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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年 ９月 １９日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  熊本大学・大学院先端科学研究部  

（ふりがな）            たかふじ まこと 

職・氏 名    准教授・高藤 誠       
1． 事 業 名 相手国（ カナダ  ）との共同研究  振興会対応機関（  OP  ） 

2. 研 究 課 題 名   ナノ粒子界面積層化ポリマー複合体の開発と機能性フレキシブルシートへの応用  

3. 全 採 用 期 間 

平成 26 年 9 月  1日 ～ 平成 28 年 8 月 31日（ 2 年 0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）：4,432,772円 

                     間接経費：     0円 

初年度経費  研究交流経費（直接経費）：1,140,000円、間接経費：   0 円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）：2,180,772円、間接経費：   0 円 

３年度経費   研究交流経費（直接経費）：1,112,000円、間接経費：    0  円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏 名 所 属・職 名 

神徳 啓邦 

岡崎 豊 

Mohammad Shahruzzaman 
野口 広貴 

杷野 菜奈美 

Fataha Nur Robel 
Sabrina Sultana 
伊達木 桃子 

坂口 隆亮 

山本 啓登 

佐藤 栄作 

和田 睦美 

竹松 美帆 

劉 天航 

竹田 賀美 

笹原 一芳 

熊本大学・博士研究員（2014.9〜2015.3） 

熊本大学・博士学生（2014.9〜2016.3） 

熊本大学・博士学生（2014.9〜2015.3） 

熊本大学・博士学生（2014.9〜2016.3） 

熊本大学・博士学生 

熊本大学・博士学生（2015.4〜2016.8） 

熊本大学・博士学生（2015.4〜2016.8） 

熊本大学・修士学生（2014.9〜2015.3） 

熊本大学・修士学生（2014.9〜2015.3） 

熊本大学・修士学生（2014.9〜2016.3） 

熊本大学・修士学生（2014.9〜2016.3） 

熊本大学・修士学生（2014.9〜2015.3） 

熊本大学・修士学生（2016.4〜2016.8） 

熊本大学・修士学生（2016.4〜2016.8） 

熊本大学・修士学生（2016.4〜2016.8） 

熊本大学・修士学生（2016.4〜2016.8） 



                                       

 - 2 - 

伊原 博隆 

永岡 昭二 

桑原 穰 

 

熊本大学・教授 

熊本県産業技術センター・室長 

熊本大学・助教（2015.4〜2016.8） 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名    アルバータ大学・教授・Zhenghe Xu                                

（3）相手国参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏  名 所 属・職 名 

Erica Pensini 
Zifu Li 
Feng Lin 
Teresa Bisson 
Natalie Kuznicki 
Erin Bobicki 
Chen Wang 
Xuerui Zhang 
Ian Osborn 
Colin Klein 
Adriana Briones 
Yin Liang 
Jian Guo 

University of Alberta, Research Fellow 
University of Alberta, Research Fellow 
University of Alberta, Research Fellow 
University of Alberta, Doctral Student（2014.9〜2015.8） 
University of Alberta, Doctral Student（2014.9〜2015.8） 
University of Alberta, Doctral Student（2014.9〜2015.8） 
University of Alberta, Doctral Student 
University of Alberta, Doctral Student 
University of Alberta, Master student（2014.9〜2015.8） 
University of Alberta, Master student（2014.9〜2015.8） 
University of Alberta, Master student 
University of Alberta, Master student 
University of Alberta, Master student 
 

*(1)、(3)共に代表者は除きます。
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

 
研究の目的 

ポリマーコンポジット材料は、その多くがポリマーの高

強度化を目的としているが、近年、薄膜・軽量化、フレキ

シブル化される電子部材、モバイルなどへの応用を目的

として、盛んに研究されるようになっている。特に熱伝導

性（放熱性）材料、絶縁性材料は、重要な開発ターゲット

である。ポリマーコンポジット材料は、熱伝導性や絶縁性

をもつ無機系マイクロ粒子をポリマー中に単純分散させ

る技術が主流であり、添加量に応じた性能向上が期待で

きる。しかしながら、要求特性獲得のために最大で９０％

程度まで混合させるケースもあり、結果として軽量化、フ

レキシブル化の効果は低い。ナノサイズの粒子を用いる

ことで大きな効果が期待されるが、粒子凝集の問題があ

り、分散剤添加やナノ粒子界面修飾などによる分散性向

上のための技術開発が進められている。 
本国際共同研究では、ナノ粒子が効果的に分散したフ

レキシブルシート作製を目的とし、ポリマー基材界面へ

のナノ粒子の積層化・固定化によるシェル層の形成によ

るポリマー複合体の作製（Fig. 1a）、ならびにポリマー複

合体を用いたフレキシブルシート作製とその内部構造の精密制御（Fig. 1b）に関する研究を行う。 
 
研究計画の実施状況および成果 

〔１〕ナノ粒子積層シェルを有するポリマー複合体の作製 

ポリマー基材界面へのナノ粒子積層化は、我々

が開発した超臨界複合化技術を利用する。超臨界

二酸化炭素中でポリマー基材の表面を膨潤・溶解

させた状態でナノ粒子を複合化させることで界面に

物理的に積層・固定化することが可能である。本共

同研究では、超臨界二酸化炭素中での複合化メカ

ニズムを解明するとともに、基材ポリマーおよびナノ

粒子の界面構造制御、複合化条件によるナノ粒子

積層シェル構造の精密制御法の確立を目指す。界

面電位、界面粘弾性、界面反応と積層シェル構造

との関連性を実験的実証および理論的アプローチ

を通して評価、議論する。ナノ粒子の強固な固定な

らびに機能の連続性保持を目的として、バインダー

剤（第三成分）による被覆効果について検討する。 
 

１） ナノ粒子界面積層化ポリマー複合材料のバリ

エーション化 
超臨界二酸化炭素を用いたポリマー基材界面へ

のナノ粒子積層化に関して、様々な組み合わせの

基材ポリマーとナノ粒子との複合化について検討し

た。Table １に示したとおり、ポリスチレンやポリメチ

ルメタクリレートなどの汎用ポリマー微粒子の界面にダイアモンド、シリカ、セリア（酸化セリウム）、チタニア（酸化チタ

ン）などの様々な無機ナノ粒子を固着させることに成功した。また、複数の無機ナノ粒子を同時に用いることで、ヘテ

Table １ コア粒子およびシェルナノ粒子の組み合せ 
コア シェル 

ポリマー サイズ (mm) 無機粒子 サイズ 
(µm) 

非架橋 PS 300 

ダイヤモンド 
0.2 
2~6 

セリア 0.6 
チタニア 0.028 

シリカ 
0.42 
1.0 
1.8 

架橋 PS 5 ダイヤモンド 
0.2 
0.05 

架橋 PMMA 5 ダイヤモンド 0.2 

架橋 DVB 

3 ダイヤモンド 0.2 
20 ダイヤモンド 0.2 

50 
ダイヤモンド 0.2 
アルミナ 0.3~0.39 

100 
ダイヤモンド 0.2 
アルミナ 0.3~0.39 

粒子 PS 800 

膨張化黒鉛 – 
ケッチェンブラック – 
カーボンブラック – 

天然黒鉛 – 

Fig. 1 本研究の開発目標と開発手法 
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ロなシェル層を形成することも可能であった。コアシェ

ル粒子の断面を観察した結果、ポリマーコア内部に無

機ナノ粒子は存在しないことを確認した。Fig. 2 には、

20 µm のジビニルベンゼン微粒子をコアとし、0.2 µm
のナノダイアモンドをシェルとするコアシェル粒子の複

合化前後の走査型電子顕微鏡（SEM）写真を示した。

複合化前後の粒子サイズに大きな変化は見られない

が、ナノダイアモンドを複合化する前のポリマー微粒

子は平滑性の高い表面を有しているのに対して、ナノ

ダイアモンドを複合化させた結果、微細な凹凸構造が

形成されていることがわかる。 
 

２） 界面積層化メカニズムの解明 
粒子サイズが比較的大きい無機粒子として 2 µmのシリ

カ粒子を用いて作製したコアシェル微粒子を超音波処

理することで強制的にシェル層からシリカ粒子を脱落さ

せた後、コアポリマー粒子の表面構造を観察した。2 µm
のシリカ粒子を用いた場合、単粒子層（モノレイヤー）の

シェルが形成されていることが確認された。この粒子をエ

タノール中に分散させ、超音波処理を行った後に微粒子

の表面を観察した結果、シリカ粒子のサイズに近似する

凹みが多数観察された（Fig. 3）。このことから、超臨界二

酸化炭素中で軟化したポリマー粒子表面にシリカ粒子が

物理的に埋め込まれていることが推察された。また、300 
µm の非架橋ポリスチレン粒子とナノダイアモンド（0.2 µm）

を用いて、超臨界二酸化炭素の温度と圧力を変えて、複

合化実験を行った。その結果、圧力および温度の上昇に伴って、

ナノダイアモンドの担持量が増加することが熱重量分析（TGA）

により確認された（Fig. 4）。このことは、高温高圧の条件下にお

いて、よりポリマー粒子界面の軟化が進行し、無機ナノ粒子の埋

まり込みが深くなることを示唆している。コアシェル微粒子の断面

を SEM 観察した結果、Fig. 5 に示したように、超臨界二酸化炭

素の圧力上昇に伴って、厚みが増していることが確認された。コ

アシェル微粒子の EDX 測定を行った結果、コアシェル微粒子は

いずれの場合も無機ナノ粒子で被覆されていることを確認した。 
 

３） カーボン薄膜をシェルとするコアシェル微粒子の作製 
無機ナノ粒子の代わりに、熱膨張黒鉛やカーボンブラック、

ケッチェンブラックなどのカーボン材料（炭素材料）を用いて、超

臨界二酸化炭素中で複合化を行った結果、炭素材料がポリ

マー微粒子表面を被覆することが確認された。

Fig. 6a に示したように、ポリマー粒子表面は光

沢のある黒色であることから、グラファイト構造

が積層化されていると推定される。コアシェル

微粒子断面の SEM 観察の結果（Fig. 6b）から、

最大で 2µm 程度の厚みでカーボン材料が積

層化されていることが確認された。 
 

Fig. 2 超臨界複合化法を用いて作製したナノダイヤモンドをシェルと

するコアシェル粒子の電子顕微鏡写真.  
コア：ジビニルベンゼン微粒子（20 µm）、シェル：ナノダイアモンド

（0.2 µm） 

Fig. 3 超臨界複合化法を用いて作製したシリカ粒子をシェルと

するコアシェル粒子の超音波処理前後の電子顕微鏡写真. 超
音波処理後にシリカ粒子が脱落し、ディンプル構造が形成され

ている. 

Fig. 4 超臨界二酸化炭素の圧力および温度とナノダイ

ヤモンドの固着量との関係. 
コア：ポリスチレン微粒子（20 µm）、シェル：ナノダイア

モンド（0.2 µm） 

Fig. 5 超臨界複合化法を用いて作製したナノダイアモンド（0.2 µm）をシェル、

ポリスチレン微粒子（300 µm）をとするコアシェル粒子の断面の電子顕微鏡写

真. 温度：80 ˚C、 圧力：3.5 MPa (a), 10.4 MPa (b), 20.7 MPa (c). 
(a)  
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〔２〕ポリマー複合体を用いた機能性フレキシブル

シートの作製および評価 

界面にナノ粒子積層シェルをもつポリマー複合

体を熱プレスやキャストにより直接シート化する方

法、ポリマー複合体をモノマー中に分散させた状

態で重合・固化させる方法により、フレキシブル

シートを作製する。熱伝導性シートの場合、ダイ

アモンド、酸化アルミ、窒化アルミなどを、また絶

縁性シートの場合、マイカ、ガラスファイバーなど

をナノ粒子積層シェルとするポリマー複合体を利用する。シート内部のナノ粒子の分散状態と物性（熱伝導性能ある

いは絶縁性能）との関連性を評価するとともに、ポリマー複合体の構造（基材ポリマーの化学構造、形状、サイズおよ

び界面ナノ粒子のサイズ、積層構造）へフィードバックすることで最適化を目指す。 
 

１） フレキシブルシートの作製 
ナノ粒子をシェル層とするコアシェル微粒子の熱

プレスによるシート化を試みた。具体的には、20 µm
のジビニルベンゼン微粒子をコアとし、0.2 µm のナ

ノダイアモンドをシェルとするコアシェル粒子をステ

ンレス製プレートに挟み、250 ˚C、15 ton で 10 分間、

熱プレスした。厚みが約 100 µm の自立性のある複

合シートが得られた。複合シートの断面（断面は、

シートを折って作製）を SEM 観察した結果、Fig. 7
に示したようなジビニルベンゼン微粒子が潰れた構

造が観察され、ポリスチレン微粒子間にナノダイアモンドが集積していることが確認された。 
 

２） カーボン薄膜被覆コアシェル微粒子を用いたフレキシブルシートの作製と熱伝導率評価 
カーボン材料で被覆したコアシェル粒子を熱プレスすることで、フレキシブルシートを作製した。シート断面を SEM

により観察した結果、ポリマー微粒子間にカーボン薄膜が圧縮され、シートの両表面をつなぐパスが形成されている

様子が確認できた。シートの厚み方向の熱伝導性をレーザーフラッシュ法熱伝導率測定装置で測定した結果、ポリ

マー粒子を単独でシート化した場合、約 0.12 W/mK であるのに対して、約 1 wt%（仕込量）のカーボンを被覆させた

ポリマー粒子から作製したシートでは約 0.20 W/mK に上昇した。 

Fig. 7 コアシェル粒子を熱プレス成形により得られた複合シート断面の電子

顕微鏡写真. 
コア：ジビニルベンゼン微粒子（20 µm）、シェル：ナノダイアモンド（0.2 µm） 

Fig. 6 超臨界複合化法を用いて作製したカーボン材料をシェルとするコア

シェル粒子の電子顕微鏡写真.  
コア：ポリスチレン微粒子（300 µm）、シェル：膨張黒鉛 
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7．派遣・受入実績 

（１） 各研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。委託費から支出し

た出張のみ記載してください。ただし、日本国内出張は除きます。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 
（現地到着日～現地出発日） 

主たる訪問先 
（機関名・国名） 

1

年

度

目 

高藤 誠・熊本大学 
高藤 誠・熊本大学 
杷野 菜奈美・熊本大学 

H26.11.30～H26.12.6 
H27.1.19～H27.1.24 
H27.1.19～H27.1.24 

Hynes 会議場・米国 
アルバータ大学・カナダ 
アルバータ大学・カナダ 
 

 小計  ３名（延べ人数）   

2

年

度

目 

高藤 誠・熊本大学 
 
杷野 菜奈美・熊本大学 
 
Sabrina Sultara・熊本大学 
杷野 菜奈美・熊本大学 
 

H27.8.6～H27.8.23 
 （H27.8.14～H27.8.18 は除く） 
H27.8.6～H27.8.24 
 （H27.8.14～H27.8.18 は除く） 
H27.8.12～H27.8.16 
H27.12.15～H27.12.20 

アルバータ大学・カナダ 
 
アルバータ大学・カナダ 
 
アルバータ大学・カナダ 
PacifiChem2015・米国 

 小計  ４名（延べ人数）   

3

年

度

目 

高藤 誠・熊本大学 
高藤 誠・熊本大学 
杷野 菜奈美・熊本大学 
竹田 賀美・熊本大学 
 

H28.7.28～H28.8.3 
H28.8.8～H28.8.11 
H28.8.8～H28.8.11 
H28.8.8～H28.8.11 

アルバータ大学、ICANM 2016・カナダ 
AFM2016・韓国 
AFM2016・韓国 
AFM2016・韓国 

 小計  ４名（延べ人数）   

 合計 １１名（延べ人数）   
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（２）各研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（来日日～離日日） 

主たる訪問先 

（機関名） 

1

年

度

目 

   

 小計  ０名（延べ人数）   

2

年

度

目 

   

 小計  ０名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計  ０名（延べ人数）   

 合計  ０名（延べ人数）   

 


