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ハイブリッドナノ材料とは

ハイブリッド材料
有機－無機、無機－無機、有機－有機など
の組み合わせで、単なる複合化よりも、著
しい性能の向上が得られる材料

 ナノ材料
１～１００nmのサイズのナノ粒子
サイズと形態がそろっていることが重要
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ハイブリッドナノ材料を
得るには、何が必要か？

有機－無機ハイブリッド材料
未来の高屈折材料や超高導電性材料は、酸
化物ナノ粒子と高分子化合物のハイブリッ
ド化で得られる

高分子材料は分子構造のため、必然的にサ
イズも形態もそろっている

無機ナノ粒子のサイズと形態を制御するこ
とが最大の難関であるが、これが最重要
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生活の中のコロイド

身の回りのコロイドを見てみよう2014/8/19
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温泉
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この赤い温泉の原因は何か？
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 湧出量： 約1,800kl/日
 泉質： 酸性緑礬泉

＝ 酸性-Fe(Ⅱ)-硫酸塩泉

 泉温： 約78度

赤い色の原因は，第一鉄イオン（Fe(II)）が酸化さ
れ，加水分解を起こして，固相析出した，水酸化鉄
Fe(OH)3あるいは，含水酸化鉄 FeOOHである．
一部は，ヘマタイト Fe2O3になっている．
数ミクロン～数ミリの粒子であり、分散している．
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この青い温泉の原因は何か？
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 従来は，硫酸第一鉄の青色とされて
きた （公式には今も）

 ところが，成分分析すると，鉄イオン
はほとんどない．

 なぜ，青色なのか．

 海地獄のそばにある「神和苑」

のお湯は，もっと青白い．
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類似の温泉「いちのいで会館」

郡司勇氏によると「海地獄はい
ちのいで会館」と同じ感触という．
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 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
◦ 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程度のものまで沈む）

 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を入れる

 ４．超音波分散
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「いちのいで会館の湯」 遠心分離後
の上澄み
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 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。

 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

 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。
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遠心分離後
の上澄み

再分散後

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。

「いちのいで会館の湯」
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このシリカコロイドは小さいためにま
るで溶液のように見えたわけ。

光の波長よりも小さい。

では、光の散乱現象はどうか
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 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た。

 なお、FT-IRで分析したところ、SiO2(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、地下深部で高アルカリ、
高温で生成したものと推測される。
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 20.0℃で pH 8.438
 ICP
 Si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/L
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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
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
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n:粒子数, d:粒子径, m:反射係数, λ:波長

レイリー散乱の散乱係数ks は

𝛼𝛼 =
𝜋𝜋𝑑𝑑
𝜆𝜆

サイズパラメータαは

𝛼𝛼 ≪ 1 レイリー散乱

𝛼𝛼 ≈ 1 ミー散乱

𝛼𝛼 ≫ 1 幾何光学近似
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牛乳
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人乳と牛乳の主要栄養価(100g≒97ml)  

栄養素名 人 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 3mg 10mg 

ビタミン A(レチノ

ール当量) 
47μg 39μg 

ビタミン K 1μg 2μg 

ビタミン B
1
 0.O1mg 0.04mg 

ビタミン B
2
 0.03mg 0.15mg 

ビタミン B
12
 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 
 2014/8/19ハイブリッドナノ材料開発最前線 25



水

乳脂肪
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水
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油
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界面活性剤 界面活性剤
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墨汁もO/Wエマルション
～膠（にかわ）が吸着し分散している～

NHK高校講座「芸術（美術Ⅰ／書道Ⅰ）」 第12回 漢字の書(2) ～さまざまな表現～ 282014/8/19ハイブリッドナノ材料開発最前線



ビール



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。

永山国昭（東京大学教養学部）

ビールの泡





 泡はビールの花（ブルーメン）とも呼ばれています。
 ビールの泡が,きめ細かくなかなか消えないのは、ビー
ルの中に含まれている麦芽の成分、ホップの苦味成分
などがコロイド状に分散し、炭酸ガスの気泡が出来、こ
れらの物質が気泡の表面に集まり濃縮されて粘りのあ
る膜をつくりだしているから。

 泡は、ビールの中の炭酸が逃げるのを防ぐと同時に
ビールが空気に直接触れ、酸化するのを防ぐフタの役目
を果たしているのです。



 なぜ合一しにくいのか？
◦ 分散安定化への指針

◦ 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、分散剤的な働きを
している



 上面発酵酵母と下面発酵酵母
◦ 下面発酵ビール マイナスチャージ －

 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
すっきりしたビール

◦ 上面発酵ビール プラスチャージ ＋

 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。

泡はほぼ全pH範囲で、
マイナスチャージ



日本酒の発酵
酵母のゼータ電位はプラスチャージ．
発酵で生成したCO2とともにマイナスチャージの泡とともに上方に登る
ビールの上面発酵酵母と同じ

上槽により，
清酒が得られる



背景にある、理論とは何か

粒子の分散、凝集挙動の本質とは2014/8/19
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 ゼータ電位は、それぞれの物質の固有の物理量
である

 ゼータ電位は、水溶液のpHで変化する

 ゼータ電位は、分散・凝集のヒントになる

 ゼータ電位が低いと、通常凝集する
◦ ホモ凝集という
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泡はほぼ全pH範囲で、マイナスチャージ
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温泉



この青い温泉のシリカコロイドが
なぜ、分散していたのか？



 SiO2 2～3 シリカ
 TiO2 6～8
 Fe2O3 6～8
 ZrO2 7～9
 Al2O3 7～9
 MgO 9～11

55

+

-

pH
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いちのいで会館や海地獄の温泉水のpH： 8～9

pH 7

等電点とはゼータ電位が 0 （ゼロ）になるpH

ゼ
ー
タ
電
位

なぜ、シリカ粒子は波長よりも小さかったのか。
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左側が、温泉水。右側は、温泉水に、KCl（塩化カリウム）を
混ぜて、1 mol/l KCl溶液としたもの。２～３時間で完全に凝

集体となって沈殿した。右側の底にこずんでいるのが、その
シリカコロイド凝集体。



嬉野名物！温泉湯どうふ

温泉水で豆腐をコ
トコト煮込むと、あ
ら不思議！煮汁が
豆乳色に変わり、と
ろとろの豆腐に仕
上がります。

嬉野温泉環境協会のWeb http://www.spa-u.net/shopping.html?cate=3



嬉野温泉豆腐の秘密

嬉野温泉と豆腐の関係

嬉野温泉水で湯豆腐が溶ける！
なぜだ・・・？？



豆腐

 通常の大豆蛋白質の等電点は4.5～5.0程度

 pH 5以上で、＋

 pH 4.5 以下で、－

 家庭の水のpHは

 5.0～6.0

 等電点付近ではホモ凝集

 pHを上げると分散
pHゼ

ー
タ
電
位

＋

－

5



凝集した豆腐が、再分散！

嬉野温泉と豆腐の関係

嬉野温泉水＝重曹泉(NaHCO3）
炭酸水素ナトリウムが弱アルカリ性に
して、豆腐を再分散させる！



コロイド化学の基礎
◦分散と凝集は表面電位（ゼータ電位）が関係する

◦等電点ではホモ凝集を起こす

 身の回りのコロイド
◦ほとんどがコロイド溶液＝温泉、ビール、牛乳など

◦豆腐は凝集物

 豆腐はにがりで急速凝集を起こさせたもの

 嬉野温泉のような重曹泉で分散する
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温泉、牛乳、ビールなど
◦粒子の世界は、分散 と 凝集

◦分散 ⇒ コロイド

◦ナノ粒子を合成するには、分散状態でなければ
ならない

◦凝集すると、粒子は大きくなる

◦ナノ粒子の合成条件： 分散状態にあることが
必須
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ビールの泡の均一性
◦ビールの泡は均一核生成

◦一度に、どっと核ができることが必要

◦一度核ができたら、あとは成長するだけ

◦核生成と、粒子成長

◦この２つのステップを個々に行わせること

◦核生成と成長の分離 が、必須
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ゼータ電位と、等電点
◦等電点はゼータ電位測定で判明する

◦等電点付近では、凝集する

◦等電点から遠い、pHでの合成が必要

◦ナノ粒子合成系を、等電点から遠いpHにする
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その原理と学術的バックグランド
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サイズと形態が制御された、
単分散ナノ粒子合成のための一般的指針

1. 核生成と粒子成長の分離

2. 粒子間凝集の防止

3. 粒子前駆体の確保

(T. Sugimoto, Adv. Colloid Interface Sci. 28, 65 (1987).)
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LaMerモデル
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Gibbs-Thomson 効果

溶解度の粒径依存性に対する Gibbs-Thomson 効果は次の式で表される

ln(Cr/C∞) = 2γVM / (rRT)
ここで Cr は半径 r の粒子に対する平衡溶質濃度，C∞ は無限平面に対する
平衡溶質濃度 (溶解度)，γは表面自由エネルギー (正確にはこの固体/液体
界面における界面自由エネルギー)，VM はモル体積 (物質 1 mol の示す体
積，すなわちモル質量/比重)，r は粒子半径，R は気体定数，T は温度

大雑把には1μm以下程度の微粒子系に Gibbs-Thomson 効果は表れるこ
とがわかる．なお，1 nm では極端に大きな値になるが，そもそもこの大きさ
では巨視的な熱力学をそのまま適用すること自体に問題がある．
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核生成と成長の分離

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
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70

( ) νµπγπ 344)( 32 ∆−=∆ rrnG

均一核生成

不均一核生成
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溶液中にnモルの溶質が析出し半径rの結晶相(固相)が生成したとき（均一核生成）の自由エネル
ギー変化ΔG(n)は

µγπ ∆−=∆ nrnG 24)(
γは液固界面エネルギー、Δμは1 molあたりの自由エネルギー、Δμは過飽和度の関数であり過飽
和度が大きくなるとΔμはも大きくなる。析出する結晶相を球形とすれば、結晶相のモル体積をνとし
て次のように書ける。

溶質と平面の濡れ角をθ、曲率半径をrとすれば、析出に伴うエネルギー変化ΔG'(r) 

θ
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71

rで微分して0に等しいとし、ΔG(r)が極大をとるrの値を臨界半径(臨界曲率半径)といいr*で表す。

別の言い方では、安定核のサイズ。µγν ∆= 2*r
臨界曲率半径がr*であるならば、その時の析出核の体積は、それぞれ

均一核生成

不均一核生成

( )
( ) ( )θπ
π

fr
r

××

×
3*

3*

)(34
)(34

となり、常に不均一核の方が体積は小さい

均一核生成と不均一核生成のそれぞれの生成速度Jは

( )( )
( )( )TrGNJ

TrGNJ

C

A

Rexp
Rexp

*
hetero

*
homo

′∆−=

∆−=

均一核生成と不均一核生成のそれぞれの生成速度の比は

( ) ( ){ }[ ] TfrGJJ
NN CA

R1exp *
heterohomo θ−∆−=∴

≅

となり、常に１より小さい。すなわち、不均一核生成の方が速度論的にも有利なのである。
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凝集防止

希薄系

•塩濃度を低くして電気二重層による静電的反発力
で凝集防止

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

•ゲル網などに固定化してブラウン運動を抑制
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モノマーの留保

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利用
する
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凝集を防止する原理とは？
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モノマーゲル網 成長する粒子

粒子がゲル網に固定化される

凝集防止機構
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スマフォやタブレットPC，次世代太陽電池に必要な材料
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液晶ディスプレイと透明導電膜

1) 偏光フィルター
出入りする光をコントロールする。

2) ガラス基盤
電極部からの電気がほかの部分に漏れないようにする。

3) 透明電極 透明導電膜

液晶ディスプレイを駆動するための電極。表示の妨
げにならないよう透明度の高い材料を使う。
4) 配向膜
液晶の分子を一定方向に並べるための膜。

6) スペーサー
液晶物質をはさむ2枚のガラス基板に、均一なスペースを確保する。

7) カラーフィルター
RGBのそれぞれのフィルターをかけ、色を表示する。

8) バックライト
ディスプレイの背後から光を当て、画面を明るくする。

モノクロ表示の液晶ディスプレイでは、これの代わりに「反射板」を使
い、自然光で見えるようにしてあるものもある。
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スマートフォンの構造

スマートフォンの導電性



2014/8/19 79

スマートフォンの導電性
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スズドープ酸化インジウム（ITO）とは
3

・ タッチパネル

・フラットパネルディスプレイ

・太陽電池

・熱線反射ガラス

導電性

Sn4+のドープ、酸素欠陥
によるキャリアの生成

透明性

200 400 600 800 1000
Wavelength [nm]

可視域

バンドギャップ
による吸収

プラズマ振動
による反射, 吸収

バンドギャップ = 3.5～4.0 eV (310～350 nm)
プラズマ振動の波長 = 1000 nm以上

透過

ITO
薄膜化

In3+

In3+ In3+ In3+

In3+Sn4+

O2-

O2-O2-

O2-O2-O2-

O2- O2-

O2- O2- O2-

e

e e

透明電極として
利用

透明導電材料

・・・ITO、 SnO2、ZnO、AZO等

透明性 導電性 加工性

に最も優れる
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スパッタ法の問題

ITO
ターゲット

ロス

基板上に
ITOを堆積Ar+

ロス

スパッタ法

利点 ： 高い導電性、透明性

比抵抗値 10-5 ~ 10-4 Ω・cm

問題点 ： インジウムロスが多い

装置内へのITO付着、エッチングロス
ITO使用効率 10 %

塗布
ITO 薄膜

ITO インク
(ITO 粒子+バインダー)

熱処理

インク塗布法

比抵抗値 10-3 ~ 10-1 Ω・cm問題点 ： 低い導電性

利点 ： 優れた使用効率 ITO使用効率 100 %
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1,000

10,000

100,000

0 100 200 300 400 500 600

プロセス温度（℃）

表
面

抵
抗

値
（
Ω

/
sq

）
ＩＴＯの用途別プロセス温度

帯電防止

タッチパネル

ＴＦＴ－ＬＣＤ画素

共通電極

ＰＤＰ表示電極
ナノインク塗布
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凝集の問題

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

ナノ粒子の問題点

単分散ナノ粒子 → 多分散凝集体

なぜナノ粒子は不要か



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
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

精密形状制御不可能
形状の問題

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

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

分散剤を添加

表面に分散剤が吸着

サイズが小さくなるほど多量の分散剤が必要

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？

凝集

防止不可能

分散剤

形態
制御

球状（等方性）のみ 不純物：性能低下

シングルナノインク

むしろ形態制御された微粒子(10～50nm)が必要

ナノ粒子は不要

凝集・形態制御・分散剤に問題点

なぜナノ粒子は不要か
ナノ粒子の問題点



ITOナノインク

 ITOナノ粒子（＜100nm）を、溶媒中に安定分散し
たもの

 ITOナノ粒子の単分散性

単分散とは、サイズ、形態、組成、構造が均一なことで、
粒子の単分散性とはそれらが揃うことを指す

溶媒と分散剤の選択が鍵

粒子同士が凝集すると見かけの粒径が大きくなる他、
形態もまちまちになり、単分散粒子を作成しても意味が
なくなる



ITOナノ粒子合成

インジウム塩，スズ塩，塩基

Ethylene glycol 溶液

250 ℃で熱処理

ITO粉

オートクレーブを用いた粒子合成
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ITOナノインク塗布膜の作成

塗布

基板

粒子膜
ITOナノインク

ITOナノ粒子

溶媒
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実用化ITOナノ粒子

２０１２年にサンプル出荷開始した粒子の合成

2014/8/19
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N HO

サイズ・形態厳密制御



250 oC
1 h

250 oC, 95 h

TMAH conc. 
2.0, 2.5 M· · ·

1.5 M· · ·

NaOH system · · ·



高分解能 透過電顕
HR-TEM image FT image

FT image
ストリーク

HR-TEM image 粒界が観察されない

2014/8/19
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1.1 × 10-1

15.1 ± 2.9 nm
19.2%

圧粉体の抵抗 1.4 × 10-2

合成条件 2.0 M, 250 oC, 96 h

43.5 ± 10.3 nm
23.7%

5.0 × 10-2 Ω cm

ゲル化させて合成したナノ粒子

14.0 ± 1.6 nm
S.D. = 11.4%

ITOナノ粒子の実力
95

ゲル化せずに合成したナノ粒子⇒サイズがそろっていない



>>

2014/8/19 96ハイブリッドナノ材料開発最前線



IJ ヘッド
ITO インク

吐出方向

Ra: 1.1 nm
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ITO代替ナノインク
ITO代替材料も研究対象
AZO = Aluminum doped Zinc Oxide
GZO = Gallium doped Zinc Oxide
ATO = Antimony doped titanium oxide
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非鉛圧電酸化物

圧電アクチエーター

インクジェットヘッド

コンパクトカメラ用駆動装置

車の燃料噴射装置

その他、いろんなナノ粒子を世に送り出しています



高性能無鉛圧電アクチュエータの開発
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インクジェットヘッド、カメラモータ用圧電材料
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PEFC：固体高分子形燃料電池

正極触媒 Pt代替材料開発

これから世の中に出すべき研究中のナノ粒子



欠点
電極触媒に高価なPtが利用されている

PEFC：固体高分子形燃料電池

→ 家庭用・携帯用（携帯電

話、自動車など）電源として
注目されている

利点

作動温度が低い

応答速度が速い

電流密度が高い

燃料電池普及の障害

Pt代替電極触媒の開発が強く望まれる

特に効率の悪い正極触媒の開発が急務
2014/8/19 ハイブリッドナノ材料開発最前線
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Potential [V]

C Ni/C Ni(B)C/C Pt/C

Potential [V]

NiC/DB(OSAB)
NiC/VulcanC72

Pt電極起電力に近づくNi(B)C系新電極

ナノ粒子合成開発手法で調製

NiC/DB(OSAB)

開発した触媒
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 光触媒： チタニア、ペロブスカイト
 形態制御による量子効率改善

 ナノハイブリッド材料
 無機ナノ粒子に液晶性を付与

 自己組織化ナノマテリアル
 有機無機ハイブリッドデンドリマー

 ドラッグデリバリー用ナノ粒子
 耐候性α-Feナノ粒子－磁化率を保持

 次世代三元触媒担体BaZrO3:Ce
 独特の触媒活性を呈示



自然に学ぶ、ナノ粒子合成

粒子合成の３原則
◦核生成と成長の分離

◦凝集の防止

◦前駆物質の確保

最先端デバイスにナノ粒子が活躍！
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