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従来技術従来技術従来技術従来技術とそのとそのとそのとその問題点問題点問題点問題点

従来技術によるナノ粒子調製法
（電池の未来を拓く紛体技術、内藤牧男、金村聖志、棟方裕一、牧野尚夫
編、日刊工業新聞社、2010年より転載.）

機械的機械的機械的機械的手法手法手法手法 物理物理物理物理・・・・化学的化学的化学的化学的手法手法手法手法

ナノスケールの粒子を
作製することが難しい

単分散の粒子を作製することが難しい
→ 分散剤の使用が一般的

レーザーアブレーションレーザーアブレーションレーザーアブレーションレーザーアブレーション法法法法

イオンイオンイオンイオン液体法液体法液体法液体法
・スパッタリング・スパッタリング・スパッタリング・スパッタリング
・・・・量子量子量子量子ビームビームビームビーム
・・・・熱分解熱分解熱分解熱分解
・・・・水素還元水素還元水素還元水素還元

半導体・化合物系ナノ粒子
の調製が困難

単分散の粒子を作製
することが難しい
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イオンイオンイオンイオン液体液体液体液体とはとはとはとは

カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）

のみから構成される液体のみから構成される液体のみから構成される液体のみから構成される液体

→ つまり、塩である。つまり、塩である。つまり、塩である。つまり、塩である。しかし、しかし、しかし、しかし、室温で液体である室温で液体である室温で液体である室温で液体である。。。。

イオン液体

• イオン種の低い正・負電荷密度
• 多様な分子振動・回転モード

→ 融点の低下に寄与

http://www.echem.energy.kyoto-u.ac.jp/structure-e.html

凍凍凍凍らせたものをらせたものをらせたものをらせたものを拡大拡大拡大拡大するするするするとととと・・・・・・・・・・・・

[EtMeIm][BF4]
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Got RTILs?Got RTILs?Got RTILs?Got RTILs?
Need a sommelier?Need a sommelier?Need a sommelier?Need a sommelier?

一般的一般的一般的一般的にににに、、、、難燃性難燃性難燃性難燃性、、、、難揮発性難揮発性難揮発性難揮発性、、、、広広広広いいいい液相温度液相温度液相温度液相温度、、、、高高高高いいいい電気電気電気電気
化学安定性化学安定性化学安定性化学安定性をををを示示示示すすすす。。。。

イオンのイオンのイオンのイオンの組組組組みみみみ合合合合わせによってわせによってわせによってわせによって、、、、物性物性物性物性がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化するするするする。。。。
任意任意任意任意のののの物性物性物性物性をををを発現発現発現発現させることがさせることがさせることがさせることが可能可能可能可能!!!!

イオンイオンイオンイオン液体液体液体液体とはとはとはとは
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イオンイオンイオンイオン液体液体液体液体とはとはとはとは

カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）

のみから構成される液体のみから構成される液体のみから構成される液体のみから構成される液体

→ → → → つまり、塩である。つまり、塩である。つまり、塩である。つまり、塩である。しかし、しかし、しかし、しかし、室温で液体である室温で液体である室温で液体である室温で液体である。。。。

難揮発性難揮発性難揮発性難揮発性

難燃難燃難燃難燃性性性性
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Future technologies using IL

Electrodeposition of Al alloys in IL

ECS Trans., 50(11), 239 (2012); J. Solid 

State Electrochem., 17, 409 (2013); J. 

Electrochem. Soc., 161, D405 (2014) etc.

Fluorescent IL material

RSC Adv., 2, 11801 (2012).

In situ analytical 

techniques with IL

Chem. Eur. J., 17, 11122 

(2011); PCCP, 15, 18600 

(2013) etc.
Synthesis of new ILs

Angew. Chem. Int. Ed., 50, 1310 (2011); 

Electrochim. Acta, 100, 285 (2013); J. 

Phys. Chem. B, 117, 15051 (2013) etc.

SEM observation of biological

specimens pretreated with IL

Nanoparticle preparation in IL

J. Power Sources, 195, 5980 (2010); 

Chem. Commun., 6792 (2009); ibid, 48, 

1925 (2012); RSC Adv., 2, 8262 (2012) etc.

200 nm
IL-based FIB and EB technique for

nanostructure fabrication

Sci. Rep., 4, 3722 (2014).

ChemBioChem, 12, 2547 (2011); 

Electrochemistry, 80, 308 (2012); 

PLOS Genetics, 9, e1003983 

(2013); PLOS One, 8, e85467 

(2013); ibid, 9, e91193 (2014) etc.
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従来技術によるナノ粒子調製法
（電池の未来を拓く紛体技術、内藤牧男、金村聖志、棟方裕一、牧野尚夫
編、日刊工業新聞社、2010年より転載.）

機械的機械的機械的機械的手法手法手法手法 物理物理物理物理・・・・化学的化学的化学的化学的手法手法手法手法

ナノスケールの粒子を
作製することが難しい

単分散の粒子を作製することが難しい
→ 分散剤の使用が一般的

レーザーアブレーションレーザーアブレーションレーザーアブレーションレーザーアブレーション法法法法

イオンイオンイオンイオン液体法液体法液体法液体法
・スパッタリング・スパッタリング・スパッタリング・スパッタリング
・・・・量子量子量子量子ビームビームビームビーム
・・・・熱分解熱分解熱分解熱分解
・・・・水素還元水素還元水素還元水素還元

半導体・化合物系ナノ粒子
の調製が困難

単分散の粒子を作製
することが難しい

新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

新技術新技術新技術新技術（（（（LAVILLAVILLAVILLAVIL法法法法））））
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新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

新技術（Materials Processing with Laser-Ablated Vapor on Ionic Liquid
（LAVILLAVILLAVILLAVIL法法法法））の特徴は、極端に低い蒸気圧を持つイオン液体(ionic 
liquid)の利用により、原材料の気化空間であるアブレーション空間と、
ナノ粒子の凝集・生成空間である液相空間とを分離できる点にある。

・・・・不純物不純物不純物不純物などのなどのなどのなどの介在介在介在介在がががが少少少少なくなくなくなく高品質薄膜生成高品質薄膜生成高品質薄膜生成高品質薄膜生成などになどになどになどに用用用用いられるいられるいられるいられる真空雰囲気真空雰囲気真空雰囲気真空雰囲気でででで
のレーザーアブレーションによるのレーザーアブレーションによるのレーザーアブレーションによるのレーザーアブレーションによる原材料供給原材料供給原材料供給原材料供給がががが可能可能可能可能ととととなるなるなるなる

・・・・生成生成生成生成ナノナノナノナノ粒子粒子粒子粒子のののの二次的反応二次的反応二次的反応二次的反応はははは空間的分離空間的分離空間的分離空間的分離によりによりによりにより存在存在存在存在しししし得得得得なななないいいい

・・・・イオンイオンイオンイオン液体液体液体液体はははは粒子粒子粒子粒子のののの回収回収回収回収をををを容易容易容易容易にするだけでなくにするだけでなくにするだけでなくにするだけでなく、、、、媒体媒体媒体媒体としてのとしてのとしてのとしての高品質高品質高品質高品質なななな表表表表
面修飾剤面修飾剤面修飾剤面修飾剤としてのとしてのとしてのとしての働働働働きもきもきもきも期待期待期待期待できできできできるるるる
→→→→ それそれそれそれをををを利用利用利用利用することすることすることすることでででで機能性機能性機能性機能性のののの付加付加付加付加もももも容易容易容易容易！！！！

・・・・反応性反応性反応性反応性ガスガスガスガス（（（（NNNN2222, O, O, O, O2222などなどなどなど））））をををを導入導入導入導入することですることですることですることで多岐多岐多岐多岐にわたるにわたるにわたるにわたる
ナノナノナノナノ粒子材料粒子材料粒子材料粒子材料のののの合成合成合成合成がががが可能可能可能可能
→→→→ 材料開発速度材料開発速度材料開発速度材料開発速度のののの飛躍的向上飛躍的向上飛躍的向上飛躍的向上がががが期待期待期待期待できるできるできるできる！！！！

レーザーアブレーションが元来持つ、全固体の原材料化の
可能性も加わり、多彩かつ高品質なナノ粒子を生成できる！
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新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

← 装置の概略図
・ターゲットの位置、真空度、反応ガ
スの導入、イオン液体の量などの
調整を正確に行うことが可能。
・ターゲットの交換が容易。

LAVIL法によるナノ粒子
調製のモデル →
真空度が粒径コントロー
ルのカギ？
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新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

AuAuAuAu (平均粒径 4.3 nm) SmCoSmCoSmCoSmCo (平均粒径 4.2 nm)

LAVIL法で得られたナノ粒子のTEM像の例
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新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

SiSiSiSi (平均粒径 4.1 nm)

左のTEM像が観察された領域での
EDX測定の結果.
AlおよびCuはそれぞれグリッド押さえおよび
グリッドに由来する. 他の元素はイオン液
体に帰属できる.

LAVIL法で得られたナノ粒子のTEM像の例



12
想定想定想定想定されるされるされるされる用途用途用途用途

・リチウムイオン二次電池用高容量負極
→ シリコンナノ粒子の調製に成功

・固体高分子形燃料電池用電極触媒
→ 白金ナノ粒子、ルテニウムナノ粒子の調製に成功

・高性能永久磁石材料としての利用・高性能永久磁石材料としての利用・高性能永久磁石材料としての利用・高性能永久磁石材料としての利用
→ サマリウムコバルト合金ナノ粒子の調製に成功

・透明アモルファス酸化物半導体薄膜作製用インク
→ ＩＧＺＯのナノ粒子化に成功

・次世代材料探索用の研究装置
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実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題

ラボスケールであれば、現状の装置で問題無いが、
LAVILLAVILLAVILLAVIL法法法法によるナノ粒子合成プロセスによるナノ粒子合成プロセスによるナノ粒子合成プロセスによるナノ粒子合成プロセスのののの産業化を
目指すにはスケールアップが必須！（ただし、材料
開発用途では現在のスケールで対応可）
→ 連続的にナノ粒子の調製が可能なシステムを設計する必
要がある

・本手法に適した安価なイオン液体の開発
→ 我々にノウハウが有るため、問題はクリアできる可能性が
極めて高い！
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企業企業企業企業へのへのへのへの期待期待期待期待

・ターゲットとするナノ材料の提案
新たなSeedsの探索

・大量合成プロセスに適したシステムの構築
スケールアップの際に必要となるノウハウ

・LAVILLAVILLAVILLAVIL法法法法を用いたナノ粒子合成装置の市販化
研究開発機関へ販売できる装置とするためのノ
ウハウ
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本技術本技術本技術本技術にににに関関関関するするするする知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権

•発明の名称： ナノ粒子製造方法、及びナノ
粒子製造装置

•出願番号： 特願2013-260060

•出願人： 国立大学法人 大阪大学

•発明者： 津田哲哉、伊藤剛仁、桑畑 進
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産学連携産学連携産学連携産学連携のののの経歴経歴経歴経歴

•2009年-2013年 Ａ社と電子顕微鏡用コー
ティング剤の開発（2013年度に市販開始。）

•2010年- Ｂ社とエネルギー材料合成に関する
共同研究の実施（今年度中に量産ラインが稼働。
本年度、市販開始予定。）

•2013年 JST-ALCAに採択

•2013年 Ｃ社とともに経済産業省のプロジェ
クトに採択（早期の産業化を目指す。）
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おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

大阪大学

産学連携本部 総合企画推進部

TEL:06-6879-4206

FAX:06-6879-4208

e-mail:contact@uic.osaka-u.ac.jp


