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有機/無機コアシェル粒子(従来技術)

無機微粒子

ポリマー微粒子

物理的複合方法と化学的複合方法

有機/無機コアシェル粒子



物理的複合方法

メカノフュージョン法
メカ二カルアロイ法
高速気流中衝撃法 etc.

複数種の粉体材料
アーム

回転容器

メカノフュージョン法
を例にとると

メカノフュージョン法による
コアシェル粒子(Ni/PE・コアシェル粒子)

すべての材料に適応
乾式で、複合化
シェルの剥離、脱落
粒子の変形

20 mm 10 mm
剥離と脱落

粒子の変形



化学的複合方法

OH OH

水酸基やカルボキシル基の反応性を利用。
シリカなどの無機材料は、硬質となる。弾性がない。
PVA、PHEMAや多糖類は、コアが親水性となる。



化学的複合方法

コアに疎水性のポリマーを利用する場合、
加水分解やハロゲン化、ラジカル発生など、
煩雑な第二のプロセスが必要。



疎水性ポリマーとして、エラストマーをコアへ利用

シンジオタクチック 1,2-ポリブタジエン
(1,2-PBD)

シス 1,4-ポリブタジエン
(1,2-PBD)

工業部品、溶融袋、スポンジ製品、
樹脂拘束材

タイヤ、ベルト、ホース、
履物、引布、工業用品等

硬いゴム材料 柔らかいゴム材料



二重結合の反応性
簡単に複合化
・エン-チオール反応
・ビニルモノマーのグラフト化
・光架橋・・・硬質化制御
・マイケル付加反応 etc
・弾性制御

二重結合の反応性を利用できる。



懸濁蒸発法による球状粒子化-1

ポリブタジエン
溶液を投与

かき混ぜ
による液滴化

加熱
溶媒蒸発

球状固化

懸濁蒸発法によるポリブタジエンの球状粒子化



懸濁蒸発法による基本1,2-PBD球状粒子

懸濁蒸発法による球状粒子化-2



懸濁蒸発法による球状粒子化-3

500 μm

30 μm

500 μm

300 μm

懸濁蒸発法による多孔化1,2-PBD球状粒子



非水系のサイズ排除クロマトグラフィー(SEC)用充填剤

基本粒子の用途のひとつ: 孔を利用した用途

分離幅の広い非水系SEC用充填剤
芳香族炭化水素(PAHs )に対して、
分子量に準じて、溶出。
従来のPS充填剤は、p-p相互作用

非水系サイズ排除クロマトグラフィー
カラムサイズ: 150 x 4.6 mm I. D.
移動相: THF
溶質: Polystyrene standard, Alkyl benzene
芳香族炭化水素(平面性、非平面性)

分離幅が広い

分離幅が狭い



有機/無機コアシェル粒子の調製-1 (無機材へ加硫)

チオール基を利用して、エン-チオール反応へ

1st Step: メルカプト基を無機材料表面へ化学修飾



有機/無機コアシェル粒子の調製-2 (PBD粒子へ固定化)

2nd Step: エン-チオール反応により、複合化

+



ダイヤによる表面被覆

有機/無機コアシェル粒子の調製-3

500 μm

200 μm

150 μm



窒化ホウ素による表面被覆

10 μm

150 μm

50 μm

有機/無機コアシェル粒子の調製-4



有機/有機コアシェル粒子の従来技術

1) grafting-to

2) grafting-from



ポリブタジエン
溶液を投与

かき混ぜ
による液滴化

加熱
溶媒蒸発

球状固化

有機/有機コアシェル粒子の調製-1 (新規技術)

One-Stepで調製？



シンジオタクチック 1,2-ポリブタジエン
(1,2-PBD)

シス 1,4-ポリブタジエン
(1,2-PBD)

有機/有機コアシェル粒子の調製-2 (新規技術)



10 mm

a), a)’ 基本粒子
b) 9 : 1 (1,2-PBD : 1,4-PBD)
c) 7 : 3 (1,2-PBD : 1,4-PBD)
d) 7 : 3 (1,2-PBD : 1,4-PBD)の断面観察

PBD粒子のSEM画像および
マイクロスコープによる相分離の観察

有機/有機コアシェル粒子の調製-3 (新規技術)



PBDコアシェル粒子の優位点

簡易的にオールマイティーな微粒子調製が可能



本発明
化学的複合法

従来技術

化学的複合法 物理複合法

技術概要
エラストマーを
コア材料に利用。
疎水性材料。

・シリカやPVA、Pst誘導
体、PMAなど、官能基
が存在する材料に限定。

・化学修飾。

・親水性材料、疎水性材料、
無機材料など、すべての
材料に適応。

・物理衝撃。

有機/無機
二重結合の反応性

を利用

・親水性材料の場合、
水酸基などを利用。

・疎水性材料の場合、
活性部位の導入が必要。

・メカノフュージョン法
・メカ二カルアロイ法
・高速気流中衝撃法 etc.

有機/有機
凝集特性による
相分離を利用。

One-Stepで調製できる。

Grafting to法や
Grafting from法

・メカノフュージョン法
・メカ二カルアロイ法
・高速気流中衝撃法 etc.

粒子形状 変形はない。 変形はない。 変形は有り。

シェルの
安定性

安定 安定 不安定、剥離が生じる。

調製状態 湿式 湿式 乾式

本発明の特徴と従来技術との比較（まとめ）



23

お問い合わせ先

熊本県産業技術センター材料・地域資源室
研究主幹 永岡昭二

Phone: 096-368-5359
Fax: 096-369-1938

E-mail: nagaoka@kmt-iri.go.jp

熊本大学 イノベーション推進機構

准教授 緒方 智成
Phone: 096-342-3967

Fax: 096-342-3239
E-mail:t_ogata@kumamoto-u.ac.jp


