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 21世紀の物質科学は、原子・分子のみならず、ナノ（nmレ
ベル）からマクロ（大きなサイズ）にいたる複雑な階層構造
を持ったハイブリッド材料や生体物質なども対象として、ま
すます発展しています。

 この授業では、物質科学の最新の研究の成果を知り、高
校で学んだ物理・化学・生物・地学などの知識を総合的に
活かし、これからの持続可能な社会に必要な物質科学と
は何かを共に学びます。

 こうした多元的な物質科学分野で学んだことをベースとし
て、未来材料とは何だろうか、未来社会における材料の役
割とは何だろうか、そんなことに思いを馳せて欲しいと思い
ます。
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 原子・分子から生命まで、世界最先端の物
質科学の世界を知る。

 これまでに学んだ様々な知識が最先端科
学の中でどう使われているかを学ぶ。

 それをもとに、人類の幸せにつながる真の
物質科学のあり方を考える。
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 第１回 2021/4/13 村松淳司／講義案内・コロイドとナノ粒子

 第２回 2021/4/20 村松淳司／次世代放射光とナノ粒子

 第３回 2021/4/27 岡本 聡／磁石とナノテクノロジー

 第４回 2021/5/11 岡本 聡／磁石とナノテクノロジー

 第５回 2021/5/18 藪 浩／生き物にヒントを得た材料開発

 第６回 2021/5/25 高橋正彦／ミクロの世界の電子のスピードガン

 第７回 2021/6/1 雨澤浩史／燃料電池ってどんなもの？

 第８回 2021/6/8 矢代航／放射光が解き明かす驚異の世界

 第９回 2021/6/15 矢代航／放射光が解き明かす驚異の世界

 第１０回 2021/6/22 虻川匡司／光電子顕微鏡で観るダイナミックな表面

 第１１回 2021/6/29 秩父重英／光を放つ半導体が拓く未来

 第１２回 2021/7/6 秩父重英／光を放つ半導体が拓く未来

 第１３回 2021/7/13 蟹江澄志／豊かな社会に貢献するハイブリッド材料

 第１４回 2021/7/20 蟹江澄志／豊かな社会に貢献するハイブリッド材料
（講義の終わり）
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 出席 (50%) +レポート(50%)
 レポート課題: 講義を聴いて学んだ事・興味を持ったこと

を要約し、感想も含 めてA4用紙3枚程度にまとめて提出
する。

 連絡・照会先：村松淳司

 mura◎tohoku.ac.jp (◎を@に置き換えてください)
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生活の中のコロイドと
最先端ナノ粒子

多元物質科学研究所 村松淳司
2021/4/13多元物質科学の世界
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http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/muramatsu/html/sekai/
E-mail: mura@tohoku.ac.jp
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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
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100～500 nm程度の
コロイドの存在を示している
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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
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ITO
（インジウム－スズ－酸化物）



スマートフォンの導電性
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ITO
（インジウム－スズ－酸化物）



チコちゃんに叱られる！
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タッチパネルはなぜ触っただけで反応する？
→チコっと感電しているから



スマートフォンはなぜ堅いのか

熱をかけられないので，柔らかなプラスチックは使えない．
簡単に曲げられるプラスチックを使うためには，
これまでのスパッタリング法ではない新たな手法が必要不可欠16

ITO薄膜形成
成膜温度が高温（～400℃）

ITO



柔らかな液晶ディスプレイは
プラフィルム＋ITOナノインクで

17



ITOナノインクを使えば良い！
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低温
熱処理塗布

ITO 薄膜

ITO ナノインク
ITO ナノ粒子が有機溶媒

に分散している

ITOナノ粒子
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￥
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Helium_atom_QM.svg


生活の中のコロイド

身の回りのコロイドを見てみよう
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コロイド Colloid
分子が集まって、普通の顕微鏡で見えない程度の粒
となって、浮きただようような状態で存するもの

分散と凝集
ただよっている状態が「分散」，
不安定になって固まりになった状態が「凝集」
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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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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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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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𝑘𝑘𝑠𝑠 =
2𝜋𝜋5

3
𝑛𝑛

𝑚𝑚2 − 1
𝑚𝑚2 + 2

2 𝑑𝑑6

𝜆𝜆4

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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ステンドグラスの色は金ナノ粒子の表面プラズモン共鳴によるもの・・・・
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表面プラズモン共鳴：
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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 
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水

乳脂肪

タンパク質
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水

油

O/Wエマルション

油

水

W/Oエマルション

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～ 462021/4/13多元物質科学の世界



ビール
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永山プロジェクト
のビール

48

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

良い注ぎ方悪い注ぎ方
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ビールの泡

• 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
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ビール酵母
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ビールの上手な注ぎ方
あとはゆっくりと泡を立てずに
静かに注ぎます
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均一核生成： 溶液中から泡が出てくる
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不均一核生成： 割り箸を入れると、割り箸から泡が出てくる
2021/4/13 多元物質科学の世界

割り箸
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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
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この背景にある、理論とは何か

粒子の分散、凝集挙動の本質とは

64

全ての「もの」の表面には，数十ｍＶの電荷がある

（「表面電位」とか，「ゼータ電位」，という）

顔にも机にも泡にも，何にでもある！



 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

 粒子合成では、絶対に凝集させないようにしない
といけない

 自然に学ぶナノ粒子合成方法の開発が必要
◦ ビールの泡が良い例となる？
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70
5μmPMMA マイクロ粒子の電気泳動
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ゼータ電位の異なる粒子の混在
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青色の原因のシリカコロイドは
なぜ、光の波長より小さかったのか
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 SiO2 2～3
 TiO2 6～8
 Fe2O3 6～8
 ZrO2 7～9
 Al2O3 7～9
 MgO 9～11

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

+

-

pH

ゼ
ー

タ
電

位
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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。
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嬉野名物！温泉湯どうふ
嬉野温泉環境協会のWeb http://www.spa-u.net/shopping.html?cate=3

89

2021/4/13多元物質科学の世界



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・・・？？

90
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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、ー

 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
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豆腐 「急速凝集」の産物

 豆腐を作るというか、固めるときにつかう、にがりの主成分は、

塩化マグネシウムで少し硫酸マグネシウムなどが入っている。

 マグネシウムやカルシウムは、塩水の主成分のナトリウムと

違って、イオンとしては、２価の陽イオンとなって溶けている。

 硫酸マグネシウムの硫酸イオンは２価の陰イオン。

 一般に物質が凝集をおこすときに、あるトリガー（引き金）が

あって起こる。これを急速凝集といい、そのトリガーになるの

が電解質イオン、つまり、塩。

 牛乳からバターをつくるとき、食塩を用いるが、それも同じ。

92
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豆腐 「急速凝集」の産物

 凝集沈殿において、同じ凝集を得るための濃度は、

１価イオンよりも、２価、３価の方が圧倒的に有

利で、イオンの価数の６乗に反比例して凝集する。

 ナトリウムイオンよりもマグネシウムイオンの方

が同じ濃度でも６乗倍、つまり、６４倍凝集させ

る力がある。

 つまり、食塩よりも、人工にがり（硫酸マグネシ

ウム）の方が６４倍凝集させる力が強い。
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嬉野温泉の成分

 嬉野温泉は、ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉（重曹泉）。弱ア

ルカリ泉（pH7.5-8.5）ナトリウム含有量：試料1kg中400-

500mg程度。

 豆腐を凝固させる、カルシウムやマグネシウムの量が少ないため、

豆腐をｐH効果で、分散させる。

 これは一般に言われるような、タンパク質を分解しているわけでは

なく、「分散」という物理化学現象。
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生活の中のコロイド

 うどん

95
『うどん』にも
コロイド界面化学
の考え方が、
入っています！
讃岐うどんに使う塩の量は
粉に対して３％以上
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さぬきうどん北東製粉の説明
96

生地がダレすぎず安定する
• 小麦粉は真水で捏ねてもグルテンが形成さ
れますが塩水の方がより強力なグルテンを
作ります。

• これを塩の収斂作用といいうどんのコシの
もと。

• 適切な熟成時間なら生地がダレないのも
塩のおかげです。
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弱アルカリ性温泉で，湯どうふが溶ける！

嬉野温泉環境協会のWeb http://www.spa-u.net/shopping.html?cate=3
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豆腐は重曹水(弱アルカリ性水溶液）で溶ける！

豆腐は重曹で弱アルカリ性溶液になり溶ける！

嬉野温泉名物
「温泉湯豆腐」

98

重曹 = 炭酸水素ナトリウム NaHCO3



「豆腐」は大豆蛋白の凝集物

 通常の大豆蛋白質の等電点は4.5～5.0程度

 pH 5以上で、ー

 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

アルカリ性で分散！
pHゼ

ー
タ
電
位

＋

－

5
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重曹水のｐH

7.8

アルカリ性

酸性



生活の中のコロイド

 うどん

100
『うどん』にも
コロイド界面化学
の考え方が、
入っています！
讃岐うどんに使う塩の量は
粉に対して３％以上
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さぬきうどん北東製粉の説明
101

生地がダレすぎず安定する
• 小麦粉は真水で捏ねてもグルテンが形成さ
れますが塩水の方がより強力なグルテンを
作ります。

• これを塩の収斂作用といいうどんのコシの
もと。

• 適切な熟成時間なら生地がダレないのも
塩のおかげです。
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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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