


The Lycurgus cup Glass decoration

The color of metal NPs depends on the metal species, size,

shape, and their dispersion state in the matrix.
Baccarat

江戸切子
edo kiriko

The first use of gold NPs is related to the history of red-colored glass. The first milestone in the history of gold ruby 

glass is a Rome opaque glass cup at the fourth century, the Lycurgus cup. In medieval Europe, the stained 

glass, used to form decorative designs for church windows in a lead framework like a mosaic. Currently, we 

can buy a colored glass cup such as a Baccarat and edo kiriko. 



Michael Faraday

媒質に分散した金ナノ粒子はLSPRに基づく吸収 at 520 nm
凝集により長波長シフト（赤→青）
最終的に光学的にバルク金の特性を示す。

凝集体
粒界には保護層が存在→分子接合された金ナノ粒子
バルク金（約1.6 mΩcm）とは異なる電気特性を示す。
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ナノワイヤや薄膜の形成
生体分子や微生物の検出

新しい利用の模索
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自然界に多く存在

軽量かつ高強度

耐熱性が高い(~250℃）

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/countries/japan/materialscience/images/nano/gold-nanoparticles_fig1_jp.jpg&imgrefurl=http://www.sigmaaldrich.com/japan/materialscience/nano-materials/gold-nanoparticles.html&docid=kzdSL3HBDXe8rM&tbnid=3dgZUTKPzHc7cM:&vet=10ahUKEwjZ5fTx163WAhVDW7wKHUyVAeIQMwgrKAUwBQ..i&w=261&h=94&client=firefox-b&bih=671&biw=1442&q=%E9%87%91%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90&ved=0ahUKEwjZ5fTx163WAhVDW7wKHUyVAeIQMwgrKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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AuNP growth



13 vol%

30MPa at 543K

15 vol%



13 vol%
引張強度（Pa）
= 破断強度（N）/（W・d）

W

d

試料



1. 複合膜を各溶液に浸漬
2. 超音波（45kHz）処理30分間
3. 複合膜の比抵抗率を測定

溶媒
比抵抗率／Ωｃｍ

処理前 処理後

1M HCl (<pH1) 4.9×10-6 5.7×10-6

1M NaCl
(pH5.8)

5.2×10-6 3.6×10-6

1M NaOH
(pH14)

4.1×10-6 3.3×10-6

エタノール 4.0×10-6 3.5×10-6

トルエン 5.2×10-6 5.5×10-6

5％中性洗剤 5.0×10-6 3.8×10-6



材料および製造工程における問題

高温，高真空など特別な装置，工程を要する

（無電解めっき，蒸着，スパッタ）

柔軟性，密着性に問題

自在成型性，加工性に乏しい

環境問題

有害物質の使用（強酸，強アルカリ，シアン化合物，鉛…）

金属使用量（貴金属やレアメタル）

金属の回収が困難（Reduce，Reuse，Recycle）

新しい価値の創出，用途開発，拡張性の向上



材料の特徴

特別な装置，工程を必要としない

軽量かつ高強度，柔軟な材料の開発

耐熱性と導電性に優れた材料の開発

自在成型性，加工性に優れる

環境にやさしい材料の開発

バイオマス（植物&微生物）の利用

金属使用量15％以下に低減

金属の回収が容易（Reduce，Reuse，Recycle）

人体にやさしい材料の開発

金属アレルギーの抑制

装着快適性の向上



特性

導電因子の探索（貴金属，卑金属，カーボン材）

安定性

化学，水，有機溶媒，熱，摩擦，曲げ，風合い

製品に求められる特性や安定性により詳細に検討する

パートナー企業の要望により詳細に課題の調査，検討

実用化
既存製品への組込，製品開発

触れると崩れる金箔

破れない金箔



既存市場での展開では，

試料作製 ⇄ 評価

の形態で共同で探索

次世代を見据えた研究開発，用途展開について一緒に

日本発の技術，市場創出，ベンチャーの起業



特願2018-035153（特開2018-154921）

「複合面状体およびその製造方法，それが形成された部材」,

発明人：長岡 勉, 椎木 弘, 山本陽二郎, 出願人：公立大学法人大阪

出願日：平成30年2月28日.
第5944686号「金属めっき方法」

発明人：山本陽二郎, 椎木 弘, 長岡 勉,
出願人：公立大学法人大阪，グリーンケム株式会社
出願日：平成24年2月20日.

第5502531号「導電性繊維およびその製造方法」
発明人：長岡 勉, 椎木 弘, 間山剛宗, 千田みゆき
出願人：帝人株式会社, 公立大学法人大阪
出願日：平成22年3月10日.

第4746897号「プリント基板配線方法およびプリント基板製品｣
発明人：長岡 勉, 椎木 弘
出願人：公立大学法人大阪
出願日：平成17年3月28日.

第3879982号「プラスチックの金属めっき方法及びその方法でめっきされた製品｣
発明人：長岡 勉, 椎木 弘, 山本陽二郎
出願人：公立大学法人大阪, 山本陽二郎
出願日：平成14年1月22日.



2005年～現在 ポリマー素材，家電，めっき，電気、繊維，半導体，センサ，化粧品など

18社（現在3社）の各種メーカーと共同研究実施

2005～2008年 NEDO産業技術研究助成事業助成に採択（代表）

「ワンステップナノめっき法によるプラスチックビーズの導電化技術の開発」

2008～2009年 JST大学発ベンチャー創出推進事業に採択（分担）

「低環境負荷ナノめっき法を用いた高密度実装材料の開発」

2009年 JST シーズ発掘試験A（発掘型）に採択（代表）

「金属ナノ粒子を用いたフレキシブル導電性パターンのワンステップ作製技術の開発」

2011～2012年 JST A-STEP FS シーズ顕在化タイプ（分担）

「バイオフリー技術により作製するコレステロールセンサとその実用化の研究」

2012～2013年 JST A-STEP FS シーズ顕在化タイプ（分担）

「金属ナノ粒子を用いる新規電子回路形成法の開発」

2012～2013年 JST A-STEP FS 探索タイプに採択（代表）

「導電性磁性マイクロビーズを用いたワンステップ免疫検査法の開発」

2015年～ 農食事業 1件，近畿経産局サポイン事業 2件



大阪府立大学研究推進本部URAセンター

Tel. 072－254－9128

Fax 072－254－7475

E-mail URA-center@ao.osakafu-u.ac.jp

研究室HP
http://www2.chem.osakafu-u.ac.jp/ohka/ohka12/home.html


