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Synthesis of anisotropic composite particles responsive to external fields  
and structure control of colloidal crystals
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 Anisotropic particles composed of polymer and inorganic materials were successfully prepared with 
soap-free emulsion polymerization with a silane coupling agent. Anisotropic incorporation of a titania 
sphere into dumbbell-shaped polymer particles could orientationally assemble the dumbbell-shaped 
particles with an electric field in a frequency range of kHz-MHz. This result shows that the nonspherical 
composite particles anisotropically incorporating highly dielectric materials are promising building 
blocks to diversify structures of colloidal photonic crystals.

1．は　じ　め　に
　フォトニック結晶は，特定の波長帯の光伝播を制御す
る光学材料であり，光導波路や面発光レーザーへの応用
に向けた研究が進められている．フォトニック結晶の作
製法としては従来，半導体加工技術を駆使して作製する
トップダウン方式と，微粒子などを規則配列させるビル
トアップ方式が検討されてきた．両方式のうち，微粒子
の規則配列を利用するビルトアップ型のアプローチは特
殊な装置を必要とせず，簡便かつ低コストでフォトニッ
ク結晶を作製できるという観点から注目されている．
　微粒子配列体（コロイド結晶）を光学素子として応用
展開するには，今後あらゆる空間方位に対して光の伝播
を禁止できる，すなわち完全フォトニックバンドギャッ
プを有する結晶を作製することが必要となる．従来のシ
ミュレーション結果1–3）では，微粒子の規則配列化によ
り完全フォトニックバンドギャップを得るには，屈折率
差の大きな粒子界面を結晶内に導入することや，多様な
粒子配列構造を形成することが必要とされている．この
ような観点から本研究では，コロイド結晶構造を多様化
できる異方性粒子を合成するとともに，その異方性粒子
に外場応答性を付与することを検討した．外場に応答す
る異方性粒子をコロイド結晶のビルディングブロックと
して活用すれば，従来の球状粒子とは異なる新たな粒子

配列構造が期待できる．さらに，配列過程の異方性粒子
に外場を印加すれば，異方性粒子の配向制御など，これ
まで以上に精密な構造制御も期待できる．
　既報4）では，外場に応答する粒子としてマグネタイト
ナノ粒子を包含したダンベル型の複合粒子（図1）を合
成し，その外場応答性について報告した．合成した複合
粒子は，マグネタイトをダンベル部位の一方に包含させ
た異方的な構造を有しており，本複合粒子に電場と磁場
を同時印加すると，ダンベル粒子が一軸配向することを
見出した．

　本報では，誘電性材料としてチタニアを局所包含した
ダンベル型複合粒子を合成した．合成は図2に示すよう
に，球状チタニア粒子を架橋ポリマーシェルで被覆する
ための重合と，被覆した粒子から異種ポリマーを突出さ
せるための重合の2段階操作からなる5）．この2段階の
重合により，粒径が均一な（単分散な）ダンベル複合粒
子をミクロンサイズで調製し，その電場応答性を光学顕
微鏡で観察した．ダンベル複合粒子の電場応答性は，既
報より広い周波数帯域（1 kHz～数MHz）で調べた．

2011年2月3日　受理
**豊田理化学研究所研究嘱託（東北大学大学院工学研究科）
**東北大学大学院工学研究科

図１ マグネタイトを局所包含したダンベル型複合粒子の外場応答
性
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リング剤を使い，シェル部（PMMA相）に架橋点を導
入した．架橋点の導入によりコア─シェル型粒子が異方
的に成長し，図4のTEM像に示すように複合粒子から
ポリスチレン相が一方向に突出した．各複合粒子の突出
度には大きなばらつきがなく，粒径，形態ともに均一な
粒子が得られた．（粒径分散度（長径）< 7%）．この複合
粒子を光学顕微鏡で観察したところ，チタニア粒子を含
む部位と，ポリスチレン部位を明確に識別することがで
きたので，本複合粒子の電場応答性を調べることにし
た．
2.2）	チタニアを局所包含したダンベル粒子の電場応

答性
　まず，チタニア粒子表面をPMMAシェル（シェル
厚：120 nm）で被覆したコア─シェル型粒子（図2

（B））の懸濁液に種々の周波数の電場（100V/mm）を印
加し，チタニアの電場応答性を調べた．その結果を図5

に示す．ここでコア─シェル粒子の分散媒は水であり，
チタニア基準の粒子濃度は0.25wt%である．なお，周波
数1kHzにおいて30V/mm以上の電場を印加すると，電
気浸透流が激しく生じたため，図5には25V/mmの結果
を示した．いずれの周波数においてもチタニア粒子は電
場印加後，速やかに電場方向に対して図に示すような鎖
状構造を形成することを確認した．

　図6は，ダンベル型チタニア複合粒子（図4）に図5

と同一の交流電場を印加したときの粒子集積状態であ
る．図中には比較のため，シリカコアを局所包含したダ
ンベル粒子の集積状態もあわせて示す．シリカを包含し
たダンベル粒子は，いずれの周波数においてもダンベル
の長軸を電場方向に向けた．このダンベル粒子の配向
は，粒子に誘起される双極子モーメントが粒径に強く依
存（粒径の3乗に比例）することに基づく．さらに，周

2．結果と考察
2.1）	 電場に応答するダンベル複合粒子の合成
　図3にコア粒子として用いたチタニア粒子の透過型電
子顕微鏡（TEM）像を示す．チタニア粒子の合成は，
アセトニトリル─エタノールの混合溶媒においてチタン
テトライソプロポキシドを低温加水分解（10℃）するこ
とにより行い6），粒径836 nmの球状チタニア粒子を得
た．

　図4は，球状チタニア粒子をコア─シェル状に架橋ポ
リマーで被覆し，さらにそのコア─シェル粒子（ 図2

（B））から異種ポリマーを突出させた複合粒子（図2

（C））のTEM像である．TEM像中の濃い部分が図3の
球状チタニア粒子，その周囲の薄い部分が架橋ポリマー
シェル（ポリメタクリル酸メチル，PMMA），コア－
シェル部と対をなしているのがポリスチレン相である．
架橋ポリマーシェルの形成過程では重合性シランカップ

図２　電場に応答する異方性複合粒子の合成手順

図３	 チタンアルコキシドの加水分解により調製した球状チタニア
粒子のTEM像

図４　チタニアを局所包含したダンベル型複合粒子

図５　コア -シェル型チタニア─PMMA粒子の電場応答性
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波数2MHzの集積状態に着目すると，配向状態を維持し
たままダンベル粒子が鎖状構造を形成することがわか
る．このような鎖状構造形成は，純シリカ粒子の場合で
も観察された．このことからダンベル型シリカ複合粒子
が受ける周囲（分散媒やイオン種）からの束縛は，低周
波数帯で強いことが推察される．
　一方，チタニアを包含したダンベル粒子は，いずれの
周波数においても鎖状構造を形成した．しかしながら，
形成される鎖状構造は印加周波数によって異なり，高周
波数域ではダンベル粒子が長軸配向した状態で，低周波
数域ではダンベル粒子のチタニア部位とポリスチレン部
位が互いに接する状態で鎖状構造を形成した．ダンベル
粒子がこのような集積挙動を示す要因を検討するため，
各種材料の比誘電率を表1にまとめて示す．
　この表から，シリカ，ポリスチレン，PMMAはいず
れも1kHz～ 1MHzの周波数帯域で大きな誘電率変化が
見られないのに対して，チタニアの低周波数での誘電率
が高周波帯のものより大きいことがわかる．このような
誘電率の周波数依存性に基づくと，シリカを含むダンベ
ル複合粒子では電場印加により粒子内部に誘起される電
気双極子は周波数が変化しても大きく変わらないが，チ

タニアを含むダンベル複合粒子ではチタニア部位に誘起
される電気双極子が周波数の低下とともに著しく増大す
ると考えられる．そのため，周波数1 kHzではチタニア
部位同士の接近にともない互いに接合し，その後ポリ
マー部位同士が相互作用することで図6（D）のような構
造を形成したと推察される．
　図6（D）─（F）のような電場周波数による異方性粒子の
配列構造制御は，コロイド結晶構造の多様化だけでな
く，新しい表示素子あるいは記憶素子としての応用など
も期待できる．

3．ま　　と　　め
　ダンベル型ポリマー粒子を構成する一方の部位に高誘
電性のチタニアを導入することで，電場の一軸印加でも
ダンベル粒子が配向集積することを見出した．特に，低
周波数ではダンベル粒子が電場に対して垂直な方向で集
積することを明らかにした．本研究は，高誘電率材料を
局所的に複合化させた形状異方性粒子が，コロイド結晶
構造を多様化させる有望なビルディングブロックになる
ことを明確に示すものである．
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図６	 ダンベル型複合粒子の電場応答性
 （左：シリカ包含ダンベル粒子　）  　右：チタニア包含ダンベル粒子

表１　各材料の比誘電率

物　　　質
比　　誘　　電　　率

1 kHz 1 MHz

シリカ 3.8 2.0–2.1

チタニア
ルチル　　 ~300 141

アナターゼ ~107 48

ポリメタクリル酸メチル ~3.2 ~2.8

ポリスチレン 2.5–2.7 2.5–2.7

水 80 80




