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1．はじめに

物質の材料化をすすめるためのブレークスルーと

して、その一つの形態がナノ粒子であるが、ナノ粒

子の特性が必ずしも有効に引き出されていないのが

現状である。ナノ粒子の特性を有効に引き出すため

に、結晶性・表面特性の制御、粒径・化学組成の均

質性が重要となる。セラミックス材料のナノ粒子合

成は、従来、主として溶液プロセスを中心として進

められてきた。発光特性を例にとると、溶液合成酸

化物ナノ粒子の機能化を妨げていた大きな理由とし

て、低結晶性、表面に結合した水酸基による消光、

不完全な組成制御（ドーピング濃度、表面偏析）な

どがあげられる。また、表面水酸基の存在は溶媒中

への分散に大きな影響を与えることも知られてい

る。本稿では、まず、ナノ粒子の合成法とその特徴

を記述し、ナノ粒子合成への要求を述べる。続いて、

この要求達成の方法を提示した研究例を示して、高

機能ナノ粒子応用を具体化するための指針とするこ

とをめざす。

粉末作製プロセスは、大きく、気体、液体、ある

いは固体からの合成法に分けられる。

気相法では、気相化学反応をともなうかどうか

で、化学法と物理法に分けられる。気相化学析出

（CVD）法によるナノ粒子合成では、熱源として電

気炉加熱、化学炎（フレーム）、プラズマ、レー

ザーなどが用いられ、高温化学反応下で過飽和状態

からの均一核生成と成長のプロセスを経て、粒子が

合成される。また、物理的方法では、固体原料を加

熱蒸発させ、その蒸気の急冷によりナノ粒子を合成

する。原料の蒸発には、化学法と同様に、抵抗加熱、

電子ビーム加熱、プラズマ加熱、レーザー加熱が用

いられる。

液相法は、液体中に存在するイオンや分子を固相

として析出させる方法で、溶媒に対して過飽和状態

を作り出し、核生成、成長、安定化によりナノ粒子

が析出する。過飽和状態をつくるのに化学的方法を

利用する共沈法、アルコキシド法、水熱合成法、ゾ

ルーゲル法、あるいは、物理的方法を利用する噴霧

法、冷凍凍結法、エマルジョン法、溶液燃焼法など

があげられる。セラミックスナノ粒子の合成には、

液相法がもっとも広く利用されている。

固体からの微粒子化は、物理的方法を利用する粉

砕が主として用いられるが、ナノ粒子化は難しい。

ナノ粒子合成では、粒子の大きさ、形態、化学組

成を精密に制御することが要求される。粒子の大き

さを制御した単分散粒子は、定義にしたがうとサイ

ズ分布の変動係数が 10％以内ということになるが、

多くのナノ粒子はいまだに単分散からはほど遠い状

態にある。形態、化学組成は粒子配列、機能性の発現

におおいに影響する。また、ナノ粒子を応用すると

きに、配列体、分散体を作製して高機能化をめざす

ならば、粒子表面の性状を制御する必要が生じる。

2．国内外の研究動向

1981～ 1986年に実施された創造科学推進事業

「林超微粒子プロジェクト」1）に代表される 80年代

の超微粒子研究が見いだした、ナノ粒子の基礎的物

性の解明、新たな領域への応用の可能性の指摘以来、

活発にナノ粒子に関する研究・開発が行われてきた

が、応用の具体化が進んでいないのが現状である。

ここでは、最近の研究から、ナノ粒子を現実に応用

するのに重要な粒子サイズ、形態、化学組成、表面

特性の制御に成功した代表例を報告する。

2.1 噴霧熱分解法、フレームスプレー法による

ナノ粒子合成

ナノ粒子応用の具体化をすすめるのに最も基本的

なのは、均質なナノ粒子の高速合成であろう。気相

法、液相法にかかわらず、均一核生成とその後の不

均一凝縮が生成粒子の状態を決定づける。均一核生
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成速度、不均一凝縮による粒子成長速度の表記法は

いろいろと提案されているが、必ず含まれる量が

“反応種濃度”あるいは“過飽和度”である。非常

に単純化していえば、均質度の高いナノ粒子を合成

するには希薄な原料が含まれる系で合成プロセスを

進行させればよいことになるが、希薄系合成が高速

合成と相容れないことは自明である。

2001～ 2005年度に実施された新エネルギー産業

技術総合開発機構（NEDO）「ナノ粒子の合成と機

能化技術プロジェクト」（代表：奥山喜久夫広島大

教授）2）でも、シングルナノ粒子の高速製造技術が

達成目標の最初にあげられていた。研究実施期間を

通していろいろなナノ粒子合成法が検討されたが、

噴霧熱分解法が重要な成果を示した。電気炉中に液

滴を吹き込んで、溶液を蒸発分解させ微粒子を得る

噴霧熱分解法は高速合成が可能なプロセスである

が、通常はサブミクロン～ミクロン程度の大きさの

微粒子合成に適している。また、生成粒子の凝集を

押さえることが難しかった。そこで、粒径を小さく

するために、減圧下での噴霧熱分解の試みが行われ

た。さらに、フラックスとなる塩を添加した噴霧熱

分解法を用いると、数 nmから 100 nmの大きさの

凝集の少ないナノ粒子合成が可能になった（図 1）3）。

この方法では、数ミクロンのフラックスを含む原料

液適中での均一な核生成と粒成長抑制という有利な

状況が得られる。フラックス塩の洗浄除去と分散処

理を同時に行うことにより再凝集防止も可能とな

る。さらに、塩添加噴霧熱分解法の利点は、生成粒

子が液滴径、量に依存しない点にあり、100 g/hr以

上の大量合成が可能となった。

気相原料の化学反応を利用する CVD法もナノ粒

子の大量合成に適している。CVD法酸化物ナノ粒

子合成では、時として問題になるのが原料の選択、

経済性であるが、この点を解消するのがフレームス

プレー法と考えられる。この方法では大量のエタ

ノール、キシレンなどの有機溶媒中に金属塩溶液を

溶解させ、燃焼フレームにより気化させた金属の気

相酸化反応により酸化物ナノ粒子を合成する。粒径

を高度に制御したフレームスプレー法の実用スケー

ルナノ粒子合成は、スイス連邦工科大学の Pratsinis

らのグループから報告されている 4、5）。

2.2 超臨界水熱法による完全分散の実現

ナノ粒子を応用に資するためには、高粒子濃度に

おける高度な液中分散が必要である。ナノ粒子の分

散・凝集制御では、逆ミセル法などのような粒子の

合成分散同時操作法が盛んに検討されている。この

手法ではミセルを除去する際に再凝集が起きたり、

粒子濃度に上限があるなど課題がある。また、液相

法によるナノ粒子合成の共通の欠点は生成物の結晶

性の低さにあり、結晶化を意図した加熱処理により

凝集が進行することに大きな問題があった。高温、

高圧水から粒子を析出させる水熱法では、比較的高

結晶性のナノ粒子が合成される。水熱合成法の 1種

である超臨界水熱法を用いて、ナノ粒子の完全分散

に成功した東北大学阿尻らの成果が注目されてい

る。

超臨界流体とは、気体と液体が共存できる限界の

温度・圧力（臨界点、水では 374℃、22.1MPa）を

超えた状態にあり、通常の気体、液体とは異なる性

質を示す。超臨界を利用すると、炭化水素と水が均

一相を形成するので、ナノ粒子合成では、in-situ表

面修飾によりナノ粒子を合成しながら表面を分散剤

となる有機物質で修飾して高度に分散した状態を作

り出すことが可能となった 6）。

2.3 NIMS の現状　－熱プラズマ法を用いた非平

衡組成ナノ粒子の合成－

NIMSでは、熱プラズマを利用したナノ粒子合成
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図 1 噴霧熱分解法により合成した Y2O3-ZrO2 粉末 3）。（a）と
（b）は通常の方法により作成した粉末、（c）と（d）は
塩添加法により作成した粉末の SEM および TEM 写真。
塩を含んでいて大きな粒子（c）を洗って塩を除去すると、
（d）のナノ粒子が得られる。



に取り組んでいる。熱プラズマのもつ 1万度以上の

高温、高化学反応性、内在する急冷プロセスを材料

プロセスに有効に利用すると、形態、結晶構造、化

学組成において非平衡性を導入したナノ粒子を合成

することが可能である。熱プラズマ中に液体プリ

カーサーをミスト（粒径 10 µm程度の霧状液滴）に

して供給すると瞬時に蒸発して、急冷、凝縮プロセ

スによりナノ粒子が生成する。このプロセスで、平

衡組成をはるかに超えた TiO2中への Fe3+の高濃度

ドーピング（図 2）、表面偏析のない粒子内部への

固溶による Eu3+ドープ酸化チタンのシャープな赤

色発光などを報告してきた 7、8）。

また、この熱プラズマ法ナノ粒子合成は、2.1で

述べた噴霧熱分解法、フレームスプレー法に近いが、

合成温度が格段に高いので、高結晶性で粒子表面の

表面残基の少ないナノ粒子を合成できる。高結晶性

は機能発現、表面制御は分散性に関連していること

から、ナノ粒子応用の具体化に大きな寄与が期待さ

れる。

3．今後の研究動向

高機能ナノ粒子の応用をめざすとき、1）分散体、

2）充填体、3）パターン形成といったようにナノ粒

子を構造化することが必要になると考えられる。

例えばプラズマディスプレイに使う赤・緑・青色

の蛍光粒子の場合、現在、塊を砕く固相法で生産さ

れた直径数マイクロメートルサイズの蛍光粒子が使

われているが、さらに小さい数十ナノメートルの蛍

光体ナノ粒子を高度に分散して使うことにより、解

像度は飛躍的に向上し、光の散乱が減るためエネル

ギー効率も高まることが見込まれる。また、モバイ

ル機器に用いる GHz帯の電磁波吸収体に磁性ナノ

粒子を樹脂中に完全分散したものを用いれば吸収特

性が飛躍的に向上する。

したがって、液相、気相法にかかわらず、結晶性、

組成制御による機能性の付加、表面特性制御による

凝集防止、完全分散体の作製が現在の最重要課題で

ある。In situ分散が、合成法によらず重要なキー

ワードになると思われる。また、分散制御した構造

体で機能性の発現が確認されれば、どのくらいの製

造速度でナノ粒子をつくる必要があるかが決められ

る。

4．まとめ

ナノ粒子の材料化を期待するとき、2つの観点か

らナノ粒子のもつ利点があげられる。一つは、発光

特性等の物性、あるいは触媒活性等化学的特性で発

現するいわゆるナノサイズ効果、もう一つは、機能

発現に必要な材料使用量を少なくする資源的効果で

ある。そのどちらに関しても、高機能物質を、均質

にかつ大量に製造することが基本であり、この基本

条件がクリアーされてナノ粒子の材料化が可能にな

ると考えられる。
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図 2 高濃度鉄ドープ TiO2 ナノ粒子 7）。格子間隔は 0.324nm
は、ルチル型酸化チタンの（110）面の格子間隔に相当
する。酸素欠陥の層状生成により縞状の濃淡が見られる。


