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最終頁に続く

(54)【発明の名称】無機ナノシート分散液、及び無機ナノシート分散液の製造方法

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  構造 色を 発する無機ナノシート分散液であって、
  液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する無機ナノシートと、
  前記 無機 ナノシートの分散媒である溶媒と、
  前記 無機 ナノシートを含み、複数の前記無機ナノシートによる秩序構造を有し、前記溶
媒中 にお いてランダムな配向を有 する無機ナノシート配向ドメインと
を含 み、
  前記 無機 ナノシート分散液中の前記無機ナノシートの濃度が、前記液晶相を形成する濃
度範 囲内 の濃度である無機ナノシート分散液。
【請 求項 ２】
  前記 無機 ナノシート分散液が液晶相である請求項１に記載の無機ナノシート分散液。
【請 求項 ３】
  前記 秩序 構造が、ラメラ構造である請求項１又は２に記載の無機ナノシート分散液。
【請 求項 ４】
  角度 依存 性のない構造色を発する無機ナノシート分散液であって、
  液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する無機ナノシートと、
  前記 無機 ナノシートの分散媒である溶媒と、
  前記 無機 ナノシートを含み、複数の前記無機ナノシートによる秩序構造を有する無機ナ
ノシ ート 配向ドメインと
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を含 み、
  前記 無機 ナノシート分散液中の前記無機ナノシートの濃度が、前記液晶相を形成する濃
度範 囲内 の濃度である 無機ナノシート分散液。
【請 求項 ５】
  前記 無機 ナノシート配向ドメインが、前記構造色に応じた面間隔を有する前記秩序構造
を含 む請 求項１～４のいずれか１項に記載の無機ナノシート分散液。
【請 求項 ６】
  構造 色を 発する無機ナノシート分散液の製造方法であって、
  層状 無機 化合物から無機ナノシートを剥離させる剥離工程と、
  液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する前記無機ナノシートを溶媒に添加し、前記
溶媒 中に おける前記無機ナノシートの濃度を予め定められた濃度に調整することで、前記
無機 ナノ シートを含み複数の前記無機ナノシートによる秩序構造を有する無機ナノシート
配向 ドメ インを形成する 濃度調整工程と
を備 え、
  前記 無機 ナノシート配向ドメインが、前記溶媒中においてランダムな配向を有する無機
ナノ シー ト分散液の製造方法。
【請 求項 ７】
  剥離 して 得られる前記無機ナノシートの粒径を予め定められた粒径に制御する粒径制御
工程
を更 に備 える請求項 ６に記載の無機ナノシート分散液の製造方法。
【請 求項 ８】
  角度 依存 性のない構造色を発する無機ナノシート分散液の製造方法であって、
  層状 無機 化合物から無機ナノシートを剥離させる剥離工程と、
  液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する前記無機ナノシートを溶媒に添加し、前記
溶媒 中に おける前記無機ナノシートの濃度を予め定められた濃度に調整する濃度調整工程
と
を備 える 無機ナノシート分散液の製造方法。
 
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、無機ナノシート分散液、及び無機ナノシート分散液の製造方法に関する。特
に、 本発 明は、構造色を発する無機ナノシート分散液、及び無機ナノシート分散液の製造
方法 に関 する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  従来 、不 純物を含んでもよい分散媒に分散した層状無機化合物の分散液を少なくとも液
晶相 と非 液晶相とに相分離させるステップと、分散液から液晶相を分取するステップと、
分取 され た液晶相を乾燥させて固体材料を得るステップとを含む層状無機化合物を含有す
る固 体材 料の製造方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）。特許文献１に記載
の層 状無 機化合物を含有する固体材料の製造方法によれば、ガスバリア性等の向上のため
に、 ナノ シートの長手方向の平均長さが大きな層状無機化合物を含有し、かつ高い透明性
を有 する 固体材料を提供できる。
【０ ００ ３】
  また 、層 状無機化合物の劈開物であるナノシートが分散媒中に分散した分散液であって
、分 散液 が液晶相状態を示し、動的光散乱法によって測定される分散液中のナノシートの
平均 アス ペクト比が１０００以上４０００以下であり、かつ分散液の固形分濃度が１．５
質量 ％以 上５質量％以下である分散液が知られている（例えば、特許文献２参照。）。特
許文 献２ に記載の分散液によれば、透明性、ガスバリア性、及び耐熱性を兼ね備える固体
材料 を当 該分散液から得ることができる。
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【先 行技 術文献】
【特 許文 献】
【０ ００ ４】
【特 許文 献１】特開２０１０－１５５７５２号公報
【特 許文 献２】特開２０１３－０１０６６２号公報
【発 明の 概要】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ５】
  しか し、 特許文献１に記載されている固体材料、及び特許文献２に記載されている分散
液に おい ては、透明性やガスバリア性に関して検討しているものの、構造色に関しては検
討さ れて いない。
【０ ００ ６】
  した がっ て、本発明の目的は、構造色を発する無機ナノシート分散液、及び無機ナノシ
ート 分散 液の製造方法を提供することにある。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ００ ７】
  本発 明は 、上記目的を達成するため、構造色を発する無機ナノシート分散液であって、
液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する無機ナノシートと、無機ナノシートの分散媒
であ る溶 媒と、無機ナノシートを含み、複数の無機ナノシートによる秩序構造を有し、溶
媒中 にお いてランダムな配向を有 する無機ナノシート配向ドメインとを含み、無機ナノシ
ート 分散 液中の無機ナノシートの濃度が、液晶相を形成する濃度範囲内の濃度である無機
ナノ シー ト分散液が提供される。
 
【０ ００ ８】
  また 、上 記無機ナノシート分散液において、無機ナノシート分散液が液晶相であっても
よい 。
【０ ００ ９】
  また 、上 記無機ナノシート分散液において、秩序構造が、ラメラ構造であってもよい。
【０ ０１ ０】
  また 、角 度依存性のない構造色を発する無機ナノシート分散液であって、液晶相を形成
する 粒径 範囲内の粒径を有する無機ナノシートと、無機ナノシートの分散媒である溶媒と
、無 機ナ ノシートを含み、複数の無機ナノシートによる秩序構造を有する無機ナノシート
配向 ドメ インとを含み、無機ナノシート分散液中の無機ナノシートの濃度が、液晶相を形
成す る濃 度範囲内の濃度である無機ナノシート分散液が提供される。
 
【０ ０１ １】
  また 、上 記無機ナノシート分散液において、無機ナノシート配向ドメインが、構造色に
応じ た面 間隔を有する秩序構造を含んでいてもよい。
【０ ０１ ３】
  また 、本 発明は上記目的を達成するため、構造色を発する無機ナノシート分散液の製造
方法 であ って、層状無機化合物から無機ナノシートを剥離させる剥離工程と、液晶相を形
成す る粒 径範囲内の粒径を有する無機ナノシートを溶媒に添加し、溶媒中における無機ナ
ノシ ート の濃度を予め定められた濃度に調整することで、無機ナノシートを含み複数の無
機ナ ノシ ートによる秩序構造を有する無機ナノシート配向ドメインを形成する濃度調整工
程と を備 え、無機ナノシート配向ドメインが、溶媒中においてランダムな配向を有する無
機ナ ノシ ート分散液の製造方法が提供される。
 
【０ ０１ ４】
  また 、上 記無機ナノシート分散液の製造方法において、剥離して得られる無機ナノシー
トの 粒径 を予め定められた粒径に制御する粒径制御工程を更に備えることもできる。更に
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、本 発明 は上記目的を達成するため、 角度依存性のない構造色を発する無機ナノシート分
散液 の製 造方法であって、層状無機化合物から無機ナノシートを剥離させる剥離工程と、
液晶 相を 形成する粒径範囲内の粒径を有する無機ナノシートを溶媒に添加し、溶媒中にお
ける 無機 ナノシートの濃度を予め定められた濃度に調整する濃度調整工程とを備える無機
ナノ シー ト分散液の製造方法が提供される。
【発 明の 効果】
【０ ０１ ５】
  本発 明に 係る無機ナノシート分散液、及び無機ナノシート分散液の製造方法によれば、
構造 色を 発する無機ナノシート分散液、及び無機ナノシート分散液の製造方法を提供でき
る。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０１ ６】
【図 １】 本発明の実施の形態に係る無機ナノシートの模式図である。
【図 ２】 本発明の実施の形態に係る無機ナノシート配向ドメインの模式図である。
【図 ３】 実施例１に係る無機ナノシートの粒径測定の結果を示すグラフである。
【図 ４】 実施例１及び参考例に係る各無機ナノシート分散液を白色光下において正面から
観察 した 結果を示す図である。
【図 ５】 （ａ）及び（ｂ）は、実施例１及び参考例に係る各無機ナノシート分散液を白色
光下 にお いて斜め約４５度から観察した結果を示す図である。
【図 ６】 実施例１に係る無機ナノシート分散液の小角Ｘ線散乱のパターンである。
【発 明を 実施するための形態】
【０ ０１ ７】
［実 施の 形態］
［無 機ナ ノシート分散液の概要］
  本発 明の 実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、無機材料から剥離して得られる無
機ナ ノシ ートにより構成される秩序構造を有する無機ナノシート配向ドメインと、無機ナ
ノシ ート の分散媒である溶媒とを含む無機ナノシート分散液である。そして、本実施の形
態に 係る 無機ナノシート分散液は、無機ナノシートの溶媒中における濃度が低濃度（例え
ば、 １ｗ ｔ％以下程度の濃度）の状態でも構造色を発する。更に、この無機ナノシート分
散液 は、 様々な角度から観察しても、同一の構造色を発する。以下、無機ナノシート分散
液を 様々 な角度から観察した場合に構造色が実質的に変化しないことを、「構造色に角度
依存 性が ない」と表す。
【０ ０１ ８】
  本発 明者 らは、出発原料である無機材料から無機ナノシートを剥離させる場合における
分散 剤等 の共存物質や対イオンの含有量、溶媒組成、ナノシート種、ナノシート粒径の影
響を 検討 する過程において、無機ナノシート配向ドメインを含む溶媒が構造色を発するだ
けで はな く、構造色に角度依存性がないことを初めて見出し、本発明を創出するに至った
。以 下、 実施の形態に沿って詳細を説明する。
【０ ０１ ９】
［無 機ナ ノシート分散液の詳細］
  本発 明の 実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、所定の波長の構造色を発する無機
ナノ シー ト分散液であって、無機材料から剥離して得られる複数の無機ナノシートとその
対イ オン 、溶媒、共存物質（例えば、塩、高分子電解質、コロイド粒子等）を含み、これ
ら複 数の 無機ナノシートによる秩序構造（すなわち、配向秩序構造、又は二次元周期や三
次元 周期 をもつ位置秩序構造）を有する複数の無機ナノシート配向ドメインと、複数の無
機ナ ノシ ートの分散媒である溶媒とを含んで構成される。そして、この無機ナノシート分
散液 は、 液晶相として挙動する。
【０ ０２ ０】
  具体 的に 、無機ナノシート分散液において秩序構造は、板状の構造単位が一定の規則に
従っ て配 向・配列してなる構造である。例えば、秩序構造はラメラ構造である。そして、
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無機 ナノ シートは溶媒中においてラメラ構造を有する無機ナノシートの液晶相を形成する
。ま た、 無機ナノシート分散液において、無機ナノシートが液晶相を形成する粒径範囲内
の粒 径を 有すると共に、無機ナノシート分散液中の無機ナノシートの濃度が液晶相を形成
する 濃度 範囲内の濃度を有する。ここで、共存物質、溶媒組成、対イオン種、及び／又は
ナノ シー トの組合せや濃度は、秩序構造を形成させ、秩序構造の秩序性を最適化し、秩序
構造 の構 造周期を制御するファクターである。そして、構造色に角度依存性をなくす観点
から は、 無機ナノシート配向ドメインが溶媒中においてランダムな配向を有することが好
まし い。
【０ ０２ １】
（無 機ナ ノシート）
  本実 施の 形態に係る無機ナノシートは、積層構造若しくは層状構造を有する無機材料を
剥離 させ ることによって得られる単位構造としての薄板形状の無機結晶である。無機ナノ
シー トの 組成及び形状は、無機材料の種類に応じて決定される。すなわち、無機ナノシー
トの 組成 は出発物質である無機材料の組成を反映しており、無機ナノシートの形状は出発
物質 であ る無機材料の結晶学的構造を反映している。したがって、無機ナノシートは、例
えば 、数 ｎｍの厚さ（例えば、フルオロヘクトライト等の粘土鉱物においては約１ｎｍ）
及び 数十 ｎｍ以上数百μｍ以下程度の横幅を有する。これにより無機ナノシートは、異方
性が 極め て大きな形状（すなわち、非常に高いアスペクト比を有する形状）を有すること
にな る。 ここで、本実施の形態に係る無機ナノシートの「粒径」は以下のように定義する
。
【０ ０２ ２】
  図１ は、 本実施の形態に係る無機ナノシートの模式的な図の一例を示す。具体的に図１
（ａ ）は 、無機ナノシートの平面視における模式的な図の一例を示し、（ｂ）は、無機ナ
ノシ ート の断面の模式的な図の一例を示す。
【０ ０２ ３】
  無機 ナノ シート１の「粒径」は、実質的には無機ナノシート１の横幅である。図１に示
すよ うに 、無機ナノシート１の平面視における最大幅を横幅ｗとした場合、この横幅ｗの
平均 値を 本実施の形態における「粒径」とする。無機ナノシート１の「粒径」は、例えば
、動 的光 散乱法等の測定手段を用いて計測及び算出できる。また、無機ナノシート１の粒
径を 調整 することにより、無機ナノシート分散液が発する構造色を制御できる。なお、無
機ナ ノシ ート１の厚さｔは、無機ナノシート１の出発原料である無機材料の結晶構造に応
じて 決定 される。
【０ ０２ ４】
  なお 、無 機ナノシート１の出発材料としての無機材料は層状無機化合物である。層状無
機化 合物 としては、グラファイト、層状金属カルコゲン化物、層状金属酸化物（例えば、
酸化 チタ ン、酸化ニオブを主体とする層状ペロブスカイト化合物、チタン・ニオブ酸塩、
モリ ブデ ン酸塩等）、層状金属オキシハロゲン化物、層状金属リン酸塩（例えば、層状ア
ンチ モン リン酸塩等）、粘土鉱物若しくは層状ケイ酸塩（例えば、雲母、スメクタイト族
（モ ンモ リロナイト、サポナイト、ヘクトライト、フルオロヘクトライト等）、カオリン
族（ カオ リナイト等）、マガディアイト、カネマイト等）、及び層状複水酸化物等が挙げ
られ る。 なお、本実施の形態では粘土鉱物若しくは層状ケイ酸塩が入手の容易さ等から好
まし く用 いられるが、粘土鉱物若しくは層状ケイ酸塩としては、天然の粘土鉱物若しくは
天然 の層 状ケイ酸塩、又は合成の粘土鉱物若しくは合成の層状ケイ酸塩のいずれを用いて
もよ い。
【０ ０２ ５】
（無 機ナ ノシート配向ドメイン）
  図２ は、 本発明の実施の形態に係る無機ナノシート配向ドメインの模式的な図の一例を
示す 。
【０ ０２ ６】
  無機 ナノ シート配向ドメイン１０は、複数の無機ナノシート１が規則的な構造をとるこ
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とで 形成 される。具体的に、無機ナノシート配向ドメイン１０は、無機ナノシート分散液
が発 する 構造色の波長に応じた面間隔ｄを有する秩序構造が、複数の無機ナノシート１に
より 構成 されることで得られる。例えば無機ナノシート配向ドメイン１０は、数十μｍ以
上数 ｍｍ 以下程度のサイズＬを有して構成される。ここで、秩序構造はラメラ構造である
。そ して 、本実施の形態に係るラメラ構造は、例えば、９０ｎｍ以上３００ｎｍ以下、好
まし くは １００ｎｍ以上２８０ｎｍ以下、より好ましくは１１０ｎｍ以上２６０ｎｍ以下
程度 、更 に好ましくは１２０ｎｍ以上２４０ｎｍ以下程度の面間隔ｄを有する。
【０ ０２ ７】
  無機 ナノ シート分散液の構造色は、無機ナノシート１のラメラ構造の面間隔ｄに基づい
て無 機ナ ノシート分散液から発せられていると考えられる。すなわち、ラメラ構造の面間
隔ｄ とブ ラッグの法則とに基づいて、無機ナノシート分散液の主たる構造色が決定される
と考 えら れる。そして、無機ナノシート配向ドメイン１０は、溶媒中においてランダムな
配向 を有 する。なお、溶媒中における無機ナノシート配向ドメイン１０の配向状態は、ク
ロス ニコ ル観察により確認できる。
【０ ０２ ８】
  本実 施の 形態に係る無機ナノシート分散液の構造色に角度依存性がない理由については
不明 な点 が多いが、本発明者らは以下のように推測している。まず、本実施の形態におい
ては 、無 機ナノシートの粒径を所定の粒径範囲に制御すると共に、無機ナノシートの溶媒
中に おけ る濃度を所定の濃度範囲に制御する。これにより、無機ナノシート配向ドメイン
に含 まれ る無機ナノシートのラメラ構造の面間隔は、所定の面間隔に制御される。そして
、無 機ナ ノシートの溶媒中における濃度を所定の濃度範囲に制御することで、溶媒中で無
機ナ ノシ ート配向ドメインはランダムな配向をとる。この状態において、複数の無機ナノ
シー ト配 向ドメイン一つ一つはブラッグの式に対応する角度依存性を有するものの、溶媒
中で ラン ダムな配向をとっていることから、発色強度が最も大きい構造色の無機ナノシー
ト配 向ド メインによる構造色が、無機ナノシート分散液の特定の構造色として観察される
と推 測さ れる。
【０ ０２ ９】
（溶 媒）
  無機 ナノ シート分散液において、無機ナノシートの分散媒である溶媒は、無機ナノシー
トの 出発 原料を粘土鉱物とした場合、例えば、純水を用いることができる。また、溶媒と
して は、 無機ナノシート分散液が発する構造色を制御することを目的として、無機ナノシ
ート の出 発原料である無機材料の種類に応じ、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ
シド 、ノ ルマルホルムアミド等の他の極性溶媒、又は無極性溶媒を用いることもできる。
【０ ０３ ０】
（液 晶相 ）
  構造 色を 発する無機ナノシート分散液において、無機ナノシートは液晶相を形成する。
無機 ナノ シート分散液の液晶性は、分散媒中において複数の無機ナノシートの主面が実質
的に 同一 方向に向いた状態で定常的に配向して無機ナノシート配向ドメインを形成するこ
とで 発現 する。液晶相が形成されるか否かは、主として無機ナノシートの粒径と無機ナノ
シー トの 濃度によって決定される。すなわち、無機ナノシートの粒径及び無機ナノシート
の濃 度が 、溶媒中で無機ナノシートの液晶相が形成される範囲内である場合、液晶相が形
成さ れる 。
【０ ０３ １】
  なお 、液 晶相の形成において、実測された等方相－液晶相転移濃度と無機ナノシート粒
径と の関 係は剛体粒子間の排除体積のみを考慮したＯｎｓａｇｅｒの理論によってある程
度は 予測 できる。しかしながら、本実施形態に係る秩序構造、すなわち、ラメラ構造の形
成に つい てはＯｎｓａｇｅｒの理論では説明することが困難な面があり、また、ラメラ構
造の 面間 隔が理想膨潤則と一致しない等、構造形成のメカニズムの詳細についてはまだ不
明な 点が 多い。しかしながら本発明者らは、無機ナノシート‐溶媒分子間、溶媒分子‐対
イオ ン間 、無機ナノシート‐対イオン間の相互作用のバランスや、枯渇効果等のエントロ
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ピー 力に よって、基本的な理論で想定されていない無機ナノシート間の引力相互作用が誘
起さ れた ためであると推測している。
【０ ０３ ２】
（構 造色 ）
  無機 ナノ シート分散液は、無機ナノシートの出発原料の種類、分散媒の種類、無機ナノ
シー トの 粒径、及び溶媒中における無機ナノシートの濃度を調整することにより、所望の
構造 色を 発する。出発原料の種類及び溶媒の種類が固定されている場合、無機ナノシート
分散 液の 構造色は、無機ナノシートの粒径及び無機ナノシートの濃度が無機ナノシートの
液晶 相が 溶媒中で形成される範囲内であれば、無機ナノシートの粒径及び無機ナノシート
の濃 度を 当該範囲内で様々に変化させることで様々な波長に調整できる。
【０ ０３ ３】
［無 機ナ ノシート分散液の製造方法］
  本実 施の 形態に係る無機ナノシート分散液の製造方法は、概略、以下の各工程を備える
。す なわ ち、層状無機化合物から無機ナノシートを剥離させる剥離工程と、剥離して得ら
れた 無機 ナノシートの粒径を所定の粒径に制御する粒径制御工程と、粒径が制御された無
機ナ ノシ ートの溶媒中における濃度を所定の濃度に調整する濃度調整工程とを備える。な
お、 粒径 制御工程は、製造する無機ナノシート分散液に用いる無機ナノシート原料の種類
によ って は省略することができる。
【０ ０３ ４】
（剥 離工 程）
  まず 、層 状無機化合物から無機ナノシートを剥離させる。例えば、層状無機化合物を所
定の 溶媒 に添加する。すると、層状無機化合物の層間に溶媒が侵入し、溶媒中で層状無機
化合 物の 層間が膨潤する。これにより、層状無機化合物から無機ナノシートが剥離する。
剥離 した 無機ナノシートは、溶媒中で分散コロイドを形成する。
【０ ０３ ５】
（粒 径制 御工程）
  次に 、得 られた無機ナノシートの粒径を所定の粒径に制御する。具体的には、無機ナノ
シー トの 分散コロイドに所定の振動数の弾性振動波を照射する。例えば、無機ナノシート
の分 散コ ロイドに、予め定められた時間、予め定められた振動数の超音波を照射する。こ
れに より 、無機ナノシートの粒径を所定の粒径範囲内の粒径に制御する。ここで、無機ナ
ノシ ート の粒径が小さくなりすぎると無機ナノシート分散液の液晶性が喪失される場合が
ある ので 、粒径制御工程においては、無機ナノシートの粒径を無機ナノシートの液晶相が
溶媒 中で 形成される範囲内の粒径に制御することが好ましい。
【０ ０３ ６】
（濃 度調 整工程）
  そし て、 所定の粒径に制御された無機ナノシートの溶媒中における濃度を調整する。す
なわ ち、 少なくとも無機ナノシートの液晶相が形成される濃度以上であって、所望の構造
色が 発色 する濃度に、無機ナノシートの溶媒中における濃度を調整する。これにより、本
実施 の形 態に係る無機ナノシート分散液が得られる。
【０ ０３ ７】
  なお 、無 機ナノシートの出発原料である無機材料や無機ナノシート分散液の溶媒の種類
によ って も異なるが、無機ナノシート分散液の製造方法は、以下の各工程を備えることも
でき る。
【０ ０３ ８】
  まず 、無 機ナノシート分散液の製造方法は、剥離工程と粒径制御工程との間に遠心分離
工程 を備 えることができる。剥離工程において、層状無機化合物を溶媒に分散させた分散
液を 準備 した場合、分散液には不純物、未剥離又は剥離度の低い層状物質、及び無機ナノ
シー トの 分散コロイドが混合していることがある。したがって、この分散液を遠心分離す
るこ とで 、主成分を溶媒とする上澄み液と、無機ナノシートの分散コロイドと、主として
不純 物か らなる沈殿物とを分離する。また、無機ナノシート分散液の製造方法は、遠心分
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離工 程の 後に、遠心分離により分離された無機ナノシートの分散コロイドを採取する採取
工程 を備 えることもできる。この採取工程で、無機層状化合物から完全に剥離した無機ナ
ノシ ート を採取する。
【０ ０３ ９】
（実 施の 形態の効果）
  本実 施の 形態に係る無機ナノシート分散液は、所定の面間隔のラメラ構造を含む無機ナ
ノシ ート 配向ドメインを有するので、面間隔に応じた波長の構造色を発色する。また、無
機ナ ノシ ート分散液は、無機ナノシート配向ドメインが溶媒中でランダムな配向をしてい
るの で、 構造色に角度依存性がない。これにより、本実施の形態に係る無機ナノシート分
散液 によ れば、所望の構造色を発色し、様々な角度から観察しても構造色に実質的な変化
がな い無 機ナノシート分散液を提供できる。
【０ ０４ ０】
  また 、本 実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、数百ｎｍ程度の大きさの無機ナノ
シー ト配 向ドメインのランダムな配向状態が溶媒中で維持されているので、従来の物質（
例え ば、 有機分子）自体が色を発色する色材に比べ、実質的に劣化することがない。した
がっ て、 本実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、長期間、構造色の発色を維持でき
る。 そし て、本実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、無毒、低環境負荷、高耐久性
、そ して 安価な無機材料の無機ナノシートを用いているので、毒性や環境負荷があり、ま
た耐 久性 が低く、高価な出発材料から複雑な合成手順を経て得られる有機分子からなる従
来の 色材 に比べ、人体や環境への悪影響を低減できると共に低コストで構造色を発する無
機ナ ノシ ート分散液を提供できる。
【０ ０４ １】
  更に 、本 実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、上述のように簡便な製造方法によ
り生 成す ることができる。そして、無機ナノシート分散液は、溶媒中で無機ナノシートが
自発 的に 形成する構造（すなわち、無機ナノシート配向ドメイン）に起因して構造色を発
して いる ので、無機ナノシート配向ドメインの配向を特別に制御する配向処理を要さない
。し たが って、無機ナノシート分散液に振動を加えたり、無機ナノシート分散液を撹拌す
るこ とで 構造色が一時的に失われたとしても、無機ナノシートが自発的に無機ナノシート
配向 ドメ インを形成し、無機ナノシート配向ドメインがランダムな配向をとるので、素早
く構 造色 の発色が回復する。
【０ ０４ ２】
  そし て、 本実施の形態に係る無機ナノシート分散液は、例えば、色材、外部環境や近傍
に存 在す る物質に応じて変色するセンサー等、「色」が関与する分野に応用できる。一例
とし て、 無機ナノシート分散液は、化粧品、塗装、インテリア等に用いる色材、微量の物
質や 温度 変化を検知して変色するセンサー等の構成部材として応用できると考えられる。
【実 施例 １】
【０ ０４ ３】
  実施 例１ として、フルオロヘクトライトの無機ナノシートを用いた無機ナノシート分散
液を 生成 した。
【０ ０４ ４】
  まず 、分 散剤を添加していない合成フルオロヘクトライト／水コロイド分散液（ＦＨＴ
－Ｃ Ｆ．   Ｌｏｔ．Ｎｏ．３０３２９、トピー工業製）を出発原料として準備した。この
出発 原料 は等方相であった。次に、この合成フルオロヘクトライト／水コロイド分散液を
複数 の遠 沈管に均等に入れた。そして、遠心分離機（ＨＩＴＡＣＨＩ製ＣＦ－１５ＲＸＩ
Ｉ） を用 い、回転速度１５００ｒｐｍで１時間、遠沈管の合成フルオロヘクトライト／水
コロ イド 分散液を遠心分離した。
【０ ０４ ５】
  遠心 分離 後の遠沈管には上澄みと、中間層と、最下層とが存在していた。上澄みは主成
分が 水で あり、中間層は流動性のある無機ナノシートの分散コロイドであり、最下層は灰
色の 不純 物を含む沈殿物であった。遠沈管から上澄みを除去し、中間層の無機ナノシート
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の分 散コ ロイドのみを採取した。
【０ ０４ ６】
  ここ で、 無機ナノシートの分散コロイドの一部を採取し、重量を測定した。更に、採取
した 一部 の無機ナノシートの分散コロイドを乾燥させ、乾燥後の重量を測定した。そして
、無 機ナ ノシートの分散コロイドの乾燥前後による重量比から無機ナノシートの分散コロ
イド の濃 度を算出した。続いて、算出した濃度に基づいて、遠心分離後に得られた無機ナ
ノシ ート の分散コロイドを２００ｍｌ、２ｗｔ％の濃度に純水を用いて調整した。
【０ ０４ ７】
  次に 、濃 度を調製した無機ナノシートの分散コロイドに超音波処理を施した。具体的に
は、 超音 波洗浄機（Ｆｉｎｅ   Ｆｏ２１－Ｈ）を用い、超音波の照射時間を０時間、９時
間、 １２ 時間、及び２４時間に設定して無機ナノシートの分散コロイドに超音波処理を施
した 。こ れにより、それぞれ粒径が異なる無機ナノシートを含む４種類の無機ナノシート
の分 散コ ロイドを得た。
【０ ０４ ８】
  超音 波処 理を実行後、得られた４種類の無機ナノシートの分散コロイド中の無機ナノシ
ート の平 均粒径をダイナミック光散乱光度計（Ｐｈｏｔａｌ   ＤＬＳ－８０００、大塚電
子株 式会 社製）によって測定した。
【０ ０４ ９】
  図３ は、 実施例１に係る無機ナノシートの粒径測定の結果を示すグラフである。
【０ ０５ ０】
  その 結果 、無機ナノシートの平均粒径は、超音波の照射時間が長くなる程、小さくなる
こと が示 された。また、無機ナノシートの粒度分布も超音波の照射時間が長くなるほど小
さく なっ た。そして、図３に示すように無機ナノシートの平均粒径は、超音波の照射時間
が０ 時間 の場合に１７０９ｎｍであり、照射時間が９時間の場合に７８２ｎｍであり、照
射時 間が １２時間の場合に６０７ｎｍであり、照射時間が２４時間の場合に１３９ｎｍで
あっ た。
【０ ０５ １】
  次に 、平 均粒径が制御された無機ナノシートに純水を添加して、無機ナノシートの純水
中に おけ る濃度を調製した。すなわち、平均粒径が異なる各無機ナノシートの分散コロイ
ドの それ ぞれについて、０．５ｗｔ％、０．６ｗｔ％、０．７ｗｔ％、０．８ｗｔ％、０
．９ ｗｔ ％、１．０ｗｔ％、１．１ｗｔ％、及び１．２ｗｔ％の濃度に調整した試料を作
製し た。 これにより、無機ナノシート分散液が得られた（平均粒径が６０７ｎｍである無
機ナ ノシ ート分散液と、平均粒径が７８２ｎｍである無機ナノシート分散液とが実施例１
に係 る無 機ナノシート分散液であり、他の無機ナノシート分散液は参考例である。）。そ
して 、濃 度を調製した各試料を白色光下において観察した。
【０ ０５ ２】
  図４ は、 実施例１及び参考例に係る各無機ナノシート分散液を白色光下において正面か
ら観 察し た結果を示す。
【０ ０５ ３】
  その 結果 、超音波の照射時間が９時間（平均粒径が７８２ｎｍの試料）の試料と１２時
間の 試料 （平均粒径が６０７ｎｍの試料）とでは構造色が確認された。更に確認された構
造色 は、 濃度を調製することによって可視光の全波長域（すなわち、紫～青～緑～黄～赤
）で 制御 できることが確認された。すなわち、無機ナノシートの粒径と、無機ナノシート
の溶 媒に おける濃度とを調製することにより、無機ナノシート分散液の構造色を所望の波
長の 色に 制御できることが確認された。なお、平均粒径、及び無機ナノシートの分散コロ
イド の濃 度が小さくなるにしたがって、構造色の発色波長域が長波長側へシフトすること
が観 察さ れた。
【０ ０５ ４】
  図５ （ａ ）及び（ｂ）は、実施例１及び参考例に係る各無機ナノシート分散液を白色光
下に おい て斜め約４５度から観察した結果を示す。
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【０ ０５ ５】
  図５ （ａ ）及び（ｂ）を参照すると明らかなように、構造色を発する無機ナノシート分
散液 にお いて、角度依存性がないことが確認された。球状コロイドの規則的な配列等に起
因す る構 造色においては、通常、ブラッグの法則に応じた角度依存性を有する。一方、実
施例 １に 係る無機ナノシート分散液は角度依存性がないので、従来の構造色材料とは異な
る発 色原 理を有していると推測される。
【０ ０５ ６】
  また 、ク ロスニコルを用いて実施例１に係る無機ナノシート分散液を観察した結果、液
晶性 に起 因する複屈折が観察された。
【０ ０５ ７】
  図６ は、 実施例１に係る無機ナノシート分散液（平均粒径が６０７ｎｍであって、濃度
が０ ．７ ｗｔ％の試料）の小角Ｘ線散乱のパターンを示す。
【０ ０５ ８】
  小角 Ｘ線 散乱により無機ナノシート分散液の微細構造を解析した。その結果、緑色の構
造色 を発 する無機ナノシート分散液においては、面間隔が１００ｎｍ程度のラメラ構造が
形成 され ていることが示された。一定の濃度以上の無機ナノシートのコロイド分散液では
、排 除体 積効果等によって無機ナノシートが配向して液晶相が発現する。更に、無機ナノ
シー トの ラメラ構造又は方向のみが揃ったネマチック相を示す。実施例１に係る無機ナノ
シー ト分 散液においても同様に液晶相が発現していると考えられるものの、実施例１にお
いて 算出 されたラメラ構造の面間隔は、従来のナノシート液晶系に比べて、かなり広いこ
とが 示さ れた。
【０ ０５ ９】
  また 、無 機ナノシート配向ドメインのサイズは、偏光顕微鏡（ＯＬＹＭＰＵＳ   ＢＸ５
１） によ る観察やクロスニコルによる目視観察によると、数十μｍ以上数ｍｍ以下程度で
あっ た。 そして、無機ナノシート配向ドメインは様々な方向（すなわち、ランダム）に配
向し てい ることが確認された。すなわち、実施例１に係る無機ナノシート分散液において
は、 面間 隔が１００ｎｍ程度の微小ドメイン（無機ナノシート配向ドメイン）が、溶媒中
でラ ンダ ムに配向していることが確認された。
【実 施例 ２】
【０ ０６ ０】
  実施 例２ として、層状ペロブスカイト化合物を用いた無機ナノシート分散液を生成した
。
【０ ０６ １】
（層 状ペ ロブスカイト化合物粉末の合成）
  まず 、Ｋ Ｃａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝３）を以下のように合成し
た。 出発 原料は、炭酸カリウム（東京化成工業株式会社製）、炭酸カルシウム（東京化成
工業 株式 会社製）、及び酸化ニオブ（東京化成工業株式会社製）を用いた。具体的に、炭
酸カ リウ ムと炭酸カルシウムと酸化ニオブとが１．１：２：３のモル比になるようにそれ
ぞれ 秤量 し、混合して混合物を得た。そして、この混合物を１２００℃で１２時間焼成し
、Ｋ Ｃａ ２ Ｎｂ ３ Ｏ １ ０ の粉末試料を合成した。この粉末試料はＸＲＤにて同定した。
【０ ０６ ２】
  次に 、Ｋ Ｃａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝４及び５）の原料の一部と
なる 、Ｎ ａＮｂＯ ３ を以下の手順で合成した。出発原料は、炭酸ナトリウム（東京化成工
業株 式会 社製）、及び酸化ニオブ（東京化成工業株式会社製）を用いた。具体的に、炭酸
ナト リウ ムと酸化ニオブとが１：１のモル比になるようにそれぞれ秤量し、混合して混合
物を 得た 。そして、この混合物を１２００℃で１２時間焼成し、ＮａＮｂＯ ３ の粉末試料
を合 成し た。この粉末試料はＸＲＤにて同定した。
【０ ０６ ３】
  そし て、 ＫＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝４及び５）の合成には、
上記 で合 成したＫＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ｎ＝３）及びＮａＮｂＯ ３ を原料
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とし て用 いた。具体的に、ＫＣａ ２ Ｎｂ ３ Ｏ １ ０ とＮａＮｂＯ ３ とが１：１（ただし、ｎ
＝４ のＫ Ｃａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ を合成する場合）、及び１：２（ただし、ｎ
＝５ のＫ Ｃａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ を合成する場合）のモル比になるようにそれ
ぞれ 秤量 し、秤量した原料を混合して２種類の混合粉末を得た。そして、得られた２種類
の混 合粉 末とをそれぞれ１３５０℃で３６時間焼成した。焼成して得られた各粉末は、Ｘ
ＲＤ にて 同定した。ここで、焼成して得られた各粉末に不純物が含まれていた場合、不純
物を 含む 粉末にＮａＮｂＯ ３ 又はＫＣａ ２ Ｎｂ ３ Ｏ １ ０ を更に適量加えて混合した後、再
び同 条件 で焼成した。この工程を繰り返すことで、不純物を実質的に含まないＫＣａ ２ Ｎ
ａ ｎ － ３ Ｎ ｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝４）の第２の単相試料、及び不純物を実質的に
含ま ない ＫＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝５）の第３の単相試料をそ
れぞ れ得 た。なお、「層状ペロブスカイト化合物粉末の合成」で得られたＫＣａ ２ Ｎａ ｎ

－ ３ Ｎ ｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝３）は、不純物を実質的に含まないＫＣａ ２ Ｎａ ｎ

－ ３ Ｎ ｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝３）の第１の単相試料である。
【０ ０６ ４】
（層 状ペ ロブスカイト化合物の酸処理）
  次に 、第 １の単相試料、第２の単相試料、及び第３の単相試料のそれぞれを１０Ｍの硝
酸に 添加 し、各試料に１週間の酸処理を施した。この酸処理により、各試料の層間イオン
がプ ロト ンにイオン交換された。これにより、ＨＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （た
だし 、ｎ ＝３）の第１試料、ＨＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝４）の
第２ 試料 、及びＨＣａ ２ Ｎａ ｎ － ３ Ｎｂ ｎ Ｏ ３ ｎ ＋ １ （ただし、ｎ＝５）の第３試料を得
た。 続い て、得られた各試料の溶液それぞれについて遠心分離機（ＨＩＴＡＣＨＩ製ＣＦ
－１ ５Ｒ ＸＩＩ）を用い、回転速度１５０００ｒｐｍで１時間、遠心分離した。これによ
り、 各試 料中の過剰な硝酸を除去した。次に、過剰な硝酸を除去して得られた各試料を１
日間 、乾 燥させた。これにより得られた３種類の層状ペロブスカイト化合物はＸＲＤにて
同定 した 。
【０ ０６ ５】
（テ トラ ブチルアンモニウムイオンのインターカレーションによる剥離）
  得ら れた 第１試料、第２試料、及び第３試料をそれぞれ、テトラブチルアンモニウム（
ＴＢ ＡＯ Ｈ）水溶液（ただし、ＴＢＡＯＨ：水のモル比は１：１である）中に添加し、１
週間 、振 盪撹拌した。これにより、第１試料、第２試料、及び第３試料それぞれから無機
ナノ シー トを剥離させた。続いて、振盪撹拌後に得られた溶液を複数の遠沈管に均等に入
れた 。そ して、遠心分離機（ＨＩＴＡＣＨＩ製ＣＦ－１５ＲＸＩＩ）を用い、回転速度１
５０ ０ｒ ｐｍで１０分間、遠沈管の溶液を遠心分離した。これにより、溶液中から未剥離
の沈 殿物 を除去し、第１試料、第２試料、及び第３試料それぞれから剥離した無機ナノシ
ート を含 む上澄み液を回収した。
【０ ０６ ６】
（無 機ナ ノシート分散液の洗浄）
  次に 、第 １試料、第２試料、及び第３試料のそれぞれから剥離した無機ナノシートを含
む上 澄み 液のそれぞれを、回転速度１５０００ｒｐｍで１時間、更に遠心分離した。これ
によ り無 機ナノシートを全て沈降させた。その後、沈降した無機ナノシートを採取し、採
取し た無 機ナノシートに純水を加えて撹拌することで洗浄操作を実行した。この洗浄操作
によ り、 残存する余剰のテトラブチルアンモニウムイオンの一部が除去された。この洗浄
操作 を所 定回数、繰り返し実行した。第１試料、第２試料、及び第３試料のそれぞれにつ
いて 、洗 浄操作の回数を変化させることでテトラブチルアンモニウムイオン濃度を変化さ
せた 試料 を作製した。
【０ ０６ ７】
  得ら れた 各試料を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で観察したところ、ｎ＝３、４、及び５の
各系 にお いて無機ナノシートの厚さはそれぞれ、１．７ｎｍ、２．１ｎｍ、及び２．６ｎ
ｍで あり 、平均粒径（すなわち、無機ナノシートの横幅）はそれぞれ、１．４μｍ、１．
５μ ｍ、 及び１．３μｍであった。
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【０ ０６ ８】
  また 、テ トラブチルアンモニウムイオン濃度（ＴＢＡ濃度）を０．５ｗｔ％から３ｗｔ
％に 調整 した試料のそれぞれについてクロスニコルを用いて観察した。その結果、テトラ
ブチ ルア ンモニウムイオン濃度が１ｗｔ％以上の系の試料は液晶性を示した。そして、液
晶性 を示 した試料においては、小角Ｘ線散乱測定によって数ｎｍ以上１００ｎｍ以下程度
の面 間隔 のラメラ構造が確認された。
【０ ０６ ９】
  そし て、 ＴＢＡ濃度が調整された各試料に純水を添加して、無機ナノシートの純水中に
おけ る濃 度を調製した。
【０ ０７ ０】
  以上 のよ うにして、洗浄回数（なお、洗浄回数が多いほどＴＢＡ濃度は低くなる。）、
無機 ナノ シートの厚さ、無機ナノシート濃度が異なる一連のサンプルを生成した。得られ
た各 試料 を観察したところ、それらの中の一部が構造色を呈することを見出した。具体的
に、 ｎ＝ ４の系では、無機ナノシート濃度７．６ｗｔ％、遠心分離回数３回の系で青色の
構造 色が 観察された。ｎ＝５の系では、無機ナノシート濃度７．２ｗｔ％、遠心分離回数
３回 の系 で緑色の構造色が観察された。
【実 施例 ３】
【０ ０７ １】
  実施 例３ として、分散剤を添加した合成フルオロヘクトライト／水コロイド分散液を出
発原 料と して用い、フルオロヘクトライトの無機ナノシートを用いた無機ナノシート分散
液を 生成 した。
【０ ０７ ２】
  まず 、分 散剤を添加したＮａ含有の合成フルオロヘクトライト／水コロイド分散液（Ｎ
ａ‐ ＦＨ Ｔ／水コロイド分散液）を出発原料として準備した。このＮａ含有の合成フルオ
ロヘ クト ライト／水コロイド分散液を複数の遠沈管に均等に入れた。そして、遠心分離機
（Ｈ ＩＴ ＡＣＨＩ製ＣＦ－１５ＲＸＩＩ）を用い、２０℃の環境下、回転速度１５０００
ｒｐ ｍで １時間、遠沈管の分散液を遠心分離した。
【０ ０７ ３】
  遠心 分離 後の遠沈管には上澄みと、中間層と、最下層とが存在していた。上澄みは主成
分が 水で あり、中間層は流動性のある無機ナノシートの分散コロイドであり、最下層は不
純物 （未 剥離の層状物質、及びクリストバライト等）を含む沈殿物であった。遠沈管から
上澄 み及 び沈殿物を除去し、中間層の無機ナノシートの分散コロイドのみを採取した。そ
して 、実 施例１と同様にして、得られた無機ナノシートの分散コロイドを０．９ｗｔ％の
濃度 に純 水を用いて調節した。なお、実施例３においては超音波処理工程を省略したので
、無 機ナ ノシートの平均粒径は、実施例１の超音波処理時間が０時間である無機ナノシー
トの 平均 粒径と同様である。
【０ ０７ ４】
  次に 、水 酸化物イオンを飽和吸着させた陰イオン交換樹脂を用いて、得られた無機ナノ
シー トの 分散コロイドを処理することで、陰イオン性の不純物を除去した。続いて、アン
モニ ウム イオン（ＮＨ ４

＋ ）を飽和吸着させた陽イオン交換樹脂を用いて、フルオロヘク
トラ イト の対カチオンをＮａ ＋ からＮＨ ４

＋ にイオン交換した。これにより、対カチオン
がＮ Ｈ ４

＋ である無機ナノシートの分散コロイド（ＮＨ ４
＋ －ＦＨＴ／水コロイド分散液

）が 得ら れた。
【０ ０７ ５】
  次に 、対 カチオンがイオン交換されることにより得られたＮＨ ４

＋ －ＦＨＴ／水コロイ
ド分 散液 にジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）を分散液と同量添加し、エバポレータを用い
て溶 媒中 の水のみを選択的に蒸発させることで、溶媒をＤＭＦ置換した。以下、ＤＭＦ置
換し て得 られた試料をＮＨ ４

＋ －ＦＨＴ／ＤＭＦコロイド分散液とする。
【０ ０７ ６】
  続い て、 ベンジルトリブチルアンモニウムを飽和吸着させた陽イオン交換樹脂を用いて
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、得 られ たＮＨ ４
＋ －ＦＨＴ／ＤＭＦコロイド分散液を処理することで、フルオロヘクト

ライ トの 対カチオンをＮＨ ４
＋ からベンジルトリブチルアンモニウムクロリドに交換した

。こ れに より、実施例３に係る無機ナノシート分散液が得られた。得られた実施例３に係
る無 機ナ ノシート分散液は、緑色の構造色を示すことが確認された。なお、ベンジルトリ
ブチ ルア ンモニウムの代わりにトリメチルプロピルアンモニウムビス（トリフルオロメタ
ンス ルホ ニル）等を用いた場合も、構造色を発現することを確認した。
【０ ０７ ７】
  以上 、本 発明の実施の形態及び実施例を説明したが、上記に記載した実施の形態及び実
施例 は特 許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態及び実施例
の中 で説 明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは
限ら ない 点に留意すべきである。
【符 号の 説明】
【０ ０７ ８】
  １   無機 ナノシート
  １０   無 機ナノシート配向ドメイン
  ｗ   横幅
  ｔ   厚さ
  Ｌ   サイ ズ
  ｄ   面間 隔

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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