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1. シリカナノ粒子の構造制御と光学散乱特性
シリカ（SiO2）というありふれた素材をナノ～マイクロのマルチスケールで構造制御し，超断熱性，防食性，耐滑り性，
光散乱性，光透過性など種々機能性を発現することを見出し
た。例えば，粒子径 100 nm のシリカナノ中空粒子を樹脂に
練り込んだフィルムは空気とほぼ同等の低熱伝導率（0.026
W/mK）を示した（1）。ナノサイズの空洞を持つ以外に，シリカ
シェルを低密度で設計すること，また，シリカシェル同士の
接触による熱伝導を妨げるために樹脂中への分散性を高め
ることが，超断熱性を発現する鍵であることが分かった。本
フィルムは窓ガラスの視野を妨げない高い可視光透過性を
持つ。透過性向上を試みる中，可視光波長に対し散乱性を発
現することも分かった（2）。図 1 のようにディスプレイのバッ
クライトを模した導光板システムに実装すると，中実粒子を

図 1 導光板システムへの実装

散乱粒子とする従来技術と比べ光源取り出し効率が約 2 倍向上した（3）。屈
折率が異なるシリカシェルと空気の界面が散乱サイトとなると考えられ
る。さらに，図 2 に示す固気界面を多く持つスケルトン粒子の設計に取り組
んだ（4）。スケルトン粒子は立方体の稜のみにシリカが堆積したユニークな
形状を持つ。立方体状テンプレートの稜・面の表面エネルギー差を利用し，
稜のみにシリカが堆積するよう，テンプレート改質剤及び反応溶媒極性を
選択した。散乱サイトが増えたと同時に，ウィンドウの存在が散乱光の減衰
を抑えるため，光学散乱能向上が期待できる。このように，シリカというあ
りふれた素材を分子レベル，ナノレベル，サブミクロンレベルで構造制御す
ると，
ユニークな光学異常散乱が得られることが分かっている。そこで本研
ると，ユニークな光学異常散乱が得られることが分かっている。そこで本
研究では，特定波長光の散乱を期待し，一方向の連通孔を有するシリカ粒
子の合成法を確立すべく，種々テンプレートを用いた検討を行った。
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テンプレートの選択

上述の中空粒子，スケルトン粒子は，ゾルゲル法を用いて炭酸カルシウム（CaCO3）ナノ粒子テンプレート上にシリカシ
ェルを堆積させ，希釈酸を用いてテンプレートを除去することで得られる。炭酸カルシウムはナノサイズからミクロンサ
イズまで粒子径制御が容易であり，シリカとの親和性がよく，穏やかな条件で溶解除去できることが利点である。まず，
連通孔を持つシリカ粒子合成にあたり，シリカシェルの微構造制御が期待できるテンプレートの候補を模索し，ロッド状
を有する酸化亜鉛（ZnO），ハイドロキシアパタイト（HAp）
，セルロースナノファイバー（CNF）を挙げた。ゾルゲル反応
時，酸または塩基条件で，シリカ源の加水分解および縮合反応を起こす。そのためこれらの条件で構造が安定しているこ
とも必要な条件となる。ZnO は酸，塩基条件で溶解再析出が起こる。HAp のシリカ被覆は確認されているが(5)，連通孔を
開けるには表面物性の工夫が必要となる。以上のことから CNF を選択しテンプレートとしての有用性を調べた。
CNF は木材から得られたパルプを機械的および化学的手法で解繊した微細天然繊維である。分子構造はグルコースが直
鎖状に連結しており，これらが水素結合を介して結晶構造を有する。冨永らはディスクミルを用いて水分散液中で負電荷
を示す CNF 表面に正電荷ナノダイヤモンド粒子を付着させ導電性を付与することに成功している(6)。自身の水素結合によ
り水中で高粘性体を形成する CNF は，水分を除去すると強固な凝集体を形成する取り扱いが難しい面もあるが，適切なプ
ロセスを経ることで高機能紙としての利用が期待されている。
一方，ボールミルのような機械的外力を無機粒子に与えると，粒子表面にダングリングボンドができ，活性化する (7)。
活性面は自身の結合強化はもちろん，異種材料との複合化を促進する。本研究ではこれを利用し，CNF をテンプレートと
した連通孔を有するシリカ粒子合成を高次目標とし，機械的外力を与えた際に発現する CNF の物理化学的性質の変化に
ついて調べることとした。

3. 本年度の成果と今後の展開
CNF に機械的外力を与えると，外力に応じてレオロジー挙動は変化する。ある外力を境に大きなレオロジー変化を見せ
た CNF の結晶構造を調べると，結晶化度の減少が見られた。窒素ガス吸着法を用いた比表面積および細孔径分布からも同
様の変化が見られ，機械的外力を与えることで CNF の物理化学的性質が変化した。また，外力に応じて蒸気吸着量の増加
が確認でき，これは異種物質との複合化に有利に働くと考えられる。
本年度の研究成果は，粉体工学会春期研究発表会（5 月，姫路）および Materials Science Engineering（9 月，ドイ
ツ）にて発表予定，Microstructural and surface properties of mechanically dispersed cellulose nano fiber
aqueous sol として英文誌へ投稿準備中である。
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