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研究背景研究背景

微粒子：金属、セラミックス、有機ポリマー、カーボン微粒子：金属、セラミックス、有機ポリマー、カーボン
材料などから成る小さな粒子材料などから成る小さな粒子

微粒子の用途：光学材料、電子材料、顔料、医薬品、微粒子の用途：光学材料、電子材料、顔料、医薬品、
化粧品、研磨剤、潤滑剤、触媒など化粧品、研磨剤、潤滑剤、触媒など

微粒子表面の精密設計・機能化微粒子表面の精密設計・機能化

微粒子の高次構造制御微粒子の高次構造制御

新規な材料・デバイス開発を目指す新規な材料・デバイス開発を目指す
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技術内容技術内容

●● 表面開始リビングラジカル重合法による濃厚ポリ表面開始リビングラジカル重合法による濃厚ポリ
マーブラシ付与微粒子の合成マーブラシ付与微粒子の合成

●● 上記手法を応用した中空微粒子の合成上記手法を応用した中空微粒子の合成

●● 濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の秩序配列構造濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の秩序配列構造
（（22次元、次元、33次元コロイド結晶）の構築次元コロイド結晶）の構築
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希薄領域希薄領域
<< 0.01 0.01 本本/nm/nm22

準希薄ブラ準希薄ブラシシ
～～0.01 0.01 本本/nm/nm22

（（従来のグラフト従来のグラフト化化表面表面））

グラフト密度グラフト密度

高伸張高伸張 高配向相関高配向相関

新しい物性新しい物性

濃厚ブラシ
>> 0.1 本/nm2

濃厚ブラシ
>> 0.1 本/nm2

大大

表面開始リビングラジカル重合と濃厚表面開始リビングラジカル重合と濃厚ポリマーブラシポリマーブラシ

研究の背景研究の背景
リビングラジカル重合リビングラジカル重合を表面グラフト重合に応用。を表面グラフト重合に応用。

濃厚ポリマーブラシ濃厚ポリマーブラシの創製とその新規なの創製とその新規な構造・物構造・物
性の発見。性の発見。

長さの揃った長さの揃った（分子量標準偏差（分子量標準偏差55～～30%30%））各種の各種の
ポリマーの高密度グラフト重合（ポリマーの高密度グラフト重合（約約0.0.７７ 本本/nm/nm22：：
表面占有率約表面占有率約4040％％;;20020088年現在）。年現在）。

ランダムコイルランダムコイル
延伸コイル延伸コイル

表面表面開始開始LRPLRP
の成功の成功

11桁以上の桁以上の
高密度化高密度化

新しい新しい分子分子組織組織

新しい新しいナノ構造膜ナノ構造膜

超高密度化超高密度化

LLee//LLcc ≧≧ 0.80.8

高伸張特性高伸張特性

極低摩擦特性極低摩擦特性

サイズ排除特性サイズ排除特性

抗接着特性抗接着特性

高弾性率特性高弾性率特性

熱、触媒、光・・・

成長

特許第特許第34224633422463号号
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750 nm750 nm1 um

 

250 nm250 nm

25 nm

10 um750 nm750 nm500 nm

各種微粒子表面からのリビングラジカル重合各種微粒子表面からのリビングラジカル重合

シリカ粒子シリカ粒子 ポリマー粒子ポリマー粒子 金ナノ粒子金ナノ粒子

ZnSZnS粒子粒子 酸化鉄ナノ粒子酸化鉄ナノ粒子

カーボンナノチューブカーボンナノチューブ
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微粒子表面からのリビングラジカル重合の典型例微粒子表面からのリビングラジカル重合の典型例

SiO2SiOSiO22

70 oC

SiO2SiOSiO22

=

in THF

TEA
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NH4OH cat. 
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CuCl/dNbipy
MMA.

Karstedt’s cat.   in Toluene

+CH2 CH(CH2)4OH BrOC(CH3)2Br CH2 CH(CH2)4OOC(CH3)2Br
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O
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SiO2SiOSiO22

PMMAPMMAPMMA

PMMAPMMAPMMA

Free Initiator, EBIBFree Initiator, EBIB
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微粒子表面からのリビングラジカル重合の典型例微粒子表面からのリビングラジカル重合の典型例
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的に進行的に進行

高いグラフト密度高いグラフト密度

高い分散性高い分散性

4.94.9495495PMMAPMMA付与シリカ微粒子付与シリカ微粒子

5.05.0154154

5.25.2145145シリカ微粒子シリカ微粒子

σσ (%)(%)直径直径 (nm)(nm)サンプルサンプル

光散乱測定光散乱測定

開始剤固定化シリカ微粒子開始剤固定化シリカ微粒子



8

SiOSiO22

PEMO LayerPEMO Layer PMMA Outer LayerPMMA Outer Layer CrossCross--linked PEMO Layerlinked PEMO Layer

CH2C

CH3

C

O

O CH2

O

CH2CH3

EMOEMO
コア部の構造制御コア部の構造制御

ブラシ層の構造制御ブラシ層の構造制御

・・ 付加機能の付与付加機能の付与

・・ グラフト鎖長・組成の制御グラフト鎖長・組成の制御

EMOEMO
CuBr/dNbipyCuBr/dNbipy

AnisoleAnisole
70 70 ooCC

MMAMMA
CuCl/dNbipyCuCl/dNbipy

70 70 ooCC

BFBF33OEtOEt22

CHCH22ClCl22

SiOSiO22 除去除去 HFHF

3μm

1μm

SEM ObservationSEM Observation 2 μmTEM ObservationTEM Observation

濃厚ポリマーブラシ付与中空微粒子の合成濃厚ポリマーブラシ付与中空微粒子の合成
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SiOSiO22

極めて高い極めて高い
分散性分散性

２次元秩序配列２次元秩序配列

濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の高次構造制御濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の高次構造制御

３次元秩序配列３次元秩序配列

極めて高い極めて高い
均一性均一性
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PMMAPMMA付与シリカ微粒子のトルエン溶液付与シリカ微粒子のトルエン溶液

シリコンウェハシリコンウェハ またはまたは 顕微鏡用グリッド顕微鏡用グリッド

SiOSiO22

PMMAPMMA

濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の濃厚ポリマーブラシ付与微粒子の22次元秩序配列構造次元秩序配列構造
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コロイド結晶とは？コロイド結晶とは？

物理的・物理化学的性質は一般の結晶と基本的には同じである。物理的・物理化学的性質は一般の結晶と基本的には同じである。

単位粒子の大きさが一般の結晶の構成単位である原子や分子に比べて圧倒的に大きい。単位粒子の大きさが一般の結晶の構成単位である原子や分子に比べて圧倒的に大きい。
すなわち、単位体積あたりの結晶格子数が圧倒的に小さいこと、従ってコロイド結晶は極めすなわち、単位体積あたりの結晶格子数が圧倒的に小さいこと、従ってコロイド結晶は極め
て弱く壊れやすい。て弱く壊れやすい。

一般の結晶の原子や分子の配列を直接観察することは困難である。しかし、コロイド結晶一般の結晶の原子や分子の配列を直接観察することは困難である。しかし、コロイド結晶
中の微粒子は、その配列状態を光学顕微鏡で直接観察できる。中の微粒子は、その配列状態を光学顕微鏡で直接観察できる。

基礎研究・・・微粒子の運動や相転移の過程が緩やかであるため、コロイド結晶は観察・解基礎研究・・・微粒子の運動や相転移の過程が緩やかであるため、コロイド結晶は観察・解
析が容易である。それゆえに、結晶化現象を研究するモデル系として重要である。析が容易である。それゆえに、結晶化現象を研究するモデル系として重要である。

応用面・・・コロイド結晶は光の伝わり方を制御できる。応用面・・・コロイド結晶は光の伝わり方を制御できる。
θ

θ θ d

d

光通信、カラー映像機器および高出力レーザーなどの光通信、カラー映像機器および高出力レーザーなどの
光学材料。また、化粧品・装飾品分野。光学材料。また、化粧品・装飾品分野。

液体中に分散した単位粒子（典型的な大きさは数液体中に分散した単位粒子（典型的な大きさは数
10nm10nmから数から数μμmm）が結晶状に周期配列構造をとる状態）が結晶状に周期配列構造をとる状態
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““ハード系ハード系”” コロイド結晶コロイド結晶

剛体球ポテンシャル剛体球ポテンシャル

“ソフト系”“ソフト系” コロイド結晶コロイド結晶

静電ポテンシャル静電ポテンシャル

コロイド結晶とは？コロイド結晶とは？

液体中に分散した単位粒子液体中に分散した単位粒子が結晶状が結晶状
に周期配列構造をとる状態に周期配列構造をとる状態

従来のコロイド結晶従来のコロイド結晶
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SiOSiO22

・新規固定化開始剤の合成
・重合過程の最適化

完全な分散性を有する完全な分散性を有する
濃厚ポリマーブラシ濃厚ポリマーブラシ//無機微粒子複合体の合成に成功無機微粒子複合体の合成に成功

準ソフト系コロイド結晶準ソフト系コロイド結晶

駆動力は、微粒子表面に極めて高い密度で固定され、それゆえ高度駆動力は、微粒子表面に極めて高い密度で固定され、それゆえ高度

に膨潤伸張した高分子鎖間の長距離に及ぶ相互作用に膨潤伸張した高分子鎖間の長距離に及ぶ相互作用

グラフト鎖長による
粒子間距離の制御

高分子鎖間の
長距離相互作用

新規コロイド結晶の開発新規コロイド結晶の開発
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PMMAPMMA付与シリカ微粒子付与シリカ微粒子

屈折率・比重の制御屈折率・比重の制御

1,21,2--ジクロロエタンジクロロエタン 53vol%53vol%

クロロベンゼンクロロベンゼン 20vol%20vol%

oo--ジクロロベンゼンジクロロベンゼン 27vol%27vol%
シリカ粒子の粒径シリカ粒子の粒径 = = 130 nm130 nm

PMMAPMMAブラシの分子量ブラシの分子量 = 158000= 158000

グラフト密度グラフト密度 = 0.7 chains/nm= 0.7 chains/nm22

低低

１ ２ ３ ４ ６５ ７ ８ ９

高高濃度濃度

流体相流体相

結晶相結晶相
5 mm

準ソフト系コロイド結晶の構築法準ソフト系コロイド結晶の構築法
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準ソフト系コロイド結晶の特徴準ソフト系コロイド結晶の特徴

微粒子表面に固定される高分子鎖（グラフト鎖という）の種類と長さ、微粒子表面に固定される高分子鎖（グラフト鎖という）の種類と長さ、
微粒子の種類と粒径、溶媒など制御可能な構造因子が多様であり、微粒子の種類と粒径、溶媒など制御可能な構造因子が多様であり、
それらを変えることにより結晶の構造・格子パラメータや粒子の対溶それらを変えることにより結晶の構造・格子パラメータや粒子の対溶
剤比重・屈折率などを多彩に制御できる。剤比重・屈折率などを多彩に制御できる。

2 μm 2 μm2 μm

グラフト鎖の長さ、すなわち、グラフト鎖の分子量グラフト鎖の長さ、すなわち、グラフト鎖の分子量

69,000 432,000

DD = 350 nm= 350 nm DD = 950 nm= 950 nm

158,000

DD = 560 nm= 560 nm
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グラフト鎖を利用してコロイド結晶を高性能化・高機能グラフト鎖を利用してコロイド結晶を高性能化・高機能
化できる。化できる。

コロイド結晶の弱さ・壊れやすさを克服するためコロイド結晶の弱さ・壊れやすさを克服するため

グラフト鎖に予め導入した反応性基を通じて粒子間を結グラフト鎖に予め導入した反応性基を通じて粒子間を結
合（架橋）することにより、コロイド結晶を固定化すること合（架橋）することにより、コロイド結晶を固定化すること
に成功。に成功。

準ソフト系コロイド結晶の特徴準ソフト系コロイド結晶の特徴
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準ソフト系コロイド結晶の固定化準ソフト系コロイド結晶の固定化
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新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較

•• 柔軟性と多様性に富んだ微粒子表面修飾技柔軟性と多様性に富んだ微粒子表面修飾技
術であり、微粒子に極めて高い分散安定性、術であり、微粒子に極めて高い分散安定性、
機能性を付与できる。機能性を付与できる。

•• コロイド結晶化の駆動力が高度に膨潤伸張しコロイド結晶化の駆動力が高度に膨潤伸張し
た高分子グラフト鎖間の力学的な長距離相互た高分子グラフト鎖間の力学的な長距離相互
作用作用である。である。

•• グラフト鎖によりコロイド結晶を高性能・高機グラフト鎖によりコロイド結晶を高性能・高機
能化できる。能化できる。
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想定される用途想定される用途

•• 微粒子表面微粒子表面の新しいの新しい修飾修飾、設計技術。、設計技術。

•• レーザー発振子、波長変換素子などの光レーザー発振子、波長変換素子などの光
学素子（フォトニック結晶）。学素子（フォトニック結晶）。

•• 顔料、医薬品、化粧品、潤滑剤、触媒な顔料、医薬品、化粧品、潤滑剤、触媒な
ど。ど。
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実用化に向けた課題実用化に向けた課題

•• グラフト法の基本技術は確立済み。ある程度グラフト法の基本技術は確立済み。ある程度
の量産化も可能である。濃厚ポリマーブラシのの量産化も可能である。濃厚ポリマーブラシの
特徴を活かした用途開発が必要。特徴を活かした用途開発が必要。

•• コロイド結晶の光学特性に関するコロイド結晶の光学特性に関する実験データ実験データ
を取得し、を取得し、デバイス構築に向けた基礎固めをデバイス構築に向けた基礎固めを
行う。行う。

•• 準ソフト系コロイド結晶の特徴を活かした用途準ソフト系コロイド結晶の特徴を活かした用途
開発が必要。開発が必要。
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企業への期待企業への期待

•• 実生産、市場開拓に興味のある企業への技実生産、市場開拓に興味のある企業への技
術移転を希望。術移転を希望。

•• 濃厚ポリマーブラシまたは準ソフト系コロイド結濃厚ポリマーブラシまたは準ソフト系コロイド結
晶の特徴を活かした用途開発に興味のある晶の特徴を活かした用途開発に興味のある
企業との共同研究を希望。企業との共同研究を希望。
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本技術に関する知的財産権本技術に関する知的財産権

•• 発明の名称発明の名称 ：： 高分子グラフト微粒子によるコロイド結晶の製造方法高分子グラフト微粒子によるコロイド結晶の製造方法
•• 国際公開番号国際公開番号 ：： WO/2005/108451WO/2005/108451
•• 出願人出願人 ：： 国立大学法人京都国立大学法人京都大学大学
•• 発明者発明者 ：： 大野工司、辻井敬亘、福田猛大野工司、辻井敬亘、福田猛

•• 発明の名称発明の名称 ：： 高分子グラフト微粒子の秩序配列構造体高分子グラフト微粒子の秩序配列構造体
•• 特許登録特許登録番号番号 ：： 特許第特許第41280274128027号号
•• 出願人出願人 ：： 独立行政法人科学技術振興機構独立行政法人科学技術振興機構
•• 発明者発明者 ：： 大野工司、辻井敬亘、福田猛大野工司、辻井敬亘、福田猛

•• 発明の名称発明の名称 ：： 高密度ポリマーブラシ被覆中空微粒子、その製造方法および高高密度ポリマーブラシ被覆中空微粒子、その製造方法および高
密度ポリマーブラシ被覆中空微粒子の応用密度ポリマーブラシ被覆中空微粒子の応用

•• 国際公開番号国際公開番号 ：： WO/2006/87839WO/2006/87839
•• 出願人出願人 ：： 国立大学法人京都国立大学法人京都大学大学
•• 発明者発明者 ：： 大野工司、辻井敬亘、福田猛大野工司、辻井敬亘、福田猛
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お問い合わせ先お問い合わせ先

科学技術振興機構（ＪＳＴ）科学技術振興機構（ＪＳＴ）

技術移転促進部技術移転促進部 シーズ展開課シーズ展開課

技術移転プランナー技術移転プランナー 鷲田鷲田 弘弘

ＴＥＬＴＥＬ ：： 0303--52145214--75197519

ＦＡＸＦＡＸ ：： 0303--52145214--84548454
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