はSO 2-のO O間距離よ

8009001000110012001300

Wavenumber (cm-1)

距離(3.15Å)はSO4
2 のO-O間距離よ

り大きく離れているので1点吸着とな
る。
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硫酸根で形態制御された粒子

塩基性硫酸アルミニウム
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２．２ ゲル－ゾル法

粒子成長機構

単分散粒子はごく一部の例外（磁性粒子）をのぞけば、すべ
ての粒子は、凝集機構ではなく、単純な溶質の析出機構で
成長 る成長している。
一次粒子の凝集では説明できない物理化学的現象が多い。

ただし、単分散粒子以外の物質の多くは凝集機構である。
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CeO2粒子生成が発端2粒子 成 発端

1.0x10-3 mol/l Ce(SO4)2
4.0x10-2 mol/l H2SO4/ 2 4
90 ℃

は数時間後 と経Aは数時間後、B,Cと経
時している。
Bでは 次粒子が集まBでは一次粒子が集まっ
て凝集体を形成してい
るように見えるるように見える。



凝集機構との比較



凝集機構の問題点

１ 成長する粒子に選択的に凝集？
一次粒子成長粒子

１．成長する粒子に選択的に凝集？
一次粒子同士、成長する粒子同士の凝
集はなぜないのか？集はなぜないのか？
（これらの凝集が起こると、単分散粒子
は得られない）得 な ）

２．一次粒子の生成は溶質の析出では？
次粒子や核が生成する機構は 溶質一次粒子や核が生成する機構は、溶質

の析出であり、成長中一次粒子も生成
しているとすると その間は 次粒子しているとすると、その間は、一次粒子
の生成が溶質の析出、粒子成長は凝集
で と機構が分かれて併発しているといで、と機構が分かれて併発しているとい
うことになる。

溶質



希薄系ヘマタイト生成希薄系 タイト 成

合成条件

2.0x10-2 mol dm-3 FeCl3 and 4.5x10-4 KH2PO4 at 100 oC

凝集機構の成長モデルを支持する論文多い

M. Ocana, M. Morales, and C.J. Serna: J. Colloid Interface Sci. 171 (1995) 85.
M. Ocana, R. Rodriguez-Clemente, C.J. Serna: Adv. Mater. 7 (1995) 212.



生成プロセス生成プロセス

0 hour 8 hours 2 day0 hour 8 hours 2 day

4 day 7 day
β F OOHβ-FeOOH

F Oα-Fe2O3



種添加による成長機構の解明種添加 よる成長機構の解明

種添加
・凝集機構なら全体の反応速度は凝集機構なら全体の反応速度は

変化しない。
・なぜなら凝集機構では平衡関係なぜなら凝集機構では平衡関係

にある一次粒子が粒子成長速度
を担っている。を担 て る。

・溶質の直接析出なら、種添加で
全体の表面積が大きくなるので体 表 積
速度は速くなる。

・添加する種の数に粒子数は依存
する。



種添加結果種添加結果

Run 1  種なし Run2 種量・少 Run3 種量・多



生成速度への効果

種添加量が増すに従い、見種添加量が増すに従い、見
かけの生成速度は増大
↓

従って、凝集機構の可能性
はない。

加えて、生成物が単結晶で
あること、生成経路で一次粒
子が観察されないこと、など
が決め とな たが決めてとなった。

粒子成長＝溶質の直接析出粒子成長 溶質の直接析出
≠凝集機構



CuO合成合成

濃厚系と希薄系の比較濃厚系と希薄系の比較

どちらも同じ生成経路ち も同 成経路

凝集機構ではなく 溶質からの直接析出凝集機構ではなく、溶質からの直接析出



ゲル－ゾル法の応用：
濃厚系における単分散CuO粒子の合成

粒子成長機構の解明：

希薄系 濃厚系を問わず 統一的な粒子成長機構が希薄系、濃厚系を問わず、統一的な粒子成長機構が
ある
↓↓

凝集機構か、溶質析出によるLaMer機構か
経時変化観察や種添加効果で解明

Matijevicらはダブルジェット法を用いた希薄溶液系において木
の葉状の単分散C O粒子の合成を行い その生成機構はC Oのの葉状の単分散CuO粒子の合成を行い、その生成機構はCuOの
一次粒子の凝集によるものであるとした。

Lee, S.H., Her, Y.S., and Matijevic E., J. Colloid Interface Sci. 186, 193 (1997)



濃厚ゲルーゾル法 Cu(NO3) 2:0.20 mol dm-3, NaOH: 0.40 mol dm−3, 40℃3 2



濃厚ゲルーゾル法 Cu(NO3) 2:0.20 mol dm-3, NaOH: 0.40 mol dm−3, 40℃3 2



希薄系 Cu(NO3) 2:0.0143 mol dm-3 , NaOH: 0.0286 mol dm−3, 40℃



希薄系 Cu(NO3) 2:0.0143 mol dm-3 , NaOH: 0.0286 mol dm−3, 40℃



濃厚ゲルーゾル法 希薄系 各濃度は混合後の濃度

Cu(NO3) 2 0.20 mol dm-3 Cu(NO3) 2 0.0143 mol dm-3

NaOH 
0.40 mol dm−3

NaOH 
0.0286 mol dm−3

Aging (40℃, 6時間) Aging (40℃, 1時間)

木の葉状の単分散CuO粒子



ITOナノ粒子合成
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経済産業省H19プロジ クト経済産業省H19プロジェクト
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インジウムの枯渇性インジウムの枯渇性
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主なレアメタルと
日本消費の世界シェア (2005)

ニッケル、Ni ：ステンレス鋼、耐熱合金、
〔高硬度、高弾性、形状記憶〕 （14.0％）

タングステン、W：超硬工具、特殊鋼
〔密度鉄の2.5倍弱、鉄鋼強度増〕 （12.8％）

コバルト、Co ：携帯電話・デジタルカメラ用リチウムイオン電
池の正極材料に 不可欠 （28.3％）

モリブデン、Mo ：ステンレス鋼、触媒
〔熱膨張率小さく熱伝導良好〕 （15.4％）〔熱膨張率小さく熱伝導良好〕 （ ）

チタン、Ti ：航空機エンジン、熱交換器 （29.4％）

インジウム In ：液晶テレビのパネル製造 （60 0％）インジウム、In ：液晶テレビのパネル製造 （60.0％）

白金、Pt ：自動車の排ガス触媒、燃料電池触媒
〔有害物質除去〕 （20 8％）〔有害物質除去〕 （20.8％）

89



省イ ジウム省イ ジウム省インジウム省インジウム

平成平成22 22 年度におけるインジウムの予想国内年度におけるインジウムの予想国内
需要量需要量 １８年の予想国内供給量の１８年の予想国内供給量の1 861 86需要量：需要量： １８年の予想国内供給量の１８年の予想国内供給量の1.86 1.86 
倍と想定倍と想定

インジウムの代替材料開発等に係る施策目インジウムの代替材料開発等に係る施策目
標標 消費量削減率消費量削減率5050％％標：標： 消費量削減率消費量削減率5050％％

液晶モニタ等の大型化や新規用途開拓が予液晶モニタ等の大型化や新規用途開拓が予液晶モニタ等の大型化や新規用途開拓が予液晶モニタ等の大型化や新規用途開拓が予
想以上に進展することも想定想以上に進展することも想定

さらに厳しい供給不足に陥ることも予想さらに厳しい供給不足に陥ることも予想

9090
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スパッタ法の問題点スパッタ法の問題点スパッタ法の問題点スパッタ法の問題点
現行のスパッタ製膜法：現行のスパッタ製膜法： 製膜時のスパッタ装置内製膜時のスパッタ装置内現行のスパッタ製膜法：現行のスパッタ製膜法： 製膜時のスパッタ装置内製膜時のスパッタ装置内
への付着ロス、配線形成時のエッチングロス等によへの付着ロス、配線形成時のエッチングロス等によ
り、用いたＩＴＯターゲットのうち、わずか２０％程度り、用いたＩＴＯターゲットのうち、わずか２０％程度り、用 た タ ゲットのうち、わずか 程度り、用 た タ ゲットのうち、わずか 程度
のみが実際に透明電極として使用のみが実際に透明電極として使用

のこりのロス分８０％：のこりのロス分８０％： リサイクルにより再資源化さリサイクルにより再資源化さの りの ス分の りの ス分 リサイクルにより再資源化さリサイクルにより再資源化さ
れるものの、再資源化には、リードタイムが存在すれるものの、再資源化には、リードタイムが存在す
るため、現実的には、実際に配線として使用されるるため、現実的には、実際に配線として使用される
より多くの 原料の確保が必要より多くの 原料の確保が必要より多くのＩｎ原料の確保が必要より多くのＩｎ原料の確保が必要

さらにスパッタ製膜法では、大型薄型テレビの急速さらにスパッタ製膜法では、大型薄型テレビの急速
な需要拡大 あわ そ 都度 タ ゲな需要拡大 あわ そ 都度 タ ゲな需要拡大にあわせて、その都度ＩＴＯターゲット、な需要拡大にあわせて、その都度ＩＴＯターゲット、
真空チャンバー等の大型化・更新を必要とするなど真空チャンバー等の大型化・更新を必要とするなど
の問題を有するの問題を有するの問題を有するの問題を有する

現行法に置き換わる根本的な技術革新が緊急の課現行法に置き換わる根本的な技術革新が緊急の課
題題
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塗布法 問題点塗布法 問題点塗布法の問題点塗布法の問題点

スパッタ法ＩＴＯ薄膜同等の導電性スパッタ法ＩＴＯ薄膜同等の導電性スパッタ法ＩＴＯ薄膜同等の導電性スパッタ法ＩＴＯ薄膜同等の導電性
が出ないが出ないが出ないが出ない

緻密な膜が形成しない緻密な膜が形成しない

導電パスがうまく作れない導電パスがうまく作れない

接触抵抗を低減しないとダメ接触抵抗を低減しないとダメ

9595
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技術開発要件技術開発要件技術開発要件技術開発要件 １１

＜低抵抗化＞＜低抵抗化＞

ＩＴＯナノ粒子の接触抵抗 内部抵抗低減が必要ＩＴＯナノ粒子の接触抵抗 内部抵抗低減が必要ＩＴＯナノ粒子の接触抵抗・内部抵抗低減が必要ＩＴＯナノ粒子の接触抵抗・内部抵抗低減が必要

塗布用途：塗布用途： 接触抵抗を低減させることが重要接触抵抗を低減させることが重要

粒子の接触面積の増大および接触面積間の化学的な粒子の接触面積の増大および接触面積間の化学的な
結合を取ることが必要結合を取ることが必要

粒子の接触面積を増大させる粒子の接触面積を増大させる

粒子の高分散性 密充填に適した粒度分布の制御粒子の高分散性 密充填に適した粒度分布の制御粒子の高分散性、 密充填に適した粒度分布の制御、粒子の高分散性、 密充填に適した粒度分布の制御、
および、接触が容易に得られる形態制御が必要および、接触が容易に得られる形態制御が必要

粒子同士が 化学的な結合をもつことが重要粒子同士が 化学的な結合をもつことが重要粒子同士が、化学的な結合をもつことが重要粒子同士が、化学的な結合をもつことが重要

ガラスや樹脂基板ガラスや樹脂基板 →→ 低温焼結性低温焼結性

9696
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技術開発要件技術開発要件技術開発要件技術開発要件 ２２

＜高透過率・低濁度（ヘイズ）＞＜高透過率・低濁度（ヘイズ）＞＜高透過率 低濁度（ヘイズ）＞＜高透過率 低濁度（ヘイズ）＞

一次粒子径と、２次粒子径の低減が必要一次粒子径と、２次粒子径の低減が必要

５０ｎｍ以上の粗粒子・凝集体を含まないよう粒５０ｎｍ以上の粗粒子・凝集体を含まないよう粒
度分布の精密制御が必要度分布の精密制御が必要度分布の精密制御が必要度分布の精密制御が必要

ミリング装置や界面活性剤による分散ミリング装置や界面活性剤による分散

粒子表面の結晶性低下や界面活性剤の吸着によ粒子表面の結晶性低下や界面活性剤の吸着によ→→ 粒子表面の結晶性低下や界面活性剤の吸着によ粒子表面の結晶性低下や界面活性剤の吸着によ
り、接触抵抗を著しく増加させるり、接触抵抗を著しく増加させる

分散性の優れた粒子を直接合成すること必要不可欠分散性の優れた粒子を直接合成すること必要不可欠
9797

分散性の優れた粒子を直接合成すること必要不可欠分散性の優れた粒子を直接合成すること必要不可欠
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技術開発要件技術開発要件技術開発要件技術開発要件 ３３

＜大量生産性＞＜大量生産性＞＜大量生産性＞＜大量生産性＞

高い溶媒分散性を有しかつ単分散・形態制御高い溶媒分散性を有しかつ単分散・形態制御
が原理的に可能な液相合成法が必要が原理的に可能な液相合成法が必要が原理的に可能な液相合成法が必要が原理的に可能な液相合成法が必要

大量生産性に適し、かつ環境負荷低減の観点大量生産性に適し、かつ環境負荷低減の観点大量生産性に適し、かつ環境負荷低減の観点大量生産性に適し、かつ環境負荷低減の観点
から廃液・エネルギー効率等に配慮をすると、から廃液・エネルギー効率等に配慮をすると、
合成系の金属イオン濃度が０ １ｍｏｌ合成系の金属イオン濃度が０ １ｍｏｌ//Ｌ以上とＬ以上と合成系の金属イオン濃度が０．１ｍｏｌ合成系の金属イオン濃度が０．１ｍｏｌ//Ｌ以上とＬ以上と
なる濃厚系での液相反応法開発が必要なる濃厚系での液相反応法開発が必要

9898
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ナノ粒子の問題点
なぜナノ粒子は不要か

凝集の問題

ナノ粒子の問題点

凝集の問題
単分散ナノ粒子 → 多分散凝集体

たとえ数nmのITO粒子ができても激しい凝集を起こしフロック（凝集体）となるたとえ数nmのITO粒子ができても激しい凝集を起こしフロック（凝集体）となる
粒子の特性は見かけの粒径で決まるので、フロックの粒径と形状が品位を決める
フロックの粒径や形状の制御は理論上不可能

99
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なぜナノ粒子は不要か
ナノ粒子の問題点

形状の問題

ナノ粒子の問題点

精密形状制御不可能
形状の問題

ナノ粒子は高い表面活性のため、頂点がたとえできても緩和されて角がとれるナ 粒 高 表面活性 、頂点 緩和 角
また生成した核のサイズと変わりがないためほとんど成長できない
→ 見かけは立方状などができるが精密形態制御は不可能

100
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なぜナノ粒子は不要か
ナノ粒子の問題点

分散 焼結の問題 表面に分散剤が吸着

ナノ粒子の問題点

分散・焼結の問題
分散剤を添加

表面に分散剤が吸着

分散剤を添加

分散剤を添加して たとえ１粒子毎に分散しても表面には分散剤が強く吸着している

サイズが小さくなるほど多量の分散剤が必要

分散剤を添加して、たとえ１粒子毎に分散しても表面には分散剤が強く吸着している
分散剤が表面にあると、焼結後の特性に大きな影響を及ぼす
しかるに、分散剤なくしてナノ粒子の分散は不可能

101
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なぜナノ粒子は不要か
ナノ粒子の問題点

ナノインクにシングルナノ粒子は必要か？

問

ナノインクにシングルナノ粒子は必要か？

形態 シングルナノイ

凝集 分散剤

形態
制御

シングルナノイ
ンク

防止不可能球状（等方性）のみ 不純物：性能低下防止不可能球状（等方性）のみ 不純物：性能低下

凝集 形態制御 分散剤に問題点

ナノ粒子は不要

凝集・形態制御・分散剤に問題点

102むしろ形態制御された微粒子(10～50nm)が必要



概要

インジウム源 スズ源

水酸化インジウム微粒子の 酸化スズ微粒子の合成水酸化インジウム微粒子の
合成

酸化スズ微粒子の合成

粒径数十ナノメ トルの 粒径数ナノメ トルの

In(OH)3の析出条件の検討 SnO2の析出条件の検討

粒径数十ナノメートルの
単分散微粒子の合成

粒径数ナノメートルの
単分散微粒子の合成

水酸化インジウムおよび酸化スズ微粒
子の同時合成インジウムとスズが同時に析出する条件子の同時合成インジウムとスズが同時に析出する条件

の検討
In : Sn = 100 : 5 の比率で混入In : Sn = 100 : 5 の比率で混入

焼結

単分散インジウム-スズ酸化物の合成

103103



合成手順

Indium solution 
Indium(Ⅲ) Nitrate 

Indium solution 0.25 M 

pH control ( )
Trihydrate 
In(NO3)3・3H2O  

Tin solution
1st aging at 100 ℃

Tin solution 
Tin(Ⅳ) Chloride Pentahydrate 
SnCl4・5H2O

Centrifuged and 
Washed by distilled water

pH control 
NaOH, HNO3 pH control

Tin solution 0.0125M 

pH control

2nd aging at 250 ℃

Centrifuged and 
Washed by distilled water

I di Ti id

Sintering 

104104

Indium Tin oxide 
nano particles



1st aging によるIn(OH)3の合成

1st aging 2nd aging
at 100℃ 24h at 250℃ 3h 

Indium solution 
H 14

pH control
( H 1 14)pH 14 (pH 1~14) Centrifuged and 

Washed by 
distilled waterdistilled water

105105



水酸化インジウムの熱処理による組成と粒径への影響

300℃で3時間焼結

熱処理による粒径増大は確認されず

熱処理前 熱処理後

熱処理により水酸化インジウムから

熱処理による粒径増大は確認されず

酸化インジウムへの相変化を確認

粒径を保 たまま酸化インジウム の相変化を確認

106106
粒径を保ったまま酸化インジウムへの相変化を確認



ゲルーゾル法による ITO 微粒子の合成

中和反応 In3+ 初期濃度： 0.25 M

0.50 M In(NO3)3

8.0 M NaOH

00 ˚C 2 h
50nm

水熱合成

100 ˚C, 24 h
非晶質 In(OH)3 ゲルの形成

250 ˚C, 3 h

遠心分離および洗浄

単分散 I (OH) 微粒子

遠心分離および洗浄

凍結乾燥

In(OH)3 微粒子の生成

50nm

単分散 In(OH)3 微粒子

SnCl4 (In に対して 1-10%)

200-300 ˚C で 3 h 焼結

単分散 ITO 微粒子 50nm

107ITO 微粒子の生成



2008/7/23,24機能性ナノ粒子の液相合成

おわりにおわりに

粒子合成の基本粒子合成の基本

平衡論的に生成可能かどうか

速度論的に制御可能かどうか

特に 核生成 粒子成長の分離 凝集防止特に、核生成、粒子成長の分離、凝集防止

均一核生成と、不均一核生成

サイズ制御と形態制御

ナノサイズ化は安定核サイズ次第ナノサイズ化は安定核サイズ次第

形態制御は選択的化学吸着による制御 選択 学吸着
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