JP 2005‑300767 A 2005.10.27

(57)【要約】
【課題】 特徴ある新規な構成の微粒子集積体と、その
簡易かつ低コストな製造方法を提供する。
【解決手段】 下記の（ａ）／（ｂ）に該当する２種又
は３種以上の微粒子が特定された整数比の個数割合で分
散されたコロイド液に対して、その液面に交差するよう
に微粒子集積体の基板を縦向きに浸漬し、基板上に、前
記２種又は３種以上の微粒子のそれぞれ１個ずつが特定
の様式で結合又は会合した異径微粒子団が規則的に集積
・配列した異径微粒子団層を自己組織的に形成させる。
（ａ）２種又は３種以上の微粒子が、それぞれ異なる粒
径を持つ。
（ｂ）２種又は３種以上の微粒子が、同径の微粒子に対
しては少なくとも互いに結合性又は親和性を持たず、異
径の微粒子に対しては互いに結合性又は親和性を持つ。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の（ａ）に該当し、又は（ａ）及び（ｂ）に該当する２種又は３種以上の微粒子が特
定された整数比の個数割合で分散されたコロイド液に対して、その液面に交差するように
微粒子集積体の基板を縦向きに浸漬し、基板上に、前記２種又は３種以上の微粒子のそれ
ぞれ１個ずつが特定の様式で結合又は会合した異径微粒子団が規則的に集積・配列した異
径微粒子団層を自己組織的に形成させることを特徴とする異径微粒子団集積体の製造方法
。
（ａ）２種又は３種以上の微粒子が、それぞれ異なる粒径を持つ。
（ｂ）２種又は３種以上の微粒子が、同径の微粒子に対しては少なくとも互いに結合性又
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は親和性を持たず、異径の微粒子に対しては互いに結合性又は親和性を持つ。
【請求項２】
前記コロイド液に対して基板を浸漬した後、コロイド液の溶媒を強制的に蒸発させてコロ
イド液の液面近傍の微粒子を順次基板の表面に供給することにより、基板上に前記異径微
粒子団層を形成させることを特徴とする請求項１に記載の異径微粒子団集積体の製造方法
。
【請求項３】
以下のいずれか１以上の手段により、前記コロイド液中の２種又は３種以上の微粒子を良
好な分散状態に維持することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の異径微粒子団集
積体の製造方法。
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（１）ｐＨの調整
（２）界面活性剤の使用
（３）微粒子表面の修飾
【請求項４】
前記コロイド液の溶媒蒸発により基板上に異径微粒子団層を形成させるに当たり、溶媒の
蒸発によるコロイド液の液面低下速度を一定の程度以上に設定することにより、又は、コ
ロイド液の液面に対する基板の相対位置を間欠的に所要の速度で上方へ相対的に変位させ
ることにより、前記異径微粒子団層を多数の平行な細線状に形成させることを特徴とする
請求項１〜請求項３のいずれかに記載の異径微粒子団集積体の製造方法。
【請求項５】
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前記多数の細線状の異径微粒子団層の幅と、それらの異径微粒子団層の間隔とを、基板の
前記相対的変位の制御によって規則的に調整することを特徴とする請求項１〜請求項４の
いずれかに記載の異径微粒子団集積体の製造方法。
【請求項６】
前記コロイド液に対して毛細間隙を隔てた２枚の基板を縦向きに浸漬し、この毛細間隙に
コロイド液を浸入させることにより、２枚の基板間に前記異径微粒子団層を自己組織的に
形成させることを特徴とする請求項１〜請求項３のいずれかに記載の異径微粒子団集積体
の製造方法。
【請求項７】
基板上に、それぞれ異なる粒径を持つ２種又は３種以上の微粒子が特定の様式で結合又は
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会合してなる異径微粒子団が単層又は多層で規則的に集積・配列した異径微粒子団層が形
成されていることを特徴とする異径微粒子団集積体。
【請求項８】
前記２種又は３種以上の微粒子が、ＢａＴｉＯ３

、ＴｉＯ２

又はＳｉＯ２

から選択

された微粒子であることを特徴とする請求項７に記載の異径微粒子団集積体。
【請求項９】
基板上に、それぞれ異なる粒径を持つ２種又は３種以上の微粒子が特定の様式で結合又は
会合してなる異径微粒子団が単層又は多層で規則的に集積・配列した細線状の異径微粒子
団層が、基板上に平行に多数形成されていることを特徴とする異径微粒子団細線アレイ。
【請求項１０】
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前記多数の細線状の異径微粒子団層が、それぞれ同一幅で、かつ同一間隔で形成されてい
ることを特徴とする請求項９に記載の異径微粒子団細線アレイ。
【請求項１１】
前記細線状の異径微粒子団層の幅が７０μｍ以下であり、それらの異径微粒子団層の間隔
が２５０μｍ以下であることを特徴とする請求項９又は請求項１０に記載の異径微粒子団
細線アレイ。
【請求項１２】
前記２種又は３種以上の微粒子がＢａＴｉＯ３

、ＴｉＯ２

又はＳｉＯ２

から選択さ

れた微粒子であることを特徴とする請求項９〜請求項１１のいずれかに記載の異径微粒子
団細線アレイ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、異径微粒子団集積体の製造方法、異径微粒子団集積体及び異径微粒子団細線
アレイに関する。更に詳しくは、本発明は、いわゆるフォトニック結晶や光学素子等とし
て利用できる微粒子集積体であって、従来の面心立方構造（六方最密充填構造）に係るい
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わゆるｆｃｃ型（あるいはｈｃｐ型）ではない新規な結晶構造を持つ異径微粒子団集積体
と、その簡易かつ低コストな製造方法と、そのうち特に微粒子集積体の形態としても新規
である異径微粒子団細線アレイと、その製造方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、材料を微粒子化することにより発現する新たな特性の研究が盛んになり、更に、
そのような微粒子を規則的に多数配列して得られる微粒子集積体の性能を利用する研究も
行われている。
【０００３】
一方、周期的に多数配置した多重量子井戸において電子エネルギーの新たなバンド構造
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が生じるさまを、自然結晶の周期ポテンシャルが自然のバンド構造を生むのに因んで「人
工結晶」と呼んでおり、例えば上記した微粒子集積体のように、特定の材料からなる微粒
子を規則的に多数配列させることにより光の屈折率を周期的に変調した構造は「フォトニ
ック結晶」と呼ばれている。フォトニック結晶は、レーザーや光の振動モードを人工的に
制御すること等を目的とする光学素子への応用が考えられている。
【０００４】
微粒子集積体やその製造方法に関する従来技術としては、例えば、一定の基板上にプロ
ーブ等を用いて微粒子を１個ずつ並べる手法、半導体加工技術等の応用により基板に微細
・精密な加工を加えて結果的に微粒子集積体を構成する手法等があるが、これらの手法は
特殊な装置を必要とし、莫大な時間及びコストを要すると言う問題がある。
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【０００５】
最近、微粒子のコロイド状懸濁液を利用して基板上に自己組織的に微粒子集積体を形成
しようとする試みが、例えば下記の特許文献１や特許文献２に見られるように、幾つか提
案されている。
【０００６】
【特許文献１】特許第０２９０５７１２号公報

この特許文献１には、直径が０．１〜１

０μｍの微粒子の懸濁液を調製し、これに基板を浸漬した後に引き上げることにより、基
板上に微粒子の単層膜を移流集積させ、もってミクロンオーダーの微粒子の最密充填六方
格子単層微粒子膜を形成する技術が開示されている。
【０００７】
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この特許文献２には、例えばシリカ、

アルミナ、酸化チタン等の微粒子を懸濁させたコロイド溶液を調製し、このコロイド溶液
中に縦方向に配向させた２枚の支持板により構成されるギャップモジュールを浸漬し、毛
管現象によりギャップモジュールのギャップにコロイド溶液を浸入させつつギャップモジ
ュールを次第に引き上げることにより、このギャップの内部に人工結晶体（微粒子集積体
）を形成させる技術が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかし、上記特許文献１及び特許文献２に記載された技術を含め、従来の微粒子集積体
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の作製技術については、大きく言って以下の２点の不満があった。
【０００９】
第１点は、基本的な技術要素である微粒子相互の集積・配列の形態に関わるもので、従
来の微粒子集積体あるいはフォトニック結晶は、いずれも一通りの粒径の多数の微粒子が
面心立方構造（六方最密充填構造）を以て集積・配列したものに限定されている。
【００１０】
このような形態の微粒子集積体は、ｆｃｃ型あるいはｈｃｐ型と呼ばれるが、そのフォ
トニック結晶等としての作用・効果は、当然ながらその特定された集積・配列の形態に拘
束された限定的なものであると考えられる。従って、微粒子の集積・配列の形態において
新規な微粒子集積体を開発して、従来の微粒子集積体では発現され得ない新規な作用・効
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果を見出し、微粒子集積体の新規な用途開発を可能とすることが求められている。例えば
、フォトニックバンドギャップの発現には、面心立方構造よりもダイヤモンド型の結晶構
造の方が好適である、との理論計算の報告例もある。
【００１１】
第２点として、上記の特許文献１及び特許文献２に記載された技術等は簡易・低コスト
な微粒子集積体の製造方法ではあるものの、いずれの場合にも、製造される微粒子集積体
は、基板上に微粒子集積層が単に一様な膜状（層状）に形成された非常にプリミティブな
構成であり、この面でも今後における微粒子集積体の多様な用途展開に十分に対応できな
い、と言う不満がある。
【００１２】
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即ち、特許文献１に係る微粒子集積体の構成は、微粒子が一様な単層膜状に集積したも
のであるに過ぎない。特許文献２に係る微粒子集積体の構成は、ギャップモジュールのギ
ャップ幅に対応した一定の厚さの一様なプレート状に微粒子が集積したものであるに過ぎ
ない。
【００１３】
そこで本発明は、今後における微粒子集積体の多様な用途展開に対応すべく、微粒子相
互の集積・配列の形態が面心立方構造ではないような、及び／又は、微粒子が一様な単層
膜状に集積したものではないような、特徴ある新規な構成の微粒子集積体を提供し、かつ
、これらの簡易かつ低コストな製造方法を提供することを、解決すべき技術的課題とする
。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
（第１発明の構成）
上記課題を解決するための本願第１発明の構成は、下記の（ａ）に該当し、又は（ａ）
及び（ｂ）に該当する２種又は３種以上の微粒子が特定された整数比の個数割合で分散さ
れたコロイド液に対して、その液面に交差するように微粒子集積体の基板を縦向きに浸漬
し、基板上に、前記２種又は３種以上の微粒子のそれぞれ１個ずつが特定の様式で結合又
は会合した異径微粒子団が規則的に集積・配列した異径微粒子団層を自己組織的に形成さ
せる、異径微粒子団集積体の製造方法である。
（ａ）２種又は３種以上の微粒子が、それぞれ異なる粒径を持つ。

50

(5)

JP 2005‑300767 A 2005.10.27

（ｂ）２種又は３種以上の微粒子が、同径の微粒子に対しては少なくとも互いに結合性又
は親和性を持たず、異径の微粒子に対しては互いに結合性又は親和性を持つ。
【００１５】
なお、この第１発明及び下記の第２発明以下において、「異径微粒子団」とは、上記の
（ａ）及び（ｂ）に該当する２種又は３種以上の微粒子がそれぞれ特定された整数比の個
数割合で、かつ特定の様式で結合又は会合したユニットのことを言う。異径微粒子団集積
体の製造方法において、プロセス上の可能性としては、以下の（イ）及び（ロ）が考えら
れるが、そのいずれであっても構わない。（イ）これらの異径微粒子団が個々に構成され
た後に、これらの集積・配列によって異径微粒子団層が形成される。（ロ）２種又は３種
以上の異径の微粒子が結合性又は親和性に基づいて特定された整数比の個数割合で交互に
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集積・配列されることにより、異径微粒子団の形成と異径微粒子団層の形成とが同時進行
的に起こる。
【００１６】
又、上記の第１発明において、「特定された整数比の個数割合」とは、多くの場合にお
いて「１：１」や「１：１：１」等であるが、例えば「１：２」であったり、「１：３」
であったり、「１：１：４」であったり、「１：２：４」であったりすることができる。
【００１７】
（第２発明の構成）
上記課題を解決するための本願第２発明の構成は、前記第１発明に係るコロイド液に対
して基板を浸漬した後、コロイド液の溶媒を強制的に蒸発させてコロイド液の液面近傍の
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微粒子を順次基板の表面に供給することにより、基板上に前記異径微粒子団層を形成させ
る、異径微粒子団集積体の製造方法である。
【００１８】
（第３発明の構成）
上記課題を解決するための本願第３発明の構成は、以下のいずれか１以上の手段により
、前記第１発明又は第２発明に係るコロイド液中の２種又は３種以上の微粒子を良好な分
散状態に維持する、異径微粒子団集積体の製造方法である。
（１）ｐＨの調整
（２）界面活性剤の使用
（３）微粒子表面の修飾
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（第４発明の構成）
上記課題を解決するための本願第４発明の構成は、前記第１発明〜第３発明のいずれか
に係るコロイド液の溶媒蒸発により基板上に異径微粒子団層を形成させるに当たり、溶媒
の蒸発によるコロイド液の液面低下速度を一定の程度以上に設定することにより、又は、
コロイド液の液面に対する基板の相対位置を間欠的に所要の速度で上方へ相対的に変位さ
せることにより、前記異径微粒子団層を多数の平行な細線状に形成させる、異径微粒子団
集積体の製造方法である。
【００１９】
（第５発明の構成）
上記課題を解決するための本願第５発明の構成は、前記第１発明〜第４発明のいずれか
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に係る多数の細線状の異径微粒子団層の幅と、それらの異径微粒子団層の間隔とを、基板
の前記相対的変位の制御によって規則的に調整する、異径微粒子団集積体の製造方法であ
る。
【００２０】
（第６発明の構成）
上記課題を解決するための本願第６発明の構成は、前記第１発明〜第３発明のいずれか
に係るコロイド液に対して毛細間隙を隔てた２枚の基板を縦向きに浸漬し、この毛細間隙
にコロイド液を浸入させることにより、２枚の基板間に前記異径微粒子団層を自己組織的
に形成させる、異径微粒子団集積体の製造方法である。
【００２１】
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（第７発明の構成）
上記課題を解決するための本願第７発明の構成は、基板上に、それぞれ異なる粒径を持
つ２種又は３種以上の微粒子が特定の様式で結合又は会合してなる異径微粒子団が単層又
は多層で規則的に集積・配列した異径微粒子団層が形成されている、異径微粒子団集積体
である。
【００２２】
（第８発明の構成）
上記課題を解決するための本願第８発明の構成は、前記第７発明に係る２種又は３種以
上の微粒子が、ＢａＴｉＯ３

、ＴｉＯ２

又はＳｉＯ２

から選択された微粒子である

、異径微粒子団集積体である。
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【００２３】
（第９発明の構成）
上記課題を解決するための本願第９発明の構成は、基板上に、それぞれ異なる粒径を持
つ２種又は３種以上の微粒子が特定の様式で結合又は会合してなる異径微粒子団が単層又
は多層で規則的に集積・配列した細線状の異径微粒子団層が、基板上に平行に多数形成さ
れている、異径微粒子団細線アレイである。
【００２４】
（第１０発明の構成）
上記課題を解決するための本願第１０発明の構成は、前記第９発明に係る多数の細線状
の異径微粒子団層が、それぞれ同一幅で、かつ同一間隔で形成されている、異径微粒子団
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細線アレイである。
【００２５】
（第１１発明の構成）
上記課題を解決するための本願第１１発明の構成は、前記第９発明又は第１０発明に係
る細線状の異径微粒子団層の幅が７０μｍ以下であり、それらの異径微粒子団層の間隔が
２５０μｍ以下である、異径微粒子団細線アレイである。
【００２６】
（第１２発明の構成）
上記課題を解決するための本願第１２発明の構成は、前記第９発明〜第１１発明のいず
れかに係る２種又は３種以上の微粒子が、ＢａＴｉＯ３

、ＴｉＯ２

又はＳｉＯ２

か
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ら選択された微粒子である、異径微粒子団細線アレイである。
【発明の効果】
【００２７】
（第１発明の効果）
第１発明においては、それぞれ異なる粒径を持つ２種又は３種以上の微粒子を特定され
た整数比の個数割合で分散させたコロイド液を調製し、その液面に対して基板を縦向きに
浸漬する。これらの２種又は３種以上の微粒子は、好ましくは、同径の微粒子相互は少な
くとも結合性又は親和性を持たず、異径の微粒子相互は結合性又は親和性を持つような関
係にある。
【００２８】
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そのため、基板上において、２種又は３種以上の微粒子のそれぞれ１個ずつが（あるい
は、特定された整数比の個数ずつが）結合性又は親和性に基づいて特定の様式で結合又は
会合した異径微粒子団が形成されつつ、これらが自己組織的に規則的な集積・配列を起こ
して異径微粒子団層を形成し、このようなプロセスの結果として異径微粒子団集積体が構
成される。このような異径微粒子団集積体の製造方法は、本願発明者の発表によるものを
除き、未だ報告されていない。
【００２９】
なお、第１発明の（ａ）、（ｂ）の条件に関しては、理論的には（ａ）の条件のみが必
須であって、（ｂ）の条件は必須ではないとの考え方が可能であるが、この点については
、本願発明者は今のところ明確には確認していない。少なくとも、（ａ）、（ｂ）の両条
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件が揃うことにより、同径微粒子の凝集（異径微粒子団集積体における微粒子の規則的集
積・配列に対するノイズ）を有効に防止することができる。
【００３０】
このような異径微粒子団集積体においては構成微粒子が異径であるため、微粒子相互の
集積・配列の形態において、面心立方構造（六方最密充填構造）を以て集積・配列するこ
とはなく、例えば互いにＮａＣｌ結晶の場合と同等の粒径比を持つ２種の微粒子からなる
場合には、正方格子状に配列した相対的に大型の微粒子（Ｃｌイオンに相当する）の相互
の間隙毎に相対的に小型の微粒子（Ｎａイオンに相当する）が充填されたＮａＣｌ型の配
列構造、即ち、正八面体６配位構造（後述の実施例参照）を取る。ＮａＣｌ結晶の場合と
は異なる所定の粒径比を持つ２種の微粒子からなる場合には、上記とは配位数の異なる別

10

異の結晶構造となる。
【００３１】
更には、異径である３種以上の微粒子からなる場合にも、それぞれ一定の新規な結晶構
造を持つ異径微粒子団集積体が形成される。例えば、上記したＮａＣｌ型の配列構造を取
る異径微粒子団集積体の場合において、Ｃｌイオンに相当する相対的に大型の微粒子と、
Ｎａイオンに相当する相対的に小型の微粒子に加え、これらの微粒子によって形成される
配列構造の間隙に充填され得る更に粒径の小さな第３の微粒子を特定された整数比の個数
割合で併せ用いることにより、上記とは異なる変異ＮａＣｌ型の配列構造を得ることがで
きる。
【００３２】

20

（第２発明の効果）
第２発明に係る異径微粒子団集積体の製造方法によれば、前記のコロイド液と基板とを
準備し、コロイド液に対して基板を縦向きに浸漬しコロイド液の溶媒を強制的に蒸発させ
ると言う極めて簡単な操作だけで、コロイド液の液面近傍の異径微粒子が順次基板の表面
に供給（移流集積）され、これらの微粒子が前記した新規かつ多様な結晶構造を以て集積
・配列する。従って、このような異径微粒子団集積体を簡易に、かつ低コストに製造する
ことができる。
【００３３】
又、コロイド液における２種又は３種以上の異径微粒子の分散密度を、特定された整数
比の個数割合を維持しつつ高密度化又は低密度化の方向に調整することにより、異径微粒
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子団層の厚さを調整できる。即ち、特定の結晶構造を以て平面的に集積・配列された異径
微粒子団の単層からなる異径微粒子団集積体や、このような異径微粒子団層が複数に集積
された異径微粒子団集積体を製造することができる。
【００３４】
（第３発明の効果）
異径微粒子団集積体の製造方法において、コロイド液中の２種又は３種以上の異径微粒
子を良好な分散状態に維持することは、第２発明のような一様な膜状の異径微粒子団集積
体を製造する際にも、第４発明のように異径微粒子団細線アレイを製造する際にも、微粒
子の沈降防止のために、あるいはノイズ粒子（規則的に集積・配列していない微粒子）を
少なくするために、重要である。
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【００３５】
従って、もともとコロイド液中の微粒子の良分散を期待し難い場合、例えば、コロイド
液の媒体と微粒子との比重差が大きく微粒子が沈降又は浮遊し易い場合や、微粒子のゼー
タ電位の絶対値が小さく、凝集し易い場合等には、第３発明の（１）〜（３）のいずれか
１以上の手段により、コロイド液中の微粒子を良好な分散状態に維持することが好ましい
。
【００３６】
（第４発明の効果）
第４発明によれば、溶媒の蒸発によるコロイド液の液面低下速度を一定の程度以上に設
定することにより、又は、コロイド液の液面に対する基板の相対位置を間欠的に所要の速
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度で上方へ変位させると言う簡易な操作により、前記の異径微粒子団層を多数の平行な細
線状に形成させることができる。即ち、「異径微粒子団細線アレイ」と呼ぶべき異径微粒
子団集積体を製造することができる。このような異径微粒子団細線アレイの製造方法は、
本願発明者の発表によるものを除き、未だ報告されていない。
【００３７】
なお、コロイド液の液面低下速度を一定の程度以上に設定した場合に異径微粒子団細線
アレイが形成される理由は、次のように考えられる。即ち、コロイド液の溶媒蒸発に伴う
液面低下と異径微粒子団層の形成過程が同時進行するに当たり、液面低下速度が大きいと
、基板に対する２種又は３種以上の異径微粒子の十分量の供給を維持し続けることが難し
く、異径微粒子団層が一定の幅まで形成された時点で異径微粒子団層と液面との分離（液
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切れ）が定期的に起こり、その結果として異径微粒子団層が平行な細線状に形成されるの
である。
【００３８】
（第５発明の効果）
前記の第４発明において、多数の細線状の異径微粒子団層の幅と、それらの異径微粒子
団層の間隔とは、基板の前記相対的変位の制御によって規則的に調整することができる。
そしてコロイド液の液面に対する基板の相対的変位は、コロイド液の液面に対して基板を
引き上げることにより、及び／又は、コロイド液の容器を下方へ変位させることにより、
行うことができる。
【００３９】
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（第６発明の効果）
異径微粒子団集積体は、前記特開平１５−２０１１９４号公報に記載された人工結晶体
の製造手法を応用することによっても、有効に製造することができる。即ち、第６発明の
ように、前記のコロイド液に対して毛細間隙を隔てた２枚の基板を縦向きに浸漬し、この
毛細間隙にコロイド液を浸入させることにより、２枚の基板間に異径微粒子団層を自己組
織的に形成させることができる。
【００４０】
（第７発明の効果）
第７発明に係る異径微粒子団集積体は、公知のｆｃｃ型あるいはｈｃｐ型と呼ばれる微
粒子集積体とは基本的に異なる結晶構造を持つものであり、本願発明者の発表によるもの
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を除き、未だ報告されていない。
【００４１】
このような異径微粒子団集積体が提供されることにより、望みのバンドギャップ等の特
性を有するフォトニック結晶を作製することができる。公知のｆｃｃ型あるいはｈｃｐ型
の微粒子集積体は全方位に対してはバンドギャップを発現しない等と言う問題点を有する
が、これらの点に関して、第７発明に係る異径微粒子団集積体は、所望の特性を有する新
規な微粒子集積体を提供するための新しいコンセプトを提示する。
【００４２】
（第８発明の効果）
異径微粒子団集積体を構成する２種又は３種以上の異径微粒子の構成材料は限定されな
いが、空気との屈折率の差が大きいと言う理由から、ＢａＴｉＯ３
ｉＯ２

、ＴｉＯ２
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又はＳ

から選択された微粒子であることが特に好ましい。

【００４３】
例えば、２種又は３種以上の異径微粒子のいずれもがＢａＴｉＯ３
も良いし、異径微粒子の１種がＢａＴｉＯ３
ＴｉＯ２

の微粒子であって

の微粒子であり、異径微粒子の他の１種が

の微粒子であり、異径微粒子の更に他の１種がＳｉＯ２

の微粒子であっても

良い。
【００４４】
（第９発明の効果）
第９発明に記載したような異径微粒子団細線アレイは、本願発明者の発表によるものを
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除き、未だ報告されていない。
【００４５】
このような異径微粒子団細線アレイが提供されることにより、望みのバンドギャップ等
の特性を有するフォトニック結晶を作製することができる。溶液で濡らすことにより、そ
の部分だけが可逆的に色が変わるフォトニックペーパー等も、応用例として考えられる。
濡れた時に、公知のｆｃｃ型あるいはｈｃｐ型の微粒子集積体とは異なる色を発現する。
【００４６】
（第１０発明の効果）
異径微粒子団細線アレイとしては、第１０発明のように、多数の細線状の異径微粒子団
層が、それぞれ同一幅（幅Ａ）を持ち、かつ同一間隔（間隔Ｂ）で形成されていることが
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、フォトニック結晶等への応用において、高い周期性を有すると言う理由から、特に好ま
しい。幅Ａと間隔Ｂとが同一であることは特段に要求されないが、これらの幅Ａと間隔Ｂ
とをそれぞれ任意に設計できる点は、異径微粒子団細線アレイの応用の幅を広げる上で有
利である。
【００４７】
（第１１発明の効果）
又、異径微粒子団細線アレイとしては、第１１発明のように、７０μｍ以下の幅の細線
状の異径微粒子団層が２５０μｍ以下の間隔を以て多数並列しているものが好ましい。な
ぜなら、フォトニック結晶は可視光波長程度の周期性構造体であるし、デバイスの小型化
のために微細な構造体の作製が必要でからである。
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【００４８】
（第１２発明の効果）
異径微粒子団細線アレイを構成する２種又は３種以上の異径微粒子の構成材料は限定さ
れないが、空気との屈折率の差が大きいと言う理由から、ＢａＴｉＯ３
はＳｉＯ２

、ＴｉＯ２

又

から選択された微粒子であることが特に好ましい。

【００４９】
例えば、２種又は３種以上の異径微粒子のいずれもがＢａＴｉＯ３
も良いし、異径微粒子の１種がＢａＴｉＯ３
ＴｉＯ２

の微粒子であって

の微粒子であり、異径微粒子の他の１種が

の微粒子であり、異径微粒子の更に他の１種がＳｉＯ２

の微粒子であっても

良い。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
次に、本願の第１発明〜第１２発明を実施するための形態を、その最良の形態を含めて
説明する。以下において、単に「本発明」と言う時は、本願の各発明を一括して指してい
る。
【００５１】
〔異径微粒子団集積体の製造方法〕
本発明に係る異径微粒子団集積体の製造方法は、下記の（ａ）に該当し、より好ましく
は（ａ）及び（ｂ）に該当する２種又は３種以上の微粒子が特定された整数比の個数割合
で分散されたコロイド液に対して、その液面に交差するように微粒子集積体の基板を縦向
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きに浸漬し、基板上に、２種又は３種以上の微粒子の特定された整数比の個数ずつが特定
の様式で結合又は会合した異径微粒子団が規則的に集積・配列した異径微粒子団層を自己
組織的に形成させる、と言う方法である。
（ａ）２種又は３種以上の微粒子が、それぞれ異なる粒径を持つ。
（ｂ）２種又は３種以上の微粒子が、同径の微粒子に対しては少なくとも互いに結合性又
は親和性を持たず、異径の微粒子に対しては互いに結合性又は親和性を持つ。
【００５２】
上記の（ｂ）において、「同径の微粒子に対しては少なくとも互いに結合性又は親和性
を持たず」とは、互いに結合性又は親和性を持たない場合と、互いに反発性を持つ場合と
を含む。
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【００５３】
２種又は３種以上の異径微粒子に対して上記（ｂ）の条件を備えさせる手段としては、
微粒子表面を結合性又は親和性をもたらす（あるいは、反発性をもたらす）手段で修飾す
る方法が例示される。
【００５４】
例えば、異径微粒子の一方を正荷電を持つ分子（例えばアミノ基を持つ分子）で修飾し
て正荷電粒子とし、異径微粒子の他方を負荷電を持つ分子（例えば、カルボキシル基を持
つ分子）で修飾して負荷電粒子とすると、異径の微粒子は互いに親和性及び化学結合性を
持ち、同径の微粒子は互いに反発性を持つと同時に結合性を持たない。又、このような微
粒子表面の修飾において、シランカップリング剤を好ましく利用することができる。
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【００５５】
この異径微粒子団集積体の製造方法において、更に好ましくは、前記コロイド液に対し
て基板を浸漬した後、コロイド液の溶媒を強制的に蒸発させてコロイド液の液面近傍の微
粒子を順次基板の表面に供給する（移流集積させる）ことにより、基板上に前記異径微粒
子団層を形成させることことができる。溶媒を強制的に蒸発させる手段は限定されないが
、例えばコロイド液の加熱、コロイド液の溶媒の減圧蒸留等のいずれかの手段、又はこれ
らの手段の併用が例示される。
【００５６】
このようにして製造された異径微粒子団集積体は、フォトニック結晶や光学素子等とし
て利用することができ、例えば、レーザーや光の振動モードを人工的に制御する光学素子
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への応用、光導波路への応用等が可能である。
【００５７】
〔微粒子及び異径微粒子団〕
異径微粒子団集積体を構成するために用いる２種又は３種以上の異径の微粒子の材質、
形状等については任意に設計することができるが、同種（同一粒径）の微粒子については
、粒揃いの（粒径分布の極めて狭い）微粒子群を用いることが望ましい。これらの異径の
微粒子は、互いに同じ個数割合となるように、コロイド液中に分散される。
【００５８】
これらの微粒子の形状は限定されず、好ましくは球形であるが、立方体、正八面体等の
多面体等の形状のものも利用できる。微粒子の材質としては、無機質又は有機質（例えば
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プラスチックス）の各種の材料からなる微粒子を使用できるが、前記した理由から、Ｂａ
ＴｉＯ３

、ＴｉＯ２

又はＳｉＯ２

の微粒子が特に好ましい。

【００５９】
微粒子は、コロイド液中における良好な分散を確保するために、その表面に疎水性処理
やチオール系有機分子、シランカップリング剤等の適宜な修飾を行うことができる。
【００６０】
２種又は３種以上の異径の微粒子の相対的な粒径比（又はイオン半径比）は、異径微粒
子団集積体における結晶構造に決定的な影響を及ぼす。例えば、２種の異径微粒子を用い
てＮａＣｌ型の結晶構造をとらせたい場合には、それらの粒径比は理論的には０．６１１
＝〔ｒ＋（Ｎａ

＋

）〕／〔ｒ＋（Ｃｌ

−

）〕であるが、２種の異径微粒子を表面修飾
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等により正荷電微粒子及び負荷電微粒子とした時には、粒径比が０．４１４〜０．７３２
の範囲までは正荷電微粒子が負荷電微粒子に接触できるので、ＮａＣｌ型の結晶構造をと
らせることが可能である。
【００６１】
〔微粒子が分散されたコロイド液〕
２種又は３種以上の異径の微粒子が分散されたコロイド液の溶媒（分散媒）は、水、エ
タノール等の有機溶媒、又はこれらの混合液等から任意に選択することができる。溶媒の
選択に当たり、加熱等による蒸発又は揮発の速度を考慮することができる。溶媒の蒸発又
は揮発の速度は、異径微粒子団集積体の製造効率等に影響する。
【００６２】
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コロイド液における２種又は３種以上の異径の微粒子の良好な分散状態の維持は、ノイ
ズ粒子の少ない異径微粒子団集積体の製造にとって重要なポイントであり、その確保のた
めに、上記した微粒子表面の修飾の他、コロイド液に界面活性剤を含有させたり、コロイ
ド液のｐＨを調整する（具体的には、ｐＨを等電点から離れた値にする）等の対策を取る
ことができる。
【００６３】
コロイド液中における微粒子の分散密度は、異径微粒子団集積体における異径微粒子団
層の厚さ（単層／２層以上）を規定する要因であり、２種又は３種以上の異径の微粒子が
特定された整数比の個数割合である状態を維持したもとで、目的に応じてこれらの微粒子
の分散密度を設定することができる。。
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【００６４】
〔基板〕
基板の形状、サイズ、材質、表面性状等は限定されない。基板の形状に関しては、任意
の平面形状を持つ平坦な板状体が一般的であるが、球面等の湾曲した表面を持つ形状であ
っても使用することができる。基板の材質に関しては、各種のセラミックス、プラスチッ
クス、金属等の基板を使用できるが、異径微粒子団集積体の用途を考慮した場合、シリコ
ン基板が代表的に例示される。
【００６５】
基板の表面性状は親水性であっても良いが、ノイズ粒子のより少ない異径微粒子団集積
体の製造上、疎水性である方が好ましい。そのために親水性基板の表面を疎水性処理する
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こともできる。表面疎水性処理としては、基板表面に疎水性分子膜を形成させる等の周知
又は公知の各種の手段を採用することができる。
【００６６】
〔異径微粒子団細線アレイとその製造方法〕
本発明に係る異径微粒子団細線アレイにおいては、基板上に、それぞれ異なる粒径を持
つ２種又は３種以上の微粒子が特定の様式で結合又は会合してなる異径微粒子団が単層又
は多層で規則的に集積・配列した細線状の異径微粒子団層が、基板上に平行に多数形成さ
れている。
【００６７】
これら多数の細線状の異径微粒子団層の幅や相互間隔は、機能上の要求からは、それぞ
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れ同一幅（幅Ａ）で、かつ同一間隔（間隔Ｂ）で形成されていることが好ましい。幅Ａや
間隔Ｂは任意に設定できるが、例えば幅Ａを１０〜７０μｍ程度とし、間隔Ｂを５０〜２
５０μｍ程度とすることができる。
【００６８】
このような異径微粒子団細線アレイは、上記の異径微粒子団集積体の製造方法において
、基板上に異径微粒子団層を形成させるに当たり、コロイド液の液面に対する基板の位置
を間欠的に所要の速度で上方へ相対的に変位させることにより製造できる。
【００６９】
又、溶媒の蒸発によるコロイド液の液面低下速度を一定の程度以上に設定することによ
っても製造できる。「一定の程度以上の液面低下速度」は、コロイド液中の微粒子の密度
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や微粒子の粒径等に応じて変化するため、一律に規定することは難しいが、例えば８時間
当たり２ｃｍ以上（好ましくは、３ｃｍ以上）とすることができる。なお、液面低下速度
が余りに大きい（例えば１時間当たり１ｃｍ以上）と、そもそも基板上に微粒子が集積し
ない。
【００７０】
コロイド液の液面に対する基板の相対位置の上方への間欠的な変位は、コロイド液の液
面に対して基板を引き上げることにより、及び／又は、コロイド液の容器を下方へ変位さ
せることにより、行うことができる。この間欠的な相対的変位を、比較的大きな速度（例
えば、１時間当たり１ｃｍ以上）で行うと、その変位分の幅については基板上に微粒子が
集積せず、上記の間隔Ｂが構成される。又、この相対的変位を休止期間は基板上に微粒子
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が集積し、その休止期間中の溶媒の蒸発量（コロイド溶液の液面の低下幅）が上記の幅Ａ
を決定する。
【００７１】
なお、この休止期間中も、ある程度以下の速度（基板上に微粒子が集積し得る緩徐な速
度）で、コロイド液の液面に対する基板の相対位置の上方への変位を行わせても良い。こ
の場合、この緩徐な変位も上記の幅Ａを決定する因子となり、更には細線状の微粒子層の
厚さ（単層／２層以上）を規定する要因ともなる。
【実施例】
【００７２】
以下の実施例１〜実施例３を行った。本願発明の技術的範囲がこれらの実施例により限

10

定されないことは、もちろんである。
【００７３】
（実施例１）
１ vol.％ の オ ク タ デ シ ル ト リ ク ロ ロ シ ラ ン を 含 む 無 水 ト ル エ ン に 、 窒 素 雰 囲 気 下 で シ リ
コンプレートを５分間浸漬して表面を疎水化し、微粒子集積体用の基板を得た（以下、こ
れを単に「基板」と言う）。この基板のエタノールに対する接触角は１０〜２０°であり
、水に対する接触角は９６°であった。
【００７４】
次に、互いに粒径の異なる２種類の微粒子群を準備した。即ち、一方の微粒子群は粒子
表面をカルボキシル基で修飾した直径２０００ｎｍの球形ＳｉＯ２

微粒子群（以下、「
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大型負荷電微粒子」と言う）であり、他方の微粒子群は粒子表面をアミノ基で修飾した直
径１０００ｎｍの球形ＳｉＯ２

微粒子群（以下、「小型正荷電微粒子」と言う）である

。
【００７５】
上記の大型負荷電微粒子１０ｍｇと小型正荷電微粒子１．２５ｍｇ（微粒子の個数割合
において、ほぼ１：１になる）とを、分散媒エタノール８０ｍｌ中に分散させたコロイド
液を調製して容器に収容し、このコロイド液中に上記の基板を縦向きに浸漬した。
【００７６】
そして、容器底部からの加熱により分散媒を７０°Ｃに加温した。こうして、コロイド
液の底部と表層部との温度差により分散媒が攪拌され、それによって大型負荷電微粒子と
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小型正荷電微粒子も移動するようにした。
【００７７】
加温に基づく分散媒の蒸発につれて、その表層部が基板の表面側へ移動し、かつ、分散
媒の蒸発に基づく液面低下（およそ１ｃｍ／８時間の速度）につれて２種類の異径微粒子
が図１の（ａ）〜（ｃ）に示すように基板上に集積し、一定の配列形態によって自己組織
的に配列した。
【００７８】
次に、上記した分散媒の蒸発に基づく液面と基板との相対変位速度よりも有意に速い一
定の速度（およそ１ｃｍ／１時間の速度）で基板を引き上げると、図１の（ｄ）〜（ｅ）
に示すように、その間は微粒子の新たな集積・配列は起こらなかった。そのため、結果的
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に細線状の異径微粒子団層が形成された。
【００７９】
次に基板の引き上げを停止したところ、既に形成された細線状の異径微粒子団層とは一
定の間隔を以て平行に、次の異径微粒子団層の形成が始まった。以上のサイクルの繰り返
しにより、図１の（ｆ）に示すような異径微粒子団細線アレイが形成された。
【００８０】
図２〜図４には、上記により構成された異径微粒子団細線アレイの走査型電子顕微鏡像
を示す。図２から図４へ順次拡大倍率を上げたものである。図２には平行線状の細線アレ
イ構造が明瞭に認められ、図３には細線状の異径微粒子団層における異径微粒子団の規則
的な配列が明瞭に認められ、図４にはＮａＣｌ型の結晶構造が明瞭に認められる。又、図
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５には基板上に形成された異径微粒子団細線アレイ全体像の写真を示す。
【００８１】
（実施例２）
上記の実施例１に比較して、エタノールの蒸発に基づく液面低下の速度を、およそ３ｃ
ｍ／８時間とし、それ以外の点は実施例１と全く同様にして、実施例２を行った。
【００８２】
この実施例２においては、実施例１で前記した基板の上方への引き上げによる相対変位
操作を行わなくても、分散媒の蒸発に基づくコロイド液の液面の液面低下のみにより、前
記図１における（ｄ）〜（ｅ）のプロセスが自律的に起こり、異径微粒子団細線アレイが
形成された。その理由は、前記「第４発明の効果」の欄において説明した通りのものであ
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ると考えられる。
【００８３】
（実施例３）
上記の実施例１に比較して、前記した基板の上方への引き上げによる相対変位操作を行
わず、分散媒の蒸発に基づくコロイド液の液面の緩徐な低下（およそ１ｃｍ／８時間の速
度）のみを起こさせ、それ以外の点は実施例１と全く同様にして実施例３を行った。
【００８４】
この実施例においては、基板上に異径微粒子団層が一様に形成され、異径微粒子団細線
アレイとはならなかった。その理由は、コロイド液中の２種の微粒子の分散密度の関係で
、異径微粒子団層の形成に伴う実施例２のような異径微粒子団層とコロイド液の液面との
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分離（液切れ）が起こらないためである、と考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
本発明により、フォトニック結晶や光学素子等として利用できる異径微粒子団集積体の
新規で簡易な製造方法が提供される。更に、異径微粒子団集積体の特殊なカテゴリーであ
る異径微粒子団細線アレイと、その簡易な製造方法とが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】実施例の異径微粒子団細線アレイの製造過程を簡略に説明する図である。
【００８７】
【図２】異径微粒子団細線アレイの形成例を示す走査型電子顕微鏡像である。
【００８８】
【図３】異径微粒子団細線アレイの形成例を示す走査型電子顕微鏡像である。
【００８９】
【図４】異径微粒子団細線アレイの形成例を示す走査型電子顕微鏡像である。
【００９０】
【図５】異径微粒子団細線アレイの全体の撮像写真である。
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