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三次元規則性細孔高分子フィルム
～マイクロ空孔の形成技術～

大阪大学 大学院基礎工学研究科

准教授 内田 幸明
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背景：規則性多孔質材料

無機固体（ゼオライト,シリコン,ステンレスなど）

カーボン

0.1nm~数百μm

数nm~数百nm
ポリマー材料
1μm~数百μm

・キャパシタ
・触媒担体
・吸着剤

・絆創膏
・撥水剤
・培養器

・建材
・脱臭剤
・半導体

・センシング
・光電子材料
・燃料電池

10-4 m10-6 m10-8 m10-9 m10-10 m
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従来技術(トップダウン的手法)

O適用孔サイズが幅広い
Ｘ 三次元構造の直接作製不可

P. Yilgor et al., J. Tissue Eng. Regen. Med. 2013, 7, 687-696.H. J. Lee et al., Acta Biomaterialia 2011, 7, 1281-1289.
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従来技術(ボトムアップ的手法)

O 三次元構造を容易に作製
Ｘ 適用孔サイズが100μm以下

H. Yabu et al., Macromolecules 2011, 44, 5868-5873.



5

規則性多孔質材料の製法

10-4 m10-6 m10-8 m10-9 m10-10 m

トップダウン的手法 （数十nm~数百μm）
レーザー加工 インプリント フォトリソグラフィー

ボトムアップ的手法 (自己組織化)
分子 (0.1nm~数十nm) 粒子 (数十nm~100μm)
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新技術と従来技術の比較

従来技術

トップダウン的手法（2次元）

ボトムアップ的手法（3次元）

新技術

孔サイズ小 孔サイズ大
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新技術の特徴

• マイクロ流体デバイス技術を用いて作製した、
単分散エマルションを鋳型として利用する。

• 孔径の揃った規則性多孔フィルムを作れる。
• 親水性・疎水性のどちらのフィルムも作れる。
• 100μm以上の孔径の多孔フィルムを自己組
織的に大面積で作れる。
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新技術の製法

• マイクロ流体デバイス技術を用いて作製した、単分散エマル
ションをガラスセル内で自己組織的に配列させ、外水相を硬
化することにより、多孔フィルムを得る。

マイクロ流体デバイス ガラスセル
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外水相 (wt%)

H2O アクリルアミド (
モノマー）

N,N’-メチレンビスアク
リルアミド

IRGACURE 
2959

ポリビニルア
ルコール

8.26×10 8.26 8.26×10-1 8.26×10-2 8.26

H2Oは15分脱気後、15分窒素置換

内油相 (v/v)

ポリジメチルシロキサン ブロモベンゼン

79 21

油滴の安定化のため、ブロモベンゼンを添加

溶液の組成
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• O1 =O2 = 10 ml/hr, I = 6 ml/hr
• 液滴は直径400 μm程度

500 μm

油滴作製
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ガラス基板
テフロンテープ
呼び厚0.13 mm
3~6枚

セルはクリップで固定

テフロンテープ間に気泡などが入り、多少厚みが増す。

ガラスセル作製
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・30分のUV照射によって、ポリアクリルアミドを得る

・一晩90oCで乾燥後、アセトンに浸漬し、1時間超音波洗浄

・毛細管現象によって、液滴をガラスセルに封入

UV硬化前

UV硬化後

外水相のUV硬化
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500 μm

・ヘキサゴナル構造のみが発現する

・UVの当たり方次第で、細孔の構造が変わる。

正六角形 円形

一層の液滴配列
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超音波洗浄後、セルはガラス2枚に分かれる

500 μm

多孔フィルム
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冷水と温水交互に浸漬させることで、
多孔フィルムを剥離させることができる。

多孔フィルムの剥離
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三次元化制御

• 三次元的に液滴を積み上げることで、膜厚と液滴の大きさの
関係によって、一層だけでは取り得なかった、格子構造であ
る体心立方構造を作ることができる。

六方最密構造 体心立方構造
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体心立方構造 六方最密構造

・セル厚を変えることで、体心立方構造、六方最密構造が得られる。

テフロンテープ5枚 テフロンテープ6枚

二層の液滴配列
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体心立方構造

球の半径rとすると、
高さは

球の半径rとすると、
高さは

液滴の半径が200 μmとすると

六方最密構造

682 μm2層の高さは 726 μm

二層の液滴配列
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テフロンテープが130 μm、気泡による影響で平均10 
μm程度増すと考えると、

テフロンテープ5枚＝ 700 μm

テフロンテープ6枚＝ 840 μm

六方最密構造が形成できないセル厚になると、体心
立方構造が形成される？

非常に多い液滴を加えた場合のみ二層が観察され、少
なくなると、単に散らばった液滴になる。

二層の液滴配列
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UV照射後も構造は維持する。

二層の多孔フィルム
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クラゲ状態

ガラス基板表

ガラス基板裏

細孔

細孔に大きな変化はなく、ガラス基板に張り付く

多孔フィルムの脱着
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200 μm

CLCマイクロカプセル(三次元フォトニック構造をもつカプセル)よ
りも大きい径の多孔フィルムでトラップできる。

CLCマイクロカプセルの配列形成
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技術の現状と課題

• 材質の範囲は非常に広いと思われるが、現在
のところ、限定されたポリマーでのみ規則性多
孔フィルムを作製することに成功している。

• 用途に合わせて、様々な材質でフィルムを作
製していきたい。

• 例えば、バイオ応用のためには、生体適合性
の材料で作製する必要がある。

• 一方で、我々だけでは、用途の探索に限界が
あるので、ぜひ皆様のご要望をお聞きしたい。
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多孔フィルムの応用１

• 分離膜
• フィルタ
• マイクロレンズアレイ (Micro-lens array)
• マイクロリアクター (Micro-reactor)
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多孔フィルムの応用２

• テンプレート
• セルパターニング (Cell patterning)
• 神経細胞・血管成長の足場
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• 規則性細孔材料に関心をお持ちの企業様と
の共同研究に広がることを期待しております。

• 特に、下記の技術と相性が良いと思います。
–細胞培養
–マイクロレンズアレイ
–マイクロリアクター
–センサー

技術の産業展開への期待



27

本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：多孔フィルム、多孔フィルム
製造方法、マイクロレンズ

アレイ、マイクロリアクター

およびバイオデバイス

• 出願番号 ：特願 2015-243016
• 出願人 ：国立研究開発法人科学技

術振興機構

• 発明者 ：内田幸明、岩井陽典、藪浩
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お問い合わせ先（必須）

大阪大学 産学連携本部

コーディネーター 田沼 俊雄

ＴＥＬ ０６－６８７９ － ４２０６

ＦＡＸ ０６－６８７９ － ４２０８

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


